
データシート

Proofpoint Digital Risk Managed Service
デジタル資産を監視してブランド価値を保護する 
マネージドサービス

プルーフポイントのデジタルリスク マネージドサービスが、組織の
デジタル資産を予防的に監視します。組織で実装すると、詐欺的
なドメインやソーシャルメディア アカウントを発見して、リスクを軽
減します。これにより、お客様とお客様の顧客を守り、ブランド価
値の毀損も防ぎます。

Proofpoint Domain Threat Analysis 
Proofpoint Domain Threat Analysis は Proofpoint Digital Risk 
Protection と Proofpoint Email Fraud Defense の追加アドオンサービスです。
これを用いると、専門的なプルーフポイントのアナリストのサポートを得て、組織の
デジタルプレゼンスを監視し、ドメイン詐欺のリスクを排除できます。 

このアドオンサービスで特定できるのは次のとおりです。

• 従業員、サプライヤー、顧客を標的とするフィッシングやビジネスメール詐欺 (BEC) 
キャンペーンの一部であると考えられるメール アクティビティがある、リスクの高
い一見して見分けのつかないドメイン

• 武器化を目的として設置されている、不審な、一見して見分けのつかないドメイン
• ロゴを使用し、商標やサービスマークに違反する可能性のある、商標を侵害する

ドメイン
• 組織に対する訴訟に関与している、またはブランドを中傷していると考えられるド

メイン
• シャドー IT や、タイポスクワッティングなどの攻撃を防止するために防御の目的

で登録された、ブランドが所有するドメイン
• 従業員、顧客、ビジネス パートナーを狙う標的型攻撃に関与しているドメイン

主なメリット

• ブランドのなりすまし、組織の評判な
どデジタルリスクを発見

• 専門知識を持つプルーフポイントの 
アナリストに直接問い合わせ可能 

• フィッシングサイト、悪質なコンテン
ツを含むサイト、偽造品の販売サイト、
犯罪行為を行うサイトがもたらすリス
クを最小限に抑制

• プルーフポイントのアナリストと連携
し、ソーシャルメディアおよびドメイン
環境全体で特定されたブランドのなり
すましや評判のリスクを確認、点検、
および上層部に報告 

• プルーフポイントのアナリストが関連
性の高い一連の検知結果をまとめて、
確認、点検、および上層部に報告

• 社内リソースを解放
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プロセスの効果
プルーフポイントのアナリストがブランドのドメインを使用して
検索を設定します。これにより、一見して見分けのつかない
ものや派生ドメイン名を分類します。分類は以下のリスク カテ
ゴリに従って行われます。

•	企業レビュー:	お客様が所有するドメインに類似した名前のド
メインで、お客様のドメインと同じメディアやロゴなどのブラ
ンド要素を使用しているもの。リスクとは見なされず、正当
性に関するお客様のレビューや所有権の確認を必要とする。
•	高リスク:	お客様が所有するドメインに類似した名前のドメ

インで、お客様のロゴ、カラー、名称などのブランド要素
を使用して、悪意を持ってお客様の組織になりすましている
可能性のあるもの、または不審なメールや Web アクティビ
ティの証拠があるもの。
•	低リスク:	お客様が所有するドメインに類似した名前のドメイ

ンで、他のカテゴリに当てはまらないもの。お客様のブラン
ド名など一見して見分けのつかない要素を使用している可能
性がある。このようなドメインは確認の時点では明らかなリ
スクを示さないながらも、いずれ高リスクになる恐れがある。

Proofpoint Virtual Takedown
Proofpoint Virtual Takedown は Proofpoint Digital 
Risk Protection と Proofpoint Email Fraud Defense 
の追加アドオンサービスです。悪意のあるドメインを速やかに
報告できます。次に関与しているドメインが報告の対象となり
ます。

• フィッシング
• マルウェアの拡散
• 偽造品のネットショップ 
• BEC 攻撃などの犯罪行為

また、次のようなものと幅広く連携します。

• ISP
• デバイス
• Web サービス 
• セキュリティ製品

これらのブロックリストを利用しているアプリ、サービス、イン
フラは、リストにあるドメインを Web、DNS、SMTP レベル
でアクセス不能にできます。成功すると、このようなドメイン
のコンテンツがユーザーに表示されることや、ブロックされた
ドメインからメールが届くことはなくなります。 

Proofpoint Virtual Takedown は理想的な予防的対策で
す。費用と時間がかかる従来のドメイン削除プロセスを踏むこ
となく、速やかにリスクを抑制することができます。

Proofpoint Managed Social 
Fraud Classification
Proofpoint Managed Social Fraud Classification を利
用すると、プルーフポイントのアナリストが継続的に連携し、
危険なソーシャルメディア アカウントを監視して特定します。
プルーフポイントでは、独自の種別分類やお客様の分類を使
用して、詐欺アカウントや企業のソーシャルメディア アカウン
トになりすますアカウントを検知することができます。このよう
に、このサービスを利用すると、社内のリソースを割り当てる
必要はなくなります。 

プロセスの効果
プルーフポイントのアナリストが、以下のリスク カテゴリに従っ
て発見されたアカウントを分類して、上層部に報告します。

•	企業レビュー :	お客様公認のアカウントと同じメディアやロ
ゴなどのブランド要素を使用していながらもリスクとは見な
されず、正当性に関してお客様のレビューを必要とするソー
シャルメディア アカウント。
•	高リスク:	お客様のロゴ、カラー、名称などのブランド要素

を使用して、悪意を持ってお客様の組織になりすましている
可能性のあるソーシャルメディア アカウント。 
•	低リスク:	他のどのカテゴリにも当てはまらないながらも、

お客様のブランド要素を使用しているソーシャルメディア ア
カウントや、愛好者が作ったアカウント。このようなアカウ
ントは将来的に高リスクになる恐れがあります。

図 1. Virtual Takedown の仕組み

裏付けとなるエビデンスを提示して 
ドメインの削除を申請

Virtual Takedown の結果に基づいて、
ドメインに「Takedown Successful」

(削除成功) または「Takedown 
Unsuccessful」(削除失敗) とタグ付け

基準に従ってブロックリストで登録の受理
または拒否。更新されたブロックリストが

ユーザーに届けられる
審査を通過すると、1 つまたは複数の 

ブロックリストに登録 (削除タイプによる)
登録前のプルーフポイントによる

削除申請の確認
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Proofpoint Managed Social 
Fraud Takedown Reporting 
ブランド価値と注目を集める従業員の評判を維持することは非
常に重要です。そのためには、ソーシャルメディア上でのフッ
トプリント (履歴など) を確認し把握する必要があります。ソー
シャルプレゼンスを把握していないと、ブランドイメージを損
なう恐れがあります。

Proofpoint Managed Social Fraud Takedown 
Reporting で以下のリスクを軽減できます。

• なりすましアカウント
• 詐欺アカウント
• ブランドを毀損するアカウント

これにより、利用規約に違反するアカウントの削除申請作成が
容易になります。以下のようなプラットフォームで有効です。 

• Twitter 
• Facebook
• LinkedIn 
• Instagram

プロセスの効果
Proofpoint Social Discover が違反するアカウントを発見
すると、お客様は悪質なものを削除するように申請することが
できます。申請すると、プルーフポイントのアナリストがお客
様に代わって該当するソーシャルネットワークに対処し、アカ
ウントの削除を推し進めます。

Social Discover  
for LinkedIn Profiles 
プルーフポイントのアナリストは LinkedIn を調査し、お客様
の組織に関連するなりすましプロフィールを探します。調査は
継続的に行い、組織内の重要人物へのなりすましを企むアカ
ウントがないか確認します。このツールは、不正アカウントを
特定する監査にも使用されます。

不正アカウントには次のような人物が含まれます。

• 組織を離れたにもかかわらず、LinkedIn で組織との関連を
装う

• ファイナンシャルアドバイザーなど、規制対象の役割に就い
ていると主張する

• 実際には就いていない役割や役職にあると主張する
• 組織の高い役職にある人物になりすます

プロセスの効果
お客様には、関連する LinkedIn プロフィールをプルーフポイ
ントが特定できるよう、重要な人物や役職のリストをご提供い
ただきます。プルーフポイントは、不正アカウントやなりすまし
アカウントとして特定された LinkedIn の関連プロフィールを
リストにまとめます。 

信頼の専門性
デジタルリスク マネージドサービスを利用すれば、セキュリティ 
オペレーション センター (SOC) のスタッフとデジタル ブラン
ドの保護チームは信頼できる専門性の高いパートナーを得るこ
とになります。プルーフポイントなら、企業のソーシャルメディ
アとドメインへの投資を保護することができます。プルーフポ
イントの専門家は、最適なソーシャルメディアおよびドメイン
の詐欺監視サービスを設計しました。弊社のチームが、高品
質なサービスと業界最先端の専門性を活かして、お客様のブ
ランドと顧客を守ります。そして、調査結果については、定期
的なサービスレポートと会議にて報告いたします。

※本サービスは２０２２年4月現在、英語でのみ提供されております。

プルーフポイントについて
Proofpoint, Inc.は、サイバーセキュリティのグローバル リーディング カンパニーです。組織の最大の資産でもあり、同時に最大のリスクともなりえる「人」を守ることに焦点をあてています。プルーフポ
イントは、クラウドベースの統合ソリューションによって、世界中の企業が標的型攻撃などのサイバー攻撃からデータを守り、そしてそれぞれのユーザーがサイバー攻撃に対してさらに強力な対処能力を持
てるよう支援しています。また、Fortune 1000の過半数を超える企業などさまざまな規模の企業が、プルーフポイントのソリューションを利用しており、メールやクラウド、ソーシャルメディア、Web関
連のセキュリティのリスクおよびコンプライアンスのリスクを低減するよう支援しています。詳細は www.proofpoint.com/jp にてご確認ください。
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