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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】悪意のあるソフトウェアに対するローカル保護
をするシステム及び方法を提供する。
【解決手段】計算装置上のネットワーク・アクセス試行
を遮断し７１０、ネットワーク・アクセス試行と関連付
けられたソフトウェア・プログラム・ファイルを判定し
７２０、ソフトウェア・プログラム・ファイルの信頼性
状態を評価してネットワーク・アクセス試行が許可され
るかどうかを判定する。信頼性状態は、ソフトウェア・
プログラム・ファイルが信頼できるプログラム・ファイ
ルのホワイトリストに含まれる場合に、信頼できると定
義され、ソフトウェア・プログラム・ファイルがホワイ
トリストに含まれない場合に信頼できないと定義される
。ソフトウェア・プログラム・ファイルが非信頼状態を
有する場合は、ネットワーク・アクセス試行が阻止され
７８０、イベントがログ記録される。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のソフトウェア・プログラム・ファイルを記憶したメモリ要素と、
　２つ以上のソフトウェア・プログラム・ファイルをプロセスにロードするプロセッサと
、
を備えた計算装置によって実行される方法であって、
　前記プロセッサによって実行されているプロセスによって開始されたアウトバウンド・
ネットワーク・アクセス試行にかかるパケットを遮断し、
　プロセス・トラフィック・マッピング要素に照会することにより、前記アウトバウンド
・ネットワーク・アクセス試行を開始したプロセスを判定し、前記アウトバウンド・ネッ
トワーク・アクセス試行を開始したプロセスにロードされた２つ以上のソフトウェア・プ
ログラム・ファイルを判定し、
　前記プロセスにロードされた２つ以上のソフトウェア・プログラム・ファイルそれぞれ
について、信頼できるか否かを判定し、
　前記ソフトウェア・プログラム・ファイルが信頼できるか否かの判定結果に基づいて、
前記アウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行が許可可能か否かを判定する、
方法。
【請求項２】
　許可可能でないと判定したアウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行について、ネ
ットワーク・アクセス・ポリシーに基づいて、前記アウトバウンド・ネットワーク・アク
セス試行を許可するか否かを判定する、
請求項１記載の方法。
【請求項３】
　複数のソフトウェア・プログラム・ファイルを記憶したメモリ要素と、
　２つ以上のソフトウェア・プログラム・ファイルをプロセスにロードするプロセッサと
、
を備えた計算装置によって実行される方法であって、
　前記プロセッサによって実行されているプロセスによって開始されたアウトバウンド・
ネットワーク・アクセス試行にかかるパケットを遮断し、
　前記アウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行を開始したプロセスにロードされた
２つ以上のソフトウェア・プログラム・ファイルを判定し、
　前記プロセスにロードされた２つ以上のソフトウェア・プログラム・ファイルそれぞれ
について、信頼できるか否かを判定し、
　前記ソフトウェア・プログラム・ファイルが信頼できるか否かの判定結果に基づいて、
前記アウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行が許可可能か否かを判定し、
　許可可能でないと判定したアウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行について、ネ
ットワーク・アクセス・ポリシーに基づいて、前記アウトバウンド・ネットワーク・アク
セス試行を許可するか否かを判定する、
方法。
【請求項４】
　前記ネットワーク・アクセス・ポリシーは、許可宛先アドレスの組を含み、
　遮断したパケットの宛先アドレスが、前記許可宛先アドレスの組に含まれる場合に、前
記アウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行を許可する、
請求項２又は３記載の方法。
【請求項５】
　前記許可宛先アドレスの組は、ローカル・エリア・ネットワーク上のネットワーク・ア
ドレスのサブネット、又は、広域ネットワーク（ＷＡＮ）上のインターネットプロトコル
（ＩＰ）アドレスのサブネットである、
請求項４記載の方法。
【請求項６】
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　前記ネットワーク・アクセス・ポリシーは、
　前記計算装置への全てのインバウンド・ネットワーク・アクセス試行と、前記計算装置
からの全てのアウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行とを阻止することと、
　前記計算装置への全てのインバウンド・ネットワーク・アクセス試行を阻止することと
、
　前記計算装置からの全てのアウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行を阻止するこ
とと、
　前記計算装置から指定ネットワーク・サブネットへの全てのアウトバウンド・ネットワ
ーク・アクセス試行を阻止することと、
　前記計算装置からインターネットへの全てのアウトバウンド・ネットワーク・アクセス
試行を阻止し、前記計算装置から指定サブネットへの全てのアウトバウンド・ネットワー
ク・アクセス試行を許可することと、
　ドメイン・ネーム・システム（ＤＮＳ）サーバへの全てのアウトバウンド・ネットワー
ク・アクセス試行を阻止することと、
　簡易メール転送プロトコル（ＳＭＴＰ）を使用した全てのアウトバウンド・ネットワー
ク・アクセス試行を阻止することと、
インターネット・リレー・チャット（ＩＲＣ）サーバへの全てのアウトバウンド・ネット
ワーク・アクセス試行を阻止することと、
のなかから選択されたネットワーク・アクセス・ポリシーを含む、
請求項２乃至５いずれか記載の方法。
【請求項７】
　前記アウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行を許可しないと判定した場合に、前
記アウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行を阻止する、
請求項１乃至６いずれか記載の方法。
【請求項８】
　前記２つ以上のソフトウェア・プログラム・ファイルのなかに、信頼できないと判定さ
れたソフトウェア・プログラム・ファイルがある場合に、前記アウトバウンド・ネットワ
ーク・アクセス試行が許可可能でないと判定する、
請求項１乃至７いずれか記載の方法。
【請求項９】
　前記２つ以上のソフトウェア・プログラム・ファイルのうちの１つは、実行可能ファイ
ルであり、
　前記プロセスは、前記プロセッサが前記実行可能ファイルを実行することにより開始さ
れたものである、
請求項１乃至８いずれか記載の方法。
【請求項１０】
　前記２つ以上のソフトウェア・プログラム・ファイルのうち少なくとも１つは、前記プ
ロセスのなかにロードされたライブラリ・モジュールである、
請求項１乃至９いずれか記載の方法。
【請求項１１】
　ホワイトリストを検索し、前記ソフトウェア・プログラム・ファイルが前記ホワイトリ
スト内で識別されているか否かを判定することにより、前記ソフトウェア・プログラム・
ファイルが信頼できるか否かを判定する、
請求項１乃至１０いずれか記載の方法。
【請求項１２】
　前記ホワイトリスト内で前記ソフトウェア・プログラム・ファイルが識別されている場
合に、前記ソフトウェア・プログラム・ファイルが信頼できると判定する、
請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　前記ホワイトリスト内で前記ソフトウェア・プログラム・ファイルが識別されていない
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場合に、前記ソフトウェア・プログラム・ファイルが信頼できないと判定する、
請求項１１又は１２記載の方法。
【請求項１４】
　前記ホワイトリストは、グローバル・ホワイトリストを含む、
請求項１１乃至１３いずれか記載の方法。
【請求項１５】
　前記ホワイトリストは、内部ホワイトリストを含む、
請求項１１乃至１４いずれか記載の方法。
【請求項１６】
　チェックサム・キャッシュが、前記ソフトウェア・プログラム・ファイルのチェックサ
ムを記憶し、
　信頼キャッシュが、信頼できると判定されたソフトウェア・プログラム・ファイルのチ
ェックサムを記憶し、
　前記チェックサム・キャッシュを検索することにより、前記ソフトウェア・プログラム
・ファイルのチェックサムを取得し、
　前記チェックサム・キャッシュに前記ソフトウェア・プログラム・ファイルのチェック
サムが記憶されていない場合に、前記ソフトウェア・プログラム・ファイルのチェックサ
ムを計算して、前記チェックサム・キャッシュに記憶し、
　取得または計算したチェックサムを前記信頼キャッシュが記憶している場合に、前記ソ
フトウェア・プログラム・ファイルが信頼できると判定する、
請求項１乃至１５いずれか記載の方法。
【請求項１７】
　既定条件に基づいて、前記ソフトウェア・プログラム・ファイルが信頼できるか否かを
判定し、
　前記既定条件は、
　前記ソフトウェア・プログラム・ファイルの所有者特権と、
　前記ソフトウェア・プログラム・ファイルのファイル属性と、
　前記ソフトウェア・プログラム・ファイルの作成日と、
　前記ソフトウェア・プログラム・ファイルの修正日と、
のいずれかに関する条件を含む、
請求項１乃至１６いずれか記載の方法。
【請求項１８】
　前記２つ以上のソフトウェア・プログラム・ファイルのなかに、信頼できないと判定さ
れたソフトウェア・プログラム・ファイルがある場合に、前記アウトバウンド・ネットワ
ーク・アクセス試行に関連する情報をログ記録する、
請求項１乃至１７いずれか記載の方法。
【請求項１９】
　ログ記録される前記情報は、前記２つ以上のソフトウェア・プログラム・ファイルのう
ち少なくとも１つを識別するデータを含む、
請求項１８記載の方法。
【請求項２０】
　ログ記録される前記情報は、前記２つ以上のソフトウェア・プログラム・ファイルのう
ち他の少なくとも１つを識別するデータを含む、
請求項１９記載の方法。
【請求項２１】
　ログ記録される前記情報は、前記計算装置を識別するデータを含む、
請求項１８乃至２０いずれか記載の方法。
【請求項２２】
　複数のソフトウェア・プログラム・ファイルを記憶したメモリ要素と、
　２つ以上のソフトウェア・プログラム・ファイルをプロセスにロードするプロセッサと
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、
を備えた計算装置によって実行されるコンピュータ・プログラムであって、
　前記プロセッサによって実行されることにより、前記プロセッサが、
　前記プロセッサによって実行されているプロセスによって開始されたアウトバウンド・
ネットワーク・アクセス試行にかかるパケットを遮断し、
　プロセス・トラフィック・マッピング要素に照会することにより、前記アウトバウンド
・ネットワーク・アクセス試行を開始したプロセスを判定し、前記アウトバウンド・ネッ
トワーク・アクセス試行を開始したプロセスにロードされた２つ以上のソフトウェア・プ
ログラム・ファイルを判定し、
　前記プロセスにロードされた２つ以上のソフトウェア・プログラム・ファイルの少なく
ともいずれかについて、信頼できるか否かを判定し、
　前記ソフトウェア・プログラム・ファイルが信頼できるか否かの判定結果に基づいて、
前記アウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行が許可可能か否かを判定する、
コンピュータ・プログラム。
【請求項２３】
　前記プロセッサによって実行されることにより、前記プロセッサが、
　許可可能でないと判定したアウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行について、ネ
ットワーク・アクセス・ポリシーに基づいて、前記アウトバウンド・ネットワーク・アク
セス試行を許可するか否かを判定する、
請求項２２記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項２４】
　複数のソフトウェア・プログラム・ファイルを記憶したメモリ要素と、
　２つ以上のソフトウェア・プログラム・ファイルをプロセスにロードするプロセッサと
、
を備えた計算装置によって実行されるコンピュータ・プログラムであって、
　前記プロセッサによって実行されることにより、前記プロセッサが、
　前記プロセッサによって実行されているプロセスによって開始されたアウトバウンド・
ネットワーク・アクセス試行にかかるパケットを遮断し、
　前記アウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行を開始したプロセスにロードされた
２つ以上のソフトウェア・プログラム・ファイルを判定し、
　前記プロセスにロードされた２つ以上のソフトウェア・プログラム・ファイルの少なく
ともいずれかについて、信頼できるか否かを判定し、
　前記ソフトウェア・プログラム・ファイルが信頼できるか否かの判定結果に基づいて、
前記アウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行が許可可能か否かを判定し、
　許可可能でないと判定したアウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行について、ネ
ットワーク・アクセス・ポリシーに基づいて、前記アウトバウンド・ネットワーク・アク
セス試行を許可するか否かを判定する、
コンピュータ・プログラム。
【請求項２５】
　前記ネットワーク・アクセス・ポリシーは、許可宛先アドレスの組を含み、
　前記プロセッサによって実行されることにより、前記プロセッサが、
　遮断したパケットの宛先アドレスが、前記許可宛先アドレスの組に含まれる場合に、前
記アウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行を許可すると判定する、
請求項２３又は２４記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項２６】
　前記許可宛先アドレスの組は、ローカル・エリア・ネットワーク上のネットワーク・ア
ドレスのサブネット、又は、広域ネットワーク（ＷＡＮ）上のインターネットプロトコル
（ＩＰ）アドレスのサブネットである、
請求項２５に記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項２７】
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　前記ネットワーク・アクセス・ポリシーは、
　前記計算装置への全てのインバウンド・ネットワーク・アクセス試行と、前記計算装置
からの全てのアウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行とを阻止することと、
　前記計算装置への全てのインバウンド・ネットワーク・アクセス試行を阻止することと
、
　前記計算装置からの全てのアウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行を阻止するこ
とと、
　前記計算装置から指定ネットワーク・サブネットへの全てのアウトバウンド・ネットワ
ーク・アクセス試行を阻止することと、
　前記計算装置からインターネットへの全てのアウトバウンド・ネットワーク・アクセス
試行を阻止し、前記計算装置から指定サブネットへの全てのアウトバウンド・ネットワー
ク・アクセス試行を許可することと、
　ドメイン・ネーム・システム（ＤＮＳ）サーバへの全てのアウトバウンド・ネットワー
ク・アクセス試行を阻止することと、
　簡易メール転送プロトコル（ＳＭＴＰ）を使用した全てのアウトバウンド・ネットワー
ク・アクセス試行を阻止することと、
インターネット・リレー・チャット（ＩＲＣ）サーバへの全てのアウトバウンド・ネット
ワーク・アクセス試行を阻止することと、
のなかから選択されたネットワーク・アクセス・ポリシーを含む、
請求項２３乃至２６いずれか記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項２８】
　前記プロセッサによって実行されることにより、前記プロセッサが、
　前記アウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行が許可可能でないと判定した場合に
、前記アウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行を阻止する、
請求項２２乃至２７いずれか記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項２９】
　前記プロセッサによって実行されることにより、前記プロセッサが、
　前記２つ以上のソフトウェア・プログラム・ファイルのなかに、信頼できないと判定さ
れたソフトウェア・プログラム・ファイルがある場合に、前記アウトバウンド・ネットワ
ーク・アクセス試行が許可可能でないと判定する、
請求項２２乃至２８いずれか記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項３０】
　前記２つ以上のソフトウェア・プログラム・ファイルのうちの１つは、実行可能ファイ
ルであり、
　前記プロセスは、前記プロセッサが前記実行可能ファイルを実行することにより開始さ
れたものである、
請求項２２乃至２９いずれか記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項３１】
　前記２つ以上のソフトウェア・プログラム・ファイルのうち少なくとも１つは、前記プ
ロセスのなかにロードされたライブラリ・モジュールである、
請求項２２乃至３０いずれか記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項３２】
　前記プロセッサによって実行されることにより、前記プロセッサが、
　ホワイトリストを検索し、前記ソフトウェア・プログラム・ファイルが前記ホワイトリ
スト内で識別されているか否かを判定することにより、前記ソフトウェア・プログラム・
ファイルが信頼できるか否かを判定する、
請求項２２乃至３１いずれか記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項３３】
　前記プロセッサによって実行されることにより、前記プロセッサが、
　前記ホワイトリスト内で前記ソフトウェア・プログラム・ファイルが識別されている場
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合に、前記ソフトウェア・プログラム・ファイルが信頼できると判定する、
請求項３２記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項３４】
　前記プロセッサによって実行されることにより、前記プロセッサが、
　前記ホワイトリスト内で前記ソフトウェア・プログラム・ファイルが識別されていない
場合に、前記ソフトウェア・プログラム・ファイルが信頼できないと判定する、
請求項３２又は３３記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項３５】
　前記ホワイトリストは、グローバル・ホワイトリストを含む、
請求項３２乃至３４いずれか記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項３６】
　前記ホワイトリストは、内部ホワイトリストを含む、
請求項３２乃至３５いずれか記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項３７】
　前記プロセッサによって実行されることにより、前記プロセッサが、
　前記２つ以上のソフトウェア・プログラム・ファイルのなかに、信頼できないと判定さ
れたソフトウェア・プログラム・ファイルがある場合に、前記アウトバウンド・ネットワ
ーク・アクセス試行に関連する情報をログ記録する、
請求項２２乃至３６いずれか記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項３８】
　前記プロセッサによって実行されることにより、前記プロセッサが、
　前記２つ以上のソフトウェア・プログラム・ファイルのうち少なくとも１つを識別する
データをログ記録する、
請求項３７記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項３９】
　前記プロセッサによって実行されることにより、前記プロセッサが、
　前記２つ以上のソフトウェア・プログラム・ファイルのうち他の少なくとも１つを識別
するデータをログ記録する、
請求項３８記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項４０】
　前記プロセッサによって実行されることにより、前記プロセッサが、
　前記計算装置を識別するデータをログ記録する、
請求項３７乃至３９いずれか記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項４１】
　複数のソフトウェア・プログラム・ファイルを記憶したメモリ要素と、
　２つ以上のソフトウェア・プログラム・ファイルをプロセスにロードするプロセッサと
、
　保護構成要素と、
を備えた計算装置であって、
　前記保護構成要素は、
　前記プロセッサによって実行されているプロセスによって開始されたアウトバウンド・
ネットワーク・アクセス試行にかかるパケットを遮断し、
　プロセス・トラフィック・マッピング要素に照会することにより、前記アウトバウンド
・ネットワーク・アクセス試行を開始したプロセスを判定し、前記アウトバウンド・ネッ
トワーク・アクセス試行を開始したプロセスにロードされた２つ以上のソフトウェア・プ
ログラム・ファイルを判定し、
　前記プロセスにロードされた２つ以上のソフトウェア・プログラム・ファイルそれぞれ
について、信頼できるか否かを判定し、
　前記ソフトウェア・プログラム・ファイルが信頼できるか否かの判定結果に基づいて、
前記アウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行が許可可能か否かを判定する、
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計算装置。
【請求項４２】
　前記保護構成要素は、許可可能でないと判定したアウトバウンド・ネットワーク・アク
セス試行について、ネットワーク・アクセス・ポリシーに基づいて、前記アウトバウンド
・ネットワーク・アクセス試行を許可するか否かを判定する、
請求項４１記載の計算装置。
【請求項４３】
　複数のソフトウェア・プログラム・ファイルを記憶したメモリ要素と、
　２つ以上のソフトウェア・プログラム・ファイルをプロセスにロードするプロセッサと
、
　保護構成要素と、
を備えた計算装置であって、
　前記保護構成要素は、
　前記プロセッサによって実行されているプロセスによって開始されたアウトバウンド・
ネットワーク・アクセス試行にかかるパケットを遮断し、
　前記アウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行を開始したプロセスにロードされた
２つ以上のソフトウェア・プログラム・ファイルを判定し、
　前記プロセスにロードされた２つ以上のソフトウェア・プログラム・ファイルそれぞれ
について、信頼できるか否かを判定し、
　前記ソフトウェア・プログラム・ファイルが信頼できるか否かの判定結果に基づいて、
前記アウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行が許可可能か否かを判定し、
　許可可能でないと判定したアウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行について、ネ
ットワーク・アクセス・ポリシーに基づいて、前記アウトバウンド・ネットワーク・アク
セス試行を許可するか否かを判定する、
計算装置。
【請求項４４】
　前記ネットワーク・アクセス・ポリシーは、許可宛先アドレスの組を含み、
　前記保護構成要素は、遮断したパケットの宛先アドレスが、前記許可宛先アドレスの組
に含まれる場合に、前記アウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行を許可すると判定
する、
請求項４２又は４３記載の計算装置。
【請求項４５】
　前記許可宛先アドレスの組は、ローカル・エリア・ネットワーク上のネットワーク・ア
ドレスのサブネット、又は、広域ネットワーク（ＷＡＮ）上のインターネットプロトコル
（ＩＰ）アドレスのサブネットである、
請求項４４に記載の計算装置。
【請求項４６】
　前記ネットワーク・アクセス・ポリシーは、
　前記計算装置への全てのインバウンド・ネットワーク・アクセス試行と、前記計算装置
からの全てのアウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行とを阻止することと、
　前記計算装置への全てのインバウンド・ネットワーク・アクセス試行を阻止することと
、
　前記計算装置からの全てのアウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行を阻止するこ
とと、
　前記計算装置から指定ネットワーク・サブネットへの全てのアウトバウンド・ネットワ
ーク・アクセス試行を阻止することと、
　前記計算装置からインターネットへの全てのアウトバウンド・ネットワーク・アクセス
試行を阻止し、前記計算装置から指定サブネットへの全てのアウトバウンド・ネットワー
ク・アクセス試行を許可することと、
　ドメイン・ネーム・システム（ＤＮＳ）サーバへの全てのアウトバウンド・ネットワー
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ク・アクセス試行を阻止することと、
　簡易メール転送プロトコル（ＳＭＴＰ）を使用した全てのアウトバウンド・ネットワー
ク・アクセス試行を阻止することと、
　インターネット・リレー・チャット（ＩＲＣ）サーバへの全てのアウトバウンド・ネッ
トワーク・アクセス試行を阻止することと、
のなかから選択されたネットワーク・アクセス・ポリシーを含む、
請求項４２乃至４５いずれか記載の計算装置。
【請求項４７】
　前記保護構成要素は、前記アウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行が許可可能で
ないと判定した場合に、前記アウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行を阻止する、
請求項４１乃至４６いずれか記載の計算装置。
【請求項４８】
　前記保護構成要素は、前記２つ以上のソフトウェア・プログラム・ファイルのなかに、
信頼できないと判定されたソフトウェア・プログラム・ファイルがある場合に、前記アウ
トバウンド・ネットワーク・アクセス試行が許可可能でないと判定する、
請求項４１乃至４７いずれか記載の計算装置。
【請求項４９】
　前記２つ以上のソフトウェア・プログラム・ファイルのうちの１つは、実行可能ファイ
ルであり、
　前記プロセスは、前記プロセッサが前記実行可能ファイルを実行することにより開始さ
れたものである、
請求項４１乃至４８いずれか記載の計算装置。
【請求項５０】
　前記２つ以上のソフトウェア・プログラム・ファイルのうち少なくとも１つは、前記プ
ロセスのなかにロードされたライブラリ・モジュールである、
請求項４１乃至４９いずれか記載の計算装置。
【請求項５１】
　前記保護構成要素は、
　ホワイトリストを検索し、前記ソフトウェア・プログラム・ファイルが前記ホワイトリ
スト内で識別されているか否かを判定することにより、前記ソフトウェア・プログラム・
ファイルが信頼できるか否かを判定する、
請求項４１乃至５０いずれか記載の計算装置。
【請求項５２】
　前記保護構成要素は、
　前記ホワイトリスト内で前記ソフトウェア・プログラム・ファイルが識別されている場
合に、前記ソフトウェア・プログラム・ファイルが信頼できると判定する、
請求項５１記載の計算装置。
【請求項５３】
　前記保護構成要素は、
　前記ホワイトリスト内で前記ソフトウェア・プログラム・ファイルが識別されていない
場合に、前記ソフトウェア・プログラム・ファイルが信頼できないと判定する、
請求項５１又は５２記載の計算装置。
【請求項５４】
　前記ホワイトリストは、グローバル・ホワイトリストを含む、
請求項５１乃至５３いずれか記載の計算装置。
【請求項５５】
　前記ホワイトリストは、内部ホワイトリストを含む、
請求項５１乃至５４いずれか記載の計算装置。
【請求項５６】
　前記保護構成要素は、前記２つ以上のソフトウェア・プログラム・ファイルのなかに、
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信頼できないと判定されたソフトウェア・プログラム・ファイルがある場合に、前記アウ
トバウンド・ネットワーク・アクセス試行に関連する情報をログ記録する、
請求項４１乃至５５いずれか記載の計算装置。
【請求項５７】
　前記保護構成要素は、
　前記２つ以上のソフトウェア・プログラム・ファイルのうち少なくとも１つを識別する
データをログ記録する、
請求項５６記載の計算装置。
【請求項５８】
　前記保護構成要素は、
　前記２つ以上のソフトウェア・プログラム・ファイルのうち他の少なくとも１つを識別
するデータをログ記録する、
請求項５７記載の計算装置。
【請求項５９】
　前記保護構成要素は、
　前記計算装置を識別するデータをログ記録する、
請求項５６乃至５８いずれか記載の計算装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願情報
　本願は、２０１０年７月２８日に出願され「悪意のあるソフトウェアに対するネットワ
ーク・レベル保護をするシステム及び方法(SYSTEM AND METHOD FOR NETWORK LEVEL PROTE
CTION AGAINST MALICIOUS SOFTWARE)」と題し、発明者がリシ・バールガーバ(Rishi Bhar
gava)らである同時係属米国特許出願番号１２／８４４，９６４号（代理人整理番号０４
７９６．１０５３）と関連する。この出願の開示は、本明細書の一部とみなされ、参照に
よりその全体が本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本開示は、一般にネットワーク・セキュリティの分野に関し、より詳細には悪意のある
ソフトウェアに対するローカル保護に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ネットワーク・セキュリティの分野は、今日の社会でますます重要になってきている。
インターネットは、世界中の様々なコンピュータネットワークの相互接続を可能にした。
しかしながら、安定したコンピュータ及びシステムを有効に保護し維持する機能は、部品
メーカー、システム設計者及びネットワークオペレータにとって大きな課題となる。この
課題は、悪意のあるオペレータによって開発される進化し続ける数々の戦略により更に複
雑になる。最近の特別な懸念は、種々様々の悪意のある目的に使用されることがあるボッ
トネットである。悪意のあるソフトウェア・プログラム・ファイル（例えば、ボット）が
、一旦ホストコンピュータに感染すると、悪意のあるオペレータが、「指令制御サーバ」
からコマンドを出してボットを制御することがある。ボットは、例えば、ホストコンピュ
ータからのスパム又は悪意のある電子メールの送信、ホストコンピュータと関連付けられ
た企業又は個人からの機密情報の窃盗、他のホストコンピュータへのボットネットの伝播
、及び／又は分散型サービス妨害攻撃の支援などのいくつもの悪意のある操作を実行する
ように指示されることがある。更に、悪意のあるオペレータは、指令制御サーバを介して
他の悪意のあるオペレータにボットネットを販売し、その他アクセスを与えることがあり
、それにより、ホストコンピュータの搾取が拡大する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　したがって、ボットネットは、悪意のあるオペレータが他のコンピュータにアクセスし
、それらのコンピュータを多数の悪意のある目的のために操作する強力な方法を提供する
。セキュリティ専門家は、悪意のあるオペレータがコンピュータを搾取することを可能に
するような戦略を根絶する革新的ツールを開発する必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　１つの例示的実施態様における方法は、計算装置上のネットワーク・アクセス試行を遮
断し、ネットワーク・アクセス試行と関連付けられたソフトウェア・プログラム・ファイ
ルを決定することを含む。この方法は、また、第１の基準を評価してネットワーク・アク
セス試行が許可されるかどうかを判定し、許可されない場合にネットワーク・アクセス試
行を阻止することを含む。最終的に、第１の基準は、ソフトウェア・プログラム・ファイ
ルの信頼性状態を含む。特定の実施形態では、信頼性状態は、ソフトウェア・プログラム
・ファイルが、信頼できるソフトウェア・プログラム・ファイルを識別するホワイトリス
トに含まれる場合に信頼できると定義され、ソフトウェア・プログラム・ファイルが、ホ
ワイトリストに含まれない場合に信頼できないと定義される。より特定の実施形態では、
ネットワーク・アクセス試行は、ソフトウェア・プログラム・ファイルが非信頼状態を有
する場合に阻止される。別のより特定の実施形態では、方法は、更に、１つ又は複数のホ
ワイトリストを検索して、ソフトウェア・プログラム・ファイルが、ホワイトリストのう
ちの１つの中で識別されているかどうか判定することを含む。他のより特定の実施形態で
は、方法は、第２の基準を評価して、第２の基準が、第１の基準を覆すかを判定すること
を含み、第２の基準は、ソフトウェア・プログラム・ファイルのネットワーク・アクセス
・ポリシーを含む。更に別の実施形態では、ソフトウェア・プログラム・ファイルの信頼
性状態が信頼されないとして定義された場合にイベントがログ記録されてもよく、そのよ
うなログ記録は、ネットワーク・アクセス試行を阻止する代わりに行われてもよく、ネッ
トワーク・アクセス試行を阻止することに加えて行われてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
　本開示及び本開示の特徴及び利点をより完全に理解するために、添付図面と関連して行
われる以下の説明が参照され、図面では、類似の参照番号は類似の部品を表す。
【０００７】
【図１】本開示により、悪意のあるソフトウェアに対するローカル保護をするシステム及
び方法の様々な実施形態を実現することができる代表的なネットワーク環境を表す図であ
る。
【図２】本開示の実施形態によりシステムの構成要素が実現されることがあるサーバの一
実施形態のブロック図である。
【図３】本開示の実施形態によりシステムの構成要素が実現されることがある例示的な計
算装置の概略図である。
【図４】本開示の実施形態によるシステムと関連付けられた一連の例示的ステップを示す
単純化されたフローチャートである。
【図５】本開示の実施形態によるシステムと関連付けられた信頼判定フローの一連の例示
的ステップを示す単純化されたフローチャートである。
【図６】本開示の実施形態によるシステムと関連付けられた信頼判定フローの別の実施形
態の一連の例示的ステップを示す単純化されたフローチャートである。
【図７】図３の計算装置の実施形態と関連付けられた一連の例示的ステップを示す単純化
されたフローチャートである。
【図８】本開示の実施形態によりシステムの構成要素が実現されることがある別の例示的
な計算装置の単純化された概略図である。
【図９】図８の計算装置の実施形態と関連付けられた一連の例示的ステップを示す単純化
されたフローチャートである。
【図１０】本開示の他の実施形態によりシステムの構成要素が実現されることがある別の
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例示的計算装置の単純化された概略図である。
【図１１】図１０の計算装置の実施形態と関連付けられた一連の例示的ステップを示す単
純化されたフローチャートである。
【図１２】本開示によるシステムの信頼判定フローの別の実施形態と関連付けられた一連
の例示的ステップを示す単純化されたフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　図１は、悪意のあるソフトウェアに対するローカル保護をするシステムの１つの実施形
態を実現することができる代表的なネットワーク環境１００を表す図である。ネットワー
ク環境１００は、中央サーバ１３０と、実行可能ソフトウェア１２２ａ、１２２ｂ及び１
２２ｃをそれぞれ備えたホスト１２０ａ、１２０ｂ及び１２０ｃとを有するローカル・ネ
ットワーク１１０を含んでもよい。ローカル・ネットワーク１１０は、例えばインターネ
ット１５０などの広域ネットワークを含む他のネットワークへの電子接続を備えてもよい
。インターネット１５０は、多くの他のネットワーク、計算装置及びウェブサービスへの
アクセスを提供する。例えば、グローバルサーバ１６０は、悪意のあるコードがないと評
価及び判定されたソフトウェア・プログラム・ファイルを示すグローバル・ホワイトリス
トを含むデータベース１６５を提供する。更に、ボットネット・オペレータ１７５などの
悪意のあるユーザは、指令制御サーバ１７０のほかにインターネット１５０へのアクセス
を有してもよく、指令制御サーバ１７０は、ボットネット・オペレータ１７５によって操
作されて、ローカル・ネットワーク１１０などのネットワークを汚染することを試みる悪
意のあるソフトウェア（例えば、ボット）を送信しその後制御してもよい。悪意のあるソ
フトウェアに対するローカル保護をするシステムの１つの代表的な実施形態では、ローカ
ル保護構成要素１２４ａ、１２４ｂ及び１２４ｃは、それぞれ各ホスト１２０ａ、１２０
ｂ及び１２０ｃ内に組み込まれてもよく、また中央保護構成要素１３５が、中央サーバ１
３０内に組み込まれてもよい。中央サーバ１３０は、また、ログ・イベント・データベー
ス１３１、中央非信頼ソフトウェア・インベントリ１３２、及び内部ホワイトリスト１３
３へのアクセスを有してもよい。
【０００９】
　例示的実施形態では、ホスト１２０上のローカル保護構成要素１２４と、中央サーバ１
３０内の中央保護構成要素１３５が協力して、悪意のあるソフトウェアからローカル保護
するシステムを提供してもよい。一実施形態では、ホスト１２０ａ、１２０ｂ及び１２０
ｃの実行可能ソフトウェア１２２ａ、１２２ｂ、１２２ｃ内の各ソフトウェア・プログラ
ム・ファイルがそれぞれ、１つ又は複数の信頼評価技術（例えば、ホワイトリスト比較、
プログラム・ファイル変更比較、ブラックリスト比較など）を使用して評価されて、信頼
性状態（即ち、信頼できるか信頼できないか）が判定される。中央非信頼ソフトウェア・
インベントリ１３２は、信頼できないと分類された各プログラム・ファイルを識別するエ
ントリを含むことができ、このインベントリは、対応するホスト１２０ａ、１２０ｂ及び
１２０ｃ上にローカルに記憶されてもよい。他の実施形態では、信頼性状態を決定する実
行可能ソフトウェア１２２ａ、１２２ｂ及び１２２ｃのソフトウェア・プログラム・ファ
イルの評価は、各ネットワーク・アクセス試行と関連付けられたプログラム・ファイルに
対して実時間で行なわれる。本明細書で使用されるようなネットワーク・アクセス試行は
、ホスト上の任意のインバウンド又はアウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行（例
えば、接続要求の受け入れ、接続要求の作成、ネットワークから電子データの受信、ネッ
トワークへの電子データの送信）を含む。ホスト１２０ａ、１２０ｂ又は１２０ｃのうち
の１つの上のソフトウェア・プロセスが、ネットワーク・アクセス試行と関連付けられた
とき、ネットワーク・アクセスは、ソフトウェア・プロセスと関連付けられたどれかのプ
ログラム・ファイルの信頼性状態が信頼できないと判定された場合に阻止されることがあ
る。例示的な実施形態では、信頼性状態は、非信頼ソフトウェア・インベントリのうちの
１つを使用して判定されてもよく、１つ又は複数の信頼評価技術を実時間で使用して判定
されてもよい。非信頼プログラム・ファイルと関連付けられたソフトウェア・プロセスの
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阻止規則を定義するためにポリシー（例えば、ネットワーク・アドレスの指定されたサブ
ネットへのアクセスだけを許可する、全てのインバウンド及びアウトバウンド・ネットワ
ーク・アクセス試行を阻止する、インバウンド又はアウトバウンド・ネットワーク・アク
セス試行だけを阻止する、全てのローカル・ネットワーク・アクセス試行を阻止する、イ
ンターネットトラフィックだけを許可する、など）が使用されてもよい。報告のために、
非信頼プログラム・ファイルと関連付けられたソフトウェア・プロセスによる任意のネッ
トワーク・アクセス試行がログ記録され、集計されてもよい。
【００１０】
　悪意のあるソフトウェアに対するローカル保護をするシステムの技術を示すために、所
定のネットワーク内で行われるアクティビティを理解することが重要である。以下の基本
的な情報は、本開示が適切に説明される基礎とみなすことができる。そのような情報は、
単に説明のために提供され、したがって、本開示とその可能な用途の広い範囲を限定する
ようには決して解釈されるべきではない。更に、この開示の広い範囲は、例えば、実行可
能ファイル、ライブラリ・モジュール、オブジェクト・ファイル、他の実行可能モジュー
ル、スクリプト・ファイル、インタープリタ・ファイルなど、コンピュータ上で理解され
処理することができる命令を含む任意のソフトウェア・ファイルも包含する「プログラム
・ファイル」、「ソフトウェア・プログラム・ファイル」及び「実行可能ソフトウェア」
を指すものであることを理解されよう。
【００１１】
　組織内又は個人によって使用される典型的なネットワーク環境は、例えばインターネッ
トを使用して他のネットワークと電子的に通信して、インターネットに接続されたサーバ
上にホストされたウェブページにアクセスし、電子メール（即ち、ｅｍａｉｌ）メッセー
ジを送信あるいは受信し、又はインターネットに接続されたエンドユーザあるいはサーバ
とファイルを交換する能力を含む。悪意のあるユーザは、インターネットを使用してマル
ウェアを拡散し、秘密情報へのアクセスを得るための新しい戦略を開発し続けている。
【００１２】
　コンピュータセキュリティに対する大きな脅威となる戦略は、多くの場合ボットネット
を含む。ボットネットは、ある種の悪意のあるソフトウェア（即ち、ボット）がホストコ
ンピュータに置かれて指令制御サーバと通信するクライアントサーバアーキテクチャを使
用する。指令制御サーバは、悪意のあるユーザ（例えば、ボットネット・オペレータ）に
よって制御されてもよい。ボットは、特定の悪意のあるアクティビティを実行するコマン
ドを指令制御サーバから受け取り、それに応じてそのようなコマンドを実行してもよい。
ボットは、任意の結果又は窃盗情報を指令制御サーバに返信してもよい。ボットは、悪意
のあるアクティビティを行なうコマンドを受信する他に、典型的には、組織のネットワー
ク内で拡散し、又は他のネットワークを介して他の組織又は個人に拡散することができる
１つ又は複数の伝搬ベクトルを含む。一般的な伝搬ベクトルは、ローカル・ネットワーク
内のホスト上の既知の脆弱性を利用して、悪意のあるプログラムが添付され、又は電子メ
ール内に悪意のあるリンクを提供する悪意のある電子メールを送信することを含む。ボッ
トは、例えば、自動ダウンロード、ウィルス、ワーム、トロイの木馬などによりホストコ
ンピュータに感染してもよい。
【００１３】
　ボットネットは、様々な攻撃を使用してボットネット・オペレータがコンピュータシス
テムを危険にさらす強力な方法を提供する。ボットが一旦ホストコンピュータを感染する
と、指令制御サーバは、ボットにコマンドを出して様々なタイプの攻撃を行なうことがで
きる。一般に、ボットネットは、大量の電子メールを送信し分散型サービス妨害攻撃を行
なうように使用されてきた。しかしながら、最近になって、ボットネットは、企業と個人
に標的を絞った攻撃を行なって、知的財産や財務データなどの機密データや他の保護必要
情報を得るために使用されようになった。
【００１４】
　既存のファイアウォール及びネットワーク侵入防止技術は、一般に、ボットネットを認
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識しくい止めるには不十分である。ボットは、多くの場合、指令制御サーバと通信を開始
し、通常のウェブブラウザトラフィックを偽装するように設計される。ボットは、ボット
がウェブサーバに正常なアウトバウンド・ネットワーク接続を行っているかのように見え
るようにする指令制御プロトコルによって巧妙に作成されることがある。例えば、ボット
は、ウェブサーバと通信するために通常使用されるポートを使用することがある。したが
って、そのようなボットは、ウェブトラフィックのより詳しいパケット検査を行なわない
既存の技術では検出されないことがある。更に、ボットが発見された後、ボットネット・
オペレータは、存在し続けるボットによるネットワーク・アクセス試行が、正常なウェブ
トラフィックを偽装する別の方法を単に見つけるだけでよい。最近になって、ボットネッ
ト・オペレータは、例えばセキュア・ソケット・レイヤー（ＳＳＬ）などの暗号化プロト
コルを使用し、それにより悪意のあるネットワーク・アクセス試行を暗号化するボットを
巧妙に作成した。そのような暗号化されたトラフィックは、暗号化セッションに関与する
エンドポイントだけがデータを復号できるよう、ハイパーテキスト転送プロトコルセキュ
ア（ＨＴＴＰＳ）ポートを使用することがある。したがって、既存のファイアウォールや
他のネットワーク侵入防止技術は、ウェブ・トラフィックの如何なる有効な検査も実行で
きない。その結果、ボットは、ネットワーク内のホストコンピュータを汚染し続ける。
【００１５】
　無許可のプログラム・ファイルがホストコンピュータ上で実行されるのを防ぐことに焦
点を当てた他のソフトウェアセキュリティ技術は、企業又は他の組織的実体のエンドユー
ザ又は従業員に対して望ましくない副作用を有することがある。ネットワーク又は情報技
術（ＩＴ）管理者は、望ましく信頼できるネットワーク資源から従業員がソフトウェアや
他の電子データを取得できるようにするために、企業実体の全ての側面と関連した広範な
ポリシーを巧妙に作成する責任を負っていることがある。広範なポリシーが適切でないと
、従業員は、そのようなソフトウェアや他のデータが企業活動に正当かつ必要な場合でも
、特に許可されていないネットワーク資源からのソフトウェアや他の電子データのダウン
ロードを妨げられることがある。更に、そのようなシステムは、無許可のソフトウェアが
ホストコンピュータ上に見つかった場合に、ホストコンピュータアクティビティが延期さ
れてネットワーク管理者の介入が保留されるという大きな制限がある。企業の場合、この
タイプのシステムは、正当かつ必要な企業活動を妨げることあり、その結果、労働者の稼
働不能時間、収益損失、著しい情報技術（ＩＴ）オーバヘッドなどが生じることがある。
【００１６】
　図１に概略的に示されたような悪意のあるソフトウェアに対するローカル保護をするシ
ステム及び方法は、感染したネットワークからのボットネットの伝搬及び悪意のあるアク
ティビティを減少させることができ、同時にＩＴオーバヘッドをあまり必要とせずに、感
染したネットワーク内で正当なアクティビティが継続することを可能にする。１つの例示
的実施態様によれば、ネットワーク内の各ホスト上のどのソフトウェア・プログラム・フ
ァイルが危険（即ち、信頼できない）かを予め判定するシステムが提供される。一例では
、この判定は、ホスト上に常駐する未知又は変更されたプログラム・ファイルを検出する
ことにより行われる。ネットワーク・アクセス試行（即ち、インバウンド又はアウトバウ
ンド）が、ネットワーク内のホストのうちの１つで行われるときは、ネットワーク・アク
セス試行と関連付けられたプロセスが評価されてその対応プログラム・ファイル又はファ
イルが決定され、そのプログラム・ファイル又はファイルが評価されてその信頼性状態（
即ち、信頼できるか信頼できないか）が判定される。各プログラム・ファイルが信頼でき
る場合は、そのプロセスと関連付けられたネットワーク・アクセス試行が、許可されるこ
とがある。しかしながら、プログラム・ファイルのどれかが信頼できない場合は、プロセ
スと関連付けられたネットワーク・アクセス試行が阻止され、それにより、可能性のある
ボットの伝搬と悪意のあるアクティビティは防止されることがある。１つの例示的実施形
態では、ネットワーク・アクセスは、ポリシー構成に基づいて、サブネットの定義された
組に対して及び／又はその組から選択的に許可されることがある。したがって、ボットが
指令制御サーバからのコマンドに応答し伝搬する能力が、大幅に縮小され、同時に必要な
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企業活動の中断又は妨害が最小になる。その結果、図１に実現されたようなシステムは、
感染ホストがあるネットワーク、及び感染ホストがアクセスを試みる他のネットワークに
対してよりよい保護を提供する。
【００１７】
　図１のインフラストラクチャに移ると、ローカル・ネットワーク１１０は、コンピュー
タシステムを保護するシステムを実現することができる例示的なアーキテクチャを表す。
ローカル・ネットワーク１１０は、１つ又は複数のローカル・エリア・ネットワーク（Ｌ
ＡＮ）、他の適切なネットワーク、又はこれらの任意の組み合わせ含む様々な形態で構成
されてもよい。インターネット１５０は、ローカル・ネットワーク１１０が適切に接続さ
れることがある広域ネットワーク（ＷＡＮ）を表す。一実施形態では、ローカル・ネット
ワーク１１０は、インターネットサービスプロバイダ（ＩＳＰ）によって、又は専用帯域
幅を有するインターネットサーバを介して、インターネット１５０に動作的に結合されて
もよい。ローカル・ネットワーク１１０とインターネット１５０間の接続は、例えばデジ
タル加入者線（ＤＳＬ）、電話線、Ｔ１線、Ｔ３線、ワイヤレス、衛星、光ファイバ、ケ
ーブル、イーサネット（登録商標）など、又はこれらの任意の組み合わせのような任意の
適切な媒体も含んでもよい。更に、ゲートウェイ、スイッチ、ルータなどを使用して、ホ
スト１２０と中央サーバ１３０とインターネット１５０との間の電子通信を容易にしても
よい。ＩＳＰ又はインターネット・サーバは、ホスト１２０が伝送制御プロトコル／イン
ターネットプロトコル（ＴＣＰ／ＩＰ）を使用してインターネット上の他のノードと通信
できるように構成されてもよく、メールサーバ（図示せず）は、ホスト１２０が簡易メー
ル転送プロトコル（ＳＭＴＰ）を使用して電子メールメッセージを送受信できるようにし
てもよい。
【００１８】
　１つの例示的実施形態では、ローカル・ネットワーク１１０は、組織（例えば、企業、
学校、政府実体、家族など）と関連付けられた従業員又は他の個人によって操作されるエ
ンドユーザ・コンピュータを表わすホスト１２０ａ、１２０ｂ及び１２０ｃを有する組織
のネットワーク環境を表わす。エンドユーザ・コンピュータは、デスクトップ、ラップト
ップ、可搬型又は携帯型計算装置（例えば、携帯情報端末（ＰＤＡ）又は携帯電話）など
の計算装置、又はローカル・ネットワーク１１０へのネットワーク・アクセスと関連付け
られたソフトウェア・プロセスを実行することができる他の計算装置を含んでもよい。ロ
ーカル・ネットワーク１１０内のホスト１２０ａ、１２０ｂ及び１２０ｃ、中央サーバ１
３０、並びに任意の追加の構成要素の間の接続は、例えば、ケーブル、イーサネット（登
録商標）、ワイヤレス（例えば、ＷｉＦｉ、３Ｇ、４Ｇなど）、ＡＴＭ、光ファイバなど
の任意の適切な媒体を含んでもよい。本明細書に示され述べられたネットワーク構成及び
相互接続が、単に説明のためのものであることに注意されたい。図１は、例として意図さ
れ、本開示におけるアーキテクチャの限定を意味するように解釈されるべきではない。
【００１９】
　図１に示された例示的実施形態では、指令制御サーバ１７０とボットネット・オペレー
タ１７５が、インターネット１５０に動作的に結合される。一例では、指令制御サーバ１
７０は、分散型ボットにコマンドを出すようにボットネット・オペレータ１７５によって
制御又は使用されるウェブサーバでよい。別の例では、指令制御サーバ１７０は、大企業
、教育機関あるいは政府機関のサイトに悪意を持ってインストールされ隠されていてもよ
い。ボットネット・オペレータ１７５は、例えば、インターネット１５０を介して指令制
御サーバ１７０にリモートでアクセスして、ホスト１２０ａ、１２０ｂ又は１２０ｃなど
の感染ホストコンピュータ上の分散型ボットを制御する命令を出してもよい。多数のボッ
トネット・オペレータと、何百万台ものボットを制御する指令制御サーバが、インターネ
ット１５０に動作的に接続されてもよい。一例では、ボットが、ホスト１２０ａ、１２０
ｂ又は１２０ｃのうちの１つに感染すると、ボットネット・オペレータ１７５は、指令制
御サーバ１７０を介してコマンドを出して、ボットをローカル・ネットワーク１１０及び
／又はの他のネットワークの全体に伝搬させ始める。更に、ボットネット・オペレータ１
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７５は、感染ホスト１２０ａ、１２０ｂ又は１２０ｃから、スパム電子メール、秘密情報
の盗難、分散型サービス妨害攻撃などの悪意のあるアクティビティをボットが試みる命令
を出すことがある。
【００２０】
　図１は、また、インターネット１５０に接続されたグローバルサーバ１６０を示す。多
数のサーバがインターネット１５０に接続されてもよいが、グローバルサーバ１６０は、
リスクが評価されたソフトウェア・プログラム・ファイルに関係する情報を含む１つ又は
複数のデータベースを提供するサービスを提供する。例えば、信頼できない（例えば、ウ
ィルス、ワームなどの悪意のあるコードを含む）と評価及び判定されたソフトウェア・プ
ログラム・ファイルが、いわゆる「ブラックリスト」に含まれてもよい。信頼できる（例
えば、汚染されていない、悪意のあるコードを含まないなど）と評価及び判定されたソフ
トウェア・プログラム・ファイルが、いわゆる「ホワイトリスト」に含まれてもよい。ホ
ワイトリストとブラックリストは、別々に実施されてもよいが、各ソフトウェア・プログ
ラム・ファイルが、ホワイトリストファイル又はブラックリストファイルとして識別され
るデータベース内で結合されてもよい。
【００２１】
　ホワイトリスト及びブラックリストは、各プログラム・ファイルの固有チェックサムが
記憶されたチェックサムを使用して実施されてもよく、このチェックサムは、評価される
プログラム・ファイルの計算済みチェックサムと容易に比較することができる。チェック
サムは、ソフトウェア・プログラム・ファイルにアルゴリズムを適用することによって導
出された数値又はハッシュサム（例えば、番号数字の固定文字列）でよい。アルゴリズム
が、第１のソフトウェア・プログラム・ファイルと同一の第２のソフトウェア・プログラ
ム・ファイルに適用された場合は、チェックサムが合致しなければならない。しかしなが
ら、第２のソフトウェア・プログラム・ファイルが異なる場合（例えば、第２のソフトウ
ェア・プログラム・ファイルが、何らかの方法で変更された場合、第１のソフトウェア・
プログラム・ファイルの異なるバージョンである場合、全く異なるタイプのソフトウェア
である場合など）は、チェックサムは合致しない可能性が極めて高い。
【００２２】
　図１のグローバル・ホワイトリスト１６５などのデータベースは、独立した第三者によ
って提供されてもよく、消費者が入手可能な信頼できるソフトウェア・プログラム・ファ
イルの総合リストを提供するように定期的に更新されてもよい。同様に、ブラックリスト
（図示せず）は、独立した第三者によって提供されてもよく、信頼できない悪意のあるソ
フトウェア・プログラム・ファイルの総合リストを提供するように定期的に更新されても
よい。グローバル・ホワイトリスト及びブラックリストは、ローカル・ネットワーク１１
０の外部にあってもよく、インターネット１５０などの他のネットワークを介して、又は
ローカル・ネットワーク１１０とグローバル・ホワイトリスト１６５との間の電子通信を
可能にする任意の他の適切な接続を介してアクセス可能でよい。そのようなグローバル・
ホワイトリスト及びブラックリストの例には、カリフォルニア州サンタクララのＭｃＡｆ
ｅｅ社によって提供されるＡｒｔｅｍｉｓデータベースと、オレゴン州ポートランドのＳ
ｉｇｎａＣｅｒｔ社によって提供されるＳｉｇｎａＣｅｒｔ（登録商標）データベースが
含まれる。
【００２３】
　図１は、また、ローカル・ネットワーク１１０内に示された内部ホワイトリスト１３３
を含む。内部ホワイトリスト１３３は、また、リスクが評価されたソフトウェア・プログ
ラム・ファイルに関係する情報を含んでもよく、チェックサムを使用してそのようなソフ
トウェア・プログラム・ファイルを識別してもよい。内部ホワイトリスト１３３内で識別
されるソフトウェア・プログラム・ファイルは、１つ又は複数のグローバル・ホワイトリ
ストからのソフトウェア・プログラム・ファイルを包含してもよく、かつ／又は選択され
たソフトウェア・プログラム・ファイルを提供するようにカスタマイズされてもよい。詳
細には、組織内部で開発されたが必ずしも一般大衆が入手できるとは限らないソフトウェ
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ア・プログラム・ファイルが、内部ホワイトリスト１３３内で識別されてもよい。更に、
信頼できないと評価及び判定された特定のソフトウェア・プログラム・ファイルを識別す
るために、内部ブラックリストが提供されてもよい。
【００２４】
　図１に示された例示的実施形態では、ホスト１２０ａ、１２０ｂ及び１２０ｃの実行可
能ソフトウェア１２２ａ、１２２ｂ及び１２２ｃは、本明細書で前に述べたように、任意
の実行可能ファイル、ライブラリ・モジュール、オブジェクト・ファイル、他の実行可能
モジュール、スクリプト・ファイル、インタープリタ・ファイルなどを含むことがある複
数のソフトウェア・プログラム・ファイルをそれぞれ有してもよい。ホスト１２０ａ、１
２０ｂ及び１２０ｃのうちの１つにボットが感染した場合、ボットは、それぞれのホスト
の実行可能ソフトウェア１２２ａ、１２２ｂ又は１２２ｃ内のプログラム・ファイルとし
て記憶される可能性がある。ローカル保護構成要素１２４ａ、１２４ｂ及び１２４ｃは、
それぞれのホスト１２０ａ、１２０ｂ及び１２０ｃ上のインバウンドとアウトバウンド両
方のネットワーク・アクセス試行を遮断することがある。ネットワーク・アクセス試行と
関連付けられた任意のプログラム・ファイルが、非信頼状態を有する場合、ネットワーク
・アクセスは、他の基準（例えば、ポリシー、既定条件など）に基づいて阻止されるか選
択的に許可されてもよい。しかしながら、プログラム・ファイルが信頼状態を有する場合
は、ネットワーク・アクセスは許可されることがある。
【００２５】
　幾つかの実施形態では、中央サーバ１３０の中央保護構成要素１３５は、実行可能ソフ
トウェア１２２ａ、１２２ｂ及び１２２ｃの各プログラム・ファイルを評価し、各プログ
ラム・ファイルを信頼できるか信頼できないか分類する。プログラム・ファイルは、内部
ホワイトリスト１３３、グローバル・ホワイトリスト１６５、内部あるいは外部ブラック
リスト、又はこれらの任意の組み合わせと比較されてもよい。評価されたプログラム・フ
ァイルが、信頼できないと分類された場合、非信頼プログラム・ファイルを識別するエン
トリが、中央非信頼ソフトウェア・インベントリ１３２に加えられることがある。中央サ
ーバ１３０は、また、ローカル・ネットワーク１１０内の任意のホスト１２０ａ、１２０
ｂ及び１２０ｃ上のネットワーク・アクセス試行に関係する情報を含むログ・イベント・
データベース１３１を維持してもよい。ログ・イベント・データベース１３１、中央非信
頼ソフトウェア・インベントリ１３２及び内部ホワイトリスト１３３は、中央サーバ１３
０にアクセス可能な任意のネットワーク及び装置内に提供されてもよい。
【００２６】
　図２に移ると、図２は、中央サーバ２００及び関連したメモリ構成要素２３１、２３２
及び２３３の概略図を示す。これは、図１に示された中央サーバ１３０及び関連したメモ
リ構成要素１３１、１３２及び１３３の詳細な例である。システムの１つの例示的実施形
態では、中央サーバ２００の中央保護構成要素は、管理保護モジュール２２０、ポリシー
・モジュール２３０、ポリシー・データベース２３５、及びソフトウェア信頼判定モジュ
ール２４０を含んでもよい。１つの例示的実施形態では、ソフトウェア信頼判定モジュー
ル２４０から信頼プログラム・ファイルキャッシュエントリを受け取るための中央信頼キ
ャッシュ２４５を含んでもよい。しかしながら、他の実施形態では、中央サーバ２００が
、非信頼プログラム・ファイルエントリを記憶するための中央非信頼ソフトウェア・イン
ベントリ２３２を収容するメモリ構成要素を含むか又はそのメモリ構成要素へのアクセス
を有してもよい。中央サーバ２００は、また、プロセッサ２８０やメモリ要素２９０など
の適切なハードウェア要素に加えて、ログ・イベント・データベース２３１や内部ホワイ
トリスト２３３などのメモリ構成要素を含むか又はそれらのメモリ構成要素へのアクセス
を有してもよい。許可された人が、例えば管理保護モジュール２２０を介してシステムを
展開し、構成し、維持するために、中央サーバ２００が、管理コンソール２１０に適切に
接続されてもよい。
【００２７】
　中央信頼キャッシュ２４５を使用する実施形態では、キャッシュは、グローバル及び／
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又は内部ホワイトリストを検索する際に見つかったプログラム・ファイルなど、以前に信
頼状態を有すると判定されたプログラム・ファイルを識別するエントリ（例えば、チェッ
クサム）を一時的に記憶するためのメモリのブロックとしてハードウェア内に実現されて
もよい。中央信頼キャッシュ２４５は、以前に信頼性状態が評価されたプログラム・ファ
イルを示すデータに対する迅速かつ透明なアクセスを提供することができる。これにより
、要求されたプログラム・ファイルが、中央信頼キャッシュ２４５内に見つかった場合は
、グローバル及び／又は内部ホワイトリストの検索、又は任意の他の信頼評価が行なわれ
なくてもよいことがある。更に、中央信頼キャッシュ２４５を使用する実施形態は、中央
非信頼ソフトウェア・インベントリ２３２を維持しなくてもよい。
【００２８】
　図３に移ると、図３は、悪意のあるソフトウェアに対するローカル保護をするシステム
が実現することができる、計算装置又はホスト３００の一実施形態の概略図と中央サーバ
２００のブロック図とを示す。ホスト３００は、図１のホスト１２０のより詳細な例であ
る。ホスト３００は、例えば、プログラム・ファイル１～ｎを含む１組の実行可能ソフト
ウェア３４０を含む。ホスト３００内のローカル・ネットワーク保護構成要素は、ローカ
ル保護モジュール３１０、ソフトウェア管理モジュール３２０、ローカル非信頼ソフトウ
ェア・インベントリ３３０、及びソフトウェア・プログラム・インベントリ・フィード３
３５を含んでもよい。ソフトウェア管理モジュール３２０、ローカル非信頼ソフトウェア
・インベントリ３３０、及びソフトウェア・プログラム・インベントリ・フィード３３５
は、ホスト３００のユーザ空間内に常駐してもよい。また、ホスト３００のユーザ空間内
には、実行可能ソフトウェア３４０のプログラム・ファイルの１つ又は複数に対応する例
示的な実行ソフトウェア・プロセス３４５が示されている。参照し易くするため、実行可
能ソフトウェア３４０は、ホスト３００上のユーザ空間内に示されるが、ホスト３００上
のディスクドライブなどのメモリ要素に記憶されてもよい。
【００２９】
　ホスト３００は、また、ネットワーク・インタフェース・カード（ＮＩＣ）装置３７０
、プロセッサ３８０、メモリ要素３９０などのハードウェア構成要素を含んでもよい。ロ
ーカル保護モジュール３１０、及び伝送制御プロトコル／インターネットプロトコル（Ｔ
ＣＰ／ＩＰ）３５０や他のプロトコル３６０などの伝送プロトコルは、ホスト３００のカ
ーネル空間内に常駐してもよく、ＮＩＣ装置３７０とインタフェースするネットワーク・
ドライバ・インタフェース仕様（ＮＤＩＳ）ドライバ・スタックの一部として実現されて
もよい。オペレーティング・システム・カーネルは、ソフトウェア・プロセスを実行可能
ソフトウェア３４０のその対応プログラム・ファイルにマッピングするプロセス・トラフ
ィック・マッピング要素３６５を提供する。
【００３０】
　ソフトウェア管理モジュール３２０と中央サーバ２００との間には、ポリシー更新フロ
ー３２２、非信頼ソフトウェア更新フロー３２４及びイベント・フロー３２６を含むデー
タ・フローが示される。ソフトウェア管理モジュール３２０とローカル保護モジュール３
１０との間には、ポリシー更新フロー３１２、制御フロー３１８及びイベント・フロー３
１６を含むデータ及び制御フローも示される。最後に、ソフトウェア・プログラム・イン
ベントリ・フィード３３５が、中央サーバ２００へのデータ・フロー３３７と共に示され
る。
【００３１】
　図２と図３には、メモリ管理ユニット（ＭＭＵ）、付加的対称型マルチプロセッシング
（ＳＭＰ）要素、物理メモリ、イーサネット（登録商標）、周辺構成要素相互接続（ＰＣ
Ｉ）バス及び対応ブリッジ、小型コンピュータシステム・インタフェース（ＳＣＳＩ）／
Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｄｒｉｖｅ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ（ＩＤＥ）要素などの形で
プロセッサ２８０及び３８０に適切に結合されてもよい追加のハードウェアが示されてい
ない。更に、ネットワーク・アクセスを可能にするため、適切なモデム及び／又は追加の
ネットワーク・アダプタを含んでもよい。中央サーバ２００とホスト３００は、意図され
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た機能を適切に実行するのに必要な任意の追加のハードウェア及びソフトウェアを含んで
もよい。更に、中央サーバ２００及びホスト３００内に、その中のハードウェア構成要素
の動作を適切に管理するため、任意の適切なオペレーティング・システムが構成されても
よい。ハードウェア構成は異なってもよく、示された例がアーキテクチャの限定を意味す
るものではないことを理解されよう。
【００３２】
　実行可能ソフトウェア３４０の信頼判定及びログ記録アクティビティは、例示的な実施
形態では、少なくとも部分的に、中央サーバ２００の管理保護モジュール２２０とソフト
ウェア信頼判定モジュール２４０によって、またホスト３００のソフトウェア・プログラ
ム・インベントリ・フィード３３５、ソフトウェア管理モジュール３２０及びローカル保
護モジュール３１０によって提供されてもよい。信頼判定及びログ記録アクティビティと
関係した情報は、適切に描写されるか、特定の場所（例えば、ローカル非信頼ソフトウェ
ア・インベントリ３３０、ログ・イベント・データベース２３１など）に送信されるか、
単純に記憶又はアーカイブされるか（例えば、中央非信頼ソフトウェア・インベントリ２
３２など）、かつ／又は任意の適切な形式で適切に表示されてもよい（例えば、管理コン
ソール２１０など）。１つ又は複数のそのような信頼判定及びログ記録アクティビティと
関係したセキュリティ技術には、ｅＰｏｌｉｃｙ　Ｏｒｃｈｅｓｔｒａｔｏｒソフトウェ
ア、Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌソフトウェア、及び／又はＣｈａｎｇｅ　
Ｃｏｎｔｒｏｌソフトウェア（全てカリフォルニア州サンタクララのＭｃＡｆｅｅ社によ
って製造された）、又は任意の他の類似ソフトウェアなどの要素を含むことができる。し
たがって、本明細書で使用されるような用語「管理保護モジュール」、「ソフトウェア信
頼判定モジュール」、「ソフトウェア・プログラム・インベントリ・フィード」、「ソフ
トウェア管理モジュール」及び「ローカル保護モジュール」の広い範囲には、任意のその
ような構成要素が含まれることがある。ログ・イベント・データベース２３１、中央非信
頼ソフトウェア・インベントリ２３２、内部ホワイトリスト２３３、及びローカル非信頼
ソフトウェア・インベントリ３３０は、電子データの信頼判定及びログ記録と関連した情
報（例えば、プログラム・ファイルの信頼判定、ソフトウェア・プロセスのネットワーク
・アクセス試行など）を含むことがあり、これらの要素は、中央サーバ２００及びホスト
３００のモジュール及び構成要素と容易に協力し、連係し、その他相互作用することがで
きる。
【００３３】
　ネットワーク・アクセス試行の遮断及び阻止アクティビティは、例示的な実施形態では
、少なくとも部分的に、ホスト３００のローカル保護モジュール３１０とソフトウェア管
理モジュール３２０、及び中央サーバ２００の管理保護モジュール２２０とポリシー・モ
ジュール２３０内で提供されてもよい。遮断及び阻止アクティビティと関連した情報は、
特定の場所（例えば、中央サーバ２００、ログ・イベント・データベース２３１、ローカ
ル保護モジュール３１０など）にプッシュされ、単にローカルに記憶又はアーカイブされ
、かつ／又は任意の適切な形式で適切に表示されてもよい（例えば、管理コンソール２１
０などにより）。１つ又は複数のそのような遮断及び／又は阻止アクティビティと関連し
たセキュリティ技術は、ＭｃＡｆｅｅ（登録商標）ｅＰｏｌｉｃｙ　Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ
ｔｏｒソフトウェアや他の類似のソフトウェアなどの要素を含んでもよい。したがって、
本明細書で使用されるような用語「ローカル保護モジュール」、「ソフトウェア管理モジ
ュール」、「管理保護モジュール」及び「ポリシー・モジュール」の広い範囲内に、任意
のそのような構成要素が含まれることがある。ローカル非信頼ソフトウェア・インベント
リ３３０、中央非信頼ソフトウェア・インベントリ２３２、及びポリシー・データベース
２３５は、ネットワーク・アクセス試行の遮断及び阻止と関連した情報（例えば、プログ
ラム・ファイルの信頼判定、ポリシー構成など）を含んでもよく、これらの要素は、中央
サーバ２００及びホスト３００のモジュール及び構成要素により容易にアクセスされ、そ
の他相互作用することができる。
【００３４】
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　図４～図７は、悪意のあるソフトウェアからローカル保護するシステムの実施形態と関
連付けられた例示的ステップのフローチャートを含む。参照し易くするため、図４から図
７は、ここでは、図１のネットワーク環境１００内の特定の構成要素、並びにサーバ２０
０、ホスト３００、及びその関連した構成要素、要素、モジュールに関して記述されるが
、本明細書に示され記載されたシステムと方法を実現するために、様々な他の装置、構成
要素、要素、モジュールなどが使用されてもよい。
【００３５】
　図４と図５はそれぞれ、中央非信頼ソフトウェア・インベントリ２３２及び／又はロー
カル非信頼ソフトウェア・インベントリ３３０を作成し維持する列挙フロー４００と信頼
判定フロー５００を示す。フロー４００は、少なくとも部分的に中央サーバ２００のソフ
トウェア信頼判定モジュール２４０内で行われてもよい。最初にステップ４１０で、ホス
ト３００上の実行可能ソフトウェアのインベントリが取得される。例示的な実施形態では
、このソフトウェア・インベントリは、ホスト３００のソフトウェア・インベントリ・フ
ィード３３５から受け取ってもよい。ソフトウェア・インベントリ・フィードは、ホスト
３００上の実行可能ソフトウェア３４０のプログラム・ファイルを全て列挙し、列挙した
プログラム・ファイル（即ち、ソフトウェア・インベントリ）をデータ・フロー３３７に
よって中央サーバ２００にプッシュしてもよい。他の実施形態では、実行可能ソフトウェ
ア３４０の新しい及び変更されたプログラム・ファイルだけが中央サーバ２００に列挙さ
れプッシュされる。そのような列挙は、例えば、Ｐｏｌｉｃｙ　Ａｕｄｉｔｏｒソフトウ
ェアやＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌソフトウェアなどの既存のセキュリティ
技術によって達成することができる。これらのソフトウェアは両方とも、カリフォルニア
州サンタクララのＭｃＡｆｅｅ社によって製造されたものである。
【００３６】
　ステップ４１０でプログラム・ファイルが列挙された後、ソフトウェア・インベントリ
で識別されたプログラム・ファイルがそれぞれ評価され、信頼性状態が判定され、信頼で
きる（即ち、ネットワーク・アクセスが許可されることがある）か信頼できない（即ち、
ネットワーク・アクセスが阻止されるか選択的に許可されることがある）かに分類される
。ステップ４１０の後、フローはステップ４２０に進んでもよく、最初のプログラム・フ
ァイルが、ソフトウェア・インベントリから取り出される。次に、フローは、ステップ４
３０に進み、プログラム・ファイルが、評価され、信頼できるか信頼できないかに分類さ
れる。これについては、図５と図６に関連して本明細書で更に示され述べられる。ステッ
プ４３０でプログラム・ファイルが信頼できるか信頼できないかに分類された後、フロー
は、ステップ４４０に進み、現在評価されているプログラム・ファイルが、中央サーバ２
００がホスト３００から受け取ったソフトウェア・インベントリ内の最後のプログラム・
ファイルかどうかの判定がされる。現在のプログラム・ファイルが、ソフトウェア・イン
ベントリ内の最後のプログラム・ファイルでない場合は、ステップ４５０でソフトウェア
・インベントリから次のプログラム・ファイルが取り出されることがあり、フローは、ス
テップ４３０にループして戻って次のプログラムの評価と信頼分類を開始する。しかしな
がら、ステップ４４０で、現在のプログラム・ファイルが、ソフトウェア・インベントリ
内の最後のプログラム・ファイルの場合、フローはステップ４６０に進む。
【００３７】
　ステップ４６０で、新しく分類された信頼できないプログラム・ファイルがホスト３０
０にプッシュされ、ローカル非信頼ソフトウェア・インベントリ３３０を更新することが
ある。プッシュは、非信頼ソフトウェア更新フロー３２４により、中央サーバ２００のソ
フトウェア信頼判定モジュール２４０から、ホスト３００のソフトウェア管理モジュール
３２０に行われることがある。例示的実施形態では、中央サーバ２００のソフトウェア信
頼判定モジュール２４０は、ホスト３００上の完全なソフトウェア・インベントリのソフ
トウェア・プログラム・インベントリ・フィード３３５又はホスト３００上の新しいか変
更されたプログラム・ファイルのソフトウェア・インベントリから、一定のフィード又は
ほぼ一定のフィードを受け取ることができ、その結果、中央非信頼ソフトウェア・インベ
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ントリ２３２及び／又はローカル非信頼ソフトウェア・インベントリ３３０は、実質的に
実時間で最新になる。他の実施形態では、ソフトウェア信頼判定モジュール２４０は、列
挙されたソフトウェア・インベントリを定期的な間隔（例えば、毎日、１時間毎、３０分
毎など）で受け取ってもよい。
【００３８】
　図５に移ると、図５は、図４のステップ４３０に対応する信頼判定フロー５００のより
詳細なフローを示す。これは、中央サーバ２００にプッシュされたソフトウェア・インベ
ントリ内の各プログラム・ファイルについて実行される。フローは、ステップ５１０で始
まってもよく、現在のプログラム・ファイルが評価されて、それが、図１に示されたグロ
ーバル・ホワイトリスト１６５などの少なくとも１つのグローバル・ホワイトリスト上、
及び／又はローカル・ネットワーク１１０外の他のホワイトリスト上で識別されたかどう
かが判定される。本明細書で前に述べたように、プログラム・ファイルを識別するために
、ホワイトリスト内でチェックサムが使用されてもよい。ステップ５１０でプログラム・
ファイルがグローバル又は他の外部ホワイトリストのいずれかに見つかった場合は、プロ
グラム・ファイルの信頼性状態が、信頼できると定義され、その結果、フローが終了し、
中央非信頼ソフトウェア・インベントリ２３２を更新しないことにより、プログラム・フ
ァイルは、信頼できるとして分類される。しかしながら、ステップ５１０で、プログラム
・ファイルが、グローバル又は他の外部ホワイトリスト上に見つからなかった場合は、フ
ローはステップ５２０に進み、内部ホワイトリスト２３３などの１つ又は複数の内部ホワ
イトリストが検索されてもよい。組織は、複数のホワイトリスト（例えば、組織全体のホ
ワイトリスト、企業レベルのホワイトリストなど）を使用してもよい。プログラム・ファ
イルが、内部ホワイトリストのどれかに見つかった場合、プログラム・ファイルの信頼性
状態が、信頼できるとして定義され、その結果、フローは終了し、中央非信頼ソフトウェ
ア・インベントリ２３２は更新されない。
【００３９】
　しかしながら、ステップ５１０又は５２０で、プログラム・ファイルが内部又は外部ホ
ワイトリストのどれにも見つからなかった場合、プログラム・ファイルは、非信頼状態を
有する。次に、フローは、ステップ５３０に進んでもよく、プログラム・ファイルが評価
されて、そのプログラム・ファイルが、プログラム・ファイルを非信頼状態から信頼状態
に昇格させることができる任意の既定条件を満たすかどうかが判断されることがある。そ
のような既定条件には、例えば、管理者が所有するソフトウェア、ファイルアクセス制御
、ファイル属性（例えば、作成時刻、修正時刻など）などのヒューリスティックな検討事
項が含まれてもよい。一例では、管理者が所有する非信頼プログラム・ファイルは、信頼
状態に昇格されることがあり、その結果、フローは終了し、プログラム・ファイルは、中
央非信頼ソフトウェア・インベントリ２３２を更新しないことによって信頼できると分類
される。しかしながら、ステップ５３０で、プログラム・ファイルが既定条件を満たさな
い場合は、非信頼状態が持続し、プログラム・ファイルは、最後のステップ５４０で、プ
ログラム・ファイルを識別する中央非信頼ソフトウェア・インベントリ２３２を更新する
ことによって、信頼できないとして分類されてもよい。
【００４０】
　信頼判定フロー５００は、また、ホワイトリストに加えてブラックリストを評価する追
加の論理（図示せず）を含んでもよい。ブラックリストは、悪意のあることが分かってい
るソフトウェア・プログラム・ファイルを識別する。ブラックリストは、ＭｃＡｆｅｅ社
によって提供されるＡｒｔｅｍｉｓ及びＡｎｔｉ－Ｖｉｒｕｓデータベース、並びにロー
カル・ネットワーク内にローカルに維持されたブラックリストを含む多数のソースによっ
て提供されてもよい。この実施形態では、プログラム・ファイルが、内部又は外部ブラッ
クリストのどれかに見つかった場合、プログラム・ファイルは、プログラム・ファイルを
識別する中央非信頼ソフトウェア・インベントリ２３２を更新することにより、信頼でき
ないと分類される。非信頼プログラム・ファイル情報は、ホスト３００にプッシュされて
ローカル非信頼ソフトウェア・インベントリ３３０が更新されてもよい。
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【００４１】
　図６に移ると、図６は、図４のステップ４３０に対応する信頼判定フロー６００の代替
の実施形態を示す。これは、ソフトウェア・インベントリ内の各プログラム・ファイルに
ついて実行されてもよい。フローは、ステップ６２０で始まり、現在のプログラム・ファ
イルが評価されて、変化したかどうかが判定される。プログラム・ファイルの現在の状態
が、前の状態から変化していない場合は、プログラム・ファイルの信頼性状態は、信頼で
きるとして定義され、フローが終了して、中央非信頼ソフトウェア・インベントリ２３２
が、プログラム・ファイルを識別するように更新されない。しかしながら、プログラム・
ファイルの現在の状態が前の状態から変化した場合は、プログラム・ファイルは、非信頼
状態を有する。既存の変更追跡製品（例えば、ＭｃＡｆｅｅ（登録商標）Ｃｈａｎｇｅ　
Ｃｏｎｔｒｏｌソフトウェア、ＭｃＡｆｅｅ（登録商標）Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌソフトウェア、ＭｃＡｆｅｅ（登録商標）ｅＰｏｌｉｃｙ　Ｏｒｃｈｅｓｔｒ
ａｔｏｒソフトウェア、ＭｃＡｆｅｅ（登録商標）Ｐｏｌｉｃｙ　Ａｕｄｉｔｏｒソフト
ウェア、オレゴン州ポートランドのＴｒｉｐｗｉｒｅ社によって製造されたＴｒｉｐｗｉ
ｒｅ（登録商標）ソフトウェアなど）を使用して、プログラム・ファイルの変更データを
調べて変更が起きたかどうかを判定してもよい。一例では、変更レコードは、中央サーバ
２００で集中的に総計されてもよく、ＭｃＡｆｅｅ（登録商標）ｅＰＯソフトウェアが、
プログラム・ファイルが変化したかどうかを判定してもよい。
【００４２】
　図６において、ステップ６２０で、プログラム・ファイルが非信頼状態を有すると判定
された場合、フローはステップ６３０に進んでもよく、プログラム・ファイルが評価され
て、図５のステップ５３０に関連して本明細書で前に述べたように、プログラム・ファイ
ルをその非信頼状態から信頼状態に昇格させることができる既定条件が存在するかどうか
が判断されてもよい。１つ又は複数の既定条件によって、プログラム・ファイルが信頼状
態に昇格する場合は、フローは終了し、中央非信頼ソフトウェア・インベントリ２３２が
更新されない。しかしながら、既定条件がプログラム・ファイルに当てはまらない場合は
、非信頼状態が持続し、プログラム・ファイルは、ステップ６４０で、プログラム・ファ
イルを識別する中央非信頼ソフトウェア・インベントリ２３２を更新することによって、
信頼できないとして分類されてもよい。
【００４３】
　別の実施形態では、図５又は図６の信頼判定フローは、以前に信頼できないと分類され
たプログラム・ファイルを信頼できると定義するための追加の論理（図示せず）を含んで
もよい。プログラム・ファイルが、図５と図６の信頼判定フロー５００又は６００のそれ
ぞれから信頼できると定義された場合、プログラム・ファイルの信頼状態が以前に判定さ
れた非信頼状態から変化したものであるかどうかを判定する追加論理が、提供されてもよ
い。そのような場合、中央非信頼ソフトウェア・インベントリ２３２は、プログラム・フ
ァイルエントリの状態が信頼できないから信頼できるに変更された場合に、そのプログラ
ム・ファイルエントリを除去するか適切にマークするように更新されてもよい。更に、任
意のそのような更新をホスト３００にプッシュして、ローカル非信頼ソフトウェア・イン
ベントリ３３０を更新してもよい。この実施形態により、以前に信頼できないと分類され
たプログラム・ファイル（例えば、内部ホワイトリスト内で更新されておらず、グローバ
ル／外部ホワイトリストに知られていない新しい内部プログラム・ファイルなど）を、新
しいプログラム・ファイルを識別するために内部ホワイトリスト又は外部ホワイトリスト
の一方が更新された後で、信頼できると再分類することができる。
【００４４】
　プログラム・ファイルを列挙し、信頼性状態を判定し、それらのプログラム・ファイル
を分類する代替の実施態様は、容易に明らかになる。本明細書で前に示され述べられた幾
つかの実施形態は、ホスト３００などのネットワーク内の各ホスト上で実行可能ソフトウ
ェアのインベントリを列挙し、ソフトウェア・インベントリを中央サーバ２００にプッシ
ュし、インベントリ内の各プログラム・ファイルと関連付けられた信頼性状態を判定し、
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それに応じて中央非信頼ソフトウェア・インベントリ２３２を更新し、次に非信頼ソフト
ウェア・インベントリ更新を適切なホストにプッシュしてローカル非信頼ソフトウェア・
インベントリ３３０内にローカルに維持されることに言及している。しかしながら、代替
の実施形態では、ソフトウェア・プログラム・ファイルの信頼判定及び分類が各ホストに
よってローカルに行なわれてもよく、得られた情報が別の場所（例えば、中央非信頼ソフ
トウェア・インベントリ２３２など）にプッシュされ、かつ／又はローカル（例えば、ロ
ーカル非信頼ソフトウェア・インベントリ３３０など）に維持されてもよい。
【００４５】
　ソフトウェア・プログラム・ファイルの信頼性状態をローカルに判定し、次にプログラ
ム・ファイルを適切に分類することは、ホワイトリスト評価、ブラックリスト評価、状態
変更評価、又は任意の他の適切な信頼評価技術によって行なわれてもよい。そのような実
施形態では、実行可能ソフトウェアのインベントリは、例えば、ＭｃＡｆｅｅ（登録商標
）ソフトウェア（例えば、Ｐｏｌｉｃｙ　Ａｕｄｉｔｏｒ、Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ、又はＣｈａｎｇｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）によって列挙されてもよい。図５に
示されたようなホワイトリスト評価を行なうとき、ホストは、ローカル・ネットワーク上
の内部ホワイトリスト及び／又はインターネットなどの別のネットワークを介してアクセ
ス可能な外部ホワイトリストにアクセスしてもよい。図６に示されたように、プログラム
・ファイル状態変更評価は、プログラム・ファイルの現在と以前の変化状態を評価するこ
とによってローカルに行なわれてもよい。例えば、ＭｃＡｆｅｅ（登録商標）Ｃｈａｎｇ
ｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌソフトウェアは、一連の変更レコードがホスト上にローカルに維持さ
れることを可能にし、この変更レコードを評価して、特定のホスト上のプログラム・ファ
イルのどれかが変化したかどうかを判定することができる。更に、この開示の広い範囲に
より、例えば、ソフトウェア・プログラム・ファイルのホワイトリスト評価と状態変更評
価の両方を実行すること、及び／又はソフトウェア・プログラム・ファイルのブラックリ
スト評価を実行することを含む多数の他の技術を使用して、ソフトウェア・プログラム・
ファイルを信頼できると分類すべきかどうかを判定することができる。
【００４６】
　１つ又は複数の非信頼ソフトウェア・インベントリは、この開示による様々な形態で適
切に構成されてもよい。例えば、非信頼ソフトウェア・インベントリは、個別のホストの
なか（例えば、非信頼ソフトウェア・インベントリ３３０）だけ、別の場所のなか（例え
ば、中央非信頼ソフトウェア・インベントリ２３２）だけ、又はこれらの何らかの組み合
わせの中に常駐してもよい。一実施形態では、ローカル非信頼ソフトウェア・インベント
リ３３０は、ホスト３００上に見つかった非信頼プログラム・ファイルを識別するエント
リを含んでもよいが、中央非信頼ソフトウェア・インベントリ２３２は、ネットワーク内
の複数のホスト上に見つかった非信頼プログラム・ファイルへのエントリを含んでもよい
。中央非信頼ソフトウェア・インベントリ２３２の１つの代表的な実施形態は、ホスト名
に対応する１つの列と、非信頼プログラム・ファイルのプログラムパスに対応する別の列
とを有するデータベース表形式を含む。ローカル非信頼ソフトウェア・インベントリ３３
０は、類似の形式を有してもよく、例えば、プログラム・ファイル・パスエントリだけを
含むように単純化されてもよい。
【００４７】
　図４から図６に関連して示し述べた列挙、信頼判定及び分類の実施形態は、ソフトウェ
ア・インベントリを中央サーバ２００に常にフィードすることによって、又はバッチ処理
を所定の時間間隔で使用することによって実施されてもよい。バッチ処理の実施形態では
、バッチ処理間の時間ウィンドウにより、非信頼ソフトウェア・インベントリ３３０にま
だ追加されていないボットが、ネットワークにアクセスして伝搬し、かつ／又は悪意のあ
るアクティビティを実行することができることがある。しかしながら、幾つかの企業では
、この手法は、所定の時間間隔が重要でないか又は代替の手法が正当で必要な企業活動を
妨げることがあるので、望ましい場合がある。しかしながら、別の実施形態は、これらの
時間ウィンドウを閉じ、同時にバッチ処理を使用して非信頼ソフトウェア・インベントリ
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３３０を更新することで実現されてもよい。
【００４８】
　この代替の実施形態では、非信頼ソフトウェア・インベントリではなく、信頼ソフトウ
ェア・インベントリが作成され維持されてもよい。ネットワーク・アクセス試行と関連付
けられたプログラム・ファイルを評価して、各プログラム・ファイルが、信頼ソフトウェ
ア・インベントリ上に識別されるかどうかを判定してもよい。プログラム・ファイルが全
て、信頼ソフトウェア・インベントリで識別されている場合は、ネットワーク・アクセス
は許可されてもよい。しかしながら、プログラム・ファイルのどれも信頼ソフトウェア・
インベントリで識別されない場合は、本明細書で更に述べるように、ネットワーク・アク
セスは、阻止されるか選択的に許可されることがある。信頼ソフトウェア・インベントリ
は、集中的かつ／又はローカルに維持されてもよく、一実施形態では、ローカル信頼ソフ
トウェア・インベントリは、対応するホスト上の信頼プログラム・ファイルのみ、ネット
ワーク内のホストからの全ての信頼プログラム・ファイル、及び／又はネットワーク管理
者又は他の権限あるユーザによって判定された他の信頼プログラム・ファイルを含むよう
に構成されてもよい。
【００４９】
　図７に移ると、単純化されたフローチャートは、ホスト３００上の実行ソフトウェア・
プロセス３４５などのホスト上のソフトウェア・プロセスと関連付けられたネットワーク
・アクセス試行（即ち、インバウンド又はアウトバウンド）の遮断、阻止、及びログ記録
アクティビティの保護フロー７００を示す。一例では、保護フロー７００は、少なくとも
部分的にホスト３００のローカル保護モジュール３１０として実現されてもよい。参照し
易くするため、保護フロー７００は、最初に、ホスト３００上のソフトウェア・プロセス
３４５からホスト３００に接続されたネットワークへのアウトバウンド・ネットワーク・
アクセス試行に関して記述される。
【００５０】
　フローは、ステップ７１０で始まり、ローカル保護モジュール３１０は、ソフトウェア
・プロセス３４５によるアウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行を遮断する。一実
施形態では、実行可能ソフトウェア３４０からのプロセスは、ＮＤＩＳドライバ・スタッ
クを使用して、ホスト３００のＮＩＣ装置３７０を介してネットワークにアクセスする。
これにより、ソフトウェア・プロセス３４５は、ＮＤＩＳドライバ・スタックを介して電
子データを送信することによってネットワークへのアクセスを試みてもよい。接続が、イ
ンターネット・プロトコル・スイートを使用している場合、ＴＣＰ／ＩＰ３５０は、電子
データをパケットに分解し、要求された宛先アドレスを提供する。あるいは、接続は、他
のプロトコル３６０（例えば、インターネットワーク・パケット交換（ＩＰＸ）、Ｎｅｔ
ＢＩＯＳ拡張ユーザインタフェース（ＮｅｔＢＥＵＩ）など）を使用して送信する電子デ
ータを作成してもよい。発信パケットを作成した後で、ローカル保護モジュール３１０は
、任意のタイプのネットワーク・アクセスの試み（例えば、ドメインネームサービス（Ｄ
ＮＳ）ホスト名を参照する試み、リモートホストに接続する試み、ネットワークに既に接
続されていたソケットに書き込む試み、など）でよいパケットを遮断する。
【００５１】
　発信パケットが遮断された後、フローはステップ７２０に進み、実行ソフトウェア・プ
ロセス３４５と関連付けられた遮断パケットにどのプログラム・ファイル（例えば、実行
可能ファイル、ライブラリ・モジュール、オブジェクト・ファイル、他の実行可能モジュ
ール、スクリプト・ファイル、インタープリタ・ファイルなど）が対応するかをオペレー
ティング・システムに照会してもよい。この例では、遮断パケットは、実行ソフトウェア
・プロセス３４５にマッピングされ、プロセス３４５にロードされる実行可能ファイルと
１つ又は複数のライブラリ・モジュールにマッピングされることがある。ステップ７２０
で、オペレーティング・シスタム・カーネルは、プロセス・トラフィック・マッピング要
素３６５を維持し、そのようなマッピング情報をローカル保護モジュール３１０に提供す
る。次に、フローは、ステップ７３０に進み、プロセス３４５からの遮断パケットに対応
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する１つ又は複数のプログラム・ファイルが信頼できるかどうかが照会される。一例では
、ローカル保護モジュール３１０は、制御フロー３１８を介して、プログラム・ファイル
に関する情報をソフトウェア管理モジュール３２０に照会してもよい。次に、ソフトウェ
ア管理モジュール３２０は、ローカル非信頼ソフトウェア・インベントリ３３０にアクセ
スして、プログラム・ファイルが信頼できないと分類されるか信頼できると分類されるか
を判定し、次にその情報を制御フロー３１８を介してローカル保護モジュール３１０に返
してもよい。
【００５２】
　ステップ７３０で、プログラム・ファイルのどれかが信頼できないと分類された（即ち
、プログラム・ファイルの１つ又は複数が、ローカル非信頼ソフトウェア・インベントリ
３３０上に見つかった）場合、フローはステップ７４０に進んで、ログ記録が有効かどう
かを判断する。ステップ７４０で、ログ記録が有効である場合、フローはステップ７５０
に進み、ログ記録のためのイベント（即ち、ネットワーク・アクセス試行）を発生させる
。例えば、イベント・データ（例えば、ネットワーク・アクセス試行及びその関連プログ
ラム・ファイルに関する情報）が、イベント・フロー３１６を介してソフトウェア管理モ
ジュール３２０に送信されてもよく、次に、ソフトウェア管理モジュール３２０は、イベ
ント・データをローカルにログ記録してもよく、イベント・データを、例えば中央サーバ
２００などのログ記録するための別の場所に、イベント・フロー３２６を介して送信して
もよい。例示的な実施形態では、中央サーバ２００の管理保護モジュール２２０は、イベ
ント・データをログ・イベント・データベース２３１などのメモリ要素に記憶するように
適応されてもよい。ログ・イベント・データベース２３１に記憶されるイベント・データ
の例には、遮断パケットに関連付けられたプログラム・ファイルの識別及び／又はプログ
ラムパス、イベントが生じたホストの識別、ネットワーク・アクセス試行の日時スタンプ
、ネットワーク・アクセス試行のタイプ、ネットワーク・アクセス試行の宛先及び／又は
ソースアドレス、ネットワーク・アクセス試行と関連付けられたポート番号などが挙げら
れる。管理保護モジュール２２０は、また、管理コンソール２１０又は他の報告機構を介
してログ・イベント・データベース２３１に対するアクセスを提供してもよい。
【００５３】
　次に、ステップ７５０でログ記録するイベントを生成した後、又はステップ７４０でロ
グ記録が有効でない場合、フローはステップ７６０に進んで取り締まりが有効かどうか判
定される。取り締まりが有効でない場合、フローはステップ７９０に進み、ソフトウェア
・プロセス３４５のネットワークへのアクセスが許可され、遮断パケットが、ＮＩＣ装置
３７０に渡される。しかしながら、ステップ７６０で取り締まりが有効である場合は、ス
テップ７７０でポリシーが評価されて、構成ポリシーが、プログラム・ファイルの非信頼
状態を覆し、ソフトウェア・プロセス３４５と関連付けられたネットワーク・アクセス又
は選択的ネットワーク・アクセスが許可されるかどうか判定される。
【００５４】
　一実施形態では、ポリシー構成は、ネットワーク管理者によって巧妙に作成されてもよ
く、そのようなポリシーは、ホスト３００などの各ホストにプッシュされてもよい。例え
ば、中央サーバ２００のポリシー・モジュール２３０は、管理者又は他の権限あるユーザ
が管理コンソール２１０を介してポリシー構成を巧妙に作成し、そのようなポリシーをポ
リシー・データベース２３５に記憶することを可能にしてもよい。次に、管理保護モジュ
ール２２０は、ポリシー更新フロー３２２を介して、任意の関連ポリシー構成をホスト３
００のソフトウェア管理モジュール３２０にプッシュしてもよい。ソフトウェア管理モジ
ュール３２０は、更に、ポリシー更新フロー３１２により、ポリシー構成をローカル保護
モジュール３１０にプッシュしてもよい。あるいは、ポリシー構成は、例えばホスト３０
０のディスクドライブに記憶されてもよく、ローカル保護モジュール３１０は、評価され
る特定のプロセスの関連ポリシーをソフトウェア管理モジュール３２０に照会してもよい
。
【００５５】
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　ポリシー構成は、特定のネットワーク所有者によって必要に応じて実施されてもよい。
幾つかの例示的な実施形態では、ポリシー構成は、インバウンド及びアウトバウンド・ネ
ットワーク・アクセスを全て阻止する、インバウンド・ネットワーク・アクセスを全て阻
止しアウトバウンド・ネットワーク・アクセスを許可する、インバウンド・ネットワーク
・アクセスを許可しアウトバウンド・ネットワーク・アクセスを阻止するなど、１つ又は
複数の広範囲にわたる制限を含んでもよい。また、ローカル・ネットワークへのアウトバ
ウンド・ネットワーク・アクセスを阻止するがインターネットへのアウトバウンド・ネッ
トワーク・アクセスを許可する、又はソースアドレスの指定サブネットからのインバウン
ド・ネットワーク・アクセスを許可しかつ／又は宛先アドレスの指定サブネットへのアウ
トバウンド・ネットワーク・アクセスを許可するなど、より具体的な戦略が使用されても
よい。最終的に、指定されたインバウンド及び／又はアウトバウンド・ネットワーク接続
（例えば、ドメインネームサービス（ＤＮＳ）、簡易メール転送プロトコル（ＳＭＴＰ）
、インターネット・リレー・チャット（ＩＲＣ）など）を阻止するなど、更に大雑把な戦
略が使用されてもよい。これらの例のポリシー構成は、ネットワーク・アクセス制限の機
能を示す説明のためのものであり、インバウンド及び／若しくはアウトバウンド・ネット
ワーク・アクセス又はこれらの任意の組み合わせを制限する任意の他のポリシー構成を含
むように意図される。
【００５６】
　非信頼プログラム・ファイルのための特別なネットワーク・レベル・ポリシーが巧妙に
作成されることもある。例えば、ポリシーは、非信頼プログラム・ファイルと関連付けら
れたネットワーク・アクセス試行を、セカンダリ・サーバなどの別の計算装置に転送する
ように巧妙に作成されることがある。一例では、この転送を使用するとき、非信頼プログ
ラム・ファイルと関連付けられた潜在的に悪意のあるネットワーク・アクセス試行が、追
加のファイアウォール、フィルタ、アンチスパム／アンチウイルス・ゲートウェイ、プロ
キシなどを介して強制される可能性がある。別の例では、セカンダリ・サーバは、ネット
ワーク接続を受け取ったときに１つ又は複数の所定のコマンドで応答するように構成され
てもよい。幾つかのボットは、特定のコマンドを受け取ると自滅するように設計されてお
り、セカンダリ・サーバは、ネットワーク接続にそのようなコマンドで応答するように構
成されてもよく、それにより、セカンダリ・サーバに転送されたボットが破壊される。
【００５７】
　特定のポリシー構成は、非信頼ソフトウェアの伝搬及び潜在的に悪意のあるアクティビ
ティを防ぐ必要性や、必要な企業活動を行なう必要性など、競合する関心の間で平衡がと
られることがある。例えば、ホスト・サブネットとサーバ・サブネットを有するネットワ
ークでは、ポリシーは、非信頼プログラム・ファイルと関連付けられたソフトウェア・プ
ロセスが、ホスト・サブネットではなくサーバ・サブネットだけにアクセスできるように
構成されてもよい。これは、悪意のあるソフトウェアがネットワーク内の他のホストに伝
搬するのを防ぐことができ、同時にホストがセキュアなサーバ・サブネットに中断なしに
アクセスすることを可能にするので望ましいことがある。別のポリシーは、信頼できない
プログラム・ファイルと関連付けられたソフトウェア・プロセスが、既知のサブネット・
ホスティング・ジョブ・クリティカル・サービスを除いて、インターネットへアクセスす
るのを阻止してもよい。したがって、選択的なネットワーク・アクセスを許可するポリシ
ーを巧妙に作成することにより、様々な阻止オプションを使用することができる。
【００５８】
　図７のステップ７７０に戻ると、実行ソフトウェア・プロセス３４５に対応する１つ又
は複数の非信頼プログラム・ファイルによる選択的なネットワーク・アクセスを許可する
ポリシーが巧妙に作成され、かつ遮断されたパケットが、特定のポリシー要件に適合する
場合（例えば、パケットが、非信頼プログラム・ファイルに適用されるポリシーによりア
ドレスの許可されたサブネットの範囲内にある宛先アドレスを有する場合、など）は、フ
ローは、ステップ７９０に進み、ソフトウェア・プロセス３４５が、ネットワーク・アク
セスを許可され、パケットがＮＩＣ装置３７０に渡される。しかしながら、ポリシーが、
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１つ又は複数のプログラム・ファイルの非信頼状態を覆さない場合（即ち、ポリシーがネ
ットワーク・アクセスを許可しないか、ポリシーが適用可能でない場合）は、フローはス
テップ７８０に進み、ソフトウェア・プロセス３４５は、ネットワーク・アクセスから阻
止される。一例では、阻止は、ＴＣＰ接続コールを失敗させエラーコードをソフトウェア
・プロセス３４５に返すことによって行われ、それにより、遮断パケットが、ＮＩＣ装置
３７０に渡されるのが防止される。
【００５９】
　ステップ７３０に再び関連して、プログラム・ファイルが、信頼できると分類された場
合（即ち、ローカル非信頼ソフトウェア・インベントリ３３０にプログラム・ファイルが
見つからない場合）は、フローがステップ７６０に進んで、取り締まりが有効かどうか判
断される。取り締まりが有効でない場合、フローはステップ７９０に進み、ソフトウェア
・プロセス３４５が、ネットワーク・アクセスを許可され、遮断パケットが、ＮＩＣ装置
３７０に渡される。しかしながら、ステップ７６０で取り締まりが有効である場合は、ス
テップ７７０で、ポリシーが評価されて、構成ポリシーが１つ又は複数のプログラム・フ
ァイルの信頼状態を覆すかどうか判断されてもよい。例えば、非信頼プログラム・ファイ
ルが、以前に遮断されており、ポリシーが、全てのアウトバウンド・ネットワーク・アク
セス試行に適用される何らかのタイプの阻止を提供した場合は、後のネットワーク・アク
セス試行と関連付けられた信頼できるプログラム・ファイルが評価され、そのポリシーに
よってネットワーク・アクセスから阻止される可能性がある。したがって、ポリシーが、
１つ又は複数のプログラム・ファイルの信頼状態を覆す（即ち、ポリシーが、ネットワー
ク・アクセスを許可しない）場合は、フローはステップ７８０に進み、ソフトウェア・プ
ロセス３４５が、ネットワーク・アクセスから阻止される。しかしながら、ステップ７７
０で信頼状態がポリシーによって覆されない（即ち、ポリシーが、ネットワーク・アクセ
スを許可するか、ポリシーが適用できない）場合、フローはステップ７９０に進み、ソフ
トウェア・プロセス３４５は、ネットワーク・アクセスが許可され、遮断パケットが、Ｎ
ＩＣ装置３７０に渡される。
【００６０】
　図７の保護フロー７００は、また、ホスト３００に対するインバウンド・ネットワーク
・アクセス試行の遮断、阻止及びログ記録アクティビティに使用されるフローを表わす。
ステップ７１０で、ローカル保護モジュール３１０は、ＮＩＣ装置３７０からのインバウ
ンド・ネットワーク・アクセス試行を遮断する。インバウンド・ネットワーク・アクセス
試行は、例えばＴＣＰリスン又はアクセプト・コールであり、ソフトウェア・プロセス３
４５などのホスト３００上の実行ソフトウェア・プロセスと関連付けられることがある。
着信遮断パケットは、ネットワーク・アクセス試行の発信遮断パケットに関して本明細書
で前に述べたステップ７２０～７７０で評価される。ステップ７２０から７７０のフロー
がステップ７９０に進んだ場合は、着信遮断パケットが、ホスト３００にアクセスするこ
とを許可される。しかしながら、フローがステップ７８０に進んだ場合、着信遮断パケッ
トは、ホスト３００へのアクセスが阻止される。一例では、阻止は、リスン又はアクセプ
ト・コールを失敗させ、リスン又はアクセプトＡＰＩの発呼者にエラーコードを返すこと
によって行われる。更に、本明細書で前に述べたように、インバウンド・ネットワーク・
アクセス試行の多数のポリシー構成が可能である。一例では、ステップ７７０で、１つ又
は複数の非信頼プログラム・ファイルと関連付けられた特定のインバウンド・ネットワー
ク・アクセス試行を許可するポリシーが巧妙に作成され、着信パケットが、その特定のポ
リシー要件に適合する（例えば、パケットが、非信頼プログラム・ファイルに適用される
ポリシーによりアドレスの許可されたサブネットの範囲内にあるソースアドレスを有する
）と判定された場合、フローはステップ７９０に進み、着信遮断パケットが、ホスト３０
０へのアクセスを許可される。別の例では、ポリシーが、以前のネットワーク・アクセス
試行（即ち、インバウンド又はアウトバウンド）に既に適用されており、後のネットワー
ク・アクセス試行に適用される何らかのタイプの阻止を提供した場合、後のインバウンド
・ネットワーク・アクセス試行と関連付けられたプロセスは、対応するプログラム・ファ
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イルが全て信頼状態を有する場合でも、そのポリシーによりホストへのアクセス又は選択
的に許可されたアクセスが阻止されることがある。
【００６１】
　図８に移ると、図８は、悪意のあるソフトウェアからローカル保護するシステムの別の
実施形態が実現されることがある、計算装置又はホスト８００の別の実施形態の概略図と
中央サーバ２００のブロック図とを示す。ホスト８００は、図１のホスト１２０の一実施
形態のより詳細な例である。ホスト８００は、例えばプログラム・ファイル１～ｎなどの
１組の実行可能ソフトウェア８４０を含む。ホスト８００内のローカル・ネットワーク保
護構成要素は、ネットワーク・フック８１０、ソフトウェア管理モジュール８２０、ロー
カル非信頼ソフトウェア・インベントリ８３０、及びソフトウェア・プログラム・インベ
ントリ・フィード８３５を含んでもよい。参照し易くするため、実行可能ソフトウェア８
４０は、ホスト８００上のユーザ空間内に示されるが、ホスト８００上のディスクドライ
ブなどのメモリ要素に記憶されてもよい。
【００６２】
　ソフトウェア・プロセス８４５などの任意の現在の実行ソフトウェア・プロセスに加え
て、ソフトウェア管理モジュール８２０、ローカル非信頼ソフトウェア・インベントリ８
３０、及びソフトウェア・プログラム・インベントリ・フィード８３５が、ホスト８００
のユーザ空間内に常駐してもよい。図８の実施形態で示されたように、プログラム・ファ
イルが実行され、実行ソフトウェア・プロセス８４５を作成するときは、実行ソフトウェ
ア・プロセス８４５によってロードされる他のライブラリ・モジュールに加えて、Ｗｉｎ
ｄｏｗｓ（登録商標）　Ｓｏｃｋｅｔｓ　ＡＰＩ（Ｗｉｎｓｏｃｋ）ライブラリ８１５が
、従属物としてソフトウェア・プロセス８４５にロードされ、ネットワーク・フック８１
０が、従属物としてＷｉｎｓｏｃｋライブラリ８１５にロードされてもよい。ネットワー
ク・フック８１０を実施するには、ＭｃＡｆｅｅ社によって製造されたＨｏｓｔ　Ｉｎｔ
ｒｕｓｉｏｎ　Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＨＩＰＳ）などの既存のセキュリ
ティ技術が使用されてもよい。
【００６３】
　ソフトウェア管理モジュール８２０と中央サーバ２００との間に、ポリシー更新フロー
８２２、非信頼ソフトウェア更新フロー８２４及びイベント・フロー８２６を含むデータ
・フローが示される。また、ソフトウェア管理モジュール８２０とネットワーク・フック
８１０との間に、ポリシー更新フロー８１２、制御フロー８１８及びイベント・フロー８
１６を含むデータ及び制御フローが示される。
【００６４】
　ホスト８００は、ネットワーク・インタフェース・カード（ＮＩＣ）装置８７０、プロ
セッサ８８０、メモリ要素８９０などのハードウェア構成要素を含んでもよい。ホスト８
００のカーネル空間は、伝送制御プロトコル／インターネットプロトコル（ＴＣＰ／ＩＰ
）８５０や他のプロトコル８６０などの伝送プロトコルを含んでもよい。図８には、図３
のホスト３００に関して述べたような追加のハードウェア及びソフトウェアは示されてい
ない。
【００６５】
　ネットワーク・フック８１０とソフトウェア管理モジュール８２０は、ホスト８００上
のソフトウェア・プロセス８４５などの実行可能ソフトウェア８４０のプログラム・ファ
イルからのプロセスと関連付けられたネットワーク・アクセス試行の遮断、阻止及びログ
記録アクティビティを少なくとも部分的に提供するように構成されてもよい。遮断、阻止
及びログ記録アクティビティと関連した情報は、特定の場所（例えば、中央サーバ２００
、ログ・イベント・データベース２３１など）にプッシュされ、単にローカルに記憶され
るかアーカイブされ、かつ／又は任意の適切な形式で適切に表示され（例えば、管理コン
ソール２１０などによって）てもよい。１つ又は複数のそのような遮断、阻止及びログ記
録アクティビティと関連したセキュリティ技術は、図３に関連して本明細書で前に述べた
ような要素を含んでもよく、ＭｃＡｆｅｅ（登録商標）ＨＩＰＳソフトウェアを含んでも
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よい。したがって、本明細書で使用される用語「ネットワーク・フック」及び「ソフトウ
ェア管理モジュール」の広い範囲に、任意のそのような構成要素が含まれてもよい。ロー
カル非信頼ソフトウェア・インベントリ８３０は、実行可能ソフトウェア８４０のプログ
ラム・ファイルの信頼分類など、電子データの阻止及びログ記録と関連した情報を含んで
もよく、これらの要素は、ネットワーク・フック８１０及びソフトウェア管理モジュール
８２０と容易に協力し、連係し、その他相互作用することができる。
【００６６】
　図９に移ると、単純化されたフローチャートは、ホスト８００上の実行ソフトウェア・
プロセス８４５などのホスト上のソフトウェア・プロセスと関連付けられたネットワーク
・アクセス試行（即ち、インバウンド又はアウトバウンド）の遮断、阻止、及びログ記録
アクティビティの保護フロー９００を示す。一例では、保護フロー９００は、ネットワー
ク・フック８１０によって部分的に実行され、ホスト８００のソフトウェア管理モジュー
ル８２０によって部分的に実行されてもよい。参照し易くするために、最初に、保護フロ
ー９００は、ホスト８００上のソフトウェア・プロセス８４５からホスト８００に接続さ
れたネットワークへのアウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行について述べられる
。
【００６７】
　フローはステップ９１０で始まり、ネットワーク・フック８１０が、ソフトウェア・プ
ロセス８４５からのＡＰＩアウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行（例えば、接続
ＡＰＩ、送信ＡＰＩなど）を遮断する。ネットワーク・フック８１０が、Ｗｉｎｓｏｃｋ
ライブラリ８１５上の従属物としてソフトウェア・プロセス８４５にロードされるので、
ネットワーク・フック８１０は、ＴＣＰ／ＩＰプロトコルスタック８５０とインタフェー
スするＷｉｎｓｏｃｋライブラリ８１５に渡される前にＡＰＩネットワーク・アクセス試
行を遮断することができる。ネットワーク・アクセス試行は、任意のタイプのネットワー
ク・アクセス（例えば、ドメインネームサービス（ＤＮＳ）ホスト名を参照する試み、リ
モートホストに接続する試み、ネットワークに既に接続されているソケットに書き込む試
みなど）でよい。ＡＰＩが遮断された後で、フローはステップ９２０に進み、どのプログ
ラム・ファイル（例えば、実行可能ファイル、ライブラリ・モジュール、オブジェクト・
ファイル、他の実行可能モジュール、スクリプト・ファイル、インタープリタ・ファイル
など）が、実行ソフトウェア・プロセス８４５と関連付けられるか判定する。この例では
、遮断されたＡＰＩは、実行ソフトウェア・プロセス８４５にマッピングされ、プロセス
８４５にロードされた実行可能ファイル及び１つ又は複数のライブラリ・モジュールにマ
ッピングされてもよい。例示的な実施形態では、ソフトウェア管理モジュール８２０は、
どのプログラム・ファイルが実行ソフトウェア・プロセス８４５にマッピングされ、遮断
ＡＰＩにマッピングされたかに関して、制御フロー８１８を介してネットワーク・フック
８１０から照会される。ソフトウェア管理モジュール８２０は、オペレーティング・シス
テムＡＰＩを使用してそのようなマッピング情報を得ることがある。
【００６８】
　プログラム・ファイルが識別された後で、フローは、図７の保護フロー７００のステッ
プ７３０～７９０と類似していることがあるステップ９３０～９９０に進む。ステップ９
３０で、ローカル非信頼ソフトウェア・インベントリ８３０上に、ソフトウェア・プロセ
ス８４５に対応するプログラム・ファイルが見つかったかどうかが照会される。一例では
、ソフトウェア管理モジュール８２０は、ローカル非信頼ソフトウェア・インベントリ８
３０にアクセスして、プログラム・ファイルが信頼できないと分類されるか信頼できると
分類されるか判定してもよい。ステップ９３０で、プログラム・ファイルのどれかが信頼
できないと分類された（即ち、プログラム・ファイルの１つ又は複数がローカル非信頼ソ
フトウェア・インベントリ８３０上に見つかった）場合、フローはステップ９４０に進ん
で、ログ記録が有効かどうか判定する。ログ記録が有効である場合は、フローはステップ
９５０に進んで、図７に関連して本明細書で前に述べたように、ログ記録のためのイベン
ト（即ち、ネットワーク・アクセス試行）を発生させる。
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【００６９】
　次に、ステップ９５０でログ記録のためのイベントが生成された後、フローがステップ
９６０に進み、取り締まりが有効かどうか判定する。取り締まりが有効でない場合、ソフ
トウェア・マネージャ８２０は、この情報を制御フロー８１８を介してネットワーク・フ
ック８１０に渡してもよい。次に、フローはステップ９９０に進み、ソフトウェア・プロ
セス８４５が、ＡＰＩをＷｉｎｓｏｃｋ８１５に渡すことによってネットワークへのアク
セスを許可される。しかしながら、ステップ９６０で取り締まりが有効である場合は、図
７に関連して本明細書で前に述べたように、ステップ９７０でポリシーが評価されて、構
成ポリシーが、１つ又は複数の非信頼プログラム・ファイルの非信頼状態を覆すかどうか
判定されてもよい。一実施形態では、ポリシー評価は、ソフトウェア管理モジュール８２
０内で行われてもよく、その結果が、制御フロー８１８を介してネットワーク・フック８
１０に渡されてもよい。
【００７０】
　ポリシー構成は、例えば中央サーバ２００の管理保護モジュール２２０を介して、ネッ
トワーク管理者又は他の権限あるユーザによって巧妙に作成されてもよい。管理保護モジ
ュール２２０は、ポリシー更新フロー８２２を介して、任意の関連したポリシー構成を、
ホスト８００のソフトウェア管理モジュール８２０にプッシュしてもよい。ポリシーが、
ソフトウェア・プロセス８４５に対応する１つ又は複数の非信頼プログラム・ファイルに
よる選択的ネットワーク・アクセスを許可するように巧妙に作成されており、かつＡＰＩ
が、特定のポリシー要件に適合する（例えば、ＡＰＩネットワーク・アクセス試行が、ポ
リシーにしたがってアドレスの許可されたサブネットの範囲内にある宛先アドレスを含む
）場合、ソフトウェア管理モジュール８２０は、そのような情報を制御フロー８１８を介
してネットワーク・フック８１０に返してもよい。次に、フローはステップ９９０に進み
、ＡＰＩがＷｉｎｓｏｃｋ８１５に渡され、ソフトウェア・プロセス８４５は、ネットワ
ークへのアクセスが許可される。しかしながら、ステップ９７０でポリシーがネットワー
ク・アクセスを許可しない場合、又は適用可能なポリシーが存在しない場合は、ソフトウ
ェア管理モジュール８２０は、そのような情報を制御フロー８１８を介してネットワーク
・フック８１０に返し、フローがステップ９８０に進み、ＡＰＩは、Ｗｉｎｓｏｃｋ　８
１５に渡されない。代わりに、ネットワーク・フック８１０が、エラー状態をソフトウェ
ア・プロセス８４５に返し、それにより、ネットワーク・アクセスが阻止されてもよい。
【００７１】
　ステップ９３０に再び関連して、プログラム・ファイルが、信頼できるとして分類され
た（即ち、プログラム・ファイルが、ローカル非信頼ソフトウェア・インベントリ８３０
上に見つからない）場合は、フローはステップ９６０に進み、取り締まりが有効かどうか
判断する。取り締まりが有効でない場合、フローはステップ９９０に進み、ＡＰＩがＷｉ
ｎｓｏｃｋ　８１５に渡され、ソフトウェア・プロセス８４５は、ネットワークへのアク
セスを許可される。しかしながら、ステップ９６０で取り締まりが有効である場合は、図
７に関連して本明細書で前に述べたように、ステップ９７０でポリシーが評価されて、構
成ポリシーが信頼状態を覆すかどうか判断される。ポリシーが、１つ又は複数のプログラ
ム・ファイルの信頼状態を覆す場合、フローはステップ９８０に進み、ＡＰＩは、Ｗｉｎ
ｓｏｃｋ　８１５に渡されない。代わりに、ネットワーク・フック８１０は、エラー状態
をソフトウェア・プロセス８４５に返し、それによりネットワーク・アクセスが阻止され
てもよい。しかしながら、ステップ９７０で、１つ又は複数のプログラム・ファイルの信
頼状態が、ポリシーによって覆されない場合、フローはステップ９９０に進み、ＡＰＩが
、Ｗｉｎｓｏｃｋ８１５に渡され、ソフトウェア・プロセス８４５は、ネットワークへの
アクセスが許可される。
【００７２】
　保護フロー９００は、また、ホスト３００へのインバウンド・ネットワーク・アクセス
試行の遮断、阻止及びログ記録アクティビティに使用されるフローを表わす。ステップ９
１０で、ネットワーク・フック８１０は、Ｗｉｎｓｏｃｋライブラリ８１５からＡＰＩイ
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ンバウンド・ネットワーク・アクセス試行（例えば、リッスンＡＰＩ、アクセプトＡＰＩ
など）を遮断する。インバウンド・ネットワーク・アクセス試行は、アウトバウンド遮断
ＡＰＩに関して本明細書で前に述べたステップ９２０～９７０で評価される。ステップ９
２０～９７０のフローがステップ９９０に進む場合、インバウンド・ネットワーク・アク
セス試行は、ホスト３００へのアクセスが許可される。しかしながら、フローが、ステッ
プ９８０に進む場合、インバウンド・ネットワーク・アクセス試行は、ホスト３００への
アクセスが阻止される。一例では、阻止は、リスン又はアクセプト・コールを拒絶し、リ
スン又はアクセプトＡＰＩの発呼者にエラーコードを返すことによって行われる。更に、
図７に関して本明細書で前に述べたように、ステップ９７０で、インバウンド・ネットワ
ーク・アクセスのポリシー構成が適用されてもよい。
【００７３】
　図１０に移ると、図１０は、悪意のあるソフトウェアからローカル保護するシステムを
実現することができる計算装置又はホスト１０００の別の実施形態の概略図と中央サーバ
２００のブロック図とを示す。ホスト１０００は、図１のホスト１２０のより詳細な例で
ある。ホスト１０００は、例えばプログラム・ファイル１～ｎを含む１組の実行可能ソフ
トウェア１０４０を含んでもよい。ホスト１０００内のローカル・ネットワーク保護構成
要素は、ローカル保護モジュール１０１０、ソフトウェア管理モジュール１０２０、プロ
グラム・ファイル変更モニタ１０２５、チェックサム・キャッシュ１０３０、及びローカ
ル信頼キャッシュ１０３５を含んでもよい。一実施形態では、チェックサム・キャッシュ
１０３０とローカル信頼キャッシュ１０３５は、対応するソフトウェア・プログラム・フ
ァイルのためのプログラム・ファイル・パスとチェックサムで構成されてもよい。ソフト
ウェア管理モジュール１０２０とプログラム・ファイル変更モニタ１０２５は、ホスト１
０００のユーザ空間内に常駐してもよい。また、ホスト１０００のユーザ空間内には、実
行可能ソフトウェア１０４０のプログラム・ファイルの１つ又は複数に対応する例示的な
実行ソフトウェア・プロセス１０４５も示される。参照しやすいように、実行可能ソフト
ウェア１０４０は、ホスト１０００上のユーザ空間内に示されているが、ホスト１０００
上のディスクドライブなどのメモリ要素内に記憶されてもよい。
【００７４】
　ホスト１０００は、ネットワーク・インタフェース・カード（ＮＩＣ）装置１０７０、
プロセッサ１０８０、メモリ要素１０９０などのハードウェア構成要素を含んでもよい。
ローカル保護モジュール１０１０と、伝送制御プロトコル／インターネットプロトコル（
ＴＣＰ／ＩＰ）１０５０や他のプロトコル１０６０などの伝送プロトコルとは、ホスト１
０００のカーネル空間内に常駐してもよく、図３にホスト３００と関連して示され記述さ
れた実施形態と類似の方式で、ＮＩＣ装置１０７０とインタフェースするネットワーク・
ドライバ・インタフェース仕様（ＮＤＩＳ）ドライバ・スタックの一部として実現されて
もよい。オペレーティング・システム・カーネルは、ソフトウェア・プロセスを実行可能
ソフトウェア１０４０のその対応プログラム・ファイルにマッピングするプロセス・トラ
フィック・マッピング要素１０６５を提供する。
【００７５】
　ソフトウェア管理モジュール１０２０と中央サーバ２００との間に、ポリシー更新フロ
ー１０２２、ホワイトリスト照会データ・フロー１０２４及びイベント・フロー１０２６
を含むデータ・フローが示される。また、ソフトウェア管理モジュール１０２０とローカ
ル保護モジュール１０１０との間に、ポリシー更新フロー１０１２、制御フロー１０１８
及びイベント・フロー１０１６を含むデータ及び制御フローが示される。最終的に、チェ
ックサム・キャッシュ１０３０とローカル信頼キャッシュ１０３５は、ソフトウェア管理
モジュール１０２０に対する双方向の流れを有することができ、プログラム・ファイル変
更モニタ１０２５は、変更がプログラム・ファイルに行われたこと示すデータをソフトウ
ェア管理モジュール１０２０に送る。図１０には、図３のホスト３００に関連して本明細
書で前に述べた付加的なハードウェアと類似したホスト１０００の付加的なハードウェア
が示されていない。
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【００７６】
　ローカル信頼キャッシュ１０３５とチェックサム・キャッシュ１０３０は、ホスト１０
００のハードウェア内に、一時的記憶用のメモリのブロックとして構成されてもよい。ロ
ーカル信頼キャッシュ１０３５は、グローバル・ホワイトリストの検索、内部ホワイトリ
ストの検索、ブラックリストの検索、プログラム・ファイル変更の評価、又はこれらの任
意の組み合わせなどの信頼評価技術を使用して、信頼状態を有することが既に判定されて
いるプログラム・ファイルを識別するエントリ（例えば、チェックサム）を含んでもよい
。したがって、ローカル信頼キャッシュ１０３５内にプログラム・ファイルが見つかった
場合は、その特定のプログラム・ファイルの信頼性状態を中央サーバ２００に照会しなく
てもよい。チェックサム・キャッシュ１０３０は、ホスト１０００上のソフトウェア・プ
ログラム・ファイルの以前に計算されたチェックサムを識別するエントリ（例えば、チェ
ックサム及びプログラム・ファイル・パス）を含んでもよい。チェックサムの計算が、貴
重な処理リソースを使用する可能性があるので、計算されたチェックサムは、無駄な二重
のチェックサム計算を防ぐために、対応するプログラム・ファイル・パスと共にチェック
サム・キャッシュ１０３０に記憶されてもよい。キャッシュ１０３５及び１０３０に記憶
されたそのようなデータによって、ネットワーク・アクセス試行とソフトウェア信頼判定
処理の際の検索と全体的な処理が早くなる。
【００７７】
　プログラム・ファイルが変化したとき（例えば、新しいソフトウェア・バージョン、ソ
フトウェア・アップグレードなど）とき、その対応するチェックサムが変化し、したがっ
て、チェックサム・キャッシュ１０３０が更新されなければならない。例示的な実施形態
では、プログラム・ファイル変更モニタ１０２５は、ホスト１０００上のプログラム・フ
ァイルの帯域外検査を実行し、変更されたプログラム・ファイルを示すデータ・フィード
をソフトウェア管理モジュール１０２０に提供してチェックサム・キャッシュ１０３０を
更新することによって、チェックサム・キャッシュ１０３０を更新することができる。ホ
スト１０００上のプログラム・ファイルを調べて変更が行われたかどうかを判定するには
、既存の変更追跡製品（例えば、ＭｃＡｆｅｅ（登録商標）Ｃｈａｎｇｅ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌソフトウェア、ＭｃＡｆｅｅ（登録商標）Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌソ
フトウェア、ＭｃＡｆｅｅ（登録商標）ｅＰｏｌｉｃｙ　Ｏｒｃｈｅｓｔｒａｔｏｒソフ
トウェア、ＭｃＡｆｅｅ（登録商標）Ｐｏｌｉｃｙ　Ａｕｄｉｔｏｒソフトウェア、オレ
ゴン州ポートランドのＴｒｉｐｗｉｒｅ社によって製造されたＴｒｉｐｗｉｒｅ（登録商
標）ソフトウェア）が使用されてもよい。例示的な実施形態では、プログラム・ファイル
変更モニタ１０２５は、ホスト１０００上のプログラム・ファイルへの変更を示す実時間
データをソフトウェア管理モジュール１０２０に提供してもよい。変更されたプログラム
・ファイル・データを受け取った後で、ソフトウェア管理モジュール１０２０は、変更さ
れたプログラム・ファイルに対応するプログラム・ファイル・パスをチェックサム・キャ
ッシュ１０３０内で探してもよく、見つかった場合に、そのプログラム・ファイル・パス
と関連付けられたチェックサム・エントリを削除してもよい。チェックサム・キャッシュ
１０３０とプログラム・ファイル変更モニタ１０２５は、ホスト１０００上のプログラム
・ファイルのプログラム・ファイル・チェックサムを提供し、維持し、更新する一実施形
態を提供するが、与えられたプログラム・ファイル・パスに置かれたプログラム・ファイ
ルに適切なチェックサムを提供できる限り、多数の代替手法（例えば、リモート・チェッ
クサム・モジュール、データベース実装など）を利用することができる。
【００７８】
　ホスト１０００及び中央サーバ２００の実施形態を実現するローカル保護システムでは
、非信頼ソフトウェア・インベントリ（例えば、ローカル非信頼ソフトウェア・インベン
トリ、中央非信頼ソフトウェア・インベントリ２３２など）は、不可欠な構成要素でない
ことがある。あるいは、中央サーバ２００の中央信頼キャッシュ２４５、ホスト１０００
のローカル信頼キャッシュ１０３５、及びホスト１０００のチェックサム・キャッシュ１
０３０は、ソフトウェア信頼判定処理の際に以前に計算され、その他判定された迅速なデ
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ータ検索に利用されてもよい。
【００７９】
　実行可能ソフトウェア１０４０の信頼判定、阻止、遮断及びログ記録アクティビティは
、例示的な実施形態では、少なくとも部分的に、中央サーバ２００の管理保護モジュール
２２０とソフトウェア信頼判定モジュール２４０によって、またホスト１０００のソフト
ウェア管理モジュール１０２０、プログラム・ファイル変更モニタ１０２５、及びローカ
ル保護モジュール１０１０によって提供されてもよい。そのようなアクティビティと関連
した情報は、適切に描写され、特定の場所（例えば、チェックサム・キャッシュ１０３０
、ローカル信頼キャッシュ１０３５、中央信頼キャッシュ２４５、ログ・イベント・デー
タベース２３１など）に送られ、又は単に記憶若しくはアーカイブされ、かつ／又は（例
えば、管理コンソール２１０などにより）任意の適切な形式で適切に表示されてもよい。
１つ又は複数のそのような信頼判定、阻止、遮断及びログ記録アクティビティと関連した
セキュリティ技術は、ＭｃＡｆｅｅ（登録商標）ｅＰｏｌｉｃｙ　Ｏｒｃｈｅｓｔｒａｔ
ｏｒソフトウェア、ＭｃＡｆｅｅ（登録商標）Ｈｏｓｔ　Ｉｎｔｒｕｓｉｏｎ　Ｐｒｅｖ
ｅｎｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＨＩＰＳ）ソフトウェアなどのファイアウォールソフトウ
ェア、変更追跡ソフトウェア、及び／又は他の類似のソフトウェアなどの要素を含むこと
ができる。したがって、本明細書で使用されるような用語「管理保護モジュール」、「ソ
フトウェア信頼判定モジュール」、「プログラム・ファイル変更モニタ」、「ソフトウェ
ア管理モジュール」及び「ローカル保護モジュール」の広い範囲には、任意のそのような
構成要素が含まれることがある。ログ・イベント・データベース２３１、内部ホワイトリ
スト２３３、中央信頼キャッシュ２４５、チェックサム・キャッシュ１０３０、及びロー
カル信頼キャッシュ１０３５は、電子データの信頼判定、阻止、遮断及びログ記録（例え
ば、プログラム・ファイルの信頼判定、ソフトウェア・プロセスのネットワーク・アクセ
ス試行など）と関連した情報を含んでもよく、これらの要素は、中央サーバ２００とホス
ト１０００のモジュール及び構成要素と容易に協力し、連係し、その他相互作用すること
ができる。
【００８０】
　図１１に移ると、単純化されたフローチャートは、ホスト１０００上の実行ソフトウェ
ア・プロセス１０４５などのホスト上のソフトウェア・プロセスと関連付けられたネット
ワーク・アクセス試行（即ち、インバウンド又はアウトバウンド）の遮断、阻止及びログ
記録アクティビティの保護フロー１１００を示す。一例では、保護フロー１１００は、少
なくとも部分的に、ホスト１０００のローカル保護モジュール１０１０として実現されて
もよい。参照し易くするため、最初に、保護フロー１１００が、ホスト１０００上のソフ
トウェア・プロセス１０４５からホスト１０００に接続されたネットワークへのアウトバ
ウンド・ネットワーク・アクセス試行に関して述べられる。
【００８１】
　フローはステップ１１１０で始まり、ローカル保護モジュール１０１０が、ソフトウェ
ア・プロセス１０４５によってアウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行を遮断する
。一例では、実行可能ソフトウェア１０４０からのプロセスは、ＮＤＩＳドライバ・スタ
ックを使用して、ホスト１０００のＮＩＣ装置１０７０を介してネットワークにアクセス
する。したがって、ソフトウェア・プロセス１０４５は、図３と図７に関連して本明細書
で前に述べたように、ＮＤＩＳドライバ・スタックを介して電子データを送信することに
よってネットワークにアクセスすることを試みてもよい。
【００８２】
　発信パケットが遮断された後、フローはステップ１１２０に進み、実行ソフトウェア・
プロセス１０４５からの遮断パケットにどのプログラム・ファイル（例えば、実行可能フ
ァイル、ライブラリ・モジュール、オブジェクト・ファイル、他の実行可能モジュール、
スクリプト・ファイル、インタープリタ・ファイルなど）が対応するかをオペレーティン
グ・システムに照会してもよい。この例では、遮断パケットは、実行ソフトウェア・プロ
セス１０４５にマッピングされ、プロセス１０４５にロードされる実行可能ファイル及び
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１つ又は複数のライブラリ・モジュールにマッピングされてもよい。オペレーティング・
システム・カーネルは、ステップ１１２０で、プロセス・トラフィック・マッピング要素
１０６５を維持し、そのようなマッピング情報をローカル保護モジュール１０１０に提供
する。
【００８３】
　次に、フローは、１１３０で示されたステップ１１３２～１１３６に進んでもよい。こ
れは、ネットワーク・アクセス試行と関連付けられた各プログラム・ファイルについて実
行されてもよい。ステップ１１３２では、ネットワーク・アクセス試行と関連付けられた
最初のプログラム・ファイルのチェックサムが、チェックサム・キャッシュ１０３０内に
見つかるかどうかの照会がされる。一実施形態では、チェックサム・キャッシュ１０３０
から、最初のプログラム・ファイルのプログラム・ファイル・パスを検索する。プログラ
ム・ファイル・パスが見つからない場合は、ステップ１１３４で最初のプログラム・ファ
イルのチェックサムが計算される。ステップ１１３６で、チェックサム・キャッシュ１０
３０は、プログラム・ファイル・パスと新しく計算されたチェックサムで更新される。ネ
ットワーク・アクセス試行と関連付けられた追加のプログラム・ファイルのそれぞれにつ
いて、ステップ１１３２～１１３６が繰り返される。１つの例示的シナリオでは、ソフト
ウェア管理モジュール１０２０が、プログラム・ファイルが変更されたことを示すデータ
・フィードをプログラム・ファイル変更モニタ１０２５から受け取ったときに、チェック
サムがチェックサム・キャッシュ１０３０から以前に取り除かれている場合は、ステップ
１１３２で、チェックサムが見つからないことがある。したがって、このシナリオでは、
ステップ１１３４で、新しいチェックサムが、変更されたプログラム・ファイルに関して
計算され、次にステップ１１３６で、チェックサム・キャッシュ１０３０に記憶される。
本明細書で前に述べたように、与えられたプログラム・ファイル・パスにあるプログラム
・ファイルについて適切なチェックサムを提供できる限り、任意の代替の手法を利用して
チェックサムを提供することができる。
【００８４】
　ステップ１１３２～１１３６が、ネットワーク・アクセス試行と関連付けられた各プロ
グラム・ファイルに行なわれた後で、フローはステップ１１４０に進む。ステップ１１４
０で、ネットワーク・アクセス試行と関連付けられた全てのプログラム・ファイルが、ロ
ーカル信頼キャッシュ１０３５内に見つかるかどうかの照会がされる。見つかった場合は
、各プログラム・ファイルが信頼状態を有すると以前に判定されており、フローはステッ
プ１１７０に進み、取り締まりが有効かどうかが判定される。取り締まりが有効でない場
合、フローはステップ１１９０に進み、ソフトウェア・プロセス１０４５は、ネットワー
ク・アクセスを許可され、遮断パケットが、ＮＩＣ装置１０７０に渡される。しかしなが
ら、ステップ１１７０で取り締まりが有効である場合は、図７に関連して本明細書で前に
述べたように、ステップ１１７５でポリシーが評価されて、ポリシーが、１つ又は複数の
プログラム・ファイルの信頼状態を覆すかどうか判断されてもよい。
【００８５】
　本明細書で前に述べたように、ポリシー構成は、ネットワーク管理者によって巧妙に作
成されてもよく、そのようなポリシーは、ポリシー更新フロー１０２２を介してホスト１
０００にプッシュされてもよい。ソフトウェア管理モジュール１０２０は、更に、ポリシ
ー更新フロー１０１２により、ポリシー構成をローカル保護モジュール１０１０にプッシ
ュしてもよい。あるいは、ポリシー構成は、例えばホスト１０００のディスクドライブ内
などのメモリ要素に記憶されてもよく、ローカル保護モジュール１０１０は、評価される
特定のプロセス及び／又はプログラム・ファイルの任意の関連ポリシーに関してソフトウ
ェア管理モジュール１０２０に照会してもよい。
【００８６】
　本明細書で前に述べたように、ポリシーが、１つ又は複数のプログラム・ファイルの信
頼状態を覆す（即ち、ポリシーが、ネットワーク・アクセスを許可しない）場合は、フロ
ーはステップ１１８０に進み、ソフトウェア・プロセス１０４５は、ネットワーク・アク
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セスから阻止され、発信パケットが、ＮＩＣ装置１０７０に渡されない。しかしながら、
ステップ１１７５で、１つ又は複数のプログラム・ファイルの信頼状態が、ポリシーによ
って覆されない（即ち、ポリシーがネットワーク・アクセスを許可するか、ポリシーが適
用できない）場合は、フローはステップ１１９０に進み、発信パケットが、ＮＩＣ装置１
０７０に渡され、ソフトウェア・プロセス１０４５は、ネットワークへのアクセスを許可
される。
【００８７】
　ステップ１１４０に再び関連して、ネットワーク・アクセス試行と関連付けられたプロ
グラム・ファイルが、ローカル信頼キャッシュ１０３５内に見つからない場合は、フロー
がステップ１１４５に進み、ローカル信頼キャッシュ１０３５内に見つからなかったプロ
グラム・ファイルの信頼判定が中央サーバ２００に照会される。これは、図１２に関連し
て本明細書で更に詳しく示され説明される。ローカル信頼キャッシュ１１３５内に見つか
らなかった各プログラム・ファイルの信頼性状態が、中央サーバ２００から返された後で
、フローはステップ１１５０に進み、ローカル信頼キャッシュ１０３５が、信頼状態を有
するプログラム・ファイルで更新される。
【００８８】
　次に、フローはステップ１１５５に進み、全てのプログラム・ファイルが信頼できるか
どうか（即ち、ネットワーク・アクセス試行と関連付けられたプログラム・ファイルが、
中央サーバ２００への照会により非信頼状態を有すると判定されなかったか）の照会がさ
れる。プログラム・ファイルが全て信頼できる場合は、フローはステップ１１７０に進ん
で、取り締まりが有効かどうか判定される。取り締まりが有効でない場合は、フローはス
テップ１１９０に進み、ソフトウェア・プロセス１０４５は、ネットワーク・アクセスを
許可され、遮断パケットが、ＮＩＣ装置１０７０に渡される。しかしながら、ステップ１
１７０で取り締まりが有効である場合は、ステップ１１７５でポリシーが評価されて、本
明細書で前に述べたように、ポリシーが信頼状態を覆すかどうか判断される。ポリシーが
、その１つ又は複数のプログラム・ファイルの信頼状態を覆す場合は、フローはステップ
１１８０に進み、ソフトウェア・プロセス１０４５のネットワーク・アクセスが阻止され
る。しかしながら、ステップ１１７５で、その１つ又は複数のプログラム・ファイルの信
頼状態が、ポリシーによって覆されない場合、フローはステップ１１９０に進み、ソフト
ウェア・プロセス１０４５は、ネットワーク・アクセスを許可され、発信パケットが、Ｎ
ＩＣ装置１０７０に渡される。
【００８９】
　ステップ１１５５に再び関連して、プログラム・ファイルが全て信頼状態を有するとは
限らない（即ち、中央サーバ２００への照会により、ネットワーク・アクセス試行と関連
付けられた少なくとも１つのプログラム・ファイルが非信頼状態を有すると判定された）
場合は、フローはステップ１１６０に進んで、ログ記録が有効かどうかが判断される。ロ
グ記録が有効である場合は、フローはステップ１１６５に進み、図７に関連して本明細書
で前に述べたように、ログ記録のためのイベント（即ち、ネットワーク・アクセス試行）
を発生させる。次に、ログ記録のためのイベントが生成された後、又はステップ１１６０
でログ記録が有効でない場合、フローはステップ１１７０に進み、取り締まりが有効かど
うか判定される。取り締まりが有効でない場合、フローはステップ１１９０に進み、遮断
パケットが、ＮＩＣ装置１０７０に渡され、ソフトウェア・プロセス１０４５は、ネット
ワークへのアクセスを許可される。しかしながら、ステップ１１７０で取り締まりが有効
である場合は、図７に関連して本明細書で前に述べたように、ステップ１１７５でポリシ
ーが評価されて、任意の構成ポリシーが、１つ又は複数のプログラム・ファイルの非信頼
状態を覆し、ソフトウェア・プロセス１０４５によるネットワーク・アクセス又は選択的
なネットワーク・アクセスが許可されるかどうかが判断される。
【００９０】
　ポリシーが、ソフトウェア・プロセス１０４５に対応する１つ又は複数の非信頼プログ
ラム・ファイルによる選択的なネットワーク・アクセスを許可するよう巧妙に作成されて
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おり、遮断パケットが、その特定のポリシー要件に適合する場合（例えば、パケットが、
ポリシーによりアドレスの許可されたサブネットの範囲内にある宛先アドレスを含む、な
ど）は、フローはステップ１１９０に進み、遮断パケットが、ＮＩＣ装置１０７０に渡さ
れ、ソフトウェア・プロセス１０４５は、ネットワークへのアクセスを許可される。しか
しながら、プログラム・ファイルの非信頼状態が、ポリシーによって覆されない（即ち、
ポリシーがアクセスを許可しないか、ポリシーが適用できない）場合は、フローはステッ
プ１１８０に進み、遮断パケットがＮＩＣ装置１０７０に渡されず、ソフトウェア・プロ
セス１０４５は、ネットワーク・アクセスから阻止される。
【００９１】
　また、図１１の保護フロー１１００は、ホスト１１００へのインバウンド・ネットワー
ク・アクセス試行の遮断、阻止及びログ記録アクティビティに使用されるフローを表わす
。ステップ１１１０で、ローカル保護モジュール１０１０が、ＮＩＣ装置１０７０からの
インバウンド・ネットワーク・アクセス試行を遮断する。インバウンド・ネットワーク・
アクセス試行は、例えば、ＴＣＰリスン又はアクセプト・コールでよく、ソフトウェア・
プロセス１０４５などの実行ソフトウェア・プロセスと関連付けられてもよい。着信遮断
パケットは、ネットワーク・アクセス試行の発信遮断パケットに関連して本明細書で前に
述べたステップ１１２０～１１７５で評価される。ステップ１１２０～１１７５のフロー
がステップ１１９０に進む場合、着信遮断パケットは、ホスト１０００へのアクセスを許
可される。しかしながら、フローが、ステップ１１８０に進む場合は、着信遮断パケット
は、ホスト１０００へのアクセスを阻止される。一例では、阻止は、リスン又はアクセプ
ト・コールを失敗させ、リスン又はアクセプトＡＰＩの発呼者にエラーコードを返すこと
によって行われる。更に、本明細書で前に述べたように、インバウンド・ネットワーク・
アクセス試行のための多数のポリシー構成が可能であり、インバウンド・ネットワーク・
アクセス試行に適用されてもよい。例えば、ステップ１１７５で、ポリシーが、１つ又は
複数の非信頼プログラム・ファイルと関連付けられた、選択されたインバウンド・ネット
ワーク・アクセス試行を許可するように巧妙に作成されており、着信パケットが、その特
定のポリシー要件に適合する（例えば、パケットが、非信頼プログラム・ファイルに適用
されるポリシーによりアドレスの許可されたサブネットの範囲内にあるソースアドレスを
有するなど）と判断された場合、フローはステップ１１９０に進み、着信遮断パケットは
、ホスト１０００へのアクセスを許可される。別の例では、ポリシーが、前のネットワー
ク・アクセス試行（即ち、インバウンド又はアウトバウンド）に適用され、また後のネッ
トワーク・アクセス試行に適用される何らかのタイプの阻止に提供される場合は、後のイ
ンバウンド・ネットワーク・アクセス試行と関連付けられたプロセスが、対応するプログ
ラム・ファイルが全て信頼状態を有する場合でも、そのポリシーによりホストへのアクセ
ス又は選択的に許可されたアクセスが阻止されることがある。
【００９２】
　図１２に移ると、図１２は、図１１のステップ１１４５に対応する信頼判定フロー１２
００の詳細なフローを示し、ホスト１０００によって提供されるプログラム・ファイル（
例えば、インバウンド又はアウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行と関連付けられ
、かつローカル信頼キャッシュ１０３５内に見つからなかったプログラム・ファイル）に
ついて、中央サーバ２００のソフトウェア信頼判定モジュール２４０によって行なわれる
ことがある。フローは、ステップ１２１０で始まり、ホスト１０００が、ローカル信頼キ
ャッシュ１０３５内に見つからなかったプログラム・ファイルの信頼判定を中央サーバ２
００に照会する。ステップ１２１０で、中央サーバ２００は、ローカル信頼キャッシュ１
０３５内で見つからなかった各プログラム・ファイルについて、ホワイトリスト・データ
・フロー１０２４によりデータ（例えば、プログラム・ファイルのチェックサム）を受け
取る。フローは、ステップ１２２０に進み、中央信頼キャッシュ２４５が、受け取ったプ
ログラム・ファイル・チェックサムを探すために検索されることがある。中央信頼キャッ
シュ２４５は、内部又はグローバル・ホワイトリストへの照会を必要とせずに迅速に取り
出すために、プログラム・ファイルの信頼性状態をキャッシュできるように使用されても
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よい。ホスト１０００から受け取ったプログラム・ファイル・チェックサムが全て、ステ
ップ１２２０の中央信頼キャッシュ２４５内に見つかった場合、フローはステップ１２５
０に進み、各プログラム・ファイルの信頼状態が、ホスト１０００に返される。しかしな
がら、ステップ１２２０で、プログラム・ファイル・チェックサムが全て中央信頼キャッ
シュ２４５内で見つかったとは限らない場合、フローはステップ１２３０に進み、更なる
評価が行なわれる。
【００９３】
　ステップ１２３０で、図１に示されたグローバル・ホワイトリスト１６５などの１つ又
は複数のグローバル・ホワイトリスト、及び／又は図１に示された内部ホワイトリスト１
３３などの１つ又は複数の内部ホワイトリストを検索して、中央信頼キャッシュ２４５内
に見つからなかった各プログラム・ファイルを探してもよい。一実施形態では、プログラ
ム・ファイルを識別するためにホワイトリスト内でチェックサムが使用され、したがって
、ステップ１２１０で中央サーバ２００に提供されたチェックサムが、ホワイトリストを
検索するために使用される。プログラム・ファイル・チェックサムがホワイトリストに見
つかった場合は、対応するプログラム・ファイルの信頼性状態が、信頼できると定義され
るが、プログラム・ファイル・チェックサムがどのホワイトリストにも見つからなかった
場合は、対応するプログラム・ファイルの信頼性状態が、信頼できないと定義される。ホ
ワイトリストが検索された後、フローはステップ１２４０に進み、中央信頼キャッシュ２
４５が、信頼状態を有する（即ち、内部及び／又は外部ホワイトリストのうちの１つに見
つかった）プログラム・ファイルで更新される。中央信頼キャッシュ２４５が更新された
後で、フローはステップ１２５０に進み、各プログラム・ファイルの信頼性状態（即ち、
信頼できないか信頼できるか）をホスト１０００に返す。
【００９４】
　図１０～図１２に述べた実施形態は、悪意のあるソフトウェアからローカル保護するシ
ステムを強化するように多くの方法で改良されてもよいことは明白であろう。例えば、ホ
スト１０００又は中央サーバ２００のモジュールには、図５と図６に関連して本明細書で
前に述べたように、非信頼状態を有すると判定されたソフトウェア・プログラム・ファイ
ルのヒューリスティックな条件（例えば、プログラム・ファイルの所有者、修正日、作成
日、プログラム・ファイル属性など）の評価を提供するロジックが含まれてもよい。１つ
又は複数の既定条件が存在する場合は、プログラム・ファイルが、信頼状態に昇格されて
もよい。しかしながら、プログラム・ファイルに適用される既定条件がない場合は、非信
頼状態が持続し、プログラム・ファイルは、信頼できないと定義されてもよい。本明細書
で前に述べたように、ホワイトリストに加えて、ブラックリストを評価する追加のロジッ
クを含んでもよい。
【００９５】
　また、代替のホスト構成を使用してシステムの様々な実施形態が実現されることが理解
されよう。例えば、ＮＤＩＳドライバ・スタックとＡＰＩフック構成とを有するホストを
含むネットワーク内に実現された非信頼ソフトウェア・インベントリを有する実施形態が
示され説明された。非信頼ソフトウェア・インベントリのないシステムの実施形態が、Ｎ
ＤＩＳドライバ・スタック・ホスト構成を有するネットワーク内に実現されるように示さ
れ説明された。しかしながら、ＮＤＩＳドライバ・スタック、ＡＰＩフッキング、又は様
々な他のホスト構成（例えば、トランスポート・ドライバ・インタフェース（ＴＤＩ）、
Ｕｎｉｘ（登録商標）　Ｓｔｒｅａｍｓ、カーネル空間ネットワーク・スタック・フッキ
ングなど）を有するネットワーク内に、実施形態のいずれかが実現されてもよい。例えば
、ＴＤＩインプリメンテーションでは、ローカル保護構成要素は、図３と図１０に示され
たものに類似の方式で実施され機能してもよい。しかしながら、ＴＤＩインプリメンテー
ションでは、ローカル保護モジュールが、ＴＣＰ／ＩＰプロトコルの下ではなく上にあっ
てもよい。
【００９６】
　悪意のあるソフトウェアからローカル保護するためのシステム及び方法の１つの代替の
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実施形態において、システムは、帯域外のプログラム・ファイルを列挙し、それらの列挙
されたプログラム・ファイルの信頼性状態を判定し、カリフォルニア州サンタクララのＩ
ｎｔｅｌ社によって製造されたＩｎｔｅｌ（登録商標）Ａｃｔｉｖｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅ
ｎｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（ＡＭＴ）を使用して非信頼プログラム・ファイルによるネ
ットワーク・アクセスを阻止するように構成されてもよい。この例示的実施形態では、Ａ
ＭＴは、ホスト１２０ａ、１２０ｂ又は１２０ｃなどのホストのプログラム・ファイルの
帯域外検査を実行し、ソフトウェア・インベントリを作成するために使用されてもよい。
この列挙が行われた後で、ソフトウェア・インベントリ内のプログラム・ファイルが評価
されて本明細書で述べたような信頼性状態が判定されてもよく、ローカル及び／又は中央
非信頼ソフトウェア・インベントリが作成され更新されてもよい。ＡＭＴを使用すること
により、非信頼プログラム・ファイルと関連したファイアウォール規則が、それぞれのホ
ストのハードウェア内に構成されてもよい。具体的には、ホストのＮＩＣ装置上に配置さ
れたフィルタが、非信頼プログラム・ファイルを阻止するように構成されてもよい。この
構成は、指定された時間（例えば、所定の時間間隔、非信頼ソフトウェア・インベントリ
が更新されたとき、オンデマンドなど）で行なわれてもよい。
【００９７】
　代替のＡＭＴ実施形態では、ＮＩＣ装置上のフィルタの構成が、実時間で行なわれても
よい。ネットワーク・アクセス試行が行われるたびに、例えば、図１０～図１２の実施形
態に関連して本明細書で示し述べたように、遮断、関連プログラム・ファイルの判定、及
びプログラム・ファイルの信頼判定が行なわてもよい。その場合、オペレーティング・シ
ステムは、関連プログラム・ファイルのどれかが信頼できないと判定された場合に、ＡＭ
Ｔファイアウォール規則を更新してもよい。ＡＭＴを使用する更に別の実施形態では、実
行可能ソフトウェアの列挙が、帯域外で行われてもよく、１つ又は複数の非信頼ソフトウ
ェア・インベントリが、作成され維持されてもよく、阻止が、本明細書に示し述べた他の
実施形態（例えば、ＮＤＩＳドライバ・スタック、ＡＰＩフッキングなど）によって行わ
れてもよい。
【００９８】
　別の実施形態では、図１のローカル保護構成要素１２４ａ、１２４ｂ及び１２４ｃなど
のローカル保護構成要素内で、アプリケーション・レベルのフィルタリングが使用されて
もよい。アプリケーション・レベルのフィルタリングでは、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）
　Ｆｉｒｅｗａｌｌ（カリフォルニア州レドモンドのＭｉｃｒｏｓｏｆｔ社により製造さ
れた）などの特定の許可及び／又は阻止アプリケーションに対応するように適応されたフ
ァイアウォールが、ローカル又は中央非信頼ソフトウェア・インベントリと共に使用され
てもよい。例えば、ローカル非信頼ソフトウェア・インベントリが、本明細書に記載され
たように作成されてもよい。非信頼ソフトウェア・インベントリが読み込まれた後で、イ
ンベントリが更新されたとき、ブロック規則（例えば、特定のアプリケーションの阻止、
プログラム・ファイルと関連付けられたポートの阻止など）が、非信頼ソフトウェア・イ
ンベントリで識別されたソフトウェア・プログラム・ファイルのために作成され、次にフ
ァイアウォール内で非信頼ソフトウェア・プログラム・ファイルと関連付けられたネット
ワーク・アクセス試行を阻止するように更新されてもよい。したがって、ネットワーク・
アクセス試行が、１つ又は複数の非信頼プログラム・ファイルにマッピングされた実行ソ
フトウェア・プロセスと関連付けられたときは、ファイアウォールは、ネットワーク・ア
クセス試行を阻止する。
【００９９】
　更に別の実施形態では、コンピュータ・ネットワークを保護するシステム及び方法が、
仮想環境で実現されてもよい。この例示的実施形態では、仮想機械に対応するハードディ
スク・ファイルの帯域外検査を行なうことができる。ホスト１２０ａ、１２０ｂ又は１２
０ｃなどのホストのディスク・ファイルは、仮想機械が動作しているハイパーバイザーか
ら開かれてもよく、その結果、全ての実行可能ソフトウェアを見て列挙することができる
。列挙されたソフトウェア・プログラム・ファイルを評価して本明細書に記載された信頼
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性状態を判定することができ、また非信頼ソフトウェア・インベントリを作成し維持する
ことができる。また、ハイパーバイザーを使用してネットワーク・アクセス試行をフィル
タリングして、非信頼ソフトウェア・プログラム・ファイルと関連付けられたインバウン
ド及びアウトバウンド・ネットワーク・アクセス試行を阻止することができる。この実施
形態は、データセンター又は仮想デスクトップ・インタフェース（ＶＤＩ）環境で実施さ
れてもよい。代替の実施形態では、仮想機械ディスク・ファイルの帯域外検査を使用して
非信頼ソフトウェア・インベントリが作成された後で、本明細書で述べた他の技術（例え
ば、ＮＤＩＳスタック、ＡＰＩフッキングなど）を使用して取り締まりが実行されてもよ
い。
【０１００】
　本明細書で概説された操作を達成するソフトウェアは、様々な場所（例えば、企業ＩＴ
本部、エンドユーザ・コンピュータ、クラウド内の分散サーバなど）に提供することがで
きる。他の実施形態では、このソフトウェアは、悪意のあるソフトウェアに対するローカ
ル保護をするこのシステムを提供するために、（例えば、別個のネットワーク、装置、サ
ーバなどの個別のエンドユーザ・ライセンスを購入する状況で）ウェブサーバから受け取
られ、又はダウンロードされてもよい。１つの例示的実施態様では、このソフトウェアは
、セキュリティ攻撃から保護しようとする（又は、データの望ましくないか又は無許可の
操作から保護された）１つ又は複数のコンピュータ内に常駐する。
【０１０１】
　他の例では、悪意のあるソフトウェアに対するローカル保護をするシステムのソフトウ
ェアは、知的所有権下にある要素（例えば、ＭｃＡｆｅｅ（登録商標）Ａｐｐｌｉｃａｔ
ｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌソフトウェア、ＭｃＡｆｅｅ（登録商標）Ｃｈａｎｇｅ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌソフトウェア、ＭｃＡｆｅｅ（登録商標）ｅＰｏｌｉｃｙ　Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ
ｔｏｒソフトウェア、ＭｃＡｆｅｅ（登録商標）Ｐｏｌｉｃｙ　Ａｕｄｉｔｏｒソフトウ
ェア、ＭｃＡｆｅｅ（登録商標）Ａｒｔｅｍｉｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙソフトウェア、
ＭｃＡｆｅｅ（登録商標）Ｈｏｓｔ　Ｉｎｔｒｕｓｉｏｎ　Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎソフト
ウェア、ＭｃＡｆｅｅ（登録商標）ＶｉｒｕｓＳｃａｎソフトウェアなどによるネットワ
ーク・セキュリティ・ソリューションの一部として）を含むことがあり、これらの識別さ
れた要素内（又はその近く）に提供されてもよく、任意の他の装置、サーバ、ネットワー
ク機器、コンソール、ファイアウォール、スイッチ、ルータ、情報技術（ＩＴ）装置、分
散サーバなどの中に提供されてもよく、相補的ソリューション（例えば、ファイアウォー
ルと関連）として提供されてもよく、ネットワーク内のどこかに提供されてもよい。
【０１０２】
　図１に示したような例示的なローカル・ネットワーク１１０において、ホスト１２０及
び中央サーバ１３０は、悪意のあるソフトウェアからコンピュータ・ネットワークを保護
することを容易にするコンピュータ又は計算装置である。本明細書で使用されるとき、用
語「コンピュータ」及び「計算装置」は、パーソナルコンピュータ、ネットワーク機器、
ルータ、スイッチ、ゲートウェイ、プロセッサ、サーバ、ロードバランサ、ファイアウォ
ール、又はネットワーク環境で電子情報に影響を及ぼすか又は処理するように動作可能な
他の適切な装置、構成要素、要素又は物体を包含することを意図する。更に、このコンピ
ュータ及び計算装置は、その動作を容易にする任意の適切なハードウェア、ソフトウェア
、構成要素、モジュール、インタフェース、又は物体を含んでもよい。これは、データの
有効な保護及び通信を可能にする適切なアルゴリズム及び通信プロトコルを含んでもよい
。
【０１０３】
　特定の例示的な実施態様では、本明細書で概説した悪意のあるソフトウェアに対するコ
ンピュータ・ネットワークの保護に関係するアクティビティは、ソフトウェアで実現され
てもよい。これは、中央サーバ１３０（例えば、中央保護構成要素１３５）とホスト１２
０（例えば、ローカル保護構成要素１２４）内に提供されたソフトウェアを含むことがで
きる。これらの構成要素、要素及び／又はモジュールは、互いに協力して、本明細書で述
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べたように、ボットネットなどの悪意のあるソフトウェアに対するローカル保護を提供す
るアクティビティを実行することができる。他の実施形態では、これらの特徴は、これら
の要素の外部に提供されもよく、これらの意図された機能を達成する他の装置に含まれて
もよく、任意の適切な方法で統合されてもよい。例えば、保護アクティビティは、更にホ
スト１２０内に局在化されるか中央サーバ１３０内に更に集中されてもよく、図示された
プロセッサの幾つかは、除去され、その他特定のシステム構成に適応するように統合され
てもよい。一般的な意味において、図１に示された機構は、その説明がより論理的であっ
てもよいが、物理的アーキテクチャは、これらの構成要素、要素及びモジュールの様々な
順列／組み合わせ／混合物を含んでもよい。
【０１０４】
　これらの要素（ホスト１２０及び中央サーバ１３０）は全て、本明細書に概説されたよ
うな信頼判定、ログ記録及び取り締まりを含む保護アクティビティを達成するために連係
し、管理し、その他協力することができるソフトウェア（又は、レシプロケーティング・
ソフトウェア）を含む。更に他の実施形態では、これらの要素の１つ又は全ては、その動
作を容易にする任意の適切なアルゴリズム、ハードウェア、ソフトウェア、構成要素、モ
ジュール、インタフェース、又はオブジェクトを含んでもよい。ソフトウェアを含む実施
態様において、そのような構成は、１つ又は複数の有形媒体内に符号化されたロジック（
例えば、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）内に提供された埋込みロジック、デジタル・
シグナル・プロセッサ（ＤＳＰ）命令、プロセッサや他の類似の装置によって実行される
ソフトウェア（オブジェクト・コード及びソースコードを含む可能性がある）など）を含
んでもよく、有形媒体は持続的媒体を含む。これらの例の幾つかでは、１つ又は複数のメ
モリ要素（図１、図２、図３、図８及び図１０を含む様々な図に示されたような）は、本
明細書に詳述された操作に使用されるデータを記憶することができる。これは、本明細書
に記載されたアクティビティを行うために実行されるソフトウェア、ロジック、コード又
はプロセッサ命令を記憶することができるメモリ要素を含む。プロセッサは、本明細書に
記載された操作を達成するデータと関連付けられた任意のタイプの命令を実行することが
できる。一例では、プロセッサ（図２、図３、図８及び図１０に示されたような）は、要
素又は物品（例えば、データ）をある状態又は物事から別の状態又は物事に変換すること
ができる。別の例では、本明細書で概説されたアクティビティは、固定ロジック又はプロ
グラマブル・ロジック（例えば、プロセッサによって実行されるソフトウェア／コンピュ
ータ命令）で実現されてもよく、本明細書に識別された要素は、デジタル・ロジック、ソ
フトウェア、コード、電子命令、又はこれらの任意の適切な組み合わせを含む何らかのタ
イプのプログラマブル・プロセッサ、プログラマブル・デジタル・ロジック（例えば、フ
ィールド・プログラマブル・ゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、消去可能なプログラマブル読み
取り専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、電気的に消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ
（ＥＥＰＲＯＭ）、又はＡＳＩＣで実現されてもよい。
【０１０５】
　これらの要素（例えば、コンピュータ、ホスト、サーバ、分散サーバなど）はどれも、
本明細書に概説されたような保護アクティビティの達成に使用される情報を記憶するため
のメモリ要素を含むことができる。更に、これらの装置はそれぞれ、本明細書で述べたよ
うな保護アクティビティを行うソフトウェア又はアルゴリズムを実行することができるプ
ロセッサを含んでもよい。これらの装置は、更に、情報を、必要に応じかつ特定の要求に
基づいて、任意の適切なメモリ要素（例えば、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、ＲＯ
Ｍ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＡＳＩＣなど）、ソフトウェア、ハードウェア、あるい
は他の適切な構成要素、装置、要素又はオブジェクト内に維持してもよい。本明細書で述
べたメモリ項目（例えば、ログ・イベント・データベース、中央非信頼ソフトウェア・イ
ンベントリ、ローカル非信頼ソフトウェア・インベントリ、内部ホワイトリスト、ポリシ
ー・データベース、プロセス・トラフィック・マッピングデータベース、チェックサム・
キャッシュ、ローカル信頼キャッシュ、中央信頼キャッシュなど）はいずれも、幅広い用
語「メモリ要素」に包含されるように解釈されるべきである。同様に、本明細書に述べた
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れるように解釈されるべきである。また、コンピュータ、ホスト、サーバ、分散サーバな
どはそれぞれ、ネットワーク環境でデータ又は情報を受信し、送信し、その他通信するの
に適切なインタフェースを含んでもよい。
【０１０６】
　本明細書に提供された例では、２つ、３つ、４つ、又はこれより多くのネットワーク構
成要素に関する相互作用が記述されていることに注意されたい。しかしながら、これは、
明瞭さと単なる例のために行われた。悪意のあるソフトウェアに対するローカル保護をす
るシステムは、任意の適切な方法で統合できることを理解されたい。類似の設計選択に沿
って、図の示されたコンピュータ、モジュール、構成要素及び要素はいずれも、様々な可
能な構成で組み合わされてもよく、これらは全て、本明細書の広い範囲内にあることは明
らかである。特定の事例では、限られた数の構成要素又はネットワーク要素だけを参照し
て所定の組のフローの機能の１つ又は複数について記述する方が容易なことがある。した
がって、図１（及びその教示）のシステムが、容易に拡張可能であることを理解されたい
。システムは、多数の構成要素、並びにより複雑又は高度な機構及び構成に適応すること
ができる。したがって、提供された例は、範囲を制限せず、また様々な他のアーキテクチ
ャに潜在的に適用されるようなローカル保護をするシステムの幅広い教示を妨げるべきで
はない。
【０１０７】
　また、以上の図に関連して述べた操作が、悪意のあるソフトウェアに対するローカル保
護をするシステムによって又はそのシステム内で実行される可能性のあるシナリオの一部
だけを示すことに注意することが重要である。これらの操作の幾つかは、必要に応じて削
除又は除去されてもよく、あるいはこれらの操作は、述べた概念の範囲を逸脱せずに大幅
に修正又は変更されてもよい。更に、これらの操作と様々なステップのタイミングは、こ
の開示に教示された結果を達成するように大幅に変更されてもよい。例えば、信頼判定処
理は、グローバル又は外部ホワイトリストより前に内部ホワイトリストを評価してもよい
。したがって、以上の動作フローは、例示と検討のために提示された。システムは、述べ
た概念の教示から逸脱することなく任意の適切な機構、時系列、構成及びタイミングが提
供されるという点で、実質的な柔軟性を提供する。
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【手続補正書】
【提出日】平成27年11月24日(2015.11.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　計算装置のプロセッサによって実行されるコンピュータプログラムであって、前記プロ
セッサが前記コンピュータプログラムを実行することにより、
　前記計算装置上で実行しているプロセスと関連付けられたネットワークアクセス試行を
、前記計算装置上で遮断し、
　前記プロセスにマッピングされた複数のソフトウェアプログラムファイルを判定し、
　前記複数のソフトウェアプログラムファイルのなかに信頼されないものがあるかを判定
し、
　前記ソフトウェアプログラムファイルのなかに信頼されないものがあると判定した場合
、前記ネットワークアクセス試行と関連付けられたネットワークアドレスが許可ネットワ
ークアドレスの組のなかに含まれているか判定し、
　前記ネットワークアドレスが前記許可ネットワークアドレスの組のなかに含まれている
と判定した場合、前記ネットワークアクセス試行を許可する、
コンピュータプログラム。
【請求項２】
　前記ネットワークアクセス試行は、前記計算装置から宛先ノードへ向かう外向きであり
、
前記ネットワークアドレスは、前記宛先ノードと関連付けられている、
請求項１のコンピュータプログラム。
【請求項３】
　前記ネットワークアクセス試行は、ソースノードから前記計算装置へ向かう内向きであ
り、
　前記ネットワークアドレスは、前記ソースノードと関連づけられている、
請求項１のコンピュータプログラム。
【請求項４】
　前記複数のソフトウェアプログラムファイルのうち少なくとも一つのソフトウェアプロ
グラムファイルは、実行可能ファイルであり、
　前記複数のソフトウェアプログラムファイルのうち別の少なくとも一つのソフトウェア
プログラムファイルは、前記プロセスにロードされたライブラリモジュールである、
請求項１乃至３いずれかのコンピュータプログラム。
【請求項５】
　前記プロセッサは、更に、
　前記ソフトウェアプログラムファイルのなかに信頼されないものがあると判定し、なお
かつ、前記ネットワークアクセス試行と関連付けられた前記ネットワークアドレスが前記
許可ネットワークアドレスの組に含まれないと判定した場合に、前記ネットワークアクセ
ス試行を阻止する、
請求項１乃至４いずれかのコンピュータプログラム。
【請求項６】
　前記プロセッサは、更に、
　前記ソフトウェアプログラムファイルがすべて信頼されると判定した場合、前記ネット
ワークアクセス試行を許可する、
請求項１乃至５いずれかのコンピュータプログラム。
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【請求項７】
　前記プロセッサは、
　ネットワークアクセスポリシーが、前記ソフトウェアプログラムファイルのなかに信頼
されないものがあると判定した場合に前記ネットワークアクセス試行を許可しない場合で
あっても、前記ネットワークアクセス試行と関連づけられた前記ネットワークアドレスが
、前記許可ネットワークアドレスの組に含まれる場合は、前記ネットワークアクセス試行
を許可する、
請求項１乃至６いずれかのコンピュータプログラム。
【請求項８】
　前記プロセッサは、
　前記複数のソフトウェアプログラムファイルのなかに信頼されないものがあるかの判定
において、ソフトウェアプログラムファイルがホワイトリストのなかで識別されない場合
に、前記ソフトウェアプログラムファイルが信頼されないと判定する、
請求項１乃至７いずれかのコンピュータプログラム。
【請求項９】
　前記プロセッサは、
　前記複数のソフトウェアプログラムファイルのなかに信頼されないものがあるかの判定
において、
　信頼ソフトウェアプログラムファイルを識別するローカルキャッシュを検索して、ソフ
トウェアプログラムファイルが識別されるか判定し、
　前記ソフトウェアプログラムファイルがローカルキャッシュによって識別されない場合
、前記ソフトウェアプログラムファイルの信頼性状態を、中央サーバに照会し、
　前記信頼性状態が、前記ソフトウェアプログラムファイルが信頼されることを示す場合
に、前記ソフトウェアプログラムファイルを識別するよう、前記ローカルキャッシュを更
新する、
請求項１乃至８いずれかのコンピュータプログラム。
【請求項１０】
　前記プロセッサは、
　前記ネットワークアクセス試行の遮断において、前記プロセスのなかにロードされたネ
ットワークフックを使用して、前記ネットワークアクセス試行と関連付けられたアプリケ
ーションプログラムインタフェースを遮断する
請求項１乃至９いずれかのコンピュータプログラム。
【請求項１１】
　前記プロセッサは、
　前記プロセスにマッピングされた複数のソフトウェアプログラムファイルの判定におい
て、オペレーティングシステムのアプリケーションプログラムインタフェースを使用する
、
請求項１乃至１０いずれかのコンピュータプログラム。
【請求項１２】
　前記プロセッサは、更に、
　前記複数のソフトウェアプログラムファイルのなかに信頼されないものがあると判定し
た場合に、前記ネットワークアクセス試行に関係する情報をログ記録する
請求項１乃至１１いずれかのコンピュータプログラム。
【請求項１３】
　保護モジュールと、前記保護モジュールに関連付けられた命令を実行可能なプロセッサ
とを備え、前記プロセッサが前記命令を実行することにより、
　計算装置上で実行しているプロセスと関連付けられたネットワークアクセス試行を、前
記計算装置上で遮断し、
　前記プロセスにマッピングされた複数のソフトウェアプログラムファイルを判定し、
　前記複数のソフトウェアプログラムファイルのなかに信頼されないものがあるかを判定
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し、
　前記ソフトウェアプログラムファイルのなかに信頼されないものがあると判定した場合
、前記ネットワークアクセス試行と関連付けられたネットワークアドレスが許可ネットワ
ークアドレスの組のなかに含まれているか判定し、
　前記ネットワークアドレスが前記許可ネットワークアドレスの組のなかに含まれている
と判定した場合、前記ネットワークアクセス試行を許可する、
装置。
【請求項１４】
　前記複数のソフトウェアプログラムファイルのうち少なくとも一つのソフトウェアプロ
グラムファイルは、実行可能ファイルであり、
　前記複数のソフトウェアプログラムファイルのうち別の少なくとも一つのソフトウェア
プログラムファイルは、前記プロセスにロードされたライブラリモジュールである、
請求項１３の装置。
【請求項１５】
　前記プロセッサは、更に、
　前記ソフトウェアプログラムファイルのなかに信頼されないものがあると判定し、なお
かつ、前記ネットワークアクセス試行と関連付けられた前記ネットワークアドレスが前記
許可ネットワークアドレスの組に含まれないと判定した場合に、前記ネットワークアクセ
ス試行を阻止する、
請求項１３又は１４の装置。
【請求項１６】
　前記プロセッサは、
　ネットワークアクセスポリシーが、前記ソフトウェアプログラムファイルのなかに信頼
されないものがあると判定した場合に前記ネットワークアクセス試行を許可しない場合で
あっても、前記ネットワークアクセス試行と関連づけられた前記ネットワークアドレスが
、前記許可ネットワークアドレスの組に含まれる場合は、前記ネットワークアクセス試行
を許可する、
請求項１３乃至１５いずれかの装置。
【請求項１７】
　前記プロセッサは、
　前記複数のソフトウェアプログラムファイルのなかに信頼されないものがあるかの判定
において、ソフトウェアプログラムファイルがホワイトリストのなかで識別されない場合
に、前記ソフトウェアプログラムファイルが信頼されないと判定する、
請求項１３乃至１６いずれかの装置。
【請求項１８】
　前記プロセッサは、
　前記プロセスにマッピングされた複数のソフトウェアプログラムファイルの判定におい
て、オペレーティングシステムのアプリケーションプログラムインタフェースを使用する
、
請求項１３乃至１７いずれかの装置。
【請求項１９】
　計算装置上で実行しているプロセスと関連付けられたネットワークアクセス試行を、前
記計算装置上で遮断し、
　前記プロセスにマッピングされた複数のソフトウェアプログラムファイルを判定し、
　前記複数のソフトウェアプログラムファイルのなかに信頼されないものがあるかを判定
し、
　前記ソフトウェアプログラムファイルのなかに信頼されないものがあると判定した場合
、前記ネットワークアクセス試行と関連付けられたネットワークアドレスが許可ネットワ
ークアドレスの組のなかに含まれているか判定し、
　前記ネットワークアドレスが前記許可ネットワークアドレスの組のなかに含まれている
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と判定した場合、前記ネットワークアクセス試行を許可する、
方法。
【請求項２０】
　前記ネットワークアクセス試行は、前記計算装置から宛先ノードへ向かう外向きであり
、
前記ネットワークアドレスは、前記宛先ノードと関連付けられている、
請求項１９の方法。
【請求項２１】
　前記複数のソフトウェアプログラムファイルのなかに信頼されないものがあるかの判定
において、ソフトウェアプログラムファイルがホワイトリストのなかで識別されない場合
に、前記ソフトウェアプログラムファイルが信頼されないと判定する、
請求項１９又は２０の方法。
【請求項２２】
　前記複数のソフトウェアプログラムファイルのうち少なくとも一つのソフトウェアプロ
グラムファイルは、実行可能ファイルであり、
　前記複数のソフトウェアプログラムファイルのうち別の少なくとも一つのソフトウェア
プログラムファイルは、前記プロセスにロードされたライブラリモジュールである、
請求項１９乃至２１いずれかの方法。
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