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(57)【要約】
【課題】シームレスなシングルサインオン（ＳＳＯ）ア
ーキテクチャを提供する。
【解決手段】ユーザへのシームレスな認証サービスを可
能にするために、統合されたフレームワークと、複数の
認証方法を管理するためのプロトコル層インターフェー
スとが使用される。ＵＥは、サービスプロバイダと通信
して、サービスにアクセスするように構成されたユーザ
アプリケーションと、複数のネットワークアシスト型認
証モジュールとを備える。各ネットワークアシスト型認
証モジュールは、異なるネットワークアシスト型認証プ
ロトコルに対応する。ＵＥは、ＵＥのユーザを、ＵＥお
よび／またはネットワークにおいてユーザアシスト型認
証情報に基づいて認証するように、および、ネットワー
クアシスト型認証モジュールのうちの１つを、もう１つ
のポリシーに基づいて選択するように構成された、ＳＳ
Ｏサブシステムをさらに備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器（ＵＥ）であって、
　サービスプロバイダと通信して、サービスにアクセスするように構成されたアプリケー
ションと、
　複数のネットワークアシスト型認証モジュールであって、各ネットワークアシスト型認
証モジュールは、異なるネットワークアシスト型認証プロトコルに対応し、前記複数のネ
ットワークアシスト型認証モジュールの１または複数は、前記サービスプロバイダとネッ
トワークアシスト型認証を行って、前記サービスにアクセスするように構成される、複数
のネットワークアシスト型認証モジュールと、
　　ユーザ認証が前記ネットワークアシスト型認証から分離しているように前記ＵＥのユ
ーザの前記ユーザ認証を行い、
　　前記サービスプロバイダと前記ネットワークアシスト型認証を行うために前記複数の
ネットワークアシスト型認証モジュールのうちの１つのネットワークアシスト型認証モジ
ュールを選択し、前記ネットワークアシスト型認証モジュールは、１または複数のポリシ
ーに基づいて選択され、
　　前記ユーザのアイデンティティに関連付けられたクレデンシャルを使用して前記ユー
ザ認証を行い、
　　前記選択されたネットワークアシスト型認証モジュールを使用して前記ネットワーク
アシスト型認証を行い、
　　鮮度ポリシーに基づいて前記ユーザ認証を前記ネットワークアシスト型認証と結びつ
ける
　ように構成されたシングルサインオン（ＳＳＯ）サブシステムと
　を備えたＵＥ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のＳＳＯ技術のためのＳＳＯフレームワークに関する。
【背景技術】
【０００２】
　関連出願の相互参照
　本出願は、それらの内容が参照によりそれらの全体として本明細書に組み込まれる、20
11年4月28日に出願された米国特許仮出願第61/480,137号明細書、および、2011年10月17
日に出願された米国特許仮出願第61/548,156号明細書の権利を主張する。
【０００３】
　モバイルユーザセキュリティ要件は、インターネットサービスへのスマートフォンアク
セスの使用が増大しつつあるために、増大している。例えば、バンキングサービス、エン
ターテインメントイベントのための自動券売サービスなどは、完全性、機密性保護、およ
びユーザ認証を必要とする。そのような要件は、ユーザ名、ＰＩＮ、およびパスワードの
形態で、認証の負担をユーザに直接かける。しかし、それぞれについて別々の、ユーザに
より提供されたクレデンシャルを有する多数のアカウントを所有することは、ユーザに、
例えばクレデンシャル疲労の点で過度の認証負担をかける。ユーザが、思い出すことが容
易であるクレデンシャルを使用することによって、または、２つ以上のドメインにわたっ
て同じクレデンシャルを再使用することによって、このプロセスを簡略化しようと試みた
場合、そのユーザは、セキュリティ脆弱性を生み出す。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】3rd Generation Partnership Project (3GPP) Technical Specificatio
n (TS) number 33.220 (release 10)
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【非特許文献２】3GPP Technical Report (TR) number 33.924 (release 9)
【非特許文献３】3GPP TR 33.914 (release 11)
【非特許文献４】Alcatel-Lucent pCR S3-100757 in 3GPP SA3
【非特許文献５】http://code.google.com/intl/de-DE/apis/identitytoolkit/vl/openid
.html
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明では、ユーザにとって柔軟および／またはシームレスな体験を可能にする、総合
的なシングルサインオン（ＳＳＯ）アーキテクチャを提供する。すなわち、統合されたユ
ーザインターフェースを通して、モバイルユーザのための複数の認証方法を管理するため
の、統合されたフレームワークと、異なる認証プロトコルのためのプロトコル層インター
フェースとを開示する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この概要は、詳細な説明において以下でさらに説明される様々な概念を、簡略化された
形態で導入するために提供される。この概要は、特許請求の範囲に記載された主題の主要
な特徴または必須の特徴を識別するものでも、特許請求の範囲に記載された主題の範囲を
限定するために使用されるものでもない。
【０００７】
　本明細書で開示されるものは、統合されたユーザインターフェースを通して、モバイル
ユーザのための複数の認証方法を管理するための、統合されたフレームワークと、異なる
認証プロトコルのためのプロトコル層インターフェースとである。統合されたフレームワ
ークとプロトコル層は共に、エンドユーザへのシームレスな認証サービスを可能にする。
さらに、複数のサービスプロバイダをサポートする複数のアクセスドメインを含む実施形
態もまた開示される。
【０００８】
　本明細書で説明される実施形態は、ユーザにとって柔軟および／またはシームレスな体
験を可能にする、総合的なシングルサインオン（ＳＳＯ）アーキテクチャを提供する。ユ
ーザ認証インターフェースは、ユーザ／アプリケーションエンティティ（例えば、ブラウ
ザまたは非ブラウザアプリケーション）とＳＳＯサブシステムとの間の境界として働く。
例示的実施形態では、ＳＳＯサブシステムは、移動体通信事業者（ＭＮＯ）によって制御
される。ＳＳＯサブシステムは、例えば、バイオメトリクス、パスワード、ＰＩＮ、およ
び／または他のユーザクレデンシャル入力など、様々なユーザ多要素クレデンシャル入力
をサポートする。ユーザ認証インターフェースはまた、変化する認証強度レベルをも提供
する。ネットワーク認証インターフェースは、ＳＳＯサブシステムと、単一の構造フレー
ムワーク内にいくつかのＳＳＯ機構を収容することを可能にする数々のネットワークアシ
スト型認証技術またはプロトコルモジュールとの間の境界として働く。機能的構造は、例
えば、ＯｐｅｎＩＤリライングパーティ（relying parties）などサービスプロバイダと
認証しながら、ネットワークアシスト型認証（例えば、ＳＳＯネットワークアシスト型認
証）からのユーザアシスト型認証の分離を実現する。
【０００９】
　例示的実施形態では、ユーザ機器（ＵＥ）は、サービスプロバイダと通信して、サービ
スにアクセスするように構成された、ユーザアプリケーションを具える。ＵＥは、複数の
ネットワークアシスト型認証モジュールをさらに具える。各ネットワークアシスト型認証
モジュールは、異なるネットワークアシスト型認証プロトコルに対応する。例えば、ネッ
トワークアシスト型認証モジュールは、サービスプロバイダとネットワークアシスト型認
証を行って、サービスにアクセスするように構成される。ＵＥは、ＵＥのユーザを、ＵＥ
および／またはネットワークにおいてユーザアシスト型認証情報に基づいて認証するよう
に構成された、シングルサインオン（ＳＳＯ）サブシステムをさらに具える。ＳＳＯサブ
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システムは、サービスプロバイダとネットワークアシスト型認証を行うために複数のネッ
トワークアシスト型認証モジュールのうちのネットワークアシスト型認証モジュールを選
択するようにさらに動作する。ＳＳＯサブシステムは、ユーザアシスト型認証を行い、ネ
ットワークアシスト型認証モジュールを、もう１つのポリシーに基づいて選択するように
さらに構成される。別の例示的実施形態では、ＵＥは、サービスプロバイダの１または複
数のデータフィールドを検出する。データフィールドを検出することに応答して、ＵＥの
サプリカントは、データフィールドを、対応する認証データを用いて自動的にポピュレー
トする。
【００１０】
　本明細書で説明されるシステム、方法、および手段の他の特徴は、以下の詳細な説明お
よび添付の図面において提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１Ａ】１または複数の開示された実施形態が実施される、例示的な通信システムのシ
ステム図である。
【図１Ｂ】図１Ａに示された通信システム内で使用される、例示的な無線送信／受信ユニ
ット（ＷＴＲＵ）のシステム図である。
【図１Ｃ】図１Ａに示された通信システム内で使用される、例示的な無線アクセスネット
ワークおよび例示的なコアネットワークのシステム図である。
【図２】複数のＳＳＯ技術の使用のためのアーキテクチャのフレームワークの例示的実施
形態を示す図である。
【図３Ａ】ＳＳＯフレームワークアーキテクチャのためのプロトコルフローの例示的実施
形態を示す図である。
【図３Ｂ】ＳＳＯフレームワークアーキテクチャのためのプロトコルフローの例示的実施
形態を示す図である。
【図４】複数のＳＳＯプロトコルの使用のためのアーキテクチャのフレームワークの別の
例示的実施形態を示す図である。
【図５】例示的実施形態による、ＧＢＡインターワーキングを使用する例示的ＳＳＯサブ
システムのブロック図である。
【図６】複数のＳＳＯプロトコルの使用を容易にするためのダウンロード可能コンポーネ
ントを具える、アーキテクチャのフレームワークの例示的実施形態を示す図である。
【図７】インターフェースコンポーネントをもつＳＳＯシステムの例示的実施形態のブロ
ック図を示す図である。
【図８】サプリカントを用いた、ＳＳＯフレームワークアーキテクチャのためのプロトコ
ルフローの例示的実施形態を示す図である。
【図９】ローカルアサーションエンティティ（local assertion entity）（ＬＡＥ）を用
いた、ＳＳＯフレームワークアーキテクチャのためのプロトコルフローの例示的実施形態
を示す図である。
【図１０】統合されたＯＰを用いた、ＳＳＯフレームワークアーキテクチャのためのプロ
トコルフローの例示的実施形態を示す図である。
【図１１】プリフェッチングを用いた、ＳＳＯフレームワークアーキテクチャのためのプ
ロトコルフローの例示的実施形態を示す図である。
【図１２】サービスプロバイダにおいて記憶されたＪａｖａ（登録商標）アプレットを用
いた、ＳＳＯフレームワークアーキテクチャのためのプロトコルフローの例示的実施形態
を示す図である。
【図１３】キャッシュされたＪａｖａアプレットを用いた、ＳＳＯフレームワークアーキ
テクチャのためのプロトコルフローの例示的実施形態を示す図である。
【図１４】オンザフライプロビジョニングを用いた、ＳＳＯフレームワークアーキテクチ
ャのためのプロトコルフローの例示的実施形態を示す図である。
【図１５】統合されたツールキットを用いた、ＳＳＯフレームワークアーキテクチャのた
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めのプロトコルフローの例示的実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　例えば、モバイルユーザなどのユーザは、クレデンシャルのプロビジョニングにおける
ユーザ対話が最小限に抑えられ、さらには完全に解消される、インターネットサービスに
アクセスするための使用可能なセキュリティおよび／またはシームレスな手段を望む。例
示的実施形態では、シングルサインオン（ＳＳＯ）アイデンティティ管理（ＩｄＭ）は、
様々な特徴をもつＳＳＯ実装形態を提供するための手段を含み、それによって、所望のサ
ービスへのアクセスのためにユーザアシスト型認証およびネットワークアシスト型認証を
可能にしながら、ユーザにはそのような使いやすさが与えられる。ユーザアシスト型認証
は、ユーザからの入力が使用される認証を指す。そのようなユーザ入力は、半自動化され
（例えば、ブラウザにおいて記憶され）、またはユーザによって入力される。例えば、ユ
ーザアシスト型認証は、ユーザが知っているパラメータ（例えば、ユーザ名、パスワード
）、および／または、ユーザの特徴（例えば、動的署名、虹彩スキャン、指紋、または他
のバイオメトリック測定）に基づく。ネットワークアシスト型認証は、ユーザが所有する
エンティティ（例えば、暗号鍵とプロトコルとを具えるＵＩＣＣ）に基づく、ユーザ認証
を指す。例えば、ネットワークアシスト型認証は、ネットワークアクセスのためにネット
ワークオペレータによって提供されるファンクション（例えば、汎用ブートストラッピン
グアーキテクチャ（ＧＢＡ）プロトコル）の再使用による、ユーザのＳＳＯ認証を指す。
例えば、ＧＢＡは、セルラネットワークおよび／またはＩＭＳへのアクセスを提供する、
（例えば、ＵＩＣＣにおける）秘密鍵およびプロトコルの再使用に基づくＳＳＯ認証を生
成する。各ユーザアシスト型認証入力およびネットワークアシスト型認証入力は、認証フ
ァクタと呼ばれる。ＳＳＯ実装形態の様々な特徴は、例えば、シームレスな認証ファクタ
を用いたＳＳＯ、単一のクレデンシャルセットを用いたＳＳＯ、および完全なＳＳＯを含
む。シームレスな認証ファクタを用いたＳＳＯは、成功したユーザアシスト型認証後、自
動的に（例えば、ユーザ対話なしに）進行する、ネットワークアシスト型ユーザ認証を指
す。単一のクレデンシャルセットを用いたＳＳＯは、ユーザが（例えば、ユーザアシスト
型認証のための）単一のセットのクレデンシャルを使用して、複数のサービスプロバイダ
と認証する、実装形態を指す。例示的実施形態では、単一のセットのクレデンシャルは、
ユーザが異なるサービスプロバイダにアクセスするたびに提供される。完全なＳＳＯ実装
形態を使用する例示的実施形態では、ユーザは、サービスプロバイダへのアクセスのため
に認証され、続いて、再び認証するように促されることなく、他のサービスプロバイダへ
のアクセスを得る。例えば、完全なＳＳＯ実装形態は、シームレスな認証ファクタを用い
たＳＳＯを含む。
【００１３】
　本明細書で説明されるものは、統合されたユーザインターフェースを通して、モバイル
ユーザのための１または複数の認証方法を管理するための、統合されたフレームワークと
、異なる認証プロトコルのためのプロトコル層インターフェースとである。統合されたフ
レームワークとプロトコル層は共に、エンドユーザに対するシームレスな認証サービスを
可能にする。さらに、複数のサービスプロバイダをサポートする複数のアクセスドメイン
を含む実施形態もまた説明される。
【００１４】
　本明細書で説明される実施形態は、ユーザにとって柔軟および／またはシームレスな体
験を可能にする、総合的なＳＳＯアーキテクチャを提供する。ユーザ認証インターフェー
スは、ユーザ／アプリケーションエンティティ（例えば、ブラウザまたは非ブラウザアプ
リケーション）とＳＳＯサブシステムとの間の境界として働く。例示的実施形態では、Ｓ
ＳＯサブシステムは、移動体通信事業者（ＭＮＯ）によって制御される。ＳＳＯサブシス
テムは、例えば、バイオメトリクス、パスワード、ＰＩＮ、および／または他のユーザク
レデンシャル入力など、様々なユーザ多要素クレデンシャル入力をサポートする。ユーザ
認証インターフェースはまた、変化する認証強度レベルをも提供する。ネットワーク認証
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インターフェースは、ＳＳＯサブシステムと、単一の構造フレームワーク内にいくつかの
ＳＳＯ機構を収容することを可能にする数々のネットワークアシスト型認証技術またはプ
ロトコルモジュールとの間の、境界として働く。機能的構造は、ネットワークアシスト型
認証（例えば、ＳＳＯネットワークアシスト型認証）からのユーザアシスト型認証の分離
を実現する。
【００１５】
　ＳＳＯサブシステムは、ユーザクレデンシャルの記憶および／または処理を提供し、そ
こで、そのような記憶は、信頼されたコンピューティング環境（例えば、ＵＩＣＣ、スマ
ートカード、または他の安全な信頼された環境）上であるか、またはそこから離れており
、複数のセキュリティレベルを提供する。信頼されたコンピューティング環境上に含まれ
た記憶は、ユーザクレデンシャルの再使用をサポートする。ＳＳＯサブシステムは、実施
するべきセキュリティレベルを決定すること、および、使用するべきＳＳＯプロトコルを
判断することにおいて、外部利害関係者（例えば、ＭＮＯ）のファンクションおよび／ま
たはポリシーを実行することにおいて、プロキシとして働く。実装形態の観点から、安全
な信頼された環境（例えば、ＵＩＣＣ、スマートカード、または他の安全な信頼された環
境）上に、またはそれから離れて位置するための、いかなるＳＳＯファンクションの間引
きもない。
【００１６】
　例示的実装形態は、別々の、隔離されたＳＳＯクライアントを提供する。例示的実施形
態では、各ＳＳＯクライアントは、異なるサービスプロバイダに、しかし、同じプロバイ
ダによって同時に提供された複数の利用可能な接続プロトコルおよび／またはサービスの
、ポリシーベースの管理を可能にする方法でサービスする。
【００１７】
　別の例示的実装形態は、多数のローカルアサーションエンティティ（ＬＡＥ）を可能に
する。ＬＡＥは、ＵＥ上に配置された機能的エンティティを指す。例えば、ＬＡＥは、ユ
ーザアイデンティティおよび／または認証についての信頼されたアサーションをリモート
エンティティに提供する。例示的実施形態では、ローカルＯＰは、ＯｐｅｎＩＤアサーシ
ョンをＲＰに提供するためのＬＡＥのインスタンス化を指す。各ＬＡＥは、ＵＩＣＣ上で
アクセス技術固有のドメインにおいて実装され、それぞれは、１つの隔離されたドメイン
専用にされる。同じアクセス技術が異なるＬＡＥ間で多重化され、または、異なるアクセ
ス技術がＬＡＥによって同時に使用される。実装形態に応じて、ＬＡＥとＳＳＯクライア
ントとの間の関係は１対１であり、または、そこで、１つのＳＳＯクライアントが複数の
ＬＡＥを制御し、またはそれら複数のＬＡＥによってサービスされる。
【００１８】
　本明細書で説明される実施形態は、無線デバイスにおける認証プロトコルの実行を容易
にする。例えば、サプリカントは、例えば、リライングパーティ（ＲＰ）またはＯｐｅｎ
ＩＤアイデンティティプロバイダサーバ（ＯＰ）など、無線デバイスおよびネットワーク
エンティティのためのＯｐｅｎＩＤ認証プロセスの実行を容易にするために使用される。
例示的実施形態によれば、サプリカントは、Ｊａｖａ（登録商標）アプレットとして実装
される。サプリカントは、ＯｐｅｎＩＤ認証などの認証方式のために使用されるべき、非
ブラウザアプリケーションまたはブラウザアプリケーションによってネイティブにサポー
トされない、ネットワークアシスト型認証機構を可能にする。例えば、サプリカントは、
シングルサインオン（ＳＳＯ）サブシステムとインターフェースし、ＳＳＯサブシステム
は次に、ＧＢＡ、ＡＫＡ、ＳＩＰダイジェスト、およびＥＡＰ－ＳＩＭなど、ネットワー
クアシスト型認証プロトコルにインターフェースする。例えば、スマートフォンプラット
フォームなど、モバイルデバイス上で利用可能な、広範囲のプラットフォームプロセッサ
アーキテクチャ、オペレーティングシステム、およびソフトウェアが与えられると、サプ
リカントは、ネットワーク認証インターフェースを、ＳＳＯ認証ファンクションを実行す
るＳＳＯサブシステムに提供する。サプリカントは、例えば、アプリケーションおよび／
またはブラウザが、ネットワークおよび／またはアクセス層認証モジュール（例えば、Ｇ
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ＢＡモジュール、ＵＩＣＣ）と共に相互動作しながら、自動化されたおよび／またはシー
ムレスな認証を容易にすることを、可能にする。ＲＰおよび／またはＯＰからサプリカン
ト部分をダウンロードすることによって、例えば、サプリカントは、ＯｐｅｎＩＤ認証プ
ロトコル中にシームレスにデバイス固有のソフトウェアを提供する。
【００１９】
　本明細書で説明される実施形態は、ＯｐｅｎＩＤなど、連携型認証プロトコルと共に機
能し、また、例えば、ＬＡＥと共に機能する。例えば、ＯｐｅｎＩＤは、ネットワークア
シスト型認証にバインドされる。本明細書で説明される実施形態は、ブラウザおよび／ま
たは非ブラウザアプリケーションがどのようにアクセス層（例えば、ＵＩＣＣ／非ＵＩＣ
Ｃ）ネットワークアシスト型認証機構と通信するかを決定するために使用される。例えば
、サプリカントおよびＳＳＯサブシステムは、ブラウザおよび／または非ブラウザアプリ
ケーションと、ネットワークアシスト型認証機構とを用いた、自動化および／またはシー
ムレスな動作を提供する。サプリカントは、統合されたインターフェースをＳＳＯサブシ
ステムに提示し、様々な認証プロトコル（例えば、ＧＢＡ、ＡＫＡ、ＥＡＰ－ＳＩＭ）の
ために、ユーザに代わって、自動化された、および／またはシームレスな認証を行う。例
えば、署名されたＪａｖａアプレットなど、ダウンロード可能なアプリケーションまたは
コンポーネントが、（例えば、ＲＰおよび／またはＯＰから）ダウンロードされ、異なる
非アプリケーション層および／またはアクセス層認証プロトコルと共に作動する。コンポ
ーネントは、ＳＳＯサブシステムと、およびブラウザ／アプリケーションと、一定の方法
でインターフェースする。
【００２０】
　図１Ａは、１または複数の開示された実施形態が実装される、例示的な通信システム１
００の図である。通信システム１００は、音声、データ、ビデオ、メッセージング、ブロ
ードキャスト、その他など、コンテンツを複数の無線ユーザに提供する、多重アクセスシ
ステムである。通信システム１００は、無線帯域幅を含むシステムリソースの共有を通し
て、複数の無線ユーザがそのようなコンテンツにアクセスすることを可能にする。例えば
、通信システム１００は、符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）、時分割多重アクセス（Ｔ
ＤＭＡ）、周波数分割多重アクセス（ＦＤＭＡ）、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）、シング
ルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）など、１または複数のチャネルアクセス方法を採
用する。
【００２１】
　図１Ａに示されるように、通信システム１００は、無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ
）１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄ、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）１０
４、コアネットワーク１０６、公衆交換電話ネットワーク（ＰＳＴＮ）１０８、インター
ネット１１０、および他のネットワーク１１２を含むが、開示された実施形態が任意の数
のＷＴＲＵ、基地局、ネットワーク、および／またはネットワーク要素を企図することが
理解される。ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのそれぞれは、無線環境
内で動作および／または通信するように構成された任意のタイプのデバイスである。例と
して、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄは、無線信号を送信および／ま
たは受信するように構成され、ユーザ機器（ＵＥ）、移動局、固定またはモバイル加入者
ユニット、ページャ、携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、スマートフォン、ラップトッ
プ、ネットブック、パーソナルコンピュータ、無線センサ、家庭用電化製品などを含む。
【００２２】
　通信システム１００はまた、基地局１１４ａおよび基地局１１４ｂをも含む。基地局１
１４ａ、１１４ｂのそれぞれは、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのう
ちの少なくとも１つと無線でインターフェースして、コアネットワーク１０６、インター
ネット１１０、および／またはネットワーク１１２など、１または複数の通信ネットワー
クへのアクセスを容易にするように構成された、任意のタイプのデバイスである。例とし
て、基地局１１４ａ、１１４ｂは、トランシーバ基地局（ＢＴＳ）、ノード－Ｂ、ｅノー
ドＢ、ホームノードＢ、ホームｅノードＢ、サイトコントローラ、アクセスポイント（Ａ
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Ｐ）、無線ルータなどである。基地局１１４ａ、１１４ｂは、それぞれ単一の要素として
示されるが、基地局１１４ａ、１１４ｂが任意の数の相互接続された基地局および／また
はネットワーク要素を含むことが理解される。
【００２３】
　基地局１１４ａは、ＲＡＮ１０４の一部であり、それはまた、基地局コントローラ（Ｂ
ＳＣ）、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）、中継ノード、その他など、他の基地
局および／またはネットワーク要素（図示せず）をも含む。基地局１１４ａおよび／また
は基地局１１４ｂは、特定の地理的領域内で無線信号を送信および／または受信するよう
に構成され、その地理的領域は、セル（図示せず）と呼ばれる。セルは、セルセクタにさ
らに分割される。例えば、基地局１１４ａに関連付けられたセルは、３つのセクタに分割
される。したがって、一実施形態では、基地局１１４ａは３つのトランシーバを、すなわ
ち、セルのセクタごとに１つずつ含む。別の実施形態では、基地局１１４ａは、多入力多
出力（ＭＩＭＯ）技術を採用し、したがって、セルのセクタごとに複数のトランシーバを
利用する。
【００２４】
　基地局１１４ａ、１１４ｂは、エアインターフェース１１６を介して、ＷＴＲＵ１０２
ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのうちの１または複数と通信し、エアインターフェー
ス１１６は、任意の好適な無線通信リンク（例えば、無線周波数（ＲＦ）、マイクロ波、
赤外線（ＩＲ）、紫外線（ＵＶ）、可視光線、その他）である。エアインターフェース１
１６は、任意の好適な無線アクセス技術（ＲＡＴ）を使用して確立される。
【００２５】
　より詳細には、上記で述べられたように、通信システム１００は、多重アクセスシステ
ムであり、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡなど、１または
複数のチャネルアクセス方式を採用する。例えば、ＲＡＮ１０４における基地局１１４ａ
、および、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは、ユニバーサル移動通信システム（
ＵＭＴＳ）地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）など、無線技術を実装し、それは、広帯域ＣＤ
ＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））を使用して、エアインターフェース１１６を確立する。
ＷＣＤＭＡは、高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ）および／または発展型ＨＳＰＡ（ＨＳ
ＰＡ＋）など、通信プロトコルを含む。ＨＳＰＡは、高速ダウンリンクパケットアクセス
（ＨＳＤＰＡ）および／または高速アップリンクパケットアクセス（ＨＳＵＰＡ）を含む
。
【００２６】
　別の実施形態では、基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは、
発展型ＵＭＴＳ地上無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）など、無線技術を実装し、それは、ロ
ングタームエボリューション（ＬＴＥ）および／またはＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ
）を使用して、エアインターフェース１１６を確立する。
【００２７】
　他の実施形態では、基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは、
ＩＥＥＥ８０２．１６（すなわち、ワールドワイドインターオペラビリティフォーマイク
ロウェーブアクセス（ＷｉＭＡＸ））、ＣＤＭＡ２０００、ＣＤＭＡ２０００　１Ｘ、Ｃ
ＤＭＡ２０００　ＥＶ－ＤＯ、暫定標準２０００（ＩＳ－２０００）、暫定標準９５（Ｉ
Ｓ－９５）、暫定標準８５６（ＩＳ－８５６）、グローバルシステムフォーモバイルコミ
ュニケーションズ（ＧＳＭ（登録商標））、ＧＳＭ進化型高速データレート（ＥＤＧＥ）
、ＧＳＭ　ＥＤＧＥ（ＧＥＲＡＮ）など、無線技術を実装する。
【００２８】
　図１Ａにおける基地局１１４ｂは、例えば、無線ルータ、ホームノードＢ、ホームｅノ
ードＢ、またはアクセスポイントであり、職場、家庭、車両、キャンパスなど、局所的な
エリア内の無線接続性を容易にするための任意の好適なＲＡＴを利用する。一実施形態で
は、基地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、ＩＥＥＥ８０２．１１など、
無線技術を実装して、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を確立する。別の実
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施形態では、基地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、ＩＥＥＥ８０２．１
５など、無線技術を実装して、無線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）を確立す
る。さらに別の実施形態では、基地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、セ
ルラベースのＲＡＴ（例えば、ＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００、ＧＳＭ、ＬＴＥ、ＬＴＥ
－Ａ、その他）を利用して、ピコセルまたはフェムトセルを確立する。図１Ａに示される
ように、基地局１１４ｂは、インターネット１１０への直接接続を有する。したがって、
基地局１１４ｂは、コアネットワーク１０６を介してインターネット１１０にアクセスす
ることが必要とされない。
【００２９】
　ＲＡＮ１０４は、コアネットワーク１０６と通信しており、それは、音声、データ、ア
プリケーション、および／またはボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）
サービスを、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのうちの１または複数に
提供するように構成された、任意のタイプのネットワークである。例えば、コアネットワ
ーク１０６は、呼制御、課金サービス、モバイルロケーションベースのサービス、プリペ
イド通話、インターネット接続性、ビデオ配信、その他を提供し、および／または、ユー
ザ認証など、高レベルのセキュリティファンクションを行う。図１Ａに図示されないが、
ＲＡＮ１０４および／またはコアネットワーク１０６は、ＲＡＮ１０４と同じＲＡＴまた
は異なるＲＡＴを採用する他のＲＡＮと、直接的または間接的に通信していることが理解
される。例えば、Ｅ－ＵＴＲＡ無線技術を利用中である、ＲＡＮ１０４に接続されること
に加えて、コアネットワーク１０６はまた、ＧＳＭ無線技術を採用する別のＲＡＮ（図示
せず）とも通信している。
【００３０】
　コアネットワーク１０６はまた、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄが
ＰＳＴＮ１０８、インターネット１１０、および／または他のネットワーク１１２にアク
セスするための、ゲートウェイの働きもする。ＰＳＴＮ１０８は、一般電話サービス（Ｐ
ＯＴＳ）を提供する回線交換電話ネットワークを含む。インターネット１１０は、ＴＣＰ
／ＩＰインターネットプロトコルスイートにおける、伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）、ユ
ーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）およびインターネットプロトコル（ＩＰ）など、
共通の通信プロトコルを使用する、相互接続されたコンピュータネットワークおよびデバ
イスのグローバルなシステムを含む。ネットワーク１１２は、他のサービスプロバイダに
よって所有および／または運用される、有線または無線通信ネットワークを含む。例えば
、ネットワーク１１２は、１または複数のＲＡＮに接続された別のコアネットワークを含
み、それらのＲＡＮは、ＲＡＮ１０４と同じＲＡＴまたは異なるＲＡＴを採用する。
【００３１】
　通信システム１００におけるＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの一部
または全部は、マルチモード能力を含み、すなわち、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０
２ｃ、１０２ｄは、異なる無線リンク上で異なる無線ネットワークと通信するための複数
のトランシーバを含む。例えば、図１Ａに示されたＷＴＲＵ１０２ｃは、セルラベースの
無線技術を採用する基地局１１４ａと、および、ＩＥＥＥ８０２無線技術を採用する基地
局１１４ｂと通信するように構成される。
【００３２】
　図１Ｂは、例示的なＷＴＲＵ１０２のシステム図である。図１Ｂに示されるように、Ｗ
ＴＲＵ１０２は、プロセッサ１１８と、トランシーバ１２０と、送信／受信素子１２２と
、スピーカ／マイクロフォン１２４と、キーパッド１２６と、ディスプレイ／タッチパッ
ド１２８と、非取外し式メモリ１３０と、取外し式メモリ１３２と、電源１３４と、全地
球測位システム（ＧＰＳ）チップセット１３６と、他の周辺機器１３８とを含む。ＷＴＲ
Ｕ１０２は、実施形態と矛盾しないままで、前述の要素の任意の部分組み合わせを含むこ
とが理解される。
【００３３】
　プロセッサ１１８は、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来のプロセッサ、デジタル
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信号プロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、また、ＤＳＰコア、コントロー
ラ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマ
ブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）回路、任意の他のタイプの集積回路（ＩＣ）、状態機械な
どに関連する、１または複数のマイクロプロセッサである。プロセッサ１１８は、信号コ
ーディング、データ処理、電力制御、入力／出力処理、および／または、ＷＴＲＵ１０２
が無線環境において動作することを可能にする任意の他の機能性を行う。プロセッサ１１
８は、トランシーバ１２０に結合され、それは、送信／受信素子１２２に結合される。図
１Ｂは、プロセッサ１１８およびトランシーバ１２０を別々のコンポーネントとして示す
が、プロセッサ１１８およびトランシーバ１２０は、電子パッケージまたはチップにおい
て共に統合されることが理解される。
【００３４】
　送信／受信素子１２２は、エアインターフェース１１６上で、基地局（例えば、基地局
１１４ａ）へ信号を送信し、または、基地局から信号を受信するように構成される。例え
ば、一実施形態では、送信／受信素子１２２は、ＲＦ信号を送信および／または受信する
ように構成されたアンテナである。別の実施形態では、送信／受信素子１２２は、例えば
、ＩＲ、ＵＶ、または可視光信号を送信および／または受信するように構成されたエミッ
タ／検出器である。さらに別の実施形態では、送信／受信素子１２２は、ＲＦ信号と光信
号の両方を送信および受信するように構成される。送信／受信素子１２２は、任意の組み
合わせの無線信号を送信および／または受信するように構成されることが理解される。
【００３５】
　さらに、送信／受信素子１２２は、図１Ｂにおいて単一の素子として示されるが、ＷＴ
ＲＵ１０２は、任意の数の送信／受信素子１２２を含む。より詳細には、ＷＴＲＵ１０２
は、ＭＩＭＯ技術を採用する。したがって、一実施形態では、ＷＴＲＵ１０２は、エアイ
ンターフェース１１６上で無線信号を送信および受信するための、２つ以上の送信／受信
素子１２２（例えば、複数のアンテナ）を含む。
【００３６】
　トランシーバ１２０は、送信／受信素子１２２によって送信されるべきである信号を変
調するように、および、送信／受信素子１２２によって受信される信号を復調するように
構成される。上記で述べられたように、ＷＴＲＵ１０２は、マルチモード能力を有する。
したがって、トランシーバ１２０は、ＷＴＲＵ１０２が、例えば、ＵＴＲＡおよびＩＥＥ
Ｅ８０２．１１など、複数のＲＡＴを介して通信することを可能にするための、複数のト
ランシーバを含む。
【００３７】
　ＷＴＲＵ１０２のプロセッサ１１８は、スピーカ／マイクロフォン１２４、キーパッド
１２６、および／または、ディスプレイ／タッチパッド１２８（例えば、液晶ディスプレ
イ（ＬＣＤ）表示ユニット、または、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）表示ユニット）に
結合され、それらからユーザ入力データを受信する。プロセッサ１１８はまた、ユーザデ
ータを、スピーカ／マイクロフォン１２４、キーパッド１２６、および／または、ディス
プレイ／タッチパッド１２８に出力する。さらに、プロセッサ１１８は、非取外し式メモ
リ１３０および／または取外し式メモリ１３２など、任意のタイプの好適なメモリからの
情報にアクセスし、それにデータを記憶する。非取外し式メモリ１３０は、ランダムアク
セスメモリ（ＲＡＭ）、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、ハードディスク、または任意の他
のタイプのメモリ記憶デバイスを含む。取外し式メモリ１３２は、加入者識別モジュール
（ＳＩＭ）カード、メモリスティック、セキュアデジタル（ＳＤ）メモリカードなどを含
む。他の実施形態では、プロセッサ１１８は、サーバまたはホームコンピュータ（図示せ
ず）上など、ＷＴＲＵ１０２上に物理的に配置されていないメモリからの情報にアクセス
し、それにデータを記憶する。
【００３８】
　プロセッサ１１８は、電源１３４から電力を受信し、ＷＴＲＵ１０２における他のコン
ポーネントへの電力を分配および／または制御するように構成される。電源１３４は、Ｗ
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ＴＲＵ１０２に電力供給するための任意の好適なデバイスである。例えば、電源１３４は
、１または複数の乾電池（例えば、ニッケルカドミウム（ＮｉＣｄ）、ニッケル亜鉛（Ｎ
ｉＺｎ）、ニッケル水素（ＮｉＭＨ）、リチウムイオン（Ｌｉ－ｉｏｎ）、その他）、太
陽電池、燃料電池などを含む。
【００３９】
　プロセッサ１１８はまた、ＧＰＳチップセット１３６にも結合され、それは、ＷＴＲＵ
１０２の現在のロケーションに関するロケーション情報（例えば、経度および緯度）を提
供するように構成される。ＧＰＳチップセット１３６からの情報に加えて、またはその代
わりに、ＷＴＲＵ１０２は、エアインターフェース１１６上で、基地局（例えば、基地局
１１４ａ、１１４ｂ）からロケーション情報を受信し、および／または、信号が２つ以上
の近くの基地局から受信されるタイミングに基づいて、そのロケーションを決定する。Ｗ
ＴＲＵ１０２は、実施形態と矛盾しないままで、任意の好適なロケーション決定方法によ
ってロケーション情報を獲得することが理解される。
【００４０】
　プロセッサ１１８は、他の周辺機器１３８にさらに結合され、それらは、追加の機能、
機能性、および／または、有線または無線接続性を提供する、１または複数のソフトウェ
アおよび／またはハードウェアモジュールを含む。例えば、周辺機器１３８は、加速度計
、ｅコンパス、衛星トランシーバ、デジタルカメラ（写真またはビデオ用）、ユニバーサ
ルシリアルバス（ＵＳＢ）ポート、振動デバイス、テレビトランシーバ、ハンズフリーヘ
ッドセット、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール、周波数変調（ＦＭ）無線ユニ
ット、デジタル音楽プレイヤ、メディアプレイヤ、ビデオゲームプレイヤモジュール、イ
ンターネットブラウザなどを含む。
【００４１】
　図１Ｃは、実施形態によるＲＡＮ１０４およびコアネットワーク１０６のシステム図で
ある。上記で述べられたように、ＲＡＮ１０４は、Ｅ－ＵＴＲＡ無線技術を採用して、エ
アインターフェース１１６上でＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信する。ＲＡ
Ｎ１０４はまた、コアネットワーク１０６とも通信している。
【００４２】
　ＲＡＮ１０４は、ｅノード－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃを含むが、ＲＡＮ１０４
は、実施形態と矛盾しないままで、任意の数のｅノード－Ｂを含むことが理解される。ｅ
ノード－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃは、エアインターフェース１１６上でＷＴＲＵ
１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信するための、１または複数のトランシーバをそれぞ
れ含む。一実施形態では、ｅノード－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃは、ＭＩＭＯ技術
を実装する。したがって、ｅノード－Ｂ１４０ａは、例えば、複数のアンテナを使用して
、無線信号をＷＴＲＵ１０２ａへ送信し、無線信号をＷＴＲＵ１０２ａから受信する。
【００４３】
　ｅノード－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃのそれぞれは、特定のセル（図示せず）に
関連付けられ、無線リソース管理判断、ハンドオーバ判断、アップリンクおよび／または
ダウンリンクにおけるユーザのスケジューリングなどを扱うように構成される。図１Ｃに
示されるように、ｅノード－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃは、Ｘ２インターフェース
上で互いに通信する。
【００４４】
　図１Ｃに示されたコアネットワーク１０６は、モビリティ管理ゲートウェイ（ＭＭＥ）
１４２と、サービングゲートウェイ１４４と、パケットデータネットワーク（ＰＤＮ）ゲ
ートウェイ１４６とを含む。前述の要素のそれぞれは、コアネットワーク１０６の一部と
して示されるが、これらの要素のいずれか１つは、コアネットワークオペレータ以外のエ
ンティティによって所有および／または操作されることが理解される。
【００４５】
　ＭＭＥ１４２は、Ｓ１インターフェースを介して、ＲＡＮ１０４におけるｅノード－Ｂ
１４２ａ、１４２ｂ、１４２ｃのそれぞれに接続され、制御ノードとして働く。例えば、
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ＭＭＥ１４２は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのユーザを認証すること、ベア
ラアクティブ化／非アクティブ化、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃの最初の取り
付け中に特定のサービングゲートウェイを選択することなどを担う。ＭＭＥ１４２はまた
、ＲＡＮ１０４と、ＧＳＭまたはＷＣＤＭＡなど、他の無線技術を採用する他のＲＡＮ（
図示せず）との間で切り替えるための、制御プレーンファンクションをも提供する。
【００４６】
　サービングゲートウェイ１４４は、Ｓ１インターフェースを介して、ＲＡＮ１０４にお
けるｅノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃのそれぞれに接続される。サービングゲー
トウェイ１４４は一般に、ユーザデータパケットをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２
ｃへ／からルーティングおよび転送する。サービングゲートウェイ１４４はまた、ｅノー
ドＢ間ハンドオーバ中のユーザプレーンのアンカリング、ダウンリンクデータがＷＴＲＵ
１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのために利用可能であるときのページングのトリガリング
、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのコンテキストの管理および記憶など、他のフ
ァンクションをも行う。
【００４７】
　サービングゲートウェイ１４４はまた、ＰＤＮゲートウェイ１４６にも接続され、それ
は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに、インターネット１１０など、パケット交
換ネットワークへのアクセスを提供して、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃとＩＰ
対応デバイスとの間の通信を容易にする。
【００４８】
　コアネットワーク１０６は、他のネットワークとの通信を容易にする。例えば、コアネ
ットワーク１０６は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに、ＰＳＴＮ１０８など、
回線交換ネットワークへのアクセスを提供して、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ
と従来の固定電話通信デバイスとの間の通信を容易にする。例えば、コアネットワーク１
０６は、コアネットワーク１０６とＰＳＴＮ１０８との間のインターフェースとして働く
ＩＰゲートウェイ（例えば、ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）サーバ）を含み
、または、それと通信する。さらに、コアネットワーク１０６は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１
０２ｂ、１０２ｃに、ネットワーク１１２へのアクセスを提供し、ネットワーク１１２は
、他のサービスプロバイダによって所有および／または運用される、他の有線または無線
ネットワークを含む。
【００４９】
　図２は、複数のＳＳＯプロトコルおよび／またはモジュールの使用のためのアーキテク
チャのフレームワークの一実施形態を示す。図２に示されるように、ＳＳＯサブシステム
２０６は、ブラウザアプリケーション２０２および／または非ブラウザアプリケーション
２０４など、サービスプロバイダからのサービスにアクセスするように構成されたアプリ
ケーションと通信している。アプリケーション（ブラウザアプリケーション２０２および
非ブラウザアプリケーション２０４）は、ユーザがそれと対話するアプリケーションであ
る。ブラウザアプリケーション２０２および／または非ブラウザアプリケーション２０４
を使用して、ユーザは、様々なサービス（例えば、ウェブサイト、バンキングサービス、
エンターテインメントイベントのための自動券売サービス、および／またはサービスプロ
バイダによって提供された他のサービス）へのアクセスを有する。
【００５０】
　ＳＳＯサブシステム２０６は、ＳＳＯプロセスのためのハブとして働く。例示的実施形
態では、ＳＳＯサブシステム２０６は、オペレータによって制御される。ＳＳＯサブシス
テム２０６は、ユーザ認証（例えば、ユーザアシスト型、および／またはネットワークア
シスト型）を行うことによって、ネットワークプロキシとして働く。さらに、ＳＳＯサブ
システム２０６は、ネットワークアシスト型認証のために、署名されたかまたは別法によ
り信用できる、ユーザアイデンティティアサーションおよび／または認証アサーションの
、後続の作成、および／または、サービスプロバイダおよび／またはアイデンティティプ
ロバイダへの提出を行う。安全な記憶および処理など、ＳＳＯサブシステム２０６のファ
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ンクションのうちのいくつかは、安全な信頼された環境２１８内で実行される。
【００５１】
　図２に示されたアーキテクチャは、ユーザアシスト型認証経験を、数々の個々の内蔵さ
れたネットワークアシスト型認証技術（例えば、ＳＳＯ技術またはＳＳＯプロトコルまた
はＳＳＯプロキシとも呼ばれる）と共に統合し、それらのうちのいくつかは、ネットワー
クアシスト型認証を使用して、認証および鍵交換のためのブートストラッピング機構を行
う。例えば、ＳＳＯサブシステム２０６は、複数の認証モジュール２０８、２１０、２１
２、２１４、および／または２１６と通信しており、それぞれは、異なるネットワークア
シスト型認証プロトコルを使用して、サービスプロバイダとネットワークアシスト型認証
を行うことが可能である。これらのネットワークアシスト型認証モジュール２０８、２１
０、２１２、２１４、および／または２１６は、デジタル証明書などのプレインストール
されたクレデンシャル、共有されたマスター秘密、または異なるサポートされた認証方式
を用いた登録の任意の他の方法に基づいて、所望のサービスへの安全なユーザアクセスを
提供するために使用される。例示的実施形態によれば、認証モジュールは、ＯｐｅｎＩＤ
／ＳＩＰダイジェストモジュール２０８、別のＯｐｅｎＩＤモジュール２１０、Ｏｐｅｎ
ＩＤ／ＧＢＡモジュール２１２、ＯｐｅｎＩＤ／ＩＳＩＭモジュール２１４、および／ま
たはＯｐｅｎＩＤ／ＡＫＡモジュール２１６を含む。図２に示されたネットワークアシス
ト型認証モジュールは、ＯｐｅｎＩＤネットワークアシスト型認証プロトコルをそれぞれ
実装するが、他のタイプのネットワークアシスト型認証プロトコルも同じく、または、あ
るいは実装される。
【００５２】
　ネットワークアシスト型認証モジュールのうちの１または複数は、所与のサービスプロ
バイダおよび／またはアイデンティティプロバイダによってサポートされる。各ネットワ
ークアシスト型認証モジュールは、例えば、認証アルゴリズムを使用することによってな
ど、その対応する認証プロトコルを実装することによって、ネットワークアシスト型認証
を行うように構成される。ＯｐｅｎＩＤ／ＧＢＡモジュール２１２、ＯｐｅｎＩＤ／ＩＳ
ＩＭモジュール２１４、および／またはＯｐｅｎＩＤ／ＡＫＡモジュール２１６は、安全
な信頼された環境２１８と通信している。安全な信頼された環境２１８は、例えば、ＵＩ
ＣＣ、スマートカード、または他の安全な信頼された環境を含む。例示的実施形態では、
安全な信頼された環境２１８は、ＵＥ上のハードウェアベースのエンティティであり、機
密データ（例えば、暗号鍵、加入者クレデンシャル）を安全に記憶すること、および、機
密ファンクション（例えば、暗号計算）の安全な処理を実行することを担う。
【００５３】
　図２に示されたコンポーネントのうちの１または複数は、モバイル通信デバイスに常駐
する。図２は、説明されるアーキテクチャ内の機能的モジュールを示すが、図２は、安全
な信頼された環境２１８上にあるか、またはそれから離れているような、いかなる非アプ
リケーションファンクションの常住を必要とするようにも意図されない。コンポーネント
およびそれらの対話は、本明細書でより詳細に説明される。認証がＯｐｅｎＩＤプロトコ
ルに関して説明されるが、同じ概念は、例えば、リバティアライアンスなど、他の認証プ
ロトコルに適用される。
【００５４】
　ユーザは、アプリケーション（例えば、ブラウザアプリケーション２０２および／また
は非ブラウザアプリケーション２０４）を使用して、例えば、ネットワークアプリケーシ
ョンサービスプロバイダなど、サービスプロバイダ（例えば、リライングパーティ（ＲＰ
））への最初の訪問を行う。サービスプロバイダ（例えば、ＲＰ）は、例えば、Ｏｐｅｎ
ＩＤユーザ識別子である可能性がある、ユーザ識別を受信する。ＯｐｅｎＩＤの場合、ユ
ーザは、ＲＰにより開始されたディスカバリに続いて、例えば、ＯＰである、ネットワー
クベースのアイデンティティ管理エンティティにリダイレクトされる（例えば、ディスカ
バリ機構は、ＯｐｅｎＩＤプロバイダ（ＯＰ）アイデンティティを使用して、ＯＰのイン
ターネットアドレスを決定する）。例示的実施形態では、ＯＰアイデンティティが使用さ
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れて、ＯＰのインターネットアドレスがＲＰに提供される。認証プロセスが、次いで開始
する。
【００５５】
　ＳＳＯサブシステム２０６は、アプリケーション側で、ユーザがそれと対話するアプリ
ケーションとの通信を可能にするためのユーザ認証インターフェースと、ネットワークア
シスト型認証モジュール２０８、２１０、２１２、２１４、および／または２１６のため
のネットワーク認証インターフェースとを提供する。したがって、異なるアプリケーショ
ン（例えば、ブラウザアプリケーション２０２および／または非ブラウザアプリケーショ
ン２０４）が、ユーザ入力に基づいて、入力をＳＳＯサブシステム２０６に提供するか、
または、ＳＳＯサブシステム２０６が、認証画面をユーザに提示して、サービスプロバイ
ダとのユーザのネットワークアシスト型認証、および／または、ＵＥでのローカルユーザ
アシスト型認証を可能にする。異なるネットワークアシスト型認証モジュール２０８、２
１０、２１２、２１４、および／または２１６（例えば、ＳＳＯプロトコル）は、ＳＳＯ
サブシステム２０６と対話するように設計される。ポリシー管理もまた、ＳＳＯサブシス
テム２０６によって行われる。
【００５６】
　ＳＳＯサブシステム２０６認証構造は、２つのタイプのユーザ認証、ユーザアシスト型
認証およびネットワークアシスト型認証を所有する。これらのタイプは共に、一方が他方
から独立して発生可能であるように分離されるが、２つは、（例えば、ＳＳＯサブシステ
ムによって作成されるアサーションを介して）互いにバインドされ、互いと対話する（例
えば、ユーザアシスト型認証は、ネットワークアシスト型認証をトリガし、逆もまた同様
である）。ユーザのユーザアシスト型認証と、（ユーザアシスト型認証のための）ユーザ
からＳＳＯサブシステム２０６へのクレデンシャルのプロビジョニングとは、独立して発
生し、ネットワークアシスト型認証プロトコルから分離される。ユーザは、ネットワーク
アシスト型認証プロトコルから遮蔽される。この透明性は、単一のセットのユーザクレデ
ンシャルがサービスプロバイダから独立しているという事実と共に、ユーザにとってシー
ムレスなＳＳＯ経験を生じる。その上、２つの認証タイプは、バイオメトリック、パスワ
ード、ＰＩＮ、トークン、別のユーザクレデンシャル、またはそれらの組み合わせである
かにかかわらず、そのクレデンシャルを通した、ユーザにより主張されたアイデンティテ
ィの、ＩＭＳＩまたはＩＭＰＩなど、ＵＩＣＣにおいて保持された加入者クレデンシャル
、またはデバイスアイデンティティとのバインディングを提供する。そのようなバインデ
ィングは、両タイプの認証をアーキテクチャ上分離することと共に、中間層として働くＳ
ＳＯサブシステム２０６によって達成される。ＳＳＯサブシステムは、それ自体で、また
は、本明細書で説明されるような下位層認証プロトコルのうちの１つへのコールによって
、暗号バインディングを行う。
【００５７】
　ＳＳＯサブシステム２０６は、例えば、ＭＮＯなど、外部利害関係者のネットワークア
シスト型認証ファンクションのためのプロキシとして機能し、プロビジョニングされたポ
リシーファンクションに関する情報を外部利害関係者に提供する。ユーザが（例えば、Ｕ
ＲＬをウェブブラウザ上で入力するか、またはアプリケーションを開始することを通して
）サービスへのアクセスを開始するとき、ユーザアシスト型認証プロセスが開始される。
例えば、ユーザは、バイオメトリッククレデンシャルなどのユーザクレデンシャル、およ
び／または、例えば、ＰＩＮなどのパスワードを入力するように要求される。例示的実施
形態では、モバイル通信デバイスは、ユーザクレデンシャル情報の一部でもある、デバイ
ス自体へのアクセスのためのＰＩＮ機能を所有する。例えば、ＵＥのユーザインターフェ
ースは、ユーザアシスト型認証クレデンシャル情報、（例えば、ウェブＵＲＬ、またはア
クティブ化されたアプリケーションの形態での）アクセスされているサービス、および／
または、使用されるべきサービスに関係付けられた他の情報を、ＳＳＯサブシステム２０
６へ、特定のインターフェースを通して搬送する。そのような搬送は、提供された情報お
よびプロビジョニングされたポリシーに基づいて、ユーザを認証するためにＳＳＯサブシ
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ステム２０６内のファンクションをアクティブ化する。例えば、ユーザアシスト型認証か
らのパラメータが、ネットワークアシスト型認証プロトコルに供給される。そのようなパ
ラメータは、例えば、ユーザアシスト型認証の信頼レベル、ユーザアシスト型認証の結果
（例えば、通過または失敗）、および、ユーザにより割り当てられた認証の時間を含む。
ＳＳＯサブシステム２０６は、例えば、サービスがアクセスされるために適切であると見
なされる認証の信頼（保証）レベル、および、認証の最低鮮度（例えば、完了された時間
）など、様々な認証に関連したパラメータを具える、ポリシーファンクションを実行する
。例えば、ユーザは、支払いをする目的で、バンキングサービスを使用することを望む。
このシナリオでは、プロビジョニングされたポリシーは、強い形態のユーザアシスト型認
証（例えば、多要素）を必要とし、プロビジョニングされたポリシーは、ユーザをサービ
スにナビゲートする直前に認証が実行されることを必要とする。低レベルのセキュリティ
がサービス（例えば、電子メールアクセス）のために所望される場合、ポリシーは、ユー
ザアシスト型認証要件を緩和する。例えば、ＰＩＮは、低レベルのセキュリティでのユー
ザアシスト型認証のために使用される。例示的実施形態では、ユーザ認証を駆動するポリ
シーは、外部利害関係者および／またはサービスプロバイダによって行われる。例えば、
ポリシーファンクションは、サービスプロバイダで（例えば、ネットワーク上で）、ＵＥ
で（例えば、ローカルで）、または、それらの組み合わせ（例えば、分散ファンクション
）で行われる。
【００５８】
　例示的実施形態では、ＳＳＯサブシステム２０６によって従われるべきポリシーが、ど
のＳＳＯ認証プロトコル（例えば、ネットワークアシスト型認証モジュール２０８、２１
０、２１２、２１４、および／または２１６）がネットワークアシスト型認証のために選
択されるべきであるかを決定する。ネットワークアシスト型認証モジュール（例えば、Ｓ
ＳＯ認証プロトコル）選択のための基準は、利用可能なリソース、および／または、アク
セスされるべきサービスのセキュリティ要件に基づく。内部ポリシー機構は、外部利害関
係者（例えば、ＭＮＯ）により提供された、好ましい認証モジュール（例えば、ＳＳＯプ
ロトコル）の優先リストを含む。ポリシー判断が行われると、ＳＳＯサブシステム２０６
は、どの特定のネットワークアシスト型認証モジュールがプロトコル交換のために選択さ
れたかを外部利害関係者（例えば、ＭＮＯ）に通信するための機構を提供する。あるいは
、ＳＳＯサブシステムは、能力をネゴシエートし、使用されるべき認証モジュールについ
て同意する。
【００５９】
　図３Ａおよび図３Ｂは、ＳＳＯフレームワークアーキテクチャを使用して実装されたプ
ロトコルの例示的実施形態を示す。ＯｐｅｎＩＤのコンテキストにおいて、ＳＳＯサブシ
ステムは、あるファンクションを安全な方法で行い、そのうちのいくつかが、図３Ａおよ
び３Ｂにおけるコールフローを参照して本明細書で説明される。
【００６０】
　図３Ａおよび図３Ｂに示されるように、３１４で、ユーザアシスト型認証が行われる。
例えば、ユーザクレデンシャルが認証および／または処理される。ユーザクレデンシャル
は、ユーザＰＩＮ、パスワード、ユーザ識別子、バイオメトリック情報、またはダイジェ
ストなど、ユーザ３０２に関連付けられた一意の認証パラメータ、および／または、他の
形態のユーザアシスト型認証パラメータを含む。ユーザ３０２は、ローカルで、デバイス
３０４で、または、外部利害関係者（例えば、ＭＮＯ）またはアイデンティティプロバイ
ダ（ＩｄＰ）（例えば、ＯｐｅｎＩＤプロバイダ３１２）など、リモートエンティティと
組み合わせて認証される。
【００６１】
　ＳＳＯサブシステム３０８は、ユーザ３０２の認証を行うように構成されたユーザデバ
イス３０４上のローカルエンティティである。ＳＳＯサブシステム３０８は、様々な実施
形態によれば、ＬＡＥを用いてまたは用いずに認証を行う。例えば、図３Ａは、本明細書
で説明されるように、ＳＳＯサブシステムが認証をローカルで行うことを可能にする、例
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示的なプロビジョニングプロトコルフローを示す。ユーザアシスト型認証が完了すると、
ＳＳＯサブシステム３０８は、３１６で、例えば、認証アサーションなど、認証結果を生
成する。認証アサーションは、例えば、ユーザアシスト型認証が完了された時間、および
認証の信頼レベルなどのデータを具える。信頼のレベルは、リモートパーティがユーザま
たはＵＥの認証に置く保証のレベルを指す。ユーザアシスト型認証結果（例えば、通過ま
たは失敗）は、デバイス３０４で安全およびローカルに記憶され、および／またはネット
ワークアシスト型認証プロトコルと共に使用される。ユーザアシスト型認証に関連付けら
れた他のパラメータもまた記憶され、および／またはネットワークアシスト型認証におい
て使用される。例えば、これらのパラメータは、認証の時間、認証の強度、および／また
は（１または複数の）認証パラメータのタイプを含む。これらのパラメータは、認証結果
と共に記憶されるか、またはネットワークアシスト型認証において使用される。例えば、
ＳＳＯサブシステムは、情報を使用して、認証データをサービスプロバイダへ中継し、サ
ービスプロバイダは、認証データがサービスへのユーザアクセスを提供するために十分で
あるかどうかを判定する。３１４でのユーザアシスト型認証は、任意の時間に、および、
例えば、所望のセキュリティ強度など、様々な認証ポリシーに基づいて示唆されるのと同
様に頻繁またはまれに発生する。例示的実施形態では、有効なユーザアシスト型認証結果
が記憶される場合、ＳＳＯサブシステムは、ユーザレベル認証が行われる必要がないと決
定する。そのようなシナリオは、ユーザが、認証プロセスにおけるさらなるユーザ関与な
しに、複数のサービスプロバイダ（例えば、ＲＰ）にアクセスすることを可能にする。ポ
リシーが、特定のサービスプロバイダでの特定のサービスへのアクセスのために新しい認
証を必要とする場合、例えば、既存の認証情報のそのような再使用は可能にされない。
【００６２】
　３１８で、共有秘密鍵が、ＲＰ３１０とＯＰ３１２との間で確立される。例えば、ユー
ザにより供給された識別子を含む、ユーザのＯＰログオンリクエストが、アプリケーショ
ン３０６（例えば、ブラウザまたは非ブラウザアプリケーション）からＲＰ３１０へ渡さ
れ、アプリケーション３０６は、共有秘密鍵のアソシエーションおよび／または確立をト
リガする。１つの例示的実施形態によれば、ユーザがネットワークベースのサービスにア
クセスしようと最初に試みるとき、ログオンリクエストがＲＰ３１０に渡される。受信さ
れたログオンリクエストに基づいて、ＯＰ３１２とＲＰ３１０との間で共有秘密鍵を確立
する、アソシエーションが行われる。例示的実施形態では、３２０で、鍵（例えば、ＯＰ
３１２およびＲＰ３１０により共有された鍵から導出された鍵、および／または、ネット
ワークアシスト型認証中に導出された鍵）、および／または他のクレデンシャルが、ＳＳ
Ｏサブシステム３０８にプロビジョニングされる。プロビジョニングされたクレデンシャ
ルは、本明細書で説明されるように、サービスでのさらなる認証において使用される。
【００６３】
　例えば、ネットワークアシスト型認証は、図３Ｂに示されるように、プロビジョニング
後に行われる。例えば、ネットワークアシスト型認証は、ＲＰ３１０によるＯＰ３１２へ
のリダイレクションの後に続く。リダイレクトは、アプリケーション３０６（例えば、ブ
ラウザアプリケーションまたは非ブラウザアプリケーション）によって受信され、それは
、３２１で、ネットワークアシスト型認証モジュールおよび／またはプロトコルの選択の
ために、メッセージをＳＳＯサブシステム３０８へリダイレクトする。ネットワークアシ
スト型認証モジュール／プロトコル（例えば、ＳＳＯプロトコル）は、ポリシー実装を介
して、ＳＳＯサブシステム３０８によって選択および使用される。このプロセスは、本明
細書でさらに説明されるように、ブートストラッピングおよび共有鍵確立を含む。
【００６４】
　図２に示されるように、いくつかのネットワークアシスト型認証プロトコル方法は、ネ
ットワークアシスト型認証モジュール（例えば、ＳＳＯプロトコル）のスイートによって
暗示される。図３Ｂを再び参照すると、例示的実施形態によれば、ＯｐｅｎＩＤ／ＳＩＰ
ダイジェストおよび／またはＯｐｅｎＩＤ／ＧＢＡは、ＧＢＡ構造を所有していると見な
され、非特許文献１に指定された機構を採用する。ＯｐｅｎＩＤ　ＧＢＡにおいて、ＵＩ
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ＣＣ加入者クレデンシャルが使用されて、ネットワークと共有されるべきマスターセッシ
ョン鍵（例えば、Ｋｓと示される）がブートストラップされる。ネットワークアシスト型
認証は、Ｋｓから導出され、ＯＰ３１２とユーザデバイス３０４との間で共有されたアプ
リケーション固有の鍵、Ｋｓ＿ＮＡＦを生じる。アプリケーション固有の鍵は、ＯＰ３１
２と認証するとき、ユーザデバイス３０４によってパスワードとして使用される。例えば
、それは、例えば、非特許文献２に記載されるように、ユーザデバイス３０４によってパ
スワードとして使用される。
【００６５】
　ＯｐｅｎＩＤ／ＳＩＰダイジェストでは、同様の鍵構造が、同様のＧＢＡプロセスを通
して生じる。このネットワークアシスト型認証のための手法は、非ＵＩＣＣベースであり
、例えば、ＵＩＣＣクレデンシャルではなく、ＳＩＰダイジェストクレデンシャルが使用
される。ＯｐｅｎＩＤ／ＳＩＰダイジェストの１つの例示的実施形態は、非特許文献３に
記載されている。
【００６６】
　ＯｐｅｎＩＤ／ＡＫＡでは、ネットワークアシスト型認証は、非ＧＢＡベースであり、
ユーザデバイス３０４およびＯＰ３１２は、３ＧＰＰ　ＡＫＡを直接採用して、鍵を認証
および共有する。ＯｐｅｎＩＤ／ＡＫＡの１つの例示的実施形態は、非特許文献４に記載
されている。
【００６７】
　従来のＯｐｅｎＩＤでは、ＳＳＯサブシステム３０８は、ネットワークアシスト型認証
プロトコルにおいて、受信されたユーザクレデンシャルを供給する。
【００６８】
　ＯｐｅｎＩＤ／ＧＢＡ、ＯｐｅｎＩＤ／ＳＩＰダイジェスト、およびＯｐｅｎＩＤ／Ａ
ＫＡは、構造上の相違点を有するが、ネットワークホーム加入サーバ（Ｈｏｍｅ　Ｓｕｂ
ｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｅｒ）（ＨＳＳ）から受信された、あるタイプまたは別の
、認証ベクトル（ＡＶ）の適用が、それぞれのプロトコルの中心となる。さらに、ポリシ
ーおよび所望のセキュリティ強度に応じて、ネットワークアシスト型認証が行われるとき
、ユーザの再認証（ユーザアシスト型認証）が実行される。例示的実施形態では、そのよ
うなネットワークアシスト型認証中に、デバイスがネットワーク接続を確立しており、ネ
ットワークアシスト型認証が、サービスプロバイダとＵＥを認証するために使用されると
、仮定される。
【００６９】
　成功したネットワークアシスト型認証の後、ＳＳＯサブシステム３０８は、ネットワー
クアシスト型認証が成功したという指示を、アプリケーション３０６に与える。例えば、
ＳＳＯサブシステムは（例えば、ＬＡＥを介して）、３２２で、認証アサーション（例え
ば、アイデンティティアサーション）に署名し、３２４で、アサーションメッセージをＲ
Ｐ３１０へ送る。ＳＳＯサブシステム３０８からＲＰ３１０への署名されたアサーション
メッセージは、認証に成功したことを示し、ＳＳＯサブシステム３０８によって、（例え
ば、図３Ａの３２０で示された）以前にプロビジョニングされたクレデンシャルを用いて
、自律的に署名される。この成功したネットワークアシスト型認証の通知は、ユーザ３０
２がＲＰ３１０で所望のサービスへのアクセスを得る前に行われる。認証プロセス（例え
ば、ＳＳＯプロセス）において早期に、ＯＰ３１２とＲＰ３１０との間で共有秘密鍵を確
立する、アソシエーションが行われている。１つの例示的態様では、アサーションメッセ
ージは、この共有秘密鍵、および／または鍵の導出を用いて署名される。ＲＰ３１０およ
び／またはユーザデバイス３０４が、（例えば、アプリケーション３０６を介して）ネッ
トワークアシスト型認証が成功したという指示を受信すると、ユーザデバイス３０４は、
（例えば、アプリケーション３０６を介して）それがログオンされる先のＲＰ３１０にお
けるサービスにアクセスする。
【００７０】
　ＲＰ３１０に与えられたアサーションメッセージは、ネットワークへの、およびサービ
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スへの、両方の認証が完了すること、および、ユーザアシスト型認証において実装された
、ユーザにより主張されたアイデンティティが、例えば、ネットワークアシスト型認証に
おいて実装されたＩＭＳＩまたはＩＭＰＩなど、加入者クレデンシャルにバインドされる
ことを示す。例えば、それは、バインディングが、ユーザにより供給されたクレデンシャ
ルとＵＩＣＣベースの（または、ＳＩＰダイジェスト）クレデンシャルとの間の接続を見
る機構を介して行われるという、選択されたＳＳＯ機能性の一部である。アサーションメ
ッセージは、バインディングをＳＳＯプロトコル全体の一部として示す情報を具える。ま
た、例示的実施形態では、アサーションメッセージは、認証強度または信頼レベル（例え
ば、低、中、高、超高）を提供する。例えば、アサーションメッセージにおける低認証強
度は、ＯＰ３１２が、アサートされたアイデンティティ（例えば、パスワードのフォーマ
ットのための最小限のルールでの、ユーザ名／パスワードの自動挿入）における信頼をほ
とんどまたはまったく有していないことを示し、中認証強度は、ＯＰ３１２が、アサート
されたアイデンティティ（例えば、パスワードのフォーマットに適用されたルールでの、
ユーザ名／パスワードの手動の使用）においてある信頼を有することを示し、アサーショ
ンメッセージにおける高認証強度は、ＯＰ３１２が、アサートされたアイデンティティ（
例えば、バイオメトリックまたは暗号ネットワーク－アクセストークンおよびユーザ名／
パスワードの使用）において高いレベルの信頼を有することを示し、超高認証強度は、Ｏ
Ｐ３１２が、アサートされたアイデンティティ（例えば、バイオメトリックおよび暗号ト
ークン）において超高レベルの信頼を有することを示す。例示的実施形態では、「低」お
よび「中」レベルは、ユーザクレデンシャルのみが使用されることを示し、「高」および
「超高」レベルは、ネットワークアシスト型対話が行われることを必要とし、バイオメト
リックおよびパスワードなど、より強い形態の認証を必要とする。
【００７１】
　再び図２を参照すると、図２は、ネットワークにより制御されたブートストラッピング
および鍵確立のために利用可能である、例示的なＳＳＯ技術（プロトコル）を示す。例え
ば、ＯｐｅｎＩＤ／ＩＳＩＭ２１４およびＯｐｅｎＩＤ／ＡＫＡ２１６は、ＵＩＣＣベー
スであり、ＵＩＣＣ上に安全に常駐する、ネットワークとの共有された秘密などのクレデ
ンシャルを利用する。ＯｐｅｎＩＤ／ＧＢＡ２１２は、例えば、ネットワークと共有され
たクレデンシャルに応じて、ＵＩＣＣベースであっても、そうでなくてもよい。例示的実
施形態では、ＯｐｅｎＩＤ／ＳＩＰダイジェスト２０８は、ＵＩＣＣベースではない。例
えば、従来のユーザにより供給されたＯｐｅｎＩＤアイデンティティおよびパスワードが
収容される。ＳＳＯサブシステムのネットワーク認証インターフェースは、様々なＳＳＯ
プロトコル（例えば、図２におけるモジュール２０８、２１０、２１２、２１４、２１６
）が単一のアーキテクチャのフレームワーク内に収容されることを可能にする。
【００７２】
　例示的実施形態によれば、ユーザは、２認証タイプバインディングを用いて検証される
。ユーザ検証がＯｐｅｎＩＤプロトコルに関して説明されるが、同じ概念は、例えば、リ
バティアライアンスなど、他の認証プロトコルに適用される。ＵＥに電源投入すると、例
えば、ユーザアシスト型認証が発生する。例えば、ユーザは、ユーザアシスト型認証クレ
デンシャル（例えば、ＰＩＮ、バイオメトリクス）を提供して、デバイスファンクション
へのアクセスを得る。例えば、ユーザは、ＰＩＮを提供して、ｉＰｈｏｎｅへのアクセス
を得る。そのような認証機構は、電源投入時に一度、または、セッション全体を通して間
欠的に提供される。ユーザを認証するための頻度要件は、ポリシー駆動である。ＳＳＯサ
ブシステムは、ユーザにより提供されたＰＩＮを検証し、結果を保存し、結果は、アサー
ションの形態で、ＰＩＮが入力および検証されていることを確認する。そのようなアサー
ションが、ユーザアシスト型認証を確立する。ユーザアシスト型認証が確立された後、ユ
ーザは、例えば、ウェブブラウザをＲＰウェブページにダイレクトすることによって、Ｏ
ｐｅｎＩＤプロトコルをサポートする、サービスプロバイダ（例えば、ＲＰ）のログイン
を試みる。ＳＳＯサブシステムは、ユーザアシスト型認証の状況をチェックし、状況が有
効である場合、ユーザアイデンティティをＲＰに供給する。ＲＰは、ＯｐｅｎＩＤプロバ
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イダ（ＯＰ）のディスカバリを行い、２つのエンティティは、アソシエーションを確立す
る。そのようなアソシエーションは、共有鍵を生じる。デバイスは、ＬＡＥにリダイレク
トされ、それは、ＳＳＯサブシステムによって実行される、ＵＥ上のローカルＯｐｅｎＩ
Ｄプロキシファンクションである。例示的実施形態では、ＳＳＯによって実行された（例
えば、外部利害関係者の）ポリシーは、強いネットワークアシスト型認証（例えば、ＧＢ
Ａ、ＳＩＰ、ＡＫＡ）が行われることを必要とする。認証モジュール（例えば、ＳＳＯプ
ロトコル）が選択される。そのような選択は、例えば、ＳＳＯサブシステムによって認証
プロトコルにおいて、ＭＮＯにレポートされる。ＵＥの認証は、選択されたネットワーク
アシスト型認証モジュール（例えば、ＳＳＯプロトコル）を使用して行われる。例示的実
施形態では、選択された認証プロトコルは、ネットワークアシスト型認証ファンクション
とＵＥとの間で共有されたアプリケーション固有の鍵のブートストラップを生じる。その
ような鍵は、ＵＥを認証するために使用される。
【００７３】
　ＵＥは、認証完了の指示を受信し、ＬＡＥは、強い認証が行われたことを示す、ＲＰへ
のアサーションメッセージに署名する。アサーションは、ユーザアシスト型認証（例えば
、最初のユーザＰＩＮ入力を介して）と後続のネットワークアシスト型認証（例えば、選
択されたＳＳＯ認証プロトコルを介して）との間のバインディングを示す。アサーション
は、本明細書で定義された認証信頼レベルのうちの１つを示す。アサーションメッセージ
は、ローカルＳＳＯプロキシ（例えば、ＬＡＥ）とＲＰとの間のアソシエーションを通し
て確立された鍵を使用して署名される。ＲＰおよびＬＡＥは、直接通信せず、そのため、
ＯＰサービスファンクション（ＯＰＳＦ）がネットワーク上で作成されて、２つのエンテ
ィティ間の通信が容易にされる。例示的実施形態では、ＯＰＳＦは、それがＯＰであるか
のように、このファンクションと通信するＲＰによって、公共のインターネットを介して
到達可能である。ローカルＳＳＯ（ＬＡＥ）プロキシは、ＯＰＳＦ鍵配布機構を通してア
ソシエーション鍵を取得する。ＯＰＳＦはまた、ＬＡＥから発生する、署名されたアサー
ションに対して、ＲＰのための署名検証をもサポートする。ユーザは次いで、ＲＰウェブ
ページにシームレスにダイレクトされる。例示的実施形態では、ユーザが後に異なるサー
ビスプロバイダにアクセスすることを望むとき、ＳＳＯサブシステムは、ユーザアシスト
型認証結果が既に記憶されているかどうか、および、その認証がなお有効であるかどうか
を（例えば、ローカルで記憶されたポリシーに従って）チェックする。有効な記憶された
結果がある場合、例えば、ＳＳＯサブシステムは、この時にユーザアシスト型認証を行わ
ない。新しいサービスプロバイダが次いで、本明細書で説明されるように、アイデンティ
ティプロバイダのディスカバリを行う。したがって、ユーザは、クレデンシャルをＵＥで
入力することなく、新しいサービスプロバイダにアクセスし、ユーザは、ネットワークア
シスト型認証に関与しない。そのようなシナリオは、実施形態による完全なＳＳＯ実装形
態を構成する。
【００７４】
　例示的実施形態では、ユーザは、好ましいサービスおよび／またはアプリケーションの
登録を通して、好ましい（例えば、提携された）サービスにアクセスする。例えば、ウェ
ブまたは他のオンラインアプリケーションサービスプロバイダ（例えば、リライングパー
ティ）は、サービスプロバイダの選択のＩｄＰを使用して、オペレータのネットワークベ
ースのＳＳＯシステムに登録する。例えば、支払取引プロバイダは、ＯｐｅｎＩＤを使用
して、委任された認証を特定のＩｄＰから取得し、それは、支払取引プロバイダが、提携
されたサービスになる結果となる。登録は、サービスプロバイダ（例えば、ＲＰ）、選ば
れたＩｄＰ、オペレータのＳＳＯシステム、またはサービスのエンドユーザによって開示
される。さらに、登録は、ユーザがウェブページにアクセスすること、またはＵＥ常駐Ｓ
ＳＯサブシステムによって開始される。例えば、ＵＥ上に常駐するＳＳＯサブシステムは
、ネットワークベースのＳＳＯサブシステムのデータベースに「同期される」ようになり
、それによって、登録された、提携されたサービスおよびアプリケーションのリストおよ
びタイプに気づく。
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【００７５】
　ＲＰは、ＩｄＰを選択することが可能にされるが、ＳＳＯプロトコルを明示的に選択し
ない。例示的実施形態によれば、ＩｄＰの選択と、使用されるべきＳＳＯプロトコルとの
間に、暗黙のアソシエーションがある。例えば、ＩｄＰは、ＯｐｅｎＩＤなど、特定のＳ
ＳＯプロトコルをサポートするので、ＲＰは、特定のＩｄＰを選ぶ。
【００７６】
　ユーザは次いで、ＵＥを使用することによって、ＳＳＯ（例えば、ＯｐｅｎＩＤ）によ
りサポートされたウェブベースのアプリケーションサービスにアクセスする。ＵＥ常駐Ｓ
ＳＯサブシステムは、オペレータによりプロビジョニングされたポリシーに準拠し、登録
された提携されたサービス／アプリケーション、および／または好ましいサービス／アプ
リケーションを選択する。ＵＥ常駐ＳＳＯサブシステムはまた、例えば、ユーザが彼また
は彼女の好ましいサービスを（例えば、ＵＲＬでのタイピングを介して）示した後、イン
ターセプト（介入）し、ユーザによりタイプされたＵＲＬを、同じサービスの登録された
、提携されたバージョンに対応する代替サービスのＵＲＬで変換または置換する。そのよ
うな置換サービスは、同じプロバイダによって提供されるが、優先的な、提携されたベー
スによって提示およびアクセスされる。例えば、アクセスは、前述のサービス／アプリケ
ーション（例えば、および、そのようなサービス／アプリケーションを提供するＩｄＰお
よびＲＰ）への前述の登録ベースの提携を有するオペレータによってサービスされたＵＥ
のユーザに制限される。
【００７７】
　例示的実施形態によれば、サービス／アプリケーションの選択の後に、ＵＥは、ユーザ
に代わって、透過的および／またはシームレスな方法で、好ましいアクセスネットワーク
アシスト型認証機構および適切なクレデンシャルを選択する。例えば、ＵＥは、ＳＳＯ認
証プロトコル内で、選択されたアクセスネットワークアシスト型認証機構を示す。ネット
ワークは、選択された好ましいアクセスネットワークアシスト型認証機構を認識し、ユー
ザを認証する。認証に成功した時に、ＳＳＯ動作の残り（例えば、サービスを取得するた
めの、ＲＰへのＵＥリダイレクション）が行われる。
【００７８】
　本明細書で説明されるように、オペレータのＳＳＯシステムを介してオペレータの信用
インフラストラクチャに接続することによって、加入された、提携されたサービスは、オ
ペレータによって与えられたネットワークアシスト型認証強度を有効に獲得する。
【００７９】
　より一般的には、本明細書で説明されるＳＳＯアーキテクチャは、より形式化された機
能的階層を組み込んでいると見なされる。例えば、ＳＳＯサブシステムは、１または複数
のＳＳＯクライアント（例えば、または、ローカルＳＳＯプロキシ）を管理する。基礎を
なすデバイス技術が、マルチサービスプロバイダ構成をサポートする場合、多数のＳＳＯ
クライアントが、ＳＳＯサブシステム内でマルチサービスマネージャへのサブファンクシ
ョンとして実行する。この一般化されたアーキテクチャは、潜在的に独立したポリシーを
用いて、複数のサービスをサポートするために使用される、分離を実現する。
【００８０】
　そのようなフレームワーク内の各ＳＳＯクライアントは、いくつかの下位のサブファン
クションを管理する。例えば、ローカルアサーションサブファンクションは、ローカルア
サーションエンティティ（ＬＡＥ）によって行われる。ＬＡＥは、ローカルアサーション
を行うサブファンクションの形式的な名称を指す。１または複数のＬＡＥは、例えば、実
装形態に応じて、ＳＳＯクライアントによって制御される。例えば、構成は、ＳＳＯクラ
イアント－ＬＡＥ対（１対１）、または、複数のＬＡＥを制御する１つのクライアントを
含む。いずれの構成でも、ＳＳＯクライアントは、制御エンティティである。ＳＳＯ認証
プロトコルはまた、本明細書でＳＳＯ技術とも呼ばれる。例えば、ＳＳＯクライアントは
、選択されたＳＳＯ認証プロトコルによって実行された機構の処理を制御する。ＳＳＯク
ライアントは、どの認証方法が使用されるかを決定するポリシー実施アクションを管理す
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る。例えば、適用されたポリシーは、ＭＮＯなど、外部利害関係者の制御下にある。
【００８１】
　別の実施形態によれば、ＵＥは、マルチサービスマネージャ内でサブファンクションと
して実行する複数のＳＳＯクライアントの実装形態をサポートする。そのような実装形態
は、異なるサービスプロバイダが、同じプロバイダによって同時に提供された複数の利用
可能な接続技術およびサービスの、ポリシーベースの管理を可能にしながら、その特定の
プロバイダに排他的にサービスする別個の隔離されたＳＳＯクライアントを必要とする環
境において、機能すると見なされる。例えば、ＭＥは、ＳＳＯクライアントＡおよびＳＳ
ＯクライアントＢを有し、これらのＳＳＯクライアントのそれぞれは、別々に、互いに隔
離されて制御される。ＳＳＯ態様は、プロバイダに固有である。
【００８２】
　複数のＳＳＯクライアントと共に、例示的実施形態では、多数のＬＡＥがある。例えば
、各ＬＡＥは、ＵＥ上でアクセス技術固有のドメインにおいて実装される。ＳＳＯクライ
アント隔離のために、隔離されたドメインごとに１つのＬＡＥがある。また、例えば、Ｌ
ＡＥは、デバイスによってサポートされた利用可能なアクセス技術に従って構築される。
同じアクセス技術が、異なるＬＡＥ間で多重化され、または、異なるアクセス技術が、Ｌ
ＡＥによって同時に使用される。したがって、ＵＥは、複数のＬＡＥをサポートする。実
装形態に応じて、例えば、ＬＡＥとＳＳＯクライアントとの間の関係は、１対１であり、
または、１つのＳＳＯクライアントが複数のＬＡＥを制御し、またはそれらによってサー
ビスされる。
【００８３】
　本明細書で説明されるように、ＳＳＯサブシステム内で行われるファンクションは、様
々な方法で構成される。ＵＥにおいて、例えば、ＵＩＣＣベースのアーキテクチャと、非
ＵＩＣＣ（または、あるいは安全な環境）ベースのアーキテクチャとの間の分割がある。
また、ＵＥとＭＮＯネットワークとの間のファンクションの間引きもある。以下は、様々
な実施形態によるいくつかの可能な構成である。
【００８４】
　暗号ＡＫＡファンクションは、非ＵＩＣＣスマートカード上に常駐する。そのようなフ
ァンクションは、Ｇ＆ＤのＭＳＣなど、完全にプログラム可能な、非ＵＩＣＣスマートカ
ード上で行われ、ネットワークアシスト型認証（例えば、ＡＫＡ）と同様であるが、カー
ドは取外し式であり、ユーザ制御下にある。暗号ファンクションは、ＵＩＣＣ上に常駐す
る。そのようなファンクションは、例えば、鍵導出およびアサーション署名など、ＵＩＣ
Ｃ上で実装されたＬＡＥの基本的暗号ファンクションを含む。機能性は、ネットワークア
シスト型認証（ＡＫＡ）と同様である。さらに、ＩＭＳＩへのバインディング、およびＭ
ＮＯへのユーザ登録が実現される。
【００８５】
　例示的実施形態によれば、ＬＡＥファンクションは、ＵＩＣＣまたは安全な信頼された
環境上に常駐する。例えば、ＬＡＥは、スマートカードウェブサーバ（ＳＣＷＳ）または
他のウェブブラウザアプリケーション上のＯｐｅｎＩＤの完全な実装形態である。例示的
実施形態では、ネットワークアシスト型認証構成は、ＬＡＥ（例えば、ローカルアサーシ
ョン）認証を、任意の形態の強いネットワークアシスト型認証（例えば、ローカルＯｐｅ
ｎＩＤ／ＧＢＡ）にバインドすることである。強い認証が、バイオメトリクスまたは同様
のローカル認証を追加することによって、追加のファクタとして、強いローカルユーザア
シスト型認証に適用される。例えば、任意の形態の強いローカル認証が、ネットワークア
シスト型認証と組み合わせられ、それにバインドされる。
【００８６】
　図４は、複数のＳＳＯプロトコルおよび／またはモジュールの使用のためのアーキテク
チャのフレームワークの別の例示的実施形態を示す。図４に示されるように、ＵＥ４０２
のＳＳＯサブシステム４００は、ウェブサービス４０６（例えば、ＲＰ）など、サービス
プロバイダからのサービスにアクセスするように構成されたアプリケーション（例えば、
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ブラウザアプリケーション４０４）と通信している。ＳＳＯサブシステム４００は、ユー
ザのためのＳＳＯ機能性を提供し、認証サービスへのサインオンプロセスにおける自動化
をもたらす。例えば、自動化機能は、ユーザ識別子をウェブサービス４０６へ、および／
または、クレデンシャルをアイデンティティプロバイダ（例えば、ＯｐｅｎＩＤプロバイ
ダ（ＯＰ）４０８）へ、ユーザ対話なしに提供するファンクションを含む。自動化はまた
、ＯＰ４０８のオーセンティケータ４１０への認証クレデンシャルの自動プロビジョニン
グ、のみならず、認証モジュール（例えば、認証方法）の自動選択およびネゴシエーショ
ンをも特徴とする。例示的実施形態によれば、認証モジュールは、ＯｐｅｎＩＤ／ＳＩＰ
ダイジェストモジュール４１８、ＯｐｅｎＩＤ／ＧＢＡモジュール４１２、ＥＡＰ／ＳＩ
Ｍモジュール４１６、および／またはＯｐｅｎＩＤ／ＡＫＡモジュール４１４を含む。例
えば、図５は、ＧＢＡモジュール４１２がＳＳＯサブシステム４００によって選択される
例示的実施形態を示す。図４に示されたネットワークアシスト型認証モジュールは、Ｏｐ
ｅｎＩＤネットワークアシスト型認証プロトコルをそれぞれ実装するが、他のタイプのネ
ットワークアシスト型認証プロトコルも同じく、または、あるいは実装される。ＳＳＯサ
ブシステム４００によって提供される自動化は、無線デバイス（例えば、ＵＥ４０２）上
に記憶され、例えば、ＯＰ４０８によってプロビジョニングされた、以前に定義された（
１または複数の）ポリシーに基づいて実行される。そのような自動化は、クッキー（例え
ば、ブラウザ４０４に記憶される）、Ｊａｖａアプレット、フォームデータを記憶するブ
ラウザキャッシュなどによって提供される。例示的実施形態では、自動化は、例えば、埋
められるべきフォームを自動的に検出する、スクレイピングファンクションを与えられる
。
【００８７】
　Ｊａｖａアプレットを使用する例示的実施形態では、例えば、自動化機能は、Ｊａｖａ
アプレットに組み込まれ、それは、認証プロセス中にダウンロードされる。本明細書で論
じられる自動化機能は、Ｊａｖａアプレットによって実装されるが、本明細書で説明され
る実施形態は、そのように限定されない。いくつかの実施形態では、例えば、アプレット
がブラウザキャッシュから除去されるので、永続的な機能（例えば、ユーザログイン状態
）は、Ｊａｖａアプレットに配置されない。さらに、本明細書で説明されるように、Ｊａ
ｖａアプレットは、プロトコルにより実行されたプロセスにおけるダウンロード後、利用
可能になる。Ｊａｖａアプレットを利用するファンクションは、アプレットがＵＥなどの
デバイスにダウンロードされた後、行われる。Ｊａｖａアプレット自体は、例えば、Ｊａ
ｖａアプレットがＯＰにリダイレクトされた後、ＯＰからダウンロードされる場合、スク
レイピング機能を提供しない。
【００８８】
　図６は、複数のＳＳＯ技術および／またはモジュールの使用を容易にするためのダウン
ロード可能コンポーネントを具える、アーキテクチャのフレームワークの例示的実施形態
を示す。例示的ダウンロード可能コンポーネント（例えば、サプリカント６２２）は、ブ
ラウザアプリケーションおよび／または非ブラウザアプリケーション（例えば、アプリケ
ーション６０４）のためのインターフェースを、例えば、認証モジュール、プロトコル、
およびＡＰＩ（例えば、モジュール６１２、６１４、６１６、６１８、および６２０）な
ど、ネットワークアシスト型モジュールに提供する。例示的実施形態では、ダウンロード
可能コンポーネント（例えば、サプリカント６２２）は、ＵＥ６０２上で完全なＳＳＯサ
ブシステム６００の存在にバインドされない。例えば、コンポーネント（例えば、サプリ
カント６２２）は、それが無線デバイス（例えば、ＵＥ６０２）上の完全なＳＳＯサブシ
ステム６００機能ありでまたはなしで使用されるという点で、独立している。サプリカン
ト６２２の例示的機能を説明する目的で、図６は、サプリカント６２２をＳＳＯサブシス
テムとは別個のコンポーネントとして示すが、サプリカントは、ＳＳＯサブシステム６０
０内に含まれる。さらに、本明細書で説明される実施形態は、ＳＳＯサブシステムのサブ
セットありまたはなしのサプリカントの変形形態を含む。
【００８９】
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　例示的実施形態では、サプリカント６２２は、Ｊａｖａアプレットなどを用いて実装さ
れる。例えば、Ｊａｖａアプレットは、認証プロセス中にダウンロードされ、ＵＥ６０２
において、ブラウザ（または、アプリケーション６０４）と、ネットワークアシスト型認
証モジュール（例えば、ＧＢＡモジュール６１２、ＡＫＡモジュール６１４、ＥＡＰ　Ｓ
ＩＭモジュール６１６、ＳＩＰダイジェストモジュール６１８、ローカルＯＰモジュール
６２０）との間に、層を作成する。そのような層は、例えば、ネイティブブラウザがいく
つかの認証機構をサポートしないので、認証モジュールとのネットワーク認証インターフ
ェースを可能にするソフトウェア層である。
【００９０】
　サプリカント６２２（例えば、Ｊａｖａアプレット）は、ダウンロードされると実行さ
れ、ＨＴＴＰリクエストを発行および／または処理するという意味において、ブラウザか
ら独立している。例えば、Ｊａｖａアプレットは、ＯＰ６０８へ、認証チャレンジを取り
出すようにリクエストを発行する。Ｊａｖａアプレットは、認証モジュール（例えば、Ｇ
ＢＡモジュール６１２、ＡＫＡモジュール６１４、ＥＡＰ　ＳＩＭモジュール６１６、Ｓ
ＩＰダイジェストモジュール６１８、ＬＡＥモジュール）のみならず、ＳＳＯサブシステ
ム６００ともインターフェースする。例えば、ＵＥ６０２は、階層化アクセスを提供し、
そこで、認証モジュールへのアクセスは、ＳＳＯサブシステム６００を通して利用可能に
される。ＳＳＯサブシステム６００と認証モジュールとの間のネットワーク認証インター
フェースが使用されて、認証が容易にされる。例えば、Ｊａｖａアプレットは、チャレン
ジをアイデンティティプロバイダ（例えば、ＯＰ６０８）からネットワークアシスト型認
証モジュールへ送り、認証モジュールは、ダイジェストレスポンスを計算し、Ｊａｖａア
プレットは、レスポンスをＯＰ６０８へ直接、またはブラウザを介してＯＰ６０８へ送る
。
【００９１】
　図６に示されるように、ＬＡＥ（例えば、ローカルＯＰ６２０）は、（例えば、ＳＳＯ
サブシステム６００によって）別の認証モジュールと見なされるが、ＬＡＥ６２０は、認
証に加えてファンクションを行う。例えば、ＬＡＥは、純粋な認証方法よりも多くのファ
ンクションを含むので、ＬＡＥに対するＪａｖａアプレットの役割は、認証モジュールに
対するＪａｖａアプレットの役割とは異なる。例えば、ＬＡＥは、認証レスポンスを計算
せず、それは、認証をアクティブに行う。結果として、ＬＡＥは、検証のために、ウェブ
サービス６０６（例えば、ＲＰ）など、サービスプロバイダへ直接送られるアサーション
メッセージを作成する。ＬＡＥに対して、サプリカント６２２（例えば、Ｊａｖａアプレ
ット）は、アプリケーション６０４（例えば、ブラウザ）からＬＡＥへの通信を可能にす
る。例示的実施形態によれば、ＳＳＯサブシステム６００は、例えば、ＳＩＭＡｌｌｉａ
ｎｃｅによって規格化された、ＯｐｅｎＭｏｂｉｌｅ　ＡＰＩなど、ソフトウェアミドル
ウェアコンポーネントを含み、それに基づく。そのようなソフトウェアミドルウェアコン
ポーネントは、例えば、ユーザ／ＯＳレベルアプリケーションからＳＩＭカードアプリケ
ーションへの通信を容易にする。
【００９２】
　図６に示された例示的アーキテクチャをさらに参照すると、サプリカント６２２（例え
ば、署名されたＪａｖａアプレット）は、ブラウザを介してダウンロードされ、各デバイ
ス（例えば、ＵＥ６０２）タイプについてカスタマイズされる。サプリカントは、例えば
、Ｓｙｍｂｉａｎ、ｉＯＳ、Ａｎｄｒｏｉｄなどなど、様々なデバイスタイプについてカ
スタマイズされる。サプリカント６２２は、ブラウザから、例えば、ＧＢＡモジュール６
１２、ＡＫＡアプリケーション６１４、およびＳＩＰダイジェストオーセンティケータ６
１８など、ＳＳＯサブシステム６００のコンポーネントへの通信を可能にする。サプリカ
ント６２２は、アイデンティティプロバイダのサーバ（例えば、ＯＰサーバ６０８）、お
よび／またはウェブサービス６０６（例えば、ＲＰ）によって提供される。サプリカント
６２２は、自動化された、および／またはシームレスなユーザ認証を行うために使用され
る、インターフェースファンクションを提供する。例示的実施形態では、ＳＳＯサブシス
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テム６００は、アプリケーション６０４（例えば、ブラウザ）がネットワークアシスト型
認証モジュール６１２、６１４、６１６、６１８、および６２０と通信することを可能に
する。サプリカント６２２は、例えば、アプリケーション６０４（例えば、ブラウザ）が
ＳＳＯサブシステム６００の機能を使用することを可能にする。サプリカント６２２は、
ＬＡＥ６２０のディスカバリ、および、例えば、ＬＡＥがＵＥ６０２上で利用可能である
場合、ＬＡＥへの接続において役立つ。サプリカント６２２は、ユーザをアイデンティテ
ィプロバイダのローカルまたはリモート変形形態（例えば、ＬＡＥまたはリモートＯＰ６
０８）へ、およびウェブサービス６０６（例えば、ＲＰ）へ戻るように、リダイレクトす
る。サプリカント６２２は、認証モジュールとしてのＳＳＯサブシステム６００の使用を
可能にし、例えば、署名されたアサーションを直接生成するための、ＳＳＯサブシステム
６００のＬＡＥ部分（例えば、ローカルＯＰ６２０）の使用を可能にする。ＳＳＯサブシ
ステム６００は、モバイルデバイス（例えば、ＵＥ６０２）においてプリロードされ、お
よび／または、他の機構を介してデバイスにダウンロードされる。例示的実施形態では、
ＳＳＯサブシステム６００は、サービスにわたって永続的であるが、サプリカント６２２
は、ユーザがウェブサービス６０６（例えば、ＲＰ）を訪問するたびにリロードされる。
【００９３】
　一実施形態では、図６におけるサプリカント６２２などのサプリカントは、Ｊａｖａア
プレットなどとして実装され、限定された動作環境（例えば、「サンドボックス」）にお
いて実行する。そのようなサプリカントは、システムリソースへの制限されたアクセスを
有する。例示的実施形態では、サプリカントは、認証が行われた後（例えば、ブラウザが
サービスウェブサイトを離れるとき）、アンロードされる。図７を参照すると、シングル
サインオン（ＳＳＯ）機能は、異なるサービス間のユーザ認証に及ぶので、ＳＳＯファン
クションの永続的な態様は、ＳＳＯサブシステム７００の非サプリカント部分によって提
供される。図７は、ＳＳＯサブシステム７００の例示的インターフェースコンポーネント
を用いた、図６のアーキテクチャのフレームワークの例示的実施形態を示す。図７に示さ
れるように、ＳＳＯサブシステムは、サプリカントを含み、ＳＳＯサブシステム７００は
、例えば、ユーザ７０４、リモートサーバ７０８、バイオメトリックユニット７１０、お
よび様々な他のデバイス７０６など、様々なコンポーネントとインターフェースする。Ｓ
ＳＯサブシステム７００のサプリカント部分のインターワーキング機能性が、以下で例と
して説明される。
【００９４】
　図７をさらに参照すると、サプリカントは、一般に認証ファンクションへの直接アクセ
スを有しておらず、または、ＬＡＥ（例えば、ローカルＯＰ６２０）によって提供された
認証ファンクションへのアクセスを有する。そのような場合、ネットワークアシスト型認
証方法を使用するいくつかの認証リクエストが、ＳＳＯサブシステム７００を介してコー
ルされる。そのようなコールは、ＳＳＯサブシステム７００へのサプリカントの適切な認
可および／または以前の確認（例えば、コード署名をチェックすることによる）を含む。
サプリカントは、様々なインターフェースを提供する。例えば、サプリカントは、特定の
サービスプロバイダ（例えば、ＲＰ）と共に使用されるべき識別子を選択するために、イ
ンターフェースをＳＳＯサブシステム７００に提供することによって、認証プロセスの自
動化を可能にするための機能性を提供する。サプリカントは、アイデンティティプロバイ
ダ（例えば、ＯＰ６０８）での認証のためのクレデンシャルを提供するために、インター
フェースをＳＳＯサブシステム７００に提供する。サプリカントはまた、ネットワークア
シスト型認証モジュールまたは機構の、選択および／またはネゴシエーションのために、
インターフェース（例えば、ネットワーク認証インターフェース）をＳＳＯサブシステム
７００に提供する。１つの例示的態様では、サプリカントは、例えば、認証のためのウェ
ブサービス６０６（例えば、ＲＰ）からアイデンティティプロバイダ（例えば、ＯＰ６０
８）へのリダイレクトメッセージ、および、認証後のウェブサービス６０６からＯＰ６０
８へのリダイレクトメッセージなど、リダイレクトメッセージを置換するファンクション
を提供する。
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【００９５】
　上記で説明されたように、ＳＳＯサブシステム７００は、ユーザアシスト型認証のため
のユーザ認証インターフェース（例えば、図６におけるユーザインターフェース６２４）
を提供し、このインターフェースを通してユーザアシスト型認証を行う。ユーザ認証イン
ターフェースは、例えば、ＯＰ６０８によって、ＯＰサプリカントファンクションの一部
として提供されるか、または、ＳＳＯサブシステム７００の永続的なファンクションの一
部である。ＳＳＯサブシステム７００は、アイデンティティプロバイダ（例えば、ＯＰ６
０８）とインターフェース（例えば、通信）して、ユーザアシスト型認証ポリシーの情報
を収集する。そのようなポリシーの情報は、例えば、アイデンティティプロバイダまたは
サービスプロバイダによって必要とされる鮮度（例えば、認証が実行された時間）、およ
び認証強度レベル（例えば、バイオメトリックまたはユーザ名／パスワード）など、ユー
ザアシスト型認証パラメータを含む。ＳＳＯサブシステムはまた、ＯＰ６０８とインター
フェースして、ネットワークアシスト型認証モジュールおよび／またはインターフェース
の選択を容易にする。ユーザインターフェースを介して、および／または、選択されたネ
ットワークアシスト型認証方法（例えば、ＧＢＡモジュール６１２、ＡＫＡモジュール６
１４、ＥＡＰ　ＳＩＭ６１６、ＳＩＰダイジェスト６１８）を使用して、ユーザ７０４お
よび／またはユーザ機器（ＵＥ）６０２の認証に成功した後、ＳＳＯサブシステム７００
は、時間期間（例えば、有効期間）にわたってユーザ認証の永続的な状態を設定する。（
例えば、ローカルトリガによる、またはネットワークによる）再認証リクエストを受信す
ると、ＳＳＯサブシステム７００は、ユーザ７０４を再認証する。例示的実施形態では、
そのような再認証は、シームレスなログオン経験をユーザ７０４に提供する。
【００９６】
　ＳＳＯサブシステム７００は、ＵＥ６０２の外部のコンポーネント（例えば、他のデバ
イス７０６）へのインターフェースを使用して、例えば、ＵＥ６０２への無線インターフ
ェースを介して接続されたトークンから認証情報を取得する。ＳＳＯサブシステム７００
は、認証のために、バイオメトリックユニット７１０への、またはリモートサーバ７０８
への２次通信チャネルを確立する。
【００９７】
　図８は、サプリカント（例えば、Ｊａｖａアプレット）のダウンロードをトリガする、
認証フローを示すフロー図である。図８に示された例示的フローは、本明細書で説明され
たＳＳＯフレームワークアーキテクチャ内で実装される。図における例示的実施形態は、
ＯｐｅｎＩＤ用語を使用して説明されるが、例示的フローは、例えば、リバティアライア
ンスなど、任意の数のシングルサインオンセキュリティプロトコルに適用される。
【００９８】
　図８を参照すると、８０８で、ＵＥ８０２は、ユーザのＯＰログオンリクエストをＲＰ
８０４へ送る。ログオンリクエストは、ユーザにより供給された識別子を含み、ＲＰ８０
４に渡され、それは、８１０で、ＲＰ８０４とＯＰ８０６との間の、アソシエーションお
よび／または共有秘密鍵の確立をトリガする。ネットワークアシスト型認証は、８１０の
後に行われる。例えば、ネットワークアシスト型認証は、ＲＰ８０４によるＯＰ８０６へ
のリダイレクションの後に続く。リダイレクトは、ステップ８１２で、ＵＥ８０２によっ
て受信される。８１４で、ＵＥは、リクエストをＯＰ８０６へ、サプリカントを使用した
認証のために送る。リクエストは、例えば、非ブラウザアプリケーションのアイデンティ
ティ、または、ＵＥ８０２によって使用されるブラウザエージェントのアイデンティティ
など、アプリケーションのアイデンティティを具える。例示的実施形態では、Ｊａｖａア
プレットが、リクエストにおけるブラウザエージェントのタイプに従ってマッチさせられ
る。例えば、複数のおよび／または異なるＪａｖａアプレットが異なるデバイスに対して
使用されるので、Ｊａｖａアプレットが、例えば、プロセッサ、ＯＳ、および／またはブ
ラウザなど、ＵＥ８０２の様々なコンポーネントに従って選択されるようになる。リクエ
ストに応答して、８１６で、ＵＥ８０２は、サプリカント８２０（例えば、Ｊａｖａアプ
レット）をＯＰ８０６からダウンロードする。
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【００９９】
　Ｊａｖａアプレットは、ＯＰ８０６によって署名される。Ｊａｖａアプレットのための
発行者証明書は、ブラウザによって、例えば、ＵＥシステム証明書ストアを使用してチェ
ックされる。例えば、変更されたシステムまたはブラウザ証明書ストア実装形態は、ＵＥ
８０２の安全な要素（例えば、ＵＩＣＣ）上に記憶された証明書／鍵と共にＪａｖａアプ
レット署名をチェックする。Ｊａｖａアプレットは、どのネットワークアシスト型認証モ
ジュール８００をＲＰ８０４で使用するべきかを判断するための論理を具える。Ｊａｖａ
アプレットはまた、ＯＰ８０６に、どの認証モジュール／機構がＵＥ８０２において利用
可能であるかを示すための論理をも含む。例示的実施形態では、Ｊａｖａアプレットは、
１つの単一の認証モジュール８００に固有であり、ＯＰ８０６は、どのＪａｖａアプレッ
トをＵＥ８０２に提供するべきかを選択する。例示的実施形態では、８１４で、ＨＴＴＰ
リクエストが送られる。ＨＴＴＰリクエストは、ブラウザエージェントを含み、（８１６
で）ＵＥ８０２のＯＳが識別されること、および、対応するアプレットバージョンがＯＰ
８０６によって選択され、ＵＥ８０２へ送られることを可能にする。
【０１００】
　ネットワークアシスト型認証が、８１８で行われる。本明細書で図３に関して説明され
るように、ネットワークアシスト型認証は、ＲＰ８０４によるＯＰ８０６へのリダイレク
ションの後に続く。リダイレクトは、サプリカント８２０によって受信され、それは、ネ
ットワークアシスト型認証モジュールおよび／またはプロトコル（例えば、認証モジュー
ル８００）の選択のために、メッセージをＳＳＯサブシステム３０８にリダイレクトする
。ネットワークアシスト型認証モジュール／プロトコル（例えば、ＳＳＯプロトコル）は
、ポリシー実装を介してＳＳＯサブシステムによって選択および使用される。このプロセ
スは、本明細書でさらに説明されるように、ブートストラッピングおよび共有鍵確立を含
む。
【０１０１】
　図２、図４、図６、および図７に示されるように、いくつかのネットワークアシスト型
認証プロトコルモジュールは、ネットワークアシスト型認証モジュール（例えば、ＳＳＯ
プロトコル）のスイートによって暗示される。再び図８を参照すると、８２２で、８１８
での認証からの認証結果が、サプリカント８２０からＯＰ８０６へ送られる。例えば、認
証結果は、ＵＥ８０２とＯＰ８０６との間で共有された、アプリケーション固有の鍵など
を具える。成功したネットワークアシスト型認証の後、ＯＰ８０６は、ＲＰ８０４に、ネ
ットワークアシスト型認証が成功したという指示を与える。例えば、ＯＰ８０６は、８２
４でアイデンティティアサーションに署名し、８２４でアサーションメッセージを送る。
成功したネットワークアシスト型認証の、署名された通知は、ＵＥ８０２がＲＰ８０４に
おける所望のサービスへのアクセスを得る前に行われる。ＲＰ８０４および／またはＵＥ
８０２が（例えば、アプリケーションを介して）ネットワークアシスト型認証が成功した
という指示を受信すると、ＵＥ８０２は（例えば、アプリケーションを介して）（８２６
で）ＲＰ８０４にログオンし、（８２８で）ＲＰ８０４におけるサービスにアクセスする
。
【０１０２】
　図９は、アイデンティティプロバイダのファンクションがＵＥ８０２のローカルで行わ
れる、例示的実施形態を示す。例えば、ＵＥ８０２は、ＳＳＯサブシステムおよびＬＡＥ
（例えば、ローカルＯＰ９００）を具える。ステップ８０８、８１０、８１４、および８
１６は、図８に関して説明されたように進む。９０２および９０４で、署名されたアサー
ションが、サプリカント９０８とＳＳＯサブシステム９００との間、および、ＳＳＯサブ
システム９００と１または複数の認証モジュール８００との間の対話を介して作成される
。ＵＥ８０２は、９０６で、署名されたアサーションをＲＰ８０４へ送る。ＲＰが、署名
されたアサーションを受信した後、ＵＥ８０２のユーザは、（８２４で）ＲＰ８０４によ
って提供されたサービスにアクセス可能である。図１０は、ＳＳＯサブシステムがＪａｖ
ａアプレット１００２において実装される、例示的実施形態を示す。図１０を参照すると
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、ＳＳＯサブシステム１００２は、ＵＩＣＣ上のローカルＯＰ暗号１０００を使用して、
ネットワークアシスト型認証を行う。成功したネットワークアシスト型認証の後、署名さ
れたアサーションが作成され、ＲＰ８０４にリダイレクトされる。
【０１０３】
　本明細書（例えば、図１１ないし図１５）で説明されるように、ＬＡＥ（例えば、ロー
カルＯＰ）は、Ｊａｖａアプレットにおいて統合されるか、またはＪａｖａアプレットか
ら分離している。代替の例示的実施形態では、ＯｐｅｎＩＤプロトコルは、例えば、ロー
カルＯＰコンポーネントなしで実装される。そのような実施形態では、プロトコルフロー
の第１の部分は、ＬＡＥを有する実施形態と同じに、または類似しているように見えるが
、認証および／またはアサーション生成は、（例えば、図１６に示された）ＵＥとＯＰと
の間の通信によって行われる。
【０１０４】
　図１１は、アソシエーションをプリフェッチするためのプロトコルフローの例示的実施
形態を示す。例えば、アソシエーションがプリフェッチされ、それは、ユーザからの認証
試行に先立って、ＲＰがアソシエーション（例えば、アソシエーションハンドルおよび／
またはアソシエーション秘密）を取り出すことを可能にする。これは、例えば、Ｏｐｅｎ
ＩＤの識別子選択モードを使用することによって実装される。ＲＰは、完全なＯｐｅｎＩ
Ｄ識別子ＵＲＬを知る必要はないが、いくつかの知られているＯＰのためのアソシエーシ
ョンを、例えば、それらのＯＰエンドポイントＵＲＬに基づいてプリフェッチする。図１
１を参照すると、ＲＰ８０４は、８１０で、ＵＥ８０２の識別子を知る前にアソシエーシ
ョンを得る。ＲＰ８０４は、８１２で、例えば、プリフェッチされたアソシエーションの
うちの１つを使用することによって、ＵＥ８０２をＯＰ８０６に直接リダイレクトする。
そのような実施形態では、ＵＥ８０２は、Ｊａｖａアプレット１１００をＯＰ８０６から
ダウンロードし、それは、ＵＥ８０２とＯＰ８０６との間のインターフェース上でトラフ
ィックを生じる。例示的実施形態では、ＵＥ８０２からＯＰ８０６へのインターフェース
は、エアインターフェースであるが、ＲＰ８０４とＯＰ８０６との間のインターフェース
は、固定されたインターネットである。
【０１０５】
　プリフェッチステップの例示的実施形態では、Ｊａｖａアプレットは、図１２に示され
るように、ＲＰによって記憶される。ＲＰ８０４は、ＯＰ８０６によって署名されるＪａ
ｖａアプレット１２０２のセットを受信する。ＲＰ８０４は、８１０からのアソシエーシ
ョンと共にＪａｖａアプレット１２０２を記憶する。ＵＥ８０２が、１２０４で、認証す
ることを望むとき、例えば、ＲＰ８０４は、１２０６で、対応するＪａｖａアプレット１
２０２をＵＥ８０２に提供する。複数のおよび／または異なるＪａｖａアプレットが異な
るデバイスに対して使用され、例えば、それらが、非ブラウザアプリケーションまたはブ
ラウザエージェントのプロセッサおよびＯＳにマッチするようになる。
【０１０６】
　例示的実施形態によれば、ＯｐｅｎＩＤライブラリは、例えば、ＯＰにアウトソーシン
グされる。例えば、ＯＰは、ＲＰがＲＰのためのＯｐｅｎＩＤ固有の動作を扱うためのＡ
ＰＩを提供する。Ｇｏｏｇｌｅ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｔｏｏｌｋｉｔは、ＲＰの機能性を
ＵＥ上で一般化し、同じサプリカントを使用する複数のＲＰのための共通フレームワーク
を提供する例示的実装形態である。ＲＰは、ＡＰＩに、ＯｐｅｎＩＤ認証を開始するよう
に要求し、ＡＰＩ（ＯＰによって提供／ホストされる）は、ＵＥ認証を開始するために、
ＲＰからＵＥへ送られるべきコードを返す。その後、ＵＥ結果がＲＰへ送り戻され、それ
は、認証結果を（例えば、単独で、またはＯＰの助けと共に）検証する。例示的実施形態
では、アソシエーションのプリフェッチは、ＵＥとＯＰとの間の通信を省き（減らし）、
オフラインシナリオを可能にする。
【０１０７】
　図１３は、キャッシュされたＪａｖａアプレットのためのプロトコルフローの別の実施
形態を示す。例えば、Ｊａｖａアプレット１３０６などは、スマートフォンなど、ＵＥ８
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０２上に記憶される。例示的実施形態では、Ｊａｖａアプレット１３０６は、以前の実行
からＵＥ８０２のブラウザキャッシュに記憶される。そのような実施形態では、記憶され
たＪａｖａアプレットがコールされる。例えば、アプレットがブラウザキャッシュにおい
て利用可能ではないと仮定される場合、ブラウザは、ダウンロードされたＪａｖａアプレ
ットを予告なしに削除する。以前にダウンロードされたＪａｖａアプレットは、例えば、
アプレットが同じ起点（例えば、同じＲＰ）からコールされるとき、コールされる。ＯＰ
によって提供されたＡＰＩは、１３００でコードを返し、それは、以前にダウンロードさ
れた（および、キャッシュされた）Ｊａｖａアプレットへのコールを発行する。１３０２
で、例えば、Ｊａｖａアプレット１３０６へのコールがＲＰ８０４に提供される。１３０
４で、コールがＵＥ８０２に提供される。本明細書で説明される実施形態は、ＪａｖａＳ
ｃｒｉｐｔ（登録商標）など、代替の実装形態を使用する。
【０１０８】
　図１４は、Ｊａｖａアプレットがオンザフライでプロビジョニングされる、例示的実施
形態を示す。例示的実施形態によれば、ブラウザは、Ｊａｖａアプレットをキャッシュに
記憶しない。そのような実施形態では、アプレット１４０２は、（１４００で）ＯＰ８０
６によってＲＰ８０４に提供され、ＲＰ８０４は、１４０４で、それをＵＥ８０２に渡す
。ＨＴＴＰリクエストは、ブラウザエージェントを含むので、ＵＥ８０２のＯＳが識別さ
れ、対応するアプレットバージョンがＵＥ８０２へ送られる。ここで、ＲＰ８０４は、例
えば、正しいＪａｖａアプレットバージョンを選択するために、ＵＥ文字列（例えば、Ｏ
Ｓおよび／またはブラウザエージェントを具える）をＯＰ８０６へ、ＯＰ８０６のための
ＡＰＩコール１３００において伝える。
【０１０９】
　本明細書で説明されるように、様々な実施形態は、ＯｐｅｎＩＤなどを使用して、ブラ
ウザアプリケーションを用いてサービスにアクセスする。ＯｐｅｎＩＤは、ＨＴＴＰプロ
トコルに基づいており、および／または、Ｊａｖａアプレットは、Ｊａｖａ　Ｒｕｎｔｉ
ｍｅを実装する。例示的実施形態では、ブラウザは、ＨＴＴＰプロトコルとＪａｖａ　Ｒ
ｕｎｔｉｍｅ環境の両方を使用する。本明細書で提示されたＯｐｅｎＩＤおよび／または
他の概念の使用は、ブラウザアプリケーションに限定されるものではない。本明細書で説
明されるように、様々な実施形態は、非ブラウザアプリケーションを使用して、Ｏｐｅｎ
ＩＤプロトコルなどを実装する。それらのアプリケーションでは、同じ概念が適用される
。非ブラウザアプリケーションを用いた実施形態は、Ｊａｖａアプレットのダウンロード
および実行をサポートするためのインターフェースおよび／または方法を提供する。本明
細書における説明は、様々なプロトコルフローの説明のためにブラウザという用語を使用
するが、フローはそのように限定されず、非ブラウザアプリケーションを含む。
【０１１０】
　様々な実施形態がＪａｖａアプレットを実装するとして説明されるが、そのような実施
形態は、そのように限定されない。本明細書で説明されるＪａｖａアプレットは、サービ
スアクセスアプリケーション（例えば、ブラウザ／非ブラウザ）と認証モジュール（例え
ば、ＯＰ、ローカルＯＰ、ＧＢＡ、ＡＫＡ）との間のデバイスの内部の認証通信を容易に
する、コンポーネント（例えば、サプリカント）のダウンロードのための単一の実装変形
形態を表す。例えば、本明細書で説明される実施形態は、無線デバイスにアウトオブバン
ドでロードされ、または動的にダウンロードされる、ライブラリまたはＡＰＩなどのコン
ポーネントによって実装される。ダウンロードされたコンポーネント（例えば、アプレッ
ト、ライブラリ）は、アプリケーションが、コンポーネントをどのように扱うべきか（例
えば、それをどのようにロードするべきか、どのファンクションをコールするべきか）を
知っているという意味で、アプリケーションについて固有である。
【０１１１】
　Ｇｏｏｇｌｅ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｔｏｏｌｋｉｔ（ＧＩＴｋｉｔ）は、いくつかの能
力および機能を提供し、それらは、ＲＰファンクションの統合および／または実装の容易
さを可能にする。ネットワーク側では、ＲＰファンクションは、例えば、ネットワーク側
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サプリカントファンクションロールアウト機能を含むことによって、サービスプロバイダ
による、ＯｐｅｎＩＤ連携型アイデンティティプロトコルの選定の容易さのために、さら
に強化される。クライアント側では、Ｊａｖａスクリプトは、サプリカントファンクショ
ンを一般化し、それらをＧＩＴｋｉｔと整合させるために使用される要素のうちのいくつ
かを提供し、例えば、スクレイピングを使用して、ユーザ自動化を行う実施形態などであ
る。
【０１１２】
　本明細書で説明される様々な実施形態は、ＬＡＥ（例えば、ローカルＯＰ）の概念をＧ
ｏｏｇｌｅ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｔｏｏｌｋｉｔと統合するが、ＧＩＴｋｉｔのユーザに
よって与えられる通常のコールフローに準拠したままである。例えば、本明細書で説明さ
れるものは、ローカルＯＰがコールされ、ブラウザがローカルＯＰにリダイレクトされる
、いくつかの異なる方法である。例示的実施形態では、デバイスがどこでローカルＯＰに
到達するべきか知りたいと望むＯＰのＵＲＬに、リダイレクションが適用される。別の例
示的実施形態では、ＧＩＴｋｉｔ　ＡＰＩによって提供されたウェブサイトは、例えば、
ブラウザをローカルＯＰにリダイレクトすることなく、ローカルＯＰ認証プロセスをトリ
ガするＯＳ　ＡＰＩへのコールを（例えば、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔを介して）提供する。
さらに別の例示的実施形態では、ブラウザプラグインが、ＯＳ　ＡＰＩの代わりにコール
される。
【０１１３】
　図１５は、ＧＩＴｋｉｔ１５００がローカルＯＰ９００およびＪａｖａアプレット１５
０８と統合される、例示的実施形態を示す。例示的統合ステップが以下にリストされるが
、例えば、非ブラウザアプリケーションの要求に応えるものを含む、他の実装形態が使用
されるので、本明細書で説明される実施形態は、そのように限定されない。
【０１１４】
　図１５を参照すると、ユーザは、ＲＰ８０４を訪問し、および／または、自分のＩｄＰ
を選択、または自分の電子メールアドレス識別子を入力する。１つの例示的実施形態では
、識別子は、例えば、認証プロセスの自動化を提供するために、（例えば、ブラウザによ
り記憶されたフォームデータまたはクッキーなど、既存の技術を使用して）事前に埋め込
まれ、ユーザがＵＲＬをブラウザに入力することによってトリガされる。ＧＩＴｋｉｔラ
イブラリ関数「ｃｒｅａｔｅＡｕｔｈＵｒｌ」が、コールされる。ＧＩＴｋｉｔライブラ
リは、ＩｄＰディスカバリを行う。ＧＩＴｋｉｔは、ＩｄＰの認可エンドポイントＵＲＬ
（例えば、ＯＰ８０６のＵＲＬ）を返す。ＪａｖａＳｃｒｉｐｔウィジェットは、ログイ
ンウィンドウをポップアップし、ユーザをそのエンドポイントにリダイレクトする。その
ポップアップウィンドウにおけるリダイレクションは、ユーザを、デバイス上で実行して
いるローカルＯＰインスタンスへ連れて行く。ローカルＯＰインスタンスは、例えば、Ｓ
ＩＭカード、または、そこでローカルＯＰの暗号ファンクションが実行される他の安全な
要素へのインターフェースを統合しながら、ブラウザのための能力のようなＨＴＴＰイン
ターフェースおよびウェブサーバを提供する、アプリケーションからなる。代替的実施形
態では、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔは、リダイレクトを使用しないが、（１５０２で）ＯＳ　
ＡＰＩをコールして、スクリプトから直接、ローカルＯＰ認証をトリガすることが可能で
ある。例えば、ローカルＯＰアプリケーションがＳＩＭカード上に常駐する場合、Ｊａｖ
ａＳｃｒｉｐｔは、ＯＳ　ＡＰＩ（例えば、Ｓｉｍａｌｌｉａｎｃｅ　ＯｐｅｎＭｏｂｉ
ｌｅ　ＡＰＩ）を潜在的にコールして、スマートカード上でローカルＯＰアプリケーショ
ンと直接通信する。他の実施形態は、純粋なＪａｖａＳｃｒｉｐｔソリューションを使用
しない。これらの実施形態では、ブラウザはプラグインを含み、それがＪａｖａＳｃｒｉ
ｐｔによってコールされて、ローカルＯＰ認証がトリガされる。このプラグインは、例え
ば、ＯＳアプリケーション層および／または安全な要素上のローカルＯＰアプリケーショ
ンの間の通信のために、トランスポート層論理を提供する、あるＯＳ　ＡＰＩを利用する
。他の実施形態では、ＧＩＴｋｉｔ　ＡＰＩは、ＲＰに、第１のコールの後、ＵＥへのＪ
ａｖａアプレットのダウンロードを可能にするコードを提供する。Ｊａｖａアプレットは
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、本明細書で説明されるように、ローカルＯＰを使用して認証を行う。実施形態は、クレ
デンシャルを（例えば、ブラウザにより記憶されたフォームデータ、クッキー、その他な
ど、既存の技術を使用して）事前に埋め込んで、ＵＥがローカルＯＰへのリダイレクトを
受信することによってトリガされた認証プロセスの自動化を提供する。
【０１１５】
　１１０２で、ユーザは、ローカルＯＰにローカルで認証される。ローカルＯＰは、ネッ
トワークにおけるＯＰ（ＳＦ）との長期共有された秘密からＯｐｅｎＩＤ署名秘密を導出
し、アソシエーションハンドルを鍵導出関数への第２の入力として使用して、ＯｐｅｎＩ
Ｄのための署名鍵を作成する。ローカルＯＰ／ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ／プラグインは、署
名されたアサーションメッセージを作成し、ブラウザを、ＲＰにおける以前に作成された
「ｃｏｎｔｉｎｕｅＵＲＬ」にリダイレクトし、それは、「ｃｒｅａｔｅＡｕｔｈＵｒｌ
」ＧＩＴｋｉｔライブラリコールによって作成されている。ＲＰは、（９０６で）署名さ
れたアサーションメッセージを受信し、１５１０で、それを検証のためにＧＩＴｋｉｔラ
イブラリに渡す。ＧＩＴｋｉｔ１５００は、１５１２で、「ｖｅｒｉｆｙＡｓｓｅｒｔｉ
ｏｎ」ＡＰＩを使用して、ＯＰ（ＳＦ）でアサーションメッセージを確認する。ＧＩＴｋ
ｉｔライブラリは、Ｇｏｏｇｌｅによってホストされるので、ＧＩＴｋｉｔライブラリは
、署名検証のためにＯＰＳＦを使用する。ＯＰＳＦは、アイデンティティ情報（電子メー
ル、または、例えば、ＯｐｅｎＩＤの属性交換方法によって定義されるような他の属性な
ど）を返す。そのアカウント／電子メールが既に存在する場合、ユーザがログインされる
。そうでない場合、ＲＰは、アサートされた電子メールアドレスを、ユーザのための変更
不可能な識別子として使用して、新しいアカウントを作成する。追加の属性は、属性交換
機構を用いて受信された情報に基づいて、自動で埋め込まれる。
【０１１６】
　追加の背景として、ＧＩＴｋｉｔプロトコルフローの概要が、非特許文献５において見
いだされる。通常のＧＩＴｋｉｔプロトコルフローは、次のように要約される。
【０１１７】
　ユーザは、ＲＰウェブサイトを訪問し、自分のＩｄＰのボタンをクリックする。ＲＰは
、ＧＩＴｋｉｔサービスＡＰＩへのコールを構築し、それは、次にディスカバリステップ
を行い、ＲＰがユーザの戻りを待機するためにセットアップしなければならないコールバ
ックＵＲＬを返し、ＧＩＴｋｉｔは、ＩｄＰと認証するためにユーザに表示されるべきで
あるＨＴＭＬコードを返す。このＨＴＭＬコードは、ＩｄＰの認証ＵＲＬへのリダイレク
ションを含む。このコードはまた、ＲＰのための同じユーザインターフェースをも作成す
る。ユーザは、自分のＩｄＰに対して認証する。ユーザは、ＲＰにおけるコールバックＵ
ＲＬにリダイレクトされる。ＲＰは、コールバックＵＲＬで受信されたパラメータ（Ｉｄ
Ｐレスポンス）を使用して、ＧＩＴｋｉｔ　ＡＰＩ（ｖｅｒｉｆｙＡｓｓｅｒｔｉｏｎ）
へのコールを行う。ＧＩＴｋｉｔ　ＡＰＩは、ＩｄＰレスポンスを検証し、結果（検証さ
れた電子メール＋追加の属性）をＲＰへ送る。
【０１１８】
　ＧＩＴｋｉｔは、ＲＰが以下に示される２つのステップでコールする、少なくとも２つ
のＡＰＩを提供することによって、ＯｐｅｎＩＤ／ＯＡｕｔｈプロトコルを公開する。
【０１１９】
　１つのステップは、ｃｒｅａｔｅＡｕｔｈＵｒｌ　ＡＰＩコールを含む。このＡＰＩコ
ールは、ユーザがＩＤＰアイコン（すなわち、Ｇｍａｉｌ、Ｙａｈｏｏボタン）をクリッ
クするか、または、例えば、電子メールアドレスを直接入力するとき、発生する。ＧＩＴ
ｋｉｔバックエンドは、例えば、ＯｐｅｎＩＤ　２．０プロトコルに従って、ＩＤＰディ
スカバリを行う。ＩＤＰが実際にＯＡｕｔｈプロトコルを使用する場合、ＧＩＴｋｉｔは
、事前定義されたＩＤＰエンドポイントを直接使用する。最終結果は、ＧＩＴｋｉｔが、
ＩＤＰの認可エンドポイントを表すＵＲＩ（パラメータ「ａｕｔｈＵｒｉ」）を返し、Ｇ
ＩＴｋｉｔログインウィジェットが、そのエンドポイントにリダイレクトするログインウ
ィンドウをポップアップすることである。（このステップは、通常のＯｐｅｎＩＤプロト
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コルの第１のリダイレクトに対応し、そこで、ブラウザがＯＰにリダイレクトされる。ロ
ーカルＯＰと共に以前と同じ機構を使用することによって、ユーザのブラウザは、この段
階で代わりにローカルＯＰへリダイレクトされる）。ｃｒｅａｔｅＡｕｔｈＵｒｌをコー
ルするとき、ＲＰは、ユーザが対応するＩＤＰによって認証が成功した後にリダイレクト
されるＵＲＬである、「ｃｏｎｔｉｎｕｅＵｒｌ」（すなわち、コールバックＵＲＬ）を
提出する。「レルム」は、ＯｐｅｎＩＤのレルムを識別する随意のパラメータであるが、
「識別子」は、どのＩＤＰを使用するべきかを指定する。
【０１２０】
　別のステップは、ｖｅｒｉｆｙＡｓｓｅｒｔｉｏｎを含む。ＩＤＰがユーザの認証に成
功した後（これは、ローカルＯＰが使用される場合、ローカルで行われる、実際のユーザ
認証を指す）、それは、ブラウザを、その秘密鍵を用いて署名されたユーザのアイデンテ
ィティ情報と共に、ｃｒｅａｔｅＡｕｔｈＵｒｌの「ｃｏｎｔｉｎｕｅＵｒｌ」パラメー
タにおいて指定されるＵＲＬにリダイレクトする。実施形態によれば、これは、処理され
ないバイナリブロブに類似しており、それは、確認のためにＧＩＴｋｉｔへ送り戻される
。これは、ＯＰからＲＰへのＯｐｅｎＩＤにおける第２のリダイレクトである。これは、
ローカルＯＰと共に使用される。コールバックＵＲＬのためのＨＴＴＰリクエストは、Ｒ
ＰのバックエンドにおいてＧＩＴｋｉｔクライアントライブラリによって取り込まれ、ク
ライアントライブラリは、「ｒｅｑｕｅｓｔＵｒｉ」（ＩＤＰが返すＵＲＩ）および「ｐ
ｏｓｔＢｏｄｙ」（ＩＤＰによる署名されたブロブ）と共に、ＧＩＴｋｉｔのｖｅｒｉｆ
ｙＡｓｓｅｒｔｉｏｎＡＰＩをコールする。ＧＩＴｋｉｔバックエンドは、ＯｐｅｎＩＤ
プロトコルを使用してＩＤＰレスポンスを確認し、アイデンティティ情報（また、例えば
、ＡＸが使用される場合、そのアイデンティティに関連付けられた属性も）をＲＰのバッ
クエンドに返す。このステップは、通常のＯｐｅｎＩＤのアサーション署名検証に対応す
る。これは、例えば、ＯｐｅｎＩＤのステートレスモードに類似している。ＧＩＴｋｉｔ
ライブラリは、（例えば、ネットワークにおいて）ＯＰに再び接触して、署名を検証し、
追加の属性（例えば、電子メールアドレス）を要求する。ＲＰは、「ｖｅｒｉｆｉｅｄＥ
ｍａｉｌ」フィールドを検査し、それに応じてアクションを行う。例えば、その電子メー
ルアドレスをもつアカウントが有効である場合、ユーザがログインされ、および／または
、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔウィジェットがログインウィンドウを閉じ、および／または、ユ
ーザのブラウザをＲＰのホームページにリダイレクトする。その電子メールについて発見
されたアカウントがない場合、ＲＰは、ユーザを、例えば、埋め込まれたアカウントにつ
いての他の属性と共に、事前に埋め込まれた編集不可能な電子メールフィールドをもつ、
アカウント作成ページにリダイレクトする。
【０１２１】
　ＯＡｕｔｈベースのＩＤＰ認証では、ＲＰは、同じまたは類似のコールを使用し、ＧＩ
Ｔｋｉｔから戻された同じまたは類似のレスポンスを得る。しかし、ＧＩＴｋｉｔは、Ｏ
Ａｕｔｈプロトコルをそのバックエンドにおいて使用して、ＩＤＰと通信し、例えば、ア
クセストークンとの交換など、正しい処理を行う。ＧＩＴｋｉｔ　ＡＰＩエンドポイント
は、ＧＩＴｋｉｔ　ＡＰＩコールを求めるリクエストを受信し、ユーザを（通常は、ＡＰ
Ｉ　Ｋｅｙを使用して）認証し、正しいパラメータと共にＧＩＴｋｉｔサーバをコールす
る。ＧＩＴｋｉｔサーバは、対応するＩＤＰに接触して、ＯｐｅｎＩＤ／ＯＡｕｔｈコー
ルを完了する。
【０１２２】
　本明細書で説明された例示的実施形態は、ＯｐｅｎＩＤのコンテキストにおいて実行さ
れ、上記で説明された技法は、リバティアライアンスなど、任意の数のシングルサインオ
ンセキュリティプロトコルに適用される。さらに、様々な実施形態が様々な図に関連して
説明されたが、他の同様の実施形態が使用され、または、説明された実施形態に、様々な
実施形態の同じファンクションを行うために、それから逸脱することなく変更および追加
が行われることが理解される。したがって、実施形態は、任意の単一の実施形態に限定さ
れるべきではなく、むしろ、添付の特許請求の範囲による広さおよび範囲において解釈さ
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れるべきである。
【０１２３】
　その上、特徴および要素は、特定の組み合わせにおいて上記で説明され、各特徴または
要素は、単体で、または他の特徴および要素との任意の組み合わせにおいて使用される。
本明細書で説明されたシステム、方法およびプロセスのいずれかまたはすべては、コンピ
ュータ可読記憶媒体上に記憶された、コンピュータ実行可能命令またはプロセッサ実行可
能命令（すなわち、プログラムコード、ソフトウェアおよび／またはファームウェア）の
形態で実施され、それらの命令は、プロセッサなどのマシンによって実行されるとき、本
明細書で説明されたシステム、方法およびプロセスを行い、および／または実装すること
が理解される。詳細には、上記で説明されたステップ、動作またはファンクションのいず
れかが、そのような実行可能命令の形態で実装される。コンピュータ可読記憶媒体は、情
報の記憶のための任意の方法または技術において実装された、揮発性および不揮発性、取
外し式および非取外し式媒体を両方とも含む。コンピュータ可読記憶媒体は、限定されな
いが、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリまたは他のメモリ技術、ＣＤＲ
ＯＭ、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）または他の光ディスク記憶、磁気カセット、磁
気テープ、磁気ディスク記憶または他の磁気記憶デバイス、または、所望の情報を記憶す
るために使用でき、コンピュータまたはプロセッサによってアクセスできる、任意の他の
媒体を含む。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図１Ｃ】 【図２】

【図３Ａ】 【図３Ｂ】



(34) JP 2018-157604 A 2018.10.4

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年7月17日(2018.7.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザデバイスのユーザを認証する方法であって、
　サービスプロバイダ（ＳＰ）への、サービスにアクセスするためのアクセス要求を送信
することであって、前記アクセス要求は、前記ＳＰに関連付けられるユーザ識別子を含む
、ことと、
　認証要求を前記ＳＰから受信することと、
　前記認証要求に応答して、第１のユーザ認証ファクタを使用して前記ユーザのローカル
認証を実行することと、
　前記ユーザの前記ローカル認証が成功したとき、前記ユーザの識別子、前記ＳＰ、およ
び前記第１のユーザ認証ファクタに関連付けられる第１の鍵を取得することと、
　前記第１のユーザ認証ファクタを使用した前記ユーザの前記ローカル認証が成功したこ
とを示す第１のアサーションを前記第１の鍵を使用して生成することと、
　認証応答を前記ＳＰに送信することであって、前記認証応答は前記第１のアサーション
を備える、ことと、
　前記ＳＰによる前記第１のアサーションの検証が成功すると前記ＳＰから前記サービス
へのアクセスを受信することと
　を備える方法。
【請求項２】
　前記方法は、
　前記ＳＰへのリソースについての要求を送信することと、
　前記ＳＰによる前記第１のアサーションの検証が成功した後、前記リソースにアクセス
することと
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のアサーションは、前記第１の鍵を使用して署名されたチャレンジを備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記方法は、
　ポリシーチェックを実行して、前記第１のユーザ認証ファクタが有効であるか、または
無効であるかを前記第１のユーザ認証ファクタの以前の使用に基づいて判定することと、
　前記第１のユーザ認証ファクタの前記以前の使用が無効である場合、前記第１のユーザ
認証ファクタを使用して前記ユーザの前記ローカル認証を実行することと
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記方法は、
　前記以前の使用と現在の時刻との間の経過時間と鮮度時間を比較することによって前記
第１のユーザ認証ファクタの鮮度を判定することをさらに備え、
　前記鮮度時間が前記以前の使用と現在の時刻との間の前記経過時間よりも大きいとき、
前記第１のユーザ認証ファクタの前記以前の使用は有効である、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ユーザデバイスは、シングルサインオン（ＳＳＯ）サブシステムおよび複数のネッ
トワークアシスト型認証モジュールを備え、前記方法は、
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　前記ＳＳＯサブシステムが、前記認証要求を前記ＳＰから受信するように、ブラウザ、
ブラウザエージェント、ブラウザプラグイン、前記ユーザデバイス上のアプリケーション
、またはＪａｖａアプレットと対話することと、
　前記ＳＳＯサブシステムが、安全なユーザインターフェースを介して前記ユーザと対話
することと、
　前記ＳＳＯサブシステムが、アプリケーションプログラミングインターフェースを介し
て、前記複数のネットワークアシスト型認証モジュールと通信することと、
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１のユーザ認証ファクタを使用して前記ユーザの前記ローカル認証を実行するこ
とは、
　前記ユーザに関連付けられており、かつ前記ユーザデバイスにローカルに格納されてい
るユーザ認証データを得ることと、
　前記ユーザ認証データを使用して前記ユーザの前記ローカル認証を実行することと
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＳＰは、ＯｐｅｎＩＤ連携型アイデンティティ管理アーキテクチャにおけるリライ
ングパーティ（ＲＰ）であり、前記ユーザ識別子は、連携型アイデンティティプロバイダ
（ＩｄＰ）に関連付けられ、前記方法は、
　前記ＲＰからのリダイレクトを介して前記認証要求を前記ＩｄＰから受信することと、
　前記ＲＰからのリダイレクトを介して前記認証応答を前記ＩｄＰに送信することと、
　前記ＩｄＰによる前記第１のアサーションの検証が成功すると前記ＲＰから前記サービ
スへのアクセスを受信することと
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記認証要求を前記ＳＰから受信することは、実行されるべきローカルユーザの認証フ
ァクタのリストを受信することを備え、前記リストは前記第１のユーザ認証ファクタを備
える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　ユーザデバイスであって、
　サービスプロバイダ（ＳＰ）への、サービスにアクセスするためのアクセス要求を送信
し、前記アクセス要求は、前記ＳＰに関連付けられるユーザ識別子を含み、
　認証要求を前記ＳＰから受信し、
　前記認証要求に応答して、第１のユーザ認証ファクタを使用してユーザのローカル認証
を実行し、
　前記ユーザの前記ローカル認証が成功したとき、前記ユーザの識別子、前記ＳＰ、およ
び前記第１のユーザ認証ファクタに関連付けられる第１の鍵を取得し、
　前記第１のユーザ認証ファクタを使用した前記ユーザの前記ローカル認証が成功したこ
とを示す第１のアサーションを前記第１の鍵を使用して生成し、
　認証応答を前記ＳＰに送信し、前記認証応答は前記第１のアサーションを備え、
　前記ＳＰによる前記第１のアサーションの検証が成功すると前記ＳＰから前記サービス
へのアクセスを受信する
　ように構成されたユーザデバイス。
【請求項１１】
　前記ユーザデバイスは、
　前記ＳＰへのリソースについての要求を送信し、
　前記ＳＰによる前記第１のアサーションの検証が成功した後、前記リソースにアクセス
する
　ようにさらに備える、請求項１０に記載のユーザデバイス。
【請求項１２】
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　前記第１のアサーションは、前記第１の鍵を使用して署名されたチャレンジを備える、
請求項１０に記載のユーザデバイス。
【請求項１３】
　前記ユーザデバイスは、
　ポリシーチェックを実行して、前記第１のユーザ認証ファクタが有効であるか、または
無効であるかを前記第１のユーザ認証ファクタの以前の使用に基づいて判定し、
　前記第１のユーザ認証ファクタの前記以前の使用が無効である場合、前記第１のユーザ
認証ファクタを使用して前記ユーザの前記ローカル認証を実行する
　ようにさらに構成される、請求項１０に記載のユーザデバイス。
【請求項１４】
　前記ユーザデバイスは、
　前記以前の使用と現在の時刻との間の経過時間と鮮度時間を比較することによって前記
第１のユーザ認証ファクタの鮮度を判定するようにさらに構成され、
　前記鮮度時間が前記以前の使用と現在の時刻との間の前記経過時間よりも大きいとき、
前記第１のユーザ認証ファクタの前記以前の使用は有効である、請求項１３に記載のユー
ザデバイス。
【請求項１５】
　前記ユーザデバイスは、シングルサインオン（ＳＳＯ）サブシステムおよび複数のネッ
トワークアシスト型認証モジュールを備え、前記ＳＳＯサブシステムは、
　前記認証要求を前記ＳＰから受信するように、ブラウザ、ブラウザエージェント、ブラ
ウザプラグイン、前記ユーザデバイス上のアプリケーション、またはＪａｖａアプレット
と対話し、
　安全なユーザインターフェースを介して前記ユーザと対話し、
　アプリケーションプログラミングインターフェースを介して、前記複数のネットワーク
アシスト型認証モジュールと通信する
　ように構成される、請求項１０に記載のユーザデバイス。
【請求項１６】
　前記ユーザデバイスは、
　前記ユーザに関連付けられており、かつ前記ユーザデバイスにローカルに格納されてい
るユーザ認証データを得、
　前記ユーザ認証データを使用して前記ユーザの前記ローカル認証を実行する
　ようにさらに構成される、請求項１０に記載のユーザデバイス。
【請求項１７】
　前記ＳＰは、ＯｐｅｎＩＤ連携型アイデンティティ管理アーキテクチャにおけるリライ
ングパーティ（ＲＰ）であり、前記ユーザ識別子は、連携型アイデンティティプロバイダ
（ＩｄＰ）に関連付けられ、前記ユーザデバイスは、
　前記ＲＰからのリダイレクトを介して前記認証要求を前記ＩｄＰから受信し、
　前記ＲＰからのリダイレクトを介して前記認証応答を前記ＩｄＰに送信し、
　前記ＩｄＰによる前記第１のアサーションの検証が成功すると前記ＲＰから前記サービ
スへのアクセスを受信する
　ようにさらに構成される、請求項１０に記載のユーザデバイス。
【請求項１８】
　前記ユーザデバイスは、
　実行されるべきローカルユーザの認証ファクタのリストを受信するようにさらに構成さ
れ、前記リストは前記第１のユーザ認証ファクタを備える、請求項１０に記載のユーザデ
バイス。
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