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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワークステーション上で動作するアプリケーションを制御する監視システムをアップデ
ートする際に用いられるアプリケーションデータを収集するシステムであって、
　それぞれのアプリケーションに関係する１つ又はそれ以上のポリシーを伴って分類され
たアプリケーションデータベースを有し、アプリケーションを動作させる要求を受信する
ように構成されている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るとともに、動作させるように要求された前記アプ
リケーションを検出し、前記アプリケーションが、前記分類されたアプリケーションデー
タベース内に存在するか否かを判断し、前記アプリケーションが前記分類されたアプリケ
ーションデータベース内に存在しない場合には、前記アプリケーション及び前記アプリケ
ーションに関係する前記アプリケーションデータをアプリケーションサーバモジュールに
送信し、前記アプリケーションサーバモジュールから受信する、前記アプリケーションに
関係する１つ又はそれ以上のポリシーを適用するように構成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、前記アプリケーションが、前記ワークステーショ
ン管理モジュールにおける、前記分類されたアプリケーションデータベース内に存在しな
かった場合には、前記ワークステーション管理モジュールから、前記アプリケーションデ
ータを受信し、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におい
て予め分類されていたか否かを判断し、前記アプリケーションが、前記アプリケーション
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サーバモジュールにおいて予め分類されていなかった場合には、アプリケーションデータ
ベースファクトリに、前記アプリケーションデータを送信し、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において予め分類されていた場合には、前記ワー
クステーション管理モジュールに、前記アプリケーションに予め関係していた１つ又はそ
れ以上のカテゴリに関係する１つ又はそれ以上のポリシーを提供するように構成されたア
プリケーションサーバモジュールとを備えていることを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記アプリケーションサーバモジュールから前記アプリケーションデータを受信し、
　前記要求された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ファクトリに
よって予め分類されていたか否かを判断し、
　前記要求された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ファクトリに
よって予め分類されていなかった場合には、前記要求されたアプリケーションに関係する
１つ又はそれ以上のカテゴリを決定して、前記アプリケーションサーバモジュールに１つ
又はそれ以上のカテゴリを提供し、
　前記要求された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ファクトリに
よって予め分類されていた場合には、前記要求されたアプリケーションに予め関係付けら
れた１つ又はそれ以上のカテゴリを、前記アプリケーションサーバモジュールに提供する
ように構成された前記アプリケーションデータベースファクトリを、さらに備えているこ
とを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　分類されたアプリケーションに関する前記データベースが、ハッシュ値を含むことを特
徴とする請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記要求されたアプリケーションが、前記データベース内に存在し、前記１つ又はそれ
以上のポリシーに関係していることを特徴とする請求項３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、さらに、１つ又はそれ以上のカテゴリを示
すデータの特性に関する前記要求されたアプリケーションに関係しているアプリケーショ
ンデータを分析し、１つ又はそれ以上のインジケータを前記要求されたアプリケーション
に関係付けるように構成されていることを特徴とする請求項２に記載のシステム。
【請求項６】
　前記アプリケーションデータの分析が、前記要求されたアプリケーションに関係するテ
キスト形式で表示されたデータに関し、テキストストリング上で実行されることを特徴と
する請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記１つ又はそれ以上のインジケータが、カテゴリフラグを含むことを特徴とする請求
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、前記アプリケーションデータベースファク
トリに、前記要求されたアプリケーションに関する識別情報を送信する前に、前記要求さ
れたアプリケーションをスクリーニングするために前記1つ又はそれのインジケータを使
用するものであることを特徴とする請求項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、前記要求されたアプリケーションに関係す
るアプリケーションデータを決定するように構成されたアプリケーションダイジェストジ
ェネレータを備えていることを特徴とする請求項２に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記アプリケーションデータが、スイートを含んでいることを特徴とする請求項９に記
載のシステム。
【請求項１１】
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　前記アプリケーションデータが、発行者を含んでいることを特徴とする請求項９に記載
のシステム。
【請求項１２】
　前記アプリケーションデータが、ソースディレクトリを含んでいることを特徴とする請
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、
　前記要求されたアプリケーションに関係する前記１つ又はそれ以上のカテゴリに対して
適用される前記1つ又はそれ以上のポリシー選択するために、ネットワーク管理者に対し
てインタフェースを提供するように構成された分類ユーザインタフェースと、
　前記要求されたアプリケーションが予め分類されていなかった場合には、前記要求され
たアプリケーションに関する識別情報を格納するように構成された未分類のアプリケーシ
ョンデータベースと、
　格納された前記要求されたアプリケーションに関する識別情報を前記アプリケーション
データベースファクトリに送信し、該アプリケーションデータベースファクトリから前記
1つ又はそれ以上のカテゴリを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
モジュールとを含むことを特徴とする請求項９に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記未分類のアプリケーションデータベースが、前記要求されたアプリケーションに関
する要求頻度を含み、前記未分類のアプリケーションデータベース内の前記要求されたア
プリケーションに対する要求頻度を示すものであることを特徴とする請求項１３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、前記未分類のアプリケーションデ
ータベースからの要求頻度を前記アプリケーションデータベースファクトリに送信するよ
うに構成されていることを特徴とする請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記データベースが、前記要求されたアプリケーションに関する要求頻度を含み、前記
未分類のアプリケーションデータベース内の前記要求されたアプリケーションに対する要
求頻度を示すものであることを特徴とする請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記ネットワーク管理者によって選択された前記１つ又はそれ以上のポリシーが、前記
要求されたアプリケーション及び前記ユーザに依存している前記ワークステーション上で
動作することを、前記要求されたアプリケーションに許可することを含んでいることを特
徴とする請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記ネットワーク管理者によって選択された前記１つ又はそれ以上のポリシーが、前記
要求されたアプリケーション及び前記ユーザに依存している前記１つ又はそれ以上のポリ
シーに基づいて前記ワークステーション上で動作することを、前記要求されたアプリケー
ションに許可しないことを含んでいることを特徴とする請求項１３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ファクトリが、
　前記アプリケーションサーバモジュールから前記要求されたアプリケーションに関する
識別情報を受信し、前記要求されたアプリケーションが前記アプリケーションデータベー
スファクトリによって予め分類されていたか否かを判断し、１つ又はそれ以上のカテゴリ
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、
　前記アプリケーションデータベースファクトリによって予め分類されていなかった場合
には、前記要求されたアプリケーションを分類するように構成されたアプリケーションア
ナリスト分類モジュールと、
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　前記要求されたアプリケーション及び前記1つ又はそれ以上のカテゴリに関する識別情
報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含むことを特
徴とする請求項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データベースフ
ァクトリ内の前記要求されたアプリケーションの処理を最優先させるために、前記アプリ
ケーションサーバモジュールから要求頻度を受信するように構成されていることを特徴と
する請求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】
　さらに、第２のワークステーションと、
　該第２の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ファクトリに接続
された第２のアプリケーションサーバモジュールとを含むことを特徴とする請求項１９に
記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンピュータデバイスに関し、さらに詳しくは、それを動作させるアプリケ
ーションファイルの監視及び制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネットは、様々なコンピュータが、相互に、シームレスに通信することができ
るように、まとめてリンクされた世界的なコンピュータシステムである。従業員（コンピ
ュータの使用者）は、ダウンロードを行うためにサーバのコンピュータにアクセスしたり
、ログプログラムを作成したり、職場でピアツーピアでファイルの共有を行ったりするこ
とができる。それらはいずれも、雇用者に対しては新たな脅威である。
【０００３】
　例えば、多くのインスタントメッセージ（ＩＭ）システムは、コンピュータ間でファイ
ルの伝送ができるようになっているので、インスタントメッセージは、雇用者の企業に対
して、セキュリティ上のリスクを生じさせる。その理由は、従業員はインスタントメッセ
ージそれ自体を活用することができるが、雇用者は、コンピュータ間で伝達される事項が
機密事項に関するデータであっても、誰が見るかを知ることができない。ただし、インス
タントメッセージが企業のポリシーに関係して使用される場合には、生産的な有力な道具
にもなり得る。一方、ストリーミングメディアは、ネットワークの回線容量を消費するた
めに、高まりつつある懸案事項である。
【０００４】
　このように、企業は、従業員が不法で無認可のソフトウエアを使用することに対して責
任を負うことになる。したがって、ワークステーション上で、不法で無認可のソフトウエ
アを利用することができる従業員は、企業に対して、望ましくない害を及ぼすというリス
クを与える可能性がある。
【０００５】
　従業員が職場でどのようにインターネットにアクセスするかを管理するために、ソフト
ウエアを利用することができる。それによって、従業員の生産性を低下させることなく、
ネットワークの回線容量や格納コスト(storage cost)を節約し、法的責任を制限し、ネッ
トワークセキュリティを向上させることができる。
【発明の開示】
【０００６】
　本発明に係るシステムと方法には、いくつかの要件が含まれ、その望ましい属性に対し
て、単独で応えられる要件は１つもない。特許請求の範囲に記載されている本発明に係る
技術的思想を限定するものではないが、以下に、より代表的な特徴を簡潔に説明する。本
発明に係る説明を考慮に入れて、特に「発明を実施するための最良の形態」の項の説明を
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読むことによって、本発明に係るシステム及び方法が、従来のフィルタシステムに対する
いくつかの優位性が、どのようにもたらされるか理解されるであろう。
【０００７】
　１つの実施の形態は、ワークステーション上で動作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際に用いられるプログラムデータを収集するシステムである。こ
のシステムは、１つ又はそれ以上のカテゴリ及び１つ又はそれ以上のポリシーで分類され
たプログラムを識別する情報に関する第１データベース（分類されたプログラムに関する
データベース）を有し、ユーザに対してプログラムの実行を要求するように構成されてい
るワークステーションを含んでいる。
【０００８】
　また、このシステムは、１つ又はそれ以上のカテゴリ及び１つ又はそれ以上のポリシー
で分類されたプログラムを識別する情報に関する第２データベース（アプリケーションイ
ンベントリデータベース）を有するアプリケーションサーバモジュールを含んでいる。さ
らに、前記ワークステーションに接続されるとともに、前記プログラムの実行要求を検出
し、要求されたプログラムが前記第１データベース内で識別されるか否かを判断し、前記
要求されたプログラムが前記第１データベース内で識別されない場合には、前記要求され
たプログラムに関する識別情報をアプリケーションサーバモジュールに送信し、前記要求
されたプログラムが、前記第１データベース内で識別される場合には、前記要求されたプ
ログラムに関係する１つ又はそれ以上のポリシーを適用するように構成されたワークステ
ーション管理モジュールを含んでいる。
【０００９】
　さらに、このシステムは、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
が前記ワークステーションの前記第１データベース内で識別されなかった場合には、前記
ワークステーション管理モジュールから前記要求されたプログラムに関する識別情報を受
信し、前記要求されたプログラムが前記第２データベース内で識別されるか否かを判断し
、前記要求されたプログラムが前記第２データベース内で識別されない場合には、前記要
求された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データベースファクト
リに、前記要求されたプログラムに関する識別情報を送信するように構成されている。
【００１０】
　さらに、前記アプリケーションサーバモジュールは、前記要求されたプログラムが前記
第２データベース内で識別される場合には、前記要求されたプログラムに関係し、１つ又
はそれ以上のカテゴリに関係するポリシーを、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。
【００１１】
　本発明に係る別の実施の形態は、ワークステーション上で動作するプログラムを制御す
るシステムをアップデートする方法である。この方法は、アプリケーションの実行に関す
る要求を受信するステップと、分類されたアプリケーションが１つ又はそれ以上のポリシ
ーに関係するものであり、前記アプリケーションが、第１データベース（分類されたプロ
グラムに関するデータベース）内で分類されているか否かを判断するステップと、前記ア
プリケーションが分類されている場合には、前記アプリケーションに関係する１つ又はそ
れ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分類されていない場合
には、前記アプリケーションをロギングデータベースに登録するステップと、アプリケー
ションサーバモジュールに、前記ロギングデータベースをアップロードするステップと、
分類されたアプリケーションが１つ又はそれ以上のカテゴリに関係するものであり、登録
された前記アプリケーションが、アプリケーションサーバモジュールに関係付けられた分
類されたアプリケーションに関する第２データベース（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、前記登録されたアプリケーションが
、分類されたアプリケーションに関する前記第２データベース内にない場合には、前記ア
プリケーションを未分類のアプリケーションデータベースに登録するステップと、前記登
録されたアプリケーションが、分類されたアプリケーションに関する前記第２データベー
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ス内にある場合には、前記登録されたアプリケーションに関係する１つ又はそれ以上のポ
リシーを、前記アプリケーションサーバモジュールに提供するステップとを含んでいる。
【００１２】
　一方、前記アプリケーションが分類されていない場合には、次に、ロギングデータベー
スに前記アプリケーションを登録するるステップと、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、前記分類されたアプリケー
ションが1つ又はそれ以上のカテゴリに関係し、前記アプリケーションが前記分類された
アプリケーションのアプリケーションインベントリデータベース内に存在するか否かを判
断するステップとを含んでいる。
【００１５】
　さらに、本発明に係る別の実施の形態は、ワークステーションにおけるアプリケーショ
ンを制御する方法である。この方法は、ワークステーションにおけるアプリケーションの
制御方法であって、前記ワークステーション上で選択されたアプリケーションを動作させ
るための要求を受信するステップと、前記選択されたアプリケーションが、分類されたア
プリケーションのデータベース内にあるか否かを判断するステップと、前記選択されたア
プリケーションが前記データベース内にない場合には、前記選択されたアプリケーション
を分類し、前記分類されたアプリケーションを示すデータを前記データベースに格納する
ステップと、１つ又はそれ以上のポリシーを、前記分類されたアプリケーションに関係付
けるステップと、前記１つ又はそれ以上のポリシーに基づいて、前記分類されたアプリケ
ーションの動作を制御するステップを含んでいる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下に、本発明に係る特定の実施の形態を説明するが、本発明は、多くの別のシステム
及び方法の形態で実施することもできる。なお、本明細書における説明では、図面に付し
た符号は、全体を通して、同じ部分には同じ符号（番号）とした。
【００１７】
　以下の説明におけるすべてのシステムに含まれる様々な多くの要素（そのいくつかはモ
ジュールと呼ばれる）は、ソフトウエア、ファームウエア、又はハードウエアコンポーネ
ントとして組み込まれる。ハードウエアコンポーネントには、フィールドプログラマブル
ゲートアレイ(FPGA)、アプリケーションスペシフィック集積回路(ASIC)などがあり、それ
らはあるタスクを実行するものである。
【００１８】
　そのようなコンポーネント又はモジュールは、アドレス可能な記憶媒体上に常駐し、好
ましくは1つ又はそれ以上のプロセッサを動作させるように構成されている。このように
、モジュールは、例えば、ソフトウェアコンポーネント、オブジェクト指向ソフトウェア
コンポーネント、クラスコンポーネント及びタスクコンポーネント、プロセス、機能、属
性(attribute)、プロシージャ、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、電気回路、データ、データベース、データ構造、
テーブル、アレイ(array)及びその他のコンポーネントを含むことができる。コンポーネ
ント及びモジュールに与えられる機能は、より少ないコンポーネントとモジュールに組み
合わされる、又はさらに別のコンポーネントとモジュールに分離されてもよい。さらに、
コンポーネント及びモジュールは、1台又はそれ以上のコンピュータを動作させるように
装備されていることが好ましい。
【００１９】
　図１は、インターネット１０８と、インターネット１０８に接続されたローカルエリア
ネットワーク（ＬＡＮ）１００と、インターネット１０８に接続されたアプリケーション
データベースファクトリ１１０とで構成されたネットワークを示すブロック図である。説
明を分かりやすくするために、１つのＬＡＮ１００を示したが、通常、２つ以上のローカ
ルエリアネットワークが含まれる。同様に、２つ又はそれ以上のアプリケーションデータ
ベースファクトリを含んでいてもよい。



(7) JP 5057640 B2 2012.10.24

10

20

30

40

50

【００２０】
　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つ又はそれ
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１０
２は、アプリケーションデータベースファクトリ１１０にあるアプリケーションとアプリ
ケーション関連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１０
８を介して通信することができる。ＬＡＮ１００は、イーサネット１０ベースのＴトポロ
ジを有しているか、又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(token r
ing network)などを含む、あらゆるネットワークプロトコルに準拠することができる。
【００２１】
　ＬＡＮ１００の中で、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と接続されている。例えば、ワークステーション１０１は、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っても
よい。また、アップルやその他のシステムで構成された別のコンピュータも使用すること
もできる。
【００２２】
　アプリケーションサーバモジュール１０２は、ＬＡＮ１００とインターネット１０８と
を接続するものである。アプリケーションサーバモジュール１０２は、インターネットＴ
ＣＰ／ＩＰプロトコルを、インターネット１０８との通信用の適切なプロトコルに翻訳す
るために、ルータやその他のデータパケットスイッチング技術などの接続デバイスを介し
て、インターネット１０８と通信する。与えられたシステムを導入するのに使用される接
続デバイスは、ＬＡＮ１００内の別の位置にあってもよく、また別の装置であってもよい
。例えば、接続デバイスは、ワークステーション１０１に位置してもよく、またはインタ
ーネット１０８の囲りに接続されていてもよい。もっともよい接続デバイスは、ルータモ
ジュール（図示省略）と接続されたファイアウォールモジュール（図示省略）である。
【００２３】
　図２は、図１に示したワークステーション１０１に設けられたワークステーション管理
モジュール２００を示すブロック図である。ワークステーション管理モジュール２００は
、ワークステーション１０１におけるアプリケーションの動作の開始を検出し、ワークス
テーション１０１及び／又はユーザに対するアクセス権を決定することができる。アクセ
ス権には、例えば、開始したアプリケーションに対して、ワークステーション上での動作
を許可することが含まれる。
【００２４】
　アクセス権は、１つ又はそれ以上のポリシーや規則の形であってもよい。ワークステー
ション１０１及び／又はユーザに対する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２００は、動作を開始したアプリケーションと１つ又はそれ以上のカテ
ゴリとの間における所定の関係を利用することができる。さらに、１つ又はそれ以上のカ
テゴリは、ワークステーション１０１及び／又はユーザに係るポリシーや規則に関係して
いてもよい。
【００２５】
　ワークステーション管理モジュール２００は、アプリケーションダイジェストジェネレ
ータ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２０６、
及び動作開始検出モジュール２１０を含んでいる。
【００２６】
　コンピュータやワークステーション上のプログラムが動作を開始すると、動作開始検出
モジュール２１０は、動作の開始を検出して、要求されたアプリケーションに関連するデ
ータを分析するように、アプリケーションダイジェストジェネレータ２０１に指示する。
その分析の一部として、動作開始検出モジュール２１０は、アプリケーションダイジェス
トジェネレータ２０１を使用することによって、アプリケーションに対するハッシュを生
成することができる。アプリケーションダイジェストジェネレータ２０１は、要求された
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アプリケーションの特性を分析する。そのような特性の例には、動作を開始したアプリケ
ーションに関する名称、発行者、スイート、ハッシュ、ファイルサイズ、バージョン、及
びその他の情報や特性などが含まれる。
【００２７】
　また、動作を開始したアプリケーションに対するハッシュが、そのアプリケーションが
固有のセットのビットに関係付けられたバイナリを変換することによって決定される。本
技術分野で知られている暗号の形をしたハッシュ関数が、動作を開始したアプリケーショ
ンに対するハッシュの決定に用いられる。
【００２８】
　このように、ハッシュ関数は、アプリケーションから、選択されたバイナリの入力を取
得して、そのバイナリを、ハッシュと呼ばれる固定長のコード化された出力に変換する。
その結果が固定サイズのセットのビットを有するハッシュであり、動作を開始したアプリ
ケーションに固有の「電子個人情報(digital fingerprint)」としての役目を果たす。
【００２９】
　２つの代表的なハッシュアルゴリズムに、ＭＤ－５とスクエアハッシュアルゴリズム－
１（ＳＨＡ－１）とがある。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】
　分析された特性及び／又は分析された特性に関係するアプリケーションが、動作開始検
出モジュール２１０に提供される。動作開始検出モジュール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て、次に、ハッシュ／ポリシーテーブル２
０４とアプリケーション要求とを比較する。ハッシュ／ポリシーテーブル２０４は、１又
はそれ以上の所定の分析された特性と、それに関連する１又はそれ以上のポリシーとを含
んでいる。図３を参照して後に説明するように、アプリケーションサーバモジュール１０
２は、ワークステーション管理モジュール２００に、ハッシュ／ポリシーテーブル２０４
を提供する。
【００３１】
　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には、アプリケーション名、発行者、スイート、ハッシュ、カテゴリ、及び規則又
はそれに関連するポリシーが含まれていてもよい。１つの実施の形態では、ハッシュ／ポ
リシーテーブル２０４内の１又はそれ以上の分析された特性に、ハッシュ値のリストが含
まれる。ハッシュ／ポリシーテーブル２０４は、さらに、リスト内のハッシュ値に関係す
るポリシーのリストを含んでいる。この実施の形態における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
連するカテゴリのリストを含んでいてもよい。
【００３２】
　また、別の実施の形態では、ハッシュ／ポリシーテーブル２０４はハッシュ値を含んで
いない。その代わりに、ハッシュ／ポリシーテーブル２０４は、アプリケーション名、発
行者、スイート又はハッシュ／ポリシーテーブル２０４内のアプリケーションを特定する
別の特性を含んでいる。
【００３３】
　ワークステーションで動作するように要求されているアプリケーションが特定されると
、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。動作開始検出モジュール２１０は、そのアプリケーションの特性と、ハッシ
ュ／ポリシーテーブル２０４内の特性とを比較し、どのようなアクセス権又はポリシーが
、アプリケーションを動作させるための要求に適用されるべきかを決定する。これらのポ
リシー又は規則は、例えば、プログラムの実行を許容すること、プログラムの実行を拒否
すること、アプリケーションを実行するという要求が登録されることをユーザに警告する
こと、及びアプリケーションが実行される特定の時間をユーザに許可することを含むこと
ができる。
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【００３４】
　ワークステーション管理モジュール２００は、上記のポリシーと規則のほかに、アプリ
ケーションを実行するという要求に対応して、選択可能なフィルタと累積的に(cumulativ
ely)呼ばれる別の操作(action)を利用することができる。選択可能なフィルタに関する例
には、アプリケーションの実行を延期すること、アプリケーションの実行に対する拒絶を
無効にすることをユーザに許可すること、割当て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、ネットワークロード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などがある。要求されるそれぞれのアプリケーションは、１つ
又はそれ以上のポリシー又は規則に関係していてもよい。
【００３５】
　１つの実施の形態では、動作開始モジュール２１０は、チェックを行い、生成されたハ
ッシュが、ハッシュ／ポリシーテーブル２０４内に格納されているいずれかのハッシュに
マッチするかどうか確認する。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内のハッシュとがマッチしている場合には、動作開始検出モジュール２１０は、
要求されたアプリケーション及び／又はユーザが要求しているアプリケーションにマッチ
するハッシュに関係しているポリシー／規則を適用する。
【００３６】
　例えば、動作開始検出モジュール２１０によって規則に関するアプリケーションが、要
求されたアプリケーションが、ワークステーション１０１で動作すること、又はユーザに
よって動作されることが許可されていないことを指示している場合には、所定のブロック
のページが、要求されたアプリケーションの実行が許可されないこと及びその理由の説明
をユーザインタフェースに伝送することができる。また、動作開始検出モジュール２１０
は、要求されたアプリケーションがワークステーション１０１で動作することを簡単に停
止させることができる。
【００３７】
　動作開始検出モジュール２１０が、ハッシュ／ポリシーテーブル２０４内でアプリケー
ションハッシュを見つけることができない（例えば、アプリケーションが分類されていな
い）場合には、動作開始検出モジュール２１０は、未分類のアプリケーションを続ける方
法を決定する。例えば、動作開始検出モジュール２１０が、要求されたアプリケーション
が未分類であると判断すると、アプリケーションの実行が許可される。また、動作開始検
出モジュール２１０は、このワークステーションにおけるこのユーザに対するポリシーを
基に、要求されたアプリケーションの実行を停止させることができる。
【００３８】
　要求されたアプリケーションに対して特定された１つ又はそれ以上のポリシーが、アプ
リケーションを動作させる要求に対応して適用される。このように、動作開始検出モジュ
ール２１０は、ハッシュ／ポリシーテーブルから、分析された特性、ハッシュ／ポリシー
テーブル２０４、及びポリシー／規則を使用することによって、アプリケーションを実行
するそれぞれの要求をフィルタリングする。アプリケーションがハッシュ／ポリシーテー
ブル２０４内にない場合であっても、ポリシーが提供され、利用される。
【００３９】
　要求されたアプリケーションがハッシュ／ポリシーテーブル２０４内に存在する場合に
は、そのイベントがロギングデータベース２０６に登録される。ロギングデータベース２
０６に登録される情報には、例えば、アプリケーションに関係している、アプリケーショ
ン名、日時、及びハッシュなどを含めることができる。また、ロギングデータベース２０
６には、要求されたアプリケーションに関係する追加データを含めることもできる。例え
ば、要求されたアプリケーションに関する要求頻度又は実行時間を、ロギングデータベー
ス２０６に含めることができる。
【００４０】
　未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に示されない場
合には、動作開始検出モジュール２１０は、アプリケーション名、ハッシュ及びロギング
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データベース２０６のアプリケーションダイジェストジェネレータ２０１によって分析さ
れた情報を格納することができる。このように、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しているさらに別の情報を含むことができる。例えば、ロギ
ングデータベース２０６には、発行者、スイート、ファイルサイズ、ハッシュ及びディレ
クトリ位置を含めることができる。
【００４１】
　１つの実施の形態では、図２に示したように、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上に、アプリケーションの目録を作成する(inventory
)ように構成されている。そのために、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、分類されているか、及び／又は未分
類かを決定するために、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
ようになっている。
【００４２】
　また、クライアントインベントリモジュール２０２は、周期的にワークステーション１
０１のインベントリを実行するように構成することができる。例えば、クライアントイン
ベントリモジュール２０２は、１日当たり一度又は選択されたある別の間隔で、ワークス
テーション１０１上に、アプリケーションの目録を作成することができる。クライアント
インベントリモジュール２０２は、非稼働時に、インベントリの実行が可能であることが
好ましい。ワークステーション１０１が、ユーザによってパワーアップされる時又はパワ
ーダウンされる時に、インベントリが決定される。
【００４３】
　ＬＡＮ１００の構築によって、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、インベントリを実行するように指示することができる。さらに、インベ
ントリは、アプリケーションサーバモジュール１０２（図１参照）によるポーリングに応
答して実行されるようにしてもよい。
【００４４】
　図２に示したように、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（図１参照）にデータを送り、アプリケーションサーバモジ
ュール１０２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１０２へデータを送信することができる。１つの実施の形態では、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上でアプリケーションのインベン
トリを実行し、インベントリの結果が、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る。
【００４５】
　アップロード／ダウンロードモジュール２０３で実行されたアップロードは、ネットワ
ーク管理者の希望に応じて、即座に、又は周期的に実行される。例えば、通常の営業時間
後に、毎日のアップロードが実行される。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り、要求頻度(request frequen
cy)を計算することができる。それによって、ロギングデータベース内のアプリケーショ
ンを、アプリケーションサーバモジュール１０２への伝送に関して最優先させる。
【００４６】
　別の実施の形態では、頻度数データベース（図示省略）が、ロギングデータベース２０
６内の各エントリに関して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内の各エントリに関する要求頻度数を維持する。この実施の形態では、アッ
プロード／ダウンロードモジュール２０３は、アプリケーションを最優先させるために、
頻度数データベースにアクセスする。
【００４７】
　ロギングデータベース２０６からのデータを、アプリケーションサーバモジュール１０
２にアップロードする必要がある場合には、アップロード／ダウンロードモジュール２０
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３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つけたアプリケーショ
ンに関する要求頻度を参照することができる。要求頻度は、アプリケーションサーバモジ
ュール１０２へアプリケーションの伝送を行うために、ロギングデータベース２０６内の
アプリケーションを最優先させるのに利用される。
【００４８】
　図３は、ワークステーション管理モジュール２００（図２参照）と通信するアプリケー
ションサーバモジュール１０２を示すブロック図である。ここで、一度分類されたアプリ
ケーションに関係しているポリシーと同様のアプリケーション特性を含むアプリケーショ
ンのリストが、アップロード及びダウンロードされる。例えば、関係しているハッシュ値
とポリシーのリストが、ワークステーション管理モジュール２００にダウンロードされる
間に、要求されたアプリケーションを基に分析された特性を、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ことができる。
【００４９】
　さらに、ワークステーション管理モジュール２００に、アプリケーションに関係してい
るカテゴリを伝送することができる。ワークステーション管理モジュール２００に、アプ
リケーションに関係しているカテゴリを利用することができる場合には、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、及び／又はアプリケーションに関係
している１つ以上のカテゴリに対応するワークステーションに対して、アクセス特権を選
択することができる。１つ又はそれ以上のカテゴリがそのアプリケーションに関係し、そ
のカテゴリがそれに関係する様々なポリシーを有している場合には、規則とポリシーのう
ちの一方又は両者が、アクセス特権に対して利用される。
【００５０】
　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／ダウンロードモジュール１０４、ファク
トリアップロード／ダウンロードモジュール１０５、分類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１０３は、さらに未分類アプリケーションデータベース１０８を含むことがで
きる。また、未分類アプリケーションデータベース１０８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ってもよい。ネットワーク管理
者又はそれに類したものと、アプリケーションサーバモジュール１０２とが、分類ユーザ
インタフェース１０６を介して接続される。
【００５１】
　ネットワーク管理者は、分類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から送信された未分類のアプリケーションを分類すること
ができる。ネットワーク管理者は、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／規則を選択し、作成するため
に、分類ユーザインタフェース１０６を介して、さらにインタフェースによる接続を行う
ことができる。
【００５２】
　上記の規則は、ポリシーデータベース１０９に格納される。これらの規則は、例えば、
与えられたワークステーション１０１上で、選択されたカテゴリに関係しているアプリケ
ーションの実行を許可することを含むことができる。また、規則は選択可能なフィルタを
含んでいてもよい。例えば、アプリケーションの実行を簡単には許可しないことよりむし
ろ、ネットワーク管理者は、アプリケーションが要求される時に適用される選択可能なフ
ィルタを選択又は生成するのがよい。その規則は、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、動作開始検出モジュール２１０（図２参照）は、要求されたアプリ
ケーションのカテゴリに関係する規則を適用する。
【００５３】
　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の機能の１つは、ア
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プリケーション名及び追加データ、又はワークステーション管理モジュール２００から送
信されるアプリケーション名に関係する分析された特性に関する識別子を受信することで
ある。例えば、アプリケーション名に関する識別子は、アプリケーション自体のハッシュ
値でも、名称でもよい。１つの実施の形態では、アプリケーション名は、ロギングデータ
ベース２０６からの名称を含んでいる。追加データは、ロギングデータベース２０６で見
つけられたアプリケーションに関する要求頻度、トレースＩＤ、ワークステーション管理
モジュール２００で使用される第一の言語を含んでいてもよい。
【００５４】
　説明を容易にするために、本明細書における以下の説明で用いられる用語「コレクショ
ンデータ」には、アプリケーションと、それらのアプリケーションに関係するあらゆる追
加データが含まれる。さらに、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、以下にさらに詳しく説明するように、アプリケーションインベントリデータ
ベース１０３のすべて又はその一部を、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。
【００５５】
　また、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）からコレクションデータを受信し、そ
のコレクションデータを処理する。その処理には、複数のワークステーション管理モジュ
ールからのコレクションデータを統合し、ソートすることが含まれる。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、コレクションデータ内の各アプリケ
ーションを分類する必要があるか否かを判断する。
【００５６】
　アプリケーションが予め分類されていない場合には、そのアプリケーションに関係する
コレクションデータが、未分類アプリケーションデータベース１０８に格納される。ネッ
トワーク管理者は、未分類アプリケーションデータベース１０８から、コレクションデー
タ（例えば、アプリケーション情報とそのアプリケーションに関係するあらゆる追加デー
タ）を受信することができる。
【００５７】
　次に、ネットワーク管理者は、分類ユーザインタフェース１０６を介して、未分類のア
プリケーションを分類し、及び／又はあるポリシーをそのカテゴリ又はアプリケーション
に関係付けることができる。いったん分類されると、アプリケーションは、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。以下に説明するように、ネットワー
ク管理者がアプリケーションを分類しない場合でも、アプリケーションデータベースファ
クトリ１１０によって、コレクションデータが分類されるようになっている。
【００５８】
　アプリケーションがネットワーク管理者によっていったん分類される(classified or c
ategorized)と、そのアプリケーション及び関係するカテゴリが、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。その後、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が、ワークステーション管理モジュール２００（図２参照
）に、アプリケーションインベントリデータベース１０３又はその一部を規定通りにコピ
ーする。例えば、アプリケーションインベントリデータベース１０３からのデータが、ハ
ッシュ／ポリシーテーブル２０４にコピーされる。
【００５９】
　ポリシーデータベース１０９内のポリシーは、アプリケーションインベントリデータベ
ース１０３からのダウンロードデータに組み入れられるか、又はアプリケーションデータ
ベース１０３と分離してダウンロードされる。イメージされるように、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を含むことができる。それぞれのワークス
テーションは、ハッシュ／ポリシーテーブル２０４に更新後のデータを提供するために、
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
ップデートされる。
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【００６０】
　いくつかの実施の形態では、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、アプリケーションインベントリデータベース１０３のいくつかの部分を転送
する。例えば、ワークステーション管理モジュール２００は、アップデートされたデータ
を受信することができるので、データベース全体が転送される必要はない。
【００６１】
　別の実施の形態では、ワークステーション管理モジュール１０４が、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、ハッシュ値であってもよい。次に、ポリシーデータベース１０９からのポ
リシーが、ハッシュ値に組み入れられて、ワークステーション管理モジュール１０４にダ
ウンロードされる。図９は、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
るプロセスを示すフローチャートであり、後に図９を参照してそのプロセスを説明する。
【００６２】
　図３に示したように、ファクトリアップロード／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からアプリケーションデータベースファ
クトリ１１０へデータを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
管理者によって必要とされたサービス水準に応じて、即座に行われても、定期的に行われ
てもよい。例えば、通常の執務時間後おける日常的なアップロードでもよい。
【００６３】
　ファクトリアップロード／ダウンロードモジュール１０５は、要求頻度を参照すること
によって、アプリケーションデータベースファクトリ１１０へのアップロードの伝送に関
して、アプリケーションインベントリデータベース１０３内のアプリケーションを最優先
させることができる。また、ファクトリアップロード／ダウンロードモジュール１０５は
、未分類のアプリケーションデータベース１０８を参照することによって、アプリケーシ
ョンデータベースファクトリ１１０へのアップロードのためのコレクションデータを選択
することができる。
【００６４】
　また、未分類のアプリケーションデータベース１０８からのデータが、アプリケーショ
ンデータベースファクトリ１１０にアップロードされる必要がある場合には、ファクトリ
アップロード／ダウンロードモジュール１０５は、要求頻度を参照することによって、未
分類のアプリケーションデータベース１０８から、アプリケーションデータベースファク
トリ１１０へのアップロードのためのアプリケーションを選択することができる。このよ
うに、要求頻度を利用することによって、アプリケーションデータベースファクトリ１１
０への伝送に関して、未分類のアプリケーションデータベース１０８内のアプリケーショ
ンを最優先させることができる。
【００６５】
　ファクトリアップロード／ダウンロードモジュール１０５は、ネットワーク管理者によ
って分類されたアプリケーションを、さらにアップロードすることができる。上記のよう
に、ネットワーク管理は、分類ユーザインタフェース１０６を介して、アプリケーション
を分類(classify)するか、又はカテゴライズすることができる。このように、アプリケー
ションデータベースファクトリ１１０は、アプリケーションサーバモジュール１０２から
、新たに分類されたアプリケーションを受信する。イメージすることができるように、ア
プリケーションデータベースファクトリ１１０は、数千のアプリケーションサーバモジュ
ール１０２から、アプリケーション及び関連するカテゴリを受信することができる。
【００６６】
　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、クライアントインベントリモジュール
２０２によって取得されたインベントリを受信することができる。いったんアプリケーシ
ョンサーバモジュール１０２に対するアップロードが行われると、ネットワーク管理者は
、どのようなアプリケーションが、各ワークステーション１０１で使用されているかを判
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断するために、１つ又はそれ以上のインベントリをレビューすることができる。そのイン
ベントリは、分類されたアプリケーションと同様に未分類のアプリケーションを含むこと
ができる。ＬＡＮ１００の構築によって、ネットワーク管理者は、ワークステーション管
理モジュール２００（図２参照）にある１つ又はそれ以上のインベントリをレビューする
ことができる。
【００６７】
　図４は、アプリケーションに関係するペアレントグループ及びカテゴリのデータベース
に関する１つの実施の形態を示す表である。図示した実施の形態では、データベースに示
されたカテゴリの１つ又はそれ以上のものが、さらに危険度に関係している。危険度に関
する例には、セキュリティ、ライアビリティ（責任）及びプロダクティビティ（生産性）
などがある。規則／ポリシーと各アプリケーションとの間に関係がある場合には、危険度
は、ネットワーク管理者にとって有用である。さらに、いくつかの実施の形態では、各規
則／ポリシーが、各カテゴリに関係する危険度に基づくアプリケーションに関連している
。
【００６８】
　図４に示したように、アプリケーションに関する代表的なカテゴリは、オペレーティン
グシステム、ウイルス駆除ソフト、コンタクトマネージャ、コラボレーション(collabora
tion)、メディアプレーヤ、アダルト、及び悪質なアプレットとスクリプトなどを含んで
いる。さらに、ペアレントグループに、カテゴリを分類することができる。例えば、ペア
レントグループは、システム、アクセス／プライバシー、生産性、通信、オーディオ／ビ
デオ、エンターテインメント、及びマルウエア（malware）を含んでいてもよい。
【００６９】
　ペアレントグループ及び／又はカテゴリのそれぞれに対して、ネットワーク管理者は、
それに関係する個々のポリシー又は規則を選択することができる。このように、要求され
たアプリケーションがいったん分類されると、アプリケーションサーバモジュール１０２
は、そのカテゴリに関係するポリシー又は規則を選択することができるようになる。
【００７０】
　図５は、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ファクトリ
１１０を示すブロック図である。アプリケーションデータベースファクトリ１１０は、関
連データの格納部を備える１つ又はそれ以上のコンピュータ又はサーバとして提供されて
もよい。また、アプリケーションデータベースファクトリ１１０は、アプリケーションサ
ーバモジュール１０２へアプリケーションインベントリデータベースを提供し、未分類の
アプリケーション及びその他の情報に関係するデータを処理する。例えば、アプリケーシ
ョンインベントリデータベース１０３からの使用頻度を処理することができる。１つの実
施の形態では、アプリケーションデータベースファクトリ１１０は、未分類のアプリケー
ション及びアプリケーションサーバモジュール１０２からのアプリケーションに関係する
あらゆる追加データを受信して、アプリケーションサーバモジュールに、分類されたアプ
リケーションをダウンロードする。また、アプリケーションデータベースファクトリ１１
０は、アプリケーションに対する要求頻度をアップロードすることもできる。
【００７１】
　アプリケーションデータベースファクトリ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
ナリスト分類モジュール３０２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、未分類アプリケーションデータベース３０３を含むことができる。
【００７２】
　アップロード／ダウンロードモジュール３０１の機能の１つに、アプリケーションサー
バモジュール１０２から、コレクションデータ（例えば、アプリケーション及びアプリケ
ーションに関係しているあらゆる追加データ）を受信することがある。１つの実施の形態
では、コレクションデータは、未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、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
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ョンを含んでいる。コレクションデータには、アプリケーションインベントリデータベー
ス１０３（図３参照）で見つけられたアプリケーションに対する要求頻度、未分類アプリ
ケーションデータベース１０８で見つけられたアプリケーションに対する要求頻度、トレ
ースＩＤ、及びアプリケーションサーバモジュール１０２で使用される第一の言語などが
含まれる。
【００７３】
　アップロード／ダウンロードモジュール３０１は、ファクトリアップロード／ダウンロ
ードモジュール１０５からのコレクションデータを受信する。また、アップロード／ダウ
ンロードモジュール３０１は、コレクションデータを処理する。その処理には、複数のア
プリケーションサーバモジュール１０２から送信されるコレクションデータに関する言語
を統合すること、ソートすること、決定することなどがある。アップロード／ダウンロー
ドモジュール３０１は、コレクションデータの各アプリケーションの分類を必要とするか
否かを判断する。アプリケーションが予め分類されていなかった場合には、アプリケーシ
ョンアナリスト分類モジュール３０２は、アップロード／ダウンロードモジュール３０１
から、アプリケーション、及びアプリケーションに関係しているあらゆる追加データを受
信する。
【００７４】
　アプリケーションアナリスト分類モジュール３０２は、マスターアプリケーションデー
タベース３００と接続されている。アプリケーションアナリスト分類モジュール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して、管理するよう
に構成されている。また、アプリケーションアナリスト分類モジュール３０２は、マスタ
ーアプリケーションデータベース３００から、アプリケーション及びそれらの関係データ
を受信する。それらの関係データには、例えば、アプリケーションに対応する発行者及び
スイートが含まれる。
【００７５】
　アプリケーションアナリスト分類モジュール３０２は、分類されたアプリケーションを
含むマスターアプリケーションデータベース３００に、次に追加されるアプリケーション
を分類(classify)又はカテゴライズする。人間のレビュアは、アプリケーションアナリス
ト分類モジュール３０２と相互作用し、分類又は再分類を実行する。図１３は、アプリケ
ーションデータベースファクトリ１１０でアプリケーションを分類又はカテゴライズする
処理の手順を示すフローチャートである。
【００７６】
　人間のレビュアは、１セットのＰＣベースのソフトウエアツールによって、マスターア
プリケーションデータベース３００から送信されるアプリケーションを操作し、精査し、
又は管理することができる。また、人間のレビュアは、グラフィカルユーザインタフェー
ス（ＧＵＩ）を介して、アプリケーションアナリスト分類モジュール３０２と相互に交信
することができる。このように、ＧＵＩによって、人間のレビュアに対して、マスターア
プリケーションデータベース３００を操作して、管理するためのグラフィックインタフェ
ースツールが提供される。
【００７７】
　このＧＵＩは、アプリケーションＩＤ及び関連するテキスト情報の表示を含んでいる。
また、ＧＵＩは、人間のレビュアの生産性を高めるために、アルゴリズム的に派生したヒ
ントが予めロードされたボタンを含むことができる。例えば、アプリケーションのソース
として識別されるＵＲＬに基づいて、これらのアイデンティティを選択することができる
。代表的なＧＵＩに関しては、図６を参照して後に説明する。
【００７８】
　アプリケーションアナリスト分類モジュール３０２は、マスターアプリケーションデー
タベース３００から、アプリケーションとそれらに関係するデータとを選択するように構
成されている。また、アプリケーションアナリスト分類モジュール３０２は、マスターア
プリケーションデータベース３００から送信されるアプリケーションのサブセットを選択
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するために、規則を利用することができる。これらの規則は、例えば、カテゴリ、言語、
スイート、日付、及びソースディレクトリに依存するものでもよい。さらに、アプリケー
ションアナリスト分類モジュール３０２は、マスターアプリケーションデータベース３０
０から、分類又は再分類用のサブセットを選択するために、その規則に関連して、ＳＱＬ
質問を使用することができる。
【００７９】
　アプリケーションアナリスト分類モジュール３０２は、１つ又はそれ以上の適切なカテ
ゴリを決定するために、各アプリケーション、コレクションデータ、アプリケーションに
関係するあらゆるテキストオブジェクト、アプリケーションに関係するあらゆる追加デー
タ、及びコレクションデータとは独立の検索されたあらゆる追加データを分析することが
できる。代表的な独立データには、コレクションデータを利用するインターネット検索に
よるデータがある。また、分類は、単語分析、適応学習システム及び画像分析に基づいて
もよい。
【００８０】
　１つの実施の形態では、アプリケーションアナリスト分類モジュール３０２は、インタ
ーネット１０８にアクセスして、アプリケーション及びコレクションデータに基づく検索
を実行する。１つの実施の形態では、アプリケーションの発行者と共に予めロードされた
ＧＵＩボタンが、インターネット検索を開始するために、人間のレビュアによって選択さ
れる。インターネット検索は、アプリケーションを分類するために、アプリケーションア
ナリスト分類モジュール３０２に対して、追加情報を伴うアプリケーションアナリスト分
類モジュール３０２を提供することができる。
【００８１】
　例えば、検索によって、コンピュータのアドレスである一定のリソースロケータ（ＵＲ
Ｌ）、又はアプリケーション用の分類プロセスに関係するインターネット上のドキュメン
トを識別することができる。このＵＲＬは、コミュニケーションプロトコルに続く、コロ
ン及び２つのスラッシュ（例えば、http://）、コンピュータの識別子、及び通常ファイ
ルへのディレクトリへのパスによって構成されている。
【００８２】
　コンピュータの識別子は、ドメイン名、例えば、www.m-w.com、又はインターネットプ
ロトコル(I.P.)アドレス、例えば123.456.789.1.の形であってもよい。アドレス、それの
コンポーネント（例えば、Ｉ．Ｐ．アドレス、ドメイン名、及び通信プロトコル）がしば
しば使われる。そうでない場合は、インターネット上のコンピュータ又はドキュメントを
特定するために、別の位置識別子が使用される。なお、以下においては、説明を容易にす
るために用語としてＵＲＬを使用する。アプリケーションアナリスト分類モジュール３０
２は、アプリケーションを分類する際の助けに、アプリケーションに関係するハッシュ及
び／又はＵＲＬを利用することができる。
【００８３】
　いったん分類されると、アプリケーションアナリスト分類モジュール３０２は、関係す
る１つ又はそれ以上のカテゴリに沿ったアプリケーションを、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に転送し格納する。アプリケーション用のマスタ
ーアプリケーションデータベースは、アプリケーションとそれらの関連カテゴリとを含む
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、Oracle、Sybase、Info
rmix、Microsoft Server、Accessなどの関連するデータベース管理システムに格納されて
いてもよい。テキストオブジェクトポスティングシステムは、このポスティングを実行す
ることができる。図１３は、アプリケーションアナリスト分類モジュール３０２によって
実行されるプロセスを示す詳細なフローチャートである。
【００８４】
　いったん、アプリケーションアナリスト分類モジュール３０２が、マスターアプリケー
ションデータベース３００に、アプリケーション及びそれに関係する１つのカテゴリ又は
複数のカテゴリを格納すると、アップロード／ダウンロードモジュール３０１は、その後



(17) JP 5057640 B2 2012.10.24

10

20

30

40

50

、アプリケーションサーバモジュール１０２に、マスターアプリケーションデータベース
３００を定常的にコピーする。イメージされるように、このシステムは、何千ものアプリ
ケーションサーバモジュール１０２を含むことができる。また、それぞれのアプリケーシ
ョンサーバモジュール１０２は、アップロード／ダウンロードモジュール３０１によって
定期的にアップデートされ、分類されたアプリケーションに関する更新後のデータベース
が提供される。
【００８５】
　さらに、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に、マスターアプリケーションデータベース３００のアップデート部など
を部分的に伝送することができるので、データベース全体が伝送されなくてもよい。図１
１は、アプリケーションデータベースファクトリ１１０によって実行されるプロセスを示
すフローチャートである。後に図１１を参照してフローチャートを説明する。
【００８６】
　いくつかの実施の形態では、アプリケーションアナリスト分類モジュール３０２は、そ
の後、アプリケーションサーバモジュール１０２にダウンロードを行うために、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処
理することができる。
【００８７】
　図６は、アプリケーションアナリスト分類モジュール３０２（図５参照）に関するグラ
フィカルユーザインタフェースの１つの実施の形態に係る画面を示す図である。図６で、
強調して表示されているアプリケーションファイル名は、”cmdide.sys”である。そのア
プリケーションの名称は、「CMD 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ファクトリ１１０にアップロードされた追加情報は、発行者として、
CMD Technology, Inc.、及びその関連のスイートとして、Microsoft Windows Operating 
Systemを含んでいる。アプリケーションアナリスト分類モジュール３０２は、アプリケー
ションを分類する際の手助けとして、人間のレビュアに、この情報を表示する。
【００８８】
　図６に示したように、アプリケーション（CMD PCI IDEバスドライバ）は、”http://ww
w.microsoft.com//ddk/ifskit/links.asp”というＵＲＬに関連していた。この例では、
このアプリケーションは、アプリケーションアナリスト分類モジュール３０２によって、
アクセス／プライバシーという名称のペアレントグループに分類された。アプリケーショ
ンアナリスト分類モジュール３０２は、このアプリケーションを、さらに分類することが
できる。
【００８９】
　例えば、アクセス／プライバシーという名称のペアレントグループでは、ウイルス駆除
ソフト、認証、暗号化、ファイアウォール、ハッキング、遠隔アクセス、スパイウエア、
又はシステム検査の下で、アプリケーションが分類される。カテゴリのグループ分けには
、１つ又はそれ以上の危険度を使用することができる。規則／ポリシーと各アプリケーシ
ョンとを関係付けると、危険度が、ネットワーク管理者の役に立つ場合がある。上記のよ
うに、１つ又はそれ以上のカテゴリを、１つのアプリケーション又はハッシュ値に関係付
けるのがよい。
【００９０】
　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し
て、制御するプロセスを示すフローチャートである。このプロセスは、スタートステップ
７００でスタートする。次に、ステップ７０２で、ワークステーション１０１のユーザが
、アプリケーションを開始させる。開始されたアプリケーションは、ワークステーション
１０１に対する所定のスタートアップシーケンスに応答することができる。
【００９１】
　例えば、ワークステーション１０１は、パワーオンスタートアップに基づいて、１つ又
はそれ以上のアプリケーションを開始するようにプログラムすることができる。動作開始
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検出モジュール２１０（図２参照）が、アプリケーションの開始を検出する。次に、ステ
ップ７０４へ進み、アプリケーションダイジェストジェネレータ２０１が、開始されたア
プリケーションに関係するデータのダイジェストを生成する。そのダイジェストされたデ
ータは、コレクションデータの形であってもよい。このコレクションデータは、例えば、
発行者、スイート、１つ又はそれ以上のハッシュ、及びソースディレクトリを含むことが
できる。
【００９２】
　次に、デシジョンステップ７０６へ進み、そこで、動作開始検出モジュール２１０が、
アプリケーションダイジェストジェネレータ２０１によって生成されたハッシュ／ポリシ
ーテーブル２０４に準備されているアプリケーションダイジェストを比較する。例えば、
アプリケーションダイジェストジェネレータ２０１によって作成されたハッシュと、ハッ
シュ／ポリシーテーブル２０４内のハッシュとを比較する。１つの実施の形態では、複数
の異なったハッシュを生成させて、ハッシュ／ポリシーテーブル２０４からのハッシュと
比較する。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
ションに対して生成され、それらのハッシュと、ハッシュ／ポリシーテーブル２０４内の
ＭＤ－５ハッシュ及びＳＨＡ－１ハッシュとが比較される。
【００９３】
　そのハッシュが、ハッシュ／ポリシーテーブル２０４内に格納されているハッシュに対
応している場合には、ステップ７１０へ進み、そこで、要求されたアプリケーションの開
始に応答して、ハッシュに関係するポリシーを適用する。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拒否すること、アプ
リケーションの実行が、ネットワーク管理者による精査をさらに受信すること又はアプリ
ケーションを実行するためのある長さの時間の許可であることをユーザに警告することを
含むことができる。この場合、特定の時間が経過した後では、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、動作開始検出モジュール２１０が許可しな
い。
【００９４】
　次に、ステップ７１２で、動作開始検出モジュール２１０が、ロギングデータベース２
０６にそのイベントを記録する。このように、ワークステーション１０１上での実行が許
可されたアプリケーションについては、記録が維持される。次に、ステップ７１４へ進み
、動作開始検出モジュール２１０は、ワークステーション１０１における別のアプリケー
ションの開始を検出するために、システムを監視する。
【００９５】
　ハッシュ／ポリシーテーブル２０４から検索された情報は、ハッシュ値に関係するポリ
シーをさらに含んでいる。１つの実施の形態では、ハッシュ値に対応するカテゴリ情報は
、ポリシーを選択する際に利用される。例えば、ハッシュ値は、ペアレントグループ及び
／又はカテゴリに関係していてもよい。また、ペアレントグループ及び／又はカテゴリは
、ポリシーに関係していてもよい。
【００９６】
　デシジョンステップ７０６に戻り、アプリケーションダイジェストが、ハッシュ／ポリ
シーテーブル２０４内の分類されたアプリケーション又はハッシュに対応していないと判
断した場合には、ステップ７１６へ進む。ステップ７１６では、動作開始検出モジュール
２１０が、アプリケーションを実行するという要求に対して、未分類のアプリケーション
ポリシーを適用する。
【００９７】
　未分類のアプリケーションポリシーは、例えば、アプリケーションに実行を許可するこ
と、アプリケーションの実行を拒否すること、又は、アプリケーションの要求に対して追
加の精査が適用される予定であることをユーザに警告すること、一方、アプリケーション
がワークステーション１０１上での実行を許可される時間が制限されることを含むことが
できる。
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【００９８】
　次に、ステップ７１８へ進み、アプリケーションを実行するという要求が、ロギングデ
ータベース２０６に登録される。さらに、ステップ７１４へ進み、上記のように、動作開
始検出モジュール２１０は、ワークステーション１０１上の別のアプリケーションが開始
されるのを待つ。
【００９９】
　図８は、アプリケーションサーバモジュール１０２で、コレクションデータをアップロ
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プロセ
スを示すフローチャートである。プロセスはスタートステップ８００でスタートする。次
に、ステップ８０２で、アップロード／ダウンロードモジュール２０３が、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から入力信号を受信する。
【０１００】
　次に、デシジョンステップ８０４へ進み、アップロード／ダウンロードモジュール２０
３が、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２０
４をダウンロードするという要求を受信する。ダウンロードファイルを受信するための時
間は、周期的でも、ランダムでも、別のセットされた時間でもよく、又はポーリングに応
答することでもよい。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／ダウンロードモジュール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。
【０１０１】
　ステップ８０４で、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からダウンロードするという要求を受信していると判断した場
合には、ステップ８０６へ進む。ステップ８０６で、アップロード／ダウンロードモジュ
ール２０３が、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。
【０１０２】
　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、及びポリシーデータベース１０９からのポリシーを選別することができる。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ファクトリ
１１０によって分類されたアプリケーション、分類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などを含むことができる。
【０１０３】
　いくつかの実施の形態では、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、ハッシュ／ポリシーテーブル２０４の一部を伝送する。例えば、アップロー
ド／ダウンロードモジュール２０３は、すべてのデータベースを伝送する必要がないよう
に、アップデートを受信することができる。他の実施の形態では、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、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
ハッシュ値であってもよい。
【０１０４】
　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。また、ダウンロードされたデータは、１つ又はそれ以上のソースか
らのコレクションデータの形であってもよい。そのソースは、分類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ファクトリ１１０を含むことができる。
【０１０５】
　上記のように、コレクションデータは、アプリケーションに関係するあらゆる追加デー
タを含むことができる。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／又は未分類の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、及び／又はインジケータである。次に
、ステップ８１０へ進み、アップロード／ダウンロードモジュール２０３は、アプリケー
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ションサーバモジュールから次の開始信号を受信するのを待つ。
【０１０６】
　デシジョンステップ８０４に戻り、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からダウンロードを要求されていないと判断し
た場合には、デシジョンステップ８１２へ進む。ステップ８１２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インベン
トリ（リスト）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インベントリを要求する場合には、ス
テップ８１４へ進む。ステップ８１４で、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インベントリを作成する。
【０１０７】
　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編集すると、ステップ８１５へ進む。ステップ８１５で、アプリケ
ーションダイジェストジェネレータ２０１が、各アプリケーションに関連するデータのダ
イジェストを生成する。また、アプリケーションダイジェストジェネレータ２０１は、ア
プリケーションに関する特性を分析する。そのような特性には、例えば、アプリケーショ
ンに関係する名称、発行者、スイート、ハッシュ及びバージョンを含んでいる。
【０１０８】
　次に、ステップ８２４へ進む。ステップ８２４で、アプリケーション及びダイジェスト
が、ロギングデータベース２０６に格納される。次に、デシジョンステップ８２０へ進む
。ステップ８２０で、クライアントインベントリモジュール２０２は、リストにあるすべ
てのアプリケーションが、ロギングデータベース２０６に格納されたか否かを判断する。
リストにあるすべてのアプリケーションが処理されていない場合には、ステップ８２４に
戻る。ステップ８２４で、クライアントインベントリモジュール２０２によってリストが
作成された次のアプリケーションが、上記のように処理される。
【０１０９】
　デシジョンステップ８２０に戻り、すべてのアプリケーションが処理された場合には、
ステップ８１０へ進む。ステップ８１０で、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から開始信号を待つ。
【０１１０】
　デシジョンステップ８１２に戻り、インベントリが、アプリケーションサーバモジュー
ル１０２によって要求されていない場合には、デシジョンステップ８２６へ進む。ステッ
プ８２６で、アプリケーションサーバモジュール１０２は、未分類のアプリケーションに
関するロギングデータベース２０６から、コレクションデータだけを要求しているか否か
を判断する。アプリケーションサーバモジュール１０２が、未分類のアプリケーションに
関するデータだけを要求している場合には、ステップ８２８へ進む。
【０１１１】
　ステップ８２８で、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
、未分類のアプリケーションに関連しているデータを抽出して、フォーマットする。次に
、ステップ８３０に進む。ステップ８３０で、未分類の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に伝送される。
【０１１２】
　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コレクションデータは
、フォーマット済みでもよく、未フォーマットでもよい。さらに、コレクションデータは
、コード化されていてもよく、及び／又は圧縮されていてもよい。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、復号化及び／又は非圧縮が要求されてい
る場合には、コレクションデータを復号し、解凍する。また、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、コレクションデータを、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あらゆる追加データに再構成する。さらに、ワー
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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、コレクションデータを
統合し、ソートする。
【０１１３】
　次に、ステップ８１０へ進み、ステップ８１０で、ワークステーション管理モジュール
２００は、アプリケーションサーバモジュール１０２から、次の開始信号を受信するのを
待つ。
【０１１４】
　デシジョンステップ８２６に戻り、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から未分類のアプリケーションに関するコレクションデータだけ
を要求されていない場合には、ステップ８３２へ進む。ステップ８３２で、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内のアプリケーション
データのすべてを抽出し、フォーマットする。
【０１１５】
　このデータは、ハッシュ／ポリシーテーブル２０４内にリストアップされているアプリ
ケーションに関する分類されたデータ、及びハッシュ／ポリシーテーブル２０４内にリス
トアップされていないアプリケーションに関する未分類のデータを含むことができる。コ
レクションデータは、フォーマット済みでも、未フォーマットでもよい。さらに、コレク
ションデータは暗号化及び／又は圧縮されていても、されていなくてもよい。
【０１１６】
　次に、ステップ８３０へ進み、ステップ８３０で、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。次に、上記
のステップ８３０へ進む。ステップ８３０で、ワークステーション管理モジュール２００
は、アプリケーションサーバモジュール１０２から、開始信号を受信するのを待つ。
【０１１７】
　図９は、ワークステーション１０１でコレクションデータをアップロードし、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。プロセスはスタートステップ９００でスタートする。次に、デ
シジョンステップ９０２で、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が、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行うか否かを判
断する。ダウンロードを受信するための時間は、周期的でもよく、ランダムでもよく、セ
ットされた時間でもよく、ポーリングに応答することでもよい。
【０１１８】
　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、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することができる。ワークステーションアップロード／ダウンロー
ドモジュール１０４が、ワークステーション管理モジュール２００にダウンロードする必
要がある場合には、ステップ９０４へ進む。ステップ９０４で、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が、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、ペアレントグループへのアクセスの
許可、及び／又はダウンロードを受信するワークステーションに基づいた各アプリケーシ
ョンに関連しているカテゴリへのアクセスの許可に関係する。
【０１１９】
　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
指定されていない場合には、ポリシーデータベース１０９は、そのワークステーション用
のゲームに関係するペアレントグループ又はカテゴリを識別する。ネットワーク管理者は
、分類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１０１に対
する異なったアクセス権を含むことができる。このように、異なったアクセス権を含むワ
ークステーション１０１は、そこで動作するアプリケーションに関係する、異なったポリ
シーを有することができる。
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【０１２０】
　次に、ステップ９０６へ進む。ステップ９０６で、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、このワークステーションに対して指定されたポリシー
に関連する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
テーブルを作成する。各ペアレントグループ及び／又はカテゴリは、ダウンロードを受信
する１つ又はそれ以上のワークステーションのそれぞれに対するポリシーデータベース１
０９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内の各アプリケーション又はハッシュは、ペアレントグループ及び／又はカテゴ
リに関係していてもよい。
【０１２１】
　上記の例に続いて、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、ゲームに関係するペアレントグループ、又はカテゴリに関係するアプリケーションに
関する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。
このように、同じアプリケーションが、１つのワークステーションで動作することが許さ
れるが、異なったワークステーションで動作することは許されない。
【０１２２】
　次に、ステップ９０８へ進み、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に伝送する。ダウンロードファイルは、アプリケーションの名
称、ハッシュ値、関係するカテゴリ、及び／又は関係するポリシーを含むことができる。
次に、エンドステップ９１０へ進む。
【０１２３】
　デシジョンステップ９０２へ戻り、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が、ワークステーション１０１に対するダウンロードを行っていない場合
には、デシジョンステップ９１２へ進む。ステップ９１２で、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が、ワークステーションインベントリのアップロ
ードを要求するか否かを判断する。ワークステーションインベントリは、ロギングデータ
ベース２０６のすべて又は一部を含むことができる。
【０１２４】
　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が、ワークステーシ
ョン１０１からのアップロードを要求する場合には、ステップ９１４へ進む。ステップ９
１４で、アプリケーションサーバモジュール１０２によって、要求がアップロード／ダウ
ンロードモジュール２０３へ伝送される。次にステップ９１６へ進み、ステップ９１６で
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が、ワークステー
ション１０１から、要求されたアップロードを受信する。アップロードされるデータは、
フォーマット済みでも、未フォーマットでもよい。さらに、アップロードされるデータは
、暗号化及び／又は圧縮されていても／又はされていなくてもよい。
【０１２５】
　次のステップ９１８で、復号化及び／又は非圧縮が必要である場合には、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、アップロードされたデータを復
号し、解凍する。
【０１２６】
　次に、ステップ９２０へ進む。ステップ９２０で、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、アプリケーションのリスト及びアプリケーションに関
係するあらゆる追加データに、アップロードされたデータを再構成する。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、別のワークステーションインベン
トリにとって重要な頻度数を含む収集されたデータを統合し、ソートする。
【０１２７】
　このシステムは、何千ものワークステーション管理モジュールを含むことができる。そ
れらのモジュールは、それぞれ、そのロギングデータベース２０６からデータを定期的に
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アップロードする。上記のように、アップロードされたデータは、例えばディレクトリロ
ケーションなどのアプリケーションに関係するあらゆる追加データを含むことができる。
【０１２８】
　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、アプリケーショ
ン又はアプリケーションに関係するあらゆる追加データに基づくアップロードされたデー
タを統合し、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
ンロードモジュール１０４は、１つ又はそれ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し、統合するために、要求頻度を参照することができる。
【０１２９】
　図１０は、アプリケーションサーバモジュール１０２で、アプリケーションを分類する
プロセスを示すフローチャートである。プロセスはスタートステップ１０００でスタート
する。次に、ステップ１００２で、ネットワーク管理者は、ＧＵＩを介して、分類ユーザ
インタフェース１０６をスタートさせる。このＧＵＩは、ネットワーク管理者が、アプリ
ケーションインベントリデータベース１０３を操作して管理するグラフィックインタフェ
ースツールを提供する。また、ネットワーク管理者は、レビューと分類を行うために、未
非分類のアプリケーションデータベース１０８から、アプリケーション及び／又は関連す
るデータのリストを抽出する。
【０１３０】
　次に、ステップ１００４へ進む。ステップ１００４で、アプリケーション及びあらゆる
関連データが、レビューを行うために、ネットワーク管理者によって表示される。
次に、ステップ１００６へ進み、ステップ１００６で、ネットワーク管理者が、表示され
たデータに基づいてアプリケーションを分類する。さらに、ステップ１００８へ進む。ス
テップ１００８から、未分類のアプリケーションデータベース１０８から抽出された各ア
プリケーションに関係するステップ１００４と１００６に戻る。
【０１３１】
　図１１は、アプリケーションサーバモジュール１０２へのマスターアプリケーションデ
ータベース３００のダウンロードプロセス、及びアプリケーションサーバモジュール１０
２からの登録されたアプリケーションデータのアップロードプロセスを示すフローチャー
トである。プロセスはスタートステップ１１００でスタートする。
【０１３２】
　次に、ステップ１１０２へ進み、ステップ１１０２で、ファクトリアップロード／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ファクトリ１１０からの分
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ファクトリ１１０における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ための時間は、周
期的でも、ランダムでも、セットされた時でも、ポーリングに応答する時でもよい。
【０１３３】
　ファクトリアップロード／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。上記のように、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あらゆる追加データを含むことができる。
【０１３４】
　次に、デシジョンステップ１１０４へ進む。ステップ１１０４で、ファクトリアップロ
ード／ダウンロードモジュール１０５（図３参照）が、伝送されたすべての未分類のアプ
リケーションフラグが活性化されているか否かを判断する。ネットワーク管理者は、分類
ユーザインタフェース１０６を介して、伝送されたすべての未分類のアプリケーションフ
ラグを選択することができる。伝送されたすべての未分類のアプリケーションフラグが活
性化されている場合には、ステップ１１０６へ進む。ステップ１１０６で、ファクトリア
ップロード／ダウンロードモジュール１０５は、未分類のアプリケーションデータベース
１０８から、すべてのアプリケーションを検索する。
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【０１３５】
　次に、デシジョンステップ１１０８へ進む。ステップ１１０８で、ファクトリアップロ
ード／ダウンロードモジュール１０５は、伝送されたすべてのアプリケーションインベン
トリフラグが活性化されているか否かを判断する。ネットワーク管理者が、分類ユーザイ
ンタフェース１０６を介して、伝送されたすべてのアプリケーションインベントリフラグ
を活性化してもよい。伝送されたアプリケーションインベントリフラグが活性化されてい
る場合には、ステップ１１１０へ進む。ステップ１１１０で、ファクトリアップロード／
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
らのデータを検索する。
【０１３６】
　次に、ステップ１１１２へ進み、ステップ１１１２で、例えば、コレクションデータな
どの未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しているあらゆる追加デー
タをフォーマットすることができる。追加データは、アプリケーションに関係する要求頻
度及び／又はインジケータを含むことができる。
【０１３７】
　コレクションデータは、フォーマットされている必要はなく、アプリケーションデータ
ベースファクトリ１１０に、直接アップロードされてもよい。さらに、コレクションデー
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ファクトリ１１０が、アプ
リケーションサーバモジュール１０２と関係しているデータ通信のタイプに依存すること
ができる。
【０１３８】
　インターネット１０８を介してデータ通信を行うために、ファクトリアップロード／ダ
ウンロードモジュール１０５は、コレクションデータのフォーマットに関して、例えば、
エクステンシブルマークアップランゲージ（ＸＭＬ）、スタンダードジェネライズドマー
クアップ言語（ＳＧＭＬ）、ハイパーテキストマークアップ言語（ＨＴＭＬ）などのマー
クアップ言語を使用することができる。
【０１３９】
　このコレクションデータは、アプリケーションデータベースファクトリ１１０へのアッ
プロードの前に、さらに処理されてもよい。例えば、制限チェックステップ１１１４及び
圧縮・暗号化ステップ１１１６で、アプリケーションデータベースファクトリ１１０への
アップロードの前に、コレクションデータの処理を実行することができる。これらのブロ
ックがコレクションデータのアップロードを容易にしている間に、それらが実行される必
要はない。また、ステップ１１１４と１１１６とを適用することなく、コレクションデー
タをアップロードすることができる。このように、処理は代替パス１１１３に従って進む
ことができる。このように、コレクションデータは、ステップ１１１４及び１１１６が適
用されることなく、アプリケーションデータベースファクトリ１１０へ直接アップロード
されてもよい。
【０１４０】
　さらに処理が望まれている場合には、ステップ１１１４へ進む。ステップ１１１４で、
ファクトリアップロード／ダウンロードモジュール１０５は、コレクションデータを、ア
プリケーションデータベースファクトリ１１０へアップロードするための最大サイズに限
定することができる。例えば、１つのワークステーションからのコレクションデータは、
最大２０メガバイトに制限される。
【０１４１】
　次に、ステップ１１１６へ進む。ステップ１１１６で、コレクションデータは、より少
ないスペースに格納されるように圧縮される。さらに、コレクションデータは、例えば、
アプリケーションデータベースファクトリ１１０などの認定されたユーザに依らない限り
、読み取ることができないように暗号化される。
【０１４２】
　次に、ステップ１１１８へ進む。ステップ１１１８で、コレクションデータは、アプリ
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ケーションデータベースファクトリ１１０にアップロードされる。上記のように、コレク
ションデータは、スイート情報などのアプリケーションに関係しているあらゆる追加デー
タを含むことができる。次に、ステップ１１２０へ進む。ステップ１１２０で、アップロ
ード／ダウンロードモジュール３０１は、ファクトリアップロード／ダウンロードモジュ
ール１０５へのダウンロードを続行する。次に、ステップ１１２０へ進み、ダウンロード
されたデータが、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。
【０１４３】
　デシジョンステップ１１０８に戻り、伝送されたすべてのアプリケーションインベント
リフラグが、活性化されていない場合には、上記のようにステップ１１１２へ進む。伝送
されたすべてのアプリケーションインベントリフラグが活性化されていなかったので、フ
ァクトリアップロード／ダウンロードモジュール１０５は、ステップ１１１２，１１１４
，１１１６及び１１１８に関連して説明したように、アプリケーションデータベースファ
クトリへアップロードするために、ステップ１１０６で検索されたデータをフォーマット
する。
【０１４４】
　デシジョンステップ１１０４に戻り、伝送されたすべての未分類のアプリケーションフ
ラグが活性化されていなかった場合には、デシジョンステップ１１０８へ進む。ステップ
１１０８で、上記のように、ファクトリアップロード／ダウンロードモジュール１０５が
、伝送されたすべてのアプリケーションインベントリフラグが、活性化されているか否か
を判断する。伝送されたすべてのアプリケーションインベントリフラグが活性化されてい
るか否かに応じて、上記のように処理を続ける。
【０１４５】
　図１２は、アプリケーションデータベースファクトリ１１０で、データを収集する手順
を示すフローチャートである。プロセスはステップ１２００でスタートする。次に、デシ
ジョンステップ１２０２で、アプリケーションデータベースファクトリ１１０は、アプリ
ケーションサーバモジュール１０２に、マスターアプリケーションデータベース３００を
ダウンロードすることができる。
【０１４６】
　アプリケーションデータベースファクトリ１１０が、アプリケーションサーバモジュー
ル１０２に、マスターアプリケーションデータベース３００をダウンロードする必要があ
る場合には、ステップ１２０４へ進む。ステップ１２０４で、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から、分類された
アプリケーションを抽出する。分類されたアプリケーションのサブセットが選択されて、
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もよい。このサブセット
は、発行の準備ができていると考えられる分類されたアプリケーションだけを含むことが
できる。
【０１４７】
　次に、ステップ１２０６へ進み、ステップ１２０６で、マスターアプリケーションデー
タベース３００から検索されたアプリケーションデータがフォーマットされる。アプリケ
ーションデータは、必ずしもフォーマットされる必要はなく、アプリケーションサーバモ
ジュール１０２へ、直接ダウンロードされてもよい。さらに、データ用のフォーマットは
、アプリケーションデータベースファクトリ１１０が、アプリケーションサーバモジュー
ル１０２と関係を有するデータのタイプに応じて選択されてもよい。インターネット１０
８を介してデータの通信を行うために、アップロード／ダウンロードモジュール３０１は
、例えば、ＸＭＬ、ＳＧＭＬ、ＨＴＭＬなどのマークアップ言語を使用して、コレクショ
ンデータをフォーマットすることができる。アプリケーションサーバモジュール１０２へ
のダウンロードの前に、さらに、ダウンロードされるデータを処理してもよい。
【０１４８】
　次に、ステップ１２０８へ進む。ステップ１２０８で、アプリケーションデータが圧縮
され、そのアプリケーションデータが占める領域はより小さくなる。さらに、アプリケー
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ションデータは暗号化されるので、例えば、アプリケーションサーバモジュール１０２な
どの認定ユーザでない限り読み取ることができない。次に、ステップ１２１０へ進み、ス
テップ１２１０で、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１０
２にダウンロードされる。その後、エンドステップ１２１２へ進む。
【０１４９】
　デシジョンステップ１２０２へ戻り、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
ドされない場合には、デシジョンステップ１２１４へ進む。ステップ１２１４で、アプリ
ケーションデータベースファクトリ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。アプリケーションデータベースファクトリ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必要がない場合には
、エンドステップ１２１２へ進む。
【０１５０】
　デシジョンステップ１２１４に戻り、アプリケーションデータベースファクトリ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必要がある
場合には、ステップ１２１６へ進む。ステップ１２１６で、アップロード／ダウンロード
モジュール３０１が、ファクトリアップロード／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。コレクションデータを受信するための時間は、周期的でも、ランダ
ムでも、セットされた時でも、ポーリングへの応答の時でもよい。
【０１５１】
　アップロード／ダウンロードモジュール３０１、及び／又はファクトリアップロード／
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ファクトリ１１０への
アップロードを開始することができる。上記のように、コレクションデータは、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してい
る要求頻度、及び／又は未分類のアプリケーションデータベース１０８からのアプリケー
ションに関係している要求頻度などのアプリケーションに関係するあらゆる追加データを
含んでいてもよい。また、コレクションデータは、フォーマットされていても、されてい
なくてもよい。さらに、コレクションデータは、暗号化及び／又は圧縮されていてもよく
、されていなくてもよい。
【０１５２】
　ステップ１２１８へ進み、ステップ１２１８で、復号化及び／又は非圧縮が要求されて
いる場合には、アップロード／ダウンロードモジュール３０１は、コレクションデータを
復号し、解凍する。次に、ステップ１２２０へ進む。ステップ１２２０で、コレクション
データは、マスターアプリケーションデータベース３００及び未分類のアプリケーション
データベース３０３に統合され、ソートされる。その後、エンドステップ１２１２へ進む
。
【０１５３】
　図１３は、未分類のアプリケーションデータベース３０３から抽出されたアプリケーシ
ョンを分類する手順を示すフローチャートである。プロセスはスタートステップ１３００
でスタートする。次に、ステップ１３０２へ進む。ステップ１３０２で、アプリケーショ
ンアナリスト分類モジュール３０２を介して、ヒューマンレビュアによる分類用の未分類
アプリケーションデータベース３０３から、アプリケーションのリストを抽出する。アプ
リケーションアナリスト分類モジュール３０２は、アプリケーションの適切なカテゴリ又
はアプリケーションのカテゴリを決定するために、人間のレビュアにインタフェースで接
続される。
【０１５４】
　次に、ステップ１３０４で、アプリケーションアナリスト分類モジュール３０２が、ア
プリケーション及びＧＵＩ上で関係するあらゆるデータを表示するために利用される。関
係するデータは、人間のレビュア又はそのアプリケーションが関係するカテゴリを示すこ
とができる。上記のように、アプリケーションアナリスト分類モジュール３０２は、人間
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のレビュアが、各アプリケーション及びアプリケーションに関係するあらゆる追加データ
を分析することを許可し、それの適切なカテゴリ又は複数のカテゴリを決定する。
【０１５５】
　次に、ステップ１３０６へ進む。ステップ１３０６で、人間のレビュアが、情報に関連
するアプリケーション及びインターネットの情報を利用して、アプリケーションをリサー
チする。インターネットの情報は、ウェブブラウザサーチエンジンを使用することによっ
て得ることができる。アプリケーションの名称及び関係するあらゆるアプリケーションデ
ータを、インターネット検索に使用することができる。人間のレビュアは、ドキュメント
、仕様、マニュアルなどをさらにレビューし、そのカテゴリ又はそのアプリケーションに
関係する複数のカテゴリをもっとも適切に決定することができる。
【０１５６】
　次に、ステップ１３０８へ進む。ステップ１３０８で、人間のレビュアは、アプリケー
ションに関係する証拠、関連する情報からのあらゆるヒント、及び／又はその他のリサー
チを利用することによって、それぞれのアプリケーションを分類する。
【０１５７】
　最後に、ステップ１３１０へ進む。ステップ１３１０で、選択されたカテゴリ又は人間
のレビュアが与えられたアプリケーションに関係付けたカテゴリが、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。
【０１５８】
　上記のように、様々な実施の形態に適用された本発明に係る新規な特徴を示し、説明し
、指摘したが、当業者であれば、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲内で、装置又はプ
ロセスに関する形状及び細部に、様々な削除、置換及び変更を行うことが可能であり、そ
れらも本発明の技術的範囲に属することは言うまでもない。本発明に係る技術的範囲は、
以上の説明よりもむしろ添付する特許請求の範囲に示されている。また、特許請求の範囲
に記載された意味及び均等の範囲に属する変更はすべて、本発明の技術的範囲に含まれる
。
【図面の簡単な説明】
【０１５９】
【図１】ワークステーション上のアプリケーションファイルを制御するためのサイト情報
収集システムを示すブロック図である。
【図２】ワークステーション管理モジュールを示すブロック図である。
【図３】アプリケーションサーバモジュールを示すブロック図である。
【図４】アプリケーションファイルに関係させることができるペアレントグループ及びカ
テゴリのデータベースを示す表である。
【図５】アプリケーションデータベースファクトリを示すブロック図である。
【図６】１つの実施の形態に係るアプリケーションアナリスト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）のスクリーンショットを示す図である。
【図７】ワークステーション上で、アプリケーションの開始を監視し、制御するプロセス
を示すフローチャートである。
【図８】アプリケーションサーバモジュールに、コレクションデータをアップロード及び
ダウンロードするためのワークステーションによって実行されるプロセスを示すフローチ
ャートである。
【図９】ワークステーションに、コレクションデータをアップロード及びダウンロードす
るための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プロセスを示すフローチ
ャートである。
【図１０】アプリケーションサーバモジュールにおいて、未分類のアプリケーションを分
類するプロセスを示すフローチャートである。
【図１１】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ファク
トリへアプリケーションデータをアップロードするプロセスを示すフローチャートである
。



(28) JP 5057640 B2 2012.10.24

【図１２】アプリケーションデータベースファクトリからアプリケーションサーバモジュ
ールへアプリケーションデータをダウンロードするプロセスを示すフローチャートである
。
【図１３】アプリケーションデータベースファクトリにおいて、未分類のアプリケーショ
ンを分類するプロセスを示すフローチャートである。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(30) JP 5057640 B2 2012.10.24

【図７】 【図８】
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