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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータをマルウェアから事前に保護する、コンピュータ実施方法であって、
　複数のアンチマルウェアサービスを使用して潜在的にマルウェアを示唆する疑わしいイ
ベントを観測することと、
　イベント検出システムを使用してコンピュータ上で発生するイベントを観測しイベント
ログに記録することと、
　前記イベントログを観測して疑わしいイベントを同定することと、
　前記複数のアンチマルウェアサービスから受け取った疑わしいイベントおよび前記イベ
ントログの中の同定された疑わしいイベントの組み合わせが、前もって決められた閾値を
満たすかを判定することと、
　前記組み合わせが、前記前もって決められた閾値を満たす場合、前記コンピュータに制
限的セキュリティポリシーを適用することと
　を含み、
　前記疑わしいイベントの組み合わせが、前もって決められた閾値を満たすかを判定する
ことは、
　それぞれの疑わしいイベントに対して、前記疑わしいイベントがマルウェアを示唆する
可能性を定量化する、重み付けされた値を生成することと、
　前記疑わしいイベントの前記重み付けされた値の合計が、与えられた値よりも大きいか
を判定することと
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　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記複数のアンチマルウェアサービスを使用して潜在的にマルウェアを示唆する疑わし
いイベントを観測することは、疑わしいイベントを記述するメタデータを前記複数のアン
チマルウェアサービスから受け取ることを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記疑わしいイベントを記述する前記メタデータは、エンティティの特性を表すために
、アンチマルウェアサービスがアクセスすることができることを特徴とする請求項２に記
載の方法。
【請求項４】
　前記疑わしいイベントの組み合わせが前もって決められた閾値を満たすかを判定するこ
とは、与えられた時間フレーム内のイベント数が与えられた値よりも大きいかを判定する
ことを含むことを特徴とする
請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記制限的セキュリティポリシーは、前記観測された疑わしいイベントに関連するエン
ティティが、前記ポリシーに反する形で、コンピュータ上で行動を起こし、リソースにア
クセスすることを回避することであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記制限的セキュリティポリシーを適用することは、
　疑わしいイベントの組み合わせに関連するマルウェアを同定することと、
　前記複数のアンチマルウェアサービスの１つが同定された前記マルウェアを前記コンピ
ュータから取り除くことができるかを判定することと、
　前記複数のアンチマルチウェアサービスの１つが当該同定されたマルウェアを前記コン
ピュータから取り除くことができる場合、そのアンチマルウェアサービスに該マルウェア
を前記コンピュータから取り除かさせることと、
　逆に前記複数のアンチマルウェアサービスのいずれも前記マルウェアを取り除くことが
できない場合、該マルウェアの拡散を回避することと
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　アンチマルウェアサービスに前記マルウェアを前記コンピュータから取り除かさせるこ
とは、前記マルウェアが前記コンピュータを直後に感染させることを回避することを特徴
とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　アンチマルウェアサービスに前記マルウェアを取り除かさせることは、前記複数のアン
チマルウェアサービスの各々に、前記アンチマルウェアサービスがコンピュータから取り
除くことのできるマルウェアの種類を示すプロフィールを登録または作成することを許可
することを含むことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記制限的セキュリティポリシーを適用することは、前記コンピュータがネットワーク
上のデータへアクセスする能力を制限することを含むことを特徴とする請求項６に記載の
方法。
【請求項１０】
　前記コンピュータがネットワーク上のデータへアクセスする能力を制限することは、
　特定の通信ポートのネットワークトラフィックをブロックすることと、
　あるネットワークベースアプリケーションからの通信をブロックすることと、
　前記コンピュータ上のハードウェアおよびソフトウェアのコンポーネントへのアクセス
をブロックすることと、
　特定の通信ポートおよびアドレスのネットワークトラフィックをブロックすることと
　を含むことを特徴とする請求項９に記載の方法。
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【請求項１１】
　アンチマルウェアサービスを含むコンピュータ上で実行されたときに、請求項１乃至１
０のいずれかのそれぞれのステップを当該コンピュータに実行させることを特徴とするプ
ログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンピュータに関し、より詳細には、コンピュータをマルウェアから動的に
保護することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ますます多くのコンピュータおよびその他のコンピューティングデバイスが、インター
ネットのような多様なネットワークを介して相互接続されるにつれ、コンピュータセキュ
リティは重要性が高まり、特にネットワークまたは情報ストリームを通じて配布される侵
入または攻撃からのセキュリティが重要である。当業者およびその他の者は理解するよう
に、これらの攻撃は多くの異なる形をとり、当然これらに制限されないが、コンピュータ
ウィルス、コンピュータワーム、システムコンポーネントの取替え、サービス拒否攻撃、
情報窃盗、さらにはコンピュータシステムの正当な特徴の悪用／濫用までも含む。これら
のすべては、一つまたは複数のコンピュータシステムの脆弱性を不正な目的のために利用
する。当業者は、多様なコンピュータ攻撃はそれぞれ技術的に異なることに気付くであろ
うが、本発明の目的および説明の簡潔さのために、これらの攻撃のすべてを以後で一般的
にコンピュータマルウェアまたはより簡潔にマルウェアと言及する。
【０００３】
　コンピュータシステムがコンピュータマルウェアに攻撃された、または「感染された」
とき、有害な結果は多様であり、システムデバイスを動作不能にすること、ファームウェ
ア、アプリケーションまたはデータファイルを削除または破壊すること、潜在的に敏感な
データをネットワーク上の他の場所に送信すること、コンピュータシステムをシャットダ
ウンすること、またはコンピュータシステムをクラッシュさせることを含む。もう１つの
、すべてではないが多くのコンピュータマルウェアの有害な側面は、感染したコンピュー
タシステムが他のコンピュータシステムを感染させるのに用いられることである。
【０００４】
　図１は、コンピュータマルウェアが一般に配布される例示的ネットワーク化環境１００
を示す絵図である。図１に示すように、典型的な例示的ネットワーク化環境１００は、複
数のコンピュータ１０２～１０８を含み、それらすべては、イントラネット、または一般
にインターネットと呼ばれるグローバルＴＣＰ／ＩＰネットワークを含むより大きな通信
ネットワークなどの通信ネットワーク１１０を介して相互接続される。理由は何であれ、
コンピュータ１０２のようなネットワーク１１０に接続されたコンピュータ上の悪意ある
当事者は、コンピュータマルウェア１１２を開発し、ネットワーク１１０にリリース（ｒ
ｅｌｅａｓｅ）する。矢印１１４で示すように、リリースされたコンピュータマルウェア
１１２は、コンピュータ１０４のような１つまたは複数のコンピュータにより受け取られ
、感染する。多くのコンピュータマルウェアについて典型的であるように、コンピュータ
１０４は、一度感染すると矢印１１６で示すようにコンピュータ１０６のような他のコン
ピュータを感染させるのに用いられ、その感染したコンピュータは、矢印１１８で示すよ
うにコンピュータ１０８のようなさらに他のコンピュータを感染させる。
【０００５】
　アンチウィルスソフトウェアが、数千の知られたコンピュータマルウェアの認知に関し
てより洗練されて効率的になるにつれ、コンピュータマルウェアもより洗練された。たと
えば、最近のコンピュータマルウェアの多くはポリモルフィック（ｐｏｌｙｍｏｒｐｈｉ
ｃ）である。言い換えると、これらは、検査中のアンチウィルスソフトウェアがそれによ
り認知することのできる、同定可能なパターンまたは「特徴」を何も有していない。これ
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らのポリモルフィックマルウェアは、他のコンピュータシステムに伝播する前に自らを修
正するため、しばしばアンチウィルスソフトウェアにより認知されない。
【０００６】
　オペレーティングシステム、またはデバイスドライバおよびソフトウェアアプリケーシ
ョンのような他のコンピュータシステムコンポーネントの中に脆弱性が同定され、処置が
取られたとき、オペレーティングシステムプロバイダは一般に、その脆弱性を治癒するた
めのソフトウェアアップデートをリリースする。しばしばパッチと呼ばれるこれらのアッ
プデートは、同定された脆弱性からコンピュータシステムを安全にするために、コンピュ
ータシステムにインストールされるべきである。しかし、これらのアップデートは、本質
的に、オペレーティングシステム、デバイスドライバ、またはソフトウェアアプリケーシ
ョンのコンポーネントへのコード変更である。したがって、これらは、アンチウィルスソ
フトウェアプロバイダからのアンチウィルスアップデートのように迅速かつ自由にはリリ
ースできない。これらのアップデートはコード変更であるため、ソフトウェアアップデー
トは一般にリリースされる前に多大な企業内テストを要する。
【０００７】
　マルウェアを同定し、脆弱性に対して処置を取る現在のシステムの下では、コンピュー
タは、ある状況でマルウェアに攻撃される余地がある。たとえば、コンピュータユーザは
、アンチウィルスソフトウェアのパッチおよび／またはアップデートをインストールしな
い場合がある。この場合、マルウェアは、ネットワーク上を、マルウェアから十分に保護
されていないコンピュータ間で伝播することができる。しかし、ユーザが定期的にコンピ
ュータをアップデートする場合でも、新たなコンピュータマルウェアがネットワーク上で
リリースされてから、オペレーティングシステムコンポーネントについてのアンチウィル
スソフトウェアをアップデートしてコンピュータシステムをマルウェアから保護すること
ができるまでの、以後で脆弱性窓と言及する期間が存在する。名前が示唆するように、コ
ンピュータシステムが新たなコンピュータマルウェアに攻撃を受けやすいまたは晒されて
いるのは、この脆弱性窓の間である。
【０００８】
　図２は、脆弱性窓を示す例示的タイムライン（ｔｉｍｅｌｉｎｅ）のブロック図である
。以下の議論で、タイムラインに関して重要な時間または出来事はイベントとして言及す
る。今日リリースされるマルウェアの多くは既知の脆弱性に基づくものであるが、時々、
未知の脆弱性を利用するコンピュータマルウェアがネットワーク１１０にリリースされる
。図２は、このシナリオの下で、タイムライン２００に関して脆弱性窓２０４を示してい
る。したがってタイムライン２００に示すように、イベント２０２で、マルウェア著作者
は新たなコンピュータマルウェアをリリースする。これが新たなコンピュータマルウェア
であるとき、コンピュータシステムをマルウェアから保護するために利用できるオペレー
ティングシステムパッチもアンチウィルスアップデートも存在しない。したがって、脆弱
性窓２０４が開かれる。
【０００９】
　イベント２０６で示すように、新たなコンピュータマルウェアがネットワーク１１０上
で流通を始めた後のある時点で、オペレーティングシステムプロバイダおよび／またはア
ンチウィルスソフトウェアプロバイダが新たなコンピュータマルウェアを検出する。当業
者は理解するように、典型的には、新たなコンピュータマルウェアの存在は、オペレーテ
ィングシステムプロバイダおよびアンチウィルスソフトウェアプロバイダの両方によりお
よそ数時間以内に検出される。
【００１０】
　コンピュータマルウェアが検出されれば、アンチウィルスソフトウェアプロバイダは、
アンチウィルスソフトウェアがコンピュータマルウェアをそれによって認知できるパター
ンまたは「特徴」を同定するプロセスを始めることができる。同様に、オペレーティング
システムプロバイダは、コンピュータマルウェアを解析し、オペレーティングシステムを
コンピュータマルウェアから保護するためにパッチしなければならないかどうかを決定す
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るためのプロセスを始めることができる。これらの平行した努力の結果として、イベント
２０８で、オペレーティングシステムプロバイダおよび／またはアンチウィルスソフトウ
ェアプロバイダは、アップデート、つまりコンピュータマルウェアに対処するためのオペ
レーティングシステムに対するソフトウェアパッチまたはアンチウィルスソフトウェアを
リリースする。その後、イベント２１０で、アップデートは、ユーザのコンピュータシス
テムにインストールされ、それによりコンピュータシステムを保護し、脆弱性窓２０４を
閉じる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上記の例は、コンピュータマルウェアがコンピュータシステムにセキュリティ上の脅威
を与える、すべての可能なシナリオの代表でしかないが、これらから分かるように脆弱性
窓２０４は、コンピュータマルウェア１１２がネットワーク１１０にリリースされてから
、対応するアップデートがユーザのコンピュータシステムにインストールされるまでの時
間に存在する。不幸にも、脆弱性窓２０４が大きかろうが小さかろうが、感染したコンピ
ュータはコンピュータの所有者に「駆除」および修理のための多大な金銭を負担させる。
この損害は、数千または数十万のデバイスをネットワーク１１０に取り付けているかもし
れない大きな法人または実在を扱う場合に、膨大になる可能性がある。マルウェアはユー
ザデータに変更を加えまたは破壊する場合があり、それらのすべては追跡および治癒する
ことが極めて難しいまたは不可能かもしれない。上記のような損害は、この可能性により
増幅される。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　マルウェアにより引き起こされる脅威に対抗するために、異なる種類のマルウェアのエ
ントリーポイントおよび／またはデータストリームを監視するための、ますます多くのア
ンチマルウェアサービスおよび他のイベント検出システムが開発されてきている。たとえ
ば、アンチマルウェアサービスの文脈で、多くのコンピュータは今、伝統的アンチウィル
スソフトウェアに加えて、ファイヤーフォール、動作（ｂｅｈａｖｉｏｒ）ブロッカ、お
よびスパイウェアシステムをコンピュータを保護するために使用する。当業者およびその
他の者は、アンチマルウェアソフトウェアが、典型的には、（１）マルウェア特有のもの
として知られているコードおよび／または活動、および（２）「疑わしい」または潜在的
にマルウェアに特有なコードおよび／または活動を同定できることを認知するだろう。マ
ルウェア特有のものとして知られているコードおよび／または活動が同定されるとき、マ
ルウェアを処理するルーチンがコンピュータからマルウェアを「駆除」または取り除くた
めに使われる。しかし、疑わしいコードおよび／または活動が同定されるときに、アンチ
マルウェアサービスは、十分な精度でそのコードおよび／または活動は実際にマルウェア
の特徴であると宣言するために必要な情報を持っていない場合がある。さらに、多様な異
なる目的のために、エントリーポイント、データストリーム、コンピュータの属性および
／または活動を監視するための、他のイベント検出システムが開発されてきている。たと
えば、いくつかのオペレーティングシステムは、コンピュータをマルウェアから事前に保
護するときに有益な、コンピュータに関するある重大な「イベント」に加えて、中央処理
装置（「ＣＰＵ」）により実行される処理量を追跡する。
【００１３】
　従来技術の水準についての前述の問題は、複数のアンチマルウェアサービスおよび他の
イベント検出システムからナレッジベースをアグリゲート（ａｇｇｒｅｇａｔｅ）し、マ
ルウェアからコンピュータを事前に保護するためのシステム、方法、およびコンピュータ
可読媒体を対象とする本発明の原理により克服される。
【００１４】
　本発明の一態様は、複数のアンチマルウェアサービスおよび／またはイベント検出シス
テムを保持するスタンドアロン（ｓｔａｎｄ－ａｌｏｎｅ）コンピュータをマルウェアか
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ら保護する方法である。より具体的には、この方法は、（１）潜在的にマルウェアを示唆
する疑わしいイベントを観測するためにアンチマルウェアサービスおよび／またはイベン
ト検出システムを用いることと、（２）その疑わしいイベントが前もって決められている
閾値を満たすかを判定することと、（３）その疑わしいイベントが前もって決められてい
る閾値を満たす場合、コンピュータに制限的セキュリティポリシーを実施することとを含
む。いくつかの場合に、すべてでないならば大半の入ってくるおよび出てゆくネットワー
クトラフィックをブロックするような、一般的セキュリティ手段を取るセキュリティポリ
シーを呼び出すことができる。他の場合に、制限的セキュリティポリシーは、コンピュー
タのエンティティ（ｅｎｔｉｔｙ）が利用可能なリソースを制限し、コンピュータがマル
ウェアに再感染しないようにすることもできる。
【００１５】
　本発明のもう一つの態様は、複数のアンチマルウェアサービスおよび／またはイベント
検出システムからナレッジベースをアグリゲートし、コンピュータをマルウェアから保護
するソフトウェアシステムである。本発明の一実施形態で、ソフトウェアシステムは、デ
ータコレクタコンポーネント、データアナライザモジュール、およびポリシーインプリメ
ンタを備える。データコレクタコンポーネントは、コンピュータにインストールされた異
なるアンチマルウェアシステムおよび／またはイベント検出システムからのデータを集め
るように動作する。この実施形態で、集められたデータは、潜在的にマルウェアを示唆す
る疑わしいイベントを記述している。様々なときに、データアナライザモジュールは、デ
ータコレクタコンポーネントにより集められたデータが全体としてマルウェアを示唆する
かを決定することができる。データアナライザモジュールが、十分な確からしさでマルウ
ェアは存在すると決定する場合、ポリシーインプリメンタは、コンピュータのリソースへ
のアクセスを制限する制限的セキュリティポリシーを課すことができる。
【００１６】
　さらに他の実施形態で、コンテンツ、すなわち本明細書に記述される方法によってコン
ピュータを動作させるプログラムとともに、コンピュータ可読媒体が提供される。
【００１７】
　本発明の前述の態様と多くの付随する利点は、添付の図面と共に以下の詳細な説明を参
照することでより理解されるので、より容易に真意が認知されるだろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明により、複数のアンチマルウェアサービスおよび／またはイベント検出システム
からナレッジベースをアグリゲートし、コンピュータをマルウェアから保護するための、
システム、方法、およびコンピュータ可読媒体が提供される。本発明は、異なるアンチマ
ルウェアサービスを用いてコンピュータをマルウェアから保護するという文脈で主に説明
されるが、当業者およびその他の者は、本発明が説明された以外の他のソフトウェアシス
テムにも適用できることを理解するだろう。たとえば、本発明の態様は、現在利用可能な
、またはやがて開発されるイベント検出システムの任意のものを用いるように、構成する
ことができる。以下の説明では、まず、本発明を実施することのできるソフトウェアシス
テムの態様についての概略が与えられる。次に、本発明を実施する方法が説明される。本
明細書に与えられる実例は、網羅的であることも、開示される厳密な形態に本発明を制限
することも、意図するものではない。同様に、本明細書で説明されるどのステップも、同
じ結果を得るために、他のステップまたはステップの組み合わせと交換することができる
。
【００１９】
　ここで図３を参照して、本発明の態様を実施することのできるコンピュータ３００のコ
ンポーネントを説明する。コンピュータ３００は、これらに制限されないが、パーソナル
コンピューティングデバイス、サーバベース（ｓｅｒｖｅｒ－ｂａｓｅｄ）コンピューテ
ィングデバイス、パーソナルデジタルアシスタント、携帯電話、なんらかの種類のメモリ
を有するその他の電子デバイスなどを含む多様なデバイスのいずれかとすることができる
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。図３は、図示を容易にするために、および本発明の理解のためには重要ではないために
、ＣＰＵ、キーボード、マウス、プリンタ、またはその他のＩ／Ｏデバイス、ディスプレ
イ、その他といった多くのコンピュータの典型的コンポーネントを示していない。しかし
ながら、図３に示すコンピュータ３００は、アンチウィルスソフトウェア３０２、ファイ
ヤーウォールアプリケーション３０４、動作ブロッカ３０６、アンチスパイウェアソフト
ウェア３０８、およびメトリクス（ｍｅｔｒｉｃｓ）システム３０９を備える。また、コ
ンピュータ３００は、本発明の態様を、データコレクタコンポーネント３１２、データア
ナライザモジュール３１４、およびポリシーインプリメンタ３１６を備えるアグリゲーシ
ョンルーチン３１０において実施する。
【００２０】
　当業者およびその他の者は、コンピュータ上の様々なエントリーポイントまたはデータ
ストリームにおいてすべての異なる種類のマルウェアから保護するために、ますます多く
のアンチマルウェアセキュリティサービスが利用可能になっていることを認知するだろう
。たとえば今日、マルウェアからコンピュータを保護するために一般的な１つの防衛は、
アンチウィルスソフトウェア３０２である。一般的な説明では、伝統的なアンチウィルス
ソフトウェア３０２は、マルウェア特有の「特徴」について、ディスクのようなＩ／Ｏ（
ｉｎｐｕｔ／ｏｕｔｐｕｔ）デバイスからアクセスされているデータを調べる。また、ま
すます多くのアンチウィルスソフトウェア３０２が、マルウェア特有の活動を測定するよ
うに設計された、試行錯誤によるマルウェア検出技術を実行している。
【００２１】
　もう１つの、コンピュータマルウェアからの保護において今日一般的な防衛は、ファイ
ヤーウォールアプリケーション３０４である。当業者は、ファイヤーウォール３０４が、
内部ネットワークと外部ネットワークの間の情報フローを制御することで、外部ネットワ
ークに由来する認可されていないアクセスから内部ネットワークを保護するアンチマルウ
ェアシステムであることを認知するだろう。内部ネットワークの外に由来するすべての通
信はファイヤーウォール３０４に送られ、ファイヤーウォール３０４は通信を検査して、
通信を受け入れることが安全かまたは許可しうるかどうかを決定する。
【００２２】
　今日利用できるもう１つのアンチマルウェアサービスは、動作ブロッカ３０６であり、
これは、良性の活動の発生を許可するように設計されたポリシーを実施し、ポリシーに反
する活動が予定されているときには仲裁に入る。典型的には、動作ブロッカ３０６は、潜
在的にマルウェアに感染したコードを分析して、コードが受け入れられない動作を実行す
るかどうかを決定する「サンドボックス」を実施する。たとえば、受け入れられない動作
は、ユーザのアドレス帳の中で見つけられたエンティティに配布される大量Eメールの生
成という形を取ることができる。同様に、受け入れられない動作は、システムレジストリ
のような重要なデータベース内の多数のエントリに変更を加えることと定義することがで
きる。いずれにしても、動作ブロッカ３０６は、プログラムを分析し、受け入れられない
動作を回避するように設計されたポリシーを実施する。
【００２３】
　異なる種類のマルウェアを同定し、コンピュータから「駆除」するために、他の種類の
アンチマルウェアサービスがますます開発されている。たとえば、アンチスパイウェアソ
フトウェア３０８は、ユーザにより実行される動作を追跡するプログラムを同定するよう
に設計されている。スパイウェアは、他の種類のマルウェアについて生じるような、コン
ピュータ３００への損傷は与えないかもしれないが、ユーザの中には行動を追跡され、未
知のエンティティに報告されることを侵害であると受け止めるものもいる。この場合、ユ
ーザはこの種類のマルウェアを同定し、コンピュータから駆除するアンチスパイウェアソ
フトウェア３０８をインストールすることができる。
【００２４】
　当業者およびその他の者は、あるイベント検出システムが、コンピュータエントリポイ
ント、データストリーム、および／またはコンピュータイベントおよび活動を監視するこ
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とができることを認知するだろう。典型的には、イベント検出システムは、コンピュータ
上で生じるイベントを同定するためのロジックを提供するだけでなく、データベース、イ
ベントログ、および観測されたイベントに関するデータを取得するための他の種類のリソ
ースを保持する。たとえば、図３に示すように、コンピュータ３００は、コンピュータ３
００の様々な性能メトリクスを観測および記録するように設計されたメトリクスシステム
３０９を保持する。この点に関して、メトリクスシステム３０９は、ＣＰＵ使用率、ペー
ジフォルト（ｐａｇｅ　ｆａｕｌｔ）の発生、プロセスの終了、および他のコンピュータ
３００の性能特性を監視することができる。以下でさらに詳しく説明されるように、コン
ピュータ３００の性能特性および他の生じるイベントの、コンピュータ上のパターンは、
マルウェアを示唆することがある。具体的なイベント検出システム（たとえばメトリクス
システム３０９）について示し、説明してきたが、当業者およびその他の者は、本発明の
範囲から逸脱することなく、他の種類のイベント検出システムをコンピュータ３００に含
めることができることを認知するだろう。
【００２５】
　当業者およびその他の者は、図３を参照して上で説明されたアンチマルウェアシステム
３０２、３０４、３０６、３０８、およびイベント検出システム３０９は、本発明の制限
ではなく例示として解釈すべきであることを認知するだろう。たとえば、本発明は、本発
明の範囲から逸脱することなく、ログまたはネットワークから利用することのできるその
他の情報を再調査することによってコンピュータ３００への認可されていないアクセスの
検出を試みる、いわゆる侵入検出（ｉｎｔｒｕｓｉｏｎ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）システム
を用いて実施することができる。代わりに、本発明の態様は、示し、説明されたものとは
異なるアンチマルウェアシステムおよび他のイベント検出システムを用いて実施すること
ができる。たとえば、アンチスパイウェア３０８は点線で表され、コンピュータ３００が
、アンチウィルスソフトウェア３０２、ファイヤーウォールアプリケーション３０４、動
作ブロッカ３０６、およびメトリクスシステム３０９のみを備え、アンチスパイウェアソ
フトウェア３０８を備えないときに本発明を用いることができることを示唆している。し
たがって、本発明の他の実施形態において、アンチマルウェアサービスおよびイベント検
出システムをコンピュータ３００に追加または取り去ることができる。
【００２６】
　ますます洗練されるマルウェアを検出することにおけるアンチマルウェアサービスの精
度は向上してきたが、存在するアンチマルウェアサービスは、特定の領域のマルウェアを
検出することに制限されている。結果として、これらのスタンドアロンアンチマルウェア
サービスは、固有の限界を有している。たとえば、ファイヤーウォールアプリケーション
３０４は、マルウェアを、入ってくるおよび出ていくネットワーク活動を監視することに
より検出し、データがネットワーク上を伝送されるその方法によって制限を受ける。当業
者およびその他の者は、クライエントベース（ｃｌｉｅｎｔ－ｂａｓｅｄ）コンピュータ
は、典型的には、サーバベース（ｓｅｒｖｅｒ－ｂａｓｅｄ）コンピュータからデータを
取得する際に１つまたは複数のファイルを要求することを認知するだろう。この場合、モ
ダンネットワークのコンポーネントは、帯域幅の限られたネットワーク接続を介して伝送
するために、ファイルをより小さな単位（「パケット」）に分割する。パケットは、ネッ
トワーク上を伝送され、クライエントベースコンピュータに到着した時に、ファイヤーウ
ォールアプリケーション３０４によって別個にマルウェアについてスキャンされる。した
がって、ファイヤーウォールアプリケーション３０４は、パケットをマルウェアについて
スキャンするときに完全なファイルを有していないことがあり、その結果としてすべての
場合にはマルウェアを陽性に検出することができない可能性がある。
 ファイヤーウォールアプリケーション３０４は、すべての場合にはマルウェアを陽性に
検出することができないかもしれないが、ファイヤーウォールアプリケーション３０４を
、マルウェアへの感染の強力な発見的指標となるデータを集める、または集めるように容
易に構成することができる。たとえば、ファイヤーウォールアプリケーションは、典型的
には、ネットワーク活動を監視し、これは、マルウェアの特性でありうる疑わしいデータ
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についてパケット内容の「深い」監視をすることを含むことができる。ファイヤーウォー
ルアプリケーション３０４が保持する統計から導くことのできる、マルウェアがコンピュ
ータを感染させる試みをしているという強力な発見的指標は、ネットワーク活動の重大な
増加が検出されたときに存在する。ネットワーク活動の増加それ自体は、必ずしもマルウ
ェアを示唆するものではない。その代わりに、コンピュータが、増加した量のデータを伝
送または受信しているかもしれないことには、正当な理由がある（たとえば、ユーザが、
ネットワークを介して大きなマルチメディアファイルのダウンロードを始めた）。もしこ
の種類のイベントが、マルウェアへの感染を陽性に同定するためにファイヤーウォールア
プリケーション３０４により用いられたなら、大量の、マルウェアが誤って同定される「
誤った陽性」または場合が生じるだろう。
【００２７】
　他のアンチマルウェアサービスおよびイベント検出システムも、コンピュータがマルウ
ェアに感染している、またはマルウェアがコンピュータを感染させようと試みていること
の発見的指標を観測する。たとえば、スパイウェアとして知られるある種類のマルウェア
は、ユーザの行動を追跡するためには、常にコンピュータ上でアクティブ（ａｃｔｉｖｅ
）である必要がある。コンピュータ起動時にアクティベイト（ａｃｔｉｖａｔｅ）される
ために、スパイウェアは、ＳＣＭ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｍａｎａｇｅｒ）
またはレジストリキーといった、オペレーティングシステムの１つまたは複数の「拡張ポ
イント（ｅｘｔｅｎｓｉｂｉｌｉｔｙ　ｐｏｉｎｔ）」に登録する。上述の例と同様に、
オペレーティングシステムの拡張ポイントにプログラムを登録すること自体は、プログラ
ムがマルウェアであることの陽性な指標ではない。しかしながら、拡張ポイントに登録す
ることは、マルウェアを示唆するかもしれない「疑わしい」イベントである。本発明は、
これらの種類の疑わしいイベントにより提供されるナレッジを収集および活用し、マルウ
ェアからの事前の保護を提供する。
【００２８】
　上述のように、コンピュータ３００は、データコレクタコンポーネント３１２、データ
アナライザモジュール３１４、およびポリシーインプリメンタ３１６を備えるアグリゲー
ションルーチン３１０を保持する。本発明の一実施形態を説明する一般的観点において、
データコレクタコンポーネント３１２は、「疑わしい」イベントに関して、コンピュータ
３００にインストールされたアンチマルウェアサービスおよびイベント検出システム（た
とえば、アンチウィルスソフトウェア３０２、ファイヤーウォールアプリケーション３０
４、動作ブロッカ３０６、アンチスパイウェアソフトウェア３０８、およびメトリクスシ
ステム３０９）からデータを得る。図４を参照して以下に詳細に説明されるように、集め
られたデータは、疑わしいイベントが生じたことの、アンチマルウェアサービスまたはイ
ベント検出システムからの単なる指標の場合がある。また、データコレクタコンポーネン
ト３１２は、アンチマルウェアサービスまたはイベント検出システムからの、疑わしいイ
ベントの属性を説明するメタデータを得ることができる。いずれの場合においても、デー
タコレクタコンポーネント３１２は、コンピュータ３００にインストールされたアンチマ
ルウェアサービスまたはイベント検出システムにとっての、疑わしいイベントに関するデ
ータを報告し、および／また獲得するための、インターフェースとして機能する。
【００２９】
　図３に示すように、アグリゲーションルーチン３１０は、データコレクタコンポーネン
ト３１２に報告された、もしくはデータコレクタコンポーネント３１２により集められた
疑わしいイベントが、前もって決められている閾値を満たすかを決定するデータアナライ
ザモジュール３１４も備える。図４を参照して以下にさらに詳細に説明されるように、閾
値が満たされるとき、エンティティ（たとえば、コンピュータ、ファイル、プロセス、そ
の他）が、データアナライザモジュール３１４によりマルウェアとして「マーク」される
。いくつかの場合において、データアナライザモジュール３１４は、閾値が満たされてい
るかを判定するときに、与えられた時間フレームの疑わしいイベントの数が、通常よりも
十分に大きい、または指定された量よりも大きいかどうかを判定する。また、図４を参照
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して以下により詳細に説明されるように、データアナライザモジュール３１４は、アンチ
マルウェアシステム３０２、３０４、３０６、３０８、およびメトリクスシステム３０９
により生成されたメタデータを分析し、閾値が満たされるかを判定することができる。こ
の場合、データアナライザモジュール３１４は、典型的には、アンチマルウェアサービス
により観測された疑わしいイベントがマルウェアの特性であるかを、より精密に判定する
ための改善された文脈を有する。
【００３０】
　アグリゲーションルーチン３１０は、コンピュータ３００に関連するエンティティがマ
ルウェアとして「マーク」されたときに、コンピュータ３００を保護するように設計され
たポリシーを実行する、ポリシーインプリメンタ３１６も備える。すでに述べたように、
データアナライザモジュール３１４は、データコレクタコンポーネント３１２に報告され
た疑わしいイベントが閾値を満たすかを判定する。閾値が満たされる場合、コンピュータ
３００をマルウェアから保護する制限的ポリシーを実施することができる。一般的に説明
すると、ポリシーインプリメンタ３１６は、コンピュータをマルウェアから事前に保護す
るために、コンピュータ３００のセキュリティレベルを上げる。デフォルトのポリシーは
提供されるが、ユーザもしくはシステム管理者は、実施されるポリシーを選択することが
できる。たとえば、ユーザは、コンピュータ３００に送られる、またはコンピュータ３０
０に受信されるネットワーク伝送を、コンピュータ３００からマルウェアを取り除くのに
必要なもの以外にまったく許可しない非常に制限的なポリシーを課すことができる。しか
しながら、制限ではないが、特定の通信ポートおよびアドレス上のネットワークトラフィ
ックをブロックすること、Ｅメールまたはウェブブラウザアプリケーションといった、あ
るネットワーク関連アプリケーションへの、および／またはからの通信をブロックするこ
と、あるアプリケーションを終了すること、およびコンピュータ３００上の特定のハード
ウェアおよびソフトウェアコンポーネントへのアクセスをブロックすることを含む、他の
保護的セキュリティ手段をポリシーにおいて定義し、ポリシーインプリメンタ３１６内で
実施することができる。
【００３１】
　本発明の一実施形態によると、ポリシーインプリメンタ３１６は、コンピュータ３００
上にインストールされた、１つまたは複数のアンチマルウェアサービス３０２，３０４、
３０６および３０８と通信し、マルウェアとして「マーク」されたエンティティが利用で
きるリソースを制限するように構成される。たとえば、動作ブロッカソフトウェア３０６
は、マルウェアとして「マーク」されたプロセスが、オペレーティングシステムの拡張ポ
イントにアクセスすることを回避するように構成されことができる。ポリシーインプリメ
ンタ３１６は、動作ブロッカソフトウェア３０６と通信し、アンチスパイウェアソフトウ
ェア３０８に、当該プロセスがこの種類の活動を実行することをブロックさせることがで
きる。
【００３２】
　本発明は多くの異なる文脈において実施することができ、以下はその例である。存在す
るアンチマルウェアサービスは、マルウェアの陽性な指標であるイベント、およびマルウ
ェアの特性であるかもしれない疑わしいイベントを同定することができる。疑わしいイベ
ントに関連するエンティティがマルウェアとして「マーク」されるなら、過剰な数の誤っ
た陽性、または誤ってマルウェアとして同定される場合、が生じるだろう。しかしながら
、エンティティが、アンチマルウェアサービスまたはイベント検出システムによって疑わ
しいと同定されたイベントに関連するというナレッジは、コンピュータをマルウェアから
事前に保護するときに有用である。本発明は、この種の存在しているインフラストラクチ
ャにおいて実施し、異なるアンチマルウェアサービスおよびイベント検出システムからナ
レッジをアグリゲートすることができる。より具体的には、異種のアンチマルウェアサー
ビス（たとえば、アンチウィルスソフトウェア３０２、ファイヤーウォールアプリケーシ
ョン３０４、動作ブロッカ３０６、およびアンチスパイウェアソフトウェア３０８）およ
びイベント検出システム（たとえば、メトリクスシステム３０９）が、本発明の態様を実
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施するソフトウェアモジュール（たとえば、アグリゲーションルーチン３１０）に、疑わ
しいイベントを報告するように構成することができる。もし、アンチマルウェアサービス
またはイベント検出システムにより観測された疑わしいイベントの数または種類が閾値を
満たせば、アグリゲーションルーチン３１０がイベントに関連するエンティティをマルウ
ェアであると「マーク」する。
【００３３】
　当業者およびその他の者は、図３が、本発明により実施される機能を実行することので
きる１つのコンピュータ３００の、簡略化された例であることを認知するだろう。コンピ
ュータ３００の実際の実施形態は、図３に示されていない、または図３に伴う本文に説明
されていない、さらなるコンポーネントを有する。また、図３は、コンピュータ３００を
マルウェアから事前に保護するための例示的コンピュータアーキテクチャを示すが、その
他のコンポーネントアーキテクチャが可能である。
【００３４】
　ここで図４を参照して、図３に示す、アンチマルウェアサービスまたはその他のイベン
ト検出システムにより同定された疑わしいイベントがマルウェアの特性であるかを決定す
る、アグリゲーションルーチン３１０の例示的実施形態を説明する。
【００３５】
　図４に示すように、アグリゲーションルーチン３１０は、ブロック４００から始まり、
ここでは、ルーチン３１０は、アンチマルウェアサービスまたは他のイベント検出システ
ムにより疑わしいイベントが観測されるまで何もしない。アンチマルウェアサービスを伴
う本発明の一実施形態によると、サービス内のロジックが、マルウェア感染の陽性な指標
およびマルウェアの特性かもしれない疑わしいイベントの両方を定義する。もし、マルウ
ェア感染の陽性な指標が同定されると、アグリゲーションルーチン３１０により実施され
るソフトウェアルーチンは実行されない。しかしながら、疑わしいイベントが同定される
とき、イベントは報告され、疑わしいイベントに関連するエンティティがマルウェアとし
て「マーク」されるべきかを決定するために分析がなされる。たとえば、当業者およびそ
の他の者は、多くのマルウェアは、伝送中に検出されることを避けるために暗号化され、
実行される前に復号されることを認知するだろう。図３を参照して提供された上記の例と
同様に、たとえば、アンチマルウェアサービスが暗号化ファイルに遭遇するとき、このこ
と自体はファイルがマルウェアを含むことの陽性な指標ではない。しかしながら、暗号化
ファイルに遭遇することは、本発明の態様に報告される疑わしいイベントである。
【００３６】
　ブロック４０２において、ブロック４００で同定された疑わしいイベントがアグリゲー
ションルーチン３１０に報告される。本発明は、多くの異なる実施形態で実施することが
でき、以下はそのうちの例にすぎないことを良く理解されたい。一実施形態で、アグリゲ
ーションルーチン３１０は、１つのソフトウェアプロバイダにより創作された、統合され
たソフトウェアシステムにおいて実施される。たとえば、図３に示した、アンチウィルス
ソフトウェア３０２、ファイヤーウォールアプリケーション３０４、動作ブロッカ３０６
、アンチスパイウェアソフトウェア３０８、およびメトリクスシステム３０９は、アグリ
ゲーションルーチン３１０とともに統合することができる。この場合、アンチマルウェア
サービス３０２、３０４、３０６、３０８、およびイベント検出システム３０９は、ブロ
ック４０２において、当該技術分野で一般に知られている方法を用いて、疑わしいイベン
トの属性を記述するデータを直接渡すように構成することができる。本発明のもう１つの
実施形態において、アグリゲーションルーチン３１０は、第三者プロバイダが疑わしいイ
ベントを報告できるようにするＡＰＩ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｉｎ
ｔｅｒｆａｃｅ）を保持する。この場合、第三者により創作されたアンチマルウェアサー
ビスまたはその他のイベント検出システムは、アグリゲーションルーチン３１０に「プラ
グイン（ｐｌｕｇ－ｉｎ）」され、１つまたは複数のＡＰＩ呼び出しを発することで疑わ
しいイベントを報告することができる。さらにもう１つの実施形態によると、アグリゲー
ションルーチン３１０は、コンピュータ上の１つまたは複数のリソースから、疑わしいイ
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ベントを記述するデータを能動的に取得する。たとえば、図３を参照してすでに説明した
ように、イベント検出システム（たとえば、メトリクスシステム３０９）は、コンピュー
タ上で生じる異なるイベントを観測し、記録することができる。典型的には、イベント検
出システムは、コンピュータ上で生じるイベントを同定するためのロジックを提供するだ
けでなく、他のソフトウェアモジュールが利用することのできる、データベース、イベン
トログ、および他のソフトウェアモジュールが利用することのできるさらなるの種類のリ
ソースを保持する。この場合、アグリゲーションルーチン３１０は、イベント検出システ
ムにより保持されるリソースから疑わしいイベントを記述するデータを獲得することがで
きる。
【００３７】
　図４にさらに説明するように、ブロック４０４で、アグリゲーションルーチン３１０は
、アンチマルウェアサービスから受け取った、またはイベント検出システムのような他の
ソースから集めた、疑わしいイベントを記述するデータに関する分析を実行する。実行さ
れる分析は、アグリゲーションルーチン３１０へ報告される、またはアグリゲーションル
ーチン３１０により獲得される疑わしいイベントが、マルウェアがコンピュータを感染さ
せようと試みている、またはコンピュータをすでに感染させたことを示唆する、前もって
決められた閾値を満たすかを判定するように設計されている。たとえば、マルウェア著作
者が、まだ知られていない脆弱性を利用した新たなマルウェアをリリースする。マルウェ
アは、（１）コンピュータにアクセスするのにめったに利用されないネットワークポート
を用い、（２）ディスクのような、記録媒体に保存されるときに暗号化されたファイルに
含まれ、（３）オペレーティングシステム拡張ポイントにアクセスを試み、および（４）
ネットワークでアクセスできる他のコンピュータへの大量データの転送を引き起こし、Ｃ
ＰＵ使用率が対応して増加する。すでに述べたように、本発明の一実施形態において、ア
ンチマルウェアサービスまたはその他のイベント検出システムから集められたデータは、
疑わしいイベントが同定されたことの単なる指標の場合がある。この実施形態において、
ファイヤーウォールアプリケーション３０４のようなアンチマルウェアサービスは、めっ
たに利用されないネットワークポートがアクセスされるときに疑わしいイベントが生じた
と報告するように構成されることができる。さらに、マルウェアは、ネットワークでアク
セスできる他のコンピュータへの大量データの転送を引き起こすので、ファイヤーウォー
ルアプリケーション３０４は、ネットワーク活動の増加も疑わしいイベントであると判定
することができる。そして、アンチスパイウェアソフトウェア３０８のような、他のアン
チマルウェアサービスが、オペレーティングシステムの拡張ポイントがアクセスされると
きに疑わしいイベントの発生を報告することができる。単に疑わしいイベントについての
三つの報告を受けることは、前もって決められた閾値を満たすことができない。しかしな
がら次に、メトリクスシステム３０９は、ＣＰＵ使用率が劇的に増加したことをイベント
ログに記録することができる。この場合、データコレクタコンポーネント３１２は、イベ
ントログを監視し、疑わしいイベントがＣＰＵ使用率の増加の結果として生じたと判定す
るように構成されることができる。アグリゲーションルーチン３１０により適用される前
もって決められた閾値は、この場合では、４つの疑わしいイベントがある時間フレーム内
に生じたときに満たされることができる。しかしながら、当業者およびその他の者は、前
もって決められた閾値を満たすのに、４つの疑わしいイベントが十分であるとする上記の
例は、単に説明のために用いられた例であって、本発明の制限と解釈すべきでないことを
認知するだろう。
【００３８】
　本発明のもう１つの実施形態において、アグリゲーションルーチン３１０により集めら
れたデータは、コンピュータに関連するエンティティがマルウェアかを判定することを助
けるメタデータを備える。当業者およびその他の者は、いくつかの疑わしいイベントが、
他の疑わしいイベントよりもマルウェアと関連している見込みがあることを認知するだろ
う。本発明の一実施形態において、コンピュータ上のアンチマルウェアサービスは、１つ
または複数の疑わしいイベントがマルウェアと関連している可能性を表す値を計算するよ
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うに構成されている。上述の例では、ネットワーク活動の増加は、ファイヤーウォールア
プリケーション３０４によって高い値が割り当てられ、これは、マルウェアが、コンピュ
ータを感染させる、他のコンピュータを感染させる、他のコンピュータを攻撃する、また
は情報を漏らすことを試みている高い可能性が存在することを示唆する。逆に、暗号化さ
れたファイルを記録媒体に保存することは、マルウェアと関連している見込みがより少な
く、したがって低い値が割り当てられる。本発明の一実施形態によると、疑わしいイベン
トがマルウェアの特性である可能性を表すメタデータが、アグリゲーションルーチン３１
０に報告される。この場合、前もって決められた閾値は、たとえば、１つまたは複数の疑
わしいイベントが、マルウェア攻撃が生じている高い可能性を示唆するメタデータにより
報告されているときに、満たされることができる。
【００３９】
　アンチマルウェアサービスにより報告される疑わしいイベントは、異なるエンティティ
と関連することがあることを良く理解されたい。たとえば、ユーザは、暗号化されたファ
イルをネットワークからダウンロードすることができる。すでに述べたように、ファイル
が暗号化されているため、アンチマルウェアサービスは、ファイルのダウンロードを、ア
グリゲーションルーチン３１０に疑わしいイベントとして報告することができる。また、
アンチマルウェアサービスは、メタデータを、暗号化されたファイルがマルウェアに感染
している可能性を表すファイルに関連させることができる。本発明の１つの実施形態にお
いて、ブロック４０４で、アグリゲーションルーチン３１０は、ファイルがマルウェアに
感染していると分類するかを判定するために、前もって決められた閾値を用いる。しかし
ながら、他の実施形態においてアグリゲーションルーチン３１０は、他の種類のエンティ
ティがマルウェアに感染しているかを判定するために、前もって決められた閾値を用いる
。たとえば、アグリゲーションルーチン３１０は、コンピュータ全体、プロセス、または
活動をマルウェアと関連するものとして「マーク」することができる。
【００４０】
　さらにもう１つの本発明の実施形態において、アンチマルウェアサービスによりアグリ
ゲーションルーチン３１０に報告されたメタデータは、エンティティの特性を表すために
他のアンチマルウェアサービスにより用いられることができる。たとえば、上述の例では
、ファイヤーウォールアプリケーション３０４は、アグリゲーションルーチン３１０にネ
ットワークから暗号化されたファイルがダウンロードされたことを報告する。この場合、
メタデータを、当該ファイルがファイヤーウォールアプリケーション３０４によって疑わ
しいと「マーク」された理由（たとえば、当該ファイルは暗号化されている）を指摘する
ファイルと関連させることができる。もし、当該ファイルが後にオペレーティングシステ
ムの拡張ポイントへのアクセスの試みと関連付けられると、たとえば動作ブロッカ３０６
は、クエリを発し、当該ファイルと関連するメタデータを獲得する。この場合において、
動作ブロッカ３０６は、当該ファイルの特性をより精密に表すためにメタデータを用いる
ことができる。たとえば、マルウェアの分析の経験から、暗号化されていることおよびオ
ペレーティングシステムの拡張ポイントにアクセスすることの組み合わせは、非常に疑わ
しいイベントであると示唆することができる。したがって、動作ブロッカ３０６は、次に
、当該ファイルはマルウェアに感染していると陽性に同定することができる。
【００４１】
　判断ブロック４０６において、アグリゲーションルーチン３１０は、ブロック４０４で
分析された疑わしいイベントが前もって決められた閾値を満たすかを判定する。前もって
決められた閾値が満たされる場合、エンティティ（たとえば、コンピュータ、ファイル、
プロセス、その他）は、マルウェアに関連しているとして「マーク」される。この場合、
アグリゲーションルーチン３１０は、以下に説明されるブロック４０８に進む。逆に、前
もって決められた閾値が満たされない場合、アグリゲーションルーチン３１０はブロック
４００に戻り、ブロック４００から４０６までが、閾値が満たされるまで繰り返される。
【００４２】
　図４に示すように、判断ブロック４０８で、アグリゲーションルーチン３１０は、登録
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されたアンチマルウェアサービスが、コンピュータからマルウェアを取り除くことができ
るかを判定する。すでに述べたように、アグリゲーションルーチン３１０は、アンチマル
ウェアサービスに、登録することおよび当該サービスがコンピュータから取り除くことの
できるマルウェアの種類を同定するプロフィールを生成することを許可する。ブロック４
１０に達したなら、マルウェアがコンピュータに感染しており、登録されたアンチマルウ
ェアサービスが、コンピュータからマルウェアを取り除くことができる場合がある。この
場合、アグリゲーションルーチン３１０により集められたメタデータは、マルウェアおよ
びコンピュータからマルウェアを取り除くことのできるアンチマルウェアサービスを同定
するのに用いることができる。適切なアンチマルウェアサービスが同定された場合、アグ
リゲーションルーチン３１０は、ブロック４１０で、当該技術分野において一般に知られ
ている方法を用いて、アンチマルウェアサービスにマルウェアを取り除かせることができ
る。次に、アグリゲーションルーチン３１０は、ブロック４１２に進む。逆に、もしマル
ウェアがコンピュータを感染させる試みをしているだけである、またはアンチマルウェア
サービスがコンピュータからマルウェアを取り除くことができない場合、アグリゲーショ
ンルーチン３１０は、ブロック４１０を飛ばしてブロック４１２へ直接進む。
【００４３】
　ブロック４１２において、アグリゲーションルーチン３１０は、マルウェアの拡散また
は感染を回避するように設計された制限的セキュリティポリシーを実施する。ブロック４
１４に達した場合、マルウェアは同定され、コンピュータはマルウェアに依然として感染
しているときもあるし、そうでないときもある。コンピュータが感染している場合、マル
ウェアの拡散を回避するように設計された一般的な制限的セキュリティポリシーが、典型
的には実施される。たとえば、一般的セキュリティポリシーの実施は、典型的には、これ
らに制限されないが、コンピュータからのネットワーク伝送を制限すること、特定の通信
ポートおよびアドレス上のネットワークトラフィックをブロックすること、Ｅメールまた
はウェブブラウザアプリケーションといった、あるネットワーク関連アプリケーションへ
の、および／またはからの通信をブロックすること、あるアプリケーションを終了するこ
と、およびコンピュータ３００上の特定のハードウェアおよびソフトウェアコンポーネン
トへのアクセスをブロックすることといった、リソースへの多数の制限を適用することを
含む。他の場合において、アグリゲーションルーチン３１０は、マルウェアをコンピュー
タから取り除き、したがってもう感染していないことがある。この場合においては典型的
に、制限度の低いセキュリティポリシーが実施され、それはコンピュータをマルウェアに
再感染することを回避するように設計されている。次に、アグリゲーションルーチン３１
０は、ルーチンの終了するブロック４１４へ進む。
【００４４】
　ブロック４１４において実施される制限的セキュリティポリシーは、エンティティがマ
ルウェアでないという判断がなされれば、容易に外すことができることを良く理解された
い。たとえば、システム管理者またはユーザは、マルウェアを含むとして同定されたファ
イルが実は良性であると判定する場合がある。この場合、制限的セキュリティポリシーは
、将来起こる学習の結果として、ユーザにより、システム管理者により、または自動的に
生成されたコマンドにより外すことができる。
【００４５】
　本発明の好ましい実施形態について示し、説明してきたが、様々な変更を、本発明の範
囲から逸脱することなく、加えることができることが理解されるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】マルウェアが一般的に配布される、伝統的なネットワーク化された環境を図示す
る絵図である。
【図２】従来技術において、脆弱性窓がどのように生じることがあるかを明らかにする例
示的タイムラインを示すブロック図である。
【図３】コンピュータにインストールされた、異なるアンチマルウェアサービスおよびそ
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の他のイベント収集システムからナレッジベースをアグリゲートし、本発明によってマル
ウェアからコンピュータを事前に保護することができる、コンピュータのコンポーネント
を示すブロック図である。
【図４】コンピュータにおいて実施される、本発明によってマルウェアからコンピュータ
を保護する方法の一実施形態を示す流れ図である。
【符号の説明】
【００４７】
　３００　コンピュータ
　３０２　アンチウィルスソフトウェア
　３０４　ファイヤーウォールアプリケーション
　３０６　動作ブロッカ
　３０８　アンチスパイウェアソフトウェア
　３０９　メトリクスシステム
　３１０　アグリゲーションルーチン
　３１２　データコレクタコンポーネント
　３１４　データアナライザモジュール
　３１６　ポリシーインプリメンタ

【図１】 【図２】
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