『中小企業を取り巻くサイバー犯罪』解説

特集

～サイバー犯罪の現状と事例、中小企業がとるべき対策
について～



福岡県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課

１．はじめに

２．サイバー犯罪の現状～情報セキュ
リティ10大脅威

近年、インターネットが国民生活や社会経済活
動に不可欠な社会基盤として定着し、今や、サイ

福岡県内のサイバー犯罪に関する相談受理件
数は、前年同期に比べ減少していますが、不正

バー空間は国民の日常生活の一部となる中、イン
ターネットを悪用した「サイバー犯罪」の検挙件
数は年々増加傾向にあります。

アクセス等、コンピュータ・ウイルスに関する
相談については、前年同期に比べ増加傾向にあ
ります。

最近は、企業が「サイバー犯罪」のターゲット
となり、
「顧客情報の流出」や「インターネットバ
ンキングに係る不正送金」等の被害が会社の規

模や業種を問わず発生しており、福岡県内でも中
小企業を狙った事案が発生しています。
ひとたびサイバー犯罪の被害に遭い、大切な
顧客等のデータが流出すると、業務やサービスが
停止するだけでなく、これまで築き上げた顧客へ
の信用や信頼を失い、時には企業の存続に大きな
ダメージを与えることにもなりかねません。
今回は、
サイバー犯罪の現状、具体的な事例及び中
小企業がとるべき必要な対策についてご紹介します。
組織
標的型攻撃による被害
ビジネスメール詐欺による被害
ランサムウェアによる被害

順位
（昨年１位※） １位
（昨年３位） ２位
（昨年２位） ３位

サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃の高まり
４位

（昨年ランク外）
内部不正による情報漏えい
（昨年８位） ５位
サービス妨害攻撃によるサービスの停止 （昨年９位） ６位

インターネットサービスからの個人情報の窃取
（昨年６位）
ＩｏＴ機器の脆弱性の顕在化
（昨年７位）
脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加 （昨年４位）
不注意による情報漏えい
（昨年12位）

７位
８位
９位
10位

IPA（独立行政法人情報処理推進機構）では、
2018年に発生したサイバー犯罪やセキュリ
ティ事故等から注意すべき脅威を選出し、情報
セキュリティ専門家等の協力のもと、順位付け
した「情報セキュリティ10大脅威2019」を発
表しました。
組織における脅威は、昨年同様、
「標的型攻撃
による被害（組織１位）」、「ビジネスメール詐
欺による被害（組織２位）」及び「ランサムウェ
アによる被害（組織３位）」が上位を占めてい
ます。
個人
クレジットカード情報の不正利用
フィッシングによる個人情報等の詐取

（昨年１位※）
（昨年１位※）

不正アプリによるスマートフォン利用者への被害
（昨年４位）
メール等を使った脅迫・詐欺の手口による金銭要求

（昨年ランク外）
ネット上の誹謗・中傷・デマ

偽警告によるインターネット詐欺

（昨年３位）

（昨年10位）

インターネットバンキングの不正利用 （昨年１位※）
インターネットサービスへの不正ログイン（昨年５位）
ランサムウェアによる被害
（昨年２位）
ＩｏＴ機器の不適切な管理
（昨年９位）

※クレジットカード被害の増加とフィッシング手口の多様化に鑑み、2018年個人１位の「インターネットバンキングやクレジット
カード情報等の不正利用」を本年から、①インターネットバンキングの不正利用、②クレジットカード情報の不正利用、③仮想
通貨交換所を狙った攻撃、④仮想通貨採掘に加担させる手口、⑤フィッシングによる個人情報等の詐取、に分割。

〈ＩＰＡ（
「情報セキュリティ10大脅威2019」を決定）を基に作成 https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2019.html〉

３．脅威の主な手口～企業を狙うサイ
バー攻撃は「メール」から！
攻撃者は、標的とする企業を攻撃する手段と

して「メール」を利用しており、トレンドマイ
クロ株式会社のレポートによれば、全世界で検
出された脅威総数の約９割が「メール侵入」が
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発端（※）となっています。
攻撃者は、セキュリティ対策が進んでいない

取引先やグループ会社等を攻撃し、そこから特
定の企業を攻撃します。それにより顧客の個人
情報や取引先から預かった機密情報が漏えいし
た事例もあり、業種や事業規模に関係なく企業
が被害に遭うことが予想されます。

■ 標的型攻撃メール
ア 手口
メールの添付ファイルや本文のリンク先を

開かせることで標的企業のパソコンにウイル
スを感染させ、企業内部に潜入する攻撃です。
感染すると、企業内部の情報を探索されたり、
重要情報が窃取されたりするほか、システム破壊

や業務妨害等の被害が生じる可能性があります。
（参考）標的型攻撃メールの手口例

《着眼点》
・日本語の言い回しが不自然でないか。
・日本語では使用されない漢字が使用され
ていないか。
・業務の発注メールにも関わらず、差出人
がフリーアドレスではないか。

・差出人のメールアドレスと署名のメール
アドレスは一致しているか。
■ ビジネスメール詐欺

ア 手口
巧妙に細工したメールのやり取りにより、

取引先や経営者を装って企業の担当者をだま
し、攻撃者の用意した口座へ送金させます。
当初は主に海外の組織が被害に遭っていま
したが、ここ数年で国内企業でも被害が確認
されはじめ、2018年には日本語のビジネス
メール詐欺の事例も確認されています。
（参考）ビジネスメール詐欺の手口例

【ア】差出人がフリーメールアドレス（図中で
は@example.com）となっている。
【イ】就職活動に関する学生からの問い合わせ

を装った標的型攻撃メール
【ウ】不特定の人からの問い合わせを受け付け
る窓口では、就職活動に関する問い合わ
せのメールに限らず、フリーメールアド

レスから添付ファイル付きのメールが届
くことが十分考えられるため、常に不審
なメールか否かについての判断が必要
差出人と署名のメールアドレスが一致しない。
【エ】
〈出典 ＩＰＡ テクニカルウォッチ「標的型攻撃
メールの例と見分け方」
https://www.ipa.go.jp/security/

technicalwatch/20150109.html ※ 福 岡
県警で一部編集〉
イ 対策
○セキュリティ上の脅威となる欠陥や問題

点（脆弱性）が悪用されないためにも、ソ
フトウェアを最新にする。

集

４．各脅威の手口等

どして、ウイルスへの感染を予防する。
○添付ファイルを安易に開かない、本文中の
URLを安直にクリックしないようにする。

特

〈※出典 トレンドマイクロ株式会社 2019年
上半期セキュリティラウンドアップ：法人シス
テムを狙う脅迫と盗用〉

○ウイルス対策ソフトを導入し、ウイルス
定義ファイルを常に最新のものにするな

【ア】本物のCEOの名前とメールが使われて
いる（メールアカウントの乗っ取り）
。
【イ】権威のある第３者になりすましている。
【ウ】通信を「メールメッセージでのみ」指定

している。
【エ】経営者になりすましている。
〈出典 ＩＰＡ「
【注意喚起】偽口座への送金を促

す“ビジネスメール詐欺”の手口（続報）
」
https://www.ipa.go.jp/security/
announce/201808-bec.html ※福岡県警

で一部編集〉
イ 対策
被害を防ぐためには、経営者から社員に
至るまで全員が、ビジネスメール詐欺につ
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Feature articles

そこで、被害に遭うと自社だけでなく取引先
等へも被害が及ぶため、対策が必須となります。

いて理解するとともに、不審なメールへの
意識を高めておくことが重要です。

○突然の振込先の変更や、急な行動を促す
ような請求・送金依頼メールに注意する。
○取 引先とメール以外（電話・FAX）の確
認方法を確保する。
○不審と感じた場合は、組織内外で情報を
共有する。

■ ランサムウェアの感染
ア 手口

ciadr/vul/20170514-ransomware.html
※福岡県警で一部編集〉

イ 対策
○重要なファイルは定期的にデータをバッ
クアップする。

バックアップは外付けのドライブに保存
する、クラウド上に保存するなど複数作成
した上、外付けのドライブについては必要な

とき以外は取り外しておく、クラウドについ
てはファイルを同期しないようにしておく。
○犯罪者はソフトウェア等の脆弱性を悪用

ランサムウェアというウイルスに感染さ
せ、保存データの暗号化や画面ロックなど使
用不能としたのち、復旧名目に金銭等、いわ
ゆる「身代金」を要求する攻撃です。

する傾向にあるため、OS（Windows等）
及びインストールされているソフトウェ
アを更新し、常に最新の状態に保つ。
○ウ イルス対策ソフトを最新版にアップ

それがあります。
（参考）感染した場合に表示される画面の一例

イルの開封やリンクへのアクセスをしない。

被害に遭うと顧客情報や業務運営上重要な
情報が使用できず、事業継続に支障が出るお

【ア】パソコン等のファイルに暗号化や画面
ロックを行い、制限をかける。
【イ】解除と引き換えに金銭（ビットコイン等）
を要求する。
※金銭を払っても元に戻るとは限らない。
〈出典 ＩＰＡ https://www.ipa.go.jp/security/

デートする。
○不審な（身に覚えのない）メールの添付ファ

■ サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃
（組織４位）
サプライチェーンとは、日本語に訳すと「供
給連鎖」となり、原材料や部品の調達から製
造・在庫管理・物流、販売など、原材料から
供給までの一連の流れのことを指します。
サプライチェーン攻撃は、流通の中で関
わった企業に侵入し、大企業や親会社へとサ
イバー攻撃を行うことをいい、最近ではセ
キュリティ対策が不十分な企業にサイバー攻
撃を行い、そこを踏み台（※）にして攻撃する手
法があります。
※踏 み台…攻撃者がサイバー攻撃を行う際、
正体を隠すためにコントロール下においた
パソコンなどを一旦経由すること。

５．中小企業における被害事例
地域・業種・従業員規模
静岡県
製造業
51 ～ 100 名
栃木県
製造業
51 ～ 100 名
滋賀県
卸売業
６～ 20 名

事例
【ウイルス被害事例】
従業員がメールに添付されていたファイルを不用意に開き、会社の基幹システムの設定
が書き換わる障害が発生した。
システムベンダの協力を得て障害の調査を行い、復旧するまでの１週間ほど、基幹システ
ムの一部が使用できなくなった。
【ウイルス被害事例】
役員のパソコンがウイルスに感染し、保存されていた過去の電子メールが、これまでの
送受信先などに大量に送信され、自社および取引先の重要な情報が漏えいしてしまった。
取引先からはクレームが上がり、謝罪をしたものの信頼を失墜することとなった。ウイルス
対策ソフトのアップデートが実施されていなかった。
【ランサムウェア被害事例】
電子メールに添付されていたファイルを開けたところ、金銭を狙うランサムウェアに共有
フォルダ内のいくつかの PDF ファイルが汚染されてしまった。
結局、紙ベースで管理していた情報をスキャナーで読み込んで復元した。販売店との契約
書や従業員情報等があるが情報量としてはあまり多くなかったため、何とか復元できた。
〈出典 ＩＰＡ 中小企業における情報セキュリティ対策の実態調査-事例集-」より抜粋編集〉
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■「費用」から「投資」へ
サイバー攻撃に対する防御力向上のためにも、
セキュリティ対策の実施を「コスト（費用）
」と捉え
るのではなく、将来の事業活動、成長に必要なも
のと位置づけて「投資」と捉えることが重要です。

６．情報セキュリティ対策の案内
ＩＰＡのホームページでは、自社のセキュリティ
対策の実施状況を把握するために
◦「新・５分でできる！情報セキュリティ自社診断」
を公開しています。
「新・５分でできる！情報セキュリティ自社診断」
には、25の設問に答えるだけで自社のセキュリティ
レベルを把握することができる自社シートとその解
説が付いていますので、ぜひ活用してみてください。
◦中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン
https://www.ipa.go.jp/security/keihatsu/
sme/guideline/5minutes.html

８．お知らせ
福岡県内の中小事業者のサイバーセキュリティを
支援するため、平成28年11月15日に福岡県中小事

業者サイバーセキュリティ支援ネットワーク（通称
F-CSNET）を発足し、今年で４年目に入りました。
なお、本年９月12日開催のF-CSNET全体会議
では、IPAの講師を招へいして、
「キャッシュレス・

消費者還元制度に伴う情報セキュリティ対策」を
テーマに研修会を行っております。
※参加機関・団体

【中小事業者支援団体】
福岡県中小企業団体中央会、福岡県中小企業振
興センター、福岡県商工会議所連合会、福岡県商
工会連合会
【官公庁】
九州経済産業局地域経済部情報政策課、福岡県
商工部中小企業振興課、
福岡県警察本部サイバー
犯罪対策課

Feature articles

➡ 金銭の損失、顧客の喪失、業務の停滞、
従業員への影響
など、不利益を被ることになります。

【電話】TE L：03-5978-7509
（受付時間 10：00～12：00  13：30～17：00、
土日祝日、年末年始を除く。
）
【メール】E-mail：anshin@ipa.go.jp

会議の様子

〈新・５分でできる！ 情報セキュリティ自社診断」
から部分抜粋〉

７．各種相談窓口
◦ サイバー犯罪に関する相談や被害の届出
最寄りの警察署へご相談ください。
https://www.police.pref.fukuoka.jp/
keisatsusyo/

研修会の様子

サイバー犯罪対策課では、サイバー犯罪の手口や対策等の情報をホームページ上で公開しております
ので、是非ご覧ください。

福岡県警察ホームページ

集

が盗まれる、大切なデータが破壊される
などの被害に遭い、その結果

◦ 情報セキュリティに関する相談
ＩＰＡ情報セキュリティ安心相談窓口

特

■ 脅威で企業が被る不利益
サイバー攻撃に遭うと
➡ 大切なデータが盗まれる、口座からお金

https://www.police.fukuoka.jp/seian/cyber/index.html
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