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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ端末のネットワークアクセスを認証するネットワークアクセス認証サーバと、前
記ユーザ端末にサービスを提供するサービスサーバと、前記サービスサーバのサービス提
供のために前記ユーザ端末の認証を代行する認証代行サーバをネットワークを介して接続
してなる認証システムにおける認証方法であって、
　前記認証代行サーバが、前記サービスサーバから前記ユーザ端末を経由して認証要求を
受けるステップと、
　前記認証代行サーバが、前記ユーザ端末と前記認証代行サーバ間での認証処理終了後に
、前記ネットワークアクセス認証サーバに対して、前記ユーザ端末のＩＰアドレスまたは
前記ユーザ端末のユーザの前記ネットワークアクセス認証サーバにおけるユーザＩＤであ
るネットワークユーザＩＤをキーとしてネットワークアクセス認証状態の確認を依頼する
ステップと、
　前記ネットワークアクセス認証サーバが、前記認証代行サーバからの依頼を受けて、ネ
ットワークアクセス認証サーバにおける認証状態を示す認証状態情報と、前記認証代行サ
ーバからの依頼におけるキーであるＩＰアドレスに対応するネットワークユーザＩＤまた
は前記認証代行サーバからの依頼におけるキーであるネットワークユーザＩＤに対応する
ＩＰアドレスを、前記認証代行サーバに対して送るステップと、
　前記認証代行サーバが、前記ネットワークアクセス認証サーバから受けた認証状態情報
と前記ネットワークアクセス認証サーバにＩＰアドレスをキーとして確認を依頼して前記
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ネットワークアクセス認証サーバから受けたネットワークユーザＩＤまたは前記ネットワ
ークアクセス認証サーバにネットワークユーザＩＤをキーとして確認を依頼して前記ネッ
トワークアクセス認証サーバから受けたネットワークＩＰアドレスの検証を行い、有効な
らば、認証結果情報を含んだ認証応答を、前記ユーザ端末を経由して前記サービスサーバ
に送るステップと、
を有し、前記サービスサーバでの該認証応答の検証終了後にサービスが開始されることを
特徴とする認証方法。
【請求項２】
　ユーザ端末のネットワークアクセスを認証するネットワークアクセス認証サーバと、前
記ユーザ端末にサービスを提供するサービスサーバと、前記サービスサーバのサービス提
供のために前記ユーザ端末の認証を代行する認証代行サーバをネットワークを介して接続
してなる認証システムにおける認証方法であって、
　ユーザによる前記ユーザ端末からのサービス要求に対して前記サービスサーバが前記ユ
ーザの認証を確認できた場合には前記ユーザに対してサービスを提供するステップと、
　前記ユーザの認証が確認できない場合には前記サービスサーバから前記ユーザ端末にリ
ダイレクト先アドレスを含んだ認証要求を送るステップと、
　前記ユーザ端末から前記認証代行サーバに発ＩＰアドレスを含んだ認証要求を送るステ
ップと、
　前記認証代行サーバが前記ユーザを確認したときには認証結果情報を生成して前記ユー
ザ端末へ該認証結果情報とリダイヤル先アドレスを含んだ認証応答を送るステップと、
　前記ユーザ端末から前記サービスサーバへ該認証結果情報を含んだ認証応答を送るステ
ップと、
　前記サービスサーバで該認証結果情報を検証するステップと、
　該認証結果情報が無効の場合には前記ユーザヘサービス提供不可を通知するステップと
、
　該認証結果情報が有効の場合には前記サービスサーバが前記ユーザに対してサービスを
提供するステップと、
　前記認証代行サーバが前記ユーザを未確認のときに前記ユーザ端末と前記認証代行サー
バ間での認証処理終了後に、ネットワークアクセス認証サーバに対して、該ＩＰアドレス
をキーとしてネットワークアクセス認証状態の確認を依頼するステップと、
　前記ネットワークアクセス認証サーバが該ＩＰアドレスに対応する、前記ネットワーク
アクセス認証サーバにおけるユーザＩＤであるネットワークユーザＩＤをネットワークア
クセスセッション情報管理テーブルより検索するステップと、
　対応するネットワークユーザＩＤを取得できたときに、前記ネットワークアクセス認証
サーバから前記認証代行サーバへ、ネットワークアクセス認証サーバにおける認証状態を
示す認証状態情報と該ネットワークユーザＩＤとを送るステップと、
　前記認証代行サーバが、取得した該ネットワークユーザＩＤに対応する、前記認証代行
サーバにおけるユーザＩＤであるＩＤＰユーザＩＤをユーザ管理テーブルより検索するス
テップと、
　取得した該ＩＤＰユーザＩＤと前記ユーザ端末と前記認証代行サーバ間での認証時に取
得した該ＩＤＰユーザＩＤを比較するステップと、
　前記比較により、両者が一致したときに、前記ユーザ端末に対して、認証結果情報を含
んだ認証応答を送るステップと、
　前記ユーザ端末から前記サービスサーバに該認証結果情報を含んだ認証応答を送るステ
ップと、
を有し、前記サービスサーバでの該認証応答の検証終了後にサービスが開始されることを
特徴とする認証方法。
【請求項３】
　ユーザ端末のネットワークアクセスを認証するネットワークアクセス認証サーバと、前
記ユーザ端末にサービスを提供するサービスサーバと、前記サービスサーバのサービス提
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供のために前記ユーザ端末の認証を代行する認証代行サーバをネットワークを介して接続
してなる認証システムにおける認証方法であって、
　ユーザによる前記ユーザ端末からのサービス要求に対して前記サービスサーバが前記ユ
ーザの認証を確認できた場合には前記ユーザに対してサービスを提供するステップと、
　前記ユーザの認証が確認できない場合には前記サービスサーバから前記ユーザ端末にリ
ダイレクト先アドレスを含んだ認証要求を送るステップと、
　前記ユーザ端末から前記認証代行サーバに発ＩＰアドレスを含んだ認証要求を送るステ
ップと、
　前記認証代行サーバが前記ユーザを確認したときには認証結果情報を生成して前記ユー
ザ端末へ該認証結果情報とリダイヤル先アドレスを含んだ認証応答を送るステップと、
　前記ユーザ端末から前記サービスサーバへ該認証結果情報を含んだ認証応答を送るステ
ップと、
　前記サービスサーバで該認証結果情報を検証するステップと、
　該認証結果情報が無効の場合には前記ユーザヘサービス提供不可を通知するステップと
、
　該認証結果情報が有効の場合には前記サービスサーバが前記ユーザに対してサービスを
提供するステップと、
　前記認証代行サーバが前記ユーザを未確認のときに、前記認証代行サーバが認証時に取
得したＩＤＰユーザＩＤに対応するネットワークユーザＩＤをＩＤＰユーザ管理テーブル
より検索するステップと、
　該ネットワークユーザＩＤを取得したときに、前記ネットワークアクセス認証サーバヘ
該ネットワークユーザＩＤをキーとしてネットワークアクセス認証状態の確認を依頼する
ステップと、
　前記ネットワークアクセス認証サーバが該ネットワークユーザＩＤに対応するＩＰアド
レスをネットワークアクセスセッション情報管理テーブルより検索するステップと、
　対応するＩＰアドレスを取得したときに、前記ネットワークアクセス認証サーバから前
記認証代行サーバヘ、ネットワークアクセス認証サーバにおける認証状態を示す認証状態
情報と該ＩＰアドレスを送るステップと、
　前記認証代行サーバが、取得したＩＰアドレスと、認証要求での発ＩＰアドレスを比較
するステップと、
　前記比較により、両者が一致したときに、前記ユーザ端末に対して、認証結果情報を含
んだ認証応答を送るステップと、
　前記ユーザ端末から前記サービスサーバに該認証結果情報を含んだ認証応答を送るステ
ップと、
を有し、前記サービスサーバでの該認証応答の検証終了後にサービスが開始されることを
特徴とする認証方法。
【請求項４】
　請求項１ないし３のうちいずれか１項に記載の認証方法において、
　１つの認証代行サーバの配下に複数のネットワークアクセス認証サーバが接続される認
証システムにおける認証方法であって、
　前記認証代行サーバが、前記ユーザ端末と前記認証代行サーバ間での認証処理終了後に
、前記認証代行サーバから前記ネットワークアクセス認証サーバヘネットワークアクセス
認証状態を確認するときに、前記認証代行サーバが保有する前記ユーザが属するネットワ
ークアクセス認証サーバを識別する識別子により該当するネットワークアクセス認証サー
バを特定するステップと、
　前記認証代行サーバから前記ネットワークアクセス認証サーバに、ネットワークアクセ
ス認証状態の確認を依頼するステップと、
を有することを特徴とする認証方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の認証方法において、
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　前記認証代行サーバから前記ネットワークアクセス認証サーバヘアクセスするとき、前
記認証代行サーバが前記ユーザ端末のＩＰアドレスから該当する認証サーバを引くテーブ
ルを用意するステップと、
　該テーブルを用いてそのＩＰアドレスから該当するネットワークアクセス認証サーバを
特定するステップと、
　認証処理において、ネットワークアクセスサーバによる認証と認証代行サーバにおける
認証とを連携して行う、または、ネットワークアクセスサーバによる認証と認証代行サー
バにおける認証とを連携して行う代わりにネットワークアクセス認証単独の認証のみを行
うステップと、
を有することを特徴とする認証方法。
【請求項６】
　ＩＰアドレスを回線毎に固定的に割り当てるエッジルータと、ユーザ端末にサービスを
提供するサービスサーバと、前記サービスサーバのサービス提供のために前記ユーザ端末
の認証を代行する認証代行サーバをネットワークを介して接続してなる認証システムにお
ける認証方法であって、
　前記認証代行サーバが、前記サービスサーバから前記ユーザ端末を経由して認証要求を
受けるステップと、
　前記認証代行サーバが、前記ユーザ端末と認証代行サーバ間でのＩＤＰ認証において、
前記ユーザ端末に対して認証を行うと共に、ＩＤＰユーザＩＤのエントリーごとにユーザ
アカウント情報として前記認証代行サーバ内に格納してある前記エッジルータが回線毎に
固定的に割り当てたＩＰアドレスを利用して発ＩＰアドレスの検証を行い、有効ならば、
認証結果情報を含んだ認証応答を、前記ユーザ端末を経由して前記サービスサーバに送る
ステップと、
を有し、前記サービスサーバでの該認証応答の検証終了後にサービスが開始されることを
特徴とする認証方法。
【請求項７】
　ユーザ端末のネットワークアクセスを認証するネットワークアクセス認証サーバと、前
記ユーザ端末にサービスを提供するサービスサーバと、前記サービスサーバのサービス提
供のために前記ユーザ端末の認証を代行する認証代行サーバをネットワークを介して接続
してなる認証システムであって、
　前記認証代行サーバが、
　前記サービスサーバから前記ユーザ端末を経由して認証要求を受ける手段と、
　前記ユーザ端末と前記認証代行サーバ間での認証処理終了後に、前記ネットワークアク
セス認証サーバに対して、前記ユーザ端末のＩＰアドレスまたは前記ユーザ端末のユーザ
の前記ネットワークアクセス認証サーバにおけるユーザＩＤであるネットワークユーザＩ
Ｄをキーとしてネットワークアクセス認証状態の確認を依頼する手段と、
　前記ネットワークアクセス認証サーバから受けた前記認証状態情報と前記ネットワーク
アクセス認証サーバにＩＰアドレスをキーとして確認を依頼して前記ネットワークアクセ
ス認証サーバから受けたネットワークユーザＩＤまたは前記ネットワークアクセス認証サ
ーバにネットワークユーザＩＤをキーとして確認を依頼して前記ネットワークアクセス認
証サーバから受けたＩＰアドレスの検証を行い、有効ならば、認証結果情報を含んだ認証
応答を、前記ユーザ端末を経由して前記サービスサーバに送る手段と、
を備え、
　前記ネットワークアクセス認証サーバが、前記認証代行サーバからの依頼を受けて、ネ
ットワークアクセス認証サーバにおける認証状態を示す認証状態情報と、前記認証代行サ
ーバからの依頼におけるキーであるＩＰアドレスに対応するネットワークユーザＩＤまた
は前記前記認証代行サーバからの依頼におけるキーであるネットワークユーザＩＤに対応
するＩＰアドレスを、前記認証代行サーバに対して送る手段を、
備え、前記サービスサーバでの前記認証応答の検証終了後にサービスが開始されることを
特徴とする認証システム。
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【請求項８】
　ユーザ端末のネットワークアクセスを認証するネットワークアクセス認証サーバと、前
記ユーザ端末にサービスを提供するサービスサーバと、前記サービスサーバのサービス提
供のために前記ユーザ端末の認証を代行する認証代行サーバをネットワークを介して接続
してなる認証システムにおける認証代行サーバであって、
　前記サービスサーバから前記ユーザ端末を経由して認証要求を受ける手段と、
　前記ユーザ端末と前記認証代行サーバ間での認証処理終了後に、前記ネットワークアク
セス認証サーバに対して、前記ユーザ端末のＩＰアドレスまたは前記ユーザ端末のユーザ
の前記ネットワークアクセス認証サーバにおけるユーザＩＤであるネットワークユーザＩ
Ｄをキーとしてネットワークアクセス認証状態の確認を依頼する手段と、
　前記ネットワークアクセス認証サーバから受けた前記認証状態情報と前記ネットワーク
アクセス認証サーバにＩＰアドレスをキーとして確認を依頼して前記ネットワークアクセ
ス認証サーバから受けたネットワークユーザＩＤまたは前記ネットワークアクセス認証サ
ーバにネットワークユーザＩＤをキーとして確認を依頼して前記ネットワークアクセス認
証サーバから受けたＩＰアドレスの検証を行い、有効ならば、認証結果情報を含んだ認証
応答を、前記ユーザ端末を経由して前記サービスサーバに送る手段と、
を備えることを特徴とする認証代行サーバ。
【請求項９】
　ユーザ端末のネットワークアクセスを認証するネットワークアクセス認証サーバと、前
記ユーザ端末にサービスを提供するサービスサーバと、前記サービスサーバのサービス提
供のために前記ユーザ端末の認証を代行する認証代行サーバをネットワークを介して接続
してなる認証システムにおける認証代行サーバであって、
　認証代行サーバにおけるユーザＩＤであるＩＤＰユーザＩＤ、ネットワークアクセス認
証サーバにおけるユーザＩＤであるネットワークユーザＩＤを含むユーザアカウントを持
つ手段と、
　前記ユーザ端末と前記認証代行サーバ間での認証処理終了後に、前記ネットワークアク
セス認証サーバヘ、前記ユーザ端末からの認証要求パケットの中の発ＩＰアドレスをキー
として、該ネットワークアクセス認証状態の確認を依頼する手段と、
　前記ネットワークアクセス認証サーバより、ネットワークアクセス認証状態を含み認証
済みの場合はネットワークユーザＩＤも含むネットワークアクセス認証状態確認結果を受
信する手段と、
　ネットワークアクセス認証状態が確認できないときにはユーザヘサービス提供不可を通
知する手段と、
　受信により取得したネットワークユーザＩＤに対応するＩＤＰユーザＩＤを前記ユーザ
アカウントを持つ手段より検索する手段と、
　ＩＤＰユーザＩＤが取得できたか否かの判断を行う手段と、
　取得できないときは前記ユーザヘサービス提供不可を通知する手段と、
　取得したＩＤＰユーザＩＤと、前記ユーザ端末と前記認証代行サーバ間での認証時に取
得したＩＤＰユーザＩＤとを比較する手段と、
　該ＩＤＰユーザＩＤの比較で一致するか否かの判断を行う手段と、
　一致しなければユーザヘサービス提供不可を通知する手段と、
　一致すれば認証結果情報を生成する手段と、
を備えることを特徴とする認証代行サーバ。
【請求項１０】
　ユーザ端末のネットワークアクセスを認証するネットワークアクセス認証サーバと、前
記ユーザ端末にサービスを提供するサービスサーバと、前記サービスサーバのサービス提
供のために前記ユーザ端末の認証を代行する認証代行サーバをネットワークを介して接続
してなる認証システムにおける認証代行サーバであって、
　認証代行サーバにおけるユーザＩＤであるＩＤＰユーザＩＤ、ネットワークアクセス認
証サーバにおけるユーザＩＤであるネットワークユーザＩＤを含むユーザアカウントを持
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つ手段と、
　前記ユーザ端末と前記認証代行サーバ間での認証処理終了後に、前記認証時に取得した
ＩＤＰユーザＩＤに対応するネットワークユーザＩＤを前記ユーザアカウントを持つ手段
より検索する手段と、
　ネットワークユーザＩＤが取得できたか否かを判断する手段と、
　取得できなかった場合にはユーザヘサービス提供不可を通知する手段と、
　取得できたときには前記認証代行サーバは、前記ネットワークアクセス認証サーバヘ、
該ネットワークユーザＩＤをキーとして該ネットワークアクセス認証状態の確認を依頼す
る手段と、
　前記認証代行サーバは前記ネットワークアクセス認証サーバより、ネットワーク認証状
態を含み認証済みの場合にはＩＰアドレスも含むネットワークアクセス認証状態確認結果
を受信する手段と、
　ネットワーク認証状態が済みか否かを判断する手段と、
　未認証の場合にはユーザヘサービス提供不可を通知する手段と、
　認証済みの場合には、ネットワークアクセス認証サーバより取得したＩＰアドレスと、
認証要求パケットの発ＩＰアドレスとを比較する手段と、
　ＩＰアドレスの比較で一致するか否かの判断を行う手段と、
　一致しなければユーザヘサービス提供不可を通知する手段と、
　一致すれば認証結果情報を生成する手段と、
を備えることを特徴とする認証代行サーバ。
【請求項１１】
　請求項８ないし１０のうちいずれか１項に記載の認証代行サーバにおいて、
　ユーザが属するネットワークアクセス認証サーバを識別する識別子を保有する手段と、
　前記識別子により、確認を依頼するネットワークアクセス認証サーバを決定する手段と
、
を備えることを特徴とする認証代行サーバ。
【請求項１２】
　ＩＰアドレスを回線毎に固定的に割り当てるエッジルータと、ユーザ端末にサービスを
提供するサービスサーバと、前記サービスサーバのサービス提供のために前記ユーザ端末
の認証を代行する認証代行サーバをネットワークを介して接続してなる認証システムにお
ける認証代行サーバであって、
　前記サービスサーバから前記ユーザ端末を経由して認証要求を受ける手段と、
　前記ユーザ端末とのＩＤＰ認証において、前記ユーザ端末に対して認証を行うと共に、
ＩＤＰユーザＩＤのエントリーごとにユーザアカウント情報として前記認証代行サーバ内
に格納してある前記エッジルータが回線毎に固定的に割り当てたＩＰアドレスを利用して
発ＩＰアドレスの検証を行い、有効ならば、認証結果情報を含んだ認証応答を、前記ユー
ザ端末を経由して前記サービスサーバに送る手段と、
を備えることを特徴とする認証代行サーバ。
【請求項１３】
　請求項１ないし６のうちいずれか１項に記載の各ステップをコンピュータに実行させる
ためのプログラム。
【請求項１４】
　請求項７ないし１２のうちのいずれか１項に記載の各手段としてコンピュータを機能さ
せるためのプログラム。
【請求項１５】
　請求項１３または１４に記載のプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録
媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明はユーザ端末がネットワークを介してサービスサーバからサービス提供を受ける
ネットワーク構成でのシングルサインオン認証技術に関し、特にセキュリティの強化を目
的とした認証技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　仮想閉域網（ＶＰＮ）内において複数のＷｅｂサーバに対して、一度の認証手続きでア
クセスを可能とするシングルサインオン技術が存在する。
【０００３】
　（１）このシングルサインオン技術には、リバース・プロキシ型とエージェント・モジ
ュール型があり、前者はＷｅｂサーバ宛のアクセストラヒックを全て専用のシングルサイ
ンオンサーバで受け、ユーザ毎に規定されたアクセスリストに照らし合わせて、パケット
転送の可否を取捨選択する方法であり、シングルサインオンサーバヘの処理負荷の集中の
点で、大規模な網への適用には不向きである。後者は各Ｗｅｂサーバでユーザ認証の認証
状態を判断して、未認証の場合にはユーザからのアクセス要求をシングルサインオンサー
バへ転送して、認証を受けさせるものである。認証が成功すると証明書が発行され、各Ｗ
ｅｂサーバは受信したアクセス要求の中の証明書が添付されていることをもって、そのユ
ーザが認証済みであることを判断してアクセスが許可される。以上述べた動作は、Ｗｅｂ
サーバが設備されているネットワークにユーザ端末が既に接続されていることを前提にし
ており、ＶＰＮに遠隔から接続するときの様に、ＶＰＮへの接続自体に認証が求められる
場合には、ユーザは２度の手続きが必要となり、パケット管理が複雑化する問題がある。
【０００４】
　（２）リモートアクセスユーザの端末から、電話網、インターネット経由でＶＰＮに接
続してＶＰＮ内のＷｅｂサーバにアクセスする場合のシングルサインオン技術の実施例は
、非特許文献１にあるので、それを図１３により説明する。リモートアクセスユーザの端
末からの認証に必要な情報、例えばＩＤとパスワードは、リモートアクセスサーバ（ＲＡ
Ｓ）あるいはＩＰｓｅｃ（Security Architecture for the Internet Protocol）ゲート
ウェイを経由して、ネットワークアクセス認証サーバに送られる。該ネットワークアクセ
ス認証サーバでは内部に保持するユーザ認証用情報に照らして、ユーザ認証を行い、接続
要求を行った端末に対してはＶＰＮ接続用のＩＰアドレスを払い出し、ネットワーク認証
状態テーブルで管理する。次に該ユーザがＶＰＮ内のあるＷｅｂサーバ（サービスサーバ
）にアクセスを試みると、その時点では該端末が証明書を保持していないため、該端末か
らのアクセス要求はＷｅｂサーバ（サービスサーバ）により認証代行サーバにリダイレク
トされる。該認証代行サーバでは、端末から送信された認証要求パケットから送信元ＩＰ
アドレスを抽出し、ネットワークアクセス認証サーバに送信する。ネットワークアクセス
認証サーバではネットワーク認証状態テーブルを参照し、受信したＩＰアドレスが先にＶ
ＰＮ接続の認証時に払い出したＩＰアドレスであるかを検索し、結果を認証代行サーバに
送る。認証代行サーバでは、先に送ったＩＰアドレスが払い出し済のＩＰアドレスに該当
していた場合には、証明書を発行する。以上によりユーザは、ＶＰＮ接続時の一度の認証
手続きにより、ＶＰＮ接続とＶＰＮ内Ｗｅｂサーバへのシングルサインオンを実現してい
る。
【０００５】
　（３）リモートアクセス拠点にＬＡＮを構成してそれに接続されている端末からＶＰＮ
にリモートアクセスする場合のシングルサインオン技術を以下に説明する。この場合はユ
ーザルータを介して同時に複数の端末での接続が可能であり、（２）で述べた接続形態を
当てはめると、ネットワークアクセス認証サーバから付与されるのはユーザルータの公衆
網側アドレスのみとなり、認証代行サーバに届くアクセス要求パケットの送信元アドレス
となる端末のアドレスは、端末毎に１対１に対応されていないため、（２）と同様の手順
では認証状態が判別できない。このための実施例は非特許文献１にあるので、それを図１
４により以下に説明する。具体的にはリモートアクセス拠点内にユーザルータとローカル
認証サーバを配置し、リモートアクセス拠点内の端末に対するユーザ認証とアドレスの払
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い出し結果を、ネットワークアクセス認証サーバに通知することで認証状態を管理する。
ここでユーザルータはＬＡＮ内端末へのアドレス払い出しとともに、払い出したアドレス
をネットワークアクセス認証サーバに通知する機能を持つ。またローカル認証サーバはユ
ーザルータからの依頼によりＩＤとパスワードでユーザを認証する。以上により、ＬＡＮ
内の端末に対してもアドレス情報がネットワークアクセス認証サーバに蓄積されることに
なり、端末からのＶＰＮ内Ｗｅｂサーバにアクセス要求が行われた場合には、（２）で示
したリモートアクセスユーザの端末から、電話網、インターネット経由でＶＰＮに接続し
てＶＰＮ内のＷｅｂサーバにアクセスする場合と同様の処理により、Ｗｅｂサーバにシン
グルサインオンが可能となる。
【０００６】
　いずれも本発明の目的とする認証連携を記載したものではない。
【０００７】
【非特許文献１】三好潤、石川啓之、「ＩＰ－ＶＰＮにおけるネットワーク連動型シング
ルサインオン実現方式の検討」、電子情報通信学会、情報ネットワーク研究会、信学技報
、ＮＳ２００２－３１３、ＩＮ２００２－２８６、２００２年３月、２７９頁～　２８４
頁
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従来の技術では、ネットワークアクセス認証サーバでの認証（ＮＷアクセス認証）が完
了していれば、ユーザの端末からサービスサーバにアクセスを試みたとき、サービスサー
バで該当ユーザの認証が済んでいればサービスを開始する。反対にサービスサーバで認証
が未認証の場合には、認証代行サーバがユーザ端末経由での認証要求を受信し、認証代行
サーバでの認証（ＩＤＰ認証）が既に成功あるいは認証が成功すれば、認証代行サーバは
認証結果情報（アサーション）を生成してサービスサーバヘ認証結果情報の検証を依頼し
、サービスサーバでの認証結果情報の検証が済めば、ＮＷアクセス認証の状況に関わらず
、サービス提供可能となる。いずれの場合でも、ＮＷアクセス認証、ＩＤＰ認証のいずれ
かの認証が成功していれば、サービス提供を可能としている。なお、ＮＷはネットワーク
を意味する。
【０００９】
　本発明では、インターネット等のオープンなネットワークを対象に、以下の課題の解決
並びにセキュリティをより強固にしたシングルサインオンを実現することを目的とする。
（１）課題：ＮＷユーザＩＤとＩＤＰユーザＩＤが１：１であるため、ホームゲートウェ
イ内の個人（端末）まで識別した認証（１：ｎ）ができない。
（２）課題：ＮＷユーザＩＤとＩＤＰユーザＩＤが１：１であるため、１ユーザが複数の
ＮＷユーザＩＤをもつ形態（ｎ：１）に対応できない。
（３）機能向上：ＩＤＰ認証とＮＷアクセス認証を併用して、双方の認証を確認した場合
のみ証明書を発行することによりセキュリティをより強固にする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は上記課題を解決するため、ユーザ端末のネットワークアクセスを認証するネッ
トワークアクセス認証サーバと、前記ユーザ端末にサービスを提供するサービスサーバと
、前記サービスサーバのサービス提供のために前記ユーザ端末の認証を代行する認証代行
サーバをネットワークを介して接続してなる認証システムにおける認証方法であって、
　前記認証代行サーバが、前記サービスサーバから前記ユーザ端末を経由して認証要求を
受けるステップと、前記認証代行サーバが、前記ユーザ端末と前記認証代行サーバ間での
認証処理終了後に、前記ネットワークアクセス認証サーバに対して、前記ユーザ端末のＩ
Ｐアドレスまたは前記ユーザ端末のユーザの前記ネットワークアクセス認証サーバにおけ
るユーザＩＤであるネットワークユーザＩＤをキーとしてネットワークアクセス認証状態
の確認を依頼するステップと、前記ネットワークアクセス認証サーバが、前記認証代行サ
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ーバからの依頼を受けて、ネットワークアクセス認証サーバにおける認証状態を示す認証
状態情報と、前記認証代行サーバからの依頼におけるキーであるＩＰアドレスに対応する
ネットワークユーザＩＤまたは前記認証代行サーバからの依頼におけるキーであるネット
ワークユーザＩＤに対応するＩＰアドレスを、前記認証代行サーバに対して送るステップ
と、前記認証代行サーバが、前記ネットワークアクセス認証サーバから受けた認証状態情
報と前記ネットワークアクセス認証サーバにＩＰアドレスをキーとして確認を依頼して前
記ネットワークアクセス認証サーバから受けたネットワークユーザＩＤまたは前記ネット
ワークアクセス認証サーバにネットワークユーザＩＤをキーとして確認を依頼して前記ネ
ットワークアクセス認証サーバから受けたネットワークＩＰアドレスの検証を行い、有効
ならば、認証結果情報を含んだ認証応答を、前記ユーザ端末を経由して前記サービスサー
バに送るステップと、を有し、前記サービスサーバでの該認証応答の検証終了後にサービ
スが開始されることを特徴とする。
【００１１】
　また、ユーザ端末のネットワークアクセスを認証するネットワークアクセス認証サーバ
と、前記ユーザ端末にサービスを提供するサービスサーバと、前記サービスサーバのサー
ビス提供のために前記ユーザ端末の認証を代行する認証代行サーバをネットワークを介し
て接続してなる認証システムにおける認証方法であって、ユーザによる前記ユーザ端末か
らのサービス要求に対して前記サービスサーバが前記ユーザの認証を確認できた場合には
前記ユーザに対してサービスを提供するステップと、前記ユーザの認証が確認できない場
合には前記サービスサーバから前記ユーザ端末にリダイレクト先アドレスを含んだ認証要
求を送るステップと、前記ユーザ端末から前記認証代行サーバに発ＩＰアドレスを含んだ
認証要求を送るステップと、前記認証代行サーバが前記ユーザを確認したときには認証結
果情報を生成して前記ユーザ端末へ該認証結果情報とリダイヤル先アドレスを含んだ認証
応答を送るステップと、前記ユーザ端末から前記サービスサーバへ該認証結果情報を含ん
だ認証応答を送るステップと、前記サービスサーバで該認証結果情報を検証するステップ
と、該認証結果情報が無効の場合には前記ユーザヘサービス提供不可を通知するステップ
と、該認証結果情報が有効の場合には前記サービスサーバが前記ユーザに対してサービス
を提供するステップと、前記認証代行サーバが前記ユーザを未確認のときに前記ユーザ端
末と前記認証代行サーバ間での認証処理終了後に、ネットワークアクセス認証サーバに対
して、該ＩＰアドレスをキーとしてネットワークアクセス認証状態の確認を依頼するステ
ップと、前記ネットワークアクセス認証サーバが該ＩＰアドレスに対応する、前記ネット
ワークアクセス認証サーバにおけるユーザＩＤであるネットワークユーザＩＤをネットワ
ークアクセスセッション情報管理テーブルより検索するステップと、対応するネットワー
クユーザＩＤを取得できたときに、前記ネットワークアクセス認証サーバから前記認証代
行サーバへ、ネットワークアクセス認証サーバにおける認証状態を示す認証状態情報と該
ネットワークユーザＩＤとを送るステップと、前記認証代行サーバが、取得した該ネット
ワークユーザＩＤに対応する、前記認証代行サーバにおけるユーザＩＤであるＩＤＰユー
ザＩＤをユーザ管理テーブルより検索するステップと、取得した該ＩＤＰユーザＩＤと前
記ユーザ端末と前記認証代行サーバ間での認証時に取得した該ＩＤＰユーザＩＤを比較す
るステップと、前記比較により、両者が一致したときに、前記ユーザ端末に対して、認証
結果情報を含んだ認証応答を送るステップと、前記ユーザ端末から前記サービスサーバに
該認証結果情報を含んだ認証応答を送るステップと、を有し、前記サービスサーバでの該
認証応答の検証終了後にサービスが開始されることを特徴とする。
【００１２】
　また、ユーザ端末のネットワークアクセスを認証するネットワークアクセス認証サーバ
と、前記ユーザ端末にサービスを提供するサービスサーバと、前記サービスサーバのサー
ビス提供のために前記ユーザ端末の認証を代行する認証代行サーバをネットワークを介し
て接続してなる認証システムにおける認証方法であって、ユーザによる前記ユーザ端末か
らのサービス要求に対して前記サービスサーバが前記ユーザの認証を確認できた場合には
前記ユーザに対してサービスを提供するステップと、前記ユーザの認証が確認できない場
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合には前記サービスサーバから前記ユーザ端末にリダイレクト先アドレスを含んだ認証要
求を送るステップと、前記ユーザ端末から前記認証代行サーバに発ＩＰアドレスを含んだ
認証要求を送るステップと、前記認証代行サーバが前記ユーザを確認したときには認証結
果情報を生成して前記ユーザ端末へ該認証結果情報とリダイヤル先アドレスを含んだ認証
応答を送るステップと、前記ユーザ端末から前記サービスサーバへ該認証結果情報を含ん
だ認証応答を送るステップと、前記サービスサーバで該認証結果情報を検証するステップ
と、該認証結果情報が無効の場合には前記ユーザヘサービス提供不可を通知するステップ
と、該認証結果情報が有効の場合には前記サービスサーバが前記ユーザに対してサービス
を提供するステップと、前記認証代行サーバが前記ユーザを未確認のときに、前記認証代
行サーバが認証時に取得したＩＤＰユーザＩＤに対応するネットワークユーザＩＤをＩＤ
Ｐユーザ管理テーブルより検索するステップと、該ネットワークユーザＩＤを取得したと
きに、前記ネットワークアクセス認証サーバヘ該ネットワークユーザＩＤをキーとしてネ
ットワークアクセス認証状態の確認を依頼するステップと、前記ネットワークアクセス認
証サーバが該ネットワークユーザＩＤに対応するＩＰアドレスをネットワークアクセスセ
ッション情報管理テーブルより検索するステップと、対応するＩＰアドレスを取得したと
きに、前記ネットワークアクセス認証サーバから前記認証代行サーバヘ、ネットワークア
クセス認証サーバにおける認証状態を示す認証状態情報と該ＩＰアドレスを送るステップ
と、前記認証代行サーバが、取得したＩＰアドレスと、認証要求での発ＩＰアドレスを比
較するステップと、前記比較により、両者が一致したときに、前記ユーザ端末に対して、
認証結果情報を含んだ認証応答を送るステップと、前記ユーザ端末から前記サービスサー
バに該認証結果情報を含んだ認証応答を送るステップと、有し、前記サービスサーバでの
該認証応答の検証終了後にサービスが開始されることを特徴とする。
【００１３】
　また、前記認証方法において、１つの認証代行サーバの配下に複数のネットワークアク
セス認証サーバが接続される認証システムにおける認証方法であって、前記認証代行サー
バが、前記ユーザ端末と前記認証代行サーバ間での認証処理終了後に、前記認証代行サー
バから前記ネットワークアクセス認証サーバヘネットワークアクセス認証状態を確認する
ときに、前記認証代行サーバが保有する前記ユーザが属するネットワークアクセス認証サ
ーバを識別する識別子により該当するネットワークアクセス認証サーバを特定するステッ
プと、前記認証代行サーバから前記ネットワークアクセス認証サーバに、ネットワークア
クセス認証状態の確認を依頼するステップと、を有することを特徴とする。
【００１４】
　また、前記認証方法において、前記認証代行サーバから前記ネットワークアクセス認証
サーバヘアクセスするとき、前記認証代行サーバが前記ユーザ端末のＩＰアドレスから該
当する認証サーバを引くテーブルを用意するステップと、該テーブルを用いてそのＩＰア
ドレスから該当するネットワークアクセス認証サーバを特定するステップと、認証処理に
おいて、ネットワークアクセスサーバによる認証と認証代行サーバにおける認証とを連携
して行う、または、ネットワークアクセスサーバによる認証と認証代行サーバにおける認
証とを連携して行う代わりにネットワークアクセス認証単独の認証のみを行うステップと
、を有することを特徴とする。
【００１５】
　また、ＩＰアドレスを回線毎に固定的に割り当てるエッジルータと、ユーザ端末にサー
ビスを提供するサービスサーバと、前記サービスサーバのサービス提供のために前記ユー
ザ端末の認証を代行する認証代行サーバをネットワークを介して接続してなる認証システ
ムにおける認証方法であって、前記認証代行サーバが、前記サービスサーバから前記ユー
ザ端末を経由して認証要求を受けるステップと、前記認証代行サーバが、前記ユーザ端末
と認証代行サーバ間でのＩＤＰ認証において、前記ユーザ端末に対して認証を行うと共に
、ＩＤＰユーザＩＤのエントリーごとにユーザアカウント情報として前記認証代行サーバ
内に格納してある前記エッジルータが回線毎に固定的に割り当てたＩＰアドレスを利用し
て発ＩＰアドレスの検証を行い、有効ならば、認証結果情報を含んだ認証応答を、前記ユ
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ーザ端末を経由して前記サービスサーバに送るステップと、を有し、前記サービスサーバ
での該認証応答の検証終了後にサービスが開始されることを特徴とする。
【００１６】
　また、ユーザ端末のネットワークアクセスを認証するネットワークアクセス認証サーバ
と、前記ユーザ端末にサービスを提供するサービスサーバと、前記サービスサーバのサー
ビス提供のために前記ユーザ端末の認証を代行する認証代行サーバをネットワークを介し
て接続してなる認証システムであって、前記認証代行サーバが、前記サービスサーバから
前記ユーザ端末を経由して認証要求を受ける手段と、前記ユーザ端末と前記認証代行サー
バ間での認証処理終了後に、前記ネットワークアクセス認証サーバに対して、前記ユーザ
端末のＩＰアドレスまたは前記ユーザ端末のユーザの前記ネットワークアクセス認証サー
バにおけるユーザＩＤであるネットワークユーザＩＤをキーとしてネットワークアクセス
認証状態の確認を依頼する手段と、前記ネットワークアクセス認証サーバから受けた前記
認証状態情報と前記ネットワークアクセス認証サーバにＩＰアドレスをキーとして確認を
依頼して前記ネットワークアクセス認証サーバから受けたネットワークユーザＩＤまたは
前記ネットワークアクセス認証サーバにネットワークユーザＩＤをキーとして確認を依頼
して前記ネットワークアクセス認証サーバから受けたＩＰアドレスの検証を行い、有効な
らば、認証結果情報を含んだ認証応答を、前記ユーザ端末を経由して前記サービスサーバ
に送る手段と、を備え、前記ネットワークアクセス認証サーバが、前記認証代行サーバか
らの依頼を受けて、ネットワークアクセス認証サーバにおける認証状態を示す認証状態情
報と、前記認証代行サーバからの依頼におけるキーであるＩＰアドレスに対応するネット
ワークユーザＩＤまたは前記前記認証代行サーバからの依頼におけるキーであるネットワ
ークユーザＩＤに対応するＩＰアドレスを、前記認証代行サーバに対して送る手段を、備
え、前記サービスサーバでの前記認証応答の検証終了後にサービスが開始されることを特
徴とする。
【００１７】
　また、ユーザ端末のネットワークアクセスを認証するネットワークアクセス認証サーバ
と、前記ユーザ端末にサービスを提供するサービスサーバと、前記サービスサーバのサー
ビス提供のために前記ユーザ端末の認証を代行する認証代行サーバをネットワークを介し
て接続してなる認証システムにおける認証代行サーバであって、前記サービスサーバから
前記ユーザ端末を経由して認証要求を受ける手段と、前記ユーザ端末と前記認証代行サー
バ間での認証処理終了後に、前記ネットワークアクセス認証サーバに対して、前記ユーザ
端末のＩＰアドレスまたは前記ユーザ端末のユーザの前記ネットワークアクセス認証サー
バにおけるユーザＩＤであるネットワークユーザＩＤをキーとしてネットワークアクセス
認証状態の確認を依頼する手段と、前記ネットワークアクセス認証サーバから受けた前記
認証状態情報と前記ネットワークアクセス認証サーバにＩＰアドレスをキーとして確認を
依頼して前記ネットワークアクセス認証サーバから受けたネットワークユーザＩＤまたは
前記ネットワークアクセス認証サーバにネットワークユーザＩＤをキーとして確認を依頼
して前記ネットワークアクセス認証サーバから受けたＩＰアドレスの検証を行い、有効な
らば、認証結果情報を含んだ認証応答を、前記ユーザ端末を経由して前記サービスサーバ
に送る手段と、を備えることを特徴とする。
【００１８】
　また、ユーザ端末のネットワークアクセスを認証するネットワークアクセス認証サーバ
と、前記ユーザ端末にサービスを提供するサービスサーバと、前記サービスサーバのサー
ビス提供のために前記ユーザ端末の認証を代行する認証代行サーバをネットワークを介し
て接続してなる認証システムにおける認証代行サーバであって、認証代行サーバにおける
ユーザＩＤであるＩＤＰユーザＩＤ、ネットワークアクセス認証サーバにおけるユーザＩ
ＤであるネットワークユーザＩＤを含むユーザアカウントを持つ手段と、前記ユーザ端末
と前記認証代行サーバ間での認証処理終了後に、前記ネットワークアクセス認証サーバヘ
、前記ユーザ端末からの認証要求パケットの中の発ＩＰアドレスをキーとして、該ネット
ワークアクセス認証状態の確認を依頼する手段と、前記ネットワークアクセス認証サーバ
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より、ネットワークアクセス認証状態を含み認証済みの場合はネットワークユーザＩＤも
含むネットワークアクセス認証状態確認結果を受信する手段と、ネットワークアクセス認
証状態が確認できないときにはユーザヘサービス提供不可を通知する手段と、受信により
取得したネットワークユーザＩＤに対応するＩＤＰユーザＩＤを前記ユーザアカウントを
持つ手段より検索する手段と、ＩＤＰユーザＩＤが取得できたか否かの判断を行う手段と
、取得できないときは前記ユーザヘサービス提供不可を通知する手段と、取得したＩＤＰ
ユーザＩＤと、前記ユーザ端末と前記認証代行サーバ間での認証時に取得したＩＤＰユー
ザＩＤとを比較する手段と、該ＩＤＰユーザＩＤの比較で一致するか否かの判断を行う手
段と、一致しなければユーザヘサービス提供不可を通知する手段と、一致すれば認証結果
情報を生成する手段と、を備えることを特徴とする。
【００１９】
　また、ユーザ端末のネットワークアクセスを認証するネットワークアクセス認証サーバ
と、前記ユーザ端末にサービスを提供するサービスサーバと、前記サービスサーバのサー
ビス提供のために前記ユーザ端末の認証を代行する認証代行サーバをネットワークを介し
て接続してなる認証システムにおける認証代行サーバであって、認証代行サーバにおける
ユーザＩＤであるＩＤＰユーザＩＤ、ネットワークアクセス認証サーバにおけるユーザＩ
ＤであるネットワークユーザＩＤを含むユーザアカウントを持つ手段と、前記ユーザ端末
と前記認証代行サーバ間での認証処理終了後に、前記認証時に取得したＩＤＰユーザＩＤ
に対応するネットワークユーザＩＤを前記ユーザアカウントを持つ手段より検索する手段
と、ネットワークユーザＩＤが取得できたか否かを判断する手段と、取得できなかった場
合にはユーザヘサービス提供不可を通知する手段と、取得できたときには前記認証代行サ
ーバは、前記ネットワークアクセス認証サーバヘ、該ネットワークユーザＩＤをキーとし
て該ネットワークアクセス認証状態の確認を依頼する手段と、前記認証代行サーバは前記
ネットワークアクセス認証サーバより、ネットワーク認証状態を含み認証済みの場合には
ＩＰアドレスも含むネットワークアクセス認証状態確認結果を受信する手段と、ネットワ
ーク認証状態が済みか否かを判断する手段と、未認証の場合にはユーザヘサービス提供不
可を通知する手段と、認証済みの場合には、ネットワークアクセス認証サーバより取得し
たＩＰアドレスと、認証要求パケットの発ＩＰアドレスとを比較する手段と、ＩＰアドレ
スの比較で一致するか否かの判断を行う手段と、一致しなければユーザヘサービス提供不
可を通知する手段と、一致すれば認証結果情報を生成する手段と、を備えることを特徴と
する。
【００２０】
　また、前記認証代行サーバにおいて、ユーザが属するネットワークアクセス認証サーバ
を識別する識別子を保有する手段と、前記識別子により、確認を依頼するネットワークア
クセス認証サーバを決定する手段と、を備えることを特徴とする。
【００２１】
　また、ＩＰアドレスを回線毎に固定的に割り当てるエッジルータと、ユーザ端末にサー
ビスを提供するサービスサーバと、前記サービスサーバのサービス提供のために前記ユー
ザ端末の認証を代行する認証代行サーバをネットワークを介して接続してなる認証システ
ムにおける認証代行サーバであって、前記サービスサーバから前記ユーザ端末を経由して
認証要求を受ける手段と、前記ユーザ端末とのＩＤＰ認証において、前記ユーザ端末に対
して認証を行うと共に、ＩＤＰユーザＩＤのエントリーごとにユーザアカウント情報とし
て前記認証代行サーバ内に格納してある前記エッジルータが回線毎に固定的に割り当てた
ＩＰアドレスを利用して発ＩＰアドレスの検証を行い、有効ならば、認証結果情報を含ん
だ認証応答を、前記ユーザ端末を経由して前記サービスサーバに送る手段と、を備えるこ
とを特徴とする。
【００２２】
　また、前記認証代行サーバからＩＰアドレスまたはネットワークユーザＩＤをキーとし
て、ネットワークアクセス認証状態の確認の依頼を受けるネットワークアクセス認証サー
バであって、前記認証代行サーバからの依頼を受けて、ネットワークアクセス認証サーバ
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における認証状態情報と、前記ＩＰアドレスまたは前記ネットワークユーザＩＤに対応す
るネットワークユーザＩＤまたはＩＰアドレスを、前記認証代行サーバに対して送る手段
と、を備えることを特徴とする。
【００２３】
　また、前記認証代行サーバからＩＰアドレスをキーとして、ネットワークアクセス認証
状態の確認の依頼を受けるネットワークアクセス認証サーバであって、ＩＰアドレスをキ
ーとしたネットワークアクセス認証状態の確認依頼を受信する手段と、該ＩＰアドレスに
対応するネットワークユーザＩＤをネットワークアクセスセッション情報管理テーブルか
ら検索する手段と、対応するネットワークユーザＩＤが取得できたか否かを判断する手段
と、取得できなかった場合には前記認証代行サーバヘネットワークアクセス認証状態結果
（認証不成功）を返信する手段と、取得できた場合には前記ネットワークアクセス認証サ
ーバから認証代行サーバヘ、ネットワークアクセス認証状態確認結果（認証状態が認証済
み、ネットワークユーザＩＤ）を送る手段と、を備えることを特徴とする。
【００２４】
　また、前記認証代行サーバからネットワークユーザＩＤをキーとして、ネットワークア
クセス認証状態の確認の依頼を受けるネットワークアクセス認証サーバであって、ネット
ワークユーザＩＤをキーとしたネットワークアクセス認証状態の確認依頼を受信する手段
と、ネットワークユーザＩＤに対応するＩＰアドレスをネットワークアクセスセッション
情報管理テーブルから検索する手段と、対応するＩＰアドレスが取得できたか否かを判断
する手段と、取得できなかった場合には前記認証代行サーバヘ前記ネットワークアクセス
認証状態結果（認証不成功）を返信する手段と、取得できた場合には前記ネットワークア
クセス認証サーバから前記認証代行サーバヘ、ネットワークアクセス認証状態確認結果（
認証状態が認証済み、ＩＰアドレス）を送る手段と、を備えることを特徴とする。
【００２５】
　また、前記各ステップをコンピュータに実行させるためのプログラムであり、前記各手
段としてコンピュータを機能させるためのプログラムであり、前記プログラムを記録した
コンピュータ読取可能な記録媒体である。
【発明の効果】
【００２６】
（１）ユーザ端末からの認証要求によりネットワークアクセス認証サーバで認証を行うだ
けで、サービスサーバヘのサービス要求時は、ユーザはそれ以降のＩＤＰ認証あるいはサ
ービスサーバでの認証処理を意識する必要がなく、一度の認証手続きでサービスを享受可
能となる。
（２）ＩＤＰ認証とＮＷアクセス認証との併用により、セキュリティの向上と個人まで認
識した認証が可能となる。すなわち、ホームゲートウェイ内の個々のユーザ（ユーザ端末
）まで識別した認証が可能となる。また１ユーザが複数のＮＷユーザＩＤを持つことが可
能となる。
（３）サービスサーバに対しては然るべきネットワークからアクセスしていることを保証
し、特定のネットワークのみに特別なサービスを提供可能となる。
（４）サービスプロバイダにおいて課金情報の取得を不要とすることを目的として、認証
代行サーバからの認証結果情報の発行履歴を、発行先サービス（ＵＲＬ）と発行ユーザの
ＩＤとを対応付けて、それを課金情報として利用することも可能となる。
（５）１つの認証代行サーバの配下に複数のネットワークアクセス認証サーバが接続され
る場合でも、認証代行サーバにおいて、認証サーバの識別子、あるいはＩＰアドレスから
認証サーバを引くテーブルにより、該当ネットワークアクセス認証サーバを特定すること
が可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下に本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。
【００２８】
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　図１によりユーザ端末１００、ホームゲートウェイ１１０、ネットワークアクセス認証
サーバ１２０、認証代行サーバ１３０、サービスサーバ１４０、アクセスサーバ１５０で
構成されるシステムの構成において、認証代行サーバ１３０によるＩＤＰ認証（認証代行
サーバでの認証）とネットワークアクセス認証サーバ１２０によるＮＷアクセス認証（ネ
ットワークアクセス認証サーバでの認証）とを併用する場合の処理手順を、以下に段階毎
に分けて説明する。なお、ネットワークをＮＷと略記する場合がある。
【００２９】
　図１に示すように、ホームゲートウェイ１１０には複数のユーザ端末（図１ではユーザ
ＡとユーザＢの端末）を接続することができるが、ホームゲートウェイ１１０を設けずに
ユーザ端末１００が直接アクセスサーバ１５０に接続するようにしてもよい。また、ホー
ムゲートウェイ１１０は家庭用に用いるものでなくてもよく、一般に、ユーザ端末１００
とネットワークとを接続するためのゲートウェイであればよい。アクセスサーバ１５０は
ユーザ端末１００／ホームゲートウェイ１１０にＩＰアドレスを動的に割り当てる。ネッ
トワークアクセス認証サーバ１２０は、ＲＡＤＩＵＳ（Remote Authentication Dial-In 
User Servce）サーバであり、ネットワークアクセス認証サーバにおけるユーザＩＤであ
るＮＷユーザＩＤ（図の例ではＮＷ　Ｘ）とそれに割り当てられた動的割当ＩＰアドレス
を含むＮＷアクセスセッション情報をＮＷアクセスセッション情報管理テーブル１２１に
格納する。また、認証代行サーバ１３０は認証代行サーバにおけるユーザＩＤであるＩＤ
ＰユーザＩＤ（図の例ではユーザＡ、ユーザＢ）とそれに対応するパスワード（図の例で
はＰＷＤ）とネットワークアクセス認証サーバにおけるユーザＩＤであるＮＷユーザＩＤ
（図の例ではＮＷ　Ｘ）とを含むユーザアカウントをＩＤＰユーザ管理テーブル１３１に
格納し、一つのＮＷユーザＩＤに対して複数のＩＤＰユーザＩＤを管理することができる
。したがって、ネットワークアクセス認証サーバ１２０は同じホームゲートウェイ１１０
に接続されたユーザＡとユーザＢの端末を識別することはできないが、認証代行サーバ１
３０はユーザＡとユーザＢの端末を識別できる。
【００３０】
　まず、図１を用いて、処理手順の概要を説明する。
（１）：［１］ユーザ端末１００はホームゲートウェイ１１０とアクセスサーバ１５０を
介してネットワークアクセス認証サーバ１２０に接続し、ネットワークアクセス認証サー
バ１２０はユーザ端末１００／ホームゲートウェイ１１０に対してＮＷユーザＩＤとパス
ワードでＮＷアクセス認証を行う。ネットワークアクセス認証サーバ１２０はＮＷユーザ
ＩＤ（ＮＷ　Ｘ）とアクセスサーバ１５０が動的に割り当てたＩＰアドレス（動的割当Ｉ
Ｐアドレス）をＮＷアクセスセッション情報管理テーブル１２１に格納する。
（２）：［２］ユーザ端末１００はサービスサーバ１４０に対してシングルサインオンに
よるサービスを要求する。
（３）：［３］サービスサーバ（ＳＰ）１４０はリダイレクト先ＵＲＬ（認証代行サーバ
１３０のＵＲＬ）を含む認証要求をユーザ端末１００送り、ユーザ端末１００は認証代行
サーバ（ＩＤＰ）１３０へ認証要求を返す。
（４）：［４］認証代行サーバ１３０はユーザ端末１００に対してＨＴＴＰＳによる認証
（ＩＤＰユーザＩＤ／パスワードまたは電子証明書による認証）を行い、認証代行サーバ
１３０はユーザ端末１００／ホームゲートウェイ１１０の発ＩＰアドレスも取得する（発
ＩＰアドレスは［３］で取得してもよい）。
（５）：［５］認証代行サーバ１３０はネットワークアクセス認証サーバ１２０に対して
、ユーザに対応するＮＷユーザＩＤをキーに割り当て中のＩＰアドレスを問い合わせ、Ｉ
Ｐアドレスを取得する。なお、逆に、発ＩＰアドレスをキーにしてＮＷユーザＩＤを取得
してもよい。
（６）：［６］認証代行サーバ１３０はＩＤＰ認証（パスワード認証等）だけでなく、［
４］で取得した発ＩＰアドレスと［５］で取得したＩＰアドレスを比較し、発ＩＰアドレ
ス検証を行う。
（７）：［７］サービスサーバ１４０は、認証代理サーバ１３０からの認証結果情報（ア
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サーション）をユーザ端末１００／ホームゲートウェイ１１０経由で取得し、認証結果情
報の検証を行い、有効ならば、ユーザ端末１００（図１の場合はユーザＢの端末）に対し
てサービスを提供する。
【００３１】
　これにより、正当なルートでアクセスしていることが確認可能となり、より強固になり
すましを防止することが可能となる。パスワード（ＰＷＤ）が漏洩しても発ＩＰアドレス
検証でなりすましを検出することが可能である。また、認証代行サーバ１３０では個人を
識別した認証が可能である。さらに、サービスプロバイダ１４０は特定のネットワークか
らアクセスするユーザにのみサービスを提供することが可能である。
【００３２】
　以下、この処理手順を詳細に説明するが、最初にユーザ端末１００／ホームゲートウェ
イ１１０からサービスサーバ１４０にサービス要求を行って、サービスの提供を受けよう
とするとき、既にサービスサーバ１４０あるいは認証代行サーバ１３０で認証状態が確認
されている場合の手順を図６によりステップに分けて詳細に説明する。なお、ステップ１
等を図においてはＳ１等と略記する。また、図においてはホームゲートウェイをＨＧＷと
略記することがある。
（１）：ステップ１：ユーザ端末１００／ホームゲートウェイ１１０からサービスサーバ
１４０に対して、サービス提供ＵＲＬを含んだサービス要求を送る。
（２）：ステップ２：サービスサーバ１４０では該ユーザの認証状態を確認する。認証済
みならば、ステップ９に遷移してユーザヘのサービス提供が開始される。認証済みでない
ならば、ステップ３に遷移する。
（３）：ステップ３：サービスサーバ１４０からユーザ端末１００／ホームゲートウェイ
１１０に対してリダイレクトＵＲＬを含んだ認証要求を送る。
（４）：ステップ４：ユーザ端末１００／ホームゲートウェイ１１０では認証代行サーバ
１３０に対して発ＩＰアドレスを含んだ認証要求を返す。
（５）：ステップ５：認証代行サーバ１３０では、認証要求を受信し、該当ユーザの認証
状態を確認する。該当ユーザの認証状態が認証済みであるので（ここでの説明の条件下に
おいて）、認証結果情報（アサーション）を生成して、ステップ６に進む。
（６）：ステップ６：認証代行サーバ１３０からユーザ端末１００／ホームゲートウェイ
１１０に対して、認証応答（認証結果情報、リダイレクト先ＵＲＬ）を送る。
（７）：ステップ７：ユーザ端末１００／ホームゲートウェイ１１０はサービスサーバに
対して、該認証応答（認証結果情報）を返す。
（８）：ステップ８：サービスサーバ１４０では認証結果情報の検証を行い、有効ならば
ステップ９へ、有効でないならばユーザへサービス提供不可の通知を行う。
（９）：ステップ９：サービスサーバはユーザ端末１００／ホームゲートウェイ１１０に
対してサービス提供を開始する。
【００３３】
　次に同図１によりユーザ端末１００、ホームゲートウェイ１１０、ネットワークアクセ
ス認証サーバ１２０、認証代行サーバ１３０、サービスサーバ１４０、アクセスサーバ１
５０で構成されるシステムの構成において、同図６により説明した前記処理ステップの中
で下記の状況下の場合を詳細に説明する。すなわち、サービスサーバ１４０及び認証代行
サーバ１３０での認証が未認証の場合であり、ステップ５において、認証代行サーバ１３
０で認証代行サーバの認証が未認証である状況以降の手順を以下に説明する
（１）：ステップ１０：ユーザ端末１００／ホームゲートウェイ１１０と認証代行サーバ
１３０間で、ＩＤ、パスワード（ＰＷＤ）等によるＩＤＰ認証が行われる。
（２）：ステップ１１：認証代行サーバ１３０において認証が成功の場合は、ネットワー
ク認証状態を検証するため、認証代行サーバ１３０からネットワークアクセス認証サーバ
１２０ヘ、認証要求パケットの発ＩＰアドレス（ソースＩＰアドレス）をキーとしてネッ
トワークアクセス認証状態の確認を依頼する。なお、逆に、ＮＷユーザＩＤをキーにＩＰ
アドレスを取得する方法もある。
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（３）：ステップ１２：ネットワークアクセス認証サーバ１２０では、ＮＷアクセスセッ
ション情報管理テーブル１２１よりＩＰアドレス（図１の動的割当ＩＰアドレス）に対応
するＮＷユーザＩＤ（図１のＮＷ　Ｘ）を検索する。対応するＮＷユーザＩＤが取得でき
た場合には、ステップ１３に進む。
（４）：ステップ１３：ネットワークアクセス認証サーバ１２０は認証代行サーバ１３０
に対してネットワーク認証状態の認証済みとＮＷユーザＩＤを含んだネットワークアクセ
ス認証状態確認結果を送る。
（５）：ステップ１４：認証代行サーバ１３０においては、取得したＮＷユーザＩＤ（図
１ではＮＷ　Ｘ）に対応するＩＤＰユーザＩＤをＩＤＰユーザ管理テーブル１３１より検
索し、ＩＤＰユーザＩＤ（図１ではユーザＡ、ユーザＢ）を取得できた場合には、その取
得したＩＤＰユーザＩＤと、ＩＤＰ認証時に取得したＩＤＰユーザＩＤを比較する。この
比較で、一致するものが存在する場合には、認証結果情報（アサーション）を生成する。
（６）：ステップ６：認証代行サーバ１３０からユーザ端末１００／ホームゲートウェイ
１１０に対して、認証応答（認証結果情報、リダイレクト先ＵＲＬ）を送る。
（７）：ステップ７：ユーザ端末１００／ホームゲートウェイ１１０はサービスサーバ１
４０に対して、該認証応答（認証結果情報）を返す。
（８）：ステップ８：サービスサーバ１４０では認証結果情報の検証を行い、有効ならば
ステップ９へ、有効でないならばユーザヘサービス提供不可の通知を行う。
（９）：ステップ９：サービスサーバ１４０はユーザ端末１００／ホームゲートウェイ１
１０に対してサービス提供を開始する。
【００３４】
　以上により、ＩＤＰ認証とＮＷアクセス認証とを連携させた認証処理が完了する。
【００３５】
　前記において、図６のステップ５からステップ６に遷移するまでの認証代行サーバ１３
０の処理内容を図７で詳細に説明する。
（１）：ステップ２１：認証代行サーバ１３０は、サービスサーバ１４０よりユーザ端末
１００を経由してきた認証要求を受信する。
（２）：ステップ２２：認証要求の中から送信元ＩＰアドレス（発ＩＰアドレス）を取得
する。
（３）：ステップ２３：セッション情報を参照して、該当ユーザの認証状態を確認する。
セッション情報とはセッションを管理する情報であり、本実施形態ではサービスサーバ１
４０がユーザが新規アクセスするごとに払い出したＣｏｏｋｉｅ情報をキーとして管理す
る情報であり、セッションＩＤや認証状態を含む。
（４）：ステップ２４：認証状態が確認済みか否かを判断する。認証済みの場合には、ス
テップ２８に進む。認証済みでない場合にはステップ２５に進む。以下ステップ２５へ進
む場合を先に説明する。
（５）：ステップ２５：ＩＤ／パスワード、公開鍵証明書、バイオメトリクス、あるいは
ワンタイムパスワードなどによるＩＤＰ認証を実施する。
（６）：ステップ２６：ＩＤＰ認証が成功か否かを判断する。成功の場合はステップ２７
へ、不成功の場合はステップ３０へ進む。
（７）：ステップ２７：ＮＷアクセス認証状態の検証を行う。この処理は図８により詳細
に説明する。
（８）：ステップ２８：ＮＷアクセス認証状態の検証が正常を受けて、認証結果情報（ア
サーション）を生成する。
（９）：ステップ２９：認証代行サーバ１３０はユーザ端末１００へ、サービスサーバ１
４０ヘの認証結果情報（アサーション）の送出を依頼する。
（１０）：ステップ３０：本ステップはステップ２６での認証が不成功の場合に実施する
ステップで、ユーザヘサービスサーバ提供不可を通知する。
【００３６】
　さらに図７のステップ２７でのＮＷアクセス認証状態の検証に関する処理内容を図８（
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１）、図８（２）により詳細に説明する。前者の図では、ＩＰアドレスをキーとして、認
証代行サーバからネットワークアクセス認証サーバヘ認証要求する場合で、後者の図では
、ＮＷユーザＩＤをキーにする場合である。
【００３７】
　最初に図８（１）によりＩＰアドレスをキーとした場合の処理方法を詳細に説明する。
（１）：ステップ３１：認証代行サーバ１３０はネットワークアクセス認証サーバ１２０
ヘ、認証要求パケットの中の発ＩＰアドレスをキーとして、ネットワークアクセス認証状
態の確認を依頼する。
（２）：ステップ３２：ネットワークアクセス認証サーバ１２０より、ネットワークアク
セス認証状態確認結果（ネットワーク認証状態と、認証済みの場合にはＮＷユーザＩＤが
含まれる）を受信する。
（３）：ステップ３３：ネットワーク認証状態が認証済みの場合には、ステップ３４に進
み、未認証の場合には、図７のステップ３０に進む。
（４）：ステップ３４：取得したＮＷユーザＩＤに対応するＩＤＰユーザＩＤをＩＤＰユ
ーザ管理テーブル１３１より検索する。
（５）：ステップ３５：ＩＤＰユーザＩＤが取得できたか否かの判断を行う。取得できた
場合には、ステップ３６に進み、取得出来なかった場合には図７のステップ３０に進む。
（６）：ステップ３６：これにより認証代行サーバ１３０が取得しＩＤＰユーザＩＤと、
ＩＤＰ認証時に取得したＩＤＰユーザＩＤとを比較する。
（７）：ステップ３７：ＩＤＰユーザＩＤの比較で一致するものがあるか否かの判断を行
う。一致するものがあれば図７のステップ２８に進む。一致しなければ、同図のステップ
３０に進む。
【００３８】
　次に、ＮＷアクセス認証状態の検証に関する処理方法でＮＷユーザＩＤをキーとする場
合の処理を図８（２）により詳細に説明する。
（１）：ステップ４１：認証代行サーバは、ＩＤＰ認証時に取得したＩＤＰユーザＩＤに
対応するＮＷユーザＩＤをＩＤＰユーザ管理テーブルより検索する。
（２）：ステップ４２：ＮＷユーザＩＤが取得できたか否かを判断する。取得できた場合
には、ステップ４３に進み、取得できなかった場合には図７のステップ３０に進む。
（３）：ステップ４３：認証代行サーバ１３０は、ネットワークアクセス認証サーバ１２
０ヘ、ＮＷユーザＩＤをキーとしてＮＷアクセス認証状態の確認を依頼する。
（４）：ステップ４４：認証代行サーバ１３０はネットワークアクセス認証サーバ１２０
より、ＮＷアクセス認証状態確認結果（ＮＷ認証状態と、認証済みの場合にはＩＰアドレ
スが含まれる）を受信する。
（５）：ステップ４５：ＮＷ認証状態が済みか否かを判断する。済みの場合にはステップ
４６に進み、未承認の場合には図７のステップ３０に進む。
（６）：ステップ４６：ネットワークアクセス認証サーバ１２０より取得したＩＰアドレ
スと、認証要求パケットの発ＩＰアドレスとを比較する。
（７）：ステップ４７：ＩＰアドレスの比較で一致するものがあるか否かの判断を行う。
一致するものがあれば図７のステップ２８に遷移し、一致しなければ、同図のステップ３
０に遷移する。
【００３９】
　さらに、前記の図８（１）のＩＤＰ処理での、ＩＰアドレスをキーとしたＮＷアクセス
認証状態の検証において、同図のステップ３２におけるネットワークアクセス認証サーバ
１２０の処理を図９（１）により詳細に説明する。すなわち、
（１）：ステップ５１：ネットワークアクセス認証サーバ１２０は、ＩＰアドレスをキー
としたネットワークアクセス認証状態の確認依頼を受信する。
（２）：ステップ５２：ＩＰアドレスに対応するＮＷユーザＩＤをＮＷアクセスセッショ
ン情報管理テーブル１２１から検索する
（３）：ステップ５３：対応するＮＷユーザＩＤが取得できたか否かを判断する。取得で
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きた場合にはステップ５５へ、取得できなかった場合にはステップ５４に進む。
（４）：ステップ５５：ネットワークアクセス認証サーバ１２０から認証代行サーバ１３
０ヘ、ネットワークアクセス認証状態確認結果（認証状態が認証済み、ＮＷユーザＩＤ）
を送る。
（５）：ステップ５４：ネットワークアクセス認証サーバ１２０から認証代行サーバ１３
０ヘ、ネットワークアクセス認証状態確認結果（認証状態が未認証）を送る。
【００４０】
　次に、前記の図８（２）のＩＤＰ処理での、ＮＷユーザＩＤをキーとしたＮＷアクセス
認証状態の検証において、同図のステップ４４におけるネットワークアクセス認証サーバ
１２０の処理を図９（２）により詳細に説明する。すなわち、
（１）：ステップ６１：ネットワークアクセス認証サーバ１２０は、ＮＷユーザＩＤをキ
ーとしたネットワークアクセス認証状態の確認依頼を受信する。
（２）：ステップ６２：ＮＷユーザＩＤに対応するＩＰアドレスをＮＷアクセスセッショ
ン情報管理テーブル１２１から検索する。
（３）：ステップ６３：対応するＩＰアドレスが取得できたか否かを判断する。取得でき
た場合にはステップ６５へ、取得できなかった場合にはステップ６４に進む。
（４）：ステップ６５：ネットワークアクセス認証サーバ１２０から認証代行サーバ１３
０へ、ネットワークアクセス認証状態確認結果（認証状態が認証済み、ＩＰアドレス）を
送る。
（５）：ステップ６４：ネットワークアクセス認証サーバ１２０から認証代行サーバ１３
０ヘ、ネットワークアクセス認証状態確認結果（認証状態が未認証）を送る。
【００４１】
　ユーザ端末１００、ホームゲートウェイ１１０からの、ネットワーク接続並びに認証要
求に対するＮＷアクセス認証の処理は図５により詳細に説明する。
（１）：ステップ７０：ユーザ端末１００／ホームゲートウェイ１１０はアクセスサーバ
１５０に対して、認証情報としてＩＤ、パスワード等によりネットワークヘの接続・認証
要求を行う。
（２）：ステップ７１：アクセスサーバ１５０はネットワークアクセス認証サーバ１２０
に対して認証要求を行う。
（３）：ステップ７２：ネットワークアクセス認証サーバ１２０では、ユーザ認証を行う
。認証成功の場合はステップ７３に遷移し、不成功の場合には図１２によりアクセスサー
バ１５０ヘ認証不可を返信して、ネットワークアクセス認証サーバ１２０の処理を終了す
る。
（４）：ステップ７３：ネットワークアクセス認証サーバ１２０はアクセスサーバ１５０
ヘ認証応答（認証結果）を送る。
（５）：ステップ７４：アクセスサーバ１５０はユーザ端末１００／ホームゲートウェイ
１１０に接続・認証応答（認証結果、ＩＰアドレス）を送る。
（６）：ステップ７５：アクセスサーバ１５０はネットワークアクセス認証サーバ１２０
に対して払い出したＩＰアドレスを通知する。
（７）：ステップ７６：ネットワークアクセス認証サーバ１２０は、前記ＩＰアドレスを
受信し、ＮＷアクセスセッション情報管理テーブル１２１の該当ＮＷユーザＩＤ（図１で
はＮＷ　Ｘ）に対してＩＰアドレス（図１では動的割り当てＩＰアドレス）を登録する。
【００４２】
　図２により１つの認証代行サーバの配下に複数のネットワークアクセス認証サーバが接
続されているシステムの構成における認証の手順を説明する。図６で示したＩＤＰ認証と
ＮＷアクセス認証とを連携する処理手順と異なる部分のみを以下で詳細に説明する。
（１）：基本となる事前処理：ＩＤＰユーザＩＤをエントリーする毎に、ネットワークア
クセス認証サーバ１２０Ｘ、１２０Ｙの識別子を付与する。
（２）：サービスサーバ（図示していない）からユーザ端末１００Ｘ、１００Ｙを経由し
て認証代行サーバ１３０に送られた認証要求を契機に、ユーザ端末１００Ｘ、１００Ｙと
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認証代行サーバ１３０間で、ＩＤ、パスワードあるいは電子証明書等によるＩＤＰ認証が
行われ、成功した場合にはＩＤＰユーザＩＤを取得する。
（３）：認証代行サーバ１３０は、前記の識別子により該当するネットワークアクセス認
証サーバ１２０Ｘ、１２０Ｙに、認証要求パケットのソースＩＰアドレスをキーとしてネ
ットワークアクセス認証状態の検証を依頼する。
（４）：以降の手順は、図８（１）もしくは図８（２）のステップ３１からステップ３７
と同じとし、さらに図７により認証代行サーバ１３０が認証結果情報（アサーション）を
生成し（ステップ２８）、ユーザ端末１００Ｘ、１００Ｙヘサービスサーバヘの認証結果
情報（アサーション）の送出を依頼して（ステップ２９）、認証連携の処理を可能にする
。
【００４３】
　前記処理において、ＩＤＰ認証が成功した後に、図７により認証結果情報（アサーショ
ン）を生成して（ステップ２８）、認証代行サーバはユーザ端末ヘサービスサーバへの認
証結果情報（アサーション）の送出を依頼して（ステップ２９）、認証処理を行う手順も
可能になる。
【００４４】
　図２に、１つの認証代行サーバ１３０の下に複数のネットワークアクセス認証サーバが
存在する場合のシステムを示す。ユーザＡのユーザ端末１００Ｘ／ホームゲートウェイ１
１０ＸはＩＳＰ　Ｘ経由でインターネット、ＶＰＮ等に接続する。ＩＳＰ　Ｘのネットワ
ークアクセス認証サーバ１２０Ｘは、ＲＡＤＩＵＳサーバであり、ＮＷアクセスセッショ
ン情報をＮＷアクセスセッション情報管理テーブル１２１Ｘに格納し、ＮＷユーザＩＤ（
図２ではＮＷ　Ｘ）とパスワード（図２ではＰＷＤ）を含むＮＷアクセスアカウントをＮ
Ｗアクセスアカウント管理テーブル１２２Ｘに格納する。ネットワークアクセス認証サー
バ１２０ＸはユーザＡのユーザ端末１００Ｘに対してパスワードベースでネットワークア
クセス認証を行い、ＩＰアドレスを動的に割り当てる。また、ユーザＢのユーザ端末１０
０Ｙ／ホームゲートウェイ１１０ＹはＩＳＰ　Ｙ経由でインターネット、ＶＰＮ等に接続
する。ＩＳＰ　Ｙのネットワークアクセス認証サーバ１２０Ｙは、ＲＡＤＩＵＳサーバで
あり、ＮＷアクセスセッション情報をＮＷアクセスセッション情報管理テーブル１２１Ｙ
に格納し、ＮＷユーザＩＤ（図２ではＮＷ　Ｙ）とパスワード（図２ではＰＷＤ）を含む
ＮＷアクセスアカウントをＮＷアクセスアカウント管理テーブル１２２Ｙに格納する。ネ
ットワークアクセス認証サーバ１２０ＹはユーザＢのユーザ端末１００Ｙに対してパスワ
ードベースでネットワークアクセス認証を行い、ＩＰアドレスを動的に割り当てる。認証
代行サーバ１３０はポータルユーザアカウントをＩＤＰユーザ管理テーブル１３２に格納
する。ポータルユーザアカウントには、各ユーザがどのネットワークアクセス認証サーバ
（ＲＡＤＩＵＳサーバ）に属するかを識別する情報（図２ではＲＡＤＩＵＳ－Ｘ、ＲＡＤ
ＩＵＳ－Ｙ）を含む。なお、その他の点については図１と同様であり、図２においてもサ
ービスプロバイダ（図示していない）が存在する。
【００４５】
　図２の実施形態の場合は、一つの認証代行サーバの配下に複数のネットワークアクセス
認証サーバが存在する場合に、認証代行サーバにおいて対応するネットワークアクセス認
証サーバ（ＲＡＤＩＵＳサーバ）を識別することができる。したがって、異なるネットワ
ークアクセス認証サーバ上に同名のＮＷユーザＩＤの存在が可能とである。
【００４６】
　図２により、１つの認証代行サーバ１３０の配下に複数のネットワークアクセス認証サ
ーバ１２０Ｘ、１２０Ｙが接続されているシステムの構成における認証の手順で、サービ
スサーバからユーザ端末１００Ｘ、１００Ｙを経由して認証代行サーバ１３０に送られた
認証要求を契機に、以下の手順によっても認証処理、並びにサービス提供が可能である。
以下に手順を詳細に説明する。すなわち、
（１）：基本となる事前処理：認証代行サーバ１３０では、ユーザ端末１００Ｘ、１００
Ｙの発ＩＰアドレスからネットワークアクセス認証サーバ１２０Ｘ、１２０Ｙを引くテー
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ブルを用意する。図２では、ＩＤＰユーザ管理テーブル１３２のＲＡＤＩＵＳ－Ｘ、ＲＡ
ＤＩＵＳ－ＹがユーザＡ、ユーザＢがどのネットワークアクセス認証サーバに属するのか
を識別する情報である。
（２）：ユーザ端末からの発ＩＰアドレスにより前記テーブルを用いて、該当ネットワー
クアクセス認証サーバを特定し、認証代行サーバ１３０から該当ネットワークアクセス認
証サーバへ認証要求を行う。
（３）：これを受けたステップは、図９（１）で説明したネットワークアクセス認証サー
バ１２０でのステップ５１からステップ５４ないしは５５までと同じ処理となる。
（４）：認証代行サーバ１３０ではＮＷユーザＩＤを取得したことにより、認証結果情報
（アサーション）を生成する。
（５）：これを受けたステップは、図７のステップ２９によりＩＤＰ認証処理が完結する
。
【００４７】
　また、前記処理において、認証代行サーバ１３０において、ユーザ端末１００Ｘ、１０
０Ｙの発ＩＰアドレスからネットワークアクセス認証サーバを引くテーブルを用意して、
ユーザ端末からの発ＩＰアドレスにより該当するネットワークアクセス認証サーバヘ認証
要求を行う前記の処理手順において、（４）の処理の代わりに、以下のステップを実施し
てＩＤＰ認証と連携させることも可能である。すなわち、
（１）：認証代行サーバ１３０ではＮＷユーザＩＤを取得する。
（２）：認証代行サーバ１３０は、ユーザ端末１００Ｘ、１００ＹからのＩＤ、パスワー
ドによりＩＤＰ認証を行い、それにより得られたＮＷユーザＩＤと、それぞれのユーザに
対応するネットワークアクセス認証サーバ１２０Ｘ、１２０Ｙからの認証応答のＮＷユー
ザＩＤとを比較して、それが一致した時に、認証結果情報（アサーション）を生成して、
図７のステップ２９により、ＮＷユーザ認証とＩＤＰ認証の連携が可能となる。本実施形
態ではＮＷユーザ認証とＩＤＰ認証を連携して行っているが、ＮＷユーザ認証だけで十分
なセキュリティを確保できる場合は、ＮＷユーザ認証単独の認証のみを行うようにしても
よい。
【００４８】
　図３に、サービスオーダー時に投入されるＩＰアドレスを補助的に利用した認証を行う
場合のシステムを示す。図３はユーザアカウント情報としてサービスオーダー時に投入さ
れるＩＰアドレスを補助的に利用したパスワードベースのユーザ認証の例である。ホーム
ゲートウェイ１１０には複数のユーザ端末（図３ではユーザＡ、ユーザＢの端末）が接続
されることがある。ユーザ端末１００／ホームゲートウェイ１１０はエッジルータ１６０
を介して認証代行サーバ１３０に接続する。図３の実施形態においてはＩＰアドレスは回
線毎に固定的に割り当てられている。エッジルータ１６０に備えられたＩＰアドレス割当
テーブルには、ＮＷユーザＩＤ（図３ではＮＷ　Ｘ）のＶＬＡＮＩＤと固定割当ＩＰアド
レスが格納される。認証代行サーバ１３０に備えられたＩＤＰユーザ管理テーブル１３３
には、割当済ＩＰアドレスが格納される。認証代行サーバ１３０は、ユーザ端末１００に
対してＨＴＴＰ上でパスワード認証を行い、また、ＩＤＰユーザ管理テーブル１３３に格
納された割当済ＩＰアドレスを用いて発ＩＰアドレスの検証も行う。なお、その他の点に
ついては図１と同様であり、図３の実施形態においてもサービスプロバイダ（図示してい
ない）が存在する。
【００４９】
　図３により、ユーザ端末１００がホームゲートウェイ１１０、エッジルータ１６０を介
して認証代行サーバ１３０に接続されるシステムの構成における、シングルサインオンの
処理を説明する。
（１）：サービスオーダー時に投入されるＩＰアドレスをユーザアカウント情報として登
録する。
（２）：エッジルータ１６０においてＩＰアドレスは回線毎に固定的に割り当てられる。
（３）：ユーザ端末１００と認証代行サーバ１３０間での、ＩＤ、パスワード等によるＩ
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ＤＰ認証においては、発ＩＰアドレスの検証にはユーザアカウント情報のＩＰアドレスを
補助的に利用する。認証代行サーバ１３０がＩＤＰユーザＩＤのエントリー毎にＩＰアド
レスを記憶しているので、ＩＤ／パスワード認証と発ＩＰアドレス検証の二重チェックが
可能となる。
【００５０】
　認証結果情報（アサーション）発行履歴を課金に利用する実施例を図４により説明する
。
（１）：［１］：ユーザ端末１００とネットワークアクセス認証サーバ１２０間で、ネッ
トワークアクセス認証が行われ、認証が成功すると、ネットワークアクセス認証サーバ１
２０のＮＷアクセスセッション情報管理テーブル１２３の該当ＮＷユーザＩＤ（図４では
ＮＷ　Ａ）に対してＩＰアドレス（図４では動的割当ＩＰアドレス）を登録する。
（２）：［２］ユーザ端末１００からサービスサーバ１４０ヘサービス要求が送られる。
（３）：［３］サービスサーバ１４０では、当該ユーザの認証状態を確認できた場合は［
８］に遷移する（サービス提供開始）。認証確認ができない場合は、サービスサーバ１４
０からユーザ端末１００を経由して認証代行サーバ１３０に認証要求を行う。
（４）：［４］認証代行サーバ１３０はネットワークアクセス認証サーバ１２０に対して
、認証要求のＩＰアドレスをキーにＮＷアクセスユーザＩＤを問合せる。
（５）：［５］認証代行サーバ１３０は取得したＮＷアクセスユーザＩＤに対応するＩＤ
ＰユーザＩＤが存在すれば、認証が済みとする。
（６）：［６］認証代行サーバ１３０では認証結果情報（アサーション）発行履歴を「発
行先サービス（ＵＲＬ）」と「発行ユーザ（ＩＤＰユーザＩＤ）」とを対応付けて管理（
サービスサーバ別かつユーザ別）する。これをサービス提供時の課金に利用すると、サー
ビスプロバイダでは課金情報の取得が不要になる。
（７）：［７］認証代行サーバ１３０での認証結果情報（アサーション）をユーザ端末１
００を経由してサービスサーバ１４０ヘ送る。
（８）：［８］サービスサーバ１４０は認証結果情報を受信することにより、ユーザ端末
１００に対してサービス提供を行う。
【００５１】
　図４の実施形態により、各サービスプロバイダ（ＳＰ）は通信回線業者のアクセス網を
経由して正規のアクセス認証を経たユーザのアクセスであることを確認した上でサービス
を認可することが可能である。したがって、サービスプロバイダにて課金情報の取得が不
要となる。
【００５２】
　以上の処理は図１０の処理フローでも説明でき、前記処理手順において、ＩＤＰ認証が
不成功のとき、ＮＷアクセス認証状態を検証して認証済みでないときは、同図によりユー
ザヘサービス提供不可を通知する処理となる。図１０において、ステップ７７～ステップ
８５はこれまで説明してきたものと同様である。ステップ８６において、ユーザ端末へサ
ービスサーバへの認証結果情報（アサーション）の送出を依頼する。ステップ８７におい
て、アサーション発行履歴テーブルへ履歴を記録する。
【００５３】
　さらに同図１０により認証結果情報（アサーション）発行履歴テーブルヘ履歴を記録す
る処理に関わるテーブル内容は図１１により説明する。
（１）：認証結果情報（アサーション）発行毎に認証結果情報（アサーション）発行履歴
管理テーブルにログを記録する。アサーション発行履歴テーブルには、ＩＤＰユーザＩＤ
、サービスサーバ識別子、サービス識別子、日時が記録される。また、サービス料金管理
テーブルには、サービスサーバ識別子、サービス識別子、サービス料金が格納されている
。
（２）：各ユーザ毎に課金情報を集計する際には、サービス料金管理テーブルから各サー
ビスの料金を取得し、認証結果情報（アサーション）発行履歴管理テーブルを元にユーザ
毎のサービス利用料を算出する。
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【００５４】
　なお、アクセス終了に伴う切断処理は従来の動作と変わらないので図示しない。
【００５５】
　また、各実施形態では、ＮＷアクセス認証の具体的方法として、ＩＤ・パスワード認証
方法を用いたが、その他の後置の方法、例えば、電子証明書を用いた方法、発番号認証（
ダイアルアップ接続時におけるユーザ端末の電話番号や、常時接続時におけるアクセスサ
ーバのユーザ端末向け物理ポートなどに基づく認証）などの方法を用いてもよい。
【００５６】
　以上のフローチャートに基づいて、コンピュータプログラムを作成することができ、ま
た、そのプログラムを記録媒体に記録することも、ネットワークを通じて提供することも
可能である。
【００５７】
　以上、本発明者によってなされた発明を、前記実施形態に基づき具体的に説明したが、
本発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において
種々変更可能であることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】ＩＤＰ認証とＮＷアクセス認証の併用による認証処理を示すネットワークの構成
【図２】１つの認証代行サーバの下に複数のネットワークアクセス認証サーバが存在する
場合のシステムの構成
【図３】サービスオーダー時に投入されるＩＰアドレスを補助的に利用した認証を説明す
るネットワークの構成
【図４】認証結果情報（アサーション）発行履歴を課金に応用する例を説明するシステム
の構成
【図５】ＮＷアクセス認証の認証処理シーケンス
【図６】認証処理においてサービス要求からサービス提供までの認証処理シーケンス
【図７】サービス要求時の認証代行サーバの処理フロー
【図８】サービス要求時の認証処理サーバの処理においてネットワークアクセス認証状態
の検証の処理フロー
【図９】サービス要求時のネットワークアクセス認証サーバの認証処理フロー
【図１０】認証結果情報（アサーション）発行・履歴管理処理のフロー
【図１１】認証結果情報（アサーション）履歴管理とサービス課金への適用のための管理
テーブル
【図１２】ＮＷアクセス認証時のネットワークアクセス認証サーバの処理フロー
【図１３】従来技術によるリモートアクセスユーザ端末からのシングルサインオンを実現
するシステムの構成（リモートアクセス拠点が端末の場合）
【図１４】従来技術によるリモートアクセスユーザ端末からのシングルサインオンを実現
するシステムの構成（リモートアクセス拠点がＬＡＮの場合）
【符号の説明】
【００５９】
１００…ユーザ端末、１１０…ホームゲートウェイ、１２０…ネットワークアクセス認証
サーバ、１３０…認証代行サーバ、１４０…サービスサーバ、１５０…アクセスサーバ、
１６０…エッジルータ
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