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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ランタイム時のアプリケーションセキュリティ
の動的動作整合性証明およびユーザ評判を提供するため
のシステムおよび方法を提供すること。
【解決手段】セキュリティオーケストレーションサービ
スは、近リアルタイムで、機器化されたターゲットプラ
ットフォーム上の対象（モバイルデバイスを含む）およ
びアプリケーションの脅威または文脈信頼性のレベルを
表して識別する、ランタイム動作整合性プロファイルを
生成する。対象評判スコアに基づく、モバイルデバイス
整合性の動的証明のための方法およびシステムであって
、デバイスと関連付けられるユーザの評判スコアおよび
／またはデバイス評判スコアに基づいて、モバイルデバ
イスの信頼性を採点する。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記憶された命令を有する非一過性のコンピュータ可読媒体であって、前記命令は、証明
サーバをホストするコンピューティングデバイスによって実行された場合、クライアント
サーバまたはピアツーピアトランザクションを実行する、クライアントモバイルデバイス
または前記モバイルデバイス上で実行するクライアントアプリケーションの動的証明を提
供するための動作を前記コンピューティングデバイスに行わせ、前記動作は、
　複数のプレディケートスコアに基づいて時間的および終点事象を相関させることと、
　規定属性制約または測定基準からの逸脱に基づいてプレディケートスコアを判定するこ
とと、
　前記逸脱に反比例するスコアを計算することと、
　必要測定頻度を達成するために必要とされるサンプルレートを判定することと、
　連続的逸脱の再現を判定することと、
　前記属性制約の加重を識別することと、
　プレディケートスコアの加重平均として前記アプリケーションまたはデバイスの整合性
信頼を判定することと、
　複数のクライアントアプリケーションまたはクライアントモバイルデバイスにわたって
、範囲外整合性信頼スコアを例外として識別することと
　を含む、非一過性のコンピュータ可読媒体。
【請求項２】
　モバイルデバイスと、クライアントサーバシステムとを含む、コンピューティングプラ
ットフォーム上で実行するアプリケーションの実行異常および脅威姿勢を判定することに
よって、ランタイム動作整合性を提供するためのシステムであって、前記システムは、
　終点信頼エージェントであって、前記終点信頼エージェントは、
　　前記アプリケーションのローカル実行コンテキストを観察するように構成される、プ
ロセスモニタと、
　　前記アプリケーションのネットワークアクティビティを観察するように構成される、
ソケットモニタと、
　　前記アプリケーションによって消費されるシステムおよびプラットフォームリソース
を観察するように構成される、リソース利用モジュールモニタと、
　　ルールセットに基づいて前記コンピューティングプラットフォームの動作整合性を査
定するように構成される、アプリケーション整合性モジュールと
　　を含み、
　　前記コンピューティングプラットフォームのためのネイティブマシン機器は、前記コ
ンピューティングプラットフォーム上のオペレーティングシステム（ＯＳ）によって提供
される事象登録、コールバック、通知機構を表し、未処理事象を生成するように構成され
る、終点信頼エージェントと、
　拡張信頼機器と、
　ランタイムモニタであって、前記ランタイムモニタは、
　　前記拡張信頼機器からの前記アプリケーションに対するアプリケーション事象の近リ
アルタイム非同期通知に登録して受信することと、
　　前記アプリケーションの実行インスタンスにリンクされるアプリケーションフィルタ
として、動的表現またはルールを生成して送信することと
　　を行うように構成される、ランタイムモニタと、
　前記コンピューティングプラットフォームのシステム事象を相関させてリスクの計算を
判定するように構成される、システム事象相関器と、
　前記コンピューティングプラットフォームおよび前記アプリケーションについてのセキ
ュリティインテリジェンスを統合することによって、前記リスクの計算に基づいて実施可
能なインテリジェンスを編成するように構成される、信頼オーケストレータと、
　前記コンピューティングプラットフォーム上で実行するアプリケーション、または前記
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コンピューティングプラットフォームのユーザのアクションに基づいてリスクを評価し、
前記ネイティブマシン機器から前記未処理事象を受信することによって、前記コンピュー
ティングプラットフォームのランタイム動作整合性を測定するように構成される、終点信
頼センサと
　を備える、システム。
【請求項３】
　対象の評判スコアの階層的表現を生成して表示するための評判採点システムであって、
前記システムは、評判ブローカを備え、
　前記評判ブローカは、サービスプロバイダから信頼ブローカで受信される前記対象の評
判スコアに対するクエリを処理することと、
　前記対象の階層的評判スコアを生成するように要求を信頼オーケストレータにディスパ
ッチすることと
　を行うように構成され、
　前記信頼オーケストレータは、
　前記対象と関連付けられる属性を調査するように、組織の内部または外部の情報管理シ
ステムへの複数の指向クエリを開始すること、
　受信したクエリ応答を分析すること、
　リスクの計算に基づいて、前記対象の生成された階層的評判スコアを受信すること、お
よび
　前記対象の前記受信した階層的評判スコアを前記評判ブローカに送信すること
　によって、階層的評判スコアに対する受信した要求を処理するように構成され、
　前記信頼オーケストレータはさらに、
　前記ディスパッチされた要求に応答して、前記対象の評判トークンを前記評判ブローカ
から受信することと、
　前記クエリへの応答として、前記評判トークンを前記サービスプロバイダに送信するこ
とと
　を行うように構成される、システム。
【請求項４】
　認証プロセスを行うことによってユーザをコンピューティングデバイスに認証するよう
に構成される、認証サービスと、
　対象アラートとともに対象の整合性プロファイルを含む、対象事象を前記信頼ブローカ
から受信するように構成される評判プロセッサを備える、システム事象相関器と、
　複数の協調サービスから終点査定レポートの中で受信される、正規化した照合対象事象
のリアルタイム相関に基づいて、リスク相関行列にデータ投入するように構成される、リ
スク相関器と、
　前記対象の前記階層的評判スコアを生成するように構成される、評判スコア発生器であ
って、前記評判スコア発生器は、トランザクションスコア、ユーザスコア、サービススコ
ア、社会スコア、職業スコア、デバイススコア、組織スコア、およびアプリケーションス
コアのうちの１つ以上に基づいて、階層的評判スコアを計算するように構成される採点モ
ジュールを備える、評判スコア発生器と、
　前記信頼ブローカからの対象アクティビティクエリに応答するように構成される、ログ
管理モジュールと、
　前記信頼ブローカからの対象属性クエリに応答するように構成される、役割管理システ
ムと、
　前記信頼ブローカからの前記対象属性クエリに応答するように構成される、識別管理モ
ジュールと
　をさらに備える、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記リスク相関器はさらに、対象アラートを受信し、前記対象アラートを前記リスク相
関行列の中のセルにマップするように構成され、
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　前記評判スコア発生器はさらに、前記対象事象および前記対象アラートを処理して、前
記対象の前記階層的評判スコアを判定するように構成される、請求項４に記載のシステム
。
【請求項６】
　前記対象事象は、プロビジョニングした属性、前記対象と関連付けられる終点アクティ
ビティ、および前記対象と関連付けられるネットワークレベルアクティビティについての
アサーションのうちの１つ以上であり、ログ管理システム、役割管理システム、および／
または前記識別管理モジュールからの指向クエリへの応答として、前記システム事象相関
器で受信される、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記評判トークンは、前記管理されたアプリケーションにアクセスするサービス要求を
許可または拒否するように評判ベースのアクセス制御を実施するように、少なくとも、前
記対象情報および前記サービスプロバイダによって要求される情報の評判スコアを含む、
請求項４に記載のシステム。
【請求項８】
　前記信頼ブローカはさらに、権利付与、メンバーシップ、役割、およびアクティビティ
情報等の受信した対象属性を処理し、時間的対象事象を生成して前記評判プロセッサにデ
ィスパッチするように構成される、請求項３に記載のシステム。
【請求項９】
　対象事象は、トランザクションにおけるセキュリティリスクのレベルを判定するために
使用される、前記対象についてのアサーションを表す、請求項３に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記対象事象は、義務の静的および動的分離、最小権限の原理、前記対象による観察さ
れたリソース使用パターン、ならびに組織の内部ネットワークおよび前記組織の外部のネ
ットワーク上の観察された対象アクティビティを含む、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記信頼ブローカによって受信されるクエリは、事前構成される、請求項３に記載のシ
ステム。
【請求項１２】
　ディスプレイ上に複数のダッシュボードを備える管理コンソール用のグラフィカルユー
ザインターフェース（ＧＵＩ）をレンダリングするように構成される、管理モジュールを
さらに備え、
　事前構成されたクエリは、前記ＧＵＩを使用してカスタマイズされることができる、請
求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記評判プロセッサはさらに、前記対象によってコンピュータシステムまたはプラット
フォームに引き起こされるリスクを計算するように構成され、
　前記管理モジュールはさらに、前記ディスプレイ上に前記対象評判スコアの前記階層的
表現をレンダリングするように構成される、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記管理システムは、ソーシャルネットワーキングベンダによってホストされる情報シ
ステムを含む、請求項３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記対象は、コンピューティングデバイス、ユーザ、トランザクション、組織、または
サービスである、請求項３に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記対象と関連付けられる前記属性は、デバイス地理的位置、デバイス提供状態、有効
／無効デバイス機能、ユーザ登録、および組織登録のうちの１つ以上を含む、請求項１５
に記載のシステム。
【請求項１７】
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　前記階層的評判スコアは、トランザクションスコア、サービススコア、社会スコア、職
業スコア、デバイススコア、組織スコア、およびアプリケーションスコアのうちの１つ以
上を備える、複数の構成要素スコアの集約を備える、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記階層的評判スコアは、どのようにして前記対象スコアが前記サービスプロバイダに
報告されるであろうかという粒度および構造を表す、注釈付き構成要素スコアを伴う列挙
リストを備える、請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記ユーザは、オンライントランザクションを行うか、またはアプリケーションによっ
てレンダリングされ、組織によって管理されるサービスを伴うアクティビティに参加する
ために、終点デバイスを使用し、前記ユーザは、メンバーシップ、雇用、契約、または他
の提携を介して前記組織と関連付けられる、請求項４に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記アクティビティは、社会または職業のいずれか一方として分類される、請求項１９
に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記ＩＴアセットは、前記コンピューティングデバイス、前記終点デバイス、サーバ、
デスクトップコンピュータ、ラップトップ、タブレットコンピュータ、多機能プリンタ／
スキャナ／ファクスマシン、およびネットワークデバイスのうちの１つ以上を含む、請求
項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記組織の代わりに前記ＩＴアセットの在庫を管理するように構成される、在庫管理シ
ステムをさらに備える、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２３】
　終点信頼エージェント、ならびに評判ブローカおよび信頼ブローカを備える信頼オーケ
ストレータを使用して、対象の評判のリアルタイム証明をサービスプロバイダに提供する
方法であって、前記方法は、
　前記評判ブローカによって、前記信頼オーケストレータにおいて、サービスプロバイダ
から対象の前記評判スコアに対するクエリを受信することと、
　前記評判ブローカによって、前記信頼オーケストレータにおいて、対象のジャストイン
タイム評判スコアを生成する要求をディスパッチすることと、
　　対象と関連付けられる属性を調査するように、外部情報管理システムへの複数の指向
クエリを開始すること、
　　受信したクエリ応答を分析し、リスクの計算に基づいて対象の評判スコアを生成する
こと、
　　対象の評判スコアを前記評判ブローカに送信すること、および
　　前記信頼オーケストレータにおいて前記評判ブローカによって、サービスプロバイダ
へのクエリ応答として、対象の評判トークンを送信すること
　によって、前記信頼ブローカによって、前記信頼オーケストレータにおいて、前記受信
した評判を処理することと
　を含む、方法。
【請求項２４】
　前記対象は、
　ユーザアカウント、
　ソフトウェアアプリケーション、
　コンピュータシステム、
　コンピューティングプラットフォーム、および
　コンピューティングデバイス
　のうちの１つ以上である、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
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　内部または外部情報管理システムの調査は、
　対象のプロビジョニングした識別、役割、および権利付与を問い合わせること、
　対象に起因するアクティビティログを問い合わせること、
　対象の在庫オブジェクト関連性を問い合わせること、
　対象の地理的位置ベースのオブジェクトアクションを問い合わせること、
　対象によって在庫対象に行われるアクションを問い合わせること、
　最小権限の原理および義務の分離に関係する、観察されたアクションおよびプロビジョ
ニングした対立における異常を相関させること、
　複数の感染したシステムとの対象の関連性を相関させること、および
　複数の感染したコンピューティングデバイスとの対象の関連性を相関させること
　のうちの１つ以上を含む、請求項２３に記載の方法。
【請求項２６】
　アクティビティログの前記問い合わせは、
　対象と関連付けられるセキュリティおよび情報事象、
　対象によって訪問されるウェブサイト、
　対象によって開始されるオンラインまたは自動ダウンロード、および
　対象によって行われるローカルデバイス管理アクションおよび動作
　のうちの１つ以上を含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　コンピューティングデバイスまたは前記コンピューティングデバイス上で実行するアプ
リケーションのリスク相関に基づいて、ネットワーク要素においてネットワークフローレ
ベル改善を提供するためのシステムであって、前記システムは、
　評判サービスからのシステム警告に登録して受信するように構成される、ネットワーク
信頼エージェントと、
　終点脅威インテリジェンスを受信するように構成される、終点信頼エージェントと、
　ネットワークアクティビティ、前記コンピューティングデバイスのシステム構成、前記
デバイスによるリソース利用、および前記デバイスの整合性のうちの１つ以上を管理する
ように構成される、複数のセンサ入力から受信される入力に基づいて、リスクを相関させ
るように構成される、事象および挙動相関エンジンと、
　信頼オーケストレーションサーバであって、前記信頼オーケストレーションサーバは、
　協調サービスから受信される終点査定レポートを含む、グローバルセキュリティコンテ
キストにリスクの計算を行うことと、
　前記終点脅威インテリジェンスに基づくシステム警告を前記ネットワーク信頼エージェ
ントに送信することと
　を行うように構成される、信頼オーケストレーションサーバと、
　前記コンピューティングデバイスまたはアプリケーションの制御のためのリアルタイム
指令を受信するように構成される、改善エンジンと
　を備える、システム。
【請求項２８】
　前記センサ入力は、連続的監視を行うように構成される、請求項２７に記載のシステム
。
【請求項２９】
　前記事象および挙動相関エンジンは、
　前記ネットワークアクティビティセンサからのシステム事象および感染プロファイル、
　前記システム構成センサからのスキャンの整合性測定および検証レポート、
　前記リソース利用センサからのプロセッサ、ネットワーク、メモリ、および記憶装置リ
ソース消費に関するシステム事象、および
　前記アプリケーション整合性センサからの画像プロファイルおよびローカル実行コンテ
キストに関するシステム事象
　のうちの１つ以上を受信するように構成される、請求項２７に記載のシステム。



(7) JP 2016-181265 A 2016.10.13

10

20

30

40

50

【請求項３０】
　前記スキャンは、スケジュール通りに行われ、前記スケジュールは、毎時間、毎日、毎
週、隔週、または毎月のうちの１つ以上である、請求項２９に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記改善エンジンは、仮想マシン、ネットワークフローコントローラ、およびトランザ
クションのうちの１つ以上にアクションを行うように構成される、請求項２７に記載のシ
ステム。
【請求項３２】
　前記アクションは、構成されたトリガ制御に基づく、請求項３１に記載のシステム。
【請求項３３】
　ネットワーク分析器、終点信頼エージェント、信頼ブローカ、信頼オーケストレータ、
および複数のネットワーク終点査定を使用して、コンピューティングプラットフォーム上
で実行するシステムのランタイム動作整合性を編成する方法であって、前記方法は、
　前記ネットワーク分析器によって、ネットワークアクティビティ相関およびネットワー
クマルウェア検出に基づいて異常を判定することと、
　前記信頼ブローカによって、査定のシステムレベル正規化および照合に基づいてシステ
ム構成異常を判定することと、
　前記終点信頼エージェントによって、中央処理装置（ＣＰＵ）、メモリ、記憶装置、お
よびネットワークリソース使用と関連付けられるルールセットに基づいて、リソース利用
異常を判定することと、
　前記終点信頼エージェントによって、静的および動的画像分析と関連付けられる前記ル
ールセットに基づいてアプリケーション整合性異常を判定することと、
　前記信頼オーケストレータによって、感染したシステムのリスク分析および検出のため
に、ネットワーク終点の連続的ローカルおよび遠隔監視を通して特徴付けられるネットワ
ークアクティビティならびに終点事象および挙動を相関させることと、
　前記信頼オーケストレータによって、自動マシン、ネットワークフロー、またはトラン
ザクションレベル改善制御を通して、感染したシステムを軽減することと
　を含む、方法。
【請求項３４】
　前記軽減することはさらに、グラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）のリアル
タイム脅威可視化ダッシュボードを介して受信される改善入力に従って、感染したシステ
ムを軽減することを含む、請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　ネットワーク分析器、終点信頼エージェント、信頼オーケストレータ、信頼ブローカ、
システム事象相関器、信頼スーパーバイザ、および改善コントローラを使用して、コンピ
ュータシステム上で実行するアプリケーションのランタイム動作整合性に基づいて、リア
ルタイム自動改善を提供する方法であって、前記方法は、
　前記コンピューティングプラットフォーム上の前記終点信頼エージェントによって、前
記アプリケーションのためのアプリケーションおよびシステムレベル動作の未処理事象を
受信することと、
　前記終点信頼エージェントによって、アラート表現、リスク相関行列、およびリスクの
計算に基づいて、前記アプリケーションの実行異常および脅威姿勢を信号伝達するように
、終点事象を生成することと、
　前記信頼オーケストレータにおいて、前記ネットワーク分析器から前記終点について生
成される感染プロファイル、前記終点信頼エージェントからの終点事象、および複数の終
点査定サービスからのレポートを受信することと、
　前記信頼ブローカによって、前記受信したレポートの中のデータおよびコンテンツ要素
を正規化して相関させることと、
　前記信頼ブローカによって、終点システムに関係する時間的事象を生成することと、
　前記システム事象相関器によって、前記終点システムのシステム整合性プロファイルを
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生成するように前記時間的および終点事象を相関させることと、
　前記信頼スーパーバイザによって、前記信頼オーケストレータにおいて、前記ネットワ
ーク分析器からの感染プロファイル、および前記システム事象相関器からの整合性プロフ
ァイルを受信することと、
　前記信頼スーパーバイザによって、前記終点システムで診断される脅威および感染を識
別して分類することと、
　前記改善コントローラによって、前記信頼オーケストレータにおいて、改善順序を開始
するように前記信頼スーパーバイザから指令を受信することと、
　前記改善コントローラによって、前記信頼オーケストレータにおいて、確立された閾値
およびトリガに基づくオーケストレーションおよびポリシー実施サービスのためにアクシ
ョンをネットワーク要素に送信することと
　を含む、方法。
【請求項３６】
　前記コンピュータシステム上のネイティブおよびカスタム拡張機器からのマシンおよび
プラットフォーム事象に登録して受信することと、
　事象相関行列にデータ投入するように、未処理事象をプラットフォームにとらわれない
整合性事象にマップすることと、
　異常のアラートを生成するように、複数のルールセットに基づいて、受信した整合性事
象を処理することと、
　前記事象相関行列に基づいて整合性警告を生成することと
　をさらに含む、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記リスクの計算は、
　リソースの属性であって、前記リソースは、前記アプリケーション、前記アプリケーシ
ョンが実行されているプラットフォーム、または前記コンピュータシステムである、リソ
ースの属性、
　規定された値制限を表す、属性値制約、
　前記測定と関連付けられるサンプリングレート、
　前記測定検証と関連付けられる再現率、
　前記属性と関連付けられるスコアまたは測定基準、および
　前記属性と関連付けられる加重の関数である、請求項３５に記載の方法。
【請求項３８】
　前記リスク相関行列は、
　システム逸脱、
　システム脅迫、
　システム脆弱性、および
　システム感染を診断するための整合性警告クラスを含む、請求項３５に記載の方法。
【請求項３９】
　前記感染プロファイルは、無署名攻撃を結論付けるフォレンジック証拠連鎖を備える、
請求項３５に記載の方法。
【請求項４０】
　前記終点事象は、少なくとも、
　計算、メモリ、記憶装置、およびネットワークリソース利用と関連付けられるランタイ
ム実行異常と、
　プロセス等の処理の単位と関連付けられる、コンパイラ型、インタープリタ型、または
中間コードまたはスクリプトから成るバイナリファイルのための画像実行コンテキストと
、
　画像要素と関連付けられるデジタル署名と、
　動作構成設定への修正と関連付けられるプログラムまたは双方向動作と
　を含む、請求項３５に記載の方法。
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【請求項４１】
　複数の終点査定サービスからの前記レポートは、
　ジャストインタイムの静的および動的バイナリ分析のためにマルウェア分析器への前記
アプリケーションと関連付けられる、コンパイラ型、インタープリタ型、または中間コー
ドまたはスクリプトから成るバイナリファイルのための画像実行コンテキストと、
　前記画像実行コンテキストの分析に基づく前記画像実行コンテキストの診断と
　を備える、請求項３５に記載の方法。
【請求項４２】
　前記分析は、
　前記コンピュータシステムのネットワークアドレスおよび／または地理的位置に基づい
て要素を照合することと、
　ネットワーク査定を正規化することと、
　パッケージおよび／または構成要素帰属に基づくオブジェクトレベル照合と、
　終点およびネットワーク査定の集約として、グローバルオブジェクトコンテキストを生
成することと、
　オブジェクト属性と関連付けられるルールセットに基づく事象処理と、
　事象相関行列に基づいて事象を相関させることと、
　オブジェクト整合性警告を生成することと、
　整合性警告に基づいて脅威を分類することと、
　状態指示表示をダッシュボードコントローラに送信することと、
　アクションを前記改善コントローラにディスパッチすることと
　を含む、請求項４１に記載の方法。
【請求項４３】
　複数のネットワーク終点査定の前記集約は、時間的事象を生成する、請求項３５に記載
の方法。
【請求項４４】
　終点および時間的事象の前記集約は、終点の整合性プロファイルを生成する、請求項３
５に記載の方法。
【請求項４５】
　システム警告クラスと、
　プラットフォーム、アプリケーション、画像およびグレイウェアアラートと、
　アラートおよび信号警告を相関させるアラート表現と、
　を備える、システム事象相関行列に基づいて、脅威または感染状態の診断のために整合
性および感染プロファイルを相関させることをさらに含む、請求項３５に記載の方法。
【請求項４６】
　前記グレイウェアアラートは、プロセス監視リストを備える、請求項４５に記載の方法
。
【請求項４７】
　ネットワーク信頼エージェント、終点信頼エージェント、および信頼オーケストレータ
を有するコンピューティングプラットフォームのディスプレイにおいて、感染したシステ
ムのためのデータセンターレベルランタイム動作整合性ダッシュボードおよび改善制御を
提示するための方法であって、前記方法は、
　複数の終点査定サービスから、複数の信頼ベクトルのためのランタイム整合性測定基準
を受信することと、
　前記ディスプレイ上のグラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）において、受信
した整合性測定基準の信頼レベルに基づいて、リスク指標および影響分析を表示すること
と、
　　前記感染したシステムのスナップショットを撮影すること、
　　信頼できる基準構成から前記感染したシステムを復元または再画像化すること、
　　ネットワークファブリックから前記感染したシステムを隔離すること、
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　　前記感染したシステムからユーザを迂回させること、
　　前記感染したシステムからトランザクションを迂回させること、および
　　前記感染したシステムからトラフィックを迂回させること
　　のうちの１つ以上を行うことによって、脅威格納およびリスク軽減のための手動また
は自動改善制御を提供することと、
　前記ＧＵＩにおいて、開始した改善措置の状態および進捗を表示することと、
　前記ＧＵＩにおいて、
　　感染概要、
　　感染診断、
　　無署名感染ライフサイクルモデルに基づく脅威分類および識別、
　　ソースまたは攻撃者のアドレスおよび地理的位置、
　　１つ以上の感染被害者の識別、
　　検出された悪意のあるアクティビティおよび意図のフォレンジック証拠連鎖、および
　　前記被害マシンまたは感染システム上で検出される計算、メモリ、記憶装置、および
ネットワークレベル異常
　　のうちの１つ以上を備える、マルウェア分析の詳細を表示することと
　を含む、方法。
【請求項４８】
　前記リスク指標は、色分けされる、請求項４７に記載の方法。
【請求項４９】
　前記ランタイム動作整合性は、実行異常と、脅威姿勢とを備える、請求項４７に記載の
方法。
【請求項５０】
　ネットワーク分析器、終点信頼エージェント、信頼ブローカ、信頼オーケストレータ、
および複数のネットワーク終点査定を使用して、コンピューティングプラットフォーム上
で実行するシステムのランタイム動作整合性を編成する方法であって、前記方法は、
　前記ネットワーク分析器によって、ネットワークアクティビティ相関およびネットワー
クマルウェア検出に基づいて異常を判定することと、
　前記信頼ブローカによって、査定のシステムレベル正規化および照合に基づいてシステ
ム構成異常を判定することと、
　前記終点信頼エージェントによって、プロセッサ、メモリ、およびネットワークリソー
ス使用と関連付けられるルールセットまたはアラート表現に基づいて、リソース利用異常
を判定することと、
　前記終点信頼エージェントによって、静的および動的画像分析と関連付けられるルール
セットまたはアラート表現に基づいて、少なくとも１つのアプリケーション整合性異常を
判定することと、
　前記信頼オーケストレータによって、感染したシステムのリスク分析および検出のため
に、ネットワーク終点の連続的ローカルおよび遠隔監視を通して特徴付けられるネットワ
ークアクティビティならびに終点事象および挙動を相関させることと、
　前記信頼オーケストレータによって、フローレベルまたはトランザクションレベル改善
制御を実装するように、リアルタイム脅威可視化ダッシュボードから受信される入力を使
用して、感染したシステムを軽減することと
　を含む、方法。
【請求項５１】
　ネットワーク信頼エージェントと、終点信頼エージェントと、事象および挙動相関エン
ジンと、信頼オーケストレーションサーバとを備える、コンピューティングプラットフォ
ームを使用して、アプリケーションおよびシステムのランタイム動作整合性を提供する方
法であって、前記方法は、
　複数のセンサ入力によって、ネットワークアクティビティ、前記アプリケーションが実
行されているシステムのシステム構成、前記アプリケーションによるリソース利用、およ
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び前記アプリケーションの整合性のうちの１つ以上を監視することと、
　前記事象および挙動相関エンジンによって、前記監視に基づいてリスクを相関させるこ
とと、
　前記コンピューティングプラットフォームの管理コンソールの複数のランタイムダッシ
ュボードにおいて、前記システムおよびアプリケーションの動作整合性のリアルタイム状
態指示表示を表示することと
　を含む、方法。
【請求項５２】
　前記監視は、連続的に行われる、請求項５１に記載の方法。
【請求項５３】
　前記事象および挙動相関エンジンは、
　前記ネットワークアクティビティセンサからのシステム事象および感染プロファイル、
　前記システム構成センサからのスキャンの整合性測定および検証レポート、
　前記リソース利用センサからのプロセッサ、ネットワーク、メモリ、および記憶装置リ
ソース消費に関するシステム事象、および
　前記アプリケーション整合性センサからの画像プロファイルおよびローカル実行コンテ
キストに関するシステム事象
　のうちの１つ以上を受信する、請求項５１に記載の方法。
【請求項５４】
　前記スキャンは、スケジュール通りに行われ、前記スケジュールは、毎時間、毎日、毎
週、隔週、または毎月のうちの１つ以上である、請求項５３に記載の方法。
【請求項５５】
　前記複数のランタイムダッシュボードは、
　大域的表示ダッシュボード、
　システム構成ダッシュボード、
　リソース利用ダッシュボード、
　アプリケーション整合性ダッシュボード、および
ネットワークアクティビティダッシュボード
　のうちの１つ以上を備える、請求項５１に記載の方法。
【請求項５６】
　対象の評判採点を編成して表示するためのシステムであって、前記システムは、
　ディスプレイと、
　サービスプロバイダから前記対象の評判スコアに対するクエリを処理し、前記対象の階
層的評判スコアを生成する要求をディスパッチするように構成される、評判ブローカと、
　前記ディスプレイの中に複数のダッシュボードを備える、管理コンソール用のグラフィ
カルユーザインターフェース（ＧＵＩ）をレンダリングするように構成される、表示モジ
ュールと、
　信頼オーケストレータと
　を備え、
　前記信頼オーケストレータは、
　　前記対象と関連付けられる属性を調査するように、組織の外部の情報管理システムへ
の複数の指向クエリを開始すること、
　　受信したクエリ応答を分析すること、
　　リスクの計算に基づいて、前記対象の生成された階層的評判スコアを受信すること、
および
　　前記対象の前記受信した階層的評判スコアを前記評判ブローカに送信すること
　によって、階層的評判スコアに対する前記評判ブローカからの受信した要求を処理する
ことと、
　前記ディスパッチされた要求に応答して、前記評判ブローカから前記対象の評判トーク
ンを受信することと、
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　前記クエリへの応答として、前記評判トークンを前記サービスプロバイダに送信するこ
とと
　を行うように構成される、システム。
【請求項５７】
　前記クエリは、前記クエリを前記信頼ブローカに転送するように構成される評判ブロー
カで受信され、前記クエリは、前記管理コンソールのダッシュボードを使用して、作成、
表示、編集、および提出されることができる、請求項５６に記載のシステム。
【請求項５８】
　前記応答は、前記管理コンソールのダッシュボードにおいて表示される、請求項５６に
記載のシステム。
【請求項５９】
　前記階層的評判は、前記管理コンソールのダッシュボードにおいて図式的に描写される
、請求項５６に記載のシステム。
【請求項６０】
　複数のダッシュボードは、
　大域的表示ダッシュボード、
　システム構成ダッシュボード、
　リソース利用ダッシュボード、
　アプリケーション整合性ダッシュボード、および
　ネットワークアクティビティダッシュボード
　のうちの１つ以上を備える、請求項５６に記載のシステム。
【請求項６１】
　ネットワーク信頼エージェントと、終点信頼エージェントと、信頼オーケストレーショ
ンサーバとを備える、コンピューティングプラットフォームを使用して、システムのラン
タイム動作整合性を提供するための証明サービスを提供する方法であって、前記方法は、
　前記信頼オーケストレーションサーバにおいて、終点事象を含む動的コンテキストを受
信することと、
　前記信頼オーケストレーションサーバによって、前記受信した終点事象を分析すること
と、
　ネットワーク終点査定を受信することと、
　少なくとも部分的に、前記ネットワーク終点査定の分析に基づいて、時間的事象を生成
することと、
　前記受信した終点事象および前記生成された時間的事象を相関させることと、
　前記システムの整合性プロファイルを生成することと
　を含む、方法。
【請求項６２】
　前記動的コンテキストは、前記終点信頼エージェントによって送信される、請求項６１
に記載の方法。
【請求項６３】
　前記ネットワーク終点査定は、終点査定サービスから受信される、請求項６１に記載の
方法。
【請求項６４】
　前記終点査定サービスから整合性測定および検証レポートを受信することをさらに含む
、請求項６３に記載の方法。
【請求項６５】
　前記ネットワーク終点査定は、１つ以上の協調サービスから受信される、請求項６１に
記載の方法。
【請求項６６】
　前記１つ以上の協調サービスから整合性測定および検証を受信することをさらに含む、
請求項６５に記載の方法。
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【請求項６７】
　前記終点事象および時間的事象は、それぞれ、終点信頼エージェントおよび信頼ブロー
カからシステム事象相関器によって受信される、請求項６１に記載の方法。
【請求項６８】
　ネットワーク信頼エージェント、終点信頼エージェント、および信頼オーケストレータ
を使用して、コンピューティングネットワークファブリックから、感染した、または損な
われたシステムおよびプラットフォームを単離するように、フローレベル改善を提供する
方法であって、前記方法は、
　前記終点信頼エージェントによって、ルールセットおよびリスクの計算に基づいて、実
行異常およびリスクに関するランタイムシステム整合性アラートを生成することと、
　前記終点信頼エージェントによって、終点事象としてのランタイムシステム整合性警告
を前記信頼オーケストレータに送信することと、
　前記信頼オーケストレータによって、前記受信した終点事象の分析に基づいて、前記終
点のシステム整合性プロファイルを生成することと、
　前記信頼オーケストレータによって、
　　リスクの計算に基づいて生成されるシステム整合性プロファイル、
　　複数の協調サービスから受信される終点査定レポートの中の要素の正規化および照合
に基づいて生成される複数の時間的事象、および
　　ネットワーク分析器から受信されるシステム感染プロファイル
　　のうちの１つ以上を処理して相関させることと、
　前記信頼オーケストレータによって、終点実行状態査定に基づいてシステム警告を前記
ネットワーク信頼エージェントに送信することと、
　前記ネットワーク信頼エージェントによって、接続終点の脅威姿勢として前記受信した
実行状態に基づいてフロー制御を適用するように、メッセージまたは指令をＯｐｅｎＦｌ
ｏｗセキュリティフレームワークおよび／またはコントローラに送信することと
　を含む、方法。
【請求項６９】
　前記整合性警告は、データ事象およびコンテンツ事象に関する警告を備え、前記終点事
象は、データ事象およびコンテンツ事象を備える、請求項６８に記載の方法。
【請求項７０】
　感染したシステムの前記改善は、オンデマンドインスタンス化および作業負荷のスケー
リングを通して、前記コンピューティングプラットフォームの全動作能力または可用性を
不利に低減させることなく、達成される、請求項６８に記載の方法。
【請求項７１】
　モバイルコンピューティングデバイスの感染した、または損なわれた状態を、前記モバ
イルコンピューティングデバイスと関連付けられるユーザに伝える、通知を転送すること
をさらに含み、前記通知は、
　前記ユーザと関連付けられるアカウントへの非同期プッシュ通知、
　前記モバイルコンピューティングデバイスと関連付けられる電話番号に転送されるショ
ートメッセージングサービス（ＳＭＳ）テキストアラートメッセージ、
　前記ユーザと関連付けられるＥメールアドレスに転送されるＥメールアラートメッセー
ジ、および
　前記モバイルコンピューティングデバイスからのサービスとのトランザクションの開始
中に前記モバイルコンピューティングデバイスのディスプレイ上にサービスによって表示
される、警告メッセージ
　のうちの１つ以上である、請求項７０に記載の方法。
【請求項７２】
　モバイルデバイスの１つ以上の特徴または能力は、改善措置として動作停止または起動
される、請求項７１に記載の方法。
【請求項７３】
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　前記改善措置は、前記地理的位置に基づく、請求項７２に記載の方法。
【請求項７４】
　信頼スーパーバイザによって、ネットワークファブリック上で行われる１つ以上のフロ
ー改善措置を生成することと、
　前記信頼オーケストレータの改善コントローラにおいて、前記フロー改善措置を受信す
ることと、
　前記信頼オーケストレータによって、前記１つ以上のフロー改善措置と関連付けられる
ネットワークデバイスに関する１つ以上のシステム警告を前記ネットワーク信頼エージェ
ントに送信することと
　をさらに含む、請求項６１に記載の方法。
【請求項７５】
　前記ネットワーク信頼エージェントによって、ＯｐｅｎＦｌｏｗコントローラのための
コマンドを策定する指令を生成して送信することと、
　前記ＯｐｅｎＦｌｏｗコントローラによって、前記ネットワークデバイスへ／からのト
ラフィックフローを迂回または遮断するように、ルールを前記ネットワークファブリック
のＯｐｅｎＦｌｏｗ対応ネットワーク要素またはスイッチに送信することと、
　前記ＯｐｅｎＦｌｏｗ対応ネットワーク要素またはスイッチによって、前記ネットワー
クデバイスのための受信したアクセス制限または制御を実施することと
　をさらに含む、請求項７４に記載の方法。
【請求項７６】
　前記信頼スーパーバイザによって、前記ネットワークデバイスのための評判スコア更新
情報を監視し、前記改善コントローラに送信することと、
　前記信頼オーケストレータによって、前記ネットワークデバイスのためのシステムセキ
ュリティ姿勢状態更新情報を前記ネットワーク信頼エージェントに送信することと、
　前記ネットワーク信頼エージェントによって、記ネットワークデバイスへ／からの正常
なフローを復元するように、前記ＯｐｅｎＦｌｏｗコントローラのためのコマンドを策定
する指令を生成して、前記ＯｐｅｎＦｌｏｗセキュリティフレームワークに送信すること
と
　をさらに含む、請求項７５に記載の方法。
【請求項７７】
　前記ネットワーク分析器によって、ネットワークアクティビティ相関およびネットワー
クマルウェア検出に基づいて異常を判定することと、
　前記信頼オーケストレータによって、バイナリ分析のためのアプリケーションの画像フ
ァイルおよび属性をディスパッチすることであって、前記画像ファイルは、コンパイラ型
、中間、またはインタープリタ型コードまたはスクリプトを備える、ことと、
　前記分析に基づいて識別される一式の脅威として、悪意のあるアクティビティを識別す
る、前記バイナリ分析の結果を受信することと、
　前記信頼ブローカによって、前記画像の一意の識別子によってインデックスを付けられ
る前記分析の前記結果をキャッシュに格納することと、
　前記終点信頼エージェントによる終点事象の後続の生成のために、ランタイム時に監視
される前記画像の悪意のある能力のアサーションを備える、画像プロファイルを生成し、
前記終点信頼エージェントに返信することと
　をさらに含む、請求項６８に記載の方法。
【請求項７８】
　前記バイナリ分析は、１つ以上の第三者マルウェア分析器によって行われ、前記ディス
パッチ機構は、展開された終点信頼エージェントにわたる前記アプリケーション画像と関
連付けられる分析のための要求の頻度および量等の画像分析の開始を保証する、一式の基
準を特定する、トリガフィルタ表現を使用する、請求項７７に記載の方法。
【請求項７９】
　前記第三者マルウェア分析器は、前記信頼ブローカによって特定されるポリシーに基づ
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いて、アプリケーション画像の静的および動的分析を行うように構成される、請求項７８
に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願への相互参照）
　本出願は、２０１２年５月１日に出願された、「Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ
　ｆｏｒ　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ　Ａｔｔｅｓｔａｔｉｏｎ」と
いう名称の米国仮出願第６１／６４１，００７号、２０１２年７月２７日に出願された、
「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｐｒｏｖｉｄｉｎｇ　Ｍｏｂｉｌ
ｅ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｂａｓｅｄ　ｏｎ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ａｔｔｅｓｔａｔｉｏｎ」
という名称の米国出願第１３／５５９，６６５号、２０１２年７月２７日に出願された、
「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｕｓｉｎｇ　Ｒｅｐｕｔａｔｉｏ
ｎ　Ｓｃｏｒｅｓ　ｉｎ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｔｒａｎｓａｃ
ｔｉｏｎｓ　ｔｏ　Ｃａｌｃｕｌａｔｅ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｒｉｓｋｓ　ｔｏ　Ｃｏｍ
ｐｕｔｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｐｌａｔｆｏｒｍｓ」という名称の米国出願第１
３／５５９，６９２号、２０１２年７月２７日に出願された、「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ
　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｆｌｏｗ　Ｒｅｍｅｄｉａｔｉｏｎ　Ｂａ
ｓｅｄ　ｏｎ　Ｒｉｓｋ　Ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ」という名称の米国出願第１３／５５
９，７３２号、２０１２年７月２７日に出願された、「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔ
ｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｏｒｃｈｅｓｔｒａｔｉｎｇ　Ｒｕｎｔｉｍｅ　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ
ａｌ　Ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ」という名称の米国出願第１３／５５９，７０７号、および２
０１２年７月２７日に出願された、「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ
　Ｔｈｒｅａｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｒｅｍｅｄｉａｔｉｏｎ」と
いう名称の米国特許出願第１３／５５９，７６６号の利益を主張する。上記文献は、それ
らの全体として本明細書において参照することによって援用される。
【０００２】
　（本開示の背景）
　（本開示の分野）
　本開示は、データセンター仮想化の分野に関し、より具体的には、ランタイム時のアプ
リケーションセキュリティの動的動作整合性証明およびユーザ評判を提供するためのシス
テムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　（関連技術の説明）
　コンピューティングにおける最近の傾向の１つは、例えば、企業ソフトウェアが、もは
や、顧客によって所有されず、代わりに、企業の情報技術（ＩＴ）インフラストラクチャ
が、第三者によって提供され得、企業ソフトウェアアプリケーションが、サービス供与と
して販売される、仮想化およびクラウドコンピューティングに向かう傾向である。
【０００４】
　次世代アンチウイルスソフトウェア、ネットワークファイヤウォール、および侵入検出
／防止システム等の従来のレガシーおよび現在利用可能なセキュリティ技術は、脅威およ
び攻撃を監視するように、署名、プロトコル異常、またはサンドボックス内の仮想実行に
基づいて動作する。しかしながら、いったん攻撃または脅威のターゲット（すなわち、「
ターゲットシステム」または「ターゲットプラットフォーム」）が感染するか、または損
なわれると、これらの技術の多くは、システムを保護し、データ侵害またはサービス妨害
を防止することにおいて比較的無効であることが証明されている。出現する脅威および攻
撃は、低度かつ低速の動作モードを呈し得、従来の検出および防御技術を回避するために
無署名であり得る。さらに、これらの技術は、多くの場合、ターゲット（被害）システム
へのコンピュータ作業負荷のランタイム動作整合性にとらわれず、したがって、多くの場
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合、影響を受けたターゲットシステムを補修するいかなるレベルの改善も提供しない。し
たがって、多くの従来のセキュリティ技術は、単純な許可または拒否決定論理に限定され
る、粗粒アクセス制御を提供するにすぎない。
【０００５】
　多くの企業および組織は、それらのＩＴインフラストラクチャから、第三者が共有コン
ピューティングリソースおよびこれらのリソース上で作動するアプリケーションを提供し
得る、クラウドコンピューティング環境へ（自己管理した社内データセンターからサービ
スプロバイダが管理した外注仮想データセンターへ）移行しつつある。それらは、複数の
顧客へのサービスとして提供されている。クラウドコンピューティング環境への企業によ
る移行は、とりわけ、コンピューティング能力の増加、記憶容量の増加、および／または
ネットワーク帯域幅の増加の必要性を含む、種々の理由で増加している。企業アプリケー
ションおよび必要不可欠なアプリケーションが、クラウド内で実行され得る。十分なデバ
イス、システム、およびアプリケーションセキュリティがないと、クラウドは、これらの
アプリケーションを損ない、潜在的に、多大な財務的損失を引き起こし得る。そのような
アプリケーションがこれらの第三者によって制御され得るときでさえも、データ機密性、
データ整合性、およびデータ可用性をクラウドコンピューティング環境内で維持すること
ができる。クラウドは、従来の情報技術デバイス、システム、およびアプリケーションが
、これらのサービスプロバイダが管理した外注仮想データセンターから透過的に実行され
ることを可能にし得る。より新しい技術が出現するにつれて、クラウドインフラストラク
チャは、企業運営に対して透過的かつそれとともにスケーラブルに進化し得る。そのよう
な環境内のセキュリティは、新たな課題であり得る。例えば、オンデマンドの仮想化クラ
ウドコンピューティング、および弾性モデルは、従来のセキュリティアプローチおよび技
術において欠如している、デバイスおよびネットワークレベルの両方での動的セキュリテ
ィオーケストレーションを必要とする。
【０００６】
　現在のセキュリティ制御における改善制御の欠如に関する、有意な測定基準は、脅威の
検出における誤検出および検出漏れの高い割合である。誤検出は、非生産的であり、デー
タセンター内の稼働能力を低減させる。検出漏れは、セキュリティ制御の迂回、ならびに
ターゲットシステムおよびサービスの侵害につながる。セキュリティ制御への既存の署名
ベースのアプローチは、ターゲットシステムで段階分けされる即席攻撃の影響を受けやす
い。
【０００７】
　企業およびクラウドコンピューティングエコシステム内のアプリケーション（ビジネス
、ソーシャルネットワーキング、およびゲームソフトウェア）の増殖は、攻撃表面および
露出窓を有意に増加させてきた。アプリケーションランタイム動作整合性は、デバイスか
らサービスへの末端間信頼を構築することにおいて決定的な要因である。企業ネットワー
ク環境内のモバイルコンピューティングデバイス（すなわち、タブレットおよびスマート
フォン）等の管理されていないデバイスおよび個人所有機器持ち込み（ＢＹＯＤ）ポリシ
ーの増殖が、高度な協調的脅威のリスクを増加させてきた。
【０００８】
　現在の主要なセキュリティパラダイムは、ハードエッジおよびソフトコアアーキテクチ
ャに基づく。ネットワークファイヤウォールおよび侵入検出／防止システム等のセキュリ
ティアプライアンスは、エッジ（周囲）で展開する。アンチウイルスおよびネットワーク
ベースの整合性測定および検証サービスは、ビジネスに不可欠なシステム、サービス、お
よび高付加価値データサイロを備える、ソフトコアをスキャンして監査する。いったんエ
ッジが侵害されると、防御方法は、脆弱な、または損なわれたシステムを保護することに
おいて大部分が無効である。このパラダイムでは、ハードエッジは、概して、ソフトコア
のランタイム動作整合性のいかなるレベルの保証も提供しない。
【０００９】
　広範なアプリケーションホワイトリスト／ブラックリスト（ファイルハッシュダイジェ



(17) JP 2016-181265 A 2016.10.13

10

20

30

40

50

ストおよび／または構成に基づく）、インターネットプロトコル（ＩＰ）アドレス評判リ
スト、署名、プロトコル異常、およびサンドボックス内の仮想実行への大きな依存が、ギ
ャップを利用して、慎重に設計された回避方法を用いて回避するように、広い段階表面に
標的化された協調的攻撃を提供する。侵入の方法にかかわらず、被害マシンまたは環境上
の露出窓中の感染後挙動は、隠すことが困難であるが、回避技法を通したセキュリティ管
理者および仮想実行（サンドボックス）環境によって、時宜を得た検出および診断から遮
られ得る。種々の例示的実施形態は、手動および／または自動介入のために、高いフォレ
ンジック信頼および感染概要を用いた脅威識別および診断のための早期警告システムを含
む。
【００１０】
　現在の識別管理（ＩｄＭ）アプローチは、典型的には、トークンの発行が、ユーザの評
判ではなく、証明書の保有の証拠に厳密に基づく、トランザクションまたはビジネスプロ
セスにおけるセキュリティトークンの使用のためのユーザのドメインレベル認証を目的と
している。当業界は、意図がなりすましまたは委任の目的で証明書を盗用することである
、悪意のあるユーザからの保護の増加のための多要因認証技術を採用しているが、これら
のセキュリティ制御は、プロビジョニングした権利付与（すなわち、ユーザアカウント特
権および役割）とは無関係に、認証ユーザのリスク姿勢の帰属を組み込むための手段を提
供しない。したがって、既存のセキュリティ制御は、ユーザについての場所およびデバイ
スにとらわれない大域的脅威インテリジェンスの相関に基づいて、アクセスポリシーの構
成要素として、ユーザのリスク姿勢の全体像を組み込まない。したがって、必要とされる
ものは、対象（デバイス、アプリケーション、またはユーザ等）のリスク姿勢を考慮する
、ランタイム時のアプリケーションセキュリティおよびユーザ評判の動的動作整合性証明
を提供することによる、アプリケーションのランタイム動作整合性監視のためのシステム
および方法である。さらに必要とされるものは、ＯＳベンダアプリケーションプログラミ
ングインターフェース（ＡＰＩ）を利用する、セキュリティベンダによるオペレーティン
グシステム（ＯＳ）カーネルへの「フック」を必要とすることなく、非侵入型プラットフ
ォーム機器を使用して、無署名異常挙動認識を介した感染診断後の脅威識別を行うための
システムおよび方法である。
【００１１】
　新たなクラウドベースのアプリケーションホスティングモデルは、デバイスおよびユー
ザセキュリティ姿勢のより高いレベルの精査を必要とする。脅威は、外部および内部ユー
ザの両方によって引き起こされ得、したがって、認証ユーザが信頼できる操作者かどうか
を判定することがより困難になっている。アプリケーションおよびネットワーク層権利付
与は、大部分が本質的に静的である。役割ベースのアクセス制御（ＲＢＡＣ）システムは
、動的ポリシーを提供するように位置付けられるが、これらは、トランザクションにおけ
るユーザのコンテキスト内の外部脅威インテリジェンスの集約のいかなる形態にも基づか
ない。
【００１２】
　ウェブおよび企業アプリケーション用の識別連合およびシングルサインオン（ＳＳＯ）
を促進することを目的としている、セキュリティトークンサービス（ＳＴＳ）による識別
のトークン化は、粒度の細かいコンテキストを伴わずに認証ユーザが暗示的にアクセスし
得る、リソースの範囲を拡張することによって、脅威ベクトルを悪化させてきたにすぎな
い。ファイヤウォールおよび侵入防止システム等の従来のセキュリティ制御によって提供
される粗いアクセスポリシーとともに、これは、厳密な義務の分離（ＳｏＤ）および最小
権限の原理（ＰｏＬＰ）の実施がない場合に、現在ほとんどのユーザ（およびグループ）
にデフォルトで与えられる過剰特権を利用する悪意のあるユーザによる、アプリケーショ
ン悪用のための攻撃表面を増加させる。
【００１３】
　いくつかの研究は、企業および消費者にとって機密データの盗用、知的財産または財務
的損失をもたらす、悪意のあるアクティビティと関連付けられる、最大のリスクが、部外
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者または介入者攻撃よりもむしろ内部者から生じるという決定的な証拠を明らかにしてい
る。脅威査定システムは、主に、敵対者またはオペレータ（すなわち、ユーザ）よりもむ
しろ、手段および方法に集中してきた。アクセスポリシー決定論理との統合のためのリア
ルタイム整合性測定基準としてのトランザクションまたはビジネスプロセスにおけるユー
ザの評判スコアには重点が置かれていなかった。したがって、さらに必要とされるものは
、悪用およびデータ侵害の積極的防止のための介入の懲罰的または是正的方法のいずれか
一方としての機能を果たすことができる、ユーザ評判スコアを採用するシステムおよび方
法である。
【００１４】
　信頼できる演算の１つの目標は、リソース所有者またはサービスプロバイダにターゲッ
トシステムについての信頼性のある知識を提供することである。現在の証明システムは、
これらのシステムについての証拠の信頼性のあるステートメントが、他のコンピュータを
含む遠隔関係者に伝えられることを可能にする、コンピュータシステムの構成要素である
。システム（すなわち、評価されているターゲットシステム）の構成要素の識別および整
合性の評価を通して、ターゲットシステムが定義されたクラスの不正行為に従事しないで
あろうという証拠が生成される。システムにアクセスするユーザ、およびシステム上で作
動するアプリケーションの要件を、概して、事前に知ることができないため、証明システ
ムおよび測定システムは、同様に、プライバシー、測定の完全性、ならびに基本的収集お
よび報告機構への信頼を提供して、融通が利かなければならない。
【００１５】
　既存の証明システムは、多くの場合、狭く集中的であり、概して、ハードウェアおよび
アプリケーション等のシステム構成要素に限定された特定の使用事例を目的としており、
したがって、典型的には、より一般的な証明問題に動的に対処する融通性が欠けている。
さらに、証明の既存の定義は、主に、具体的な使用事例で望ましい、具体的な狭い特定の
性質を表すことに焦点を合わせる。加えて、現在の証明システムは、目的とするシステム
のユーザまたはオペレータの評判を考慮することなく、目的とする１つの特定のシステム
を標的にする、１つの特定の測定システムと連動するように作成される。
【００１６】
　したがって、本発明者らが望ましいものとして識別しているものは、必ずしもモノリシ
ックではなく、多様なハードウェアおよびソフトウェアプラットフォームで構成すること
ができ、様々な証明書および評判を伴うユーザによってアクセスすることができる、シス
テムの信頼のレベルを判定するようにリスクの計算を行う、技術ベースの証明アーキテク
チャ、システム、および方法である。したがって、本発明者らが望ましいものとして識別
しているものは、ターゲットシステムにアクセスするユーザの評判を考慮することを含む
、証明の様々な概念に適応するほど十分に融通が利き得る、証明アーキテクチャ、システ
ム、および方法である。また、本発明者らが望ましいものと見なすものは、複雑な証明シ
ナリオを動的に取り扱い、現在達成可能である、より完全なランタイム証明を提供するこ
とができる、証明システムおよびアーキテクチャである。加えて、本発明者らが望ましい
ものと見なすものは、証拠ベースの自動アプリケーションバイナリ分析を行うための方法
およびシステムである。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　（本開示の要約）
　複数のアサーション（または、ステートメント）を使用して、またはそれに基づいて、
ランタイム時の機器化されたターゲットプラットフォーム上で、１つ以上のシステムを連
続的に監視し、および／またはシステムの事象および挙動を相関させるための例示的な方
法およびシステムが開示される。
【００１８】
　例示的実施形態では、方法、装置、システム、およびコンピュータ可読媒体は、マルウ
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ェアが終点デバイスにおける一連の良性アクションを通して動作し得る、高度な低度かつ
低速の攻撃の偵察ベースのインテリジェンス相関および脅威ライフサイクルモデルに基づ
いて、感染診断を行う。
【００１９】
　他の例示的実施形態では、方法、装置、システム、およびコンピュータ可読媒体は、複
数の脅威ベクトルに基づいてシステムの動作整合性測定基準を表示することが可能なラン
タイムダッシュボードを伴って、クラウドコンピューティング環境内の可視性、制御、お
よび／またはコンプライアンスを有効にする、複数のサービスを備える。
【００２０】
　さらに他の例示的実施形態では、方法、装置、システム、およびコンピュータ可読媒体
は、例えば、ネットワークパケット内のカプセル化ヘッダと関連付けられたトポロジーベ
ースの座標の代わりに、整合性およびコンテキストを意識したビジネス論理に基づいてプ
ロビジョニングされる、デバイス整合性の動的証明および／またはセキュリティ制御に基
づく、デバイス・ネットワークフローを確立する。
【００２１】
　アプリケーション整合性の動的証明のための例示的なシステムおよび方法は、両方とも
それらの全体で参照することにより本明細書に組み込まれる、２０１２年２月１６日出願
の「Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ａｔｔｅ
ｓｔａｔｉｏｎ」と題された米国非仮特許出願第１３／３９９，０６５号、および２０１
１年２月１７日出願の「Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ａｐｐｌｉｃａ
ｔｉｏｎ　Ａｔｔｅｓｔａｔｉｏｎ」と題された米国仮特許出願第６１／４４３，８５４
号で説明されている。
【００２２】
　例示的実施形態によると、方法、装置、システム、およびコンピュータ可読媒体は、デ
バイスの動的証明に基づいて、認証段階中に、確立された接続においてユーザ・アプリケ
ーショントランザクションおよび／またはデータ交換を認可する。
【００２３】
　さらなる例示的実施形態によると、方法、装置、システム、およびコンピュータ可読媒
体は、ネットワークアクティビティ、システム構成、リソース利用、およびアプリケーシ
ョン整合性を相関させるように、ネットワークおよび終点センサからの複数のセンサ入力
に基づいてリスクの計算を判定する。
【００２４】
　例示的実施形態によると、ネットワークおよび終点センサは、ランタイム動作整合性を
測定し、および／またはルールセットに基づいて基準からの挙動の異常な逸脱を検出して
段階的アラートを生成するように構成されてもよい。
【００２５】
　例示的実施形態によると、方法、装置、システム、およびコンピュータ可読媒体は、ア
ラートを受信し、リスクを計算し、警告を生成するように構成される、事象および挙動相
関エンジンを備える。
【００２６】
　他の例示的実施形態では、方法、装置、システム、およびコンピュータ可読媒体は、リ
スクの計算に基づいて、逸脱させられている、脆弱性である、脅迫を受けている、または
損なわれているシステムを改善する。
【００２７】
　さらに他の例示的実施形態では、方法、装置、システム、およびコンピュータ可読媒体
は、（１）脆弱性、構成、コンプライアンス、およびパッチスキャンサービスからスキャ
ンレポートを受信するように構成される相関エンジンと、（２）要素を分析するために使
用されるスキャンレポートの要素を記憶するように構成されるリスク相関行列と、（３）
システムの整合性プロファイルを生成するように構成されるモジュールとを含む。
【００２８】
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　本開示の例示的な技術的解決法はまた、（１）複数のプレディケートスコアに基づいて
時間的システム事象を相関させる、事象相関論理と、（２）属性あたりの規定値制約（ま
たは測定基準、すなわち、属性制約）からの逸脱に基づいてプレディケートスコアを判定
する論理と、（３）逸脱に反比例するスコアを計算するための論理と、（４）必要測定頻
度を達成するために必要とされるサンプルレートを判定するための論理と、（５）連続的
逸脱の再現を判定するための論理と、（６）属性制約の加重を識別するための論理と、（
７）プレディケートスコアの加重平均としてシステムまたはプロセス（またはアプリケー
ション）エンティティの整合性信頼を判定するための論理と、（８）（複数のシステムま
たはプロセスにわたって）異常値を判定して例外として識別するための論理とを備える、
方法、装置、システム、およびコンピュータ可読媒体として具現化されてもよい。
【００２９】
　本明細書で開示される例示的な方法、装置、アーキテクチャ、システム、およびコンピ
ュータ可読媒体はまた、以下を含むが、それらに限定されない、脅威識別カテゴリを使用
してもよい。
【００３０】
　（１）静的画像分析（すなわち、バイナリファイル、中間コード、および／またはスク
リプトの静的分析）、
【００３１】
　（２）プロセス、プラットフォーム、およびネットワークモニタを用いた動的画像（バ
イナリ、中間コード、またはスクリプト）分析、
【００３２】
　（３）回避技法のためのマルウェア分析（多重パッキング、難読化されたアプリケーシ
ョンプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）、アンチデバッギング、アンチメモリ、
アンチトレーシング、仮想マシンモニタ／マネージャ（ＶＭＭ）、またはハイパーバイザ
／エミューレタ検出）、
【００３３】
　（４）ネイティブマシン機器、レジストリ、およびファイルシステムモニタを通して取
得される性能測定基準の動的システム分析、
【００３４】
　（５）連結整合性測定および検証査定ならびにスキャンレポートを伴う時間的システム
分析。
【００３５】
　本開示の例示的な技術的解決法は、（１）システム（またはプラットフォーム）プレデ
ィケートスコアの加重平均と、（２）システム（またはプラットフォーム）異常値と、（
３）プロセス（またはアプリケーションパッケージ）プレディケートスコアの加重平均と
、（４）プロセス異常値とを含む、整合性信頼測定のための方法、装置、および／または
システムとして具現化されてもよい。
【００３６】
　本開示の例示的な技術的解決法はまた、（１）複数のユーザのアクションによってモデ
ル化される脅威ベクトル、（２）アクセスしたオブジェクト（リソース）帰属、対象の役
割、大域的に一意の対象識別子、セキュリティ情報および事象管理分析、および地理的位
置サービスに関係するインテリジェンスの集約を伴うリスク相関のうちの１つ以上に基づ
いて、複数のユーザに対するユーザ評判スコアを生成するための方法、装置、アーキテク
チャ、システム、およびコンピュータ可読媒体として具現化されてもよい。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　終点信頼エージェントおよび信頼オーケストレータを使用して、モバイルデバイスのラ
ンタイム動作整合性をモバイルサービスプロバイダに提供するための方法であって、前記
方法は、
　前記終点信頼エージェントによって、前記モバイルデバイス上で現在実行しているアプ
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リケーションの実行異常に関する１つ以上のランタイム整合性アラートを生成することと
、
　前記終点信頼エージェントによって、所定のルールセットに基づいてリスクを計算する
ことと、
　少なくとも前記整合性アラートおよび識別されたリスクに基づいて、前記モバイルデバ
イスにとってのリスクの計算を判定することと、
　前記終点信頼エージェントによって、ランタイム整合性警告のデータおよびコンテンツ
を備える、複数の終点事象を前記信頼オーケストレータに送信することと、
　前記信頼オーケストレータによって、前記受信した終点事象に基づいて整合性プロファ
イルを生成することと
　を含む、方法。
（項目２）
　前記信頼オーケストレータによって、終点実行状態査定に基づくシステム警告を、
　ネットワーク信頼エージェントと、
　モバイルポリシーマネージャと、
　モバイルデバイスマネージャと
　に送信することをさらに含み、
　前記実行状態査定は、前記モバイルデバイス上で現在実行している前記１つ以上のアプ
リケーションの脅威姿勢を含む、項目１に記載の方法。
（項目３）
　前記信頼オーケストレータによって、
　前記リスクの計算に基づいて生成されるシステム整合性プロファイルと、
　複数の協調サービスからの終点査定レポートの中の要素の正規化および照合に基づいて
生成される時間的事象と、
　ネットワーク分析器から受信されるシステム感染プロファイルと
　を処理して相関させることをさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目４）
　前記ネットワーク分析器は、前記モバイルサービスプロバイダによって管理されるネッ
トワークと関連付けられる、項目３に記載の方法。
（項目５）
　前記モバイルサービスプロバイダによって管理されるネットワークと関連付けられる、
ネットワーク信頼エージェントをさらに備える、項目１に記載の方法。
（項目６）
　ネットワーク信頼エージェントによって、モバイル終点の前記受信した実行状態に基づ
いてフロー制御を適用するように、メッセージまたは指令をネットワークセキュリティフ
レームワークおよび／または無線アクセスポイントに送信することをさらに含む、項目１
に記載の方法。
（項目７）
　前記モバイルポリシーマネージャによって、モバイル終点の前記受信した実行状態に基
づいて制御を適用するように、メッセージまたは指令を前記モバイルデバイスマネージャ
に送信することをさらに含む、項目２に記載の方法。
（項目８）
　前記モバイルデバイスマネージャによって、特定の特徴制御を起動または動作停止する
ように、メッセージまたは指令を終点エージェントに送信することをさらに含む、項目２
に記載の方法。
（項目９）
　前記信頼オーケストレータによって、前記モバイルデバイス上に特定の制御を適用する
ように、メッセージまたは指令を前記終点信頼エージェントに送信することをさらに含む
、項目１に記載の方法。
（項目１０）
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　前記モバイルデバイスへの非同期プッシュ通知、
　前記モバイルデバイスに送信されるテキストアラートメッセージ、
　Ｅメールアラートメッセージ、および
　前記モバイルデバイスからのサービスとのトランザクションの開始中の警告メッセージ
　のうちの少なくとも１つとして、感染した、または損なわれたモバイルデバイスの状態
をユーザに通知することをさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目１１）
　前記リスクの計算は、ネットワークおよび終点センサからの複数のセンサ入力を使用し
た、前記モバイルデバイスに対する相関モバイルネットワークアクティビティ、システム
構成、リソース利用、およびモバイルアプリケーション整合性の終点査定に基づき、
　前記終点査定は、
　前記モバイルネットワークに対するネットワークセキュリティスキャンレポート、
　前記モバイルデバイスのネットワークアドレスまたは地理的位置による分類のために、
複数の受信したレポートを解析すること、
　前記モバイルデバイス上で現在実行している前記アプリケーションのアプリケーション
コンテキストを評価すること、
　前記モバイルデバイスに現在ログインされている、または関連付けられている、ユーザ
のユーザコンテキストを評価すること、および
　前記モバイルデバイス、前記アプリケーション、および／または前記ユーザについて識
別される脅威を分類すること
　のうちの１つ以上に基づき、
　前記ルールセットは、オブジェクト属性のルールリポジトリに記憶され、前記属性は、
前記モバイルデバイス、前記アプリケーション、および／または前記ユーザの整合性査定
のための制約、サンプルレート、再現、スコア、および加重を含む、項目１に記載の方法
。
（項目１２）
　前記リスクの計算に基づいて、前記モバイルデバイス、前記アプリケーション、および
／または前記ユーザに対する対象評判スコアを生成することと、
　前記対象評判スコア、前記モバイルデバイス上にインストールされたアプリケーション
、および前記モバイルデバイス上で作動するオペレーティングシステム（ＯＳ）のパッチ
レベルに基づいて、前記モバイルデバイス、前記アプリケーション、および／または前記
ユーザに対する信頼性スコアを生成することと
　をさらに含む、項目１１に記載の方法。
（項目１３）
　前記信頼性スコアはさらに、前記アプリケーションの実行異常および脅威姿勢に基づく
、項目１２に記載の方法。
（項目１４）
　前記モバイルデバイスの１つ以上の特徴または能力は、前記モバイルデバイス、前記ア
プリケーション、または前記ユーザの信頼性スコアが所定の閾値を下回ると判定すること
に応答して、改善措置として変更される、項目１２に記載の方法。
（項目１５）
　前記改善措置は、前記モバイルデバイスの１つ以上の特徴または能力を動作停止または
起動することを含む、項目１４に記載の方法。
（項目１６）
　前記モバイルデバイスの前記１つ以上の特徴または能力は、ネットワーキング能力、サ
ービスアクセス特権、リソースアクセス特権、アプリケーション実行特権、および通信能
力を含む、項目１４に記載の方法。
（項目１７）
　前記改善措置は、前記モバイルデバイスの地理的位置に基づく、項目１４に記載の方法
。
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（項目１８）
　ネットワーク信頼エージェント、前記終点信頼エージェント、および前記信頼オーケス
トレータは、前記モバイルサービスプロバイダによってアクセス可能なコンピューティン
グプラットフォーム上で実行するように構成される、項目１に記載の方法。
（項目１９）
　前記モバイルデバイスは、携帯情報端末（ＰＤＡ）、モバイルオペレーティングシステ
ムを実行するデバイス、スマートフォン、携帯電話、ハンドヘルドコンピュータ、タブレ
ットコンピュータ、電子読取デバイス、ネットブックコンピュータ、パームトップコンピ
ュータ、ラップトップコンピュータ、またはウルトラモバイルＰＣのうちの１つである、
項目１に記載の方法。
（項目２０）
　モバイルコンピューティングデバイス、または前記モバイルコンピューティングデバイ
ス上で実行するアプリケーションの実行異常および脅威姿勢を含む、ランタイム動作整合
性をモバイルサービスプロバイダに提供するためのシステムであって、
　前記システムは、ネットワーク信頼エージェントと、終点信頼エージェントと、信頼オ
ーケストレータとを含む、コンピューティングプラットフォームを備え、前記コンピュー
ティングプラットフォームは、
　前記終点信頼エージェントによって、ルールセットおよびリスクの計算に基づいて、前
記アプリケーションの実行異常およびリスクに関するランタイム整合性アラートを生成す
ることと、
　前記終点信頼エージェントによって、終点事象としてデータおよびコンテンツに関する
ランタイム整合性警告を前記信頼オーケストレータに送信することと、
　前記信頼オーケストレータによって、データおよびコンテンツに関する前記受信した終
点事象に基づいて、前記終点に対する整合性プロファイルを生成することと、
　前記信頼オーケストレータによって、
　　リスクの計算に基づいて生成されるシステム整合性プロファイル、
　　複数の協調サービスからの終点査定レポートの中の要素の正規化および照合に基づい
て生成される複数の時間的事象、および
　　ネットワーク分析器から受信されるシステム感染プロファイル
　　のうちの１つ以上を処理して相関させることと、
　前記信頼オーケストレータによって、脅威姿勢査定としての前記モバイルアプリケーシ
ョンまたはモバイルコンピューティングデバイスの終点実行状態に基づくシステム警告を
、
　　ネットワーク信頼エージェント、
　　モバイルポリシーマネージャ、および
　　モバイルデバイスマネージャ
　　のうちの１つ以上に送信することと、
　前記ネットワーク信頼エージェントによって、モバイル終点の前記受信した実行状態に
基づいてフロー制御を適用するように、メッセージまたは指令をネットワークセキュリテ
ィフレームワークおよび／または無線アクセスポイントに送信することと、
　前記モバイルポリシーマネージャによって、モバイル終点の前記受信した実行状態に基
づいて制御を適用するように、メッセージまたは指令を前記モバイルデバイスマネージャ
に送信することと、
　前記モバイルデバイスマネージャによって、特定の特徴制御を起動または動作停止する
ように、メッセージまたは指令を終点エージェントに送信することと、
　前記信頼オーケストレータによって、前記モバイルコンピューティングデバイス上に特
定の制御を適用するように、メッセージまたは指令を前記終点信頼エージェントに送信す
ることと
　を行うように構成される、システム。
（項目２１）
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　記憶された命令を有する非一過性のコンピュータ可読媒体であって、前記命令は、証明
サーバをホストするコンピューティングデバイスによって実行された場合、クライアント
サーバまたはピアツーピアトランザクションを実行する、クライアントモバイルデバイス
または前記モバイルデバイス上で実行するクライアントアプリケーションの動的証明を提
供するための動作を前記コンピューティングデバイスに行わせ、前記動作は、
　複数のプレディケートスコアに基づいて時間的および終点事象を相関させることと、
　規定属性制約または測定基準からの逸脱に基づいてプレディケートスコアを判定するこ
とと、
　前記逸脱に反比例するスコアを計算することと、
　必要測定頻度を達成するために必要とされるサンプルレートを判定することと、
　連続的逸脱の再現を判定することと、
　前記属性制約の加重を識別することと、
　プレディケートスコアの加重平均として前記アプリケーションまたはデバイスの整合性
信頼を判定することと、
　複数のクライアントアプリケーションまたはクライアントモバイルデバイスにわたって
、範囲外整合性信頼スコアを例外として識別することと
　を含む、非一過性のコンピュータ可読媒体。
（項目２２）
　モバイルデバイス、および前記モバイルデバイス上で実行するアプリケーションの実行
異常および脅威姿勢を識別することによって、ランタイム動作整合性をモバイルサービス
プロバイダに提供するように機器化されるアーキテクチャであって、前記アーキテクチャ
は、
　終点信頼エージェントであって、前記終点信頼エージェントは、
　　前記アプリケーションのローカル実行コンテキストを観察するように構成される、プ
ロセスモニタと、
　　前記アプリケーションのネットワークアクティビティを観察するように構成される、
ソケットモニタと、
　　前記アプリケーションによって消費されるシステムおよびプラットフォームリソース
を観察するように構成される、リソース利用モジュールモニタと、
　　ルールセットに基づいて前記モバイルデバイスの動作整合性を査定するように構成さ
れる、アプリケーション整合性モジュールと
　　を含み、
　　前記モバイルデバイスのためのネイティブマシン機器は、前記モバイルデバイス上の
オペレーティングシステム（ＯＳ）によって提供される事象登録、コールバック、通知機
構を表し、未処理事象を生成するように構成される、終点信頼エージェントと、
　拡張信頼機器と、
　ランタイムモニタであって、前記ランタイムモニタは、
　　前記拡張信頼機器からの前記アプリケーションに対するアプリケーション事象の近リ
アルタイム非同期通知に登録して受信することと、
　　前記アプリケーションの実行インスタンスにリンクされるアプリケーションフィルタ
として、動的表現またはルールを生成して送信することと
　　を行うように構成される、ランタイムモニタと、
　前記モバイルデバイスのシステム事象を相関させてリスクの計算を判定するように構成
される、システム事象相関器と、
　前記モバイルデバイスおよび前記アプリケーションについてのセキュリティインテリジ
ェンスを統合することによって、前記リスクの計算に基づいて実施可能なインテリジェン
スを編成するように構成される、信頼オーケストレータと、
　前記モバイルデバイス上で実行するアプリケーション、または前記モバイルデバイスの
ユーザのアクションに基づいてリスクを評価し、前記ネイティブマシン機器から前記未処
理事象を受信することによって、前記モバイルデバイスのランタイム動作整合性を測定す
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るように構成される、終点信頼センサと
　を備える、アーキテクチャ。
（項目２３）
　前記信頼オーケストレータは、前記セキュリティインテリジェンスを統合するためにア
プリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）協調バスを使用するように構
成される、項目２２に記載のアーキテクチャ。
（項目２４）
　前記アプリケーション事象は、レジストリ、ファイルシステム、ネットワーク、記憶装
置、入力、出力、メモリ、プロセス動作事象、および前記アプリケーションによるシステ
ムリソースの使用に由来するリソース事象のうちの１つ以上を含む、項目２２に記載のア
ーキテクチャ。
（項目２５）
　前記拡張信頼機器は、前記ネイティブマシン機器への層状拡張から成る、項目２２に記
載のアーキテクチャ。
（項目２６）
　前記アプリケーションフィルタは、標準ベースのスキーマ定義を使用して表現される、
項目２２に記載のアーキテクチャ。
（項目２７）
　前記ランタイムモニタは、前記非同期アプリケーション事象に登録するためにアプリケ
ーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）を使用するように構成される、項目
２３に記載のアーキテクチャ。
（項目２８）
　前記終点信頼センサは、
　前記モバイルデバイス上のブラウザのためのセキュリティパッチ、前記アプリケーショ
ンのうちの１つ以上のための更新情報、更新されたデバイスドライバ、および／または１
つ以上のオペレーティングシステムのための更新情報を識別することと、
　マルウェアのクラスタ化および分類のための脅威ライフサイクルモデルを使用して、無
署名ネットワークアクティビティ相関を行うことと
　を行うように構成される、項目２２に記載のアーキテクチャ。
（項目２９）
　対象の評判スコアの階層的表現を生成して表示するための評判採点システムであって、
前記システムは、評判ブローカを備え、
　前記評判ブローカは、サービスプロバイダから信頼ブローカで受信される前記対象の評
判スコアに対するクエリを処理することと、
　前記対象の階層的評判スコアを生成するように要求を信頼オーケストレータにディスパ
ッチすることと
　を行うように構成され、
　前記信頼オーケストレータは、
　前記対象と関連付けられる属性を調査するように、組織の内部または外部の情報管理シ
ステムへの複数の指向クエリを開始すること、
　受信したクエリ応答を分析すること、
　リスクの計算に基づいて、前記対象の生成された階層的評判スコアを受信すること、お
よび
　前記対象の前記受信した階層的評判スコアを前記評判ブローカに送信すること
　によって、階層的評判スコアに対する受信した要求を処理するように構成され、
　前記信頼オーケストレータはさらに、
　前記ディスパッチされた要求に応答して、前記対象の評判トークンを前記評判ブローカ
から受信することと、
　前記クエリへの応答として、前記評判トークンを前記サービスプロバイダに送信するこ
とと
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　を行うように構成される、システム。
（項目３０）
　認証プロセスを行うことによってユーザをコンピューティングデバイスに認証するよう
に構成される、認証サービスと、
　対象アラートとともに対象の整合性プロファイルを含む、対象事象を前記信頼ブローカ
から受信するように構成される評判プロセッサを備える、システム事象相関器と、
　複数の協調サービスから終点査定レポートの中で受信される、正規化した照合対象事象
のリアルタイム相関に基づいて、リスク相関行列にデータ投入するように構成される、リ
スク相関器と、
　前記対象の前記階層的評判スコアを生成するように構成される、評判スコア発生器であ
って、前記評判スコア発生器は、トランザクションスコア、ユーザスコア、サービススコ
ア、社会スコア、職業スコア、デバイススコア、組織スコア、およびアプリケーションス
コアのうちの１つ以上に基づいて、階層的評判スコアを計算するように構成される採点モ
ジュールを備える、評判スコア発生器と、
　前記信頼ブローカからの対象アクティビティクエリに応答するように構成される、ログ
管理モジュールと、
　前記信頼ブローカからの対象属性クエリに応答するように構成される、役割管理システ
ムと、
　前記信頼ブローカからの前記対象属性クエリに応答するように構成される、識別管理モ
ジュールと
　をさらに備える、項目２９に記載のシステム。
（項目３１）
　前記リスク相関器はさらに、対象アラートを受信し、前記対象アラートを前記リスク相
関行列の中のセルにマップするように構成され、
　前記評判スコア発生器はさらに、前記対象事象および前記対象アラートを処理して、前
記対象の前記階層的評判スコアを判定するように構成される、項目３０に記載のシステム
。
（項目３２）
　前記対象事象は、プロビジョニングした属性、前記対象と関連付けられる終点アクティ
ビティ、および前記対象と関連付けられるネットワークレベルアクティビティについての
アサーションのうちの１つ以上であり、ログ管理システム、役割管理システム、および／
または前記識別管理モジュールからの指向クエリへの応答として、前記システム事象相関
器で受信される、項目３１に記載のシステム。
（項目３３）
　前記評判トークンは、前記管理されたアプリケーションにアクセスするサービス要求を
許可または拒否するように評判ベースのアクセス制御を実施するように、少なくとも、前
記対象情報および前記サービスプロバイダによって要求される情報の評判スコアを含む、
項目３０に記載のシステム。
（項目３４）
　前記信頼ブローカはさらに、権利付与、メンバーシップ、役割、およびアクティビティ
情報等の受信した対象属性を処理し、時間的対象事象を生成して前記評判プロセッサにデ
ィスパッチするように構成される、項目２９に記載のシステム。
（項目３５）
　対象事象は、トランザクションにおけるセキュリティリスクのレベルを判定するために
使用される、前記対象についてのアサーションを表す、項目２９に記載のシステム。
（項目３６）
　前記対象事象は、義務の静的および動的分離、最小権限の原理、前記対象による観察さ
れたリソース使用パターン、ならびに組織の内部ネットワークおよび前記組織の外部のネ
ットワーク上の観察された対象アクティビティを含む、項目３５に記載のシステム。
（項目３７）
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　前記信頼ブローカによって受信されるクエリは、事前構成される、項目２９に記載のシ
ステム。
（項目３８）
　ディスプレイ上に複数のダッシュボードを備える管理コンソール用のグラフィカルユー
ザインターフェース（ＧＵＩ）をレンダリングするように構成される、管理モジュールを
さらに備え、
　事前構成されたクエリは、前記ＧＵＩを使用してカスタマイズされることができる、項
目３８に記載のシステム。
（項目３９）
　前記評判プロセッサはさらに、前記対象によってコンピュータシステムまたはプラット
フォームに引き起こされるリスクを計算するように構成され、
　前記管理モジュールはさらに、前記ディスプレイ上に前記対象評判スコアの前記階層的
表現をレンダリングするように構成される、項目３８に記載のシステム。
（項目４０）
　前記管理システムは、ソーシャルネットワーキングベンダによってホストされる情報シ
ステムを含む、項目２９に記載のシステム。
（項目４１）
　前記対象は、コンピューティングデバイス、ユーザ、トランザクション、組織、または
サービスである、項目２９に記載のシステム。
（項目４２）
　前記対象と関連付けられる前記属性は、デバイス地理的位置、デバイス提供状態、有効
／無効デバイス機能、ユーザ登録、および組織登録のうちの１つ以上を含む、項目４１に
記載のシステム。
（項目４３）
　前記階層的評判スコアは、トランザクションスコア、サービススコア、社会スコア、職
業スコア、デバイススコア、組織スコア、およびアプリケーションスコアのうちの１つ以
上を備える、複数の構成要素スコアの集約を備える、項目４１に記載のシステム。
（項目４４）
　前記階層的評判スコアは、どのようにして前記対象スコアが前記サービスプロバイダに
報告されるであろうかという粒度および構造を表す、注釈付き構成要素スコアを伴う列挙
リストを備える、項目４３に記載のシステム。
（項目４５）
　前記ユーザは、オンライントランザクションを行うか、またはアプリケーションによっ
てレンダリングされ、組織によって管理されるサービスを伴うアクティビティに参加する
ために、終点デバイスを使用し、前記ユーザは、メンバーシップ、雇用、契約、または他
の提携を介して前記組織と関連付けられる、項目３０に記載のシステム。
（項目４６）
　前記アクティビティは、社会または職業のいずれか一方として分類される、項目４５に
記載のシステム。
（項目４７）
　前記ＩＴアセットは、前記コンピューティングデバイス、前記終点デバイス、サーバ、
デスクトップコンピュータ、ラップトップ、タブレットコンピュータ、多機能プリンタ／
スキャナ／ファクスマシン、およびネットワークデバイスのうちの１つ以上を含む、項目
４６に記載のシステム。
（項目４８）
　前記組織の代わりに前記ＩＴアセットの在庫を管理するように構成される、在庫管理シ
ステムをさらに備える、項目４６に記載のシステム。
（項目４９）
　終点信頼エージェント、ならびに評判ブローカおよび信頼ブローカを備える信頼オーケ
ストレータを使用して、対象の評判のリアルタイム証明をサービスプロバイダに提供する
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方法であって、前記方法は、
　前記評判ブローカによって、前記信頼オーケストレータにおいて、サービスプロバイダ
から対象の前記評判スコアに対するクエリを受信することと、
　前記評判ブローカによって、前記信頼オーケストレータにおいて、対象のジャストイン
タイム評判スコアを生成する要求をディスパッチすることと、
　　対象と関連付けられる属性を調査するように、外部情報管理システムへの複数の指向
クエリを開始すること、
　　受信したクエリ応答を分析し、リスクの計算に基づいて対象の評判スコアを生成する
こと、
　　対象の評判スコアを前記評判ブローカに送信すること、および
　　前記信頼オーケストレータにおいて前記評判ブローカによって、サービスプロバイダ
へのクエリ応答として、対象の評判トークンを送信すること
　によって、前記信頼ブローカによって、前記信頼オーケストレータにおいて、前記受信
した評判を処理することと
　を含む、方法。
（項目５０）
　前記対象は、
　ユーザアカウント、
　ソフトウェアアプリケーション、
　コンピュータシステム、
　コンピューティングプラットフォーム、および
　コンピューティングデバイス
　のうちの１つ以上である、項目４９に記載の方法。
（項目５１）
　内部または外部情報管理システムの調査は、
　対象のプロビジョニングした識別、役割、および権利付与を問い合わせること、
　対象に起因するアクティビティログを問い合わせること、
　対象の在庫オブジェクト関連性を問い合わせること、
　対象の地理的位置ベースのオブジェクトアクションを問い合わせること、
　対象によって在庫対象に行われるアクションを問い合わせること、
　最小権限の原理および義務の分離に関係する、観察されたアクションおよびプロビジョ
ニングした対立における異常を相関させること、
　複数の感染したシステムとの対象の関連性を相関させること、および
　複数の感染したコンピューティングデバイスとの対象の関連性を相関させること
　のうちの１つ以上を含む、項目４９に記載の方法。
（項目５２）
　アクティビティログの前記問い合わせは、
　対象と関連付けられるセキュリティおよび情報事象、
　対象によって訪問されるウェブサイト、
　対象によって開始されるオンラインまたは自動ダウンロード、および
　対象によって行われるローカルデバイス管理アクションおよび動作
　のうちの１つ以上を含む、項目５１に記載の方法。
（項目５３）
　コンピューティングデバイスまたは前記コンピューティングデバイス上で実行するアプ
リケーションのリスク相関に基づいて、ネットワーク要素においてネットワークフローレ
ベル改善を提供するためのシステムであって、前記システムは、
　評判サービスからのシステム警告に登録して受信するように構成される、ネットワーク
信頼エージェントと、
　終点脅威インテリジェンスを受信するように構成される、終点信頼エージェントと、
　ネットワークアクティビティ、前記コンピューティングデバイスのシステム構成、前記
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デバイスによるリソース利用、および前記デバイスの整合性のうちの１つ以上を管理する
ように構成される、複数のセンサ入力から受信される入力に基づいて、リスクを相関させ
るように構成される、事象および挙動相関エンジンと、
　信頼オーケストレーションサーバであって、前記信頼オーケストレーションサーバは、
　協調サービスから受信される終点査定レポートを含む、グローバルセキュリティコンテ
キストにリスクの計算を行うことと、
　前記終点脅威インテリジェンスに基づくシステム警告を前記ネットワーク信頼エージェ
ントに送信することと
　を行うように構成される、信頼オーケストレーションサーバと、
　前記コンピューティングデバイスまたはアプリケーションの制御のためのリアルタイム
指令を受信するように構成される、改善エンジンと
　を備える、システム。
（項目５４）
　前記センサ入力は、連続的監視を行うように構成される、項目５３に記載のシステム。
（項目５５）
　前記事象および挙動相関エンジンは、
　前記ネットワークアクティビティセンサからのシステム事象および感染プロファイル、
　前記システム構成センサからのスキャンの整合性測定および検証レポート、
　前記リソース利用センサからのプロセッサ、ネットワーク、メモリ、および記憶装置リ
ソース消費に関するシステム事象、および
　前記アプリケーション整合性センサからの画像プロファイルおよびローカル実行コンテ
キストに関するシステム事象
　のうちの１つ以上を受信するように構成される、項目５３に記載のシステム。
（項目５６）
　前記スキャンは、スケジュール通りに行われ、前記スケジュールは、毎時間、毎日、毎
週、隔週、または毎月のうちの１つ以上である、項目５５に記載のシステム。
（項目５７）
　前記改善エンジンは、仮想マシン、ネットワークフローコントローラ、およびトランザ
クションのうちの１つ以上にアクションを行うように構成される、項目５３に記載のシス
テム。
（項目５８）
　前記アクションは、構成されたトリガ制御に基づく、項目５７に記載のシステム。
（項目５９）
　ネットワーク分析器、終点信頼エージェント、信頼ブローカ、信頼オーケストレータ、
および複数のネットワーク終点査定を使用して、コンピューティングプラットフォーム上
で実行するシステムのランタイム動作整合性を編成する方法であって、前記方法は、
　前記ネットワーク分析器によって、ネットワークアクティビティ相関およびネットワー
クマルウェア検出に基づいて異常を判定することと、
　前記信頼ブローカによって、査定のシステムレベル正規化および照合に基づいてシステ
ム構成異常を判定することと、
　前記終点信頼エージェントによって、中央処理装置（ＣＰＵ）、メモリ、記憶装置、お
よびネットワークリソース使用と関連付けられるルールセットに基づいて、リソース利用
異常を判定することと、
　前記終点信頼エージェントによって、静的および動的画像分析と関連付けられる前記ル
ールセットに基づいてアプリケーション整合性異常を判定することと、
　前記信頼オーケストレータによって、感染したシステムのリスク分析および検出のため
に、ネットワーク終点の連続的ローカルおよび遠隔監視を通して特徴付けられるネットワ
ークアクティビティならびに終点事象および挙動を相関させることと、
　前記信頼オーケストレータによって、自動マシン、ネットワークフロー、またはトラン
ザクションレベル改善制御を通して、感染したシステムを軽減することと
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　を含む、方法。
（項目６０）
　前記軽減することはさらに、グラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）のリアル
タイム脅威可視化ダッシュボードを介して受信される改善入力に従って、感染したシステ
ムを軽減することを含む、項目５９に記載の方法。
（項目６１）
　ネットワーク分析器、終点信頼エージェント、信頼オーケストレータ、信頼ブローカ、
システム事象相関器、信頼スーパーバイザ、および改善コントローラを使用して、コンピ
ュータシステム上で実行するアプリケーションのランタイム動作整合性に基づいて、リア
ルタイム自動改善を提供する方法であって、前記方法は、
　前記コンピューティングプラットフォーム上の前記終点信頼エージェントによって、前
記アプリケーションのためのアプリケーションおよびシステムレベル動作の未処理事象を
受信することと、
　前記終点信頼エージェントによって、アラート表現、リスク相関行列、およびリスクの
計算に基づいて、前記アプリケーションの実行異常および脅威姿勢を信号伝達するように
、終点事象を生成することと、
　前記信頼オーケストレータにおいて、前記ネットワーク分析器から前記終点について生
成される感染プロファイル、前記終点信頼エージェントからの終点事象、および複数の終
点査定サービスからのレポートを受信することと、
　前記信頼ブローカによって、前記受信したレポートの中のデータおよびコンテンツ要素
を正規化して相関させることと、
　前記信頼ブローカによって、終点システムに関係する時間的事象を生成することと、
　前記システム事象相関器によって、前記終点システムのシステム整合性プロファイルを
生成するように前記時間的および終点事象を相関させることと、
　前記信頼スーパーバイザによって、前記信頼オーケストレータにおいて、前記ネットワ
ーク分析器からの感染プロファイル、および前記システム事象相関器からの整合性プロフ
ァイルを受信することと、
　前記信頼スーパーバイザによって、前記終点システムで診断される脅威および感染を識
別して分類することと、
　前記改善コントローラによって、前記信頼オーケストレータにおいて、改善順序を開始
するように前記信頼スーパーバイザから指令を受信することと、
　前記改善コントローラによって、前記信頼オーケストレータにおいて、確立された閾値
およびトリガに基づくオーケストレーションおよびポリシー実施サービスのためにアクシ
ョンをネットワーク要素に送信することと
　を含む、方法。
（項目６２）
　前記コンピュータシステム上のネイティブおよびカスタム拡張機器からのマシンおよび
プラットフォーム事象に登録して受信することと、
　事象相関行列にデータ投入するように、未処理事象をプラットフォームにとらわれない
整合性事象にマップすることと、
　異常のアラートを生成するように、複数のルールセットに基づいて、受信した整合性事
象を処理することと、
　前記事象相関行列に基づいて整合性警告を生成することと
　をさらに含む、項目６１に記載の方法。
（項目６３）
　前記リスクの計算は、
　リソースの属性であって、前記リソースは、前記アプリケーション、前記アプリケーシ
ョンが実行されているプラットフォーム、または前記コンピュータシステムである、リソ
ースの属性、
　規定された値制限を表す、属性値制約、



(31) JP 2016-181265 A 2016.10.13

10

20

30

40

50

　前記測定と関連付けられるサンプリングレート、
　前記測定検証と関連付けられる再現率、
　前記属性と関連付けられるスコアまたは測定基準、および
　前記属性と関連付けられる加重の関数である、項目６１に記載の方法。
（項目６４）
　前記リスク相関行列は、
　システム逸脱、
　システム脅迫、
　システム脆弱性、および
　システム感染を診断するための整合性警告クラスを含む、項目６１に記載の方法。
（項目６５）
　前記感染プロファイルは、無署名攻撃を結論付けるフォレンジック証拠連鎖を備える、
項目６１に記載の方法。
（項目６６）
　前記終点事象は、少なくとも、
　計算、メモリ、記憶装置、およびネットワークリソース利用と関連付けられるランタイ
ム実行異常と、
　プロセス等の処理の単位と関連付けられる、コンパイラ型、インタープリタ型、または
中間コードまたはスクリプトから成るバイナリファイルのための画像実行コンテキストと
、
　画像要素と関連付けられるデジタル署名と、
　動作構成設定への修正と関連付けられるプログラムまたは双方向動作と
　を含む、項目６１に記載の方法。
（項目６７）
　複数の終点査定サービスからの前記レポートは、
　ジャストインタイムの静的および動的バイナリ分析のためにマルウェア分析器への前記
アプリケーションと関連付けられる、コンパイラ型、インタープリタ型、または中間コー
ドまたはスクリプトから成るバイナリファイルのための画像実行コンテキストと、
　前記画像実行コンテキストの分析に基づく前記画像実行コンテキストの診断と
　を備える、項目６１に記載の方法。
（項目６８）
　前記分析は、
　前記コンピュータシステムのネットワークアドレスおよび／または地理的位置に基づい
て要素を照合することと、
　ネットワーク査定を正規化することと、
　パッケージおよび／または構成要素帰属に基づくオブジェクトレベル照合と、
　終点およびネットワーク査定の集約として、グローバルオブジェクトコンテキストを生
成することと、
　オブジェクト属性と関連付けられるルールセットに基づく事象処理と、
　事象相関行列に基づいて事象を相関させることと、
　オブジェクト整合性警告を生成することと、
　整合性警告に基づいて脅威を分類することと、
　状態指示表示をダッシュボードコントローラに送信することと、
　アクションを前記改善コントローラにディスパッチすることと
　を含む、項目６７に記載の方法。
（項目６９）
　複数のネットワーク終点査定の前記集約は、時間的事象を生成する、項目６１に記載の
方法。
（項目７０）
　終点および時間的事象の前記集約は、終点の整合性プロファイルを生成する、項目６１
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に記載の方法。
（項目７１）
　システム警告クラスと、
　プラットフォーム、アプリケーション、画像およびグレイウェアアラートと、
　アラートおよび信号警告を相関させるアラート表現と、
　を備える、システム事象相関行列に基づいて、脅威または感染状態の診断のために整合
性および感染プロファイルを相関させることをさらに含む、項目６１に記載の方法。
（項目７２）
　前記グレイウェアアラートは、プロセス監視リストを備える、項目７１に記載の方法。
（項目７３）
　ネットワーク信頼エージェント、終点信頼エージェント、および信頼オーケストレータ
を有するコンピューティングプラットフォームのディスプレイにおいて、感染したシステ
ムのためのデータセンターレベルランタイム動作整合性ダッシュボードおよび改善制御を
提示するための方法であって、前記方法は、
　複数の終点査定サービスから、複数の信頼ベクトルのためのランタイム整合性測定基準
を受信することと、
　前記ディスプレイ上のグラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）において、受信
した整合性測定基準の信頼レベルに基づいて、リスク指標および影響分析を表示すること
と、
　　前記感染したシステムのスナップショットを撮影すること、
　　信頼できる基準構成から前記感染したシステムを復元または再画像化すること、
　　ネットワークファブリックから前記感染したシステムを隔離すること、
　　前記感染したシステムからユーザを迂回させること、
　　前記感染したシステムからトランザクションを迂回させること、および
　　前記感染したシステムからトラフィックを迂回させること
　　のうちの１つ以上を行うことによって、脅威格納およびリスク軽減のための手動また
は自動改善制御を提供することと、
　前記ＧＵＩにおいて、開始した改善措置の状態および進捗を表示することと、
　前記ＧＵＩにおいて、
　　感染概要、
　　感染診断、
　　無署名感染ライフサイクルモデルに基づく脅威分類および識別、
　　ソースまたは攻撃者のアドレスおよび地理的位置、
　　１つ以上の感染被害者の識別、
　　検出された悪意のあるアクティビティおよび意図のフォレンジック証拠連鎖、および
　　前記被害マシンまたは感染システム上で検出される計算、メモリ、記憶装置、および
ネットワークレベル異常
　　のうちの１つ以上を備える、マルウェア分析の詳細を表示することと
　を含む、方法。
（項目７４）
　前記リスク指標は、色分けされる、項目７３に記載の方法。
（項目７５）
　前記ランタイム動作整合性は、実行異常と、脅威姿勢とを備える、項目７３に記載の方
法。
（項目７６）
　ネットワーク分析器、終点信頼エージェント、信頼ブローカ、信頼オーケストレータ、
および複数のネットワーク終点査定を使用して、コンピューティングプラットフォーム上
で実行するシステムのランタイム動作整合性を編成する方法であって、前記方法は、
　前記ネットワーク分析器によって、ネットワークアクティビティ相関およびネットワー
クマルウェア検出に基づいて異常を判定することと、
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　前記信頼ブローカによって、査定のシステムレベル正規化および照合に基づいてシステ
ム構成異常を判定することと、
　前記終点信頼エージェントによって、プロセッサ、メモリ、およびネットワークリソー
ス使用と関連付けられるルールセットまたはアラート表現に基づいて、リソース利用異常
を判定することと、
　前記終点信頼エージェントによって、静的および動的画像分析と関連付けられるルール
セットまたはアラート表現に基づいて、少なくとも１つのアプリケーション整合性異常を
判定することと、
　前記信頼オーケストレータによって、感染したシステムのリスク分析および検出のため
に、ネットワーク終点の連続的ローカルおよび遠隔監視を通して特徴付けられるネットワ
ークアクティビティならびに終点事象および挙動を相関させることと、
　前記信頼オーケストレータによって、フローレベルまたはトランザクションレベル改善
制御を実装するように、リアルタイム脅威可視化ダッシュボードから受信される入力を使
用して、感染したシステムを軽減することと
　を含む、方法。
（項目７７）
　ネットワーク信頼エージェントと、終点信頼エージェントと、事象および挙動相関エン
ジンと、信頼オーケストレーションサーバとを備える、コンピューティングプラットフォ
ームを使用して、アプリケーションおよびシステムのランタイム動作整合性を提供する方
法であって、前記方法は、
　複数のセンサ入力によって、ネットワークアクティビティ、前記アプリケーションが実
行されているシステムのシステム構成、前記アプリケーションによるリソース利用、およ
び前記アプリケーションの整合性のうちの１つ以上を監視することと、
　前記事象および挙動相関エンジンによって、前記監視に基づいてリスクを相関させるこ
とと、
　前記コンピューティングプラットフォームの管理コンソールの複数のランタイムダッシ
ュボードにおいて、前記システムおよびアプリケーションの動作整合性のリアルタイム状
態指示表示を表示することと
　を含む、方法。
（項目７８）
　前記監視は、連続的に行われる、項目７７に記載の方法。
（項目７９）
　前記事象および挙動相関エンジンは、
　前記ネットワークアクティビティセンサからのシステム事象および感染プロファイル、
　前記システム構成センサからのスキャンの整合性測定および検証レポート、
　前記リソース利用センサからのプロセッサ、ネットワーク、メモリ、および記憶装置リ
ソース消費に関するシステム事象、および
　前記アプリケーション整合性センサからの画像プロファイルおよびローカル実行コンテ
キストに関するシステム事象
　のうちの１つ以上を受信する、項目７７に記載の方法。
（項目８０）
　前記スキャンは、スケジュール通りに行われ、前記スケジュールは、毎時間、毎日、毎
週、隔週、または毎月のうちの１つ以上である、項目７９に記載の方法。
（項目８１）
　前記複数のランタイムダッシュボードは、
　大域的表示ダッシュボード、
　システム構成ダッシュボード、
　リソース利用ダッシュボード、
　アプリケーション整合性ダッシュボード、および
ネットワークアクティビティダッシュボード
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　のうちの１つ以上を備える、項目７７に記載の方法。
（項目８２）
　対象の評判採点を編成して表示するためのシステムであって、前記システムは、
　ディスプレイと、
　サービスプロバイダから前記対象の評判スコアに対するクエリを処理し、前記対象の階
層的評判スコアを生成する要求をディスパッチするように構成される、評判ブローカと、
　前記ディスプレイの中に複数のダッシュボードを備える、管理コンソール用のグラフィ
カルユーザインターフェース（ＧＵＩ）をレンダリングするように構成される、表示モジ
ュールと、
　信頼オーケストレータと
　を備え、
　前記信頼オーケストレータは、
　　前記対象と関連付けられる属性を調査するように、組織の外部の情報管理システムへ
の複数の指向クエリを開始すること、
　　受信したクエリ応答を分析すること、
　　リスクの計算に基づいて、前記対象の生成された階層的評判スコアを受信すること、
および
　　前記対象の前記受信した階層的評判スコアを前記評判ブローカに送信すること
　によって、階層的評判スコアに対する前記評判ブローカからの受信した要求を処理する
ことと、
　前記ディスパッチされた要求に応答して、前記評判ブローカから前記対象の評判トーク
ンを受信することと、
　前記クエリへの応答として、前記評判トークンを前記サービスプロバイダに送信するこ
とと
　を行うように構成される、システム。
（項目８３）
　前記クエリは、前記クエリを前記信頼ブローカに転送するように構成される評判ブロー
カで受信され、前記クエリは、前記管理コンソールのダッシュボードを使用して、作成、
表示、編集、および提出されることができる、項目８２に記載のシステム。
（項目８４）
　前記応答は、前記管理コンソールのダッシュボードにおいて表示される、項目８２に記
載のシステム。
（項目８５）
　前記階層的評判は、前記管理コンソールのダッシュボードにおいて図式的に描写される
、項目８２に記載のシステム。
（項目８６）
　複数のダッシュボードは、
　大域的表示ダッシュボード、
　システム構成ダッシュボード、
　リソース利用ダッシュボード、
　アプリケーション整合性ダッシュボード、および
　ネットワークアクティビティダッシュボード
　のうちの１つ以上を備える、項目８２に記載のシステム。
（項目８７）
　ネットワーク信頼エージェントと、終点信頼エージェントと、信頼オーケストレーショ
ンサーバとを備える、コンピューティングプラットフォームを使用して、システムのラン
タイム動作整合性を提供するための証明サービスを提供する方法であって、前記方法は、
　前記信頼オーケストレーションサーバにおいて、終点事象を含む動的コンテキストを受
信することと、
　前記信頼オーケストレーションサーバによって、前記受信した終点事象を分析すること
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と、
　ネットワーク終点査定を受信することと、
　少なくとも部分的に、前記ネットワーク終点査定の分析に基づいて、時間的事象を生成
することと、
　前記受信した終点事象および前記生成された時間的事象を相関させることと、
　前記システムの整合性プロファイルを生成することと
　を含む、方法。
（項目８８）
　前記動的コンテキストは、前記終点信頼エージェントによって送信される、項目８７に
記載の方法。
（項目８９）
　前記ネットワーク終点査定は、終点査定サービスから受信される、項目８７に記載の方
法。
（項目９０）
　前記終点査定サービスから整合性測定および検証レポートを受信することをさらに含む
、項目８９に記載の方法。
（項目９１）
　前記ネットワーク終点査定は、１つ以上の協調サービスから受信される、項目８７に記
載の方法。
（項目９２）
　前記１つ以上の協調サービスから整合性測定および検証を受信することをさらに含む、
項目９１に記載の方法。
（項目９３）
　前記終点事象および時間的事象は、それぞれ、終点信頼エージェントおよび信頼ブロー
カからシステム事象相関器によって受信される、項目８７に記載の方法。
（項目９４）
　ネットワーク信頼エージェント、終点信頼エージェント、および信頼オーケストレータ
を使用して、コンピューティングネットワークファブリックから、感染した、または損な
われたシステムおよびプラットフォームを単離するように、フローレベル改善を提供する
方法であって、前記方法は、
　前記終点信頼エージェントによって、ルールセットおよびリスクの計算に基づいて、実
行異常およびリスクに関するランタイムシステム整合性アラートを生成することと、
　前記終点信頼エージェントによって、終点事象としてのランタイムシステム整合性警告
を前記信頼オーケストレータに送信することと、
　前記信頼オーケストレータによって、前記受信した終点事象の分析に基づいて、前記終
点のシステム整合性プロファイルを生成することと、
　前記信頼オーケストレータによって、
　　リスクの計算に基づいて生成されるシステム整合性プロファイル、
　　複数の協調サービスから受信される終点査定レポートの中の要素の正規化および照合
に基づいて生成される複数の時間的事象、および
　　ネットワーク分析器から受信されるシステム感染プロファイル
　　のうちの１つ以上を処理して相関させることと、
　前記信頼オーケストレータによって、終点実行状態査定に基づいてシステム警告を前記
ネットワーク信頼エージェントに送信することと、
　前記ネットワーク信頼エージェントによって、接続終点の脅威姿勢として前記受信した
実行状態に基づいてフロー制御を適用するように、メッセージまたは指令をＯｐｅｎＦｌ
ｏｗセキュリティフレームワークおよび／またはコントローラに送信することと
　を含む、方法。
（項目９５）
　前記整合性警告は、データ事象およびコンテンツ事象に関する警告を備え、前記終点事



(36) JP 2016-181265 A 2016.10.13

10

20

30

40

50

象は、データ事象およびコンテンツ事象を備える、項目９４に記載の方法。
（項目９６）
　感染したシステムの前記改善は、オンデマンドインスタンス化および作業負荷のスケー
リングを通して、前記コンピューティングプラットフォームの全動作能力または可用性を
不利に低減させることなく、達成される、項目９４に記載の方法。
（項目９７）
　モバイルコンピューティングデバイスの感染した、または損なわれた状態を、前記モバ
イルコンピューティングデバイスと関連付けられるユーザに伝える、通知を転送すること
をさらに含み、前記通知は、
　前記ユーザと関連付けられるアカウントへの非同期プッシュ通知、
　前記モバイルコンピューティングデバイスと関連付けられる電話番号に転送されるショ
ートメッセージングサービス（ＳＭＳ）テキストアラートメッセージ、
　前記ユーザと関連付けられるＥメールアドレスに転送されるＥメールアラートメッセー
ジ、および
　前記モバイルコンピューティングデバイスからのサービスとのトランザクションの開始
中に前記モバイルコンピューティングデバイスのディスプレイ上にサービスによって表示
される、警告メッセージ
　のうちの１つ以上である、項目９６に記載の方法。
（項目９８）
　モバイルデバイスの１つ以上の特徴または能力は、改善措置として動作停止または起動
される、項目９７に記載の方法。
（項目９９）
　前記改善措置は、前記地理的位置に基づく、項目９８に記載の方法。
（項目１００）
　信頼スーパーバイザによって、ネットワークファブリック上で行われる１つ以上のフロ
ー改善措置を生成することと、
　前記信頼オーケストレータの改善コントローラにおいて、前記フロー改善措置を受信す
ることと、
　前記信頼オーケストレータによって、前記１つ以上のフロー改善措置と関連付けられる
ネットワークデバイスに関する１つ以上のシステム警告を前記ネットワーク信頼エージェ
ントに送信することと
　をさらに含む、項目８７に記載の方法。
（項目１０１）
　前記ネットワーク信頼エージェントによって、ＯｐｅｎＦｌｏｗコントローラのための
コマンドを策定する指令を生成して送信することと、
　前記ＯｐｅｎＦｌｏｗコントローラによって、前記ネットワークデバイスへ／からのト
ラフィックフローを迂回または遮断するように、ルールを前記ネットワークファブリック
のＯｐｅｎＦｌｏｗ対応ネットワーク要素またはスイッチに送信することと、
　前記ＯｐｅｎＦｌｏｗ対応ネットワーク要素またはスイッチによって、前記ネットワー
クデバイスのための受信したアクセス制限または制御を実施することと
　をさらに含む、項目１００に記載の方法。
（項目１０２）
　前記信頼スーパーバイザによって、前記ネットワークデバイスのための評判スコア更新
情報を監視し、前記改善コントローラに送信することと、
　前記信頼オーケストレータによって、前記ネットワークデバイスのためのシステムセキ
ュリティ姿勢状態更新情報を前記ネットワーク信頼エージェントに送信することと、
　前記ネットワーク信頼エージェントによって、記ネットワークデバイスへ／からの正常
なフローを復元するように、前記ＯｐｅｎＦｌｏｗコントローラのためのコマンドを策定
する指令を生成して、前記ＯｐｅｎＦｌｏｗセキュリティフレームワークに送信すること
と
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　をさらに含む、項目１０１に記載の方法。
（項目１０３）
　前記ネットワーク分析器によって、ネットワークアクティビティ相関およびネットワー
クマルウェア検出に基づいて異常を判定することと、
　前記信頼オーケストレータによって、バイナリ分析のためのアプリケーションの画像フ
ァイルおよび属性をディスパッチすることであって、前記画像ファイルは、コンパイラ型
、中間、またはインタープリタ型コードまたはスクリプトを備える、ことと、
　前記分析に基づいて識別される一式の脅威として、悪意のあるアクティビティを識別す
る、前記バイナリ分析の結果を受信することと、
　前記信頼ブローカによって、前記画像の一意の識別子によってインデックスを付けられ
る前記分析の前記結果をキャッシュに格納することと、
　前記終点信頼エージェントによる終点事象の後続の生成のために、ランタイム時に監視
される前記画像の悪意のある能力のアサーションを備える、画像プロファイルを生成し、
前記終点信頼エージェントに返信することと
　をさらに含む、項目９４に記載の方法。
（項目１０４）
　前記バイナリ分析は、１つ以上の第三者マルウェア分析器によって行われ、前記ディス
パッチ機構は、展開された終点信頼エージェントにわたる前記アプリケーション画像と関
連付けられる分析のための要求の頻度および量等の画像分析の開始を保証する、一式の基
準を特定する、トリガフィルタ表現を使用する、項目１０３に記載の方法。
（項目１０５）
　前記第三者マルウェア分析器は、前記信頼ブローカによって特定されるポリシーに基づ
いて、アプリケーション画像の静的および動的分析を行うように構成される、項目１０４
に記載の方法。
（項目１０６）
　モバイルデバイスと、クライアントサーバシステムとを含む、コンピューティングプラ
ットフォーム上で実行するアプリケーションの実行異常および脅威姿勢を判定することに
よって、ランタイム動作整合性を提供するためのシステムであって、前記システムは、
　終点信頼エージェントであって、前記終点信頼エージェントは、
　　前記アプリケーションのローカル実行コンテキストを観察するように構成される、プ
ロセスモニタと、
　　前記アプリケーションのネットワークアクティビティを観察するように構成される、
ソケットモニタと、
　　前記アプリケーションによって消費されるシステムおよびプラットフォームリソース
を観察するように構成される、リソース利用モジュールモニタと、
　　ルールセットに基づいて前記コンピューティングプラットフォームの動作整合性を査
定するように構成される、アプリケーション整合性モジュールと
　　を含み、
　　前記コンピューティングプラットフォームのためのネイティブマシン機器は、前記コ
ンピューティングプラットフォーム上のオペレーティングシステム（ＯＳ）によって提供
される事象登録、コールバック、通知機構を表し、未処理事象を生成するように構成され
る、終点信頼エージェントと、
　拡張信頼機器と、
　ランタイムモニタであって、前記ランタイムモニタは、
　　前記拡張信頼機器からの前記アプリケーションに対するアプリケーション事象の近リ
アルタイム非同期通知に登録して受信することと、
　　前記アプリケーションの実行インスタンスにリンクされるアプリケーションフィルタ
として、動的表現またはルールを生成して送信することと
　　を行うように構成される、ランタイムモニタと、
　前記コンピューティングプラットフォームのシステム事象を相関させてリスクの計算を
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判定するように構成される、システム事象相関器と、
　前記コンピューティングプラットフォームおよび前記アプリケーションについてのセキ
ュリティインテリジェンスを統合することによって、前記リスクの計算に基づいて実施可
能なインテリジェンスを編成するように構成される、信頼オーケストレータと、
　前記コンピューティングプラットフォーム上で実行するアプリケーション、または前記
コンピューティングプラットフォームのユーザのアクションに基づいてリスクを評価し、
前記ネイティブマシン機器から前記未処理事象を受信することによって、前記コンピュー
ティングプラットフォームのランタイム動作整合性を測定するように構成される、終点信
頼センサと
　を備える、システム。
【００３７】
　本開示の例示的な技術的解決法は、請求された発明が限定されない、付随の図面と併せ
て熟読されたときに、以下の発明を実施するための形態から最も理解される。一般的実践
に従って、図面の種々の特徴／要素は、正確な縮尺で描かれていない場合がある。共通参
照数字は、類似特徴／要素を表す。以下の図が、図面に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】図１は、本開示の実施形態による、アプリケーションセキュリティの動作整合性
証明およびユーザ評判を提供するための例示的システムのアーキテクチャ図である。
【図２】図２は、本開示の例示的実施形態による、終点およびネットワークアクティビテ
ィ相関のための例示的なシステムを図示する、概略図である。
【図３Ａ】図３Ａは、本開示の例示的実施形態による、早期警告および応答自動化が、監
視、オーケストレーション、および改善を通して行われる、ステップを図示するフローチ
ャートである。
【図３Ｂ】図３Ｂは、本開示の例示的実施形態による、システム間リスク査定および改善
のためのデータフロー図である。
【図４】図４は、本開示の例示的実施形態による、ネットワーク終点査定を連結して正規
化することによって、証明システムを構成するためのデータフロー図である。
【図５】図５は、本開示の例示的実施形態による、アプリケーション動作整合性を測定し
て評価するためのシステムの構成要素の間の通信を図示する。
【図６】図６は、本開示の例示的実施形態による、ネットワーク終点リスクを機器化して
測定するためのデータフローを図示する、ブロック図である。
【図７Ａ】図７Ａは、本明細書で開示されるシステムおよび方法によって監視することが
できる、例示的な終点事象を描写する。
【図７Ｂ】図７Ｂは、本明細書で開示されるシステムおよび方法によって生成することが
できる、例示的な終点アラートを描写する。
【図７Ｃ】図７Ｃは、本開示の例示的実施形態による、終点アラートを相関させ、終点警
告を生成するための方法を図示する、ブロック図である。
【図８】図８は、本開示の例示的実施形態による、システムの動作整合性を判定するため
に複数の事象を相関させるための信頼オーケストレーションアーキテクチャのブロック図
である。
【図９】図９は、本開示の例示的実施形態による、ユーザの評判を判定するために複数の
識別、在庫、およびログ管理システムを連結して相関させるためのシステムのブロック図
である。
【図１０】図１０は、本開示の例示的実施形態による、リスクの計算を判定するためのシ
ステムのブロック図である。
【図１１】図１１は、本開示の例示的実施形態による、リスクの計算に基づいて対象評判
スコアを生成するためのシステムのブロック図である。
【図１２】図１２は、本開示の例示的実施形態による、リスクの計算に基づくネットワー
クフロー改善のためのシステムのブロック図である。
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【図１３】図１３は、本開示の例示的実施形態による、リスクの計算に基づいてモバイル
デバイスおよび無線ネットワークフローを改善することによって、モバイルセキュリティ
を提供するためのシステムを図示する、ブロック図である。
【図１４】図１４－１８は、種々の例示的実施形態による、動作ランタイム整合性、シス
テム構成、リソース、アプリケーション整合性、およびネットワークアクティビティのた
めのダッシュボードを含む、例示的な信頼管理コンソール用のグラフィカルユーザインタ
ーフェース（ＧＵＩ）を描写する。
【図１５】図１４－１８は、種々の例示的実施形態による、動作ランタイム整合性、シス
テム構成、リソース、アプリケーション整合性、およびネットワークアクティビティのた
めのダッシュボードを含む、例示的な信頼管理コンソール用のグラフィカルユーザインタ
ーフェース（ＧＵＩ）を描写する。
【図１６】図１４－１８は、種々の例示的実施形態による、動作ランタイム整合性、シス
テム構成、リソース、アプリケーション整合性、およびネットワークアクティビティのた
めのダッシュボードを含む、例示的な信頼管理コンソール用のグラフィカルユーザインタ
ーフェース（ＧＵＩ）を描写する。
【図１７】図１４－１８は、種々の例示的実施形態による、動作ランタイム整合性、シス
テム構成、リソース、アプリケーション整合性、およびネットワークアクティビティのた
めのダッシュボードを含む、例示的な信頼管理コンソール用のグラフィカルユーザインタ
ーフェース（ＧＵＩ）を描写する。
【図１８】図１４－１８は、種々の例示的実施形態による、動作ランタイム整合性、シス
テム構成、リソース、アプリケーション整合性、およびネットワークアクティビティのた
めのダッシュボードを含む、例示的な信頼管理コンソール用のグラフィカルユーザインタ
ーフェース（ＧＵＩ）を描写する。
【図１９】図１９－２２は、本開示の技術の種々の例示的実施形態による、脅威識別およ
び改善、ユーザ評判サービスを提供する、およびネットワークフローレベル改善を提供す
るための方法を図示する、フローチャートである。
【図２０】図１９－２２は、本開示の技術の種々の例示的実施形態による、脅威識別およ
び改善、ユーザ評判サービスを提供する、およびネットワークフローレベル改善を提供す
るための方法を図示する、フローチャートである。
【図２１】図１９－２２は、本開示の技術の種々の例示的実施形態による、脅威識別およ
び改善、ユーザ評判サービスを提供する、およびネットワークフローレベル改善を提供す
るための方法を図示する、フローチャートである。
【図２２】図１９－２２は、本開示の技術の種々の例示的実施形態による、脅威識別およ
び改善、ユーザ評判サービスを提供する、およびネットワークフローレベル改善を提供す
るための方法を図示する、フローチャートである。
【図２３】図２３は、本開示の実施形態による、評判採点システムのエンティティの間の
関係を図示する、エンティティ関係図（ＥＲＤ）である。
【図２４】図２４は、本開示の実施形態による、対象評判スコアの階層的表現を図示する
。
【図２５】図２５は、本開示の例示的実施形態による、ネイティブマシン機器への拡張を
伴うアプリケーション事象を監視するためのアーキテクチャのブロック図である。
【図２６】図２６は、実施形態が実装され得る、例示的コンピュータシステムの略図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　（詳細な説明）
　本発明は、ある例示的実施形態を参照して、本明細書で図示および説明されるが、本発
明は、それに限定されることを意図するものではない。むしろ、本発明から逸脱すること
なく、請求項の同等物の適用範囲および活動範囲内である、種々の修正が行われてもよい
。本明細書で説明される種々の特徴、特性、利点は、本請求される発明の種々の実施形態
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に存在してもよく、またはそうでなくてもよい。
【００４０】
　本明細書の発明を実施するための形態では、「一実施形態」、「実施形態」、「例示的
実施形態」等の言及は、説明される実施形態が、特定の特徴、構造、または特性を含み得
るが、全ての実施形態が必ずしも特定の特徴、構造、または特性を含まない場合があるこ
とを示す。また、そのような語句は、必ずしも同一の実施形態を指しているわけではない
。さらに、特定の特徴、構造、または特性が、実施形態に関連して説明されるとき、それ
は、明示的に説明されているか否かにかかわらず、他の実施形態に関連して、そのような
特徴、構造、または特性に影響を及ぼすように、当業者の知識の範囲内であることが提起
される。
【００４１】
　ある例示的実施形態では、相互接続されたシステムにわたって脅威のさらなる伝播があ
る前、または情報が引き出されてデータ損失あるいは盗用をもたらす前に、基準の健全な
動作状態から、脆弱な、または損なわれた状態への挙動逸脱が検出され、感染が識別され
てもよい。
【００４２】
　企業エコシステム内の管理されていないスマートフォンおよび個人所有機器持ち込み（
ＢＹＯＤ）イニシアチブの増殖が、従来のネットワークおよび終点セキュリティ制御を回
避し、標準プロトコルにわたって接続されたシステムに伝播する高度なマルウェアの能力
を増加させてきた。種々の例示的実施形態は、感染したデバイスのトランザクションおよ
び／またはフローレベル改善のために、複数のセンサ入力からのリスクの計算に基づいて
、社内または社外サービスとのトランザクションにおけるデバイスおよび／またはユーザ
の動作整合性の判定を含む。
事象およびアクティビティの監視および動的分析のためのネットワーク
【００４３】
　図１は、事象およびネットワークアクティビティを連続的に監視して動的に分析し、監
視されたシステム（すなわち、ターゲットシステム）の整合性を確認するように構成され
る、例示的ネットワーク１００のアーキテクチャ図である。
【００４４】
　図１で提供される例示的実施形態を参照すると、ネットワーク１００は、複数のセンサ
入力を使用した連続的監視１１０に基づいてリスク相関１２０を行うように構成される、
事象および挙動相関エンジン１３０を含む。図１の実施形態では、センサ入力は、ネット
ワークアクティビティ１１１、システム構成１１３、リソース利用１１５、およびアプリ
ケーション整合性１１７のうちの１つ以上を含むことができるが、それらに限定されない
。ネットワーク１００はまた、システムの動作整合性の可視性のためにリアルタイム状態
指示表示１３１を受信するように構成される、ランタイムダッシュボード１５０と、感染
したシステムの制御のためにリアルタイム指令１３２を受信するように構成される、改善
エンジン１７０とを備える。
【００４５】
　事象および挙動相関エンジン１３０は、ネットワークアクティビティセンサ１１１から
のネットワーク事象および感染プロファイル１１２、システム構成センサ１１３によって
行われるスキャンの整合性測定および検証レポート１１４を受信するように構成される。
実施形態によると、スキャンは、スケジュールに従って構成センサ１１３によって行われ
る。実施形態では、スキャンは、必要に応じて、毎日、毎週、隔週、毎月、または他の時
間増分で作動するように予定に入れることができる。
【００４６】
　図１に示されるように、事象および挙動相関エンジン１３０はまた、リソース利用セン
サ１１５からのコンピューティング、ネットワーク、および記憶装置リソース消費の終点
事象１１６、およびアプリケーション整合性センサ１１７からの画像プロファイルおよび
ローカル実行コンテキストの終点事象１１８を受信するようにも構成される。システム構



(41) JP 2016-181265 A 2016.10.13

10

20

30

40

50

成センサ１１３、リソース利用センサ１１５、アプリケーション整合性センサ１１７、お
よび終点事象１１６、１１８の例示的な実装の詳細が、図４－７を参照して以下で説明さ
れる。
【００４７】
　改善エンジン１７０は、構成されたトリガ制御に基づいて、仮想マシン（ＶＭ）１７２
へのアクション１７１、ネットワークフローコントローラ１７４へのアクション１７３、
またはトランザクション１７６へのアクション１７５を行ってもよい。
【００４８】
　当業者によって理解されるように、ＶＭは、オペレーティングシステム（ＯＳ）の実行
をサポートし、そのＯＳを実行するであろう物理的マシンとしてアプリケーションを実行
する、サーバ、パーソナルコンピュータ、モバイルコンピューティングデバイス、または
他のコンピューティングデバイス等のマシンのソフトウェア実装である。ＶＭは、ハード
ウェアおよびソフトウェアで実装される物理的マシンの機能性を複製する、ソフトウェア
実装である。ソフトウェアアプリケーションおよびＶＭ上で作動するＯＳは、ＶＭによっ
て提供されるリソースおよび抽象化に限定される。仮想マシン（ＶＭ）は、全体的な仮想
インフラストラクチャ内で視認可能であり得る。当業者によって理解されるように、ＶＭ
を起動、監視、および管理するために、ＶＭＭまたはハイパーバイザを使用することがで
きる。そのようなハイパーバイザは、ＶＭＷＡＲＥＴＭ　Ｐｌａｙｅｒ、ＭＩＣＲＯＳＯ
ＦＴＴＭ　ＶｉｒｔｕａｌＰＣ、ＳＵＮＴＭ　ＶｉｒｔｕａｌＢｏｘ、ＶＭＷＡＲＥＴＭ

　ＥＳＸ／ＥＳＸｉ、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴＴＭ　Ｈｙｐｅｒ－Ｖ、ＣＩＴＲＩＸＴＭ　Ｘ
ＥＮＳｅｒｖｅｒ、ＰＡＲＡＬＬＥＬＳＴＭ、およびその他等のＶＭＭであり得るが、そ
れらに限定されない。当業者に明白となるように、他のハイパーバイザおよびＶＭ／仮想
化解決法も、ネットワーク１００内のＶＭ１７２に使用することができる。
終点およびネットワークアクティビティ相関のための例示的システムおよび方法
【００４９】
　図２は、終点およびネットワークアクティビティ相関のための例示的なシステム２００
を図示する、概略図である。具体的には、図２に示されるシステム２００は、終点事象の
ための入力を受信し、事象を相関させ、限定されないが、警告およびレポート等の出力を
生成するように構成される。
【００５０】
　図２に示されるように、例示的なシステム２００は、アプリケーション整合性２１１、
リソース利用２１２、およびシステム構成２１３のうちの１つ以上に関係する終点事象を
検出するように構成される複数のセンサを用いて、機器化されたシステム２１０から終点
アラート２３０を受信するように構成される、終点事象相関モジュール２４０を含んでも
よい。システム２００はまた、ネットワークアクティビティセンサ２２０からネットワー
クアラート２５０を受信するように構成される、ネットワークアクティビティ相関モジュ
ール２６０も備える。
【００５１】
　図２を続けて参照すると、ネットワークアクティビティ相関モジュール２６０はさらに
、ネットワークアクティビティ相関に起因するネットワーク警告２７０を生成し、ネット
ワーク警告２７０をオーケストレータ２９０に出力するように構成される。オーケストレ
ータ２９０は、ネットワークアクティビティ相関モジュール２６０からのネットワーク警
告２７０、および終点事象相関モジュール２４０からの終点警告２８０を受信するように
構成される。図２で描写される実施形態によると、受信したネットワーク警告２７０およ
び終点警告２８０は、感染したシステムへの手動または自動アクションを調整するために
、オーケストレータ２９０によって使用することができる。
【００５２】
　図２を続けて参照すると、オーケストレータ２９０は、同様に、それぞれの複数のセン
サおよび終点事象相関モジュールを用いて、１つ以上の付加的な機器化されたシステム（
例えば、ＶＭ＃Ｎを参照）によって生成される警告を受信することができる。
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【００５３】
　図２に示されるように、機器化されたシステムは、アプリケーション整合性２１１、リ
ソース利用２１２、およびシステム構成２１３のうちの１つ以上に関係する終点事象を検
出するように構成される、それぞれの複数のセンサとともに、複数の仮想マシン（ＶＭ、
すなわち、ＶＭ１…ＶＭ＃Ｎ）を含むことができる。
【００５４】
　図３Ａは、例示的な方法による、監視、オーケストレーション、および改善を使用して
、早期警告および応答自動化が行われる、ステップを図示するフローチャートである。
【００５５】
　図３Ａに示されるように、例示的な方法３００は、システムのランタイム整合性を連続
的に監視するように構成される、早期警告システム３０１から通信を受信することを含む
。この連続的監視は、逸脱した、脆弱な、脅迫を受けている、および損なわれたシステム
３０７の近リアルタイム判定および検出を可能にする。
【００５６】
　方法３００は、従来のセキュリティ解決法に固有のセキュリティホールまたはギャップ
を埋めるように、レガシーセキュリティ技術３０５と併せて動作することができる。図３
Ａで図示されるように、そのようなレガシーセキュリティ技術３０５は、アンチウイルス
ソフトウェア、ネットワークファイヤウォール、および侵入検出／防止システム（ＩＤＳ
／ＩＰＳ）を含むことができる。早期警告システム３０１ならびに自動および迅速応答３
０３と異なって、レガシーセキュリティ技術３０５は、署名を使用して、脅威および攻撃
を監視するようにプロトコル異常またはサンドボックス内の仮想実行を検出することに限
定される。図３Ａに示されるように、いったん攻撃または脅威のターゲット（すなわち、
「ターゲットシステム」または脆弱性システム３０７）が感染するか、または損なわれる
と、これらの技術３０５は、損なわれた／感染したシステム３０７を保護し、データ侵害
またはサービス妨害を防止することにおいて無効であり得る。
【００５７】
　レガシーセキュリティ技術３０５の例示的制限が、図３Ａに示されている。例えば、図
３Ａで描写されるように、アクセス制御リスト（ＡＣＬ）を使用する従来のネットワーク
ファイヤウォール技術３０５は、全ての脅威を確実に遮断できるわけではない。これは、
ファイヤウォールが、典型的には、伝送制御プロトコル／インターネットプロトコル（Ｔ
ＣＰ／ＩＰ）等のウェブプロトコル、単純メール転送プロトコル（ＳＭＴＰ）およびポス
トオフィスプロトコル（ＰＯＰ）等のＥメールプロトコル、ならびにファイル転送プロト
コル（ＦＴＰ）、機密ファイル転送プロトコル（ＳＳＨ）、セキュアＦＴＰ（ＳＦＴＰ）
、テルネット、および遠隔デスクトッププロトコル（ＲＤＰ）等の他のプロトコル用のリ
スニングポートとして使用される、周知のデフォルトオープンポートを監視することに限
定されるためである。ルールセットを使用するＩＤＳおよびＩＤＰ技術は、全てのゼロデ
イ署名／異常攻撃を検出できるわけではなく、検出漏れ、およびプラットフォーム／シス
テムが裏口攻撃の影響を受けやすいままにすることに関する問題を有する。同様に、アン
チウイルスソフトウェアは、ゼロデイ、突然変異、および低度かつ低速の感染を検出する
ことができない。
【００５８】
　方法３００はまた、セキュリティ監査スキャン３０８、および定位置にあり得る手動Ｉ
Ｔプロセスを補完することもできる。例えば、組織は、周期的に（すなわち、毎週または
隔週基準で）セキュリティ監査スキャンを実行してもよい。そのようなセキュリティ監査
スキャンは、一般的な脆弱性暴露が逸脱した脆弱性システム３０７を識別するための米国
標準技術局（ＮＩＳＴ）／セキュリティコンテンツ自動化プロトコル（ＳＣＡＰ）準拠チ
ェックであってもよい。これらのスキャンからの結果は、チケット発行（すなわち、逸脱
した／脆弱性システム３０７のための「トラブルチケット」を作成すること）およびセキ
ュリティ／コンプライアンス審査委員会のための手動ＩＴプロセスの一部として使用され
てもよい。しかしながら、図３Ａに示されるように、単なる周期的スキャンによってトリ
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ガされる、これらの手動プロセスは、脅威に反応するまで数日または数週間を要し、した
がって、ターゲットシステムが長い露出窓に開放したままにし得る。
【００５９】
　方法３００は、レガシー技術３０５、周期的監査スキャン３０８、および手動ＩＴプロ
セス３０９を改良し、感染したシステム３０７のオーケストレーションおよび改善のため
に自動および迅速応答３０３を実行することによって、それらの上記の欠点を補う。実施
形態では、自動および迅速応答３０３は、監視およびオーケストレーションシステム（図
示せず）によって行うことができる。図３の実施例では、プロトコル３０２が、早期警告
システム３０１と監視およびオーケストレーションシステムとの間のデータ交換に使用さ
れる。
【００６０】
　実施形態では、早期警告システム３０１は、ランタイム動作整合性を測定および評価し
て、システム３０７が逸脱している、脆弱になっている、脅迫を受けている、または損な
われているかどうかを判定するように、機器化システムを監視する。いったんこの判定が
行われると、システム３０７は、逸脱したシステム、脆弱性システム、脅迫を受けている
システム、または損なわれた／感染したシステムのうちの１つ以上として、早期警告シス
テム３０１によって標示されてもよい。次いで、早期警告システム３０１は、監視および
オーケストレーションシステムによって自動および迅速応答３０３を実行することができ
るように、プロトコル３０２を介してシステム３０７に関する警告を発行することができ
る。
【００６１】
　図３Ｂは、例示的実施形態による、リスクの計算を判定するための例示的な方法３１０
を図示する、概略図である。
【００６２】
　図３Ｂを参照すると、例示的な方法３１０は、整合性測定および検証スキャン相関３１
５、ネットワークアクティビティ相関３１６、および終点事象相関３１７を含む、機器３
１３からセンサ入力３１４を受信する、データセンターアプリケーションおよびデータサ
イロのためのリスクの計算３２０を判定または行うことを含んでもよく、セキュリティオ
ーケストレーション３２１のための整合性測定基準を生成してもよく、指令を、ユーザア
クセス制御３２２のためにエッジデバイス３２３（例えば、ネットワークファイヤウォー
ル）に、セッション制御３２４のためにロードバランサ３２５に、またはフロー制御３２
６のためにネットワークファブリック要素３２７（例えば、スイッチまたはルータ）にデ
ィスパッチしてもよい。
【００６３】
　図３Ｂを続けて参照すると、セキュリティオーケストレーション３２１は、感染したデ
バイスまたは悪意のあるユーザが保護されたデータセンターにアクセスすることを阻止す
る改善または軽減手段としてのユーザアクセス制御３２２と、感染したシステムからユー
ザを、または保護されたシステムから感染したデバイスを迂回させるセッション制御３２
４と、感染したシステムを隔離し、保護されたシステムから離してトラフィックを迂回さ
せ、または攻撃者から純粋な高相互作用または低相互作用ハニーポットへトラフィックを
方向転換させるフロー制御３２６とを含んでもよい。
【００６４】
　図４は、証明システムを構成するために使用されるデータフローを図示する。具体的に
は、図４は、例示的な証明システム４００のための構成の一部として、ネットワーク終点
査定を連結して正規化するためのデータフローを描写する。
【００６５】
　図４を参照すると、例示的な証明システム４００は、信頼オーケストレータ４３０と、
終点査定サービス４０１によって公開される整合性レポート４０６を受信するように構成
される、信頼ブローカ４０７とを含む。
信頼ブローカおよび整合性レポート
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【００６６】
　図４を続けて参照すると、信頼ブローカ４０７は、終点査定サービス４０１による、以
下の図５を参照して説明されるデバイス５６０等のデバイスの遠隔管理されたスキャンに
基づいて、システムの構成状態を表すセンサデータフィードを受信するように構成するこ
とができる。これらのスキャンは、システムの状態の時間におけるスナップショットであ
り、その上にアプリケーションを含むシステムのランタイム側面にとらわれない。
【００６７】
　実施形態では、センサデータは、限定されないが、拡張マークアップ言語（ＸＭＬ）等
のマークアップ言語で表される。整合性レポート４０６は、このセンサデータを含む。実
施形態では、整合性レポート４０６は、プラットフォームおよびアプリケーションレベル
粒度で第三者終点査定サービスによって生成される。実施形態によると、整合性レポート
４０６は、（ａ）それぞれのアプリケーションベンダによって提供されるアウトバウンド
アプリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）を通してプログラムで、ま
たは（ｂ）特定ファイル形式で管理コンソールユーザインターフェース（ＵＩ）のダッシ
ュボードを通して管理者によって提供されるファイルとして、整合性レポート４０６をイ
ンポートすることを通して手動でのいずれかで、信頼ブローカ４０７によって受信されて
もよい。管理コンソールＵＩの実施例が、図１４－１８を参照して以下で議論される。
【００６８】
　信頼ブローカ４０７はまた、受信した整合性レポート４０６を解析、正規化、および照
合するように構成することもできる。実施形態によると、解析、正規化、および／または
照合は、１つ以上のオブジェクト識別子に基づき得る。例示的なオブジェクト識別子は、
マシンホスト名、ＩＰアドレス、アプリケーション名、およびパッケージ名を含むことが
できるが、それらに限定されない。この解析、正規化、および照合（集合的に処理）は、
スキャン時間での終点（デバイス）の状態に注釈を付ける、時間的事象４０９を生成する
。信頼ブローカの付加的な実施形態は、以下の図５、９、および１１を参照して説明され
る。
時間的事象
【００６９】
　実施形態によると、時間的事象４０９は、基準構成のために確立された企業ポリシーに
基づいて、動作パラメータ（例えば、脆弱性、コンプライアンス、パッチレベル等）につ
いてのアサーションとして表現することができる。信頼ブローカ４０７は、信頼オーケス
トレータ４３０による状況認識および脅威識別のための終点動作状態測定を集約する、モ
デレータとしての機能を果たす。
【００７０】
　図４を続けて参照すると、時間的事象４０９は、システム（デバイス、アプリケーショ
ン、およびパッケージを含む）の構成状態の注釈（例えば、ＸＭＬ表現）であり得、組織
によって確立される標準に従って、整合性測定および検証に基づいて第三者セキュリティ
ベンダによって生成されるような信頼および重大性スコアを含むことができる。これらの
組織は、ＮＩＳＴ、ＭＩＴＲＥ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、およびＵｎｉｔｅｄ　Ｓｔａ
ｔｅｓ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　Ｒｅａｄｉｎｅｓｓ　Ｔｅａｍ（ＵＳ
－ＣＥＲＴ）を含むことができる。時間的事象は、脆弱性、構成、パッチレベルを含む、
構成情報およびシステム／マシン状態を表すシステム詳細を伝えるように、Ｏｐｅｎ　Ｖ
ｕｌｎｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ａｎｄ　Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ　Ｌａｎｇｕａｇｅ（ＯＶＡ
Ｌ）で表現される、動作パラメータについてのアサーションであり得る。代替として、シ
ステム詳細は、ＳＣＡＰプロトコルを使用して伝えることができる。実施形態によると、
状態表現は、重大性に基づいて構成、脆弱性（暴露）、コンプライアンス、およびパッチ
レベルを測定するように、スキーマ属性を含む。コンプライアンスは、システムの周辺構
成要素相互接続（ＰＣＩ）バスに取り付けられたデバイスのためのＸＣＣＤＦチェックリ
ストを使用する、拡張構成チェックリスト記述形式（ＸＣＣＤＦ）、ならびに医療保険の
相互運用性と説明責任に関する法律（ＨＩＰＡＡ）、サーベンス・オクスリー法（ＳＯＸ
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）、および／またはグラム・リーチ・ブライリー法（ＧＬＢＡ）とのデータセキュリティ
／システム整合性コンプライアンスに関して表現することができる。
【００７１】
　図４に示されるように、整合性レポート４０６は、ネットワーク終点の脆弱性スキャン
４０２、構成スキャン４０３、コンプライアンススキャン４０４、およびパッチスキャン
４０５を含むが、それらに限定されない、１つ以上のスキャンを行うことによって生成す
ることができる。実施形態では、信頼ブローカ４０７は、ＴＡＡＳＥＲＡ，　Ｉｎｃ．に
よるＴｒｕｓｔ－ａｓ－ａ－Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＴａａＳ）ブローカとして実装することが
できる。１つの例示的実施形態では、信頼オーケストレータ４３０は、ＴＡＡＳＥＲＡ，
　Ｉｎｃ．によるＴａａＳオーケストレータとして実装することができる。
【００７２】
　図４を続けて参照すると、証明システム４００はさらに、正規化器および照合器４０８
と、終点と関連付けられる時間的事象４０９を受信し、終点の整合性プロファイル４２０
を相関させて生成するためにリスク相関行列４１１を使用するように構成される、システ
ム事象相関器４１０とを備える。実施形態によると、図４に示されるシステム事象相関器
４１０は、最後のスキャン時のシステムの整合性を測定する、信頼ブローカ４０７によっ
て生成される時間的事象４０９を受信するように構成することができる。システム事象相
関器４１０の付加的な例示的特徴が、図５を参照して以下で説明される。
整合性プロファイル
【００７３】
　図４－６の実施形態では、整合性プロファイル４２０は、受信した時間的４０９および
終点５２０事象に基づいて識別される、システム警告（マルウェア等の脅威）の集約を表
す。一実施形態では、整合性プロファイル４２０の形式（スキーマ）は、標準拡張マーク
アップ言語（ＸＭＬ）表記である。
リスク相関行列
【００７４】
　実施形態では、図４－６で描写されるリスク相関行列４１１、および７Ａ－７Ｃを参照
して説明されるリスク相関行列７２１は、警告カテゴリまたはクラスにマップされ得るシ
ステム警告を生成するように、独立終点事象（アラート）のクラスタ化および分類に基づ
いて、測定および識別の例示的な動的モデルを表す、グリッドとして具現化される。リス
ク相関行列４１１および７２１の付加的な詳細が、図６、７Ｂ、および７Ｃを参照して以
下で提供される。
アプリケーションの動作整合性を評価するためのシステム
【００７５】
　図５は、アプリケーション動作整合性を測定および評価するためのシステム５００の構
成要素の間の通信を図示する。具体的には、図５は、実行可能画像プロファイルおよびプ
ロセス監視に基づいてアプリケーション整合性を評価し、プロセスおよびシステム監視に
基づいてリソース利用を評価するために使用される、アプリケーション動作整合性システ
ム５００の構成要素の間の通信を描写する。実施形態では、画像プロファイルは、限定さ
れないが、バイナリ画像、中間画像、またはスクリプト等の実行可能画像について生成さ
れる。図５は、図４で図示される実施形態を続けて参照して説明される。しかしながら、
図５は、その実施形態に限定されない。
【００７６】
　図５に示されるように、例示的なアプリケーション動作整合性システム５００は、アプ
リケーションおよびサービスのローカル実行コンテキストを観察するように構成されるプ
ロセスモニタ５１４を備える、デバイス５６０上の終点信頼エージェント５１０を含む。
終点信頼エージェント５１０はさらに、アプリケーションおよびサービスのネットワーク
アクティビティを観察するように構成される、ソケットモニタ５１３と、アプリケーショ
ンおよびサービスによって消費されるシステムおよびプラットフォームリソースを観察す
るように構成される、システムモニタ５１２とを備える。図５で提供される例示的実施形
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態では、信頼エージェント５１０はまた、アプリケーション整合性モジュール５１６と、
ルールセットに基づいて動作整合性を査定するように構成されるリソース利用モジュール
５１５とを含む。信頼エージェント５１０はまた、アプリケーション動作整合性システム
５００によって監視されているコンピューティングデバイス用のネイティブマシン機器５
１１を備えることもできる。
デバイス
【００７７】
　実施形態では、図５で描写されるデバイス５６０は、（ａ）オペレーティングシステム
（ＯＳ）と、（ｂ）ネットワークを経由してサービスまたは別のデバイス５６０にアクセ
スするようにデバイスを動作するユーザと、（ｃ）後の実行のためにユーザ介入を伴って
、または伴わずにのいずれかで、ダウンロードおよびインストールされ得る、アプリケー
ションパッケージ、アプリケーション、またはアプリケーション構成要素を備える、デス
クトップ、サーバ、ラップトップ、スマートフォンまたはタブレット等のモバイルコンピ
ューティングデバイス、または他の種類のモバイルコンピューティングプラットフォーム
であってもよい。デバイス５６０の非限定的実施例は、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴＴＭ　ＷＩＮ
ＤＯＷＳ（登録商標）オペレーティングシステム（ＯＳ）を実行するパーソナルコンピュ
ータ、サーバ、ラップトップ、またはタブレットデバイス、Ａｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．による
ＯＳＸ　ＯＳを実行するパーソナルコンピュータ、サーバ、またはラップトップ、ＵＮＩ
Ｘ（登録商標）またはＬｉｎｕｘ（登録商標）　ＯＳを実行するパーソナルコンピュータ
、サーバ、またはラップトップ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、Ａｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．による
ｉＯＳを実行するｉＰｈｏｎｅＴＭ、ｉＰｏｄＴＭ　ｔｏｕｃｈ、またはｉＰａｄＴＭタ
ブレットデバイス、Ｇｏｏｇｌｅ　Ｉｎｃ．によるＡｎｄｒｏｉｄ　ＯＳを操作するデバ
イス、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴＴＭ　ＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標）　ＭｏｂｉｌｅまたはＰｈ
ｏｎｅ　ＯＳを実行するデバイス、Ｓｙｍｂｉａｎ　ＯＳを実行するデバイス、ＰＡＬＭ
　ＯＳ（登録商標）を実行するデバイス、Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｉｎ　Ｍｏｔｉｏｎ　（「
ＲＩＭ」）によるＢｌａｃｋｂｅｒｒｙ　ＯＳを実行するＢＬＡＣＫＢＥＲＲＹ（登録商
標）デバイス、携帯電話、携帯用ゲームデバイス、ゲームコンソール、ハンドヘルドコン
ピュータ、ネットブックコンピュータ、パームトップコンピュータ、ウルトラモバイルＰ
Ｃ、または命令を処理し、ユーザおよびコンピューティングデバイスからデータを受信し
、そこへデータを伝送することが可能である、別の類似する種類のコンピューティングデ
バイスを含む。
ネイティブマシン機器
【００７８】
　実施形態では、ネイティブマシン機器５１１は、デバイス５６０上のサポートされたオ
ペレーティングシステム（ＯＳ）によって提供される、任意の事象登録、コールバック、
通知機構を表すことができる（例えば、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴＴＭ　ＷＩＮＤＯＷＳ（登録
商標）マシン機器（ＷＭＩ）、トランスポートフィルタドライバ、アプリケーション層実
施呼び出しドライバ、Ｌｉｎｕｘ（登録商標）／Ｕｎｉｘ（登録商標）ネットワークフィ
ルタドライバ等）。ネイティブマシン機器５１１は、単離発生として有意ではないと考え
られ得るが、事象およびリスク相関システムへの挙動異常または悪意のあるアクティビテ
ィのフォレンジック証拠として顕著なデータ点を含み得る、図７Ａの例証的実施例を参照
して以下で説明されるような未処理事象を生成することができる。
【００７９】
　図５を参照すると、信頼ブローカ４０７は、終点信頼エージェント５１０から、デバイ
ス５６０および構成要素上で作動するアプリケーションに関する１つ以上の状態属性を受
信するように構成することができる。信頼ブローカ４０７は、画像分析に対する要求を１
つ以上の第三者マルウェア分析器５４０にディスパッチするように構成される、アービト
レータとしての機能を果たす。一実施形態では、ディスパッチ機構は、画像分析の開始を
保証する一式の基準（例えば、展開された終点信頼エージェントにわたる画像と関連付け
られる分析のための要求の頻度および量）、および第三者マルウェア分析器５４０への各
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利用可能なコネクタのために構成されるパラメータを特定する、トリガフィルタ表現を使
用する。実施形態によると、パラメータは、費用、待ち時間、およびプラットフォーム特
有の分析能力を含む。そのようなプラットフォーム特有の分析能力は、限定されないが、
Ｇｏｏｇｌｅ　Ｉｎｃ．によるＡｎｄｒｏｉｄオペレーティングシステム（ＯＳ）、ＰＡ
ＬＭ　ＯＳ（登録商標）、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴＴＭ　ＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標）　Ｍｏ
ｂｉｌｅまたはＰｈｏｎｅ　ＯＳ、Ｓｙｍｂｉａｎ　ＯＳ、Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｉｎ　Ｍ
ｏｔｉｏｎによるＢｌａｃｋｂｅｒｒｙ　ＯＳ（すなわち、ＢＬＡＣＫＢＥＲＲＹ（登録
商標）デバイス５６０）、またはｉＯＳ（すなわち、ｉＰｈｏｎｅＴＭ、ｉＰｏｄＴＭ　
ｔｏｕｃｈ、またはｉＰａｄＴＭデバイス５６０）を実行するデバイス５６０等のモバイ
ルプラットフォーム上のアプリケーションの静的および動的分析を含むことができる。
【００８０】
　第三者マルウェア分析器５４０は、信頼ブローカによって特定されるポリシーに基づい
てアプリケーション画像の静的および動的分析を行う。マルウェア分析の結果は、分析に
基づいて識別される一式の脅威である。信頼ブローカは、画像の一意の識別子によってイ
ンデックスを付けられる分析の結果をキャッシュに格納する。信頼ブローカは、終点信頼
エージェント５１０による終点事象５２０の後続の生成のために、ランタイム時に監視さ
れなければならない画像の悪意のある能力のアサーションを備える、画像プロファイル５
１９を生成し、終点信頼エージェント５１０に返信する。
終点事象
【００８１】
　図５に示される実施形態では、終点事象５２０は、終点信頼エージェント５１０の構成
要素によって生成され、デバイス５６０上に存在する終点センサに基づいてアラートを表
す。アラートは、システム事象相関器４１０によって、リスク相関行列４１１のグリッド
の中のセルにマップされる。一実施形態では、終点事象５２０の形式（スキーマ）は、標
準拡張マークアップ言語（ＸＭＬ）表記である。終点事象５２０の付加的な特徴が、図６
を参照して以下で説明される。
【００８２】
　図５を続けて参照すると、アプリケーション動作整合性システム５００は、システム事
象相関器４１０と、信頼ブローカ４０７とを備える、信頼オーケストレータ４３０を含む
ことができる。アプリケーション動作整合性システム５００はさらに、マルウェア分析器
５４０を含むことができる。実施形態では、信頼オーケストレータ４３０は、ＴＡＡＳＥ
ＲＡ，　Ｉｎｃ．によるＴａａＳオーケストレータとして実装することができる。
【００８３】
　図５で描写される例示的実施形態によると、システム事象相関器４１０は、リスクの計
算へのセンサ入力として、終点信頼エージェント５１０から終点事象５２０を受信するよ
うに構成することができる。信頼ブローカ４０７は、画像ファイルおよび画像属性５１８
を受信し、次いで、診断のために受信した画像ファイルをマルウェア分析器５４０に送信
するように構成される。信頼ブローカはまた、非同期予後５３３を受信し、アプリケーシ
ョン整合性モジュール５１６における診断のためにルールセット処理に含むように、非同
期画像プロファイル５１９をプロセスモニタ５１４に転送することもできる。
システム事象相関器
【００８４】
　実施形態によると、図５に示されるシステム事象相関器４１０は、最後のスキャン時に
システムの整合性を測定する信頼ブローカ４０７によって生成される時間的事象４０９、
およびアプリケーションのランタイム実行状態を測定する終点信頼エージェント５１０か
らの終点事象５２０を受信するように構成することができる。システム事象相関器４１０
はさらに、事象をリスク相関行列４１１のグリッドの中のセルにマップするように構成す
ることができ、カテゴリ（またはベクトル）別に脅威を評価するように、トリガされたシ
ステム警告を処理する。一実施形態では、カテゴリは、少なくとも、リソース利用、シス
テム構成、およびアプリケーション整合性を含む。各カテゴリは、リスク相関行列４１１
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によって生成されるシステム警告および脅威分類に基づいてアサートされ得る、ランタイ
ム動作整合性のレベルの指標である、測定基準を割り当てられる。システム事象相関器４
１０はまた、デバイス５６０上の実行アプリケーションの測定された実行状態によって引
き起こされるセキュリティリスクおよび脅威を表す、デバイス５６０の整合性プロファイ
ル４２０を生成するように構成することもできる。
【００８５】
　図６は、終点事象を相関させるための例示的なシステムの構成要素の間のデータフロー
を描写する。具体的には、図６は、システム事象相関システム６００の構成要素およびモ
ジュールの間のデータフローを図示する。図６は、図４および５で図示される実施形態を
続けて参照して説明される。しかしながら、図６は、これらの実施形態に限定されない。
【００８６】
　図６を参照すると、例示的な相関システム６００は、デバイス５６０上のネイティブマ
シン機器５１１からの複数の未処理事象６１１に登録して受信するように構成される、ラ
ンタイムモニタ６２０を備える、デバイス５６０上の終点信頼エージェント５１０を含む
。ランタイムモニタ６２０はさらに、ルールセット６３１を適用して整合性アラート６３
２を生成し、信頼オーケストレータ４３０にディスパッチするために整合性警告６３４を
終点事象５２０にマップする事象相関行列６３３を生成するか、またはそれにデータ投入
し得る、整合性プロセッサ６３０へ整合性事象６２１を提起するように構成される。
【００８７】
　図６および７Ａ－７Ｃに示される実施形態では、終点事象５２０は、終点信頼エージェ
ント５１０の構成要素である、整合性プロセッサ６３０によって生成され、デバイス５６
０上に存在する終点センサに基づいてアラートを表す。図５を参照して上記で説明される
ように、次いで、アラートは、ＸＭＬ表記で表現される終点事象５２０を読み取るように
構成することができる、システム事象相関器４１０によって、リスク相関行列４１１のグ
リッドの中のセルにマップすることができる。
【００８８】
　図６で提供される例示的実施形態を続けて参照すると、信頼オーケストレータ４３０は
、監視されたシステム（すなわち、ターゲットシステム）の整合性プロファイル４２０を
生成するためにリスク相関行列４１１を使用するように構成される、システム事象相関器
４１０を備える。一実施形態では、システム事象相関器４１０は、相関エンジンとして実
装することができる。別の実施形態では、信頼オーケストレータ４３０は、ＴＡＡＳＥＲ
Ａ，　Ｉｎｃ．によるＴａａＳオーケストレータとして実装することができる。
【００８９】
　図６に示されるリスク相関行列４１１については、グリッドの中の各セルは、終点信頼
エージェント５１０によって事象相関行列６３３およびルールセット６３１（ルール表現
）を通してトリガされる、一式のアラートである。
【００９０】
　ある例示的実施形態では、図５を参照して上記で説明されるアプリケーション整合性モ
ジュール５１６およびリソース利用モジュール５１５は、図６で描写される整合性プロセ
ッサ６３０の従属構成要素またはモジュールとして含まれてもよい。
【００９１】
　ある例示的実施形態では、図５および前述で描写されるプロセスモニタ５１４、システ
ムモニタ５１２、およびソケットモニタ５１３は、ランタイムモニタ６２０の従属構成要
素またはモジュールとして含まれてもよい。
【００９２】
　図７Ａは、システム整合性プロファイルを判定するように、本開示の方法およびシステ
ムによって監視および分析することができる、例示的な終点事象７００のグループ化を示
す略図である。具体的には、図７Ａに示される終点事象７００は、証明システムが監視さ
れたシステム（すなわち、ターゲットシステム）の整合性について何をアサートできるか
を判定するために使用することができる。図７Ａは、図１、４、５、および６で図示され



(49) JP 2016-181265 A 2016.10.13

10

20

30

40

50

る実施形態を続けて参照して説明される。しかしながら、図７Ａは、これらの実施形態に
限定されない。
【００９３】
　終点事象７００について連続的に監視し、検出された終点事象７００の動的分析を行う
ことによって、ターゲットシステムの整合性についてのアサーションを作製することがで
きる。例えば、終点事象７００は、図１を参照して上記で説明されるネットワーク１００
内の事象および挙動相関エンジン１３０によって受信される、終点事象１１６、１１８に
含むことができる。
【００９４】
　一実施形態では、終点事象７００のうちの１つ以上は、図５を参照して上記で説明され
る、証明システム５００によって使用される終点事象５２０に含むことができる。他の実
施形態では、終点事象７００は、図６で描写される相関システム６００のシステム事象相
関器４１０によって使用される終点事象５２０に含むことができる。
【００９５】
　図７Ａを参照すると、例示的な終点事象７００は、プロセスごとの事象７０１、プロセ
ッサごとの事象７０２、システム事象７０３、および画像バイナリ分析ごとの事象７０４
を含んでもよい。実施形態によると、事象７０１－７０４は、ネイティブマシン機器を通
して利用可能であり、プロバイダプラグインを伴うプラットフォーム上で実行可能である
、全ての事象を含むことができるが、それらに限定されない。
【００９６】
　図７Ｂは、本明細書で議論される方法およびシステムによって生成することができる、
例示的なアラートを図示する、ブロック図７１０である。
【００９７】
　図７Ｂに示されるように、実施形態では、アラートは、プラットフォームアラート７１
１、画像ごとのアラート７１２、グレイウェアアラート７１３（すなわち、監視リストの
ための）、およびアプリケーションごとのアラート７１４を含んでもよい。アラートは、
構成可能かつ実行可能であり、図７Ｂで図示されるアラートに限定されない。
【００９８】
　図７Ｃは、相関行列を使用して、終点アラートを相関させ、終点警告を生成するための
例示的な方法７２０を図示する、ブロック図である。図７Ｃは、図４－６で図示される実
施形態を続けて参照して説明される。しかしながら、図７Ｃは、これらの実施形態に限定
されない。
【００９９】
　図７Ｃを参照すると、方法７２０は、システム警告クラス７２２、システム警告７２３
、および整合性警告７２４のうちの１つ以上に基づいて、リスク相関行列７２１にデータ
投入する。図７Ｃに示されるように、アラート表現は、少なくとも、属性、属性値制約、
サンプルレート、再現、スコア、および加重の関数７２５として表現することができる。
関数は、コンパイラ型、中間、またはインタープリタ型コードとして、任意のプログラミ
ング言語または構築物で特定されてもよい。
【０１００】
　リスク相関行列７２１は、システムの普遍的に一意の識別子（ＵＵＩＤ）と、少なくと
も１つのシステム警告クラス７２２にマップされるシステム警告７２３と、少なくとも、
システム逸脱（すなわち、システム逸脱整合性警告７２４）、システム脅迫、システム脆
弱性、およびシステム感染（すなわち、システム感染整合性警告７２４）を診断するシス
テム警告クラス７２２とを備えることができる。
【０１０１】
　図７Ｃの実施形態では、リスク相関行列７２１に対する各アラートは、デバイス５６０
の各属性に特異的である式を評価する、プログラム関数７２５によって生成される。各セ
ルの中の適格な一式のアラートの発生に基づいて、対応するシステム警告がトリガされる
。図７Ｃでは、例示的なリスク相関行列７２１は、マシン識別子（例えば、仮想マシンの
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普遍的な一意の識別子（ＵＵＩＤ）、ＩＰアドレス）またはアプリケーションインスタン
ス識別子（アプリケーションＵＵＩＤ）によって一意的に識別される各デバイス５６０（
またはアプリケーション）については、異なる一式のアラートが、共通システム警告クラ
スにマップする異なるシステム警告をトリガし得ることを図示する。アラートを挙動モデ
ル（またはクラスタ）にマップすることによって、画像またはワイヤレベル署名を必要と
することなく、未知の脅威（新たな、または多様な形態の脅威等）が分類および識別され
てもよい。アラートは、アラートのカテゴリを表すように図７Ｂで図示されるようにグル
ープ化されてもよい（例えば、第三者マルウェア分析器によって生成されるレポートに基
づいて監視リスト上に配置されるアプリケーションを含む、プラットフォーム、アプリケ
ーション、グレイウェア、終点信頼エージェント５１０またはマルウェア分析器５４０に
よって行われる点検に基づいて脅威レベルによって加重される画像）。実施形態では、プ
ログラム関数７２５は、値制約、測定のためのサンプルレート、測定値の再現、割り当て
られたスコア、および属性に対する加重に基づいてアラートを生成するために、条件式（
演算子）を使用するように構成することができる。実施形態によると、スコアおよび加重
は、図１４－１８を参照して以下で説明されるＧＵＩ等のグラフィカルユーザインターフ
ェースＧＵＩまたはダッシュボードを通して、事前定義することができるか、またはカス
タマイズ可能であり得る。
【０１０２】
　実施形態によると、複数のタイマが、システム警告およびシステム警告クラスの評価、
リスクの計算、およびシステムの整合性プロファイルの生成において関連付けられてもよ
い。
【０１０３】
　実施形態によると、整合性プロファイル４２０は、少なくとも、終点アドレスと、シス
テム警告クラス、公表された警告のフォレンジック信頼、および完全証拠連鎖のうちの１
つ以上とを備える。
整合性プロセッサ
【０１０４】
　図６および７Ａ－７Ｃを参照すると、整合性プロセッサ６３０は、終点信頼エージェン
ト５１０の機能的構成要素である。整合性プロセッサ６３０は、図７Ａで図示されるプロ
セス、プロセッサ、システム、およびバイナリ分析事象を説明するランタイムモニタ６２
０から、整合性事象６２１を受信するように構成することができる。ルールセット６３１
において適格なルール式（図７Ｂで図示される）を適用して、整合性アラート６３２が生
成され、システムレベル整合性警告６３４を生成するように事象相関行列グリッド６３３
（図４のリスク相関行列４１１および図７Ｃのグリッド７２１に類似する）の中のセルに
マップされる。事象相関行列６３３の中の行は、デバイス５６０上のアプリケーションイ
ンスタンスを表す（マシン識別子によってデバイスを表すリスク相関行列４１１の中の行
に類似する）。整合性警告６３４は、脅威分類および識別ならびに後続の改善のために、
信頼オーケストレータ４３０のシステム事象相関器４１０にディスパッチするための終点
事象５２０としてフォーマットすることができる。
【０１０５】
　実施形態によると、（例えば、ＸＭＬまたはテキスト形式構成ファイルの中で、または
グラフィカル管理ダッシュボードあるいはユーザインターフェースを通して、編集可能な
設定として）種々のユーザ構成可能な組み合わせにおける複数のアラート７１１－７１４
は、システム警告、およびシステム警告クラスへのシステム警告マップを構成する。
【０１０６】
　実施形態によると、複数のシステム警告クラスを、それぞれ図４および６で描写される
、証明システム４００および相関システム６００の整合性プロファイル４２０に含むこと
ができる。
例示的信頼オーケストレーションアーキテクチャ
【０１０７】
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　図８は、信頼オーケストレータ４３０、ネットワーク分析器８３０、およびデバイス５
６０を含む、信頼オーケストレーションのための例示的なアーキテクチャ８００のブロッ
ク図である。アーキテクチャ８００は、システムのランタイム動作整合性を判定するため
の複数の事象を相関させるために使用することができる。図８は、図４、５、および７Ｃ
で図示される実施形態を続けて参照して、かつ図１２および１３を参照して説明される。
しかしながら、図８は、これらの実施形態に限定されない。
【０１０８】
　図８に示されるように、信頼オーケストレーションアーキテクチャ８００は、デバイス
５６０上の終点信頼エージェント５１０と、ネットワークアクティビティ相関器８３１を
含み得るネットワーク分析器８３０と、終点査定サービス８２０と、オーケストレーショ
ンおよび／またはポリシー実施ポイントサービス８６０のためのサービスプロバイダと、
信頼ブローカ４０７、システム事象相関器４１０、信頼スーパーバイザ８４６、および改
善コントローラ８４８を含み得る信頼オーケストレータ４３０とを含んでもよい。
信頼オーケストレータ
【０１０９】
　図４および８の実施形態によると、信頼オーケストレータ４３０は、信頼ブローカ４０
７、システム事象相関器４１０、信頼スーパーバイザ８４６、および改善コントローラ８
４８等の機能的構成要素を含む、集約である。実施形態では、信頼オーケストレータ４３
０は、ネットワーク分析器８３０、終点査定サービス８２０、およびデバイス５６０上の
終点信頼エージェント５１０から、センサ脅威インテリジェンスを受信するように構成さ
れる。事象の一連の正規化、照合、およびリスク相関を通して、指令の形態の指令８４９
が、デバイス５６０上の識別された脅威に対処する改善措置を開始するようにオーケスト
レーションサービスにディスパッチされる。指令は、オーケストレーションサービスに特
異的であり、ベンダＡＰＩの使用を含むことができる。そのようなベンダＡＰＩの実施例
は、ＶＭＷＡＲＥＴＭ　ｖＣｌｏｕｄ　ＡＰＩ、ＢＭＣ　Ｓｏｆｔｗａｒｅ，　Ｉｎｃ．
によるＢＭＣ　ＡｔｒｉｕｍＴＭ構成管理データベース（ＣＭＤＢ）にアクセスするため
のＢＭＣ　ＡｔｒｉｕｍＴＭ　ＡＰＩ、Ｈｅｗｌｅｔｔ　Ｐａｃｋａｒｄ　Ｓｏｆｔｗａ
ｒｅ　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ　Ｏｒｃｈｅｓｔｒａｔｉｏｎ（ＨＰ－ＯＯ）ＡＰＩ、およ
びＯｐｅｎＦｌｏｗ等の標準プロトコルを含む。
【０１１０】
　ある例示的実施形態では、システム事象相関器４１０は、終点信頼エージェント５１０
から終点事象５２０、信頼ブローカ４０７から時間的事象４０９を受信し、ネットワーク
終点の整合性プロファイルを相関させて、信頼スーパーバイザ８４６およびネットワーク
アクティビティ相関器８３１に送信する。
【０１１１】
　ある例示的実施形態では、信頼スーパーバイザ８４８は、ネットワークアクティビティ
相関器８３１からネットワーク終点の感染プロファイル８３２、システム事象相関器４１
０からネットワーク終点の整合性プロファイル４２０を受信し、フォレンジック信頼スコ
アとともに脅威を分析して識別し、リアルタイムアクション８４７を改善コントローラ８
４８に、リアルタイム状態指示表示８５０をダッシュボードコントローラ８７０に送信す
る。改善コントローラ８４８は、マシン、フロー、またはトランザクションレベル改善の
ために、指令８４９をオーケストレーションおよび／またはポリシー実施ポイントサービ
ス８６０に送信する。
改善コントローラ
【０１１２】
　実施形態では、改善コントローラ８４８は、信頼スーパーバイザ８４６からアクション
要求８４７を受信するように構成することができる。改善コントローラ８４８はまた、受
信した要求を処理し、適切な動作をオーケストレーションサービスに行うように構成する
こともできる。実施形態によると、受信したアクション要求を処理すると、改善コントロ
ーラ８４８は、（ａ）ネットワーク要素１２１６（例えば、物理的または仮想スイッチあ
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るいはファイヤウォール）または無線アクセスポイント１３２０上のフローレベル動作、
（ｂ）デバイス５６０（例えば、ウェブまたはデータベースサーバ）上のマシンレベル動
作、（ｃ）サービスまたはデバイス５６０へのアクセスを制限するトランザクションレベ
ル動作、および／または（ｄ）デバイス５６０の改訂評判スコアを示すネットワーク信頼
エージェント（例えば、それぞれ図１２および１３で描写されるネットワーク信頼エージ
ェント１２０９および１３１５を参照）への更新通知を行ってもよい。
【０１１３】
　実施形態では、感染プロファイル８３２は、少なくとも、被害終点アドレスと、公表さ
れた感染のフォレンジック信頼、攻撃者ソース、コマンドおよび制御ソース、完全証拠連
鎖、および感染時間範囲（発現、持続時間）のうちの１つ以上とを備える。
【０１１４】
　実施形態によると、整合性プロファイル４２０は、少なくとも、終点アドレスと、シス
テム警告クラス、公表された警告のフォレンジック信頼、および完全証拠連鎖のうちの１
つ以上とを備える。
【０１１５】
　実施形態によると、それぞれ、図４および７Ｃのリスク相関行列４１１および７２１は
、図８の整合性プロファイル４２０および感染プロファイル８３２を連結して相関させる
ように、信頼スーパーバイザ８４６に含まれてもよい。
例示的脅威検出および軽減シナリオ
【０１１６】
　脅威検出および軽減順序の例示的なフローが、図３Ａ、４－６、７Ｂ、８、１０、１２
、１３、および２３を参照して以下で説明される。以下の例示的シナリオでは、例示的な
脅威は、マルウェアに感染したユーザデバイスである。以下の段落は、図４－６、７Ｂ、
８、１０、１２、および１３を参照して本明細書で説明される例示的実施形態が、どのよ
うにしてそのような「現実世界」脅威ベクトルに対処することができるかを詳述する。以
下の段落で説明される多次元事象およびリスク相関モデルは、出現するマルウェアおよび
高度な持続的脅威に特徴的である、低度かつ低速の無署名脅威を検出する例示的な方法を
図示する。
【０１１７】
　ユーザ（１０１４）のデバイスＤ（５６０）は、デバイスＤが依然として組織２３０３
の企業ネットワークに接続されている間に、高度な持続的脅威のある形態（例えば、マル
ウェアＭ（ｂｅｎｉｇｎ））に感染し得る。企業ネットワークへのデバイスＤの接続は、
例えば、ユーザ１０１４がマルウェアＭ（ｂｅｎｉｇｎ）に感染したＥメール添付ファイ
ルを開くことの結果として、企業ネットワークに接続されている間に、ユーザ１０１４が
マルウェアＭ（ｂｅｎｉｇｎ）を伴うプラグアンドプレイ可搬性ユニバーサルシリアルバ
ス（ＵＳＢ）デバイスをデバイスＤに接続するとき、ユーザ１０１４がデバイスＤからソ
ーシャルネットワークアプリケーションにアクセスするとき、またはユーザ１０１４がフ
ァイル共有サービスにアクセスしている間にマルウェアＭ（ｂｅｎｉｇｎ）を伴うファイ
ルをデバイスＤに無意識に転送するときに、ユーザアクティビティを通して起こり得る。
【０１１８】
　デバイスＤはまた、デバイスＤが組織２３０３の企業ネットワークから断絶されている
間にもマルウェアＭ（ｂｅｎｉｇｎ）に感染し得る。例えば、デバイスＤは、ホームネッ
トワーク、またはモバイルネットワークあるいはインターネット等の組織２３０３の企業
ＩＴ管理者によって管理されていない外部無線または有線ネットワーク上のユーザアクテ
ィビティの結果として、感染し得る。
【０１１９】
　いったんデバイスＤが感染すると、従来のネットワークエッジ保護（例えば、ファイヤ
ウォールおよびネットワークＩＰＳ／ＩＤＳシステム等のレガシーセキュリティ技術３０
５）を回避したｅｇｇダウンロード（すなわち、．ｅｇｇ圧縮アーカイブファイルのダウ
ンロード）が起こった。この感染の段階で、デバイスＤ上にインストールされた従来のア
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ンチウイルスプログラム等のレガシーセキュリティ技術３０５は、この脅威に対して署名
またはブラックリストがまだ存在していないため、ターゲットマルウェアＭ（ｂｅｎｉｇ

ｎ）を検出する可能性が低い。次いで、マルウェアＭ（ｂｅｎｉｇｎ）は、エントロピー
を導入して検出を回避するように、周期的プロセス再開、実行可能ファイル性質修正（す
なわち、ファイル名および／またはサイズ属性の変更）等の離散的（および外見上良性の
）監督動作をデバイスＤに行ってもよい。マルウェアＭ（ｂｅｎｉｇｎ）はまた、レジス
トリ修正を行い、キーボード／入力デバイス監視、画面レベル監視、メモリダンプ、デバ
イスＤ上の過剰なリソース（ＣＰＵ）利用を伴わずにファイルを点検するディスクナビゲ
ーションを行ってもよい。
【０１２０】
　この感染後段階で、終点信頼エージェント５１０は、実行マルウェアプロセスＰ（ｂｅ

ｎｉｇｎ）を監視し、インテリジェントホワイトリスティングサービスにアクセスするよ
うに、それぞれ図１２および１３を参照して以下で説明される、協調サービス１２０７お
よび１３１２等の協調サービスを利用することによって、ファイルハッシュダイジェスト
、デジタル署名、および証明書連鎖検証をチェックすることを含む、ファイルおよび構成
要素（例えば、動的リンクライブラリ（ＤＬＬ））レベル整合性チェックを行う。これら
の協調サービスは、信頼オーケストレータ４３０を通してアクセスされる。これらのチェ
ックのうちの１つ以上の不合格が、即時にプロセスＰ（ｂｅｎｉｇｎ）をグレイウェアア
ラート７１３（すなわち、監視リスト）上に置く。
【０１２１】
　いかなるチェックもこの段階で不合格にならないと仮定して、プロセスＰ（ｂｅｎｉｇ

ｎ）は、整合性プロセッサ６３０によって明示的なルール違反について連続的に監視され
る。実施形態では、ルールセット６３１の中のルールの違反が、連続的に監視されて検出
される。これらのルールは、良性プロセスにおける異常挙動を検出する。いったんルール
トリガ基準に達すると、終点信頼エージェント４１０は、画像整合性チェックを開始し、
信頼オーケストレータ４３０を通して遠隔マルウェア分析器５４０を利用する。このチェ
ックの目的は、供給連鎖起源およびローカルで利用可能な証拠への完全な依存を回避する
ことである。マルウェアバイナリ分析から生成される画像プロファイル５１９は、プロセ
スＰ（ｓｕｓｐｅｃｔ）を監視するように、整合性プロセッサに付加的なローカル事象を
提供する。
【０１２２】
　この時点で、マルウェア分析器５４０は、画像の静的および動的分析を通して検出され
る（逆設計コードに存在する）能力を報告する。そのような画像分析は、アンチデバッグ
、アンチトレース、アンチメモリ、およびアンチエミュレーション等の逆設計コードにお
けるコード難読化技法、ＳＭＴＰ、ＦＴＰ、またはＨＴＴＰのようなネットワーク通信プ
ロトコルの使用、組み込みユニフォームリソースロケータ（ＵＲＬ）またはＩＰアドレス
の使用、セキュアソケットレイヤー（ＳＳＬ）プロトコルの使用等の暗号化方法の使用、
ローカルポートでのリスニング、アクセスされる遠隔ポート、ファイルシステム動作、レ
ジストリ動作、一時的動作、システム、または非プログラムフォルダの中の動作、メモリ
ピークまたはポーク動作、および遠隔スレッド作成を探すことができる。
【０１２３】
　次いで、整合性プロセッサ６３０は、関連警告７２１についてプロセスＰ（ｓｕｓｐｅ

ｃｔ）を監視し、システム事象相関器４１０へのアラート７１１－７１４等の終点事象を
トリガする。複数の終点査定サービス８２０が、予定に入れられたポリシーベースのスキ
ャンを行って既知の暴露（脆弱性、構成、コンプライアンス、およびパッチレベル悪用）
を検出するように、企業ネットワーク内で展開されてもよい。それぞれの整合性レポート
８２１は、デバイスＤ上に暴露の指示表示を含有してもよい。しかしながら、これらのレ
ポートは、デバイスＤ上の脅威または感染の陽性存在を確認せず、プロセスＰ（ｓｕｓｐ

ｅｃｔ）の存在およびランタイムアクティビティを認識していない場合がある。信頼ブロ
ーカ４０７は、デバイスＤの査定で適用される、権威のある状態（スナップショット）情
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報およびスキャンポリシーに基づいて、任意の悪意のあるプログラムがデバイス上でアク
ティブである場合（例えば、データベースサーバ上の個人情報（ＰＩＩ）違反、アプリケ
ーションサーバ上のバッファオーバーフロー攻撃、データサーバ上の構造化クエリ言語（
ＳＱＬ）注入攻撃、キーボードまたは画面要素捕捉、マイクロホンまたはカメラハイジャ
ック等）、デバイスＤ上の損傷可能性（重大性）についてシステム事象相関器４１０に知
らせる、時間的事象４０９を生成する。
【０１２４】
　終点および時間的事象によってトリガされるリスク分析に基づいて、整合性プロファイ
ルが、システム事象相関器４１０によってデバイスＤについて生成される。ネットワーク
アクティビティ相関器８３１は、同時に、デバイスＤの全てのネットワークトラフィック
およびアクティビティを監視し、感染被害者（デバイスＤ）を示す悪意のあるネットワー
クダイアログのフォレンジック証拠に基づいて、感染プロファイル８３２をディスパッチ
する。証拠は、ピアツーピア伝播、コマンドおよび制御通信、または攻撃者へのデータ引
き出し等の悪意のあるアクティビティを示し得る。信頼スーパーバイザ８４６は、高いフ
ォレンジック信頼を伴うデバイスＤの脅威リスクレベルを判定して、検出された感染を軽
減する即時手動または自動改善措置を保証するように、終点、ネットワーク、およびスキ
ャンベースの査定センサによって独立して生成される整合性および感染プロファイルに基
づいて、フォレンジック証拠を分類する。
整合性プロファイル生成のためのシステム
【０１２５】
　図９は、対象整合性プロファイルを生成するための例示的なシステムを図示するブロッ
ク図である。図９に示されるシステム９００は、対象（例えば、ユーザ、デバイス、トラ
ンザクション、サービス、または組織／企業）の評判を判定するために、複数の識別、在
庫、およびログ管理システムを連結して相関させるために使用することができる。図９は
、図４および５で図示される実施形態を続けて参照して説明される。しかしながら、図９
は、これらの実施形態に限定されない。
【０１２６】
　図９を参照すると、例示的な対象整合性プロファイルシステム９００は、信頼オーケス
トレータ４３０と、問い合わせを行い、複数の管理システムから関連応答９０５を受信す
るように構成することができる信頼ブローカ４０７とを含む。
【０１２７】
　図９を続けて参照すると、整合性プロファイルシステム９００は、リソースオブジェク
ト属性を提供するように構成される在庫管理システム９０１と、対象（またはユーザ）属
性（例えば、役割および権利付与）を提供するように構成される役割管理システム９０２
と、集約された対象属性を提供するように構成される識別管理システム９０３と、対象別
に分類される情報および事象を提供するように構成されるログ管理システム９０４と、対
象別に分類される時間的事象４０９を受信するシステム事象相関器４１０と、一意の対象
識別子および評判スコアを備える、対象の整合性プロファイル４２０を生成するリスク相
関行列とを含む、複数のサブシステムを含むことができる。
【０１２８】
　対象整合性プロファイルシステム９００のコンテキスト内で、信頼ブローカ４０７は、
問い合わせを行い、在庫、役割、識別、およびログに関して第三者管理システムから応答
を受信するように構成される。
在庫管理システム
【０１２９】
　図９に示される在庫管理システム９０１は、デバイス５６０（例えば、モバイルデバイ
ス５６０、モバイルアプリケーション、企業デスクトップ、サーバ等）に関連する情報を
提供するように構成される。在庫管理システム９０１の実施例は、企業ＩＴ管理アセット
の在庫を管理するために使用される、ＩＢＭおよびＯｒａｃｌｅ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏ
ｎｓから入手可能な商品を含む。
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役割管理システム
【０１３０】
　実施形態によると、図９に示される役割管理システム９０２は、ユーザの組織上の役割
、リソースレベル特権、アプリケーションレベル権利付与、および拡張グループメンバー
シップ（すなわち、プロジェクトレベル特権および役割）に関連する情報を提供するよう
に構成することができる。役割管理システムの実施例は、データベースオブジェクト、フ
ァイル、サーバ、ディレクトリ／フォルダ、ウェブサーバ、アプリケーション、ネットワ
ークドメイン／サブドメイン、プリンタ、および他のリソースへの役割ベースのアクセス
制御のためのＯｒａｃｌｅ、Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ、ＩＢＭ、および
ＳＡＰから入手可能な商品を含む。これらのシステムのうちのいくつかでは、ユーザは、
一式の特権および許可を集約する、１つ以上の役割を割り当てられる。例えば、Ｏｒａｃ
ｌｅまたはＩＢＭ関係データベース環境内の役割は、データベースオブジェクトへのアク
セスの異なる階層またはレベルを表す。例えば、「データベース管理者」（ＤＢＡ）役割
を伴うユーザアカウントは、テーブル、表示、同義語、記憶された手順、トリガ、ユーザ
アカウント、データベース全体、および他の役割等のデータベースオブジェクトを削除（
すなわち、撤回）、作成、および変更するために必要とされる、特権および許可を有して
もよい。対照的に、開発者またはユーザ役割等のより劣った役割を伴うユーザアカウント
は、データベーステーブルおよび表示にデータを挿入して更新し、既存の記憶された手順
およびトリガコードを改訂することのみ可能であり得る。さらに他の役割は、レポートを
生成してクエリを実行するために必要に応じて、データベーステーブルおよび表示から記
録を選択するように、「読取専用」アクセスに制限されてもよい。
識別管理システム
【０１３１】
　実施形態によると、図９に示される識別管理システム９０３は、ユーザの組織上のドメ
インアカウントおよびグループレベルメンバーシップ（例えば、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴＴＭ

　Ａｃｔｉｖｅ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ、Ｏｒａｃｌｅ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｉｄｅｎｔｉ
ｔｙ）に関連する情報を提供するように構成することができる。
ログ管理システム
【０１３２】
　実施形態では、図９に示されるログ管理システム９０４は、終点およびネットワーク要
素によって生成され、標準システム情報および事象管理プロトコル（例えば、ＳＹＳＬＯ
Ｇ）、およびネットワークセキュリティアプリケーションに使用されるＷｅｂＴｒｅｎｄ
ｓ　Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｌｏｇ　ｆｉｌｅ　Ｆｏｒｍａｔ（ＷＥＬＦ）またはＣｏｍｍｏ
ｎ　Ｅｖｅｎｔ　Ｆｏｒｍａｔ（ＣＥＦ）等の形式を通して報告される、ログに基づいて
、終点デバイスで、または動作のネットワークレベルでのユーザの活動に関連する情報を
提供するように構成することができる。
リスクの計算および対象評判スコアを判定するためのシステム
【０１３３】
　図１０は、リスクの計算を判定するための例示的なシステムを図示する、ブロック図で
ある。図１０は、図４、５、および８で図示される実施形態を続けて参照して説明される
。しかしながら、図１０は、これらの実施形態に限定されない。
【０１３４】
　図１０を参照すると、リスクシステム１０００の例示的な計算は、ネットワークセキュ
リティスキャンレポート１０２５を生成するように構成されるネットワーク終点査定１０
０１と、アドレスまたは地理的位置別の分類のために複数の受信したレポートを解析する
終点照合器１００２と、レポート連結のための正規化器１００３と、パッケージおよび構
成要素別の分類のためのオブジェクト照合器１００４と、ランタイムシステム１０１６、
アプリケーション１０１５、およびユーザ１０１４コンテキスト用のデバイス５６０上の
整合性プロセッサ６３０と、終点信頼エージェント５１０と、コンテキストの集約のため
のグローバルオブジェクトコンテキスト発生器１００５と、コンテキストの評価のための
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事象プロセッサ１００６と、整合性査定のために、少なくとも、制約１０２３、サンプル
レート１０２２、再現１０２１、スコア１０２０、および加重１０１９を含むように構成
される、オブジェクト属性のルールリポジトリ１０１２と、事象相関器１００７と、事象
相関行列１０１３と、脅威分類器１００８と、ダッシュボードコントローラ１００９と、
および改善コントローラ８４８とを含む。
信頼スーパーバイザ
【０１３５】
　図８および図１０の例示的実施形態によると、信頼スーパーバイザ８４６は、ネットワ
ーク分析器８３０から感染プロファイル８３２、システム事象相関器４１０から整合性プ
ロファイル４２０を受信するように構成することができる。信頼スーパーバイザ８４６は
、先行指標のフォレンジック信頼に基づいて、脅威の分類および識別のためのデバイス５
６０に関連付けられる事象を相関させるために、事象プロセッサ１００６、事象相関器１
００７、脅威分類器１００８、事象相関行列１０１３、およびルールリポジトリ１０１２
を使用する。
【０１３６】
　実施形態では、ネットワーク終点査定１００１は、脆弱性、構成、コンプライアンス、
およびパッチ管理のためにネットワーク終点のセキュリティスキャンを行うことを含み、
セキュリティ査定レポート１０２６を生成するために、これらのスキャンの結果を使用す
る。図１０に示されるように、終点照合器１００２は、生成されたセキュリティ査定レポ
ート１０２６を受信するように構成される。図１０で描写される実施形態では、次いで、
この時点で、終点照合器１００２は、分類されたレポート１０２７を生成するように、終
点アドレスおよび／または地理的位置別にセキュリティ査定レポート１０２６をソートす
ることができる。
【０１３７】
　正規化器１００３は、分類されたレポート１０２７を受信し、次いで、その中の要素を
正規化して、正規化されたレポート１０２８を生成するように構成される。
【０１３８】
　オブジェクト照合器１００４は、正規化されたレポート１０２８を受信し、次いで、オ
ブジェクトパッケージおよび構成要素別にその中の要素をソートして、グローバルオブジ
ェクトコンテキスト発生器１００５のための時間的事象１０２９を生成するように構成さ
れる。
【０１３９】
　ある例示的実施形態では、グローバルオブジェクトコンテキスト発生器１００５は、デ
バイス１０１７上の整合性プロセッサ６３０からのローカルランタイムオブジェクト実行
コンテキストを含み得る終点事象１０１８、およびオブジェクト照合器１００４からの終
点セキュリティコンテキストを含み得る時間的事象１０２９を受信する。
【０１４０】
　例示的実施形態では、事象プロセッサ１００６は、グローバルオブジェクトコンテキス
ト発生器１００５から終点整合性プロファイル４２０を受信し、ルールリポジトリ１０１
２から関連終点ルール１０３１を取り出し、終点アラート１０３３を生成して事象相関器
１００７に送信する。
【０１４１】
　例示的実施形態によると、事象相関器１００７は、事象相関器１００７から終点事象１
０３３を受信し、事象相関行列１０１３を使用してアラート１０３２をマップし、終点警
告１０３４を生成して脅威分類器１００８に送信する。
【０１４２】
　例示的実施形態によると、脅威分類器１００８は、脅威を分類し、終点整合性のリアル
タイム可視性のために状態指示表示１０２４をダッシュボードコントローラ１００９に送
信し、アクション要求１０２５を改善コントローラ８４８に送信してもよい。
【０１４３】
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　ある例示的実施形態では、終点照合器１００２、正規化器１００３、およびオブジェク
ト照合器１００４は、図４を参照して上記で説明されるような信頼ブローカ４０７に含ま
れてもよい。
【０１４４】
　ある例示的実施形態では、グローバルオブジェクトコンテキスト発生器１００５は、図
４で説明されるシステム事象相関器４１０に含まれてもよい。
【０１４５】
　ある例示的実施形態では、事象プロセッサ１００６、事象相関器１００７、および脅威
分類器１００８は、図８で説明されるような信頼スーパーバイザ８４６に含まれてもよい
。
【０１４６】
　図１１は、対象評判を判定するための例示的なシステムを図示するブロック図である。
図１１は、図４、５、７Ｃ、および８－１０で図示される実施形態を続けて参照して説明
される。しかしながら、図１１は、これらの実施形態に限定されない。例えば、システム
１１００は、図１０を参照して上記で説明されるシステム１０００によって判定されるリ
スクの計算等のリスクの計算に基づいて、対象評判スコアを生成するために使用すること
ができる。
【０１４７】
　図１１を参照すると、例示的な対象評判システム１１００は、認証サービス１１０３を
用いた認証プロセス／式１１１５を通してデバイス５６０上で認証されるユーザ１０１４
と、サービス要求を受信するように構成されるサービスプロバイダ１１０４と、ターゲッ
トサービスであり得る管理されたアプリケーション１１０５と、評判ブローカ１１０６と
、信頼ブローカ４０７と、ログ管理システム９０４と、役割管理システム９０２と、識別
管理システム９０３とを含む。
【０１４８】
　特に異なる記述がない限り、ユーザは、人間のユーザ、ソフトウェアエージェント、ま
たはユーザおよび／またはソフトウェアエージェントのグループを識別するために、本明
細書で同義的に使用される。デバイス５６０および本明細書で説明される証明システムを
使用する必要がある人間のユーザのほかに、ソフトウェアアプリケーションまたはエージ
ェントが、時として、アプリケーション、アクセスサービス、またはソーシャルネットワ
ークを実行し、オンライントランザクションを行い、セキュリティデータを精査、更新、
または分析し、事象、アラート、および警告を処理する必要がある。したがって、特に記
述がない限り、本明細書で使用されるような「ユーザ」という用語は、必ずしも人間に関
連するわけではない。
【０１４９】
　図１１を続けて参照すると、例示的な対象評判システム１１００はまた、在庫管理シス
テム９０１と、評判プロセッサ１１１０と、リスク相関器１１１１と、リスク相関行列１
１１３と、評判スコア発生器１１１２とを含む。
【０１５０】
　実施形態では、評判プロセッサ１１１０は、信頼ブローカ４０７から対象事象１１２３
を受信するように構成されるシステム事象相関器４１０の構成要素であり、ユーザ１１０
１の整合性プロファイル４２０に類似するユーザアラート１１２４を含む。
【０１５１】
　図１１に示されるように、リスク相関器１１１１は、ユーザ１０１４またはデバイス５
６０に対するアラート等の対象アラート１１２４を受信し、対象アラート１１２４を、図
７Ｃのリスク相関行列７２１に類似するリスク相関行列１１１３のグリッドの中のセルに
マップするように構成することができる。次いで、トリガされる対象警告１１２６（すな
わち、ユーザ１０１４またはデバイス５６０警告）は、ユーザ１０１４の評判スコア１１
２５を判定するように、評判スコア発生器１１１２によって処理することができる。
対象事象
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【０１５２】
　実施形態では、図１１に示される対象事象１１２３は、それぞれの管理システムからの
指向されたクエリへの応答として受信される、対象と関連付けられるプロビジョニングし
た属性、終点、およびネットワークレベルアクティビティについてのアサーションであり
得る。対象は、ユーザ１０１４、デバイス５６０、トランザクション、または企業等の組
織であり得る。
【０１５３】
　ある例示的実施形態では、デバイス５６０は、ユーザ１０１４の代わりに、管理された
アプリケーション１１０５にアクセスするように、サービス要求１１１６をサービスプロ
バイダ１１０４に送信する。サービスプロバイダ１１０４は、評判クエリ１１１７を評判
ブローカ１１０６に送信し、少なくともユーザ１０１４またはデバイス５６０の評判スコ
アを含み得る、評判トークン１１１８を受信し、管理されたアプリケーション１１０５に
アクセスするサービス要求１１１６を許可または拒否するように、評判ベースのアクセス
制御１１１９を実施する。
【０１５４】
　対象評判システム１１００のコンテキスト内で、信頼ブローカ４０７は、受信した対象
属性（例えば、権利付与、ユーザ１０１４のメンバーシップ、ユーザ１０１４の役割、ア
クティビティ情報）を処理し、対象事象を生成して評判プロセッサ１１１０にディスパッ
チするように構成される。対象事象は、トランザクションにおけるセキュリティリスクの
レベルを判定し得る、対象についてのアサーションを表す（例えば、義務の静的および動
的分離、最小権限の原理、観察されたリソース使用パターン、内部および外部ネットワー
ク上の観察されたアクティビティ等）。一実施形態では、信頼ブローカ４０７によって発
行されるクエリ１１２１、１１３０、１１２２、１１２８は、事前に構成されるが、図１
４－１８を参照して以下で説明される例示的なＧＵＩ等のグラフィカルユーザインターフ
ェース（ＧＵＩ）またはダッシュボードから管理者によってカスタマイズすることができ
る。実施形態では、管理システムは、Ｆａｃｅｂｏｏｋ，　Ｉｎｃ．によって運営される
ＦＡＣＥＢＯＯＫ（登録商標）、Ｔｗｉｔｔｅｒ，　Ｉｎｃ．によって運営されるＴｗｉ
ｔｔｅｒ、およびＬｉｎｋｅｄＩｎ等のソーシャルネットワーキングベンダによってホス
トされる情報システムを含んでもよい。
【０１５５】
　例示的実施形態によると、信頼ブローカ４０７は、対象（すなわち、ユーザ、デバイス
、トランザクション、サービス、または組織）の評判スコアに対するクエリ１１２０を受
信し、対象アクティビティクエリ１１２１をログ管理システム９０４に送信し、対象属性
クエリを役割管理システム９０２および識別管理システム９０３に送信し、デバイス属性
クエリを在庫管理システム１１２８に送信し、対象事象１１２３を生成して評判プロセッ
サ１１１０に送信する。
【０１５６】
　対象評判システム１１００のコンテキストにおいて、図９に示される在庫管理システム
９０１は、モバイルデバイス５６０、モバイルアプリケーション、企業デスクトップ、サ
ーバ等を含む、デバイス５６０である対象に関連する情報を提供するように構成すること
ができる。
【０１５７】
　図１１を続けて参照すると、実施形態では、関連デバイス属性は、少なくとも、デバイ
ス５６０の地理的位置、デバイスのプロビジョニングした状態、有効／無効デバイス５６
０機能、および所有者登録（すなわち、ユーザ１０１４登録または組織登録）を含む。
【０１５８】
　実施形態によると、リスク相関器１１１１は、対象アラート１１２４を受信し、対象ア
ラート１１２４を対象警告１１２６にマップするためにリスク相関行列１１１３を使用し
、評判スコア発生器１１１２を呼び出して、評判ブローカ１１０６によって評判トークン
１１１８に含むことができる対象評判スコア１１２５を確立するように構成される。
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【０１５９】
　図１１の例示的実施形態では、対象アラート１１２４は、ユーザ１０１４アラート（す
なわち、ユーザ１０１４整合性プロファイル）、デバイス５６０アラート、またはデバイ
ス５６０上で実行するアプリケーションに対するアプリケーションアラートであり得る。
ある例示的実施形態では、評判プロセッサ１１１０は、図４で説明されるシステム事象相
関器４１０に含まれてもよい。
【０１６０】
　例示的実施形態によると、リスク相関器１１１１、リスク相関行列１１１３、および評
判スコア発生器１１１２は、図８で説明される信頼スーパーバイザ８４６に含まれてもよ
い。
ネットワークフロー改善およびモバイルセキュリティを提供するためのシステム
【０１６１】
　図１２は、ネットワークフロー改善のための例示的なシステムを図示する、ブロック図
である。図１２は、図５で図示される実施形態を続けて参照して説明される。しかしなが
ら、図１２は、その実施形態に限定されない。システム１２００は、リスクの計算に基づ
いてネットワークフロー改善を行うことができる。
【０１６２】
　図１２を参照すると、例示的ネットワークフロー改善システム１２００は、アプリケー
ション１２０３を実行し得るデバイス５６０上の終点信頼エージェント１２０１と、信頼
オーケストレータ１２０５と、マルウェア分析器、ネットワーク終点査定サービス、およ
び評判サービスを含み得る、複数の協調サービス１２０７と、ネットワーク信頼エージェ
ント１２０９およびＯｐｅｎＦｌｏｗセキュリティフレームワーク１２１１を含み得る、
ネットワークサービス１２３０と、ＯｐｅｎＦｌｏｗコントローラ１２１４と、Ｏｐｅｎ
Ｆｌｏｗ対応ネットワーク要素１２１６（例えば、スイッチまたはルータ）を含んでもよ
い。
【０１６３】
　ある例示的実施形態では、終点信頼エージェント１２０１は、アプリケーション１２０
３のローカルランタイム実行コンテキストを含み得る動的コンテキスト１２０４を、協調
サービス１２０７から受信される終点査定レポート１２０６を含み得る、グローバルセキ
ュリティコンテキスト上でリスクの計算を行い得る信頼オーケストレータ１２０５に送信
し、ネットワークフロー改善のために、登録ベースの評判サービスとして、システム警告
１２０８（終点脅威インテリジェンス）をネットワーク信頼エージェント１２０９に送信
する。
【０１６４】
　ある例示的実施形態では、ネットワーク信頼エージェント１２０９は、メッセージ１２
１０をＯｐｅｎＦｌｏｗセキュリティフレームワーク１２１１ミドルウェアに送信して、
指令１２１３をＯｐｅｎＦｌｏｗコントローラ１２１４に送信するか、または指令１２１
２をＯｐｅｎＦｌｏｗコントローラ１２１４に送信し、プロトコル１２１５を用いて、ト
ラフィックフローを遮断または迂回させるアクセス制御１２１７を適用するようにＯｐｅ
ｎＦｌｏｗ対応ネットワーク要素１２１６に通知する。
【０１６５】
　図１３は、モバイルセキュリティを提供するための例示的なシステムを図示する、ブロ
ック図である。図１３は、図４－６で図示される実施形態を続けて参照して説明される。
しかしながら、図１３は、それらの実施形態に限定されない。システム１３００は、リス
クの計算に基づいてモバイルデバイスおよび無線ネットワークフローを改善することによ
って、モバイルセキュリティを提供することができる。
【０１６６】
　図１３を参照すると、例示的なモバイルセキュリティシステム１３００は、モバイルア
プリケーション１３０３を実行し得るモバイルデバイス５６０上の終点信頼エージェント
１３０１と、信頼オーケストレータ１３１０と、マルウェア分析器、ネットワーク終点査
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定サービス、および評判サービスを含み得る、複数の協調サービス１３１２と、ネットワ
ーク信頼エージェント１３１５およびネットワークセキュリティフレームワーク１３１８
を含み得る、ネットワークサービス１３５０と、ネットワーク要素１３２０（例えば、ス
イッチまたはルータ）と、無線アクセスポイント１３２２と、モバイルポリシーマネージ
ャ１３１３と、モバイルデバイスマネージャ１３２４とを含んでもよい。
終点信頼エージェント
【０１６７】
　図５、６、および１３を参照すると、実施形態では、終点信頼エージェント５１０は、
デバイス５６０の上に存在する。終点信頼エージェント５１０は、アプリケーションおよ
びデバイス機能（例えば、マイクロホン、カメラ、キーボード、または表示機能）を実行
することを含む、ランタイム時にデバイス５６０上で行われる全ての動作を監視し、終点
事象５２０およびセキュリティサービス要求５１８を信頼オーケストレータ４３０にディ
スパッチするように構成することができる。終点信頼エージェント５１０の機能的構成要
素である、ランタイムモニタ６２０は、システムモニタ５１２と、ソケットモニタ５１３
と、通知機構（例えば、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴＴＭ　ＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標）　Ｍａｎ
ａｇｅｍｅｎｔ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔａｔｉｏｎ　（ＷＭＩ）またはＡｎｄｒｏｉｄ　
Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｒ）を使用してネイティブマシン機器５１１から
未処理事象６１１を受信するプロセスモニタ５１４とを含む。ある例示的実施形態では、
終点信頼エージェント５２０はまた、デバイス動作および／または設定を制御するように
、モバイルデバイスマネージャ１３２４またはモバイルポリシーマネージャ１３１３から
メッセージを受信して処理してもよい。終点信頼エージェント５１０は、リスクおよび脅
威にとらわれず、ルールセット６３１の評価、および脅威相関行列６３３に基づくランタ
イム挙動の査定に基づいて、事象を生成するにすぎない。リスクの査定、ならびに脅威の
分類および識別は、信頼オーケストレータ４３０に委託することができる。
【０１６８】
　ある例示的実施形態では、終点信頼エージェント１３０１は、モバイルアプリケーショ
ン１３０３のローカルランタイム実行コンテキストを含み得る動的コンテキスト１３０４
を、協調サービス１３１２から受信される終点査定レポート１３１１を含み得る、グロー
バルセキュリティコンテキスト上でリスクの計算を行い得る信頼オーケストレータ１３１
０に送信し、ネットワークフロー改善のために、登録ベースの評判サービス１３１４とし
て、脅威インテリジェンスをネットワーク信頼エージェント１３１５に送信する。
【０１６９】
　ある例示的実施形態では、ネットワーク信頼エージェント１３１５は、メッセージ１３
１６をネットワークセキュリティフレームワーク１３１８ミドルウェアに送信して、ポリ
シー１３１９を無線アクセスポイント１３２０に送信するか、またはポリシー１３１７を
無線アクセスポイント１３２０に送信し、トラフィックフローを遮断または迂回させるア
クセス制御１３２１を適用する。
【０１７０】
　ある例示的実施形態では、信頼オーケストレータ１３１０は、メッセージ１３０７をモ
バイルポリシーマネージャ１３１３に送信して、モバイルデバイス５６０上に特徴制御１
３０６を設定するように指令１３０８をモバイルデバイスマネージャ１３２４に送信する
か、または図６の整合性プロセッサ６３０およびランタイムモニタ６２０のために指令１
３０５を終点信頼エージェント１３０１に送信する。
【０１７１】
　ある例示的実施形態では、信頼オーケストレータ１３１０は、メッセージ１３０９をモ
バイルデバイスマネージャ１３２４に送信して、モバイルデバイス５６０上に特徴制御１
３０６を設定するように構成される。
管理コンソール用の例示的ユーザインターフェースダッシュボード
【０１７２】
　図１４－１８は、本開示の実施形態による、例示的なグラフィカルユーザインターフェ
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ース（ＧＵＩ）を図示する。図１４－１８で描写されるＧＵＩは、図１－１３の実施形態
を参照して説明される。しかしながら、ＧＵＩは、それらの実施形態に限定されない。図
１４－１８は、本発明の実施形態による、動作整合性、リソース利用、アプリケーション
整合性、およびネットワークアクティビティに関係するデータを表示するための種々のダ
ッシュボードを備える、例示的なデータセンター管理コンソールインターフェースを図示
する。
【０１７３】
　「コンソールディスプレイ」、「ディスプレイ」、「表示画面」、および「画面」とい
う用語は、本明細書で説明されるシステムのための管理者またはデバイス５６０のユーザ
１０１４等のコンピューティングデバイスのユーザによって視認可能なコンテンツを表示
するために、コンピューティングデバイスに連結されるか、またはそれと統合される、任
意の種類の表示デバイスまたは画面を広範かつ包括的に指すように、本明細書で同義的に
使用される。実施形態では、デバイス５６０は、モバイルコンピューティングデバイス５
６０である。そのような表示画面は、例えば、限定ではないが、タッチスクリーン液晶デ
ィスプレイ（ＬＣＤ）を含むことができる。本開示の実施形態では、モバイルデバイス５
６０のＧＵＩは、ディスプレイ上で視認される。他の実施形態では、図１４－１８に示さ
れるＧＵＩは、サーバ（すなわち、サーバコンソール）のディスプレイ、デスクトップコ
ンピュータ（すなわち、ＰＣモニタ）、またはラップトップディスプレイ上で視認される
。
【０１７４】
　図１４－１８に示される例示的ＧＵＩでは、コンソールインターフェースおよびダッシ
ュボードは、専用ネイティブインターフェースでレンダリングされる。代替実施形態では
、ンソールインターフェースは、ウェブベースであり、ウェブブラウザ内でレンダリング
することができる。他の実施形態では、図１４－１８で図示されるコンソールインターフ
ェースおよびダッシュボードは、タッチセンサ式（すなわち、タッチスクリーン）ディス
プレイを有する、サーバまたはワークステーションディスプレイ上で表示することができ
る。説明を容易にするために、コンソールインターフェースの動作は、マウスまたはポイ
ンティングデバイス（タッチスクリーンを含む）等の入力デバイスを用いたコンピューテ
ィングデバイスプラットフォームとの関連で議論されるが、それに限定されることを目的
としていない。そのようなコンピューティングデバイスプラットフォームの実施例は、Ａ
ｐｐｌｅ，　Ｉｎｃ．によるＯＳＸサーバおよびワークステーションオペレーティングシ
ステム（ＯＳ）、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴＴＭ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによるＷＩＮＤＯＷ
Ｓ（登録商標）サーバおよびワークステーションＯＳ、ＵＮＩＸ（登録商標）ベースのＯ
Ｓ、およびＲｅｄＨａｔＴＭ　Ｉｎｃ．による、限定されないがＬｉｎｕｘ（登録商標）
等のＬｉｎｕｘ（登録商標）　ＯＳを含むが、それらに限定されない。
【０１７５】
　代替実施形態では、図１４－１８のＧＵＩは、限定されないが、携帯情報端末（ＰＤＡ
）、ｉＰｈｏｎｅＴＭ、ｉＰｏｄＴＭ　ｔｏｕｃｈ、またはｉＰａｄＴＭタブレットデバ
イス、Ｇｏｏｇｌｅ　Ｉｎｃ．によるＡｎｄｒｏｉｄオペレーティングシステム（ＯＳ）
を操作するデバイス、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴＴＭ　ＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標）　Ｍｏｂｉ
ｌｅまたはＰｈｏｎｅ　ＯＳを操作するデバイス、Ｓｙｍｂｉａｎ　ＯＳを実行するデバ
イス、ＰＡＬＭ　ＯＳ（登録商標）を実行するデバイス、Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｉｎ　Ｍｏ
ｔｉｏｎ（「ＲＩＭ」）によるＢｌａｃｋｂｅｒｒｙ　ＯＳを実行するＢＬＡＣＫＢＥＲ
ＲＹ（登録商標）デバイス、スマートフォン、ハンドヘルドコンピュータ、ネットブック
コンピュータ、パームトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、ウルトラモバイ
ルＰＣ、または命令を処理し、ユーザおよび他のコンピューティングデバイスからデータ
を受信し、そこへデータを伝送することが可能である、別の類似する種類のモバイルデバ
イス等のモバイルコンピューティングデバイスのディスプレイ上にレンダリングすること
ができる。
【０１７６】
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　図１４－１８の例示的実施形態で図示されるコンソールインターフェースおよびダッシ
ュボードは、モバイルデバイスプラットフォームおよびオペレーティングシステムのディ
スプレイ、コンピュータ端末、クライアントデバイスのディスプレイ、サーバのコンソー
ルのディスプレイ、監視デバイスの表示コンソール、ターゲットまたは対象デバイスのデ
ィスプレイ、またはコンピューティングデバイスの他のディスプレイ上で実行するように
容易に適合できることを理解されたい。したがって、図１４－１８で図示される例示的な
ＧＵＩは、証明アプリケーションを使用するモバイルデバイスのディスプレイ上に、ウェ
ブブラウザセッション内で、証明サーバの表示コンソール上に、または証明アプリケーシ
ョンを実行するクライアントデバイスのディスプレイ上にレンダリングすることができる
。
【０１７７】
　図１４－１８の全体を通して、ディスプレイは、アクションを開始し、ルーチンを呼び
出し、動作整合性に関係するデータを監視および表示し、リソース利用を監視し、または
他の機能性を呼び出すために使用される、種々のアイコン、フォルダ、ウィンドウ枠、コ
マンド領域、インターフェース、ウィンドウ、タブ、タイル、データ入力フィールド、ド
ロップダウンメニュー、およびボタンとともに示される。開始されたアクションは、事象
を視認すること、事象を編集すること、カレンダー選好を入力すること、逆スクロール、
順方向スクロール、および他のカレンダー表示ナビゲーション入力およびジェスチャを含
むが、それらに限定されない。簡潔にするために、以前または後続の図と比較して、図内
で生じる差異のみが以下で説明される。
【０１７８】
　実施形態では、図１４－１８に示されるＧＵＩおよびダッシュボードを表示するために
使用されるディスプレイは、図２６に示されるコンピュータディスプレイ２６３０であっ
てもよく、コンソールインターフェースは、表示インターフェース２６０２であってもよ
い。本発明の実施形態によると、ユーザは、限定されないが、タッチスクリーン、ポイン
ティングデバイス、スタイラス、トラックボール、タッチパッド、マウス、キーボード、
キーパッド、ジョイスティック、音声起動制御システム、またはユーザとＧＵＩとの間の
相互作用を提供するために使用される他の入力デバイス等の入力デバイスを使用して、コ
ンソールインターフェースおよびダッシュボードと相互作用することができる。
【０１７９】
　図１４は、動作整合性ダッシュボード１４５０を含む、データセンター管理コンソール
１４００用の例示的なＧＵＩを描写する。
【０１８０】
　図１４を参照すると、例示的なデータセンター管理コンソール１４００は、データセン
ター在庫１４０１の「大域的表示」（すなわち、「大域的表示ダッシュボード」）を提供
するように、単一のウィンドウ枠として、動作整合性ダッシュボードまたは表示ウィンド
ウ１４５０を視覚的に表示してもよい。表示ウィンドウ１４５０は、リソースの階層的ツ
リー表示におけるデータセンター在庫１４０１の大域的表示と、リソース１４０２、リソ
ース名１４０３、リソースプラットフォームタイプ１４０４の構成要素レベル表示と、少
なくとも、システム構成１４０５、リソース利用１４０６、アプリケーション整合性１４
０７、ネットワークアクティビティ１４０８、改善措置１４０９を含む、複数の信頼ベン
ダに対する整合性測定基準と、少なくとも、復元、隔離、およびユーザ迂回機能を含み得
る、改善制御１４１０と、アクション概要１４１３と、詳細ウィンドウ枠１４１１と、状
態ウィンドウ枠１４１２と、色分けしたランタイム整合性指標１４４０とを含む、情報フ
ィールドを含むことができる。コンソール１４００はまた、信頼ベンダに対する受信した
整合性測定基準の信頼レベルに基づいて、整合性指標１４４０としてのリスク指標、およ
び影響分析の指示表示を図式的に表示することもできる。
【０１８１】
　情報フィールドは、リアルタイムまたは近リアルタイムで表示および／または更新され
てもよい。各表示された信頼ベンダ１４０５、１４０６、１４０７、および１４０８に対
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する色分けしたランタイム整合性指標１４４０は、動画であり、視聴覚効果を含んでもよ
い。例えば、整合性指標１４４０は、場所の変更、色の変更、サイズの変更、クロスフェ
ーディング、点滅、ビープ音、または振動を伴う（すなわち、モバイルクライアントデバ
イス上で表示されるときに）動画であり得る。実施形態では、整合性指標１４４０のうち
のいくつかまたは全ては、詳細ダイアログボックス、拡大表示、または対応する信頼ベン
ダのドリルダウンまたは詳細表示のためのレポートへのリンクを伴うハイパーリンクグラ
フィックスであってもよい。
【０１８２】
　整合性ダッシュボード１４５０は、特定の配列で具体的な情報フィールドおよび標識と
ともに示されるが、他の情報フィールドおよび配列が可能であることが考慮される。例え
ば、付加的な信頼ベンダまたはカスタムフィルタベースの斜視図が表示されてもよく、ま
たはダッシュボードは、プラグイン制御として組み込まれ、第三者管理コンソールにおい
て効率化されてもよい。
【０１８３】
　図１５は、システム構成ダッシュボード１５５０を含む、ランタイム動作整合性監視コ
ンソール１５００用の例示的なＧＵＩを描写する。
【０１８４】
　図１５を参照すると、例示的なランタイム動作整合性監視コンソール１５００は、単一
のウィンドウ枠内でシステム構成ダッシュボードまたは表示ウィンドウ１５５０を視覚的
に表示してもよい。表示ウィンドウ１５５０は、重大性１５０１と、警告または観察され
たアクティビティ１５０２と、タイムスタンプ１５０３と、評価状態１５０４と、推奨ア
クション１５０５と、表示された脅威の詳細ウィンドウ枠１５０７に対応するタイムスタ
ンプ、ソースの場所、脅威識別子および被害識別子を含み得る、高度な詳細１５０６と、
脅威の詳細ウィンドウ枠１５０７と、感染履歴に関連し得るマシン履歴１５０８とを含む
、情報フィールドを含んでもよい。
【０１８５】
　脅威の詳細ウィンドウ枠１５０７は、フォレンジック証拠連鎖と、感染診断および脅威
識別につながる複数の検出された事象とを含んでもよい。
【０１８６】
　システム構成ダッシュボード１５５０は、特定の配列で具体的な情報フィールドおよび
標識とともに示されるが、他の情報フィールドおよび配列が可能であることが考慮される
。
【０１８７】
　図１６は、リソース利用ダッシュボード１６５０を含む、ランタイム動作整合性監視コ
ンソール１６００用の例示的なＧＵＩを描写する。
【０１８８】
　図１６を参照すると、例示的なランタイム動作整合性監視コンソール１６００は、リソ
ース利用ダッシュボードまたは表示ウィンドウ１６５０を視覚的に表示してもよい。表示
ウィンドウ１６５０は、重大性１６０１と、警告または観察されたアクティビティ１６０
２と、タイムスタンプ１６０３と、評価状態１６０４と、推奨アクション１６０５と、表
示された脅威の詳細ウィンドウ枠１６０７に対応するタイムスタンプ、ソースの場所、脅
威（またはマルウェア）識別子および被害識別子を含み得る、高度な詳細１６０６と、脅
威の詳細ウィンドウ枠１６０７と、感染履歴に関連し得るマシン履歴１６０８とを含む、
情報フィールドを含んでもよい。
【０１８９】
　脅威の詳細ウィンドウ枠１６０７は、フォレンジック証拠連鎖と、感染診断および脅威
識別につながる複数の検出された事象とを含んでもよい。
【０１９０】
　リソース利用ダッシュボード１６５０は、特定の配列で具体的な情報フィールドおよび
標識とともに示されるが、他の情報フィールドおよび配列が可能であることが考慮される
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。
【０１９１】
　図１７は、アプリケーション整合性ダッシュボード１７５０を含む、ランタイム動作整
合性監視コンソール１７００用の例示的なＧＵＩを描写する。
【０１９２】
　図１７を参照すると、例示的なランタイム動作整合性監視コンソール１７００は、アプ
リケーション整合性ダッシュボードまたは表示ウィンドウ１７５０を視覚的に表示しても
よい。表示ウィンドウ１７５０は、重大性１７０１と、警告または観察されたアクティビ
ティ１７０２と、タイムスタンプ１７０３と、評価状態１７０４と、推奨アクション１７
０５と、表示された脅威の詳細ウィンドウ枠１７０７に対応するタイムスタンプ、ソース
の場所、脅威（またはマルウェア）識別子および被害識別子を含み得る、高度な詳細１７
０６と、脅威の詳細ウィンドウ枠１７０７と、感染履歴に関連し得るマシン履歴１７０８
とを含む、情報フィールドを含んでもよい。
【０１９３】
　脅威の詳細ウィンドウ枠１７０７は、フォレンジック証拠連鎖と、感染診断および脅威
識別につながる複数の検出された事象とを含んでもよい。
【０１９４】
　アプリケーション整合性ダッシュボード１７５０は、特定の配列で具体的な情報フィー
ルドおよび標識とともに示されるが、他の情報フィールドおよび配列が可能であることが
考慮される。
【０１９５】
　図１８は、ネットワークアクティビティダッシュボード１８５０を含む、ランタイム動
作整合性監視コンソール１８００用の例示的なＧＵＩを描写する。
【０１９６】
　図１８に示されるように、例示的なランタイム動作整合性監視コンソール１８００は、
ネットワークアクティビティダッシュボードまたは表示ウィンドウ１８５０を視覚的に表
示してもよい。表示ウィンドウ１８５０は、重大性１８０１と、警告または観察されたア
クティビティ１８０２と、タイムスタンプ１８０３と、評価状態１８０４と、推奨アクシ
ョン１８０５と、表示された脅威の詳細ウィンドウ枠１８０７に対応するタイムスタンプ
、ソースの場所、脅威（またはマルウェア）識別子および被害識別子を含み得る、高度な
詳細１８０６と、脅威の詳細ウィンドウ枠１８０７と、感染履歴に関連し得るマシン履歴
１８０８とを含む、情報フィールドを含んでもよい。
【０１９７】
　脅威の詳細ウィンドウ枠１８０７は、フォレンジック証拠連鎖と、感染診断および脅威
識別につながる複数の検出された事象とを含んでもよい。
【０１９８】
　ネットワークアクティビティダッシュボード１８５０は、特定の配列で具体的な情報フ
ィールドおよび標識とともに示されるが、他の情報フィールドおよび配列が可能であるこ
とが考慮される。
脅威識別および改善ならびに対象評判のための方法
【０１９９】
　図１９－２２は、脅威識別および改善、対象評判サービスを提供する、およびネットワ
ークフローレベル改善を提供するための例示的な方法を図示する、フローチャートである
。
【０２００】
　図１９－２２で描写されるフローチャートは、図１－８および１１の実施形態を参照し
て説明される。しかしながら、図１９００－２２００に示される方法１９００－２２００
は、それらの実施形態に限定されない。図１９－２２に示される方法１９００－２２００
は、必ずしも以下で説明される順番で起こる必要はない。実施形態によると、方法１９０
０－２２００のステップのうちのいくつかは、随意的である。
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【０２０１】
　図１９は、脅威識別および改善のための例示的な方法を図示するフローチャートである
。図１９を参照すると、方法１９００は、信頼オーケストレータ４３０、終点信頼エージ
ェント５１０、ネットワーク分析器８３０、および終点査定サービス８２０を使用して、
感染したデバイス５６０のための脅威識別および改善を提供してもよい。
【０２０２】
　ステップ１９０１では、ネイティブデバイスおよび／またはプラットフォーム機器６１
０からの未処理事象６１１が受信される。実施形態では、上記の図６を参照して説明され
る終点ランタイムモニタ６２０が、未処理事象６１１を受信する。未処理事象６１１が受
信された後、制御がステップ１９０２へ渡される。
【０２０３】
　ステップ１９０２では、画像ファイルおよび属性が信頼ブローカへ送信される。実施形
態によると、このステップは、上記の図６を参照して説明される終点ランタイムモニタ６
２０に含まれる、上記の図５を参照して説明されるプロセスモニタ５１４によって行われ
る。この実施形態では、終点ランタイムモニタ６２０に含まれるプロセスモニタ５１４は
、特殊画像分析を行うことができるように、上記の図８を参照して説明される信頼オーケ
ストレータ４３０において、画像ファイルおよび属性５１８を信頼ブローカ４０７に送信
する。画像ファイルおよび属性５１８が送信された後、方法１９００は、ステップ１９０
３を続ける。
【０２０４】
　ステップ１９０３では、信頼ブローカが、制御をステップ１９０４へ渡す前に、受信し
た画像属性に基づいて画像ファイルの正当性を立証する。実施形態によると、ステップ１
９０３における立証は、上記の図５を参照して説明される信頼ブローカ４０７によって行
うことができる。
【０２０５】
　ステップ１９０４では、信頼ブローカ（すなわち、信頼ブローカ４０７）が、受信した
画像ファイルをマルウェア分析器に送信する。一実施形態では、マルウェア分析器は、上
記の図５を参照して説明されるマルウェア分析器５４０であり、マルウェア分析器は、受
信した画像ファイルの特殊静的および動的画像内観を行うように構成される。
【０２０６】
　ステップ１９０５では、限定されないが、信頼ブローカ４０７等の信頼ブローカが、受
信した診断に基づいて、画像プロファイルを生成して、終点プロセスモニタに送信する。
実施形態では、このステップは、画像プロファイル５１９を、図５を参照して上記で説明
される終点プロセスモニタ５１４に送信することを含む。画像プロファイルが送信された
後、制御がステップ１９０６へ渡される。
【０２０７】
　ステップ１９０６では、終点ランタイムモニタ６２０が、限定されないが、整合性事象
６２１等の整合性事象を生成して、限定されないが、図６を参照して上記で説明される整
合性プロセッサ６３０等の整合性プロセッサに送信する。
【０２０８】
　ステップ１９０７では、終点整合性プロセッサ６３０が、ルールセット６３１を使用し
て、受信した事象を処理してアラートにマップしてもよい。ステップ１９０８では、終点
整合性プロセッサ６３０が、事象相関行列６３３を使用して警告６３４を生成し、終点事
象５２０として信頼オーケストレータ４３０に送信してもよい。
【０２０９】
　ステップ１９０９では、限定されないが、システム事象相関器４１０等のシステム事象
相関器が、終点整合性プロセッサ６３０から終点事象５２０を受信する。
【０２１０】
　ステップ１９１０では、信頼ブローカ４０７が、終点査定サービス８２０からネットワ
ーク終点整合性測定および検証レポート８２１を受信する。
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【０２１１】
　ステップ１９１１では、システム事象相関器４１０が、信頼ブローカ４０７から時間的
事象４０９を受信する。
【０２１２】
　ステップ１９１２では、システム事象相関器４１０が、制御をステップ１９１３へ渡す
前に、受信した終点および時間的事象を相関させて、デバイス５６０の整合性プロファイ
ル４２０を生成してもよい。
【０２１３】
　ステップ１９１３では、システム事象相関器４１０が、デバイス５６０の整合性プロフ
ァイル４２０を信頼スーパーバイザ８４６に送信する。
【０２１４】
　ステップ１９１４では、ネットワークアクティビティ相関器８３１が、感染プロファイ
ル８３１を信頼スーパーバイザ、すなわち、信頼スーパーバイザ８４６に送信する。
【０２１５】
　ステップ１９１５では、信頼スーパーバイザ８４６が、デバイス５６０上の脅威識別の
ためのフォレンジック信頼に基づいて、警告の分類のために受信した整合性および感染プ
ロファイルを処理してもよい。
【０２１６】
　ステップ１９１６では、信頼スーパーバイザ８４６が、感染したデバイス５６０に行う
アクション８４７を改善コントローラ８４８に送信する。ステップ１９１７では、改善コ
ントローラ８４８が、感染したデバイス５６０への受信したアクション要求を処理して、
構成された閾値およびトリガに基づく指令８４９をシステムオーケストレーションおよび
方針実施ポイント（またはネットワークセキュリティ）サービス８６０に送信してもよい
。
【０２１７】
　図２０は、対象評判サービスをサービスプロバイダに提供するための例示的な方法を図
示するフローチャートである。図２０の例示的実施形態では、対象は、ユーザであり、方
法２０００は、ユーザ評判サービスを提供する。しかしながら、図９および１１を参照し
て上記で議論されるように、代替実施形態では、対象はまた、デバイス、トランザクショ
ン、サービス、または会社等の組織でもあり得る。
【０２１８】
　具体的には、図２０は、方法２０００がサービスプロバイダのためのユーザ評判サービ
スを提供する、ステップを図示する。一実施形態では、サービスプロバイダは、図１１を
参照して上記で説明されるサービスプロバイダ１１０４であり、方法２０００は、限定さ
れないが、図８を参照して上記で説明される信頼オーケストレータ４３０等の信頼オーケ
ストレータを使用することができる。
【０２１９】
　実施形態によると、方法２０００のステップはまた、限定されないが、図８を参照して
上記で説明される、終点信頼エージェント５１０、ネットワーク分析器８３０、および終
点査定サービス８２０等の終点信頼エージェント、ネットワーク分析器、およびネットワ
ーク分析器を使用して、行うこともできる。
【０２２０】
　ステップ２００１では、限定されないが、図６を参照して上記で説明される終点ランタ
イムモニタ６２０等の終点ランタイムモニタが、ネイティブデバイスおよび／またはプラ
ットフォーム機器６１０から未処理事象６１１を受信し、デバイス５６０において認証サ
ービス１１０３によって認証されるユーザ１０１４を検出して識別する。
【０２２１】
　ステップ２００２では、終点ランタイムモニタ６２０が、ネイティブデバイスおよび／
またはプラットフォーム機器６１０からユーザアクティビティ事象を受信する。ユーザア
クティビティ事象が受信された後、制御がステップ２００３へ渡される。
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【０２２２】
　ステップ２００３では、終点ランタイムモニタ６２０が、整合性事象６２１を生成して
終点整合性プロセッサ６３０に送信してもよい。
【０２２３】
　ステップ２００４では、終点整合性プロセッサ６３０が、ルールセット６３１を使用し
て、受信した事象を処理してアラートにマップしてもよい。
【０２２４】
　ステップ２００５では、終点整合性プロセッサ６３０が、事象相関行列６３３を使用し
て警告６３４を生成し、終点事象５２０として信頼オーケストレータ４３０に送信しても
よい。警告および事象相関行列が生成および送信された後、方法２０００はステップ２０
０６を続ける。
【０２２５】
　ステップ２００６では、信頼ブローカ４０７が、問い合わせを行い、複数の協調サービ
ス９０４、９０３、９０２、９０１からユーザおよびリソース属性１１２１、１１３０、
１１２２、および１１２８を受信し、対象事象１１２３を生成してもよい。ステップ２０
０７では、評判プロセッサ１１１０が、受信した対象事象１１２３を分析し、対象アラー
ト１１２４（すなわち、ユーザアラートまたは整合性プロファイル）を生成してもよい。
【０２２６】
　ステップ２００８では、リスク相関器１１１１が、リスク相関行列７２１を使用してユ
ーザ警告１１２６を、および評判スコア発生器１１１２を使用してユーザ評判スコア１１
２５を生成するように、ユーザ１０１４アラート等の受信した対象アラート１１２４を相
関させてもよい。
【０２２７】
　ステップ２００９では、信頼スーパーバイザ８４６が、デバイス５６０のユーザ１０１
４の脅威識別のためのフォレンジック信頼に基づいて、警告の分類のために受信した整合
性および感染プロファイルを処理してもよい。ユーザ１０１４は、デバイス５６０上でア
プリケーションを実行するデバイス５６０に現在ログインされていることにより、または
デバイス５６０上のファイル、データ、アプリケーション、あるいはウェブページ等のア
クセスリソースへのアカウント／ユーザＩＤ特権を有することによって、デバイスと関連
付けられてもよい。
【０２２８】
　ステップ２０１０では、評判ブローカ１１０６が、サービスプロバイダ１１０４からデ
バイス５６０のユーザ１０１４に対する評判クエリ１１１７を受信する。
【０２２９】
　ステップ２０１１では、評判ブローカ１１０６が、デバイス５６０のユーザ１０１４に
対する評判トークン１１１８を送信する。実施形態では、このステップで送信される評判
トークン１１１８は、少なくともユーザ評判スコア１１２５を含む。評判トークン１１１
８が送信された後、制御がステップ２０１２へ渡される。
【０２３０】
　ステップ２０１２では、サービスプロバイダ１１０４が、ユーザ１０１４が管理された
アプリケーション１１０５にアクセスするために、デバイス５６０から受信されるサービ
ス要求１１１６を処理する際に、評判ベースのアクセス制御１１１９を適用する。評判ベ
ースのアクセス制御が適用された後、制御がステップ２０１３へ渡される。
【０２３１】
　ステップ２０１３では、信頼スーパーバイザ８４６が、デバイス５６０のユーザ１０１
４のセッションのためにネットワークファブリックに行うアクション８４７を改善コント
ローラ８４８に送信する。
【０２３２】
　ステップ２０１４では、改善コントローラ８４８が、デバイス５６０のユーザ１０１４
のセッションに対する受信したアクション要求を処理して、構成された閾値およびトリガ
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に基づく指令８４９をシステムオーケストレーションおよび方針実施ポイント（またはネ
ットワークセキュリティ）サービス８６０に送信してもよい。
【０２３３】
　図２１は、ネットワーク信頼エージェント、終点信頼エージェント、および信頼オーケ
ストレーションサーバを使用して、コンピューティングプラットフォーム上で実行するシ
ステムのランタイム動作整合性のための証明サービスを提供することができる、ステップ
を図示するフローチャートである。図２１に示される方法２１００のステップは、必ずし
も説明される順番で起こる必要はない。
【０２３４】
　図２１を参照すると、方法２１００は、信頼オーケストレータ１２０５、終点信頼エー
ジェント１２０１、ネットワーク信頼エージェント１２０９、および協調サービス１２０
７を使用して、ネットワーク要素１２１６において感染したデバイス５６０のためのネッ
トワークフローレベル改善を提供することができる。
【０２３５】
　ステップ２１０１では、デバイス５６０上の終点信頼エージェント１２０１における終
点ランタイムモニタ６２０が、終点事象５２０を含み得る動的コンテキスト１２０４を信
頼オーケストレータ１２０５に送信する。
【０２３６】
　ステップ２１０２では、信頼オーケストレータ４３０が、制御をステップ２１０３へ渡
す前に、デバイス５６０上の終点信頼エージェント１２０１からの受信した終点事象５２
０を分析してもよい。
【０２３７】
　ステップ２１０３では、信頼ブローカ４０７が、終点査定サービス（または協調サービ
ス）８２０からネットワーク終点査定（または整合性測定および検証レポート）８２１を
受信して分析し、時間的事象４０９を生成する。
【０２３８】
　ステップ２１０４では、システム事象相関器４１０が、終点５２０および時間的４０９
事象を相関させ、デバイス５６０の整合性プロファイル４２０を生成してもよい。
【０２３９】
　ステップ２１０５では、信頼スーパーバイザ８４６が、ネットファークファブリックに
行うフロー改善措置８４７を生成して改善コントローラ８４８に送信してもよい。
【０２４０】
　ステップ２１０６では、信頼オーケストレータ１２０５における改善コントローラ８４
８が、ネットワークデバイス５６０に対するシステム警告１２０８をネットワーク信頼エ
ージェント１２０９に送信する。ステップ２１０７では、ネットワーク信頼エージェント
１２０９が、ＯｐｅｎＦｌｏｗコントローラ１２１４に対するコマンド１２１３を策定す
る指令１２１０を生成してＯｐｅｎＦｌｏｗセキュリティフレームワーク１２１１に送信
してもよい。
【０２４１】
　ステップ２１０８では、ＯｐｅｎＦｌｏｗコントローラ１２１４が、事前警告されたネ
ットワークデバイス５６０へ／からのトラフィックフローを迂回または遮断するように、
ルール１２１５をＯｐｅｎＦｌｏｗ対応ネットワーク要素（スイッチ）１２１６に送信す
る。
【０２４２】
　ステップ２１０９では、制御がステップ２１１０へ渡される前に、ＯｐｅｎＦｌｏｗ対
応ネットワーク要素（スイッチ）１２１６が、事前警告されたネットワークデバイス５６
０に対する受信したアクセス制限（制御）１２１７を実施してもよい。
【０２４３】
　ステップ２１１０では、信頼スーパーバイザ８４６が、事前警告されたネットワークデ
バイス５６０に対する評判スコア更新情報８４７を監視して改善コントローラ８４８に送
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信してもよい。ステップ２１１１では、信頼オーケストレータ１２０５における改善コン
トローラ８４８が、事前警告されたネットワークデバイス５６０に対するシステムセキュ
リティ姿勢状態更新情報１２０８をネットワーク信頼エージェント１２０９に送信する。
評判スコア更新情報が監視および送信された後、方法２１００はステップ２１１２へ続く
。
【０２４４】
　ステップ２１１２では、ネットワーク信頼エージェント１２０９が、事前警告されたネ
ットワークデバイス５６０へ／からの正常なフローを復元するように、ＯｐｅｎＦｌｏｗ
コントローラ１２１４に対するコマンド１２１３を策定する指令１２１０を生成してＯｐ
ｅｎＦｌｏｗセキュリティフレームワーク１２１１に送信してもよい。
【０２４５】
　図２２は、種々の例示的実施形態による方法を図示する、フローチャートである。
【０２４６】
　図２２を参照すると、方法２２００は、信頼オーケストレータ１３１０、終点信頼エー
ジェント１３０１、ネットワーク信頼エージェント１３１５、および終点査定サービス１
３１２を使用して、無線アクセスポイント１３２０において感染したモバイルデバイス５
６０のためのネットワークフローレベル改善を提供することができる。
【０２４７】
　ステップ２２０１では、モバイルデバイス５６０上の終点信頼エージェント１３０１に
おける終点ランタイムモニタ６２０が、制御をステップ２２０２へ渡す前に、終点事象５
２０を含み得る動的コンテキスト１３０４を信頼オーケストレータ１３１０に送信する。
【０２４８】
　ステップ２２０２では、信頼オーケストレータ４３０が、デバイス５６０上の終点信頼
エージェント１３０１からの受信した終点事象５２０を分析してもよい。
【０２４９】
　ステップ２２０３では、信頼ブローカ４０７が、終点査定サービス（または協調サービ
ス）８２０からネットワーク終点査定（または整合性測定および検証レポート）８２１を
受信して分析し、時間的事象４０９を生成する。ネットワーク終点査定が分析され、時間
的事象が生成された後、方法２２００はステップ２２０４へ続く。
【０２５０】
　ステップ２２０４では、システム事象相関器４１０が、終点５２０および時間的４０９
事象を相関させ、モバイルデバイス５６０の整合性プロファイル４２０を生成してもよい
。
【０２５１】
　ステップ２２０５では、信頼スーパーバイザ８４６が、ネットファークファブリックに
行うフロー改善措置８４７を生成して改善コントローラ８４８に送信してもよい。
【０２５２】
　ステップ２２０６では、制御がステップ２２０７へ渡される前に、信頼オーケストレー
タ１３１０における改善コントローラ８４８が、モバイルデバイス５６０に対するシステ
ム警告１２０８をネットワーク信頼エージェント１２０９に送信する。
【０２５３】
　ステップ２２０７では、ネットワーク信頼エージェント１２０９が、モバイルデバイス
５６０のためのアクセス制御１３２１を適用するポリシー１３１７を生成して無線アクセ
スポイント１３２０に送信し、その時点で、制御がステップ２２０８へ渡される。
【０２５４】
　ステップ２２０８では、信頼オーケストレータ１３１０における改善コントローラ８４
８が、モバイルデバイス５６０に対するシステム警告１３０７をモバイルポリシーマネー
ジャ１３１３に、またはモバイルデバイス５６０上に特徴制御を設定する指令１３０９を
モバイルデバイスマネージャ１３２４に送信する。
【０２５５】
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　ステップ２２０９では、モバイルポリシーマネージャ１３１３は、登録されたユーザ（
サービス加入者）およびモバイルデバイス５６０に対する忠告およびセキュリティ設定を
策定する、またはモバイルデバイス５６０上に特徴制御を設定する指令１３０９を生成し
てモバイルデバイスマネージャ１３２４に送信する。
【０２５６】
　ステップ２２１０では、評判ブローカ１１０６が、サービスプロバイダ１１０４からモ
バイルデバイス５６０に対する評判クエリ１１１７を受信する。
【０２５７】
　ステップ２２１１では、評判ブローカ１１０６が、デバイス５６０の受信した感染８３
２および整合性４２０プロファイルに基づいて、少なくとも、信頼スーパーバイザ８４６
によって確立されるセキュリティ姿勢を含み得る、デバイス５６０に対する評判トークン
１１１８を送信する。
【０２５８】
　ステップ２２１２では、サービスプロバイダ１１０４が、管理されたアプリケーション
１１０５にアクセスするようにデバイス５６０から受信されるサービス要求１１１６を処
理する際に、評判ベースのアクセス制御１１１９を適用してもよい。
エンティティ関係モデルおよび階層的対象評判
【０２５９】
　図２３は、対象評判スコアの計算のためにシステムで使用される、エンティティと構成
要素との間の例示的な関係を図示する、エンティティ関係図である。例えば、エンティテ
ィモデル２３００で描写されるエンティティおよび構成要素は、図１１を参照して上記で
説明されるシステム１１００によって、評判スコアを生成するために使用することができ
る。
【０２６０】
　図２３を参照すると、例示的な評判採点システム２３００は、組織２３０３によって雇
用される、組織２３０３の一員である、または別様に組織２３０３と関連付けられる、ユ
ーザ１０１４の評判スコアを計算する。ユーザ１０１４は、一時的に（すなわち、請負業
者として）組織と関連付けることができる。ユーザ１０１４は、アクティビティ２３０７
に参加するように、アプリケーション２３０６によってレンダリングされ、組織２３０３
によって管理されるサービス２３０５とのオンライントランザクション２３０４を行うた
めに、１つ以上の終点デバイス５６０を使用する。実施形態では、アクティビティ２３０
７は、社会２３０８または職業１４０９のいずれか一方として分類される。
【０２６１】
　実施形態によると、組織２３０３は、企業、政府機関／部門、大学または学校、病院、
非営利会社、またはその従業員／メンバー（すなわち、デバイス５６０のユーザ１０１４
）の代わりに安全なシステム、プラットフォーム、モバイルコンピューティングデバイス
、または他のＩＴアセットを必要とする任意の他のグループであり得るが、それらに限定
されない。組織２３０３のＩＴアセットは、サーバ、デスクトップコンピュータ、ラップ
トップ、タブレットコンピュータ、多機能プリンタ／スキャナ／ファクスマシン、および
ネットワークデバイスを含むことができるが、それらに限定されない。ＩＴアセットは、
組織によって所有または賃借され、組織２３０３によって直接制御される、デバイス５６
０であり得る。
【０２６２】
　ＩＴアセットは、ユーザ１０１４（すなわち、ＢＹＯＤ環境内のユーザ所有モバイルコ
ンピューティングデバイス）または組織２３０３（すなわち、組織２３０３によって所有
または賃借される「企業」ＩＴ）によって所有および管理されるデバイス５６０を含むこ
とができる。実施形態では、評判採点システム２３００は、組織２３０３が、いくつかの
デバイス５６０を所有し、いくつかのデバイス５６０を賃借し、ユーザ１０１４が他のデ
バイス５６０を所有する、ＩＴアセットの混合環境内で動作することができる。例えば、
組織２３０３は、企業サーバおよびネットワークデバイス（図示せず）を所有し、ユーザ
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１０１４用のラップトップ、デスクトップコンピュータ／パーソナルコンピュータ（ＰＣ
）、および他の終点デバイス５６０を賃借し、同時に、ユーザ１０１４所有モバイルコン
ピューティングデバイス５６０（すなわち、ＢＹＯＤ環境内のスマートフォン、ラップト
ップ、およびタブレット）が、内部または外部ネットワークを介して組織２３０３のドメ
インにアクセスすることを可能にしてもよい。内部ネットワークは、イントラネット、Ｌ
ＡＮ、またはＷＡＮであり得るが、それらに限定されない。外部ネットワークは、エクス
トラネット、Ｗｉ－Ｆｉ等の無線データネットワーク、およびインターネットであり得る
が、それらに限定されない。
【０２６３】
　評判採点システム２３００におけるサーバ（図示せず）は、サーバファームの一部であ
ってもよく、アプリケーション２３０６をホストするアプリケーションサーバ、ファイル
サーバ、メールサーバ、データベースサーバ、プロキシサーバ、およびウェブサーバであ
り得るが、それらに限定されない。これらのサーバは、組織２３０３によって所有される
企業サーバ、または企業賃借を受けているサーバであり得る。代替として、サーバはまた
、遠隔のサービスプロバイダが管理した外注仮想データセンター（すなわち、クラウドコ
ンピューティング環境）の一部でもあり得る。ネットワークデバイスは、ネットワーク接
続された記憶デバイス、ルータ、スイッチ、ハブ、およびファイヤウォールであり得る。
これらのネットワークデバイスは、組織２３０３のローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ
）または広域ネットワーク（ＷＡＮ）の一部であり得る。
【０２６４】
　図２４は、対象評判スコアの例示的な階層的表現を図示する、ブロック図である。階層
的表現２４００は、図１１を参照して上記で説明されるシステム１１００によって生成さ
れる評判スコアを報告するために使用することができる。
【０２６５】
　図２４を参照すると、対象評判スコア２４００の例示的な階層的表現は、評判スコア２
４０１と、トランザクションスコア２４０９と、ユーザスコア２４０７と、サービススコ
ア２４０８と、社会スコア２４０２と、職業スコア２４０３と、デバイススコア２４０４
と、組織スコア２４０５と、アプリケーションスコア２４０６とを含む。図２４の例示的
実施形態では、組織スコア２４０５は、例えば、企業スコア２４０５であり得る。
【０２６６】
　評判スコアは、（集約として）１つ以上の構成要素スコアを備えてもよく、構成要素ス
コアは、図２４で集約スコアの下方に図示されている（例えば、サービススコアは、トラ
ンザクションスコアの構成要素スコアであってもよい）。集約評判スコアは、含まれる構
成要素スコアに注釈を付けるように、列挙リストを提供してもよい。
アプリケーション事象監視アーキテクチャ
【０２６７】
　図２５は、ネイティブマシン機器機構への層状拡張を伴う、信頼できる実行についてア
プリケーション事象を監視するための例示的なコンピュータシステムアーキテクチャ２５
００を図示する、ブロック図である。図２５は、図４－６で図示される実施形態を続けて
参照して説明される。しかしながら、図２５は、これらの実施形態に限定されない。
【０２６８】
　図２５を参照すると、信頼のために機器化されるアーキテクチャ２５００の例示的な表
現は、デバイス５６０と、終点信頼エージェント５１０と、ネイティブマシン機器６１０
と、拡張信頼機器２５０１と、ランタイムモニタ６２０と、システム事象相関器４１０と
、信頼オーケストレータ４３０とを含む。
【０２６９】
　ランタイムモニタ６２０は、拡張信頼機器２５０１からのアプリケーション事象２５０
２の近リアルタイム非同期通知に登録し、それを受信する。アプリケーション事象２５０
２は、レジストリ、ファイルシステム、ネットワーク、記憶装置、入力（例えば、キーボ
ード）、出力（例えば、画面表示）、メモリ（例えば、ピークまたはポーク）、およびプ
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ロセス動作（例えば、スレッド作成）、およびターゲット機器化デバイス５６０上でアプ
リケーションを実行することによる任意のシステムリソース（例えば、マイクロホンまた
はカメラ）の利用を含んでもよい。
【０２７０】
　拡張信頼機器２５０１は、例えば、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴＴＭ　ＷＩＮＤＯＷＳ（登録商
標）プラットフォーム上のＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標）　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｉｎｓ
ｔｒｕｍｅｎｔａｔｉｏｎ（ＷＭＩ）等のネイティブマシン機器６１０への層状拡張であ
ってもよい。
【０２７１】
　当業者によって理解されるように、ＷＭＩは、それを通して機器化構成要素（すなわち
、機器化プラットフォームの構成要素）が情報および通知を提供する、オペレーティング
システムインターフェースを提供する、デバイスドライバ用のフレームワークである、Ｍ
ＩＣＲＯＳＯＦＴＴＭ　ＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標）　Ｄｒｉｖｅｒ　Ｍｏｄｅｌ（ＷＤ
Ｍ）への一式の拡張である。ＷＭＩは、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
　Ｔａｓｋ　Ｆｏｒｃｅ　（ＤＭＴＦ）　Ｗｅｂ－Ｂａｓｅｄ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ　
Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（ＷＢＥＭ）およびＤＭＴＦ　Ｃｏｍｍｏｎ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ　Ｍｏｄｅｌ（ＣＩＭ）標準のＭＩＣＲＯＳＯＦＴＴＭ実装である。ＷＭＩは、いく
つかのＭＩＣＲＯＳＯＦＴＴＭ　ＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標）オペレーティングシステム
（ＯＳ）上に事前にインストールされ、Ｖｉｓｕａｌ　Ｂａｓｉｃ　Ｓｃｒｉｐｔｉｎｇ
　Ｅｄｉｔｉｏｎ（ＶＢＳｃｒｉｐｔ）またはＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）　Ｐｏｗｅｒ
Ｓｈｅｌｌのようなスクリプト言語が、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴＴＭ　ＷＩＮＤＯＷＳ（登録
商標）　ＯＳ上で作動するコンピューティングデバイスおよびプラットフォームを管理す
ることを可能にする。そのような管理は、ローカルで（すなわち、管理されているサーバ
またはプラットフォーム上で）または管理されたプラットフォーム／デバイスの外部のコ
ンピューティングデバイスから遠隔で行うことができる。
【０２７２】
　ある例示的実施形態では、ランタイムモニタ６２０は、ターゲット機器化デバイス５６
０上のアプリケーションの１つ以上の実行インスタンスにリンクされるアプリケーション
フィルタ２５０３として、動的表現またはルールを生成して送信してもよい。
【０２７３】
　アプリケーション事象２５０２およびアプリケーションフィルタ２５０３は、例えば、
ＤＭＴＦ　ＣＩＭ仕様等の標準ベースのスキーマ定義を使用して表現されてもよい。非限
定的実施形態では、ＣＩＭスキーマは、Ｔｒｕｓｔ－ａｓ－ａ－Ｓｅｒｖｉｃｅ（Ｔａａ
Ｓ）を提供するために使用することができる。
【０２７４】
　実施形態では、アーキテクチャ２５００は、限定されないが、レジストリ、ファイルシ
ステム、ネットワーク、およびプロセス動作（例えば、負荷ライブラリ、遠隔スレッド添
付、ピーク／ポークメモリ動作）等の非同期アプリケーション事象に登録するために、Ａ
ＰＩとともに使用することができる。
【０２７５】
　アーキテクチャ２５００の実施形態は、限定されないが、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴＴＭ　Ｗ
ＩＮＤＯＷＳ（登録商標）、ＵＮＩＸ（登録商標）、Ｌｉｎｕｘ（登録商標）、およびＡ
ｐｐｌｅ　ＯＳＸ更新（すなわち、ＯＳおよびアプリケーションアップグレード、ならび
にブラウザ、業務生産性パッケージソフト、デバイスドライバ、および他のプラットフォ
ーム構成要素用のセキュリティパッチ）等のＯＳ更新とともに終点信頼センサを備える、
ＴａａＳ終点のパッケージングを含むことができる。アーキテクチャ２５００を使用する
ことによって、終点信頼センサは、「アクション」に基づいてリスクを評価し、ネイティ
ブマシン機器６１０を利用することによって、ランタイム動作整合性を測定することがで
きる。
【０２７６】
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　実施形態では、アーキテクチャ２５００はまた、マルウェアのクラスタ化および分類の
ために脅威「ライフサイクルモデル」を使用して、ネットワーク信頼センサが無署名ネッ
トワークアクティビティ相関を行うことも可能にする。
【０２７７】
　実施形態によると、アーキテクチャ２５００は、セキュリティインテリジェンスの統合
のためにＡＰＩ協調バスを使用することによって、リアルタイム事象相関（すなわち、リ
スクの計算）に基づいて実施可能なインテリジェンスのための信頼オーケストレーション
を可能にする。
例示的コンピュータシステム実装
【０２７８】
　例示的実施形態は、コンピューティングデバイスまたは機器化されたプラットフォーム
の観点から説明されたが、図２６に図示されるコンピュータシステム２６００等のマイク
ロプロセッサ／汎用コンピュータ上のソフトウェア内に実装されてもよいことが想定され
る。種々の実施形態では、種々の構成要素の機能のうちの１つ以上は、図２６を参照して
以下に説明される、コンピュータシステム２６００等のコンピューティングデバイスを制
御する、ソフトウェア内に実装されてもよい。
【０２７９】
　図１－２５に示される本発明の側面、あるいはその任意の部分または機能は、ハードウ
ェア、ソフトウェアモジュール、ファームウェア、その上に記憶された命令を有する、非
一過性コンピュータ可読媒体、またはそれらの組み合わせを使用して、実装されてもよく
、１つ以上のコンピュータシステムまたは他の処理システム内に実装されてもよい。
【０２８０】
　図２６は、本発明の実施形態またはその一部が、コンピュータ可読コードとして実装さ
れ得る、例示的コンピュータシステム２６００を図示する。例えば、図１、４－６、８－
１３、および２５のネットワークシステムおよびアーキテクチャは、ハードウェア、ソフ
トウェア、ファームウェア、その上に記憶された命令を有する、非一過性コンピュータ可
読媒体、またはそれらの組み合わせを使用して、コンピュータシステム２６００内に実装
することができ、１つ以上のコンピュータシステムまたは他の処理システム内に実装され
てもよい。ハードウェア、ソフトウェア、またはそのような任意の組み合わせは、図１、
４－６、８－１３、および２５のアーキテクチャおよびシステム１００、４００、５００
、６００、８００、９００、１０００、１１００、１２００、１３００、および２５００
を実装するために使用される、モジュールおよび構成要素のいずれかを具現化してもよい
。
【０２８１】
　プログラマブル論理が、使用される場合、そのような論理は、市販の処理プラットフォ
ームまたは特殊目的デバイス上で実行されてもよい。当業者は、開示される主題の実施形
態が、マルチコアマルチプロセッサシステム、ミニコンピュータ、メインフレームコンピ
ュータ、分散機能とともにリンクまたはクラスタ化されたコンピュータ、ならびに事実上
、任意のデバイス内に埋め込まれ得る、パーベイシブまたは小型コンピュータを含む、種
々のコンピュータシステム構成によって実践することができることを理解し得る。
【０２８２】
　例えば、少なくとも１つのプロセッサデバイスおよびメモリが、前述の説明される実施
形態を実装するために使用されてもよい。プロセッサデバイスは、単一プロセッサ、複数
のプロセッサ、またはそれらの組み合わせであってもよい。プロセッサデバイスは、１つ
以上のプロセッサ「コア」を有してもよい。　
【０２８３】
　本発明の種々の実施形態は、本例示的コンピュータシステム２６００の観点から説明さ
れる。本説明を熟読後、他のコンピュータシステムおよび／またはコンピュータアーキテ
クチャを使用して、本発明を実装するための方法が、当業者に明白となるであろう。動作
は、連続プロセスとして説明され得るが、動作のうちのいくつかは、実際は、並行して、
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同時に、および／または分散環境において、かつ単一またはマルチプロセッサ機械によっ
てアクセスするために、ローカルまたは遠隔に記憶されたプログラムコードによって、行
われてもよい。加えて、いくつかの実施形態では、動作の順序は、開示される主題の精神
から逸脱することなく、並べ替えられてもよい。
【０２８４】
　プロセッサデバイス２６０４は、特殊目的または汎用プロセッサデバイスであってもよ
い。当業者によって理解されるように、プロセッサデバイス２６０４はまた、マルチコア
／マルチプロセッサシステム内の単一プロセッサであってもよく、そのようなシステムは
、単独で動作する、あるいはコンピューティングデバイスのクラスタとして、クラスタま
たはサーバファーム内で動作する。プロセッサデバイス２６０４は、例えば、バス、メッ
セージキュー、ネットワーク、またはマルチコアメッセージ受渡し方式で、通信インフラ
ストラクチャ２６０６に接続されてもよい。
【０２８５】
　コンピュータシステム２６００はまた、メインメモリ２６０８、例えば、ランダムアク
セスメモリ（ＲＡＭ）を含み、また、二次メモリ２６１０を含んでもよい。二次メモリ２
６１０は、例えば、ハードディスクドライブ２６１２、リムーバブル記憶ドライブ２６１
４を含んでもよい。リムーバブル記憶ドライブ２６１４は、フロッピー（登録商標）ディ
スクドライブ、磁気テープドライブ、光ディスクドライブ、フラッシュメモリ、または同
等物を備えてもよい。
【０２８６】
　リムーバブル記憶ドライブ２６１４は、公知の様式において、リムーバブル記憶ユニッ
ト２６１８から読み取り、および／またはそこに書き込む。リムーバブル記憶ユニット２
６１８は、リムーバブル記憶ドライブ２６１４によって読み取られ、そこに書き込まれる
、フロッピー（登録商標）ディスク、磁気テープ、光ディスク等を備えてもよい。当業者
によって理解されるように、リムーバブル記憶ユニット２６１８は、その中に記憶された
コンピュータソフトウェアおよび／またはデータを有する、非一過性コンピュータ使用可
能記憶媒体を含む。
【０２８７】
　代替実装では、二次メモリ２６１０は、コンピュータプログラムまたは他の命令が、コ
ンピュータシステム２６００にロードされることを可能にするための他の類似手段を含ん
でもよい。そのような手段は、例えば、リムーバブル記憶ユニット２６２２およびインタ
ーフェース２６２０を含んでもよい。そのような手段の実施例は、プログラムカートリッ
ジおよびカートリッジインターフェース（ビデオゲームデバイスに見出されるもの等）、
リムーバブルメモリチップ（ＥＰＲＯＭ、またはＰＲＯＭ等）および関連付けられたソケ
ット、ならびにソフトウェアおよびデータが、リムーバブル記憶ユニット２６２２からコ
ンピュータシステム２３００に転送されることを可能にする、他のリムーバブル記憶ユニ
ット２６２２およびインターフェース２６２０を含んでもよい。
【０２８８】
　　コンピュータシステム２６００はまた、通信インターフェース２６２４を含んでもよ
い。通信インターフェース２６２４は、ソフトウェアおよびデータが、コンピュータシス
テム２６００と外部デバイスとの間で転送されることを可能にする。通信インターフェー
ス２６２４は、モデム、ネットワークインターフェース（Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）
カード等）、通信ポート、ＰＣＭＣＩＡスロットおよびカード、または同等物を含んでも
よい。通信インターフェース２６２４を介して転送されるソフトウェアおよびデータは、
通信インターフェース２６２４によって受信可能な電子、電磁、光学、または他の信号で
あり得る、信号の形態であってもよい。これらの信号は、通信パス２６２６を介して、通
信インターフェース２３２４に提供されてもよい。通信パス２６２６は、信号を搬送し、
ワイヤまたはケーブル、光ファイバ、電話回線、携帯電話リンク、ＲＦリンク、あるいは
他の通信チャネルを使用して実装されてもよい。
【０２８９】



(75) JP 2016-181265 A 2016.10.13

10

20

30

40

50

　コンピュータシステム２６００はまた、コンピュータディスプレイ２６３０と、ディス
プレイインターフェース２６０２とを含んでもよい。実施形態によると、図１４－１８に
示され、上記で説明されるＧＵＩおよびダッシュボードを表示するために使用されるディ
スプレイは、コンピュータディスプレイ２６３０であってもよく、コンソールインターフ
ェースは、表示インターフェース２６０２であってもよい。
【０２９０】
　本書では、用語「コンピュータプログラム媒体」、「非一過性コンピュータ可読媒体」
、および「コンピュータ使用可能媒体」は、概して、リムーバブル記憶ユニット２６１８
、リムーバブル記憶ユニット２６２２、およびハードディスクドライブ２６１２内にイン
ストールされたハードディスク等の媒体を指すために使用される。通信パス２６２６を経
由して搬送された信号はまた、本明細書に説明される論理を具現化することができる。コ
ンピュータプログラム媒体およびコンピュータ使用可能媒体はまた、メモリ半導体（例え
ば、ＤＲＡＭ等）であり得る、メインメモリ２６０８および二次メモリ２６１０等のメモ
リを指し得る。これらのコンピュータプログラムプロダクトは、ソフトウェアをコンピュ
ータシステム２６００に提供するための手段である。
【０２９１】
　コンピュータプログラム（コンピュータ制御論理とも呼ばれる）は、メインメモリ２６
０８および／または二次メモリ２６１０内に記憶される。コンピュータプログラムはまた
、通信インターフェース２６２４を介して、受信されてもよい。そのようなコンピュータ
プログラムは、実行されると、本明細書に論じられるように、本発明を実装するために、
コンピュータシステム２６００を有効にする。特に、コンピュータプログラムは、実行さ
れると、前述の図１９－２２の流れ図１９００、２０００、２１００、および２２００に
よって図示される方法における段階等、本発明のプロセスを実装するために、プロセッサ
デバイス２６０４を有効にする。故に、そのようなコンピュータプログラムは、コンピュ
ータシステム２６００のコントローラを表す。本発明が、ソフトウェアを使用して実装さ
れる場合、ソフトウェアは、コンピュータプログラムプロダクト内に記憶され、リムーバ
ブル記憶ドライブ２６１４、インターフェース２６２０、およびハードディスクドライブ
２６１２、または通信インターフェース２６２４を使用して、コンピュータシステム２６
００にロードされてもよい。
【０２９２】
　本発明の実施形態はまた、任意のコンピュータ使用可能媒体上に記憶されたソフトウェ
アを備える、コンピュータプログラムプロダクトを対象としてもよい。そのようなソフト
ウェアは、１つ以上のデータ処理デバイス内で実行されると、データ処理デバイスを本明
細書に説明されるように動作させる。本発明の実施形態は、任意のコンピュータ使用可能
または可読媒体を採用する。コンピュータ使用可能媒体の実施例として、一次記憶デバイ
ス（例えば、任意のタイプのランダムアクセスメモリ）、二次記憶装置デバイス（例えば
、ハードドライブ、フロッピー（登録商標）ディスク、ＣＤＲＯＭＳ、ＺＩＰディスク、
テープ、磁気記憶デバイス、および光学記憶デバイス、ＭＥＭＳ、ナノテクノロジー記憶
デバイス等）、および通信媒体（例えば、有線および無線通信ネットワーク、ローカルエ
リアネットワーク、広域ネットワーク、イントラネット等）が挙げられるが、それらに限
定されない。
結論
【０２９３】
　概要および要約セクションを除く、発明を実施するための形態セクションは、請求項を
解釈するために使用されることを意図することを理解されたい。概要および要約セクショ
ンは、発明者によって想起されるような、全部ではないが、１つ以上の本発明の例示的実
施形態を記載しており、したがって、本発明および添付の請求項をいかようにも限定する
ことを意図するものではない。
【０２９４】
　本発明の実施形態は、規定された機能の実装およびその関係を図示する、機能的構築ブ
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ロックを用いて前述されている。これらの機能的構築ブロックの境界は、説明の便宜上、
本明細書では、随意に画定されている。代替境界も、規定された機能およびその関係が、
適切に果たされる限り、画定されることができる。
【０２９５】
　具体的実施形態の前述の説明は、他者が、本発明の一般的概念から逸脱することなく、
過度の実験を伴うことなく、当該技術分野内の知識を適用することによって、種々のアプ
リケーションのために、そのような具体的実施形態を容易に修正および／または適応する
ことができるように、本発明の一般的性質を完全に明らかにするであろう。したがって、
そのような適応および修正は、本明細書に提示される教示および手引きに基づく、開示さ
れる実施形態の均等物の意味および範囲内であることが意図される。本明細書の語句また
は専門用語は、本明細書の専門用語または語句が、教示および手引きに照らして、当業者
によって解釈されるように、限定ではなく、説明目的のためのものであることを理解され
たい。
【０２９６】
　本発明は、具体的実施形態を参照して、図示および本明細書に説明されるが、本発明は
、示される詳細に限定されることを意図するものではない。むしろ、種々の修正が、請求
項の均等物の適用範囲および活動範囲内において、本発明から逸脱することなく、その詳
細に行われてもよい。
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