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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オフラインアクセス制御方法において、
　サーバーが、クライアントが第一電子文書に関するアクションであって第二電子文書と
は無関係のアクションを取るためのリクエストをクライアントから受取るステップ、
　前記サーバーが、前記クライアントにおいて維持されているオフラインアクセス情報の
アップデートを前記クライアントへ送ることにより複数個のユーザからなるグループのメ
ンバーとしてユーザによるアクションを可能とさせるべく前記クライアントを事前認可す
るために前記リクエストに応答して前記オフラインアクセス情報を前記クライアントと同
期させるステップ、
を包含しており、前記アップデートは前記グループと関連する第一鍵を有しており、前記
第一鍵は前記第二電子文書内の第二鍵を解読することによりオフライン中に前記クライア
ントが前記第二電子文書へアクセスするために使用可能である、
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１において、前記クライアントと同期させるステップにおいて、前記クライアン
トを事前認可するか否かを決定するために、最後に記録したクライアント・同期の時間を
そのユーザに対するユーザ・グループ情報における最後の変化の時間と比較することを特
徴とする方法。
【請求項３】
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　請求項１において、前記クライアントと同期させるステップにおいて、前記クライアン
トを事前認可するか否かを決定するために、前記ユーザに対するユーザ・グループ情報を
前記クライアントから受け取り、且つそのユーザに対する現在のユーザ・グループ情報を
そのクライアントからそのユーザに対して受取ったユーザ・グループ情報と比較すること
を特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１において、前記クライアントが、前記第二電子文書内に存在する文書・許可情
報に基づいて前記第二電子文書に関するアクションを可能とさせることを特徴とする方法
。
【請求項５】
　請求項１において、前記オフラインアクセス情報のアップデートが、更に、前記第二電
子文書を包含する複数の文書に関連する文書・許可情報を有しており、且つ前記クライア
ントが前記文書・許可情報に基づいて前記第二電子文書に関するアクションを可能とさせ
ることを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１において、前記クライアントと同期させるステップにおいて、前記ユーザが前
記アップデートに気が付くこと無しにバックグラウンドプロセスで同期させることを特徴
とする方法。
【請求項７】
　請求項６において、前記リクエストが認証を必要としており、前記クライアントにおけ
る前記ユーザを認証されたユーザとして検証することを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項６において、前記オフラインアクセス情報のアップデートが、更に、
　少なくとも１個のユーザ特定鍵、
　前記第一鍵を包含する少なくとも１個のグループ特定鍵、
　複数の文書と関連する少なくとも１組の文書・許可情報、
を有していることを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項８において、更に、前記クライアントからオフライン中に前記クライアントによ
って実施された動作のログであるオフライン監査ログを受取ることを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項８において、前記少なくとも１組の文書・許可情報が、前記第一文書と関連する
１つ又はそれ以上のポリシーを有しており、且つ前記オフラインアクセス情報のアップデ
ートが、更に、ユーザのアクセスが失効している文書のリストである文書失効リストを有
していることを特徴とする方法。
【請求項１１】
　請求項８において、前記オフラインアクセス情報のアップデートが、更に、同期を行な
う頻度に関する優先順位付け情報に基づいて選択された特定の文書と関連する少なくとも
１組の文書・許可情報を有していることを特徴とする方法。
【請求項１２】
　オフラインアクセス制御方法において、
　文書制御サーバーが第一電子文書に関するアクションであって第二電子文書とは無関係
のアクションを取るためのリクエストを受取るステップ、
　クライアントによる前記第二電子文書に対するオフラインアクセスを事前認可するため
に前記クライアントの複数のユーザからなるグループと関連する第一鍵を有しており前記
クライアントに維持されているオフラインアクセス情報に対するアップデートを前記クラ
イアントが受け取るために、前記リクエストに応答して前記文書制御サーバーが前記オフ
ラインアクセス情報を同期させるステップ、
　前記第二電子文書内の第二鍵を解読するために前記第一鍵を使用し且つ前記第二電子文
書と関連する文書・許可情報に基づいて前記第二電子文書に関するアクションを制御する
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オペレーションを実施することにより、前記クライアントがオフラインである場合に、前
記オフラインアクセス情報が前記第二電子文書への前記クライアントによるアクセスを許
可するステップ、
を包含していることを特徴とする方法。
【請求項１３】
　請求項１２において、前記第二電子文書に関するアクションを制御する場合に、前記第
二電子文書から前記文書・許可情報を取得することを特徴とする方法。
【請求項１４】
　請求項１２において、前記第二電子文書に関するアクションを制御する場合に、
　前記第二電子文書内の前記第二電子文書の使用条件を特定している文書ポリシー参照を
識別し、
　前記文書ポリシー参照に基づいて前記第二電子文書内に維持されている文書・許可情報
を取得する、
ことを特徴とする方法。
【請求項１５】
　請求項１２において、前記オフラインアクセス情報のアップデートが、少なくとも１個
のユーザ特定鍵、前記第一鍵を包含する少なくとも１個のグループ特定鍵、複数の文書と
関連する少なくとも１組の文書・許可情報、ユーザのアクセスが失効している文書のリス
トである文書失効リスト、を有していることを特徴とする方法。
【請求項１６】
　請求項１２において、更に、現在の時間と前記オフラインアクセス情報の受取時間との
間の差異が設定値を超える場合には、オフラインである場合に、前記第二電子文書へのア
クセスを阻止することを特徴とする方法。
【請求項１７】
　請求項１６において、前記設定値が前記文書に対して特定的であることを特徴とする方
法。
【請求項１８】
　請求項１２において、更に、
　クライアントが、オフライン中にクライアントによって実施された動作のログであるオ
フライン監査ログを維持し、
　前記クライアントが、オンラインである場合に前記オフライン監査ログをアップロード
する、
ことを特徴とする方法。
【請求項１９】
　オフラインアクセス制御用のコンピュータプログラムにおいて、
　クライアントが第一電子文書に関するアクションであって第二電子文書とは無関係のア
クションを取るためのリクエストをクライアントから受取るステップ、
　前記クライアントにおいて維持されているオフラインアクセス情報のアップデートを前
記クライアントへ送ることにより複数個のユーザからなるグループのメンバーとしてユー
ザによるアクションを可能とさせるべく前記クライアントを事前認可するために前記リク
エストに応答して前記オフラインアクセス情報を前記クライアントと同期させるステップ
、
をコンピュータに実行させ、前記アップデートは前記グループと関連する第一鍵を有して
おり、前記第一鍵は前記第二電子文書内の第二鍵を解読することによりオフライン中に前
記クライアントが前記第二電子文書へアクセスするために使用可能であることを特徴とす
るコンピュータプログラム。
【請求項２０】
　請求項１９において、クライアントと同期させるステップにおいて、前記クライアント
を事前認可するか否かを決定するために、最後に記録したクライアント・同期の時間をそ
のユーザに対するユーザ・グループ情報における最後の変化の時間と比較することを特徴
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とするコンピュータプログラム。
【請求項２１】
　請求項１９において、前記クライアントと同期させるステップにおいて、前記クライア
ントを事前認可するか否かを決定するために、前記ユーザに対するユーザ・グループ情報
を前記クライアントから受け取り、且つそのユーザに対する現在のユーザ・グループ情報
を前記クライアントからそのユーザに対して受取ったユーザ・グループ情報と比較するこ
とを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項２２】
　請求項１９において、前記クライアントが、前記第二電子文書内に存在する文書・許可
情報に基づいて前記第二電子文書に関するアクションを可能とさせることを特徴とするコ
ンピュータプログラム。
【請求項２３】
　請求項１９において、前記オフラインアクセス情報のアップデートが、更に、前記第二
電子文書を包含する複数の文書と関連する文書・許可情報を有しており、且つ前記クライ
アントが前記文書・許可情報に基づいて前記第二電子文書に関するアクションを可能とさ
せることを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項２４】
　請求項１９において、前記クライアントと同期させるステップにおいて、前記ユーザが
前記アップデートに気が付くこと無しにバックグラウンドプロセスで同期させるコンピュ
ータプログラム。
【請求項２５】
　請求項２４において、前記リクエストが認証を必要としており、前記オペレーションが
、更に、前記クライアントにおけるユーザを認証されたユーザとして検証することを特徴
とするコンピュータプログラム。
【請求項２６】
　請求項２４において、前記オフラインアクセス情報のアップデートが、更に、
　少なくとも１個のユーザ特定鍵、
　前記第一鍵を包含する少なくとも１個のグループ特定鍵、
　複数の文書と関連する少なくとも１組の文書・許可情報、
を有することを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項２７】
　請求項２６において、前記オペレーションが、更に、前記クライアントからのオフライ
ン中にクライアントによって実施された動作のログであるオフライン監査ログを受取るこ
とを包含していることを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項２８】
　請求項２６において、前記少なくとも１組の文書・許可情報が、前記第一電子文書と関
連する１つ又はそれ以上のポリシーを有しており、且つ前記オフラインアクセス情報のア
ップデートが、更に、ユーザのアクセスが失効している文書のリストである文書失効リス
トを有していることを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項２９】
　請求項２６において、前記オフラインアクセス情報のアップデートが、更に、特定の文
書と関連する少なくとも１組の文書・許可情報を有しており、且つ前記オペレーションが
、更に、同期を行なう頻度に関する優先順位付け情報に基づいて前記文書特定文書・許可
情報を選択することを包含していることを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項３０】
　オフラインアクセス制御用のコンピュータプログラムにおいて、
　第一電子文書に関するアクションであって第二電子文書とは無関係のアクションを取る
ためのリクエストをコンピュータが受取るステップ、
　クライアントによる前記第二電子文書に対するオフラインアクセスを事前認可するため
に前記クライアントの複数のユーザからなるグループと関連する第一鍵を有しており前記
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クライアントに維持されているオフラインアクセス情報に対するアップデートを前記クラ
イアントが受け取るために、前記リクエストに応答して前記コンピュータが前記オフライ
ンアクセス情報を同期させるステップ、
　前記第二電子文書内の第二鍵を解読するために前記第一鍵を使用し且つ前記第二電子文
書と関連する文書・許可情報に基づいて前記第二電子文書に関するアクションを支配する
オペレーションを実施することにより、前記クライアントがオフラインである場合に、前
記オフラインアクセス情報が前記第二電子文書への前記クライアントによるアクセスを許
可するステップ、
をコンピュータに実行させることを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項３１】
　請求項３０において、前記第二電子文書に関するアクションを制御する場合に、前記第
二電子文書から前記電子文書・許可情報を取得することを特徴とするコンピュータプログ
ラム。
【請求項３２】
　請求項３０において、前記第二電子文書に関するアクションを制御する場合に、
　前記第二電子文書内の前記第二電子文書の使用条件を特定している文書ポリシー参照を
識別し、
　前記文書ポリシー参照に基づいて前記第二電子文書内に維持されている文書・許可情報
を取得する、
ことを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項３３】
　請求項３０において、前記オフラインアクセス情報のアップデートが、少なくとも１個
のユーザ特定鍵と、前記第一鍵を包含する少なくとも１個のグループ特定鍵と、複数の文
書と関連する少なくとも１組の文書・許可情報と、ユーザのアクセスが失効している文書
のリストである文書失効リストとを有していることを特徴とするコンピュータプログラム
。
【請求項３４】
　請求項３０において、前記オペレーションが、更に、現在の時間と前記オフラインアク
セス情報の受取時間との間の差異が設定値を超える場合に、オフラインである場合に、前
記第二電子文書へのアクセスを阻止することを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項３５】
　請求項３４において、前記設定値が前記第二電子文書に対して特定的であることを特徴
とするコンピュータプログラム。
【請求項３６】
　請求項３０において、前記オペレーションが、更に、
　オフライン中にクライアントが実施した動作のログであるオフライン監査ログを維持し
、
　オンラインである場合に前記オフライン監査ログをアップロードする、
ことを包含していることを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項３７】
　オフラインアクセス制御システムにおいて、
　第一電子文書に関するアクションであって第二電子文書とは無関係のアクションを取る
ためのクライアントのリクエストを受け取り、且つクライアントにおいて維持されている
オフラインアクセス情報のアップデートを送ることにより前記第二電子文書のオフライン
アクセスを事前認可するために前記クライアントリクエストに応答してオフラインアクセ
ス情報をクライアントと同期させる文書制御サーバーが設けられており、前記アップデー
トが１つのグループと関連する第一鍵を有しており、前記第一鍵が前記第二電子文書内の
第二鍵を解読することにより前記クライアントが前記第二電子文書へアクセスするために
使用可能であり、
　メモリ内に前記第一鍵を格納しており且つオフラインである場合に前記グループのメン
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バーとしてのユーザによる前記第二電子文書へのアクセスを可能とさせるクライアントが
、前記第二電子文書内の前記第二鍵を解読するために前記第一鍵を使用し且つ前記第二電
子文書に関連する文書・許可情報に基づいて前記第二電子文書に関するアクションを制御
する、
ことを特徴とするシステム。
【請求項３８】
　請求項３７において、前記第二電子文書が前記文書・許可情報を有していることを特徴
とするシステム。
【請求項３９】
　請求項３８において、前記第二鍵が前記文書制御サーバーにより発生されるセッション
鍵を有しており、且つ前記第二電子文書が、更に、文書鍵と前記文書・許可情報とを有す
る文書セキュリティペイロードを有しており、前記文書セキュリティペイロードが前記セ
ッション鍵を使用して暗号化されていることを特徴とするシステム。
【請求項４０】
　請求項３７において、前記オフラインアクセス情報のアップデートが、更に、
　少なくとも１個のユーザ特定鍵、
　前記第一鍵を包含する少なくとも１個のグループ特定鍵、
　複数の文書と関連する少なくとも１組の文書・許可情報、
を有していることを特徴とするシステム。
【請求項４１】
　請求項３７において、前記クライアントが、前記オフラインアクセス情報を同期させる
ために周期的に前記文書制御サーバーとコンタクトするエージェントを有していることを
特徴とするシステム。
【請求項４２】
　請求項３７において、前記文書制御サーバーが、
　前記文書制御サーバーとコンタクトするクライアントに対しリモートプロシジャーコー
ル（ＲＰＣ）インターフェースを提供するためのコンフィギュレーション及びロギングコ
ンポーネントを具備するサーバーコア、
　動的にロードしたメソッドについての機能性を与える内部サービスコンポーネント、
　１つ又はそれ以上のアクセス制御についてのサービスを提供するアクセス制御サービス
プロバイダーを包含する動的にロードしたものであり且つデータの格納やユーザの認証等
のメソッドに対して使用可能な外部ファシリティを特定することが可能な外部サービスプ
ロバイダー、
を有していることを特徴とするシステム。
【請求項４３】
　請求項３７において、更に、
　前記文書制御サーバーを包含する複数の文書制御サーバーからなるクラスターを有して
いるビジネスロジック層、
　電子文書をディスプレイ上に表示するためのビュアクライアント、電子文書を確保する
ためのセキュアリングクライアント、アドミニストレータとしての権限を有する管理クラ
イアントを有する前記クライアントを包含するアプリケーション層、
　クライアントリクエストを前記文書制御サーバーへ経路付けするロードバランサー、
を有していることを特徴とするシステム。
【請求項４４】
　請求項３７において、前記ユーザが前記アップデートに気が付くこと無しにバックグラ
ウンドプロセスで前記文書制御サーバーがオフラインアクセス情報を前記クライアントと
同期させることを特徴とするシステム。
【請求項４５】
　請求項４４において、前記文書制御サーバーが翻訳コンポーネントを包含している許可
・ブローカーサーバーを有しており、前記第二電子文書が前記許可・ブローカーサーバー
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によって以前に確保された電子文書を有しており、且つ前記翻訳コンポーネントが前記ク
ライアントから受取ったリクエストに応答して第一許可・定義フォーマットにある第一文
書・許可情報を第二許可・定義フォーマットでの第二文書・許可情報へ変換すべく動作可
能であることを特徴とするシステム。
【請求項４６】
　請求項４４において、前記サーバーが前記リクエストに応答して文書許可情報等の前記
第二電子文書に関連する情報を識別すべく動作可能な許可・ブローカーサーバーを有して
おり、前記関連する情報が前記サーバーにおいて維持され且つ前記第二電子文書とは異な
り且つそれと関連している第三電子文書を表示し、前記サーバーが文書許可情報等の前記
第三電子文書に関する情報を前記クライアントと関係付けるべく動作可能であることを特
徴とするシステム。
【請求項４７】
　請求項４４において、前記サーバーが１つ又はそれ以上のデータ処理装置をして認証手
順を行わせるオペレーションを実施させるべく動作可能な命令を有するソフトウエアプロ
グラムを前記リクエストに応答して取得し且つ送信すべく動作可能な許可・ブローカーサ
ーバーを有しており、且つ前記クライアントが前記認証プログラムを使用して現在のユー
ザを識別し且つ前記第二電子文書に関連する現在のユーザ及び文書・許可情報に基づいて
前記第二電子文書に関するアクションを制御することを特徴とするシステム。
【請求項４８】
　オフラインアクセス制御システムにおいて、
　第一電子文書に関するアクションであって第二電子文書とは無関係のアクションを取る
ためのクライアントのリクエストを受け取るサーバー手段、
　複数ユーザのグループのメンバーとしてユーザによるオフラインアクションを可能とさ
せるためにクライアントにおいて維持されているオフラインアクセス情報のアップデート
であって、前記グループと関連しており且つ前記第二電子文書における第二鍵を解読する
ことによってオフラインで前記第二電子文書へアクセスするために前記クライアントが使
用可能な第一鍵を有しているアップデートを前記クライアントへ送ることによりクライア
ントを事前認可するために前記クライアントのリクエストに応答して前記第二電子文書に
対するオフラインアクセス情報をトランスペアレントに同期させるサーバー手段、
　メモリ内に前記第一鍵を格納しており且つ前記オフラインアクセス情報を使用して前記
第二電子文書へアクセスするクライアント手段、
を有していることを特徴とするシステム。
【請求項４９】
　請求項４８において、更に、
　電子文書に関してアクションを取るためにクライアントリクエストに応答して認証プロ
セスを動的に取得し且つ送信するサーバー手段、
　現在のユーザを識別するために受取った認証プロセスが使用するインターフェースを提
供し且つ前記現在のユーザ及び文書・許可情報に基づいて電子文書に関するアクションを
制御するクライアント手段、
を有していることを特徴とするシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、例えば、文書制御システムにおけるオフラインアクセス制御等の文書制御に関
するシステム及び技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来の文書制御システムは、該システムにより確保された文書に対する暗号化鍵を格納し
且つ管理するサーバーを包含しており、確保されている文書を開くことが可能となる前に
該サーバーへコンタクトすることを必要とすることにより文書に対する永続的な保護を与
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えている。このようなシステムは、又、その文書が最初にオンライン中に開かれたもので
ある場合には、そのユーザがオフラインにある場合に制限された時間の間クライアントが
文書を開くことを可能とするためにクライアント上に暗号文書鍵をキャッシュすることに
よりオフライン能力を提供している。このようなシステムは、又、文書アクセスを監査す
る場合に使用するために、オフライン中におけるログ情報をキャッシュすることを包含す
る文書アクセス情報をログすることが可能なものであった。
【０００３】
従来の文書管理システムは、複数の個人の異なるグループが異なる許可を持つことを可能
とする文書に関連する文書許可情報を包含しており、且つ従来の文書ビューイングソフト
ウエアアプリケーションは、又、文書管理システムフォーマットからソフトウエアアプリ
ケーション、即ち文書管理システムとの各統合に対して必要とされる別個のソフトウエア
プラグインによって使用されるフォーマットへ文書許可情報を翻訳すべく設計されている
ソフトウエアプラグインを包含していた。更に、エクステンシブル・ライツ・マークアッ
プ・ランゲージ（ＸｒＭＬ（商標））が、ＸｒＭＬ規則に準拠する任意のシステムからの
資源及び許可を文書ビューイングアプリケーションが理解することを理論的に可能とすべ
く定義されつつある。
【０００４】
文書を確保するために多数の異なる暗号化技術が使用されている。これらは、個人個人が
個々的な文書に対するパスワードを記憶していることを必要とする文書毎に基づく対称的
暗号化、及びユーザの単一のパスワードに基づいて複数の文書を解読する能力を提供する
結合型非対称的・対称的暗号化技術（例えば、Ｐｒｅｔｔｙ Ｇｏｏｄ Ｐｒｉｖａｃｙ（
ＰＧＰ（商標））暗号化）を包含していた。ネットワークマルチキャスト／ブロードキャ
ストの文脈において、クライアント上に暗号化鍵をキャッシュする種々の暗号化プロトコ
ルも使用されている。多くのソフトウエアプロダクトは、既存のエンタプライズ認証シス
テム（例えば、Ｌｉｇｈｔｗｅｉｇｈｔ Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ Ａｃｃｅｓｓ Ｐｒｏｔｏ
ｃｏｌ）と直接的に統合する。更に、種々のシステムは、又、配布した文書の最も最近の
バージョンをユーザが見つけ出すことを可能とするための機能性を提供しており、例えば
Ｔｕｍｂｌｅｗｅｅｄ Ｍｅｓｓａｇｉｎｇ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍ（商標
）があり、それは、電子メールシステムを確保し且つ添付した文書のオリジナルのバージ
ョンがアップデートされる場合に添付文書を有する電子メールの受取人に対して電子メー
ル通知を送ることが可能であり、その場合の電子メール通知は現在の文書へ戻るＵＲＬ（
ユニバーサルリソースロケーター）を有している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明は、以上の点に鑑みなされたものであって、上述した如き従来技術の欠点を解消し
、例えば、文書制御システムにおけるオフラインアクセス制御等の文書制御に関する改良
した技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
一般的に、１つの側面においては、本発明は、クライアントからのリクエスト（要求）を
受取り、且つ複数のユーザからなるグループと関連する第一鍵を包含するオフラインアク
セス情報を前記クライアントに送ることにより前記グループのメンバーとしてユーザによ
るアクションを可能とさせるために前記リクエストに応答して前記クライアントを事前認
可するオペレーション（動作）を特徴としており、該第一鍵は電子文書内の第二鍵を解読
することにより前記電子文書へアクセスするために該クライアントにおいて使用可能であ
る。クライアントを事前認可する場合に、最後に記録されているクライアント・同期の時
間とそのユーザに対するユーザ・グループ情報における最後の変化の時間と比較すること
が可能である。クライアントを事前認可する場合に、そのユーザに対する現在のユーザ・
グループ情報を該クライアントからのそのユーザに対する受取ったユーザ・グループ情報
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と比較することが可能である。
【０００７】
クライアントは、電子文書内に存在する文書・許可情報に基づいて電子文書に関するアク
ションを可能とさせることが可能である。オフラインアクセス情報は該電子文書を包含す
る複数の文書と関連する文書・許可情報を包含することが可能であり、且つクライアント
はこれらの文書・許可情報に基づいて電子文書に関するアクションを可能とさせることが
可能である。
【０００８】
リクエストを受取る場合に、第二文書に関するアクションを取るためのクライアントから
のリクエストを受取ることが可能である。該オペレーションは、又、該クライアントにお
けるユーザを認証されたユーザとして検証することを包含することが可能であり、且つ該
オフラインアクセス情報は少なくとも１個のユーザ特定鍵、該第一鍵を包含する少なくと
も１個のグループ特定鍵、複数の文書と関連する少なくとも１組の文書・許可情報、文書
失効リストを包含することが可能である。該少なくとも１組の文書・許可情報は、該第二
文書と関連する１つ又はそれ以上のポリシーとすることが可能である。該オフラインアク
セス情報は同期優先順位付け情報に基づいて選択された特定の文書と関連する少なくとも
１組の文書・許可情報を包含することが可能である。該オペレーションは、又、該クライ
アントからオフライン監査ログを受取ることを包含することが可能である。
【０００９】
別の側面によれば、本発明は、文書制御サーバーの複数のユーザからなるグループと関連
する第一鍵を包含するオフラインアクセス情報を、オンラインである場合に、該文書制御
サーバーから受取り、且つ制御サーバーから受取り、且つ、電子文書内の第二鍵を解読す
るために該第一鍵を使用し且つ該電子文書と関連する文書・許可情報に基づいて該電子文
書に関するアクションを支配することを包含するオペレーションを実施することにより、
オフラインにある場合に、該電子文書へのアクセスを可能とさせることを包含しているオ
ペレーションを特徴としている。電子文書に関するアクションを支配する場合に、該電子
文書から該文書・許可情報を獲得することが可能である。該電子文書に関するアクション
を支配する場合に、該電子文書内のポリシー参照を識別し、且つ該文書ポリシー参照に基
づいて局所的に維持されている文書・許可情報を獲得することが可能である。
【００１０】
該オペレーションは、又、現在の時間と該オフラインアクセス情報の受取時間との間の差
異がサーバー・同期・周波数パラメータを超える場合には、オフラインにある場合に、該
文書へのアクセスを阻止することが可能である。該サーバー・同期・周波数パラメータは
該文書に対して特定的なものとすることが可能である。該オペレーションは、又、オフラ
イン監査ログを維持し、且つオンラインにある場合に該オフライン監査ログをアップロー
ドすることを包含することが可能である。
【００１１】
別の側面によれば、本発明は、電子文書を暗号化し、且つ該暗号化した電子文書内に文書
制御サーバーのアドレスと、文書・許可情報と、該暗号化した電子文書を解読する場合に
使用可能な暗号化鍵とを組込むことを包含するオペレーションを特徴としており、該暗号
化鍵は該文書制御サーバーにより発生され且つ該文書制御サーバーの複数ユーザのグルー
プと関連している鍵で暗号化される。該暗号化鍵は、該文書制御サーバーにより発生され
るセッション鍵とすることが可能であり、且つ該電子文書の暗号化は、文書鍵を使用して
該電子文書を暗号化することが可能である。
【００１２】
組込む場合に、該文書鍵及び該文書・許可情報を包含する文書セキュリティペイロードを
該暗号化した電子文書内に組込むことが可能であり、該文書セキュリティペイロードは該
セッション鍵を使用して暗号化される。該文書セキュリティペイロードは、又、該文書制
御サーバーにより割当てられる文書識別子を包含することが可能であり、且つ組込む場合
に、該文書制御サーバーと関連する公開鍵を使用して暗号化した該セッション鍵のコピー
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を該暗号化した電子文書内に組込むことが可能である。更に、該文書・許可情報は、該電
子文書自身より小さな粒度のレベルにおいてアクセス許可を特定することが可能である。
【００１３】
別の側面によれば、システムがクライアントリクエストに応答してオフラインアクセス情
報をクライアントと同期させる文書制御サーバーを包含しており、該オフラインアクセス
情報は１つのグループと関連する第一鍵を包含しており、該第一鍵は電子文書内の第二鍵
を解読することにより該電子文書へアクセスするために該クライアントにおいて使用可能
である。本システムはそのグループの一人のメンバーとしてユーザによるオフラインにあ
る場合の該電子文書へのアクセスを可能とさせるクライアントを包含しており、該第一鍵
を使用して該電子文書内の該第二鍵を解読し且つ該電子文書と関連する文書・許可情報に
基づいて該電子文書に関するアクションを支配する。該クライアントはオフラインアクセ
ス情報を同期させるために該文書制御サーバーと周期的にコンタクトするエージェントを
包含することが可能である。
【００１４】
該サーバーは、コンフィギュレーション及びロギングコンポーネント、動的にロードされ
る方法にわたって機能性を提供する内部サービスコンポーネント、及び１つ又はそれ以上
のアクセス制御サービスプロバイダーを包含する動的にロードされる外部サービスプロバ
イダーを具備するサーバーコアを包含することが可能である。本システムは、又、該文書
制御サーバーを包含する複数の文書制御サーバーからなるクラスターを具備するビジネス
ロジック層、及びビュアクライアントと、セキュアリングクライアントと、管理クライア
ントとを包含するクライアントを具備するアプリケーション層、及びクライアントのリク
エストを該文書制御サーバーへ経路付けするロードバランサー（ｌｏａｄ ｂａｌａｎｃ
ｅｒ）を包含することが可能である。
【００１５】
クライアントリクエストは第二文書に関するアクションを取るためのクライアントからの
リクエストとすることが可能である。該文書制御サーバーは、翻訳コンポーネントを包含
する許可・ブローカーサーバーとすることが可能である。該第二文書は、許可・ブローカ
ーサーバーにより以前に確保された文書とすることが可能であり、且つ該翻訳コンポーネ
ントは、クライアントから受取られるリクエストに応答して、第一許可・定義フォーマッ
トにおける第一文書・許可情報を第二許可・定義フォーマットにおける第二文書・許可情
報へ翻訳すべく動作可能である。
【００１６】
該サーバーは、該リクエストに応答して該第二文書と関連する情報を識別すべく動作可能
な許可・ブローカーサーバーとすることが可能である。該関連する情報は、該サーバーに
おいて維持することが可能であり且つ該第二文書と異なるものであり且つそれと関連する
第三電子文書を表示することが可能である。該サーバーは、取られるべきアクションを容
易なものとさせるために、該第三電子文書に関する情報を該クライアントへ関係付けるべ
く動作可能なものとすることが可能である。
【００１７】
該サーバーは、該リクエストに応答して、１つ又はそれ以上のデータ処理装置をして認証
手順を行わせるオペレーションを実施させるべく動作可能な命令を有するソフトウエアプ
ログラムを獲得し且つ送信すべく動作可能な許可・ブローカーサーバーとすることが可能
である。該クライアントは、現在のユーザを識別し且つ該第二文書に関連する現在のユー
ザ及び文書・許可情報に基づいて該第二文書に関するアクションを制御するために該認証
プログラムを使用することが可能である。
【００１８】
本発明は、以下の利点のうちの１つ又はそれ以上を実現するために実行することが可能で
ある。文書制御システムは、例えば文書管理システム、格納システム、認証及びアクセス
制御メカニズム等の既存のエンタプライズインフラストラクチャと容易に且つ緊密に統合
させることが可能である。該文書制御システムのユーザは、殆どわずらわしさ無しに認可
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されたアクションを実施することが可能なものとさせることが可能である。クライアント
のインストールを最小とさせることが可能であり、且つサーバーにより開始されトランス
ペアレントなクライアントカスタム化を実施することが可能であり、それによりエンタプ
ライズソリューションを配備するプロセスを容易なものとさせる。更に、該文書制御シス
テムは、複数のプラットフォーム上に配備することが可能であり且つ特定のプラットフォ
ームに対して緊密に結合させるものでないものとすることが可能である。
【００１９】
クライアントの機能性をサーバー上へ押し込むことが可能であり、クライアントアプリケ
ーションの寸法及び複雑性を最小とすることにより簡単化した管理及び配備を可能とさせ
る。クライアントのオペレーション即ち動作に影響を与える新たな機能性は、複雑なクラ
イアントアップデートを必要とすること無しにサーバーにおいて実現することが可能であ
る。認証システムは、必要に応じて、認証プロセスをクライアント内へプラグインさせる
ことを許容することを可能とする。認証システムは後に開発された認証メカニズムを包含
する複数の異なる認証メカニズムと統合させることが可能である。認証システムは、例え
ば、ある時間期間にわたりログオンチケットをキャッシュすることにより、又はトランス
ペアレント即ち透過的に再認証することにより、トランスペアレントな認証をサポートす
ることが可能である。該認証システムはデプロイメント即ち配備を容易化することが可能
である。サーバーアドミニストレーターは、ユーザ認証を新たにデプロイされた即ち配備
された認証プロセスでコンフィギュア即ち形態特定することが可能であり、且つ該新たな
認証プロセスは、認証が行われる場合に、クライアント内へ自動的にプラグインさせるこ
とが可能である。該認証プロセスは文書許可及びアクションとは独立的なものとすること
が可能であり、従って、既存の文書の配布の性質を考慮する必要性無しに、アクション間
において認証を行うことが可能である。
【００２０】
文書制御システムは、制御されるべき文書に対して使用される文書・許可情報の全てを表
わすことが不可能な場合のある文書・許可情報のそれ自身の表現で既存のクライアントア
プリケーションを使用することが可能である。サーバープラグインは、文書・許可情報タ
イプ間で翻訳することが可能であり、例えばエンタプライズシステムにおいて存在する場
合があるような付加的な文書保護概念を既存のクライアントアプリケーションと共に使用
することを可能とする。許可ブローカーサーバーにおける文書・許可情報の動的翻訳及び
特定は、高度に多様性があり且つ容易にアップグレード可能な文書制御システムを形成す
ることが可能である。該システムは、容易に後方互換性のものとすることが可能である。
何故ならば、該システムは、必要である場合に、全く異なる文書を提供するのみならず許
可の古いフォーマットへ翻訳即ち変換することが可能だからである。
【００２１】
文書へアクセスする最初にユーザがオフラインであることが可能なオフラインアクセスモ
デルを提供することが可能である。ユーザは、単にオフラインにあるという理由でユーザ
がアクセスに対する許可を有している文書へアクセスすることが阻止されることは必要で
はなく、同時に、ユーザは、オンラインにある間にアクセスが拒否された文書へアクセス
することからオフラインにおいて阻止することが可能である。失効が発生される時と該シ
ステム内の全てのクライアントに関してそれが効果を発揮する時との間に有界時間を与え
ることが可能である。更に、ポリシーが修正された時と全てのクライアントがその修正さ
れたポリシーを使用する時との間に有界な時間を与えることが可能である。
【００２２】
アクセスすべき文書の異なるバージョンに関する情報を自動的に送る文書情報デリバリー
技術を与えることが可能である。文書は記述されるように文書制御システムへ繋ぐことが
可能であり、且つその文書が開かれる場合に、該システムは、その代わりにアクセスされ
るべき異なる文書に関する情報を関連付けることが可能である。種々のワークフローを定
義することが可能である。このようなワークフローは、ユーザが、常に文書の最新版を有
することを確保することが可能であり、又はカスタム化したユーザに依存する文書デリバ
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リを提供することが可能である。異なる文書のビューイング即ち見ることをユーザへ提案
するか又は強制することが可能であり、又はその文書に依存して両方とすることが可能で
ある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
以下に説明するシステム及び技術は、文書管理に関連してエンタプライズにより使用され
る場合があるような文書制御システムを実現するために使用することが可能である。本文
書制御システムはスタンドアローンシステムとして、又は別のシステムの１つのコンポー
ネントとして動作することが可能である。本文書制御システムは、文書が何処にあるかに
拘わらず、誰が文書を見ることが可能であるか且つその文書について何を行うことが可能
であるかを制御することにより永続的な文書のセキュリティを提供することが可能である
。本明細書においては、「文書」及び「電子文書」という用語はファイルに格納されてい
る電子的データ及びネットワークを介して受取られる電子的データの両方を包含する１組
の電子的データのことを意味しており、それはオペレーティングシステム（ＯＳ）又はソ
フトウエアアプリケーションのグラフィカルユーザインターフェースにおける単一の文書
アイコンとして表わすことが可能である。電子文書は必ずしもファイルに対応するもので
はない。１個の文書は、その問題の文書の専用の単一のファイル内において、又は１組の
関連するファイルにおいて、他の複数の文書を保持する１個のファイルの一部に格納する
ことが可能である。更に、本明細書においては、「周期的」という用語は、時折繰り返さ
れることを意味するものであり、規則的な間隔を必要とするものではない。
【００２４】
説明するシステム及び技術は、例えばポータブルドキュメントフォーマット（ＰＤＦ（商
標））文書を包含する多くの異なるタイプの文書と共に使用することが可能である。ＰＤ
Ｆ文書はカリフォルニア州サンノゼのアドビシステムズインコーポレイテッドによって始
められたフォーマットにある。ＰＤＦ文書は、電子文書の様相を定義することが可能なプ
ラットフォーム独立型文書フォーマットにおける電子文書の１つの例である。この文書フ
ォーマットは、グラフィック、アニメーション、サウンドを包含する多くの異なるタイプ
のデータを格納することが可能なプラットフォーム独立型格納フォーマットとすることが
可能であり、且つ定義された様相は複数のタイプの表示装置に対して定義することが可能
であり、最終的なデスティネーションの装置に拘わらずに、その文書の見え方及び感じに
関しての制御を文書の発生源に与える。このタイプのフォーマットにある文書をここに説
明する技術と共に使用する場合には、結果的に得られるシステムに対して付加的な利点を
発生することが可能である。例えば、文書制御システムは特定のソフトウエア開発プラッ
トフォームに結合されていないアーキテクチャを有することが可能であり（例えば、本シ
ステムはＪａｖａ及び．ＮＥＴの情報の上でランすべく設計することが可能）、且つ例え
ばＰＤＦ文書等のプラットフォーム独立型文書を使用することが可能である。従って、本
文書制御システムは幾つかのプラットフォームにわたり容易に機能することが可能である
。
【００２５】
図１は文書制御システムに対する動作環境を例示したブロック図である。ネットワーク１
００が１つ又はそれ以上のクライアント１１０、１つ又はそれ以上のサーバー１２０、且
つ１つ又はそれ以上のエンタプライズシステム１３０の間に通信リンクを与える。ネット
ワーク１００はローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、メトロポリタンエリアネットワ
ーク（ＭＡＮ）、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）、エンタプライズネットワーク、
バーチャルプライベートネットワーク（ＶＰＮ）、及び／又はインターネットを包含する
１つ又はそれ以上のネットワーク用プロトコルを使用して通信することが可能なマシンを
リンクする任意の通信ネットワークとすることが可能である。クライアント１１０はネッ
トワーク１００を介してサーバー１２０と通信することが可能な任意のマシン又はプロセ
スとすることが可能であり、且つサーバー１２０はネットワーク１００を介してエンタプ
ライズシステム１３０と通信を行うことが可能な任意のマシン又はプロセスとすることが
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可能である。更に、クライアント１１０もエンタプライズシステム１３０と通信を行うこ
とが可能である。
【００２６】
エンタプライズシステム１３０は格納システム、認証システム、通信システム、及び／又
は文書管理システムとすることが可能である。サーバー１２０は既存エンタプライズシス
テム１３０及びレバレッジ既存エンタプライズインフラストラクチャと緊密に統合すべく
設計することが可能である。例えば、サーバー１２０は、最近合併したばかりの大きな会
社において一般的であるように、エンタプライズにおけるユーザ及びグループ情報に対し
て豊富なサポートを提供することが可能であり、尚このような情報は複数の供給源から来
る場合がある。サーバー１２０は押しつけがましさを最小としながら文書セキュリティを
提供することが可能であり、本システムを使用することをより容易とし、従って効果的に
デプロイ即ち配備させることをより容易なものとさせる。例えば、サーバー１２０は以下
に説明するように、例えユーザがオンライン中にその文書を前もってビュー即ち見なかっ
た場合であっても、ユーザがオフライン中に文書をビュー即ち見ることを可能とさせる洗
練されたオフラインアクセスメカニズムを提供する文書制御システムを実現することが可
能である。従って、本文書制御システムは通常動作期間中に控えめな状態を維持すること
が可能であり、文書セキュリティの存在をより目立たないものとし、従ってより使用可能
なものとさせる。
【００２７】
図２は文書制御サーバー２００の１例を例示したブロック図である。文書制御サーバー２
００はコンフィギュレーション及びロギングコンポーネント２２０，２３０を具備するサ
ーバーコア２１０を包含することが可能である。サーバーコア２１０はサーバー２００と
コンタクトするクライアントに対してリモートプロシジャーコール（ＲＰＣ）インターフ
ェースを提供することが可能である。内部サービスコンポーネント２４０はメッソド（ｍ
ｅｔｈｏｄ）２５０にわたり機能性を与えることが可能である。メッソド２５０及び外部
サービスプロバイダー２６０を包含するサーバー２００のその他のコンポーネントは、コ
ンフィギュレーションコンポーネント２２０により与えられる情報に基づいて動的にロー
ドさせることが可能である。メッソド２５０は、サーバー２００がクライアントに対して
エクスポートする機能性を特定することが可能である（例えば、文書の確保、監査クエリ
ーの実行等）。外部サービスプロバイダー２６０はメッソド２５０に対して使用可能な外
部ファシリティ（施設）を特定することが可能である（例えば、データの格納、ユーザの
認証等）。
【００２８】
コンフィギュレーションコンポーネント２２０はコンフィギュレーションオブジェクトに
対するインターフェースを画定することが可能であり、且つロギングコンポーネント２３
０は多様な情報をログ即ち記録するためにサーバー２００により使用されるロギングオブ
ジェクトに対するインターフェースを画定することが可能である。コンフィギュレーショ
ンオブジェクトはサーバーコンフィギュレーションファイル（例えば、サーバー２００に
より読み取られる「．ｉｎｉ」ファイル）とすることが可能であり、且つロギングオブジ
ェクトはログファイル（例えば、テキストファイル）とすることが可能である。一方、コ
ンフィギュレーションオブジェクト及びロギングオブジェクトは標準化されたインターフ
ェース（例えば、ジャバスタンダードＪＭＸ（ジャバ管理拡張）及びｌｏｇ４ｊ）を使用
して画定されるローカル又はリモートのオブジェクトとすることが可能である。
【００２９】
サーバーコア２１０により与えられるＲＰＣインターフェースは、クライアントに対する
メッソドインターフェースを提供するために使用することが可能であり、クライアントは
ＲＰＣを各名前付けメッソドとすることが可能であり且つ適宜の組の引数を提供すること
が可能である。サーバー２００はサーバーメッソドインターフェースをエクスポートし且
つサーバー２００がクライアントに対して使用可能とさせるメッソドを画定する１組のメ
ッソドクラスを読取ることによりそれ自身初期化することが可能である。内部サービス２
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４０はメッソド２５０の全てにわたり使用されるサーバーの内部コンポーネントとするこ
とが可能である。これらは静的に画定することが可能であり及び／又はメッソドの従属関
係として動的にロードさせることが可能である。内部サービス２４０は暗号コンポーネン
ト、文書セキュアラー（ｓｅｃｕｒｅｒ）プロセス、及びアクセス制御評価及び作成イン
フラストラクチャを包含することが可能である。
【００３０】
サーバー２００がクライントへエクスポートするメッソドは、エンタプライズシステム環
境のバックエンドインフラストラクチャに依存する実現の場合に付加的なサービスに依存
する場合がある。外部サービスプロバイダー２６０はメッソド２５０とそれらの実行環境
との間の接続を特定する１組のサービスプロバイダーインターフェースを画定することが
可能である。初期化されると、サーバー２００はこの環境に対して必要とされる１組のサ
ービスプロバイダーをロードし且つ初期化することが可能である。外部サービスプロバイ
ダー２６０はデフォルトの実現例を包含することが可能であり且つ付加的な実現がなされ
る時間にわたり付加させることが可能であり、包含されたサービスプロバイダーインター
フェースを使用して、異なるバックエンドインフラストラクチャに対して調整することが
可能である。
【００３１】
例示的なサービスプロバイダーについて以下に説明するが、付加的な又は代替的なサービ
スプロバイダーも可能である。サービスプロバイダーの定義は、サービスプロバイダーが
実現するインターフェースにより与えられる。これらのインターフェースは、それらが多
様なシステムにわたり実現することが可能であるように包括的に定義することが可能であ
る。従って、システムの境界を横断する情報は、種々のシステムに関する実現においてよ
り大きな柔軟性を与えるために単純な用語で定義することが可能である。
【００３２】
認証サービスプロバイダーはユーザを認証するために使用することが可能である。コンピ
ュータセキュリティの文脈において、認証は、プログラム可能なマシンが別のマシン、及
び／又はそれから通信が受取られている他のマシンの現在のユーザの同一性を確認する手
順である。認証を使用することが可能な多くのタイプのシステムが存在しており、且つ特
定の実現例の必要性に依存して認証プロセスをトリガすることが可能な多くのタイプのイ
ベントが存在している。本明細書に記載する認証システム及び技術は、説明した文書制御
システムにおいて、又はその他のシステムにおいて使用することが可能である。
【００３３】
図３は認証システムにおけるワークフローを例示したブロック図である。クライアント３
１０はネットワーク３００を介してブローカーサーバー３２０と通信的に結合させること
が可能である。クライアント３１０が認証されたユーザを有することに依存するアクショ
ンを取ることが必要である場合には、クライアント３１０はブローカーサーバー３２０へ
リクエスト３５０を送ることが可能である。例えば、クライアント３１０が文書３０５に
関してアクションを取ることが必要である場合には、クライアント３１０はリクエスト３
５０を送ることが可能である。リクエスト３５０は、サーバー３２０に対して、そのアク
ションに関連して使用するために、現在認められている認証プロセスに関するアップデー
トがクライアント３１０により期待されていることを表示することが可能である。リクエ
スト３５０はそのアクション及び／又はクライアント３１０に対して局所的な位置内に既
に存在する１つ又はそれ以上の認証プロセスを表示する情報を包含することが可能であり
、且つサーバー３２０は、受取った情報に基づいて、クライアント３１０により使用する
ための認証プロセスを送ることによりクライアントのリクエストに応答するか否かを決定
することが可能である。
【００３４】
更に、リクエスト３５０はクライアント３１０とサーバー３２０との間の複数の通信を表
わす場合がある。クライアント３１０は、最初に、そのアクションがリクエストされたこ
とをサーバー３２０へ通信することが可能であり、且つクライアントは認証が実施される



(15) JP 4853939 B2 2012.1.11

10

20

30

40

50

べきか否か、且つそうである場合には、どのようにして認証が実施されるかを知ることを
リクエストする。サーバー３２０及び文書３０５を識別する情報は文書自身の中に包含さ
せることが可能であり、且つサーバー３２０は、文書３０５及びリクエストされたアクシ
ョンの性質を識別する情報に基づいて、ユーザ認証が必要であるか否かを決定することが
可能である。サーバー３２０は、認証が必要であるか否か、且つそうである場合には、ク
ライアント３１０がどれを使用するかを選択することが可能な潜在的に複数のタイプの許
容可能な認証メカニズムを包含する使用すべき認証のタイプに関して応答することが可能
である。クライアント３１０が、既に、特定した認証機能性を有するものでない場合には
、クライアント３１０は対応する認証アップデートをリクエストすることが可能である。
【００３５】
サーバー３２０は専用の認証ブローカーサーバーとすることが可能であり、又はサーバー
３２０はその他の資源を提供することが可能である。例えば、サーバー３２０は本明細書
に記載したような文書制御サーバーとすることが可能であり、且つ種々のクライアントに
より開始されるオペレーション（例えば、文書ビューイング、リボーキング（ｒｅｖｏｋ
ｉｎｇ）及びセキュアリング）は、又、これらのオペレーションの完了がサーバーとコン
タクトすることを必要とする場合のあるサーバーに基づくオペレーションとすることが可
能であり、このようなクライアントにより開始されるサーバーに基づくオペレーションは
、又、動的にデリバーされる認証プロセスを使用して認証をトリガすることが可能である
。
【００３６】
サーバー３２０は、認証プロセス３１５を獲得し且つ認証プロセス３１５をクライアント
３１０へ送ることによりリクエスト３５０に応答することが可能である。認証プロセス３
１５はサーバー３２０によるか又は別のサーバー（例えば、エンタプライズシステム内の
サーバー）により格納することが可能である。従って、認証コンポーネントは、サーバー
３２０上、及び、オプションとして、別個の認証サーバー上のクライアント３１０におい
て常駐することが可能である。認証は、既存のエンタプライズ認証メカニズム（例えば、
パスワードに基づく認証）を使用するため、又は後にデプロイ即ち配備される場合のある
カスタム認証メカニズム（例えば、バイオメトリック認証、又は新たなスマートカードシ
ステム）を実現するためにサーバー３２０を形態特定することを可能とするサービスプロ
バイダーインターフェースを介して取り扱うことが可能である。認証サービスプロバイダ
ーインターフェースは、サーバー３２０がユーザを認証するために使用するメッソドを定
義即ち画定することが可能であり、且つ認証サービスプロバイダーはウインドウズ及びＬ
ＤＡＰ（Ｌｉｇｈｔｗｅｉｇｈｔ Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ Ａｃｃｅｓｓ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ
）認証用、及び、又、例えばカリフォルニア州プレザントンのデキュメンタムインコーポ
レイテッドにより提供されているドキュメンタム（Ｄｏｃｕｍｅｎｔｕｍ）（商標）コン
テント管理システムにおけるドキュメンタムログインマネージャを使用する認証のような
１つ又はそれ以上の文書管理システム用に実現することが可能である。
【００３７】
認証プロセス３１５は、マシンをして認証手順を行わせるオペレーションを実行させるべ
く動作可能な命令を有するソフトウエアプログラムを表わしている。認証プロセス３１５
は受取られるとクライアント３１０の１つのコンポーネントとなることが可能であり、又
はスタンドアローンで且つクライアント３１０と通信することが可能である。認証プロセ
ス３１５はカリフォルニア州サンノゼのアドビシステムズインコーポレイテッドにより提
供されている例えばアドビアクロバット（商標）ソフトウエア等の文書ビューイングアプ
リケーションに対するプラグインとすることが可能である。該認証プロセスはサーバー３
２０へ認証情報を通信するためにクライアント３１０により提供される既存のインターフ
ェースを使用することが可能である（例えば、文書ビューイングアプリケーションは、以
下に更に説明するような認証プロセス３１５と通信を行うセキュリティハンドラーコンポ
ーネント３１０を包含することが可能である）。認証プロセス３１５はクライアント認証
ライブラリ（例えば、ダイナミックリンクライブラリ（ＤＬＬ））又はサーバーサービス
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プロバイダーとすることが可能である。
【００３８】
従って、クライアント３１０はリクエスト３５０をサーバー３２０へ送ることの結果とし
て、新たな認証プロセスでトランスペアレントにアップデートさせることが可能である。
従って、認証の特定のメカニズムはコンフィギャラブル即ち形態特定可能であり、且つ認
証コンポーネントのエンド・ツー・エンドデリバリはユーザがアップデートに気が付くこ
と無しに実施することが可能である。アドミニストレーターがある文書に対して使用すべ
き認証手順を変えると、その文書に関して特定された認証を必要とするアクションを実施
せんとする全てのクライアントは新たに特定されたメカニズムを使用して認証することが
可能であるように自動的に且つトランスペアレントにアップデートさせることが可能であ
る。認証手順はある文書に関するシーケンシャルなアクションの間で変えることも可能で
あり、従って、新たなリクエスト３５０は既にデリバーされた文書に関して実施されるべ
き同一のアクションに対して新たな認証プロセス３１５をデリバーさせることが可能であ
る。
【００３９】
認証プロセス３１５は任意のローカルなハードウエアを必要に応じてインターフェースし
且つ制御する（例えば、バイオメトリック認証手順はバイオメトリック読取装置を使用す
る）クライアント３１０の位置において認証手順を実現することが可能であり、且つ認証
プロセス３１５はサーバー３２０に対して認証情報を通信するためにクライアント３１０
により提供されるインターフェースを使用することが可能である。認証プロセス３１５は
試みられるアクションに依存してマルチレベル及び／又はマルチファクタの認証を包含す
る多様な異なる認証手順を実現することが可能である。認証プロセス３１５は各リクエス
トに応答して動的にデリバーさせることが可能であるので、組織体は容易に認証手順を変
えることが可能であり、必要に応じて文書制御システムに対して新たなセキュリティ特徴
を付加させる。
【００４０】
認証プロセス３１５は入力（例えば、テキスト、バイオメトリックデータ等）についてク
ライアント３１０におけるユーザにクエリー即ち質問することが可能であり、受取った入
力をエンコードし、且つエンコードした入力をサーバー３２０上の認証プロバイダーへ返
すことが可能である（例えば、エンコードした入力をクライアント３１０内のセキュリテ
ィハンドラー３１７へ送り、それがその情報をサーバー３２０へ転送する）。サーバー３
２０は直接的に又は認証サーバー３３０と関連して認証を取り扱うことが可能である。こ
のパススルー認証メカニズムにおいては、クライアント３１０はサーバー３２０に対して
クリデンシャル即ち身分証明書を与えることが可能であり、且つサーバー３２０は例えば
ユーザを認証するためのＬＤＡＰ又はＲＡＤＩＵＳ等のサードパーティ認証システムと共
に作業することが可能である。認証が成功すると、認証サービスプロバイダーは認証され
たユーザネームを返すことが可能である。
【００４１】
更に、サーバー３２０はクライアント認証情報を直接的に解釈することが可能であること
は必要ではない。クライアント３１０がサーバー３２０に対して直接的にクリデンシャル
即ち身分証明書を与える代わりに、クライアント３１０は、最初に、認証を行い、次いで
、何等かの結果的に得られる情報をサーバー３２０へ供給して、クライアント３１０が前
に認証したことをサーバー３２０が再度検証することを可能とさせる。例えば、認証プロ
セス３１５はユーザを直接的に認証するために認証サーバー３３０とコンタクトすること
が可能であり、且つ認証の受領はサーバー３２０へ返すことが可能である。サーバー３２
０はその受領を認証サーバー３３０へパスすることが可能であり、且つ実際に認証が成功
したことを検証することが可能である。従って、クライアント３１０は別の認証システム
へ直接的にクリデンシャル即ち身分証明書を提供することが可能であり、次いで、認証さ
れたトークンをサーバー３２０へ供給することが可能であり、それは別の認証システムで
のユーザの同一性即ち識別を検証するために使用することが可能である。
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【００４２】
サーバー３２０は複数の認証サービスプロバイダーを使用することが可能である。サーバ
ー３２０は、以下に説明するインターフェースを使用して、必要に応じ、１つ又はそれ以
上の認証プロセス３１５をクライアント３１０へ動的にデリバー即ち配達することが可能
である。このような認証プロセス３１５はクライアント３１０へ確実にデリバーさせるこ
とが可能であり、且つソースコードライブラリローディングに関連して以下に説明するよ
うに、スプーフィング即ちなりすましを防止することが可能である。クライアント３１０
は、又、例えばユーザネーム・パスワードテキストエントリをキャプチャすることが可能
な認証ライブラリのような既に使用可能な１つ又はそれ以上のデフォルトの認証プロセス
を有することが可能である。このようなデフォルト認証プロセスは認証サービスプロバイ
ダー内のこの情報を抽出するためのユーザインターフェース（ＵＩ）カスタム化及びスタ
ンダードフォーマットに対するサポートを包含することが可能である。更に、クライアン
ト３１０は、ユーザがオペレーションを実施する度にログオンする必要性がないようにあ
る時間期間の間クリデンシャル即ち身分証明書を維持することが可能である。このような
オフラインアクセスをサポートするためにクライアントのクリデンシャル即ち身分証明書
を維持することの１つの例は図１１－１４に関連して後に更に説明する。
【００４３】
セキュアコード（ｓｅｃｕｒｅ ｃｏｄｅ）ライブラリローディングは、これらの認証ラ
イブラリがクライアントに関してスプーフィングされること（例えば、トロージャンホー
スプログラムにより）を防止しながら、ユーザの側で何等のアクション（又は知識）を必
要とすることなしに、アップデートを与えるか又はクライアントをカスタム化するために
クライアントに対して１つ又はそれ以上の認証ライブラリ（例えば、ＤＬＬ、ジャババイ
トコード、ジャバスクリプト等）をプッシュするために全てのサーバー３２０に対して実
現することが可能である。サーバー３２０からダウンロードされた認証ライブラリの真正
性を検証するためにあるメカニズムを設けることが可能である。サーバー３２０が認証ラ
イブラリをクライアントへプッシュする場合に、サーバー３２０はそのライブラリのハッ
シュを計算し且つこのハッシュをクライアント３１０へ送ることが可能であり、及び／又
はサーバー３２０はそれをクライアントへ送る前にその認証ライブラリに署名することが
可能である。そのハッシュはクライアントにおいて局所的に維持することが可能であり、
且つクライアント３１０はその認証ライブラリのハッシュを計算し且つロード時間におい
てそれを維持されている値に対して検証させることによりその認証ライブラリが有効なも
のであることを確かめることが可能である。更に、選択された組のライブラリをプロバイ
ダーにより署名させることが可能であり、又は全てのライブラリをプロバイダーにより署
名させることが可能であり、且つプロバイダーの公開鍵をクライアント３１０において維
持することが可能である（例えば、ＤＬＬは、アドビ公開鍵が包含された状態で、クライ
アント３１０がアドビアクロバットソフトウエアである場合に、アドビにより署名するこ
とが可能である）。
【００４４】
図４はサーバーにより使用される認証技術を例示したフローチャートである。ある文書に
関してアクションを取るためのリクエストが４００において受取られる。このリクエスト
に応答して、認証プロセスが４１０において獲得される。その認証プロセスは４２０にお
いてクライアントへ送られ、現在のユーザを識別し且つ該電子文書に関連する現在のユー
ザ及び文書・許可情報に基づいてその電子文書に関するアクションを制御する場合に使用
される。従って、該認証メカニズムはサーバー上で特定することが可能であり、且つ適宜
のコードをクライアントに対してトランスペアレントな態様で、必要に応じて、動的にク
ライアントへダウンロードさせることが可能である。
【００４５】
認証インターフェースはテキストに基づいたユーザネーム・パスワード記述化又は単一認
証ライブラリのいずれかを与えることが可能である。このことは、認証用の２つのタイプ
のメッソドを使用して実現することが可能である。第一のメッソドはユーザネームのみな
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らず不透明なトークン（例えば、途切れのないバイトストリング）を取ることが可能であ
るが、その実現例はいずれかを無視すべく選択することが可能である。第二のメッソドは
、ユーザネーム、パスワード、及び、オプションとして、所望により「ドメイン」又は「
接続ストリング」を特定することが可能な第三引数を取ることが可能である。認証プロバ
イダーはブルートフォースアタックに対しそれ自身の防御を実現することが可能であり、
且つ正しいクリデンシャル即ち身分証明書が定義される場合であっても認証を拒否するオ
プションを有することが可能である。
【００４６】
実現例は、又、ユーザの認証が成功したか（検証された）否かを特定する認証応答を返す
ことが可能である。検証が誤りである場合には、何故それが検証されなかったかを表わす
付加的なエラーメッセージ（例えば、このようなユーザは存在しない）を返すことが可能
であり、このエラーメッセージはクライアントへ返すことは必要ではないが、サーバー上
にログ即ち記録させることが可能である（認証システムを破壊するために使用することが
可能な有用な情報をクライアントへ与えることがないように）。将来の認証試みにおいて
使用すべきトークンも返すことが可能であるが、サーバーはこれを無視することが可能で
ある。サーバーが誰が認証したかを理解することが可能であるように検証された試みに対
してユーザネームも返されるべきである。アクセス制御リスト（ＡＣＬ）サービスプロバ
イダーはこのユーザネームを取り且つそれをカノニカライズ即ち正規化することが可能で
あるべきである。ユーザネームの正規化形態はワークフローにわたり一貫性を持って使用
することが可能であり、且つ該システム内の正規化形態を支配する定義はインプリメンテ
ーション即ち実現例と共に変化することが可能である。
【００４７】
クライアントは複数のメッソド即ち方法を介して認証することが可能であるので、サーバ
ーはデフォルトによりどのようにしてクライアントが認証すべく試みるべきであるか、又
は認証が失敗した場合には次にどのメッソドで試みるべきかを記述することが可能である
べきである。認証サービスプロバイダーはどのようにして認証を行うべきであるか、例え
ば、特定のコードライブラリを介して、又はユーザに対して表示されている基本的なテキ
ストエントリダイアログを介して行うべきであるかを記述することが可能である。コード
ライブラリを使用するべき場合には、サーバーはそのコードライブラリに関するメタデー
タをクライアントへ通信することが可能である（例えば、ＤＬＬの名前、寸法等）。基本
テキストエントリダイアログを使用する場合には、サーバーは、そのＵＩがユーザに対し
てどのように見えるかを特定することが可能であり、例えば、タイトルは「あなたの会社
のＬＤＡＰパスワードをエンターして下さい」というべきであり、その場合には、２個の
フィールド「ユーザネーム」及び「パスワード」が必要とされるに過ぎない。
【００４８】
説明した認証システム及び技術に加えて、文書制御システム及び技術を提供することが可
能である。これらは説明した認証と結合することが可能であり又は別々に使用することが
可能である。
【００４９】
図５は文書制御システムにおけるワークフローを例示したブロック図である。クライアン
ト５１０はネットワーク５００を介して許可・ブローカーサーバー５２０と通信的に結合
させることが可能である。文書供給源５３０もネットワーク５００を介して許可・ブロー
カーサーバー５２０と通信的に結合させることが可能である。文書供給源５３０は文書レ
ポジトリー（例えば、文書管理システム又はファイルシステム）及び／又は文書ハンドリ
ング（取り扱い）システム（例えば、電子メールシステム）とすることが可能である。一
般的に、文書供給源５３０は２つのタイプのうちの１つと考えることが可能であり、それ
ら２つのタイプとは、（１）文書５４０が維持され且つ将来アクセス可能であることが予
定されている文書供給源、及び（２）文書５４０が維持され且つ将来アクセス可能である
ことが予定されていない文書供給源（然しながら、実際的にはアクセス可能な場合がある
）の２つである。
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【００５０】
文書供給源５３０が第一のタイプのものである場合には、文書・許可情報５５０を文書供
給源５３０において維持することが可能であり且つ必要である場合に許可・ブローカーサ
ーバー５２０へ送ることが可能である。従って、文書・許可情報５５０は許可・ブローカ
ーサーバー５２０において維持することは必要ではない（然しながら、このような情報は
サーバー５２０に対して特定された許可・定義フォーマットにおいてサーバー５２０にお
いて維持することが可能である）。文書供給源５３０が第二のタイプのものである場合に
は、文書・許可情報５５０は、文書５４０が確保された文書５４５を作成するために確保
される場合に、文書供給源５３０において、許可・ブローカーサーバー５２０において、
又はクライアント５１０において発生することが可能であり、且つ文書・許可情報５５０
は許可・ブローカーサーバー５２０において維持することが可能である。文書・許可情報
５５０は、文書５４０に対して認可されているアクションのタイプを定義するＡＣＬとす
ることが可能である。更に、文書・許可情報はその文書自身より小さな粒度のレベルにお
いてアクセス許可を特定することが可能である（例えば、該文書内の特定の頁、パラグラ
フ及び／又は単語へのアクセスを制御する）。
【００５１】
セキュアされた即ち確保された文書５４５は許可・ブローカーサーバー５２０により発生
される暗号化鍵を使用して暗号化させることが可能であり、且つ確保された文書５４５は
サーバー５２０及び文書５４５を識別する即ち同定する情報を包含することが可能である
（例えば、サーバー５２０へのリンク及びサーバー５２０のコンテキスト内において一意
的な文書識別子）。確保された文書５４５は任意の態様でクライアント５１０へデリバー
即ち送ることが可能であり（例えば、電子メール、文書レポジトリーからダウンロード、
コンパクトディスク上での受取り）、且つ確保された文書５４５は別の確保された文書（
例えば、別の供給源から転送された電子メールへのアタッチメント即ち添付物）のコピー
とすることが可能である。
【００５２】
クライアント５１０が確保された文書５４５に関してアクションを取ることが必要である
場合には、クライアント５１０は、文書５４５がセキュア即ち確保されていることを判別
し、サーバー５２０及び文書５４５を識別即ち同定する情報を抽出し、且つそのアクショ
ンに対応し且つ文書識別情報を包含するサーバー５２０へのリクエスト５１５を送ること
が可能である。このリクエストに応答して、許可・ブローカーサーバー５２０は文書・許
可情報５５０を第二の文書・許可情報５５５へ翻訳即ち変換することが可能である。この
第二の文書・許可情報５５５はクライアント５１０における文書５４５に関してのアクシ
ョンを支配するためにクライアント５１０へ送ることが可能である。クライアント５１０
はカリフォルニア州サンノゼのアドビシステムズインコーポレイテッドにより提供されて
いるアドビアクロバット（ＡＤＯＢＥ ＡＣＲＯＢＡＴ（商標））ソフトウエアのような
文書ビューイングアプリケーションとすることが可能であり、且つ文書５４５はＰＤＦ（
商標）文書とすることが可能である。
【００５３】
図６は許可・ブローカーサーバーにより使用される文書制御技術を例示したフローチャー
トである。電子文書に関してアクションを取るためのクライアントからのリクエスト即ち
要求が６００において受取られる。このリクエストに応答して、その電子文書に関連する
第一文書・許可情報が６１０において識別される。この第一文書・許可情報は第一許可・
定義フォーマットにおけるものとすることが可能である。その識別された第一文書・許可
情報は６２０において第二許可・定義フォーマットにおける第二文書・許可情報へ翻訳即
ち変換される。この第二文書・許可情報は６３０においてクライアントにおける電子文書
に関するアクションを支配するためにクライアントへ送られる。
【００５４】
再度図５を参照すると、第一文書・許可情報５５０は第二文書・許可情報５５５において
使用される第二許可・定義フォーマットにおいて完全に定義することが可能な少なくとも
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１つのタイプの許可情報を包含する第一許可・定義フォーマットにおけるものとすること
が可能であり、且つこれら２つの組の情報５５０，５５５の間の翻訳即ち変換は、リクエ
スト５１５と関連する付加的な情報に基づく翻訳即ち変換が関与する場合がある。例えば
、第一情報５５０は第二情報５５５において完全に定義することが可能な時間依存性許可
情報を包含することが可能である。何故ならば、許可・定義フォーマットは時間の概念を
包含するものではないからである。この時間従属性許可情報はそのリクエストの時間を考
慮に入れることにより現在のリクエストの制限された目的のために第二文書・許可情報５
５５において定義することが可能である。第一文書・許可情報５５０が、リクエスト５１
５の時間に関連して、そのリクエストされたアクションが認可されるものであることを表
わす場合には、このことは第二文書・許可情報５５５において表現することが可能であり
、且つ同様に、第一文書・許可情報５５０が、リクエスト５１５の時間に関連して、その
リクエストされたアクションが認可されるものでないことを表わす場合には、このことは
、第二文書・許可情報５５５において表現することが可能である。その後のアクションが
リクエストされると、再度その後のリクエストの時間に基づいて翻訳即ち変換を実施する
ことが可能である。
【００５５】
別の例として、第一情報５５０は第二文書・許可情報５５５において完全に定義すること
が不可能なユーザ依存性許可情報を包含することが可能である。何故ならば、その許可・
定義フォーマットはユーザの概念を包含するものではないからである。このユーザ依存性
許可情報はユーザ及びグループの両方に基づいた文書制御情報を包含することが可能であ
り且つクライアント５１０を介して得られたユーザ・識別情報を考慮に入れることにより
現在のリクエストの制限された目的のために第二文書・許可情報５５５において定義する
ことが可能である。このユーザ・識別情報は、本明細書の他の箇所において説明した認証
システム及び技術を使用して獲得することが可能である。その後のアクションがリクエス
トされると、新たに得られたユーザ・識別情報に基づいて再度翻訳即ち変換を実施するこ
とが可能である。更に、許可・ブローカーサーバー５２０により受取られた複数のリクエ
ストは、サーバー５２０をして文書５４５に関してクライアント５１０において取られた
アクションに関連する情報５２５を格納させることが可能である。これらのアクションは
ユーザネームと関連付けることが可能であり、又、クライアントと関連するネットワーク
アドレス（例えば、インターネットプロトコル（ＩＰ）アドレス）と関連付けることが可
能である（両方共クライアントにより報告されるように且つサーバーにより報告されるよ
うに）。リクエストされたアクションは、又、取られたアクションと考えることが可能で
あり、且つ格納された情報５２５は、以下に更に説明するように、文書５４５と関連する
格納されたアクション－取られた情報の監査を発生するためにサーバー５２０により使用
することが可能である。格納された情報５２５は、又、サーバー５２０か又は文書供給源
５３０のいずれかにおいて実施され及び／又はリクエストされたアクションを包含するこ
とが可能であり（例えば、ファイルシステム、文書管理システム等において実施されるア
クション）、且つ発生された監査はこの情報を包含することが可能である。
【００５６】
図７は文書レポジトリー７００と統合された文書制御システムにおけるワークフローを例
示したブロック図である。許可・ブローカーサーバー７３０はバッチモードにおいて（例
えば、サーバー７３０が最初にインストールされる場合）及び／又はコンテントマネージ
メントシステム（ＣＭＳ）ワークフローにおける１つのステップとしてレポジトリー７０
０における文書をセキュア即ち確保するために使用することが可能である。セキュアリン
グ即ち確保を行うクライアント７２０はレポジトリー７００から文書７１０を検索するこ
とが可能である。文書識別子７１５も検索し且つサーバー７３０へパスすることが可能で
ある。文書識別子７１５はコンテントに関するアクションを制御するためにサーバー７３
０により内部的に使用することが可能である。レポジトリー７００がＣＭＳである場合に
は、文書識別子７１５はＣＭＳ７００において使用される文書識別子とすることが可能で
あり、且つレポジトリー７００がファイルシステムである場合には、文書識別子７１５は
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その文書のＵＲＬ（ユニバーサルリソースロケーター）とすることが可能である。
【００５７】
サーバー７３０は、文書・許可情報７４０（例えば、ＣＭＳからのＡＣＬ又はファイルシ
ステムからのファイル許可情報）を獲得するために文書識別子７１５を使用してレポジト
リー７００と通信を行うことが可能である。文書許可情報７４０は文書７１０に対して特
定的なものとすることが可能であり又は複数文書に対する許可を定義することが可能であ
る（例えば、文書管理システムにより維持されているポリシー、又はファイルシステムに
より維持されている１組のファイル許可）。獲得された文書・許可情報７４０は文書７１
０に対する初期的ＡＣＬを発生するためにサーバー７３０により使用することが可能であ
る。初期的ＡＣＬ、文書識別子７１５、サーバー７３０により発生された鍵を包含するこ
とが可能な１組のデータ７５０は、セキュアリング即ち確保を行うクライアント７２０へ
送り戻すことが可能である。クライアント７２０はその１組のデータ７５０を使用して確
保された文書７６０を作成することが可能であり、それは文書７１０の暗号化されたバー
ジョンである。この確保された文書７６０は初期的ＡＣＬ、文書識別子７１５、文書７６
０の一部としてパッケージ化した鍵を包含することが可能である。
【００５８】
クライアントが第二文書７６０に関してアクションを試みる場合（例えば、文書７６０又
はこの文書のいずれかのコピーを開こうと試みる）、文書識別子７１５を該文書から検索
し、サーバー７３０へ送り、且つ文書７６０に対する現在のＡＣＬを獲得するために使用
することが可能であり、尚、現在のＡＣＬはレポジトリー７００内のその文書の現在の状
態を反映する。従って、セキュアされた即ち確保された文書に関して取られるアクション
は、文書レポジトリー７００内の供給源文書に対する現在の許可を定義する文書・許可情
報に基づいて制御することが可能である。この供給源文書は最初に確保した文書７６０と
することが可能であり、又は、確保された文書がレポジトリー７００へ送り戻されない場
合には、その供給源文書はオリジナルの文書７１０とすることが可能である。サーバー７
３０は文書・許可情報を格納することが必要ではない。何故ならば、この情報はレポジト
リー７００から検索することが可能であり且つ文書７６０へのアクセスが要求される場合
に翻訳することが可能だからであるが、サーバー７３０は他の目的のためにその文書・許
可情報を格納する場合がある。
【００５９】
図８は電子メールクライアント８００と統合された文書制御システムにおけるワークフロ
ーを例示したブロック図である。電子メールクライアント８００は電子メールシステムに
対するプラグインとすることが可能であり且つ電子メールに対するアタッチメント８１０
を確保するために使用することが可能である。ユーザが電子メールアタッチメント８１０
をセキュア即ち確保することを選択する場合に、電子メールクライアント８００はユーザ
がそのアタッチメントに対して適用することを所望する規則をユーザに対してプロンプト
表示することが可能であり及び／又はその規則はその電子メールに対する受取人リストに
基づいて自動的に発生させることが可能である。その規則はセキュアリング即ち確保を行
うクライアント８２０においてＡＣＬ８３０へ変換させることが可能であり且つ許可・ブ
ローカーサーバー８４０へ送ることが可能である。サーバー８４０はそのＡＣＬを格納し
且つ上述した如くに１組のデータ８５０をリターン即ち返すことが可能である。このデー
タ８５０はセキュア即ち安全なアタッチメント（添付物）８６０を作成するために使用す
ることが可能であり、そのアタッチメントはサーバー８４０において発生させ且つ格納す
ることがコーティングとが可能な文書識別子と、初期的ＡＣＬと、暗号化鍵とを包含して
いる。
【００６０】
クライアントが確保された文書８６０に関するアクションを試みる場合（例えば、文書８
６０又はこの文書のいずれかのコピーを開こうと試みる）、該文書識別子は該文書から検
索し、サーバー８４０へ送り、且つ文書８６０に対する現在のＡＣＬを獲得するために使
用することが可能であり、尚現在のＡＣＬはサーバー８４０内に格納されている文書ＡＣ
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Ｌの現在の状態を反映する。該電子メールの送信者は、該電子メールを送った後において
も、文書８６０に対する現在のＡＣＬを変換させるためにサーバー８４０と相互作用を行
うことが可能である。従って、確保された文書に関して取られるアクションを制御するこ
とが可能であり、且つ確保された文書が配信された後においても、その文書に関するセキ
ュリティの性質を修正することが可能である。
【００６１】
図５乃至８は文書制御システムにおいて実現することが可能であるようなアクセス制御イ
ンフラストラクチャを例示している。図２に関連して説明したサーバーの文脈において、
アクセスサービスプロバイダーを実現することが可能であり、その場合に、アクセス制御
はアクセス制御リスト（ＡＣＬ）により定義することが可能である。ＡＣＬは本人（例え
ば、ユーザ及びグループ）に対する許可（例えば、印刷することが可能、見ることが可能
等）をマップすることが可能であり、且つその逆は又真である。アクセス制御プロバイダ
ーインターフェースは、これらの本人をワークフローにわたって一貫して使用することが
可能な正規形態へマップするためにサーバーにより使用されるメッソドを定義することが
可能である。アクセス制御サービスプロバイダーは例えばＮＩＳ（ネットワークインフォ
メーションサービス）、ＬＤＡＰ、電子メールシステム（例えば、インターネットメーリ
ングリストを取り扱うために主にＵＮＩＸマシン上で稼動する公的なソフトウエアプログ
ラムであるＭａｊｏｒｄｏｍｏ）等の種々のシステムに対して実現することが可能である
。更に、このアクセス制御インフラストラクチャは共用ＡＣＬをサポートすることが可能
である（例えば、複数の文書間で共用されるべき１個のＡＣＬ、このような共用ＡＣＬは
ポリシーと呼称される場合がある）。
【００６２】
図９は図２の例に対応する文書制御サーバー９００を例示したブロック図である。サーバ
ー９００は多様な基本的な特徴をサポートすることが可能であり、例えば、（１）アクセ
ス制御－誰が文書にアクセスすることが可能であるか且つどのような許可を有しているか
を制御する能力、（２）リボケーション即ち失効－それを最早見ることが出来ないように
文書を失効させる能力、（３）満期及び／又は有効期間－その前後においてその文書を見
ることが不可能な時間を特定する能力、（４）文書シュレッディング－その文書の暗号化
鍵を破壊することによりその文書の満期により文書制御サーバーに関して文書を回復不可
能とさせる能力、（５）監査－文書に関して実施されるアクションを監査する能力（例え
ば、ビューイング、試みられたビューイング等）、（６）オフラインアクセス－オフライ
ンである場合に文書へアクセスする能力、を包含している。更に、アーキテクチャを変化
させること無しに特徴を容易に付加させることが可能である。
【００６３】
認証サービスプロバイダー９１０は、本明細書の他の箇所において説明したように実現す
ることが可能であり、且つアクセス制御サービスプロバイダー９３０は説明したアクセス
制御インフラストラクチャに影響を与えることが可能である。ＡＣＬは１組のアクセス制
御エントリ（ＡＣＥ）及び１組のプロパティを包含することが可能である。ＡＣＬプロパ
ティはＡＣＬ全体（例えば、満期日）へ適用することが可能である。ＡＣＥは本人を規則
に対してマッピングすることが可能であり且つ本人、規則、ＡＣＥに対する有効期間を包
含することが可能である。ＡＣＬが評価される場合に、それらの有効期間内に存在するＡ
ＣＥのみを考慮することが必要であるに過ぎない。有効期間は異なるユーザ及びグループ
が異なる時間に文書をビュー即ち見ることが許可されることを可能とする。例えば、ＡＣ
Ｅは、「渉外担当職員のみがその公開日前に文書を見ることが出来るに過ぎず、その後に
は誰でもその文書を見ることが出来る」を特定することが可能である。
【００６４】
規則は１組のプロパティ及び認められた及び拒否された許可を包含することが可能である
。これらの許可は定義されたビューイングクライアントアプリケーション（例えば、アド
ビアクロバット（商標）ソフトウエア）及び／又はサーバーに対して特定的なものとする
ことが可能である。更に、プロパティのように許可は拡張可能なものとすることが可能で
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あり、従って、ＡＣＬを変化すること無しに新たなものを付加することが可能である。
【００６５】
サーバー９００は何等の外部的なＡＣＬメカニズムを使用すること無しに、セキュアリン
グクライアント（Ｓｅｃｕｒｉｎｇ Ｃｌｉｅｎｔ）インターフェースを使用してアクセ
ス制御リストをユーザが特定することを可能とするそれ自身の簡単なメカニズムを有する
ことが可能である。更に、サードパーティＡＣＬ／権利仕様はサーバー９００によって使
用される内部的なＡＣＬフォーマットへ翻訳即ち変換させることが可能である。サーバー
９００は他のシステムのアクセス制御ファシリティ（例えば、文書管理システム、データ
ベースシステム、ファイルシステム等）と統合することが可能であり、これらのシステム
における機能性にレバレッジを与える。
【００６６】
サーバー９００は不完全な情報を包含する場合のある多様なユーザ及びグループレポジト
リーと統合することをサポートすることが可能であり、且つサーバー９００はカノニカル
（正規）ユーザ中心的な態様でこの情報へ効率的にアクセスすることを可能とさせること
が可能である。サーバー９００及びクライアント９８０の両方の上でＡＣＬを操作するた
めのファシリティ即ち設備を設けることが可能である。サーバー９００は、サーバーを基
礎にした文書セキュアラー（ｓｅｃｕｒｅｒ）９６０か又はクライアントを基礎とした文
書セキュアラー９９０のいずれかを使用して、文書がセキュア即ち安全確保される前にＡ
ＣＬが有効なものであることを確保するためにＡＣＬを検証することが可能である。ＡＣ
Ｌは拡張可能なものとすることが可能であり且つ不透明なサードパーティ許可を許すこと
が可能である。更に、文書のセキュアリング即ち安全確保はサーバー９００へ接続されて
オンライン態様で行うことが可能である。何故ならば、サーバーはＡＣＬを検証すること
が可能だからである。
【００６７】
サーバー９００はどの本人（例えば、ユーザ及びグループ）がある文書に対してどの許可
を有しているかを特定するためにＡＣＬを文書と関連づけることが可能である。本人は複
数の名前を有することが可能であるが、本人は、又、区別されたカノニカル（正規）名前
を有するべきである。サーバー９００のタスクのうちの１つは、ある本人の種々の名前を
そのカノニカル（正規）名前へ変換することが可能なことである。許可及びプロパティの
両方が認可されたオペレーションを記述することが可能であるが、許可はブール型の値と
することが可能であり且つプロパティは多様なタイプのものとすることが可能である。許
可は、明示的に認められており且つ明示的に否定されていない場合に認めることが可能で
あり、宣言されていない許可は暗示的に否定することが可能である。
【００６８】
各文書は単一のＡＣＬと関連付けることが可能である。典型的に、この関係は１：１とす
ることが可能であるが、ポリシーの場合にはこの関係はＮ：１とすることが可能であり、
その場合には、複数の文書が同一のＡＣＬを共有する。電子文書ファイルはセキュアリン
グ即ち安全確保の時までのＡＣＬの不変のスナップショットを包含することが可能である
。サーバー９００は、又、最も最近のＡＣＬのコピーを維持することが可能であり、それ
は認可された個人により修正することが可能である。サーバー９００はＡＣＬが使用され
る前にそれらを正規化することが可能である（例えば、全ての本人の名前をそれらのカノ
ニカル即ち正規形態へ変換する）。このことは、ＡＣＬが作成されるか又は修正される場
合には何時でも行うことが可能である（例えば、セキュアリング即ち安全確保の時におい
て、又はＡＣＬ定義が変化される場合）。ＡＣＬがカノニカル即ち正規形態になると、そ
れはクライアント９８０及びサーバー９００の両方に関するＡＣＬを評価することを一層
簡単なものとすることが可能である。何故ならばグループ内のメンバーであることの決定
及び特定の認可されたユーザに対する関連する権限の決定は基本的なストリングマッチン
グを介して行うことが可能だからである。
【００６９】
特定の時刻における特定のユーザに対するＡＣＬのサーバー側評価（例えば、オンライン
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ビューイング、失効、文書監査検索等のため）はサーバー９００内において直接的に実行
することが可能である。サーバー９００は、現在有効であり且つ認可されたユーザ又は彼
女又は彼がメンバーであるグループのいずれかを包含するＡＣＥを探すことによりＡＣＬ
を検査し、次いで、許可及びプロパティを抽出することが可能である。サーバー９００内
の正規化を取り扱うためのサーバーインフラストラクチャは３つの層を有することが可能
である。第一層は非正規化本人をそれらの正規化形態へマッピングするサーバー９００内
のメモリ内キャッシュとすることが可能である。第二の永続的なキャッシュは正規化マッ
ピング及びグループ内ユーザ情報を格納することが可能であり、このキャッシュは潜在的
に複数のサーバー９００にわたり使用することが可能である。第三層はアクセス制御サー
ビスプロバイダー９３０とすることが可能である。
【００７０】
アクセス制御サービスプロバイダー９３０は何等かの組の非正規化ストリングの正規化形
態を与える１組の主要なモジュールを包含することが可能である。それらの主要なモジュ
ールは、正規化形態が正規化グループ又は正規化ユーザに対応するか否かを特定すること
が可能である。然しながら、そのアーキテクチャは、特定の主要なモジュールが一般的に
全ての答えを知っていること、又は特定の非正規化ストリングに関して完全な答えを与え
ることが可能であることを仮定することは必要ではない。ユーザ及びグループレポジトリ
ーのコンテキスト即ち文脈内において複数の専門分野をサポートするために、各主要なモ
ジュールはその分野に関してそれがオーソリティである分野を公表することが可能である
。サーバー９００内において直接的に実行することが可能な正規化プロセスは非正規化形
態を取り且つリターンされる値が正規化であることを宣言するまでオーソリティを有する
モジュールにクエリー即ち質問することによりそれを反復的に洗練させることが可能であ
る。
【００７１】
サーバー９００におけるメッソド９７０は認証されたユーザ中心的なものとすることが可
能である。何故ならば、典型的な筋書きは、サーバー９００が、彼女又は彼がどのグルー
プにいるかを考慮しながら特定のユーザがあるオペレーション即ち動作を実施するための
許可を有しているか否かを決定することが関与するからである。多くのサードパーティグ
ループメカニズムは「あるグループのメンバーは誰か？」によってアクセス可能なグルー
プメンバーシップを組織化するものであり、「どのグループが特定のユーザを包含するか
？」によるものではない。更に、多くの場合に、グループは非正規化形態のユーザを包含
している場合がある。従って、グループレポジトリーの出力はサーバー９００により直接
的に使用可能なものでない場合があり、且つ中間の翻訳即ち変換を使用することが可能で
ある。
【００７２】
グループプロバイダーに対して非常に低い共通点を仮定することが可能である。グループ
プロバイダーは既知の正規化グループのリストを提供することが可能であるものと予測す
ることが可能である。従って、有効なグループはグループモジュールにより特定された既
知のグループの集合内にあるものとすることが可能である。グループモジュールは、又、
グループ中心的態様で組織化されたメンバーシップ情報を提供することが可能でありそれ
は多数の既存のレポジトリーの実現が与えられる場合に効率的なアプローチである場合が
ある。
【００７３】
サーバー９００はシステム内で後に使用するためにグループ情報をバッチ予備処理する能
力を有することが可能である。例えば、１つのグループのサーバー内における１つのサー
バーは日毎にこのようなバッチオペレーションを稼動することが可能である。このことは
サーバーコアにおいて実行することが可能であり且つ全てのグループの列挙、メンバーの
正規化、グループネスティングの検査及び閉包の計算を関与させることが可能である。閉
包計算の殆どは格納プロバイダー９２０内とすることが可能である。何故ならば、それは
データベースシステムを使用してこれらのタイプのオペレーションを実施するのに自然だ
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からである。
【００７４】
本人はユーザか又はグループのいずれかとすることが可能である。本人はストリングとし
て表現することが可能である。グループは本人を包含することが可能である。本人は、評
価し且つ主要な正規形態へ還元させることが可能な多数のエイリアス表現を有することが
可能である。ユーザ及びグループは複数のドメイン即ち分野のものとすることが可能であ
る。例え文書制御システム統合が電子メールに基づくものでない場合であっても電子メー
ルアドレスにおいて使用されるｎａｍｅ＠ｓｕｂ．ｄｏｍａｉｎ．ｃｏｍフォーマットが
関与する表記法を採用することが可能である。更に、正規化形態はどのようなものとすべ
きかの仕様は一般的なシステムにおいて未定義のものとすることが可能である。何故なら
ば、この仕様は統合依存性の場合があるからである。特定の統合コンテキスト（文脈）に
おける例は次のような場合がある。「ｈｅｒｂａｃｈ＠ｃｏｍｐａｎｙ．ｃｏｍ」は「ｊ
ｏｎａｔｈａｎ ｈｅｒｂａｃｈ＠ｃｏｒｐ．ｃｏｍｐａｎｙ．ｃｏｍ」及び「ｊｈｅｒ
ｂａｃｈ＠ｃｏｍｐａｎｙ．ｃｏｍ」を包含する多数のストリングに対する正規化形態で
あり、同様に、「ａｔｇ＠ｃｏｍｐａｎｙ．ｃｏｍ」は「ａｔｅ＠ｓｅａ．ｃｏｍｐａｎ
ｙ．ｃｏｍ」に対する正規化形態である。
【００７５】
アクセス制御サービスプロバイダーインターフェースは２つのサブタイプに分割すること
が可能な本人プロバイダーを包含することが可能であり、これら２つのサブタイプとはユ
ーザモジュール及びグループモジュールである。これらのモジュールの目標は、正規化情
報及びグループメンバーシップ情報を提供することが可能なことである。本人プロバイダ
ーは、本人を出来る限り正規化形態へ翻訳即ち変換することが可能である。本人プロバイ
ダーは、リターンされた値が正規化形態にあるか否か、それがグループ又はユーザとして
知られているか否か、及びリターンされた結果が何時までキャッシュ内において有効なも
のと考えることが可能であるかを表示することが可能である。本人プロバイダーは１組の
通常表現定義として特定されたオーソリティ分野を有することが可能であり、且つグルー
ププロバイダーはそのオーソリティ分野内においてそれが知っている全てのグループを列
挙することが可能である。
【００７６】
種々のサーバーメッソド９７０をサポートするためにユーザ及びグループ情報を論理的に
供給することが可能である。何故ならば、このような情報の複数の供給源が存在する場合
があるからである。従って、幾つかのユーザモジュール及び幾つかのグループモジュール
が存在する場合がある。ハイレベルから、各自を異なって形態特定することが可能であり
、異なるバックエンドシステムとインターフェースとすることが可能であり、且つ多分複
数の分野にわたるオーソリティとすることが可能である。更に、異なるモジュールをドメ
イン（分野）オーソリティとして定義することはエクストラネットのサポートを与えるこ
とを助けることが可能である。
【００７７】
本人モジュールのコンフィギュレーション即ち形態特定は、適宜のクラスファイルを記述
することが可能である。各モジュールは、又、オーソリティとは何かをコンフィギュア即
ち形態特定するためのインフラストラクチャのみならず、例えばコネクトストリングズ（
ｃｏｎｎｅｃｔ ｓｔｒｉｎｇｓ）及びプリフェレンシズ（ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ）等
の何等かのモジュール依存性コンフィギュレーション情報を有することが可能である。異
なる実現例は、又、システムの残部との統合を容易化するために事前処理及び後処理を支
配する規則を有することが可能である。
【００７８】
ＡＣＬマネージャ９４０は任意の数の本人プロバイダーをローディングすることに関連す
るコードを包含することが可能である。図１０は図９からのサーバーの詳細の例を例示し
たブロック図である。該サーバーはグループメンバーシップ又は正規化マッピング用のＡ
ＣＬマネージャ１０１０により取り扱われる主要なメモリ内キャッシュを有することが可
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能である。ユーザは一般的なリクエストに対してサービスプロバイダーがコール即ち発呼
されることが必要でないようにメモリ内に最近の正規化マッピングを格納することが可能
である。
【００７９】
ＡＣＬマネージャ１０１０は、又、クロスメソッド（ｃｒｏｓｓ－ｍｅｔｈｏｄ）コード
を包含することが可能であり、且つＡＣＬサービスプロバイダーマネージャ１０２０は格
納レベル（例えば、クロスサーバー）キャッシュシングに対してトランスペアレントなイ
ンターフェースとすることが可能である。ＡＣＬサービスプロバイダーマネージャ１０２
０へのクエリーは、最初に、格納プロバイダー１０３０が必要な情報を有しているか否か
をチェックするようにし、且つそれをリターンすることが可能である。そうでない場合に
は、ＡＣＬサービスプロバイダーマネージャ１０２０はユーザ及びグループモジュール１
０４０に対してクエリーを発行し且つ格納レイヤーへ出来るだけ多くの情報を持続するこ
とを試みることが可能である。キャッシュエントリはリターンされた正規化結果と関連す
る満期毎に削除することが可能である（例えば、格納プロバイダーか又は本人モジュール
のいずれかにより特定される如く）。
【００８０】
再度図９を参照すると、格納サービスプロバイダー９２０は、永続的な格納部においてデ
ータを作成し且つ検索するために使用するモジュールの集合を記述するインターフェース
を提供することが可能である。このインターフェースはシステム内の最大のサービスプロ
バイダーインターフェースである場合があり且つ文書制御システム内に新たな統合及び特
徴が実現される場合に更に成長する場合がある。格納サービスプロバイダー９２０は以下
のエリアにおいてメッソドを提供することが可能である。即ち、（１）文書チケットの割
当て－サーバー上に確保されている各文書はＧＵＩＤ（グローバルユニークアイデンティ
ファイア）を具備するチケットが与えられる場合がある、（２）文書失効の記録、（３）
ユーザ、グループ、文書、ルートサーバー鍵に対する暗号化鍵の保存、（４）ユーザエイ
リアス及びグループメンバーシップデータのキャッシュ、（５）ユーザアクセス及びセキ
ュアリングの監査、（６）名前付きＡＣＬ又はポリシーの管理及び格納、（７）文書に対
する現在のＡＣＬの格納及び検索、（８）文書に対する初期的ＡＣＬの作成等である。
【００８１】
格納プロバイダーインターフェースは、多様なバックエンドシステムにわたり複数の実現
例を可能とさせるべく設計することが可能である。このことは、ＯＤＢＣ及びＪＤＢＣの
両方と共に作業を行うことが可能な汎用リレーショナルデータベース実現例を使用して行
うことが可能である。更に、格納プロバイダーインターフェースは、Ｄｏｃｕｍｅｎｔｕ
ｍ（商標）システム等のコンテント管理システムに対する実現例をサポートすべく設計す
ることが可能である。チケット発生は簡単明瞭なものである場合がある。例えば、このこ
とは、各予約毎にインクリメントされるデータベース内の整数を有することにより実現す
ることが可能である。文書失効は、そのチケットに基づいてある文書を失効させ且つ与え
られたチケットと関連する文書が失効されか否かを別にクエリー即ち質問する能力として
定義することが可能である。格納プロバイダーは、又、名前により任意のバイトアレイと
することが可能な鍵を格納し且つ検索することが可能である。
【００８２】
格納プロバイダーは、又、ユーザエイリアス及びグループメンバーシップデータに対する
格納を提供することが可能である。エイリアス及びメンバーシップ情報は、アクセス制御
リストを評価するために使用することが可能であり、格納プロバイダー９２０は、例えア
クセス制御サービスプロバイダー９３０がこの情報への効率的なアクセスを提供すること
が可能でない場合であっても、妥当な性能を確保することを助けるためのキャッシュとし
て使用することが可能である。例えば、制限的な場合において、アクセス制御情報は所要
のデータを与えるフラットファイルから来る場合がある。ユーザ及びグループエイリアス
情報をキャッシュする場合に、格納プロバイダーは、ユーザ及びグループプロバイダーの
ように、本人に基づいてクエリーの検索を実施することが可能である。リターンされるデ
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ータは同一のフォーマットのものとすべきであり、又有効性の評価を与える。その目標は
、サーバーがユーザエイリアス又はグループメンバーシップデータを使用する場合には、
提供されたデータが実時間であるか又はキャッシュされたバージョンであるかをサーバー
が区別すべきものではないようにすることとする場合がある。
【００８３】
与えられたユーザ又はグループに対して、そのユーザ又はグループの正規名を得ることが
可能である。ユーザの場合には、このユーザが属するグループの全てを得ることが可能で
ある。エイリアスデータに対する変化はすぐさま見ることが可能なものとすることが可能
である。グループメンバーシップキャッシュに対する変化は、閉包計算のためにより複雑
なものとなる場合がある（グループを包含するグループのグループメンバーシップ）。そ
のために、グループコンテント変化は、サーバーが現在のところグループの閉包を計算し
ている場合にはすぐさま見ることが可能なものでない場合がある。
【００８４】
文書セキュアリングオペレーション及び文書アクセス試み（成功したか否か）は格納プロ
バイダー９２０の監査メッソドを介して監査することが可能である。セキュアリング即ち
安全確保及びアクセスイベントを記録するためのメッソドを定義することに加えて、該イ
ンターフェースは、又、監査履歴に関する２，３のクエリーメッソドを定義することが可
能である－文書チケットによる及びユーザによるクエリー。格納プロバイダーは、又、Ａ
ＣＬの作成及び修正を可能とさせるメッソドを実現することが可能である。これらのメッ
ソドは監査履歴情報を維持するために使用することが可能である。格納サービスプロバイ
ダー９２０の複数の実現例を必要に応じて実現することが可能であり、リレーショナルデ
ータベースを使用すること及び／又は監査ログの既存の文書管理システム概念を使用する
こと（例えば、Ｄｏｃｕｍｅｎｔｕｍ（商標）監査トレールオブジェクト）を包含してい
る。
【００８５】
格納プロバイダー９２０は名前によりＡＣＬを格納及び検索することが可能である。ＡＣ
ＬはプライベートＡＣＬ（例えば、特定のユーザに対して）又はパブリックＡＣＬとする
ことが可能である。パブリックＡＣＬは種々のユーザによりセキュア即ち確保される複数
の文書にわたり共有されることが意図されているポリシーを表わす。ＡＣＬの格納されて
いる表現は格納プロバイダーにとってのみ関心がある場合がある。何故ならば、そのプロ
バイダー実現例は単にＡＣＬを引数として取り且つＡＣＬを結果としてリターンすべく設
計することが可能だからである。ＡＣＬはアクセス制御リストインターフェースにより記
述することが可能である。
【００８６】
格納プロバイダーはＡＣＬを作成し、アップデートし、削除し、検索するための１組のメ
ッソドを有することが可能である。これらのメッソドは名前付きＡＣＬ又はポリシー（例
えば、パブリックＡＣＬ）のいずれかを記述する引数を取ることが可能である。格納され
ているＡＣＬを与えられた文書と関連付ける（チケットＧＵＩＤを介し）するためのメッ
ソドも存在することが可能である。与えられた文書をＡＣＬと関連付ける場合に、チケッ
トデータも格納することが可能である。このチケットデータは特定の文書に対して特定的
とすることが可能であり且つどの本人がその文書をセキュア即ち確保したかということの
みならず何時その文書がセキュアされたかの日付のような文書に特定的な情報を格納する
ために使用することが可能である。文書間において共有されるＡＣＬは、又、セキュアリ
ングの時間又はその文書をセキュア即ち確保した人に関する制御を特定することが可能で
ある。チケットデータは、又、サービスプロバイダーに対応する情報を提供するためにセ
キュアリングクライアントにより使用することが可能である。例えば、Ｄｏｃｕｍｅｎｔ
ｕｍ（商標）システム統合においては、チケットデータは供給源文書に対しＤｏｃｕｍｅ
ｎｔｕｍ（商標）ＧＵＩＤを提供することが可能である。サービスプロバイダー情報は、
又、サービスプロバイダーに対応するその文書の適宜の情報的側面をキャプチャする１組
の名前／値の対を包含するサービスプロバイダーから受取られるバイトシーケンスとする
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ことが可能である。
【００８７】
それらの名前によりＡＣＬを検索するための能力に加えて、該サーバーは、又、特定の文
書に対するＡＣＬを検索することが可能である。使用するためにＡＣＬを検索する場合に
、該サーバーは、オプションとして、パラメータとして本人（主体）を提供することが可
能である。このことはヒントを与え、最適化させた格納プロバイダーがその特定の本人に
対して関連性のあるＡＣＬのサブセットをリターンすることを可能とさせる。
【００８８】
ＡＣＬを作成し且つ格納する場合に、セキュアリングクライアントに対して提供されたサ
ービスプロバイダー特定データをパススルーする機会も存在している。このことはどの特
定のＡＣＬをこの文書が参照するかに関するヒントをサービスプロバイダーへ与えるため
のエンド・ツー・エンドメカニズムを与えることが可能である。このことはチケットデー
タに関連して上に説明した能力と類似しているが、文書ではなくＡＣＬに対して特定的な
ものとすることが可能である。
【００８９】
格納プロバイダーはＡＣＬを解釈することは必要ではない。格納プロバイダーは何等解釈
を行うこと無しに単純にＡＣＬを格納し且つ検索することが可能である。ある文書が作成
されると、それは初期的なＡＣＬを与えることが可能であり、それは該文書内に格納し且
つその文書に対するその他のＡＣＬが該クライアントにおいて局所的に存在しない場合に
オフラインアクセス制御のために使用することが可能である。格納インターフェースは、
これらの現在及び初期的なＡＣＬがサーバーのセキュアリング又はビューイングコンポー
ネントへ送り戻されるメッソドを提供することが可能である。一般的に、２つの主要な場
合が存在しており、即ち（１）セキュア即ち確保されるコンテントが文書制御システム外
において何等別のアイデンティティ即ち識別性を有するものでない場合（例えば、そのコ
ンテントが電子メールのアタッチメントである場合）、（２）そのコンテントが文書制御
システム外においてアイデンティティ即ち識別性を有している場合（例えば、そのコンテ
ントがＤｏｃｕｍｅｎｔｕｍ（商標）レポジトリー内部の文書のＰＤＦ（商標）レンディ
ションである場合）である。後者の場合においては、サービスプロバイダーはそのコンテ
ントが派生されたオブジェクトに対してレポジトリーが適用する現在の規則によりそのコ
ンテントに対して動的にアクセスを制御することが可能なものとすべきである。更に、Ａ
ＣＬが保存されると、それは所有者により、又はポリシーの場合におけるシステムアドミ
ニストレーターにより修正することが可能である。
【００９０】
初期的な及び現在のＡＣＬの両方が格納サービスプロバイダーにより発生させることが可
能であり、且つそのコンテントに対するアクセス制御は、その基礎となるオブジェクトに
関するアクセス制御により仲介させることが可能である。そうでない場合には、そのコン
テントの管理はオンライン及びオフラインの両方の場合において精密に同一のものである
場合がある。更に、ブール型サポートプロバイダーメッソドを提供することが可能であり
、その場合にクライアントはどのサービスがサービスプロバイダーによりサポートされて
いるかを判別するために使用することが可能である。従って、クライアントはどのサービ
スプロバイダーを使用することが可能であるかの期待を有することが可能であり、且つこ
のサービスが実際にこの文書制御サーバーコンフィギュレーションによりサポートされる
かどうかをサポートプロバイダーメッソドから判別することが可能である（例えば、これ
は、どの組の名前／値の対がチケットデータ内のサービスプロバイダー情報内に合法的に
包含させることが可能であるかを判別する）。もしもｓｕｐｐｏｒｔｓＰｒｏｖｉｄｅｒ
（）即ちサポートプロバイダーメッソドがあるサービスに対して真である場合には、その
インターフェースの残部を実現すべきである。従って、顧客は文書レポジトリー内のコン
テントを保護するため及び電子メールアタッチメントを保護するための両方のために同一
のサーバーを使用することが可能である。
【００９１】
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サーバー９００は、又、暗号コンポーネント９５０を包含することが可能であり、それは
種々の生来的な暗号化コンポーネント（例えば、Ｊａｖａ暗号拡張又は．Ｎｅｔ暗号コン
ポーネント）を利用する二重の実現例を有することが可能である。一般的に、文書制御サ
ーバーは幾つかの暗号プリミティブを使用する。これらの暗号プリミティブ実現例は一般
的なインターフェースの背後に配置させることが可能であり、例えばセキュリティ特徴を
付加させること及び／又は特定のエンタプライズの必要性に対処すること等の必要に応じ
てそのインプリメンテーション即ち実現例を変化させることを可能とさせる（例えば、鍵
寸法の変化等）。更に、これらの暗号プリミティブの実現例はカスタムオペレーションの
みならず標準的な暗号オペレーションを使用することが可能である。
【００９２】
暗号コンポーネント９５０のインターフェースは以下のプリミティブに対するサポートを
提供することが可能であり、即ち、（１）対称的暗号化及び復号化（暗号解読）（例えば
、１２８ビットＡＥＳ（Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｅｎｃｒｙｐｔｉｏｎ Ｓｔａｎｄａｒｄ）及
び／又は１２８ビットＲＣ４（Ｒｉｖｅｓｔ Ｃｉｐｈｅｒ ４））、（２）公開鍵暗号化
及び復号化＋署名及び検証（例えば、１０２４ビットＲＳＡ）、（３）文書のインテグリ
ティを与えるために使用されるメッセージ認証コード（ＭＡＣ）（例えば、１２８ビット
鍵を有する一方向ＨＭＡＣＳＨＡ１ハッシュ関数）、（４）同一の値（例えば、ＳＨＡ１
）へハッシュする２つのメッセージを見つけることは計算的に実現不可能であるセキュア
ハッシュ関数、（５）暗号鍵を作成し且つメッセージ内にランダム性を導入するために使
用される乱数発生（例えば、．Ｎｅｔ実現例に対する．Ｎｅｔフレームワークで与えられ
るセキュア乱数発生器及びＪａｖａ実現例における乱数発生用のｊａｖａ．Ｓｅｃｕｒｅ
Ｒａｎｄｏｍクラス）である。これらの暗号プリミティブは、ジャバ暗号拡張（ＪＣＥ）
メカニズムを使用してジャバ（Ｊａｖａ）において及び．Ｎｅｔサービスプロバイダーメ
カニズムを使用して．Ｎｅｔ言語のうちの１つで実現することが可能である。この暗号イ
ンターフェース及び暗号インプリメンテーション（実現例）もクライアント上で使用すべ
きである。というのは、文書制御システムにおけるクライアント及びサーバーの両方がこ
れらの暗号記述を使用して文書をセキュア即ち確保し且つアクセスすることが可能だから
である。暗号インターフェースは、又、Ｃ＋＋で書かれたクライアント上で使用される任
意の暗号オペレーションに対してＣ＋＋でインプリメント即ち実現することが可能である
。
【００９３】
図１１は文書制御システムにおいて使用することが可能なオフライン文書アクセスモデル
を例示したブロック図である。クライアント１１１０はネットワーク１１００を介して文
書制御サーバー１１２０と通信的に結合させることが可能である。文書制御サーバー１１
２０はマルチオフライン利用モデルを提供することが可能であり、文書が最初にアクセス
される場合にユーザがオンラインでなければならず且つその後に特定した時間期間の間、
即ちリース期間の間その文書をオフラインでアクセスすることが可能な従来のオフライン
アクセスモデルに類似したリースモデルを包含している。更に、文書制御サーバー１１２
０は初期的アクセスモデルを提供することが可能であり、その場合には、ユーザはその文
書が最初にアクセスされる場合にオフラインとすることが可能である。本明細書において
使用されているように、「オンライン」という用語は、クライアント１１１０がサーバー
１１２０と通信することが可能であることを意味しており、従って、クライアント１１１
０がオンラインである場合には、クライアント１１１０はネットワーク１１００と接続さ
れており、且つサーバー１１２０が動作可能状態である。
【００９４】
一般的に、クライアント１１１０及び文書制御サーバー１１２０はクライアント１１１０
において維持されているオフラインアクセス情報に対する何等かの変化をアップデートさ
せるために周期的に同期し、その場合にこのオフラインアクセス情報は、クライアント１
１１０がネットワーク１１００へ接続されている間に未だにアクセスされていないセキュ
ア即ち確保された文書に関するアクションを可能とさせるためにクライアントを効果的に
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事前認可することが可能である（例えば、電子メールを介してクライアントにおいて受取
られているが未だに開かれていないセキュア即ち確保された文書）。クライアント１１１
０はリクエスト１１３０を文書制御サーバー１１２０へ送ることが可能である。リクエス
ト１１３０はそのオフラインアクセス情報に対するアップデートのためのものとすること
が可能である。例えば、サーバー１１２０へ周期的に接続し且つオフラインアクセス情報
をダウンロードするクライアント１１１０をエージェントに設けることが可能であり、こ
の同期オペレーションは、クライアント１１１０のユーザがそのアップデートに気が付く
こと無しに、バックグラウンドにおいて静かに行うことが可能であり、次回にユーザが文
書を開こうと試みると、そのダウンロードされたオフラインアクセス情報はオフラインに
ある間に将来のアクセスのためにクライアントにより使用することが可能である。
【００９５】
リクエスト１１３０は周期的にサーバー１１２０へ送られる任意のタイプのリクエスト（
要求）とすることが可能であり、例えば文書１１３５に関してアクションを取るためのク
ライアント１１１０からのリクエストとすることが可能であり、その文書はクライアント
１１１０又はその他の箇所に位置されているものとすることが可能であり且つセキュア即
ち確保された文書かそうでないものとすることが可能である。サーバー１１２０はリクエ
スト１１３０に関連してクライアント１１１０における認証されたユーザを検証すること
が可能であり、且つこの認証されたユーザの検証は同期オペレーションを開始させること
が可能である。例えば、サーバー１１２０は上述したいずれかのようなサーバーとするこ
とが可能であり、且つ同期オペレーションは認証を使用するその他のオペレーションを利
用することが可能である（例えば、ユーザがオンラインにある間に文書へアクセスするか
又はセキュア即ち確保すべく試みる場合）。一方、同期は事前の認証無しで発生すること
が可能であり、サーバー１１２０はそのユーザのみが解読することが可能であるようにそ
のユーザの公開鍵を使用してオフラインアクセス情報を暗号化することが可能であり、そ
の暗号化されたオフラインアクセス情報はクライアント１１１０により維持させることが
可能であり、且つそのユーザが次に文書を開こうと試みる場合に、その維持されている情
報を解読し且つ使用して以下に更に詳細に説明するようにそのクライアントのセキュア即
ち安全な局所的データベースをアップデートさせることが可能である。
【００９６】
クライアント１１１０がサーバー１１２０と同期する場合に、サーバー１１２０はその現
在のユーザが属する複数のユーザからなるグループと関連している鍵１１４５を包含する
オフラインアクセス情報１１４０を送ることが可能である（図面中においては１個又はそ
れ以上の暗号鍵を表わすために１個の鍵の１つの絵が模式的に使用されている）。この鍵
１１４５は、電子文書１１５０内の第二鍵１１５５を解読することによりオフライン中に
セキュア即ち確保されている電子文書１１５０へアクセスするために使用することが可能
である。電子文書１１５０は鍵１１５５で暗号化されているコンテントを包含することが
可能であり、且つ電子文書１１５０は鍵１１４５で暗号化されている鍵１１５５を包含す
ることが可能である。一方、この鍵暗号関係において１つ又はそれ以上のレベルの間接化
が存在する場合がある。例えば、鍵１１４５は鍵１１５５を暗号解読するために使用する
ことが可能であり、鍵１１５５は文書１１５０のコンテントを解読するために使用される
別の鍵を暗号解読するために使用することが可能である。間接化レベルの数及び使用され
る鍵の数に拘わらずに、複数のユーザからなるグループと関連している鍵１１４５は、電
子文書１１５０内の第二鍵１５５を暗号解読することにより、オフライン中に、セキュア
即ち確保されている電子文書１１５０へアクセスするために使用することが可能である。
更に、オフラインアクセス情報１１４０はその他のグループ特定鍵、１個又はそれ以上の
ユーザ特定鍵、複数の文書（例えば、上述したようなポリシー）と関連する少なくとも１
組の文書・許可情報、及び文書失効リストを包含することが可能である。
【００９７】
同期オペレーションは、又、オフライン中にクライアントにより実施されるオペレーショ
ンのオフライン監査ログ１１６０をサーバー１１２０へクライアント１１１０が送り戻す
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ことを関与させることが可能である。従って、クライアントは局所的に維持されている監
査ログメッセージをアップロードし且つ最も最近の失効リスト及び何等かのポリシーに対
するアップデートをダウンロードするために周期的にサーバーと同期することが可能であ
る。上述したようなＡＣＬを使用するシステムにおいては、そのシステムにおけるＡＣＬ
の数が大きくなる蓋然性のために、全ての新たなＡＣＬは各同期と共にダウンロードさせ
ることは必要ではない。文書制御システムはデータの新らしさに関して制約された組の保
証を与えることが可能である。使用される保証は以下のようなものとすることが可能であ
り、即ち（１）各文書特定ＡＣＬ及びポリシーがオフライン有効性の期間を特定する（例
えば、サーバーとの別の同期が必要とされる前に文書特定ＡＣＬが有効である時間数又は
日数であって、その後においては、その文書は同期無しでオフラインにおいて見ることは
不可能である）、（２）各同期において、全ての失効及びポリシーのアップデートがクラ
イアントと同期される。従って、ポリシー又は失効リストは、せいぜい、特定の文書に関
し日のうちの特定した数の時間単位とすることが可能である。更に、同期は、又、オフラ
イン中にアクセスされる任意の文書に対する現在のＡＣＬを送ることが可能である。
【００９８】
図１２はサーバーにより実施される同期オペレーションを例示したフローチャートである
。リクエストが１２００において受取られる。このリクエストに応答して、サーバーは、
１２１０においてアップデートが必要とされるか否かを判別する。例えば、サーバーは最
後に記録されているクライアント同期の時間をそのユーザに対するユーザグループ情報に
おける最後の変化の時間と比較することが可能であり、又はサーバーはそのユーザに対す
る現在のユーザグループ情報をそのクライアントからそのユーザに対して受取ったユーザ
グループ情報と比較することが可能である（例えば、クライアントはその現在維持されて
いるユーザ及びグループ鍵をサーバーに対して識別することが可能であり、且つサーバー
はそのクライアントの維持されている鍵に対する何等かの変化が必要とされるか否かに基
づいて応答することが可能である）。
【００９９】
アップデートが必要とされる場合には、サーバーは１２２０においてオフラインアクセス
情報を送る。このことは、サーバーが、局所的に、除去すべき鍵及び付加すべき鍵のリス
トをクライアントに送ることを関与させることが可能である。アップデートが必要とされ
ない場合には、サーバーは１２３０において現在のユーザグループ情報のバリデーション
即ち妥当性確認を送る。このことは、現在のオフラインアクセス情報が有効であることを
クライアントに対して表示し、且つクライアント及びサーバーは現在の時間で同期される
。更に、サーバーが１２２０においてオフラインアクセス情報を送るか又は１２３０にお
いてクライアントのオフラインアクセス情報を再度妥当性確認を行う場合には、サーバー
は、クライアントにおいて記録され且つクライアント・サーバー同期が将来再度必要とさ
れる時を決定する場合に使用すべくサーバー・参照時間を送ることが可能である。最後に
、サーバーは１２４０においてクライアントからオフライン監査ログを受取る。従って、
サーバーは上述したように監査を発生することが可能であり、それはオフライン中に文書
に関して取られるアクションに関する情報を包含している。
【０１００】
図１３はクライアントにより実施される同期オペレーションを例示したフローチャートで
ある。第一鍵を包含するオフラインアクセス情報が受取られ、且つクライアントが１３０
０においてネットワークへ接続される場合にオフライン監査ログがサーバーへアップロー
ドされる。クライアントは１３１０においてオフラインアクセス情報を維持する。暗号鍵
及びその他の機密情報は、アタッカーがこのような情報に対して容易にアクセスを獲得す
ることが出来ないような安全な態様でユーザのマシン上に局所的に維持させることが可能
である。
【０１０１】
ニューヨーク州アーモンクのインターナショナルビジネスマシンコーポレイションにより
供給される幾つかのラップトップと共に配送されるような例えばスマートカード又は埋込
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型セキュリティチップ等の改竄防止ハードウエア内に格納される暗号化鍵でファイルを暗
号化することによりセキュリティを与えることが可能である。ハードウエアの改竄防止格
納装置が使用可能でない場合には、ある程度のセキュリティを与えるためにソフトウエア
難読化技術を使用することが可能である。クライアントにおいて維持されているデータは
ユーザ及びグループのプライベート鍵、文書失効リスト、ポリシーに対するアップデート
されたＡＣＬ、オンライン中にクライアントがアクセスした文書に対するアップデートさ
れたＡＣＬ及びセキュリティデータ、オフライン中にクライアントにより実施されたオペ
レーションのオフライン監査ログを包含することが可能である。
【０１０２】
１３３０において、クライアントがネットワークへ接続されていない場合に、文書へのア
クセスするためのリクエストが受取られる。判定１３４０において最近のサーバー同期が
発生したか否かを判別するためのチェックが行われる。例えば、現在時間とオフラインア
クセス情報の受取時間との間の差異がサーバー・同期・周波数パラメータを超えているか
否かをクライアントがチェックすることが可能である。サーバー・同期・周波数パラメー
タはアクセスされるべき文書に対して特定的なものとすることが可能である。更に、現在
時間を決定する場合に、最後の既知の同期時間とローカルシステムクロックとの間の比較
を関与させることが可能である。
【０１０３】
サーバーとの同期が充分最近に発生したものでない場合には、クライアントは１３５０に
おいてその文書へのアクセスを阻止する。充分最近に同期が発生した場合には、１３６０
において第一鍵を使用してその文書内の第二鍵を解読する。電子文書に関するアクション
は、１３７０においてその電子文書と関連する文書・許可情報に基づいて支配することが
可能である。電子文書に関するアクションを支配する場合に、その文書自身から文書・許
可情報を得ることを関与させることが可能である。電子文書に関するアクションを支配す
る場合に、その電子文書における文書ポリシー参照を識別すること、及びその文書ポリシ
ー参照に基づいて、局所的に維持されている文書・許可情報を獲得することを関与させる
ことが可能である。更に、文書アクセス及び試みられた文書アクセスの両方を記録するこ
とが可能なオフライン監査ログを１３８０において維持することが可能である。
【０１０４】
図１４はセキュア即ち確保された文書１４００のコンポーネントを例示したブロック図で
ある。セキュア即ち確保された文書１４００内には暗号化辞書１４０５を包含させること
が可能である。この暗号化辞書１４０５は文書１４００のコンテント即ち内容へアクセス
するために使用することが可能な暗号化された鍵、及びオンラインにある場合にコンタク
トすべきサーバーのアドレス（例えば、ホスト名、ポート番号、接続プロトコル）を包含
することが可能である。この暗号化辞書１４０５はその文書を暗号化するために使用した
（即ち、その文書のコンテントを暗号化するために使用した）文書鍵により暗号化されて
いない位置においてその暗号化された文書１４００内に埋込むことが可能である。
【０１０５】
例示的な暗号化辞書１４１０は文書許可情報１４２０（例えば、上述した初期的ＡＣＬ）
及び１個又はそれ以上の暗号化した文書鍵１４３０を包含している。文書１４００のコン
テントを暗号化するために使用した文書鍵は、グループ鍵及びユーザ鍵を使用して複数回
暗号化させることが可能であり、これらの暗号化した文書鍵１４３０はセキュア即ち確保
した文書１４００内の暗号化辞書１４０５内に包含させることが可能である。文書制御サ
ーバーは文書制御システムにおけるユーザ及びグループに対してユーザ及びグループ鍵を
動的に発生し且つ維持することが可能である。暗号化された文書鍵１４３０及び文書・許
可情報１４２０を文書１４００内に包含させることにより、上述した同期オペレーション
を使用してクライアントに対して適宜のユーザ及びグループ鍵を与えることによりオフラ
インアクセスをサポートすることが可能である。
【０１０６】
別の例示的な暗号化辞書１４４０は文書鍵１４５０、ＡＣＬ１４６０、文書チケット１４
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７０、バージョン情報１４８０（例えば、フォーマットバージョンストリング）、暗号化
したセッション鍵１４９０を包含している。文書鍵１４５０は文書制御サーバーにより発
生され且つその文書のコンテントを暗号化（例えば、ＲＣ４又はＡＥＳ暗号化を使用）し
てランダムな１２８ビットの鍵とすることが可能である。暗号化辞書１４４０の一部は発
生されたセッション鍵を使用して暗号化させることが可能であり、且つ暗号化辞書の修正
を検知するためにＭＡＣを使用することが可能である。暗号化されたセッション鍵１４９
０はグループ鍵及びユーザ鍵を使用して複数回暗号化したセッション鍵とすることが可能
である。更に、セッション鍵はサーバーの公開鍵で暗号化させることが可能である。
【０１０７】
ユーザがオフラインで文書を開こうと試みる場合に、その文書に対するセッション鍵がユ
ーザ鍵又はそのユーザがメンバーであるグループのグループ鍵で暗号化されているか否か
を判別するためにクライアントがチェックを行うことが可能である。クライアントは、サ
ーバーとの同期期間中に、ユーザの鍵及びそのユーザがメンバーである全てのグループに
対する鍵を獲得することが可能である。次いで、適宜の鍵を使用してその文書の暗号化辞
書における情報を解読する。次いで、クライアントはサーバー上でＡＣＬが評価されたの
と同一の態様でＡＣＬを評価してどのような許可をそのユーザが有しているかを決定する
ことが可能である。クライアントの失効リストをチェックすることが可能であり、且つそ
の文書が失効されておらず且つ満期を過ぎていない場合には、その文書を開くことが可能
であり且つその文書に対するユーザのアクセスを局所的に監査することが可能である。
【０１０８】
この初期的アクセスモデルは、文書へ最初にアクセスする場合にユーザがオフラインにい
ることを許容する。文書１４００がセキュア即ち確保されると、その文書に対する初期的
ＡＣＬをその文書内に埋込み不変のものとさせることが可能である。ユーザがその文書を
開こうと試みる場合に、その埋め込まれているＡＣＬを使用してそのユーザがアクセスを
有するか否かを判別することが可能である。文書１４００は、初期的ＡＣＬが文書内に維
持されているものであっても、いまだに失効させるか又は満期を過ぎることが可能である
。更に、他の箇所に維持されている文書１４００に対する現在のＡＣＬをアップデートさ
せることが可能であり、且つ上述したように、クライアントがオンラインである場合には
、このＡＣＬを使用することが可能である。
【０１０９】
ユーザがオンラインで文書にアクセスする場合には、サーバー上に格納することが可能な
ＡＣＬをクライアント上に維持し且つそのアクセスのために使用することが可能である。
維持されているＡＣＬはその文書に対する将来のオフラインアクセスのために使用するこ
とが可能である。クライアントがサーバーからアップデートされたＡＣＬを獲得すると、
クライアントはその文書にアクセスすることが可能な各ユーザ及びグループの鍵で別個に
暗号化されている文書セッション鍵を獲得することが可能である。ＡＣＬ及び暗号化され
た鍵の両方はその文書内に初期的に埋め込まれているものと同様の態様でセキュア即ち安
全確保することが可能である。
【０１１０】
更に、その文書における文書許可情報１４２０，１４６０はポリシー、即ち文書ポリシー
参照又は識別子を包含することが可能である。従って、クライアントは、オフラインにあ
る間に、電子文書内の文書ポリシー参照を識別することが可能であり、且つその文書ポリ
シー参照に基づいて局所的に維持されているポリシーの文書・許可情報を獲得することが
可能である。全てのポリシーアップデートは各クライアントサーバー同期でクライアント
上に反映されることを文書制御システムは保証することが可能であるので、アドミニスト
レーター即ち管理者はポリシーを変化させ且つ有界な時間量内において、未だに文書に対
してアクセスを与えている全てのクライアントに関してその変化が反映されることを知る
ことが可能である。
【０１１１】
上述した初期的オフラインアクセスモデルに加えて、付加的な柔軟性を与えるために、文
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書制御システム内に従来のリースモデルを使用することも可能である。このモデルにおい
ては、最初にユーザが特定のマシンからある文書にアクセスする場合には、ユーザはオン
ラインになければならない。その時に、ユーザはオフラインリースを受取り、それはその
リースが更新されねばならなくなる前に特定した時間期間の間オフラインでその文書をユ
ーザが見ることを可能とさせる。このようなリースモデルは、本人即ち主体に対してアク
セスを許可するものでない初期的なＡＣＬを埋込み、且つサーバーから新たなものをフェ
ッチすることが必要となる前にどれ位の間ＡＣＬがクライアント上に維持することが可能
であるかを特定するｖａｌｉｄｉｔｙ ｉｎｔｅｒｖａｌ即ち有効期間を使用することに
よって、説明した文書制御システムにおいて実現することが可能である。更に、本文書制
御システムはある文書へアクセスするためにユーザがオンラインでなければならない非オ
フラインアクセスモデルをイネーブル即ち動作可能とさせるためにコンフィギャラブル即
ち形態特定可能なものとすることが可能であり、この場合には、その文書を開くために必
要とされる鍵はクライアント上に維持されることは必要ではない。
【０１１２】
文書制御システムは、通常、クライアント時間の精度に依存するものであるが、以下のセ
キュリティ保証の全てを一体的に提供することが可能である。（１）ポリシー修正－全て
のポリシーは全ての同期オペレーションにおいて同期されるので、そのポリシーにおいて
特定されたｏｆｆｌｉｎｅ ｖａｌｉｄｉｔｙ ｉｎｔｅｒｖａｌ即ちオフライン有効期間
内において各クライアントに関しポリシー修正が反映されることが保証されている。（２
）ＡＣＬ修正－修正された（非ポリシー）ＡＣＬは、それがオンラインにある間に見られ
た場合にのみクライアントに関して反映される。維持された非ポリシーＡＣＬは、そのＡ
ＣＬ内において特定されている場合に、ｖａｌｉｄｉｔｙ ｐｅｒｉｏｄ即ち有効期間内
にクライアントからドロップ即ち捨て去られることが保証されている。（３）失効－失効
された文書は、失効が全ての同期オペレーションにおいてクライアントと同期されている
ので、その文書のＡＣＬにおいて特定されたｏｆｆｌｉｎｅ ｖａｌｉｄｉｔｙ ｉｎｔｅ
ｒｖａｌ即ちオフライン有効期間内においてそのシステムにおける全てのクライアントに
より見ることが出来ないものとされることが保証されている。（４）満了－満了した文書
は、ユーザがオンラインにあるか又はオフラインにあるかに拘わらずに、満了日に見るこ
とが出来ないものとなる。（５）満了修正－満了はＡＣＬにおいて特定され、従って満了
修正はポリシー毎又はＡＣＬ修正毎に反映される。（６）ユーザ又はグループメンバーシ
ップ修正－ユーザ鍵が失効される（例えば、ユーザがその会社を去る）又はそのユーザが
グループから除去される場合に、その文書に対するｏｆｆｌｉｎｅ ｖａｌｉｄｉｔｙ ｉ
ｎｔｅｒｖａｌ即ちオフライン有効期間内に対して最早アクセスを有することのない文書
をそのユーザが見ることが不可能であることを保証することが可能である。
【０１１３】
図１５はサーバーにより使用される文書情報デリバリ技術を例示したフローチャートであ
る。第一電子文書に関してアクションを取るためのクライアントに対するリクエストが１
５００においてサーバーにおいて受取られる。このリクエストに応答して、第一電子文書
に関する情報が１５１０において識別される。その関連情報は、第一電子文書と関連して
おり且つそれとは異なる第二電子文書を表示することが可能である。この情報は２つ又は
それ以上の文書を関連付けることが可能であり且つそれらの関係を記述することが可能で
あり、この関連情報は例えばテーブル又はデータベース内においてサーバーにおいて格納
することが可能である。第二電子文書に関する情報は取られるべきアクションを容易なも
のとさせるために１５２０においてクライアントに関係付けられる。
【０１１４】
第二文書情報をクライアントに関係付ける場合に、そのアクションに関して第一及び第二
文書のうちの１つを選択することを可能とするためにクライアントへ第二文書情報を送る
ことを関与させることが可能である。第二文書情報をクライアントと関連付ける場合に、
第一電子文書に関する代わりに第二電子文書に関してアクションを取ることを可能とする
ために、第二電子文書を獲得し且つ第二電子文書をクライアントヘ送ることを関与させる



(35) JP 4853939 B2 2012.1.11

10

20

30

40

50

ことが可能である。この第二文書は既に存在しているか又は全体的に又は部分的に発生さ
せることが必要な場合があり、そのことは第二文書を表示する関連情報によって表わすこ
とが可能である。
【０１１５】
図１６は文書制御システムにおけるワークフローを例示したブロック図である。クライア
ント１６１０はネットワーク１６００を介して文書制御サーバー１６２０と通信的に結合
させることが可能である。クライアント１６１０はリクエスト１６３０を文書制御サーバ
ー１６２０へ送ることが可能であり、そこでリクエスト１６３０は文書１６４０に関して
取られるべきアクションと関連する。サーバー１６２０は情報１６４５をチェックするこ
とが可能であり、それは局所的に又は他の個所に格納することが可能であり即ち文書１６
４０と関連しており且つ第二文書１６５０を表示する。サーバー１６２０は情報１６５５
を送ることが可能であり、それは第二文書１６５０及び／又は文書１６５０自身に関する
情報とすることが可能である。
【０１１６】
クライアント１６１０は情報１６５５に基づいて第二文書１６５０をユーザが見ることを
強制させることが可能である。例えば、第二文書１６５０は第一文書１６４０の後のバー
ジョンとすることが可能であり、且つ情報１６５５はそのアクションが第一文書１６４０
に関して許可されていないことを特定する文書・許可情報を包含することが可能である。
第一文書１６４０は潜在的にユーザの知るところがない場合を包含するクライアント１６
１０により第二文書１６５０と置換させることが可能である（例えば、第一文書の代わり
に開き及び／又は第一文書上に格納すべく書込む）。第二文書１６５０は第一文書１６４
０とは異なる言語バージョン（例えば、オリジナルが英語である場合のフランス語バージ
ョン）又は異なるフォーマットのバージョン（例えば、異なるファイル圧縮及び／又は暗
号化方法）とすることが可能である。
【０１１７】
サーバー１６２０において第二電子文書１６５０を獲得する場合に、第二電子文書１６５
０の少なくとも一部を発生させること（潜在的に全体的な文書１６５０を発生させること
を包含する）を関与させることが可能であり、又は文書１６５０は予め存在する文書とす
ることが可能である。関連情報１６４５はユーザに基づく関連情報を包含することが可能
であり、且つ文書１６５０を獲得する場合に、ユーザに基づく関連情報及びクライアント
１６１０において識別されたユーザに基づいて文書１６５０を獲得することを関与させる
ことが可能である。文書１６５０は特定のユーザ、そのユーザの位置及び／又はそのユー
ザのアクセス時間に対してカスタム化することが可能である（例えば、文書１６４０は、
送られた場合に既に期限経過したものとして識別されるスタブ文書とすることが可能であ
り、且つこのスタブ文書が開かれる場合に、各ユーザはアクセスを試みる時にそのユーザ
に対し特に発生された新たな文書を自動的に受取ることが可能であり、即ちそのスタブ文
書はオペレーティングシステムにおいて通常の文書のように見え且つそのように取り扱う
ことが可能であるが、オンライン中に開かれる場合に常に現在の状態である）。文書１６
５０のカスタム化はサーバー１６２０において又はその他の箇所において行うことが可能
である。ユーザは上述した如くに識別することが可能であり、且つ文書制御システムは本
明細書を介して記載したシステム及び技術を使用することが可能であり、文書１６４０，
１６５０は上述したようなセキュア即ち確保した文書とすることが可能である。
【０１１８】
図１７はクライアントにより使用される文書情報受取事実を例示したフローチャートであ
る。局所的に維持されている配信された文書が１７００において開かれる。この配信され
た文書は、上述したようなセキュア即ち確保された文書とすることが可能であり、それは
コンタクトすべき文書制御サーバーを識別する。配信された文書から識別制御サーバーは
１７１０においてコンタクトされる。該サーバーは、配信された文書が適切な文書である
か否か、又は異なる関連する文書が代わりに使用されるべきであるか否かを判別すること
が可能である。配信された文書の代わりに第二文書を使用することは、文書制御サーバー
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から受取った情報に基づいて、文書アクションに関して１７２０において強制される。
【０１１９】
従って、文書制御システムは１つのシステムにおいて文書セキュリティ及びバージョン管
理の両方の問題に対処することが可能である。配信された文書の異なるバージョンが配信
されたバージョンの代わりに見るべきである場合には、このことは配信された文書に対し
て文書セキュリティを取り扱う文書制御サーバーにおいて定義され且つ制御することが可
能である。文書の著者は、文書の配信したバージョンが期限を経過しているものであり且
つその代わりにより新しいバージョンを見るべきであることを特定することが可能である
。更に、著者は、１つの文書の複数のバージョン及び誰がどのバージョンを見るべきかの
ユーザに基づく定義を容易に制御することが可能である。
【０１２０】
著者又はアドミニストレーター（管理者）は、二人のユーザが異なるコンテントを有する
全く異なる文書を受取る可能性を含めてどの文書がどの受取人に対して適切なバージョン
であるか、及び両者共元々配信した文書に関連するという意味においてどれが異なる文書
バージョンであるかを指定することが可能である。文書間のバージョン関係は、文書セキ
ュリティ目的のために発生される文書識別子を使用して特定することが可能である。この
バージョン関係は、各ノードがバージョンである有向グラフを使用して定義することが可
能であり、且つ有向エッジはどのバージョンが優先性を有するかを表わす。各エッジもど
のユーザに対してそれが適用するかを表わすことが可能である。図を表示させるためのグ
ラフィカルユーザインターフェースを使用してバージョン関係を定義することが可能であ
り、例えば、ドラッグアンドドロップ操作によりどのバージョンがその他のバージョンの
利益となるように期限経過即ち満了となることを特定する。
【０１２１】
各文書を改訂することが可能であり且つ各ユーザは文書の最も最近のバージョンのみを見
ることを本システムが確保することが可能である場合の文書の異なる逐次的なバージョン
の文脈において、文書制御システムにおける失効の考えをある文書が別の文書で置換され
たか否かを包含すべく拡張することが可能である。従って、文書を開くと、ユーザがその
文書に関して従来のアクション（例えば、印刷等）を実施するためにアクセスを有してい
るか否かをチェックすることに加えて、そのユーザがその文書の特定のバージョンに対し
てのアクセスを有するべきであるか否かに関して判別を行うことが可能である。サーバー
１６２０は、持続的にバージョン化されている文書を格納することが可能な付加的なレポ
ジトリーサービスを潜在的に提供することを包含して、文書をどこで見つけることが可能
であるかの情報を格納することが可能である。
【０１２２】
各ユーザが異なるバージョンを見ることが出来る場合には、同様のアプローチを使用する
ことが可能であり、交差するユーザ／グループを特定するための能力を付加する（例えば
、「バージョン０の代わりに、全ての従業員はバージョンＡを見るべきである；全てのマ
ネージャはバージョンＢを見るべきである；役員はバージョンＣを見るべきである」、尚
付加的なバージョン関係情報は、役員はバージョンＣに加えて従属バージョンＡ及びＢを
開くことが可能であることを特定する）。競合を解決するための規則を与えることが可能
である。
【０１２３】
本明細書に記載したシステム及び技術は、複数の文書制御サーバーを使用する包括的な文
書制御システムにおいて結合させることが可能である。再度図９を参照すると、文書制御
サーバー９００は説明した種々の技術を結合して実現することが可能である。システムの
セキュリティを増加させるために、全てのクライアント・サーバー通信は、セキュリティ
ソケットレイヤー（ＳＳＬ）を介するものとすることが可能であり、それは通信を暗号化
し且つサーバー認証を提供し、及び／又は文書のセキュアリング即ち安全確保はクライア
ント側のセキュアリングを使用して行うことが可能である。サーバー９００はアタッカー
から物理的にセキュア即ち安全確保することが可能であり且つ少なくとも１個のファイヤ
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ウォールの後ろ側に位置することが可能である。サーバー９００における全ての機密状態
情報は、それが安定な格納装置へ持続される前に暗号化させることが可能であり、このた
めに使用される暗号化鍵はサーバーコード内に埋め込むことが可能であり、不明瞭なシス
テム資源内に隠され及び／又は改竄防止暗号モジュール内に包含させることが可能である
。更に、クライアント側において、ユーザのログオンクリデンシャル即ち身分証明をキャ
ッシュさせて、認証を必要とする複数の連続的なオペレーションに対する繰り返される認
証を回避することが可能である。キャッシュされたクリデンシャルはサーバープライベー
ト鍵により署名し、この目的のために専用のものとさせ、且つクライアント上に常駐する
ことが可能であり、その署名されたクリデンシャルはその有効期間を制限するために期限
日を包含することが可能であり且つクライアントがサーバー９００に対する認証を試みる
場合に定義させることが可能である。
【０１２４】
上述したように、文書はサーバーにおいて又はクライアントにおいてのいずれかにおいて
セキュア即ち確保することが可能である。文書はセキュアリング即ち安全確保の前に１つ
のフォーマットから別のオーマットへ変換することが可能である（例えば、マイクロソフ
トワードからＰＤＦ（商標）へ）、文書制御システムはこの目的のためにＰＤＦ（商標）
作成サービスと統合させることが可能である。セキュアラー（ｓｅｃｕｒｅｒ）コンポー
ネント９６０，９９０はＰＤＦ（商標）ライブラリー周りのラッパー（ｗｒａｐｐｅｒ）
とすることが可能であり、それは、入力としてＰＤＦ（商標）文書、及び暗号鍵及びＰＤ
Ｆ（商標）文書の暗号化辞書内へ埋め込まれるべき情報を表わす１組の名前／値の対を取
る。該セキュアラーは提供された暗号化鍵でその文書の暗号化を行い且つ特定した情報を
その文書内に埋め込むことが可能である。そのセキュアリング即ち安全確保がサーバー９
００上で実施されると、そのセキュアリングは別のプロセスで行うことが可能であり－こ
のようなプロセスのプールは、複数のセキュアリングリクエストを同時に満足させること
が可能であるように使用可能に維持することが可能であり、且つこのようなプロセスの最
大数はサーバー９００に対するコンフィギュレーションオプションとすることが可能であ
る。これらのセキュアリングプロセスはある数の成功したセキュアリングオペレーション
の後に終了させることが可能であり、その数はコンフィギュレーションオプションとする
ことが可能であり、又はいずれかの不成功なセキュアリングオペレーションの後に終了さ
せることが可能である。
【０１２５】
図１８は図９の文書制御サーバーにおける文書セキュアリングワークフローを例示したブ
ロック図である。文書のセキュアリング即ち安全確保は、通常、２つのハイレベルなオペ
レーションを関与させることが可能であり、即ち、文書のセキュアリングに関連するシス
テム状態の準備と、関連情報の文書内への埋込及びその暗号化である。状態の準備は、ど
のようにして文書をセキュア即ち確保すべきかを特定するセキュアリングクライアントと
、文書をセキュアリングするためにシステムを準備することが可能なサーバーとの間のジ
ョイントオペレーションとすることが可能である。情報を文書内へ埋込み且つセキュアリ
ングはサーバー上（例えば、暗号化されていない文書をセキュアリングの時にサーバーへ
送り、次いで暗号化した形態をクライアントへリターンする）、又はクライアント上（例
えば、クライアントが文書を暗号化するのに必要なコンポーネントを有している）のいず
れかにおいて行うことが可能である。
【０１２６】
セキュアリングクライアントはセキュア即ち確保すべき文書に対する所望のセキュリティ
の使用を準備することが可能である。このことは、ワシントン州レドモンドのマイクロソ
フトコーポレイションにより提供されているアウトルック（Ｏｕｔｌｏｏｋ）（商標）ソ
フトウエアのような電子メールアプリケーションの如きクライアントにおけるエンドユー
ザインタラクションを関与させることが可能である。クライアントはＲＰＣを介してサー
バーへ接続し、認証を行い、且つ情報をサーバーへ送ることが可能である（１８００）。
システムがサーバー側のセキュアリングを使用している場合には、クライアントは暗号化
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されていない文書及びセキュアリング仕様をサーバーへ送る。システムがクライアント側
のセキュアリングを使用する場合には、その仕様を送ることが必要であるに過ぎない。
【０１２７】
サーバーはユーザを認証することが可能であり、彼が文書をセキュア即ち確保するための
許可を有していることを確保する（１８０５）。サービスプロバイダーはその文書に対す
るチケット（ＧＵＩＤ）を供給することが可能である（１８１０）。アクセス制御リスト
仕様をアクセス制御マネージャへ与えることが可能であり、従ってそれは本人即ち主体を
正規化させ且つ多分許可を妥当性確認することが可能である（１８１５）、ＡＣＭは、最
初に、正規化マッピングのメモリ内キャッシュを使用することを試みることが可能である
。格納プロバイダーはその他のキャッシュされた正規化マッピングに対してクエリー即ち
質問されることが可能である（１８２０）。本人プロバイダーは全てのキャッシュされて
いない正規化エントリに対してクエリー即ち質問されることが可能である（１８２５）。
正規化されたＡＣＬは格納プロバイダー内に持続させることが可能であり、それによりＡ
ＣＬのその後の修正を可能とさせる（１８３０）。
【０１２８】
暗号化され且つ文書内に格納されるべき情報（例えば、チケット及びＡＣＬ）はクリプト
サービスプロバイダーへ（Ｃｒｙｐｔｏ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｐｒｏｖｉｄｅｒ）供給するこ
とが可能であり（１８３５）、それはその文書を暗号化するために使用される文書鍵を作
成することが可能である。文書シュレッディングが所望されない場合には、文書鍵、チケ
ット、ＡＣＬはサーバー公開鍵を使用して暗号化することが可能である。シュレッディン
グが所望される場合には、その文書鍵はサーバーを離れるべきではないので、その文書鍵
を暗号化すべきではない。システムがサーバー側のセキュアリングを使用している場合に
は、暗号モジュールからの暗号化されたチケットデータをその文書内に埋込むことが可能
であり、且つその文書鍵をその文書を暗号化するために使用することが可能である（１８
４０）。システムがクライアント側のセキュアリングを使用している場合には、このこと
は必要ではない。
【０１２９】
本システムは文書がセキュア即ち確保されたことを監査することが可能である（１８４５
）。システムがサーバー側のセキュアリングを使用している場合には、暗号化されたファ
イルをクライアントへリターン即ち戻すことが可能である（１８５０）。そうでない場合
には、暗号化されたチケットデータ及び文書鍵はクライアントへリターン即ち戻すことが
可能である（１８５０）。システムがクライアント側のセキュアリングを使用している場
合には、そのクライアントに関する文書セキュアラーは暗号化されたチケットデータを埋
込み且つそのクライアントに関する文書鍵を使用してその文書を暗号化することが可能で
ある（１８５５）。
【０１３０】
図１９は図９の文書制御サーバーにおけるサーバー側ＡＣＬ評価ワークフローを例示した
ブロック図である。サーバーが許可を包含するオペレーションを実施する場合に、サーバ
ーは、最初に、認証されたユーザのアイデンティティ即ち識別を決定することが可能であ
る（１９００）。その文書内の暗号化されたサーバー制御情報を解読することが可能であ
る（１９１０）。暗号化された制御情報におけるチケットは、格納サービスプロバイダー
から最も最近の文書ＡＣＬを検索するために使用することが可能である（１９２０）。ア
クセス制御マネージャはＡＣＬを評価することが可能であり、どの許可が認証されたユー
ザに対して関連性があるかを決定する（１９３０）。ＡＣＬはグループを参照する場合が
あり、従って格納プロバイダーは、認証されたユーザがどのグループに属するかを決定す
るためにクエリー即ち質問されることが可能である（１９４０）。
【０１３１】
図２０は図９の文書制御サーバーにおけるオンライン文書ビューイングワークフローを例
示したブロック図である。オンライン中に文書のビューイング即ち見ることは、２つの主
要なフェーズを関与させることが可能である。第一フェーズは、認証されたユーザがどの
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許可を有しているかを決定することを関与させ、且つ第二フェーズはクライアント上の文
書を解読するために文書鍵をリターン即ち返すことが関与する。文書がオンラインでビュ
ー即ち見るべきである場合には、ビューイングアプリケーションがセキュア即ち確保され
ている文書を開き且つその文書が制御サーバーと関連していることを認識することが可能
である（例えば、その文書はビューイングクライアントにおいてセキュリティハンドラー
を関与させることが可能である）。サーバーＲＰＣを使用して、ビューイングアプリケー
ションは、文書内の暗号化辞書内の暗号化された制御情報をサーバーへ送信することが可
能である（２０００）。サーバーは、図１９に関連して上述したように、許可を包含する
オペレーションとしてＡＣＬを評価することが可能である（２０１０）。次いで、格納プ
ロバイダーは、この文書が失効されていないことを確保するためにクエリー即ち質問され
ることが可能である（２０２０）。その文書鍵は制御情報から抽出することが可能である
（２０３０）。サーバーはこの文書のオンラインビューイングを監査することが可能であ
る（２０４０）。この文書をビューイングするための規則である最も最近のＡＣＬ、及び
文書鍵をビューイングクライアントへリターン即ち返すことが可能である（２０５０）。
次いで、このビューイングアプリケーションは許可を実施することが可能である（例えば
、セキュリティハンドラーはどの許可を実施するかをビューイングアプリケーションに報
告し、且つその文書を見ることが可能であるように暗号解読鍵を提供することが可能であ
る）。
【０１３２】
図２１は図９の文書制御サーバーにおける失効ワークフローを例示したブロック図である
。クライアントは暗号化した制御情報をサーバーへ送ることが可能である（２１００）。
サーバーは、認証されたユーザが、図１９に関連して上述したように、文書を失効させる
ための許可を有しているか否かを判別することが可能である（２１１０）。次いで、サー
バーはその文書を失効させることが可能である（２１２０）。クライアントはアクノレッ
ジメントを受取ることが可能である（２１３０）。
【０１３３】
図２２は図９の文書制御サーバーにおける監査イベント検索ワークフローを例示したブロ
ック図である。クライアントはサーバーへ暗号化した制御情報を送ることが可能である（
２２００）。サーバーは、認証されたユーザが、図１９に関連して上述したように、この
文書に対する監査履歴を得るための許可を有しているか否かを判別することが可能である
（２２１０）。格納プロバイダーは、どのイベントがこの文書に対して関連性があるかを
決定するためにクエリー即ち質問されることが可能である（２２２０）。次いで、クライ
アントは監査情報を受取り且つユーザへ表示することが可能である（２２３０）。
【０１３４】
図２３はマルチ文書制御サーバー２３６０を具備する文書制御システムを例示したブロッ
ク図である。このシステムは、信頼性及びスケーラビリティ即ち拡縮性を与えるために三
層アーキテクチャを使用することが可能である。アプリケーション層２３００におけるク
ライアント２３１０，２３２０，２３３０はビジネス論理層２３５０における文書制御サ
ーバー２３６０と通信を行い、サーバー２３６０は格納層２３７０におけるエンタプライ
ズシステム（例えば、データベース管理システム（ＤＢＭＳ）２３８０）と通信を行う。
そのサーバーの特定のインスタンスに対して特定なものではない全てのサーバー状態を第
三層２３７０内に格納することが可能であり、従って複数のサーバーインスタンスはこの
ような状態を共有することが可能である。
【０１３５】
複数の文書制御サーバーインスタンス２３６０が使用される場合には、１つがダウンする
と、リクエストは他のサーバーへ経路付けさせることが可能である。ロードバランサー（
ｌｏａｄ ｂａｌａｎｃｅｒ）２３４０はサーバーインスタンス２３６０に対するリクエ
ストのルーチング即ち経路付けを取り扱うことが可能である。サーバー自身内において、
例えばＪａｖａ又は．Ｎｅｔ言語等の管理型コードを使用する言語でサーバーを書くこと
により高い信頼性を達成することが可能である。多数の正規及び非正規主体乃至は本人を
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管理するために、２つのレベルのキャッシュを主体乃至は本人情報に対して設けることが
可能である。サーバー２３６０は最近クエリーされた正規ユーザに対する正規マッピング
及びグループメンバーシップのメモリ内キャッシュを有することが可能である。多数の文
書制御サーバーが格納プロバイダー内に二次的キャッシュを共有することが可能である。
【０１３６】
所望の情報がこれらのキャッシュのうちのいずれかの中に存在しない場合には、サーバー
はアクセス制御サービスプロバイダー内の直接的本人乃至は主体プロバイダーへ直接的に
アクセスすることが可能であり、次いで、局所的に及び格納プロバイダー内においての両
方でその情報をキャッシュすることが可能である。グループメンバーシップ情報は、妥当
な時間で必要に応じて検索することが可能であるように、バッチ処理されるべきである。
二次的サービスとしての文書制御サーバーのうちの１つはマスターに指定することが可能
であり且つバッチ処理タスクを実施する責任を有している。多くの場合において、実際の
セキュアリングはサーバーへの及びそれからの文書を転送することのオーバーヘッドを取
除くため及びサーバーに関するロードを減少させるためにクライアント上で行うことが可
能である。同様に、クライアント側のセキュアリングの場合には、クライアントは文書の
暗号化を実施することも可能であり、そのことはサーバーのロード即ち負荷を更に減少さ
せる。
【０１３７】
この三層アーキテクチャは、サーバーのレプリカを大きなエンタプライズに対してスケー
リングするために付加させることを可能とする。文書は、上述したように、特定のホスト
名に対しての代わりに複数のサービスからなるクラスターへ繋げることが可能である。Ｄ
ＮＳ（ドメインネーミングシステム）ラウンドロビンをシステムへ付加し、付加的なハー
ドウエアが文書制御サーバーとして作用することを可能とさせることが可能である。サー
バーは状態を包含することがない場合があり、従ってハードウエアのスケーラビリティ即
ち拡縮性の懸念は標準の「１つのデータベース」問題へ還元させることが可能である。本
人即ち主体管理に関するアルゴリズムを個々のオペレーションに対するＯ（１）及び集合
的オペレーション（バッチ処理等）に対するＯ（ｎ）とすべく設計することが可能である
。
【０１３８】
本発明及び本明細書において説明した機能的オペレーション即ち動作の全てはデジタル電
子回路において、又はコンピュータハードウエア、ファームウエア、ソフトウエアにおい
て、又はそれらの結合において実現することが可能である。本発明の装置は、プログラム
可能なプロセッサにより実行するためにマシン読取可能な格納装置にタンジブルに実現さ
せたソフトウエアプロダクト（例えば、コンピュータプログラムプロダクト）で実現する
ことが可能であり、且つ本発明のオペレーションの処理は、入力データに関して動作し且
つ出力を発生することにより本発明の機能を実施する命令からなるプログラムを実行する
プログラム可能なプロセッサにより実施することが可能である。本発明は、データ格納シ
ステムからデータ及び命令を受取り且つそれへデータ及び命令を送信すべく結合されてい
る少なくとも１個のプログラム可能なプロセッサ、少なくとも１個の入力装置、少なくと
も１個の出力装置を包含するプログラム可能なシステム上で実行可能な１つ又はそれ以上
のソフトウエアプログラムで効果的に実現することが可能である。各ソフトウエアプログ
ラムはハイレベル手順又はオブジェクト指向型プログラミング言語において、又は所望に
より、アッセンブリ又はマシン言語で実現することが可能であり、且ついずれの場合にお
いても、この言語はコンパイル型又はインタプリタ型の言語とすることが可能である。適
宜のプロセサは、例示として、汎用及び特別目的の両方のマイクロプロセッサを包含する
。通常、プロセッサはリードオンリメモリ、ランダムアクセスメモリ及び／又はマシン読
取可能な信号（例えば、ネットワーク接続を介して受取られるデジタル信号）から命令及
びデータを受取る。通常、コンピュータは、データファイルを格納するための１つ又はそ
れ以上の大量記憶装置を包含しており、このような装置は、内部ハードディスク及び着脱
自在なディスク等の磁気ディスク、磁気・光学ディスク、及び光学ディスクを包含してい
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る。ソフトウエアプログラム命令及びデータをタンジブルに実現するのに適した格納装置
は、例示として、ＥＰＲＯＭ（電気的にプログラム可能なリードオンメモリ）、ＥＥＰＲ
ＯＭ（電気的に消去可能プログラム可能なリードオンリメモリ）、フラッシュメモリ装置
等の半導体メモリ装置、内部ハードディスク及び着脱自在なディスク等の磁気ディスク、
磁気・光学ディスク、ＣＤ－ＲＯＭディスクを包含する全ての形態の非揮発性メモリを包
含する。前述したもののいずれも、ＡＳＩＣ（応用特定集積回路）により補充するか、又
はその中に組込むことが可能である。
【０１３９】
本発明を特定の実施例について説明した。その他の実施例は特許請求の範囲内のものであ
る。例えば、本発明のオペレーション即ち動作は、異なる順番で実施することが可能であ
り尚且つ所望の結果を達成することが可能である。そのオペレーションはサブスクリプシ
ョンビジネスモデルを使用してホスト型サービスとして提供することが可能であり、且つ
インターネットを介して使用可能な通常使用可能なシステムインフラストラクチャと統合
させることが可能である。文書バージョン制御技術をピアツーピアシステム及び技術を使
用して実現することが可能である。更に、文書に対するパミッション即ち許可の組を異な
るワークフローが与えられる文書コンテントに関して種々のアクションをカバーすべく拡
張させることが可能である（例えば、ある人のみが１つの文書、又は１つの文書の一部に
署名することを可能とさせる許可、及び／又は誰が電子形態の異なるセクションを書込み
及び／又は見ることが可能であるかを制御する許可）。
【０１４０】
更に、ポリシーアップデートを常に同期させるか必ずしもその他のＡＣＬを同期させるも
のではないことに対する代替は、システム内のどのＡＣＬが変化したかに関する情報を提
供することを関与させることが可能である。同期オペレーションは高及び低優先度オペレ
ーションへ分割することが可能である。高優先度同期はバックグラウンドにおいてより頻
繁に発生することが可能であり、且ついつ情報が変化したかの表示を与える。例えば、ど
のアクセス制御リスト及びポリシーがそのクライアントの最後の同期以来変化したかの表
示である。低優先度同期オペレーションはどのようにして情報が変化したかを必要とする
場合がある。例えば、このことは、変化したシステム内の全ての文書に対するオフライン
アクセス情報を包含する。どのようにしてアクセス制御情報が変化をしたかを同期させる
ことは、何が変化したかの要約よりも通常より資源集約的である。文書に対するアクセス
制御が修正され且つクライアントが修正に気が付いているが低優先度同期を実施していな
い場合には、システムは保守的なものとすることが可能であり且つ低優先度同期が行われ
るまでインプリメンテーションがその文書へのアクセスを阻止することが可能である。
【０１４１】
以上、本発明の具体的実施の態様について詳細に説明したが、本発明は、これら具体例に
のみ制限されるべきものではなく、本発明の技術的範囲を逸脱することなしに種々の変形
が可能であることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【０１４２】
【図１】文書制御システムに対する動作環境を例示したブロック図。
【図２】例示的な文書制御サーバーを例示したブロック図。
【図３】認証システムにおけるワークフローを例示したブロック図。
【図４】サーバーにより使用される認証技術を例示したフローチャート。
【図５】文書制御システムにおけるワークフローを例示したブロック図。
【図６】許可・ブローカーサーバーにより使用される文書制御技術を例示したフローチャ
ート。
【図７】文書レポジトリーと統合された文書制御システムにおけるワークフローを例示し
たブロック図。
【図８】電子メールクライアントと統合された文書制御システムにおけるワークフローを
例示したブロック図。
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【図９】図２の例に対応する文書制御サーバーを例示したブロック図。
【図１０】図９からのサーバーの例示的な詳細を例示したブロック図。
【図１１】文書制御システムにおいて使用することが可能なオフライン文書アクセスモデ
ルを例示したブロック図。
【図１２】サーバーにより実施される同期オペレーションを例示したフローチャート。
【図１３】クライアントにより実施される同期オペレーションを例示したフローチャート
。
【図１４】セキュア即ち確保された文書のコンポーネントを例示したブロック図。
【図１５】サーバーにより使用される文書情報デリバリ技術を例示したフローチャート。
【図１６】文書制御システムにおけるワークフローを例示したブロック図。
【図１７】クライアントにより使用される文書情報受取技術を例示したフローチャート。
【図１８】図９の文書制御サーバーにおける文書セキュアリングワークフローを例示した
ブロック図。
【図１９】図９の文書制御サーバーにおけるサーバー側アクセス制御リスト評価ワークフ
ローを例示したブロック図。
【図２０】図９の文書制御サーバーにおけるオンライン文書ビューイングワークフローを
例示したブロック図。
【図２１】図９の文書制御サーバーにおける失効ワークフローを例示したブロック図。
【図２２】図９の文書制御サーバーにおける監査イベント検索ワークフローを例示したブ
ロック図。
【図２３】複数文書制御サーバーを具備する文書制御システムを例示したブロック図。
【符号の説明】
【０１４３】
１００ ネットワーク
１１０ クライアント
１２０ サーバー
１３０ エンタプライズシステム
２００ 文書制御サーバー
２１０ サーバーコア
２２０，２３０ コンフィギュレーション及びロギングコンポーネント
２４０ 内部サービスコンポーネント
２５０ メッソド
２６０ 外部サービスプロバイダー
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