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１． はじめに

を提案する．

近年，インターネット利用者の増加に伴い，
フィッシング詐欺による個人情報漏洩が社会問
題となっている．フィッシング詐欺は，詐称メ
ールにリンクされた偽装サイトを使用して個人
情報を盗む新たな詐欺で，被害者の多くは個人
情報を盗まれたことに気づかない．
本稿では，被害が増加中の本詐欺への対策と
して，IC カードを用いた個人情報送信判定方式
を提案する．本方式は，予め IC カードに個人情
報とその個人情報の送信を許可するサイトを登
録し，サイトへデータを送信する際に登録情報
を基に送信の可否を IC カード内で判定し，ユー
ザが気づかない場合でも注意を促すことで偽装
サイトへの個人情報漏洩を防止することに特徴
がある．

３．提案する個人情報送信判定方式

３．１．概要
本方式では，IC カードに個人情報とその個人
情報の送信を許可するサイト(以降，これらをあ
わせたものを本稿での個人情報とする)を登録し，
この登録された情報を基に IC カード内で個人情
報の送信可否を判定し，フィッシング詐欺によ
る個人情報の漏洩を防止する．
３．２．特徴
本方式は，以下の特徴を持つ．
1. 個人情報を IC カード内で保持
2. 判定機構を IC カード内に持つ
3. 未登録サイトへの送信を警告
これらの特徴について以降説明する．
３．２．１．個人情報を IC カード内で保持
本方式では，ユーザから入力された個人情報
２． 研究の背景
を
IC カード内に登録，保持する．このため，端
近年，電子商取引のようなオンラインサービ
末上に個人情報を保持する場合に比べて安全に
スの普及により，ユーザの利便性が向上する一
個人情報を扱うことができる．
方，電子的に送受信される個人情報の不正取得
３．２．２．判定機構を IC カード内に持つ
を目的とした犯罪が多発している．
本方式では，IC カード内に判定機構(判定プロ
このような犯罪の一つとしてフィッシング詐
グラム)があり，個人情報の送信可否の判定は判
欺がある．文献[1]によると，報告されたフィッ
定機構が IC カード内で行う．端末上で個人情報
シングサイトの件数は１ヶ月で 15820 件(2005
の送信可否の判定をする場合に比べて，端末上
年 10 月)であり，増加の一途を辿っている．本
のウイルスの影響を受けずに済み，判定プログ
詐欺の手法は巧妙で，ポップアップウィンドウ
ラムの改ざんを防止することができる．また，
を用いたアドレスバー詐欺などさまざまなもの
IC カードに格納された個人情報を IC カード内
がある[2]．本詐欺被害の増加に伴い，さまざま
から端末上にコピーする必要がなくなり，登録
な対策手法が提案されている．文献[3]では，正
した個人情報の漏洩を防止することができる．
規の web サイト情報が登録された証明サーバと
３．２．３．未登録サイトへの送信を警告
カメラ付き携帯電話を用いて個人情報の送信先
本方式では，ユーザが偽装サイトへの送信に
が正当なサイトであるかどうかを検証している．
気づかない場合でも注意を促すことで個人情報
ユーザに使いやすい手法である一方，サーバを
の漏洩を防止する．具体的には，個人情報をサ
使用するため，迅速な更新が必須で管理負荷が
イトに送信する際に，登録された個人情報と一
大きいことや，サーバが停止してしまうとサー
致しない場合は，登録されていないサイトに送
ビスを提供できないといった問題がある．
信しようとしていることを通知し，ユーザに注
本稿では大きな管理負荷や高い信頼性を必要
意を促す．その後，登録されていないサイトに
とするサーバを使用しないフィッシング対策と
個人情報を送信するか否かはユーザ自身が判断
して，IC カードを用いた個人情報送信判定方式
し決定する．注意を促し，最終的な判断をユー
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高めてもらい，個人情報の漏洩を防止すること
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ができる．
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３．３．システム構成
提案方式を実現するためのシステム構成を図
1に示す．HW は，IC カードとそれが着脱可能
なユーザ端末のみで構成される．SW は，IC カ
ード内の判定機構（判定プログラム）と個人情
報登録機構(登録プログラム)およびローカルプ
ロキシと，ユーザ端末上の設定アプリと web ブ
ラウザとから構成される．なお，個人情報登録
機構とローカルプロキシは IC カード内からユー
ザ端末上にロード，実行される．
ICカード
ユーザ端末
挿入
個人情報 ローカル
登録機構 プロキシ
個人情報 判定機構

図 1
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３．４．処理フロー
本方式の処理フローを図2に示す．なお，初期
設定では，IC カードには個人情報が登録されて
いないものと仮定する．
開始
個人情報登録処理
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図 2

４．おわりに
本稿では，フィッシング詐欺対策のための IC
カードを用いた個人情報送信判定方式について
述べた．この方式によって個人情報を IC カード
で安全に保護し，送信可否の判定をユーザに委
ねることでセキュリティ意識の向上を図ること
ができる．また，個人情報の送信判定処理はサ
ーバを使わず IC カード内で行うため，サーバの
維持管理が不要であり，また，ユーザ端末にウ
イルスが存在してもその影響を低くできる．
今後の課題として，プロトタイプを作成して
その有効性を実証するとともに，ユーザ端末に
ロードされたローカルプロキシをユーザ端末に
存在するウイルスから守るための方式を検討す
る．
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個人情報送信判定処理フロー

IC カードがユーザ端末に挿入されると，設定
アプリが個人情報登録機構(登録プログラム)を
ユーザ端末のメモリにロードする．ロードされ
た個人情報登録機構は，個人情報登録用の画面
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