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(57)【要約】
　ワークステーション上のアプリケーションを更新、監
視及び制御するシステム及び方法である。ワークステー
ションは、アプリケーションの起動及びネットワークへ
のアクセスを検出するワークステーション管理モジュー
ルを含む。ワークステーションアプリケーションサーバ
は、ワークステーションからアプリケーションに関する
データを受信する。アプリケーションサーバモジュール
は、アプリケーションインベントリデータベースを参照
し、アプリケーションに関係する１つ以上のポリシー又
は分類を決定できる。一旦アプリケーションサーバモジ
ュールが分類又はポリシーを受信すれば、ハッシュ／ポ
リシーテーブルをワークステーション管理モジュールに
転送する。ハッシュ／ポリシーテーブルを受信すれば、
ワークステーション管理モジュールは、アプリケーショ
ンによるネットワークアクセスを制御するために、アプ
リケーションに関係するポリシーを適用する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークにアクセスするプログラムを制御する監視システムをアップデートすると
きに使用されるネットワークアクセスデータを収集するためのシステムであって、
ワークステーションと、
前記ワークステーションに接続されたワークステーション管理モジュールと、
前記ワークステーションに接続されたアプリケーションサーバモジュールとを備え、
　前記ワークステーションが、前記ワークステーションの上でプログラムがネットワーク
にアクセスできるように構成され、
　前記ワークステーション管理モジュールが、
　　前記ネットワークにアクセスする前記プログラムを検出し、
　　前記プログラムがネットワークアクセスデータベース内にあるか否かを判断し、
　　前記プログラムが前記ネットワークアクセスデータベース内に無ければ、前記プログ
ラムに関係するプログラムデータをアプリケーションサーバモジュールに送信し、且つ、
　　前記プログラムに関係する１つ以上のポリシーを適用するように構成され、
　前記１つ以上のポリシーが、前記アプリケーションサーバモジュールから受信され、
　前記アプリケーションサーバモジュールが、
　　前記プログラムが前記ネットワークアクセスデータベースに無ければ、前記ワークス
テーション管理モジュールから前記プログラムデータを受信し、
　　前記プログラムが所定の方式で動作しているか否かを決定し、
　　前記プログラムが所定の方式で動作していなければ、前記プログラムをアプリケーシ
ョンデータベース工場に送信し、且つ、
　　前記プログラムが所定の方式で動作していれば、前記プログラムに関係する前記１つ
以上のポリシーを前記ワークステーション管理モジュールに提供するように構成されてい
るシステム。
【請求項２】
　前記アプリケーションデータベース工場が、
　前記プログラムが所定の方式で動作していなければ、前記アプリケーションサーバモジ
ュールから前記プログラムデータを受信し、
　前記プログラムが、前記アプリケーションデータベース工場によって以前に分析された
か否かを判断し、
　前記プログラムが以前に分析されていなければ、前記プログラムに関係する１つ以上の
分類を決定し、前記１つ以上の分類を、前記アプリケーションサーバモジュールに提供し
、
　前記プログラムが以前に分析されていれば、以前に前記プログラムに関係していた前記
１つ以上の分類を、前記アプリケーションサーバモジュールに提供するように構成されて
いる請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記ネットワークアクセスデータベースがハッシュ値を有する請求項２に記載のシステ
ム。
【請求項４】
　前記ネットワークアクセスデータベースが、前記プリグラムに関係する１つ以上の分類
及び１つ以上のポリシーを有する請求項２に記載のシステム。
【請求項５】
　前記アプリケーションサーバモジュールが、前記プリグラムが所定の振舞で実行してい
るかを示すデータ特性に関して、前記プログラムデータを分析し、且つ１つ以上の指標を
前記プログラムに関連付けるように、さらに構成されている請求項２に記載のシステム。
【請求項６】
　前記プログラムデータを分析することが、前記プログラムに関係するテキスト文字列に
対して実行される請求項５に記載のシステム。
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【請求項７】
　１つ以上の指標が分類フラグを含む請求項５に記載のシステム。
【請求項８】
　前記アプリケーションサーバモジュールが、前記プログラムデータを前記アプリケーシ
ョンデータ工場に送信する前に、前記プログラムをスクリーニングするために、前記１つ
以上の指標を使用する請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記ワークステーション管理モジュールが、前記プログラムに関連付ける前記プログラ
ムデータを決定するように構成されたアプリケーション要約生成部を備える請求項２に記
載のシステム。
【請求項１０】
　前記プログラムデータが、ソースＩＰアドレスを含む請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記プログラムデータが、目標ＩＰアドレスを含む請求項９に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記プログラムデータが、目標ポート番号を含む請求項９に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記アプリケーションサーバモジュールが、
　ネットワーク監視者が、前記プログラムに関係する前記１つ以上のポリシーを選択でき
るインタフェースを提供するように構成された区分ユーザインタフェースと、
　前記プログラムデータを前記アプリケーションデータベース工場に送信し、前記１つ以
上のポリシーを前記アプリケーションデータベース工場から受信するように構成されたア
ップロード／ダウンロード管理モジュールと
を備える請求項９に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記ネットワークアクセスデータベースが、前記プログラムが前記ネットワークにアク
セスする頻度を示す、前記プログラムに関係する頻度を含む請求項１に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記アップロード／ダウンロード管理モジュールが、頻度を前記アプリケーションデー
タベース工場に送信するように構成されている請求項１３に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記ネットワークアクセスデータベースが、前記プログラムに関係するプロトコルを含
む請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記１つ以上のポリシーが、前記プログラムに、前記プログラム及びユーザに関係する
前記１つ以上のポリシーに基づいて前記ネットワークにアクセスすることを、許可するこ
とを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記１つ以上のポリシーが、前記プログラム及びユーザに関係する前記１つ以上のポリ
シーに基づいて前記ネットワークにアクセスすることを、許可しないことを含む請求項１
に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記アプリケーションデータベース工場が、
　前記プログラムデータを前記アプリケーションサーバモジュールから受信し、前記プロ
グラムデータが以前に分析されたか否かを判断し、且つ、前記１つ以上の分類を前記アプ
リケーションサーバモジュールに提供するように構成されたアップロード／ダウンロード
モジュールと、
　前記プログラムが前記アプリケーションデータベース工場によって以前に分類されてい
なければ、前記プログラムを分類するように構成されたアプリケーションアナリスト区分
モジュールと、
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　前記プログラム及び前記１つ以上の分類を格納するように構成されたマスターアプリケ
ーションデータベースとを備える請求項２に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記アップロード／ダウンロードモジュールが、前記アプリケーションサーバモジュー
ルから頻度を受信し、前記アプリケーションデータベース工場中で前記プログラムの処理
を優先順位付けするように構成されている請求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】
　第２ワークステーションと、
前記第２ワークステーション及び前記アプリケーションデータベース工場に接続された第
２アプリケーションサーバモジュールとをさらに備える請求項１９に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記アップロード／ダウンロードモジュールが、第２ワークステーションから受信した
前記プログラムデータ及び第２プログラムデータをマージ及びソートするように、さらに
構成されている請求項１９に記載のシステム。
【請求項２３】
　ワークステーション上のプログラムの動作を制御するシステムをアップデートする方法
であって、
　アプリケーションによって試みられるネットワークアクセスを検出するステップと、
　前記アプリケーションのための要約を生成するステップと、
　前記アプリケーションが１つ以上のポリシーに関係しているか否かを判断するステップ
と、
　前記アプリケーションが１つ以上のポリシーに関係している場合、前記アプリケーショ
ンに関係する前記１つ以上のポリシーを適用するステップと、
　前記アプリケーションが１つ以上のポリシーに関係していない場合、前記アプリケーシ
ョンをロギングデータベースに送るステップと、
　前記ロギングデータベースをアプリケーションサーバモジュールにアップロードするス
テップと、
　１つ以上のポリシーに関係する前記アプリケーションがアプリケーションインベントリ
データベース内にあるか否かを判断するステップと、
　前記アプリケーションが、前記アプリケーションサーバモジュールの前記アプリケーシ
ョンインベントリデータベース内にない場合、前記アプリケーションをネットワークアク
セスデータベースに送り、前記アプリケーションが前記アプリケーションインベントリデ
ータベース内にある場合、前記アプリケーションに関係する１つ以上のポリシーを適用す
るステップとを含む方法。
【請求項２４】
　前記ネットワークアクセスデータベースをアプリケーションデータベース工場にアップ
ロードするステップと、
　各アプリケーションが、前記アプリケーションデータベース工場によって以前に分析さ
れたか否かを判断するステップと、
　以前に分析されていない各アプリケーションに関して、１つ以上の分類を各アプリケー
ション及び／又は前記アプリケーションに関係するデータに割り当てるステップと、
　各アプリケーションを、その選択された１つ以上の分類に従って、分類されたアプリケ
ーションのデータベースに転送するステップと、
　前記アプリケーションインベントリデータベースに組む込むために、分類されたアプリ
ケーションの前記データベースをダウンロードするステップとをさらに含む請求項２３に
記載の方法。
【請求項２５】
　前記アプリケーションが前記アプリケーションインベントリデータベース内にあれば、
前記アプリケーションインベントリデータベース内の頻度をアップデータするステップと
、
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　前記アプリケーションインベントリデータベースを前記アプリケーションデータベース
工場にアップロードするステップとを、さらに含む請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記１つ以上のポリシーが、前記ネットワークにアクセスすることを前記アプリケーシ
ョンに許可すること又は許可しないことを含む請求項２３に記載の方法。
【請求項２７】
　前記１つ以上のポリシーが、前記ネットワークにアクセスすることを前記アプリケーシ
ョンに許可するステップを含む請求項２３に記載の方法。
【請求項２８】
　前記ロギングデータベースが、前記アプリケーションに関係する付加的データさらに含
む請求項２３に記載の方法。
【請求項２９】
　前記付加的データが、目標ポート番号を含む請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記付加的データが、ソースＩＰアドレスを含む請求項２８に記載の方法。
【請求項３１】
　前記付加的データが、目標ＩＰアドレスを含む請求項２８に記載の方法。
【請求項３２】
　前記付加的データが、ソースポート番号を含む請求項２８に記載の方法。
【請求項３３】
　前記１つ以上の分類を示すデータ特性のために、前記アプリケーション及び／又は前記
アプリケーションに関係する付加的データを分析するステップと、
　１つ以上の指標を前記アプリケーションに関連付けるステップとをさらに含む請求項２
３に記載の方法。
【請求項３４】
　前記プログラムデータを分析するステップが、前記アプリケーションに関係するテキス
ト文字列の上で実行される請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　前記１つ以上の指標が分類フラグを含むことができる請求項３３に記載の方法。
【請求項３６】
　前記ネットワークアクセスデータベースを前記アプリケーションデータベース工場にア
ップロードする前に、前記１つ以上の指標を使用して前記アプリケーションをスクリーニ
ングするステップをさらに含む、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　プログラムのネットワークアクセスを制御するシステムをアップデートするときに使用
される収集データを収集する方法であって、
　プログラムによるネットワークへのアクセス要求を検出するステップと、
　前記プログラムがテーブルに格納されているか否かを判断するステップと、
　前記プログラムが格納されている場合、前記プログラムに関係する第１ルールを適用す
るステップと、
　前記プログラムが格納されていない場合、前記プログラムをデータベースに送るステッ
プとを含む方法。
【請求項３８】
　前記プログラム及び／又は前記プログラムに関係するデータを、１つ以上の分類を示す
データ特性のために、プリフィルタリングするステップと、
　少なくとも部分的に、前記データ特性によって示された前記１つ以上の分類に基づいて
、第２ルールを前記プログラムに関連付けるステップとを、さらに有する請求項３５に記
載の方法。
【請求項３９】
　ワークステーション上でプログラムによるネットワークアクセスを制御するシステムを
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アップデートする方法であって、
　アプリケーションのネットワークアクセス要求を検出するステップと、
　前記アプリケーションのための、ネットワークアクセスデータを含むハッシュ値を生成
するステップと、
　生成された前記ハッシュ値を、１つ以上のハッシュ値に関係する１つ以上のポリシーを
含むハッシュ／ポリシーテーブル中の前記１つ以上のハッシュ値と比較するステップと、
　前記生成されたハッシュ値が、前記ハッシュ／ポリシーテーブル中の１つ以上のハッシ
ュ値に一致すれば、前記１つ以上のハッシュ値に関係する前記１つ以上のポリシーを適用
するステップと、
　前記生成されたハッシュ値が、前記ハッシュ／ポリシーテーブル中の１つ以上のハッシ
ュ値に一致しなければ、前記アプリケーションをロギングデータベースに送るステップと
、
　前記ロギングデータベースをアプリケーションサーバモジュールにアップデートするス
テップと、
　前記ロギングデータベースからの前記アプリケーションがアプリケーションインベント
リデータベース中にあるか否かを判断するステップと、
　前記アプリケーションが前記アプリケーションインベントリデータベース中に無ければ
、前記アプリケーションをネットワークアクセスデータベースに送るステップとを含む方
法。
【請求項４０】
　前記アプリケーションの頻度数を決定するために、前記ロギングデータベースをスキャ
ンするステップをさらに含む請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　前記ネットワークアクセスデータベースをアプリケーションデータベース工場にアップ
ロードするステップと、
　前記アプリケーションが以前に前記アプリケーションデータベース工場によって分析さ
れたか否かを判断するステップと、
　以前に分析されなかった各アプリケーションに関して、前記アプリケーションに関連付
ける１つ以上の分類を選択するステップと、
　選択された１つ以上の分類に従って、各アプリケーションをアプリケーションデータベ
ースに送るステップと、
　前記アプリケーションデータベースを、前記アプリケーションインベントリデータベー
スに組み込むために、ダウンロードするステップとをさらに含む請求項３９に記載の方法
。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願
　本出願は、2003年3月14日に出願され、アプリケーションファイルの監視及び制御シス
テム及び方法という表題であるシリアル番号10/390547の一部継続出願であり、参照によ
りここにその全てが組み込まれる。
【０００２】
　発明の属する技術分野
　本発明は、コンピュータ装置に関し、特に、その上で動作するアプリケーションファイ
ルの監視及び制御システム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　インターネットは、種々のコンピュータがシームレスに相互に通信できるように、相互
接続されたコンピュータの全世界システムである。従業員は、不良プログラムをダウンロ
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ードし、実行するために、また、職場でピアツーピアのファイルシェアリングを実行する
ために、それらは何れも雇用者に対して新たな脅威となるのだが、サーバコンピュータに
アクセスすることができる。例えば、多くのインスタントメッセメッセージ（ＩＭ）シス
テムは、コンピュータ間のファイル伝送を許容するので、ＩＭは雇用者の会社に対してセ
キュリティリスクをもたらす。従業員は自身でIMを起動させることができるので、雇用者
は、コンピュータ間で伝送される注意すべきデータを誰が見ているかを知らない。しかし
、ＩＭは、会社の方針に従って使用された場合、生産的なツールになり得る。さらに、ス
トリーミングメディアは、それがネットワーク帯域幅を占有するために、注目されている
。最後に、自分のワークステーション上に違法な又はライセンスされていないソフトウェ
アを所有している従業員は、会社に対して望ましくない責任リスクを示し得る。というの
も、会社は、違法な又はライセンスされていないソフトウェアの従業員による使用に責任
を負わされる可能性があるからである。
【０００４】
　ソフトウェアは、従業員の生産性を維持し、ネットワーク帯域及び記録の費用を保持し
、法的責任を制限し、ネットワークセキュリティを改善して、職場で従業員がインターネ
ットに如何にアクセスするかを管理するのに有効である。しかし、上記した新たな脅威の
増大によって、雇用者は、彼らのコンピュータ環境との従業員のより広範な交わりを管理
するための新たな解決策を必要としている。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明のシステム及び方法は、幾つかの特徴を有している。その何れも、その望ましい
属性にのみ関連するものではない。特許請求の範囲によって表現された発明の範囲を制限
することなく、そのより重要な特徴を簡単にここに説明する。この説明を考慮すれば、そ
して特に「発明の詳細な説明」の章を読めば、本システム及び方法の特徴が、どのように
従来のフィルタシステムに幾つかの利点を提供するかを理解できるであろう。
【０００６】
　一つの側面は、ネットワークにアクセスするプログラムを制御する監視システムをアッ
プデートするときに使用されるネットワークアクセスデータを収集するためのシステムで
ある。そのシステムは、ワークステーションと、前記ワークステーションに接続されたワ
ークステーション管理モジュールと、前記ワークステーションに接続されたアプリケーシ
ョンサーバモジュールとを備え、前記ワークステーションが、前記ワークステーションの
上でプログラムがネットワークにアクセスできるように構成され、前記ワークステーショ
ン管理モジュールが、前記ネットワークにアクセスする前記プログラムを検出し、前記プ
ログラムがネットワークアクセスデータベース内にあるか否かを判断し、前記プログラム
が前記ネットワークアクセスデータベース内に無ければ、前記プログラムに関係するプロ
グラムデータをアプリケーションサーバモジュールに送信し、且つ、前記プログラムに関
係する１つ以上のポリシーを適用するように構成され、前記１つ以上のポリシーが、前記
アプリケーションサーバモジュールから受信され、前記アプリケーションサーバモジュー
ルが、前記プログラムが前記ネットワークアクセスデータベースに無ければ、前記ワーク
ステーション管理モジュールから前記プログラムデータを受信し、前記プログラムが所定
の方式で動作しているか否かを決定し、前記プログラムが所定の方式で動作していなけれ
ば、前記プログラムをアプリケーションデータベース工場に送信し、且つ、前記プログラ
ムが所定の方式で動作していれば、前記プログラムに関係する前記１つ以上のポリシーを
前記ワークステーション管理モジュールに提供するように構成されている。
【０００７】
　もう一つ側面は、ワークステーション上でのプログラムの動作を制御するシステムをア
ップデートする方法である。その方法は、アプリケーションによって試みられるネットワ
ークアクセスを検出するステップと、前記アプリケーションのための要約を生成するステ
ップと、前記アプリケーションが１つ以上のポリシーに関係しているか否かを判断するス
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テップと、前記アプリケーションが１つ以上のポリシーに関係している場合、前記アプリ
ケーションに関係する前記１つ以上のポリシーを適用するステップと、前記アプリケーシ
ョンが１つ以上のポリシーに関係していない場合、前記アプリケーションをロギングデー
タベースに送るステップとを含む。その方法は、前記ロギングデータベースをアプリケー
ションサーバモジュールにアップロードするステップと、１つ以上のポリシーに関係する
前記アプリケーションがアプリケーションインベントリデータベース内にあるか否かを判
断するステップと、前記アプリケーションが、前記アプリケーションサーバモジュールの
前記アプリケーションインベントリデータベース内にない場合、前記アプリケーションを
ネットワークアクセスデータベースに送り、前記アプリケーションが前記アプリケーショ
ンインベントリデータベース内にある場合、前記アプリケーションに関係する１つ以上の
ポリシーを適用するステップとを、さらに含む。
【０００８】
　さらに、もう一つの側面は、プログラムのネットワークアクセスを制御するシステムを
アップデートするときに使用される収集データを収集する方法である。その方法は、プロ
グラムによるネットワークへのアクセス要求を検出するステップと、前記プログラムがテ
ーブルに格納されているか否かを判断するステップと、前記プログラムが格納されている
場合、前記プログラムに関係する第１ルールを適用するステップと、前記プログラムが格
納されていない場合、前記プログラムをデータベースに送るステップとを含む。
【０００９】
　さらに、もう一つの側面は、ワークステーション上でプログラムによるネットワークア
クセスを制御するシステムをアップデートする方法である。その方法は、アプリケーショ
ンのネットワークアクセス要求を検出するステップと、前記アプリケーションのための、
ネットワークアクセスデータを含むハッシュ値を生成するステップと、生成された前記ハ
ッシュ値を、１つ以上のハッシュ値に関係する１つ以上のポリシーを含むハッシュ／ポリ
シーテーブル中の前記１つ以上のハッシュ値と比較するステップと、前記生成されたハッ
シュ値が、前記ハッシュ／ポリシーテーブル中の１つ以上のハッシュ値に一致すれば、前
記１つ以上のハッシュ値に関係する前記１つ以上のポリシーを適用するステップと、前記
生成されたハッシュ値が、前記ハッシュ／ポリシーテーブル中の１つ以上のハッシュ値に
一致しなければ、前記アプリケーションをロギングデータベースに送るステップとを含む
。その方法は、前記ロギングデータベースをアプリケーションサーバモジュールにアップ
デートするステップと、前記ロギングデータベースからの前記アプリケーションがアプリ
ケーションインベントリデータベース中にあるか否かを判断するステップと、前記アプリ
ケーションが前記アプリケーションインベントリデータベース中に無ければ、前記アプリ
ケーションをネットワークアクセスデータベースに送るステップとを、さらに含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下の詳細な説明は、本発明の特定の実施形態に関するものである。しかし、本発明は
、多くの異なるシステム及び方法において実現され得る。本明細書において、同様の部分
が同様の数字で全体を通して示されている図面を参照する。
【００１１】
　以下の説明と関連して、全体システムに含まれ得る種々のシステムの多くの要素は、そ
れらの幾つかはモジュールと呼ばれるが、あるタスクを実行するソフトウェア、ファーム
ウエア又はハードウエア要素、例えば、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧ
Ａ）又は特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）として実施され得る。そのような要素又はモ
ジュールは、有利なことに、アドレス可能な記録媒体に存在するように構成され得、また
、１つ以上のプロセッサ上で実行するように構成され得る。従って、モジュールは、例え
ば、ソフトウェア要素、オブジェクト指向ソフトウェア要素、クラス要素及びタスクコン
ポーネント等の要素、プロセス、関数、属性、手続き、サブルーチン、プログラムコード
のセグメント、ドライバ、ファームウエア、マイクロコード、回路、データ、データベー
ス、データ構造、テーブル、アレイ及び変数を含んでもよい。要素およびモジュール中に
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備えられた機能性は、複数の要素及びモジュールに結合されても、または、さらに追加的
な要素及びモジュールに分割されてもよい。さらに、要素及びモジュールは、有利なこと
に、１つ以上のコンピュータ上で実行するように実現されてもよい。
【００１２】
　図１は、インターネット１０８と、インターネット１０８に接続されたアプリケーショ
ンデータベース工場１１０とに接続されたローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）１００
のブロック図である。より一般的には２つまたは多くのネットワークが含まれるであろう
が、説明を容易にするために、１つのＬＡＮが示されている。
【００１３】
　ＬＡＮ１００は、アプリケーションサーバモジュール１０２に接続された１つ以上のワ
ークステーション１０１を含んでいる。アプリケーションサーバモジュール１０２は、ア
プリケーション及びアプリケーションに関連するデータをアップロード及びダウンロード
するために、インターネット１０８を介してアプリケーションデータベース工場１１０と
通信する。ＬＡＮ１００は、イーサネット１０ベースのトポロジを有する、または、ワイ
ヤレスネットワーク、トークンリングネットワークなどの何らかのネットワークプロトコ
ルに基づくことができる。
【００１４】
　ワークステーション１０１は、アプリケーションサーバモジュール１０２に接続されて
いる。ワークステーション１０１は、例えば、マイクロソフトウインドウズオペレーティ
ングシステムの下で動作するパーソナルコンピュータであり得るが、アップル製コンピュ
ータ又は別のシステムなどの他のコンピュータが使用され得る。
【００１５】
　アプリケーションサーバモジュール１０２は、ＬＡＮ１００をインターネット１０８に
接続する。アプリケーションサーバモジュール１０２は、ルータや別のデータパケットス
イッチング技術のような、インターネットＴＣＰ／ＩＰプロトコルをインターネット１０
８と通信するための適切なプロトコルに変換する接続装置を介してインターネット１０８
と通信する。あるシステムを導入するために使用される接続装置は、ＬＡＮ１００内での
位置と同様に変更され得る。例えば、接続装置は、ワークステーション１０１に位置され
得、または、周辺装置としてインターネット１０８に接続され得る。典型的な接続装置は
、ルータモジュール（図示せず）に接続されたファイアウォールモジュール（図示せず）
を含む。
【００１６】
　図２は、図１におけるワークステーション１０１のワークステーション管理モジュール
のブロック図である。ワークステーション管理モジュール２００は、アプリケーション要
約生成部２０１、クライアントインベントリモジュール２０２、アップロード／ダウンロ
ードモジュール２０３、ハッシュ／ポリシーテーブル２０４、ロギングデータベース２０
６、ネットワークアクセス検出モジュール２０８、及び実行起動検出モジュール２１０を
含み得る。
【００１７】
　ワークステーション管理モジュール２００は、ワークステーション１０１上でアプリケ
ーションの起動を検出し、ワークステーション１０１及び／又はユーザ用のアクセス権を
判断することができる。例えば、アクセス権は、起動されたアプリケーションがワークス
テーション１０１上で動作するのを許可することを含み得る。アクセス権は、１つ以上の
ポリシー又はルールであり得る。ワークステーション１０１及び／又はユーザ用のアクセ
ス権を判断するために、ワークステーション管理モジュール２００は、起動されたアプリ
ケーションと１つ以上の分類との予め決定された関係を使用することができる。１つ以上
の分類は、さらに、ワークステーション１０１及び／又はユーザ用のアクセス権／ポリシ
ー又はルールと関連し得る。或いは、起動されたアプリケーションは、アクセス権と直接
的に関連している。
【００１８】
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　アプリケーションの起動を検出し、ワークステーション１０１上でアプリケーションが
動作するのを許可するかを判断することに加えて、又はそれに代えて、ワークステーショ
ン管理モジュール２００は、現行のネットワークの活動又はアプリケーションの振舞を監
視することができる。アプリケーションがワークステーション１０１上で動作することを
許可された後、そのアプリケーションは、ネットワークにアクセスしても、またはアクセ
スしなくてもよい。ワークステーション管理モジュール１００は、アプリケーションがワ
ークステーション上で動作するアクセス権を判断した後にも、アプリケーションの現行の
振舞を監視する。例えば、ワークステーション上で動作することを、ワークステーション
管理モジュールが許可したアプリケーションが、ネットワークにアクセスすることを試み
る度に、ワークステーション管理モジュール２００は、アプリケーションがネットワーク
にアクセスすることを許可するかを判断する。このようにして、ワークステーション管理
モジュール２００は、先のアクセス権を、アプリケーションのその後の活動に基づいて維
持又は変更する。ワークステーション管理モジュール２００の判断に関連するアクセス権
は、アプリケーションがワークステーション１０１上で起動することを許可するかどうか
に関しては、ワークステーション管理モジュール２００が、アプリケーションがネットワ
ークにアクセスすることを許可するアクセス権と共に、又はそれとは別に記録され得る。
【００１９】
　アプリケーションのネットワークへのアクセスの試みに応答して、ワークステーション
管理モジュール１０１は、ワークステーション１０１及び／又はユーザに関する一意のア
クセス権を選択することができる、アクセス権は、全てのワークステーションについて、
又は、多数のワークステーションについて一意であることができる。例えば、アクセス権
は、アプリケーションにネットワークにアクセスすることを許可すること、又は、１つ以
上のワークステーションからネットワークにアクセスすることを許可しないことを含むこ
とができる。アクセス権は、１つ以上のポリシー又はルールであることができる。
【００２０】
　ワークステーション１０１及び／又はユーザ用のアクセス権を決定するために、ワーク
ステーション管理モジュール１０１は、アプリケーションと、そのアプリケーションに関
して期待されるネットワークの振舞又は活動との間の、予め決定された関係を使用するこ
とができる。この予め決定された関係は、そのアプリケーションに関する、前の又はその
時のネットワーク活動に基づいている。例えば、第１ワークステーション１０１上で動作
しているアプリケーションに関して期待されるネットワーク活動は、第１ワークステーシ
ョン上における、そのアプリケーションの先の活動の記録から決定され得る。それに加え
て又はその代わりに、アプリケーションに関して期待されるネットワーク活動は、複数の
ワークステーション上における、そのアプリケーションの先の活動の記録から決定される
。
【００２１】
　期待されるネットワーク活動は、異なるが関連するアプリケーションによるネットワー
ク活動から決定され得る。例えば、１つのソフトウェア会社からのプログラム又はアプリ
ケーションは、共通のアクセス権を有していてもよい。アプリケーションの後のバージョ
ンに関連するアクセス権は、同じアプリケーションの先のバージョンと共通のアクセス権
を共有してもよい。
【００２２】
　異なるワークステーション上で動作している同じアプリケーションのネットワーク活動
は、アプリケーションに関する期待されるネットワーク活動を決定するために、所定の方
法で重み付けされ得る。期待されるネットワーク活動は、複数のワークステーションに関
する共通のアクセス権を決定することができる。ワークステーション管理モジュールは、
期待されるネットワーク活動を、ハッシュ／ポリシーテーブル２０４に格納する。アクセ
ス権は、アプリケーションデータベース工場１１０において決定され得る。
【００２３】
　あるアプリケーションに関する期待されるネットワーク活動は、アプリケーションに関
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連する１つ以上のネットワーク活動を含むことができる。アプリケーションが、期待され
る方法でネットワークにアクセスするときには、属性はアプリケーションに関連する。こ
れら属性は、例えば、特定のプロトコル、特定のＩＰアドレス、及び特定のアクセスポー
トを含むことができる。例えば、アプリケーションに関する特定のプロトコルは、ハッシ
ュ／ポリシーテーブル２０４にリストされている。アプリケーションが、ハッシュ／ポリ
シーテーブル２０４にリストされた期待されるプロトコルと異なるプロトコルを使用して
いるネットワークにアクセスすることを要求すれば、ネットワークアクセス検出モジュー
ルは、アクセスを許可しなくてもよい。
【００２４】
　アプリケーションは、1日に複数回ネットワークへのアクセスを要求してもよい。しか
し、アプリケーションと関連する１つ以上のネットワーク属性は、試みられたアクセス毎
に異なっていてもよい。このようにして、アプリケーションの属性は、時間と共に変わり
得る。ネットワークアクセス検出モジュール２０８は、１つ以上のネットワーク属性の第
２の組合せを許可しないが、１つ以上のネットワーク属性の第１の組合せを許可してもよ
い。
【００２５】
　１つ以上の属性の各組合せは、１つ以上の分類と関連し得る。１つ以上の分類は、さら
に、ワークステーション１０１及び／又はユーザのためのポリシー又はルールに関連し得
る。
【００２６】
　コンピュータ又はワークステーション上のプログラム又はアプリケーションが起動され
たとき、実行起動検出モジュール２１０が起動を検出する。この検出に応答して、ワーク
ステーション管理モジュール２００は、そのアプリケーションがワークステーション１０
１上で動作することを許可するか禁止するかを判断する。
【００２７】
　ワークステーション管理モジュール２００がワークステーション１０１上で動作するこ
とを許可したアプリケーションは、ネットワークへのアクセスを要求してもよいし、しな
くてもよい。ネットワークへのアクセスを正に要求するアプリケーションに関しては、そ
のアプリケーションは、起動時に又はプログラムがワークステーション１０１上で動作し
た後に、アクセスを要求してもよい。例えば、発行元のアプリケーションが一旦起動され
れば、そのアプリケーションは、アップデートのために、ネットワークを介してその発行
元のウエブサイトにアクセスすることを要求してもよい。この例を続けると、アプリケー
ションに関連するハッシュと、ネットワークアクセス要求に関連する１つ以上のネットワ
ーク属性の組合せとは、ポリシー又はルールを選択するために、ハッシュ／ポリシーテー
ブル２０４と比較される。ハッシュ／ポリシーテーブル２０４は、さらに分類を含み得る
。分類は、したがって、ポリシー又はルールに関連し得る。
【００２８】
　アプリケーション又はプログラムがネットワークにアクセスするとき、ネットワークア
クセス検出モジュール２０８は、アプリケーション又はプログラムの振舞又は活動を監視
する。実行起動検出モジュール２１０及びネットワークアクセス検出モジュール２０８は
、要求されたアプリケーションに関係するデータ、又はネットワークアクセス中のアプリ
ケーションに関係するデータを分析するように、アプリケーション要約生成部２０１に命
令する。その分析の一部として、実行起動検出モジュール２１０は、アプリケーション要
約生成部２０１を使用して、アプリケーションのためのハッシュを生成し得る。アプリケ
ーション要約生成部２０１は、要求されたアプリケーションからの特性を分析して、その
アプリケーションを一意に同定する。これらの特性は、ネットワークアクセスデータを含
み得る。典型的な特性は、名前、発行元、スイート、ハッシュ、ファイルサイズ、バージ
ョン、プロトコル、ＩＰアドレス、ポート、及び、起動された又はネットワークアクセス
中のアプリケーションに関連する追加的な情報又は特性を含む。
【００２９】
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　アプリケーション用のハッシュは、アプリケーションに関連する２値を、一意のビット
の組に変換することによって決定される。ハッシュ関数は、それは公知技術の暗号化方式
であるが、アプリケーションのためのハッシュの決定において採用される。このようにし
て、ハッシュ関数は、アプリケーションからの選択された２値入力を取得し、その２値入
力をハッシュと呼ばれる固定長の暗号出力に変換する。結果は、ビットの固定サイズセッ
トであり、それはアプリケーションのための一意の「ディジタル指紋」としての役割をす
る。２つの典型的なハッシュアルゴリズムは、ＭＤ－５及び安全なハッシュアルゴリズム
－１（ＳＨＡ－１）を含む。ＭＤ－５ハッシュアルゴリズムは、１２８ビットの出力ハッ
シュを生成する。ＳＨＡ－１アルゴリズムは、１６０ビットの出力ハッシュを生成する。
【００３０】
　分析された特性又は属性は、実行起動検出モジュール２１０及び／又はネットワークア
クセス検出モジュール２０８に提供される。起動されたアプリケーションのために、実行
起動検出モジュール２１０は、ワークステーション１０１からのアプリケーション要求を
分析し、そしてアプリケーション要求をハッシュ／ポリシーテーブル２０４と比較する。
ネットワークへのアクセスを要求しているアプリケーションのために、ワットワークアク
セス検出モジュール２０８は、ワークステーション１０１０からのネットワークアクセス
要求を分析し、そしてネットワークアクセス要求をハッシュ／ポリシーテーブル２０４と
比較する。ハッシュ／ポリシーテーブル２０４は、１つ以上の所定のネットワーク属性と
、それらと関連する１つ以上のポリシー含む。図３を参照して説明されるように、アプリ
ケーションサーバモジュール１０２は、ハッシュ／ポリシーテーブル２０４をワークステ
ーション管理モジュール２００に提供する。
【００３１】
　ハッシュ／ポリシーテーブル２０４は、アプリケーションサーバモジュール１０２から
受信される。ハッシュ／ポリシーテーブル２０４は、アプリケーション名、発行元、スイ
ート、ハッシュ、ポート、プロトコル、ＩＰアドレス、分類、及び、それらと関連するル
ール又はポリシーのリストを含み得る。一実施例において、ハッシュ／ポリシーテーブル
２０４中の１つ以上の分析された特性はハッシュ値のリストを含む。この実施例を続ける
と、ハッシュ／ポリシーテーブル２０４はさらに、そのリスト中のハッシュ値に関連する
ポリシーのリストを含む。この実施例においてハッシュ値及びポリシーに加えて、ハッシ
ュ／ポリシーテーブル２０４はさらに、ハッシュ値及び／又はポリシーに関連する分類の
リストを含む場合がある。さらに、別の実施例では、ハッシュ／ポリシーテーブル２０４
はハッシュ値を含まない。その代わりに、ハッシュ／ポリシーテーブル２０４は、ハッシ
ュ／ポリシーテーブル２０４においてアプリケーションを特定する、名前／発行元／スイ
ートまたは他の特性を含む。さらに別の実施例では、ハッシュ／ポリシーテーブル２０４
は、ハッシュ／ポリシーテーブル２０４においてアプリケーションを特定する、ポート／
ＩＰアドレス／プロトコルまたは他の特性を含む。
【００３２】
　一旦アプリケーションがワークステーション上で実行することを要求すれば、またはア
プリケーションがネットワークにアクセスすることを要求した場合、そのアプリケーショ
ンに対応するハッシュ／ポリシーテーブル２０４からのポリシーも特定される。実行起動
検出モジュール２１０またはネットワークアクセス検出モジュール１０８は、アプリケー
ションを実行すること又はネットワークにアクセスすることの要求に対して如何なるアク
セス権またはポリシーが適応されるべきかを決定するために、アプリケーションのポリシ
ーをハッシュ／ポリシーテーブル２０４中の特性と比較する。これらのポリシー又はルー
ルは、例えば、プログラムの実行を許可すること、ネットワークへのアクセスを許可する
こと、プログラムの実行を拒否すること、ネットワークへのアクセスを拒否すること、ア
プリケーションを実行する要求のログが記録されることをユーザに警告すること、及び、
ネットワークにアクセスする特定の時間をユーザに許可することを含み得る。
【００３３】
　上記されたポリシー及びルールに加えて、ワークステーション管理モジュール２００は
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、アプリケーションを実行すること又はネットワークにアクセスすることの要求に応答し
て他のアクション、しばしば選択的フィルタと呼ばれるが、を採用し得る。選択的フィル
タの例は、アプリケーションの実行を延期すること、ネットワークへのアクセスを延期す
ること、アプリケーションの実行の拒否を無効にすることをユーザに許可すること、ネッ
トワークへのアクセスの拒否を無効にすることをユーザに許可すること、割当量に基づい
てアプリケーションへのユーザのアクセスを制限すること、割当量に基づいてネットワー
クへのアクセスを制限すること、ネットワーク負荷に基づいてアプリケーションへのユー
ザのアクセスを制限すること、ネットワーク負荷に基づいてネットワークへのアクセスを
制限することを含む。各要求されたアプリケーション又はネットワークアクセスするアプ
リケーションは、１つ以上のポリシー又はルールに関係し得る。
【００３４】
　一実施例において、実行起動検出モジュール２１０又はネットワークアクセス検出モジ
ュール２０８は、生成されたハッシュがハッシュ／ポリシーテーブル２０４中の何れかの
ハッシュにマッチするかどうかをチェックする。要求されたアプリケーションとハッシュ
／ポリシーテーブル２０４中のハッシュとの間でマッチすることが分かった場合、実行起
動検出モジュール２１０又はネットワークアクセス検出モジュール２０８は、そのアプリ
ケーション、及び／又は、アプリケーション又はネットワークアクセスを要求するユーザ
にマッチするハッシュに関連するポリシー／ルールを適用する。例えば、実行起動検出モ
ジュール２１０によるそのルールの適用の結果、要求されたアプリケーションがワークス
テーション１０１上で実行すること、又はユーザによって実行されることが許可されない
ことになる場合、予め定義されたブロックページが、要求されたアプリケーションが許可
されないこと及びその理由を説明するユーザインタフェースに送られ得る。若しくは、実
行起動検出モジュール２１０は単に、要求されたアプリケーションがワークステーション
１０１上で実行することを止める。
【００３５】
　例えば、ネットワークアクセス検出モジュール２０８によるそのルールの適用の結果、
アプリケーションによって要求されたネットワークアクセスが許可されないことになる場
合、予め定義されたブロックページが、要求されたアプリケーションがネットワークにア
クセスすることが許可されないこと及びその理由を説明するユーザインタフェースに送ら
れ得る。若しくは、ネットワークアクセス検出モジュール２０８は単に、要求されたアプ
リケーションがネットワークにアクセスすることを止める。
【００３６】
　実行起動検出モジュール２１０又はネットワークアクセス検出モジュール２０８が、ハ
ッシュ／ポリシーテーブル２０４においてアプリケーションのハッシュを見つけることが
できない場合（例えば、アプリケーションが非分類である場合、又は、アプリケーション
が予期しない振舞をする場合）、モジュール２０８、２１０はそのアプリケーションをど
のように扱うかを判断する。例えば、実行起動検出モジュール２１０又はネットワークア
クセス検出モジュール２０８が、要求されたアプリケーションが非分類である又は予期し
ない振舞をすると判断した場合に、そのアプリケーションを実行させることが許可される
可能性はある。若しくは、実行起動検出モジュール２１０又はネットワークアクセス検出
モジュール２０８は、このワークステーションにおけるユーザに関係するポリシーに依存
して、アプリケーションの実行またはネットワークアクセスを止めることができる。
【００３７】
　要求されたアプリケーションに関して特定された１つ以上のポリシーが、アプリケーシ
ョンの実行の要求に応答して、適用される。このようにして、実行起動検出モジュール２
１０又はネットワークアクセス検出モジュール２０８は、分析された特性、ハッシュ／ポ
リシーテーブル２０４、及び、ハッシュ／ポリシーテーブルからのポリシー／ルールを用
いて、アプリケーションの実行の各要求をフィルタする。ポリシーは、アプリケーション
がハッシュ／ポリシーテーブル２０４中に見出されなくても、提供され且つ使用され得る
。
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【００３８】
　アプリケーションがハッシュ／ポリシーテーブル２０４中に見出される場合、イベント
がロギングデータベース２０６に記録される。ロギングデータベース２０６に記録された
情報は、例えば、アプリケーション名、時刻、ポート、ＩＰアドレス、プロトコル、及び
、アプリケーションに関係するハッシュを含み得る。ロギングデータベース２０６は、ア
プリケーションに関係する付加的データをも含み得る。例えば、要求頻度または要求され
たアプリケーションの実行時間が、ロギングデータベース２０６に含まれ得る。
【００３９】
　非分類のアプリケーションのハッシュがロギングデータベース２０６中に示されていな
ければ、実行起動検出モジュール２１０は、アプリケーション名、ハッシュ及びアプリケ
ーション要約生成部２０１によって分析された情報を、ロギングデータベース２０６に格
納する。このようにして、ロギングデータベース２０６は、要求されたアプリケーション
に関係する付加的情報を含み得る。例えば、発行元、スイート、ファイルサイズ、プロト
コル、ＩＰアドレス、ポート、ディレクトリの場所などが、ロギングデータベース２０６
に含まれ得る。
【００４０】
　図２をさらに参照すると、一実施例において、クライアントインベントリモジュール２
０２が、ワークステーション１０１上のアプリケーションの目録を作成するように構成さ
れている。その目的のために、クライアントインベントリモジュール２０２は、ワークス
テーション１０１上のアプリケーションが区分されているか及び／又は非分類であるかを
判断するために、ハッシュ／ポリシーテーブル２０４にアクセスすることができる。クラ
イアントインベントリモジュール２０２は、定期的にワークステーション１０１の目録を
作成するように構成され得る。例えば、クライアントインベントリモジュール２０２は、
１日１回又はそれ以外の選択された時間間隔で、ワークステーション１０１上のアプリケ
ーションの目録を作成することができる。有利なことに、クライアントインベントリモジ
ュール２０２は、作業していない時間に、目録作成を行うことができる。目録は、ワーク
ステーション１０１がユーザによって電源オンされるとき、または電源オフされるときに
、作成され得る。ＬＡＮ１００の構成に応じて、ネットワーク管理者は、クライアントイ
ンベントリモジュール２０２に目録作成を指令することができる。さらに、アプリケーシ
ョンサーバモジュール１０２によるポーリングに応答して、目録は作成され得る（図１参
照）。
【００４１】
　図２をさらに参照すれば、アップロード／ダウンロードモジュール２０３は、アプリケ
ーションサーバモジュール１０２にデータを伝送する、又はアプリケーションサーバモジ
ュール１０からデータを受信することができる。例えば、アップロード／ダウンロードモ
ジュール２０３は、ロギングデータベース２０６からアプリケーションサーバモジュール
１０にデータを伝送することができる。クライアントインベントリモジュール２０２がワ
ークステーション１０１上のアプリケーションの目録生成を行う一実施例において、目録
生成の結果は、アップロード／ダウンロードモジュール２０３によってアプリケーション
サーバモジュール１０２にアップロードされ得る。
【００４２】
　アップロード／ダウンロードモジュール２０３によって実行されるアップロードは、ネ
ットワーク管理者の要望に応じて、即時的又は定期的であり得る。例えば、通常の勤務時
間後の毎日のアップロードが使用され得る。アップロード／ダウンロードモジュール２０
３は、ロギングデータベース２０６中のアプリケーションに、それらをアプリケーション
サーバモジュール１０２へ伝送する優先順位を付けるために、ロギングデータベース２０
６をスキャンすることによって要求頻度を計算することができる。別の実施例において、
頻度数データベース（図示せず）は、ロギングデータベース２０６中のエントリ毎にアッ
プデートされる。頻度数データベースは、ロギングデータベース２０６中のエントリ毎の
要求頻度を維持する。この実施例では、アップロード／ダウンロードモジュール２０３は
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、アプリケーションに優先順位を付けるために頻度数データベースにアクセスする。
【００４３】
　ロギングデータベース２０６からのデータが、アプリケーションサーバモジュール１０
２にアップロードされるべき場合、アップロード／ダウンロードモジュール２０３は、ロ
ギングデータベース２０６をスキャンすることによって見出されたアプリケーションの要
求頻度を参照することができる。要求頻度は、ロギングデータベース２０６中のアプリケ
ーションに、それらがアプリケーションサーバモジュール１２０へ伝送される優先順位を
付けるために使用され得る。
【００４４】
　図３は、以前に分類されたアプリケーションに関係する特性に加えてアプリケーション
の特性をも含むアプリケーションのリストをアップロード及びダウンロードするために、
ワークステーション管理モジュール２００（図２）と通信するアプリケーションサーバモ
ジュール１０２のブロック図である。これらの特性は、各アプリケーションに関係するネ
ットワークアクセスデータを含むことができる。例えば、ハッシュ値のリスト及びそれら
に関係する特性はネットワーク管理モジュール２００にダウンロードされるが、要求され
たアプリケーション又はネットワークアクセスするアプリケーションからの分析された特
性は、アプリケーションサーバモジュール１０２にアップロードされ得る。さらに、アプ
リケーションに関係する分類は、ワークステーション管理モジュール２００に伝送され得
る。アプリケーションに関係する分類がワークステーション管理モジュール２００に有効
であれば、ワークステーション管理モジュールは、ワークステーション及び／又はそのア
プリケーションに関係する１つ以上の分類に対応するユーザのためのアクセス権を選択す
ることができる。１つより多い分類がアプリケーションに関係し、それらの分類がそれら
に関係する異なるポリシーを有している場合、ルール／ポリシーの一方又は両方は、アク
セス権のために使用され得る。
【００４５】
　アプリケーションサーバモジュール１０２は、アプリケーションインベントリデータベ
ース１０３、ワークステーションアップロード／ダウンモジュール１０４、工場アップロ
ード／ダウンロードモジュール１０５、区分ユーザインタフェース１０６、及びポリシー
データベース１０９を含むことができる。アプリケーションインベントリデータベース１
０３はさらに、非分類アプリケーションデータベース１０８及びネットワークアクセスデ
ータベース１０７を含むことができる。若しくは、非分類アプリケーションデータベース
１０８及び／又はネットワークアクセスデータベース１０７は、結合されて１つのデータ
ベースになる、又はアプリケーションインベントリデータベース１０３から分離されたデ
ータベースであることができる。
【００４６】
　ネットワークアクセスデータベース１０７は、アプリケーションと関係するネットワー
クアクセスデータを含む。ネットワークアクセスデータは、アプリケーションがネットワ
ークにアクセスするときに、アプリケーションに関係する特性または属性を分析する。ネ
ットワークアクセスデータは、アプリケーションサーバモジュール１０２にアップロード
される。アップロードされたネットワークアクセスデータは、そのアプリケーションのた
めに期待されるネットワークアクセスデータと比較され得る。上記で説明されたように、
期待されるネットワークアクセスデータは、アプリケーションによる現状の又は前のネッ
トワークアクセスに関係するネットワークアクセスデータの編集物であり得る。期待され
るネットワークアクセスデータは、要求しているワークステーション又は他のワークステ
ーションから集められ得る。
【００４７】
　期待されるネットワークアクセスデータは、アプリケーションが所定の方式で振舞うと
きに得られたネットワークアクセスデータから導出される。アップロードされたネットワ
ークアクセスデータは、アプリケーションサーバモジュール１０２が分類されたアプリケ
ーション及び分類されていないアプリケーションの振舞を監視することを許可する。分類
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されたアプリケーションは、アプリケーションがネットワークにアクセスする度に監視さ
れる。所定の方式で動作しない分類されたアプリケーションは、非分類アプリケーション
データベース１０８の中に置かれる。このようにして、同じアプリケーションが、アプリ
ケーションインベントリデータベース１０３中で異なるエントリを有してもよい。例えば
、アプリケーションインベントリデータベース１０３中の第１エントリは、アプリケーシ
ョンが所定の方式で動作しているときには、アプリケーションハッシュ及びアプリケーシ
ョンに関係する分析された特性又は特徴に対応する。期待される特徴は、アプリケーショ
ンによる普通のネットワーク活動に関係する。第２エントリは、アプリケーションが所定
の方式で動作していないときには、同じアプリケーションハッシュに対応するが、アプリ
ケーションに関係する異なる分析された特性又は特徴には対応しない。
【００４８】
　ネットワーク管理者などは、区分ユーザインタフェース１０６を介して、アプリケーシ
ョンサーバモジュール１０２とインタフェースする。ネットワーク管理者は、非分類のア
プリケーションを区分し、及び／又は、前に分類されたアプリケーションを再分類するこ
とができる。非分類のアプリケーションは、分類されていないアプリケーション、及び／
又は、分類されているが、所定の方式又は期待される方式で動作しないアプリケーション
を含むことができる。後者の場合、ネットワークアクセス検出モジュール２０８は、アプ
リケーションが所定の方式又は期待される方式で動作しているか否かを判断するときに、
ネットワーク属性に注意を向ける。
【００４９】
　ネットワーク管理者は、区分ユーザインタフェース１０６を介して、アプリケーション
インベントリデータベース１０３からデータを受信する。ネットワーク管理者はさらに、
ユーザ、ワークステーション、及び／又は、ユーザ／ワークステーションのグループに関
するアクセス権／ポリシー／ルールを選択または生成するために、区分ユーザインタフェ
ース１０６を介してインタフェースすることができる。これらのルールは、ポリシーデー
タベース１０９に格納されている。これらのルールは、例えば、選択された分類に関係す
るアプリケーションが、所定のワークステーション上で実行することを許可することを含
むことができる。これらのルールは、例えば、アプリケーションが所定のワークステーシ
ョン１０１上で、ネットワークにアクセスすることを許可することを、さらに含むことが
できる。ルールは、選択可能なフィルタを含むこともできる。
例えば、アプリケーションが実行すること又はネットワークにアクセスすることを単に許
可しないよりも、ネットワーク管理者は、アプリケーションが実行すること又はネットワ
ークにアクセスすることを要求されるときに適用される選択可能なフィルタを選択又は生
成してもよい。ルールは、ワークステーションアップロード／ダウンロードモジュール１
０４を介して、ワークステーション管理モジュール２００に提供される。このようにして
、実行起動検出モジュール２１０及び／又はネットワークアクセス検出モジュール２０８
（図２参照）は、アプリケーションの分類又はネットワークアクセスデータに関係するル
ールを適用する。
【００５０】
　ワークステーションアップロード／ダウンロードモジュール１０４の１つの機能は、ア
プリケーション名のための識別子、及び、アプリケーション名に関係する、ワークステー
ション管理モジュール２００からの何らかの付加的データまたは分析された特性を受信す
ることである。例えば、アプリケーション名のための識別子は、ハッシュ値又はアプリケ
ーション自体の名前である可能性がある。一実施例では、アプリケーション名は、ロギン
グデータベース２０６からの名前を含む。付加的データは、ロギングデータベース２０６
中で見出されたアプリケーションについての要求頻度、トレースＩＤ、ワークステーショ
ン管理モジュールによって使用される第１の言語、ソースＩＰアドレス、目標ＩＰアドレ
ス、ソースポート番号。目標ポート番号、及び、別のネットワークアクセスデータをも含
むことができる。説明を容易にするために、用語「収集データ」は、アプリケーション及
びアプリケーションに関係する何らかの付加的データを含むために使用される。さらに、
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ワークステーションアップロード／ダウンロードモジュール１０４は、以下により詳しく
説明されるように、アプリケーションインベントリデータベース１０３の全て又は一部を
、ワークステーション管理モジュール２００にダウンロードする。
【００５１】
　ワークステーションアップロード／ダウンロードモジュール１０４は、アップロード／
ダウンロードモジュール２０３（図２参照）から収集データを受信して、収集データを処
理する。処理は、複数のワークステーション管理モジュールからの収集データをマージす
ること及びソートすることを含むことができる。ワークステーションアップロード／ダウ
ンロードモジュール１０４は、収集データ中の各アプリケーションが分類を要求するか否
かを判断する。例えば、所定の方式で動作していないアプリケーションは、分類を要求し
てもよい。
【００５２】
　アプリケーションが以前に分類されていなければ、又は、アプリケーションが以前に分
類されたが、所定の方式で動作していなければ、そのアプリケーションに関係する収集デ
ータが、非分類アプリケーションデータベース１０８に格納される。したがって、アプリ
ケーションインベントリデータベース１０３中で見出されたアプリケーション名は、その
アプリケーションが所定の方式で動作していなければ、非分類アプリケーションデータベ
ース１０８にも格納され得る。所定の方式で動作していないアプリケーションに関しては
、収集データはさらに、ネットワークアクセスデータベース１０７に格納され得る。上記
したように、ネットワークアクセスデータベース１０７は、非分類アプリケーションデー
タベース１０８から分離されている、又は、非分類アプリケーションデータベース１０８
に結合されていることがあり得る。
【００５３】
　ネットワーク管理者は、収集データ（例えば、アプリケーション情報、及びアプリケー
ションの関係する任意の付加的データ）を、非分類化アプリケーションデータベース１０
８及び／又はデットワークアクセスデータベース１０７から受信するそして、ネットワー
ク管理者は、区分ユーザインタフェース１０６を介して、非分類のアプリケーションを分
類することができ、且つ／又は、ポリシーを分類またはアプリケーションに関係付けるこ
とができる。所定の方式で動作していないとネットワーク管理者が判断したアプリケーシ
ョンは、分類又は再分類される。アプリケーションは、アプリケーションの最初の分類に
関係する分析された特性又は特徴とは異なる、分析された特性又は特徴に基づいて、再分
類される。アプリケーションは、一旦分類または再分類されると、アプリケーションイン
ベントリデータベース１０３に格納される。アプリケーションインベントリデータベース
１０３は、アプリケーションが所定の方式で動作していない場合に、そのアプリケーショ
ンのための１つ以上のエントリを含むことに加えて、同じアプリケーションが所定の振舞
で動作している場合には、そのアプリケーションに関する１つ以上のエントリを含んでい
てもよい。以下に説明されるように、もしネットワーク管理者が、アプリケーションを分
類しなければ、アプリケーションデータベース工場１１０が収集データを分類することが
できる。
【００５４】
　一旦アプリケーションが、ネットワーク管理者によって区分または分類されると、アプ
リケーション及び関係する分類がアプリケーションインベントリデータベース１０３に送
信される。ワークステーションアップロード／ダウンロードモジュール１０４は、その後
、アプリーケーションインベントリデータベース１０３又はそれらの一部を、ワークステ
ーション管理モジュール２００に、定期的にコピーする（図２参照）。例えば、アプリー
ケーションインベントリデータベース１０３からのデータは、ハッシュ／ポリシーテーブ
ル２０４にコピーされる。ポリシーデータベース１０９のポリシーは、アプリーケーショ
ンインベントリデータベース１０３からダウンロードされた、又は、アプリーケーション
インベントリデータベース１０３から別々にダウンンロードされたデータに組み込まれ得
る。想像できるように、システムは、何千ものワークステーション管理モジュール２００
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を含むことができ、ワークステーション管理モジュール２００の各々は、ワークステーシ
ョンアップロード／ダウンロードモジュール１０４によって定期的にアップロードされ、
アップロードされたデータをハッシュ／ポリシーテーブル２０４に提供する。幾つかの実
施形態においては、ワークステーションアップロード／ダウンロードモジュール１０４は
、アプリーケーションインベントリデータベース１０３の一部を転送する。例えば、ワー
クステーション管理モジュール２００は、全データベースが転送される必要がないように
、アップデータを受信することができる。別の実施形態では、ワークステーション管理モ
ジュール１０４は、アプリーケーションインベントリデータベース１０３からデータのサ
ブセットを受信する。例えば、選択されたデータはハッシュ値であり得る。したがって、
ポリシーデータベース１０９からのデータは、ハッシュ値と組み合わされて、ワークステ
ーション管理モジュール１０４にダウンロードされ得る。アプリケーションサーバモジュ
ール１０２による処理のフローチャートは、図９及び１６に示され、図９及び１６を参照
して説明されるであろう。
【００５５】
　さらに、図３を参照すると、工場アップロード／ダウンロードモジュール１０５は、ア
プリーケーションインベントリデータベース１０３からのデータをアプリケーションデー
タベース工場１１０に転送するように構成されている。アップロードは、ネットワーク管
理者によって要求されるサービスのレベルに依存して、直ちに又は定期的に行われ得る。
例えば、通常の勤務時間の後の毎日のアップロードが、使用され得る。工場アップロード
／ダウンロードモジュール１０５は、アプリケーションデータベース工場１１０への転送
のために、アプリーケーションインベントリデータベース１０３中のアプリケーションを
優先順位付けするために、要求頻度または関係するネットワークアクセスデータを参照す
ることができる。工場アップロード／ダウンロードモジュール１０５は、アプリケーショ
ンデータベース工場１１０にアップロードする収集データを選択するために、非分類アプ
リケーションデータベース１０８及び／又はネットワークアクセスデータベース１０７を
参照することができる。非分類アプリケーションデータベース１０８又はネットワークア
クセスデータベース１０７からのデータが、アプリケーションデータベース工場１１０に
アップロードされるべきであれば、工場アップロード／ダウンロードモジュール１０５は
、アプリケーションデータベース工場１１０にアップロードするために、非分類アプリケ
ーションデータベース１０８からアプリケーションを選択する要求頻度を参照することが
できる。この様に、要求頻度は、アプリケーションデータベース工場１１０への転送のた
めに、非分類アプリケーションデータベース１０８又はネットワークアクセスデータベー
ス１０７中のアプリケーションを優先順位付けするために、使用され得る。
【００５６】
　工場アップロード／ダウンロードモジュール１０５は、さらに、ネットワーク管理者に
よって区分されたアプリケーションをアップロードすることができる。上述されたように
、ネットワーク管理者は、区分ユーザインタフェース１０６を介して、アプリケーション
を区分または分類することができる。このように、アプリケーションデータベース工場１
１０は、新たに区分されたアプリケーションを、アプリケーションサーバモジュール１０
２から受信する。想像できるように、アプリケーションデータベース工場１１０は、アプ
リケーション及び関係する分類を、何千ものアプリケーションサーバモジュール１０２か
ら受信することができる。
【００５７】
　ワークステーションアップロード／ダウンロードモジュール１０４は、クライアントイ
ンベントリモジュール２０２によって取得されるインベントリを、アップロード／ダウン
ロードモジュール２０３から受信することができる（図２参照）。一旦アプリケーション
サーバモジュール１０２にアップロードされると、ネットワーク管理者は、どのアプリケ
ーションが各ワークステーション１０１によって使用されているかを判断するために、１
つ以上のインベントリを受信することができる。ネットワーク管理者は、分類されたアプ
リケーションが所定の方式で動作しているかを判断するために、１つ以上のインベントリ
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をレビューすることができる。インベントリは、非分類のアプリケーションと共に、分類
されたアプリケーションを含み得る。ＬＡＮ１００の構成に依存して、ネットワーク管理
者は、１つ以上のインベントリを、ワークステーション管理モジュール２００においてレ
ビューすることができる（図２参照）。
【００５８】
　図４Ａは、アプリケーションに関係する親グループ及び分類のデータベースの一実施形
態の例示である。示された実施形態において、データベースにリストされた１つ以上の分
類は、さらにリスク区分に関係している。リスク区分の例は、安全性、責任、及び生産性
を含む。リスク区分は、ネットワーク管理者にとって、各アプリケーションにルール／ポ
リシーを関係付けるときに有益であり得る。さらに、幾つかの実施形態では、各ルール／
ポリシーは、各分類に関係するリスク区分に基づいて、アプリケーションに関係している
。
【００５９】
　さらに図４Ａを参照すると、アプリケーションの典型的な分類は、operating systems
、anti-virus software、contact managers、collaboration、media players、adult、及
び、malicious applets and scriptsを含み得る。分類は、さらに親グループにグループ
化され得る。例えば、親グループは、system、access/privacy、productivity、communic
ation、audio/video、entertainment及びmalwareを含み得る。例えば、各親グループ及び
／又は分類に関して、ネットワーク管理者は、それらに関係する個別のポリシー又はルー
ルを選択することができる。したがって、要求されたアプリケーションが一旦分類されれ
ば、アプリケーションサーバモジュール１０２は、その分類に関係するポリシー又はルー
ルを選択することができる。
【００６０】
　図４Bは、アプリケーションファイルに関係し得るネットワークアクセスデータの図で
ある。示された実施形態において、各マスクされたハッシュ値は、ネットワークにアクセ
スしているアプリケーションに対応する。アプリケーションに関係する分析された特性又
は特徴は、ソースＩＰアドレス、目標ＩＰアドレス、ソースポート番号、目標ポート番号
、及び別のネットワークアクセスデータを含み得る。図４Ｂにおいて、これらの分析され
た特性は、転送プロトコル、目標ポート、及び目標ＩＰアドレスを含む。ハッシュ“aafd
61a161ae747844bfl28d1b61747a95472570”に関係するアプリケーションは、転送に“ＴＣ
Ｐ（Transmission Control Protocol）”、ポートに“８０”、及び目標ＩＰアドレスに
“207.46.248.112”を採用した。ＵＤＰ（User Datagram Protocol）は、使用され得るも
う一つの転送プロトコルである。アプリケーションのためのネットワークアクセスデータ
は、ネットワーク管理者に、アプリケーションについての期待される／所定の振舞と期待
されない振舞とを識別することを可能にする。異なるルール／ポリシーが、同じアプリケ
ーションに関する複数のエントリに、各エントリに関係するネットワークアクセスデータ
に依存して、適用され得る。
【００６１】
　図５は、インターネット１０８に接続されたアプリケーッションデータベース工場１１
０のブロック図である。アプリケーションデータベース工場は、関連するデータストレー
ジを有する１つ以上のコンピュータ又はサーバとして実現され得る。アプリケーッション
データベース工場１１０は、アプリケーションインベントリデータベースを、アプリケー
ションサーバモジュール１０２に提供し、非分類アプリケーションに関係するデータ及び
別の情報を処理する。非分類アプリケーションは、前に分類された、所定の方式で動作し
ないアプリケーションを含む。別の情報は、アプリケーションインベントリデータベース
１０３からの使用頻度を含んでもよい。一実施形態では、アプリケーションデータベース
工場１１０は、非分類アプリケーション及びそのアプリケーションに関係する任意の付加
的データを、アプリケーションサーバモジュール１０２から受信し、分類されたアプリケ
ーションをアプリケーションサーバモジュールにダウンロードする。アプリケーッション
データベース工場１１０は、また、アプリケーションに関する要求頻度をアップロードす
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ることができる。アプリケーッションデータベース工場１１０は、アップロード／ダウン
ロードモジュール３０１、マスターアプリケーションデータベース３００、及びアプリケ
ーションアナリスト区分モジュール３０２を含むことができる。マスタアプリケーッショ
ンデータ３００は、さらに、非分類アプリケーションデータベース３０３及び／又はネッ
トワークアクセスデータベース３０４を含むことができる。若しくは、非分類アプリケー
ションデータベース３０３及び／又はネットワークアクセスデータベース３０４は、１つ
のデータベースに結合されているか、または、マスターアプリケーションデータベース３
００から分離されたデータベースであり得る。
【００６２】
　アップロード／ダウンロードモジュール３０１の１つの機能は、収集データ（例えば、
アプリケーション及びそのアプリケーションに関係する任意の付加的データ）を、アプリ
ケーションサーバモジュール１０２から受信することである。一実施形態において、収集
データは、非分類アプリケーションデータベース１０８、ネットワークアクセスデータベ
ース１０７、及びアプリケーションインベントリデータベース１０３からのアプリケーシ
ョンを含む。収集データは、アプリケーションインベントリデータベース１０３中で見出
されたアプリケーションに関する要求頻度（図３参照）、非分類アプリケーションデータ
ベース１０８中で見出されたアプリケーションに関する要求頻度、トレースＩＤ、検出ポ
ート番号、別のネットワークアクセスデータ、及び、アプリケーションサーバモジュール
１０２によって使用される第１の言語を含み得る。アップロード／ダウンロードモジュー
ル３０１は、収集データを、工場アップロード／ダウンロードモジュール１０５から受信
する。アップロード／ダウンロードモジュール３０１は、収集データを処理する。処理は
、複数のアプリケーションサーバモジュール１０２からの収集データに関する言語をマー
ジすること、ソートすること、及び検出することを含み得る。アップロード／ダウンロー
ドモジュール３０１は、収集データ中の各アプリケーションが分類を要求するかを判断す
る。アプリケーションが前に分類されていなければ、又は、アプリケーションが所定の方
式で動作していなければ、アプリケーションアナリスト区分モジュール３０２は、アプリ
ケーション、及びアップロード／ダウンロードモジュール３０１からのアプリケーション
に関係する任意の付加的データを受信する。
【００６３】
　アプリケーションアナリスト区分モジュール３０２は、マスターアプリケーションデー
タベース３００に結合されている。アプリケーションアナリスト区分モジュール３０２は
、マスターアプリケーションデータベース３００からのデータを操作及び管理するように
構成されている。アプリケーションアナリスト区分モジュール３０２は、アプリケーショ
ン及びそれらの関係データを、マスターアプリケーションデータベース３００から受信す
る。関係データは、例えば、アプリケーションに関係するＩＰアドレス、発行元、及びス
イートを含み得る。
【００６４】
　アプリケーションアナリスト区分モジュール３０２は、アプリケーションを区分又は分
類し、それらはその後、分類されたアプリケーションのマスターアプリケーションデータ
ベース３００に追加される。人間の評価者は、分類又は再分類を実行するために、アプリ
ケーションアナリスト区分モジュール３０２と相互作用する。アプリケーションデータベ
ース工場におけるアプリケーションを区分又は分類するための処理は、図１３及び２０を
参照して説明される。
【００６５】
　人間の評価者にとって、ＰＣベースのソフトウエアツールのセットは、人間の評価者に
、マスターアプリケーションデータベース３００からのアプリケーションを操作し、精査
し、若しくは管理することを可能にすることができる。人間の評価者は、アプリケーショ
ンアナリスト区分モジュール３０２と、グラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）を
介して相互作用することができる。このように、ＧＵＩは、人間の評価者に、マスターア
プリケーションデータベース３００を操作し且つ管理するためのグラフィカルツールを提
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供する。ＧＵＩは、アプリケーションＩＤ及び関連するテキスト情報を提示することを含
む。ＧＵＩは、人間の評価者の生産性を向上するために、アルゴリズム的に導出されたヒ
ントと共に先読み込みされるボタンを含むことができる。これらのアイデンティティは、
例えば、アプリケーションのソースだと同定されたＵＲＬに基づいて選択され得る。典型
的なＧＵＩは、図６を参照して以下に説明される。
【００６６】
　アプリケーションアナリスト区分モジュール３０２は、アプリケーション及びマスター
アプリケーションデータベース３００からのそれらの関係データを選択するように構成さ
れている。アプリケーションアナリスト区分モジュール３０２は、マスターアプリケーシ
ョンデータベース３００からのアプリケーションのサブセットを選択するためのルールを
適用することができる。これらのルールは、例えば、分類、言語、スイート、日付、及び
ソースディレクトリに依存し得る。アプリケーションアナリスト区分モジュール３０２は
、マスターアプリケーションデータベース３００から分類又は再分類のためのサブセット
を選択するために、ルールと共に、ＳＱＬクエリを使用することができる。
【００６７】
　アプリケーションアナリスト区分モジュール３０２は、１つ以上のアプリケーションの
分類を決定するために、各アプリケーション、収集データ、アプリケーションと関係する
任意のテキストオブジェクト、アプリケーションと関係する任意の付加的データ、及び、
収集データと独立の読み出された任意の付加的データを解析できる。典型的な独立データ
は、収集データを使用するインターネット検索からのデータを含む。分類は、言語解析、
適用的学習システム、及び画像解析に基づき得る。
【００６８】
　一実地形態において、アプリケーションアナリスト区分モジュール３０２は、インター
ネット１０８にアクセスし、アプリケーション及び収集データに基づく検索を実行する。
一実施形態において、アプリケーションの発行元を共に先読み込みされたＧＵＩボタンは
、インターネット検索を開始するために、人間の評価者によって選択される。インターネ
ット検索は、アプリケーションアナリスト区分モジュール３０２に、アプリケーションを
分類するための付加的情報を提供することができる。例えば、検索は、アプリケーション
の分類プロセスに関連する、インターネット上のコンピュータ又は文書のアドレスである
URL（uniform resource locator）を特定することができる。ＵＲＬは、コロン及び２つ
のスラッシュが後に続く通信プロトコル（例えばhttp://）、コンピュータの識別子、及
び、通常はディレクトリを介したファイルへのパスから成る。コンピュータの識別子は、
ドメイン名、例えばwww.m-w.com、又は、ＩＰ（Internet protocol）アドレス、例えば12
3.456.789.1の形式であり得る。しばしば、アドレス、それらの要素（例えば、ＩＰアド
レス、ドメイン名、及び通信プロトコル）、又は、インターネット上のコンピュータ若し
くは文書を特定するために使用される別の場所識別子がある。説明を容易にするために、
以降、それらのアドレスの参照において、用語ＵＲＬが使用される。アプリケーションア
ナリスト区分モジュール３０２は、アプリケーションを分類するときに助けとなるために
、アプリケーションに関係するハッシュ及び／又はＵＲＬを使用することができる。
【００６９】
　一旦分類されると、アプリケーションアナリスト区分モジュール３０２は、アプリケー
ションを、それに関係する１つ以上の分類と共に、アプリケーションのマスターアプリケ
ーションデータベース３００に送信する。アプリケーションのマスターアプリケーション
データベースは、アプリケーション及びそれに関係する分類を含むことができる。マスタ
ーアプリケーションデータベース３００は、オラクル、サイベース、インフィミックス、
マイクロソフトサーバ、及びアクセスなどの関係データベース管理システムの中に格納さ
れ得る。テキストオブジェクトポスティシングシステムは、その送信を実行することがで
きる。アプリケーションアナリスト区分モジュール３０２を介して実行される処理のより
詳しいブロック図が、図１３及び２０に示されている。
【００７０】
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　一旦、アプリケーションアナリスト区分モジュール３０２が、アプリケーション、及び
それに関係する分類を、マスターアプリケーションデータベース３００に送信すれば、ア
ップロード／ダウンロードモジュール３０１は、その後、マスターアプリケーションデー
タベース３００をアプリケーションサーバモジュール１０２に、定期的にコピーする。想
像できるように、そのシステムは、何千ものアプリケーションサーバモジュール１０２を
含み得、それらの各々は、分類されたアプリケーションのデータベースをアップデートす
るために、アップロード／ダウンロードモジュール３０１によって定期的にアップロード
される。さらに、アップロード／ダウンロードモジュール３０１は、マスターアプリケー
ションデータベース３００の一部（アップデートなど）を、全データベースが転送される
必要がないように、アプリケーションサーバモジュール１０２に転送することができる。
アプリケーションデータベース工場１１０によって実行される処理のフローチャートは、
図１１及び１８に示されており、それらを参照して説明されるであろう。
【００７１】
　幾つかの実施形態において、アプリケーションアナリスト区分モジュール３０２は、マ
スターアプリケーションデータベース３００から選択された分類されたアプリケーション
を、それに続いてそれらをアプリケーションサーバモジュール１０２にダウンロードする
ために、処理することができる。
【００７２】
　さて、図５及び６を参照すると、アプリケーションアナリスト区分モジュール３０２用
のグラフィカルユーザインタフェースの一実施形態の画面が示されている。図６において
、ハイライトされているアプリケーションファイル名は“cmdide.sys”である。アプリケ
ーションの名前は、“CHID PCI IDE Bus Driver”である。この例では、アプリケーショ
ンデータベース工場１１０にアップロードされた付加的情報は、発行元ＣＭＤTechnology
, Inc、及び関連するスイートMicrosoft Windows Operating Systemを含んでいる。アプ
リケーションアナリスト区分モジュール３０２は、アプリケーションを分類するときに助
けとなるように、この情報を人間の評価者に提示する。
【００７３】
　図６に示されているように、アプリケーションCMD PCI IDE bus driverは、ＵＲＬ“ht
tp://www.microsoft.com//ddk/ifskit/links.asp”に関係している。この例において、ア
プリケーションアナリスト区分モジュール３０２は、そのアプリケーションを、access/p
rivacyと表題された親グループ中のアプリケーションに区分した。アプリケーションアナ
リスト区分モジュール３０２は、さらに、アプリケーションの分類を実行することができ
る。例えば、access/privacyと表題された親グループにおいて、アプリケーションは、an
ti-virus softwareの下のauthentication、encryption、firewalls、hacking、remote ac
cess、spy ware、又はsystem auditに区分され得る。リスククラスは、ネットワーク管理
者にとって、ルール／ポリシーを各アプリケーションに関係付けるときに役に立つ。上記
したように、１つ以上の分類が、単一のアプリケーション又はハッシュ値に関係し得る。
【００７４】
　図７は、ワークステーション１０１上で要求されたアプリケーションの実行を監視及び
実行する処理を示すフローチャートである、その処理は、開始状態７００から始まる。次
に、状態７０２において、ワークステーション１０１のユーザが、アプリケーションを起
動する。アプリケーションの起動は、ワークステーション１０１用の所定のスタートアッ
プシーケンスに応答し得る。例えば、ワークステーション１０１は、電源オンスタートア
ップ時に、１つ以上のアプリケーションを起動させるようにプログラムされ得る。実行起
動検出モジュール２１０（図２参照）は、アプリケーションの起動を検出する。次に、状
態７０４において、アプリケーション要約生成部２０１は、起動されたアプリケーション
に関連するデータの要約を生成する。要約されたデータは、収集データの形式であり得る
。収集データは、例えば、発行元、スイート、１つ以上のハッシュ、及びソースディレク
トリを含み得る。
【００７５】
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　処理は判定状態７０６に移行する。そこでは、実行起動検出モジュール２１０が、アプ
リケーション要約生成部２０１によって準備されたアプリケーション要約をハッシュ／ポ
リシーテーブル２０４と比較する。例えば、アプリケーション要約生成部２０１によって
生成されたハッシュが、ハッシュ／ポリシーテーブル２０４からのハッシュと比較され得
る。一実施形態では、複数の異なるハッシュが生成され、ハッシュ／ポリシーテーブル２
０４からのハッシュと比較される。例えば、ＭＤ－５ハッシュ及びＳＨＡ－１ハッシュが
、要求されたアプリケーションのために生成され、ハッシュ／ポリシーテーブル２０４か
らのＭＤ－５ハッシュ及びＳＨＡ－１ハッシュと比較され得る。
【００７６】
　ハッシュがハッシュ／ポリシーテーブル２０４に格納されたハッシュに対応していれば
、処理は状態７１０に移行する。そこでは、ハッシュに関係するポリシーが、要求された
アプリケーションの起動に応じて適用される。例えば、これらのポリシーは、アプリケー
ションの実行を許可すること、アプリケーションの実行を許可しないこと、アプリケーシ
ョンを実行すればネットワーク管理者による更なる監視を受けることをユーザに警告する
こと、又は、ある時間の間アプリケーションを実行することを許可することを含み得る。
この場合、決まった時間の後、実行起動検出モジュール２１０は、アプリケーションがワ
ークステーション１０１上で動作し続けることを許可しない。次に、状態７１２において
、実行起動検出モジュール２１０は、ロギングデータベース２０６にイベントのログを記
録する。このように、ワークステーション１０１上で実行することを許可されるアプリケ
ーションの記録が維持される。そして、処理は状態７１４に移行し、そこでは、実行起動
検出モジュール２１０は、ワークステーション１０１上で別のアプリケーションの起動を
検出するために、システムを監視する。
【００７７】
　ハッシュ／ポリシーテーブル２０４から取り出された情報は、ハッシュ値に関係するポ
リシーをさらに含む。一実施形態において、ハッシュ値に関係する分類情報はポリシーを
選択するときに使用される。例えば、ハッシュ値は、親グループ及び／又は分類に関係し
得る。そして、親グループ及び／又は分類は、ポリシーに関係し得る。
【００７８】
　判定状態７０６に戻り、アプリケーション要約が、ハッシュ／ポリシーテーブル２０４
に区分されたアプリケーション又はハッシュと一致対しない場合、フローは状態７１６に
移行し、そこでは、実行起動検出モジュール２１０が、区分されていないアプリケーショ
ンポリシーを、アプリケーションを実行する要求に適用する。区分されていないアプリケ
ーションポリシーは、例えば、アプリケーションが実行することを許可すること、実行を
許可しないこと、又は、アプリケーションの要求に追加的な監視が適用され、その上にア
プリケーションがワークステーション１０１上で実行することを許可される時間が制限さ
れることをユーザに警告することを含み得る。
【００７９】
　フローは状態７１８に移行し、そこでは、ロギングデータベース２０６に、アプリケー
ションを実行することの要求のログが記録される。処理は状態７１４に続き、上記したよ
うに、そこでは、実行起動検出モジュール２１０は、ワークステーション１０１上で別の
アプリケーションが起動するのを待つ。
【００８０】
　図８は、アプリケーションサーバモジュール１０２と共に収集データをアップロード及
びダウンロードするために、ワークステーション１０１によって実行される処理を示すフ
ローチャートである。その処理は状態８００から始まる。次に、状態８０２において、ア
ップロード／ダウンロードモジュール２０３は、ワークステーションアップロード／ダウ
ンモジュール１０４から入力信号を受信する。処理は判定状態８０４に移行し、そこでは
、アップロード／ダウンロードモジュール２０３は、アプリケーションサーバモジュール
１０２から、ハッシュ／ポリシーテーブル２０４をダウンロードする要求を受信する。ダ
ウンロードファイルを受信する時期は、定期的、ランダム、付加された設定時間、又は、
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ポーリングに応答してであり得る。アップロード／ダウンロードモジュール２０３及び／
又はワークステーションアップロード／ダウンモジュール１０４は、ワークステーション
管理モジュール２００へのダウンロードを開始することができる。状態８０４において、
アップロード／ダウンロードモジュール２０３が、アプリケーションサーバモジュール１
０２からダウンロードする要求を受信していると判断されると、処理は状態８０６に移行
し、そこでは、アップロード／ダウンロードモジュール２０３は、ハッシュ／ポリシーテ
ーブル２０４又はその一部を受信して格納する。
【００８１】
　例えば、アプリケーションサーバモジュール１０２は、ハッシュ／ポリシーテーブル２
０４にコピーするために、アプリケーションインベントリデータベース１０３からのデー
タ、又はポリシーデータベース１０９からのポリシーを選択することができる。アプリケ
ーションインベントリデータベース１０３は、区分ユーザインタフェース１０６を介して
分類されたアプリケーションに加えて、アプリケーションデータベース工場１１０によっ
て分類されたアプリケーションを含み得る。幾つかの実施の形態において、ワークステー
ションアップロード／ダウンモジュール１０４は、ハッシュ／ポリシーテーブル２０４の
一部を転送する。例えば、アップロード／ダウンロードモジュール２０３は、全データベ
ースが転送される必要がないように、アップデートを受信することができる。別の実施形
態において、アップロード／ダウンロードモジュール２０３は、アプリケーションインベ
ントリデータベース１０３からデータのサブセットを受信する。例えば、選択されたデー
タは、ポリシーに組み合わされるハッシュ値であり得る。
【００８２】
　ダウンロードされたデータは、既存のハッシュ／ポリシーテーブル２０４をアップデー
トすることができる。ダウンロードされたデータは、１つ以上のソースからの収集データ
の形式であり得る。ソースは、区分ユーザインタフェース１０６及びアプリケーションデ
ータベース工場１１０を含み得る。上で説明したように、収集データは、アプリケーショ
ンに関係する任意の追加的データ、例えば、アプリケーションインベントリデータベース
からのアプリケーションに関係する要求頻度、及び／又は非分類アプリケーションデータ
ベース１０８からのアプリケーションに関係する要求頻度、及び／又は指標を含み得る。
処理は状態８１０に移行し、そこでは、アップロード／ダウンロードモジュール２０３は
、アプリケーションサーバモジュール１０２からの起動信号を待つ。
【００８３】
　判定状態８０４に戻ると、アップロード／ダウンロードモジュール２０３が、アプリケ
ーションサーバモジュール１０２からのダウンロードを要求していなければ、処理は判定
状態８１２に移行し、そこでは、アプリケーションサーバモジュール１０２は、ワークス
テーション１０１上のアプリケーションの目録を要求することができる。アプリケーショ
ンサーバモジュール１０２が、ワークステーション１０１上のアプリケーションの目録を
要求すると、処理は状態８１４に移行し、そこでは、クライアントインベントリモジュー
ル２０２が、ワークステーション１０１上のアプリケーションの目録を作成する。一旦ク
ライアントインベントリモジュール２０２が、ワークステーション１０１上のアプリケー
ションのリストを蓄積すると、処理は状態８１５に移行し、そこでは、アプリケーション
要約生成部２０１が、各アプリケーションに関係するデータの要約を生成する。アプリケ
ーション要約生成部２０１は、アプリケーションからの特性を分析する。そのような特性
の例は、アプリケーションに関係する名前、発行元、スイート、ハッシュ及びバージョン
を含む。
【００８４】
　そして、処理は状態８２４に移行し、そこでは、アプリケーション及び要約がロギング
データベース２０６に格納される。その後、処置は判定状態８２０に移行し、そこでは、
クライアントインベントリモジュール２０２が、目録に記載されたアプリケーションの全
てがロギングデータベース２０６に格納されたかを判断する。目録に記載されたアプリケ
ーションの全てが処理されていなければ、フローは状態８２４に戻り、そこでは、クライ
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アントインベントリモジュール２０２によって目録に記載された次のアプリケーションが
、上記したように処理される。
【００８５】
　判定状態８２０に戻ると、全てのアプリケーションが処理されると、処理は状態８３０
に移行し、そこでは、アップロード／ダウンロードモジュール２０３が、ロギングデータ
ベース２０６をアプリケーションサーバモジュール１０２に転送する。次に、処理は８１
０に移行し、そこでは、アップロード／ダウンロードモジュール２０３が、アプリケーシ
ョンサーバモジュール１０２からの起動信号を待つ。
【００８６】
　判定状態８１２に戻ると、アプリケーションサーバモジュール１０２によって目録作成
が要求されなければ、処理は、判定状態８２６に移行し、アプリケーションサーバモジュ
ール１０２が、ロギングデータベース２０６からの、非分類アプリケーションのための収
集データのみを要求しているかを判断する。アプリケーションサーバモジュール１０２が
、非分類アプリケーションのためのデータのみを要求していれば、処理は状態８２８に移
行し、そこでは、アップロード／ダウンロードモジュール２０３が、アプリケーションサ
ーバモジュール１０２にアップロードするために、ロギングデータベース２０６から、非
分類アプリケーションに関係するデータを抽出し、フォーマットする。次に、処理は状態
８３０に移行し、そこでは、非分類アプリケーションに関係するデータが、アプリケーシ
ョンサーバモジュール１０２に転送される。アプリケーションサーバモジュール１０２に
転送された収集データは、フォーマットされていることも、されていないこともあり得る
。さらに、収集データは、暗号化及び／又は圧縮されていることも、されていないことも
あり得る。ワークステーションアップロード／ダウンモジュール１０４は、復号及び／又
は復元が必要であれば、収集データを復号及び復元する。ワークステーションアップロー
ド／ダウンモジュール１０４は、収集データを、アプリケーションのリストとアプリケー
ションに関係する任意の付加的データとに再組み込みする。ワークステーションアップロ
ード／ダウンモジュール１０４は、収集データをマージし、且つソートする。
【００８７】
　次に、処理は状態８１０に移行し、そこでは、ワークステーション管理モジュール２０
０が、アプリケーションサーバモジュール１０２からの次の起動信号を待つ。
【００８８】
　判定状態８２６に戻ると、アプリケーションサーバモジュール１０２が、ロギングデー
タベース２０６からの、非分類アプリケーションのための収集データのみを要求していな
ければ、処理は状態８３２に移行し、そこでは、アップロード／ダウンロードモジュール
２０３が、ロギングデータベース２０６中のアプリケーションデータの全てを抽出し、フ
ォーマットする。このデータは、ハッシュ／ポリシーテーブル２０４にリストされている
アプリケーション用に分類されたデータ、及び、ハッシュ／ポリシーテーブル２０４にリ
ストされていないアプリケーション用の非分類データを含み得る。収集データは、フォー
マットされていることも、フォーマットされていないこともあり得る。さらに、収集デー
タは、暗号化及び／又は圧縮されていることも、されていないこともあり得る。その後、
処理は状態８３０に移行し、そこでは、ロギングデータベース２０６からのデータが、ア
プリケーションサーバモジュール１０２にアップロードされる。その後、処理は、上記し
たように状態８１０に移行し、そこでは、ワークステーション管理モジュール２００が、
アプリケーションサーバモジュール１０２からの起動信号を待つ。
【００８９】
　図９は、ワークステーション１０１と共に、収集データをアップロード及びダウンロー
ドするために、アプリケーションサーバモジュール１０２によって実行される処理を示す
フローチャートである。その処理は、開始状態９００から始まる。次に、判定状態９０２
において、ワークステーションアップロード／ダウンモジュール１０４は、ワークステー
ション管理モジュール２００へのダウンロードを引き起こすかを判断する。ダウンロード
を受信する時期は、定期的、ランダム、設定された時間、又はポーリングに応答してであ
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り得る。ワークステーションアップロード／ダウンモジュール１０４及び／又はアップロ
ード／ダウンロードモジュール２０３は、ワークステーション管理モジュール２００への
ダウンロードを開始させることができる。ワークステーションアップロード／ダウンモジ
ュール１０４が、ワークステーション管理モジュール２００にダウンロードすべきであれ
ば、処理は状態９０４に移行し、ワークステーションアップロード／ダウンモジュール１
０４は、ポリシーデータベース１０９からポリシーデータを抽出する。ポリシーデータベ
ース１０９は、アクセス許可を、ダウンロードを受信するワークステーションに基づいて
、各アプリケーションに関係する親グループ及び／又は分類に関連付ける。例えば、ワー
クステーションが、ゲームに関連するアプリケーションを実行するように指定されていな
ければ、ポリシーデータベース１０９は、そのワークステーションのために、ゲームに関
連付けられた親グループ及び／又は分類を特定するかも知れない。ネットワーク管理者は
、区分ユーザインタフェース１０６を介して、ポリシーデータベース１０９をアップデー
トすることができる。ポリシーデータベース１０９は、各ワークステーションのための異
なるアクセス権を含み得る。このように、異なるワークステーション１０１は、それらの
上で実行しているアプリケーションに関係する異なるポリシーを持ち得る。
【００９０】
　処理は状態９０６に移行し、そこでは、ワークステーションアップロード／ダウンモジ
ュール１０４は、このワークステーションのために指定されたポリシーと共に、アプリケ
ーションインベントリデータベース１０３からハッシュ／ポリシーデータベースを生成す
る。各親グループ及び／又は分類は、ダウンロードを受信する１つ以上のワークステーシ
ョンのためにポリシーデータベース１０９から抽出されたポリシーに関係している。アプ
リケーションインベントリデータベース１０３中の各アプリケーション又はハッシュは、
親グループ及び／又は分類に関係し得る。上記の例を続けると、ワークステーションアッ
プロード／ダウンモジュール１０４は、ゲームに関連する親グループ及び／又は分類に関
係するアプリケーションのためのアプリケーションインベントリデータベース１０３から
ハッシュ値を選択する。よって、同じアプリケーションが、あるワークステーション上で
実行することを許可され、異なるワークステーション上では実行することを許可されない
ことがあり得る。フローは状態９０８に移行し、そこでは、ワークステーションアップロ
ード／ダウンモジュール１０４が、ハッシュ／ポリシーテーブル２０４又はその一部を、
アップロード／ダウンロードモジュール２０３に転送する。ダウンロードファイルは、ア
プリケーション名、ハッシュ値、関係する分類、及び／又は関係するポリシーを含むこと
ができる。その後、フローは終了状態９１０に移行する。
【００９１】
　判定状態９０２に戻ると、ワークステーションアップロード／ダウンモジュール１０４
が、ワークステーション１０１のためのダウンロードを引き起こしていなければ、処理は
判定状態９１２に移行し、そこでは、ワークステーションアップロード／ダウンモジュー
ル１０４は、ワークステーション目録のアップロードを要求するかを判断する。ワークス
テーション目録は、ロギングデータベース２０６の全て又は一部を含み得る。
【００９２】
　ワークステーションアップロード／ダウンモジュール１０４が、ワークステーション１
０１からのアップロードを要求すれば、処理は状態９１４に移行し、そこでは、アプリケ
ーションサーバモジュール１０２によって、アップロード／ダウンロードモジュール２０
３に要求が送信される。次に、状態９１６において、ワークステーションアップロード／
ダウンモジュール１０４は、要求されたアップロードをワークステーション１０１から受
信する。アップロードされるデータは、フォーマットされていることも、されていないこ
ともあり得る。さらに、アップロードされるデータは、暗号化及び／又は圧縮されている
ことも、されていないこともあり得る。ワークステーションアップロード／ダウンモジュ
ール１０４は、次の状態９１８において、復号及び復元が必要であれば、アップロードさ
れたデータを復号及び復元する。
【００９３】
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　処理は状態９２０に移行し、そこでは、ワークステーションアップロード／ダウンモジ
ュール１０４は、アップロードされたデータを、アプリケーション及びそのアプリケーシ
ョンに関係する任意の付加的データのリストに再組み込みする。ワークステーションアッ
プロード／ダウンモジュール１０４は、別のワークステーション目録と共に頻度数を含む
収集データをマージし、且つソートする。そのシステムは、ロギングデータベース２０６
からのデータを定期的にアップロードしている、何千ものワークステーション管理モジュ
ールを含み得る。上で説明したように、アップロードされたデータは、アプリケーション
に関係する任意の付加的データ、例えばディレクトリの場所を含み得る。ワークステーシ
ョンアップロード／ダウンモジュール１０４は、アプリケーション又はそのアプリケーシ
ョンに関係する任意の付加的データに基づいて、アップロードされたデータをマージし、
且つソートすることができる。例えば、ワークステーションアップロード／ダウンモジュ
ール１０４は、１つ以上のワークステーション１０１からのアプリケーションをソート及
びマージすることの要求頻度を参照することができる。
【００９４】
　図１０は、アプリケーションサーバモジュール１０２において、アプリケーションを分
類する処理を示すフローチャートである。その処理は、開始状態１０００から始まる。次
に、状態１００２において、ネットワーク管理者が、ＧＵＩを介して区分ユーザインタフ
ェース１０６を起動させる。ＧＵＩは、ネットワーク管理者に、アプリケーションインベ
ントリデータベース１０３を操作及び管理するためのグラフィカルインタフェースツール
を提供する。ネットワーク管理者は、アプリケーション及び／又は関係するデータのリス
トを、非分類アプリケーションデータベース１０８から、評価及び分類のために抽出する
。処理は状態１００４に移行し、そこでは、アプリケーション及び任煮の関係するデータ
が、ネットワーク管理者によって評価されるために表示される。次に、状態１００６にお
いて、ネットワーク管理者は、表示されたデータに基づいてアプリケーションを区分する
。次に、処理は状態１００８に移行し、そこでは、処理は、非分類アプリケーションデー
タベース１０８から抽出された各アプリケーションのために、状態１００４及び１００６
に戻る。
【００９５】
　図１１は、マスターアプリケーションデータベース３００をアプリケーションサーバモ
ジュール１０２にダウンロードし、アプリケーションサーバモジュール１０２から、目録
に記載されたアプリケーションデータをアップロードする処理を示すフローチャートであ
る。処理は開始状態１１００から始まる。次に、状態１１０２において、工場アップロー
ド／ダウンロードモジュール１０５が、アプリケーションデータベース工場１１０から、
分類されたアプリケーションのダウンロードを要求する。分類されたアプリケーションは
、アプリケーションデータベース工場１１０において、マスターアプリケーションデータ
ベース３００に格納されている。分類されたアプリケーションを受信する時期は、定期的
、ランダム、設定された時間、又はポーリングに応答してであり得る。工場アップロード
／ダウンロードモジュール１０５及び／又はアップロード／ダウンロードモジュール３０
１は、アプリケーションサーバモジュール１０２へのダウンロードを開始させることがで
きる。上で説明したように、ダウンロードされるデータは、アプリケーションに関係する
任意の付加的データを含み得る。
【００９６】
　フローは、判定状態１１０４に移行し、そこでは、工場アップロード／ダウンロードモ
ジュール１０５（図３参照）が、全非分類アプリケーション送信済みフラグがアクティブ
にされたかを判断する。全非分類アプリケーション送信済みフラグは、ネットワーク管理
者によって、区分ユーザインタフェース１０６を介して選択され得る。全非分類アプリケ
ーション送信済みフラグが、アクティブにされていれば、処理は状態１１０６に移行し、
そこでは、工場アップロード／ダウンロードモジュール１０５は、非分類アプリケーショ
ンデータベース１０８から全てのアプリケーションを読み出す。フローは判定状態１１０
８に移行し、そこでは、工場アップロード／ダウンロードモジュール１０５は、全アプリ
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ケーション目録送信済みフラグがアクティブにされているかを判断する。全アプリケーシ
ョン目録送信済みフラグは、ネットワーク管理者によって、区分ユーザインタフェース１
０６を介してアクティブにされ得る。全アプリケーション目録送信済みフラグがアクティ
ブにされていれば、処理は状態１１１０に移行し、そこでは、工場アップロード／ダウン
ロードモジュール１０５は、アプリケーションインベントリデータベース１０３からデー
タを読み出す。フローは状態１１１２に移行し、そこでは、非分類アプリケーション及び
そのアプリケーションに関係する任意の付加的データ、例えば収集データが、フォーマッ
トされる。付加的データは、要求頻度、及び／又はアプリケーションに関係する指標を含
み得る。収集データは、フォーマットされる必要はなく、従って、アプリケーションデー
タベース工場１１０に直接アップロードされてもよい。さらに、収集データのためのフォ
ーマットの選択は、アプリケーションデータベース工場１１０が有する、アプリケーショ
ンサーバモジュール１０２とのデータ接続のタイプに依存し得る。インターネット１０８
を介するデータ接続に関しては、工場アップロード／ダウンロードモジュール１０５は、
収集データをフォーマットするために、マークアップ言語、例えば、ＸＭＬ（extensible
 markup language）、ＳＧＭＬ（standard generalized markup language、及びＨＴＭＬ
（hypertext markup language ）を使用できる。
【００９７】
　収集データは、それがアプリケーションデータベース工場１１０にアップロードされる
前に、さらに処理され得る。例えば、チェックリミット状態１１１４と圧縮及び暗号化状
態１１１６とは、アプリケーションデータベース工場１１０にアップロードする前に収集
データを処理するために、実行され得る。これらのブロックは、修正データのアップロー
ドを容易にするかも知れないけれども、それらは実行されなくてもよい。収集データは、
状態１１１４及び１１１６を適用されずにアップロードされ得る。この場合、処理は、代
わりのパス１１１３を通る。従って、収集データは、状態１１１４及び１１１６を適用さ
れずに、アプリケーションデータベース工場１１０に直接アップロードされ得る。
【００９８】
　更なる処理が望まれる場合、処理は、状態１１１４に移行し、そこでは、工場アップロ
ード／ダウンロードモジュール１０５は、アプリケーションデータベース工場１１０にア
ップロードするための最大サイズに収集データを制限することができる。例えば、単一の
ワークステーションからの収集データは、最大２０メガバイトに制限され得る。処理は状
態１１１６に移行し、そこでは、収集データは、より少ないスペースを占めるように、圧
縮される。さらに、収集データは、承認されたユーザ、例えばアプリケーションデータベ
ース工場１１０によって以外には読めないように、暗号化される。
【００９９】
　フローは状態１１１８に移行し、そこでは、収集データがアプリケーションデータベー
ス工場１１０にアップロードされる。上で説明されたように、収集データは、アプリケー
ションに関係する任意の付加的データ、例えばスイート情報を含み得る。処理は状態１１
２０に移行し、そこでは、アップロード／ダウンロードモジュール３０１が、工場アップ
ロード／ダウンロードモジュール１０５へのダウンロードを続ける。処理は状態１１２２
に移行し、そこでは、ダウンロードされたデータは、アプリケーションインベントリデー
タベース１０３に格納される。
【０１００】
　判定状態１１０８に戻ると、全アプリケーション目録送信済みフラグがアクティブでな
ければ、処理は、上記したように状態１１１２に移行する。全アプリケーション目録送信
済みフラグがアクティブにされていなかったので、工場アップロード／ダウンロードモジ
ュール１０５は、状態１１１２、１１１４、１１１６及び１１１８を参照して説明したよ
うに、状態１１０６において受信されたデータを、アプリケーションデータベース工場１
１０にアップロードするためにフォーマットする。
【０１０１】
　判定状態１１０４に戻ると、全非分類アプリケーション送信済みフラグがアクティブに
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されていなかったら、処理は、上で説明したように判定状態１１０８に移行し、そこでは
、工場アップロード／ダウンロードモジュール１０５は、全アプリケーション目録送信済
みフラグがアクティブにされたかを判断する。全アプリケーション目録送信済みフラグが
アクティブにされたか否かに応じて、処理は上記したように続く。
【０１０２】
　図１２は、アプリケーションデータベース工場１１０によって実行される、データを収
集する処理を示すフリーチャートである。処理は、状態１２００から始まる。次に、判定
状態１２０２において、アプリケーションデータベース工場１１０は、マスターアプリケ
ーションデータベース３００をアプリケーションサーバモジュール１０２にダウンロード
することができる。アプリケーションデータベース工場１１０が、マスターアプリケーシ
ョンデータベース３００をアプリケーションサーバモジュール１０２にダウンロードすべ
きならば、処理は状態１２０４に移行し、そこでは、アップロード／ダウンロードモジュ
ール３０１が、分類されたアプリケーションを、マスターアプリケーションデータベース
３００から抽出する。分類されたアプリケーションのサブセットが、アプリケーションサ
ーバモジュール１０２へのダウンロードのために、選択され得る。サブセットは、発行の
準備ができたと判断された、分類されたアプリケーションのみを含み得る。
【０１０３】
　処理は状態１２０６に移行し、そこでは、マスターアプリケーションデータベース３０
０から読み出されたアプリケーションデータはフォーマットされ得る。アプリケーション
データは、フォーマットされる必要はなく、これは、アプリケーションサーバモジュール
１０２に直接ダウンロードされてもよい。さらに、そのデータ用のフォーマットの選択は
、アプリケーションデータベース工場１１０が有する、アプリケーションサーバモジュー
ル１０２とのデータ接続のタイプに依存し得る。インターネット１０８を介するデータ接
続に関しては、アップロード／ダウンロードモジュール３０１は、収集データをフォーマ
ットするために、マークアップ言語、例えば、ＸＭＬ、ＳＧＭＬ及びＨＴＭＬを使用する
ことができる。
【０１０４】
　ダウンロードされるべきデータは、それのアプリケーションサーバモジュール１０２へ
のダウンロードに先立って、さらに処理され得る。処理は状態１２０８に移行し、そこで
は、アプリケーションデータは、より少ないスペースを占めるように、圧縮される。さら
に、アプリケーションデータは、承認されたユーザ、例えばアプリケーションサーバモジ
ュール１０２によって以外には読めないように、暗号化される。フローは状態１２１０に
移行し、そこでは、アプリケーションデータはアプリケーションサーバモジュール１０２
にダウンロードされる。その後、処理は、終了状態である状態１２１２に移行する。
【０１０５】
　判定状態１２０２に戻ると、マスターアプリケーションデータベース３００からのアプ
リケーションデータが、アプリケーションサーバモジュール１０２にダウンロードされて
いないならば、処理は判定状態１２１４に移行し、そこでは、アプリケーションデータベ
ース工場１１０が、アプリケーションサーバモジュール１０２からアップロードを受信す
ることができる。アプリケーションデータベース工場１１０が、アプリケーションサーバ
モジュール１０２からアップロードを受信すべきでなければ、処理は終了状態１２１２に
移行する。
【０１０６】
　判定状態１２１４に戻ると、アプリケーションデータベース工場１１０が、アプリケー
ションサーバモジュール１０２からアップロードを受信すべきであれば、処理は状態１２
１６に移行し、そこでは、アップロード／ダウンロードモジュール３０１は、工場アップ
ロード／ダウンロードモジュール１０５からアップロードを受信する。収集データは、定
期的に、ランダムに、設定された時間に、又はポーリングに応答して受信されてもよい。
アップロード／ダウンロードモジュール３０１及び／又は工場アップロード／ダウンロー
ドモジュール１０５は、アプリケーションデータベース工場１１０へのアップロードを開
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始させることができる。上で説明したように、収集は、アプリケーションに関係する任意
の付加的データ、例えば、アプリケーションインベントリデータベース１０３からのアプ
リケーションに関係する要求頻度、及び／又は、非分類アプリケーションデータベース１
０８からのアプリケーションに関係する要求頻度を含み得る。収集データは、フォーマッ
トされていることも、フォーマットされていないこともあり得る。さらに、収集データは
、暗号化及び／又は圧縮されていることも、されていないこともあり得る。
【０１０７】
　処理は状態１２１８に移行し、そこでは、アップロード／ダウンロードモジュール３０
１は、復号及び復元が必要であれば、収集データを復号及び復元する。処理は状態１２２
０に移行し、そこでは、収集データはマージされ、且つマスターアプリケーションデータ
ベース３００及び非分類アプリケーションデータベース３０３に格納される。その後、処
理は終了状態１２１２に移行する。
【０１０８】
　図１３は、非分類アプリケーションデータベース３０３からのアプリケーションを分類
する処理を示すフローチャートである。処理は開始状態１３００から始まる。処理は状態
１３０２に移行し、そこでは、アプリケーションアナリスト区分モジュール３０２を介す
る人間の評価者による区分のために、アプリケーションのリストが、非分類アプリケーシ
ョンデータベース３０３から抽出される。アプリケーションアナリスト区分モジュール３
０２は、アプリケーションの適切な１つ又は複数の分類を決定するために、人間の評価者
とインタフェースする。次に、状態１３０４において、アプリケーションアナリスト区分
モジュール３０２は、アプリケーション及び任意の関連データをＧＵＩ上に表示するため
に、使用される。関連データは、アプリケーションが関係付けられるべき１つ又は複数の
分類を、人間の評価者に示し得る。上で説明されたように、アプリケーションアナリスト
区分モジュール３０２は、人間の評価者に、アプリケーションの適切な１つ又は複数の分
類を決定するために、各アプリケーション及びそのアプリケーションに関係する任意の付
加的データを分析することを可能にする。
【０１０９】
　処理は状態１３０６に移行し、そこでは、人間の評価者が、アプリケーション、関連情
報、及び任意のインターネット情報を、アプリケーションを解析するのに使用する。イン
ターネット情報は、ウェブブラザ検索エンジンを使用する検索から導出され得る。アプリ
ケーション名及び任意の関連アプリケーションデータは、インターネット検索に使用され
得る。人間の評価者は、文書、仕様、マニュアルなどを、アプリケーションに関係させる
１つ又は複数の分類を決定するために、さらに評価することができる。処理は状態１３０
８に移行し、そこでは、人間の評価者が、アプリケーションに関係する事実、関連情報か
らの任意のヒント、及び／又は別の調査を使用して、各アプリケーションを区分する。
【０１１０】
　処理は最終的に状態１３１０に移行し、そこでは、与えられたそのアプリケーションに
人間の評価者が関連付けた、選択された１つ又は複数の分類は、マスターアプリケーショ
ンデータベース３００に格納される。
【０１１１】
　図１４～２０は、アプリケーションのネットワークの振舞を監視するための処理を説明
している。図７～１３を参照して説明された処理は、アプリケーションがワークステーシ
ョン上で起動されたときにアプリケーションを制御することに向けられたが、図１４～２
０を参照して説明する処理は、アプリケーションが最初に起動された後のアプリケーショ
ンの動作の制御に向けられている。例えば、実行起動検出モジュール２１０は、最初に起
動されたアプリケーションを評価し、そのアプリケーションの分類又はグループに関係す
るポリシーに基づいて、そのアプリケーションがワークステーションの上で実行すること
を許可する。スタンドアローンで、実行起動検出モジュール２１０は、あるワークステー
ション上で、どのアプリケーションが実行することを許可されるかを制御する。
【０１１２】
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　しかし、アプリケーションの続く動作は、ネットワークアクセス検出モジュール２０８
によって監視される。よって、アプリケーションは、あるワークステーション上で起動す
ることを許可されるが、ネットワークアクセス検出モジュール２０８は、そのアプリケー
ションが所定の方式で動作しなければ、そのアプリケーションを抑制または制限する。さ
らに、ネットワークアクセス検出モジュール２０８は、アプリケーションが所定の方式で
動作し続けることを保証するために、実行中のアプリケーションを継続的または定期的に
監視することができる。
【０１１３】
　図１４は、アプリケーションの振舞を監視する処理を示すフローチャートである。振舞
の監視に加えて、その処理はアプリケーションの振舞を停止または制御する。処理は、起
動後にネットワークにアクセスすることを要求するアプリケーションに加えて、起動時に
ネットワークにアクセスすることを要求するアプリケーションを監視する。よって、ワー
クステーション１０１上で実行することを実行起動検出モジュール２１０が許可するアプ
リケーションは、ネットワークにアクセスすることを許可されることも、されないことも
ある。
【０１１４】
　その処理は開始状態１４００から始まる。次に、状態１４０２において、アプリケーシ
ョンはネットワークへのアクセスを要求する。ネットワークにアクセスする要求は、ワー
クステーション１０１に関して、予め決定されたスタートアップシーケンスへの応答であ
り得る。例えば、ワークステーション１０１は、電源オンスタートアップ時に、１つ以上
のネットワークにアクセスするようにプログラムされ得る。起動時または起動後に、アプ
リケーションは、ソフトウェアのアップデートをダウンロードするために、発行元のウエ
ブサイトにアクセスすることを要求してもよい。このアクセス要求は、ユーザの入力に応
答したもの、またはアプリケーション自体によるものであってもよい。
【０１１５】
　ネットワークアクセス検出モジュール２０８（図２参照）は、アプリケーションのネッ
トワークアクセスを検出する。次に、状態１４０４において、アプリケーション要約生成
部２０１は、アプリケーションに関連するデータの要約を生成する。要約されたデータは
、収集データの形式であり得る。収集データは、例えば、ソースＩＰアドレス、目標ＩＰ
アドレス、ソースポート番号、目標ポート番号、及び別のネットワークワークアクセスデ
ータを含み得る。
【０１１６】
　処理は判定状態１４０６に移行し、そこでは、ネットワークアクセス検出モジュール２
０８は、アプリケーション要約生成部２０１によって準備されたアプリケーション要約及
び収集データを、ハッシュ／ポリシーテーブル２０４と比較する。例えば、アプリケーシ
ョン要約生成部２０１によって生成されたハッシュ及び収集データは、ハッシュ／ポリシ
ーテーブル２０４からのハッシュ及びそのハッシュに関係するネットワークアクセスデー
タと比較され得る。一実施形態においては、複数の異なるハッシュが生成され、ハッシュ
／ポリシーテーブル２０４からのハッシュと比較される。例えば、ＭＤ－５ハッシュ及び
ＳＨＡ－１ハッシュは、要求されたアプリケーションのために生成され、ハッシュ／ポリ
シーテーブル２０４からのＭＤ－５ハッシュ及びＳＨＡ－１ハッシュと比較され得る。こ
のように、アプリケーションの振舞は、ネットワークアクセス検出モジュール２０８によ
って監視される。
【０１１７】
　ハッシュおよび収集データがハッシュ／ポリシーテーブル２０４に格納されたハッシュ
に対応し、収集データがハッシュ／ポリシーテーブル２０４中のハッシュに対応するなら
ば、処理は状態１４１０に移行し、そこでは、ハッシュに関係するポリシーが、ネットワ
ークアクセス要求に応答して適用される。この場合、アプリケーションの振舞またはネッ
トワーク属性は、アプリケーションに期待される振舞に一致する。これらのポリシーは、
アプリケーションにネットワークにアクセスすることを許可すること、ネットワークへの
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アクセスを拒否すること、ネットワークにアクセスすることがネットワーク管理者による
更なる監視を受ける可能性があることをユーザに警告すること、又は、ある時間ネットワ
ークにアクセスすることを許可することを含み得る。例えば、指定時間の終了時に、ネッ
トワークアクセス検出モジュール２０８は、アプリケーションがネットワークにアクセス
し続けることを許可しない。次に、状態１４１２において、ネットワークアクセス検出モ
ジュール２０８は、ロギングデータベース２０６に、区分されたアプリケーションのため
にネットワークアクセスデータをログ記録する。このように、ネットワークにアクセスす
ることを許可されるアプリケーションの記録が維持される。その後、処理は状態１４１４
に移行し、そこでは、ネットワークアクセス検出モジュール２０８は、同じ又は別のアプ
リケーションによるワークステーション１０１上でのネットワークアクセスを検出するた
めに、システムを監視する。
【０１１８】
　ハッシュ／ポリシーテーブル２０４から読み出された情報は、ハッシュ値に関係するポ
リシーをさらに含み得る。一実施形態においては、ハッシュ値に対応する分類及び／又は
親グループの情報は、ポリシーを選択するときに使用される。例えば、ハッシュ値は、特
定の親グループに関係し得る。例えば、親グループは、“生産性（productivity）”、“
通信（communication）”、“期待される又は所定のネットワークアクセス”及び“期待
されないネットワークアクセス”を含み得る。親グループの“期待される又は所定のネッ
トワークアクセス”及び“期待されないネットワークアクセス”は、サブグループまたは
別グループ内の分類であってもよい。例えば、ワードプロセッシングのアプリケーション
に関するハッシュは、グループ“生産性（productivity）”並びにサブ分類“ワードプロ
セッシング（word processing）”及び“期待される又は所定のネットワークアクセス”
に関連付けされる。サブカテゴリ“期待される又は所定のネットワークアクセス”は、従
って、ネットワークへのアクセスを許可するポリシーに関連付けされ得る。サブカテゴリ
“期待されないネットワークアクセス”は、従って、ネットワークへのアクセスを許可し
ない、又は、ネットワークへのアクセスを停止若しくは制限するポリシーに関連付けされ
得る。
【０１１９】
　判定状態１４０６に戻ると、アップリケーション要約及び収集データが、ハッシュ／ポ
リシーテーブル２０４中で区分されたアプリケーション又はハッシュに対応しないならば
、処理は状態１４１６に移行し、そこでは、ネットワークアクセス検出モジュール２０８
は、非区分アプリケーションポリシーを、ネットワークへのアクセスの要求に適用する。
非区分アプリケーションポリシーは、例えば、アプリケーションがネットワークにアクセ
スすること、アクセスを拒否すること、または、アプリケーションがネットワークにアク
セスするのを許可される時間が制限されるが、更なる監視がネットワークアクセスに適用
されるであろうことをユーザに警告することを含み得る。
【０１２０】
　フローは状態１４１８に移行し、そこでは、非区分アプリケーションのためのネットワ
ークアクセスデータは、ロギングデータベース２０６にログ記録される。処理は、上で説
明されたように状態１４１４に移行し、そこでは、ネットワークアクセス検出モジュール
２０８は、同じアプリケーション又は異なるアプリケーションからのネットワークへのア
クセスの要求を待つ。
【０１２１】
　図１５は、アプリケーションサーバモジュール１０２と共に、ネットワークアクセスし
ているアプリケーションに関連する収集データをアップロード及びダウンロードするため
に、ワークステーションによって実行される処理を示すフローチャートである。処理は開
始状態１５００から始まる。次に、状態１５０２において、アップロード／ダウンロード
モジュール２０３は、ワークステーションアップロード／ダウンモジュール１０４から入
力信号を受信する。処理は判定状態１５０４に移行し、そこでは、アップロード／ダウン
ロードモジュール２０３は、アプリケーションサーバモジュール１０２からハッシュ／ポ
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リシーテーブル２０４をダウンロードする要求を受信する。ダウンロードファイルを受信
する時期は、定期的、ランダム、付加された設定時間、またはポーリングに応答してであ
り得る。アップロード／ダウンロードモジュール２０３及び／又はワークステーションア
ップロード／ダウンモジュール１０４は、ワークステーション管理モジュール２００への
ダウンロードを開始させることができる。
【０１２２】
　状態１５０４において、アップロード／ダウンロードモジュール２０３が、アプリケー
ションサーバモジュール１０２からのダウンロードの要求を受信していると判断された場
合、処理は状態１５０６に移行し、そこでは、アップロード／ダウンロードモジュール２
０３は、ハッシュ／ポリシーテーブル２０４又はその一部を受信して格納する。ハッシュ
／ポリシーテーブル２０４は、ネットワークアクセスデータの形式の収集データを含み得
る。
【０１２３】
　例えば、アプリケーションサーバモジュール１０２は、ハッシュ／ポリシーテーブル２
０４にコピーするために、アプリケーションインベントリデータベース１０３からデータ
を選択し、及び、ポリシーデータベース１０９からポリシーを選択することができる。ア
プリケーションインベントリデータベース１０３は、アプリケーションデータベース工場
１１０によって分類されたアプリケーションを含み得る。アプリケーションは、区分ユー
ザインタフェース１０６を介して分類され得る。
【０１２４】
　分類されたアプリケーションは、収集データに関係するアプリケーションである。収集
データは、ネットワークアクセスデータを含み得る。幾つかの実施形態においては、ワー
クステーションアップロード／ダウンモジュール１０４は、ハッシュ／ポリシーテーブル
２０４の一部を転送する。例えば、アップロード／ダウンロードモジュール２０３は、全
データベースが送信される必要がないように、アップデートを受信することができる。別
の実施形態では、アップロード／ダウンロードモジュール２０３は、アプリケーションイ
ンベントリデータベース１０３からのデータのサブセットを受信する。例えば、選択され
たデータは、ポリシーと組み合わされたハッシュ値であり得る。
【０１２５】
　ダウンロードデータは、既存のハッシュ／ポリシーテーブル２０４をアップデートする
ことができる。ダウンロードデータは、１つ以上のソースからの収集データの形式であり
得る。ソースは、区分ユーザインタフェース１０６及びアプリケーションデータベース工
場１１０を含み得る。上で説明されたように、収集データは、アプリケーションに関係す
る任意の付加的データ、例えば、アプリケーションインベントリデータベースからのアプ
リケーションに関係する要求頻度、及び／又は非分類アプリケーションデータベース１０
８からのアプリケーションに関係する要求頻度、及び／又は指標を含み得る。上で説明さ
れたように、アプリケーションインベントリデータベース１０３は、非分類アプリケーシ
ョンデータベース１０８及びネットワークアクセスデータベース１０７を含むことができ
る。若しくは、非分類アプリケーションデータベース１０８及び／又はネットワークアク
セスデータベース１０７は、１つのデータベースに結合される、又は、アプリケーション
インベントリデータベース１０３から分離された別のデータベースでもあり得る。非分類
アプリケーションデータベース１０８は、期待される方式又は所定の方式で動作していな
いアプリケーションと共に、区分又は分類されていないアプリケーションを含み得る。ア
プリケーションに関係するネットワークアクセスデータは、ネットワークアクセスデータ
ベース１０７、非分類アプリケーションデータベース１０８、及び／又はアプリケーショ
ンインベントリデータベース１０３に格納されてもよい。
【０１２６】
　処理は状態１５１０に移行し、そこでは、アップロード／ダウンロードモジュール２０
３は、アプリケーションサーバモジュール１０２からの起動信号を待つ。
【０１２７】
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　判定状態１５０４に戻ると、アップロード／ダウンロードモジュール２０３が、アプリ
ケーションサーバモジュール１０２からのダウンロードを要求していない場合、処理は判
定状態１５２５に移行し、アプリケーションサーバモジュール１０２がロギングデータベ
ース２０６からの収集データを要求しているかを判断する。アプリケーションサーバモジ
ュール１０２がロギングデータを要求していなければ、処理は、上で説明したように状態
１５１０に移行する。判定状態１５２５に戻ると、アプリケーションサーバモジュール１
０２がロギングデータを要求していれば、処理は判定状態１５２６に移行し、アプリケー
ションサーバモジュール１０２が、非分類アプリケーションのためにロギングデータベー
ス２０６からの収集データを要求しているだけかどうかを判断する。非分類アプリケーシ
ョンは、以前に分類されたが、所定又は期待される方式で動作していないアプリケーショ
ンを含み得る。
【０１２８】
　アプリケーションサーバモジュール１０２が非分類アプリケーションのためのデータを
要求しているだけであれば、処理は状態１５２８に移行し、そこでは、アップロード／ダ
ウンロードモジュール２０３は、アプリケーションサーバモジュール１０２にアップロー
ドするために、ロギングデータベース２０６から非分類アプリケーションに関係するデー
タを抽出してフォーマットする。次に、処理は状態１５３０に移行し、そこでは、そのデ
ータがアプリケーションサーバモジュール１０２に転送される。アプリケーションサーバ
モジュール１０２にアップロードされた収集データは、フォーマットされることも、フォ
ーマットされないこともあり得る。さらに、収集データは、暗号化及び／又は圧縮される
ことも、またはされないこともあり得る。ワークステーションアップロード／ダウンモジ
ュール１０４は、復号及び復元が必要であれば、収集データを復号及び復元する。ワーク
ステーションアップロード／ダウンモジュール１０４は、アプリケーションのリスト及び
アプリケーションに関係する任意の付加的データの中に、収集データを再組み込みする。
ワークステーションアップロード／ダウンモジュール１０４は、収集データをマージ及び
ソートする。
【０１２９】
　次に、処理は状態１５１０に移行し、そこでは、ワークステーション管理モジュール２
００が、アプリケーションサーバモジュール１０２からの次の起動信号を待つ。
【０１３０】
　判定状態１５２６に戻ると、アプリケーションサーバモジュール１０２が、ロギングデ
ータベース２０６から非分類アプリケーションのための収集データ以上を要求していれば
、処理は状態１５３２に移行し、そこでは、アップロード／ダウンロードモジュール２０
３は、ロギングデータベース２０６中の全てのアプリケーションデータを抽出してフォー
マットする。このデータは、ハッシュ／ポリシーテーブル２０４にリストされているアプ
リケーションのための分類されたデータと、ハッシュ／ポリシーテーブル２０４にリスト
されていないアプリケーションのための非分類データとを含み得る。収集データは、フォ
ーマットされていることも、フォーマットされていないこともあり得る。さらに、収集デ
ータは、暗号化及び／又は圧縮されていることも、されていないこともあり得る。その後
、フローは状態１５３０に移行し、そこでは、データはアプリケーションサーバモジュー
ル１０２にアップロードされる。その後、フローは、上で説明されたように状態１５１０
に移行し、そこでは、ワークステーション管理モジュール２００が、アプリケーションサ
ーバモジュール１０２からの起動信号を待つ。
【０１３１】
　図１６は、ワークステーション１０１と共に、ネットワークアクセスするアプリケーシ
ョンのための収集データをアップロード及びダウンロードするためにアプリケーションサ
ーバモジュールによって実行される処理を示すフローチャートである。その処理は開始状
態１６００から始まる。次に、判定状態１６０２において、ワークステーションアップロ
ード／ダウンモジュール１０４は、ワークステーション管理モジュール２００へのダウン
ロードを生成するかを判断する。ダウンロードを受信する時期は、定期的、ランダム、設
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定された時間、又はポーリングに応答してであり得る。ワークステーションアップロード
／ダウンモジュール１０４及び／又はアップロード／ダウンロードモジュール２０３は、
ワークステーション管理モジュール２００へのダウンロードを開始させることができる。
ワークステーションアップロード／ダウンモジュール１０４が、ワークステーション管理
モジュール２００にダウンロードすべきであれば、処理は状態１６０４に移行し、そこで
は、ワークステーションアップロード／ダウンモジュール１０４は、ネットワークアクセ
スデータベース１０７からネットワークアクセスデータを抽出する。ネットワークアクセ
スデータは、ポリシーデータベース１０９に組み込まれる。ポリシーデータベース１０９
は、どのワークステーションがダウンロードを受信するかに基づいて、各アプリケーショ
ンにアクセス許可を関連付ける。ポリシーデータベース１０９は、ワークステーション１
０１に関して、異なるアクセス権を含み得る。このように、異なるワークステーション１
０１は、その上で実行している同じアプリケーションに関係する異なるポリシーを持ち得
る。
【０１３２】
　処理は状態１６０６に移行し、そこでは、ワークステーションアップロード／ダウンモ
ジュール１０４は、このワークステーション用に指定されたポリシーと共にネットワーク
アクセスポリシーを生成する。よって、同じアプリケーションは、あるワークステーショ
ンからウエブサイトにアクセスすることを許可されてもよいが、異なるワークステーショ
ンから同じウエブサイトにアクセスすることは許可されない。
【０１３３】
　フローは状態１６０８に移行し、そこでは、ワークステーションアップロード／ダウン
モジュール１０４は、アップロード／ダウンロードモジュール２０３にネットワークアク
セスポリシーテーブル又はその一部を転送する。ダウンロードファイルは、アプリケーシ
ョン名、ハッシュ値、関係する分類、及び／又は関係するポリシーを含み得る。その後、
フローは終了状態１６１０に移行する。
【０１３４】
　判定状態１６０２に戻ると、ワークステーションアップロード／ダウンモジュール１０
４がワークステーション１０１へのダウンロードを生成していなければ、処理は判定状態
１６１２に移行し、そこでは、ワークステーションアップロード／ダウンモジュール１０
４は、ハッシュ及びネットワークアクセスデータのアップロードを要求するかを判断する
。ハッシュ及びネットワークアクセスデータは、ロギングデータベース２０６の全て又は
一部を含み得る。
【０１３５】
　ワークステーションアップロード／ダウンモジュール１０４がワークステーション１０
１からのアップロードを要求すれば、処理は状態１６１４に移行し、そこでは、全て又は
非分類データのみの要求が、アプリケーションサーバモジュール１０２によってアップロ
ード／ダウンロードモジュール２０３に送信される。次に、状態１６１６において、ワー
クステーションアップロード／ダウンモジュール１０４は、要求されたアップロードをワ
ークステーション１０１から受信する。アップロードされるデータは、フォーマットされ
ていることも、フォーマットされていないこともあり得る。さらに、アップロードされる
データは、暗号化及び／又は圧縮されていることも、されていないこともあり得る。ワー
クステーションアップロード／ダウンモジュール１０４は、次の状態１６１８において復
号及び／又は復元が必要であれば、復号及び復元する。
【０１３６】
　フローは状態１６２０に移行し、そこでは、ワークステーションアップロード／ダウン
モジュール１０４は、アップロードされたデータを、アプリケーションのリスト及びネッ
トワークアクセスと関係する任意の付加的データの中に再組み込みする。ワークステーシ
ョンアップロード／ダウンモジュール１０４は、別のワークステーションの目録と、頻度
数を含む収集データとをマージ及びソートする。そのシステムは、定期的にロギングデー
タベース２０６からデータをアップロードしている、何千ものワークステーション管理モ
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ジュールを含むことができる。上で説明されたように、アップロードされたデータは、ネ
ットワークアクセスに関係する任意の付加的データ、例えば、ソースＩＰアドレス、目標
ＩＰアドレス、ソースポート番号、目標ポート番号、及びネットワークアクセスデータを
含み得る。ワークステーションアップロード／ダウンモジュール１０４は、アプリケーシ
ョン、又はネットワークアクセスの要求に関係する任意のアップロードされたデータをマ
ージ及びソートすることができる。例えば、ワークステーションアップロード／ダウンモ
ジュール１０４は、１つ以上のワークステーション１０１からのアプリケーションをソー
ト及びマージするために、目標ＩＰアドレスを参照することができる。
【０１３７】
　図１７は、アプリケーションサーバモジュール１０２におけるアプリケーションによる
ネットワークへのアクセス要求に関係するネットワークアクセスデータを分析する処理を
示すフローチャートである。処理は開始状態１７００から始まる。次に、状態１７０２に
おいて、ネットワーク管理者は、ＧＵＩを介して区分ユーザインタフェース１０６を起動
させる。ＧＵＩは、ネットワーク管理者に、アプリケーションインベントリデータベース
１０３を操作し且つマージするためのグラフィカルインタフェースツールを提供する。ネ
ットワーク管理者は、アプリケーションのリスト及びデータをネットワークアクセスデー
タベース１０７から抽出する。
【０１３８】
　処理は状態１７０４に移行し、そこでは、アプリケーション及び任意の関連データが、
ネットワーク管理者によって評価されるために、表示される。次に、状態１７０６におい
て、ネットワーク管理者が、アプリケーションに許可される振舞を決定する。その後、処
理は状態１７０８に移行し、そこでは、ネットワークアクセスデータベース１０７から抽
出された各アプリケーションのために、処理は状態１７０４及び１７０６に戻る。
【０１３９】
　図１８は、アプリケーションサーバモジュールからアプリケーションデータベース工場
にネットワークアクセスデータをアップロードする処理を示すフローチャートである。そ
の処理は開始状態１８００から始まる。次に、状態１８０２において、工場アップロード
／ダウンロードモジュール１０５は、アプリケーションデータベース工場１１０から分類
されたアプリケーションのダウンロードを要求する。分類されたアプリケーションは、ア
プリケーションデータベース工場１１０において、マスターアプリケーションデータベー
ス３００に格納される。分類されたアプリケーションを受信する時期は、定期的、ランダ
ム、設定された時間、またはポーリングに応答してであり得る。工場アップロード／ダウ
ンロードモジュール１０５及び／又はアップロード／ダウンロードモジュール３０１は、
アプリケーションサーバモジュール１０２へのダウンロードを開始させることができる。
上で説明されたように、ダウンロードされたデータは、アプリケーションに関係する任意
の付加的データを含み得る。付加的データはネットワークアクセスデータを含み得る。
【０１４０】
　フローは判定状態１８０４に移行し、そこでは、工場アップロード／ダウンロードモジ
ュール１０５（図３参照）は、全非分類アプリケーションネットワークアクセスデータ送
信済みフラグがアクティブにされているかを判断する。フラグは、区分ユーザインタフェ
ース１０６を介して、ネットワーク管理者によって選択され得る。フラグがアクティブで
あれば、処理は状態１８０６に移行し、そこでは、工場アップロード／ダウンロードモジ
ュール１０５が全ての非分類アプリケーションを読み出す。フローは判定状態１８０８に
移行し、そこでは、工場アップロード／ダウンロードモジュール１０５は、全ネットワー
クアクセスアプリケーション目録送信済みフラグがアクティブであるかを判断する。全ネ
ットワークアクセスアプリケーション目録送信済みフラグは、区分ユーザインタフェース
１０６を介してネットワーク管理者によってアクティブにされ得る。全ネットワークアク
セスアプリケーション目録送信済みフラグがアクティブであれば、処理は状態１８１０に
移行し、そこでは、工場アップロード／ダウンロードモジュール１０５が、アプリケーシ
ョンインベントリデータベース１０３からデータを読み出す。フローは、状態１８１２に
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移行し、そこでは、非分類アプリケーション及びアプリケーションに関係する任意の付加
的データ、例えば収集データがフォーマットされ得る。付加的データは、ソースＩＰアド
レス、目標ＩＰアドレス、ソースポート番号、目標ポート番号、及び、アプリケーション
に関係する別のネットワークアクセスデータを含み得る。さらに、収集データのフォーマ
ットの選択は、アプリケーションデータベース工場１１０が有する、アプリケーションサ
ーバモジュール１０２とのデータ接続のタイプに依存し得る。インターネット１０８を介
するデータ接続に関して、工場アップロード／ダウンロードモジュール１０５は、収集デ
ータをフォーマットするために、マークアップ言語、例えば、ＸＭＬ（extensible marku
p language）、ＳＧＭＬ（standard generalized markup language）、及びＨＴＭＬ（hy
pertext markup language）を使用できる。
【０１４１】
　収集データは、それのアプリケーションデータベース工場１１０へのアップロードの前
に、さらに処理され得る。例えば、チェック制限状態１８１４並びに圧縮及び暗号化状態
１８１６は、アプリケーションデータベース工場１１０にアップロードする前に収集デー
タを処理するために、実行され得る。これらのブロックは収集データのアプロードを容易
にするかも知れないが、それらは実行されなくてもよい。収集データは、状態１８１４及
び１８１６を適応すること無くアップロードされ得る。この場合、処理は代わりのパス１
８１３を進み得る。よって、収集データは、アップロード状態１８１４及び１８１６を適
応すること無く、アプリケーションデータベース工場１１０に直接アップロードされ得る
。
【０１４２】
　更なる処理が要望される場合、処理は状態１８１４に移行し、そこでは、工場アップロ
ード／ダウンロードモジュール１０５は、アプリケーションデータベース工場１１０アッ
プロードするための最大サイズに、収集データを制限することができる。例えば、１つの
ワークステーションからの収集データは、最大１０メガバイトに制限され得る。処理は状
態１８１６に移行し、そこでは、収集データは、より少ないスペースを占有するように圧
縮される。さらに、収集データは、承認されたユーザ、例えばアプリケーションデータベ
ース工場１１０以外によっては読み取ることができないように、暗号化される。
【０１４３】
　フローは状態１８１８に移行し、そこでは、収集データはアプリケーションデータベー
ス工場１１０にアップロードされる。上で説明されたように、収集データは、アプリケー
ションに関係する任意の付加的データ、例えば目標ポート情報を含み得る。処理は状態１
８２０に移行し、そこでは、アップロード／ダウンロードモジュール３０１は、工場アッ
プロード／ダウンロードモジュール１０５へのダウンロードを続ける。処理は状態１８２
２に移行し、そこでは、ダウンロードデータはアプリケーションインベントリデータベー
ス１０３に格納される。
【０１４４】
　判定状態１８０８に戻ると、全ネットワークアクセスアプリケーション目録送信済みフ
ラグがアクティブでなければ、上で説明したようにフローは状態１８１２に移行する。全
ネットワークアクセスアプリケーション目録送信済みフラグがアクティブでなかったので
、工場アップロード／ダウンロードモジュール１０５は、状態１８１２、１８１４、１８
１６、及び１８１８を参照して説明されたように、アプリケーションデータベース工場１
１０にアップロードするために、状態１８０６において読み出されたデータをフォーマッ
トする。
【０１４５】
　判定状態１８０４に戻ると、全非分類アプリケーションネットワークアクセス送信済み
フラグがアクティブにされていなければ、処理は、上で説明したように判定状態１８０８
に移行し、そこでは、工場アップロード／ダウンロードモジュール１０５は、全ネットワ
ークアクセスアプリケーション目録送信済みフラグがアクティブにされたかを判断する。
全ネットワークアクセスアプリケーション目録送信済みフラグがアクティブにされたか否
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かに応じて、その後、処理は上で説明されたように続く。
【０１４６】
　図１９は、アプリケーションデータベース工場からアプリケーションサーバモジュール
にネットワークアクセスデータをダウンロードする処理を示すフローチャートである。そ
の処理は状態１９００で開始する。次に、判定状態１９０２において、アプリケーション
データベース工場１１０は、マスターアプリケーションデータベース３００をアプリケー
ションサーバモジュール１０２にダウンロードすることができる。アプリケーションデー
タベース工場１１０が、マスターアプリケーションデータベース３００をアプリケーショ
ンサーバモジュール１０２にダウンロードすべきであれば、処理は状態１９０４に移行し
、そこでは、アップロード／ダウンロードモジュール３０１は、分類されたアプリケーシ
ョンをマスターアプリケーションデータベース３００から抽出する。分類されたアプリケ
ーションのサブセットは、アプリケーションサーバモジュール１０２へのダウンロードの
ために選択され得る。サブセットは、発行準備ができたと判断された、分類されたアプリ
ケーションのみを含み得る。
【０１４７】
　処理は状態１９０６に移行し、そこでは、マスターアプリケーションデータベース３０
０から読み出されたアプリケーションデータがフォーマットされ得る。アプリケーション
データは、フォーマットされなくてもよく、従って、アプリケーションサーバモジュール
１０２に直接ダウンロードされてもよい。さらに、そのデータのためのフォーマットの選
択は、アプリケーションデータベース工場１１０が有する、アプリケーションサーバモジ
ュール１０２とのデータ接続のタイプに依存し得る。インターネット１０８を介するデー
タ接続に関しては、アップロード／ダウンロードモジュール３０１は、マークアップ言語
、例えばＸＭＬ、ＳＧＭＬ及びＨＴＭＬを使用できる。
【０１４８】
　ダウンロードされるべきデータは、アプリケーションサーバモジュール１０２にダウン
ロードされる前に、さらに処理され得る。処理は状態１９０８に移行し、そこでは、アプ
リケーションデータは、より少ないスペースを占有するように圧縮される。さらに、アプ
リケーションデータは、承認されたユーザ、例えばアプリケーションサーバモジュール１
０２以外によっては読めないように暗号化される。フローは状態１９１０に移行し、そこ
では、アプリケーションデータはアプリケーションサーバモジュール１０２にダウンロー
ドされる。
その後、処理は、終了状態である状態１９１２に移行する。
【０１４９】
　状態１９０２に戻ると、マスターアプリケーションデータベース３００からのアプリケ
ーションデータがアプリケーションサーバモジュール１０２にダウンロードされていなけ
れば、処理は判定状態１９１４に移行し、そこでは、アプリケーションデータベース工場
１１０は、アプリケーションサーバモジュール１０２からアップロードを受信することが
できる。アプリケーションデータベース工場１１０がアプリケーションサーバモジュール
１０２からアップロードを受信することになっていなければ、処理は終了状態１９１２に
移行する。
【０１５０】
　判定状態１９１４に戻ると、アプリケーションデータベース工場１１０がアプリケーシ
ョンサーバモジュール１０２からアップロードを受信することになっていれば、処理は状
態１９１６に移行し、そこでは、アップロード／ダウンロードモジュール３０１は、工場
アップロード／ダウンロードモジュール１０５からアップロードを受信する。収集データ
を受信する時期は、定期的、ランダム、設定された時間、又はポーリングに応答してであ
り得る。アップロード／ダウンロードモジュール３０１及び／又は工場アップロード／ダ
ウンロードモジュール１０５は、アプリケーションデータベース工場１１０へのアップロ
ードを開始させることができる。上で説明されたように、収集データは、アプリケーショ
ンに関係する任意の付加的データ、例えば、ソースＩＰアドレス、目標ＩＰアドレス、ソ
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ースポート番号、目標ポート番号、及び、アプリケーションインベントリデータベース１
０３からのアプリケーションに関係する別のネットワークアクセスデータ、及び／又は、
ソースＩＰアドレス、目標ＩＰアドレス、ソースポート番号、目標ポート番号、及び、非
分類アプリケーションデータベース１０８及び／又はネットワークアクセスデータベース
３０４からのアプリケーションに関係する別のネットワークアクセスデータを含み得る。
収集データはフォーマットされていることも、フォーマットされていないこともあり得る
。さらに、収集データは、暗号化及び／圧縮されていることも、されていないこともあり
得る。
【０１５１】
　処理は状態１９１８に移行し、そこでは、アップロード／ダウンロードモジュール３０
１は、復号及び／又は復元が必要であれば、収集データを復号及び／又は復元する。処理
は状態１９２０に移行し、そこでは、収集データは、マージされて、マスターアプリケー
ションデータベース３００及び非分類アプリケーションデータベース３０３に格納される
。その後、処理は終了状態１９１２に続く。
【０１５２】
　図２０は、アプリケーションデータベース工場におけるアプリケーションに関係するネ
ットワークアクセスデータを分析する処理を示すフローチャートである。その処理は、開
始状態２０００で始まる。処理は状態２００２に移行し、そこでは、アプリケーションア
ナリスト区分モジュール３０２を介して人間の評価者による区分のために、アプリケーシ
ョンのリストが非分類アプリケーションデータベース３０３及び／又はネットワークアク
セスデータベース３０４から抽出される。アプリケーションアナリスト区分モジュール３
０２は、アプリケーションの適切な１つの分類又は複数の分類を決定するために、人間の
評価者とインタフェースする。分類は、“期待される又は所定のネットワークアクセス”
及び“期待されないネットワークアクセス”を含み得る。分類“期待される又は所定のネ
ットワークアクセス”は、その後、ネットワークへのアクセスが許可されているポリシー
に関連付けられ得る。分類“期待されないネットワークアクセス”は、その後、ネットワ
ークへのアクセスが許可されていないポリシーに関連付けられ得る。
【０１５３】
　次に、状態２００４は、アプリケーションアナリスト区分モジュール３０２が、アプリ
ケーション及びＧＵＩ上の任意の関係するデータを表示するために使用される。関連デー
タは、アプリケーションに期待されるネットワーク活動性を人間の評価者に示すことがで
きる。上で説明されたように、アプリケーションアナリスト区分モジュール３０２は、人
間の評価者が、期待される又は所定のネットワーク活動性を決定するために、各アプリケ
ーション及びアプリケーションに関係する付加的データを分析することを可能にする。
【０１５４】
　処理は状態２００６に移行し、そこでは、人間の評価者が、アプリケーション、関連情
報、及び任意のインターネット関連情報を分析する。インターネット情報は、ウエブブラ
ウザ検索エンジンを使用する検索から導出され得る。アプリケーション名及び任意の関連
収集データが、インターネット検索に使用され得る。
【０１５５】
　期待される又は許可されたネットワーク活動性は、同じアプリケーションに関する以前
の又は現在のネットワーク活動性に依存し得る。例えば、第１ワークステーション１０１
上で実行しているアプリケーションに関して期待されるネットワーク活動性は、第１ワー
クステーション１０１上でのそのアプリケーションの以前の活動性に基づいて決定され得
る。それに加えて又はその代わりに、アプリケーションに関して期待されるネットワーク
活動性は、複数のワークステーション１０１上でのそのアプリケーションの以前の活動性
の記録から決定され得る。
【０１５６】
　期待されるネットワーク活動性は、異なるが関連するアプリケーションの活動性から決
定され得る。例えば、１つのソフトウェア会社からのプログラム又はアプリケーションが
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、共通のアクセス権を持っていてもよい。アプリケーションの後のバージョンに関係する
アクセス権は、共通のアクセス権を、同じアプリケーションの初期のバージョンと共有し
てもよい。
【０１５７】
　異なるワークステーションで実行している同じアプリケーションのネットワーク活動性
は、アプリケーションに関して期待されるネットワーク活動性を決定するために、所定の
方法で重み付けされ得る。期待されるネットワーク活動性は、複数のワークステーション
に関して共通のアクセス権を決定することができる。ワークステーション管理モジュール
は、期待されるネットワーク活動性を、ハッシュ／ポリシーテーブル２０４に格納する。
望ましい実施形態においては、複数のワークステーションからのネットワーク活動性は、
アプリケーションデータベース工場１１０にアップロードされる。アクセス権は、アプリ
ケーションデータベース工場１１０において決定され得る。
【０１５８】
　あるアプリケーションに関する期待されるネットワーク活動性は、アプリケーションに
関係する１つ以上のネットワーク属性を含み得る。その属性は、アプリケーションがネッ
トワークに期待される方式でアクセスするとき、そのアプリケーションに関連付けられる
。これらの属性は、例えば、特定のプロトコル、特定のＩＰアドレス、及び特定のアクセ
スポートを含み得る。例えば、アプリケーションに関する特定のプロトコルは、ハッシュ
／ポリシーテーブル２０４中にリストされている。アプリケーションが、ハッシュ／ポリ
シーテーブル２０４中にリストされている期待されるプロトコルとは異なるプロトコルを
用いてネットワークにアクセスすることを要求すれば、ネットワークアクセス検出モジュ
ール２０８は、アクセスを許可しなくてもよい。
【０１５９】
　しかし、アプリケーションに関係する１つの以上のネットワーク属性は、試みられる各
アクセスに関して異なっていてもよい。このように、アプリケーションの属性は、時間と
ともに変化してもよい。ネットワークアクセス検出モジュール２０８は、１つ以上のネッ
トワーク属性の１回目の組み合わせを許可し、２回目の組み合わせを許可しないようにし
てもよい。人間の評価者は、ネットワーク要求のアプリケーションに関して期待される又
は許可される振舞を最も良く決定するために、文書、仕様、マニュアルなどをさらに評価
し得る。
【０１６０】
　１つ以上の属性の組み合わせの各々は、１つ以上の分類に関係付けられ得る。１つ以上
の分類は、ワークステーション１０１及び／又はユーザのためのポリシー又はルールにさ
らに関連付けられ得る。
【０１６１】
　処理は状態２００８に移行し、そこでは、人間の評価者が、アプリケーションに関係す
る事実、関連情報からの任意のヒント、及び／又は別の調査を使用するアプリケーション
に許可される振舞を決定する。処理は最終的に状態２０１０に移行し、そこでは、ネット
ワーク要求アプリケーションに関して許可された振舞が、マスターアプリケーションデー
タベース３００に格納される。
【０１６２】
　上記の詳細な説明によって、本発明の新規性を、種々の実施形態に適用されたものとし
て示し、説明し且つ指摘したが、説明された装置又は処理の形式及び詳細における種々の
省略、置換及び変更が、当業者によって、発明の精神から逸脱すること無く、成されても
よいことが理解されるであろう。発明の範囲は、上記の記載によってよりも、添付の特許
請求の範囲によって示される。
特許請求の範囲の意味及び均等の範囲内で生じる全ての変更は、それらの範囲内に含まれ
るべきである。
【図面の簡単な説明】
【０１６３】
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【図１】図１は、ワークステーション上のアプリケーションファイルを収集するためのサ
イト収集システムのブロック図である。
【図２】図２は、ワークステーション管理モジュールのブロック図である。
【図３】図３は、アプリケーションサーバモジュールのブロック図である。
【図４Ａ】図４Aは、アプリケーションファイルに関連し得る親グループ及び分類のデー
タベースの図である。
【図４Ｂ】図４Bは、アプリケーションファイルに関連し得るネットワークアクセスデー
タの例である。
【図５】図５は、アプリケーションデータベース工場のブロック図である。
【図６】図６は、アプリケーション分析の分類モジュール用のグラフィカルユーザインタ
フェース（ＧＵＩ）の一実施形態の画面の例である。
【図７】図７は、ワークステーション上でアプリケーションの起動を監視および制御する
処理を示すフローチャートである。
【図８】図８は、アプリケーションサーバモジュールと共に、収集データをアップロード
及びダウンロードするために、ワークステーションによって実行される処理を示すフロー
チャートである。
【図９】図９は、ワークステーションと共に、収集データをアップロード及びダウンロー
ドするために、アプリケーションサーバによって実行される処理を示すフローチャートで
ある。
【図１０】図１０は、アプリケーションサーバモジュールにおいて、分類されていないア
プリケーションを分類する処理を示すフローチャートである。
【図１１】図１１は、アプリケーションサーバモジュールからアプリケーションデータベ
ース工場にアプリケーションデータをアップロードする処理を示すフローチャートである
。
【図１２】図１２は、アプリケーションデータベース工場からアプリケーションサーバモ
ジュールにアプリケーションデータをダウンロードする処理を示すフローチャートである
。
【図１３】図１３は、アプリケーションデータベース工場において分類されていないアプ
リケーションを分類する処理を示すフローチャートである。
【図１４】図１４は、ワークステーション上で、起動されたアプリケーションの動作を監
視および制御する処理を示すフローチャートである。
【図１５】図１５は、アプリケーションサーバモジュールと共に、ネットワークアクセス
するアプリケーションのための収集データをアップロード及びダウンロードするために、
ワークステーションによって実行される処理を示すフローチャートである。
【図１６】図１６は、ワークステーションと共に、ネットワークアクセスアプリケーショ
ン用の収集データをアップロード及びダウンロードするために、アプリケーションサーバ
モジュールによって実行される処理を示すフローチャートである。
【図１７】図１７は、アプリケーションサーバモジュール上で起動されたアプリケーショ
ン用のネットワークアクセスデータを分析する処理を示すフローチャートである。
【図１８】図１８は、アプリケーションサーバモジュールからアプリケーションデータベ
ース工場にネットワークアクセスデータをアップロードする処理を示すフローチャートで
ある。
【図１９】図１９は、アプリケーションデータベース工場からアプリケーションサーバモ
ジュールにネットワークアクセスデータをダウンロードする処理を示すフローチャートで
ある。
【図２０】図２０は、アプリケーションデータベース工場でアプリケーションに関連する
ネットワークアクセスデータを分析する処理を示すフローチャートである。
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