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はじめに 

人工知能（AI）は、学術界やスペキュレイティブフィクション（思索的小説）

の領域を超えて商用化が進んでおり、AI を活用して情報の入手、利用、保護

に変革をもたらす革新的な製品が生まれています。 

米国では、AI が国防面で戦略的な重要性を持つことが認識されています。た

とえば、2016 年  10 月に米国政府の国家科学技術委員会の技術評議会

（NSTCCT）が発行したレポート 1 には、「サイバーセキュリティは AI の重

要な応用分野であり、サイバー対策の防御と攻撃の両方で重要な役割を担う

ことが期待されている」と記載されています。その後、NSTCCT は『National 
Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan（米国人工知

能研究開発戦略計画）』2 を発行し、米国政府が資金提供する研究開発を紹介

しています。 

AI とは何か、何を実現できるのか、実際のセキュリティ問題への取り組みで 
AI が重要性を増している理由は何かについて、セキュリティの専門家が実践

的な知識を得ることが重要です。 

人工知能の種類 

AI には、次の 3 種類の研究分野があります。 

1. 人工超知能（ASI）で想定される架空の未来では、あらゆる種類の認知的

作業でコンピューターが人間をしのぎ、人間は時代遅れの存在になりま

す。 

2. 汎用人工知能（AGI）では、人間と同程度の知能、学習能力、判断力を備

えたコンピューターを設計することを目標とします。 

3. 特化型人工知能（ANI）は個別の問題を解決するアプローチであり、コン

ピューターの優れた処理能力を活用して、大量のデータの中から重要なパ

ターンと関係を検知します。たとえば、ANI システムは、実行可能ファ

イルが無害であるか有害であるかを判定し、サイバー攻撃を示唆する異常

な動作を検知して対処する能力などに長けています。 

近年では、サイバーセキュリティへの AI 適用における有益な研究成果や技

術的進歩のほとんどが、ANI の一分野である機械学習（ML）から得られてい

ます。機械学習は、データにアルゴリズムを適用することで機械を学習させ

ることに重点を置いています。このホワイトペーパーでは、ML 分野に含まれ

る ANI 方式のみに焦点を当てます。 

 

 

 

 

 
1. Preparing for the Future of Artificial Intelligence 
2. The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan 

  

https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/whitehouse_files/microsites/ostp/NSTC/preparing_for_the_future_of_ai.pdf
https://www.nitrd.gov/PUBS/national_ai_rd_strategic_plan.pdf
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機械学習はどのような問題に対処できるのか 

すべての問題が ML ソリューションの対象になるわけではありません。まず

第一に、正確で関連性の高い、十分な量を集められるデータセットを分析す

ることで解決できる問題でなければなりません。さらに、このデータは適切

な期間内に処理可能である必要があります。多くの場合、結果を得るまでに

何万回もの計算を実行する必要があるため、迅速な計算のために十分な処理

能力を備えたコンピューターが利用できなければなりません。 

幸いなことに、セキュリティ分野は ML 分析に適しています。ログ、ネット

ワークセンサー、エンドポイントエージェントのデータなど、大量のネット

ワークデータやテレメトリデータが日常的に生成、収集され、ディレクトリ

サービスやその他のネットワークサービスで配信されています。悪意のある

アクティビティを特定して脅威を軽減するには、こうしたデータ内にコンテ

キストの手がかりが必要となりますが、その手がかりを引き出すツールを利

用できることが前提となります。 

セキュリティではコンテキストが重要です。1 つのデータポイントの重要性

は、それが出現するコンテキストと、他のセキュリティイベントとの相関関

係に基づきます。ML システムに、管理下の資産に関係する活動についての幅

広い情報を与えることにより、アナリストは、時間軸や、異なるホスト、ユー

ザー、およびネットワークにわたって広範囲に分散しているイベントがどの

ように関係しているかを把握できます。正しく適用することで、ML は侵害の

リスク軽減に必要なコンテキストをセキュリティ専門家に提供できます。併

せて、サイバー攻撃を仕掛ける脅威アクターが負担するコストを大幅に増や

すことができます。 

ML 分析用データの準備 
セキュリティの専門家が理想とするのは、すべてのデータを分析し、ネット

ワークとコンピューティングの環境を正確に反映した分析結果を確実に得る

ことかもしれません。しかし、BlackBerry のデータサイエンティストは、管

理しやすい代表的なサブセットで作業できる、統計的なサンプリング技法を

利用しているのが実状です。次に、サンプル内のどのデータ要素を抽出して、

分析の対象とするかを決定します。ML では、このデータ要素を特徴量（属性）

と呼びます。特徴量とは、分析して有益な洞察を引き出すことができる、デー

タの特性や性質を表します。 

該当する特徴量として、開いているポート、閉じているポート、またはフィル

タリングされたポートの割合、これらの各ポートで実行されているアプリ

ケーションとそのバージョン番号などが挙げられます。従業員によるデータ

流出の可能性を調査する場合、セキュリティの専門家は、帯域幅の使用率、ロ

グイン回数、ユーザーのアクセス権限、エンドユーザーの行動属性などの特

徴量を対象に含めることをお勧めします。これらの特徴量は、機密データの

アクセス状況や使用状況における異常を示していることがあります。 

通常、特徴量の選択肢は数千にのぼります。ただし、特徴量を追加するごとに

プロセッサの負荷が増し、分析を完了するまでの時間が長くなります。した

がって、セキュリティ分野の専門知識に基づいて、無関係であることが判明

している特徴量は除外することをお勧めします。 
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ほとんどの ML アルゴリズムでは、データのエンコードや特定の数学的方式

での表現を必要とします。一般的なアプローチの 1 つに、サンプルとその特

徴量の集合を行と列のグリッドにマッピングする方法があります。この方法

で構造化された各サンプルはベクトルと呼ばれます。さらに、行と列の集ま

り全体は行列と呼ばれます。ベクトル化されたデータには、さまざまな ML 
手法を適用できます。このホワイトペーパーでは、クラスタリング、分類、深

層学習の 3 つの手法について考察します。 

クラスタリング 

クラスタ分析の目的は、主要な特徴量や属性の未知の類似性に基づいて、サ

ンプルを個別のグループやクラスタに分割することです。サンプルの類似性

が高まると、それらのサンプルが同じクラスタを共有している可能性も高ま

ります。 

人間は 3 次元の世界を体感しています。そのため、2 つの物体を結ぶ最短の

直線の長さを測ることで、2 つの物体間の距離を測定できます。このユーク

リッド距離は、ピタゴラスの定理を使用して計算されます。 

クラスタリング分析では、特徴量空間の概念が取り入れられており、サンプ

ルセットで評価されるすべての特徴量に 1 つずつ次元を割り当てます。次元

数は、数千次元でも定義できます。クラスタリングアルゴリズムは、この特徴

量空間の座標にサンプルを割り当てて、サンプル間の距離を測定することで

機能します。 

分析が完了すると、メンバーの数が異なる一連のクラスタがセキュリティ専

門家に提示されます。悪意のある動作は比較的珍しいため、最も多くのサン

プルを含むクラスタは、通常、無害のアクティビティに関連付けられます。メ

ンバーがほとんどないクラスタは異常を示していることがあり、さらなる分

析を必要とする悪意のあるアクティビティの可能性があります。 

クラスタリングは数学による厳密なアプローチを提供し、他の方法では検知

が困難または不可能と思われる、ネットワーク、アプリケーション、ファイ

ル、およびユーザーデータ間のパターンや関係を検知します。 

分類 

世界を理解するために、人間はさまざまな認知的戦略を採用しています。最

も有用な方法の 1 つが、特徴や特性の抽象的な関係に基づいて、物体やアイ

デアを個別のカテゴリに割り当てる機能です。多くの場合、使用されるカテ

ゴリはバイナリカテゴリです。食べられる食物もあれば、食べられない食物

もあります。道徳的に正しい行為もあれば、道徳的に正しくない行為もあり

ます。こうしたカテゴリを使用することで、既知の物体や行為を一般化でき

ます。その結果、まったく新しい物体や行為の特性を正確に予測することが

できます。 
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皮が黄色く内部は柔らかい、甘い匂いが鼻を突く楕円形の物体を提示された

人間は、過去の知識を活用して、それが果物のカテゴリに属していると予測

します。その物体を果物店に持ち込めば、この予測の精度を検証できます。マ

ンゴーのラベルが貼られた同様の物体が詰まった箱が見つかれば、予測が正

しいことが結論づけられます。その場合は、果物の一般常識に基づいて、マン

ゴーは美味しく、栄養面のメリットが得られることを予測できます。こうし

たカテゴリの知識は、マンゴーを食べるかどうかの決定に応用できます。 

セキュリティの分野では、分類を使用して、1 通の電子メールをスパムに分

類すべきかどうかを予測できます。あるいは、ネットワーク接続は無害なの

か、それともボットネットに関連付けられているのかを予想することができ

ます。ML では、カテゴリ化に使用するさまざまなアルゴリズムを分類子と呼

びます。分類子には多くの種類があり、それぞれに長所と短所があります。 

正確な分類モデルを生成するために、データサイエンティストは、サンプリ

ングとカテゴリ分類が正しく行われた大量のラベル付きデータを必要としま

す。通常、これらのサンプルは、トレーニング、検証、テスト用に 2 つまた

は 3 つのセットに分けられます。大まかに言って、トレーニングのセットが

大きいほど、分類子が正確なモデルを生成する可能性が高くなります。その

後、分類セッションは、一般的に次の 4 つのフェーズを経ることになります。 

1. トレーニングフェーズ：アナリストがトレーニングデータに分類子を適用

してモデルを作成します。 

2. 検証フェーズ：アナリストは検証データをモデルに適用して、その精度を

評価します。 

3. テストフェーズ：トレーニングと検証のプロセスで使用しなかったテスト

データを使用して、モデルの精度を評価します。 

4. 導入フェーズ：ラベルの付いていない新しいデータのクラスメンバーシッ

プをモデルが予測します。 

実際には、アナリストはさまざまなアルゴリズムと処理方法を使用して、複

数のモデルをトレーニング、検証、テストしてから、精度と処理効率を最適に

兼ね備えたモデルを選択します。 

デシジョンツリーを使用した分類の例 
デシジョンツリー（DT）アルゴリズムは、クラス予測で終わる一連の「if-then-
else」決定ルールを定義することで、サンプルがどのカテゴリに属しているか

を判断します。DT アルゴリズムはルート（根）、ブランチ（枝）、リーフ（葉）

で構成されているため、的を射たネーミングです。図 1 は、悪意のある URL 
を特定する仮定のデシジョンツリーを示しています。 
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図 1：悪意のある URL を特定する仮定のデシジョンツリー 

 

ツリーはルートを一番上にしたトップダウンで構成されており、ルートには有害

な URL と無害の URL が混在しています。ここでの目標は、これらのサンプル

をそれぞれの特性や特性値によって徐々に純粋なサブセットまで分岐させること

です。1 つのクラスにのみ属するサンプル（無害または有害）を含む終端ノード

のリーフが生成されるまで、この if-then 処理を継続します。 

教師あり学習と教師なし学習 
分類は教師あり学習の一例です。アナリストは、調査中の特性についてすでにラ

ベル付けされたサンプルを使用してモデルを作成します。ここでの分類子の役割

は、ラベルのない新しいサンプルのクラスを予測するために、各クラスの特性属

性をどのように使用できるかを確認することです。一方、クラスタリングは、教

師なし学習の一例です。この学習方法では、サンプルのあるグループと別のグルー

プを識別する特性をアルゴリズムで見つける必要があります。データサイエン

ティストが教師あり学習と教師なし学習を併用することもよくあります。 

深層学習（ディープラーニング）とニューラル

ネットワーク 

深層学習は、処理の階層を取り入れて、それぞれの層が異なる種類の計算を実行

するという根本的に異なるアプローチに基づいています。サンプルは層ごとに段

階的に処理され、各層の出力が次の層の入力となります。これらの処理層の少な

くとも 1 つは、隠れ層となります。隠れ層を採用したこの多層型アプローチは、

深層学習と他のすべての ML 方法との違いを示すものです。 

  

7 日未満 7 日超 

すべての URL 

毎日の訪問者数  
25 万人超 

Alexa のトップサイト

リストに掲載 

クラス 0 URL が 
自動生成 

クラス 0 ドメイン登録者に関する

脅威情報レポート 

クラス 0 クラス 1 クラス 0 クラス 1 

はい いいえ はい いいえ 

はい いいえ はい いいえ 

ルートノード 
すべてのトレーニングサ

ンプルを含む 

ブランチ 
特性値でサンプルをサブ

セットに分割する 
 
 
 

リーフノード 
分割後のサンプルの混成

サブセットを含む 
 
 
 
 
 

終端ノード 
クラス予測を割り当てる 
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深層学習には、ニューラルネットワークを中核とするさまざまな学習方法（教

師なし学習、半教師あり学習、教師あり学習）が含まれます。ニューラルネッ

トワークはアルゴリズムのクラスであり、このように名付けられているのは、

密に相互接続されたニューロンが脳内で相互作用する方法をシミュレートし

ているためです。ニューラルネットワークは非常に柔軟な汎用アルゴリズム

であり、多種多様な問題を多彩な方法で解決できます。ニューラルネットワー

クが他のアルゴリズムと異なる点として、たとえば、モデルの定義方法を制

御するために数百万個、さらには数十億個ものパラメータを利用できること

が挙げられます。下記の例では、汎用ニューラルネットワークが分類の問題

をどのように解決するかについて考察します。 

ニューラルネットワークの処理 
図 2 に示すように、ニューラルネットワークは、入力層、隠れ層、出力層の

中に含まれるノードで構成されています。それぞれの層は、分類の計算で異

なる役割を担います。この図のように完全に接続されたネットワークでは、

ある層の各ノードの出力はそれに続く層の各ノードの入力とつながっていま

す。ここに示した例は、フィードフォワード型ニューラルネットワークの例

でもあります。このタイプのニューラルネットワークでは、情報は 1 つの層

から次の層へ直接渡され、後戻りすることなく、分類決定が割り当てられる

出力層まで送られます。しかし、これは実装可能な多くの構成の 1 つにすぎ

ません。ニューラルネットワークでは、階層間のフィードバックループを取

り入れて、情報の流れを特定のノードに制限する部分結合アーキテクチャを

利用することもできます。説明を簡単にするために、完全に接続されている

フィードフォワード型の各層が実行する処理について考察します。 

 

 

図 2：汎用ニューラルネットワークのアーキテクチャ 

  

情報の流れ 

出力層 
（アクティブノード） 

隠れ層 
（アクティブノード） 

入力層 
（パッシブノード） 
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入力層 
入力層のノードはパッシブです。つまり、特定のサンプルの属性値を受け取っ

て、処理を担う最初の隠れ層のすべてのノードに渡すだけです。したがって、

入力層にはサンプルセットの特性ごとに 1 つのノードが含まれている必要

があります。たとえば、解像度が 64 ピクセル x 64 ピクセルの写真をカテゴ

リ化すると、4,096 の入力ノード（ピクセルごとに 1 ノード）の入力層が構

成されます。言語処理の問題を解決する場合、該当する特性には、分析される

サンプルの固有の単語数や各単語の出現頻度などが含まれます。 

隠れ層 
隠れ層は、図 3 に示したようなノードで構成されています。これらのノード

は、深層学習プロセスの困難な作業を担います。これは最初の隠れ層の最初

のノードであるため、この処理は次のように進みます。 

 入力層から特性値を受領。最初のサンプルのすべての属性値がノードの入

力 x1 ～ xm に受け渡されます。 

 重みの適用。それぞれの属性値に対応する重み値を掛けます。たとえば、

入力 x1 の属性値に重み w1 を掛け、入力 x2 の属性値に重み w2 を掛け

ます。重み値が 1 よりも大きい場合、最終的な分類決定に対するその特

性の貢献度は徐々に増していきます。重み値が 1 よりも小さい場合は、

それに応じて貢献度も減少します。 

隠れ層のすべてのノードに対するすべての入力は、異なる重み値で初期化

されます。この値は、必要な精度レベルに達するまで、処理サイクルを経

るごとに徐々に最適化されます。アナリストは、初期の重みをランダムに

設定することも、関数を使用して適切な初期値を概算することも、同様の

問題とデータセットを扱った過去の経験に基づいて初期値を設定すること

もできます。 

 積の合計。積はネット入力関数に送られて、そこで積の和が計算されま

す。その結果は、追加処理のために活性化関数に渡されます。 

 活性化関数の適用。活性化関数は、その階層で指定されている計算を実行

します。アナリストは、問題シナリオの性質や、ソリューションを生み出

すために必要な一連の計算に基づいて、多くの活性化関数の中から適切な

ものを選択できます。 

 結果の出力。活性化関数の結果は、ノードの処理による総合的な効果を示

す数値です。それぞれの値は、異なる重みの比率と特性属性の組み合わせ

を表しています。これらの組み合わせをすべて処理し、その結果を他の隠

れ層に渡すことで、ニューラルネットワークは、サンプルのクラス割り当

てを最も正確に予測する特性と重みの組み合わせを段階的に判定します。 
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図 3：隠れ層 #1 のノード #1 

隠れ層 2-n での処理 

隠れ層 #2 の各ノードは、隠れ層 #1 のすべてのノードから出力値を受け取

ります。この場合も、それぞれの値には特定の重み値が掛けられ、積が合算さ

れます。その結果は活性化関数に渡され、新しい出力が生成されて次の階層

に送られます。そこでも同様の処理が繰り返されます。この処理は、すべての

隠れ層を横断して、出力層に計算結果が到達するまで続けられます。 

出力層 
出力層は、ニューラルネットワークの最後の階層です。これは分類の実習な

ので、対象となるクラス割り当てごとに 1 つのノードが出力層に取り込まれ

ます。隠れ層のノードと同様に、これらのノードもアクティブであるため、活

性化関数を組み込むことができます。その一般的な例として、分類決定を確

率スコアに変換する活性化関数が挙げられます。スコアが最も高いノードに

よって割り当てられるクラスラベルが決まります。 

それぞれのトレーニングサイクルの終了後、損失関数は分類決定をクラスラ

ベルと比較し、より正確な結果を得るためにすべての隠れ層の重みをどのよ

うに変更するか判断します。このプロセスを必要なだけ繰り返した後で、一

連のモデル候補は検証とテストのフェーズへ進むことができます。 

  

入力 重み 

ネット入力関数 活性化関数 

出力 
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まとめ 

このホワイトペーパーでは、複雑なサイバーセキュリティの課題を解決する

ために BlackBerry のデータサイエンティストが使用しているツールとプロ

セスについて紹介しています。科学は強い印象を与えますが、単なる出発点

にすぎません。BlackBerry が際立っているのは、高度なセキュリティの専門

知識に基づいてこれらのツールを適用し、BlackBerry® モデルの構築に利用で

きる、膨大な独自のセキュリティデータを蓄積し続けている点です。これら

の資産が集合することで、BlackBerry のエキスパートは、セキュリティの問

題を正しく認識し、組織におけるサイバーリスクの最小化と回復力の最適化

に役立つソリューションを生み出すことができます。 

詳しくは、弊社の Web サイトをご覧ください。 

 

BlackBerry について 
 
BlackBerry（NYSE：BB；TSX：BB）は、インテリジェントなセキュリティソフトウェアとサービ

スを世界中の企業と政府機関に提供しています。BlackBerry のソリューションは、1 億 7,500 万
台の自動車をはじめ、5 億以上のエンドポイントを保護しています。BlackBerry はカナダのオンタ

リオ州ウォータールーに本拠を置き、AI と機械学習を活用してサイバーセキュリティ、安全、デー

タプライバシーソリューションの分野に革新的なソリューションを提供しています。また、エンド

ポイントセキュリティ管理、暗号化、組み込みシステムの分野におけるトップクラスの企業です。

BlackBerry のビジョンは明確です。つながる未来に信頼性あるセキュリティを確保することです。 

詳細については、BlackBerry.comにアクセスし、@BlackBerryJPsec をフォローしてください。 

© 2021 BlackBerry Limited. BLACKBERRY や EMBLEM Design などの商標（ただし、これらに限定されない）は、BlackBerry Limited 
の商標または登録商標です。また、このような商標に対する独占的権利が明確に留保されています。その他すべての商標は各社の所

有物です。BlackBerry は、いかなるサードパーティの製品またはサービスに対しても責任を負いません。 

BB20-XXXX | 210706 

https://www.blackberry.com/ja/jp/products/unified-endpoint-security
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はじめに

人工知能（AI）は、学術界やスペキュレイティブフィクション（思索的小説）の領域を超えて商用化が進んでおり、AI を活用して情報の入手、利用、保護に変革をもたらす革新的な製品が生まれています。

米国では、AI が国防面で戦略的な重要性を持つことが認識されています。たとえば、2016 年 10 月に米国政府の国家科学技術委員会の技術評議会（NSTCCT）が発行したレポート1には、「サイバーセキュリティは AI の重要な応用分野であり、サイバー対策の防御と攻撃の両方で重要な役割を担うことが期待されている」と記載されています。その後、NSTCCTは『National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan（米国人工知能研究開発戦略計画）』2を発行し、米国政府が資金提供する研究開発を紹介しています。

AI とは何か、何を実現できるのか、実際のセキュリティ問題への取り組みで AI が重要性を増している理由は何かについて、セキュリティの専門家が実践的な知識を得ることが重要です。

人工知能の種類

AI には、次の 3 種類の研究分野があります。

人工超知能（ASI）で想定される架空の未来では、あらゆる種類の認知的作業でコンピューターが人間をしのぎ、人間は時代遅れの存在になります。

汎用人工知能（AGI）では、人間と同程度の知能、学習能力、判断力を備えたコンピューターを設計することを目標とします。

特化型人工知能（ANI）は個別の問題を解決するアプローチであり、コンピューターの優れた処理能力を活用して、大量のデータの中から重要なパターンと関係を検知します。たとえば、ANI システムは、実行可能ファイルが無害であるか有害であるかを判定し、サイバー攻撃を示唆する異常な動作を検知して対処する能力などに長けています。

近年では、サイバーセキュリティへの AI 適用における有益な研究成果や技術的進歩のほとんどが、ANI の一分野である機械学習（ML）から得られています。機械学習は、データにアルゴリズムを適用することで機械を学習させることに重点を置いています。このホワイトペーパーでは、ML 分野に含まれる ANI 方式のみに焦点を当てます。











Preparing for the Future of Artificial Intelligence

The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan




機械学習はどのような問題に対処できるのか

すべての問題が ML ソリューションの対象になるわけではありません。まず第一に、正確で関連性の高い、十分な量を集められるデータセットを分析することで解決できる問題でなければなりません。さらに、このデータは適切な期間内に処理可能である必要があります。多くの場合、結果を得るまでに何万回もの計算を実行する必要があるため、迅速な計算のために十分な処理能力を備えたコンピューターが利用できなければなりません。

幸いなことに、セキュリティ分野は ML 分析に適しています。ログ、ネットワークセンサー、エンドポイントエージェントのデータなど、大量のネットワークデータやテレメトリデータが日常的に生成、収集され、ディレクトリサービスやその他のネットワークサービスで配信されています。悪意のあるアクティビティを特定して脅威を軽減するには、こうしたデータ内にコンテキストの手がかりが必要となりますが、その手がかりを引き出すツールを利用できることが前提となります。

セキュリティではコンテキストが重要です。1 つのデータポイントの重要性は、それが出現するコンテキストと、他のセキュリティイベントとの相関関係に基づきます。ML システムに、管理下の資産に関係する活動についての幅広い情報を与えることにより、アナリストは、時間軸や、異なるホスト、ユーザー、およびネットワークにわたって広範囲に分散しているイベントがどのように関係しているかを把握できます。正しく適用することで、ML は侵害のリスク軽減に必要なコンテキストをセキュリティ専門家に提供できます。併せて、サイバー攻撃を仕掛ける脅威アクターが負担するコストを大幅に増やすことができます。

ML 分析用データの準備

セキュリティの専門家が理想とするのは、すべてのデータを分析し、ネットワークとコンピューティングの環境を正確に反映した分析結果を確実に得ることかもしれません。しかし、BlackBerry のデータサイエンティストは、管理しやすい代表的なサブセットで作業できる、統計的なサンプリング技法を利用しているのが実状です。次に、サンプル内のどのデータ要素を抽出して、分析の対象とするかを決定します。ML では、このデータ要素を特徴量（属性）と呼びます。特徴量とは、分析して有益な洞察を引き出すことができる、データの特性や性質を表します。

該当する特徴量として、開いているポート、閉じているポート、またはフィルタリングされたポートの割合、これらの各ポートで実行されているアプリケーションとそのバージョン番号などが挙げられます。従業員によるデータ流出の可能性を調査する場合、セキュリティの専門家は、帯域幅の使用率、ログイン回数、ユーザーのアクセス権限、エンドユーザーの行動属性などの特徴量を対象に含めることをお勧めします。これらの特徴量は、機密データのアクセス状況や使用状況における異常を示していることがあります。

通常、特徴量の選択肢は数千にのぼります。ただし、特徴量を追加するごとにプロセッサの負荷が増し、分析を完了するまでの時間が長くなります。したがって、セキュリティ分野の専門知識に基づいて、無関係であることが判明している特徴量は除外することをお勧めします。

ほとんどの ML アルゴリズムでは、データのエンコードや特定の数学的方式での表現を必要とします。一般的なアプローチの 1 つに、サンプルとその特徴量の集合を行と列のグリッドにマッピングする方法があります。この方法で構造化された各サンプルはベクトルと呼ばれます。さらに、行と列の集まり全体は行列と呼ばれます。ベクトル化されたデータには、さまざまな ML 手法を適用できます。このホワイトペーパーでは、クラスタリング、分類、深層学習の 3 つの手法について考察します。

クラスタリング

クラスタ分析の目的は、主要な特徴量や属性の未知の類似性に基づいて、サンプルを個別のグループやクラスタに分割することです。サンプルの類似性が高まると、それらのサンプルが同じクラスタを共有している可能性も高まります。

人間は 3 次元の世界を体感しています。そのため、2 つの物体を結ぶ最短の直線の長さを測ることで、2 つの物体間の距離を測定できます。このユークリッド距離は、ピタゴラスの定理を使用して計算されます。

クラスタリング分析では、特徴量空間の概念が取り入れられており、サンプルセットで評価されるすべての特徴量に 1 つずつ次元を割り当てます。次元数は、数千次元でも定義できます。クラスタリングアルゴリズムは、この特徴量空間の座標にサンプルを割り当てて、サンプル間の距離を測定することで機能します。

分析が完了すると、メンバーの数が異なる一連のクラスタがセキュリティ専門家に提示されます。悪意のある動作は比較的珍しいため、最も多くのサンプルを含むクラスタは、通常、無害のアクティビティに関連付けられます。メンバーがほとんどないクラスタは異常を示していることがあり、さらなる分析を必要とする悪意のあるアクティビティの可能性があります。

クラスタリングは数学による厳密なアプローチを提供し、他の方法では検知が困難または不可能と思われる、ネットワーク、アプリケーション、ファイル、およびユーザーデータ間のパターンや関係を検知します。

分類

世界を理解するために、人間はさまざまな認知的戦略を採用しています。最も有用な方法の 1 つが、特徴や特性の抽象的な関係に基づいて、物体やアイデアを個別のカテゴリに割り当てる機能です。多くの場合、使用されるカテゴリはバイナリカテゴリです。食べられる食物もあれば、食べられない食物もあります。道徳的に正しい行為もあれば、道徳的に正しくない行為もあります。こうしたカテゴリを使用することで、既知の物体や行為を一般化できます。その結果、まったく新しい物体や行為の特性を正確に予測することができます。




皮が黄色く内部は柔らかい、甘い匂いが鼻を突く楕円形の物体を提示された人間は、過去の知識を活用して、それが果物のカテゴリに属していると予測します。その物体を果物店に持ち込めば、この予測の精度を検証できます。マンゴーのラベルが貼られた同様の物体が詰まった箱が見つかれば、予測が正しいことが結論づけられます。その場合は、果物の一般常識に基づいて、マンゴーは美味しく、栄養面のメリットが得られることを予測できます。こうしたカテゴリの知識は、マンゴーを食べるかどうかの決定に応用できます。

セキュリティの分野では、分類を使用して、1 通の電子メールをスパムに分類すべきかどうかを予測できます。あるいは、ネットワーク接続は無害なのか、それともボットネットに関連付けられているのかを予想することができます。ML では、カテゴリ化に使用するさまざまなアルゴリズムを分類子と呼びます。分類子には多くの種類があり、それぞれに長所と短所があります。

正確な分類モデルを生成するために、データサイエンティストは、サンプリングとカテゴリ分類が正しく行われた大量のラベル付きデータを必要とします。通常、これらのサンプルは、トレーニング、検証、テスト用に 2 つまたは 3 つのセットに分けられます。大まかに言って、トレーニングのセットが大きいほど、分類子が正確なモデルを生成する可能性が高くなります。その後、分類セッションは、一般的に次の 4 つのフェーズを経ることになります。

1. トレーニングフェーズ：アナリストがトレーニングデータに分類子を適用してモデルを作成します。

検証フェーズ：アナリストは検証データをモデルに適用して、その精度を評価します。

テストフェーズ：トレーニングと検証のプロセスで使用しなかったテストデータを使用して、モデルの精度を評価します。

導入フェーズ：ラベルの付いていない新しいデータのクラスメンバーシップをモデルが予測します。

実際には、アナリストはさまざまなアルゴリズムと処理方法を使用して、複数のモデルをトレーニング、検証、テストしてから、精度と処理効率を最適に兼ね備えたモデルを選択します。

デシジョンツリーを使用した分類の例

デシジョンツリー（DT）アルゴリズムは、クラス予測で終わる一連の「if-then-else」決定ルールを定義することで、サンプルがどのカテゴリに属しているかを判断します。DT アルゴリズムはルート（根）、ブランチ（枝）、リーフ（葉）で構成されているため、的を射たネーミングです。図 1 は、悪意のある URL を特定する仮定のデシジョンツリーを示しています。




Alexa のトップサイトリストに掲載

ルートノード

すべてのトレーニングサンプルを含む

ブランチ

特性値でサンプルをサブセットに分割する







リーフノード

分割後のサンプルの混成サブセットを含む
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図 1：悪意のある URL を特定する仮定のデシジョンツリー



ツリーはルートを一番上にしたトップダウンで構成されており、ルートには有害な URL と無害の URL が混在しています。ここでの目標は、これらのサンプルをそれぞれの特性や特性値によって徐々に純粋なサブセットまで分岐させることです。1 つのクラスにのみ属するサンプル（無害または有害）を含む終端ノードのリーフが生成されるまで、この if-then 処理を継続します。

教師あり学習と教師なし学習

分類は教師あり学習の一例です。アナリストは、調査中の特性についてすでにラベル付けされたサンプルを使用してモデルを作成します。ここでの分類子の役割は、ラベルのない新しいサンプルのクラスを予測するために、各クラスの特性属性をどのように使用できるかを確認することです。一方、クラスタリングは、教師なし学習の一例です。この学習方法では、サンプルのあるグループと別のグループを識別する特性をアルゴリズムで見つける必要があります。データサイエンティストが教師あり学習と教師なし学習を併用することもよくあります。

深層学習（ディープラーニング）とニューラルネットワーク

深層学習は、処理の階層を取り入れて、それぞれの層が異なる種類の計算を実行するという根本的に異なるアプローチに基づいています。サンプルは層ごとに段階的に処理され、各層の出力が次の層の入力となります。これらの処理層の少なくとも 1 つは、隠れ層となります。隠れ層を採用したこの多層型アプローチは、深層学習と他のすべての ML 方法との違いを示すものです。




深層学習には、ニューラルネットワークを中核とするさまざまな学習方法（教師なし学習、半教師あり学習、教師あり学習）が含まれます。ニューラルネットワークはアルゴリズムのクラスであり、このように名付けられているのは、密に相互接続されたニューロンが脳内で相互作用する方法をシミュレートしているためです。ニューラルネットワークは非常に柔軟な汎用アルゴリズムであり、多種多様な問題を多彩な方法で解決できます。ニューラルネットワークが他のアルゴリズムと異なる点として、たとえば、モデルの定義方法を制御するために数百万個、さらには数十億個ものパラメータを利用できることが挙げられます。下記の例では、汎用ニューラルネットワークが分類の問題をどのように解決するかについて考察します。

ニューラルネットワークの処理

図 2 に示すように、ニューラルネットワークは、入力層、隠れ層、出力層の中に含まれるノードで構成されています。それぞれの層は、分類の計算で異なる役割を担います。この図のように完全に接続されたネットワークでは、ある層の各ノードの出力はそれに続く層の各ノードの入力とつながっています。ここに示した例は、フィードフォワード型ニューラルネットワークの例でもあります。このタイプのニューラルネットワークでは、情報は 1 つの層から次の層へ直接渡され、後戻りすることなく、分類決定が割り当てられる出力層まで送られます。しかし、これは実装可能な多くの構成の 1 つにすぎません。ニューラルネットワークでは、階層間のフィードバックループを取り入れて、情報の流れを特定のノードに制限する部分結合アーキテクチャを利用することもできます。説明を簡単にするために、完全に接続されているフィードフォワード型の各層が実行する処理について考察します。
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図 2：汎用ニューラルネットワークのアーキテクチャ




入力層

入力層のノードはパッシブです。つまり、特定のサンプルの属性値を受け取って、処理を担う最初の隠れ層のすべてのノードに渡すだけです。したがって、入力層にはサンプルセットの特性ごとに 1 つのノードが含まれている必要があります。たとえば、解像度が 64ピクセル x 64ピクセルの写真をカテゴリ化すると、4,096 の入力ノード（ピクセルごとに1ノード）の入力層が構成されます。言語処理の問題を解決する場合、該当する特性には、分析されるサンプルの固有の単語数や各単語の出現頻度などが含まれます。

隠れ層

隠れ層は、図 3 に示したようなノードで構成されています。これらのノードは、深層学習プロセスの困難な作業を担います。これは最初の隠れ層の最初のノードであるため、この処理は次のように進みます。

入力層から特性値を受領。最初のサンプルのすべての属性値がノードの入力 x1 ～ xm に受け渡されます。

重みの適用。それぞれの属性値に対応する重み値を掛けます。たとえば、入力 x1 の属性値に重み w1 を掛け、入力 x2 の属性値に重み w2 を掛けます。重み値が 1 よりも大きい場合、最終的な分類決定に対するその特性の貢献度は徐々に増していきます。重み値が 1 よりも小さい場合は、それに応じて貢献度も減少します。

隠れ層のすべてのノードに対するすべての入力は、異なる重み値で初期化されます。この値は、必要な精度レベルに達するまで、処理サイクルを経るごとに徐々に最適化されます。アナリストは、初期の重みをランダムに設定することも、関数を使用して適切な初期値を概算することも、同様の問題とデータセットを扱った過去の経験に基づいて初期値を設定することもできます。

積の合計。積はネット入力関数に送られて、そこで積の和が計算されます。その結果は、追加処理のために活性化関数に渡されます。

活性化関数の適用。活性化関数は、その階層で指定されている計算を実行します。アナリストは、問題シナリオの性質や、ソリューションを生み出すために必要な一連の計算に基づいて、多くの活性化関数の中から適切なものを選択できます。

結果の出力。活性化関数の結果は、ノードの処理による総合的な効果を示す数値です。それぞれの値は、異なる重みの比率と特性属性の組み合わせを表しています。これらの組み合わせをすべて処理し、その結果を他の隠れ層に渡すことで、ニューラルネットワークは、サンプルのクラス割り当てを最も正確に予測する特性と重みの組み合わせを段階的に判定します。
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図 3：隠れ層 #1 のノード #1

隠れ層 2-n での処理

隠れ層 #2 の各ノードは、隠れ層 #1 のすべてのノードから出力値を受け取ります。この場合も、それぞれの値には特定の重み値が掛けられ、積が合算されます。その結果は活性化関数に渡され、新しい出力が生成されて次の階層に送られます。そこでも同様の処理が繰り返されます。この処理は、すべての隠れ層を横断して、出力層に計算結果が到達するまで続けられます。

出力層

出力層は、ニューラルネットワークの最後の階層です。これは分類の実習なので、対象となるクラス割り当てごとに 1 つのノードが出力層に取り込まれます。隠れ層のノードと同様に、これらのノードもアクティブであるため、活性化関数を組み込むことができます。その一般的な例として、分類決定を確率スコアに変換する活性化関数が挙げられます。スコアが最も高いノードによって割り当てられるクラスラベルが決まります。

それぞれのトレーニングサイクルの終了後、損失関数は分類決定をクラスラベルと比較し、より正確な結果を得るためにすべての隠れ層の重みをどのように変更するか判断します。このプロセスを必要なだけ繰り返した後で、一連のモデル候補は検証とテストのフェーズへ進むことができます。
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BB20-XXXX | 210706

BlackBerryについて
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