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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータシステムにおいて、セキュリティポリシーの規則を施行エンジンに配布し
て、該セキュリティポリシーの規則を施行する方法であって、
　セキュリティ施行の様々な層に対応した施行エンジンを受け取るステップと、
　前記コンピュータシステム上でファイアウォールエージェントを実行することによって
、
　　　　　前記各層に対応した規則を有するセキュリティポリシーを受け取って、メモリ
に記憶するステップと、ここで、前記各層に対応する規則は規則タイプを有し、
　　　　　前記記憶されたセキュリティポリシーを選択し、該選択されたセキュリティポ
リシーの規則を識別し、該識別された規則の規則タイプに基づいて該規則が適用される所
定の層に対応した施行エンジンを識別するステップと、
　　　　　前記識別された施行エンジンに、前記選択されたセキュリティポリシーの前記
識別された規則を提供するステップと、
　前記ファイアウォールエージェントによって前記識別された施行エンジンに提供された
前記識別された規則をメモリに記憶するステップと、
　前記コンピュータシステム上でフローマネージャを実行することによって、
　　　　　ネットワークイベントを受信するステップと、
　　　　　前記受信したネットワークイベントに対して前記規則を施行する責任がある前
記所定の層に対応する施行エンジンを識別するステップと、
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　　　　　前記識別された前記所定の層に対応する施行エンジンに、前記受信したネット
ワークイベントを提供するステップと、
　前記コンピュータシステム上で前記施行エンジンを実行することによって、
　　　　　前記受信したネットワークイベントが前記識別された前記所定の層に対応する
施行エンジンに提供されたとき、前記フローマネージャによって提供された該ネットワー
クイベントに対して、前記ファイアウォールエージェントによって前記所定の層に対応す
る施行エンジンに提供された前記規則を施行するステップと
を具え、
　前記施行エンジンが、階層型の複数の施行エンジンとして構成されることにより、該階
層型のある施行エンジンに提供された規則が所定のネットワークイベントに適用されない
と当該ある施行エンジンが判定したときは、該階層型の別の施行エンジンが、当該別の施
行エンジンに提供された前記規則が前記所定のネットワークイベントに適用されるかどう
か判定し、
　前記施行エンジンは、階層型ファイアウォールを提供すると共に、ネットワークプロト
コルスタックの様々な層でセキュリティを提供することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記セキュリティポリシーは、前記セキュリティポリシーを複数のコンピュータシステ
ムに向けて配布するポリシーコンピュータシステムから受け取られることを特徴とする請
求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記施行エンジンは、挙動阻止セキュリティコンポーネントを含むことを特徴とする請
求項１記載の方法。
【請求項４】
　施行エンジンは、サブコンポーネントを含み、
　前記施行エンジンは、規則が提供されると、前記規則をサブコンポーネントに提供する
ことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項５】
　少なくとも１つの施行エンジンは、カーネルモードで実行され、
　少なくとも１つの施行エンジンは、ユーザモードで実行されることを特徴とする請求項
１記載の方法。
【請求項６】
　前記ファイアウォールエージェントは、ユーザモードサブコンポーネントおよびカーネ
ルモードサブコンポーネントを含み、
　前記ユーザモードサブコンポーネントは、カーネルモードで実行される施行エンジンに
規則を提供するために、前記カーネルモードサブコンポーネントに前記規則を配布するこ
とを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項７】
　単一のフローマネージャコンポーネントが、複数の層からのネットワークイベントを処
理することを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項８】
　セキュリティポリシーの規則を施行エンジンに配布して、該セキュリティポリシーの規
則を施行するコンピュータシステムであって、
　セキュリティ施行の様々な層に対応した複数の施行エンジンと、
　ファイアウォールエージェントと、
　　　　　　該ファイアウォールエージェントは、
　　　　　　前記各層に対応した規則を有するセキュリティポリシーを受け取って、メモ
リに記憶させることと、ここで、前記各層に対応する規則は、規則タイプを有し、
　　　　　　前記記憶されたセキュリティポリシーを選択し、該選択されたセキュリティ
ポリシーの規則を識別し、該識別された規則の規則タイプに基づいて該規則が適用される
所定の層に対応する施行エンジンを識別することと、
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　　　　　　前記識別された施行エンジンに、前記選択されたセキュリティポリシーの前
記識別された規則を提供することとを実行するように構成され、
　前記ファイアウォールエージェントによって前記識別された所定の層に対応する施行エ
ンジンに提供された前記識別された規則を記憶するメモリと、
　フローマネージャと
を具え、
　　該フローマネージャは、
　　　　　　　ネットワークイベントを受信することと、
　　　　　　　前記受信したネットワークイベントに対して前記規則を施行する責任があ
る前記所定の層に対応する施行エンジンを識別することと、
　　　　　　　前記識別された前記所定の層に対応する施行エンジンに、前記受信したネ
ットワークイベントを提供することとを実行するように構成され、
　　前記施行エンジンは、
　　　　　　前記受信したネットワークイベントが前記識別された前記所定の層に対応す
る施行エンジンに提供されたとき、前記フローマネージャによって提供された該ネットワ
ークイベントに対して、前記ファイアウォールエージェントによって前記所定の層に対応
する施行エンジンに提供された前記規則を施行するように構成され、
　　前記施行エンジンが、階層型の複数の施行エンジンとして構成されることにより、該
階層型のある施行エンジンに提供された規則が所定のネットワークイベントに適用されな
いと当該ある施行エンジンが判定したときは、該階層型の別の施行エンジンが、当該別の
施行エンジンに提供された前記規則が前記所定のネットワークイベントに適用されるかど
うか判定し、これにより、
　　前記施行エンジンは、階層型ファイアウォールを提供すると共に、ネットワークプロ
トコルスタックの様々な層でセキュリティを提供することを特徴とするコンピュータシス
テム。
【請求項９】
　前記セキュリティポリシーは、前記セキュリティポリシーを複数のコンピュータシステ
ムに向けて配布するポリシーコンピュータシステムから受け取られることを特徴とする請
求項８記載のコンピュータシステム。
【請求項１０】
　前記施行エンジンは、挙動阻止セキュリティコンポーネントを含むことを特徴とする請
求項８記載のコンピュータシステム。
【請求項１１】
　施行エンジンは、サブコンポーネントを含み、
　前記施行エンジンは、規則が提供されると、前記規則をサブコンポーネントに提供する
ことを特徴とする請求項８記載のコンピュータシステム。
【請求項１２】
　少なくとも１つの施行エンジンは、カーネルモードで実行され、
　少なくとも１つの施行エンジンは、ユーザモードで実行されることを特徴とする請求項
８記載のコンピュータシステム。
【請求項１３】
　前記ファイアウォールエージェントは、ユーザモードサブコンポーネントおよびカーネ
ルモードサブコンポーネントを含み、
　前記ユーザモードサブコンポーネントは、カーネルモードで実行される施行エンジンに
規則を提供するために、前記カーネルモードサブコンポーネントに前記規則を配布するこ
とを特徴とする請求項８記載のコンピュータシステム。
【請求項１４】
　単一のフローマネージャコンポーネントが、複数の層からのネットワークイベントを処
理することを特徴とする請求項８記載のコンピュータシステム。
【請求項１５】
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　コンピュータにより、請求項１ないし７のいずれかに記載の方法を実行することが可能
な命令を有するコンピュータプログラム。
【請求項１６】
　請求項１５記載のコンピュータプログラムを有するコンピュータ読取り可能な記録媒体
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に、コンピュータシステムの脆弱性が利用されるのを防止する、セキュリ
ティポリシーを配布するための方法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネットは、コンピュータシステム間の通信を容易にすることおよび電子商取引
を可能にすることに大いに成功してきたが、インターネットに接続されたコンピュータシ
ステムは、その動作を混乱させようとするハッカーによるほぼ常時の攻撃にさらされてい
る。攻撃の多くは、これらのコンピュータシステム上で実行されるアプリケーションプロ
グラムやその他のコンピュータプログラムを含めた、ソフトウェアシステムの脆弱性を利
用しようとするものである。ソフトウェアシステムの開発者、および企業のコンピュータ
システムの管理者は、脆弱性を識別して除去するために多大な労力および費用に頼る。し
かし、ソフトウェアシステムは複雑なので、ソフトウェアシステムがリリースされる前に
すべての脆弱性を識別して除去するのはほぼ不可能である。ソフトウェアシステムがリリ
ースされた後で、開発者は様々な方法で脆弱性に気付くことができるようになる。悪意の
ない第三者が脆弱性を識別し、この脆弱性をハッカーによって識別され利用される前に除
去できるよう、開発者に密かに知らせる場合もある。ハッカーが最初に脆弱性を識別した
場合、開発者は、この脆弱性が（時として破滅的な結果を伴って）利用されるまで、それ
について知らないことがある。
【０００３】
　開発者がどのようにして脆弱性に気付くかにかかわらず、開発者は通常、脆弱性を除去
する「パッチ」または更新をソフトウェアシステムに対して開発して、システム管理者に
配布する。脆弱性がまだ利用されていない場合（例えばハッカーに知られていないであろ
う場合）は、開発者は統制のとれた方法でパッチを設計し、実装し、テストし、配布する
ことができる。脆弱性がすでに広く明るみになっている場合は、開発者は、通常の状況で
用いられるのと同じ注意を払うことなく急いでパッチを配布することがある。パッチがコ
ンピュータシステムの管理者に配布されると、管理者は、スケジューリングおよびパッチ
のインストールを行って脆弱性を除去することを担う。
【０００４】
　残念ながら、管理者はしばしば、パッチをインストールして脆弱性を除去するのを様々
な理由で延期する。パッチをインストールするとき、ソフトウェアシステム、および場合
によってはそれが実行されているコンピュータシステムを、シャットダウンして再起動す
ることが必要な場合がある。組織の成功にとってクリティカルなソフトウェアシステムに
脆弱性がある場合、管理者は、ソフトウェアシステムを稼動させたままにしてそれに付随
する攻撃のリスクを負うことと、企業のクリティカルリソースをシャットダウンしてパッ
チをインストールすることとのトレードオフを分析する必要がある。管理者の中には、パ
ッチが急いで配布されたため正しくテストされておらず意図されない副作用を有するかも
しれないという恐れから、パッチのインストールを延期する者もいるかもしれない。パッ
チが意図されない副作用を有する場合、パッチの影響を受けるソフトウェアシステム、コ
ンピュータシステム、またはその他の何らかのソフトウェアコンポーネントは、パッチ自
体によってシャットダウンされることがある。管理者は、パッチをインストールするかど
うか決定するとき、意図されない副作用の可能性を計算に入れる必要がある。これらの管
理者は、意図されない重大な副作用がないことが他者の経験によって示されるまで、パッ



(5) JP 4914052 B2 2012.4.11

10

20

30

40

50

チのインストールを延期する場合がある。
【０００５】
　まだパッチが当てられていない既知の脆弱性を利用することが試みられているかどうか
を識別するのに使用することのできる、侵入検出システムが開発されてきた。これらの侵
入検出システムを使用して、まだパッチの開発またはインストールがなされていない新た
に発見された脆弱性が利用されるのを防止することができる。これらの侵入検出システム
は、脆弱性を利用できる方法それぞれに対する「シグネチャ」を定義することができる。
例えば、ある属性を有するあるタイプのメッセージを送信することによって脆弱性を利用
することができる場合、この利用に対するシグネチャは、このタイプおよび属性を指定す
るものとなる。メッセージ受信などのセキュリティ施行イベントが発生したとき、侵入検
出システムは、そのシグネチャをチェックして、いずれかがセキュリティ施行イベントに
マッチするかどうか判定する。マッチする場合は、侵入検出システムは、メッセージをド
ロップするなど、この利用を防止するための動作を行うことができる。
【０００６】
　新たに発見された脆弱性利用に対するシグネチャは、様々な方法で作成することができ
る。侵入検出システムの開発者は、新しい利用に気付いたとき、新しいシグネチャを作成
して配布することができる。次いで管理者は、新しいシグネチャをインストールして、利
用を防止することができる。しかし、開発者は、既知のすべての利用に対するシグネチャ
を提供するわけではないかもしれない。例えば、開発者のサポートしない専用アプリケー
ションプログラムに脆弱性がある場合もある。このような脆弱性の利用を防止するために
、侵入検出システムでは、管理者が独自のシグネチャを作成できることがある。
【０００７】
　１つまたは複数のシグネチャのセットは、セキュリティポリシーと考えることができる
。侵入検出システムの開発者は、様々なセキュリティポリシーを提供することができる。
例えば開発者は、オペレーティングシステムの脆弱性のシグネチャを定義する１つのセキ
ュリティポリシーを提供することができ、また、１つのアプリケーションまたはある種類
の複数のアプリケーションに特有の、他の多くのセキュリティポリシーを提供することが
できる。同様に、管理者は、企業によって使用されるカスタムアプリケーションに特有の
セキュリティポリシーを定義することができる。
【０００８】
　侵入はオペレーティングシステム内またはアプリケーション内の様々なポイントで発生
する可能性があるので、これらの各ポイントにおける脆弱性利用を検出して防止するため
の侵入検出システムが開発されてきた。例えば、通信プロトコルのネットワーク層で検出
される可能性のある脆弱性利用を防止するための侵入検出システムを開発することができ
、また、ファイルがアクセスされている間に検出される可能性のある脆弱性利用を防止す
るための別の侵入検出システムを開発することができる。侵入検出システムの各開発者は
独自の実装ポリシーおよびセキュリティポリシーを提供することができるが、これらは保
護対象の各コンピュータシステムに配布する必要がある。さらに、実装ポリシーまたはセ
キュリティポリシーの更新があれば、それらも保護対象のコンピュータシステムに配布す
る必要がある。
【０００９】
　多数のコンピュータシステムを有する企業のためのセキュリティポリシーを配布および
更新することは、複雑で時間のかかる作業である可能性がある。各セキュリティポリシー
を、各コンピュータシステムに提供し、次いで、各コンピュータシステムにインストール
された適切な侵入検出システムに提供する必要がある。侵入検出システムの開発者は通常
、自分のシステムを相互から独立して開発するので、各侵入検出システムは、セキュリテ
ィポリシーを定義および配布するための独自仕様の機構を有する場合がある。企業のシス
テム管理者は、侵入検出システムを効果的に使用するために、これらの各機構を認識して
いる必要がある場合がある。
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　コンピュータシステムで受け取ったセキュリティポリシーを、これらのセキュリティポ
リシーの施行を担うコンポーネントに配布するための一様な方法を提供する機構を有する
ことが望ましいであろう。
【００１１】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、コンピ
ュータシステムの脆弱性が利用されるのを防止する、セキュリティポリシーを配布するた
めの方法およびシステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　セキュリティポリシーを配布および施行するための方法およびシステムが提供される。
分散ファイアウォールシステムは、ポリシーサーバコンポーネント、ファイアウォールエ
ージェント、施行エンジンを備える。保護対象のホストコンピュータシステムで実行され
るファイアウォールエージェントは、施行エンジンのためのセキュリティポリシーをポリ
シーサーバコンポーネントから受け取り、施行エンジンは、これらのセキュリティポリシ
ーをホストコンピュータシステム上で施行することを担う。セキュリティポリシーは規則
を有し、各規則は、条件と、条件が満たされるときに実施される動作とを提供する。規則
は規則タイプ（セキュリティタイプとも呼ばれる）も有し、規則タイプは、規則の施行を
担う施行エンジンをファイアウォールエージェントが識別するのに使用される。ファイア
ウォールエージェントは、ユーザモードおよびカーネルモードで実行される施行エンジン
にセキュリティポリシーを配布することができる。施行エンジンは、セキュリティを施行
するための階層型の手法を提供することができる。ホストコンピュータシステムで受け取
ったセキュリティポリシーを配布するために、ファイアウォールエージェントは、規則タ
イプに部分的に基づいて、どの施行エンジンに規則が適用されるかを識別する。次いでフ
ァイアウォールエージェントは、識別された施行エンジンに規則を配布し、次いで施行エ
ンジンは規則を施行する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、コンピュータシステムの脆弱性が利用されるのを防止することができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して本発明を適用できる実施形態を詳細に説明する。
【００１５】
　セキュリティポリシーを配布および施行するための方法およびシステムが提供される。
分散ファイアウォールシステムは、ポリシーサーバコンポーネント、ファイアウォールエ
ージェント、施行エンジンを備える。保護対象のホストコンピュータシステムで実行され
るファイアウォールエージェントは、施行エンジンのためのセキュリティポリシーをポリ
シーサーバから受け取り、施行エンジンは、これらのセキュリティポリシーをホストコン
ピュータシステム上で施行することを担う。セキュリティポリシーは、実行スコープおよ
び関連する規則を有する。実行スコープは、関連する規則が適用されることになるプロセ
スまたはアプリケーションの属性を定義する。規則は、条件と、条件が満たされるときに
実施される動作とを提供する。規則は規則タイプ（セキュリティタイプとも呼ばれる）も
有し、規則タイプは、規則の施行を担う施行エンジンをファイアウォールエージェントが
識別するのに使用される。ファイアウォールエージェントは、ユーザモードおよびカーネ
ルモードで実行される施行エンジンにセキュリティポリシーを配布することができる。施
行エンジンは、分散ファイアウォールのための階層型の手法を提供することができる。例
えば、施行エンジンをホストコンピュータシステムにインストールして、ＩＳＯ（Intern
ational Organization for Standardization）７層参照モデルの様々な層における侵入を
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防止することができる。ネットワーク層、トランスポート層、セッション層はそれぞれ、
その層における侵入の試みを検出するように開発された施行エンジンを有することができ
る。ホストコンピュータシステムで受け取ったセキュリティポリシーを配布するために、
ファイアウォールエージェントは、規則タイプに部分的に基づいて、どの施行エンジンに
規則が適用されるかを識別する。次いでファイアウォールエージェントは、識別された施
行エンジンに規則を配布し、次いで施行エンジンは規則を施行する。施行エンジンは、規
則を受け取ると、規則をそのサブコンポーネントに適宜配布することができる。例えば、
ファイアウォールエージェントは、複数のカーネルモード施行エンジンに向けたすべての
規則を単一のカーネルモードセキュリティコンポーネントに配布することができ、次いで
単一のカーネルモードセキュリティコンポーネントは、規則を施行エンジンに配布する。
このようにして、この分散ファイアウォールシステムは、ホストコンピュータシステムに
様々な保護層を提供する複数の施行エンジンにセキュリティポリシー規則を配布するため
の、単一の機構を提供する。
【００１６】
　一実施形態では、セキュリティポリシーは、条件と、動作と、任意選択で例外とを指定
する規則を含む。例えば、規則は、アプリケーションがポート８０以外のどのネットワー
クポート上でもメッセージを受信しないことを指示することができる。この規則の条件は
、メッセージがポート８０以外のネットワークポート上で受信されたときに満たされ、動
作の結果、メッセージは廃棄される。別の例として、規則は、アプリケーションがネット
ワークポート８０上でメッセージを送信しようとしたときに、この規則が施行されている
コンピューティングシステムのユーザに許可を求めるべきであることを指示する。規則は
、それらの挙動に基づいて規則タイプまたはセキュリティタイプに類別することができる
。例えば、ネットワークセキュリティタイプを有する規則は、ネットワークトラフィック
のためのセキュリティ施行に向けることができる。各セキュリティタイプは、そのセキュ
リティタイプの規則を施行するためのそれ自体のセキュリティコンポーネントを有するこ
とができる。セキュリティポリシーを指定するための言語は、２００４年７月１日に出願
された「Languages for Expressing Security Policies」という名称の米国特許出願第１
０／８８２４３８号に記載されている。
【００１７】
　規則の条件、動作、例外は、式として指定することができる。規則は、「ＩＦ条件ＴＨ
ＥＮ動作ＥＸＣＥＰＴ例外」として意味的に表現することができる。規則の条件は、規則
のセキュリティ施行動作が実施されることになる状況の式である。動作は、条件が満たさ
れるときに実施されるアクティビティの式である。１つの規則が複数の動作を有すること
もできる。例外は、条件が満たされても動作が実施されない場合があるときの式である。
条件は静的または動的とすることができる。静的な条件は例えば、ハードコードされたフ
ァイルリスト（hard-coded list of files）を参照するものである。動的な条件は例えば
、クエリを実施して、提供された基準にマッチするファイルリストを決定するものである
。セキュリティ施行動作には、セキュリティ施行イベントを引き起こした要求を許可する
こと、要求を拒否すること、ユーザに入力を求めること、ユーザに通知することなどを含
めることができる。その他の規則構造も可能である。例として、「ｅｌｓｅ」構造を追加
して、条件が偽であるときに代替動作を実施することができる。
【００１８】
　図１は、一実施形態における分散ファイアウォールシステムを示すブロック図である。
企業がネットワークシステム１００を有することができ、ネットワークシステム１００は
、ポリシーサーバコンピュータシステム１１０およびホストコンピュータシステム１２０
を含む。システム管理者は、ポリシーサーバコンピュータシステムのポリシーサーバコン
ポーネント１１１を使用して、セキュリティポリシーストア１１２に記憶されるセキュリ
ティポリシーを準備し、ホストコンピュータシステムに配布する。各ホストコンピュータ
システムは、ファイアウォールエージェント１２１、施行エンジン１２２、ポリシースト
ア１２３を備える。ファイアウォールエージェントは、ホストコンピュータシステムがセ



(8) JP 4914052 B2 2012.4.11

10

20

30

40

50

キュリティポリシーを受け取ってそのホストコンピュータシステムの施行エンジンに配布
するための、中央機構を提供する。ホストコンピュータシステムのファイアウォールエー
ジェントは、ポリシーサーバコンピュータシステムからセキュリティポリシーを受け取る
と、セキュリティポリシーをポリシーストアに記憶する。次いでファイアウォールエージ
ェントは、セキュリティポリシーを規則ごとに処理し、規則を適切な施行エンジンに提供
する。ファイアウォールエージェントは、様々なセキュリティポリシーを組み合わせるこ
とができ、セキュリティポリシーの規則を順序付けることができ、セキュリティポリシー
の施行に影響するであろうセキュリティポリシーまたはシステム構成の変更を施行エンジ
ンに動的に通知することができる。このような組合せ、順序付け、通知は、２００４年１
０月１４日に出願された「Method and System for Merging Security Policies」という
名称の米国特許出願第１０／９６６８００号に記載されている。次いで、施行エンジンは
、規則をネットワークイベントに適用することによって規則を施行する。施行エンジンは
、様々なタイプのセキュリティ施行を提供することができる。施行エンジンは、ある種の
挙動を行う試みを検出して、この試みを阻止することができる。例えば、ウイルスに感染
したアプリケーションが、オペレーティングシステムのいくつかのファイルを削除しよう
とする場合がある。このアプリケーションと同じプロセス空間で実行されているセキュリ
ティエンジンが、ファイルを削除する試みを検出して阻止することができる。挙動阻止を
実施するためのセキュリティエンジンは、２００４年４月２７日に出願された「A Method
 and System for Enforcing a Security Policy via a Security Virtual Machine」とい
う名称の米国特許出願第１０／８３２７９８号に記載されている。施行エンジンは、ＩＰ
（Internet Protocol）、ＩＣＭＰ（Internet Control Message Protocol）、ＴＣＰ（Tr
ansmission Control Protocol）、ＦＴＰ（file transfer protocol）、ＤＮＳ（Domain 
Name System）、ＨＴＴＰ（hypertext transfer protocol）、ＲＰＣ（remote procedure
 call）など、様々なプロトコルのネットワークイベントに規則を適用するように適合さ
せることができる。脆弱性の利用を防止する技法は、２００４年９月３０日に出願された
「Method and System for Filtering Communications to Prevent Exploitation of a So
ftware Vulnerability」という名称の米国特許出願第１０／９５５９６３号に記載されて
いる。
【００１９】
　図２は、一実施形態における、ホストコンピュータシステム上で実行される分散ファイ
アウォールシステムのコンポーネントを示すブロック図である。ホストコンピュータシス
テムは、ファイアウォールエージェントコンポーネント２２０、カーネルモードコンポー
ネント２３０、アプリケーションユーザモードコンポーネント２４０を備える。ファイア
ウォールエージェントコンポーネントは、ポリシー受信コンポーネント２２１、ポリシー
解析コンポーネント２２２、ポリシー配布コンポーネント２２３を含む。ファイアウォー
ルエージェントコンポーネントはまた、ポリシーストア２２４および構成マネージャ２２
５も含む。ポリシー受信コンポーネントは、ポリシーサーバコンピュータシステムから提
供されたセキュリティポリシーを受け取り、ポリシーストアに記憶する。ポリシー解析コ
ンポーネントは、ポリシーをポリシーストアから取り出し、施行エンジンによって処理さ
れるようにこれらをより低水準の言語に変換する。ポリシー配布コンポーネントは、解析
されたセキュリティポリシーを受け取り、セキュリティポリシーの規則を適切な施行エン
ジンに配布する。構成マネージャは、ホストコンピュータシステムの現在構成に基づいて
どの規則をどの施行エンジンに配布すべきかを決定する際に使用される構成情報を提供す
る。
【００２０】
　カーネルモードコンポーネントは、施行エンジン２３１、フローマネージャコンポーネ
ント２３３、プロトコルフック２３４を含む。これらのコンポーネントは、層０から層Ｎ
までに階層化することができ、これらの層はＩＳＯ７層参照モデルの様々な層に対応する
ものとすることができる。各層は、関連するプロトコルフック、フローマネージャ、施行
エンジンを有することができる。施行エンジンは、その層に特有であり、その層に特有の
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ネットワークイベントを解析し、ファイアウォールエージェントからその層に提供された
規則を施行する。各層に対する規則は、その層に特有とすることのできる規則ストア２３
２に記憶される。フローマネージャコンポーネントは、ネットワークイベントをインター
セプトして、規則を施行するために対応する施行エンジンを呼び出すことを担う。各フロ
ーマネージャコンポーネントは、対応する層におけるネットワークイベントを検出するこ
とを担う対応するプロトコルフックから、ネットワークイベントを受け取る。アプリケー
ションユーザモードコンポーネントは、全体的なアーキテクチャにおいてカーネルモード
コンポーネントと同様の方式で階層型セキュリティを提供するための、アプリケーション
にリンクするダイナミックリンクライブラリとして提供することができる。
【００２１】
　この配布システムが実現されるコンピューティングデバイスは、中央処理装置、メモリ
、入力デバイス（例えばキーボードやポインティングデバイス）、出力デバイス（例えば
表示デバイス）、記憶デバイス（例えばディスクドライブ）を備えることができる。メモ
リおよび記憶デバイスは、配布システムを実現する命令を含むことのできるコンピュータ
可読媒体である。さらに、データ構造およびメッセージ構造は、通信リンク上の信号など
のデータ伝送媒体を介して記憶または伝送することもできる。インターネット、ローカル
エリアネットワーク、ワイドエリアネットワーク、ポイントツーポイントダイヤルアップ
接続、セルホンネットワークなど、様々な通信リンクを使用することができる。
【００２２】
　この配布システムは様々な動作環境で実現することができ、これらの環境には、パーソ
ナルコンピュータ、サーバコンピュータ、ハンドヘルドデバイスまたはラップトップデバ
イス、マルチプロセッサシステム、マイクロプロセッサベースのシステム、プログラム可
能な家庭用電化製品、デジタルカメラ、ネットワークＰＣ（personal computer）、ミニ
コンピュータ、メインフレームコンピュータや、これらのシステムまたはデバイスのいず
れかを含む分散コンピューティング環境などが含まれる。ホストコンピュータシステムは
、セルホン、パーソナルデジタルアシスタント、スマートホン、パーソナルコンピュータ
、プログラム可能な家庭用電化製品、デジタルカメラなどとすることができる。
【００２３】
　この配布システムは、プログラムモジュールなど、１つまたは複数のコンピュータまた
はその他のデバイスによって実行されるコンピュータ実行可能命令の一般的な状況で述べ
ることができる。一般に、プログラムモジュールは、特定のタスクを実施するか特定の抽
象データ型を実現するルーチン、プログラム、オブジェクト、コンポーネント、データ構
造などを含む。通常、プログラムモジュールの機能は、様々な実施形態で望まれるように
結合または分散させることができる。
【００２４】
　図３は、一実施形態における、ファイアウォールエージェントのポリシー配布コンポー
ネントの処理を示す流れ図である。このコンポーネントは、ポリシー解析コンポーネント
からポリシーを受け取ると、規則が適用される施行エンジンを識別し、識別された施行エ
ンジンに規則を配布する。ブロック３０１～３０７で、コンポーネントはループしてセキ
ュリティポリシーを選択する。ブロック３０１で、コンポーネントは次のセキュリティポ
リシーを選択する。判定ブロック３０２で、すべてのセキュリティポリシーがすでに選択
されている場合は、コンポーネントは完了し、そうでない場合はブロック３０３に進む。
ブロック３０３～３０７で、コンポーネントはループして、選択されたセキュリティポリ
シー内の各規則を処理する。ブロック３０３で、コンポーネントは、選択されたセキュリ
ティポリシーの次の規則を選択する。判定ブロック３０４で、選択されたセキュリティポ
リシーのすべての規則がすでに選択されている場合は、コンポーネントはブロック３０１
にループして、次のセキュリティポリシーを選択し、そうでない場合はブロック３０５に
進む。ブロック３０５で、コンポーネントは、選択されたセキュリティ規則の規則タイプ
（またはセキュリティタイプ）を識別する。ブロック３０６で、コンポーネントは、識別
された規則タイプの規則を施行することを担う施行エンジンを識別する。ブロック３０７
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で、コンポーネントは、選択された規則を識別されたコンポーネントに提供し、次いでブ
ロック３０３にループして、選択されたセキュリティポリシーの次の規則を選択する。
【００２５】
　図４は、一実施形態におけるフローマネージャコンポーネントの処理を示す流れ図であ
る。フローマネージャコンポーネントは、ネットワークイベントを渡され、このネットワ
ークイベントを処理するための適切な施行エンジンを呼び出す。フローマネージャコンポ
ーネントは、各層ごとの、その層だけのネットワークイベントを処理する別々のフローマ
ネージャとして実現してもよく、あるいは、すべての層のネットワークイベントを処理す
る単一のフローマネージャコンポーネントとして実現してもよい。例示するこの実施形態
では、フローマネージャコンポーネントは、すべての層に関するすべてのネットワークイ
ベントを処理する。判定ブロック４０１～４０３で、コンポーネントは、ネットワークイ
ベントが該当する層を識別する。次いでコンポーネントは、ブロック４１０～４１３で、
この層に関連する施行エンジンを呼び出す。次いでコンポーネントは完了する。フローマ
ネージャは、各ネットワーク接続ごとに別々のフローを維持することができる。施行エン
ジンおよびフローマネージャは、層、および層によって実施されるプロトコルに特有とす
ることができる。例えば、接続がパケット層で伝送制御プロトコル（「ＴＣＰ」）または
ユーザデータグラムプロトコル（「ＵＤＰ」）を使用するとき、フローマネージャはこの
プロトコルに適した施行エンジンを呼び出す。呼び出された施行エンジンは、ある呼出し
から次の呼出しへのステート情報を追跡するためのデータ構造をインスタンス化すること
ができる。ユーザモード施行エンジンによって保護される各アプリケーションもまた、各
接続ごとに別々のフローを持つフローマネージャを有することができる。
【００２６】
　図５は、一実施形態における、特定の層の施行エンジンの処理を示す流れ図である。分
散ファイアウォールシステムのコンポーネントの１つである施行エンジンは、ネットワー
クイベントを提供され、このイベントに適用される規則を識別し、規則の条件が満たされ
るかどうか判定し、満たされる場合は、規則に関連する動作を実施する。ブロック５０１
～５０４で、コンポーネントはループして、施行エンジンの層に関連する各規則を選択す
る。ブロック５０１で、コンポーネントは次の規則を選択する。判定ブロック５０２で、
すべての規則がすでに選択されている場合は、コンポーネントは完了し、そうでない場合
はブロック５０３に進む。判定ブロック５０３で、規則の条件が満たされる場合は、コン
ポーネントはブロック５０４に進み、そうでない場合は、ブロック５０１にループして次
の規則を選択する。ブロック５０４で、コンポーネントは、規則に関連する動作を実施し
、次いでブロック５０１にループして次の規則を選択する。各施行エンジンは、その層に
適したネットワークイベントおよび規則を処理するように適合させることができる。例え
ば、ネットワーク層の施行エンジンは、ネットワークパケットを解析し、ネットワークパ
ケットに関係する規則を施行することができる。アプリケーション層の施行エンジンは、
そのアプリケーションに関係するファイルへのアクセスまたは修正を行おうとする未許可
の試みを検出することができる。
【００２７】
　以上のことから、本明細書では例示のために分散ファイアウォールシステムの特定の実
施形態を述べたが、本発明の趣旨および範囲を逸脱することなく様々な修正を加えること
ができることが理解されるであろう。したがって本発明は、添付の特許請求の範囲による
場合を除いては限定されない。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】一実施形態における分散ファイアウォールシステムを示すブロック図である。
【図２】一実施形態における、ホストコンピュータシステム上で実行される分散ファイア
ウォールシステムの各部のコンポーネントを示すブロック図である。
【図３】一実施形態における、ファイアウォールエージェントのポリシー配布コンポーネ
ントの処理を示す流れ図である。
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【図４】一実施形態におけるフローマネージャコンポーネントの処理を示す流れ図である
。
【図５】一実施形態における、特定の層の施行エンジンの処理を示す流れ図である。
【符号の説明】
【００２９】
１００　分散ファイアウォールシステム
１１０　ポリシーサーバ
１１１　ポリシーサーバコンポーネント
１１２　ポリシーストア
１２０　ホスト
１２１　ファイアウォールエージェント
１２２　施行エンジン
１２３　ポリシーストア

【図１】 【図２】
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【図５】
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