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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを連合させるための方法であって、エッジプロキシサーバが、
　該エッジプロキシサーバあてのフェデレーションモードの指示を受け取るステップであ
って、該フェデレーションモードが、指定されたエンティティのセットとメッセージを交
換するように該エッジプロキシサーバが構成される直接フェデレーションモード、及び、
有効な証明書を有するエンティティからのすべての着信メッセージを該エッジプロキシサ
ーバが受け入れることができる自動フェデレーションモードを含んでいる、ステップ、
　指示されたフェデレーションモードが前記直接フェデレーションモードである場合に、
　管理者によって指定された許可されるべきエンティティを含むリストである、認可され
たエンティティの指示を受け取るステップ、
　メッセージを受信するステップ、
　該メッセージが認証されたエンティティによって送信されたことを、前記指示されたフ
ェデレーションモードに基づいて確認するステップ、並びに、
　該エンティティが認証されているかどうか及び前記指示されたフェデレーションモード
に基づいて、前記メッセージを扱うステップ
を実行し、
　該扱うステップが、
　許可され且つ認証されたエンティティによって前記メッセージが送信されたことを確認
した後に、該メッセージに関する次のホップを特定するステップ、
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　該メッセージを該次のホップに転送するステップ、
　前記指示されたフェデレーションモードが前記自動フェデレーションモードである場合
に、前記メッセージのヘッダフィールドに示された証明書が、取り消された証明書のリス
ト中に現れるかどうかを判定するステップ、
　前記メッセージが着信メッセージである場合に、該メッセージの送信者に関して示され
るユニフォームリソースアイデンティファイアが該メッセージの送信元のドメインとマッ
チすることを確認するステップ、並びに、
　前記メッセージが送信メッセージである場合に、ドメインネームサービスにクエリを行
うステップ
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、
　前記フェデレーションモードがクリアリングハウスフェデレーションモードをさらに含
み、前記エッジプロキシサーバがさらに、
　前記クリアリングハウスフェデレーションモードが指示された場合に、メッセージを受
信するステップと、
　該受信されたメッセージを該メッセージ中で指定された受信者に転送するステップと、
　前記受信されたメッセージの送信者と前記受信されたメッセージの受信者の間で直接に
セッションを確立するステップと
を実行することを特徴とする方法。
【請求項３】
　ネットワークを連合させるためのエッジプロキシサーバシステムであって、
　エッジプロキシサーバあてのフェデレーションモードの指示を受け取る手段であって、
該フェデレーションモードが、指定されたエンティティのセットとメッセージを交換する
ように該エッジプロキシサーバが構成される直接フェデレーションモード、及び、有効な
証明書を有するエンティティからのすべての着信メッセージを該エッジプロキシサーバが
受け入れることができる自動フェデレーションモードを含んでいる、手段、
　メッセージを受信する手段、
　該メッセージが認証されたエンティティによって送信されたことを、前記指示されたフ
ェデレーションモードに基づいて確認する手段、
　該エンティティが認証されているかどうか及び前記指示されたフェデレーションモード
に基づいて、前記メッセージを扱う手段、
　前記直接フェデレーションモードが前記指示されたフェデレーションモードである場合
に、前記直接フェデレーションモードを試みて、管理者によって指定された許可されるべ
きエンティティを含むリストである、認可されたエンティティの指示を受け取る手段、並
びに、
　該受信されたメッセージが認証されたエンティティによって送信されたことを確認する
手段
を備え、
　前記扱う手段が、許可され且つ認証されたエンティティによって前記メッセージが送信
されたことを確認した後に、該メッセージに関する次のホップを特定し、及び、該メッセ
ージを該次のホップに転送し、さらに、
　前記受信されたメッセージのヘッダフィールドに示された証明書が取り消された証明書
のリスト中に現れない場合に前記自動フェデレーションモードを試みて、前記受信された
メッセージが着信メッセージである場合に、該メッセージの送信者に関して示されるユニ
フォームリソースアイデンティファイアが、該メッセージの送信元のドメインとマッチす
ることを確認し、及び、前記受信されたメッセージが送信メッセージである場合に、ドメ
インネームサービスにクエリを行う手段
を備えることを特徴とするエッジプロキシサーバシステム。
【請求項４】
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　請求項３に記載のエッジプロキシサーバシステムにおいて、
　前記フェデレーションモードはクリアリングハウスフェデレーションモードをさらに含
み、
　前記クリアリングハウスフェデレーションモードが選択されたときに、メッセージを受
信する手段と、
　該受信されたメッセージを該メッセージ中で指定された受信者に転送する手段と、
　前記受信されたメッセージの送信者と前記受信されたメッセージの受信者の間で直接に
セッションを確立する手段と
をさらに備えることを特徴とするエッジプロキシサーバシステム。
【請求項５】
　コンピュータが実行可能な命令をコンピュータにより読み取り可能に記憶した記憶媒体
において、
　前記命令が前記コンピュータに請求項１または２に記載の方法を実行させることを特徴
とする記憶媒体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　ここで説明する技術は、全体としてはデータ通信網に関する。より詳細には、データ通
信網のセキュアな連合（secure federation）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　アプリケーションは、ときとして、コンピューティングデバイス間でセッションを確立
し、管理する必要がある。セッションは、ある期間にわたって行われるコンピューティン
グデバイス間の対話のセットである。一例として、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＭＥＳＳＥＮＧ
ＥＲ（登録商標）または「ボイスオーバーインターネットプロトコル」であるＶｏＩＰな
どのリアルタイム通信アプリケーションは、ユーザのために通信デバイス間でセッション
を確立する。これらのアプリケーションは、「セッション開始プロトコル」である「ＳＩ
Ｐ」などの様々な機構を使用して、セッションを確立することができる。ＳＩＰは、デバ
イスが、互いを検出し、デバイス間でセッションを確立し、変更し、終了するのに使用す
ることができるアプリケーションレイヤ制御プロトコルである。ＳＩＰは、インターネッ
ト提案標準（internet proposed standard）である。ＳＩＰの仕様である「ＲＦＣ３２６
１」は、非特許文献１より入手可能である。イベント通知に関連するＳＩＰの拡張に関す
る仕様である「ＲＦＣ３２６５」は、非特許文献２より入手可能である。ＳＩＰサーバを
探し出すことに関する仕様である「ＲＦＣ３２６３」は、非特許文献３より入手可能であ
る。以上の仕様の３つすべては、参照により全体が本明細書に組み込まれている。
【０００３】
　アプリケーションは、ＳＩＰを別のプロトコルとともに使用して、情報を送受信するこ
とができる。一例として、アプリケーションは、セッション中にリアルタイムデータを転
送するために「リアルタイムトランスポートプロトコル」であるＲＴＰとともにＳＩＰを
使用することができる。他のプロトコルとともにＳＩＰを使用することにより、アプリケ
ーションは、セッションを作成し、管理し、セッション中に情報を交換することができる
。情報を交換するためにＳＩＰとともに使用されるプロトコルは、情報をメッセージにセ
グメント化することがある。一例として、ＶｏＩＰアプリケーションは、長いナレーショ
ン（narration）をより短いメッセージにセグメント化することができる。セッション中
にメッセージを交換することは「ダイアログ」と呼ばれる。ＳＩＰは、一般に使用される
トランスポートレイヤプロトコルおよびネットワークレイヤプロトコルであるＴＣＰ／Ｉ
Ｐ（伝送制御プロトコル／インターネットプロトコル）などの、より低レベルの通信レイ
ヤを使用して、ダイアログのメッセージを転送することができる。
【０００４】
　ＳＩＰネットワークは、クライアントとして、サーバとして、または両方としてダイア
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ログに参加することができるエンティティを含む。ＳＩＰは、次の４つのタイプのエンテ
ィティ、すなわち、ユーザエージェント、プロキシサーバ、リダイレクト（redirect）サ
ーバ、およびレジストラ（registrar）をサポートする。ユーザエージェントは、他のＳ
ＩＰエンティティとメッセージを交換することにより、セッションの開始および終了を行
う。ユーザエージェントは、一般に、ＳＩＰ要求（例えば、セッションを開始する）を開
始するデバイスであるユーザエージェントクライアント、または、一般に、ＳＩＰ要求を
受信し、そのような要求に応答するデバイスであるユーザエージェントサーバとすること
ができる。一例として、「ＩＰ電話」、パーソナルデジタルアシスタント、および他の任
意のタイプのコンピューティングデバイスは、ユーザエージェントとすることができる。
デバイスは、あるダイアログではユーザエージェントクライアントとし、別のダイアログ
ではユーザエージェントサーバとすることができ、あるいはダイアログ中で役割を変更す
ることができる。プロキシサーバは、クライアント(複数)に対しサーバとして動作し、サ
ーバ(複数)に対してはクライアントとして動作するエンティティである。このように動作
する際、プロキシサーバは、クライアントとサーバ間でメッセージの代行受信、解釈また
は転送を行う。プロキシサーバは、例えば、メッセージの送信者および受信者を検証する
ことにより、ネットワークセキュリティに貢献する。リダイレクトサーバは、ＳＩＰ要求
を受け入れ、ＳＩＰ応答を生成して、要求を送信したクライアントに代替のネットワーク
リソースと接触するように指示する。一例として、リダイレクトサーバは、幾つかのデバ
イスのいずれにおいて特定のユーザが現在、応対可能かを示すことができる。レジストラ
は、ＳＩＰクライアント(複数)から登録情報を受け入れ、ロケーションサービス、または
その他のエンティティに受け取られた登録情報を知らせるサーバである。
【０００５】
　ＳＩＰは次の２つのメッセージタイプをサポートする。クライアントからサーバに送信
される要求、および、一般に、要求に応答する際にサーバからクライアントに送信される
応答である。ＳＩＰメッセージは３つの部分を含む。ＳＩＰメッセージの第１の部分は、
メッセージタイプを示すフィールド、およびプロトコルバージョンを示すフィールドを含
む「開始行」である。ＳＩＰメッセージの第２の部分は、値が名前－値のペアとして表さ
れるヘッダフィールド(複数)を含む。ＳＩＰメッセージの第３の部分は、開始されるべき
セッションを記述する、またはセッションに関連するデータを含むのに使用されるメッセ
ージの本文である。メッセージ本文は、要求中または応答中に現れることができる。
【０００６】
　ＳＩＰメッセージは、ＳＩＰメッセージのヘッダフィールド(複数)の内容に基づいてル
ーティングされる。適正には、ＳＩＰ要求は少なくとも次の６つのヘッダフィールドを含
まなければならない。すなわち、Ｔｏフィールド、Ｆｒｏｍフィールド、ＣＳｅｑフィー
ルド、Ｃａｌｌ－ＩＤフィールド、Ｍａｘ－Ｆｏｒｗａｒｄｓフィールド、Ｖｉａフィー
ルドである。Ｔｏヘッダフィールドは要求の受信者の論理的ＩＤを示す。Ｆｒｏｍヘッダ
フィールドは要求の開始者の論理的ＩＤを示す。Ｍａｘ－Ｆｏｒｗａｒｄｓヘッダフィー
ルドは、要求の宛先に着信するまでに要求が行うことができるホップの回数を示す。一例
として、デバイスＡからのメッセージが宛先デバイスＣに着信する前にデバイスＢを通過
する場合、そのメッセージは２回のホップ（例えば、デバイスＢおよびＣ）を行ったとい
う言い方をされる。Ｖｉａヘッダフィールドは、それまでに要求が辿ってきたパス（例え
ば、要求が通過してきたデバイスのネットワークアドレスのシーケンス）を示し、応答を
ルーティングする際に辿るべきパスを示す。ヘッダは、将来の要求および応答が示された
デバイス経由でルーティングされるべきことを示すのに使用されるＲｅｃｏｒｄ－Ｒｏｕ
ｔｅフィールド(複数)も含むことができる。ネットワークデバイス(複数)は、ダイアログ
の中の後続のメッセージが指定されたデバイスを介してルーティングされるように強制し
ようとして、ＳＩＰメッセージを転送する際にデバイス(複数)を指定するＲｅｃｏｒｄ－
Ｒｏｕｔｅヘッダフィールド(複数)を挿入することができる。Ｒｅｃｏｒｄ－Ｒｏｕｔｅ
ヘッダフィールドは、デバイスおよびパラメータに関する識別子（例えば、ネットワーク
アドレス）を含むことができる。以上、およびその他のヘッダフィールド(複数)は、前述
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したＳＩＰ仕様書中で説明されている。
【０００７】
　幾つかの組織(organizations)がそれぞれ、ＳＩＰサーバ(複数)をネットワークリソー
スとして提供することができる。それらの組織は、それらの組織のネットワークの外部か
ら、例えば、インターネットから、または他の組織からのＳＩＰクライアント(複数)およ
びＳＩＰサーバ(複数)が、それらの組織のＳＩＰサーバ(複数)に接続して、メッセージを
交換できるようにすることができる。組織は、組織のＳＩＰサーバに関する証明書を信頼
されるエンティティから獲得して、組織のＳＩＰサーバが送信するメッセージを他の組織
が認証できるようにすることができる。ＳＩＰサーバは、「ＴＬＳ」（トランスポートレ
イヤセキュリティ）などのプロトコルを使用して、その証明書の指示をＳＩＰサーバが送
信するメッセージに追加することができる。
【０００８】
　組織は、組織のＳＩＰサーバ(複数)またはＳＩＰネットワーク(複数)を連合させる（fe
derate）ことを所望することがある。組織のＳＩＰサーバ(複数)またはＳＩＰネットワー
ク(複数)を連合させることにより、組織は、組織のネットワーク(複数)の参加者が、その
連合（federation）内の他の信頼される組織のＳＩＰサーバ(複数)と通信できるようにす
る。一例として、組織は、アプリケーションレベル「ＶＰＮ」（仮想プライベートネット
ワーク）をセットアップして、組織によって実行されているアプリケーション(複数)が、
別の組織のネットワークに位置しているであろうＳＩＰサーバ(複数)とセキュアに通信で
きるようにすることを所望することがある。ＳＩＰサーバ(複数)の管理者らが、管理者ら
のＳＩＰサーバ(複数)をセキュアに連合させることができるようにする有効なアプローチ
は、重要な有用性を有する。
【０００９】
【非特許文献１】ＲＦＣ３２６１，＜http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt＞
【非特許文献２】ＲＦＣ３２６５，＜http://www.ietf.org/rfc/rfc3265.txt＞
【非特許文献３】ＲＦＣ３２６３，＜http://www.ietf.org/rfc/rfc3263.txt＞
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　従来、データ通信網のセキュアな連合のための技術が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　データ通信網のセキュアな連合のための技術を提供する。この技術は、エッジプロキシ
サーバを使用して、フェデレーションモードに依存してメッセージをルーティングする。
直接フェデレーションモード（Direct federation mode）では、ネットワークのエッジプ
ロキシサーバは、メッセージを、他のネットワーク(複数)、サーバ(複数)、デバイス(複
数)、またはユーザ(複数)などの指定されたエンティティのセットと交換するように構成
される。自動フェデレーションモード（Automatic federation mode）では、エッジプロ
キシサーバは、有効な証明書を有するエンティティからのすべての着信メッセージを受け
入れることができる。クリアリングハウスフェデレーションモード（Clearinghouse fede
ration mode）では、エッジプロキシサーバは、すべての送信メッセージを、指定された
信頼されるクリアリングハウスサーバに転送する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　一実施形態では、データ通信網のセキュアな連合のための技術が提供される。この技術
は、エッジプロキシサーバを使用して、フェデレーションモードに依存してメッセージを
ルーティングする。エッジプロキシサーバは、エッジプロキシサーバのネットワーク「外
部の」コンピューティングデバイスが、エッジプロキシサーバを介してエッジプロキシサ
ーバのネットワーク「内部の」コンピューティングデバイスと通信するように、また同様
にその逆を行うように、２つのネットワーク（例えば、イントラネットとインターネット
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、または２つのイントラネット）間にまたがるネットワークリソースである。エッジプロ
キシサーバは、エッジプロキシサーバのネットワークの両側のコンピューティングデバイ
ス間における仲介役として動作する。そのように動作する際、エッジプロキシサーバは、
クライアントやサーバなどのエンティティ間で、メッセージの代行受信、解釈、または転
送を行う。管理者は、ダイレクトモード、オートモード、またはクリアリングハウスモー
ドを含む幾つかのフェデレーションモードの１つまたは複数において、エッジプロキシサ
ーバを有するデータ通信網を連合させることを選択することができる。管理者は、エッジ
プロキシサーバのネットワーク外部のコンピューティングデバイスのユーザによるエッジ
プロキシサーバのネットワーク内部のコンピューティングデバイスへのアクセスを許す、
または拒否することを選択することもできる。
【００１３】
　直接フェデレーションモードでは、ネットワークのエッジプロキシサーバは、メッセー
ジを、他のネットワーク(複数)、サーバ(複数)、デバイス(複数)、またはユーザ(複数)な
どの指定されたエンティティのセットと交換するように構成される。ネットワーク管理者
は、エッジプロキシサーバがメッセージを交換することが許可される相手である、サーバ
またはドメインなどの許可されたエンティティを指定することができる。管理者は、「Ｕ
ＲＩ」（ユニフォームリソースアイデンティファイア）を使用して、それらのエンティテ
ィを指定することができる。一例として、管理者は、管理者のエッジプロキシサーバ「ｅ
ｄｇｅ．ｐａｒｔｎｅｒａ．ｃｏｍ」を介するダイレクトフェデエレーションに関してパ
ートナー（「ＰａｒｔｎｅｒＡ」）を許可するように示し、ＰａｒｔｎｅｒＡにドメイン
「ｐａｒｔｎｅｒａ．ｃｏｍ」に関してだけ責任および許可を与えることができる。この
構成は、「ｅｄｇｅ．ｐａｒｔｎｅｒａ．ｃｏｍ」が、接続し、「＜任意のユーザ＞＠ｐ
ａｒｔｎｅｒａ．ｃｏｍ」のパターンとマッチするＵＲＩを有する任意のユーザに関する
メッセージを送信、または受信することを許可する。エッジプロキシサーバは、例えば、
証明書、共有鍵、秘密で交換される公開鍵／秘密鍵ペア、Ｋｅｒｂｅｒｏｓ、またはその
他の資格証明書ベースの認証を含む、様々な認証モデルを使用して、エッジプロキシサー
バのネットワーク外部のコンピューティングデバイス(複数)を認証することもできる。エ
ッジプロキシサーバによって使用される認証モデルを選択する管理者は、「ＤＮＳ」（ド
メインネームサービス）以外の認証が使用されてはならないことを示すこともできる。こ
の認証は、接続が確立された際に受け取られた、または着信メッセージのヘッダフィール
ドの中で現れる証明書が、取り消された証明書のリスト中に現れるかどうかを判定するこ
とを含むことができる。証明書が使用される場合、取り消された証明書のこのリストは、
ときどき、自動的に、または手動で更新されることができる。許可されたエンティティを
認証することは、許可されたエンティティが有効な（例えば、認証済みの）接続上でメッ
セージを送信したかどうかを判定することも含むことができる。認証検査および許可検査
が完了すると、エッジプロキシサーバは、認証されていない、または許可されていないエ
ンティティからの、またはそのようなエンティティへのすべてのメッセージを無視するこ
とができる。メッセージが許可されたエンティティ（認証済みであることも可能な）から
着信すると、エッジプロキシサーバは、そのメッセージを送信したエンティティ、または
そのメッセージの受信者であるエンティティが、「拒否リスト」の中に現れるかどうかを
検査することができる。一例として、「Ｘ．ＣＯＭ」は、許可されたエンティティである
が、「ＪＯＥ＠Ｘ．ＣＯＭ」は拒否リストの中にある可能性がある。そのようなケースで
は、「ＳＡＬＬＹ＠Ｘ．ＣＯＭ」からのメッセージは受け入れられるが、「ＪＯＥ＠Ｘ．
ＣＯＭ」からのメッセージは無視される。次に、エッジプロキシサーバは、無視されなか
ったメッセージを適切な「次のホップ（next hop）」に転送することができる。次のホッ
プは、そのメッセージが次にルーティングされるコンピューティングデバイスである。エ
ッジプロキシサーバは、メッセージのヘッダフィールド(複数)の内容に基づいて、次のホ
ップの管理者構成により、またはそのメッセージの受信に関連する登録サーバなどの別の
サーバにクエリを行うことにより、そのメッセージに関する次のホップを特定する。この
ため、直接フェデレーションモードでは、メッセージは管理者によって許可されるように
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指示されたエンティティとだけ交換されることがあり、認証されることができる。
【００１４】
　自動フェデレーションモードでは、エッジプロキシサーバは、エッジプロキシサーバの
管理者によって容認できると示された形で自らを認証することができるエンティティから
のすべての着信メッセージを受け入れることができる。エッジプロキシサーバは、例えば
、証明書、共有鍵、秘密で交換される公開鍵／秘密鍵ペア、Ｋｅｒｂｅｒｏｓ、またはそ
の他の資格証明書ベースの認証を含む、様々な認証モデルを使用して、エッジプロキシサ
ーバのネットワーク外部のコンピューティングデバイス(複数)を認証することができる。
一例として、エンティティは、メッセージをエッジプロキシサーバに送信する際、すべて
のメッセージに証明書を追加すること、または接続に関連する証明書を提供することによ
り、自らをエッジプロキシサーバに対して認証することができる。認証済みの接続上でメ
ッセージを受信すると、エッジプロキシサーバは、その証明書に基づいてメッセージを受
け入れることを選択することができる。これとは別に、メッセージは、認証されていない
接続上のメッセージを認証する証明書を含むこともできる。認証は、例えば、メッセージ
の中で示された証明書が、取り消された証明書のリストの中で現れるかどうかを判定する
ことによって証明書を検証することを含むことができ、これは、メッセージまたは接続を
無効にする指示とすることができる。この取り消された証明書のリストは、ときどき、自
動的に、または手動で更新される。エッジプロキシサーバは、メッセージの送信者に関し
て示されたＵＲＩが、メッセージを実際に送信したドメイン（送信側エンティティを認証
するのに使用される証明書で識別される）とマッチすることを検証することができる。エ
ッジプロキシサーバは、エッジプロキシサーバのネットワーク内部のコンピューティング
デバイスから送信メッセージを受信すると、ＤＮＳのクエリサービスである「ＳＲＶ」を
使用して、宛先サーバがどのようなサービスを提供するかを知ることができる。この機構
は、合わせて「ＤＮＳ－ＳＲＶ」と呼ばれる。次に、エッジプロキシサーバは、宛先サー
バが相互認証トランスポートレイヤセキュリティ（Mutually authenticated Transport L
ayer Security）である「ＭＴＬＳ」を提供する場合、ＭＴＬＳを使用して、宛先サーバ
に対してセキュリアなセッションを要求することができる。自動フェデレーションモード
は、そこからのメッセージが拒否される、またはそこにメッセージが送信されないことが
可能なエンティティを含む拒否リストも有することができる。このため、自動フェデレー
ションモードでは、エッジプロキシサーバは、メッセージが実際に受信されるか、または
送信されるまで、その連合（federation）の他のネットワーク(複数)またはサーバ(複数)
について知る必要がない。
【００１５】
　クリアリングハウスフェデレーションモードでは、エッジプロキシサーバは、すべての
送信メッセージを、指定された信頼されるクリアリングハウスサーバに転送する。クリア
リングハウスサーバは、クリアリングハウスサーバが受信するメッセージを、メッセージ
の中で指定された受信者に転送することができる。一実施形態では、クリアリングハウス
サーバは、セッションの中で接続されたコンピューティングデバイス間でメッセージをル
ーティングすることを続ける。一実施形態では、メッセージの受信者は、セッションの中
の後続のメッセージに関してクリアリングハウスを迂回して、送信者に対して直接にセッ
ションを確立することができる。クリアリングハウスを使用することにより、エッジプロ
キシサーバは、その連合（federation）の他のネットワーク(複数)またはサーバ(複数)に
ついて知る必要がなく、信頼されるクリアリングハウスサーバについてだけ知っていれば
よい。ある連合のネットワーク(複数)またはサーバ(複数)は、クリアリングハウスによっ
てメッセージが転送されたすべてのエンティティを黙示的に信頼することができる。ただ
し、自動フェデレーションモードおよび直接フェデレーションモードと同様に、クリアリ
ングハウスフェデレーションモードは、そこからのメッセージが拒否されるエンティティ
を含む拒否リストも有することができる。クリアリングハウスフェデレーションモードで
は、エッジプロキシサーバは、そのメッセージ交換を円滑にする管理されたクリアリング
ハウスの使用を介して、最小限の構成で多数のネットワークとメッセージを交換するよう
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に容易に構成することができる。
【００１６】
　クリアリングハウスフェデレーションモードの代替の実施形態では、クリアリングハウ
スサーバは、いずれのドメインにクリアリングハウスサーバがメッセージを転送すること
ができるかを示すことができる。この指示（indication）により、クリアリングハウスサ
ーバのサブセットが管理者のエッジプロキシサーバ(複数)にメッセージを転送するのを管
理者が許可することができるようになる。
【００１７】
　複数のフェデレーションモードを、様々な「ハイブリッド」フェデレーションモードに
おいて同時に使用することもできる。一例として、幾つかの直接フェデレーションモード
のパートナーが構成されている場合でも、オートフェデエレーションを使用することがで
きる。エッジプロキシサーバは、エッジプロキシサーバが対話する相手のエンティティを
、管理者が後に改良してエントリを追加する、または削除することができる許可リストに
動的に追加することにより、追加のエンティティを自動的に許可することもできる。クリ
アリングハウスフェデレーションモードを直接フェデレーションモードと一緒に使用する
こともできる。この構成では、エッジプロキシサーバは、許可されたエンティティと直接
にメッセージを交換することができ、クリアリングハウスサーバを使用して他のエンティ
ティを認証することができる。既知のエンティティを指定し、より大きいセットのエンテ
ィティとのメッセージ交換も可能にすることにより、システムは、管理者側の相当な手作
業を要求することなしに、大きいセットのエンティティとの通信が可能になる。
【００１８】
　次に図を参照すると、図１は、データ通信網をセキュアに連合させる（federating dat
a communications networks securely）ためのシステムの実施形態を示すブロック図であ
る。このシステムは、１つまたは複数のクライアント１０２、１つまたは複数のネットワ
ーク１０４、並びにインターネットなどのクライアント(複数)およびネットワーク(複数)
１１４を接続するネットワークを有することができる。クライアント(複数)は、ネットワ
ーク接続１０８を介してインターネットに接続することができる。ネットワーク(複数)１
０４は、様々な形態のデータ通信リンク１１０を使用してインターネットに接続すること
ができる。クライアント(複数)は、例えば、コンピュータ(複数)、携帯電話(複数)、また
はインターネットに接続された他のデバイス(複数)であって良い。ネットワーク(複数)は
、例えば、イントラネット(複数)とすることができる。クライアント(複数)は、専用デー
タ通信リンク１１２を使用してネットワーク(複数)に直接に接続することもできる。同様
に、ネットワーク(複数)も、専用データ通信リンク１１２を使用して他のネットワーク(
複数)に直接に接続することができる。システムは、データ通信リンク１１８を介してイ
ンターネットに接続されたクリアリングハウス１１６も有することができる。インターネ
ットは、他の様々なコンピューティングデバイス（図示せず）にも接続することができる
。本明細書で説明する接続は、物理的とすることが可能であり、ワイアレスとすることが
可能であり、実際、任意の形態のデータ通信網接続とすることができる。
【００１９】
　図２は、図１のネットワークの実施形態を示すブロック図である。ネットワーク２００
は、１つまたは複数のクライアント２０２、サーバ２０４、ディレクトリサーバ２０６、
ダイレクタ（director）２０８、ＤＮＳ２１０、およびエッジプロキシサーバ２１２を含
む。ネットワークは、その他のデバイス(複数)（図示せず）も含むことができる。ネット
ワークの図示したデバイス(複数)（および図示していないデバイス(複数)）は、ネットワ
ーク２００に関連するデータ通信網を介して互いに接続することができる。クライアント
(複数)２０２およびサーバ２０４は、ＳＩＰメッセージを交換することを含め、様々な活
動を実行することができる。ディレクトリサービス２０６は、デバイス(複数)、ユーザ(
複数)、およびその他のネットワークリソース(複数)に関するロケーションサービスを提
供することができる。一例として、ディレクトリサービスは、ＡＣＴＩＶＥ　ＤＩＲＥＣ
ＴＯＲＹサービスとすることができる。ダイレクタ２０８は、例えば、クライアント(複
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数)をクライアント(複数)が関連するサーバに、またはサーバのプールにリダイレクトす
ること、ネットワークトラフィックのログをとること、およびネットワークの一部ではな
いコンピューティングデバイスからネットワークに接続するユーザ(複数)を認証すること
を含め、様々なサーバ関連機能を実行する。ＤＮＳは、ネットワークリソース名（例えば
、デバイス名）をネットワークロケーション（例えば、ＩＰアドレス）にマップするデー
タベースを有する。ネットワークのデバイス(複数)は、ＤＮＳを使用して、「フレンドリ
な」デバイス名を、そのデバイスがメッセージをルーティングするのに使用することがで
きるネットワークアドレスに帰着（resolve）することができる。エッジプロキシサーバ
２１２は、ネットワーク２００（「内部」ネットワーク）と「外部」ネットワーク、例え
ば、インターネット（図示せず）の両方に接続される。クライアントがサーバに対するセ
ッションを開くことを所望する場合、エッジプロキシサーバは、例えば、セッションが開
かれるべきかどうか、およびいずれの通信リンクが使用されるべきかを判定することがで
きる。
【００２０】
　図３は、図２のエッジプロキシサーバに関連するコンポーネント(複数)の実施形態を示
すブロック図である。コンポーネント(複数)は、トランスポートコンポーネント３０２、
ＤＮＳ－ＳＲＶコンポーネント３０４、ルーティングコンポーネント３０６、およびリス
トコンポーネント３０８を含む。エッジプロキシサーバは、着信メッセージ（すなわち、
「外部」ネットワークから着信するメッセージ）を受信し、送信メッセージ（すなわち、
「外部」ネットワークに向かうメッセージ）を転送する。エッジプロキシサーバは、メッ
セージに関連する様々な操作を実行した後、着信メッセージまたは送信メッセージを次の
ホップ（すなわち、メッセージが次にルーティングされるデバイス）に転送する。これら
の操作には、メッセージが、メッセージヘッダフィールド中に示されたサーバから受信さ
れたかどうかを確認すること、メッセージの送信者が、エッジプロキシサーバのネットワ
ークにメッセージを送信することを許可されているかどうかを判定すること、いずれのデ
バイスにメッセージが次にルーティングされるべきかを判定することが含まれ得る。これ
らの操作は、トランスポートコンポーネント３０２、ルーティングコンポーネント３０６
、ドメインネームサービスクエリサービスコンポーネント３０４、リストコンポーネント
３０８などの、ネットワークの様々なコンポーネント、およびエッジプロキシサーバによ
って、またはそれらを使用して実行される。
【００２１】
　トランスポートコンポーネント３０２は、エッジプロキシサーバがメッセージを交換す
る相手のコンピューティングデバイス(複数)に対してセッションを確立する。一例として
、トランスポートコンポーネントは、メッセージをネットワークに送り込むコンピューテ
ィングデバイスに対してＭＴＬＳ接続を確立することができる。トランスポートコンポー
ネントは、例えば、エッジプロキシサーバが指定された機能を実行するのを妨げようとす
る、悪意のあるユーザまたはデバイスによる試みである「ＤｏＳ攻撃」から、エッジプロ
キシサーバを保護しようと努めて、トランスポートコンポーネントが他のコンピューティ
ングデバイス(複数)に対して確立するセッション数、または接続数を制御することもでき
る。トランスポートコンポーネントは、ネットワーク外部のデバイスからのメッセージ中
に現れる、またはネットワーク外部のデバイスに対して接続を確立する際に受け取られた
証明書が、無効な証明書のリストに現れないことを確認することもできる。トランスポー
トコンポーネントは、システムがネットワーク外部のデバイス(複数)に転送する、または
そのようなデバイス(複数)に対して接続を確立するメッセージに独自の証明書を追加する
こともできる。
【００２２】
　ルーティングコンポーネント３０６は、着信メッセージおよび送信メッセージが、メッ
セージのヘッダフィールド(複数)の内容に基づいて転送されるべきかどうかを判定する。
ルーティングコンポーネントは、メッセージの送信者のＵＲＩが、メッセージのヘッダに
含まれる認証情報、およびその他の情報とマッチするかどうかを判定することにより、着
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信メッセージを検証する。エッジプロキシサーバが直接フェデレーションモードで動作し
ているか、自動フェデレーションモードで動作しているか、またはハイブリッドフェデレ
ーションモードで動作しているかに関わらず、ルーティングコンポーネントは、送信者ま
たは受信者のエンティティ（またはエンティティのドメイン）が、許可されたエンティテ
ィまたはドメインのリストに現れるかどうかを判定する。エッジプロキシサーバが自動フ
ェデレーションモード（または自動フェデレーションモードを含むハイブリッドフェデレ
ーションモード）で動作している場合、ルーティングコンポーネントは、ＵＲＩのドメイ
ンがメッセージのヘッダに含まれる他の情報とマッチするかどうかも判定する。
【００２３】
　ルーティングコンポーネントは、メッセージのヘッダフィールド(複数)の内容に基づき
、送信メッセージの検証も行う。直接フェデレーションモードで動作している場合、ルー
ティング機構は、送信メッセージに関して示されたドメインが許可されているかどうかを
判定する。そのドメインが許可されていない場合、ルーティングコンポーネントは、その
メッセージを無視するか、またはそのドメインが許可されていないことを示す応答メッセ
ージを戻す。自動フェデレーションモードで動作している場合、ルーティングコンポーネ
ントは、メッセージの中で示された宛先エンティティのドメインが許可されているかどう
かをまず確認する。そのドメインが許可されていない場合、メッセージは、ＤＮＳ－ＳＲ
Ｖコンポーネントに転送され、そのメッセージを転送することができるかどうか判定する
ことができる。メッセージは、ＤＮＳ－ＳＲＶコンポーネントが、そのメッセージを受信
する適切なエンティティを探し出すことができない場合は転送されないことができる。
【００２４】
　「ＤＮＳ－ＳＲＶ」（ドメインネームサービスクエリサービスコンポーネント）３０４
は、メッセージに関する宛先サーバ(複数)を特定する。このコンポーネントを送信メッセ
ージに関して使用して、メッセージをどのようにルーティングするかを特定することがで
きる。ＤＮＳ－ＳＲＶコンポーネントは、いずれのサーバにメッセージをルーティングす
るかをコンポーネントが特定することができない場合、メッセージを無視するか、または
失敗を示す応答メッセージを戻すことができる。メッセージがルーティングされるべき適
切なサーバを探し出すことができないことは、メッセージが、許可されていないサーバを
宛先としていることを示す可能性がある。ＤＮＳ－ＳＲＶコンポーネントは、ＤＮＳサー
バにクエリを行うことにより、そのメッセージをルーティングすることができるサーバの
セットを獲得する。ＤＮＳ－ＳＲＶコンポーネントは、トランスポートコンポーネントに
よって要求された場合、このクエリを実行して、例えば、ＵＲＩに基づいてメッセージに
関するサーバを示す。すると、トランスポートコンポーネントが、示されたサーバにメッ
セージを送信しようと試みる。トランスポートコンポーネントは、示されたサーバと接触
することができない場合、代替のサーバを提供するようにＤＮＳ－ＳＲＶコンポーネント
に要求することができる。このプロセスは、トランスポートコンポーネントが接触するこ
とができるサーバをＤＮＳ－ＳＲＶコンポーネントが明らかにするまで繰り返される。こ
れとは別に、ＤＮＳ－ＳＲＶコンポーネントは、サーバのリストをトランスポートコンポ
ーネントに提供し、トランスポートコンポーネントは、トランスポートコンポーネントが
接触することができるサーバを探し出すまで、独立にリストを反復処理する（iterate）
。ＤＮＳ－ＳＲＶコンポーネントは、エッジプロキシサーバが直接フェデレーションモー
ドで動作している場合は、以上のステップを実行しなくてもよいことがある。というのは
、サーバアドレスが明示的に示されることができるからである。
【００２５】
　リストコンポーネント３０８は、エッジプロキシがメッセージを交換する相手のエンテ
ィティの関連リスト（「受け入れリスト」）、およびエッジプロキシがメッセージを交換
しない相手のエンティティの関連リスト（「拒否リスト」）を有することができる。リス
トは、ハードディスクドライブ、ランダムアクセスメモリ、または接続されたファイルサ
ーバ（図示せず）などの、エッジプロキシサーバに関連する、または接続された記憶装置
に格納できる。一実施形態では、システムは、受け入れリスト（すなわち、許可済みのエ
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ンティティを含む）を調べてから、拒否リスト（すなわち、許可されていないエンティテ
ィを含む）を調べることができる。代替の実施形態では、システムは逆の順序でリストを
調べることができる。いずれのリストが先に調べられるかは、あるエンティティが両方の
リストに現れる場合、異なる結果をもたらす可能性がある。一例として、あるエンティテ
ィが両方のリストに現れ、拒否リストが先に調べられる場合、そのエンティティからのメ
ッセージは、そのエンティティが受け入れリストに後で追加された場合でも、受け入れら
れない可能性がある。
【００２６】
　リストは、探索をサポートする様々なスキームを使用して指定されたエンティティを含
むことができる。一例として、管理者が、完全修飾ドメイン名、ＩＰアドレス、ＤＮＲ－
ＳＲＶクエリ、並びにサーバまたはドメインを示す他の一般に使用される手段を使用して
、エンティティを指定することができる。リスト中の情報は、式（expression）を使用し
て示される。一例として、管理者は、「ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ（登録商標）．ＣＯＭ」で終
わるすべてのドメインが許可されることを示すことができる。リストコンポーネントが、
パターン探索機構を使用して、リストの中でエンティティを探索することができる。この
ようなパターンは、ワイルドカードを含むことができる。一例として、「＊．ＭＩＣＲＯ
ＳＯＦＴ（登録商標）．ＣＯＭ」を、「ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ（登録商標）．ＣＯＭ」で終
わるドメインへの、またはそのようなドメインからのすべてのメッセージが許可される指
示（indication）とすることができる。
【００２７】
　許可されたエンティティと許可されていないエンティティの組み合わせを使用して、ド
メイン内の特定のエンティティが、メッセージを送信する、または受信することができる
ようにすることができる。一例として、「＊．ｘ．ｃｏｍ」は、「ｘ．ｃｏｍ」で終わる
すべてのドメインが許可されていないが、「ｃｅｏ．ｘ．ｃｏｍ」は許されることができ
ることを示すことができる。このようなケースでは、ドメイン「ｘ．ｃｏｍ」を有するい
ずれのエンティティへの、またはそのようないずれのエンティティからのメッセージも、
「ｃｅｏ．ｘ．ｃｏｍ」への、または「ｃｅｏ．ｘ．ｃｏｍ」からのメッセージを除き、
すべて無視される。
【００２８】
　システムは、以上のコンポーネントを使用して、送信メッセージを様々な形でルーティ
ングするかどうか、またはどのようにルーティングするかを判定することができる。シス
テムは、メッセージを受信するエンティティが許可されたドメイン内にあるかどうかをま
ず判定することができる。エンティティが許可されていないドメイン内にある場合、シス
テムは、そのエンティティが許可されたエンティティのリストに現れるかどうかを判定す
ることができる。一例として、「Ｘ．ＣＯＭ」ドメインは、許可されていないが、「ＣＥ
Ｏ．Ｘ．ＣＯＭ」エンティティは、許可されていることができる。ドメインが許可されて
いないわけではなく（明示的に許可されていない）場合、システムは、ＤＮＳと接触して
、そのメッセージをどのようにルーティングするかを判定することができる。受信者に関
するＤＮＳエントリが存在しない場合、システムは、そのメッセージをルーティングする
ようにクリアリングハウスと接触することができる。これとは別に、システムは、メッセ
ージをどのようにルーティングするか（例えば、「既定の」経路）を独立に知っているこ
とが可能な信頼されるパーティにメッセージを送信することができる。
【００２９】
　エッジプロキシサーバは、メッセージをルーティングするための企業のビジネスモデル
に関連する許可論理を実施することもできる。一例として、エッジプロキシサーバは、一
部のユーザおよびデバイスがＳＩＰメッセージを交換できるようにするが、他のユーザお
よびデバイスがそうできるようにはしないように構成することができる。この許可論理は
、あらゆるフェデレーションモードを使用して、メッセージを許可し、ルーティングする
ことができる。別の例として、エッジプロキシサーバは、ダイレクトフェデレーションル
ーティングをまず試みることができる。それが失敗した場合、エッジプロキシサーバは、
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次にオートフェデレーションルーティングを試みることができる。これらのフェデレーシ
ョンルーティング機構のいずれも、メッセージが転送されることを可能にしなかった場合
、エッジプロキシサーバは、クリアリングハウスが「既定の」経路として示されるクリア
リングハウスフェデレーションモデルを使用することができる。
【００３０】
　図４は、別の連合させられたネットワーク上のデバイス(複数)と交換されるメッセージ
を扱うためにエッジプロキシサーバによって実行されるルーチンの実施形態を示す流れ図
である。一例として、ルーチンは、異なるネットワークにそれぞれが結合された２つのデ
バイス間でセッションに関連するメッセージの許可、認証、および転送を行うことができ
る。ルーチンはブロック５０２で始まり、メッセージをパラメータとして受け取る。ブロ
ック５０４で、メッセージが内部サーバから受信されたかどうかを判定する。メッセージ
が内部サーバから受信されている場合はブロック５０６に進み、そうでない場合はブロッ
ク５１４に進む。ブロック５０６で、メッセージが要求であるか、応答であるかを判定す
る。メッセージが要求である場合はブロック５０８に進み、要求ではない場合はブロック
５１２に進む。ブロック５０８で、ルーチンは、送信者または受信者が許可されているか
どうかを判定する。許可されている場合、ルーチンは、メッセージからのＲｏｕｔｅヘッ
ダフィールド(複数)を検証し、Ｒｅｃｏｒｄ－ＲｏｕｔｅヘッダフィールドおよびＶｉａ
ヘッダフィールドに署名し、要求を転送する。Ｒｅｃｏｒｄ－Ｒｏｕｔｅヘッダフィール
ドおよびＶｉａヘッダフィールドには、ルーティングのためにＲｏｕｔｅヘッダおよびＶ
ｉａヘッダを使用するデバイス(複数)が、デバイス(複数)が受信する将来のメッセージの
中のメッセージヘッダ(複数)を信頼することができるように署名が行われる。
【００３１】
　ブロック５１２で、応答の中で示された送信者または受信者が許可されているかどうか
を判定する。許可されている場合、応答の署名済みのＶｉａヘッダフィールド(複数)に基
づいて応答をルーティングする。
【００３２】
　ブロック５１４で、メッセージが要求であるか、応答であるかを判定する。メッセージ
が要求であった場合はブロック５１６に進み、要求ではなかった場合はブロック５１８に
進む。ブロック５１６で、要求が転送されるべきサーバを認証する。サーバが認証された
場合、ＦｒｏｍヘッダフィールドおよびＵＲＩヘッダフィールドを検証する。これらのヘ
ッダフィールド(複数)が有効であった場合、メッセージを次のホップに転送する。
【００３３】
　ブロック５１８で、メッセージのＶｉａヘッダフィールド(複数)を検証する。これらの
フィールドが有効であった場合、応答をサーバに転送する。
【００３４】
　ルーチンは、ブロック５１０でルーチンの呼び出し元に戻る。
【００３５】
　本明細書で説明した特定の実施例はＳＩＰを使用することに関し述べているが、代替の
実施形態では、他の均等なプロトコルまたは類似のプロトコルを使用することもできる。
【００３６】
　データ通信網のセキュアな連合のためのシステムが実施されるコンピューティングデバ
イスは、中央処理装置、メモリ、入力デバイス(複数)（例えば、キーボードおよびポイン
ティングデバイス）、出力デバイス(複数)（例えば、ディスプレイデバイス(複数)）、お
よび記憶装置(複数)（例えば、ディスクドライブ(複数)）を含むことができる。メモリお
よび記憶装置(複数)は、本システムを実施する命令を含むことが可能なコンピュータ可読
媒体である。さらに、データ構造およびメッセージ構造は、通信リンク上の信号などのデ
ータ伝送媒体を介して格納または伝送することができる。インターネット、ローカルエリ
アネットワーク、ワイドエリアネットワーク、またはポイントツーポイントダイヤルアッ
プ接続などの様々な通信リンクを使用することができる。
【００３７】
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　図１は、データ通信網のセキュアな連合のためのシステムを実施することができる適切
な動作環境の実施例を示す。この動作環境は、適切な動作環境の一例に過ぎず、本システ
ムの用法または機能の範囲について何ら限定するものではない。使用に適する可能性があ
る他の周知のコンピューティングシステム、コンピューティング環境、およびコンピュー
ティング構成には、パーソナルコンピュータ、サーバコンピュータ、「スマート」携帯電
話を含むハンドヘルドデバイスまたはラップトップデバイス、マルチプロセッサシステム
、マイクロプロセッサベースのシステム、プログラム可能な家庭用電化製品、ネットワー
クＰＣ、ミニコンピュータ、メインフレームコンピュータ、以上のシステムまたはデバイ
スのいずれかを含む分散コンピューティング環境などが含まれる。
【００３８】
　データ通信網のセキュアな連合のためのシステムは、１つまたは複数のコンピュータま
たは他のデバイスによって実行される、プログラムモジュール(複数)などの、コンピュー
タ実行可能命令の一般的な文脈で説明することができる。一般に、プログラムモジュール
(複数)には、特定のタスクを実行する、または特定の抽象データ型を実装するルーチン、
プログラム、オブジェクト、コンポーネント、データ構造などが含まれる。通常、プログ
ラムモジュール(複数)の機能は、様々な実施形態において所望に応じて組み合わせること
、または分散させることができる。
【００３９】
　以上から、本発明の特定の実施形態を例示の目的で本明細書で説明してきたが、本発明
の趣旨および範囲を逸脱することなく、様々な変更形態を実施できることが認められよう
。したがって、本発明は、添付の特許請求の範囲による他、限定されるものでない。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】データ通信網のセキュアな連合のためのシステムの一実施形態を示すブロック図
である。
【図２】図１のネットワークの実施形態を示すブロック図である。
【図３】図２のエッジプロキシサーバの実施形態を示すブロック図である。
【図４】別の連合させられたネットワーク上のデバイス(複数)と交換されるメッセージを
扱うためにエッジプロキシサーバによって実行されるルーチンの実施形態を示す流れ図で
ある。
【符号の説明】
【００４１】
１０２，２０２　クライアント
１０４，２００　ネットワーク
１１４　インターネット
１１６　クリアリングハウス
２０４　サーバ
２０６　ディレクトリ
２０８　ダイレクタ
２１０　ＤＮＳ
２１２，３００　エッジプロキシ
３０２　トランスポートコンポーネント
３０４　ＤＮＳ－ＳＲＶコンポーネント
３０６　ルーティングコンポーネント
３０８　リストコンポーネント
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