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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子デバイスをセキュアにするシステムであって、
　不揮発性メモリと、
　前記不揮発性メモリに接続されるプロセッサと、
　前記電子デバイスのリソースと、
　前記不揮発性メモリにあって、前記プロセッサにより実行されるファームウェアであっ
て、前記電子デバイスのリソースに通信接続される前記ファームウェアと、
　前記ファームウェアにあるファームウェアセキュリティエージェントと、
を有し、
　前記ファームウェアセキュリティエージェントは、前記リソースにアクセスする前記電
子デバイスのすべてのオペレーティングシステムより高い優先度で、
　より低い優先度を有するエンティティから行われた前記リソースに対するリクエストを
インターセプトし、
　前記リクエストがマルウェアを示すか判断する、
よう構成され、
　当該システムは更に、
　前記ファームウェアセキュリティエージェントに通信接続されるセキュリティエージェ
ントと、
　前記電子デバイスのオペレーティングシステムに通信接続されるＩ／Ｏデバイスと、
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をさらに有し、
　前記リクエストがマルウェアを示すか判断するよう前記ファームウェアセキュリティエ
ージェントを設定することは、前記リクエストを有する情報を前記セキュリティエージェ
ントに送信するよう前記ファームウェアセキュリティエージェントを設定することを有し
、
　前記セキュリティエージェントは、前記情報がマルウェアを示すか判断するため、１以
上のセキュリティルールにアクセスするよう構成され、
　前記セキュリティエージェントは、
　前記リソースにアクセスした前記電子デバイスのすべてのオペレーティングシステムよ
り高い優先度であって、前記プロセッサにより規定された前記優先度で実行され、
　前記セキュリティエージェントより低い優先度を有するエンティティから前記リクエス
トを受信する、
よう構成されるシステム。
【請求項２】
　前記ファームウェアは、前記電子デバイスの周辺のコントローラにある、請求項１記載
のシステム。
【請求項３】
　前記リソースは、前記電子デバイスの入出力コンポーネントを有する、請求項１記載の
システム。
【請求項４】
　前記リソースは、キーボードを有する、請求項１記載のシステム。
【請求項５】
　前記リソースは、ディスプレイデバイスを有する、請求項１記載のシステム。
【請求項６】
　前記リソースは、ディスクを有する、請求項１記載のシステム。
【請求項７】
　前記リクエストは、入力又は出力コマンドを有する、請求項１記載のシステム。
【請求項８】
　前記リクエストがマルウェアを示すかの判断は、前記入力又は出力コマンドの値がマル
ウェアを示すか評価することを含む、請求項７記載のシステム。
【請求項９】
　前記セキュリティエージェントは、前記電子デバイスのベアメタルレイヤ内で実行され
る、請求項１記載のシステム。
【請求項１０】
　前記セキュリティエージェントに通信接続され、前記オペレーティングシステムにおい
て実行されるオペレーティングシステムセキュリティエージェントをさらに有し、
　前記オペレーティングシステムセキュリティエージェントは、前記リソースのリクエス
トを行った前記オペレーティングシステムの１以上の要素に関する情報を前記セキュリテ
ィエージェントに提供するよう構成される、請求項１記載のシステム。
【請求項１１】
　前記ファームウェアセキュリティエージェントは、前記セキュリティエージェントを認
証するよう構成される、請求項１記載のシステム。
【請求項１２】
　前記セキュリティエージェントは、
　前記リソースにアクセスする前記電子デバイスのすべてのオペレーティングシステムよ
り下位のレベルで実行され、
　前記セキュリティエージェントより上位のレベルから前記リクエストを受信する、
よう構成される、請求項１記載のシステム。
【請求項１３】
　前記セキュリティエージェントは、
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　前記リソースにアクセスした前記電子デバイスのすべてのオペレーティングシステムよ
り高い特権実行リング上で実行され、
　前記セキュリティエージェントより低い特権実行リングから前記リクエストを受信する
、
よう構成される、請求項１記載のシステム。
【請求項１４】
　電子デバイスをセキュアにする方法であって、
　前記電子デバイスに接続されたリソースに通信接続され、不揮発性メモリにあるファー
ムウェアにあるファームウェアセキュリティエージェントが、前記リソースにアクセスし
た前記電子デバイスのすべてのオペレーティングシステムより高い優先度で、より低い優
先度を有するエンティティから行われた前記リソースに対するリクエストをインターセプ
トするステップと、
　前記ファームウェアセキュリティエージェントが、１以上のセキュリティルールを照会
するステップと、
　前記ファームウェアセキュリティエージェントが、前記１以上のセキュリティルールに
基づき、前記リクエストがマルウェアを示すか判断するステップと、
を有し、
　入出力（Ｉ／Ｏ）デバイスのファームウェアにおいて前記リクエストをインターセプト
するステップをさらに有し、
　前記ファームウェアセキュリティエージェントが、前記リクエストがマルウェアを示す
か判断するステップは、
　前記ファームウェアセキュリティエージェントが、前記リクエストを有する情報をセキ
ュリティエージェントに送信するステップと、
　前記セキュリティエージェントが、前記リクエストがマルウェアを示すか判断するため
、１以上のセキュリティルールにアクセスするステップと、
を有し、
　前記セキュリティエージェントは、前記リソースにアクセスする前記電子デバイスのす
べてのオペレーティングシステムより高い優先度であって、プロセッサにより規定される
前記優先度において実行され、
　前記セキュリティエージェントが、前記セキュリティエージェントより低い優先度を有
するエンティティから前記リクエストを受信するステップをさらに有する方法。
【請求項１５】
　前記リクエストがマルウェアを示すか判断するステップは、
　前記リクエストに関する情報をプロテクションサーバに送信するステップと、
　前記リクエストに関する判定を前記プロテクションサーバから受信するステップと、
を有する、請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
　前記リクエストは、前記電子デバイスの周辺のコントローラにあるファームウェアセキ
ュリティエージェントによってインターセプトされる、請求項１４記載の方法。
【請求項１７】
　前記リソースは、前記電子デバイスの入出力コンポーネントを有する、請求項１４記載
の方法。
【請求項１８】
　前記リソースは、キーボードを有する、請求項１４記載の方法。
【請求項１９】
　前記リソースは、ディスプレイデバイスを有する、請求項１４記載の方法。
【請求項２０】
　前記リソースは、ディスクを有する、請求項１４記載の方法。
【請求項２１】
　前記リクエストは、入力又は出力コマンドを有する、請求項１４記載の方法。
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【請求項２２】
　前記セキュリティエージェントが、１以上のセキュリティルールにアクセスするステッ
プは、前記電子デバイスのベアメタルレイヤ内で実行される、請求項１４記載の方法。
【請求項２３】
　前記セキュリティエージェントが、前記電子デバイスのオペレーティングシステムにお
いて実行されるオペレーティングシステムセキュリティエージェントと通信するステップ
と、
　前記セキュリティエージェントが、前記リソースのリクエストを行った前記オペレーテ
ィングシステムの１以上の要素に関する情報を受信するステップと、
をさらに有する、請求項１４記載の方法。
【請求項２４】
　前記ファームウェアセキュリティエージェントが、前記セキュリティエージェントを認
証するステップをさらに有する、請求項１４記載の方法。
【請求項２５】
　前記セキュリティエージェントは、前記電子デバイスのすべてのオペレーティングシス
テムより下位レベルで実行され、
　前記セキュリティエージェントが、前記セキュリティエージェントより上位のレベルか
ら前記リクエストを受信するステップをさらに有する、請求項１４記載の方法。
【請求項２６】
　前記セキュリティエージェントは、前記リソースにアクセスする前記電子デバイスのす
べてのオペレーティングシステムより高い特権実行リング上で実行され、
　前記セキュリティエージェントが、前記セキュリティエージェントより低い特権実行リ
ングから前記リクエストを受信するステップをさらに有する、請求項１４記載の方法。
【請求項２７】
　不揮発性メモリにあるファームウェアと電子デバイスとに接続されるリソースに通信接
続されるファームウェアにあるファームウェアセキュリティエージェントが、前記リソー
スにアクセスした前記電子デバイスのすべてのオペレーティングシステムより高い優先度
で、より低い優先度を有するエンティティから行われた前記リソースに対するリクエスト
をインターセプトするステップと、
　前記ファームウェアセキュリティエージェントが、１以上のセキュリティルールを照会
するステップと、
　前記ファームウェアセキュリティエージェントが、前記１以上のセキュリティルールに
基づき、前記リクエストがマルウェアを示すか判断するステップと、
をプロセッサに実行させ、
　当該プログラムは更に、
　入出力（Ｉ／Ｏ）デバイスのファームウェアにおいて前記リクエストをインターセプト
するステップをプロセッサにさらに実行させ、
　前記ファームウェアセキュリティエージェントが、前記リクエストがマルウェアを示す
か判断するステップは、
　前記ファームウェアセキュリティエージェントが、前記リクエストを有する情報をセキ
ュリティエージェントに送信するステップと、
　前記セキュリティエージェントが、前記リクエストがマルウェアを示すか判断するため
、前記セキュリティエージェントからの１以上のセキュリティルールにアクセスするステ
ップと、
を有し、
　前記セキュリティエージェントは、前記リソースにアクセスする電子デバイスのすべて
のオペレーティングシステムより高い優先度であって、前記プロセッサにより規定される
前記優先度において実行され、
　前記セキュリティエージェントは、前記セキュリティエージェントより低い優先度を有
するエンティティから前記リクエストを受信するためのプログラム。
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【請求項２８】
　前記セキュリティエージェントは、前記電子デバイスの周辺のコントローラにあるファ
ームウェアにおいて前記リクエストをインターセプトする、請求項２７記載のプログラム
。
【請求項２９】
　前記リソースは、前記電子デバイスの入出力コンポーネントを有する、請求項２７記載
のプログラム。
【請求項３０】
　前記リソースは、キーボードを有する、請求項２７記載のプログラム。
【請求項３１】
　前記リソースは、ディスプレイデバイスを有する、請求項２７記載のプログラム。
【請求項３２】
　前記リソースは、ディスクを有する、請求項２７記載のプログラム。
【請求項３３】
　前記リクエストは、入力又は出力コマンドを有する、請求項２７記載のプログラム。
【請求項３４】
　前記セキュリティエージェントが、１以上のセキュリティルールにアクセスするステッ
プは、前記電子デバイスのベアメタルレイヤ内で実行される、請求項２７記載のプログラ
ム。
【請求項３５】
　前記電子デバイスのオペレーティングシステムにおいて実行されるオペレーティングシ
ステムセキュリティエージェントと通信するステップと、
　前記リソースのリクエストを行った前記オペレーティングシステムの１以上の要素に関
する情報を受信するステップと、
を前記セキュリティエージェントがさらに実行する、請求項２７記載のプログラム。
【請求項３６】
　前記ファームウェアセキュリティエージェントが、前記セキュリティエージェントを認
証するステップをさらに実行する、請求項２７記載のプログラム。
【請求項３７】
　前記セキュリティエージェントは、前記電子デバイスのすべてのオペレーティングシス
テムより下位レベルで実行され、
　前記セキュリティエージェントが、前記セキュリティエージェントより上位のレベルか
ら前記リクエストを受信するステップをさらに実行する、請求項２７記載のプログラム。
【請求項３８】
　前記セキュリティエージェントは、前記リソースにアクセスする前記電子デバイスのす
べてのオペレーティングシステムより高い特権実行リング上で実行され、
　前記セキュリティエージェントが、前記セキュリティエージェントより低い特権実行リ
ングから前記リクエストを受信するステップをさらに実行する、請求項２７記載のプログ
ラム。
【請求項３９】
　請求項２７乃至３８何れか一項記載のプログラムを記憶したコンピュータ可読記憶媒体
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、その内容のすべてが参照することによりここに援用される、２０１１年３月
２８日に出願された米国出願第１３／０７３，７９１号、２０１１年３月２８日に出願さ
れた米国出願第１３／０７３，８１０号、２０１１年３月２８日に出願された米国出願第
１３／０７３，８４２号、２０１１年３月３１日に出願された米国出願第１３／０７７，
２２７号、２０１１年３月２８日に出願された米国出願第１３／０７３，８５３号、２０
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１１年３月２９日に出願された米国出願第１３／０７５，０４９号、２０１１年３月３１
日に出願された米国出願第１３／０７６，４９３号、２０１１年３月２９日に出願された
米国出願第１３／０７４，７４１号、２０１１年３月３１日に出願された米国出願第１３
／０７７，３０５号、２０１１年３月２９日に出願された米国出願第１３／０７４，８３
１号、２０１１年３月２９日に出願された米国出願第１３／０７４，９２５号、２０１１
年３月２９日に出願された米国出願第１３／０７４，９４７号、２０１１年３月３１日に
出願された米国出願第１３／０７７，２７０号、２０１１年３月３１日に出願された米国
出願第１３／０７６，５３７号、２０１１年３月２８日に出願された米国出願第１３／０
７３，８６４号、２０１１年３月２９日に出願された米国出願第１３／０７５，０７２号
、２０１１年３月２９日に出願された米国出願第１３／０７５，１０１号、２０１１年３
月３１日に出願された米国出願第１３／０７６，５１２号、２０１１年３月３１日に出願
された米国出願第１３／０７６，４８０号、及び２０１１年３月３１日に出願された米国
出願第１３／０７６，４７３号の利益を請求する。
【０００２】
　本発明は、一般にコンピュータセキュリティ及びマルウェアプロテクションに関し、よ
り詳細には、バーチャルマシーンモニタベースのアンチマルウェアセキュリティのための
システム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ネイティブなオペレーティングシステムは、セキュリティソフトウェアがオペレーティ
ングシステムのカーネル内に任意のフッキングをインストールすることを阻止することが
できる。セキュリティソフトウェアは、マルウェアによる悪意のある可能性のあるアクシ
ョンを含む、電子装置のすべての動作をフィルタリングすることを阻止される。マルウェ
アは、限定することなく、スパイウェア、ルートキット、パスワードスチーラ、スパム、
フィッシング攻撃のソース、ＤｏＳ（Ｄｅｎｉａｌ－ｏｆ－Ｓｅｒｖｉｃｅ）攻撃のソー
ス、ウイルス、ロガー（ｌｏｇｇｅｒ）、Ｔｒｏｊａｎ、アドウェア（ａｄｗａｒｅ）又
は悪意ある活動を生成する他の何れかのデジタルコンテンツを含むものであってもよい。
【０００４】
　オペレーティングシステムにより提供されるフィルタリング機能は、限定的なものであ
ってもよく、オペレーティングシステムのベンダにより決定されるタイムライン上でのみ
利用可能である。マルウェアは、特にオペレーティングシステムのカーネルにおいてセキ
ュリティソフトウェアと同じレベルで動作及び配置可能であり、セキュリティソフトウェ
ア自体のインテグリティとオペレーティングシステムとの双方を危険にさらす。
【０００５】
　多数の形態のアグレッシブカーネルモードマルウェアは、悪意あるコードを注入するな
どの悪意あるタスクを動的に実現し、実行パスを変更して悪意あるコードにリダイレクト
するようユーザモードコードセクションを修正し、セキュリティソフトウェアを無効にす
るためユーザモードデータ構造を修正するため、ユーザモードメモリを改ざんする。さら
に、一部のマルウェアは、検出ロジックを欺くため、プロセスメモリコード及びデータセ
クションを改ざんすることによって、カーネルからのアンチマルウェアアプリケーション
及びプロセスを攻撃してもよい。
【０００６】
　カーネルモードルートキット及び他のマルウェアは、各種方法を利用してユーザモード
アプリケーション及びカーネルモードデバイスドライバからその存在を隠す。利用される
技術は、感染が行われる場所に応じて変化しうる。例えば、オペレーティングシステムの
カーネルアクティブプロセスリストを攻撃したマルウェアは、ルートキット又は他のマル
ウェアプロセスをリスト解除又はリンク解除する。他のマルウェアは、プロセスアクセス
及びエニュミュレーションファンクションのコードセクションを改善する可能性がある。
【発明の概要】
【０００７】
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　一実施例では、電子デバイスをセキュアにするシステムは、メモリと、プロセッサと、
前記プロセッサによる実行のため前記メモリにある１以上のオペレーティングシステムと
、前記オペレーティングシステムに通信接続される前記電子デバイスのリソースと、前記
リソースにアクセスする前記電子デバイスのすべてのオペレーティングシステムより下位
のレベルにおいて前記電子デバイス上で実行されるよう構成されるバーチャルマシーンモ
ニタと、前記リソースにアクセスする前記電子デバイスのすべてのオペレーティングより
下位のレベルにおいて前記電子デバイス上で実行されるよう構成されるセキュリティエー
ジェントとを有する。前記バーチャルマシーンモニタは、前記バーチャルマシーンモニタ
の上位のレベルから行われる前記リソースのリクエストをインターセプトし、前記リクエ
ストを前記セキュリティエージェントに通知するよう構成される。前記セキュリティエー
ジェントは、前記リクエストがマルウェアを示すか判断するよう構成される。
【０００８】
　他の実施例では、電子デバイスをセキュアにするシステムは、メモリと、プロセッサと
、前記プロセッサによる実行のため前記メモリにある１以上のオペレーティングシステム
と、前記オペレーティングシステムに通信接続される前記電子デバイスのリソースと、前
記リソースにアクセスする前記電子デバイスのすべてのオペレーティングシステムより高
い優先度で前記電子デバイス上で実行されるよう構成されるバーチャルマシーンモニタで
あって、前記優先度は前記プロセッサにより規定される、前記バーチャルマシーンモニタ
と、前記リソースにアクセスする前記電子デバイスのすべてのオペレーティングより高い
優先度で前記電子デバイス上で実行されるよう構成されるセキュリティエージェントであ
って、前記優先度は前記プロセッサにより規定される、前記セキュリティエージェントと
を有する。前記バーチャルマシーンモニタは、前記バーチャルマシーンモニタより低い優
先度を有するエンティティから行われた前記リソースのリクエストをインターセプトし、
前記リクエストを前記セキュリティエージェントに通知するよう構成される。前記セキュ
リティエージェントは、前記リクエストがマルウェアを示すか判断するよう構成される。
【０００９】
　さらなる他の実施例では、電子デバイスをセキュアにするシステムは、メモリと、プロ
セッサと、前記プロセッサによる実行のため前記メモリにある１以上のオペレーティング
システムと、前記オペレーティングシステムに接続される前記電子デバイスのリソースと
、前記リソースにアクセスする前記電子デバイスのすべてのオペレーティングシステムよ
り高い特権実行リング上の前記電子デバイス上で実行されるよう構成されるバーチャルマ
シーンモニタと、前記電子デバイスのすべてのオペレーティングより高い特権実行リング
上の前記電子デバイス上で実行されるよう構成されるセキュリティエージェントとを有す
る。前記バーチャルマシーンモニタは、前記バーチャルマシーンモニタより低い特権実行
リングから行われた前記リソースのリクエストをインターセプトし、前記リクエストを前
記セキュリティエージェントに通知するよう構成される。前記セキュリティエージェント
は、前記リクエストがマルウェアを示すか判断するよう構成される。
【００１０】
　さらなる他の実施例では、電子デバイスをセキュアにする方法は、リソースにアクセス
する電子デバイスのすべてのオペレーティングシステムの下位のレベルで、より上位のレ
ベルから行われた電子デバイスのリソースのリクエストをインターセプトするステップと
、リクエストがマルウェアを示すか判断するステップとを有する。リソースは、オペレー
ティングシステムに通信接続される。
【００１１】
　さらなる実施例では、電子デバイスをセキュアにする方法は、リソースにアクセスする
電子デバイスのすべてのオペレーティングシステムより高い優先度で、より低い優先度を
有するエンティティから行われたリソースのリクエストをインターセプトするステップと
、リクエストがマルウェアを示すか判断するステップとを有する。当該優先度は、電子デ
バイスのプロセッサにより規定される。
【００１２】
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　さらなる他の実施例では、電子デバイスをセキュアにする方法は、リソースにアクセス
する電子デバイスのすべてのオペレーティングシステムより高い特権実行リング上で、リ
ソースのリクエストをインターセプトするステップと、リクエストがマルウェアを示すか
判断するステップとを有する。リクエストは、より低い特権実行リングから行われる。
【００１３】
　さらなる他の実施例では、製造物は、コンピュータ可読媒体と、当該コンピュータ可読
媒体上に担持されるコンピュータ実行可能命令とを有する。当該命令は、プロセッサによ
り可読である。当該命令は、読み込まれて実行されると、リソースにアクセスする電子デ
バイスのすべてのオペレーティングシステムの下位のレベルで、より上位のレベルから行
われた電子デバイスのリソースのリクエストをインターセプトするステップと、リクエス
トがマルウェアを示すか判断するステップとをコンピュータに実行させる。リソースは、
オペレーティングシステムに通信接続される。
【００１４】
　さらなる実施例では、製造物は、コンピュータ可読媒体と、当該コンピュータ可読媒体
上に担持されるコンピュータ実行可能命令とを有する。当該命令は、プロセッサにより可
読である。当該命令は、読み込まれて実行されると、リソースにアクセスする電子デバイ
スのすべてのオペレーティングシステムより高い優先度で、より低い優先度を有するエン
ティティから行われたリソースのリクエストをインターセプトするステップと、リクエス
トがマルウェアを示すか判断するステップとをコンピュータに実行させる。当該優先度は
、電子デバイスのプロセッサにより規定される。
【００１５】
　さらなる他の実施例では、製造物は、コンピュータ可読媒体と、当該コンピュータ可読
媒体上に担持されるコンピュータ実行可能命令とを有する。当該命令は、プロセッサによ
り可読である。当該命令は、読み込まれて実行されると、リソースにアクセスする電子デ
バイスのすべてのオペレーティングシステムより高い特権実行リング上で、リソースのリ
クエストをインターセプトするステップと、リクエストがマルウェアを示すか判断するス
テップとをコンピュータに実行させる。リクエストは、より低い特権実行リングから行わ
れる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
　本発明及びその効果のより完全な理解のため、添付した図面に関して以下に記載された
説明が参照される。
【図１】図１は、マルウェアから電子デバイスをプロテクトするシステムの実施例である
。
【図２】図２は、マルウェアから電子デバイスをプロテクトするためのバーチャルマシー
ンモニタベース及びセキュリティルールベースのコンフィギュラブルセキュリティ手段の
ためのシステムの実施例である。
【図３】図３は、マルウェアからの電子デバイスのバーチャルマシーンモニタベースプロ
テクションのための方法の実施例である。
【図４】図４は、マルウェアから電子デバイスをプロテクトするためのファームウェアベ
ース及びセキュリティルールベースシステムの実施例である。
【図５】図５は、マルウェアから電子デバイスをプロテクトするファームウェアベース手
段の実施例のより詳細な図である。
【図６】図６は、マルウェアからの電子デバイスのファームウェアベースプロテクション
のための方法の実施例である。
【図７】図７は、マルウェアに対する電子デバイスのプロテクションのためのマイクロコ
ードベースシステムの実施例である。
【図８】図８は、マルウェアからの電子デバイスのマイクロコードベースプロテクション
のための方法の実施例である。
【図９】図９は、電子デバイス上のセキュリティセンシティブなプロセッサリソースへの



(9) JP 6370747 B2 2018.8.8

10

20

30

40

50

ソフトウェアアクセスを規制するためのシステムの実施例である。
【図１０】図１０は、プロセッサリソース制御構造の実施例である。
【図１１】図１１は、電子デバイスのセキュリティセンシティブなプロセッサリソースへ
のソフトウェアアクセスを規制する方法の実施例である。
【図１２】図１２は、電子デバイス上のオペレーティングシステム下位トラッピングを利
用したメモリをセキュアにするためのソフトウェアアクセスを規制するためのシステムの
実施例である。
【図１３】図１３は、メモリマップの実施例の図である。
【図１４】図１４は、電子デバイスの試行されたアクセスのオペレーティングシステム下
位トラッピングを利用したメモリをセキュアにするための方法の実施例である。
【図１５】図１５は、電子デバイスのオペレーティングシステムのカーネルをプロテクト
するためのシステムの実施例である。
【図１６】図１６は、オペレーティングシステムへの信頼されたアクセスと信頼されたド
ライバコンポーネントとのアクセスマップの実施例である。
【図１７】図１７は、図１６のアクセスマップをさらに示すバーチャルメモリの実施例で
ある。
【図１８】図１８は、オペレーティングシステムへの信頼されたアクセスと信頼されたド
ライバコンポーネントとのアクセスマップを生成するためのシステムの実施例である。
【図１９】図１９は、電子デバイスのオペレーティングシステムカーネルをプロテクトす
るための方法の実施例である。
【図２０】図２０は、オペレーティングシステムをセキュアに実行するためのオペレーテ
ィングシステムの実行環境を提供するためのシステムの実施例である。
【図２１】図２１は、セキュアなオペレーティングシステムの実行環境を提供するための
システムにおける起動モジュールの実施例である。
【図２２】図２２は、オペレーティングシステムをセキュアに実行するためのオペレーテ
ィングシステムの実行環境の実施例である。
【図２３】図２３は、セキュアなオペレーティングシステムの実行環境を提供するための
システム又は方法において利用されるディスクマッピングビットマップの実施例である。
【図２４】図２４は、セキュアなオペレーティングシステムの実行環境を起動するための
方法の実施例である。
【図２５】図２５は、オペレーティングシステムをセキュアに実行するためのオペレーテ
ィングシステムの実行環境を提供する方法の実施例である。
【図２６】図２６は、未認証のアクセスからストレージデバイスをプロテクトするための
システムの実施例である。
【図２７】図２７は、未認証のアクセスからストレージデバイスをプロテクトするための
システム又は方法により利用されるセキュリティルールの実施例である。
【図２８】図２８は、未認証のアクセスからストレージデバイスをプロテクトするための
方法の実施例である。
【図２９】図２９は、アプリケーションと入出力デバイスとの間のライトアクセスのため
の入出力パスをセキュアにするシステムの実施例である。
【図３０】図３０は、アプリケーションと入出力デバイスとの間のライトアクセスのため
の入出力パスをセキュアにする方法の実施例である。
【図３１】図３１は、アプリケーションと入出力デバイスとの間のリードアクセスのため
の入出力パスをセキュアにするシステムの実施例である。
【図３２】図３２は、アプリケーションと入出力デバイスとの間のリードアクセスのため
の入出力パスをセキュアにする方法の実施例である。
【図３３】図３３は、電子デバイス上の隠蔽されたプロセスを検出及び修復するシステム
の実施例である。
【図３４】図３４は、電子デバイス上の隠蔽されたプロセスを検出及び修復する方法の実
施例である。
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【図３５】図３５は、電子デバイス上の隠蔽されたプロセスを検出及び修復する他のシス
テムの実施例である。
【図３６】図３６は、電子デバイス上の隠蔽されたプロセスを検出及び修復する他の方法
の実施例である。
【図３７】図３７は、電子デバイス上の隠蔽されたプロセスを検出及び修復するさらなる
他の方法の実施例である。
【図３８】図３８は、オペレーティングシステムのシステムコールへのアクセスをセキュ
アにするシステムの実施例である。
【図３９】図３９は、オペレーティングシステムのシステムコールへのアクセスをセキュ
アにするシステム又は方法により利用されるシステムコールテーブルの実施例である。
【図４０】図４０は、オペレーティングシステムのシステムコールへのアクセスをセキュ
アにする方法の実施例である。
【図４１】図４１は、電子デバイス上の悪意ある又は悪意の可能性があるコードの規制及
び制御のためのシステムの実施例である。
【図４２】図４２は、電子デバイス上の自己変更コードの規制及び制御のための方法の実
施例である。
【図４３】図４３は、電子デバイス上の悪意あるコードの変更のための方法の実施例であ
る。
【図４４】図４４は、電子デバイス上の関連するスレッドのモニタリング及びトラッキン
グのための方法の実施例である。
【図４５】図４５は、電子デバイスのメモリ及びストレージをセキュアにするシステムの
実施例である。
【図４６】図４６は、電子デバイスのメモリ及びストレージをセキュアにする方法の実施
例である。
【図４７】図４７は、オペレーティングシステムのオブジェクトへのアクセスをセキュア
にするシステムの実施例である。
【図４８】図４８は、オペレーティングシステムのオブジェクトへのアクセスをセキュア
にするシステム又は方法により利用される動作状態マップの実施例である。
【図４９】図４９は、オペレーティングシステムのオブジェクトへのアクセスをセキュア
にする方法の実施例である。
【図５０】図５０は、電子デバイス上のドライバ間の通信をセキュアにするシステムの実
施例である。
【図５１】図５１は、ドライバ間通信の一例となる図である。
【図５２】図５２は、オペレーティングシステムの下位のセキュリティエージェントがプ
ロテクトしうる電子デバイスの部分のさらなる図である。
【図５３】図５３は、電子デバイスにおけるドライバ間通信のオペレーティングシステム
の下位のトラッピング及びセキュア処理のための方法の実施例である。
【図５４】図５４は、電子デバイス上のドライバフィルタのアタッチメント及びデタッチ
メントをセキュアにするシステムの実施例である。
【図５５】図５５は、一例となるデバイススタックの処理のよち詳細な図である。
【図５６】図５６は、マルウェアがドライバフィルタをアタッチ又はデタッチするよう動
作することによって危険にさらされうるデバイススタックの一例となる図である。
【図５７】図５７は、電子デバイスにおけるドライバフィルタアタッチメントのオペレー
ティングシステムの下位のトラッピングの方法の実施例である。
【図５８】図５８は、電子デバイス上のドライバのロード又はアンロード処理をセキュア
にするシステムの実施例である。
【図５９Ａ】図５９Ａは、電子デバイス上のドライバのロード処理又はアンロード処理を
セキュアにする方法の実施例である。
【図５９Ｂ】図５９Ｂは、電子デバイス上のドライバのロード処理又はアンロード処理を
セキュアにする方法の実施例である。
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【図６０】図６０は、メモリへのコードのロード処理をオペレーティングシステムの下位
でトラッピング及びセキュア処理するシステムの実施例である。
【図６１】図６１は、注入されたコードが実行用のメモリ内に配置するためアプリケーシ
ョンにより収集される方法の一例となる図である。
【図６２Ａ】図６２Ａは、ディスクからメモリへのアプリケーションのイメージのロード
処理の一例となる図である。
【図６２Ｂ】図６２Ｂは、アプリケーションのイメージがメモリロード処理された後に実
行される可能性のあるアクションの一例となる図である。
【図６３】図６３は、コードを注入するためスワップされたコンテンツに対する悪意ある
攻撃のさらなる例を示す。
【図６４】図６４は、メモリの一部が悪意あると判断された後のメモリマップの実施例で
ある。
【図６５】図６５は、メモリへのコードのロード処理及び実行のオペレーティングシステ
ムの下位のトラッピングの方法の実施例である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図１は、マルウェアから電子デバイスをプロテクトするシステム１００の実施例である
。システム１００は、トリガイベントハンドラ１０８に通信接続されるオペレーティング
システム（Ｏ／Ｓ）下位トラッピングエージェント１０４を有してもよい。Ｏ／Ｓ下位ト
ラッピングエージェント１０４は、電子デバイス１０３のリソース１０６の各種の試行さ
れたアクセスをトラップするよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位トラッピングエージェン
ト１０４は、トラップされた試行されたアクセスに関連するトリガイベントを生成し、ト
リガイベントをトリガイベントハンドラ１０８に送信するよう構成されてもよい。トリガ
イベントハンドラ１０８は、トリガイベントの処理方法を決定するため、１以上のセキュ
リティルール１１４又はプロテクションサーバ１０３に照会するよう構成されてもよい。
トリガイベントハンドラ１０８はまた、トリガイベントの傾向が電子デバイス１０３のリ
ソース又は処理を妨害するマルウェア又は悪意ある試行の徴候であると評価するよう構成
されてもよい。さらに、トリガイベントハンドラ１０８は、トリガイベントが許可又は拒
絶されるべきかの判定をＯ／Ｓ下位トラッピングエージェント１０４に提供するか、又は
他の訂正アクションを生成するよう構成されてもよい。
【００１８】
　Ｏ／Ｓ下位トラッピングエージェント１０４は、電子デバイス１０３においてオペレー
ティングシステムより下位の機能レベルにおいて実現されてもよい。例えば、Ｏ／Ｓ下位
トラッピングエージェント１０４は、オペレーティングシステム１１２、ドライバ１１１
又はアプリケーション１１０によるリソースへの試行されたアクセスをインターセプトし
てもよい。Ｏ／Ｓ下位トラッピングエージェント１０４は、オペレーティングシステムを
利用することなく、電子デバイス１０３のプロセッサ上で実行されてもよい。一実施例で
は、Ｏ／Ｓ下位トラッピングエージェント１０４は、ベアメタル環境又は実行レベルにお
いて実行されてもよい。さらに、Ｏ／Ｓ下位トラッピングエージェント１０４は、電子デ
バイス１０３のすべてのオペレーティングシステムよりも、電子デバイス１０３のプロセ
ッサにより規定されるように、より高い実行優先度により実行されてもよい。例えば、よ
り小さな数がより高い優先度を表すプロテクションリングを利用した階層的プロテクショ
ンドメインモデルに関して、オペレーティングシステム１１２は、“Ｒｉｎｇ０”で実行
し、Ｏ／Ｓ下位トラッピングエージェント１０４は“Ｒｉｎｇ－１”で実行されてもよい
。ドライバ１１１及びアプリケーション１１０は、“Ｒｉｎｇ０”又は“Ｒｉｎｇ３”に
より実行されてもよい。プロセッサのいくつかの実施例では、“Ｒｉｎｇ－１”のコンセ
プトは、“Ｒｉｎｇ０　ｐｒｉｖｉｌｅｇｅｄ　ｍｏｄｅ”として知られ、“Ｒｉｎｇ０
”のコンセプトは、“Ｒｉｎｇ０　ｎｏｎ－ｐｒｉｖｉｌｅｇｅｄ　ｍｏｄｅ”として知
られてもよい。“Ｒｉｎｇ－１”又は“Ｒｉｎｇ０　ｐｒｉｖｉｌｅｇｅｄ　ｍｏｄｅ”
における処理は、“Ｒｉｎｇ０”又は“Ｒｉｎｇ０　ｐｒｉｖｉｌｅｇｅｄ　ｍｏｄｅ”
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より追加的なオーバヘッド及びコストを伴う可能性がある。電子デバイス１０３のオペレ
ーティングシステムは、Ｒｉｎｇ０において実行されてもよい。
【００１９】
　Ｏ／Ｓ下位トラッピングエージェント１０４は、Ｒｉｎｇ０又はより上位で実行するエ
ンティティにトランスペアレントに実行されてもよい。このため、リソース１０６の試行
されたアクセスは、Ｏ／Ｓ下位トラッピングエージェント１０４の有無に関わらず、同じ
方法によりオペレーティングシステム１１２又は他のエンティティによりリクエストされ
てもよい。受信したアクションを実行する際、Ｏ／Ｓ下位トラッピングエージェント１０
４は、当該リクエストが発生することを許可するか、当該リクエストを拒絶するか、又は
他の訂正アクションを行ってもよい。リクエストを拒絶するため、Ｏ／Ｓ下位トラッピン
グエージェント１０４は、リソース１０６又はプロセッサに対するリクエストを単にわた
さないか、又はアクションが行われたことをオペレーティングシステム１１２に確信させ
るため、リクエストに対するスプーフ又はダミーリプライを提供してもよい。
【００２０】
　“Ｒｉｎｇ－１”により、電子デバイス１０３の関連するオペレーティングシステムよ
り高い優先度により、又は電子デバイス１０３の関連するオペレーティングシステムの下
位で実行することによって、Ｏ／Ｓ下位トラッピングエージェント１０４は、オペレーテ
ィングシステム１１２などのオペレーティングシステムを苦しめるマルウェアの多くを回
避するようにしてもよい。しかしながら、電子デバイス１０３上のマルウェアは、それが
悪意あるアクティビティを実行する場合、リソース１０６のリクエストを依然として実行
する必要がある。従って、センシティブリソースにリンクされたトラッピング処理は、電
子デバイス１０３のオペレーティングシステムのレベルより下位で実行されるトラッピン
グエージェントによって、より良好に実現されてもよい。
【００２１】
　Ｏ／Ｓ下位トラッピングエージェント１０４は、何れか適切な方法により実現されても
よい。一実施例では、Ｏ／Ｓ下位トラッピングエージェント１０４は、バーチャルマシー
ンモニタにおいて実現されてもよい。このような実施例は、Ｏ／Ｓ下位トラッピングエー
ジェント１０４について説明されるようなオペレーティングシステムのレベルより下位で
実行されてもよい。このような実施例の具体例の説明は、例えば、セキュリティバーチャ
ルマシーンモニタ２１６の以降の図２の説明などにおいて行われる。他の実施例では、Ｏ
／Ｓ下位トラッピングエージェント１０４は、ファームウェアにより実現されてもよい。
このような実施例は、Ｏ／Ｓ下位トラッピングエージェント１０４について説明されるよ
うに、オペレーティングシステムのレベルより下位で実行されてもよい。このような実施
例の具体例の説明は、ファームウェアセキュリティエージェント４４０，５１６又はＰＣ
ファームウェアセキュリティエージェント４４４の以降の図４及び５の説明などにおいて
行われる。さらなる他の実施例では、Ｏ／Ｓ下位トラッピングエージェント１０４は、マ
イクロコードにより実現されてもよい。このような実現形態は、Ｏ／Ｓ下位トラッピング
エージェント１０４について説明されるように、オペレーティングシステムのレベルより
下位で実行されてもよい。このような実施例の具体例の説明は、例えば、マイクロコード
セキュリティエージェント７０８の以降の図７の説明などにおいて行われる。Ｏ／Ｓ下位
トラッピングエージェント１０４は、これらの実施例の組み合わせにより実現されてもよ
い。
【００２２】
　トリガイベントハンドラ１０８は、相互に通信接続された１以上のイベントハンドラ又
はセキュリティエージェントにより実現されてもよい。トリガイベントハンドラ１０８及
びＯ／Ｓ下位トラッピングエージェント１０４は、同一のセキュリティエージェントによ
り実現されてもよい。一実施例では、トリガイベントハンドラ１０８は、Ｏ／Ｓ下位トラ
ッピングエージェントと同一の優先度リングにより実行されてもよい。他の実施例では、
トリガイベントハンドラ１０８は、オペレーティングシステム１１２、ドライバ１１１又
はアプリケーション１１０と同じ優先度により実行されてもよい。さらなる他の実施例で
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は、トリガイベントハンドラ１０８は、少なくとも１つのトリガイベントハンドラがＯ／
Ｓ下位トラッピングエージェントと同一の優先度リングにより実行され、少なくとも１つ
のトリガイベントハンドラがオペレーティングシステム１１２、ドライバ１１１又はアプ
リケーション１１０のレベルにおいて実行される２以上のトリガイベントハンドラにより
実現されてもよい。Ｏ／Ｓ下位トラッピングエージェント１０４のレベルにより実行する
ことによって、トリガイベントハンドラ１０８は、エージェント自体に感染する“Ｒｉｎ
ｇ０”又は“Ｒｉｎｇ３”のマルウェアの問題を同様に回避してもよい。しかしながら、
オペレーティングシステム１１２、ドライバ１１１又はアプリケーション１１０と共に“
Ｒｉｎｇ０”又は“Ｒｉｎｇ３”により実行されるトリガイベントハンドラ１０８は、“
Ｒｉｎｇ－１”エージェントの観点から利用不可なリソース１０６の試行されたアクセス
に関するコンテクスト情報を提供することが可能であってもよい。
【００２３】
　トリガイベントハンドラ１０８は、何れか適切な方法により実現されてもよい。一実施
例では、トリガイベントハンドラ１０８は、バーチャルマシーンモニタ又はバーチャルマ
シーンモニタセキュリティエージェントにおいて実現されてもよい。このような実施例は
、トリガイベントハンドラ１０８について説明されるように、オペレーティングシステム
のレベルより下位で実行されてもよい。このような実施例の具体例の説明は、例えば、セ
キュリティバーチャルマシーンモニタ２１６又はセキュリティバーチャルマシーンモニタ
セキュリティエージェント２１７の以降の図２の説明などにおいて行われる。他の実施例
では、トリガイベントハンドラ１０８は、ファームウェアにおいて完全に又は部分的に実
現されてもよい。このような実施例は、トリガイベントハンドラ１０８について説明され
るように、オペレーティングシステムのレベルより下位で実行されてもよい。このような
実施例の具体例の説明は、ファームウェアセキュリティエージェント４４０、５１６又は
ＰＣファームウェアセキュリティエージェント４４４の以降の図４及び５の説明などにお
いて行われる。トリガイベントハンドラ１０８はまた、バーチャルマシーンモニタ、ファ
ームウェア又はマイクロコードと同様にして実現されてもよい図４のＯ／Ｓ下位エージェ
ント４５０において実現されてもよい。さらなる他の実施例では、トリガイベントハンド
ラ１０８は、マイクロコードにより実現されてもよい。このような実現形態は、トリガイ
ベントハンドラ１０８について説明されるように、オペレーティングシステムのレベルよ
り下位で実行されてもよい。このような実施例の具体例の説明は、例えば、マイクロコー
ドセキュリティエージェント７０８の以降の図７の説明などにおいて行われる。トリガイ
ベントハンドラ１０８は、バーチャルマシーンモニタ、ファームウェア又はマイクロコー
ドと同様に実現されてもよい図７のＯ／Ｓ下位エージェント７１２において実現されても
よい。トリガイベントハンドラ１０８は、これらの実施例の組み合わせにより実現されて
もよい。
【００２４】
　一実施例では、Ｏ／Ｓ下位トラッピングエージェント１０４及び／又はトリガイベント
ハンドラ１０８は、電子デバイス１０３のベアメタルレイヤにおいて実行されてもよい。
Ｏ／Ｓ下位トラッピングエージェント１０４及び／又はトリガイベントハンドラ１０８は
、それらの間のオペレーティングシステムと、それらがプロテクトするよう構成されるリ
ソース１０６とを利用することなく実行されてもよい。リソース１０６は、プロセッサ、
プロセッサの機能、メモリ、データ構造などのメモリにあるエンティティ、又はファンク
ション、プロセス若しくはアプリケーションなどのプロセッサによる実行用のメモリにあ
るエンティティを含むものであってもよい。Ｏ／Ｓ下位トラッピングエージェント１０４
及び／又はトリガイベントハンドラ１０８は、電子デバイス１０３のハードウェア上で直
接的に実行されてもよい。Ｏ／Ｓ下位トラッピングエージェント１０４及び／又はトリガ
イベントハンドラ１０８は、実行するためのオペレーティングシステム１１２などのオペ
レーティングシステムの使用を要求せず、またリソース１０６に対するフルアクセスを取
得しなくてもよい。
【００２５】
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　オペレーティングシステム１１２のレベルのエンティティ、Ｏ／Ｓ下位トラッピングエ
ージェント１０４及びトリガイベントハンドラ１０８とリソース１０６との間の関係に参
加しない他のオペレーティングシステムが、電子デバイス１０３に存在してもよい。例え
ば、プレブートオペレーティングシステムは、電子デバイスの各部分をセキュアに起動す
るが、リソース１０６から構成されるアプリケーション１１０、ドライバ１１１及びオペ
レーティングシステム１１２からのリクエストの処理に関して、電子デバイスの通常処理
に参加しないようにしてもよい。他の具体例では、電子デバイス１０３は、マザーボード
コンポーネント、プラグインカード、周辺装置、又はオペレーティングシステム１１２の
レベルのエンティティ、Ｏ／Ｓ下位トラッピングエージェント１０４及びトリガイベント
ハンドラ１０８とリソース１０６との間の関係の外部においてファンクションを実行する
ため、オペレーティングシステム及びプロセッサの自らのセットを含む他のコンポーネン
トを含むものであってもよい。これらのオペレーティングシステムは、埋め込みオペレー
ティングシステムであってもよい。これらのオペレーティングシステムの何れかは、Ｏ／
Ｓ下位トラッピングエージェント１０４及びトリガイベントハンドラ１０８の実行に利用
されなくてもよい。さらに、これらのオペレーティングシステムの何れかは、トラッピン
グエージェント１０４及びトリガイベントハンドラ１０８によりプロテクトされるリソー
ス１０６にアクセスしなくてもよい。
【００２６】
　システム１００は、１以上のＯ／Ｓ下位トラッピングエージェント１０４と１以上のト
リガイベントハンドラ１０８との何れかの組み合わせを含むものであってもよい。Ｏ／Ｓ
下位トラッピングエージェント１０４とトリガイベントハンドラ１０８との説明は、以降
の図におけるトラッピングエージェント、イベントハンドラ及びセキュリティエージェン
トの説明において行われる。
【００２７】
　リソース１０６は、電子デバイスの何れか適切なリソースを含むものであってもよい。
例えば、リソース１０６は、レジスタ、メモリ、コントローラ又はＩ／Ｏデバイスを含む
ものであってもよい。リソース１０６の実施例の説明は、例えば、図２のシステムリソー
ス２１４、図４に示されるようなディスプレイ４３０及びストレージ４３２などのコンポ
ーネント、又は以降の図７のシステムリソース７２４などの説明で行われる。
【００２８】
　セキュリティルール１１４は、Ｏ／Ｓ下位トラッピングエージェント１０４にトラップ
するためのアクションを通知し、トリガイベントハンドラ１０８にトラップされるアクシ
ョンに基づきイベントを処理するよう通知するための何れか適切なルール、ロジック、コ
マンド、命令、フラグ又は他の機構を含むものであってもよい。トリガイベントハンドラ
１０８は、セキュリティルール１１４の１以上のＯ／Ｓ下位トラッピングエージェントに
提供するよう構成されてもよい。セキュリティルール１１４の一部又は全ての実施例の説
明は、例えば、図２のセキュリティルール２２２、図４のセキュリティルール４２２、４
３４、４３６、４３８、図５のセキュリティルール５１８、又は以降の図７のセキュリテ
ィルール７０７、７２３などの説明において行われる。
【００２９】
　システム１００のアプリケーション１１０、ドライバ１１１及びオペレーティングシス
テム１１２などのカーネルモード及びユーザモードエンティティは、何れか適切な方法に
より実現されてもよい。システム１００のアプリケーション１１０、ドライバ１１１及び
オペレーティングシステム１１２の実施例の説明は、例えば、図２のアプリケーション２
１０、ドライバ２１１及びオペレーティングシステム２１２、図４のアプリケーション４
１０、ドライバ４１１及びオペレーティングシステム４１２、以降の図７のアプリケーシ
ョン７０９、ドライバ７１１及びオペレーティングシステム７１３などの説明で行われる
。
【００３０】
　電子デバイス１０３は、コンピュータ、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄａｔａ　Ａｓｓ
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ｉｓｔａｎｔ）、電話、モバイル装置、サーバ又はプログラム命令及び／又はプロセスデ
ータをインターセプト及び／又は実行するようコンフィギュラブルな他の何れかのデバイ
スなどにおいて何れか適切な方法により実現されてもよい。電子デバイス１０３の実施例
の説明は、図２の電子デバイス２０４、図４の電子デバイス４０４又は図７の電子デバイ
ス７０１などの説明において行われる。
【００３１】
　システム１００は、電子デバイス１０３のオペレーティングシステムの下位のレベルに
おいてリソースの試行されたアクセスをトラップするのに適した何れかのシステムにより
実現されてもよい。システム１００はまた、試行されたアクセスが悪意あるか否か判断す
るため、セキュリティルールに照会することによって試行されたアクセスを処理するのに
適した何れかの手段により実現されてもよい。例えば、システム１００は、以降の図２～
８に説明されるように、システム及び方法２００、３００、４００、５００、６００、７
００及び８００により実現されてもよい。
【００３２】
　図２は、マルウェアから電子デバイスをプロテクトするためのバーチャルマシーンモニ
タベース及びセキュリティルールベースのコンフィギュラブルなセキュリティ手段のため
のシステム２００の実施例である。システム２００は、バーチャルマシーンモニタにおけ
るシステム１００の特定の要素を実現するシステム１００の実施例であってもよい。シス
テム２００は、コンフィギュラブルセキュリティ手段によってマルウェアに対してプロテ
クトされるべき電子デバイス２０４を含むものであってもよい。システム２００のコンフ
ィギュラブルセキュリティ手段は、すべてのオペレーティングシステムの下位で実行され
るセキュリティエージェント、セキュリティバーチャルマシーンモニタ、クラウドベース
セキュリティエージェント及びＯ／Ｓ内動作セキュリティエージェントを含むものであっ
てもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント及びセキュリティバーチャルマシーンモ
ニタは、Ｏ／Ｓ内動作セキュリティエージェントにより利用されるリソースを含む、電子
デバイス２０４のシステムリソースへのアクセスを保護するよう構成されてもよい。Ｏ／
Ｓ下位セキュリティエージェントは、セキュリティバーチャルマシーンモニタにおいて実
行されてもよい。クラウドベースセキュリティエージェントは、Ｏ／Ｓ下位セキュリティ
エージェント及びＯ／Ｓ内動作セキュリティエージェントにマルウェア検出情報を提供し
、セキュリティバーチャルマシーンモニタ及びＯ／Ｓ内動作セキュリティエージェントか
らマルウェアにおそらく関連する疑わしい動作に関する情報を受信するよう構成されても
よい。Ｏ／Ｓ内動作セキュリティエージェントは、電子デバイス上で実行されるマルウェ
アの証拠のため、電子デバイス２０４をスキャンするよう構成されてもよい。システム２
００は、電子デバイス２０４のリソースへのアクセスの試行される使用をトラップし、当
該試行に対応するトリガイベントを生成し、トリガイベントに関してセキュリティルール
を照会し、当該試行に関して必要に応じて訂正アクションを行うよう構成される１以上の
Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントを有してもよい。
【００３３】
　一実施例では、システム２００は、１以上のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８
及びセキュリティバーチャルマシーンモニタ（ＳＶＭＭ）セキュリティエージェント２１
７に通信接続されるプロテクションサーバ２０２を有してもよい。ＳＶＭＭセキュリティ
エージェント２１７は、ＳＶＭＭ２１６にあってもよい。ＳＶＭＭ２１６は、電子デバイ
ス２０４上にあって実行されてもよい。Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８とＳＶ
ＭＭセキュリティエージェント２１７とは、通信接続されてもよい。プロテクションサー
バ２０２、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８、ＳＶＭＭセキュリティエージェン
ト２１７及びＳＶＭＭ２１６は、マルウェアの感染から電子デバイス２０４をプロテクト
するよう構成されてもよい。
【００３４】
　ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７は、図１のトリガイベントハンドラ１０８の
実施例であってもよい。ＳＶＭＭ２１６は、図１のＯ／Ｓ下位トラッピングエージェント
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１０４の実施例であってもよい。
【００３５】
　電子デバイス２０４は、プロセッサ２０６に接続されるメモリ２０８を有してもよい。
電子デバイス２０４は、何れか適切な目的のため電子デバイス上で実行される１以上のア
プリケーション２１０又はドライバ２１１を有してもよい。電子デバイス２０４は、オペ
レーティングシステム２１２を有してもよい。オペレーティングシステム２１２は、電子
デバイス２０４のシステムリソース２１４へのアクセスをアプリケーション２１０又はド
ライバ２１１に提供するよう構成されてもよい。ＳＶＭＭ２１６は、システムリソース２
１４のオペレーティングシステム２１２のコールをインターセプトするよう構成されても
よい。ＳＶＭＭ２１６及びＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７は、オペレーティン
グシステム２１２のレベルより下位で動作してもよい。例えば、ＳＶＭＭ２１６及びＳＶ
ＭＭセキュリティエージェント２１７は、“Ｒｉｎｇ－１”などの特権モードでプロセッ
サ２０６上で直接動作してもよい。
【００３６】
　プロセッサ２０６は、例えば、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル
信号プロセッサ（ＤＳＰ）、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉ
ｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）又はプログラム命令及び／又はプロセスデータを
インターセプト及び／又は実行するよう構成される他の何れかのデジタル又はアナログ回
路などから構成されてもよい。一部の実施例では、プロセッサ２０６は、メモリ２０８に
格納されているプログラム命令及び／又はプロセスデータをインターセプト及び／又は実
行してもよい。メモリ２０８は、部分的に又は全体的にアプリケーションメモリ、システ
ムメモリ又はその双方として構成されてもよい。メモリ２０８は、１以上のメモリモジュ
ールを保持及び／又は収容するよう構成される何れかのシステム、デバイス又は装置を有
してもよく、例えば、メモリ２０８は、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、
ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ソリッドステートメモリ又はデ
ィスクベースメモリを含むものであってもよい。各メモリモジュールは、ある期間中にプ
ログラム命令及び／又はデータを保持するよう構成される何れかのシステム、デバイス又
は装置を有してもよい（例えば、コンピュータ可読な非一時的媒体など）。
【００３７】
　プロテクションサーバ２０２は、ネットワーク２４４上で実行されてもよい。ネットワ
ーク２４４上で実行されるプロテクションサーバ２０２は、クラウドコンピューティング
スキームを実現してもよい。プロテクションサーバ２０２は、マルウェア検出ルール及び
情報を更新するため、電子デバイス２０４の要素と通信するよう構成されてもよい。プロ
テクションサーバ２０２は、電子デバイス２０４から発信された疑わしいアクティビティ
に関する情報を受信し、このような疑わしいアクティビティがマルウェアの感染の徴候で
あるか判断するよう構成されてもよい。オペレーティングシステム２１２は、１以上のＯ
／Ｓ内セキュリティエージェント２１８を有してもよい。Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェ
ント２１８は、Ｏ／Ｓ内セキュリティルール２２０などのモニタリング及び検出ルールを
プロテクションサーバ２０２から受信するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ内セキュリティ
エージェント２１８は、プロテクションサーバ２０２により受信されたＯ／Ｓ内セキュリ
ティルール２２０を利用して、電子デバイス２０４上の疑わしいアクティビティをモニタ
及び阻止するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８は、検出
された疑わしいアクティビティをプロテクションサーバ２０２に報告するよう構成されて
もよい。Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８は、マルウェア処理を阻止し、当該阻
止をプロテクションサーバ２０２に報告するよう構成されてもよい。複数のＯ／Ｓ内セキ
ュリティエージェント２１８がシステム２００にある場合、各Ｏ／Ｓ内セキュリティエー
ジェント２１８は、トラッピング、検証又はＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８に
関する他のタスクの指定された部分を実行するよう構成されてもよい。このような部分は
、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントにより規定されてもよい。例えば、あるＯ／Ｓ内
セキュリティエージェント２１８はＭＯＶ命令を検証又は調査し、他のＯ／Ｓ内セキュリ
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ティエージェント２１８はＪＭＰ命令を検証又は調査してもよい。Ｏ／Ｓ内セキュリティ
エージェント２１８は、メモリのあるページのライフサイクルを決定するよう構成されて
もよい。例えば、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８は、メモリのページを配分す
るためオペレーティングシステムにより典型的に利用されるプロセス及びステップを知っ
ていてもよい。同様に、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８は、それのローダにア
プリケーションのイメージをロードするためオペレーティングシステム２１２により典型
的に利用されるプロセス及びステップを知っていてもよい。このようなプロセスは、静的
な処理パターンに従うものであってもよい。従って、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント
２１８は、所与のアクセションに対して標準的な手順に従ったか判断するため、オペレー
ティングシステム２１２の処理を追跡するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ内セキュリティ
エージェント２１８は、ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７によりトラップされた
処理がＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８により観察された対応する予想されるア
クションを生成したか判断するため、ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７と通信し
てもよい。相違は、マルウェアがオペレーティングシステム２１２の通常処理の外部のシ
ステムファンクションを実行すことを試みたことを示すものであってもよい。従って、例
えば、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８及びＳＶＭＭセキュリティエージェント
２１７は、対象ページがマルウェアにより直接メモリにロードされたか、又はオペレーテ
ィングシステムのローダによりロードされたか判断してもよい。このような動作は、Ｏ／
Ｓ内セキュリティエージェント２１８又はＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７に情
報をプロテクションサーバ２０２に報告させ、より攻撃的なトラッピング及びチェッキン
グを利用させ、又は他の何れかの訂正手段を行わさせてもよい。
【００３８】
　一実施例では、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１９は、オペレーティングシステ
ム２１２内に自らを埋め込むことによって、コンテクスト情報を提供するよう構成されて
もよい。例えば、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１９は、自ら又はサブコンポーネ
ントをドライバフィルタとして登録し、ドライバが観察するもの又は観察しないものを決
定するため、自らをメインドライバにアタッチするよう構成されてもよい。フィルタとし
てＮＤＩＳ．ＳＹＳにアタッチされることによって、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント
２１９は、オペレーティングシステム２１２のドライバにより観察されるファイルＩ／Ｏ
処理を報告するよう構成されてもよい。
【００３９】
　他の実施例では、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１９は、オペレーティングシス
テムの下位で観察される情報と比較するため、ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１６
又は他のＯ／Ｓ下位セキュリティエージェントにオペレーティングシステム２１９内から
観察された情報を提供するよう構成されてもよい。これら２つの情報セットの間の相違は
、自らを隠蔽しようと試みるマルウェアの存在を示すものであるかもしれない。例えば、
Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１９は、ＮＤＩＳ．ＳＹＳをフック又はフィルタリ
ングし、あるファイルへのファイル書き込みをモニタしてもよい。ＳＶＭＭセキュリティ
エージェント２１６は、入出力コマンドをモニタしてもよい。ＳＶＭＭセキュリティエー
ジェント２１６が、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１９により観察されるファンク
ションコールのリストに基づき、あるべきものより多くの書き込みが観察されたと判断し
た場合、マルウェアは、オペレーティングシステム２１２により提供されるファンクショ
ンの外部においてディスクに秘かに書き込みをしている可能性がある。
【００４０】
　ネットワーク２４４は、インターネット、イントラネット、ワイドエリアネットワーク
、ローカルエリアネットワーク、バックホールネットワーク、ピア・ツー・ピアネットワ
ーク又はこれらの何れかの組み合わせなど、通信のための何れか適切なネットワークによ
り実現されてもよい。プロテクションサーバ２０２は、普及評判解析ロジックを適用する
ことによってマルウェアをさらに検出するため、各種電子デバイス２０４上で実行される
各種セキュリティエージェント２１８から送信されるレポートを利用してもよい。例えば
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、電子デバイス２０４上で特定される疑わしい動作は、他の電子デバイス２０４を予防的
にプロテクトするため、プロテクションサーバ２０２のルールに合成されてもよい。この
ようなルールは、例えば、疑わしいドライバが報告された回数などに基づき決定されても
よい。例えば、狭い又は遅い配信パターンの未知のドライバは、マルウェアと関連付けさ
れてもよい。他方、広く速い配信の未知のドライバは、人気があって広範に利用可能なア
プリケーションのパッチと関連付けされてもよい。他の具体例では、このような検出され
たドライバは、ホストマルウェアに知られるウェブサイトにアクセスするため、他の電子
デバイス上で実行されるセキュリティソフトウェアにより決定されてもよい。このような
ドライバは、マルウェアと関連付けされるよう決定されてもよい。
【００４１】
　ＳＶＭＭ２１６は、システム２００のファンクションをモニタするセキュリティバーチ
ャルマシーンの一部又はすべてを実現してもよい。ＳＶＭＭ２１６は、電子デバイス上で
実行される１以上のオペレーティングシステムに対するレジスタ、メモリ又はＩ／Ｏデバ
イスなどのシステムリソースへのアクセスをインターセプトするよう構成されてもよい。
システム２００のファンクションをモニタするセキュリティバーチャルマシーンは、ＳＶ
ＭＭ２１６を用いて実現されてもよいし、あるいは、他の何れかのバーチャルマシーンモ
ニタは、本開示の教示により電子デバイス２０４をプロテクトするよう構成されてもよい
。ＳＶＭＭ２１６は、オペレーティングシステム２１２が自らのために、又はオペレーテ
ィングシステム２１２を介し実行されるアプリケーション２１０のためにシステムリソー
ス２１４にアクセスすることを試みる間に、オペレーティングシステム２１２により行わ
れるアクションを制御及びフィルタリングするよう構成されてもよい。ＳＶＭＭ２１６は
、電子デバイス２０４上でオペレーティングシステム２１２の下位で実行されてもよく、
オペレーティングシステム２１２及びアプリケーション２１０又はドライバ２１１に利用
可能とされている一部又はすべてのプロセッサリソースに対する制御を行ってもよい。ア
プリケーション２１０は、電子デバイス２０４上で実行されるのに適した何れかのアプリ
ケーションから構成されてもよい。ドライバ２１１は、電子デバイス２０４上で実行され
るのに適した何れかのドライバから構成されてもよい。ＳＶＭＭ２１６による制御のため
利用可能とされるプロセッサリソースは、仮想化のため指定されたリソースを含むもので
あってもよい。一実施例では、ＳＶＭＭ２１６は、オペレーティングシステム２１２、ア
プリケーション２１０又はドライバ２１１によるアクセスのためのシステムリソースを仮
想化するよう構成されてもよい。単なる具体例として、このようなシステムリソース２１
４は、入出力デバイス２２６、システムメモリ２２８又はプロセッサリソース２３０を含
むものであってもよい。単なる具体例として、プロセッサリソース２３０は、従来のレジ
スタ２３２、デバッグレジスタ２３４、メモリセグメンテーション２３６、メモリページ
ング２３８、インタラプト２４０又はフラグ２４２を含むものであってもよい。Ｉ／Ｏデ
バイス２２６は、キーボード、ディスプレイ、マウス又はネットワークカードなどのこの
ようなデバイスへのアクセスを含むものであってもよい。
【００４２】
　ＳＶＭＭ２１６は、システムリソース２１５にアクセスするため、オペレーティングシ
ステム２１２から発信された処理の実行をトラップするよう構成されてもよい。ＳＶＭＭ
２１６は、システムリソース２１４の特定の試行されたアクセスをトラップするよう構成
される制御構造を有してもよい。何れか適切な制御構造が利用されてもよい。一実施例で
は、このような制御構造は、バーチャルマシーン制御構造（ＶＭＣＳ）２２１を有しても
よい。ＳＶＭＭ２１６は、ＶＭＣＳ２２１の内部においてフラグを操作することによって
、このような実行をトラップするよう構成されてもよい。ＳＶＭＭ２１６は、システムリ
ソース２１４のアクセスに関するオペレーティングシステム２１２、アプリケーション２
１０又はドライバ２１１の何れか適切な処理をトラップするよう構成されてもよい。この
ようなトラップされた処理は、例えば、システムメモリ２２８の特定のメモリページのリ
ード、ライト及び実行、プロセッサレジスタ２３０との間における値をロード及び格納、
又はＩ／Ｏデバイス２２６との間におけるリード及びライトなどを含むものであってもよ
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い。このような何れかの処理は、ＳＶＭＭ２１６によりトラップされてもよいバーチャル
マシーンイグジット（ＶＭ　Ｅｘｉｔ）を生じさせるものであってもよい。ＳＶＭＭ２１
６は、プロセッサ２０８により生成されるか、又はオペレーティングシステム２１の要素
により開始されるインタラプト２４０の生成をトラップするよう構成されてもよい。ＳＶ
ＭＭ２１６は、ＩＮ及びＯＵＴ命令をトラップすることによって、Ｉ／Ｏデバイス２２６
との間で試みられたリード及びライトをトラップするよう構成されてもよい。ＳＶＭＭは
、例えば、Ｖｉｒｔｕａｌｉｚａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｄｉｒｅｃｔｅｄ　
Ｉ／Ｏ（ＶＴｄ）などの機構へのアクセスをトラップすることによって、このような命令
をトラップするよう構成されてもよい。ＶＴｄは、プロセッサ２０８によるＩ／Ｏデバイ
スの仮想化を可能にするものであるかもしれない。ＶＴｄファシリティにアクセスするこ
とによって、ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７は、ＶＴｄにより接続されるデバ
イスを決定し、オペレーティングシステム２１２からのメタ情報、Ｉ／Ｏデバイス上のポ
ート又は他の適切な情報を決定するよう構成されてもよい。ＳＶＭＭセキュリティエージ
ェント２１７は、このような仮想化されたデバイスアクセスの処理を制御又はトラップす
るよう構成されてもよい。例えば、ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７は、プログ
ラマブルＩ／Ｏポートに与えられるＩ／Ｏ割当てを含むＩ／Ｏパーミッションマップを決
定するよう構成されてもよい。ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７は、マルウェア
により実行される可能性があるパーミッションマップへのアクセスをトラップするか、あ
るいは、オペレーティングシステム２１２上のエンティティの関係とＩ／Ｏデバイスのリ
クエストとを決定するためパーミッションマップを利用するよう構成されてもよい。
【００４３】
　一実施例では、ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７は、ＳＶＭＭ２１６において
実行されてもよい。他の実施例では、ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７は、ＳＶ
ＭＭ２１６の外部において実行され、ＳＶＭＭ２１６に通信接続されてもよい。このよう
な実施例では、ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７は、オペレーティングシステム
２１２などの電子デバイス２０４のオペレーティングシステムの下位で実行されてもよい
。ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７は、ＳＶＭＭ２１６の同一レベル及び／又は
同一優先度により実行されてもよい。ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７は、ＳＶ
ＭＭ２１６によりトリガ又はトラップされたイベントを処理するよう構成されてもよい。
ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７は、カーネルレベルルートキットの干渉のない
コンテンツを調べるため、オペレーティングシステム２１２の下位レベルでメモリ２２８
又はディスクのコンテンツにアクセスするよう構成されてもよい。さらに、ＳＶＭＭセキ
ュリティエージェント２１７の一部の処理は、ＳＶＭＭ２１６により実現されてもよく、
ＳＶＭＭ２１６の一部の処理は、ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７により実現さ
れてもよい。
【００４４】
　ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７は、何れのアクションがトラップ又はトリガ
を生じさせるかに関して、ＳＶＭＭ２１６の処理を設定するよう構成されてもよい。一実
施例では、ＳＶＭＭ２１６は、トラップされたアクションの検出をＳＶＭＭセキュリティ
エージェント２１７に通信するよう構成されてもよい。ＳＶＭＭセキュリティエージェン
ト２１７は、トラップされたアクションがマルウェア又は悪意あるアクティビティを示す
か判断するため、セキュリティルール２２２を照会し、セキュリティルール２２２に基づ
き、以降の何れのアクションがとられるべきかに関する命令をＳＶＭＭ２１６に提供する
よう構成されてもよい。このような以降のアクションは、試行されたアクションの許可若
しくは不許可、又は他の訂正ステップの実行を含むものであってもよい。
【００４５】
　ＳＶＭＭ２１６及びＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７によりシステムリソース
２１４の試行されたアクセス及び実行をトラップする処理は、Ｏ／Ｓ内セキュリティエー
ジェント２１８により収集された情報を介し調整されてもよい。Ｏ／Ｓ内セキュリティエ
ージェント２１８は、ＳＶＭＭ２１６及びＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７のト
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ラップ及びハンドリング処理にコンテクストを提供するよう構成されてもよい。例えば、
あるオペレーティングシステムデータ構造は、通常は特定のアプリケーション又はサービ
スによってのみ書き込まれてもよい。Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８は、何れ
のアプリケーション又はプロセスがオペレーティングシステム２１２上で現在可視的に実
行されているか決定し、当該情報をＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７に通信して
もよい。特定のアプリケーション又はサービスが可視的に実行されているとリストされな
い場合、データ構造への試行されている書き込みは、未認証のアプリケーション又はプロ
セスからのものである可能性がある。
【００４６】
　Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８は、ハイパーコールを介しＳＶＭＭ２１６及
び／又はＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７と通信するよう構成されてもよい。ハ
イパーコールは、利用可能なリクエストを規定する記述子テーブルと共に関連する入出力
パラメータにより実現されてもよい。このような記述子テーブルは、Ｏ／Ｓ内セキュリテ
ィエージェント２１８がＳＶＭＭ２１６及び／又はＳＶＭＭセキュリティエージェント２
１７と通信するため可能な１以上のリクエストを規定してもよい。このような記述子テー
ブルはまた、このようなリクエストの入出力パラメータがメモリに配置されてもよい場所
を規定してもよい。
【００４７】
　Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８、ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７
及びプロテクションサーバ２０２は、互いに認証するよう構成されてもよい。セキュリテ
ィエージェント２１２、ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７及びプロテクションサ
ーバ２０２のそれぞれは、各エンティティが認証されない場合、相互に通信することを継
続しないよう構成されてもよい。ＳＶＭＭ２１６は、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント
２１８のイメージをメモリ２０６に配置し、暗号化署名アルゴリズムを利用してメモリ２
０６のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８のイメージを検証するよう構成されても
よい。プロテクションサーバ２０２、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８及びＳＶ
ＭＭセキュリティエージェント２１７の間の認証は、暗号化ハッシュ及び／又は署名アル
ゴリズムを含む何れか適切な方法を利用してもよい。一実施例では、このような認証は、
プライベート秘密鍵の交換を伴うものであってもよい。Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェン
ト２１８は、ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７のインスタンスを検証するため、
プロテクションサーバ２０２から秘密鍵を受信するよう構成されてもよい。
【００４８】
　Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８は、オペレーティングシステム２１２の処理
に関するコンテクスト情報を有してもよい。Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８は
、このようなコンテクスト情報を提供するため、ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１
７と通信するよう構成されてもよい。ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７は、特定
のメモリページの規定方法やトラップするレジスタなどに関してＳＶＭＭ２１６に指示し
てもよい。
【００４９】
　ＳＶＭＭ２１６は、ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７により規定されるシステ
ムリソース２１４へのアクセスの試みをトラップするよう構成されてもよい。例えば、メ
モリアクセスのトラップについて、ＳＶＭＭ２１６は、リード、ライト又は実行などの処
理をトラップするよう構成されてもよい。プロセッサレジスタ２３０へのアクセスのトラ
ップについて、ＳＶＭＭ２１６は、レジスタ値のロード、ストア又はリードを含む処理を
トラップするよう指示されてもよい。Ｉ／Ｏデバイス２２６のＩ／Ｏ処理のトラップにつ
いて、ＳＶＭＭ２１６は、キーボード、マウス又は他の周辺装置への入出力などの処理を
トラップするよう指示されてもよい。以降の図のＳＶＭＭセキュリティエージェント２１
７及び／又は他のＯ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージ
ェントに関して、Ｉ／Ｏ処理についてターゲットＩ／Ｏデバイス２２６の識別情報、Ｉ／
Ｏデバイス２２６に対して実行されるターゲット処理及び転送されるデータを決定するよ
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う構成されてもよい。
【００５０】
　ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７は、オペレーティングシステム２１２の何れ
のエンティティが電子デバイス２０４のリソースにアクセスすることを試行したか、又は
リソースがオペレーティングシステム２１２の何れのエンティティに属してもよいかなど
、コンテクスト情報を決定するよう構成されてもよい。ＳＶＭＭセキュリティエージェン
ト２１７は、何れか適切な方法を介してこのような決定を行うよう構成されてもよい。一
実施例では、ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７は、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージ
ェント２１８からのこのような決定のためのコンテクスト情報にアクセスするよう構成さ
れてもよい。他の実施例では、ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７は、オペレーテ
ィングシステム２１２の異なるプロセス又はアプリケーションにより行われたコールの順
序を決定するため、オペレーティングシステム２１２のコールスタック及び／又はプロセ
ッサ２０８の実行スタックに直接的に又は間接的にアクセスするよう構成されてもよい。
実行命令ポインタはトリガを生じさせる命令を示し、実行スタックポインタ及び実行ベー
スポインタは、スタックフレームを示すものであってもよい。スタックを介し実行ベース
ポインタをウォークすることによって、対象となる処理のコンテクストを提供する以前の
ファンクションコールが特定されてもよい。このようなスタックは、ソースメモリ位置と
共に、試行された処理を示すものであってもよい。さらなる他の実施例では、ＳＶＭＭセ
キュリティエージェント２１７は、セキュリティルール２２２に関してメモリマップを利
用して、試行が悪意あるか又はマルウェアを示すか判断するよう構成されてもよい。この
ようなメモリマップは、例えば、試行されたアクセスのメモリ位置が与えられると、リソ
ースの試行されたアクセスを行ったエンティティを示すものであってもよい。このような
メモリマップは、例えば、バーチャルメモリページ識別子及び／又は物理メモリアドレス
などにおいて規定されてもよい。他の例では、このようなメモリマップは、当該試行のタ
ーゲットのメモリ位置に対応するエンティティを示すものであってもよい。メモリマップ
を利用して、ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７は、試行されたアクセスのソース
及びターゲット又はそのエンティティオーナーの識別情報を決定するよう構成されてもよ
い。メモリマップは、ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７又はシステムの実行をモ
ニタすることを介しＯ／Ｓ内セキュリティエージェントに関する以降の図の他のＯ／Ｓ下
位セキュリティエージェントによって部分的に作成されてもよい。ＳＶＭＭセキュリティ
エージェント２１７及び／又は以降の図の他の他のＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント
は、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェントに関連して、所与のメモリページ又は物理アドレ
スについて、当該位置があるコードセクション又はデータセクションに属するか、それが
何れのモード、プロセス、アプリケーション、イメージ又は他のエンティティに属するか
、又はそれはユーザモード又はカーネルモードエンティティに関連付けされているか判断
してもよい。ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７及び／又は以降の図の他のＯ／Ｓ
下位セキュリティエージェントは、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェントに関して、電子デ
バイス２０４上で実行される各種エンティティの識別情報、位置及びパーミッションを示
すバーチャルメモリ及び物理メモリのマッピングのためのメタデータを決定してもよい。
同様に、ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７及び／又は以降の図の他のＯ／Ｓ下位
セキュリティエージェントは、マスストレージデバイスのセクタのマッピングを利用して
、マスストレージデバイスの当該エンティティのイメージの位置を決定してもよい。ＳＶ
ＭＭセキュリティエージェント２１７及び／又は以降の図の他のＯ／Ｓ下位セキュリティ
エージェントは、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェントに関して、所与のエンティティにつ
いてそれがあるセクタ、ファイル、ディレクトリ及びボリュームを決定してもよい。
【００５１】
　ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７は、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１
８、ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７及びＳＶＭＭ２１６の処理に必要とされる
ようなシステムメモリ２２８などのメモリを割り当てるよう構成されてもよい。ＳＶＭＭ
セキュリティエージェント２１７は、ＳＶＭＭ２１６がこのような割り当てられた未認証
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のリード及びライト処理に対してメモリをセキュアにすることを要求するよう構成されて
もよい。ＳＶＭＭ２１６は、メモリがＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８により割
り当てられた時とＳＶＭＭ２１６によりプロテクションが確立された時との間に悪意ある
コードをマルウェアが追加する機会を排除するため、メモリのプロテクションが確立され
た後、割り当てられたメモリを初期化するよう構成されてもよい。
【００５２】
　ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７は、ＳＶＭＭセキュリティルール２２２をセ
キュアに受信するため、プロテクションサーバ２０２と通信するよう構成されてもよい。
ＳＶＭＭセキュリティルール２２２は、何れのセキュリティポリシーが利用されるべきか
に関してＳＶＭＭ２１６に指示するための命令、ロジック、ルール、共有ライブラリ、フ
ァンクション、モジュール又は他の何れか適切な機構を有してもよい。ＳＶＭＭセキュリ
ティエージェント２１７は、電子デバイス２０４からの疑わしいアクティビティ及び検出
されたマルウェアに関する情報をプロテクションサーバ２０２に送信するよう構成されて
もよい。
【００５３】
　Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８は、Ｏ／Ｓ内セキュリティルール２２０を受
信するため、プロテクションサーバ２０２と通信するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ内セ
キュリティルール２２０は、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８が電子デバイス２
０４上でマルウェアを検出するための命令、ロジック、ルール、共有ライブラリ、ファン
クション、モジュール又は他の何れか適切な機構を有してもよい。Ｏ／Ｓ内セキュリティ
エージェント２１８は、電子デバイス２０４上の疑わしいアクティビティ及び検出された
マルウェアに関する情報をプロテクションサーバ２０２に送信するよう構成されてもよい
。
【００５４】
　Ｏ／Ｓ内セキュリティルール２２０及びＳＶＭＭセキュリティルール２２２はそれぞれ
、マルウェアの感染に対して電子デバイス２０４をプロテクトし、マルウェアを有しうる
疑わしいアクティビティを検出するためのプロテクションルールを有してもよい。Ｏ／Ｓ
内セキュリティエージェントのセキュリティルールは、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェン
ト２１８によって及び内部において実行されたルールを含むものであってもよい。ＳＶＭ
Ｍセキュリティルール２２２は、ＳＶＭＭ２１６及び／又はＳＶＭＭセキュリティエージ
ェント２１７によって及び内部において実行されたルールを含むものであってもよい。
【００５５】
　ＳＶＭＭセキュリティルール２２２は、電子デバイス２０４のマルウェア感染を観察及
び検出する方法の定義と共に情報をＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７に提供する
よう構成されてもよい。例えば、ＳＶＭＭセキュリティルール２２２は、マルウェアの徴
候についてＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７がモニタするアプリケーション２１
０又はドライバ２１１などのエンティティからのファンクションコール又は動作のタイプ
の分類を含むものであってもよい。他の例として、ＳＶＭＭセキュリティルール２２２は
、何れのパラメータを利用するか、当該コールから値をどのように抽出するか、又は当該
コールの処理をどのように無効にするかを含む、トリガされたファンクションコールをＳ
ＶＭＭセキュリティエージェント２１７がどのように処理するかの定義を含むものであっ
てもよい。さらに、ＳＶＭＭセキュリティルール２２２は、動作検出ルールに対する例外
処理（ｅｘｃｅｐｔｉｏｎ）と共に、アプリケーション２１０又はドライバ２１１などの
電子デバイスのエンティティの動作をモニタする方法に関するＳＶＭＭ内セキュリティエ
ージェント２１７の情報を含むものであってもよい。さらなる他の具体例として、ＳＶＭ
Ｍセキュリティルール２２２は、当該動作検出ルールにより検出された悪意ある動作をど
のように阻止及び修復するかに関するＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７の情報を
含むものであってもよい。ＳＶＭＭセキュリティルール２２２は、当該ＳＶＭＭセキュリ
ティエージェント２１７がモニタ、収集及びプロテクションサーバ２０２に送信すべきデ
ータの詳細を含むものであってもよい。
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【００５６】
　同様に、Ｏ／Ｓ内セキュリティルール２２０は、電子デバイス２０４のマルウェア感染
を観察及び検出する方法と共に、ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７と当該アクテ
ィビティをどのように調整するかの定義と共に情報をＯ／Ｓ内セキュリティエージェント
２１８に提供するよう構成されてもよい。
【００５７】
　ＳＶＭＭセキュリティルール２２２はまた、何れのアクションをＳＶＭＭ２１６がトラ
ップするかに関するルールを含むものであってもよい。ＳＶＭＭセキュリティエージェン
ト２１７は、当該ルールをＳＶＭＭ２１６に適用するよう構成されてもよい。例えば、Ｓ
ＶＭＭセキュリティエージェント２１７は、トラップ対象のファンクションのアドレスを
識別可能なバーチャル又は物理メモリページに変換し、当該ページの実行をトラップする
ためＳＶＭＭ２１６に対するリクエストを生成し、実行をトラップした後に以降にセキュ
リティエージェント２１７をコールするよう構成されてもよい。ＳＶＭＭセキュリティエ
ージェント２１７は、ＳＶＭＭ２１６とのそれのインタフェースを介しＳＶＭＭセキュリ
ティルール２２２を受信するよう構成されてもよい。このようなインタフェースは、ハイ
パーコールベースインタフェースから構成されてもよい。ＳＶＭＭセキュリティエージェ
ント２１７は、同じハイパーコールベースインタフェースを介しＳＶＭＭ２１６に何れか
の結果としての検出又はレポートをプッシュするよう構成されてもよい。
【００５８】
　一実施例では、ＳＶＭＭ２１６は、ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７に照会す
ることなく、トリガされたアクションを処理するよう構成されてもよい。このような実施
例では、ＳＶＭＭ２１６は、ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７にわたされないＳ
ＶＭＭ２１６内で処理される追加的なトリガをインストールするよう構成されてもよい。
このような追加的なトリガは、ＳＶＭＭセキュリティルール２２２により規定されてもよ
い。一実施例では、ＳＶＭＭセキュリティルール２２２は、ＳＶＭＭ２１６についてメモ
リページスキャンルールを規定してもよい。このようなルールは、悪意があり、メモリに
配置されることが許可されるべきでないエンティティ又は修正のリストを含むものであっ
てもよい。このようなルールはまた、システムメモリ２２８内に存在することが特に許可
されるページのリストを含むよう構成されるホワイトリストを含むものであってもよい。
他の実施例では、ＳＶＭＭセキュリティルール２２２は、ＳＶＭＭ２１６のメモリページ
に対するアクセスルールを規定してもよい。このようなルールは、何れのコードページが
所与のコード又はデータページにアクセスすることが許可又は阻止されるかの規定を含む
ものであってもよい。この結果、ＳＶＭＭセキュリティルール２２２は、ＳＶＭＭ２１６
にメモリスキャナとして機能し、及び／又はメモリページへのアクセスを制御することを
指示するよう構成されてもよい。
【００５９】
　ＳＶＭＭ２１６は、システムリソース２１４の各自のコード及びデータページへの未認
証のリード及びライトアクセスを阻止することによって、ＳＶＭＭセキュリティエージェ
ント２１７、ＳＶＭＭ２１６及びＯ／Ｓ内セキュリティエージェントをプロテクトするよ
う構成されてもよい。例えば、アプリケーション２１０又はドライバ２１１が、ＳＶＭＭ
セキュリティエージェント２１７、ＳＶＭＭ２１６及びＯ／Ｓ内セキュリティエージェン
ト２１８のインテグリティ又は処理に影響を与えるシステムメモリ２２８、プロセッサレ
ジスタ２３０又はＩ／Ｏデバイス２２６の一部に対してリクエストを生成する場合、ＳＶ
ＭＭ２１６は、当該試行されたリクエストをインターセプトし、その後、当該リクエスト
をリルート又は拒絶し、又は他の適切なアクションをとるよう構成されてもよい。他の具
体例では、ＳＶＭＭ２１６は、ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７自体又は他の対
応する若しくはアフィリエイトプログラムなど、メモリセキュリティソフトウェアアプリ
ケーションについてＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７、ＳＶＭＭ２１６及びＯ／
Ｓ内セキュリティエージェント２１８に影響を与えるシステムメモリ２２８、プロセッサ
レジスタ２３０又はＩ／Ｏデバイス２２６の一部についてリードアクセスを認証するよう
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構成されてもよい。このような認証は、システムメモリ２２８などのシステムリソース２
１４へのアクセスをどのように処理するかＳＶＭＭ２１６に対して規定するＳＶＭＭセキ
ュリティルール２２２内で規定されてもよい。一実施例では、ＳＶＭＭセキュリティルー
ル２２２は、ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７を含みうる信頼されたセキュリテ
ィプログラムのホワイトリストを含むものであってもよい。
【００６０】
　プロテクションサーバ２０２と通信するため、ＳＶＭＭ２１６は、セキュアネットワー
クインタフェース２２４を有してもよい。セキュアネットワークインタフェース２２４は
、プロテクションサーバ２０２などのネットワークサーバと、ＳＶＭＭ２１６又はＳＶＭ
Ｍセキュリティエージェント２１７などの電子デバイス２０４の要素との間のセキュアア
クセスを提供するよう構成されてもよい。ＳＶＭＭ２１６は、セキュアネットワークイン
タフェース２２４を実現しうる論理ＴＣＰ／ＩＰドライバ又は他の通信インタフェースを
有してもよい。プロテクションサーバ２０２は、ＳＶＭＭセキュリティルール２２２又は
Ｏ／Ｓ内セキュリティルール２２０などのプロテクションルールを提供すると共に、自ら
を更新するようＳＶＭＭ２１６又はＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７に指示する
ためにセキュアネットワークインタフェース２２４を介し通信するよう構成されてもよい
。プロテクションサーバ２０２は、特定の電子デバイス２０４又は特定のＳＶＭＭ２１６
についてカスタマイズされたルールを配信するよう構成されてもよい。このようなカスタ
マイズは、アンチウイルスプログラム、ファイアウォール又は他のプロテクション機構な
どの電子デバイス２０４内の他のプロテクション機構と共に、電子デバイス２０４により
報告された悪意あるアクティビティのタイプを含むものであってもよい。一実施例では、
プロテクションサーバ２０２は、例えば、ローカルネットワーク上などの電子デバイス２
０４のアドもニスとレータにより運営されてもよい。このような場合、アドミニストレー
タは、プロテクションサーバ２０２から受信したルールにより実現されてもよい疑わしい
動作を処理するためのグローバルな又はパーソナル化されたポリシーを設定してもよい。
ＳＶＭＭ２１６は、プロテクションサーバ２０２を介しセキュアに配信された新たなイメ
ージを介し自らをどのように更新するかＳＶＭＭ２１６又はＳＶＭＭセキュリティエージ
ェント２１７に通知するアップデートエンジンを有してもよい。
【００６１】
　Ｏ／Ｓ内セキュリティルール２２０及びＳＶＭＭセキュリティルール２２２はそれぞれ
、電子デバイス２０４上の特定の観察されたアクション又は処理又はそのクラスがプロテ
クションサーバ２０２にわたされることを要求するよう構成されてもよい。そこでは、プ
ロテクションサーバは、アクションが電子デバイス２０４上で進捗することが許可される
前に、観察結果を調べて検証してもよい。プロテクションサーバ２０２は、このようなア
クションが同期的に又は非同期的に調べられることを受け入れるよう構成されてもよい。
一実施例では、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８は、プロテクションサーバ２０
２による検証のため、問題のあるアクティビティ、コード若しくはデータのセグメント又
はアクションをＳＶＭＭ２１６にわたすよう構成されてもよい。例えば、Ｏ／Ｓ内セキュ
リティエージェント２１８は、メモリ内にロードされた署名なしのドライバを検出するこ
とによって、マルウェアの疑わしいインスタンスを検出してもよい。ＳＶＭＭ２１６は、
Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８から疑わしいソフトウェアに関する情報を受信
し、それをプロテクションサーバ２０２に提供してもよい。
【００６２】
　ＳＶＭＭセキュリティルール２２２は、電子デバイスの何れか適切なシステムリソース
へのアクセスを許可又は拒絶するよう構成されてもよい。モニタ対象に利用可能な当該リ
ソースは、プロセッサ２０６により示されるリソースに依存してもよい。例えば、一実施
例では、ＳＶＭＭセキュリティルール２２２は、ＳＶＭＭ２１６がシステムメモリ２２８
、Ｉ／Ｏデバイス２２６及びインタラプト１４０へのアクセスを制限することを可能にす
るよう構成されてもよい。このような制限は、キーボードディスプレイ又は着脱可能なデ
ィスクなどのＩ／Ｏデバイスへの未認証のアクセスを阻止してもよい。他の実施例では、
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ＳＶＭＭセキュリティルール２２２は、ＳＶＭＭ２１６がインタラプト２４０などのプロ
セッサレジスタのエントリを含むインタラプト記述子テーブルのエントリへのアクセスを
制限することを可能にするよう構成されてもよい。さらなる他の実施例では、ＳＶＭＭセ
キュリティルール２２２は、物理メモリをホストするため、バーチャルメモリのマッピン
グ（ゲストオペレーティングシステムの観点からの実際のメモリ）を処理するＥｘｔｅｎ
ｄｅｄ　Ｐａｇｅ　Ｔａｂｌｅ（ＥＰＴ）又は他の何れかの機構へのアクセスを制限する
ことを可能にするよう構成されてもよい。
【００６３】
　電子デバイス２０４がバーチャル化をサポートするプロセッサ２０８に加えて１以上の
プロセッサを含む場合、ＳＶＭＭ２１６又はＳＶＭＭ２１６の他のインスタンスは、当該
他のプロセッサのバーチャル化されたリソースにアクセスするための試みをインターセプ
トするよう構成されてもよい。電子デバイス２０４が、例えば、プロセッサ２０８を含む
クワドプロセッサを含む場合、クワドプロセッサのリソースは、ＳＶＭＭ２１６によりプ
ロテクトされてもよい。１以上の他のプロセッサがバーチャル化をサポートしない場合、
ＳＶＭＭ２１６は、それらのリソースへのアクセスをセキュアにすることが可能でないか
もしれない。１以上の他のプロセッサがプロセッサ２０８と異なるバーチャル化技術をサ
ポートする場合、ＳＶＭＭ２１６は、リソースがバーチャル化される方法は異なりうるた
め、ＳＶＭＭ２１６がプロセッサ２０８と異なる方法でセキュアにされる場合、自らのリ
ソースへのアクセスをセキュアにするよう構成されてもよい。
【００６４】
　処理について、プロテクションサーバは、ネットワーク２４４上で実行されてもよい。
Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８は、電子デバイス２０４についてマルウェアを
スキャンし、疑わしい動作について電子デバイス２０４上のアプリケーション２１０及び
ドライバ２１１などのエンティティの動作を観察し、検出された何れかの感染を修復する
ことによって、マルウェアの感染から電子デバイス２０４をプロテクトするため、電子デ
バイス２０４上で実行される。Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８は、オペレーテ
ィングシステムと同じ優先度又はレベルにおいて実行されてもよく、また、オペレーティ
ングシステム２１２において実行されてもよい。ＳＶＭＭ２１６は、電子デバイス２０４
のシステムリソースの試行されたアクセスをトラップすることによって、マルウェアの感
染から電子デバイス
２０４をプロテクトするため、電子デバイス２０４上で実行されてもよい。ＳＶＭＭセキ
ュリティエージェント２１７は、ＳＶＭＭ２１６のトラップ処理を設定し、システムリソ
ースのトラップされた試行されたアクセスの一部又はすべてを処理するため、電子デバイ
ス２０４又は他の適切な電子デバイス上で実行されてもよい。ＳＶＭＭ２１６及びＳＶＭ
Ｍセキュリティエージェント２１７は、“Ｒｉｎｇ－１”の優先度によってオペレーティ
ングシステム２１２の下位で実行されてもよい。ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１
７は、ＳＶＭＭ２１６上で実行されてもよい。
【００６５】
　プロテクションサーバ２０２は、ＳＶＭＭセキュリティルール２２２及びＯ／Ｓ内セキ
ュリティルール２２０などのセキュリティルールを電子デバイス２０４に送信してもよい
。当該ルールは、ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７により受信され、それは、Ｏ
／Ｓ内セキュリティルール２２０をＳＶＭＭ２１６に提供してもよい。当該ルールは、Ｏ
／Ｓ内セキュリティエージェント２１８により受信されてもよい。
【００６６】
　プロテクションサーバ２０２、セキュリティエージェント２１８及びＳＶＭＭセキュリ
ティエージェント２１７はそれぞれ相互認証してもよい。ＳＶＭＭセキュリティエージェ
ント２１７は、セキュリティエージェント２１８のイメージをメモリに配置し、暗号化署
名アルゴリズムを利用して、メモリにあるセキュリティエージェント２１８のイメージを
検証してもよい。プロテクションサーバ２０２及びＳＶＭＭセキュリティエージェント２
１７は、暗号化ハッシュ署名アルゴリズムを利用して正しく相互識別することによって、
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相互認証してもよい。ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７及びプロテクションサー
バ２０２はまた、互いの識別情報を認証するため、プライベート秘密鍵を交換してもよい
。セキュリティエージェント２１８は、ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７のイン
スタンスを検証するため、プロテクションサーバ２０２から秘密鍵を受信してもよい。セ
キュリティエージェント２１８、ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７，２０２の間
の通信は、各エージェントが相互認証されない場合、完全には確立されなくてもよい。同
様に、ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７及びＳＶＭＭセキュリティエージェント
２１７２１６は、別々のエンティティとして実行されている場合、相互に検証及び認証し
てもよい。
【００６７】
　ＳＶＭＭ２１６及びＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７は、オペレーティングシ
ステム２１２及び電子デバイス２０４のすべてのオペレーティングシステムの下位で実行
されてもよい。ＳＶＭＭ２１６は、オペレーティングシステム２１２、セキュリティエー
ジェント２１８、アプリケーション２１０及びドライバ２１１によるＩ／Ｏデバイス２２
６、システムメモリ２２８及びプロセッサレジスタ２３０を含むシステムリソース２１４
へのアクセスをモニタしてもよい。ＳＶＭＭ２１６は、オペレーティングシステム２１２
、セキュリティエージェント２１８、アプリケーション２１０、ドライバ２１１又は電子
デバイス２０４の他の何れかのエンティティによりリクエストされるキーとなる処理の実
行をトラップしてもよい。ＳＶＭＭ２１６は、ＶＭＣＳ２２１の内部のフラグを操作する
ことによって、当該実行をトラップしてもよい。ＶＭＣＳ２２１がプロテクトされるリソ
ースに対するリクエストをインターセプトすると、さらなる処理、診断及び修復のため、
処理がＳＶＭＭ２１６にわたされてもよい。一実施例では、処理は、その後にＳＶＭＭセ
キュリティエージェント２１７により扱われてもよい。他の実施例では、トラップされた
処理の取り扱いは、ＳＶＭＭ２１６自体により行われてもよい。ＳＶＭＭ２１６は、マル
ウェアに対するプロテクションを提供するため、電子デバイス２０４の何れか必要な処理
をトラップしてもよい。このような処理は、限定することなく、システムメモリ２２８の
特定のコード又はデータページのリード、ライト及び実行、システムレジスタ及びプロセ
ッサレジスタ２３０からの値のロード及びストア、又はＩ／Ｏデバイス２２６との間のリ
ードを含むものであってもよい。ＳＶＭＭ２１６によりトラップされる具体的な処理は、
ＳＶＭＭセキュリティルール２２２により規定されてもよい。
【００６８】
　プロテクションサーバ２０２は、各自にセキュリティルールを提供するため、ＳＶＭＭ
セキュリティエージェント２１７又はＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８と通信し
てもよい。一実施例では、プロテクションサーバ２０２は、ＳＶＭＭセキュリティルール
２２２をＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７に配信してもよい。他の実施例では、
プロテクションサーバ２０２は、Ｏ／Ｓ内セキュリティルール２２０をＯ／Ｓ内セキュリ
ティエージェント２１８に配信してもよい。さらなる他の実施例では、プロテクションサ
ーバ２０２は、Ｏ／Ｓ内セキュリティルール２２０をＳＶＭＭセキュリティエージェント
２１７に配信し、その後、それは、当該ルールをＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２１
８に提供してもよい。
【００６９】
　アプリケーション２１０、ドライバ２１１又は電子デバイス２０４を実行する他のエン
ティティが、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８により観察されてもよい。Ｏ／Ｓ
内セキュリティエージェント２１８は、Ｏ／Ｓ内セキュリティルールを利用して、このよ
うな処理エンティティの動作を観察し、それらの動作がマルウェアの感染の可能性がある
ことを示す疑わしい動作を構成するか判断してもよい。疑わしいアクティビティの検出に
よって、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８は、さらなる解析及び命令のため、疑
わしい情報をプロテクションサーバ２０２に提供してもよい。Ｏ／Ｓ内セキュリティルー
ル２２０は、当該動作が疑わしいものであることをＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２
１８に通知すると共に、訂正アクションを通知してもよい。例えば、アプリケーション２
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１０は、マルウェアをホストしていると知られるネットワークデスティネーションと通信
するかもしれない。Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８は、アプリケーション２１
０のアクティビティを通知し、その後、当該ネットワークデスティネーションへのアプリ
ケーション２１０のネットワークアクセスをブロックしてもよい。Ｏ／Ｓ内セキュリティ
エージェント２１８はまた、マルウェアについて電子デバイス２０４をスキャンしてもよ
い。例えば、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８は、マルウェアのシグネチャに対
応するパターンについて、メモリ２０６又はシステムメモリ２２８のコンテンツを調べて
もよい。このように調べることは、例えば、アプリケーション２１０が既知のマルウェア
のセグメントに対応するコードブロックを含むことを明らかにするものであってもよい。
その後、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８は、アプリケーション２１０を修復し
、アプリケーション２１０を削除し、又は他の何れか適切なアクションをとることによっ
て、マルウェアの感染から電子デバイス２１０をクリーンにしてもよい。Ｏ／Ｓ内セキュ
リティエージェント２１８は、何れか検出された疑わしい動作又は他のマルウェアの徴候
に関してプロテクションサーバ２０２と通信し、当該マルウェアをどのように処理するか
に関する命令をプロテクションサーバ２０２から受信してもよい。
【００７０】
　一実施例では、ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７は、試行された処理を行った
エンティティのソースに基づきトラップされた処理を評価するよう構成されてもよい。例
えば、ドライバが未知のドメインからダウンロードされたか、未知のギャランタ（ｇｕａ
ｒａｎｔｏｒ）からの証明書を有する場合、ドライバが以降に動作する能力が制限されて
もよい。例えば、ステータスが未知であるドライバは、自らを他のドライバにアタッチす
る能力について拒絶されてもよい。ドライバがマルウェアをホストしていると知られるド
メインからダウンロードされたか、又は不正な証明書を含む場合、ドライバはロードする
ことが許可されないようにしてもよい。同様に、ドライバが特定のドメインからのもので
あるか、又は特定のオーサにより作成されていると知られる場合、ＳＶＭＭセキュリティ
エージェント２１７は、ドライバを更新することが認証されている電子デバイス２０４に
おけるサービスを認識し、当該サービスに対してドライバをライト又はアクセスするのう
力を制限するよう構成されてもよい。例えば、企業Ｘからのカーネルドライバは、電子デ
バイス２０４にある企業Ｘのアップデートサービスソフトウェアからに限って書き込みさ
れてもよい。ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７は、当該アップデートサービスの
処理及びインテグリティを有効にするよう構成されてもよい。他の実施例では、ＳＶＭＭ
セキュリティエージェント２１７は、試行のターゲットに基づきトラップされた処理を評
価するよう構成されてもよい。例えば、あるサービスからソフトウェアを更新する試みは
、カーネルドライバについてトラップされ、アプリケーションソフトウェアについてトラ
ップされないようにしてもよい。
【００７１】
　あるエンティティが疑わしいと判断されるか、又はある試みがマルウェアを示すと判断
されると、当該試行を生じさせたプロセスと当該プロセスを収容するメモリとがリンク付
けされてもよい。メモリの同じ部分にアクセスする他のプロセスは、同様にマルウェアで
あると判断されてもよい。リソースにアクセスするトラップされた試みは格納され、プロ
テクトされたリソースにアクセスする以降の試みは、元のイベントに基づき評価されても
よい。例えば、悪意ある処理は、コードがデータセグメントに書き込まれ、その後に実行
されることを要求するかもしれない。従って、ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７
は、当該データセグメントへの元のライトアクセスをトラップし、当該ライトを許可する
が、ライトアクセスのソースを記録してもよい。その後、ＳＶＭＭセキュリティエージェ
ント２１７は、データセグメントを実行する以降の試みをトラップし、以前にトラップさ
れた処理、それを試みたエンティティ又は他の適切なフォレンジック（ｆｏｒｅｎｓｉｃ
）情報に基づき、当該試行の悪意ステータスを評価してもよい。
【００７２】
　ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７は、ＳＶＭＭ２１６がＶＭＣＳ２２１などの
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制御構造を介しトラップしようとするシステムリソース２１４に関してＳＶＭＭ２１６に
指示してもよい。ＳＶＭＭ２１６は、その後、オペレーティングシステム２１２、アプリ
ケーション２１０又はドライバ２１１などの電子デバイス２０４のエンティティからのシ
ステムリソース２１４へのアクセスリクエストをトラップしてもよい。例えば、システム
リソース２２８の一部をリード、ライト又は実行するリクエストが行われる場合、ＳＶＭ
Ｍ２１６は、ＶＭＣＳ２２１のシステムメモリの指定された部分について設定されたフラ
グを介し当該リクエストをインターセプトしてもよい。他の具体例では、入力又は出力処
理などのＩ／Ｏデバイス２２６からなされたアクセスリクエストが、ＶＭＣＳ２２１によ
りインターセプトされてもよい。さらなる他の具体例では、ロード又はストア命令などの
プロセスレジスタ２３０のリクエストが、ＶＭＣＳ２２１によりトラップされてもよい。
このような何れかのトラップは、試行されたアクセスをＳＶＭＭ２１６に通知するもので
あってもよい。ＳＶＭＭ２１６がシステムリソース２１４に対して試みられた処理をトラ
ップすると、ＳＶＭＭ２１６は、ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７に当該トラッ
プされた実行を通信してもよい。
【００７３】
　Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８及びＳＶＭＭセキュリティエージェント２１
７は、オペレーティングシステム２１２内で行われる処理のコンテクストを決定するため
通信してもよい。例えば、オペレーティングシステム２１２から電子デバイス２０４の特
定のリソースへのトラップされたシステムコールは、メモリの特定部分から生じたもので
あってもよい。ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７は、何れのアプリケーション、
プロセス又は他のエンティティがメモリの当該部分内にあるか判断するため、Ｏ／Ｓ内セ
キュリティエージェント２１８と通信してもよい。
【００７４】
　ＳＶＭＭセキュリティルール２２２と、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８から
のトラップされた処理及び／又はコンテクスト情報とに基づき、ＳＶＭＭセキュリティエ
ージェント２１７は、当該アクセスがマルウェアの感染を示すものなどの疑わしいアクシ
ョンを構成したか判断してもよい。例えば、未認証アプリケーションによるプロテクトさ
れたメモリスペースのシステムメモリ２２８の試行された変更は、疑わしいアクティビテ
ィである可能性があり、ＳＶＭＭ２１６により検出されたこのような試行された変更は、
ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７によってマルウェアの処理であると解釈されて
もよい。このようなアクティビティは、さらなる命令のためプロテクションサーバ２０２
に報告されてもよいし、あるいは、アクションがＯ／Ｓ内セキュリティルール２２０によ
り指示されてもよい。このような検出の結果は、システムメモリ２２８における試行され
た変更を阻止するか、又は試行された変更を生成した電子デバイス２０４のエンティティ
に対する追加的なクリーン処理をトリガするものであってもよい。
【００７５】
　ＳＶＭＭ２１６は、ＳＶＭＭ２１６、ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７及び／
又はＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８のインテグリティをプロテクトするため、
システムリソース２１４に対する追加的なコールをモニタしてもよい。ＳＶＭＭ２１６は
、システムメモリ２２８の一部をスキャンし、当該メモリ部分がマルウェアにより変更さ
れたか判断するため、ＳＶＭＭセキュリティルール２２２により規定されるスキャン処理
を実行してもよい。ＳＶＭＭ２１６は、所与のメモリパターンが安全でない又は安全であ
ると知られていることを示すシグネチャ、ハッシュ又は他のルールを利用してもよい。
【００７６】
　例えば、ＳＶＭＭ２１６は、システムメモリ２２８におけるＯ／Ｓ内セキュリティエー
ジェント２１８に対応するコード及びデータページへの未認証のリード及びライトアクセ
スを阻止することによって、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８をプロテクトして
もよい。あるマルウェアは、システムメモリ２２８に関するシステムリソース２１４に対
するメモリ修正又は他の修正を行うことによって、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２
１８を攻撃することを試みるかもしれない。ＳＶＭＭ２１６は、認証されたアプリケーシ
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ョンと、コード又はデータを変更することが許可される電子デバイス２０４の他のエンテ
ィティと、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８に対応する他のシステムリソースと
のＳＶＭＭセキュリティルール２２２に含まれるホワイトリストを読むようにしてもよい
。修正がホワイトリスト内に含まれないエンティティから発生したものである場合、ＳＶ
ＭＭ２１６は、当該修正がマルウェアに関連付けされていると判断してもよい。Ｏ／Ｓ内
セキュリティエージェント２１８に対応するシステムリソース２１４への未認証のアクセ
スは、アクセスのブロック、ハニースポットプロセスの作成、プロテクションサーバ２０
２への違反の報告又は他の何れか適切な救済を含む何れか適切な方法によって、ＳＶＭＭ
により処理されてもよい。
【００７７】
　ＳＶＭＭ２１６はまた、電子デバイス２０４の他のエンティティに属するシステムリソ
ース２１４へのアクセスをトラップしてもよい。例えば、システムメモリ２２８のターゲ
ットメモリページは、オペレーティングシステム２１２のカーネル処理の一部に属するサ
ンプルコード又はデータを含むものであってもよい。ＳＶＭＭ２１６及びＳＶＭＭセキュ
リティルール２２２は、許可されたコードセクションのみに当該ターゲットページへのア
クセスを制限してもよい。この結果、システムメモリ２２８のコードページがターゲット
メモリページをリード又は変更しようとし、コードページが電子デバイス２０４の未認証
のエンティティに属する場合、当該アクセスは、ＳＶＭＭ２１６によりブロックされても
よい。従って、ＳＶＭＭ２１６は、システムメモリ２２８のメモリページへのアクセスを
制御するよう動作してもよい。
【００７８】
　ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７は、更新されたルールについてプロテクショ
ンサーバ２０２に接触することによって、ＳＶＭＭセキュリティルール２２２又はＯ／Ｓ
内セキュリティルール２２０を更新可能であってもよい。プロテクションサーバ２０２は
、観察された特定のマルウェア、アドミニストレータ設定又は電子デバイス２０４の他の
特性に基づき、ルールがＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７に配信されることを設
定してもよい。ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７は、ユーザによる要求により、
定期的に、又はマルウェアにリンク付けされうる新たな疑わしいアクティビティの遭遇な
どの重大なイベントの発生によって、電子デバイス２０４のルールを更新してもよい。
【００７９】
　ＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７は、複合的な条件に対応してＶＭＣＳのフラ
グを設定してもよい。このようなフラグは、トラップ対象の異なるタイプのリソースに及
ぶものであってもよい。例えば、ＶＭＣＳは、メモリのページへの特定の値のライトと、
Ｉ／Ｏデバイスのバッファへの当該ページの以降の移動との組み合わせをトラップするよ
う構成されてもよい。
【００８０】
　システム２００は、アンチマルウェアシステム及びソフトウェアの他の実現に対して１
以上の効果を有する。例えば、いくつかのアンチマルウェア手段は、アプリケーションの
低レベル処理をトラップ及び評価するため、オペレーティングシステムの各種部分をフッ
クしてもよい。しかしながら、これらの手段自体は、オペレーティングシステムの内部で
、又は２つのゲストオペレーティングシステムのケースでは他のオペレーティングシステ
ムにおいて動作するようにしてもよい。オペレーティングシステムの制限範囲内で動作す
ることによって、カーネルレベル優先度においてさえ、アンチマルウェア手段は、同一の
オペレーティングシステム上で実行され、おそらく同一の優先度で実行されるマルウェア
からのマルウェア攻撃の影響を受ける可能性がある。特定のイベントに対するトラップ又
はトリガが、オペレーティングシステムのレベルで実行される場合、このようなトラップ
又はトリガは、オペレーティングシステムについて同じ又はより低い優先度で実行される
マルウェアによって、フィッシング、ホック、リバースエンジニアリング、危険にさらさ
れる、又は無効にされるかもしれない。例えば、オペレーティングシステムにおいて悪意
あるフックを検出及び削除するオペレーティングシステム上で実行されるアンチマルウェ
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ア手段は、同じ優先度で実行されるマルウェアにより観察される可能性がある。他の例で
は、特定のルーチンの処理を検出するためフィルタドライバとして登録されるアンチマル
ウェア手段は、当該アンチマルウェア手段よりドライバスタック上で下位の悪意フィルタ
ドライバを登録したマルウェアによって無効にされる可能性がある。同様に、特定のトラ
ップ又はトリガされたイベントの処理がオペレーティングシステムのレベルで実行される
場合、マルウェアは、当該処理に影響を及ぼすことが可能であってもよい。例えば、マル
ウェアは、アンチマルウェア手段の訂正をやり直すか、又はアンチマルウェア手段の処理
を無効にするかもしれない。
【００８１】
　他の例では、ハイパーバイザが、システムメモリ２２８などのシステムリソースへのア
クセスをバーチャル化するよう機能するが、システムリソースへのアクセスを条件付きで
ガードしなくてもよく、セキュリティハイパーバイザとして機能する。このようなハイパ
ーバイザは、悪意あるアクティビティ、エンティティ又はシステムリソースの悪意ある試
行されたアクセスを特定するため、セキュリティルール２２２の動作ルールなどのアンチ
マルウェアルールへのアクセスを有しなくてもよい。このようなハイパーバイザは、オペ
レーティングシステム内で実行されてもよく、マルウェアがオペレーティングシステムと
同じ優先度レベルで実行される傾向がある。このようなハイパーバイザは、“Ｒｉｎｇ０
　ｐｒｉｖｉｌｅｇｅｄ　ｍｏｄｅ”では実行されなくてもよい。当該モードは、ハイパ
ーバイザにシステムリソースの多すぎる試行されたアクセスをインターセプトすることを
求めるものであるためである。ハイパーバイザは、ゲストオペレーティングシステムのす
べての特徴をバーチャル化する作業が課せられ、当該仮想化の要求は負担が多すぎて、悪
意ある動作をチェックするためセキュリティルールに同時にアクセスできない。
【００８２】
　図３は、マルウェアからの電子デバイスのバーチャルマシーンモニタベースのプロテク
ションのための方法３００の実施例である。ステップ３０５において、Ｏ／Ｓ下位セキュ
リティエージェント、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント、プロテクションサーバ及びバ
ーチャルマシーンモニタの識別情報とセキュリティとが認証されてもよい。当該認証は、
メモリに配置される各自のイメージ、暗号化ハッシュ又は秘密鍵を特定及び検証すること
を含む、何れか適切な方法を介して実行されてもよい。ステップ３０５が終了するまで、
他のステップの処理は保留されてもよい。
【００８３】
　ステップ３１０において、プロテクションサーバは、セキュリティルールを決定するた
めアクセスされてもよい。当該セキュリティルールは、ステップ３１５～３８０における
判定を行うのに利用されてもよい。ステップ３１５におて、バーチャルマシーンモニタは
、システムリソースへのアクセスをトラップするよう指示されてもよい。当該アクセスは
、電子デバイス上で実行されるアプリケーション、ドライバ又はオペレーティングシステ
ムから発生するものであってもよい。バーチャルマシーンモニタは、電子デバイスの何れ
のシステムリソースがモニタ対象であるかに関して指示されてもよい。バーチャルマシー
ンモニタはまた、モニタされるシステムリソースに対する何れの処理がトラップされるべ
きかに関して指示されてもよい。例えば、システムメモリに対するリード、ライト又は実
行処理がトラップされてもよい。他の例では、レジスタに対するロード又はストア処理が
トラップされてもよい。さらなる他の例では、Ｉ／Ｏデバイスに対する入力又は出力アク
ションがトラップされてもよい。
【００８４】
　ステップ３２０において、トラップ対象の処理に対応するフラグが、バーチャルマシー
ン制御構造などの制御構造内で設定されてもよい。このようなトラップされた処理は、ト
リガイベントがフラグ設定されたリソースのアクセスに応答して生成されるＶＭイグジッ
トを生成してもよい。ステップ３２５において、バーチャルマシーンモニタ、Ｏ／Ｓ内セ
キュリティエージェント及びＯ／Ｓ下位セキュリティエージェントにシステムメモリが割
り当てられると、当該メモリは、未認証のリード及びライト処理に対してセキュアにされ
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てもよい。
【００８５】
　電子デバイスは、ステップ３３０～３４０におけるシステムリソースのアクセスのトラ
ップ、ステップ３４５～３５５におけるマルウェアの存在についてのメモリのスキャン、
及びステップ３６０～３６５における試行されたメモリ修正についてのメモリのスキャン
の１以上によって、実行及びプロテクトされてもよい。システムリソースのアクセスのト
ラップ、マルウェアの存在についてのメモリのスキャン、及び試行されたメモリ修正につ
いてのメモリのスキャンのそれぞれは、パラレルに実行されてもよい。さらに、これらは
それぞれ、電子デバイスの処理をプロテクトするため、必要に応じて繰り返されてもよい
。
【００８６】
　ステップ３３０において、システムメモリ、レジスタ又はＩ／Ｏデバイスなどのシステ
ムリソースのアクセスがトラップされてもよい。当該アクセスは、ＶＭイグジットを生成
するＶＭＣＳフラグを用いてトラップされてもよい。当該トラップは、電子デバイス上で
実行されるオペレーティングシステムのレベルの下位で実行されてもよい。ステップ３３
５において、当該アクセスは、要求元のエンティティがリクエストされたリソースにアク
セスするためのパーミッションを有しているか判断するため解析されてもよい。試行され
たアクセスに関するコンテクスト情報が、当該判断を行うためアクセスされてもよい。セ
キュリティルールは、当該判断を行うためアクセスされてもよい。未認証のアクセスは、
疑わしいものであると判断されてもよい。このような取り扱い及び判断は、電子デバイス
上で実行されるオペレーティングシステムのレベルの下位で行われてもよい。アクセスが
疑わしいものである場合、ステップ３４０において、システムリソースの疑わしい試行さ
れたアクセスはブロックされてもよい。当該試行は、プロテクションサーバに報告されて
もよい。アクセスが疑わしくない場合、アクセスはステップ３７０において許可されても
よい。
【００８７】
　ステップ３４５において、電子デバイスのメモリページが、マルウェアの存在について
スキャンされてもよい。電子デバイスのメモリをスキャンする間、電子デバイス上にある
エンティティを反映するメモリのパターンが安全であると知られているか判断するため、
ホワイトリストが利用されてもよい。安全であると知られているメモリのパターンに遭遇
した場合、ステップ３７０において、メモリは、電子デバイスへのアクセスを有し続ける
ことが許可され、維持されてもよい。電子デバイスのメモリをスキャンする間、ブラック
リストは、メモリのパターンがマルウェアを有するか、又は関連付けされていると知られ
ているか判断するのに利用されてもよい。ホワイトリストとブラックリストとは、セキュ
リティルールにアクセスすることによってアクセスされてもよい。ステップ３５０におい
て、マルウェアに関連付けされていると知られるメモリのパターンが検出された場合、ス
テップ３７５において、メモリのパターンは、修復、削除又は無力化されることによって
、電子デバイスへのアクセスが拒絶されてもよい。
【００８８】
　ステップ３５５において、メモリは、メモリへの修正が試みられたか、又は試みられて
いるか判断するためスキャンされてもよい。このようなスキャンは、電子デバイスにおい
てオペレーティングシステムのレベルより下位で実行されてもよい。このようなメモリは
、マルウェアにより修正される可能性のある電子デバイスのカーネルメモリ、システムデ
ータ構造又はメモリの他の何れかの部分を含むものであってもよい。例えば、電子デバイ
ス上で実行されるアクティブなスレッドのリストは、悪意あるプロセスの存在を隠蔽する
ため修正されてもよい。修正が検出された場合、ステップ３６５において、当該修正が許
容されるか判断されてもよい。このような修正が許容されるか否かは、セキュリティルー
ルにより規定されてもよい。例えば、アンチマルウェアプロセスのコード又はデータペー
ジは、他の何れかのプロセスにより修正又はアクセスに対してプロテクトされてもよい。
メモリの修正が認証されていると判断された場合、ステップ３７０において、当該修正は
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許可されてもよい。メモリの修正が未認証であり、許可されていない場合、ステップ３７
５において、当該修正は拒絶されてもよい。
【００８９】
　ステップ３７０において、アクセス又は修正が許可される場合、アクセス又は修正は以
降の参照のため格納されてもよい。マルウェアの検出は、過去のアクセスと現在検出され
たアクセスとが共にリソースの悪意あるアクセスを構成しているか判断するため、過去の
アクセス又は修正に関する情報を利用してもよい。
【００９０】
　ステップ３７５において、修正がアクセスされる場合、又は他の処理が拒絶される場合
、当該イベントは、ステップ３８０においてプロテクションサーバに報告されてもよい。
当該報告は、何れか関連するマルウェア又は疑わしい動作に関する情報を含むものであっ
てもよい。
【００９１】
　方法３００のステップは、継続的に、定期的に又は要求に応答して電子デバイスをプロ
テクトするため、必要に応じて繰り返されてもよい。
【００９２】
　図４は、マルウェアから電子デバイス４０４をプロテクトするためのファームウェアベ
ース及びセキュリティルールベースシステム４００の実施例である。システム４００は、
システム１００の特定の要素がファームウェアにより実現されるシステム１００の実施例
であってもよい。システム４００のトラップ処理は、電子デバイス４０４のオペレーティ
ングシステムのレベルの下位で実行されてもよい。システム４００は、電子デバイス４０
４のリソースの利用又はアクセスのため、Ｉ／Ｏコマンドなどのリクエストをトラップす
るよう構成される１以上のＯ／Ｓ下位セキュリティエージェントを含むものであってもよ
い。当該Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、電子デバイス４０４のメインプロセッ
サとの又はデバイス間の入出力データのやりとりを管理するよう構成されてもよい。当該
Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、電子デバイス４０４のデバイスコントローラな
どのコンポーネントのファームウェアにおいて、又は電子デバイス４０４自体のファーム
ウェアにおいて実現されてもよい。このようなファームウェアは、不揮発性メモリにあっ
てもよい。電子デバイス４０４のリソースは、図１のシステムリソース、それの各種の可
能な実施例又はシステム４００のデバイスに接続又は実現されるリソースを含むものであ
ってもよい。システム４００は、電子デバイス４０４のリソースへのアクセスの試みられ
た利用をトラップし、当該試みに対応するトリガイベントを生成し、トリガイベントに関
してセキュリティルールを照会し、当該試みに関して必要に応じて訂正アクションを実行
するよう構成される１以上のＯ／Ｓ下位セキュリティエージェントを含むものであっても
よい。
【００９３】
　一実施例では、システム４００のＯ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、図５の説明
と以下に説明されるように、電子デバイス４０４のコンポーネントのファームウェアにお
いてのみ実現されてもよい。他の実施例では、システム４００のＯ／Ｓ下位セキュリティ
エージェントは、メインＰＣファームウェア４２８などの電子デバイス４０４自体のファ
ームウェアにより実現されてもよい。このような実施例では、メインＰＣファームウェア
４２８は、電子デバイス４０４のマザーボード上で実現されてもよい。さらなる他の実施
例では、システム４００のＯ／Ｓ下位セキュリティエージェントがまた、Ｏ／Ｓ下位エー
ジェント４５０において実現されてもよい。Ｏ／Ｓ下位エージェント４５０は、リソース
のアクセスのトリガ又は当該トリガの処理を提供するための何れか適切な方法により、オ
ペレーティングシステム４１２などの電子デバイス４０４のオペレーティングシステムの
レベル以下で実現されてもよい。例えば、Ｏ／Ｓ下位エージェント４５０は、図２のＳＶ
ＭＭ２１６又はＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７の実施例であってもよい。Ｏ／
Ｓ下位エージェント４５０は、セキュリティルールを有してもよい。
【００９４】
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　電子デバイス４０４は、電子デバイス４０４からの入出力処理を実行する１以上のコン
ポーネントを有してもよい。電子デバイス４０４は、何れか適切な個数の当該コンポーネ
ントと何れか適切なタイプのコンポーネントとを有してもよい。当該コンポーネントは、
ファームウェアに埋め込まれる自らのプロセッサ、メモリ及びソフトウェアを備えたデバ
イスにより実現されてもよい。このようなコンポーネントの実施例は、図５のＩ／Ｏデバ
イス５０２であってもよい。
【００９５】
　電子デバイス４０４は、例えば、ディスプレイ４２４とストレージ４２６とを有しても
よい。各コンポーネント４２４，４２６は、ファームウェア４３０，４３２を有してもよ
い。ファームウェア４３０，４３２はそれぞれ、図５のファームウェア５０４を実現して
もよい。上述されるように、各コンポーネント４２４，４２６は、ファームウェアセキュ
リティエージェント４４０，４４３などのファームウェアベースセキュリティエージェン
トを有してもよい。ファームウェアセキュリティエージェント４４０，４４３はそれぞれ
、図５のファームウェアセキュリティエージェント５１６を部分的又は完全に実現しても
よい。一実施例では、ファームウェアセキュリティエージェント４４０，４４２のそれぞ
れは、各自のファームウェア４３０，４３２により実現されてもよい。他の実施例では、
ファームウェアセキュリティエージェント４４０、４４２のそれぞれは、各自のコンポー
ネント４２４，４２６のそれぞれにおいてファームウェア４３０，４３２の外部に実現さ
れてもよい。デバイスファームウェアセキュリティエージェント４４０，４４２のそれぞ
れは、各自のセキュリティルールセット４３４，４３６に通信接続されてもよい。各セキ
ュリティルール４３４，４３６は、図５のセキュリティルール５１８を実現してもよい。
【００９６】
　電子デバイス４０４は、ファームウェアを有してもよい。一実施例では、電子デバイス
４０４は、メインＰＣファームウェア４２８を有してもよい。メインＰＣファームウェア
４２８は、ＢＩＯＳ（Ｂａｓｉｃ　Ｉｎｐｕｔ／Ｏｕｔｐｕｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）により実
現されてもよい。一実施例では、メインＰＣファームウェア４２８は、コンピュータのＢ
ＩＯＳとして構成されてもよい。この場合、メインＰＣファームウェア４２８は、コンピ
ュータのプロセッサ４０６の処理を初期化するよう構成されてもよい。メインＰＣファー
ムウェア４２８は、メインプロセッサ４０６がディスプレイ４２４及びストレージ４２６
などのＩ／Ｏデバイスと通信することを可能にするよう構成されてもよい。当該実施例で
は、コンピュータはまた、ファームウェア又はＢＩＯＳによりプログラムされてもよく、
ディスプレイ４２４及びストレージ４２６などのＩ／Ｏデバイスのファームウェアと通信
するプログラマブルＩ／Ｏコントローラを有してもよい。
【００９７】
　メインＰＣファームウェア４２８は、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントを有しても
よい。一実施例では、メインＰＣファームウェア４２８は、ＰＣファームウェアセキュリ
ティエージェント４４４を有してもよい。ＰＣファームウェアセキュリティエージェント
４４４は、システムリソース４１４のリクエストをインターセプトするよう構成されても
よい。このような機能を実現するため、ＰＣファームウェアセキュリティエージェント４
４４は、図２のＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７又はＳＶＭＭ２１６、及び／又
は図５のファームウェアセキュリティエージェント５１６の機能を完全に又は部分的に実
現してもよい。ＰＣファームウェアセキュリティエージェント４４４は、システムリソー
ス４１４へのアクセスのＯ／Ｓより下位のトリガ及び処理、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージ
ェント４１８などのＯ／Ｓ内セキュリティエージェント及びＯ／Ｓ下位エージェントの検
証及び確認、並びにセキュリティルール４２０，４２２などのセキュリティルールの配信
を実現するため、図２のＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７又はＳＶＭＭ２１６の
機能を実現してもよい。ＰＣファームウェアセキュリティエージェント４４４は、ファー
ムウェアにおけるＯ／Ｓより下位のトリガ及び処理、セキュリティルールの更新を実現し
、電子デバイス４０４の各部分に送信されるＩＮ及びＯＵＴコマンドを評価するため、図
５のファームウェアセキュリティエージェント５１６の機能を実現してもよい。
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【００９８】
　電子デバイス４０４は、セキュリティルール４３８を有してもよい。セキュリティルー
ル４３８は、図１のセキュリティルールの実施例であってもよい。一実施例では、セキュ
リティルール４３８は、メインＰＣファームウェア４２８にあってもよい。他の実施例で
は、セキュリティルール４３８は、メインＰＣファームウェア４２８の外部にあってもよ
く、ＰＣファームウェアセキュリティエージェント４４４は、セキュリティルール４３８
に接続されてもよい。
【００９９】
　システム４００のセキュリティエージェントは、マルウェア及びそれの悪意ある処理を
阻止するため一緒に動作するよう構成されてもよい。リソースの試行されたアクセスはト
ラップされ、以降のイベントは、ディスプレイ４２４又はストレージ４２６などのデバイ
スのファームウェアセキュリティエージェント又はメインＰＣファームウェア４２８にお
ける処理のためトリガされてもよい。当該デバイス又はファームウェアのファームウェア
セキュリティエージェントは、トリガイベントを処理するか、又は処理のためトリガイベ
ントを他のセキュリティエージェントにわたすよう構成されてもよい。限定的な実行及び
更新能力のため、あるファームウェアセキュリティエージェントは、自らのトリガイベン
トの処理に限定され、当該トリガイベントを他のセキュリティエージェントにわたすこと
が効果的であるかもしれない。ファームウェアセキュリティエージェントがイベントをわ
たすセキュリティエージェントは、例えば、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント４１８な
どのＯ／Ｓ内セキュリティエージェント、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４５０な
どのＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント又はＰＣファームウェアセキュリティエージェ
ント４４４などの他のファームウェアセキュリティエージェントなどを含むものであって
もよい。これら他のセキュリティエージェントは、トリガイベントを受信し、セキュリテ
ィルール、コンテクスト情報又はパーミッションを照会し、実現されるべき結果としての
アクションを送り返すよう構成されてもよい。
【０１００】
　従って、図４は、ファームウェアベースセキュリティエージェントによるＯ／Ｓ下位ト
リガ及び処理を実行するための一例となる個数の要素を示したが、各種実施例では、より
多くの又はより少ない要素が利用されてもよい。より多くの又はより少ない要素が利用さ
れるとき、各要素及びシステム４００の機能は、これに従って変更されてもよい。一実施
例では、オペレーティングシステム４１２のレベルの下位のシステム４００のセキュリテ
ィエージェントは、１以上のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント４１８及びファームウェ
アセキュリティエージェント４４０，４４２に限定されてもよい。当該具体例では、ファ
ームウェアセキュリティエージェント４４０，４４２は、セキュリティルール４３４，４
３６に対するアップデートのため、プロテクションサーバ４０２に依拠してもよい。ファ
ームウェアセキュリティエージェント４４０，４４２は、トリガイベントの更新又は処理
のためＯ／Ｓ内セキュリティエージェント４１８に依拠するが、Ｏ／Ｓ内セキュリティエ
ージェント４１８の処理は、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントがＯ／Ｓ内セキュリテ
ィエージェントを有効にしない場合、あまりセキュアでないかもしれない。ファームウェ
アセキュリティエージェント４４０，４４２は、インストール時、製造時又は設定時に決
定されたファームウェアセキュリティルール４３４に基づきトリガを提供してもよい。こ
の場合、ファームウェアセキュリティエージェント４４０，４４２は、ほとんど解析する
ことなく、相対的に基本的なイベントトリガを提供するよう構成されてもよい。当該トリ
ガは電子デバイス４０４のオペレーティングシステムの下位で実現され、悪意ある又は疑
わしい処理をより良好に検出するため、ファームウェアセキュリティエージェント４４０
，４４２は、にもかかわらず有用であるかもしれない。
【０１０１】
　他の実施例では、システム４００のセキュリティエージェントは、ＰＣファームウェア
セキュリティエージェント４４４又はＯ／Ｓ下位エージェント４５０を含むが、その双方
は含まないようにしてもよい。この場合、ＰＣファームウェアセキュリティエージェント



(35) JP 6370747 B2 2018.8.8

10

20

30

40

50

４４４の機能は、Ｏ／Ｓ下位エージェント４５０により実現されてもよいし、逆もまた同
様であってもよい。ＰＣファームウェアエージェント４４４又はＯ／Ｓ下位エージェント
４５０は、プロテクションサーバ４０２に接続され、セキュリティルール４２０，４２２
，４３８，４３４，４３６などの情報を取得し、当該情報をシステム４００の他のセキュ
リティエージェントと共有するよう構成されてもよい。このようなセキュリティルールは
、通信、更新又は格納のため各セキュリティエージェントに対して調整されてもよい。Ｐ
Ｃファームウェアエージェント４４４又はＯ／Ｓ下位エージェント４５０は、ファームウ
ェアセキュリティエージェント４４０，４４２などの他のセキュリティエージェントから
トリガイベントを受信し、セキュリティルール及び他の情報を適用し、結果としてのイベ
ントの送信やプロテクションサーバ４０２への情報の送信などの訂正アクションを実行す
るよう構成されてもよい。ＰＣファームウェアエージェント４４４又はＯ／Ｓ下位エージ
ェント４５０は、システムリソース４１４の試行されたアクセスをトラップするよう構成
されてもよい。ＰＣファームウェアエージェント４４４又はＯ／Ｓ下位エージェント４５
０は、トリガイベントのコンテクストを決定するため、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェン
ト４１８と通信するよう構成されてもよい。複数のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント４
１８がシステム４００にある場合、各Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント４１８は、Ｏ／
Ｓ内セキュリティエージェント４１８に関連するトラップ、検証又は他のタスクの指定さ
れた部分を実行するよう構成されてもよい。このような部分は、Ｏ／Ｓ下位セキュリティ
エージェントにより規定されてもよい。例えば、あるＯ／Ｓ内セキュリティエージェント
４１８がＭＯＶ命令を検証又は調査し、他のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント４１８が
ＪＭＰ命令を検証又は調査してもよい。
【０１０２】
　さらなる他の実施例では、システム４００のセキュリティエージェントは、ＰＣファー
ムウェアセキュリティエージェント４４４とＯ／Ｓ下位エージェント４５０との双方を含
むものであってもよい。にもかかわらず、当該実施例では、ＰＣファームウェアセキュリ
ティエージェント４４４の機能の一部又はすべては、Ｏ／Ｓ下位エージェント４５０によ
り実現されてもよく、又は逆もまた同様であってもよい。ＰＣファームウェアセキュリテ
ィエージェント４４４とＯ／Ｓ下位エージェント４５０との間のタスクの説明は複数のフ
ァクタを考慮してもよい。例えば、ＰＣファームウェアセキュリティエージェント４４４
などのファームウェア内のセキュリティエージェントの処理は、他のＯ／Ｓ下位エージェ
ント４５０の処理よりセキュアであってもよい。しかしながら、Ｏ／Ｓ下位エージェント
４５０のセキュリティルール及びソフトウェアの更新は、ＰＣファームウェアセキュリテ
ィエージェント４４４におけるものよりシンプルで迅速である可能性がある。
【０１０３】
　さらなる他の実施例では、１以上のファームウェアセキュリティエージェント４４０，
４４２は、ＰＣファームウェアセキュリティエージェント４４４又はＯ／Ｓ下位エージェ
ント４２２から独立してシステム４００にあってもよい。当該具体例では、ファームウェ
アセキュリティエージェント４４０，４４２は、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント４１
８のインスタンスを検証してもよい。
【０１０４】
　各ファームウェアセキュリティエージェント４４０，４４２，４４４は、外部通信用の
ファームウェアロジックをモニタ及び制御するのを可能にするのに十分なファームウェア
ロジック内にあるよう構成されてもよい。ファームウェアセキュリティエージェント４４
０，４４２，４４４は、特定の情報又は特定の他のエンティティをトラップ及び／又は通
信するよう構成されてもよい。ファームウェアセキュリティエージェント４４０，４４２
，４４４は、受信した処理リクエストと共に、送受信対象のデータを決定するよう構成さ
れてもよい。さらに、ファームウェアセキュリティエージェント４４０，４４２，４４４
は、送受信対象のデータを制御し、暗号化、圧縮、透かしの埋め込み又はデータの透かし
の復号化など、当該データに対する追加的な処理を実行させるよう構成されてもよい。フ
ァームウェアセキュリティエージェント４４０，４４２，４４４と通信するシステム４０



(36) JP 6370747 B2 2018.8.8

10

20

30

40

50

０の他のセキュリティエージェントは、ファームウェアセキュリティエージェント４４０
，４４２，４４４によりトラップされるデータに透かしを埋め込み、又はファームウェア
セキュリティエージェント４４０，４４２，４４４によりデータに配置された透かしを復
号化するよう構成されてもよい。
【０１０５】
　ファームウェアセキュリティエージェント４４０，４４２又はＰＣファームウェアセキ
ュリティエージェント４４４との通信は、例えば、プログラマブル入出力インタラプト又
はプログラマブル入出力レジスタなどを介し実行されてもよい。このようなインタラプト
又はレジスタは、ファームウェアセキュリティエージェント４４０，４４２，４４４があ
るファームウェア又はデバイスのメーカーにより定義及び提供されてもよい。
【０１０６】
　システム４００のＯ／Ｓ下位セキュリティエージェントの１以上は、電子デバイス４０
４のファームウェアベースセキュリティエージェントのアンチマルウェアアクティビティ
を調整するためのメインセキュリティエージェントとして機能するよう構成されてもよい
。一実施例では、ＰＣファームウェアセキュリティエージェント４４４は、システム４０
０のメインセキュリティエージェントとして構成されてもよい。他の実施例では、Ｏ／Ｓ
下位エージェント４５０は、メインセキュリティエージェントして機能するよう構成され
てもよい。セキュリティエージェントは、ファームウェアセキュリティエージェント４４
０，４４２からのトリガイベントを処理するよう構成されてもよい。メインセキュリティ
エージェントは、何れのセキュリティエージェントが疑わしい動作を通知し、又はマルウ
ェアを検出したか、システム４００がマルウェアに攻撃されているか、システム４００の
アドミニストレータがセキュリティに影響を与える嗜好又は設定を変更したかに関して他
のセキュリティエージェントに通知するよう構成されてもよい。メインセキュリティエー
ジェントは、システム４００のその他のセキュリティエージェントと攻撃に関する情報を
共有してもよい。
【０１０７】
　システム４００のリソースへのアクセスをトラップし、及び／又はシステム４００のオ
ペレーティングシステムのレベルの下位の結果として生じるトリガイベントを処理するこ
とによって、システム４００は、マルウェアに対するセキュリティを増大するようにして
もよい。ファームウェアにおけるセキュリティエージェントの処理は、マルウェアがセキ
ュリティエージェントの処理に影響を与える機会を減少させるようにしてもよい。ファー
ムウェア又はデバイスレベルの処理をトラップすることは、それの処理を偽るため、シス
テム４００の要素をマルウェアがスプーフ又はフィッシングする能力を減少させるように
してもよい。例えば、オペレーティングシステム４１２の何れの部分がマルウェアにより
危険にさらされても、コンポーネント４２４，４２６に対するリクエストは、デバイス自
らから偽らないようにしてもよい。
【０１０８】
　図５は、マルウェアから電子デバイスをプロテクトするためのファームウェアベース手
段の実施例のより詳細な図である。Ｉ／Ｏデバイス５０２などのデバイスは、当該デバイ
スのリソースの利用又はアクセスのためのリクエストを受信及びトラップするよう構成さ
れてもよい。一実施例では、Ｉ／Ｏデバイス５０２は、当該リクエストがマルウェアの存
在を示しているか判断するため、トラップされたリクエストを処理するよう構成されても
よい。他の実施例では、Ｉ／Ｏデバイス５０２は、Ｉ／Ｏデバイスがあるシステムの他の
部分にトリガイベントとしてトラップされたリクエストをわたすよう構成されてもよい。
システムの当該他の部分は、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントを有してもよい。Ｉ／
Ｏデバイス５０２は、メモリ５０８に接続されたプロセッサ５０６とファームウェア５０
４とを有し、ファームウェア５０４は、プロセッサ５０６による実行のためメモリ５０８
にある命令を有してもよい。
【０１０９】
　Ｉ／Ｏデバイス５０２は、電子デバイスのリスースへのアクセスを制御するための電子
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デバイスの何れか適切な部分を有してもよい。一実施例では、Ｉ／Ｏデバイス５０２は、
電子デバイスの周辺装置の一部又はすべてを実現してもよい。Ｉ／Ｏデバイス５０２は、
例えば、ディスプレイコントローラカード、コンピュータバスコントローラ、キャッシュ
デバイス、Ｉ／Ｏコントローラデバイス、ディスクコントローラ、メモリデバイス、ネッ
トワークコントローラ、マザーボード、又はキーボードコントローラなどにより実現され
てもよい。Ｉ／Ｏデバイス５０２は、電子デバイスにあってもよい。一実施例では、Ｉ／
Ｏデバイス５０２は、物理コンポーネントに接続されてもよい。当該物理コンポーネント
は、一例として、ディスプレイ、コンピュータバス、メモリ、Ｉ／Ｏコントローラ、ディ
スク、ネットワークカード、又はキーボードを含むものであってもよい。例えば、キーボ
ードコントローラは、キーボードとのシリアルインタフェースを介し接続されてもよい。
当該実施例では、Ｉ／Ｏデバイス５０２は、電子デバイスにあってもよく、物理コンポー
ネントは、電子デバイスに通信接続されるが、電子デバイスの外部にあってもよい。
【０１１０】
　ファームウェア５０４は、Ｉ／Ｏデバイス５０２の処理を制御するよう構成されてもよ
い。ファームウェア５０４は、リソースに対するリクエストをトラップし、Ｉ／Ｏデバイ
ス５０２又はＩ／Ｏデバイス５０２があるシステムにおいてオペレーティングシステムの
レベルの下位で動作するよう構成されるＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント５１６を有
してもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５１６は、Ｉ／Ｏデバイス５０２又は
Ｉ／Ｏデバイス５０２があるシステムをマルウェアからプロテクトするため、当該リクエ
ストを許可、拒絶又は処理するか判断するため、トラップされたリクエストから生じるイ
ベントを処理するよう構成されてもよい。一実施例では、ファームウェア５０４は、ファ
ームウェアセキュリティエージェント５１６を有してもよい。ファームウェアセキュリテ
ィエージェント５１６は、図２のＳＶＭＭ２１６又はＳＶＭＭセキュリティエージェント
２１７の機能の一部又はすべてを内蔵するが、ファームウェア５０４において実現される
ものであってもよい。この場合、リソースへのアクセスのトラップ及び／又はトラップさ
れたリクエストの処理などのＳＶＭＭ２１６又はＳＶＭＭセキュリティエージェント２１
７の機能は、ファームウェアセキュリティエージェント５１６により実行されてもよい。
一実施例では、ファームウェアセキュリティエージェント５１６は、ファームウェア５０
４にあるよう構成されてもよい。
【０１１１】
　ファームウェア５０４は、Ｉ／Ｏコマンド５１０、データ伝送エンジン５１２及びプロ
グラマブルロジック５１４を有してもよい。Ｉ／Ｏコマンド５１０は、デバイスと情報を
送受信するための命令を有してもよい。当該コマンドは、ＩＮ又はＯＵＴコマンドの変形
を含むものであってもよい。Ｉ／Ｏコマンド５１０の実行は、デバイスの所望のアクショ
ンを実行するよう処理可能であってもよい。デバイスにより受信されたリクエストは、Ｉ
／Ｏコマンドに変換されてもよい。リソースに対する特定のリクエストに応答したトラッ
プ又はトリガは、関連するＩ／Ｏコマンド５１０に対するトラップ又はトリガにより実現
されてもよい。データ伝送エンジン５１２は、デバイスとのリクエストと以降のレスポン
スとの通信を処理するよう構成されてもよい。データ伝送エンジン５１２は、Ｉ／Ｏコマ
ンド５１０とデータとが交換されるＩ／Ｏバスを介しプロセッサ５０６及びプログラマブ
ルＩ／Ｏコントローラに接続されてもよい。プログラマブルロジック５１４は、ファーム
ウェア５０４がＩ／Ｏコマンド５１０とデータ伝送エンジン５１２とを処理するための命
令を提供するよう構成されてもよい。プログラミングロジック５１４は、プロセッサ５０
６などのプロセッサにロードされてもよい。
【０１１２】
　ファームウェアセキュリティエージェント５１６は、試行された悪意ある処理を検出す
るため、プログラミングロジック５１４の処理を修正するよう構成されてもよい。ファー
ムウェアセキュリティエージェント５１６は、データ伝送エンジン５１２を介しＩ／Ｏデ
バイス５０２のリクエストをインターセプトし、当該リクエストが悪意あるか判断するた
め、デバイスとのリクエストの通信をモニタするよう構成されてもよい。ファームウェア
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セキュリティエージェント５１６は、トラップ対象の処理に対応するフラグが設定される
制御構造を有してもよい。一実施例では、トラップ対象のコマンドのメモリアドレスに従
って、フラグが制御構造において設定されてもよい。ファームウェアセキュリティエージ
ェント５１６は、Ｉ／Ｏデバイス５０２に対するリクエストのインターセプトについてフ
ラグを設定するよう構成されてもよい。当該フラグは、例えば、Ｉ／Ｏコマンド５１０の
特定のコマンド又は特定のパラメータに関する当該特定のコマンドなどに対応するもので
あってもよい。このようなフラグは、特定のリクエスト又はリクエストのカテゴリをイン
ターセプトするよう構成されてもよい。Ｉ／Ｏコマンド５１０のトラップされた試行され
た処理に対応するフラグのトリガに応答して、ファームウェアセキュリティエージェント
５１６は、イベントを処理し、結果としてのアクションを実行し、結果としての情報をデ
ータ伝送エンジン５１２を介し他のセキュリティエージェントにわたすか、又はデータ伝
送エンジン５１２を介しトリガイベントをわたすよう構成されてもよい。
【０１１３】
　Ｉ／Ｏデバイス５０２はまた、セキュリティルール５１８を有してもよい。セキュリテ
ィルール５１８は、図２のセキュリティルール２２２の一部又はすべてを実装してもよい
。セキュリティルール５１８は、メモリ５０８において実現されてもよい。一実施例では
、セキュリティルール５１８は、ファームウェア５０４の外部にあってもよい。他の実施
例では、セキュリティルール５１８は、ファームウェア５０４の内部にあってもよい。フ
ァームウェアセキュリティエージェント５１６は、セキュリティルール５１８に通信接続
され、それのリソースへのアクセスのためＩ／Ｏデバイス５０２に行われる特定のリクエ
スト又は特定のリクエストのカテゴリをトラップするため、ファームウェア５０４におい
て設定されるべきフラグを決定するため、セキュリティルール５１８にアクセスするよう
構成されてもよい。例えば、ファームウェアセキュリティエージェント５１６は、トリガ
イベントが悪意あるか又はないか判断するため、セキュリティルール５１８にアクセスす
るよう構成されてもよい。一実施例では、セキュリティルール５１８は、ファームウェア
セキュリティエージェント５１６がトリガイベントを処理するための命令を含むものであ
ってもよい。ファームウェアセキュリティエージェント５１６は、当該命令を用いてリク
エストを許可若しくは拒絶するか、又は他の訂正アクションを実行すべきか判断するよう
構成されてもよい。他の実施例では、ファームウェアセキュリティエージェント５１６は
、当該命令を用いてリクエストを他のセキュリティエージェントに報告すべきか判断する
よう構成されてもよい。このような訂正アクションはまた、他のセキュリティエージェン
トからのレスポンスを待機することを含むものであってもよく、リクエストを許可又は拒
絶するかに関する命令を含むものであってもよい。
【０１１４】
　いくつかの実施例では、ファームウェアセキュリティエージェント５１６は、ファーム
ウェア５０４にあってもよく、これは、ファームウェアセキュリティエージェント５１６
を更新することを相対的に困難にする可能性がある。さらに、マルウェアの攻撃の永続的
性質は、アンチマルウェア手段をフレキシブルにすることを要求するかもしれない。この
ため、ファームウェアセキュリティエージェント５１６は、トラップすべきＩ／Ｏデバイ
スに対するリクエストと、実行されるべき以降のアクションとを決定するための情報を受
信するのに適した何れかの機構を利用してもよい。
【０１１５】
　一実施例では、このような機構は、上述されるようなセキュリティルール５１８にアク
セスすることを含むものであってもよい。ファームウェアセキュリティエージェント５１
６は、他のセキュリティエージェント又はプロテクションサーバから新規及び更新された
セキュリティルール５１８を受信するよう構成されてもよい。フレキシビリティを実現す
るため、ファームウェアセキュリティエージェント５１６は、例えば、ファームウェア５
０４の当該ルールのストレージがセキュリティルール５１８の更新を困難にする場合、フ
ァームウェア５０４から分離したメモリ５０８にセキュリティルール５１８を格納するよ
う構成されてもよい。
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【０１１６】
　他の実施例では、ファームウェアセキュリティエージェント５１６は、ファームウェア
の更新又はフラッシュに応答して、セキュリティルール５１８を更新するよう構成されて
もよい。当該実施例では、トラップ対象のリクエストを更新するフレキシビリティは限定
的であるかもしれない。この結果、セキュリティルール５１８は、極めて特定のプロテク
トされたリソースに対するものになる可能性がある。例えば、ディスクデバイスのセキュ
リティルール５１８は、デバイスのブートセクタに対するすべてのライトリクエストをト
ラップするための命令を含むものであってもよい。いくつかのケースでは、他のセキュリ
ティエージェントとの通信が容易である場合、セキュリティルール５１８は、広範なリク
エストをトラップするための命令を含んでもよく、処理が他のセキュリティエージェント
に対して大きくオフロードされるかもしれない。
【０１１７】
　さらなる他の実施例では、ファームウェアセキュリティエージェント５１６は、他のセ
キュリティエージェントから命令を受信するよう構成されてもよい。あるケースでは、当
該命令は、ファームウェア５０４又はファームウェアセキュリティエージェント５１６の
ファンクションコールに対するパラメータの形態をとるものであってもよい。例えば、他
のセキュリティエージェントは、“ＵｐｄａｔｅＲｕｌｅ（ｔｒｉｇｇｅｒ，ａｃｔｉｏ
ｎ）”と呼ばれるファームウェアセキュリティエージェント５１６のファンクションをコ
ールしてもよく、トラップするためのリクエストがｔｒｉｇｇｅｒに詳述され、実行すべ
き以降のアクションはａｃｔｉｏｎに詳述される。ファームウェアセキュリティエージェ
ント５１６は、セキュリティルールに対する更新に関する命令を受信することによって、
セキュリティルール５１８を更新してもよい。他のケースでは、他のセキュリティエージ
ェントは、ファームウェアセキュリティエージェント５１６により以降にアクセスされて
もよいデバイス５０２の確保されているメモリスペースにセキュリティルール５１８のア
ップデートを書き込むようにしてもよい。他のセキュリティエージェントから受信すべき
命令はまた、ファームウェアセキュリティエージェント５１６にセキュリティルール５１
８の特定のセットを利用するよう指示するものであってもよい。例えば、タイムクリティ
カル処理中、ファームウェアセキュリティエージェント５１６は、当該命令によってセキ
ュリティルール５１８の最小限のコアなセットを利用するよう構成されてもよい。Ｉ／Ｏ
デバイス５０２がディスクデバイスである場合、このような最小限のコアなルールセット
は、ディスクのブートセクタへのアクセスをトラップするための命令を含むものであって
もよい。他の例では、タイムクリティカル処理が現在実行されていない場合、ファームウ
ェアセキュリティエージェント５１６は、当該命令によってセキュリティルール５１８か
らのルールを利用して、より広範なアクセス試行の範囲をトラップし、対応するイベント
を処理のために他のセキュリティエージェントに送信するよう構成されてもよい。
【０１１８】
　ファームウェアセキュリティエージェント５１６は、Ｉ／Ｏコマンド５１０を制御し、
受信した又は送信対象のコンテンツ又はデータをスキャンし、当該コマンド及びコンテン
ツに対するアクセス制御を適用するよう構成されてもよい。ファームウェアセキュリティ
エージェント５１６は、既存のデバイスファームウェアの拡張として実現されてもよい。
【０１１９】
　ファームウェアセキュリティエージェント５１６の実現は、デバイス５０２のタイプに
依存してもよい。例えば、ディスプレイデバイス及びディスクデバイスは、異なるタイプ
のコンテンツ又は試行されるコマンドに対してトリガしてもよい。各種デバイスのファー
ムウェアセキュリティエージェント５１６の作成は、デバイスとの特定タイプのインタフ
ェースに調整されてもよい。例えば、デバイス５０２がＳＡＴＡ（Ｓｅｒｉａｌ　Ａｄｖ
ａｎｃｅｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ａｔｔａｃｈｅｍｅｎｔ）バスを介し通信するよう
構成される場合、それには、ＳＡＴＡバスを介し通信する他のデバイスに類似したファー
ムウェアセキュリティエージェント５１６が備えられるようにしてもよい。ファームウェ
アセキュリティエージェント５１６は、デバイス５０２のアーキテクチャをサポートし、
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デバイス５０２の外部バスＩ／Ｏをサポートし、又はデバイス５０２の他のインタフェー
スをサポートするようカスタマイズされてもよい。
【０１２０】
　ファームウェアセキュリティエージェント５１６は、リソースのリクエストの一部を構
成しうる、特定のリード及びライトコマンドをインターセプトすることによって、デバイ
ス５０２のリソースの試行されたアクセスをトラップするよう構成されてもよい。リード
又はライトコマンドは、セキュリティルール５１８の１つなどのルールに基づき、インタ
ーセプト及び評価されて、ブロック又は許可されてもよい。ファームウェアセキュリティ
エージェント５１６のためのセキュリティルール５１８は、マルウェアの証拠を検出する
のに適した何れかのルールを含むものであってもよい。当該リード及びライトコマンドは
、例えば、ドライバ又はインタラプトに対するファンクションコールなどの結果であって
もよい。
【０１２１】
　例えば、セキュリティルール５１８は、ファームウェアセキュリティエージェント５１
６がデバイスに書き込まれるデータをスキャンするためのルールを含むものであってもよ
い。データのコンテンツ又はデータのハッシュが、当該データがマルウェアデータ又はコ
ードに対応するか判断するため評価されてもよい。このような評価は、当該コンテンツを
ホワイトリスト又はブラックリストのデータ又はシグネチャに対して比較することによっ
て行われてもよい。良好なライトは、コンテンツ又はデータをマルウェア又はそうでない
ものとして正しく特定するため、書き込まれるデータ又はコンテンツの完全な範囲を適切
に評価するため一緒に評価される必要があるかもしれない。例えば、ファイルは、デバイ
ス５０２に対する繰り返される良好なコールに対して書き込まれるようにしてもよい。書
き込まれるデータは、ライトコマンドのコンテンツの適切なスキャンが評価されるように
キューされてもよい。
【０１２２】
　他の例では、セキュリティルール５１８は、ファームウェアセキュリティエージェント
５１６がデバイスにおける既存のデータをスキャンするためのルールを含むものであって
もよい。デバイス５０２は、ネットワークカードなどのシステムの外部から受信されるコ
ンテンツを含むものであってもよい。それがデバイス５０２ににより備えられると、受信
情報のコンテンツがマルウェアの証拠についてスキャンされてもよい。ファームウェアセ
キュリティエージェント５１６は、当該コンテンツとホワイトリスト又はブラックリスト
のデータ又はシグネチャとを比較することによって評価してもよい。
【０１２３】
　さらなる他の例では、セキュリティルール５１８は、ファームウェアセキュリティエー
ジェント５１６が時間又はパーミッションに基づきコマンドを評価するためのルールを含
むものであってもよい。ネットワークデバイス又はディスクなどのデバイス５０２は、何
れの正当なアクティビティも実行されるべきでない時間中、リード又はライトからプロテ
クトされてもよい。例えば、特定のマルウェアは、ブート処理中にディスクドライブを攻
撃するかもしれない。従って、ファームウェアセキュリティエージェント５１６は、ディ
スクがブートされている時間中、デバイスへのライトを阻止してもよい。同様に、デバイ
スやシステムが利用可能である時間又は方法に関して、デバイス５０２があるシステムの
アドミニストレータによってパーミッションが設定されてもよい。例えば、デバイス５０
２があるシステムのアドミニストレータは、デバイスを営業時間外に利用不可に設定して
もよい。システム上のネットワークデバイスは、営業時間外のアクティビティを移送する
正当な目的を有していないかもしれず、セキュリティルール５１８のパーミッションに基
づき、ネットワークデバイスのリード及びライトがファームウェアセキュリティエージェ
ント５１６により阻止されてもよい。このような利用は、例えば、デバイスの実際のユー
ザによる又はネットワークデバイスを用いてＤｏＳ攻撃を実行するマルウェアによる意図
的なアクティビティなどを阻止してもよい。
【０１２４】
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　さらなる他の例では、セキュリティルール５１８は、Ｉ／Ｏコマンドと共に用いられる
パラメータに基づき、ファームウェアセキュリティエージェント５１６がコマンドを評価
するためのルールを含むものであってもよい。このようなパラメータは、例えば、ライト
コマンドが書き込むアドレスなどを含むものであってもよい。セキュリティルール５１８
は、ディスクデバイスの特定部分が読み出し専用であることを示すルールを含むものであ
ってもよい。従って、ファームウェアセキュリティエージェント５１６は、データが書き
込みされるアドレスを決定するため、ディスクにデータを書き込むためのＯＵＴコマンド
に関するパラメータを調べ、試みられたライトがセキュリティルール５１８のルールによ
りライトプロテクトされるディスクの部分に対するものである場合、当該コマンドをブロ
ックしてもよい。ファームウェアセキュリティエージェント５１６は、当該コールの発信
元のコンテンツやエンティティなどの他のベースに関して当該パラメータを考慮してもよ
い。例えば、書き込み対象のデータのコンテンツをスキャンすることはコストがかかる可
能性があり、セキュリティルール５１８は、データが特定の範囲のアドレスに書き込まれ
る場合に限って、書き込み対象のデータをスキャンするようファームウェアセキュリティ
エージェント５１６を設定してもよい。他の例では、セキュリティルール５１８などのセ
キュリティルールは、特定のコール元のエンティティがディスクデバイスの特定部分に対
してライト又はリードすることしか許可しないようにしてもよい。従って、ファームウェ
アセキュリティエージェント５１６は、試行されたライト又はリードをトラップし、コー
ル元のエンティティの識別情報がセキュアに決定されるまで当該試行を許可しないように
してもよい。当該決定は、一部のファンクションがコール元のデバイスドライバ又はアプ
リケーションを特定するとき、デバイスファンクションをコールするのに利用されるパラ
メータにおける情報を評価することによって行われてもよい。このようなケースでは、フ
ァームウェアセキュリティエージェント５１６は、コールの有効性を判断するため、何れ
か適切なステップを実行してもよい。一実施例では、ファームウェアセキュリティエージ
ェント５１６は、コール元のエンティティが当該コールを行うことが許可されているか判
断するため、セキュリティルール５１８のホワイトリスト又はブラックリストを照会して
もよい。他の実施例では、ファームウェアセキュリティエージェント５１６は、コール元
のアプリケーション又はデバイスドライバが有効であるか判断するため、デバイス５０２
を含むシステムにおける他のセキュリティエージェントと通信してもよい。このような他
のセキュリティエージェントは、コール元のアプリケーション又はデバイスドライバの処
理を検証していてもよいし、又は当該処理を検証したＯ／Ｓ内セキュリティエージェント
と通信してもよい。さらなる他の例では、デバイス５０２などのデバイスに対する既存の
ドライバコールは、コール元のエンティティを特定しなくてもよい。従って、何れのパラ
メータも利用可能でなくてもよい。この例では、ファームウェアセキュリティエージェン
ト５１６は、トリガイベントをわたすか、あるいは、試行されたアクセスを生じさせたコ
ールのコンテクストを判断するため、システムの他のセキュリティエージェントに照会す
るよう構成されてもよい。当該他のセキュリティエージェントは、認証されたエンティテ
ィが当該試行を行ったか判断するため、コールに適したコンテクストを提供することが可
能であってもよい。
【０１２５】
　さらなる例では、セキュリティルール５１８は、ファームウェアセキュリティエージェ
ント５１６がデバイス５０２がある環境からの情報に基づきコマンドを評価するためのル
ールを含むものであってもよい。システムにおける他のセキュリティエージェントは、取
り除くことが困難なマルウェアの感染を検出していてもよいし、又はクリーンするための
アドミニストレータからの直接的な介入を要求してもよい。システムの他のセキュリティ
エージェントは、疑わしい動作を観察しており、当該動作の性質がまだ完全には解析され
ていない。この場合、ファームウェアセキュリティエージェント５１６は、他のセキュリ
ティエージェントから既存の脅威の通知を受信してもよい。セキュリティルール５１８は
、感染のタイプに応じてファームウェアセキュリティエージェント５１６のための予防的
アクションを指示してもよい。例えば、キーボードデバイスのファームウェアセキュリテ
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ィエージェント５１６は、キーログについて知られる特定タイプのマルウェアの証拠が検
出されたが、まだ取り除くことができていないという通知を受信するかもしれない。セキ
ュリティルール５１８は、ファームウェアセキュリティエージェント５１６がキーボード
デバイスからのすべてのリード及びライトがキーボードと通信される情報を危険にさらす
ことを阻止することを不可にすることを指示してもよい。
【０１２６】
　ファームウェアセキュリティエージェント５１６は、異なるタイプのデバイスのＩ／Ｏ
を異なる方法によりプロテクトしてもよい。例えば、ディスプレイデバイスのファームウ
ェアセキュリティエージェント５１６は、マルウェアの脅威に応じてディスプレイの一部
をシャットダウンしてもよい。ファームウェアセキュリティエージェント５１６は、画面
上に透かしを生じさせる特定のパターンの表示をブロックしてもよい。ファームウェアセ
キュリティエージェント５１６は、特定のパターンの試行された表示をトラップしてもよ
い。ファームウェアセキュリティエージェント５１６は、画面キャプチャを阻止するため
、デバイスからの情報の試行されたリードをインターセプトしてもよい。
【０１２７】
　他の例では、キーボードデバイスのファームウェアセキュリティエージェント５１６は
、任意的には、システムの残りとの通信においてそれの結果を符号化又は復号化してもよ
い。このような暗号化は、キーロガー（ｋｅｙｌｏｇｇｅｒ）などのマルウェアの脅威が
存在するという通知に応答して、ファームウェアセキュリティエージェント５１６により
設定されてもよい。
【０１２８】
　さらなる他の例では、ネットワークデバイスのファームウェアセキュリティエージェン
ト５１６は、ソースＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）アドレス、ソースポー
ト番号、送受信対象のデータ、デスティネーションＩＰアドレス又はデスティネーション
ポート番号に基づきトラップしてもよい。ネットワークデバイスを利用する試行がトラッ
プされると、ファームウェアセキュリティエージェント５１６は、マルウェアの証拠につ
いて送受信対象のパケットのデータペイロードをスキャンしてもよい。一実施例では、こ
のようなデータペイロードは、他のセキュリティエージェント又はプロテクションサーバ
に送信されてもよく、当該コンテンツがマルウェアの証拠についてスキャンされる。デー
タペイロードのコンテンツは、パケットスニッファ（ｐａｃｋｅｔ　ｓｎｉｆｆｅｒ）が
コンテンツのインターセプトに成功しないように暗号化されてもよい。ネットワークデバ
イス上の試行された処理は、安全でないネットワークデスティネーションとの通信に関す
るセキュリティリスクのためトラップされてもよく、悪意あるデスティネーションとのネ
ットワーク通信は、デバイス５０２があるシステムのセキュリティを危険にさらす可能性
がある。試行された処理は、銀行取引ウェブサイトなどの特定のデータセットのセンシテ
ィブな性質のためトラップされてもよい。このような場合、当該ウェブサイトからのデー
タの受信に対して、当該データは、他のセキュリティエージェント又はコール元のエンテ
ィティにわたされる前に、ファームウェアセキュリティエージェント５１６により暗号化
されてもよい。このような暗号化は、デバイス５０２のシステムのパケットスニッファ又
はフィルタが情報のインターセプトに成功することを阻止する可能性がある。
【０１２９】
　トラップされる特定のＩ／Ｏコマンド５１０は、特定のデバイス及び当該デバイスの処
理に依存してもよい。従って、デバイス５０２のメーカーは、特定のデバイス５０２につ
いてファームウェアセキュリティエージェント５１６の処理をどのように設定するか決定
してもよい。デバイス５０２のメーカーは、他のセキュリティエージェントにデバイス５
０２の機能をどの程度明らかにするか決定してもよい。例えば、デバイス５０２は、他の
セキュリティエージェントにトリガイベントをわたす前に、他のセキュリティエージェン
トによる検証を要求するよう構成されてもよい。
【０１３０】
　動作について、１以上のＯ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、システム４００のフ
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ァームウェア又はコンポーネントにおいて実行されてもよい。ファームウェアセキュリテ
ィエージェント４４０は、ディスプレイ４２４において実行され、ファームウェアセキュ
リティエージェント４４２は、ストレージ４２６において実行され、ＰＣファームウェア
セキュリティエージェント４４４は、メインＰＣファームウェア４００において実行され
てもよい。Ｏ／Ｓ下位エージェント４５０及びＯ／Ｓ内エージェント４１２は、システム
４００において実行されてもよい。各セキュリティエージェントは、システム４００にお
ける１以上の他のセキュリティエージェントと通信してもよい。各セキュリティエージェ
ントは、通信を受け付ける前に他のセキュリティエージェントのインスタンスを検証して
もよい。プロテクションサーバ４０２は、セキュリティエージェントを検証した後、セキ
ュリティエージェントの１以上と通信してもよい。
【０１３１】
　ＰＣファームウェアセキュリティエージェント４４４又はＯ／Ｓ下位エージェントは、
メインセキュリティエージェントとして指定されてもよい。メインセキュリティエージェ
ントは、セキュリティルールを決定するため、プロテクションサーバ４０２と通信しても
よい。メインセキュリティエージェントは、メインセキュリティエージェントにローカル
にセキュリティルールを格納してもよい。メインセキュリティエージェントは、セキュリ
ティルールを各セキュリティエージェントに配信してもよく、セキュリティルールは、セ
キュリティエージェントにローカルに格納されてもよい。セキュリティルールは、セキュ
リティルールの大きなセットのコストを低減するため、デバイスのタイプ、製造又はモデ
ルについてカスタマイズされてもよい。
【０１３２】
　ルール４３４などのセキュリティルールを受信すると、ディスプレイ４２４などのデバ
イスは、トラップされるべきデバイスの処理に対応するデバイスファームウェア４３０内
の制御構造においてフラグを設定してもよい。同様のタスクが、ストレージ４２６により
実行されてもよい。
【０１３３】
　アプリケーション４１０又はドライバ４１１は、ディスプレイ４２４やストレージ４２
６などのデバイスにアクセスすることを試みる。アプリケーション４１０又はドライバ４
１１は、オペレーティングシステム４１２のカーネルをコールすることによって当該試行
を行うかもしれず、さらにオペレーティングシステムのデバイスドライバがコールされ、
さらにリクエストがコンポーネント４２４、４２６に送信されるかもしれない。
【０１３４】
　当該リクエストは、ストレージ４２６などのデバイスに到着する。デバイス上で実行さ
れるファームウェアセキュリティエージェント４４２は、制御構造を備えたストレージ４
２６のデータ伝送エンジン４１２をモニタすることによって、当該リクエストをフィルタ
リングしてもよい。当該リクエストは、ストレージ４２６により利用可能とされるＩ／Ｏ
コマンド５１０の形態をとりうる。当該リクエストがファームウェアセキュリティエージ
ェント４４２により設定された何れかのフラグに一致する場合、当該リクエストはトラッ
プされ、結果としてのイベントがトリガされてもよい。ファームウェアセキュリティエー
ジェント４４２は、トリガイベントをどのように処理するか決定するため、セキュリティ
ルール４３６に照会してもよい。
【０１３５】
　一実施例では、トリガイベントは、ファームウェアセキュリティエージェント４４２に
より処理されてもよく、関連するデータコマンド、コンテクスト情報、時間又は環境情報
などの利用可能な情報に基づき、訂正アクションがとられてもよい。このような訂正アク
ションは、リクエストの許可又は拒絶、悪意あるコード又はデータの削除、又は転送対象
のデータの暗号化を含むものであってもよい。他の訂正アクションは、トラップされるイ
ベントに関してプロテクションサーバ４０２にわたされる情報を送信することを含むもの
であってもよい。ファームウェアセキュリティエージェント４４２は、他のセキュリティ
エージェントにトリガイベントの状態を通知し、これにより、他のエージェントがまた各
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自のセキュリティルールに照会した後に訂正アクションを行ってもよい。例えば、ファー
ムウェアセキュリティエージェント４４２が未知のソースのマルウェア攻撃を検出した場
合、ファームウェアセキュリティエージェント４４０は、ディスプレイ４２４への追加的
なアクセスをロックしてもよい。
【０１３６】
　他の実施例では、トリガイベントは、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント４１８、ＰＣ
ファームウェアセキュリティエージェント４４４又はＯ／Ｓ下位エージェント４５０など
、処理のための他のセキュリティエージェントに転送されてもよい。ＰＣファームウェア
セキュリティエージェント４４４などの受信側のセキュリティエージェントは、セキュリ
ティルール４３８を照会することによって、トリガイベントを処理してもよい。データ、
コマンド、コンテクスト情報、時間又は環境情報などの利用可能な情報に基づき、トリガ
イベントにより表されるリクエストは、ＰＣファームウェアセキュリティエージェント４
４４により許可又は拒絶されてもよい。ＰＣファームウェアセキュリティエージェント４
４４は、リソースの試行されたアクセスに関するコンテクスト情報を決定するため、Ｏ／
Ｓ内セキュリティエージェント４１８と通信してもよい。ＰＣファームウェアセキュリテ
ィエージェント４４４は、トリガイベントをどのように処理するかに関する追加的な情報
のため、プロテクションサーバ４０２と通信してもよい。ＰＣファームウェアセキュリテ
ィエージェント４４４は、発信元のファームウェアセキュリティエージェント４４２に結
果としてのアクションに対する命令を送り返してもよい。ＰＣファームウェアセキュリテ
ィエージェント４４４は、解析又は記録対象のトリガイベントに関する情報をプロテクシ
ョンサーバ４０２に送信してもよい。当該解析又は記録は、トリガイベントの悪意ある性
質が未知であるときに実行されてもよい。ＰＣファームウェアセキュリティエージェント
４４４は、システム４００のセキュリティエージェントに特定のタイプのマルウェアが検
出された、あるタイプの疑わしいアクティビティが検出された、又はシステム４００がマ
ルウェアの攻撃を受けていることを通知してもよい。
【０１３７】
　ＰＣファームウェアセキュリティエージェント４４４から情報を受信すると、ファーム
ウェアセキュリティエージェント４４０は、訂正アクションを実行してもよい。当該アク
ションは、試行されたアクセスの許可又は拒絶、転送されるデータの暗号化、又は悪意あ
るコード又はデータの削除を含むものであってもよい。
【０１３８】
　図６は、マルウェアからの電子デバイスのファームウェアベースコンフィギュラブルプ
ロテクションのための方法６００の実施例である。ステップ６０５において、Ｏ／Ｓ下位
セキュリティエージェント、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント、プロテクションサーバ
及びファームウェアセキュリティエージェントの識別情報とセキュリティとが認証されて
もよい。当該認証は、メモリにある各自のイメージ、暗号化ハッシュ又は秘密鍵の特定及
び検証によることを含む何れか適切な方法により実行されてもよい。ステップ６０５が終
了するまで、他のステップの処理は保留されてもよい。
【０１３９】
　ステップ６１０において、プロテクションサーバは、セキュリティルールを決定するた
めアクセスされてもよい。当該セキュリティルールは、以下のステップにおける決定に利
用されてもよい。ステップ６１５において、ファームウェアセキュリティエージェントは
、システムリソースへのアクセスをトラップするよう指示されてもよい。当該アクセスは
、電子デバイス上で実行されるアプリケーション、ドライバ又はオペレーティングシステ
ムから生じるものであってもよい。ファームウェアセキュリティエージェントは、電子デ
バイスの何れのシステムリソースがモニタされるべきかに関して指示されてもよい。ファ
ームウェアセキュリティエージェントはまた、モニタされるシステムリソースに対する何
れの処理がトラップされるべきかに関して指示されてもよい。例えば、ファームウェアセ
キュリティエージェントが実行されるデバイスに対するリード及びライトコマンドが、ト
ラップ対象として特定されてもよい。ステップ６２０において、トラップ対象の処理に対
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応するフラグが、制御構造において設定されてもよい。当該トラップされる処理は、トリ
ガイベントを生成してもよい。
【０１４０】
　電子デバイスは、ステップ６３０～６７５におけるシステムリソースのアクセスのトラ
ップ、又はステップ６８０～６８５におけるマルウェアの存在についてのデータのスキャ
ンの１以上によって実行及びプロテクトされてもよい。システムリソースのアクセスのト
ラップと、マルウェアの有無についてのデータのスキャンとのそれぞれは、パラレルに実
行されてもよい。さらに、これらのそれぞれは、電子デバイスの処理をプロテクトするた
め、必要に応じて繰り返されてもよい。
【０１４１】
　ステップ６３０において、システムメモリ、レジスタ又はＩ／Ｏデバイスなどのシステ
ムリソースのアクセスがトラップされてもよい。当該トラップは、電子デバイス上で実行
されるオペレーティングシステムのレベルの下位で実行されてもよい。当該トラップは、
ファームウェアの内部で実行されてもよい。ステップ６３２において、結果としてのトリ
ガイベントは、何れかの関連する情報と共に、トラップされた試行に関連して生成されて
もよい。ステップ６３５において、トリガイベントが現在処理されるべきか、又は処理の
ため他のセキュリティエージェントにわたされるべきか判断されてもよい。当該判定は、
１以上のセキュリティルールにアクセスすることによって行われてもよい。トリガイベン
トが現在処理されるべきである場合、ステップ６４０において、セキュリティルールが、
関連するデータ、コマンド、コンテクスト情報、時間又は環境情報なの他の情報とトラッ
プされるイベントとに基づき、実行すべきアクションを決定するためアクセスされてもよ
い。例えば、ライト又はリード対象のデータがセンシティブ又は悪意あるコンテンツにつ
いてスキャンされ、コール元のエンティティが、当該エンティティがパーミッションを有
しているか確認するため特定され、コマンドをコールするのに利用されるパラメータが調
べられ、又は他のセキュリティエージェントからのシステムにおけるマルウェアに関する
アラートが参照されてもよい。
【０１４２】
　ステップ６４２において、試行されたアクセスが疑わしかったか判断されてもよい。試
行されるアクセスに関する情報に関してセキュリティルールにアクセスすることが、試行
されるアクセスが疑わしくないという判定をもたらす場合、ステップ６４５において、当
該試行は許可されてもよい。当該試行が疑わしいと判断される場合、ステップ６４７にお
いて、訂正アクションが実行されてもよい。当該訂正アクションは、データからの悪意あ
るコンテンツの削除、プロテクションサーバ又は他のセキュリティエージェントへの悪意
ある試行の存在の通知、試行されるアクセスの拒絶、又は転送されるデータの暗号化を含
むものであってもよい。当該試行が疑わしくない場合、ステップ６５０において、トリガ
イベントが許可されてもよい。
【０１４３】
　ステップ６５５において、他のセキュリティエージェントがトリガイベントを処理すべ
きであると判断された場合、トリガイベントは処理のため他のセキュリティエージェント
にわたされる。ステップ６７０において、適切なアクションが実行されるべきことを指示
するセキュリティエージェントからのレスポンスが受信されてもよい。ステップ６７５に
おいて、訂正アクションやトリガイベントの処理の許可などのアクションが実行されても
よい。
【０１４４】
　ステップ６８０において、デバイスのメモリが、マルウェアの存在についてスキャンさ
れてもよい。当該メモリは、以前に実行されたファイルリードの結果や他のネットワーク
カードなどの他のエンティティから到着したコンテンツを含むものであってもよい。メモ
リのコンテンツが悪意ある、疑わしい又は未知であると知られた場合、ステップ６８５に
おいて、メモリのコンテンツは削除されてもよい。
【０１４５】
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　ステップ６９０において、試行されたアクセスが拒絶された場合、又は疑わしいコンテ
ンツが検出された場合、当該イベントは、他のセキュリティエージェント又はプロテクシ
ョンサーバに報告されてもよい。当該報告は、何れか関連するマルウェア又は疑わしい動
作に関する情報を含むものであってもよい。
【０１４６】
　方法６００のステップは、連続的、定期的又は要求に応答して電子デバイスをプロテク
トするため、必要に応じて繰り返されてもよい。
【０１４７】
　図７は、マルウェアに対する電子デバイス２０４のプロテクションのためのマイクロコ
ードベースシステム７００の実施例である。システム７００は、マイクロコードによりシ
ステム１００の特定の要素を実現するシステム１００の実施例であってもよい。システム
７００のトラップ処理は、電子デバイス７０１のオペレーティングシステムの下位で実行
されてもよい。システム７００は、電子デバイス２０４のリソースへのアクセスの試行さ
れた利用をトラップし、当該試行に対応するトリガイベントを生成し、トリガイベントに
関するセキュリティルールを照会し、当該試行に関して必要に応じて訂正アクションを実
行するよう構成される１以上のＯ／Ｓ下位セキュリティエージェントを含むものであって
もよい。当該Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、電子デバイス７０１のリソースか
ら生成される情報をインターセプトし、当該生成に対応するトリガイベントを生成し、ト
リガイベントに関するセキュリティルールを照会し、当該試行に関して必要に応じて訂正
アクションを実行するよう構成されてもよい。当該Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント
の１以上は、システム７００のプロセッサにおいて完全に又は部分的に実現されてもよい
。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、当該プロセッサのマイクロコード（μＣ）に
より完全に又は部分的に実現されてもよい。システム７００によりプロテクトされる電子
デバイス７０１のシステムリソース７２４は、例えば、図２のシステムリソース２２４に
類似したリソース、物理メモリ７１４、プロセッサフラグ７１６、例外（ｅｘｃｅｐｔｉ
ｏｎ）７１８、レジスタ７２０又はインタラプト７２２などを含むものであってもよい。
【０１４８】
　システム７００は、マイクロコードセキュリティエージェント７０８などのマイクロコ
ードベースＯ／Ｓ下位セキュリティエージェントを含むものであってもよい。マイクロコ
ードセキュリティエージェント７０８は、プロセッサ７０４などのプロセッサのマイクロ
コード内にあってもよい。一実施例では、マイクロコードセキュリティエージェント７０
８は、アプリケーション７１０、ドライバ７１１又はオペレーティングシステム７１３な
どのシステム７００の各部分により行われるシステムリソース７２４の試行されたアクセ
スをトラップするよう構成されてもよい。マイクロコードセキュリティエージェント７０
８は、システムリソース７２４の試行されたアクセスに基づき、トリガイベントを生成す
るよう構成されてもよい。例えば、オペレーティングシステム７１３は、物理メモリ７１
４におけるアドレスのコードのセグメントを実行することを試みることによって、プログ
ラムを起動することを試みてもよい。他の例では、オペレーティングシステム７１３は、
物理メモリ７１４のアドレスをリード又はライトすることを試みてもよい。物理メモリ７
１４が示されているが、マイクロコードセキュリティエージェントは、バーチャルメモリ
にアクセスするための試行をトラップするよう構成されてもよい。他の実施例では、マイ
クロコードセキュリティエージェント７０８は、マイクロコードモジュール７１０などの
プロセッサ７０２の他の部分からの情報の試行された通信をトラップするよう構成されて
もよい。マイクロコードモジュール７１０は、命令を実行するためのプロセッサ７０２の
処理を実行するよう構成されるプロセッサ７０２の他の部分を含むものであってもよい。
試行された情報の通信は、システムリソース７２４からの処理の結果を含むものであって
もよい。例えば、コードの処理中、ゼロによる除算演算がマイクロコードモジュール７１
０によりインターセプトされ、例外７１８を生成及び通信することを試行してもよい。
【０１４９】
　マイクロコード７０６は、オペレーティングシステム７１３などのシステム７００の要
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素から受信した上位レベルの命令を実行するためのハードウェアレベル命令を含むもので
あってもよい。マイクロコード７０６は、当該上位レベル命令をプロセッサ７０２により
実行される回路レベル命令に変換してもよい。マイクロコード７０６は、プロセッサ７０
２により実現される電子回路又はプロセッサのタイプに固有のものであってもよい。マイ
クロコード７０６は、プロセッサ７０２の生成に応答して、マイクロコード７０６の特定
のコンテンツにより構成されてもよい。プロセッサ７０２上でマイクロコード７０６を更
新又は再プログラムする能力は、限定されてもよい。マイクロコード７０６は、内部プロ
セッサメモリ７０４にあってもよい。内部プロセッサメモリ７０４は、メモリ７０３など
のシステム７００のシステムメモリから分離した高速メモリであってもよい。一実施例で
は、内部プロセッサメモリ７０４は、ＲＯＭであってもよい。他の実施例では、マイクロ
コード７０６は、内部プロセッサメモリ７０４に含まれるプログラマブルロジックアレイ
にあってもよい。さらなる他の実施例では、内部プロセッサメモリ７０４は、メモリスト
ア又は制御ストアを有するか、又は実現されてもよい。当該実施例では、内部プロセッサ
メモリ７０４は、ＳＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ　ＲＡＭ）又はフラッシュメモリにより部分的
に又は完全に実現されてもよい。当該実施例では、マイクロコード７０６は、プロセッサ
７０２の初期化の一部として、メモリ７０３などの他の記憶媒体からのメモリストアにロ
ードされるよう構成されてもよく、また、メモリストアに書き込まれたデータを介しセキ
ュリティルールやマシーン命令などの新たな情報を受信、更新又は再インストールするよ
う構成されてもよい。
【０１５０】
　マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、何れの処理、コマンド、通信又は
他のアクションをトラップするか決定するため、セキュリティルール７０７にアクセスす
るよう構成されてもよい。セキュリティルール７０７は、マイクロコード７０６又はプロ
セッサ７０２若しくはシステム７００の他の適切な部分内にあってもよい。セキュリティ
ルール７０７は、マイクロコードセキュリティエージェント７０８に対するコールを行い
、パラメータを介し情報をわたす他のセキュリティエージェントなど、プロセッサ７０２
の外部のエンティティからのファンクションコールにより実現されてもよい。マイクロコ
ードセキュリティエージェント７０８は、セキュリティルール７０７に通信接続されても
よい。一例では、セキュリティルール７０７は、
－アドレス（ｘ）がバーチャルメモリレンジ（Ｘ１――＞Ｘ２）又は物理メモリレンジ（
Ｙ１――＞Ｙ２）のコードにより実行される場合、処理のためＯ／Ｓ下位エージェントに
対するトリガイベントを生成し、
－アドレス（ｘ）が物理メモリレンジ（Ｚ１――＞Ｚ２）のコードにより実行される場合
、命令をスキップし、
－Ａ、Ｂ及びＣである場合、メモリレンジ（Ｙ１――＞Ｙ２）はメモリレンジ（Ｘ１――
＞Ｘ２）にアクセスし、
－メモリレンジ（Ｙ１――＞Ｙ２）及び（Ｔ１――＞Ｔ２）からのコードのみが（Ｚ１―
―＞Ｚ２）に書き込まれる、
などのロジックを有してもよい。
【０１５１】
　マイクロコード７０６は、受信された命令のコンテクストを理解するための状態マシー
ンを有してもよい。当該情報は、例えば、相互のコンテクスト内で連続する処理を評価す
るなどの特定のセキュリティルール７０７を実行するため必要とされてもよい。当該情報
は、トリガイベントと共にわたされてもよい。
【０１５２】
　システム７００のＯ／Ｓ下位セキュリティエージェントの１以上がまた、Ｏ／Ｓ下位エ
ージェント７１２において実現されてもよい。Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２は、オペレ
ーティングシステム７１３などの電子デバイス７０１のオペレーティングシステムのレベ
ルの下位においてリソースのアクセスのトリガ又は当該トリガの処理を提供するのに適し
た何れかの方法により実現されてもよい。Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２は、図２のＳＶ
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ＭＭ２１６又はＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７、図４のファームウェアセキュ
リティエージェント４４０，４４２又はＰＣファームウェアセキュリティエージェント４
４４、又は図５のファームウェアセキュリティエージェント５１６の機能の一部又はすべ
てを実現してもよい。Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２は、セキュリティルール７２３に通
信接続されてもよい。
【０１５３】
　一実施例では、Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２などのシステム７００のＯ／Ｓ下位セキ
ュリティエージェントの１以上は、マイクロコードセキュリティエージェント７０８など
のマイクロコードベースセキュリティエージェントにより生成されるトリガイベントを処
理するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２は、図１～２及び４～５の
Ｏ／Ｓ下位エージェントと同様にして、リソースへのアクセスをトラップするか、又はト
リガイベントを処理するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２及びマイ
クロコードセキュリティエージェント７０８は、通信接続されてもよい。マイクロコード
セキュリティエージェント７０８は、Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２にトリガイベントを
送信するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２は、Ｏ／Ｓ内セキュリテ
ィエージェント７１９などの他のセキュリティエージェントに通信接続されてもよく、プ
ロテクションサーバ２０２に通信接続されてもよい。Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２は、
Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント７１９などの他のセキュリティエージェントからコン
テクスト情報を受信するよう構成されてもよい。当該情報は、システムリソース７２４へ
の試行されたアクセスを生成したエンティティに関する情報を提供してもよい。複数のＯ
／Ｓ内セキュリティエージェント７１９がシステム７００に存在する場合、各Ｏ／Ｓ内セ
キュリティエージェント７１９は、トラップ、検証又はＯ／Ｓ内セキュリティエージェン
トに関する他のタスクの指定された部分を実行するよう構成されてもよい。当該部分は、
Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェントにより規定されてもよい。例えば、あるＯ／Ｓ内セキ
ュリティエージェント７１９はＭＯＶ命令を検証又は調査し、他のＯ／Ｓ内セキュリティ
エージェント７１９はＪＭＰ命令を検証又は調査してもよい。
【０１５４】
　Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２はまた、プロテクションサーバ２０２からセキュリティ
ルール又はジャストインタイム情報を受信するよう構成されてもよい。さらに、Ｏ／Ｓ下
位エージェント７１２は、マイクロコードセキュリティエージェント７０８から受信した
トリガイベントをどのように処理するか決定するため、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェン
ト７１９又はプロテクションサーバ２０２などの他のセキュリティエージェントから受信
したコンテクスト情報とセキュリティルール７２３などのセキュリティルールを照会する
よう構成されてもよい。
【０１５５】
　特定の実施例では、Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２は、システム７００において遭遇す
る処理のコンテクストを理解するため、動作状態マシーンを含むものであってもよい。Ｏ
／Ｓ下位エージェント７１２は、その後、コンテクストに基づきマイクロコードセキュリ
ティエージェント７０８により実行されるのに適したアクションを決定するよう構成され
てもよい。当該アクションは、訂正アクション、処理の許可、処理の拒絶又はセキュリテ
ィルールの要求の促進における他のステップの実行を含むものであってもよい。マイクロ
コードセキュリティエージェント７０８は、Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２から受信され
るアクションを実行するよう構成されてもよい。
【０１５６】
　Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２はまた、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント７１９など
の他のセキュリティエージェントにより実行されるのに適したアクションを決定するよう
構成されてもよい。例えば、マイクロコードセキュリティエージェント７０８からのトリ
ガイベントが特定のタイプのマルウェアの脅威、カーネルの特定部分又は電子デバイス７
０１のユーザモードに対する脅威を示す場合、Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２は、Ｏ／Ｓ
内セキュリティエージェント７１９に訂正アクションを実行するよう命令するよう構成さ
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れてもよい。従って、Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２は、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェ
ント７１９を制御してもよい。
【０１５７】
　Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２は、マイクロコードセキュリティエージェント７０８の
インスタンスを検証し、またその逆を行うよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位エージェン
ト７１２は、セキュリティルール７０７により実現されるべきセキュリティルール７２３
からのものなどのセキュリティルール、システム７００に関するステータス情報、アドミ
ニストレータ若しくは環境設定若しくは嗜好、又はマイクロコードセキュリティエージェ
ント７０８が処理をトラップし、トリガを生成し、当該トリガを処理し、又はそれらを他
のセキュリティエージェントに送信するのに適した他の情報を共有又は設定するため、マ
イクロコードセキュリティエージェント７０８と通信するよう構成されてもよい。
【０１５８】
　Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２は、何れか適切な機構を介し当該情報をマイクロコード
セキュリティエージェント７０８に通信するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位エージェ
ント７１２は、プロセッサ７０２、マイクロコード７０６又はマイクロコードセキュリテ
ィエージェント７０８のファンクションをコールし、パラメータなどの情報を当該ファン
クションにわたしてもよい。当該ファンクションは、マイクロコードセキュリティエージ
ェント７０８に当該変更をわたすよう特に生成されてもよい。例えば、物理メモリ“Ｂ”
の他のレンジからのメモリから実行される何れかのエンティティからの物理メモリ“Ａ”
のレンジへのアクセスを禁止するため、“Ｂａｒ＿Ｍｅｍｏｒｙ（Ａ，Ｂ）”などのファ
ンクションが利用可能である。当該ファンクションがコールされた結果として、マイクロ
コードセキュリティエージェント７０８は、マイクロコード７０６内でパラメータを設定
するよう構成されてもよい。当該マイクロコード命令のコールは、マイクロコードセキュ
リティエージェント７０８がＯ／Ｓ下位エージェント７１２のために当該マイクロコード
命令をコールする前にＯ／Ｓ下位エージェント７１２を検証するよう構成されるように特
権が付与されてもよい。他の例では、Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２又はマイクロコード
セキュリティエージェント７０８は、メモリストア、制御ストア又はプロセッサ若しくは
マイクロコード７０６の他の書き換え可能部分にデータを書き込むことによって、当該情
報を通信してもよい。
【０１５９】
　プロセッサ７０２は、マイクロコードセキュリティエージェント７０８がマルウェアか
らシステム７００をプロテクトするために必要なすべてのトラップ及び処理を完全に実現
するための限定的なリソースを有してもよい。一実施例では、マイクロコードセキュリテ
ィエージェント７０８は、プロセッサ７０２により実行されるアクションのトラップのみ
を実現するよう構成されてもよく、以降の処理のためシステム７００の他のセキュリティ
エージェント又はコンポーネントに当該トラップに関するトリガをオフロードしてもよい
。マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、リクエスト又は通信の許可又は不
許可などの以上のアクションを実行するか、又は情報の報告などの他のアクションを行う
ようにしてもよい。他の実施例では、マイクロコードセキュリティエージェント７０８は
、トリガイベントの小さな部分の処理を実現するよう構成されてもよい。当該処理に適し
たトリガイベントは、重要なコンテクスト情報を要求しないものを含むものであってもよ
い。例えば、マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、Ｏ／Ｓ下位エージェン
トのインスタンスが検証されていない場合、あるレンジのメモリアドレスがすべてのリー
ド及びライトからプロテクトされるべきであるというセキュリティルール７０７を介し情
報を受信してもよい。当該セキュリティルールは、コンテンツが極めてセンシティブであ
るという理由により実現されてもよく、Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２の処理の支援がな
い場合、メモリコンテンツにアクセスするエンティティの識別情報は特定できない。従っ
て、Ｏ／Ｓ下位エージェントのインスタンス及び処理を検証した後、マイクロコードセキ
ュリティエージェント７０８は、当該検証を示すビットを設定してもよい。メモリの試行
されたアクセスがトリガされ、ビットがまだ設定されていない場合、マイクロコードセキ
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ュリティエージェント７０８は、メモリレンジのコンテンツのリード、ライト又は実行を
不許可するよう構成されてもよい。ビットが設定された場合、マイクロコードセキュリテ
ィエージェント７０８は、メモリレンジへの試行されたアクセスをトラップし、Ｏ／Ｓ下
位エージェント７１２に送信されるべきトリガイベントを生成するよう構成されてもよく
、Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２は、コール元のエンティティがメモリレンジにアクセス
することが許可されているかコンテクスト情報と他の設定とから評価する。Ｏ／Ｓ下位エ
ージェント７１２は、おそらくアクセスを許可又は拒絶するか示す結果としてのアクショ
ンをマイクロコードセキュリティエージェント７０８に送信してもよい。
【０１６０】
　トリガイベントは、試行されたアクションのソース、メソッド又はデスティネーション
を特定するため利用される何れか適切な情報を有してもよい。トリガイベントは、セキュ
リティルールを適用するため、マイクロコードセキュリティエージェント７０８又はＯ／
Ｓ下位セキュリティエージェント７１２により利用されてもよい。トリガイベントは、マ
イクロコードセキュリティエージェント７０８により生成されてもよい。例えば、トリガ
イベントは、何れのリソースがアクセスされたか、何れの命令がコールされたか、何れの
命令オペランドが利用されたか、何れのメモリアドレスから当該試行又は命令が到来した
か（すなわち、ソースメモリ）、何れのメモ路に処理の結果が格納されるべきであったか
（すなわち、ターゲットメモリ）、何れのメモリに影響を与えるか、又は、試行されたア
クションのソース、メソッド又はデスティネーションの特定を導く他の何れかの情報を正
確に詳述するものであってもよい。マイクロコードセキュリティエージェント７０８はま
た、アクティブ、スリープ、アイドル、ホルト及びリセットのプロセッサ状態、プロセッ
サ間通信及び電力消費などのプロセッサ７０２に関する情報を含むよう構成されてもよい
。
【０１６１】
　Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２などの他のセキュリティエージェントは、セキュリティ
ルール７２２を適用する際にイベントの範囲を決定するため、トリガイベントにおいて当
該情報を利用するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２は、オペレーテ
ィングシステム７１３で実行されるエンティティに関する情報、プロテクションサーバ２
０２における新たな情報、他のセキュリティエージェントにより検出されたマルウェア若
しくは他の脅威、アドミニストレータ設定などの追加的な情報にアクセスしてもよい。例
えば、物理メモリの特定のアドレスからのトラップリクエストが与えられると、Ｏ／Ｓ下
位エージェント７１２は、特定のアドレスに関連するスレッド、プロセス又はアプリケー
ションを決定することが可能であってもよい。その後、Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２は
、当該エンティティが対象となるアクションを実行することが認められているか判断する
よう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２は、エンティティの識別情報を決
定するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２は、安全であると知られて
いる（例えば、ホワイトリストを照会することによって）、悪意あると知られている（例
えば、動作を観察するか、又は既知のマルウェアのブラックリストを照会することによっ
て）、又は未知であるととしてエンティティを分類するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下
位エージェント７１２は、未知の及び悪意あるエンティティに関する情報をプロテクショ
ンサーバ２０２に報告するよう構成されてもよい。
【０１６２】
　マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、トラップのため、他のセキュリテ
ィエージェントに利用不可な特定のプロセッサ７０２のリソース及び他のシステムリソー
スにアクセスしてもよい。一実施例では、マイクロコード７０６内のマイクロコードセキ
ュリティエージェント７０８の実現は、プロセッサの外部のコール元のエンティティに対
して当該リソースを限定的に明らかにすることによって生成される制限を回避してもよい
。例えば、バーチャルマシーンモニタは、仮想化のためプロセッサ７０２により明らかに
されたリソースに対するトラップ処理に限定されてもよい。さらなる例として、メモリに
対する試行されたリード、ライト又は実行をトラップする能力を取得する。バーチャルマ
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シーンモニタベースセキュリティエージェントは、仮想化されるのが利用可能であるとき
のみメモリにアクセスしてもよく、この結果、メモリページに対して試みられたリード、
ライト又は実行の試行を追跡することのみ可能であってもよい。他方、マイクロコードセ
キュリティエージェント７０８は、特定の物理メモリアドレスへのリード、ライト又は実
行リクエストをインターセプトして処理し、セキュリティルール７０７に基づき当該リク
エストを評価することが可能であってもよい。より小さな粒度は、システム７００におい
てセキュリティ手段を提供する際のより大きなフレキシビリティを提供してもよい。特定
の物理メモリアドレスに関して何れの命令が利用されたかの命令レベルアウェアネスは、
何れのエンティティが何れのリソースをコールしたかシステム７００に通知し、メモリペ
ージがアクセスされたことを単に通知するものでない。このフレキシビリティは、大変価
値があるかもしれない。例えば、マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、リ
ード、ライト又は実行の試行について２つの隣接するメモリアドレスをモニタするが、２
つのメモリアドレスの何れがアクセスされたかに基づき、完全に異なるアクションをとる
ようにセキュリティルール７０７により指示されてもよい。ある試行が行われるメモリペ
ージへの閲覧のみによって、ルールにおける区別は適用できない。他の例では、デバッグ
レジスタをモニタ及び設定するためハイパーバイザによる他の方法は、システム７００と
同様に、デバッグレジスタにアクセスするのに利用された命令のコンテクストを有しなか
った。さらに、当該デバッグレジスタを設定又は観察するための他のいくつかのエンティ
ティは、オペレーティングシステムのレベルの下位では実行されず、マルウェアの傾向が
高いものにする。最後に、当該デバッグレジスタを設定又は観察するための他のいくつか
のエンティティは、セキュリティに対して指示されておらず、セキュリティルールにアク
セスし、当該アクセスを評価し、訂正アクションを実行することができない。
【０１６３】
　マイクロコードセキュリティエージェント７０８により実行されるべき訂正アクション
は、セキュリティルール７０７により決定されるか、又はＯ／Ｓ下位エージェント７１２
から受信された何れか適切なアクションを含むものであってもよい。コマンド又は命令は
、許可又は拒絶されてもよい。マイクロコードモジュール７１０から生成される情報は許
可又は抑制されてもよい。当該コマンド、命令又は情報は修正されてもよい。
【０１６４】
　マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、インターラプトの生成をトラップ
するよう構成されてもよい。当該インターラプトは、例えば、“ＩＮＴ”命令の実行と、
その後のインターラプトに関する情報をホストするのに知られる関連するレジスタをリー
ドするなどのトラップによりトラップされてもよい。例えば、汎用レジスタは、インター
ラプトのコード識別子と共に、それをコールするのに利用されるパラメータとを学習する
ため読み出されてもよい。例えば、インターラプト１３は、ディスクインターラプトであ
ってもよく、既知のレジスタセットは、関連するデータのセクタ及び位置と共に、インタ
ーラプトをリード又はライトとして特定してもよい。
【０１６５】
　マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、プロセッサ７０２の入力及び出力
ポートに書き込まれる値をトラップするよう構成されてもよい。マイクロコードセキュリ
ティエージェント７０８は、プロセッサ７０２により入出力デバイスに書き込まれる値を
トラップするよう構成されてもよい。マイクロコードセキュリティエージェント７０８は
、当該ライト又はリードを行うための命令に対してトラップするよう構成されてもよい。
【０１６６】
　マイクロコードセキュリティエージェント７０８はまた、プロセッサ７０２のＡＬＵ（
Ａｒｉｔｈｍｅｔｉｃ　Ｌｏｇｉｃ　Ｕｎｉｔ）の特定の処理をトラップするよう構成さ
れてもよい。プロテクトされたハッシュアルゴリズムのステップに対応するプロセッサ上
の処理系列は、ファンクションの未認証のアクセスを決定するようトラップされてもよい
。いくつかの算術処理は、自らを偽装又は変身するためマルウェアにより利用される。特
定の算術命令、ビット単位命令又はＭＯＶ命令はすべて、メモリページ又はアドレスレン
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ジのコンテンツの変更を生じさせる可能性のある命令である。当該命令をトラップするこ
とによって、コードセクション又はデータセクションに対する変更が記録されてもよい。
以降の解析が、自己修正したマルウェアの一部としてコードセクション又はデータセクシ
ョンが修正されたことを示す場合、トランプ及び記録された命令は、マルウェアにより利
用される暗号化アルゴリズムを追跡するのに利用されてもよい。例えば、マルウェアは自
らを変身するための特定のキーと共にＸＯＲファンクションを利用すると判断されてもよ
い。当該情報は、自己変身するマルウェアを検出するためのより良好なセキュリティルー
ルを生じさせるものであってもよい。さらに、メモリの修正を追跡することによって、リ
ペアロジックは、命令の適用を逆転することによって実現されてもよい。
【０１６７】
　さらに、マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、ＤＲＭ（Ｄｉｇｉｔａｌ
　Ｒｉｇｈｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）処理を実行するよう構成されてもよい。例えば、
マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、特定のプログラムを実行するための
許可が必要であることを示すセキュリティルール７０７を受信するよう構成されてもよい
。特定のプログラムは、メモリの特定のアドレスに配置されてもよい。当該許可は、例え
ば、マイクロコードセキュリティエージェント７０８がＯ／Ｓ下位セキュリティエージェ
ント７１２から認証コード、キー又はバイトなどを受信するという形態をとってもよい。
当該許可は、マイクロコードセキュリティエージェント７０８がメモリ上で試行されたア
クセスをトラップするか、又はプログラム命令をロードし、トリガイベントを認証コード
、キー又はバイトにアクセス可能なＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント７１２に送信す
ることによって実現されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント７１２は、マイ
クロコードセキュリティエージェント７１２に当該判定を返してもよい。従って、プログ
ラムの処理は、認証コードに基づき許可又は不許可されてもよい。
【０１６８】
　さらに、マクロコードセキュリティエージェント７０８は、メモリのハッシュ又はチェ
ックサムに基づき、メモリの特定のコードの実行を停止するよう構成されてもよい。当該
ハッシュ又はチェックサムは、セキュリティルール７０７によって悪意あるとして示され
てもよい。コードがメモリからロードされると、マイクロコードセキュリティエージェン
ト７０８は、コンテンツのハッシュ又はチェックサムを実行し、それを既知の悪意あるコ
ードのものと比較し、その後、ロードする試行を拒絶し、攻撃的なコードを排除するため
のリペアファンクションをロードしてもよい。
【０１６９】
　Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２は、システム７００がマルウェアにより件戦死、疑わし
い動作に遭遇し、又は危険にさらされていると判断されたことを、マイクロコードセキュ
リティエージェント７０６を含むシステム７００の他のセキュリティエージェントに通知
するよう構成されてもよい。当該ケースでは、マイクロコードセキュリティエージェント
７０６は、プロセッサ７０２の一部の処理を不可にするよう構成されてもよい。マイクロ
コードセキュリティエージェント７０６は、特定のシステムリソース７２４に対するリク
エスト又はマイクロコードモジュール７１０から生成される通信をトラップ及び拒絶する
ことによって、当該処理を不可にするよう構成されてもよい。プロセッサ７０２の一部は
、それらがセンシティブであるか、又はマルウェアにより悪用される可能性があるため、
不可にされてもよい。
【０１７０】
　マイクロコードセキュリティエージェント７０６は、ロード、リード、ライト又は実行
するための試行からメモリアドレス又はあるレンジのメモリアドレスをプロテクトするよ
う構成されてもよい。当該メモリは、センシティブなデータを有してもよく、又は制限さ
れたファンクション、センシティブなファンクション又はプロテクトされたファンクショ
ンのための初期化ポイントであってもよい。マイクロコードセキュリティエージェント７
０６は、アクセス元のソフトウェアが安全か又は無力であるという検証がないメモリへの
アクセスを阻止するようにしてもよい。この場合、Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２などの
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セキュリティエージェントは、おそらく当該メモリアドレスがセンシティブな情報又はプ
ロテクトされたルーチンなどに対応してもよいため、プロテクトされる特定のメモリアド
レスを特定してもよい。Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２は、何れのアドレスがプロテクト
されるべきかに関するセキュリティルール７０７などの情報をマイクロコードセキュリテ
ィエージェント７０８に送信してもよい。マイクロコードセキュリティエージェント７０
８は、当該メモリアドレスに対して試行されるロード、実行、リード又はライトをトラッ
プし、Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２に対応するトリガイベントを送信してもよい。Ｏ／
Ｓ下位エージェント７１２は、コール元のソフトウェアがセキュリティルール７２３、プ
ロテクションサーバ２０２からの情報、ホワイトリスト又は他の何れか適切な情報ソース
に従って安全であるか又は無力であるか判断してもよい。Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２
は、実現されるべきアクションをマイクロコードセキュリティエージェント７０８に返し
てもよい。マイクロコードセキュリティエージェント７０６は、バーチャルメモリのペー
ジ又はレンジ及び／又は物理メモリのアドレス又はレンジをプロテクトするよう構成され
てもよい。マイクロコードセキュリティエージェント７０６は、バーチャルメモリページ
、位置又はアドレスを物理メモリの位置又はアドレスに変換するよう構成されてもよい。
従って、トラップすべきバーチャルメモリ位置又は試行の発信元のバーチャルメモリ位置
が与えられると、マイクロコードセキュリティエージェント７０６は、対応する物理メモ
リの位置を決定するよう構成されてもよく、またその逆を行うよう構成されてもよい。
【０１７１】
　さらに、マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、センシティブコードのア
クセスをプロテクトするよう構成されてもよい。一実施例では、マイクロコードセキュリ
ティエージェント７０８は、メモリに格納されるときのコードの開始位置を示す特定のア
ドレスのアクセスをモニタすることによって、上述されたような方法によりセンシティブ
コードのアクセスをプロテクトするよう構成されてもよい。他の実施例では、マイクロコ
ードセキュリティエージェント７０８は、プロセッサ３０４の処理をセンシティブデータ
又はコードの中間に移動する“ＪＭＰ”又は同様のブランチ命令をモニタするよう構成さ
れてもよい。この場合、マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、センシティ
ブなメモリレンジと共に“ＪＭＰ”命令の実行をトラップするよう構成されてもよい。マ
イクロコードセキュリティエージェント７０８は、“ＪＭＰ”命令の発信元を解析するよ
う構成されてもよい。マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、Ｏ／Ｓ下位エ
ージェント７１２により処理されるトラップされた“ＪＭＰ”の試行された実行に対応す
るトリガイベントを生成するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２は、
“ＪＭＰ”命令の発信元と、“ＪＭＰ”命令が発信されたメモリが対象となるメモリにア
クセスすることが許可されているかとを考慮するよう構成されてもよい。
【０１７２】
　マイクロコードセキュリティエージェント７０８自体又はそのトラップ機能はまた、シ
ステム７００の他の部分によりイネーブル又は不可とされるよう構成されてもよい。この
ような能力は、トラップ及び処理イベントがコストがかかり、システムパフォーマンスに
不利である場合に有用であるかもしれない。当該イネーブル又は不可は、特にセンシティ
ブなプログラム若しくはデータの利用、マルウェアの脅威の検出、管理上の嗜好又は他の
何れか適切な理由に基づくものであってもよい。一実施例では、マイクロコードセキュリ
ティエージェント７０６は、セキュリティ処理及びトラップを開始するため、ＭＳＡＯｎ
信号、ＶＭＸＯｎ信号又は他の命令をＯ／Ｓ下位エージェント７１２から受信するよう構
成されてもよい。マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、セキュリティ処理
及びトラップを停止するため、ＭＳＡＯｆｆ信号、“ＶＭＷｒｉｔｅ　ＶＭＸＯｆｆ”信
号又は他の命令を受信してもよい。セキュリティ処理及びトラップを開始又は停止する前
に、マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、リクエストを行ったセキュリテ
ィエージェントの識別情報とインスタンスとを検証してもよい。
【０１７３】
　さらに、マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、プロセッサ７０２と電子
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デバイス７０１の他のプロセッサとの間のプロセッサ間のメッセージ及びコマンドをイン
ターセプトするよう構成されてもよい。当該プロセッサ間のコマンドは、適切なマイクロ
コードモジュール７１０により受信されてよく、又は特定のシステムリソース７２４にア
クセスする電子デバイス７１０のエンティティにより試行されてもよい。一実施例では、
プロセッサ間のコマンドは、マシーン状態レジスタを介しオペレーティングシステム７１
３のプロセッサ７０２にアクセスするソフトウェアから送信されてもよい。マルウェアは
、例えば、プロセッサをスイッチオフするか、又はそれらをスリープモードに移行させる
などのため、メッセージを送信することを試みてもよい。マイクロコードセキュリティエ
ージェント７０８は、例えば、プロセッサ間コマンドに対応するＭＳＲレジスタなどへの
試行されたライトにトラップするよう構成されてもよい。トラップされたコマンドのトリ
ガイベントは、当該試行のソースを検証するための処理のために、Ｏ／Ｓ下位エージェン
ト７１２に送信されてもよい。
【０１７４】
　マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、ソフトウェアインタラプト７２２
などのプロセッサからのメッセージの生成及び通信をインターセプトするよう構成されて
もよい。マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、許可されたソフトウェアの
みによりアクセス可能とされるように、インタラプトの実行を制御するよう構成されても
よい。例えば、既知の識別情報のないドライバ（ハッシュにより判断され、メモリのドラ
イバのソースなど）又は悪意あるアイデンティティは、ソフトウェアインターラプトを実
行することが許可されない。マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、インタ
ラプトのアクセスをトラップし、トリガイベントを処理のためＯ／Ｓ下位エージェント７
１２にわたしてもよい。
【０１７５】
　他の例では、マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、プロセッサ７０２に
よる例外７１８の生成をトラップするよう構成されてもよい。例外は、例えば、ゼロによ
る除算演算、ページフォルト及びデバッグ信号などを含むものであってもよい。これらを
含むメモリアドレスへのリードアクセスは、マイクロコードセキュリティエージェント７
０８によりトラップされ、Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２により処理されてもよい。
【０１７６】
　マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、プロセッサ７０２の各種データ構
造をプロテクトするよう構成されてもよい。例えば、マルウェアは、Ｉｎｔｅｒｒｕｐｔ
　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｏｒ　Ｔａｂｌｅ（ＩＤＴ）をプロテクトするよう構成されてもよい
。一実施例では、マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、ＩＤＴ自体を含む
メモリ位置へのライトアクセス試行をトラップしてもよい。他の実施例では、マイクロコ
ードセキュリティエージェント７０８は、“ＬＯＡＤ　ＩＤＴ”及び“ＳＴＯＲＥ　ＩＤ
Ｔ”などのＩＤＴを変更するためのファンクションが格納されるメモリ位置をプロテクト
してもよい。他の例では、マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、ＥＦＬＡ
ＢＳ若しくは同様のデータ構造又はインタラプトハンドラに関するフラグをプロテクトす
るよう構成されてもよい。マルウェアは、未認証のソースによる当該リソースの変更を開
始インタラプトハンドラの処理を妨害することを試みるかもしれない。
【０１７７】
　マイクロコードセキュリティエージェント７０８は特定タイプのプロセッサの特定のイ
ンスタンスに固有のものであってもよいが、異なる回路構成が異なるマイクロコード命令
を必要とするため、セキュリティルール７０７のセットは、所与の命令セットを利用して
すべてのプロセッサに対して有効とされてもよい。これは、マイクロコードセキュリティ
エージェント７０８が、同一の命令セットを実現する異なるプロセッサ間で変更されない
特定の命令をトラップするため可能であるかもしれず、回路は関連するリソースが変化し
、回路に依存するかもしれない。例えば、メインディスクトップＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ
　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）及び埋め込みシステムＣＰＵは共に、同一メーカー
からのＩＳＡプロセッサであってもよく、セキュリティルール７０７は、２つのタイプの
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プロセッサの間で少なくとも部分的に共有されてもよい。他方、グラフィックプロセッサ
上のグラフィック処理ユニット又は異なる命令セットを備えた自動車埋め込みプロセッサ
は、セキュリティルール７０７を共有できなくてもよい。
【０１７８】
　動作について、マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、電子デバイス７０
１のプロセッサ７０２において実行され、Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２は、電子デバイ
ス１０４のオペレーティングシステムのレベルより下位で実行されてもよい。マイクロコ
ードセキュリティエージェント７０８とＯ／Ｓ下位エージェント７１２とは、相互認証し
てもよい。マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、システムリソース７２４
へのアクセスと、マイクロコードモジュール７１０により生成される出力又は通信とのト
ラップを開始してもよい。マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、Ｏ／Ｓ下
位エージェント７１２からの要求に応答して、セキュリティルール７０７に応答して又は
プロセッサ７０２のスタートアップに応答して開始されてもよい。Ｏ／Ｓ下位エージェン
ト７１２は、システム７００における発生、アドミニストレータ若しくはシステム設定又
はトリガされたセキュリティルール７２３のため、マイクロコードセキュリティエージェ
ント７０８にセキュリティイネーブルリクエストを送信してもよい。当該リクエストは、
例えば、特定のプログラムが実行されるべきである、センシティブデータがアクセスされ
るべきである、又はマルウェアの脅威がシステム７００の何れかにおいて検出されたため
、生成されてもよい。Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント７１９及び／又はＯ／Ｓ下位シ
ステムエージェント７１２は、マイクロコードセキュリティエージェント７０８に対して
自らを認証してもよい。自己認証のため、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント７１９及び
／又はＯ／Ｓ下位システムエージェントは、認証プロセスを開始するため、プロセッサ７
０２により提供される特権命令をコールしてもよい。当該コールは、マイクロコードセキ
ュリティエージェント７０８に、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント７１９及び／又はＯ
／Ｓ下位システムエージェント７１２などをシグネチャ又はハッシュにより評価及び認証
させるようにしてもよい。
【０１７９】
　マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２か
らセキュリティルール７０７を受信してもよい。マイクロコードセキュリティエージェン
ト７０８は、ファンクションコールによって、又はメモリストアなどの共有メモリへのラ
イトによって更新されてもよい。マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、特
定の命令、当該命令に対するオペランド、ターゲットアドレス、ソースアドレス又はこれ
らの何れかの組み合わせをトラップするよう構成されるマイクロコード７０６の制御構造
に対して、セキュリティルール７０７に基づくフラグを適用してもよい。マイクロコード
セキュリティエージェント７０８は、オペレーティングシステム７１３、アプリケーショ
ン７１０又はドライバ７１１などのプロセッサの上位で実行されるエンティティによるシ
ステムリソースの試行されたアクセスをトラップしてもよい。マイクロコードセキュリテ
ィエージェント７０８の処理は、当該エンティティにトランスペアレントであってもよい
。マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、他のマイクロコードモジュール７
１０のインスタンスからの出力など、情報をの生成をトラップしてもよい。当該マイクロ
コードモジュール７１０は、プロセッサ７０２について各種タスクを実行するよう構成さ
れるマイクロコードの他の部分を含むものであってもよい。例えば、マイクロコードモジ
ュール７１０の一部は、プロセッサ
の例外又はインタラプトが生成されるべき時点、入出力データをどのようにルーティング
するか。又は数学演算をどのように実行するかを検出するようにしてもよい。マイクロコ
ードセキュリティエージェント７０８の処理は、当該モジュールにトランスペアレントで
あってもよい。マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、状態マシーンを利用
して、観察された以前にイベントに基づき特定のトラップを実行してもよい。
【０１８０】
　リスースへのアクセス又は情報の生成をトラップすると、マイクロコードセキュリティ
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エージェント７０８は、トラップに関するトリガイベントを生成してもよい。当該トリガ
イベントは、トラップされる命令、利用されるパラメータ、発信元のメモリ位置及びター
ゲットメモリ位置などのコンテクスト情報を含む、トラップに関する情報を含むものであ
ってもよい。
【０１８１】
　一実施例では、マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、トリガイベントを
処理してもよい。他の実施例では、マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、
トリガイベントをＯ／Ｓ下位エージェント７１２又は処理用の他のセキュリティエージェ
ントにわたしてもよい。マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、トリガイベ
ントを処理するか否か、及びどのように処理するかを決定するため、又はトリガイベント
をＯ／Ｓ下位エージェント７１２にわたすたけセキュリティルール７０７を照会してもよ
い。マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２
からのリプライを待機してもよいし、又はフォローアップがセキュリティルール７０７に
より要求されない場合、トラップアクションを許可してもよい。マイクロコードセキュリ
ティエージェント７０８は、命令の許可又は拒絶、又は実行される値又はパラメータの置
換など、セキュリティルール７０７に基づき訂正アクションを実行してもよい。
【０１８２】
　Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２は、マイクロコードセキュリティエージェント７０８か
らトリガイベントを受信してもよい。Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２は、トリガイベント
に基づき実行するのに適したアクションを決定するため、セキュリティルール７２３など
のセキュリティルールを照会してもよい。Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２は、マイクロコ
ードセキュリティえーじぇント７０８からのトリガイベント情報、Ｏ／Ｓ内セキュリティ
エージェント７１９からのコンテクスト情報、プロテクションサーバ２０２からの情報、
他のセキュリティエージェントからの判定結果、アドミニストレータ設定、時間又は実行
されるべき適切なアクションを決定するための他の情報を利用してもよい。Ｏ／Ｓ内エー
ジェント７１２は、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント７１９及び／又はマイクロコード
セキュリティエージェント７０８に実行されるべきアクションを送信してもよい。Ｏ／Ｓ
下位エージェント７１２は、トリガイベント及び結果のアクションに関する情報をプロテ
クションサーバ２０２に送信してもよい。
【０１８３】
　マイクロコードセキュリティエージェント７０８は、Ｏ／Ｓ下位エージェント７１２な
どの他のセキュリティエージェントから実行されるアクションを受信してもよい。マイク
ロコードセキュリティエージェント７０８は、命令の許可若しくは拒絶又は実行される値
若しくはパラメータの置換などの受信したアクションを実行してもよい。
【０１８４】
　図８は、マルウェアから電子デバイスのマイクロコードベースのパーソナル化及びコン
フィギュラブルなプロテクションのための方法８００の実施例である。ステップ８０５に
おいて、マイクロコードセキュリティエージェントのインスタンスが検証されてもよい。
ステップ８１０において、他のセキュリティエージェントのインスタンスが検証されても
よい。当該セキュリティエージェントは、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントを含むも
のであってもよい。ステップＳ８１５において、プロセッサ内でマイクロコードレベルで
トラップするための１以上のセキュリティルールが取得、送信又は受信されてもよい。当
該セキュリティルールは、例えば、ファンクションコールなどによって、又は共有メモリ
スペースへのパラメータの書き込みによって通信されてもよい。ステップ８２０において
、マイクロコードレベルのリソースのセキュリティトラップが開始されてもよい。一実施
例では、当該開始は、セキュリティトラップを開始するための信号の受信から行われても
よい。当該実施例では、システムに対する悪意ある攻撃が検出されたため、又はセンシテ
ィブデータがシステムに存在する可能性があるため、信号が受信されてもよい。他の実施
例では、当該開始は、プロセッサのスタートアップから行われてもよい。
【０１８５】
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　ステップ８２５において、トラップ対象の処理に対応するフラグが、マイクロコードに
設定されてもよい。当該フラグは、特定の命令、当該命令に対するオペランド、ターゲッ
トアドレス、ソースアドレス又はこれらの何れかの組み合わせに対応するものであっても
よい。当該フラグは、受信されたセキュリティルールにより規定されてもよい。ステップ
８３０において、実行対象の命令が受信され、トラップフラグと比較される。ステップ８
３５において、マイクロコードにより生成及び送信される情報が受信され、トラップフラ
グと比較されてもよい。ステップ８３０及び８３５は、これらのステップが繰り返される
状態マシーンにより実現されてもよく、複数のステップの繰り返しからの結果が記憶され
、フラグ又はセキュリティルールに対して一緒に比較されてもよい。
【０１８６】
　ステップ８４０において、命令又は情報がトラップされたか判断されてもよい。何もト
ラップされなかった場合、本方法は、ステップ８３０及び８３５において命令及び生成さ
れた情報のモニタリングに戻ってもよい。トラップされるものがある場合、ステップ８４
５において、トラップに関するトリガイベントが生成されてもよい。当該トリガイベント
は、トラップされる命令、使用されるパラメータ、発信元のメモリ位置及びターゲットメ
モリ位置などのコンテクスト情報を含む、トラップに関する情報を含むものであってもよ
い。
【０１８７】
　ステップ８５０において、トリガイベントがマイクロコード内で処理されるべきか、又
はマイクロコード外のセキュリティエージェントがトリガイベントを処理すべきか判断さ
れてもよい。トリガイベントがマイクロコード内で処理されるべきである場合、ステップ
８５５において、トリガイベントに適したアクションが実行されてもよい。当該アクショ
ンは、セキュリティルールを照会することによって規定されてもよい。当該アクションは
、実行対象の命令又は送信対象の情報の許可、命令又は通信の拒絶、メモリ又はパラメー
タの値の置換、又は他の何れかの要求される訂正アクションを含むものであってもよい。
方法８００は、その後、ステップ８３０及び８３５におけるセキュリティのモニタを継続
してもよい。
【０１８８】
　トリガイベントがマイクロコードの外部で処理されるべきである場合、ステップ８６０
において、トリガイベントは、当該トリガイベントを処理するためのセキュリティエージ
ェントに送信されてもよい。ステップ８６５において、トリガイベントに関する追加的な
情報が収集されてもよい。当該情報は、設定、嗜好、コンテクスト情報又はマルウェア状
態を含むものであってもよい。当該情報は、トリガイベントにセキュリティルールを適用
するため、ステップ８７０において利用されてもよい。当該アプリケーションは、トリガ
イベントに関して実行されるべき手順を生成してもよい。ステップ８７５において、当該
手順が規定され、規定されたアクションを実現する各種セキュリティエージェントに送信
されてもよい。当該アクションは、処理若しくは通信が実行されることの許可、プロテク
ションサーバへのイベントの報告又は他の何れか適した結果などの訂正アクションを含む
ものであってもよい。ステップ８８０において、ステップ８７５において規定されたアク
ションが実行されてもよい。本方法８００は、その後、ステップ８３０及び８３５におけ
るセキュリティのモニタを継続してもよい。
【０１８９】
　図９は、電子デバイス９０１上のセキュリティセンシティブなプロセッサリソースへの
ソフトウェアアクセスを規制するシステム９００の実施例である。システム９００は、オ
ペレーティングシステム９１３などの電子デバイス９０１のオペレーティングシステムに
おいて実行されるソフトウェアベースエンティティから、プロセッサリソース９２４にア
クセスする悪意ある試みを検出するため電子デバイス９０１上で実行されるよう構成され
るＯ／Ｓ下位トラップエージェント９２０及びトリガイベントハンドラ９２２を有しても
よい。さらに、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント９２０及びトリガイベントハンドラ９２
２は、トラップすべき嗜好された処理又は情報の生成と、トラップされる処理又は情報に
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対応して生成されるトリガイベントをどのように処理するかとを決定するため、１以上の
セキュリティルール９０８を利用するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位トラップエージ
ェント９２０及びトリガイベントハンドラ９２２は、許可、拒絶又はトリガイベントの他
の訂正アクションを実行するよう構成されてもよい。
【０１９０】
　電子デバイス９０１は、図１の電子デバイス１０３、図２の電子デバイス２０４、図４
の電子デバイス４０４、図７の電子デバイス７０１及び／又はこれらの何れかの組み合わ
せの機能を実現するよう全体的又は部分的に構成されてもよい。電子デバイス９０１は、
メモリ９０３に接続される１以上のプロセッサ９０２を有してもよい。プロセッサ９０２
は、図２のプロセッサ２０８、図４のプロセッサ４０８、図７のプロセッサ７０２又はこ
れらの何れかの組み合わせの機能を実現するよう全体的又は部分的に構成されてもよい。
メモリ９０３は、図２のメモリ２０６、図４のメモリ４０６、図７のメモリ７０３及び／
又はこれらの何れかの組み合わせの機能を実現するよう全体的又は部分的に構成されても
よい。電子デバイス９０１は、１以上のセキュリティルール９２１に接続されるＯ／Ｓ内
セキュリティエージェント９１９を有するオペレーティングシステム９１３を有してもよ
い。オペレーティングシステム９１３は、図１のオペレーティングシステム１１２、図２
のオペレーティングシステム２１２、図４のオペレーティングシステム４１２、図７のオ
ペレーティングシステム７１３及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能を実現する
よう全体的又は部分的に構成されてもよい。Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント９１９は
、図１のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８、図４のＯ／Ｓ内セキュリティエージ
ェント４１８、図７のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント７１９又はこれらの何れか適切
な組み合わせを実現するよう全体的又は部分的に構成されてもよい。
【０１９１】
　Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント９２０は、図１のＯ／Ｓ下位トラップエージェント１
０４、図２のＳＶＭＭ２１６、図４のファームウェアセキュリティエージェント４４０，
４４２又はＰＣファームウェアセキュリティエージェント４４４、図５のファームウェア
セキュリティエージェント５１６、図７のマイクロコードセキュリティエージェント７０
８及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能を実現するよう構成されてもよい。トリ
ガイベントハンドラ９２２は、図１のトリガイベントハンドラ１０８、図２のＳＶＭＭセ
キュリティエージェント２１７、図４のＯ／Ｓ下位エージェント４５０、図７のＯ／Ｓ下
位エージェント７１２及び／又はこれらの何れかの組み合わせを実現するよう構成されて
もよい。各種実施例では、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント９２０の機能の一部は、トリ
ガイベントハンドラ９２２により実現されてもよく、又はトリガイベントハンドラ９２２
の機能の一部は、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント９２０により実現されてもよい。さら
に、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント９２０及びトリガイベントハンドラ９２２は、同一
のソフトウェアモジュールにより実現されてもよい。
【０１９２】
　セキュリティルール９０８は、図１のセキュリティルール１１４、図２のセキュリティ
ルール２２２、図４のセキュリティルール４３４、４３６、４３８、図５のセキュリティ
ルール５１８、図７のセキュリティルール７０７、７２３、及び／又はこれらの何れかの
組み合わせの機能を実現するよう構成されてもよい。セキュリティルール９２１は、図２
のセキュリティルール２２０、図４のセキュリティルール４２０、図７のセキュリティル
ール７２１及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能を実現するよう構成されてもよ
い。
【０１９３】
　Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント９２０は、プロセッサリソース９２４などの何れか適
切なリソースとの間のアクセス又は情報をインターセプトするよう構成されてもよい。例
えば、プロセッサリソース９２４は、図１のリソース１０６、図２のシステムリソース２
１４、図４のディスプレイ４２４及びストレージ４２６などのコンポーネントの一部、又
は図７のシステムソースの機能を実現するよう構成されてもよい。プロセッサ９２４は、
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プロセッサが命令をロード及び実行することを可能にするため、プロセッサ９０２などの
プロセッサに利用可能なリソースを有してもよい。当該リソースは、例えば、データレジ
スタ９２８、制御レジスタ９３０、キャッシュ９３４、プロセッサフラグ９３６、プロセ
ッサコア９３８、プロセッサ例外９４０、又はプロセッサインタラプト９４２などを含む
物であってもよい。当該リソースの試行されたアクセスは、オペランドを有するアセンブ
リ言語命令などの命令を含むものであってもよい。トラップが利用可能なプロセッサリソ
ース９２４は、プロセッサ９０２により明らかにされるリソースに依存してもよい。例え
ば、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント９２０がバーチャルマシーンモニタにより実現され
る場合、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント９２０がトラップするのに利用可能なプロセッ
サリソース９２４は、仮想化の目的のため、プロセッサ９０２により明らかにされたプロ
セッサリソース９２４に限定されてもよい。この場合、プロセッサ９０２は、プロセッサ
リソース９２４の一部についての仮想化拡張を含む物であってもよい。他の例では、Ｏ／
Ｓ下位トラップエージェント９２０がマイクロコードセキュリティエージェントにより実
現される場合、プロセッサ９０２は、プロセッサ９０２のほぼすべてのリソースをトラッ
プに利用可能にしてもよい。
【０１９４】
　Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント９２０は、プロセッサリソース制御構造（ＰＲＣＳ）
９２６を有してもよい。ＰＲＣＳ９２６は、レコード、データ構造、テーブル又は他の何
れか適切な構造により実現されてもよい。ＰＲＣＳ９２６は、何れの命令、情報又はプロ
セッサリソース９２４の試行されたアクセスがトラップされるべきか規定する情報を有し
てもよい。Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント９２０又はトリガイベントハンドラ９２２は
、トラップされるセンシティブな処理、情報又はリソースに対応するＰＲＣＳ９２６のフ
ラグを設定するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント９２０又はトリ
ガイベントハンドラ９２２は、セキュリティルール９０８に含まれる情報に従ってＰＲＣ
Ｓ９２６のフラグを設定するよう構成されてもよい。
【０１９５】
　図１０は、ＰＲＣＳ１００の実施例である。ＰＲＣＳ１０００は、図９のＰＲＣＳ９２
６の実施例であってもよい。ＰＲＣＳ１０００は、トラップされる各種プロセッサリソー
スのエントリ１０１４のテーブルを含むものであってもよい。各エントリは、トリガイベ
ントを生じさせるリソース及び条件を特定した１以上のフィールド１００４、１００６、
１００８、１０１０、１０１２を有してもよい。例えば、ＰＲＣＳ１０００は、トリガフ
ラグ１００２、リソースの識別子１００４、リソースに関するタイプ１００６、トリガタ
イプ１００８、イベントをトリガすべき時期に関するトリガ時期条件１０１０、及びイベ
ントをトリガする実行段階１０１２のフィールドを有してもよい。ＰＲＣＳ１０００の実
現形態は、プロセッサ９０２により明らかにされるリソース又はアーキテクチャ（ＩＳＡ
（Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅなど）を含む、特定
されるリソースを有するプロセッサの性質に依存してもよい。
【０１９６】
　トリガフラグ１００２は、関連するエントリ１０１４のトラップ及びトリガがオン又は
オフされるかの指示を含むものであってもよい。当該フラグは、トラップ条件がエントリ
１０１４としてＰＲＣＳ１０００にロードされることを可能にするが、依然として休眠状
態に維持される。従って、ＰＲＣＳ１０００は、それらをアクティブに強制することなく
、セキュリティルールの実施例によりロードされてもよい。トリガフラグ１００２は、図
９のＯ／Ｓ下位トラップエージェント９２０などのエンティティにより設定されるよう構
成されてもよい。当該処理は、特定のリソース又は条件に対するトラップがイネーブル又
は非イネーブルされる毎に、ＰＲＣＳ１０００に投入又は非投入されることを要求するシ
ステムと対照的に、ＰＲＣＳ１０００を用いたアンチマルウェアシステムがより迅速に動
作することを可能にするものであってもよい。エントリ１０１４をオン及びオフする能力
は、アンチマルウェアシステムが特定の処理を選択的にトラップすることを可能にするも
のであってもよい。当該選択は、特定のトラップ処理が時間又は実行に関してコストがか
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かる場合に効果的であり、このため、エントリ１０１４が特定の条件が検出されたときに
限ってイネーブルとされる。例えば、システムが特定のレジスタに多数回通常の書き込み
を行う場合、当該レジスタへのアクセスに対するトラップは、アンチマルウェアシステム
の他の部分がマルウェア感染の可能性を示す疑わしい動作を検出するまでオフされてもよ
い。この場合、レジスタのライトに対応するエントリ１０１４のトリガフラグ１００２は
、リソースを攻撃するための何れか追加的な悪意ある試みをキャッチするため、“ＯＮ”
に設定されてもよい。
【０１９７】
　リソース識別子１００４は、トラップされるプロセッサの特定のリソースの識別情報を
含むものであってもよい。例えば、識別子１００４は、リソースが特定のデータレジスタ
などのレジスタ、ＥＡＸなどのアドレスレジスタ、スタックレジスタ、制御レジスタ、ベ
クトルレジスタ、ＥＳＰなどのスタックポインタ、命令レジスタ、プログラムカウンタ、
命令レジスタ、プログラムステータスワード、コンスタントレジスタ、浮動小数点レジス
タ又は条件付きレジスタであることを示すものであってもよい。他の例として、識別子１
００４は、リソースが“ＪＭＰ”、“ＪＺ”（条件がゼロに等しい場合にジャンプする）
、“ＪＮＺ”（条件がゼロに等しくない場合にジャンプする）、“ＭＯＶ”（値の移動）
、又は“ＳｙｓＥｎｔｅｒ”（Ｒｉｎｇ０手順へのファーストコール）などの命令である
ことを特定するものであってもよい。さらなる他の例として、識別子１００４は、変換ル
ックアサイドバッファなどのキャッシュ、タイムスタンプなどのカウンタ、システムのプ
ロセッサ０、プロセッサ１、．．．、プロセッサＮなどの論理コア、“ＤＩＶ／０”など
のプロセッサ例外、又はプロセッサ間インタラプト若しくは他のグローバル変数などのイ
ンタラプトなどの他のリソースの１つであることを特定するものであってもよい。リソー
ス識別子１００４は、リソース識別子１００４により表される命令、レジスタ又は他のリ
ソースのアドレスの表現に変換されてもよい。リソースタイプ１００６は、エントリ１０
１４が含むリソースのクラス又はタイプの識別情報を含むものであってもよい。ＰＲＣＳ
１０００のいくつかのエントリは、特定のタイプのすべてのリソースに適用されてもよい
。
【０１９８】
　トリガタイプ１００８は、結果としてのトリガイベントの処理が同期的又は非同期的で
あるかの特定を含むものであってもよい。同期的トリガは、トラップされたリソースの実
行又は通信が、例えば、試行がマルウェアを示すか判断されるまで停止させるものであっ
てもよい。非同期的トリガは、例えば、トリガが以降の評価のため記録される間、トラッ
プされたリソースの実行又は通信が継続されることを可能にするものであってもよい。一
実施例では、非同期的にトリガされるリソースの試行されたアクセスは、より大きなアク
ション系列の評価を構築するのに利用されてもよく、当該アクション系列の適切な評価は
、判定が可能になる前に複数のデータポイントを要求するものであってもよい。例えば、
命令ポインタレジスタの特定のリードがそれ自体悪意のないものであるが、返される情報
の以降の利用は悪意あるものであるかもしれない。従って、状態マシーンはまず、命令ポ
インタレジスタのリードを最初に非同期的にトラップし、その後に他の命令においてそれ
の使用を同期的にトラップするのに利用されてもよい。
【０１９９】
　トリガ時期条件１０１０は、リソースのアクセスに基づきトリガイベントが生成される
論理ルール又は条件を含むものであってもよい。例えば、トリガイベントは、リソースが
ライト又はリードされると、レジスタに対して生成されてもよい。トリガイベントは、命
令が実行されると、“ＪＭＰ”などの命令に対して生成されてもよい。トリガイベントは
、キャッシュが無効にされると、変換ルックアサイドバッファなどのキャッシュについて
生成されてもよい。トリガイベントは、コアがアイドルであるときなど、プロセッサの状
態に応じてプロセッサコアについて生成されてもよい。プロセッサ例外又はプロセッサフ
ラグは、フラグ又は例外が設定又はライとされると、トリガされてもよい。トリガ時期条
件１０１０は、単一のリソースに対する複数の条件（値のレンジなど）、複数のリソース
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に対する条件（複数のエントリ１０１４において結び付けられる）又は双方の組み合わせ
などの復号化的な論理条件を有してもよい。
【０２００】
　トリガ時期条件１０１０は、トラップされるべきリソースのタイプに従って条件を含む
ものであってもよい。例えば、レジスタは、それがライトされると、特定の値によりライ
トされると、又はリードされるとトリガされてもよい。他の例では、キャッシュ又はポイ
ンタは、それはライトされると、特定の値によりライトされると、又はリードされると同
様にトリガされてもよい。さらなる他の例では、プロセッサコアに停止、スリープ又はア
クティブ化するよう指示するのに利用されるものなどのプロセッサ間インタラプトは、当
該インタラプトが送信される前（インタラプトテーブルのグローバルなスペースの試行さ
れたアクセスに応答して）、又はインタラプトが送信された後（インタラプトテーブルが
書き込まれた後）、トリガされてもよい。
【０２０１】
　トリガ実行段階１０１２は、命令の実行の何れの段階で試行されたアクセスがトラップ
され、トリガイベントが生成されるかの指示を含むものであってもよい。トリガ実行段階
１０１２は、所与のリソースをトラップするための追加的な要求として、トリガ時期条件
１０１０に関して利用されてもよい。所与のエントリをトラップするため、トリガ時期条
件１０１０は、関連する命令がトリガ実行段階１０１２に指定された実行段階に到達する
と評価されてもよい。トリガ実行段階１０１２は、例えば、プロセッサによる実行の５つ
の段階又はステップなどに対応するエントリを含むものであってもよい。一実施例では、
命令の実行の５つの段階は、１）命令のフェッチ、２）命令の復号化、３）実行、４）結
果のメモリ位置のアクセス、及び５）リターン値のメモリ、レジスタ又は他の位置への書
き込みを含むものであってもよい。当該実施例では、トリガ実行段階１０１２は、５つの
段階の何れの前後においてトリガする可能性を有してもよい。これは、フェッチ前、復号
化後（従って実行前）、実行後（従ってメモリ位置へのアクセス前）、メモリ位置へのア
クセス後（従ってリターン値の書き込み前）、及びリターン値の書き込み後の合計で異な
る６つのトリガオプションを提供する。実行段階に基づきトラップすることを可能にする
ことは、他のアンチマルウェアシステムにおいて利用不可な有意なフレキシビリティを提
供するものであってもよい。例えば、特定の命令を実行する結果は予め知られておらず、
アンチマルウェアシステムは、結果のメモリ位置へのアクセス後であるが、命令により指
示されるようなレジスタへのリターン値の書き込み前となるように、トリガ実行段階１０
１２の値を設定してもよい。これは、アンチマルウェアシステムが書き込みの許可なしに
処理結果を評価することを可能にするものであってもよい。結果が悪意ある処理を示す場
合、ダミー値が、第４の実行段階から返される値の代わりにレジスタに書き込まれてもよ
い。試行された実行に関する情報は、当該試行が悪意あるか否かを判断するのに役立つよ
うに、試行された実行に基づきトリガイベントのハンドラに提供されてもよい。
【０２０２】
　ＰＲＣＳ１０００の各リソース１００４は、リソース１００４のアクセスと他のリソー
ス１００４との組み合わせに対応する複数のエントリを有してもよい。当該アクセスの組
み合わせは、２以上のステップのプロセスがトラップされることを含むものであってもよ
い。例えば、エントリ１０１４は、ａ）制御レジスタのアクセスに関してＩＤＴ（Ｉｎｔ
ｅｒｒｕｐｔ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｏｒ　Ｔａｂｌｅ）に対応するメモリ位置のアクセスと
、ｂ）汎用レジスタのアクセスに関してＩＤＴに対応するメモリ位置のアクセスとについ
て、別々のエントリを含むものであってもよい。さらに、図９において、当該別々のエン
トリは、システム９００の別々の部分により処理されてもよい。例えば、特定のＯ／Ｓ内
トラップエージェント９１９は、トラップされるＩＤＴ汎用レジスタアクセスについてコ
ンテクスト情報を収集することを処理し、他のＯ／Ｓ内トラップエージェント９１９は、
トラップされるＩＤＴ制御レジスタアクセスについてコンテクスト情報を収集することを
処理するものであってもよい。
【０２０３】
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　図９を参照して、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント９２０は、ＰＲＣＳ９２６において
フラグを設定し、又はエントリを追加するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位トラップエ
ージェント９２０は、当該フラグ又はエントリを決定するため、セキュリティルール９０
８などの１以上のセキュリティルールにアクセスするよう構成されてもよい。一実施例で
は、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント９２０は、セキュリティルール９０８又はプロテク
ションサーバ２０２への照会後にＯ／Ｓ下位トラップエージェント９２０をコールしうる
トリガイベントハンドラ９２２から、当該フラグ又はエントリを設定するための命令を受
信するよう構成されてもよい。特定の特権ルーチンセットが、ＰＲＣＳ９２６へのフラグ
の設定又はエントリの追加のため、プロセッサ９０２及び／又はＯ／Ｓ下位トラップエー
ジェント９２０により提供されてもよい。
【０２０４】
　電子デバイス９０１が複数のプロセッサを有する場合、各プロセッサは、対応するＰＲ
ＣＳ９２６を有してもよい。一実施例では、システム９００は、各ＰＲＣＳ９２６につい
てＯ／Ｓ下位トラップエージェント９２０を有してもよい。他の実施例では、Ｏ／Ｓ下位
トラップエージェント９２０は、各ＰＲＣＳ９２６に表されるリソースをトラップするよ
う構成されてもよい。
【０２０５】
　システム９００が仮想化をサポートする場合、ＰＲＣＳ９２６自体が仮想化されてもよ
い。仮想化されたＰＲＣＳ９２６のコンテンツは、対応するプロセッサ９０２により仮想
化されるリソースに限定されてもよい。当該階層化ＰＲＣＳ９２６は、バーチャルマシー
ンモニタに含まれてもよい。この場合、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント９２０又はトリ
ガイベントハンドラ９２２は、バーチャルマシーンモニタにおいてＰＲＣＳ９２６を制御
するよう構成されてもよい。他の実施例では、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント９２０は
、各ＰＲＣＳ９２６に表されるリソースをトラップするよう構成されてもよい。さらに、
エントリ１０１４は、各仮想化ＰＲＣＳ９２６において、ＰＲＣＳ単位で、又は仮想化プ
ロセッサ単位で生成され、トリガフラグ１００２が設定されてもよい。
【０２０６】
　Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント９２０は、トリガイベントハンドラ９２２とのトラッ
プされた試行又は通信から生じるトリガイベントを送信するよう構成されてもよい。トリ
ガイベントハンドラ９２２は、トリガイベントの情報と１以上のセキュリティルール９０
８とに基づき、以降の何れか適切なアクションを実行するよう構成されてもよい。例えば
、トリガイベントハンドラ９２２は、試行される命令の実行を許可するが、実行後の結果
の通知を要求するよう構成されてもよい。他の例では、トリガイベントハンドラ９２２は
、コマンド又は通信の実行をスキップするよう構成されてもよい。当該具体例は、リター
ン値が要求されない場合に適用されてもよい。さらなる他の例では、実行は、“ＪＭＰ”
命令を用いてリペアルーチンのアドレスに実行を送信するなどによって、新たな位置に転
送されてもよい。
【０２０７】
　動作について、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント９２０及びトリガイベントハンドラ９
２２は、電子デバイス９０１上で実行されてもよい。Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント９
２０は、電子デバイス９０１のオペレーティングシステムのレベルの下位で実行されても
よい。さらに、トリガイベントハンドラ９２２はまた、電子デバイス９０１のオペレーテ
ィングシステムのレベルの下位で実行されてもよい。トリガイベントハンドラ９２２は、
ＰＲＣＳ９２６に設定するフラグ１００２又はエントリ１０１４を決定するため、セキュ
リティルール９０８又はプロテクションサーバ２０２を照会してもよい。トリガイベント
ハンドラ９２２は、ＰＲＣＳ９２６に設定するフラグ１００２又はエントリ１０１４をＯ
／Ｓ下位トラップエージェント９２０に指示してもよい。使用中のアプリケーション９１
０、検出されたマルウェアの他の通知、以前にトリガされたイベント又は電子デバイス９
０１のアドミニストレータ設定などの検出される各種条件に応じて、Ｏ／Ｓ下位エージェ
ント９２０及びトリガイベントハンドラ９２２は、電子デバイス９０１の動作中に動的に
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ＰＲＣＳ９２６のトリガフラグ１００２を変更し、又は新たなエントリ１０１４を追加し
てもよい。当該動的な変更の基礎となる情報は、例えば、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェン
ト９２０又はＯ／Ｓ内エージェント９１９などから得られてもよい。ＰＲＣＳ９２６のエ
ントリ１０１４は、リソース１００４又はリソースタイプ１００６に従って特定されても
よい。トリガタイプ１００８は、以降のトラップイベントを同期的又は非同期的に設定す
るよう設定されてもよい。トリガ時期条件１０１０は、トリガ実行段階１０２と同様に、
インターセプトされたリクエストが何れの状況においてトリガイベントを生成するか設定
するよう設定されてもよい。
【０２０８】
　ＰＲＣＳ９２６のエントリは、システム９００により遭遇する各種条件に応じて動的に
イネーブル又は非イネーブルとされてもよい。例えば、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント
９２０は、トラップされる試行されたアクセスが多くの偽陽性により頻繁に行われるため
コストのかかるトラップ処理を、電子デバイス９０１がマルウェアの攻撃を受けていると
いう通知をトリガイベントハンドラ９２２が受信するまで非イネーブルとしてもよい。そ
の後、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント９２０は、トラップ処理をイネーブルとしてもよ
い。一実施例では、当該条件の下、１以上のプロセッサリソース９２４上の過剰なトラッ
プが、有害な電子デバイス９０１から未知のマルウェアアクションを阻止するためイネー
ブルとされてもよい。このような過剰なトラップは、プロセッサの実行環境全体、仮想化
されたプロセッサ、スレッド、プロセス又はアプリケーションを実質的にシャットダウン
するため延長されてもよい。
【０２０９】
　プロセッサリソース９２４に対するリクエストは、アプリケーション９１０、ドライバ
９１１又はオペレーティングシステム９１３などから、システム９００のオペレーティン
グシステムのレベルにおいてエンティティから発生してもよい。当該リクエストは、プロ
セッサリソース９２４にわたされるが、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント９２０によりイ
ンターセプトされてもよい。さらに、情報又は通信は、各種プロセッサリソース９２４を
介しプロセッサから生成されてもよい。情報又は通信は、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェン
ト９２０によりインターセプトされてもよい。
【０２１０】
　Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント９２０は、ＰＲＣＳ９２６を利用して、情報又は通信
がＰＲＣＳ９２６のエントリ１０１４の何れかのトリガ時期フィールド１０１４に一致す
る場合、リソースのアクセスをトラップし、その後にトリガイベントを生成してもよい。
トリガフラグ１００２が“ＯＮ”に設定されることによりイネーブルとされたエントリ１
０１４は、試行されたアクセス、情報又は通信に一致してもよい。アクセスされるリソー
スは、リソースフィールド１００４及び／又はリソースタイプフィールド１００６と比較
されてもよい。アクセスされるリソースが当該フィールドに一致する場合、トリガ時期条
件１０１０が評価されてもよい。トリガ時期条件１０１０がリクエストに関する情報又は
システム情報に一致する場合、ＰＲＣＳ９２６は、トリガイベントを生成してもよい。ト
リガ実行段階１０１２は、トリガイベントを生成する時期を決定するのに利用されてもよ
い。例えば、トリガイベントは、命令フェッチ前、命令フェッチ後、実行後、以降のライ
トのためメモリがアクセスされた後、又はレジスタなどの他のリソースがライトのためア
クセスされた後に生成されてもよい。さらに、トリガイベントは、インタラプトがインタ
ラプトテーブルに送信又は書き込まれる前後に、“Ｉｎｔｅｒｒｕｐｔ＿Ｓｌｅｅｐ”な
どのプロセッサ間インタラプトなどの試行された情報の通信又は生成に対して生成されて
もよい。生成されたトリガイベントは、トリガタイプ１００８に応じて同期的又は非同期
的であってもよい。Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント９２０は、同期的トリガイベントが
生成される場合、試行されたリソースのアクセスの実行又は通信の生成を停止し、イベン
トの処理を保留してもよい。Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント９２０は、非同期的トリガ
イベントが生成される場合、試行されるリソースのアクセスの実行又は通信の生成を許可
してもよい。Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント９２０は、当該試行の発信元のメモリアド
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レス、結果が書き込まれる場所又は他の何れか適切な情報など、試行に関する追加的なコ
ンテクスト情報をトリガイベントに追加してもよい。
【０２１１】
　Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント９２０は、トリガイベントが疑わしいか決定するため
、トリガイベントに関する情報を含むものであってもよい。例えば、Ｏ／Ｓ下位トラップ
エージェント９２０は、試行されるアクセスがメモリの何れの部分から行われたかの判断
などの情報を決定してもよい。メモリの当該部分は、電子デバイス９０３上で実行される
既知のプロセス、アプリケーション又はプログラムに対してトリガイベントハンドラ９２
２により相互に関連付けされてもよい。試行されたアクセスが未知の又は未認証のプロセ
ス、アプリケーション又はプログラムから発生した場合、当該試行は疑わしいものである
かもしれない。トリガイベントハンドラ９２２は、当該相互関係を決定するため、Ｏ／Ｓ
内セキュリティエージェント９１９からの情報を利用してもよい。他の例では、Ｏ／Ｓ下
位トラップエージェント９２０は、状態マシーンに記録されたものなど、以前にトリガさ
れたイベントに関する情報を提供してもよい。現在トリガされたイベントに関連する以前
のトリガイベントは、試行が疑わしいかに関するコンテクスト情報を提供してもよい。
【０２１２】
　Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント９２０は、トリガイベントをトリガイベントハンドラ
９２２をわたし、トリガイベントハンドラ９２２は、セキュリティルール９０８に従って
Ｏ／Ｓ内エージェント９１９からのコンテクスト情報及び／又はトリガイベントの情報を
評価することによって、イベントを処理してもよい。結果としての適切なアクションが決
定され、トラップされた試行に適用するため、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント９２０に
送り返してもよい。当該アクションは、試行の許可、命令の実行の拒絶、又はマルウェア
の動作を回避するための異なるデータ若しくは命令の置換を含むものであってもよい。
【０２１３】
　Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント９２０は、以降に試行されたアクセスをトラップする
際に以降の参照のためトリガイベントを格納してもよい。例えば、悪意ある処理は、複数
の命令がプロセッサリソース９２４により実行されることを要求してもよい。従って、当
該悪意ある動作の各ステップは、ＰＲＣＳ９２６において別々のエントリ１０１４に反映
されてもよい。Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント９２０は、それ自体は悪意はないが、以
降のステップと関連するときにのみ悪意ある処理の第１ステップをトラップしてもよい。
この場合、当該ステップのエントリ１０１４は、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント９２０
又はＰＲＣＳ９２６が以前の処理された試行を認識するように、条件が状態マシーンに単
に記録されるとき、非同期的にトリガするよう設定されてもよい。悪意ある処理の第２ス
テップのトラップは、第１ステップのトラップをトリガ時期条件１０１０として有しても
よい。
【０２１４】
　図１１は、電子デバイスのセキュリティセンシティブなプロセッサリソースへのソフト
ウェアアクセスを規制するための方法１１００の実施例である。ステップ１１０５におい
て、セキュリティルールは、ステップ１１１０において、何れのプロセッサリソース又は
プロセッサ通信がセキュアにされるべきか判断するためアクセスされてもよい。電子デバ
イスのオペレーティングシステムのレベルの下位で動作するトラップエージェントは、何
れのリソース及び通信をトラップするか決定してもよい。当該トラップエージェントは、
例えば、プロセッサのバーチャルマシーンモニタ、ファームウェア又はマイクロコードな
どにおいて実行されてもよい。
【０２１５】
　ステップ１１１５において、トラップされるリソース又は通信に対応するエントリが、
指定された条件の下で指定されたリソース又は通信の処理、アクセス又は他の利用をトラ
ップするよう構成されてもよいプロセッサリソース制御構造に書き込まれてもよい。ＰＲ
ＣＳのエントリは、リソースの識別情報、リソースタイプ、イベントがトリガされる条件
、トリガが非同期的又は同期であるか否か、存在する場合に何れの実行段階において試行
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されたアクセス若しくは通信がトリガイベントを生じさせるべきかと共に書き込まれても
よい。ステップ１１２０において、ＰＲＣＳのエントリはまた、当該エントリがトラップ
のためアクティブ化されるか否か示すトリガ若しくはイネーブルフラグと共に書き込まれ
てもよい。トリガフラグが設定されていない場合、エントリは休止状態とされ、試行され
たリソースのアクセスをトラップするのに利用されなくてもよい。
【０２１６】
　ステップ１１２５において、リソースへのアクセス又は通信の生成がモニタされてもよ
い。当該モニタは、ＰＲＣＳを介し行われてもよい。電子デバイスのエンティティは、プ
ロセッサ通信を生成するための試行又はプロセッサリソースにアクセスするための試行を
試みてもよい。リソースにアクセスするための試行は、電子デバイスのオペレーティング
システムのレベルから発信されてもよい。リソースにアクセスするための命令、コマンド
又は他の試行が、エントリがアクティブ化されたＰＲＣＳのエントリのリソース識別子に
一致する場合、当該試行はトラップされてもよい。同様に、エントリがアクティブ化され
たＰＲＣＳのエントリのリソース識別子に一致するプロセッサ通信が生成される場合、当
該試行はトラップされてもよい。一実施例では、リソースにアクセスし、又は通信を生成
するための試行は、トリガ時期を指定する追加的な基準が満たされる場合にトラップされ
てもよい。例えば、制御レジスタの試行されたライトは、制御レジスタがこれまで書き込
みされているとトラップされてもよい。他の例では、制御レジスタの試行されたライトは
、制御レジスタが特定の値により書き込まれるとトラップされてもよい。
【０２１７】
　ステップ１１３０において、試行されたアクセス又は通信がトラップされたか判断され
てもよい。何れの試行もトラップされていない場合、ステップ１１４０において、ＰＲＣ
Ｓのエントリが調整される必要があるか判断されてもよい。当該調整は、当該エントリの
イネーブル化又は非イネーブル化、新たなエントリの追加又は基準若しくはエントリの設
定の調整を含むものであってもよい。方法１１００は、その後にステップ１１２５に戻っ
てもよい。当該調整は、例えば、電子デバイスにおいて検出された新たなマルウェアの脅
威、時間の経過、以前にトラップされた試行又はアドもニスとレータの設定などに基づく
ものとすることができる。
【０２１８】
　ステップ１１４５において、試行がトラップされた場合、結果としてのトリガイベント
が同期的又は非同期的であるべきか判断されてもよい。トリガタイプが同期的でない場合
、方法１１００は、ステップ１１５０に移行するのとパラレルにステップ１１２５に戻っ
てもよい。トリガタイプが同期的である場合、ステップ１１５０において、トラップされ
た試行に関する情報が格納されてもよい。当該情報は、例えば、トラップされた試行がト
リガイベントを生じさせるべきかの以降の判定において状態マシーンにより利用されても
よい。ステップ１１５５において、トリガのすべての条件が充足されているか判断されて
もよい。当該条件は、例えば、特定の値がリソースに書き込まれることを要求してもよい
し、又は当該リクエストがメモリの特定位置から発信された（又は発信されていない）も
のであってもよい。さらに、当該条件は、他の試行が以前にトラップされたことを要求し
てもよい。当該試行に関する情報がアクセスされ、状態マシーンに格納されてもよい。ト
リガのすべての条件が充足されない場合、方法１１００はステップ１１２５に戻ってもよ
い。
【０２１９】
　トリガのすべての条件が充足される場合、ステップ１１５５において、存在する場合に
は実行の特定の段階においてトリガイベントが生成されるべきか判断されてもよい。当該
段階は、例えば、試行の命令がフェッチされる前、命令がフェッチされた後、命令が実行
された後、メモリが結果を読み込むためアクセスされた後、又は値が書き込みされた後な
どを含むものであってもよい。さらに、当該段階は、プロセッサ間インタラプトが実行さ
れる前後を含むものであってもよい。指定された実行段階が実現されると、当該試行のト
リガイベントが、ステップ１１６５において生成されてもよい。試行のソース若しくはデ
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スティネーションアドレスや関係するリソースなどのコンテクスト情報が、ステップ１１
７５におけるハンドラへの配信のため、ステップ１１７０においてトリガイベントと共に
含まれてもよい。
【０２２０】
　ステップ１１８０において、セキュリティルールは、トリガイベントが疑わしいか、ア
ドミニストレータ設定により許可されていないか、又はマルウェアを示しているか判断す
るため、ステップ１１８５において照会されてもよい。トリガイベントのもの、電子デバ
イスのオペレーティングシステムにおける他のイベント又はアドミニストレータ設定など
のコンテクスト情報が、トリガイベントに対するセキュリティルールの適用を評価するの
に利用されてもよい。トリガイベントが疑わしくない場合、ステップ１１８７において、
トリガエージェントに通知され、方法１１００はステップ１１２５に戻ってもよい。トリ
ガイベントが疑わしい場合、ステップ１１９０において、結果としての訂正アクションは
トラップエージェントに送信されてもよい。このような訂正アクションは、リソースにア
クセスするため、又はプロセッサ通信を生成するための特定の試行に依存してもよい。例
えば、悪意ある命令は、リード又はライトスプーフされる値を有してもよいし、又はジャ
ンプ命令がリペアルーチンにリダイレクトされてもよい。ステップ１１９５において、訂
正アクションが適用されてもよい。方法１１００はステップ１１２５に戻ってもよい。
【０２２１】
　図１２は、電子デバイス１２０１上のＯ／Ｓ下位トラップを利用してメモリをセキュア
にするソフトウェアアクセスを規制するためのシステム１２００の実施例である。システ
ム１２００は、オペレーティングシステム１２１３などの電子デバイス１２０１のオペレ
ーティングシステム上で実行されるソフトウェアベースエンティティからのメモリにアク
セスするための悪意ある試行を検出するため、電子デバイス１２０１上で動作するよう構
成されるＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０を有してもよい。さらに、Ｏ／Ｓ
下位セキュリティエージェント１２２０は、１以上のセキュリティルール１２０８及びメ
モリマップ１２０６を利用して、トラップする試行されたメモリのアクセスと、トランプ
される処理に対応して生成されるトリガイベントをどのように処理するかとを決定するよ
う構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は、トリガイベント
について許可、拒絶又は他の訂正アクションを実行するよう構成されてもよい。
【０２２２】
　電子デバイス１２０１は、図１の電子デバイス１０３、図２の電子デバイス２０４、図
４の電子デバイス４０４、図７の電子デバイス７０１、図９の電子デバイス９０１及び／
又はこれらの何れかの組み合わせの機能を実現するため全体的又は部分的に実現又は構成
されてもよい。電子デバイス１２０１は、物理メモリ１２０３などのメモリに接続された
１以上のプロセッサ１２０２を有してもよい。プロセッサ１２０２は、図２のプロセッサ
２０８、図４のプロセッサ４０８、図７のプロセッサ７０２、図９のプロセッサ９０２又
はこれらの何れかの組み合わせの機構を全体的又は部分的に実現するよう構成されてもよ
い。物理メモリ１２０３は、図２のメモリ２０６、図４のメモリ４０６、図７のメモリ７
０３、図９のメモリ９０３、及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能を実現するよ
う全体的又は部分的に構成されてもよい。電子デバイス１２０１は、１以上のセキュリテ
ィルール１２２１に接続されるＯ／Ｓ内セキュリティエージェント１２１９を含みうるオ
ペレーティングシステム１２１３を有してもよい。オペレーティングシステム１２１３は
、図１のオペレーティングシステム１１２、図２のオペレーティングシステム２１２、図
４のオペレーティングシステム４１２、図７のオペレーティングシステム７１３、図９の
オペレーティングシステム９１３及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能を実現す
るよう全体的又は部分的に構成されてもよい。Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント１２１
９は、図１のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８、図４のＯ／Ｓ内セキュリティエ
ージェント４１８、図７のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント７１９、図９のＯ／Ｓ内セ
キュリティエージェント９１９又はこれらの何れか適切な組み合わせの機能を実現するよ
う全体的又は部分的に構成されてもよい。
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【０２２３】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は、図１のＯ／Ｓ下位トラップエージェ
ント１０４若しくはトリガイベントハンドラ１０８、図２のＳＶＭＭ２１６若しくはＳＶ
ＭＭセキュリティエージェント２１７、図４のファームウェアセキュリティエージェント
４４０、４４２、Ｏ／Ｓ下位エージェント４５０若しくはＰＣファームウェアセキュリテ
ィエージェント４４４、図５のファームウェアセキュリティエージェント５１６、図７の
マイクロコードセキュリティエージェント７０８若しくはＯ／Ｓ下位エージェント７１２
、図９のＯ／Ｓ下位トラップエージェント９２０若しくはトリガイベントハンドラ９２２
及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能を実現するよう構成されてもよい。
【０２２４】
　セキュリティルール１２０８は、図１のセキュリティルール１１４、図２のセキュリテ
ィルール２２２、図４のセキュリティルール４３４、４３６、４３８、図５のセキュリテ
ィルール５１８、図７のセキュリティルール７０７、７２３、図９のセキュリティルール
９０８及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能を実現するよう構成されてもよい。
セキュリティルール１２２１は、図２のセキュリティルール２２０、図４のセキュリティ
ルール４２０、図７のセキュリティルール７２１、図９のセキュリティルール９２１及び
／又はこれらの何れかの組み合わせを実現するよう構成されてもよい。
【０２２５】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティ１２２０は、電子デバイス１２０１のメモリへのアクセスをイ
ンターセプトするよう構成されてもよい。当該メモリは、例えば、物理メモリ１２０３の
試行されたアクセスのアクセス又は仮想化メモリ１２０４の試行されたページのアクセス
などを含むものであってもよい。当該試行されたアクセスは、アプリケーション１２１０
やドライバ１２１１などの電子デバイス１２０１上で実行されるオペレーティングシステ
ム１２１３を利用したエンティティ又はオペレーティングシステム１２１３から発信され
てもよい。
【０２２６】
　一実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティ１２２０によりセキュアにされるメモリは、仮
想化メモリ１２０４を含むものであってもよい。仮想化メモリ１２０４は、物理メモリ及
び／又はストレージから抽象化されたオペレーティングシステム１２１３、アプリケーシ
ョン１２１０又はドライバ１２１１などのエンティティに利用可能なメモリを含むもので
あってもよい。仮想化メモリ１２０４は、使用される実際のスペースは物理メモリ１２０
３などの実際の物理メモリ及び／又はディスク上などのストレージにおいて別々に展開さ
れてもよいが、オペレーティングシステム１２１３、アプリケーション１２０１０又はド
ライバ１２１１などのエンティティへの連続的なメモリブロックとして出現するようにし
てもよい。仮想化メモリ１２０４は、プロセッサ１２０２の拡張に従って仮想化されても
よい。仮想化メモリ１２０４のアドレススペースは、メモリページに分割されてもよい。
メモリページはそれぞれ、４キロバイトなどの等しいサイズを有してもよい。電子デバイ
ス１２０１は、ページテーブルを利用して仮想化メモリ１２０４のバーチャルアドレスを
、物理メモリ１２０３又はストレージのアドレスなどのメモリの物理的アドレスに変換す
るよう構成されてもよい。電子デバイス１２０１は、バーチャルメモリ１２０４のバーチ
ャルアドレスを物理メモリ１２０３などのメモリの物理的アドレス及び／又はストレージ
のアドレスに変換するよう構成されるメモリマネージメントユニット（ＭＭＵ）１２１４
を有してもよい。バーチャルメモリ１２０４のページはインデックス化されてもよい。バ
ーチャルメモリ１２０４のページの試行されたアクセスは、当該ページの試行されたリー
ド、ライト又は実行を含むものであってもよく、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１
２２０は、当該試行をトラップするよう構成されてもよい。一実施例では、バーチャルメ
モリ１２０４のページは、物理メモリのアドレス又はストレージのアドレスに対応するも
のであってもよい。他の実施例では、バーチャルメモリ１２０４の各ページは、物理メモ
リのアドレスに対応するものであってもよい。さらなる他の実施例では、オペレーティン
グシステム１２１３の特定部分などの特定コンテンツを含むページがピン留めされ、電子
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デバイス１２０１の実行中は変更されないようにしてもよい。
【０２２７】
　他の実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０によりセキュアにされ
るメモリは、物理メモリ１２０３を含むものであってもよい。物理メモリ１２０３は、規
定された要素を含むメモリレンジのベースアドレスであってもよい物理メモリ１２０３の
特定のアドレスを示すマーカ（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）、（Ｅ）、（Ｆ）、（Ｇ）
、（Ｈ）、（Ｉ）、（Ｊ）及び（Ｋ）により示されるように、物理メモリのアドレスを介
しアクセスされてもよい。物理メモリ１２０３は、特定のメモリアドレスの試行されたリ
ード、ライト又は実行を介しアクセスされてもよく、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェン
ト１２２０は、当該試行をトラップするよう構成されてもよい。例えば、試行されたライ
トは、“ＭＯＶ　Ａｄｄｒ１，Ｖａｌｕｅ”の命令の形態をとるものであってもよく、変
数“Ｖａｌｕｅ”により表される値が、“Ａｄｄｒ１”により表される特定のメモリアド
レスに書き込まれてもよい。物理メモリ１２０３への何れかの書き込み命令が利用されて
もよい。試行されたリードは、“ＭＯＶ　Ｖａｌｕｅ，Ａｄｄｒ１”などの命令の形態を
とるものであってもよく、変数“Ｖａｌｕｅ”により表される値が、“Ａｄｄｒ１”によ
り表される特定のメモリアドレスからリードされる。物理メモリ１２０３のアドレスから
の何れかのリード命令が利用されてもよい。試行される実行は、“ＭＯＶ　ＥＩＰ，Ａｄ
ｄｒ１”などの物理メモリ１２０３のアドレスによって“ＥＩＰ”などの命令ポインタレ
ジスタをロードする命令の形態をとるものであってもよい。当該命令は、“Ａｄｄｒ１”
により表されるアドレスから始まるコードを実行するよう構成されてもよい。メモリのア
ドレスを実行する何れかの命令が利用されてもよい。
【０２２８】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は、バーチャルメモリ１２０４への試行
されたアクセスをインターセプトするよう構成されてもよい。さらに、Ｏ／Ｓ下位セキュ
リティエージェント１２２０は、物理メモリ１２０３への試行されたアクセスをインター
セプトするよう構成されてもよい。一実施例では、バーチャルメモリ１２０４に対するリ
クエストはインターセプトされず、ＭＭＵがバーチャルメモリ１２０４のページを物理メ
モリ１２０３のアドレスに変換した後に物理メモリ１２０３の以降の対応する試行された
アクセスにおいて、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は、物理メモリに試行
されたアクセスをインターセプトするよう構成されてもよい。他の実施例では、試行され
たアクセスは、バーチャルメモリ１２０４を介し変換されることなく物理メモリ１２０３
から直接行われてもよく、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は、試行された
アクセスをインターセプトするよう構成されてもよい。さらなる他の実施例では、バーチ
ャルメモリ１２０４に対して行われる試行されるアクセスはインターセプトされるが、Ｏ
／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は、物理メモリ１２０３のアドレスの以降の
アクセスをインターセプトするよう構成されなくてもよい。
【０２２９】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント
１２１９に通信接続されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は、Ｏ
／Ｓ内セキュリティエージェント１２１９から電子デバイス１２０１のメモリの試行され
るアクセスに関するコンテクスト情報を受信するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ内セキュ
リティエージェント１２１９により提供されるコンテクスト情報は、電子デバイス１２０
１のメモリの特定のアクセスを試行したエンティティの身元を含むものであってもよい。
【０２３０】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は、メモリマップ１２０６に通信接続さ
れるか、又はこれを含むものであってもよい。メモリマップ１２０６は、ファイル、レコ
ード、データ構造又は他の適切なエンティティにより実現されてもよい。メモリマップ１
２０６は、メモリにおける電子デバイス１２０１の各種エンティティの位置に関する情報
を含むものであってもよい。例えば、プロセスが実行のため電子デバイス１２０１のメモ
リにロードされる場合、メモリマップ１２０６は、仮想化メモリ１２０４の何れのメモリ
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ページ又は物理メモリ１２０３の何れのアドレスレンジが当該プロセスを含むかに関する
情報を有してもよい。電子デバイス１２０１のメモリの仮想化の実装に応じて、一部のコ
ンテンツがディスクなどのストレージにロードされてもよいため、プロセスのコンテンツ
のすべてが物理メモリ１２０３にロードされてもよいし、又はそうでなくてもよい。当該
コンテンツがアクセスされるため、それらは物理メモリ１２０３にロードされてもよい。
この場合、メモリマップ１２０６は、コンテンツが格納されるアドレス、物理メモリ１２
０３又はディスクなどのストレージに格納されるかに関する情報を含むものであってもよ
い。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は、メモリマップ１２０６を利用して
バーチャルメモリ１２０４のページ又は物理メモリ１２０３のアドレスにおける何れか所
与のコンテンツの身元又はオーナーを決定するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュ
リティエージェント１２２０は、例えば、オペレーティングシステムの処理をプロファイ
ルし、その後に各種センシティブコンポーネントがメモリに何れに配置されるかを決定す
ることによって、メモリマップ１２０６を構成してもよい。オペレーティングシステム１
２１３のカーネルのロード、又はカーネルモード命令の実行など、メモリにアクセスする
ための試行が行われると、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は、オペレーテ
ィングシステム１２１３の何れの部分がロード又は実行されているか判断するため、Ｏ／
Ｓ内セキュリティエージェント１２１９と通信するよう構成されてもよい。他の例では、
Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は、当該バーチャルメモリ１２０４のペー
ジのメモリレンジのコンテンツのハッシュ又はデジタルシグネチャを決定するよう構成さ
れてもよい。ハッシュ又はデジタルシグネチャは、セキュリティルール１２０８に含まれ
るか、又はプロテクションサーバ２０２から取得されてもよい既知の値に対して比較され
てもよい。当該既知の値は、例えば、オペレーティングシステム１２１３の何れの部分が
特定されたかという以前の特徴付けの結果であってもよい。マッピング対象の要素は、セ
キュリティルール１２０８により決定されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェン
ト１２２０は、メモリマップ１２０６の要素が電子デバイス１２０１のメモリのある場所
から他の場所にコピーされるとき、当該要素の動きを追跡するよう構成されてもよい。
【０２３１】
　図１３は、メモリマップの実施例の図である。一実施例では、バーチャルメモリマップ
１３０２は、バーチャルメモリの各自のポジションを介し追跡される各要素のマッピング
を含むものであってもよい。他の実施例では、物理メモリマップ１３０４は、物理メモリ
の各自のポジションを介し追跡される各要素のマッピングを含むものであってもよい。各
種実施例では、バーチャルメモリマップ１３０２及び物理メモリマップ１３０４は、要素
が双方のマッピングで追跡されるように一緒にマッピングされてもよい。
【０２３２】
　バーチャルメモリマップ１３０２は、１０個の異なるバーチャルメモリページを反映し
てもよい。バーチャルメモリマップ１３０２は、例えば、ページディレクトリなどのカー
ネルオペレーティングシステムのデータ構造がメモリページ１及びメモリページ２に検出
されてもよいことなどを示すものであってもよい。他の例では、“Ｆｎ１”と呼ばれる特
定のプロセス、ファンクション又はルーチンの要素が、メモリページ４～６に検出されて
もよい。さらなる他の例では、システムサービスディスパッチテーブル（ＳＳＤＴ）のパ
ーミッションのデータ構造がページ８に検出されてもよい。さらなる他の例では、“Ｆｎ
２”と呼ばれる特定のプロセス、ファンクション又はルーチンの要素が、メモリページ８
及びメモリページ９に検出されてもよい。
【０２３３】
　物理メモリマップ１３０４は、物理メモリによって要素の位置を反映してもよい。物理
メモリの要素の一部は、メモリにおいて不連続なセグメント又はブロックに展開されても
よい。さらに、物理メモリの要素の一部は、任意の順序によりメモリに展開されてもよい
。各セグメントのサイズは可変であってもよい。セグメントは、ベースアドレスからのオ
フセットのアドレスから開始されてもよい。図１３に示される一例となるベースアドレス
は、ＦＦｘＦＦＦのアドレスで終了する００ｘ０００である。物理メモリの各種セグメン
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トのスタートを示すアドレスは、（Ａ）～（Ｏ）により示される。物理メモリの複数のセ
グメント内に含まれる要素について、これらの要素の順序が留意されてもよい。物理メモ
リでは、ある要素の複数のセグメントがポインタにより一緒にリンクされてもよく、要素
の１つのセグメントのエンドが当該要素の次のセグメントを指し示すようにしてもよい。
【０２３４】
　例えば、Ｆｎ１は、（Ａ）と（Ｂ）、（Ｊ）と（Ｋ）、及び（Ｍ）と（Ｎ）との間のセ
グメントにマッピングされてもよい。他の例では、ＳＳＤＴパーミッションは、（Ｇ）と
（Ｈ）との間のセグメントにマッピングされてもよい。さらなる他の例では、ページディ
レクトリデータ構造が、（Ｏ）とＦＦｘＦＦＦ、（Ｆ）と（Ｇ）、及び（Ｉ）と（Ｊ）と
の間のセグメントにマッピングされてもよい。さらなる他の例では、Ｆｎ２は、（Ｈ）と
（Ｉ）、及び（Ｂ）と（Ｃ）との間のセグメントにマッピングされてもよい。
【０２３５】
　図１２に戻って、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は、メモリの何れの部
分をプロテクトするか、及びそれらをどのようにプロテクトするかを決定するため、セキ
ュリティルール１２０８を照会するよう構成されてもよい。例えば、セキュリティルール
１２０８は、ページディレクトリデータ構造が電子デバイス１２０１の特定の特権が付与
されたエンティティによってのみ書き込み可能であることを示すよう構成されてもよい。
従って、ページディレクトリデータ構造への書き込みの試みがトラップされ、当該書き込
みを試みた要素が、安全であるか、未知であるか、又は安全でないと知られているか判断
するため調べられてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は、ページデ
ィレクトリデータ構造がメモリに配置されている場所を決定するため、メモリマップ１２
０６を照会するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は
、例えば、バーチャルマシーンモニタにおいて完全に又は部分的に実現される場合、Ｏ／
Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は、バーチャルメモリ１２０４のメモリページ
１及び／又は２への何れかの試行されたライトをトラップするため、制御構造のフラグを
設定するよう構成されてもよい。他の例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２
２０がマイクロコードにより完全に又は部分的に実現される場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリテ
ィエージェント１２２０は、物理メモリ１２０３のアドレス（Ｏ）とＦＦｘＦＦＦ、（Ｆ
）と（Ｇ）、及び（Ｉ）と（Ｊ）との間のアドレスレンジ内のメモリアドレスへの何れか
試行されたライトをトラップするため、制御構造のフラグを設定するよう構成されてもよ
い。
【０２３６】
　他の例では、セキュリティルール１２０８は、Ｆｎ１が電子デバイスの特定の特権が付
与されたエンティティによってのみコールされてもよいことを示すよう構成されてもよい
。従って、Ｆｎ１を実行するための試行はトラップされ、Ｆｎ１をコールする要素は、安
全であるか、未知であるか、又は安全でないと知られているか判断するため調べられても
よい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は、Ｆｎ１がメモリにある場所を決
定するため、メモリマップ１２０６を照会するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュ
リティエージェント１２２０が、例えば、バーチャルマシーンモニタにおいて完全に又は
部分的に実現される場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は、バーチャル
メモリ１２０４のメモリページ４、５及び／又は６の試行された実行をトラップするため
、制御構造のフラグを設定するよう構成されてもよい。他の例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリ
ティエージェント１２２０がマイクロコードにより完全に又は部分的に実現される場合、
Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は、物理メモリ１２０３のメモリアドレス
の何れか試行された実行をトラップするため、制御構造のフラグを設定するよう構成され
てもよい。Ｆｎ１の異なる部分が別々に実行されるいくつかのケースでは、Ｏ／Ｓ下位セ
キュリティエージェント１２２０は、物理メモリ１２０３の（Ａ）と（Ｂ）、（Ｍ）と（
Ｎ）、アドレス（Ｏ）とＦＦｘＦＦＦ、（Ｆ）と（Ｇ）、（Ｊ）と（Ｋ）又は（Ｉ）と（
Ｊ）の間のレンジの範囲内の何れかのメモリアドレスの試行された実行をトラップするよ
う構成されてもよい。
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【０２３７】
　一実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は、何れのエンティティ
がメモリへのライトのためのコールを行ったか判断するため、Ｏ／Ｓ内セキュリティエー
ジェント１２１９を照会するよう構成され、その後、それは当該エンティティがライトを
行うことが許可されているか否か判断するのに利用されてもよい。他の実施例では、Ｏ／
Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は、リクエストの発信元の仮想化メモリ１２０
４のメモリページを決定し、メモリマップ１２０６を照会して、当該メモリページがそこ
にマッピングされた何れかの要素に関連付けされているか判断するよう構成されてもよい
。さらなる他の実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は、要求元の
要素のメモリページのハッシュ又はシグネチャを決定し、それを既知のエンティティのハ
ッシュ及びシグネチャに対して比較するよう構成されてもよい。
【０２３８】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０がマイクロコードによって完全に又は部
分的に実現される場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は、当該ライトを
試みた命令のアドレスを決定するよう構成されてもよい。一実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキ
ュリティエージェント１２２０は、命令が物理メモリ１２０３の何れで行われたか判断す
るため、命令ポインタを調べることによって、当該決定を行うよう構成されてもよい。他
の実施例では、メモリマップ１２０６にアクセスすることによって、Ｏ／Ｓ下位セキュリ
ティエージェント１２２０は、アドレスに関連するメモリマップ１２０６からの要素を決
定するよう構成されてもよい。さらなる他の実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージ
ェント１２２０は、要求元の要素のハッシュ又はシグネチャを決定し、それを既知のエン
ティティのハッシュ及びシグネチャと比較するよう構成されてもよい。
【０２３９】
　メモリの試行されたアクセスがトラップされると、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェン
ト１２２０は、特定された要求元のエンティティに基づきトラップされた試行をどのよう
に処理するか判断するため、セキュリティルール１２０８にアクセスするよう構成されて
もよい。セキュリティルール１２０８は、例えば、オペレーティングシステム１２１３の
指定された特定のカーネル部分のみがＦｎ１をコール及び実行可能であるか、又は安全で
あると知られる及びホワイトリストにあるエンティティのみがＳＳＤＴのパーミッション
に書き込み可能であることを規定してもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２
２０は、その後、リクエストを進捗することの許可、当該リクエストの拒絶、レスポンス
又は書き込まれた値のスプーフ、又は訂正プロセスの実行などの何れか適切なアクション
を実行するよう構成されてもよい。
【０２４０】
　動作について、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は、オペレーティングシ
ステム１２１３などの電子デバイス１２０１のオペレーティングシステムのレベルの下位
で実行されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は、電子デバイス１
２０１の何れのメモリリソースをプロテクトするか判断するため、セキュリティルール１
２０８にアクセスしてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は、メモリ
マップ１２０６のコンテンツを決定、展開及び／又は投入してもよい。これを実行するた
め、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は、メモリマップ１２０６に情報を投
入するため、セキュリティルール１２０８、プロテクションサーバ２０２又は他の何れか
適切な情報のソースにアクセスしてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２
０は、メモリマップ１２０６のメモリのコンテンツ及びオーナーシップをマッピングする
ため、オペレーティングシステム１２１３、アプリケーション１２１０又はドライバ１２
１１などのオペレーティングシステムのレベルにおけるエンティティからの物理メモリ１
２０３又はバーチャルメモリ１２０４のリクエストをインターセプトしてもよい。Ｏ／Ｓ
下位セキュリティエージェント１２２０は、メモリマップ１２０６が投入されるように、
何れのエンティティがメモリにロードされているか判断するため、Ｏ／Ｓ内セキュリティ
エージェント１２１９にアクセスしてもよい。メモリマップ１２０６は、物理メモリ１２
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０３、バーチャルメモリ１２０４及び／又はこれら２つの間のマッピングのためのメモリ
マッピングを有してもよい。
【０２４１】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は、バーチャルメモリ１２０４及び／又
は物理メモリ１２０３の何れの部分をプロテクトするか判断するため、セキュリティルー
ル１２０８を照会してもよい。セキュリティルール１２０８は、メモリに対するプロテク
ションが各種考慮に応じてＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０によってイネー
ブル化又は非イネーブル化されてもよい動的ベースによって、メモリの一部がセキュアに
されるべきであることを指定してもよい。このような考慮は、例えば、アドミニストレー
タの設定、悪意ある又は疑わしい動作の検出、時間、メモリの以前に検出されたアクセス
又は他の何れか適切な基準などを含むものであってもよい。電子デバイス１２０１のメモ
リをプロテクトすることが、計算リソースに関してコストのかかるものである場合、当該
動的なイネーブル化及び非イネーブル化は、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２
０が他のタスクを実行する電子デバイス１２０１の能力に対する副次的影響を軽減しなが
ら、電子デバイス１２０１のメモリの重要な部分をより良好にセキュアにすることを可能
にするものであってもよい。例えば、オペレーティングシステム１２１３のカーネルコー
ドのコンテンツを含むメモリは常に、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントによりプロテ
クトされる一方、サードパーティのアプリケーション１２１０のコードのコンテンツを含
むメモリは、マルウェアが存在するか、又はサードパーティアプリケーション１２１０に
影響を与えうるという他の通知に応答してのみプロテクトされるようにしてもよい。
【０２４２】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は、物理メモリ１２０３及び／又はバー
チャルメモリ１２０４の試行されたアクセスをトラップするため、制御構造のフラグを設
定してもよい。一実施例では、オペレーティングシステム１２１３のエンティティからト
ラップ対象に指定されたバーチャルメモリ１２０４のメモリページに対するリクエストが
行われると、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は、試行されたリクエストを
インターセプトしてもよい。他の実施例では、バーチャルメモリ１２０４のメモリページ
に対するリクエストがされると、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、当該リクエス
トがＭＭＵ１２１４によって物理メモリ１２０３のアドレスに対するリクエストに変換さ
れ、これにより、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントが試行されたリクエストをインタ
ーセプトすることを可能にしてもよい。さらなる他の実施例では、オペレーティングシス
テム１２１３のエンティティからのリクエストが物理メモリ１２０３のアドレスに対して
直接的に行われる可能性があるため、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は、
試行されたリクエストをインターセプトしてもよい。
【０２４３】
　リクエストがインターセプトされると、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０
は、何れか適切な機構を利用して、インターセプトされたメモリのリクエストを評価して
もよい。セキュリティルール１２０８は、試行が疑わしく、電子デバイス１２０１のリソ
ースを使用するマルウェアによる悪意ある試行を示すか判断するため利用されてもよい。
セキュリティルール１２０８は、例えば、リード、ライト又は実行が試行されたか、何れ
のエンティティが当該試行を行ったか、アクセスされたメモリアドレス若しくはページ、
同一の要求元による以前の試行若しくはアクション、電子デバイス１２０１のアドミニス
トレータによるセキュリティ設定、電子デバイス１２０１のユーザに基づくより制限的な
又はより制限的でないルール、メモリ位置及び／若しくはデジタルシグネチャ若しくはハ
ッシュによって若しくは関連するページ若しくはメモリアドレスにより決定されるような
要求元の身元などの考慮を含むものであってもよい。
【０２４４】
　例えば、バーチャルメモリ１２０４のページ２又は物理メモリ１２０３のアドレス（Ｊ
）におけるページディレクトリデータ構造の試行されたライトが、Ｏ／Ｓ下位セキュリテ
ィエージェント１２２０によりインターセプトされてもよい。当該ライトが未知のプロセ
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スのメモリの一部から到来したものである場合、当該ライトはＯ／Ｓ下位セキュリティエ
ージェント１２２０により疑わしいと判断されてもよい。しかしながら、試行されたライ
トが既知のオペレーティングシステム１２１３のカーネルの検証された部分から到来した
ものである場合、当該試行は、疑わしいものでないと判断されてもよい。同様に、バーチ
ャルメモリ１２０４のページ８又は物理メモリ１２０３のアドレス（Ｈ）におけるＦｎ２
の試行された実行がインターセプトされてもよい。試行された実行がユーザ入力から行わ
れたものである場合、当該実行は、疑わしくないと判断されてもよい。試行された実行が
他のプログラムのメモリからのものであり、当該プログラムが承認されたリストにない場
合、当該試行は、疑わしい又は悪意あるものと判断されてもよい。
【０２４５】
　他の例では、Ｆｎ１が互換性のため他のアプリケーションに自らのキャッシュを通常明
らかにするウェブブラウザである場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は
、Ｆｎ１のメモリページ又はメモリアドレスの指定された部分が他のアプリケーションに
より読み込まれることを可能にするものであってもよい。しかしながら、Ｆｎ１がプライ
ベートに維持されるべきメタデータ又は他の情報を含む場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエ
ージェント１２２０は、Ｆｎ１自体以外の何れかのプロセスからのリードから、Ｆｎ１の
メモリページ又はメモリアドレスの部分をセキュアにするようにしてもよい。
【０２４６】
　プログラムが疑わしい、悪意ある又はマルウェアを示していると判断されると、Ｏ／Ｓ
下位セキュリティエージェント１２２０は、何れか適切な訂正アクションを行うようにし
てもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は、例えば、バーチャルメモリ
１２０４のメモリページ２又は物理メモリ１２０３のアドレス（Ｊ）に対するライトリク
エストを拒絶し、値が書き込まれたことを示す結果を返すようにしてもよい。当該リクエ
ストを生成するプロセスは、電子デバイス１２０１のリソースにアクセスするための追加
的な試行についてモニタされるか、停止されるか、又は電子デバイス１２０１からクリー
ンされてもよい。他の例では、バーチャルメモリ１２０４のページ８又は物理メモリ１２
０３のアドレス（Ｈ）の試行された実行が、代わりにハニーポット又はクリーンアッププ
ロセスの実行に関するものであってもよい。
【０２４７】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０によりセキュアにされるメモリのコンテ
ンツは、マルウェアにより攻撃されてもよいデータ、コード又は他の何れか有用なシステ
ムリソースを含むものであってもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は
、電子デバイス１２０１上で実行されるプロセスを示す機構をリード、ライト又はフック
などすることを試みるマルウェアに対してメモリのコンテンツをプロテクトし、それのコ
ードをメモリにロードされたアプリケーションの部分に挿入し、又はパーミッションを変
更してバーチャルメモリ１２０４についてマッピングテーブルのフラグにアクセスするよ
うにしてもよい。オペレーティングシステム１２１３のレベルの下位で実行することによ
って、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０は、オペレーティングシステム１２
１３のカーネルモードレベルでマルウェアが実行されることを回避してもよい。Ｏ／Ｓ下
位セキュリティエージェント１２２０は、一部のケースでは、要求元のエンティティの身
元が悪意あるものであると以前に決定されたという知識を必要としなくてもよいため、ゼ
ロデイ検出（ｚｅｒｏ－ｄａｙ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）を実現してもよい。すなわち、当
該エンティティが未知であるという事実が、電子デバイス１２０１のメモリの一部へのア
クセスを拒絶するのに利用されてもよい。オペレーティングシステム１２１３又はオペレ
ーティングシステム１２１３上で実行されるアンチウイルス若しくはアンチマルウェアが
完全に危険にされされる場合、メモリは、オペレーティングシステムのレベルで実行され
るエンティティから完全にロックされてもよい。
【０２４８】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０の１つのアプリケーションは、特定のコ
ンテンツのリード、ライト又は実行が特定のメモリページのパーミッションへに対する変
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更を検出することによって試行される前に、バーチャルメモリ１２０４のコンテンツの試
行されたアクセスを検出するものであってもよい。ＭＭＵ１２１４により使用されるメモ
リテーブルは、メモリ、バーチャルメモリ１２０４のページ自体、及び／又は物理メモリ
１２０３のアドレスにあってもよい。例えば、“リード”から“ライト”へのプロセスの
コードセクションのパーミッションを変更するなど、メモリテーブルの値を変更する試行
は、それ自体Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０によりトラップされてもよい
。バーチャルメモリ１２０４のメモリページ又は物理メモリ１２０３のアドレスは、Ｏ／
Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０によりセキュアにされてもよく、当該位置にパ
ーミッションに対する新たな値を書き込むためのトラップされる試行に応答して、Ｏ／Ｓ
下位セキュリティエージェント１２２０は、当該試行の要求元が当該変更を行うことが許
可されているか判断してもよい。例えば、プロセスのコードセクションのパーミッション
を変更するための当該リクエストが異なるプロセスから発生したものである場合、試行さ
れたパーミッションの変更は拒絶されてもよい。
【０２４９】
　図１４は、電子デバイスの試行されたアクセスのＯ／Ｓ下位トラップを利用してメモリ
をセキュアにする方法１４００の実施例である。ステップ１４０５において、電子デバイ
スのバーチャル又は物理メモリが、メモリのコンテンツの身元又はオーナーを決定するた
めマッピングされてもよい。メモリをマッピングするため、例えば、プロテクションサー
バがアクセスされ、メモリのリード、ライト及び実行が追跡され、及び／又はメモリのコ
ンテンツがスキャンされ、当該コンテンツについてシグネチャが生成されてもよい。
【０２５０】
　ステップ１４１０において、セキュリティルールが、ステップ１４１５において、セキ
ュアにされるべき物理メモリのアドレス又はバーチャルメモリのページを決定するためア
クセスされてもよい。セキュアにされるメモリは、例えば、セキュリティルール、電子デ
バイスのユーザ、マルウェアのつうしなどの電子デバイスにおいて観察される他の動作、
セキュアにされたメモリにアクセスするための以前の試行又はアドミニストレータ設定な
どに依存してもよい。セキュアにされるメモリは、電子デバイスの処理の条件が変更され
てもよいとき、動的に変更されてもよい。セキュリティルールは、プロテクト対象の電子
デバイスのエンティティを指定し、当該エンティティの物理又はバーチャルメモリの位置
が、メモリマップにアクセスすることによって決定されてもよい。
【０２５１】
　ステップ１４２０において、セキュリティルールの要件に従って、メモリの試行された
アクセスをトラップするため、制御構造においてフラグが設定されてもよい。当該フラグ
は、バーチャルメモリのページ及び／又は物理メモリのアドレスについて設定されてもよ
い。フラグは、フラグ付けされるアクセス方法の種類と共に（例えば、リード、ライト又
は実行など）、セキュアにされるメモリの指定を含むものであってもよい。ステップ１４
２５において、指定されたタイプの試行されたアクセスが指定されたアドレス又はページ
に対して行われたものであるか確認するため、セキュアにされたメモリへのアクセスがモ
ニタされてもよい。ステップ１４３０において、メモリにアクセスするための試行がトラ
ップされたか判断されてもよい。トラップされていない場合、ステップ１４３５において
、セキュアにされるメモリのフラグが変更を要するか判断されてもよい。トラップされて
いる場合、本方法１４００はステップ１４１０に戻り、メモリへのアクセスを保護するた
めのフラグを更新するため、セキュリティルールにアクセスしてもよい。変更を要しない
場合、本方法１４００はステップ１４２５に戻り、セキュアにされたメモリの試行された
アクセスをモニタしてもよい。
【０２５２】
　メモリにアクセスするための試行がトラップされた場合、ステップ１４４０において始
めて、トラップされた試行が評価されてもよい。当該トラップを評価するため、メモリマ
ップは、当該リクエストが何れから行われたかを決定し、要求元を特定するため照会され
てもよい。書き込み対象のデータの値が、そのコンテンツについて決定及び評価されても
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よい。リード、ライト又は実行の試行の性質が考慮されてもよい。これらの一例となる考
慮は、試行されたアクセスがマルウェアを示しているか判断するため、ステップ１４４５
においてセキュリティルールに関して利用されてもよい。試行されたアクセスがマルウェ
アを示す場合、ステップ１４５０において、訂正アクションが実行されてもよい。当該訂
正アクションは、共有されたアクセスの拒絶、スプーフされた値のリターン、又はハニー
ポット又は訂正プロセスの開始を含むものであってもよい。試行されたアクセスがマルウ
ェアを示していない場合、ステップ１４５５において、当該リクエストは許可されてもよ
い。本方法１４００は、電子デバイスのメモリをセキュアにし続けるため要求されるよう
に、ステップ１４２５に戻ってもよい。
【０２５３】
　図１５は、電子デバイス１５０４のオペレーティングシステム１５１２のカーネルをプ
ロテクトするシステムの実施例である。システム１５００は、オペレーティングシステム
１５１２のコンポーネント（ファンクション、データ及び／又は他のコンポーネントなど
）とオペレーティングシステムに関連する信頼されたドライバにアクセスするためのマル
ウェアによる試行に対してプロテクトするために電子デバイス１５０４上で動作するよう
構成されるＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント１５１６を有してもよい。さらに、Ｏ／
Ｓ下位セキュリティエージェント１５１６は、１以上のセキュリティルール１５２２を利
用して、何れの試行された処理をトラップするか、及び当該トラップされた処理にどのよ
うに応答するかを決定するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント
１５１６は、トラップされた処理について許可、拒絶又は他の訂正アクションを実行する
よう構成されてもよい。
【０２５４】
　図１５に示されるように、電子デバイス１５０４は、メモリ１５０８に接続されるプロ
セッサ１５０６、１以上のアプリケーション１５１０、１以上のドライバ１５１１、オペ
レーティングシステム１５１２、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１５１６及びセキ
ュリティルール１５２２を有してもよい。電子デバイス１５０４は、図１の電子デバイス
１０３、図２の電子デバイス２０４、図４の電子デバイス４０４、図７の電子デバイス７
０１、図９の電子デバイス９０１、図１２の電子デバイス１２０１及び／又はこれらの何
れかの組み合わせの機能を実現するよう全体的又は部分的に構成されてもよい。プロセッ
サ１５０６は、図２のプロセッサ２０８、図４のプロセッサ４０８、図７のプロセッサ７
０２、図９のプロセッサ９０２、図１２のプロセッサ１２０２、及び／又はこれらの何れ
かの組み合わせの機能を実現するよう全体的又は部分的に構成されてもよい。メモリ１５
０８は、図２のメモリ２０６、図４のメモリ４０６、図７のメモリ７０３、図９のメモリ
９０３、図１２の物理メモリ１２０３若しくは仮想化メモリ、及び／又はこれらの何れか
の組み合わせの機能を実現するよう全体的又は部分的に構成されてもよい。アプリケーシ
ョン１５１０は、図１のアプリケーション１１０、図２のアプリケーション２１０、図４
のアプリケーション４１０、図７のアプリケーション７０９、図９のアプリケーション９
１０、図１２のアプリケーション１２１０及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能
を実現するよう全体的又は部分的に構成されてもよい。ドライバ１５１１は、図１のドラ
イバ１１１、図２のドライバ２１１、図４のドライバ４１１、図７のドライバ７１１、図
９のドライバ９１１、図１２のドライバ１２１１及び／又はこれらの何れかの組み合わせ
の機能を実現するよう全体的又は部分的に構成されてもよい。オペレーティングシステム
１５１２は、図１のオペレーティングシステム１１２、図２のオペレーティングシステム
２１２、図４のオペレーティングシステム４１２、図７のオペレーティングシステム７１
３、図９のオペレーティングシステム９１３、図１２のオペレーティングシステム１２１
３及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能を実現するよう全体的又は部分的に構成
されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１５１６は、図１のＯ／Ｓ下位トラ
ップエージェント１０４、図２のＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７若しくはＳＶ
ＭＭ２１６、図４のファームウェアセキュリティエージェント４４０、４４２、ＰＣファ
ームウェアセキュリティエージェント４４４若しくはＯ／Ｓ下位システムエージェント４
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５０、図５のファームウェアセキュリティエージェント５１６、図７のマイクロコードセ
キュリティエージェント７０８、図９のＯ／Ｓ下位トラップエージェント９２０、図１２
のＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０及び／又はこれらの何れかの組み合わせ
の機能を実現するよう全体的又は部分的に構成されてもよい。
【０２５５】
　図１５に示されるように、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１５１６は、セキュリ
ティルール１５２２を有してもよい。セキュリティルール１５２２は、図１のセキュリテ
ィルール１１４、図２のセキュリティルール２２２、図４のセキュリティルール４３４、
４３６、４３８、図５のセキュリティルール５１８、図７のセキュリティルール７０７、
７２３、図９のセキュリティルール９０８、図１２のセキュリティルール７０７、７２３
及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能を実現するよう全体的又は部分的に構成さ
れてもよい。セキュリティルール１５２２は、何れか適切な方法により設定されてもよい
（例えば、電子デバイス１５０４のユーザにより設定されたポリシー、電子デバイス１５
０４を含む企業のアドミニストレータにより設定されたポリシー、Ｏ／Ｓ下位セキュリテ
ィエージェント１５１６の作成者により設定されたポリシーなど）。一部の実施例では、
Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１５１６は、ネットワーク２４４を介しプロテクシ
ョンサーバ２０２からセキュリティルール１５２２に対する更新又は修正を要求及び／又
は受信してもよい（例えば、マルウェアの定義に対する更新のためなど）。
【０２５６】
　図１５に示されるように、セキュリティルール１５２２は、アクセスマップ１５６２と
ポリシー１５６４とを有してもよい。アクセスマップ１５６２は、１以上の信頼されるア
クセスに関するコンテクスト情報と共に、オペレーティングシステム１５１２及びドライ
バ１５１１の各種コンポーネント（ファンクション、データ及び／又は他のコンポーネン
トなど）の１以上の信頼されたアクセスを設定するログ、リスト、マップ又は他のデータ
構造を有してもよい。図１６は、アクセスマップ１５６２の実施例である。特定の実施例
では、アクセスマップ１５６２は、実質的にマルウェアのないオペレーティングシステム
（図１８のオペレーティングシステム１８１２など）と他の電子デバイス（図１８の電子
デバイス１８００など）上のそれの実質的にマルウェアのない信頼されたドライバ（信頼
されたドライバ１８１１など）との実行をシミュレートすることによって生成されてもよ
い。当該実施例によるアクセスマップ１５６２の作成は、図１８及び１９に関して以下に
おいてより詳細に説明される。図１６に示されるように、アクセスマップ１５６２は、１
以上のファンクションアクセスサブマップ１６０２、１以上のデータアクセスサブマップ
１６０４及び／又は１以上のスタックアクセスマップ１６０６を含むものであってもよい
。
【０２５７】
　ファンクションアクセスサブマップ１６０２は、オペレーティングシステム１５１２又
は信頼されたドライバ１５１１の特定のファンクションについて、他の信頼されたファン
クションによる特定のファンクションへの信頼されたアクセスを定義してもよい。ファン
クションアクセスサブマップ１６０２はまた、一部の実施例では、信頼されたアクセスの
コール元のファンクションが特定のドライバないにあるコードセクション（メモリ位置に
より特定されるように）を含むコンテクスト情報などのファンクションへの信頼されたア
クセスに関連するコンテクスト情報を含むものであってもよい。
【０２５８】
　データアクセスサブマップ１６０４は、オペレーティングシステム１５１２又はドライ
バ１５１１の特定のデータアイテムについて、信頼されたファンクションによる特定デー
タへの信頼されたアクセスを定義してもよい。データアクセスサブマップ１６０４はまた
、一部の実施例では、信頼されたファンクションに関する特定のメモリ位置、信頼された
ファンクションが特定のドライバないにあるコードセクション（メモリ位置により特定さ
れるような）、及び／又は信頼されたアクセスがリード又はライトアクセスであるか否か
を含む、データアイテムへの信頼されたアクセスに関するコンテクスト情報を含むもので
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あってもよい。
【０２５９】
　スタックアクセスサブマップ１６０６は、複数のファンクションの間の許可されたコー
ル関係を記述するファンクションスタックを定義してもよい。スタックアクセスサブマッ
プ１６０６において、スタックの各ファンクションは、ファンクションスタックのそれの
下位に出現するファンクションにアクセスするのに信頼されている。スタックアクセスサ
ブマップ１６０６は、ファンクションアクセスサブマップ１６０２のものと同様のコンテ
クスト情報を有してもよい。スタックアクセスサブマップ１６０６は、例えば、特定のフ
ァンクションＦ２がファンクションＦ３をコールし、ファンクションＦ３がＦ４をコール
し、Ｆ３をコールするＦ４とＦ２をコールするＦ３とが信頼されたファンクションコール
パスでないことを示す。
【０２６０】
　アクセスマップ１５６２において提供される各種ファンクション、データ、コードセク
ション、ドライバ及び他のエンティティの身元は、当該ファンクション、データ、コード
セクション、ドライバ又はエンティティがメモリに格納されているメモリ位置（物理メモ
リアドレス又はバーチャルメモリアドレスなど）により規定されてもよい。図１７は、図
１６の一例となるアクセスマップ１５６２において定義されたファンクション及びデータ
の間の相互関係をさらに示すバーチャルメモリ１７９９の実施例である。図１７に示され
るように、メモリ１７００は、メモリアドレス１７０１、１７０６、１７１０及び１７１
４にそれぞれ配置されるドライバＹ１、Ｙ２、Ｙ３及びＹ４を有する。ドライバＹ１は、
アドレス１７０２のコードセクションＸ１内のアドレス１７０３においてファンクション
Ｆ１を有してもよい。ドライバＹ１はまた、アドレス１７０４のデータセクションＤ１内
にデータポインタ１７０５を有してもよい。ドライバＹ２は、アドレス１７０７のコード
セクションＸ２内のアドレス１７０８においてファンクションＦ２を有してもよい。ドラ
イバＹ３は、アドレス１７１１のコードセクションＸ３内のアドレス１７１２においてフ
ァンクションＦ３を有してもよい。ドライバＹ４は、アドレス１７１５のコードセクショ
ンＸ３内のアドレス１７１６においてファンクションＦ４を有してもよい。ファンクショ
ンＦ２のメモリアドレスＺ２は、メモリ位置１７０９にあってもよい。ファンクションＦ
３のメモリアドレスＺ３は、メモリ位置１７１３にあってもよい。ファンクションＦ４の
メモリアドレスＺ４は、メモリ位置１７１７にあってもよい。図１７の各種矢印は、図１
６のアクセスマップ１５６２において設定されるファンクションとデータとの間の信頼さ
れたアクセスを示す。例えば、ファンクションアクセスサブマップ１６０２の信頼された
アクセスは、アドレス１７０８のファンクションＦ２とアドレス１７０３のファンクショ
ンＦ１との間の信頼された実行コールを示す矢印、アドレス１７１２のファンクションＦ
３とアドレス１７０３のファンクションＦ１との間の信頼された実行コールを示す矢印、
及びアドレス１７１６のファンクションＦ４とアドレス１７０３のファンクションＦ１と
の間の信頼された実行コールを示す矢印によって示される。
【０２６１】
　図１５に戻って、ポリシー１５６４は、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１５１６
によりトラップされるイベント及び／又はトラップされるイベントの処理を規定するため
適用されるポリシーを設定したログ、リスト又は他のデータ構造を有してもよい。特定の
実施例では、ポリシーは、オペレーティングシステム１５１２のコンポーネント又は信頼
されたドライバ１５１１を格納するメモリの部分に対するドライバファンクションによる
試行されたアクセス（リード、ライト、実行、ファンクションコールなど）に応答して、
アクセスマップ１５６２のエントリがドライバファンクションがコンポーネントへのアク
セスを有することを示す場合（一部の実施例では、ドライバファンクションは、アクセス
マップ１５６２に規定されるように、ドライバの特定のコードセクションにあるという通
知を含む）、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１５１６が試行されたアクセスを許可
してもよいことを指示してもよい。同一の又は他の実施例では、ポリシーは、オペレーテ
ィングシステム１５１２のコンポーネント又は信頼されたドライバ１５１１を格納するメ
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モリの部分に対するドライバファンクションにより試行されたアクセス（リード、ライト
、実行、ファンクションコールなど）に応答して、アクセスマップ１５６２へのエントリ
が当該ドライバファンクションが当該コンポーネントへのアクセスを有していることを示
さない場合（一部の実施例では、アクセスマップ１５６２に規定されるように、ドライバ
ファンクションがドライバの特定のコードセクションにあるという通知を含む）、Ｏ／Ｓ
下位セキュリティエージェント１５１６は当該試行されたアクセスを拒絶してもよいこと
を示すものであってもよい。上記及び他の実施例では、ポリシーは、未知のドライバファ
ンクションによりオペレーティングシステム１５１２のコンポーネント又は信頼されたド
ライバ１５１１に対する試行されたアクセスについて、特定の試行されたアクセスが許可
され、他の試行されたアクセスが拒絶され、及び／又は当該アクセスに関する情報は、さ
らなる解析のためのフォレンジックエビデンスとしてプロテクションサーバ２０２に通信
されてもよい。
【０２６２】
　動作について、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１５１６は、本開示に提供される
何れかのトラップ技術に従って、オペレーティングシステム１５１２のコンポーネント及
びドライバ１５１１への試行されたアクセスに対してトラップしてもよい。一部の実施例
では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１５１６は、セキュリティルール１５２２に
従ってイベントに応答してトラップしてもよい。オペレーティングシステム１５１２のコ
ンポーネント及びドライバ１５１１への試行されたアクセスをトラップすることに応答し
て、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１５１６は、試行されたアクセスが信頼されて
いるか判断するため、試行されたアクセスに関するコンテクスト情報とアクセスマップ１
５６２とを比較してもよい。試行されたアクセスが信頼されている場合（例えば、試行さ
れたアクセスがアクセスマップ１５６２の対応するエントリを有する場合など）、Ｏ／Ｓ
下位セキュリティエージェント１５１６は、アクセスを許可してもよい。試行されたアク
セスが信頼されていない場合（例えば、試行されたアクセスがアクセスマップ１５６２に
おいて対応するエントリを有しない場合など）、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１
５１６は、訂正アクションを開始してもよい。訂正アクションは、試行されたアクセスの
拒絶、アクセスを許可若しくは拒絶するか判断するためのポリシー１５６４の照会、及び
／又はさらなる処理のためプロテクションサーバ２０２へのアクセスに関するフォレンジ
ックデータの報告（コンテクスト情報など）を含むものであってもよい。従って、アクセ
スマップ１５６２及びポリシー１５６４に関してＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント１
５１６は、オペレーティングシステム１５１２のコンポーネント及びドライバ１５１１に
対する悪意ある攻撃をプロテクトしてもよい。
【０２６３】
　一部の実施例では、ポリシー１５６４は、信頼されない試行されたアクセスに応答して
Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１５１６により開始された訂正アクションが、試行
されたアクセスが悪意の可能性のないエンティティ又は悪意の可能性のあるエンティティ
によるものであるかに依存してもよいことを示すものであってもよい。悪意の可能性のあ
るエンティティは、信頼されない試行されたアクセス（アクセスマップ１５６２において
対応するエントリを有しないなど）を開始し、マルウェアの存在の可能性を示す動作を示
す（例えば、電子デバイス１５０４のセンシティブリソースにアクセスする試み、オペレ
ーティングシステム１５１２により提供されるファンクションルーティングを利用するこ
となくサブファンクションにアクセスするための試みなど）Ｏ／Ｓ下位セキュリティエー
ジェント１５１６に未知のアプリケーション、ドライバ又は他のエンティティ（例えば、
ホワイトリスト又はブラックリストの何れにも出現しない）であってもよい。悪意の可能
性のないエンティティは、悪意の可能性のあるエンティティであると検出されなかった何
れかのエンティティであってもよい。悪意の可能性のないエンティティの場合、ポリシー
１５６４は、他のものを拒絶しながら、特定の試行されたアクセスを許可してもよい。例
えば、悪意の可能性のないエンティティについて、ネットワークコール及びファイルシス
テムコールが許可される一方、内部のネットワークディスパッチルーチンポインタを修正
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したり、内部のＮＤＩＳ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｄｒｉｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｓｐｅ
ｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ）ポインタを修正したり、又はカーネルコードセクション、データ
セクション又はＳＳＤＴ（Ｓｓｙｓｔｅｍ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄｉｓｐａｔｃｈ　Ｔａｂ
ｌｅ）への書き込みのための試行されたアクセスは拒絶されてもよい。他方、悪意の可能
性のあるエンティティについて、試行されるすべてのアクセスが拒絶されてもよい。
【０２６４】
　他の実施例では、ポリシー１５６４は、未知のエンティティ（ホワイトリスト又はブラ
ックリストに出現しないエンティティなど）が制限付きで一度だけ試行されたアクセスを
実行するよう許可され、その後、当該アクセスに関する情報がプロテクションサーバ２０
２に通信され、さらなる訂正アクションを決定するため評価されてもよい。
【０２６５】
　図１８は、アクセスマップ１５６２を生成するシステム１８００の実施例である。シス
テム１８００は、オペレーティングシステム１８１２及び信頼されるドライバ１８１１の
観察された動作に基づきアクセスマップ１５６２のエントリを生成するため、電子デバイ
ス１８０４上で動作するよう構成されるＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント１８１６を
有してもよい。図１８に示されるように、電子デバイス１８０４は、プロセッサ１８０６
、メモリ１８０８、ドライバ１８１１、オペレーティングシステム１８１２、及びＯ／Ｓ
下位セキュリティエージェント１８１６を有してもよい。電子デバイス１８０４は、図１
の電子デバイス１０３、図２の電子デバイス２０４、図４の電子デバイス４０４、図７の
電子デバイス７０１、図９の電子デバイス９０１、図１２の電子デバイス１２０１及び／
又はこれらの何れかの組み合わせの機能を実現するよう全体的又は部分的に構成されても
よい。
【０２６６】
　プロセッサ１８０６は、例えば、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタ
ル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　
Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）又はプログラム命令及び／若しくはプロセスデ
ータを解釈及び／若しくは実行するよう構成される他の何れかのデジタル若しくはアナロ
グ回路などを有してもよい。いくつの実施例では、プロセッサ１８０６は、メモリ１８０
８に格納されているプログラム命令及び／又はプロセスデータを解釈及び／又は実行して
もよい。メモリ１８０８は、アプリケーションメモリ、システムメモリ又は双方として部
分的又は全体的に構成されてもよい。メモリ１８０８は、１以上のメモリモジュールを保
持及び／又は収容するよう構成される何れかのシステム、デバイス又は装置を有してもよ
く、例えば、メモリ１８０８は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ソリッドステートメモリ又はディスク
ベースメモリを含むものであってもよい。各メモリモジュールは、ある期間においてプロ
グラム命令及び／又はデータを保持するよう構成される何れかのシステム、デバイス又は
装置（コンピュータ可読な非一時的媒体など）を含むものであってもよい。
【０２６７】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１８１６は、図１のＯ／Ｓ下位トラップエージェ
ント１０４、図２のＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７若しくはＳＶＭＭ２１６、
図４のファームウェアセキュリティエージェント４４０、４４２、ＰＣファームウェアセ
キュリティエージェント４４４又はＯ／Ｓ下位システムエージェント４５０、図５のファ
ームウェアセキュリティエージェント５１６、図７のマイクロコードセキュリティエージ
ェント７０８、図９のＯ／Ｓ下位トラップエージェント９２０、図１２のＯ／Ｓ下位セキ
ュリティエージェント、図１５のＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント１５１６及び／又
はこれらの何れかの組み合わせの機能を実現するよう全体的又は部分的に構成されてもよ
い。
【０２６８】
　オペレーティングシステム１８１２は、図１のオペレーティングシステム１１２、図２
のオペレーティングシステム２１２、図４のオペレーティングシステム４１２、図７のオ
ペレーティングシステム７１３、図９のオペレーティングシステム９１３、図１２のオペ
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レーティングシステム１２１３、図１５のオペレーティングシステム１５１２、及び／又
はこれらの何れかの組み合わせの機能を実現するよう全体的又は部分的に構成されてもよ
い。信頼されるドライバ１８１１は、図１のドライバ１１１、図２のドライバ２１１、図
４のドライバ４１１、図７のドライバ７１１、図９のドライバ９１１、図１２のドライバ
１２１１、図１５のドライバ１５１１及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能を実
現するよう全体的又は部分的に構成されてもよい。しかしながら、電子デバイス１８０４
における利用に関して、オペレーティングシステム１８１２はマルウェアがなく、信頼さ
れるドライバ１８１１は、悪意がなく、マルウェアがないと知られるドライバのみを含む
。例えば、オペレーティングシステム１８１２及び信頼されるドライバ１８１１は悪意の
あるエンティティを有しないことを保証するため、電子デバイス１８０４に関して配慮さ
れてもよい。具体例として、オペレーティングシステム１８１２及び信頼されるドライバ
１８１１は、電子デバイス１８０４のエンプティ又は新たにフォーマット化されたコンピ
ュータ可読媒体にインストールされてもよく、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１８
１６以外のエンティティは電子デバイス１８０４上でインストールされないことが配慮さ
れてもよい。
【０２６９】
　動作について、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１８１６は、本開示に提供される
何れかのトラップ技術に従って、オペレーティングシステム１８１２のコンポーネント及
び信頼されるドライバ１８１１への試行されたアクセスに応答してトラップしてもよい。
システム１８１２のコンポーネント及び信頼されるドライバ１８１１へのアクセスをトラ
ップすることに応答して、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１８１６は、当該アクセ
スに関するコンテクスト情報を決定し、当該アクセス及びコンテクスト情報のレコードを
格納してもよい（例えば、ファンクションアクセスサブマップ１６０２、データアクセス
サブマップ１６０４、ファンクションスタックアクセスサブマップ１６０６の一部として
又は他の適切な方法により）。従って、実質的にマルウェアのない電子デバイス１８０４
の実行と、オペレーティングシステム１８１２及びその信頼されたドライバ１８１１の間
の信頼される依存関係とが、アクセスマップ１５６２のエントリを生成するため、Ｏ／Ｓ
下位セキュリティエージェント１８１６により観察されてもよく、各エントリは、オペレ
ーティングシステム１８１２のコンポーネント又は信頼されるドライバ１８１１への信頼
されるアクセスを規定する。アクセスマップ１５６２のエントリは実質的にマルウェアが
ないと知られるエンティティのシミュレートされた実行に基づき生成されるため、アクセ
スマップ１５６２は、追加的なエンティティなしにオペレーティングシステム１８１２及
びその信頼されるドライバ１８１１の標準的な予想される動作の表現を含むものであって
もよい。従って、アクセスマップ１５６２は、オペレーティングシステム１８１２のコン
ポーネント及びそれの信頼されるドライバ１８１１への正当な悪意のないアクセスを有す
るエントリのみを含むものであってもよい。
【０２７０】
　この結果、電子デバイス１８０４のＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント１８１６がア
クセスマップ１５６２を生成すると、アクセスマップ１５６２はＯ／Ｓ下位セキュリティ
エージェント１５１６に利用可能とされてもよく（例えば、ネットワーク２４４を介しア
クセスマップ１５６２にアクセスすることによって、電子デバイス１５０４にアクセスマ
ップをダウンロードすることによって、コンピュータ可読記憶媒体を介し電子デバイス１
５０４に転送することによってなど）、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント１５１６は
、上述されるように、試行されたアクセスの何れが信頼され、又は信頼されていないか判
断し、当該判断に基づきさらなるアクションを実行するため、オペレーティングシステム
１５１２のコンポーネント及び／又はドライバ１５１１への試行されたアクセスをトラッ
プしてもよい。この結果、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、オペレーティングシ
ステム１５１２及び信頼されるドライバ１５１１を悪意あるアクセスからプロテクトして
もよい。
【０２７１】
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　図１９は、電子デバイスのオペレーティングシステムカーネルをプロテクトする方法１
９００の実施例である。本方法１９００では、オペレーティングシステムにインストール
された第１電子デバイス上で実行される第１Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントと、マ
ルウェアが実質的にない関連する信頼されるドライバとが、アクセスマップを作成するの
に利用されてもよい（ステップ１９０５～１９１０などを参照されたい）。さらに、第２
電子デバイス上で実行される第２Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、アクセスマッ
プを参照することにより、第２電子デバイスにインストールされた第２オペレーティング
システムのコンポーネントとそれの関連するドライバとをプロテクトしてもよい（ステッ
プ１９１５～１９３０などを参照されたい）。
【０２７２】
　ステップ１９０５において、オペレーティングシステムがインストールされた第１電子
デバイス上で実行される第１Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントと、実質的にマルウェ
アのない関連する信頼されたドライバとが、オペレーティングシステムのコンポーネント
（ファンクション及びデータなど）及び／又は信頼されるドライバへのアクセスをトラッ
プしてもよい。ステップ１９１０において、第１Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは
、アクセスに関連するコンテクスト情報を含む、アクセスに関する情報をアクセスマップ
に記録してもよい。他のコール元ファンクションによるファンクションへのアクセスに関
して、当該コンテクスト情報は、信頼されるアクセスのコール元ファンクションが特定の
ドライバ以内に配置されるコードセクション（メモリ位置などにより特定される）を含む
ものであってもよい。コール元ファンクションによるデータアイテムへのアクセスに関し
て、当該コンテクスト情報は、信頼されるファンクションに関する特定のメモリレジスタ
、信頼されるファンクションが特定のドライバ内に配置されるコードセクション、及び／
又は信頼されるアクセスがリード又はライトアクセスであるか否かを含むものであっても
よい。
【０２７３】
　ステップ１９１５において、第２電子デバイス上で実行される第２Ｏ／Ｓ下位セキュリ
ティエージェントは、第２電子デバイス上で実行されるオペレーティングのコンポーネン
ト及び／又はドライバへの試行されたアクセスをトラップしてもよい。ステップ１９２０
において、コンポーネントへの試行されたアクセスのトラップに応答して、第２Ｏ／Ｓ下
位セキュリティエージェントは、試行されたアクセスが信頼されるか判断するため、試行
されたアクセスに関するコンテクスト情報とアクセスマップとを比較してもよい。試行さ
れたアクセスは、それがアクセスマップにおいて対応するエントリを有する場合、信頼さ
れてもよい。試行されるアクセスが信頼される場合、本方法１９００はステップ１９２５
に移行してもよい。試行されるアクセスが信頼されない場合、本方法１９００はステップ
１９３０に移行してもよい。
【０２７４】
　ステップ１９２５において、試行されるアクセスが信頼されると判断されたことに応答
して、第２Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、試行されるアクセスを許可してもよ
い。ステップ１９２５の終了後、本方法１９００はステップ１９１５に再び移行してもよ
い。
【０２７５】
　ステップ１９３０において、試行されるアクセスが信頼されないと判断されたことに応
答して、第２Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、訂正アクションを開始してもよい
。訂正アクションは、試行されるアクセスの拒絶、アクセスを許可若しくは拒絶するか判
断するためのポリシーの照会、及び／又はさらなる処理のためプロテクションサーバへの
アクセスに関するフォレンジックデータの報告（例えば、コンテクスト情報など）を含む
ものであってもよい。ステップ１９２５の終了後、本方法１９００はステップ１９１５に
再び移行してもよい。
【０２７６】
　図２０は、マルウェアから電子デバイス２００１をプロテクトするよう構成されるオペ
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レーティングシステムをセキュアに実行するためのオペレーティングシステム実行環境を
提供するシステム２０００の実施例である。図２０からの要素は、図２１及び図２２から
の共通の名前が付されたパーツと同じであってもよい。システム２０００は、オペレーテ
ィングシステム実行環境２００８（ＯＳＥＥ）のセキュアな起動を提供するよう構成され
る起動モジュール２０２０を有してもよい。起動モジュール２０２０は、Ｏ／Ｓ下位セキ
ュリティエージェント２００４、オペレーティングシステム２０１２及びＯ／Ｓ内セキュ
リティエージェント２０１６などのＯＳＥＥ２００８のコンポーネントが起動前にマルウ
ェアにより制約されていないことを保証することによって、ＯＳＥＥ２００８のセキュア
な起動を提供するよう構成されてもよい。起動モジュール２０２０がＯＳＥＥ２００８の
セキュアな起動を良好に提供した後、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２００４及び
Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２０１６などのＯＳＥＥ２００８のコンポーネントは
、起動モジュール２０２０などの電子デバイス２００１のコンポーネントをマルウェアが
件センすることを阻止するため連係してもよい。
【０２７７】
　電子デバイス２００１は、ＯＳＥＥ２００８のセキュアな起動を提供するよう構成され
る起動モジュール２０２０を有してもよい。ＯＳＥＥ２００８は、１以上のオペレーティ
ングシステム２０１２を実行するためのセキュアな環境を提供するため、Ｏ／Ｓ下位セキ
ュリティエージェント２００４及びＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２０１６を有して
もよい。電子デバイス２００１はまた、１以上のオペレーティングシステム２０１２を実
行するためのセキュアな環境を提供するのに役立つため、プロテクションサーバ２０２２
に通信接続されてもよい。プロテクションサーバ２０２２は、バックアップストレージデ
バイス２０２４を有してもよい。電子デバイス２００１は、図１の電子デバイス１０３、
図２の電子デバイス１０４、図４の電子デバイス４０４、図７の電子デバイス７０１、及
び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能を実現するよう全体的又は部分的に構成され
てもよい。電子デバイス２００１は、１以上のプロセッサ２００２、メモリ２００３又は
ストレージデバイス２００６などのリソース２０２６を有してもよい。プロセッサ２００
２は、図２のプロセッサ２０８、図４のプロセッサ４０６、図７のプロセッサ７０２、及
び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能を実現するよう全体的又は部分的に構成され
てもよい。メモリ２００３は、図２のメモリ２０７、図４のメモリ４０８、図７のメモリ
７０３、及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能を実現するよう全体的又は部分的
に構成されてもよい。オペレーティングシステム２０１２は、図１のオペレーティングシ
ステム１１２、図２のオペレーティングシステム２１２、図４のオペレーティングシステ
ム４１２、図７のオペレーティングシステム７１３、及び／又はこれらの何れかの組み合
わせの機能を実現するよう全体的又は部分的に構成されてもよい。Ｏ／Ｓ内セキュリティ
エージェント２０１６の実施例の説明は、図２２からのＯ／Ｓ内セキュリティエージェン
ト２２０６の説明に見つけられてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２００４
の実施例の説明は、図２２からのＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント２２０８の説明に
見つけられてもよい。
【０２７８】
　ストレージデバイス２００６は、図１のリソース１０６、図２のシステムリソース２１
４、図４のストレージ４２６、図５のＩ／Ｏデバイス５０２、及び／又はこれらの何れか
の組み合わせの機能を実現するよう全体的又は部分的に構成されてもよい。ストレージデ
バイス２００６は、データ又は他の情報を格納するのに適した何れかのリソースを有して
もよい。例えば、ストレージデバイス２００６は、限定することなく、ダイレクトアクセ
スストレージデバイス（ハードディスクドライブやフロッピー（登録商標）ディスクなど
）、シーケンシャルアクセスストレージデバイス（テープディスクドライブなど）、コン
パクトディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、ＲＡＭ、及び／又はフラッシュメモリ（フラッ
シュベースソリッドステートドライブなど）を含むものであってもよい。ストレージデバ
イス２００６は、それそれが一定量のデータを格納可能な１以上のセクタに分割されても
よい。例えば、ストレージデバイス２００６は、何れか適切なセクタサイズが利用されて
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もよいが、それぞれが５１２バイトのセクタに分割されてもよい。各種実施例では、スト
レージデバイス２００６は、プロテクションサーバ２０２２などの電子デバイス２００１
から遠隔配置されてもよい。他の実施例では、ストレージデバイス２００６は、電子デバ
イス２００１のローカルリソース２０２６であってもよい。
【０２７９】
　バックアップストレージデバイス２０２４は、データ又は他の情報を格納するのに適し
た何れかのリソースを有してもよい。例えば、バックアップストレージデバイス２０２４
は、ストレージデバイス２００６の機能により実現されてもよく、又は当該機能を実現す
るよう構成されてもよい。バックアップストレージデバイス２０２４は、ストレージデバ
イス２００６などの電子デバイス２００１のローカルストレージデバイスにより実現され
てもよい。他の実施例では、バックアップストレージデバイス２０２４は、プロテクショ
ンサーバ２０２２などのネットワーク上に配置されたリモートストレージデバイスにより
実現されてもよい。バックアップストレージデバイス２０２４がネットワーク上にある場
合、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２００４は、ネットワーク接続を利用して、バ
ックアップストレージデバイス２０２４にアクセスしてもよい。ネットワーク接続は、マ
ルウェアに感染する可能性のあるオペレーティングシステムカーネルのネットワークデバ
イスドライバを利用することを回避するため、オペレーティングシステム２０１２の下位
の優先レベルにおいて実現されてもよい。ネットワーク接続は、電子デバイス２００１の
ネットワークカードに直接アクセスすることによって、バックアップストレージデバイス
２０２４にアクセスするためのＨＴＴＰＳ、ｉＳＣＳＩ、ＮＦＳ又はＣＩＦＳクライアン
トの利用を可能にするＡｃｔｉｖｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（Ａ
ＭＴ）を用いて実現されてもよい。当該実施例では、ネットワーク接続がバックアップス
トレージデバイス２０２４にアクセスすることが要求されるが、バックアップストレージ
デバイス２０２４は、電子デバイス２００１のオペレーティングシステム２０１２上で実
行される何れのマルウェアからも隔離されてもよい。
【０２８０】
　プロテクションサーバ２０２２は、電子デバイス２００１から遠隔は位置され、セキュ
リティルール２０１８を提供するか、又は他の情報を送受信するため、起動モジュール２
０２０、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２００４及びＯ／Ｓ内セキュリティエージ
ェント２００１などの電子デバイス２００１のコンポーネントと通信するよう構成されて
もよい。例えば、プロテクションサーバ２０２２は、リソース２０２６にアクセスするた
めの疑わしい試行に関する情報を受信し、以降の解析のため当該情報を格納してもよい。
プロテクションサーバ２０２２は、図１のプロテクションサーバ１０２、図２のプロテク
ションサーバ２０２及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により実現されるか、
又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。
【０２８１】
　セキュリティルール２０１８は、各イベントについてトラップ及び適切なレスポンスを
要求するイベントを指定するのに適した何れかのルール、ロジック、コマンド、命令、フ
ラグ又は他の機構を有してもよい。セキュリティルール２０１８は、図１のセキュリティ
ルール１１４、図２のセキュリティルール２２０、２２２、図４のセキュリティルール４
２０、４２２、４３４、４３６、４３８、図５のセキュリティルール５１８、図７のセキ
ュリティルール７０７、７２１、７２３及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能に
よって実現されてもよいし、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。
【０２８２】
　起動モジュール２０２０は、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２００４、オペレー
ティングシステム２０１２及びＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２０１６などのＯＳＥ
Ｅ２００８のコンポーネントが起動前にマルウェアにより制約されないことを保証するこ
とによって、ＯＳＥＥ２００８のセキュアな起動を提供するよう構成されてもよい。起動
モジュール２０２０は、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２００４、オペレーティン
グシステム２０１２及びＯ／Ｓ内セキュリティエージェントに関連する１以上のプロテク
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トされたファイルのインテグリティを検証することによって、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエ
ージェント２００４、オペレーティングシステム２０１２及びＯ／Ｓ内セキュリティエー
ジェント２０１６がマルウェアにより制約されるか評価してもよい。起動モジュール２０
２０がプロテクトされたファイルの何れかにマルウェアを検出した場合、起動モジュール
２０２０は、バックアップコピーからプロテクトされるファイルを復元するよう構成され
てもよい。ＯＳＥＥ２００８のコンポーネントがマルウェアにより制約されていないか、
又は起動モジュール２０２０が、マルウェアにより制約されたＯＳＥＥ２００８の何れか
のコンポーネントを良好に復元したことを起動モジュール２０２０が検証した後、起動モ
ジュール２０２０は、ＯＳＥＥ２００８を起動してもよい。ＯＳＥＥ２００８を起動した
後、起動モジュール２０２０は、オペレーティングシステム２０１２などのＯＳＥＥ２０
０８の他のコンポーネントを起動する前に、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２００
４を起動してもよい。
【０２８３】
　起動モジュール２０２０がＯＳＥＥ２００８のセキュアな起動を提供するのに成功した
後、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２００４及びＯ／Ｓ内セキュリティエージェン
ト２０１６などのＯＳＥＥ２００８のコンポーネントは、電子デバイス２００１のリソー
ス２０２６にマルウェアが感染することを阻止するよう連係してもよい。例えば、Ｏ／Ｓ
下位セキュリティエージェント２００４及び／又はＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２
０１６は、セキュリティルール２０１８により指定されるように、ストレージデバイス２
０２６上の各種のプロテクトされたファイルにアクセスするための試行をインターセプト
するよう構成されてもよい。プロテクトされるファイルは、起動モジュール２０２０、Ｏ
／Ｓ下位セキュリティエージェント２００４又はＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２０
１６に関連するファイル又はオペレーティングシステム２０１２のコアファイルを含むも
のであってもよい。マルウェアからこれらのファイルをプロテクトすることは、これらの
コンポーネントにより利用されるセーフガードがマルウェアにより覆されないことを保証
するのに役立つものであってもよい。例えば、オペレーティングシステム２０１２の実行
中に起動モジュール２０２０をマルウェアからプロテクトすることによって、起動モジュ
ール２０２０は、電子デバイス２００１の次のスタートアップにおいてマルウェアがなく
なる。このようにして、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２００４、Ｏ／Ｓ内セキュ
リティエージェント２０１６及びオペレーティングシステム２０１２などのＯＳＥＥ２０
０８のコンポーネントは、電子デバイス２００１がブーとされるとき、起動モジュール２
０２０によりマルウェアについてチェックされ、起動モジュール２０２０は、オペレーテ
ィングシステム２０１２の実行中にＯＳＥＥ２００８のコンポーネントによってマルウェ
アからプロテクトされてもよい。
【０２８４】
　図２１は、セキュアなオペレーティングシステム実行環境を提供するシステムにおける
起動モジュール２１０２の実施例である。図２１からの要素は、図２０及び図２２からの
共通の名前が付けられた対応するパーツと同じであってもよい。起動モジュール２１０２
は、図２０のシステムからの起動モジュール２０２０又は図２２のシステムからの起動モ
ジュール２２２６の機能を実現するため利用されてもよい。起動モジュール２１０２は、
Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２１２８、オペレーティングシステム２１２４及び
Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１２６をセキュアに起動することによって、セキュ
アなオペレーティングシステム実行環境２１２２を提供するよう構成されてもよい。
【０２８５】
　起動モジュール２１０２は、ブートエージェント２１０４、セキュア起動エージェント
２１１０及びリカバリエージェント２１１２を有してもよい。ブートエージェント２１０
４は、電子デバイス２１０１が開始されると、セキュア起動エージェント２１１０が、オ
ペレーティングシステム２１２４及び他の何れかのソフトウェア（マルウェアなど）の前
にブートされることを保証するよう構成されてもよい。セキュア起動エージェント２１１
０は、ＯＳＥＥ２１２２をセキュアに起動するよう構成されてもよい。ＯＳＥＥ２１２２
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は、オペレーティングシステム２１２４をセキュアに実行するための実行環境であっても
よい。セキュア起動エージェント２１１０は、セキュリティエージェント２１１６を利用
して、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２１２８、オペレーティングシステム２１２
４及び／又はＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２１２６がマルウェアにより感染されて
いるか判断することによって、ＯＳＥＥ２１２２のセキュアな起動を提供してもよい。例
えば、セキュア起動エージェント２１１０は、各コンポーネントのディスクイメージの暗
号化ハッシュ値を比較することによって、及び／又はマルウェアを検出するのに適した他
の何れかの方法を利用することによって、マルウェアの既知のパターンについてストレー
ジデバイス２１１４の各コンポーネントのディスクイメージをスキャンすることによって
、マルウェアについてＯＳＥＥ２１２２のコンポーネントをチェックしてもよい。セキュ
ア起動エージェント２１１０がマルウェア感染を検出した場合、リカバリエージェント２
１１２は、マルウェア感染から復元するのに利用されてもよい。マルウェア感染がセキュ
ア起動エージェント２１１０により検出された場合、又はリカバリの成功がリカバリエー
ジェント２１１２により実現された場合、セキュア起動エージェント２１１０は、Ｏ／Ｓ
下位セキュリティエージェント２１２８、オペレーティングシステム２１２４及び／又は
Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１２６を起動するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下
位セキュリティエージェント２１２８は、図２２のＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント
２２０８の機能によって実現されてもよいし、又は当該機能を実現するよう構成されても
よい。Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１２６は、図２２のＯ／Ｓ内セキュリティエ
ージェント２２０６の機能により実現されてもよいし、又は当該機能を実現するよう構成
されてもよい。オペレーティングシステム２１２４は、図２０のオペレーティングシステ
ム２０１２の機能により実現されてもよいし、又は当該機能を実現するよう構成されても
よい。ストレージデバイス２１１４は、図２０のストレージデバイス２００６の機能によ
り実現されてもよいし、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。セキュリティル
ール２１１６は、図２０のセキュリティルール２０１８の機能により実現されてもよいし
、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。
【０２８６】
　ブートエージェント２１０４は、マスタブートレコード（ＭＢＲ）マネージャ２１０６
とブートストラップローダ２１０８とを有してもよく、電子デバイス２１０１が開始され
ると、セキュア起動エージェント２１１０は、オペレーティングシステム２１２４及びマ
ルウェアなどの他の何れかのソフトウェアの前にブートされることを保証するよう構成さ
れてもよい。ＭＢＲマネージャ２１０６は、ストレージデバイス２１１４上の既存のＭＢ
Ｒ２１３０をブートストラップローダ２１０８により置換するよう構成されてもよい。Ｍ
ＢＲ２１３０は、ストレージデバイスの第１セクタ（すなわち、セクタ０）に配置されて
もよく、電子デバイス２１０１が開始されるとき、オペレーティングシステム２１４又は
他のソフトウェアをブートするためのものであってもよい。ＭＢＲ２１３０をブートスト
ラップローダ２１０８により置換することによって、ブートストラップローダ２１０８は
、新たなＭＢＲ２１３０になってもよい。元のＭＢＲ２１３０は実行されず、元のＭＢＲ
２１３０に関するオペレーティングシステム２１２４又は他のソフトウェアはブーとされ
ない。その代わりに、電子デバイス２１０１が開始されると、ブートストラップローダ２
１０８は、それが新たなＭＢＲ２１３０になったため、実行されることになる。ブートス
トラップローダ２１０８は、ＯＳＥＥ２１２２を起動するためのセキュア起動エージェン
ト２１１０をブートするよう構成されてもよい。このようにして、セキュア起動エージェ
ント２１１０は、オペレーティングシステム２１２４及び／又は他の何れかのソフトウェ
アの前にブートされ、セキュア起動エージェント２１１０がＯ／Ｓ下位セキュリティエー
ジェント２１２８、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２１２６及び／又はオペレーティ
ングシステム２１２４をロードする前にセキュア起動エージェント２１１０がマルウェア
についてチェックすることを可能にする。
【０２８７】
　セキュア起動エージェント２１１０は、ＯＳＥＥ２１２２を起動するよう構成されても



(86) JP 6370747 B2 2018.8.8

10

20

30

40

50

よい。ＯＳＥＥ２１２２は、オペレーティングシステム２１２４をセキュアに実行するた
めの実行環境として構成されてもよく、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２１２８、
オペレーティングシステム２１４及び／又はＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２１２６
を有してもよい。セキュア起動エージェント２１１０は、ディスクＩ／Ｏ機能、ネットワ
ークＩ／Ｏ機能及びベーシックコンソールＩ／Ｏ機能を提供可能なスリム埋め込みオペレ
ーティングシステムにより実現されてもよい。他の実施例では、セキュア起動エージェン
ト２１１０は、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２１２８により実現されてもよい。
セキュア起動エージェント２１１０は、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２１２８、
オペレーティングシステム２１４及び／又はＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２１２６
がマルウェアに感染したか検出するよう構成されてもよい。マルウェア感染を検出するた
め、セキュア起動エージェント２１１０は、暗号化ハッシュアルゴリズムを利用して、Ｏ
／Ｓ下位セキュリティエージェント２１２８、オペレーティングシステム２１２４及び／
又はＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２１２６に関連する各種のプロテクトされたファ
イル２１２０のインテグリティを検証してもよい。プロテクトされたファイルは、例えば
、ＭＢＲ２１３０、オペレーティングシステム２１２４のコアファイル、及びＯ／Ｓ下位
セキュリティエージェント２１２８及び／又はＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２１２
６の実行可能イメージなどを含むものであってもよい。プロテクトされたファイル２１２
０のインテグリティを検証するため、セキュア起動エージェント２１１０は、ハッシュア
ルゴリズムを利用して、プロテクトされたファイル２１２０のハッシュ値を計算してもよ
い。計算されたハッシュ値は、その後、プロテクトされたファイル２１２０について以前
に生成されたハッシュ値と比較されてもよい。ハッシュ値が異なる場合、プロテクトされ
たファイル２１２０は、おそらくマルウェアにより修正又は変更されている。各種実施例
では、セキュリティエージェント２１１０は、ディスクマッピングビットマップ（ＤＭＢ
）２１１８を利用して、プロテクトされたファイル２１２０のインテグリティを検証して
もよい。ディスクマッピングビットマップ２１１８は、ストレージデバイス２１１４上の
プロテクトされた各ファイル２１２０の位置を指定し、プロテクトされた各ファイル２１
２０について以前に生成されたハッシュ値を提供してもよい。ディスクマッピングビット
マップ２１１８の実施例の説明は、図２３からのディスクマッピングビットマップ２３０
１の説明に見つけられてもよい。セキュア起動エージェント２１１０は、ストレージデバ
イス２１１４上のプロテクトされたファイル２１２０の位置を特定し、プロテクトされた
ファイル２１２０のハッシュ値を計算し、当該計算されたハッシュ値とディスクマッピン
グビットマップ２１１８により提供される以前に生成されたハッシュ値と比較するため、
ディスクマッピングビットマップ２１１８を照会してもよい。プロテクトされたファイル
２１２０のハッシュ値が一致しない場合、プロテクトされたファイル２１２０は、おそら
くマルウェアにより変更又は修正された。セキュア起動エージェント２１１０は、マルウ
ェア感染の可能性から復元するため、リカバリエージェント２１１２を起動してもよい。
マルウェア感染の可能性が検出されない場合、又は感染の可能性のあるすべてのファイル
がリカバリエージェント２１１２により復元に成功した場合、セキュア起動エージェント
２１１０は、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２１２８、オペレーティングシステム
２１２４及びＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２１２６をロードするよう進捗してもよ
い。セキュア起動エージェント２１１０は、ＯＳＥＥ２１２２を起動した後に終了するよ
う構成されてもよい。
【０２８８】
　リカバリエージェント２１１２は、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２１２８、オ
ペレーティングシステム２１２４及び／又はＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２１２６
に関連する１以上のプロテクトされたファイル２１２０のマルウェア感染から復元するよ
う構成されてもよい。マルウェア感染から復元させるため、リカバリエージェント２１１
２は、バックアップストレージデバイスからバックアップファイルを抽出し、感染したプ
ロテクトされたファイル２１２０を対応するバックアップファイルに置換するよう構成さ
れてもよい。バックアップファイルは、例えば、電子デバイス２１１４上など電子デバイ
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ス２１０１上にローカルに格納されてもよい。バックアップファイルはまた、電子デバイ
ス２１０１から遠隔的な位置に格納されてもよい。例えば、バックアップファイルは、図
２０からのプロテクションサーバ２０２２のバックアップストレージデバイス２０２４上
など、ネットワーク上に格納されてもよい。バックアップファイルのメタデータが維持さ
れ、バックアップファイルが作成された日時と改訂番号とを含むものであってもよい。プ
ロテクトされたファイル２１２０の復元のためバックアップファイルを利用する前に、リ
カバリエージェント２１１２は、バックアップファイルがマルウェアにより感染されてい
ないことを保証するため、バックアップファイルのインテグリティを検証するよう構成さ
れてもよい。リカバリエージェント２１１２は、セキュア起動エージェント２１１０がプ
ロテクトされたファイル２１２０のインテグリティを検証するの同様にして、バックアッ
プファイルのインテグリティを検証してもよい。例えば、リカバリエージェント２１１２
は、バックアップファイルのハッシュ値を計算し、計算されたハッシュ値とディスクマッ
ピングビットマップ２１１８からのバックアップファイルの対応するハッシュ値と比較し
てもよい。ハッシュ値の比較が、マルウェアによりバックアップファイルが感染している
かもしれないことを示す場合、バックアップファイルは利用されないか、及び／又は古い
バックアップファイルが利用されてもよい。リカバリエージェント２１１２は、セキュア
起動エージェント２１１０がＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント２１２８、オペレーテ
ィングシステム２１２４及びＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２１２６を起動すること
に進むことを可能にするため、復元の成功をセキュア起動エージェント２１１０に通知す
るよう構成されてもよい。
【０２８９】
　図２２は、オペレーティングシステムをセキュアに実行するためのオペレーティングシ
ステム実行環境（ＯＳＥＥ）２２０２の実施例である。図２２からの要素は、図２０及び
図２１からの共通の名前が付された対応するパーツと同じであってもよい。ＯＳＥＥ２２
０２は、例えば、図２０からのＯＳＥＥ２００８又は図２１からのＯＳＥＥ２１２２の機
能などを実現するのに利用されてもよい。ＯＳＥＥ２２０２は、オペレーティングシステ
ム２２０４をセキュアに実行するための実行環境として構成されてもよく、オペレーティ
ングシステム２２０４、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２２０８、Ｏ／Ｓ内セキュ
リティエージェント２２０６及び／又はディスクセキュリティエージェント２２１４を含
むものであってもよい。ＯＳＥＥ２２０２は、起動モジュール２２２６によりセキュアに
起動されてもよい。その後、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２２０８、Ｏ／Ｓ内セ
キュリティエージェント２２０６及びディスクセキュリティエージェント２２１４などの
ＯＳＥＥ２２０２のコンポーネントは、電子デバイス２２０１のコンポーネントをマルウ
ェアが抑制することを阻止するよう連係してもよい。例えば、ＯＳＥＥ２２０２のコンポ
ーネントは、起動モジュール２２２６をマルウェアからプロテクトするよう連係してもよ
い。このようにして起動モジュール２２２６をプロテクトすることは、電子デバイス２２
０１の次の初期化において、起動モジュール２２２６により利用されるセーフガードがマ
ルウェアに感染したオペレーティングシステム２２０４、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージ
ェント２２０８及び／又はＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２２０６の起動を可能にす
るため覆されない。
【０２９０】
　ＯＳＥＥ２２０２は、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２２０８、オペレーティン
グシステム２２０４、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２２０６及び／又はディスクセ
キュリティエージェント２２１４を有してもよい。ＯＳＥＥ２２０２は、起動モジュール
２２２６によりセキュアに起動されてもよい。起動モジュール２２２６がＯＳＥＥ２２０
２のセキュアな起動の提供に成功した後、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２２０８
、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２２０６及びディスクセキュリティエージェント２
２１４などのＯＳＥＥ２２０２のコンポーネントは、起動モジュール２２２６などの電子
デバイス２２０１のコンポーネントをマルウェアが抑制することを阻止するよう連係して
もよい。
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【０２９１】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２２０８は、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント２
２１０とトリガイベントハンドラ２２１２とを有してもよい。Ｏ／Ｓ下位トラップエージ
ェント２２１０は、図１のＯ／Ｓ下位トラップエージェント１０４、図２のＳＶＭＭ２１
６、図４のファームウェアセキュリティエージェント４４０、４４２若しくはＰＣファー
ムウェアセキュリティエージェント４４４、図５のファームウェアセキュリティエージェ
ント５１６、図７のマイクロコードセキュリティエージェント７０８及び／又はこれらの
何れかの組み合わせの機能により実現されてもよいし、又は当該機能を実現するよう構成
されてもよい。トリガイベントハンドラ２０１０は、図１のトリガイベントハンドラ１０
８、図２のＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７、図４のＯ／Ｓ下位エージェント４
５０、図７のＯ／Ｓ下位エージェント７１２及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機
能により実現されてもよいし、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。各種実施
例では、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント２２１０の機能の一部は、トリガイベントハン
ドラ２２１２により実行されてもよく、あるいは、トリガイベントハンドラ２２１２の機
能の一部は、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント２２１０により実行されてもよい。一実施
例では、トリガイベントハンドラ２２１２は、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２２
０８と同じ優先レベルで動作してもよい。他の実施例では、トリガイベントハンドラ２２
１２は、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２２０６の一部として実現されてもよく、オ
ペレーティングシステム２２０４の優先レベルで又は上位で動作してもよい。さらなる他
の実施例では、トリガイベントハンドラ２２１２は、２以上のトリガイベントハンドラに
より実現されてもよく、少なくとも１つのトリガイベントハンドラは、Ｏ／Ｓ下位セキュ
リティエージェント２２０８と同じ優先レベルで動作し、少なくとも１つのトリガイベン
トハンドラは、オペレーティングシステム２２０４の優先レベルで又は上位で動作する。
【０２９２】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２２０８は、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント２
２１０を利用して、ストレージデバイス２２１８などの電子デバイス２２０１のリソース
にアクセスするためのリクエストをインターセプトするよう構成されてもよい。ストレー
ジデバイス２２１８にアクセスするためのリクエストをインターセプトすると、Ｏ／Ｓ下
位トラップエージェント２２１０は、トラップされたアクセスの試みに関連するトリガイ
ベントを作成するよう構成され、イベントに関して実行するのに適切なアクションを決定
するため、トリガイベントをトリガイベントハンドラ２２１２に送信するよう構成されて
もよい。トリガイベントは、リクエスト、要求元のエンティティ及び要求されたアクセス
のタイプに関連するストレージデバイス２２１８のエリア（セクタ及び／又はファイルな
ど）などの情報を有してもよい。要求元のエンティティは、オペレーティングシステム２
２０４、ドライバ２２２８又はアプリケーション２２３０など、当該リクエストを開始す
るためのエンティティである。要求されたアクセスのタイプは、ストレージデバイス２２
１８からのコードをリード、ライト又は実行するリクエストを含むものであってもよい。
【０２９３】
　トリガイベントハンドラ２２１２は、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント２２１０からト
リガイベントを受信及び処理するよう構成されてもよい。トリガイベントは、Ｏ／Ｓ下位
トラップエージェント２２１０によりトラップされたストレージデバイス２２１８にアク
セスするためのリクエストに関する情報を含むものであってもよい。トリガイベントハン
ドラ２２１２は、トリガイベントに関連するコンテクスト情報と共に１以上のセキュリテ
ィルール２２１６を利用し、ストレージデバイス２２１８のプロテクトされたエリアにア
クセスする試行を特定し、適切なレスポンスを決定するよう構成されてもよい。プロテク
トされたセクタ及び／又はファイルなどのプロテクトされたエリアにアクセスするための
試行を特定した後、トリガイベントハンドラ２２１２は、プロテクトされたエリアにアク
セスするための試行が許可されているか判断するため、セキュリティルール２２１６を照
会するよう構成されてもよい。トリガイベントハンドラ２２１２はさらに、適切なアクシ
ョンの決定をＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント２２０８に提供するよう構成されても
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よい。例えば、トリガイベントハンドラ２２１２は、トリガイベントが許可又は拒絶され
るべきか、あるいは、他の訂正アクションが実行されるべきかＯ／Ｓ下位セキュリティエ
ージェント２２０８に通知してもよい。
【０２９４】
　Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２２０６は、図１のＯ／Ｓ内セキュリティエージェ
ント２１８、図４のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント４１８、図７のＯ／Ｓ内セキュリ
ティエージェント７１９、及び／又はこれらの何れか適切な組み合わせの機能によって全
体的又は部分的に実現されるか、当該機能を実現するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ内セ
キュリティエージェント２２０６は、オペレーティングシステム２２０４の優先レベルに
おいて又は上位で実行されてもよく、マルウェアから電子デバイス２２０１をプロテクト
するため、１以上のセキュリティルール２２１６を照会するよう構成されてもよい。例え
ば、セキュリティルール２２１６は、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２２０６がスト
レージデバイス２２１８上の特定のプロテクトされたファイル２２２２にアクセスするた
めの試行をインターセプトすることを要求してもよい。セキュリティルール２２１６はさ
らに、プロテクトされたファイル２２２２にアクセスするための特定の試行が許可されて
いるか指定してもよい。しかしながら、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２２０６は、
オペレーティングシステム２２０４の優先レベルにおいて又は上位で実行されるため、Ｏ
／Ｓ内セキュリティエージェント２２０６自体は、オペレーティングシステム上で実行さ
れるマルウェアにより感染される可能性があり、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２２
０６のセーフガードが回避される可能性がある。この可能性を阻止することに資するため
、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２２０８は、マルウェアからＯ／Ｓ内セキュリテ
ィエージェント２２０６をプロテクトするよう構成されてもよい。
【０２９５】
　ディスクセキュリティエージェント２２１４は、ＤＭＢ生成手段２２３２とディスクプ
ロテクト手段２２３４とを有し、ＯＳＥＥ２２０２のコンポーネントや起動モジュール２
２２６などの電子デバイス２２０１のコンポーネントをマルウェアからプロテクトするの
に利用されてもよい。ディスクセキュリティエージェント２２１４は、何れか適切な方法
により実現されてもよい。一実施例では、ディスクセキュリティエージェント２２１４は
、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２２０８の一部として実現されてもよく、及び／
又はＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント２２０８と同じ優先レベルで実行されてもよい
。他の実施例では、ディスクセキュリティエージェント２２１４は、Ｏ／Ｓ内セキュリテ
ィエージェント２２０６として実現されてもよく、及び／又はオペレーティングシステム
２２０４の優先レベルにおいて又は上位で実行されてもよい。さらなる他の実施例では、
ディスクセキュリティエージェント２２１４は、少なくとも１つのディスクセキュリティ
エージェントがＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント２２０８と同じ優先レベルで動作し
、少なくとも１つのディスクセキュリティエージェントがオペレーティングシステム２２
０４の優先レベルにおいて又は上位で動作する２以上のディスクセキュリティエージェン
トにより実現されてもよい。
【０２９６】
　ディスクプロテクト手段２２３４は、起動モジュール２２２６及びＯＳＥＥ２２０２の
コンポーネントを、当該コンポーネントに関連する各種のプロテクトされたファイル２２
２２にアクセスするための未認証の試行をインターセプトすることによって、マルウェア
からプロテクトするよう構成されてもよい。プロテクトされたファイル２２２２は、コア
オペレーティングシステムファイル（オペレーティングシステムカーネルファイルなど）
、コアセキュリティエージェントファイル（Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２２０
８及びＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２２０６の実行可能イメージなど）、及び／又
はこれらのファイルのバックアップコピーを含むものであってもよい。ディスクプロテク
ト手段２２３４は、プロテクトされたファイル２２２２が格納されるストレージデバイス
２２１８のセクタにアクセスするための未認証の試行をインターセプトすることによって
、プロテクトされたファイル２２２２への未認証のアクセスを阻止してもよい。いくつか
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の実施例では、ディスクプロテクト手段２２３４は、ディスクマッピングビットマップ２
２２０を利用して、プロテクトされたファイル２２２２と共に、プロテクトされたファイ
ル２２２２が格納されるストレージデバイス２２１８上のセクタを特定してもよい。ディ
スクマッピングビットマップ２２２０の実施例の説明は、図２３からのディスクマッピン
グビットマップ２３０１の説明に見つけられてもよい。ディスクマッピングビットマップ
２２２０は、例えば、プロテクトされた各ファイルが格納されるストレージデバイスのセ
クタなどを含む各種のプロテクトされたファイルに関連する情報を含むものであってもよ
い。ディスクプロテクト手段２２３４は、プロテクトされたファイル２２２２が格納され
るストレージデバイス２２１８のセクタを特定するため、ディスクマッピングビットマッ
プ２２２０を照会してもよい。ディスクプロテクト手段２２３４は、その後、プロテクト
されたファイル２２２２に関連するセクタにアクセスするための試行をインターセプトし
、試行が許可されているか判断するため、セキュリティルール２２１６を照会してもよい
。例えば、セキュリティルール２２１６は、コアオペレーティングシステムファイルに書
き込むためのリクエストが、オペレーティングシステム２２０４からのものでない場合に
は拒絶されることを指示するものであってもよい。
【０２９７】
　いくつかの実施例では、ディスクプロテクト手段２２３４の機能は、Ｏ／Ｓ下位セキュ
リティエージェント２２０８のコンポーネントにより実現されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキ
ュリティエージェント２２０８のコンポーネントとしてディスクプロテクト手段２２３４
を実現することによって、ディスクプロテクト手段２２３４は、オペレーティングシステ
ムの下位のレベルで実行され、オペレーティングシステム２２０４を感染させるマルウェ
アの多くを回避するようにしてもよい。ディスクプロテクト手段２２３４の機能は、例え
ば、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント２２１０及びトリガイベントハンドラ２２１２など
により実現されてもよい。Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント２２１０は、プロテクション
を要求するストレージデバイス２２１８のセクタを特定するため、ディスクマッピングビ
ットマップ２２２０を照会するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント
はさらに、ストレージデバイス２２１８の特定されたセクタにアクセスするための試行を
トラップするよう構成されてもよく、セキュリティルール２２１６を利用して、試行が許
可されているか判断してもよい。このようにして、ディスクマッピングビットマップ２２
２０により特定されるプロテクトされたファイル２２２２は、未認証のアクセスからプロ
テクトされてもよい。
【０２９８】
　他の実施例では、ディスクプロテクト手段２２３４の機能は、Ｏ／Ｓ内セキュリティエ
ージェント２２０６のコンポーネントとして実現されてもよい。例えば、Ｏ／Ｓ内セキュ
リティエージェント２２０６は、ディスクプロテクト手段１１３の機能を実現するための
ディスクフィルタドライバを有してもよい。フィルタドライバは、オペレーティングシス
テム２２０４の特定のデバイスの既存のドライバスタックに挿入され、以前から存在する
ディスクドライバの機能を補完してもよい。ディスクフィルタドライバは、プロテクトシ
ョンを要求するストレージデバイス２２１８のセクタを特定するため、ディスクマッピン
グビットマップ２２２０を照会することによって、ディスクプロテクト手段１１３３の機
能を実現してもよい。ディスクフィルタドライバは、その後、ストレージデバイス２２１
８のプロテクトされるセクタにアクセスするための試行をインターセプトし、セキュリテ
ィルール２２１６を利用して、試行が許可されているか判断してもよい。このようにして
、ディスクマッピングビットマップ２２２０により特定されるプロテクトされたファイル
２２２２は、未許可のアクセスからプロテクトされてもよい。しかしながら、ディスクフ
ィルタドライバがオペレーティングシステム２２０４の優先レベルにおいて又は上位で実
行されるため、ディスクフィルタドライバ自体は、オペレーティングシステム２２０４上
で実行されるマルウェアにより感染され、ディスクフィルタドライバのセーフガードが回
避される可能性がある。従って、いくつかの実施例では、ディスクプロテクト手段２２３
４の機能は、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２２０８とＯ／Ｓ内セキュリティエー
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ジェント２２０６の双方により実現されてもよい。例えば、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージ
ェント２２０６は、上述されるようなディスクフィルタドライバを利用して、ストレージ
デバイス２２１８にアクセスするための未許可の試行をインターセプトするよう構成され
てもよく、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２２０８は、未許可の試行がメモリ又は
ストレージデバイス２２１８のディスクフィルタドライバイメージを修正することを阻止
するよう実現されてもよく、これにより、オペレーティングシステム２２０４と同じ優先
レベルで実行されるマルウェアによってディスクフィルタドライバが覆されることをプロ
テクトする。
【０２９９】
　ディスクプロテクト手段２２３４はさらに、電子デバイス２２０１のシャットダウン前
にＭＢＲのインテグリティを検証するよう構成されてもよい。例えば、電子デバイス２２
０１のシャットダウンが開始されると、ディスクプロテクト手段２２３４は、ＭＢＲ２２
２４のハッシュ値を計算するよう構成されてもよい。その後、ディスクプロテクト手段２
２３４は、ＭＢＲ２２２４について以前に生成されたハッシュ値を取得するため、ディス
クマッピングビットマップ２２２０を照会し、計算されたハッシュ値と以前に生成された
ハッシュ値とを比較してもよい。これらのハッシュ値が異なる場合、ＭＢＲ２２２４は、
おそらくマルウェアにより変更されており、ディスクプロテクト手段２２３４は、ＭＢＲ
２２２４をバックアップコピーと置換するよう構成されてもよい。このようにして、電子
デバイス２２０１の次のスタートアップにおいて、マルウェア感染したＭＢＲ２２２４は
ブートされない。
【０３００】
　ＤＭＢ生成手段２２３２は、ディスクマッピングビットマップ２２２０を生成及び更新
するよう構成されてもよい。例えば、ＤＭＢ生成手段２２３２は、プロテクトされた各フ
ァイルが格納されるストレージデバイス２２１８上のセクタを決定するよう構成され、さ
らにプロテクトされた各ファイル２２２２についてハッシュ値を生成するよう構成されて
もよい。ＤＭＢ生成手段２２３２は、プロテクトされた各ファイル２２２２の対応するセ
クタとハッシュ値とをディスクマッピングビットマップ２２２０に格納してもよい。ＤＭ
Ｂ生成手段２２２０は、何れか適切な方法により実現されてもよい。例えば、ＤＭＢ生成
手段２２２０の機能は、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２２０８又はＯ／Ｓ内セキ
ュリティエージェント２２０６の一部として実現されてもよく、あるいは、ＤＭＢ生成手
段２２２０の機能は、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２２０８とＯ／Ｓ内セキュリ
ティエージェント２２０６の双方により実現されてもよい。
【０３０１】
　一実施例では、ＤＭＢ生成手段２２３２は、プロテクトされたファイル２２２２にアク
セスするためのリクエストをインターセプトすることによって、ディスクマッピングビッ
トマップ２２２０を生成してもよい。例えば、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２２０
６は、プロテクトされたファイル２２２２にアクセスするためのリクエストをインターセ
プトするよう構成されるファイルシステムフィルタドライバを有してもよい。ファイルシ
ステムフィルタドライバは、ファイルシステム又は他のファイルシステムフィルタドライ
バを対象としたリクエストをインターセプトする。それが意図したターゲットに到達する
前にリクエストをインターセプトすることによって、フィルタドライバは、リクエストの
元のターゲットにより提供される機能を拡張又は置換できる。Ｏ／Ｓ内セキュリティエー
ジェント２２０６からのファイルシステムフィルタドライバは、プロテクトされたファイ
ル２２２２に対するファイルＩ／Ｏリクエストをインターセプトしてもよい。フィルタド
ライバは、その後、プロテクトされたファイル２２２２のコンテンツがが格納されるスト
レージデバイス２２１８上のセクタを取得するため、ファイルシステムにクエリしてもよ
い。その後、フィルタドライバは、ファイルシステムのマスタフォーマットテーブル（Ｍ
ＦＴ）にアクセスし、プロテクトされたファイル２２２２のディスクセクタレイアウトを
決定してもよい。ディスクマッピングビットマップ２２２０は、プロテクトされたファイ
ル２２２２が格納される特定されたセクタを指定するよう更新されてもよい。プロテクト
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されたファイル２２２２についてハッシュ値が生成されていない場合、ハッシュ値が生成
され、ディスクマッピングビットマップ２２２０が、新たなハッシュ値を含むよう更新さ
れてもよい。新たなハッシュ値がまた生成され、プロテクトされたファイル２２２２が更
新されている場合、ディスクマッピングビットマップ２２２０に格納されてもよい。例え
ば、ファイルシステムフィルタドライバがプロテクトされたファイル２２２２に書き込む
ためのリクエストをインターセプトした場合、プロテクトされたファイル２２２２の修正
されたコンテンツを利用して、新たなハッシュ値が生成される必要があってもよい。
【０３０２】
　図２３は、セキュアオペレーティングシステム実行環境を提供するシステム又は方法で
利用されるディスクマッピングビットマップ２３０１の実施例である。ディスクマッピン
グビットマップ２３０１は、例えば、図２１のディスクマッピングビットマップ２１１８
、図２２のディスクマッピングビットマップ２２２０又は図２６のディスクマッピングビ
ットマップ２６２８の機能を実現するためなどに利用されてもよい。ディスクマッピング
ビットマップ２３０１は、ファイルであってもよく、プロテクトされた各種ファイル２３
０２に関連する情報を含むものであってもよい。例えば、ディスクマッピングビットマッ
プ２３０１は、プロテクトされた各ファイル２３０２が格納されるストレージデバイスの
セクタ２３０４を特定し、プロテクトされた各ファイル２３０２のハッシュ値２３０６を
有してもよい。ディスクマッピングビットマップ２３０１は、各種のプロテクトされたフ
ァイル２３０２のインテグリティを検証するのに利用されてもよい。例えば、図２１のセ
キュア起動エージェント２１１０及び／又はリカバリエージェント２１１２は、ディスク
マッピングビットマップ２３０１からの情報を利用して、プロテクトされたファイル２３
０２のインテグリティを検証してもよい。ディスクマッピングビットマップは、例えば、
図２２からのＤＭＢ生成手段２２３２などによって生成されてもよい。
【０３０３】
　ディスクマッピングビットマップ２３０１は、ストレージデバイス上の指定されたセク
タに格納されてもよい。指定されたセクタは、オペレーティングシステムのファイルシス
テムを実現するのに利用されるストレージデバイスの同一部分にあってもよい。指定され
たセクタは、セクタがオペレーティングシステムにより利用されることを阻止するため、
占有されているとしてマーク付けされてもよい。ストレージデバイスはまた、オペレーテ
ィングシステムと異なるパーティションの指定されたセクタにディスクマッピングビット
マップ２３０１が格納されることを可能にするため、パーティションされてもよい。ディ
スクマッピングビットマップ２３０１はまた、ネットワーク上にあるリモートストレージ
デバイスに格納されてもよい。例えば、ディスクマッピングビットマップ２３０１は、図
２０からのプロテクションサーバ２０２２や図２６からのプロテクションサーバ２６０２
などのプロテクションサーバに格納されてもよい。
【０３０４】
　ディスクマッピングビットマップ２３０１は、プロテクトされた各ファイル２３０２、
当該プロテクトされたファイル２３０２が格納されるストレージデバイスのセクタ２３０
４、及びプロテクトされたファイル２３０２のハッシュ値を特定してもよい。ディスクマ
ッピングビットマップ２３０１により特定されるプロテクトされたファイル２３０２は、
コアセキュリティエージェントファイル２３０２、コアオペレーティングシステムファイ
ル２３１０及びバックアップファイル２３１２を有してもよい。コアセキュリティエージ
ェントファイル２３０８は、ＭＢＲ、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント及びＯ／Ｓ内
セキュリティエージェントの実行可能ファイルを含むものであってもよい。コアオペレー
ティングシステムファイル２３１０は、オペレーティングシステムカーネルファイルと他
のオペレーティングシステムファイルとを含むものであってもよい。例えば、オペレーテ
ィングシステムがＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）の変形である場合、
コアオペレーティングシステムファイル２３１０は、ｎｔｏｓｋｒｎｌ．ｅｘｅ、ｈａｌ
．ｓｙｓ、ｗｉｎ３２ｋ．ｓｙｓ、ｎｔｆｓ．ｓｙｓ、ｄｉｓｋ．ｓｙｓ及び／又はｔｃ
ｐｉｐ．ｓｙｓを含むものであってもよい。コアオペレーティングシステムファイル２３
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１０は、特定のオペレーティングシステムに応じて変更されてもよい。バックアップファ
イル２３１２は、各コアセキュリティエージェントファイル２３０８と各コアオペレーテ
ィングシステムファイル２３１０のバックアップコピーを有してもよい。各種実施例にお
いて、バックアップファイル２３１２は、コアセキュリティエージェントファイル２３０
８とコアオペレーティングシステムファイル２３１０と同じストレージデバイスに格納さ
れなくてもよい。当該実施例では、ディスクマッピングビットマップ２３０１はまた、バ
ックアップファイル２３１２が格納される特定のストレージデバイスを特定してもよい。
あるいは、別のディスクマッピングビットマップ２３０１が、セクタ２３０４やハッシュ
値２３０６などのバックアップファイル２３１２に関する情報を格納するため利用されて
もよい。
【０３０５】
　プロテクトされた各ファイル２３０２について、ディスクマッピングビットマップ２３
０１は、暗号化ハッシュアルゴリズムを利用して生成されたハッシュ値２３０６を格納し
てもよい。ハッシュアルゴリズムは、入力としてデータブロックを受信し、ビット文字列
又はハッシュ値を出力として生成するアルゴリズムを有してもよい。異なるデータセット
に対するハッシュ値は、通常は異なるものになる。プロテクトされた各ファイル２３０２
のハッシュ値２３０６は、ハッシュアルゴリズムへの入力としてプロテクトされた各ファ
イル２３０２のコンテンツを利用して生成される。例えば、Ｓｅｃｕｒｅ　Ｈａｓｈ　Ａ
ｌｇｏｒｉｔｈｍ　２（ＳＨＡ－２）又はＭｅｓｓａｇｅ－Ｄｉｇｅｓｔ　Ａｌｇｏｒｉ
ｔｈｍ　５（ＭＤ５）などを含む何れか適切な暗号化ハッシュアルゴリズムが利用されて
もよい。
【０３０６】
　ディスクマッピングビットマップ２３０１は、例えば、図２１のセキュア起動エージェ
ント２１１０及び／又はリカバリエージェント２１１２、図２２のＯ／Ｓ下位セキュリテ
ィエージェント２２０８、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２２０６及び／又はディス
クセキュリティエージェント２２１４、図２６のＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント２
６１６及び／又はＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２６１８などによって、プロテクト
されたファイル２３０１のマルウェア感染の可能性を検出するのに利用されてもよい。プ
ロテクトされたファイル２３０２のマルウェア感染の可能性を検出するため、ハッシュア
ルゴリズムが、プロテクトされたファイル２３０２のインテグリティを検証するため利用
されてもよい。ディスクマッピングビットマップ２３０４は、プロテクトされたファイル
２３０２が格納されるストレージデバイス上のセクタ２３０４を特定するため照会されて
もよく、その後、プロテクトされたファイルのコンテンツは、ストレージデバイスの適切
なセクタ２３０４から抽出されてもよい。ＳＨＡ－２又はＭＤ５などの選択されたハッシ
ュアルゴリズムは、その後、プロテクトされたファイル２３０２のコンテンツを利用して
ハッシュ値を生成するのに利用されてもよく、生成されたハッシュ値は、ディスクマッピ
ングビットマップ２３０１からの対応するハッシュ値２３０６と比較されてもよい。これ
らのハッシュ値が異なる場合、プロテクトされたファイル２３０２は、おそらくマルウェ
アにより修正又は変更されている。
【０３０７】
　ディスクマッピングビットマップ２３０１は、何れか適切な方法により生成されてもよ
い。一実施例では、ディスクマッピングビットマップ２３０１は、プロテクトされたファ
イル２３０２にアクセスするためのリクエストをインターセプトし、プロテクトされたフ
ァイル２３０２に関する情報を取得し、プロテクトされたファイルに関する情報によって
ディスクマッピングビットマップ２３０１を更新することによって生成されてもよい。い
くつかの実施例では、リクエストは図２６からのＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント２
６１６などのオペレーティングシステムより下位の優先度のリングにおいて実行されるソ
フトウェアによりインターセプトされてもよい。他の実施例では、リクエストは、図２６
からのＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２６１８などのオペレーティングシステムと同
じ優先度リングで実行されるソフトウェアによりインターセプトされてもよい。例えば、
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図２６からのＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２６１８は、ファイルシステムフィルタ
ドライバを有してもよい。ファイルシステムフィルタドライバは、プロテクトされたファ
イル２３０２に対するファイルＩ／Ｏリクエストをインターセプトしてもよい。ファイル
ドライバは、その後、プロテクトされたファイル２３０２のコンテンツが格納されるスト
レージデバイス上のセクタ２３０４を取得するため、ファイルシステムをクエリしてもよ
い。ファイルドライバは、その後、プロテクトされたファイル２３０２のディスクセクタ
レイアウトを決定するため、ファイルシステムのマスタファイルテーブル（ＭＦＴ）にア
クセスしてもよい。ディスクマッピングビットマップ２３０１は、プロテクトされたファ
イル２３０２が格納される特定されたセクタ２３０４を指定するため更新されてもよい。
ファイルシステムフィルタドライバがプロテクトされたファイル２３０２に書き込むため
のリクエストをインターセプトする場合、プロテクトされたファイル２３０２の更新され
たコンテンツを利用して、新たなハッシュ値が生成されてもよく、ディスクマッピングビ
ットマップ２３０１は、新たなハッシュ値を格納するため更新されてもよい。
【０３０８】
　図２４は、セキュアオペレーティングシステム実行環境を起動する方法の実施例である
。ステップ２４１０において、ストレージデバイスの既存のＭＢＲが、セキュア起動環境
をブートするよう構成される他のＭＢＲと置換されてもよい。ＭＢＲは、ストレージデバ
イスの第１セクタ（すなわち、セクタ０）に配置され、電子デバイスのスタートアップ時
に実行されてもよい。このようにして、電子デバイスが開始されると、元のＭＢＲは実行
されず、元のＭＢＲに関するオペレーティングシステム又は他のソフトウェアはロードさ
れなくてもよい。代わりに、他のＭＢＲが実行され、セキュア起動環境をロードしてもよ
い。ステップ２４２０において、電子デバイスが開始され、ステップ２４１０からの他の
ＭＢＲが実行されてもよい。他のＭＢＲはセキュア起動環境のロードに進む。
【０３０９】
　ステップ２４３０において、セキュリティルールが取得されてもよい。セキュリティル
ールは、ストレージデバイスにローカルに格納されてもよいし、あるいは、プロテクショ
ンサーバなどにリモートに格納されてもよい。当該セキュリティルールは、ステップ２４
４０～２４８０において判定を行うのに利用されてもよい。ステップ２４４０において、
各種のプロテクトされたファイルのバックアップコピーが作成されたか判断されてもよい
。バックアップを要求するプロテクトされたファイルは、セキュリティルールにおいて指
定されてもよい。バックアップファイルは、例えば、代替的なＭＢＲ、セキュア起動環境
に関するファイル、１以上のセキュリティエージェントに関するファイル及びコアオペレ
ーティングシステムファイルなどを含むものであってもよい。バックアップコピーが作成
されていない場合、ステップ２４５０において、バックアップコピーが作成される。バッ
クアップコピーは、ストレージデバイスにローカルに格納されるか、又はプロテクション
サーバなどにリモートに格納されてもよい。
【０３１０】
　ステップ２４６０において、セキュリティエージェント又はオペレーティングシステム
がマルウェアにより感染されているか判断されてもよい。セキュリティエージェントは、
Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント及び／又はＯ／Ｓ内セキュリティエージェントを有
してもよい。一実施例では、セキュリティエージェント及びオペレーティングシステムは
、セキュリティエージェント及びオペレーティングシステムに関連する各種のプロテクト
されたファイルのインテグリティを検証することによって、マルウェアについてチェック
されてもよい。ハッシュアルゴリズムが、プロテクトされたファイルのインテグリティを
検証するのに利用されてもよい。例えば、ハッシュ値は、プロテクトされたファイルのコ
ンテンツを利用して各プロテクトファイルについて計算されてもよく、計算されたハッシ
ュ値は、プロテクトされたファイルについて以前に生成されたハッシュ値と比較されても
よい。プロテクトされたファイルのハッシュ値が異なる場合、プロテクトされたファイル
は、おそらくマルウェアにより修正されている可能性がある。いくつかの実施例では、デ
ィスクマッピングビットマップは、プロテクトされた各ファイルがストレージデバイス上
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で格納されるセクタを特定し、プロテクトされた各ファイルについて以前に生成されたハ
ッシュ値を有してもよい。当該実施例では、ディスクマッピングビットマップは、プロテ
クトされたファイルのコンテンツが格納されるセクタを決定するため照会されてもよく、
プロテクトされたファイルのコンテンツを利用して、ハッシュ値が計算されてもよい。デ
ィスクマッピングビットマップはまた、以前に生成されたハッシュ値が計算されたハッシ
ュ値と比較されるように、プロテクトされたファイルについて以前に生成されたハッシュ
値を抽出するよう照会されてもよい。プロテクトされたファイルのハッシュ値が異なる場
合、マルウェア感染が仮定され、ステップ２４７０において、プロテクトされたファイル
はマルウェア感染の可能性から復元されてもよい。プロテクトされたハッシュ値が一致す
る場合、プロテクトされたファイルは変更されていないもしれず、マルウェアにより感染
していないかもしれない。この場合、本方法はステップ２４８０に移行し、セキュリティ
エージェントとオペレーティングシステムとがロードされてもよい。
【０３１１】
　ステップ２４７０において、マルウェア感染の可能性について復元が行われてもよい。
当該復元は、感染している可能性のあるプロテクトされた各ファイルのバックアップコピ
ーを抽出し、感染の可能性のあるプロテクトされたファイルを対応するバックアップファ
イルと置換することによって行われてもよい。バックアップコピーは、ローカルストレー
ジデバイスに配置されてもよく、又はプロテクションサーバなどのリモートに配置されて
もよい。バックアップコピーを利用して感染の可能性のあるプロテクトされたファイルを
置換する前に、バックアップファイルのインテグリティがまた、バックアップファイルが
マルウェアにより感染していないことを保証するため検証されてもよい。
【０３１２】
　プロテクトされたファイルが対応するバックアップコピーを用いて復元された後、ステ
ップ２４８０において、セキュリティエージェントとオペレーティングシステムとがロー
ドされてもよい。セキュリティエージェントは、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント及
び／又はＯ／Ｓ内セキュリティエージェントを含むものであってもよい。Ｏ／Ｓ下位セキ
ュリティエージェントは、オペレーティングシステムの下位の優先度レベルで実行され、
Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェントは、オペレーティングシステムにおける又は上位の優
先度レベルで実行されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント及びＯ／Ｓ内セキ
ュリティエージェントは、マルウェアから電子デバイスをプロテクトするよう連係しても
よい。例えば、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント及び／又はＯ／Ｓ内セキュリティエ
ージェントは、未認証のアクセスからストレージデバイスなどの電子デバイスのリソース
をプロテクトしてもよい。いくつかの実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント
、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント及び／又はオペレーティングシステムのセキュアな
起動を提供する電子デバイスのコンポーネントに対して、プロテクションが提供されても
よい。例えば、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント及び／又はＯ／Ｓ内セキュリティエ
ージェントは、ステップ２４１０～２４７０を実行するこれらのコンポーネントをプロテ
クトしてもよい。このようにして、電子デバイスが次に開始されると、ステップ２４２０
においてロードされるセキュア起動環境がマルウェアにより制約されないかもしれない。
【０３１３】
　図２４からの方法のステップは、連続的、定期的、要求に応答して、又はマルウェア及
び／又は他の疑わしい動作の検出を含むものであってもよいイベントのトリガに応答して
、ストレージデバイスをプロテクトするため、必要に応じて繰り返されてもよい。
【０３１４】
　図２５は、オペレーティングシステムをセキュアに実行するためのオペレーティングシ
ステム実行環境を提供する方法２５００の実施例である。ステップ２５０５において、Ｏ
／Ｓ下位セキュリティエージェント、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント及びプロテクシ
ョンサーバの身元及びセキュリティが認証されてもよい。当該認証は、各コンポーネント
のメモリのイメージを特定及び検証すること、暗号化ハッシュを利用すること、及び／又
は秘密鍵を利用することを含む、何れか適切な方法を利用して実行されてもよい。ステッ
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プ２５０５が終了すると、他のステップの処理は保留されてもよい。ステップ２５１０に
おいて、セキュリティルールが取得されてもよい。セキュリティルールは、Ｏ／Ｓ下位セ
キュリティエージェント及び／又はＯ／Ｓ内セキュリティエージェントによってストレー
ジデバイス上にローカルに格納されるか、あるいは、プロテクションサーバなどにリモー
トに格納されてもよい。当該セキュリティルールは、ステップ２５１５～１４７５におけ
る判定を行うのに利用されてもよい。
【０３１５】
　ステップ２５１５において、プロテクトされたファイルにアクセスするための試行がイ
ンターセプトされてもよい。インターセプトされた試行は、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージ
ェントなどによって、オペレーティングシステムレベルにおいて又は上位で行われてもよ
く、あるいは、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントなどによりオペレーティングシステ
ムの下位のレベルで行われてもよい。プロテクトされたファイルは、ＭＢＲ、１以上のセ
キュリティエージェントに関するファイル、１以上のセキュリティエージェントを起動す
るのに利用されるファイル（図２１からのロードモジュール２１０２など）、及びコアオ
ペレーティングシステムファイルを含むものであってもよい。プロテクトされたファイル
は、セキュリティルールにより指定されてもよい。ステップ２５２０において、プロテク
トされたファイルのエントリがディスクマッピングビットマップに追加される必要がある
か判断されてもよい。ディスクマッピングビットマップは、ファイル又は他のデータ構造
として実現されてもよく、プロテクトされた各ファイルが配置されるストレージデバイス
上のセクタやプロテクトされた各ファイルに関連するハッシュ値などのプロテクトされた
ファイルに関する情報を格納してもよい。ディスクマッピングビットマップが、ステップ
２５１５においてアクセスされているプロテクトされたファイルについて当該情報を有し
ない場合、プロテクトされたファイルのエントリがディスクマッピングビットマップに追
加されてもよい。例えば、ディスクマッピングビットマップは、プロテクトされたファイ
ルが格納されるセクタを指定しなくてもよく、あるいは、プロテクトされたファイルのハ
ッシュ値を指定しなくてもよい。当該情報がディスクマッピングビットマップから欠落し
ている場合、ステップ２５２５において、ディスクマッピングビットマップは、当該情報
を含むよう更新されてもよい。ディスクマッピングビットマップを更新するため、プロテ
クトされたファイルのコンテンツを格納するセクタが特定され、プロテクトされたファイ
ルのコンテンツを利用して、ハッシュ値が生成されてもよい。プロテクトされたファイル
が格納されるストレージデバイス上のセクタの決定は、ファイルシステムをクエリし、プ
ロテクトされたファイルのセクタレイアウトを決定するためマスタフォーマットテーブル
（ＭＦＴ）にアクセスすることに関するものであってもよい。プロテクトされたファイル
のコンテンツが、その後、ストレージデバイスの適切なセクタから抽出され、暗号化ハッ
シュアルゴリズムへの入力としてプロテクトされたファイルのコンテンツを利用して、ハ
ッシュ値が計算されてもよい。プロテクトされたファイルの対応するセクタ及び計算され
たハッシュ値が、その後、ディスクマッピングビットマップに格納されてもよい。
【０３１６】
　ステップ２５３０において、プロテクトされたファイルへのアクセスが許可されている
か判断されてもよい。当該判定は、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェントなどによりオペレ
ーティングシステムのレベルにおいて又は上位で行われ、あるいは、Ｏ／Ｓ下位セキュリ
ティエージェントなどによりオペレーティングシステムの下位のレベルで行われてもよい
。プロテクトされたファイルにアクセスするための試行されたリクエストに関するコンテ
クスト情報は、要求元のエンティティがプロテクトされたファイルにアクセスするのに許
可されているか決定するためのセキュリティルールに関して解析されてもよい。例えば、
セキュリティルールは、オペレーティングシステム、特定のアプリケーション及び／又は
特定のデバイスドライバがプロテクトされたファイルにアクセスすることが許可されてい
るか否か指定してもよい。セキュリティルールはまた、プロテクトされたファイルにアク
セスすることが許可されている要求元のエンティティについて、リード、ライト又は実行
などのアクセスパーミッションを指定してもよい。プロテクトされたファイルへのアクセ
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スが許可されていない場合、ステップ２５５５において、アクセスは拒絶されてもよい。
プロテクトされたファイルへのアクセスが許可されている場合、ステップ２５３５におい
て、プロテクトされたファイルは更新されているか判断されてもよい。プロテクトされた
ファイルが更新されている場合、ステップ２５４０において、ディスクマッピングビット
マップがまた更新されてもよい。例えば、プロテクトされたファイルに対する更新が、フ
ァイルを格納するのに利用されるストレージデバイス上のセクタを変更させる場合、ディ
スクマッピングビットマップは、プロテクトされたファイルを格納するのに利用される適
切なセクタを特定するため更新されてもよい。さらに、プロテクトされたファイルに対す
る新たなハッシュ値がディスクマッピングビットマップにおいて生成及び格納されてもよ
い。ステップ２５４５において、プロテクトされたファイルのバックアップコピーがまた
、プロテクトされたファイルに対する直近の更新を反映するよう更新されてもよい。
【０３１７】
　プロテクトされたファイルへのアクセスが認証されている場合、ステップ２５５０にお
いて、プロテクトされたファイルへのアクセスは許可されてもよい。プロテクトされたフ
ァイルへのアクセスが認証されていない場合、ステップ２５５５において、アクセスは拒
絶され、ステップ２５６０において、アクセス試行に関する疑わしい情報が、プロテクシ
ョンサーバに報告されてもよい。
【０３１８】
　ステップ２５６５において、電子デバイスのシャットダウンが検出されたか判断されて
もよい。シャットダウンが検出されない場合、本方法はステップ２５１において再開され
、プロテクトされたファイルにアクセスするための試行をインターセプトし続けてもよい
。シャットダウンが検出された場合、ＭＢＲのインテグリティがステップ２５７０におう
て検証され、電子デバイスの次のスタートアップ時には、マルウェア感染したＭＢＲはブ
ートされないことを保証してもよい。ＭＢＲのインテグリティは、ＭＢＲのコンテンツを
利用してハッシュ値を計算し、計算されたハッシュ値とディスクマッピングビットマップ
からの以前に生成されたハッシュ値とを比較することによって検証されてもよい。これら
のハッシュが異なる場合、ＭＢＲは変更されている可能性があり、バックアップコピーと
置換されてもよい。ＭＢＲのインテグリティが検証された後、ステップ２５７５において
、電子デバイスがシャットダウンされてもよい。
【０３１９】
　図２５からの方法のステップは、連続的、定期的、要求に応答して、又はイベントのト
リガに応答してストレージデバイスをプロテクトするため、必要に応じて繰り返されても
よい。
【０３２０】
　図２６は、未認証のアクセスからストレージデバイス２６０６をプロテクトするシステ
ム９００の実施例である。システム９００は、トリガイベントハンドラ２６０８に通信接
続されるＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１６を有してもよい。Ｏ／Ｓ下位セキ
ュリティエージェント２６１６は、電子デバイス２６０１のストレージデバイス２６０６
にアクセスするための試行をトラップするよう構成されるＯ／Ｓ下位トラップエージェン
ト２６０４を有してもよい。Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント２６０４は、トラップされ
たアクセスリクエストに関するトリガイベントを作成し、トリガイベントをトリガイベン
トハンドラ２６０８に送信するよう構成されてもよい。トリガイベントハンドラ２６０８
は、トリガイベントをどのように処理するか判断するため、１以上のセキュリティルール
２６１４又はプロテクションサーバ２６０２を照会するよう構成されてもよい。トリガイ
ベントハンドラ２６０８はまた、ストレージデバイス２６０６を覆すためのマルウェア又
は悪意ある試行の表示であるとトリガイベントの傾向を評価するよう構成されてもよい。
さらに、トリガイベントハンドラ２６０８は、トリガイベントが許可又は拒絶されるべき
かの判定をＯ／Ｓ下位トラップエージェント２６０４に提供するよう構成されてもよく、
あるいは、他の訂正アクションを生成するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリテ
ィエージェント２６１６は、オペレーティングシステム２６１２上で実行されるＯ／Ｓ内
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セキュリティエージェント２６１８に通信接続されてもよい。システム９００は、バック
アップストレージデバイス２６２０を利用して、ストレージデバイス２６０６上でデータ
を復元するよう構成されてもよい。
【０３２１】
　電子デバイス２６０１は、図１の電子デバイス１０３、図２の電子デバイス１０４、図
４の電子デバイス４０４、図７の電子デバイス７０１及び／又はこれらの何れかの組み合
わせの機能によって全体的若しくは部分的に実現されてもよく、又は当該機能を実現する
よう構成されてもよい。電子デバイス２６０１は、メモリ１６０３に接続される１以上の
プロセッサ２６０２を有してもよい。プロセッサ２６０２は、図２のプロセッサ２０８、
図４のプロセッサ４０６、図７のプロセッサ７０２及び／又はこれらの何れかの組み合わ
せの機能によって全体的若しくは部分的に実現されてもよく、又は当該機能を実現するよ
う構成されてもよい。メモリ２６０３は、図２のメモリ２０７、図４のメモリ４０８、図
７のメモリ７０３及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能によって全体的若しくは
部分的に実現されてもよく、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。電子デバイ
ス２６０１は、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２６１８を含むオペレーティングシス
テム２６１２を有してもよい。オペレーティングシステム２６１２は、図１のオペレーテ
ィングシステム１１２、図２のオペレーティングシステム２１２、図４のオペレーティン
グシステム４１２、図７のオペレーティングシステム７１３及び／又はこれらの何れかの
組み合わせの機能によって全体的若しくは部分的に実現されてもよく、又は当該機能を実
現するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２６１８は、図１のＯ
／Ｓ内セキュリティエージェント２１８、図４のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント４１
８、図７のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント７１９及び／又はこれらの何れかの組み合
わせの機能によって全体的若しくは部分的に実現されてもよく、又は当該機能を実現する
よう構成されてもよい。
【０３２２】
　ストレージデバイス２６０６は、図１のリソース１０６、図２のシステムリソース２１
４、図４のストレージ４２６又は図５のＩ／Ｏデバイス５０２の機能によって実現される
か、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。ストレージデバイス２６０６は、デ
ータ又は他の情報を格納するのに適した何れかのリソースを有してもよい。例えば、スト
レージデバイス２６０６は、限定することなく、ダイレクトアクセスストレージデバイス
（ハードディスクドライバ又はフロッピー（登録商標）ディスクなど）、シーケンシャル
アクセスストレージデバイス（テープディスクドライブなど）、コンパクトディスク、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、ＲＡＭディスク、及び／又はフラッシュメモリ（フラッシュベース
ソリッドステートドライブなど）を含むものであってもよい。ストレージデバイス２６０
６は、マスストレージデバイスを有してもよい。ストレージデバイス２６０６は、限定す
ることなく、ＰＣＩ、シリアルＡＴＡ、ＵＳＢ又はＦｉｒｅｗｉｒｅを含みうるシステム
バスとの接続タイプ又はインタフェース方法に関係なく、電子デバイス２６０１に接続さ
れるストレージデバイスを有してもよい。ストレージデバイス２６０６は、パーシスタン
トブロックデバイスを有してもよい。ストレージデバイス２６０６は、それぞれが固定量
のデータを格納可能な１以上のセクタ９２４に分割されてもよい。例えば、ストレージデ
バイス２６０６は、何れか適切なセクタサイズが利用されてもよいが、それぞれが５１２
バイトのセクタに分割されてもよい。ストレージデバイス２６０６上のセクタ９２４は、
スタティック又はダイナミックであってもよい。スタティックセクタの位置は固定され、
ダイナミックセクタは固定されない。例えば、マスタブートレコード２６２６（ＭＢＲ）
はスタティックであり、ストレージデバイス２６０６の第１セクタであるセクタ０に配置
される。プロテクションを要求するダイナミックセクタは、マスタファイルテーブル（す
なわち、ファイルシステムに格納されるすべてのファイルに関するメタデータを含むファ
イル）、オペレーティングシステムカーネルファイル、デバイスドライバ、及びＯ／Ｓ下
位セキュリティエージェント２６１６若しくはＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２６１
８などのアンチマルウェアアプリケーションを格納するセクタを含む。ダイナミックセク
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タは固定されていないため、ダイナミックセクタに格納されるファイルは、ファイルシス
テム上の概念的な存在から、ファイルからのデータがあるストレージデバイス２６０６の
物理セクタにマッピングされる必要がある。
【０３２３】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１６は、図１のＯ／Ｓ下位トラップエージェ
ント１０４、図２のＳＶＭＭ２１６、図４のファームウェアセキュリティエージェント４
４０、４４２若しくはＰＣファームウェアセキュリティエージェント４４４、図５のファ
ームウェアセキュリティエージェント５１６、又は図７のマイクロコードセキュリティエ
ージェント７０８の機能によって実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成されて
もよい。図４のファームウェアセキュリティエージェント４４０若しくは４４２又は図５
のファームウェアセキュリティエージェント５１６の機能によりＯ／Ｓ下位セキュリティ
エージェント２６１６を実現する実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６
１６は、ストレージデバイス２６０６のファームウェアにより実現されてもよい。トリガ
イベントハンドラ２６０８は、図１のトリガイベントハンドラ１０８、図２のＳＶＭＭセ
キュリティエージェント２１７、図４のＯ／Ｓ下位エージェント４５０、又は図７のＯ／
Ｓ下位エージェント７１２の機能により実現されてもよいし、又は当該機能を実現するよ
う構成されてもよい。図４のファームウェアセキュリティエージェント４４０若しくは４
４２又は図５のファームウェアセキュリティエージェント５１６の機能によりトリガイベ
ントハンドラ２６０８を実現する実施例では、トリガイベントハンドラ２６０８は、スト
レージデバイス２６０６のファームウェアにより実現されてもよい。各種実施例では、Ｏ
／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１６の機能の一部は、トリガイベントハンドラ２
６０８により実行されてもよく、あるいは、トリガイベントハンドラ２６０８の機能の一
部は、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１６により実行されてもよい。さらに、
Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１６及びトリガイベントハンドラ２６０８は、
同一のソフトウェアモジュールにより実現されてもよい。
【０３２４】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１６は、電子デバイス２６０１のオペレーテ
ィングシステム２６１２より下位の機能レベルにより実現されてもよい。例えば、Ｏ／Ｓ
下位セキュリティエージェント２６１６は、オペレーティングシステム２６１２、ドライ
バ２６１１又はアプリケーション２６１０によりストレージデバイス２６０６の試行され
たアクセスをインターセプトしてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１６
は、オペレーティングシステムを利用することなく電子デバイス２６０１のプロセッサ上
で実行されてもよい。一実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１６は、
ベアメタル環境又は実行レベルで実行されてもよい。さらに、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエ
ージェント２６１６は、電子デバイス２６０１のすべてのオペレーティングシステム２６
１２よりも、電子デバイス２６０１のプロセッサにより規定されるように上位の優先度リ
ングで実行されてもよい。例えば、より小さな数字がより高い優先度を表すプロテクショ
ンリングを使用する階層的プロテクションドメインモデルに関して、オペレーティングシ
ステム２６１２は“Ｒｉｎｇ０”で動作し、下位Ｏ／Ｓセキュリティエージェント２６１
６は“Ｒｉｎｇ－１”で動作してもよい。ドライバ２６１１及びアプリケーション２６１
０は、“Ｒｉｎｇ０”又は“Ｒｉｎｇ３”で動作してもよい。電子デバイス２６０１のオ
ペレーティングシステムは、Ｒｉｎｇ０で実行されてもよい。
【０３２５】
　“Ｒｉｎｇ－１”で実行されることによって、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２
６１６は、オペレーティングシステム２６１２などのオペレーティングシステムを完成居
させるマルウェアの多くを回避してもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１
６は、Ｒｉｎｇ０又はそれより上位で実行されるエンティティにトランスペアレントに実
行されてもよい。従って、ストレージデバイス２６０６にアクセスする試行は、Ｏ／Ｓ下
位セキュリティエージェント２６１６が存在するかにかからわず、同じ方法によりオペレ
ーティングシステム２６１２又は他のエンティティによりリクエストされてもよい。スト
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レージデバイス２６０６にアクセスするリクエストを実行する際、Ｏ／Ｓ下位セキュリテ
ィエージェント２６１６は、当該リクエストを許可若しくは拒絶、ストレージデバイス２
６０６上のデータを破壊、ストレージデバイス２６０６のメディアサーファスを破壊、ス
トレージデバイス上のデータを暗号化又は他の訂正アクションを実行してもよい。リクエ
ストを拒絶するため、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１６は、単に当該リクエ
ストがストレージデバイス２６０６又はプロセッサ２６０２に到達することを阻止しても
よく、又はオペレーティングシステム２６１２に当該アクションが行われたと確信させる
ため、当該リクエストに対してスプーフされた又はダミーリプライを提供してもよい。リ
クエストを許可するため、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１６は、単に当該リ
クエストをストレージデバイス２６０６又はプロセッサ２６０２にわたしてもよい。デー
タを破壊するため、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１６は、ストレージデバイ
ス２６０６上にデータを上書き又は削除するよう構成されてもよい。ストレージデバイス
２６０６のメディアサーファスを破壊するため、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２
６１６は、ストレージデバイス２６０６をデータのリード又はライトを実行不可にするた
めのアクションを実行してもよい。ストレージデバイス２６０６上のデータを暗号化する
ため、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１６は、何れか適切な暗号化アルゴリズ
ムを利用して、ストレージデバイス２６０６上のデータを暗号化し、暗号化されたデータ
によってストレージデバイス２６０６上の未暗号データを置換してもよい。
【０３２６】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１６は、ストレージデバイス２６０６にアク
セスするリクエストをトラップするよう構成されるＯ／Ｓ下位トラップエージェント２６
０４を有してもよい。ストレージデバイス２６０６にアクセスするためのリクエストは、
オペレーティングシステム２６１２、ドライバ２６１１又はアプリケーション２６１０に
より開始されてもよい。Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント２６０４は、リクエストを開始
する要求元のエンティティを特定するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位トラップエージ
ェント２６０４はさらに、トラップされたアクセス試行に関するトリガイベントを作成し
、当該イベントに関して実行すべき適切なアクションを決定するため、トリガイベントを
トリガイベントハンドラ２６０８に送信するよう構成されてもよい。トリガイベントは、
リクエスト、要求元エンティティ及びリクエストされたアクセスのタイプに関するストレ
ージデバイス２６０６のエリア（セクタ及び／又はファイルなど）などの情報を有しても
よい。リクエストに関するストレージデバイス２６０６のエリアは、ストレージデバイス
２６０６の１以上のセクタであってもよいし、又はストレージデバイス２６０６に格納さ
れているファイルであってもよい。要求元エンティティは、オペレーティングシステム２
６１２、ドライバ２６１１又はアプリケーション２６１０であってもよい。例えば、アプ
リケーション２６１０又はドライバ２６１１がストレージデバイス２６０６へのアクセス
を要求する場合、トリガイベントは、アクセスを要求しているアプリケーション２６１０
又はドライバ２６１１を示すものであってもよい。リクエストが特定のアプリケーション
２６１０又はドライバ２６１１でなくオペレーティングシステム２６１２からのものであ
る場合、トリガイベントは、当該リクエストがオペレーティングシステム２６１２からの
ものであることを示してもよい。リクエストされたアクセスのタイプは、ストレージデバ
イス２６０６からのリード、ストレージデバイス２６０６へのライト又はストレージデバ
イス２６０６上のコードの実行のためのリクエストを含むものであってもよい。
【０３２７】
　一実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６０４は、システムに対する攻
撃、マルウェア感染又は他の何れかのセキュリティの脅威の可能性などのイベントを検出
した後にのみ、ストレージデバイス２６０６にアクセスするためのリクエストをトラップ
するよう構成されてもよい。当該実施例では、システム１００のリソースは、セキュリテ
ィの脅威の可能性が検出されるまで保全される。他の実施例では、Ｏ／Ｓ下位トラップエ
ージェント２６０４は、セキュリティ脅威の可能性が検出されたかにかかわらず、いつで
もストレージデバイス２６０６にアクセスするリクエストをトラップするよう構成されて
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もよい。
【０３２８】
　他の実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１６は、ファイルの入出力
のためドライバ又はシステムのファンクションに対するコールの実行をトラップすること
によって、ストレージデバイス２６０６の試行されたアクセスをトラップするよう構成さ
れてもよい。当該コールのトラップは、当該ドライバ又はシステムファンクションを含む
メモリページがＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１６により特定及びセキュアに
されるバーチャルメモリページレベルで実行されてもよい。この場合、Ｏ／Ｓ下位セキュ
リティエージェント２６１６は、例えば、バーチャルマシーンモニタ又はマイクロコード
によって部分的又は完全に実現されてもよい。当該コールのトラップは、ドライバ又はシ
ステムファンクションのコードセクションのメモリアドレスが、Ｏ／Ｓ下位セキュリティ
エージェント２６１６により特定及びセキュアにされる物理メモリアドレスレベルで実行
されてもよい。この場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１６は、例えば、マ
イクロコードにより部分的又は完全に実現されてもよい。マルウェアは、当該ファンクシ
ョンを直接コールしてもよく、この場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１６
は、コール元がストレージデバイス２６０６の特定部分にアクセスするためのパーミッシ
ョンを有しているか特定するため、当該ファンクションのコール元を決定してもよい。マ
ルウェアは、例えば、ファイルファンクションの未ドキュメント化ファンクションをコー
ルするか、又はファンクションを全くコールすることなくファンクションのコードセクシ
ョンに直接分岐することによって、間接的に当該ファンクションをコールしてもよい。当
該試行は、コール元の身元を隠蔽するか、又はマルウェアによるファイルＩ／Ｏの使用を
あいまいにするため利用されてもよい。この場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント
２６１６は、サブファンクションの実行をトラップすることによって、又はファイルＩ／
Ｏファンクションのコードセクションを導くＪＭＰ又は分岐命令をトラップすることによ
って、試行されたファイルＩ／Ｏをトラップしてもよい。当該動作自体は疑わしいもので
あり、コール元が知られていない場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１６は
、当該試行されたアクセスのホストが疑わしく、当該試行がマルウェアを示す可能性があ
ることを決定するよう構成されてもよい。
【０３２９】
　さらなる他の実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１６は、ディスク
にアクセスするため生成されるインタラプトをトラップすることによって、ストレージデ
バイス２６０６の試行されたアクセスをトラップするよう構成されてもよい。当該インタ
ラプトは、ファイルＩ／Ｏのための通常のファンクションによりコールされてもよいし、
又はマルウェアがファンクションの使用を回避し、ストレージデバイス２６０６に直接書
き込みすることを試みることによって生成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージ
ェント２６１６は、インタラプトのソースを決定し、インタラプトの性質を特定し、何れ
かのコンテクスト情報又はパラメータを特定し、インタラプトのターゲットを特定し、試
行が疑わしいか判断するよう構成されてもよい。試行が疑わしいか否かの決定は、例えば
、アクション自体が疑わしいか否かなど、コール元の身元を含むものであってもよい。例
えば、マルウェアは、ある個数のセクタが書き込まれ（“ＭＯＶ　ａｌ，ｃｏｕｎｔ”な
ど）、書き込まれるトラックの特定（“ＭＯＶ　ｃｈ，ｔｒａｃｋ”など）、書き込まれ
るセクタの特定（“ＭＯＶ　ｃｌ，ｓｅｃｔｏｒ”など）、書き込まれるヘッドの特定（
“ＭＯＶ　ｄｈ，ｈｅａｄ”など）、書き込まれるボリュームの特定（“ＭＯＶ　ｄｌ，
ｄｒｉｖｅ”など）、実行されるファイルＩ／Ｏのタイプの特定（“ＭＯＶ　ａｈ，０３
ｈ”など）及びファイルに書き込まれるデータのメモリ位置（“ＭＯＶ　ｂｘ，ｂｕｆ”
など）が汎用レジスタに移動される命令系列を実行するかもしれない。特定の汎用レジス
タへの当該情報の割当ては、以降のファイルＩ／Ｏインタラプトのための情報をロードす
るための既知の方法であってもよい。これらの割当ては、“ＭＯＶ”命令により行われて
もよい。その後、“ＩＮＴ　１３ｈ”などのインタラプト１３を生成する命令が実行され
てもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１６は、コマンドをトラップし、ス
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トレージデバイス２６０６の対象部分と共に、試行されたファイルＩ／Ｏの性質を決定す
るため、関連するレジスタのコンテンツを調べるよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキ
ュリティエージェント２６１６は、当該処理のコール元がストレージデバイス２６０６の
指定された部分にライトするパーミッションを有しているか判断するため、セキュリティ
ルールを照会するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１６
は、コマンド系列が認証されたファイルＩ／Ｏドライバから発生したものであるか、又は
それらが未知の若しくは悪意あるプロセスにより直接実行されたか判断するため、実行履
歴を調べるよう構成されてもよい。この場合、コール元は、それのステータスが当該動作
に基づき悪意あると以前に知られていない場合でさえ、悪意あると判断されてもよい。最
後に、標準的なファイルＩ／Ｏドライバのコールがインタラプトを実行するため行われた
としても、ドライバのコール元が特定され、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１
６は、コール元が対象となるストレージデバイス２６０６の部分にアクセスするためのパ
ーミッションを有しているか判断するよう構成されてもよい。
【０３３０】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１６は、マッピングエージェント２６２２を
有してもよい。マッピングエージェント２６２２は、ファイルシステム上の概念的存在か
らファイルが格納されているストレージデバイス２６０６のセクタに当該ファイルをマッ
ピングするよう構成されてもよい。一実施例では、マッピングエージェント２６２２は、
Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１６と同じ優先度リングで動作してもよい。他
の実施例では、マッピングエージェント２６２２は、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント
２６１８の一部として実現されてもよく、オペレーティングシステム２６１２、ドライバ
２６１１又はアプリケーション２６１０と同じ優先度リングで動作してもよい。さらなる
他の実施例では、マッピングエージェント２６２２は、少なくとも１つのマッピングエー
ジェントがＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１６と同じ優先度リングで動作し、
少なくとも１つのマッピングエージェントがオペレーティングシステム２６１２、ドライ
バ２６１１又はアプリケーション２６１０の優先度リングで動作する２以上のマッピング
エージェントにより実現されてもよい。マッピングエージェント２６２２は、Ｏ／Ｓ下位
トラップエージェント２６０４又はトリガイベントハンドラ２６０８からファイルをマッ
ピングするためのリクエストを受信し、ファイルが格納されるストレージデバイス２６０
６上のセクタを提供することによって応答してもよい。当該実施例は、Ｏ／Ｓ下位トラッ
プエージェント２６０４及び／又はトリガイベントハンドラ２６０８は、ストレージデバ
イス２６０６の同じセクタに常には格納されていなくてもよい動的に配置されたファイル
又はデータにアクセスするためのリクエストを特定することを可能にしてもよい。例えば
、マスタファイルテーブル、オペレーティングシステムカーネルファイル、デバイスドラ
イバ及びアンチマルウェアソフトウェアの位置は、ストレージデバイス２６０６の同一セ
クタに常にあるとは限らず、マッピングエージェント２６２２は、これらのファイルが格
納されているセクタを特定するのに利用されてもよい。いくつかの実施例では、マッピン
グエージェント２６２２は、プロテクトされたファイルが格納されているセクタを決定す
るため、ファイルシステムをクエリしてもよい。マッピングエージェント２６２２はまた
、ディスクマッピングビットマップ２６２８を利用して、プロテクトされたファイルが格
納されているストレージデバイス２６０６上のセクタを特定してもよい。ディスクマッピ
ングビットマップ２６２８は、図２３のディスクマッピングビットマップ２３０１の機能
により実現されてもよく、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。ディスクマッ
ピングビットマップ２６２８は、例えば、プロテクトされた各ファイルが格納されるスト
レージデバイスのセクタなどを含む、各種のプロテクトされたファイルに関する情報を含
むものであってもよい。プロテクトされたファイルが更新される場合、ディスクマッピン
グビットマップ２６２８からの情報もまた更新されてもよい。このようにして、マッピン
グエージェント２６２２がファイルシステム上の概念的存在から、ファイルがあるストレ
ージデバイス２６０６のセクタ９２４にプロテクトされたファイルをマッピングするため
のリクエストを受信すると、マッピングエージェント２６２２は、プロテクトされたファ
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イルに対応するセクタ９２４を特定するため、ディスクマッピングビットマップ２６２８
を照会してもよい。
【０３３１】
　トリガイベントハンドラ２６０８は、相互に通信接続された１以上のイベントハンドラ
又はセキュリティエージェントにより実現されてもよい。トリガイベントハンドラ２６０
８及びＯ／Ｓ下位トラップエージェント２６０４は、同一のセキュリティエージェントに
より実現されてもよい。一実施例では、トリガイベントハンドラ２６０８は、Ｏ／Ｓ下位
トラップエージェント２６０４と同じ優先度リングにおいて動作してもよい。他の実施例
では、トリガイベントハンドラ２６０８は、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２６１８
の一部として実現されてもよく、オペレーティングシステム２６１２、ドライバ２６１１
又はアプリケーション２６１０と同じ優先度リングで動作してもよい。さらなる他の実施
例では、トリガイベントハンドラ２６０８は、少なくとも１つのトリガイベントハンドラ
がＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１６と同じ優先度リングで動作し、少なくと
も１つのトリガイベントハンドラがオペレーティングシステム２６１２、ドライバ２６１
１又はアプリケーション２６１０の優先度リングにおいて動作する２以上のトリガイベン
トハンドラにより実現されてもよい。Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント２６０４の優先度
リングで実行することによって、トリガイベントハンドラ２６０８は、“Ｒｉｎｇ０”又
は“Ｒｉｎｇ３”がエージェント自体をマルウェア感染する問題を同様に回避するかもし
れない。しかしながら、オペレーティングシステム２６１２、ドライバ２６１１又はアプ
リケーション２６１０と共に“Ｒｉｎｇ０”又は“Ｒｉｎｇ３”で実行されるトリガイベ
ントハンドラ２６０８は、“Ｒｉｎｇ－１”のエージェントの観点から利用不可であるス
トレージデバイス２６０６の試行されたアクセスに関するコンテクスト情報を提供するこ
とが可能であってもよい。
【０３３２】
　トリガイベントハンドラ２６０８は、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント２６０４からト
リガイベントを受信及び処理するよう構成されてもよい。トリガイベントハンドラ２６０
８はまた、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１６及び／又は２６０４にセキュリ
ティルール２６１４を提供するよう構成されてもよい。トリガイベントは、Ｏ／Ｓ下位ト
ラップエージェント２６０４によりトラップされたストレージデバイス２６０６にアクセ
スするためのリクエストに関する情報を含むものであってもよい。トリガイベントハンド
ラ２６０８は、トリガイベントに関するコンテクスト情報と共に、１以上のセキュリティ
ルール２６１４又はプロテクションサーバ２６０２を利用し、ストレージデバイス２６０
６のプロテクトされたエリアにアクセスするための試行を特定し、適切なレスポンスを決
定するよう構成されてもよい。例えば、トリガイベントハンドラ２６０８は、セキュリテ
ィルール２６１４を利用して、プロテクトされたセクタ及び／又はファイルなどのストレ
ージデバイス２６０６のプロテクトされたエリアにアクセスするための試行を特定しても
よい。トリガイベントハンドラ２６０８は、マッピングエージェント２６２２を利用して
、プロテクトされたファイルにアクセスするためのリクエストを特定するのに使用しても
よい。例えば、トリガイベントハンドラ２６０８は、ストレージデバイス２６０６上の対
応するセクタにプロテクトされたファイルをマッピングするためのリクエストをマッピン
グエージェント２６２２に送信してもよい。マッピングエージェント２６２２は、マッピ
ングエージェント２６２２は、プロテクトされたファイルに対応するセクタにより応答し
てもよい。トリガイベントハンドラ２６０８は、ファイルに対応するセクタにアクセスす
る試行を特定することによってｍプロテクトされたファイルにアクセスするための試行を
特定してもよい。プロテクトされたセクタ及び／又はファイルなどのプロテクトされたエ
リアにアクセスするための試行を特定した後、トリガイベントハンドラ２６０８は、プロ
テクトされたエリアにアクセスするための試行が認証されているか判断するため、セキュ
リティルール２６１４を照会するよう構成されてもよい。トリガイベントハンドラ２６０
８はさらに、適切なアクションの決定をＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１６に
提供するよう構成されてもよい。例えば、トリガイベントハンドラ２６０８は、トリガイ
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ベントが許可若しくは拒絶されるべきか、特定のデータ又はメディアサーファスが破壊さ
れるべきか、又はデータが暗号化されるべきかＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６
１６に通知してもよい。
【０３３３】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１６は、トリガイベントハンドラ２６０８又
はＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２６１８などのコンポーネントと共に又は単独で、
ストレージデバイス２６０６にアクセスする典型的な信頼される方法を決定するよう構成
されてもよい。例えば、ストレージデバイス２６２０のセクタに対するライト又はリード
は、通常はファイルＩ／Ｏドライバによるコールを介し行われてもよい。従って、プロテ
クトされたセクタへのライトのトラップされた試行は、当該試行を行うのに利用された手
順又はファンクションをＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１６が調べることによ
って評価されてもよい。セクａｔにアクセスする際に予想される動作からの乖離が観察さ
れ、マルウェアの徴候について評価されてもよい。例えば、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエー
ジェント２６１６が、プロテクトされたセクタに対する嗜好されたライトが、通常のファ
イルＩ／Ｏファンクション又はドライバを利用することなくインタラプト１３への直接的
なコールを介し行われたと判断した場合、当該試行されたライトは疑わしいものであるか
もしれない。
【０３３４】
　バックアップストレージデバイス２６２０は、ストレージデバイス２６０６上のデータ
をバックアップ及び復元するのに利用されてもよい。例えば、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエ
ージェント２６１６及び／又はＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２６１８は、ストレー
ジデバイス２６０６からのデータをバックアップし、各種状況下で当該データを復元する
よう構成されてもよい。セキュリティルール２６１４は、バックアップされることが認め
られているストレージデバイス２６０６の特定のセクタを指定してもよい。ストレージデ
バイス２６０６からのデータが復元を要求するとき、ストレージデバイス２６０６の適切
なセクタが、バックアップストレージデバイス２６２０の対応するセクタからデータを用
いて書き込まれてもよい。必要である場合、ストレージデバイス２６０６に対する複数の
ライトが復元プロセス中に利用されてもよい。いくつかの実施例では、ストレージデバイ
ス２６０６からのデータは、当該データがコラプト又はマルウェア感染していると判断さ
れた場合、復元されてもよい。この判定は、マルウェアの存在を検出するため、ストレー
ジデバイス２６０６のセクタをスキャンすることによって実行されてもよい。ストレージ
デバイス２６０６のセクタの実行中、マルウェアを有する又は関連すると知られているデ
ータパターンを特定するため、ブラックリストが利用されてもよい。ブラックリストは、
セキュリティルール２６１４により規定されてもよい。マルウェアに関連すると知られる
データパターンが検出された場合、感染したセクタがバックアップストレージデバイス２
６２０から復元される。いくつかの実施例では、ディスクマッピングビットマップ２６２
８が、各種のプロテクトされたファイルがマルウェアに感染しているか判断するため利用
されてもよい。ディスクマッピングビットマップ２６２８の実施例の説明は、例えば、図
２３のディスクマッピングビットマップ２３０１の説明などに見つけられてもよい。ディ
スクマッピングビットマップ２６２８は、ストレージデバイス２６０６上のプロテクトさ
れたファイルの位置を指定し、プロテクトされたファイルについて以前に生成されたハッ
シュ値を提供してもよい。ディスクマッピングビットマップ２６２８は、プロテクトされ
たファイルの位置を特定するため照会され、プロテクトされたファイルのコンテンツを用
いてハッシュが計算され、計算されたハッシュがディスクマッピングビットマップ２６２
８からの以前に生成されたハッシュ値と比較されてもよい。これらのハッシュ値が一致し
ない場合、プロテクトされたファイルはおそらくマルウェアにより変更されており、当該
ファイルは、バックアップストレージデバイス２６２０から復元される。いくつかの実施
例では、バックアップストレージデバイス２６２０はまた、ストレージデバイス２６０６
上のデータを復元するのに利用される前にマルウェアについてチェックされる。バックア
ップストレージデバイス２６２０が件センしている場合、バックアップストレージデバイ
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ス２６２０からのバックアップデータは利用されず、及び／又は古いバックアップが利用
されてもよく、又はストレージデバイス２６０６にアクセスするためのリクエストは拒絶
されてもよい。
【０３３５】
　バックアップストレージデバイス２６２０からのデータは、マルウェアに感染している
可能性のあるオペレーティングシステム２６１２のファイルシステム機構を利用すること
を回避するため、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１６によってストレージデバ
イス２６０６に書き込みされてもよい。しかしながら、他の何れかセキュアなプロセスが
、バックアップストレージデバイス２６２０からのデータによりストレージデバイス２６
０６に対するデータを復元するのに利用されてもよい。各バックアップのメタデータが維
持され、改訂番号、バックアップが作成された日時、及びバックアップに関連するアプリ
ケーション２６１０若しくは他のエンティティを含むものであってもよい。バックアップ
ストレージデバイス２６２０は、ネットワーク上などのストレージデバイス２６０６から
リモートに配置されてもよい。例えば、バックアップストレージデバイス２６２０は、プ
ロテクションサーバ２６０２に関連付けされてもよい。バックアップストレージデバイス
２６２０がネットワーク上に配置されている場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント
２６１６は、帯域外ネットワーク接続を利用して、マルウェア感染している可能性のある
オペレーティングシステムカーネルネットワークデバイスドライバを利用することを回避
するため、バックアップストレージデバイス２６２０にアクセスしてもよい。この帯域外
ネットワーク接続は、一実施例では、電子デバイス２６０１のネットワークカードに直接
アクセスすることによって、バックアップストレージデバイス２６２０にアクセスするた
めのＨＴＴＰＳ、ｉＳＣＳＩ、ＮＦＳ又はＣＩＦＳクライアントの利用を可能にするＡｃ
ｔｉｖｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（ＡＭＴ）を利用して実現され
てもよい。
【０３３６】
　プロテクションサーバ２６０２は、ネットワーク上で動作し、クラウドコンピューティ
ングスキームを実現してもよい。プロテクションサーバ２６０２は、セキュリティルール
２６１４を格納し、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１６、Ｏ／Ｓ内セキュリテ
ィエージェント２６１８及び／又はトリガイベントハンドラ２６０８などのシステム９０
０の要素と通信し、セキュリティルール２６１４及び他の情報を提供するよう構成されて
もよい。プロテクションサーバ２６０２は、バックアップストレージデバイス２６２０を
有してもよい。バックアップストレージデバイス２６２０は、セキュリティルール２６１
４及び／又はストレージデバイス２６０６からのバックアップデータを格納するため利用
されてもよい。
【０３３７】
　セキュリティルール２６１４は、図１のセキュリティルール１１４、図２のセキュリテ
ィルール２２０、２２２、図４のセキュリティルール４２０、４２２、４３４、４３６、
４３８、図５のセキュリティルール５１８、又は図７のセキュリティルール７０７、７２
１、７２３の機能により実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。
セキュリティルール２６１４の実施例の説明は、以下の図２７の説明に見つけられてもよ
い。
【０３３８】
　図２７は、未認証のアクセスからストレージデバイスをプロテクトするシステム又は方
法により利用されるセキュリティルールの実施例である。セキュリティルール２７００は
、各イベントについてトラップ及び適切なレスポンスを要求するイベントを指定するため
の何れか適切なルール、ロジック、コマンド、命令、フラグ又は他の機構を含むものであ
ってもよい。例えば、セキュリティルール２７００は、トラップを要求するイベントを特
定し、各イベントについて適切なレスポンスを決定するため、図２６からのＯ／Ｓ下位セ
キュリティエージェント２６１６、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント２６１８及び／又
はトリガイベントハンドラ２６０８により利用されてもよい。セキュリティルール２７０
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０は、ストレージデバイスにアクセスするすべてのリクエストがトラップされることを要
求してもよいし、又はリード、ライト及び／又は実行リクエストなどの特定タイプのリク
エストのトラップのみを要求してもよい。セキュリティルール２７００はさらに、プロテ
クションを要求するストレージデバイスのファイル又は特定のセクタなど、ストレージデ
バイスのプロテクトされたエリア２７０２を指定するルールを含むものであってもよい。
プロテクトされた各エリア２７０２について、セキュリティルール２７００は、プロテク
トされた各エリア２７０２にアクセスすることが認証される又は認証されないオペレーテ
ィングシステム、アプリケーション又はドライバなどの要求元のエンティティ２７０４を
指定してもよい。セキュリティルール２７００はまた、プロテクトされたエリア２７０２
にアクセスすることが許可されている各エンティティ２７０４について、プロテクトされ
たエリア２７０２のリード２７０６ａ、ライト２７０６ｂ又は実行２７０６ｃなどのアク
セスパーミッションを指定してもよい。
【０３３９】
　特定のセキュリティルール２７００は、アプリケーション認知不能（ａｐｐｌｉｃａｔ
ｉｏｎ　ａｇｎｏｓｔｉｃ）又はアプルケーション固有のものであってもよい。アプリケ
ーション認知不能なルールは、ストレージデバイスのプロテクトされたエリア２７０２へ
のアクセスを要求しているアプリケーションにかかわらず適用される。アプリケーション
固有のルールは、ストレージデバイスのプロテクトされたエリア２７０２へのアクセスを
、当該リクエストの発信元のアプリケーションに応じて許可又は禁止してもよい。ルール
２７１０ａは、マスタブートレコードに書き込むための何れかのエンティティによるリク
エストが拒絶されるべきであることを指定するアプリケーション認知不可なルールの一例
である。ルール２７１０ｂは、他の何れかのエンティティがストレージデバイス上のセキ
ュリティエージェントのイメージへの書き込みを禁止しながら、セキュリティエージェン
トがストレージデバイス上の自らのイメージに書き込むことを許可するアプリケーション
固有のルールの一例である。ルール２７１０ｃ及び２７１０ｄはまた、アプリケーション
固有のルールの一例である。ルール２７１０ｃは、インターネットエクスプローラアプリ
ケーションのコードページが何れかのエンティティにより書き込まれてはならないことを
指定する。ルール２７１０ｄは、インターネットエクスプローラアプリケーションのデー
タページへのライトの他の何れかのエンティティからのリクエストが拒絶される一方、イ
ンターネットエクスプローラアプリケーションのデータページへのライトのリクエストが
、当該リクエストがインターネットエクスプローラアプリケーションからのものである場
合には許可されることを指定する。
【０３４０】
　セキュリティルール２７００は、アプリケーション及びオペレーティングシステムがデ
ータやコードページなどの各自の情報の必要なプロテクションを指定することを可能にす
るため、アプリケーション又はオペレーティングシステムにより規定されてもよい。セキ
ュリティルール２７００はまた、アドミニストレータにより設定され、図２６からのプロ
テクションサーバ２６０２などにリモートに格納されてもよい。セキュリティルール２７
００は、リモート位置から抽出及び／又は更新されてもよい。
【０３４１】
　いくつかの実施例では、セキュリティルール２７００は、ストレージデバイスへのアク
セスを許可する前に、図２６からのプロテクションサーバ２６０２などのプロテクション
サーバとのネットワーク接続を要求してもよい。プロテクションサーバとの接続が利用不
可である場合、セキュリティルール２７００は、ストレージデバイスへのアクセスを禁止
し、ストレージデバイスのメディアサーファス又はデータを破壊してもよい。例えば、セ
キュリティルール２７００は、図２６からのＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント２６１
６などのセキュリティエージェントが、指定された日数の間にプロテクションサーバに接
続できない場合、セキュリティエージェントは、ストレージデバイスのセキュリティが危
険にさらされたと想定してもよいことを指定してもよい。当該実施例では、ストレージデ
バイス上のデータは、物理的に危険にされされた場合であってもセキュアにされる。
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【０３４２】
　図２８は、未認証のアクセスから電子デバイスのストレージデバイスをプロテクトする
方法の実施例である。ステップ２８０５において、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント
、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント、トリガイベントハンドラ及びプロテクションサー
バの身元及びセキュリティが認証されてもよい。当該認証は、各コンポーネントのメモリ
におけるイメージの特定及び検証、暗号化ハッシュ又は秘密鍵を含む何れか適切な方法を
利用して実行されてもよい。ステップ２８０５が終了すると、他のステップの処理は、特
定の実施例では保留されてもよい。
【０３４３】
　ステップ２８１０では、セキュリティルールが取得される。セキュリティルールは、Ｏ
／Ｓ下位セキュリティエージェント、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント若しくはトリガ
イベントハンドラによりローカルに格納されてもよく、あるいは、セキュリティルールは
、例えば、プロテクションサーバなどにリモートに格納されてもよい。当該セキュリティ
ルールは、ステップ２８１５～２８６０における判定を行うのに利用されてもよい。ステ
ップ２８１５において、セキュリティの脅威が検出されたか判断される。例えば、Ｏ／Ｓ
下位セキュリティエージェント及び／又はＯ／Ｓ内セキュリティエージェントは、電子デ
バイス上でマルウェアを特定してもよく、又は電子デバイスを感染させるためのマルウェ
アによる試行を特定してもよい。セキュリティの脅威が検出されなかった場合、アクショ
ンは実行されなくてもよい。セキュリティの脅威が検出された場合、ステップ２８２０に
おいて、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、ストレージデバイスへのアクセスをト
ラップするよう命令される。いくつかの実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェン
トは、セキュリティの脅威が検出されたかにかかわらず、認証プロセス後にストレージデ
バイスへのアクセスをトラップするよう命令される。
【０３４４】
　ステップ２８２５において、ストレージデバイスにアクセスするためのリクエストがト
ラップされる。当該トラップは、電子デバイス上で実行されるオペレーティングシステム
より下位の優先度リングにおいて実行されるソフトウェアにより実行されてもよい。例え
ば、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、トラップ機能を実行してもよい。ステップ
２８３０において、トラップされたリクエストに関するストレージデバイスのセクタがマ
ルウェアに感染したか判断される。この判定は、マルウェアの存在を検出するため、スト
レージデバイスのセクタをスキャンすることによって実行されてもよい。ストレージデバ
イスのセクタのスキャン中、ブラックリストは、マルウェアを有するか又は関連すると知
られるデータパターンを特定するのに利用されてもよい。マルウェアに関連すると知られ
るデータパターンが検出された場合、ステップ２８３５において、感染したセクタがバッ
クアップストレージデバイスから復元される。いくつかの実施例では、バックアップスト
レージデバイスはまた、ストレージデバイスを復元するのに利用される前にマルウェアに
ついてスキャンされる。バックアップストレージデバイスが感染している場合、バックア
ップは利用されず、及び／又は古いバックアップが利用されるか、又はストレージデバイ
スにアクセスするリクエストは拒絶されてもよい。
【０３４５】
　ステップ２８４０において、ストレージデバイスのプロテクトされたセクタへのアクセ
スが要求されたか判断される。プロテクトされたセクタは、セキュリティルールにより規
定されてもよい。セキュリティルールは、特定のセクタがプロテクトされることを要求す
るものであってもよいし、又は動的に配置される特定のファイル及び／又はデータがプロ
テクトされることを要求するものであってもよい。例えば、セキュリティルールは、スタ
ティックであって、ストレージデバイスの第１セクタ（セクタ０）に配置されるマスタブ
ートレコードのプロテクションを要求するものであってもよい。他の例として、セキュリ
ティルールはまた、マスタファイルテーブル、オペレーティングシステムカーネルファイ
ル、デバイスドライバ又はアンチマルウェアソフトウェアのプロテクションを要求するも
のであってもよい。これらのファイルは、動的な位置を有してもよく、常に同一のセクタ
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に格納されるとは限らない。動的に格納されたファイル又はデータがプロテクションを要
求する場合、ファイル又はデータは、ファイルシステムのそれの概念的な存在から、当該
ファイル又はデータがあるストレージデバイスの実際のセクタにマッピングされる。スト
レージデバイスにアクセスするリクエストがプロテクトされたセクタに関するものでない
場合、ステップ２８５０において、ストレージデバイスにアクセスするリクエストは許可
される。ストレージデバイスにアクセスするリクエストがプロテクトされたセクタに関す
るものである場合、ステップ２８４５において、プロテクトされたセクタへのアクセスが
認証されているか判断される。ストレージデバイスにアクセスするための試行されたリク
エストに関するコンテクスト情報がセキュリティルールに関して解析され、要求元のエン
ティティがプロテクトされたセクタにアクセスすることが許可されているか判断してもよ
い。例えば、セキュリティルールは、オペレーティングシステム、特定のアプリケーショ
ン又は特定のデバイスドライバがプロテクトされたセクタにアクセスすることが許可され
ているか否か指定してもよい。セキュリティルールはまた、プロテクトされたセクタにア
クセスすることが許可されている要求元のエンティティについてリード、ライト又は実行
などのアクセスパーミッションを指定してもよい。
【０３４６】
　プロテクトされたセクタへのアクセスが許可されている場合、ストレージデバイスにア
クセスするためのリクエストは許可される。プロテクトされたセクタへのアクセスが許可
されていない場合、ステップ２８５５において、ストレージデバイスにアクセスするため
のリクエストは拒絶される。いくつかの実施例では、他の訂正アクションが実行されても
よい。例えば、ストレージデバイス上のデータは破壊又は暗号化されてもよいし、又はス
トレージデバイスのメディアサーファスが破壊されてもよい。ストレージデバイスにアク
セスするためのリクエストが許可されていない場合、ステップ２８６０において、ストレ
ージデバイスにアクセスするための試行は、プロテクションサーバに報告される。当該報
告は、関連する何れかのマルウェア又は疑わしい動作に関する情報を含むものであっても
よい。
【０３４７】
　図２８からの方法のステップは、連続的、定期的、要求に応答して、又はイベントのト
リガに応答してストレージデバイスをプロテクトするため、必要に応じて繰り返されても
よい。
【０３４８】
　図２９は、アプリケーションと入出力デバイスとの間のライトアクセスのための入出力
パスをセキュアにするシステム２９００の実施例である。システム２９００は、電子デバ
イス２９０４のアプリケーションＩ／Ｏパスに対するマルウェアのｇこうげきに対してプ
ロテクトされるべき電子デバイス２９０４を有してもよい。電子デバイス２９０４は、Ｏ
／Ｓ下位セキュリティエージェント２９１６、Ｉ／Ｏデバイス２９２６、アプリケーショ
ン２９１０、オペレーティングシステム２９１２及びドライバ２９１１を有してもよい。
電子デバイス２９０４は、図１の電子デバイス１０３、図２の電子デバイス２０４、図４
の電子デバイス４０１、図７の電子デバイス７０１及び／又はこれらの何れかの組み合わ
せの機能によって全体的又は部分的に実現されてもよく、又は当該機能を実現するよう構
成されてもよい。
【０３４９】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２９１６は、図１のＯ／Ｓ下位トラップエージェ
ント１０４、図２のＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７若しくはＳＶＭＭ２１６、
図４のファームウェアセキュリティエージェント４４０、４４２、ＰＣファームウェアセ
キュリティエージェント４４４若しくはＯ／Ｓ下位システムエージェント４５０、図５の
ファームウェアセキュリティエージェント５１６、図７のマイクロコードセキュリティエ
ージェント７０８、及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により全体的若しくは
部分的に実現されてもよく、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位
セキュリティエージェント２９１６は、マルウェアから電子デバイス２９０４のアプリケ
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ーションＩ／Ｏパスをセキュアにするよう構成されてもよい。Ｉ／Ｏデバイス２９２６は
、図２のデバイス２２６、図４のディスプレイ４２４若しくはストレージ４２６、図５の
入出力デバイス５０２、及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により全体的若し
くは部分的に実現されてもよく、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。アプリ
ケーション２９１０は、図１のアプリケーション１１０、図２のアプリケーション２１０
、図４のアプリケーション４１０、図７のアプリケーション７０９及び／又はこれらの何
れかの組み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現されてもよく、又は当該機能
を実現するよう構成されてもよい。ドライバ２９１１は、図１のドライバ１１１、図２の
ドライバ２１１、図４のドライバ４１１、図７のドライバ７１１及び／又はこれらの何れ
かの組み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現されてもよく、又は当該機能を
実現するよう構成されてもよい。オペレーティングシステム２９１２は、図１のオペレー
ティングシステム１１２、図２のオペレーティングシステム２１２、図４のオペレーティ
ングシステム４１２、図７のオペレーティングシステム７１３及び／又はこれらの何れか
の組み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現されてもよく、又は当該機能を実
現するよう構成されてもよい。
【０３５０】
　図２９の矢印により示され、また以下の図３０に関して説明されるように、Ｏ／Ｓ下位
セキュリティエージェント２９１６は、アプリケーションＩ／Ｏパスを介しデータの送信
に対してトラップしてもよい。トラップすると、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２
９１６は、Ｉ／Ｏライトアクセスに関してアプリケーション２９１０からＩ／Ｏデバイス
２９２６に配信されるコンテンツをインターセプトしてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティ
エージェント２９１６は、インターセプトされたＩ／Ｏコンテンツを修正し、修正された
コンテンツを通常のＩ／Ｏパスを介し（例えば、オペレーティングシステム３１１２及び
ドライバ３１１１などを介し）送信してもよい。当該修正されたコンテンツは、Ｉ／Ｏパ
スデータをインターセプト可能なマルウェアが実際のユーザデータの代わりにダミーデー
タをインターセプトするように、“スプーフ”又は“ダミー”コンテンツを有してもよい
。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２９１６は、それがＩ／Ｏデバイス２９２６のデ
バイスドライバに到着するとき、修正されたＩ／Ｏコンテンツをインターセプトし、それ
を元のコンテンツと置換し、マルウェア攻撃からＩ／Ｏ送信をセキュアにしてもよい。さ
らに、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２９１６は、ルール（セキュリティルール１
１４、２２０、２２２、４３８、４３４、４３６、５１８、７０７、７２１及び／又は７
２３など）に基づき、通常のＩ／Ｏパスを介し送信される修正されたコンテンツがマルウ
ェア的な動作（修正されたコンテンツがスニフ（ｓｎｉｆｆ）、フック（ｈｏｏｋ）及び
／又は攻撃されたことを示す動作など）により影響を受けたか検出し、マルウェア的な動
作が検出された場合、訂正アクションを実行してもよい。いくつかの実施例では、Ｏ／Ｓ
下位セキュリティエージェント２９１６は、プロテクションサーバ２０２とマルウェア的
な動作の発生に関する情報を通信してもよい。例えば、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェ
ント２９１６は、電子デバイス２９０４及び／又は他の電子デバイスに対するさらなる感
染を阻止し、及び／又はマルウェア的動作を生じさせるマルウェアを特定するためプロテ
クションサーバ２０２を支援するフォレンジック情報をプロテクションサーバ２０２に通
信してもよい。当該フォレンジック情報は、限定することなく、当該動作が行われた電子
デバイスの身元、マルウェア的動作を特定するＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント、マ
ルウェア的動作が行われたデバイス２９２６及び／若しくはアプリケーションＩ／Ｏパス
、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントによりＩ／Ｏパスに配置された修正されたコンテ
ンツ、及び／又はインターセプトされた修正されたデータ（マルウェアの可能性により修
正されたデータに行われる修正を示す）を含むものであってもよい。
【０３５１】
　アプリケーション２９１０と入出力デバイス２９２６との間のパスが特定数の要素と共
に示されるが、当該パスは、アプリケーション２９１０と入出力デバイス２９２６との間
の入力又は出力パスを実現するのに必要とされる個数のコンポーネントを含むものであっ
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てもよい。例えば、オペレーティングシステム２９１２及びドライバ２９１０は、アプリ
ケーション２９１０と入出力デバイス２９２６との間で情報をわたすための複数のサブコ
ンポーネントを有してもよい。オペレーティングシステム２９１２、ドライバ１１１及び
これらのサブコンポーネントは、システム又はドライバにより規定されたファンクション
を用いて互いにコールするよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント
２９１６は、アプリケーション２９１０と入出力デバイス２９２６との間の入出力パスに
沿って何れかの通信又は処理をトラップするよう構成されてもよい。例えば、Ｗｉｎｄｏ
ｗｓＴＭ環境では、デバイス２９２６にイメージを配置するため、アプリケーション２９
１０は、デバイス２９２６により実現されるディスプレイに対する入出力を処理するグラ
フィックＩ／Ｏドライバをコールするよう構成されるＮｔＧＤＩＢＢｉｔＢｌｔファンク
ションを利用してｗｉｎ３２ｋ．ｓｙｓをコールするよう構成されるＮｔＧＤＩＢＢｉｔ
Ｂｌｔファンクションを用いてｎｄｔｌｌ．ｄｌｌをコールするよう構成されるＢｉｔＢ
ｌｔファンクションを用いてｇｄｉ３２．ｄｌｌをコールするよう構成されてもよい。Ｏ
／Ｓ下位セキュリティエージェント２９１６は、例えば、当該ファンクションのコードセ
クションを含むメモリ位置の実行をトラップするなどによって、当該ファンクションコー
ルの実行をトラップするよう構成されてもよい。メモリ位置は、例えば、バーチャルメモ
リページ又は物理メモリのアドレスレンジなどを含むものであってもよい。
【０３５２】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２９１６は、アプリケーション２９１０とデバイ
ス２９２６との間のパスに沿ってコマンド又は情報を通信するためのファンクションのコ
ール元を決定し、それらが認証されたエンティティにより実行されたものであるか判断す
るよう構成されてもよい。例えば、ドライバ２９１１のファンクションは、２９１１のフ
ァンクションにアクセスするためシステムにより提供される方法を利用する代わりに（オ
ペレーティングシステム２９１２のファンクションなど）、悪意あるプロセスにより直接
コールされる可能性がある。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２９１６は、ドライバ
２９１１のファンクションの実行をトラップし、当該アクセスの発信元のメモリアドレス
に基づき、アプリケーション２９１０がドライバ２９１１を直接コールしたと判断し、当
該コールがオペレーティングシステム２９１２内の認証されたエンティティからのもので
なかったと判断するよう構成されてもよい。当該アクセスは、オペレーティングシステム
２９１２内のセキュリティ手段を回避するよう実行されているかもしれない。Ｏ／Ｓ下位
セキュリティエージェント２９１６は、当該アクセスがマルウェアを示していると判断し
、試行されたアクセスを拒絶するよう構成されてもよい。
【０３５３】
　さらに、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２９１６は、入力及び出力バッファに対
応するメモリ位置への情報の試行されたリード又はライトをトラップすることによって、
アプリケーション２９１０とデバイス２９２６との間の情報の通信をトラップするよう構
成されてもよい。例えば、オペレーティングシステム２９１２は、Ｉ／Ｏバッファに情報
を書き込み、デバイス２９２６に送信すべきバッファ内の情報を抽出するため、ドライバ
２９１１のファンクションをコールしてもよい。当該バッファは、情報のサイズのためパ
ラメータとして情報を直接わたす代わりに利用されてもよい。従って、Ｏ／Ｓ下位セキュ
リティエージェント２９１６は、例えば、Ｉ／Ｏバッファのバーチャルメモリページ又は
物理アドレスレンジなどへのリード又はライトアクセスをトラップするよう構成されても
よい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２９１６は、Ｉ／Ｏバッファにアクセスする
エンティティの身元を、当該エンティティがＩ／Ｏバッファをリード又はライトすること
が許可されているか判断するため決定するよう構成されてもよい。例えば、Ｏ／Ｓ下位セ
キュリティエージェント２９１６は、キーボードデータのバッファへの試行されたアクセ
スをトラップするよう構成されてもよい。アプリケーション２９１０がバッファから情報
を直接リードすることを試行する場合（すなわち、オペレーティングシステム２９１２を
介した通常のコールチェーンの範囲外）、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２９１６
は、バッファのキーボードデータの試行された直接的なアクセスがキーロガーなどのマル
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ウェアを示すため、アクセスを拒絶するよう構成されてもよい。他の例では、ディスプレ
イデータのためのバッファが、スクリーンキャプチャマルウェアを阻止するためアクセス
からプロテクトされてもよい。さらなる他の例では、ネットワーク出力のためのバッファ
は、ＤｏＳ攻撃の生成又はパケット修正を阻止するため、アクセスからプロテクトされて
もよい。
【０３５４】
　従って、いくつかの実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２９１６は、バ
ッファに対するリード又はライトが許可されていると知られていないＩ／Ｏバッファにア
クセスするエンティティに対するすべてのアクセスをブロックするよう構成されてもよい
。当該実施例では、エンティティが悪意あるシグネチャについて当該エンティティをスク
ＡＮすることによりマルウェアとして以前に特定されていなくても、マルウェアステータ
スが知られていないアプリケーション２９１０又は他のエンティティがブロックされても
よい。他の実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２９１６は、バッファへの
アクセスを既知のコールチェーン内のバッファの直接的な下位又は上位にあるドライバ、
インタフェース、アプリケーション又は他のエンティティのみに許可するよう構成されて
もよい。同様に、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２９１６は、ドライバ２９１１又
はオペレーティングシステム２９１２のファンクションへのアクセスを、既知のコールチ
ェーン内のバッファの直接的な下位又は上位にあるドライバ、インタフェース、アプリケ
ーション又は他のエンティティのみに許可するよう構成されてもよい。当該既知のコール
チェーンは、既知の安全なシステムが理解する典型的な処理、プロファイル、及びアプリ
ケーション２９１０とデバイス２９２６との間のパスに沿ってエンティティが相互にコー
ルするベンチマークを観察することによって規定されてもよい。当該既知の安全な処理の
特徴は、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２９１６にアクセス可能なセキュリティル
ールに実現されてもよい。ドライバ２９１１などのドライバ若しくはオペレーティングシ
ステム２９１２のコンポーネントへのコール、又は当該既知のチェーンの外部のＩ／Ｏバ
ッファに対するコールが拒絶されてもよい。
【０３５５】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２９１６は、アプリケーション２９１０とデバイ
ス２９２６との間のパス内のコールをトラップし、わたされるデータを読み、データを暗
号化し、データをパスに再挿入し、及び処理の進捗を許可してもよい。一実施例では、デ
バイス２９２６は、当該データを解読するよう構成されるファームウェアセキュリティエ
ージェントを有してもよい。当該ファームウェアセキュリティエージェントとＯ／Ｓ下位
セキュリティエージェント２９１６とは、当該暗号化を連係するため通信接続され、及び
／又は当該暗号化を連係するため同様のセキュリティルールをそれぞれ有してもよい。他
方、Ｏ／Ｓセキュリティエージェント２９１６は、パス内のコールをトラップし、デバイ
スから到来したデータを解読し、当該データをパスに再挿入し、処理が進捗することを許
可するよう構成されてもよい。他の実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２
９１６は、パスのさらなる上下のコールをトラップし、わたされるデータを読み、データ
を解読し、データをパスに再挿入し、処理が進捗することを許可するよう構成されてもよ
い。さらに、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント２９１６は、アプリケーション２９１
０とデバイス２９２６との間のパスに沿ってわたされるデータを調べ、マルウェアの徴候
について当該データをスキャンするよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエー
ジェント２９１６は、パス内のエンティティの間でわたされたデータを制御し、又はパラ
メータとしてわたされたデータ（ダミーデータなど）を置換するよう構成されてもよい。
【０３５６】
　図３０は、アプリケーションと入出力デバイスとの間のライトアクセスについて入出力
パスをセキュアにする方法３０００の実施例である。ステップ３００２において、Ｏ／Ｓ
下位セキュリティエージェントは、アプリケーションＩ／Ｏパスがマルウェア攻撃につい
て脆弱であるか判断してもよい。アプリケーションＩ／Ｏパスのプロテクションについて
ここで開示されるシステム及び方法はかなりのプロセッサ、メモリ及び／又は他のリソー
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スを消費するため、アプリケーションＩ／Ｏパスがマルウェア攻撃に特に影響を受ける可
能性があるときのみ、当該システム及び方法を利用することが望ましい。アプリケーショ
ンＩ／Ｏパスは、アプリケーション又はオペレーティングシステムがセンシティブな可能
性のある情報が通信されるＩ／Ｏ処理を実行しているとき、マルウェア攻撃に脆弱である
かもしれない。例えば、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、電子デバイスのユーザ
の金融データ、企業人事データ、アカウント番号、ユーザ名、パスワード、ソーシャルセ
キュリティ番号及び／又は他の識別データなど、アプリケーションＩ／Ｏパスに関するセ
ンシティブ情報を公開するバンキング又は他の金融ウェブサイトにアプリケーションがア
クセスしている場合、アプリケーションＩ／Ｏパスがマルウェア攻撃に脆弱であると判断
してもよい。
【０３５７】
　ステップ３００３において、アプリケーションＩ／Ｏパスが脆弱であると判断された場
合、方法３０００はステップ３００５に移行してもよい。そうでない場合、方法３０００
はステップ３００２に戻り、アプリケーションＩ／Ｏパスのプロテクションは、アプリケ
ーションＩ／Ｏパスが脆弱であると判断されるまで利用されなくてもよい。
【０３５８】
　ステップ３００５において、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、アプリケーショ
ンからデバイス（ディスプレイ、ディスクドライブ、キーボードなど）へのＩ／Ｏライト
アクセスについてトラップしてもよい。例えば、Ｉ／ＯライトアクセスがＷｉｎｄｏｗｓ
オペレーティングシステムにおけるアプリケーションからディスプレイデバイスへのデー
タの送信を含む場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、ビットブロック転送処理
（ＢｉｔＢｌｔなど）に対するアプリケーションのコール又はディスプレイＩ／Ｏファン
クションのライブラリ（ｇｄｉ３２．ｄｌｌ、ｎｔｄｌｌ．ｄｌｌなど）に対するコール
の実行についてトラップしてもよい。Ｉ／Ｏライト又はリードアクセスは、ドライバに対
する及びドライバの間のコール及びエンドデバイスに到達するためのドライバのファンク
ションの系列又はチェーンを含むものであってもよい。例えば、ＷｉｎｄｏｗｓＴＭでは
、アプリケーションは、ＢｉｔＢｌｔファンクションを用いてｇｄｉ３２．ｄｌｌをコー
ルし、当該ファンクションはＮｔＧＤＩＢｉｔＢｌｔファンクションを用いてｎｔｄｌｌ
．ｄｌｌをコールし、当該ファンクションは、ＮｔＧＤＩＢｉｔＢｌｔを用いてｗｉｎ３
２ｋ．ｓｙｓをコールし、当該ファンクションは、ディスプレイデバイスにアクセス可能
なグラフィックＩ／Ｏドライバをコールしてもよい。
【０３５９】
　ステップ３０１０において、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、Ｉ／Ｏ処理のコ
ンテンツをインターセプトしてもよい（例えば、ディスプレイデバイスに表示されるイメ
ージ、ディスクドライブに書き込まれるデータなど）。
【０３６０】
　ステップ３０１５において、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、Ｉ／Ｏコンテン
ツを修正してもよい。例えば、コンテンツは、アプリケーションＩ／Ｏパスを攻撃するこ
とを試みるマルウェアが、元のコンテンツを構成するセンシティブ情報の代わりに、修正
されたコンテンツのみにアクセス可能であるように、“スプーフ”又は“ダミー”コンテ
ンツにより修正されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、何れか適切な方
法によりＩ／Ｏコンテンツを修正してもよい。例えば、ディスプレイデバイスに表示され
るイメージを置換するため、修正されたコンテンツは、元のコンテンツの代わりにビット
ブロック転送処理にパラメータとしてわたされてもよい。特定の具体例では、Ｏ／Ｓ下位
セキュリティエージェントは、所定のダミーコンテンツによりセンシティブなファイル又
は電子メールのテキストコンテンツを置換してもよい。
【０３６１】
　ステップ３０２０において、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、アプリケーショ
ンが実行しているオペレーティングシステムによる処理と、オペレーティングシステムと
デバイスとの間のドライバによる処理とを含む、アプリケーションＩ／Ｏパスを介し通常
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処理のための修正されたコンテンツを送信してもよい。当該ステップ中、アプリケーショ
ンＩ／Ｏパスに影響を与えるマルウェアは、Ｉ／Ｏコンテンツを利用することを試みるか
もしれない。しかしながら、利用されるデータは、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント
により挿入された修正されたダミーコンテンツであってもよく、これにより、利用から元
のコンテンツをプロテクトする。
【０３６２】
　ステップ３０２５において、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、それがＩ／Ｏデ
バイス（Ｉ／Ｏデバイスを有する電子デバイス又はデバイスの通信ポートなど）に到着す
るとき、修正されたコンテンツをインターセプトしてもよい。ステップ３０３０において
、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、修正されたコンテンツを元のコンテンツと置
換してもよい。例えば、Ｉ／ＯライトアクセスがＷｉｎｄｏｗｓオペレーティングしすて
むにおけるアプリケーションからディスプレイデバイスへのデータの送信を含む場合、イ
メージの置換は、ディスプレイデバイスを有する電子デバイスのＩ／Ｏポートのフック、
グラフィックＩ／Ｏドライバのメモリフック、又はグラフィックＩ／Ｏドライバからのデ
ィスプレイコマンドの実行に対するフック若しくはトリガによって実現可能である。従っ
て、元のコンテンツは、アプリケーションとデバイスとの間で帯域外で通信され、残りは
、従来のアプリケーションＩ／Ｏパスにおいてコンテンツを利用することを試行するマル
ウェアからプロテクトされる。
【０３６３】
　ステップ３０３５において、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、修正されたコン
テンツがマルウェア的動作により影響を受けたか判断してもよい。例えば、ルール（セキ
ュリティルール１１４、２２０、２２２、４３８、４３６、５１８、７０７、７２１及び
／又は７２３など）に基づき、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、インターセプト
された修正されたコンテンツが、マルウェアにより影響を受けたことを示す特性を有して
いるか判断してもよい（例えば、修正されたデータが、アプリケーションＩ／Ｏにおいて
修正されて、アプリケーションＩ／Ｏパスを介しわたされた場合など）。さらに、Ｏ／Ｓ
下位セキュリティエージェントは、修正されたコンテンツがマルウェア的動作により影響
を受けたと判断した場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、訂正アクション（マ
ルウェアを削除、隔離及び／又は無力化するためのアクションなど）。さらに、いくつか
の実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、プロテクションサーバにマルウ
ェア的動作の発生に関する情報（フォレンジック情報など）を通信してもよい。
【０３６４】
　図３１は、アプリケーションと入出力デバイスとの間のリードアクセスのための入出力
パスをセキュアにするシステム３１００の実施例である。システム３１００は、電子デバ
イス３１０４のアプリケーション入出力（Ｉ／Ｏ）パスへのマルウェア攻撃に対してプロ
テクトされるべき電子デバイス３１０４を有してもよい。電子デバイス３１０４は、Ｏ／
Ｓ下位セキュリティエージェント３１１６、Ｉ／Ｏデバイス３１２６、アプリケーション
３１１０、オペレーティングシステム３１１２及びドライバ３１１１を有してもよい。シ
ステム３１００は、電子デバイス３１０４のアプリケーションＩ／Ｏパスへのマルウェア
攻撃に対してプロテクトされる電子デバイス３１０４を有してもよい。電子デバイス３１
０４は、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３１１６、Ｉ／Ｏデバイス３１２６、アプ
リケーション３１１０、オペレーティングシステム３１１２及びドライバ３１１１を有し
てもよい。電子デバイス３１０４は、図１の電子デバイス１０３、図２の電子デバイス２
０４、図４の電子デバイス４０１、図７の電子デバイス７０１、図２９の電子デバイス２
９０４及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現
されてもよく、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。
【０３６５】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３１１６は、図１のＯ／Ｓ下位トラップエージェ
ント１０４、図２のＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７若しくはＳＶＭＭ２１６、
図４のファームウェアセキュリティエージェント４４０、４４２、ＰＣファームウェアセ
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キュリティエージェント４４４若しくはＯ／Ｓ下位システムエージェント４５０、図５の
ファームウェアセキュリティエージェント５１６、図７のマイクロコードセキュリティエ
ージェント７０８、図２９のＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント２９１６及び／又はこ
れらの何れかの組み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現されてもよく、又は
当該機能を実現するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３１１
６は、マルウェアから電子デバイス３１０４のアプリケーションＩ／Ｏパスをセキュアに
するよう構成されてもよい。Ｉ／Ｏデバイス３１２６は、図２のデバイス２２６、図４の
ディスプレイ４２４若しくはストレージ４２６、図５の入出力デバイス５０２、図２９の
Ｉ／Ｏデバイス２９２６及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により全体的若し
くは部分的に実現されてもよく、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。アプリ
ケーション３１１０は、図１のアプリケーション１１０、図２のアプリケーション２１０
、図４のアプリケーション４１０、図７のアプリケーション７０９、図２９のアプリケー
ション２９１０及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により全体的若しくは部分
的に実現されてもよく、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。ドライバ３１１
１は、図１のドライバ１１１、図２のドライバ２１１、図４のドライバ４１１、図７のド
ライバ７１１、図２９のドライバ２９１１及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能
により全体的若しくは部分的に実現されてもよく、又は当該機能を実現するよう構成され
てもよい。オペレーティングシステム３１１２は、図１のオペレーティングシステム１１
２、図２のオペレーティングシステム２１２、図４のオペレーティングシステム４１２、
図７のオペレーティングシステム７１３、図２９のオペレーティングシステム２９１２及
び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現されても
よく、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。
【０３６６】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３１１６は、マルウェアから電子デバイス３１０
４のアプリケーションＩ／Ｏパスをセキュアにするよう構成されてもよい。図３１の矢印
により示され、以下の図３２に関して説明されるように、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージ
ェント３１１６は、アプリケーションＩ／Ｏパスを介したデータの送信に対してトラップ
してもよい。トラップすると、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３１１６は、Ｉ／Ｏ
リードアクセスに関して、Ｉ／Ｏデバイス３１２６からアプリケーション３１１０に配信
されるコンテンツをインターセプトしてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３
１１６は、インターセプトされたＩ／Ｏコンテンツを修正し、修正されたコンテンツを通
常のＩ／Ｏパスを介し送信してもよい（オペレーティングシステム３１１２及びドライバ
３１１１などを介し）。当該修正されたコンテンツは、Ｉ／Ｏパスデータをインターセプ
ト可能な何れかのマルウェアが、実際のユーザデータの代わりにダミーデータをインター
セプトするように、“スプーフ”又は“ダミー”コンテンツを含むものであってもよい。
Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３１１６は、それがＩ／Ｏデバイス３１２６のデバ
イスドライバに到着するとき、修正されたＩ／Ｏコンテンツをインターセプトし、それを
元のコンテンツと置換し、これにより、マルウェア攻撃からＩ／Ｏ送信をセキュアにする
。さらに、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３１１６は、ルール（セキュリティルー
ル１１４、２２０、２２２、４３８、４３４、４３６、５１８、７０７、７２１及び／又
は７２３など）に基づき、通常のＩ／Ｏパスを介し送信された修正されたコンテンツがマ
ルウェア的動作により影響を受けたか検出し（例えば、修正されたコンテンツがスニフ、
フック及び／又は攻撃されたことを示す動作など）、マルウェア的動作が検出された場合
、訂正アクションを実行してもよい。例えば、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３１
１６は、マルウェア的動作を生じさせるマルウェアを特定し、及び／又は電子デバイス３
１０４及び／又は他の電子デバイスに対するさらなる感染を阻止するため、プロテクショ
ンサーバ２０２を支援するフォレンジック情報をプロテクションサーバ２０２に通信して
もよい。当該フォレンジック情報は、限定することなく、当該動作が行われた電子デバイ
スの身元、マルウェア的動作を特定したＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント、マルウェ
ア的動作が行われたデバイス３１２６及び／若しくはアプリケーションＩ／Ｏパス、Ｏ／
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Ｓ下位セキュリティエージェントによりＩ／Ｏパスに配置された修正されたコンテンツ、
及び／又はインターセプトされた修正されたデータ（修正されたデータに対してマルウェ
アの可能性により行われた修正を示す）を含むものであってもよい。
【０３６７】
　図３２は、アプリケーションと入出力デバイスとの間のリードアクセスについて入出力
パスをセキュアにする方法３２００の実施例である。ステップ３２０２において、Ｏ／Ｓ
下位セキュリティエージェントは、アプリケーションＩ／Ｏパスがマルウェア攻撃に対し
て脆弱であるか判断してもよい。ステップ３２０２は、方法３０００のステップ３００２
と同様であってもよい。ステップ３２０３において、アプリケーションＩ／Ｏパスが脆弱
であると判断された場合、方法３２００はステップ３２０５に移行してもよい。そうでな
い場合、方法３２００はステップ３２０２に戻り、アプリケーションＩ／Ｏパスが脆弱で
あると判断される時点まで、アプリケーションＩ／Ｏパスプロテクションは利用されなく
てもよい。ステップ３２０３は、方法３０００のステップ３００３と同様であってもよい
。
【０３６８】
　ステップ３２０５において、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、デバイスからア
プリケーションまでのＩ／Ｏリードアクセスについてトラップしてもよい（ディスプレイ
、ディスクドライブ、キーボードなど）。ステップ３２１０において、Ｏ／Ｓ下位セキュ
リティエージェントは、Ｉ／Ｏ処理のコンテンツをインターセプトしてもよい（例えば、
キーボードから受信したキーストローク、ディスクドライブから読み出されたデータなど
）。
【０３６９】
　ステップ３２１５において、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、Ｉ／Ｏコンテン
ツを修正してもよい。例えば、アプリケーションＩ／Ｏパスを攻撃することを試みるマル
ウェアが、元のコンテンツを構成するセンシティブ情報の代わりに、修正されたコンテン
ツのみにアクセス可能となるように、コンテンツは、“スプーフ”又は“ダミー”コンテ
ンツにより修正されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、何れか適切な方
法によりＩ／Ｏコンテンツを修正してもよい。
【０３７０】
　ステップ３２２０において、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、アプリケーショ
ンが実行されているオペレーティングシステムと、オペレーティングシステムとデバイス
との間のドライバとによる処理を含む、アプリケーションＩ／Ｏパスを介し通常の処理の
ための修正されたコンテンツを送信してもよい。当該ステップ中、アプリケーションＩ／
Ｏパスに影響を与えるマルウェアは、Ｉ／Ｏコンテンツを利用することを試みるかもしれ
ない。しかしながら、利用される何れのデータも修正され、ダミーコンテンツがＯ／Ｓセ
キュリティエージェントにより挿入されており、これにより、利用から元のコンテンツを
プロテクトすることができる。
【０３７１】
　ステップ３２２５において、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、それがアプリケ
ーションに到着するときに修正されたコンテンツをインターセプトしてもよい。ステップ
３２３０において、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、修正されたコンテンツを元
のコンテンツと置換してもよい。従って、元のコンテンツは、アプリケーションとデバイ
スとの間で帯域外で通信され、残りは、従来のアプリケーションＩ／Ｏパスにおいてコン
テンツを利用することを試みるマルウェアからプロテクトされる。
【０３７２】
　ステップ３２３５において、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、修正されたコン
テンツがマルウェア的動作により影響を受けたか判断してもよい（例えば、修正されたデ
ータが、アプリケーションＩ／Ｏパスにおいて修正されたとき、アプリケーションＩ／Ｏ
パスを介しわたされた場合など）。例えば、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、ル
ール（セキュリティルール１１４、２２０、２２２、４３８、４３４、４３６、５１８、
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７０７、７２１及び／又は７２３など）に基づき、インターセプトされた修正されたコン
テンツが、それがマルウェアにより影響を受けたことを示す特性を有するか判断してもよ
い。さらに、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、修正されたコンテンツがマルウェ
ア的動作により影響を受けたと判断した場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、
訂正アクションを実行してもよい（例えば、マルウェアを削除、隔離及び／又は無力化す
るアクションなど）。さらに、いくつかの実施例では、アプリケーションＩ／Ｏパスを介
し送信されるダミーデータ（方法３０００のステップ３０１５、３０２０及び／又は方法
３２００のステップ３２１５、３２２０など）は、電子デバイス２９０４及び／又は電子
デバイス３１０４上のマルウェアの存在を追跡するのに利用されてもよい。例えば、第１
デバイスのアプリケーションがネットワークを介し第２電子デバイスにセンシティブ情報
を通信するとき（例えば、第２電子デバイスによりホストされるバンキング又は他の金融
ウェブサイトなど）、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、第２電子デバイスへのア
クセスをスプーフするＩ／Ｏパスにダミー情報を挿入してもよい（“フェイク”のユーザ
名及びパスワードをバンキングウェブサイトに提供するダミー情報など）。第２電子デバ
イスは、このようにスプーフされると、第２電子デバイスのセキュリティエージェントが
アクセス中に行われたアクションを追跡し（例えば、プロファイル情報の変更などのスプ
ーフされたアクセス中にバンキングウェブサイトで行われたアクション又は他のアクショ
ンなど）、マルウェア的動作が発生したか判断するように、自らのセキュリティエージェ
ントを有してもよい。第２電子デバイスのセキュリティエージェントが、マルウェア的動
作が発生したと判断した場合、第２電子デバイスは、訂正アクションを実行してもよい。
例えば、第２電子デバイスのセキュリティエージェントは、マルウェア的動作の存在を示
すのに適したメッセージを通信してもよい（例えば、第２電子デバイスに通信接続される
プロテクションサーバ１０２などに）。当該メッセージは、例えば、マルウェア的動作の
説明及び／又は第１電子デバイスの身元（インターネットプロトコルアドレス又は他の識
別情報など）などを含むフォレンジックエビデンスを含むものであってもよい。
【０３７３】
　図３３は、電子デバイス３３０４上の隠蔽されたプロセスを検出及び修復するシステム
３３００の実施例である。Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント３３１８及び／又はＯＳ下
位セキュリティエージェント３３１６は、電子デバイス３３０４上で実行されるプロセス
の処理を隠蔽するよう構成されるマルウェアなどの悪意ある感染を検出及び修復するよう
電子デバイス３３０４上で動作してもよい。電子デバイス３３０４は、メモリ３３０８に
接続されるプロセッサ３３０６、オペレーティングシステム３３１２及び１以上のプロセ
ス３３７３を有してもよい。電子デバイス３３０４は、図１の電子デバイス１０３、図２
の電子デバイス２０４、図４の電子デバイス４０４、図７の電子デバイス７０１、及び／
又はこれらの何れかの組み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現されるか、又
は当該機能を実現するよう構成されてもよい。プロセッサ３３０６は、図２のプロセッサ
２０８、図４のプロセッサ４０８、図７のプロセッサ７０２及び／又はこれらの何れかの
組み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現されるか、又は当該機能を実現する
よう構成されてもよい。メモリ３３０８は、図２のメモリ２０６、図４のメモリ４０６、
図７のメモリ７０３、及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により全体的若しく
は部分的に実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。オペレーティ
ングシステム３３１２は、図１のオペレーティングシステム１１２、図２のオペレーティ
ングシステム２１２、図４のオペレーティングシステム４１２、図７のオペレーティング
システム７１３及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により全体的若しくは部分
的に実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ内セキュリテ
ィエージェント３３１８は、図２のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８、図４のＯ
／Ｓ内セキュリティエージェント４１８、図７のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント７１
９及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現され
るか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェ
ント３３１６は、図１のＯ／Ｓトラップエージェント１０４、図２のＳＶＭＭセキュリテ
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ィエージェント２１７若しくはＳＶＭＭ２１６、図４のファームウェアセキュリティエー
ジェント４４０、４４２、ＰＣファームウェアセキュリティエージェント４４４若しくは
Ｏ／Ｓ下位システムエージェント４５０、図５のファームウェアセキュリティエージェン
ト５１６、図７のマイクロコードセキュリティエージェント７０８及び／又はこれらの何
れかの組み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現されるか、又は当該機能を実
現するよう構成されてもよい。
【０３７４】
　プロセス３３７３は、電子デバイス３３０４上で実行されるよう構成されてもよい。電
子デバイス３３０４上で実行される１以上のプロセス３３７３は、マルウェアに関する悪
意あるプロセスであってもよい。電子デバイス３３０４上のマルウェアは、アンチマルウ
ェアソフトウェアによる検出を回避するため、プロセス３３７３の１以上の悪意あるプロ
セスの存在を偽装するよう動作する可能性がある。例えば、オペレーティングシステム３
３１２は、オペレーティングシステムカーネルメモリ３３８０を有してもよい。オペレー
ティングシステムカーネルメモリ３３８０は、電子デバイス３３０４上のプロセスの実行
を追跡するための１以上の機構を有してもよい。一例では、当該機構は、アクティブプロ
セスリスト３３８４を有してもよい。アクティブプロセスリスト３３８４は、電子デバイ
ス３３０４上で実行されるプロセスを追跡するためのデータ構造、レコード、ファイル又
は他の何れか適切な方法により実現されてもよい。例えば、プロセス３３７３ｂがマルウ
ェアに関する悪意あるプロセスである場合、電子デバイス３３０４上のマルウェアは、プ
ロセス３３７３ｂの参照を削除するため、アクティブプロセスリスト３３８４を修正して
もよい。従って、何れのプロセスが電子デバイス３３０４上でアクティブに実行され、マ
ルウェアについて調べられるべきであるか決定する際、電子デバイス３３０４上で実行さ
れるセキュリティソフトウェアは、調査のためのアクティブなプロセスとしてプロセス３
３７３ｂを認識しなくてもよい。
【０３７５】
　オペレーティングシステム３３１２は、レディキュー（ｒｅａｄｙ　ｑｕｅｕｅ）３３
２２２を有してもよい。レディキュー３３２２は、電子デバイス３３０４上で実行される
アクティブなスレッドを示す１以上の適切なデータ構造（アレイ、テーブル、リストなど
）を有してもよい。アクティブプロセス３３７３は、１以上の個別のスレッドから構成さ
れてもよい。スレッドは、電子デバイス３３０４による実行のためアクティブプロセス３
３７３の他のスレッドから分離して独立にスケジューリングされるアクティブプロセス３
３７３内の処理単位（１以上の命令など）とみなされてもよい。ＷｉｎｄｏｗｓＴＭオペ
レーティングシステムのレディキュー３３２２の例示的な具体例として、レディキュー３
３２２は、ＫｉＤｉｓｐａｔｃｈｅｒＲｅａｄｙＬｉｓｔＨｅａｄとして知られる変数に
より実現されてもよい。レディキュー３３２２はまた、例えば、スレッドを含むプロセス
の識別子、当該プロセスのイメージ名、スタートアドレス、ユーザモードアドレス、デバ
イスオブジェクト及び／又は他の適切な情報など、アクティブスレッドに関する各種メタ
データを有してもよい。ＷｉｎｄｏｗｓＴＭオペレーティングシステムでは、当該アクテ
ィブプロセス情報は、スレッドに関するエグゼクティブスレッド（ＥＴＨＲＥＡＤ）デー
タ構造に含まれてもよい。
【０３７６】
　システム３３００の処理中、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント３３１８及び／又はＯ
／Ｓ下位セキュリティエージェント３３１６は、オペレーティングシステム３３１２上で
実行されるセキュリティデバイスドライバ３３７０を起動してもよい。セキュリティデバ
イスドライバ３３７０は、ドライバ、モジュール、実行可能、ＤＬＬ又はカーネルモード
デバイスドライバサービスを提供するのに適した他の何れかの機構により実現されてもよ
い。セキュリティデバイスドライバ３３７０は、電子デバイス３３０４上で実行されるプ
ロセスを列挙するため、オペレーティングシステム３３１２の各種部分をコールするよう
構成されてもよい。例えば、セキュリティデバイスドライバ３３７０は、カーネルメモリ
３３８０又はアクティブプロセスリスト３３８４を調べるよう構成されてもよい。セキュ
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リティデバイスドライバ３３７０は、セキュリティデバイスドライバ３３７０が検出可能
なアクティブプロセス３３７３の第１リスト（アクティブプロセスリスト３３８３など）
を通信するよう構成されてもよい。セキュリティデバイスドライバ３３７０は、Ｏ／Ｓ内
セキュリティエージェント３３１８及び／又はＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント３３
１６とアクティブプロセスリスト３３８４を通信するよう構成されてもよい。一実施例で
は、セキュリティデバイスドライバ３３７０は、ハイパーコールを介しＯ／Ｓ下位セキュ
リティエージェント３３１６に所与の検出されたプロセスに関するエグゼクティブプロセ
ス（ＥＰＲＯＣＥＳＳ）構造をわたすよう構成されてもよい。セキュリティデバイスドラ
イバ３３７０はオペレーティングシステムと同じ又は下位の特権実行リングで実行される
ため、セキュリティデバイスドライバ３３７０により列挙されるアクティブプロセスは、
アクティブプロセスリスト３３８４上に出現するアクティブプロセスに限定されてもよく
、これは、自らへの参照を削除するためアクティブプロセスリスト３３８４を修正した悪
意あるプロセスがセキュリティデバイスドライバ３３７０により列挙されなくてもよいこ
とを意味する。ＷｉｎｄｏｗｓＴＭオペレーティングシステムでは、セキュリティデバイ
スドライバ３３７０は、決定されるＳｙｓｔｅｍ＿Ｐｒｏｃｅｓｓ＿ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎを特定するオペレーティングシステムからプロセスリストを要求するため、ＺｗＱｕ
ｅｒｙＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎファンクションを利用するよう構成されても
よい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３３１６は、当該ファンクションもまた利用
するよう構成され、当該アクションの実行においてよりセキュアであってもよい。セキュ
リティデバイスドライバ３３７０は、列挙されたプロセスをアクティブプロセスの第１リ
スト３３８５に配置してもよい。特定の実施例では、第１リスト３３８５は、アクティブ
プロセスリスト３３８４に実質的に等価であってもよい。他の実施例では、別の第１リス
ト３３８５は作成されず、セキュリティデバイスドライバ３３７０は、第１リスト３３８
５の代わりにアクティブプロセスリスト３３８４を利用してもよい。
【０３７７】
　他方、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント３３１８及び／又はＯ／Ｓ下位セキュリティ
エージェント３３１６は、オペレーティングシステム３３１２と同じ又は上位の特権実行
リングで実行されてもよく、電子デバイス３３０４上で実行される個別のスレッドを列挙
することが可能であってもよい。このような列挙されたスレッドに少なくとも基づき、Ｏ
／Ｓ内セキュリティエージェント３３１８及び／又はＯ／Ｓ下位セキュリティエージェン
ト３３１６は、アクティブプロセスリスト３３８４から自らの参照を削除した悪意あるプ
ロセスを含む、電子デバイス３３０４上で実行されるすべてのアクティブプロセスを決定
してもよい。例えば、特定の実施例では、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント３３１８及
び／又はＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント３３１６は、レディキュー３３２２をスキ
ャンし、レディキュー３３２２のすべてのスレッドを列挙し、スレッドをリストに配置し
てもよい。各スレッドについて、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント３３１８及び／又は
Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３３１６は、スレッドを所有するプロセスと当該ス
レッドに関する他の情報（例えば、スレッドに関するＥＴＨＲＥＡＤ情報などのメタデー
タへの参照などにより）を特定し、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント３３１８が、アク
ティブプロセスリスト３３８４から自らへの参照を削除した可能性のある悪意あるプロセ
スを含む、アクティブプロセス３３７３の第２リスト３３８６を列挙することを可能にし
てもよい。
【０３７８】
　さらに具体的な実施例を説明するため、スレッドに関するＥＴＨＲＥＡＤデータ構造は
、いくつかのメタデータフィールドを含み、ＴｈｒｅａｄｓＰｒｏｃｅｓｓフィールド、
ＳｔａｒｔＡｄｄｒｅｓｓフィールド、ＤｅｖｉｃｅＴｏＶｅｒｉｆｙフィールド、Ｗｉ
ｎ３２ＳｔａｒｔＡｄｄｒｅｓｓフィールド及びＴｈｒｅａｄＬｉｓｔＥｎｔｒｙフィー
ルドを含むものであってもよい。ＴｈｒｅａｄｓＰｒｏｃｅｓｓフィールドを解析するこ
とによって、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント３３１８及び／又はＯ／Ｓ下位セキュリ
ティエージェント３３１６は、スレッドを所有するプロセスを特定することが可能であっ
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てもよく、これから当該プロセスのプロセス識別子及びイメージ名が決定されてもよい。
ＳｔａｒｔＡｄｄｒｅｓｓ及びＷｉｎ３２ＳｔａｒｔＡｄｄｒｅｓｓから、Ｏ／Ｓ内セキ
ュリティエージェント３３１８及び／又はＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント３３１６
は、メモリの何れのコードがプロセスを実行しているか特定し、これにより、スレッドを
所有するプロセスが疑わしいと検出された場合、疑わしいドライバ、アプリケーション及
び／又は他のプログラムのさらなる特定を可能にしてもよい。ＤｅｖｉｃｅＴｏＶｅｒｉ
ｆｙに基づき、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント３３１８及び／又はＯ／Ｓ下位セキュ
リティエージェント３３１６は、デバイスオブジェクトがスレッドに関連しているか判断
し、スレッドを所有するプロセスが疑わしいと検出された場合、ドライバオブジェクト及
びマルウェアドライバを特定してもよい。ＴｈｒｅａｄＬｉｓｔＥｎｔｒｙは、同一プロ
セス内のスレッドの列挙を支援してもよい。
【０３７９】
　Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント３３１８は、その後、アクティブプロセス３３７３
の第１リスト３３８５とアクティブプロセス３３７３の第２リスト３３８６とを比較し、
疑わしいプロセスとして第２リスト３３８６に現れ、第１リスト３３８５には現れないア
クティブプロセス３３７３を特定してもよい。当該疑わしいプロセスの証拠は、オペレー
ティングシステム３３１２と共に、電子デバイス３３０４上で実行されるアンチウイルス
又はアンチマルウェアソフトウェアから隠蔽されたマルウェアの証拠であってもよい。
【０３８０】
　他の実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３３１６は、スレッドを列挙す
ると共に、特定されたスレッドに少なくとも基づきアクティブプロセス３３７３の第２リ
スト３３８６を列挙するため、レディキュー３３２２をスキャンしてもよい（例えば、ス
レッドに関するＥＴＨＲＥＡＤ情報などのメタデータへの参照などにより）。当該実施例
では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３３１６は、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェ
ント３３１８からセキュリティデバイスドライバ３３７０により生成されたアクティブプ
ロセスの第１リスト３３８５を受信してもよく、又はメモリから直接リードすることによ
って、アクティブプロセス３３７２の第１リスト３３８５にアクセスしてもよい。その後
、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３３１６は、アクティブプロセス３３７３の第１
リスト３３８５と第２リスト３３８６とを比較し、疑わしいプロセスとして第２リスト３
３８６に現れ、第１リスト３３８５には現れないアクティブプロセス３３７３を特定して
もよい。当該疑わしいプロセスは、オペレーティングシステム３３１２と共に、電子デバ
イス３３０４上で実行されるアンチウイルス又はアンチマルウェアソフトウェアから隠蔽
されてもよい。当該疑わしいプロセスの証拠は、オペレーティングシステム３３１２と共
に、電子デバイス３３０４上で実行されるアンチウイルス又はアンチマルウェアソフトウ
ェアから隠蔽されたマルウェアの証拠であってもよい。
【０３８１】
　Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント３３１８及び／又はＯ／Ｓ下位セキュリティエージ
ェント３３１６が、電子デバイス３３０４上で実行される隠蔽されたプロセスの証拠があ
ると判断した場合、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント３３１８及び／又はＯ／Ｓ下位セ
キュリティエージェント３３１６は、当該プロセスに関して修正が行われたか判断するた
め、オペレーティングシステム３３１２、オペレーティングシステムカーネルメモリ３３
８０又は電子デバイス３３０４の他の要素をスキャンするよう構成されてもよい。例えば
、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント３３１８及び／又はＯ／Ｓ下位セキュリティエージ
ェント３３１６は、マルウェアにより実行されると知られる何れかのメモリの修正につい
てスキャンするよう構成されてもよい。いくつかの実施例では、Ｏ／Ｓ内セキュリティエ
ージェント３３１８又はＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント３３１６は、アクティブプ
ロセスリスト３３８４と共に、オペレーティングシステムコードセクション３３８２をス
キャンするよう構成されてもよい。上記及び他の実施例では、Ｏ／Ｓ内セキュリティエー
ジェント３３１８及び／又はＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント３３１６は、疑わしい
プロセスに関するスレッドのスレッドメタデータ（ＥＴＨＲＥＡＤ情報など）を利用して
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、修正についてスキャンすべき電子デバイス３３０４の要素及び／又はその部分を決定し
てもよい。
【０３８２】
　悪意ある修正が検出された場合、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント３３１８又はＯ／
Ｓ下位セキュリティエージェント３３１６は、訂正アクションを実行してもよい。例えば
、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント３３１８又はＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント
３３１６は、オペレーティングシステムカーネルメモリ３３８０に検出された悪意ある修
正を修復するよう構成されてもよい。他の例として、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント
３３１８又はＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント３３１６は、オペレーティングシステ
ムカーネルメモリ３８０におけるメモリ修正を調べることによって決定された検出された
ルートキット感染を削除するよう構成されてもよい。さらなる例として、Ｏ／Ｓ内セキュ
リティエージェント３３１８又はＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント３３１６は、内部
のデータ構造又はコードセクションに対する感染を修復するよう構成されてもよい。上記
及び他の実施例では、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント３３１８及び／又はＯ／Ｓ下位
セキュリティエージェント３３１６は、疑わしいプロセスに関するスレッドのスレッドメ
タデータ（ＥＴＨＲＥＡＤ情報など）を利用し、実行されるべき訂正アクションを決定し
てもよい（例えば、当該メタデータは、マルウェアプロセスの特定のメモリ位置、疑わし
い動作に関係するドライバなどを特定してもよい）。Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント
３３１８又はＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント３３１６は、セキュリティデバイスド
ライバ３３７０により決定されるプロセスの第１リスト３３８５と、レディキュー３３２
２にあるスレッドメタデータの解析から決定されるプロセスの第２リスト３３８６との間
で検出されたすべての相違について隠蔽されたプロセスによる修正に関するスキャンプロ
セスを繰り返すよう構成されてもよい。
【０３８３】
　図３４は、電子デバイス上の隠蔽されたプロセスを検出及び修復する方法の実施例であ
る。ステップ３４０５において、１以上のセキュリティエージェント（Ｏ／Ｓ内セキュリ
ティエージェント３３１８及び／又はＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント３３１６など
）は、電子デバイスのオペレーティングシステム上で実行されるセキュリティデバイスド
ライバを起動してもよい。ステップ３４１０において、セキュリティデバイスドライバは
、電子デバイスのオペレーティングシステムに対する標準的なシステムコールを介し電子
デバイス上で実行されるアクティブプロセスを列挙してもよい。セキュリティデバイスド
ライバは、アクティブプロセスの第１リストに列挙されたプロセスを配置してもよい。セ
キュリティデバイスドライバは、オペレーティングシステムと同じ又は下位の特権実行リ
ングで実行されてもよいため、セキュリティデバイスドライバにより列挙されるアクティ
ブプロセスは、オペレーティングシステムのアクティブプロセスリストに現れるアクティ
ブプロセスに限定されてもよく、これは、自らへの参照を削除するためアクティブプロセ
スリストを修正した悪意あるプロセスがセキュリティデバイスドライバにより列挙されな
い可能性があることを意味する。
【０３８４】
　ステップ３４１５において、１以上のセキュリティエージェントは、スレッドレディキ
ューをスキャンし、当該スキャンに少なくとも基づき、電子デバイス上で実行される個別
スレッドを列挙し、これらをスレッドリストに配置してもよい。ステップ３４２０におい
て、スレッドに関するメタデータに少なくとも基づき（スレッドに関するＥＴＨＲＥＡＤ
情報又はスレッドを所有するプロセスを示す他のメタデータなど）、１以上のセキュリテ
ィエージェントは、スレッドを所有するプロセスを特定し、アクティブプロセスの第２ス
レッドを生成してもよい。第２リストは、アクティブプロセスリストから自らへの参照を
削除した可能性のある悪意あるプロセスを含むものであってもよい。
【０３８５】
　ステップ３４２５では、１以上のセキュリティエージェントがアクティブプロセスの第
１リストと第２リストとを比較してもよい。ステップ３４３０において、１以上のセキュ
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リティエージェントは、疑わしいプロセスとして第２リストに現れ、第１リストに現れな
いアクティブプロセスを特定してもよい。当該疑わしいプロセスの証拠は、電子デバイス
上で実行されるアンチウイルス若しくはアンチマルウェアソフトウェア及び／又は電子デ
バイス上で実行されるオペレーティングシステムから隠蔽されたマルウェアの証拠であっ
てもよい。
【０３８６】
　ステップ３４３５において、１以上のセキュリティエージェントが、電子デバイス上で
実行される隠蔽されたプロセスの証拠があると判断した場合、１以上のセキュリティエー
ジェントは、電子デバイスの一部に対する修正が疑わしいプロセスにより行われたか判断
してもよい。修正が行われたか判断するため、１以上のセキュリティエージェントは、オ
ペレーティングシステム及び／又はオペレーティングシステムカーネルメモリをスキャン
し、当該プロセスに関する何れかの修正が行われたか判断してもよい。例えば、１以上の
セキュリティエージェントは、マルウェアにより実行されていると知られるメモリ修正に
ついてスキャンし、及び／又はオペレーティングシステムカーネルメモリのオペレーティ
ングシステムコードセクション及び／又はアクティブプロセスリストをスキャンしてもよ
い。
【０３８７】
　ステップ３４４０において、１以上のセキュリティエージェントは、修正が検出された
場合、訂正アクションを実行してもよい。例えば、１以上のセキュリティエージェントは
、オペレーティングシステムカーネルメモリにおいて検出された悪意ある修正を修復して
もよい。他の例として、１以上のセキュリティエージェントは、オペレーティングシステ
ムカーネルメモリにおけるメモリ修正を調べることによって決定された何れかの検出され
たルートキット感染を削除してもよい。さらなる例として、１以上のセキュリティエージ
ェントは、内部のデータ構造又はコードセクションに対する何れかの感染を修復してもよ
い。方法３４００の一部は、特定された各疑わしいプロセスについて繰り返されてもよい
。従って、１以上のセキュリティエージェントは、セキュリティデバイスドライバにより
決定されたプロセスの第１リストと、レディキューにあるスレッドメタデータの解析から
決定されたプロセスの第２リストとの間に検出されたすべての相違のための隠蔽されたプ
ロセスによる修正についてスキャンするプロセスを繰り返してもよい。
【０３８８】
　効果的には、上述された方法及びシステムは、オペレーティングシステムカーネルのフ
ァンクションに対するフック又はトラップの要求なく、ルートキット及び／又は他のマル
ウェアの特定を提供してもよい。
【０３８９】
　図３５は、電子デバイス３５０４上の隠蔽されたプロセスを検出及び修復するシステム
３５００の実施例である。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６、セキュリティ
デバイスドライバ３５７０及びセキュリティダイナミックリンクライブラリ（ＤＬＬ）３
５７２は、電子デバイス３５０４上で実行されるプロセスの処理を隠蔽するよう構成され
るマルウェアなど、悪意ある感染を検出及び修復するため電子デバイス３５０４上で実行
されてもよい。電子デバイス３５０４は、メモリ３５０４に接続されるプロセッサ３５０
６、オペレーティングシステム３５１２、セキュリティＤＬＬ３５７２、Ｏ／Ｓ下位セキ
ュリティエージェント３５１６、バーチャルマシーン制御構造３５５２（ＶＭＣＳ）、１
以上のプロセス３５７３（プロセス３５７３ａ、３５７３ｂ、３５７３ｃなど）、当該プ
ロセスに関するアドレススペース３５８７（アドエススペース３５８７ａ、３５８７ｂ、
３５８７ｃなど）、及び制御レジスタと同様のＣＲ３制御レジスタ３５６０などの１以上
のシステムリソースを有してもよい。プロセッサレジスタ３５３０は、ＣＲ３レジスタ３
５６０や他の何れかのレジスタ３５６８などのレジスタを有してもよい。ＣＲ３はプロセ
スレジスタ３５３０の一例として与えられているが、何れか適切な制御レジスタが利用さ
れてもよい。ＣＲ３レジスタ３５６０は、電子デバイス３５０４上のＣＰＵの全体的な動
作を制御又は変更するよう構成されるプロセッサレジスタであってもよい。ＣＲ３レジス
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タ３５６０は、バーチャルメモリアドレスを物理メモリアドレスに変換するため、電子デ
バイス３５０４上で実行されるプロセッサ３５０６などのプロセッサをイネーブルにする
よう構成されてもよい。ＣＲ３レジスタ３５６０は、Ｏ／Ｓスケジューラによる処理のた
め選択されてスタックにあるものなど、現在リクエストされているタスクについてページ
ディレクトリ及びページテーブルを特定するよう構成されてもよい。ＣＲ３レジスタ３５
６０は、何れか適切なバーチャルアドレッシング制御レジスタにより実現されてもよい。
他のレジスタ２６８は、電子デバイス３５０４の特定の設計又は実装に従ってプロセッサ
レジスタ３５３０にあってもよい。プロセッサレジスタ３５３０は、プロセッサ３５０６
又は電子デバイス３５０４の他のプロセッサと関連付けされてもよい。
【０３９０】
　電子デバイス３５０４は、図１の電子デバイス１０３、図２の電子デバイス２０４、図
４の電子デバイス４０４、図７の電子デバイス７０１、図３３の電子デバイス３３０４及
び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現されるか
、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。プロセッサ３５０６は、図２のプロセ
ッサ２０８、図４のプロセッサ４０８、図７のプロセッサ７０２、図３３のプロセッサ３
３０６及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現
されるか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。メモリ３５０８は、図２のメ
モリ２０６、図４のメモリ４０６、図７のメモリ７０３、図３３のメモリ３３０８及び／
又はこれらの何れかの組み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現されるか、又
は当該機能を実現するよう構成されてもよい。オペレーティングシステム３５１２は、図
１のオペレーティングシステム１１２、図２のオペレーティングシステム２１２、図４の
オペレーティングシステム４１２、図７のオペレーティングシステム７１３、図３３のオ
ペレーティングシステム３３１２及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により全
体的若しくは部分的に実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。Ｏ
／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６は、図１のＯ／Ｓ下位トラップエージェント
１０４、図２のＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７若しくはＳＶＭＭ２１６、図４
のファームウェアセキュリティエージェント４４０、４４２、ＰＣファームウェアセキュ
リティエージェント４４４若しくはＯ／Ｓ下位システムエージェント４５０、図５のファ
ームウェアセキュリティエージェント５１６、図７のマイクロコードセキュリティエージ
ェント７０８、図３３のＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント３３１６及び／又はこれら
の何れかの組み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現されるか、又は当該機能
を実現するよう構成されてもよい。
【０３９１】
　電子デバイス３５０４は、バーチャルマシーン制御構造１１５２を有してもよい。一実
施例では、バーチャルマシーン制御構造１１５２は、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェン
ト３５１６にあってもよい。他の実施例では、バーチャルマシーン制御構造１１５２は、
Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６に通信接続されてもよい。当該実施例では
、バーチャルマシーン制御構造１１５２の機能の一部又はすべては、Ｏ／Ｓ下位セキュリ
ティエージェント３５１６により実行されてもよい。さらに、当該実施例では、Ｏ／Ｓ下
位セキュリティエージェント３５１６の機能の一部又はすべては、バーチャルマシーン制
御構造１１５２により実行されてもよい。バーチャルマシーン制御構造１１５２は、図１
のＯ／Ｓ下位トラップエージェント１０４、図２のＶＭＣＳ、図４のファームウェアセキ
ュリティエージェント４４０、４４２若しくはＰＣファームウェアセキュリティエージェ
ント４４４、図５のファームウェアセキュリティエージェント５１６、又は図７のマイク
ロコードセキュリティエージェント７０６により完全に又は部分的に実現されてもよい。
バーチャルマシーン制御構造１１５２は、プロセッサレジスタ３５３０又は他のリソース
などのリソースに対するリクエストをトラップするためのデータ構造、レコード、ファイ
ル、モジュール又は他の何れか適切なエンティティにより実現されてもよい。一実施例で
は、システム３５００が図２のシステム２００により完全に又は部分的に実現される場合
など、バーチャルマシーン制御構造１１５２及びＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント３
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５１６は、プロセッサレジスタ３５３０や他の何れか適切なシステムリソースなどの電子
デバイス３５０４のシステムリソースへのアクセスを仮想化するよう構成されてもよい。
【０３９２】
　バーチャルマシーン制御構造１１５２は、プロセッサレジスタ３５３０などのシステム
リソースのオペレーティングシステム３５１２により要求された処理をトラップするため
の１以上のフラグ１１５４を有してもよい。フラグ１１５４は、例えば、プロセスコンテ
クストスイッチフラグ３５５６及び／又はリードファンクションフラグ３５５８などをト
ラップするためのフラグを有してもよい。フラグ１１５４は、プロセッサレジスタ３５３
０などのシステムリソースへのアクセスをトラップするのに適した何れかのフラグを有し
てもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６は、バーチャルマシーン制御構
造１１５２の何れのフラグがシステムリソースへのアクセスをトラップするのに利用され
るか設定するよう構成されてもよい。バーチャルマシーン制御構造１１５２及びＯ／Ｓ下
位セキュリティエージェント３５１６によりトラップ及び／又はガードされるシステムリ
ソースは、限定することなく、プロセッサレジスタ３５３０を含むものであってもよい。
【０３９３】
　プロセッサ３５７３は、電子デバイス３５０４上で動作するよう構成されてもよい。電
子デバイス３５０４上で動作する１以上のプロセスは、マルウェアに関する悪意あるプロ
セスであるかもしれない。電子デバイス３５０４上のマルウェアは、アンチマルウェアソ
フトウェアによる検出を回避するため、プロセス３５７３の１以上のプロセスの存在を偽
装するよう動作する可能性がある。例えば、オペレーティングシステム３５１２は、オペ
レーティングシステムカーネルメモリ３５８０を有してもよい。オペレーティングシステ
ムカーネルメモリ３５８０は、電子デバイス３５０４上のプロセスの実行を追跡するため
の１以上の機構を含むものであってもよい。一例では、当該機構は、アクティブプロセス
リスト３５８４を有してもよい。アクティブプロセスリスト３５８４は、電子デバイス３
５０４上で実行されるプロセスを追跡するためのデータ構造、レコード、ファイル又は他
の何れか適切な方法により実現されてもよい。例えば、プロセス３５７３ｂがマルウェア
に関する悪意あるプロセスである場合、電子デバイス３５０４上のマルウェアは、プロセ
ス３５７３ｂへの参照を削除するため、アクティブプロセスリスト３５８４を修正しても
よい。従って、何れのプロセスが電子デバイス３５０４上でアクティブ実行され、マルウ
ェアについて調べられるべきか決定する際、電子デバイス３５０４上で実行されるセキュ
リティソフトウェアは、調査のためのアクティブなプロセスとしてプロセス３５７３ｂを
認識しない。
【０３９４】
　プロセス３５７３又は電子デバイス３５０４上で実行される他のエンティティは、仮想
化メモリを利用する際に通常処理の一部として、プロセス３５７３の１つに関連するプロ
セスコンテクストスイッチの利用を要求するものであってもよい。仮想化メモリの利用を
実現するため、オペレーティングシステム３５１２は、所与のプロセスに対するプロセス
コンテクストスイッチ、リード又はアタッチメントを実行するよう構成されてもよい。当
該アクションは、オペレーティングシステム３５１２がＣＲ３レジスタ３５６０などの制
御レジスタを含むシステムリソースにアクセスすることを試みることを要求してもよい。
オペレーティングシステム３５１２は、“ｍｏｖｅ　ｖａｌｕｅ，ＣＲ３”コマンドの形
態によりＣＲ３レジスタ３５６０のリードを生成してもよい。オペレーティングシステム
３５１２は、“ｍｏｖｅ　ＣＲ３，ｖａｌｕｅ”のコマンドの形態によりＣＲ３レジスタ
３５６０の値を変更することを試みるよう構成されてもよい。
【０３９５】
　バーチャルマシーン制御構造１１５２は、レジスタ３５３０を含む電子デバイス３５０
４のシステムリソースにアクセスするため、オペレーティングシステム３５１２による試
行をインターセプトするよう構成されてもよい。バーチャルマシーン制御構造１１５２は
、電子デバイス３５０４のシステムリソースにアクセスするためオペレーティングシステ
ム３５１２により試行された特定のコマンドをトラップすることを試みるよう構成されて
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もよい。バーチャルマシーン制御構造１１５２は、オペレーティングシステム３５１２の
コマンドをインターセプトするためのフラグを利用するよう構成されてもよい。一実施例
では、バーチャルマシーン制御構造１１５２は、ＣＲ３レジスタ３５６０に対するプロセ
スコンテクストスイッチ及びリードコマンドをインターセプトするためのフラグ３５５６
～３５５８を有してもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６は、バーチャ
ルマシーン制御構造１１５２内のフラグ３５５６～３５５８を設定するよう構成されても
よい。バーチャルマシーン制御構造１１５２は、ＶＭイグジットを生成するよう構成され
てもよく、当該イベントは、ＣＲ３レジスタ３５６０に関するリード又はプロセスコンテ
クストスイッチコマンドなど、フラグ付けされた処理のインターセプトに応答して生成さ
れる。一実施例では、バーチャルマシーン制御構造１１５２は、仮想化メモリに関する制
御レジスタの何れか試行されたアクセスについてＶＭイグジットを生成するよう構成され
てもよい。電子デバイス３５０４上で実行されるプロセスの１つがプロセスコンテクスト
スイッチを実行し、又はプロセスに関するプロセススペースを読むことを試行する毎に、
バーチャルマシーン制御構造１１５２は、ＶＭイグジットを生成し、試行されたコマンド
に関する情報をＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６に転送するよう構成されて
もよい。説明のため、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６は、レジスタ変更３
５７６におけるＣＲ３レジスタ３５６０（又は他のレジスタ３５６８）に対するすべての
アクションを記録するよう構成されてもよい。レジスタ変更３５７６は、ＣＲ３レジスタ
３５６０又は他のレジスタ３５６８に対する変更の履歴を格納するためのファイル、構造
、データ構造、レコード又は他の何れか適切な機構により実現されてもよい。Ｏ／Ｓ下位
セキュリティエージェント３５１６は、ＣＲ３レジスタ３５６０のすべてのアクセスを記
録することによって、電子デバイス３５０４におけるプロセスコンテクストスイッチを試
みたすべてのプロセス３５７３のレコードを有してもよい。レジスタ変更３５７６として
の変更のレコードは、電子デバイス３５０４上で実行されるプロセスのレコードとして機
能するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６は、電子デ
バイス３５０４上で実行されているすべてのプロセスを含む実行中のプロセス３５８６の
リストをレジスタ変更３５７６から決定するよう構成されてもよい。
【０３９６】
　ＣＲ３レジスタへのアクセスをインターセプトすることによって、Ｏ／Ｓ下位セキュリ
ティエージェント３５１６は、実行の内外でスワップされるプロセスの可能性を拒絶する
ことによって、実行をフリーズすることが可能であってもよい。実行をフリーズすること
によって、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６は、訂正又は検出手段を回避又
は覆すため動作しているマルウェアとのレース条件に入ることなく、実行中のプロセスの
リストを収集するよう構成されてもよい。
【０３９７】
　あるいは、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６は、コンテクストスイッチの
ためのオペレーティングシステムファンクション（ＷｉｎｄｏｗｓＴＭのファンクション
ＳｗａｐＣｏｎｔｅｘｔなど）をモニタすることによって、実行中のプロセス３５８６の
リストを決定するよう構成されてもよい。オペレーティングシステムコンテクストスイッ
チファンクションのモニタは、ファンクションコールのコードセクションに関するメモリ
のプロセッサレベルモニタリングを介し、又は当該コードセクションを指し示す実行命令
ポインタ（ＥＩＰ）の観察を介し実行されてもよい。例えば、ＳｗａｐＣｏｎｔｅｘｔが
ある物理的又は仮想的なメモリ位置がマッピングされ、セキュリティルールに記述されて
もよい。ＳｗａｐＣｏｎｔｅｘｔがある物理的アドレス又はバーチャルメモリアドレスの
フラグがトラップされてもよい。例えば、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６
が図２のＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７により完全に又は部分的に実現される
場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６は、ＳｗａｐＣｏｎｔｅｘｔがある
バーチャルメモリページの試行された実行をトラップするためＶＭＣＳ１１５２を設定し
てもよい。他の例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６が図７のマイクロ
コードセキュリティエージェント７０８により完全に又は部分的に実現される場合、Ｏ／
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Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６は、ＳｗａｐＣｏｎｔｅｘｔファンクションの
コードセクションが始まる物理メモリアドレスの試行された実行をトラップするため、Ｖ
ＭＣＳ１１５２を設定してもよい。
【０３９８】
　オペレーティングシステム３５１２は、セキュリティデバイスドライバ３５７０を有し
てもよい。セキュリティデバイスドライバ３５７０は、カーネルモードデバイスドライバ
サービスを提供するためのドライバ、モジュール、実行可能、ＤＬＬ又は他の何れか適切
な機構により実現されてもよい。セキュリティデバイスドライバ３５７０は、電子デバイ
ス３５０４上で実行されている実行中のプロセスを列挙するため、オペレーティングシス
テム３５１２の各種部分をコールするよう構成されてもよい。例えば、セキュリティデバ
イスドライバ３５７０は、カーネルメモリ３５８０又はアクティブプロセスリスト３５８
４を調べるよう構成されてもよい。セキュリティデバイスドライバ３５７０は、セキュリ
ティデバイスドライバ３５７０が検出可能な実行中プロセスリスト３５８０を通信するよ
う構成されてもよい。セキュリティデバイスドライバ３５７０は、Ｏ／Ｓ下位セキュリテ
ィエージェント３５１６に実行中プロセスリスト３５８０を通信するよう構成されてもよ
い。一実施例では、セキュリティデバイスドライバ３５７０は、ハイパーセルを介しＯ／
Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６に所与の検出されたプロセスに関するＥＰＲＯ
ＣＥＳＳ構造をわたすよう構成されてもよい。セキュリティデバイスドライバ３５７０に
より検出されたアクティブプロセスのＥＰＲＯＣＥＳＳ構造を受信すると、Ｏ／Ｓ下位セ
キュリティエージェント３５１６は、セキュリティデバイスドライバ３５７０から受信し
た各ＥＰＲＯＣＥＳＳ構造に関するＣＲ３レジスタ３５６０の値（又は他のレジスタ３５
６８の値）を計算するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５
１６は、セキュリティデバイスドライバ３５７０から受信した実行中プロセスリスト３５
８０と、レジスタ変更３５７６からＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６が決定
した実行中プロセスリスト３５８６とを比較するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキ
ュリティエージェント３５１６は、それがコンパイルしたレジスタ変更３５７６と比較し
て、セキュリティデバイスドライバ３５７０からの実行中プロセスリスト３５８０から導
出されたＣＲ３値が欠落しているか判断するよう構成されてもよい。当該相違は、隠蔽さ
れたプロセスを示す可能性がある。当該プロセスは、オペレーティングシステム３５１２
と共に、電子デバイス３５０４上で実行されるセキュリティデバイスドライバ３５７０、
アンチウイルス又はアンチマルウェアソフトウェアから隠蔽されてもよい。しかしながら
、当該プロセスの証拠は、当該隠蔽されたプロセスが例えば、プロセスコンテクストスイ
ッチ又はプロセスアドレススペースのリードなどを試みたため、Ｏ／Ｓ下位セキュリティ
エージェント３５１６に可視的であったかもしれない。隠蔽されるプロセスの証拠は、カ
ーネルモードセキュリティデバイスドライバ３５７０が隠蔽されたプロセスを検出できな
いため、カーネルルートデバイスドライバを介したカーネルモード感染の証拠であっても
よい。
【０３９９】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６は、隠蔽されたプロセスではないが、リ
ストがコンパイルされた時点の間の通常の実行中に削除されたプロセスである欠落プロセ
スを決定してもよい。隠蔽されたプロセスとしてスレッドを誤って特定することを回避す
るため、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６は、プロセスを作成及び削除する
ためのファンクションの実行をモニタするよう構成されてもよい。当該ファンクションは
、例えば、ｐｓｐＰｒｏｃｅｓｓＣｒｅａｔｅ又はｐｓｐＴｅｒｍｉｎａｔｅＰｒｏｃｅ
ｓｓなどを含むものであってもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６は、
それの列挙アクション及び作成又は削除ファンクションの観察のタイムスタンプレコード
を生成するよう構成されてもよく、これにより、プロセスが欠落している場合、当該プロ
セスが目辛くしていると特定されるまでに削除ファンクションにより当該プロセスが削除
されたか判断してもよい。
【０４００】
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　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６が、電子デバイス３５０４上で実行され
る隠蔽されたプロセスの証拠があると判断した場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェン
ト３５１６は、当該プロセスに関する修正が行われたか判断するため、オペレーティング
システム３５１２及びオペレーティングシステムカーネルメモリ３５８０をスキャンする
よう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６は、マルウェアに
より実行されていると知られるメモリ修正についてスキャンするよう構成されてもよい。
いくつかの実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６は、アクティブプ
ロセスリスト３５８４と共に、オペレーティングシステムコードセクション３５８２をス
キャンするよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６は、オ
ペレーティングシステムカーネルメモリ３５８０に検出された悪意ある修正を修復するよ
う構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６は、オペレーティン
グシステムカーネルメモリ３５８０におけるメモリ修正を調べることによって決定される
何れかの検出されたルートキット感染を削除するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキ
ュリティエージェント３５１６は、何れか内部のデータ構造又はコードセクションに対す
る感染を修復するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６
は、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６とセキュリティデバイスドライバ３５
７０とにより決定されたプロセス間で検出されたすべての相違の隠蔽されたプロセスのメ
モリ修正についてスキャンするプロセスを繰り返すよう構成されてもよい。セキュリティ
デバイスドライバ３５７０は、実行中プロセスリスト３５８６などのＯ／Ｓ下位セキュリ
ティエージェント３５１６から最終的なプロセスリストを受信するよう構成されてもよい
。セキュリティデバイスドライバ３５７０は、ハイパーセルを介しＯ／Ｓ下位セキュリテ
ィエージェント３５１６に実行中プロセスリスト３５８６にアクセスするよう構成されて
もよい。
【０４０１】
　セキュリティＤＬＬ３５７２は、電子デバイス３５０４上で実行されるよう構成されて
もよい。セキュリティＤＬＬ３５７２は、後述されるようなそれの機能を実行するため、
ダイナミックリンクライブラリ（ＤＬＬ）、共有ライブラリ、実行可能又は他の何れか適
切な機構により実現されてもよい。セキュリティデバイスドライバ３５７０は、セキュリ
ティＤＬＬ３５７２又はセキュリティＤＬＬ３５７２への参照を、プロセスアドレススペ
ース３５８７などの電子デバイス３５０４上で実行される各プロセスのアドレススペース
に挿入するよう構成されてもよい。各プロセスアドレススペース３５８７は、セキュリテ
ィＤＬＬ３５７２へのポインタを含むものであってもよい。セキュリティＤＬＬ３５７２
は、電子デバイス３５０４上で実行されるすべてのユーザモードプロセスを列挙するよう
構成されてもよい。セキュリティＤＬＬ３５７２は、何れか適切な技術を利用してユーザ
モードプロセスを列挙するよう構成されてもよい。例えば、セキュリティＤＬＬ３５７２
は、ＷｉｎｄｏｗｓＴＭオペレーティングシステムにおけるＮｔＱｕｅｒｙＳｙｓｔｅｍ
Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎファンクションを利用し、ＰｒｏｃｅｓｓＦｉｒｓｔ及びＰｒｏ
ｃｅｓｓＮｅｘｔファンクションを利用してプロセスをナビゲートするよう構成されても
よい。当該ファンクションはまた、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントにより実行され
てもよい。セキュリティＤＬＬ３５７２は、それの結果を実行中プロセスリスト３５８８
にコンパイルするよう構成されてもよい。セキュリティＤＬＬ３５７２は、実行中プロセ
スリスト３５８８をセキュリティデバイスドライバ３５７０に送信するよう構成されても
よい。セキュリティＤＬＬ３５７２は、セキュアな入出力コールを介し実行中プロセスリ
スト３５８６を送信するよう構成されてもよい。セキュリティデバイスドライバ３５７０
は、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６から受信した実行中プロセスリスト３
５８６のリストと、受信した実行中プロセスリスト３５８８とを比較するよう構成されて
もよい。セキュリティデバイスドライバ３５７０は、当該プロセスリストの相違がユーザ
モードルートキット攻撃を含みうると判断するよう構成されてもよい。セキュリティデバ
イスドライバ３５７０又はセキュリティＤＬＬ３５７２は、メモリ修正が行われたか判断
するため、プロセスアドレススペースに関するメモリのプロセスコード及びデータセクシ
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ョンを調べるよう構成されてもよい。セキュリティデバイスドライバ３５７０は、プロセ
スアドレススペース３５８７において行われたメモリ修正を修復するよう構成されてもよ
い。セキュリティデバイスドライバ３５７０は、セキュリティＤＬＬ３５７２からの実行
中プロセスリスト３５８８とＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６からの実行中
プロセスリスト３５８６との間で検出される各相違について、プロセスアドレススペース
３５８７をスキャンし、メモリ修正を検出し、当該メモリ修正を修復するプロセスを繰り
返すよう構成されてもよい。
【０４０２】
　動作について、プロセス３５７３は、電子デバイス３５０４上で実行されてもよい。プ
ロセス３５７３の１以上が隠蔽されてもよい。例えば、プロセス３５７３ｂは、マルウェ
アに関連付けされてもよく、電子デバイス３５０４上で実行されるアンチウイルス又はア
ンチマルウェアソフトウェアからそれの悪意ある処理を偽装するため隠蔽されてもよい。
プロセス３５７３は、オペレーティングシステム３５１２を介しｄｅｎしデバイス３５０
４のシステムリソースにアクセスしてもよい。プロセッサ３５７３は、メモリの異なる部
分にアクセスするため、又はプロセッサ３５０８により実行されるため、電子デバイス３
５０４の制御レジスタにアクセスすることを要求してもよい。当該アクセスは、プロセス
コンテクストスイッチ又はプロセスアドレススペースの読み込みを生じさせることを含む
ものであってもよい。当該要求は、ＣＲ３レジスタ３５６０などのレジスタにアクセスす
るオペレーティングシステム３５１２により処理されてもよい。バーチャルマシーン制御
構造１１５２は、当該リクエストをインターセプトし、当該リクエストについてＶＭイグ
ジットを生成してもよい。バーチャルマシーン制御構造１１５２は、当該試行に関する情
報をＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６に提供してもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュ
リティエージェント３５１６は、バーチャルマシーン制御構造１１５２上の命令“ｍｏｖ
ｅ　ＣＲ３，ｖａｌｕｅ”３５５６又は“ｍｏｖｅ　ｖａｌｕｅ，ＣＲ３”３５５８をト
ラップするためのものなど、フラグを設定してもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェ
ント３５１６は、ＣＲ３レジスタ３５６０及びレジスタ変更３５７６に対するすべての試
行されたリード又は変更を記録してもよい。
【０４０３】
　電子デバイス３５０４上で実行される１以上のプロセス３５７３が隠蔽されているか判
断するため、セキュリティデバイスドライバ３５７０は、オペレーティングシステム３５
１２から何れのカーネルモードプロセスがオペレーティングシステム３５１２上で実行さ
れているか判断してもよい。セキュリティデバイスドライバ３５７０は、アクティブプロ
セスリスト３５８４などのオペレーティングシステムカーネルメモリ３５８０の一部をス
キャンすることによって、当該プロセスを決定してもよい。セキュリティデバイスドライ
バ３５７０は、電子デバイス３５０４のカーネルモードによる動作を検出可能な実行中プ
ロセスリスト３５８０のリストを有してもよい。セキュリティデバイスドライバ３５７０
は、実行中プロセスリスト３５８０をＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６に送
信してもよい。セキュリティデバイスドライバ３５７０は、実行中プロセスリスト３５８
０において検出される各プロセスのＥＰＲＯＣＥＳＳ構造をハイパーセルを介しＯ／Ｓ下
位セキュリティエージェント３５１６にわたすことによって、実行中プロセスリスト３５
８０をＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６に送信してもよい。Ｏ／Ｓ下位セキ
ュリティエージェント３５１６は、実行中プロセスリスト３５８０内に含まれる各ＥＰＲ
ＯＣＥＳＳのＣＲ３値を計算してもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６
は、その後、実行中プロセスリスト３５８０においてセキュリティデバイスドライバ３５
７０から生じたＣＲ３値と、電子デバイス３５０４の動作中にコンパイルしたレジスタ変
更３５７６とを比較してもよい。実行中プロセスリスト３５８０とレジスタ変更３５７６
との間の相違は、電子デバイス３５０４上で隠蔽されるプロセス３５７３の１以上の結果
であってもよい。
【０４０４】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６が、電子デバイス３５０４上で実行され
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る隠蔽されたプロセスの証拠があると判断した場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェン
ト３５１６は、当該プロセスに関する修正が行われたか判断するため、オペレーティング
システム３５１２及びオペレーティングシステムカーネルメモリ３５８０をスキャンして
もよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６は、マルウェアにより行われたと
知られるメモリ修正についてスキャンしてもよい。一実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリテ
ィエージェント３５１６は、メモリ修正についてアクティブプロセスリスト３５８４と共
にオペレーティングシステムコードセクション３５８２をスキャンしてもよい。Ｏ／Ｓ下
位セキュリティエージェント３５１６は、オペレーティングシステムカーネルメモリ３５
８０において検出された悪意ある修正を修復してもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージ
ェント３５１６は、オペレーティングシステムカーネルメモリ３５８０におけるメモリ修
正を調べることによって決定された何れかの検出されたルートキット感染を削除するか、
又は何れか内部のデータ構造又はコードセクションに対する感染を修復してもよい。Ｏ／
Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６は、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５
１６及びセキュリティデバイスドライバ３５７０により決定されたプロセス間で検出され
た各相違の隠蔽されたプロセスのメモリ修正についてスキャンするプロセスを繰り返すよ
う構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６は、実行中プロセス
リスト３５８６などの最終的なプロセスリストを生成し、当該リストをセキュリティデバ
イスドライバ３５７０に送信してもよい。
【０４０５】
　セキュリティデバイスドライバ３５７０は、実行中プロセスリスト３５８６などの電子
デバイス３５０４上で実行される各プロセスのアドレススペースにセキュリティＤＬＬ３
５７２又はセキュリティＤＬＬ３５７２への参照を挿入してもよい。各プロセスアドレス
スペース３５８７は、セキュリティＤＬＬ３５７２へのポインタを含むものであってもよ
い。セキュリティＤＬＬ３５７２は、電子デバイス３５０４上で実行されるすべてのユー
ザモードプロセスを列挙してもよい。セキュリティＤＬＬ３５７２は、それの結果を実行
中プロセスリスト３５８８にコンパイルし、実行中プロセスリスト３５８８をセキュリテ
ィデバイスドライバ３５７０に送信してもよい。
【０４０６】
　セキュリティデバイスドライバ３５７０は、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５
１６から受信した実行中プロセスリスト３５８６のリストと、受信した実行中プロセスリ
スト３５８８とを比較してもよい。セキュリティデバイスドライバ３５７０は、当該プロ
セスリストの相違がユーザモードルートキット攻撃などのマルウェア感染を示すと判断し
てもよい。セキュリティデバイスドライバ３５７０は、メモリ修正が行われたか判断し、
必要なリペアを行うため、プロセスアドレススペース３５８７に関するメモリにおいてプ
ロセスコード及びデータセクションを調べてもよい。セキュリティデバイスドライバ３５
７０は、プロセスアドレススペース３５８７をスキャンし、メモリ修正を検出し、当該メ
モリ修正を修復するプロセスを、セキュリティＤＬＬ３５７２からの実行中プロセスリス
ト３５８８とＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント３５１６からの実行中プロセスリスト
３５８６との間で検出された各相違について繰り返してもよい。
【０４０７】
　図３６は、電子デバイス上で隠蔽されたプロセスを検出及び修復する方法３６００の実
施例である。
【０４０８】
　ステップ３６０５において、制御レジスタの試行されたアクセスがインターセプト及び
記録されてもよい。当該制御レジスタは、ＣＲ３制御レジスタであってもよい。当該試行
されたアクセスは、ＶＭイグジットをトラップすることによってインターセプトされても
よい。当該インターセプトは、バーチャルマシーン制御構造においてフラグを設定するこ
とによって実現されてもよい。ステップ３６０５は、所与の期間における制御レジスタに
アクセスするすべてのプロセスのレコードを含むＯ／Ｓ下位レベルプロセスリストをステ
ップ３６１０において構築するため繰り返されてもよい。バーチャルメモリを利用するシ
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ステムでは、制御レジスタは、当該バーチャルメモリをスイッチ及びアクセスするためア
クセスされてもよい。ステップ３６０５～３６１０は、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェ
ントの支援により実現されてもよい。ステップ３６０５～３６１０は、方法３６００にお
いて各種比較が行われるように更新されたベースラインを提供するため、必要に応じて方
法３６００の処理中に定期的又は必要に応じて繰り返されてもよい。
【０４０９】
　ステップ３６１５において、電子デバイスのオペレーティングシステム上で実行される
プロセスは、オペレーティングシステムのカーネルモードの観点から決定されてもよい。
当該プロセスは、オペレーティングシステムのカーネルモードの列挙ファンクションを利
用することによって決定されてもよい。例えば、オペレーティングシステムのアクティブ
プロセスリストは、実行中のプロセスを決定するためアクセスされてもよい。ステップ３
６２０において、当該プロセスは、Ｏ／Ｓレベルプロセスリストを構成するため利用され
てもよい。ステップ３６２５において、Ｏ／Ｓレベルプロセスリストの各プロセスのＥＰ
ＲＯＣＥＳＳ構造からの制御レジスタ値が計算されてもよい。当該レジスタ値は、プロセ
スがＯ／Ｓレベルプロセスリストにおいて相互参照されることを可能にするものであって
もよい。
【０４１０】
　ステップ３６３０において、Ｏ／Ｓ下位レベル及びＯ／Ｓレベルプロセスリストが、相
違が存在するか決定するため比較されてもよい。Ｏ／Ｓ下位レベルプロセスリストにあっ
て、Ｏ／Ｓレベルプロセスリストから欠落しているプロセスが存在する場合、ステップ３
６３５において、当該プロセスが隠蔽され、悪意ある可能性があると判断されてもよい。
【０４１１】
　ステップ３６４０において、オペレーティングシステム及びシステムメモリが、隠蔽さ
れたプロセスに関するメモリ修正についてスキャンされてもよい。一実施例では、当該リ
ソースは、プロセス列挙に関する変更についてスキャンされてもよい。例えば、オペレー
ティングシステムコードセクション及び／又はオペレーティングシステムアクティブプロ
セスリストがスキャンされてもよい。ステップ３６４５において、検出されたメモリ修正
が修復されてもよい。ステップ３６５０において、ステップ３６０５～３６４５が、Ｏ／
Ｓ下位レベルプロセスリストとＯ／Ｓレベルプロセスリストとの要素間に相違が存在しな
くなるまで、隠蔽されるすべてのプロセスについて繰り返されてもよい。
【０４１２】
　図３７は、電子デバイス上の隠蔽されたプロセスを検出及び修復する方法３７００の実
施例である。方法３７００は方法３６００と異なり、方法３６００はカーネルモードプロ
セスとユーザモードプロセスとの双方を含むリストを作成及び比較することに関し、方法
３７００はカーネルモードプロセスリストとユーザモードプロセッサリストとの別々の作
成及び比較に関する。一方のリストにあって、他方にないプロセスの存在を比較すること
によって、マルウェアがユーザモードルートキット又はカーネルモードルートキットであ
るかなど、マルウェアプロセスのクオリティが決定されてもよい。また、ルートキットは
、１以上のプロセスを感染させている可能性がある。
【０４１３】
　ステップ３７０５において、制御レジスタの試行されたアクセスがインターセプト及び
記録されてもよい。当該制御レジスタは、ＣＲ３制御レジスタであってもよい。当該試行
されたアクセスは、ＶＭイグジットをトラップすることによってインターセプトされても
よい。当該インターセプトは、バーチャルマシーン制御構造においてフラグを設定するこ
とによって実現されてもよい。ステップ３７０５は、所与の期間において制御レジスタに
アクセスするすべてのプロセスのレコードを含みうるＯ／Ｓ下位レベルプロセスリストを
ステップ３７１０において構成するため繰り返されてもよい。バーチャルメモリを利用す
るシステムでは、制御レージスタは、バーチャルメモリをスイッチ及びアクセスするため
アクセスされてもよい。ステップ３７０５～３７１０は、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージ
ェントの支援により実現されてもよい。ステップ３７０５～３７１０は、方法３７００に



(130) JP 6370747 B2 2018.8.8

10

20

30

40

50

おいて行われる各種比較について更新されたベースラインを提供するため、必要に応じて
方法３７００の処理中に定期的又は必要に応じて繰り返されてもよい。
【０４１４】
　ステップ３７１５において、電子デバイスのオペレーティングシステムのカーネルモー
ドで実行されるプロセスは、オペレーティングシステムのカーネルモードの観点から決定
されてもよい。当該プロセスは、オペレーティングシステムのカーネルモードの列挙ファ
ンクションを利用することによって決定されてもよい。例えば、オペレーティングシステ
ムのアクティブプロセスリストは、カーネルモードで実行されるプロセスを決定するため
アクセスされてもよい。ステップ３７２０において、当該プロセスは、Ｏ／Ｓレベルプロ
セスリストを構成するため利用されてもよい。ステップ３７２５において、Ｏ／Ｓレベル
プロセスリストの各プロセスのＥＰＲＯＣＥＳＳ構造からの制御レジスタ値が計算されて
もよい。当該レジスタ値は、当該プロセスがＯ／Ｓレベルプロセスリストにおいて相互参
照されることを可能にするものであってもよい。
【０４１５】
　ステップ３７３０において、Ｏ／Ｓ下位レベル及びＯ／Ｓレベルプロセスリストが、相
違が存在するか判断するため比較されてもよい。Ｏ／Ｓ下位レベルプロセスリストにあっ
て、Ｏ／Ｓレベルプロセスリストから欠落したプロセスがある場合、ステップ３７３５に
おいて、当該プロセスが隠蔽されて悪意があり、おそらくカーネルモードルートキットの
形態をとりうると判断されてもよい。一実施例では、あるいは、Ｏ／Ｓレベルプロセスリ
ストから欠落したプロセスは、実際にはユーザモードプロセスであると判断されてもよい
。当該実施例では、ステップ３７１５は、電子デバイスのユーザモードプロセスを列挙し
ていないかもしれない。
【０４１６】
　ステップ３７４０において、オペレーティングシステム及びシステムメモリが、隠蔽さ
れたプロセスに関するメモリ修正についてスキャンされてもよい。一実施例では、当該リ
ソースは、プロセス列挙に関連する変更についてスキャンされてもよい。例えば、オペレ
ーティングシステムコードセクション及び／又はオペレーティングシステムアクティブプ
ロセスリストがスキャンされてもよい。ステップ３７４５において、何れか検出されたメ
モリ修正が修復されてもよい。ステップ３７５０において、ステップ３７３５～３７４５
が、Ｏ／Ｓ下位レベルプロセスリストとＯ／Ｓレベルプロセスリストとのカーネルモード
要素間に相違がなくなるまで、すべての隠蔽されたカーネルモードプロセスについて繰り
返されてもよい。
【０４１７】
　ステップ３７５５において、電子デバイスのユーザモードプロセスが決定及び列挙され
てもよい。ステップ３７５５は、実行中の各プロセスのアドレススペースに共有ライブラ
リを挿入することによって実現されてもよい。共有ライブラリは、オペレーティングシス
テムのユーザモードプロセス列挙ファンクションをコールしてもよい。ステップ３７６０
において、ユーザレベルプロセスリストは、ステップ３７５５の結果により作成されても
よい。ステップ３７６５において、Ｏ／Ｓ下位レベルプロセスリストとユーザレベルプロ
セスリストとの間の相違が決定されてもよい。ユーザレベルプロセスリストに検出されず
、またＯ／Ｓレベルプロセスリストに以前に検出されていないプロセスは、隠蔽されたユ
ーザモードプロセスであるかもしれず、マルウェアに関連付けされてもよい。ステップ３
７７０において、ユーザモードのアプリケーション及びプロセススペースは、メモリ修正
についてスキャンされてもよい。共有ライブラリが挿入されたアドレススペースのプロセ
スコードは、当該メモリ修正について調べられてもよい。データセクションと共にユーザ
モードプロセスコードを収容するメモリの部分が、ステップ３７７５においてスキャンさ
れてもよい。ステップ３７８０において、検出されたメモリ修正が修復されてもよい。ス
テップ３７８５において、Ｏ／Ｓ下位レベルプロセスリストとユーザレベルプロセスリス
トとのユーザモード要素の間に相違が存在しなくなるまで、ステップ３７５５～３７８０
が繰り返されてもよい。
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【０４１８】
　図３８は、電子デバイス３８０１上で実行されるオペレーティングシステム３８１３の
システムコールへのアクセスをセキュアにするシステム３８００の実施例である。システ
ム３８００は、オペレーティングシステム３８１３などの電子デバイス３８０１のオペレ
ーティングシステムにおいて実行されるソフトウェアベースエンティティからのシステム
コール及び／又はシステムコールテーブルにアクセスする悪意ある試行を検出するため、
電子デバイス３８０１上で動作するよう構成されるＯ／Ｓ下位トラップエージェント３８
２０及びトリガイベントハンドラ３８２２を有してもよい。さらに、Ｏ／Ｓ下位トラップ
エージェント３８２０及びトリガイベントハンドラ３８２２は、システムコール及び／又
はシステムコールテーブル３８０４へのアクセスをトラップすべき時点と、トラップ処理
に関するトリガイベントをどのように処理するかとを決定するため、１以上のセキュリテ
ィルール３８０４を利用するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント３
８２０及びトリガイベントハンドラ３８２２は、トリガイベントを許可、拒絶又は他の訂
正アクションを実行するよう構成されてもよい。
【０４１９】
　電子デバイス３８０１は、図１の電子デバイス１０３、図２の電子デバイス２０４、図
４の電子デバイス４０４、図７の電子デバイス７０１、図９の電子デバイス９０１、図１
２の電子デバイス１２０１及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により全体的若
しくは部分的に実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。電子デバ
イス３８０１は、メモリ３８０３に接続される１以上のプロセッサ３８０２を有してもよ
い。プロセッサ３８０２は、図２のプロセッサ２０８、図４のプロセッサ４０８、図７の
プロセッサ７０２、図９のプロセッサ９０２、図１２のプロセッサ１２０２及び／又はこ
れらの何れかの組み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現されるか、又は当該
機能を実現するよう構成されてもよい。メモリ３８０３は、図２のメモリ２０６、図４の
メモリ４０６、図７のメモリ７０３、図９のメモリ９０３、図１２のメモリ１２０３及び
／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現されるか、
又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。電子デバイス３８０１は、システムコー
ルテーブル３８０４、バーチャルメモリページテーブル３８０６及びＯ／Ｓ内セキュリテ
ィエージェント３８１９を含むオペレーティングシステム３８１３を有してもよい。オペ
レーティングシステム３８１３は、図１のオペレーティングシステム２１２、図４のオペ
レーティングシステム４１２、図７のオペレーティングシステム７１３、図９のオペレー
ティングシステム９１３、図１２のオペレーティングシステム１２１３及び／又はこれら
の何れかの組み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現されるか、又は当該機能
を実現するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント３８１９は、図１
のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８、図４のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント
４１８、図７のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント７１９、図９のＯ／Ｓ内セキュリティ
エージェント９１９、図１２のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント１２１９及び／又はこ
れらの何れかの組み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現されるか、又は当該
機能を実現するよう構成されてもよい。セキュリティルール３８０８は、図１のセキュリ
ティルール１１４、図２のセキュリティルール２２０、２２２、図４のセキュリティルー
ル４２０、４３４、４３６、４３８、図５のセキュリティルール５１８、図７のセキュリ
ティルール７０７、７２１、７２３、図９のセキュリティルール９０８、９２１、図１２
のセキュリティルール１２０８、１２２１及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能
により実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。プロテクションサ
ーバ３８１８は、図１のプロテクションサーバ１０２、図２のプロテクションサーバ２０
２及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現され
るか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。
【０４２０】
　Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント３８２０は、図１のＯ／Ｓ下位トラップエージェント
１０４、図２のＳＶＭＭ２１６、図４のファームウェアセキュリティエージェント４４０
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、４４２及び／若しくはＰＣファームウェアセキュリティエージェント４４４、図５のフ
ァームウェアセキュリティエージェント５１６、図７のマイクロコードセキュリティエー
ジェント７０８、図９のＯ／Ｓ下位トラップエージェント９２０、図１２のＯ／Ｓ下位セ
キュリティエージェント１２２０及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により実
現されるか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。トリガイベントハンドラ３
８２２は、図１のトリガイベントハンドラ１０８、図２のＳＶＭＭセキュリティエージェ
ント２１７、図４のＯ／Ｓ下位エージェント４５０、図７のＯ／Ｓ下位エージェント７１
２、図９のトリガイベントハンドラ９２２及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能
により実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。各種実施例では、
Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント３８２０の機能の一部は、トリガイベントハンドラ３８
２２により実行されてもよく、及び／又はトリガイベントハンドラ３８２２の機能の一部
は、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント３８２０により実行されてもよい。さらに、Ｏ／Ｓ
下位トラップエージェント３８２０及びトリガイベントハンドラ３８２２は、同一のソフ
トウェアモジュールにより実現されてもよい。
【０４２１】
　ページテーブル３８０６は、データ構造として実現され、オペレーティングシステム３
８１３のバーチャルメモリシステムを実現するのに利用されてもよい。バーチャルメモリ
システムは、電子デバイス３８０１のメモリ３８０３へのアクセスを仮想化するメモリマ
ネージメントシステムである。バーチャルメモリシステムでは、オペレーティングシステ
ム３８１３上で実行されるソフトウェアプロセスには、プロセスがメモリの連続的なブロ
ックとして扱うバーチャルアドレススペースが設けられる。実際には、バーチャルアドレ
ススペースは、物理メモリの異なるエリアに分散されてもよい。プロセスがメモリへのア
クセスをリクエストすると、オペレーティングシステム３８１３は、プロセスのバーチャ
ルアドレスをデータが実際に格納されているメモリ３８０３の物理アドレスにマッピング
してもよい。バーチャルアドレススペースは、バーチャルメモリページと呼ばれる連続す
るバーチャルメモリアドレスの固定サイズのブロックに分割されてもよい。ページテーブ
ル３８０６は、バーチャルメモリページからそれの対応する物理アドレスへのマッピング
を、バーチャルメモリページが格納されるメモリ３８０３に格納するのに利用されてもよ
い。ページテーブル３８０６は、所与のバーチャルメモリページについて許可されている
アクセスタイプを指定するため、リード、ライト及び／又は実行などの各種アクセスパー
ミッションを有してもよい。いくつかの実施例では、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント３
８２０及び／又はトリガイベントハンドラ３８２２は、生成された例外又は試行されたリ
ード、ライト若しくは実行処理を取得し、セキュリティルール３８０８を用いてメモリ３
８０３にアクセスするための未認証のリクエストがマルウェアを示しているか判断するよ
う構成されてもよい。
【０４２２】
　システムコールテーブル３８０４は、システムコールを実現するため、オペレーティン
グシステム３８１３により利用されるデータ構造であってもよい。システムコールは、オ
ペレーティングシステム３８１３により提供されるルーチン及び／又はシステムサービス
であってもよい。システムコールテーブル３８０４は、アプリケーション３８１０とオペ
レーティングシステム３８１３との間のインタフェースを提供し、アプリケーション３８
１０がオペレーティングシステム３８１３に当該アプリケーション３８１０が実行するこ
とが許可されていないかもしれない処理を実行することを要求するのを可能にする。各シ
ステムコールは、特定のシステムコールのエントリが格納されるシステムコールテーブル
３８０４へのインデックスを用いて特定されてもよい。システムコールテーブル３８０４
の各エントリは、特定のシステムコールに対応するコードが格納可能なメモリ３８０３の
アドレスを格納してもよい。当該エントリはポインタとして実現されてもよい。システム
コールは、オペレーティングシステム３８１３に適切なインデックスを通知し、以降にオ
ペレーティングシステム３８１３への制御を移転することによって実行されてもよい。オ
ペレーティングシステム３８１３は、その後、特定のシステムコールに対応するコードが
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格納されるメモリ３８０３の位置を特定するため、システムコールテーブル３８０４を照
会してもよい。オペレーティングシステム３８１３は、その後、当該コードを実行し、シ
ステムコールを要求するソフトウェアコンポーネントに制御を返してもよい。システムコ
ールテーブル３８０４の実施例の説明は、以下の図３９のシステムコールテーブル３９０
１の説明に見つけられてもよい。
【０４２３】
　Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント３８２０は、メモリ３８０３及び／又はプロセッサ３
８０２などのシステムコールに関する何れか適切なリソース３８１６へのアクセス又はそ
こからの情報をインターセプトするよう構成されてもよい。例えば、リソース３８１６は
、図１のリソース１０６、図２のシステムリソース２１４、図７のシステムリソース、図
９のプロセッサリソース９２４、図１２のバーチャルメモリ１２０４及び／又は物理メモ
リ１２０３、及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により実現されるか、又は当
該機能を実現するよう構成されてもよい。リソース３８１６は、プロセッサが命令をロー
ド及び実行することを可能にするため、プロセッサ３８０２などのプロセッサに利用可能
なリソースを含むものであってもよい。当該リソースは、例えば、データレジスタ、制御
レジスタ、キャッシュ、プロセッサフラグ、プロセッサコア、プロセッサ例外及び／又は
プロセッサインタラプトなどを含むものであってもよい。リソース３８１６はまた、バー
チャル及び／又は物理メモリ３８０３を有してもよい。当該リソースの試行されたアクセ
スは、オペランドを有するアセンブリ言語命令などの命令を含むものであってもよく、当
該試行されたアクセスは命令の実行をトラップすることによってトリガされてもよい。
【０４２４】
　Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント３８２０は、メモリ３８０３などの何れか適切なリソ
ース及び／又はプロセッサ３８０２のリソースへのアクセス又はそれからの情報をインタ
ーセプトするよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント３８２０は、シス
テムコール及び／又はシステムコールテーブル３８０４にアクセスするための試行をトラ
ップするのに利用されてもよいシステムコールトラップ手段３８１４を有してもよい。シ
ステムコールトラップ手段３８１４及び／又はトリガイベントハンドラ３８２２は、その
後、セキュリティルール３８０８に関連して、トラップされた試行に関するコンテクスト
情報を利用して、１以上のサブスクライバ３８１２への試行を許可、拒絶及び／又は報告
するか判断してもよい。コンテクスト情報は、トラップされたアクセス試行の要求元エン
ティティ、問題となっているシステムコール及び／又は試行されたアクセスのタイプを含
むものであってもよい（例えば、システムコールを実行する試行、システムコールテーブ
ル３８０４のエントリへのリード／ライトの試行など）。
【０４２５】
　システムコールトラップ手段３８１４は、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント３８２０の
モジュール及び／又はコンポーネントであってもよく、何れか適切な方法によりシステム
コールへのアクセスをトラップするよう構成されてもよい。例えば、システムコールトラ
ップ手段３８１４は、システムコールの実行のためオペレーティングシステム３８１３に
制御を移転する命令など、システムコールを実現するのに利用されるアセンブリ言語命令
の実行をトラップするよう構成されてもよい。トラップするための命令は、電子デバイス
３８０１のオペレーティングシステム３８１３及び／又はプロセッサ３８０２に依存して
もよい。例えば、ｘ８６命令セットアーキテクチャ（ＩＳＡ）をサポートするプロセッサ
３８０２上で実行されるＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＷｉｎｄｏｗｓＴＭの一変形を利用すると
き、システムコールトラップ手段３８１４は、“ＳｙｓＥｎｔｅｒ”及び／又は“ＫｉＦ
ａｓｔＳｙｓＣａｌｌ”命令を実行するための試行をトラップしてもよい。これらの命令
は、システムコールを実行するため、オペレーティングシステム３８１３に制御を移転す
るよう機能する。“ＳｙｓＥｎｔｅｒ”命令を実行する試行のトラップは、“Ｒｉｎｇ３
”優先度で実行されるソフトウェアからの試行のみをトラップし、“ＫｉＦａｓｔＳｙｓ
Ｃａｌｌ”命令を実行する試行のトラップは、“Ｒｉｎｇ０”又は“Ｒｉｎｇ３”優先度
で実行されるソフトウェアからの試行をトラップしてもよい。いくつかの実施例では、“
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ＳｙｓＥｎｔｅｒ”及び／又は“ＫｉＦａｓｔＳｙｓＣａｌｌ”命令を実行する試行は、
当該命令が格納可能な物理メモリ位置に対応するバーチャルメモリページを実行する試行
をトラップすることによってトラップされてもよい。
【０４２６】
　他の実施例では、システムコールトラップ手段３８１４は、システムコールテーブル３
８０４にアクセスするための試行をトラップするよう構成されてもよい。システムコール
テーブル３８０４にアクセスするための試行をトラップするのに利用される方法は、電子
デバイス３８０１のプロセッサ３８０２及び／又はオペレーティングシステム３８１３に
依存してもよい。ｘ８６ＩＳＡをサポートするプロセッサ３８０２を利用するとき、シス
テムコールトラップ手段３８１４は、ＭＯＶ命令を実行するための試行をトラップするこ
とによって、システムコールテーブル３８０４へのリード又はライトの試行をトラップし
てもよい。例えば、システムコールトラップ手段３８１４は、“ＭＯＶ　ｓｙｓｃａｌｌ
＿ｔａｂｌｅ＿ａｄｄｒｅｓｓ，ＥＡＸ”命令をトラップすることによって、システムコ
ールテーブル３８０４へのライトの試行をトラップしてもよい。この命令は、ｓｙｓｃａ
ｌｌ＿ｔａｂｌｅ＿ａｄｄｒｅｓｓにより指定されたメモリアドレスのシステムコールテ
ーブルへのエントリに、ＥＡＸレジスタからの値を書き込むよう処理してもよい。システ
ムコールテーブル３８０４へのライトの試行をトラップすることによって、システムコー
ルトラップ手段３８１４は、悪意あるコードを含むメモリアドレスによってシステムコー
ルテーブル３８１４のエントリをマルウェアが上書きすることを阻止してもよい。同様に
、システムコールトラップ手段３８１４は、“ＭＯＶ　ＥＡＸ，ｓｙｓｃａｌｌ＿ｔａｂ
ｌｅ＿ａｄｄｒｅｓｓ”命令をトラップすることによって、システムコールテーブル３８
０４からのリードの試行をトラップしてもよい。当該命令は、ｓｙｓｃａｌｌ＿ｔａｂｌ
ｅ＿ａｄｄｒｅｓｓにより指定されたメモリアドレスにおけるシステムコールテーブル３
８０４のエントリから値をリードするよう処理してもよい。システムコールテーブル３８
０４のエントリをリードする試行のトラップは、システムコールテーブル３８０４がシス
テムコールに対応するコードのメモリの位置をオペレーティングシステム３８１３が特定
することを可能にするためリードされる必要があるため、システムコールテーブル３８０
４のエントリに関するシステムコールを実行するすべての試行を効果的にトラップするこ
とになる。さらに、システムコールテーブル３８０４のエントリへのリードの試行のトラ
ップは、マルウェアなどによるシステムコールテーブル３８０４へのリードの直接的な試
行をトラップすることになる。いくつかの実施例では、システムコールテーブル３８０４
にアクセスするための試行は、システムコールテーブル３８０４が格納可能な物理メモリ
位置に対応するバーチャルメモリページにアクセスするための試行をトラップすることに
よってトラップされてもよい。
【０４２７】
　さらなる他の実施例では、システムコールトラップ手段３８１４は、システムコールの
コードがあるメモリ位置におけるコードを実行する試行をトラップすることによって、シ
ステムコールを実行するための試行をトラップするよう構成されてもよい。システムコー
ルテーブル３８０４は、特定のシステムコールのコードがあるメモリ位置を特定するため
照会されてもよい。システムコールを実行する試行をトラップするのに利用される方法は
、電子デバイス３８０１のプロセッサ３８０２のタイプに依存してもよい。一実施例では
、システムコールを実行するための試行は、命令ポインタ（ＩＰ）レジスタなどの値に基
づくトリガを利用してトラップされてもよい。いくつかの実施例では、ＩＰレジスタは、
プログラムカウンタ（ＰＣ）レジスタとして知られてもよい。ＩＰレジスタは、特定のプ
ロセッサに応じて現在実行中の命令のアドレス又は次に実行される命令のアドレスを格納
するのに利用されてもよい。ｘ８６ＩＳＡをサポートするプロセッサ３８０２を利用する
とき、システムコールトラップ手段３８１４は、ＩＰレジスタの値をモニタし、ＩＰレジ
スタの値がシステムコールのアドレスを含むときに実行をトラップすることによって、特
定にシステムコールを実行するための試行をトラップしてもよい。他の実施例では、シス
テムコールを実行するための試行は、システムコールのコードが格納可能な物理メモリ位
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置に対応するバーチャルメモリページを実行するための試行をトラップすることによって
トラップされてもよい。システムコールテーブル３８０４は、システムコールに対応する
コードのメモリにおける位置を特定するため、トラップされるシステムコールに対応する
インデックスにおいて照会されてもよい。一実施例では、システムコールテーブル３８０
４においてリンクされるルーチン及びファンクションを含むメモリ位置の実行は、システ
ムコールテーブル３８０４内にあると知られている位置に対して導かれる“ＪＭＰ”ルー
チンなど。制御を移転するための命令をトラップすることによってトラップされてもよい
。
【０４２８】
　システムコール及びシステムコールテーブル３８０４へのアクセスをトラップするため
の上記方法の具体的な実現は、Ｏ／Ｓトラップエージェント３８２０及び／又はシステム
コールトラップ手段３８１４の特定の実現形態に依存してもよい、例えば、Ｏ／Ｓ下位ト
ラップエージェント３８２０及び／又はシステムコールトラップ手段３８１４がバーチャ
ルマシーンモニタにより実現される場合、メモリアドレスはバーチャルメモリアドレスか
ら物理メモリアドレスに変換されていないかもしれないため、特定のメモリアドレスに基
づくトラップは（例えば、システムコールテーブルのエントリへのリード／ライトのため
の試行に基づくトラップ、及び／又はシステムコールのコードを含むメモリ位置における
実行に基づくトラップなど）、バーチャルメモリアドレスに基づくものであってもよい。
他の例として、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント３８２０及び／又はシステムコールトラ
ップ手段３８１４がマイクロコードセキュリティエージェントにより実現される場合、特
定のメモリアドレスに基づくトラップは、物理メモリアドレスに基づくものであってもよ
い。これは、バーチャルアドレスから物理アドレスへの変換は、マイクロコードレベルに
おいてすでに実行された可能性があるためである。
【０４２９】
　システムコールテーブル３８０４に関するファンクション又はシステムコールテーブル
３８０４にアクセスする試行を行う命令のメモリ位置が、当該試行のトラップ中に検出さ
れてもよい。メモリ位置は、試行を行ったエンティティを決定するため解析されてもよい
。
【０４３０】
　特定の試行をトラップした後、システムコールトラップ手段３８１４は、当該試行に関
するトリガイベントを作成し、トリガイベントハンドラ３８２２に送信してもよい。トリ
ガイベントハンドラは、その後、セキュリティルール３８０８と共に、トラップされたイ
ベントに関するコンテクスト情報を利用して、イベントを許可、拒絶及び／又は１以上の
サブスクライバ３８１２に報告するか判断してもよい。コンテクスト情報は、トラップさ
れたイベントの要求元エンティティ、問題となっている特定のシステムコール及び／又は
要求されたアクションを含むものであってもよい（例えば、システムコールを実行する試
行、及び／又はシステムコールテーブル３８０４のエントリに対するリード／ライトの試
行など）。例えば、安全であってマルウェアがないと知られている特定のエンティティの
みが、システムコールテーブル３８０４に書き込むことが許可されてもよい。以前に未知
であったマルウェアステータスを有するエンティティは、システムコールテーブル３８０
４へのライトの未認証の試行に基づき、マルウェアであると判断されてもよい。他の例で
は、システムコールテーブル３８０４においてリンクされるファンクションの実行はトラ
ップされ、ファンクションへのコールをしたエンティティがシステムコールテーブル３８
０４を介して当該試行を行った場合に限って、実行が許可されてもよい。マルウェアステ
ータスが以前に未知であったエンティティによる試行は、ファンクションの実行への直接
的なアクセスが拒絶されてもよい。さらに、ブラックリスト又は他の判定を介してシステ
ムコールテーブル３８０４又はそれの関連するファンクションへのアクセスを試行するマ
ルウェアであると判断されたエンティティは、アクセスが拒絶され、他の適切な訂正アク
ションが実行されてもよい。
【０４３１】
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　サブスクライバ（ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ）３８１２は、システムコールテーブル３８０
４にアクセスするためのトラップされた試行及び／又はシステムコールを実行するための
トラップされた試行に関する情報を利用する何れかのエンティティを含むものであっても
よい。サブスクライバ３８１２は、電子デバイス３８０１上のアプリケーション３８１０
及び／又はセキュリティエージェントを有し、及び／又はサードパーティアプリケーショ
ン又は他のソフトウェアを有してもよい。例えば、サブスクライバ３８１２は、マルウェ
アを検出するためトラップされた試行に関するコンテクスト情報を利用可能なＯ／Ｓ下位
トラップエージェント３８２０、トリガイベントハンドラ３８２２及び／又はＯ／Ｓ内セ
キュリティエージェント３８１９などの電子デバイス３８０１上で実行されるセキュリテ
ィソフトウェアを有してもよい。いくつかの実施例では、各サブスクライバ３８１２は、
例えば、ファームウェアセキュリティエージェントなどのＯ／Ｓ下位トラップエージェン
ト３８２０と同じ優先度レベルで動作する自らのセキュリティエージェントを提供しても
よい。サブスクライバ３８１２は、プロテクションサーバ３８１８上などリモートで実行
されるセキュリティソフトウェアを有してもよい。他の例として、サブスクライバ３８１
２は、電子デバイス３８０１により利用される何れかのＩ／Ｏデバイスなどの特定のリソ
ースのメーカーを含むものであってもよい。メーカーは、リソースに関するシステムコー
ルなどのシステムコールの実行及び／又はシステムコールテーブルへのアクセスを介しリ
ソースを危険にさらす何れかの疑わしい試行に関心があるかもしれない。他の例として、
サブスクライバ３８１２は、デジタル著作権管理（ＤＲＭ）システムのアドミニストレー
タを含むものであってもよい。ＤＲＭシステムは、デジタルコンテンツの使用を制限及び
／又は制御してもよく、ビデオ及び／又は音楽コンテンツなど、著作権により保護される
デジタルコンテンツをプロテクトするのに通常利用される。ＤＲＭシステムのアドミニス
トレータは、各種のデジタルプロテクトされたファイルがどの時点でどのようにしてアク
セスされるか知ることに興味があり、プロテクトされたファイルにアクセスするのに利用
可能な各種システムコールを追跡することによってこれを実行してもよい。Ａｐｐｌｉｃ
ａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ（ＡＰＩ）は、サブスクライ
バ３８１２がシステムコールを実行するためのトラップされた試行及び／又はシステムコ
ールテーブル３８０４にアクセスするためのトラップされた試行に関する情報にアクセス
することを可能にするため、サブスクライバ３８１２に備えられてもよい。
【０４３２】
　図３９は、オペレーティングシステムのシステムコールへのアクセスをセキュアにする
システム及び／又は方法により利用されるシステムコールテーブル３９０１の実施例であ
る。システムコールテーブル３９０１は、各システムコールのコードがあるメモリ３９０
８のアドレス３９０６を格納するためオペレーティングシステムにより利用されてもよい
。システムコールテーブル３９０１は、テーブル、レコード及び／又は他の適切なデータ
構造により実現されてもよい。Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＷｉｎｄｏｗｓＴＭオペレーティン
グシステムの変形による実施例では、システムコールテーブル３９０１は、Ｓｙｓｔｅｍ
　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｏｒ　Ｔａｂｌｅ（ＳＳＤＴ）により実現されても
よい。システムコール３９０４は、オペレーティングシステムにより提供されるルーチン
及び／又はシステムサービスであってもよい。典型的なシステムコール３９０４は、例え
ば、ファイルを操作及び／又は実行するためのオープン、リード、ライト、クローズ及び
／又は実行、新たなプロセスを作成するためのｎｔＣｒｅａｔｅＰｒｏｃｅｓｓ、及び／
又は新たなドライバをロードするためのｎｔＬｏａｄＤｒｉｖｅｒ及びＺｗＬｏａｄＤｒ
ｉｖｅｒなどを含むものであってもよい。
【０４３３】
　システムコール３９０４は、アプリケーションが実行することが許可されていない処理
を実行することをオペレーティングシステムに要求することを可能にするアプリケーショ
ンとオペレーティングシステムとの間のインタフェースを提供する。例えば、典型的には
“Ｒｉｎｇ３”優先度で実行されるアプリケーションは、ディスク上のファイルにアクセ
スする必要があるが、ディスクＩ／Ｏ処理を実行するパーミッションを有していないかも
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しれない。アプリケーションは、リード又はライトファイルシステムコードなどのシステ
ムコール３９０４を利用し、オペレーティングシステムがアプリケーションからのリクエ
ストを充足することを可能にするため、制御をオペレーティングシステムに移転するよう
にしてもよい。“Ｒｉｎｇ０”優先度で実行されるオペレーティングシステムは、特定の
システムコール３９０４に関するサービスを提供し、その後、アプリケーションに制御を
戻してもよい。例えば、オペレーティングシステムは、システムコール３９０４に対応す
るコードがあるメモリアドレス３９０６を特定するため、システムコールテーブル３９０
１にアクセスしてもよい。オペレーティングシステムは、その後、メモリ３９０８の指定
されたアドレス３９０６のコードを実行し、アプリケーションに制御を戻してもよい。こ
のようにして、アプリケーションは、オペレーティングシステムなど“Ｒｉｎｇ０”優先
度で実行されるソフトウェアのみに典型的には利用可能な特定のサービスを利用してもよ
い。
【０４３４】
　各システムコール３９０４は、システムコール３９０４へのエントリが格納されるシス
テムコールテーブル３９０１へのインデックス３９０２を用いて参照されてもよい。例え
ば、システムコールテーブル３９０１は、合計でＮ個のエントリを有し、各エントリは、
０～Ｎ－１の範囲のインデックス３９０２を用いて参照されてもよい。システムコール３
９０４は、適切なインデックス３９０２をオペレーティングシステムに通知し、オペレー
ティングシステムに制御を移転することによって実行されてもよい。いくつかの実施例で
は、ソフトウェアコンポーネントは、当該インデックスをプロセッサのレジスタに配置す
ることによって適切なインデックス３９０２を指定してもよく、システムコール３９０４
の実行のため、オペレーティングシステムに制御を移転するための命令を実行してもよい
。例えば、ｘ８６命令セットアーキテクチャ（ＩＳＡ）を利用する一実施例では、以下の
命令が、アプリケーションのシステムコールを実現するのに利用されてもよい。
【０４３５】
　“ＭＯＶ　ＥＡＸ，ｉｎｄｅｘ”
　“ＳｙｓＥｎｔｅｒ”
　最初の命令は、“ｉｎｄｅｘ”をプロセッサのＥＡＸレジスタに移すものであり、“ｉ
ｎｄｅｘ”は、特定のシステムコール３９０４のエントリがあるシステムコールテーブル
３９０１のインデックス３９０２に対応する整数である。“ＳｙｓＥｎｔｅｒ”命令は、
その後、オペレーティングシステムに制御を移転し、オペレーティングシステムは、ＥＡ
Ｘレジスタに指定されるインデックス３９０２においてシステムコールテーブル３９０１
にアクセスしてもよい。システムコールテーブル３９０１の特定のインデックスのエント
リは、特定のシステムコール３９０４のコードがあるメモリ３９０８の位置を指し示すメ
モリアドレス３９０６を指定してもよい。その後、プロセッサは、メモリ３９０８の指定
されたアドレスにあるコードを実行してもよい。システムコール３９０４は、アプリケー
ション、オペレーティングシステム及び／又はドライバを含む何れかのソフトウェアコン
ポーネントにより実行されてもよい。ｘ８６ＩＳＡに関する具体例として、オペレーティ
ングシステム及び／又はドライバは、“ＫｉＦａｓｔＳｙｓＣａｌｌ”命令を利用するこ
とを除き、アプリケーションと同様にしてシステムコール３９０４を実行してもよい。
【０４３６】
　システムコール３９０４は、システムコールテーブル３９０１に追加及び／又は削除さ
れてもよい。例えば、新たなデバイスが電子デバイスに追加された場合、当該新たなデバ
イスのデバイスドライバが、オペレーティングシステムによりロードされる必要があり、
システムコール３９０４は、アプリケーションが新たなデバイスの機能を利用することを
可能にするため、システムコールテーブル３９０１に追加されてもよい。新たなシステム
コールのコードは、メモリ３９０８にロードされてもよく、新たなシステムコール３９０
４のエントリが、システムコールのコードがあるメモリ３９０８のアドレス３９０６を指
定するシステムコールテーブル３９０１のエンドに追加されてもよい。
【０４３７】
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　システムコール３９０４を実現するための上述された実施例は、多数の可能な実施例の
単なる数例である。システムコール３９０４及び／又はシステムコールテーブル３９０１
は、何れか適切な方法により実現されてもよい。システムコール３９０４及び／又はシス
テムコールテーブル３９０１の具体的な実現形態は、電子デバイスのプロセッサ及び／又
はオペレーティングシステムに依存してもよい。
【０４３８】
　図４０は、電子デバイス上で実行されるオペレーティングシステムのシステムコールへ
のアクセスをセキュアにする方法４００の実施例である。ステップ４００５において、Ｏ
／Ｓ下位セキュリティエージェント、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント、トリガイベン
トハンドラ及びプロテクションサーバの身元及びセキュリティが、認証されてもよい。当
該認証は、各コンポーネントのメモリのイメージを特定及び検証することによって、暗号
化ハッシュを利用することによって、及び／又は秘密鍵を利用することによってを含む何
れか適切な方法を用いて実行されてもよい。ステップ４００５が終了するまで、他のステ
ップの処理が保留されてもよい。ステップ４０１０において、セキュリティルールが取得
される。セキュリティルールは、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント、Ｏ／Ｓ内セキュ
リティエージェント及び／又はトリガイベントハンドラによりローカルに格納されてもよ
く、及び／又はプロテクションサーバなどにリモートに格納されてもよい。当該セキュリ
ティルールは、ステップ４０１５～４０４０における判定を行うのに利用されてもよい。
【０４３９】
　ステップ４０１５において、システムコールを実行するための試行及び／又はシステム
コールテーブルにアクセスするための試行がインターセプトされてもよい。いくつかの実
施例では、システムコールを実行するための試行は、システムコールを実現するのに利用
される制御トランスファ命令を実行するための試行をトラップすることによってインター
セプトされてもよい。例えば、いくつかのプロセッサ及び／又はオペレーティングシステ
ムは、ＳｙｓＥｎｔｅｒ及び／又はＫｉＦａｓｔＳｙｓＣａｌｌ命令などの制御トランス
ファ命令を用いてシステムコールを実現してもよく、システムコールを実行するための試
行は、適切な制御トランスファ命令の実行をトラップすることによってインターセプトさ
れてもよい。システムコールを実行するための試行はまた、特定の制御トランスファ命令
が格納される物理メモリ位置に対応するバーチャルメモリページを実行するための試行を
トラップすることによってインターセプトされてもよい。いくつかの実施例では、システ
ムコールを実行するための試行は、システムコールのコードを含むメモリ位置のコードを
実行するための試行をトラップすることによってインターセプトされてもよい。当該実施
例では、トラップは、ＩＰレジスタの値に基づくものであってもよい。例えば、システム
コールテーブル又はメモリマップは、システムコールのコードを含むメモリ位置を特定す
るため照会されてもよく、ＩＰレジスタが特定のシステムコールのメモリ位置のアドレス
を含むとき、トラップが実行されてもよい。他の実施例では、システムコールを実行する
ための試行は、特定のシステムコールのコードが格納されうる物理メモリ位置に対応する
バーチャルメモリページを実行するための試行をトラップすることによってインターセプ
トされてもよい。いくつかの実施例では、システムコールテーブルをリード又はライとす
るための試行がまたインターセプトされてもよい。当該実施例では、試行は、システムコ
ールテーブルのメモリ位置にリード又はライトするのに利用される命令の実行をトラップ
することによってインターセプトされてもよい。例えば、ｘ８６命令セットアーキテクチ
ャ上で、ＭＯＶ命令は、システムコールテーブルのある位置のリード又はライトを行うの
に利用されるとき、トラップされてもよい。システムコールテーブルをリード又はライト
するための試行がまた、いくつかの実施例では、システムコールテーブルが格納されうる
物理メモリ位置に対応するバーチャルメモリページにアクセスするための試行をトラップ
することによって、インターセプトされてもよい。
【０４４０】
　ステップ４０２０において、試行されたアクセスのソースが特定される。例えば、試行
されたアクセスは、アプリケーション、ドライバ、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント、
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オペレーティングシステム及び／又は他のソフトウェアエンティティからのものであって
もよい。ステップ４０２５において、試行が認証されているか判断される。セキュリティ
ルールは、特定の試行が認証されてもよいか否か判断するため、試行に関するコンテクス
ト情報と共に利用されてもよい。コンテクスト情報は、試行されたアクセスのソース及び
／又は特定タイプのアクセスを含むものであってもよい。例えば、セキュリティルールは
、オペレーティングシステムのみがシステムコールテーブルに書き込み可能であることを
指定してもよい。他の例として、セキュリティルールは、エントリに関する署名されたド
ライバ又は他のソフトウェアコンポーネントが自らのエントリに書き込む可能であること
を指定してもよい。試行が認証された場合、ステップ４０３０において、アクセスが許可
される。試行が認証されていない場合、ステップ４０３５において、アクセスが拒絶され
る。最後に、ステップ４０４０において、試行が１以上のサブスクライバに報告されるべ
きか判断される。試行が報告されるべきか否かは、問題となっている特定のシステムコー
ル及び試行されたアクセスに関するコンテクスト情報に依存するものであってもよい。セ
キュリティルールは、システムコールを実行するための試行及び／又はシステムコールテ
ーブルにアクセスするための試行が１以上のサブスクライバに報告されるべき時点を指定
してもよい。
【０４４１】
　図４０からの方法のステップは、連続的、定期的、要求に応答して、及び／又はイベン
トのトリガに応答して電子デバイスをプロテクトするため、必要に応じて繰り返されても
よい。
【０４４２】
　図４１は、電子デバイス４１０４上の悪意ある又は悪意の可能性のあるコードの規制及
び制御のためのシステム４１００の実施例である。例えば、システム４１００は、電子デ
バイス４１０４上の自己修正コードの規制及び制御のため利用されてもよい。システム４
１００は、検出から逃れるため、自らを自己修正するためのマルウェアによる試行に対し
てプロテクトするように電子デバイス４１０４上で動作するよう構成されるＯ／Ｓ下位セ
キュリティエージェント４１１６を有してもよい。他の例として、システム４１００は、
電子デバイス４１０４上の悪意あるコードを修正するのに利用されてもよい。システム４
１００は、検出されたマルウェアを無力化するため、悪意あるコードを修正するため電子
デバイス４１０４上で動作するよう構成されるＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１
１６を有してもよい。さらなる例として、システム４１００は、悪意の可能性のあるコー
ドを含みうるスレッドファミリを特定するため、スレッドをモニタ及び追跡するのに利用
されてもよい。システム４１００は、スレッド間の関係をモニタ及び追跡するため電子デ
バイス４１０４上で動作するよう構成されるＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１
６を有してもよい。
【０４４３】
　さらに、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、何れの試行された処理をト
ラップするか、また当該トラップされた処理にどのように応答するかを決定するため、１
以上のセキュリティルール４１２２を利用するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュ
リティエージェント４１１６は、許可、拒絶又はトラップされた処理について他の訂正ア
クションを実行するよう構成されてもよい。
【０４４４】
　図４１に示されるように、電子デバイス４１０４は、メモリ４１０８に接続されるプロ
セッサ４１０６、オペレーティングシステム４１１２、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェ
ント４１１６及びセキュリティルール４１２２を有してもよい。電子デバイス４１０４は
、図１の電子デバイス１０３、図２の電子デバイス２０４、図４の電子デバイス４０４、
図７の電子デバイス７０１、図９の電子デバイス９０１、図１２の電子デバイス１２０１
及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現される
か、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。プロセッサ４１０６は、図２のプロ
セッサ２０８、図４のプロセッサ４０８、図７のプロセッサ７０２、図９のプロセッサ９



(140) JP 6370747 B2 2018.8.8

10

20

30

40

50

０２、図１２のプロセッサ１２０２及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により
全体的若しくは部分的に実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。
メモリ４１０８は、図２のメモリ２０６、図４のメモリ４０６、図７のメモリ７０３、図
９のメモリ９０３、図１２の物理メモリ１２０３若しくは仮想化メモリ及び／又はこれら
の何れかの組み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現されるか、又は当該機能
を実現するよう構成されてもよい。オペレーティングシステム４１１２は、図１のオペレ
ーティングシステム１１２、図２のオペレーティングシステム２１２、図４のオペレーテ
ィングシステム４１２、図７のオペレーティングシステム７１３、図９のオペレーティン
グシステム９１３、図１２のオペレーティングシステム１２１３及び／又はこれらの何れ
かの組み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現されるか、又は当該機能を実現
するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、図１のＯ
／Ｓ下位トラップエージェント１０４、図２のＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７
若しくはＳＶＭＭ２１６、図４のファームウェアセキュリティエージェント４４０、４４
２、ＰＣファームウェアセキュリティエージェント４４４、図７のマイクロコードセキュ
リティエージェント７０８、図９のＯ／Ｓ下位トラップエージェント９２０、図１２のＯ
／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機
能により全体的若しくは部分的に実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成されて
もよい。セキュリティルール４１２２は、図１のセキュリティルール１１４、図２のセキ
ュリティルール２２２、図４のセキュリティルール４３４、４３６、４３８、図５のセキ
ュリティルール５１８、図７のセキュリティルール７０７、７２３、図９のセキュリティ
ルール９０８、図１２のセキュリティルール１２０８及び／又はこれらの何れかの組み合
わせの機能により全体的若しくは部分的に実現されるか、又は当該機能を実現するよう構
成されてもよい。セキュリティルール４１２２は、何れか適切な方法により決定されても
よい（例えば、電子デバイス４１０４のユーザにより設定されたポリシー、電子デバイス
４１０４を含む企業のアドミニストレータにより設定されたポリシー、Ｏ／Ｓ下位セキュ
リティエージェント４１１６の作成者により設定されたポリシーなど）。いくつかの実施
例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、ネットワーク２４４を介しプ
ロテクションサーバ２０２からセキュリティルール４１２２に対する更新又は修正をリク
エスト及び／又は受信してもよい（マルウェアの定義に対する更新などのため）。
【０４４５】
　オペレーティングシステム４１１２は、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント４１１８を
有してもよい。Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント４１１８は、図２のＯ／Ｓ内セキュリ
ティエージェント２１８、図４のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント４１８、図７のＯ／
Ｓ内セキュリティエージェント７１８、図９のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント９１９
、図１２のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント１２１９及び／又はこれらの何れかの組み
合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現されるか、又は当該機能を実現するよう
構成されてもよい。
【０４４６】
　図４１に示されるように、メモリ４１０８は、パーミッションフラグ４１３６及び履歴
４１４０を有してもよい。パーミッションフラグ４１３６は、メモリ４１０８に格納され
ているコンテンツに関するパーミッションを決定するフラグ、変数又は他のデータを維持
してもよい。例えば、パーミッションフラグ４１３６は、メモリ４１０８の特定の位置（
ページ又はアドレスなど）について、電子デバイス４１０４上で実行されるエンティティ
が当該位置に格納されているコンテンツをリード、ライト及び／又は実行してもよい。い
くつかの実施例では、パーミッションフラグ４１３６は、メモリ４１０８のページテーブ
ルエントリ（ＰＴＥ）及び／又はページディレクトリエントリ（ＰＤＥ）に実現されても
よい。パーミションフラグ４１３６は、特定のメモリ位置（ページ又はアドレスレンジな
ど）に格納されてもよい。
【０４４７】
　履歴４１４０は、トラップされた試行されたアクセスと、当該トラップされた試行され
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たアクセスに関する情報とを記録するためのログ、リスト、キャッシュ及び／又は他の適
切なデータ構造を含むものであってもよい（例えば、試行されたアクセスのタイプ、トラ
ップされた試行されたアクセスに関するメモリ位置など）。履歴４１４０への試行された
悪意あるアクセスを介しＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６の効果を回避する
ためマルウェアによる試行を阻止するため、履歴４１４０のコンテンツは、メモリをセキ
ュアにするためここで開示された方法の１以上に従って試行されたアクセスからプロテク
トされてもよい。例えば、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、Ｏ／Ｓ下位
セキュリティエージェント４１１６以外のエンティティからの履歴４１４０があるメモリ
ページ又はメモリアドレスレンジへの試行されたアクセスをトラップし、当該トラップさ
れた試行されたアクセスを拒絶してもよい。
【０４４８】
　上述されるように、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、セキュリティル
ール４１２２に基づき悪意あるコードの存在を検出してもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティ
エージェント４１１６は、上述されるような何れかの方法を介し、及び／又は他の何れか
適切な方法により悪意あるコードの存在を検出してもよい。例えば、Ｏ／Ｓ下位セキュリ
ティエージェント４１１６は、メモリ４１０８又は電子デバイス４１０４の他のリソース
へのアクセスをトラップすることによって、悪意あるコードの存在を検出してもよい。他
の例として、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、悪意あるコードについて
メモリ４１０８及び／又はストレージ４１２６のページをスキャンすることによって、悪
意あるコードの存在を検出してもよい。さらなる例として、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエー
ジェント４１１６は、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント４１１８が悪意あるコードの存
在を検出したという通信をＯ／Ｓ内セキュリティエージェント４１１８から受信すること
によって、メモリにおける悪意あるコードの存在を検出してもよい。
【０４４９】
　特に、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、セキュリティルール４１２２
に基づき、個別に又はまとめて自己修正したマルウェアの存在を示すメモリへの１以上の
試行されたアクセスに対してトラップしてもよい。例えば、パーミッションフラグ４１３
６に示されるようなメモリの位置のパーミッションへの変更は（例えば、リードからリー
ド／ライト、リード／ライトからリード／ライト／実行など）、マルウェアの存在を示す
可能性がある（例えば、他の試行されたメモリアクセスと個別に又はまとめて）。従って
、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、パーミッションフラグ４１３６に対
する検出された変更に応答してトラップしてもよい。例えば、いくつかの実施例では、Ｏ
／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、セキュリティルール４１２２に従ってパ
ーミッションフラグ４１３６を含むメモリ４１０６の位置（ページ又はアドレスなど）へ
の試行されたアクセスに対してトラップしてもよい。同じ又は他の実施例では、Ｏ／Ｓ下
位セキュリティエージェント４１１６は、セキュリティルール４１２２に従ってオペレー
ティングシステム４１１２の対応するパーミッションフラグを有するメモリ４１０８（例
えば、ＮＴＰｒｏｔｅｃｔＶｉｒｔｕａｌＭｅｍｏｒｙ、ＺｗＰｒｏｔｅｃｔＶｉｒｔｕ
ａｌＭｅｍｏｒｙ、ＰｒｏｔｅｃｔＶｉｒｔｕａｌＭｅｍｏｒｙ、及び／又はＷｉｎｄｏ
ｗｓＴＭの他の適切なフラグなど）のメモリパーミッション（例えば、ＭｉＳｅｔＰｒｏ
ｔｅｃｔｉｏｎＯｎＳｅｃｔｉｏｎ、ＡｌｌｏｃａｔｅＶｉｒｔｕａｌＭｅｍｏｒｙ（）
、ＭｉＰｒｏｔｅｃｔＶｉｒｔｕａｌＭｅｍｏｒｙ（）、及び／又はＷｉｎｄｏｗｓＴＭ

の他の適切なファンクションコールなど）及び／又は位置（ページ又はアドレスなど）を
修正するためオペレーティングシステム４１１２のコール及び／又はファンクションを含
むメモリ４１０８の位置（ページ又はアドレスなど）に対する試行されたアクセスに対し
てトラップしてもよい。
【０４５０】
　他の例として、メモリ４１０６のある位置から他の位置へのコンテンツのコピーは、マ
ルウェアの存在を示すものであるかもしれない（個別に又は他の試行されたメモリアクセ
スと一緒になど）。従って、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、メモリ位
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置の間のコンテンツのコピーに関する試行されたアクセスに対してトラップしてもよい。
例えば、いくつかの実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、セキ
ュリティルール４１２２に従ってメモリのある位置から他の位置へのコンテンツのコピー
のためのプロセッサファンクションに対してトラップしてもよい。同じ又は他の実施例で
は、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、セキュリティルール４１２２に従
って、ＷｉｎｄｏｗｓＴＭのＭｅｍＵＩＣｏｐｙファンクションなどの、データをコピー
するためのオペレーティングシステム４１１２のコール及び／又はファンクションを含む
メモリ４１０８の位置（ページ又はアドレスなど）への試行されたアクセスに対してトラ
ップしてもよい。
【０４５１】
　さらなる例として、メモリ４１０６に格納されているコンテンツの修正又は“ｗｒｉｔ
ｉｎｇ－ｉｎ－ｐｌａｃｅ”は、マルウェアの存在を示す可能性がある（個別に又は他の
試行されたメモリアクセスと一緒になど）。従って、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェン
ト４１１６は、メモリ４１０８のコンテンツのｗｒｉｔｉｎｇ－ｉｎ－ｐｌａｃｅに関す
る試行されたアクセスに対してトラップしてもよい。例えば、いくつかの実施例では、Ｏ
／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、セキュリティルール４１２２に従ってメ
モリ４１０８の所定の位置のコンテンツを修正するプロセッサファンクションに対してト
ラップしてもよい。同じ又は他の実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１
１６は、セキュリティルール４１２２に従って所定の位置のコンテンツを修正するため、
オペレーティングシステム４１１２のコール及び／又はファンクションを含むメモリ４１
０８の位置（ページ又はアドレスなど）への試行されたアクセスに対してトラップしても
よい。
【０４５２】
　さらなる例として、メモリに格納されるコピー又は修正されたコンテンツの実行は、マ
ルウェアの存在を示す可能性がある（個別に又は他の試行されたメモリアクセスと一緒に
など）。従って、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、メモリ４１０８のコ
ンテンツの実行に関する試行されたアクセスに対してトラップしてもよい。例えば、いく
つかの実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、セキュリティルー
ル４１２２に従って、メモリ４１０８のコンテンツを実行するためプロセッサファンクシ
ョンに対してトラップしてもよい。同一の又は他の実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティ
エージェント４１１６は、セキュリティルール４１２２に従ってコンテンツを実行するた
めのオペレーティングシステム４１１２のコール及び／又はファンクションを含むメモリ
４１０８の位置（ページ又はアドレスなど）への試行されたアクセスに対してトラップし
てもよい。
【０４５３】
　さらなる例として、メモリへのコンテンツのロードは、マルウェアの存在を示す可能性
がある（個別に又は他の試行されたメモリアクセスと一緒になど）。従って、Ｏ／Ｓ下位
セキュリティエージェント４１１６は、メモリ４１０８へのコードのロードに関する試行
されたアクセスに対してトラップしてもよい。例えば、いくつかの実施例では、Ｏ／Ｓ下
位セキュリティエージェント４１１６は、セキュリティルール４１２２に従ってメモリ４
１０８にコードをロードするためのプロセッサファンクション又はシステムファンクショ
ンに対してトラップしてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、オペ
レーティングシステムローダの使用など、メモリ４１０８にコードをロードするための安
全な又は標準的な方法を決定するよう構成されてもよい。当該安全な又は標準的な方法は
、オペレーティングシステム４１１２により実行されるロジック又はステップが知られて
もよいように、ベンチマーク又はマッピングされてもよい。メモリ４１０８にコードをロ
ードするための試行をトラップすると、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は
、当該試行がコードをロードするための既知の方法に一致するか判断してもよい。例えば
、当該試行がメモリのすでに割り当てられた部分へのコードのロードに関するものであり
、メモリへの直接的なライトによりオペレーティングシステムローダをバイパスすること
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により実行するよう試みる場合、当該試行は悪意あると判断される可能性がある。
【０４５４】
　コードを含むページ又はメモリレンジが修正された場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエー
ジェント４１１６は、当該修正を追跡するよう構成されてもよい。修正されたコードの以
降の処理は、実行に進捗することが許可される場合、追跡及び記録されてもよい。しかし
ながら、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、例えば、他のカーネルモード
エンティティ又はオペレーティングシステムを含むメモリである特権位置へのアクセスに
対する修正されたコードにより試行をトラップ及び拒絶するなどによって、当該コードに
より少ない特権を提供してもよい。修正されたコードのマルウェアステータスは未知であ
る可能性があり、それが安全であると最終的に決定されるまで、Ｏ／Ｓ下位セキュリティ
エージェント４１１６は、カーネルファンクション又はルーチンへの修正されたコードア
クセスを拒絶してもよい。
【０４５５】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、履歴４１４０の１以上のトラップさ
れた試行されたアクセスに関する情報を記録してもよい。時々、Ｏ／Ｓ下位セキュリティ
エージェント４１１６は、特定のメモリ位置に関して疑わしい動作が発生したか判断する
ため、履歴４１４０を解析してもよい。その解析中、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェン
ト４１１６は、履歴４１４０に実現されるような特定のメモリ位置の動作が、自己修正し
たマルウェアコードの存在の可能性を示しうる疑わしい動作を示すか判断するため、ルー
ル４１２２を照会してもよい。例えば、履歴４１４０の解析が、第１メモリ位置のコンテ
ンツが第２位置にコピーされ、第２位置で修正され、第２位置のコンテンツの試行された
実行が行われたことを示す場合、当該表示は、自己修正するマルウェアコードの存在の可
能性の証拠である可能性がある。他の例として、履歴４１４０の解析が、第３位置におい
て共通の祖先（ａｎｃｅｓｔｏｒ）をそれぞれが有する第１及び第２メモリ位置の各コン
テンツが試行された実行のターゲットであった場合、当該表示は、自己修正したマルウェ
アコードの存在の可能性の証拠である可能性がある。さらなる例として、履歴４１４０の
解析が、特定の守り位置のコンテンツが他の複数のメモリ位置において祖先を有知ること
を示す場合、当該表示は、自己修正したマルウェアコードの存在の可能性の証拠である可
能性がある。さらに、履歴４１４０は、階層におけるレベルとエンティティとの間で行わ
れる修正を記録してもよい。
【０４５６】
　ここで用いられる特定のメモリ位置におけるコンテンツとは、他のメモリ位置における
コンテンツが当該特定のメモリ位置のコンテンツのコピー又は修正版である場合、他のメ
モリ位置におけるコンテンツの“祖先”であり、他のメモリ位置におけるコンテンツが特
定のメモリアドレスにおけるコンテンツに加えて、１以上の中間的な祖先の派生したもの
であるケースを含む。
【０４５７】
　履歴４１４０の当該記録は、すべてのメモリ位置に適用される場合、電子デバイス４１
０４の処理リソースのかなりの部分を使用する可能性があるため、Ｏ／Ｓ下位セキュリテ
ィエージェント４１１６は、特定のメモリ位置がマルウェアの影響を受けることを示す試
行されたアクセスの発生に応答して、特定のメモリ位置についてのみ履歴４１４０を記録
してもよい。例えば、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、特定のメモリ位
置に対するパーミッション（パーミッションフラグ４１３６により実現される）の修正を
トラップすると、特定のメモリ一日手履歴４１４０の記録を始めてもよい。
【０４５８】
　さらに、疑わしい動作が発生したか判断するための履歴４１４０の解析は、すべてのメ
モリ位置及び／又は試行されたアクセスに適用される場合、電子デバイス４１０４の処理
リソースのかなりの部分を消費しうるため、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１
６は、特定のメモリ位置に関する特定のトラップされた試行されたアクセスの発生に応答
して、特定のメモリ位置に関してのみ履歴を解析してもよい。例えば、いくつかの実施例
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では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、特定のメモリ位置におけるコン
テンツへの試行されたアクセスをトラップすることに応答して、特定のメモリ位置に関す
る履歴４１４０の解析を開始してもよい。
【０４５９】
　特定の実施例では、単一のトラップされた試行されたアクセスの発生は、履歴４１４０
の解析なく疑わしい動作を示す可能性がある。例えば、パーミッションフラグ４１３６に
示されるような特定のメモリ位置のパーミッションの変更は（例えば、リードからリード
／ライト、又はリード／ライトからリード／ライト／実行など）、マルウェアの存在を示
す可能性がある。例えば、オペレーティングシステムカーネル又はセキュリティアプリケ
ーションを格納するメモリ位置に対するパーミッションの変更は、マルウェアの存在の可
能性を示す疑わしい動作を示す可能性がある。
【０４６０】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６が、マルウェアの存在の可能性を示す疑
わしい動作を検出した場合（例えば履歴４１４０の解析又は単一のトラップされた試行さ
れたアクセスなどに基づき）、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、訂正ア
クションを開始してもよい（例えば、セキュリティルール４１２２などに従って）。例え
ば、いくつかの実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、疑わしい
動作を検出すると、検出された疑わしい動作に関する特定のメモリ位置に格納されている
コンテンツと既知のマルウェア及び／又は既知の信頼された／真正のプロセスとを比較し
、コンテンツが悪意あるか判断してもよい。当該比較は、コンテンツのハッシュ、フィン
ガープリント又はシグネチャと既知のプロセスのハッシュ、フィンガープリント又はシグ
ネチャとを比較することによって実行されてもよい。
【０４６１】
　あるいは又はさらに、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６が、マルウェアの
存在の可能性を示す疑わしい動作を検出した場合（例えば、単一のトラップされた試行さ
れたアクセス又は履歴４１４０の解析などに基づき）、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェ
ント４１１６は、以降の解析のためプロテクションサーバ２０２に疑わしい動作に関する
フォレンジックな証拠を報告してもよい（例えば、メモリ位置に関する履歴４１４０、メ
モリ位置のコンテンツなど）。いくつかの実施例では、プロテクションサーバ２０２は、
コンテンツに関するシグネチャ（ハッシュ又はフィンガープリントなど）を生成し、シグ
ネチャに関するポリシー又はブラックリストエントリを生成し、他の電子デバイス上で実
行されるセキュリティエージェントに当該情報を通信してもよい。同一の又は他の実施例
では、プロテクションサーバ２０２はさらに、疑わしい動作が実際にマルウェアを示すか
判断するため、疑わしい動作を解析し（他の電子デバイスから受信したフォレンジックエ
ビデンスと共に）、マルウェアを示す場合、同様の動作がマルウェアの存在の証拠である
か否かに関する命令を電子デバイスに通信してもよい（例えば、セキュリティルール４１
２２の形態などにより）。
【０４６２】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６が、疑わしい動作に関するメモリ位置の
コンテンツが悪意あると判断した場合（例えば、コンテンツと既知のプロセスとの比較、
プロテクションサーバ２０２から受信した情報、セキュリティルール４１２２への参照、
及び／又は他の判断などにより）、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、さ
らなる訂正アクションを実行してもよい（セキュリティルール４１２２などに従って）。
当該訂正アクションは、限定することなく、コンテンツの実行の不許可、コンテンツに対
する変更の不実行（履歴４１４０に示されるコンテンツの修正及びコピーなど）、コンテ
ンツの修復、コンテンツと無害なコンテンツとの置換、及び／又はコンテンツに関するプ
ロセスの非イネーブル化を含むものであってもよい。
【０４６３】
　上述された各種実施例では、セキュリティルール４１２２及びメモリ４１０８の特定部
分に適用されたプロテクションは、コンテンツがメモリ４１０８の異なる部分の間で転送
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されるとき、推移的に適用されてもよい。従って、例えば、セキュリティルール４１２２
の特定のセットがメモリ４１０８の特定部分のコンテンツに適用される場合、当該コンテ
ンツのメモリ４１０８の他の部分への移転に応答して、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェ
ント４１１６は、メモリ４１０８のデスティネーション部分に適用するセキュリティルー
ル４１２２を更新してもよい。
【０４６４】
　上述されるように、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、セキュリティル
ール４１２２に基づき、悪意あるコードの存在を検出してもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリテ
ィエージェント４１１６は、上述されたような何れかの方法を介し及び／又は他の何れか
適切な方法により悪意あるコードの存在を検出してもよい。例えば、Ｏ／Ｓ下位セキュリ
ティエージェント４１１６は、メモリ４１０８又は電子デバイス４１０４の他のリソース
へのアクセスをトラップすることによって、悪意あるコードの存在を検出してもよい。他
の例として、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、悪意あるコードについて
メモリ４１０８及び／又はストレージ４１２６のページをスキャンすることによって、悪
意あるコードの存在を検出してもよい。さらなる例として、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエー
ジェント４１１６は、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント４１１８が悪意あるコードの存
在を検出したという通信をＯ／Ｓ内セキュリティエージェント４１１８から受信すること
によって、メモリにおける悪意あるコードの存在を検出してもよい。
【０４６５】
　電子デバイス４１０４上の悪意あるコードの検出に応答して（当該コードが自己修正コ
ード又は他の悪意あるコードであるか）、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６
は、悪意あるコードの修正を含む訂正アクションを実行してもよい。ここで用いられる悪
意あるコードの“修正”とは、限定することなく、メモリ４１０８において実現されるよ
うな悪意あるコードの修正、ストレージ４１２６において実現されるような悪意あるコー
ドの修正、及び／又はメモリ４１０８及び電子デバイス４１０４の他のリソースへの悪意
あるコードのアクセスの修正を含むものであってもよい。悪意あるコードの修正は、悪意
あるコードを含むメモリ４１０８の部分（ページなど）がマルウェア又は感染を認識して
いないプログラムに属する可能性があるため、効果的である。例えば、当該悪意あるコー
ドは、ワープロドキュメント、オペレーティングシステムカーネルの一部又はマルウェア
自体に実現される可能性がある。
【０４６６】
　メモリ４１０８に実現されるような悪意あるコードの修正では、Ｏ／Ｓ下位セキュリテ
ィエージェント４１１６は、悪意あるコードを含むプログラムが自己終了するか、及び／
又は悪意あるコードを無力化する信頼されたコードに実行を移転するように、悪意あるコ
ードを修正してもよい（例えば、悪意あるコードセグメントに関するスレッド又はプロセ
スに関するすべてのコード及びデータを削除することなどによって）、例えば、Ｏ／Ｓ下
位セキュリティエージェント４１１６は、悪意あるコードの実行が最終的に終了するよう
に、オペレーティングシステム４１１２の“イグジット”ファンクションへのコールをメ
モリ４１０８の悪意あるコードに挿入してもよい。他の例として、Ｏ／Ｓ下位セキュリテ
ィエージェント４１１６は、悪意あるコードを無力化するコードの既知の信頼された部分
を格納したメモリ４１０８の他の部分への悪意あるコードの実行のリダイレクトする命令
（ＪＵＭＰ命令など）をメモリ４１０８の悪意あるコードに挿入してもよい（例えば、悪
意あるコードセグメントに関するスレッド又はプロセスに関するすべてのコード及びデー
タの消去などによって）。さらなる例として、悪意あるコードが現在実行されている場合
、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、実行の制御を悪意あるコードを無力
化するコードの既知の信頼された部分に移転させるため、メモリ４１０８の命令ポインタ
値を変更してもよい（例えば、悪意あるコードセグメントに関するスレッド又はプロセス
に関するすべてのコード及びデータを消去するなどによって）。
【０４６７】
　いくつかのインスタンスでは、悪意あるコードにより実現される悪意あるプロセスを単
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に終了することは、望ましくないかもしれない。例えば、削除又は終了が望ましくない副
次的効果を有する可能性のあるオペレーティングシステムの感染部分からの信頼されたア
プリケーションについて、終了及び削除は不適切であるかもしれない。従って、Ｏ／Ｓ下
位セキュリティエージェント４１１６は、悪意あるコードが修復されるように悪意あるコ
ードを修正し、感染したアプリケーションが感染がなかったかのように効果的に実行する
ことを可能にする。例えば、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、既知の又
は信頼されたコードにより悪意あるコードを置換してもよい。特定の例として、オペレー
ティングシステムの既知の部分が特定のメモリページにおいて感染している場合、Ｏ／Ｓ
下位セキュリティエージェント４１１６は、オペレーティングシステムの当該部分の既知
のコードによって、特定のメモリページを上書きしてもよい。一実施例では、Ｏ／Ｓ下位
セキュリティエージェント４１１６は、プロテクションサーバから置換ページを取得して
もよい。当該置換ページは、要求に応答して生成されてもよいし、又はオペレーティング
システムコンポーネント、ドライバ又は他のモジュールの既知の部分を置換するよう構成
されてもよい。あるいは、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、実行が他の
メモリ位置の感染したコードの復元されたバージョンにより継続されるように、メモリ４
１０８の命令ポインタを修正してもよい。
【０４６８】
　ストレージ４１２６において実現されるような悪意あるコードの修正では、悪意あるコ
ードを変更又は削除してもよい。例えば、メモリ４１０８とストレージ４１２６との間の
コンテンツの移転についてトラップすることによって、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェ
ント４１１６は、メモリ４１０８に格納されているコンテンツとストレージ３１２６に格
納されている対応するコンテンツとの関係に関する情報をログ、リスト、キャッシュ又は
他のデータ構造に収集及び格納してもよい。従って、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェン
ト４１１６がメモリ４１０８において悪意あるコードを特定した場合、それは、メモリ４
１０８に格納されるコンテンツとストレージ４１２６に格納される対応するコンテンツと
の関係に関する収集された情報を参照し、悪意あるコードを有するメモリ４１０８の位置
に対応するストレージ４１２６の位置においてコンテンツを修正してもよい。当該修正は
、限定することなく、ストレージ４１２６における対応するコンテンツの削除、又はスト
レージ４１２６及び／又はメモリ４１０８における悪意あるコードの自己終了又は削除を
生じさせるコンテンツの修正を含むものであってもよい。
【０４６９】
　メモリ４１０８及び電子デバイス４１０４の他のリソースへの悪意あるコードのアクセ
スを修正する際、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、悪意あるコードセグ
メントのメモリ４１０８又は電子デバイス４１０４の他のリソースへのアクセスを拒絶し
てもよい。メモリ４１０８及び他のリソースの拒絶は、悪意あるコードを含むプロセスを
クラッシュ又は無効にする可能性がある。例えば、悪意あるコードが特定されると、Ｏ／
Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、電子デバイス４１０４のメモリ４１０８又
はリソースへの悪意あるコードを含むプロセスによる試行されたアクセスに対してトラッ
プし、当該アクセスを拒絶してもよい。
【０４７０】
　上述された修正技術のいくつかに従って、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１
６は、悪意あるコードを手つかずにしたまま、悪意あるコードを無力化してもよい。当該
シナリオでは、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、さらなる解析のため悪意あるコ
ードを隔離し、フォレンジックエビデンスとしてプロテクションサーバ２０２に転送して
もよい。プロテクションサーバ２０２は、その後、悪意あるコードに関するシグネチャ（
ハッシュ又はフィンガープリントなど）を生成し、シグネチャに関するポリシー又はブラ
ックリストエントリを生成し、他の電子デバイス上で実行されるセキュリティエージェン
トに当該情報を通信してもよい。
【０４７１】
　いくつかの実施例では、メモリ４１０８の特定部分に存在する悪意あるコードの特定は
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、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６が悪意あるコードを有するメモリ４１０
８の他の部分を特定することを可能にしてもよい。例えば、マルウェア的動作を示すスレ
ッドを検出すると、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、当該スレッドの実
行アドレス及び／又は悪意あるコードのメモリページ内の位置を決定してもよい。バーチ
ャルメモリ構成では、アプリケーションコードは連続的にリストされ、物理メモリでは、
アプリケーションコードは実質的に不連続であってもよい。従って、メモリ４１０８の物
理メモリアドレスとストレージ４１２６のバーチャルメモリアドレスとの間のオペレーテ
ィングシステムにより維持されるマッピングを利用することによって、Ｏ／Ｓ下位セキュ
リティエージェント４１１６は、悪意あるコードを含む特定された悪意あるコードに連続
するバーチャルメモリの部分を特定し、当該バーチャルメモリ部分を感染している可能性
のある物理メモリアドレスにマッピングしてもよい。従って、当該物理メモリアドレスに
おけるコードの実行はさらに、悪意あるコードの存在についてＯ／Ｓ下位セキュリティエ
ージェントによりモニタされてもよい。
【０４７２】
　さらに、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６はまた、スレッドによるリソー
スの実行及び／又は使用に関するアクティビティをモニタし、当該モニタリングに基づき
各種スレッド間の関係を決定するよう構成されてもよい。従って、特定のスレッドが悪意
あると特定されると、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、悪意あるスレッ
ドに関するスレッドを決定し（例えば、祖先スレッド、子孫スレッド、兄弟スレッドなど
）、悪意あるスレッドに加えて関連するスレッドに関して訂正アクションを実行してもよ
い。
【０４７３】
　当該モニタリング及び追跡を実行するため、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１
１６は、メモリ４１０８、ストレージ４１２６、ネットワーク２４４及び／又は電子デバ
イス４１０４の他のリソースへのアクセスをモニタし、スレッドによりリソースの利用及
び／又はスレッドの実行に関するオペレーティングシステムサービス、コール及び／又は
ファンクションをモニタし、及び／又は疑わしい動作を検出するためここに開示される技
術の１以上を利用してもよい。例えば、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は
、メモリ４１０８、ストレージ４１２６及び／又は電子デバイス４１０４の他のコンポー
ネントにおけるリード、ライト及び／又は実行コードへの試行されたアクセス、パーミッ
ションフラグ４１３６に対する試行された変更、及び／又は疑わしい動作を示し、履歴４
１４０への試行されたアクセスに関する情報を記録する他の試行されたアクセス（個別に
又は他のメモリアクセスと一緒に）をトラップするため、図１２のＯ／Ｓ下位セキュリテ
ィエージェント４１１６の機能を実現してもよい（例えば、セキュリティルール４１２２
に基づき）。
【０４７４】
　さらなる例として、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、疑わしい動作を
示すスレッドによりリソースの利用及び／又はスレッドの実行に関する試行されたオペレ
ーティングシステムサービス、コール及び／又はファンクションをトラップし（セキュリ
ティルールなどに基づき）、履歴４１４０への試行されたアクセスに関する情報を記録す
るため、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント７１２、マイクロコードセキュリティエー
ジェント７０８及び／又はＯ／Ｓ下位トラップエージェント９２０の機能を実現してもよ
い。さらに、いくつかの実施例では、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント４１１８は、疑
わしい動作を示すスレッドによりリソースの利用及びスレッドの実行に対するオペレーテ
ィングシステム４１１２のユーザ又はカーネルモードファンクションに対してトラップし
、履歴４１４０への試行されたアクセスに関する情報を記録し、及び／又はＯ／Ｓ下位セ
キュリティエージェント４１１６に当該情報を通信するよう構成されてもよい。
【０４７５】
　スレッド間の関係を決定するため、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、
メモリの観点からオペレーティングシステムのスレッド同期オブジェクトへの試行された
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アクセスをモニタしてもよい。説明のため、初期的なスレッドは、第２スレッドを生成し
、その後、初期的なスレッドは終了しながら第２スレッドは処理を開始する（プロセスの
メインスレッドになる）。他の例では、スレッドは、プロセス間通信（ＩＰＣ）コールを
介し互いに生成、終了又はサスペンドするよう動作してもよい。従って、スレッドは、複
数のプロセスを発生差し、１つのプロセスのスレッドは、生成、終了又はサスペンドする
他のプロセスにおけるスレッドに対するＩＰＣコールを実行してもよい。Ｏ／Ｓ内セキュ
リティエージェント４１１８は、当該ＩＰＣコールを開始するため、オペレーティングシ
ステムコール（例えば、ＷｉｎｄｏｗｓＴＭの実施例では、ＮＴＣｒｅａｔｅＴｈｒｅａ
ｄ、ＮＴＳｕｓｐｅｎｄＴｈｒｅａｄ、又はＮＴＴｅｒｍｉｎａｔｅＴｈｒｅａｄなどの
コール）に対してトラップすることによって、ＩＰＣコールを追跡してもよい。
【０４７６】
　しかしながら、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェントを利用したＩＰＣコールに対するト
ラップは、マルウェアにより危険にさらされるか、又は回避されてもよい。従って、Ｏ／
Ｓ下位セキュリティエージェント４１１８は、ＩＰＣコールの開始に関するメモリ又はプ
ロセッサリソースへの試行されたアクセスに対してトラップすることによって、試行され
たアクセスをモニタしてもよい。例えば、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６
は、ＩＰＣコールの開始に関するプロセッサリソースへの試行されたアクセスをトラップ
するため、図９のＯ／Ｓ下位トラップエージェント９２０の機能を実現してもよい。他の
例として、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、当該ＩＰＣコールの実行可
能コードが格納されるメモリ位置（ページ又はアドレスなど）への試行されたアクセスを
トラップするため、図１２のＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０の機能を実現
する。ＩＰＣコールに関するイベントによるトラップによって、Ｏ／Ｓ下位セキュリティ
エージェント４１１６は、履歴９４０に当該イベントに関する情報（スレッド識別子など
）を記録してもよい。
【０４７７】
　ＩＰＣコールに関するスレッドを特定するため、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント
４１１６は、特定のスレッドに関する情報を取得する１以上のプロセッサリソース（例え
ば、システムリソース７２４として図７に特定されたものなど）にアクセスしてもよい。
例えば、ＷｉｎｄｏｗｓＴＭオペレーティングシステムで実行されるスレッドについて、
プロセッサレジスタ（ＦＳレジスタなど）は、プロセッサ制御ブロック（ＰＣＢ）と呼ば
れる各プロセッサのメモリにおける構造を指し示してもよい。ＰＣＢは、スケジューリン
グされたスレッドのＥＴＨＲＥＡＤリストと共に、プロセッサ上で現在実行されているス
レッドのＥＴＨＲＥＡＤデータ構造を含むプロセッサ上のスレッドを管理するため、スレ
ッドスケジューラにより利用される情報を含む。スレッドに関するＥＴＨＲＥＡＤデータ
構造は、スレッドの識別子を含むいくつかのメタデータフィールドを含むものであっても
よい。従って、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、ＷｉｎｄｏｗｓＴＭに
セキュリティを適用する際、プロセッサのＰＣＢのメモリ位置を決定するため、プロセッ
サリソースの情報にアクセスし、特定のスレッドについてＥＴＨＲＥＡＤ情報を取得する
ため、ＰＣＢにアクセスしてもよい。
【０４７８】
　ＩＰＣコールに関する履歴４１４０に格納されている情報に基づき、Ｏ／Ｓ下位セキュ
リティエージェント４１１６は、各種スレッド間の関係を決定するため、履歴４１４０を
解析してもよい。それの解析中、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、履歴
４１４０に示されるスレッド動作が２以上のスレッド間の関係を示すか判断するため、ル
ール４１２２を照会してもよい。他方、特定のスレッド又はそれのホストアプリケーショ
ンが悪意あると判断された場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、特定
のスレッドに関する１以上のスレッドを決定し、当該関連するスレッドに関して訂正アク
ションを実行することが可能であってもよい。例えば、訂正アクションは、当該関連する
スレッドが悪意あるコードを含むか判断するため、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント
４１１６が当該スレッドを調査、スキャン及び／又は解析することを含むものであっても



(149) JP 6370747 B2 2018.8.8

10

20

30

40

50

よい（例えば、本明細書の何れで記載された１以上の技術を利用するなど）。さらなる例
として、訂正アクションは、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６がさらなる解
析のため特定のスレッド及びそれの関連するスレッドに関するフォレンジックエビデンス
をプロテクションサーバ２０２に通信することを含むものであってもよい。プロテクショ
ンサーバ２０２は、当該情報を解析し、実行されるべき何れか追加的な訂正アクションに
関する命令を電子デバイス４１０４に通信してもよい（セキュリティルール４１２２の形
態などにより）、さらなる例として、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、
悪意あるスレッドを含むメモリの部分を修復することを試みてもよい（ページ、メモリア
ドレスなど）。
【０４７９】
　当該修復を実行するため、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、時々メモ
リ４１０６のスナップショット又はその特定部分（オペレーティングシステム、セキュリ
ティアプリケーション又は重要なドライバを格納したメモリ部分など）を生成し、当該ス
ナップショットを（履歴４１４０などに）格納してもよい。スナップショットは、スナッ
プショットの日時、スナップショットに関するエンティティ（オペレーティングシステム
、アプリケーション又はドライバなど）、メモリページに関するスレッド識別子、バーチ
ャルメモリのメモリのアドレス位置などのコンテクスト情報と共に格納されてもよい。悪
意あるスレッド又はスレッドファミリが特定された場合、当該スレッドを含むメモリ部分
が、スナップショットに関するコンテクスト情報に少なくとも部分的に基づき、悪意ある
スレッドを有するメモリ部分を適切なスナップショットにより置換することによって修復
されてもよい。いくつかの実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は
また、マルウェアの検出に応答したスナップショットの改訂が正当な変更を取り消さない
ように、スナップショットの生成後にメモリ位置に信頼されたエンティティにより行われ
た変更を記録してもよい（履歴４１４０に）。
【０４８０】
　関連するスレッドとスレッドによる悪意の可能性のある動作のモニタリングは、すべて
のスレッドに適用された場合、電子デバイスの処理リソースのかなりの部分を消費するた
め、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４１１６は、特定のメモリ位置がマルウェアの
影響を受け、及び／又は特定のメモリが重要なコード又はデータを格納していることを示
す試行されたアクセスの発生にのみ応答して、当該モニタリングを実行してもよい（オペ
レーティングシステム又はセキュリティアプリケーションなど）、例えば、Ｏ／Ｓ下位セ
キュリティエージェント４１１６は、（パーミッションフラグ４１３６において実現され
るような）特定のメモリ位置のパーミッションの変更をトラップすると、特定のメモリ位
置のついてスレッド動作とスレッド関係とのモニタリングを開始してもよい。
【０４８１】
　図４２は、電子デバイス上の自己修正コードの規制及び制御のための方法４２００の実
施例である。ステップ４２０５において、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、メモ
リへの試行されたアクセスに対してトラップしてもよく、当該試行されたアクセスのそれ
ぞれは、個別に又はまとめて自己修正マルウェアの存在を示すものであってもよい。トラ
ップされる試行されたアクセスは、セキュリティルールに従って決定されてもよい。マル
ウェアの可能性を示す試行されたアクセスは、限定することなく、メモリパーミッション
への変更、あるメモリ位置のコンテンツの他のメモリ位置へのコピー、メモリ位置のコン
テンツの修正及びメモリ位置の実行を含むものであってもよい。
【０４８２】
　ステップ４２１０において、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、履歴にトラップ
される試行されたアクセスに関する情報を記録してもよい（例えば、試行されたアクセス
のタイプ、トラップされる試行されたアクセスに関するメモリ位置など）。当該履歴の記
録は、すべてのメモリ位置に適用される場合、電子デバイスの処理リソースのかなりの部
分を消費するため、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、特定のメモリ位置がマルウ
ェアの影響を受けていることを示す試行されたメモリアクセスの発生により、特定のメモ
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リ位置について履歴への記録を開始してもよい（例えば、特定のメモリアドレスについて
履歴の記録を開始するためのトリガイベントを決定するセキュリティルールなどに基づき
）。例えば、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、特定のメモリ位置についてのパー
ミッションの修正をトラップすると（メモリ位置のパーミッションフラグにより実現され
る）、特定のメモリ位置の履歴の記録を開始してもよい。
【０４８３】
　ステップ４２１５において、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、特定のメモリ位
置の履歴の解析の開始をトリガする（セキュリティルールなどに従って）試行されたアク
セスをモニタしてもよい。疑わしい動作が行われたかを決定するための履歴の解析は、す
べてのメモリ位置及び／又は試行されたアクセスに適用された場合、電子デバイスの処理
リソースのかなりの部分を消費するため、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、特定
のメモリ位置に関する特定のトラップされる試行されたアクセスに関する履歴の解析を開
始してもよい（以下のステップ４２２０などにおいて）。例えば、いくつかの実施例では
、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、特定のメモリ位置におけるコンテンツへの試
行されたアクセスをトラップすると、特定のメモリ位置に関する履歴の解析の開始をトリ
ガしてもよい。
【０４８４】
　ステップ４２２０において、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、特定のメモリ位
置に関して疑わしい動作が行われたか判断するため、履歴を解析してもよい。その解析中
、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、履歴に実現されるような特定のメモリ位置の
動作が自己修正するマルウェアコードの存在の可能性を示す疑わしい動作を示すか判断す
るため、セキュリティルールを照会してもよい。例えば、履歴の解析が第１メモリ位置に
おけるコンテンツが第２位置にコピーされ、第２位置において修正され、その後、第２位
置のコンテンツの試行された実行が行われたことを示す場合、当該表示は、自己修正した
マルウェアコードの存在の可能性の証拠であるかもしれない。他の例として、履歴の開成
が、第３位置における共通の祖先をそれぞれ有する第１及び第２メモリ位置におけるコン
テンツがそれぞれ試行された実行のターゲットであったことを示す場合、当該表示は、自
己修正するマルウェアコードの存在の可能性の証拠であるかもしれない。さらなる例とし
て、履歴の解析が特定のメモリ位置におけるコンテンツが他の複数のメモリ位置における
祖先を有することを示す場合、当該表示は、自己修正するマルウェアコードの存在する可
能性の証拠であるかもしれない。
【０４８５】
　ステップ４２２５において、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントが、マルウェアの存
在の可能性を示す疑わしい動作が検出されたか判断してもよい（例えば、単一のトラップ
された試行されたアクセス又は履歴の解析などに基づき）。疑わしい動作が検出された場
合、方法４２００はステップ４２３０に移行してもよい。検出されなかった場合、方法４
２００は、再びステップ４２０５に移行してもよい。ステップ４２３０において、マルウ
ェアの存在の可能性を示す疑わしい動作の検出に応答して（例えば、単一のトラップされ
た試行されたアクセス又は履歴の解析などに基づき）、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェ
ントは訂正アクションを開始してもよい（セキュリティルール４１２２などに従って）。
例えば、いくつかの実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、疑わしい動作
を検出すると、コンテンツが悪意あるか判断するため、既知のマルウェア及び／又は既知
の信頼された／真正なプロセスと、検出された疑わしい動作に関する特定のメモリ位置に
格納されているコンテンツを比較してもよい。当該比較は、コンテンツのハッシュ、フィ
ンガープリント又は他のシグネチャと、既知のプロセスのハッシュ、フィンガープリント
又は他のシグネチャとを比較することによって実行されてもよい。他の例として、Ｏ／Ｓ
下位セキュリティエージェントは、疑わしい動作を検出すると、疑わしい動作に関するフ
ォレンジックエビデンス（メモリ位置のコンテンツ、メモリ位置に関する履歴など）をさ
らなる解析のためプロテクションサーバに報告してもよい。
【０４８６】
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　ステップ４２３５において、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、疑わしい動作に
関するメモリ位置のコンテンツが悪意あるか判断してもよい（例えば、既知のプロセスと
コンテンツの比較、プロテクションサーバから受信した情報、セキュリティルールの参照
及び／又は他の判断などによって）。コンテンツが悪意ある場合、方法４２００はステッ
プ４２４０に移行してもよい。悪いない場合、方法４２００は、ステップ４２０５に再び
移行してもよい。ステップ４２４０において、コンテンツが悪意あると判断したことに応
答して、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、さらなる訂正アクションを実行しても
よい（例えば、セキュリティルールなどに従って）。当該訂正アクションは、限定するこ
となく、コンテンツの実行の不許可、コンテンツへの変更の不実行（履歴に示されるコン
テンツの修正及びコピーなど）、コンテンツの修復、コンテンツの無害なコンテンツへの
置換及び／又はコンテンツに関するプロセスの非イネーブル化を含むものであってもよい
。ステップ４２４０の終了後、方法４２００はステップ４２０５に再び移行する。
【０４８７】
　図４３は、電子デバイス上の悪意あるコードを修正する方法４３０５の実施例である。
ステップ４３０５において、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、電子デバイス上で
悪意あるコードの存在を検出してもよい。例えば、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント
は、電子デバイスのメモリ又は他のリソースへのアクセスをトラップすることによって、
悪意あるコードの存在を検出してもよい。他の例として、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージ
ェントは、悪意あるコードについて電子デバイスのメモリ及び／又はストレージのページ
をスキャンすることによって、悪意あるコードの存在を検出してもよい。さらなる例とし
て、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、悪意あるコードの存在を検出したＯ／Ｓ内
セキュリティエージェントから通信を受信することによって、メモリにおける悪意あるコ
ードの存在を検出してもよい。
【０４８８】
　ステップ４３１０～４３２０において、電子デバイス上の悪意あるコードの検出に応答
して、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、悪意あるコードを修正することを含む、
訂正アクションを実行してもよい。例えば、ステップ４３１０において、Ｏ／Ｓ下位セキ
ュリティエージェントは、悪意あるコードを含むプログラムが自己終了するか、及び／又
は悪意あるコードを無力化する信頼差エッ留コードに実行を移転するように、悪意あるコ
ードを修正してもよい（例えば、悪意あるコードセグメントに関するスレッド又はプロセ
スに関するすべてのコード及びデータを消去するなどによって）。例えば、Ｏ／Ｓ下位セ
キュリティエージェントは、悪意あるコードの実行が最終的に終了するように、オペレー
ティングシステムの“イグジット”ファンクションに対するコールを電子デバイスのメモ
リの悪意あるコードに挿入してもよい。他の例として、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェ
ントは、悪意あるコードを無効化するコードの既知の信頼された部分を格納したメモリの
他の部分に悪意あるコードの実行をリダイレクトする命令（ＪＵＭＰ命令など）を電子デ
バイスのメモリの悪意あるコードに挿入してもよい（例えば、悪意あるコードセグメント
に関するスレッド又はプロセスに関するすべてのコード及びデータを消去するなどによっ
て）。さらなる例として、悪意あるコードが現在実行されている場合、Ｏ／Ｓ下位セキュ
リティエージェントは、悪意あるコードを無力化する既知の信頼されたコード部分に実行
の制御を移転させるためのメモリにおける命令ポインタ値を変更してもよい（例えば、悪
意あるコードセグメントに関するスレッド又はプロセスに関するすべてのコード及びデー
タを消去するなどによって）。あるいは、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、悪意
あるコードが修復されるように悪意あるコードを修正してもよく、これにより、実行が他
のメモリ位置における感染したコードの復元されたバージョンにより継続されるように、
悪意あるコードを既知の又は信頼されるコードにより置換するか、又はメモリの命令ポイ
ンタを修正することによって感染が起こらなかったかのように感染したアプリケーション
が効果的に実行することを可能にする。
【０４８９】
　ステップ４３１５において、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、ストレージに実
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現される悪意あるコードを修正してもよい。例えば、電子デバイスのメモリとストレージ
との間のコンテンツの移転に対してトラップすることによって、Ｏ／Ｓ下位セキュリティ
エージェントは、メモリに格納されるコンテンツとストレージに格納される対応するコン
テンツとの関係に関する情報をログ、リスト、キャッシュ又は他のデータ構造に収集及び
格納してもよい。従って、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、メモリにおいて悪意
あるコードを特定した場合、メモリに格納されているコンテンツとストレージに格納され
ている対応するコンテンツとの関係に関する収集された情報を参照し、悪意あるコードを
有するメモリ位置に対応するストレージ位置のコンテンツを修正してもよい。当該修正は
、限定することなく、ストレージにおける対応するコンテンツの消去、又はストレージ及
び／又はメモリの悪意あるコードの自己終了又は削除を行わせるコンテンツの修正を含む
ものであってもよい。
【０４９０】
　ステップ４３２０において、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、例えば、電子デ
バイスのメモリ又は他のリソースへのアクセスを悪意あるコードセグメントに拒絶するた
め、電子デバイスのメモリ及び他のリソースへの悪意あるコードのアクセスを修正しても
よい。当該メモリ及び他のリソースの拒絶は、悪意あるコードを含むプロセスをクラッシ
ュさせるか、又は無効化させてもよい。例えば、悪意あるコードが特定されると、Ｏ／Ｓ
下位セキュリティエージェントは、電子デバイスのメモリ又はリソースに悪意あるコード
を含むプロセスにより試行されたアクセスに対してトラップし、当該アクセスを拒絶して
もよい。
【０４９１】
　ステップ４３２５において、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、検出された悪意
あるコードの物理メモリアドレスに基づき、悪意あるコードを有する可能性のあるメモリ
の他の部分を特定してもよい。例えば、マルウェア的動作を示すスレッドを検出すると、
Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、悪意あるコードのメモリページ内の位置及び／
又はスレッドの実行アドレスを決定してもよい。バーチャルメモリ構成では、アプリケー
ションコードは連続的にリストされるが、物理メモリでは、アプリケーションコードは実
質的に不連続である可能性がある。従って、メモリの物理メモリアドレスをストレージの
バーチャルメモリアドレスにマッピングするオペレーティングシステムにより維持される
マッピングを利用することによって、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、悪意ある
コードを含む特定された悪意あるコードに対応するバーチャルメモリの部分を特定し、当
該バーチャルメモリ部分を感染の可能性のある物理メモリアドレスにマッピングしてもよ
い。従って、当該物理メモリアドレスにおけるコードの実行はさらに、悪意あるコードの
損座についてＯ／Ｓ下位セキュリティエージェントによりモニタされてもよい。
【０４９２】
　ステップ４３０において、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、悪意あるコードを
隔離し、さらなる解析のためフォレンジックエビデンスとしてプロテクションサーバに転
送してもよい。
【０４９３】
　図４４は、電子デバイス上の関連するスレッドをモニタリング及び追跡する方法４４０
０の実施例である。ステップ４４０５において、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは
、他のスレッドによるあるスレッドの生成、サスペンド又は終了に関するスレッド同期オ
ブジェクトのファンクションコールに関するメモリ又はプロセッサリソースへの試行され
たアクセスに対してトラップしてもよい。例えば、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント
は、プロセス間通信（ＩＰＣ）コールに関するプロセッサリソースのメモリへの試行され
たアクセスに対してトラップしてもよい。ステップ４４１０において、Ｏ／Ｓ下位セキュ
リティエージェントは、履歴へのトラップされた試行されたアクセスに関する情報（スレ
ッド識別子など）を格納してもよい。
【０４９４】
　ステップ４４１５において、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、メモリ又はプロ
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セッサリソースへの試行されたアクセスに対してトラップしてもよく、当該試行されたア
クセスのそれぞれは、マルウェアの存在を個別に又はまとめて示すものであってもよい。
トラップされた試行されたアクセスは、セキュリティルールに従って決定されてもよい。
マルウェアの可能性を示す試行されたアクセスは、限定することなく、メモリパーミッシ
ョンへの変更、あるメモリ位置のコンテンツの他のメモリ位置へのコピー、メモリ位置の
コンテンツの修正及びメモリ位置の実行を含むものであってもよい。ステップ４４２０に
おいて、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、履歴へのトラップされた試行されたア
クセスに関する情報（スレッド識別子など）を格納してもよい。ステップ４４１０及び４
４２０において、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、スレッドメタデータについて
メモリ位置を決定し、スレッドメタデータに基づき、履歴の情報の一部として格納するた
め特定のスレッドのスレッド識別子を取得するため、プロセッサリソースの情報にアクセ
スしてもよい。
【０４９５】
　ステップ４４２５において、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、マルウェア感染
に一致した動作が特定のスレッドに関して発生したか判断するため、履歴を解析してもよ
い（例えば、セキュリティルールなどに従って）。ステップ４４３０において、マルウェ
ア感染に一致した動作が行われた場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、マルウ
ェアアクティビティが特定されたスレッドに関する１以上のスレッドを決定するため、履
歴を解析してもよい。
【０４９６】
　ステップ４４３５において、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、特定のスレッド
及び１以上の関連するスレッドに関して訂正アクションを実行してもよい。例えば、訂正
アクションは、関連するスレッドが悪意あるコードを含むか判断するため、Ｏ／Ｓ下位セ
キュリティエージェントが当該スレッドを調査、スキャン及び／又は解析することを含む
ものであってもよい。他の例として、訂正アクションは、当該スレッドが悪意あると判断
された場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントが１以上の関連するスレッドを終了、
削除、修正又は無効化することを含むものであってもよい。さらなる例として、訂正アク
ションは、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントが特定のスレッド及びそれに関連するス
レッドに関するフォレンジックエビデンスをさらなる解析のためプロテクションサーバに
通信することを含むものであってもよい。
【０４９７】
　図４５は、電子デバイス４５０４のメモリ及びストレージをセキュアにするシステム４
５００の実施例である。システム４５００は、電子デバイス４５０４のメモリ４５０８及
びストレージ４５２６にアクセスする悪意ある試行に対してプロテクトするため電子デバ
イス４５０４上で実行されるよう構成されるＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント４５１
６を有してもよい。さらに、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４５１６は、何れの試
行される処理をトラップするか、当該トラップされた処理をどのように応答するかを決定
するため、１以上のセキュリティルール４５２２を利用するよう構成されてもよい。Ｏ／
Ｓ下位セキュリティエージェントは、許可、拒絶又はトラップされた処理の他の訂正アク
ションを実行するよう構成されてもよい。
【０４９８】
　図４５に示されるように、電子デバイス４５０４は、メモリ４５０８に接続されるプロ
セッサ４５０６、アプリケーション４５１０、ドライバ４５１１、オペレーティングシス
テム４５１２、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４５１６、ストレージ４５２６及び
アプリケーションアセット４５４８を有してもよい。電子デバイス４５０４は、図１の電
子デバイス１０３、図２の電子デバイス２０４、図４の電子デバイス４０４、図７の電子
デバイス７０１、図９の電子デバイス９０１、図１２の電子デバイス１２０１及び／又は
これらの何れかの組み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現されてもよく、又
は当該機能を実現するよう構成されてもよい。プロセッサ４５０６は、図２のプロセッサ
２０８、図４のプロセッサ４０８、図７のプロセッサ７０２、図９のプロセッサ９０２、



(154) JP 6370747 B2 2018.8.8

10

20

30

40

50

図１２のプロセッサ１２０２、及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により全体
的若しくは部分的に実現されてもよく、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。
メモリ４５０８は、図２のメモリ２０６、図４のメモリ４０６、図７のメモリ７０３、図
９のメモリ９０３、図１２の物理メモリ１２０３若しくは仮想化メモリ及び／又はこれら
の何れかの組み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現されてもよく、又は当該
機能を実現するよう構成されてもよい。アプリケーション４５１０は、図１のアプリケー
ション１１０、図２のアプリケーション２１０、図４のアプリケーション４１０、図７の
アプリケーション７０９、図９のアプリケーション９１０、図１２のアプリケーション１
２１０及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現
されてもよく、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。ドライバ４５１１は、図
１のドライバ１１１、図２のドライバ２１１、図４のドライバ４１１、図７のドライバ７
１１、図９のドライバ９１１、図１２のドライバ１２１１及び／又はこれらの何れかの組
み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現されてもよく、又は当該機能を実現す
るよう構成されてもよい。オペレーティングシステム４５１２は、図１のオペレーティン
グシステム１１２、図２のオペレーティングシステム２１２、図４のオペレーティングシ
ステム４１２、図７のオペレーティングシステム７１３、図９のオペレーティングシステ
ム９１３、図１２のオペレーティングシステム１２１３及び／又はこれらの何れかの組み
合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現されてもよく、又は当該機能を実現する
よう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４５１６は、図１のＯ／Ｓ
下位トラップエージェント１０４、図２のＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７若し
くはＳＶＭＭ２１６、図４のファームウェアセキュリティエージェント４４０、４４２、
ＰＣファームウェアセキュリティエージェント４４４若しくはＯ／Ｓ下位システムエージ
ェント４５０、図５のファームウェアセキュリティエージェント５１６、図７のマイクロ
コードセキュリティエージェント７０８、図９のＯ／Ｓ下位トラップエージェント９２０
、図１２のＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０及び／又はこれらの何れかの組
み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現されてもよく、又は当該機能を実現す
るよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント４５１８は、図２のＯ／Ｓ
内セキュリティエージェント２１８、図４のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント４１８、
図７のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント７１８、図９のＯ／Ｓ内セキュリティエージェ
ント９１９、図１２のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント１２１９及び／又はこれらの何
れかの組み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現されてもよく、又は当該機能
を実現するよう構成されてもよい。ストレージ４５２６は、図４のストレージの機能によ
り全体的若しくは部分的に実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい
。
【０４９９】
　セキュリティルール４５２２は、図１のセキュリティルール１１４、図２のセキュリテ
ィルール２２２、図４のセキュリティルール４３４、４３６、４３８、図５のセキュリテ
ィルール５１８、図７のセキュリティルール７０７、７２３、図９のセキュリティルール
９０８、図１２のセキュリティルール１２０８及び／又はこれらの何れかの組み合わせの
機能により全体的若しくは部分的に実現されてもよく、又は当該機能を実現するよう構成
されてもよい。セキュリティルール４５２２は、何れか適切な方法により決定されてもよ
い（例えば、電子デバイス４５０４のユーザにより設定されたポリシー、電子デバイス４
５０４を含む企業のアドミニストレータにより設定されたポリシー、Ｏ／Ｓ下位セキュリ
ティエージェント４５１６の作成者により設定されたポリシーなど）。いくつかの実施例
では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４５１６は、ネットワーク２４４を介しプロ
テクションサーバ２０２からセキュリティルール４５２２に対する更新又は修正を要求及
び／又は受信してもよい（例えば、マルウェア定義に対する更新のためなど）。
【０５００】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４５１６は、メモリトラッキングファシリティ４
５４２、ストレージトラッキングファシリティ４５４４及びメモリ／ストレージセキュリ
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ティレイヤ４５４６を含むものであってもよい。メモリトラッキングファシリティ４５４
２は、メモリ４５０８へのアクセスをモニタするため、メモリ４５０８とインタフェース
をとってもよい。例えば、メモリトラッキングファシリティ４５４２は、メモリ４５０８
における特定のページをリード、ライト又は実行するため、アプリケーション４５１０、
ドライバ４５１１及び／又はオペレーティングシステム４５１２による試行されたアクセ
スをトラップ又はトリガするため‘ページテーブルフラグ及び／又はビットフラグにより
示されるような）、図１のＯ／Ｓ下位トラップエージェント１０４、図２のＳＶＭＭセキ
ュリティエージェント２１７若しくはＳＶＭＭ２１６、図４のファームウェアセキュリテ
ィエージェント４４２、図７のマイクロコードセキュリティエージェント７０８、図９の
Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント９２０、及び／又は図１２のＯ／Ｓ下位セキュリテ
ィエージェント１２２０の機能により全体的若しくは部分的に実現されてもよく、又は当
該機能を実現するよう構成されてもよい。他の例として、メモリトラッキングファシリテ
ィ４５４２は、メモリ４５０８の特定のアドレスをリード、ライト又は実行するため、ア
プリケーション４５１０、ドライバ４５１１及び／又はオペレーティングシステム４５１
２による試行されたアクセスをトラップ又はトリガするため、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエ
ージェント７１２及び／又はマイクロコードセキュリティエージェント７０８の機能によ
り全体的若しくは部分的に実現されてもよく、又は当該機能を実現するよう構成されても
よい。従って、メモリトラッキングファシリティ４５４２は、メモリ４５０８におけるあ
る位置から他の位置へのコンテンツの移動（例えば、あるページから他のページ、あるア
ドレスから他のアドレスなど）、又はメモリ４５０８とストレージ４５２６との間の移動
（例えば、ストレージ４５２６からの実行可能コードのバーチャルメモリコンテクストス
ワップ又はロードに関して）を追跡してもよい。さらに、メモリトラッキングファシリテ
ィ４５４２は、メモリトラッキングファシリティ４５４２及び／又はメモリ／ストレージ
セキュリティレイヤ４５４６によりアクセス可能なログ、リスト、キャッシュ又は他の適
切なデータ構造に追跡された移動に関する情報を格納してもよい。
【０５０１】
　ストレージトラッキングファシリティ４５４４は、ストレージ４５２６におけるある位
置から他の位置へのコンテンツの移動、又はメモリ４５０８とストレージ４５２６との間
の移動をモニタリングするため、ストレージ４５２６とインタフェースをとってもよい。
例えば、ストレージトラッキングファシリティ４５４４はストレージ４５２６の特定のセ
クタをリード、ライト又は実行するため、アプリケーション４５１０、ドライバ４５１１
及び／又はオペレーティングシステム４５１２により試行されたアクセスをトラップ又は
トリガするため、図１のＯ／Ｓ下位トラップエージェント１０４、図２のＳＶＭＭセキュ
リティエージェント２１７若しくはＳＶＭＭ２１６、図４のファームウェアセキュリティ
エージェント４４２、図７のマイクロコードセキュリティエージェント７０８、図９のＯ
／Ｓ下位セキュリティエージェント９２０及び／又は図１２のＯ／Ｓ下位セキュリティエ
ージェント１２２０の機能により全体的若しくは部分的に実現されてもよく、又は当該機
能を実現するよう構成されてもよい。他の例として、ストレージトラッキングファシリテ
ィ４５４４は、ストレージ４５２６の特定のアドレスをリード、ライト又は実行するため
、アプリケーション４５１０、ドライバ４５１１及び／又はオペレーティングシステム４
５１２により試行されたアクセスをトラップ又はトリガするため、Ｏ／Ｓ下位セキュリテ
ィエージェント７１２及び／又はマイクロコードセキュリティエージェント７０８の機能
により全体的若しくは部分的に実現されてもよく、又は当該機能を実現するよう構成され
てもよい。従って、ストレージトラッキングファシリティ４５４４は、ストレージ４５２
６におけるある位置から他の位置へのコンテンツの移動（例えば、あるセクタから他のセ
クタ、又はあるアドレスから他のアドレスなど）、又はメモリ４５０８とストレージ４５
２６との間の移動（例えば、ストレージ４５２６からの実行可能コードのロード又はバー
チャルメモリコンテクストスワップと共に）を追跡してもよい。
【０５０２】
　動作について、メモリ／ストレージセキュリティレイヤ４５４６は、セキュリティルー
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ル４５２２を受信し、セキュリティルール４５２２をメモリトラッキングファシリティ４
５４２及びストレージトラッキングファシリティ４５４４に通信してもよい。従って、メ
モリトラッキングファシリティ４５４２及びストレージトラッキングファシリティ４５４
４によるモニタリングは、モニタリングがイネーブルであるか示し、及び／又はメモリ４
５０８及び／又はストレージ４５２６の何れの部分がモニタリングされるべきか特定する
セキュリティルール４５２２に基づくものであってもよい。
【０５０３】
　メモリトラッキングファシリティ４５４２及びストレージトラッキングファシリティ４
５４４は、メモリ４５０８及び／又はストレージ４５２６の試行されたアクセスをメモリ
／ストレージセキュリティレイヤ４５４６に通知してもよい（例えば、メモリ４５０８又
はストレージ４５２６内又はメモリとストレージとの間のコンテンツの試行された移動な
ど）。メモリ／ストレージセキュリティレイヤ４５４６は、図１のＯ／Ｓ下位トラップエ
ージェント１０４、図２のＳＶＭＭセキュリティエージェント２１７若しくはＳＶＭＭ２
１６、図４のファームウェアセキュリティエージェント４４０、４４２、ＰＣファームウ
ェアセキュリティエージェント４４４若しくはＯ／Ｓ下位システムエージェント４５０、
図５のファームウェアセキュリティエージェント５１６、図７のマイクロコードセキュリ
ティエージェント７０８、図９のＯ／Ｓ下位トラップエージェント９２０、図１２のＯ／
Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能
により全体的若しくは部分的に実現されてもよく、又は当該機能を実現するよう構成され
てもよい。メモリ／ストレージセキュリティレイヤ４５４６は、以下でより詳細に説明さ
れるように、試行されたアクセスがマルウェア攻撃を示すか判断するため、セキュリティ
ルール４５２２及び／又はアプリケーションアセット４５４８に従って、メモリトラッキ
ングファシリティ４５４及び／又はストレージトラッキングファシリティ４５４４により
報告されるメモリ４５０８及び／又はストレージ４５２６の試行されたアクセスを解析し
てもよい。いくつかの実施例では、メモリ／ストレージセキュリティレイヤ４５４６は、
図４５のアクティビティ４５３２、４５３４により示されるように、メモリトラッキング
ファシリティ４５４２及びストレージトラッキングファシリティ４５４４により報告され
るアクセスのログ、リスト又は他の表示をメモリ４５０８及び／又はストレージ４５２６
に格納してもよい。従って、メモリ４５０８及び／又はストレージ４５２６への個別の試
行されたアクセスを解析することに加えて、メモリ／ストレージセキュリティレイヤ４５
４６は、アクセス動作履歴がマルウェアの存在を示すか判断するため、セキュリティルー
ル４５２２に基づきアクティビティ４５３２，４５３４に実現されるアクティビティの履
歴を解析してもよい。
【０５０４】
　特定の実施例では、メモリ／ストレージセキュリティレイヤ４５４６は、図２のＳＶＭ
Ｍ２１６の機能により全体的若しくは部分的に実現されてもよく、又は当該機能を実現す
るよう構成されてもよく、メモリトラッキングファシリティ４５４２は、図７のマイクロ
コードセキュリティエージェント７０８の機能により全体的若しくは部分的に実現されて
もよく、又は当該機能を実現するよう構成されてもよく、ストレージトラッキングファシ
リティ４５４４は、図４のファームウェアセキュリティエージェント４４２の機能により
全体的若しくは部分的に実現されてもよく、又は当該機能を実現するよう構成されてもよ
い。当該実施例では、メモリトラッキングファシリティ４５４２は、特定のメモリアクセ
スに対してトラップし、ストレージトラッキングファシリティ４５４４は、特定のストレ
ージアクセスに対してトラップし、それぞれは、当該トラップイベントをメモリ／ストレ
ージセキュリティレイヤ４５４６に通知してもよい。メモリ／ストレージセキュリティレ
イヤ４５４６は、アクセス動作履歴がマルウェアの存在を示すか判断するため、セキュリ
ティルール４５２２に基づきアクティビティの履歴を解析し、及び／又はメモリ及び／又
はストレージへの個々の試行されたアクセスを解析してもよい。
【０５０５】
　他の特定の実施例では、メモリ／ストレージセキュリティレイヤ４５４６、メモリトラ
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ッキングファシリティ４５４２及びストレージトラッキングファシリティ４５４４のそれ
ぞれは、図２の単一のＳＶＭＭ２１６の機能により全体的若しくは部分的に実現されても
よく、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。当該実施例では、ＳＶＭＭ２１６
は、アクセス動作履歴がマルウェアの存在を示すか判断するため、特定のメモリアクセス
に対してトラップし、特定のストレージアクセスに対してトラップし、メモリ及び／又は
ストレージへの個別の試行されたアクセスを解析し、及び／又はセキュリティルール４５
２２に基づきアクティビティ履歴を解析してもよい。
【０５０６】
　アプリケーション４５１０、ドライバ４５１１，オペレーティングシステム４５１２及
び／又は他のエンティティのアプリケーションアセット４５４８は、当該エンティティ及
びそれのコンポーネントがメモリ４５０８及び／又はストレージ４５２６内にどのように
あるか示すマップ、テーブル、リスト及び／又は他のデータ構造を表すものであってもよ
い。アプリケーションアセット４５４８は、エンティティが格納されるメモリ４５０８及
び／又はストレージ４５２６の部分を特定してもよい（例えば、メモリページ、メモリア
ドレスレンジ、ディスクセクタ、ディスクアドレスランクなど）。上述されるように、ア
プリケーションアセット４５４８及び／又はセキュリティルール４５２２に基づき、メモ
リ／ストレージセキュリティエージェント４５１６は、メモリ４５０８及び／又はストレ
ージ４５２６の試行されたアクセスに関するメモリトラッキングファシリティ４５４２及
び／又はストレージトラッキングファシリティ４５４４からの通知がマルウェア攻撃を示
すか判断してもよい。例えば、アプリケーション４５１０がポータブル実行可能ファイル
である実施例では、アプリケーション４５４８は、アプリケーション４５１０の実行可能
コードを有するメモリ４５０８及び／又はストレージ４５２６に格納されているアプリケ
ーション４５１０の部分を特定し、及び／又はアプリケーション４５１０のコンポーネン
トが格納されるメモリ４５０８及び／又はストレージ４５２７の位置を含む、アプリケー
ション４５１０のデータを有するメモリ４５０８及び／又はストレージ４５２６に格納さ
れているアプリケーション４５１０の部分を特定してもよい。セキュリティルール４５２
２は、アプリケーションの具体例について、アプリケーション４５１０以外のプログラム
からアプリケーション４５１０の実行可能コードを有するメモリ４５０８及び／又はスト
レージ４５２６の部分へのライトアクセスがマルウェア攻撃を示すことを指示してもよい
。さらに又はあるいは、セキュリティルール４５２２は、アプリケーション４５１０の具
体例について、アプリケーション４５１０以外のプログラムからアプリケーション４５１
０のデータを有するメモリ４５０８及び／又はストレージ４５２６の部分へのリード又は
ライトアクセスがマルウェア攻撃を示すことを指示してもよい。
【０５０７】
　他の例として、アプリケーション４５１０がワープロプログラムである実施例では、ア
プリケーションアセット４５４８は、アプリケーション４５１０の実行可能コードを有す
るメモリ４５０８及び／又はストレージ４５２６に格納されているアプリケーション４５
１０の部分を特定し、アプリケーション４５１０のコンポーネントが格納されているメモ
リ４５０８及び／又はストレージ４５２６の位置を含む、アプリケーション４５１０のス
クリプト、イメージ、フォーマット化されたテキスト、ノート及び他のデータを有するメ
モリ４５０８及び／又はストレージ４５２６に格納されているアプリケーション４５１０
の部分を特定してもよい。セキュリティルール４５２２は、アプリケーション４５１０の
当該例について、アプリケーション４５１０以外の特定のプログラムセットからアプリケ
ーション４５１０のデータを有するメモリ４５０８及び／又はストレージ４５２６の部分
へのリード又はライトアクセスが許可されることを指示するものであってもよく（例えば
、オペレーティングシステム、アンチマルウェアアプリケーションからのアクセスなど）
、当該プログラムセット以外のプログラムによるアクセスは、マルウェアの攻撃を示すも
のであってもよい。
【０５０８】
　アプリケーションアセット４５４８は、アプリケーション４５１０、ドライバ４５１１
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、オペレーティングシステム４５１２及び／又は他のプログラムの作成者によって（例え
ば、アプリケーションベンダ、プログラマ、作成者など）、電子デバイス４５０４のユー
ザによって、電子デバイス４５０４を含む企業のアドミニストレータによって、Ｏ／Ｓ下
位セキュリティエージェント４５１６の作成者によって、及び／又は他の適切な個人によ
って作成又は定義されてもよい。いくつかの実施例では、アプリケーションアセット４５
４８は、プログラムについて、当該プログラムのオンストレージ構造とインメモリ構造と
の間の関係を含むものであってもよい（例えば、メモリ４５０８とストレージ４５２６と
におけるプログラムのコンポーネント間のマッピングなど）。
【０５０９】
　アプリケーションアセット４５４８を構成するため、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェン
ト４５１８及び／又はＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント４５１６は、何れかの個数の
適切な技術を利用してもよい。例えば、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント４５１８及び
／又はＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント４５１６は、バーチャルメモリ処理に関して
オペレーティングシステム４５１２により生成されるバーチャルメモリページスワップに
関する情報を収集してもよい。例えば、ＷｉｎｄｏｗｓＴＭでは、Ｏ／Ｓ内セキュリティ
エージェント４５１８は、プロトタイプページテーブルエントリ（ＰＴＥ）にアクセスし
、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４５１６と当該情報を通信してもよい。他の実施
例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４５１６は、アクセスが実行されるときは
いつでも、メモリ４５０８のページ及び／又はディスクのセクタ４５２６についてハッシ
ュ、フィンガープリント又は他の一意的な識別子を生成し、当該識別子のキャッシュを維
持するようにしてもよい（例えば、当該キャッシュはメモリ４５０８及び／又はストレー
ジ４５２６に格納される）。当該シナリオでは、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント４
５１６は、ストレージ４５２６の何れのセクタがメモリ４５０８の何れのページにロード
されるか、またその逆を決定するため、シンプルな比較を適用してもよい。当該マッピン
グは、セキュリティエージェント４５１６及び／又は４５１８がメモリ４５０８及び／又
はストレージ４５２６におけるエンティティの特定の情報の位置を追跡することを可能に
するものであってもよい。
【０５１０】
　メモリ／ストレージセキュリティレイヤ４５４６、メモリトラッキングファシリティ４
５４２及び／又はストレージトラッキングファシリティ４５４４により実行されるモニタ
リング及び解析は、メモリ４５０８及びストレージ４５２６のすべてのアクセスに適用さ
れる場合、電子デバイス４５０４の処理リソースのかなりの部分を消費するため、メモリ
４５０８及びストレージ４５２６のモニタリング及び解析は、特定の定義された状況にお
いてのみイネーブルとされてもよい。例えば、いくつかの実施例では、セキュリティルー
ル４５２２は、メモリトラッキングファシリティ４５４２及び／又はストレージトラッキ
ングファシリティ４５４４がメモリ４５０８及び／又はストレージ４５２６の特定部分の
みをモニタすることを提供してもよい（オペレーティングシステム、重要なドライバ又は
アプリケーションを有するものなど）。他の例として、同一の又は他の実施例では、セキ
ュリティルール４５２２は、メモリトラッキングファシリティ４５４２及び／又はストレ
ージトラッキングファシリティ４５４４が、メモリ４５０８及び／又はストレージ４５２
６の特定部分におけるプログラムを、当該プログラムが疑わしいと他の表示が示す場合、
及び／又はマルウェア攻撃が行われたことを他の表示が示す場合にモニタリングすること
を提供してもよい。さらなる例として、メモリトラッキングファシリティ４５４２及び／
又はストレージトラッキングファシリティ４５４４は、ストレージ４５２６からの実行可
能コードのロード又はバーチャルメモリコンテクストスワップのケースと同様に、コンテ
ンツがメモリ４５０８からストレージ４５２６にロードされるとき、又はその逆のときを
除き、メモリトラップ及びストレージトラップを見合わせるようにしてもよい。
【０５１１】
　動作について、上述されるように、メモリ／ストレージセキュリティレイヤ４５４６は
、セキュリティルール４５２２及び／又はアプリケーションアセット４５４８に基づき、
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メモリ４５０８及び／又はストレージ４５２６への報告されたアクセスを解析することに
よって、メモリ４５０８及び／又はストレージ４５２６をセキュアにしてもよい。メモリ
４５０８及び／又はストレージ４５２６への試行されたアクセスの通知を受信した後、メ
モリ／ストレージセキュリティレイヤ４５４６は、試行されたアクセスを要求したエンテ
ィティ（オペレーティングシステム４５１２、ドライバ４５１１又はアプリケーション４
５１０など）の身元を決定してもよい。例えば、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント４５
１８は、特定のメモリ４５０８及び／又はストレージリクエスト４５２６の要求元のエン
ティティに関するコンテクスト情報をオペレーティングシステム４５１２から収集し、当
該情報をメモリ／ストレージセキュリティレイヤ４５４６に通信してもよい。さらに、メ
モリ／ストレージセキュリティレイヤ４５４６は、要求元のエンティティの身元を検証し
、当該エンティティがマルウェアにより危険にさらされたか判断してもよい（例えば、メ
モリに格納されているエンティティのマップ又はハッシュとエンティティの既知の予想さ
れるマップ又はハッシュとを比較することによって、又はマルウェアの存在についてメモ
リに格納されているエンティティをスキャンすることなどによって）。さらに、メモリ／
ストレージセキュリティレイヤ４５４６は、エンティティがリクエストを行うことが認証
されているか判断してもよい（例えば、エンティティがメモリ４５０８又はストレージ４
５２６の特定部分にアクセスすることが認証されているかに関するセキュリティルール４
５２２及び／又はアプリケーションアセット４５４８に基づく判定など）。さらに、メモ
リ／ストレージセキュリティレイヤ４５４６は、コンテンツがマルウェアを含むか判断す
るため、試行されたアクセスに関するコンテンツをスキャンしてもよい（例えば、データ
又は実行可能コードがリード、ライト又は実行されるなど）。また、メモリ／ストレージ
セキュリティレイヤ４５４６は、アクセス履歴の動作解析（アクティビティ４５３２及び
／又は４５３４に格納されるなど）がマルウェアの存在を示しているか判断してもよい（
例えば、未認証エンティティによるＯ／Ｓ４５１２のプロテクトされた部分の試行された
アクセスなど）。メモリ／ストレージセキュリティレイヤ４５４６は、試行されたアクセ
スがマルウェアに関するものであると判断された場合、訂正アクションを実行してもよい
。訂正アクションは、試行されたアクセスの阻止、要求元エンティティの終了、要求元エ
ンティティの修復、プロテクションサーバ２０２へのマルウェア関連イベントの発生の通
信及び／又は他の何れか適切なアクションを含むものであってもよい。
【０５１２】
　具体例として、ストレージ４５２６の特定のセクタへに対するリクエストに応答して（
ストレージトラッキングファシリティ４５４４からの通知により示されるように）、メモ
リ／ストレージセキュリティレイヤ４５４６は、特定のセクタがセキュリティルール４５
２２に少なくとも基づきアクセスされるべきか判断してもよい。さらに、メモリ／ストレ
ージセキュリティレイヤ４５４６は、試行されたアクセスに関するコンテンツ（例えば、
試行されたアクセスに関してリード、ライト又は実行されるデータ又は実行可能コードな
ど）がマルウェアの感染の可能性がないか判断するため、当該コンテンツをスキャンして
もよい。さらに、メモリ／ストレージセキュリティレイヤ４５４６は、セキュリティルー
ル４５２２に少なくとも基づき、試行されたアクセスを要求したエンティティが特定のセ
クタにアクセスすることが認証されているか判断してもよい。当該判定が、試行されたア
クセスがマルウェアに関するものでないことを示す場合、メモリ／ストレージセキュリテ
ィレイヤ４５４６は、試行されたアクセスを許可してもよい。
【０５１３】
　他の具体例として、メモリの特定のページに対するリクエストに応答して（メモリトラ
ッキングファシリティ４５４２からの通知により示されるように）、メモリ／ストレージ
セキュリティレイヤ４５４６は、試行されたアクセスに関するコンテンツ（例えば、試行
されたアクセスに関してリード、ライト又は実行されるデータ又は実行可能コードなど）
マルウェアの感染の可能性がないか判断するため、当該コンテンツをスキャンしてもよい
。さらに、メモリ／ストレージセキュリティレイヤ４５４６は、セキュリティルール４５
２２に少なくとも基づき、試行されたアクセスを要求したエンティティが特定のページに
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アクセスすることが認証されているか判断してもよい。さらに、試行されたアクセスがス
トレージ４５２６からメモリ４５０８への移転である場合、メモリ／ストレージセキュリ
ティレイヤ４５４６は、セキュリティルール４５２２に少なくとも基づき、コンテンツが
移転されるべき移転元のストレージ４５２６の特定部分が信頼されたソースであるか判断
してもよい。当該判定は、試行されたアクセスがマルウェアに関するものでないと示す場
合、メモリ／ストレージセキュリティレイヤ４５４６は、試行されたアクセスを許可して
もよい。
【０５１４】
　さらに、セキュリティルール４５２２及びメモリ４５０８又はストレージ４５２６の特
定部分に適用されるプロテクションは、コンテンツがメモリ４５０８とストレージ４５２
６との間で、メモリ４５０８の異なる部分の間で、又はストレージ４５２６の異なる部分
の間で移転されるとき、推移的に適用されてもよい。従って、例えば、セキュリティルー
ル４５２２の特定セットがメモリ４５０８の特定部分のコンテンツに適用される場合、当
該コンテンツのメモリ４５０８又はストレージ４５２６の他の部分への移転に応答して、
メモリ／ストレージセキュリティレイヤ４５４６は、メモリ４５０８又はストレージ４５
２６のデスティネーション部分に適用するため、セキュリティルール４５２２を更新して
もよい。
【０５１５】
　図４６は、電子デバイスのメモリ及びストレージをセキュアにする方法４６００の実施
例である。ステップ４６０５において、メモリ／ストレージセキュリティレイヤは、メモ
リトラッキングファシリティ及びストレージトラッキングファシリティにセキュリティル
ールを通信してもよい。マルウェアからのメモリ及びストレージのプロテクションのため
ここに開示されるシステム及び方法は、かなりのプロセッサ、メモリ及び／又は他のリソ
ースを消費するため、メモリ又はストレージの特定位置が特にマルウェア攻撃の影響を受
けやすいときに限って当該システム及び方法を利用することが望ましいかもしれない。メ
モリ又はストレージの一部は、例えば、それがオペレーティングシステム又はセキュリテ
ィアプリケーションの一部を含む場合、又は以前の攻撃の徴候が電子デバイス上で観察又
は検出された場合、マルウェア攻撃の影響を受けやすいものである可能性がある。
【０５１６】
　ステップ４６１０において、メモリトラッキングファシリティ及びストレージトラッキ
ングファシリティは、セキュリティルールに従ってアクセスをモニタしてもよい。モニタ
のため、メモリトラッキングファシリティ及びストレージトラッキングファシリティは、
メモリ／ストレージセキュリティレイヤから受信されたセキュリティルールにより特定さ
れるメモリ又はストレージの特定部分への試行されたアクセス（試行されたリード、ライ
ト又は実行など）をトラップ又はトリガしてもよい。
【０５１７】
　ステップ４６１５において、メモリトラッキングファシリティ及び／又はストレージト
ラッキングファシリティは、メモリ及び／又はストレージへの試行されたアクセスの通知
をメモリ／ストレージセキュリティレイヤに通信してもよい。
【０５１８】
　ステップ４６２０において、メモリ／ストレージセキュリティレイヤは、メモリ／スト
レージセキュリティレイヤへの通知で特定される試行されたアクセスを要求するエンティ
ティ（オペレーティングシステム、ドライバ又はアプリケーションなど）の身元を決定し
てもよい。例えば、メモリ／ストレージセキュリティレイヤと通信するＯ／Ｓ内セキュリ
ティエージェントは、特定のメモリ及び／又はストレージリクエストの要求元エンティテ
ィに関するオペレーティングシステムからのコンテクスト情報を収集し、当該情報をメモ
リ／ストレージセキュリティレイヤに通信してもよい。
【０５１９】
　ステップ４６２５において、メモリ／ストレージセキュリティレイヤは、要求元のエン
ティティの身元を検証し、当該エンティティがマルウェアによる危険にさらされたか判断
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してもよい。例えば、メモリ／ストレージセキュリティレイヤは、メモリに格納されてい
るエンティティのマップ又はハッシュと、エンティティの既知の予想されるマップ又はハ
ッシュとを比較してもよい。他の例として、メモリ／ストレージセキュリティレイヤは、
マルウェアの存在についてメモリに格納されているエンティティをスキャンしてもよい。
【０５２０】
　ステップ４６３０において、メモリ／ストレージセキュリティレイヤは、エンティティ
がリクエストを行うことが認証されているか判断してもよい。例えば、メモリ／ストレー
ジセキュリティレイヤは、エンティティがメモリ４５０８又はストレージ４５２６の特定
部分にアクセスすることが認証されているか判断するため、セキュリティルール及び／又
はアプリケーションアセットを照会してもよい。ステップ４６３５において、メモリ／ス
トレージセキュリティレイヤは、試行されたアクセスに関するコンテンツを解析してもよ
い（例えば、リード、ライト又は実行されるデータ又は実行可能コードなど）。例えば、
メモリ／ストレージセキュリティレイヤは、コンテンツがマルウェアを有するか判断する
ため、試行されたアクセスに関するコンテンツをスキャンしてもよい。
【０５２１】
　ステップ４６４０において、メモリ／ストレージセキュリティレイヤは、メモリ及び／
又はストレージへのアクセス履歴を解析してもよい。当該履歴は、電子デバイスのメモリ
及び／又はストレージにログ又はリストとして格納されてもよい。当該解析は、履歴がマ
ルウェアの存在を示すか判断するため、メモリ及び／又はストレージへのアクセスの履歴
の動作解析を含むものであってもよい。
【０５２２】
　ステップ４６４５において、メモリ／ストレージセキュリティレイヤは、メモリトラッ
キングファシリティ及び／又はストレージトラッキングファシリティにより報告されたメ
モリ及び／又はストレージへの試行されたアクセスが、試行されたアクセスがマルウェア
により影響を受けていることを示すか判断してもよい（例えば、ステップ４６２０～４６
４０の１以上の解析及び判定などに基づき）。さらに、メモリ／ストレージセキュリティ
レイヤは、修正されたコンテンツがマルウェア的動作により影響を受けた場合、メモリ／
ストレージセキュリティレイヤは、訂正アクション（マルウェアを削除、隔離及び／又は
無力化するアクションなど）を実行してもよい。さらに、いくつかの実施例では、メモリ
／ストレージセキュリティレイヤは、マルウェア的動作の発生に関する情報（フォレンジ
ック情報など）をプロテクションサーバに通信してもよい。
【０５２３】
　ステップ４６５０において、メモリ／ストレージセキュリティレイヤは、電子デバイス
のメモリ及び／又はストレージに格納されているアクセスのログ又はリストへのアクセス
の通知を追加してもよい。アクセス履歴の動作解析を実行するため、メモリ／ストレージ
セキュリティレイヤは、格納されているログ又はリストに以降にアクセスしてもよい。ス
テップ４６５０の終了後、方法４６００はステップ４６０５に再び戻ってもよい。
【０５２４】
　図４７は、電子デバイス４７０１上で実行されるオペレーティングシステム４７１０の
オブジェクトへのアクセスをセキュアにするシステム４７００の実施例である。システム
４７００は、オペレーティングシステム４７１３上で実行されるソフトウェアベースエン
ティティによるオブジェクト４７０６及び／又はオブジェクトマネージャ４７０４にアク
セスする悪意ある試行を検出するため、電子デバイス４７０１上で動作するよう構成され
るＯ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０及びトリガイベントハンドラ４７２２を有し
てもよい。さらに、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０及びトリガイベントハンド
ラ４７２２は、オブジェクト４７０６及び／又はオブジェクトマネージャ４７０４へのア
クセスをトラップする時点と、トラップされた処理に関するトリガイベントをどのように
処理するかを決定するため、１以上のセキュリティルール４７０８を利用するよう構成さ
れてもよい。Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０及びトリガイベントハンドラ４７
２２は、許可、拒絶又はトリガイベントの他の訂正アクションを実行するよう構成されて
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もよい。
【０５２５】
　電子デバイス４７０１は、図１の電子デバイス１０３、図２の電子デバイス２０４、図
４の電子デバイス４０４、図７の電子デバイス７０１、図９の電子デバイス９０１、図１
２の電子デバイス１２０１及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能によって全体的
若しくは部分的に実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。電子デ
バイス４７０１は、メモリ４７０３に接続される１以上のプロセッサ４７０２を有しても
よい。プロセッサ４７０２は、図２のプロセッサ２０８、図４のプロセッサ４０８、図７
のプロセッサ７０２、図９のプロセッサ９０２、図１２のプロセッサ１２０２及び／又は
これらの何れかの組み合わせの機能によって全体的若しくは部分的に実現されるか、又は
当該機能を実現するよう構成されてもよい。電子デバイス４７０１は、Ｏ／Ｓ内セキュリ
ティエージェント４７１９及びオブジェクト４７０６を管理するオブジェクトマネージャ
４７０４を含むオペレーティングシステム４７１３を有してもよい。オペレーティングシ
ステム４７１３は、図１のオペレーティングシステム１１２、図２のオペレーティングシ
ステム２１２、図４のオペレーティングシステム４１２、図７のオペレーティングシステ
ム７１３、図９のオペレーティングシステム９１３、図１２のオペレーティングシステム
１２１３及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能によって全体的若しくは部分的に
実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ内セキュリティエ
ージェント４７１９は、図１のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８、図４のＯ／Ｓ
内セキュリティエージェント４１８、図７のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント７１９、
図９のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント９１９、図１２のＯ／Ｓ内セキュリティエージ
ェント１２１９及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能によって全体的若しくは部
分的に実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。セキュリティルー
ル４７０８は、図１のセキュリティルール１１４、図２のセキュリティルール２２０、２
２２、図４のセキュリティルール４２０、４３４、４３６、４３８、図５のセキュリティ
ルール５１８、図７のセキュリティルール７０７、７２１、７２３、図９のセキュリティ
ルール９０８、９２１、図１２のセキュリティルール１２０８、１２２１及び／又はこれ
らの何れかの組み合わせの機能によって実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成
されてもよい。プロテクションサーバ４７１４は、図１のプロテクションサーバ１０２、
図２のプロテクションサーバ２０２及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能によっ
て全体的若しくは部分的に実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい
。
【０５２６】
　メモリ４７０３は、図２のメモリ２０６、図４のメモリ４０６、図７のメモリ７０３、
図９のメモリ９０３、図１２のメモリ１２０３及び／又はこれらの何れかの組み合わせの
機能によって全体的若しくは部分的に実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成さ
れてもよい。メモリ４７０３は、メモリ４７０３へのアクセスを仮想化するよう構成され
るバーチャルメモリシステムを用いて実現されてもよい。バーチャルメモリシステムでは
、オペレーティングシステム４７１３上で実行されるソフトウェアプロセスには、メモリ
の連続するブロックとしてプロセスが処理するバーチャルアドレススペースが設けられて
もよい。実際、バーチャルアドレススペースは、物理メモリの異なるエリアに分散されて
もよい。プロセスがメモリへのアクセスをリクエストするとき、オペレーティングシステ
ム４７１３は、当該プロセスのバーチャルメモリアドレスを、データが実際に格納される
メモリ４７０３の物理アドレスにマッピングしてもよい。バーチャルアドレススペースは
、バーチャルメモリページと呼ばれる連続するバーチャルメモリアドレスの固定サイズの
ブロックに分割されてもよい。ページテーブルは、バーチャルメモリページからバーチャ
ルメモリページが格納されるメモリ４７０３の対応する物理アドレスへのマッピングを格
納するのに利用されてもよい。ページテーブルは、所与のバーチャルメモリページについ
て認証されたアクセスのタイプを指定するリード、ライト及び／又は実行などの各種アク
セスパーミッションを含むものであってもよい。プロセスが関連するバーチャルメモリペ
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ージのアクセスパーミッションにより認証されない方法によりバーチャルメモリアドレス
にアクセスしようとするとき、当該試行は拒絶されてもよい。
【０５２７】
　Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０は、図１のＯ／Ｓ下位トラップエージェント
１０４、図２のＳＶＭＭ２１６、図４のファームウェアセキュリティエージェント４４０
、４４２及び／又はＰＣファームウェアセキュリティエージェント４４４、図５のファー
ムウェアセキュリティエージェント５１６、図７のマイクロコードセキュリティエージェ
ント７０８、図９のＯ／Ｓ下位トラップエージェント９２０、図１２のＯ／Ｓ下位セキュ
リティエージェント１２２０及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能によって実現
されるか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。トリガイベントハンドラ４７
２２は、図１のトリガイベントハンドラ１０８、図２のＳＶＭＭセキュリティエージェン
ト２１７、図４のＯ／Ｓエージェント４５０、図７のＯ／Ｓ下位エージェント７１２、図
９のトリガイベントハンドラ９２２及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能によっ
て実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。各種実施例では、Ｏ／
Ｓ下位トラップエージェント４７２０の機能の一部は、トリガイベントハンドラ４７２２
により実行されてもよく、トリガイベントハンドラ４７２２の機能の一部は、Ｏ／Ｓ下位
トラップエージェント４７２０により実行されてもよい。さらに、Ｏ／Ｓ下位トラップエ
ージェント４７２０及びトリガイベントハンドラ４７２２は、同一のソフトウェアモジュ
ールにより実現されてもよい。
【０５２８】
　オペレーティングシステム４７１３は、オペレーティングシステム４７１３に関する各
リソースを表すため、オブジェクト４７０３を用いてオブジェクト指向環境として実現さ
れてもよい。例えば、オペレーティングシステム４７１３は、ドライバ４７１１、アプリ
ケーション４７１０、プロセス、メモリ４７０３、ファイル及び／又はフォルダ、物理デ
バイス及び／又はオペレーティングシステム４７１３により使用される他の何れかのリソ
ースを表すオブジェクトを有してもよい。さらに、各アプリケーション４７１０及び／又
はオペレーティングシステム４７１３上で実行される他のソフトウェアプロセスはまた、
オブジェクト４７０６を利用して、特定のアプリケーション４７１０又はソフトウェアプ
ロセスにより使用されるリソースを表してもよい。オブジェクト４７０６は、特定タイプ
のオブジェクト４７０６に一意的であってもよいオブジェクトファンクション４７３０を
有し、特定のオブジェクト４７０６のデータを操作するのに利用されてもよい。オブジェ
クト４７０６は、ヘッダとボディとを有するデータ構造により表されてもよい。オブジェ
クト４７０６のヘッダは、すべてのオブジェクトに共通の管理フィールドを有してもよい
。これらのフィールドは、オブジェクト４７０６を管理するためオブジェクトマネージャ
４７０４により利用されてもよい。オブジェクト４７０６のヘッダは、例えば、オブジェ
クト４７０６を特定するためのオブジェクト名、及び／又はオブジェクト４７０６に関す
るアクセスパーミッションを指定する記述子とを有してもよい。オブジェクト４７０６の
ボディは、特定タイプのオブジェクト４７０６に一意的なオブジェクトに固有のデータフ
ィールドを有してもよい。
【０５２９】
　オブジェクトマネージャ４７０４は、オペレーティングシステム４７１３のオブジェク
ト４７０６を管理するため、オペレーティングシステム４７１３において実行されるよう
構成されてもよい。オブジェクトマネージャ４７０４は、オブジェクト４７０６を管理す
るため利用可能な各種オブジェクトマネージャファンクション４７２６を用いて実現され
てもよい。例えば、オブジェクトマネージャファンクション４７２６は、データを生成、
削除、修正し、及び／又はオブジェクト４７０６の設定をしゅうせいするのに利用される
ファンクションを含むものであってもよい。Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＷｉｎｄｏｗｓＴＭオ
ペレーティングシステムのオブジェクトマネージャ４７０４により使用されるオブジェク
トマネージャファンクション４７２６の具体例が、テーブル１に見つけられてもよい。
【０５３０】
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【表１】

　メモリマップ４７１８は、図１２のメモリマップ１２０６の機能により実現されるか、
又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。メモリマップ４７１８は、ファイル、レ
コード、データ構造又は他の何れか適切なエンティティにより実現されてもよい。メモリ
マップ４７１８は、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０の一部として含まれてもよ
く、又はＯ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０に通信接続されてもよい。メモリマッ
プ４７１８は、各種オブジェクトリソース４７３４のメモリ４７０３の位置に関する情報
を有してもよい。オブジェクトリソース４７３４は、例えば、オブジェクトマネージャ４
７０４、オブジェクトマネージャファンクション４７２６及び／又はサブファンクション
４７２８、オブジェクト４７０６及び／又はオブジェクトファンクション４７３０などを
有してもよい。メモリマップ４７１８は、バーチャルメモリのメモリページ、物理メモリ
のアドレスレンジ及び／又は特定のオブジェクトリソース４７３４が格納されるディスク
上の位置に関する情報を有してもよい。Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０は、バ
ーチャルメモリページ又は物理メモリアドレスにおける何れか所与のコンテンツの身元又
はオーナーを決定するため、メモリマップ４７１８を利用するよう構成されてもよい。
【０５３１】
　Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０は、メモリマップ４７１８のコンテンツを決
定、展開及び／又は投入してもよい。これを実行するため、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェ
ント４７２０は、セキュリティルール４７０８、プロテクションサーバ４７１４又はメモ
リマップ４７１８に情報を投入するための情報の他の何れか適切なソースにアクセスして
もよい。Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０は、例えば、オペレーティングシステ
ム４７１３の処理をプロファイルし、その後、各種オブジェクトリソース４７３４がメモ
リの何れに配置されているか決定することによって、メモリマップ４７１８を構成しても
よい。Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０は、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント
４７１９に関して、各ファンクションの実行スタックをトラバースすることによって、オ
ブジェクトファンクション４７３０、オブジェクトマネージャファンクション４７２６及
び／又はオブジェクトマネージャサブファンクション４７２８のメモリにおける位置を特
定してもよい。Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０は、メモリマップ４７１８のメ
モリのオーナーシップ及びコンテンツをマッピングするため、オペレーティングシステム



(165) JP 6370747 B2 2018.8.8

10

20

30

40

50

４７１３、アプリケーション４７１０又はドライバ４７１１などのオペレーティングシス
テムレベルにおけるエンティティからの物理メモリ又はバーチャルメモリのリクエストを
インターセプトしてもよい。例えば、オブジェクトリソース４７３４にアクセスするため
の試行がトラップされると、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０は、何れのオブジ
ェクトリソース４７３４がアクセスされているか、及び／又は何れのエンティティが特定
のオブジェクトリソース４７３４のアクセスを担当しているか決定するため、Ｏ／Ｓ内セ
キュリティエージェント４７１９と通信するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位トラップ
エージェント４７２０は、メモリマップ４７１８が投入されるように、何れのエンティテ
ィがメモリにロードされるか判断するため、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント４７１９
と通信してもよい。メモリマップ４７１８は、物理メモリ、バーチャルメモリのためのメ
モリマッピング及び／又はこれら２つの間のマッピングを含むものであってもよい。
【０５３２】
　オブジェクト指向オペレーティングシステム４７１３の実質的にすべてのリソースがオ
ブジェクト４７０６により表される可能性があるため、マルウェアは、オブジェクト４７
０６を攻撃することによって、オペレーティングシステム４７１３のセキュリティを危険
にさらすことを試みる。Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０及び／又はトリガイベ
ントハンドラ４７２２は、マルウェアからオブジェクト４７０６をプロテクトするよう構
成されてもよい。マルウェアによるオブジェクト４７０６に対する攻撃は、オブジェクト
４７０６及び／又はオブジェクトマネージャ４７０４を操作するための未認証の試行など
、不適切なオブジェクトリソース４７３４に対する何れかの試行を含むものであってもよ
い。例えば、オペレーティングシステム４７１３は、オペレーティングシステム上で実行
される各ソフトウェアプロセスを表すオブジェクト４７０６を有し、マルウェアは、オペ
レーティングシステム４７１３上で実行されるセキュリティアプリケーションに関する特
定のプロセスオブジェクト４７０６を削除してもよい。このようにして、セキュリティア
プリケーションの実行は停止し、セキュリティソフトウェアのセーフガードをマルウェア
が覆し、さらなる悪意あるアクティビティを実行することを可能にする。他の例として、
マルウェアは、マルウェアスキャナから自らを偽装するため、オブジェクト名などの自ら
のオブジェクト４７０６のフィールドを編集してもよい。マルウェアはまた、オブジェク
ト４７０６のセキュリティ設定を修正することを試行する可能性がある。例えば、マルウ
ェアは、コアオペレーティングシステムファイルが何れかのエンティティによりアクセス
されることを可能にするため、コアオペレーティングシステムファイルを表すオブジェク
ト４７０６のアクセスパーミッションを修正することを試みる可能性がある。マルウェア
は、オブジェクトマネージャファンクション４７２６、オブジェクトマネージャサブファ
ンクション４７２８及び／又はオブジェクトファンクション４７３０をコールすることに
よって、上述された攻撃を間接的に実行してもよい。マルウェアは、特定のファンクショ
ンのコール元として自らを隠蔽するため、ファンクションのコール前にオブジェクトのセ
キュリティ設定を変更してもよい。マルウェアは、オブジェクトまねージャファンクショ
ン４７２６が未認証の実行からプロテクトされるが、１以上のサブファンクション４７２
６はプロテクトされない場合、オブジェクトマネージャファンクション４７３０に反対す
るように、オブジェクトマネージャサブファンクション４７２８をコールしてもよい。こ
のようにして、マルウェアは、オブジェクトマネージャファンクション４７２６の１以上
のプロテクトされていないサブファンクション４７２８をコールすることによって、オブ
ジェクトマネージャファンクション４７２６のプロテクションを回避することが可能であ
る可能性がある。マルウェアはまた、オブジェクト４７０６及び／又はオブジェクトマネ
ージャ４７０４が格納されるメモリ４７０３の位置にアクセスすることによって、オブジ
ェクト４７０６を直接的に攻撃してもよい。
【０５３３】
　Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０及び／又はトリガイベントハンドラ４７２２
は、オブジェクトリソース４７３４にアクセスするための試行をプロテクトすることによ
って、オブジェクト４７０６に対するマルウェア攻撃を阻止するよう構成されてもよい。
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例えば、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０は、オブジェクトリソース４７３４を
リード、ライト又は実行するための試行をトラップするよう構成されてもよく、トリガイ
ベントハンドラ４７２２は、トラップされた試行がマルウェアを示すか判断するよう構成
されてもよい。オブジェクトリソース４７３４にアクセスするためのトラップされた試行
は、オブジェクトマネージャ４７０４のファンクション４７２６及び／又はサブファンク
ション４７２８を実行するための試行、オブジェクト４７０６のファンクション４７３０
を実行するための試行、及び／又はオブジェクトリソース４７３４が格納されるメモリ４
７０３の位置に直接アクセスするための試行を含むものであってもよい。Ｏ／Ｓ下位トラ
ップエージェント４７２０のメモリトラップ機能は、図１２のＯ／Ｓ下位セキュリティエ
ージェントの機能により実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。
Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０は、オブジェクトファンクション４７３０、オ
ブジェクトマネージャファンクション４７２６及び／又はオブジェクトマネージャサブフ
ァンクション４７２８のコードを何れか適切な方法により実行するための試行をトラップ
するよう構成されてもよい。例えば、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０は、特定
のファンクションのコードが格納されるメモリ位置におけるコードを実行するための試行
をトラップするよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０は、ト
ラップを要求するファンクションのメモリ４７０３の位置を特定するため、メモリマップ
４７１８を照会するよう構成されてもよい。コードを実行するためのトラップされる試行
は、物理メモリレベル又はバーチャルメモリレベルでトラップされてもよい。例えば、Ｏ
／Ｓ下位トラップエージェント４７２０は、特定のファンクションのコードに関するバー
チャルメモリページを実行するための試行をトラップするよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ
下位トラップージェント４７２０はまた、特定のファンクションのコードが格納されてい
る物理メモリアドレスに対応するバーチャルメモリアドレスにおけるコードを実行するた
めの試行をトラップするよう構成されてもよい。当該トラップは、バーチャルメモリアド
レスから物理メモリアドレスへの変換前に実行されてもよい。さらなる他の実施例では、
Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０は、特定のファンクションのコードが格納され
る物理メモリアドレスにおけるコードを実行するための試行をトラップするよう構成され
てもよい。当該トラップは、バーチャルメモリアドレスから物理メモリアドレスへの変換
後に実行されてもよいし、又はバーチャルメモリを介し最初に変換されることなく、物理
メモリアドレスにおけるコードを実行するための直接的な試行の後に実行されてもよい。
オブジェクトファンクション４７３０、オブジェクトマネージャファンクション４７２６
及び／又はオブジェクトマネージャサブファンクション４７２８を実行するための試行を
トラップした後、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０は、トラップされた試行を処
理するため、トラップされた試行に関するトリガイベントを生成し、トリガイベントハン
ドラ４７２２に送信してもよい。
【０５３４】
　Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０は、メモリ４７０３のオブジェクトリソース
４７３４にアクセスするための試行をトラップするよう構成されてもよい。例えば、Ｏ／
Ｓ下位トラップエージェント４７２０は、オブジェクト４７０６及び／又はオブジェクト
マネージャ４７０３を格納するのに利用されるメモリ位置にアクセスするための試行をト
ラップするよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０はまた、オ
ブジェクトファンクション４７３０、オブジェクトマネージャファンクション４７２６及
び／又はオブジェクトマネージャサブファンクション４７２８のコードを格納するのに利
用されるメモリ位置に書き込むための試行をトラップするよう構成されてもよい。当該ト
ラップは、悪意あるコードによりオブジェクトファンクション４７３０、オブジェクトマ
ネージャファンクション４７２６及び／又はオブジェクトマネージャサブファンクション
４７２８のコードをマルウェアが上書きすることを阻止する。いくつかの実施例では、Ｏ
／Ｓ下位トラップエージェント４７２０は、メモリマップ４７１８を利用して、オブジェ
クトリソース４７３４のメモリ４７０３における位置を特定してもよい。一実施例では、
Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０は、オブジェクトリソース４７３４のバーチャ
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ルメモリアドレスに対応するバーチャルメモリページにアクセスするための試行をトラッ
プするよう構成されてもよい。他の実施例では、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２
０は、オブジェクトリソース４７３４が格納される物理メモリアドレスに対応するバーチ
ャルメモリアドレスにアクセスするための試行をトラップするよう構成されてもよい。当
該トラップは、バーチャルメモリアドレスから物理メモリアドレスへの変換前に実行され
てもよい。さらなる他の実施例では、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０は、オブ
ジェクトリソース４７３４が格納される物理メモリアドレスにアクセスするための試行を
トラップするよう構成されてもよい。当該トラップは、バーチャルメモリアドレスから物
理メモリアドレスへの変換後に実行されてもよいし、又はバーチャルメモリを介して最初
に変換されることなく物理メモリアドレスにアクセスするための直接的な試行の後に実行
されてもよい。
【０５３５】
　一実施例では、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０は、特定のオブジェクトリソ
ース４７３４にアクセスするためのリクエストの要求元のエンティティを決定するため、
Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント４７１９を照会するよう構成されてもよい。他の実施
例では、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０は、リクエストの発信元のバーチャル
メモリページを決定し、当該メモリページがそこにマッピングされた何れかの要素に関連
付けされているか決定するため、メモリマップ４７１８を照会するよう構成されてもよい
。さらなる他の実施例では、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０は、要求元の要素
のバーチャルメモリページのハッシュ又はシグネチャを決定し、それを既知のエンティテ
ィのハッシュ及びシグネチャと比較するよう構成されてもよい。オブジェクトリソース４
７３４にアクセスするための試行をトラップし、要求元のエンティティを特定した後、Ｏ
／Ｓ下位トラップエージェント４７２０は、リクエストの特定のオブジェクトリソース４
７３４、アクセスタイプ及び要求元のエンティティを含むトラップされた試行に関する情
報を含むトリガイベントを生成してもよい。Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０は
、トラップされた試行を処理するため、トリガイベントをトリガイベントハンドラ４７２
２に送信してもよい。
【０５３６】
　トリガイベントハンドラ４７２２は、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０からの
トラップされた試行に関するトリガイベントを受信するよう構成されてもよい。トリガイ
ベントハンドラ４７２２は、セキュリティルール４７０８に関して、トリガイベントに関
するコンテクスト情報を利用して、トリガイベントに関して実行するのに適切なアクショ
ンを決定してもよい。いくつかの実施例では、トリガイベントハンドラ４７２２は、トリ
ガイベントに関するコンテクスト情報を特定するため、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェン
ト４７１９と連係してもよい。コンテクスト情報は、トラップされた試行の要求元のエン
ティティ、トラップされた試行に関する特定のオブジェクト４７０６、及び／又は特定の
オブジェクト４７０６に関して要求されたアクセスタイプを含むものであってもよい。セ
キュリティルール４７０８は、例えば、セキュリティアプリケーションに関するプロセス
オブジェクトがセキュリティアプリケーション自体によってのみ削除されてもよいことを
指示してもよい。他の例として、セキュリティルール４７０８は、新たなオブジェクト４
７０６を作成するため、オペレーティングシステム４７１３からの試行を認証し、Ｏ／Ｓ
下位トラップエージェント４７２０が新たに生成されたオブジェクト４７０６にアクセス
するための以降の試行をトラップすることを要求してもよい。
【０５３７】
　Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０は、オペレーティングシステム４７１３の動
作を表す動作状態マップ４７３２を生成するため、オブジェクトリソース４７３４へのア
クセスをモニタするよう構成されてもよい。例えば、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４
７２０は、オブジェクトリソース４７３４にアクセスするための試行をトラップし、トラ
ップされた各処理を表すため動作状態マップ４７３２を更新することによって、動作状態
マップ４７３２を生成してもよい。動作状態マップ４７３２は、未知のゼロデイ（ｚｅｒ
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ｏ－ｄａｙ）マルウェアにより攻撃を予防的に検出及び阻止するため、動作解析システム
４７１６を実現するため利用されてもよい。動作状態マップ４７３２及び動作解析システ
ム４７１６の実施例の説明は、以下の図４８の動作状態マップ４８０２及び動作解析シス
テム４８０４の説明に見つけられてもよい。
【０５３８】
　図４８は、オペレーティングシステムのオブジェクトへのアクセスをセキュアにするシ
ステム又は方法により利用される動作状態マップ４８０２の実施例である。例えば、動作
状態マップ４８０２は、図４７の動作状態マップ４７３２として実現され、図４７の動作
解析システム４７１６、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０及び／又はトリガイベ
ントハンドラ４７２２により生成及び／又は利用されてもよい。オブジェクト指向環境で
は、オペレーティングシステム及びファイル、アプリケーション、プロセッサ、ドライバ
及び／又はデバイスを含むそれのリソースのすべてが、オブジェクトとして実現されても
よい。動作状態マップ４８０２は、オペレーティングシステムのオブジェクト間の処理及
び／又はやりとりに基づき、オブジェクト指向オペレーティングシステムの動作の表現を
提供してもよい。動作状態マップ４８０２は、マルウェアに通常関連するオブジェクトの
インタラクションのパターンを特定するため利用されてもよい。
【０５３９】
　動作状態マップ４８０２は、グラフ及び／又はマップを含む何れか適切なデータ構造を
利用して実現されてもよい。グラフを利用した実施例では、各ノードは、オペレーティン
グシステムのオブジェクトを表し、各ノード間のエッジは、オブジェクト間の処理及び／
又はやりとりを表すものであってもよい。例えば、オペレーティングシステムによるプロ
セスの実行は、オペレーティングシステムオブジェクトを表すノードと、プロセスオブジ
ェクトを表すためのノードとを利用して、動作状態マップにより表されてもよい。動作状
態マップは、オペレーティングシステムオブジェクトから、当該プロセスがオペレーティ
ングシステムにより実行されたことを表すプロセスオブジェクトへのエッジを含むもので
あってもよい。プロセスがファイルを開く場合、動作状態マップは、特定のファイルオブ
ジェクトを表すノードを含むよう更新され、プロセスオブジェクトから、特定のファイル
がプロセスにより開かれたことを表すファイルオブジェクトまでのエッジを含むものであ
ってもよい。動作状態マップは、オブジェクト間で実行される各処理について、このよう
にして連続的に更新されてもよい。いくつかの実施例では、動作状態マップは、オペレー
ティングシステム全体の動作を表すよう実現されてもよく、又は特定のアプリケーション
、ドライバ及び／又はオペレーティングシステム上で実行されるプロセスなどのオペレー
ティングシステムの特定のコンポーネントの動作のみを表すよう実現されてもよい。
【０５４０】
　動作状態マップ４８０２は、マルウェアに感染したオペレーティングシステムに関する
動作状態マップの実施例である。動作状態マップ４８０２は、オペレーティングシステム
のオブジェクト、オブジェクトマネージャ４８１６、セキュリティアプリケーション４８
０８及びマルウェア４８１０を表すノードを含む。オペレーティングシステム４８０６か
らセキュリティアプリケーション４８０８へのエッジは、オペレーティングシステムによ
るセキュリティアプリケーション４８０８の実行を表し、オペレーティングシステム４８
０６からマルウェア４８１０へのエッジは、オペレーティングシステム４８０６によるマ
ルウェア４８１０の実行を表す。オペレーティングシステム４８０６からオブジェクトマ
ネージャ４８１６へのエッジは、オペレーティングシステム４８０６によるオブジェクト
マネージャ４８１６の生成を表す。マルウェア４８１０は、マルウェア４８１０により実
行される悪意あるアクティビティを表す複数のエッジに関連付けされる。マルウェア４８
０６からオペレーティングシステム４８１４への２つのエッジは、マルウェア４８１０が
オペレーティングシステムファイル４８１４を開き、オペレーティングシステムファイル
４８１４に書き込むことを表す。例えば、オペレーティングシステムファイル４８１４は
、オペレーティングシステム４８０６が初期化されると実行されるアプリケーションを指
定するのに利用されてもよく、マルウェア４８１０は、これらのアプリケーションの１つ
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として自らを含むようこれらのファイルに書き込むようにしてもよい。マルウェア４８１
０からセキュリティアプリケーション４８０８へのエッジは、マルウェア４８１０がセキ
ュリティアプリケーション４８０８を終了することを試行していることを表す。マルウェ
ア４８１０からシステムコールテーブル４８１２へのエッジは、マルウェア４８１０がシ
ステムコールテーブル４８１２に書き込むことを表す。マルウェア４８１０は、例えば、
特定のシステムコールについてエントリを修正するため、システムコールテーブル４８１
２に書き込みしてもよい。このようにして、システムコールが実行されるときは常に、マ
ルウェア４８１０の悪意あるコードが、意図されたシステムコールの代わりに実行される
可能性がある。マルウェア４８１０からオブジェクトマネージャ４８１６へのエッジは、
マルウェアがオブジェクトマネージャ４８１０の特定のファンクションをコールすること
を試行していることを表す。例えば、マルウェア４８１０は、オブジェクトマネージャ４
８１６の削除オブジェクトファンクションをコールすることによって、オペレーティング
システム４７１６のオブジェクトを削除すすることを試行してもよい。動作状態マップ４
８０２は、動作状態マップの可能性のある１つのみの実施例を表す。動作状態マップ４８
０２は、オペレーティングシステムのオブジェクトの処理及び／又はやりとりを示すのに
適した何れかの方法により実現されてもよい。
【０５４１】
　図４７に戻って、いくつかの実施例では、動作状態マップ４７３２は、Ｏ／Ｓ下位トラ
ップエージェント４７２０により生成されてもよい。他の実施例では、動作状態マップ４
７３２は、以前に生成されており、未知のゼロデイマルウェアによる攻撃を予防的に検出
及び阻止するのに利用されてもよい。
【０５４２】
　動作状態マップ４７３２は、オペレーティングシステム４７１３のオブジェクト４７０
６の間の処理及び／又はやりとりをモニタリングすることによって生成されてもよい。例
えば、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０は、オブジェクトリソース４７３４にア
クセスするための試行をトラップし、トラップされた各処理を反映させるため、動作状態
マップ４７３２を更新してもよい。いくつかの実施例では、動作状態マップ４７３２は、
マルウェアに感染したオペレーティングシステム４７１３を用いて生成される可能性があ
る。他の実施例では、動作状態マップ４７３２は、マルウェアのないオペレーティングシ
ステム４７１３を用いて生成されるかもしれない。いくつかの実施例では、動作状態マッ
プ４７３２が生成された後、それは、マルウェアに関する動作パターンを隔離し、及び／
又は安全な動作パターンを隔離するため解析されてもよい。当該実施例では、動作状態マ
ップ４７３２は、隔離された動作を表すためだけに更新されてもよく、又は新たな動作状
態マップが、隔離された動作のみを表すのに生成されてもよい。このようにして、動作状
態マップ４７３２は、マルウェアに関連すると知られているオブジェクトの動作のモデル
、及び／又は安全であると知られているオブジェクトの動作のモデルを提供してもよい。
例えば、動作状態マップ４７３２が、マルウェアに感染したオペレーティングシステム４
７１３上で生成された場合、動作状態マップ４７３２は、悪意ある動作を隔離するよう解
析されてもよい。マルウェアにより通常実行される悪意ある動作は、コアオペレーティン
グシステムファイルの修正、システムコールテーブルのアクセス及び／又はセキュリティ
アプリケーションに関するプロセスのキルなどを含む。マルウェアに感染したオペレーテ
ィングシステム４７１３の動作状態マップ４７３２を解析することによって、悪意ある動
作がオブジェクトレベルで解析されてもよい。オブジェクトレベルの悪意ある動作の解析
は、特定の悪意あるアクティビティが、悪意あるアクティビティを実行するオブジェクト
４７０６の間の処理パターンと相互関連付けされることを可能にする。同様に、動作状態
マップ４７３２がマルウェアのないオペレーティングシステム４７１３上で生成された場
合、動作状態マップ４７３２は、既知の安全な動作とオブジェクト処理パターンとを相互
関連付けするため、オブジェクトレベルでの安全な動作を解析するのに利用されてもよい
。
【０５４３】
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　いくつかの実施例では、動作状態マップ４７３２は、未知のゼロデイマルウェアによる
攻撃を予防的に検出及び阻止するのに利用されてもよい。当該実施例では、動作状態マッ
プ４７３２は、以前に生成され、マルウェアに通常関連付けされる動作のモデル及び／又
は安全であると知られた動作のモデルを提供してもよい。当該実施例では、動作状態マッ
プ４７３２は、マルウェアに通常関連付けされるオペレーティングシステム４７１３の動
作を特定するため、動作解析システム４７１６により利用されてもよい。動作解析システ
ム４７１６は、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０により実現されてもよく、又は
トリガイベントハンドラ４７２２により実現されてもよく、いくつかの実施例では、動作
解析システム４７１６の機能は、部分的にＯ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０及び
トリガイベントハンドラ４７２２により実現されてもよい。Ｏ／Ｓ下位トラップエージェ
ント４７２０は、オブジェクトリソース４７３４にアクセスするための試行をトラップす
るよう構成されてもよく、動作解析システム４７１６は、トラップされた試行がマルウェ
アを示すか判断するため利用されてもよい。動作解析システム４７１６は、動作状態マッ
プ４７３２への試行されたアクセスを比較してもよい。動作状態マップ４７３２が既知の
安全な動作を表す実施例では、動作解析システム４７１６は、トラップされた試行が動作
状態マップ４７３２からの何れかの安全な動作に一致するか判断してもよい。一致が検出
された場合、動作解析システムは、トラップされた試行が安全であると判断し、当該試行
を許可することを決定してもよい。動作状態マップ４７３２がマルウェアに関する動作を
表す実施例では、動作解析システム４７１６は、トラップされた試行が動作状態マップ４
７３２からのマルウェアに関する動作に一致するか判断してもよい。一致が検出された場
合、動作解析システム４７１６は、トラップされた試行が安全でないと判断し、当該試行
を拒絶することを決定してもよい。
【０５４４】
　いくつかの実施例では、複数の動作状態マップ４７３２が利用されてもよい。例えば、
Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０は、現在の動作状態マップとモデル動作状態マ
ップとを含むものであってもよい。現在の動作状態マップは、オペレーティングシステム
４７１３の現在の状態を表すものであってもよい。モデル動作状態マップは、マルウェア
に通常関連付けされるモデル動作及び／又は安全であると知られるモデル動作を提供する
以前に生成された状態マップであってもよい。Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４７２０
は、オブジェクトリソース４７３４の試行されたアクセスをトラップし、試行されたアク
セスを反映するため、現在動作状態マップを更新してもよい。動作解析システム４７１６
は、モデル動作状態マップと現在動作状態マップとを比較してもよい。このようにして、
動作解析システム４７１６は、トラップされた試行がマルウェアに関するものであるか判
断するため、現在動作状態マップからの以前の動作に関して、トラップされた試行を解析
してもよい。これは、動作解析システム４７１６がトラップされた試行をより効果的に評
価することを可能にするものであってもよい。
【０５４５】
　図４９は、オペレーティングシステムのオブジェクトへのアクセスをセキュアにする方
法４９００の実施例である。ステップ４９０５において、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージ
ェント、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント、トリガイベントハンドラ及びプロテクショ
ンサーバの身元及びセキュリティが認証されてもよい。当該認証は、各コンポーネントの
メモリにおけるイメージの特定及び検証、暗号化ハッシュの利用及び／又は秘密鍵の利用
によることを含む何れか適切な方法を利用して実行されてもよい。ステップ４９０５が終
了するまで、他のステップの処理は保留されてもよい。ステップ４９１０において、セキ
ュリティルールが取得される。セキュリティルールは、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェ
ント、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント及び／又はトリガイベントハンドラによりロー
カルに格納されてもよく、及び／又はプロテクションサーバ上などのリモートに格納され
てもよい。当該セキュリティルールは、ステップ４９１５～４９４５における判定を行う
のに利用されてもよい。
【０５４６】
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　ステップ４９１５において、オペレーティングシステムのオブジェクトに関するリソー
スにアクセスするための試行がインターセプトされてもよい。オペレーティングシステム
のオブジェクトに関するリソースは、例えば、オブジェクトマネージャ、オブジェクトマ
ネージャファンクション及び／又はサブファンクション、オブジェクト自体及び／又は当
該オブジェクトのファンクションなどを含むものであってもよい。インターセプトされた
試行は、オブジェクトファンクション、オブジェクトマネージャファンクション、及び／
又はオブジェクトマネージャファンクションのサブファンクションを格納するメモリにお
ける位置のコードを実行するための試行を含むものであってもよい。インターセプトされ
た試行はまた、オブジェクト及び／又はオブジェクトマネージャが格納されるメモリにお
ける位置にアクセスするための試行を含むものであってもよい。いくつかの実施例では、
当該試行は、バーチャルメモリアドレスから物理メモリアドレスへの変換前にバーチャル
メモリレベルにおいてインターセプトされてもよい。他の実施例では、当該試行は物理ア
ドレスレベルでインターセプトされてもよい。いくつかの実施例では、メモリマップは、
プロテクトされるオブジェクトリソースのメモリにおける位置を指定するのに利用されて
もよい。
【０５４７】
　ステップ４９２０において、インターセプトされた試行の要求元のエンティティが特定
される。例えば、インターセプトされた試行は、アプリケーション、ドライバ、Ｏ／Ｓ内
セキュリティエージェント、オペレーティングシステム及び／又は他のソフトウェアエン
ティティからのものであってもよい。いくつかの実施例では、要求元のエンティティは、
オペレーティングシステム上で実行されるエンティティのアドレスを含むメモリマップを
照会することによって特定されてもよい。
【０５４８】
　ステップ４９２５において、オペレーティングシステムの現在動作状態マップが更新さ
れてもよい。現在動作状態マップは、オペレーティングシステムのオブジェクト間のやり
とり及び／又は処理に基づき、オペレーティングシステムの動作を示すデータ構造であっ
てもよい。オブジェクトリソースにアクセスするためのインターセプトされた各試行につ
いて、現在動作状態マップは、インターセプトされた試行に対応する処理を反映するため
更新されてもよい。ステップ４９３０において、現在動作状態マップは、モデル動作状態
マップと比較される。モデル動作状態マップは、マルウェアに典型的に関連付けされる動
作及び／又は安全であると典型的に知られる動作を表すものであってもよい。当該比較は
、マルウェアに関するオブジェクトの処理パターンの特定を可能にしてもよく、又は安全
である知られるオブジェクトの処理パターンの特定を可能にするものであってもよい。
【０５４９】
　ステップ４９３５において、インターセプトされた試行が認証されるか判断される。マ
ルウェアがステップ４９３０からの現在動作状態マップとモデル状態マップとの比較に基
づき特定された場合、当該試行は認証されないようにしてもよい。ステップ４９３０にお
ける比較からマルウェアが特定されなかった場合、セキュリティルールが、特定の試行が
認証されているか判断するため、インターセプトされた試行に関するコンテクスト情報に
関して利用されてもよい。コンテクスト情報は、インターセプトされた試行の要求元のエ
ンティティ、インターセプトされた試行に関する特定のオブジェクト及び／又は要求され
たアクセスのタイプを含むものであってもよい。例えば、セキュリティルールは、セキュ
リティアプリケーションに関するプロセスオブジェクトが、セキュリティアプリケーショ
ン自体によってのみ削除されることを指定してもよい。試行が認証されていると判断され
た場合、ステップ４９４０において、アクセスは許可されてもよい。試行が認証されてい
ない場合、ステップ４９４５において、アクセスは拒絶されてもよい。
【０５５０】
　図４９からの方法のステップは、連続的、定期的、要求に応答して、及び／又はイベン
トのトリガに応答して電子デバイスをプロテクトするため、必要に応じて繰り返されても
よい。
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【０５５１】
　図５０は、電子デバイス５００１上のドライバ間の通信をセキュアにするシステム５０
００の実施例である。システム５０００は、電子デバイス５００１上のオペレーティング
システム５０１２などのオペレーティングシステムのドライバ間の通信をインターセプト
又は覆すための悪意ある試行を検出するため、電子デバイス５００１上で動作するよう構
成されるＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント５０２０を有してもよい。さらに、Ｏ／Ｓ
下位セキュリティエージェント５０２０は、例えば、何れの試行されたドライバ間通信を
トラップするか、ドライバ間通信ファシリティの何れの試行されたアクセスをトラップす
るか、又は試行と関係するエンティティとに基づきしこうが認証されるかなどを決定する
ため、１以上のセキュリティルール５００８を利用するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下
位セキュリティエージェント５０２０は、許可、拒絶又はトラップされた試行に対する他
の訂正アクションを実行するよう構成されてもよい。
【０５５２】
　電子デバイス５００１は、図１の電子デバイス１０３、図２の電子デバイス２０４、図
４の電子デバイス４０４、図７の電子デバイス７０１、図９の電子デバイス９０１、図１
２の電子デバイス１２０１及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により全体的若
しくは部分的に実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。電子デバ
イス５００１は、メモリ５００３などのメモリに接続される１以上のプロセッサ５００２
を有してもよい。プロセッサ５００２は、図２のプロセッサ２０８、図４のプロセッサ４
０８、図７のプロセッサ７０２、図９のプロセッサ９０２、図１２のプロセッサ１２０２
及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現される
か、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。メモリ５００３は、図２のメモリ２
０６、図４のメモリ４０６、図７のメモリ７０３、図９のメモリ９０３、図１２の物理メ
モリ１２０３若しくはバーチャルメモリ１２０４及び／又はこれらの何れかの組み合わせ
の機能により全体的若しくは部分的に実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成さ
れてもよい。電子デバイス５００１は、１以上のセキュリティルール５０２１に接続され
るＯ／Ｓ内セキュリティエージェント５０１９を有するオペレーティングシステム５０１
２を有してもよい。オペレーティングシステム５０１２は、図１のオペレーティングシス
テム１１２、図２のオペレーティングシステム２１２、図４のオペレーティングシステム
４１２、図７のオペレーティングシステム７１３、図９のオペレーティングシステム９１
３、図１２のオペレーティングシステム１２１３及び／又はこれらの何れかの組み合わせ
の機能により全体的若しくは部分的に実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成さ
れてもよい。Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント５０１９は、図１のＯ／Ｓ内セキュリテ
ィエージェント２１８、図４のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント４１８、図７のＯ／Ｓ
内セキュリティエージェント７１９、図９のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント９１９、
図１２のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント１２１９及び／又はこれらの何れかの組み合
わせの機能により全体的若しくは部分的に実現されるか、又は当該機能を実現するよう構
成されてもよい。
【０５５３】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５０２０は、図１のＯ／Ｓ下位トラップエージェ
ント１０４若しくはトリガイベントハンドラ１０８、図２のＳＶＭＭ２１６若しくはＳＶ
ＭＭセキュリティエージェント２１７、図４のファームウェアセキュリティエージェント
４４０、４４２、Ｏ／Ｓ下位エージェント４５０若しくはＰＣファームウェアセキュリテ
ィエージェント４４４、図５のファームウェアセキュリティエージェント５１６、図７の
マイクロコードセキュリティエージェント７０８若しくはＯ／Ｓ下位エージェント７１２
、図９のＯ／Ｓトラップエージェント９２０若しくはトリガイベントハンドラ９２２、図
１２のＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０及び／又はこれらの何れかの組み合
わせの機能により全体的若しくは部分的に実現されるか、又は当該機能を実現するよう構
成されてもよい。
【０５５４】
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　セキュリティルール５００８は、図１のセキュリティルール１１４、図２のセキュリテ
ィルール２２２、図４のセキュリティルール４３４、４３６、４３８、図５のセキュリテ
ィルール５１８、図７のセキュリティルール７０７、７２３、図９のセキュリティルール
９０８、図１２のセキュリティルール１２０８及び／又はこれらの何れかの組み合わせの
機能により実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。セキュリティ
ルール５０２１は、図２のセキュリティルール２２０、図４のセキュリティルール４２０
、図７のセキュリティルール７２１、図９のセキュリティルール９２１、図１２のセキュ
リティルール１２２１及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により実現されるか
、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。
【０５５５】
　電子デバイス５００１は、ドライバ５０２９などのドライバ又はドライバ５０２９のド
ライバ間通信ファシリティを利用又は通信するため、電子デバイス５００１のリソースに
アクセスすることを試行してもよいアプリケーション５０２６やドライバ２　５０２８な
どの１以上のアプリケーション、ドライバ又は他のエンティティを含むものであってもよ
い。アプリケーション５０２６又はドライバ２　５０２８は、何れかのプロセス、アプリ
ケーション、プログラム又はドライバを含むものであってもよい。アプリケーション５０
２６又はドライバ２　５０２８は、ドライバ５０２９をコールすることを試行し、ドライ
バ５０２９と他のドライバとの間のドライバ間通信を生じさせるコールシーケンスを開始
してもよい。アプリケーション５０２６又はドライバ２　５０２８は、直接的に又は他の
ルーチンへのコールを介しドライバ間通信のファシリティにアクセスすることを試行して
もよい。アプリケーション５０２６又はドライバ２　５０２８は、ドライバサブファンク
ション５０３０をコールすることを試行してもよい。このようなドライバ間通信のファシ
リティへのアクセス及びコールのすべては、プロセッサ５００２に関してメモリ５００３
に対する試行されたリード、ライト又は実行処理を介し試行されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セ
キュリティエージェント５０２０は、ドライバ間通信のファシリティに対する試行された
コール又はアクセスをインターセプトし、当該試行がマルウェアを示すか判断するため、
Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント５０１９からのセキュリティルール５００８及びコン
テクスト情報を照会し、何れか適切な訂正アクションを実行するよう構成されてもよい。
Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５０２０は、メモリ５００３へのアクセス及び／又
はプロセッサ５００２の利用のトラップを介しインターセプトを行うよう構成されてもよ
い。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５０２０は、セキュリティルール５００８にア
クセスし、何れのメモリ５００３のアクセス及び／又はプロセッサ５００２の利用がトラ
ップされるか判断するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５０
２０は、トラップされるべきアクションに対応する制御構造においてフラグを設定するよ
う構成されてもよい。
【０５５６】
　一実施例では、アプリケーション５０２６又はドライバ２　５０２８は、メモリ５００
３がオペレーティングシステム５０１２により仮想化されているメモリページを介したド
ライバ間通信に関するメモリ５００３の一部にアクセスすることを試行してもよい。当該
実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５０２０は、メモリページ単位でメモ
リ５００３の試行されたアクセス又は実行をトラップするよう構成されてもよい。他の実
施例では、アプリケーション５０２６又はドライバ２　５０２８は、ドライバ間通信に関
するメモリ５００３の物理部分にアクセスすることを試行してもよい。当該実施例では、
Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５０２０は、メモリアドレス単位でメモリ５００３
の実行の試行されたアクセスをトラップするよう構成されてもよい。
【０５５７】
　オペレーティングシステム５０１２及び電子デバイス５００１のドライバは、ドライバ
間通信のためのファシリティを提供してもよい。例えば、ＮＴＦＳ．ＳＹＳ５０３１など
の
ドライバは、ディスパッチルーチンポインタ５０３２、エクスポートアドレステーブル５
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０３４、インポートアドレステーブル５０３６又は高速Ｉ／Ｏルーチンポインタ５０３８
を含むものであってもよい。ディスパッチルーチンポインタ５０３２は、ＣｏｄｅＳｅｃ
ｔｉｏｎ１、ＣｏｄｅＳｅｃｔｉｏｎ２又はマルウェアコードセクション５０４６などの
コードセクションに実現されるファンクションなど、ドライバのファンクションへのポイ
ンタを有してもよい。エクスポートアドレステーブル５０３４は、ポインタがドライバの
ファンクションをコールするため他のドライバにより利用されてもよいファンクションに
関するコードセクションへのポインタを含むものであってもよい。インポートアドレステ
ーブル５０３６は、ドライバがコールするため１以上の他のドライバのファンクションへ
のポインタのリストを含むものであってもよい。当該インポートアドレステーブル５０３
６は、他のドライバのエクスポートアドレステーブルをインポートした結果であってもよ
い。ドライバ間通信のファシリティは、ドライバのデータにアクセスするため提供されて
もよい。ドライバのデータは、ドライバの性質及び構成に固有のものであってもよい。例
えば、ＮＴＦＳ．ＳＹＳ５０３１は、すべてのオープンファイルへのポインタを含むオー
プンファイル処理リスト５０４０、又はオペレーティングシステム５０１２内に搭載され
る各ストレージボリュームへのポインタを含む搭載ボリュームリスト５０４２のデータセ
クション又は構造を含むものであってもよい。ドライバ間通信ファシリティは、マルウェ
アにより攻撃される傾向があり、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５０２０は、これ
らのファシリティ、これらの基礎となる機構又はドライバデータなどのこれらのファシリ
ティの目的の利用に対する試行されたアクセスをトラップしてもよい。
【０５５８】
　図５１は、ドライバ間通信の一例となる図である。アプリケーション５１０２は、ネッ
トワークインタフェース（ＮＩＣ）カード５１１６に対するネットワークリクエスト又は
ディスク５１２８に対するファイルリクエストなどのリクエストを行うことを試行しても
よい。当該デバイスに到達するため、当該リクエストは、オペレーティングシステム５１
０４を介し処理されてもよい。オペレーティングシステム５１０４の入出力リクエストは
、オペレーティングシステム入出力マネージャ５１０６により処理されてもよい。
【０５５９】
　オペレーティングシステム入出力マネージャ５１０６は、ドライバ系列において利用可
能なコールによりネットワークリクエストを送信してもよい。オペレーティングシステム
入出力マネージャ５１０６は、ＳＯＣＫＥＴ＿ＤＲＩＶＥＲ＿ＡＦＳ．ＳＹＳ５１０８を
コールし、それがＴｙｐｅ　Ｄｅｍａｎｄ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ（ＴＤＩ）プロトコルド
ライバ５１１０をコールし、さらにそれがＮｅｔｗｏｒｋ　Ｄｒｉｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆ
ａｃｅ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ（ＮＤＩＳ）ドライバ５１１２をコールし、さらに
それがＮＩＣカード５１１６のハードウェアに固有なＮＤＩＳ．ＳＹＳドライバをコール
してもよい。リプライは、アプリケーション５１０２への同じドライバチェーンに続く。
【０５６０】
　同様に、オペレーティングシステム入出力マネージャ５１０６は、ドライバ系列におい
て利用可能なファンクションをコールすることによって、ファイルリクエストを送信して
もよい。オペレーティングシステム入出力マネージャ５１０６は、アタッチされたファイ
ルシステムフィルタドライバ５１１８を有するファイルシステムドライバ５１２０をコー
ルし、さらにそれがアタッチしたディスクフィルタドライバ５１２２を備えたディスクド
ライバ５１２４をコールし、さらにそれがディスク５１２８との入出力を処理するＤＩＳ
Ｋ．ＳＹＳなどのディスク５１２８に固有のディスクドライバをコールしてもよい。リプ
ライは、アプリケーション５１０２への同じドライバチェーンに続く。
【０５６１】
　図５１内のドライバ及びカーネルモジュールの各コールは、ドライバ自体により指示さ
れたコール又はシステムワイドコールにより実行されてもよい。マルウェアは、図５１に
示される各要素間のコールをフック、覆す、ハイジャック、スプーフ又は攻撃することを
試行してもよい。従って、これらは、図５０のＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント５０
２０が通信が行われるときと、当該通信をイネーブルにする機構をプロテクトする際との
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双方をプロテクトするよう構成されてもよい。
【０５６２】
　図５２は、図５０のＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント５０２０などのＯ／Ｓ下位セ
キュリティエージェントがドライバ間通信に関してプロテクトするよう構成される電子デ
バイスの具体的部分をさらに示す。ドライバ間通信は、アプリケーション５２０２などの
ユーザモードで発信されたリクエストによって、又はドライバ２　５２０４などの他のド
ライバからのリクエストによって行われてもよい。アプリケーション５２０２は、電子デ
バイスの一部のデバイスリクエストコマンド５２０８を行うよう構成されてもよい。デバ
イスリクエストコマンド５２０８は、システムサービスディスパッチャテーブル（ＳＳＤ
Ｔ）５２１０によりデバイスファンクション５２１２に変換されてもよい。デバイスファ
ンクション５２１２は、アプリケーション５２０２により行われたリクエストに対応する
Ｉ／Ｏリクエストパケット（ＩＲＰ）を問題となるデバイスに関するドライバに送信する
よう構成されてもよい。図５２において、当該ドライバは、ディレクトリ制御に対するＩ
／Ｏリクエストを処理するドライバ１　５２０６であってもよい。ドライバ間通信は、ド
ライバ２　５２０４などの他のカーネルモードドライバから発信されたリクエストにより
行われてもよい。
【０５６３】
　図５０のＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント５０２０は、何れか適切な方法によりド
ライバ間通信を攻撃するマルウェアに対して電子デバイス５００１をプロテクトするよう
構成されてもよい。例えば、マルウェアは、ＩｏＣａｌｌＤｒｉｖｅｒコマンド５２２０
などのＩＲＰコマンドを送受信するためのファンクションをフックしてもよい。当該マル
ウェアは、ファンクションに指定されたターゲットについて意図されたＩＲＰをミスダイ
レクトさせるものであってもよい（例えば、ドライバが実行されるシステムにより定義さ
れたファンクションを含むディスパッチルーチン５２０９など）、代わりに、マルウェア
フック５２２４は、リクエストをインターセプトするため、ＩｏＣａｌｌＤｒｉｖｅｒ５
２２０にインストールされてもよい。マルウェアフック５２２４の背後のマルウェアは、
それの元のディスティネーションにリクエストＩＲＰ＿ＭＪ＿ＲＥＡＤ５２２６を送信す
る前、又は悪意あるコード５２２８を実行する前、リクエストを調べてもよい。従って、
Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、ＩｏＣａｌｌＤｒｉｖｅｒ５２２０の命令を含
むメモリをプロテクトし、又はドライバ又はコールバックルーチンに対する悪意あるコー
ルのＩｏＣａｌｌＤｒｉｖｅｒ５２２０の実行を調査するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ
下位セキュリティエージェント５０２０は、エクスポートされたファンクション又はディ
スパッチルーチンをトラップするよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージ
ェント５０２０は、ファンクション自体のメモリ位置の実行と共に、オペレーティングシ
ステムコンストラクト内のファンクション又はルーチンに対するポインタをトラップする
よう構成されてもよい。例えば、マルウェアは、エクスポートアドレステーブル（さらに
詳細に後述されるＥＡＴ）におけるポインタのメモリ位置における値を変更することを試
行するか、又はファンクション自体（悪意あるコードにＪＭＰを挿入するなど）のコード
セクションのコンテンツを変更することを試行してもよい。ポインタ及びファンクション
へのアクセスをトラップすることによって、トラップされた試行は、ファンクションのコ
ール元を決定するため復号化されてもよい。
【０５６４】
　他の例では、ドライバ１　５２０６は、ドライバなどの他のエンティティによりコール
されるそれ自体に固有のドライバ１　５２０６により提供されるファンクションのＥＡＴ
５２１１を維持してもよい。ＥＡＴ５２１１は、指定されたファンクションを実行するた
めのコードセクションの位置を指し示すファンクションポインタのリスト又はアレイを有
してもよい。マルウェアは、ＥＡＴのエントリがもはや正しいコードセクションを指し示
さないように、当該ポインタの値を変更する可能性がある。これらのポインタは、ドライ
バファンクションがＥＡＴ５２１１においてポインタを参照することにより他のドライバ
によりコールされるとき、悪意あるコードが実行されるように、悪意の可能性のあるコー
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ドセクションを指し示すよう生成されてもよい。例えば、ＥＡＴ５２１１は、Ｄｒｉｖｅ
ｒ１Ｆｎ１　Ｃｏｄｅ　Ｓｅｃｔｉｏｎ５２１４を指し示すＤｒｉｖｅｒ１Ｆｎ１と、Ｄ
ｒｉｖｅｒ１Ｆｎ２　Ｃｏｄｅ　Ｓｅｃｔｉｏｎ５２１６を通常指し示すＤｒｉｖｅｒ１
Ｆｎ２ファンクションのポインタを通常有してもよい。しかしながら、マルウェアは、Ｄ
ｒｉｖｅｒ１Ｆｎ２がマルウェアコードセクション５１２８を現在指し示すように、第２
ポインタを変更したかもしれない。従って、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、Ｅ
ＡＴ５２１１があるメモリスペースをプロテクトするよう構成されてもよく、ライトリク
エストをインターセプトし、ライト主体が検証されていない場合、ＥＡＴ５２１１に書き
込むためのトラップされた試行を拒絶してもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント
はまた、ＥＡＴ５２１１を書き込み、変更又は設定するための何れかの試行されたファン
クションの実行をトラップするよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェ
ントはまた、試行のコール元が当該ファンクションを実行することが許可されていること
と、コール元がＥＡＴ５２１１を変更するためドキュメント化されていないサブルーチン
をコールするなどによって、標準的な手順を覆していないことを検証してもよい。
【０５６５】
　さらなる他の例では、ドライバ２　５２０４などの他のドライバは、ドライバ１　５２
０６のＥＡＴ５２１１をインポートし、ドライバ１　５２０６のファンクションに関する
自らのインポートアドレステーブル（ＩＡＴ）５２２２としてテーブルをホストしてもよ
い。ＩＡＴ５２２２を利用して、ドライバ２　５２０４は、ドライバ１　５２０６のファ
ンクションをコールするよう構成されてもよい。ＩＡＴ５２２２は、オペレーティングシ
ステムローダにより充填されてもよい。マルウェアは、複数の方法によりＩＡＴを感染す
る可能性がある。ＩＡＴ５２２２の値は、Ｄｉｒｖｅｒ２Ｆｎ２などのファンクションが
マルウェアコードセクション５２１８などの悪意あるコードセクションを指し示すように
変更されている可能性がある。従って、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、ＩＡＴ
５２２２があるメモリスペースをプロテクトするよう構成されてもよく、ライトリクエス
トをインターセプトし、ライト主体が検証されていない場合、ＩＡＴ５２２２に書き込む
ためのトラップされた試行を拒絶する。当該検証は、例えば、オペレーティングシステム
ローダがＩＡＴ５２２２をロードすることを含むものであってもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュ
リティエージェントはまた、ＩＡＴ５２２２を書き込み、変更又は設定するための何れか
試行されたファンクションの実行をトラップするよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキ
ュリティエージェントはまた、試行のコール元がファンクションを実行することが許可さ
れており、コール元がＩＡＴ５２２２を変更するためドキュメント化されていないサブル
ーチンをコールするなどによって、標準的な手順を覆さなかったことを検証してもよい。
【０５６６】
　さらなる他の例では、Ｄｒｉｖｅｒ１Ｆｎ１などのドライバファンクションがコールさ
れると、Ｄｉｒｖｅｒ１Ｆｎ１　Ｃｏｄｅ　Ｓｅｃｔｉｏｎ５２１２などのコードが実行
を開始してもよい。マルウェアは、ルーチンがコールされると、悪意あるコードが実行さ
れるように、当該コールセクションの部分を書き換え又は投入してもよい。従って、Ｏ／
Ｓ下位セキュリティエージェントは、ドライバファンクションのコードがあるメモリスペ
ースをプロテクトするよう構成されてもよく、ライトリクエストをトラップし、ライト主
体が検証されていない場合、ドライバのコードセクションに書き込むためのトラップされ
た試行を拒絶する。当該検証は、例えば、パッチにより自らを更新するドライバからライ
トが発信されたことを決定するなどを含むものであってもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティ
エージェントはまた、ドライバファンクションのコードセクションを書き込み、変更又は
設定するため試行されたファンクションの実行をトラップするよう構成されてもよい。Ｏ
／Ｓ下位セキュリティエージェントはまた、試行のコール元が当該ファンクションを実行
することが許可されており、コール元が、ドライバファンクションのコードセクｓｈんを
変更するためドキュメント化されていないサブルーチンをコールするなどによって標準的
な手順を覆さなかったことを検証してもよい。
【０５６７】
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　さらなる例では、ドライバファンクションのコードは、認証されたインポート又はエク
スポートアドレステーブルにアクセス代わりに、マルウェアにより直接的にコールされて
もよい。従って、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、悪意あるコード５２２８によ
る直接的な実行から、Ｄｒｉｖｅｒ１Ｆｎ２　Ｃｏｄｅ　Ｓｅｃｔｉｏｎ５２１６などの
ドライバのファンクションの実行をプロテクトするよう構成されてもよい。当該Ｏ／Ｓ下
位セキュリティエージェントは、ファンクションの実行をトラップすることが可能であっ
てもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、コンテクスト情報から、何れのドラ
イバが各自のＩＡＴ５２２２においてオペレーティングシステムにより更新されたか判断
することによって、ドライバ１　５２０６上でファンクションを実行するためのパーミッ
ションを何れのドライバが受信したか判断してもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェ
ントは、当該コールがどこから行われたか判断し、当該位置が既知の認証されたドライバ
に対応しない場合、試行が拒絶されてもよい。一実施例では、図５０のＯ／Ｓ内セキュリ
ティエージェント５０１９は、コンテクスト情報を提供するため、オペレーティングシス
テムのドライバ又はドライバフィルタとして登録してもよい。例えば、ルートキットドラ
イバは、ファイルＩ／ＯのためＮＴＦＳ．ＳＹＳをコールすることを回避してもよい。Ｏ
／Ｓ内セキュリティエージェント５０１９は、ＮＴＦＳ．ＳＹＳに対して行われたすべて
のコールを観察し、その後、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントに何れのファンクショ
ンコールがルートキットによりファイルＩ／Ｏのため利用されたか通知するため、ＮＴＦ
Ｓ．ＳＹＳ上のフィルタとして登録してもよい。
【０５６８】
　図５０に戻って、動作について、ドライバ５０２９などのドライバ及びドライバ２　５
０２８は、何れか適切な方法により通信してもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェン
ト５０２０は、当該通信をイネーブル化する機構に対する試行された変更又は通信をトラ
ップしてもよい。一実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５０２０は、図５
２に示されるドライバ間通信との悪意ある干渉の何れかの具体例をトラップ及び評価して
もよい。
【０５６９】
　一例では、当該通信は、ＩＲＰを介し送信されるＩ／Ｏ制御コードを有してもよい。Ｏ
／Ｓ下位セキュリティエージェント５０２０は、ＩＲＰを介しＩ／Ｏ制御コードを送信す
るためのファンクションコールに対応するコードの実行をトラップし、送信元が認証され
ているか検証し、必要に応じて何れかの訂正アクションを実行してもよい。
【０５７０】
　他の例では、当該通信は、コードセクション１などのドライバのファンクションのコー
ドセクションのコールを含むものであってもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント
５０２０は、試行された実行であるコードセクション１をトラップしてもよい。Ｏ／Ｓ下
位セキュリティエージェント５０２０は、ファンクションにアクセスする正当な手段を利
用して試行された実行が正当なソースから発生したか判断してもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュ
リティエージェント５０２０は、コール元を特定し、コール元が既知であるか、また何れ
かのルールがコール元の決定された身元に基づきファンクションの実行を阻止するか判断
してもよい。例えば、コードセクション２の実行は、既知であって、デジタル証明書を有
するドライバに制限されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５０２０は、ア
クセスを発信したドライバ２　５０２８がホワイトリストに従って安全であると知られ、
デジタル証明書を有するか判断してもよい。他の例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージ
ェント５０２０は、当該コールがドライバ５０２９を介して行われたか判断し、又は当該
コールがドライバ５０３０のドキュメント化されていないサブファンクションを介し行わ
れたか、ドライバ５０２９（及びそこで使用されるセキュリティ手段）にアクセスするこ
となく判断してもよい。関連する具体例は、例えば、指定されたドライバファンクション
機構の何れも利用することなく、直接ジャンプするか又はコードセクション１にブランチ
することためのアプリケーション５０２６による試行をトラップしてもよい。アプリケー
ション５０２６がスキャン又はそれのシグネチャを介し悪意あると知られていない場合で
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さえ、当該動作はかなり疑わしく、マルウェアを示し、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェ
ント５０２０は、当該アクセスがマルウェアを示していると判断してもよい。
【０５７１】
　さらなる他の例では、コールバックルーチン５０４４は、ドライバのデータスペースな
どのドライバに登録されてもよい。コールバックルーチンは、ドライバ又は特定のドライ
バファンクションのイグジットにより実行されるようトリガされてもよい。当該コールバ
ックルーチン５０４４は、悪意あるものであるかもしれない。また、Ｏ／Ｓ下位セキュリ
ティエージェント５０２０は、メモリ内のドライバ５０３１のコードセクション又はデー
タセクションへの試行されたライトを検出することによって、何れかのコールバックルー
チンの試行された作成をトラップしてもよい。試行されたライトの主体が未知である場合
、当該ライトは許可されるが、コールバックルーチンの以降の実行自体は、実行対象のア
クションが悪意あるか判断するためトラップされてもよい。例えば、ロガーは、重複した
ネットワークパケットが悪意あるサーバに送信されるコールバックルーチン５０４４をイ
ンストールしてもよい。コールバックルーチンの以降の動作は、マルウェアのさらなる徴
候について観察及び評価されてもよい。
【０５７２】
　さらなる他の例では、アプリケーション５０２６は、ＥＡＴ５０３４からアドレスを読
み、対応するファンクションを直接実行することを試みてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリテ
ィエージェント５０２０は、ＥＡＴ５０３４の試行されたリードをトラップし、リード主
体が当該試行及びコードセクション１などのファンクションの以降の実行を行うことが許
可されているか判断してもよい。当該試行は、従属ドライバとして登録し、それ自体のイ
ンポートアドレステーブルを介しファンクションポインタリストを受信するなど、オペレ
ーティングシステム５０１２により提供される標準的な方法を利用する代わりに、マルウ
ェアがＥＡＴ５０３４を直接リードすることを示すものであってもよい。
【０５７３】
　さらなる例では、ドライバ２　５０２８は、ＮＴＦＳ．ＳＹＳ５０３１などのドライバ
のデータセクションを直接操作することを試みるものであってもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュ
リティエージェント５０２０は、ドライバ間通信に対する悪意ある攻撃を阻止するため、
ドライバのデータセクションの試行された操作をトラップしてもよい。例えば、Ｏ／Ｓ下
位セキュリティエージェント５０２０は、高速Ｉ／Ｏルーティングポインタ５０３８への
試行されたライトをトラップし、当該試行がＮＴＦＳ．ＳＹＳ５０３１自体又はオペレー
ティングシステム５０１２から発生したか評価してもよい。そうでない場合、Ｏ／Ｓ下位
セキュリティエージェント５０２０は、ドライバ２などの他のドライバから発生したと決
定されたトラップされた試行を拒絶してもよい。同様に、何れかの重要なデータがカーネ
ルオペレーティングシステム５０１２により保持されている場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリテ
ィエージェント５０２０は、当該データを有するメモリの試行されたアクセスをトラップ
するよう構成されてもよい。
【０５７４】
　さらなる他の例では、ドライバ２　５０２８は、インポートアドレステーブル５０３６
の試行されたリードを介しドライバの情報から他のサードパーティに関する情報を取得す
ることを試みてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５０２０は、インポートア
ドレステーブル５０３６の試行されたリードをトラップし、ＮＴＦＳ．ＳＹＳなどのドラ
イバ自体、アドレステーブルがインポートされたサードパーティ又はオペレーティングシ
ステム５０１２から発信されてない何れの試行も拒絶してもよい。
【０５７５】
　さらなる他の例では、ドライバの一部にアクセスするファンクションコールはフックさ
れてもよく、マルウェアが電子デバイス５００１の各種部分にアクセスすることを可能に
する。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５０２０は、当該ファンクションコールがあ
るメモリをプロテクトし、システムファンクションに悪意あるフックを追加するため試行
されたライトをトラップすることによって、攻撃に対して防御してもよい。同様に、Ｏ／
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Ｓ下位セキュリティエージェント５０２０は、悪意あるコードを投入するためコードセク
ションに直接アクセスするマルウェアに対してファンクションのコードセクションをプロ
テクトしてもよい。例えば、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５０２０は、投入され
たコードの追加を阻止するため、コードセクション２に収容されたファンクションのコー
ドへの試行されたライトをトラップしてもよい。
【０５７６】
　ドライバ間コールに関する各種リソースをトラップすることはコストがかかるため、Ｏ
／Ｓ下位セキュリティエージェント５０２０は、必要に応じて当該リソースのトラップを
イネーブル又は非イネーブルしてもよい。トラップされた各試行について、Ｏ／Ｓ下位セ
キュリティエージェント５０２０は、動作中のドライバ又はモジュールを特定し、ターゲ
ットドライバを特定し、アクセスタイプを特定してもよい。当該タイプは、リード、ライ
ト又は実行タイプを含むものであってもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５０
２０は、電子デバイス５００１のリソースにアクセスする試行が悪意あるか評価するため
、何れか適切な基準と共に上記要素を考慮してもよい。
【０５７７】
　図５３は、電子デバイスにおけるドライバ間通信のＯ／Ｓ下位トラップの方法５３００
の実施例である。ステップ５３０５において、セキュリティルールは、プロテクトされる
ドライバ間通信に関するリソースを決定するためアクセスされてもよい。当該セキュリテ
ィルールは、リソースへの試行されたアクセスがトラップ及び評価される基準と共に、リ
ソースを特定してもよい。
【０５７８】
　ステップ５３１０において、電子デバイス内のオペレーティングシステムのレベルより
下位の制御構造においてフラグが設定されてもよい。フラグは、例えば、ドライバ間通信
ファンクションの試行された実行、ロードドライバ間の通信サブファンクションの実行、
メモリにロードされたドライバのデータ若しくはコードセクションへのリード若しくはラ
イト、及び／又はドライバ間通信のためのドライバのコードセクションのジャンプ、ブラ
ンチ又は他の直接的な実行をトラップするため設定されてもよい。フラグは、上述された
試行に対応するメモリアドレスを介した物理メモリのアクセスを介し、及び／又はメモリ
ページを介したバーチャルメモリアクセスについて設定されてもよい。
【０５７９】
　ステップ５３１５において、電子デバイスは、ドライバ間通信に関するリソースにアク
セスするためのトラップされた試行についてモニタリングされてもよい。ステップ５３２
０において、試行がトラップされなかった場合、プロセス５３００は、トラップされた試
行のモニタリングを継続するため、ステップ５３１５に移行してもよい。試行がトラップ
された場合、当該試行はステップ５３２５において処理されてもよい。当該処理は、電子
デバイスのオペレーティングシステムのレベルの下位で実行されてもよい。ステップ５３
２５において、試行が悪意あるか解析するのに有用な情報が収集されてもよい。例えば、
当該試行を行ったプロセス、アプリケーション、ドライバ又はルーチンが決定されてもよ
い。電子デバイスのオペレーティングシステム内からのコンテクスト情報は、Ｏ／Ｓ内セ
キュリティエージェントから取得されてもよい。
【０５８０】
　ステップ５３３０において、ドライバ間通信に関するドライバのデータセクションの試
行されたアクセスが未認証であるか判断される。当該データセクションのコンテンツは、
ＥＡＴ、ＩＡＴ又は他の何れか適切な情報を含むものであってもよい。未認証である場合
、ステップ５３６０において、当該試行は疑わしい及び／又は悪意あると判断され、拒絶
されてもよい。
【０５８１】
　未認証でない場合、ステップ５３３５において、ドライバ間通信のファンクションのコ
ンテンツが認証されたファンクションを使用することなく直接アクセスされたか判断され
てもよい。一実施例では、コール元のプロセス又はルーチンがドライバの当該部分にアク
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セスすることが未認証であるか判断されてもよい。未認証である場合、ステップ５３６０
において、当該試行は疑わしい及び／又は悪意あると判断され、拒絶されてもよい。何れ
か適切な訂正アクションが実行されてもよい。未認証でない場合、ステップ５３４５にお
いて、ドライバ間通信サブファンクションが当該アクセスについて指定されたファンクシ
ョンを使用することなく直接実行されたか判断されてもよい。一実施例では、コール元の
プロセス又はルーチンが当該試行を行うことが未認証であるか判断されてもよい。未認証
である場合、ステップ５３６０において、当該試行は疑わしい及び／又は悪意あると判断
され、拒絶されてもよい。未認証でない場合、ステップ５３５０において、ドライバ間通
信ファンクションが認証されたエンティティによりコールされたか、又は試行されたブラ
ンチ、ジャンプ又は他の直接的な実行が認証されたエンティティによりコールされたか判
断されてもよい。コールされていない場合、ステップ５３６０において、当該試行は疑わ
しい及び／又は悪意あると判断され、拒絶されてもよい。コールされた場合、ステップ５
３５５において、当該試行は許可されてもよい。
【０５８２】
　当該試行が許可され、それがコールバックファンクションを登録するためのものである
場合、ステップ５３６５において、新たに追加されたコールバックファンクションについ
て割り当てられたメモリは、追加的なトラップについてマーク付けされてもよい。当該ス
テップは、特にコールバックファンクションを登録することを試みたエンティティが未知
であった場合、又はコールバックを登録したエンティティのマルウェアステータスが最終
的にけっていできなかった場合に実行されてもよい。従って、コールバックファンクショ
ンのコードによる以降のリード、ライト又は実行は、トラップ及び評価されてもよい。そ
うでない場合、ステップ５３８５において、ドライバは実行許可されてもよい。方法５３
００は、任意的には、ドライバ間通信のため電子デバイスのリソースへの試行されたアク
セスのモニタリングを継続するためステップ５３１５に戻ってもよい。
【０５８３】
　図５４は、電子デバイス５４０１上のドライバフィルタのアタッチメント及びデタッチ
メントをセキュアにするシステム５４００の実施例である。システム５４００は、オペレ
ーティングシステム５４１２などの電子デバイス５４０１のオペレーティングシステムに
おけるドライバフィルタをアタッチ又はデタッチするための悪意ある試行を検出するため
、電子デバイス５４０１上で動作するよう構成されるＯ／Ｓ下位セキュリティエージェン
ト５４２０を有してもよい。さらに、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５４２０は、
ドライバフィルタの何れの試行されたアタッチメント又はデタッチメントがトラップされ
た処理に対応するか、また試行が当該試行及び当該試行を行ったエンティティに基づき認
証されるか判断するため、１以上のセキュリティルール５４０８を利用するよう構成され
てもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５４２０は、許可、拒絶又はトラップイ
ベントの他の訂正アクションを実行するよう構成されてもよい。
【０５８４】
　電子デバイス５４０１は、図１の電子デバイス１０３、図２の電子デバイス２０４、図
４の電子デバイス４０４、図７の電子デバイス７０１、図９の電子デバイス９０１、図１
２の電子デバイス１２０１及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により全体的若
しくは部分的に実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。電子デバ
イス１２０１は、物理メモリ１２０３などのメモリに接続される１以上のプロセッサ１２
０２を有してもよい。プロセッサ５４０２は、図２のプロセッサ２０８、図４のプロセッ
サ４０８、図７のプロセッサ７０２、図９のプロセッサ９０２、図１２のプロセッサ１２
０２及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現さ
れるか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。メモリ５４０３は、図２のメモ
リ２０６、図４のメモリ４０６、図７のメモリ７０３、図９のメモリ９０３、図１２の物
理メモリ１２０３若しくはバーチャルメモリ１２０４及び／又はこれらの何れかの組み合
わせの機能により全体的若しくは部分的に実現されるか、又は当該機能を実現するよう構
成されてもよい。電子デバイス５４０１は、１以上のセキュリティルール５４２１に接続
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されるＯ／Ｓ内セキュリティエージェント５４１９を有するオペレーティングシステム５
４１２を有してもよい。オペレーティングシステム５４１２は、図１のオペレーティング
システム１１２、図２のオペレーティングシステム２１２、図４のオペレーティングシス
テム４１２、図７のオペレーティングシステム７１３、図９のオペレーティングシステム
９１３、図１２のオペレーティングシステム１２１３及び／又はこれらの何れかの組み合
わせの機能により全体的若しくは部分的に実現されるか、又は当該機能を実現するよう構
成されてもよい。Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント５４１９は、図１のＯ／Ｓ内セキュ
リティエージェント２１８、図４のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント４１８、図７のＯ
／Ｓ内セキュリティエージェント７１９、図９のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント９１
９、図１２のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント１２１９及び／又はこれらの何れかの組
み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現されるか、又は当該機能を実現するよ
う構成されてもよい。
【０５８５】
　Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント５４２０は、図１のＯ／Ｓ下位トラップエージェン
ト１０４若しくはトリガイベントハンドラ１０８図２のＳＶＭＭ２１６若しくはＳＶＭＭ
セキュリティエージェント２１７、図４のファームウェアセキュリティエージェント４４
０、４４２、Ｏ／Ｓ下位エージェント４５０若しくはＰＣファームウェアセキュリティエ
ージェント４４４、図５のファームウェアセキュリティエージェント５１６、図７のマイ
クロコードセキュリティエージェント７０８若しくはＯ／Ｓ下位エージェント７１２、図
９のＯ／Ｓ下位トラップエージェント９２０若しくはトリガイベントハンドラ９２２、図
１２のＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０及び／又はこれらの何れかの組み合
わせの機能により全体的若しくは部分的に実現されるか、又は当該機能を実現するよう構
成されてもよい。
【０５８６】
　セキュリティルール５４０８は、図１のセキュリティルール１１４、図２のセキュリテ
ィルール２２２、図４のセキュリティルール４３４、４３６、４３８、図５のセキュリテ
ィルール５１８、図７のセキュリティルール７０７、７２３、図９のセキュリティルール
９０８、図１２のセキュリティルール１２０８及び／又はこれらの何れかの組み合わせの
機能により実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。セキュリティ
ルール５４２１は、図２のセキュリティルール２２０、図４のセキュリティルール４２０
、図７のセキュリティルール７２１、図９のセキュリティルール９２１、図１２のセキュ
リティルール１２２１及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により実現されるか
、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。
【０５８７】
　電子デバイス５４０１は、ドライバを用いて電子デバイス５４０１のリソースにアクセ
スすることを試みる“アプリケーション１”などの１以上のアプリケーション、ドライバ
又は他のエンティティを有してもよい。一実施例では、当該リソースは、Ｉ／Ｏデバイス
５４３０であってもよい。Ｉ／Ｏデバイス５４３０は、例えば、ストレージデバイス、デ
ィスプレイデバイス、周辺デバイス、キーボード、又は入出力に利用される電子デバイス
５４０１の他の何れかのデバイス若しくはコンポーネントなどを含むものであってもよい
。一実施例では、Ｉ／Ｏデバイス５４３０は、バーチャルデバイスであってもよい。オペ
レーティングシステム５４１２は、リソースに対するリクエストを処理してもよい。一実
施例では、オペレーティングシステム５４１２は、Ｉ／Ｏマネージャ５４２２などのリク
エストに対するハンドラを含むものであってもよい。Ｉ／Ｏマネージャ５４２２は、リソ
ースに対するリクエストを解析及び処理し、当該リクエストのさらなる処理に適したドラ
イバに当該リクエストを導くよう構成されてもよい。例えば、Ｉ／Ｏマネージャ５４２２
は、アプリケーション１からのＩ／ＯリクエストをＩ／Ｏドライバ５４２８に送信しても
よい。オペレーティングシステム５４１２は、限定することなく、ディスプレイ、キーボ
ード、ディスクストレージ、シリアル、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂ
ｕｓ）、Ｆｉｒｅｗｉｒｅ、ＩＥＥＥ－４８８、プラグインボード、プリンタ、コンピュ
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ータバス又はネットワーキングを含むリソースに対するリクエストを管理及び変換するた
めの何れか適切な個数及び種類のドライバを有してもよい。Ｉ／Ｏドライバ５４２８など
のドライバは、Ｉ／Ｏデバイスなどへの直接的なアドレッシングを実行するよう構成され
てもよい。一実施例では、オペレーティングシステム５４１２は、ハードウェアデバイス
をエミュレートするバーチャルデバイスドライバを含むものであってもよい。
【０５８８】
　Ｉ／Ｏドライバ５４２８は、デバイススタック５４２４などの構造を利用してアクセス
可能であってもよい。デバイススタック５４２４は、ドライバ及び何れか追加的なドライ
バフィルタを含むコンストラクトであってもよい。例えば、デバイススタック５４２４は
、Ｉ／Ｏドライバ５４２８の先頭にある１以上のＩ／Ｏフィルタを有してもよい。Ｉ／Ｏ
リクエストなどのリクエストが、ドライバスタック５４２４を介しドライバ５４２８に送
信されるが、Ｉ／Ｏフィルタ５４２６によりインターセプトされてもよい。オペレーティ
ングシステム５４１２は、ドライバ又はリソースについて特化した処理を実行するため何
れか適切な個数及び種類のドライバフィルタを有してもよい。例えば、Ｉ／Ｏドライバフ
ィルタ５４２６などのドライバフィルタは、リクエストを条件化又はフォーマット化し、
最適化を提供し、結果をキャッシュし、又は他の何れか適切なファンクションを実行して
もよい。Ｉ／Ｏドライバフィルタ５４２６などのドライバフィルタの具体的な実装は、ド
ライバ自体の性質及び／又は身元に依存してもよい。例えば、いくつかのドライバフィル
タは、ディスプレイ、キーボード又はファイルストレージなどの特定タイプのすべてのド
ライバに適用可能である一方、いくつかのドライバフィルタは、特定のドライバの特定の
ブランド又はモデルに適用可能であるかもしれない。Ｉ／Ｏリクエストなどのリクエスト
を受信した後、Ｉ／Ｏフィルタ５４２６などのフィルタは、当該リクエストに対して又は
ために処理を実行し、フィルタリングされたリクエストをＩ／Ｏドライバ５４２８などの
ドライバにわたしてもよい。Ｉ／Ｏドライバ５４２８は、Ｉ／Ｏデバイス５４３０などの
デバイスと通信し、リターンとして生の結果を受信してもよい。生の結果は、Ｉ／Ｏフィ
ルタ５４２６などの同一のフィルタを介し送り返される。Ｉ／Ｏフィルタ５４２６は、コ
ンテンツのフォーマット化、プレゼンテーション又は他の何れか適切な目的のため当該結
果をフィルタリングしてもよい。フィルタリングされた結果は、その後、Ｉ／Ｏマネージ
ャ５４２２や最終的にはアプリケーション１などのデバイススタックと呼ばれるエンティ
ティにわたされてもよい。
【０５８９】
　図５５は、一例となるデバイススタック５５００の処理のより詳細な図である。説明の
ため、デバイススタック５５００は、ストレージディスク上のファイルとアプリケーショ
ンとのインタフェースをとるためのファイルＩ／Ｏドライバスタックとして構成されても
よい。デバイススタック５５００は、ファイルＩ／Ｏドライバ５５０６との間のリクエス
トをフィルタリングするよう構成されるフィルタ１　５５０２及びアンチマルウェアファ
イルＩ／Ｏフィルタ５５０４とを有してもよい。デバイススタック５５００のベースは、
ファイルＩ／Ｏドライバ５５０６であってもよく、リクエストはデバイススタック５５０
０に入り、ドライバにわたされ、結果がデバイススタック５５００の先頭でリターン及び
アクセスされてもよい。例えば、リクエストはフィルタ１　５５０２により受信され、ア
ンチマルウェアファイルＩ／Ｏフィルタ５５１０にわたされ、その後、ファイルＩ／Ｏド
ライバ５５０６にわたされる。各フィルタは、リクエストをスタックの上下にわたす前に
、それの個々のフィルタリング処理を実行するよう構成されてもよい。ファイルＩ／Ｏド
ライバ５５０６は、フィルタリングされたＩ／Ｏリクエストを実行し、存在する場合には
、フィルタ１　５５０２に自らのフィルタリングされた結果を返すよう構成されるアンチ
マルウェアファイルＩ／Ｏフィルタ５５０４に結果を返すよう構成されてもよい。フィル
タ１及びアンチマルウェアファイルＩ／Ｏフィルタ５５０４はそれぞれ、当該結果に対す
るフィルタリング処理を実行するよう構成されてもよい。デバイススタック５５００のフ
ィルタは、リード、ライト又は実行などの何れか適切なリクエストをフィルタリングする
よう構成されてもよい。
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【０５９０】
　デバイススタック５５００は、スタックを構成し、デバイススタック５５００内のフィ
ルタとドライバとの間の通信を実行するのに適した何れかの機構を有してもよい。例えば
、デバイススタック５５００は、フィルタの順序を特定すると共に、デバイススタック５
５００のベースを特定するためのデータ構造を有してもよい。デバイススタック５５００
を順序付けるための一例となるデータ構造は、ポインタ５５０８、５５１０、５５１２又
は５５１４を含むものであってもよい。各ポインタは、スタックにおいて上下に配置され
る次のエンティティのアドレスを含むものであってもよい。例えば、アンチマルウェアフ
ァイルＩ／Ｏフィルタ５５１０は、ファイルＩ／Ｏドライバ５５１４であってもよいスタ
ックの下方で次のエンティティを指し示すポインタ５５１２と、フィルタ１　５５０２で
あってもよいスタックの上方で次のエンティティへのポインタ５５１０とを有してもよい
。当該データ構造の具体例は、デバイスオブジェクトにより実現されてもよい。
【０５９１】
　フィルタ１　５５０２は、“Ｋｅｒｎｅｌ．ＤＬＬ”ファイルのコンテンツが他のファ
イル“Ｍａｌｗａｒｅ．ＤＬＬ”により上書きされることを命令する“Ｗｒｉｔｅ　Ｍａ
ｌｗａｒｅ．ＤＬＬ　ｔｏ　Ｋｅｒｎｅｌ．ＤＬＬ”コマンドなどのファイルＩ／Ｏリク
エストを受信するよう構成されてもよい。フィルタ１　５５０２は、リクエストを受信し
、当該リクエストに応答してそれの処理を実行し、当該リクエストをスタックの下方のア
ンチマルウェアファイルＩ／Ｏフィルタ５５０４であってもよい次のエンティティにわた
してもよい。アンチマルウェアファイルＩ／Ｏフィルタ５５０４は、未認証のプログラム
によるタンパリングからシステムのコアファイルをプロテクトするよう構成されてもよい
。例えば、マルウェアは、カーネルオペレーティングシステムコンテンツ、マスタブート
レコード又はアンチマルウェアソフトウェアファイルなどの特定のシステムファイルを変
更又は削除することを試みるかもしれない。図５５の例では、当該リクエストは、未知の
悪意の可能性のあるファイル“Ｍａｌｗａｒｅ．ＤＬＬ”により“Ｋｅｒｎｅｌ．ＤＬＬ
”などのプロテクトされたファイルなどを書き込むための試行であってもよく、及び／又
は当該リクエストは、オペレーティングシステムのカーネルプロセス以外のプロセスから
発信されているかもしれない。従って、アンチマルウェアファイルＩ／Ｏフィルタ５５０
４は、例えば、当該リクエストをフィルタリングし、当該リクエストをファイルＩ／Ｏド
ライバ５５０６のリードからブロックするよう構成されてもよい。アンチマルウェアファ
イルＩ／Ｏフィルタ５５０４は、さらなる解析のためシステム上で実行されるアンチマル
ウェアエージェント５５１６にブロックされたリクエストを送信するよう構成されてもよ
い。一実施例では、アンチマルウェアエージェントは、図５４のＯ／Ｓ内セキュリティエ
ージェント５４１９又は他の何れか適切なアンチマルウェアモジュール、ソフトウェア、
システム若しくはプロセスにより全体的若しくは部分的に実現されてもよい。アンチマル
ウェアファイルＩ／Ｏフィルタ５５０４は、ライトが成功したかのように、リクエストを
試行したエンティティが進捗するように、スタックにスプーフされたリプライを返すよう
構成されてもよい。そうでなく、ライト試行が疑わしい又は悪意あるとみなされない場合
、アンチマルウェアファイルＩ／Ｏフィルタ５５０４は、リクエストをファイルＩ／Ｏド
ライバ５５０６にわたし、結果をフィルタ１　５５０２に返すよう構成されてもよい。
【０５９２】
　図５６は、ドライバフィルタをアタッチ又はデタッチするよう動作するマルウェアによ
り危険にさらされうるデバイススタックの一例を示す。ファイルＩ／Ｏデバイススタック
５６０２は、図５４のデバイススタック５４２４又は図５５のデバイススタック５５００
により記述されるようなデバイススタックの実現形態である。ファイルＩ／Ｏデバイスス
タック５６０２は、ファイルＩ／Ｏドライバ５６１０へのアクセスを提供するよう構成さ
れ、フィルタ１　５６０６やアンチマルウェアファイルＩ／Ｏフィルタ５６０８などのフ
ィルタを有してもよい。アンチマルウェアファイルＩ／Ｏフィルタ５６０８は、図５５の
アンチマルウェアファイルＩ／Ｏフィルタ５５０４の実現形態であってもよい。アンチマ
ルウェアファイルＩ／Ｏフィルタ５６０８は、ドライバスタック５６０２からデタッチさ
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れていてもよい。当該デタッチメントは、ファイルＩ／Ｏデバイススタック５６０２のデ
ータ構造の直接的な操作によって、又はドライバフィルタをデタッチ又は削除するための
システムファンクションコールによって実行されてもよい。フィルタ１　５６０６は、ア
ンチマルウェアファイルＩ／Ｏフィルタ５６０８を介しリクエストをもはやわたさず、そ
の代わりにそれをバイパスし、当該リクエストをファイルＩ／Ｏドライバ５６１０などの
次のエンティティに直接送信してもよい。ポインタ５６１２は、アンチマルウェアファイ
ルＩ／Ｏフィルタ５６０８を介し次のエンティティを指し示すよう修正されてもよい。フ
ァイルＩ／Ｏドライバ５６１０は、もはやアンチマルウェアファイルＩ／Ｏフィルタ５６
０８によりフィルタリングされるようなリクエストを受信しなくてもよい。受信したリク
エストに応答して、ファイルＩ／Ｏドライバ５６１０は、ファイルＩ／Ｏドライバ５６１
０のポインタ５６１４が修正されたとき、フィルタ１にリプライを送信し、これにより、
アンチマルウェアファイルＩ／Ｏフィルタ５６０８はもはやフィルタのベースにいなくな
る。従って、アンチマルウェアファイルＩ／Ｏフィルタ５６０８は、ファイルＩ／Ｏデバ
イススタック５６０２から効果的に削除されてもよい。
【０５９３】
　アンチマルウェアファイルＩ／Ｏフィルタ５６０８の削除は、許可されていてもよく、
又はマルウェア攻撃の結果である可能性がある。Ｒｉｎｇ０などのアンチマルウェアファ
イルＩ／Ｏフィルタ５６０８と同じ実行優先度で動作するマルウェアは、検出なくフィル
タをデタッチするのに成功する可能性がある。アンチマルウェアファイルＩ／Ｏフィルタ
５６０８が一例として示されているが、他のドライバフィルタが同様に攻撃されてもよい
。
【０５９４】
　キーボードＩ／Ｏデバイススタック５６０４は、図５４のデバイススタック５４２４又
は図５５のデバイススタック５５００により記述されるようなデバイススタックの完全な
又は部分的な実現形態であってもよい。キーボードＩ／Ｏデバイススタック５６０４は、
システムのキーボードデバイスへのアクセスを提供するよう構成されてもよい。一実施例
では、キーボードＩ／Ｏデバイススタック５６０４は、キーボードドライバ５６２０の先
頭でフィルタ１　５６１６などのフィルタを当初は有していたかもしれない。しかしなが
ら、ドライバフィルタアタッチメント処理は、キーボードＩ／Ｏデバイススタック５６０
４に悪意あるキーロガーフィルタ５６１８をアタッチした可能性がある。キーボードドラ
イバ５６２０のポインタ５６２８又はフィルタ１　５６１６のポインタ５６２２などのス
タックのデータ構造は、悪意あるキーロガーフィルタ５６１８がフィルタ１　５６１６と
キーボードドライバ５６２０との間に挿入されることを可能にするよう修正されていても
よい。当該処理は、ドライバフィルタをアタッチするためのシステムファンクションコー
ルを介し、又はキーボードＩ／Ｏデバイススタック５６０４のデータ構造の直接的な操作
によって実行されていてもよい。悪意あるキーロガーフィルタ５６１８は、ユーザのキー
ストロークをキャプチャし、それらをファイル又はリモートサーバに送信するよう構成さ
れてもよい。
【０５９５】
　悪意あるキーロガーフィルタ５６１８又は他の悪意の可能性のあるフィルタは、アンチ
マルウェアソフトウェアからの検出を回避するスタックのあるポジションにインストール
されてもよい。例えば、悪意の可能性のあるフィルタは、アンチマルウェアフィルタによ
り実行される何れの訂正アクションも悪意あるフィルタにより元に戻されるように、アン
チマルウェアフィルタよりスタックにおいて下位のポジションにインストールされる可能
性がある。さらに、悪意あるフィルタは、悪意あるフィルタの処理が偽装されるように、
信頼されたフィルタの代わりにスタックに挿入されてもよい。
【０５９６】
　図５４に戻って、オペレーティングシステム５４１２のレベルで実行されるアンチマル
ウェアソフトウェアは、当該アクティビティを実行するマルウェアがまた同一の優先度レ
ベルで実行される可能性があるため、ドライバフィルタの悪意あるアタッチメント及びデ
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タッチメントを完全に解決することはできないかもしれない。
【０５９７】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５４２０は、オペレーティングシステム５４１２
の下位のレベルでドライバフィルタをアタッチ又はデタッチする試行をインターセプトす
るよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５４２０は、ドライバフ
ィルタのアタッチメント及びデタッチメントに関するリソースを決定し、当該リソースへ
の試行されたアクセスをトラップするため、セキュリティルール５４０８を照会するよう
構成されてもよい。当該リソースは、例えば、メモリ５４０３の一部を含むものであって
もよい。試行されたアクセスをトラップした後、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５
４２０は、アクセスを試行したエンティティがアクションを実行するため認証されている
か、セキュリティルール５４０８に基づき判断するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セ
キュリティエージェント５４２０は、リクエストを許可若しくは拒絶するか、又は他の適
切なアクションを実行するよう構成されてもよい。
【０５９８】
　一実施例では、メモリ５４０３は、バーチャルメモリを有してもよい。当該実施例では
、メモリ５４０３は、アタッチファンクション５４３６、アタッチサブファンクション５
４３８、デタッチファンクション５４４０及び／又はデタッチサブファンクション５４４
２のためのコード、ドライバデータ構造のデータ形式パーミッション５４４４、及び／又
はドライバデータ構造５４４６を含むメモリページを有してもよい。アタッチファンクシ
ョン５４３６及びデタッチファンクション５４４０は、ドライバをアタッチ又はデタッチ
するため電子デバイス５４０１内のエンティティのためオペレーティングシステム５４１
２により提供されてもよい。当該エンティティは、アタッチファンクション５４３６又は
デタッチファンクション５４４０を通常はコールしてもよい。アタッチファンクション５
４３６及びデタッチファンクション５４４０を提供することによって、オペレーティング
システム５４１２は、ドライバフィルタを追加又は削除するため、電子デバイス５４０１
のエンティティの制御されたセキュアで効率的な機構を提供してもよい。しかしながら、
アタッチサブファンクション５４３８及びデタッチサブファンクション５４４２は、ドキ
ュメント化されず、又はオペレーティングシステム５４１２による使用から阻止されるか
もしれない。アタッチサブファンクション５４３８及びデタッチサブファンクション５４
４２は、関連するアタッチファンクション５４３６及びデタッチファンクション５４４０
により利用のためだけに意図されてもよい。マルウェアは、アタッチサブファンクション
５４３８及びデタッチサブファンクション５４４２の個々のインスタンスをコールするこ
とによって、アタッチファンクション５４３６及びデタッチファンクション５４４０のセ
キュリティ及び制御機構をバイパスする可能性がある。
【０５９９】
　他の実施例では、メモリ５４０３は、物理メモリを有してもよい。当該実施例では、メ
モリ５４０３は、システムのアタッチファンクション５４３６、アタッチサブファンクシ
ョン５４３８、デタッチファンクション５４４０、デタッチサブファンクション５４４２
、ドライバデータ構造のパーミッション５４４４に関するデータ及び／又はドライバデー
タ構造５４４６を含むメモリアドレスを有してもよい。
【０６００】
　アタッチファンクション５４３６のコードは、アプリケーション又はドライバがドライ
バフィルタをイネーブルにするため、システム５４００又はオペレーティングシステム５
４１２により指定される何れかのファンクションのコードを有してもよい。当該ファンク
ションは、デバイススタック５４２４へのＩ／Ｏフィルタ５４２６の１つなど、ドライバ
スタックにドライバフィルタをアタッチするためのファンクションを含むものであっても
よい。これらのファンクションはさらに、ドライバフィルタをイネーブルする際に特定の
タスクを実行するため、サブルーチン又は他のファンクションをコールしてもよい。デタ
ッチファンクション５４４０のコードを含むメモリは、アプリケーション又はドライバが
ドライバフィルタを非イネーブルするため、システム５４００又はオペレーティングシス



(186) JP 6370747 B2 2018.8.8

10

20

30

40

50

テム５４１２により指定されたファンクションのコードを有してもよい。当該ファンクシ
ョンは、デバイススタック５４２４からのＩ／Ｏデバイスフィルタ５４２６の１つなど、
ドライバスタックからドライバフィルタをデタッチするためのファンクションを含むもの
であってもよい。これらのファンクションはさらに、ドライバフィルタを非イネーブルに
する際に特定のタスクを実行するためのサブルーチン又は他のファンクションをコールし
てもよい。一例では、ＷｉｎｄｏｗｓＴＭアタッチファンクション５４３６は、限定する
ことなく、ＩｏＡｔｔａｃｈＤｅｖｉｃｅ（）、ＩｏＡｔｔａｃｈＤｅｖｉｃｅＢｙＰｏ
ｉｎｔｅｒ（）、ＩｏＡｔｔａｃｈＤｅｖｉｃｅＴｏＤｅｖｉｃｅＳｔａｃｋ（）及びＩ
ｏＡｔｔａｃｈＤｅｖｉｃｅＴｏＤｅｖｉｃｅＳｔａｃｋＳａｆｅ（）を含むものであっ
てもよい。他の例では、ＷｉｎｄｏｗｓＴＭデタッチファンクション５４４０は、限定す
ることなく、ＩｏＤｅｌｅｔｅＤｅｖｉｃｅ（）及びＩｏＤｅｔａｃｈＤｅｖｉｃｅ（）
を含むものであってもよい。
【０６０１】
　当該サブルーチン又は他のファンクションのコードは、サブファンクション５４３８を
アタッチするか、又はサブファンクション５４４２をデタッチするコードを含むメモリに
含まれてもよい。マルウェアは、オペレーティングシステム５４１２による検出を回避す
るため、サブファンクションを直接的にコールしてもよい。従って、システム５４００の
エンティティが、アタッチファンクション５４３６又はデタッチファンクション５４４０
などの標準的なファンクションのメモリにおけるコードを使用することなく、サブファン
クションを直接的にコールした場合、試行されたアクセスは、疑わしいと判断されてもよ
い。一例では、ＷｉｎｄｏｗｓＴＭアタッチファンクションは、限定することなく、Ｉｏ
ｐＡｔｔａｃｈＤｅｖｉｃｅｔｏＤｅｖｉｃｅＳｔａｃｋＳａｆｅ（）を有してもよい。
当該サブファンクションは、ＷｉｎｄｏｗｓＴＭアタッチファンクション５４３６の各イ
ンスタンスによりコールされてもよい。
【０６０２】
　ドライバデータ構造のパーミッション５４４４は、デバイススタック５４２４などのデ
バイススタックに関するデータ構造をリード、ライト又は実行する能力を設定するため、
テーブル、フラグ又は他の何れか適切なデータ構造若しくは表示を有してもよい。当該パ
ーミッション５４４４は、例えば、図５５のポインタ５５０８、５５１０、５５１２又は
５５１４又は図５６のポインタ５６１２、５６１４、５６２２、５６２４、５６２６又は
５６２８などのデバイススタックにおけるポインタをライト又はリードする能力などを制
御してもよい。メモリ５４０３におけるパーミッション５４４４を変更するための未認証
の試行は、Ｉ／Ｏフィルタ５４２６の１つなどドライバフィルタを悪意によりアタッチ又
はデタッチするためのマルウェアによる試行における第１ステップを示すかもしれない。
【０６０３】
　ドライバデータ構造５４４６は、Ｉ／Ｏドライバ５４２８やデバイススタック５４２４
などのドライバ又はデバイススタックを構成するのに適した何れかのデータ構造を有して
もよい。例えば、ドライバデータ構造５４４６は、図５５のポインタ５５０８、５５１０
、５５１２若しくは５５１４、又は図５６のポインタ５６１２、５６１４、５６２２、５
６２４、５６２６若しくは５６２８を有してもよい。マルウェアがそれのコールルーチン
を完全に偽装したとしても、ドライブフィルタをアタッチ又はデタッチすることは、ドラ
イバデータ構造５４４６において値を変更することを要求するかもしれない。従って、ド
ライバデータ構造５４４６の値を変更するための未認証の試行は、マルウェアを示すもの
であるかもしれない。
【０６０４】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５４２０は、物理メモリ及び／又は仮想化メモリ
単位でメモリ５４０３のドライバフィルタ関連コンテンツをプロテクトするよう構成され
てもよい。例えば、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５４２０は、アタッチファンク
ション５４３６、アタッチサブファンクション５４３８、デタッチファンクション５４４
０、デタッチサブファンクション５４４２のコード、ドライバデータ構造のデータ形式パ
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ーミッション５４４４、及び／又はドライバデータ構造５４４６を含むメモリページをリ
ード、ライト又は実行することを試行するリクエストをインターセプトするよう構成され
てもよい。当該例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５４２０は、バーチャルマ
シーンモニタにより完全に又は部分的に実現されてもよい。他の例では、Ｏ／Ｓ下位セキ
ュリティエージェント５４２０は、アタッチファンクション５４３６、アタッチサブファ
ンクション５４３８、デタッチファンクション５４４０及び／デタッチサブファンクショ
ン５４４２のコード、ドライバデータ構造のデータ形式パーミッション５４４４、及び／
又はドライバデータ構造５４４６を含むメモリアドレスをリード、ライト又は実行するこ
とを試行するリクエストをインターセプトするよう構成されてもよい。
【０６０５】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５４２０は、メモリ５４０３のドライバフィルタ
関連コンテンツのリクエストをインターセプトし、コンテクスト情報に基づき当該リクエ
ストを評価するよう構成されてもよい。当該コンテクスト情報は、リクエストを行ったエ
ンティティ、リクエストの性質（リード、ライト又は実行など）、試行されたライトの値
、エンティティがリクエストを行った方法、メモリ５４０３のドライバフィルタ関連コン
テンツをリクエストするための以前の試行及び／又はメモリ５４０３にアクセスすること
が試行されたオペレーティングシステム５４１２のレベルのエンティティの処理に関する
Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント５４１９からの情報を含むものであってもよい。
【０６０６】
　リクエストの評価に基づき、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５４２０は、リクエ
ストを許可若しくは拒絶し、コール元エンティティにスプーフされたレスポンスを返送し
、又は他の何れか適切な訂正アクションを実行することを可能にするよう構成されてもよ
い。
【０６０７】
　動作について、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５４２０は、ドライバフィルタの
アタッチメント及び／デタッチメントをセキュアにするため電子デバイス５４０１上で動
作してもよい。アプリケーション２などのアプリケーション、ドライバ又は他のエンティ
ティは、フィルタアタッチメント又はデタッチメント試行を発信してもよい。アプリケー
ション２は、例えば、ユーザモード、カーネルモード、オペレーティングシステム５４１
２と同一レベルで、又はオペレーティングシステム５４１２より上位レベル実行してもよ
い。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５４２０は、電子デバイス５４０１上のドライ
バフィルタのアタッチメント及びデタッチメントをどのようにプロテクトするか決定する
ため、セキュリティルール５４０８にアクセスしてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエー
ジェント５４２０は、例えば、アタッチファンクション５４３６、アタッチサブファンク
ション５４３８、デタッチファンクション５４４０及び／若しくはデタッチサブファンク
ション５４４２のコードについてメモリページ又はアドレスの試行された実行、ドライバ
データ構造のパーミッション５４４４についてメモリページ又はアドレスの試行されたラ
イト、及び／又はドライバデータ構造５４４６の試行されたリード若しくはライトをキャ
プチャするため、制御構造フラグを設定してもよい。アプリケーション２は、ドライバフ
ィルタに関するメモリ５４０３のコンテンツにアクセスすることによることを含む、各種
機構を介しＩ／Ｏフィルタ５４２６などのドライバフィルタにアクセスすることを試行し
てもよい。
【０６０８】
　一実施例では、アプリケーション２は、ドライバデータ構造のパーミッション５４４４
への書き込みの試行など、メモリ５４０３における値の直接的な操作などを介しフィルタ
アタッチメント又はデタッチメントを試行してもよい。当該試行されたライトは、データ
構造の値が以降にドライバフィルタをアタッチ又はデタッチするため書き換えられてもよ
いように、ドライバデータ構造に対するリードオンリーパーミッションをリード／ライト
に変更するための試行であってもよい。当該試行は、Ｉ／Ｏフィルタ５４２６などのドラ
イバフィルタにアクセスするための標準的でセキュアな機構をバイパスしてもよい。当該



(188) JP 6370747 B2 2018.8.8

10

20

30

40

50

機構をバイパスすることによって、当該試行は、オペレーティングシステム５４１２のセ
キュリティ手段から偽装、隠蔽又は阻止されてもよい。
【０６０９】
　他の実施例では、アプリケーション２は、当該処理のためオペレーティングシステム５
４１２により提供されるアタッチ又はデタッチファンクション５４３２をコール及び実行
することによって、フィルタアタッチメント又はデタッチメントを試行してもよい。当該
アタッチ又はデタッチファンクション５４３２はさらに、アタッチ又はデタッチサブファ
ンクション５４３４ａのインスタンスをコール及び実行してもよい。アタッチ又はデタッ
チサブファンクション５４３４ａは、ドライバデータ構造のパーミッション５４４４への
アクセス又はドライバデータ構造５４４６の試行されたアクセスを導く特定のコールを実
行してもよい。アタッチ又はデタッチファンクション５４３２は、Ｉ／Ｏフィルタ５４２
６などのドライバフィルタにアクセスする標準的なプロテクトされた機構としてオペレー
ティングシステム５４１２により提供されてもよい。アタッチ又はデタッチファンクショ
ン５４３２は、オペレーティングシステム５４１２の特定のプロセスのみがドライバフィ
ルタにアクセスするためファンクションを利用できるようにセキュアにされてもよい。
【０６１０】
　さらなる他の実施例では、アプリケーション２は、ドライバデータ構造５４４６への標
準的なプロテクトされたアクセスのため、オペレーティングシステム５４１２により提供
されるアタッチ又はデタッチファンクション５４３２などのファンクションを利用するこ
となく、アタッチ又はデタッチサブファンクション５４３ｂのインスタンスを直接コール
及び実行することによって、フィルタアタッチメントを試行してもよい。オペレーティン
グシステム５４１２がアタッチ又はデタッチファンクション５４３２について実行される
ように、アタッチ又はデタッチサブファンクション５４３４ｂの利用をセキュア化及び認
証するための機構を有していない場合、サブファンクション５４３４ｂの直接的な利用は
、オペレーティングシステム５４１２のセキュリティ手段を阻止するか、又は自らを隠蔽
若しくは偽装するためマルウェアにより利用される可能性がある。
【０６１１】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５４２０は、メモリ５４０３のドライバフィルタ
関連コンテンツへの試行されたアクセスをトラップしてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティ
エージェント５４２０は、インターセプトされたアクセスをどのように処理するか決定す
るため制御構造を有してもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５４２０は、試行
されたアクセスをどのように処理するか決定するため、セキュリティルール５４０８又は
プロテクションサーバにアクセスしてもよい。
【０６１２】
　例えば、アプリケーション２によりアタッチファンクション５４３６又はデタッチファ
ンクション５４４０を実行する試行がトラップされてもよい。Ｉ／Ｏフィルタ５４２６に
アクセスするため標準的又はセキュアな方法としてオペレーティングシステムにより提供
されてもよい当該ファンクションの利用は、例えば、デジタル署名されたドライバなどに
制限されてもよい。従って、一実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５４２
０は、ドライバがデジタル署名されていることを要求するルールを決定し、コール元アプ
リケーション若しくはドライバを決定し、ドライバが署名されているか判断するため、セ
キュリティルール５４０８にアクセスしてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント
５４２０は、アプリケーション２の署名されたスタータスを決定するため、オペレーティ
ングシステム５４１２にアクセス可能なＯ／Ｓ内セキュリティエージェント５４１９にア
クセスしてもよい。当該アクセスは、オペレーティングシステム５４１２のコール元スタ
ックを調べることによって行われてもよい。他の実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエ
ージェント５４２０は、アプリケーション２がブラックリスト又はホワイトリストにある
か、又はアプリケーション２のハッシュなどに基づき悪意ある状態に関して未知であるか
判断してもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５４２０は、アプリケーション２
が未知である場合、アプリケーション２は事前注意としてブロックされるか、又はアプリ
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ケーション２に関する情報がプロテクションサーバに報告されてもよいと判断してもよい
。さらに、アプリケーション２が未知である場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント
５４２０は、アプリケーション２の処理のより多くをトラップすることによって、より高
い詳細さによりアプリケーション２の処理をモニタリングしてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュ
リティエージェント５４２０は、アプリケーション２がマルウェアを有すると判断し、ア
プリケーション２をブロックし、アプリケーション２の電子デバイス５４０１をクリーン
にし、又は他の訂正アクションを実行してもよい。
【０６１３】
　他の例では、アプリケーション２によるアタッチサブファンクション５４３８又はデタ
ッチサブファンクション５４４２を実行するための試行はトラップされてもよい。当該フ
ァンクションの利用は、アタッチファンクション５４３６又はデタッチファンクション５
４３８などの標準的又はセキュアな機構を利用することを介してのみ通常実行されてもよ
い。従って、一実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５４２０は、アタッチ
サブファンクション５４３８又はデタッチサブファンクション５４４２をコールしたルー
チンに基づき、当該ルーチンが既知で列強される標準的又はセキュアな機構の１つでない
場合にトラップしてもよい。他の実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５４
２０は、アタッチサブファンクション５４３８又はデタッチサブファンクション５４４２
のすべての試行されたアクセスをトラップし、その後、コール元のルーチンを決定し、当
該コール元ルーチンが標準的又はセキュアな機構の１つでない場合、当該リクエストを拒
絶してもよい。コール元ルーチンは、例えば、デバイススタック５４２４の情報、ドライ
バデータ構造５４４６を介し、又はメモリ５４０３の何れのメモリページ又はメモリアド
レスから、サブファンクションを実行するためのコマンドが行われたか、判断し、メモリ
マップと当該ページ又はアドレスとを相互に関連付けること
などによって決定されてもよい。コール元ルーチンがアタッチファンクション５４３６又
はデタッチファンクション５４４２のインスタンスであると判断された場合、当該ファン
クションをコールしたルーチンは、上述されたように検証されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキ
ュリティエージェント５４２０は、認証されたアタッチ又はデタッチファンクションのコ
ールから発生しないアタッチサブファンクション５４３８又はデタッチサブファンクショ
ン５４４２のコールを拒絶してもよい。
【０６１４】
　さらなる他の例では、ドライバデータ構造５４４６をリード又はライトするか、又はド
ライバデータ構造のパーミッション５４４４をライとするアプリケーション２による試行
は、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５４２０によりトラップされてもよい。当該す
べての試行に対するトラップは、アタッチ又はデタッチファンクションの実行から発生す
る試行のトラップを含むものであってもよい。従って、当該試行をトラップすると、Ｏ／
Ｓ下位セキュリティエージェント５４２０は、メモリの何れの部分から、又は何れのエン
ティティから当該試行が行われたか判断してもよい。当該試行が認証されたファンクショ
ンから行われた場合、当該試行は許可されてもよい。認証されたファンクション自体のコ
ール元は、上述されたように検証されてもよい。当該試行が認証されたファンクションか
ら行われたものでない場合、当該試行は、アプリケーション２によりデバイススタック５
４２４を直接操作する悪意ある試行を示し、ブロックされてもよい。
【０６１５】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５４２０は、試行が悪意あるか判断するとき、デ
バイスのタイプを考慮してもよい。例えば、バーチャルディスクボリュームは、特にフィ
ルタにより利用される傾向がある。従って、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５４２
０は、デバイスのタイプを決定するため、オブジェクトなどのドライバデータ構造５４４
６にアクセスし、当該タイプがＦＩＬＥ＿ＶＩＲＴＵＡＬ＿ＶＯＬＵＭＥである場合、要
求元がデジタル署名されていることを要求してもよい。当該要求は、オペレーティングシ
ステム５４１２による要求から独立していてもよい。試行をトラップするか、又は試行が
悪意あるか決定する際に考慮してもよいデバイスオブジェクトの他のタイプは、限定する
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ことなく、ライトワンスメディア、バーチャルボリューム、リムーバブルメディア、リモ
ートデバイス、フロッピー（登録商標）ディスケット、リードオンリーデバイス、マウン
トデバイス、プラグ・アンド・プレイデバイス又は自動生成された名前を有するデバイス
を含むものであってもよい。セキュリティルール５４０８は、デバイスオブジェクトのタ
イプの考慮を含むものであってもよい。例えば、モデムタイプのデバイスは、コール元ド
ライバが未知である場合、すべてのアタッチメントに対してプロテクトされてもよい。こ
れは、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５４２０が、ファックス及びモデム処理に対
するスニフから悪意あるドライバを阻止することを可能にするかもしれない。他の例では
、デバイススキャナのドライバは、既知の正当なフィルタ利用がデバイススキャナのドラ
イバについて存在しない場合、すべてのアタッチメントに対してプロテクトされてもよい
。
【０６１６】
　上述されたように、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５４２０は、Ｉ／Ｏフィルタ
５４２６にアクセスすることを試みたエンティティに基づき、試行をトリガ又は処理して
もよい。さらに、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５４２０は、アクセスされるべき
デバイスの所有ドライバを決定し、試行が悪意あるか判断する際に当該情報を考慮しても
よい。ドライバデータ構造５４４６又はデバイスデータ構造はそれぞれ、ドライバ及びデ
バイスをリンクする情報を有してもよい。当該データ構造は、ドライバとデバイスとの間
の関係を決定するためアクセスされてもよい。例えば、Ｉ／Ｏフィルタ５４２６にアクセ
スする試行がアプリケーション２により行われるが、アプリケーション１がＩ／Ｏデバイ
ス５４３０を所有していると判断された場合、当該リクエストは拒絶されてもよい。
【０６１７】
　図５７は、電子デバイスのドライブフィルタアタッチメントのＯ／Ｓ下位トラップの方
法５７００の実施例である。当該セキュリティルールは、リソースへの試行されたアクセ
スがトラップ及び評価されるかの基準と共に、リソースを特定してもよい。
【０６１８】
　ステップ５７１０において、フラグが、電子デバイス内のオペレーティングシステムの
下位の制御構造において設定されてもよい。フラグは、例えば、アタッチファンクション
若しくはデタッチファンクションの試行された実行、アタッチサブファンクション若しく
はデタッチサブファンクションの実行、ドライバ及びデバイスデータ構造のリード／ライ
ト／実行パーミッションへのライト、及び／又はデータ構造へのリード若しくはライトな
どをトラップするため設定されてもよい。フラグは、上述された試行に対応するメモリア
ドレスを介した物理メモリアクセスを介し、及び／又はメモリページを介したバーチャル
メモリアクセスについて設定されてもよい。
【０６１９】
　ステップ５７１５において、電子デバイスは、ドライバフィルタのアタッチメントに関
するリソースにアクセスするためのトラップされた試行についてモニタリングされてもよ
い。ステップ５７２０において、トラップされた試行がない場合、プロセス５７００は、
ステップ５７１５に移行し、トラップされた試行についてモニタリングを継続する。試行
がトラップされた場合、当該試行はステップ５７２５において処理されてもよい。当該処
理は、電子デバイスのオペレーティングシステムのレベルの下位で実行されてもよい。ス
テップ５７２５において、試行が悪意あるか解析するのに有用な情報が収集されてもよい
。例えば、当該試行を行ったプロセス、アプリケーション、ドライバ又はルーチンが決定
されてもよい。電子デバイスのオペレーティングシステムの内部からのコンテクスト情報
が、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェントから取得されてもよい。試行に関するデバイスの
デバイスタイプは、デバイスの所有するドライバと同様に決定されてもよい。
【０６２０】
　ステップ５７３５において、デバイスオブジェクト又はドライバスタックのデータ構造
が認証されたファンクションを利用することなく直接アクセスされたか判断されてもよい
。一実施例では、コール元プロセス又はルーチンが当該データ構造にアクセスすることが



(191) JP 6370747 B2 2018.8.8

10

20

30

40

50

未認証であるか判断されてもよい。データ構造が直接アクセスされた場合、ステップ５７
６０において、当該試行は疑わしい及び／又は悪意あると判断され、拒絶されてもよい。
何れか適切な訂正アクションが実行されてもよい。データ構造が直接アクセスされなかっ
た場合、ステップ５７４０において、デバイスオブジェクト又はデバイススタックのデー
タ構造に対するパーミッションが試行されたか又は直接書き込まれたか判断されてもよい
。一実施例では、コール元プロセス又はルーチンがライトのための当該試行を行うのに許
可されているか判断されてもよい。データ構造が直接書き込まれた場合、ステップ５７６
０において、当該試行は疑わしい及び／又は悪意あると判断され、拒絶されてもよい。当
該データ構造が直接書き込まれていない場合、ステップ５７４５において、アタッチ又は
デタッチサブファンクションが、当該アクセスについて指定されたファンクションを利用
することなく直接実行されたか判断されてもよい。一実施例では、コール元プロセス又は
ルーチンが当該試行を行うのに未認証であるか判断されてもよい。サブファンクションが
直接実行された場合、ステップ５７６０において、当該試行が疑わしい及び／又は悪意あ
ると判断され、拒絶されてもよい。当該サブファンクションが直接実行されていない場合
、ステップ５７５０において、アタッチファンクション又はデタッチファンクションが認
証されたエンティティによりコールされたか判断されてもよい。ファンクションが認証さ
れたエンティティによりコールされていない場合、ステップ５７６０において、当該試行
が疑わしい及び／又は悪意あると判断され、拒絶されてもよい。当該ファンクションが認
証されたエンティティによりコールされた場合、ステップ５７５５において、当該試行は
許可されてもよい。
【０６２１】
　ステップ５７５５又は５７６０の実行後、方法５７００は、任意的にドライバフィルタ
アタッチメントについて電子デバイスのリソースへの試行されたアクセスについてモニタ
リングを継続するため、ステップ５７１５に戻ってもよい。
【０６２２】
　図５８は、電子デバイス５８０１上のドライバのロード又はアンロードをセキュアにす
るシステム５８００の実施例である。システム５８００は、オペレーティングシステム５
８１２などの電子デバイス５８０１のオペレーティングシステムにおいてドライバをロー
ド又はアンロードするための悪意ある試行を検出するため、電子デバイス５８０１上で動
作するよう構成されるＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０を有してもよい。さ
らに、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、何れのドライバの試行されたロ
ード又はアンロードがトラップされる処理に対応するか、試行が当該試行と当該試行を実
行するエンティティとに基づき認証されているか判断するため、１以上のセキュリティル
ール５８０８を利用するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５
８２０は、許可若しくは拒絶又はトラップされたイベントについて他の訂正アクションを
実行するよう構成されてもよい。
【０６２３】
　電子デバイス５８０１は、図１の電子デバイス１０３、図２の電子デバイス２０４、図
４の電子デバイス４０４、図７の電子デバイス７０１、図９の電子デバイス９０１、図１
２の電子デバイス１２０１及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により全体的若
しくは部分的に実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。電子デバ
イス５８０１は、メモリ５８０３などのメモリに接続される１以上のプロセッサ５８０２
を有してもよい。プロセッサ５８０２は、図２のプロセッサ２０８、図４のプロセッサ４
０８、図７のプロセッサ７０２、図９のプロセッサ９０２、図１２のプロセッサ１２０２
及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現される
か、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。メモリ５８０３は、図２のメモリ２
０６、図４のメモリ４０６、図７のメモリ７０３、図９のメモリ９０３、図１２の物理メ
モリ１２０３若しくはバーチャルメモリ１２０４及び／又はこれらの何れかの組み合わせ
の機能により全体的若しくは部分的に実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成さ
れてもよい。電子デバイス５８０１は、１以上のセキュリティルール５８２１に接続され
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るＯ／Ｓ内セキュリティエージェント５８１９を有するオペレーティングシステム５８２
１を有してもよい。オペレーティングシステム５８１２は、図１のオペレーティングシス
テム１１２、図２のオペレーティングシステム２１２、図４のオペレーティングシステム
４１２、図７のオペレーティングシステム７１３、図９のオペレーティングシステム９１
３、図１２のオペレーティングシステム１２１３及び／又はこれらの何れかの組み合わせ
の機能により全体的若しくは部分的に実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成さ
れてもよい。Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント５８１９は、図１のＯ／Ｓ内セキュリテ
ィエージェント２８１、図４のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント４１８、図７のＯ／Ｓ
内セキュリティエージェント７１９、図９のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント９１９、
図１２のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント１２１９及び／又はこれらの何れかの組み合
わせの機能により全体的若しくは部分的に実現されるか、又は当該機能を実現するよう構
成されてもよい。
【０６２４】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、図１のＯ／Ｓ下位トラップエージェ
ント１０４若しくはトリガイベントハンドラ１０８、図２のＳＶＭＭ２１６若しくはＳＶ
ＭＭセキュリティエージェント２１７、図４のファームウェアセキュリティエージェント
４４０、４４２、Ｏ／Ｓ下位トラップエージェント４５０若しくはＰＣファームウェアセ
キュリティエージェント４４４、図５のファームウェアセキュリティエージェント５１６
、図７のマイクロコードセキュリティエージェント７０８若しくはＯ／Ｓ下位エージェン
ト７１２、図９のＯ／Ｓ下位トラップエージェント９２０若しくはトリガイベントハンド
ラ９２２、図１２のＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント１２２０及び／又はこれらの何
れかの組み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現されるか、又は当該機能を実
現するよう構成されてもよい。
【０６２５】
　セキュリティルール５８０８は、図１のセキュリティルール１１４、図２のセキュリテ
ィルール２２２、図４のセキュリティルール４３４、４３６、４３８、図５のセキュリテ
ィルール５１８、図７のセキュリティルール７０７、７２３、図９のセキュリティルール
９０８、図１２のセキュリティルール１２０８及び／又はこれらの何れかの組み合わせの
機能により全体的若しくは部分的に実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成され
てもよい。セキュリティルール５８２１は、図２のセキュリティルール２２０、図４のセ
キュリティルール４２０、図７のセキュリティルール７２１、図９のセキュリティルール
９２１、図１２のセキュリティルール１２２１及び／又はこれらの何れかの組み合わせの
機能により実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。
【０６２６】
　電子デバイス５８０１は、ドライバをロード又はアンロードするため、電子デバイス５
８０１のリソースにアクセスすることを試みるアプリケーション５８２６などの１以上の
アプリケーション、ドライバ又は他のエンティティを有してもよい。アプリケーション５
８２６は、メモリ５８０３などのリソースにアクセスすることを試行してもよい。一実施
例では、アプリケーション５８２６は、メモリ５８０３がオペレーティングシステム５８
１２により仮想化されたメモリページを介しメモリ５８０３にアクセスすることを試行し
てもよい。他の実施例では、アプリケーション５８２６は、物理メモリのアドレスへのア
クセスを介しメモリ５８１２にアクセスすることを試行してもよい。アプリケーション５
８２６は、メモリ５８０３の命令を実行するためプロセッサ５８０２を利用することを試
行してもよい。
【０６２７】
　オペレーティングシステム５８１２は、ドライバをロード及びアンロードするため電子
デバイス５８０１内のアプリケーション５８２６などのエンティティのファンクションを
提供してもよい。当該エンティティは、ロード及びアンロードファンクションを通常ロー
ルしてもよい。当該ファンクションを提供することによって、オペレーティングシステム
５８１２は、電子デバイス５８０１のエンティティがドライバをロード又はアンロードす
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るための制御されたセキュアで効率的な機構を提供してもよい。当該ファンクションは、
ロードサブファンクション及びアンロードサブファンクションの組み合わせに依拠しても
よい。当該ロード及びアンロードサブファンクションは、オペレーティングシステム５８
１２による利用から非ドキュメント化又は阻止されてもよい。ロード及びアンロードサブ
ファンクションは、関連するロード及びアンロードファンクションにより利用のためのみ
に意図される。マルウェアは、ロードサブファンクション及びアンロードサブファンクシ
ョンの個々のインスタンスをコールすることによって、ロード及びアンロードファンクシ
ョンのセキュリティ及び制御機構をバイパスするかもしれない。さらに、マルウェアは、
当該ファンクション又はサブファンクションのコードセクションに直接ジャンプすること
によって、ロード及びアンロードファンクションのセキュリティ及び制御機構をバイパス
してもよい。さらに、マルウェアは、実行のためメモリにロードされると、ドライバを変
更するよう試行する可能性があり、ディスク上のドライバのイメージがマルウェアにより
クリーンされ、ドライバにロードされるとき、コードがマルウェアにより投入され、ドラ
イバをコラプトさせる。
【０６２８】
　オペレーティングシステム５８１２により提供される何れか適切なロード又はアンロー
ドファンクションは、ドライバをロード又はアンロードするのに利用されてもよい。例え
ば、ＷｉｎｄｏｗｓＴＭオペレーティングシステムにより実現されるオペレーティングシ
ステム５８１２は、ＺｗＬｏａｄＤｒｉｖｅｒ（）ファンクションを利用してドライバを
ロードし、又はＺｗＵｎｌｏａｄＤｒｉｖｅｒ（）を利用してドライバをアンロードして
もよい。当該ロード又はアンロードファンクションは、何れか適切な個数又は種類のサブ
ファンクションをコールしてもよい。例えば、ＺｗＬｏａｄＤｒｉｖｅｒ（）は、ＮｔＬ
ｏａｄＤｒｉｖｅｒ（）をコールし、それはさらにＩｏｐＬｏａｄＵｎｌｏａｄＤｒｉｖ
ｅｒ（）をコールする。ＩｏＰＬｏａｄＵｎｌｏａｄＤｒｉｖｅｒ（）はさらに、ドライ
バをロードするためＩｏＰＵｏａｄＤｒｉｖｅｒ（）をコールし、又はドライバをアンロ
ードするためＩｏｐＵｎｌｏａｄＤｒｉｖｅｒ（）をコールする。従って、ファンクショ
ンコールの階層が、ドライバをロード又はアンロードするため利用されてもよい。一実施
例では、ドライバは、他の処理の副次的効果としてロードされるかもしれない。例えば、
ＷｉｎｄｏｗｓＴＭオペレーティングシステムにより実現されるオペレーティングシステ
ム５８１２は、ＭｍＬｏａｄＳｙｓｔｅｍＩｍａｇｅ（）ファンクションを利用して、シ
ステムイメージ全体をロードし、当該期間中にドライバは結果としてロードされるかもし
れない。当該ファンクションによりロードされたイメージは、ドライバのための相対アド
レスを有してもよく、当該相対アドレスはリロケーションテーブルに基づきリロケートさ
れてもよい。当該タスクを実行するため、ＭｍＬｏａｄＳｙｓｔｅｍＩｍａｇｅ（）に対
するコールは、ＬｄｒＲｅｌｏｃａｔｅＩｍａｇｅサブファンクションを利用してもよい
。他の実施例では、ＭｉＭａｐＶｉｅｗＯｆＤａｔａＳｅｃｔｉｏｎ（）、ＭｉＭｐａＶ
ｉｅｗＯｆＩｍａｇｅＳｅｃｔｉｏｎ（）又はＭｉＭｐａＶｉｅｗＯｆＰｈｙｓｉｃａｌ
Ｓｅｃｔｉｏｎ（）などの特定の補助ファンクションが、ドライバをロードするため利用
されてもよい。
【０６２９】
　ドライバのロード及びアンロードをセキュアにするため、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエー
ジェント５８２０は、電子デバイス５８０１のリソースの何れの部分がトラップされるべ
きか、また試行に関する何れのコンテクスト情報が決定されるべきか決定するため、セキ
ュリティルール５８０８にアクセスするよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティ
エージェント５８２０は、何れか適切なファンクション又はサブファンクションの試行さ
れた実行をトラップするよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５
８２０は、何れか適切な方法によりこれらのファンクション又はサブファンクションの試
行された実行をトラップするよう構成されてもよい。
【０６３０】
　一実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、メモリ５８０３のフ
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ァンクションの実行のため制御構造のフラグを設定するよう構成されてもよい。例えば、
Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、メモリ５８０３のアドレス（Ｄ）にお
けるＺｗＬｏａｄＤｒｉｖｅｒ（）のファンクションエントリポイントの試行された実行
をトラップするよう構成されてもよい。他の例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェン
ト５８２０は、メモリ５８０３のアドレス（Ｅ）におけるＮｔＬｏａｄＤｒｉｖｅｒ（）
のファンクションエントリポイントの試行された実行をトラップするよう構成されてもよ
い。
【０６３１】
　他の実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、マルウェアの強い
徴候である当該ファンクションのコードセクションの実行を直接的にトラップするよう構
成されてもよい。例えば、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、メモリ５８
０３のアドレス（Ａ）におけるＮｔＬｏａｄＤｒｉｖｅｒ（）のコードセクションのダイ
レクトアクセスを生じさせる何れか試行されたＪＭＰ命令又は同様の命令をトラップする
よう構成されてもよい。
【０６３２】
　ドライバの試行されたロードに応答して、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２
０は、ロードが許可される前にドライバをロードする効果の可能性を決定するよう構成さ
れてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、ディスク５８２４上など
のストレージのドライバのイメージを調べるよう構成されてもよい。例えば、新たなドラ
イバ５８３０の試行されたロードをトラップすると、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェン
ト５８２０は、ディスク５８２４上の新たなドライバ５８３０のイメージのコンテンツを
スキャンするよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、
ディスク５８２４上の新たなドライバ５８３０のイメージのコンテンツのハッシュ又はデ
ジタルシグネチャ、及び／又は当該コンテンツの一部（コードセクションなど）のハッシ
ュ又はシグネチャを決定するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェン
ト５８２０は、新たなドライバ５８３０がホワイトリスト、ブラックリスト又はセキュリ
ティルール５８０８などの他の情報に従って安全であるか、悪意あるか、又は未知である
と知られているか判断するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント
５８２０は、新たなドライバ５８３０の身元を確認するため、ディスク５８２４上にある
新たなドライバ５８３０のレイアウトを評価するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキ
ュリティエージェント５８２０は、署名者名、シグネチャ情報又は署名日などの新たなド
ライバ５８３０の作成者により提供されたデジタルシグネチャを評価するよう構成されて
もよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、ディスクにある新たなドライ
バ５８３０のイメージのファイルの名前を評価するよう構成されてもよい。
【０６３３】
　一実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、ロード処理を許可す
るが、追加的な動作モニタリングをイネーブルにすることによって、ドライバの試行され
たロードを条件付きで許可するよう構成されてもよい。例えば、アプリケーション５８２
６による新たなドライバ５８３０の試行されたロードのトラップによって、Ｏ／Ｓ下位セ
キュリティエージェント５８２０は、ディスク５８２４上のアプリケーション５８２６と
新たなドライバ５８３０のイメージの何れも既知でなく、最初にロードされるドライバが
オペレーティングシステム５８１２の重要部分に干渉する署名を示していないと判断して
もよい。アクセスの偽陽性ブロックを阻止するため、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェン
ト５８２０は、新たなドライバ５８３０のロードを許可するよう構成されてもよい。しか
しながら、ドライバの真の性質が確証を持ってまだ決定されていないため、Ｏ／Ｓ下位セ
キュリティエージェント５８２０は、メモリ５８０３のアドレス（Ｂ）における新たなド
ライバ５８３０について割り当てられたメモリスペースにおける追加的なフラグ又はトリ
ガを割り当てるよう構成されてもよい。従って、新たなドライバ５８３０のコードが実行
され、新たなドライバが各種アクションを実行することを試行すると、Ｏ／Ｓ下位セキュ
リティエージェント５８２０は、電子デバイス５８０１の悪意あるアクションを実行しな
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いことを保証するため、新たなドライバ５８３０のアクションをモニタリングするよう構
成されてもよい。
【０６３４】
　他の実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、ロード処理を許可
するが、その後メモリ５８０３にあるときにドライバの追加的なセキュリティ検証を実行
することによって、ドライバの試行されたロードを条件付きで許可するよう構成されても
よい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、当該チェックが終了するまで、
ドライバの実行を停止するよう構成されてもよい。メモリ５８０３のドライバのイメージ
に対してＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０により実行されるセキュリティ検
証は、ディスク５８２４などのストレージにあるとき、ドライバのイメージに対してＯ／
Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０により実行されるものと類似してもよい。例え
ば、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、アドレスレンジ（Ｂ）におけるメ
モリの新たなドライバ５８３０のイメージのコンテンツをスキャンし、イメージ又はイメ
ージのサブセクションのコンテンツのハッシュ又はデジタルシグネチャを決定し、当該イ
メージをホワイトリスト又はブラックリストと比較し、メモリ５８０３にあるとき新たな
ドライバ５８３０のイメージのファイルレイアウト又はファイル名を評価するよう構成さ
れてもよい。さらに、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、ディスク５８２
４などのストレージのドライバのイメージを解析した結果とメモリ５８０３のドライバの
イメージとを比較するよう構成されてもよい。ある相違は、それがロードされたとき、ド
ライバにコードが投入されたことを示すものであるかもしれない。
【０６３５】
　ドライバの試行されたアンロードにより、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２
０は、当該ドライバが重要であるか判断するため、アンロードするドライバの身元を決定
するよう構成されてもよい。一実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２
０は、関連するドライバ及びエンティティとメモリ５８０３のアドレス（Ｃ）とメモリレ
ンジ（Ｂ）との間のものなどの値との相関を示すメモリマップを照会するよう構成されて
もよい。図５８の例では、当該レンジは、古いドライバ５８２８により利用されるメモリ
スペースに対応するものであるかもしれない。アンロードされるドライバの身元に依存し
て、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、アンロードされるドライバの身元
に固有のセキュリティルール５８０８を適用するよう構成されてもよい。例えば、悪意あ
るアンロード処理の偽陽性の特定を最小限にするため、セキュリティルール５８０８は、
電子デバイス５８０１のセキュリティ又は処理に重要なものとして特定されたか、又はマ
ルウェアの傾向があるドライバのみに削除を制限してもよい。
【０６３６】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、ドライバ情報の試行された直接的な
操作をトラップするよう構成されてもよい。当該直接的な操作は、ドライバをアンロード
するシステムファンクションの利用をマルウェアが回避することによって試行されてもよ
い。一実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、アドレス（Ｃ）と
メモリレンジ（Ｂ）との間のメモリ５８０３の古いドライバ５８２８に対するものなど、
特定のアドレスレンジ内のロード又はアンロードに関するドライバのデータ構造の試行さ
れたアクセスをトラップするよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェン
ト５８２０は、認証されたファンクションコールを介し試行が実行されたか判断するよう
構成されてもよい。試行が実行されない場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８
２０は、当該試行が疑わしいと判断するよう構成されてもよい。
【０６３７】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、何れか試行されたロード又はアンロ
ードドライバ処理のソースを決定するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエ
ージェント５８２０は、試行のソースを考慮しながら、ロード又はアンロードのため試行
されたリソースのアクセスを評価するよう構成されてもよい。例えば、試行が信頼された
ソースからのものであり、処理を行うアプリケーション又はドライバがデジタル署名され
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、それのコードセクションのハッシュがホワイトリスト上にある場合、Ｏ／Ｓ下位セキュ
リティエージェント５８２０は、マルウェアステータスが未知であるドライバを当該ソー
スがロードすることを可能にするよう構成されてもよい。他の例では、試行が悪意である
と判断されたソースからのものである場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２
０は、それがドライバをロード又はアンロードすることを許可しないよう構成されてもよ
い。さらなる他の例では、ロード又はアンロードのサブファンクションがアクセスされ、
コール元のプロセス、アプリケーション、ドライバ又はファンクションがサブファンクシ
ョンをコールするよう指定されたシステムにより提供されたファンクションでない場合、
Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、当該アクセスを許可しないよう構成さ
れてもよい。さらなる他の例では、ファンクション又はサブファンクションのこーｄおセ
クションがＪＭＰ又は同様の命令を介して直接アクセスされた場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリ
ティエージェント５８２０は、何れのメモリ位置から試行命令が行われたか判断し、当該
試行がドライバをロード又はアンロードするため認証されたファンクション又はサブファ
ンクション内からのものでない場合、当該アクセスを拒絶するよう構成されてもよい。こ
れらすべての例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、電子デバイス５
８０１のリソースの試行されたアクセスを導くコールのチェーンを決定するため、コール
スタックをウォークするよう構成されてもよい。コールチェーンの各ステップにおいて、
Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、コールを行ったエンティティを評価す
るよう構成されてもよい。
【０６３８】
　さらに、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、アドミニストレータの設定
に基づき試行されたロード又はアンロード処理が悪意あるか判断するよう構成されてもよ
い。例えば、電子デバイス５８０１が動作する企業のアドミニストレータは、電子デバイ
ス５８０１のユーザがアドミニストレータとしてログインされない場合、ドライバがロー
ド又はアンロードされないことを指示してもよい。
【０６３９】
　さらに、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、電子デバイス５８０１のリ
ソースにアクセスするため以前にトラップされた試行に基づき、試行されたロード又はア
ンロード処理が悪意あるか判断するよう構成されてもよい。ロード又はアンロードの試行
が電子デバイス５８０１上で検出された他の疑わしいアクションに関するものである決定
するための何れか適切な基準が利用されてもよい。例えば、アプリケーション５８２６が
古いドライバ５８２８などの重要なドライバをアンロードする試行において以前に拒絶さ
れている場合、アプリケーション５８２６は疑わしいアクティビティを行ったことがある
ため、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、アプリケーション５８２６によ
る以降のロード又はアンロード試行を拒絶するよう構成されてもよい。
【０６４０】
　一実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、プロセッサ５８０２
による命令の実行及びメモリ５８０３へのアクセスをメモリページ単位でトラップするよ
う構成されてもよい。当該実施例では、オペレーティングシステム５８１２は、電子デバ
イス５８０１上で実行するためそれに依存するエンティティに対してプロセッサ５８０２
及びメモリ５８０３へのアクセスを仮想化するよう構成されてもよい。他の実施例では、
Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、プロセッサ５８０２による命令の実行
及びメモリ５８０３へのアクセスを物理メモリアドレス単位でトラップするよう構成され
てもよい。当該実施例では、メモリ５８０３のコンテンツが連続的に示されているが、当
該コンテンツは物理メモリの別々のセクションに分散されてもよい。
【０６４１】
　ドライバをロード又はアンロードする試行が検出されると、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエ
ージェント５８２０は、何れか適切な訂正アクションを実行するよう構成されてもよい。
例えば、試行を行ったエンティティが電子デバイス５８０１から隔離又は削除されてもよ
い。他の例では、ロードされたドライバは、電子デバイス５８０１から隔離又は削除され
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てもよい。
【０６４２】
　動作について、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、ドライバのロード及
びアンロードをセキュアにするため、電子デバイス５８０１上で実行されてもよい。Ｏ／
Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、ドライバをロード及びアンロードするため
電子デバイス５８０１の何れのリソースをガードするか決定するため、セキュリティルー
ル５８０８を照会してもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、その後
、当該リソースの試行されたアクセスをトラップするため、１以上の制御構造においてフ
ラグを設定してもよい。例えば、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、メモ
リ５８０３のアドレス（Ｄ）におけるＳｗＬｏａｄＤｒｉｖｅｒ（）の実行、アドレス（
Ａ）のＮｔＬｏａｄＤｒｉｖｅｒ（）のコードセクションのアクセス、アドレス（Ｅ）の
ＮｔＬｏａｄＤｒｉｖｅｒ（）の実行、（Ｂ）のメモリレンジの新たなドライバについて
割り当てられたスペースのアクセス、（Ｃ）と（Ｂ）との間のレンジにおける古いドライ
バのスペースのアクセス又はディスク５８２４上の新たなドライバのイメージのリードに
ついてフラグを設定してもよい。
【０６４３】
　アプリケーション５８２６は、新たなドライバ５８３０などのドライバをロードし、及
び／又は古いドライバ５８２８などのドライバをアンロードすることを試行するため、電
子デバイス５８０１の１以上のリソースにアクセスしてもよい。例えば、アプリケーショ
ン５８２６は、新たなドライバ５８３０をロードするため、ＺｗＬｏａｄＤｒｉｖｅｒ（
）５８３２のインスタンスをコールしてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５
８２０は、アドレス（Ｄ）におけるファンクションの試行された実行をトラップし、コー
ル元のエンティティであるアプリケーション５８２６の身元を決定してもよい。Ｏ／Ｓ下
位セキュリティエージェント５８２０は、アプリケーション５８２６をスキャンし、それ
のコンテンツのデジタルハッシュ又はシグネチャを計算し、ホワイトリスト、ブラックリ
スト、セキュリティルール５８０８及び／又はプロテクションサーバを調べてアプリケー
ション５８２６の身元を決定するものであってもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェ
ント５８２０は、アプリケーション５８２６が安全であると知られている、悪意あると知
られている又は未知であるか判断してもよい。コールされたファンクション、アプリケー
ション５８２６の身元及びＯ／Ｓ内セキュリティエージェント５８１９から収集したコン
テクスト情報に基づき、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、アプリケーシ
ョン５８２６がＺｗＬｏａｄＤｒｉｖｅｒ（）５８３２などのロード又はアンロードファ
ンクションをコールすることが許可されている判断してもよい。
【０６４４】
　他の例では、アプリケーション５８２６は、新たなドライバ５８３０をロードするため
、ＮｔＬｏａｄＤｒｉｖｅｒ（）５８３４のインスタンスをコールしてもよい。ＮｔＬｏ
ａｄＤｒｉｖｅｒ（）５８３４のコールは、ＮｔＬｏａｄＤｒｉｖｅｒ（）５８３４ｂの
直接的なコールを介し、又はＮｔＬｏａｄＤｒｉｖｅｒ（）５８３４ａのインスタンスを
さらにコールするＺｗＬｏａｄＤｒｉｖｅｒ（）５８３２などのコールによって実行され
てもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、アドレス（Ｅ）におけるフ
ァンクションの試行された実行をトラップし、電子デバイス５８０１の何れのエンティテ
ィから当該コールが行われたか判断してもよい。実行チェーンに検出される各エンティテ
ィについて、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、ＺｗＬｏａｄＤｒｉｖｅ
ｒ（）について上述した例で行われたものと同様の決定を行ってもよい。具体的には、Ｏ
／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、サブファンクションが当該目的のためオ
ペレーティングシステム５８１２により提供されたファンクションを介し適切にアクセス
されたか判断してもよい。従って、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、当
該コールがＺｗＬｏａｄＤｒｉｖｅｒ（）から行われたと判断した場合、当該コールは認
証されてもよい。しかしながら、当該オールがアプリケーション５８２６から直接行われ
、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０が当該コールが認証されたチャネルを介
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し行われなかったと判断した場合、当該コールは、悪意あると判断されてもよい。
【０６４５】
　さらなる他の例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、アドレス（Ａ
）におけるＮｔＬｏａｄＤｒｉｖｅｒ（）などのドライバをロード又はアンロードするた
めのファンクション又はサブファンクションのコードセクションに試行されたジャンプ、
ブランチ又は他の実行をトラップしてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８
２０は、試行されたジャンプ、ブランチ又は実行がＮｔＬｏａｄＤｒｉｖｅｒ（）又は他
の認証されたエンティティから行われたか判断してもよい。行われていない場合、Ｏ／Ｓ
下位セキュリティエージェント５８２０は、試行されたジャンプ、ブランチ又は実行が悪
意あると判断してもよい。当該試行されたジャンプ、ブランチ又は実行は、ファンクショ
ン又はサブファンクションをコールことを回避し、ドライバを直接ロード又はアンロード
することを試行するマルウェアの結果であるかもしれない。
【０６４６】
　さらなる他の例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、メモリ５８０
３のレンジ（Ｂ）の新たなドライバ５８３０について割り当てられたスペースへのディス
ク５８２４からの新たなドライバ５８３０のイメージなど、メモリへのストレージからの
ドライバのイメージをロードするための試行をトラップしてもよい。ロードを許可する前
、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、ディスク５８２４上の新たなドライ
バ５８３０のイメージのコンテンツを調べ、及び／又はコール元エンティティを特徴付け
してもよい。イメージがマルウェアを示さない場合、又はエンティティが未知であるか、
又は安全であると知られる場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、ドラ
イバがメモリにロードされることを許可してもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェン
ト５８２０は、新たにロードされた新たなドライバ５８３０による悪意あるアクティビテ
ィに対する追加的なガードを提供するため、アドレスレンジ（Ｂ）の実行又はアクセスに
追加的なフラグを設けてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、ディ
スク５８２４上で観察されたイメージに対してメモリ５８０３にある新たなドライバ５８
３０のイメージを比較し、ロード処理中に投入されたコードを何れかの変更が表すか判断
してもよい。当該コードの投入は、マルウェアの徴候であるかもしれない。
【０６４７】
　さらなる例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は、メモリ５８０３に
おけるメモリレンジ（Ｂ）と位置（Ｃ）との間の古いドライバ５８２８について割り当て
られたスペースなど、メモリにロードされたドライバのメモリスペースへのライトコマン
ドなどの試行されたアクセスをトラップしてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェン
ト５８２０は、当該アクセスをトラップし、コール元エンティティを決定し、当該エンテ
ィティが当該変更を行うためのセキュリティルール５８０８による権限を有しているか判
断してもよい。当該試行された変更は、電子デバイス５８０１からドライバを手動により
削除するためのマルウェアの試行の一部であってもよい。
【０６４８】
　ドライバのロード及びアンロードのためリソースにアクセスすることを試行する間にお
けるＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０によりトラップされた試行されたアク
ションは、許可又は拒絶されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント５８２０は
、以降の評価に利用される試行の記録、試行したエンティティの隔離又は削除、プロテク
ションサーバへの試行の報告、又は他の何れか適切なアクションなどの追加的な訂正手段
を実行してもよい。
【０６４９】
　オペレーティングシステム５８１２のレベルで実行されるアンチマルウェアソフトウェ
アは、当該アクティビティを実行するマルウェアがまた同一の優先度レベルに実行される
可能性があるため、ドライバの悪意あるロード及びアンロードを完全に解決することはで
きないかもしれない。
【０６５０】
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　図５９Ａ及び５９Ｂは、電子デバイスのドライバのロード及びアンロードをセキュアに
する方法５９００の実施例を示す。ステップ５９０５において、セキュリティルールは、
プロテクトされるべきドライバのロード及びアンロードに関するリソースを決定するため
アクセスされてもよい。当該セキュリティルールは、リソースへの試行されたアクセスが
トラップ及び評価される基準と共に、リソースを特定してもよい。
【０６５１】
　ステップ５９１０において、フラグが、電子デバイス内のオペレーティングシステムの
レベルの下位で制御構造に設定されてもよい。フラグは、例えば、ロード及びアンロード
ファンクションの試行された実行、ロードサブファンクション若しくはアンロードサブフ
ァンクションの実行、メモリにロードされるドライバのイメージへのライト、ロード実行
によるストレージのドライバのイメージからのリード、及び／又はドライバロード及びア
ンロードファンクション及びサブファンクションのこーｄおセクションのジャンプ、ブラ
ンチ又は他の直接的な実行をトラップするため設定されてもよい。フラグは、上述された
試行に対応するメモリアドレスを介した物理メモリアクセスを介し、及び／又はメモリペ
ージを介したバーチャルメモリアクセスについて設定されてもよい。
【０６５２】
　ステップ５９１５において、電子デバイスは、ドライバのロード及びアンロードに関す
るリソースにアクセスするためのトラップされた試行についてモニタリングされてもよい
。ステップ５９０２において、試行がトラップされなかった場合、プロセス５９００は、
ステップ５９１５に移行し、トラップされる試行のモニタリングを継続する。試行がトラ
ップされた場合、当該試行は、ステップ５９２５において処理されてもよい。当該処理は
、電子デバイスのオペレーティングシステムのレベルの下位で実行されてもよい。ステッ
プ５９２５において、試行が悪意あるか解析するのに有用な情報が収集されてもよい。例
えば、当該試行を行うプロセス、アプリケーション、ドライバ又はルーチンが決定されて
もよい。電子デバイスのオペレーティングシステム内からのコンテクスト情報が、Ｏ／Ｓ
内セキュリティエージェントから取得されてもよい。ドライバをロードするための試行が
行われた場合、ディスク上のドライバのイメージが評価されてもよい。
【０６５３】
　ステップ５９３５において、ドライバをロード又はアンロードするためのドライバのコ
ンテンツが認証されたファンクションを用いることなく直接アクセスされたか判断されて
もよい。一実施例では、コール元プロセス又はルーチンがドライバの当該部分にアクセス
することが未認証であるか判断されてもよい。コンテンツが直接アクセスされた場合、ス
テップ５９６０において、当該試行が疑わしく及び／又は悪意あると判断されてもよく、
当該試行は拒絶されてもよい。何れか適切な訂正アクションが実行されてもよい。コンテ
ンツが未認証のファンクションにより又は未認証のメモリ位置から直接アクセスされてい
なかった場合、ステップ５９４０において、試行されたロード処理に関するストレージの
ドライバイメージのコンテンツが評価されてもよい。イメージが悪意あるコンテンツにつ
いてスキャンされ、観察及び記録されたドライバレイアウト、計算されたドライバのハッ
シュ、評価されたデジタル証明書の作成者又は他の何れか適切な調査アクションが実行さ
れてもよい。ステップ５９４３において、ストレージのディスクのイメージに関する情報
が当該コンテンツが疑わしい及び／又は悪意あることを示しているか判断されてもよい。
コンテンツが疑わしい及び／又は悪意ある場合、ステップ５９６０において、当該リクエ
ストは拒絶されてもよい。そうでない場合、ステップ５９４５において、ロード又はアン
ロードサブファンクションが当該アクセスについて指定されたファンクションを利用する
ことなく直接実行されたか判断されてもよい。一実施例では、コール元プロセス又はルー
チンが当該試行を行うのに未認証であるか判断されてもよい。コール元プロセスが未認証
である場合、ステップ５９６０において、当該試行は疑わしい及び／又は悪意あると判断
され、拒絶されてもよい。未認証でない場合、ステップ５９５０において、ロードファン
クション又はアンロードファンクションが認証されたエンティティによりコールされたか
、又は試行されたブランチ、ジャンプ又は他の直接的な実行が認証されたエンティティに
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よりコールされたか判断されてもよい。ファンクションが認証されたファンクションによ
りコールされていなかった場合、ステップ５９６０において、当該試行は疑わしい及び／
又は悪意あると判断され、拒絶されてもよい。認証されたファンクションによりコールさ
れていた場合、ステップ５９５５において、当該試行は許可されてもよい。
【０６５４】
　試行が許可され、ドライバをロードするためのものである場合、ステップ５９６５にお
いて、新たにロードされたドライバに割り当てられたメモリは、追加的なトラップのため
マーク付けされてもよい。当該ステップは、特にドライバをロードすることを試行したエ
ンティティが未知であった場合、又はロードされたドライバのマルウェアステータスが最
終的に決定できなかった場合、実行されてもよい。従って、ドライバメモリの以降のリー
ド、ライト又は実行はトラップされてもよい。ステップ５９７０において、それがメモリ
にロードされたとき、ドライバイメージのコンテンツは評価され、及び／又はそれがロー
ドされる前にストレージにあったドライバのイメージの評価結果と比較されてもよい。ス
テップ５９７５において、これらの結果が異なっており、マルウェアの投入を示す場合、
又は新たにロードされたドライバの評価がマルウェアを示す場合、ステップ５９８０にお
いて、ドライバは削除、隔離又は他の適切な訂正アクションが実行されてもよい。そうで
ない場合、ステップ５９８５において、ドライバは実行が許可されてもよい。
【０６５５】
　５９６０、５９８０マヤは５９８５の実行後、方法５９００は、任意的にはドライバの
ロード及びアンロードのため電子デバイスのリソースへの試行されたアクセスについての
モニタリングを継続するため、ステップ５９１５に戻ってもよい。
【０６５６】
　図６０は、メモリへのコードのロードをトラップ及びセキュアにするＯ／Ｓ下位のため
のシステム６０００の実施例である。システム６０００は、メモリ６００３などのメモリ
にコードをロードするための試行をトラップするため、電子デバイス６００１上で動作す
るよう構成されるＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０を有してもよい。一実施
例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、カーネルモードコードをメモ
リ６００３にロードするための試行をトラップするよう構成されてもよい。さらに、Ｏ／
Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、カーネルモードコードをメモリ６００３に
ロードするための試行をトラップするため電子デバイス６００１の何れのリソースをセキ
ュアにするか、また当該試行が当該試行と当該試行を実行するのに関係するエンティティ
とに基づき認証されているか判断するため、１以上のセキュリティルール６００８を利用
するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、当該試行
を許可若しくは拒絶するか、又は他の訂正アクションを実行するよう構成されてもよい。
【０６５７】
　電子デバイス６００１は、図１の電子デバイス１０３、図２の電子デバイス２０４、図
４の電子デバイス４０４、図７の電子デバイス７０１、図９の電子デバイス９０１、図１
２の電子デバイス１２０１及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により全体的若
しくは部分的に実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。電子デバ
イス６００１は、メモリ６００３などのメモリに接続される１以上のプロセッサ６００２
を有してもよい。プロセッサ６００２は、図２のプロセッサ２０８、図４のプロセッサ４
０８、図７のプロセッサ７０２、図９のプロセッサ１２０２、図１２のプロセッサ１２０
２及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により全体的若しくは部分的に実現され
るか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。メモリ６００３は、図２のメモリ
２０６、図４のメモリ４０６、図７のメモリ７０３、図９のメモリ９０３、図１２の物理
メモリ１２０３若しくはバーチャルメモリ１２０４及び／又はこれらの何れかの組み合わ
せの機能により全体的若しくは部分的に実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成
されてもよい。電子デバイス６００１は、１以上のセキュリティルール６０２１に接続さ
れるＯ／Ｓ内セキュリティエージェント６０１９を有するか、又は通信接続されるオペレ
ーティングシステム６０１２を有してもよい。Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント６０１
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９は、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０に通信接続されてもよい。オペレー
ティングシステム６０１２は、図１のオペレーティングシステム１１２、図２のオペレー
ティングシステム２１２、図４のオペレーティングシステム４１２、図７のオペレーティ
ングシステム７１３、図９のオペレーティングシステム９１３、図１２のオペレーティン
グシステム１２１３及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により全体的若しくは
部分的に実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ内セキュ
リティエージェント６０１９は、図１のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント２１８、図４
のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント４１８、図７のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント
７１９、図９のＯ／Ｓ内セキュリティエージェント９１９、図１２のＯ／Ｓ内セキュリテ
ィエージェント１２１９及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により全体的若し
くは部分的に実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。
【０６５８】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、図１のＯ／Ｓトラップエージェント
１０４若しくはトリガイベントハンドラ１０８、図２のＳＶＭＭ２１６若しくはＳＶＭＭ
セキュリティエージェント２１７、図４のファームウェアセキュリティエージェント４４
０、４４２、Ｏ／Ｓ下位エージェント４５０若しくはＰＣファームウェアセキュリティエ
ージェント４４４、図５のファームウェアセキュリティエージェント５１６、図７のマイ
クロコードセキュリティエージェント７０８若しくはＯ／Ｓ下位エージェント７１２、図
９のＯ／Ｓ下位トラップエージェント
９２０若しくはトリガイベントハンドラ９２２、図１２のＯ／Ｓ下位セキュリティエージ
ェント１２２０及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により全体的若しくは部分
的に実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。
【０６５９】
　セキュリティエージェント６００８は、図１のセキュリティルール１１４、図２のセキ
ュリティルール２２２、図４のセキュリティルール４３４、４３６、４３８、図５のセキ
ュリティルール５１８、図７のセキュリティルール７０７、７２３、図９のセキュリティ
ルール９０８、図１２のセキュリティルール１２０８及び／又はこれらの何れかの組み合
わせの機能により実現されるか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。セキュ
リティルール６０２１は、図２のセキュリティルール２２０、図４のセキュリティルール
４２０、図７のセキュリティルール７２１、図９のセキュリティルール９２１、図１２の
セキュリティルール１２２１及び／又はこれらの何れかの組み合わせの機能により実現さ
れるか、又は当該機能を実現するよう構成されてもよい。
【０６６０】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０及び／又はＯ／Ｓ内セキュリティエージ
ェント６０１９は、メモリマップ６０１０に通信接続されてもよい。メモリマップ６０１
０は、メモリ６００３におけるオペレーティングシステム６０１２の各種エンティティの
ページ又はアドレスの位置のマッピングを含むものであってもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリ
ティエージェント６０２０及び／又はＯ／Ｓ内セキュリティエージェント６０１９は、メ
モリ６００３における所与のメモリ位置又はページについて、電子デバイス６０２０の何
れのプロセス、ＤＬＬ（Ｄｙｎａｍｉｃａｌｌｙ　Ｌｉｎｋｅｄ　Ｌｉｂｒａｒｙ）、ア
プリケーション、モジュール又は他のエンティティが当該位置又はページに関連するか決
定するため、メモリマップ６０１０にアクセスするよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セ
キュリティエージェント６０２０及び／又はＯ／Ｓ内セキュリティエージェント６０１９
は、例えば、メモリ６００３の何れの部分をトラップするか、又はメモリ６００３のトラ
ップされたアクセス若しくはファンクションのトラップされた実行に応答して、電子デバ
イス６００１の何れのエンティティが当該試行を発信したか判断するため、当該情報を利
用するよう構成されてもよい。さらに、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は
、追加的なトラップされた試行とメモリ６００３の領域とを悪意あるとして関連付けるた
め、メモリマップ６０１０を利用してもよく、ここで、メモリ６００３にコードをロード
するための以前の試行が悪意あると判断され、メモリ６００３の領域に関連付けされてい
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た。
【０６６１】
　ストレージ６０４４は、電子デバイス６００１に通信接続されるか、又は電子デバイス
６００１内にあってもよい。ストレージ６０４４は、ハードディスク、フラッシュドライ
ブ、ＲＡＭディスク、コンパクトディスク、ＤＶＤメディアドライブ、又は他の何れか適
切なメモリを含むマスストレージのための何れか適切な媒体を含むものであってもよい。
ストレージ６０４４は、ＰＣＩ、ＳＡＴＡ、ＵＳＢ又はＦｉｒｅｗｉｒｅなどの何れか適
切なインタフェースを介し電ｓでバイス６００１に通信接続されてもよい。
【０６６２】
　電子デバイス６００１は、メモリ６００３にコードをロードするため、電子デバイス６
００１のリソースにアクセスすることを試行するアプリケーション６０２６又はドライバ
６０２８などの１以上のアプリケーション、ドライバ又は他のエンティティを含むもので
あってもよい。アプリケーション６０２６又はドライバ６０２８は、何れかのプロセス、
アプリケーション、プログラム又はドライバを含むものであってもよい。アプリケーショ
ン６０２６又はドライバ６０２８は、直接的に又は他のルーチンに対するコールを介し、
例えば、リード、ライト又は実行命令によりメモリ６００３又はストレージ６０４４の一
部にアクセスするなどによって、コードをメモリ６００３にロードすることを試行しても
よい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、試行されたコール若しくはアク
セスをインターセプトし、当該試行がマルウェアを示すか判断するため、Ｏ／Ｓ内セキュ
リティエージェント６０１９からのセキュリティルール６００８及び／又はコンテクスト
情報を照会し、何れか適切な訂正アクションを実行するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下
位セキュリティエージェント６０２０は、メモリ６００３若しくはストレージ６０４４へ
のアクセス及び／又はプロセッサ６００２の利用をトラップすることによって、当該イン
ターセプトを実行するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０
２０は、セキュリティルール６００８及び／又はメモリマップ６０１０にアクセスし、メ
モリ６００３若しくはストレージ６０４４の何れか試行されたアクセス及び／又はプロセ
ッサ６００２の何れか試行された利用がトラップされるか決定するよう構成されてもよい
。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、トラップ対象のアクションに対応す
る制御構造のフラグを設定するよう構成されてもよい。
【０６６３】
　一実施例では、アプリケーション６０２６又はドライバ６０２８などのエンティティは
、メモリ６００３がオペレーティングシステム６０１２により仮想化されたメモリページ
を介しメモリ６００３にコードをロードすることに関連するメモリ６００３の部分にアク
セスすることを試行してもよい。当該実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント
６０２０は、メモリページ単位でメモリ６００３の試行されたアクセス又は実行をトラッ
プするよう構成されてもよい。他の実施例では、アプリケーション６０２６又はドライバ
６０２８は、メモリへのコードのロードに関するメモリ６００３の物理部分にアクセスす
ることを試行してもよい。当該実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２
０は、メモリアドレス単位でメモリ６００３の試行されたアクセス又は実行をトラップす
るよう構成されてもよい。
【０６６４】
　メモリ６００３は、メモリ６０３にコードをロードするためのアクションに関する１以
上のコンテンツ又は位置を含むものであってもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェン
ト６０２０は、当該コンテンツ又は位置へのアクセスをトラップするよう構成されてもよ
い。以下は、例示的な具体例として与えられる。メモリ６００３は、メモリ６００３内の
他のページ又はアドレスレンジのパーミッション６０３２を含むページテーブルディレク
トリ６０３０をホストするアドレスのページ又はレンジを含むものであってもよい。例え
ば、パーミッション６０３２は、メモリ位置（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）及び（Ｅ）
におけるコンテンツをリード、ライト及び／又は実行するためのパーミッションの組み合
わせについて設定を含むものであってもよい。メモリ６００３は、例えば、アプリケーシ
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ョン６０２６又はドライバ６０２８などにより割り当てされてもよい位置（Ａ）において
エンプティスペース６０３４を有してもよい。メモリ６００３は、メモリ位置（Ｅ）にお
けるドライバコードセクション６０３６などの電子デバイス６００１のエンティティ又は
ファンクションのコードセクションを有してもよい。メモリ６００３は、オペレーティン
グシステム６０１２がメモリ位置（Ｂ）における未割当てスペース６０３８などの何れか
のエンティティに関するものである限り、未割当てなメモリのセクション又はレンジを含
むものであってもよい。メモリ６００３は、メモリ位置（Ｃ）における信頼されていない
ドライバ６０４０のスペースなど、安全であるか又は悪意あるかというマルウェアステー
タスが未知であるドライバのメモリのセクション又はレンジを含むものであってもよい。
メモリ６００３は、ノンプレゼント（ｎｏｎ－ｐｒｅｓｅｎｔ）コンテンツ６０４２を有
するメモリのセクション又はレンジを含むものであってもよい。メモリ６００３における
このようなノンプレゼントコンテンツ６０４２は、例えば、ディスクにスワップされたコ
ンテンツを有するメモリページなどを含み、例えば、ストレージ６０４４上の１以上のス
ワップされたファイル６０４６におけるスワップされたコンテンツ６０４８などにあって
もよい。
【０６６５】
　ストレージ６０４４は、メモリ６００３にコードをロードするためのアクションに関す
る１以上のコンテンツ又は位置を含むものであってもよい。以下は、例示的な具体例とし
て与えられる。ストレージ６０４４は、スワップされたコンテンツ６０４８が格納される
スワップファイル６０４６を含むものであってもよい。スワップされたコンテンツ６０４
８は、メモリ６００３内に存在するよう電子デバイス６００１のエンティティに見えるが
、実際にはストレージ６０４４に格納されている。ストレージ６０４４は、アプリケーシ
ョンイメージ６０５０を格納するセクション又はアドレスを含むものであってもよい。ア
プリケーションイメージ６０５０は、アプリケーション６０２６又はドライバ６０２８な
どの電子デバイス６００１上で実行されるアプリケーション、ドライバ、ＤＬＬ又は他の
エンティティのイメージを含むものであってもよい。
【０６６６】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０及び／又はＯ／Ｓ内セキュリティエージ
ェント６０１９は、マルウェアについてメモリ６００３及び／又はストレージ６０４４の
一部をスキャンするよう構成されてもよい。当該スキャンは、コンテンツがセキュリティ
ルール６００８、６０２１により定義されるように、悪意あると判断されたコンテンツと
同一であるか判断するため、メモリ６００３及び／又はストレージ６０４４内のコンテン
ツのデジタルシグネチャ、チェックサム又はハッシュを計算することを含むものであって
もよい。しかしながら、あるマルウェアは、実行対象のメモリ６００３に自ら又は他の悪
意あるコードを挿入することによって、電子デバイス６００１を攻撃することを試みるか
もしれない。メモリ６００３にコードをロードするための試行をトラップすることによっ
て、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、例えば、ドライバファイル、メモ
リのイメージ、ａｔ亜はコードを格納する他の標準的な方法などににより初期的に配置さ
れていないコードをトラップ、スキャン又はセキュアにするよう構成されてもよい。当該
コードをドライバファイル、メモリのイメージ又はコードを格納する他の標準的な方法に
より初期的に配置しないことによって、マルウェアは、マルウェアについてメモリ６００
３及び／又はストレージ６０４４の一部をスキャンするため、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエ
ージェント６０２０及び／又はＯ／Ｓ内セキュリティエージェント６０１９について以前
に記述された労力を回避することを試行するかもしれない。さらに、メモリ６００３にコ
ードを投入する変則的な方法は、投入されたコンテンツ又は当該投入を試行したエンティ
ティが悪意あるものとしてすでに知られているかに関わらず、当該投入を試行したエンテ
ィティが悪意あるものであるという徴候であってもよい。
【０６６７】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、オペレーティングシステムローダの
使用など、メモリ６００３にコードをロードするための安全又は標準的な方法を決定する
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よう構成されてもよい。このような安全又は標準的な方法は、オペレーティングシステム
６０１２により実行されるロジック又はステップが既知であるように、ベンチマーク付け
又はマッピングされてもよい。メモリ６００３にコードをロードするための試行をトラッ
プすると、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、当該試行がコードをロード
するための既知の方法と一致するか判断してもよい。例えば、当該試行がメモリのすでに
割り当てられた部分にコードをロードすることに関するものであり、メモリへの直接的な
ライトによりオペレーティングシステムローダをバイパスすることによりこれを実行する
ことを試行した場合、当該試行は悪意あるものと判断されてもよい。
【０６６８】
　プロセッサ６００２による実行のためマルウェアがコードをメモリ６００３に投入する
ことを停止するため、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、実行のためメモ
リ６００３にコードをロードする通常の方法を回避するコードを投入するのに要求される
１以上の試行されたステップをトラップするよう構成されてもよい。実行用のコードをメ
モリ６００３にロードする通常の方法は、例えば、ストレージ６０４４などから実行対象
のアプリケーション、ドライバ又は他のエンティティのイメージを読み、当該イメージか
らのコードをメモリ６００３に配置し、ロードされたコードを実行するため、オペレーテ
ィングシステム６０１２のオペレーティングシステムローダなどを利用することを含むも
のであってもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、例えば、変則的な
方法によりこれらのステップの何れかを実行し、及び／又はオペレーティングシステムロ
ーダの使用を回避するなど実行用のコードをロードする試行をトラップするよう構成され
てもよい。当該変則的な方法は、セキュリティルール６００８により定義されてもよい。
当該変則的な方法は、認証されたアプリケーションイメージ６０５０のファイルから当初
には読まれず、又はメモリ６００３の等価なアプリケーションイメージに配置されるコー
ドの試行されたロードをトラップすることを含むものであってもよい。
【０６６９】
　一実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、メモリ６００３への
コードの試行されたライトとコードの試行された以降の実行とをトラップするよう構成さ
れてもよい。例えば、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、新たに割り当て
られたスペース６０３４の一部であってもよいアドレス（Ａ）における試行されたライト
をトラップするよう構成されてもよい。当該試行されたライト自体はマルウェアを示さず
、このため、当該試行は以降の参照のため記録及び利用されてもよい。書き込まれたコン
テンツは、スキャン、記録又は評価されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント
６０２０は、アドレス（Ａ）に書き込まれたコードの以降の試行された実行をトラップす
るよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、試行された
コンテンツの実行が以前のトラップされたコンテンツのロードに続くため、コンテンツの
ロードは、メモリ６００３にコードをロードすることを含むと判断するよう構成されても
よい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、試行のソース、試行のターゲッ
ト、ロードされるコンテンツ、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント６０１９からの情報又
は他の何れか適切な情報などのコンテクスト情報から、コードのロードがマルウェアを示
すか判断するよう構成されてもよい。例えば、コードがメモリにロードされ、実行が試行
されたと検出すると、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、ロードされたコ
ンテンツをスキャンし、コードがマルウェアであると知られているか判断するよう構成さ
れてもよい。他の例では、ロード及びコードの試行された実行を検出すると、Ｏ／Ｓ下位
セキュリティエージェント６０２０は、当該コードがオペレーティングシステムローダな
どのオペレーティングシステム６０１２の通常のファンクションを利用してロードされた
か判断するよう構成されてもよい。コードが未知のドライバからの直接的なライトなどの
他の非標準的な方法を用いてロードされた場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６
０２０は、試行されたコードのロードが疑わしいと判断し、コードの実行をブロックする
よう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０がメモリ６１０３
におけるコードの試行されたロード及び実行をトラップし、当該試行が疑わしい又は悪意
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あると判断する方法の他の具体例が、後述される。
【０６７０】
　一実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、ストレージ６０４４
からのアプリケーションイメージ６０５０の試行されたリードと、部分６０３４などのメ
モリ６００３の新たなセクションへのコンテンツの以降のライト及び実行をトラップする
よう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、ディスクにあ
るイメージとメモリにあるイメージとを比較するよう構成されてもよい。これら２つのイ
メージが異なる場合、コードセクションのシグネチャやファイルレイアウトなどの相違は
、コードがメモリ６００３にあるイメージに投入されたことを示すものである可能性があ
る。当該投入は、悪意あると判断されてもよい。しかしながら、Ｏ／Ｓ下位セキュリティ
エージェント６０２０は、ディスクからアプリケーションイメージ６０５０の試行された
リードをトラップせず、当該イメージとメモリ６００３にロードされるイメージとを比較
することができない可能性がある。
【０６７１】
　図６１は、当該投入されたコードがどのようにアプリケーションにより収集され、実行
のためメモリ６００３内に配置されるかの具体例を示す。アプリケーション６１０２は、
図６０のアプリケーション６０２６又はドライバ６０２８により実現されてもよい。Ｏ／
Ｓ下位セキュリティエージェント６１２０は、図６０のＯ／Ｓ下位セキュリティエージェ
ント６０２０により実現されてもよい。メモリ６１０３は、図６０のメモリ６００３によ
り実現されてもよい。メモリ６１０３は、アプリケーション６１３０及びドライバ６１３
２のメモリスペースを有してもよい。各メモリスペース６１３０、６１３２は、各自のエ
ンティティのためのこーｄおセクション６１３８、６１４０のスペースを有してもよい。
アプリケーション６１０２は、マルウェアサーバ６１０４からコードをダウンロードして
もよい。マルウェアサーバ６１０４は、ウェブサイト、ネットワーク上の他の電子デバイ
ス又はアプリケーション６１０２に通信接続される他の何れかのエンティティであっても
よい。アプリケーション６１０２は、当該コードをアプリケーション６１３０自体のコー
ドセクション６１３８、６１４０に又はドライバ６１３２などの他のエンティティに書き
込んでもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６１２０は、ここに与えられる各種
技術に従って当該試行をインターセプト及び評価するよう構成されてもよい。例えば、Ｏ
／Ｓ下位セキュリティエージェント６１２０は、試行されたライト及び実行をトラップし
、ライト試行のコンテンツを評価し、アプリケーション６１０２の身元を評価し、ターゲ
ットメモリ位置を評価するよう構成されてもよい。
【０６７２】
　図６２Ａ及び６２Ｂは、投入されるコードがどのようにメモリ６００３内に配置するた
めアプリケーションにより収集されるかの他の例を示す。アプリケーション１　６２０２
及びアプリケーション２　６２０４は、図６０のアプリケーション６０２６又はドライバ
６０２８によって、又は他の同様のエンティティによって実現されてもよい。Ｏ／Ｓ下位
セキュリティエージェント６２２０は、図６０のＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント６
０２０により実現されてもよい。メモリ６２０３は、図６０のメモリ６００３により実現
されてもよい。ディスク６２４４は、図６０のストレージ６０４４により実現されてもよ
い。
【０６７３】
　図６２Ａは、ディスク６２４４からメモリ６２０３へのアプリケーション１などのアプ
リケーションのイメージ６２５２のロードの具体例を示す。オペレーティングシステムロ
ーダは、アプリケーション１　６２５０のディスクイメージ６２５０をリードし、メモリ
６２０３のアプリケーション１のイメージ６２３４にこれを書き込むよう構成されてもよ
い。アプリケーション１のディスクイメージ６２５０は、暗号化されたコンテンツ６２３
６としてメモリ６２０３のアプリケーション１のイメージ６２３４にコピー及び維持され
る暗号化されたコンテンツ６２５２を有してもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェン
ト６２２０は、オペレーティングシステムローダによりコールされた試行されたリード及
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びライトをトラップしてもよい。しかしながら、一実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティ
エージェント６２２０は、２つのイメージが異なっておらず、アクションはオペレーティ
ングシステムの通常の機構により実行されたため、悪意あるアクティビティがイメージの
ロードに関係することを疑う理由はない。
【０６７４】
　図６２Ｂは、アプリケーションのイメージがメモリにロードされた後に実行される可能
性のあるアクションの具体例を示す。アプリケーション２　６２０４は。電子デバイス上
で動作してもよい。アプリケーション１　６２０２は、電子デバイス上で動作し、暗号化
されたコンテンツ６２３６を解読するための命令を送信してもよい。当該コマンドは、暗
号化されたコンテンツ６２３６を解読し、解読されたコンテンツ６２３８ａがアプリケー
ション１のイメージ６２３４のメモリスペースに書き込まれ、及び／又は解読されたコン
テンツ６２３８ｂとしてアプリケーション２のイメージ６２４０のメモリスペースに書き
込まれてもよい。従って、アプリケーション１　６２０２は、自らのコードセクション又
は他のエンティティのコードセクションにコードを投入することを試行してもよい。アプ
リケーション１　６２０２は、以前に暗号化されたコンテンツ６２３６上の位置又はアプ
リケーション１のイメージ６２３４の他のメモリ部分に解読されたコンテンツ６２３８ａ
を書き込むようにしてもよい。解読されたコンテンツ６２３８からのコードは、悪意ある
かもしれない。従って、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６２２０は、ここに与えら
れる各種教示に従って、解読されたコンテンツ６２３８などのコードの試行されたライト
及び実行をトラップして評価するよう構成されてもよい。例えば、Ｏ／Ｓ下位セキュリテ
ィエージェント６２２０は、試行されたライト及び実行をインターセプトし、ライト試行
のコンテンツを評価し、アプリケーション６１０２の身元を評価し、ターゲットメモリ値
を評価するよう構成されてもよい。
【０６７５】
　図６０に戻って、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、電子デバイス６０
０１の既知のエントリの位置を含むメモリ６００３の部分のレイアウトを決定してもよい
。一実施例では、当該レイアウトは、信頼されたドライバ（及びそれらのコード及びデー
タセクション）及び他のドライバ（及びそれらのコード及びデータセクション）と共に、
オペレーティングシステム６０１２のカーネルイメージ及びそれのコンポーネントを含む
とき、カーネルバーチャルメモリのレイアウトを有してもよい。当該レイアウトは、メモ
リマップ６０１０に格納されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は
、オペレーティングシステム６０１２のスタートアップ及び処理をプロファイルすること
によって、デジタル証明書をスキャン又は検証することによりオペレーティングシステム
６０１２のコンポーネント及び信頼されたドライバを検証することによって、又は他の何
れか適切な方法によって、セキュリティルール６００８又はプロテクションサーバからの
レイアウトを決定してもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０はまた、メ
モリ６００３の何れの部分が電子デバイス６００１のエンティティの何れにも割り当てら
れないか決定してもよい。カーネルメモリから物理メモリへのマッピングは、カーネルメ
モリの所与のページについて関連する物理メモリアドレスを記述したメモリマップ６０１
０に含まれてもよい。メモリマップ６０１０はまた、メモリの何れの部分が割り当てられ
たか、割り当てられていないか、ノンプレゼントコンテンツに関連するか、又はファイル
をスワップするかの説明を含むものであってもよい。オペレーティングシステム６０１２
は、オペレーティングシステム６０１２により管理されるバーチャルページを記述したＰ
ａｇｅ　Ｆｒａｍｅ　Ｎｕｍｂｅｒ　Ｄａｔａｂａｓｅ（Ｐｆｎ）などのデータベースに
情報を有してもよい。当該データベースの探索は、割り当てられた、マッピングされた、
ノンプレゼントコンテンツを含むなどのメモリページを決定するのに利用されてもよい。
【０６７６】
　メモリ６００３のレイアウトが既知になると、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６
０２０は、未割当てエリアにおけるメモリの割り当て及び実行をモニタリングするよう構
成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、当該試行された処理
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をトラップし、書き込み対象のオンテンツをスキャンするよう構成されてもよい。当該処
理のステップは、エンティティがライトパーミッションがイネーブルなメモリ６００３の
部分を割り当て、当該メモリ６００３の部分に新たなコンテンツを書き込み、メモリ６０
０３の部分のパーミッションを実行をイネーブルにするよう変更し、実行のためメモリ６
００３の部分をコールすることを含むものであってもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエー
ジェント６０２０は、これらのステップをトラップし、当該ステップがマルウェアを示す
か判断する前に試行された実行を停止するよう構成されてもよい。例えば、Ｏ／Ｓ下位セ
キュリティエージェント６０２０は、位置（Ａ）におけるメモリ６００３の未割当て部分
６０３４の試行された割り当て、部分６０３４にコンテンツを書き込むための試行、位置
（Ａ）のパーミッションをライトからライト／実行に変更するためのページテーブルディ
レクトリ６０３０のパーミッション６０３２へのライト、及び位置（Ａ）におけるパーミ
ッションの試行された実行をトラップするよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリテ
ィエージェント６０２０は、
・ＭｍＡｌｌｏｃａｔｅＣｏｎｔｉｇｕｏｕｓＭｅｍｏｒｙ
・ＭｍＡｌｌｏｃａｔｅＣｏｎｔｉｇｕｏｕｓＭｅｍｏｒｙＳｐｅｃｉｆｙＣａｃｈｅ
・ＭｍＡｌｌｏｃａｔｅＳｐｅｃｉａｌＰｏｏｌ
・ＭｍＡｌｌｏｃａｔｅＣｏｎｔｉｇｕｏｕｓＭｅｍｏｒｙＳｐｅｃｉｆｙＣａｃｈｅＮ
ｏｄｅ
・ＭｍＡｌｌｏｃａｔｅＩｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔＰａｇｅｓ
・ＭｍＡｌｌｏｃａｔｅＭａｐｐｉｎｇＡｄｄｒｅｓｓ
・ＭｍＡｌｌｏｃａｔｅＮｏｎＣａｃｈｅｄＭｅｍｏｒｙ
・ＭｍＡｌｌｏｃａｔｅＰａｇｅｓＦｏｒＭｄｌ又は
・ＭｍＡｌｌｏｃａｔｅＰａｇｅｓＦｏｒＭｄｌＥｘ
のＷｉｎｄｏｗｓＴＭファンクションなどのメモリを割り当てるのに適した何れかのファ
ンクションをトラップするよう構成されてもよい。
【０６７７】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、メモリの試行された割当てをトラッ
プするためこれらのファンクションに対応して、メモリ６００３のページの実行又はメモ
リ６００３の物理アドレスの実行をトラップするよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキ
ュリティエージェント６０２０は、ファンクションのコール元を決定し、既知のマルウェ
アについてコール元のコンテンツをスキャンする。例えば、割当てのための試行が既知の
セキュアな割り当てファンクションのサブファンクションにより行われた場合、当該試行
は、ファンクションに関するセキュリティを回避することを試行するマルウェアを示すか
もしれない。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、以降の参照のため割り当
てられたメモリ部分をメモリマップ６０１０に追加するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下
位セキュリティエージェント６０２０は、コール元などのコンテクスト情報と共に、試行
されたメモリ割当てを記録するよう構成されてもよい。
【０６７８】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、メモリにコードを書き込むのに適し
た何れかのファンクション又は方法をトラップするよう構成されてもよい。アプリケーシ
ョン６０２６又はドライバ６０２８などのエンティティは、オペレーティングシステム６
０１２により提供されるファンクション又は方法を利用して、コードをメモリ６００３に
入力してもよい。しかしながら、これらのエンティティは、指定されたファンクションを
利用することなく行われたメモリ６００３にコードを入力するための試行をトラップする
場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、メモリ６００３にコードをロー
ドするための試行が疑わしいと判断するよう構成されてもよい。
【０６７９】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、メモリ位置のパーミッションを変更
するのに適した何れかのファンクション又は方法をトラップするよう構成されてもよい。
例えば、メモリページパーミッションを変更するため、
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・ＭｍＰｒｏｔｅｃｔＭｄｌＳｙｓｔｅｍＡｄｄｒｅｓｓ
・ＮｔＰｒｏｔｅｃｔＶｉｒｔｕａｌＭｅｍｏｒｙ
・ＭｉＧｅｔＰａｇｅＰｒｏｔｅｃｔｉｏｎ
・ＭｉＱｕｅｒｙＡｄｄｒｅｓｓＳｔａｔｅ
・ＭｉＳｅｔＰｒｏｔｅｃｔｉｏｎＯｎＳｅｃｔｉｏｎ
・ＭｉＧｅｔｐａｇｅＰｒｏｔｅｃｔｉｏｎ
・ＭｉＰｒｏｔｅｃｔＰｒｉｖａｔｅＭｅｍｏｒｙ
などのＷｉｎｄｏｗｓＴＭファンクションの１つがコールされてもよい。
【０６８０】
　従って、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、メモリにおける各自の位置
の実行をモニタリングすることによって、当該ファンクションの何れかの実行をトラップ
するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、ページテ
ーブルディレクトリ６０３０及びそれに含まれるそれのパーミッション６０３２への試行
されたライトをトラップするよう構成されてもよい。パーミッション６０３２に対する試
行されたライトがトラップされる一方、パーミッション６０３２を変更するための認証さ
れたファンクション（上述されたものなど）の実行はトラップされない場合、Ｏ／Ｓ下位
セキュリティエージェント６０２０は、ライトの試行がマルウェアを示していると判断す
るよう構成されてもよい。当該試行は、対応する位置がオペレーティングシステム６０１
２のファンクションに関するセキュリティを受けることなく実行されるか、又は悪意ある
コンテンツにより書き込まれるように、マルウェアがメモリ位置に対するパーミッション
（リードからライト又は実行など）についてページテーブルディレクトリのエントリを直
接編集した結果であるかもしれない。
【０６８１】
　メモリへの試行されたライトとその後の試行された実行とがトラップされ、Ｏ／Ｓ下位
セキュリティエージェント６０２０が、当該試行が位置（Ｂ）の未割当てメモリ部分６０
３８などのメモリの未割当て部分に対して行われたと判断した場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリ
ティエージェント６０２０は、当該試行が悪意あると判断するよう構成されてもよい。Ｏ
／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、コンテンツをライト及び実行するための
試行が位置（Ｂ）の未割当て部分６０３８などの未割当てスペースに対して行われたか判
断するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、メモリ
マップ６０１０にアクセスし、又は割り当てファンクションの以前にトラップされた実行
を参照することによって、当該判定を行うよう構成されてもよい。一実施例では、試行さ
れたライト及び実行が、未割当てであると判断されるメモリ６００３において行われる場
合、マルウェアは、オペレーティングシステム６０１２により定義されたルーチンを利用
することなくメモリを割り当てた可能性がある。当該実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリテ
ィエージェント６０２０は、実行のため当該試行がメモリ６００３にコードをロードする
ための悪意ある試行であると判断してもよい。他の実施例では、試行されたライト及び実
行が、メモリマップ６０１０に示されるような電子デバイス６００１のエンティティにす
でに割り当てられたメモリ６００３において行われた場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエー
ジェント６０２０は、命令のコール元が他のエンティティにコードを書き込むためのパー
ミッションを有しているか又は認証されているか調べるよう構成されてもよい。パーミッ
ションを有していない場合、当該試行は、悪意ある可能性のある他のファンクションに属
するメモリ６００３の部分にコードを投入することを試みるマルウェアを示す可能性があ
る。
【０６８２】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、位置（Ｂ）における部分６０３８な
どの未割当てとして指定されるメモリ６００３の部分における試行されたライト、リード
又は実行、又はパーミッション６０３２における未割当て部分６０３８のパーミッション
を変更する試行をトラップするよう構成されてもよい。オペレーティングシステム６０１
２の認証されたエンティティによりコールされる認証された割り当てファンクション以外
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のエンティティから発生した試行は、コール元のマルウェアステータスが未知であるか否
かに関係なく、悪意あると判断されてもよい。メモリ位置が試行されたライトを受ける場
合、当該試行はコードがメモリにロードされたこの徴候であると判断されてもよい。メモ
リ位置が試行された実行を受けた場合、当該試行は、新たにロードされたコードが実行さ
れることの徴候であると判断されてもよい。
【０６８３】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、信頼されていないドライバ６０４０
に関するメモリ位置（Ｃ）についてのパーミッションの変更６０３２又は信頼されていな
いドライバ６０４０による試行されたライト若しくは実行をトラップするよう構成されて
もよい。信頼されないドライバ６０４０は、マルウェアステータスが未知であるドライバ
を有してもよい。信頼されないドライバ６０４０のシグネチャ又はハッシュについてブラ
ックリスト又はホワイトリストにエントリがないかもしれない。信頼されないドライバ６
０４０は、システム６０００又は同様のシステムが遭遇していない安全で新たなドライバ
であるかもしれず、又はシステム６０００が送信しないマルウェアのパーミュテーション
（ｐｅｒｍｕｔａｔｉｏｎ）であるかもしれない。信頼されないドライバ６０４０の試行
されたライト又は実行がトラップされると、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２
０は、当該トラップされた処理を評価するため、追加的なセキュリティルール６００８を
適用するよう構成されてもよい。特に、コードをライトして以降に実行する試行はトラッ
プされ、オペレーティングシステム６０１２のカーネルドライバ又は既知のドライバなど
の既知の要素に対して当該処理が試行されているか判断するため、Ｏ／Ｓ下位セキュリテ
ィエージェント６０２０によって詳細に調べられてもよい。試行されている場合、当該試
行はブロックされ、信頼されないドライバ６０４０はマルウェアであると判断されてもよ
い。
【０６８４】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、アドレス（Ｄ）における部分６０４
２など、ノンプレゼントコンテンツを有するメモリ６００３の部分の試行されたライト又
は実行をトラップするよう構成されてもよい。メモリ６００３の一部６０４２は、バーチ
ャルメモリ割り当てに関して割り当てられるが、部分６０４２のコンテンツは、実際には
メモリ６００３の物理メモリに存在しなくてもよい。代わりに、当該部分６０４２のコン
テンツは、ストレージ６０４４などの何れかにあってもよい。ノンプレゼントコンテンツ
は、仮想化メモリ６００３がメモリ６００３の物理メモリにおいて他の要素のための余地
を作るのにディスクに移されるページスワップ処理の一部として、ストレージ６０４４の
スワップされたコンテンツ６０４８を含むスワップファイル６０４６にあってもよい。オ
ペレーティングシステム６０１２は、当該スワップ処理を実行するよう構成されてもよく
、スワップされたコンテンツ６０４８を必要なときに物理メモリにリロードするよう構成
されてもよい。従って、部分６０４２はノンプレゼントコンテンツを含む一方、部分６０
４２の試行されたライト又は実行は、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０によ
りトラップされてもよい。当該試行されたライトがページスワップを実行したオペレーテ
ィングシステム６０１２以外のエンティティから発信された場合、当該ライトは悪意ある
可能性がある。例えば、オペレーティングシステム６０１２のバーチャルメモリマネージ
ャから発信されていない部分６０４２に試行されたライトは拒絶されてもよい。さらに、
部分６０４２の試行された実行が、それのコンテンツがノンプレゼントである間に行われ
た場合、当該試行された実行は悪意である可能性がある。
【０６８５】
　さらに、ストレージ６０４４上のスワップされたファイル６０４６のスワップされたコ
ンテンツ６０４８へのライトなどの試行されたアクセスは、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエー
ジェント６０２０によりトラップされてもよい。当該試行されたアクセスが認証されたエ
ンティティ以外のエンティティから発信された場合、当該ライトは悪意あるものであるか
もしれない。例えば、オペレーティングシステム６０１２のバーチャルメモリマネージャ
から発信されていないスワップされたコンテンツ６０４８に試行されたライトは拒絶され
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、マルウェアを示すと判断されてもよい。当該トラップは、例えば、ディスクライトファ
ンクションをトラップすることによって、又はストレージ６０４４における入出力コマン
ドをトラップすることによって実行されてもよい。ストレージ６０４４の入出力コマンド
のトラップは、例えば、ストレージ６０４４上で実行されるファームウェアセキュリティ
エージェントなどにより実行されてもよい。
【０６８６】
　図６３は、コードを投入するためスワップされたコンテンツに対する悪意ある攻撃のさ
らなる例を示す。カーネルバーチャルメモリ６３０４は、仮想化されたときのメモリ６０
０３の部分を表す。カーネルバーチャルメモリ６３０４のコンテンツは、それらがある位
置にマッピングされてもよい。当該コンテンツは、例えば、物理メモリ６３０２及び／又
はディスク６３４４などにマッピングされてもよい。物理メモリ６３０２は、それが電子
デバイス６００１に物理的にあるときのメモリ６００３の物理的レイアウトを示すもので
あってもよい。ディスク６３４４は、図６０のストレージ６０４４により実現されてもよ
い。カーネルバーチャルメモリ６３０４の部分６３０６、６３１０、６３１４、６３１８
は未割当てであり、バーチャルメモリのユーザに利用可能であってもよい。カーネルバー
チャルメモリ６３０４の他の部分は、オペレーティングシステムカーネル６３０８と、ド
ライバ１　６３１２、ドライバ２　６３１６及びドライバ３　６３２０などのドライバと
のための部分を含むものであってもよい。カーネルバーチャルメモリ６３０４における割
り当てられたメモリの部分は、物理メモリ６３０２及び／又はディスク６３４４の各種の
不連続な部分にマッピングされてもよい。ページ６３２２、６３２４及び６３２６を含む
ドライバ３　６３２０に含まれる一例となるページが示される。ドライバ３のページ０に
対応するページ６３２６は、ディスク６３４４上のスワップファイル６３５０にマッピン
グされてもよい。ドライバ３のページ１に対応するページ６３２４は、アドレス（Ａ）上
にあってアドレス（Ｂ）に続く物理メモリ６３０２におけるアドレスにマッピングされて
もよい。ドライバ３のページ２に対応するページ６３２２は、ディスク６３４４のスワッ
プファイル６３４８にマッピングされてもよい。
【０６８７】
　スワップファイル処理が実行されると、ＸＹＺであるかもしれないドライバ３のページ
０のコンテンツが、スワップファイル６３５０に書き込まれてもよい。ドライバ３のペー
ジ０のコンテンツは、ノンプレゼントであってもよい。その間、マルウェア６３５２はス
ワップファイル６３５０のコンテンツをＰＤＱに書き換えてもよい。従って、スワップフ
ァイル処理がリバースされ、コンテンツがディスク６３４４及びスワップファイル６３５
０から読まれると、新たなコードがカーネルバーチャルメモリ６３０４にロードされる。
また、ページ６３２４などの他のページについて値を物理メモリ６３０２に直接書き込む
ためのマルウェア６３５２のアクションが可能であるかもしれない。
【０６８８】
　図６０に戻って、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、ノンプレゼントコ
ンテンツ６０４２を有するページに関するスワップファイル６０４６にコードをロードす
ることを阻止するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０
は、メモリ６００３からスワップファイル６０４６に対して指向されたライト処理をトラ
ップするか、又はその反対を実行し、コンテンツのスナップショット、シグネチャ、暗号
化ハッシュ、チェックサム又は他の表示を決定するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セ
キュリティエージェント６０２０は、ストレージ６０４４上の位置に対応するフラグを設
定することによって、又はメモリページをスワップするためのファンクション若しくはル
ーチンに応答して、試行をトラップするよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティ
エージェント６０２０は、スワップファイル６０４６から試行されたリード処理をトラッ
プし、及び／又はノンプレゼントコンテンツ６０４２についてメモリ部分にライトバック
するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、当該タス
クを実行するため、スワップファンクションの試行された実行をトラップするよう構成さ
れてもよい。当該ファンクションは、例えば、ＩｏＰａｇｅＲｅａｄ（）、ＩｏＡｓｙｎ
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ｃｈｒｏｎｏｕｓＰａｇｅＷｒｉｔｅ（）又はＩｏＡｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓＰａｇｅＷ
ｒｉｔｅ（）などを含むか、又はコールしてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェン
ト６０２０は、スワップファイル６０４６からリードされ、及び／又はノンプレゼントコ
ンテンツ６０４２にライトされるコンテンツのスナップショット、シグネチャ、暗号化ハ
ッシュ、チェックサム又は他の表示を決定し、コンテンツが変更されているか判断するよ
う構成されてもよい。変更されている場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２
０は、スワップファイル６０４６のコンテンツがコードとと共に投入されていると判断す
るよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、新たなコン
テンツの実行をブロックし、他の何れかの訂正手段を実行するよう構成されてもよい。
【０６８９】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、メモリ６００３への特定のライトが
実行パーミッションを与えるためにコンテンツのメモリ位置のパーミッション６０３２を
変更するための以降の試行をトラップすることによるコードのロードであると判断するよ
う構成されてもよい。さらに、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、メモリ
６００３に書き込み、その後にメモリが実行されることを可能にするようパーミッション
６０３２への書き込みを試行するエンティティを決定するよう構成されてもよい。当該エ
ンティティは、典型的には、オペレーティングシステムローダなどの既知の信頼されたエ
ンティティであってもよい。従って、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、
メモリ６００３にコードをロードするための試行がオペレーティングシステムローダなど
の既知の信頼されたエンティティにより生成されたか判断するよう構成されてもよい。生
成されていない場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、当該試行を拒絶
し、当該試行及び／又はエンティティがマルウェアを示すと判断するよう構成されてもよ
い。
【０６９０】
　Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、メモリ６００３から正当なファンク
ションコードをコピーし、新たに割り当てられた部分６０３４などの新たな位置にファン
クションコードをコピーし、その後にコピーされたコードを実行するための試行をトラッ
プするよう構成されてもよい。当該試行は、例えば、オペレーティングシステム６０１２
又は当該ファンクションを所有するドライバなどから認証を取得する必要なく、システム
ファンクションを実行するためのマルウェアによる試行であってもよい。
【０６９１】
　試行された処理をトラップすると、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、
Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェント６０１９からのコンテクスト情報、ドライバのコール
元のスタック及び／又はメモリマップ６０１０に基づき、当該処理のコール元を特定する
よう構成されてもよい。動作ルール、ホワイトリスト若しくはブラックリストを含むセキ
ュリティルール６００８を利用して、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、
コール元が悪意あると知られているか判断するよう構成されてもよい。当該悪意ある状態
が未知である場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、ライト処理が継続
することを可能にするよう構成されてもよい。しかしながら、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエ
ージェント６０２０は、以降の実行試行を停止するよう構成されてもよい。一部の処理は
、投入されたコードを完全にロードするための複数の試行されたライトに関するものであ
るかもしれない。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、投入されたコードを
完全に決定及び特徴付けるため、実行の処理前に当該ライトを許可してもよい。
【０６９２】
　メモリ６００３が信頼される又は信頼されないエンティティにより割り当て、割り当て
解除又はライトされると、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、メモリマッ
プ６０１０に当該情報を記録するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージ
ェント６０２０は、実行のパーミッションなくコード投入攻撃の影響を受けやすいメモリ
６００３の部分をマーク付けしてもよい。メモリ６００３の当該部分の試行された実行は
、トラップされた処理を生じさせるものであってもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージ
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ェント６０２０は、試行された実行に関するメモリマップ６０１０におけるメモリの部分
を特定し、関連するエンティティを決定するよう構成されてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリ
ティエージェント６０２０は、コードを書き込む際に観察される悪意の可能性のある動作
を評価し、又は既知のマルウェアの徴候についてコードバイトをスキャンしてもよい。
【０６９３】
　試行されたコードのロードと以降の試行された実行とが疑わしいと判断されるか、又は
マルウェアを示す場合、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、適切な訂正ア
クションを実行するよう構成されてもよい。一実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエー
ジェント６０２０は、ＮＯＯＰ命令や他のパターンなどのダミー情報により書き込まれた
コードを充填するよう構成されてもよい。さらに、当該試行を行ったエンティティのメモ
リ位置が、ダミー情報により充填されてもよい。他の実施例では、Ｏ／Ｓ下位セキュリテ
ィエージェント６０２０は、試行のソース及びターゲットをクリーン及び隔離するため、
修復エンジンに実行をわたすよう構成されてもよい。さらなる他の実施例では、Ｏ／Ｓ下
位セキュリティエージェント６０２０は、リード、ライト又は実行を不許可するパーミッ
ション６０３２によりコール元及びターゲットのメモリ位置をマーク付けするよう構成さ
れてもよい。同様に、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０は、試行のコール元
又はターゲットのメモリ位置の以降の試行されたリード、ライト又は実行をトラップする
よう構成されてもよい。当該試行に関するメモリ位置は、メモリマップ６０１０において
悪意あるとしてマーク付けされてもよい。
【０６９４】
　図６４は、メモリの一部が悪意あると判断された後、図６０のメモリマップ６０１０な
どのメモリマップ６４００の実施例である。メモリマップ６４００の部分６４０２、６４
０６、６４１０、６４１８、６４２２が未割当てとして示される。メモリマップは、オペ
レーティングシステムカーネル６４０４、ドライバ１　６４０８、ドライバ２　６４１２
及びドライバ３　６４１６の位置を示してもよい。コードを投入及び実行するための悪意
ある試行に関連すると判断されたメモリの部分が、マルウェア６４２０として指定されて
もよい。マルウェアセクション６４２０のリード、ライト及び実行を拒絶するパーミッシ
ョンが設定されてもよい。マルウェアセクション６４２０は、例えば、コードが投入され
たメモリの部分又は投入試行が行われたメモリ部分などを反映してもよい。その後、未知
のセクション６４２４からのマルウェアセクション６４２０の試行されたアクセスは、図
６０のＯ／Ｓ下位セキュリティエージェント６０２０などのＯ／Ｓ下位セキュリティエー
ジェントによりトラップされてもよい。当該Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、マ
ルウェアセクション６４２０に対応するメモリ６００３の部分へのアクセスをトラップす
るためフラグを設定するよう構成されてもよい。例えば、セクション６４２０に以前に書
き込まれたコードをリードするための試行は、未知のセクション６４２４により行われて
もよい。他の例では、セクション６４２０に以前に書き込まれたコードを実行するための
試行は、未知のセクション６４２４により行われてもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエー
ジェントは、マルウェアとして指定されたメモリの試行されたアクセスはそれ自体悪意あ
ると判断するよう構成されてもよい。従って、Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、
当該試行をブロックし、以前に未知のセクション６４２４をマルウェアセクション６４２
４として再指定してもよい。Ｏ／Ｓ下位セキュリティエージェントは、ダミーデータを充
填し、クリーン及び隔離のためのプロセスにわたし、リード、ライト又は実行アクセスを
拒絶するためのパーミッションによりマルウェアセクション６４２４をマーク付けし、及
び／又はマルウェアセクション６４２４への以降のアクセスをトラップするなど、新たに
指定されたマルウェアセクション６４２４に対して訂正アクションを実行するよう構成さ
れてもよい。
【０６９５】
　図６５は、電子デバイスのメモリのコードをロード及び実行するＯ／Ｓ下位トラップの
方法６５００の実施例である。ステップ６５０５において、セキュリティルールは、メモ
リのコードをロード及び実行することに関するリソースを決定するようアクセスされても
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よい。当該セキュリティルールは、リソースへの試行されたアクセスがトラップ及び評価
される基準と共に、リソースを特定してもよい。
【０６９６】
　ステップ６５１０において、電子デバイス内のオペレーティングシステムのレベルの下
位で制御構造にフラグが設定されてもよい。フラグは、例えば、コードの試行された投入
と以降の実行をトラップするため設定されてもよい。フラグは、上述されたような試行に
対応するメモリアドレスを介した物理メモリアクセスを介し、及び／又はメモリページを
介したバーチャルメモリアクセスについて設定されてもよい。
【０６９７】
　ステップ６５１５において、電子デバイスは、メモリへのコードの投入に関するリソー
スにアクセスするためのトラップされた試行についてモニタリングされてもよい。ステッ
プ６５２０において、トラップされた試行がない場合、プロセス６５００はステップ６５
１５に移行し、トラップされる試行のモニタリングを継続する。試行がトラップされた場
合、当該試行はステップ６５２５において処理されてもよい。当該処理は、電子デバイス
のオペレーティングシステムのレベルの下位で実行されてもよい。ステップ６５２５にお
いて、試行が悪意あるか解析するのに有用な情報が収集されてもよい。例えば、当該試行
を行うプロセス、アプリケーション、ドライバ又はルーチンが、試行のターゲット共に決
定されてもよい。電子デバイスのオペレーティングシステム内からのコンテクスト情報が
、Ｏ／Ｓ内セキュリティエージェントから取得されてもよい。コードを投入するための試
行が行われた場合、コール元のイメージがスキャンされてもよい。
【０６９８】
　ステップ６５３０において、ロード又は投入試行を行ったエンティティが、当該試行を
行うのに未認証であると知られているか判断されてもよい。未認証である場合、ステップ
６５６５において、当該試行は拒絶され、何れか適切な訂正アクションが実行されてもよ
い。未認証でない場合、エンティティのマルウェア状態は依然として未知であることを意
味し、ステップ６５３５において、ロード試行が許可され、以降の試行される実行の状況
に応じて、ロード試行が疑わしい可能性があると判断されてもよい。ロード試行が疑わし
い可能性がない場合、当該方法はステップ６５１５に移行し、電子デバイスのモニタリン
グを継続してもよい。
【０６９９】
　ロード試行が依然として疑わしい可能性がある場合、ステップ６５４５において、電子
デバイスは、書き込まれたコードの以降の実行試行についてモニタリングされてもよい。
トラップされた試行がない場合、プロセス６５００は、ステップ６５４５を繰り返すか、
又はトラップされる試行のモニタリングを継続するためパラレルにステップ６５１５に移
行してもよい。実行試行がトラップされた場合、当該試行はステップ６５５０において処
理されてもよい。当該処理は、電子デバイスのオペレーティングシステムのレベルの下位
で実行されてもよい。ステップ６５５０において、実行試行がロード試行に関連して悪意
あるか解析するのに有用な情報が収集されてもよい。例えば、当該試行のを行うプロセス
、アプリケーション、ドライバ又はルーチンが、試行のターゲット共に決定されてもよい
。電子デバイスのオペレーティングシステムの内部からのコンテクスト情報が、Ｏ／Ｓ内
セキュリティエージェントから取得されてもよい。実行試行のコール元のイメージが、マ
ルウェアの徴候についてスキャンされてもよい。
【０７００】
　ステップ６５５５において、試行されたロードに関して試行された実行がマルウェアを
示しているか判断されてもよい。示している場合、ステップ６５６５において、当該試行
は拒絶され、何れか適切な訂正アクションが実行されてもよい。示していない場合、ステ
ップ６５６０において、実行及びロード試行は許可され、方法６５００は、電子デバイス
のモニタリングを任意的に継続するため、ステップ６５１５を継続してもよい。
【０７０１】
　方法３００、６００、８００、１１００、１４００、１９００、２４００、２５００、
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２８００、３０００、３２００、３４００、３６００、３７００、４０００、４２００、
４３００、４４００、４６００、４９００、５３００、５７００、５９００、６５００が
、図１～２、４～５、７、９～１０、１２～１３、１５～１８、２０～２３、２６～２７
、２９、３１、３３、３５、３８～３９、４１、４５、４７～４８、５０～５２、５４～
５６、５８若しくは６０～６４のシステム、又は方法３００、６００、８００、１００、
１４００、１９００、２４００、２５００、２８００、３０００、３２００、３４００、
３６００、３７００、４０００、４２００、４３００、４４００、４６００、４９００、
５３００、５７００、５９００、６５００を実現するよう動作可能な他の何れかのシステ
ムの何れかを利用して実現されてもよい。また、方法３００、６００、８００、１００、
１４００、１９００、２４００、２５００、２８００、３０００、３２００、３４００、
３６００、３７００、４０００、４２００、４３００、４４００、４６００、４９００、
５３００、５７００、５９００、６５００の好適な初期化ポイント及びこれらのステップ
の順序は、選択された実現形態に依存する。図３、６、８、１１、１４、１９、２４～２
５、２８、３０、３２、３４、３６～３７、４０、４２～４４、４６、４９、５３、５７
、５９及び６５は、方法３００、６００、８００、１００、１４００、１９００、２４０
０、２５００、２８００、３０００、３２００、３４００、３６００、３７００、４００
０、４２００、４３００、４４００、４６００、４９００、５３００、５７００、５９０
０、６５００の具体例に関して実行される特定数のステップを開示しているが、これらの
方法は、図面に示されるより多くの又は少ないステップにより実行されてもよい。さらに
、図３、６、８、１１、１４、１９、２４～２５、２８、３０、３２、３４、３６～３７
、４０、４２～４４、４６、４９、５３、５７、５９及び６５は、これらの方法に関して
実行されるステップの特定の順序を開示し、これらの方法を構成するステップは、何れか
適切な順序により完了されてもよい。さらに、方法３００、６００、８００、１００、１
４００、１９００、２４００、２５００、２８００、３０００、３２００、３４００、３
６００、３７００、４０００、４２００、４３００、４４００、４６００、４９００、５
３００、５７００、５９００、６５００の一部又はすべてのステップは、他の方法からの
ステップと組み合わされてもよい。いくつかの実施例では、一部のステップは、任意的に
省略、繰り返し又は合成されてもよい。いくつかの実施例では、方法３００、６００、８
００、１００、１４００、１９００、２４００、２５００、２８００、３０００、３２０
０、３４００、３６００、３７００、４０００、４２００、４３００、４４００、４６０
０、４９００、５３００、５７００、５９００、６５００の１以上のいくつかのステップ
は、互いの他のステップとパラレルに実行されてもよい。特定の実施例では、方法３００
、６００、８００、１００、１４００、１９００、２４００、２５００、２８００、３０
００、３２００、３４００、３６００、３７００、４０００、４２００、４３００、４４
００、４６００、４９００、５３００、５７００、５９００、６５００は、コンピュータ
可読媒体に実現されるソフトウェアにより部分的又は完全に実現されてもよい。
【０７０２】
　本開示のため、コンピュータ可読媒体は、ある期間においてデータ及び／又は命令を保
持する手段又は手段の集合を含むものであってもよい。コンピュータ可読媒体は、限定す
ることなく、ダイレクトアクセスストレージデバイス（ハードディスクドライブ又はフロ
ッピー（登録商標）ディスクなど）、シーケンシャルアクセスストレージデバイス（テー
プディスクドライブなど）、コンパクトディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、ＲＡＭ、ＲＯ
Ｍ、ＥＥＰＲＯＭ及び／又はフラッシュメモリと共に、非一時的通信媒体、及び／又は上
記の何れかの組み合わせなどのストレージメディアを含むものであってもよい。
【０７０３】
　図１～２、４～５、７、９～１０、１２～１３、１５～１８、２０～２３、２６～２７
、２９、３１、３３、３５、３８～３９、４１、４５、４７～４８、５０～５２、５４～
５６、５８若しくは６０～６４のシステムの１以上は、同一のシステムの他のコンポーネ
ントと組み合わされてもよい。
【０７０４】
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　本開示が詳細に説明されたが、添付した請求項により定義されるような本開示の趣旨及
び範囲から逸脱することなく、各種変更、置換及び変形が可能であることが理解されるべ
きである。
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