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はじめに  

迷惑メール対策推進協議会は、電気通信事業者など迷惑メール対策に関わる関係者が幅広く集ま

り、関係者間の緊密な連絡を確保し、最新の情報共有、対応策の検討、対外的な情報提供などを行う

ことにより、効果的な迷惑メール対策の推進に資することを目的に、2008年 11月 27日に発足しま

した。 

迷惑メールは、2001年春頃から、主に出会い系サイトの宣伝を中心としたメールが増加し、多く

の苦情相談が寄せられるようになったほか、利用者が金銭的な被害を受けるなど社会的に大きな問題

となりました。このような迷惑メールに対しては、携帯電話事業者やサービスプロバイダなどが、迷

惑メールの根絶に向けて機能面での拡充など様々な取組を行っているほか、制度面においても、

2002年に「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」が制定され、また、同じ年に「特定商

取引に関する法律」が改正されました。さらに、2008年には、両法の一部改正によりオプトイン規

制が導入されるなど、実効性の確保に向けた規制の強化が図られてきました。 

当協議会は、迷惑メールの根絶に少しでも貢献できるよう、電子メールの送信者情報が詐称されて

いるかどうか確認できる「送信ドメイン認証技術」の普及啓発を目的とした「送信ドメイン認証技術

導入マニュアル」や、迷惑メールの現状や対策などをまとめた「迷惑メール対策ハンドブック」の公

表などを行ってきました。 

近年の迷惑メールの傾向としては、総数そのものは減少傾向にありますが、新たに、情報を詐取す

るフィッシングサイトへ誘導する電子メールやウイルスなどのマルウェア感染を目的とする電子メー

ル、さらに最近では、特定の企業をターゲットとしたビジネスメール詐欺（BEC）が社会的な問題と

なっており、日本を代表する企業が数億円単位のビジネスメール詐欺の被害に遭った事件は記憶に新

しいところです。 

このような迷惑メールの最新の傾向などを踏まえ、また、当協議会発足 10周年の節目として、幅

広く国民の皆様に迷惑メールの現状などを知っていただくため、「迷惑メール対策ハンドブック」の

内容を見直し、名称についても「迷惑メール白書 2018」としました。 

 

この白書が有効に活用され、迷惑メールの根絶に繋がることを切に期待しております。 

 

2018年 11月 

迷惑メール対策推進協議会座長 

新美 育文 
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	メールアドレス変更機能
	受信機能の拡充
	利用者への啓発
	送信者への啓発
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