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概要

ずっと混ぜられた脅威の音量の増加は劇的です。 過去 2 年の最も重要なウイルス発生の多数はス
パム配信と関連付けられました–ウイルス ペイロードを意味することはスパム、phishing、スパイ
ウェアおよびさらにウイルスを送信 するのに使用する「ゾンビ」コンピュータの軍隊を作成しま
す。 メール耐えられたスパイウェアは 6ヶ月毎に倍増して、無差別に送信された URL がユーザ
名 および パスワードを盗む「keyloggers」をインストールすることは珍しくないです。
Mydoom.B バリアントが調整された攻撃とオフライン SCO の Webサイトを奪取 したときにウイ
ルスが大きい分散型サービス拒否攻撃を、のような開始するためにゾンビのネットワークを作成
するのに使用することができます。

何が混ぜられた脅威の突然増加を駆動していますか。 つまり、それは通貨です。 一世反スパム手
法が（ブラックリストおよび内容フィルターのように）より広く展開されたと同時に、従来の方
式は（メッセージのテキストで「オファー」が含まれているサーバの固定バンクからのスパムの
送信のように）より少なく有益になりました。 反スパム テクノロジーを使用してより多くのネッ
トワークによって、少数の「簡単な」スパム メッセージはスパム フィルターを過ぎておよび受信
者のインボックスにそれを作ります。 これはスパムの発信者の価格差益を傷つけ、これらの変更
に適応するために強制しました。 

スパムの発信者は 2 つの個別の方法でこの状況に対処しました: 

それらは配信率で失う何を、音量で構成するという希望のさらにスパムを送信 して います
。

1.

それらは混ぜられた不正侵入にメッセージを隠し、メッセージごとの利益を高めるために回
っています。

2.

第 2 手法は頻繁に犯罪行為になります。 組織犯罪ネットワークは不正侵入を実行し、ウイルス、
phishing の、および他の脅威から利益を得るために確立されました。 2004 年に、ジョン ドーバ
ーと名前を挙げられたユーザーは phishing 不正侵入によって盗まれた 2，000,000 のクレジット
カード 番号に交換の後で阻止されました。

混ぜられた不正侵入で使用される手法はまたますます洗練されるようになりました。 Sober.N ウ
イルスによって用いられるメール、Web ダウンロード、トロイ人およびゾンビ。 従来の内容分

https://en.wikipedia.org/wiki/Mydoom
https://www.computerworld.com/article/2556325/new-variant-of-sober-worm-infecting-pcs-worldwide.html


析フィルターはこれらのインテリジェント な脅威にマッチではないです。 一世反スパム フィル
ターの多くのユーザは」フィルターをトレインするか、または新しいルールを書いている増加す
る時間を「過ごす必要があることが分りました。 ただし、これらの努力にもかかわらず、捕獲物
比率およびスループットは低下する両方です。 結果は各システムを管理するのにより多くの管理
時間が使用されているがより多くのシステムが負荷に遅れずについていくために必要となると同
時にコストが増えることです。 

Cisco E メール セキュリティによってはコンテキスト適応性があるスキャン エンジン（ケース
）として知られているユニークな混ぜられた脅威防御テクノロジーのこれらの脅威が当たりまし
た。 Cisco E メール セキュリティのケース テクノロジーが従来のスパムおよび複雑にされたゾン
ビ ベースの不正侵入を両方停止するのに使用されています。 –効率のための単一統一されたスキ
ャンの…この同じスキャン テクノロジーもシグニチャ アベイラビリティに先んじる 42 時間大い
にウイルスおよび malware を防ぐのに使用されています。

コンテキストの混ぜられた脅威を検出するケースの概要

一世フィルターはメッセージの内容を検知 し、判断をするように設計されていました。 たとえば
」、自由なワードが「二度草ワードと共にメッセージに多くをより、「現われたら」おそらくス
パムでした。 このアプローチは、の代わりに「敗北しことができる」。スパムの発信者があなた
のための「f0r y0u」のような文字の代りに非表示 文字か数の使用によってように比較的易いです
第2世代手法は、ベイズ フィルターのような、スパムの特性を区別し、メールを自動的に正当化
することを学習によってこの制限を当たるように試みました。 しかしこれらの手法はトレインし
、余りに遅く反応し、スキャンするには余りに遅れる余りに挑戦を証明しました。 

今日のスパムと使用される高度不明化手法を与えられて最新技術のフィルターは完全なコンテキ
ストの来信を検査する必要があります。 ケースはメッセージの合法性を評価している人間が使用
するロジックをエミュレートする高度機械学習手法を使用します。 人間リーダー、また Cisco E
メール セキュリティのケース テクノロジーは、4 つの基本的な質問をします:

だれが私をメッセージ 送信 しましたか。1.
リンクはどこでメッセージの私を奪取 しますか。2.
メッセージはどのように組み立てられたか。3.
メッセージは何が含まれていますか。4.

続くことは評価される各々の論理的なエリアのチェックです。 

だれか。 

示されたより早い、一世スパム フィルターとしてキーワード探索に主にスパムを識別するために
頼りました。 2003 年に、Cisco （IronPort）は評判フィルタリングの概念の導入によって E メー
ル セキュリティ業界を革命化しました。 コンテンツフィルタリングが質問をする間、「メッセー
ジに何がありますか。」、評判フィルタリングは質問をします、「だれがメッセージをか」。送
信 しました。 この簡単でしかし強力な概念は脅威が評価されるコンテキストを広げました。
2005 年までに、ほぼ各主要な商業セキュリティ ベンダーはある種の評判システムを採用しまし
た。 

評判を判別することはある特定の送信側の動作についての広いデータセットを検査することを含
みます（送信側はメールを送信 する IP アドレスと定義されます）。 Cisco はこの IP、生産国に
よってメール 音量を含む 120 の異なるパラメーターにホストが危殆化される、および多く一定時
間にわたり考慮しますかどうか、「スパムの数トラップします」ヒットを。 Cisco に評判スコア
を生成するためにこのデータを処理する、アルゴリズムを開発し、維持する統計学者のチームが
あります。 この評判スコアはそれから信頼性に基づいて送信側を絞ることができる受信 Cisco E



メール セキュリティ アプライアンス（ESA）に使用できるようにされます。 短いでは「
spammy」送信側現われます、ゆっくり行きます。 従ってまたフィルタリングする評判はメッセ
ージが受け入れられる前にメール システムのパフォーマンスおよびアベイラビリティを大幅に改
善する拒否するか、またはスロットリング接続によってサージ メール音量と、関連付けられる問
題を提起します。 Cisco ESA 評判フィルターは二度着信スパムの 80%以上、およそ競争システ
ムの捕獲物比率停止します。

場所 

メール 内容分析および評判の組み合せが 2003 年に最新技術の間、スパムの発信者およびウイル
ス ライターの作戦の洗練は育ち続けます。 それに答えて、Cisco （IronPort）は Web 評判の概念
を–メッセージが評価されるコンテキストを広げるために重要で新しいベクトルもたらしました。
メールの評判のある特定の URL の評判を査定するために計算で利用するアプローチに類似した
45 以上のサーバ 関連パラメータの Cisco Web 評判外観。 パラメータは URL にこの URL が既知
「ゾンビ」とまたは感染させた PC ホスト関連付けられ、URL によって使用されるドメインの経
過時間かどうか URL が悪い評判スコアとの IP アドレスでホストされるかどうか、HTTP 要求の
音量が一定時間にわたり含まれています。 メール評判と同様に、この Web 評判はシステムが洗
練された脅威のあいまいさを取扱うようにする粒状スコアを使用して測定されます。

どのようにか。 

Cisco E メール セキュリティの文脈上分析へのもう一つの目新しい取り組み方はメッセージの構
築を検査することです。 正当 な メール クライアントは、Microsoft Outlook のような– MIME エ
ンコード、HTML、または他の同じような手段（方法）を使用して…、ユニークな方法でメッセ
ージを組み立てます。 メッセージの構築のチェックは合法性についてずいぶん明らかにすること
ができます。 言うことはこれの例をスパム サーバが正当 な メール クライアントの構築をエミュ
レートすることを試みるとき発生します。 これはしにくく不完全なエミュレーションは不法なメ
ッセージの信頼できるインジケータです。 

処理内容 

だけ先に注意されるようにメッセージ、しかし、考慮する完全な文脈上分析必要は不法なメール
の識別へ内容分析の内容を十分なアプローチではないです。 Cisco E メール セキュリティのケー
ス テクノロジーは最新技術の機械学習手法を使用して完全な内容分析を、行います。 これらの手
法はメッセージの内容を検査し、さまざまなカテゴリーで記録します–財政、ポルノですか、また
は他のスパムに関連するために知られている内容が含まれていますか。 この内容分析は他の属性
と共にケースに–、ところ、どのように、および何メッセージの完全なコンテキストを評価するた
めに–考慮されます。

処理のケース

ケースによって分析されるデータの幅が理由でテクノロジーは– IronPort 反スパム（IPAS）、
Graymail およびウイルス発生フィルタ（VOF）を含む…いろいろなセキュリティアプリケーショ
ンで使用されます。 スパムを停止するのにケースがどのように用いられているか強調表示の下の
例。 メッセージの内容は phished 得る組織とほぼ同一です従ってメッセージの内容分析は脅威を
識別しません。 コンテンツ ベース フィルターに、正当 な通信であるためにこのメッセージが現
れます。 このメッセージがスパムであるかどうか判別するため」、容易に正当ようにメッセージ
の認識にだますことができる何をに主に「頼るフィルター。 ただし、メッセージの完全なコンテ
キストの分析は別のピクチャを塗ります。



送信 メール サーバの IP アドレスは疑わしい です–音量で突然サージがあり、ドメインは、
と引き換えに、メールを受け入れません。 

●

コンシューマー ブロードバンドネットワークにあるためにようであるメールの URL はサー
バを指します。 

●

メッセージでアドバタイズされる URL はリンクでクリックするときユーザがにナビゲートさ
れること「実際の」URL と異なっています。

●

これらのファクタの 3 つがすべてコンテキストで考慮されるとき、これが正当 な メッセージで
はないがなりましたり、実際、スパム不正侵入ですことはクリアに。

従来の「コンテンツ フィルタ」
どんなコンテンツ フィルタが見つけるか

コンテキスト適応性があるスキャン
どんなケースが見つけるか

処理内容  正当 なメッセージの内容。 処理内容 正当 なメッセージの内容。
どのようにか。 メッセージ 構築は Microsoft Outlook
クライアントをエミュレートします。
だれか。
1）送信 される メールの音量の突然サージ。
2) と引き換えに、メール サーバはメールを受け入れ
ません。 
3) ウクライナであるメール サーバ。

場所
1）ディスプレイ及びターゲット URL Webサイト ド
メイン間の AM ismatch は前に日登録しました。
2）コンシューマー ブロードバンドネットワークでホ
ストされる Webサイト。 
3) 「Whois」データは既知スパムの発信者としてドメ
イン オーナーを示します。

評決: UNKNOWN 評決: ブロック
ケースがウイルス発生フィルタで用いられるとき、同じ記録および機械学習機能は別々に調整さ
れたデータセットに適用します–とはいえ。 ウイルス発生フィルタは Cisco によって提供され、
ケース テクノロジーによって動力を与えられる予防アンチウィルス ソリューションです。 発生
は「両方リアルタイム」発生ルール（Cisco Talos 特定の発生によって発行される）および発生か
らユーザを保護する「常時接続」適応性があるルールに対して十分に形成する可能性があった前
にソリューション スキャン メッセージを（こといつもケースの常駐する）フィルタリングします
。 複数の方法でウイルス発生から正確に検出し、保護するために有効ウイルス発生フィルタを包
装して下さい。 最初に、ケースはすぐに添付ファイル、ファイル サイズ、ファイル名、ファイル
名 キーワード、ファイル マジック（ファイルの実際の拡張）、および組み込まれた URL のファ
イル拡張子のようなパラメータに基づいてメッセージをスキャンできます。 ケース テクノロジー
がこの詳細レベルにメッセージを分析するので、Cisco Talos は最小 false positive との発生から
正確に保護する非常に粒状発生ルールを発行できます。 ケースは動的に更新済発生ルールを受け
取ることができます最新の発生から保護するようにする。 

発生ルールに基づいてメッセージの分析に加えてケース テクノロジーはまた適応性があるルール
に基づいてメッセージをスキャンします。 ウイルスを表した奇形およびスプーフィング特性のた
めの受信メッセージを検査する適応性があるルールは精巧に調整された発見的方法およびアルゴ
リズムです。 これらのパラメータに加えて、適応性があるルールは SenderBase ウイルス スコ
ア（SBVS）に基づいてメッセージを記録します。 SBVS は SenderBase 評判スコア



（SBRS）に、スパムよりもむしろ送信がパーティ ウイルス メールを送信 すること確率に、基づ
いてランキングと類似したスコアですが。 ウイルス メールの大半は以前に感染させた「ゾンビ」
マシンによって送信 されます、従ってこれらの送信パーティを識別し、記録することは伝染性ウ
イルスの必要なファクタです。

Cisco E メール セキュリティのケース テクノロジーはケースが複数の方法のメッセージを検査す
るのでウイルス発生従来のアンチウィルス ソリューションをよりかなり前に停止することをウイ
ルス発生フィルタが可能にします。 それにメッセージ添付ファイルの多数の特性を、メッセージ
の内容およびメッセージ 構築、また機能分析する機能が送信側評判に基づいてメッセージを分析
するあります。 IronPort 反スパムおよび評判フィルタ エンジンが、メッセージただこれらのアプ
リケーションの一度だけスキャンされる必要があると同時にそして、ケースがまた機能するので
。

高いパフォーマンス、低価格

ケース テクノロジーの後ろのロジックは非常に洗練され、および従って非常に CPU 中心処理で
きます。 効率を最大化するために、ケースはユニークな「早い終了」テクノロジーを使用します
。 ケースによって処理される早い終了は無数ルールの効力に優先順位をつけます。 ケース テク
ノロジーは最も影響が大きく、低価格第 1 とルールを実行します。 統計的な評決が（肯定的か否
定的かどうか）達すれば、追加ルールは、保存するシステム リソース動作しません。 このアプロ
ーチの優雅に各ルールの効力のよい理解があっています。 効力が変更するように監視を自動的に
包装し、ルール実行の順序を適応させます。

早い終了の結果はケース テクノロジーがメッセージを従来の規則に基づいているフィルタよりフ
ァーストおよそ 100%処理することです。 これに大きい ISP およびエンタープライズのための個
別の長所があります。 しかしそれにまた中小企業のための利点があります。 Cisco E メール セキ
ュリティの AsyncOS オペレーティング システムの効果でつながれるケースの効率は意味しま–
AsyncOS およびケース テクノロジーの ESA が非常に低価格ハードウェアで設定することができ
ることを資本コストの下で駆動します。 

もう一つの方法は管理上のオーバーヘッドの除去によってテクノロジーが低価格に変換するケー
ス行います。 ケースは、時の桁自動的に調整され、毎日アップデートされます。 Cisco Talos は
トレインするエンジニア、多言語技術者および統計学者を提供します。 Cisco Talos アナリスト
にあらゆる Cisco E メール セキュリティ 顧客のネットワークで検出されるメール フローのアノ
ーマリを強調表示するまたはグローバル な メール トラフィックパターンがあります特別なツー
ル。 Cisco Talos はリアルタイムのシステムに自動的に押される新しいルールを生成します。
Cisco Talos はまた「スパムおよびハムの大きい体を維持します」、ケースによって使用されるさ
まざまなルールをトレインするのに使用されています。 自動的にアップデートされたケース ルー
ルはスパム検疫によって渡っている管理者が調整し、微調整するか、フィルタをまたは費やす時
間をである必要がないことを意味します。

要約

サービス拒否攻撃のスパム、ウイルス、malware、スパイウェア、否定、およびディレクトリ収
穫不正侵入はすべて同じ根本的な動機によって–利益駆動されます。 これらの利益は情報の商品
の販売かアドバタイジングまたは盗難によって達成されます。 これらの販売からの利益は専門エ
ンジニアが開発する巧みな攻撃をますます駆動しています。 高度 E メール セキュリティ システ
ムはこれらの脅威に逆らうために最も広い可能性のある コンテキストのメッセージを分析する必
要があります。 Cisco E メール セキュリティのコンテキスト適応性があるスキャン エンジン テ
クノロジーは 4 つの基本的な質問をします: だれ、ところか、–混ぜられた脅威からの正当 な メ
ッセージを取り除くため何、およびどのように。 



「だれがメッセージを送信 したかだれ」メール評判が送信側かのあるか–。 ●

Webサイトをホストする出典の評判が–分析しますある「リンクがどこに奪取 するかところ
」。 

●

「ある–メッセージが含まれているものが何」分析がメッセージかの内容の」分析の型何）
（頻繁の一世システムに」もっぱら頼って下さい。 

●

メッセージがどのようにの組み立てられるか」分析はどのようにあります最終的には、「。●

ウイルス発生を、phishing 不正侵入防ぐために、メール耐えられたスパイウェアするように同様
にうまく作業スパム、または他を停止するためにメール脅威何、およびどのように、だれを、と
ころ分析するこの基本フレームワーク。 データセットおよび分析ルール セットは各脅威のために
とりわけ調整されます。 テクノロジーを単一 高性能 エンジンのこれらの脅威の処理によって最
も広い範囲の最大級効率で脅威を停止するようにします Cisco ESA が包装して下さい。
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