パスワード流出・不正アクセス事例集（概要版）
日時
2014年2月

事

例

JALマイレージバンクの会員
Webサイトへの不正ログイン

概

要

参照URL

JALマイレージバンクの会員Webサイトへの不正ログ
https://www.jal.co.jp/inf
インにより、JMB会員になりすました第三者がマイル
o/jmb/140203.html
を特典に交換するトラブルが多数発生

東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究
東京大学国際高等研究所カブ 機構のサーバーが不正アクセスを受け、運用を停止
http://www.ipmu.jp/ja/n
2014年2月 リ数物連携宇宙研究機構の した。不正アクセスにより取得されたユーザー認証情
ode/1831
サーバーに不正アクセス
報を使って国立天文台など外部研究機関のサー
バーへのアクセスが試行されていた。
2014年1月

Yahoo!メールのユーザーアカ
ウントに不正アクセスが発生

米Yahoo!メールのユーザーアカウントにサードパー http://www.itmedia.co.jp
ティーからのデータ流出が原因と見られる不正アクセ /news/articles/1401/31
スが発生
/news097.html

2014年1月

スタイライフ社の通販サイト
「Stylife」に不正アクセス攻撃

楽天の100％子会社、スタイライフのファッション通販
http://corp.stylife.co.jp/
サイト「Stylife」で、不正アクセス攻撃によって最大で2
news/R20140122.pdf
万4158件のクレジットカード情報が第三者に漏洩

NTTコムオンライン・マーケティング・ソリューション社
NTTコムオンライン・マーケティ
が運営するポイントサイト「Potora」で他社サービスで
ング・ソリューション社のポイン
http://www.nttcoms.co
2014年1月
流出したと見られるIDやパスワードを用いたパスワー
トサイト「Potora」で不正ログイ
m/page.jsp?id=2409
ドリスト攻撃があり、323件のアカウントで不正ログイ
ンが発生
ンが発生した
2013年12月

楽天のサーバーに他人のＩＤ
やパスワードで不正に接続

楽天のサーバーに他人のＩＤやパスワードで不正に
接続、ポイント８４３１円分を電子マネーに交換

http://www.asahi.com/a
rticles/TKY2013120801
06.html

http://itpro.nikkeibp.co.j
「Facebook」などのSNSのアカ
「Facebook」をはじめとするSNSのアカウントが不正ア p/article/NEWS/201312
2013年12月 ウントで不正アクセスにより重
クセスを受け、約200万件の重要情報が盗まれた
05/522762/?ST=securit
要情報が流出
y&P=1
2013年11月

Webサイト「eオリコサービス」
で不正アクセス

セブンネットショッピングで、外
部から不正に取得したID・パス
2013年10月
ワードを使って顧客になりすま
しての不正アクセス
2013年10月

他社のサービスから流出したID・パスワードを利用し http://www.orico.co.jp/i
てユーザーになりすまし、eオリコサービスに不正アク nformation/20131115.ht
セスが発生
ml
セブンネットショッピングで、外部から不正に取得した
http://company.7netsho
ID・パスワードを使って顧客になりすましての不正ア
pping.jp/2013/10/pc_ap
クセスで顧客のクレジットカード情報最大15万165件
ology.html
が不正に閲覧された

ポイントサイト「ECナビ」で不正 VOYAGE GROUPのポイントサイト「ECナビ」におい
ログイン
て、2万8452件のIDで不正ログインが発生した
NTT 西日本の「CLUB NTT－ NTT 西日本の「CLUB NTT－West」会員サイトに不正

2013年10月 West」会員サイトに不正アクセ アクセスがあり、会員の名前、電話番号、メールアド

ス

レスなどの情報が閲覧された

DeNA社の「Mobage（モバ
ディー・エヌ・エー（DeNA）の「Mobage（モバゲー）」ス
ゲー）」スマートフォン版で不正
2013年10月
マートフォン版で不正ログインがあり、316件のユー
ログイン、ユーザー情報が漏
ザーのプロフィール情報などが漏洩
洩

http://voyagegroup.com
/news/press/2013/495
/
http://www.nttwest.co.jp/news/1310/1
31017a.html
http://dena.com/press/
2013/10/mobageidpw.php

パスワード流出・不正アクセス事例集（概要版）
http://eplus.jp/sys/mai
n.jsp?uji.verb=GGWE01_
チケット販売大手のエンタテインメントプラス（略称
detail&uji.bean=G.apl.we
イープラスのチケット販売サイ
イープラス）のチケット販売サイトで、約１万５千件の b.bean.JOAG010901Bea
2013年10月 トで不正アクセスと、なりすまし
不正アクセスがあり、なりすましによる予約が１９０件 n&newsKind=01&newsS
予約発生
あった
electID=0000003227&ZS
creenId=GGWE01&ukets
ukeInfoKubun=001
Adobe社で大規模な不正アクセスがあり、約290万人
のAdobe顧客の機密情報（氏名、暗号化されたクレ
Adobe社で大規模な不正アク
http://blogs.adobe.com/
2013年10月
ジットカード番号またはデビットカード番号、有効期限
セス、大量の顧客情報流出
japan-conversations/
など）が流出した（その後の調査で影響を受けたユー
ザーは少なくとも3800万人に上ることが判明）

2013年9月

アルインコ社サイトに不正アクセスがあり、836人分の
アルインコ社サイトに不正アク
http://www.alinco.co.jp/
顧客情報（メールアドレス、パスワードほか）が流出し
セス
pdf/130930.pdf
サイトの改ざんが行われた

バンダイナムコゲームス社が運営する会員登録制サ
バンダイナムコIDポータルサイ
https://www.bandainam
イト「バンダイナムコIDポータルサイト」で、他社サービ
2013年9月 トで3万4069件の不正なログイ
coid.com/portal/info?m
スから流出したと思われるID・パスワードを使用し、3
ン
ode=detail&id=34
万4069件の不正なログインが行われた
「ハッキング技術を誇示するため」不動産会社が管理
運営するデータベースサーバーに不正アクセスし、入
手した社員数人分の業務用ＩＤやパスワード、メール
2013年9月 少年の不正アクセス事件多発 アドレスを、ネット上の情報共有サイトに掲載していた
大津市の高校１年の少年や、同級生のブログに不正
アクセスして内容を改ざんした山口市の高校１年の
少年など少年の不正アクセス事件が多発。

2013年9月

スクウェア・エニックス アカウ
ントへの不正アクセス

http://mainichi.jp/select
/news/20130921k0000
m040075000c.html
http://www.minatoyamaguchi.co.jp/yama/n
ews/digest/2013/0920/
5.html

http://jp.finalfantasyxiv.
他社のオンラインサービスで流出したと思われるアカ
com/lodestone/news/d
ウント名およびパスワードを使用しスクウェア・エニッ
etail/90248d2b9d7efb3f
クス アカウントへの不正アクセスを試みる第三者によ
54a79a16be8a58d6369b
る攻撃を確認
e25e

大阪市職員が他部局のＩＤ・パスワードを使って庁内
http://www.city.osaka.lg
大阪市職員が庁内システムに システムに約300回の不正アクセスを行い、逮捕され
2013年9月
.jp/hodoshiryo/kensetsu
不正アクセス
た。部署IDには規則性があり、部署IDと初期パス
/0000233244.html
ワードは同じ文字列で発行される運用だったという。
アットフリークス社のWebサイトホスティングサービス
アットフリークス社の
http://www10.atwiki.jp/
「@PAGES」で、ユーザーのメールアドレスやパスワー
2013年8月 「@PAGES」で大量の個人情報
atpagesguide/pages/30
ドなど17万5297件の個人情報が流出、パスワードは
が流出
4.html
平文のまま流出した
インターネット掲示板「２ちゃん 「２ちゃんねるビューア」で約32，500件の個人情報（メ
2013年8月 ねる」有料利用者の個人情報 ルアド、パスワード、クレジットカード情報、住所、電話
がネット上に流出
番号、IPアドレス）がネット上に流出

http://2ch.tora3.net/

GMOメディア社のブログサービス「yaplog!（ヤプロ
グ！）」とポイントサイト「ポイントタウン」で不正ログイ
ンが発生、yaplog!では、4411件発生、登録個人情報
が閲覧され、ポイントタウンでは、2回にわたって2739
件と1763件のアカウントで不正ログイン。他から流出
したID・パスワードを使ったと考えられる。

http://2ch.tora3.net/

GMOメディア社のブログサー
ビス「yaplog!（ヤプログ！）」と
2013年8月
ポイントサイト「ポイントタウン」
で不正ログインが発生

サイバーエージェント社の
サイバーエージェント社の運営するコミュニティ＆ゲー http://www.cyberagent.
2013年8月 「Ameba」に大量の不正ログイ ムSNSサービス「Ameba」に24万3266件の不正ログイ co.jp/info/detail/id=787
ン
ンが発生
4
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2013年8月 SNS「GREE」で不正ログイン

2013年8月

http://corp.gree.net/jp/
グリー社が運営するSNS「GREE」で39,590件の不正ロ
ja/news/press/2013/08
グインが発生
08-02.html

http://www.jalan.net/jal
旅行予約サイト「じゃらんnet」 リクルートライフスタイル社が運営する旅行予約サイ
an/doc/howto/kokuchi1
に不正ログイン
ト「じゃらんnet」に2万7620件の不正ログインが発生
30807.html

カルチュア・コンビニエンス・ク カルチュア・コンビニエンス・クラブが運営するTポイン http://www.ccc.co.jp/fil
2013年7月 ラブのポイント管理「Tサイト」 トの管理サイト「Tサイト」に不正ログインがあり、7月 eupload/pdf/news/2013
に不正ログイン
26日現在で27件のTポイント不正利用が発生
0726_tpoint.pdf
http://www.ntt.com/rel
ease/monthNEWS/detai
l/20130724.html
NTTコミュニケーションズ社のサーバーに不正アクセ http://www.ntt.com/rel
NTTコミュニケーションズ社の
2013年7月
スがあり、最大約400万件のOCN ID用メールアドレス ease/monthNEWS/detai
サーバーに不正アクセス
と暗号化されたパスワードが外部流出の可能性
l/20130725_2.html
http://www.ntt.com/rel
ease/monthNEWS/detai
l/20130726.html
http://linecorp.com/pre
LINE社「NAVERアカウント」の LINE社の「NAVERアカウント」のデータベースサーバ
ss/2013/0719581
2013年7月
サーバに不正アクセス
が不正アクセスを受け、個人データが外部流出
http://linecorp.com/pre
ss/2013/0802585
http://www.nifty.co.jp/c
s/newsrelease/detail/1
30717004246/1.htm

2013年7月

ニフティの「＠nifty」で不正ログ ニフティの会員向けサービス「＠nifty」に 2万1184件
イン
のIDに不正ログインが発生

2013年7月

コナミデジタルエンタテインメント社が運営する
コナミデジタルエンタテインメン
http://www.konami.jp/o
「KONAMI IDポータルサイト」に3万5252件の不正ログ
ト社で不正ログイン
sirase/130709/
インが発生

任天堂の会員制ウェブサイト「クラブニンテンドー」で
任天堂の「クラブニンテンドー」
http://www.nintendo.co.
1545万回を超える不正アクセスがあり、約２万４千回
2013年7月 で大量の不正アクセスと不正
jp/support/information/
の不正ログインが発生。他社流出のID・パスワードが
ログイン
2013/0705.html
使用された
http://www.mitsukoshi.c
三越伊勢丹のショッピングサイト「三越オンライン
「三越オンラインショッピング」
o.jp/notice/90.html
2013年5月
ショッピング」で不正アクセスにより 8289件の個人情
で不正アクセス
http://www.mitsukoshi.c
報が不正に閲覧される
o.jp/notice/89.html
通信販売のディノスが運営するオンラインショッピン
http://www.dinos.co.jp/
ディノスオンラインショッピング グサイトで１万５０００人分のアカウントに不正ログイ
2013年5月
guide/info/pdf/2013050
サイトへの不正ログイン
ンが発生。他サイトから流出したパスワードが使われ
9.pdf
た模様
2013年4月

NTTドコモの米国子会社NTT DOCOMO USA, Inc.が http://www.nttdocomo.c
DOCOMO USA Wireless不正
展開しているDOCOMO USA Wirelessで、不正アクセ o.jp/info/notice/page/1
アクセスによる個人情報流出
スにより顧客情報2208件が流出
30427_00_m.html

2013年4月

JR東日本「My JR-EAST」不正 JR東日本のポータルサイト「My JR-EAST」で97アカ
ログイン
ウントへの不正ログインが発生

2013年4月

http://www.nttNTT東日本フレッツ光 不正ア NTT東日本が運営するフレッツ光「フレッツ光メンバー
east.co.jp/release/detail
クセス
ズクラブ」の会員サイトに対する不正アクセスが発生
/20130410_01.html

http://www.jreast.co.jp/
pdf/20130417_myjreast_l
ogin.pdf
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2013年4月 eBookJapan不正アクセス

電子書籍販売サイト「eBookJapan」で779アカウントが http://www.ebookjapan.j
不正にログイン。他サイトから流出したパスワードが p/ebj/information/2013
使用された
0405_access.asp

2013年4月 Tポイント不正使用

TポイントやTカードの利用者向けサイト「Tサイト」で
不正ログインが発生し、299件のIDでポイントが不正
利用される

2013年4月 gooIDへの不正ログイン

http://pr.goo.ne.jp/detai
l/1701/
NTTレゾナント株式会社の運営する「gooID」の約３万
http://pr.goo.ne.jp/detai
アカウントに対して不正なログインが発生。他サイト
l/1702/
から流出したパスワードが使われた模様
http://pr.goo.ne.jp/detai
l/1703/

2013年3月 ジェイアイエヌ不正アクセス

http://www.jinsjp.com/info20130315同社が運営するオンラインショップ「JINS ONLINE
1600.pdf
SHOP」が不正アクセスを受け、クレジットカード情報1
http://www.jins万2,036件が外部へ流出し、クレジットカードの不正利
jp.com/info20130317.pdf
用が7件発生
http://www.jinsjp.com/info.pdf

2013年3月

http://tsite.jp/r/informa
tion/web/index.html

全世界で約5,000万人が利用するクラウド型のデータ http://blog.evernote.co
Evernoteアカウント情報流出・
保存サービス「Evernote」のアカウント情報が外部に m/jp/2013/03/03/1242
不正アクセス
流出し、不正アクセスが発生
8

複数の金融機関ATM でキャッシュカードやクレジット http://www.sevenbank.c
12年11月 エポスカード、セブン銀行、新
カードのＩＤ、パスワード情報がスキミングにより流出。 o.jp/corp/news/2013/p
～13年2月 生銀行のATM スキミング
一部で金銭被害発生
df/2013022802.pdf

2013年2月 ツイッター情報流出

「ツイッター」でユーザー名やメールアドレスなどの個 http://blog.jp.twitter.co
人情報が流出し、約２５万件のユーザーアカウントが m/2013/02/blog不正にアクセスされた
post.html

2012年7月 ヤフー情報流出

米Yahooで45万件以上のYahooログイン認証情報
（ユーザーネーム・パスワード）が流出した

http://pr.yahoo.co.jp/rel
ease/2013/0404a.html

2012年6月 LinkedIn パスワード流出

Linkedinで約650万人分のパスワードが流出

http://blog.linkedin.com
/2012/06/07/takingsteps-to-protect-ourmembers/

2012年4月 Gポイント不正ログイン

ポイント交換サイト「Gポイント」で5万9,044件のIDに対 http://www.gpoint.co.jp/
し不正ログインが発生。そのうち442件のIDで、152
company/service/gplan
万,1485円分のポイントが不正にギフト券へ交換
20120418.pdf

2012年3月

パスワード盗用による電子カ
ルテ不正閲覧

http://www.kobe神戸大学医学部付属病院で同僚のパスワードを使っ
u.ac.jp/topics/top/t201
ての他人の電子カルテ不正閲覧が発覚
3_02_26_01.html
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http://www.ashikagaban
k.co.jp/oshirase/o_257.h
地方銀行など複数の銀行のインターネットバンキング tml
銀行ネットバンクで相次ぐ不正 システムで利用者のログインIDやパスワード、口座番 http://www.18bank.co.jp
2011年8月
アクセス
号といった情報が漏洩し、第三者による不正な預金 /news/info/2011/iの引出や振込が相次ぐ
banking230715.pdf
http://www.sihdbk.jp/news/110715.html

2011年4月

http://cdn.jp.playstation
ソニー「PlayStation Network」 ソニーが運営するPlayStation Network (PSN) で約
.com/msg/sp_20110427_
で不正アクセス
7,700万人の個人情報が流出し、不正アクセスが発生
psn.html

