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マルウェア対策の進化 

モバイルファースト、クラウドファーストの世界で、人々はさまざまなデバイスを使って生産性を維持し、つながりを保

ち続けています。接続性と生産性に想像もつかないような価値がある一方で、人々がサイバーセキュリティの脅威にさら

される機会が増えるにつれてリスクも増大しています。マイクロソフトにとってセキュリティは常に優先事項ですが、こ

の新しい世界では脅威の防止、検出、および対応に新しいアプローチと多額の投資が必要です。Windows Defender ウ

イルス対策は、Windows 10 に組み込まれている他の多くの機能と共に最前線で稼働し、今日の脅威、および明日出現

する可能性のある脅威からお客様を保護するために、常に進化を続けなければなりません。 

従来型のシグネチャベースのマルウェア検出アプローチでは、お客様が直面するサイバー攻撃の脅威に対応することがで

きません。Windows Defender ウイルス対策のような次世代型の検出ソリューションは、脅威研究のエキスパートが先

導するデータ サイエンス、機械学習、自動化、および行動分析を通じてお客様を保護します。これらの次世代型メソド

ロジは、今までにない攻撃者のアクティビティが見られる時代において効果的な脅威の防止を提供することが求められて

います。 

データ サイエンスと機械学習は、長い間、マイクロソフトの極めて重要なコンポーネントとして存在してきました。

Microsoft Azure および PowerBI は、お客様がデータを活用して実施可能な洞察を得る手助けをする製品の例です。こ

れらの製品の舞台裏には、ビッグ データと機械学習アルゴリズムを支える強力なクラウド インフラストラクチャが存在

します。 

 

https://news.microsoft.com/security2015/?ocid=cx-microsoftsecuremlwhitepaper-evolutionofmalwareprevention
https://docs.microsoft.com/en-au/windows/threat-protection/windows-defender-antivirus/windows-defender-antivirus-in-windows-10?ocid=cx-microsoftsecuremlwhitepaper-evolutionofmalwareprevention
https://docs.microsoft.com/en-au/windows/threat-protection/windows-defender-antivirus/windows-defender-antivirus-in-windows-10?ocid=cx-microsoftsecuremlwhitepaper-evolutionofmalwareprevention
https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/comprehensive-security?ocid=cx-microsoftsecuremlwhitepaper-evolutionofmalwareprevention
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マイクロソフトでは、製品グループを越えて、現実世界の問題や実験でこのようなテクノロジを使用することでそれらを

形成し共同開発しています。この協業により、高い効果のある機械学習アルゴリズムを構築することができます。このア

ルゴリズムはクライアントおよびクラウド保護システムに統合されており、Windows Defender ウイルス対策 のテクノ

ロジを使って 10 億以上のデバイスに対応し保護することを可能にします。 

マイクロソフトは、コンシューマーおよび企業向けの電子メール サービス、オンライン検索、および Web 閲覧などの広

範囲なドメインからのシグナルを、悪意のある疑わしいシグナルと関連付ける独自の手法も持っています。これらのシグ

ナルは一括処理され、ローカルまたはクラウド サービスの Windows Defender ウイルス対策および Windows 

Defender Advanced Threat Protection (ATP) を介して保護が提供されます。これらのドメインでは、毎月合わせて 

10 億以上のデバイス、Bing によってスキャンされた 180 億ページ以上の検索結果、3000 億回以上の認証、および悪

意のある内容の有無についてスキャンされた 2000 億通以上の電子メールから、脅威データを受け取り活用しています。 

数十億のソースから発せられる何兆ものシグナルを受け取った、脅威ランドスケープに対するマイクロソフトの独自の洞

察は、Intelligent Security Graph (ISG) を作成します。マイクロソフトは、すべてのエンドポイントの保護策を形成し、

以前に確認されたことのない攻撃をより確実に検出し、対応を早めるために Intelligent Security Graph (ISG) を使用し

ます。Intelligent Security Graph は、エンドポイント、コンシューマー サービス、商業サービスおよびオンプレミス 

テクノロジから受け取る入力によって構成されています。これらすべての要素により、マイクロソフトは、保護策を他に

はない固有のものとし、(多くの場合新しい脅威を暗示する) 異常を特定するという、特有の立場に位置付けられるので

す。 

マイクロソフトのアプローチ 

先進的で常につながっている世界では、人々は毎日サイバー脅威に遭遇し、Windows Defender ウイルス対策を使用し

ているお客様も例外ではありません。私たちのお客様が遭遇するマルウェアには以前確認されたものもありますが、ほと

んどの場合初めてのマルウェアです。特定の悪意のあるパターンに関する事前の知識なしに、初めて遭遇したマルウェア

をブロックすることは非常に重要な意味を持ちます。データ サイエンス、機械学習、自動化、および行動分析を使用す

る次世代型のソリューションのみが、初めて遭遇したマルウェアをブロックすることができます。 

広く普及したマルウェアが数万ものお客様に対する感染を試みることはありますが、新しい悪意のあるファイルがごく一

部のお客様にしか影響を与えない可能性の方が大きいと言えます。実際に、2017 年の第 1 四半期に確認されたすべての

マルウェアのうち 96% は、その 1 台のコンピューター上で 1 回だけ目撃され、その初回でブロックされています。 

初めて遭遇するマルウェアをブロックするための予測能力の裏には、何があるのでしょうか? 次にいくつかのテクノロジ

を紹介します。  

• 軽量なクライアントベースの機械学習モデルは、攻撃をブロックし、クラウド保護システムによる追加の分析の

ために疑わしいアクティビティにフラグを付けます。 

https://t.co/UpWPG34Kwy?ocid=cx-microsoftsecuremlwhitepaper-evolutionofmalwareprevention
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• 計算集約型でクラウドベースの機械学習モデルは、クライアントから送信されたシグナルに基づいた判定結果を

数ミリ秒以内に提供し、同時に追加分析のためにファイルを要求して、数秒内にクライアントにブロックするか

許可するかの判定結果を返すこともできます。 

• ローカルの行動分析は、メモリ内およびプロセスに渡って悪意のあるアクションを追跡し、ファイルベース攻撃

およびファイルレス攻撃を止めます。 

• 高精度な "従来型の" クライアント上のウイルス対策は、主にジェネリックやヒューリスティックなメソドロジ

を通じて一般的なマルウェアを効率的に検出し、広く普及している正常なプログラムが不必要なスキャンを受け

パフォーマンス負荷が起こらないように除外します。 

これらのテクニックは、クライアント上とクラウド保護システム内に実装されています。保護クライアントは多くの場合、

ローカル分類子、ヒューリスティック、および行動または文脈上の手がかりに基づいて、アクティビティをブロックした

り許可したりします。この分析は即時に起こり、クライアントはお客様が遭遇する悪意のあるアクティビティの 97% を

ブロックすることができます。エンドポイントでの評価の後もその悪意に疑問が残った場合、豊富なメタデータを含むク

エリが Windows Defender ウイルス対策のクラウド保護システムに送信されます。そこでは、保護されているクライア

ントのグローバル ネットワーク、およびマイクロソフトのサービス全体に渡って脅威のアクティビティを関連付ける 

Intelligent Security Graph から得たデータを組み合わせながら、多数のモデルに基づいて現在の攻撃アクティビティが

評価されます。 

クラウド保護システムは通常、このメタデータのみに基づき数ミリ秒以内に判定を公表します。この軽量なクラウド分析

では十分に判定できない場合、サンプルに対してより深い分析とさらなる処理が実施されます。この完全に自動化された

深い分析により、クライアントに正確な評価が返されます。それと同時に、この 1 つのサンプルに対する自動化された

分析に基づいて、世界中のデバイスを類似の脅威から即時に保護するという利点があります。この分析プロセスと生成さ

れる保護策は、完了するまでに数秒しかかかりません。 

実際のお客様で起こった最近の例が、このエンド ツー エンドのプロセスをよく表しています。 

テキサスのお客様が Windows 10 Home を実行中のコンピューターで Discord アプリを使用してチャットしている時に、

騙されて全く新しいマルウェア ファミリに分類されるゼロデイの脆弱性を持つキーロガーをダウンロードしてしまいま

した。そのお客様は、csrss.exe という名前のファイルをポイントしたリンクをクリックしました。Web ブラウザーが

ファイルをダウンロードするとすぐ、Windows Defender ウイルス対策がスキャンを始めました。 

この例の場合、クライアントベースの分析では確定されたマルウェアの判定が返されませんでしたが、分析のシグナルは、

Windows Defender ウイルス対策がクラウド保護システムから分析を要求するまでの間、一時的にファイルが実行され

るのを阻止する程度に疑わしいものでした。Windows Defender ウイルス対策からクラウド保護システムにクエリが送

られると、そのクエリに対して 167 種類のモデルが施行され、最初の回答が 435 ミリ秒で返されました。それでも判定

は最終的なものではありませんでした。特定のファイルとインシデントを取り巻く文脈のメタデータは疑わしいものでし

たが、シグナルのメタデータを活用した機械学習モデルからの最終回答はファイルをブロックするほど決定的ではありま

せんでした。クラウドからは、ファイルをアップロードし、さらに進んだ自動分析を実施するために、サンプルの保留が

要求されました。この例では、クライアントの既定の設定でこの追加処理のために 10 秒の遅延が許可されていました。

この処理は、Windows Defender ウイルス対策のクラウド保護システムが疑わしいシグナルに初めて遭遇した場合にの

み作動します。 
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サンプルがアップロードされると、多岐にわたるデータがファイルから抽出され、抽出データに対しマルチクラスの 

Deep Neural Network (DNN) 機械学習分類子が実行されて、マルウェアの判定をレンダリングしました。保留および

サンプル要求の 7 秒後に、クラウド保護システムからクライアントにブロック要求が送られ、クライアントはブロック

に成功したことを返しました。この初期評価の後、Windows Defender ウイルス対策を使用していて、同じファイルや

同様のプロパティを持つファイルに遭遇した他のすべてのお客様は、その時点以降、直ちに保護されました。 

 

これらの機能により、研究者が分析しなければならないのはごく少数の最も独特なファイルとシグナルのみです。これら

のファイル、URL、および他のシグナルやサンプルは、見逃しや誤検知などの誤った評価の結果もたらされることもあり

ますが、判定が難しいケースが多くを占めます。判定が難しいケースとしては、検出条件に対して直接評価を実施する必

要があり、善と悪の間でバランスを取るようなソフトウェア、ドメイン、または他のシグナル要素が挙げられます。これ

らの問題はお客様からの申請として届きますが、最も独特で影響力の強いサンプルおよびシグナルに直面する自動化され

たシステムによっても識別され、自動化と機械学習システムをよりよく調整するために活用されます。研究者とデータ 

サイエンティストは、これらの専門的にラベル付けされたサンプルを、既存のラベル化されたセットと共に活用して新た

なルールを定義し、自動化を進め、新規および既存のモデルを強化して、継続的に保護を進化させます。 
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新しいアプローチを取り入れる理由 

脅威ランドスケープのデータを見れば、新しいアプローチが必要な理由がわかります。まずは規模について、見ていきま

しょう。Windows Defender ウイルス対策を使用しているお客様は、1 日あたり 900 億回程度の潜在的に悪意があり判

定が必要な遭遇を経験します。“このアクティビティは、悪意のある何かを示しているか? それとも無害か?” 判定の約 

97% は、ほとんどの場合クライアントで実施されています。残りの 3% の遭遇、つまり 1 日あたり約 2０ ～ 3０ 億の

クエリは、Windows Defender ウイルス対策のクラウド保護システムによって処理されています。クエリ内のメタデー

タのみで多くの決定ができる一方、少数のサンプルはさらなる処理と自動化のために要求されます。業界のパートナーか

らのデータと共に、1 日あたり 450 万件のファイルとデータが自動化システムで処理されます。従来型の処理とシグネ

チャ生成の方法では、非常に多くの遭遇数に対応することはできません。 

絶大なスケールに加え、多様性の問題にも直面します。攻撃者は、モダンなインフラストラクチャとクラウド機能を使っ

て、継続的に新しい脅威を生成し、新しい方法で脅威をパッケージ化します。ほとんどのお客様は、完全に固有の攻撃に

遭遇します。最も普及している 1% のマルウェアのみが、10 台以上の異なるコンピューター上で確認されています。実

際に、マルウェアの大部分 (96%) は 1 台のコンピューター上のみで確認され、再び見られることはありません。
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従来型のシグネチャ ベースのウイルス対策は、予測検知をしません。既に確認されている脅威に対して、完全一致、よ

くてもファジーな一致による検出しかできません。本質的にリアクティブなのです。次世代型のウイルス対策システムが、

初見で即座に分析して攻撃を予測できることは必要不可欠です。なぜなら、それが脅威を確認できる唯一の機会だからで

す。機械学習モデルのようなエキスパート システムは、限られた数のサンプルをもとに保護を急激に増幅させ、今まで

確認していない何百万ものマルウェアからお客様を守らなければなりません。 

現在、マイクロソフトの専門家によって分析されたサンプル 1 個につき、次世代型ウイルス対策テクノロジを通じて、

平均 4,500 個の他の悪意のあるサンプルから保護

しています。 

従来型の分析および検出の手法では対応できないか

らといって、人間による分析が重要ではないという

ことではありません。それどころか、次世代型のウ

イルス対策保護は、高性能のモデルを正確に訓練す

るためにエキスパートの分析による正確なラベル付

けに依存しています。マイクロソフトのアプローチ

では、Microsoft Security Intelligence Graph か

ら得られるすべてのデータと共にエキスパートによ

る分析を活用し、機械学習、自動化、および行動分

析を通して保護を増幅します。これらは、クライア

ントおよびクラウドベース保護を介して提供されま

す。 

平均して、1 つの手動による調査により、12,000 

名のお客様に対して他の脅威からの保護が提供され

ます。 

 

Intelligent Security 

Graph から受け取る 

Intelligent  
ラベルとシグナル 

自動化された処理  

従来型のウイルス対策と

rocessing 
ジェネリック  

機械学習モデルと  

動作監視を通した増幅  

誤分類および固有の 

シグナルの分析 



 

  Windows Defender ウイルス対策  

  

Windows 10 による 

防止、検出、および対応 

スケールと多様性はウイルス対策保護のあり方に転換を要求しました。Windows Defender ウイルス対策は、この非常

に難しく高速な脅威ランドスケープに対応するために特別に設計されています。 

Intelligent Security Graph 内の数十億の脅威シグナル、クラウド コンピューティングのパワー、そして、データ サイ

エンス、機械学習、および脅威研究のエキスパートの存在により、マイクロソフトはお客様の保護に関して他の追随を許

さない潜在能力を持っています。その潜在能力の多くは、Windows 10 の Windows Defender ウイルス対策で完全に

実現されています。 

言うまでもなく、Windows Defender ウイルス対策はマルウェアやその他の種類の脅威に対抗する主要コンポーネント

の 1 つにすぎません。Windows 10 には、Windows Defender ウイルス対策を補完する多くのセキュリティ機能が含ま

れています。つい最近、Windows Defender のブランド ファミリに Windows Defender Advanced Threat 

Protection (Windows Defender ATP) が加わりました。Windows Defender ATP は、第 1 の防御を突破する可能性の

ある高度な攻撃を検出し、対応する手助けをします。これらの機能の組み合わせにより、セキュアで完全な機能を持った

ソリューションが提供され、今日のモダンな脅威ランドスケープとお客様から要求されるセキュリティ プロファイルの

実現を可能にするのです。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/WindowsForBusiness/windows-atp
https://www.microsoft.com/ja-jp/WindowsForBusiness/windows-atp
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Windows Defender ウ

イルス対策に組み込まれ

ている従来型およびモダ

ンなマルウェア防御策 

Windows Defender の

機械学習ベースのクラウ

ド保護 

Windows 10 のアプリケ

ーション分離、制御、およ

び悪用の緩和 

Windows Defender ATP 

が提供する豊富な調査体験 

高精度な従来型のウイルス

対策によって、蔓延する脅

威を効率的に検出 

 

新しい脅威および回避型の

脅威に対抗する予測型の機

械学習、行動分析、および

ヒューリスティックを備え

た進化型の脅威インテリジ

ェンス 

 

従来型、行動型、および効

率的な次世代モデルによ

り、クライアント上で脅威

の 97% を検出 

  

Windows Defender のクラ

ウド保護システムを活用し

た集約的な機械学習モデ

ル、動的なファイル分析お

よびその他のインテルベー

スの機能 

 

Microsoft Intelligent 

Security Graph との融合に

より、クライアントは数秒

以内にアクションを起こす

ことが可能 

 

  

Windows Device Guard は

信頼済みのアプリケーション

のみを実行するようシステム

をロック ダウン 

 

Windows Application 

Guard はアプリケーション 

コンテナーに脅威を分離 

 

Enhanced Mitigation 

Experience Toolkit 

(EMET)、ハイパーバイザー

によるコードの整合性 

(HVCI)、および制御フロー 

ガード (CFG) 

  

侵害の検出、修復および対応 

現在の脅威ランドスケープを理

解し、過去 6 か月間の

Windows Defender ATP、

Windows Defender ウイルス

対策、および Device Guard の

セキュリティ イベントを一元化

した潤沢なマシン タイムライン

を調査し、直ちに対応する 

 

 

 

 

  

    

 


