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Proofpoint の四半期脅威レポートは、弊社の顧客ベースや、より広

範なセキュリティ市場で確認される脅威、傾向および変化を捉え
ます。一日に 10 億通を超える電子メールのメッセージや、数億件
のソーシャルメディアの投稿、1 億 5000 超のマルウェアのサンプル
を分析し、高度な脅威から組織を守ります。これにより、脅威の
状況全体にわたってデータや外部の傾向を見渡せる位置に立つこ
とができます。
こうした脅威の四半期ごとの変化に関する分析により、大きく目立
つ傾向を特定し、組織のセキュリティ体制管理に役立てるための
すぐに行動に移せるインテリジェンスとアドバイスを提供する助け
となります。電子メール、Web、ソーシャルメディア、モバイル全体
で引き続き新しい脅威が確認されています。
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重要項目 : 大量キャンペーンと
ランサムウェアが急速に広まる時間

エクスプロイトキット

エクスプロイトキット（EK）は Web 上
で実行されており、接続しているコン
ピュータの脆弱性を検知して悪用しま
す。EK は、サービスとして攻撃者に販
売されることが多く、
「自動的な」マル
ウェアダウンロードで PC を簡単に感
染させています。

大量の攻撃キャンペーンが、第 1 四半期で確認された小規模で標的を絞った攻撃から著しく対照的
になって第 2 四半期に戻ってきました。攻撃者はさまざまなランサムウェアとバンキング型トロイの
木馬を大量に拡散しています。同時に、メール詐偽も一層進化しており、エクスプロイトキット（EK）
と Web ベースの攻撃は、洗練されてきています。また、ソーシャルエンジニアリングを使用した攻
EK、ソーシャルメディアで行われる攻撃が増加しています。今日の数多くあるサイバー
撃、特にメール、
攻撃のように、単に技術的なセキュリティホールではなく、人間性を餌食にします。
2017 年第 2 四半期の重要項目はこちらです。

メール

ランサムウェアが、マルウェアを含む悪意のあるメッセージの全量の 68% を占める。
ランサムウェアは大きく取り上げられましたが、WannaCry や新たな Petya 変種の際立つ大流行だけ
ではありませんでした。大多数のランサムウェアとは異なりメールを介して拡散されなかった型は、
メディアの注目を大きく集めました。しかし、メールベースのランサムウェア攻撃は、依然として金儲
け志向の攻撃者が選択する侵入経路で、また成長し続けました。
第 2 四半期の悪意のあるメッセージ量が、前四半期に対し 250% の急増。
大量メールキャンペーンで有名な脅威アクターは、新しいペイロードと攻撃タイプをもって、全力を挙
げてきました。2016 年に確認された記録的な巨大規模の攻撃に近づくキャンペーンもありました。
Dridex が戻ってきている。
大量メールキャンペーンの結果、昔からあるバンキング型トロイの木馬は、バンキング型トロイの木
馬を含む悪意のあるメッセージの合計数の 72% を占めました。これは、悪意のあるメッセージ総数
のほぼ 15% にあたります。

ビジネスメール詐偽（BEC）

BEC 攻撃では、幹部トップから届いた
と称するメールで受信者に送金するか
機密情報を送るよう求めます。BEC は
添付ファイルや URL を使 用しないた
め、検知して止めることが難しくなって
います。

DMARC

「Domain-based Message Authentication,
Reporting and Conformance」を 表 す
DMARC は、数 多くの BEC 攻 撃を防
止できるメール認証プロトコルです。

「1 対 1」メール詐偽攻撃が第 1 四半期から 30% 近く急増。
サイバー犯罪では、ビジネスメール詐偽（BEC）あるいは「ホエーリング」として知られるメール詐偽で
標的をさらに絞ったアプローチが取られていました。それと同時に、メール詐偽の標的にされた組
織の 87% が、自分の組織のドメインになりすました攻撃を一度は経験しました。この発見により、
DMARC メール認証を採用する重要性が一層強調されました。効果的に実装すると、認証によりド
メインのなりすましを防ぐことができます。

エクスプロイトキットと WEB ベース攻撃

エクスプロイットトラフィックは、RIG EK を筆頭に、前年のレベルに安定していた。
EK アクティビティの「新しい標準」として、地域的な標的設定と、フィルタリングを使いターゲット
を絞り、セキュリティ対策を回避するための新しい進歩が見られます。

EK は破壊的なランサムウェアを悪意のある Web 広告を介して拡散。
AdGholas アクターや Astrum EK による、いわゆる「マルバタイジング」と呼ばれるキャンペーンは、
数多くの犠牲者に影響を与えました。また、
「そういった広告はクリックしない限り危害はない」とい
うマルバタイジングに躍らされる危険な誤解を浮き彫りにしました。逆に言えば、感染状態になるた
めに広告をクリックする必要はないのです。ただその広告を使用している Web ブラウザで読み込む
だけでなのですから。マシンが攻撃を受けやすく、また標的とされている場合、ユーザーが介入せず
とも感染は起こります。

ソーシャルメディア

偽りのソーシャルメディアサポートアカウントが、第 1 四半期に対して 4 倍に。
この増加、さらに非常に多くのソーシャルメディア上のフィッシング詐偽リンクが、
「アングラーフィッ
シング詐偽」がどれほど盛んであるか示しています。

攻撃者はソーシャルエンジニアリングを使用してユーザーを騙し、ユーザーのアカウントや個人の
詳細へのアクセスを提供させようとする。
弊社は、Facebook スパムボットのエクスプロイトを暴きました。これは、Facebook のユーザーがス
パマーのアプリから Facebook のアカウントにアクセスする場合に、ユーザーに「いいね！」を押させ
るというものです。この構想は、どれだけ素早くサイバー犯罪がソーシャルメディアで進化しているか、
またそれがどれほどうまく「人的要因」を標的にしているかを強調しています。このケースでは、ソー
シャルメディアで、人々の注目されたいという要求です。
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メールベースの脅威のトレンド

基本統計：悪意のあるメッセージ量が前年の同四半期より 250% 増加。
大量メールキャンペーンが、見慣れたアクターとマルウェア、新しい脅威、さらに新しい形のジオター
ゲティングを備えて戻ってきました。
ランサムウェア

このタイプのマルウェアは被害者のデ
ータを暗号化してロックし、復号鍵で
ロック解除するために「身代金」を要
求します。

LOCKY

Locky はランサムウェアのトップの型で
2016 年のほとんどの悪意のあるメー
す。
ルトラフィックの急増には Locky が占
めていました。

2015 年と 2016 年の大規模な Dridex と Locky キャンペーンの原因を作った脅威アクターによる大量
の Dridex バンキング型トロイの木馬キャンペーンの再来をもって前四半期が終了しました。4 月には、
TA505 と弊社で呼んでいる同じ攻撃者が、
大規模な Locky ランサムウェアキャンペーンを再開しました。

第 1 四半期からは、こういったキャンペーンが URL よりもメール添付ファイルを使用するという変化が
ありました。また、さらに規模を拡大し、悪意のあるメッセージ総量に 250% の急増を起こしました。
この急増にもかかわらず、量は 1 年前のレベルの半分以下でしかありませんでした。この差異は、
昨年のキャンペーンが事実的に巨大な規模であったこと、またそこからの突然の急降下であったこと
を際立たせています。しかし、少なくとも 2016 年のピークに対して、量でこの四半期に欠けていた
分は多様性で補われました。弊社は、新しいランサムウェアの型、新しい添付ファイルのタイプ、ま
た、多様な新しいマルウェアを、弊社の顧客ベース全体で確認しました。
LOCKY ランサムウェアキャンペーンは、11 月、12 月に確認したほど着実ではありませんでした。たっ
た 3 つのキャンペーンの後、裏で操る脅威アクターは、Jaff と呼ばれる別のランサムウェアの型を使
用し始めました。攻撃者は Necurs ボットネットの一点張りで Dridex、そして Locky を拡散しました。
これは、送信インフラストラクチャとして Necrus が頻度の少ないキャンペーンに使用されているもの
の、少なくとも 2016 年中期の能力に戻ってきていることを示唆しています。
メッセージ量は 6 月半ばに落ち込み、5 月後半から 6 月前半のピークよりはるかに下回ったままとな
りました。この衰えは、TA505 の（頻度は高いが）小規模なキャンペーンが主な原因です。
インデックス付き、攻撃タイプ別、悪意のあるメッセージの 1日当りの量、2017 年現在まで

添付ドキュメント
URL

アーカイブ添付

1月

2月

3月

4月

5月

6月

図 1: インデックス付き、攻撃タイプの傾向、2017 年 1月から 6 月まで（181日間）

悪意のある添付メッセージがこの四半期を通してメッセージ総量の大半を占めていました。しかし、
期間が終わりに近づくにつれ、URL と添付ファイルは進路を反転させてきました。悪意のある URL
メッセージ量は、2 カ月間急増を続け、5 月から 6 月に 57% 跳ね上がりました。同時期に、悪意のあ
る添付メッセージの日次平均量は 44% 落ち込み、悪意のある添付メッセージ全体は 45% 落ち込みま
した。ほとんどの悪意のあるメールは未だに添付ファイルを使用するものの、悪意のある URL は依
然として明確な脅威のままです。
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URL の復活により、昨年の秋に現れたトレンドを発展させ、年の始めの月頃に強度を増しました。
日常的なマルウェアキャンペーンの少なくとも半分は悪意のある URL に依存しており、弊社は、URL
と添付ファイルの両方を使用する日常的なキャンペーンも確認しました。図 1 に示されるように添付
ファイルキャンペーンの大規模で散発的な急増は、URL キャンペーンの一定した量の増加を目立たな
くしています。
URL キャンペーンで攻撃者は、圧縮されたプログラムコードのスクリプトや、SharePoint や Dropbox
などの合法のファイル共有サービスにホストされている悪意のあるマクロを埋め込んだドキュメント
にリンクした悪意のある URL を頻繁に取り入れています。

6 月に、弊社は人気の高い記録用サービスの Evernote にホストされている悪意のあるファイルも確
認しました。検知されやすそうなファイル共有サイトにマルウェアペイロードをホストするよりも、攻
撃者は別のサーバーにホストすることが多いです。メールの本文にリンクされたスクリプトやマクロを
実行することで、実際のペイロードを別のサーバーからダウンロードするよう呼び出します。別のケー
スでは、悪意のある URL をマルウェアや中間となるダウンローダーではなく、単純に認証情報フィッ
シング詐偽ページにリンクしています。

POWERSHELL

PowerShell は Windows の中に内蔵さ
れるスクリプト作成ツールです。ユー
ザー、あるいは攻撃者に、多くのシス
テムコマンドのコントロール権を与えま
す。PowerShell は OS の 一 部 のた め、
これを使用する攻撃は検知しにくくなっ
ています。

MICROSOFT WORD
INTRUDER

その名が意味するように、このツール
は既製の悪意のあるドキュメントを作
成して Microsoft Word の弱点を標的に
します。

しかし、添付ファイルベースの攻撃は圧倒的に使われ続け衰えません。最近また使用が復活した大
規模な圧縮されたスクリプトキャンペーンは、圧縮された Windows Script File（WSF）と悪意のある
Office 添付ドキュメント（単体または PDF に埋め込み）を含んでいました。

POWERSHELL を実行するマクロは、最も一般的な添付ファイルのタイプです。昨年から目立つト
レンドのひとつは、CVE-2017-0199 で特定された脆弱性を標的にしているエクスプロイトを持った悪
意のある Word フォーマットドキュメントの使用です。6 月に指摘したように、MICROSOFT WORD
INTRUDER のドキュメントエクスプロイトビルダーへこの脆弱性が最近追加されたことで、脅威ア
クターは引き続きこれを近年の効果が高いエクスプロイトのチャンスと見なしています。
インデックス付き、トップカテゴリー別メッセージの 1日当りの量の比較、2017 年第 2 四半期
バンキング型トロイの
木馬合計
ランサムウェア合計

その他のマルウェア合計

4月

5月

図 2: インデックス付き、攻撃タイプの傾向、2017 年 4 月から 6 月まで（91日間）

6月
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バンキング型トロイの木馬 : 種類、量、標的設定

基本統計：バンキング型トロイの木馬は、マルウェアを拡散するメッセージ量の 20% を成している。
Dridex バンキング型トロイの木馬を拡散するメッセージは、バンキング型トロイの木馬メッセージ
全体の 76% を占めている。
トップのバンキング型トロイの木馬の 1日当りのメッセージ量の傾向、
インデックス付き、2017 年第 2 四半期
Dridex バンキング

Zloader バンキング

4月

Ursnif バンキング

Corebot バンキング

GootKit バンキング
QBot バンキング

Bancos バンキング

Banload バンキング

5月

Retefe バンキング

6月

図 3: トップのバンキング型トロイの木馬の型の 1日当りのメッセージ量、インデックス付き、2017 年 4 月～6 月

DRIDEX

Dridex は頻繁に使われるバンキング型
トロイの木馬で、Microsoft Office に仕
組んだ悪意のあるマクロを介して拡散
されることが多く、また悪意のあるア
クションの中でもバンキングに関する
認証情報を盗みます。

TRICKBOT

Trickbot は、Dyre と密接に関係のある
バンキング型トロイの木馬です。Dyre
のオペレーターは 2015 年にロシア当
局に逮捕されました。

第 1 四半期の最後の数日に TA505 が再来し、DRIDEX アクティビティの急騰の始まりを記しました。
これは第 2 四半期で最も拡散されたバンキング型トロイの木馬でした。図 3 で示すように、この量
は数件の巨大なキャンペーンにより引き起こされました。

これらのキャンペーンがメッセージ総量の大部分を占めているにも関わらず、Dridex キャンペーンは他
のバンキング型トロイの木馬を拡散するものほど頻度は高くありませんでした。Dridex キャンペーン
はこの四半期で 26 日間アクティブだったことに対し、Zloader を拡散したものは 45 日間、Ursnif は
37 日間、The Trick（TRICKBOT）は 36 日間でした。

TA511（または Man/Dyre）と弊社で呼んでいる脅威アクターによるアメリカ合 衆国を標的にした
Zloader キャンペーンは、この四半期を通して TA505 以外に弊社が確認した最大規模のキャンペー
ンでした。
この地域では、地理的に標的をさらに絞っていることを弊社は確認しました。
•
•
•
•
•
•
•

Emotet（または、Geodo、Feoda）と TorrentLocker（または、Crypt0Locker）キャンペーンは
アメリカ合衆国およびヨーロッパにて（5 月半ばに完全に停止するまで）
Gootkit はフランスとイタリアにて
Dridex はイギリスとオーストラリアにて
再来した Nymaim はポーランドにて
Betabot はブラジルと、面白いことにアメリカ合衆国にて
The Trick はオーストラリアにて
Ursnif は定期的なキャンペーンで代わるがわる、イギリス、カナダ、オーストラリア、また日本まで

このトレンドを助長していたのは、キャンペーンで使われた「ジオフェンシング」テクニックでした。
これにより、悪意のあるスクリプトで不正アクセスを受けているマシンの IP アドレス、システム言語、
その他の属性をチェックしていました。目的は、マルウェアペイロードをダウンロードする前に、そ
のマシンが、リサーチャーや標的外ではなく、標的の地域にあるか確認することです。弊社では、
南アメリカ、日本、イギリスを標的にした別の攻撃者によるこのアプローチを確認しました。
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同時に、その地域拠点の外に拡散されたマルウェアの型がもっとあることも確認しました。ドイツ
以外で Emotet を、南アメリカ以外で Betabot を、ヨーロッパ以外で TorrentLocker を、そして特に、オー
ストラリア以外で The Trick を確認した例があります。

アフィリエイトペイロード

マルウェア作成者はアフィリエイトに
有償でマルウェアを拡散してもらうこ
とが多く、通常は感染ベースで支払わ
れています。

The Trick は、ネットワークパターン、暗号化の方法、ウェブインジェクション、テクニック、デザイ
ン全体など、いろいろな面で Dyreza に似たバンキング型トロイの木馬です。The Trick の主な脅威は、
バンキングサイトへのトラフィックを妨害し、またログを取る能力です。さらに、アフィリエイトペイ
ロードを読み込むためにも使用されます。
2016 年の夏の終わりに始まり、2017 年始めの数か月まで、The Trick はオーストラリアを標的にした
キャンペーンで多く見られました。時には、カナダやイギリスでも確認されています。これが第 2 四
半期には変わりました。TA505 がヨーロッパや北アメリカを含めた大量のグローバルなキャンペーン
でそれを拡散し始めました。6 月初めにはメッセージ量が爆発的に増えました。

TA505 もさまざまなパッケージングテクニックを使用していました。まず、PDF 添付ファイルに埋め
込んだ悪意のあるマクロのついた Microsoft Word ドキュメントを使用しました。そして、さまざまな
圧縮スクリプトの添付ファイルに移行しました。
（こういったテクニックのすべてに TA505 の顕著な
特徴があります。）

結果として、The Trick はオーストラリアの地域的な脅威から、第 1 四半期から第 2 四半期の間でメッ
セージ量 890% の跳ね上がりを引き起こした莫大なキャンペーン量の世界的な脅威になりました。こ
の発展は、攻撃者が新しいペイロードにすばやく旋回し、あまり知られてない脅威を表舞台に持っ
てこれる能力を説明しています。

ランサムウェア : メーデー！JAFFと WANNACRY、5 月にランサムウェアが炸裂

基本統計：Jaff ランサムウェアは 5 月 11 日に初めて出現し、ランサムウェアを拡散する悪意の
あるメッセージの 72% を占めている。
ランサムウェアは 5 月に脅威の状況、そしてニュースのトップ記事にも影響を及ぼしました。

WANNACRY

5 月に 150 カ国 以 上で 数 万のシステ
ムを感染させたランサムウェアで、記
録上最大のサイバー攻撃の一つです。
Microsoft Windows のファイル共有コン
ポーネントの弱点を介して拡散します。

ワーム

このタイプのコンピュータウィルスは、
メールやその他の手段ではなく、ネット
ワークを介して自身を拡散します。ネッ
トワークセキュリティの改善に伴い、
稀 少 になってきています。WannaCry
の前の最後の大規模なワーム攻撃は
2009 年の Conficker でした。

しかし、メールを介して拡散されるほとんどのランサムウェアとは異なり、WANNACRY（または
Wcry）は、弊社のリサーチャーが別の攻撃のコンテキストでも分析したことがあるネットワークワーム
を介して拡がっています。このインシデントは、こういったワームが Code Red や SQL Slammer の
頃からどれだけ稀少になっているか強調しています（その間にも、Conficker が別の稀少な例外として
注目を浴びている）。

WannaCry はまた、ワームベースの拡散を使用する限界（感染があまりにも速く拡散し攻撃者の能力
を上回ってしまう）を強調しました。また、パッチを当てていない脆弱性の危険性に注目があたった
ため、拡散に非常に効果的であるという、エクスプロイトの利用価値が制限される結果になりました。
メールはいまだに好都合な侵入経路
注目を集めた WannaCry の大流行、またその 1 カ月後には Petya が来たにも関わらず、メールは相
変わらず、被害者のビジネスに強烈な影響を与えることよりも利益を上げることに焦点を当てた攻撃
者に好都合な侵入経路です。

弊社のリサーチャーは 5 月 11 日（WannaCry の大流行が開始した日）に、今年弊社が検知した最大
級の Dridex や Locky キャンペーンに隠れて、脅威アクター TA505 によるキャンペーンが Jaff ランサ
ムウェアをすばやく、かつ静かに拡散していることを掴みました。5 月末までに Jaff は、世界中の弊
社のカスタマーの間で、群を抜いてメッセージ量別のマルウェアペイロードのトップにまでなりました。
これはマルウェアを拡散する悪意のあるメッセージ全件の 49% を占め、またランサムウェアメッセー
ジの 72% を占めました。

キャンペーンは、6 月半ばにデクリプターを使用できるようになるとすぐに止まりました。しかし、この
背後に潜む攻撃者は、Locky に切り替え、The Trick の拡散を継続しました。このすばやい旋回は、
いかに攻撃者がたやすく状況と防御の変化に順応できるか強調しています。
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ランサムウェアのトップの型の 1日当りのメッセージ量、インデックス付き、
2017 年第 2 四半期
100 万単位

1000 単位

5月

4月

Jaff

6月

5月

4月

6月

TorrentLocker
Cerber
その他 (SAGE, Troldesh, PadCrypt, Serpent)

Locky

図 4: ランサムウェアのトップの型の 1日当りのメッセージ量、インデックス付き、2017 年 4 月～6 月

PETYA

Petya は、個々のファイルではなくコン
ピュータのマスターブートレコードを暗
号化して機能するランサムウェアの型
です。ワームコンポーネントを追加した
Petya の変種が蔓延した WannaCry の
大流行で使用されました。

高度に標的化してきたランサムウェア
Jaff と Locky は標的設定に関しては無差別です。しかし弊社は、引き続き他の数多くのランサムウェ
アの型が規模の小さい、標的を絞った拡散を選択していることを確認しています。その幅は、広域
を標的にする Cerber（アメリカ合衆国国内）や TorrentLocker（一般的にヨーロッパ地域）から、もっ
と狭い地域を標的にする Serpent（ベルギーとオランダ）や Philadelphia（アメリカ合衆国の小さい
領域）まであります。XData や「新型 PETYA」
（ウクライナ）のような、ハイパーターゲティングの型も
確認しました。

こういったランサムウェアの型の中でも、Philadelphia は最も標的を絞って行われるもののひとつで、
特定の大都市地域に集中したキャンペーンで行われました。メールのルアー、ドキュメント添付ファ
イル、そしてランサムメッセージや量ですら、標的にした特定の組織に合わせられていました。
この点で見ると、メール拡散型ランサムウェアは、昨年弊社が検知したバンキング型トロイの木馬の、
大規模で無差別なキャンペーンと小規模で標的を絞ったキャンペーンのパターンに従っています。こ
の分岐点は、少なくともランサムウェアが利益を上げ続ける限り継続しそうに思われます。

総じて、ランサムウェアは第 2 四半期のトップに挙がるマルウェアペイロードでした（図 5）。これは
マルウェアのついた悪意のあるメッセージの最大 68% を占めていました。
カテゴリー別マルウェア、2017 年第 2 四半期

20 %
.1 %
6.4 %
5.5 %

0%

0.00024 %

ランサムウェア
バックドア
銀行業務

キーロガー
Stealer
RAT

68 %

図 5: 四半期ごとの総メッセージ量の比較

ダウンローダー
POS
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新しいランサムウェアの型はすぐに増殖します。昨年の同四半期に対し、新しいランサムウェアの変
種が約 5 倍のスピードで出現しました。
インデックス付き、報告されたランサムウェアの型の累積数、2017 年現在まで

2015 年 12 月

2017 年 6 月

図 6: 確認されたランサムウェアの型の合計数の推移、2015 年 12 月～2017 年 6 月

Jaff に加え、弊社は Karo（または、
KaroCrypt）の出現などの新しいランサムウェアの型も確認しました。
最終的に使用から外れたランサムウェアの型もあったものの、全体のランサムウェアアクティビティ
はいまだに強力です。

「ランサムワーム」の参入
同時に、ランサムウェアは利益を得る動機を越えたところに移行してきています。5 月に発生した
WannaCry と 6 月に発生した新しい Petya の変種の大流行は高度に破壊的でした。メールや Web
を介して拡散される大多数のランサムウェアと異なり、この攻撃ペアはコンピュータワームの自動化
技術を取り入れて、光速で脆弱なネットワーク内、ネットワーク間に拡散します。

このいわゆる「ランサムワーム」は、ランサムウェア作成者が身代金支払いを集金して処理し、被害
者のファイルを解除するよりも速くシステムに感染します。こういったケースでは、焦点は身代金より
もむしろ純粋に混乱を起こすことにあったかもしれません。だから、攻撃者の支払いインフラが単に
ランサムウェアを拡散する能力についていけていないのか、あるいはランサムワームが新しい破壊的
な攻撃をしているのではないかと判断してしまうには早過ぎるのです。

集中するメール詐偽

基本統計：BEC といったメール詐偽メッセージの標的になった組織の 87% が、組織自体の
ドメインになりすました攻撃を 1 度は受けている。

2016 年の年末の間、FBI は BEC 関連の合計損害額は 50 億ドル超と報告しました。弊社のデータで
見ると、メール詐欺師はテクニックを洗練し、さらに意図的にビジネスを標的にしていることを示唆
しています。これまでの四半期とは変わって、企業規模とメール詐偽攻撃の可能性との間に、緩や
かな相関関係が見られるようになってきています。

業界標的設定
弊社のリサーチャーと詐偽検知システムは、あらゆる業界全体でメール詐偽の観察を継続しています。
しかし以前にも気付いているように、標的に偏りがあるように見えます。

テクノロジー企業やもっと複雑なサプライチェーンがある企業（製造業など）が、頻繁に標的にされ
ています。またほとんどの業界で、メール詐偽は 2016 年中期のレベルに近いままで、冬のホリデー
シーズンと春のアメリカ合衆国の所得税申告シーズンあたりに急増すると思われた予測に逆らってい
1 年前に比べて第 2 四半期に、テクノロジー、テレコミュニケーション、
ます。メール詐偽攻撃は実際、
自動車、教育の各産業で多くなりました。
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BECの産業標的設定、2017 年第1四半期と第 2 四半期の比較
テクノロジー
製造
テレコミュニケーション
ビジネスサービス
金融サービス
エネルギー公益企業
運輸
自動車
リテール
医療
エンターテイメント/メディア
その他
教育
政府機関

2017 年第1四半期

2017年第 2四半期
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10 %

15 %
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30 %

標的にされた企業数に対する攻撃数の割合

35 %

40 %

45 %

図 7: 標的にされた産業別、企業ごとの BEC 攻撃の平均数、第1四半期と第 2 四半期の比較

さらに洗練されていく個人標的設定
過去 3 期の四半期に渡り、標的にされた組織で不正なメールを受け取る人の数が着実に増加していま
した。第 2 四半期では、その数は、攻撃ごと、また会社ごとに 12 名以上の平均となりました。しかし、
図 7 が示すように、第 1 四半期と第 2 四半期の間で、業界ごとの数に変動がありました。

このトレンドは、詐欺師が誰になりすまし、誰を標的にしたかという四半期ごとの差異を反映してい
ます（図 8）。特に、最近の四半期では 1 対 1 の攻撃が明らかに増加しています。
（1 対 1 の攻撃とは、
一人の幹部の身分になりすました 1 件のメールが一人の従業員に送信されるメール詐偽のことです。）
一人の幹部になりすました 1 件のメールが複数の従業員に送信される 1 対少数の攻撃も、前四半期
を通して、劇的ではないにしろ、増加しました。広範囲に拡散されるメール詐偽（少数対多数、多
数対多数）は、前四半期より若干落ち込みました。
弊社では企業規模と標的にされた頻度との間にある緩やかな相関関係を確認しました。メール詐欺
師は自分たちのネットをもっと多くの企業に拡げようとしそうですが、まずは標的を定めたメールで
従業員個人にテストすることから始めているようです。
標的にされたスタッフ数別のなりすましに遭った身元数、2017 年第1四半期と
第 2 四半期の比較
1|1
1 | 少数

2017年第 1四半期
2017 年第2四半期

1 | 多数
少数 | 1

少数 | 少数
少数 | 多数
多数 | 1

多数 | 少数
多数 | 多数
0%

5%

10 %

15 %

標的にされた企業の割合

20 %

25 %

30 %

図 8: なりすましに遭った幹部の身元数に対する標的とされた個人数別の攻撃タイプ。 例えば、所与の四半期に
おいてBEC 攻撃を受けた企業で、4名の幹部の身元がなりすまされ、かつ10名の財務部門の人員が標的になった場合、
「少数から多数」バケットに分類される。
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一貫性を持ち続けつつも季節性のトレンドを反映した BEC 件名の種類
業界全体で、また弊社のカスタマーベースの至る所で、メール詐偽に最も関連する件名はここ数期
の四半期に渡り一定しています。

例えば「支払い」を引き合いにしている件名は、昨年こういったカテゴリーを追跡し始めた頃からトッ
プの位置を保っています。支払い関連のテーマは、さらに大まかにはメール詐欺師の犯罪の選択肢
であり続けている通信詐偽のカテゴリーに分類されます。

しかし当然のことながら、W2 や他の所得税申告シーズンがテーマになったルアーは、季節性の中
でも最も高い度合いを示しています。件名「W-2」、
「税金」、
「法律」は、第 1 四半期、つまりアメリ
カ合衆国の所得税の申告シーズンの終わりの頃に比べ、すべて急激に 減少しました。
「W-2」はほぼ
95% 落ち込んでいます。

詐欺師は無難な件名を使用することに気を配り（図 9 参照）、詐偽防止ツールに検知されないように
しています。しかし数多くの件名に緊急性の要素を含んでいます。これは心理的な罠で、受信者に
指示を勘ぐることなく行動させるものです。
「緊急」カテゴリーに入る件名は、最も劇的な成長を見せ
ています。
BEC 攻撃で見られた最も良く使われている件名、2017 年第 1 四半期にと第 2 四半期の比較
支払い
依頼
至急

その他

挨拶
無題
W2

ご参考

所在地確認

ドキュメント

2017 年第1 四半期

データ
法律

2017年第 2四半期

部外秘
税金

0

5%

0.05

20%

15%

25%

35%

30%

図 9: BEC 攻撃で使用されたトップの件名の相対的割合、2017 年第 2 四半期

なりすまし

なりすましとは、受信者が信頼してい
る人物やブランドから送信しているよ
うにメールを見せ掛けて偽装する攻撃
者のことを指します。

DMARC がメール詐偽の記録を残す
DMARC を採用する組織が増えるにつれ、ドメインのなりすましはなりすまし攻撃全体の 40% に落
ち込み、昨年から 70% 以上も減少しました。

1 対 1の攻撃が増加の一途をたどり、標的になっ
しかし小さな割合でも、重要なリスクを表しています。
87%
た組織の
はドメインなりすましを使用した攻撃を一度は経験しています。FBI によると、BEC 攻
1
1
撃が 回成功するときの財務的な影響の平均は約 13 万ドルです。

2016 年第 3 四半期から 2017 年第 2 四半期のなりすましテクニック
2016 年第 3 四半期
返信先およびその他

ドメインなりすまし

27%

2016 年第4 四半期
37%

73%

2017 年第 1 四半期

46%
63%

図 10: ドメインなりすましの割合対返信先およびその他
1 FBI、「Business Email Compromise: An Emerging Global Threat」、2015 年 8 月。

54%

2017年第2 四半期

40%
60%
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エクスプロイトキット：WEB ベースの脅威は失敗したものの、廃れることはない
基本統計 : エクスプロイトキットにパッチを当てていない脆弱性が現れてから、1 年以上が
経っている。

最近のランサムウェアとマルウェアのトレンドから見て、攻撃者はエクスプロイトキットに魅力を感じ
なくなり、また被害者に及ぼす影響もなくなっていると考えてしまうかもしれません。確かに、エク
スプロイトキットが盛況だった日々は過去の話のように思えます。パッチを当てていない脆弱性がエ
クスプロイトキットの中に現れてから 1 年以上経つのですから。しかしこの四半期の EK アクティビ
ティが、攻撃者はまだ少なからぬ魅力を楽しんで、うまくマルウェアを拡散していることを示してい
ます。
総合的に見て、エクスプロイトキットのトラフィックは、Angler シャットダウンと呼ばれたよく使われ
た EK が 95% 減少した後の、1 年前のレベルと変わらず一定しています（図 11）。
インデックス付きエクスプロイトキットトラフィック量の傾向、2016 年1月～2017 年 6月
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図 11: インデックス付き、確認された EK アクティビティの傾向、2016 年1月～2017 年 6月

NEUTRINO

Neutrino EK は、Angler の消滅の余波
を受けて有名になりましたが、使用は
減少しています。

RIG

RIG は、2016 年 6 月の Angler のオペ
レーターが逮 捕された後、Angler の
消滅の余波を受けて最も有名な EK と
なりました。

地域的な標的設定は、アジアの国々にあるシステムに集中しました。同時に、洗練されたフィルタリ
ングスキームが EK の状況の重要な部分となっています。少々のばらつきを見せ、そして NEUTRINO
と呼ばれた EK が短命で浮上した後、攻撃者は RIG に集まってきているようです。RIG とはこの四半
期で観察された EK トラフィックの 60% から 80% を占める EK です。
エクスプロイトキットアクティビティ– 2017 年第 2 四半期に収集されたサンプルのシェア
Rig

Neutrino

Sundown

Angler

Nuclear

Magnitude

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

4月

5月

図 12: 総数に占める割合としてのトップのエクスプロイトキットトラフィック、2017 年 4月～5月

6月

Neutrino と、Sundown と呼ばれる新しく参入してきた EK とで、トップ 3 のエクスプロイトキットを成
しています。
密かに進められるEKマーケットの一貫性と安定性が、
サイバー犯罪者からこういったサー
ビスへの需要が高いことを示しています。
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マルバタイジング

マルバタイジングは、マリシアス・アド
バタイジング
（悪意のある広告）の略で、
悪意のあるコードをオンライン表示す
る広告に組み込みます。こういった広
告は正規の、広く信頼を得ているウェ
ブサイトによく表示され、Web コント
ロールでブロックすることは難しくなっ
ています。

そして、疑う方が悪いと証明するかのように、エクスプロイトキットは 6 月に、イギリスで目立ったラ
ンサムウェアの大流行を起こし被害と混乱を拡大する要領の良さを見せつけました。最初にメール
攻撃と見なし、弊社のリサーチャーは AdGholas 脅威アクターから出されたマルバタイジングキャン
ペーンの流行と、Astrum エクスプロイトキットの使用を追跡しました。

実際の脅威エクスプロイトキットのリマインダーの役目を果たすふりをしながらも、キャンペーンは
EK の最新の進化を見せつけました。図 11 で示すように、Astrum は他の EK が関わるアクティビティ
の量にはまだ達していません。しかし、Astrum エクスプロイトキットにリダイレクトするために使用
される AdGholas マルバタイジングは、今日知られている中で最も進化した分かりにくい巨大な感染
チェーンです。
使用される高度なテクニックはこちらです。すべて、単一のパッケージに入っています。
•
•
•
•

完全な HTTPS 暗号化
難解なスマートフィルタリング
ドメインシャドウイング
ディフィー・ヘルマン鍵交換アルゴリズム

攻撃はオンライン広告業界の深い知識も示唆していました。この知識により、攻撃者は大規模な機関
をおびき寄せて、役に立つ Web サイトや標的から大量のトラフィックを生じさせることができました。
おそらく最も重要なのは、
「悪意のある広告はクリックしない限り危害はない」というマルバタイジン
グに躍らされるよくある誤解を正したことです。世間一般に信じられている説とは逆に、広告をクリッ
クせずとも感染が起こるのです。広告をブラウザに読み込むだけでマシンに不正アクセスして、マシ
ンが攻撃を受けやすいか、また標的とされているか判断します。感染は、ユーザーが何の介入をせ
ずとも起こります。

ソーシャルメディア

基本統計 : 不正サポートアカウントが 300% 増加。

ANGLER フィッシング詐偽

Angler フィッシング詐偽では、攻撃者
は偽のカスタマーサポートアカウントを
ソーシャルメディアに作成し、ヘルプを
探している人々がフィッシング詐偽サイ
トに進むように仕掛け、アカウント認証
情報を提供するように騙します。

ソーシャルメディアは依然として、マルウェアからフィッシング詐偽まで、さまざまな脅威の温床です。
ソーシャルメディアのフィッシング詐偽リンクの数だけでも、前四半期から 70% 成長し、ANGLER
フィッシング詐偽に使用された偽りのカスタマーサポートアカウントは 300% に跳ね上がりました。

この成長の大部分は、5 月に起こり、6 月は一定していました。1 年前にも弊社は同様のフィッシング詐
偽リンク数を確認しましたが、サポート詐偽アカウントの数は増加しています。最近のリサーチでは、
ユーザーはメールよりもソーシャルメディアにあるリンクをクリックする可能性が 2 倍もあることを示し
ており、このチャネルは脅威の成長を呈しています。
フィッシングリンクとサポート詐偽アカウントの傾向、2017 年 4月～6月
月別フィッシングリンク数（左軸）

検知されたサポート詐偽アカウント数（右軸）
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図 13: ソーシャルメディア経由と不正なサポートアカウント経由を比較したフィッシングリンク
拡散における相対的な月別アクティビティ
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サイバー犯罪も新しいテクニックを開発し続け、アプリと有効なアカウントを利用してスパムを送信し、会話を
ハイジャックします。弊社は、ソーシャルエンジニアリングを利用してエンドユーザーを騙して脅威アクターに
Facebook のアカウントへのアクセスを提供させるソーシャルメディアスパムボットキャンペーンを検知しました。

このケースでは、不正アクセスされたアカウントは大型ブランドのソーシャルメディアページににスパム投稿を作
成するために使用されていました。しかしアクターが被害者のアカウントにアクセスするということは、もっと多
くのことをできていたでしょう。このテクニックが爆発的にヒットし、2016 年 4 月にはたった 40 件のスパムコ
2017 年 1 月には単一のアプリから16000 件にも膨れ上がりました。このトレンドはソー
メントだけであったのが、
シャルメディアの革新の加速ペースと、ソーシャルメディアの「人的要因」につけ込む能力を際立たせています。

推奨

このレポートは脅威の状況の変化にインサイトを与え、サイバーセキュリティ戦略に情報を提供します。企業と
ブランドを今後の数か月に渡り保護する方法のトップの推奨はこちらです。

パッチ適用プラクティスを再考する
WannaCry エクスプロイトは、パッチを適用していない、あるいは設定が十分ではないレガシーシステムを利用
する高度な脅威の一例です。こういった攻撃の頻度は高まっているため、最新のパッチをインストールし、セキュ
リティ設定を検証し、またバックアップインフラをテストして確実に個々のマシンと企業全体のデータを復元で
きることを確認することが最善の策です。

高度なメールゲートウェイ分析を実装する
攻撃者は常に最新の防御をうまく避ける方法を探しています。新しい攻撃ツール、手口、テクニックを検知して
止めるために、メールゲートウェイに高度な分析を実装しましょう。ゲートウェイは高度な脅威インテリジェン
スを利用して、静的あるいは動的なテクニックを使用する攻撃チェーン全体を調査する必要があります。さらに、
スピードがある継続的なアップデートが出現したら、新しい脅威に適応できなければなりません。

DMARC 認証を採用する
DMARC（Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance）認証はドメインなりすましを
するメール詐偽を即座にストップできます。DMARC を使用して、自分のドメインを使用しているメールが実際に
自分の組織からのものか確認できます。

地域標的型脅威に可視性を得る
メールの流れの中に完全な可視性を得ることにより、標的型攻撃の状況を一変させることができます。可視性
とは標的型脅威から来る広範な攻撃キャンペーンを見分けることができるという意味です。自分の組織の幹部
や他の価値のある従業員に向けられた攻撃を確認することができ、アラートを優先して、それに従って対処す
ることができます。

全チャネルの安全を確保しデジタル詐偽から守る
組織でカスタマーをサポートするため、あるいはパートナーと協業するためにソーシャルメディアを使用している
場合、ソーシャルメディアチャネルをセキュリティプログラムに組み入れる時が来ました。ブランドとそれを信頼
してくれる人々を保護するため、重要なデジタルチャネル全体でリスクを発見して軽減できるソリューションを
検討しましょう。
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