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この資料について

この資料は Cisco E メール セキュリティを展開する Cisco カスタマ、Cisco 販売代理店および
Ciscoエンジニアのためです。 この資料は取り扱っています:

メール スプーフィングとは何か。●

メール スプーフィング防衛作業の流れ●

何スプーフィング防止とすることができる多くか。●

メール スプーフィングとは何か。

メール スプーフィングはメッセージが誰かからまたはどこかに実原始以外起きるために現れるメ
ール ヘッダ偽作です。 メール スプーフィングは phishing で使用される作戦であり、考える場合
のメールを開く個人が可能性が高いのでスパム キャンペーン正規のによって送信 されたことを、
信頼できるソース。 スプーフィングに関する詳細については、
http://blogs.cisco.com/security/what-is-email-spoofing-and-how-to-detect-it を参照して下さい

メール スプーフィングは次のカテゴリーに下ります:

[Category] 説明 主要なターゲ
ット

直接ドメイン ス
プーフィング

受信者のドメインとして「エンベロープの同一のドメインをからの」人格
化して下さい。 従業員

表示名詐欺 ヘッダ「から」組織の管理名前の正当 な 送信側を示します。 別名ビジネ
ス メール 侵害（BEC）。 従業員

銘柄偽装 ヘッダ「から」よく知られている な組織の銘柄を用いる正当 な 送信側を
示します。

顧客/パートナ
ー

http://blogs.cisco.com/security/what-is-email-spoofing-and-how-to-detect-it


Phish URL によっ
て基づく攻撃

対象からの機密データやログオン情報を盗むように試みる URL のメール。
リンクをクリックし、アカウントの詳細を確認するように頼むバンクから
の擬似メールは URL によって基づく攻撃を phishing の例です。

従業員/パート
ナー

いとこか良く似た
ドメイン 攻撃

ヘッダー値」または「からの」「エンベロープは実質 1 つに扮する同じよ
うな送信側に SPF、DKIM および DMARC インスペクションをバイパスす
るためにアドレスを、示します。

従業員/パート
ナー

アカウント引き継
ぎ/機密が漏洩し
た アカウント

誰かに属する得、次に他の対象にメールをと同時に正当 な電子メール アカ
ウント オーナー 送信 します 不正アクセスを実質電子メール アカウントに
。

Everyone

最初のカテゴリはメールのインターネット ヘッダの値「からの」エンベロープの所有者のドメイ
ン名の濫用に関連しています。 Cisco E メール セキュリティは割り当て正規の 送信側だけに送信
側 DNS 確認の使用によって remediate この攻撃でき、同じ結果を DMARC、DKIM および SPF
確認の使用によってグローバルに達成することができます。

ただし、他のカテゴリーは完全に送信側の eメールアドレスのドメイン部分に違反していません
、それ故に DNS テキスト レコードだけか送信側 確認の使用によって躊躇することは容易ではな
いです。 理想的には、そのような高度脅威に対して戦うためにボックスによって Phishing 基づ
いた Cisco によって進められた保護（APP）と共にいくつかの Cisco E メール セキュリティ 機
能を結合することが最善です。 以下の事項に注意して下さい: Cisco E メール セキュリティ 機能
のアプリケーションは 1 つの組織から別に変わるかもしれ、不適当なアプリケーションは false
positive の高い発生の原因となる場合がありますそれ故に組織のビジネス上の必要を理解し、機
能をそれに応じて合わせることは重要です。

メール スプーフィング防衛作業の流れ

モニタリングのための最良の方法を当たる セキュリティ機能は下記の図（図 1）でスプーフィン
グ攻撃に対して、示されています警告し、実施します。 各機能の詳細はこの資料で提供されます
。 最良の方法はメール スプーフィングを検出する詳細な防御アプローチです。 攻撃者が組織に
対してメソッドを一定時間にわたり変更する、従って発生変更を監視し、適切な警告および適用
と追うことは管理者が非常に重要ですことに常に留意して下さい。

図 1. Cisco E メール セキュリティ スプーフィング防衛パイプライン



レイヤ1: 送信側のドメインの妥当性検査

送信側 確認は送信 されるいとこドメイン スプーフィングのような偽メール ドメインからメール
を、防ぐ単純な方法です（たとえば 'c1sc0.com は「cisco.com」の imposter です）。 Cisco E メ
ール セキュリティは送信側の eメールアドレスのドメインのための MXレコード クエリを送信し
、SMTP メッセージ交換の間に MXレコードの A レコード ルックアップを行います。 DNS クエ
リが NXDOMAIN を戻す場合、非存在としてドメインを扱います。 それはエンベロープ 送信側
情報を造る攻撃者のためのよくある手法です従って未証明送信側からのメールは更に受け入れら
れて、処理されています。 この機能を使用する、失敗するすべての着信メッセージは Cisco E メ
ール セキュリティによって確認 チェック 送信側のドメインか IP アドレスが「例外 表」で前追
加されなければ拒否されます。

最良の方法: エンベロープ 送信側 フィールドのメール ドメインが無効設定し、メール フロー ポ
リシー、送信側 確認および例外 表（オプションの）の設定によってだけ正当 な 送信側を許可し
て下さい SMTP メッセージ交換を拒否するために Cisco E メール セキュリティを。 詳細につい
ては、参照して下さい: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/email-security-
appliance/200057-Spoof-Protection-using-Sender-Verificati.html

図 2. デフォルト Mail フロー ポリシーの送信側 確認 セクション。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/email-security-appliance/200057-Spoof-Protection-using-Sender-Verificati.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/email-security-appliance/200057-Spoof-Protection-using-Sender-Verificati.html


レイヤ 2： DMARC を使用して」ヘッダからの「確認して下さい

DMARC 確認は「直接ドメイン スプーフィング」で、また「表示名」及び「ブランド偽装」不正
侵入がに対して戦うべき多くの強力な機能含まれています。 SPF か DKIM と認証される情報の
DMARC タイ（示され、SPF や DKIM 識別はヘッダ 識別子からのと一直線に並ぶことを確認する
ものがと」ヘッダからの「の終り受信者にドメイン 出典、かシグニチャを送信 します）。

DMARC 確認を渡すために、着信 メールはこれらの認証機構の少なくとも 1 つを渡す必要があり
ます。 Cisco E メール セキュリティはまた管理者がドメイン所有者の DMARC ポリシーを無効に
し、認証配備のと引き換えに増強を助ける法廷（RUF）レポート/ドメイン所有者に集約
（RUA）および失敗を送るために DMARC 確認 プロファイルを定義することを可能にします。

最良の方法: デフォルト DMARC プロファイルを編集して下さい送信側によって助言される
DMARC ポリシー アクションに従う。 さらに、DMARC 確認のグローバルな設定は正しい報告書
作成を有効に するために編集する必要があります。 プロファイルが適切に設定されれば、
DMARC 確認サービスは Mail フロー ポリシーのデフォルトポリシーで有効に する必要がありま
す。

図 3. DMARC 確認 プロファイル



注: DMARC は Cisco ドメイン 保護のようなドメイン 監視ツールと共に送信 ドメインのオーナー
によって、設定する必要があります。 適切に設定されたとき、Cisco E メール セキュリティ ヘル
プの DMARC 適用は不正 な 送信側かドメインから従業員に送信 される phishing メールから保護
します。 Cisco ドメイン 保護に関する詳細については、このリンクを参照して下さい:
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/cloud-email-security/at-a-glance-
c45-740937.pdf

レイヤ 3： スパムの発信者がスプーフィングされたメールを送信 することを防い
で下さい

スプーフィング攻撃はスパム キャンペーンの別のよくある形式である場合もありますそれ故に反
スパム 保護を有効に することは効果的にスパム/phishing 要素が含まれ、それを肯定的にブロッ
クする詐欺的なメールを識別してまだ必要です。 antispam エンジンの使用は正当 な メールの損
失なしで、完全にこの資料に説明がある他の最良の方法操作とつながれたとき最もよい結果を提
供します。

最良の方法: デフォルト メール ポリシーのイネーブル反スパム スキャンおよび肯定的に識別され
たスパム設定への一定検疫操作。 グローバルな設定の少なくとも 2M にスパム メッセージのため
に最小スキャン サイズを増加して下さい。

図 4.デフォルト メール ポリシーの反スパム設定

/content/dam/en/us/products/collateral/security/cloud-email-security/at-a-glance-c45-740937.pdf
/content/dam/en/us/products/collateral/security/cloud-email-security/at-a-glance-c45-740937.pdf


スパム しきい値は陽性および高めるか、または機密性（図 5）を減少させることができる疑われ
たスパムがように調節することができます; ただし、Cisco はだけそうするために管理者を落胆さ
せベースラインとしてデフォルトしきい値を使用しま、Cisco によって別の方法で告げられます
。

図 5.デフォルトで設定 する反スパムしきい値はポリシーを郵送します

注記として、スパム捕獲物レート（ほとんどの積極的な捕獲物比率）を高めることを支持して反
スパム エンジンからの異なる組み合わせを提供する Cisco E メール セキュリティは付加インテリ
ジェント な複数のスキャン（IMS）エンジンを提供します。

レイヤ4: メール ドメインによって悪意のある送信側を判別して下さい

IP によって基づく評判検出（SBRS、各ドメインの性質が異なるかもしれなければ）を使用する
スプーフィング攻撃に対して戦うことはもはや IP アドレスの同じ出典がそれ故に SBRS を悪意
のある感染させたメッセージを防ぐことより少なく有効に作り、キャンペーンをスプーフィング
するドメインを送信 する倍数をホストするのに使用することができるというファクトの複数の原
因が十分な原因特にではないです。 送信側 ドメイン評判（SDR）はそのような問題を当たるた
めに役立ちます。

SMTP 接続レイヤの IP 評判フィルタリングの保持によってメールが着信メール ポリシーによっ
て許可されたかどうか確認するために、SMTP メッセージ交換で提供された送信 ドメイン 情報
に基づく評判評決およびメッセージヘッダーは考慮に入れられます。 SDR は悪意のある出典か



最近登録されてしまったドメインから効果的にありまキャンペーンを防ぐことの点では上に、評
判スキャン機能を出し抜くクリア試みの週以内、たとえば、スプーフィングします。

最良の方法: 着信コンテンツ フィルタを作成して下さい SDR 評判評決がひどく/低い/感染するの
下で下るまたはドメイン 経過時間はより少しよりでまたは 5 日に匹敵します送信 ドメインをキ
ャプチャ する。 推奨 処置はメッセージを検疫し、E メール セキュリティ 管理者およびオリジナ
ル受信者へ通知を送信 することです。 SDR を設定する方法に関する詳細については
https://www.youtube.com/watch?v=IBLRQMT3SHU で Cisco ビデオを表示して下さい

図 6. SDR 評判のためのフィルタを満足させれば両方のドメイン 経過時間は操作を知らせ、検疫
します。

レイヤ5: SPF または DKIM 確認結果を用いる False positive を減らして下さい

ほとんどの攻撃のタイプのためのスプーフィング メール 検出のビルド複数の層に関して SPF ま
たは DKIM 確認を（両方またはどちらか 1 つ）実施することは絶対必要です。 最終措置の奪取の
代りに（ドロップするか検疫のような）、Cisco は SPF または DKIM 確認 メッセージに新しい
ヘッダをのような[X-SPF-DKIM]付加することを失敗する推奨しましたりおよび結果 以降をカバ
ーする造られたメール 検出（連邦機関）機能にスプーフィングの改善された捕獲物比率を支持し
て E-メールを送ります協力します。

最良の方法: コンテンツ フィルタを作成して下さい前のインスペクションを通った各着信メッセ
ージの SPF または DKIM 確認結果点検する。 SPF または DKIM 確認失敗し、スキャンの次の層
に–造られたメール 検出（連邦機関）渡すメッセージに新しい X ヘッダ（たとえば X-SPF-
DKIM=Fail）を追加して下さい。

図 7. フィルタを満足させて下さい壊れる SPF または DKIM 結果を用いるメッセージを点検する

レイヤ6: 可能性のある造られた送信側名前の検出 メッセージ

https://www.youtube.com/watch?v=IBLRQMT3SHU


SPF、DKIM および DMARC 確認と補足して、造られたメール 検出（連邦機関）はメール スプー
フィングに対してもう一つの重要な防衛線です。 連邦機関は」メッセージ ボディの値からの「悪
用される remediate スプーフィング攻撃に理想的です。 既に組織内の管理名前を識別しているこ
と与えられて、これらの名前の辞書を作成し、次に連邦機関状態でコンテンツ フィルターでこと
辞書参照できます。 管理名前から離れて、またあなた自身のドメインに基づいて DNSTWIST
（良く似たドメイン スプーフィングに対して一致するべき https://github.com/elceef/dnstwist) の
使用によっていとこドメインまたは良く似たドメインの辞書を、作成できます。

最良の方法: メッセージが可能性が高い造られる組織のユーザを識別して下さい。 カスタム辞書
をエグゼクティブ用のそのアカウント作成して下さい。 各管理名前に関しては、辞書は用語（図
8）としてユーザ名およびすべての可能性のある ユーザ名を含む必要があります。 辞書が完了す
るとき、使用は」このの着信メッセージからの値からので「ディクショナリ エントリを一致する
ためにコンテンツ フィルタのメール 検出（連邦機関）を造りました。

図 8.造られたメール 検出のためのカスタム ディレクトリ

それは連邦機関インスペクションをバイパスするために「エンベロープ 送信側」のメール ドメイ
ンのための例外条件を追加するオプションの操作です。 また、カスタム「住所 録」は」ヘッダ
（図 9）からの「で表示する eメールアドレスのリストに連邦機関インスペクションをバイパス
するために作成することができます。

図 9.連邦機関インスペクションをバイパスするために住所 録を作成して下さい

https://github.com/elceef/dnstwist


」値からの「除去し、メッセージ インボックスの実際のエンベロープ 送信側 eメールアドレスを
検討する造られたメール 検出（連邦機関）独自の操作を適用して下さい。 最終措置を適用してよ
りもむしろ、新しい X ヘッダ（例を追加して下さい: 条件と一致し、インスペクション（図
10）の次の層にメッセージを提供し続けるメッセージの X-FED=Match）。

図 10. お勧めのは連邦機関のフィルターの設定を満足させます

レイヤ7: 肯定的に識別されたスプーフィング メール

それは X ヘッダ 情報のような、準備中のさまざまなセキュリティ機能からの他の評決の「SPF
DKIM 適用」および「連邦機関」によって生成 される参照によって実質スプーフィング キャンペ
ーンを識別することはより有効です。 管理者は失敗しました SPF/DKIM 確認結果（X-SPF-
DKIM=Fail）当然の両方の新しい X ヘッダと追加されるメッセージを識別するためにコンテンツ
フィルタを作成できますヘッダ「から」連邦機関ディクショナリ エントリ（X-FED=Match）と一
致して。

推奨 処置は「服従させるために下記に描写されるように警告として」、検疫メッセージあるおよ
び受信者を知らせるか、または元のメッセージを提供し受信者に[可能な限り造られた]ワードを行
を付加し続けることができます（図 11）。

図 11. 単一（最終的な）ルールにすべての X ヘッダを結合して下さい



層 8: Phishing URL からの保護

URL リンクを phishing に対する保護は Cisco E メール セキュリティの URL および発生フィルタ
リングに組み込まれます。 混ぜられた脅威はスプーフィングおよびターゲットにより多くの正規
のを検知 するために phishing メッセージを結合しますそれ故に発生フィルタリングを有効に す
ることはリアルタイムでそのような脅威の検出する、分析し、停止を助けて重要です。 それは
URL 評判が反スパム エンジンのの中で査定され、デシジョンの一部としてスパム 検出のために
使用されること確認する価値があります。 反スパム エンジンがスパムとして URL のメッセージ
を停止しない場合、セキュリティ パイプラインの後の一部の URL および発生フィルタリング両
方によって評価されます。

推奨事項： 「悪意のある」評判スコアとの URL をブロックし、Ciscoセキュリティ プロキシに
「中立」評判スコアとの URL をリダイレクトするコンテンツ フィルタ規則を作成して下さい
（図 12）。 メッセージ修正を有効に することによって脅威発生フィルタを有効に して下さい。
URL は Ciscoセキュリティ プロキシが分析される疑わしい URL を可能にを書き換えます（図
13）。 詳細については、参照して下さい:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/email-security-appliance/118775-technote-
esa-00.html

図 12 URL 評判のためのコンテンツ フィルタ

図 13. 発生フィルタリングのイネーブル URL 書き直し

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/email-security-appliance/118775-technote-esa-00.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/email-security-appliance/118775-technote-esa-00.html


層 9: 増加して下さい Cisco とのスプーフィング 検出機能を進めました Phishing 保
護（APP）を

Cisco はよりよく識別詐欺ベースの脅威から保護するために Phishing 高度保護（APP）を、模倣
するローカル識別および関係を統合動作 analytics と結合します機械学習を、提供しま。 APP は
また管理者がネットワーク欺瞞か他の高度不正侵入を防ぐためにユーザのインボックスから悪意
のあるメールを取除くことを可能にします; そして確保される総防がれるメッセージおよび不正侵
入を含むメール 攻撃 アクティビティに詳しい表示を、提供します。 詳細については、次のリン
クを参照して下さい: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/cloud-email-
security/at-a-glance-c45-740894.pdf

推奨事項： Cisco APP はクラウドの out-of-the-box ソリューションです。 管理者は人間プログラ
ミング介入なしで更なる分析のための Cisco APP ですべての着信メッセージのヘッダー情報を保
つために Exchange およびオフィス 365 のような電子メールサーバで日誌に記すメールを行いま
す。 管理者は Cisco APP が識別した攻撃クラスを（図 14）検討し、管理者に警告する機能が含
まれているかメッセージを削除するか、または攻撃のタイプに基づいて代替フォルダにメッセー
ジを検疫するポリシーを設定します（図 15）。

図 14. Cisco APP は自動的に主要なダッシュボードの攻撃クラスを読み込みます

/content/dam/en/us/products/collateral/security/cloud-email-security/at-a-glance-c45-740894.pdf
/content/dam/en/us/products/collateral/security/cloud-email-security/at-a-glance-c45-740894.pdf


図 15. メッセージが指定攻撃のタイプと一致する場合操作を自動化する Cisco APP で設定 する
ポリシー。

何スプーフィング防止とすることができる多くか。

多くのスプーフィングは少数の簡単な対策の運動によって、を含むがそれに限定されず
remediated できます:

少数の基幹的事業 パートナーにホスト アクセス 表（帽子）の whitelisted ドメインの使用を
非常に制限して下さい

●

最良の方法 リンクで与えられる手順に従うことによって 1 つを作成する場合、
SPOOF_ALLOW 送信側 グループのメンバーを常にトラッキングし、アップデートして下さ
い。

●

graymail 検知を有効にし、スパム検疫にそれらを同様に置いて下さい●

しかしすべて、イネーブル SPF、DKIM および DMARC の最も重要およびそれらを適切に設定し
て下さい。 ただし SPF、DKIM および DMARC レコードを送達する、方法の指導はこの資料の範
囲を超えてあります。 そのため、次の白書を参照して下さい:
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/esa-spf-dkim-dmarc.pdf

またここに説明されているスプーフィング キャンペーンのような remediating メール不正侵入の
チャレンジを理解します。 これらの最良の方法の設定についての質問がある場合、ケースのオー
プンによって Cisco テクニカル サポートに連絡して下さい。 また、ソリューションおよび設計
ガイダンスのための Cisco のアカウントチームに達して下さい。 Cisco E メール セキュリティに
関する詳細については、http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/emailsecurity/index.html
に行って下さい

/content/dam/en/us/products/collateral/security/esa-spf-dkim-dmarc.pdf
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