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平成25年度の主な成果

平成26年6月10日

独立行政法人 情報処理推進機構

資料３－２
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（情報セキュリティ事業）
①標的型攻撃対策の拡⼤と深化

１．サイバー情報共有イニシアティブ「J-CSIP」 (*1)においては、NISCセプターカウンシルとの間に脅威情報の相互
共有体制を確立させ、情報共有先となる産業分野を2分野拡大。本活動への期待とIPAへの信頼感から増大した
提供情報を包括的に分析したところ、本格攻撃に備えた偵察の痕跡を確認し、情報共有により実質的被害発生
を阻止。

２．特別相談窓口においては、某独立行政法人から寄せられた比較的大きなインシデント事案について、マネジメ
ントレベルの支援を実施。支援を通じて得た、運用体制の不備、攻撃のサプライチェーンへの危惧などの課題を
踏まえて、経済産業省所管の独立行政法人の間での標的型攻撃情報の共有活動開始やマネジメントレベルで
の救援機能の組織化構想に発展。

３．さらに、企業における情報セキュリティ人材育成のため、情報処理技術者試験に組織のセキュリティマネジメント
に必要な知識を問う試験区分の創設についての構想にも発展。
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180件

＜J-CSIP取扱い件数の推移＞

標的型攻撃情報の集約・分析・共有
J-CSIP 5業界 46組織 での

連携開始により
２分野拡大(金融・放送)

NISCセプターカウンシル

重要インフラ機器
製造業SIG 電力SIG 化学SIG ガスSIG 石油SIG

6組織追加1組織追加

相互情報共有
＜J-CSIPの活動＞

246件 160件

(*1) J-CSIP（Initiative for Cyber Security Information sharing Partnership of Japan）
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（情報セキュリティ事業）
②制御システムに対する認証制度を確⽴

１．国産制御システムの安全を確保するためには、組織のセキュリティマネジメント能力及び制御機器のセキュリ
ティ機能の両面で基準を満たす必要がある。IPAは、それらを認証する制度を国内に導入すべく、国内業界が孤
立しないように先行する国際標準や米国での認証制度に対して必要な交渉を行うとともに、国内業界に対する
普及、認証機関候補への技術移転等により、制度確立のための課題を解消。

２．その結果、予定を前倒しして、CSMS(*2)認証制度及びEDSA(*3)認証制度が、民間主体で確立。国際的に調和す
る本制度は、我が国のインフラシステムを海外展開する際の安全性を客観的にアピールできると産業界も期待。

＜２制度確立に向けたIPAの貢献＞

(*2)CSMS：Cyber Security Management System (*3)EDSA： Embedded Device Security Assurance
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（情報セキュリティ事業）
③セキュリティに係るＩＰＡの知⾒を活かした国⺠への啓発

１．政府機関の幹部に対するセキュリティ対策強化の動機付けを目的として、普段は見ることのできないウイルス感

染によるPC・スマートフォンの乗っ取りを実体験するデモンストレーションを実施。その際、公的な情報セキュリ

ティ専門機関として収集した実物のウイルスを、各会議、勉強会などへ持ち込んでデモを実施。

２．標語、ポスター等のコンクールの入選作品を各地のイベント60か所で展示して、父兄などに対する意識啓発に

活用。これらを通じて、学校、教育委員会、PTA等から講師派遣の依頼増加に発展（全国39ゕ所）。

３．「Windows XPサポート切れ問題」 (*4)に対して、IPAは、蓄積した知見や既存事業を通じた多様な周知機会を活用

して国民に向けて注意を喚起。専門家集団による情報提供といえども技術的話題に偏らないよう、一般利用者向

けにポイントを絞った情報を提供。また、報道機関等からの取材対応にあたっては、誤解を生まないよう正しい知

識を提供。

＜主要政府機関などに対するデモンストレーション＞
実施日 会合等の名称 依頼元

9月5日 副大臣会議 内閣官房

9月19日 政務官会議 内閣官房

1月29日 幹部を含む省員向け勉強会 外務省

2月21日、3月6日 情報セキュリティ勉強会 NISC

1月8日 省内研修 経済産業省

＜Windows XPサポート切れへの対応＞

(*4)マイクロソフト社からの修正プログラム提供が2014年４月９日で終了

技術的話題に偏らずに、一般利用者向けにわかりやすく解説
する情報を提供。

・注意喚起（2014年1月29日）

・初心者向けの解説ページの公開（2013年6月11日）

・一般利用者向けのFAQを公開（2013年5月7日）

※今月のよびかけ「 あなたのパソコンは4月9日以降、大丈夫？ 」（2014年4月1日）

国民生活センター経由での情報提供

報道機関等からの取材対応を通じ正しい知識を提供。
（NHK,日本テレビ、フジテレビ、朝日新聞、読売新聞、日経新聞、産
経新聞など14社、のべ３４回）

その他、既存事業を活用し、国民へ周知
・商工会議所を通じて中小企業向けの講演を実施。（東京商工会議所２
回、福岡商工会議所）

・派遣する講師の講演スライドにXPサポート終了ページを掲載
・コンクールの応募テーマに「XPサポート切れ」を追加

＜コンクール受賞作品展示＞ ＜学校への講師派遣＞
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部会委員のコメント。
・他分野の事例の中に参考になるところがあった。
・自社事例を“教訓”化するための議論の中で、 “気づき”を得ることがあった。

4

（情報処理システムの信頼性向上事業）
①機微性の⾼いシステム障害情報事例を収集し、教訓集として取りまとめ

信頼性向上のため業種を
越えて知見を共有。

＜特徴＞
・非公開の事例情報等を基に取りまとめた教訓集。
・企業・業界を超えて幅広く共有・応用できることに

重点をおいて、教訓を類型化しており、世の中に
これまでなかった教訓集。

民間では収集が困難な機微情報の収集・分析。

１．民間では収集が困難な実際にサービス運用中、製品の使用中に発生し対策をとった障害事例情報（非公開情
報を含む。）を、機密保持ルールのもとに収集・分析。

２．ソフトウェア・エンジニアリングの幅広い知見を基礎として、普遍性・一般性のある教訓を導き出し、対応策として
類型化。成果は、産業分野を超えて活用可能な「教訓集」として取りまとめ、公開。

３．今後、こうして得られた教訓を業界・分野を超えて幅広く共有する活動を展開し、重要インフラ分野等における情
報処理システムの類似障害の再発防止や影響範囲縮小につなげる。現在、情報共有体制の拡充を目指し、各
分野の業界団体等への成果の普及展開活動を実施中。
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（情報処理システムの信頼性向上事業）
②世界最先端IT国家創造宣⾔に沿った⽂字・語彙基盤の推進

１．IPAが過去10年に亘り推進してきた文字情報基盤を、新規の共通語彙基盤とともに、オープンデータ及び利便
性の高い電子行政サービス構築のために活用・整備することが 「世界最先端IT国家創造宣言」の方針で決定。

２．(1)自治体・省庁・企業・有識者を集めたWGで議論し、既存システムとの両立性を配慮した文字情報基盤導入
の具体的技術ガイドを作成し公開。
(2)文字の国際標準化作業を継続し、25年度には新たに3,700文字の標準化を達成。残りが約2,000文字へ。
(3)既に導入済の先進自治体等の相談対応やアイディアボックスを通じた意見招請など積極的な活動を実施。

これらの成果が評価され、
①主要ワープロでの対応が出揃う。番号制度へ向け設計の始まった新規行政システムへの導入検討が開始。
総務省発行の「電子自治体の取組みを加速するための10の指針」で参照されるなど、官民での活用が加速。
②各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定の「電子行政分野におけるオープンな利用環境整備に向け
たアクションプラン」に、文字情報基盤の導入推進及び共通語彙基盤の整備が明示。

３．政府の正式プロジェクトとして共通語彙基盤構築のプロジェクトに着手。

プロジェクト 概要 実施者／現場
語 彙 デ ー タ
ベース構築

語彙基盤全体の概念モデル構築、パイロット
システムの構築と運用

(株)日立製作所／－

ツール の構
築と試行（自
治体現場に
適 用 し 、 語
彙基盤のあ
り方を検討）

「施設・サービス」のデータ化 (株)三菱総合研究所／横浜市金沢区
「道路」のデータ化、他の地理情報との連携 インディゴ(株)／浦安市

「観光」のデータ化
(株)ネットワーク応用通信研究所／松江市、島根大学、
松江商工会議所

「制度」のデータ化 (株)アスコエパートナーズ／神戸市、千葉市、川口市
「イベント」のデータ化 インフォコム(株)／千葉市

＜文字情報基盤、共通
語彙基盤の位置づけ＞

＜共通語彙基盤構築へ向けたプロジェクト＞

＜「世界最先端IT国家創造宣言」工程表（抜粋）＞
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（IT⼈材育成事業）
①若いIT⼈材の発掘・育成と産業界全体への活⽤の啓発

１．「未踏シンポジウム」等を開催し、未踏クリエータの事業を積極的に世の中にＰＲする場を提供するとともに、
未踏クリエータの起業・事業化を支援するため、産業界の有識者による検討会を設置。未踏クリエータの新たな
製品・サービスが大きく注目される中、さらなる支援のため外部組織作りのコンセプトを策定し、未踏クリエータの
一層の活躍を後押しする仕組み作りを強化。

２．「セキュリティ・キャンプ中央大会2013」は、昨今攻撃の対象になりつつある情報家電（組込み機器）に対する
実践的な脆弱性検証の講義等を盛り込むなど、最新の脅威を反映した内容に充実。また、セキュリティ・キャンプ
地方大会（福岡、沖縄）を実施することでセキュリティ人材の拡大を図った。さらに、修了生が情報セキュリティ専
門家としてIPAセキュリティセンターの現場で活躍するほか、自主的な後進の育成でも活躍中。

～未踏クリエータによる製品・サービスが大きく注目～

㈱ユビキタスエンターテインメント

代表取締役社長兼CEO 清水 亮氏

（2004年度認定未踏スーパークリエータ）

株式会社Gunosy
代表取締役共同CEO 福島良典氏

（2012年度認定未踏スーパークリエータ）

未踏クリエータのさらなる活躍を後押しする

仕組み作り強化

全国から若い精鋭が集結した中央大会

～中央から地方に拡がる セキュリティ・キャンプ！～

地域に拡がるキャンプの輪

媒体名

中央大会 日本テレビ「NewsZERO(8/20)」、
日経産業新聞、読売新聞、共同通信 等

地方大会 日本テレビ「every.(2/13)」（沖縄）、
電波新聞（福岡） 等

密着取材・全国放送！
高度な技術を持つ若い雄姿が
マスコミからの注目を集めた！
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（IT⼈材育成事業）
②IT融合/情報セキュリティの能⼒基準整備とスキル標準の運営体制

• 大学教授１名
• ITベンダー2社
• セキュリティベンダー2社
• ユーザー側業界団体1団体

情報セキュリティ人材有識者WG

IT融合人材育成連絡会

• ITベンダー3社
• 学会2団体
• ユーザー企業2社
• 業界団体等5団体

ITコーディネータ協会
（ITCA）

共同事務局

CCSF適用ワークショップ

• CSAJ参加企業 ９社
• 九州地区 ９社

コンピュータソフトウェア
協会（CSAJ）

福岡県情報サービス
産業協会（FISA）

ＩＴ融合人材
の育成

情報セキュ
リティ人材

の育成

民間を含めた
スキル標準の
運営体制整備

IT融合人材育成連絡会の報告セミナー
出席者の92%が期待通りであったと回答
〈主な意見〉
• 迷っていたことへのヒントを得たので、後は実行するのみと
強く感じた。

• 人材と組織のあり方への至る経緯が分かって理解しやすかった。
• 難しいテーマを多様な角度から分析的に説明頂いた。
など

情報セキュリティ人材育成の動機付け
〈主な成果〉
• 情報セキュリティ脅威に対抗するための必要なタスクとスキル
を定義

• ITSS視点によるCCSF利用ガイドラインの構築
• 情報処理技術者試験の情報セキュリティ分野に関する
出題比率の強化/拡充との連携

など

CCSF適用ワークショップに対する評価
中小の導入が実証され自主的な取組みが開始された
〈主な意見〉
• 企業戦略や方針に対し部署を超えて自社の仕事（タスク）と
向き合うことになり、会社理解が深まり帰属意識が高まった。

• 個人にとっても、自分の位置が判り今後の目標を立てることが
できるため、モチベーション向上につながる。

など

7

１．イノベーションを創出する「IT融合人材」を育成するには、個人能力の向上と、受け入れる組織に高い取組みレ
ベルが求められることから、その育成を促進する仕組みとして‘スキル指標’‘成熟度モデル’ を整備。報告セミ
ナーで「後は実行するのみ」など導入につながる意見を獲得。

また、高度化・多様化する脅威に対抗するため「情報セキュリティ人材」に特化した‘スキル指標’を整備。
これらにより、育成が急務となる中小企業にて、‘スキル指標’等を活用した人材育成環境整備の加速化が期待。

２．「共通キャリア・スキルフレームワーク（CCSF）」のワークショップが好評を得て、中小企業での自主的な導入活
動が東京・九州で開始されるなど地域拠点作りに成功。これにより、民間を含めた運営体制に向けて大きく前進。

新事業・新サービスを創出する人材（IT融合人材）を約
75%の企業が「必要」と回答

セキュリティスキル保有者数と不足者数を把握し下
記赤枠をターゲットに設定

IPAと連携

IPAと連携

19.8

50

82.9

44.4

23.3

12.2

35.7

26.7

4.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

～300名

301名～1,000名

1,001名～

現在活用している 必要性を感じている 活用していない

中小規模の企業におけるスキル標準の使用実績が
低迷している
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（IT⼈材育成事業）
③ｉパス応募者数の増加、試験勘定の損益改善

１．就職を控えた学生や若手社会人などの若年層をターゲットにして、就活情報誌を活用したPRを行うとともに、機
構全体で企業・大学を訪問（計355件（企業・自治体等：156件、教育機関：199件））。企業に対してはエントリー
シートへの活用を働きかけ、26社が新卒採用活動に活用。学生に対しては、企業のｉパス活用事例等、ｉパスのメ
リットを紹介。

２．平成26年1月以降の応募者は、主ターゲットである22歳が昨年の同時期に比べて60％増加したこと等によって
前年同月比で約20％増加。特に3月は初の月間 1万人超を達成。この結果、ｉパスの応募者数は74,391名（前年
度比108%）。

３．コスト削減を推進した結果、応募者の増加と相まってｉパスは単独黒字化し、その他の試験区分も応募者減少
に伴う損失拡大をコスト削減で補填。その結果、試験勘定の損益が改善。

＜ｉパス応募者数 前年度比108%、 3月は初の1万人超を達成＞
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就活生等の若年層が増え、平成２６年１月～３月は、前年同月比で約20%増加。
H24年度68,983名 ⇒ H25年度74,391名に増加。（前年度比108%）

前年同月比
約20％増加 ・株式会社アイネット

・株式会社NTTデータ
・株式会社大塚商会
・共同印刷株式会社
・KDDI株式会社
・興和株式会社
・コネクシオ株式会社

・株式会社トヨタデジタルクルーズ
・株式会社トヨタコミュニケーションシステム
・日本電気株式会社
・パナソニック株式会社
・株式会社日立製作所、日立グループ13社
・富士通株式会社

＜２６社がエントリーシートに活用＞

＜就活情報誌を活用したプッシュ型ＰＲ＞

20万部
マイナビ就活スタイルブック

就活⽣へ直接配送
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（業務運営の効率化）
①効率的な組織・業務運営を⽬指した組織⼀丸となった取組み

１．独立行政法人中トップ水準を目指した活動により、法人文書の電子化率は全独立行政法人中、2年連続（平
成23年度及び24年度）で“第1位”の実績（平成25年度に作成・取得した法人文書の電子化率も98％台の高い
水準を維持）。

２．タブレットPCの利用によるペーパーレス会議を積極的に推進した結果、平成24年度と比較しコピー用紙の使
用量は25.4％（約100万枚）、複写機の使用金額は21.1％（280万円）削減。

３．さらに、IPA内情報システムの稼働維持支援業務の統合化により、運用コストを平成24年度と比較し約14％
（14百万円）削減。加えて、電子決裁等の業務システムに係るハードウェアのリース・保守料等を約22百万円削減。

＜IPA内システムの稼働維持支援業務に係る年間経費比較＞

＜平成24年度法人文書電子化率＞

（内閣府公表資料から抜粋）
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＜システム構築ロードマップ＞

～　2011年度 2012年度　～　2013年度 2014年度　～　2017年度 2018年度　～

ロ
ー

ド
マ
ッ

プ

個別システム毎の最適化 システム全体最適化

運用の効率化

機能拡張

ITコストの圧縮

ITインフラの標準化

運用基盤の確立

システム運用の高度化

システム運用の最適化

複数拠点プラットフォームの

実現

リスクマネージメント強化

業界化、共通化

各種クラウドサービスの活用
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（業務運営の効率化）
②認知度向上を⽬指した戦略的広報活動

１．情報セキュリティ人材やサイバー攻撃対策等、旬のテーマに絞った個別メディア向けの取材誘致活動や特集
等のメディアへの企画の提案を積極的に実施した結果、特集番組等で機構事業が取り上げられたことなどを
きっかけとして、標的型攻撃やWindowsXPのサポート終了問題等、時事問題への機構の取組みに関する職員
インタビュー内容が放映されるなどの効果。

２．さらに、東京オリンピック開催を見据えたシンポジウムを他に先駆けて開催。ロンドンオリンピックにおけるサイ
バーセキュリティの最高責任者（オリバー・ホーア氏）を基調講演者として招聘。同氏の来日を機会に、NISCなど
との意見交換が行われるなどの波及効果。

３．このような取組みの結果、IPAウェブサイトのアクセス件数は大幅に増加し、過去最高の1億8千万台を突破（前
年度比12.9%増）。加えて、IPA Channel（YouTube）に掲載している事業成果等の動画再生数も16万8千回に増
加（前年度比約2.8倍）。35歳未満の視聴が今後の再生数増に寄与する可能性を分析。

＜「NHKクローズアップ現代」
（J-CSIPハブ機能について紹介）

平成25年6月6日放送＞
＜IPAウェブサイト アクセス件数の推移＞

＜「IPAサイバーセキュリティシ
ンポジウム2014」会場の様子＞

＜参考：主な参加者・組織＞

遠藤内閣情報通信政策監（政府CIO）
他、外務省、防衛省、警察庁、各大学、IT
企業・セキュリテイ関連企業役員など
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＜「日本テレビNEWS ZERO」
（セキュリティ・キャンプ中央大会を紹介）

平成25年8月20日放送＞
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（関係機関との連携）

１．「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成25年12月閣議決定）において、当機構が講ずべき措置と
された「情報セキュリティ問題への取組を更に強化する観点から、産業技術総合研究所（AIST）及び情報通信研
究機構（NICT）との連携協力を一層強化する。」との方針を受け、これまでのCRYPTRECやサイバー攻撃解析協
議会等での連携に加え、更なる連携の可能性についてAIST及びNICTとの協議を開始。

２．具体的には、NICTが所有する解析エンジンの活用や、IPA側からのウイルス検体提供の可能性などについて
協議を行っており、各組織の知見や技術を糾合した総合的な情報セキュリティ対策の推進を目指す。

＜産業技術総合研究所（AIST）、情報通信研究機構（NICT）との連携に向けた取組＞

11



サイバー情報共有イニシアティブ（J-CSIP） 2013年度 活動レポート 添付資料

「やり取り型」攻撃に関する分析図
攻撃メール送信元

メールアドレス・IPアドレス

#1-1
2012年7月x日 xx:xx

#2-1
2012年8月x日 xx:xx

#2-2
xx:xx

#2-3
xx:xx

添付 RARファイル（詳細情報なし）
#3-1

2012年10月x日 xx:xx

#3-2
xx:xx

#3-3
xx:xx

添付 パスワード付きRARファイル
#4-1

2012年10月x日 xx:xx

#4-2
2012年10月x日 xx:xx

#4-3
2012年10月x日 xx:xx

添付 Word文書ファイル #7-1
xx:xx

#8-1
xx:xx

#9-1
xx:xx

#9-2
xx:xx

#9-3
xx:xx

#5-1 添付 Word文書ファイル
xx:xx

#5-2
xx:xx

#5-3
xx:xx

添付 有（詳細情報なし）
#5-4

xx:xx

#5-5
xx:xx

添付 パスワード付きRARファイル #6-1
xx:xx

（↓ 翌日） #9-4
2012年10月x日 xx:xx

#6-2
xx:xx

#4-4
xx:xx

#9-5
xx:xx

#4-5
xx:xx 添付 パスワード付きRARファイル

添付 パスワード付きRARファイル #6-3
xx:xx

#4-6 添付 パスワード付きRARファイル
xx:xx

#4-7
xx:xx

（↓ 翌日） #4-8
2012年10月x日 xx:xx

#4-9
xx:xx

添付 パスワード付きRARファイル #10-1
xx:xx

#11-1
xx:xx

#12-1
xx:xx

#13-1
xx:xx

（↓ 翌日） #14-1
2012年10月x日 xx:xx

添付 ZIPファイル #15-1
2012年11月x日 xx:xx

#15-2
xx:xx

#15-3
xx:xx

添付 パスワード付きRARファイル

メールアドレスⅢ
（変化）

IPアドレス Z
（変化なし）

メールアドレスⅣ
（変化）

IPアドレス Z
（変化なし）

メールアドレスⅠ
（変化なし）

IPアドレス Y
（変化）

メールアドレスⅡ
（変化）

IPアドレス Z
（変化）

メールアドレスⅠ

IPアドレス X

組織A 組織B 組織C 組織D 組織D 組織D 組織E 組織E 組織B 組織A 組織F 組織F 組織F 組織F 組織G

窓口から回答

「資料と意見」
の送付

製品に関する問合せ

窓口から回答

「本研究室の資料」
の送付

暑中見舞い

イベント主催窓口
への連絡

窓口から回答

「会社資料」等
の送付

窓口の確認

製品に関する
問合せ

製品に関する
問合せ

「弊社の資料等」
の送付

閲覧不能の旨回答

窓口から回答

問合せ

「本研究室の資料」
の再送付

＊＊の構想
検討について

連絡先の確認

「弊社の連絡先」
の送付

「意見」の送付

「意見」の再送付

窓口の確認

窓口から回答

閲覧不能の旨回答

窓口の確認

情報の送付
（英文）

閲覧不能の旨回答

「弊社の資料」
の再送付

「本研究室の資料」
の再々送付

解凍ソフト名を回答

使用中の解凍
ソフトの確認

閲覧不能の旨回答

案件 《 １０ 》 案件 《 １１ 》 案件 《 １２ 》

窓口の確認

製品に関する問合せ

在席の確認

案件 《 １３ 》 案件 《 １４ 》 案件 《 １５ 》送受信日時

「書類」の送付

窓口から回答

窓口の確認

案件 《 １ 》 案件 《 ２ 》 案件 《 ３ 》 案件 《 ４ 》 案件 《 ５ 》 案件 《 ６ 》 案件 《 ７ 》 案件 《 ８ 》 案件 《 ９ 》

どの解凍ソフトを使っているか攻撃者から質問 

Lhaplusで解凍可能になった 

Lhaplusで解凍不可 

やりとりの後、10月下旬、ウイルス付きメールが着信。 
ここから4日以内に攻撃活動が集中している（偵察メール：10件、ウイルス付きメール：9件）。 

10月中旬、更に異なる送信元メールアドレ

スⅢからの最初のメールが着信。 

案件《１１》、《１２》、《１３》に対する回

答が無かったためか？ 

翌日、同一組織の4つ目の窓口へ、

事前の偵察メールの無い攻撃メール

が着信 

 凡例  
：攻撃者から組織への偵察メール（無害） 

：攻撃者から組織への攻撃（ウイルス付き）メール 

：組織から攻撃者への返信 

メール概要 

添付ファイル種別 

メール概要 

メール概要 

10月、同様の手口によるやりとり型攻撃を確認。 
送信元メールアドレスと送信元IPアドレスともに7月・8月のものと異なる。 
送信元IPアドレス（IPアドレス Z）は、この後11月まで同一のものが使われた。 

Lhaplusを使用していると回答 

同等の攻撃を11月にも確認 
送信元メールアドレスは変化したが、送信元IPアドレスは10月の攻撃と同一 

19分間で偵察メールを連続3通送信 

短時間（13分）でメールを返信 

案件《７》～《９》では、ほぼ同時に、2つの組織の複数の窓口へ

並行してアプローチ 

案件《１１》、《１２》、《１３》では、同一組織

の３つの窓口へ同時にアプローチ 

案件《４》、《５》、《６》、《９》において、攻撃者は複数の窓口

と、それぞれ辻褄の合う会話を並行して行っている 

Lhaplusで解凍可能 

Lhaplusで解凍不可 

Lhaplusで解凍不可 

Lhaplusで解凍不可 

Lhaplusで解凍不可 

同一組織の別窓口（３件） 同一組織の別窓口（２件） 同一組織の別窓口（４件） 

ウイルス付きメールの送信まで長時間経過 
（組織からの回答より6日後） 

4分間で偵察メールを連続3通送信 

組織からの回答の後、短時間（15分）でウイルス付きメールを送信 

組織からの回答の後、短時間（11分）でウイルス付きメールを送信 

メールの文面が2011年7月

の「やり取り型」攻撃の最初

のメールと似ている 

組織Bへ約70日ぶりの攻撃メール 

組織Aへ約90日ぶりの攻撃メール 

案件《２》 8月、組織外向け窓口への連絡から始まるやりとり型攻撃が発生。件名、本文が微妙に異なる6種類のメールが

着信し、そのうち1通に対して回答したところ、回答に対する返信で、ウイルス付きメールが送られた。 
また、7月にも同一の送信元メールアドレスⅠから別の組織へ「暑中見舞い」を装う攻撃メールが届いていた（案件《１》）。こ

のメールへは回答していなかったため、攻撃には至らなかったものと思われる。 
送信元IPアドレスは7月と8月で変化している。 

この間、51分間 

e-yamasa
ハイライト表示

e-yamasa
ノート注釈
e-yamasa : Marked

e-yamasa
ノート注釈
e-yamasa : Unmarked

e-yamasa
テキストボックス
　多数の組織から提供された攻撃メールを包括的に分析すると、同一と思われる攻撃者からの複数組織への偵察の痕跡が炙り出された。一連のメールの「やり取り」（本分析図）から判明した偵察・攻撃の特徴は以下のとおり。このような情報の公表により情報共有の効果を明らかにすることで、参加組織の拡大や情報提供増大への波及に期待。　　　　①メールの内容、アドレスは別々だが、同じIPアドレスを　　 発信元として複数組織に発信。　　　　②同時並行的に、同じ組織の別窓口や、他の組織への　　 偵察や攻撃を実施。　　　　③攻撃先の業務内容に合わせて、詐称する立場や話題　　 を変えている。　　　　④攻撃の失敗を受けて、攻撃方法を「改善」している。

e-yamasa
テキストボックス
１

e-yamasa
楕円

e-yamasa
テキストボックス
２

e-yamasa
テキストボックス
３

e-yamasa
テキストボックス
４

e-yamasa
楕円

e-yamasa
楕円

e-yamasa
楕円




