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2018年7月より「佐川急便を騙
かた

った不在通知
のショートメッセージ（以下、SMS）から、偽
のサイトに誘導された」という相談が多く寄せ
られるようになりました。
手口は変化を続け、2020年になってもSMS
から不正なアプリのインストールやフィッシン
グに至る相談が多く寄せられています。この手
口は、被害にあったスマートフォンが他のス
マートフォンにSMSを送ることにより、被害
が連鎖していくことに特徴があります。文面が
新型コロナウイルス感染の注意に関するものな
ど、SMSの内容は変化し続けています。
IPAではこの件に関して、数回にわたり、注
意喚起を行い、2020年6月にも最近の手口に
ついて注意喚起を行いました＊1。

このSMSは、不特定の電話番号か
ら突然送られてきます（図1）。SMS
の内容は宅配便の不在通知を装ってい
て、日本語に違和感がありません。
ここから先の手口は、攻撃対象のス
マートフォンがAndroidかiPhoneか

宅配便業者を装った SMS

によって異なります。Androidでは、不正な
アプリをインストールさせます。iPhoneでは、
フィッシングサイトに誘導されます（図2）。

手口のきっかけは、SMSのURLをタップす
ることから始まります。URLをタップすると
サイトに誘導されます。
1　サイト誘導のバリエーション
サイトへの誘導は、いくつかバリエーション

があります。
最近多く相談があるのが、図3のように、

Chromeというブラウザアプリのアップデー
トを騙ったポップアップメッセージが出るケー
スです。「OK」をタップすると、Chromeとは
関係のない不審なアプリのファイルがダウン
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＊1	 	IPA	安心相談窓口だより「宅配便業者をかたる偽ショートメッセージに引き続き注意!」（2020年6月26日）	 	
https://www.ipa.go.jp/security/anshin/mgdayori20200220.html

図1 SMSの例

図2 AndroidとiPhoneでの手口の違い

https://www.ipa.go.jp/security/anshin/mgdayori20200220.html
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ロードされます。
次に、相談が多くあるのは、ヤマト運輸を装っ
た偽サイトに誘導されるものや、日本郵便を
装った偽サイト（図4）に誘導されるものです。
これらの偽サイトでも、不正なアプリをダウ
ンロードするよう誘導されます。

2　不正なアプリのインストール
アプリはダウンロードされただけであれば、
すぐに被害に発展することはありません。
ダウンロードしたファイルの名の末尾は	

「.apk」＊2となっています。これは、提供元不明の
Androidアプリのインストールファイルです。
「提供元不明のアプリ」とは、Androidの公
式マーケット（Google	Play）にあるもの以外の
アプリを指します＊3。提供元不明のアプリをイ
ンストールできるよう設定している場合、この
不正なアプリのインストールを許可してしまう

と、インストールが完了してしまいます。
不正なアプリをインストールするときに、ス

マートフォン内の機能へのアクセス権限を求め
る確認画面が表示されます（図5）。
この画面に書かれた内容を読むと、Android

内に保存されているSMSの内容や、電話帳に
登録した連絡先の内容が読み取られ、さらにア
プリによって自動的にSMSが任意の宛先に送
信されることが推測されます。

3　Androidにおける被害の影響
（1）SMSの大量送信
不正なアプリを入れてしまうと、Android

端末は自分のスマートフォンに届いたものと同
じ不在通知SMSを、自動的に不特定多数に送
りつけるようにされてしまいます。相談の中に
は、1日のSMS送信数が200通に達した＊4と
いう事例もありました。
SMSの大量送信によって、受信した不特定

多数の人から電話がかかってきたり、SMSで
返信が送られてきたりすることで被害に気づく
相談が多くなっています。

（2）キャリア決済の悪用
「身に覚えのないキャリア決済＊5の請求が発
生した」という相談もありました。請求元は、

図5 アクセス権限を求める確認画面

インストール前に出る
不正アプリの権限確認

この端末上の
アカウントの検索
連絡先の読み取り

SMS/ＭMSの受信・
読み取り
SMSの送信と表示

図3 Androidでのポップアップメッセージ例

＊2	 	APKとはAndroid	application	packageの略で、Android専用アプリをインストールできる形式にパッケージしたファイル
＊3	 	公式マーケット以外のアプリをインストールできるところを「サードパーティー」という
＊4	 	一般的に、携帯電話会社（キャリア）側で1日のSMS送信上限を200通と制限している
＊5	 	「特集1」2ページ参照　http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202009_01.pdf

図4 ヤマト運輸や日本郵便を装った偽サイト

http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202009_01.pdf
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（1）スマートフォンを機内モードにする
機内モードにすることで、SMSの送信を抑

止することが可能です。なお、Wi-Fi機能や
Bluetooth機能をオフのままにしておくこと
で、スマートフォン内部の情報が外部に送信さ
れる心配もありません。

（2）不正なアプリをアンインストールする
機内モードの状態で、不正なアプリをアンイ

ンストールしてください。
アプリの名前は、手口によって異なります。

SMSのURLをタップしたが、ポップアップメッ
セージが出て、サイト表示がない場合は、
「Chrome.」の名称など、偽のヤマト運輸や、
偽の日本郵便のサイトが表示された場合は、
「Google	play	更新サービス」「日本郵便」など
の実際に存在する企業やサービスの名称を騙っ
ています。こうしたアプリは、Androidの設
定の「アプリ一覧」から確認できるので、これら
の名前を探して、アンインストールしてくださ
い。その後、スマートフォン内の必要なデータ
をバックアップしてください。

（3）スマートフォンを初期化する
不正なアプリをインストールしたことによっ

て、今回解説した以外の影響がないともいえな
いため、より安全な対処として、スマートフォ
ンの初期化を推奨します。

（4）各アカウントのパスワードを変更する
スマートフォンの初期化後にGoogleアカウ

Appleやオンラインゲームの事業者が多いこと
が確認されています。キャリア決済の設定を完
了するには、SMSで届く認証コード（図6）を
入力する必要があるため、そう簡単には悪用で
きません。
しかし、不正なアプリを入れてしまった場合、

図5で示したようにSMSの内容が悪意のある
者に読み取られてしまうため、この認証コード
の情報も知られてしまい、キャリア決済の設定
がなされてしまうものと思われます。
AndroidスマートフォンはGoogleアカウン
トとひも付けて利用することができますが、ア
プリによって、パスワード等の認証情報も詐取
されてしまう可能性も否定できません。

（3）その他アカウントサービス等の不正使用
本人になりすましたアカウントが作られたと
いう相談もあります。いわゆるフリマアプリ等
のフリーマーケットサービス、後払い決済サー
ビス等で、キャリア決済の場合と同様に、
SMSで届く認証コードを悪意ある者に読み取
られることにより起こるものと思われます。

（4）フィッシングサイトへの誘導
最近の手口では、不正なアプリのインストー
ル後、図7のように銀行を装った偽サイトに誘
導されることが多くなっています。
4　Androidにおける対処と対策
■ 被害への対処
もし、不正なアプリを入れてしまった場合は
次の対処をしてください。

図6 SMSで届く認証コードの例

ソフトバンクの利用規約に同意して
iTunes とApp Store の支払いをキャリ
ア決済にするには、コード0000を入
力してください。

ソフトバンクまとめて支払いご利用規
約（iTunes/App Store）
https://matomete-i.softbank.ne.jp/

与信判断のため、お客様の携帯番号の
ご契約期間と「ソフトバンクまとめて
支払い」の利用限度額をiTunes K.K. に
情報提供いたします。

図7 銀行を装った偽サイトへの誘導
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ントやSNS等のサービスアカウントのパス
ワードを変更してください。可能であれば、多
要素認証＊6の設定を推奨します。

（5）キャリア決済の限度額を設定する
キャリア決済の請求について、契約している
携帯電話会社に確認してください。キャリア決
済はその月ごとの限度額を設定できます。この
限度額を最小化することで、被害が発生したと
しても最小限に抑えることができます。
■ 被害にあわないための対策
基本的に、公式マーケット以外に存在するア
プリは、信頼性がはっきりしないためインス
トールすることは推奨しません。「提供元不明
のアプリ」はインストールしない設定にしてく
ださい。なお、端末購入時から特に設定を変更
していないのであれば、「提供元不明のアプリ」
はインストールできなくなっています。

SMS内のURLをタップ後、サイト表示がな
い場合は、図8のようなポップアップが出ます。
「閉じる」をタップすると、銀行を装った偽サ
イトに誘導されます（図9左側）。銀行名のバリ
エーションは増えています。ヤマト運輸や、日
本郵便を装った偽サイトに誘導された場合は、
Apple	IDやパスワードを入力させるフィッシ
ングの画面が出ます（図9右側）。

1　iPhoneにおける被害の影響
銀行を装った偽サイト（フィッシングサイト）
で口座番号およびパスワードを入力したり、
Apple	IDやパスワードを入力することにより、

iPhoneにおける 
最新手口の全容

これらのサービスが不正使用される可能性があ
ります。
2　iPhoneにおける対処と対策
■ 被害への対処
情報を入力してしまった場合は、銀行や

Appleなどサービス運営元に連絡し、不正利用
がないか確認し、パスワードの変更、多要素認
証の設定を行ってください。
■ 被害にあわないための対策
フィッシングサイトに情報を入力しなければ

被害には発展しません。　iPhoneでは公式マー
ケット（App	Store）以外からアプリをインス
トールすることはできない仕様となっていま
す。そのため、AndroidとiPhoneで対処方法
に大きな違いが表れています。

フィッシング詐欺にあわないため、安全が確認
できないURLは安易にタップしないでください。
また、届いたSMSやメールの真偽確認は、

電話等のメール以外の手段で事業者に直接行っ
てください。
手口は常に変化しています。手口を知ること

が被害にあわない最も有効な対策です。

最後に

＊6	 	ID・パスワードのほかに、セキュリティコードやワンタイムパスワード、指紋認証や顔認証などの認証方式を複数組み合わせること

図9 銀行やヤマト運輸を装ったフィッシングサイト

図8 銀行を騙るポップアップメッセージ


