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 ２０１４年６月２０日 



遠隔操作は時に有効なツール 
・・・と考えられているのだが・・・ 



今では特別なソフトも不要となった 
Ｖｉｓｔａ以後のＯＳには常備されている 



ところが世間を揺るがす大事件も・・・ 







犯人は匿名化ツール「ＴＯＲ」で自らを隠す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Torとは、「The Onion Router（玉ねぎルーター）」の頭文字。ネットワーク
から複数のサーヴァーを通じてデータを送信するもので、データは（ちょう
どタマネギのように）、何層ものセキュリティーで保護される 

http://wired.jp/2005/05/19/eff%E3%82%82%E5%BE%8C%E6%8A%BC%E3%81%97%E3%81%99%E3%82%8B%E7%B1%B3%E6%B5%B7%E8%BB%8D%E7%99%BA%E3%81%AE%E5%8C%BF%E5%90%8D%E5%8C%96%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%80%8E%E3%83%88%E3%83%BC/


サイバー犯罪として世間を騒がせた 



事件の切っ掛けは２０１２年夏 



始まりは横浜市小学校襲撃予告 
２０１２年６月２９日 

• 横浜市のホームページ内にある「市民からの提案」に横浜
市保土ケ谷区の桜台小学校に対し、「鬼殺銃蔵」のハンド
ルネームで「桜台小学校を襲撃してガキども皆殺しにして
やる」「猟銃と包丁で完全武装して学校へお邪魔します」な
どと書き込みがあった。 

• 警察は、横浜市のホームページのデータを解析したところ
プロパイダが判明、警察がプロパイダの協力を得て解析し
たところ男子学生が浮上。 

• 男子学生の自宅のノートパソコンを解析したところ、掲示
板にアクセスした形跡が認められたため7月1日、威力業
務妨害の疑いで、明治大学2年の東京都杉並区居住の男
子学生（19歳）が逮捕された。 
 
 



が・・・これは誤認逮捕だった。 

• 2012.10.31 
この大学生は、なりすましウイルスによる第三者
の遠隔操作で利用されていた事が判明。 
 
小学校への襲撃予告を送ったとして逮捕され、
保護観察処分となっている男子大学生について、
家庭裁判所が処分の取り消しを決定した。  
 
神奈川県警と横浜地検が誤認逮捕を認めて謝
罪し、家裁に対して地検が処分の取り消しを申し
立てた。 
 



この場合使われたのはＣＳＲＦ 
クロスサイトリクエストフォージェリ（Cross site request forgeries） 



• ウイルスでパソコンを乗っ取る手法ではなく、
掲示板に貼り付けたＵＲＬをクリックした瞬間、
メールが自動送信される仕組みだった。 

• 横浜市のホームページの脆弱性対策に問題
があった。 

• 更に神奈川県警の誤認逮捕はこの種犯罪に
対する警察の無知によるものとの批判を受け
た。 



 
やがて頻々と各地でウィルス攻撃が始まる 

２０１２年７～９月 

 



４人もの誤認逮捕が発生 



彼等は明らかにウィールス被害者だった 



犯人の脅迫１３件の中味は 



２０１２年１２月１４日警察は誤認逮捕
を認め反省した 





結局サイバー犯罪は苦手だったのだ 



２０１２年末真犯人は闇の中 



この間２０１２年１０月・１１月 
２度にわたる犯行声明メール 

• 10月、サイバー犯罪に詳しい落合洋司弁護
士と報道機関に、犯行声明メールが届いた。  

• 「私が真犯人です」と題したメールは、13件の
殺害・襲撃予告への関与を示唆。 

 

• 『（警察に）醜態をさらさせてやりたかった』と
いう動機が100％」とも綴っていた。  

 



 
 
 

2012-10-21 -  落合洋司弁護士宛て 
メールが 同氏ＨＰ上に公開された 

 

 
 



更に２０１３年元旦のメール 

• 元日午前0時すぎ。産経新聞記者などに「謹

賀新年」と記したパズル形式のメールが送ら
れてきた。解読していくと、袋に入れられた記
録媒体の写真が出現。 

• 合同捜査本部は写真の位置情報などから東
京都奥多摩町の雲取山の山頂付近を捜索し
たが、記録媒体は見つからなかった。  

http://ja.yourpedia.org/wiki/%E7%94%A3%E7%B5%8C%E6%96%B0%E8%81%9E
http://ja.yourpedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD
http://ja.yourpedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD
http://ja.yourpedia.org/mediawiki/index.php?title=%E5%A5%A5%E5%A4%9A%E6%91%A9%E7%94%BA&action=edit&redlink=1
http://ja.yourpedia.org/mediawiki/index.php?title=%E9%9B%B2%E5%8F%96%E5%B1%B1&action=edit&redlink=1


２０１３年１月５日致命的ミスとなったメール 

• 1月5日には「新春パズル～延長戦～」とする

パズル付きのメールを送信。真犯人が示唆し
た通りに神奈川県藤沢市の江の島で首輪の
付いたネコが見つかり、記録媒体が回収され
た。  

• 真犯人は5日のメールで「もうメールはしない」

と終結を宣言したが、江の島の防犯カメラが
ネコと接触する片山をとらえていた。 

 

http://ja.yourpedia.org/wiki/1%E6%9C%885%E6%97%A5
http://ja.yourpedia.org/wiki/1%E6%9C%885%E6%97%A5
http://ja.yourpedia.org/wiki/1%E6%9C%885%E6%97%A5
http://ja.yourpedia.org/wiki/1%E6%9C%885%E6%97%A5
http://ja.yourpedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C
http://ja.yourpedia.org/mediawiki/index.php?title=%E8%97%A4%E6%B2%A2%E5%B8%82&action=edit&redlink=1
http://ja.yourpedia.org/mediawiki/index.php?title=%E6%B1%9F%E3%81%AE%E5%B3%B6&action=edit&redlink=1


これらは自作自演の墓穴・・・ 



監視カメラと猫の首輪に付けられたチップ・・・
つまりアナログの物証 



２０１３年２月１０日 
江東区マンションで片山容疑者逮捕 



犯人逮捕（2013-2-10）の後も騒ぎは続いた・・・ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

註：コミケ＝コミックマーケット 



サイバー犯罪の摘発は困難なもの・・ 
片山容疑者も５人目の冤罪かと思われていた 



冤罪という報道もかなり強く・・・ 



被疑者片山本人も潔白を主張 





冤罪を訴える片山の自筆メモ 



• 2013年2月26日   

 

• 2月10日 トツゼンの家宅捜サク そしてタイホは、本当に寝耳水でした。 

• 私は遠カク操作ウイルス事件とは一切関係ありません。 

• 私には前科がありますが、就職してから5年間、まじめに働いてきました。 

• 現在の私の立場は、他の4人のゴニンタイホされた方たちと同じです。 

• 江ノ島にはバイクでツーリングに行っただけですし、雲取山にはただ登山しただけ
です。 

• 私がネコに首輪をつけたなど、コウトウムケイな話です。 

• また、私はアイシスのようなウイルスに分類されるプログラムを作る能力はありま
せん。 

• アイシスに使われているプログラミング言語、C#での開発経験もありません。 

• 私のPCを見てもらえば、そのようなものを作ったコンセキが無いことは分かるはず
です。 

• サイバンカンの方にはどうか分かってほしいです。 

• 現在拘束されていてとてもつらいです。家族はもっとつらいと思います。一日も早く
自由にしてください。 

• さいごに私を支えんしてくださっている方々にカンシャを伝えたいです。 

•  以上です 



380日の拘留後2014-4-5起訴されたが 

１千万円で保釈される 



保釈後の記者会見で無罪を訴える 



野次馬も便乗して騒ぎ出す 



反原発、親韓妄韓、占領憲法マンセーの反日左翼「レイバーネット」のTV放送「PC遠隔操作事件 
ズバリ！片山祐輔さんに聞く」（５月１４日）では出演者全員が【冤罪】と決め付けていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



江川紹子も当初は冤罪を主張 

• 「私は有罪と無罪の両方の情報が必要だと考え、これまで意識的に片山被告の
無罪につながるような情報も発信していたが、バランスを欠いていた部分があっ
たかどうか今後考えたい」とは、一寸苦しい弁明。 

 
 



2014-5-16、公判の最中に 
小保方銃蔵名の「真犯人」からのメールが・・ 



この自作自演で墓穴を掘った・・・ 

• 2014年5月16日、マスコミ各社および担当弁護士の佐
藤博史宛に「真犯人」を名乗る者からメールが送りつ
けられる。会見で片山祐輔本人は「これは真犯人が
送った物である」「自分のPCは現在弁護士の管理の
元で使用しており、自分が送るのは不可能」とし、「こ
れをもって裁判は終わりにしていただきたい」と主張し
た。  

• しかし、15日夕方に片山祐輔の自宅近辺の荒川河川
敷に片山本人が何かを埋める現場を尾行していた捜
査官に目撃され、掘り返した所スマートフォンが埋まっ
ており、そこには真犯人が送ったとされるメールの全
文・および片山本人のDNAが検出された。  
 

http://ja.yourpedia.org/mediawiki/index.php?title=%E4%BD%90%E8%97%A4%E5%8D%9A%E5%8F%B2&action=edit&redlink=1
http://ja.yourpedia.org/mediawiki/index.php?title=%E4%BD%90%E8%97%A4%E5%8D%9A%E5%8F%B2&action=edit&redlink=1


警察は保釈中の片山を監視していた。 
タイマー付のスマホを発見！ 



警察はしっかり監視・尾行していた 



５月２０日突如の自供 
「先生ごめんなさい、私が犯人です」 



ピエロとなった佐藤博史弁護士 



足利事件では１７年前の冤罪を晴らしたが・・・ 
今回はどうやら恥をかいたようだ 



流石の敏腕弁護士も茫然！ 



保釈取り消し、保釈金６００万円没収 



江川紹子も完全に騙された 



真犯人となった片山裕輔とは 

• １９８２年生まれ 

• 学習院中等科・高等科
を卒業後、東京電機大
学工学部に一般入試で
入学したが、4年で中退。  

• 父親はＩＢＭ幹部社員、
2009年1月定年を目前
に急死。 

http://ja.yourpedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E7%BF%92%E9%99%A2%E4%B8%AD%E7%AD%89%E7%A7%91%E3%83%BB%E9%AB%98%E7%AD%89%E7%A7%91
http://ja.yourpedia.org/wiki/%E5%AD%A6%E7%BF%92%E9%99%A2%E4%B8%AD%E7%AD%89%E7%A7%91%E3%83%BB%E9%AB%98%E7%AD%89%E7%A7%91
http://ja.yourpedia.org/mediawiki/index.php?title=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%9B%BB%E6%A9%9F%E5%A4%A7%E5%AD%A6&action=edit&redlink=1
http://ja.yourpedia.org/mediawiki/index.php?title=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%9B%BB%E6%A9%9F%E5%A4%A7%E5%AD%A6&action=edit&redlink=1
http://ja.yourpedia.org/mediawiki/index.php?title=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%9B%BB%E6%A9%9F%E5%A4%A7%E5%AD%A6&action=edit&redlink=1


片山容疑者は以前、インターネットを使った脅迫事件
などで逮捕され、実刑判決の前科があった 

• 「のまねこ事件」→丑田祐輔、         
東京都江東区白河４、             
2005年時に２３歳 

 

• ２００９年父の死亡により母方の姓となる 

 

• 「遠隔操作事件」→片山祐輔、         
東京・江東区に住む容疑者、         
2013年時に３０歳 



９年前の「のまねこ事件」 



ネット上でエイベックス社長の殺人予告 

• 弁護人は被告の回避性人格障害を主張。懲
役3年を求刑される。その後、東京地裁で懲
役1年6ヶ月の実刑判決が言い渡され確定し
た 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9E%E9%81%BF%E6%80%A7%E4%BA%BA%E6%A0%BC%E9%9A%9C%E5%AE%B3


友人が居ない片山は          
浅草の「猫カフェ」で・・・ 



逮捕後自らをサイコパスと称した 

• サイコパスとは精神病質、あるいは反社会性人格障害など
と呼ばれる極めて特殊な人格を持つ人々のことを指す言葉
です。 

• サイコパスの特徴を一言で表すなら、良心や善意を持ってい
ないということです。 



佐藤弁護士が語る片山像は・・・ 
５月２２日の記者会見の最後に述べられた 



最近日本にもこの種犯罪が多発している 

• １９９７年神戸連続児童殺傷事件の     
酒鬼薔薇聖斗 

 

• ２０００年西鉄バスジャック事件は2ｃｈのハン
ドルネームからネオむぎ茶事件 

 

• ２００８年秋葉原無差別殺傷事件の加藤智大 

 



片山の犯した罪は・・・ 

片山祐輔の犯罪は以下の通りの2012年7月-9月 ウイ
ルスを使った遠隔操作 .不正指令電磁的記録供用 
              
 
 

 2012年6月29日 保土ヶ谷市小学校襲撃予告 威力業務妨害  
 2012年8月 1日 日航機爆破予告 航空機運航阻害  
 2012年8月 5日 大阪オタロード大量殺人予告 偽計業務妨害  
 2012年8月 9日 コミケ大量殺人予告 威力業務妨害  
 2012年8月27日 芦田愛菜ちゃん脅迫 脅迫  
 2012年8月27日 お茶の水女子大付属幼稚園襲撃予告 ..威力業務妨害       
 2012年8月29日 AKB48握手会襲撃予告 威力業務妨害  
 2012年9月10日 どこもショップ無差別殺人予告 .威力業務妨害  
 2012年9月10日 伊勢神宮破壊予告 威力業務妨害  
 



罪状・量刑は・・・ 

□偽計業務妨害罪  
  3年以下の懲役又は50万円以下の罰金  
□威力業務妨害罪  
  3年以下の懲役又は50万円以下の罰金  
□脅迫罪  
  2年以下の懲役又は30万円以下の罰金  
□不正指令電磁的記録供用罪（ウイルス強要罪）  
  3年以下の懲役又は50万円以下の罰金  
□航空機運航阻害罪 （ハイジャック防止法） 
  1年以上10年以下の懲役  



量刑は・・ 

刑法第47条（有期の懲役及び禁錮の加重）  
併合罪のうちの二個以上の罪について有期の     
懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪に
ついて定めた 刑の長期にその二分の一を加えた
ものを長期とする。ただし、それぞれの罪について
定めた刑の長期の合計を 超えることはできない。 
  
 により、この中で最も重い『航空機運航阻害罪 
 （ハイジャック防止法）』の長期10年の1.5倍15 
 年が最長の求刑となる。 
 



ところで、問題のヴィールスとは・・ 

註：キーロガーは、ユーザーが入力したコマンドをを逐一記録してログファイルを出力するプログラム。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89_(%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%82%B0


トロイの木馬と云われるもの 



トルコ・チャナッカレで観られる 
映画”トロイ”の撮影に使われたトロイの木馬 



自分のＰＣに既にiesys.exeが入ってしまって 
いるかのチェック方法は 

 

 





検索結果の中に、 

IESYS.EXE 

IE888.EXE 

ITEMP.EXE 

~TEMP.EXE 

が無い事を確認します 

 

上記ファイル名のどれかがあった場合は、感染し
ている可能性があります 



私のＰＣは大丈夫でした！ 
尤もＸＰ以降のＯＳなら多分ＯＫらしいが・・・ 



所謂サイバー犯罪とは一味違う 



近頃Ｌｉｎｅ乗っ取り事件も頻発している 



今回の教訓は・・・冤罪の危険 



我々も今後十分注意しよう！！ 



 パソコン遠隔操作事件関連 Youtube 
 
2014-5-16  ４９分１７秒 

「真犯人メール」、私は送っていない：片山氏と弁護
団が会見 
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-2588.html 
 
2014-5-19 １時間２３分４０秒 

遠隔操作ウイルス事件「すべて私がやりました」片
山被告 
http://www.youtube.com/watch?v=Bwx-DgIxomA 
 
2014-5-20 ７分５３秒 
片山祐輔5/20弁護人「今回メールがなければ無罪
になったかも」  
http://www.youtube.com/watch?v=tW_6FHCGmjg 
 


