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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信したファイルのマルウェアを識別するためのコンピュータシステムであって、
　プロセッサと、
　ファイルを受信するための通信接続と、
　メモリとを備え、
　前記コンピュータシステムは、前記通信接続においてファイルを受信すると、
　前記受信したファイルが、埋め込みマルウェアに影響を与えることなく変更可能な表面
データ領域を含むユーザ変更可能ファイルであるかどうか判別し、
　　前記受信したファイルがユーザ変更可能ファイルである場合、
　　前記受信したファイルの表面データ領域を特定し、
　　前記表面データ領域を除去し、
　　前記表面データ領域を除去された前記受信したファイルのハッシュ値を表すファイル
シグニチャを生成し、
　　前記受信したファイルがユーザ変更可能ファイルでない場合、
　　前記受信したファイルのハッシュ値を表すファイルシグニチャを生成し、
　前記生成されたファイルシグニチャに基づいて前記受信したファイルがマルウェアであ
るかどうか判別するように構成されることを特徴とするコンピュータシステム。
【請求項２】
　前記コンピュータシステムは、前記生成されたファイルシグニチャを信頼できるファイ
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ルのレコードの集合を備えるホワイトリストデータストア内のファイルシグニチャと比較
することにより、前記生成されたファイルシグニチャに基づいて前記受信したファイルが
マルウェアであるかどうか判別し、各レコードは信頼できるファイルのファイルシグニチ
ャを含むことを特徴とする請求項１に記載のコンピュータシステム。
【請求項３】
　前記ホワイトリストデータストアは前記コンピュータシステムにリモートであり、前記
コンピュータシステムは前記通信接続を介して前記ホワイトリストデータストアにアクセ
スすることを特徴とする請求項２に記載のコンピュータシステム。
【請求項４】
　前記コンピュータシステムは、前記生成されたファイルシグニチャを既知のマルウェア
のファイルシグニチャとさらに比較することにより、前記生成されたファイルシグニチャ
に基づいて前記受信したファイルがマルウェアであるかどうか判別することを特徴とする
請求項２に記載のコンピュータシステム。
【請求項５】
　前記コンピュータシステムは、前記生成されたファイルシグニチャを既知のマルウェア
のファイルシグニチャと比較することにより、前記生成されたファイルシグニチャに基づ
いて前記受信したファイルがマルウェアであるかどうか判別することを特徴とする請求項
１に記載のコンピュータシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンピュータソフトウェアおよびコンピュータセキュリティに関し、具体的
には、本発明は、コンピュータにおいて受信されるユーザ変更可能ファイルの効率的なセ
キュリティホワイトリスティング（ｓｅｃｕｒｉｔｙ　ｗｈｉｔｅ　ｌｉｓｔｉｎｇ）に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータ、特にネットワークに接続されているコンピュータを操作することの悲し
い現実は、コンピュータが絶えず攻撃の危険にさらされていることである。これらの攻撃
は、コンピュータウイルス、ワーム、コンピュータ脆弱性攻撃（すなわち正規のコンピュ
ータサービスを不正使用または悪用する）、アドウェアまたはスパイウェアなどを始めと
して、様々な形態で登場するが、これらに限定されない。これらの様々なコンピュータ攻
撃それぞれの動作のメカニズムは一般に、極めて明確であるが、これらはすべて、何らか
の無許可で、通常は歓迎されず、多くの場合破壊的なコンピュータ上の活動を実行するよ
うに設計されている。本発明の目的上、これ以降、これらの攻撃を一般にマルウェアと呼
ぶ。
【０００３】
　マルウェアは、一般にコンピュータ、特にネットワークコンピュータにとっての現実で
あり、マルウェアがコンピュータ上でその悪質な意図を実現するのを防ぐために様々なツ
ールが考案され開発されてきた。これらのツールには、ファイアウォール、プロキシ、お
よび脆弱性のあるアプリケーションのセキュリティ設定が含まれる。しかし、マルウェア
からコンピュータを保護するために最も一般に使用されるツールは、ウイルス対策ソフト
ウェアである。
【０００４】
　当業者であれば、ほとんどのウイルス対策ソフトウェアはパターン認識サービスとして
動作することを理解するであろう。特に、ファイルがコンピュータによって受信された場
合、ファイルが実行可能なワープロ文書、画像などのいずれであるかには関わりなく、そ
のコンピュータを保護しているウイルス対策ソフトウェアはファイルを「分析」してそれ
がマルウェアとして知られているかどうかを判断する。ウイルス対策ソフトウェアは、シ
グニチャと呼ばれる、ファイルのハッシュ値を生成することにより、ファイルを「分析」
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する。このシグニチャは、別のファイルが同じシグニチャを持つ可能性がまったくないよ
うに生成され、そのためそのファイルに固有であると見なされる。いったんシグニチャが
生成されると、シグニチャは、いわゆるシグニチャファイル内の他の既知のマルウェアの
シグニチャと照合される。したがって、ファイルの生成されたシグニチャが、シグニチャ
ファイル内の既知のマルウェアのシグニチャと一致した場合、ウイルス対策ソフトウェア
はそのファイルがマルウェアであると見破り、適切な処置をとる。
【０００５】
　残念なことに、シグニチャ認識では、コンピュータをマルウェアから保護するために、
マルウェアがあらかじめ既知である（そして識別されている）ことが必要になる。したが
って、ウイルス対策ソフトウェアはタイムゼロの防御ではない。つまり、マルウェアがネ
ットワーク上にリリースされた瞬間に、すなわちタイムゼロでコンピュータをそのマルウ
ェアから保護するわけではない。その代わり、新しい未知のマルウェアがリリースされる
と、ウイルス対策ソフトウェアが新しいマルウェアからコンピュータを保護できるように
なるまで、脆弱性ウィンドウが存続する。
【０００６】
　図１は、現在のウイルス対策ソフトウェアのシグニチャ認識に関連付けられている脆弱
性ウィンドウを示す模範的なタイムライン１００のブロック図である。図１に示されてい
るように、イベント１０２で示されるある時点において、悪意ある人物がインターネット
などのネットワーク上に新しい未知のマルウェアをリリースする。明らかに、新しい未知
のマルウェアがリリースされると、ネットワークに接続されているコンピュータは危険に
さらされる、つまり脆弱になる。そのため、脆弱性ウィンドウが開かれる。
【０００７】
　ネットワーク上で新しいマルウェアを検出するための実際の時間は、新しいマルウェア
の有毒性を始めとする数多くの要因によって異なるが、使用可能な統計によれば、一般に
ウイルス対策ソフトウェアコミュニティ（つまり、ウイルス対策ソフトウェアのプロバイ
ダ）が新しいマルウェアを検出または認識するまでに４時間から３日間を要する。いった
ん検出されると、イベント１０４に示されるように、ウイルス対策コミュニティはマルウ
ェアの識別を開始することができる。新しいマルウェアのシグニチャを生成する作業に加
えて、マルウェアを識別する作業は通常さらに、マルウェアの究極的な影響を調査／判断
する作業、その攻撃の方法を判断する作業、攻撃にさらされるシステムの弱点を識別する
作業、およびウイルス感染したコンピュータからマルウェアを削除する計画を考案する作
業も伴っている。
【０００８】
　マルウェアの識別には通常（少なくともシグニチャ識別に）約４時間要するが、その後
、イベント１０６に示すように、ウイルス対策プロバイダはダウンロードサービスで更新
済みシグニチャファイルを公開する。残念なことに、コンピュータは（自動的またはコン
ピュータユーザの命令どおりに）そのシグニチャファイルを直ちには更新しない。イベン
ト１０８に示すように、通常、ほとんどのコンピュータがそのシグニチャファイルを更新
するのに４時間から１週間を要する。もちろん、更新済みシグニチャファイルがコンピュ
ータにダウンロードされた後にようやく、ウイルス対策ソフトウェアが新しいマルウェア
からコンピュータを防御することができるようになり、その結果脆弱性ウィンドウ１１０
が閉じられる。実際には、コンピュータ所有者の休暇中など、個々の状況によっては、最
新のシグニチャファイルでコンピュータを更新する作業は１週間よりも大幅に長くなるお
それもある。
【０００９】
　以上のように、新しい未知のマルウェアには、ウイルス対策ソフトウェアに妨げられる
ことなくネットワークコミュニティに悪意ある大破壊を果たすのに、数時間から数週間の
余裕がある。ウイルス対策ソフトウェアは、タイムゼロの防御ではない。マルウェアがい
ずれか１つのコンピュータを攻撃しようと試みる前に、ほとんどのコンピュータが保護さ
れるということは、好ましい状況である。残念なことに、その一部が脆弱性ウィンドウの
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期間中に攻撃にさらされて、マルウェアにより感染してしまう。大多数にとっては、特に
コンピュータに依存するところが大きい人々にとっては、この脆弱性ウィンドウはまった
く受け入れがたい。
【００１０】
　当業者であれば、シグニチャが固有にファイルを識別するようにファイルのシグニチャ
を生成することが重要であることを容易に理解されよう。高度なアルゴリズムおよび数学
的手法は、確実にファイルを識別し、しかも同時に他のファイルを一切識別しないシグニ
チャを計算処理により生成することに関連を持っている。残念なことに、そのように固有
にシグニチャを生成するためには、使用されるアルゴリズムはファイルに極めて敏感であ
る。ファイルに加えられた何らかの変更により、シグニチャ生成アルゴリズムはオリジナ
ルファイルとは異なるシグニチャを生成してしまう。つまり、既知のマルウェアに単純な
表面的な変更を加えると、シグニチャ生成アルゴリズムはまったく異なるシグニチャを返
すことになる。したがって、既知のマルウェア（つまり、シグニチャファイル内のそのシ
グニチャによって識別されるマルウェア）への表面的な変更は通常、少なくとも変更され
たマルウェアが認識されて、そのシグニチャが生成され、シグニチャファイルに格納され
るまでの間、変更されたマルウェアが検出を逃れるのに十分である。
【００１１】
　一般にマルウェアの問題は、マルウェアがユーザ変更可能ファイルに埋め込まれること
が多いということにより複雑さを増している。例えば、マルウェアは、ワープロ文書内に
埋め込まれた実行可能スクリプトに隠れて配布されることがある。そのような場合、マル
ウェア部分（つまり埋め込みスクリプト）は、文書の編集可能部分とはまったく無関係で
ある。したがって、ワープロ文書のデータ領域に小さなまたは大きな変更を行うことによ
り、全マルウェアファイルがそのオリジナルとは異なるシグニチャを生じさせ、しかも埋
め込まれた悪意のスクリプトは何の影響も受けない。これらのユーザ変更可能ファイルに
は、ワープロ文書、スプレッドシート、画像、ＨＴＭＬ文書などが含まれるが、これらに
限定されない。さらに、マルウェアの作成者は、ウイルス対策ソフトウェアの検出の先を
越すために、自己修正マルウェアを作成し始めた。それは、ウイルス対策ソフトウェアに
検出されないように、ファイルの一部をランダムに修正する文書である。そのため多くの
場合、明らかに、リリースされるマルウェアに先を越されないようにすることは極めて困
難である。阻止するためにマルウェアを熟知しなければならない場合はなおさらである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　前述の問題を踏まえると、必要とされているのは、マルウェアが含まれないことが既知
である（つまり信頼できる）ファイルをウイルス対策ソフトウェアまたは他のセキュリテ
ィ手段を自由に通過可能にするか、あるいはホワイトリスティング（ｗｈｉｔｅ　ｌｉｓ
ｔｉｎｇ）して、それ以外のファイルはすべて信頼せず、これにより通常ウイルス対策ソ
フトウェアに関連する脆弱性ウィンドウをコンピュータが閉じることができるようにする
システムおよび方法である。さらに必要とされているのは、ファイル全体ではなくシグニ
チャ情報に基づいてホワイトリストされたユーザ変更可能ファイルを識別できる機能であ
る。本発明は、従来技術において見い出された様々な問題に対処する。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の態様によれば、受信したファイルがマルウェアであるかどうかを識別するため
のコンピュータシステムが提示される。コンピュータシステムは、プロセッサ、通信接続
、およびメモリを含んでいる。コンピュータシステムは、通信接続においてファイルを受
信すると、受信したファイルがユーザ変更可能ファイルであるかどうか判別が行われる。
ユーザ変更可能ファイルである場合、より永続性のあるユーザ変更可能ファイルの部分が
選択される。より永続性のある受信ファイルの選択した部分に基づいて、ファイルシグニ
チャが生成される。次に、生成されたファイルシグニチャに基づいて、受信したファイル
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がマルウェアであるかどうか判別が行われる。
【００１４】
　本発明のさらなる態様によれば、受信したファイルがマルウェアであるかどうかを判別
するために、外部ソースからファイルを受信できるコンピュータ装置上に実装される方法
が提示される。ファイルを受信すると、ファイルが表面的データ領域を含んでいるかどう
かについて判別が行われる。受信したファイルが表面的データ領域を含んでいる場合、受
信ファイルのこれらの表面的データ領域は除去される。表面的データ領域ではない受信フ
ァイルの残りの部分に基づいて、ファイルシグニチャが生成される。次に、生成されたフ
ァイルシグニチャに基づいて、受信したファイルがマルウェアであるかどうかについて判
別が行われる。
【００１５】
　本発明のさらなる態様によれば、外部ソースからファイルを受信できるコンピュータ装
置上で実行された場合に受信したファイルがマルウェアであるかどうかを判別する方法を
実行するコンピュータ実行可能命令を備えるコンピュータ可読媒体が提示される。ファイ
ルを受信すると、ファイルが表面的データ領域を含んでいるかどうかについて判別が行わ
れる。受信したファイルが表面的データ領域を含んでいる場合、受信ファイルのこれらの
表面的データ領域は除去される。表面的データ領域ではない受信ファイルの残りの部分に
基づいて、ファイルシグニチャが生成される。次に、生成されたファイルシグニチャに基
づいて、受信したファイルがマルウェアであるかどうかについて判別が行われる。
【００１６】
　本発明の前述の態様および多くの付随する利点は、添付の図と併せて下記の詳細な説明
を参照すれば、さらに分かりやすく理解も深まるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明の態様によれば、ユーザ変更可能文書全体に基づいてマルウェアのシグニチャを
生成するのではなく、文書の一部のみがシグニチャ生成の基礎として使用される。具体的
には、マルウェアシグニチャは、特定の、ユーザ変更可能ファイルのより永続的な（ｐａ
ｒｍａｎｅｎｔ）部分に基づいて生成される。マルウェアのシグニチャの基礎を、ユーザ
変更可能文書のより永続的な傾向のある部分に置くことにより、マルウェア作成者および
自己修飾マルウェアが簡単な表面的変更によって検出を逃れることのできる能力は、たと
え完全に除去されないとしても、大幅に低下させることができる。
【００１８】
　ユーザ変更可能文書に数多くの要素が含まれており、中には他の要素よりもいっそう永
続的である傾向のある要素もあることを、当業者であれば理解されよう。一般に、本発明
がそのシグニチャの基にしているのは、文書のこうしたより永続的な要素／部分である。
図２は、模範的なユーザ変更可能文書２００を示し、ユーザ変更可能文書の様々な要素に
ついて考察するためのブロック図である。
【００１９】
　図２に示すように、ユーザ変更可能文書２００は、マクロ２０２、テンプレート２０４
などの様々な要素／部分、Ａｃｔｉｖｅ　ＸおよびＣＯＭオブジェクトのような埋め込み
オブジェクト２０６、応用スタイル２０８などを含んでいる。これらの要素はそれぞれ、
より永続的になる傾向がある。つまり、ユーザがユーザ変更可能文書を編集するたびに変
更されることはない。さらに、これらはマルウェアの「コア」を含む文書要素のタイプで
ある。例えば、マルウェアの作成者は、その悪意ある設計をマクロまたはＡｃｔｉｖｅ　
Ｘコントロールの形態で具体化する。これらは、ワープロ文書、スプレッドシート、画像
などのユーザ変更可能ファイルにおける場所である。ユーザデータ領域２１０および２１
２のようなユーザデータ領域にある情報は通常、それ自体がマルウェアにほとんどまたは
まったく影響を及ぼさないが、多くの場合、無防備なユーザのコンピュータでマルウェア
をアクティブ化および／またはリリースするよう巧みにユーザを導く情報を含む。したが
って、すでに述べたように、現在のシグニチャベースの検出システムの特性により、文書
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に表面的な変更を加えることでマルウェアの変種が容易に生成される。
【００２０】
　本発明の説明では「ユーザ変更可能」ファイルという用語を使用することがあるが、こ
れは説明を目的として使用されているにすぎず、本発明に適用可能なファイルのただ１つ
のタイプを表している。前述のように、アプリケーションとして配布されたマルウェアは
非常に多くの場合、変更がマルウェアの機能に影響を与えないデータ領域を含んでいる。
これらのデータ領域は、これ以降、表面的データ領域と呼ぶ。ユーザ変更可能ファイルは
、表面的データ領域、つまりユーザ（または埋め込みマルウェア）が埋め込みマルウェア
に影響を与えることなく変更できる領域を含んでいる。したがって、「ユーザ変更可能」
ファイルまたは表面的データ領域を持つファイルは、変更がマルウェアの機能に影響を与
えるデータ領域（一般にファイルのより永続的な部分と呼ぶ）、および変更がマルウェア
に機能的な影響をまったく与えない（一般にユーザ変更可能データ領域または表面的デー
タ領域と呼ぶ）を含むすべてのファイルを含んでいることを理解されたい。
【００２１】
　図３は、模範的なユーザ変更可能文書２００を示し、さらに文書のシグニチャを生成す
る際に文書の一部しか使用されないことを示すブロック図である。前述のように、本発明
によれば、ファイルのシグニチャを生成する場合、マクロ２０２、テンプレート２０４、
スタイル２０８、埋め込みオブジェクト２０６などの（ただしこれらに限定されない）ユ
ーザ変更可能文書のより永続的な部分が識別されて使用される。逆に、ユーザデータ領域
２１０および２１２のようなユーザデータ部分は、シグニチャ生成プロセスから除去され
る。
【００２２】
　前述のように、マルウェアシグニチャがユーザ変更可能ファイルのより永続的な側面に
基づいている場合であっても、マルウェアの検出が常にタイムゼロの防御（つまりマルウ
ェアファイルがリリースされると即座に防御）をもたらすわけではない。本発明の態様に
よれば、タイムゼロの防御をコンピュータまたはネットワークに提供するために、マルウ
ェアではないと信頼できるファイルがいわゆるホワイトリストで識別される。ファイルが
コンピュータに到達し、しかもそれがコンピュータで利用できる前に、そのファイルのシ
グニチャが生成されて、信頼できることが知られているファイルのホワイトリストと照合
される。本発明のさらなる態様によれば、ファイルのシグニチャは、そのファイルがユー
ザ変更可能ファイルである場合、前述のようにより永続的な部分に基づく。このようにし
て、ユーザ変更可能ファイルは、編集され、ファイルの配信が信頼に足るという確信を持
って、コンピュータ間で容易に配布される。逆に、ホワイトリストのシグニチャと合うも
のを見つけられないファイルは信用できないと見なされ、コンピュータおよび／またはネ
ットワークを保護するためにセキュリティポリシーを実施することができる。このように
して、タイムゼロの防御が実現される。
【００２３】
　本発明によれば、ホワイトリストは、コンピュータ上、信頼できるネットワークロケー
ション上、またはその両方にローカルに格納することができる。本発明は、１つの構成ま
たは配置に限定されない。さらに、一実施形態によれば、コンピュータは、効率および冗
長性を含む様々な理由から複数のホワイトリストに依存することができる。図４は、複数
のコンピュータに利用可能なホワイトリストの１つの模範的なネットワーク構成４００を
示す絵画図である。図４に示されるように、模範的なネットワーク構成４００は、コンピ
ュータ４０２～４０６のようなコンピュータから要求を受け取り、受信したファイルがホ
ワイトリストされているかどうかを識別するホワイトリストサービス４０８を含んでいる
。ホワイトリストサービス４０８は、インターネット４１２に接続されたＷｅｂサーバで
あってもよいが、本発明はそのように限定されない。
【００２４】
　ホワイトリストサービス４０８は厳密にホワイトリスティングサービス、つまりホワイ
トリスト上のファイルに関する情報を提供するサービスであってもよいが、代替として、
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ホワイトリストサービスはホワイトリストされたファイルおよびブラックリストされたフ
ァイル（つまり既知のマルウェア）の両方に関する情報を提供することもできる。
【００２５】
　ホワイトリストサービス４０８は、ホワイトリストデータストア４１０に接続されて示
されている。ホワイトリストデータストアは、信頼に足るファイルとして識別されたファ
イルを含んでいる。一実施形態において、ホワイトリストデータストア４１０は、ホワイ
トリストされたファイルのデータベースである。この図ではホワイトリストサービス４０
８およびホワイトリストデータストア４１２を別個のエンティティとして示しているが、
これは図示および考察のために論理的に区別したものである。実際の実施形態においては
、ホワイトリストデータストアおよびホワイトリストサービスは、単一のエンティティと
して、またはコンピュータ上で提供されるサービスとして合体させることができる。
【００２６】
　一実施形態において、ホワイトリストデータストアは、ホワイトリストされたファイル
のシグニチャのみを含んでいるが、本発明はそのように限定されない。非常に多くの場合
、いくつかのファイルが備える信頼のレベルは、ファイルごとに異なっている。例えば、
ユーザによって作成されたことが分かっているファイルは、同ユーザによって高い信頼レ
ベルを備えている可能性が高くなる。同様に、信頼できる団体によって作成され、その確
実性を証明するデジタル署名を伴うファイルは、最高レベルの信頼を備えることができる
。代替として、数日間いわゆる「サンドボックス」に隔離され、マルウェアを所有する兆
候を示さなかったファイルは「信頼できる」が、おそらくは信頼できるソースによってデ
ジタル署名されたものに比べて信頼度は劣るであろう。さらにもう１つの代替として、特
定のファイルは、それが信頼できることを示すユーザからの肯定的なフィードバックを受
け取ることができる。そのようなファイルは、その信頼性に関する多くのフィードバック
に基づいた信頼レベルを受け取ることができ、スパイウェアおよびアドウェアの識別に関
しては特に有用である。したがって、本発明の態様により、ホワイトリストデータストア
は、「信頼できる」ファイルの単なるファイルシグニチャだけでなくそれ以上のものを含
んでいる。
【００２７】
　本発明の以上の考察はコンピュータに関連して行われてきたが、本発明が、プロセッサ
、通信接続、および情報を格納するメモリなどを備えるコンピュータを含み、ファイルの
シグニチャ生成を実行することのできるほとんどすべてのコンピュータ装置で実装できる
ことを理解されたい。例えば、適切なコンピュータ装置は、パーソナルコンピュータ、ノ
ートブックまたはタブレットコンピュータ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ミニおよびメイン
フレームコンピュータ、（携帯電話／ＰＤＡの組合せのような）ハイブリッドコンピュー
タ装置などであってもよい。
【００２８】
　図５は、ホワイトリストデータストア４１０に存在する模範的なフィールドを示すブロ
ック図である。一実施形態において、ホワイトリストデータストア４１０は、データスト
アのホワイトリストされたファイルごとにレコードを格納し、各レコードは情報を格納す
るための１つまたは複数のフィールドを含んでいる。図５に示すように、ホワイトリスト
データストア４１０内の各レコードはシグニチャフィールド５０２を含んでいる。シグニ
チャフィールドは、ファイルのより永続的な部分にのみ基づいてファイルシグニチャが生
成されたかどうかには関わりなく、ファイルシグニチャを格納する。前述のように、多く
の場合、特定のファイルが備えている信頼のレベルを識別することは有用である。したが
って、模範的なレコードはさらに、信頼フィールド５０４も含んでいる。図示されている
ように、信頼フィールドは１から１０までの数値を含み、１０は最高の信頼を、１は最低
の信頼を表している。ただし、この順位付けは例示のためにすぎず、本発明を限定するも
のとして解釈すべきではないことを理解されたい。さらにもう１つの代替として、信頼フ
ィールド５０４は、マルウェアの識別に使用することもできる。例えば、ファイルが０の
信頼レベルを割り当てられている場合、これはファイルがマルウェアであると知られてい
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ることの表示となりうる。
【００２９】
　さらにホワイトリストデータストア４１０に示されているのは、追加データフィールド
５０６である。追加データフィールド５０６は、その名前が意味するように、ホワイトリ
ストされたファイルに関してユーザに有用となる情報を含んでいる。図５に示すように、
追加データフィールドは、ファイル発信元またはソース、観察された振る舞い、マルウェ
アの振る舞いの欠如など、ファイルの割り当てられた信頼レベルを裏付ける推論を識別す
ることもできる。ほとんどすべての関連情報は、追加データフィールド５０６に格納する
ことができる。同様に、代替実施形態において、任意の数のフィールドをホワイトリスト
データストア４１０に含めることもできる。
【００３０】
　図６は、ファイルが信頼できるファイルとしてホワイトリストされているかどうかを判
別する模範的なルーチン６００を示す流れ図である。ブロック６０２を起点として、コン
ピュータは未知／信頼できないファイルを受け取る、つまりコンピュータはまだファイル
がマルウェアであるかどうか、またはこれがホワイトリストされているかどうか認識して
いない。ブロック６０４において、受信したファイルに対してシグニチャが生成される。
ファイルのシグニチャを生成するステップについては、以下で図７を参照して説明される
。
【００３１】
　図７は、本発明の態様によりファイルシグニチャを生成し、図６のルーチン６００での
使用に適した模範的なサブルーチン７００を示す流れ図である。決定ブロック７０２を起
点として、ファイルがユーザ変更可能ファイルであるかどうか判別が行われる。ファイル
がユーザ変更可能ファイルではない場合、ブロック７０４において、模範的なサブルーチ
ン７００はファイル全体に基づいてファイルのシグニチャを生成する。その後、ブロック
７１０において、模範的サブルーチン７００は、生成されたシグニチャを返して終了する
。
【００３２】
　ファイルがユーザ変更可能ファイルである場合、ブロック７０６において、模範的なサ
ブルーチン７００はファイルのユーザ変更可能部分を除去する。ブロック７０８において
、サブルーチン７００は次に、ファイルの残りの除去されていない部分に基づいてファイ
ルのシグニチャを生成する。ブロック７１０において、ファイルのシグニチャを生成した
後、模範的サブルーチン７００は、生成されたシグニチャを返して終了する。
【００３３】
　再び図６を参照すると、ファイルのシグニチャを生成した後、ブロック６０６において
模範的サブルーチン６００はホワイトリストサービス４０８と接続する。前述のように、
ホワイトリストサービスは、コンピュータ上またはローカルエリアネットワーク上にイン
ストールされたローカルサービス／ファイル、あるいは代替として、図４に示されている
ようなリモートホワイトリストサービスであってもよい。さらに（図示せず）、複数のホ
ワイトリストサービスがあってもよい。例えば、コンピュータ上にインストールされたホ
ワイトリストサービスは、コンピュータが頻繁に遭遇する少数のファイルシグニチャを含
むことができる。シグニチャがローカルホワイトリストサービスに見つからない場合、コ
ンピュータはさらに多数のシグニチャを含むネットワークホワイトリストサービスを調べ
る。さらになお、シグニチャがローカルホワイトリストサービスおよびネットワークホワ
イトリストサービスのいずれにも見つからない場合、図４のホワイトリストサービス４０
８のようなリモート／グローバルホワイトリストサービスを調べることができる。もちろ
ん、リモートホワイトリストサービス４０８は、オペレーティングシステムのプロバイダ
からのヘルプまたはサービスドキュメントなど、グローバルに提供されているファイルし
か含んでいない可能性もある。一実施形態によれば、ローカルホワイトリストサービスは
、ネットワークホワイトリストサービスを認識してこれと通信し、ネットワークホワイト
リストサービスはリモートホワイトリストサービスを認識してこれと通信して、ファイル
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のシグニチャが見つからなければローカルホワイトリストサービスへの単一の要求が引き
続いて別のサービスを調べるようになっている。
【００３４】
　ホワイトリストサービスに接続した後、ブロック６０８において、ルーチン６００はシ
グニチャを提示し、ファイルに対応する信頼レベルを取得する。決定ブロック６１０にお
いて、ホワイトリストサービスがマルウェアも識別すると仮定して（ただし本発明はその
ように限定されない）、ファイルがマルウェアとして識別されていたかどうかについて判
別が行われる。マルウェアであった場合、ブロック６１２において、ルーチンは既定の手
順に従ってマルウェアを処理する。マルウェアの処理は当技術分野において既知であり、
ファイルの削除、ファイルの隔離、またはファイルからのマルウェアの消去などのアクシ
ョンを含んでいる。その後、ルーチン６００は終了する。
【００３５】
　ホワイトリストサービス４０８から取得した信頼レベルに従ってファイルがマルウェア
として識別されない場合、ブロック６１４において、ルーチン６００はファイルの信頼の
レベルに関連する既定のポリシーに従ってファイルがコンピュータシステムに入ることを
許す。例えば、信頼レベルがその最高レベルである場合、コンピュータユーザはそのファ
イルが完全に信頼に足ることを納得し、目的に応じてファイルがシステムに入ることを許
可することができる。代替として、信頼レベルがかなり低い場合、コンピュータシステム
は、一時期ファイルを隔離する、いわゆるサンドボックス内でファイルを実行する、ファ
イルの動作中に特定機構のネットワーク機能を無効にするなど（ただしこれらに限定され
ない）特定の制約を付けて、ファイルがシステムに入ることを許可するようにプログラム
することができる。ファイルがコンピュータシステムに入ることを許可した後、模範的な
ルーチン６００は終了する。
【００３６】
　前述のルーチン６００はバイナリ、つまりファイルがマルウェアであるかどうかに関し
てｙｅｓ／ｎｏの判別を含んでいるが、実際の実施形態においては、ファイルに関連付け
られている信頼レベルに従っていくつかの判別を行うことができる。例えば、信頼レベル
が８の値よりも大きいかどうかに関して判別を行い、信頼のそのレベルまたはそれ以上の
レベルを備えるファイルが自動的に許可されるようにすることができる。同様に、３から
７までの信頼レベルを備えるファイルは、いわゆるサンドボックス内で一定期間実行しな
ければならないようにすることもできる。さらにまた、信頼レベルが３よりも低いファイ
ルは、コンピュータシステムに入ることを許可される前に隔離される必要がある。したが
って、模範的なルーチン６００は例示にすぎないと見なし、本発明を限定するものとして
解釈すべきではない。
【００３７】
　好ましい実施形態を含む本発明の様々な実施形態について例示し説明してきたが、本発
明の精神および範囲を逸脱することなく様々な変更を加えることができることが理解され
よう。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】ウイルス対策ソフトウェアに関連付けられている脆弱性ウィンドウを示す模範的
なタイムライン、特にシグニチャ認識方法を示すブロック図である。
【図２】模範的なユーザ変更可能文書を示すブロック図である。
【図３】図２の模範的なユーザ変更可能文書を示し、さらにファイルのシグニチャを開発
するためにファイルの特定セグメントしか必要でないことを示すブロック図である。
【図４】本発明の態様を実装するのに適した模範的ネットワーク環境を示す図である。
【図５】本発明での使用に適した模範的なホワイトリストデータストアを示すブロック図
である。
【図６】本発明の態様による、ファイルが信頼できるファイルとしてホワイトリストされ
ているかどうかの判別に適した模範的なルーチンを示すブロック図である。
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【図７】本発明の態様により適用された模範的なシグニチャ生成ルーチンを示すブロック
図である。
【符号の説明】
【００３９】
２０２　マクロ
２０４　テンプレート
２０６　埋め込みオブジェクト
２０８　適用スタイル
２１０　ユーザデータ
２１２　ユーザデータ
４０８　ホワイトリストサービス
４１０　ホワイトリストデータストア
４１２　ネットワーク
５０２　シグニチャ
５０４　信頼度
５０６　追加データ

【図１】 【図２】
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