
           ホワイトペーパー

AIと機械学習が企業のサイバーセ
キュリティをどのように改善するか 
複雑な脅威の状況で全てのドットを接続する



Information Risk Managementによる最近
の調査1によると、企業の86％が今後5年間で
AI（人工知能）の影響を受けるとのことです。
それらの影響の1つは、サイバーセキュリティ
の防御にあります。 サイバー攻撃の量が増え
るにつれ、セキュリティアナリストは圧倒され
てきました。より多くのセキュリティ関連デー
タが収集され、より多くのツールが市場に出回
っているため、毎日より多くのアラートが生成
され、「アラート疲労」問題と呼ばれる問題が
発生しています。
一方、業界には、そのようなアラートを処理す
るための十分な訓練を受けたセキュリティアナ
リストが不足しています。 AIとそのコンポー
ネントである機械学習（ML）は、脅威のハンテ
ィング、脅威の評価、脅威への対応などの面倒
なタスクを自動化するのに役立ち、アラートに
溢れているアナリストの負担を軽減します。
AIはアルゴリズムを使用して、特定の状況で何
をすべきかを決定します。アルゴリズムは、特
定の特定の入力が与えられた場合にコンピュー
ターが何をすべきかについての計画であり、入
力はAIシステムが機能する環境で収集された
データから取得されます。コンピュータに環境
と問題の設定が与えられ、問題の解決策を見つ
けるように指示される、人間の認知機能を模倣
しようとします。 MLは、データと以前のアル
ゴリズム応答を使用して、将来同様の状況で何
をすべきかを学習します。たとえば、自動運転
車では、アルゴリズムは車の周囲に関する情報
と修正された操作の決定によってトレーニング
され、アルゴリズムは以前に処理された状況を
反映した将来の状況を処理する方法を認識しま
す。
サイバーセキュリティは、セキュリティ環境に
関するデータが多く、多くの攻撃が類似してい
るため、AIとMLを適用するための肥沃な分野
です。 MLを使用すると、アルゴリズムは同様
の攻撃に対応する方法を学習し、AIによる自動
化を実現できます。 したがって、MLはAIを推
進する基本的な概念です。
研究者は1980年代後半から、サイバーセキュ
リティソリューションにAIとMLを実装しよう
と試みてきましたが、進歩は遅れています。 
今日、AIに情報を提供したり、MLが学習でき

る情報の品質が向上しているため、ビッグデー
タの出現によりAIとMLの期待が高まっていま
す。 ただし、やるべきことはまだまだたくさ
んあります。

異常検出 – 初期
セキュリティについて話すとき、私たちは良い
ものと悪いもの、正常なものと異常なものを区
別できるシステムが必要です。 したがって、異
常検出をセキュリティに適用するのは非常に自
然なことです。 異常検出の始まりは、研究者が
侵入検知システム（IDS）の構築を開始した1 
9872年までさかのぼることができます。 1998
年から1999年頃、DARPA（インターネットを
作成した政府機関）はベンチマークセットを作
成し、セキュリティにおけるMLメソッドの研
究を呼びかけました3。 残念ながら、十分に実
用的な結果はほとんどなく、運用段階に到達し
た製品はさらに少なくなりました。
異常検出は、教師なし学習に基づいています。
教師なし学習は、既存のラベルを使用せずに、
データセット内のこれまで未知のパターンを見
つけるのに役立つ自己組織化学習の一種です。
本質的に、教師なし学習に基づくシステムは、
何が正常であるかを認識し、異常なものを異
常として識別します。たとえば、IDSは「通常
の」トラフィックがどのように見えるかを知っ
ている可能性があり、脆弱性スキャナーなど、
学習した知識と一致しないトラフィックバリア
ントを警告します。通常、ML科学者は、MLモ
デルを使用して通常の状況をモデル化する方法
を設計してから、大量の通常のデータを使用し
てモデルをトレーニングする必要があります。
その後、モデルは新しいケースにラベルを付け
るために適用されます。ケースが正規モデルに
適合する可能性が非常に低い場合、ケースは異
常として報告されます。要するに、教師なし学
習に基づく異常検出システムが決定を下します
（正常/異常）。教師なし学習アプリケーショ
ンを「1クラスの問題」と呼ぶ人もいます。
ご想像のとおり、教師なし学習に基づくシステ
ムは、異常と見なされる状況が完全に無害であ
る可能性があるため、多くの誤検知を生成する
可能性があります（脆弱性スキャナーをもう一
度考えてください）。異常検出は、異なるもの
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を検出するのに優れていますが、必ずしも悪意
があるとは限りません。これは、セキュリティ
アナリストが今日も苦労している問題です。

ビッグデータの台頭
2000年以降、開発者と研究者は、教師あり学
習に基づいて、スパム対策、フィッシング対
策、およびURLフィルタリングシステムの作
成を開始しました。教師あり学習では、ラベ
ル付けされたデータのセットから意思決定が
学習されます。 ラベルは、通常のケースと認
識される脅威を指定します。そのような例の
1つは、URL分類子です。まず、良性のURLと
悪意のあるURLの大規模なデータセットを使用
して、URL分類子をトレーニングします。次
に、URL分類子が展開され、受信電子メール
から抽出されたURLと一致します。入力された
URLごとに、URL分類子はそれが良性か悪意か
を示すラベルを生成します。教師あり学習ア
ルゴリズムはデータを分析し、推定関数を生成
します（つまり、このトラフィック動作はこの
入力データと一致するため、問題があります）
。これは、新しい例のマッピングに使用できま
す。
教師あり学習を使用する初期のフィルタリング
システムは、比較的小さなデータセットに基づ
いていましたが、ビッグデータの出現により、
データセットのサイズと洗練度が向上しまし
た。たとえば、Gmailはインターネット規模の
データセットを使用してnits分類子をトレーニ
ングし、精度を向上させます。ビッグデータと
膨大な計算リソースを使用するこのような大規
模なシステムにより、Googleはより洗練され
たモデルをトレーニングできます。
ディープラーニングモデルなど、ビッグデータ
に基づくビッグモデル（パラメーター数の観点
から）は、徐々に人気が高まっています。た
とえば、監視対象のMLは、長年にわたってウ
イルス対策シグネチャの生成に使用されてお
り、2012年に、Cylanceは、異常なトラフィ
ック動作など、署名以外のデータセットに基づ
いた次世代のウイルス対策システムの提供を開
始しました。単純な署名マッチングと比較した
MLベースの方法の利点は、MLベースの方法で
は類似しているが完全に同一ではないケースが
見つかる可能性があるのに対し、署名マッチン

グではまったく同じパターンが検索されること
です。

教師あり学習と教師なし学習の組み合わ
せ
教師あり学習はセキュリティアプリケーション
でより多くの成功を収めていますが、ラベル付
けされたデータの大規模なセットに簡単にアク
セスする必要があります。これは、APT（高度
な持続的脅威）や企業を標的としたゼロデイ攻
撃などのサイバー攻撃では生成が非常に困難
です。したがって、すべてのサイバー攻撃を解
決するために教師ありMLを簡単に適用するこ
とはできません。これは、教師なし学習が状況
に戻る場所です。追加のサイバーセキュリティ
の課題を解決するには、教師なしまたは半教師
あり（アダプティブラーニングなど）が可能
な、より高度なAI / MLを開発する必要があり
ます。 教師なし学習と組み合わせたアダプテ
ィブラーニング（人間による分析）により、こ
れらのAPTおよびゼロデイエクスプロイトを検
出する能力が向上します。多数の攻撃ケースに
ラベルを付ける必要がある教師あり学習とは異
なり、アダプティブラーニングは、人間からの
限られたガイダンスを活用して、異常検出の方
向または好みを駆動し、より正確な結果を生成
します。

新しい方向性：ドットの接続
単純な異常検出の大きな問題の1つは誤検知の
量であり、結果が実際に正確であっても、セキ
ュリティアナリストがセキュリティ体制への影
響を迅速に評価し、リソースに向けてリソース
を提供するためのコンテキストが不足していま
す。
この問題に対処する1つの方法は、複数のイベ
ント（ドット）を相関させ、その相関関係がサ
イバー攻撃の強いシグナルを示しているかどう
かを評価することです。 たとえば、1つの「ド
ット」は、午前2時にネットワークにログイン
しているエグゼクティブであり、これだけでは
誤検知と見なされる可能性がありますが、アラ
ートをトリガーするのに十分ではありません。
ただし、エグゼクティブがロシアまたは中国の
IPアドレスから午前2時にログインしているの
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が見られ、エグゼクティブが知らないはずの
PowerShellコマンドを実行している場合は、
アラートがトリガーされます。これは、コンテ
キストを提供する十分な数のドットがリンクさ
れていることを示しているためです。アカウン
トの乗っ取りのようなもので、一部のハッカー
はエグゼクティブのふりをしていますが、通常
の時間に、通常とは異なる場所からログインし
て、通常とは異なることを行っています。
ML / AIコミュニティの基本的な新しいトレン
ドの1つは、MLアルゴリズムにグラフを処理
させることです。ノードとエッジのあるグラフ
は、関係を追跡し、コンテキストを表現するの
に最適です。 ただし、従来、グラフは離散デー
タ構造と見なされていました。一方、MLに最
急降下法の最適化を適用するには、通常、デー
タは連続的で微分可能である必要があります。
近年、グラフを処理するためのMLにはかなり
の数の新しいブレークスルーがあります。この
ような手法は、略してグラフ代表学習またはグ

ラフMLと呼ぶことができます。このような手
法を製品に適用することで、Stellar Cyberのオ
ープンXDRプラットフォームは複数のイベント
を相互に関連付け、一緒に見たときに脅威を構
成するかどうかを評価します。 このアプローチ
により、誤検知が大幅に減少し、アナリストが
APTまたはゼロデイ攻撃をより迅速に特定でき
るようになります。
Graph MLを使用すると、アラートをインシデ
ントに関連付けてグループ化できるため、個別
に調査する必要のあるケースの数を大幅に減ら
すことができます。さらに、相関とグループ化
により、インシデントにはより詳細な情報が含
まれ、グラフMLはランキングまたはスコアを
提供して、SoCチームが重要なインシデントに
より迅速に集中できるようにするのにも役立ち
ます。結果のインシデントグラフは、攻撃コン
テキストをタイムラインで表すための自然な方
法でもあります。
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Stellar CyberのオープンXDRプラットフォームは、すべてのツールからデータを取り込み、攻撃対象領域全体でインシデントを相
互に関連付け、忠実度の高い検出を提供し、AIと機械学習を通じて脅威に自動的に対応することで、すべての検出と対応を実現しま
す。当社のインテリジェントな次世代セキュリティ運用プラットフォームは、コストを削減し、既存のツールへの投資を維持し、アナ
リストの生産性を向上させながら、すべての攻撃活動を早期かつ正確に特定して修正することで、企業のリスクを大幅に軽減します。 
通常、当社のプラットフォームは平均検出時間(MTTD)で20倍、平均復旧時間(MTTR)で8倍の改善を実現します。
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