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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータデバイスのネットワーク管理における、ポリシーアドバイスドキュメント
を作成、配信、および実施するためと、ポリシーの順守を監視するためのシステムであっ
て、
　・管理インタフェースアプリケーションが実行される装置と、
　・コンピュータデバイスの状態に関する問い合わせを形式的に表現するための汎用言語
と、
　・問い合わせを前記ネットワークを通じて配信するためのプロトコルと、
　・中央データベースに連結されている中央サーバであって、
　　当該装置が、当該中央サーバにアクセスする当該管理インタフェースアプリケーショ
ンを実行し、
　　個々のコンピュータデバイスからの情報およびそれへの情報の中継を調整するための
当該中央サーバが、個々のコンピュータデバイスについての情報を記憶しかつ検索し、
　　かつ当該管理インタフェースアプリケーションを介してシステム管理者に情報を提供
し、
　　　分散型クライアントからの登録リクエストを処理する登録サーバと、
　　　個々のクライアントコンピュータからの関連するイベントの報告を処理し、かつ当
該報告を前記中央データベースに渡す報告サーバと、
　　　当該管理インタフェースアプリケーションが実行される装置からのアクションリク
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エストを受け取り、
　　　かつ当該アクションリクエストを個々の分散型クライアントに提示するアクション
サーバとを、
　　有する中央サーバと、
　・それぞれがネットワーク型コンピュータデバイス上で実行されている複数の分散型ク
ライアントと、
　を有するシステムにおいて、
　当該分散型クライアントの何れかが、アドバイスプロバイダサイトを参照し、新しいア
ドバイスドキュメントがあれば当該分散型クライアントのローカルのアドバイスドキュメ
ントと同期させるために複数のアドバイスプロバイダサイトから当該新しいアドバイスド
キュメントを取得し、かつ、
　当該管理インタフェースアプリケーションが、当該分散型クライアントからの報告をシ
ステム管理者に伝える、システム。
【請求項２】
　コンピュータデバイスのネットワーク管理における、ポリシーアドバイスドキュメント
を作成、配信、および実施するためと、ポリシーの順守を監視するための管理システムに
おけるコンピュータの分散型クライアントであって、
　　管理インターフェースアプリケーションが実行される装置が、中央データベースに連
結されている中央サーバにアクセスする当該管理インタフェースアプリケーションを実行
し、
　　個々のコンピュータデバイスからの情報およびそれへの情報の中継を調整するための
当該中央サーバが、個々のコンピュータデバイスについての情報を記憶しかつ検索し、
　　かつ当該管理インタフェースアプリケーションを介してシステム管理者に当該情報を
提供し、
　　当該中央サーバが、
　　　分散型クライアントからの登録リクエストを処理する登録サーバと、
　　　個々のクライアントコンピュータからの関連するイベントの報告を処理し、
　　　かつ当該報告を前記中央データベースに渡す報告サーバと、
　　　当該管理インタフェースアプリケーションが実行される装置からのアクションリク
エストを受け取り、かつ当該アクションリクエストを個々の分散型クライアントに提示す
るアクションサーバと、を有し、
　当該分散型クライアントは、
　・複数のアドバイスプロバイダサイトからアドバイスドキュメントを収集するための手
段と、
　・当該アドバイスドキュメントの当該分散型クライアントを実行するコンピュータに対
する関連性を判断するための手段と、
　・関連性イベントが発生したことを中央データベースに連結されている中央サーバに報
告するための手段と、
・当該中央サーバから当該アクションリクエストを収集する手段と、
　を有する、分散型クライアントにおいて、
　当該分散型クライアントが、アドバイスドキュメントを収集するための手段によって、
当該複数のアドバイスプロバイダサイトからアドバイスドキュメントを収集し、かつ、
　当該分散型クライアントが、関連性を判断するための当該手段によって、当該アドバイ
スドキュメントの関連性を判断し、かつ、
　当該分散型クライアントが、報告するための手段によって、関連するアドバイスドキュ
メントを報告することができる、
　コンピュータの分散型クライアント。
【請求項３】
　中央サーバから当該アクションリクエストを収集するための手段と、
　当該アクションリクエストを実行するための手段と、
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　をさらに有する請求項２のコンピュータの分散型クライアントであって、
　当該分散型クライアントが、収集するための当該手段によって、当該中央サーバから当
該アクションを検索し、かつ、
　実行するための当該手段を使用して、当該アクションを実行する、
　コンピュータの分散型クライアント。
【請求項４】
　当該アドバイスドキュメントのそれぞれが、
　・当該アドバイスドキュメントが関連するときを判断する基準を指定するための、形式
的な記述言語により書かれている関連性の句と、
　・当該アドバイスドキュメントを説明する説明的な情報を提供するためのメッセージと
、
　・解決策を提供するアクションリクエストと、
　を有する、請求項３のコンピュータの分散型クライアント。
【請求項５】
　当該アドバイスドキュメントが当該コンピュータに関連することが判断されたときにの
み当該アクションリクエストが適用される、請求項３のコンピュータの分散型クライアン
ト。
【請求項６】
　計算的に検証可能な条件が満たされているときに当該アクションリクエストが実行され
得るように、当該アクションリクエストを制約することができる、請求項３のコンピュー
タの分散型クライアント。
【請求項７】
　当該アクションリクエストが、管理インタフェースアプリケーションからデプロイされ
るときにデジタル署名される、請求項３のコンピュータの分散型クライアント。
【請求項８】
　当該アクションリクエストが、
　　特定のファイルの削除、移動、またはコピー、
　　登録エントリの設定または削除、
　　スクリプトコマンドの実行、
　　様々なDLLモジュールの削除、追加、またはコミット、
　　アドバイスドキュメントの削除、クローズ、または回復、
　　アドバイスプロバイダサイトのサブスクライブまたはアンサブスクライブ、
　　収集スケジュールの変更または即時収集の強制、および、
　　アドバイスドキュメントの関連性の即時評価の強制、
　を有するグループのいずれかである、請求項３のコンピュータの分散型クライアント。
【請求項９】
　コンピュータデバイスのネットワーク管理における、ポリシーアドバイスを作成、配信
、および実施するためと、ポリシーの順守を監視するための管理システムにおけるクライ
アントコンピュータであって、
　　中央データベースに連結され、個々のコンピュータからの情報および個々のコンピュ
ータへの情報の中継を調整するための中央サーバが、個々のコンピュータについての情報
を記憶しかつ検索し、かつ
　　当該中央サーバにアクセスするコンピュータ上で機能する管理インタフェースアプリ
ケーションを使用するシステム管理者に、当該情報を提供する中央サーバであって、
　　当該中央サーバが、
　　　クライアントコンピュータからの登録リクエストを処理する登録サーバと、
　　　個々のクライアントコンピュータからの関連するイベントの報告を処理し、かつ
　　　当該報告を前記中央データベースに渡す報告サーバと、
　　　前述の管理インタフェースアプリケーションを介して当該システム管理者からのア
クションリクエストを受け取り、かつ、当該アクションリクエストを個々のクライアント
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コンピュータに提示するアクションサーバと、
　を有し、
　当該クライアントコンピュータは、
　・複数のアドバイスプロバイダサイトからアドバイスドキュメントを収集するための手
段と、
　・当該アドバイスドキュメントの当該コンピュータに対する関連性を判断するための手
段と、
　・関連性イベントが発生したことを中央データベースに連結されている中央サーバに報
告するための手段と、
　当該中央サーバから当該アクションリクエストを収集する手段と、
　を有し、
　当該クライアントコンピュータが、アドバイスドキュメントを収集するための当該手段
によって、当該複数のアドバイスプロバイダサイトからアドバイスドキュメントを収集し
、かつ、
　当該クライアントコンピュータが、関連性を判断するための手段によって、当該アドバ
イスドキュメントの関連性を判断し、かつ、
　当該クライアントコンピュータが、報告するための手段によって、関連するアドバイス
ドキュメントを報告することができる、
　クライアントコンピュータ。
【請求項１０】
　中央サーバからアクションリクエストを収集するための手段と、
　当該アクションリクエストを実行するための手段と、
　をさらに有する請求項９のクライアントコンピュータであって、
　当該クライアントコンピュータが、収集するための当該手段によって、当該中央サーバ
から当該アクションを検索し、かつ、
　実行するための当該手段を使用して、当該アクションを実行する、
　クライアントコンピュータ。
【請求項１１】
　当該アドバイスドキュメントのそれぞれが、
　・当該アドバイスドキュメントが関連するときを判断する基準を指定するための、形式
的な記述言語により書かれている関連性の句と、
　・当該アドバイスドキュメントを説明する説明的な情報を提供するためのメッセージと
、
　・解決策を提供するアクションリクエストと、
　を有する、請求項１０のクライアントコンピュータ。
【請求項１２】
　当該アドバイスドキュメントが当該コンピュータに関連することが判断されたときにの
み、当該アクションリクエストが適用される、請求項１０のクライアントコンピュータ。
【請求項１３】
　計算的に検証可能な条件が満たされているときに当該アクションリクエストが実行され
得るように、当該アクションリクエストを制約することができる、請求項１０のクライア
ントコンピュータ。
【請求項１４】
　当該アクションリクエストが、管理インタフェースアプリケーションからデプロイされ
るときにデジタル署名される、請求項１０のクライアントコンピュータ。
【請求項１５】
　当該アクションリクエストが、
　　特定のファイルの削除、移動、またはコピー、
　　登録エントリの設定または削除、
　　スクリプトコマンドの実行、
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　　様々なDLLモジュールの削除、追加、またはコミット、
　　アドバイスドキュメントの削除、クローズ、または回復、
　　アドバイスプロバイダサイトのサブスクライブまたはアンサブスクライブ、
　　収集スケジュールの変更または即時収集の強制、および、
　　アドバイスドキュメントの関連性の即時評価の強制、
　　を有するグループのいずれかである、請求項１０のクライアントコンピュータ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワーク管理技術に関する。より詳細には、本発明は、コンピュータデ
バイスの大規模なネットワークの管理のための、ポリシーを発行、配信、および実施する
装置および方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　どこの企業の情報技術（IT）管理者も、自社の領域内の何十、何百、何千ものマシン上
のソフトウェアおよびハードウェアを管理するという困難な仕事に直面している。毎日の
ように多数の非互換性、パッチ、ポリシーアドバイスが発表されるため、この仕事は、単
なる取得・購入とインストールをはるかに超えるものである。企業内で使用されているハ
ードウェアおよびソフトウェア製品に関して、問題につながりうる状況すべてを単に認識
していることだけでも、専門職を超える仕事が要求される。また、ユーザの不満・苦情に
応じてこのような状況に対処するためには、さらに厄介な業務が加わる。このように、IT
管理者は、企業内にやがて起こりうる状況を予測し、その状況が大きな問題につながる前
に、その状況に対処するための計画を立てなくてはならない。このことから、IT管理者が
、特定のイントラネット内のハードウェアおよびソフトウェアのコンフィグレーションを
認識することと、その特定の企業に関連するポリシーアドバイス、更新、非互換性、およ
びパッチを追跡することと、それらのポリシーアドバイス、更新、およびパッチのうち企
業内の特定の機器に必要なものを適用することとを可能にする技術が、緊急に必要とされ
ている。
【０００３】
　Donohoらは、米国特許第6,256,664号の中で、コンピュータの集合および関連する通信
インフラストラクチャによって新しい通信プロセスを提供することを可能にする技術を開
示している。このプロセスでは、情報プロバイダは、情報の消費者の集団に情報をブロー
ドキャストすることができる。情報は、情報に対して正確に定義されたニーズを持つ消費
者を対象とすることができる。このような特定の消費者への対象化は、他の通信プロトコ
ルでは、アクセスできない情報に基づくことができる。なぜなら、例えば、他のプロトコ
ルでは、この対象化のためには受信者となりうる人それぞれが機密情報を暴露することが
必要であったり、または、別のプロトコルでは、この対象化のためには受信者となりうる
人それぞれが、消費者のコンピュータ、コンピュータの内容、およびローカル環境の詳細
な知識がある場合のみ利用可能なデータを使用しての広範な計算後に取得できる情報を暴
露することが必要であるためである。
【０００４】
　このプロセスは、最近のコンピュータの自動化された技術サポートなど、現代生活にお
ける様々な問題の効果的な解決を可能にする。技術サポートの用途においては、開示され
ている発明は、プロバイダが、消費者の大きな集団の中で、ハードウェア、ソフトウェア
、システム設定、データ、およびローカル環境の特定の組み合わせを持つ特定のコンピュ
ータに正確に到達し、それらのコンピュータのユーザに、そのような状況においてコンピ
ュータに影響することが既知である問題を訂正するための適切な対策を提供することを可
能にする。
【０００５】
　図1は、先行技術による、コンピュータによる関連性のメッセージングのための通信シ
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ステムを示す。ユーザは、自身のコンピュータ101上で実行されているアドバイス読み取
り器(advice reader)に、3つのアドバイスプロバイダサイト103～105をサブスクライブす
るように命令する。対応するアドバイスは、デジタルドキュメントの形式においてユーザ
のコンピュータに取り込まれ、コンピュータ内でアドバイス読み取り器が関連性について
アドバイスドキュメントを検査する。これらのデジタルドキュメントは、アドバイスドキ
ュメントと称される。インターネット102からコンピュータへの転送は、完全に一方向で
ある。ユーザのマシンに関する情報は、アドバイスプロバイダに戻されない。アドバイス
は、代表的には、次の3つの部分、すなわち、(1)アドバイスの関連性を判断するためにア
ドバイス読み取り器によって評価される、関連性の言語(relevance language)において書
かれている関連性の句(relevance clause)、(2)関連している条件と、そのアドバイス消
費者に関与する理由と、推奨されるアクションとについてアドバイスの消費者に説明する
説明情報を提供するためのメッセージ本体、(3)推奨されるアクションの自動実行をアド
バイス消費者が実施できるようにするアクションボタン、を有する。
【０００６】
　消費者の設定においては、コンピュータのユーザがプロセスの制御に関与して、何の問
題が存在するかを認識して措置を適用することは容認できるが、企業の設定においては、
コンピュータのエンドユーザによる管理処理が好まれないことがしばしばある。その代わ
りに、コンピュータは中央で管理され、システム管理者が、コンフィグレーションを有効
に維持することと、企業規模の問題を回避することの責務を負うことが多い。
【０００７】
　望まれていることは、コンピュータの大規模なネットワークにおける中央集中型アドバ
イス管理を提供することである。
【０００８】
　さらに望まれていることは、そのような技術によって、ネットワーク内のすべてのコン
ピュータの関連するアドバイスドキュメントを表示することと、提案されたアクションを
すべての関連するコンピュータに供給することのできる管理インタフェースが提供される
ことである。
【０００９】
　さらに望まれていることは、そのような管理インタフェースによって、システム管理者
が、アドバイスプロバイダサイトのサブスクリプションを管理することと、供給されたア
クションのステータスを監視することと、ネットワーク内のコンピュータのステータスを
監視することが可能になることである。
【００１０】
　さらに望まれていることは、そのような技術を、影響を受けうるマシン上の問題を修正
するために必要な管理タスクに、これらの問題が発生する前に自動的に適用できることで
ある。
【００１１】
【特許文献１】米国特許第6,256,664号
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　大規模ネットワークの中央集中型アドバイス管理のためのシステムおよび方法であって
、多数の分散型クライアントが、登録されたコンピュータ上で実行されており、当該分散
型クライアントが、アドバイスドキュメントを収集し、かつ、関連性を中央サーバに報告
する、方法が提供される。システム管理者は、関連するメッセージを管理インタフェース
を通じて閲覧することができ、かつ、提案されたアクションを分散型クライアントに供給
することができ、分散型クライアントにおいて、アクションが実行されてアドバイスドキ
ュメントの解決策が適用される。
【００１３】
　本発明の好ましい実施例においては、中央集中型アドバイス管理システムであって、複
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数の分散型クライアントと、中央サーバと、中央データベースと、管理インタフェースと
を含む、アドバイス管理システムが開示されている。分散型クライアントは、複数のアド
バイスプロバイダサイトからアドバイスドキュメントを収集し、かつ、アドバイスドキュ
メントの関連性を中央サーバに報告する。システム管理者は、関連するアドバイスドキュ
メントの詳細を閲覧することができ、かつ、提案されたアクションを、関連するコンピュ
ータの分散型クライアントに供給することができる。この分散型クライアントにおいては
、アクションが実行されて、アドバイスドキュメントによって提供される解決策が適用さ
れる。
【００１４】
　別の同等に好ましい実施例においては、中央集中型アドバイス管理システムであって、
複数の分散型クライアントと、ミラーサーバと、中央サーバと、中央データベースと、管
理インタフェースとを含む、中央集中型アドバイス管理システムが開示されている。
【００１５】
　別の同等に好ましい実施例においては、分散型クライアントを有する中央集中型アドバ
イス管理システムであって、前記分散型クライアントが、アドバイスドキュメントを収集
し、アドバイスドキュメントを認証し、アドバイスドキュメントの関連性を評価し、コン
ピュータを中央サーバに登録し、関連性を前記中央サーバに報告し、前記中央サーバから
のメッセージをリスン(listen)し、前記中央サーバから供給されたアクションを収集し、
かつ、供給されたアクションを実行する、などの機能を実行する様々な構成要素を有する
、中央集中型アドバイス管理システムが開示されている。
【００１６】
　別の同等に好ましい実施例においては、大規模なコンピュータネットワーク用の中央集
中型アドバイス管理を提供するための方法が開示されている。前記方法は、以下のステッ
プを有する。
・　前記コンピュータ上の前記分散型クライアントが、中央サーバに登録するステップ。
・　システム管理者が、登録されているコンピュータにアドバイスプロバイダサイトをサ
ブスクライブさせるステップ。
・　前記分散型クライアントが、サブスクライブされているアドバイスプロバイダサーバ
からアドバイスドキュメントを収集するステップ。
・　前記分散型クライアントが、関連性を前記中央サーバに報告するステップ。
・　前記システム管理者が、関連するアドバイスドキュメントを管理インタフェースを使
用して閲覧するステップ。
【００１７】
・　前記システム管理者が、前記アドバイスドキュメントによって提案されるアクション
を前記分散型クライアントに供給するステップ。
【００１８】
・　前記分散型クライアントが、前記供給されたアクションを実行して前記アドバイスド
キュメントの前記解決策を適用するステップ。
【００１９】
　前記方法は、前記分散型クライアントによるアドバイスプロバイダサイトのサブスクリ
プションを管理するステップ、をさらに有することができる。前記方法は、供給されたア
クションのステータスを監視するステップ、をさらに有することができる。これに代えて
、前記方法は、登録されているコンピュータのステータスを監視するステップ、をさらに
有することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
（中央集中型アドバイス管理システム）
　図2は、本発明の1つの好ましい実施例による、大規模なコンピュータネットワークにお
けるアドバイス管理システムを示すブロック図である。中央集中型アドバイス管理システ
ムは、複数の分散型クライアント201～203と、中央サーバ222と、中央データベース223と
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、管理インタフェース224とを有する。
【００２１】
　分散型クライアントは、このシステムのもとで管理されるすべてのマシンにインストー
ルされている。分散型クライアントのそれぞれは、複数のアドバイスプロバイダサイト21
1～213にインターネット221を通じてアクセスし、問題のある既知の条件を指定する一連
のアドバイスドキュメントを受信する。また、クライアントは、自身がインストールされ
ているコンピュータのコンフィグレーションとステータスを監視し、事前定義されている
条件のいずれかが発生しているかを確認し、そのような条件が起きているときには中央サ
ーバ222にメッセージを送る。分散型クライアントは、いくつかの定義済み対話に従って
中央サーバ222と定期的に通信し、分散型クライアントが実行する必要のある、コンピュ
ータを修正するアクションを指定するメッセージを、中央サーバ222から取得することが
できる。通常、分散型クライアントは、コンピュータのエンドユーザからの直接的な介入
なしに、独立して動作する。
【００２２】
　中央サーバ222は、Webサーバ、CGI-BINアプリケーション、データベースサーバなど、
互いに対話するアプリケーションの集合を有する。この中央サーバは、個々のコンピュー
タへの／からの情報の中継と、個々のコンピュータに関する情報の格納および検索と、シ
ステム管理者への情報の提示を調整する。通常、中央サーバの構成要素は、管理者からの
直接的な介入なしに独立して動作する。中規模の配備においては、このサーバのプロセス
は1基のサーバによってホストされる。大規模な配備においては、個別のサーバ上で実行
されるプロセスにこのサーバを分割する、またはいくつかの管理上のサブドメインにネッ
トワークを分けることが有用なことがある。
【００２３】
　中央データベース223は、個々のコンピュータに関するデータと、実際に監視されてい
るアドバイスドキュメントに関するデータと、履歴とアクションのステータスに関するデ
ータとを格納する。中央サーバの対話は、代表的には（MSDEまたはSQL Serverデータベー
スエンジンに基づく）標準的なMicrosoft製品であるこのデータベースに主に影響する。
【００２４】
　管理インタフェース224は、管理システムのうち普通の動作において唯一の目に見える
部分を構成するアプリケーションである。この管理インタフェースは、システム管理者に
、ネットワーク内のコンピュータのステータスの概要を示し、特定の問題または条件を示
しうるコンピュータがある場合にそのコンピュータを識別し、それらのコンピュータまた
はその一部に、状況を訂正するための措置を取るように命令する。管理インタフェース22
4は、中央サーバ222にネットワークアクセス可能な任意のマシン上で動作することができ
る。
【００２５】
　図3は、本発明の別の好ましい実施例による、大規模なコンピュータネットワークにお
けるアドバイス管理システムを示すブロック図である。このシステムは、複数の分散型ク
ライアント301～303と、ミラーサーバ304と、中央サーバ322と、中央データベース323と
、管理インタフェース324とを含む。
【００２６】
　分散型クライアントは、本発明のシステムのもとで管理されるすべてのマシンにインス
トールされている。分散型クライアント301～303のそれぞれは、ミラーサーバ304にアク
セスしてアドバイスメッセージを収集する。また、分散型クライアントは、自身がインス
トールされているコンピュータのコンフィグレーションとステータスを監視し、事前定義
されている条件のいずれかが発生しているかを確認し、そのような条件が起きているとき
に中央サーバ322にメッセージを送る。分散型クライアントは、いくつかの定義済み対話
に従って中央サーバ322と定期的に通信し、コンピュータを修正するために分散型クライ
アントが実行する必要のあるアクションを指定するメッセージを、中央サーバ322から取
得することができる。通常、分散型クライアントは、コンピュータのエンドユーザからの
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【００２７】
　ミラーサーバ304は、複数のアドバイスプロバイダサイト311～313からインターネット3
21を通じてアドバイスメッセージを収集し、問題のある既知の条件を指定する一連のアド
バイスドキュメントを受信する。
【００２８】
　中央サーバ322は、Webサーバ、CGI-BINアプリケーション、データベースサーバなど、
互いに対話するアプリケーションの集合である。中央サーバは、個々のコンピュータへの
／からの情報の中継と、個々のコンピュータに関する情報の格納および検索と、システム
管理者への情報の提示を調整する。
【００２９】
　中央データベース323は、個々のコンピュータに関するデータと、実際に監視されてい
るアドバイスドキュメントに関するデータと、履歴とアクションのステータスに関するデ
ータとを格納する。中央サーバの対話は、代表的には（MSDEまたはSQL Serverデータベー
スエンジンに基づく）標準的なMicrosoft製品であるこのデータベースに主に影響する。
【００３０】
　管理インタフェース324は、管理システムのうち普通の動作において唯一の目に見える
部分を構成するアプリケーションである。この管理インタフェースは、基本的には、シス
テム管理者にネットワーク内のコンピュータのステータスの概要を示し、特定の問題また
は条件を示しうるコンピュータがある場合にそのコンピュータを識別し、それらのコンピ
ュータまたはその一部に、状況を訂正するための措置を取るように命令する。
【００３１】
（分散型クライアント）
　分散型クライアントは、アドバイス管理システムのもとで管理されるすべてのマシンに
インストールされている。分散型クライアントは、アドバイスドキュメントを収集するこ
と、自身が実行されているマシンのコンフィグレーションを検討すること、いずれかのア
ドバイスドキュメントがそのコンピュータのコンフィグレーションに関連するかを判断す
ることの責務を負う。分散型クライアントは、関連性のステータスを中央サーバに伝え、
管理インタフェースから命令されたアクションを実行する。分散型クライアントは、その
能力と複雑さにも拘わらず、代表的には、例えば、約2 MBの小さなアプリケーションであ
り、管理対象のコンピュータには感知できない程度の負荷しかかからず、ネットワークリ
ソースをほとんど使用せず、安全かつ信頼性が高く、本質的に管理を必要としない（例：
実際にエンドユーザ側管理またはオンサイト管理が不要である）ことが意図されている。
【００３２】
　分散型クライアントは、本発明によるアドバイス管理システムにおいて8種類の機能を
持つ。これらの機能は、表1に要約されている。
(表１)　分散型クライアントの機能
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　図4は、本発明の別の好ましい実施例による分散型クライアント400の主な機能を示すブ
ロック図である。これらの機能には、アドバイスドキュメントの収集401、アドバイスド
キュメントの認証402、関連性の評価403、登録404、報告405、リスン406、アクションの
収集407、アクションの実行 408が含まれる。
【００３３】
アドバイスドキュメントの収集401
　システム管理者は、管理インタフェースを使用して、組織内のコンピュータに様々なア
ドバイスプロバイダサイトをサブスクライブさせる。これらのサイトに定期的に接続して
、自身のローカルのアドバイスコンテンツをサイトにおけるコンテンツと同期させること
は、分散型クライアントの仕事である。これを行うため、分散型クライアントは、各サイ
トのマストヘッドファイル(masthead file)を調べる。マストヘッドファイルは、コンピ
ュータ上の分散型クライアントがインストールされているフォルダ内に維持されている。
分散型クライアントは、このマストヘッドファイルから、コンテンツが置かれている場所
のURLを取り出す。次いで、HTTPコマンドを使用して、新しいアドバイスコンテンツがあ
れば取得する。
【００３４】
メッセージの認証402
　分散型クライアントは、アドバイスコンテンツの信憑性があるか、すなわち、アドバイ
スプロバイダサイトの真の所有者によってデジタル署名されているかを調べる。
【００３５】
関連性の評価403
　分散型クライアントは、アドバイスドキュメントを解析し、これらのアドバイスドキュ
メントの関連性を判断するためにはコンピュータのコンフィグレーションのどの側面を評
価する必要があるかを認識する。次いで、分散型クライアントは、コンピュータのコンフ
ィグレーションをスキャンして、実際のコンフィグレーションが関連性の句に一致するか
を判断する。ここで重要な点として、このスキャンは定期的に行われ、従って、システム
のコンフィグレーションが変化するにつれて関連性の評価の結果も変わる。
【００３６】
登録404
　分散型クライアントが実行されているコンピュータは、常にオンである、または常に1
つの場所に存在する、または常に1つの仮想LAN内に存在するように限定される必要はない
。このような動的な挙動に対応するため、この管理システムでは、分散型クライアントが
、実行中でありかつ通信できる状態のときに中央サーバに自身を認識させる必要がある。
このプロセスは、登録と称される。管理システムは、通信時に自身を識別するための一意
のコンピュータIDを分散型クライアントに割り当てる。
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【００３７】
報告405
　分散型クライアントは、いずれかのアドバイスが関連性を持つことを検出すると、関連
性該当イベントが起きたことを中央サーバに報告する。分散型クライアントは、関連性を
持つアドバイスと自身のコンピュータIDとを識別する。
【００３８】
リスン406
　分散型クライアントは、中央サーバから（デフォルトではポート6603に）送られるメッ
セージをリスンする。これらのメッセージは、登録プロセスからのコンピュータID、また
は、後述されるような「アクションの即時収集」要求など特定のプロセス要求を含むこと
ができる。
【００３９】
アクションの収集407
　関連性が該当したというイベントを示す情報を分散型クライアントから受信すると、シ
ステム管理者は、それに応答して、推薦されるアクションを管理インタフェースにおいて
確認する。管理者がこのアクションを伝達することを決定すると、アクション要求がアク
ションサイトに置かれる。分散型クライアントは、このアクションサイトから定期的にア
クション要求を収集し、場合によっては、中央サーバからの指示に応答して通常のスケジ
ュール外で要求を収集することもできる。
【００４０】
アクションの実行408
　認証されたアクション要求を受信すると、分散型クライアントは、要求されたアクショ
ンを実行する。
【００４１】
　留意すべき点として、分散型クライアントは、消費者の手順範囲を超えて、登録、報告
、リスン、および収集のアクションのステップを含む。これらのステップは、企業の設定
におけるシステム管理者の必要性と望みを反映したものである。
【００４２】
（管理インタフェース）
　図5は、本発明の別の好ましい実施例による管理インタフェース500の主な機能を示すブ
ロック図である。管理インタフェース500は、管理システムの目に見える構成要素であり
、システム管理者が企業全体のコンピュータを維持するために使用する。主な機能として
、サブスクリプションの管理501、アドバイスメッセージの表示502、アクションの供給50
3、アクションの監視504、およびコンピュータのステータスの監視505が含まれる。
【００４３】
サブスクリプションの管理501
　アドバイス管理システムは、企業の外のコンテンツプロバイダ、例えば、ハードウェア
またはソフトウェアの供給業者によって作成されたアドバイスコンテンツにアクセスし、
それをアドバイスプロバイダサイトから企業内に取り込む。
【００４４】
　アドバイス管理システムは、初期のセットアップ時に、いくつかの事前定義されている
サイトをサブスクライブすることができる。自動的にセットアップされるもの以外のアド
バイスプロバイダサイトにアクセスするためには、システム管理者は、それらのサイトの
サブスクリプションを開始する必要がある。
【００４５】
　アドバイスプロバイダサイトのサブスクリプションを開始するための方法は、現在2つ
ある。第一の方法は、企業内のコンピュータに適合する企業アドバイスプロバイダサイト
の推薦を、すでにサブスクライブされているサイトから配信されているアドバイスドキュ
メントを通じて提供することである。この場合、システム管理者は、アドバイスメッセー
ジ本体の中の適切なアクションリンクを単にダブルクリックすることによって、サブスク
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リプションを開始することができる。
【００４６】
　サブスクリプションを開始するための第二の方法では、より概念的な理解が必要である
。一般的には、サブスクリプションを開始するためには、アドバイスプロバイダサイトの
マストヘッドファイルが、目的のコンテンツプロバイダから取得されることと、そのファ
イルが管理インタフェースに適切に公開されることとが必要である。中央サーバのマスト
ヘッドファイルと同様に、アドバイスプロバイダサイトのマストヘッドファイルには、サ
ーバのURLとサイトの運用の頻度に関する情報が含まれており、このファイルはデジタル
署名される。しかしながら、このマストヘッドファイルは、中央サーバのマストヘッドフ
ァイルと異なり、企業によってではなくコンテンツプロバイダ組織によって署名される。
【００４７】
　システム管理者が、分散型クライアントに対してのコンテンツを提供するアドバイスプ
ロバイダサイトを認識しており、そのコンテンツを使用するように管理システムにサブス
クラブさせたい場合、システム管理者は、 Webブラウザによるダウンロードを通じてマス
トヘッドファイルを取得することができる。一般的には、よく知られているWebサイトま
たはコンテンツプロバイダのWebサイトには、マストヘッドファイルへのハイパーリンク
を含むWebページがある。このリンクをダブルクリックすることによって、Webブラウザを
実行しているコンピュータにマストヘッドファイルがサイトからダウンロードされる。
【００４８】
　この時点で、管理者は、管理インタフェースを使用してサブスクリプションを開始でき
る状態にある。次いで、管理者は、企業内のコンピュータのうち、アドバイスプロバイダ
サイトをサブスクライブすることを望むコンピュータを選択する。管理者は、すべての分
散型クライアント、またはマシンの特性に基づいて分散型クライアントの一部に、そのサ
イトをサブスクライブさせることができる。管理者は、分散型クライアントがアドバイス
プロバイダサイトを調べて新しいアドバイスドキュメントを収集する頻度を選択すること
ができる。この頻度は、代表的には毎日同期することであるが、他のオプションも利用可
能である。
【００４９】
　分散型クライアントによるアドバイスプロバイダサイトのサブスクリプションは、アド
バイスの収集頻度と共に、管理インタフェースを通じて修正することができる。サブスク
リプションが有用でない場合、システム管理者は、サブスクライブしているサイトのリス
トからそのアドバイスプロバイダサイトを削除することによって、そのサブスクリプショ
ンを取り消すこともできる。
【００５０】
アドバイスドキュメントの表示502
　アドバイスドキュメントがネットワーク上のどこかで関連性を持ったときには、これら
のメッセージに関する要約情報を管理インタフェースを使用して閲覧することができる。
要約情報は、(1) どちらもアドバイスの作成者によってアドバイスメッセージに割り当て
られている、アドバイス名と数字のアドバイスID、(2) アドバイスの発信元であるアドバ
イスプロバイダサイト、(3) そのメッセージが関連するネットワーク内のコンピュータの
数、を含むことができる。
【００５１】
　管理者は、管理インタフェースを使用してメッセージの詳細情報を見ることもでき、こ
の詳細情報は、代表的には、関連するコンピュータのリストと、英語による問題の説明と
、自動的な解決策を提供するアクションとを含んでいる。
【００５２】
アクションの供給503
　提案されたアクションを実施することを管理者が選択すると、アクションの供給に関す
るいくつかのオプションが与えられる。具体的には、アクションの対象、アクションメッ
セージ、アクションのスケジュール、および実行制御が含まれる。
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【００５３】
　アクションの対象は、アクションをデプロイするコンピュータを指定する。管理者は、
企業ネットワーク上のすべてのコンピュータ、またはすべての関連するコンピュータ、ま
たは手動で選択されるコンピュータに供給するように選択することができる。
【００５４】
　アクションメッセージでは、指定されたメッセージによってユーザを警告するためと、
メッセージの表示に関する特定の対話機能を提供するために、アクションが実行されると
きにアクティブなユーザが存在していることが必要である。ユーザは、提案されたアクシ
ョンの詳細を見ることができ、また、提案されたアクションを取り消すことができる。
【００５５】
　アクションのスケジュールでは、管理者は、供給されるアクションが対象のコンピュー
タ上で実行される日時を制御することができる。管理者は、有効期間を指定してそのアク
ションの存続期間に制限を課すこともできる。
【００５６】
　実行制御では、管理者は、実施後のアクションのステータス、アクションの再試行、お
よびアクション後の特定のタスクを制御することができる。
【００５７】
　管理者は、これらのオプションを指定した後、署名パスワードを入力してアクションを
デプロイする。
【００５８】
アクションの監視504
　アクションがスケジューリングされた後、中央サーバは、個々のコンピュータに対して
アクションが待機していることを、これらのコンピュータに伝えることを試みる。理想的
には、分散型クライアントがアクションサーバからアクション情報を収集して実行する。
実際には、伝えた時点においていくつかのコンピュータが電源オフにされていることがあ
り、いくつかのコンピュータは移動中であることがあり、従って、少なくともいくつかの
アクションがただちに実行されないことがある。
【００５９】
　管理インタフェースを使用して、供給されたアクションのステータスとして、保留中、
実行中、正常に完了、または失敗を確認することができる。また、管理者は、供給された
アクションの詳細情報として、アクションが供給されるときに自身が指定した様々なオプ
ションなどを閲覧することもできる。また、管理者は、以前に供給されたがまだ実行が完
了していないアクションを停止することもできる。
【００６０】
コンピュータのステータスの監視505
　アドバイス管理システムは、代表的には集団的な防止保守ツールとして配備されるが、
コンピュータのコンフィグレーション情報の分析および表示を可能にするいくつかの機能
も持つ。実際には、管理インタフェースは、管理者によってコンフィグレーションされた
非常に広い範囲の特性に関する問い合わせを、企業ネットワーク内のコンピュータに発行
し、選択された特性に関するリアルタイムの応答を、領域内のすべてのマシンから取得す
ることができる。管理者は、関連性の言語を使用して、マシン上のソフトウェアおよびハ
ードウェアの相当に幅広い特性を指定することのできる式を書くことができ、企業ネット
ワーク内のコンピュータに、それらの式を評価して結果の値を戻すように命令することが
できる。
【００６１】
　次の例は、コンピュータ特性「OS」が関連性の句によって実際に生成される様子を示す
。
　Name of operating system & " " &release of operating system &" " & build numbe
r of operating system as string
　この式は、この特性が、実際には、適切な関連性の式によって生成されかつスペースに



(14) JP 4504680 B2 2010.7.14

10

20

30

40

50

よって区切られている3つの情報文字列の連結であることを意味している。
【００６２】
　管理者は、新しい特性の名前を指定して適切な関連性の句を入力し、分散型クライアン
トそれぞれが定期的に評価される式を作成することによって、新しいコンピュータ特性が
中央データベースに追加されるように指定することができる。このことは非常に有用であ
ることがある。なぜなら、式は、ハードウェア特性のみならず、登録エントリと、さらに
はエンドユーザのコンピュータ上の特定のファイル内のデータにもアクセスすることがで
きるためである。
【００６３】
　新しい特性が追加された後、領域内の分散型クライアントは、対応する関連性の式の値
を自動的に計算し、それを中央データベースに戻す。
【００６４】
　管理インタフェースは、ネットワーク上のすべてのコンピュータのリストにアクセスす
ることができる。管理者は、特定のコンピュータそれぞれについて、検索された特性のほ
か、サブスクリプション、関連性、関連する履歴、またはアクションの情報を閲覧するこ
とができる。サブスクリプションの情報には、そのコンピュータがサブスクライブしてい
るアドバイスプロバイダサイトが含まれる。関連性情報には、そのコンピュータに現在関
連するアドバイスメッセージのリストが含まれる。関連する履歴の情報には、過去にその
コンピュータに関連性を持ったすべてのアドバイスメッセージのリストが含まれる。アク
ションの情報には、過去にそのコンピュータに供給されたすべてのアクションのリストが
含まれる。
【００６５】
　図6は、本発明の1つの実施例による、大規模なコンピュータネットワークの中央集中型
アドバイス管理を提供するための通信方法600を示すフローチャートである。この方法の
代表的な実施形態は、以下のステップを含む。
【００６６】
・　ステップ601：各コンピュータ上で実行されている分散型クライアントが、中央サー
バに登録する。
・　ステップ602：管理者が、管理インタフェースを使用して、コンピュータに複数のア
ドバイスプロバイダサイトをサブスクライブさせる。
・　ステップ603：各コンピュータ上で実行されている分散型クライアントが、アドバイ
スプロバイダサイトからアドバイスドキュメントを収集する。
・　ステップ604：各コンピュータ上で実行されている分散型クライアントが、関連する
アドバイスドキュメントを中央サーバに報告する。
・　ステップ605：管理者が、関連するメッセージの詳細を閲覧する。
・　ステップ606：管理者が、アドバイスに関連する分散型クライアントにアクションを
デプロイする。
・　ステップ607：アクションを受信した分散型クライアントが、そのアクションを実施
してアドバイスに従う。
【００６７】
　別の同等に好ましい実施例においては、この方法は、図6Aに示されているステップをさ
らに有する。
・　ステップ620：管理者が、各コンピュータに供給されたアクションのステータスを監
視する。
【００６８】
　別の同等に好ましい実施例においては、この方法は、図6Bに示されているステップをさ
らに有する。
・　ステップ640：管理者が、各コンピュータのステータスを監視する。
【００６９】
　別の同等に好ましい実施例においては、この方法は、図6Cに示されているステップをさ
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らに有する。
・　ステップ660：管理者が、ネットワーク内のコンピュータのそれぞれによるアドバイ
スプロバイダサイトのサブスクリプションを管理する。
【００７０】
（クライアント／サーバ通信）
　分散型クライアントと、アドバイスプロバイダサーバ、ミラーサーバ、登録サーバ、報
告サーバ、アクションサーバなどの様々なサーバの間の通信には、いくつかのモードがあ
る。
【００７１】
　アドバイスプロバイダサーバは、アドバイスプロバイダサイトのサブスクリプションを
提供するWebサーバである。これらは、企業ネットワークにローカルであるか、または、
外部Webへの直接的なアクセスが可能であるならばネットワークの外側でもよい。
【００７２】
　多くの企業においては、直接的なWebアクセスは利用できない。代わりに、プロキシサ
ーバが使用される。多くの場合には、プロキシは、パスワードレベルの認証を必要とする
。このような企業の場合、このシステムを具体化するためには、ミラーサーバをインスト
ールして実行することが必要である。このことは、帯域幅管理上の利点も提供する。
【００７３】
　登録サーバは、中央サーバの構成要素であり、分散型クライアントからの登録要求と、
中央サーバの他の構成要素からのサーバ／クライアント通信要求を処理する。
【００７４】
　報告サーバも、中央サーバの構成要素であり、個々のコンピュータからの関連性該当イ
ベントの報告を処理し、これらを中央データベースに渡す。
【００７５】
　アクションサーバも、中央サーバの構成要素であり、管理インタフェースからのアクシ
ョン要求を受信し、これらを個々の分散型クライアントに渡す。
【００７６】
　これらの構成要素は、本文書には個別に説明されているが、物理的には1つのマシン上
にホストされることがしばしばある。しかしながら、例えば、ミラーサーバ、報告サーバ
、およびアクションサーバがそれぞれ自身のサーバボックス上にあるように、システムを
容易に再構成できることは、念頭に置いておく価値がある。このようにシステムを分解で
きることは、ネットワーク帯域幅の使用と、一回の供給時にサポートされるコンピュータ
の数の両方に関してのスケーラビリティにとって重要な特徴となることがあり、また、管
理上の分割にとっても有用となりうる。
【００７７】
　アドバイスプロバイダサイトのURLについては、分散型クライアントは、そのインスト
ールフォルダ内に置かれているマストヘッドファイルの中を調べる。それ以外のすべての
サーバには、レジストリ内に置かれている中央サーバのマストヘッドファイル内に記録さ
れているURLを通じてアクセスされる。これらのマストヘッドファイルは、すべて、管理
インタフェースの制御下にある。
【００７８】
　分散型クライアントとこれらのサーバの間の通信のモードとして、アドバイス収集トラ
フィック、登録トラフィック、報告トラフィック、およびアクショントラフィックがあげ
られる。
【００７９】
　ミラー化が使用できないときには、分散型クライアントは、HTTPを使用して各アドバイ
スプロバイダサーバに直接アクセスする。ミラー化では、最初に、サイトにおいて利用可
能なコンテンツを分散型クライアントに伝えるディレクトリリストが要求される。分散型
クライアントは、すべての新しいコンテンツを要求し、アドバイスプロバイダサーバは、
要求されたコンテンツすべてを含む1つのアドバイスダイジェストを送る。このようなメ
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ッセージの代表的なサイズは、 1つのアドバイスあたりわずかに約2キロバイトである。
【００８０】
　ミラー化が使用可能であるときには、分散型クライアントは、HTTPを使用してミラーサ
ーバに直接アクセスし、インターネットを通じての（仮想的な）直接アクセスによって特
定のアドバイスプロバイダサイトから配信されているであろうコンテンツを要求する。ミ
ラーサーバがLAN内部である場合、これにより、インターネットアクセスの料金が節約さ
れ、セキュリティが向上する。コンピュータがパスワード認証なしではインターネットに
直接アクセスすることが許可されないネットワークにおいては、ミラー化を使用可能にす
る必要がある。
【００８１】
　分散型クライアントは、HTTPを使用して、分散型クライアントの前のコンピュータIDと
補足情報とを登録サーバに送る。分散型クライアントは、自身の前のコンピュータIDと補
足情報をHTTPを介して登録サーバに送る。登録サーバは、分散型クライアントの新しいコ
ンピュータIDと補足情報とを示す UDPメッセージを分散型クライアントに（デフォルトで
はポート6603に）送ることによって応答する。
【００８２】
　分散型クライアントは、単純なテキストファイルをHTTP POST操作を使用して報告サー
バに送る。このテキストファイルには、前の関連性の評価以降のそのコンピュータ上の関
連性のステータスの変化すべてのリストが、平明な形式において含まれている。
【００８３】
　分散型クライアントは、コンピュータIDを含むHTTP要求を使用して、アドバイスプロバ
イダサーバから自身に明示的にアドレス指定されているアクション要求を収集する。
【００８４】
　クライアント／サーバのトラフィックはURLを介して導かれるため、任意またはすべて
のHTTP要求がHTTPS要求となるように再構成する、または、 HTTP要求がデフォルトのポー
ト80および81以外のポート番号を使用するようにURLを再構成することが可能である。
【００８５】
　このシステムにおいては、分散型クライアントが、通信のほとんどを開始させる。分散
型クライアントは、マストヘッドファイル内のパラメータによって制御されるスケジュー
ルを維持する。例えば、アドバイスプロバイダサイトのマストヘッドファイルには、その
サイトに対する収集の推奨される頻度が含まれ、中央サーバのマストヘッドファイルには
、登録とアクションの収集の推奨される頻度が含まれる。
【００８６】
　しかしながら、例外がある。中央サーバは、ただちにアクションを収集するように、ま
たはただちにアドバイスドキュメントを収集するように分散型クライアントに伝えるUDP
メッセージを、報告サーバを介して特定の分散型クライアントに送ることができる。さら
に、管理インタフェースによって、システム管理者は、アドバイスプロバイダサイトのサ
イト発行者のサブスクリプションポリシーを無効にして、例えば、収集の頻度を増加また
は減少させる、あるいは、収集が一日のうちの特定の時刻のみに行われるように制約する
ことができる。
【００８７】
　ネットワーク接続が存在しない場合には、分散型クライアントは、単に評価ループをも
う一度実行し、そのコンピュータ上の現在のアドバイスプールの中で、関連性を持つアド
バイスメッセージがないかを調べる。そのループの最後において、いずれかのアドバイス
ドキュメントがその時点において関連する場合には、分散型クライアントは、関連性を報
告サーバに伝えることを試みる。
【００８８】
（メッセージの認証）
　管理システムは、デジタル暗号技術に基づく安全な公開鍵インフラストラクチャ（PKI
）署名メカニズムを使用して、特定のメッセージを認証する。実際には、PKI技術は、ア
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ドバイスコンテンツとアクションコンテンツの両方の整合性を保護するように配備される
。
【００８９】
　サイト作成者は、アドバイスプロバイダサイトから分散型クライアントへの通信にデジ
タル署名する。この署名は、システム管理者が分散型クライアントにそのサイトをサブス
クライブさせたときにその分散型クライアントのインストールフォルダ内に置かれたサイ
トのマストヘッドファイルに一致しなくてはならない。
【００９０】
　アクションサーバは、すべてのメッセージにデジタル署名する。従って、分散型クライ
アント側で署名の確認が失敗した場合、そのメッセージは無視および破棄される。この署
名は、分散型クライアントがインストールされたときにWindows（登録商標）レジストリ
に置かれたアクションサイトのマストヘッドファイルに一致しなくてはならない。
【００９１】
　中央サーバから分散型クライアントにアクション要求を伝達するためには、管理インタ
フェースを運用する人が、署名パスワードを入力しなければならない。この必要条件は、
権限のないユーザが管理インタフェースを使用して不適切なアクションを伝達することを
防止するために設計されている。
【００９２】
　PKIと署名パスワードが果たす役割は重要であるため、公開鍵／秘密鍵の対とパスワー
ドとを保護し、これらは特定の信用できる人にのみ知らせることが非常に重要である。
【００９３】
（アクションの機能）
　分散型クライアントは、管理インタフェースのオペレータの要求時にコンピュータ上で
アクションを実行する。これらのアクションは、コンピュータがサブスクライブしている
アドバイスプロバイダサイトを変更するなどのプロセス管理の問題、または、中央サーバ
のクロックに一致するようにコンピュータ上のクロックを変更するなどのシステム管理上
のタスクに対処することができ、また、これらのアクションでは、ファイルのダウンロー
ドとインストールを行うことができる。このようなアクションは、アクションスリプティ
ング言語により指定され、この言語では、以下にあげるコンピュータに影響するアクショ
ンを指定することができる。
・　ファイル（Files）：特定のファイルの削除、移動、またはコピー
・　登録（Registry）：レジストリエントリの設定または削除
・　コマンド（Commands）：DOSコマンド、またはVisual Basicコマンド、またはJava（
登録商標）Scriptコマンドの実行
・　DLL（DLLs）：様々なDLLモジュールの削除、追加、またはコミット
【００９４】
　プロセスの管理を提供するアクションも指定することができる。
・　アドバイス操作（Advice Ops）：アドバイスメッセージの削除、クローズ、または回
復
・　サイト操作（Site Ops）：アドバイスプロバイダサイトのサブスクライブまたはアン
サブスクライブ
・　収集操作（Gather Ops）：収集スケジュールの変更、または即時収集の強制
・　評価（Evaluation）：アドバイスドキュメントの関連性の即時評価の強制
【００９５】
　スクリプティング言語として、この言語には、条件付き実行を可能にするフロー制御機
能が含まれる。
Continue if {condition}：条件が真である場合に続行する。
Pause while {condition}:条件が偽になるまで続行しない。
【００９６】
　アクションスクリプティング言語は、分散型クライアントがユーザと対話することを可



(18) JP 4504680 B2 2010.7.14

10

20

30

40

50

能にする様々なユーザインタフェースツールをさらに提供する。例えば、browsetoは、指
定されたURLにおいてブラウザウィンドウを開く。アドバイス管理システムの多くの実施
例においては、システム管理者は、ユーザがプロセスに関与することを望まないが、特に
、特定の属性を持つコンピュータを正確に指定することができるという理由により、この
ような関与が有用である状況が容易に想像される。
【００９７】
　さらに、アクションが、実行を考慮されている瞬間において依然として関連している場
合にのみ特定のコンピュータ上で適用されるように、アクションを関連性に基づかせるこ
とができる。これにより、問題を修正するためのアクション要求が受信された時点におい
て、マシン上にもはや存在していない問題を修正するという問題が回避される。
【００９８】
　アクションが一日のうちの特定の時刻（ローカル時刻）に特定のコンピュータのみに適
用されるように、アクションをスケジュールすることができる。これにより、「夜」とい
うタイムゾーンの定義に関係なく、夜に全員が帰宅した後にアクションを実行することが
可能になる。
【００９９】
　簡潔に言うと、分散型クライアントは、詳細なスケジューリング条件が適用されかつ関
連性の存続が考慮される強力な一連のアクションを提供する。
【０１００】
（ネットワークトラフィックの考慮）
　上述されている実施例は、応答性の高い軽量のクライアント／サーバプロセスとなるよ
うに設計されており、ネットワークの状態を最大1分単位でシステム管理者に表示し、そ
れと同時に、ホストコンピュータのパフォーマンスを高く、かつネットワークトラフィッ
クを低く維持する。これがどのように達成されるかを理解するためには、以下の要因を考
慮する必要がある。
【０１０１】
　第一に、アドバイス管理システムは、コンピュータの状態の変化にのみ反応する。すべ
ての処理は、現在の関連性が以前の評価ループにおける関連性とどのように違うかのみを
報告することを目的とする。毎日発生する関連性該当イベントは非常に少ないため、ほと
んどの時間、分散型クライアントはサーバに何も報告しない。実際には、一日の中で関連
性該当イベントがない場合、唯一の対話は、登録と、毎時のアクションの収集と、サブス
クライブされているサイトあたり1つまたは2つのアドバイスの収集であろう。その日の登
録とアクションの収集に関連付けられる総ネットワークトラフィックは、わずか数キロバ
イトである。
【０１０２】
　第二に、アドバイス収集プロセスも、同様にアドバイスプロバイダサイトの状態の変化
のみに反応し、従って、すべての処理は、以前に分散型クライアントによってダウンロー
ドされていない新しいアドバイスドキュメントのみを報告することを目的とする。一日新
しいメッセージがない場合、その日のアドバイスの収集に関連付けられる総ネットワーク
トラフィックは、わずかに数キロバイトである。
【０１０３】
　第三に、説明されている方法においては、オーバーヘッド、すなわち対処する必要のあ
る問題がないときの総帯域幅消費量は絶対的な最小量であり、コンピュータが断続的なダ
イヤルアップ接続によって動作する場合でさえも無視できる程度である。
【０１０４】
　第四に、上述されている方法は、対処する問題があるときにも同様に効率的である。個
々のメッセージは非常にコンパクトであり、アドバイスメッセージは代表的にはサイズが
2キロバイト未満であり、登録要求は200バイト未満、登録応答は400バイト未満、関連性
報告は2キロバイト未満である。さらに、アドバイスプロバイダサーバにおいては、標準
的なテキスト圧縮アルゴリズムとクライアント側の取り込み手順の両方など、可能な部分
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にデータ圧縮が使用されている。
【０１０５】
　第五に、ネットワーク帯域幅の何割かの節約が相当な利益につながる大規模組織におい
ては、各分散型クライアントがパブリックインターネットにアクセスしてすべてのコンテ
ンツをインターネットを通じてダウンロードする必要性を回避するため、追加の労力・コ
ストをかけてミラー化を使用することは価値があろう。
【０１０６】
　要約すると、ほとんどの企業環境においては、上述されている方法による分散型クライ
アントあたりの帯域幅使用量は、電子メール、Web閲覧、Webベースのデータ入力などのプ
ロセスのための既存の帯域幅使用量と比較して、無視できる。
【０１０７】
（セキュリティの考慮）
　分散型クライアントは、ファイルの削除と更新など、自身が実行されているコンピュー
タのコンフィグレーションを変更することができるため、そのセキュリティを考慮しなく
てはならない。
【０１０８】
　分散型クライアントは、報告サーバにのみ報告し、アクションサーバからのアクション
要求のみを受理する。これらのサーバを指定しているURLを改竄することは容易ではない
。なぜなら、これらのURLは、デジタル署名されて本質的に耐偽造性であるマストヘッド
ファイル内に含まれているためである。さらに、これらのサーバからのコンテンツはデジ
タル署名されており、従って、これも本質的に耐偽造性である。これらの要因は、IPスプ
ーフィング攻撃またはDNS スプーフィング攻撃が恐らくは有効でないことを示唆している
。ファイアウォールおよび他のセキュリティ対策を備えた企業ネットワークは、恐らくは
さらにずっと安全である。
【０１０９】
　必要ないと考えられるが、分散型クライアントと中央サーバの間の通信プロセスのセキ
ュリティを高めることは、本文書には概略のみを示す、いくつかのよく知られた予防策に
よって可能である。本発明は、2つの方策を包含する。
【０１１０】
　第一の方策は、パブリックアクセスを閉じることである。これにより、分散型クライア
ントとパブリックインターネットの間の直接的な対話が防止される。システム管理者には
、次のようないくつかの選択肢がある。システム管理者は、個々の分散型クライアントが
パブリックインターネットにアクセスする必要がないように、ミラーサーバを運用するこ
とができる。これに代えて、システム管理者は、広く知られていないポート番号がURLに
よって使用されるように、中央サーバのマストヘッドファイルとアドバイスプロバイダサ
イトのマストヘッドファイルの中のURLを書き直すことができ、または、新たに割り当て
られた一連の分散型クライアントのポート番号に対応するファイアウォールポートを遮断
することができる。
【０１１１】
　第二の方策は、安全なパブリックアクセスである。この方策では、パブリックインター
ネットを使用することができるが、インターネットを通じて配信されるドキュメントの信
憑性のみならず、実際の接続の秘匿性と安全性を保証することによって、アクセスをより
安全にすることができる。システム管理者は、 HTTPではなくHTTPSを使用するように中央
サーバのマストヘッドファイル内のURLを書き直すことができる。その場合、分散型クラ
イアントと中央サーバの間のすべてのトランザクションがデジタル的に暗号化され、従っ
て、最近の電子商取引のトランザクションが保護されているのと同じ方法において保護さ
れる。
【０１１２】
　本発明は、本文書においては好ましい実施例を参照しながら説明されているが、当業者
には、本文書に記載されている用途を、本発明の精神および範囲から逸脱することなく、
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別の用途に置き換えることができることが容易に理解されるであろう。
【０１１３】
　従って、本発明は、添付されている請求項によって限定されるのみである。
【図面の簡単な説明】
【０１１４】
【図１】コンピュータによる関連性のメッセージングのための通信システムを示すブロッ
ク線図である。
【図２】本発明による、大規模なコンピュータネットワークにおける代表的なアドバイス
管理システムを示すブロック図である。
【図３】本発明による、大規模なネットワークにおける別のアドバイス管理システムを示
すブロック図である。
【図４】本発明による分散型クライアントの主な機能を示すブロック図である。
【図５】本発明による管理インタフェースの主な機能を示すブロック図である。
【図６】本発明による中央集中型アドバイス管理を提供するための方法600を示すフロー
チャートである。
【図６Ａ】本発明による方法600の追加ステップを示すフローチャートである。
【図６Ｂ】本発明による方法600の別のステップを示すフローチャートである。
【図６Ｃ】本発明による方法600の別のステップを示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１１５】
101　ユーザのコンピュータ
102　インターネット
103～105　アドバイスプロバイダサイト
201～203　分散型クライアント
211～213　アドバイスプロバイダサイト
221　インターネット
222　中央サーバ
223　中央データベース
224　管理インタフェース
301～303　分散型クライアント
304　ミラーサーバ
311～313　アドバイスプロバイダサイト
321　インターネット
322　中央サーバ
323　中央データベース
324　管理インタフェース
400　分散型クライアント
401　アドバイスドキュメントの収集
402　アドバイスドキュメントの認証
403　関連性の評価
404　登録
405　報告
406　リスン
407　アクションの収集
408　アクションの実行
500　管理インタフェース
501　サブスクリプションの管理
502　アドバイスメッセージの表示
503　アクションの供給
504　アクションの監視
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