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マルウェア解析システムの検知結果の相関性に基づく
マルウェア統合検知方式
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概要：本論文では，検体を外部組織が運営する複数の公開型マルウェア解析システムに送信し，各システム
から受信した検知結果を統合処理することで，高速・高精度なマルウェア判定を実現する方式を提案する．
本方式は，各マルウェア解析システムが用いる解析環境や検知方式の特性が原因で，各システムが出力する
検知結果は互いに独立ではなく強い相関性が現れる場合があることに着目し，過去の検知結果の相関性に基
づき解析システムをクラスタリングする．そして，受信した検知結果をクラスタ単位で集約することで統合
検知結果を算出する．本方式は，統合検知に必要な検知結果の個数はクラスタごとに 1〜2 個程度の少数で
十分であるため，既存方式よりも高速な検知が可能である．また，多数の解析システムが類似の解析環境や
検知方式を用いているなど，解析システムの構成に偏りがある場合でも，高精度な検知を実現する．また，
クラスタリング結果に基づき，検体を送信する解析システムを選択することで，検知率の低下を抑えつつ解
析システム数の縮退を実現できる．実データとコンピュータシミュレーションを用いた性能評価実験によ
り，提案方式は既存方式と比べて検知速度を最大で 2.4 倍程度向上し，各解析システムの検知性能の差が小
さく，各クラスタのサイズの差異が大きい場合，検知率が最大で 10%以上向上することを示した．また，縮
退方式を用いた場合システム数が半数になっても検知率の低下が起きず，縮退した解析システムのグループ
を複数用いた並列解析では，クラスタモデルによっては検知スループットを数十パーセント向上できること
を明らかにした．また，悪性 URL を検出する URL スキャナに対しても本検知方式を適用可能なことを示
した．本検知方式は個々の解析システムの検知率の情報や教師データを必要としない．このため導入・運用
コストが低く，マルウェアのトレンドの変更，解析システムの突然の更新にも柔軟に対応することができる．
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Abstract: In this paper, we propose a new scheme that achieves fast and precise malware detection by
sending samples to multiple public malware analysis systems managed by various external organizations and
integrating the detection results received from the systems. This scheme is based on observation that detection results by the analysis systems are frequently strongly correlated to each other, due to the features
of analysis environments and analysis methods that the analysis systems employ, and performs clustering
on the analysis systems based on Pearson correlation coeﬃcients between sequences of the past detection
results output by the systems. Then, this scheme computes the integrated detection result by aggregating
received detection results per each cluster. This scheme can complete detection faster than existing schemes
since only a small number of detection results per cluster is enough for performing integrated detection.
Also, it achieves precise detection even if there is a tendency in the conﬁgurations of employed analysis
systems. Furthermore, our degenerate scheme, which selects one analysis system per each cluster based on
the clustering result, enables to reduce the number of employed malware analysis systems without sacriﬁcing
the detection rate. Through the performance evaluation experiments based on computer simulation and
real data, we show that the proposed scheme is almost 2.4 times as fast as a traditional majority-voting
scheme, and improves the detection rate by more than 10% when each analysis system has similar detection
precision and there is a large diﬀerence between sizes of the clusters. Also, we show that the clustering based
degenerate scheme can reduce the number of analysis systems by half while keeping the detection rate and it
is possible to increase the malware analysis throughput by several tens of percent through parallel analysis,
depending on the cluster model. We also demonstrate that the proposed scheme can be applied to a set of
URL scanners that detect malicious URLs. Since our scheme does not require any training data, it incurs a
small deployment and management cost compared with schemes using training data, and enables to ﬂexibly
adjust to changes in malware trends and sudden updates of the analysis systems.
Keywords: malware, intrusion detection, cyber security

c 2014 Information Processing Society of Japan


2265

情報処理学会論文誌

Vol.55 No.10 2265–2280 (Oct. 2014)

1. はじめに

システムの検知結果の相関性を基に統合検知結果を算出す
る方式はこれまでになかった．

近年，検体の解析を自動化するマルウェア解析システム

また，各クラスタからランダムに選んだ解析システムに

がさかんに研究開発されている．マルウェア解析システム

のみ検体を送信することで，検知率の低下を抑えつつ解析

は，検体を仮想環境あるいは実環境上で実行し，検体の挙

システム数を大幅に減らす，マルウェア解析システム数縮

動（ファイルアクセスやネットワーク活動）を観察する．

退方式を提案する．

そして，挙動に基づき検体がマルウェアであるか否かの判

筆者らが知る限り，解析システムのクラスタリングによ

定を行う．最近では，マルウェア解析をクラウド上で実施

るマルウェア検知速度・検知率の向上，解析システム数の

する公開型サービスも多数登場している [15], [16], [17]．ま

縮退化の検知性能への影響を分析した研究は過去にない．

た，解析結果を基にマルウェア検知を行う技術の研究も進

本論文の貢献は以下の 5 点である．

められており [9]，今後，自組織内にマルウェア解析システ

• マルウェア解析システムは，システムが用いている解

ムを設置しなくても，検体がマルウェアであるか否かを判

析環境や検知方式が原因で，検知結果の相関性を基に

断できるようになることが期待される．

複数のクラスタに分類できることを示した点

しかし，挙動を基にマルウェアか否かを判定するのは容

• 上記の特徴を活用し，教師データを用いずクラスタリ

易ではなく，現状のマルウェア解析システムの検知精度は

ングと情報エントロピーに基づき，複数のマルウェア

必ずしも高くない [9]．このため，複数の解析システムの検

解析システムの検知結果を統合する方式を考案した点

知結果を基に最終判定を下すというアプローチが考えられ

• クラスタリング結果を活用して，検知率の低下を抑え

る．しかし，複数の外部の解析システムを用いた場合，各

つつ，検体を送信するマルウェア解析システム数を減

解析システムが他のクライアントからの検体を処理する頻

少させる，マルウェア解析システム数縮退方式を考案

度によっては，検体の送信から検知結果の受信までに長時

した点

間がかかり迅速性に欠ける，また，解析システムの内部が

• 実データとシミュレーションを基に，提案方式の既存

ブラックボックスのため，システムの組合せによっては検

手法に対する検知速度・検知精度の優位性および有効

知結果に偏りが生じる可能性があるという課題がある．

範囲を明示し，縮退方式の有用性を示した点

本論文では，検知機能を持つ公開型マルウェア解析シス
テムが複数存在する環境を想定し，検体を解析システムに

• 提案方式を URL スキャナの統合検知にも適用し，既
存方式に対する有用性を確認した点

送信して，その後受信した検知結果を統合処理することで，

以下，2 章では関連研究について，3 章では提案方式が

高速・高精度なマルウェア判定を実現する方式を提案する．

着目するマルウェア検知結果の相関性について説明する．

本方式は，各マルウェア解析システムが用いる解析環境や

4 章で提案方式について述べ，5 章ではクラスタリングを

検知方式の特性が原因で，各システムが出力する検知結果

用いた縮退方式について述べる．6 章では方式の性能評価

は互いに独立ではなく強い相関性が現れる場合があること

について説明する．7 章では提案方式を URL スキャナに

に着目し，過去の検知結果の相関性に基づき解析システム

適用した場合の評価について示す．8 章を本論文のまとめ

をクラスタリングする．そして，受信した検知結果をクラ

とする．

スタ単位で集約することで統合検知結果を算出する．
本方式では，統合検知に必要な検知結果の個数はクラス

2. 関連研究

タごとに 1〜2 個程度の少数で十分で，全検知結果の受信

本章では，複数のマルウェア解析システムやアンチウイ

を必要としないため，既存方式よりも高速な検知が可能で

ルスソフトを用いて，マルウェアの統合検知結果を算出す

ある．また，多数の解析システムが類似の解析環境や検知

る既存研究について述べる．Cloud AV [1] は，検体を複数

方式を用いているなど，システムの組合せに偏りがある場

のマルウェア解析システムに送信する．そして，検体をマ

合も高精度な検知を実現する．本方式は個々の解析システ

ルウェアと判定したシステム数が閾値を超えた場合に，検

ムの検知率の情報や教師データを必要としない．このため

体はマルウェアであるという統合検知結果を算出する．ま

導入・運用コストが低く，マルウェアのトレンドの変化や

た，文献 [2], [3] では，多数決の考え方に従い，検体をマル

解析システムの突然の更新にも柔軟に対応できる．

ウェアと判定したシステム数が検体を非マルウェアと判定

外部組織が運営するマルウェア解析システムと連携して
マルウェアを検知するシステムとしては [1], [3] などが提案
されている．しかし，本方式のように，各マルウェア解析
1
a)

したシステム数より多い場合に，検体はマルウェアである
という統合検知結果を算出する．
しかし，これらの方式では，各マルウェア解析システム
の検知結果を独立・対等に扱っているため，複数のシステ
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ムの検知結果間に強い相関性がある場合，正しい結果が得
られない場合がある．たとえば，5 つの解析システム A，
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B，C，D，E があり，そのうちの A，B，C の検知結果に
は，次章で述べる原因により，強い相関性があると仮定す
る．すなわち，A，B，C は多くの検体に対して，検知結果
が一致する．たとえば，B，C の内部で A とまったく同じ
解析エンジンが使われている場合，3 つのシステムの検知
結果はつねに一致する．このとき，たとえば 3 つ以上の解
析システムがマルウェアと判定した場合に統合検知結果が
マルウェアとなる閾値方式では，D，E の検知結果によら
ず，A，B，C の検知結果だけで統合検知結果が一意に定ま
る．このため，実質的には A の判定結果がそのまま統合判
定結果に反映される形となり，D，E の検知結果が活用さ
れず，検知精度の低下につながる．

図 1

8 台のマルウェア解析システムの検知結果間のピアソン相関
係数

その他のマルウェア統合検知方式としては，決定木 [4] や

Fig. 1 Pearson correlation coeﬃcients between detection

ベイズ推定 [5] などの機械学習を用いたものや，過去の検

results of eight types of malware analysis systems.

知結果のパターンに基づき判定を行うもの [7] がある．ま
た，検知精度に基づき各システムの重要度に重み付けを行

析システム間では，検知結果の相関性が強くなる可能性が

い，統合検知結果を算出する方式もある [6]．

高い．また，解析システムが用いる検知方式は，システム

これらの方式では，各システムの検知結果は独立・対等

コール方式 [8]，システムセントリック方式 [9] などいくつ

には扱われないため，上述の問題を解決できる可能性があ

かに分類される．2 つの解析システムが同様の検知方式を

る．しかしこれらの方式は，事前に，マルウェアあるいは

用いる場合，検知結果の相関性は強くなると考えられる．

非マルウェアであることが明らかな検体（教師データ）を

図 1 に，検知アルゴリズムが同一である非公開型マル

用いた学習や各解析システムの検知率の測定が必要である．

ウェア解析システムを 8 台用意し，各々に異なる OS を

これらの方式では大量の教師データを必要とするため，1

解析環境としてインストールした状態で，Malware Wild

体あたりの解析に数分程度の時間がかかるマルウェア解析

List [12] に掲載されている 650 体のマルウェアを解析した

システムに適用する場合，長時間の学習期間を必要とする．

際の，各検知結果間のピアソン相関係数を示す．用いた OS

また，マルウェア解析システムとして外部のサービスを用

は，Windows XP SP0，Windows XP SP1，Windows XP

いる場合，クライアント側に事前予告なしにシステムの解

SP2，Windows XP SP3，Windows Vista SP0，Windows

析環境や検知方式が更新された場合に対応できない．さら

Vista SP1，Windows Vista SP2，Windows 7 である*1 ．な

に，過去にない未知のマルウェアの検知を目的とする場合，

お，用いたマルウェア解析システムは NICT（情報通信研

適切な教師データを作成すること自体が容易ではない．

究機構）が研究開発しているマルウェア挙動解析システム

またこれらの方式の中は，全解析システムの検知結果が
必要なため，統合検知に時間を要するものもある．
提案方式の従来方式に対する優位点は以下の 3 点である．

である nicter ミクロ解析システム [18] に，セキュリティベ
ンダの協力の下，挙動を基にマルウェア判定を行う機能を
付加したものである．

• 過去の検知結果を基に各解析システムの相関性を求め

ピアソン相関係数を基にこれらのシステムを後述の図 4

て活用するため，各システムが独立・対等でない場合

に従いクラスタリングした場合，クラスタリングの閾値が

でも高精度な検知が可能である．

0.75 のとき，8 台システムは 4 つのクラスタ，{XP SP0}，

• 個々の解析システムの検知率の情報や教師データを必

{XP SP3}，{XP SP1, XP SP2}，{Vista SP0, Vista SP1,

要としない．このため導入・運用コストを低減できる，

Vista SP2, 7} に分類される*2 ．検知率が近いシステムが必

また，マルウェアのトレンドが変化した場合や各解析

ずしも同じクラスタに分類されるとは限らない．たとえば，

システムの解析特性が事前予告なしに変更された場合

Vista SP0 と XP SP1 の検知率は同等であるが，相関係数

にも対応できる．

は 0.47 であるため，異なるクラスタに分類される．一方，

• すべての検知結果を受信する前に統合検知結果を算出
するため，高速な検知が可能である．

3. マルウェア検知結果の相関性
一般にコンピュータプログラムは，実行環境によって挙
動が変化する場合が多い．特にマルウェアにはその傾向が
強いとされる．このため，同様の環境を持つマルウェア解

c 2014 Information Processing Society of Japan


Vista SP0 と Vista SP1 の相関係数は 0.94 と高く，両シス
テムは多くの検体に対して一致した検知結果を出力する．
*1

*2

商品名称などに関する表示：Windows は Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です．
本論文に記載されている会社名，製品名は，それぞれの会社の登
録商標もしくは商標です．
Vista SP2-7 間の相関係数は 0.75 を下回っているが，Vista SP1，
Vista SP0，Vista SP2 の重心と 7 の相関係数が 0.75 を超える
ため，同一クラスタに分類される．
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このように，解析環境の違いから生じる検知結果の相関
性に従って，マルウェア解析システムを複数のクラスタに
分類することができる．個々の解析システムの検知率が同
等である複数の解析システムの中からいくつかを選んで統
合検知に用いる場合，異なるクラスタに属するシステムを
選ぶべきである．なぜなら，同じクラスタに属するシステ
ムを用いた場合，各システムはほぼ一致した検知結果を返

図 2 提案方式を実現するシステムの概要

すため，システム 1 台の場合と検知率が大きく変わらない

Fig. 2 System overview of proposed detection scheme.

からである．逆に，異なるクラスタに属する解析システム
を 1 台ずつ選べば，1 台のみを用いる場合と比べて検知率
は高くなる．図の例では，8 台の解析システムは 4 つのク
ラスタに分類される．このため，8 台の解析システムに検
体を送信した場合，各クラスタにおいて 1 台以上の解析シ
ステムから検知結果を受信すれば，統合検知に資する十分
な情報を取得できたといえる．次章で提案するマルウェア
統合検知方式はこの点に着目する．
以後，クラスタリングにより複数のシステムが，十分
な量の検知結果を基に，サイズ s1 のクラスタ，サイズ s2
のクラスタ，サイズ s3 のクラスタ…にクラスタリングさ
れるとき，このクラスタモデル（CM: Cluster Model）を

<s1, s2, s3, . . . > と表記することにする．図 1 の例では，
クラスタモデルは CM = <1, 1, 2, 4> となる．また，この
モデルのクラスタ数は 4 となる．
なお，非マルウェアに対する検知結果の相関性の分布は，

図 3

提案方式のフローチャート

Fig. 3 Flowchart of proposed scheme.

図 1，すなわちマルウェアに対する検知結果の相関性の分
布とは異なるものになる可能性もある．しかし本論文では，

に依存する．

簡単のために，マルウェアに対する検知結果の相関性の分

図 3 に，検体をマルウェア解析システムに送信する際の

布と非マルウェアに対する検知結果の相関性の分布は同じ

提案方式のフローチャートを示す．本方式ではまず，過去

であると仮定して扱う．マルウェアと非マルウェアとで分

の検知結果の相関性を基にマルウェア解析システムをクラ

布が異なる場合についての検討は，今後の課題とする．

スタリングする．その後，複数の外部のマルウェア解析シ

4. マルウェア統合検知方式
4.1 概要
本章では，検知結果の相関性に基づくマルウェア統合検

ステムに対して検体を送信する．
次に，各マルウェア解析システムから返ってくる検知結
果を受信するたびに，統合検知処理を実行する．
統合検知処理では，検知結果をクラスタごとに集約し，

知方式について述べる．本方式は，複数のマルウェア解析

情報エントロピーを組み合わせて統合検知結果を算出す

システムをマルウェア検知に用いたとき，解析環境や検知

る．このとき，受信結果数が少ないときは，検知結果が確

方式などが原因で検知結果間に強い相関性が生じる場合が

定しない場合がある（すなわち，検体がマルウェアなのか

あることに着目し，この特性を利用することで高速・高精

非マルウェアなのかが不確定）．統合検知結果が確定した

度なマルウェア検知を実現する．

場合は処理を終了し，不確定の場合は，次の検知結果の受

図 2 に本方式を実現するシステムの概要を示す．シス
テムは，1 つのマルウェア統合検知システムと複数のマル

信を待つ．
次節以降で各処理の詳細について述べる．

ウェア解析システムから構成される．マルウェア統合検知
システムは本方式を実行し，外部から与えられた解析対象

4.2 マルウェア解析システムのクラスタリング

検体のマルウェア解析システムへの送信，検知結果の受信，

マルウェア解析システムのクラスタリングは，過去の検

統合検知結果の算出を行う．マルウェア解析システムは，

知結果を基に行われる．図 4 にクラスタリングの疑似コー

マルウェア統合検知システムから受信した検体を解析し，

ドを示す．今，マルウェア解析システムに送信しようと

検知結果を送信する．検体を受信してから検知結果を送信

している検体が i 番目の検体であるとき，クラスタリング

するまでの時間は，過去に受信した解析待ちの検体数など

には，i − window 番目から i − 1 番目の検体に対する，計
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マルウェア解析システムのクラスタリングの擬似コード

Fig. 4 Pseudo code of clustering malware analysis system.

window 個の検知結果を用いる．マルウェア解析システム
n の i 番目の検体の検知結果を DR(n)i ∈ {−1, 1}（−1：非
マルウェア，1：マルウェア）とするとき，i − window 番
目から i − 1 番目の検体に対する検知結果の配列を

DR(n)i−window,i−1
= {DR(n)i−window , DR(n)i−window+1 , . . . , DR(n)i−1 }
とする．
クラスタリングでは，マルウェア解析システムの検知結
果配列間のピアソン相関係数（PCC: Pearson Correlation

図 5

統合検知処理の擬似コード

Fig. 5 Pseudo code of integrated detection process.

．そ
Coeﬃcient）をすべての組合せにおいて求める（line 5）
して，最も相関係数が高い組合せにおける値が閾値 THcluster

析システムに送信する．マルウェア解析システムが別の検

以上のとき（line 6），両検知結果配列を連結して新しい検

体を解析中に，マルウェア統合検知システムから検体を受

知結果配列に置き換える（line 8–12）．この処理を，どの

信した場合，検体は解析待ちとなりキューに入れられる．

検知結果配列間の組合せも THcluster を超えなくなるまで，

過去にキューに入れられた検体の解析がすべて完了した後

繰り返し行う．最終的に求まった個々の検知結果配列の引

で，当該検体は解析される．このため，複数のマルウェア

数（マルウェア解析システムの組合せ）が，1 つのクラス

解析システムに同時に検体を送信した場合でも，検知結果

タを構成する．

を受信するまでにかかる時間には大きなばらつきが生じる．

以降では，マルウェア統合検知システムが連携する 9 つの
マルウェア解析システム（A，B，C，D，E，F，G，H，I）をク
ラスタリングした結果，C1 = {A, B, C}，C2 = {D, E, F}，

4.4 統合検知処理
統合検知システムは，検知結果を受信するたびに，統合

C3 = {G, H, I} という 3 つのクラスタが得られたものとし

検知処理を実行する．本処理では，各クラスタが統合検知

て，説明を続ける．

結果に与える影響は，クラスタサイズによらず，同等であ
る．このため，クラスタ間のサイズ差が大きい場合でも高

4.3 検体の送信
クラスタリング完了後に，統合検知システムは個々のマ
ルウェア解析システムに検体を送信する．
本方式では，マルウェア解析システムは，マルウェア統

精度な検知が可能となる．また，統合検知に必要な検知結
果の個数はクラスタごとに 1〜2 個程度の小数で十分であ
るため，既存方式よりも高速な検知が可能である．
図 5 に統合検知処理で実行される疑似コードを示す．

合検知システムと同じ組織内ネットワークに設置された

統合検知処理では，クラスタごとに，今までに受信した

クローズドなものではなく，インターネット上でオープン

検知結果の値（−1 or 1）の合計値であるクラスタスコア

な解析サービスを実施していることを仮定する．現在様々

が存在する．処理ではまず，受信した検知結果に対応する

な組織が公開型のマルウェア解析サービスを実施してお

クラスタスコアを更新する（line 3–8）
．次に，クラスタス

り [15], [16], [17]，今後は検知機能を持つシステムも多数出

コアのうち 1 以上のもの，もしくは −1 以下のものをカウ

現すると考えられる．この仮定の下では，マルウェア統合

ントして，変数 MalwareScore，GoodwareScore に格納す

検知システム以外のクライアントも，検体をマルウェア解

る（line 10–19）
．最後に，MalwareScore がクラスタ数の半
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2269

情報処理学会論文誌

Vol.55 No.10 2265–2280 (Oct. 2014)

図 6

統合検知処理の一例

Fig. 6 A sample of integrated detection process.
図 7

数より大きい場合，統合検知結果は「マルウェア」となる

情報エントロピーを用いた検知の擬似コード

Fig. 7 Pseudo code of entropy based detection.

（line 21–22）．反対に，GoodwareScore がクラスタ数の半
数より大きい場合，統合検知結果は「非マルウェア」となる

が成り立つとき，検体はマルウェアと判断される．

（line 23–24）
．前述の条件を満たさず，かつ MalwareScore

結合エントロピーを検知に用いるのは，検体をマルウェ

と GoodwareScore の合計値がクラスタ数と同一になる場

ア（あるいは非マルウェア）と判定したマルウェア解析シ

合，またはすべての検知結果を受信しても両値とも過半数

ステムの過去の検知結果間の相関性が低いほど各システム

にならない場合は，後述の performEntropyDetection を実

の独立性は高く，それらのシステムの検知精度が一致した

行し，情報エントロピーを用いた判定を行う（line 25–27）
．

ときの検知精度は高くなると判断できるためである．たと

すべての条件文を満たさない場合は，判定結果は不確定と

えば，解析システム A と B の検知方式や解析環境に共通点

なり，次の検知結果の受信を待つ（line 28–30）．

があまり多くないとき，検知結果配列の相関性は低くなる

図 6 に，統合検知処理の一例を示す．この例では，マル

ため，H(DR(A)i−window,i−1 , DR(B)i−window,i−1 ) は 2 に近

ウェア解析システム A，E，F，H から「検体はマルウェ

付く．一方，解析システム C と D の検知方式や解析環境

ア」という検知結果が，D，E から「検体は非マルウェア」

がほぼ同等のものであるとき，検知結果配列の相関性は高

という検知結果を受信し，最後に受信したのが H からの検

くなるため，H(DR(C)i−window,i−1 , DR(D)i−window,i−1 ) は

知結果であるとする．この場合，C1，C2，C3 のクラスタ

1 に近付く．このため，マルウェアと判定した解析システ

スコアはそれぞれ 1，−1，1 となる．

ムと非マルウェアと判定した解析システムの総数は同じで

このため MalwareScore は 2，GoodwareScore は 1 とな
るため，統合検知結果は「マルウェア」となる．

も，統合検知結果は「マルウェア」となる．
ここで，各クラスタに含まれる解析システムの検知率の
平均値を「クラスタ内平均検知率」と呼ぶとする．

4.5 情報エントロピーを用いた判定
本方式は，GoodwareScore と MalwareScore が同数かつ

本方式では，MalwareScore と GoodwareScore を用い，
クラスタ単位での多数決により最終判定を行う．このため，

合計値がクラスタ数と等しくなるとき，および全検知結果

本方式は，クラスタ内平均検知率の過半数が 50%を上回る

を受信しても両値ともクラスタ数の過半数に達しないと

ような環境での利用を想定している．たとえば，クラスタ

き，情報エントロピーを基にマルウェア検知を行う．図 7

数が 3 のとき，2 つ以上のクラスタのクラスタ内平均検知

に統合検知処理の疑似コードを示す．統合検知処理では，i

率が 50%であることを想定する．このため，検知に用いら

番目の検体をマルウェアと判断した解析システムの検知結

れるマルウェア解析システムの大半が検知率 50%未満であ

果配列の結合エントロピーと，i 番目の検体を非マルウェ

り，かつこれら検知率が低いシステムが，全クラスタの過

アと判断した解析システムの検知結果配列の結合エントロ

半数に散らばる場合，統合検知率が低下する可能性がある．

ピーを求め，前者が後者より大きいとき，検体はマルウェ

本想定条件が満たされない環境下で統合検知を行う場

アであると最終判断する．
たとえば，4 つの解析システム A，B，C，D が 2 つのク

合，あるいは，誤検知の増加を許容してでも高い検知率が
求められる場合は，提案方式を一部変更する必要がある．

ラスタ C1 = {A, B}，C2 = {C, D} に分類されるとする．

具体的方法については 7 章で述べる．

そして，A，B の検知結果が「マルウェア」
，C，D の判定

5. マルウェア解析システム数縮退方式

結果が「非マルウェア」のときエントロピーによる判定が
行われる．この場合，

図 4 に示したクラスタリング方式を応用することで，検
体を送信する解析システム数を縮退することができる．

H(DR(A)i−window,i−1 , DR(B)i−window,i−1 )
 H(DR(C)i−window,i−1 , DR(D)i−window,i−1 )
c 2014 Information Processing Society of Japan
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表 1 実験条件

Table 1 Experiment condition.

図 8 マルウェア解析システム数縮退方式

Fig. 8 Degenerate scheme of malware analysis systems.

次に，各クラスタからランダムに 1 台の解析システムを選
択する．そして，選択された解析システムにのみ検体を送
信する．全解析システムの過半数の検知結果が「マルウェ
ア」である場合，統合検知結果はマルウェアとなる．
「マル
ウェア」判定・「非マルウェア」判定の結果が同数の場合
は，図 7 の情報エントロピー方式により決定する．
解析システムの縮退には以下の効果がある．

• 検体を解析するシステム数が減るため，解析システム
の負荷が減る．

• 検体・検知結果の転送によるトラヒックを減少できる．

6.1.1 マルウェア解析システム
(1) マルウェア解析システム数

• 検体ごとに送信先解析システムを変えることで，複数

実モデルでは，Windows XP SP0 を除く 7 台のマルウェ

の検体の並列解析が実現でき，解析スループットの向
上につながる．

ア解析システムをデフォルトで用いた．Windows XP SP0

各クラスタからランダムにシステムを選択するのは，本

のシステムを除いたのは，同システムの検知率は 15%と他

提案方式では教師データを用いないため，個々の解析シス

のシステムと比べてもきわめて低く，公開型マルウェア解

テムの検知性能による差別化は行わないためである．ま

析システムに期待する性能として相応しくないためと，後

た，並列解析については 6.3.4 項でさらに議論する．

述の比較対象方式ではマルウェア解析システム数が奇数で
ある必要があるためである．

6. 性能評価および考察
提案したマルウェア統合検知方式およびマルウェア解析

シミュレーションで用いるマルウェア解析システムの台
数は 15 台とした．これは，文献 [10] などによると，現在十

システム縮退方式の性能を，3 章で述べた実データを用い

数台の公開型マルウェア解析システムがあるためである．

たモデルと，コンピュータシミュレーションを用いたモデ

このうちのすべてが，検体がマルウェアかどうかの判定を

ルを用いて評価した．以下に性能評価結果および考察につ

行うわけではないが，今回のシミュレーションではすべて

いて述べる．なお，以後「提案方式」と述べたときは，
「提

のシステムが判定を行うと仮定する．

(2) 検体のシステム滞在時間

案する統合検知方式」を意味する．
なお，実データを用いたモデルでは，3 章で述べた非公

実モデル，シミュレーションモデルともに，[3], [11] を

開型のマルウェア解析システムを用い，これらのシステム

参考に，マルウェア解析システムの解析処理を M/M/1/∞

が公開型である場合を仮定して，検知率・検知速度を測定

の待ち行列モデルでモデル化し，平均解析時間は 300 秒，

している．

平均検体到着時間は 450 秒とした*3 ．このとき，検体のシ
*3

6.1 実験条件
表 1 に実験条件を示すとともに，以下に説明する．
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析時間を変えるもの [14] や，過去に解析ずみの検体と類似した
挙動をする検体については長時間の解析を行わないもの [13] な
どがある．
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ステム滞在時間（= 待ち時間 + 解析時間）は平均 900 秒と
なる．

表 2 実モデル（CM = <1, 2, 4>）に対する評価結果

Table 2 Evaluation result on real model (CM = <1, 2, 4>).

(3) 解析システムのクラスタモデルと検知率
実モデルでは，図 1 に示したモデルから，解析環境が

Windows XP SP0 であるものを除いた 7 種類の解析シス
テムから構成される <1, 2, 4> をデフォルトで用いた．な
お，実モデルを用いた場合，システム間の相関係数は，実
測した 650 体のマルウェアに対する検知結果に従う．
シミュレーションモデルでは，クラスタ数が 5 および 8 の

6.1.2 提案方式のパラメータ
window サイズはデフォルトで 100 とした．window サ
イズがデフォルト値を取らない場合の評価は後述する．ま

モデルを扱う．これは，図 1 より，クラスタ数は解析システ

た，図 1 を基に，THcluster のデフォルト値は 0.75 とした．

ム数の 1/2 前後になると考えられるためである．各クラス

6.1.3 既存方式

タのサイズを，変動係数（= 標準偏差/平均値）の観点から

既存方式としては過半数先取方式 [3] を用いた．この方

調整して，様々なバラつきを持つクラスタモデルを作成し

式では，検体に対する検知結果が「マルウェア」である解

た．たとえば，クラスタ数 = 5 である CM = <3, 3, 3, 3, 3>

析システム数が全システム数の過半数となると，検体をマ

の変動係数は 0 となり，CM = <1, 2, 3, 4, 5> の変動係数

ルウェアと判定する．

は 0.527 に，CM = <1, 1, 1, 1, 11> の変動係数は 1.491 と

6.1.4 送信する検体

なる．クラスタサイズの偏りが大きいほど，変動係数は大
きくなる．

実モデルでは，図 1 のマルウェア解析結果の作成に用い
られた 650 体の検体を用いる．

図 1 において最も検知率が高いマルウェア解析システム

シミュレーションモデルでは，マルウェア統合検知シ

の検知率が 0.7 強であることから，シミュレーションモデ

ステムが送信する検体が実際にマルウェアである確率は

ルでは，すべての解析システムにおいて，TPR，TNR は

50%であるとする．また，マルウェア統合検知システムが

いずれも 0.7 とした．このため，本方式では，統合検知結

検体を送信する際，過去に送信した検体の検知結果はすべ

果の TPR と TNR も同値となる．よって，評価では検知

て受信しているものと仮定する．

率のみを評価対象とする．実際に運用される IDS/IPS な
どでは TPR/TNR のバランスは目的に応じて調整される

6.2 評価結果

と考えられる．しかし，マルウェア解析システムを用いた

6.2.1 実モデルに対する評価

検知手法の研究はまだ緒についたばかりであり，どのよう

実モデルに対する評価結果を表 2 に示す．表が示すよ

に TPR/TNR のバランスをとるかは，検知アルゴリズム

うに，提案方式は既存方式と比べて検知率を 4.4%向上し，

の変更を含めて，様々な検討が必要である．このため，本

検知時間を 15%減らしている．また，ウイルコクソンの符

論文では，最も基本的な設定条件を想定し，TPR，TNR

号順位和検定（以下，検定）により，1%の有意水準で，検

ともに 0.7 とした．

知率・検知時間ともに有意差が認められる．

また，シミュレーションモデルにおける，同一クラスタ

一方，提案方式の検知率は，最も検知率が高い Windows

および異種クラスタに属するシステム間の検知結果の相関

XP SP2 のシステムの 70.8%より 2.3%劣るが，検定では

係数は，図 1 において相関係数の値が 0.2〜0.8 台にあるこ

1%の有意水準で有意差は認められず，差異は小さい．一

とから，それぞれ 0.2，0.8 に設定した．

方で，提案方式の検知率は，7 台のシステムの平均値の

(4) システム更新間隔

62.4%を 6.1%上回り，検定では 1%の有意水準で有意差が

マルウェア解析システムの解析環境・検知方式の更新間

認められる．

隔はデフォルトでは ∞ として，更新は発生しないこととし

また，Windows XP SP2 で検知でき，提案方式で検知でき

た．更新が発生する場合の性能評価については後述する．

ない検体は 32 個あり，Bagle，Mytob，Koobface，Waledac

(5) マルウェア解析システムの検知アルゴリズム

などの亜種が含まれる．ただし，同種のマルウェアでも提

実モデルで用いるマルウェア解析システム（nicter ミクロ

案方式で検知できるものもあり，32 個の検体に共通的な特

解析システム）は，あらかじめ定義してある検知ルールを検

徴は見つからなかった．この点については，より詳細な分

体の挙動結果に照合し，検知ルールに適合する挙動を検体

析が必要と考えられ，今後の検討課題としたい．

が示した場合に，マルウェアと判断する．検知ルールには

次 に ，7 台 の 解 析 シ ス テ ム の 中 か ら 検 知 率 が 最 高 の

• 検体のコピーのファイルパスを Run レジストリに登

Windows XP SP2 と，最低の Windows 7 を取り除いた

録し，PC の再起動後に再実行するようにする．

• メールソフトの受信メールディレクトリを検索する．
などがある．
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表 3 実モデル（CM = <1, 1, 3>）に対する評価結果

Table 3 Evaluation result on real model (CM = <1, 1, 3>).

図 11 クラスタ数 = 8 の場合の検知率の変化

Fig. 11 Changes in detection rate with number of clusters = 8.

図 9 クラスタ数 = 5 の場合の検知率の変化

Fig. 9 Changes in detection rate with number of clusters = 5.

図 12 クラスタ数 = 8 の場合の検知時間の変化

Fig. 12 Changes in detection time with number of clusters = 8.

ラスタが検知結果に及ぼす影響が強くなるためである．一
方，提案方式では，クラスタごとの検知結果を統合して統
合検知結果を導出するため，クラスタサイズの差異は検知
図 10 クラスタ数 = 5 の場合の検知時間の変化

Fig. 10 Changes in detection time when number of clusters = 5.

結果に影響を及ぼさない．変動係数が 0.2 以下のとき，提
案方式は既存方式より検知率が 0.3〜0.7%程度低いが，両
者の性能はほぼ同等といえる．これは，各クラスタのサイ

表 3 に評価結果を示す．この場合，提案方式の検知率

ズが同等のため，既存方式が用いる多数決に悪影響が生じ

は個々のシステムの最大値および既存方式を上回るがその

ないためである．しかし変動係数が 0.2 以上のとき提案方

差は小さく，検定では 1%の有意水準で有意差は認められ

式は既存方式よりも優位となり，その差は最大で 13%程度

ない．

となる．

一方，5 台のシステムの検知率の平均値に対しては，1%の

また，図 10 が示すように，変動係数が 1.3 以下のとき，

有意水準で有意差が認められる．また検知時間に関して

提案方式の検知時間は既存方式より短く，変動係数が 0 のと

も，既存方式と比較して，1%の有意水準で有意差が認めら

きは既存方式の 40%程度となり，検知速度は 2.4 倍程度ま

れる．

で向上する．変動係数が増加すると，大型クラスタのサイ

6.2.2 シミュレーションモデルに対する評価

ズが大きくなるため，同一の検知結果を受信する頻度が多

図 9，図 10 に，シミュレーションモデルにおいて，解

くなる．このため，既存方式の検知時間は短くなる．一方，

析システムのクラスタ数 = 5 のとき，各クラスタのサイズ

提案方式では，小型サイズのクラスタの検知結果を受信す

を調整して変動係数を変えた場合の検知率および検知時間

るまで最終的な判定を行えないため，検知時間が増加する．

の変化を示す．

以上より，クラスタ数 = 5 の場合，変動係数が 0.2 以下

図 9 が示すように，提案方式では変動係数の変化によら

のとき，提案方式は既存方式より検知時間の点で優位であ

ず，検知率は 83%程度を保っており，個々の解析システム

る．変動係数が 0.2 以上，1.3 以下のとき，提案方式検知

の検知率 70%を 13%超える．一方，既存方式では，変動係

率・検知時間の両方で優位である．変動係数が 1.3 以上の

数の増加にともない検知率が低下する．これは，変動係数

とき，提案方式は検知率の点で優位である．

が増加するとクラスタモデルが 1 つの大型クラスタと複数
の小型クラスタから構成されるようになり，1 つの大型ク
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図 13 CM = <1, 2, 3, 4, 5> の場合の window サイズの影響

Fig. 13 Eﬀect of window size on CM = <1, 2, 3, 4, 5>.

図 15 CM = <1, 2, 3, 4, 5> の場合のシステム更新の影響

Fig. 15 Eﬀect of system update on CM = <1, 2, 3, 4, 5>.

図 14 CM = <1, 1, 1, 4, 8> の場合の window サイズの影響

図 16 CM = <1, 1, 1, 4, 8> の場合のシステム更新の影響

Fig. 14 Eﬀect of window size on CM = <1, 1, 1, 4, 8>.

Fig. 16 Eﬀect of system update on CM = <1, 1, 1, 4, 8>.

図 11 が示すように，提案方式では，変動係数の変化に

れるためである．

よらず，検知率は 88%程度を保っており，個々の解析シス

反対に，window サイズが 100 より大きくなると検知時

テムの検知率 70%を 18%超える．変動係数が 0.3 以下のと

間は低下し検知率は上昇するが，減少幅・上昇幅ともに非

き，提案方式は既存方式より検知率が 0.2〜0.7%低いが，

常に小さい．window サイズが大きくなるほどクラスタリ

両者の性能はほぼ同等といえる．しかし，変動係数が 0.3

ングに費やす演算量が増えることを考えると，window サ

以上のとき提案方式は既存方式よりも優位となり，その差

イズ = 100 程度が最適といえる．

は最大 16%程度となる．また，図 12 が示すように，変動

6.2.4 マルウェア解析システムの更新の影響

係数が 0.7 以下のとき提案方式の検知速度は既存方式より
速く，変動係数が 0 のときは既存方式の 1.3 倍程度となる．

本項では，定期的に各マルウェア解析システムの解析
環境や検知方式が更新され，検知結果の相関性が変化す

以上より，クラスタ数 = 8 の場合，変動係数が 0.3 以下

る場合を考える．ここでは，検体を 1,000 体処理するごと

のとき，提案方式は既存方式より検知時間の点で優位であ

に，すべてのマルウェア解析システムで更新が発生し，ク

る．変動係数が 0.3 以上，0.7 以下のとき，提案方式は検知

ラスタモデルは変わらないが，各クラスタに属するシス

率・検知時間の両方で優位である．変動係数が 0.7 以上の

テムが入れ替わるケースを想定する．たとえば，クラスタ

とき，提案方式は検知率の点で優位である．

モデル <3, 3, 3> の場合，9 つのマルウェア解析システム

6.2.3 window サイズの影響

が {A, B, C}，{D, E, F}，{G, H, I} の 3 つのクラスタに分

本項では，window サイズが検知率・検知時間に及ぼす
影響を評価する．図 13，図 14 に，CM = <1, 2, 3, 4, 5>
（変動係数 = 0.53）および CM = <1, 1, 1, 4, 8>（変動係数

= 1.03）において，window サイズを変えた場合の検知時
間と検知率の変化を示す．
両図において，window サイズが 100 より小さいとき，

類されていたのが，システムの更新によって，{A, D, G}，

{B, E, H}，{C, F, I} のように異なる 3 つのクラスタに分類
されることになる．
図 15，図 16 に，CM = <1, 2, 3, 4, 5>，CM = <1, 1, 1,

4, 8> におけるシステム更新の検知率・検知時間に与える
影響を示す．

検知率は低下し，検知時間は上昇する．これは，クラスタ

図より，window サイズが 100 を超えると検知率が大き

リングに用いられる情報量（過去の検知結果数）が少なす

く低下し，また window サイズが 500 を超えると検知時間

ぎ，実際のクラスタモデルよりも多くのクラスタが算出さ

が長くなることが分かる．これは，window サイズが大き
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の増加とともに検知率は低下し検知時間は長くなる．これ
は，THcluster が大きいため，1 つの解析システムのみを含
むサイズ = 1 のクラスタが多数できるためである．
同様に，図 18 においても，THcluster が小さい場合，検
知率・検知時間ともに低くなる．その後 THcluster の増加
にともない検知率・検知時間は上昇し，THcluster = 0.45〜

0.7 のとき，検知率は最大値の 84.5%となる．その後は，
THcluster の増加とともに検知率は低下し，検知時間は長く
図 17 実モデルの場合の THcluster の影響

Fig. 17 Eﬀect of THcluster on real model.

なる．THcluster = 0.4〜0.8 のとき，検知率・検知時間はほ
ぼ一定である．これは，シミュレーションの設定値により
同一クラスタ内の解析システムの検知結果の相関性を平均

0.8 に，異なるクラスタ間の解析システムの検知結果の相
関性を平均 0.2 に設定しているため，THcluster =0.4〜0.8
の間では，クラスタリングの結果がほぼ同一になるためで
ある．
以上，実モデル・シミュレーションモデルの結果より，

THcluster は 0.7〜0.8 程度に設定するのが望ましいといえる．
6.2.6 マルウェア解析システム数縮退方式の性能
表 4 に，縮退方式を実モデルに適用した場合の効果を
示す．ここで，
「縮退率」を，
「1 − 縮退後に検体を送信す
る解析システム数/縮退前の解析システム数」と定義する．
図 18 CM = <1, 2, 3, 4, 5> の場合の THcluster の影響

図 1 より，評価から除外した XP SP0 を除いたクラスタ

Fig. 18 Eﬀect of THcluster on CM = <1, 2, 3, 4, 5>.

数は 3 なので，縮退率は 1 − 3/7 = 0.57 となっている．ま
た，解析システムの組合せは 8 通りとなる．

い場合，システム更新前・更新後両方の検知結果を併用し

検知率をみると，縮退により検知率は，全組合せの平均

てクラスタリングをする期間が長くなるため，クラスタリ

で 70.3%となり，縮退前の 68.5%を上回る．最も検知率が

ングが正しく行われない期間が長くなるためである．一

高い XP SP2 と XP SP3，Vista SP2 を組み合わせた場合

方，window サイズが 50〜100 より小さい場合は，6.2.3 項

の検知率は 71.5%で，全組合せの中で最大となる．

で述べた理由により，検知率は低下し，検知時間は長くな

また，XP SP2 を含まない 4 パターンの組合せの検知率

る．以上より，システム更新を考慮しても window サイズ

の平均値は 69.6%であり，この値は，XP SP2 を除いた 6 台

= 100 程度のとき，検知時間・検知率のバランスが良いと

のうちで検知率が最大である Vista SP1 の 63.5%を 6.1%，

いえる．

6 台の平均値 61.0%を 8.6%上回る．この結果から，解析シ

window サイズ = 100 のとき，システム更新による検知
率の低下は 0.3〜0.6%程度であり，更新が性能に与える影
響は小さいといえる．検知時間に関しても，上昇幅は 50〜

60 秒程度であり，システム更新の影響は小さいといえる．
6.2.5 THcluster の影響
図 17，図 18 に，THcluster を 0.00 から 1.00 まで変化

ステム間の性能差が小さいほど，縮退方式の有効性が高く
なることが分かる．
以上より，縮退により解析システム数が半数以下になっ
た場合でも，検知率は縮退前と同等以上になるといえる．
一方，検知時間をみると縮退前を 10%ほど上回ってお
り，縮退により検知時間は長時間化する傾向がある．

させた場合の，実モデルおよび CM = <1, 2, 3, 4, 5> のシ

また，同一クラスタ内に属する解析システムを用いて縮

ミュレーションモデルにおける検知時間，検知率の変化を

退方式を実行した場合，検知率は，{Vista SP0, Vista SP1,

それぞれ示す．

Vista SP2, 7} の組合せでは 62.4%，{Vista SP0, Vista SP1,

図 17 より，THcluster が小さいとき，検知率・検知時間

Vista SP2} の組合せでは 63.5%，{XP SP1, XP SP2} の

はいずれも低くなる．これは，1〜2 個程度の少数の大き

組合せでは 62.7%にとどまっている．この結果からも，異

なクラスタにほとんどの解析システムがクラスタリングさ

なるクラスタに属する解析システムを用いて統合結果を算

れるためである．THcluster の増加とともに検知率・検知時

出する縮退方式が有用であることが分かる．

間は上昇する．THcluster = 0.85 のとき検知率は最大値の

次に，表 5 に，シミュレーションモデルにおいて，ク

70%となり，Windows XP SP2 の検知性能とほぼ同等にな

ラスタ数 = 5, 8 の場合の縮退前・縮退後の検知率・検知

る（このとき，CM = {1, 1, 1, 1, 3}）
．その後は，THcluster

時間を示す．なお，縮退前の検知率・検知時間は，図 9〜
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表 4 実モデルの場合の縮退方式の効果

Table 4 Eﬀect of degenerate scheme on real model.

表 5

シミュレーションモデルの場合の縮退方式の効果

Table 5 Eﬀect of degenerate scheme on simulation model.

検知率の事前評価にコストがかかる，あるいはマルウェア
のトレンドの変動や検知アルゴリズムの変更により検知率
が運用中に変動する可能性がある場合に，提案方式の有用
性は高いといえる．

6.3.2 クラスタ数の影響
図 9〜図 12 の結果より，提案方式が既存方式より検知
時間・検知率の両方で優位である範囲は，クラスタ数 = 5
の場合は変動係数が 0.2 以上 1.3 以下のとき，クラスタ数
図 12 における平均値である．縮退前と縮退後の検知率の

= 8 の場合は変動係数が 0.3 以上 0.7 以下のときとなる．

差は 1%以下であり非常に小さい．一方，縮退後の検知時

すなわち，クラスタ数が少ないほど，提案方式が既存方式

間は縮退前よりも 33〜65%上昇している．

より優位である範囲が広くなる．極端な例を考えると，ク

以上，縮退により解析システム数が半数程度になった場

ラスタ数 = 1 の場合，提案方式では，最初の検知結果を受

合，検知時間は上昇するが，縮退前・縮退後で検知率に大

信するだけで提案方式では統合検知結果が求まる．このた

きな変化はなく，縮退後も個々の解析システムの検知率を

め，提案方式は既存方式に対して優位となる．反対に，ク

大幅に上回ることが分かる．

ラスタ数 = 解析システム数（すなわち，すべての解析シス
テムの検知結果が互いに独立）の場合，提案方式による統

6.3 考察

合検知の方法は，既存方式とまったく同一となり優位性が

6.3.1 提案方式の優位性

なくなる．

表 2，表 3 の結果より，提案方式の検知率は，既存方式

実際にクラスタ数がいくつになるかは，どのようなマル

と同等以上であり，検知に使用される解析システムのうち

ウェア解析システムを使用するかに依存する．図 1 の例で

最も検知率が高いものと同等である．また，検知に使用さ

は，解析環境がすべて異なる 8 台のマルウェア解析システ

れる解析システムの検知率の平均値を上回る．また，検知

ムが 4 つのクラスタに分類されており，クラスタ数はマル

時間についても，提案方式は既存方式より高速である．な

ウェア解析システム数の半数となっている．また，性能評

お，実験に用いるデータセットにより結果が多少変動する

価実験の実モデルでは，7 台のマルウェア解析システムに

ことも想定されるが，今回用いたデータセットは，流行し

対し，クラスタ数は 3 である．このため，15 台のマルウェ

ているマルウェアを掲載している Malware Wild List に含

ア解析システムと連携する場合，クラスタ数はおおむね，

まれる検体から構成されており，実際に流通しているマル

解析システム数の 1/3〜1/2 である 5〜8 程度になると推測

ウェアの実態を強く反映していると考えられ，性能評価に

される．また，同様に，変動係数は 0.6〜0.7 程度になると

用いるデータセットとしては妥当といえる．

推測される．

このため，個々の解析システムの検知率に関する情報な

6.3.3 更新頻度の影響

しに，最も検知率が高いものと同程度の検知性能をだせる

window サイズは小さ過ぎると，正確なクラスタリング

という点が，提案方式の最も優れた点といえる．表 2 にあ

を行うことができない．その一方で，window サイズが大

るように，最も検知率が高いものと比べて検知率が落ちる

き過ぎると，マルウェア解析システムの機能更新への追随

場合もあるが，その差は 1%の有意水準で棄却される程度

が遅れ，一時的に検知精度が低下する．このため，最適な

である．よって，複数の解析システムが利用可能であり，

window サイズは，公開型マルウェア解析システムの更新

c 2014 Information Processing Society of Japan


2276

情報処理学会論文誌

表 6

Vol.55 No.10 2265–2280 (Oct. 2014)

検知スループット上昇率

Table 6 Detection throughput increasing rate.

上昇率の最大値を示す．いずれのクラスタ数でも，クラス
タモデルの変動係数が最小の場合に，検知スループット上
昇率は最大値をとる．検知スループット上昇率の最大値が

1.0 未満の場合，当該クラスタ数では縮退・並列方式によっ
て縮退前より検知スループットを高くすることはできない
ということになる．本結果より，クラスタ数によっては，
クラスタサイズの差異が小さい場合，検知スループットは
縮退前よりも数十%以上向上できることが分かる．
使用する解析システム数と検知スループットはトレード
オフの関係にある．検知率を低下させずに検知スループッ
トを最大化したい場合，クラスタ構成および何らかの手段
で測定した縮退前・後の検知時間を基に，縮退・並列方式
頻度に依存する．1 体あたりの解析時間は約 5 分であるた
め，シミュレーションで仮定した 1,000 体解析するごとに
更新を実施するケースでは，5,000 分に一回（= 3〜4 日に

1 回）程度で解析環境や検知方式が変わることになる．こ
れは一般的に考えて，かなり高い頻度といえる．このよう
に高い頻度で，事前通知なしに更新が発生する場合でも，

window サイズ = 100 程度のとき，本方式は更新に対して
迅速に追随し，検知精度の低下および検知時間の長時間化
を抑えることができる．この点において，教師データ付学
習型の方式と比べて本方式は優れているといえる．

6.3.4 縮退方式の有用性と留意点
評価結果より，縮退により使用するマルウェア解析シス
テム数が半数となっても，検知率に大きな変化は見られな
い．また，検知時間は上昇するものの，縮退率を勘案する
と上昇幅は小さい．このため，全クラスタに 2 つ以上の解
析システムが分類される場合，クラスタごと 1 台の解析シ
ステムから構成されるグループを複数作り，解析対象の検
体をグループごとに変えて並列解析を行うことで，検知率
を低下させずに，マルウェア検知のスループット（単位時
間に検知する検体数）をあげることが可能である．たとえ
ば，C1 = {A, B, C}，C2 = {D, E, F} というクラスタが存
在する場合，G1 = {A, D}，G2 = {B, E}，G3 = {C, F} と
いう 3 つのグループを作り，3 並列で解析を行える．
縮退前と比較したときの，縮退後に並列解析をした場合
の検知スループットの上昇率は，
縮退前の検知時間
検知スループット上昇率 =
縮退後の検知時間
× CM の最小クラスタサイズ

のスループット上昇率を求める．そして，上昇率が 1.0 以
上の場合は縮退・並列方式を以後用い，1.0 未満の場合は通
常の提案方式を以後用いるのがよいといえる．反対に，検
知率を低下させずに使用する解析システム数を最小化した
い場合は，通常の縮退方式を用いればよい．提案方式，縮
退方式，縮退・並列方式の選択手順の詳細化と評価につい
ては今後の検討課題とする．
ただし，一方で，マルウェア解析システムの更新により
クラスタの構成が変更される場合，縮退方式の有効性が低
下する場合が考えられる．このため，縮退方式を利用する
場合であっても，一定時間ごとにクラスタリングをやり直
す必要があると考えられる．

7. 提案方式の URL スキャナへの適用
本章では，提案方式を，動的解析やレピューテションな
どを用いて悪性 URL を検知する URL スキャナに適用し
た結果について述べる．

7.1 検知アルゴリズムの変更
4.5 節で述べたとおり，クラスタ内平均検知率の過半数
が 50%を超えることを本方式は想定している．しかし，後
述のように，URL スキャナは検知率がきわめて低いもの
が多く，この想定条件を満たさない．このような環境下で
本方式を適用するにあたり，図 4 にある提案アルゴリズム
の一部を図 19 のように変更した．
この変更では，パラメータ α（0  α  1.0）を新たに導
入し，全クラスタ中の割合 α 以上のクラスタの判定結果が
「マルウェア」の場合，統合検知結果を「マルウェア」とす
る．α = 0.5 の場合は，変更前と同じである．

で求められる．なおここでは，グループごとに，1 つの検

また，既存方式においても，全 URL スキャナの割合 α

体に対する統合検知結果が求まった後に，次の検体を送信

以上が「マルウェア」と判定した場合に，最終判定結果が

するケースを想定している．また，解析システムの検体の

マルウェアとなるものとする．既存方式は，提案方式にお

待ち行列モデルは定常的であり，過去に送信した検体数に

いて，THcluster が 1.0 より高い値に設定され，各スキャナ

よる影響を受けないものとする．より複雑な検体送信方法

が 1 つのクラスタを構成する特殊例と考えられる．

および待ち行列モデルについては今後の検討課題とする．

α を 0.5 より小さくすればするほど検知感度は高くなる

表 6 に，クラスタ数が 1〜7 のときの検知スループット

が，誤検知も増加すると考えらえる．このため，ある特定
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図 19 アルゴリズムの変更

Fig. 19 Change of proposed algorithm.

図 21 URL スキャナに対する検知時間

Fig. 21 Detection time for URL scanners.

案方式の検知率は 96%，既存方式の検知率は 88%であり，
検定でも 1%の有意水準で提案方式は優位である．また，
平均値を達成するのに必要な α は，既存方式では 25%であ
図 20 URL スキャナに対する検知率

Fig. 20 Detection result for URL scanners.

るのに対し，提案方式は 45%である．すなわち，提案方式
では，α を 0.5 よりも 0.05 だけ低くしただけで，ランダム
に URL スキャナを選択する場合と同等の性能を発揮する

の検知率を達成するのに必要な α が，既存方式に比べて提

のに対して，既存方式では 0.25 まで低くする必要がある．

案方式の方が大きければ，提案方式の方が優れていると判

このため，既存方式の方が，誤検知率が高くなると考えら

断できる．

れる．また，同様に，最も性能が高い URL スキャナと同
等の検知率を実現するには，既存方式では α = 0.1 にする

7.2 実験条件

必要があるが，提案方式では α = 0.15 で実現できる．

VirusTotal [19] が利用している 48 個の URL スキャナを

提案方式が既存方式より優れている理由としては，検知

統合検知に用いる URL スキャナとした．また，悪性 URL

率がきわめて低い多数のスキャナが少数のクラスタに集約

としては，MalC0de Database [20] に登録されている 4,000

されることで，悪影響が軽減されたことがあげられる．今

件を用いた．

回の例では，検知率 10%未満のスキャナ 33 個は 11 個のク

実験では VirusTotal に悪性 URL を投稿し，各 URL ス

ラスタに集約された．その一方で，検知率 50%以上の URL

キャナの検知結果を統合処理した．なお，この方法では各

スキャナはすべて，要素数 1 の別々のクラスタを構成した．

スキャナの検知時間を測定することはできない．このた

URL スキャナ全体のクラスタ数は 26 となった．これによ

め，検知時間については，各スキャナの検知時間が表 1 の

り，低検知率の URL スキャナの割合が，クラスタ集約前

モデルに従うと仮定した場合について導出した．表 1 で述

は 33/48（= 0.69）であったのに対し，クラスタ集約後に

べているモデルは典型的な待ち行列モデルであるため，一

は 11/26（= 0.42）にまで減少したため，提案方式が既存

般性があり，提案方式と既存方式の相対的な検知速度を考

方式よりも優位になったと考えられる．

察するうえでは十分であると判断した．また，提案方式の
パラメータは，表 1 に準じるものとする．

以上の結果から，性能が低い検知システムが多数含まれ
る環境下において，提案方式は既存方式よりも優位である
といえる．

7.3 実験結果
図 20 に提案方式と既存方式の検知率の比較を示す．な

図 21 に，提案方式と既存方式の検知時間の比較を示す．

α = 0.3 以上では，既存方式の方が検知時間が短い．しか

お，図中の「最大値 0.849」は，48 個の URL スキャナの

しこれは，性能が低い多数の URL スキャナによる誤検知

うち最も性能が高いものの検知率を，
「平均値：0.165」は

が発生しやすいためである．α が 0.3 より小さくなり検知

48 個の URL スキャナの検知率の平均値である．48 個中

率が高くなると，検知時間の点でも提案方式が優位となる．

33 個のスキャナで検知率が 10%を下回っており，大半の

表 7 に，α = 0.1 のときに，縮退方式を用いた結果を示

スキャナの検知率が非常に低い．一方，検知率が 50%を超

す．縮退後，URL スキャナ数は半数程度になるが，検知

える URL スキャナは 6 個にとどまる．

率・検知時間に影響はない．よって，検知に用いる URL

結果より，α の全範囲において提案方式は既存方式より
も優れていることが分かる．たとえば，α = 0.1 のとき，提
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URL スキャナに対する縮退方式の効果

Table 7 Eﬀect of degenerate scheme for URL scanners.

は検知できない検体が複数個あり，これらの検体に共通す
る傾向の分析および対策についても検討していく必要が
ある．
謝辞 本研究の推進にあたって，貴重な情報と御助言を
いただいた独立行政法人情報通信研究機構（NICT）ネッ
トワークセキュリティ研究所サイバーセキュリティ研究室
の諸氏に深謝する．

最後に，α の値を設定する際は，適用する解析システム・

URL スキャナの特性などからどの程度の検知率が期待で
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