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Proofpointの Quarterly Threat Summary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。3つ
の主要な侵入経路（電子メール、ソーシャルメディア、モバイル）で引き
続き新しい脅威が確認されています。

http://www.proofpoint.com
http://www.proofpoint.co.jp
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重要項目:規模、速度、数量が増大	.
2016 年を通して確認された傾向を基に、サイバー攻撃者は、マルウェアとインフラストラクチャへの投資の利益を最大
化させるため、そのテクニックとアプローチを第 4 四半期に変えました。悪意あるメールキャンペーンのメッセージ量は劇
的に増大しました。サイバー.セキュリティツールの回避に使用される方法はより高度になりました。ビジネスメール詐欺.
(BEC) は、攻撃者が役員になりすまし、被害者をだまして金銭や重要なデータを送らせる新しい方法が編み出され、攻撃
が進化しました。また、システムの脆弱性を利用する簡単なツール、エクスプロイトキットの市場は、脅威のアクターが.
人間の弱点とソーシャルエンジニアリングに執着したことにより、破たんしました。

第 4 四半期の動きは第 1 四半期よりかなり低いレベルとなり、従来のエクスプロイトキット(EK)を使用した攻撃は年末ま
でに安定しました。しかし、新たなスペースで利用可能な脆弱性が増えてきたことを反映し、モバイルデバイスや、家庭用
インターネットルーター等の IoT（モノのインターネット）デバイスなどを標的とするエクスプロイトキットが出現しました。
ソーシャルメディアでも、主要な出来事や人気の高いトレンドにまつわる、悪意ある活動が急増しました。ソーシャル.チャ
ネルでは、否定的で有害かつ悪意のあるコンテンツが激増しています。「アングラーフィッシング」はカスタマーサポート
の偽アカウントに関連した攻撃を表すのに使用される用語ですが、この活動にはアングラーフィッシングも含まれます。
こうしたアカウントは、サポートを求めるユーザーをだまし、ログイン資格情報などの情報を引き出すものです。こうした
脅威はすべて、攻撃者にとって高い投資利益をもたらすものです。

以下は前四半期の重要項目と 2016 年の総まとめです。

電子メールとエクスプロイトキット. .
第 4四半期で最大の悪意あるメールキャンペーンは、第 3四半期に行われた最も大きなキャンペーンの 6.7倍の規模で
した。いずれのキャンペーンもランサムウェアの Lockyファミリー関連で、圧縮ファイルと悪意のある JavaScript コードを
使用して送信されていました。この方法は、悪意あるマクロが埋め込まれた添付ドキュメントを使用する従来のキャンペー
ンと比べ、急増しています。

悪意ある JavaScriptの添付ファイルは、ドキュメントを添付したメッセージ量を常に 4〜 6倍上回っていました。アクター
はまた、検出を回避するために他のあらゆるタイプのスクリプト(.vbs、.wsf など）も使用していました。

第 4四半期のエクスプロイトキットの活動は全体的には着実であったものの、好調だった第 1四半期に比較すると 93%
に減少しました。人気の高い Angler.EK を使用していた可能性のある活動が、RIG.EK および Neutrino.EK に移行しました。

（ソーシャルメディアをベースとするアングラーフィッシングとは無関係の Angler.EK は第 2 四半期末に姿を消しました。）.
全体的にみて EK 市場はほとんど、ウェブ.ブラウザーの脆弱性利用を意図した悪意あるコードが埋め込まれたオンライン
広告、マルバタイジングの中間レベルの担い手に格下げされました。

CEOからCFOへのスプーフィングは、8月（CEOになりすました攻撃者からの全メールのうち 39%を示した）から12月
の間に 28%減少、DMARCの採用は、第 3四半期から第 4四半期の間に 33%増加しました。組織は、ビジネスメー.
ル詐欺 (BEC) のフィッシングへの対処方法につき、より積極的になっています。一方、BEC のアクターも適応し、なりす
ましメールを一般従業員にも送信するなど、より効果的なテクニックを採用しています。

新しいランサムウェアの亜種の数は、前年同時期に比較すると 30倍に増加しています。ランサムウェアが大量に使用され
たのは Locky が原因でしたが、亜種の数は急増し続けています。中でも目立つのが CerberとCrypXXX で、メールと EK
を通じて配布されました。

モバイル. .
数十万台のモバイルデバイスが、DNSChanger EKを通じてユーザーを悪意のあるウェブサイトへリダイレクトする攻撃
にさらされた可能性があります。DNSリダイレクトと呼ばれるテクニックを使用するこうした攻撃には、マルバタイジング
や広告リダイレクトが含まれます。EK がモバイルデバイスの脆弱性を利用することはありません。代わりに、モバイルデバ
イスをインターネットに接続する、家庭や小規模のオフィスで使用されているネットワーク.ルーターの弱点を利用します。

https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/home-routers-under-attack-malvertising-windows-android-devices
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第4四半期の要点. .
2016 年第 4 四半期には、マルウェアの配布や、企業や消費者の攻撃に使用されるペイロード、タイミング、テクニックの多様性がかな
り見られました。それは 2016 年を通して認められた数量や多様性をも超えるものでした。前例のない規模の Locky キャンペーンから、
マルバタイジングを介した家庭用ルーターへの攻撃まで、脅威のアクターは革新や実験を続けています。

マルウェアと電子メールの脅威. .
エクスプロイトキット (EK) の減少が続き、ベンダーによるゼロデイの脆弱性への迅速な対処で EK の効果が薄れるなか、メールは引き
続きマルウェアの最大のベクター（侵入経路）でした。いくつかの要素が、エンドユーザーおよびウイルス対策の両方の段階で検出の取
り組みを複雑化させました。

•. ソーシャル.エンジニアリング
•. 大量のスパム
•. 小規模のターゲティングおよびパーソナライゼーション
•. Microsoft.Word や Excel 以外のメール添付ファイルの使用が引き続き増加.（例 : JavaScript、RAR.archives 等）
•. Microsoft.SharePoint や信頼できそうな URLをタイポスクワッティングさせた変種など、信頼性のあるプラットフォームを通じた URL

の配布.

マルウェア自身も進化を続け、ソーシャルのコンポーネントがランサムウェアのスペースに出現し、悪意のあるマクロはより高度になって
きています。

第4四半期電子メールの脅威の量とテクニックの傾向. .
莫大な量が、2016 年末のメール脅威の状況で引き続き重要な位置を占めました。特に Locky ランサムウェアが、弊社がこれまでに確認
した中で最大のスパムキャンペーンを介して配布され、同四半期の悪意あるメールトラフィック中、支配的なものとなっていました。

主要な統計 : Locky ランサムウェアを配布する最大のメールキャンペーンは、記録的なものだった第 3 四半期最大のキャンペーンより
も 35% 規模の大きいものでした。

分析 : 2016 年中盤からの不規則なキャンペーン活動が、第 4 四半期にも再び行われていました。Lockyスパムには 3 回目立った中断
があったことを弊社で確認しました。10 月に 2 週間、11 月に 1 週間、そして 12 月の最終週で、これは前年のホリデイシーズンの中断と
一貫しています。しかし、引き続き非常に大量で、JavaScript の添付ファイルと zipファイルを使用して、この活動の大部分に使われて
いる Locky のペイロードを配布しています。第 4 四半期のキャンペーンのうち最大のものは、第 3 四半期で最大のキャンペーンの量を
35% 上回りました。

JavaScript の添付ファイルを介して Locky を配布する大量キャンペーンに加え、弊社が確認した大規模な Locky のキャンペーンは以下
を使用しています。

•. 悪意のあるマクロを含む Microsoft.Word および Excel.の添付ドキュメント
•. zip 形式の JavaScriptファイルおよび悪意のあるドキュメントへリンクする URL
•. zip 形式の VBScriptファイル

第 4 四半期に見られた重要な相違点は、こうしたテクニックの組み合わせです。2 月から 9 月にかけては、Locky の大規模なキャンペー
ンは単一の種類の添付ファイルに依存していましたが、第 4 四半期では一つのキャンペーンに 2、3 種類のこうしたテクニックが使われ
ているのを繰り返し確認しました。

モバイル（続き）. .
夏季オリンピックおよびスポンサー企業に関連した 4,500のモバイルアプリがリスクや悪意を伴うものでした。モバイ
ルやソーシャルの脅威は大規模なイベントや人気の高いできごとを巧みに利用します。データを漏洩する可能性のあるリ
スクを伴うアプリは、いずれの主要モバイルプラットフォームでもよく見られます。

ソーシャルメディア. .
複数のソーシャルチャネルにまたがる不正アカウントは、第 3四半期から第 4四半期にかけて倍増しました。これらの
アカウントはフィッシング、ソーシャルスパム、マルウェアの配布等に使用された可能性があります。

ソーシャルメディア.フィッシング攻撃はこの一年で 500%増加しました。これには、ソーシャルメディアでカスタマーサ
ポートのチャネルを傍受するアングラーフィッシングも含まれます。
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2016 年後半の数か月間には、URL が再び使用されていました。ただし、2013 年や 2014 年のキャンペーンを特徴づけていたエクスプロイ
トキットへのリンクではなく、悪意あるペイロードに直接リンクするものでした。2016 年を通じ依然として稀なものではありましたが、メー
ルキャンペーンでの悪意ある URL の使用が 11 月に再び始まりました。脅威のアクターが、米国を標的としたキャンペーンで Vawtrak を
配布したことによるものです。URL は多くの場合、ホストされた悪意のある JavaScript の zipファイルや、専用サーバー上の悪意のある.
ドキュメント、または JavaScript の zipファイルをホストする SharePoint のリンクにつながっています。

こうしたキャンペーンでメッセージ量が最大のものは、Vawtrak を配布するアクターによって送信されていました。これらは悪意のあるド
キュメントのダウンロードにリンクしている URLで、悪意のある添付ドキュメントと結びついていたこともあります。従来、このアクター
はドキュメントのみを添付したメールキャンペーンを配布し、弊社で追跡している多くのアクター同様、新しい配布方法を試しているよう
でしたが、URL 内で Base64 により暗号化された受信者のメールを含むリンクの使用に落ち着きました。

以下のタイムラインは、こうしたキャンペーンの進化を表しています:

添付ドキュメント

暗号化せずにドキュメントに
誘導するURL

URL内でBase64により暗号化された受信者メールが含まれる、ホストされたドキュメントに誘導するURL

URL キャンペーン

メールには添付ドキュメントも
含まれていました10月27日

10月31日

11月10日 11月23日 12月20日

11月28日11月14日

図 1：Vawtrakキャンペーン進化のタイムライン

これらの Vawtrak キャンペーンおよび Microsoft.SharePoint のリンクを使用した不定期の Ursnif キャンペーンを除き、悪意あるメール内
での URL の使用は「正常」に戻ったようで、12 月には比較的低いレベルにとどまりました。

下のグラフは、この四半期の添付ドキュメントと URL のメールキャンペーンの相対的な量を示しています。JavaScript の添付ファイルの
変種は、Locky ランサムウェアを含むこれらのメールの大部分で最も一般的なものであったことに注目してください。そのうえ、12 月に
攻撃がよりバランスのとれた形に戻ったことは、悪意のあるドキュメントを含むメッセージ量の増加に現れています。これは圧縮された
添付スクリプトのメッセージ量が減少したのにほぼ相当しています。

攻撃タイプ別悪意のあるメッセージ量（週単位、インデックス付き） 2016年 10月〜 12月

悪意のあるJS添付ファイルとその他

悪意のあるURL

悪意のある添付ドキュメント

10月 11月 12月

図 2：攻撃タイプ別悪意のあるメッセージ量（インデックス付き）

2015 年の年末および 2016 年の年初に確認したとおり、欧米のクリスマス休暇およびロシア正教のクリスマス休暇がほとんどのバンキ
ング型トロイの木馬配布の継続的な中断と関連していました。Locky ランサムウェアの活動も 2016 年末に休止状態に入りました。

https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/An-Orthodox-Holiday-For-Some-Unorthodox-Actors
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テクニック. .
2016 年の最後の 3 か月間、脅威のアクターは、自動化されたサンドボックスや他の自動化された動的分析を回避し、逃れ、または妨
害する新しい方法を引き続き取り入れていました。たとえば、悪意のあるマクロの代わりに、VBScriptと LNK オブジェクトが埋め込まれ
た悪意のある添付ドキュメントが確認されました。他のアクターは、暗号化、またはメール本文に含まれるパスワードでの保護が施さ
れた添付ドキュメントの使用を始めました。いずれも正統感を高め、また、殆どのサンドボックスの能力が低下し、ドキュメントを“爆発”
させるものです。このテクニックは、Cerber ランサムウェアと Ursnif バンキング型トロイの木馬を配布するキャンペーンや、資格情報の.
フィッシングキャンペーンでも確認されました。

主要な統計：悪意のある URLを含むメールについては、遷移先はほぼ専用フィッシングページのみに変わりました。EK ページは、12 月
の悪意のあるメールに含まれるリンクのうちたった 1% でした。

分析：資格情報フィッシングは引き続き、タイムリーかつ特筆すべき、規模の大きい脅威です。その範囲は、注目を浴びるスピアーフィッ
シング攻撃から、Gmail、Office 365、その他のクラウドサービスの資格情報を追う、より平凡なキャンペーンにまでわたります。こうし
たフィッシング攻撃は通常メール内のリンクを介して広まります。また図 3 に示した通り、専用フィッシングページに直接リンクしている
URL は、2014 年、2015 年にはかなり一般的だったエクスプロイトキットへのリンクにとって代わりました。第 4 四半期の末まで、EK が
悪意のあるメール内のリンクに占める割合はたった 1% でした。URL の遷移先のこうした変化は、今年の EK 活動の全体的な減少と一致
しています。

URLの遷移先.–.資格情報フィッシングページと.エクスプロイトキット

0%

20%

40%

60%

80%

100%

資格情報
フィッシング

エクスプロイト
キット

7月 8月 9月 10月 11月 12月

図 3: メールで送信された URLおよびエクスプロイトキットのリンクのフィッシングへの使用.

フィッシングに使用される高度化する偽ウェブサイトの登場に加え、マルウェアのキャンペーンでもテクニックが進化してきました。たと
えば、過去数か月間、悪意のあるドキュメント内での PowerShell の使用が着実に増加しているのを確認しています。PowerShell は一般
的に、Microsoft.Officeドキュメント内の悪意のあるマクロと併用され、マルウェアのインストールやダウンロードの際に、マクロの単独
での使用にはないいくつかの利点を脅威のアクターに提供します。

•. 検出の回避：PowerShell がインストールされていない場合、一部のサンドボックスで偽陰性を生成します。ただし、セキュリティ会社
やツールがすぐに追いつくため、この利点は比較的短期間しか有効ではありません。より大きな利点は、PowerShell により悪意のあ
るペイロードのファイルなしでのインストールが有効化できる点です。これにより検出の回避が全体的に向上します。

•. 柔軟性：PowerShell はマクロ単独の場合よりも堅牢性が高いため、より多様な操作を行うことができます。弊社では現在、EXE
ペイロードのダウンロードおよび実行への使用のみ確認していますが、マルウェアや PowerShell にすでに書き込まれているツールの
活用など、攻撃者がこのツールをさらに使用していくにつれ、状況が変わる可能性があります。

最後に、アクターは改良を続け、弊社が今年確認したパーソナライゼーション.テクニックを活用しています。高度なソーシャル.エンジ
ニアリングと併用するこれらのテクニックは、ヒューマン.ファクター（人間的な要因）利用の永続的な有効性と、脅威のアクターがマル
ウェアや配布の技術革新を通じて求める投資利益の可能性を示しています。

https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/phishing-actors-take-cue-malware-distributing-brethren
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BEC .
多くの大規模な組織が、ビジネスメール詐欺 (BEC) に関連した多額の損失を回避するためのポリシーや対策の実施を始めました。BEC 攻
撃は綿密に計画されたソーシャル.エンジニアリングのキャンペーンで、標的を定めたメールから始まり、そして他のアウト・オブ・バンド.コミュ
ニケーションへと移り、検出や防御を困難にします。

しかし、BEC 攻撃の基となっているメールスプーフィング特定の助けとなる数々の技術的ソリューションを、組織は採用し始めています。.
ペンダーによるソリューションは数が限られていますが、SPF、DKIM、DMARC はこれらとともにエンドユーザーに到達する前に BECメールを.
阻止します。

主要な統計：CEO から CFO へのスプーフィング（なりすまし）は、8 月の最高値 39% から、12 月までに 28% 減少しています。DMARC の採
用は 2016 年第 3 四半期に 33% 増加しました。

分析：図 4 に示した通り、前四半期の末までに、CEO から CFO へのスプーフィング.メールが、CEO から他のスタッフに向けたスプーフィング..
メールにくらべて有効性が低いと脅威のアクターが気づいたことは明らかです。CEO から CFO へのスプーフィング（なりすまし）は、8 月の.
最高値 39% から12 月までに 28% 減少しました。

2016年下期の CEOからCFOへのスプーフィング

0%

10%

20%

30%

40%

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

図 4：2016年下期に CEOから CFOに宛てて送信された BECメール総数の割合 (%)

.
第 4四半期に確認されたスプーフィングの種類.

図 5：BEC攻撃の性質および第 4四半期に確認された、ベースとなるスプーフィング.テクニックに関する追加見識
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さらに、弊社が調査した組織内での業種別 DMARC 採用率（前四半期比）を以下の図 6 に示しました。採用率は高いものの、こうした
技術を完全に実施する必要がある組織が依然として多いことを示唆しています。

業種別送信者の DMARC採用率（2016年第 4四半期）

業種
2016年第 4四半期.

DMARC 採用
2015年第 4四半期.

DMARC 採用 前年比成長　

銀行業務 36% 27% 33%

医療 28% 16% 75%

ISP/ 電話会社 29% 21% 36%

物流 50% 41% 22%

支払いサービス 44% 32% 36%

公共部門 50% 25% 100%

小売 / 電子商取引 /ゲーミング 33% 25% 30%

ソーシャルメディア 63% 59% 36%

テクノロジー 61% 51% 6%

旅行 39% 31% 26%

総計 38% 33% 17%

図 6：業種別 DMARC採用率

.

エクスプロイトキットの状況. .
2016 年末のエクスプロイトキット(EK) 活動は、第 3 四半期に確認されたレベルを維持していました。全体的に、感染経路としての EK は
2016 年上期の減少から回復せず、その可能性もないことを傾向が示唆しています。しかし、第 4 四半期に依然としてかなりの EK 活動
がある（主にマルバタイジング関連）ことを弊社で確認しています。以前支配的であった Angler.EK は再浮上していません。その一方で
RIG.EKとその亜種が現在エクスプロイトキットのトラフィックで最大となっています。

主要な統計：第 4 四半期のエクスプロイトキットの活動は、1 月のピーク以来 93% にとどまっており、今後増加する兆候もありません。

エクスプロイトキットの活動.–.2016年第 4四半期に収集されたサンプル

KaiXin

Nuclear

Sundown

Nutrino

RIG

10月 11月 12月

図 7：第 4四半期のエクスプロイトキットの活動

https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/cybersecurity-predictions-2017
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分析：EK 活動が 2015 年のレベルをはるかに下回るという、この「新たな標準」はしかし、脅威のインフラストラクチャで重要な部分
を占める EK 活動が停滞していることを意味するわけではありません。エクスプロイトキットのスペースにおける継続的な技術革新は
DNSChanger.EK が証明しています。DNSChanger は主にマルバタイジングを通じて活動し、Windows および Android のウェブブラ
ウザ―を介して SOHO ルーターを攻撃することができます。エンドポイントは、それ自体は感染しませんが、ルーターにセキュリティ
侵害があるとその DNS レコードが置き換えられ、オペレーティングシステムに関わらずすべてのデバイスがその後のマルバタイジング、
ポップアップ、攻撃で被害を受けやすくなります。弊社では 12 月に DNSChanger が広く使用されたことを確認し、これがエクスプロ
イトキットの新しい傾向となる可能性があると予想しています。PC のセキュリティ侵害に使用されてきた標準的なエクスプロイトはベ
ンダーによるパッチ修正がすぐに行われ、ルーターや「モノのインターネット (IoT)」のエンドポイントなどのデバイスがより魅力的な
標的となるためです。

モバイル. .
モバイルの脅威の状況は、第 4 四半期にも急速な進化が続きました。危険で悪意のある、クローンアプリがすべて登場した一方で、.
モバイル攻撃のキットと IoTエクスプロイトキットによって攻撃者が複数のモバイル.オペレーティングシステムにわたって活動する機会が
生まれました。

主要な統計：数十万台のモバイルデバイスがマルバタイジング、潜在的な攻撃などにさらされました。

分析：モバイルデバイスは、DNSChanger.EK のアクションの影響を受けたばかりでなく、DNSChanger.EK が家庭や小規模オフィスの
ルーターを感染させる際の媒体となる可能性を持つ、興味深いベクターであることが立証されました。Proofpoint のリサーチャーは、.
Android 上の Chromeでインターネットにアクセスするユーザーが、接続に使用している、攻撃を受けやすい SOHO ルーターを感染さ
せる可能性があることを確認しました。興味深いことに、脆弱性は Chrome や Android 内にあるのではなく、モバイルデバイスとルーター
間の正常な通信に依存していました。DNSChanger.EK は、デバイス自体に不正アクセスすることなく、デバイスを通じてルーターの
DNS レコードを変更しました。しかし、一度ルーターが不正アクセスされると、いずれかのオペレーティングシステム（iOS、Android
を含む）を搭載しているモバイルとデスクトップの両方のデバイスが、ブラウザーのリダイレクト、マルバタイジング、ポップアップなど
にさらされました。

ソーシャルメディア. .
ソーシャルメディアは、第 4 四半期にブランドの通信手段としての急成長が続きました。それと同時に、脅威のアクターはこの成長を利
用して行動範囲を拡大しました。ソーシャル、モバイル、マルウェアのスペース間での相互交流がますます盛んになっているのが見受けら
れました。

主要な統計：複数のソーシャルチャネルにまたがる不正アカウントが、2016 年の第 3 四半期から第 4 四半期にかけて 100% 増加しました。

分析：2016 年 9 月と比較し、2016 年 10 月には不正アカウントが 100% 増加したことを突き止めました。こうした不正アカウントは、スパ
ミングから「アングラーフィッシング」まで、あらゆるものに使用されていました。Proofpoint のリサーチャーは、この目的に向けたスパム
コンテンツが Facebook および Twitter 全体で前四半期比で 20% 増加したのを確認しました。第 4 四半期には、2016 年で二番目に大量の
スパムがありました（第 1四半期が最大）。

正規の Twitter サポートアカウントから送信されたプライベートメッセージ数は過去最高で、第 3 四半期に比較し、第 4 四半期には送信
されたダイレクトメッセージ数が 25% を超える伸びとなりました。しかし、サポートアカウントからより多くのメッセージが送信され、
顧客はダイレクトメッセージを通してブランドとのやり取りを行うことに慣れてきている一方で、アングラーフィッシングがより簡単に.
行われるようになり、顧客があまり疑念を抱かなくなってきています。第 4 四半期には、アングラーフィッシングは金融サービスおよび
エンターテイメントのアカウントのうち最も一般的なものでした。

第 4 四半期中、期待の高かったモバイルゲーム「スーパーマリオ.ラン」の発売前後に登場したあらゆる偽装ページで明らかなように、.
攻撃者は不正にアカウントを入手するため、注目が集まる話題に引き続き引き寄せられていました。Pokemon.Go 同様、.多くのソーシャ
ルメディアのアカウントにゲームを「ダウンロード」するリンクがありましたが、そうしたリンクはマルウェアまたは以下（図 8）のような.
アンケートのいずれかへ誘導するものでした。

https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/home-routers-under-attack-malvertising-windows-android-devices
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/fraudulent-social-media-accounts-continue-phish-banking-credentials
https://www.proofpoint.com/us/corporate-blog/post/pokemon-go-mobile-app-threats-are-also-social
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図 8：スーパーマリオ.ランの偽ダウンロード

増大するマルウェアとソーシャルメディアの相互作用を明らかにする一方で、Proofpoint のリサーチャーはデスクトップをロックするソフト
ウェア、Ransoc.も確認しました。「doxware」として知られる躍進中のトレンドの一部である Ransoc は、機密情報の可能性がある情報
を求めてファイルやトレントをスキャンする一方で、Skype やソーシャルメディアのプロファイルから個人データをかき集めます。しかしな
がら、2016 年の脅威の世界で支配的だった、ファイルを暗号化する悪名高いランサムウェアとは違い、Ransoc は、好ましくない、また
は不法の可能性があるコンテンツを発見したときに、被害者が身代金を払わない場合、偽の法的手続きで被害者を脅します。

https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/ransoc-desktop-locking-ransomware-ransacks-local-files-social-media-profiles
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2016年年間レビュー..
2016 年の脅威の状況は、中立を妨げる両極、という特徴がありました。

•. 数億通ものメッセージの大量メールキャンペーンが Locky ランサムウェアを配布

•. 2015 年最大のメール媒介型マルウェア、Dridex バンキング型トロイの木馬を中心にした、より小規模で標的を絞ったキャンペーン

•. 1か月にわたる Necurs ボットネットの休止期間中、Locky および Dridex のアクターがほぼなりをひそめる

•. エクスプロイトキットが年初に歴史的なトラフィック増を記録後激減、ベースラインが低レベルに

•. 大規模で継続的なマルバタイジングキャンペーン、エクスプロイトキットと高度なターゲティングおよびフィルタリングを利用して数
百万人のユーザーに影響を及ぼす

•. アングラーフィッシングからモバイル.エクスプロイトキットまで、ソーシャルおよびモバイルの脅威が持続的な急成長

2017 年に脅威の状況に起きると弊社専門家が予測する変化については、Threat Insight で 2017 年サイバーセキュリティ予測をお読み
ください。

2016年の主な記事.. .
2016 年には、エクスプロイトキットとメールのスペースの両方で大量キャンペーンにおける大きな転換があり、脅威の状況に重要な変化
をきたしました。エクスプロイトキット活動の著しい減少は、大規模なマルバタイジングキャンペーンによって相殺されました。その一方
で急成長するランサムウェア群が、かつてバンキング型トロイの木馬の牙城だったスペースを支配しました。

数量と多様性
主要な統計 :

•. 悪意のある添付ドキュメントが 2015 年の量に比較し、600% 超の増加

•. 2015 年にはわずかだった JavaScript 添付ファイルおよびその変種の総量が、悪意のある添付ドキュメント総量の 2.5 倍を上回る

•. 悪意のあるメールメッセージ量のほんの一部に過ぎない悪意のある URL を含むメッセージも、2015 年に比較し 300% 超の増加.

悪意のあるメールの量は 2016 年に激増しました。弊社では 2015 年には「大規模キャンペーン」を数十万通のメッセージで測っていま
したが、2016 年の第 1 四半期には百万通のメッセージとなり、2016 年末までに Proofpoint の顧客ベース全体にわたり、大規模キャン
ペーンのメッセージは常に数億通に達しました。また同時に、これらの大規模キャンペーンでは、Locky ランサムウェアの配布に主に
マクロを含んだドキュメントがバンキング型トロイの木馬のペイロード（多くの場合 Dridex）とともに使用されていたのが、悪意のある
JavaScript の添付ファイルへとシフトしました。以下のグラフは、2016 年におけるキャンペーンの成長と配布のベクターの変化を示し
ています。

2016年の攻撃タイプ別悪意のあるメッセージ量（週単位、インデックス付き）

3月2月1月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

悪意のあるJS添付ファイルとその他
　

悪意のあるURL

悪意のある添付ドキュメント

図 9：攻撃タイプ別相対的メッセージ量
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2016 年の Proofpoint の顧客ベース全体でメールを介して確認された主なマルウェアのタイプはランサムウェアでしたが、バンキング型
トロイの木馬も依然としてメールにより配布されるマルウェアの 4 分の 1を占めていました。Dridex を配布するアクターが Locky ランサ
ムウェア配布に完全にシフトする前に、2016 年第 1 四半期に過度の数量のこれらのメールメッセージが送信されました。Locky ランサ
ムウェアは Proofpoint のリサーチャーが 2016 年 2 月に発見しました。メールが媒介するマルウェア全体のうち、かなり少ないパーセ
ンテージ（図 10）が中間のダウンローダー、資格情報搾取型、スパムボット、その他のペイロードを配布していました。

マルウェアのカテゴリー 2016年 1月〜 10月

ランサムウェア
70%

3%  ダウンローダー

2%  資格情報搾取型

<1%

バンキング型
トロイの木馬

24%

スパムボット
バックドア
広告詐欺
キーロガー
POS

図 10：1月〜 10月の間にメールで配布されたマルウェアのカテゴリー

ただし、Locky を配布する非常に大規模なキャンペーンは、脅威のアクターとマルウェア作者の他の分野での技術革新を除外してい
ませんでした。Panda.Banker のような新しいバンキング型トロイの木馬、August.Stealer などの情報搾取型、RockLoader などの.
ダウンローダー、また、新型の POS マルウェアなどが、Locky ランサムウェアに関連した圧倒的なノイズにも関わらず、マルウェアが
多用されました。

加えて、Vawtrak および Ursnif バンキング型トロイの木馬のような定着したマルウェアファミリーが、特に、いわゆる「パーソナライ
ズされた」キャンペーンや地理的に標的を絞ったキャンペーンで広く使用されていました。

ランサムウェアへの移行. .
主要な統計：出回っているランサムウェアの亜種の数は、その大部分が Locky ではありましたが、約 30 倍の規模で増加しました。

Locky の大量メールキャンペーンと未曾有の規模の JavaScript 添付ファイルの使用により、今年のランサムウェアの活動のうち最大の
ものは Locky でしたが、2016 年のランサムウェアの成長は全体的に非常に重要なものでした。2015 年の年末に、出回っていた数々の
ランサムウェアの亜種から始め、数年間比較的安定した数字ですが、2016 年の年末までに出回っている亜種の数はざっとみて 30 倍に
増えたものと見ています。これらのほとんどで CryptXXX や Cerber などの亜種が持つ可視性や広範な配布を実現することはできません
でしたが、亜種の数や、こうした種類のマルウェアを作者がたやすく作成し伝えられることにより、ランサムウェアが今日のマルウェアの

「入口」と呼ばれるようになりました。

https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/Dridex-Actors-Get-In-the-Ransomware-Game-With-Locky
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/panda-banker-new-banking-trojan-hits-the-market
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/august-in-december-new-information-stealer-hits-the-scene
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/Locky-Ransomware-Cybercriminals-Introduce-New-RockLoader-Malware
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/Locky-Ransomware-Cybercriminals-Introduce-New-RockLoader-Malware
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/ursnif-variant-dreambot-adds-tor-functionality
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2015年 12月以降のランサムウェア亜種の成長
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図 11：ランサムウェア亜種の累積成長

「インスタント.イシュー」マルウェアの成長は、ファイル暗号化を行うランサムウェアに限定されませんでした。たとえば、従来のタイプ
のランサムウェアに加え、デスクトップロッカーの増加も確認されました。PC 上でファイルを暗号化する代わりに、全画面のアプリケー
ションまたはウェブページを通じてコンピュータへのアクセスを妨害し、アクセス復旧のための身代金を要求します。上で示したとおり、

「doxware」と呼ばれるより高度なインスタンス、Ransoc デスクトップ.ロッキング.ソフトウェアがこの種のマルウェアにおける技術革新が
広く行われていたことを示し、カテゴリーとしての「インスタント.イシュー」マルウェアが活動する機会がまだ多く残されていることを示
唆しています。

概して、こうした変化は容易に現金化できるソフトウェアに向けた大量キャンペーンの傾向を裏付けています。このようなソフトウェアと
は違い、バンキング型トロイの木馬、キーロガー、RAT、その他のマルウェアでは、脅威のアクターがかなりの投資利益を得るためには、
さらなる高度化とメンテナンスが必要となります。

電子メールをベースとしたマルウェア.キャンペーンの分岐. .
メールをベースとしたマルウェアのキャンペーンは 2016 年に二分化へと進みました。スパムが常に大量のショットガンスタイルのキャ
ンペーンに依存する一方で、2015 年の Dridex キャンペーンや 2016 年の Locky キャンペーンはテクニックをマルウェアの配布に用いました。
2016 年末までに、特に Locky ランサムウェアを拡散させていたアクターは、メールによる大量マルウェア配布でハードルを高く設定しま
した。Locky キャンペーンに比べると小規模に見えたものの、Cerber ランサムウェアもまた 2016 年の下期にかなりの規模で拡散していま
した。ランサムウェアは、バンキング型トロイの木馬のようなレベルの地域特有のカスタマイズ、個々の銀行に合わせた Web インジェ
クトを必要としないため、この種の配布に適しています。

2016 年には脅威のアクターがこの結論に達したように見え、バンキング型トロイの木馬、RAT、キーロガーおよび他の情報搾取型をより
少量で標的を絞ったキャンペーンのために温存していました。バンキング型トロイの木馬のキャンペーンは地域や業界によってさらに念入
りに標的を絞ります。たとえば Dridex は、6 月と 7月にはなりを潜めていましたが、8 月に再浮上し、スイス銀行に照準を合わせていました。
同様に、高度にパーソナライズされたキャンペーンで知られる未承諾メールの脅威のアクターは、2016 年の最後の 3 か月間、標的を絞っ
た攻撃で一貫して Ursnif と Nymaim バンキング型トロイの木馬を配布しました。

こうした規模の小さいキャンペーンでは、アクターはより利益につながる攻撃を行い、盗んだ情報をより効果的に活用します。一方、.
大規模なランサムウェアのキャンペーンは、コンバージョン率は低くとも利益を最大化しています。

スパム、フィッシング、マルウェアが脅威のアクターの適応に伴い収束. .
一般に、脅威のアクターは専門化する傾向があります。スパマーはスパムを配布し、フィッシングのアクターは資格情報と個人情報に専念、
マルウェアのアクターは悪意のあるソフトウェアで目標を達成します。ですが 2016 年には、メールをベースとした脅威でさらなる相互交流
が確認され始めました。脅威のアクターが変化する状況に適応するにつれ、特定のベクターや配布のメカニズムまでもがシフトしました。

たとえば 12 月には、既知のフィッシングのアクターがパスワードで保護された添付ドキュメントを使用して行ったメールキャンペーンに
つき、Proofpoint のリサーチャーが記録を作成しました。このテクニックは、以前 Cerber ランサムウェアや他のマルウェアを配布してい
たアクターが、検知の回避とメールの切迫感や正統性向上のために使用していたものです。資格情報フィッシングのページをパスワード
で保護されたウェブページの添付ファイルとして配信するという形で、資格情報フィッシングにこのアプローチを適用したことで、防御
の継続的向上の先を行くためのテクニック混成が浮き彫りとなっています。
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https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/ransoc-desktop-locking-ransomware-ransacks-local-files-social-media-profiles
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/Dridex-returns-to-action-for-smaller-more-targeted-attacks
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/phish-scales-malicious-actor-target-execs
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Locky や Cerberと異なり、CryptXXX ランサムウェアは、4 月に発見されて以来、主にエクスプロイトキットを介して配布されていました。
その後 7 月になり、マルウェアがメールキャンペーンで配布されているのを Proofpoint のリサーチャーが確認しました。これと時を同じ
くして、4 月から 6 月の間に、EK のトラフィックが 96% 減少しました。これは脅威のアクターが、配布テクニックを有効性が低下してき
たインフラストラクチャから有効性とコストを適切に組み合わせた方法にシフトさせて、状況変化に適応しようとしていたことを示して
います。

この継続的な適応と調整がペイロードと配布や回避のテクニックに適用されました。たとえば、2015 年のマルウェアの「サクセスストー
リー」、Dridex の背後にいる脅威のアクターは、Locky の使用で 2016 年初頭のランサムウェアの流行にうまく乗りました。また同時に、
ランサムウェアが大量キャンペーン活動を引き継ぐにしたがい、バンキング型トロイの木馬の機能性によって盗み取る機能を向上させ、
インストール済みのアプリケーションやサービスのプロファイリングを行い、中間ローダーとしての機能を果たすようにもなりました。.
これは脅威のアクターが持つ、効果を最大化するために有効なペイロードを最適化する能力を反映しています。ランサムウェアのような.

「インスタント.イシュー」のペイロードには最初の感染後は検知を回避する必要がほとんどありませんが、ひそかに活動するバンキング
型トロイの木馬は、キーロギングから POS マルウェアや他のペイロードなどのダウンロードまで、幅広い用途に適しています。

BEC .
ビジネスメールのセキュリティ侵害 (BEC) によるこれまでの損害がすでに数十億ドルに達していることを FBI が報告していますが、この.
脅威は決して大企業だけに限ったことではありません。実際、BEC 攻撃のほぼ 15% は、従業員が 5,000 人未満の企業で起きています。
これは弊社データの他のどのグループよりも大きな数字です。

大企業には潤沢な資金がある可能性があり、BEC の攻撃者にとってより規模の大きいターゲットとなりますが、規模の小さな企業には
BEC の脅威を軽減するためのリソースがあまりありません。ですが、企業規模に関わらず、組織はあらゆる電子的なソリューションを.
検討しています。第 4 四半期について言及したとおり、SPF、DKIM、DMARC の実施と執行は、BEC と戦う取り組みを向上させています。.
通常、詐欺の攻撃は、なりすましの不正メールなど BEC から始まります。実際、2016 年はかなりの採用が行われた「DMARC の年」でした。
特に、利用が 2015 年に比較して 100% 増となった公共部門において顕著でした。

2016年部門別 DMARCの実施

なし拒否隔離複数
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図 12：部門別 DMARCの実施
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2016年は DMARCの年でしたあらゆる組織にとって BEC が真の脅威となるとの認識が広まり、幅広い業種にわたる DMARC
の採用増加にそのことが現れました。世界的には、Proofpoint が調査を行った企業のうち 38% が DMARC レコードを公表しています.

（前年 29%、前々年 22% から増加）。EMEA（欧州、中東、アフリカ）およびオーストラリア/ニュージーランドでの全面的な採用率が
ぞれぞれ 25%、27%と他の地域に比べ遅れてはいるものの、両地域での前年比の増加率は北米での増加率の 2 倍となっています。.
過去 2 年間では、中南米での DMARC の採用率が最も伸びが著しく、全体的な DMARC 使用においては北米がトップの地域となって
います（採用率 51%、12 か月前 42% からの増加）

エクスプロイトキット. .
2016 年の脅威の状況で最も劇的な変化の一つが、第 1 四半期に最高値を記録した後の、EKトラフィックの急激な減少です。かつてエ
クスプロイトキットのスペースで最も支配的だった Angler.EK は、注目の的となった主要なアクターの逮捕が続いた後、第 2 四半期には
市場が下落しました。

エクスプロイトキットの活動.–.2016年に収集されたサンプル

KaiXin

Nuclear

Sundown

Nutrino

RIG

Angler

3月2月1月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

図 13：2016年.全体的な EKトラフィック相対量

.
エクスプロイトキットの活動.–.2016年に収集されたサンプルのシェア
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図 14：2016年.週単位の EK活動トップ 6（全体に占めるパーセンテージ）
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図 13 および 14 で示したとおり、.大量に Angler に完全に取って代わったエクスプロイトキットはありませんでしたが、.アクターが代替手
段を模索し、Neutrino、Sundown、RIG ではいずれも相対量にかなりの増加が見られました。しかしながら、全体的な EKトラフィックは
93%と第 1 四半期のレベルが下期にもほとんどの間続きました。

Proofpoint の専門家はこの変化を、エクスプロイトキットのコンバージョン率が低下したことによるものとしています。これはアクターに.
とって攻撃に利用できるビジターの発掘が一層困難になってきていることを意味します。弊社の AdGholas グループに関する記事は、.
EK が脅威のアクターにとって強力なツールであり続ける分野における「黄金時代」の結末の例です。AdGholas は次を使用しました。

•. 脆弱である可能性の高い、質の高いユーザーを特定し、セキュリティ.コミュニティを除外するための高度なフィルタリング

•. セキュリティ.レーダーをくぐり、悪意のある広告のインプレッションを一日につき数百万人のユーザーに長期間のキャンペーンで表示
させる、低レベルの脆弱性

最近では、SOHO（小規模オフィス / ホームオフィス）のルーターを標的とした「DNAChanger」を確認しました。この EK はブラウザーや
システムの脆弱性には依存していません。それらの多くにパッチが迅速に適用されるため、ゼロデイは脅威のアクターにとって以前ほど
は実用性がありません。ルーターや IoTの脆弱性はより一般的で利用可能なため、むしろこれらに依存しています。

こうした変化により、最大のアクター集団の多くが EK の使用を全面的に中止しました。一方、中間レベルのアクターは小規模な使用
を続けています。この分野での技術革新はそれでも続いています。モバイルおよび IoT の脆弱性が、小規模であっても新しいキャンペー
ンの温床となっているためです。

ターゲティングの向上. .
この一年間の記事の多くが攻撃の規模の大きさ、特に Locky ランサムウェアのものを中心としていましたが、ターゲティングと自動化
における劇的な進展が、ソーシャルメディアやメールであれ、またはエクスプロイトキットや不正アクセスされたウェブサイトに回された
トラフィックであれ、エンドユーザーにとって最大のリスクをもたらしています。ソーシャル.エンジニアリングのルアー、パーソナライズさ
れた内容、BEC 攻撃のための複数の帯域でのコミュニケーションなどはすべて、一般的な、大規模の攻撃にはない、ヒューマン.ファク
ター（人間的要因）を基にしています。

たとえば、弊社で追跡しているスパムを最も大量に送信するアクターは、LinkedIn などから得たデータを使用してパーソナライズされた
メールを大量に作成し、効果的なメールのルアーを含んだマルウェアを配布します。小規模なもの（ただし大きい影響力持つ可能性あり）
では、非常に高レベルのターゲティングで行われる高度の継続的な脅威 (APT) の観察を続けています。8 月に調印が行われた米中サイ
バー合意は、米国の利益に対する中国からの APT 脅威を大幅に減少させるように見えますが、弊社では世界中で多くの APT 活動を確
認しています。特にロシアでは、APTのアクターが 2016 年後半に非常に活発化していました。

また同時に、上述の AdGholas が年前半のマルバタイジング.キャンペーンにおいて、脆弱な可能性のあるユーザーに対し非常に効果的
かつ綿密なターゲティング/ フィルタリングを行っていました。EK の有効性の低下とコンバージョン率の減少により、EK 活用からの利益
最大化にはトラフィックの注意深いフィルタリングが必要となります。

ベクターや媒体に関わらず、年の前半に弊社で確認した大規模な Locky のキャンペーン外からの攻撃や広範なマルバタイジングキャン
ペーンは、小規模だったものが大きく変化し、慎重なターゲティングがアクターの投資利益最大化を助けていることを示しています。

ソーシャルメディア. .
ソーシャルメディアは 2016 年の一年間を通じ、消費者用プラットフォームとしてもビジネスツールとしても、高度の成長が続きました。ソー
シャルメディア.プラットフォームにおける攻撃でも同じく急激な成長と、また同時に、ソーシャルメディアをベクターとする攻撃テクニッ
クの進化も確認されました。ソーシャルメディア上の攻撃は非常に高い投資利益を生むため、この成長の著しさは意外なことではありま
せん。ソーシャルプラットフォームおよび関連の攻撃が成熟するにつれ、この成長は続くものと予想されます。

成長に加え、この一年に他にもいくつかのトレンドが生まれました。特に、攻撃が夏季オリンピックのような主要イベントと同時期に
起こっていることが確認されました。不正なソーシャルメディア.ページの不正アプリは、イベントへの注目を利用しました。オリンピッ
クの場合では、イベント関連のアプリは数千を数え、危険なソーシャルメディアのコンテンツが 60% 増加したことを確認しました。
Pokemon.GO、スーパーマリオ.ラン、大統領選挙、ホリデイ、および主要なスポーツイベントはすべて、ソーシャルメディアでの悪意あ
る活動の増加につながるイベントやできごとの例です。

アングラーフィッシングも、消費者およびブランドに対する重大な脅威として登場しました。アングラーフィッシングのアクターは、営業
時間外の時間、類似ドメイン、ソーシャルエンジニアリングを一貫して悪用し、主要ブランドを利用してユーザーの資格情報を取得しよ
うとします。

https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/massive-adgholas-malvertising-campaigns-use-steganography-and-file-whitelisting-to-hide-in-plain-sight
https://www.proofpoint.com/us/corporate-blog/post/malicious-apps-social-media-scams-target-2016-Rio-Olympic-fans-and-brands
https://www.proofpoint.com/us/corporate-blog/post/malicious-apps-social-media-scams-target-2016-Rio-Olympic-fans-and-brands
https://www.proofpoint.com/us/corporate-blog/post/malicious-apps-social-media-scams-target-2016-Rio-Olympic-fans-and-brands
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/fraudulent-social-media-accounts-continue-phish-banking-credentials
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/Attackers-Increasing-Use-Of-Typosquatting
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モバイルアプリの脅威. .
ソーシャルメディア同様、モバイルの脅威の状況においても、2016 年は転換点となる年でした。モバイルプラットフォーム用マルウェアの
増加は衰えることなく続き、重大なリスクもいくつか表出しています。

•. Pokémon.GO 等の人気アプリの悪意のあるクローンがもたらすリスク•.無許可のアプリを配信するサイドローディングの使用の増加

•. モパイルデバイス用標的型攻撃ツールが入手可能なこと(Pegasus 等)

2016 年の間に、Windows.PC を襲うゼロデイの脆弱性と従来のデスクトップ向けエクスプロイトキットの重要性が低下した一方で、モバ
イルのゼロデイの脆弱性と攻撃キットの重要性が高まりました。不正 WiFi ネットワークを通した攻撃は今までになく実行しやすくなって
おり、主要なモバイルのオペレーティングシステムはどちらも攻撃への脆弱性を示しました。

DNSChanger.EK でさえも、家庭用ルーターの DNS レコードを変更し、OS の種類にかかわらず接続されているデバイスをポップアップ、
マルバタイジング、セキュリティ侵害の可能性にさらすことによりモバイルデバイスを間接的に攻撃することができました。

ここでもモパイルのベクターとソーシャルのベクターが、ソーシャルチャネルを通して配布されている不正アプリと結びついているのが
確認されました。こうしたこともまた、主要なイベントやできごとと関連している場合が多くあります。たとえばオリンピックは、オリンピッ
クおよびスポンサー企業に関連があり、リスクを伴う、または悪意のある 4,500 超のモバイルアプリを生みました。

https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/droidjack-uses-side-load-backdoored-pokemon-go-android-app
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2016年リサーチの要点. .

Proofpoint のリサーチャーは、ゼロデイの発見からマルウェアを配布する新型マクロの調査まで、2016 年の一年を通し、幅広い脅威を
追跡しました。2016 年の Threat. Insight の主な投稿を以下に集約しました。2016 年のサイバーセキュリティの脅威の状況における主要
な進化と技術革新のガイドとなります。

ADVANCED PERSISTENT THREATS (APT)
Operation.Transparent.Tribe.–.APT.Targeting.Indian.Diplomatic.and.Military.Interests（Operation.Transparent.Tribe.–.インドの外交およ
び軍事利益を標的にする APT）
Bank.robbery.in.progress:.New.attacks.from.Carbanak.group.target.banks.in.Middle.East.and.US（進行中の銀行強盗 :Carbanak 集団
の新たな攻撃が中東および米国の銀行を標的に）
NetTraveler.APT.Targets.Russian,.European.Interests（NetTraveler.APT がロシア、ヨーロッパの利益を標的に）

バンキング型、トロイの木馬、搾取型
Updated.Blackmoon.banking.Trojan.stays.focused.on.South.Korean.banking.customers（更新された Blackmoon バンキング型トロイ
の木馬、韓国の銀行顧客に引き続き焦点を合わせる）
Dridex,.JavaScript,.and.Porta.Johns（Dridex、JavaScript、Porta.Johns)
Vawtrak、UrlZone.バンキングトロ―ジャンが日本を狙う
Death.Comes.Calling:.Thanatos/Alphabot.Trojan.Hits.the.Market（Death がやってくる :Thanatos/Alphabot.トロイの木馬が市場を襲う）
Panda.Banker:.New.Banking.Trojan.Hits.the.Market（Panda.Banker: 新型バンキング型トロイの木馬が市場を襲う）
Dridex.Returns.To.Action.For.Smaller,.More.Targeted.Attacks（Dridex が小規模で標的を定めた攻撃で戻ってきた）
Nightmare on Tor Street: Ursnif variant Dreambot adds Tor functionality（Torストリートの悪夢 : Ursnif の亜種 Dreambot が Tor の機能
を追加）
Kronos.バンク型トロイの木馬が POS マルウェアの配信に使用される
August.in.November:.New.Information.Stealer.Hits.the.Scene（11 月の 8 月 : 新型情報搾取型が登場）

BEC 
Beyond.Vanilla.Phishing.-.Impostor.Email.Threats.Come.of.Age（Vanillaフィッシングを超えて.–.なりすましメールの脅威が成長）
Scammers.Exploit.Turkey.Coup.Attempt.with.Timely.Business.Email.Compromise.(BEC).Lures（ビジネスメール詐欺用ルアーをタイム
リーに使用し、スキャマーがトルコのクーデター未遂を利用）

配布とテクニック
Hiding.in.Plain.Sight.–.Obfuscation.Techniques.in.Phishing.Attacks（ありふれた風景に潜む.–.フィッシング攻撃の中の難読化テクニック）
,om.Is.Not..com.–.Attackers.Increasing.Use.of.Typosquatting（.om は .comではありません.–.攻撃者によるタイポスクワッティングの使
用が増加）
Phish.Scales:.Malicious.Actor.Combines.Personalized.Email,.Variety.of.Malware.To.Target.Execs（フィッシュが拡大 : 悪意のアクターが
役員を標的にパーソナライズされたメール、様々なマルウェアを結び付ける）
Beware.the.JavaScript.-.Malicious.Email.Campaigns.With..js.Attachments.Explode（JavaScript に注意.–..jsファイルが添付された悪意
のあるメールキャンペーンが爆発的に増加）
Malicious.Macros.Add.Sandbox.Evasion.Techniques.to.Distribute.New.Dridex（悪意のあるマクロがサンドボックス回避テクニックを追
加して新型 Dridexを配布）
Threat.Actors.Using.Legitimate.PayPal.Accounts.To.Distribute.Chthonic.Banking.Trojan（脅威のアクターが正規の PayPal アカウントを
使用し、Chthonic バンキング型トロイの木馬を配布）
Ursnifトロイの木馬キャンペーンで、新しいサンドボックス回避テクニックの要求水準が高まる
Looking.for.Trouble:.Windows.Troubleshooting.Platform.Leveraged.to.Deliver.Malware（わざわざ災難を招く:Windowsトラブルシューティ
ング.プラットフォームをマルウェア配布に利用）
Spike.in.Kovter.Ad.Fraud.Malware.Riding.on.Clever.Macro.Trick（Kovter 広告詐欺マルウェアの急増が巧妙なマクロのトリックを武器に）
Veil-Framework.Infects.Victims.of.Targeted.OWA.Phishing.Attack（Veil-Framework、標的型 OWA フィッシング攻撃の被害者に感染）

エクスプロイトキットとマルバタイジング
Video.Malvertising.Bringing.New.Risks.to.High-Profile.Sites（ビデオ.マルバタイジング、注目のサイトに新たなリスクをもたらす）
Exploit.Kit.Déjà.Vu:.Massive.Email.Campaigns.Spreading.Dridex.Via.Angler（エクスプロイトキットの既視感 : 大量メールキャンペーンが
Anglerを介して Dridexを拡散）
Is.Angler.EK.Sleeping.with.the.Fishes?.Neutrino.exploit.kit.now.distributing.most.CryptXXX（Angler.EK はやられるのか？Neutrino エクス
プロイトキットがほとんどの CryptXXX を配布中）
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エクスプロイトキットとマルバタイジング（続き）
Necurs.Botnet.Returns.With.Updated.Locky.Ransomware.In.Tow（Necurs ボットネットが、アップデートした Locky ランサムウェアを従
えて戻ってきた）
Massive.AdGholas.Malvertising.Campaigns.Use.Steganography.and.File.Whitelisting.to.Hide.in.Plain.Sight（大型 AdGholasマルバタイ
ジング.キャンペーンがステガノグラフィとファイルのホワイトリスティングを使用し、日常の風景に潜む）

状況
Two.Threats.For.the.Price.of.One:.Credential.Phishing.Leads.to.iSpy.Keylogger（一つのコストで二つの脅威：資格情報フィッシングが
iSpy キーロガーに通じる）
It’s.Quiet...Too.Quiet:.Necurs.Botnet.Outage.Crimps.Dridex.and.Locky.Distribution（静寂 ... 過度の静寂：Necurs ボットネットの停止が
Dridexと Locky の配布を妨害）
ZeusPOS.and.NewPOSthings.Point-of-Sale.Malware.Traffic.Quadruples.For.Black.Friday（ZeusPOS と NewPOSthings.POS マルウェア
のトラフィックがブラックフライデーを前に 4 倍に）
Ostap.Bender:.400.Ways.to.Make.the.Population.Part.With.Their.Money（Ostap.Bender: 金で人口を分ける 400 の方法）

モバイル
DroidJack.Uses.Side-Load…It’s.Super.Effective!.Backdoored.Pokemon.GO.Android.App.Found（DroidJack がサイドロードを使用、
高い有効性.バックドア化された Pokemon.GO の Android アプリを発見）

ランサムウェア
Dridex.Actors.Get.In.the.Ransomware.Game.With.“Locky”（Dridex のアクターが「Locky」でランサムウェアのゲームに参加）
New.Ransomware.-.All.Your.Data.Are.Belong.To.Us（新型ランサムウェア.–.データはすべて私たちのもの）
CryptXXX:.New.Ransomware.From.the.Actors.Behind.Reveton,.Dropping.Via.Angler（CryptXXX:Reveton の陰のアクターから新型ランサ
ムウェア、Anglerを介して投下）
Ransomware.Explosion.Continues:.CryptFlle2,.BrLock.and.MM.Locker.Discovered（ランサムウェアが引き続き急増 :CryptFlle2、BrLock、
MM.Lockerを確認）
Locky.Ransomware.Actors.Turning.To.XORed.JavaScript.to.Bypass.Traditional.Defenses（Locky ランサムウェアのアクターが従来の防
御を回避するため XORed.JavaScript に注目）
Ransoc.Desktop.Locking.Ransomware.Ransacks.Local.Files.and.Social.Media.Profiles（Ransoc デスクトップロッカーのランサムウェア
がローカルファイルとソーシャルメディアのプロファイルを荒らす）

ソーシャルメディア
Malicious.Apps.and.Social.Media.Scams.Target.2016.Rio.Olympic.Fans.and.Brands（悪意のあるアプリとソーシャルメディアのスキャム、
2016 年リオオリンピックのファンとブランドを狙う）
Fraudulent.Social.Media.Accounts.Continue.to.Phish.for.Banking.Credentials（ソーシャルメディアの詐欺アカウント、バンキングの資格
情報を求めてフィッシングを継続）
Pokémon.GO.Mobile.App.Threats.Are.Also.Social（Pokemon.GO モバイルアプリ、脅威もソーシャル）
No.Shortcuts.to.Verification:.Social.Media.Verification.Phishing.Scams.Steal.Credentials.and.Credit.Card.Numbers（照合に近道なし:ソー
シャルメディアの照合フィッシング詐欺、資格情報とクレジットカード番号を盗む）

スパム
Spam,.Now.With.a.Side.of.CryptXXX.Ransomware!（スパムに CryptXXX ランサムウェアの側面が）
Election.Spam.Trumps.Phishing.As.November.Draws.Closer（11 月が迫り、選挙スパムがフィッシングの切り札を出す）
選挙関連のスパム、両党におよぶ

ゼロデイと他の脆弱性
Killing.a.Zero-Day.in.the.Egg:.Adobe.CVE-2016-1019（Zero-Day を卵のうちに駆除 :Adobe.CVE-2016-1019）
Microsoft.Patches.CVE-2016-3351.Zero-Day,.Exploited.By.AdGholas.and.GooNky.Malvertising.Groups（AdGholas および GooNky 
マルバタイジング集団が利用した CVE-2016-3351 ゼロデイに Microsoft がパッチを適用）
似通ったもの :マルバタイジング.キャンペーンおよび Neutrino エクスプロイトキットで使用された二度目の情報開示ゼロデイに
Microsoft がパッチを適用
Microsoft.Word.Intruder.8.Adds.Support.for.Flash.Vulnerability.CVE-2016-4117（Microsoft.Word.Intruder.8 が Flash の脆弱性 CVE-
2016-4117 にサポートを追加）
ホームルーターが、Windows やアンドロイドデバイス経由でマルバタイジングの攻撃にさらされる
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PROOFPOINTについて
Proofpoint Inc. (NASDAQ:PFPT)は次世代のサイバーセキュリティ企業で、企業が高度な脅威とコンプライアンスのリスクから今日の業務のあり方を保護することを可能にします。Proofpointは、サイバーセキュリティ
の専門家たちが、ユーザーをターゲットとする ( 電子メール、モバイルアプリ、ソーシャルメディア経由の )高度な攻撃から彼らを保護し、ユーザーが作成する重要な情報を保護し、万一の場合に素早く対応するため
に必要な知識とツールをチームで活用するお手伝いをいたします。フォーチュン 100企業の 50パーセント	以上を含むすべての規模の大手組織は、現在のモバイルおよびソーシャルメディア対応	IT	環境向けに構築され
ており、クラウドの力とビッグデータを生かした分析プラットフォームを活用して、より高度な脅威に対応できる Proofpointソリューションに依存しています。

www.proofpoint.co.jp ©Proofpoint, Inc. Proofpointは、米国およびその他の国々における Proofpoint, Inc.の商標です。	
本書に記載されたその他すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

Proofpoint推奨事項
本レポートでは、御社のサイバーセキュリティ戦略に影響を与える脅威の状況の重要な進展につきお伝えします。2017 年
に御社とブランドを保護する方法につき、次を推奨します。

ユーザーはクリックするものと想定　.ソーシャル.エンジニアリングは、メール攻撃を開始する際に最も使用される方法
であり、攻撃者はテクニックを迅速に進化させます。従業員を標的としたインバウンドメールの脅威、顧客を標的とした
アウトバウンドの脅威が受信トレイに到達する前に、両方を特定、隔離するソリューションを活用します。

堅牢な BEC防御を構築　.標的をかなり絞りこんで行われる、トラフィック量の少ないビジネスメール詐欺（BEC）は、
ペイロードを全く伴わないことが多く、検出が困難です。動的な分類機能を備え、隔離とブロックのポリシー構築に使用
できるソリューションに投資します。

ブランドの評価と顧客を保護　.ソーシャルメディア、メール、モバイルで顧客を標的とする攻撃、特にブランドにピギーバッ
クする不正アカウントと戦います。すべてのソーシャルネットワークをスキャンし、不正な活動を報告する堅牢なソーシャ
ルメディア.セキュリティのソリューションを探します。

モバイルアプリ環境をロックダウン　.モバイル環境は、重要な企業情報を盗む無許可のアプリのリスクを高めます。.
モバイルデバイスマネジメント（MDM）と併用でき、アクセス中のデータなど、環境内のアプリの行動を明らかにするデー
タ駆動型のソリューションに投資します。

脅威インテリジェンスのベンダーとのパートナーシップ　.より小規模で標的を絞った攻撃には高度な脅威インテリジェ
ンスが必要です。静的な技術と動的な技術を組み合わせて新型の攻撃ツール、戦術、ターゲットを検出し、そこから学
ぶソリューションを活用します。
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