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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｉ／Ｏ装置を有するクライアント装置で動作するエージェント・プロセスとして実行さ
れ、データ処理環境においてディジタル資産へのアクセスを管理する方法であって、
　　センサ手段が、前記Ｉ／Ｏ装置を駆動するＩ／Ｏドライバに関する動作を、原子レベ
ル資産アクセス・イベントとして検知する検知工程と、
　　イベント集合手段が、前記原子レベル資産アクセス・イベントの複数を集合させて、
ユーザのアクションを特徴付ける結合イベントを決定する集合工程と、
　　予め定めたディジタル資産使用リスク・ポリシーに適合する少なくとも１つの結合イ
ベントが生じた場合に、ポリシー行使手段が、前記特徴付けられたユーザのアクションに
従って、複数の暗号化ポリシーのうちの１つを行使する行使工程とを備えた、ディジタル
資産へのアクセス管理方法。
【請求項２】
　請求項１において、さらに、
　　対応するディジタル資産を暗号化する工程を備えた、ディジタル資産へのアクセス管
理方法。
【請求項３】
　請求項１において、前記結合イベントが複数の原子レベル・イベントの時間系列である
、ディジタル資産へのアクセス管理方法。
【請求項４】



(2) JP 4667361 B2 2011.4.13

10

20

30

40

50

　請求項１において、前記エージェント・プロセスが、アプリケーション・ソフトウェア
とは個別に動作する、ディジタル資産へのアクセス管理方法。
【請求項５】
　請求項１において、前記検出工程、集合工程、および行使工程が同時に動作する、ディ
ジタル資産へのアクセス管理方法。
【請求項６】
　請求項１において、さらに、
　　資産アクセス・イベントにおいて特定のディジタル資産の機密度を判断する判断工程
と、
　　前記ポリシー行使手段が、前記特定のディジタル資産の機密度に選択的に応じて、前
記ディジタル資産に適応的に暗号化を加える暗号化工程とを備えた、ディジタル資産への
アクセス管理方法。
【請求項７】
　請求項１において、前記結合イベントは、ディジタル資産について行なわれようとする
アクションを特定するものである、ディジタル資産へのアクセス管理方法。
【請求項８】
　請求項１において、さらに、
　　暗号化されるディジタル資産を指定した暗号化ポリシーの暗号化を適用する適用工程
を備えた、ディジタル資産へのアクセス管理方法。
【請求項９】
　請求項８において、さらに、
　　前記ディジタル資産を、暗号化ポリシーを行使する、第２のユーザのクライアント装
置に送出する工程を備えた、ディジタル資産へのアクセス管理方法。
【請求項１０】
　請求項９において、前記第２のユーザのクライアント装置において、復号化が適用され
る、ディジタル資産へのアクセス管理方法。
【請求項１１】
　請求項８において、さらに、
　　前記ディジタル資産を、暗号化ポリシーを行使しない、第２のユーザのクライアント
装置に送出する工程を備え、
　前記第２のユーザのクライアント装置が暗号化ポリシーを行使しないことにより、前記
第２のユーザのクライアント装置においてディジタル資産の読出しは不可能である、ディ
ジタル資産へのアクセス管理方法。
【請求項１２】
　Ｉ／Ｏ装置を有するクライアント装置で動作するエージェント・プロセスとして実行さ
れるプログラムであって、データ処理環境においてディジタル資産へのアクセスを管理す
るように、
　　センサ手段が、前記Ｉ／Ｏ装置を駆動するＩ／Ｏドライバに関する動作を、原子レベ
ル資産アクセス・イベントとして検知する、検知手順と、
　　イベント集合手段が、前記原子レベル資産アクセス・イベントの複数を集合させて、
ユーザのアクションを特徴付ける結合イベントを決定する、集合手順と、
　　予め定めたディジタル資産使用リスク・ポリシーに適合する少なくとも１つの結合イ
ベントが生じた場合に、ポリシー行使手段が、前記特徴付けられたユーザのアクションに
従って、複数の暗号化ポリシーのうちの１つを行使する行使手順とを、前記クライアント
装置に実行させる、プログラム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　本願は、2003年12月31日に出願された米国特許出願第10/750,321号の優先権を主張する
継続出願であり、この米国特許出願第10/750,321号は、2003年1月23日に出願された「所
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有する電子情報の適応的識別および適応的保護の方法およびシステム（Method and Syste
m for Adaptive Identification and Protection of Proprietary Electronic Informati
on）」という名称の米国特許仮出願第60/442,464号の利益を主張している。本願は、また
、同時係属の2003年11月12日に出願された「ディジタル資産の管理された配布（Managed 
Distribution of Digital Assets）」という名称の米国特許出願第10/706,871号に関連し
、さらに同時係属の2003年11月18日に出願された「イベント・ジャーナル化によるディジ
タル資産使用アカウンタビリティ（Digital Asset Usage Accountability Via Event Jou
rnaling）」という名称の米国特許出願第10/716,336号に関連する。上記出願の教示の全
体は、ここでの言及によって本明細書に組み込まれたものとする。
【０００２】
　インターネット、ウェブサイト、エクストラネット、およびイントラネットへの安価か
つどこからでも利用できるアクセスによって、大部分の新しい組織がお互いに通信し、ビ
ジネスを行なうやり方に、変革がもたらされた。今や、あらゆる種類の情報が、より自由
に流れるようになっており、極めて多くが利用できるようになっている。しかしながら、
これらネットワークの中枢における情報リソースに容易にアクセスできるということは、
同時に、そこに接続されるあらゆるシステムのセキュリティを脅かしてもいる。情報をオ
ンラインに置くということは、少なくともある程度の情報管理を失うことを意味するため
、暗黙的に、企業の機密に属するデータのほとんどすべてが、今や暴露の危険にさらされ
ている。
【０００３】
　セキュリティは、データ処理システムの管理者が直面する重大な問題であり続けている
。今や、企業の最も価値ある資産である知的財産は、ディジタル形式に属する何らかの方
法で保存されるのが、ほぼ確実である。これらのディジタル資産には、製品計画および製
品設計、顧客データ、顧客および製造供給元とのやり取り、契約条件、財務データ、法令
遵守データ、ならびに特注のソフトウェア・アプリケーションなどが含まれうる。
【０００４】
　さらに複雑な問題は、最高経営責任者および役員さえも含む、組織において高い責任の
レベルにある管理者が、監督機関と株主の両方によって、機密に属する情報の秘密性、セ
キュリティおよび完全性を維持する法律上および財務上の責任を今や課される点にある。
【０００５】
　組織のデータ処理インフラを、特定の外部の者たちによる脅威から保護するために、多
種多様な解決手段がすでに存在している。これらには、物理的なアクセス制御、ファイア
ウォール、スニファーおよび他のネットワーク監視、侵入検知システムならびにその他の
解決手段が含まれる。これらの技術は、大抵の場合、権限のない外部の者たちからの攻撃
に対して有効である。
【０００６】
　しかし、やはりセキュリティ上の脅威をもたらす第２の種類のコンピュータ・ユーザが
存在する。これら権限のない内部の者からの保護には、やはりよく知られている別の取り
組みが必要とされる。ディスクに基づくストレージ・システムが始まったほぼそのとき以
来、一部のユーザについて一部の重要なファイルへのアクセス資格を制限するために、ア
クセス制御の考え方が適用されてきた。これらの技術を使用し、今やほとんどすべてのオ
ペレーティング・システム（ＯＳ）、デスクトップ、および／またはネットワーク・ファ
イル・サーバの一般的な特徴として、個々のユーザに与えられた許可に応じて、ファイル
やディレクトリ構造などに関する読み出し、書き込み、パブリック、プライベート、およ
びその他の種類のアクセス制限を提供することができる。システム管理者によって、必要
事項、およびユーザが属している組織内の部門などに基づいて、ユーザ・アカウントに許
可を付与することができる。
【０００７】
　しかしながら、ユーザがシステムの一部についてしかアクセスできない場合であっても
、依然としてさまざまな技術を使用して情報を盗み出し、さらに／あるいは情報に損傷を
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加えることができる。これらには、ネットワーク中の保全されていない情報の単純な閲覧
、および／またはセキュリティの実施が不十分なために利用可能になっている情報の取り
出しまたは削除が含まれる。より高度な内部不正者は、ネットワーク・パケット・スニフ
ァおよび／またはスパイウェアを使用する。
【０００８】
　公開鍵基盤（ＰＫＩ）を使用するもののような暗号化技法によって、企業は、当該企業
のアプリケーションおよびデータに関する認証、アクセス制御、および機密保持の実現が
可能になる。ＰＫＩシステムは、電子メールおよびその他の通信、顧客とのビジネス上の
やり取りのセキュリティを保護するために使用されるほか、ネットワーク・サーバに保存
されたデータの保護にも使用される。ＰＫＩは、通常、企業全体のネットワークにおいて
、ディジタル証明書の発行および追跡、証明機関、および公開鍵暗号化要素を必要とする
。
【０００９】
　ディジタル資産について何らかの制御を提供するために、種々のＰＫＩに基づく取り組
みが中央集中型の文書保存をいわゆるディジタル権利管理（ＤＲＭ）ツールと組み合わせ
ている。これらのシステムにおいて、ファイル・サーバ上または別個のポリシー・サーバ
上で動作するポリシー行使プロセスが、ファイルの使用に対して暗号化ポリシーを行使す
る。このようなシステムでは、ファイル・サーバ上のファイルへのアクセスが、暗号化の
ための中央集中管理の鍵を使用するポリシー・サーバによって最初に制御される。ポリシ
ー・サーバそのものは、情報の保存および取り出しを担当しないが、通常は、アクセス・
ポリシー（すなわち、いずれのユーザがいずれの種類の文書へのアクセスを許されている
か）のリストの保持、ユーザ認証の管理、クライアントからサーバへの通信の保全、およ
び暗号鍵の配布を担当する。情報へのアクセスに先立ち、受取人は、まずポリシー・サー
バで認証しなければならない。次いで、ポリシー・サーバが、受取人が情報を復号化でき
るように必要とされる鍵のコピーを発行する。
【００１０】
　例えば、ダニエリ（Danieli）に特許され、マイクロソフト社（Microsoft Corporation
）に譲渡された米国特許第6,510,513号には、電子セキュリティ証明を用いてサーバとク
ライアントとの間の一連のトランザクションを活用するセキュリティおよびポリシー行使
システムが記載されている。第１のクライアントがダイジェストを含むセキュリティ証明
を信頼された審査サーバ（arbitrator server）に提出することによって、データへのア
クセス要求を生成する。信頼された審査サーバが、第１のクライアントの資格を証明し、
セキュリティ証明を返送する。次いで、データおよびセキュリティ証明が組み合わされて
配布され、第２のクライアントによって取得される。第２のクライアントは、配布データ
からセキュリティ証明を抽出し、ダイジェストを生成する。第２のクライアントからのダ
イジェストが第１のクライアントからのダイジェストと一致する場合、データは正当であ
ると考えられる。証明の種類およびポリシー・レベルに応じて、信頼された審査サーバは
不適切な使用の通知などのサービスを提供できる。
【発明の開示】
【００１１】
　このように、ＤＲＭシステムは、エンドユーザからの情報の保護における複雑さの多く
を隠すことができるが、欠点と無縁ではない。ＤＲＭサーバは、ディジタル証明書、アク
セス権、暗号鍵、およびその他のＰＫＩインフラ要素を発行および追跡する必要性を生む
ことによって、情報技術環境に新たな管理上の問題を持ち込む。このオーバヘッドを維持
することが、数百万とはいわずとも数千の文書および数ダースの異なるセキュリティ・ポ
リシーを有する小さな企業においてさえも、わずらわしいものになりうる。
【００１２】
　さらに、既存のＤＲＭサーバ・システムは、通常、ファイル・サーバに保存されている
文書へのアクセスが生じるたびに、さらなるオーバヘッドを生じさせる。ファイルが使用
可能になる前に、そのアクセス・ポリシーが突き止められなければならず、ユーザ認証が
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得られなければならず、適切な鍵が特定されなければならず、さらに復号化アルゴリズム
が適用されなければならない。このサーバにおけるオーバヘッドの処理は、特に機密では
ないファイルの場合にさえも課される。
【００１３】
　例えば、進行中の企業合併の計画に関連する財務部門の文書には、通常は高いセキュリ
ティ分類が与えられ、常に暗号化されなければならない。しかしながら、企業の夏の行楽
のスケジュールなどのその他の文書は、特に機密に属するものではなく、複雑なＤＲＭの
仕組みのオーバヘッドの対象とすべきではない。より良好な解決手段は、ユーザにとって
透過な方法で、真に暗号化する必要がある文書のみを、場当たりではなく確立されたポリ
シーに従って使用点において判断して、選択的に暗号化することであろう。
【００１４】
　改善された取り組みは、文書内に保存された情報の機密性を単に判断することによるの
みでなく、その文書に対して行なおうとされるアクションに依存して、暗号化ポリシーを
実施する。例えば、行なおうとするアクションが、機密文書を編集して、この文書の取り
出し元である同一の保全されたローカル・ファイル・サーバに編集済みコピーを再保存す
るために当該機密文書にアクセスしようとするものである場合、組織にとって適切なポリ
シーは暗号化要件をまったく課さないことである。一方で、より機密性の低い文書であっ
ても、ウェブで電子メールサービスによって当該同一組織の外部に送信されようとする場
合には、たとえ企業の行楽のスケジュールであっても、送り先の管理が不可能であるため
当該文書を暗号化する必要がある。
【００１５】
　既存のＤＲＭ解決手段はいずれも、権限を与えられた内部の者による情報の悪用を防止
するのにほとんど役立たない。この種類のユーザは、割り当てられた業務を実行するため
に重要なデータ・ファイルにアクセスすると考えられるため、信頼された状態にある。し
たがって、彼らは、このような情報を使用する許可を日々、日常的に与えられている。し
たがって、彼らが機密に属するデータにアクセスすることは、通常は疑わしいものではな
い。問題は、この種の信頼されているユーザが、機密情報をコピーし、次いで部外者また
はその他権限のない人々に配布することによって、信頼を悪用する場合に生じる。このよ
うな事態は、不満のある従業員や離職しようとする従業員が組織に打撃を与えたいと考え
る場合に、きわめて容易に生じる可能性があり、かつ高い頻度で生じるようになってきて
いる。
【００１６】
　従来技術のセキュリティ・システムの欠点は、機密情報へのアクセスがひとたび与えら
れると、権限を与えられたユーザがこの情報を極めて容易に多種の方法で配布できるとい
う事実に対処できないことである。インターネット接続、電子メール、インスタント・メ
ッセージ、コンパクト・ディスク読み書き（ＣＤ－ＲＷ）ドライブなどのリムーバブル・
メディア記憶装置、ユニバーサル・シリアル・バス（ＵＳＢ）型のメモリおよび記憶装置
などの普及が、極めて大量の情報をほぼ瞬時にコピーすることを簡単な作業にしている。
さらに、無線モデム、無線ローカル・ネットワーク・カード、ポータブル・コンピュータ
、携帯情報端末（ＰＤＡ）、およびネットワーク・トンネルなどのその他周辺機器があま
りに便利な伝達手段であるため、権限を与えられたユーザが信頼されたシステム環境の外
にファイルのコピーを配布できる。
【００１７】
　最も高度なファイル管理システムであっても、現在のところ、このような悪用を防ぐこ
とはできない。この問題の根源は、権限を与えられたユーザがひとたびファイルを開くと
、その中身はもはや管理されないという事実にある。特に、ファイルの中身のコピーは、
ネットワークまたはファイル管理システムの管理下にある環境の「外に」あまりにも容易
に持ち出される。
【００１８】
　本発明は、権限を与えられたユーザが自らの権限を悪用したときに生じるセキュリティ
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問題の解決を目的とするものである。本発明はこれを、単にファイル・サーバおよび／ま
たはアクセス・ストレージにおいてではなく、ファイルの使用点において暗号化ポリシー
を選択的に適用することによって達成する。
【００１９】
　さらに詳細には、クライアントのオペレーティング・システム（ＯＳ）のカーネルのバ
ックグラウンドで動作するような、自律的な個別のエージェント・プロセスが、リソース
へのアクセス要求に割り込む。リソースへのこのようなアクセス要求は、例えば、ファイ
ルの読み出し要求、ネットワーク接続を開く要求、およびリムーバブル媒体装置の装着要
求などを含むことができる。使用点においてＯＳカーネル割り込み手段でアクセスが検出
されるので、元来の直接のアクセス要求が、エンドユーザによって実行されたアプリケー
ション・プログラムによるものか、ユーザの代わりに間接的にアプリケーションによって
実行されたアプリケーション・プログラムによるものか、あるいはアプリケーション・ソ
フトウェアとは無関係にシステム要求によって実行されたかにかかわらず、リソース利用
の追跡が発生する。
【００２０】
　低レベルのシステム・イベントを捕らえるセンサを使用して、自律的な個別のエージェ
ント・プロセスは、リソースへのアクセス要求を検出する。これら低レベルのシステム・
イベントは、ファイル読み出し、ファイル書き込み、ファイルのコピー、クリップボード
・カット、クリップボード・コピー、ＣＤ－ＲＷアクセス、ＴＣＰ／ＩＰネットワーク・
メッセージの到着、およびＴＣＰ／ＩＰネットワーク・メッセージの送出などの操作を含
んでもよい。
【００２１】
　例えば、集合「ファイル編集（FileEdit）」イベントは、ユーザが機密の財務文書を開
いて変更し、その後、このユーザがこの文書を新たに取り付けたＵＳＢポータブル・ハー
ド・ドライブに保存しようと試みたときに、報告される。
【００２２】
　さらに別の集合イベントは、ファイル、アプリケーション、ネットワーク、および周辺
装置バス・インターフェイスにユーザがアクセスしようと試みたときに常に判断される。
このような集合イベントは、一般的に、システム・リソースについて許可される使用を規
定しているポリシーを積極的に行使するために、システム管理者によって確定されている
。
【００２３】
　このように、適応的暗号化ポリシーの行使は、情報アクセスの時点および場所において
エージェント・プロセスによって行なわれる。例えば、システム管理者が、機密に属する
文書への暗号化の適応的な適用を、当該文書について要求されたアクションに応じて制御
することを望むかもしれない。そのようなポリシーの１つの例は、文書がユニバーサル・
シリアル・バス（ＵＳＢ）ハードディスク・ドライブもしくはコンパクト・ディスク読み
書き（ＣＤ－ＲＷ）焼き付け機などのリムーバブル・メディア周辺装置に保存されようと
する場合、またはインスタント・メッセージ（ＩＭ）アプリケーションまたはファイル転
送プロトコル（ＦＴＰ）もしくはその他ピア・トゥ・ピア・ネットワーク接続などのネッ
トワーク接続を介して送信されようとする場合に、常に暗号化を適用することである。
【００２４】
　これらリソースの使用を規定する暗号化ポリシーは、組織の要求するとおりに詳細に定
めることができる。例えば、機密文書であっても、編集されて次いで管理下の内部のファ
イル・サーバ上に保存されるのであれば、暗号化は不要であるかもしれない。一方、比較
的機密性の低い文書であっても、それらを組織の外に移動させる企てがなされるときは常
に、暗号化が行なわれるかもしれない。この場合、ファイルは保全されていないネットワ
ークおよび／または信頼されていない外部の者に暗号化された形式で伝えられる。
【００２５】
　エージェント・プロセスは、さらに、暗号化ポリシーの実装を別の方法で容易にする。
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例えば、電子メール・メッセージまたはファイル転送の受信側に位置する権限を与えられ
たユーザは、管理されたファイルを暗号化された形式で受信する。しかしながら、権限を
与えられた受信者は、好ましくは、自身のＯＳカーネル内で動作している自律的かつ独立
のエージェント・プロセスを有する。暗号化されている（例えば、ファイル・ヘッダを調
べることによって判断される）そのようなファイルを受信したとき、宛先の対応するポリ
シー・サーバを介して提供されるＰＫＩへのアクセスを使用して、受信側のエージェント
が組織の暗号化ポリシーを適用することができる。このプロセスも再度エンドユーザにと
って透過な方法で宛先マシンのＯＳカーネル内で生じる。
【００２６】
　このように、受信が承認されると、文書がエージェント・プロセスによって復号化され
る。受信者が承認されない場合には、エージェント・プロセスは文書を復号化しない。当
然ながら、動作中のエージェント・プロセスをまったく有しない受信側ではやはり文書を
復号化することはできない。
【００２７】
　さらに、暗号化が自律的で、接続を要さず、透過であることにより、誤検知（正当なも
のを不正なものであると判断してしまう）の可能性があるという問題が除かれる。すなわ
ち、発信元におけるエージェント・プロセスが、暗号化するまでもない文書を暗号化する
ことによって暗号化ポリシーを積極的に適用し過ぎても、少なくとも宛先のエージェント
・プロセスがエンドユーザにとって透過な方法で文書を復号化する。
【００２８】
　本発明の前記の目的、特徴および利点、ならびに他の目的、特徴および利点は、添付の
図面に示した本発明の好ましい実施形態に関する以下のさらに詳しい説明から明らかにな
るであろう。添付の図面においては、異なる図であっても同一参照符号は同一部分を指し
ている。図面は必ずしも縮尺どおりではなく、本発明の原理を示すことに重点がおかれて
いる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　図１は一般的なコンピュータ・ネットワーク１００の図であり、このコンピュータ・ネ
ットワーク１００は、クライアント装置１０２ならびにローカル・エリア・ネットワーク
および／またはＬＡＮ間接続設備を介して接続されたサーバ１０４から構成される。イン
ターネット１０８などの外部のネットワークへの接続が、ルータまたはゲートウェイ１０
６などの装置を介して実現されている。さらに、インターネット１０８を介した接続は、
外部のコンピュータ１１０に対して行なうことも可能である。
【００３０】
　従来からのセキュリティ・モデルは、保護されているネットワーク１００内の装置１０
２および／またはファイル・サーバ１０４に対する信頼できない外部の者１１０によるア
クセスを防止しようと試みている。すなわち、ネットワーク境界１２０が、ルータ１０６
などにより、詳細にはファイアウォール１０７において、ネットワークのアクセス点に用
いられている。このようにして、ファイアウォール１０７が、サーバ１０４に保存された
情報にアクセスしようとしたり、またはローカル・コンピュータ１０２を操作しようとし
たりする外部のコンピュータ１１０の権限のないユーザの企てを阻止することができる。
さらに、ファイアウォール１０７は、例えば制限されあるいは有害であるウェブサイトお
よびゲーム・サーバなどを含む一部の望ましくない外部のコンピュータ１１０にアクセス
しようと試みるユーザによるものなど、外向きのアクセスについても境界１２０を確立で
きる。
【００３１】
　ネットワークへの物理的なアクセスの外側の点に境界を確立するよりもむしろ、本発明
は、ファイル使用についてのアカウンタビリティの境界を使用点（使用時点および使用場
所）において確立する。このアカウンタビリティ・モデルは、ローカル・サーバ１０４に
保存されたファイルにアクセスするコンピュータ１０２の権限を与えられたユーザを追跡
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できるのみでなく、さらに重要なことには、そのようなファイルへのアクセスまたは情報
を配布もしくは記録する周辺機器へのそのようなファイルの移動の企て、あるいは他に生
じうる不正なイベントを監視することができる。
【００３２】
　生じうる不正なイベントを検出すると、当該文書の機密性ならびに当該文書について企
てられたアクションに基づいて、暗号化ポリシーが選択的に適用される。
【００３３】
　このような生じうる不正なイベントは、ローカル・ファイル・サーバ１０４またはファ
イアウォール１０７には見ることも制御することもできない装置にユーザがアクセスする
ときに常に生じうる。これらのイベントには、コンパクト・ディスク読み書き（ＣＤ－Ｒ
Ｗ）ドライブ２０４、携帯情報端末（ＰＤＡ）２０６、ユニバーサル・シリアル・バス（
ＵＳＢ）記憶装置２０８、無線装置２１２、ディジタル・ビデオ記録装置２１４などの管
理不可能な媒体へのファイルの書き込みが含まれ、さらにはファイルの印刷さえも含まれ
る。他の疑わしいイベントには、外部ピア・トゥ・ピア（Ｐ２Ｐ）アプリケーション２０
１の実行、外部の電子メール・アプリケーション２０２を介してのファイルの送信、イン
スタント・メッセージ（ＩＭ）アプリケーションの実行、およびインターネット１０８を
介してのウェブサイトへのファイルのアップロードなどが含まれる。
【００３４】
　直ぐに理解されるとおり、この取り組みの核心は、デスクトップ１０２などの使用点に
おいて生じるユーザの行為を特徴付けて、次いで所定のポリシーに従って適応的に暗号化
を適用する高レベルのコンテキスト・ストリーム（contextual stream）から構成される
。
【００３５】
　次に図２を用いて、ディジタル資産の適応的暗号化のためのプロセスをより詳細に説明
する。エージェント・プロセス３００と呼ばれる第１のシステム構成要素がオペレーティ
ング・システム（ＯＳ）３０１およびアプリケーション３０８の間に介装されている。こ
こで、エージェント・プロセス３００、オペレーティング・システム（ＯＳ）３０１およ
びアプリケーション３０８は、ネットワーク１０１内のクライアント１０２および／また
はサーバ１０４上で動作する。エージェント・プロセス３００は、ファイルの読み出しま
たは書き込み動作など、ファイル、印刷、クリップボード、およびＩ／Ｏ装置の動作の検
出および追跡のために、センサまたはシム（shim）を有する。これらのセンサは、これら
に限られるわけではないが、ファイル・システム・センサ５０２（ＣＤ／ＤＶＤ焼き付け
センサ５１０を含む）、ネットワーク・センサ５０４、印刷センサ５０５、クリップボー
ド・センサ５０６、ＡＰＩスパイ５０８、およびプロセス・スパイ５０９を含むことがで
きる。
【００３６】
　クライアントは、通常、ローカル・ネットワーク１０１への直接の有線（または無線）
接続１０９を有するデスクトップ１０２－１を含むが、エージェント３００は、ラップト
ップ１０２－２などの接続されていないクライアント・コンピュータ上で実行されてもよ
く、この場合、イベントの報告は、ネットワーク１０１への接続がいずれなされた時点に
行なわれる。
【００３７】
　エージェント３００は、原子イベント３５０を、通常はアクティビティ・ジャーナル・
サーバ１０４－２上で動作するアクティビティ・ジャーナル化プロセスに報告する。ジャ
ーナル・サーバ１０４－２（本明細書においては、Digital Guardian（商標）とも称する
）は、原子イベント・データを処理し、いわゆる集合イベント３６０に合体させる。集合
イベント３６０は、ある所定の一連の原子イベント、すなわち時間系列の原子イベントが
生じたときに検出される。これより、各集合イベント３６０は、監視すべきアクティビテ
ィを表わす所定のパターンに適合する１つ以上の原子イベント３５０で構成される。
【００３８】
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　集合イベント３６０となる特定の種類の原子イベント３５０および／または一連の原子
イベント３５０については、後で詳細に説明する。しかし、当然のことながらここでは、
報告される特定のイベントおよびそれらの集合の種類が、監視しようとする特定のアクテ
ィビティによって決まることを理解すべきである。
【００３９】
　さらに、行使ポリシーを規定する述語３７０が、エージェント・プロセス３００に送出
される。これら述語は、管理用コンソール１０２－５において入力される設定コマンドか
ら生じ、ディジタル・ガーディアン・サーバ１０４－２を介して送信される。
【００４０】
　ネットワークを完全に保護するために、一般的に、エージェント・プロセス３００は企
業のネットワークに接続されたすべてのデスクトップ１０２およびファイル・サーバ１０
４上に常駐する。アクティビティ・ジャーナル・・サーバ１０４とエージェント・プロセ
ス３００は、マイクロソフト社の「.NET」インフラやその他の安全なネットワーク・シス
テムのような安全なネットワーク・ベースのアプリケーションを介して通信できる。さら
に、管理用コンソール１０２－５によって、ディジタル・ガーディアン・サーバ１０４－
２に保存されたデータベースへのアクセスが可能であり、管理用コンソール１０２－５は
、特にリスク・コンプライアンス、フォレンジック報告、および同様の報告３１０をシス
テムの管理ユーザに提供するために使用される。
【００４１】
　ジャーナル・サーバ１０４－２は、一般に、安全な.NETフレームワークを有するウイン
ドウズ２０００サーバ（Windows（登録商標） 2000 Server）環境内で動作することがで
きる。さらに、ジャーナル・サーバ１０４－２は、レコードの保存および取り出しの機能
を提供するために、例えばマイクロソフトＳＱＬサーバ２０００（Microsoft SQL Server
 2000）などのデータベースへのアクセスを有している。当然ながら、ここに説明するプ
ロセスを、他の種類のオペレーティング・システム、サーバ・プラットフォーム、データ
ベース・システム、および安全なネットワーク環境上に実装できることを理解すべきであ
る。
【００４２】
　図３は、クライアント・エージェント３００をさらに詳しく示した図である。エージェ
ント３００の構成要素は、特に、１つ以上のセンサ５００、ファイル・フィルタ５２０、
イベント合体／集合５３０、イベント・バス５８０、１つ以上のポリシー述語５８５、ポ
リシー行使エンジン５９０、およびＩ／Ｏ要求パケット（ＩＲＰ）フィルタ５９５で構成
されている。さらに、エージェント・プロセス３００は、規則のリアル・タイム評価およ
び可能性を有する行使を設けてもよい点に、注目すべきである。
【００４３】
　エージェント３００は、好ましくはクライアントのオペレーティング・システム（ＯＳ
）においてカーネル・プロセスとして動作する。例えば、エージェント３００は、マイク
ロソフト社のウインドウズ２０００（Windows 2000）またはウインドウズＸＰ（Windows 
XP）のカーネル内で動作できる。エージェント３００の自律的な動作によって、たとえク
ライアント１０２がネットワーク１００から切り離されている場合でも、原子イベント３
５０の検出を行うことができる。このようなイベントはすべて、クライアント１０２が再
度接続されてディジタル・ガーディアン・サーバ１０４－２と通信できるようになったと
きに報告される。
【００４４】
　好ましい実施形態においては、悪意のあるユーザによって１つのサービスが停止させら
れた場合でも、他のサービスが別のプロセスを再開できるように、エージェント３００が
ウインドウズのもとで複数のサービスを実行する。さらに、このプロセスは、完全な保護
を保証するために、オペレーティング・システムのタスク・マネージャまたは同様のプロ
セスから隠されており、セーフモード起動手段においても機能することができる。
【００４５】
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　原子イベント・センサ５００は、主として入力／出力（Ｉ／Ｏ）ドライバに関連する動
作がＯＳカーネルにおいて捕捉されたときに、出力として原子イベントを報告する。した
がって、エージェント・プロセス３００は、エンドユーザには透過であり、改ざんされに
くい。捕捉は、例えば、割り込み可能カーネルのＩ／Ｏ要求パケット（ＩＲＰ）において
生じる。イベントは、また、ウインドウズ・サービスおよびカーネル・レベルのドライバ
によって提供されてもよい。
【００４６】
　センサ５００は、ファイル操作センサ５０２（ＣＤ／ＤＶＤ焼き付けセンサ５１０を含
む）、ネットワーク操作センサ５０４、印刷待ち行列センサ５０５、クリップボード・セ
ンサ５０６、アプリケーション・プログラミング・インターフェイス（ＡＰＩ）スパイ・
センサ５０８、およびプロセス・スパイ５０９のようなその他のセンサを有することがで
きる。
【００４７】
　イベントに集められるデータはイベントの種類によるが、以下に示すものも含むことが
できる。
　・アプリケーションの呼び出しの場合には、呼び出しプロセスの識別、実行可能な名前
、開始時間、終了時間、およびプロセス所有者
　・ログオンまたはログオフなどのユーザ操作の場合には、時刻およびユーザ識別子（Ｉ
Ｄ）
　・ファイル操作の場合には、元／先のファイル名、操作の種類（オープン、書き込み、
削除、名前の変更、ゴミ箱への移動）、装置の種類、最初および最後のアクセス時刻
　・ネットワーク操作の場合には、発信元／宛先のアドレス、ポートおよびホスト名、開
始／終了時刻のスタンプ、送信および受信したバイト数、入力および出力のデータ伝送時
間
　・ＣＤ－ＲＷの操作の場合には、ファイル名、開始／終了時刻および転送されたデータ
量
　・印刷操作の場合には、フルパスまたはファイル名、イベント開始時刻またはプリント
・ジョブ名、
　・クリップボード操作の場合には、宛先プロセスＩＤ、イベント開始時刻、関係するフ
ァイル名のフルパス
　・リムーバブル記憶媒体へのアクセスのようなその他の高レベルの操作の場合には、フ
ァイル名、装置ＩＤ、日時、転送されたバイト数、など
【００４８】
　承認されたファイル・フィルタ５２０は、システム・ファイルへの標準の呼び出しによ
って生成される多数の重要度の低いイベントを自動的にフィルタ処理するように動作する
。例えば、マイクロソフト・ウインドウズのアプリケーションの典型的な実行において、
多種多様な.EXEおよび.DLLオペレーティング・システム・ファイルが開かれて繰り返しア
クセスされるのがきわめて通常である。ジャーナル・サーバ１０４－２へのデータの流れ
を少なくするために、ファイル・フィルタ５２０が承認されたファイルのリスト５２２を
使用して、原子センサ・イベント（生のセンサ・イベント）５１０をフィルタ処理する。
【００４９】
　承認されたファイルのリスト５２２は、イベントに関連するファイル名のリストとして
実装される。しかしながら、好ましい実施形態においては、よく知られているＭＤ５アル
ゴリズムが各ファイル名に対するハッシュ・コードを生成するように使用される。次いで
、フィルタ処理プロセスの高速化のために、完全なファイル・ハンドルではなく、イベン
トに関連するファイル名のＭＤ５ハッシュ・コードが、承認されたリスト５２２と比較さ
れる。これより、承認されていないファイルに関するイベントのみが、合体工程５３０に
送られる。
【００５０】
　次の工程は、原子イベント５１０を集合させようと試みる原子イベント合体工程５３０
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である。合体工程５３０は、さらに、エージェント３００とディジタル・ガーディアン・
サーバ１０４の間において、単一のユーザ・アクションに対応した原子イベント５１０ま
たは関連する原子イベント５１０をフィルタ処理する。一般には、アプリケーションは、
ファイル全体を同時に読み出すのではなく、ファイルの小さいチャンクごとを何回にも分
けて読み出す。例えば、ユーザが2メガバイト（MB）の表計算ファイルを読み出すとする
。しかしながら、ＯＳは、所定のある時点においては、例えば一度に5または10キロバイ
ト（KB）など、実際にはこれよりもはるかに小さい表計算ファイルの一部分にしかアクセ
スしないであろう。このように、典型的なアクセスのパターンにおいては、ファイル・オ
ープンの原子イベントに続いて同一ファイルに対する複数回のリード（読み出し）の原子
イベントが見られる。このような一連の原子イベントが、同一スレッドＩＤおよび同一フ
ァイル・ハンドルで同一実効可能プロセスから見られた場合には、イベント合体工程５３
０は、単一の「ファイル・オープン」イベントのみをカウントする。好ましい実施形態に
おいては、通常分単位で測定する時間制限を超えた場合、生のレベルのイベント間に少な
くとも１つのイベントが報告されるように、イベント合体工程５３０に対応する時刻属性
が存在する。
【００５１】
　典型的な高レベル・イベント・パターンの包括的なリストが、図４Ａおよび図４Ｂに示
されている。例えば、好ましい実施形態においては、43種類のアクションが定義されてお
り、そのうちのいくつかは低レベル原子イベントであり、その他は高レベル集合イベント
である。所定のイベントは、おそらくはアクション種類５７１、レベル５７２、イベント
のカテゴリ５７３、イベント名５７４、イベント・テーブルＩＤ５７５、アクション詳細
５７６、アクション詳細値５７７、および判別式５７８を有するデータベース内のいくつ
かのフィールドで構成されている。
【００５２】
　イベント・カテゴリは、各イベント種類に対応する。例えば、イベント・カテゴリ「フ
ァイル（File）」において、イベント名は、ファイル・リード（ファイル読み出し（File
Read））、ファイル・ライト（ファイル書き込み（FileWrite））、ファイル・リライト
（ファイル書き換え（FileRewrite））、ファイル・コピー（FileCopy）、ファイル・リ
ネーム（ファイル名変更（FileRename））、ファイル・デリート（ファイル削除（FileDe
lete））、ファイル・ムーブ（ファイル移動（FileMove））、ファイル・リサイクル（フ
ァイル再利用（FileRecycle））、ファイル・リストア（ファイルの復活（FileRestor）
）を含む。同様に、ネットワークに関連するイベントは、ＴＣＰ／ＩＰの到着（TCPIPInb
ound）、ＴＣＰ／ＩＰの送出（TCPIPOutbound）、ＵＤＰの到着（UDPInbound）などであ
る。
【００５３】
　スコープ（scope）も、各イベント種類に対応する。スコープは、スレッド、プロセス
、ログイン、マシン、またはすべての種類のスコープのいずれかであるとして定義される
。例えば、「プロセス」スコープは、同一プロセス内の高レベル・イベントに統合される
イベントであるが、同一スレッドを実行する必要はない。「マシン」は、同一マシン上で
生じる２つのイベントの間で再起動が起きてもよいことを意味している。
【００５４】
　すべての高レベル・イベントに通常記録される属性は、アクションの種類、イベント・
カウント、バイト読み出しカウント、バイト書き込みカウント、イベント開始、イベント
終了、およびその他の生じうるアクションを含む。元および先は、当該イベントを実行し
た、ファイル、パス、プロセス、スレッド、およびアプリケーションの識別情報を含む多
数のその他の属性を保持する。
【００５５】
　その他の種類のシステム・イベントは、印刷（Print）イベント、ディスク書き込み（C
D）イベント、クリップボード（Clipboard）、ユーザ（User）およびマシン（Machine）
イベントを含む。最後に、低レベル・イベントとして、プロセス開始（ProcessStart）お
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よびプロセス終了（ProcessEnd）を含むプロセス・イベントがあってもよい。
【００５６】
　高レベル集合イベントは、低レベル・イベントの発生の組み合わせを検知することによ
って生成される。さらに詳しくは、高レベル集合イベント（アクション・タイプ２６～４
３）は、低レベル・イベント（アクション・タイプ１～２５）が特定の順序で見られた後
に確定される。例えば、アクション・タイプ２６は、「ファイル編集（FileEdited）」と
呼ばれる高レベル・イベントである。これは、ファイルが編集された際に確定される集合
イベントである。表が示すように、特定のプロセス、スレッド、およびファイルが特定の
ファイル・ハンドルに対して１つ以上の読み出しを実行し、続いて同一プロセス、スレッ
ドおよびファイル・ハンドルに書き込み操作が起こったことを高レベル・イベント集合プ
ロセス５７０が検出すると、このイベントは集合「ファイル編集」イベントとして確定さ
れる。
【００５７】
　集合イベントは、図５Ａ～図５Ｄにさらに詳しく定義されている。例えば、「ファイル
へのクリップボード（ClipboardToFile）」集合イベント５１０は、クリップボードのカ
ットまたはコピーに続いてファイルへのクリップボードのペーストが検出された際に確定
される。
【００５８】
　同様に、「ファイル焼き付け（BurnFile）」イベントは、ＣＤ書き込み（CDWrite）の
原子イベントに続いてファイル読み出し（FileRead）の原子イベントが検出されるもので
ある。このように、１つのファイル・ハンドルから一連のファイル読み出し（FileRead）
が検出され、同一プロセスで一連のＣＤ書き込み（CDWrite）イベントが続いた場合、ア
プリケーションはＣＤ－ＲＷにファイルを書き込むものと認識される。
【００５９】
　その他にも多数の集合イベントが可能であり、図５Ａ～図５Ｄのリストは、多数の可能
性のうちのいくつかを例示しようとするものにすぎない。
【００６０】
　イベント・バス５８０は、１つ以上の集合イベントを述語ルール５８５－１、…、５８
５－ｎに分配するように機能する。さらに、イベント・キャッシュ５８２が、述語５８５
で使用するために、特定の時間間隔の間に生じるイベントを共有してもよい。このように
して、ポリシー論理を実装するように機能する１つ以上の述語５８５にイベントが供給さ
れる。述語の一例として、ピア・トゥ・ピアのファイル転送アプリケーションによって送
信される「中程度」以上の機密度レベルを有するすべての文書を暗号化するように論理が
実装される。すなわち、述語５８５－ｎは、ファイルの機密度レベルをチェックしながら
、「ネットワークを開く（network open）」イベントおよびそれに続く「ハードディスク
・ドライブ読み出し（read hard disk drive）」イベントを検出するように構成されてい
る。すでに述べたとおり、述語５８５を実現するコードは、ユーザ１００のブート・プロ
セスの起動のように、通常はディジタル・ガーディアン・サーバ１０４－２からダウンロ
ードされる。
【００６１】
　複数イベント制御の述語５８５のその他の例は、特定のサーバで生成されたファイルが
当該マシンから取り出されることを防止するものである。これは、派生するすべてのファ
イルの名前の変更、コピーなどを監視するための追跡リストに当該ファイルを載せ、取り
出しのアクションが試みられたときに、これら派生する名前ならびにユーザが最初に元を
識別した場所を記録することを含む。
【００６２】
　述語５８５－ｎが有効になると、暗号化ポリシー行使エンジン５９０に通知が伝えられ
る。次いで、ポリシー行使エンジン５９０が、使用場所すなわちユーザ・カーネル内で所
望のポリシーを行使する処理を実行する。このような行使の手段の１つは、カーネルＩＲ
Ｐ制御によるものでもよい。すなわち、ＩＲＰ要求を生じさせるイベントをカーネルによ
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って捕捉し、ポリシー行使エンジン５９０によって調べてもよい。要求されたＩＲＰがさ
らなるアクションを必要としない場合、ポリシー行使エンジン５９０は、ＩＲＰフィルタ
５９５を通じて、要求されたアクションの通常どおりの手続きを許可する。
【００６３】
　一方、要求されたアクションが、ポリシーに従った暗号化を必要とする可能性がある場
合、ポリシー・エンジン５９０は、当該要求に関係するファイルへのアクセスを制御し、
あるいは当該要求に関係するファイルを暗号化さえもするように、追加の適切なアクショ
ンをとるであろう。
【００６４】
　図３に戻って、ポリシー行使エンジン５９０が、特定のアクションを実装してもよい。
要求されたアクセス自体がポリシー違反の可能性を有する場合、ポリシー・エンジン５９
０が、追加の適切なアクションをとるであろう。第１のアクションは、アクション６０１
のように、単にＯＳにＩＲＰを失敗させることでもよい。これより、ユーザおよび／また
はアプリケーションは、特定のオペレーティング・システム・サービスまたは当該要求に
関係のあるハードウェア・デバイスの障害として解釈する。
【００６５】
　しかしながら、その他の種類のアクションを行なうことが可能である。例えば、オペレ
ーティング・システムは、要求されたアクションがポリシーに違反する旨の通常の警告を
ユーザに対して生成してもよい。これは、警報アクション６０２のように、メッセージを
送信するが、要求の続行を許すことによって生じることができる。
【００６６】
　理由要求警報アクション６０３も同様であるが、さらにユーザに対して、ポリシー違反
の理由を明らかにする入力を行うように要求する。
【００６７】
　通知阻止アクション６０４では、要求がポリシーに違反しアクションが阻止されたこと
が、ユーザに知らされる。
【００６８】
　サーバ警告アクション６０５では、ユーザの識別子および関係するファイルなどのさら
なる情報を提供して、ポリシー違反が生じたことを示すためにジャーナル・サーバ１０４
－２に警告する。これらのアクションの詳細が、図６に示されている。例えば、企業のポ
リシーが、特定の企業アプリケーション７００から生じる指定された種類の印刷のみを許
可するものでもよい。このポリシーは、通知阻止アクション６０４－１に適切に実装され
る。次いで、アクション６０４－１が、許可されたポリシーから外れている印刷の要求を
阻止する。
【００６９】
　同様に、クリップボード・コピー阻止アクション６０４－２が、内部の企業アプリケー
ション７００で生じたクリップボード・コピー操作の防止を実行できる。
【００７０】
　ファイルをＵＳＢタイプの装置にコピーしようとした際にも、ユーザ１０２－１に警告
するファイル・コピー警報アクション６０２－１が実装される。この警報アクション６０
２－１は、ユーザにメッセージを送信するが、その後にコピーの要求の続行を許可するこ
とができる。
【００７１】
　さらに、ユーザがファイルをＣＤに焼き付けようと企てる際に、ビジネス目的であるこ
とを促すために、理由要求警報アクション６０３－１を実行するようにポリシーを実装し
てもよい。アクション６０３－１が、ユーザ１０２－１において通知ボックス６２２を表
示し、応答を求める。ボックスにポリシー違反の理由が記入されると、焼き付けの要求の
続行が許可される。
【００７２】
　インスタント・メッセージ（ＩＭ）ファイル転送を管理するために警告アクション６０
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５を実装してもよい。ここで、ポリシー違反が生じたことをユーザの識別子や関係するフ
ァイルなどの追加の情報を提供して示すために、ユーザにとって完全に透過な方法で、企
てられたアクティビティに関する情報をジャーナル・サーバ１０４－２に供給することが
できる。
【００７３】
　とられるアクションは、選択的に暗号化を実装するために、さらなる一連の処理を含ん
でもよい。図３の第１工程６１０に示されているように、アクションに関連するファイル
識別子の機密度が判断される。次の工程６１１において、要求されたアクションの種類が
判断される。指示された機密度のファイルを指示されたアクションに対して暗号化するよ
うにポリシーが指定している場合（例えば、機密度が「中程度」であるファイルをピア・
トゥ・ピア・ネットワーク接続を介して転送する場合は暗号化が必要である）、ステップ
６１２にて暗号化が適用される。
【００７４】
　暗号化を適用する方法は、本発明にとって重要ではない。例えば、文書を暗号化するた
めに、公開鍵基盤（ＰＫＩ）またはその他の公知の暗号化の仕組みを適用することができ
る。これは、必要とされるあらゆるディジタル署名、認証、および／または必要とされる
鍵の交換を実行するために、ポリシー・サーバ１０４と連関して動作するエージェント・
プロセス３００によって行なわれる。
【００７５】
　図７は、使用点において実装できる、考えられる暗号化ポリシーのいくつかを示す。例
えば、ファイルの機密度が「低」であり、アクションが「ファイル・コピー」である場合
、適用される暗号化ポリシー６２０は、当該ファイルがリムーバブルな（取り出し可能で
ある）ＣＤ－ＲＯＭ媒体にコピーされる場合であっても、暗号化を要求しなくてもよい。
一方、ファイルの機密度が「高」である場合には、ポリシー６２１が、行なわれようとす
るアクションのいかんにかかわらず、例えばアクションが低リスクのローカル・コピー・
アクションであったとしても、ファイルが暗号化されることを要求してもよい。ポリシー
６２２は、「ホットメール（Hotmail）」メッセージなど企業内メールではないメールに
添付されるすべてのファイルが機密度にかかわらず暗号化されるように、要求することが
できる。
【００７６】
　高い機密度のファイルについてのＵＳＢメモリ装置へのコピーのように、高リスクのア
クションは、一般には、ビジネス上の目的であることを促し、次いでファイルの暗号化を
要求するポリシー６２５を有する。さらに他のポリシー６２６は、ＩＭファイル転送に対
して、その機密度にかかわらずに常に暗号化を要求してもよい。
【００７７】
　このプロセスによって、組織の使用場所境界の外に移動された、保護されているあらゆ
るファイルは、暗号化された形態にある。これは、ディジタル資産の許可なき使用を防止
するという点、ならびに誤検知、すなわち権限あるユーザによるアクセスを誤って拒否す
ることを防止する点で、極めて重要である。
【００７８】
　図８に示す典型的な状況について検討する。企業が２つ以上の場所を有し、少なくとも
発信元の場所８００および宛先の場所８７０、８９０を含む。ポリシー・サーバ１０４－
１が、非武装地帯（ＤＭＺ）型の接続によって、企業のファイアウォール８２０を介して
接続されている。ポリシー・サーバ１０４－１は、特定の施設内の構内通信網に接続され
ているような、自身の各ドメイン内のファイルについて使用の境界の保護を担うとともに
、企業による使用において暗号化の仕組みの実装を担う。（しかしながら、ポリシー・サ
ーバ１０４と保護されるドメインとの間に一対一の対応が必要なわけではない。すなわち
、公知のＰＫＩネットワーク・プロトコルを使用する単一のマスタ・ポリシー・サーバ１
０４－１が２つ以上の場所を担当してもよいことを、理解すべきである）。
【００７９】
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　発信元の場所８００において、ユーザ１０２－１が、文書８１０について電子メールの
添付としてインターネット８５０を介して伝送するようなアクションをとることを要求す
る。発信元８００におけるエージェント３００－１がこの要求を捕捉し、ポリシー・サー
バ１０４－１によって指示されるとおり適用するポリシーを決定する。次いで、エージェ
ントは、電子メールによる送信を許可する前に、文書８１０に対して暗号化を選択的に適
用する。
【００８０】
　第１の例（図８には、詳しくは示されていない）においては、文書８１０の機密度が低
く、暗号化の対象とされていない。したがって、電子メールは通常どおりに処理されるこ
とが許可され、文書は意図された宛先の場所８７０および具体的には電子メールで指定さ
れたユーザ１０２－２に到着する。これより、宛先のエージェント３００－２によるさら
なる介在はなく、文書はともかく通常どおりユーザ１０２－２がアクセス可能である。
【００８１】
　企業の境界の外にある別の従業員のホーム・オフィスのような信用されていない場所８
９０に電子メールが宛てられる場合にも、同一の結果が生じる。添付の文書は、ともかく
通常どおりに、ポリシー・サーバ１０４－１の存在なく暗号化されずにユーザ１０２－３
に到着する。
【００８２】
　第２の例（シナリオ２）においては、文書８１０がより機密度の高いものであり、ポリ
シー・サーバ１０４－１はエージェント３００－１が文書８１０を暗号化することを要求
する。暗号化の後、信用されていない宛先８９０に文書８１０はインターネット上を移動
する。信用されていない送り先８９０には、当該企業において課されているＰＫＩまたは
その他の暗号化基盤へのアクセスが存在しないため、文書を復号化することはできない。
【００８３】
　一方、同じ暗号化された文書が、信頼された宛先８７０のユーザ１０２－２に送られた
場合の結果を検討する。まず電子メールがユーザ１０２－２のＯＳカーネルにおいて動作
しているエージェント３００－２によって捕捉される。エージェント３００－２は、例え
ば発信元８００においてエージェント３００－１によって暗号化されたときに文書に挿入
されたファイル・ヘッダ８１２を調べて、文書８１０が企業のポリシーに従って暗号化さ
れていることを認識する。対応するポリシー・サーバ１０４－１を介して使用されている
ＰＫＩまたは他の基盤にアクセスし、文書８１０を復号化することができて、ユーザ１０
２－２による使用が可能になる。
【００８４】
　暗号化された文書が信用されていない宛先８９０に送られた場合、いかに文書８１０を
取り扱うかを了解しているエージェント３００またはポリシー・サーバ１０４へのアクセ
スの可能性がなく、文書は暗号化されたままに保たれる。
【００８５】
　この仕組みが、誤検知の危険の大部分を除去することに注目すべきである。すなわち、
発信元８００におけるエージェント３００－１が恐らく必要がないのに文書８１０を暗号
化すると、ユーザ１０２－１および１０２－２のいずれもが文書が暗号化されたことを全
く知らずに、信用された宛先８７０におけるエージェント３００－２が当該文書を復号化
するため、全く被害はない。
【００８６】
　以上、本発明を、本発明の好ましい実施形態を参照しつつ詳しく示して説明したが、添
付の特許請求の範囲に包含される本発明の技術的範囲から外れることなく、形態や詳細に
おいてさまざまな変更が可能であることを、当業者であれば理解できるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】データ処理システムにおける従来からのセキュリティ境界、および本発明で実施
される暗号化ポリシー境界の使用点を示した図である。
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【図２】Digital Guardian（商標）サーバがいかにポリシー述語を提供するかを示した図
である（Digital Guardianは、マサチューセッツ州ウォルサムのVerdaSys,Inc.の商標で
ある）。
【図３】本発明をさらに詳細に示した処理流れ図である。
【図４Ａ】低レベルの原子イベントの一覧を示す表である。
【図４Ｂ】図４Ａの続きの表である。
【図５Ａ】高レベルの集合イベントを示す表である。
【図５Ｂ】図５Ａの続きの表である。
【図５Ｃ】図５Ｂの続きの表である。
【図５Ｄ】図５Ｃの続きの表である。
【図６】ポリシー行使の使用点を示す図である。
【図７】暗号化ポリシー行使の使用点を示す図である。
【図８】信用された宛先および信用されていない宛先のそれぞれにおいて文書がいかに扱
われるかを示す図である。

【図１】 【図２】
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【図５Ｄ】 【図６】
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