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(57)【要約】
　制限されたトランスモグリファイイング・ドライバー
プラットフォームが、本明細書で説明される。１つまた
は複数の実装形態において、仮想プライベートネットワ
ーク（ＶＰＮ）ドライバーおよび他のトランスモグリフ
ァイイング・ドライバーのための制限された実行環境を
可能にするプラットフォームが提供される。このプラッ
トフォームは、ドライバーが、このプラットフォームに
登録して、このプラットフォームによってサポートされ
る機能を実行するように呼び出されることが可能なイン
ターフェースを公開するオペレーティングシステムコン
ポーネントとして実装され得る。制限された実行環境は
、このプラットフォームを介して動作するトランスモグ
リファイイング・ドライバーに１つまたは複数の制限を
課す。例えば、実行は、ユーザーごとに、サンドボック
ス内で、ユーザーモードで行われ得る。さらに、このプ
ラットフォームは、関連付けられたドライバーが、比較
的低い特権を有する背景プロセスとして実行されるよう
にする。さらに、このプラットフォームは、背景タスク
をスケジュールすることにより、それらのドライバーを
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピューティングデバイスが実行する方法であって、
　トランスモグリファイイング・ドライバーを、前記コンピューティングデバイスによっ
て実施されるドライバーセキュリティプラットフォームに登録するステップと、
　前記ドライバーセキュリティプラットフォームを介して前記トランスモグリファイイン
グ・ドライバーのための制限された実行環境をインスタンス化するステップと、
　前記ドライバーセキュリティプラットフォームの指示で１つまたは複数のタスクを実行
するように前記制限された実行環境内で前記トランスモグリファイイング・ドライバーを
実行するステップと
を含む方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、前記トランスモグリファイイング・ドライバーは、ユ
ーザーモードで実行される、方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法であって、前記トランスモグリファイイング・ドライバーは、ユ
ーザーごとに実行される、方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法であって、前記制限された実行環境はアプリケーションコンテナ
ーを確立し、前記アプリケーションコンテナーは、前記トランスモグリファイイング・ド
ライバーを隔離して、システムリソースに対する前記トランスモグリファイイング・ドラ
イバーによるアクセスを制限するように構成された、方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の方法であって、前記アプリケーションコンテナーは、コンポーネント
による前記トランスモグリファイイング・ドライバーに対するアクセスを拒否するように
さらに構成され、前記コンポーネントは、前記ドライバーセキュリティプラットフォーム
に関連付けられていないものである、方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法であって、前記制限された実行環境は、前記ドライバーセキュリ
ティプラットフォームによってタスクのスケジューリングが扱われる前記トランスモグリ
ファイイング・ドライバーのための背景プロセスを含む、方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法であって、前記制限された実行環境は、前記トランスモグリファ
イイング・ドライバーの明示的な呼出しが存在しない状況で前記トランスモグリファイイ
ング・ドライバーを一時停止して、前記ドライバーセキュリティプラットフォームにより
タスクを実行させるように構成された、方法。
【請求項８】
　請求項１に記載の方法であって、前記制限された実行環境は、ユーザー同意に依存して
前記トランスモグリファイイング・ドライバーの動作を選択的に可能にするように構成さ
れた、方法。
【請求項９】
　請求項１に記載の方法であって、
　ネットワークを介してサービスプロバイダーのアプリケーションストアから前記トラン
スモグリファイイング・ドライバーを取得するステップであって、前記トランスモグリフ
ァイイング・ドライバーは、前記ドライバーセキュリティプラットフォームに関連付けら
れた指定されたフォーマットを有するドライバーパッケージに含まれるステップと、
　前記ドライバーパッケージの前記指定されたフォーマットを、インストール時に認識す
るステップであって、前記指定されたフォーマットの認識に応答して、前記トランスモグ
リファイイング・ドライバーを前記ドライバーセキュリティプラットフォームに登録する
前記ステップが実行される、ステップと
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をさらに含む方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の方法であって、前記トランスモグリファイイング・ドライバーは仮想
プライベートネットワーク（ＶＰＮ）ドライバーを含み、前記仮想プライベートネットワ
ーク（ＶＰＮ）ドライバーは、ネットワークを介したＶＰＮ通信のためにパケットのカプ
セル化およびカプセル化解除を行うように構成された、方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　[0001]現在、仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）ドライバーなどの、基礎をなす
データを１つの形態から別の形態に変換することを実施するトランスモグリファイイング
・ドライバーが、システム全体にわたる特権、高い優先度、および慎重な扱いを要するデ
ータに対するアクセスを有する可能性があり、したがって、相当なセキュリティリスクを
もたらす可能性がある。これらの懸念の一部のため、ユーザーは、そのようなドライバー
、および関連するソフトウェアをユーザーのデバイスにインストールすることに乗り気で
ない可能性がある。例えば、ユーザーは、このタイプの製品の想定されるリスクのため、
オンラインアプリケーションストアからＶＰＮプラグインをダウンロードして、インスト
ールすることに乗り気でない可能性がある。したがって、そのようなトランスモグリファ
イイング・ドライバーを包含する製品の商取引および流通が妨げられる可能性がある。
【発明の概要】
【０００２】
　[0002]制限されたトランスモグリファイイング・ドライバー・プラットフォームが、本
明細書で説明される。１つまたは複数の実装形態において、仮想プライベートネットワー
ク（ＶＰＮ）ドライバー、および他のトランスモグリファイイング・ドライバーのための
制限された実行環境を可能にするプラットフォームが、提供される。そのプラットフォー
ムは、ドライバーがそのプラットフォームに登録され、そのプラットフォームによってサ
ポートされる機能を実行するように呼び出されることが可能なインターフェースを公開す
るオペレーティングシステムコンポーネントとして実装され得る。その制限された実行環
境が、そのプラットフォームを介して動作するトランスモグリファイイング・ドライバー
に１つまたは複数の制限を課す。例えば、実行は、ユーザーごとに、サンドボックス内で
、ユーザーモードで行われ得る。さらに、そのプラットフォームは、関連するドライバー
が、比較的低い特権を有する背景プロセスにおいて実行されるようにする。さらに、その
プラットフォームは、背景タスクをスケジュールすることによって、それらのドライバー
を一時停止（ｓｕｓｐｅｎｄ；サスペンド）させること、およびそれらのドライバーの動
作を制御することが可能である。したがって、システムに対するトランスモグリファイイ
ング・ドライバーの公開が、そのプラットフォームを介して制御され、制限される。
【０００３】
　[0003]この概要は、詳細な説明において後段でさらに説明される選定された概念を簡略
化した形態で概説するように与えられる。この概要は、主張される主題の重要な特徴また
は基本的な特徴を特定することは意図しておらず、主張される主題の範囲を決定する助け
として使用されることも意図していない。
【０００４】
　[0004]詳細な説明は、添付の図を参照して説明される。図において、参照符号の左端の
数字は、その参照符号が最初に出現する図を識別する。説明および図における異なる実例
での同一の参照符号の使用は、同様のアイテム、または同一のアイテムを示し得る。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】[0005]制限されたトランスモグリファイイング・ドライバープラットフォーム技
法の１つまたは複数の実装形態による環境を示す図である。
【図２】[0006]１つまたは複数の実装形態による例示的なシナリオを示す図である。
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【図３】[0007]トランスモグリファイイング・ドライバーを実行するための制限された実
行環境を使用するための例示的な手順を示す流れ図である。
【図４】[0008]トランスモグリファイイング・ドライバーの動作が制御される例示的な手
順を示す流れ図である。
【図５】[0009]トランスモグリファイイング・ドライバーがオンラインアプリケーション
ストアを介して配布される例示的な手順を示す流れ図である。
【図６】[0010]１つまたは複数の実施形態による例示的なコンピューティングシステムを
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
概略
　[0011]仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）ドライバーおよび他のトランスモグリ
ファイイング・ドライバーに関するセキュリティ上の懸念の一部のため、ユーザーは、ト
ランスモグリファイイング・ドライバーを使用する製品をユーザーのデバイスにインスト
ールすることに乗り気でない可能性がある。したがって、そのようなトランスモグリファ
イイング・ドライバーを包含する製品の商取引および流通が妨げられる可能性がある。
【０００７】
　[0012]制限されたトランスモグリファイイング・ドライバープラットフォームが、本明
細書で説明される。１つまたは複数の実装形態において、仮想プライベートネットワーク
（ＶＰＮ）ドライバー、および他のトランスモグリファイイング・ドライバーのための制
限された実行環境を可能にするプラットフォームが、提供される。そのプラットフォーム
は、ドライバーがそのプラットフォームに登録され、そのプラットフォームによってサポ
ートされる機能を実行するように呼び出されることが可能なインターフェースを公開する
オペレーティングシステムコンポーネントとして実装され得る。その制限された実行環境
が、そのプラットフォームを介して動作するトランスモグリファイイング・ドライバーに
１つまたは複数の制限を課す。例えば、実行は、ユーザーごとに、サンドボックス内で、
ユーザーモードで行われ得る。さらに、そのプラットフォームは、関連するドライバーが
、比較的低い特権を有する背景プロセスにおいて実行されるようにする。さらに、そのプ
ラットフォームは、背景タスクをスケジュールすることによって、それらのドライバーを
一時停止させること、およびそれらのドライバーの動作を制御することが可能である。し
たがって、システムに対するトランスモグリファイイング・ドライバーの公開が、そのプ
ラットフォームを介して制御され、制限される。
【０００８】
　[0013]以下の説明において、本明細書で説明される技法を使用することが可能である例
示的な動作環境がまず説明される。次に、例示的な環境、および他の環境において実施さ
れ得る例示的な詳細および技法が説明される。したがって、それらの技法の実行は、その
例示的な環境に限定されず、その例示的な環境は、その例示的な技法の実行に限定されな
い。最後に、１つまたは複数の実施形態を実施するのに使用され得る例示的なシステムお
よびデバイスが説明される。
例示的な動作環境
　[0014]図１は、本明細書で説明される技法を使用するように動作可能である例示的な実
装形態における環境１００の図である。図示される環境１００は、ネットワーク１０４を
介してサービスプロバイダー１０６に通信可能に結合されるクライアントデバイス１０２
を含む。サービスプロバイダー１０６は、様々なリソース１０８（例えば、コンテンツお
よびサービス）を、ネットワーク１０４を介してクライアントデバイス１０２および他の
クライアントに利用可能にするように構成され得る。一般に、サービスプロバイダー１０
６によってアクセス可能にされるリソース１０８には、１つまたは複数のプロバイダーに
よってネットワークを介して通常、利用可能にされるサービスおよび／またはコンテンツ
の任意の適切な組合せが含まれ得る。サービスのいくつかの例には、検索サービス、電子
メールサービス、インスタントメッセージングサービス、オンライン生産性サービス、お
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よびリソースに対するクライアントのアクセスを管理する認証サービスが含まれるが、以
上には限定されない。コンテンツは、テキスト、マルチメディアストリーム、文書、アプ
リケーションファイル、写真、オーディオ／ビデオファイル、アニメーション、画像、ウ
ェブページ、ウェブアプリケーション、デバイスアプリケーション、ブラウザーもしくは
他のクライアントアプリケーションによって表示されるためのコンテンツなどの様々な組
合せを含み得る。
【０００９】
　[0015]クライアントデバイス１０２およびサービスプロバイダー１０６は、１つまたは
複数のコンピューティングデバイスによって実装されることが可能であり、１つまたは複
数のエンティティを表すことも可能である。コンピューティングデバイスは、様々な様態
で構成され得る。例えば、コンピューティングデバイスは、デスクトップコンピューター
、移動局、エンターテイメント機器、ディスプレイデバイスに通信可能に結合されたセッ
トトップボックス、ワイヤレス電話、ゲームコンソールなどの、ネットワークを介して通
信することができるコンピューターとして構成され得る。このため、コンピューティング
デバイスは、かなりのメモリリソースおよびプロセッサリソースを有する全リソースデバ
イス（例えば、パーソナルコンピューター、ゲームコンソール）から、限られたメモリリ
ソースおよび／または処理リソースを有する低リソースデバイス（例えば、従来のセット
トップボックス、ハンドヘルドゲームコンソール）まで多様であり得る。さらに、単一の
コンピューティングデバイスがいくつかの実例に示されるものの、コンピューティングデ
バイスは、サービスプロバイダー１０６によって利用される複数のサーバーなどの、複数
の異なるデバイスを表すことが可能である。
【００１０】
　[0016]クライアントデバイス１０２は、オペレーティングシステム１１０を含むものと
してさらに図示される。オペレーティングシステム１１０は、クライアントデバイス１０
２上で実行可能であるアプリケーション１１２に対する基礎をなすハードウェアの基礎を
なす機能を抽象化するように構成される。例えば、オペレーティングシステム１１０は、
処理機能、メモリ機能、ネットワーク機能、および／または表示機能を抽象化して、アプ
リケーション１１２が、この基礎をなす機能が「どのように」実施されるかを知ることな
しに、書かれ得るようにすることが可能である。アプリケーション１１２は、例えば、デ
ィスプレイデバイスによってレンダリングされ、表示されるようにオペレーティングシス
テム１１０にデータを供給することを、このレンダリングがどのように実行されるかを理
解することなしに、行うことが可能である。
【００１１】
　[0017]本明細書で説明される技法によれば、クライアントデバイス１０２は、トランス
モグリファイイング・ドライバー１１４と、トランスモグリファイイング・ドライバー１
１４の動作に制限を課すように様々な様態で構成され得るドライバーセキュリティプラッ
トフォーム１１６とを含むものとしても図示される。トランスモグリファイイング・ドラ
イバー１１４は、本明細書で説明されるドライバーセキュリティプラットフォーム１１６
によって管理され、制御されることが可能な様々な種類のアプリケーションモジュール、
プラグイン、および／または他のサードパーティプログラムを表す。一般に、トランスモ
グリファイイング・ドライバー１１４は、基礎をなすデータを１つの形態から別の形態に
変換することを実施する。１つの例示的なタイプのトランスモグリファイイング・ドライ
バーが、データパケットを、ＶＰＮクライアントとＶＰＮサーバーとの間のセキュリティ
保護されたＶＰＮ通信のために独自の形態に変換する（例えば、カプセル化する／カプセ
ル化解除する）仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）ドライバーである。他の例には
、データをパケット化する／パケット化解除するネットワーク・インターフェース・カー
ド・ドライバー、マルウェアを認識して、扱うウイルス対策ドライバー、グラフィックス
を処理する／変換するグラフィックス処理ドライバー、アプリケーションデータを、プリ
ンターのための印刷可能なフォーマットに変換するプリンタードライバーなどが含まれ得
るが、以上には限定されない。また、本明細書で説明される技法は、ＶＰＮトンネルおよ
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び他のインターネットプロトコル（ＩＰ）トンネル、データパイプ、トランスポートスト
リーム、ファイアウォールなどにも適用可能である。
【００１２】
　[0018]従来のモデルにおいて、トランスモグリファイイング・ドライバー１１４は、シ
ステム全体にわたる特権、高い優先度、および慎重な扱いを要するデータに対するアクセ
スを有し得る。一般に、トランスモグリファイイング・ドライバーは、オペレーティング
システムに密結合され、カーネルモードで実行される。このため、トランスモグリファイ
イング・ドライバー１１４は、カーネルモードドライバー、システムドライバー、および
／またはクラスドライバーを含み、かつ／または以上のようなものとして呼ばれることが
可能である。トランスモグリファイイング・ドライバー１１４は、通常、より高い特権と
、カーネルモードにおける完全システムアクセスとを有するので、これらの種類のドライ
バーは、相当なセキュリティリスクをもたらし、不正な目的で悪意のある相手によって使
用されるターゲット／道具となる可能性がある。無制限の特権およびアクセスを有して自
由に動作するトランスモグリファイイング・ドライバー１１４は、処理リソースおよびバ
ッテリ寿命に悪影響を及ぼす可能性もある。さらに、アプリケーションストアまたは他の
オンラインチャネルを介したトランスモグリファイイング・ドライバーの配布が、以上に
列挙した懸念の少なくとも一部のために妨げられる可能性がある。
【００１３】
　[0019]しかし、本明細書で説明される発明の原理によれば、前述の懸念を軽減する制限
された様態で、ユーザーモードでトランスモグリファイイング・ドライバー１１４を実行
することを可能にする制限された実行環境が、確立され得る。例えば、前段および後段で
説明される制限された実行環境内でトランスモグリファイイング・ドライバー１１４を制
御することによって、システムをより信頼できるようにし、ドライバー動作のリソース消
費量を低減し、ドライバーを介したシステムの勝手な利用を防止し、ユーザーごとのイン
ストールを可能にし、したがって、インターネットチャネル経由のドライバーの配布を成
立可能なオプションにするのに有効であるセキュリティが、ドライバーの動作に課される
。
【００１４】
　[0020]特に、ドライバーセキュリティプラットフォーム１１６は、トランスモグリファ
イイング・ドライバー１１４のための制限された実行環境をインスタンス化するクライア
ントデバイス１０２の機能を表す。ドライバーセキュリティプラットフォーム１１６によ
って表される機能は、様々な様態で実施され得る。一部の実装形態において、ドライバー
セキュリティプラットフォーム１１６は、オペレーティングシステムコンポーネントとし
て提供され得るが、ドライバーセキュリティプラットフォーム１１６は、図示されるとお
り、スタンドアロンのコンポーネントとして実装されることも可能である。図示されると
おり、ドライバーセキュリティプラットフォーム１１６は、プラットフォームの様々な態
様を実施するドライバーマネージャーモジュール１１８、アプリケーションコンテナー１
２０、背景マネージャー１２２、およびイベントブローカー１２４を含むこと、またはそ
れ以外で構成することが可能である。
【００１５】
　[0021]ドライバーマネージャーモジュール１１８は、プラットフォームに関連付けられ
たトランスモグリファイイング・ドライバー１１４を認識して、管理するプラットフォー
ムの機能を表す。ドライバーマネージャーモジュール１１８は、ドライバーごとに確立さ
れたアプリケーションコンテナー１２０、すなわち、「サンドボックス」を介して、ユー
ザーごとにユーザーモードでトランスモグリファイイング・ドライバー１１４の実行を制
御することが可能である。アプリケーションコンテナー１２０は、個々のドライバーのた
めに実行され得る限られたタスクのセットを定め（ｄｅｆｉｎｅ；定義し）、定められた
タスクのセットに動作を制限する。アプリケーションコンテナー１２０は、二重壁のサン
ドボックス化された隔離をさらにもたらし、すなわち、コンテナーの内側からシステムに
入るアクセスも、外部エンティティからコンテナーに入るアクセスもともに制限される。
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このことは、外部エンティティが、アプリケーションコンテナー内のサンドボックス化さ
れたドライバーを乗っ取ること、および／またはそのようなドライバーを制御することを
防止する。
【００１６】
　[0022]背景マネージャー１２２は、背景プロセスを使用してアプリケーションコンテナ
ー１２０（および関連するドライバー）を管理するように動作可能である。このことは、
それらのコンテナーのために背景プロセスをインスタンス化すること、および背景プロセ
スのためのタスクスケジューリングを扱うことを含み得るが、以上には限定されない。背
景プロセスには、比較的少ない特権およびアクセス権を渡す低特権トークンまたは同等の
制御データが割り当てられることが可能である。すなわち、ドライバーセキュリティプラ
ットフォーム１１６は、アクセス、および／または動作の自由を制限する比較的低い優先
度をトランスモグリファイイング・ドライバー１１４に関連付ける。また、背景マネージ
ャー１２２は、使用中でない場合にトランスモグリファイイング・ドライバー１１４に関
する背景プロセスの一時停止（ｓｕｓｐｅｎｓｉｏｎ）をもたらすことも可能であり、こ
のことは、ユーザーおよび／またはドライバーセキュリティプラットフォーム１１６の特
定の指示以外で作業を実行するトランスモグリファイイング・ドライバーの能力をさらに
制限する。例えば、トランスモグリファイイング・ドライバー１１４は、ドライバーまた
はドライバーのタイプのために特別に定められたタスクのセットが、ドライバーマネージ
ャーモジュール１１８の指示で実行されている場合以外は、一時停止されることが可能で
ある。
【００１７】
　[0023]背景マネージャー１２２は、図示されるとおり、ドライバーセキュリティプラッ
トフォーム１１６のコンポーネントとして実装され得る。代替として、背景マネージャー
１２２は、トランスモグリファイイング・ドライバー１１４を含む背景プロセスを使用し
て複数のアプリケーション１１２の動作を管理し、協調させるように設計されたオペレー
ティングシステム（ＯＳ）コンポーネントとして構成されてもよい。このアプローチにお
いて、ドライバーセキュリティプラットフォーム１１６は、ＯＳの組み込まれた機能を活
用してアプリケーションの背景動作をサポートするよう背景マネージャー１２２と対話す
るように構成され得る。
【００１８】
　[0024]イベントブローカー１２４は、トランスモグリファイイング・ドライバー、およ
び対応するアプリケーションコンテナー１２０に関して可能にされる指定されたタスクを
実行するようドライバーとシステムサービスとの間の対話を仲介するイベントを生成する
機能を表す。特に、イベントブローカー１２４は、背景マネージャー１２２によってスケ
ジュールされたタスクの実行を生じさせるイベントを生成するように動作することが可能
である。一部の実装形態において、このことは、アプリケーションプログラミングインタ
ーフェース（ＡＰＩ）または他の適切なインターフェースなどのエントリーポイントをコ
ーディングする適切な呼出しを生成することを含む。イベントブローカー１２４は、ＯＳ
に関連付けられた表示画面およびＵＩ、ブラウザー、ＶＰＮクライアントアプリケーショ
ン、および／または他のアプリケーションなどの、コンピューティングデバイスによって
公開されるユーザーインターフェース要素との対話を仲介するイベントを生成するように
さらに構成され得る。説明される様態で「サンドボックス化された」トランスモグリファ
イイング・ドライバーは、ＵＩコンポーネントおよびＵＩ要素の直接の操作を制限され得
る。したがって、イベントブローカー１２４は、過度のセキュリティ脆弱性なしにトラン
スモグリファイイング・ドライバー１１４に代行してＵＩコンポーネントとの対話および
協調を可能にする代理として動作することが可能である。
【００１９】
　[0025]図１にさらに示されるとおり、サービスプロバイダー１０６は、アプリケーショ
ンストアサービス１２６を管理し、アプリケーションストアサービス１２６に対するクラ
イアントアクセスを提供するように構成され得る。アプリケーションストアサービス１２
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６は、サービスプロバイダー１０６によって、ネットワーク１０４を介してクライアント
に提供され得るリソース１０８のうちの特定の１つを表す。アプリケーションストアサー
ビス１２６は、アプリケーションをブラウズし、選択し、購入し、かつ／またはダウンロ
ードするオンラインアプリケーションデータベース（例えば、アプリケーションマーケッ
トプレース）に対するユーザーアクセスを可能にするように構成される。様々な開発者か
らのアプリケーションが、アプリケーションストアサービス１２６を介してクライアント
に入手可能にされ得る。
【００２０】
　[0026]本明細書で説明される技法によれば、アプリケーションストアサービス１２６は
、ドライバーセキュリティプラットフォーム１１６を介して制御されるトランスモグリフ
ァイイング・ドライバー１１４のための配布機構として選択され得る。このことは、ドラ
イバーセキュリティプラットフォーム１１６を介してドライバーのためにインスタンス化
される制限された実行環境を使用して実現されるさらなるセキュリティ対策、制限、およ
びパフォーマンス利得により、可能にされる。１つのアプローチにおいて、トランスモグ
リファイイング・ドライバー１１４は、ドライバーセキュリティプラットフォーム１１６
に関連付けられた、指定された知られているフォーマットでアプリケーションマーケット
プレースに含められるようにパッケージ化され得る。指定されたフォーマットの対応する
トランスモグリファイイング・ドライバー１１４を包含するドライバーパッケージ１２８
が、アプリケーションストアサービス１２６を介して入手可能にされることが可能であり
、図１に示されるとおり、ネットワーク１０４を介してクライアントデバイス１０２によ
って使用されるようにダウンロードされることが可能である。１つのアプローチにおいて
、ドライバーパッケージ１２８は、アプリケーションストアサービス１２６に関連付けら
れた独自のフォーマット（．ａｐｐｘ、または別の同等のストア特有もしくはプロバイダ
ー特有のフォーマット）を使用することが可能である。さらに、または代替として、この
パッケージは、ドライバーセキュリティプラットフォーム１１６によってサポートされる
トランスモグリファイイング・ドライバーを包含するものとしてドライバーパッケージ１
２８の認識を円滑にする識別子、キー、コード、ファイル拡張子、または他の適切な識別
データを包含するように構成され得る。
【００２１】
　[0027]インストールの時点で、ドライバーセキュリティプラットフォーム１１６は、ド
ライバーマネージャーモジュール１１８によって、またはそれ以外で、ドライバーパッケ
ージ１２８および／またはフォーマットを、そのパッケージに含められた適切な識別デー
タに基づいて、ドライバーセキュリティプラットフォーム１１６に関連付けられているも
のとして認識することが可能である。したがって、認識されたフォーマットにおけるドラ
イバーパッケージ１２８のインストールに応答して、ドライバーマネージャーモジュール
１１８は、対応するトランスモグリファイイング・ドライバーを、プラットフォームに登
録して、その結果、ドライバーセキュリティプラットフォーム１１６を介して可能にされ
るそのドライバーのための制限、およびさらなるセキュリティを実施するように動作する
ことが可能である。
【００２２】
　[0028]制限されたトランスモグリファイイング・ドライバープラットフォームの以上お
よびその他の態様に関するさらなる詳細が、全体的に２００で図２に示される例示的な使
用シナリオに関連して説明される。この例において、アプリケーションコンテナー１２０
またはサンドボックスは、仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）ドライバー２０２を
包含するものとして示されるが、本明細書で説明されるとおり、他のドライバー、プラグ
イン、およびコードも企図される。アプリケーションコンテナー１２０は、この事例では
、偶々、ＶＰＮドライバー２０２である、包含されるドライバーのための限られたタスク
のセットを可能にするように構成される。このＶＰＮシナリオにおいて、可能にされるタ
スクは、ネットワークを介したＶＰＮサーバーとのＶＰＮ通信に関連する接続動作、切断
動作、カプセル化動作、および／またはカプセル化解除動作に制限され得る。他のタイプ
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のドライバーおよびコードが、アクセスおよびパフォーマンスの影響を最小限に抑えなが
ら、それらのドライバーおよびコードのコア機能をサポートするようにプラットフォーム
によって可能にされる対応する動作に関連付けられ得る。許容可能なタスクのセットが、
各タイプのドライバーに、かつ／または個別のドライバーごとに関連付けられることが可
能である。前述したとおり、アプリケーションコンテナー１２０は、プラットフォームを
介してドライバーのために可能にされた特定のタスクのセットにドライバーを効果的に制
限する。
【００２３】
　[0029]図２は、ユーザーモードとカーネルモードとの間の様々なコンポーネントの分割
も示す。一般に、コンピューティングデバイスの処理システムは、実行されるコードのタ
イプに依存して、ユーザーモードとカーネルモードとの間で切り換わることが可能である
。通常、デスクトップアプリケーションは、ユーザーモードで実行され、コアオペレーテ
ィングシステムコンポーネントは、カーネルモードで実行される。カーネルモードで動作
するドライバー／コードは、共通のメモリ割当てを共有して、他のドライバー／コードも
しくはＯＳリソースから隔離されないことが可能である。前述したとおり、トランスモグ
リファイイング・ドライバーは、従来、ＯＳに対して実質的に無制限のアクセスを有して
、システム全体のクラッシュを生じさせる潜在性を有するカーネルモードドライバーとし
て実装される。ただし、本明細書で説明される技法によれば、トランスモグリファイイン
グ・ドライバーは、代わりに、適切な制限された実行環境を介してユーザーモードで実行
され得る。
【００２４】
　[0030]特に、アプリケーションコンテナー１２０、およびアプリケーションコンテナー
１２０に包含されるＶＰＮドライバー２０２が、ユーザーモードで実行されているものと
して図２に示される。ＶＰＮドライバー２０２は、ドライバーインターフェース２０４を
介してカーネル２０６によって提供されるオペレーティングシステム１１０のコアサービ
スおよび機能と対話することが可能である。カーネル２０６は、一般に、ソフトウェアコ
ンポーネントによってハードウェアの動作を円滑にする基礎をなすハードウェア２０８の
ソフトウェア抽象化を実装する。ドライバーインターフェース２０４は、カーネル２０６
によって表されるコアサービスおよび機能が、ユーザーモードで実行されるコードにアク
セス可能にされる、オペレーティングシステム１１０に関連付けられた１つまたは複数の
アプリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）または他の適切なインター
フェースを表すことが可能である。
【００２５】
　[0031]特定の例において、コアサービスおよび機能は、ＶＰＮ通信を円滑にするＶＰＮ
サービス２１０を少なくとも含む。ＶＰＮサービス２１０は、ドライバーインターフェー
スによってサポートされる適切な呼出しおよび呼戻しを介してサービスを呼び出すように
構成され得る、ＶＰＮドライバー２０２のための可能にされたタスクのセットに対応する
ことが可能である。ドライバーインターフェース２０４は、図示されるとおり、アプリケ
ーションコンテナー１２０内で、またはスタンドアロンのコンポーネントとしてインスタ
ンス化され得る。ドライバーインターフェース２０４によって表される機能は、ユーザー
モードコンポーネントと、カーネルモードで動作するカーネル２０６の対応するコンポー
ネントとの間で分割されることも可能である。ドライバーインターフェース２０４を介す
る対話は、ドライバーマネージャーモジュール１１８を介して、またはそれ以外で、ドラ
イバーセキュリティプラットフォームを介して制御され得る。
【００２６】
　[0032]動作の際、背景マネージャー１２２は、アプリケーションコンテナー１２０のた
めに背景プロセス２１１をセットアップし、背景プロセス２１１を使用してＶＰＮドライ
バー２０２の実行を管理することが可能である。タスクは、プラットフォームの指示でス
ケジュールされ得る。一般に、このことは、ユーザーの明示的な指示（例えば、ユーザー
選択またはユーザー同意）で、またはユーザー入力に基づいて確立されたプロファイルに
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従って行われる。そのプロファイルは、アプリケーションコンテナー１２０内でＶＰＮド
ライバー２０２が利用できるタスクのセットを定め、それに相応して関連する特権および
アクセス権を設定することが可能である。次に、プラットフォームが、アプリケーション
コンテナー１２０を使用してプロファイルによって示される制限を執行するように動作す
る。プロファイルは、例えば、特定の動作が実行されるたびに（例えば、動作のインスタ
ンスごとに）ユーザー同意が取得されるべきであることを示すことが可能であり、その場
合、ユーザー同意のための通知およびプロンプトが、それらの特定の動作を選択的に制御
するように生成され得る。また、プロファイルは、いくつかの選択された動作が、各イン
スタンスに関する同意のさらなる指示なしに自動的に行われることを許す包括的な、また
はデフォルトのユーザー同意を示すことも可能である。ユーザー同意が存在しない状況に
おいて、アプリケーションコンテナー１２０は、ドライバーが制限されたタスクを実行す
るのを防止するように動作する。すなわち、制限された実行環境は、ユーザー同意に依存
して、トランスモグリファイイング・ドライバーの動作を選択的に可能にするように構成
される。このため、ユーザーには、プラットフォームを介して管理されるトランスモグリ
ファイイング・ドライバー１１４に関して可能にされた範囲の対話に対する究極の制御が
与えられる。
【００２７】
　[0033]図２は、イベントブローカー１２４を相手にしたアプリケーションコンテナー１
２０の対話をさらに示す。特に、イベントブローカー１２４は、背景マネージャー１２２
を介してスケジュールされたタスクの実行をもたらす、ＶＰＮドライバーのためのＶＰＮ
イベント２１２および／またはユーザーインターフェースイベント２１４を生成するよう
に動作することが可能である。例えば、ＶＰＮイベント２１２は、ＶＰＮサービス２１０
を呼び出すドライバーインターフェース２０４に向けられた呼出しを含み得る。さらに、
イベントブローカー１２４は、オペレーティングシステム１１０、アプリケーション１１
２、または他のＵＩのためにＵＩコンポーネントを操作するユーザーインターフェースイ
ベント２１４を生成することが可能である。このことは、適切な状況で、スケジュールさ
れたタスクに関するユーザー同意を取得する通知を出力することを含み得るが、以上には
限定されない。
【００２８】
　[0034]このようにして、制限された実行環境が、従来、カーネルモードで実行されるＶ
ＰＮドライバー２０２および／または他のトランスモグリファイイング・ドライバーの動
作を制御するように実装され得る。そのようなドライバーは、一般に、図２に示されると
おり、特定の形態で入力データ２１６を受け付け、そのデータを処理して、変換されたデ
ータ２１８を異なる形態で生成する。例えば、図２のＶＰＮドライバー２０２は、企業サ
ーバーに対するセキュリティ保護されたＶＰＮ通信のためにデータパケットを独自のフォ
ーマットにカプセル化するように動作することが可能である。また、ＶＰＮドライバー２
０２は、企業サーバーから独自のフォーマットで取得されたデータパケットをカプセル化
解除して、クライアントデバイス１０２によって消費可能なデータにするように構成され
ることも可能である。他のタイプのドライバーが、ドライバーの意図される機能に結び付
けられた同等のデータ変換を実行するように構成される。例えば、プリンタードライバー
は、印刷するためにデータを変換し、ネットワーク・インターフェース・カード・ドライ
バーは、データのパケット化およびパケット化解除を行うように動作し、ウイルス対策ド
ライバーは、ファイルをスキャンして、ファイルを知られているシグネチャと比較するこ
とが可能であるといった具合である。
【００２９】
　[0035]このため、ＶＰＮドライバーおよび他のトランスモグリファイイング・ドライバ
ーに関する様々な制限を執行するように構成された制限された実行環境を可能にするドラ
イバーセキュリティプラットフォームが提供され得る。プラットフォームは、ドライバー
が、プラットフォームに登録して、プラットフォームによってサポートされ、かつ／また
は可能にされるタスクを実行するように呼び出されることが可能なインターフェースを公
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開するオペレーティングシステムコンポーネントとして実装され得る。トランスモグリフ
ァイイング・ドライバーは、このプラットフォームを介して、ユーザーモードで、ユーザ
ーごとに、それらのトランスモグリファイイング・ドライバーの特権およびシステムアク
セスを制限する「サンドボックス」アプリケーションコンテナー内で実行され得る。
【００３０】
　[0036]例示的な動作環境の以上の説明を考慮したので、次に、以下の例示的な手順に関
連して説明される制限されたトランスモグリファイイング・ドライバープラットフォーム
のための技法に関する詳細を考慮する。
例示的な手順
　[0037]このセクションは、図３～図５の例示的な手順を参照して、制限されたトランス
モグリファイイング・ドライバープラットフォームのための技法の詳細を説明する。後段
の説明の部分において、様々な態様が実施され得る図１の例示的な動作環境が参照され得
る。後段で説明される手順の各々の態様は、ハードウェアで、ファームウェアで、または
ソフトウェアで、あるいは以上の組合せで実施され得る。これらの手順は、１つまたは複
数のデバイスによって実行される動作を指定するセットのブロックとして示され、それぞ
れのブロックによって動作を実行するために示される順序に必ずしも限定されない。少な
くとも一部の実装形態において、これらの手順は、ドライバーセキュリティプラットフォ
ーム１１６または同等の機能を含む、または利用する図１の例示的なクライアントデバイ
ス１０２のような、適切に構成されたコンピューティングデバイスによって実行され得る
。
【００３１】
　[0038]図３は、トランスモグリファイイング・ドライバーを実行するための制限された
実行環境を使用するための例示的な手順３００を示す流れ図である。トランスモグリファ
イイング・ドライバーが、ドライバーセキュリティプラットフォームに登録される（ブロ
ック３０２）。例えば、ドライバーマネージャーモジュール１１８が、指定されたフォー
マットでパッケージ化されたドライバーを認識するように構成され得る。そのパッケージ
は、例えば、ドライバーセキュリティプラットフォームに、そのドライバーが、そのプラ
ットフォームのために設計され、そのプラットフォームを介して制御されるべきであるこ
とを示す適切な識別子を含むことが可能である。このため、そのドライバーがインストー
ルされると、ドライバーマネージャーモジュール１１８は、そのパッケージおよび／また
はその識別子を検出して、システムを介して扱うためにそのドライバーを登録する。その
後、そのドライバーの動作が、ドライバーセキュリティプラットフォームによって、対応
する制限を伴って管理される。
【００３２】
　[0039]トランスモグリファイイング・ドライバーのために制限された実行環境がインス
タンス化され（ブロック３０４）、トランスモグリファイイング・ドライバーが、１つま
たは複数のタスクを実行するように呼び出される（ブロック３０６）。次に、トランスモ
グリファイイング・ドライバーが、その制限された実行環境を介して実行されて、それら
のタスクが実行される（ブロック３０８）。この場合、ドライバーマネージャーモジュー
ル１１８が、特定のドライバーのための制限された実行環境を、そのドライバーが実行さ
れる際に確立することが可能である。制限された実行環境は、前述したとおり、アプリケ
ーションコンテナー１２０（例えば、「サンドボックス」）を備え得る。制限された実行
環境は、実行中に適用される様々な制限を、トランスモグリファイイング・ドライバーの
動作に課す。例えば、制限された実行環境は、システムリソースに対するアクセスを制限
するように対応するドライバーを隔離する。特に、アクセスは、そのドライバーの機能に
関連付けられた、指定されたタスクのセットに制限され得る。そのドライバーは、それら
のタスクを実行するようにシステムによって呼び出され、そのドライバー独自でタスクを
開始することができない場合がある。例えば、制限された実行環境は、そのドライバーが
独自にオブジェクトを作成するのを防止することが可能である。代わりに、特定のタスク
に関するオブジェクトは、プラットフォームによって作成されて、そのドライバーによっ
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て使用されるように制限された実行環境に渡される。
【００３３】
　[0040]また、そのドライバーは、制限された実行環境を介して背景タスクとして実行さ
れることも可能であり、限られた特権およびアクセス権を渡す特権トークンを割り当てら
れることが可能である。制限された実行環境に関連付けられた背景プロセスは、作業を実
行するようプラットフォームおよび／またはユーザーによる特定の指示が存在しない状況
で一時停止され得る。さらに、制限された実行環境は、ドライバーセキュリティプラット
フォームに関連付けられていないアプリケーションおよび他のコンポーネントに、トラン
スモグリファイイング・ドライバーに対するアクセスを行わせずに、そのドライバーの不
正変更および／または乗っ取りを防止する。
【００３４】
　[0041]さらに、そのドライバーは、前述したとおり、ユーザーモードで実行され、ユー
ザーごとにインストールされることも可能である。したがって、異なるユーザーが、同一
のクライアントデバイス上で、かつ／または同一の目的で使用するために異なるドライバ
ーをインストールすることが可能である。このことは、ユーザー選好による異なるハード
ウェア、または異なるソフトウェアバージョンの使用を円滑にすることが可能である。そ
れらのドライバーは、ユーザーモードでサンドボックス化されるので、１つのドライバー
をインストールすること、およびアンインストールすることは、他のユーザーの体験に影
響を及ぼさない。例えば、ＶＰＮ技術に関連して、同一のデバイスの異なるユーザーが、
互いに悪影響を及ぼすことなしに、異なる雇用主のそれぞれのＶＰＮサーバーに異なるＶ
ＰＮドライバーを使用して接続することも可能である。
【００３５】
　[0042]さらに、説明される技法を使用して実装されたドライバーは、不安定性、または
意図しない振舞いを生じさせる可能性がある残余のファイル、データ、設定、および特性
を残すことなく、容易に、完全に取り除かれ得る。このことは、制限された実行環境が、
それぞれのドライバーによる排他的な使用のためにストレージの個別化された割当てをも
たらすため、可能である。そのドライバーは、データまたは設定を別の場所に書き込むア
クセスを有しないことが可能である。したがって、ドライバーおよび状態をクリーンアッ
プすることは、そのドライバーに関連付けられた、割り当てられたストレージに包含され
るデータを削除することによって容易に達せられる。
【００３６】
　[0043]図４は、トランスモグリファイイング・ドライバーの動作が制御される例示的な
手順を示す流れ図である。ドライバーセキュリティプラットフォームに対するトランスモ
グリファイイング・ドライバーの関連付けが認識される（ブロック４０２）。例えば、ト
ランスモグリファイイング・ドライバーが、前述したとおり、ドライバーセキュリティプ
ラットフォーム１１６に登録されることが可能である。そのドライバーの動作は、その後
、制御された様態でドライバーセキュリティプラットフォーム１１６を介して扱われる。
この関連付けは、そのドライバーが指定されたフォーマットまたはパッケージにおいて構
成されていることに基づいて、インストール時に確立されてもよい。前述したとおり、．
ａｐｐｘフォーマットが、プラットフォームにドライバーを関連付けるのに使用され得る
１つの適切なフォーマットであるが、他のファイルタイプ、名前、および識別情報も企図
される。
【００３７】
　[0044]トランスモグリファイイング・ドライバーのために可能にされるタスクのセット
が確かめられる（ブロック４０４）。可能にされるタスクのセットは、ドライバーの特定
のタイプ（例えば、ＶＰＮ対プリンター対ウイルス対策など）などのドライバーの識別、
および／または特定の各ドライバーの個別の識別（例えば、異なる製造業者／プロバイダ
ーに関連する同一のタイプのドライバーを区別する）に基づくことが可能である。したが
って、プラットフォームは、個別の各ドライバーに関して、かつ／またはドライバータイ
プに基づいて、指定されたタスクのセットをサポートし、可能にすることができる。その
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タスクのセットは、オペレーティングシステムが公開し、ドライバーが履行することを可
能にする特定の契約であり得る。このため、所与のドライバーが識別されると、プラット
フォームは、ドライバーが実行することができるタスクの種類を知り、それらのタスクを
可能にし、ドライバーが、他のタスクを実行することを防止することが可能である。
【００３８】
　[0045]特に、トランスモグリファイイング・ドライバーの動作を、可能にされたタスク
のセットに制限する実行環境が、確立される（ブロック４０６）。例えば、制限された実
行環境は、前述した様態で確立され得る。制限された実行環境は、いくつかのタスクまた
は契約を可能にするが、それ以外では、ドライバーが、オペレーティングシステムリソー
スにアクセスすること、またはドライバーが実行することを、ドライバーセキュリティプ
ラットフォームによって明示的に許可されていないタスクを実行することを防止する。
【００３９】
　[0046]次に、トランスモグリファイイング・ドライバーの動作が、可能にされたタスク
のセットを実行するようトランスモグリファイイング・ドライバーを呼び出すこと、およ
びドライバーセキュリティプラットフォームによる呼出しが存在しない状況でトランスモ
グリファイイング・ドライバーを一時停止することを含め、実行環境を介して制御される
（ブロック４０８）。この場合も、制限された実行環境を介して実行されるトランスモグ
リファイイング・ドライバーは、独自にタスクを開始することができるのではなく、プラ
ットフォームによって呼び出される。ドライバーは、タスクを実行するように能動的に呼
び出されていない場合、一時停止状態に保たれ得る。このことは、作業を可能にするよう
に一時停止を解除され、その後、その作業が完了すると、一時停止状態に戻される背景プ
ロセス２１１を介して行われ得る。このため、ドライバーによって実行される作業は、プ
ラットフォームおよび／またはユーザーの指示で行われる。ドライバーは、一般に、プラ
ットフォームによってそのドライバーのために指定されたもの以外のタスクを実行するこ
とができない。また、ドライバーは、プラットフォームによって要求されるのでない限り
、動作することもできず、このことは、ドライバーが、システムリソースおよびバッテリ
寿命を自由に消費するのを防止する。
【００４０】
　[0047]図５は、トランスモグリファイイング・ドライバーがオンラインアプリケーショ
ンストアを介して配布される例示的な手順を示す流れ図である。オンラインアプリケーシ
ョンストアにプラグインを含めるためのドライバーセキュリティプラットフォームによっ
て認識可能なアプリケーションパッケージフォーマットが、定められる（ブロック５０２
）。例えば、サードパーティプロバイダーからのトランスモグリファイイング・ドライバ
ー１１４および他のコードなどのプラグインが、ドライバーセキュリティプラットフォー
ム１１６のために定められた、指定されたフォーマットを使用するドライバーパッケージ
１２８の中に符号化され得る。開発者は、指定されたフォーマットを使用して、ドライバ
ーセキュリティプラットフォーム１１６を活用し、プラットフォームを介して開発者のコ
ード／ドライバーを適切に扱うようプラットフォームに合図することが可能である。ドラ
イバーパッケージ１２８は、．ａｐｐｘフォーマットまたは他の指定されたフォーマット
を使用してアプリケーションストアサービス１２６を介してなど、アプリケーションマー
ケットプレースに含めることを円滑にするように構成され得る。
【００４１】
　[0048]オンラインアプリケーションストアを介してそれらのプラグインをダウンロード
するアクセスが可能にされる（ブロック５０４）。次に、それらのプラグインが、クライ
アントがそれらのプラグインをドライバーセキュリティプラットフォームに登録して、そ
れらのプラグインの動作を制御する制限された実行環境を実装するようにさせるのに有効
な定められたフォーマットでクライアントに配布される（ブロック５０６）。トランスモ
グリファイイング・ドライバー１１４を提供物としてアプリケーションマーケットプレー
スに含めることは、一部には、ユーザーが、オンラインストアからそのようなドライバー
をダウンロードして、インストールする可能性をより高めるドライバーセキュリティプラ
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ットフォーム１１６を介して実現可能なさらなるセキュリティ対策、制限、およびパフォ
ーマンス利得のため、成立可能である。このため、指定されたフォーマットで対応するト
ランスモグリファイイング・ドライバー１１４を包含するドライバーパッケージ１２８が
、アプリケーションストアサービス１２６を介して入手可能にされ得る。ドライバーパッ
ケージ１２８は、ドライバーセキュリティプラットフォーム１１６によるパッケージの認
識を円滑にする適切な識別データを包含することが可能である。ドライバーセキュリティ
プラットフォーム１１６は、ドライバーパッケージ１２８を、インストールされると認識
して、そのドライバーを登録し、制限された実行環境を作成し、そのドライバーに課せら
れる様々な制限を執行するなどの本明細書で説明される動作を実行するように構成される
。
【００４２】
　[0049]いくつかの例示的な手順を考慮したので、次に、１つまたは複数の実施形態によ
る様々な態様を実施する例示的なシステムおよびデバイスの説明を考慮する。
例示的なシステムおよびデバイス
　[0050]図６は、本明細書で説明される様々な技法を実施することが可能な１つまたは複
数のコンピューティングシステムおよび／またはコンピューティングデバイスを表す例示
的なコンピューティングデバイス６０２を含む例示的なシステム６００を示す。コンピュ
ーティングデバイス６０２は、例えば、サービスプロバイダーのサーバー、クライアント
に関連するデバイス（例えば、クライアントデバイス）、オンチップシステム、および／
または他の任意の適切なコンピューティングデバイスまたはコンピューティングシステム
であり得る。
【００４３】
　[0051]図示される例示的なコンピューティングデバイス６０２は、互いに通信可能に結
合された処理システム６０４、１つまたは複数のコンピューター可読媒体６０６、および
１つまたは複数のＩ／Ｏインターフェース６０８を含む。図示されないものの、コンピュ
ーティングデバイス６０２は、様々なコンポーネントを互いに結合するシステムバス、ま
たは他のデータおよびコマンド転送システムをさらに含み得る。システムバスは、様々な
バスアーキテクチャのいずれかを利用するメモリバスもしくはメモリコントローラー、周
辺バス、ユニバーサルシリアルバス、および／またはプロセッサバスもしくはローカルバ
スなどの異なるバス構造のいずれか１つまたは組合せを含み得る。また、制御線およびデ
ータ線などの様々な他の例も企図される。
【００４４】
　[0052]処理システム６０４は、ハードウェアを使用して１つまたは複数の動作を実行す
る機能を表す。したがって、処理システム６０４は、プロセッサ、機能ブロックなどとし
て構成され得るハードウェア要素６１０を含むものとして示される。このことは、特定用
途向け集積回路、あるいは１つまたは複数の半導体を使用して形成された他の論理デバイ
スとしてハードウェアで実装することを含み得る。ハードウェア要素６１０は、ハードウ
ェア要素６１０が形成される材料、またはハードウェア要素６１０において使用される処
理機構によって限定されない。例えば、プロセッサは、半導体および／またはトランジス
タ（例えば、電子集積回路（ＩＣ））から成ることが可能である。そのような脈絡におい
て、プロセッサ実行可能命令は、電子的に実行可能な命令であり得る。
【００４５】
　[0053]コンピューター可読媒体６０６は、メモリ／ストレージ６１２を含むものとして
示される。メモリ／ストレージ６１２は、１つまたは複数のコンピューター可読媒体に関
連するメモリ／ストレージ能力を表す。メモリ／ストレージ６１２は、揮発性媒体（ラン
ダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）など）および／または不揮発性媒体（読取り専用メモリ（
ＲＯＭ）、フラッシュメモリ、光ディスク、磁気ディスクなど）を含み得る。メモリ／ス
トレージ６１２は、固定メディア（例えば、ＲＡＭ、ＲＯＭ、固定ハードドライブなど）
およびリムーバブルメディア（例えば、フラッシュメモリ、リムーバブルハードドライブ
、光ディスクなど）を含み得る。コンピューター可読媒体６０６は、後段でさらに説明さ
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れるとおり、様々な他の様態で構成されてもよい。
【００４６】
　[0054]入出力インターフェース６０８は、様々な入出力デバイスを使用して、ユーザー
が、コンピューティングデバイス６０２にコマンドおよび情報を入力することを可能にし
、また、情報が、ユーザーおよび／または他のコンポーネントもしくはデバイスに提示さ
れることも可能にする機能を表す。入力デバイスの例には、キーボード、カーソル制御デ
バイス（例えば、マウス）、音声動作のためのマイクロフォン、スキャナー、タッチ機能
（例えば、物理的タッチを検出するように構成された静電容量センサまたは他のセンサ）
、カメラ（例えば、可視の波長、または赤外線周波数などの不可視の波長を使用して、タ
ッチがジェスチャーとして関与しない動きを検出することが可能である）などが含まれる
。出力デバイスの例には、ディスプレイデバイス（例えば、モニタまたはプロジェクター
）、スピーカー、プリンター、ネットワークカード、触覚応答デバイスなどが含まれる。
このため、コンピューティングデバイス６０２は、ユーザー対話をサポートするように後
段でさらに詳細に説明される様々な様態で構成され得る。
【００４７】
　[0055]様々な技法が、ソフトウェア、ハードウェア要素、またはプログラムモジュール
の一般的な脈絡において本明細書で説明され得る。一般に、そのようなモジュールには、
特定のタスクを実行する、または特定の抽象データ型を実装するルーチン、プログラム、
オブジェクト、要素、コンポーネント、データ構造などが含まれる。本明細書で使用され
る「モジュール」、「機能」、および「コンポーネント」という用語は、ソフトウェア、
ファームウェア、ハードウェア、または以上の組合せを一般的に表す。本明細書で説明さ
れる技法の特徴は、プラットフォーム独立であり、すなわち、これらの技法は、様々なプ
ロセッサを有する様々な市販のコンピューティングプラットフォーム上で実施され得る。
【００４８】
　[0056]説明されるモジュールおよび技法の実装形態は、何らかの形態のコンピューター
可読媒体上に格納されること、またはそのような媒体を介して伝送されることが可能であ
る。コンピューター可読媒体には、コンピューティングデバイス６０２によってアクセス
され得る様々な媒体が含まれ得る。例として、限定としてではなく、コンピューター可読
媒体には、「コンピューター可読記憶媒体」および「通信媒体」が含まれ得る。
【００４９】
　[0057]「コンピューター可読記憶媒体」とは、単なる信号伝送、搬送波、または信号自
体とは異なり、情報を記憶することを可能にする媒体および／またはデバイスを指す。こ
のため、コンピューター可読記憶媒体は、信号担持媒体または信号自体を含まない。コン
ピューター可読記憶媒体は、コンピューター可読命令、データ構造、プログラムモジュー
ル、論理要素／回路、またはその他のデータなどの情報を記憶するのに適した方法または
技術で実装された揮発性および不揮発性、リムーバブルおよび非リムーバブルの媒体およ
び／またはストレージなどのハードウェアを含む。コンピューター可読記憶媒体の例には
、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ，フラッシュメモリもしくは他のメモリ技術、ＣＤ－Ｒ
ＯＭ、デジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ）もしくは他の光ストレージ、ハードディ
スク、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスクストレージもしくは他の磁気ストレージ
デバイス、あるいは所望される情報を記憶するのに適しており、コンピューターによって
アクセスされ得る他のストレージデバイス、有形の媒体、または製造品が含まれ得るが、
以上には限定されない。
【００５０】
　[0058]「通信媒体」とは、ネットワークを介するなどして、コンピューティングデバイ
ス６０２のハードウェアに命令を伝送するように構成された信号担持媒体を指す。通信媒
体は、通常、搬送波、データ信号、または他のトランスポート機構などの、変調されたデ
ータ信号としてコンピューター可読命令、データ構造、プログラムモジュール、またはそ
の他のデータを具体化することが可能である。また、通信媒体には、任意の情報配信媒体
も含まれる。「変調されたデータ信号」という用語は、信号内に情報を符号化するように
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特性の１つまたは複数が設定された、または変更された信号を意味する。例として、限定
としてではなく、通信媒体には、有線ネットワークまたは直接配線接続などの有線媒体、
ならびに音響媒体、ＲＦ媒体、赤外線媒体、および他のワイヤレス媒体などのワイヤレス
媒体が含まれる。
【００５１】
　[0059]前述したとおり、ハードウェア要素６１０およびコンピューター可読媒体６０６
は、本明細書で説明される技法の少なくともいくつかの態様を実施するように一部の実施
形態において使用され得るハードウェア形態で実装された命令、モジュール、プログラマ
ブルデバイスロジックおよび／または固定デバイスロジックを表す。ハードウェア要素は
、集積回路もしくはオンチップシステム、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィール
ドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、Ｃｏｍｐｌｅｘ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌ
ｅ　Ｌｏｇｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ（ＣＰＬＤ）、およびシリコンデバイスまたは他のハード
ウェアデバイスとしての他の実装形態のコンポーネントを含み得る。この脈絡で、ハード
ウェア要素は、ハードウェア要素によって具体化される命令、モジュール、および／また
はロジックによって定められたプログラムタスクを実行する処理デバイスとして動作する
とともに、実行のために命令を記憶するのに利用されるハードウェアデバイス、例えば、
前述したコンピューター可読媒体として動作することが可能である。
【００５２】
　[0060]また、前述したコンピューター可読媒体およびハードウェア要素の組合せも、本
明細書で説明される様々な技法およびモジュールを実施するのに使用され得る。したがっ
て、オペレーティングシステム１１０、アプリケーション１１２、ドライバーセキュリテ
ィプラットフォーム１１６、および他のプログラムモジュールを含むソフトウェア、ハー
ドウェア、またはプログラムモジュールは、何らかの形態のコンピューター可読記憶媒体
上に、かつ／または１つまたは複数のハードウェア要素６１０によって具体化された１つ
または複数の命令および／またはロジックとして実装され得る。コンピューティングデバ
イス６０２は、ソフトウェアモジュールおよび／またはハードウェアモジュールに対応す
る特定の命令および／または機能を実施するように構成され得る。したがって、ソフトウ
ェアとしてコンピューティングデバイス６０２によって実行可能であるモジュールとして
のモジュールの実装は、少なくとも部分的にハードウェアで、例えば、処理システムのコ
ンピューター可読媒体および／またはハードウェア要素６１０の使用を介して実現され得
る。それらの命令および／または機能は、本明細書で説明される技法、モジュール、およ
び例を実施するように１つまたは複数の製造品（例えば、１つまたは複数のコンピューテ
ィングデバイス６０２および／または処理システム６０４）によって実行可能／操作可能
であり得る。
【００５３】
　[0061]図６にさらに示されるとおり、例示的なシステム６００は、パーソナルコンピュ
ーター（ＰＣ）、テレビデバイス、および／またはモバイルデバイスの上でアプリケーシ
ョンを実行する際、シームレスなユーザー体験のためのユビキタス環境を可能にする。サ
ービスおよびアプリケーションは、アプリケーションを利用している間、ビデオゲームを
行っている間、ビデオを観ている間などに１つのデバイスから次のデバイスに遷移する際
、共通のユーザー体験のために３つすべての環境において実質的に同様に実行される。
【００５４】
　[0062]例示的なシステム６００において、複数のデバイスが、中央コンピューティング
デバイスを介して互いに接続される。その中央コンピューティングデバイスは、その複数
のデバイスに対してローカルであってもよく、その複数のデバイスから遠隔に配置されて
もよい。一実施形態において、中央コンピューティングデバイスは、ネットワーク、イン
ターネット、または他のデータ通信リンクを介してその複数のデバイスに接続された１つ
または複数のサーバーコンピューターのクラウドであり得る。
【００５５】
　[0063]一実施形態において、この相互接続アーキテクチャは、複数のデバイスにわたっ
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て機能が提供されて、その複数のデバイスのユーザーに共通で、シームレスな体験をもた
らすことを可能にする。複数のデバイスのそれぞれは、異なる物理的要件および能力を有
することが可能であり、中央コンピューティングデバイスは、プラットフォームを使用し
て、そのデバイスに合わされているとともに、それでも、すべてのデバイスに共通である
体験をそのデバイスに提供することを可能にする。一実施形態において、ターゲットデバ
イスのクラスが作成され、体験は、デバイスのその汎用クラスに合わされる。デバイスの
クラスは、物理的特徴、使用のタイプ、またはデバイスの他の共通の特性によって定めら
れ得る。
【００５６】
　[0064]様々な実装形態において、コンピューティングデバイス６０２は、コンピュータ
ー６１４使用向け、モバイル６１６使用向け、およびテレビ６１８使用向けなどの、様々
な異なる構成をとり得る。これらの構成のそれぞれは、全体的に異なる構造および能力を
有し得るデバイスを含み、このため、コンピューティングデバイス６０２は、それらの異
なるデバイスクラスのうちの１つまたは複数により構成され得る。例えば、コンピューテ
ィングデバイス６０２は、パーソナルコンピューター、デスクトップコンピューター、マ
ルチスクリーンコンピューター、ラップトップコンピューター、ネットブックなどを含む
デバイスのコンピューター６１４クラスとして実施され得る。
【００５７】
　[0065]また、コンピューティングデバイス６０２は、モバイル電話、ポータブル音楽プ
レーヤー、ポータブルゲームデバイス、タブレットコンピューター、マルチスクリーンコ
ンピューターなどのモバイルデバイスを含むデバイスのモバイル６１６クラスとして実装
されることも可能である。また、コンピューティングデバイス６０２は、気軽な視聴環境
において全体的により大きい画面を有する、またはそのような画面に接続されたデバイス
を含むテレビ６１８クラスのデバイスとして実装されることも可能である。これらのデバ
イスは、テレビ、セットトップボックス、ゲームコンソールなどを含む。
【００５８】
　[0066]本明細書で説明される技法は、コンピューティングデバイス６０２のこれらの様
々な構成によってサポートされることが可能であり、本明細書で説明される技法の特定の
例に限定されない。このことは、コンピューティングデバイス６０２上にドライバーセキ
ュリティプラットフォーム１１６が含まれることを介して例示される。ドライバーセキュ
リティプラットフォーム１１６および他のモジュールの機能は、すべて、または部分的に
、後段で説明されるとおり、プラットフォーム６２２を介して「クラウド」６２０にわた
ってなど、分散システムの使用を介して実施されることも可能である。
【００５９】
　[0067]クラウド６２０は、リソース６２４のためのプラットフォーム６２２を含み、か
つ／または表す。プラットフォーム６２２は、クラウド６２０のハードウェア（例えば、
サーバー）リソースおよびソフトウェアリソースの基礎をなす機能を抽象化する。リソー
ス６２４は、コンピューター処理が、コンピューティングデバイス６０２から遠隔のサー
バー上で実行されている間に利用され得るアプリケーションおよび／またはデータを含む
ことが可能である。また、リソース６２４は、インターネットを介して、かつ／またはセ
ルラーネットワークもしくはＷｉ－Ｆｉネットワークなどの加入者ネットワーク経由で提
供されるサービスを含むことも可能である。
【００６０】
　[0068]プラットフォーム６２２は、コンピューティングデバイス６０２を他のコンピュ
ーティングデバイスに接続するリソースおよび機能を抽象化することが可能である。また
、プラットフォーム６２２は、プラットフォーム６２２を介して実施されるリソース６２
４を求める遭遇したデマンドに対して対応するレベルのスケールをもたらすリソースのス
ケーリングを抽象化する役割をすることも可能である。したがって、互いに接続されたデ
バイス実施形態において、本明細書で説明される機能の実装形態は、システム６００全体
にわたって分散されることが可能である。例えば、機能は、部分的にコンピューティング
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デバイス６０２上で実施されるとともに、クラウド６２０の機能を抽象化するプラットフ
ォーム６２２を介して実施されることが可能である。
結論
　[0069]本発明について、構造上の特徴、および／または方法上の動作に特有の言い回し
で説明してきたが、添付の特許請求の範囲において規定される本発明は、説明されるそれ
らの特定の特徴または動作に必ずしも限定されないことを理解されたい。むしろ、特定の
特徴および動作は、主張される発明を実施する例示的な形態として開示される。

【図１】 【図２】
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【要約の続き】
一時停止すること、およびドライバーの動作を制御することが可能である。したがって、システムに対するトランス
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