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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のサービスを提供するウェブサイトが実行する方法であって、
　前記第１のサービスのための要求を受信するステップであって、前記要求は、第２のサ
ービスに関連付けられたユーザＩＤ情報と、前記第１のサービス及び前記第２のサービス
に関連付けられたユーザＩＤマッピングデータに基づいて取得された前記第１のサービス
に関連付けられたユーザＩＤ情報を含む、受信するステップと、
　前記第１のサービスに関連付けられた前記ユーザＩＤ情報に基づき、前記要求を検証す
るステップと、
　前記検証に応答して、１つのセッション間の前記第１のサービスにアクセスするための
前記ユーザにアサインされたリソースアクセス権限に基づき、前記第１のサービスにアク
セスするために、前記ユーザに関連付けられるコンピューティングデバイスのための前記
１つのセッションを確立するステップであって、前記リソースアクセス権限は、前記要求
の方法によりさらに制御される、ステップと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ユーザＩＤ情報は、前記第２のサービス及び前記ユーザＩＤマッピングデータに関
連付けられたユーザＩＤに基づき、生成されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のサービスは、取引の支払いを含み、
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　前記第２のサービスは、取引の消費者対消費者（Ｃ２Ｃ）サービスを含み、前記リソー
スアクセス権限は、前記１つのセッション間の前記取引の前記支払いに前記ユーザを制限
することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ユーザに前記第１のサービスにアクセスすることを可能にするステップは、
　前記ユーザに前記取引に関連付けられた前記第１のサービスの１つまたは複数のアクセ
スすることを可能とするステップを含むことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記要求は、タイムスタンプを含む署名を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法
。
【請求項６】
　前記ユーザの以前の署名のタイムスタンプと前記署名の前記タイムスタンプと比較する
ことにより、前記署名を認証するステップと、
　前記ユーザＩＤ情報に関連付けられたユーザに、前記署名の認証後に前記第１のサービ
スにアクセスすることを可能とさせるステップと
　をさらに含むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　１つまたは複数のプロセッサにより実行されたときに、第１のサービスを提供するウェ
ブサイトに以下の動作を実施させるコンピュータ実行可能命令を記憶する１つまたは複数
のコンピュータ可読記憶媒体であって、前記動作は、
　前記第１のサービスのための要求を受信するステップであって、前記要求は、第２のサ
ービスに関連付けられたユーザＩＤ情報と、前記第１のサービス及び前記第２のサービス
に関連付けられたユーザＩＤマッピングデータに基づいて取得された前記第１のサービス
に関連付けられた、署名とユーザＩＤ情報を含み、前記第１のサービスと前記第２のサー
ビスは、電子商取引のためのパートナーシップを有する、ステップと、
　前記第１のサービスに関連付けられた前記ユーザＩＤ情報に基づいて前記要求を検証す
るステップと、
　前記ユーザＩＤ情報に基づいて、前記第１のサービスにアクセスするためのリソースア
クセス権限をアサインするステップであって、前記リソースアクセス権限は、前記要求の
方法によりさらに制御されるステップと、
　前記署名のタイムスタンプと、前記ユーザの以前の署名のタイムスタンプとを比較する
ことにより、署名を認証するステップと、
　前記リソースアクセス権限に基づいて、前記ユーザＩＤ情報に関連付けられたユーザに
前記第１のサービスにアクセスすることを許容するステップと、
　を含むことを特徴とするコンピュータ可読記録媒体。
【請求項８】
　前記ユーザＩＤ情報は、前記第２のサービスと前記ユーザＩＤマッピングデータに関連
付けられたユーザＩＤに基づいて、生成されることを特徴とする請求項７に記載のコンピ
ュータ可読記録媒体。
【請求項９】
　前記第１のサービスに関連付けられた追加のユーザＩＤを含む、前記第１のサービスの
ための追加の要求を受信するステップと、
　前記追加のユーザＩＤに基づき、前記第１のサービスにアクセスするために、前記リソ
ースアクセス権限より高い追加のリソースアクセス権限を割り振るステップと
　を含むことを特徴とする請求項８に記載のコンピュータ可読記録媒体。
【請求項１０】
　前記リソースアクセス権限は、前記第１のサービスにより記録された前記ユーザに関連
付けられたセッション情報に基づき判定されることを特徴とする請求項７に記載のコンピ
ュータ可読記録媒体。
【請求項１１】
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　前記第１のサービスは、取引の支払いに関連付けられ、
　前記第２のサービスは、取引の消費者対消費者（Ｃ２Ｃ）サービスを含むことを特徴と
する請求項７に記載のコンピュータ可読記録媒体。
【請求項１２】
　前記ユーザが前記第１のサービスにアクセスすることを可能とするステップは、前記ユ
ーザが前記取引に関連付けられた前記第１のサービスの１つまたは複数の部分をアクセス
することを可能とするステップを含むことを特徴とする請求項１１に記載のコンピュータ
可読記録媒体。
【請求項１３】
　１つまたは複数のプロセッサと、
　前記１つまたは複数のプロセッサにより実行可能な複数のコンポーネントを維持するメ
モリとを備えたシステムであって、前記複数のコンポーネントは、
　ＩＤ認証ユニットであって、
　第１のサービスのための要求を受信し、前記要求は、第２のサービスに関連付けられた
ユーザＩＤ情報と、前記第１のサービス及び前記第２のサービスに関連付けられたユーザ
ＩＤマッピングデータに基づいて取得された前記第１のサービスに関連付けられた署名と
ユーザＩＤ情報を含み、前記第１のサービスと前記第２のサービスは、電子商取引のため
のパートナーシップを有し、
　前記第１のサービスに関連づけられた前記ユーザＩＤ情報に基づいて、前記要求を認証
する、ＩＤ認証ユニットと、
　前記ユーザＩＤ情報に基づいて前記第１のサービスにアクセスするためのリソースアク
セス権限を割り振り、前記リソースアクセス権限を、前記要求の方法によりさらに制御す
る権限コントローラと、
　ＩＤ署名ベリファイアであって、
　前記署名のタイムスタンプと、前記ユーザの以前の署名のタイムスタンプとを比較する
ことにより、前記署名を認証し、
　前記ユーザＩＤ情報と関連付けられたユーザに、前記リソースアクセス権限に基づいて
、前記第１のサービスにアクセスすることを許容する、ＩＤ認証ベリファイアとを含む
　ことを特徴とするシステム。
【請求項１４】
　前記ユーザＩＤ情報は、前記第２のサービスに関連付けられたユーザＩＤと前記ユーザ
ＩＤマッピングデータに基づいて生成されることを特徴とする請求項１３に記載のシステ
ム。
【請求項１５】
　前記リソースアクセス権限は、前記第１のサービスにより記録された前記ユーザに関連
付けられたセッション情報に基づいて判定されることを特徴とする請求項１３に記載のシ
ステム。
【請求項１６】
　前記第１のサービスは、取引の支払いに関連付けられ、
　前記第２のサービスは、前記取引の消費者対消費者（Ｃ２Ｃ）サービスに関連付けられ
ることを特徴とする請求項１３に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記ユーザが前記第１のサービスにアクセスすることを可能とすることは、前記ユーザ
が前記取引に関連付けられた前記第１のサービスの１つまたは複数の部分にアクセスする
ことを可能とすることを特徴とする請求項１６に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、概してコンピュータおよびインターネット技術、特にシステム間シングルサ
インオン（ＳＳＯ）のシステムおよび方法に関する。



(4) JP 5695120 B2 2015.4.1

10

20

30

40

50

【背景技術】
【０００２】
　多くのインターネット系アプリケーションは、互いに連携しているが、依然として独立
している、複数のシステムに渡る一連のステップを実行することをユーザに要求する。例
えば、インターネット商用アプリケーションにおいて、消費者は、販売者のウェブサイト
で購入する製品を選択してもよいが、支払いサービス業者が所有する別のウェブサイトを
通して支払いを行う必要がある。この手順は、消費者対消費者（Ｃ２Ｃ）電子商取引アプ
リケーションにおいて特に一般的であり、販売者は、電子決済を受け取る態勢ではない、
または直接支払いを行うのに信用があるとの評判をまだ受けていない。インターネットオ
ークションでは、例えば、買手がＣ２Ｃウェブサイト（オークションサイト）で購入セレ
クションを作成するが、販売者に直接支払う代わりに、買手は、多くの場合、その安全で
、信頼性があり、かつ便利な即時電子決済で知られる場合がある、第３者であるサービス
業者の支払いウェブサイトから支払うことを好む。本実施例では、Ｃ２Ｃウェブサイトお
よび第３者の支払いウェブサイトは、２つの独立した会社により維持される、２つの独立
したウェブサイトであり、それぞれは独自のユーザＩＤドメインおよびＩＤ認証メカニズ
ムを有する。購入取引を完了するには、買手は、２回（Ｃ２Ｃウェブサイトで１回、第３
者の支払いウェブサイトでもう１回）ログオンする必要がある場合がある。しかし、ユー
ザ（買手）の視点から見ると、１つの購入取引中に、２つの異なるウェブサイトにサイン
オンすることなく、速やかで簡易化された買い物体験が通常望ましい。
【０００３】
　ＳＳＯは、ユーザが、ＩＤ認証のために、１回のみユーザＩＤ情報を入力すればよく、
その結果、ユーザＩＤ認証を必要とする複数のシステムまたはアプリケーションプログラ
ムに自動的にサインオンすることができる、ログオン環境を指す。ユーザＩＤ情報の１回
限りの入力は、複数のシステムまたはアプリケーションプログラムの１つで行われる。ユ
ーザは、他のシステムまたはアプリケーションプログラムから、ユーザＩＤ情報を再度入
力する必要はない。
【０００４】
　従来のＳＳＯ方法およびシステムは、（１）ユニバーサルユーザビューを維持するため
の集中ユーザ管理システム、（２）統一されたユーザＩＤ認証を実行するための共通ユー
ザＩＤ認証システムの２つの基本的なソフトウェアおよびハードウェアコンポーネントに
基づく。ユーザは最初に、ユニバーサルユーザＩＤを使用して、共通ユーザＩＤ認証シス
テムにサインオンし、それによって加入しているシステムにユーザのＩＤを証明するため
の承認トークンを取得する。ユーザが同一ユーザＩＤ管理ドメイン内の加入しているシス
テムを訪問することを要求すると、隠し「パスワード」として認証トークンがユーザのロ
グオン要求に含まれる。対象の加入しているシステムは、共通ユーザＩＤ認証システムに
トークンの妥当性を検証するよう問い合わせ、問い合わせの結果に基づき、ユーザＩＤが
有効であるかを判断する。
【０００５】
　図１は、従来のＳＳＯ方法およびシステムの例を図示する。図１の方法およびシステム
による、シングルサインオンのための手順を以下に記載する。
【０００６】
　ステップ１では、ユーザ（図示せず）は、ユーザのブラウザ１００を介してアプリケー
ションシステム１１０にその特定のリソースにアクセスするための最初の要求を行う。ユ
ーザが承認ＩＤトークンを有していないことが発見されると、アプリケーションシステム
１１０は、ＩＤ認証のために、ユーザを共通ＩＤ認証および承認システム１２０にリダイ
レクトする。共通ＩＤ認証および承認システム１２０は、ユーザＩＤ管理に共通ユーザＩ
Ｄライブラリ１３０を利用する。
【０００７】
　ステップ２では、ユーザは、共通ＩＤ認証および認証システム１２０でＩＤ認証プロセ
スを通過し、承認ＩＤトークンを受信する。
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【０００８】
　ステップ３では、ユーザは共通ＩＤ認証および承認システム１２０によって、アプリケ
ーションシステム１１０にリダイレクトされ、承認ＩＤトークンをアプリケーションシス
テム１１０に送信する。
【０００９】
　ステップ４では、アプリケーションシステム１１０は、ＩＤトークンの妥当性を検証す
るために、承認ＩＤトークンを共通ＩＤ認証および承認システム１２０に送信する。ＩＤ
トークンが有効であることが証明されると、アプリケーションシステム１１０は、ユーザ
が要求したリソースにアクセスすることを許可し、そうでなければ、アプリケーションシ
ステム１１０は、ユーザによるアクセスを拒否する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　図示されるように、従来のＳＳＯ方法は、複数のアプリケーションシステムにより共有
される共通ＩＤ認証および承認システムを必要とし、共通ユーザＩＤライブラリをさらに
必要とする。複数のアプリケーションシステムが様々な管理システムを使用する多様なウ
ェブサイトにホストされるため、共通ユーザＩＤライブラリおよび共通ＩＤ認証ならびに
承認システムを確立することは、管理戦略および技術的導入の両方に困難をもたらす。そ
のような困難の代表的な例には、以下が挙げられる。
　１．異なるウェブサイトは、異なるユーザグループを有する。これらのユーザグループ
は、それぞれにセットを構成する。これらのセットは、互いに交差する場合があるが、通
常、互いと同一ではない。結果として、異なるユーザグループを共通ユーザＩＤライブラ
リィに一体化し、一元管理することは難しい。
　２．異なるウェブサイトは、ユーザ登録および管理のための独自の固有な方法ならびに
手順を有する。異なるウェブサイトにそれらのシステムを共通ユーザＩＤ管理システムに
変換することを要求することは、多くの場合、ビジネス要件と両立しない。
　３．共通ユーザＩＤライブラリが複数のシステムに共有されるとしても、それぞれのシ
ステムは、個々にアップグレードする必要がある場合がある。結果として、使用される標
準規格に関して合意を得ることは難しく、共通ユーザＩＤライブラリの確立および維持に
おいて、どのシステムが優位性を有するべきかを判断することは、さらに難しい。
　４．インターネット上で、ＩＤトークンは、通常、一般に同一ＳＳＯログオンドメイン
のすべてのウェブサイトが同一ネットワークドメインに属することを要求する、クッキー
を使用して通信される。可能であるとしても、異なるネットワークドメインに渡りＳＳＯ
を確立することは、非常に複雑な手順を必要とする。
　５．共通ユーザＩＤ認証システムは、集中セッション管理ユニットであり、典型的に、
単一障害点であり、性能においてボトルネックとなる問題点である。そのような問題の解
決には、費用の掛かる、複雑なクラスタ技術が必要である場合があり、システムの構築お
よび維持費用を大幅に増加する。
　６．複数の個別ユーザＩＤ認証および管理システムを共通ユーザＩＤ認証および管理シ
ステムに変更するために、既存のシステムの相当な変更および改造が必要となる場合があ
る。これは、費用を増大するだけでなく、大きなリスクも伴う。
【００１１】
　前述の理由のため、ＳＳＯ方法およびシステムの改善に対する重大な必要性が存在する
。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　従来の集中モデルの代わりに、ユーザＩＤ管理の分散モデルを使用するシングルサイン
オン（ＳＳＯ）技術を記載する。システム間シングルサインオンは、複数のシステムのユ
ーザＩＤをマップするためのユーザＩＤマッピング概念を使用することにより可能になる
。
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【００１３】
　一側面によると、第１のシステムと第２のシステムとの間のシングルサインオンの方法
が提供される。第１のシステムは、第１のシステムに関するユーザのＩＤ情報を取得する
。その後第１のシステムは、システム間ユーザＩＤマッピング関係に従い、第１のシステ
ムに関するユーザのＩＤ情報から第２のシステムに関するユーザのＩＤ情報を取得し、第
２のシステムに関するユーザのＩＤ情報を第２のシステムに送信する。ユーザのＩＤ情報
を受信した上で、第２のシステムは、ユーザが第２のシステムにサインオンできるように
する。
【００１４】
　一実施形態では、システム間で通信されるユーザＩＤ情報は、デジタル署名技術を使用
して暗号化される。例えば、第１のシステムは、第２のシステムに関するユーザのＩＤ情
報に添付される署名を作成し、第２のシステムに関するユーザのＩＤ情報と共に該署名を
第２のシステムに送信する。第２のシステムは、受信した署名を審査することによって、
ユーザＩＤ情報を認証する。１つの例示的なアプリケーションでは、ユーザは、最初に第
１のシステムにサインオンする。第２のシステムは、ユーザのＩＤ情報が認証された場合
、ユーザが第２のシステムにサインオンできるようにする。ユーザが第１のシステムにま
だサインオンしていない場合、第１のシステムは、ユーザのＩＤを認証するために、ユー
ザにサインオンすることを要求する場合がある。
【００１５】
　第１のシステムは、ユーザが第２のシステムにサインオンしようとしたという知らせを
受けた上で、署名を作成するように設定されていてもよい。この知らせは、第１のシステ
ムでユーザにより起動されたログオン要求、または第２のシステムによって第１のシステ
ムにリダイレクトされたログオン要求のいずれかである場合がある。
【００１６】
　該方法の一実施形態では、第１のシステムは、ユーザが第１のシステムから来たことを
第２のシステムに知らせる。第２のシステムは、この認識を使用して、第２のシステムに
サインオンする際のユーザの権限を絞り込む、例えば制限してもよい。
【００１７】
　署名は、第１のシステムにより、暗号デジタル署名で暗号化されてもよい。従って、第
２のシステムは、署名を認証するために、暗号デジタル署名を復号化する。暗号化および
復号化は、公開鍵暗号化および秘密鍵暗号化などのいずれの適した暗号化技術を使用して
行われてもよい。また、ハッシング技術を使用してもよい。第１のシステムは、ユーザＩ
Ｄ情報を第２のシステムに送信する前に、第２のシステムに関するユーザＩＤ情報の少な
くとも一部分からハッシュを作成してもよい。
【００１８】
　一実施形態では、第１のシステムは、署名および／またはユーザのＩＤ情報を第２のシ
ステムに送信する前に、署名および／または第２のシステムに関するユーザのＩＤ情報に
タイムスタンプを押す。第２のシステムは、タイムスタンプ情報を確認することによって
、署名および／またはユーザのＩＤ情報を認証する。例えば、タイムスタンプ情報は、現
行のタイムスタンプと同一ユーザに関する以前のタイムスタンプとを比較することにより
、確認されてもよい。署名および／またはユーザのＩＤ情報は、現行のタイムスタンプが
以前のタイムスタンプの後続である場合にのみ認証される。第２のシステムは、署名のロ
グ記録および受信したユーザのＩＤ情報を保持する場合がある。
【００１９】
　別の側面によると、システム間ユーザサインオンを認証するためのシステムが提供され
る。該システムは、データストレージ、およびデータストレージに保存されたユーザ情報
を使用して、ログオンを要求しているユーザのＩＤを認証するためのＩＤ認証デバイスを
有する。該システムは、データストレージに保存されるユーザＩＤマッピングデータをさ
らに有する。ユーザＩＤマッピングデータは、現行システムに関するユーザＩＤ情報とパ
ートナーシステムに関するユーザＩＤ情報との間のマッピング関係を定義する。該システ
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ムは、マッチング関係を使用して、システムに関するユーザＩＤ情報からパートナーシス
テムに関するユーザＩＤ情報を取得するように適応される。
【００２０】
　一実施形態では、該システムは、パートナーシステムに関するユーザＩＤ情報に添付さ
れる署名を生成するための署名ジェネレータを有する。署名ジェネレータは、暗号化アル
ゴリズムを使用してもよい。
【００２１】
　別の側面によると、システム間ユーザサインオンを認証するためのシステムは、現行シ
ステムに関するユーザＩＤ情報を保存するデータストレージ、およびデータストレージに
保存されたユーザＩＤ情報を使用してユーザＩＤを認証するためのＩＤ認証デバイスを有
する。該システムは、パートナーシステムから受信したユーザＩＤに添付された署名を復
号化し、データストレージに保存されたユーザＩＤ情報を判断することによって、受信し
たユーザＩＤを認証するための署名認証デバイスをさらに有する。該システムは、署名認
証デバイスによる署名の認証が成功した上で、ユーザがログオンすることを許可すること
ができる。一実施形態では、該システムは、ユーザのログオン方法に従い、ユーザの権限
を制限するためのユーザ権限コントローラをさらに有する。
【００２２】
　従来のＳＳＯ方法およびシステムとは異なり、本開示に記載される技術は、集中モデル
の代わりに、分散ユーザ管理モデルを使用する。システム間ＩＤマッピング概念を使用し
、異なるシステムに関するユーザＩＤ情報を統合するために、直接ユーザＩＤマッピング
テーブルが構築されてもよい。安全性を強化するために、デジタル署名技術を使用するこ
とができる。ユーザＩＤマッピングおよびデジタル署名技術の両方は、既存のシステムの
単純な拡張であり、既存のユーザＩＤ認証システムの根本的な変更を必要としない。複数
の独立したシステムを含む、大きな共同システムは、相互信頼関係に基づき、それぞれの
システムを大幅に変更したり、その独立性を放棄したりする必要なく、構築される場合が
ある。
【００２３】
　記載される技術の他の特徴および利点は、以下の詳細な説明および図から、より容易に
理解されるだろう。
【００２４】
　添付の図を参照しながら、詳細な説明を記載する。図では、参照番号の最も左の数字に
より、参照番号が最初に表示される図を識別する。同一参照番号の異なる図での使用は、
同様または同一事項を示す。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】従来のＳＳＯ方法およびシステムの例を示す図である。
【図２】インターネット電子商取引においてシングルサインオンを達成するための例示的
なシステムの概略図である。
【図３】例示的なシングルサインオンプロセスを示す、フロー図である。
【図４】ウェブサイトＢが、いつウェブサイトＡにユーザＩＤ情報に署名するように要求
するかを定義する、例示的なシングルサインオンプロセスを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下の代表的な実施例に実証されるように、本明細書に記載の技術は、既存のシングル
サインオン（ＳＳＯ）方法に見られるユーザＩＤ管理の集中モデルから離れ、ユーザＩＤ
管理の分散モデルを導入する。この設計は、高度な技術的複雑性の問題および管理の困難
性に対処する。
【００２７】
　本開示の一側面によると、複数のシステムのユーザＩＤをマップするためにシステム間
ユーザＩＤマッピングを使用する、システム間シングルサインオンのための方法が提供さ
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れる。Ｃ２Ｃウェブサイトまたは支払いウェブサイトのような、それぞれが独立したウェ
ブサイトである場合がある、別個のパートナーシステムは、独自のユーザＩＤおよびユー
ザＩＤ管理システムを保持することが可能であり、共通ユーザＩＤライブラリおよび共通
ユーザＩＤ管理システムに準拠する必要はない。
【００２８】
　異なるシステムに関するユーザＩＤは、たとえ同一ユーザであっても異なる可能性があ
るため、本開示は、異なるシステム間で調整するためのシステム間ユーザＩＤマッピング
技術を導入する。マッピングは、異なるシステム間における同一ユーザのＩＤのマッチン
グ対応を定義する。特定のユーザのそれぞれのＩＤは、異なるシステムにおいて異なる場
合がある、ユーザ名およびパスワードなどの基本属性を有する場合があるが、生年月日、
住所、および選好などのその他の属性が含まれている場合もある。マッピングは、いずれ
の適した方法で行われてもよいが、好ましくは、システムがそれぞれのユーザを一意的に
識別することができ、別のシステムに関連するユーザのＩＤ情報の認識に基づき、１つの
システムに関するそれぞれのユーザのＩＤ情報が識別可能であるべきである。
【００２９】
　図２は、本開示によるインターネット電子商取引においてシングルサインオンを達成す
るための例示的なシステム２００の概略図である。図２に示されるように、ユーザＣは、
ユーザのブラウザ２１０を介して、ウェブサイトＡおよびウェブサイトＢに代表される２
つのパートナーシステムに関連するインターネット取引を試みる。シングルサインオンは
、ウェブサイトＡとウェブサイトＢとの間で行われる。ウェブサイトＡおよびウェブサイ
トＢは、インターネット上の２つの独立したウェブサイトである。それらは、インターネ
ット上のどこに位置してもよく、ネットワークドメインＡおよびネットワークドメインＢ
の２つの異なるドメインに属していてもよく、同一のネットワークドメインに属していて
もよい。
【００３０】
　ウェブサイトＡは、データストレージ２２０に保存されたユーザライブラリ２２４によ
って定義される、独自のユーザグループを有する。またウェブサイトＢも、データストレ
ージ２３０に保存されたユーザライブラリ２３４によって定義される、独自のユーザグル
ープを有する。データストレージ２２０および２３０のそれぞれは、単一ストレージデバ
イスまたは複合ストレージシステムであってもよい。
【００３１】
　ウェブサイトＡは、ログオンを要求しているユーザのＩＤを認証するためのＩＤ認証デ
バイス２２１をさらに有する。認証プロセスは、データストレージ２２０に保存されるユ
ーザライブラリ２２４のユーザＩＤ情報を利用する。ユーザのＩＤが認証されると、ユー
ザは、ウェブサイトＡの要求したリソースにアクセスすることが許可される。
【００３２】
　ウェブサイトＡは、データストレージ２２０に保存されたユーザＩＤマッピングデータ
２２６をさらに有する。ユーザＩＤマッピングデータ２２６は、ウェブサイトＡに関する
ユーザＩＤ情報とウェブサイトＢに関するユーザＩＤ情報との間のマッピング関係を定義
する。ユーザＩＤマッピングデータ２２６は、ウェブサイトＡが、ウェブサイトＡに関す
る同一ユーザのＩＤ情報から、ウェブサイトＢに関するユーザのＩＤ情報を取得できるよ
うにする。
【００３３】
　ウェブサイトＡは、ウェブサイトＢに関するユーザＩＤ情報に添付される署名を生成す
るためのＩＤ署名ジェネレータ２２２をさらに有する。ＩＤ署名ジェネレータ２２２およ
びＩＤ認証デバイス２２１は、２つの別個のユニットまたは単一ユニットのいずれかに統
合されてもよい。
【００３４】
　またウェブサイトＢは、データストレージ２３０に保存されるユーザライブラリ２３４
のユーザＩＤ情報を使用して、ユーザＩＤを認証するためのＩＤ認証デバイス２３１も有



(9) JP 5695120 B2 2015.4.1

10

20

30

40

50

する。ウェブサイトＢは、ウェブサイトＡから受信したユーザＩＤ情報に添付される署名
を復号化するための署名認証デバイス２３２をさらに含む。ＩＤ認証デバイス２３１およ
びＩＤ署名認証デバイス２３２は、２つの個別ユニットまたは単一ユニットのいずれかに
実装することができる。
【００３５】
　署名の復号化は、ウェブサイトＡから受信したユーザＩＤの信頼性および完全性を検証
するために使用される。ユーザのＩＤが認証された場合、ユーザは、ウェブサイトＢの要
求したリソースにアクセスすることを許可される場合がある。
【００３６】
　例示的なアプリケーションでは、ウェブサイトＡおよびウェブサイトＢは、電子商取引
のためのパートナーシップを確立する。パートナーシップは、ウェブサイトＡおよびウェ
ブサイトＢがユーザ情報を交換し、その結果、マッピングテーブル形式である場合がある
、ユーザＩＤマッピングデータ２２６を回収することを可能にする。ユーザＣは、ウェブ
サイトＡおよびウェブサイトＢの両方の顧客である。典型的に、ユーザＣは、別々に、お
よび独立して、ウェブサイトＡおよびウェブサイトＢの顧客になった可能性がある。同一
ユーザＣは、ウェブサイトＡおよびウェブサイトＢに関する異なるユーザＩＤ情報（例え
ば、異なるユーザ名またはパスワード）を有する場合がある。例えば、ウェブサイトＡに
関するユーザＣのＩＤがＣＡであり、ウェブサイトＢに関するユーザＣのＩＤがＣＡであ
る場合、ユーザＩＤマッピングデータ２２６（マッピングテーブルのような）は、ＣＡと
ＣＢとの間のマッピング関係を、ＣＡ→ＣＢとして示す入力を含み、ウェブサイトＡ上で
のＩＤがＣＡであるユーザが、ウェブサイトＢ上でＣＢというＩＤを有することを意味す
る。適切に構築されている場合、ユーザＩＤマッピングデータ２２６は、ウェブサイトＡ
がそれぞれのユーザを一意的に識別することを可能にし、ウェブサイトＡに関する同一ユ
ーザのＩＤ情報の認識に基づき、ウェブサイトＢに関するそれぞれのユーザのＩＤ情報が
特定できるようにする。
【００３７】
　一致したＩＤ情報は、ログオンユーザ名およびパスワードなどの属性を含む場合がある
が、システム間で異なる追加属性を含む場合がある。さらに、ユーザＩＤの認証、および
ユーザ権限の制御ならびに制限に使用される追加情報もユーザＩＤ情報に添付される場合
がある。
【００３８】
　例示的なプロセスでは、ウェブサイトＡは、ユーザＣが、ユーザのブラウザ２１０を介
してウェブサイトＡにサインオンする際、ウェブサイトＡに関するユーザＣのＩＤ情報を
取得する。ＩＤマッピングデータ２２６を適切に使用することにより、ウェブサイトＡは
、ウェブサイトＡに関する同一ユーザＣのＩＤ情報から、ウェブサイトＢに関するユーザ
ＣのＩＤ情報を取得する。その後、ウェブサイトＡは、ウェブサイトＢに関するユーザの
ＩＤ情報をウェブサイトＢに送信する。ユーザのＩＤ情報を受信した上で、受信したＩＤ
情報が満足できるものである場合、第２のシステムは、ユーザＣが第２のシステムにサイ
ンオンすることを可能にすることができる。
【００３９】
　ウェブサイトＡとウェブサイトＢとの間で通信されるユーザＩＤ情報は、安全性を有す
るために、デジタル署名技術を使用して暗号化されてもよい。ウェブサイトＡは、この目
的のために、ＩＤ署名ジェネレータ２２２を有する。例えば、ユーザＣがウェブサイトＡ
に正常にサインオンした後、ウェブサイトＡは、ウェブサイトＡおよびウェブサイトＢに
関するユーザＣのＩＤ情報をＣＡおよびＣＢとそれぞれ定義し、ＩＤ署名ジェネレータ２
２２は、ウェブサイトＢに送信する前に、ユーザＩＤ情報ＣＢにデジタル署名する場合が
ある。いずれの適した暗号化技術を使用して、ユーザＩＤ情報ＣＢにデジタル署名するた
めの署名を生成してもよい。一般的に、署名アルゴリズムは、ウェブサイトＡでの暗号化
およびウェブサイトＢでの復号化を調整するために、ウェブサイトＡおよびウェブサイト
Ｂの両方で取り決める必要がある。適した署名アルゴリズムの一実施例は、公開鍵署名ア
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ルゴリズムであり、ウェブサイトＡは、それを使用して、その秘密鍵を使用してユーザＩ
Ｄ情報に署名し、ウェブサイトＢがウェブサイトＡの秘密鍵と一致する公開鍵を使用して
署名を復号化できるようにしてもよい。
【００４０】
　ウェブサイトＡでＩＤ署名ジェネレータ２２２により生成されるデジタル署名は、第２
のシステムに関するユーザのＩＤ情報ＣＢに添付される。そしてデジタル署名およびＩＤ
情報ＣＢは、ウェブサイトＢへのログオンを要求するために、両方ともウェブサイトＢに
送信される。
【００４１】
　ウェブサイトＢは、ウェブサイトＡからログオン要求を受信し、ログオン要求が認証を
必要とする署名を含むことを検出する。ウェブサイトＢは、この目的のために、ＩＤ署名
ベリファイア２３２を有する。ＩＤ署名ベリファイア２３２は、署名を復号化し、受信し
た署名およびユーザのＩＤ情報の信頼性ならびに完全性などの妥当性を検証する。署名お
よびユーザのＩＤ情報が妥当性テストに合格した場合、ウェブサイトＢは、ウェブサイト
Ａから送信されたＩＤ情報から、ユーザＣのＩＤを判断する。ウェブサイトＢは、ＣＢを
ウェブサイトＢに関するユーザＣの有効なＩＤとして承認し、その結果、ユーザＣに適切
な役割およびセッションを確立する。
【００４２】
　署名およびＩＤ情報が妥当性テストに不合格となった場合、ウェブサイトＢは、ユーザ
Ｃによるログオン要求を否認することになるであろう。場合によっては、署名およびＩＤ
情報が妥当性テストに合格したとしても、特定のユーザＩＤであるＣＢは、ウェブサイト
Ｂで導入される特定の追加制限により、まだログオンを許可されない場合がある。例えば
、特定のユーザＩＤであるＣＢは、失効している可能性があるか、または誤ったステータ
スを持つ、あるいはウェブサイトＢに維持されるブラックリスト中に発見される。そのよ
うな状況下において、ウェブサイトＢは、ユーザＣのログオン要求を依然として否認する
ことができる。
【００４３】
　ウェブサイトＢは、ウェブサイトＢ上のリソースにアクセスする訪問者としてのユーザ
Ｃに与えられる権限を制御するための権限コントローラ２３３をさらに有する。通常、特
定のユーザＩＤを有するユーザは、ユーザＩＤが作成される際に定められる、権限の固有
セットを有する。しかしながら、ユーザがログオンを要求する方法により、ユーザの権限
をさらに制御することが望ましい場合がある。例えば、ウェブサイトＢに直接ログオンす
るユーザは、固有の権限を与えられる一方、別のウェブサイト（例えば、本実施例のウェ
ブサイトＡ）からリダイレクトされるユーザは、より少ない権限が与えられる場合がある
。ログオンを要求しているユーザの固有の権限を判断するために、権限コントローラ２３
３は、データストレージ２３０に保存されるユーザライブラリ２３４を調べてもよい。ユ
ーザのログイン方法を判断するために、権限コントローラ２３３は、ウェブサイトＡから
送信されるログオン要求情報（署名およびユーザＩＤと共に含まれる）を調べてもよい。
あるいは、権限コントローラ２３２は、ユーザのログオン方法の情報を含むウェブサイト
Ｂに記録されたセッション情報を調べてもよい。セッション情報は、通常、ユーザＣがサ
インオンし、セッションを確立した後、ウェブサイトＢ上のログファイルに記録される。
【００４４】
　例示的なアプリケーションでは、ウェブサイトＡは、Ｃ２Ｃウェブサイトであり、ウェ
ブサイトＢは、支払いウェブサイトである。ユーザＣがウェブサイトＡ（Ｃ２Ｃウェブサ
イト）で起動されるウェブサイトＢ（支払いウェブサイト）にサインオンする際、ユーザ
Ｃは、現行のセッション中、ウェブサイトＡに関連する支払い取引のみを行い、他のウェ
ブサイトに関連する支払い取引を行わないように、権限コントローラ２３３がユーザＣの
現行のセッションの権限を制限してもよい。一般に、支払いウェブサイトは、Ｃ２Ｃウェ
ブサイトより高度な安全性を有する。権限コントローラ２３３の使用は、安全性と便利性
との適切なバランスを有する、よりよいパートナーシップを達成することを助長する。例
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えば、適切な権限制御により、Ｃ２Ｃウェブサイトに関するユーザＩＤ情報（ユーザ名、
およびパスワードまたはセキュリティコードなど）が盗まれる、あるいは危険にさらされ
る場合でも、ユーザとＣ２Ｃウェブサイトとの間のトランザクションのみに影響する。
【００４５】
　上記に示されるように、ウェブサイトＡとウェブサイトＢとの間のシングルサインオン
は、ユーザＩＤマッピングデータにより可能となり、デジタルＩＤ署名技術により、さら
に安全になる。デジタルＩＤ署名に使用される署名アルゴリズムは、本開示によるシング
ルサインオンに安全性を提供するための重要なコンポーネントである。好ましくは、署名
アルゴリズムは、以下のセキュリティ要件の側面を満足するべきである。
　（１）情報（ウェブサイトＢに関するユーザＩＤ情報に署名される署名、およびその他
の追加署名情報を含む）が確かにウェブサイトＡから送信されたものであることを証明す
るための信頼性。
　（２）ＩＤ情報が署名された後、署名およびＩＤ情報が不正者により改ざんされていな
いことを証明する完全性。
　（３）ウェブサイトＡ以外、ウェブサイトＢおよびいかなるその他の第３者を含む誰も
が有効な署名をレコード上に作成することができないことを保証する、非否認。適切な非
否認手段により、妥当性および安全性の疑問に議論が生じた場合、ウェブサイトＡは、レ
コード上の署名の作成者であることを否定できない。
　（４）ＩＤ署名が有効に使用されるのは、１回のみであることを保証する、リプレイ防
止。１度使用されると、ＩＤ署名は、もはや有効ではなくなり、従って、再び使用するこ
とができない。これは、第３盗聴者がユーザＩＤ署名を盗み、署名を再適用してウェブサ
イトＢへのログオンアクセスを手に入れることを防止する。
【００４６】
　上記に記載の安全対策（信頼性、完全性、および非否認）を達成するためのある例示的
な技術は、公開鍵デジタル署名アルゴリズムである。このアルゴリズムを使用するために
、ウェブサイトＡおよびウェブサイトＢは、事前に公開鍵および秘密鍵の組を取り決める
。秘密鍵は、ウェブサイトＡによってウェブサイトＢを含むその他のエンティティから隠
されて保管される。秘密鍵と一致する公開鍵は、公開され、特にウェブサイトＢに既知で
ある。実際のアプリケーションでは、ウェブサイトＡのＩＤ署名ジェネレータ２２２は、
公開鍵デジタル署名アルゴリズムを適用し、秘密鍵を使用してウェブサイトＢに関するユ
ーザＩＤ情報に署名する。署名されたユーザＩＤの受信した上で、ウェブサイトＢのＩＤ
署名ベリファイア２３２は、同一の公開鍵デジタル署名アルゴリズムに従って、公開鍵を
使用して受信した署名を復号化する。この暗号化－復号化手順は、ウェブサイトＡにより
署名されたＩＤ署名の信頼性および完全性を検証するための基盤を提供する。同時に、ウ
ェブサイトＢは、非否認手段を提供するために、セッションログの認証されたＩＤ署名を
記録する。記録されたセッションログにより、議論が生じた際にウェブサイトＡが記録さ
れたＩＤ署名を実行したことを否認することを避けられる。
【００４７】
　リプレイを防止するための１つの例示的な技術は、タイムスタンプの使用である。ウェ
ブサイトＡからウェブサイトＢに通信されるユーザＩＤには、タイムスタンプが押され、
またログオン要求には、ユーザＩＤにタイムスタンプが押されていること、および受信者
であるシステムウェブサイトＢによる確認および認証が必要であることを示す情報が含ま
れてもよい。好ましい実施形態では、タイムスタンプは、デジタル署名の署名手順におけ
る不可欠な部分として実装される。例えば、署名の作成に選択されるデジタル署名アルゴ
リズムは、ウェブサイトＡで署名されるＩＤ情報にタイムスタンプが添付されていること
を必要とし、タイムスタンプとＩＤ情報は、一緒に署名される場合がある。これは、ＩＤ
情報およびタイムスタンプ情報の両方の信頼性および完全性を保証する。ウェブサイトＢ
において、署名の復号化は、ＩＤ情報およびタイムスタンプ情報の両方の信頼性および完
全性を同時に検証する。
【００４８】
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　タイムスタンプ情報は、様々な方法でリプレイ防止に使用されてもよい。以下は、２つ
の実施例である。
【００４９】
　１．ウェブサイトＢでは、ＩＤ署名ベリファイア２３２がウェブサイトＡから受信した
ＩＤ署名を認証すると同時に、現行のＩＤ署名のタイムスタンプと、同一ユーザ（ユーザ
Ｃ）のウェブサイトＡから送信された以前のＩＤ署名のタイムスタンプを比較する。同一
ユーザによる継続的なログオン要求は、常に時間が増加するため、現行のタイムスタンプ
が以前のタイムスタンプより古いか、以前のタイムスタンプと同一であるかのいずれかの
場合、リプレイの試みが検出される可能性がある。そのような検出を行った上で、ＩＤ署
名認証は、失敗し、ウェブサイトＢはユーザＣによるアクセスを否認する。
【００５０】
　ユーザＣが初めてウェブサイトＢを訪問している場合、タイムスタンプは、以前のタイ
ムスタンプと比較することなく承認される必要がある場合があるが、署名およびユーザＩ
Ｄ情報が初めて適用されるため、この特別な状況において、リプレイのリスクは無い。ユ
ーザＣが正真正銘の正当な繰り返し訪問を行っている場合、異なる、唯一の継続的なタイ
ムスタンプを有する、現行の署名および以前の署名が別々に作成される。この技術を使用
し、ユーザＣが特定の署名で正真正銘の訪問を行った場合、同一署名は、事実上失効する
。この技術では、ウェブサイトＢが、タイムスタンプなどの追加添付情報を含む、すべて
のログオン要求のログ記録を保持する必要がある。
【００５１】
　２．ウェブサイトＡおよびウェブサイトＢは、作成後の署名の妥当性の期限を取り決め
る。例えば、ウェブサイトＡおよびウェブサイトＢは、署名は、作成後１分間のみ有効で
あると取り決めてもよい。署名を受信した上で、ウェブサイトＢは、署名のタイムスタン
プと、現在の時間（実際の時刻）を比較して、署名がまだ有効であるかどうかを判断する
。この技術を使用することで、署名が盗まれる、または漏れる、いかなる事象においても
、その妥当性は１分間のみに制限される。従って、安全性侵害がもたらす結果は最小化さ
れる。実際には、ウェブサイトＡが、署名されたユーザＩＤ情報の署名作成後、即座に送
信することが望ましい場合がある。これは、１分間を大幅に下回る失効期限を取り決める
ことにより、可能となる場合がある。
【００５２】
　タイムスタンプ情報を使用するための上記の２つの技術は、互いに排他的ではない。そ
れらを、実践に組み合わせてもよい。例えば、第１の技術は、単独で使用される場合、ウ
ェブサイトＡで作成された署名が、ウェブサイトＢに伝達される前に盗まれる、または漏
れるという事象において、損なわれる場合がある。この場合、ウェブサイトＢは、ユーザ
Ｃのタイムスタンプの適切な記録を有さず、盗まれたまたは漏れた署名を所有する犯人が
タイムスタンプテストに合格し得る。しかしながら、上記に記載される第１の技術と第２
の技術の両方の組み合わせは、盗まれたまたは漏れた署名は、かなりの時間が経過するま
で適用される可能性が低いため、問題が解決される可能性がある。
【００５３】
　署名の作成および認証に使用可能な署名アルゴリズムには、デジタル署名アルゴリズム
（ＤＳＡ）などの公開鍵署名アルゴリズムが挙げられるが、それに限定されない。様々な
技術が使用可能であり、パートナーウェブサイトの必要性に最も適するものを選択しても
よい。例えば、ウェブサイトＡおよびウェブサイトＢが十分な程度の相互信頼を有する場
合、非否認のためのメカニズムは必要ない場合がある。この場合、ウェブサイトＡは、ユ
ーザＩＤ情報およびタイムスタンプ情報の暗号化に秘密鍵アルゴリズムを使用し、ウェブ
サイトＢに暗号文（暗号テキスト文字列）を送信して、信頼性、完全性、およびリプレイ
防止を保証する。
【００５４】
　あるいは、ＩＤ情報およびタイムスタンプ情報の署名に、ハッシュアルゴリズムＳＨＡ
Ｉ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｈａｓｈ　Ａｌｇｏｒｉｓｍ、ｖｅｒｓｉｏｎ１．０）またはＭＤ５
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（Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｄｉｇｅｓｔ、ｖｅｒｓｉｏｎ５）、などのより単純なアルゴリズム
を使用してもよい。ハッシュアルゴリズムにより選択され、両者（ウェブサイトＡおよび
ウェブサイトＢ）で取り決めたシードを使用して、第３者がユーザＩＤ情報に有効な署名
を作成することを防止してもよい。
【００５５】
　図３は、本開示による、例示的なシングルサインオンプロセスのフロー図を示す。プロ
セスは、ブロックのコレクションとして論理フローグラフに示され、ハードウェア、ソフ
トウェア、またはその組み合わせに実装可能な一連の動作を示す。ソフトウェアの文脈に
おいて、ブロックは、コンピュータ実行可能指示を示し、１つ以上のプロセッサで実行さ
れる場合、記載される動作を実行する。一般的に、コンピュータ実行可能指示は、ルーチ
ン、プログラム、オブジェクト、コンポーネント、データ構造などを含み、特定の機能を
実行する、または特定の抽象データ型を導入する。動作が記載される順序は、構文解析の
ための制限を意図するものではなく、ブロックに記載されるいずれの番号も、いずれの順
序で組み合わせることが可能であり、かつ／または平行してプロセスに導入することがで
きる。検討目的のために、図２のシステム２００を参照してプロセスを記載する。
【００５６】
　本実施例では、ユーザは、最初にウェブサイトＡにサインオンする。ウェブサイトＡは
、ウェブサイトＢへの自動ログオンを達成するためのユーザＩＤ署名の作成プロセスを開
始する。例示的なシングルサインオンプロセスを以下のブロックに記載する。
【００５７】
　ブロック３００では、ユーザＣは、ウェブサイトＡにログオンすることを要求し、ＩＤ
認証のためのＩＤ情報（ユーザ名およびパスワードなど）を入力する。
【００５８】
　ブロック３０１では、ウェブサイトＡのＩＤ認証デバイス２２１がデータストレージ２
２０に保存されるユーザライブラリ２２４からユーザＩＤ情報を読み出し、ユーザＣによ
り提供されるユーザＩＤ情報を認証する。
【００５９】
　ブロック３０２では、ユーザＩＤ認証が成功した上で、ユーザＣがウェブサイトＡのリ
ソースにアクセスすることを許可される。
【００６０】
　ブロック３０３では、ウェブサイトＡがウェブサイトＢに関するユーザＣのＩＤ情報を
判断し、ユーザＩＤ情報に基づき、ユーザＩＤ署名を生成する。場合によっては、ユーザ
ＣのＩＤ情報が判断され、署名される前に、ウェブサイトＡが、ユーザＣがウェブサイト
Ｂでサインオンしているかを検出することを可能にするメカニズムが採用されてもよい。
これは、自動的に行われるか、またはユーザＣにより明確に指示された上で行われる。例
えば、ウェブサイトＡは、ユーザＣがウェブサイトＢからのサービスまたはサポートを必
要とするウェブサイトＡのリソースを要求した場合に、ユーザＣがウェブサイトＢにサイ
ンオンしようとしていることを自動的に検出してもよい。
【００６１】
　ウェブサイトＢに関するユーザＣのＩＤ情報は、データストレージ２２０に保存される
ＩＤマッピングデータ２２６を使用して、ウェブサイトＡで判断される。例えば、ユーザ
ＩＤマッピングデータ２２６がウェブサイトＡ／ウェブサイトＢ（Ａ／Ｂ）マッピングテ
ーブルを含む場合、ＩＤ署名ジェネレータ２２２は、ウェブサイトＢに関するユーザＣの
ＩＤ情報を、マッピングテーブルを読み込むことによって取得してもよい。そしてＩＤ署
名ジェネレータ２２２は、取り決められた署名アルゴリズムを使用して、ウェブサイトＢ
に関するユーザＣのＩＤ情報、およびその他の追加情報（タイムスタンプ情報など）に署
名する。ＩＤ署名ジェネレータ２２２は、ウェブサイトＢへのログオン要求にＩＤ署名を
さらに添付する。
【００６２】
　ブロック３０４では、ウェブサイトＡは、ユーザＩＤ署名を含むログオン要求をウェブ
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サイトＢに誘導する。ログオン要求では、ウェブサイトＡはさらに、ユーザＣにウェブサ
イトＡから来ているというラベルを付けてもよい。そのようなラベリングは、異なるサブ
ドメイン名または追加添付パラメータのような形であってもよい。
【００６３】
　ブロック３０５では、ウェブサイトＢは、ウェブサイトＡから受信したユーザＩＤ署名
が有効であるかを判断する。これは、取り決められた署名アルゴリズムを使用して署名を
復号化する、ＩＤ署名ベリファイア２３２によって行われる。ユーザＩＤ署名が無効な場
合、ウェブサイトＢは、ユーザＣのログオン要求を否認する。ユーザＩＤ署名が有効な場
合、プロセスは次のステップ３０６に進む。
【００６４】
　ブロック３０６では、ウェブサイトＡからのユーザＩＤ署名が有効であると判断された
ことにより、ウェブサイトＢは、ユーザＣが信頼できるウェブサイトＡにすでにサインオ
ンしており、従って、ウェブサイトＢにログオンするための許可も与えられるべきである
と判断する。従って、ウェブサイトＢは、ユーザＣのセッションを確立し、ユーザＣがウ
ェブサイトＢの要求するリソースにアクセスすることを許可する。セッションは、ウェブ
サイトＡから受信したユーザＩＤ情報から識別される、ウェブサイトＢに関するユーザＩ
Ｄ情報に従って確立される。ウェブサイトＢはさらに、今後のログオン要求のタイムスタ
ンプの比較など、その他の目的のために使用される場合がある、ユーザＩＤ署名をセッシ
ョンログに記録してもよい。
【００６５】
　ブロック３０７では、ウェブサイトＢは、ユーザＣのステータスを確認し、確立された
セッションに対するその権限を判断する。これは、権限コントローラ２３３によって行わ
れる。特定のユーザＣは、特定の要求されるリソースにアクセスする権限を有さないこと
が発見された場合、ウェブサイトＢは、ユーザＣのユーザＩＤが有効であるにも関わらず
、ユーザＣの要求を否認する。特定のユーザＣが特定の要求するリソースにアクセスする
権限を有することが発見された場合、ウェブサイトは該アクセスを許可する。
【００６６】
　上記のステップは、同一または同様の目的を達成するために、より少ないステップに一
体化されてもよく、またはより多くのステップに拡張されてもよいことが理解される。例
えば、ステップ３０６およびステップ３０７は、単一ステップとして同時に実行されても
よい。
【００６７】
　上記に記載のシングルサインオンプロセスは、同一ユーザＣによる複数の要求または複
数のトランザクションに関係する、閉じていないセッションに対して、１回のみ実行され
る場合がある。１度ユーザＣとウェブサイトＢが有効なセッションを確立すると、ユーザ
Ｃはセッションを継続することを選択し、ウェブサイトＡに戻り、上記に記載のシングル
サインオンプロセスを繰り返すことなく、ウェブサイトＢの認可されたリソースに直接ア
クセスしてもよい。継続的なセッションには、最初にアクセスしたリソースへの繰り返し
アクセス、またはその他の認可されたリソースへの新しいアクセスが含まれてもよい。
【００６８】
　上記の例示的な実施形態では、ウェブサイトＡが署名プロセスを開始する。署名は、ユ
ーザＣがウェブサイトＢへのログオンを要求する度に生成される必要は無いことに留意さ
れたい。本開示による方法は、ウェブサイトＡは、新しい署名が必要な場合にのみ、ユー
ザＩＤ情報に署名するように要求されるように設定されていてもよい。例えば、ユーザＣ
がウェブサイトＡからウェブサイトＢを訪問しようとする度に、ウェブサイトＡが独自の
署名プロセスを開始する代わりに、ウェブサイトＢが署名されたユーザＩＤ情報の送信要
求を受信した場合にのみ、ウェブサイトＡがこのアクションを行ってもよい。この設計は
、不必要な繰り返し、および署名作成ならびに認証の余剰を回避する。署名アルゴリズム
の実行は、相当な量のコンピュータ資源を使用するため、そのような実行を削減すること
は、相当な量の運営費用を節約する可能性がある。さらに、署名作成および認証の発生率
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がより少ないことにより、保持する記録および署名が漏れるリスクが低くなるという結果
がもたらされる。
【００６９】
　図４は、例示的なシングルサインオンプロセスを示すフロー図であり、ウェブサイトＢ
は、いつウェブサイトＡにユーザＩＤ情報に署名するように要求するか決定する。例示的
なプロセスを以下のブロックに記載する。
【００７０】
　ブロック４００では、ユーザＣがウェブサイトＢにログオンし、特定のリソースにアク
セスすることを要求する。これは、ユーザＣにより、ウェブサイトＢで直接開始されても
よいが、ウェブサイトＡがＣ２Ｃサイトである一方、ウェブサイトＢは、支払いサイトで
ある、示される実施例においては、サインオンするための要求は、ウェブサイトＡからウ
ェブサイトＢに向けられる可能性が高い。この場合、ログオン要求は、ウェブサイトＡか
ら来ているものとして、ユーザＣを識別してもよい。そのような識別表示は、ログオン要
求情報内に、異なるサブドメイン名、または追加添付パラメータのいずれかを含んでもよ
い。
【００７１】
　ブロック４０１では、ウェブサイトＢは、ユーザＣがすでにウェブサイトＢにサインオ
ンしているかどうかを、シングルサインオンプロセスを介して、ウェブサイトから直接的
または間接的に判断する。ユーザＣがすでにウェブサイトＢにサインオンしている場合、
プロセスは、署名作成および認証ステップを省略し、ウェブサイトＢが要求するリソース
へのアクセスに関するユーザＣの権限を判断する、ステップ４０７に跳ぶ。ユーザＣがウ
ェブサイトＢにまだサインオンしていない場合、プロセスは、ステップ４０２に進む。
【００７２】
　ブロック４０２では、ウェブサイトＢは、ユーザＣのログオン要求をウェブサイトＡに
リダイレクトする。要求は、ウェブサイトＡがウェブサイトＢにユーザＣのＩＤ情報を送
信するための要求を識別するパラメータを含む。ＩＤ情報が署名により保護される場合、
要求は、ウェブサイトＡがウェブサイトＢに送信されるＩＤ情報に安全に署名するための
要求を識別するパラメータを含む。必要に応じて、要求はまた、ユーザＣがアクセスを要
求しているウェブサイトＢの特定のリソースを識別してもよい。
【００７３】
　ブロック４０３では、ウェブサイトＡのＩＤ署名ジェネレータ２２２がユーザＩＤマッ
ピングデータ２２６からユーザＣのウェブサイトＢに関するユーザＩＤ情報を読み出し、
ウェブサイトＡおよびウェブサイトＢに取り決められた署名アルゴリズムを使用してユー
ザＩＤ情報からユーザＩＤ署名を生成する。またユーザＩＤ署名は、タイムスタンプ情報
などの追加情報もカバーする。好ましくは、ウェブサイトＡは、ステップ４０３の最初の
時点で、ユーザＣがすでにウェブサイトＡにサインオンしているかを確認してもよい。ユ
ーザＣがウェブサイトＡにまだサインオンしていない場合、ウェブサイトＡは、通常、ス
テップ４０３を実行する前に、最初にユーザＣにウェブサイトＡにサインオンするよう要
求するべきである。この場合、通常のログオンプロセスは、ＩＤ認証デバイス２２１によ
りユーザ名およびパスワードが確認され、認証されてから行われる場合がある。
【００７４】
　ブロック４０４では、ウェブサイトＡは新しく作成されたユーザＩＤ署名をログオン要
求に添付し、ユーザＩＤ署名を含むログオン要求をウェブサイトＢにリダイレクトする。
【００７５】
　ブロック４０５では、ウェブサイトＢのＩＤ署名ベリファイア２３２が、ウェブサイト
ＡおよびウェブサイトＢによって取り決められた署名アルゴリズムを使用して復号化する
ことによって、ＩＤ署名の妥当性を検証する。ＩＤ署名が無効な場合、ウェブサイトＢは
、ユーザＣの要求されたリソースへのアクセスを否認する。ＩＤ署名が有効な場合、プロ
セスは、ステップ４０６に進む。
【００７６】



(16) JP 5695120 B2 2015.4.1

10

20

30

40

50

　ブロック４０６では、ウェブサイトＡからのユーザＩＤ署名が有効であることが判断さ
れたことにより、ウェブサイトＢは、ユーザＣがすでに信頼されるウェブサイトＡにサイ
ンオンしていると判断し、ユーザＣがウェブサイトＢの要求するリソースにアクセスでき
るように、ユーザＣのセッションを確立する。セッションは、ウェブサイトＡから受信す
るウェブサイトＢに関するユーザＩＤ情報に従って確立される。ウェブサイトＢはさらに
、ユーザＩＤ署名をセッションログに記録し、今後のログオン要求のタイムスタンプ比較
など、その他の目的に使用してもよい。
【００７７】
　ブロック４０７では、ウェブサイトＢの権限コントローラ２３３は、ユーザＣのステー
タスを確認し、確立されたセッションに対するその権限を判断する。ユーザＣが特定の要
求されたリソースにアクセスする権限を持たないことが発見された場合、ウェブサイトＢ
は、ユーザＣの要求を否認する。ユーザＣが要求されるリソースにアクセスする権限を有
することが発見された場合、ウェブサイトＢは、該アクセスを許可する。
【００７８】
　上記技術は、コンピュータ実行可能指示を含む、コンピュータ可読媒体を１つ以上用い
て実装してもよい。コンピュータ実行可能指示は、プロセッサが本明細記載の技術による
、システム間シングルサインオン（ＳＳＯ）手順を実行できるようにする。コンピュータ
可読媒体は、コンピュータデータを保存するためのいずれの適したメモリデバイスであっ
てもよいことが理解される。そのようなメモリデバイスには、ハードディスク、フラッシ
ュメモリデバイス、光学データストレージ、およびフロッピー（登録商標）ディスクが挙
げられるが、それらに限定されない。さらに、コンピュータ実行可能指示を含むコンピュ
ータ可読媒体は、ローカルシステムのコンポーネント、または複数のリモートシステム上
に分散するコンポーネントで構成されてもよい。コンピュータ事後完了指示のデータは、
有形である物理メモリデバイスに伝達されるか、または電子的に伝送されてもよい。
【００７９】
　本明細書に示されるように、本開示は、システム間ユーザＩＤマッピング概念を導入す
ることによって、シングルサインオンのための分散モデルを提案する。分散モデルは、シ
ングルサインオン方法の従来の集中モデルに固有である、いくつかの管理リスクおよび技
術的リスクを回避する。パートナーシステム（例えば、例示的な実施形態のウェブサイト
ＡおよびウェブサイトＢ）は、それらの独立性を保つ一方、パートナーシステム間のユー
ザＩＤマッピングコンポーネントは、柔軟であり、その時点での実際の必要性に応じて、
構築、修正、または取り外すことができる。
【００８０】
　分散モデルにより、ＩＤ署名ジェネレータおよびＩＤ署名ベリファイアは、集中ユーザ
ＩＤ認証システムを使用することなく、相互に信頼されるシステム間（例えば、相互間ウ
ェブサイト）シングルサインオンメカニズムを確立し、従って、集中ユーザＩＤ認証シス
テムにより引き起こされる、可能性のある性能ボトルネックおよび単一障害点問題を回避
する。本開示によるＩＤ署名ジェネレータおよびＩＤ署名ベリファイアは、既存のウェブ
サイトの単純な拡張である。集中ＩＤ認証システムと比較し、本開示に記載される技術は
、既存のウェブサイトの元のＩＤ認証システムの大幅な修正を必要としない。これは、従
来のシングルサインオン方法の高運営費用および高リスクの問題を軽減することを助長す
る。また安全対策も、既存のシステムの単純な拡張である。シングルサインオンプロセス
の信頼性、完全性、非否認、およびリプレイ防止を保証する者が、適した署名アルゴリズ
ムを手軽に選択し、実装してもよい。安全性のレベルは、電子商取引を実施するウェブサ
イトの厳しいセキュリティ要件のほとんどを満足することができる。本開示によるシング
ルサインオン手順は、署名生成および認証を最小化するために、最適化し、その結果とし
て、速度および便利性の設計目的を達成してもよい。
【００８１】
　例示的な実施形態は、２つのパートナーウェブサイトであるウェブサイトＡおよびウェ
ブサイトＢを用いて示されるが、本開示に記載される技術は、この種類のアプリケーショ
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ユーザＩＤマッピングテーブルの確立に加え、ウェブサイトＡは、ウェブサイトＣとウェ
ブサイトＡ／ＣのユーザＩＤマッピングテーブルを確立してもよい。同様に、またウェブ
サイトＢは、ウェブサイトＣとウェブサイトＢ／ＣのユーザＩＤマッピングテーブルを確
立してもよい。すなわち、ウェブサイトＣは、複数のウェブサイトとパートナー関係を確
立してもよい。さらに、ウェブサイトＢは、ウェブサイトＢ／ＡのユーザＩＤマッピング
テーブルも確立し、本明細書に記載されるようなウェブサイトＡ／ＢのユーザＩＤマッピ
ングテーブルを使用して実行されるトランザクションと逆のトランザクションを実行して
もよい。実装の複雑性および関係者の数に関係なく、ユーザＩＤマッピングテーブルを確
立した２つのウェブサイトは、本明細書に記載されるものと同一の方法でトランザクショ
ンを実行してもよい。
【００８２】
　さらに、例示的な実施形態は、電子商取引の文脈でウェブサイトを用いて示されるが、
本開示に記載される技術は、この種類のアプリケーションに限定されない。技術は、パー
トナーシステムの少なくとも一方がシステム内のリソースにアクセスするためにユーザＩ
Ｄ認証を必要とするインスタントメッセージシステムなど、いずれのネットワークシステ
ムおよび通信システムに適用されてもよい。
【００８３】
　「ユーザＩＤ署名」という用語は、本明細書で使用される際、特定のユーザＩＤ情報に
署名された、または添付された署名を指し、該署名がユーザＩＤの所有者によって署名さ
れたことを意味しないことに留意されたい。本明細書に記載される例示的な実施形態では
、例えば、ユーザ自身がユーザのＩＤ情報に署名する代わりに、第１のシステム（例えば
、ウェブサイトＡ）がユーザ（ユーザＣ）のユーザＩＤ情報に署名することが好ましい。
【００８４】
　明細書および図面を含む上記の説明は、例証的なものであり、制限的なものではない。
本開示を検証することによって、当技術分野に精通する者により、多くの多様な技術が明
らかとなるであろう。上記に記載の開示の様々な特徴および側面は、別個または共同で使
用されてもよい。さらに、本開示は、本明細書の最も広義の精神および範囲から逸脱する
ことなく、これら本明細書に記載するものを超えて、いずれの数の環境およびアプリケー
ションにおいても利用することができる。従って、本開示の範囲は、上記説明を参照して
判断されるべきではなく、代わりに、それらの同等物の全範囲に加えて、添付の特許請求
の範囲を参照して判断されるべきである。
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