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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の第一オブジェクトを受け付け、当該複数の第一オブジェクトを分析することによ
り、当該複数の第一オブジェクトの部分集合であり、当該複数の第一オブジェクトの数以
下である複数の第二オブジェクトを容疑エクスプロイトとして特定するように構成された
侵入防止システム（ＩＰＳ）ロジックと、
　前記複数の第二オブジェクトの各々に含まれるコンテンツを処理し、処理中におけるエ
クスプロイトを示す異常挙動を監視することにより、当該複数の第二オブジェクトの第一
部分集合に含まれる少なくとも一つの実証済みオブジェクトを分類するように構成された
少なくとも一つの仮想マシンを含む仮想実行ロジックと、
　少なくとも一つの非実証済みエクスプロイトの視覚表現とは異なる表示がなされる、前
記少なくとも一つの実証済みエクスプロイトに関連付けられたエクスプロイト情報の視覚
表現を含む表示を生成するように構成された表示生成ロジックと、
を備えており、
　前記少なくとも一つの実証済みエクスプロイトに関連付けられたエクスプロイト情報の
視覚表現は、前記少なくとも一つの非実証済みエクスプロイトの視覚表現よりも強調され
る、
脅威検出システム。
【請求項２】
　前記少なくとも一つの実証済みエクスプロイトに関連付けられたエクスプロイト情報の
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表示は、インタラクティブダッシュボードを含んでおり、
　前記インタラクティブダッシュボードは、第一表示領域を有しており、
　前記第一表示領域は、
　　前記実証済みエクスプロイトのうち第一実証済みエクスプロイトの名前と、
　　前記第一実証済みエクスプロイトの検出に関連付けられた時刻と、
　　前記ＩＰＳロジックによる検出または前記第一実証済みエクスプロイトの実証に使用
されたパターンと、
を示している、
請求項１に記載の脅威検出システム。
【請求項３】
　前記インタラクティブダッシュボードは、ユーザに選択された実証済みエクスプロイト
に係る追加情報へのアクセスを提供する第二表示領域を含んでいる、
請求項２に記載の脅威検出システム。
【請求項４】
　侵入防止システム（ＩＰＳ）ロジックによって複数の第一オブジェクトを受け付け、
　前記複数の第一オブジェクトの各々に対してエクスプロイトシグネチャチェックと脆弱
性シグネチャチェックの一方を行なうことにより当該複数の第一オブジェクトの部分集合
であり、当該複数の第一オブジェクトの数以下である複数の第二オブジェクトを容疑エク
スプロイトとして特定することを含む分析を前記ＩＰＳロジックによって行ない、
　前記複数の第二オブジェクトの各々に含まれるコンテンツを処理し、処理中におけるエ
クスプロイトを示す異常挙動を監視するように構成された少なくとも一つの仮想マシンを
含む仮想実行ロジックによって、当該複数の第二オブジェクトの第一部分集合がエクスプ
ロイトであることを自動的に実証し、
　前記複数の第二オブジェクトの前記第一部分集合に関連付けられたエクスプロイト情報
の視覚表現と、非実証済みエクスプロイトを含む前記複数の第二オブジェクトの第二部分
集合に関連付けられた視覚表現を含む表示を生成し、
　前記複数の第二オブジェクトの前記第二部分集合に関連付けられた前記エクスプロイト
情報の視覚表現は、前記複数の第二オブジェクトの前記第一部分集合に関連付けられた前
記エクスプロイト情報の視覚表現とは異なった表示がなされ、
　前記少なくとも一つの実証済みエクスプロイトに関連付けられたエクスプロイト情報の
視覚表現は、前記少なくとも一つの非実証済みエクスプロイトの視覚表現よりも強調され
る、
コンピュータ制御された方法。
【請求項５】
　前記表示は、インタラクティブダッシュボードを含んでおり、
　前記インタラクティブダッシュボードは、第一表示領域と第二表示領域を含んでおり、
　前記第一表示領域は、
　　前記複数の第二オブジェクトの前記第一部分集合に含まれる第一実証済みエクスプロ
イトの名前と、
　　前記第一実証済みエクスプロイトの検出に関連付けられた時刻と、
　　前記第一実証済みエクスプロイトの検出または実証に使用されたパターンと、
を示しており、
　前記第二表示領域は、前記複数の第二オブジェクトの前記第一部分集合に含まれる選択
された実証済みエクスプロイトに係る追加情報へのアクセスを提供する、
請求項４に記載のコンピュータ制御された方法。
【請求項６】
　少なくとも一つのエンドポイントデバイスのために報告を生成するように構成された報
告ロジックを備えており、
　前記報告は、情報とフィールドを含んでおり、
　前記情報は、



(3) JP 6441957 B2 2018.12.19

10

20

30

40

50

　　複数の疑わしいオブジェクトの部分集合である少なくとも一つの強調されたオブジェ
クトと、
　　前記少なくとも一つのエクスプロイトの各々と、
を特定しており、
　前記フィールドは、選択されることによって、前記疑わしいオブジェクトに関連付けら
れた前記少なくとも一つのエクスプロイトのうち選択されたエクスプロイトに関するより
詳細な情報を提供する、
請求項１に記載の脅威検出システム。
【請求項７】
　表示は、前記少なくとも一つのエクスプロイトに含まれる少なくとも一つのソースデバ
イスのアドレス情報を含む、
請求項６に記載の脅威検出システム。
【請求項８】
　前記表示生成ロジックにより生成された前記表示は、前記少なくとも一つのエクスプロ
イトに含まれる少なくとも一つのソースデバイスのアドレス情報を含む、
請求項１に記載の脅威検出システム。
【請求項９】
　少なくとも一つのエンドポイントデバイスのために報告を生成し、
　前記報告は、情報とフィールドを含んでおり、
　前記情報は、
　　複数の疑わしいオブジェクトの部分集合である少なくとも一つの強調されたオブジェ
クトと、
　　前記少なくとも一つのエクスプロイトの各々と、
を特定しており、
　前記フィールドは、選択されることによって、前記疑わしいオブジェクトに関連付けら
れた前記少なくとも一つのエクスプロイトのうち選択されたエクスプロイトに関するより
詳細な情報を提供する、
請求項４に記載のコンピュータ制御された方法。
【請求項１０】
　前記表示は、前記少なくとも一つのエクスプロイトに含まれる少なくとも一つのソース
デバイスのアドレス情報を含む、
請求項９に記載のコンピュータ制御された方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１３年１２月２６日に出願された米国仮出願６１／９２１，０３３の優
先権の利益を主張し、その全ての内容は、ここに参照として援用される。
【０００２】
　本開示における実施形態は、データセキュリティの分野に関連する。より具体的には、
本開示における一実施形態は、疑わしいオブジェクトを特定し、仮想処理を通じて当該疑
わしいオブジェクトがエクスプロイトであると自動的に実証するシステム、装置、および
方法に関連する。
【背景技術】
【０００３】
　過去十年間で、悪意あるソフトウェアは、攻撃に曝されるソフトウェア脆弱性を含む最
もネットワーク化されたリソースとして、インターネットユーザの間で広く知られる問題
になっている。例えば、過去数年にわたって、ネットワークデバイスに実装されたソフト
ウェアにおけるより多くの脆弱性（ＯＳにおける脆弱性など）が明らかになっている。幾
つかの脆弱性はソフトウェアパッチを通じて対処され続けるが、そのようなソフトウェア
パッチのリリースされる前においては、ネットワークリソースがエクスプロイトを通じて
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標的とされ続ける。
【０００４】
　一般に、エクスプロイトとは、標的とされたコンピュータの正常動作に悪影響を及ぼし
たり攻撃したりすることにより、コンピュータソフトウェアにおける脆弱性を利用しよう
とする情報である。一例として、ポータブルドキュメントフォーマット（ＰＤＦ）ファイ
ルは、ＰＤＦファイルを実行（開く）ことにより起動され、アクロバット（登録商標）リ
ーダのバージョン９．０に関連付けられた脆弱性を利用するエクスプロイトによって影響
を受けうる。
【０００５】
　現在、エクスプロイトを検出するために広く使用されているセキュリティアプリケーシ
ョンの一つは、侵入防止システム（ＩＰＳ）である。通常はファイヤウォールの一部とし
て実現されるＩＰＳは、既知のエクスプロイトを含むと疑われるパケットを特定し、当該
エクスプロイトの伝播を阻止あるいは停止し、当該パケットに関連付けられた情報を記録
あるいは報告するように構成されている。しかしながら、従来のＩＰＳは、多くの短所に
悩まされている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来のＩＰＳ技術に係る短所の一つは、ＩＰＳが結果を自動的に実証するメカニズムに
依拠していないことである。むしろ、従来のＩＰＳによって生じる結果の実証は、手作業
に委ねられている。
【０００７】
　別の短所は、ＩＰＳが自動実証を経ることなく多数の誤判断（すなわちＩＰＳが特定の
無害なオブジェクトをエクスプロイトとして報告する際に生じる不正確なアラート）を生
じる傾向にある点である。これらの誤判断は、様々な悪影響を引き起こす。多数の誤判断
により引き起こされる悪影響の一例は、ネットワークトラフィック内で検出されたエクス
プロイトが管理者に気づかれないままとなる可能性である。他の悪影響の例としては、（
１）到来するネットワークトラフィックの不必要なブロック、（２）処理リソースが不必
要に奪われる、（３）誤って分類されたオブジェクトを扱うために管理リソースが顕著に
奪われる、（４）疑わしいオブジェクトの幾つかだけを散発的にチェックする考え方や方
針が広まる、などが挙げられる。
【０００８】
　誤判断の数を低減するために、ＩＰＳは、シグネチャデータベースのカスタマイズと定
期的な調整を頻繁に要求させることもできるが、コストのかかる試みである。また、誤判
断の数を顕著に低減するためだけにＩＰＳを調整すると、ＩＰＳの有効性が大幅に低下し
たり、ネットワークの操作性が大幅に阻害されたりする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本開示における様々な実施形態は、脅威検出および防止システム（ＴＤＰ）などのネッ
トワーク接続性を有する電子デバイスに関連する。当該電子デバイスは、静的分析エンジ
ン、動的分析エンジン、および報告ロジックを備えている。本開示における一実施形態に
よれば、当該静的分析エンジンは、侵入防止システム（ＩＰＳ）ロジックを備えている。
当該ロジックは、少なくともエクスプロイトシグネチャチェックと脆弱性シグネチャチェ
ックの少なくとも一方を、分析中のオブジェクトに対して行なう。これにより、当該オブ
ジェクトの特性がエクスプロイトを示しているかを特定する。特性がエクスプロイトを示
していると特定されたオブジェクトは、「疑わしい」オブジェクトであると識別される。
上記動的分析エンジンは、仮想実行ロジックを備えている。当該ロジックは、ＩＰＳロジ
ックから提供された疑わしいオブジェクト内のコンテンツを、ユーザ支援を伴なわずに自
動的かつ順次に分析する。これにより、当該疑わしいオブジェクトのいずれかがエクスプ
ロイトであるかを実証する。
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【００１０】
　ＩＰＳロジックと仮想実行ロジックからの結果に基づき、ＴＤＰシステム内の報告ロジ
ックは、レポート（少なくとも一つの表示画面、印刷レポートなど）を生成する。当該レ
ポートは、「実証された」エクスプロイト（すなわち先ずＩＰＳロジックによって特定さ
れ、仮想実行ロジックによってエクスプロイトであると実証された疑わしいオブジェクト
）に関連付けられた情報を強調する。当該実証済みエクスプロイトに関連付けられた情報
の少なくとも一部（「実証済みエクスプロイト情報」と称する）は、実証済みエクスプロ
イトを非実証済みエクスプロイト（すなわち先ずＩＰＳロジックによって特定され、仮想
実行ロジックによってエクスプロイトであると実証されなかった疑わしいオブジェクト）
から視覚的に区別されるように強調されうる。実証済みエクスプロイト情報をどのように
強調するかの例としては、（１）実証済みエクスプロイト情報の少なくとも特定部分の位
置または順序を変更し、レポート中における該当情報を顕著に表示する、（２）実証済み
エクスプロイト情報の一部の伝達に使用されるフォント（色、サイズ、書体、スタイル、
エフェクトなどの少なくとも一つ）を変更する、（３）少なくとも一つの画像を実証済み
エクスプロイト情報の近傍に配置する、などが挙げられる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　発明の実施形態例は、限定を伴うことなく添付の図面に示される。同じ参照符号は、同
様の要素を示す。
【００１２】
【図１Ａ】電子デバイス内の脅威検出および防止の動作フローを示すブロック図の第一例
である。
【図１Ｂ】電子デバイス内の脅威検出および防止の動作フローを示すブロック図の第二例
である。
【図２Ａ】仮想実行ロジックにより実証された結果とともに侵入防止システム（ＩＰＳ）
ロジックを用いてエクスプロイト分析を行なうフレームワークを備えた複数の脅威検出お
よび防止（ＴＤＰ）システムを実装した通信システムのブロック図を示す第一例である。
【図２Ｂ】仮想実行ロジックにより実証された結果とともにＩＰＳロジックを用いてエク
スプロイト分析を行なうフレームワークを備えた複数のＴＤＰシステムを実装した通信シ
ステムを示すブロック図の第二例である。
【図３】図２Ａと図２ＢのＴＤＰシステムと関連付けられたロジックを示すブロック図の
例である。
【図４】脅威検出および防止処理の動作を例示するフローチャートの例である。
【図５Ａ】表示ロジックにより生成されたユーザインターフェース表示画面の実施形態例
（表示画面がインタラクティブなダッシュボードを提供する）を示している。
【図５Ｂ】表示ロジックにより生成されたユーザインターフェース表示画面の実施形態例
（表示画面がインタラクティブなダッシュボードを提供する）を示している。
【図６Ａ】ＴＤＰシステムの別実施形態に係るネットワークトラフィックに関連付けられ
た分析済みオブジェクトの動作フローの例を示すブロック図の例である。
【図６Ｂ】ＴＤＰシステムの別実施形態に係るネットワークトラフィックに関連付けられ
た分析済みオブジェクトの動作フローの例を示すブロック図の例である。
【図７Ａ】別実施形態に係る仮想実行ロジックにより実証された結果とともに侵入防止シ
ステム（ＩＰＳ）ロジックとヒューリスティックロジックを用いてエクスプロイト分析を
行なうフレームワークを備えた複数の脅威検出および防止（ＴＤＰ）システムを実装した
通信システムを示すブロック図の例である。
【図７Ｂ】別実施形態に係る仮想実行ロジックにより実証された結果とともに侵入防止シ
ステム（ＩＰＳ）ロジックとヒューリスティックロジックを用いてエクスプロイト分析を
行なうフレームワークを備えた複数の脅威検出および防止（ＴＤＰ）システムを実装した
通信システムを示すブロック図の例である。
【図８Ａ】図７Ａと図７Ｂのフレームワークに係る脅威検出および防止処理の動作を例示
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するフローチャートの例である。
【図８Ｂ】図７Ａと図７Ｂのフレームワークに係る脅威検出および防止処理の動作を例示
するフローチャートの例である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
１．用語
　以降の説明においては、発明の特徴を記述するために特定の用語が使用される。例えば
、特定の状況下において、「ロジック」と「エンジン」の両用語は、少なくとも一つの機
能を実行するように構成されたハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアの少なくと
も一つを表す。ハードウェアの場合、ロジック（あるいはエンジン）は、データを処理あ
るいは記憶する機能を有する回路を含みうる。そのような回路の例としては、マイクロプ
ロセッサ、少なくとも一つのプロセッサコア、プログラマブルゲートアレイ、マイクロコ
ントローラ、特定用途向け集積回路、無線受信回路、無線送信回路、無線送受信回路、半
導体メモリ、組合せロジックが挙げられるが、これらに限定あるいは制限されない。
【００１４】
　ロジック（あるいはエンジン）は、少なくとも一つのソフトウェアモジュールの形態で
ありうる。そのような例としては、実行可能なアプリケーションの形態である実行可能な
コード、アプリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）、サブルーチン、
関数、プロシージャ、アプレット、サーブレット、ソースコード、オブジェクトコード、
共有ライブラリまたはダイナミックロードライブラリ、少なくとも一つの指令が挙げられ
る。これらのソフトウェアモジュールは、あらゆる適当な非一時的な記憶媒体または一時
的な記憶媒体に記憶されうる。一時的な記憶媒体の例としては、電気的、光学的、音響的
などの形態をとる伝達信号（搬送波、赤外信号、デジタル信号など）が挙げられる。非一
時的な記憶媒体の例としては、プログラマブル回路、半導体メモリ、揮発性メモリ（例え
ば、あらゆるランダムアクセスメモリ；ＲＡＭ）のような非永続性ストレージ、不揮発性
メモリ（読出し専用メモリ；ＲＯＭ、電源バックアップ型ＲＡＭ、フラッシュメモリ、フ
ェーズチェンジメモリなど）のような永続性ストレージ、半導体ドライブ、ハードディス
クドライブ、光ディスクドライブ、携帯メモリ装置などが挙げられる。ファームウェアの
例としては、永続性ストレージに記憶された実行可能なコードが挙げられる。
【００１５】
　「・・・オブジェクト」という語は、主としてデータの収集に関連している。データは
、（例えばネットワーク上で）移動中であるか静止しているか（例えば保存されている）
を問わない。オブジェクトは、分析を目的として分類されることを可能にする論理的構造
あるいは構成を有している。例えば、分析中においては、オブジェクトは、期待された特
性のセットを示し、処理中においては、期待された挙動のセットを示しうる。また、オブ
ジェクトは、エクスプロイトであることを実証し、当該オブジェクトをエクスプロイトと
分類可能にしうる予期せぬ特性のセットと挙動のセットを示しうる。
【００１６】
　オブジェクトの例としては、少なくとも一つのフロー、あるいはフロー自体が内蔵して
いるエレメントが挙げられる。「フロー」は、通信セッション内において受信、送信、あ
るいは交換される関連パケットを主に意味する。便宜上、パケットは、所定のフォーマッ
トを有する一連のビットあるいはバイトを広く意味し、パケット、フレーム、あるいはセ
ルを含みうる。
【００１７】
　一例として、オブジェクトは、フローのセットを含みうる。当該フローのセットの例と
しては、（１）特定の通信プロトコル（ユーザデータグラムプロトコル；ＵＤＭ、伝送制
御プロトコル；ＴＣＰ、あるいはハイパーテキスト転送プロトコル；ＨＴＴＰなど）に基
づく送信シーケンスや、（２）プロセス間通信（リモートプロシージャコール；ＲＰＣや
アナログ処理など）が挙げられる。同様の別例として、オブジェクトは、内蔵エレメント
を含みうる。そのようなオブジェクトは複数の種別を含んでおり、実行可能なファイル、
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実行不可能なファイル（文書や動的リンクライブラリなど）、ポータブルドキュメントフ
ォーマット（ＰＤＦ）ファイル、ジャバスクリプトファイル、ＺＩＰファイル、フラッシ
ュファイル、マイクロソフトオフィス（登録商標）文書などの文書、電子メール（ｅメー
ル）、ダウンロードされたウェブページ、セッション確立プロトコル（ＳＩＰ）などのメ
ッセージングプロトコルに基づくインスタントメッセージングエレメントなどが挙げられ
る。
【００１８】
　「エクスプロイト」は、ソフトウェアの脆弱性を利用しようとする情報（実行可能なコ
ード、データ、コマンドなど）として広く解釈されうる。一般に、「脆弱性」とは、コー
ディングエラーやソフトウェア（コンピュータプログラムなど）のアーティファクトであ
り、電子デバイスによるソフトウェア（コンピュータプログラム）の処理中における正規
の制御フローを攻撃者が変更できるようにすることによって、当該電子デバイスに望まし
くない、あるいは予期せぬ挙動を行なわせる。この望ましくない、あるいは予期せぬ挙動
は、通信ベースの異常や実行ベースの異常を含みうる。当該異常は、（１）アプリケーシ
ョンソフトウェアを実行している電子デバイスの機能を悪意ある手法で変更、（２）アプ
リケーションソフトウェアを実行している電子デバイスの機能を悪意なく変更、（３）別
の状況においては一般に受け入れられうる不要な機能を提供、などが可能である。例えば
、コンピュータプログラムは、状態機械とみなされうる。状態機械においては、全ての有
効な状態（および状態間の遷移）が当該プログラムによって管理および定義される。この
場合、エクスプロイトは、状態（あるいは遷移）の少なくとも一つを、当該プログラムに
よって定義されたものから変更しようとするものとみなされうる。
【００１９】
　マルウェアは、脆弱性を利用してエクスプロイトを実行する（電子デバイスの動作を害
したり勝手に利用したりする、データを悪用、変更、削除するなど）コンピュータコード
として広く解釈されうる。従来からマルウェアは、悪意とともに設計されていると言われ
ている。オブジェクトは、マルウェアを構成したり含んだりできる。
【００２０】
　「送信媒体」という語は、複数のシステム間の通信経路を意味する。システムの例とし
ては、セキュリティアプライアンス、サーバ、メインフレーム、コンピュータ、ネットブ
ック、タブレット、スマートフォン、ルータ、スイッチ、ブリッジ、ブルータなどのデー
タ処理機能を有する電子装置が挙げられる。当該通信経路は、有線セグメントと無線セグ
メントの少なくとも一方を含みうる。これらの例としては、電気配線、光ファイバ、ケー
ブル、バストレース、赤外線やラジオ周波数（ＲＦ）を用いた無線チャネルなどの信号伝
達機構が挙げられる。
【００２１】
　特定の状況においては、ここで用いられている「検出される」および「実証される」と
いう語は、分析中のオブジェクト内に所定レベルの確度（あるいは確率）でエクスプロイ
トが存在することを意味する。例えば、ＩＰＳロジック（後述）は、分析中のオブジェク
トの特性や特徴を調べることによって潜在的なエクスプロイトを「検出し」、当該オブジ
ェクトがエクスプロイトを示す特性を有している（「疑わしいオブジェクト」である）か
を判断する。この判断は、分析中のオブジェクトがエクスプロイトである確率が少なくと
も第一確率であるかの分析を通じて行なわれうる。同様に、仮想実行ロジックは、予期せ
ぬ挙動あるいは異常な挙動を監視あるいは観察することによってエクスプロイトの存在を
「実証し」、疑わしいオブジェクトがエクスプロイトであると判断する。本開示における
一実施形態によれば、仮想実行ロジックによる判断は、当該疑わしいオブジェクトがエク
スプロイトである確率が少なくとも第二確率であるかの分析を伴いうる。当該第二確率は
、上記第一確率よりも大きい値をとりうる。また、当該第二確率は、上記第一確率を考慮
しうる。
【００２２】
　「コンピュータ制御された」という語は、ソフトウェアとファームウェアの少なくとも
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一方と協働するハードウェアにより行なわれる動作を主に表す。また、「比較する」ある
いは「比較」という語は、二つの事物の間に一致（特定レベルの相関など）が成立するか
を判断することを主に表す。当該二つの事物の一方は、特定のシグネチャパターンを含み
うる。
【００２３】
　最後に、本明細書で用いられる「または」と「～の少なくとも一つ」という語は、両立
的（inclusive）であることを意味する。すなわち、「Ａ、Ｂ、またはＣ」あるいは「Ａ
、Ｂ、Ｃの少なくとも一つ」は、Ａ、Ｂ、Ｃ、ＡとＢ、ＡとＣ、ＢとＣ、ＡとＢとＣのい
ずれをも意味する。この定義における例外は、要素、機能、ステップ、動作などの組合せ
が排他的（exclusive）であることが明らかな場合のみである。
【００２４】
　多くの異なる形態の実施形態に対して本発明が適用可能となるように、本開示は、当該
発明の原理の一例とみなされることを意図しており、本発明が図示および記載された特定
の実施形態に限定されることを意図するものではない。
【００２５】
第一実施形態　仮想実行ロジックによる実証を伴なうＩＰＳロジック
Ａ．通信フロー
　図１Ａは、電子デバイス１００内の脅威検出および防止の動作フローを示すブロック図
の一例である。監視対象のネットワークトラフィックと関連付けられた到来オブジェクト
１１０の少なくとも一部は、ＩＰＳロジック１２０により受け付けられる。ＩＰＳロジッ
ク１２０は、例えば図２Ａと図２Ｂに示される静的分析エンジンの一部である。ＩＰＳロ
ジック１２０は、捕捉フィルタ装置として構成されている。捕捉フィルタ装置は、到来オ
ブジェクト１１０を受け付け、少なくともエクスプロイトシグネチャと脆弱性シグネチャ
の少なくとも一方を用いて抽出する。抽出されたオブジェクトは、より詳細な分析に供さ
れる。エクスプロイトシグネチャと脆弱性シグネチャの少なくとも一方は、周期的に、あ
るいは非周期的に更新されうる。
【００２６】
　より具体的には、エクスプロイトシグネチャチェックと脆弱性シグネチャチェックの少
なくとも一方を行なうことにより、疑わしいエクスプロイトが検出されうる。すなわち、
分析対象のオブジェクトが少なくとも一つの予め保存されたエクスプロイトシグネチャと
脆弱性シグネチャの少なくとも一方と比較され、一致が検出されるかが判断される。一般
に、「エクスプロイトシグネチャ」は、過去に検出された、あるいは既知の攻撃パターン
に関連する情報を含んでいる。「脆弱性シグネチャ」は、過去に検出された、あるいは既
知の脆弱性を利用する可能性がある企てを特徴づける情報を含んでいる。脆弱性に係る特
定のエクスプロイトが既知であるかは問わない。本開示における一実施形態においては、
脆弱性シグネチャは、プロトコル状態機械と見なされうる。当該プロトコル状態機械は、
状態を維持し、通常はオブジェクトのパラメータを定義するように構成されている。当該
オブジェクトは、脆弱性シグネチャが保護しようとしている特定のソフトウェア脆弱性を
利用するためになされる企てを表すフローのセットである。
【００２７】
　到来オブジェクト１１０に対してエクスプロイトシグネチャチェックと脆弱性シグネチ
ャチェックの少なくとも一方を少なくとも行ない、エクスプロイト（疑わしいオブジェク
ト）を示す特性を有するオブジェクトの第一部分集合１３０を特定するに際して、ＩＰＳ
ロジック１２０は、疑わしいオブジェクトの第一部分集合１３０を実証ロジック１５０に
提供し、その分析結果１４０（「ＩＰＳベースの結果」と称する）を、保存および以降の
アクセスのために報告ロジック１７０に提供する。
【００２８】
　オブジェクトの第一部分集合１３０は、到来オブジェクト１１０よりも少ない数（場合
によっては非常に少ない数）をとりうると考えられる。例えば、オブジェクトの第一部分
集合１３０は、オブジェクトのストリームでありうる。本節においては議論を容易にする
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ため、オブジェクトの第一部分集合１３０は、最初にエクスプロイトであると疑われた（
容疑オブジェクトが、予め保存されたエクスプロイトシグネチャや脆弱性シグネチャと一
致する場合など）少なくとも一つの到来オブジェクトを指すものとする。よって、ＩＰＳ
ロジック１２０は、容疑オブジェクト１３０を実証ロジック１５０に転送し、容疑オブジ
ェクト１３０に関連付けられたＩＰＳベースの結果１４０を、報告ロジック１７０に出力
する。
【００２９】
　ＩＰＳベースの結果１４０は、容疑オブジェクト１３０内の少なくとも一つの容疑エク
スプロイトに係る詳細情報を提供しうる。例えば、詳細情報は、（１）容疑エクスプロイ
トの特定の名前やファミリなど（既知であれば）のエクスプロイト識別子、（２）容疑オ
ブジェクトを送信している電子デバイスのソースアドレス（ＵＲＬやＩＰアドレスなど）
、（３）分析時刻、（４）容疑エクスプロイトによって行なわれうると予測される異常活
動に関連付けられた情報、（５）ネットワークトラフィックに適用可能なプロトコルから
の予測される通信の逸脱に関する情報、および（６）当該種のエクスプロイトに対して推
奨される救済技術の少なくとも一つを含みうる。
【００３０】
　上述のように、容疑オブジェクト１３０は、実証ロジック１５０（図２Ａと図２Ｂに例
示される動的分析エンジン２７０の一部である仮想実行ロジックなど）に転送される。実
証ロジック１５０は、容疑オブジェクト１３０内の仮想処理コンテンツと後述する仮想処
理中の挙動を監視することによって、容疑オブジェクト１３０がエクスプロイトであるか
を実証しようとする。
【００３１】
　この分析の結果１６０は、報告ロジック１７０による後続使用のために実証ロジック１
５０から出力される。報告ロジック１７０は、視覚的に示すレポート１８０を生成し、オ
ブジェクトの第一部分集合１３０において、実証された容疑オブジェクト（実証エクスプ
ロイト）と実証されなかった容疑オブジェクト（非実証エクスプロイト）を分離する。図
１Ａには例示されていないが、仮想マシンベースの結果１６０は、（１）容疑オブジェク
ト、（２）分析時刻、（３）容疑オブジェクトがエクスプロイトであろうことを実証する
ために使用される少なくとも一つのスコアを含みうる。実証がなされると、当該結果は、
（１）エクスプロイトの識別子、（２）実証済みエクスプロイトに関連付けられた特性や
異常挙動（異常挙動の映像または画像を含みうる）、および（３）実証済みエクスプロイ
トに対して脆弱性を有すると検出されたソフトウェアの名前とバージョン番号の少なくと
も一方、の少なくとも一つを含みうる。
【００３２】
　その後、容疑オブジェクトに係るＩＰＳベースの結果１４０と仮想マシンベースの結果
１６０の少なくとも一部が結合される。より具体的には、容疑オブジェクト１３０がエク
スプロイトであると実証ロジック１５０が実証できなかったことを仮想マシンベースの結
果１６０が示している場合（計算されたスコアが所定の閾値を下回っている場合など）、
当該オブジェクトに係るＩＰＳベースの結果１４０と仮想マシンベースの結果１６０の少
なくとも一部が結合され、保存および報告ロジック１７０による使用のために「非実証済
みエクスプロイト情報」１９０の一部に加えられる。
【００３３】
　しかしながら、容疑オブジェクト１３０がエクスプロイトであると実証ロジック１５０
が実証したことを仮想マシンベースの結果１６０が示している場合（計算されたスコアが
所定の閾値以上である場合など）、ＩＰＳベースの結果１４０と仮想マシンベースの結果
１６０は、少なくとも実証済みエクスプロイトの強調表示をなすために変更されうる。例
えば、結果１４０と結果１６０の少なくとも一方における特定の部分が、表示コマンドと
関連付けられうる。当該表示コマンドは、報告ロジック１７０内の表示ロジックの一部と
して表示コントローラによって認識され、当該表示ロジックに出力を生成させる。当該出
力は、非実証済みエクスプロイトに関連付けられた表示結果と実証済みエクスプロイトに



(10) JP 6441957 B2 2018.12.19

10

20

30

40

50

関連付けられた表示結果の違いを視覚的に示しうる。実証済みエクスプロイトに関連付け
られたエクスプロイト情報は、「実証済みエクスプロイト情報」１９５の一部として保存
されうる。
【００３４】
　表示ロジック２９０も、非実証済みエクスプロイト情報１９０よりも顕著に実証済みエ
クスプロイト情報１９５が表示されることを認識するように構成されうる。例えば、表示
ロジック２９０は、実証済みエクスプロイト情報を顕著に表示するように構成されうる。
表示は、別の表示画面、別の表示ウインドウ、表示画面における別の領域、あるいはリス
トのトップになされうる。これに加えてあるいは代えて、実証された各エクスプロイトに
係る実証済みエクスプロイト情報の少なくとも一部は、非実証済みエクスプロイトに関連
付けられたエクスプロイト情報の提供に用いられるフォントとは異なるフォント（色、大
きさ、書体、スタイル、エフェクトの少なくとも一つが異なる）を用いて提供されうる。
これに加えてあるいは代えて、実証された各エクスプロイトに関連付けられたエクスプロ
イト情報の近傍に少なくとも一つの画像が配置されうる。画面表示の例は、図５Ａと図５
Ｂに示されている。
【００３５】
　エクスプロイト情報の表示に加えて、報告ロジック１７０は、セキュリティ管理者など
に少なくとも一つの実証済みエクスプロイトを扱うことの切迫性を伝えるアラート（ｅメ
ールやテキストメッセージなどによる）を発行しうる。また、報告ロジック１７０は、選
択された脅威レベルがユーザに伝わる手法で、少なくとも一つの非実証済みエクスプロイ
トに係るアラートを発行しうる。
【００３６】
　さらに図示されるように、ＩＰＳロジック１２０は、特定のクライアントデバイスを行
き先とする少なくとも一つのフローなどの到来オブジェクト１１０を受け付けるために、
ネットワーク１０５（パブリックネットワークやプライベートネットワークなど）と通信
可能に結合されうる。ＩＰＳロジック１２０は、到来オブジェクト１１０のいずれかがエ
クスプロイトを示す特性を有するかを判断するために、到来オブジェクト１１０に対して
エクスプロイトシグネチャチェックと脆弱性シグネチャチェックの少なくとも一方を行な
い、少なくとも一つの容疑オブジェクト１３０を実証ロジック１５０へ提供するように構
成される。
【００３７】
　本開示における一実施形態においては、ＩＰＳロジック１２０と実証ロジック１５０の
間の通信カップリングがサイドバンド構成で設けられる。当該通信カップリングにおいて
は、少なくとも一つの容疑オブジェクト１３０（またはそのコピー）が、一時的に保存さ
れ、実証ロジック１５０において処理される。当該処理は、ＩＰＳロジック１２０による
他のオブジェクトの分析と同時に行なわれる。これにより、実証ロジック１５０によるよ
り長い時間をかけての分析（より長い時間をかけての処理および仮想実行ロジック内にお
ける容疑オブジェクト１３０の処理の監視など）を通じてエクスプロイトの検出が可能に
なる。これにより、遅延起動を伴うエクスプロイト（時限爆弾を含む）の検出も可能にな
る。しかしながら、図１Ｂに示されるように、ＩＰＳロジック１２０は、実証ロジック１
５０と直列に構成されうる。この場合、ＩＰＳロジック１２０は、容疑オブジェクト１３
０とＩＰＳベースの結果１４０の双方を、実証ロジック１５０に提供しうる。当該ＩＰＳ
ベースの結果は、続いて実証ロジック１５０から報告ロジック１７０へ転送されうる。
【００３８】
Ｂ．一般的なアーキテクチャ（第一実施形態）
　図２Ａは、通信システム２００のブロック図の一例を示している。通信システム２００
は、複数の脅威検出および防止（ＴＤＰ）システム２１０１～２１０Ｎ（Ｎは１よりも大
きく、例えば３である）を備えている。ＴＤＰシステム２１０１～２１０Ｎは、ネットワ
ーク２２５を通じて管理システム２２０と通信可能に結合されている。例えば、管理シス
テム２２０は、ＴＤＰシステム２１０１～２１０Ｎの少なくとも一部においてＩＰＳロジ
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ックに使用される少なくとも一つのエクスプロイトシグネチャと脆弱性シグネチャの少な
くとも一方を更新する責任を負う。これらのシグネチャの各々は、過去に検出されたエク
スプロイトや未知のソフトウェア脆弱性を表しうる。このような共有は、自動的になされ
てもよいし、管理者によって手動でアップロードされてもよい。また、このような共有は
、ＴＤＰシステム２１０１～２１０３の間で自由に行なわれてもよいし、サブスクリプシ
ョンに基づいて行なわれてもよい。
【００３９】
　図２Ａに例示されている実施形態においては、第一ＴＤＰシステム２１０１は、ネット
ワークトラフィックに関連付けられた情報を分析するように構成された電子デバイスであ
る。当該ネットワークトラフィックは、少なくとも一つのサーバデバイス２３２と少なく
とも一つのクライアントデバイス２３４の間で通信ネットワーク２３０を介して転送され
る。通信ネットワーク２３０は、インターネットなどのパブリックネットワークを含みう
る。この場合、任意のファイヤウォール２３６（破線で示されている）がクライアントデ
バイス２３４にアクセスする前に介挿されうる。あるいは、通信ネットワーク２３０は、
無線データ通信ネットワーク、広域ネットワーク、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ
）の類、あるいは複数のネットワークの組合せなどのプライベートネットワークを含みう
る。
【００４０】
　図示のように、第一ＴＤＰシステム２１０１は、ネットワークインターフェース２３８
を通じて通信ネットワーク２３０と通信可能に結合されうる。一般に、ネットワークイン
ターフェース２３８は、データ取得デバイスとして動作する（「タップ」や「ネットワー
クタップ」と称されることもある）。データ取得デバイスは、クライアントデバイス２３
４との間で伝達されるデータを受け付け、当該データの少なくとも一部を第一ＴＤＰシス
テム２１０１へ提供するように構成される。あるいは、図２Ｂに示されるように、第一Ｔ
ＤＰシステム２１０１は、クライアントデバイス２３４とともにファイヤウォール２３６
の後段に配置されうる。
【００４１】
　本開示における一実施形態においては、ネットワークインターフェース２３８は、ネッ
トワークトラフィックに関連付けられたオブジェクトの受け付けと第一ＴＤＰシステム２
１０１への転送が可能である。ネットワークインターフェース２３８は、オブジェクト全
体あるいはオブジェクト内の特定のコンテンツ（フローのセットの一部である少なくとも
一つのファイル、パケットペイロードなど）を提供しうる。図示を省略するが、実施形態
によっては、ネットワークインターフェース２３８は、第一ＴＤＰシステム２１０１内に
収容されうる。
【００４２】
　本開示における一実施形態においては、ネットワークインターフェース２３８は、さら
にクライアントデバイス２３４宛てのネットワークトラフィックからメタデータを取得す
るように構成されている。一実施形態においては、当該メタデータの少なくとも一部は、
プロトコル、アプリケーション種別などの情報を判断するために使用されうる。当該情報
は、第一ＴＤＰシステム２１０１内のロジックによって、少なくとも一つの具体的なソフ
トウェアプロファイルを判断するために使用されうる。当該少なくとも一つのソフトウェ
アプロファイルは、後述するように動的分析エンジン２７０の一部として選択あるいは構
成される少なくとも一つの仮想マシンにおけるランタイム環境の選択と構成の少なくとも
一方を行なうために使用される。しかしながら、別実施形態においては、「合致した」脆
弱性シグネチャが仮想マシンの構成に使用されうる。これにより、当該合致した脆弱性シ
グネチャに関連付けられた特定の脆弱性を有する少なくとも一つのソフトウェアプロファ
イル（あるいは対応する少なくとも一つのソフトウェアイメージ）が特定される。当該少
なくとも一つのソフトウェアプロファイルは、ストレージデバイス２６５から対応するソ
フトウェアイメージをフェッチするために、同じソフトウェアアプリケーションの別バー
ジョンにディレクトされうる。
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【００４３】
　第一ＴＤＰシステム２１０１が専用のアプライアンスやコンピュータシステムとして実
現される全ての実施形態については、ネットワークインターフェース２３８は、当該アプ
ライアンスやコンピュータシステムに統合されたアセンブリを含みうる。当該コンピュー
タシステムに統合されたアセンブリは、通信ネットワーク２３０に接続するためのネット
ワークインターフェースカードおよび関連するロジック（不図示）を含む。当該接続は、
ファイヤウォール２３６を通過するネットワークトラフィックを絶え間なく「タップ」し
、当該ネットワークトラフィックの少なくとも一部の複製と当該ネットワークトラフィッ
クの少なくとも一部自体を静的分析エンジン２５０へ提供するために行なわれる。別実施
形態においては、ネットワークインターフェース２３８は、通信経路（ＳＰＡＮポートを
備えうるファイヤウォール２３６、ルータ、スイッチなどのネットワーク電子デバイスな
ど）上の中間デバイスに統合されてもよいし、適当な市販のネットワークタップのような
スタンドアロンのコンポーネントでもよい。仮想環境においては、仮想ネットワークから
ファイルを複製するために仮想タップ（ｖＴＡＰ）が使用されうる。
【００４４】
　図２Ａにさらに示されるように、第一ＴＤＰシステム２１０１は、静的分析エンジン２
５０、データベース２５５、スケジューラ２６０、ストレージデバイス２６５、動的分析
エンジン２７０、オプション分類ロジック２８５、および表示ロジック２９０を備えてい
る。分類ロジック２８５の機能は、表示ロジック２９０に統合されうる。この場合、表示
ロジック２９０は、優先付けロジック２８６とタグイメージ生成ロジック２８８の少なく
とも一方とともに構成されうる。
【００４５】
　幾つかの実施形態においては、図２Ａと図２Ｂに示されるように、静的分析エンジン２
５０は、少なくとも一つのソフトウェアモジュールを含みうる。当該ソフトウェアモジュ
ールは、少なくとも一つのプロセッサによって実行されると、特定のオブジェクトに対し
てマルチレベルの静的スキャン（すなわち、ＩＰＳロジック１２０によるエクスプロイト
シグネチャチェックと脆弱性シグネチャチェックの少なくとも一方）を行なう。このよう
なシグネチャチェック動作は、少なくとも一つの非一時的な記憶媒体（シグネチャデータ
ベース２５１など）から予め保存されたシグネチャへのアクセスを伴いうる。静的分析エ
ンジン２５０と動的分析エンジン２７０は、少なくとも一つのソフトウェアモジュールで
ありうる。当該ソフトウェアモジュールは、同じプロセッサによって実行されてもよいし
、異なる複数のプロセッサによって実行されてもよい。後者の場合、当該複数のプロセッ
サは、プロセッサコアが異なる同じプロセッサパッケージ内に配置されてもよいし、専用
の通信リンクなどによって通信可能に結合されたリモートの場所（地理的に離れた場所で
もよい）に配置されてもよいし、ネットワークに配置されてもよい。
【００４６】
　一般に、図２Ａに示されるように、静的分析エンジン２５０は、ネットワークトラフィ
ックから少なくとも一つのオブジェクトを受け付けるために通信可能に結合されている。
当該オブジェクト同士の関連性の有無は問わない。例えば、あるオブジェクトは、ネット
ワーク２３０を通じて転送されるフローとして動作する一連のＨＴＴＰパケットでありう
る。静的分析エンジン２５０は、ＩＰＳロジック１２０を備えている。ＩＰＳロジック１
２０は、エクスプロイトシグネチャを用い、既知のエクスプロイトについて各オブジェク
トを分析するとともに、脆弱性シグネチャを用い、プロトコルアクティビティについて各
オブジェクトを分析する。例えば、ＩＰＳロジック１２０内のエクスプロイトマッチング
ロジック２５２は、エクスプロイトシグネチャチェックを行なう。当該チェックは、シグ
ネチャデータベース２５１からの少なくとも一つの予め保存されたエクスプロイトシグネ
チャ（予め構成あるいは決定された容疑オブジェクトに対する攻撃パターン）の比較を伴
いうる。同様に、ＩＰＳロジック１２０内のシグネチャマッチングロジック２５３は、脆
弱性シグネチャチェックを行なう。当該チェックは、利用可能な通信プロトコル（ＨＴＴ
Ｐ、ＴＣＰなど）に定められたメッセージングプラクティスにおける異変を発見するプロ
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セスを伴いうる。一例として、ＨＴＴＰメッセージは、当該プロトコルにおいて定められ
た特定のメッセージフォーマット（異常コマンドなど）に対するコンプライアンスを決定
するために分析されうる。また、コンプライアンスをさらに判断するために、ＨＴＴＰメ
ッセージのペイロードパラメータが分析されうる。
【００４７】
　エクスプロイトシグネチャチェックと脆弱性シグネチャチェックの少なくとも一方の間
に合致が検出される（分析中のオブジェクトがエクスプロイトであると示唆する特性を有
している）と、ＩＰＳロジック１２０は、ＩＰＳベースの結果１４０をデータベース２５
５への保存のためにアップロードするように構成されうる。当該結果１４０は、（１）容
疑オブジェクト（既知であれば）の具体的な名前やファミリなどのエクスプロイト識別子
、（２）容疑オブジェクトのソースのユニフォームリソースロケータ（ＵＲＬ）、インタ
ーネットプロトコル（ＩＰ）アドレスなどのソースアドレス、（３）分析時刻、（４）容
疑エクスプロイトによって行なわれうると予測される異常活動に関連付けられた情報、（
５）ネットワークトラフィックに適用可能なプロトコルからの予測される通信の逸脱に関
する情報、および（６）当該種のエクスプロイトに対して推奨される救済技術の少なくと
も一つを含みうるが、これらに限定あるいは制限されるものではない。ＩＰＳベースの結
果１４０は、後述するように、分類ロジック２８５と表示ロジック２９０の少なくとも一
方によってアクセス可能でありうる。
【００４８】
　また、ＩＰＳロジック１２０は、容疑オブジェクトを動的分析エンジン２７０内の仮想
実行ロジック１５０に転送する。動的分析エンジン２７０は、容疑オブジェクトのコンテ
ンツを分析することにより、ＩＰＳロジック１２０よりも詳細な分析を提供するように構
成される。これにより、当該容疑オブジェクトがエクスプロイトであるかを実証する。加
えて、本開示における一実施形態においては、動的分析エンジン２７０内の仮想処理後に
容疑オブジェクトに対応して保存されたＩＰＳベースの結果１４０のロケーティングに使
用されるタグ値が、容疑オブジェクトに付与または関連付けされうる。例えば、タグ値は
、アドレス、インデックス番号などでありうる。タグ値は、容疑オブジェクトから分離さ
れてもよいし、当該容疑オブジェクト自体の内部（ヘッダ部分やペイロードなどの内部）
に意図的に配置されてもよい。
【００４９】
　より具体的には、静的スキャニングの完了後、ＩＰＳロジック１２０は、仮想マシン（
ＶＭ）２７５１～２７５Ｍ（Ｍ＞１）を用いてより詳細な分析を行なうために、容疑オブ
ジェクトを動的分析エンジン２７０へ提供する。例えば、動的分析エンジン２７０は、仮
想マシンを備えている相手デバイスによる送信と受信の少なくとも一方をシミュレートし
うる。勿論、オブジェクトがエクスプロイトであるとの疑いがなければ、ＩＰＳロジック
１２０は、単にＩＰＳベースの結果１４０をデータベース２２５内に保存し、当該オブジ
ェクトが無害であることを示せばよい。
【００５０】
　一実施形態においては、仮想実行環境２７２における少なくとも一つの仮想マシン２７
５１～２７５Ｍは、ＩＰＳロジック１２０によって行なわれるエクスプロイトシグネチャ
チェックと脆弱性シグネチャチェックの結果に基づいて構成されうる。例えば、未知の脆
弱性については、仮想マシン２７５１～２７５Ｍは、ストレージデバイス２６５内に保存
されたソフトウェアイメージに対応する全てのソフトウェアプロファイルで構成されうる
。あるいは、仮想マシン２７５１～２７５Ｍは、普及しているソフトウェア構成、特定の
企業ネットワーク内の電子デバイスによって使用されるソフトウェア構成、あるいは処理
されるオブジェクトに必要とされる環境に基づいて構成されうる。当該環境は、ウェブブ
ラウザアプリケーションやＰＤＦリーダアプリケーションなどのソフトウェアを含みうる
。しかしながら、脆弱性シグネチャチェック中に合致が得られた後に生じる既知の脆弱性
については、仮想マシン２７５１～２７５Ｍは、脆弱性を有するソフトウェアに関連付け
られたソフトウェアプロファイルに対してより狭く構成されうる。
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【００５１】
　第一の例として、容疑オブジェクトが特定の脆弱性シグネチャと合致することが検出さ
れると、スケジューラ２６０は、（１）どの脆弱性シグネチャがタグ付けされたか、（２
）脆弱性がサーバ側のものであるのかクライアント側のものであるのか、（３）タグ付け
された脆弱性シグネチャに関連付けられた脆弱性を有するソフトウェアにどのソフトウェ
アイメージが関連付けられているのか、の少なくとも一つを判断する。その後、当該ソフ
トウェアイメージをフェッチするために、少なくとも一つのソフトウェアプロファイルが
スケジューラによって選択される。当該ソフトウェアイメージは、仮想マシン２７５１を
構成するためのものである。このような個別必要性に応じた選択スキームは、合致した（
タグ付けされた）ソフトウェア脆弱性を考慮していないソフトウェアの仮想マシン構成を
回避する。
【００５２】
　第二の例として、スケジューラ２６０は、シグネチャ合致ロジック２５３によって特定
された容疑オブジェクトがエクスプロイトであることを実証することを目的とした様々な
ソフトウェアバージョンの同時仮想実行のために、複数の仮想マシン２７５１～２７５Ｍ

を構成しうる。
【００５３】
　勿論、上記の仮想マシン構成は、スケジューラ２６０以外のロジックによって取り扱わ
れうる。例えば、図示を省略するが、静的分析エンジン２５０は、構成ロジックを含みう
る。当該構成ロジックは、（１）どの脆弱性シグネチャがタグ付けされたか、（２）脆弱
性がサーバ側のものであるのかクライアント側のものであるのか、（３）タグ付けされた
脆弱性シグネチャに関連付けられた脆弱性を有するソフトウェアにどのソフトウェアイメ
ージが関連付けられているのか、の少なくとも一つを判断するように構成される。当該構
成ロジックは、上記の仮想マシン構成を取り扱うために、スケジューラ２６０と動的分析
エンジン２７０の少なくとも一方に仮想マシン構成情報を送信しうる。
【００５４】
　本開示における一実施形態においては、動的分析エンジン２７０は、オブジェクトの種
別により予期されるランタイム環境内で分析下にあるオブジェクトに関連付けられたコン
テンツの受信と実行をシミュレートするために、少なくとも一つの仮想マシン２７５１～
２７５Ｍを実行するように構成される。例えば、動的分析エンジン２７０は、容疑オブジ
ェクトをリプレイし、リプレイされたデータフローを仮想マシン２７５１～２７５Ｍの少
なくとも一つに提供するプロトコルシーケンスリプレイヤ（リプレイロジック）２８０を
含みうる。あるいは、動的分析エンジン２７０は、仮想マシン２７５１～２７５Ｍの少な
くとも一つによる仮想処理のためにデータフローに内蔵されたオブジェクトを抽出するオ
ブジェクト抽出ロジック２８２を含みうる。当該プロトコルシーケンスリプレイヤは、米
国特許８３７５４４４号明細書に記載されており、その全ての内容は、ここに参照として
援用される。
【００５５】
　例えば、リプレイロジック２８０は、容疑オブジェクトに関連付けられたパケットを提
供し（場合によってはＩＰアドレスなどを変更し）、当該パケットに応じて仮想実行環境
２７２によって生成された戻りネットワークトラフィックと同期化するように構成されう
る。よって、リプレイロジック２８０は、当該戻りネットワークトラフィックを抑制（破
棄するなど）しうる。これにより、当該戻りネットワークトラフィックは、通信ネットワ
ーク２３０へ送信されない。本開示における一実施形態においては、ＴＣＰシーケンスや
ＵＤＰシーケンスのようなフローである特定のオブジェクトについて、リプレイロジック
２８０は、ＴＣＰ接続やＵＤＰセッションを介してパケットを仮想実行環境２７２へ送る
ことによって、データパケットをリプレイしうる。また、プロトコルシーケンスリプレイ
ロジック２８０は、ＴＣＰ接続やＵＤＰセッションを終了することにより、戻りネットワ
ークトラフィックを同期化する。
【００５６】
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　さらに図２Ａに示されるように、動的分析ロジック２７０内の監視ロジック２７６は、
エクスプロイトを示す異常あるいは予期せぬ活動を検出するために、少なくとも一つの仮
想マシン２７５１～２７５Ｍによって分析中のコンテンツの挙動を監視するように構成さ
れうる。当該コンテンツが悪意ある活動に関連付けられていると判断されると、スコア判
定ロジック２７８とともに動作する監視ロジック２７６は、仮想マシンベースの結果１６
０を分類ロジック２８５とデータベース２５５の少なくとも転送しうる。仮想マシンベー
スの結果１６０の例としては、計算されたスコア、検出された悪意ある挙動に関連付けら
れた情報、検出された容疑オブジェクトによる悪意ある活動に関連付けられた情報などが
挙げられる。タグ値が使用される場合は、仮想マシンベースの結果１６０の一部として提
供されうる。
【００５７】
　本開示における一実施形態においては、スコア決定ロジック２７８は、容疑オブジェク
トがエクスプロイトである確率（あるいは確かさのレベル）を決定するために使用される
少なくとも一つのソフトウェアモジュールを備えている。スコア判定ロジック２７８は、
危険性のあるエクスプロイトの脅威を分類する値（「スコア」と称する）を生成するよう
に構成される。勿論、スコアは、同じ容疑オブジェクトに関連付けられた別のコンテンツ
の分析によって決定されたスコアを数学的に組み合わせることにより、まとめて容疑オブ
ジェクトに付与されうる。これにより、当該容疑オブジェクトに係る全体スコアが取得さ
れる。その後、容疑オブジェクトとスコアの少なくとも一方が、優先付けに使用されるた
めに分類ロジック２８５へ転送される。
【００５８】
　一般に、分類ロジック２８５は、仮想マシンベースの結果１６０を受け付けるように構
成されうる。本開示における一実施形態においては、スコアの少なくとも一部は、容疑オ
ブジェクトがエクスプロイトであると仮想実行ロジック１５０が実証したかを判断するた
めに使用されうる。容疑オブジェクト１３０がエクスプロイトの特徴を有していることが
仮想実行ロジック１５０によって実証されていないことをスコアが表している場合、仮想
マシンベースの結果１６０の少なくとも一部は、非実証済みエクスプロイト情報１９０を
生成するために、対応するＩＰＳベースの結果１４０と組み合わされうる。非実証済みエ
クスプロイト情報１９０は、データベース２５５に保存される。
【００５９】
　しかしながら、容疑オブジェクト１３０がエクスプロイトであると仮想実行ロジック１
５０によって実証されたと当該スコアが表している場合、結合されたＩＰＳベースの結果
１４０と仮想マシンベースの結果１６０の少なくとも一方は、分類ロジック２８５によっ
て変更され、続いて実証済みエクスプロイト情報１９５の少なくとも一部として保存され
うる。換言すると、データベース２５５とともに動作する分類ロジック２８５は、実証済
みエクスプロイトに関連付けられたエクスプロイト情報の表示の優先付けを担当しうる。
これにより、表示される実証済みエクスプロイト情報に係る順序や位置の変更、あるいは
表示ロジック２９０によって表示順序や位置の変更に使用される実証済みエクスプロイト
情報への情報の追加、特定の実証済みエクスプロイト情報を提供するテキストに使用され
るフォント種別（色、サイズ、書体、スタイル、エフェクトなどの少なくとも一つ）の変
更、各実証済みエクスプロイトに係る実証済みエクスプロイト情報の近傍への少なくとも
一つの画像の配置などを、分類ロジック２８５に行なわせる。
【００６０】
　スコアと組み合わせて、あるいはスコアとは個別に使用される他のパラメータが、容疑
オブジェクトと関連付けられたエクスプロイト情報の表示を強調するのか、およびどの程
度強調するのかの少なくとも一方を判断するために使用あるいは依拠されてもよいことは
勿論である。
【００６１】
　その後、非実証済みエクスプロイト情報１９０とともに、実証済みエクスプロイト情報
１９５がデータベース２５５に保存され、表示ロジック２９０によるアクセスが可能にな
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る。
【００６２】
　より具体的には、本開示における一実施形態においては、分類ロジック２８５は、優先
付けロジック２８６とタグ画像生成ロジック２８８を備えている。本開示における一実施
形態においては、優先付けロジック２８６は、少なくとも一つの因子に基づいて、実証済
みエクスプロイトに関連付けられたエクスプロイト情報の変更（変更、表示コマンドの関
連付けなど）を行なうように構成されうる。当該因子は、（１）オブジェクトに関連付け
られたスコア、（２）オブジェクトのソース、（３）別の容疑オブジェクトにおいて繰り
返し検出された同じエクスプロイトなどを含む。この変更は、エクスプロイト情報の分類
と実証済みエクスプロイト情報１９５としての保存を伴う。実証済みエクスプロイト情報
１９５は、表示ロジック２９０によりアクセスされると、実証済みエクスプロイトに関連
付けられたエクスプロイト情報を、表示画面上あるいは表示画像内（特定のウインドウや
実証済みエクスプロイトを列挙する画面内、実証済みエクスプロイトと非実証済みエクス
プロイトのリスト内における特定の順序など）に配置する。
【００６３】
　あるいは、表示ロジック２９０は、分類ロジック２８５内での展開に代えて、優先付け
ロジック２８６とタグ画像生成ロジック２８８の少なくとも一方に関連付けられた機能の
少なくとも一部によって実現されうることは勿論である。よって、表示ロジック２９０は
、分類ロジックにより受け付けられた情報に応じて、実証済みエクスプロイトに関連付け
られた情報を変更するように構成されうる。
【００６４】
　タグ画像生成ロジック２８８は、タグ画像（不図示）を生成するために優先付けロジッ
ク２８６との組合せで動作するように構成されうる。当該タグ画像は、表示に供される容
疑オブジェクトに関連付けられた実証済みエクスプロイト情報の一部に含まれる。タグ画
像は、実証済みエクスプロイト（すなわち、ＩＰＳロジック１２０によって検出された容
疑エクスプロイトであって、その存在が仮想実行ロジック１５０によって実証されたもの
）の存在を表す他の視覚的表現を提供するために使用される。
【００６５】
　ＴＤＰシステム２１０１～２１０３によって行なわれる静的スキャン動作に加えてある
いは代えて、エクスプロイトシグネチャチェックと脆弱性シグネチャチェックの少なくと
も一方を実行するために、クラウドコンピューティングサービス２４０がＩＰＳロジック
１２０によって実施されうることは勿論である。これに加えてあるいは代えて、本開示に
おける分析下にあるオブジェクト内のコンテンツの仮想実行を行なうために、クラウドコ
ンピューティングサービス２４０が仮想実行ロジック１５０によって実施されうることは
勿論である。表示ロジック２９０は、実証済みエクスプロイトと非実証済みエクスプロイ
トの少なくとも一方に関連付けられたエクスプロイト情報を、グラフィックに、あるいは
クラウドコンピューティングサービス２４０からダウンロードされた少なくとも一つのペ
ージを通じて表示させる。クラウドコンピューティングサービス２４０を通じて取得され
た結果の表示は、クライアントデバイスあるいはクライアントデバイス上で動作中のアプ
リケーションで行なわれる。本実施形態によれば、ＴＤＰシステム２１０１は、クラウド
コンピューティングサービス２４０と情報をやり取りするための安全な通信を確保できる
。
【００６６】
Ｃ．一般的なアーキテクチャ（第二実施形態）
　図２Ｂに示されるように、第一ＴＤＰシステム２１０１は、通信ネットワーク２３０と
ともにクライアントデバイス２３４にも結合されうる。図２Ａの実施形態とは異なり、第
一ＴＤＰ２１０１は、インターフェースユニット２９５を備えている。インターフェース
ユニット２９５は、通信ネットワーク２３０上の信号を静的分析エンジン２５０または分
類ロジック２８５へ送る。動的分析エンジン２７０は、クラウドコンピューティングサー
ビス２４０に配置される。よって、ネットワークトラフィックから静的分析のために取得
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されるオブジェクトは、通信経路２９６を介して静的分析エンジン２５０へ転送される。
容疑オブジェクトは、経路２９７を介してクラウドコンピューティングサービス２４０内
の動的分析エンジン２７０へ転送されうる。同様に、少なくとも「疑わしい」と判断され
なかったオブジェクトは、経路２９７を介して返送され、続いてクライアントデバイス２
３４へ転送されうる。動的分析エンジン２７０の結果（エクスプロイト情報など）は、優
先付けとタグ付けのために経路２９８を介して転送されうる。当該優先付けとタグ付けは
、続いて表示ロジック２９０に使用されるためのデータベース２５５への保存前に行なわ
れる。
【００６７】
Ｄ．ＴＤＰシステムのロジックレイアウト例
　図３には、図２Ａと図２Ｂに示されたＴＤＰシステム２１０１と関連付けられたロジッ
クのブロック図の例が示されている。ＴＤＰシステム２１０１は、少なくとも一つのプロ
セッサ３００を備えている。プロセッサ３００は、第一送信媒体３２０を介して通信イン
ターフェースロジック３１０と結合されている。通信インターフェースロジック３１０は
、図２Ａと図２Ｂにおける他のＴＤＰシステム２１０１～２１０３および管理システム２
２０との通信を可能にする。本開示における一実施形態においては、通信インターフェー
スロジック３１０は、少なくとも一つの有線コネクタ用ポートを含む物理インターフェー
スによって実現されうる。
【００６８】
　これに加えてあるいは代えて、通信インターフェースロジック３１０は、他の電子デバ
イスとの無線通信をサポートしている少なくとも一つの無線ユニットによって実現されう
る。
【００６９】
　少なくとも一つのプロセッサ３００は、送信媒体３２５を介してさらに固定ストレージ
３３０と結合されている。本開示における一実施形態においては、固定ストレージ３３０
は、（１）第一分析ロジック２５０（ＩＰＳロジックなど）を含む静的分析エンジン２５
０、（２）仮想実行ロジック２７２、監視ロジック２７６、スコア決定ロジック２７８を
含む（リレーとオブジェクト抽出ロジック２８０、２８２をさらに含んでもよい）動的分
析エンジン２７０、（３）優先付けロジック２８６とタグ画像生成ロジック２８８を含む
分類ロジック２８５、および（４）表示ロジック２９０を含みうる。ハードウェアによっ
て実現される場合、これらのロジックユニットの少なくとも一つは、相互独立して実現さ
れうることは勿論である。
【００７０】
　ＩＰＳロジック１２０は、各到来オブジェクトに対して第一静的分析を行なう少なくと
も一つのソフトウェアモジュールを備えている。上述のように、この分析においては、各
到来オブジェクトに対して少なくともエクスプロイトシグネチャチェックと脆弱性シグネ
チャチェックを実施し、当該オブジェクトの特性がエクスプロイトであることを示すもの
が存在するかを判断する。存在しない場合、当該オブジェクトに対する分析は終了されう
る。あるいは、当該オブジェクトは、非リアルタイムの法的レビューに供されうる。少な
くとも一つの容疑オブジェクトがエクスプロイトであることを示す特性を有していると確
認されると、ＩＰＳロジック１２０は、当該少なくとも一つの容疑オブジェクトを仮想実
行ロジック１５０に提供する。タグ値が使用される場合、当該タグ値は、当該容疑オブジ
ェクトに添付（あるいは関連付け）されうる。これにより、上述のように、当該容疑オブ
ジェクトに係るＩＰＳベースの結果１４０の保存場所が特定される。当該ＩＰＳベースの
結果１４０は、分類ロジック２８５によって以降のアクセスを受けるために、少なくとも
一部がデータベースとして動作するデータストア３５０にアップロードされる。
【００７１】
　仮想実行環境２７２は、容疑オブジェクトに対して仮想マシンを用いたより詳細かつ動
的なリアルタイム分析を行なうために使用される少なくとも一つのソフトウェアモジュー
ルを備えている。より具体的には、仮想実行環境２７２、プロトコルシーケンスリプレイ
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ロジック２８０、およびオブジェクト抽出ロジック２８２の少なくとも一つは、少なくと
も一つの仮想マシンを実行するように構成されている。当該仮想マシンは、容疑オブジェ
クトに関連付けられたコンテンツの受信と実行をシミュレートすることによって当該コン
テンツを仮想処理し、少なくとも一つのエクスプロイトの存在を判定する。さらに、監視
ロジック２７６は、特定のソフトウェアで構成された仮想マシンによって、合致を得たエ
クスプロイトや脆弱性により推定的に標的を定められた異常な挙動と特徴をリアルタイム
で監視する（さらにログを取ってもよい）。要するに、監視ロジック２７６は、同じソフ
トウェアや特徴構成を有する実際の電子デバイスに対して容疑オブジェクトが及ぼす虞の
ある影響を特定する。そのような影響の例としては、異常なネットワーク送信、動作の異
常な変化などが挙げられる。
【００７２】
　その後、仮想実行されたコンテンツの観察された挙動に基づき、監視ロジック２７６は
、当該コンテンツが少なくとも一つのエクスプロイトに関連付けられているかを判断しう
る。そして、観測された異常挙動の深刻度とエクスプロイトに起因する異常挙動の可能性
の少なくとも一方が、スコア決定ロジック２７８によって付与される「スコア」として評
価および反映される。その結果、これらのロジックは、実証済みエクスプロイトに関連付
けられた情報を強調するために分類ロジック２８５によって使用されるための仮想マシン
ベースの結果１６０を一括出力する。
【００７３】
　優先付けロジック２８６は、実証済みエクスプロイトに関連付けられた情報（すなわち
実証済みエクスプロイト情報１９５）を強調するために使用される少なくとも一つのソフ
トウェアモジュールを備えている。例えば、優先付けロジック２８６は、実証済みエクス
プロイトを示すエクスプロイト情報により高い優先度を付与しうる。当該優先度は、表示
順序や表示場所を決定するために表示ロジック２９０によって使用されうる。また、優先
付けロジック２８６は、実証済みエクスプロイト情報の表示に使用されるフォント（色、
サイズ、書体、スタイル、エフェクトの少なくとも一つ）を変更するように構成されうる
。または、優先付けロジック２８６は、タグ画像生成ロジック２８８によって対応するエ
クスプロイト情報の近傍に提供される少なくとも一つの画像の配置を制御するように構成
されうる。
【００７４】
　上記の例においては、少なくとも一つのプロセッサ３００は、表示ロジック２９０を起
動しうる。表示ロジック２９０は、ＴＤＰシステム２１０１によって検出された実証エク
スプロイトと非実証エクスプロイトの少なくとも一方の詳細なサマリを提示するための少
なくとも一つの画面表示を生成する。本開示における一実施形態においては、実証済みエ
クスプロイトに関連付けられた情報（実証済みエクスプロイト情報１９５）は、表示画面
の第一領域に提示されうる。他方、非実証済みエクスプロイトに関連付けられた情報（非
実証済みエクスプロイト情報１９０）は、当該表示画面の第二領域に提示されうる。別例
として、実証済みエクスプロイト情報１９５は、ＩＰＳロジックにより検出された全エク
スプロイトのリストのトップエントリに提示されうる。他方、非実証済みエクスプロイト
情報１９０は、それ以降に提示されうる。別例として、実証済みエクスプロイト情報１９
５の少なくとも一部は、非実証済みエクスプロイト情報１９０を提示するために使用され
るフォントとは異なるフォント（異なる書体、色、太字や斜字などのスタイル、下線や網
掛けなどのエフェクトなど）で提示されうる。さらに別例として、容疑オブジェクトに関
連付けられた非実証済みエクスプロイト情報１９０ではなく、実証済みエクスプロイト情
報１９５の隣にタグ画像が配置されうる。
【００７５】
Ｅ．検出されたエクスプロイトの表示および優先付け
　図４には、脅威検出および防止プロセスを例示するフローチャートの例が示されている
。当該プロセスは、ＩＰＳロジックにより検出され、仮想実行環境によって実証された容
疑オブジェクトに関連付けられた強調するレポートを生成する。オブジェクトを受け付け
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ると、ＴＤＰシステムは、当該オブジェクトに対して第一静的分析動作を行なう（ブロッ
ク４００）。第一静的分析動作は、ＩＰＳロジックによるエクスプロイトシグネチャチェ
ックと脆弱性シグネチャチェックの少なくとも一方を含みうる。これにより、分析対象の
オブジェクトの特性がエクスプロイトであることを示しているかが判断される。容疑オブ
ジェクトが少なくとも一つの容疑エクスプロイトの特性を有しうると判断されると、当該
オブジェクトは、仮想マシンベースの分析のためにタグ付けされ、容疑オブジェクトと容
疑エクスプロイトの少なくとも一方に関連付けられた情報（ＩＰＳベースの結果）が、以
降のアクセスのために保存される（ブロック４０５と４１０）。
【００７６】
　図示されていないが、容疑オブジェクトが容疑エクスプロイトの特性を有していると判
定されると、ＩＰＳロジックは、当該オブジェクトが標的のクライアントデバイスへ向か
うのを阻止するように構成されうる。但し、検出漏れによるエラーを軽減するために、阻
止は仮想マシンベースの分析が完了するまで遅延されうる。このブロック機能は、ネット
ワーク管理者によって容疑エクスプロイトの深刻度や種別、所定期間内におけるこの種の
エクスプロイトの出現数などに基づいて調整されうる。また、さらなるエクスプロイト分
析の実施に先立ち、ＩＰＳロジックからの出力時に必要に応じてタグ値が容疑オブジェク
トに添付（あるいは関連付け）されうる。これにより、当該容疑オブジェクトに係るＩＰ
Ｓベースの結果は、当該オブジェクトに係る以降の仮想マシンベースの結果に関連付けさ
れうる。
【００７７】
　当該容疑オブジェクトに対するＩＰＳベースの分析が完了した後、当該容疑オブジェク
トのコンテンツは、仮想マシンベースの分析に供されうる（ブロック４１５と４２０）。
仮想マシンベースの分析結果（仮想マシンベースの結果）は、以降のレビューのために提
供される（ブロック４２５）。本開示における一実施形態においては、分類ロジックが当
該レビューを行なう。但し、動的分析エンジン内のロジックが当該レビューを行なっても
よい。
【００７８】
　通常は、仮想マシンベースの分析によって容疑オブジェクトがエクスプロイトであるこ
とを実証できない場合、エクスプロイトが検出されなかったことを示すスコアが付与され
うる（ブロック４３０）。この場合、容疑オブジェクトに対する仮想マシンベースの分析
中に生成された情報が、対応するＩＰＳベースの結果とともに、非実証済みエクスプロイ
ト情報の一部として保存される（ブロック４３５）。しかしながら、容疑オブジェクトが
エクスプロイトであることを、当該オブジェクトの仮想実行中における監視対象の挙動が
示した場合、「実証された」少なくとも一つのエクスプロイトに係る該当性と脅威レベル
の少なくとも一方を表すスコアが付与される。
【００７９】
　本開示における一実施形態においては、分類ロジックは、実証済みエクスプロイトに関
連付けられたＩＰＳベースの結果を取得するように構成されうる。ブロック４４０と４４
５に例示されるように、ＩＰＳベースの結果から得られる情報の少なくとも一部と仮想マ
シンベースの結果が、顕著に表示（強調）されうる。強調の仕方は、以下のものを含みう
る。（１）実証済みエクスプロイトに係るエクスプロイト情報に対して、非実証済みエク
スプロイトに関連付けられたエクスプロイト情報とは異なる特定の表示位置を付与する。
（２）実証済みエクスプロイトに関連付けられたエクスプロイト情報の外見（フォント書
体、色、スタイルなど）を変更することにより、非実証済みエクスプロイトに関連付けら
れたエクスプロイト情報は異なる外見を有する。（３）実証された容疑オブジェクトのみ
に関連付けられたエクスプロイト情報の近傍への少なくとも一つの画像の配置を制御する
。他の表示調節も用いられうる。このような強調が行なわれることにより、実証済みエク
スプロイトに関連付けられたエクスプロイト情報を、非実証済みエクスプロイトに関連付
けられたエクスプロイト情報と視覚的に異ならせる。
【００８０】
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　その後、（強調された）実証済みエクスプロイト情報は、保存のためにデータベースに
アップロードされ、表示ロジックによりレンダリングのためにアクセス可能となる（ブロ
ック４５０と４５５）。
【００８１】
Ｆ．検出された悪意あるオブジェクトの表示画面
　図５Ａには、第一ユーザインターフェース表示画面５００の実施形態例が示されている
。第一ユーザインターフェース表示画面５００は、図２Ａと図２Ｂの表示ロジックにより
作成され、インタラクティブなダッシュボードを提供する。表示ロジックによりレンダリ
ングされた表示画面５００は、複数の表示領域５１０、５３０を備えている。複数の表示
領域５１０、５３０は、所定期間内にＴＤＰシステムによって発見されなかったエクスプ
ロイトに係る情報を表示する。複数の強調技術が表示画面５００、５４５に示されている
。特定の表示に対し、少なくとも一つの強調技術が用いられうる。
【００８２】
　より具体的には、本開示における一実施形態においては、実証済みエクスプロイトと非
実証済みエクスプロイトの少なくとも一方に係る情報を提供する複数のエントリ５２０１

～５２０Ｒ（Ｒ＞１、本実施形態においてはＲ＝６）を第一領域５１０が表示する。図示
されるように、表示ロジックによってレンダリングされたエントリの各列（例えば５２０
１）は、複数のフィールドを備えている。当該フィールドは、以下に列挙するものの少な
くとも一つを含んでいる。（１）容疑オブジェクトに関連付けられたエクスプロイトの名
前５２１、（２）分析下にあるオブジェクトに利用可能なシグネチャパターン５２２、（
３）実証された、あるいは非実証済みエクスプロイトを提供しているソースデバイスに係
るアドレス情報（ＩＰアドレスやＭＡＣアドレスなど）、（４）脅威スコアに少なくとも
部分的に対応する、検出されたエクスプロイトの深刻度５２４（高、中、低など）、（５
）エクスプロイト分析プロセスが行なわれた時刻５２５、および（６）検出されたエクス
プロイトに対する脆弱性が検出されたソフトウェアの名前とバージョン番号の少なくとも
一方５２６。
【００８３】
　第二領域５３０は、少なくとも一つの画像とともに構成されうる。当該画像は、実証済
みエクスプロイト（すなわち、まずＩＰＳロジックによりエクスプロイトを示す特性を有
すると特定され、仮想実行ロジックによりエクスプロイトであると実証されたもの）に係
る各エントリに対応する。例えば、図５Ａに示されるように、画像５３５は、対応する実
証済みエクスプロイトに関連付けられた「HTTP Exploit_ID1」という名前の情報の近傍に
表示される。実証済みエクスプロイトに関連付けられた「HTTP Exploit_ID2」、「JAVA E
xploit_ID1」、および「HTML Exploit_ID1」という名前の情報についても同様の画像が例
示されている。
【００８４】
　実証済みエクスプロイトが存在するという事実のみで強調された深刻度の付与が必要と
されるが、実証されたかったエクスプロイトに対して実証済みエクスプロイトよりも高い
深刻度を付与される可能性があるという事実のみでは、例示の強調された深刻度が付与さ
れることはない。実証済みエクスプロイトに関連付けられたエクスプロイト情報は、非実
証済みエクスプロイトに関連付けられた情報よりも顕著に表示される。これにより、ネッ
トワーク管理者は、より迅速かつ容易に実証済みエクスプロイトを判断でき、検出漏れに
伴う管理上および運用上の不利益を抑制できる。
【００８５】
　強調手法の一例として、エクスプロイト名（HTTP Exploit_ID1、HTTP Exploit_ID2、JA
VA Exploit_ID1、およびHTML Exploit_ID1）に関連付けられたフォントは、非実証済みエ
クスプロイトに係るエクスプロイト名（JAVA Exploit_ID2など）に関連付けられたフォン
トとは異なるように表示されうる。あるいは、実証済みエクスプロイトに関連付けられた
実証済みエクスプロイト情報は、リストの先頭に順序づけられうる（図５Ｂ参照）。また
、単一の表示画面は、二つの領域を作成しうる。第一の領域は実証済みエクスプロイトに
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関連付けられたエクスプロイト情報を含み、第二の領域は非実証済みエクスプロイトに関
連付けられたエクスプロイト情報を含む（図５Ｂ参照）。
【００８６】
　さらに、図示を省略するが、エントリの一部（フィールド５２１、５２２、５２３、５
２４、５２５、５２６内の下線を付与されたエントリや「DETAILS」フィールド５４０）
を選択することにより、エクスプロイトと当該エクスプロイトの分析の少なくとも一方に
係るより詳細な情報をネットワーク管理者が取得できるようにしうる。
【００８７】
　例えば、リストされた特定のエクスプロイト５２１を選択することにより、管理者は、
当該エクスプロイトのファミリなどの情報（記録された攻撃、推奨される救済法、標的と
されたクライアントデバイスなど）を知ることができる。また、シグネチャ５２２を選択
することにより、管理者は、どのシグネチャ（エクスプロイト、脆弱性など）がＩＰＳに
よって容疑オブジェクトと合致すると判断されたのかに関する追加情報へのアクセス権を
有しうる。シグネチャの更新情報、他のオブジェクトに係る当該シグネチャの検出履歴な
どの追加情報も提供されうる。
【００８８】
　同様に、対応するホストアドレス５２３または深刻度５２４を選択することにより、管
理者は、当該エクスプロイトに対応する容疑オブジェクトのソースの地理的位置、当該容
疑オブジェクトを受け付けた中間デバイスのアドレス情報、当該エクスプロイトにより標
的とされた特定のネットワーク動作などに係る追加情報を提供されうる。また、ソフトウ
ェア種別５２６を選択することにより、実証済みエクスプロイトに脆弱性を有する全ての
ソフトウェア種別のリスト（そのようなエクスプロイトの存在を示す監視対象の異常挙動
の映像や画像）がアクセスされうる。
【００８９】
　図５Ｂには、図２Ａと図２Ｂの表示ロジックにより作成された第二ユーザインターフェ
ース表示画面５４５の実施形態例が示されている。表示画面５４５は、インタラクティブ
なダッシュボードを提供する。表示画面５４５は、選択された期間にわたるＩＰＳ検出分
析の結果を表示する複数の領域５５０、５７０、５８０を備えている。
【００９０】
　図示されているように、第一ユーザインターフェース表示画面５００と同様に、第二ユ
ーザインターフェース表示画面５４５の第一領域５５０は、実証済みエクスプロイトに係
る情報を提供する複数のエントリ５６０１～５６０Ｓ（Ｓ＞１、本実施形態はＳ＝４）を
表示している。表示ロジックによりレンダリングされた各エントリ（例えば５６０１）は
、以下に列挙するものの少なくとも一つを含んでいる。（１）実証済みエクスプロイト（
エクスプロイトであると実証された容疑オブジェクト）の名前５６１、（２）エクスプロ
イトを示す特性を有するものとしてまず特定されたシグネチャ５６２、（３）検出された
エクスプロイトを提供しているソースデバイスのアドレス情報５６３（ＩＰアドレスやＭ
ＡＣアドレスなど）、（４）脅威スコアに少なくとも部分的に対応する、深刻度５６４（
高、中、低など）、（５）エクスプロイト分析プロセスが行なわれた時刻５６５、および
（６）検出されたエクスプロイトに対する脆弱性が検出されたソフトウェアの名前とバー
ジョン番号の少なくとも一方５６６。
【００９１】
　図示されているように、第二領域５７０が提供されうる。第二領域５７０は、上述のよ
うに、実証済みエクスプロイトに関連付けられた各エントリに対応する画像を含んでいる
。図５Ｂに例示されるように、画像５３５は、対応する「HTTP Exploit_ID1」という名前
の実証済みエクスプロイトに関連付けられた情報とともに表示される。「HTTP Exploit_I
D2」、「JAVA Exploit_ID1」、および「HTML Exploit_ID1」という名前の実証済みエクス
プロイトについて、強調された実証済みエクスプロイト情報として同様の画像が例示され
ている。
【００９２】
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　第三領域５８０は、「JAVA Exploit_ID2」および「RPC Exploit_ID1」という名前の非
実証済みエクスプロイトに関連付けられたエクスプロイト情報を例示している。
【００９３】
別実施形態（ＩＰＳロジックおよび仮想実行ロジック実証を伴なう第二分析ロジック）
　本開示における別実施形態においては、静的分析エンジンは、第一静的分析ロジック（
ＩＰＳロジックなど）と第二静的分析ロジック（ヒューリスティックエンジンなど）を伴
なうように構成されうる。第二静的分析ロジックは、ＩＰＳロジックとは独立して動作し
、到来オブジェクトのいずれかの特性がエクスプロイトであることを示しているかを判断
するように構成される。後述するように、第一静的分析ロジックと第二静的分析ロジック
は、並列的にあるいは連携して動作しうる。
【００９４】
　具体的には、上述のように、第一静的分析エンジン（ＩＰＳロジック）は、エクスプロ
イトを示す特性を有するオブジェクトの第一部分集合を特定するために、到来オブジェク
トに対してエクスプロイトシグネチャチェックと脆弱性シグネチャチェックの少なくとも
一方を少なくとも行なう。第二静的分析ロジック（ヒューリスティックエンジン）は、同
じあるいは異なるオブジェクトを分析するように構成されうる。当該分析は、第一静的分
析ロジック（ＩＰＳロジック）によって利用されるものとは異なる複数の規則とシグネチ
ャの少なくとも一方に基づきうる。
【００９５】
　より具体的には、本実施形態においては、容疑オブジェクト（オブジェクトの第一部分
集合）を特定するに際して、第一静的分析ロジック（ＩＰＳロジック）は、容疑オブジェ
クト（タグ識別子が付与されているか関連付けられていることが多い）を、図６Ａと図６
Ｂの実証ロジック１５０に提供する。当該タグ識別子は、以降「tag_ID1」と称する。Tag
_ID1は、容疑オブジェクトが第一静的分析ロジック（ＩＰＳロジック）に由来することを
他のロジックに示すために使用されうる。
【００９６】
　第二静的ロジック（ヒューリスティックロジック）は、当該オブジェクトがエクスプロ
イトでありうることを示す悪意ある活動の可能性を、オブジェクト内の情報の存在、不在
、あるいは変更が示しうるかを判断するために、到来オブジェクトを分析するように構成
されている。当該判断は、少なくとも一つの「悪意ある識別子」に対応するオブジェクト
の特定部分が既知のエクスプロイト、エクスプロイトパターン、あるいはシェルコードパ
ターンに関連付けられた特定のソースアドレスあるいは宛先アドレス（ＵＲＬ、ＩＰアド
レス、ＭＡＣアドレスなど）を含みうるかを判断する第二静的分析ロジック（ヒューリス
ティックロジック）による動作を伴う。
【００９７】
　加えて、各容疑オブジェクトとともに、ヒューリスティックロジックは、各容疑オブジ
ェクト６３０に関連付けられた対応するヒューリスティックベースの結果６４０をロケー
トするために使用されるタグ識別子（tag_ID2）提供しうる。よって、tag_ID2は、当該容
疑オブジェクトがヒューリスティックロジック６２０に由来するものであることを他のロ
ジックに示すためにも使用されうる。
【００９８】
　第一静的分析ロジック（ＩＰＳロジック）と第二静的分析ロジックのいずれかが、エク
スプロイトを示す特性をどの到来オブジェクトが有しているかを判断した後、容疑オブジ
ェクトは、より詳細な少なくとも一つの仮想マシンを用いる動的分析のために仮想実行ロ
ジックに提供される。当該動的分析は、上記のように構成された少なくとも一つの仮想マ
シンによる容疑オブジェクトのコンテンツの仮想実行を含みうる。仮想マシンの挙動は、
異常あるいは予期せぬ活動を検出するために監視される。
【００９９】
　第一静的分析ロジック（ＩＰＳロジック）と第二静的分析ロジック（ヒューリスティッ
クロジック）は、並列動作しうる。この場合、両ロジックは、同じ容疑オブジェクトに対
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して予備的エクスプロイト検出分析を行なう。より具体的には、第二静的分析ロジック（
ヒューリスティックロジック）は、ネットワークトラフィックから抽出されたオブジェク
トに対して分析を行ないうる。当該分析は、ＩＰＳロジックによる同じ容疑オブジェクト
の分析と同時に（少なくとも部分的に時間が重複して）行なわれる。これにより、ＩＰＳ
ロジックによるエクスプロイトの検出不足を示す検出漏れを把握する能力がＴＤＰシステ
ムに与えられる。また、このような並列分析は、エクスプロイトとの関連が高い特定の地
理的場所、悪意あるソースと特定済みのＩＰアドレスなどから到来するオブジェクトに係
るネットワークトラフィックの監視を強化するために行なわれうる。
【０１００】
　第一静的分析ロジック（ＩＰＳロジック）と第二静的分析ロジック（ヒューリスティッ
クロジック）は、連携して動作しうることは勿論である。この場合、到来するオブジェク
トは、ＩＰＳロジックとヒューリスティックロジックのいずれかによって処理されうる。
静的分析が第一静的分析ロジック（ＩＰＳロジック）と第二静的分析ロジック（ヒューリ
スティックロジック）のいずれにより行なわれるかの選択制御は、静的分析エンジン内の
別の制御ロジックに委ねられうる。当該制御は、分析対象のオブジェクトの種別、ソース
、トラフィック状態などに基づきうる。
【０１０１】
Ａ．一般的な通信フロー
　図６Ａには、電子デバイス６００内の脅威検出および防止の動作フローのブロック図の
例が示されている。監視されたネットワークトラフィックに関連付けられた到来オブジェ
クト１１０の少なくとも一部は、上述した第一静的分析ロジック（図１ＡのＩＰＳロジッ
ク１２０など）により受け付けられうる。ＩＰＳロジック１２０は、到来オブジェクト１
１０の少なくとも一部に対してエクスプロイトシグネチャチェックと脆弱性シグネチャチ
ェックの少なくとも一方を行なうように構成される。
【０１０２】
　到来オブジェクト１１０の第一部分集合６１０が「疑わしい」と特定されると（例えば
、少なくとも一つの到来オブジェクト１１０がエクスプロイトシグネチャと脆弱性シグネ
チャの少なくとも一方と合致すると）、続いてＩＰＳロジック１２０は、容疑オブジェク
トの第一部分集合６１０を実証ロジック１５０（仮想実行ロジックなど）に転送する。こ
れらのオブジェクトの各々には、タグ識別子（tag_ID1）が付与され、実証ロジック１５
０に提供されうる。
【０１０３】
　（ＩＰＳロジック１２０から報告ロジック１７０へ提供される）容疑オブジェクトに関
連付けられたＩＰベースの結果１４０を続けてロケートするために使用されるのに加え、
tag_ID1は、容疑オブジェクト６１０がＩＰＳロジック１２０から提供されたことを実証
ロジック１５０と報告ロジック１７０の少なくとも一方に知らせるために使用されうる。
【０１０４】
　そのような情報は、ＩＰＳロジック実証済みエクスプロイトに関連付けられたエクスプ
ロイト情報を特定するために有用でありうる。このエクスプロイト情報は、第二静的分析
ロジック６２０を起源とする実証済みエクスプロイトに関連付けられたエクスプロイト情
報とは異なる手法で強調されうる。
【０１０５】
　ＩＰＳロジック１２０と連携してあるいは並列に動作することにより、第二静的分析ロ
ジック６２０（ヒューリスティックロジックなど）は、エクスプロイトを示す特性を有す
るオブジェクトの部分集合６３０を作成するために、オブジェクト１１０の少なくとも一
部に対して別種の静的分析を行なう。よって、並列動作する場合、ヒューリスティックロ
ジック６２０は、ＩＰＳロジック１２０によっても受信および分析された到来オブジェク
ト１１０を受信しうる。ＩＰＳロジック１２０と連携して動作する場合、ヒューリスティ
ックロジック６２０は、到来オブジェクト１１０の少なくとも一部を受信しうる。特定の
到来オブジェクトがＩＰＳロジック１２０により受信されるかヒューリスティックロジッ
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ク６２０により受信されるかの切替えは、図６Ｂに示されるように、ＴＤＰシステム２１
０１内におけるスケジューラ２６０などの別ロジックからの制御信号６４７を介して切替
ロジック６４５によって行なわれる。
【０１０６】
　ＩＰＳロジック１２０とヒューリスティックロジック６２０の少なくとも一方によって
検出された容疑オブジェクト６１０と容疑オブジェクト６３０の少なくとも一方（まとめ
て「容疑オブジェクト６３５」と称する）は、実証ロジック１５０に転送される。実証ロ
ジック１５０は、容疑オブジェクトのいずれかがエクスプロイトであるかを、オブジェク
ト６３５内のコンテンツの仮想処理を通じて実証するように構成されている。この分析に
よる仮想マシンベースの結果６５０は、上述のように、以降の報告ロジック１７０による
表示目的の使用のために実証ロジック１５０から出力される。
【０１０７】
　より具体的には、第一静的分析ロジック（ＩＰＳロジック１２０）は、分析されたオブ
ジェクト１１０のいずれかの特性がエクスプロイトを示しているかを特定するために、エ
クスプロイトシグネチャチェックと脆弱性シグネチャチェックの少なくとも一方を行なう
。分析されたオブジェクト１１０のいずれかの特性がエクスプロイトを示している場合、
ＩＰＳロジック１２０は、容疑オブジェクト６１０を実証ロジック１５０に送る。
【０１０８】
　加えて、オブジェクト１１０の少なくとも一部に対し少なくとも一度のヒューリスティ
ックチェックが行なわれうる。当該チェックは、上述のように、オブジェクトの一部に対
する少なくとも一つの悪意ある識別子との対応性を判断するための様々なスキャン動作を
含む。ＩＰＳロジック１２０は、エクスプロイトシグネチャチェックと脆弱性シグネチャ
チェックの少なくとも一方に基づいてオブジェクトを特定するように構成されている。ヒ
ューリスティックチェックは、オブジェクト１１０の少なくとも一部のより広範な静的分
析のために行なわれる。当該分析は、別種のシグネチャや他の静的分析スキームの使用を
含んでいる。
【０１０９】
　ヒューリスティックロジック６２０によるヒューリスティックチェックが行なわれた後
、容疑オブジェクトの第二部分集合６３０が実証ロジック１５０に提供される。容疑オブ
ジェクトの第二部分集合６３０は、到来オブジェクト１１０よりも数が少ない（多くの場
合、顕著に少ない）。
【０１１０】
　容疑オブジェクト６１０と容疑オブジェクト６３０の少なくとも一方の各々におけるコ
ンテンツの仮想処理の後、特定のオブジェクトがエクスプロイトであると実証され、実証
ロジック１５０は、レポート６５０（少なくとも一つの表示画面、印刷レポートなど）を
生成するために仮想マシンベースの結果６５０を提供する。仮想マシンベースの結果６５
０は、対応するＩＰＳベースの結果１４０に基づいて変更されうる。レポート６６０は、
実証済みエクスプロイトに関連付けられたエクスプロイト情報を、非実証済みエクスプロ
イト（仮想マシンによって非実証済みエクスプロイトの特性を有している容疑オブジェク
ト）に関連付けられたエクスプロイト情報に対して視覚的に強調するように構成されうる
。
【０１１１】
Ｂ．一般的なアーキテクチャ
　図７Ａには、複数の脅威検知および防止（ＴＤＰ）システム７１０１～７１０Ｎ（Ｎ＞
１、例えばＮ＝３）を使用している通信システム７００のブロック図の例が示されている
。ＴＤＰシステム７１０１は、静的分析エンジン７５０が二つの異なる静的分析ロジック
を含んでいる以外は、図２ＡのＴＤＰシステム２１０１と同一である。より具体的には、
図７Ａと図７Ｂに示されるように、静的分析エンジン７５０は、少なくとも一つのソフト
ウェアモジュールを含みうる。当該ソフトウェアモジュールは、少なくとも一つのプロセ
ッサにより実行されると、特定のオブジェクトに対してマルチレベルの静的スキャン（す
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なわち、ＩＰＳロジック１２０によるエクスプロイトおよび脆弱性のシグネチャチェック
とヒューリスティックロジック６２０によるヒューリスティックチェック）を行なう。
【０１１２】
　ＩＰＳロジック１２０と並列にあるいは連携して動作することにより、ヒューリスティ
ックロジック６２０は、分析中のオブジェクトに対して少なくとも一度のヒューリスティ
ックチェックを行なうように構成されうる。当該ヒューリスティックチェックは、上述し
たＩＰＳロジック１２０によるエクスプロイトチェックや脆弱性チェックよりもより広範
な分析とされうる。
【０１１３】
　ヒューリスティックロジック６２０により行なわれたヒューリスティックチェックの結
果に基づき、スコア決定ロジック７２０は、分析されたオブジェクトの特性がエクスプロ
イトを示している可能性（あるいは確度レベル）を判断する。換言すると、スコア決定ロ
ジック７２０は、分析されたオブジェクトの各々によって特徴づけられる容疑エクスプロ
イトの脅威レベルを分類する値を生成するように構成される。例えば、ヒューリスティッ
クチェックがある種の特性（分析中のオブジェクトがエクスプロイトであることを示唆す
る）を検出すると、当該オブジェクトは、第一脅威レベルに分類されうる。第一脅威レベ
ルは、当該オブジェクトがエクスプロイトである可能性に対応するスコア（値）によって
表されうる（１０点のうち３点など）。しかしながら、分析中のオブジェクトがエクスプ
ロイトであるとより強く示唆する複数の特性あるいは別種の特性を当該ヒューリスティッ
クチェックが検出すると、より高いエクスプロイトの存在可能性が検出されたことを示す
より高いスコア（１０点のうち８点など）がスコア決定ロジック７２０によって付与され
うる。
【０１１４】
　その後、オブジェクトとそれに対応するスコアは、どの容疑オブジェクト（存在すれば
）がエクスプロイトであるかを実証するための更なる分析に使用されるために、静的分析
エンジン７５０から動的分析エンジン２７０へ転送されうる。これに加えてあるいは代え
て、上記のスコアは、優先付けに使用されるために分類ロジック７８５へ提供されうる。
【０１１５】
　より具体的には、静的スキャニングの完了後、上記のオブジェクトは、仮想マシン２７
５１～２７５Ｍ（Ｍ＞１）を用いた詳細な動的分析のために動的分析エンジン２７０へ提
供されうる。当該オブジェクトの特性がエクスプロイトを示していない場合、ヒューリス
ティックロジック６２０は、当該オブジェクトのコンテンツに対するさらなる分析を停止
しうる。
【０１１６】
　一般に、動的分析エンジン２７０からの仮想マシンベースの結果１６０の受け付けに加
え、分類ロジック７８５は、付与されたスコアを静的分析エンジン７５０から受け付ける
ように構成されうる。分類ロジック７８５は、実証済みエクスプロイトあるいは非実証済
みエクスプロイトに付与された全スコアを取得するために、容疑オブジェクトに関連付け
られたコンテンツに付与されたスコア同士（静的分析エンジン７５０と動的分析エンジン
２７０による検出に基づくもの）を数学的に組み合わせるように構成されうる。
【０１１７】
　本開示における一実施形態においては、非実証済みエクスプロイトから実証済みエクス
プロイトを特定するために、上記の全スコアの少なくとも一部が使用されうる。また、強
調動作（上記のように表示順序に影響を与えうる表示優先度の付与など）のために、スコ
アの少なくとも一部が使用されうる。しかしながら、エクスプロイトを分類するために、
あるいは表示優先度に影響を与えるために、他のパラメータが、エクスプロイトに付与さ
れたスコアと組み合わせて、あるいは当該スコアとは別個に使用されうる。例えば、上記
の全スコアは、他のパラメータ（仮想マシンベースの結果に含まれたエクスプロイト情報
の一部としてのtag_ID1やtag_ID2の存在）とともに、当該エクスプロイトの表示順序に影
響を与えうる。
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【０１１８】
　図７Ｂに示されるように、第一ＴＤＰシステム７１０１は、通信ネットワーク２３０と
結合されうる。図２Ｂに例示されたものと同様に、第一ＴＤＰシステム７１０１は、通信
ネットワーク２３０上の信号を、静的分析エンジン７５０または分類ロジック７８５へ送
るインターフェースユニット２９５を備えている。この場合、動的分析エンジン２７０は
、クラウドコンピューティングサービス２４０に配置される。
【０１１９】
Ｃ．検出されたエクスプロイトの表示と優先付け
　図８Ａと図８Ｂには、静的分析にＩＰＳロジックとヒューリスティックロジックの少な
くとも一方を利用する脅威検出および防止処理を例示するフローチャートの例が示されて
いる。当該プロセスは、ＩＰＳロジックまたはヒューリスティックロジックにより検出さ
れ、仮想実行環境により実証された容疑オブジェクトに関連付けられた情報を強調するレ
ポートを生成する。なお、ＩＰＳロジックとヒューリスティックロジックは、並列動作し
てもよいし、連係動作してもよい。
【０１２０】
　ＩＰＳロジックとヒューリスティックロジックは、検出されたエクスプロイトに対する
強化された監視を必要とする因子に基づいて、並列動作（あるいは連係動作）するように
構成されうる。例えば、エクスプロイトである可能性が高い特定の地理的場所あるいは悪
意あるソースとして特定されている特定のＩＰアドレスを起源とするオブジェクトの量が
増える場合がある。並列処理の場合、図８Ａのブロック８０５～８２５とブロック８３０
～８５５に関連付けられた動作が並列的に行なわれる。しかしながら、ＩＰＳロジックと
ヒューリスティックロジックは、連係動作しうる。また、特定の政府機関については、エ
クスプロイトとエクスプロイトの経験履歴の少なくとも一方に対する感度は、追加分析を
必要としうる。
【０１２１】
　分析対象のオブジェクトを受信すると、ブロック８００に記載のように、ＴＤＰシステ
ムは、第一静的分析ロジック（ＩＰＳロジック）と第二静的分析ロジック（ヒューリステ
ィックロジック）の少なくとも一方による静的分析が行なわれるべきかの判断を行なう。
一実施形態においては、初期状態としてＩＰＳロジックが選択される。
【０１２２】
　選択がなされると、ＩＰＳロジックは、当該分析対象のオブジェクトの特性がエクスプ
ロイトを示しているかを判断するために、エクスプロイトシグネチャチェックと脆弱性シ
グネチャチェックの少なくとも一方を行なう（ブロック８０５）。当該分析対象のオブジ
ェクトの特性がエクスプロイトを示していると判断されると、容疑オブジェクトとエクス
プロイト（ＩＰＳベースの結果）の少なくとも一方に関連付けられた情報が、以降のアク
セスのために保存される（ブロック８１０と８１５）。
【０１２３】
　図示が省略されているが、容疑オブジェクトが容疑エクスプロイトの特性を有している
と判断されると、ＩＰＳロジックは、当該オブジェクトが標的のクライアントデバイスへ
向かうのをブロックするように構成されうる。但し、ブロッキングは、仮想マシンベース
の分析が完了するまで延期されうる。このブロック機能は、容疑エクスプロイトの深刻度
や種別、所定の期間内におけるこの種のエクスプロイトの出現数などに基づいて、ネット
ワーク管理者によって調整されうる。また、さらなるエクスプロイト分析に先立ち、図８
Ａにおいて破線によって示されるオプションの特徴として、ＩＰＳロジックからの出力時
にtag_ID1が容疑オブジェクトに添付しうる。これにより、（１）容疑オブジェクトに係
るＩＰＳベースの結果が、後続する当該容疑オブジェクトに係る仮想マシンベースの結果
と関連付けられ、（２）仮想実行ロジックと分類ロジックの少なくとも一方が、ＩＰＳロ
ジックを起源とする容疑オブジェクトを特定できる（ブロック８２０）。その後、容疑オ
ブジェクトとtag_ID1の少なくとも一方が、以降の分析のために動的分析エンジンに供給
される（ブロック８２５）。
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【０１２４】
　これに加えてあるいは代えて、分析対象のオブジェクトの特性がエクスプロイトを示し
ているかを判断するために、第二静的分析が行なわれうる（ブロック８３０）。この判断
は、少なくとも一度のヒューリスティックチェックを伴いうる。当該ヒューリスティック
チェックは、（１）当該オブジェクトが少なくとも一つの悪意ある識別子と特定の関連度
を有しているか、あるいは（２）当該オブジェクトに関連付けられたコンテンツの存在、
不在、または変更がエクスプロイトの可能性を示しているか、を判断するために行なわれ
る。当該分析中において、当該オブジェクトがエクスプロイトである可能性を特定するた
めのスコアが付与されうる（ブロック８３５）。
【０１２５】
　容疑オブジェクトが仮想マシンベースの分析にタグ付けされた場合（当該付与されたス
コアが所定の閾値スコア以上であるとき、そのように判断されうる）、当該スコアを含む
容疑オブジェクトと容疑エクスプロイトの少なくとも一方に関連付けられた情報（以降、
「ヒューリスティックベースの結果」と称する）は、以降の分類ロジックによるアクセス
のために保存されうる（ブロック８４０、８４５）。その後、当該容疑オブジェクト（ta
g_ID2を伴なってもよい）は、以降の分析のために動的分析エンジンに提供される（ブロ
ック８５０、８５５）。
【０１２６】
　ＩＰＳロジックまたはヒューリスティックロジックによる静的分析が行なわれるかに依
らず、当該容疑オブジェクトは、さらなる分析に供されうる。当該分析においては、当該
容疑オブジェクトに関連付けられたコンテンツに対して仮想マシンベースの分析が行なわ
れる。少なくとも一つの仮想マシンによるコンテンツの仮想処理の挙動は、仮想マシンベ
ースの結果を生成する（ブロック８６０と８６５）。仮想マシンベースの分析により当該
容疑オブジェクトのコンテンツ内にエクスプロイトを検出できなかった場合、エクスプロ
イトが検出されなかったことを示すスコアが付与されうる。そして、当該仮想マシンベー
スの結果が、保存されうる（ブロック８７０と８７５）。
【０１２７】
　しかしながら、動的分析エンジンが（当該容疑オブジェクト内のコンテンツの仮想処理
中に）当該容疑オブジェクトがエクスプロイトを構成していることを実証すると、当該検
出されたエクスプロイトの可能性と脅威度の少なくとも一方を表すスコアが、この「実証
された」エクスプロイトに付与される。より具体的には、仮想実行ロジックによる以降の
当該容疑オブジェクト内のコンテンツの分析中において、当該容疑オブジェクトがエクス
プロイトであると判断されると（当該容疑オブジェクト内のコンテンツがエクスプロイト
を構成している特定の可能性が判断されると）、当該検出されたエクスプロイトの可能性
と脅威度の少なくとも一方を示すスコアが付与される。
【０１２８】
　その後、本開示における一実施形態においては、ＩＰＳベースの結果が仮想マシンベー
スの結果とともに取得される。そして、当該ＩＰＳベースの結果と仮想マシンベースの結
果より得られた情報の少なくとも一部が、ブロック８８０と８８５に例示されるように、
顕著に表示（強調）されうる。
【０１２９】
　その後、実証（強調）されたエクスプロイト情報が、保存のためにデータベースにアッ
プロードされる。これにより、当該情報は、レンダリングのために表示ロジックによりア
クセス可能となる（ブロック８９０と８９５）。
【０１３０】
　上記の記載においては、特定の実施形態例を参照して本発明を説明した。しかしながら
、添付の特許請求の範囲に記載されたより広い発明の趣旨から逸脱しなければ、様々な修
正および変更がなされうることは明らかである。
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