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概要
技術の進化によって高度な脅威の検知と防止がより重要視
される中、最高情報セキュリティ責任者 (CISO) は、サイバー
セキュリティを強化するための AI ベースのソリューションに
着目しています。Gartner は、2035 年までに、サイバー攻撃
における検知の 90% と対応の 60% が AI によって処理さ
れるようになると予測しています。また、Capgemini の報告
によると、企業幹部のおよそ 70% が、サイバー攻撃対策に
おける AI 重要性を認識しており、セキュリティ リーダーの 
48% が、サイバーセキュリティ予算に占める AI の割合が増
したと回答しています (英語)。

サイバーセキュリティに何十億ドルも投資する組織がある中
で、AI ベースのサイバーセキュリティ ソリューションをどのよ
うに比較検討すればよいでしょうか。

AI ベースのサイバーセキュリティ ツールは、すべて同じよう
に作られているわけではありません。たとえば、機械学習 
(ML) とディープ ラーニング (DL) という２つの技術にも大き
な違いがあり、それぞれのアプローチの主なメリットを理解し
ておく必要があります。サイバー犯罪者は既に、AI を利用し
て ML ベースのセキュリティ ツールの検知を回避する方法
を見つけ出しています。このような状況で、組織を危険から守
るためには何が必要でしょうか。

優れた AI サイバーセキュリティ ソリューションを 
比較する際には、以下を理解しておくことが重要です。

  サイバーセキュリティにおける AI の進化

  AI の種類と、サイバーセキュリティへの適用方法

   DL の特徴と、予防ファーストのセキュリティを 
実現可能な理由

この eBook では、十分な情報に基づいた選択ができるよ
うにするため、これらのトピックを取り上げます。

* 未刊行、2022 年の Gartner Security and Risk Summit にて発表。

サイバー攻撃に対抗するために  
AI が不可欠であると考えている 
企業幹部の割合**

サイバーセキュリティ予算に占める  
AI の割合が増したと回答した 
セキュリティ リーダーの割合**

70%

48%

**Capgemini、「Reinventing cybersecurity with artificial 
intelligence: the new frontier in digital security (英語)」

https://www.capgemini.com/insights/research-library/reinventing-cybersecurity-with-artificial-intelligence-the-new-frontier-in-digital-security/
https://www.capgemini.com/insights/research-library/reinventing-cybersecurity-with-artificial-intelligence-the-new-frontier-in-digital-security/
https://www.capgemini.com/insights/research-library/reinventing-cybersecurity-with-artificial-intelligence-the-new-frontier-in-digital-security/
https://www.capgemini.com/insights/research-library/reinventing-cybersecurity-with-artificial-intelligence-the-new-frontier-in-digital-security/
https://www.capgemini.com/insights/research-library/reinventing-cybersecurity-with-artificial-intelligence-the-new-frontier-in-digital-security/


04サイバーセキュリティにおけるディープ ラーニングと機械学習 eBook

サイバーセキュリティ ソリューションにおける
人工知能の進化

その結果、新たなレベルのサイバーセキュリティ 
ツールが生まれることとなります。

次世代型アンチウイルス (NGAV) から始まり、
エンドポイント セキュリティの 1 つである EDR 
(Endpoint Detection and Response) などが登
場しました。

  NGAV は、機械学習ベースの AI 分析技
術で、既知のルールとシグネチャのパター
ン作成をクラウド脅威インテリジェンスに
追加して、マルウェアを検知します。スピー
ディな検知対応や分析には有用でしたが、
有効なのは基本的に既知の脅威に対して
のみでした。

  NGAV は従来型のAVと同じく、十分な保
護が実現できなかったため、このギャッ
プを埋めるために EDR が登場しました。
EDR は、機械学習のアルゴリズムを使用し
て脅威を検出します。エンドポイントを監視
し、進行中の攻撃を示す不審な振る舞いを
検知します。この新たなソリューションは、
その後、脅威の調査、脅威ハンティング、脅
威へのレスポンス、修復などを支援するよ
うになりました。

AV 製品への不信感が高まるにつれ、サイバーセ
キュリティの専門家の間では、「攻撃者は既に侵
入している」という前提での考え方が定着してい
きました。この考え方は、攻撃者が動き始めるま
で防御側はその攻撃を阻止できないために、攻
撃者は既に侵入している (した) と想定する必
要があることを示しています。そのため、セキュリ
ティ チームは、侵入されたことを示唆する振る舞
いの監視に注力しなければならなくなりました。

2000 年代初頭、パーソナル ファイアウォールとウイルス対策 (AV) ソフトウェアが普及し、安全は保証さ
れたかと思われました。しかし、新種のウイルスが続 と々出現し、Nimda ワーム (英語) をはじめとするマ
ルウェアが猛威をふるうようになるにつれ、AV だけでは十分に保護できないことが明らかになりました。

従来の AV だけでは保護しきれない

https://www.sans.org/white-papers/98/
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未知の脅威: EDR では不十分
約 10 年間で EDR が普及する中、攻撃者は戦
術を進化させ、検知を回避する新たな脅威を生
み出してきました。EDR は既知の脅威の検出や
異常な振る舞いパターンの特定には優れていま
すが、ゼロデイ脅威や未知のマルウェアに対して
は、攻撃が進行してからでないと検知できませ
ん。これでは、真の防御機能が欠けていること
になります。

脅威アクターは、より複雑で危険な攻撃を生み出
すことに余念がなく、EDR の制御を回避する能
力をますます向上させています。

  EDR はサイバーセキュリティを強化する多
層的なアプローチに不可欠ですが、主な機
能が侵害後の調査と対応であるため、単独
では十分な保護を提供できません。脅威が
指数関数的に増加するにつれ、EDR では
検出が遅すぎて侵入を防げないことが明ら
かになっています。

  またEDR は非常にノイズが多く、誤検知が
多いため、既に業務過多となっているセキュ
リティ チームの負担が増えることも課題と
なっています。

  機械学習に依存する EDR ソリューション
にとって、サイバー犯罪者がアルゴリズムや
データを侵害する新たな方法を常に生み出
していることも問題です。AI で防御しても、
機械学習を欺くことができるハッカーによる
モデル改ざんやデータ汚染などの攻撃は完
全に防げません。

ギャップの解消: 予防ファーストの戦略への回帰
脅威の実行や内部への侵入を阻止するために
は、予防ファーストのアプローチが不可欠です。
既存の EDR ソリューションを補完する予防戦略
があれば、セキュリティ体制を大幅に改善し、リス
クを低減できます。

そこで登場するのがディープ ラーニングです。

ディープ ラーニングは、より高度なデータ分析と
学習を可能にする機械学習の進化形であり、将
来のゼロデイ攻撃や未知の攻撃をより洗練され
た方法で正確に予測できます。

ディープ ラーニングベースのソリューションは、
100% 生データを学習可能で、従来の機械学習
で必要であった専門家によるマニュアルでの特徴
抽出作業も必要としないため、検知回避が難し
く、欺くことも非常に困難です。

ディープ ラーニングベースの
ソリューションは、攻撃を事
前に防ぎ、リスクを低減し、
SOC の生産性を向上できる
と期待されています。

例として、2020 年の SolarWinds への
攻撃では、マルウェアがエンドポイント
内に特定の EDR ツールあるかどうかを
チェックし、ツールがインストールされて
いないエンドポイントを見つけるまで実
行されませんでした。

https://info.deepinstinct.com/ja-jp/8-reasons-why-edr-is-not-enough
https://info.deepinstinct.com/ja-jp/8-reasons-why-edr-is-not-enough
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標準型 AI

標準型 AI は、シグネチャとスクリプトの使用
に依存する、人間が作成したアルゴリズムを含
み、常に人間がシステムに組み込まれた状態で
更新する必要があります。標準型 AI は機能が
限定されており、クラウド インテリジェンスの
フィードをチェックしてフラグが立てられた振
る舞いやパターンを認識することで、既知の脅
威を阻止します。たとえば、標準型 AI を利用
したウイルス対策ソフトウェアは、デバイスをス
キャンし、クラウドをコールした結果と既知の
脅威を比較して、悪意のある可能性のあるファ
イルやソフトウェアを削除できます。

欠点:  

  従来のウイルス対策と同様、標準型 AI ツー
ルは、既知の脅威しか認識しません。

  ルールとインテリジェンスの面でクラウドに
依存するため、有効性が低く、処理速度が
遅いという特徴があります。

  また、誤検知率が高く、ゼロデイ脅威をはじ
め、未知のマルウェアとその亜種を見逃し
てしまうため、SOC の生産性が制限されま
す。

予防ファーストのソリューションを評価する際、AI における各手法の特徴を把握しておくと役立ちま
す。主な AI は、標準型、リアクティブ、プロアクティブの 3 種類です。

文字どおり、これらのサイバーセキュリティへの効果には大きな違いがあります。

01

3 種類の人工知能 
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リアクティブ AI:  
機械学習

機械学習 (ML) はリアクティブ AI であり、現在サ
イバーセキュリティ ソリューションに使用されて
いる最も一般的な AI です。ML は、攻撃実行後
の脅威の検知と分析において中心的な役割を果
たすことが多く、脅威がネットワーク内に侵入した
後で疑わしい振る舞いや悪意のある振る舞いを
検知するのに有効であるため、「リアクティブ」と
呼ばれています。

ML を利用した技術は、攻撃の可能性を示す異常
なパターンや悪意のあるリンクを特定する能力に
優れています。ML アルゴリズムは、人間によって
マニュアルで設計され、また継続的に更新される
特徴点に基づいて学習されているため、無害な振
る舞いと悪意のある振る舞いを区別できます。

欠点: サイバーセキュリティに ML を適用して確
実な結果を得る際、いくつかの制限事項があり
ます。

  ML ベースのセキュリティ ツールが検出でき
るのは、既に実行された後の未知の攻撃の 
60% と言われています (英語)。つまり、ゼロ
デイ脅威や新しいマルウェアの亜種が実行さ
れた場合、既知の悪意のある振る舞いを示
さない限り、検出されない場合もあります。

  ML が新しいデータや脅威のモデルの更新
をサポートするには、専門家が大量のデータ
から頻繁に特徴を抽出しながら学習に回さ
なければなりません。このプロセスにはかな
りの専門知識が必要であり、時間がかかる
だけでなく、人間のバイアスに左右されるた
め、エラーが発生しやすくなります。

  ML ベースのソリューションは誤検知が
多く、一般的に 1 ～ 2% とも言われて
います。

1 ～ 2% の誤検知率は少なく思えるかもしれませんが、もし 1 日に 
1 万件を処理している場合には、100 ～ 200 件の誤検知に相当し
ます。限られた人数では、未処理のアラートがあっというまに蓄積
し、多くが見過ごされることになります。

これは既に作業負荷の高い SOC チームの負担になるだけでなく、
過剰なアラートが発生するとアラート機能が無効になってしまうこと
もあります (英語)。

26%

誤検知が多いためアラートを
オフにしたことがある割合*

誤検知の問題

02

*「Voice of SecOps Report」、Deep Instinct

https://www.forbes.com/sites/deep-instinct/2021/10/20/can-ransomware-be-stopped-yes-with-deep-learning/?sh=5620033d6eee
https://www.forbes.com/sites/deep-instinct/2021/10/20/can-ransomware-be-stopped-yes-with-deep-learning/?sh=5620033d6eee
https://www.forbes.com/sites/deep-instinct/2021/10/20/can-ransomware-be-stopped-yes-with-deep-learning/?sh=5620033d6eee
https://www.forbes.com/sites/deep-instinct/2021/10/20/can-ransomware-be-stopped-yes-with-deep-learning/?sh=5620033d6eee
https://www.forbes.com/sites/deep-instinct/2021/10/20/can-ransomware-be-stopped-yes-with-deep-learning/?sh=5620033d6eee
https://www.forbes.com/sites/deep-instinct/2021/10/20/can-ransomware-be-stopped-yes-with-deep-learning/?sh=5620033d6eee
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ディープ ラーニング (DL) はプロアクティブ AI で
す。より効率的に新しいデータに適応し、攻撃に
つながる特徴を自律的に抽出するため、新しい脅
威を予測し、環境内で実行されたり侵害されたり
する前に容易に阻止できるようになります。

DL モデルは、ML よりも有効性が非常に高く、誤
検知もほとんどないため、脅威をはるかに短期間
で発見できます。しかも、調整やモデルの更新の
頻度を大幅に低減できます。たとえば 9 か月前に
作成したディープ ラーニング モデルでも、ゼロデ
イ攻撃を防げます。

DL は、悪意のあるものと無害なもののどちらも
含む、100% の生データを基に学習するため、DL 
ベースのソリューションでは未知の脅威が予測可
能です。

DL は、真の予防ファーストのアプローチとして
最も有望です。

  人間への依存度が低いため、モデルの特徴
や脅威インテリジェンスのフィードを継続的
に更新する際に、すばやく正確に判断でき
ます。

  脅威に関する予備知識がなくても、ランサム
ウェアやゼロデイ脅威の新たなバリエーショ
ンを、より的確に予測し特定できます。

  脅威の特定と防止をよりすばやく正確に実
行できます。

 

DL ベースのソリューションでは、非常に機敏なラ
ンサムウェアであっても、実行前に阻止するため、
データの漏えいや暗号化を防止します。DL は、攻
撃者が環境に侵入してデータを流出させる前に攻
撃を阻止することにより、攻撃者に先手を打つ最
善の機会を提供します。

欠点:  

  DL は専門性の高い分野です。技術を最大
限に活用し、望ましい結果を得るためには、
幅広い専門知識が必要です。

  DLまた、DL は 100% 生データで学習する
ため、モデルの初期学習と維持に時間がか
かります。 

プロアクティブ AI:  
ディープ ラーニング03
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ML と DL には、基本的かつ重要な違いがありま
す。この 2 つの用語は一見よく似ていて、同じよう
に使われる場合もありますが、データ分析、特徴
量の抽出、検出するファイルの種類、誤検知率、
未知の脅威を防ぐ精度などが大きく異なります。

あらゆる問題に従来の ML を適用するには、さま
ざまな事前処理が必要になります。問題領域にお
ける重要な特性や特徴をあらかじめ洗い出してお
く必要があります。前述のように、このプロセスで
は、データのわずか 1 ～ 2% しかない特徴量を
手作業で指定する必要がありますが、つまりこれ
は、生データのほとんどは無視されることを意味
します。

一方、DL は生データ全体を利用して学習するた
め、その背後にあるパターンや原理をよりよく学習
でき、汎化能力 (未知のデータを予測する能力) 
が高まります。この重要な違いにより、DL ベース
のサイバーセキュリティ ソリューションは、攻撃を
防止するうえで明らかに有利になります。

手動での 
特徴量抽出

特徴量の 
ベクトル化

ML モデル

使用可能なデータの 
2 ～ 5% を元に学習

機械学習 (ML) ディープ ラーニング (DL)

ディープ ニューラル 
ネットワーク

生データ 100% を 
元に学習

攻撃の全体像を 
把握していなくても
自律的に未知の 
脅威を判定

攻撃を示唆する 
既知の振る舞いや 
パターンを検出するために、
人間による調整が必要

VS

99% 超 毎年 3 回0.1% 未満
未知の脅威の検出精度 更新頻度誤検知の割合

50 ～ 70% 1 ～ 20% 毎日～毎週

未知の脅威の 
検出精度 誤検知の割合 更新頻度

機械学習とディープ ラーニング: 比較
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ディープ ラーニング (DL)  
サイバーセキュリティ  
ソリューション

機械学習 (ML)  
サイバーセキュリティ  
ソリューション

実行前
未知の脅威が環境に侵入する前に阻
止することで、アクティブな脅威のリス
クを排除し、レスポンス タイムを短縮
します。

データの 100% 
数百万を超える無害なファイルと悪意
のあるファイルの両方を 100% の生
データで学習する多層型モデルによ
り、攻撃の本質を理解し、その全容を
把握しなくても正確に判断できます。

実行後
脅威が検出、分析され、対応が決定
される前に、悪意のあるファイルは環
境に侵入してしまいます。検知と対応
に時間がかかるため、セキュリティ侵
害のリスクが高まります。

データの 1 ～ 2%のみ
あらかじめ決められたデータのサブ
セット (利用可能なデータの 2% 以
下) で学習するため、判断の元とな
るデータが限定されます。そのため、
ML モデルの学習や予測精度は不完
全なものとなります。

未
知
の
脅
威
の
防
止
と
検
出

モ
デ
ル
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

ML ベースと DL ベースのソリューション比較に便利な 
クイック リファレンス:

AI ベースの攻撃や改ざんへの 
レジリエンスが高い
初期学習時に使用するデータセットが
包括的であり、人間が与えた特徴量だ
けに依存していないため、全体としてレ
ジリエンスが高くなります。予測分析を
大幅に強化できるメリットがあります。

モデルの改ざんやデータ汚染など、
AI ベースの攻撃の影響を 
受けやすい
モデルの学習方法にはブラインドス
ポットができやすく、ML 手法を欺
こうとする攻撃の被害を受けやすい
です。

攻
撃
に
対
す
る
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
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99% 超の検知精度
未知の脅威、ゼロデイ攻撃、ランサム
ウェアを 99% 実行前に防ぐことでリス
クを大幅に低減できます。

誤検知率 0.1% 未満
誤検知率はわずか 0.1% 未満。大量の
誤検知アラートが減ることで、SOC の
生産性が向上します。

誤検知率 1 ～ 2%
通常、誤検知率は 1 ～ 2% で、サイ
バーセキュリティ チームは何千もの
アラートを手動で検証することになり
ます。

50 ～ 70% の検知精度
未知の脅威の 50 % 近くは検知を回
避してしまうため、セキュリティ侵害の
リスクが増加します。

ディープ ラーニング (DL)  
サイバーセキュリティ  
ソリューション

機械学習 (ML)  
サイバーセキュリティ  
ソリューション

誤
検
知
の
割
合

未
知
の
脅
威
の
検
出
精
度

高
DL モデルはより複雑で、非常に大きな
データ セットを使って学習するため、
未知の攻撃を特定する可能性が高くな
ります。人間ですら気づいていない特
徴を元に学習を行い、潜在的な攻撃を
より正確に判断できるようになってい
ます。

低
新しい脅威を検知するには、人間が
手作業で振る舞いなどの特徴を入力
する必要があり、判断はインテリジェ
ンス フィードとクラウド ルックアップ
に依存しています。供給されるデータ
に依存しており、潜在的な攻撃を正
確に判断するために必要な量のデー
タがありません。未

知
の
脅
威
を
防
止
す
る
能
力
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ディープ ラーニングはサイバーセキュリティに
おける予防ファースト戦略の鍵

「人工知能の中でも、ディープ ラーニングの分野では 
驚異的なことが起きています」*

*Forbes (英語)

ディープ ラーニングに関する初期の優れた研究とイノベーションのほとんどは、音声および画像認識と自
然言語生成を中心とするものでした。しかし最近では、DL がサイバーセキュリティに応用され、未知の脅
威やゼロデイ脅威を阻止する真の予防策が現実のものになってきています。

長らく不可能とされてきた予防ファーストのサイバーセキュリティ ソリューションが、今や確実に手の届く
ところにあります。

DL ベースのサイバーセキュリティ ソリューションで未知の脅威を防ぐ際には、既知のマルウェアの情報、
攻撃手法の全体像の把握、脅威の振る舞い監視などは必要ありません。DL は、「Brain」と呼ばれる何層
ものニューラル ネットワーク (英語) を利用して、攻撃の本質を把握します。大規模な攻撃を懸念する組
織も、DL ベースのソリューションでサプライ チェーン攻撃を阻止できるようになります。ゼロデイ攻撃、ラ
ンサムウェア、未知のマルウェアの亜種が実行され環境内に侵入する前に予測し、防止します。

レポートを読む (英語)

サイバーセキュリティ企業 Unit 221B が Deep 
Instinct の脅威防止能力を検証した、最新のレ
ポートがあります。
ポータブル実行可能ファイル、未知の攻撃、カス
タム設計の攻撃、Python 実行可能ファイルを
含む複数のカテゴリでのテストと、静的分析、動
的分析、ネットワーク分析、振る舞い分析、シグ
ネチャ検出によって、Deep Instinct に有効な脅
威防止能力があることが確認されました。

99%  
超

独自の試験に基づく
ゼロデイ攻撃の 

防止率

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/08/08/the-amazing-ways-how-google-uses-deep-learning-ai/?sh=79eed07a3204
https://www.deepinstinct.com/blog/understanding-the-neural-networks-that-underlay-deep-learning-part-2
https://www.deepinstinct.com/blog/understanding-the-neural-networks-that-underlay-deep-learning-part-2
https://www.deepinstinct.com/pdf/unit-221b-deep-instinct-product-assessment
https://www.deepinstinct.com/pdf/unit-221b-deep-instinct-product-assessment
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DL ベースのソリューションは、AI を最大限に活用することを前提に設計する必要があります。ツールの
一部に DL を利用するようなサイバーセキュリティ ソリューションは、特定分野に効果があっても、DL の
能力をフルに発揮することはできません。DL ベースのソリューションを開発する際には、学習に利用する
フレームワークも考慮する必要があります。

TensorFlow、PyTorch など、画像認識や視聴習慣の予測といった課題のために作られた、さまざまな
オープンソースの DL フレームワークがありますが、サイバーセキュリティにはそれに特化したフレームワー
クが必要です。一般的なオープンソースのフレームワークは堅実ですが、サイバーセキュリティ固有の課題
解決のために開発されたものではありません。独自の方法論を持ち、高度なサイバーセキュリティ脅威の
研究を行っている DL の専門家のサポートがなければ、このようなフレームワークに単に適用して使うだ
けでは、望ましい結果を得ることはできません。

わかりやすく考える
電車を停めるための理想的なモデルは、
飛行機を着陸させるためのモデルと同じで
しょうか。これらはまったく違うものです。
ディープ ラーニングのメリットを最大限に
活用するには、サイバーセキュリティの課
題に特化して設計されたフレームワークが
必要です。

ディープ ラーニングベースの 
ソリューションで重視するべき点
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本当にディープ ラーニングなのか 
ソリューションを見極める方法

「ディープ ラーニング」は今やバズワードとなり、多くの企業がこの言葉を乱用して市場を混乱させていま
す。検討しているソリューションが、堅牢な DL フレームワークに基づいて開発されているものなのか、そ
れとも既存の ML が強化されたコンポーネントにすぎないのかを把握するのは困難です。

たとえば、「自己学習」といっても、AI モデルが完全に教師なし学習を採用していない限り、真に自己学
習であるとは断言できません。

ソリューションが本当にディープ ラーニングベースであるかどうかを判断するための確認すべき事項を
紹介します。

本当にディープ ラーニングなのか
 AI モデルの学習に、どれくらいのデータ量を使っているか。

 サンプル セットに対し、手作業での特徴量抽出を行っていないか。

 最新の脅威の検知を行う際に、クラウド接続に大きく依存していないか。

脅威が侵入する前に予測して防止できるか
 初見のマルウェアによる未知の攻撃を予測できるか。

 ランサムウェアをどのくらいのスピードで阻止できるか。

 攻撃の何パーセントを実行前に防げるか。

ディープ ラーニングベースのソリューションとして 
ネイティブに開発されているか

 ソリューションにおける DL の活用度はどれくらいか。

 DL は具体的にどこに適用されているか (クラウド? ローカルデバイス?)。

 DL は脅威の実行後の検知に使用されているか、それとも実行前の予防のために使用されているか。

 誤検知率はどのくらいか。
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今こそ「予防」を再定義する
続 と々登場する新たな脅威の先手を取るには、革新的なアプローチが必要です。思考を進化させ「予防は
可能である」ということを受け入れる必要があります。

Deep Instinct の存在意義は、まさにここにあります。Deep Instinct は、より多くのデータを取り込むこと
で常に学習し、改善を重ねていくディープ ラーニングベースのニューラルネットワークをネイティブに利用す
る、初のサイバーセキュリティ企業です。

Deep Instinct は、マルウェアを阻止する予防ファーストのアプローチを実現するために、世界唯一のサ
イバーセキュリティに特化した DL サイバーセキュリティ フレームワークを開発しました。

20 ミリ
秒未満 99% 超

0.1%  
未満

750 倍
脅威を阻止するスピード 既知の脅威、未知の脅威、 

ゼロデイ攻撃、 
ランサムウェアを含む 
すべての脅威のうち

誤検知率は

業界最小

既知の 
最速ランサムウェアによる 
暗号化実行スピードとの 

比較 を阻止

セキュリティ侵害の増加 (2020 年から 2021 年の 1 年間で 31% 増加: Accenture 調べ (英語)) に伴い、
EDR を入れるだけでは脅威を十分阻止できないことが明らかになりました。

今こそ「予防」というものを再定義し、ディープ ラーニングベースのサイバーセキュリティ ソリューションに投資
して、あらゆる巧妙な攻撃からシステムを保護しましょう。
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https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-165/Accenture-State-Of-Cybersecurity-2021.pdf


Deep Instinct は、予防ファーストのアプローチを採用し、業界初のサイバーセキュリティに特化したディープ ラーニング フレー
ムワークを用い、ランサムウェアやその他のマルウェアの攻撃を阻止します。既知の脅威、未知の脅威、ゼロデイ脅威をわずか 
20 ミリ秒未満で予測し、防御できます。これはランサムウェアが最速で暗号化を実行するスピードの 750 倍です。

Deep Instinct では、ゼロデイ攻撃の検知精度が 99% 以上に達しており、0.1% 未満の誤検知率をお約束しています。Deep 
Instinct Prevention Platform は、ハイブリッド環境における脅威を多層的なアプローチで完全に保護します。あらゆるセキュ
リティ スタックに追加すべき必須のツールです。

www.deepinstinct.com/ja  |  info-japan@deepinstinct.com

© Deep Instinct Ltd.

DL に関する質問や、Deep Instinct が 
お客様のセキュリティ対策を劇的に強化し 
リスクを低減する方法について、 
ぜひお問い合わせください。

デモをリクエスト

http://www.deepinstinct.com/ja
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https://info.deepinstinct.com/ja-jp/request-a-demo

