真のサイバーセキュリティーを構築せよ！

不正アクセスを防ぐには
業態横断での情報共有が必須

・共有するサービスを提供して

などに︑不正なアクセスを検知

号資産交換業者︑通信キャリア

社︑クレジットカード会社︑暗

いる︒現在︑金融機関を中心に︑

なる不正な使われ方を検知して

タリングすることで︑普段と異

ージョン︑設定言語などをモニ

来あった銀行口座情報を何らか

最近の不正事案の特徴は︑従

いる︒

情報を提携事業者間で共有して

いる︒ログインしているスマー

の手段で窃取して出金するとい

島津 敦好

カウリス 代表

犯人は同一端末からさまざまなサービスへの
不正アクセスを繰り返している

偽造免許証 に よ る
﹁合成ＩＤ詐 欺 ﹂
──最近の不正ログイン事案に
は、どのような特徴があるか

トフォンのＯＳやブラウザのバ

二次被害を防ぐために不正利用

った単純な手口でなく︑偽造し

社にサービスを提供しており︑

不正ログイン検知サービスを手掛けるカウリスは︑金融機関のイン
ターネットバンキングなどのログイン情報をモニタリングして︑不
正利用の分析を行うフィンテックベンチャーだ︒不正利用に使われ
た 端 末 情 報 を 把 握 し︑ 提 携 を 結 ぶ 企 業 や 金 融 機 関 な ど が そ の 情 報 を
共有することで︑二次被害を防ぐ取り組みを進めている︒
﹁手口が
巧 妙 化 し て お り︑ 業 態 を 横 断 し た 情 報 共 有 が 必 要 ﹂ と 強 調 す る 島 津
敦好社長に︑いま求められる不正対策について聞いた︒ ︵編集部︶

Interview
当社では︑金融機関や証券会
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た公的証明書を使い︑複数の業

れており︑外国人在留カードの

プに格納されている利用者証明

認を依頼しているが︑すでに住

かないケースが一定割合あるか

所が変更になっていて顧客に届

認証サービスを使えば︑ログイ

らだ︒ 年以前の銀行口座開設

用電子証明書を使った公的個人

これらを使って開設された銀

ン者が利用者本人だと認証でき

偽造も増えている︒

口が巧妙化していることだ︒例
行口座は︑不特定多数の犯罪者

で情報を不正入手・活用する犯
からアクセスされるケースもあ

に使われ︑複数の国・都道府県

０２２年２月１日時点で ・８

るが︑マイナカード普及率は２

ら携帯電話番号やＥメールアド

では︑多くの金融機関で顧客か

住所が使われる︒そして︑その

こでは犯人の顔写真と空き家の

て偽造運転免許証が作られ︑そ

入手した︒次にその氏名を使っ

ンし︑利用者の氏名と勤務先を

かの手段で入手して不正ログイ

券口座ＩＤとパスワードを何ら

ロケーション︑端末情報などか

定︑ＩＰアドレスから得られる

あるとおり︑ブラウザの言語設

﹁疑わしい取引の参考事例﹂に

タリングが有効だ︒金融庁の

傾向︑属性情報の継続的なモニ

確認と合わせて︑利用者の端末

る︒そのため口座開設時の本人

用された後︑さらに闇サイトな

不正に作られた銀行口座は悪

──不正口座を排除していくに
はどうすればよいか

にはまだ時間がかかるだろう︒

％で︑すべての国民が取得する

の設備情報の照会については︑

ビスを提供している︒電力会社

会社の設備情報を照会するサー

し︑銀行保有の顧客情報と電力

固定電話番号と住所しか把握し

レスを取得しておらず︑自宅の

そこで当社は電力会社と提携

新しか手段がないのが現状だ︒

めハガキ郵送による顧客情報更

ていないケースが多い︒そのた

偽造免許証で銀行口座を開設し︑

らリスクの高い口座が捕捉され

どを通じて転売されることが多

を交ぜたなりすましは︑米国で

実在する情報と犯人の情報と

昨年には︑偽造の公的証明書を

正か否かは確かめようがない︒

認するが︑その運転免許証が真

顔写真と申込者の顔の一致を確

本人確認︶では︑運転免許証の

ｅ ＫＹＣ︵オンラインでの

はない︒なぜなら︑金融機関は

ればならないが︑これは容易で

ている口座を凍結していかなけ

を徹底することで犯罪に使われ

り︑金融機関が継続的顧客管理

い口座は非常に多く存在してお

い︒誰が使っているか分からな

サービスを構想している︒

後は︑継続的顧客管理に適した

正入会防止で実証している︒今

ード会社での不正口座開設・不

去に複数の銀行・クレジットカ

定を受けて事業化しており︑過

−

︵シ
Synthetic Identity Fraud
ンセティック・アイデンティテ

使って︑複数社に対して数十件

継続的顧客管理として︑顧客の

電力会社と連携し
顧客管理を効率化

証券口座から出金する銀行口座

るケースもある︒

ィー・フロード＝合成ＩＤ詐

の口座開設やクレジットカード

登録住所にはがきなどを郵送し︑

年に規制サンドボックスで認

欺︶と呼ばれ︑近年増加してい

入会を試みた端末を捕捉した︒

顧客情報の更新や取引目的の確

座にある有価証券を現金化して

る︒最近の偽造運転免許証はか

マイナンバーカードのＩＣチッ

いた︒

なり精巧で︑かつ安価で作成さ

資金移動業者で
不正利用情報を共有
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態をまたいで出金するなど︑手
えば︑複数のサービスをまたい
行があった︒犯罪者はまず︑証

00

を当該口座に変更して︑証券口

41
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真のサイバーセキュリティーを構築せよ！

──キャッシュレス推進協議会
が 年度中に運用を開始する
「不正利用関連情報確認データ
ベース（ＣＬＵＥ）
」にカウリ
スが技術協力するが、どのよう
な取り組みか

ービスで不正利用の可能性があ

する︒照合する事業者は自社サ

化︵不可逆変換︶した上で登録

る情報のみを︑適切にハッシュ

バシー保護のため︑ 年９月に

でアップルは︑利用者のプライ

する意識が高まっている︒そこ

費者が自身の情報の提供を抑制

る︒一部の金融機関では︑その

ルタイムで金融機関に伝えてい

らアクセスがあった場合︑リア

当社はこの設定をした端末か

の目的では利用できない仕組み

るかどうかのみを確認でき︑他

の﹁ｉＯＳ ﹂でプライバシー

アップデートしたｉＰｈｏｎｅ

場合︑モニタリングを強化する

端末から高額な入出金があった

端末情報を共有することで︑疑

かねて当社サービスにより︑

みを構築することにした︒

用の情報を迅速に共有する仕組

シュレス決済事業者間で不正利

進協議会が主体となり︑キャッ

いる︒そこでキャッシュレス推

ビスでも見られるようになって

イなど資金移動業者の決済サー

ジットカードのほかに︑〇〇ペ

不正アクセスは銀行口座やクレ

ス決済サービスの普及に伴い︑

態が生じつつある︒ウェブ広告

ーとプライバシーが相反する事

の設定において︑セキュリティ

スマホの基本ソフト︵ＯＳ︶

──不正アクセス検知で課題は
あるか

業態からの参画も予定している︒

やクレジットカード会社など他

ートするが︑将来的に金融機関

イメントなどのメンバーでスタ

ルワン︑ＬＩＮＥペイ︑楽天ペ

Ｉ︑コモニー︑ファミマデジタ

当初はＮＴＴドコモやＫＤＤ

７割と海外より高いため︑今後

いてｉＰｈｏｎｅのシェアが約

てしまう︒日本ではスマホにお

府県﹂までしか分からなくなっ

設定によっては﹁国﹂や﹁都道

ことを従前は把握できていたが︑

者が﹁新宿区﹂でログインした

そのため金融機関では︑利用

が非公開となる︒

が匿名化され︑ウェブ閲覧履歴

で閲覧した場合︑ＩＰアドレス

すると︑
﹁サファリ﹂ブラウザ

レー﹂という機能をオンに設定

た︒利用者が﹁プライベートリ

保護機能を強化できるようにし

対策を考えていきたい︒

省庁と連携し︑業態を横断して

犯罪抑止の観点から政府や関係

プライバシー保護は重要だが︑

シーとセキュリティーがトレー

強化を計画しており︑プライバ

グーグルもプライバシー機能

ている事業者もある︒

グインを認めない方向で検討し

ケースもあり︑該当端末でのロ

決済事業者内での被害抑制に大

使われた情報を共有することは︑

告が打てるようになっているが︑

好に沿ったリターゲティング広

キー情報を元に消費者の趣味嗜

知の観点からは利用状況把握や

人が増えると︑不正アクセス検

トリレー機能をオンに設定する

（ 聞き手・本誌 加藤精一郎）

しまづ あつよし
京都大学卒業後︑ドリコム入社︒
複数社を経て︑ 年にカウリス

グ対策協議会運営委員︑フィン
テック協会理事︒

創業︒法人向けクラウド型不正
検知サービス﹁フロードアラー
ト﹂を開発・販売︒フィッシン

15

とする︒

わしい取引を企業・業界横断で

においては︑インターネットの

ｉＯＳ に更新し︑プライベー

きく寄与するだろう︒各事業者

閲覧追跡が難しくなる︒

ドオフする状況となっている︒

検知している︒今回のＣＬＵＥ

閲覧ソフト︵ブラウザ︶のクッ

近年︑スマホのキャッシュレ

21

プロジェクトでも︑不正利用に

15

プライバシー保護の観点から消

15

はＣＬＵＥに不正利用に関連す
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