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はじめに
例年、独立行政法人 情報処理推進機構は、前年

度において社会的影響が大きかったセキュリティ
上の脅威について公表している。「2014 年版 10

大脅威」は 2013 年において影響力があったもの
を「10 大脅威執筆者会」の投票結果に基づいて順
位付けをして、2014 年 3 月に公表された（図表
1）。本年度は、サイバー攻撃と分類される犯罪が

オンラインバンキングの脅威
—急増するオンラインバンキングの被害者にならないために—

Point
❶	 	今年のオンラインバンキングの被害額が 2014 年 5 月 9 日の時点で約 14 億 1,700 万円と、史

上最悪だった昨年の被害額をたった 4 カ月で上回っている。
❷	 	2013 年以降、オンラインバンキングの組織的被害が日本に集中している。
❸	 	法人の被害も 2014 年に入り急増している。
❹	 	オンラインバンキング等ネット社会の被害者にならないためには、技術的な対策も重要であるが、

個々の知識向上も不可欠になってきている。
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図表 1　2014 年版 10 大脅威の順位

出所：2014年版　情報セキュリティ10大脅威（https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2014.html）

順位 タイトル 分類
1 標的型メールを用いた組織へのスパイ・諜報活動 サイバー空間（領域）問題
2 不正ログイン・不正利用 ウイルス・ハッキングによるサイバー攻撃
3 ウェブサイトの改ざん ウイルス・ハッキングによるサイバー攻撃
4 ウェブサービスからのユーザ情報の漏えい ウイルス・ハッキングによるサイバー攻撃
5 オンラインバンキングからの不正送金 ウイルス・ハッキングによるサイバー攻撃
6 悪意あるスマートフォンアプリ ウイルス・ハッキングによるサイバー攻撃
7 SNSへの軽率な情報公開 インターネットモラル
8 紛失や設定不備による情報漏えい 内部統制・セキュリティマネジメント
9 ウイルスを使った詐欺・恐喝 ウイルス・ハッキングによるサイバー攻撃
10 サービス妨害 ウイルス・ハッキングによるサイバー攻撃
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注目されている。最近の報道で、オンラインバン
キング 1 の不正被害額は、2013 年に過去最悪の
14 億 600 万円に達したが、2014 年 5 月 9 日の時
点で昨年を上回る約 14 億 1,700 万円の被害金額と
なっている（2014 年 5 月 15 日の警察庁の発表）。
4 カ月で過去最悪の昨年の金額を上回っていると
いう点が脅威である。金額のみならず、昨年まで
は個人被害が多数を占めていたが、2014 年に入っ
てから、法人の被害も増加傾向にある。10 大脅威
でも昨年度までは、10 位までに入っていなかった、
オンラインバンキングの不正送金が 5 位に位置付
けており、オンラインバンキングの不正送金に関
連のある「不正ログイン・不正利用」「ウェブサイ
トの改ざん」「ユーザ情報の漏えい」も上位ランク
に位置しており、2014 年の被害の拡大は避けられ
ない状況にあると推測できる。オンラインバンキ
ングにおける不正送金の変遷と、現状、対策、お
よび、最近のサーバー攻撃の例を紹介する。

オンラインバンキング不正送金事犯の
被害の推移

インターネット利用者数および人口普及率は図
表 2 のように年々増加している。平成 25 年通信
利用動向調査によると 13 ～ 59 歳までの年齢階層
では利用率は 9 割を超えており、利用者の拡大化
も不正アクセス等の被害の増大に関係している。

2013 年の最終発表では、被害金融機関は、32
行、被害件数 1,315 件、被害額約 14 億 600 万円
である。今年に入って約 4 カ月間で、昨年 1 年の
被害総額を超えた約 14 億 1,700 万円の被害に達し
ており、各金融機関がそれぞれの対応をしている
にもかかわらず、被害件数は減少せず、増加傾向
にある。不正による被害を少なくするためには、
オンラインバンキングの利用者が危険を理解、察
知できる自己防衛の意識を持つことが大切であ
る。危険を理解するために以下に、不正送金事犯
の仕組みを説明していく。

図表 2　インターネット利用者数および人口普及率の推移（個人利用）
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出所：平成 25年通信利用動向調査（総務省）（http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/140627_1.pdf）

1  インターネットバンキングと呼ぶこともある

オンラインバンキングの脅威
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不正送金事犯の仕組み
不正送金被害は、金融機関がハッカー等に侵入

を受け起きるということではなく、利用者側のパ
ソコンへのウイルスの感染等で、利用者側の情報
が盗み出されることにより起きている。図表 3 に
示した通り、不正送金被害の原因となる主な手口
としては、［フィッシング］と［不正送金］ウイル
スがあり、それぞれの仕組みを以下に示していく。

フィッシング【 phishing 】
フィッシング詐欺のフィッシングは、phishing

のように表記する。Fishing であるが、F ではなく
“ph” と表記することが多い。語源は諸説あるが、
欧米での主流の説は、Phreaking（電話回線網の不
正使用；一般にネットワークなどへの侵入 2）か
らの類推と言われており、日本では、偽装の手法
が洗練されている（sophisticated）ことから、

「sophisticated」との合成語であるという説が有力
である。

利用者が偽のサイトにメール等で誘導され、パ
スワード等の情報をだまし取られ、悪用されるこ
とである。偽のサイトも本物そっくりもしくは疑

2  研究社　コンピュータ英和用語辞典より

図表 3　オンラインバンキングの月別・手口発生状況
不正プログラム フィッシング
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（注）2013 年 12月分の内訳は未公開
出所：不正送金および不正アクセス等の被害について（警察庁）（https://www.antiphishing.jp/news/pdf/apcseminar2013npa.pdf）

図表 4　フィッシング詐欺の一例

①攻撃者から、銀行・クレジット会社を装った偽メールをユーザへ送信。
②ユーザは、メールに記載されているリンクをクリックし「偽ホームページ」へアクセス。「ID・パスワード」
などの情報を入力。
③攻撃者は、「偽ホームページ」に入力された「ID・パスワード」などの情報を入手。
④入手した「ID・パスワード」を使用して、本物のホームページにアクセスし、不正送金を実施。

出所：	［特集］	インターネットバンキングにおける不正送金の手口と対策について	
（http://canon-its.jp/eset/malware_info/news/140522/index.html）
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われないように巧妙に作成されていることが多い
（図表 4）。図表 3 より、フィッシングは 2011 年
後半から 2012 年にかけて活発化し、2013 年に入
り一時、沈静化したが、2013 年 11 月ごろより再
び活発化してきている。

不正送金ウイルス
利用者のパソコン（PC）がウイルスに感染す

ることにより、情報が盗まれ悪用される。フィッ
シング詐欺と違う点は、ユーザがアクセスしてい
ると思っているのは正規のサイトで、正規の URL
でアクセスしているのにもかかわらず、WEB の改
ざんが行われていて、情報が盗まれたり、ウイル
スによって、アクセス先を変更されて不正なサイ
トにアクセスさせられたりすることがある。ユー
ザ自身は正規の URL にアクセスしていると思っ

ているため、詐欺に気づくことは困難である。
不正送金ウイルスの中で有名なものに「Zeus」

や「SpyEye」「CITADEL」がある。これらはオ
ンラインバンクの口座や各種ログイン情報といっ
たユーザの個人情報を不正に収集するトロイの木
馬型マルウェア 3 である。各種ログイン情報を詐
取されるということは、銀行の通帳と銀行印が同
時に盗まれるのと同じであり、盗まれてしまうと
ほぼ取るべき手段がない。犯罪者は「Zeus」や

「SpyEye」「CITADEL」のような不正送金ウイ
ルス作成ソフトを利用し、銀行ごとにカスタマイ
ズしてユーザにウイルスを配布する。

図表 5 は不正送金に至る流れ、図表 6 は不正送
金に至っても分からない難しさを示している。今
後は銀行だけではなく、クレジットカード会社、
現金化できるポイントを扱う機関等にも被害が拡

3  マルウェア（malware）とは、悪意のある不正ソフトウェアのこと

図表 5　不正送金に至る流れ

出所：	インターネットバンキングを悪用した不正送金への注意喚起	
http://www.lac.co.jp/security/alert/2014/04/14_alert_01.html

オンラインバンキングの脅威
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大する危険がある点を筆者は懸念している。
不正送金ウイルスは 2011 年頃から全世界的に

猛威を振るっているが、2013 年になって日本の被
害も増大している。標的はメガバンクや主な地銀
であるが、銀行が対策を行っても数日間で新たな
ウイルスを作成し、執

しつ

拗
よう

に狙い続ける傾向があ
る。しかも、犯人グループは銀行のオンラインバ
ンキングの手順を大きく三つの銀行グループに分
け、それぞれのグループが得意な手順の銀行を
狙って攻撃する。現在は、各銀行も対策を強化し
ているが、より対策レベルの低い銀行を犯人グ
ループは探し、攻撃をシフトしている傾向がみら
れる。

また、インターネットバンキングの不正送金被
害を防ぐため、米国連邦捜査局（FBI）および欧

州刑事警察機構（ユーロポール）が中心となり、
日本警察を含む協力国の法執行機関が連携し、不
正プログラム（「Game Over Zeus（Zeus の一種）」）
のネットワークを崩壊させる作戦を決行したと発
表した（平成 26 年 6 月 3 日　警察庁発表）4。日
本の捜査当局が欧米とのウイルス駆除に参加する
のは初めてであり、不正送金被害の深刻さを物
語っている。

法人への被害拡大
2013 年までは、オンラインバンキングに関する

被害は、ほぼ個人が占めていた。昨年は法人の被
害件数は 54 件で全体の約 4%、被害金額は約
9,800 万円、全体の約 7% だったが、2014 年 5 月
の時点で、すでに 109 件（約 12%）が発生し、被

図表 6　不正送金ウイルスの難しさ

出所：	インターネットバンキングを悪用した不正送金への注意喚起	
http://www.lac.co.jp/security/alert/2014/04/14_alert_01.html

4   インターネットバンキングに係る不正送金事犯に関連する不正プログラム等の感染端末の特定およびその駆除について～国際的
なボットネットのテイクダウン作戦～ http://www.npa.go.jp/cyber/goz/index.html
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害金額も 4 億 8,000 万円（約 34%）と急増して 
いる。

個人の損害賠償に関しては、本人の過失がなけ
れば、ほぼ全額補償とされることが、全国銀行協
会や各銀行から公表されている。

法人に関してはセキュリティ対策等への対応力
は、個人に比べれば相対的に高いという考えのも
と、昨年まではほぼ補償がされなかった。しかし、
法人への被害も増大、犯罪の手口が高度化・巧妙
化していることから、今年に入り、「法人向けイン
ターネットバンキングにおけるセキュリティ対策
の強化や、被害補償の考え方等に関する申し合わ
せを行った」という報告が 5 月 15 日に全国銀行
協会から報告された。その後、7 月 17 日に外部有

識者も交えての検討を行い、「法人のお客さまの被
害に対する補償を個別行の経営判断として検討す
るもの」という再度の発表を行っている。状況的
には、法人と個人の場合とは異なるが、現在の被
害状況に合わせて、全国銀行協会および各銀行も
柔軟な対応を迫られてきている 5。

法人に関しては、振り込み承認の利用を行って
いる場合と行っていない場合の被害に差があると
報告されているため、オンラインバンキングを利用
する場合には、データ入力者と承認者と別にする
という体制を構築することは必須である（図表 7）。

不正送金から自己を守るために
不正送金だけでなく、ネット社会の被害から自

5   法人向けインターネット・バンキングに係る預金等の不正な払戻しへの対応について 
（全銀協ニュース 2014 年 5 月 15 日　http://www.zenginkyo.or.jp/news/2014/05/15160000.html） 
法人向けインターネット・バンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する補償の考え方（全銀協） 
2014 年 7 月 17 日 https://www.zenginkyo.or.jp/news/2014/07/17174000.html#below

図表 7　振り込み承認の利用有無の差

出所：	インターネットバンキングを悪用した不正送金への注意喚起	
http://www.lac.co.jp/security/alert/2014/04/14_alert_01.html
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己を守るためには、知識、技術の両方の側面から
の対策が必要である。

①知識に関する対策
知識を得る

現在、ネット社会に生きることは避けられない
ので、自ら関心をもって、情報を取りに行くこと
が必要。特にオンラインバンキングに関しては、
各銀行もホームページ（HP）で注意喚起および、
対策ソフト等の提供を行っているため、自らを守
るための情報収集は特に重要である。
鋭い感覚を持つ

ネットを利用しているとき、いつもと「なんと
なく違う」という感覚が重要である。ウイルスに
感染していても気が付かない時が多々ある。これ
から述べるような技術的な対策を十分講じること
は当然必須であるが、それらの対策も超えるスキ
ルを持った犯人グループも存在することは肝に銘
じておく必要がある。よって、いつも利用してい
るページでいつもと違う画面推移をした、いつも
と違う質問ページが出てきた等の場合には、すぐ
に入力しないで問い合わせ等を行うといった防衛
策をとることが必要である。
物理的に身を守る

オンラインバンキング等のネット上の便利な仕
組みを利用しないというのが物理的に身を守る究
極の手段であるが、現代社会に生きるためには困
難である。よって、危険に関する知識を得て、も
し被害にあった場合にも最小限の被害に抑えると
いうことが重要になる。

例えば、「オンラインバンキングでの利用口座は
別に開設する」「ネットショップでの支払いは、コ
ンビニエンスストアでの支払いや代引き」、あるい
は、「ネットショップで利用するクレジットカード
は、通常利用するクレジットカードと別にして、
利用上限額を最低等に抑えて被害額を最小化する」
など、多少の不便は伴っても取れるべき手段を取
ることが重要になってくる。

②技術的な側面での対策
技術的な側面での対策で一番重要な点は、ソフ

トウエアを最新にすることである。先に述べたよ
うに不正送金ウイルスは、銀行のサイトだけでは
なく、一般のサイトを表示したときに感染すると
いう巧妙な方法を利用している場合も多い。よっ
て、ブラウザ（IE 等）、OS、ウェブ閲覧と関連す
るプログラム（Adobe Reader、Adobe Flash、Java
等）のソフトウエアに関しては、自動更新が表示
された場合には必ず更新を行い、脆

ぜい

弱
じゃく

性を回避す
ることを習慣付けることが重要である。

ワンタイムパスワードの利用も有効である。現
在、各銀行によって、ワンタイムパスワードの発
行の方法は異なるが、ワンタイムパスワードを
メールで受信している場合には、パソコンで受信
できるメールアドレスではなく、携帯電話のメー
ルアドレス等を登録する。この方法により、もし
パソコンがウイルスに感染している場合でも、パ
スワードを知られることを物理的に防ぐことが可
能となる。

会社の PC には、セキュリティソフトが導入さ
れていない場合はほぼ皆無だと考えるが、個人に
おいても、セキュリティソフトを導入することは
必須である。また当然のこととして、セキュリ
ティソフトの提供するパターンファイルは常に最
新に更新して利用するべきである。

最後に
今回、オンラインバンキングについて主に述べ

たが、10 年ほど前に比べて、日常生活の中に格段
にインターネットが入ってきている。おそらく、
多くの人はインターネットに 1 日のうちで 1 回も
アクセスしない日はない生活になっているであろ
う。ネット社会にアクセスするということはいつ
でも危険と背中合わせであるということを自覚し
て利用することが重要である。

余談であるが、朝日新書の『お金と個人情報を
守れ！ネット護身術入門』の著者である守屋栄一
氏は、著者自身セキュリティ関連に関しては国の

産業技術
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情報セキュリティの委員を務めるほどのプロであ
るが、たまたま紛失した「健康保険証」を悪用され、
ブラックリストに載せられてしまったという経験
があると同著の中で紹介している。十分な知識を
持った人間でもふとしたことで被害に遭う社会に
なってきているので、不安や違和感を持った時は、
身近な人や、情報セキュリティ関係の相談窓口に
問い合わせを行い、被害を拡大化させないことが
対策のひとつである。

最後にインターネットバンキングの不正送金に
遭わないためのガイドラインがフィッシング対策
協会から公開されているので紹介する。資料の中
にはチェックリストや相談窓口も掲載されている
ため参考にしてほしい。

資料公開：
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/guideline/
internetbanking_guideline.html）
インターネットバンキングに係る不正送金事犯に
関連する不正プログラム等の感染端末の特定およ
びその駆除について～国際的なボットネットのテ
イクダウン作戦～

（http://www.npa.go.jp/cyber/goz/index.html）
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