データシート

FireEye Eメール・セキュリティ Cloudエディション
Eメールに対する攻撃を、クラウドで検知し、
分析し、
ブロック

「Eメールはあらゆるコミュニケーションに欠かせないものです。

FireEye Eメール・セキュリティを導入したことにより、攻撃者
に狙われやすいEメールの持つリスクを、たった 1 つのソリュー

ションで軽減できるようになりました」

ニルス・ゲルドナー（Nils Göldner）氏
業務執行役員兼クラウド・アドバイザー

ハイライト

Blackboat GmbH

• 包 括的なインバウンド/ アウトバウンドE
メール・セキュリティ

• 単
 一ソリューションで Eメール・セキュリ
ティが求める複数の要素をカバー

• カ
 スタムYARAルールのサポートで、脅威
検知性能を強化

• Office 365の自動復旧により、受信トレ
イに到着した後に不正なものに変化する
Eメールを削除

• サ
 ードパーティーのEメール・プロバイダー
に対応

概要

Eメールは、攻撃者がもっとも狙うポイントです。なぜなら、多くの情報はメール経由で入ってくるからで

す。
スパムやマルウェア、高度な攻撃など、Eメールを利用した攻撃は増加の一途をたどっています。
高度

なサイバー攻撃の大半は、
メールをきっかけに発生しています。例えば、認証情報を窃取するフィッシン

グ・サイトへのURLが仕込まれたメール、不正送金要求メール、一見通常のファイルに見えるものの実
際には不正なコードが仕込まれたファイルが添付されたメールなどです。Eメールは、標的に向けた作

り込みが容易で攻撃が成功しやすいため、攻撃者はEメールを攻撃手段として好む傾向があります。

FireEye Eメール・セキュリティは、高度なEメール攻撃をきっかけとする、甚大な被害をもたらすセキュ

• セ
 キュリティの最前線で得られた調査や攻

リティ侵害の発生リスクを最小限に抑えることが可能です。
その結果、
コストの削減や従業員の生産性向

• FedRAMPセキュリティ要件に適合

に侵入する前に、
直ちに検出、
隔離、
ブロックします。
Office 365（O365）の自動復旧では、ユーザーの
受信トレイに到着した後に遡及的に不正なものに変化するEメールを抽出できます。
また、FireEye E

撃者の観察から得た、攻撃および攻撃グ
ループに関する詳細な情報を活用

上も実現できます。
クラウド上で提供されるFireEye Eメール・セキュリティは、業界をリードする多彩な
機能を備えたセキュアEメール・ゲートウェイです。
URL、なりすまし、添付ファイルを用いた攻撃が組織

メール・セキュリティは、自社から外部に向けて送信されるメール（送信メール）のトラフィックをスキャン

し、
高度な脅威、
スパム、
ウイルスを検知することで、
自社が加害者になることからも守ります。

インテリジェンス主導のコンテキストと検知プラグインにより、ビッグデータを備えたスケーラブルなプ

ラットフォームで、不正なURLを検知します。
送信者の名前とEメール・アドレスが本物であるかチェック

し、なりすまし攻撃の可能性がないかコンテンツを検査して、CEO詐欺やその他のマルウェアレス攻撃
を阻止します。
シグネチャを必要としないMulti-Vector Virtual Execution™（MVX）エンジン上

で仮想的に、
さまざまなオペレーティング・システム、
アプリケーション、Webブラウザ上で、添付ファイ

ルやURLがどのように動作するかを解析します。
また、誤検知もほとんど発生しません。
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FireEyeは、自社で実施したセキュリティ侵害調査や数百万台のセンサー
から収集したデータに基づいて、攻撃者に関する幅広い脅威情報を収集し
ています。Eメール・セキュリティは、攻撃および攻撃者に関する具体的な証
拠とコンテキスト情報を含むインテリジェンスに基づいてアラートに優先度
を設定し、脅威をリアルタイムでブロックします。

テクノロジー

インテリジェンス

相関分析

FireEye Eメール・セキュリティ

図1：セキュアEメール・ゲートウェイ

FireEye Eメール・セキュリティとFireEyeネットワーク・セキュリティを併

用することで、
マルチベクタ攻撃を視野に入れた、
リアルタイムな対策が実
施できるようになります。

Eメールに端を発する脅威への対策
インターネットでは簡単に個人情報が手に入ります。サイバー攻撃者は、
ソーシャル・エンジニアリングを駆使してユーザーを欺き、URLをクリックさ
せたり、添付ファイルを開くなどの行動を促します。

Eメール・セキュリティは、認証情報の収集やなりすまし攻撃、スピア・フィッ
シング攻撃などの、従来型のEメール・セキュリティ対策をすり抜ける攻撃に
対して、
リアルタイムの検知と防御を提供します。
Eメールを解析し、添付ファ
イルやURL などに未知の脅威や高度な脅威が埋め込まれている場合は、
隔離（ブロック）
します。

• EXE 、DLL 、PDF 、SWF 、DOC/DOCX 、XLS/XLSX 、PPT/
PPTX、JPG、PNG、MP3、MP4、アーカイブ・ファイル（ZIP/RAR/
TNEF）などあらゆる種類の添付ファイル
または暗号化された添付ファイル
• パ
 スワードが設定された、

• Eメール、PDF、Microsoft Officeドキュメントに記載されているURL
• 認証情報を狙うフィッシング、著名サイトに似せたURL

アプリケーションの未知の
• オ
 ペレーティング・システムやWebブラウザ、
脆弱性

• ス
 ピア・フィッシング・メールに埋め込まれた不正なコード

Eメールがきっかけとなって発生するランサムウェア攻撃は、データを暗号化
する際にコマンド&コントロール（C&C）サーバーへのコールバックが必要
となります。Eメール・セキュリティは、複数の段階を経る、発見が難しいマル
ウェア攻撃も検知、防御できます。

優れた脅威検知
Eメール・セキュリティは、高度な標的型攻撃や、通常のトラフィックに偽装す
ることで検知回避をする攻撃を特定して隔離することにより、甚大な被害を
もたらすセキュリティ侵害の発生リスクを最小限に抑えます。攻撃を検知す
ると、直ちにブロックして解析し、今後の検出に利用するための特徴（フィン
ガープリント）を作成します。

Eメール・セキュリティの中核となるのは、Advanced URL Defense
とMVXエンジンです。最先端の機械学習と解析技術を用いて、シグネチャ
やポリシーに基づく従来型セキュリティ対策をすり抜けるサイバー攻撃を
検知します。

Advanced URL Defenseの一端を担うPhishVisionは、ディープ・
ラーニングを用いて攻撃者に狙われがちなブランド力の高いWeb ページ
のスクリーンショットをあらかじめ収集しておきます。
そして、Eメールに記載
されたURLの参照先と比較し、
フィッシング・サイトかどうかを見極めます。
PhishVisionと連携して動作するKrakenはフィッシング検知プラグイン
であり、
ドメインとページ・コンテンツを解析し、機械学習を強化します。
もう
1つの高度なURL解析機能がSkyfeedです。これは、専用に開発された、
自動マルウェア情報収集システムです。
ソーシャル・メディア・アカウント、
ブ
ログ、
フォーラム、脅威フィードなどから情報を収集し、検知漏れを低減しま
す。
さまざまな性質を持つAdvanced URL Defense は、認証情報を
狙った攻撃やスピア・フィッシング攻撃に対して優れた防御を提供します。
Eメールは良性であると判断され、セキュリティ対策をすり抜けます。受信
者の受信トレイに到着後、Eメールは不正なものに変化します。Eメール・セ
キュリティ - Cloudエディションは、遡及的に解析を行い、受信トレイに到
着後に不正なものに変化したEメールを検知した場合、アラートを発しま
す。
O365の自動復旧ポリシーの設定で、遡及的に不正なものに変化したE
メールを、O365 APIを経由して、受信トレイから自動的に抽出できます。
MVXエンジンは、シグネチャを用いない動的解析により、ゼロデイ攻撃や複

数のフローにわたる攻撃などの、検知を回避しようとする攻撃を検知します。
未知のエクスプロイトやマルウェアをいち早く検知して、
「キル・チェーン」
と呼
ばれる攻撃活動のステップのうち、
感染および侵害の段階で食い止めます。

AVAS機能強化
Eメール・セキュリティ - Cloudエディションは、アンチウイルスとアンチス
パム（AVAS）機能を提供しています。
シグネチャ・マッチングで検知可能な
攻撃や、従来型のなりすまし手法を使用する、既知の攻撃から保護します。

CEO詐欺（ビジネスメール詐欺/BECとも呼ばれる）などのなりすまし攻

撃は、企業に甚大な経済的被害をもたらします。
この攻撃では、従来の攻撃
に用いられていた不正な添付ファイルやリンクを使用せず、
ソーシャル・エン
ジニアリングを使用していることが、被害増加の一つの要因となっています。
これらの攻撃に対抗するため、FireEyeはなりすまし攻撃の検知と防御に
特化した革新的なアルゴリズム、
システム、
ツールを開発しました。

Eメール攻撃の見極めにはよく、送信者のドメイン年齢が用いられています。

なりすまし攻撃をしようとする攻撃者は、標的となる人物が所属する組織の
ドメインに似せたドメインから攻撃メールを送ります。通常、似せたドメイン
を作成して数時間でメールが送られることが多いです。
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Eメール・セキュリティでは、独自に開発したNewly Existing Domains
（NED）ツールとNewly Observed Domains（NOD）ツールを用い
ることで、
ドメイン年齢を正確に判断することができます。
最近作成された新
しいものだと判断されたドメインは、疑わしいものとして扱われ、
タイポスク
ワッティング、送信者の表示名やユーザー名のなりすましなどを、広範囲に
検査されます。
ドメインを購入して登録することをせずに、
送信者の表示名やユーザー名を変
えて、
信頼できるソースからEメールが送信されたように見せかけ、
送信者偽装

攻撃を行う攻撃者もいます。
Eメール・セキュリティは、Eメールの表示名とユー
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Eメール・セキュリティのポータル上では、リアルタイムアラートの確認や、ス

マート・カスタム・ルールの作成、
レポートの生成が行えます。
スマート・カス

タム・ルールを使用すると、複数の細かい条件をもとにポリシーやルールを
作成できます。

対応ワークフローの統合

Eメール・セキュリティはFireEyeの他のソリューションと連携し、アラート
対応ワークフローの自動化を実現しています。

FireEye Central Managementは、Eメール・セキュリティとネット

ザー名が本物かどうかを判断することにより、
送信者偽装攻撃を防ぎます。

ワーク・セキュリティからのアラートを相関分析して攻撃の全体像を明らか

Eメール・セキュリティは、社外に向けて送られるアウトバウンドのEメール・メッ

FireEye Helixプラットフォームは、Eメール・セキュリティとスムーズに連

アウトバウンド（外部送信メール）のスキャン

セージに含まれる、
不正な添付ファイルやフィッシングURLなどを検知します。
送信メールのトラフィックをスキャンして、
マルウェアやスパムが含まれていない

か確認し、
組織のドメインがブラックリストに登録されないようにします。
統合によるアラート処理効率の向上

にし、被害の拡大を防ぐためのブロック・ルールを設定します。

携し、セキュリティ・オペレーションを簡素化、統合化、自動化します。
容易な導入と、環境全体との統合

Eメール・セキュリティ - Cloudエディションはクラウドベースであるため、

ハードウェアの導入やソフトウェアのインストールは不要です。
そのため、E

Eメール・セキュリティは、Eメールに含まれるすべての添付ファイルとURL

メール・インフラストラクチャをクラウドに移行している組織に最適です。
クラ

ティ・エコシステムからの情報に基づくリアルタイムのアップデート情報と、

煩雑さから開放されます。

を解析して、最新の高度な攻撃を正確に検知します。FireEyeのセキュリ
既知の攻撃グループのアラートアトリビューションを組み合わせることで、
ア

ラートの対応優先度を的確に判断し、高度なEメール攻撃をブロックするた
めに必要な対策を実施できます。
ノイズや誤検知を最小限に抑えながら、既

知、未知、および非マルウェアベースの脅威を検知できるため、本物の攻撃
への対応に専念し、運用コストを削減できます。

変化を続ける脅威トレンドに素早く適応

Eメール・セキュリティによって、Eメール経由の脅威に対する予防的なセ

キュリティ対策を最適化し続けることができます。Eメール・セキュリティは、
サードパーティーの情報に頼らずに、独自の脅威インテリジェンスを生成し

ます。独自のEメールに関する脅威インテリジェンス（Smart DNS）、
デー
タ収集機能、Eメール・セキュリティの専門家、
および脅威アナリストによるイ

ンフラストラクチャが土台となり、強力なアンチスパムとなりすまし攻撃検知

を実現します。
脅威と攻撃者に関する詳細なインテリジェンスでは、攻撃者、
感染マシン、被害者に関する情報を組み合わせて以下を実現します。

ウドシフトによって、物理的なインフラストラクチャの調達、導入、管理に伴う

Eメール・セキュリティ - Cloudエディションは、Microsoft Office 365やG
Suiteなど、クラウド型のEメール・システムとシームレスな統合が可能です。
組織宛てのEメールをEメール・セキュリティに転送するだけで、不正なE

メールやEメールを使用した詐欺行為対策が可能になります。Eメール・
セキュリティは、まずEメールを解析し、スパムやなりすましの可能性がな

いか、既知のマルウェアが含まれていないかを確認します。
その後、高度な

URL解析と、シグネチャに依存しない動的解析エンジン、MVXを使用して、

すべての添付ファイルと本文中のURLを解析し、脅威をリアルタイムで検知

して高度な攻撃から組織を守ります。
追加の機能

YARAベースのルールでカスタマイズに対応
Eメール・セキュリティでは、アナリストがカスタムYARAルールを使用して、
検知の管理と強化、最新の脅威の阻止、進行中のキャンペーンの特定を行う

• 脅威に対するタイムリーかつ広範囲に及ぶ可視化

ことができます。

• 対応優先度の判断と作業の効率化を可能にするコンテキスト情報の提供

Eメール・セキュリティを防御モードで運用すると、Eメールの解析後に脅
威が隔離されます。防御モードを使用する場合は、EメールをFireEye に
転送するようDNSのMXレコードを設定します。
モニター・モードで運用す
る場合は、BCCルールを設定してEメールのコピーをFireEyeに転送し、
MVXエンジンで解析します。

• 検知されたマルウェアや不正な添付ファイルの機能および特徴の把握
• 攻撃者の素性と目的の推定、組織内での攻撃活動の追跡

• 過去のスピア・フィッシング攻撃の遡及的な検知と、不正なURLの書き
換えによるフィッシング・サイトへのアクセス防止

アクティブな防御モードとモニター・モードに対応

データシート | FireEye Eメール・セキュリティ - CLOUDエディション

4

認可およびコンプライアンス認証

SOC 2 Type II
Eメール・セキュリティ - Cloudエディションは、セキュリティと機密性に
関する、米国公認会計士協会（AICPA）の「Service Organization
Controls（SOC 2）Type II」認証に準拠しています。

ISO 27001
Eメール・セキュリティ - Cloudエディションは、データ・センターが安全に
管理されていることを保証するISO 27001情報セキュリティ・スタンダード

を満たしています。

FedRAMP
AVASのあるEメール・セキュリティ - Cloudエディションは、行政および公
立教育機関が運営するクラウド・サービスを対象とするFedRAMP（米国）

のセキュリティ要件を満たしています。
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図2：FireEye Eメール・セキュリティ - Cloudエディション
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FireEyeについて

FireEyeは、インテリジェンス主導型のセキュリティ企業です。顧
客企業は、FireEyeの革新的セキュリティ技術、国家レベルの脅
威インテリジェンス、世界的に著名なMandiant®コンサルティン

グの知見が統合された単一プラットフォームを、自社のセキュリ

ティ対策の一部としてシームレスに組み込むことができます。
この

アプローチにより、FireEyeは準備、防御、
インシデント・レスポン

スといった、組織がサイバー攻撃対策をする上での課題となって
いた複雑性や負担を解消します。

エクスプロイト

