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(57)【要約】
　安全でないネットワークを介し、クライアントに対す
るドメイン加入操作を可能にするプロキシサービス。加
入操作は、ユーザー信用証明書ではなく、マシン識別情
報を使用することによって最小限のセキュリティ公開を
用いて達成される。プロキシは、ユーザーアカウントの
追加も既存アカウントの所有権の取得もせずに、新しい
マシンアカウントを企業ディレクトリに追加することに
関連する権限を使用するだけである。プロキシによって
、デリゲーションのような従来技法ではなく、実際のマ
シンアカウント信用証明書に基づく認証が、署名済証書
を取得可能にする。更に、登録プロセスは、公共信託を
要求したりそれに依存するのではなく、装置とプロキシ
の間の本来の信用関係を採用する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドメインメンバー資格を管理するための、計算機に実装されるシステム（１００）であ
って、
　ドメインに対するアクセスを求めているモバイルクライアントからユーザー信用証明書
を受信するためのドメインプロキシブートストラップコンポーネント（１０８）と、
　前記ユーザー信用証明書に基づいて前記ドメインに対し前記モバイルクライアントを認
証するための前記プロキシの認証コンポーネント（１１０）と、を含むシステム。
【請求項２】
　前記ユーザー信用証明書が、ユーザー名又はパスワードのうち少なくとも１つを含むこ
とを特徴とする請求項１記載のシステム。
【請求項３】
　前記認証コンポーネントが、前記ユーザー信用証明書に基づいて前記モバイルクライア
ントに関するマシンアカウントを生成することを特徴とする請求項１記載のシステム。
【請求項４】
　前記モバイルクライアントが、安全でない無線インターフェースを介し前記ユーザー信
用証明書を通信する携帯電話であることを特徴とする請求項１記載のシステム。
【請求項５】
　計算機に実装されるドメインメンバー資格管理方法であって、
　ドメインに加入するための信用証明書をモバイル装置から受信するステップであって、
前記信用証明書が、無線インターフェースを介し前記ドメインのプロキシサーバーによっ
て受信されるもの（４００）と、
　前記信用証明書に基づいて前記モバイル装置と前記プロキシサーバーの間に信用関係を
確立するステップ（４０２）と、
　前記プロキシサーバーを介し前記信用関係に基づいて、前記ドメインに前記モバイル装
置に関するマシンアカウントを生成するステップ（４０４）と、
　前記マシンアカウントに基づいて前記モバイル装置を前記ドメインに加入させるステッ
プ（４０６）と、の動作を含む方法。
【請求項６】
　前記信用証明書が、ユーザー名、及びワンタイムパスワード（ＯＴＰ）又は装置ＩＤの
うち少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項５記載の方法。
【請求項７】
　更に、ウェブサービスを介し前記モバイル装置からの一般的な暗号化種のハッシュキー
符号化ダイジェストを受信するステップを含む請求項５記載の方法。
【請求項８】
　更に、チャネル暗号化を使用し、前記ウェブサービスから前記ハッシュキー符号ダイジ
ェストを受信するステップを含む請求項７記載の方法。
【請求項９】
　更に、暗号化キーに基づいて、前記プロキシサーバーでドメイン信用証明書のハッシュ
キー符号化ダイジェストを生成するステップを含む請求項５記載の方法。
【請求項１０】
　更に、前記モバイル装置によって検証するために、前記ハッシュキー符号ダイジェスト
及び前記ルート信用証明書を前記モバイル装置に送信するステップと、前記モバイル装置
による検証の成功に基づいて前記信用関係を確立するステップと、を含む請求項５記載の
方法。
【請求項１１】
　更に、前記モバイルクライアントを、検証プロセスのために、チャネル暗号化を用いた
サーバー完全信用証明書を使用して前記プロキシサーバーに再接続可能にするステップを
含む請求項５記載の方法。
【請求項１２】



(3) JP 2010-531516 A 2010.9.24

10

20

30

40

50

　更に、プロキシサーバー信用証明書が、完全信用関係に関連付けられているドメイン信
用証明書へ逆にリンクしていることを検証するステップを含む請求項５記載の方法。
【請求項１３】
　更に、登録プロセスの一部として前記モバイル装置に署名済ドメイン信用証明書をスト
アするステップを含む請求項５記載の方法。
【請求項１４】
　更に、前記モバイルクライアントの代わりに前記マシンアカウントにログインするステ
ップと、信用証明書リクエストを署名済証書に関する前記ドメイン認証機関に提出するス
テップを含む請求項５記載の方法。
【請求項１５】
　前記署名済信用証明書が、前記モバイルクライアントに返却されることを特徴とする請
求項１４記載の方法。
【請求項１６】
　更に、ＯＴＰ、前記ＯＴＰから導出される暗号化キー、新しいマシンアカウントに関す
る名前、前記クライアントの所有者に対するリファレンス、前記新しいマシンアカウント
に関する目標コンテナの完全修飾ドメイン名、又は前記暗号化キーを使用して導出される
一般暗号化種のハッシュマシン認証コード（ＨＭＡＣ）ダイジェスト、のうち少なくとも
１つをドメインデータストアにストアするステップを含む請求項５記載の方法。
【請求項１７】
　更に、前記加入操作後、前記モバイルクライアントに対する前記プロキシサーバーの支
援を中止するステップを含む請求項５記載の方法。
【請求項１８】
　前記信用関係が、プライベート信用関係であることを特徴とする請求項５記載の方法。
【請求項１９】
　更に、ユーザー信用証明書ではなく、マシン識別信用証明書に基づいて、プライベート
ドメインである前記ドメインに前記モバイル装置を加入させるステップを含む請求項５記
載の方法。
【請求項２０】
　モバイル装置からドメインに加入するための信用証明書を受信するために計算機に実装
される手段（１０８）であって、前記信用証明書が、無線インターフェースを介し前記ド
メインのプロキシサーバーによって受信されるものと、
　前記信用証明書に基づいて、前記モバイル装置と前記プロキシサーバーの間に信用関係
を確立するための計算機に実装される手段（１１０）と、
　前記プロキシサーバーを介し前記信用関係に基づいて、前記ドメインに前記モバイル装
置に関するマシンアカウントを生成するための計算機に実装される手段（１０６）と、
　前記マシンアカウントに基づいて、前記ドメインに前記モバイル装置を加入させるため
の計算機に実装される手段（１０６）と、を含む計算機に実装されるシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワークを介しクライアントに対するドメイン加入操作を可能にするプ
ロキシサービスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　法人の計算機は、通常、（例えばマイクロソフトネットワークにおいて）「ドメイン」
又は非マイクロソフトネットワーク（例えば、Ｎｏｖｅｌｌ（登録商標）ディレクトリ、
イエローページその他）において類似の名前で呼ばれている、コミュニティ機構を介し識
別され管理されている。ドメインメンバー資格は、特定のマシンを識別し、マシンのコン
テンツ（例えば、ポリシー、ソフトウェア、及びコンフィギュレーション）を集中管理す
るために、法人導入の多くにおいて必須であると考えられている。
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【０００３】
　例えばラップトップのような携帯用計算機に関して、ドメインメンバーになることは、
通常、ユーザー名及びパスワードのような認証の信用証明書を介する認可を必要とする。
いくつかの処理の後、計算機が、ドメインに加入される。ドメインにマシンを加入させよ
うとしているユーザーを認証する信用証明書が、例えば、手動か又はスマートカードを介
し提供され得る。
【０００４】
　例えば、携帯電話がドメイン加入操作を実行するための技術的な設備を有していない点
でモバイル装置は、この領域における困難性を提示している。携帯電話が今まで企業ネッ
トワークにおいて、めったに使用されていないならば、供給メーカーがそのような装置に
対する解決法を提供するには、多くの時間が必要である。したがって、スマートカード解
決は扱いにくく、ユーザー名／パスワードのようなユーザー信用証明書は、認証が末端間
でない場合、危険に晒され得る。
【０００５】
　ドメインコントローラーは、企業ネットワークにおいてセキュリティの要であると考え
られていて、ファイアウォール及び独立した他の隔離装置の背後で十分に保護されるよう
に期待されている。特に、モバイル装置は、多くの場合、リモート（又は企業のイントラ
ネットの外側）にあって、企業ドメインコントローラーに対する直接アクセスを有しない
ので、そのような装置の多くは、企業ドメインに首尾よく加入するための必要なソフトウ
ェアコンポーネントが不足している。困難性は、多角的であって、携帯電話からネットワ
ークに対するソフトウェアギャップを埋めることと、安全でない（無線又はＯＴＡを介す
る）無線公開インターフェースを介し企業ネットワーク外部からの加入操作を安全に実行
することと、を含む。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、クライアント装置とプロキシの間の本来の信用関係を使用し、ドメイ
ン加入機能を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　以下に、本明細書において説明されている新たな実施形態の基本的な理解を提供するた
めに、簡易化された概要を提示する。この概要は、広範囲に及ぶ概要ではなく、主要／重
要なエレメントの特定をすることも、その範囲を図で表わすようことも意図されていない
。その唯一の目的は、後で提示される更に詳細な説明に対する前置きとして、簡易化され
た形式でいくつかの概念を提示することである。
【０００８】
　開示されているアーキテクチャは、モバイルクライアントに対するドメイン加入操作を
円滑にする登録プロキシを含む。クライアントをプライベートドメインに加入させるため
に、モバイルクライアントの代わりにソフトウェアを作動し接続ギャップを埋めるプロキ
シが、パブリックドメイン（例えばインターネット）から無線（ＯＴＡ）を介しアクセス
可能である。一つの新規性は、インターネットに公開されているサービスが、生得の権利
を有しておらず、その妥協が、プライベートドメインに対し、大きく低減されたリスクを
提示するという点にある。本アーキテクチャは、加入操作を容易にするための仲介サービ
スとしてプロキシを導入し、一旦、動作完了すると、プロキシは、もはやクライアントと
プライベートドメインの間の接続を維持することを必要としない。
【０００９】
　第１の実装において、プロキシによるドメイン加入が、モバイル装置のユーザーによっ
てプロキシに提供されるユーザー名及びパスワードだけを使用して達成される。モバイル
クライアントの代わりにプロキシは、プライベートドメインのアカウントを確立する。プ
ライベートドメイン及びプロキシは、信用関係を有しているが、プロキシは、セキュリテ
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ィリスクのためプライベートドメインの公開を抑制する。
【００１０】
　更に、第２の堅牢で安全な実装においては、ワンタイムパスワード（ＯＴＰ）が採用さ
れる。登録プロキシが、モバイルクライアントに対するプロキシを介したドメイン加入操
作を可能にする。加入操作が、最小限のセキュリティ公開を用いて達成される。加入操作
は、ユーザー信用証明書（例えばユーザー名及びパスワード）ではなく、モバイル装置の
マシン識別に基づいていて、したがってユーザーの識別情報を危険に晒すことに関する潜
在的な（例えばなりすまし犯罪）リスクがない。登録プロキシは、新しいマシンアカウン
トを企業（又は法人）ディレクトリに追加するための権限だけを必要とし、プロキシは、
ユーザーアカウントの追加も既存アカウントの所有権を取得するための権限も付与されな
い。登録プロキシは、デリゲーションのような従来技法を使用するのではなく、実際のマ
シンアカウント信用証明書に基づいて署名済証書を取得する。登録プロセスは、公共信託
を要求したりそれに依存するのではなく、モバイル装置と登録サーバーの間のプライベー
トルート信用を採用する。最終的に、クライアントは、企業ディレクトリ（例えばマイク
ロソフト社によるアクティブディレクトリ（Ａｃｔｉｖｅ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ））のプ
ライベートドメインにおいて、マシン識別を付与され、そのアカウントに関連付けられた
ドメインメンバーとして自己認証を許可する署名済公開信用証明書（例えば公開鍵認証基
盤規格のＸ．５０９）を受信する。
【００１１】
　前述の関連した結論に達成するための例示的ないくつかの機能を、以下の説明及び添付
された図面に関連し本明細書に説明する。しかしながら、これらの機能は、本明細書に開
示されている原理が使用され得るほんのいくつかの様々な方法を示しており、機能及びそ
れらの同等物すべてを含むように意図されている。他の利点及び新たな機能が、図面に関
連し考えられるとき、以下の詳細説明から明らかになるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】装置をドメインに加入させるための、計算機に実装されるドメインメンバー資格
管理システムを例示する。
【図２】ドメインに対するドメインメンバー資格を管理するための代替システムを例示す
る。
【図３】少なくともブートストラップ及び認証目的のために、ドメインデータストアに存
続している情報を例示する。
【図４】ドメインメンバー資格管理方法を例示する。
【図５】信用関係及び認証の確立を支援するデータのデータストアへの存続方法を例示す
る。
【図６】プロキシサーバーを認証するための装置による認証情報の提供方法を例示する。
【図７】プロキシを認証することによる装置の登録方法を例示する。
【図８】プロキシに対するクライアントの認証方法を例示する。
【図９】装置及びプロキシの認証後の信用証明書の取得方法を例示する。
【図１０】ドメイン登録のための信用証明書の取得方法を例示する。
【図１１】安全でないプロビジョニング及びドメイン加入のエミュレーションを提供する
ために作動可能な計算システムのブロック図を例示する。
【図１２】安全でないプロビジョニング及びドメイン加入のエミュレーションを円滑にす
る例示的な計算環境の概略ブロック図を例示する。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　開示されるアーキテクチャは、一般に、（例えば企業）プライベートドメインに対する
アクセスを求めている（例えばモバイル）クライアントに関連し、従来の安全でない接続
性及びアクセス問題を解決する単一の安全な仕組みを提供する。本解決策は、公開ネット
ワーク（例えばインターネット）のクライアントに無線（ＯＴＡ）を介しアクセス可能な
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登録プロキシから成っていて、ユーザー信用証明書又はマシン信用証明書のいずれかに基
づいて、クライアントに対するドメイン加入操作を円滑にし、その後、接続からそれ自身
を解除する。最終的に、クライアントは、プライベートドメインにおけるメンバー資格を
与えられる。
【００１４】
　ここで、同一の参照番号を始めから終わりまで同様のエレメントを参照するために使用
し、図面を参照する。以下の記載において説明のために、特定の多くの詳細を、その徹底
的な理解を提供するために詳細に説明する。しかしながら、これらの特定の詳細化をせず
に新たな実施形態を実装し得ることは明白であり得る。他の実例においては、周知の構造
及び装置を、その説明を円滑にするために、ブロック図形式で示す。
【００１５】
　まず図面を参照して図１には、ドメインメンバー資格を管理するための、計算機に実装
されるシステム（１００）を例示する。システム（１００）は、登録プロキシサーバー（
１０６）を介しモバイルクライアント（１０２）をプライベートドメイン（１０４）に加
入させるための仕組みを提供する。プロキシ（１０６）は、（例えば携帯電話）モバイル
クライアント（１０２）が作動するパブリックドメインと（例えば企業体の）プライベー
トドメイン（１０４）の間のインターフェースを提供する。この実装において、ドメイン
加入は、モバイルクライアント（１０２）のユーザーによって提供されるユーザー名及び
パスワード形式のユーザー信用証明書に基づいている。プロキシ（１０６）は、ユーザー
名及びパスワードを与えられ、クライアント（１０２）をドメイン（１０４）に加入させ
るために、ドメイン（１０４）に対するクライアント（１０２）の代わりをする。
【００１６】
　その支援において、プロキシ（１００）は、モバイルクライアント（１０２）からユー
ザー信用証明書を受信し、ユーザー信用証明書をプロキシ（１０６）の認証コンポーネン
ト（１１０）と通信させるためのブートストラップコンポーネント（１０８）を含む。認
証コンポーネント（１１０）は、その後、クライアント（１０２）の代わりにプライベー
トドメインに対する認証を実行し、ユーザー信用証明書に基づいてプライベートドメイン
におけるマシンアカウントを生成する。以下の実装において、使用されるワンタイムパス
ワード（ＯＴＰ）又は単一利用個人識別番号（ＰＩＮ）を使用するためのリクエストは、
存在しない。
【００１７】
　図２には、ドメインに対するメンバー資格を管理するための代替手段であって、更に堅
牢なシステム（２００）を例示する。以下は、高度なシステムオペレーションに関する説
明で始めて、エンティティ間のプロセスの詳細な説明を続ける。
【００１８】
　システム（２００）は、（例えば、モバイル、携帯用計算機）装置（２０２）をプライ
ベートドメイン（１０４）に加入させるための２段階の処理を円滑にする。第１段階は、
本明細書において、以下「基本」信用関係として参照される装置（２０２）とプロキシ（
１０６）の間の信用関係を生み出すことに関する。基本信用関係は、それ自体が２つの部
分プロセスであって、処理装置（２０２）は、プロキシ（１０６）が的確なプロキシであ
ることを確証し、プロキシ（１０６）は、装置（２０２）がドメイン（１０４）に対する
接続を許可されていることを確証する。一旦、確立されると、基本信用関係は、もはやプ
ロキシ（１０６）を必要としない。第２段階は、本明細書において、以下「完全」信用関
係として参照される装置（２０２）とプライベートドメイン（１０４）の間の信用関係を
生み出す。同様に、一旦、確立されると、完全信用関係は、もはやプロキシ（１０６）を
必要としない。
【００１９】
　システム（２００）の動作は、図１のシステム（１００）において使用されるユーザー
信用証明書ではなくて、ＯＴＰ（又はＰＩＮ）のような別のタイプの信用証明書に基づい
ている。この説明のために、ユーザーは、プライベートドメイン（１０４）との以前の対
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話に関連付けられたＯＴＰを提供されていて、ユーザー及びプライベートドメイン双方が
、同一の信用証明書を共有していると仮定している。ユーザー装置がＯＴＰを取得する手
段は、従来の任意の安全又は安全でない仕組みによるものであり得る。ユーザー装置もド
メインいずれもＯＴＰを提供（又はアクセス）し得ない場合、そのドメイン加入操作が終
了する。
【００２０】
　通常、対話は、装置（２０２）からプロキシ（１０６）に対する基本信用関係の確立に
よって始まる。装置（２０２）は、プロキシ（１０６）が的確なプロキシであることを保
証するためのチェックをする。これは、プロキシ（１０６）に法人信用情報に関するリク
エストを送信する装置によって達せられる。プロキシ（１０６）は、信用情報の署名ハッ
シュも暗号化して生成し得、ハッシュは、既に定義されているＯＴＰから導出されるキー
を使用し生成される。ＯＴＰを使用し装置（２０２）に同一のハッシュを生成することに
よって、装置（２０２）は、プロキシ（１０６）が基本信用関係を確立するための「的確
」なプロキシであることを検証し得る。プロキシ（１０６）がこの信用証明書サーバーに
アクセスできない場合、プロキシ（１０６）は、基本信用関係の確立のための「的確」な
プロキシでなくて、プロセスが終了する。
【００２１】
　一旦、装置（２０２）からプロキシ（１０６）に対する第１の基本信用関係部が確立さ
れると、第２の基本信用関係部は、その後、装置（２０２）がプライベートドメイン（１
０４）に加入を許可され得る装置かチェックする、プロキシ（１０６）を含む。一旦、こ
の双方向の基本信用関係が、装置（２０２）とプロキシ（１０６）の間に確立されると、
プロキシ（１０６）は、信用証明書を取得するために、装置（２０２）の代わりに動作し
、装置は、その後、アクセス可能なマシンアカウントを生成する。これは、マシンアカウ
ント（２０６）をホスティングするためのドメインデータストア（２０４）及び確立され
る完全信用関係に関する信用証明書を発行するためのドメイン認証機関（２０８）の使用
を含む。
【００２２】
　プロセスの更に詳細な説明を続ける前に、一定の情報が、ユーザーに提供されているＯ
ＴＰに基づいてドメイン（１０４）に（例えばデータストア（２０４）に）生成され、ド
メイン（１０４）にもストアされることを理解されよう。以下、ＯＴＰ、ＯＴＰから取得
される暗号化キー、装置のマシンアカウント（２０６）に関する名前、装置（２０２）の
所有者に対するリファレンス（例えば所有者のデータストアアカウント識別子）、装置の
マシンアカウント（２０６）に関するデータストア（２０４）における目標コンテナ識別
子、上記暗号化キーを使用し導出されるユーザー識別文字列（例えば装置の所有者の電子
メールアドレス）のハッシュキー符号化（例えばＨＭＡＣハッシュマシン認証コード）ダ
イジェスト、及びマシンアカウント（２０６）の情報が、ドメインに生成され存続されて
いる。データストア（２０４）は、ファイル、データベース、アプリケーションパーティ
ションなどであり得る。例えば、ダイジェストは、ユーザーログインＩＤ又は単語「ａｎ
ｏｎｙｍｏｕｓ」のような任意の暗号化種もあり得ることに留意されたい。
【００２３】
　一般に、前述されたような登録は、プロキシ（１０６）の信頼性を検証する装置（２０
２）によって第１の基本信用関係部を確立することを含む。これを達成するために、装置
（２０２）は、ウェブサービスを呼び出すことによって、プロキシ（１０６）にＨＭＡＣ
ダイジェストを渡す。このウェブサービスは、チャネル暗号化のためにセキュアソケット
レイヤー（ＳＳＬ）を使用するが、まだＳＳＬ認証を使用しない。プロキシ（１０６）は
、その後、データストア（２０４）から既にストアされている暗号化キーをリトリーブし
、プロキシのＳＳＬ信用証明書チェーン信用済ルートドメイン信用証明書のＨＭＡＣダイ
ジェストを生成するために、その暗号化キーを使用する。このＨＭＡＣダイジェストは、
対応するルートドメイン信用証明書と共に装置（２０２）に渡され、ＨＭＡＣダイジェス
トは、既に導出された暗号化キーを使用し、プロキシ（１０６）によって正しく計算され
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ていることを検証する。
【００２４】
　一旦、装置（２０２）は、ドメイン信用証明書が上記仕組みに従って信用され得ること
を決定すると、装置（２０２）は、今度は、暗号化チャネルを用いたＳＳＬサーバー完全
信用証明書を使用し、同一のプロキシ（１０６）に再接続する。装置（２０２）は、サー
バーＳＳＬ信用証明書が、信用が既に決定されているドメイン信用証明書に逆に適切にリ
ンク（又はチェーン）していることを検証するために再接続される。装置（２０２）は、
その後、既に計算されている暗号化キーを使用し導出された信用証明書リクエストのＨＭ
ＡＣダイジェストと共に信用証明書リクエスト（例えば公開鍵暗号化標準（ＰＫＣＳ）Ｎ
ｏ．１０）を提出する。（ＰＫＣＳ＃１０標準信用証明書リクエストは、信用証明書の公
開鍵をリクエストするために認証機関に送信されるメッセージ用フォーマットである。）
プロキシ（１０６）は、信用証明書リクエストのＨＭＡＣダイジェストが、既に導出され
た暗号化キーを使用して提供された信用証明書リクエストから取得されることを検証し、
それによって装置（２０２）を認証する。
【００２５】
　プロキシ（１０６）は、その後、データストア（２０４）（例えばＡｃｔｉｖｅ　Ｄｉ
ｒｅｃｔｏｒｙ）に新しいマシンアカウント（２０６）を生成するために、ＨＭＡＣダイ
ジェストにリンクされているデータストア情報（図３の情報（３０４））を使用する。新
しいマシンアカウント（２０６）は、認証コンポーネント（１１０）によってログインさ
れ、ログインの間、認証機関（２０８）に信用証明書リクエストを提出するために使用さ
れる。発行された信用証明書が、その後、リトリーブされ、装置（２０２）に返却される
。
【００２６】
　新たな機能のいくつかをまとめて、登録プロキシ（１０６）は、装置（２０２）に対す
るドメイン加入操作をエミュレーションする。加入操作は、ワンタイムパスワードに基づ
いており、したがって、ユーザー識別情報を危険に晒すリスクがない。更に、登録プロキ
シ（１０６）は、企業（又は法人）データストアに新しいマシンアカウントを追加するた
めにドメインに対する最小限のアクセスレベルを必要とするだけである。更に、登録プロ
キシ（１０６）は、ユーザーアカウントの追加も既存アカウントの所有権を取得するため
の権限も付与されない。クライアント装置（２０２）とプロキシ（１０６）の間に生み出
された基本信用関係は、最終的に、装置（２０２）とプライベートドメイン（１０４）の
間に完全信用関係を確立するために、プロキシ（１０６）によって使用される。マシン識
別が、ドメインデータストア又はディレクトリ（例えばマイクロソフト社によるアクティ
ブディレクトリ（登録商標））にストアされ得、装置（２０２）が、プライベートドメイ
ン（１０４）メンバーとして、それ自体を認証可能にする署名済公開信用証明書（例えば
Ｘ．５０９）を受信する。
【００２７】
　任意の実施形態において、ＯＴＰは、ハードウェア特有である固有の装置識別子（ＩＤ
）と組み合わせて使用され、プロキシ（１０６）に渡された識別情報は、ＯＴＰ及び装置
ＩＤ双方を含む。これによって、ユーザーが有し得る別のモバイル装置、又は異なるユー
ザーによって異なる装置で使用され得る別のモバイル装置、を用いたＯＴＰは使用できな
い。一実装において、ＯＴＰの最初の処理に基づいて、装置（２０２）とプロキシ（１０
６）の間の基本又は完全信用プロセスは、装置ＩＤを包含するように地位を上げられ得、
その後、装置（２０２）に関する好都合又は不都合いずれかの信用プロセスを完了する。
【００２８】
　図３には、ドメインデータストア（２０４）に存続している少なくともブートストラッ
プ及び認証目的のための情報を例示する。以下の説明は、（例えば携帯電話）モバイル装
置（３００）の文脈である。しかしながら、ＰＤＡ及びタブレット型ＰＣのような携帯用
計算機及び他の無線装置が、開示されたドメイン登録アーキテクチャの利点を取得し得る
ことを理解されよう。



(9) JP 2010-531516 A 2010.9.24

10

20

30

40

50

【００２９】
　ブートストラッププロセスは、既に取得されたＯＴＰ（３０２）を有するユーザーのモ
バイル装置に基づく。以下、図２の情報（３０４）である、ＯＴＰ（３０２）、ＯＴＰか
ら導出される暗号化キー、（モバイル装置（３００）がそのドメインに対し「新しい」装
置と見なされ、かくして装置（３００）の以前のマシンアカウントが存在しない）装置の
マシンアカウント（２０６）に関する名前、モバイル装置（３００）の所有者に対するリ
ファレンス（例えば所有者のデータストアアカウントの完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）
）、装置のマシンアカウント（２０６）に関するデータストア（２０４）における目標コ
ンテナに対するリファレンス（例えばコンテナのＦＱＤＮ）、上記暗号化キーを使用し導
出されるユーザー識別文字列（例えば装置の所有者の電子メールアドレス）のハッシュキ
ー（例えばＨＭＡＣ）ダイジェスト、及びマシンアカウント（２０６）、がその後、生成
され、仲介データストア（３０６）に存続している。
【００３０】
　図４には、ドメインメンバー資格管理方法を例示する。説明を単純化するために、１つ
以上の方法論が、例えば、流れ図又は流れ図形式で本明細書に示され一連の動作として説
明されているが、動作の中には、それらに従って本明細書に示され説明されているものと
異なる順番及び／又は他の動作と同時に発生し得るものもあるように本方法論が、動作の
順序に制限されないことを理解され、十分に評価されよう。例えば、当業者は、方法論が
代替として状態ダイヤグラムのような相関する一連の状態又は事象として提示され得るこ
とを理解され、十分に評価されよう。更に、例示された動作すべてが、新たな実装のため
に必要とされ得るわけではない。
【００３１】
　（４００）において、ドメインに加入するための（例えばＯＴＰ）信用証明書が、モバ
イル装置から受信され、信用証明書は、無線インターフェースを介し、ドメインのプロキ
シサーバーによって受信される。（４０２）において、信用関係が、信用証明書に基づい
て、モバイル装置とプロキシサーバーの間に確立される。（４０４）において、マシンア
カウントが、信用関係に基づいてプロキシサーバーを介し、モバイル装置に関してそのド
メインに生成される。（４０６）において、モバイル装置が、マシンアカウントに基づい
て、ドメインに加入される。
【００３２】
　図５には、信用関係及び認証プロセスの確立を支援するデータのデータストアへの存続
方法を例示する。（５００）において、ＯＴＰが、他の手続き又はプロセスに従ってユー
ザーのモバイル装置に生成され割り当てられた後、プロキシが、データストアにＯＴＰ及
び暗号化キーを存続している。（５０２）において、プロキシが、マシンアカウントに関
する名前をデータストアに存続している。（５０４）において、プロキシが、装置に対す
るリファレンス（例えばユーザーの身元を識別する情報）をデータストアに存続している
。（５０６）において、プロキシが、装置のマシンアカウントの目標コンテナのＦＱＤＮ
をデータストアに存続している。（５０８）において、プロキシが、上記の暗号化キーを
使用して、暗号化種のハッシュキー符号ダイジェストをデータストアに存続している。
【００３３】
　図６には、プロキシサーバーを認証するために装置による認証情報の生成方法を例示す
る。（６００）において、装置が、既に取得されているＯＴＰに基づいて登録プロキシを
介しプライベートドメインに対するアクセスを開始する。（６０２）において、装置が、
ユーザー装置にユーザーアカウント情報及びＯＴＰに関してプロンプトする。（６０４）
において、装置が、ＯＴＰを使用し暗号化キーを生成する。（６０６）において、装置が
、暗号化キーを使用しユーザーアカウント情報のハッシュキー符号（例えばＨＭＡＣ）ダ
イジェストを生成する。
【００３４】
　図７には、プロキシ認証による（例えば携帯電話）装置の登録方法を例示する。（７０
０）において、プロキシが意図されているネットワークエンティティであることを保証す
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るために、プロキシ認証の装置を起動する。（７０２）において、装置が、一般的な暗号
化種（例えばユーザーアカウント又は別のユーザー識別情報）を使用し、ハッシュキー符
号ダイジェスト形式の装置識別を生成する。（７０４）において、装置が、その後、プロ
キシにダイジェストを送信するために、チャネル暗号化を採用しているウェブサービスを
呼び出す。ウェブサービスは、暗号化チャネル用ＳＳＬを使用し得るが、まだＳＳＬ認証
を使用しない。（７０６）において、プロキシが、その後、既にストアされている暗号化
キーをデータストアからリトリーブする。（７０８）において、プロキシが、サーバーＳ
ＳＬ信用証明書チェーンのルート信用証明書のハッシュキー符号ダイジェスト（例えばＨ
ＭＡＣ）を生成する。（７１０）において、プロキシが、ルート信用証明書及びルート信
用証明書ダイジェストを装置に送信する。（７１２）において、装置は、ダイジェストが
、ルート信用証明書を使用し、既に導出されている装置暗号化キーを使用し、プロキシに
よってダイジェストを再計算することによって正しく計算されたことを検証する。一旦、
検証されると、装置は、ここでクライアントが通信を所望する意図されたネットワークエ
ンティティとしてそのプロキシを信用する。
【００３５】
　図８には、プロキシに対するクライアント認証方法を例示する。一旦、装置がプロキシ
を認証すると、プロキシが順番に装置を認証する。（８００）において、装置は、プロキ
シのＳＳＬ信用証明書が、信用されていることを既に決定されているドメイン信用証明書
に逆に適切にリンク（又はチェーン）していることを検証するために、チャネル暗号化（
例えばＳＳＬ）及びサーバーの完全信用証明書を使用し、プロキシに再接続する。（８０
２）において、装置が、その後、既に計算されストアされている暗号化キーを使用し導出
されるハッシュキー符号化ダイジェスト（例えばＨＭＡＣ）ダイジェスト信用証明書リク
エストと共に信用証明書リクエストを提出する。（８０４）において、プロキシが既に導
出された暗号化キーを使用して、信用証明書リクエストのダイジェストが提供された信用
証明書リクエストから導出されていることを検証する。（８０６）において、首尾よく検
証されたとき、プロキシが装置を認証している。
【００３６】
　図９には、装置及びプロキシ認証後のドメイン信用証明書の取得方法を例示する。（９
００）において、プロキシが、識別情報ダイジェストにリンクされているデータストア情
報をリトリーブする。（９０２）において、プロキシが、データストアに新しいマシンア
カウントを生成するために、データストア情報を使用する。（９０４）において、プロキ
シが、新しいマシンアカウントにログインする。（９０６）において、プロキシが、装置
から受信された信用証明書リクエストを認証機関に提出する。（９０８）において、認証
機関が、装置識別に基づいて署名済ドメイン信用証明書を発行する。（９１０）において
、プロキシが、発行されたドメイン信用証明書を受信し、装置に送信する。装置は、ここ
でドメインサービスに対する完全アクセス手段を有する。
【００３７】
　対象アーキテクチャの意図するところにおいては、信用証明書を取得するためのデリゲ
ートされた権利不足に基づいた信用証明書を取得するための仕組みが、企業サービスのた
めのプライベートドメインにアクセスしようとする装置に対し多大な利益を提供する。
【００３８】
　装置の代わりに信用証明書を取得するための従来のプロキシメカニズムは、プロキシが
、装置からのパスワードをリクエストし、認証機関にパスワードを送信し、認証機関から
署名済証書を受信し、その後、署名済証書を装置に転送することによって、装置を代行す
ることである。
【００３９】
　本明細書に記載されているような「リバースデリゲーション」として考えられ得る従来
のプロキシメカニズムに対する新たな代替手段が、新しいマシンアカウントに関連する信
用証明書を取得し、その後、認証プロセスの終わりにおいて、アカウントの所有権を譲渡
し、それによってドメインサービスに対する完全アクセスを信用証明書の受取人、この場
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合、装置に提供することである。
【００４０】
　図１０には、計算機に実装されるドメイン登録用信用証明書の取得方法を例示する。（
１０００）において、プロキシの権限が、新しいマシンアカウントの生成だけに制限され
る。（１００２）において、プロキシが、ＯＴＰに関連するプロビジョニング情報に基づ
いて構成ディレクトリにモバイル装置に関する任意のマシンアカウントを生成する。（１
００４）において、プロキシが、ドメインの認証機関からの信用証明書をリクエストする
。（１００６）において、プロキシが、信用証明書リクエストのハッシュダイジェストを
使用し、信用証明書のリクエスト計算を検証する。（１００８）において、プロキシが、
認証機関から署名済クライアント信用証明書を受信する。（１０１０）において、プロキ
シが、モバイル装置に署名済信用証明書を送信することによって、マシンアカウントの所
有権をモバイル装置に移譲する。（１０１２）において、プロキシが、署名済クライアン
ト信用証明書をクライアントに送信後、マシンアカウントに対するアクセスを中止する。
【００４１】
　このアプリケーションにおいて使用される用語「コンポーネント」及び「システム」は
、計算機に関連する、エンティティ、ハードウェア、ハードウェアとソフトウェアの組み
合わせ、ソフトウェア、又は実行中のソフトウェアのいずれかを参照することを意図して
いる。例えばコンポーネントは、プロセッサーにおいて実行するプロセス、プロセッサー
、ハードディスクドライブ、複数の（光学及び／又は磁気記憶媒体）記憶装置、オブジェ
クト、実行可能な実行スレッド、プログラム、及び／又は計算機であり得るがこれらに限
定しない。例示として、サーバーで動作するアプリケーション及びサーバー双方はコンポ
ーネントであり得る。１つ以上のコンポーネントが、実行プロセス及び／又はスレッド内
部に常駐し得、コンポーネントが、１つの計算機において局所化され得るか及び／又は２
つ以上の計算機の間において分散され得る。
【００４２】
　ここで図１１を参照すると、安全でないプロビジョニング及びドメイン加入のエミュレ
ーションを提供するために例示された作動可能な計算システム（１１００）のブロック図
がある。その様々な機能に関する更なる文脈を提供するために、図１１及び以下の論述は
、様々な機能が実装され得る適切な計算システム（１１００）の簡潔で一般的な説明を提
供することを意図している。上記説明は、１つ以上の計算機において動作し得る計算機が
実行可能な命令に関する一般的な文脈であるが、当業者は、新たな実施形態が、他のプロ
グラムモジュールと組み合わせて実装され得るか及び／又はハードウェアとソフトウェア
の組み合わせとして実装され得ることを認めよう。
【００４３】
　一般にプログラムモジュールは、特定のタスクを実行するか又は特定の抽象データタイ
プを実装する、ルーチン、プログラム、コンポーネント、データ構造などを含む。更に当
業者は、本発明の方法が、シングルプロセッサー又はマルチプロセッサーコンピューター
システム、ミニコンピューター、メインフレームコンピューター、及びパーソナルコンピ
ューター、携帯用計算装置、マイクロプロセッサーベース又はプログラマブルコンシュー
マー電化製品、及び１つ以上の関連する装置と作動可能に接続され得るその他それぞれを
含む他の計算機システム構成を用いて実施され得ることを理解されよう。
【００４４】
　例示された機能は、いくつかのタスクが通信ネットワーク介し接続されているリモート
プロセッシング装置によって実行される分散計算環境においても実施され得る。分散計算
環境において、プログラムモジュールは、ローカル及びリモート双方のメモリー記憶装置
に配置され得る。
【００４５】
　計算機は、通常、様々な計算機可読媒体を含む。計算機可読媒体は、計算機によってア
クセスされ得る利用可能な任意の媒体であり得、揮発性媒体及び不揮発性媒体、取り外し
可能媒体及び取り外し不可能媒体を含む。制限ではなく例として、計算機可読媒体は、計
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算機記憶媒体及び通信媒体を含む。計算機記憶媒体は、計算機可読命令、データ構造、プ
ログラムモジュール、又は他のデータのような情報の記憶に関する任意の方法又は技術で
実装される揮発性及び不揮発性取り外し可能及び取り外し不可能媒体を含む。計算機記憶
媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリー、又は他のメモリー技術、
ＣＤ－ＲＯＭ、デジタルビデオディスク（ＤＶＤ）、又は他の光ディスク記憶装置、磁気
カセット、磁気テープ、磁気ディスク記憶装置、又は他の磁気記憶装置、又は所望の情報
をストアするために使用され得、計算機によってアクセスされ得る他の任意の媒体を含む
がこれらに限定しない。
【００４６】
　再び図１１を参照すると、様々な機能を実装するための例示的な計算システム（１１０
０）は計算機（１１０２）を含んでいて、計算機（１１０２）は、処理ユニット（１１０
４）、システムメモリー（１１０６）及びシステムバス（１１０８）を含む。システムバ
ス（１１０８）は、処理ユニット（１１０４）に接続されるシステムメモリー（１１０６
）含むがこれに限定しないシステムコンポーネントに対するインターフェースを提供する
。処理ユニット（１１０４）は、商用利用可能な様々な任意のプロセッサーであり得る。
デュアルマイクロプロセッサー及び他のマルチプロセッサーアーキテクチャも処理ユニッ
ト（１１０４）として使用され得る。
【００４７】
　システムバス（１１０８）は、更に（メモリーコントローラーの有無に関わらず）メモ
リーバス、周辺機器用バス、及び商用利用可能な様々な任意のバスアーキテクチャを使用
してローカルバスと相互接続し得るいくつかのタイプの任意のバス構造であり得る。シス
テムメモリー（１１０６）は、読み出し専用メモリー（ＲＯＭ）（１１１０）及びランダ
ムアクセスメモリー（ＲＡＭ）（１１１２）を含む。基本的な入力／出力システム（ＢＩ
ＯＳ）は、ＢＩＯＳが、始動中など計算機（１１０２）内のエレメント間に情報を送信す
る支援をする基本的なルーチンを含むＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭのような不揮発
性メモリー（１１１０）にストアされる。ＲＡＭ（１１１２）は、データをキャッシュす
るためのスタティックＲＡＭのような高速ＲＡＭも含み得る。
【００４８】
　計算機（１１０２）は更に、内蔵ハードディスクドライブ（１１１４）が、（示されて
いない）適切な筐体の中に外付け利用向けにも構成され得る内蔵ハードディスクドライブ
（ＨＤＤ）（１１１４）（例えばＥＩＤＥ，ＳＡＴＡ）、（例えば取り外し可能ディスケ
ット（１１１８）から読み出すか又はそれに書き込む）磁気フロッピー（登録商標）ディ
スクドライブ（ＦＤＤ）（１１１６）及び（例えばＣＤ－ＲＯＭディスク（１１２２）か
ら読み出すか又はそれに書き込むＤＶＤのような別の高容量光媒体から読み出すか又はそ
れに書き込むための）光ディスクドライブ（１１２０）を含む。ハードディスクドライブ
（１１１４）、磁気ディスクドライブ（１１１６）、及び光ディスクドライブ（１１２０
）は、ハードディスクドライブインターフェース（１１２４）、磁気ディスクドライブイ
ンターフェース（１１２６）、及び光ドライブインターフェース（１１２８）それぞれに
よって、システムバス（１１０８）に接続され得る。外付けドライブ実装用インターフェ
ース（１１２４）は、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）及びＩＥＥＥ１３９４インタ
ーフェース技術のうち少なくとも１つ又はその双方を含む。
【００４９】
　ドライブ及びそれらに関連する計算機記憶媒体は、データ、データ構造、計算機実行可
能命令など不揮発性記憶装置を提供する。計算機（１１０２）に関するドライブ及び媒体
は、適切な任意のデジタルフォーマットのデータストレージに適応している。計算機可読
媒体の上記の説明は、ＨＤＤ、取り外し可能磁気ディスケット、及びＣＤ又はＤＶＤのよ
うな取り外し可能光媒体を参照しているが、ＺＩＰドライブ、磁気カセット、フラッシュ
メモリーカード、カートリッジその他のような計算機によって別のタイプの可読媒体が、
例示的な動作環境においても使用され得、更に、そのような任意の媒体が、開示された方
法を実装するための計算機実行可能命令を含み得ることが当業者によって十分に理解され
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よう。
【００５０】
　オペレーティングシステム（１１３０）、１つ以上のアプリケーションプログラム（１
１３２）、他のプログラムモジュール（１１３４）、及びプログラムデータ（１１３６）
を含む多くのプログラムモジュールがドライブ及びＲＡＭ（１１１２）にストアされ得る
。オペレーティングシステム、アプリケーション、モジュール、及び／又はデータすべて
又は一部もＲＡＭ（１１１２）にキャッシュされ得る。開示されたアーキテクチャが、商
用利用可能な様々なオペレーティングシステム又はオペレーティングシステムの組み合わ
せを用いて実装され得ることを十分に理解され得よう。
【００５１】
　アプリケーション（１１３２）及び／又はモジュール（１１３４）は、図１のプロキシ
サーバーのブートストラップ及び認証コンポーネント（１０８）及び（１１０）を含み得
る。システム（１１００）がクライアント（１０２）である場合、アプリケーション（１
１３２）及び／又はモジュール（１１３４）は、例えば暗号化キー及びハッシュキー符号
化ダイジェストを生成するためのクライアントの処理能力を含み得る。図１及び図２のド
メイン（１０４）に関する文脈において、システム（１１００）は、認証機関（２０８）
、及び／又はデータストア（２０４）、及びマシンアカウント（２０６）を含み得る。
【００５２】
　ユーザーは、１つ以上の有線／無線入力装置、例えばキーボード（１１３８）、及びマ
ウス（１１４０）のようなポインティング装置を介し計算機（１１０２）にコマンド及び
情報を入力し得る。（示されていない）他の入力装置は、マイクロフォン、赤外線リモー
トコントロール、ジョイスティック、ゲームパッド、スタイラスペン、タッチスクリーン
などを含み得る。これらの入力装置及び他の入力装置は、多くの場合、システムバス（１
１０８）に接続されている入力装置インターフェース（１１４２）を介し、処理ユニット
（１１０４）と接続されるが、パラレルポート、ＩＥＥＥ１３９４シリアルポート、ゲー
ムポート、ＵＳＢポート、赤外線インターフェースその他のような別のインターフェース
によって接続され得る。
【００５３】
　モニター（１１４４）又は別のタイプの表示装置もビデオアダプター（１１４６）のよ
うなインターフェースを介しシステムバス（１１０８）に接続される。計算機は、通常、
モニター（１１４４）に加え、スピーカー、プリンターのような（示されていない）別の
周辺出力装置を含む。
【００５４】
　計算機（１１０２）は、リモートコンピューター（単数又は複数）（１１４８）のよう
な１つ以上のリモートコンピューターと有線通信及び／又は無線通信を介する論理的な接
続を使用し、ネットワーク環境において作動し得る。リモートコンピューター（単数又は
複数）（１１４８）は、ワークステーション、サーバーコンピューター、ルーター、パー
ソナルコンピューター、携帯用計算機、マイクロプロセッサーベースの娯楽機器、ピア装
置、又は別の一般的なネットワークノードであり得、通常、計算機（１１０２）に関連す
る前述されたエレメントの大多数又はすべてを含むが、簡単化のためにメモリー／ストレ
ージ（１１５０）だけを例示する。示された論理接続は、ローカルエリアネットワーク（
ＬＡＮ）（１１５２）及び／又は更に大規模なネットワーク、例えば広域ネットワーク（
ＷＡＮ）（１１５４）との有線接続／無線接続を含む。そのようなＬＡＮ及びＷＡＮネッ
トワーク環境は、オフィス及び会社において一般的であって、イントラネットのような企
業全体の計算機ネットワークを円滑にし、そのすべては、グローバル通信ネットワーク、
例えばインターネットと接続し得る。
【００５５】
　ＬＡＮネットワーク接続環境において使用されるとき、計算機（１１０２）は、有線及
び／又は無線通信ネットワークインターフェース又はアダプター（１１５６）を介しロー
カルネットワーク（１１５２）に接続される。アダプター（１１５６）は、無線アダプタ
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ー（１１５６）と通信するために、それに配置される無線アクセスポイントも含み得るＬ
ＡＮ（１１５２）との有線又は無線通信を円滑にし得る。
【００５６】
　ＷＡＮネットワーク環境において使用されるとき、計算機（１１０２）は、モデム（１
１５８）を含み得るか又はＷＡＮ（１１５４）上の通信サーバーに接続され、インターネ
ットのような方法でＷＡＮ（１１５４）を介して通信を確立するための別の手段を有する
。内蔵又は外付けであって有線又は無線装置であり得るモデム（１１５８）が、シリアル
ポートインターフェース（１１４２）を介しシステムバス（１１０８）に接続される。ネ
ットワーク接続環境においては、計算機（１１０２）又はその一部に関連し表示されてい
るプログラムモジュールが、リモートメモリー／ストレージ（１１５０）にストアされ得
る。示されたネットワーク接続が例示的であって、計算機の間の通信リンクを確立するた
めの他の手段が使用され得ることを十分理解されよう。
【００５７】
　計算機（１１０２）は、無線通信を用いて作動的可能に配置される任意の無線装置又は
エンティティ、例えば、プリンター、スキャナー、デスクトップ、及び／又は携帯用計算
機、携帯用データアシスタント、通信衛星、任意の設備部品、又は無線で検出可能なタグ
に関連付けられた場所（例えばキオスク、新聞売店、トイレ）及び電話と作動可能に通信
する。これは、少なくとも無線（Ｗｉ－Ｆｉ）及びブルートゥース（登録商標）無線技術
を含む。このように通信は、少なくとも２つの装置の間の従来のネットワーク又は簡易な
アドホック通信を用いるような所定の構造であり得る。
【００５８】
　無線又はワイヤレス・フェディリティは、自宅の寝椅子、ホテルルームのベッド、又は
職場の会議室から無線でインターネットに対する接続を可能にする。無線は、そのような
装置、例えば計算機が、携帯電話において使用されるものと同様の基地局の範囲内のどこ
でも屋内及び屋外にあるデータの送信及び受信を可能にする無線技術である。無線ネット
ワークは、安全で信頼できる高速無線接続性を提供するためにＩＥＥＥ８０２．１１ｘ（
ａ，ｂ，ｇなど）と呼ばれる無線通信技術を使用する。無線ネットワークは、インターネ
ット及び（ＩＥＥＥ８０２．３又はイーサネット（登録商標）を使用する）有線ネットワ
ークと、相互に計算機を接続するために使用され得る。
【００５９】
　ここで図１２を参照し、安全でないプロビジョニングを円滑にする例示的な計算環境（
１２００）及びドメイン加入エミュレーションの概略ブロック図を例示する。システム（
１２００）は、１つ以上のクライアント（１２０２）を含む。クライアント（１２０２）
は、ハードウェア及び／又はソフトウェア（例えば、スレッド、プロセス、計算装置）で
あり得る。クライアント（１２０２）は、例えば、クッキー（単数又は複数）及び／又は
関連するコンテキスト情報を格納する。
【００６０】
　システム（１２００）も、１つ以上のサーバー（１２０４）を含む。サーバー（１２０
４）も、ハードウェア及び／又はソフトウェア（例えば、スレッド、プロセス、計算装置
）であり得る。サーバー（１２０４）は、本アーキテクチャを使用することによって、例
えば変換を実行するためのスレッドを格納する。クライアント（１２０２）とサーバー（
１２０４）の間の一可能な通信は、２つ以上の計算機プロセスの間に送信されるように適
応したデータパケット形式であり得る。データパケットは、例えばクッキー及び／又は関
連する文脈情報を含み得る。システム（１２００）は、クライアント（１２０２）とサー
バー（１２０４）の間の通信を円滑にするために使用され得る（例えばインターネットの
ようなグローバル通信ネットワーク）通信フレームワーク（１２０６）を含む。
【００６１】
　通信は、（光ファイバーを含む）有線技術及び／又は無線技術を介し円滑にされ得る。
クライアント（１２０２）は、クライアント（１２０２）にローカル情報（例えば、クッ
キー（単数又は複数）及び／又は関連する文脈情報）をストアするために使用され得る１
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つ以上のクライアントデータストア（１２０８）と作動可能に接続される。同様にサーバ
ー（１２０４）は、サーバー（１２０４）にローカル情報をストアするために使用され得
る１つ以上のサーバーデータストア（１２１０）と作動可能に接続される。
【００６２】
　図１の双方のクライアント（１２０２）は、プロキシサーバー（１０６）に対するアク
セスを求めているクライアント（１０２）を含み得る。図２の双方のデータストア（２０
４）及び認証機関（２０８）は、サーバー（１２０４）であり得、企業のバックエンドサ
ーバーでもあり得る。
【００６３】
　前述された内容は、開示されたアーキテクチャの例を含む。コンポーネント及び／又は
方法論に関して考えられ得るあらゆる組み合わせを説明することが、当然、不可能である
が、当業者は、更に多数の組み合わせ及び置換があり得ることを認め得よう。したがって
、新たなアーキテクチャが、添付された請求項の趣旨及び範囲内に収まるような変更、修
正及び変形のすべてを包含するように意図されている。更に、用語「含む」が、詳細説明
又は請求項のいずれかにおいて使用される範囲内において、「から成る」が請求項におい
て遷移的な言葉として使用されるときに解釈されるように、そのような用語は、用語「か
ら成る」と同様に包括的であることを意図している。
【符号の説明】
【００６４】
　　１００　ドメインメンバー資格管理システム
　　１０２　モバイルクライアント
　　１０４　プライベートドメイン
　　１０６　登録プロキシサーバー
　　１０８　ブートストラップコンポーネント
　　１１０　認証コンポーネント
　　２００　ドメインメンバー資格管理システム
　　２０２　装置
　　２０４　ドメインデータストア
　　２０６　マシンアカウント
　　２０８　ドメイン認証機関
　　３００　モバイル装置
　　３０２　ワンタイムパスワード（ＯＴＰ）
　　３０４　情報
　　３０６　仲介データストア
　１１００　計算システム
　１１０２　計算機
　１１０４　処理ユニット
　１１０６　システムメモリー
　１１０８　システムバス
　１１１０　読み出し専用メモリー（ＲＯＭ）
　１１１２　ランダムアクセスメモリー（ＲＡＭ）
　１１１４　内蔵ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）
　１１１６　磁気フロッピー（登録商標）ディスクドライブ（ＦＤＤ）
　１１１８　取り外し可能ディスケット
　１１２０　光ディスクドライブ
　１１２２　ＣＤ－ＲＯＭディスク
　１１２４　ハードディスクドライブインターフェース
　１１２６　磁気ディスクドライブインターフェース
　１１２８　光ドライブインターフェース
　１１３０　オペレーティングシステム
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　１１３２　アプリケーションプログラム
　１１３４　他のプログラムモジュール
　１１３６　プログラムデータ
　１１３８　キーボード
　１１４０　マウス
　１１４２　入力装置インターフェース
　１１４４　モニター
　１１４６　ビデオアダプター
　１１４８　リモートコンピューター
　１１５０　メモリー／記憶装置
　１１５２　ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）
　１１５４　広域ネットワーク（ＷＡＮ）
　１１５６　無線通信ネットワークインターフェース又はアダプター
　１１５８　モデム
　１２００　計算環境
　１２０２　クライアント
　１２０４　サーバー
　１２０６　通信フレームワーク
　１２０８　クライアントデータストア
　１２１０　サーバーデータストア

【図１】

【図２】

【図３】
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