
SophosLabs の 
脅威インテリジェンス
攻撃者が、一般的なセキュリティツールと合法的なプログラムを悪用して、標的型かつ高度な戦術、手法、
手順に取り組むにつれ、脅威の状況は進化し続けています。SophosLabs では、最新のランサムウェアの
開発、悪意のある URL、フィッシング攻撃の着実な増加から、エクスプロイトを使用した脅威の回避と持続
性の高まりなど、高度なサイバー脅威の伝播に重要な役割を果たす新たなセキュリティトレンドや攻撃者
の戦術を追跡します。 

セキュリティ組織は、既存のデータセットとセキュリティインフラを補完する方法として、購入する脅威イン
テリジェンスの量を増やさなければならないことがよくあります。しかし、その代わりに、キュレーションさ
れていないデータを取得することで、誤検知を増やしているのです。SophosLabs の脅威調査チームと、 
次世代ツールを活用した高度に自動化されたインフラは、高精度で独自性があり、かつしばしば独占的な
データセットを開発しました。これらのデータセットは現在販売されており、検出および対応機能の向上に
役立ちます。

データ範囲の広さ
 Ì グローバルな可視化を使用した

異なる補完的なデータソース
 Ì ネットワークやエンドポイント 

から派生されるソフォス製品の
テレメトリ

 Ì 中堅企業向け中心データ

データサイエンス
 Ì セキュリティ機械学習
 Ì フィードフォワード、畳み込み、

反復、およびポリシー勾配を 
活用したディープラーニング

 Ì 転移学習と領域適応

データ品質
 Ì 誤検知を減少させるための 

データ キュレーション プロセス
 Ì 継続的な PE ファイルおよび 

Web レピュテーション評価

Tier 1ラボのグローバルな強み
30 年以上にわたる高度なマルウェア解析実績を持つ SophosLabs 脅威解析研究所は、パート 
ナーのセキュリティワークフローに対応するパフォーマンス、拡張性、柔軟性を備えた業界トップレ
ベルの脅威インテリジェンスを提供し、パートナーが本来の業務に専念できるように支援します。

SophosLabs の世界規模の脅威調査インフラは、さまざまな地域のマルウェアの傾向 
およびサイバー脅威を追跡します。

毎日 30万件以上
疑わしい URL を解析

毎日 50万件以上
これまでに確認されなかった 
未知のファイルを解析

悪意のある URL の 80%
正規の Web サイトからアクセス

毎日 2,000件以上
これまでに確認されなかった  
未知の Android アプリの解析

5000万件
ニューラルネットワークの遺伝的 
類似性比較のためのファイル

毎日 6億件
データレイクに追加された Live 
Protection ルックアップイベント数

毎日 3万件以上
Live Protection クラウドに追加 
されるマルウェアの検体数

3億件
機械学習モデルのトレーニング 
に使用されるファイル
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SophosLabs 解析プラットフォーム
ソフォスの解析フレームワークは、解析のレイヤーを使用し、最も一般的に使用されるファイル
タイプに対して、数秒で判断およびインテリジェンスレポートを導き出すことを目的として、未知
数の部分を減らします。これを実現するために、シグネチャベースの検出、きめ細かな脅威分析
装置、および静的解析モードと動的モードの AI モデルを組み合わせて使用しています。すべて
の解析出力は、ソフォス製品で使用されます。

SophosLabs 解析プラットフォームのアプローチは、業界で差別化されており、包括的なファイ
ルインテリジェンスと URL 解析を提供するとともに、その他さまざまなタイプの脅威オブジェク
トの提出をサポートするために積極的なロードマップを用意しています。

脅威インテリジェンスは、ソフォスのクラウドプラットフォームに安全に接続した API や、データ 
フィードを介して利用されます。 

SophosLabs データサイエンスの違い
一般的なマルウェア対策検出テクノロジーは、特定の特徴を持つマルウェアを識別するのに効
果的です。インライン製品には、図 1 の青線の外側にあるファイルを迅速に特定、分析するため
のリソースはありません。このリソースは、高度なマルウェアを通過させるものです。フィードフォ
ワード、畳み込み、反復、ポリシー勾配などのディープラーニング技術を追加することで、図 2 の
オレンジ色の線の中に示されているマルウェアに見られるような疑わしい属性を持つファイル
を特定することができます。

このようにして、マルウェア対策ソリューションの有効性を拡大し、従来は検出されなかった多く
のポリモーフィック型マルウェアの亜種を検出します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Ì 脅威分析とマルウェアのリバー 
シング分野で 30 年以上もの 
SophosLabs の実績を活用

 Ì SophosLabs の脅威解析情報
サービスはソフォス製品で積極
的に使用

 Ì SophosLabs 送信ロジックは、
さらに解析が必要な疑わしい 
ファイルを特定を支援

 Ì Web/Email ゲートウェイやクラ
ウド製品がより迅速にブロック/
パスを判断できるよう、検出結
果を迅速に受け取る

 Ì EDR、MDR、IR のユースケースに
関する詳細なインテリジェンス
レポートを入手

 Ì 従来の脅威分析装置とニューラ
ルネットワークモデリングを組
み合わせたプログレッシブ分析
技術による脅威分析プロセス

 図2：SophosLabs AI 検出アシスト 図1：一般的なマルウェア対策テクノロジー

検出 の有効性

クリーンファイル マルウェア 疑わしいファイル

検出 の有効性
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データソースとキュレーション
ソフォスのネットワーク、エンドポイント、モバイル製品からのテレメトリをさまざまな補完的な 
データソースと統合することで、グローバルな可視性を得ることからすべてが始まります。 
ソフォスの自動キュレーションにより、エントリーの重複排除、脅威オブジェクトの分類、誤検知
の削減、レピュテーションの更新を行います。矛盾する脅威のデータは、エスカレーションされ、
脅威の専門家が確認をします。

フィード
悪意のある URL
SophosLabs からの悪意のある URL フィードは、業界内の他のユーザーに独自 / 補完的なデー
タをかなりの割合で提供しています。大量の生データの代わりに、キュレーションされた悪意の
ある URL を使用して正確な脅威インテリジェンスを提供し、独自性と品質を向上させることを
目標としています。

一般的なカテゴリ ドメイン URI 説明

マルウェアリポジトリ 300 万件以上 6000万件以上
マルウェアを拡散さ
せることを目的とし
た既知の悪質サイト

マルウェアのコマン
ド & コントロール 670,000 160,000 既知の悪質サイト

悪意のあるリダイレク
トに感染したサイト 16,000 27,000

マルウェアのリダイレ
クトが含まれているこ
とが判明した以前は
クリーンだったサイト

不要と思われる
アプリ (PUA) 19,000 200万件以上 疑わしいアプリ

とのリンク

フィッシングサイト 560,000 200万件 既知およびゼロデイのフ
ィッシングサイトとリンク

メール スパム 
Web サイト 100 万件以上 52,000 既知およびゼロデイ 

のスパムサイト

Data sources
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図3：SophosLabs のデータソースと 
脅威インテリジェンスサービス
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Web のカテゴリ化 - 生産性とコンプライアンス
URL データベースは、ソフォスのお客様やパートナー様を介して毎日何億件もの検索結果が 
蓄積されています。80 以上のカテゴリーで構成され、あらゆる言語に対応しています。 

親ドメインとは異なるカテゴリに分類されている URI パス以外は、最適化のために、同じ Web 
サイトに属する数百の URI パスを 1つのドメイン / サブドメインエンティティの下にまとめること
ができます。この編成により、データベースは一意の URI パスを分類するよりもはるかに小さく
なり、より効率的かつ非常に高速になります。

クラウド ルックアップ サービス
ファイルマルウェア、悪意のある URL、生産性 URL、Android （APK） フィ
ンガープリント 
このサービスは、リアルタイムのマルウェア対策ソリューションをリアルタイムの保護のために 
ローカルでまだ更新されていない可能性のある最新の脅威データを使用して補完します。未知
のファイルのハッシュ、URL、APK のルックアップを開始することで、保護ギャップを軽減すること
ができます。

SophosLabs は、脅威分析と機械学習を組み合わせて特定した、すべての悪意のある既知の 
脅威オブジェクトの重要なグローバルデータベースを管理します。この脅威データは、製品に 
存在する脅威データベースに到着する前に、こちらで利用できます。 

サービスのすべての検索には、Cloud Lookup Service SDK で公開されている単一の Protebuf 
API を使用してアクセスできます。ソフォスの OEM テクニカル担当者は、API の統合、テスト、継
続的なサポートでパートナー企業を支援します。

ファイル 
マルウェア 悪意のある URL 生産性 URL APK フィンガー 

プリント

サイズ (2018) 10億件以上 6000万件 2800万件 1900万件

アップデート数 2,500 800 1,500 100 
頻度 1分 6分 1日 10分

対応ファイル形式:   
.exe、 .dll、 .doc、 .docx、 .docm、 .xls、 .xlsx、 または .xlsm、 .ppt、 .pptx、 .pptm、 .rtf

ユースケース
Web フィルタリング、監査、 
ポリシー、コンプライアンス

共通の製品 
とサービス
ゲートウェイとクラウド: NGFW、 
UTM、 Email Security

メリット
	Ì Web	の使用状況の企業ポリシー	
要件の監査と実施
	Ì 不要と思われるアプリ	(PUA)	
のフィルタリング
	Ì 生産性	URL	のローカルデータ
ベースでクエリ速度を最適化

使用例
ブロック、脅威ハンティング

共通のセキュリティ製品と
サービス
	Ì ゲートウェイとクラウド:	NGFW、	
UTM、	Email	Security、	EDR
	Ì SOCaaS、	MDR

メリット
	Ì 最新の	SophosLabs	脅威イン
テリジェンスにアクセス可能
	Ì 迅速な対応
	Ì API	は消費するデバイス
のリソースが少ない
	Ì ローカル脅威データベース	
の維持が不要
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Cloud File Intelligence
SophosLabs は、毎日 50万を超える固有ファイルに対して広範な解析を実行します。 

ファイルタイプは、ソフォスのファイルスキャン技術である TFT （True File Type） を使用して検証
され、拡張子に関係なくどんなファイルかを判断します。 

サービスのすべてのファイル送信には、Cloud File Intelligence Service SDK で公開されている
単一の RESTful API を使用してアクセスできます。ソフォスの OEM テクニカル担当者は、API の
統合、テスト、継続的なサポートでパートナー企業を支援します。

静的解析
SophosLabs は、きめ細やかな静的分析装置を提供して、検証結果を大幅に高速化し、豊富な
インテリジェンスレポートを提供します。従来の脅威解析技術と機械学習モデルを組み合わせ
ることで、SophosLabs は一般的なファイルタイプに対して数秒で検証を行うことができます。

主な機能

機械学習モデル マルウェア検出とレピュテー
ション 事前ファイル情報

 Ì 遺伝的類似性  Ì PE ファイルレピュ 
テーション

 Ì ファイルのプロパティと 
メタデータ 

 Ì ファイルパスの類似性  Ì ファイルのディープスキャ
ン – YARA、ウイルス対策  Ì 作成者、日付、ローカル、言

語、ファイル形式のバージョ
ン、サイズ、ページ数、リンク
の有無、アクティブコンテンツ

（マクロ、フォームなど）の有
無、OLE オブジェクト、署名

 Ì 悪意のある属性  Ì 業界の検出範囲

対応ファイル形式:   
.exe、 .dll、 .doc、 .docx、 .docm、 .xls、 .xlsx、 または .xlsm、 .ppt、 .pptx、 .pptm、 .rtf

対応ファイル形式:   
.exe、 .dll、 .doc、 .docx、 .docm、 .rtf、 .xls、 .xlsx、 .xlsm、 .ppt、 .pptx、 .pptm、 .pdf、 .xml、 
.mso、 .zip、 .bzip、 .gzip、 .rar、 .tar、 .lha/.lzh、 .xz

使用例
ブロッキング、インテリジェンス/レポート

共通のセキュリティ製品と
サービス
	Ì ゲートウェイとクラウド:	NGFW、	
UTM、	Email	Security、	EDR
	Ì SOCaaS、	MDR、	IR/調査	

メリット
	Ì Office	ドキュメント、PDF、PE、XML、
アーカイブなど、これまで見ることが
できなかったファイルを高度に検出
	Ì 検証とインテリジェンスを数秒
で導き出す	(可能な場合)
	Ì SophosLabs	のスマートロジック	
により、疑わしいファイルを特定し、	
さらなる解析のためにプログラムで	
送信が可能
	Ì あらゆる規模のネットワークを	
保護する拡張性
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動的解析 (クラウドサンドボックス)
SophosLabs クラウドサンドボックスでは、最新の解析技術を使用して悪意のあるファイルを 
特定し、未知のファイルへの比類のない可視性を実現します。

主な機能
マルウェアおよび不要と思われるアプリ 

(PUA) の検出 既知のマルウェアファミリ その他の悪意のある動作

 Ì ソフォスのマルウェア対策
ファイルとメモリ検出

 Ì YARA によるディープメモリ
スキャンのパターン化

 Ì 回避 – サンドボックス対策と
仮想マシン対策の戦術

 Ì Sophos Intercept X の機械
学習、 CryptoGuard および 
WipeGuard テクノロジー

 Ì 動作パターン – マルウ
ェアが原因の IOC

 Ì クリプトマイニング

 Ì ディセプションテクノロジー

対応ファイル形式:   
.exe、 .dll、 .doc、 .docx、 .docm、 .rtf、 .xls、 .xlsx、 .xlsm、 .ppt、 .pptx、 .pptm、 .pdf、 .xml、 
.mso、 .zip、 .bzip、 .gzip、 .rar、 .tar、 .lha/.lzh、 .xz

SophosLabs のデータプライバシーと保持
 Ì SophosLabs に送信されたお客様のデータは、ヨーロッパ、北米、アジア太平洋地域の 3つ

の地域データ処理ユニットに保存、処理されるため、お客様は地域内でデータを保持が可能

 Ì これらの地域ユニットは、顧客データの明確な PII 境界を
確保するために、密封された単位として構築

 Ì SophosLabs では、お客様から送信されたファイルのハッシュを外部の脅威インテリジェンス
ソースと照合することがありますが、実際のファイルを第三者と共有することはありません。

 Ì SophosLabs は、分類された悪質なファイルをすべて保持し、 
クリーンなファイルを適時に削除します。

セキュリティポリシーの詳細についてはこちらをご覧ください 
https://www.sophos.com/ja-jp/legal/sophoslabs-information-security-policy.aspx
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OEM Contact 
メール: oem@sophos.com
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