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エグゼクティブサマリー
絶え間ない技術革新によって生まれた、いくつかの業界トレンドを総合すると、エンドポイント
セキュリティについて検討することの重要性が高まっていることがわかります。これには、従来の
システム境界の崩壊、SaaS ベースアプリケーションの採用拡大、より強力なネットワーク暗号化
技術などがあります。これらのトレンドやその他の変化を考慮すると、エンドポイントは
セキュリティ戦略の重要な要素になります。

これまで、エンドポイントセキュリティでは主に防御／保護技術に目が向けられてきました。
防御／保護優先アプローチは強く推奨されるアプローチで、セキュリティチームが防御可能な
インシデントに対処するために役立ちますが、セキュリティインシデントの検知および対処に
関する機能を網羅していないため、セキュリティに悪影響を及ぼす可能性があります。一方、検
知と対処を既存の防御／保護機能と統合した技術の導入には、潜在的な利点があります。

エンドポイント検知／対処（EDR）は、エンドポイントセキュリティ戦略の重要な要素として浮上
してきました。初期の EDR 機能は、大規模組織を対象としていましたが、より幅広い組織がこの
ツールの導入に興味を示しています。顧客は既存の防御／保護ツールと比較すると、EDR はまだ
これからの技術であると考えているかもしれません。

EDR を改善するための 1 つの手段は、機械学習の技術をより広範に採用することです。機械学習
という用語は、セキュリティではしばしば乱用されていますが、機械学習の手法はエンドポイント
セキュリティ内でのスパム検知、データ損失防止、マルウェア検知など、数多くの分野で効果的
に使用されています。深い専門知識とデータサイエンスの理論および手法が必要になりますが、
機械学習の手法は EDR のさまざまな分野にも応用することができます。

EDR の導入または改善を試みる際、組織は想定される機械学習アプローチの応用について検討
する必要があります。EDR 向けの機械学習によって、検知、調査、対応のさまざまな側面に対処
し、既存のセキュリティチームによる取り組みを適切に補完または増強することができます。
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はじめに
一般的に、セキュリティに関する多くの問題は、限られたリソースをどのように最適に割り当てるか
という経済的な問題に集約されます。新たな脆弱性のリストは無限に続くように見え、攻撃者の
進化はとどまる気配がない中で、企業はセキュリティのコストとそこから得られる利益（通常は
リスクの低減）を天秤に掛けなければならないのが現実です。そうでなければ、組織の仕組みと
いう現実を無視することになり、セキュリティの取り組みを支援する方法として望ましい「権限と
議論」からセキュリティ担当者をさらに遠ざけることになります。

エンドポイントセキュリティは、パーソナルコンピューターが普及した 1990 年代初頭にその地位
を築き、それ以降、セキュリティ業界の重要セクターとなってきました。それ以降、アンチウイルス、
アンチマルウェア、次世代アンチウイルス、そして最近ではエンドポイント防御などの製品を
通じて、業界は急速に進化してきました。最初は単なる迷惑行為のように見えたサイバー犯罪者
の猛攻撃は企業にとって重大なリスクとなり、業界は高度化し続ける脅威から組織を保護するた
めに切磋琢磨してきました。

エンドポイント防御は、組織がさまざまなアプローチで対処してきた重要な戦略的要件なのです。
これには、デフォルトのオペレーティングシステムベンダーに最適なセキュリティ機能を尋ねて
それを入手することや、最新技術を活用してエンドポイントを保護する洗練されたサード
パーティ製品を導入することが含まれます。そのうえで、組織はさらに多くのことを検討する必要
があります。

エンドポイント攻撃に対する防御および保護は、依然として重大な目標です。エンドポイント
セキュリティに対する防御／保護優先アプローチを無視する戦略では、防御できるはずの多数の
インシデントでセキュリティチームが過負荷になる危険があります。リソースは無限ではない
ため、阻止できるインシデントが溢れかえると、全体的なセキュリティ体制が影響を受けます。
しかしながら、多くの組織にとって賢明なアプローチは、最新の防御を迂回するインシデント
を予測して、事後対応的な従来の方法にとらわれずに考えることなのです。組織は他の
セキュリティアーキテクチャと連携して、どうすればエンドポイントを広範なインシデント対処
およびデジタルフォレンジック作業に組み込めるかを検討する必要があります。そのためには、
検知および対処機能を向上させる必要があります。

業界では、エンドポイントに導入することで、セキュリティインシデントの証拠の詳細を検知し、
検知されたインシデントを調査し、必要であれば何らかの形式で対応する製品や機能を表すもの
として、エンドポイント検知／対処（EDR）という用語を広く採用しています。EDR は当初、リスク
選好度が低く、より厳格なコンプライアンスが義務付けられている上に、多くの手動作業が必要
なスキルセットや操作に伴う高コストに耐えうる、大規模組織によって採用されていました。現在
では、幅広い組織が EDR の機能を求めており、その中には、組織内の必要な専門知識を維持
したり、外部で管理される検知および対処サービスを使用したりすることのできない組織もあり
ます。
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ベンダーはこの需要に迅速に対応し、さまざまな機能や進化を含む製品を提案しています。EDR
を進化させるための興味深い分野の 1 つとして、機械学習アプリケーションの拡大があります。

最新のニーズとトレンドの理解
技術について触れる前に、セキュリティチームが抱える苦悩を理解することが大切です。サイ
バーセキュリティの重要性が高まるにつれて、セキュリティスキルが不足しているという見解が業
界に広く行き渡りました。組織は、インフラストラクチャセキュリティの問題に適切に対処するた
めの優れたセキュリティ専門家を十分に揃えることに苦労しているようです。

サイバーセキュリティのスキル不足は、さまざまな形で現れています。既存スタッフのスキルを
最新化するのが難しいのと同様に、セキュリティニーズに対処するために必要なスキルを持つ
スペシャリストを雇うのはますます難しくなっています。さらに、従業員が一定レベルの専門知識
を身に付けた後、その従業員を組織に引き留めておくのはさらに難しくなります。451 Research
の Voice of the Enterprise のデータは、このことを立証しています。図 1 は、組織の境界を越えて
セキュリティ専門家を雇用することの難しさを示しています。

図 1：雇用の難しさ
出典：451 Research の Voice of the Enterprise: Information Security, Organizational Dynamics 2017
Q：あなたの組織では現在、情報セキュリティのスキル不足に直面していますか？
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機械学習がエンドポイント検知／対処のどの分野に貢献できるかを検討する際の重要なステップ
は、顧客の需要がどこにあるかを把握することです。451 Research の Voice of the Enterprise
の最新の調査では、回答者にさまざまな使用事例に関する、エンドポイントセキュリティツールの
満足度を尋ねています。結果は以下の通りです。

図 2：エンドポイントの意見
出典：451 Research の Voice of the Enterprise: Information Security, Workloads and Key Projects 2018
Q：以下の分野について、現在のエンドポイントセキュリティソリューションをどのように評価しますか？1 から 5 の段階で評価

してください。1 は「まったく効果がない」、5 は「非常に効果がある」です。

図 2 は、多岐にわたる業界、企業規模をまたがって集計した回答です。各分野によってその評価
が大きく異なることを示しています。実行前防御の満足度は、インシデントライフサイクルの他の
フェーズと比べて著しく高くなっています。また、調査フェーズに対する不満がより大きいことが
わかります。
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図 3：ランサムウェアにさらされていない回答者からのランサムウェアに対する対処
出典：451 Research の Voice of the Enterprise: Information Security, Workloads and Key Projects 2018
Q14：組織がランサムウェア攻撃の被害者になった場合、まずどのように対処しますか？

ランサムウェアインシデントに関する回答者の予想も興味深いものでした。ランサムウェア
インシデントにさらされていない回答者の半数が、リイメージしてバックアップから復元する必要
があると回答し、エンドポイントソリューションによって攻撃を遮断すると予想したのは 5 人に
1 人もいませんでした。しかし、これらの予想は、ランサムウェア攻撃を経験した人の回答とは
必ずしも一致しません。
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図 4：ランサムウェアにさらされた回答者からのランサムウェアに対する対処
出典：451 Research の Voice of the Enterprise: Information Security, Workloads and Key Projects 2018
Q13：経験した事例において、（複数の事例の場合は最も顕著な事例において）ランサムウェアにどのように対処しましたか？

この事例では、マシンをリイメージしてバックアップから復元したと述べた回答者の割合が著しく
高くなりました。ただし、エンドポイントツールで攻撃を阻止できたと指摘する回答者の割合は、
20 人に 1 人と著しく減っています。

総合すると、これらのデータポイントは、インシデントへの対処を改善する明確なチャンスがある
ことを示しています。成功した攻撃というのは、単なるアトミックイベントではなく、段階的な
シーケンシャルイベントの結果であるため、シーケンスの完了をブロックできれば、組織に良い
影響をもたらすことができます。
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EDR への最新アプローチ
大まかに言うと、エンドポイント検知／対処ツールには、次のタスクに必要な機能が備わって
います。

• データ／テレメトリーの収集：エンドポイントから関連情報を収集します。この情報には、一般
に、ファイル、ファイルシステム、プロセス、メモリ、ネットワーク接続、ユーザーアクティビティ
およびシステム構成に関する詳細が含まれます。これは、製品アーキテクチャに応じて、エンド
ポイントでローカルに収集してから必要なものだけ適宜送信することも、最初から一元的に
収集することもできます。どちらのデータ収集アプローチにも賛成意見と反対意見があります。

• 探索的データ分析：システムで一群のエンドポイントから情報が収集されたら、アナリスト
はEDRのさまざまな使用ケースに対応するために、収集されたデータに自在にアクセス
できなければなりません。このエージェントとシステム間のデータのやりとり方法はさまざま
ですが、非定型のクエリ、データの可視化、事前記録済の一連のクエリ、およびスケジュール
されたレポートなどの要素を含めることができます。

• 分析とエンリッチ化：アナリストとの対話に加えて、EDRツールは、セキュリティ使用事例に
基づいてアラートをトリガーするための、一定レベルの独立した分析を実行することが期待
されます。この分析では、多くの場合、異常の検知、クラスタリングまたは予測モデリングを
支援するために機械学習を含むさまざまな統計的な手法が適用されます。この分析は、EDR
システムと、脅威インテリジェンスフィードやランタイム動作を分析するためのマルウェア
サンドボックスなど、サードパーティのデータエンリッチ化ソースを統合することによって、さらに
強化することができます。

• 対 処 機 能：分 析 エン ジンからの 自 動 アラ ート、別 の システム による 外 部 アラ ート、
またはアナリスト／オペレーターによる手動アラートのいずれによってトリガーされた場合
でも、EDRシステムは調査または封じ込めをサポートする幅広い対処を提供できる必要が
あります。これらの対処には、該当のエンドポイントを封じ込め（EDRエージェントを介して、
またはプロセス、ネットワーク、ファイル、システムまたはユーザーレベルなど環境内の他の
要素と連携）したり、追加のデータ収集（多くの場合はさらなる分析のため、場合によっては
法執行機関との対話のため）を行ったりと多岐にわたります。重要なことは、一部のシステム
では、事前決定された対処計画の手動または自動での使用がサポートされている点です。

製品ごとに強みや弱みは異なります。特に、分析においては（悪意があると見なされる行動の
検知）、エンドポイント防御／保護とエンドポイント検知／対処との区別は明確には定義されて
いません。悪意のあるアクティビティの自動ブロックは、防御／保護または検知／対処のどちら
と見なされるのでしょうか。

現在 EDR における一般的な分析のアプローチというのは、設定の中にあるルールベースの
エンジンで構成されています。この中では、数多くのルールが作成されていて、潜在的に悪意の
ある行動のための幅広いオプションに対応しています。スクリプトを一時ディレクトリから実行して
いるか、ワードのプロセスが他のプロセスのメモリを変更する生成コードを処理しているか等
です。
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このアプローチは有効ですが、新しい攻撃、攻撃パターンの変化、またはエンドポイントの使用
方法の変化に対して常に最新であり続けるためには、より多くの労力が必要になります。組織が
オペレーションを自動化しようとすると、スクリプトの使用が増加し、一部の検知ルールに大きな
影響を与えることがあります。

機械学習
機械学習技術ほどセキュリティに大きな影響を与えた技術は、近年ほとんどありません。データ
ボリュームの増加、防御の最新化にすばやく対応してより巧妙になっていく攻撃者、および
リソースの不足に直面して、組織は防御を最新化するための重要な要素として機械学習をあてに
しています。しかし、機械学習を適用する前に、組織は機械学習がセキュリティアーキテクチャ内
のどこに適しているかを明確に把握し、機械学習の仕組みの重要なポイントを理解する必要が
あります。

実際、機械学習の手法はここ数年セキュリティに適用されてきました。迷惑メール（スパム）か
らの保護は、ナイーブベイズ処理などの技術から大きな恩恵を受けてきました。不正分析
アプローチでは、同様のベイズ手法による異常検知を長年使用してきました。自然言語処理など
の技術は、e ディスカバリやデータ漏洩防止などの分野を支援しています。GPU やクラウドベース
のプロセッシングリソースなど、より有能な多くのリソースによって、機械学習はとてつもない
進化を遂げています。

誇張ではなく、機械学習を特定の問題に適用するには、2 段階の明確なプロセスが必要です。ま
ず、使用する予測モデルを作成するために非常に多くの作業が必要であり、その後、継続的な予測
を通じてそのモデルを継続的に適用します。これら 2 つの段階には、多くの作業、調査、ニュアンス
が隠されています。

モデルの作成では、対処する問題をよく理解することが必要です。これはしばしば、「領域知識」
と呼 ばれます。特にセキュリティでは、これは攻撃パターン、オペレーティングシステムの
メカニズム、脆弱性管理、アプリケーションセキュリティの考慮事項、およびその他の多数の
トピックを理解することを意味します。

成功するモデルを作成するには、データエンジニアリング（大量の情報を収集して、それを
実用的な形式にメッセージングする）と数学的および統計的な基礎理論および機械学習技術

（教師あり／教師なし学習）の両方に関する、データサイエンスそのものに対する深い専門知識、
および複数のモデル間でのさまざまなトレードオフも必要です。これには多くの場合、領域専門家
と連携して作業する経験豊富なデータサイエンスチームが必要です。

これらの要素をまとめて、特定のオブジェクトが表すものを「学習」するために使用できる特性
（または特徴）に基づいて、収集されたデータを分析する 1 つのプロセスにして、さらにこれらの

特徴を繰り返し分析して、後から予測に使用できる数学的モデルを導出します。この分析プロセス
は一般に、時間およびリソース集約型であり、モデルが使用される前に行われます。
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機械学習モデルを実際に使用することになった場合は、エンドポイントで新しいデータを収集し、
必要な機能を抽出し、作成されたモデルを使用してこれらを処理する必要があります。この
ステップには多くのバリエーションがあります。エンドポイント内のローカルで処理を行うことも、
クラウド／集中型インフラストラクチャ上のリモートで処理を行うこともできるためです。機械学習
に関するその他のトピックと同様に、これらには基本的なトレードオフがあります。

ローカルでの処理や決定・対処は、急速に広まる攻撃に対してはとりわけ効果的です。悪意の
あるアクティビティを迅速に特定して阻止することで、システムへのさらなる損害を防ぎ、
クリーンアップ作業を大幅に簡素化することができます。この場合の潜在的なトレードオフとして
は、予測を行うモデルがエンドポイント上のわずかなリソースで予測を行わなければならないこと
です。

これに対し、クラウドベースの処理では、より高度な分析や、追加のデータセットまたは更新
された情報の容易な取り込みが可能になりますが、対処のための時間が犠牲になります。この
対処の遅延は、場合によっては、ターゲットシステムに大きな影響を与える可能性があります。
これらのトレードオフについて理解し、適切なバランスを選択するには、さまざまな脅威がエンド
ポイントに与える影響について理解するための深い専門知識（上述）が必要です。

エンドポイントセキュリティへの一般的な応用
セキュリティ全般、そして特にエンドポイントセキュリティへの機械学習の応用事例には、
さまざまなものがあります。エンドポイントセキュリティへの応用で最も顕著なものは、機械学習
の手法を従来のアンチウイルスシグネチャの代わりに使用するというものです。マルウェア作成者
はペイロードを難読化する技法を生み出していますが、機械学習の手法を応用することで
ペイロードからこれらの特徴を導出し、悪意のあるバイナリペイロードかどうかを検知して
ブロックすることは大きな進化でした。

これまでのところ、その他の応 用 事 例として、 要 素（分 析 対 象ファイル、 関 数 呼 び出し
パターンなど）の自動クラスタリングを実行し、さまざまな統計的手法を用いて異常検知を実行
して、セキュリティ調査担当者を支援するというものがあります。機械学習の手法は、サポート
分 野 に も 応 用 できます。 自 然 言 語 処 理 の 使 用 によって、 セキュリティ製 品 へ のより
ヒューマンフレンドリーなインターフェースの搭載が後押しされ、それによってより低コストで
より高い生産性を実現できています。

機械学習はそれぞれ異なる
機械学習は多くの利益をもたらしますが、組織はその限界や欠点についても考慮する必要があり
ます。こうした欠点を緩和するために、機械学習のいくつかの側面について多くの調査が実施
されています。「最新技術」は進化し続けるものですが、それでも、組織はその限界を認識する
必要があります。

何よりもまず、機械学習を正しく設計して応用するには、多くの領域知識が必要であり、有用な
データセットにアクセスできる必要があります。固有の問題（マルウェア検知、自然言語処理
または他のトピック）のニュアンスを理解するには、データエンジニアリング、数学的手法、機械
学習技術を網羅する広範な専門知識が必要です。
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機械学習の手法を応用して分析を実行する場合、その裏には「偽陽性」と「偽陰性」という
この手法固有の 2 つのトレードオフがあります。組織はシステムを調整する際に均衡をとる必要
があります。偽アラートでチームを途方に暮れさせることも、本物のアラートを送信し損なう
ことも、どちらもしたくありません。

従来の機械学習の手法では、環境内のある程度の安定性を想定していました。そのモデルに
対して選択された機能が変更された場合、またはその相対的 な重要性が変化し、 最終
分 類の変 更 が必 要になった場 合、そのモデルは もはや有 用では なくなります。これは、
サイバーセキュリティの使用事例を扱う場合に特に重要になります。この機械学習の限界という
知識は、攻撃者も利用できるためです。業界は「敵対的機械学習」の研究に多くの労力を注ぎ、
攻撃に耐えうる手法を開発しています。

EDRへの機械学習の応用
機械学習の技術は、エンドポイントの防御／保護、ネットワークの異常検知、不正対策、電子
メールセキュリティなどの分野ではある程度の成功を収めてきました。EDR への機械学習の応用
は、機能的側面と非機能的側面の両方に関連しています。EDR への機械学習の応用で期待される
メリットの 1 つは、複雑なシステム動作を適切に分析して、新たな攻撃を識別し、場合によって
は阻止できることです。静的ルールをベースとする従来のアプローチとは異なり、機械学習を
ベースとする EDR では、攻撃をより迅速に検知し、さらなる侵害につながる可能性のある、より
複雑なアクションチェーンを遮断することができます。

主な機能的側面としては、EDR の分析フェーズへの機械学習の手法の応用がありますが、これに
対し、非機能面での使用は人間との対話の側面に対応します。EDR の分析フェーズは、広範な
要素（プロセス情報、ネットワークアクティビティ、コマンド実行、ファイルおよびディレクトリ
アクティビティ）の中で悪意のあるパターンを選別します。ある程度厳格なルールに基づいて
行われるこの分析は、機械学習の恩恵を受けることができます。なぜなら、悪意のある
アクティビティの範囲を捕らえるモデルを作成できるためです。

すなわち、機械学習を利用する EDR ツールは、機械学習による検知そのものを活用できるほか、
機械学習から得られた洞察によってルールベースのポリシーを強化することもできます。この
シナリオでは、機械学習はアナリストが品質の高いシグナルを元にしてルールベースの変更や
分析を行えるようになります。

その他の興味深い分野として、より高度な異常検知分析を実行することで、インシデント対処分析
を支援することもできます。機械学習対応の調査ツールがシステムの振る舞いに対して自動的に
クラスタ分類できるようになれば、より潤沢なデータを活用することで、アナリストはより迅速に
分析を実行できるようになります。

アナリストの対話も自然言語処理の恩恵を受けることができます。システムでユーザー入力を
より自然な方法で解析できれば、製品の学習曲線が改善し、調査中のエラーも減少する可能性
があります。

EDR への機械学習
の応用で期待される
メリットの 1 つ は、
複雑なシステム動作
を適切に分析して、
新たな攻 撃 を識 別
し、場合によっては
阻止できることです。
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機能面の応用であるか、非機能面の応用であるかにかかわらず、考慮すべき点の 1 つとして、機械
学習の手法を正しく使用するには、一般に莫大な量の適切なトレーニングデータにアクセスでき
る必要があります。また注意すべき点の 1 つとして、EDR での使用事例は防御／保護での使用事
例とはまったく別であり、データの収集とモデルの作成により多くの労力が必要になることも忘れ
てはいけません。

結論および推奨事項
我々の見解では、組織は以前にも増して、エンドポイントセキュリティツールの選択を重要視して
います。これは、人々のモビリティが高くなり、アプリケーションレベルのセキュリティがエンド
ポイントで制御ポイントとして重要視されるにつれて、エンドポイントが現代のアーキテクチャの
重要な要素となっていることを反映しています。

組織はエンドポイント戦略に防御／保護コンポーネントを検討することで、恩恵を受けること
ができます。また、調査結果では EDR よりもこういった防御ツールの方が満足度が高いこと
が示されており、既存の EDR の改善を検討するチャンスであると言えます。EDR 使用事例
への機械学習の手法の適切な応用は、EDR を改善するための 1 つの手段です。機械学習は
セキュリティ業界に幅広く導入されており、さまざまな使用事例で良い結果を出しています。

機能面および非機能面の両方で、EDR に機械学習を応用することには可能性があります。悪意
のある行動を迅速かつ効率的に、そして多くの場合自動的に止めることができ、分析フェーズで
は機械学習をベースとする EDR の方が、従来のツールよりも良い成果を得ることができます。
機械学習の手法によって支援される調査ツールを使用することで、アナリストのパフォーマンスが
向上する可能性もあります。

分析、調査および対処に、機械学習に対応した EDR を導入することは、組織に大きな価値を
もたらすことができます。新しい高度な攻撃を大幅に制限、または完全に防ぐだけでなく、既存
のセキュリティリソースの生産性や効率性を向上させることも、潜在的なメリットの 1 つです。

エンドポイントセキュリティの重要性は増しており、絶えず維持する必要があることも周知の事実
です。エンドポイントの検知および対処作業全体にわたって、効率的な方法でセキュリティの成果
を改善できる組織は、ビジネスおよび近年の脅威環境で要求される俊敏性をサポートすることが
できます。
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