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統計的方法を用いた未知マルウェア検出手法の提案と評価
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概要：マルウェアが爆発的に増加するなかでシグネチャによらない軽量なマルウェア判定方法が望まれて
いる．本稿では，マルウェア判定に有効と考えられるファイルの静的な情報から独立変数を定義し，統計
的方法を用いてマルウェア判定を行う．できる限り有効な変数に絞り構築したモデルを用い，パッキング
の有無やアンチウイルスソフトの検知有無を考慮し収集したデータセットで，マルウェアか正常ファイル
かの識別精度評価を行った．結果，従来手法に比べ識別性能が高いことを示した．さらに選定した変数を，
代表的な機械学習手法に適用し，高精度で識別できることを示した．
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Abstract: In malware increases explosively, malware judgment a lightweight way that does not depend on
signature is desired. In this paper, we deﬁne the independent variable from the static information in the ﬁle
that we are considered to be valid to the malware judgment. Using the model that was constructed eﬀective
variable as possible, We evaluated for identiﬁcation performance to discriminate malware or normal ﬁles. We
used data sets which were collected in consideration that anti-virus software detects or not and packed or
not. In conclusion we showed that high identiﬁcation performance as compared to the conventional method.
In addition we applied those selected variables to the typical machine learning techniques, and we showed
that more high identiﬁcation performance.
Keywords: malware, statistical method, static analysis

1. はじめに

大きな脅威となっている [2], [3]．マルウェアは増加の一途
をたどり，マカフィー社の資料 [4] によると，2015 年第一

標的型攻撃が後を絶たない．標的型攻撃では，ゼロデイ

四半期で，4 億個に達しており，従来のシグネチャをベー

脆弱性や文書型マルウェア等，高度な攻撃手法が用いられ，

スとしたマルウェア検知手法は限界といわれる．これは，

新たな対策が提案 [1] される一方で，2015 年 6 月に発生し

現状のアンチウイルスソフトが，マルウェアの感染等を検

た日本年金機構における事例では，実行ファイル型のマル

知できるのは 45%程度でありそれ以外は検知できないとい

ウェアをメールに添付して実行，マルウェアを感染させ，

う大手セキュリティ会社幹部の衝撃的な発言に関する報道

最終的に機密情報の搾取を行う，従来から多く見られる手

からも窺い知れる [5]．

法が用いられた．この事例では，手法はシンプルであるが，
日本をメインターゲットとした大規模な APT 攻撃とされ
1
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本稿では，シグネチャ検出では追いつかない現状を受け，
統計的方法を用い，既知マルウェアに加えて，アンチウイ

本論文の内容は 2014 年 10 月のコンピュータセキュリティシン
ポジウム 2014 にて報告され，同プログラム委員長により情報処
理学会論文誌ジャーナルへの掲載が推薦された論文である．
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ルスソフトが検出できない未知マルウェア判定を試みる．

て，パッカーは無数に存在し，パッキングをどう解くかが

有効と考えられるファイルの静的な情報から特徴量となる

残される．

変数を機械的な抽出と経験則を合わせて選定し，統計的方

• 情報エントロピーを用いた識別

法であるロジスティック回帰分析を用いてモデルを構築

文献 [14] では，検査対象ファイルをいくつかの区間に分

する方式を提案する．変数選定では，将来的にツールとし

割し，区間ごとの情報エントロピーを計算し，ファイル全

て実装し高速に使えることを考慮し，変数の数を吟味し，

体での統計から通常のファイルかマルウェアかを識別す

できる限り有効な変数に絞っている．構築した提案モデル

る．マルウェアの多くはパッキングされているため高い情

を用い，パッキングの有無やアンチウイルスソフトの検知

報エントロピーを持つという性質を利用している．課題と

有無を考慮し収集したデータセットで，マルウェアか正常

してパックされていない検体の扱いがある．

ファイルかの識別における精度を評価し有効性を示した．

• ヘッダ情報を用いた識別

さらに選定した変数を，代表的な機械学習手法に適用し高
精度で識別できることを示した．

2. 関連研究

文献 [15] では PE ヘッダの情報とインポートされる DLL
の情報，約 190 種類の多くの特徴量を用い，パッキングさ
れていても非常に高い精度でマルウェアか否かの判定が
可能であることが示されている．文献 [16] では同じく PE

マルウェアを正常ファイルと識別する，もしくは，マル

ヘッダの情報から判定を試みるが，PE ヘッダのすべての

ウェアを分類する研究領域は，動的解析と静的解析の 2 種

特徴量を用いるのではなく，寄与度が高い約 7 種類の特徴

類の分野に分かれる．動的解析分野は，マルウェアを実環

量に絞り，実用に耐えうる判定精度を出している．また特

境で動かした挙動，たとえば API コール等の詳細なログを

徴量を減らすことで計算量が少なくてすみ，軽量なツール

取得できることから，識別よりも分類を目的にした研究，

として提供もされている．

さらにはマルウェアが接続する悪性通信を特定する研究が

これらの関連研究から，PE ヘッダの情報は，判定対象

多い．さらにここ数年，市販のサンドボックス製品の成熟

がパッキングされているか否かの影響をうけにくく，マル

を受けて，多種環境を考慮したサンドボックス製品の解析

ウェアか否かの判定に有効な特徴量であることが分かる．

結果を利用した研究 [6]，サンドボックス解析を回避するマ

また特徴量を増やせば，単純に精度はあがるが，寄与度が

ルウェアに関する研究 [7] にシフトしている．他方で，静

高い特徴量を発見することで，特徴量を減らしても，実用

的解析分野はサンドボックスの登場のような大きな節目は

に耐えうる判定精度を出せる可能性があることが分かる．

ないものの，過去から様々なアプローチの研究がされてい

関連研究では，これらの特徴量の意味の考察や，それらを

る．本提案方式も静的解析分野に含まれることから，静的

踏まえた選定はされておらず，また，未知マルウェアに対

解析分野の研究分野を説明する．

する評価も行われていない．そこで，本稿では，機械的に

静的解析分野は主に，(1) n-gram や可読文字列等を用い

有効な特徴量を選ぶ手法と，文献 [17], [18] に示されるよう

た識別，(2) 逆アセンブルした結果を用いた識別・分類，(3)

な，たとえばマルウェアのタイムスタンプは意図的に改変

情報エントロピーを用いた識別，(4) ヘッダ情報を用いた

しているものが多い等の経験者の知見の双方を用いる．将

識別，に分かれる．

来的に軽量なツールとして活用できることを目標に，特徴

• n-gram や可読文字等を用いた識別

量を削減し，実用に有効な判定精度を目指す．さらに，冒

文献 [7] では，検査対象ファイルのバイトシーケンスを

頭で示したように，アンチウイルスソフトで検出できない

n-gram を用い抽出した特徴量を利用する手法がある．最適

検体が増えて脅威であることからそれらの検体の検出を試

な n の値として 500 と示されている．また，UNIX strings

みる．

コマンドによる可読文字を用いる手法 [11]，同じく可読文
字列をファイルの先頭バイトに特化して抽出した高速化手

3. 評価検体

法 [10]，また可読文字列と UNIX hexdump コマンドの出

本検討では，特に，未知マルウェアの入手がポイントと

力結果を併用する手法 [11] 等がある．課題として，パック

なる．マルウェアの取得環境や未知マルウェアの定義等を

された検体の識別性能があげられる．

述べる．

• 逆アセンブルをした結果を用いた識別・分類
パックを解いてあることが前提となるが，ファイルを意

3.1 マルウェア検体取得環境

味のある機械語と見なし逆アセンブルした結果を利用す

攻撃に用いられやすい検体やアンチウイルスソフトのシ

る．逆アセンブリ結果からオペレーションコードを抽出し

グニチャで検出しない未知検体を，効率的に収集するため

n-gram を用いて特徴量を抽出する方法 [12]，最長共通分列

に，マルウェアダウンロードサイトに着目し検体収集を

を算出する手法 [13] がある．いずれもマルウェアの識別だ

行った．文献 [19] によると多くのマルウェアダウンロード

けでなく，分類を行っている．課題として，計算量に加え

サイトは活動と休止を繰り返し，マルウェアの削除や配置

c 2016 Information Processing Society of Japan
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表 1

表 2

4AV 検体の内訳

Table 1 List of 4AV samples.

未知検体の詳細

Table 2 Detail of unknown samples.

表 3

正常検体の内訳

Table 3 List of normal samples.

が繰り返されることが報告されている．一方で，我々の観
測では同一の URL にマルウェアが再配置される際に，短
期間のみ別のマルウェア，特に未知マルウェアが配置され
表 4

ることがあることが分かってきており，マルウェアダウン

パック有無の内訳

Table 4 List of pack existence.

ロードサイトを定期的に巡回することで目的の検体を集め
ることとした．具体的には，Web クローラを用い，悪性

URL をおおよそ 1 日に一度の頻度で定期的に巡回し，ダウ
ンロードされたファイルを，ダウンロードの直後に，市販
のアンチウイルスソフトで判定する環境を構築し，目的の
検体を収集した．巡回対象である悪性 URL は，一般に公
開される URL ブラックリスト*1 等を含め様々な情報源か

SHA1 ハッシュ値はユニークである．アンチウイルスソフ

ら入手した．また攻撃者にアクセスを検知され，悪性サイ

トのシグネチャ名からカテゴリの推測が困難なものが多く

トが活動休止となるのを避けるため複数拠点からアクセス

存在したため，4AV 検体で行ったカテゴリ分類は実施でき

し送信元 IP アドレスが固定とならない工夫をした．市販

なかった．ただ，Trojan や Downloader に該当すると推測

アンチウイルスソフトは国内で定評が高い，M 社，S 社，

されるものは多く見られたが，Virus に該当するものは皆

T 社，K 社の計 4 個を利用し，つねにシグネチャは最新の

無であった．これは近年 Trojan 系の亜種が大量に作成・

物に更新される環境とした．

流通し，Virus にくらべて Trojan 系のシグネチャが多くリ
リースされる背景と一致すると考えられる．

3.2 マルウェア検体
• 4AV 検体
4AV 検体は，3.1 節で示したマルウェア検体取得環境

3.3 正常検体
• Windows 検体

で，Web クローラにより悪性 URL を巡回し，ダウンロー

Windows 検体は，Microsoft Windows7 に導入時にイン

ドされた PE ファイルのうち，4 種類すべてのアンチウイ

ストールされるファイルである．Microsoft 社からリリー

ルスソフトでマルウェア判定したものである．取得期間は

スされているため，パッキングされておらず，セキュリ

2014/6/1〜2015/5/1 である．表 1 にアンチウイルスソフ

ティの署名が適切に存在する等，マルウェアとの判別がし

トのシグネチャから推測したカテゴリごとの内訳を示す．

やすいことが考えられるため，次に示すその他正常検体を

各検体の SHA1 ハッシュ値はユニークである．

準備した．

• 未知検体

• その他正常検体

未知検体は，同様に 3.1 節で示したマルウェア検体取得

その他正常検体は，インターネット等から入手したフ

環境で，検体取得時に 4 種類すべてのアンチウイルスソフ

リーソフトで，念のためアンチウイルスソフトでマルウェ

トでマルウェア判定せず，正常と考えられるファイルを，

ア判定されないことを確認したものである．

後日，再度，アンチウイルスソフトでの判定を再度試み，す

これらの正常検体を表 3 に示す．

くなくとも 1 種類でマルウェア判定した検体である．表 2
に示す 2 つのデータセットを用意した．収集は複数回試
みたが，未知検体がほとんど取得できないケースも多く，

3.4 パッキング
後の評価で用いるため，マルウェア検体および正常検

データはこの 2 つとした．再判定時期が，後日，再度アン

体について，パッカー判定ツールである PEiD [20] および

チウイルスソフトでの判定を行った時期である．各検体の

linux の ﬁle コマンドの出力を用い，各検体がパッキングさ

*1

れているか否かを判定し，内訳を表 4 に示した．

http://www.malwaredomainlist.com/
http://support.clean-mx.de/clean-mx/viruses.php
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glmnet [25] を用い，ペナルティの値を変化させ，各変数の

4. 提案方式

係数を確認し変数候補を絞った．変数間の相関が高いと多

未知マルウェアの検出を目標として，ヘッダ情報に着目

重共線性が発生するので，変数間の相関係数も参考にした．

し，機械的な抽出と経験則を組み合わせて有効な特徴量を

我々は，文献 [32] 等の実験結果から，改変されたタイムス

選定し提案モデルを構築する．将来的に軽量なツールとし

タンプ，エントリポイントが示すセクションの名前が通常

て活用できることを目標に，特徴量を削減し，実用に有効

と異なる，TLS（thread local storage）[21] エントリの存

な判定精度を目指す．

在，Resource エントリの使われ方，ゼロバイトのセクショ

4.1 ヘッダ情報の抽出

される関数，エントロピーが極端に高いもしくは低いセク

ンの存在，IAT（Import Address Table）[21] に頻繁に登録

Windows の実行ファイルは，PE ファイルフォーマッ

ションの存在，バージョン情報の使われ方等，PE ヘッダ

ト [21] と呼ばれる形式をとる．PE ファイルフォーマット

において，マルウェアと正常ファイルで差異が出やすいと

は，ローダがプログラムをロードするのに必要なデータが

考えられる経験則を持っている．これらの経験則も加味し

格納される DOS および PE ヘッダと，プログラムコードや

て最終的な変数選択を行った．118 個のうち以下 10 個に

各種データが格納されるセクションで構成される．本稿で

絞った．以下にその定義を示す．

は特に PE ヘッダ情報に着目する．PE ヘッダ情報の抽出

• 変数 1：FH Characteristics

には，PE ファイルパーサーである peﬁle [22] を用いて行っ

ファイルヘッダの Characteristics は，該当ファイルが，

た．抽出したヘッダ情報は合計 118 個であった．表 5 に

実行可能か否か，シンボル情報が含まれているか否か，再

内訳としてジャンルごとの個数を示す．特に Resource セ

配置情報が含まれているか否か，デバック情報が含まれて

クションはマルウェア識別に有意な特徴が現れやすいと考

いるか否か，システムファイルか否か等，多数の情報が含

え ResourceType ごとに分けることとした．次に，4AV 検

まれている．経験則からも，マルウェアと正常ファイルで

体および正常検体，合計 9,657 検体をランダムに半分に分

差異が出やすい変数と考えられる．

け，一方をヘッダ情報抽出検体セット，他方を評価用セッ

• 変数 2：FH TimeDateStamp

トとした．ヘッダ情報抽出検体セットは 4,828 個，評価用

ファイルヘッダの TimeDataStamp は UNIX 時間で示さ

セットは 4,829 個である．ヘッダ情報抽出セットを対象と

れるタイムスタンプで，マルウェアの場合意図的に改ざん

して，この 118 個のヘッダ情報を抽出した．4AV 検体は，

する等，経験則からも，正常ファイルと差異が出やすい変

その定義のとおり，市販アンチウイルスソフト 4 社すべて

数と考えられる．

がマルウェア判定したものであり，マルウェアに共通する

• 変数 3：FileAlignment

特徴量が得られると考え，またこれらの特徴量は未知マル
ウェア判定に有効ではないかと推測した．

オプショナルヘッダの FileAlignment は，ディスク上で
各セクションが配置されるアライメントを示し，各セク
ションの開始アドレスは FileAlignment の倍数になる．

4.2 有効なヘッダ情報の絞り込み
有効な変数の絞り込み手法として，ステップワイズ法 [23]

• 変 数 4：MajorSubsystemVersion お よ び 変 数 5：
MinorSubsystemVersion

がある．ステップワイズ法を試みたが，計算量が大きくな

オプショナルヘッダの MajorSubsystemVersion および

り有効な結果が得られなかったため，本稿では，Lasso 推

MinorSubsystemVersion 動作する WindowsOS のバージョ

定法 [24] を用いた．Lasso 推定法は Tibshirani によって提

ンを示す [26]．既存の経験則でも本変数は相関が高いこと

唱された方法で，影響しないパラメータをゼロに推定し

が分かっている．両変数は関連研究の Adobe [16] でも加算

てくれるため，モデル推定，変数選択が行える有利な手

して 1 つの変数とする形で，特徴量として用いている．

法である．実際には Lasso の実装である R *2 のライブラリ

• 変数 6：Subsystem

表 5

ヘッダ情報の内訳

Table 5 List of header infomation.

オプショナルヘッダの Subsystem は，CUI アプリケー
ション，GUI アプリケーション，ドライバ等のネイティブ
ケーション等を示す．

• 変数 7：Debug Size
デバック情報が格納されるデバックセクション領域の大
きさを特徴量とする．デバッグセクション領域の大きさ
は，Adobe でも特徴量として用いている．

• 変数 8：RT Version および変数 9：RT Dialog および変
*2

The R Project for Statistical Computing.
https://www.r-project.org/
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表 6 モデルの詳細

表 8 条件分岐数

Table 6 Detail of our model.

Table 8 A number of conditional branch.

ている．たとえば，変数 DEBUG Size のオッズ比は，表 7
から約 0.8697 であるが，これは DEBUG Size の値が 1 大
きくなると，0.8697 倍，マルウェアである確率が高くなる
表 7 オッズ比

Table 7 Odds ratio.

ことを示す．いい換えると DEBUG Size は，大きいほど，
正常検体である確率が高いといえる．つまり，オッズ比が

1 未満とは，各変数が小さくなればマルウェアである確率
が高まることを示している．

4.3 変数を絞り込む意義
変数を絞るメリットを評価する．我々も将来的に R 等の
統計・機械学習プラットフォームに依存しないツールとし
て軽量に実装・動作することを目標としているため，評価
には同様の思想の Adobe [16] で提供される言語 python で
実装されているツール [31] を用いた．同ツールでは，4 種

Version はバージョン情報，Dialog はダイアログ情報，

類の統計・機械学習アルゴリズムが実装されている．各ア

Group Cursor はハードウェアに依存したカーソルリソー

ルゴリズムそれぞれにおいて，1 変数が関係する条件分岐

スに関する情報である [27]．特に Version 情報については，

処理がいくつ存在するかカウントした．1 変数あたりの分

経験則からも，正常ファイルの場合，作成者や所属会社の

岐処理の数の平均値を表 8 に示す．アルゴリズムによって

情報やコピーライト情報が記録されている一方で，マル

条件分岐の数は異なるが，特に，アルゴリズム PART の場

ウェアの場合，これらの情報が改変や削除されるケースも

合は 1 変数あたりの分岐の数が 25 となり，仮に変数の値が

あり，差異が出やすい変数と考えられる．

118 個の場合は条件分岐の数が 2,950 個となり，変数が 10

次に，この 10 変数をロジスティック回帰分析に用いてモ

個の場合の条件分岐の数 250 個と比較すると大きい値とな

デルを構築する．ロジスティック回帰分析は，独立変数を

り，コードの肥大化と処理効率の低下につながる．そのた

複数個とる回帰分析である重回帰分析の 1 種であり，重回

め特にツールとしての用途の場合，判定精度の大きな劣化

帰分析が従属変数として量的変数をとることと比較して，

のない範囲での有効な変数の吟味と選定は重要である．

従属変数として質的変数をとることができる特徴がある．
マルウェアか否かを判定する場合，2 値の質的変数を出力
ととればよい．また特徴量である各変数の有意確率やオッ
ズ比等を得ることができるため変数選択をするうえで有効

5. 評価
5.1 概要
各評価で用いる検体の組合せを表 9 に示す．ここで 4AV

である．オッズ比は，その変数が質的変数であれば 0 であ

評価検体および正常評価検体は，4.1 節で示した，他方の

る場合に比べて 1 の場合は何倍マルウェアであると判定さ

セットである評価用セット合計 4,829 個である．つまり，

れやすいかを示し，量的変数であれば，1 増えた場合は何

提案方式の汎化能力を適切に評価するため，評価用として，

倍マルウェアであると判定されやすいかを示す．したがっ

ヘッダ情報抽出に用いていない検体を使用する．検証 1 で

て，オッズ比の大小も変数選定のうえでの参考にすること

はパッキングを意識せず，4AV 検体と正常検体すべてを対

ができる．

象としてマルウェアか否かの識別を目的とする．検証 2・3

構築したモデルの各独立変数の係数と有意確率を

は，検証 1 検体について，パッキングの影響を加味した観

表 6 にオッズ比を表 7 に示す．他の変数と比較して

点で，パッキングあり，パッキングなし検体での識別精度

FH TimeDataStamp は有意確率が低く，オッズ比でも大

を評価する．最後に，検証 4・5 では，未知検体に対する識

きな効果は発揮していないが，前述した変数の意味か

別精度を評価する．

らの考察で意味があると判断し加えている．オッズ比は

評価環境は R を用い，判定にはロジスティック回帰を用

FH TimeDataStamp を除くすべての変数で 1 未満となっ

いた．またそれぞれの検証で Adobe [16] で用いられる変数
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表 9 検体の組合せ

Table 9 Combination of samples.

表 10 Adobe で用いられる変数

Table 10 Variable used in the Adobe.

表 11 正答率

Table 11 Accuracy.

図 1 ROC グラフ

と比較して行った．表 10 に Adobe で用いられる変数を

Fig. 1 ROC Graph.

示す．

表 12 AUC

5.2 結果

Table 12 AUC.

表 11 に各検証における正答率を表す．それぞれの検証
観点は表 9 に対応する．ここで，正答率は以下のように定
義する．
正答率 =

True Positive 数 + True Negative 数
サンプル総数

validation を行った．具体的には，サンプル総数をラン

False Positive 数
False Positive 数 + True Negative 数

ダムに 10 分割し，そのうち 1 つをテストデータ，残りを

また ROC グラフの曲線下の面積を示す AUC（Area under

訓練データとして学習と予測を行う．次に，テストデータ

the curve）の値を算出して表 12 に示した．ROC グラフ

と訓練データを入れ替えて合計 10 回実施し，10 回の平均

で (FPR, TPR) = (0, 0) から始まり，(FPR, TPR) = (0, 1)

値を正答率とする．

を通り，(FPR, TPR) = (1, 1) に進む曲線が理想的な分類

正 答 率 の 評 価 の 精 度 を 高 め る た め に ，10-fold cross-

さらに分類器の識別精度を考察するために Receiver Op-

FPR =

器を示し，そのとき，AUC の値は 1 となる．

erating Characteristics（ROC）グラフを描いた．提案変
数を実線，Adobe での変数を破線として，図 1 に示す．

ROC グラフは，縦軸に True Positive Rate（以下 TPR），
横軸に False Positive Rate（以下 FPR）をとり，識別にお

5.3 考察
表 11 より，正答率は，検証 1〜5 のすべての検証で，提
案方式は Adobe を上回った．検証 2 および 3 のパッキン

ける閾値を変化させ，各閾値における TPR と FPR の値を

グ有無の観点は，正答率からみると提案方式と Adobe と

プロットしたものである [29]．TPR と FPR は以下と定義

もに検証 2 のパッキングがある方が，検証 3 よりも正答率

する．

が高い結果となった．しかし図 1 の ROC グラフ：検証 2

TPR =

True Positive 数
True Positive 数 + False Negative 数
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表 13 正答率

表 14 FPR および FNR

Table 13 Accuracy.

Table 14 FPR and FNR.

表 15 処理時間

を見ると，検証 2 は他と比べて低くなっていることから識

Table 15 Processing time.

別器の性能としては他の検証と比べると低い結果となり，
パッキング検体の識別は他と比べると困難であることが分
かる．検証 4 および 5 の未知検体について，検証 4 が一番
正答率が低くなった．検証 4 は Adobe でも 0.8174 と全体
で一番低くなった．一部の未知検体の判定は困難であるこ

次に，4.3 節で示した，変数を絞り込む意義について，さ

とが分かる．しかしながら，ROC グラフおよび AUC 値か

らに定量的に評価するため，10 変数の場合と 118 変数の場

ら，Adobe では検証 4 はグラフが理想から外れてきており

合で処理時間を計測した．対象は評価用セット 4,829 個で

AUC 値も 0.8 台に下がっているが，提案方式は検証 4，検

ある．評価用セットをランダムに半分に分け，片方で，モ

証 5 ともに 0.970 付近の値となっていて識別値の性能は良

デルを作成，もう一方で予測し，それぞれ時間を計測する．

いことが分かる．

次に，作成と予測のデータを入れ替え，同様に時間を計測

6. 機械学習への適用

し両者の平均値を取った．結果を表 15 に示す．単位は秒
である．10 変数と比べて 118 変数の方が，モデル作成につ

本章では，今回選定した 10 変数の条件は同等として，識

いて約 26 倍，予測について約 21 倍の処理時間がかかるこ

別器をロジスティック回帰から，機械学習で用いられるサ

とが確認できた．なお，表 13 における評価と同条件での

ポートベクターマシン（以下 SVM）で判定した結果を示

118 変数での正答率は 0.9601 となり，表 13 の検証 1，提

す．SVM では各変数の有意確率やオッズ比等は得られず

案と比較して，0.0081 上回ったが大幅な向上とはならず 10

4.2 節で示した各独立変数の貢献度のような考察には向か

変数の有効性が確認できた．なお，測定環境は以下のとお

ない．しかしながら，実用的には各変数の貢献度の算出よ

りである．

りも，モデル全体として良く，その結果，指標である正答

• ハードウェア：MacBook Pro

率が高いほうが有用である．そこで識別性能には定評があ

• プロセッサ：3 GHz Intel Core i7

る SVM に 10 変数を適用し，評価実験を行った．R のラ

• メモリ：8 GB

イブラリ e1071 [30] を用い，カーネルはガウシアンカーネ

• OS：OS X 10.9.5

ルを用いた．同ライブラリでは，同カーネルのほかに，線

• ソフトウェア：R version 3.2.2, ライブラリ e1071

形内積カーネル，多項式カーネル，シグモイドカーネルを

SVM はパラメータ調整をすることで正答率が上がるた

選択できる．これらの 4 カーネルで比較実験を行った結

め，グリッドサーチを用い調整した．過学習を防ぐため，

果，一番高い精度が確認できたため，同カーネルを用いる

テストデータをパラメータ調整に含めないようにして行っ

こととした．10-fold cross-validation を行って評価した正

た．具体的には次のとおりである．サンプル総数をランダ

答率を表 13 に示す．この段階ではパラメータチューニン

ムに 10 分割し，そのうち 1 つをテストデータ，残りを訓

グは行っていない．つまり R のライブラリ e1071 [30] のデ

練データとして，訓練データのみを対象に R のライブラリ

フォルト値である gamma = 1，cost = 1 の結果である．検

e1071 の tune.svm() 関数を用い最良なパラメータ gamma

証 1〜検証 5 のすべての検証で Adobe より高い正答率と

および cost を算出する．その値を使用し，モデルを作成

なった．表 14 に FPR および False Negative Rate（以下

し，テストデータに対し正答率を算出する．次に，テスト

FNR）を示す．FPR については両者とも検証 2 が一番悪い

データと訓練データを入れ替えて，前述したパラメータ算

値となった．5.3 節での結果同様，パッキング検体は他と

出と，テストデータでの評価を合計 10 回実施し，10 回の

比べると困難であると考えられる．特に Adobe では 0.64

平均値を正答率とする．FPR および FNR も同様に算出し

を超え過検知が懸念される結果となった．検証 4 の未知検

た．パラメータ調整後の正答率および FPR，FNR の値を

体 1 では，両方式とも FNR が 0.07 を超え，見逃しの可能

表 16 に示す．正答率はすべての検証で 0.965 を超える値

性が大きくなった．検証 1〜5 全体で，Adobe の FPR は

となった．特に検証 4 の未知検体について 0.98 を超える

0.1 を超え全体的に過検知よりの方式であることが分かる．

値，検証 5 の未知検体については 0.975 を超える値をとり，
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表 16 調整後の正答率および FPR，FNR

変数を機械的な抽出と経験則を合わせて選定し，統計的方

Table 16 Accuracy, FPR, and FNR after Adjustment.

法であるロジスティック回帰分析を用いてモデルを構築
する方式を提案した．変数選定では，将来的にツールとし
て実装し高速に使えることを考慮し，変数の数を吟味し，
できる限り有効な変数に絞った．構築した提案モデルを用
い，パッキングの有無やアンチウイルスソフトの検知有無
を考慮し収集したデータセットで，マルウェアか正常ファ
イルかの識別における精度を評価し有効性を示した．さら

本稿で示した 10 変数の有効性が確認できた．FPR，FNR

に選定した変数を，代表的な機械学習手法に適用し高精度

は検証 1〜5 で最大でも 0.05 台にとどまっており，同様に

で識別できることを示した．

有効性が確認できた．
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推薦文
ファイルの静的な情報に基づくマルウェア判別を行うた
めに多数の独立変数を定義し，その効果を比較している．
静的な情報のみからマルウェア判別を行う技術のニーズは
高くその意義が認められることから推薦したい．
（コンピュータセキュリティシンポジウム 2014
プログラム委員長 井上大介）
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