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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セッションイニシエーションプロトコル（ＳＩＰ）プロキシを介してセッションを開始
することに関連してＳＩＰクライアントとＳＩＰプロキシの間の相互認証をするための方
法であって、
　前記ＳＩＰクライアントから前記ＳＩＰプロキシに第１のＩＮＶＩＴＥリクエストを送
信するステップと、
　前記ＳＩＰプロキシが前記第１のＩＮＶＩＴＥリクエストを受信したことに応答して、
ＳＩＰプロキシのセキュリティコンテキストを含むチャレンジメッセージを前記ＳＩＰク
ライアントに送信するステップと、
　前記ＳＩＰクライアントが前記チャレンジメッセージを受信したことに応答して、
　　前記ＳＩＰクライアントのドメインコントローラーから前記ＳＩＰプロキシのセッシ
ョンキーとサーバーチケットとを取得するステップであって、該セッションキーは前記Ｓ
ＩＰクライアントのキーで暗号化されており、該サーバーチケットはＳＩＰプロキシの長
期キーで暗号化されていてＳＩＰクライアントの認証データを含んでいるステップと、
　　前記ＳＩＰクライアントの前記キーに基づいて前記セッションキーを解読するステッ
プと、
　　前記セッションキーによって署名され、かつ前記サーバーチケット及びＳＩＰプロキ
シのセキュリティコンテキストを含む第２のＩＮＶＩＴＥリクエストを前記ＳＩＰプロキ
シに送信するステップと、
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　前記ＳＩＰプロキシが前記第２のＩＮＶＩＴＥリクエストを受信したことに応答して、
　　前記ＳＩＰプロキシの前記長期キーに基づいて前記サーバーチケットを解読するステ
ップと、
　　前記サーバーチケット内のＳＩＰクライアントの認証データが、前記ＳＩＰクライア
ントが信頼のおけるものであること、前記第２のＩＮＶＩＴＥリクエストに含まれるセキ
ュリティコンテキストがＳＩＰプロキシのセキュリティコンテキストに合致するものであ
ること、及び前記第２のＩＮＶＩＴＥリクエストが前記セッションキーによって署名され
ていることを示す場合に、前記第２のＩＮＶＩＴＥリクエストに基づいてＩＮＶＩＴＥリ
クエストを所望のサーバーに送信するステップと、
　　前記所望のサーバーから前記ＩＮＶＩＴＥリクエストに対する応答を受信すると、前
記セッションキーで前記応答に署名して、ＳＩＰクライアントがＳＩＰプロキシを認証で
きるように前記署名された応答を前記ＳＩＰクライアントに送信するステップと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ＳＩＰプロキシは、前記セッションキーを生成することを特徴とする請求項１に記
載の方法。
【請求項３】
　前記ＳＩＰプロキシは、前記セッションキーを自身のドメインコントローラーに提供し
、前記ＳＩＰプロキシの前記ドメインコントローラーは、前記ＳＩＰクライアントのドメ
インコントローラーに前記セッションキーを提供することを特徴とする請求項２に記載の
方法。
【請求項４】
　前記サーバーチケットは、前記セッションキーを含むことを特徴とする請求項１に記載
の方法。
【請求項５】
　前記ＳＩＰクライアントが前記署名された応答を受信すると、前記応答が前記セッショ
ンキーで署名されていることを確認するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１
に記載の方法。
【請求項６】
　セッションイニシエーションプロトコル（ＳＩＰ）プロキシを介してセッションを開始
することに関連してＳＩＰクライアントとＳＩＰプロキシの間の相互認証を提供するコン
ピュータシステムを制御する命令を記憶したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であっ
て、
　前記命令は、
　前記ＳＩＰクライアントから第１のＩＮＶＩＴＥリクエストを受信するステップと、
　セッションキーを中継コンピュータに提供するステップと、
　前記第１のＩＮＶＩＴＥリクエストを受信したことに応答して、ＳＩＰプロキシのセキ
ュリティコンテキストを含むチャレンジメッセージを前記ＳＩＰクライアントに送信する
ステップと、
　認証データを含む暗号化されたサーバーチケットとセキュリティコンテキストとを含む
、セッションキーによって署名された第２のＩＮＶＩＴＥリクエストをＳＩＰプロキシが
受信するステップと、
　前記ＳＩＰプロキシの長期キーに基づいて前記サーバーチケットを解読するステップと
、
　前記サーバーチケット内の認証データが、前記ＳＩＰクライアントが信頼のおけるもの
であること、前記第２のＩＮＶＩＴＥリクエストに含まれるセキュリティコンテキストが
ＳＩＰプロキシのセキュリティコンテキストに合致するものであること、及び前記第２の
ＩＮＶＩＴＥリクエストが前記セッションキーによって署名されていることを示す場合に
、ＩＮＶＩＴＥリクエストを所望のサーバーに送信するステップと、
　前記所望のサーバーから前記ＩＮＶＩＴＥリクエストに対する応答を受信すると、前記
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セッションキーで前記応答に署名して、ＳＩＰクライアントがＳＩＰプロキシを認証でき
るように前記署名された応答を前記ＳＩＰクライアントに転送するステップと
　を含む方法を実行することによって前記コンピュータシステムを制御することを特徴と
するコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項７】
　前記サーバーチケットは、前記セッションキーを含むことを特徴とする請求項６に記載
のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項８】
　前記中継コンピュータは、前記セッションキーをＳＩＰクライアントに提供することを
特徴とする請求項６に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項９】
　前記中継コンピュータは、前記ＳＩＰプロキシのドメインコントローラーであり、前記
ＳＩＰプロキシのドメインコントローラーは、前記セッションキーを前記ＳＩＰクライア
ントのドメインコントローラーに提供することを特徴とする請求項６に記載のコンピュー
タ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１０】
　前記チャレンジメッセージを受信したことに応答して、前記ＳＩＰクライアントが、
　前記中継コンピュータから前記ＳＩＰプロキシのセッションキーとサーバーチケットと
を取得するステップであって、前記セッションキーは前記ＳＩＰクライアントのキーで暗
号化されており、前記サーバーチケットはＳＩＰプロキシの長期キーで暗号化されていて
ＳＩＰクライアントの認証データを含んでいるステップと、
　前記ＳＩＰクライアントの前記キーに基づいて前記セッションキーを解読するステップ
と、
　前記セッションキーによって署名され、かつ前記サーバーチケット及びＳＩＰプロキシ
のセキュリティコンテキストを含む第２のＩＮＶＩＴＥリクエストを前記ＳＩＰプロキシ
に送信するステップと
　を実行することを特徴とする請求項６に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１１】
　セッションイニシエーションプロトコル（ＳＩＰ）プロキシを介してセッションを開始
することに関連してＳＩＰクライアントとＳＩＰプロキシの間の相互認証を提供するコン
ピュータシステムを制御する命令を記憶したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であっ
て、
　前記命令は、
　前記ＳＩＰプロキシに第１のＩＮＶＩＴＥリクエストを送信するステップと、
　ＳＩＰプロキシのセキュリティコンテキストを含むチャレンジメッセージを前記ＳＩＰ
プロキシから受信するステップと、
　前記チャレンジメッセージを受信したことに応答して、ＳＩＰクライアントが、
　　ＳＩＰクライアントの中継コンピュータからＳＩＰプロキシのセッションキーとサー
バーチケットとを取得するステップであって、前記サーバーチケットはＳＩＰプロキシの
長期キーで暗号化されており、ＳＩＰプロキシがＳＩＰクライアントを認証できるように
ＳＩＰクライアントの認証データを含んでいるステップと、
　　前記セッションキーによって署名され、サーバーチケットとＳＩＰプロキシのセキュ
リティコンテキストとを含む第２のＩＮＶＩＴＥリクエストをＳＩＰプロキシに送信する
ステップと、
　ＳＩＰプロキシから前記第２のＩＮＶＩＴＥリクエストに対する応答を受信するステッ
プと、
　前記応答がＳＩＰプロキシを認証するために前記セッションキーによって署名されてい
ることを確認するステップと
　を含む方法を実行することによって前記コンピュータシステムを制御することを特徴と
するコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
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【請求項１２】
　前記サーバーチケットは、前記セッションキーを含むことを特徴とする請求項１１に記
載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１３】
　前記ＳＩＰクライアントの中継コンピュータは、前記セッションキーを前記ＳＩＰプロ
キシの中継コンピュータから取得することを特徴とする請求項１１に記載のコンピュータ
読み取り可能な記録媒体。
【請求項１４】
　前記ＳＩＰクライアントの中継コンピュータは、前記ＳＩＰクライアントのドメインコ
ントローラーであり、前記ＳＩＰプロキシの中継コンピュータは、前記ＳＩＰプロキシの
ドメインコントローラーであることを特徴とする請求項１３に記載のコンピュータ読み取
り可能な記録媒体。
【請求項１５】
　前記ＳＩＰクライアント及び前記ＳＩＰプロキシは、相異なるドメインに存在すること
を特徴とする請求項１１に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１６】
　前記ＳＩＰプロキシは、前記サーバーチケットの認証データに基づいて前記ＳＩＰクラ
イアントを認証することを特徴とする請求項１１に記載のコンピュータ読み取り可能な記
録媒体。
【請求項１７】
　前記第２のＩＮＶＩＴＥリクエストを受信すると、前記ＳＩＰプロキシが、
　前記ＳＩＰプロキシの長期キーに基づいて前記サーバーチケットを解読し、
　前記サーバーチケット内の認証データが、前記ＳＩＰクライアントが信頼のおけるもの
であること、前記第２のＩＮＶＩＴＥリクエストに含まれるセキュリティコンテキストが
ＳＩＰプロキシのセキュリティコンテキストに合致するものであること、及び前記第２の
ＩＮＶＩＴＥリクエストが前記セッションキーによって署名されていることを示す場合に
、ＩＮＶＩＴＥリクエストを所望のサーバーに送信し、
　前記所望のサーバーから前記ＩＮＶＩＴＥリクエストに対する応答を受信すると、前記
セッションキーで前記応答に署名して、ＳＩＰクライアントがＳＩＰプロキシを認証でき
るように前記署名された応答をＳＩＰクライアントに転送する
　ことを特徴とする請求項１１に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１８】
　前記ＳＩＰプロキシは、前記第１のＩＮＶＩＴＥリクエストをＳＩＰクライアントから
受信し、前記セッションキーを前記中継コンピュータに提供し、ＳＩＰプロキシのセキュ
リティコンテキストを含むチャレンジメッセージをＳＩＰクライアントに送信することを
特徴とする請求項１５に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１９】
　セッションイニシエーションプロトコル（ＳＩＰ）プロキシを介してセッションを開始
することに関連してＳＩＰクライアントとＳＩＰプロキシの間の相互認証をするための方
法であって、
　前記ＳＩＰクライアントから前記ＳＩＰプロキシに第１のＩＮＶＩＴＥリクエストを送
信するステップと、
　前記ＳＩＰプロキシが前記第１のＩＮＶＩＴＥリクエストを受信したことに応答して、
ＳＩＰプロキシのセキュリティコンテキストを含むチャレンジメッセージを前記ＳＩＰク
ライアントに送信するステップと、
　前記ＳＩＰクライアントが前記チャレンジメッセージを受信したことに応答して、中継
コンピュータ経由でＳＩＰプロキシによって提供されたセッションキーによって署名され
、かつサーバーチケット及びＳＩＰプロキシのセキュリティコンテキストを含む第２のＩ
ＮＶＩＴＥリクエストを前記ＳＩＰプロキシに送信するステップであって、該サーバーチ
ケットはＳＩＰクライアントの認証データを含んでいるステップと、
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　前記ＳＩＰプロキシが前記第２のＩＮＶＩＴＥリクエストを受信すると、
　　前記サーバーチケット内のＳＩＰクライアントの認証データが、前記ＳＩＰクライア
ントが信頼のおけるものであること、前記第２のＩＮＶＩＴＥリクエストに含まれるセキ
ュリティコンテキストがＳＩＰプロキシのセキュリティコンテキストに合致するものであ
ること、及び前記第２のＩＮＶＩＴＥリクエストが前記セッションキーによって署名され
ていることを示す場合に、前記第２のＩＮＶＩＴＥリクエストに基づいてＩＮＶＩＴＥリ
クエストを所望のサーバーに送信するステップと、
　　前記所望のサーバーから前記ＩＮＶＩＴＥリクエストに対する応答を受信すると、前
記セッションキーで前記応答に署名して、前記署名された応答を前記ＳＩＰクライアント
に転送するステップと
　前記応答をＳＩＰクライアントが受信すると、前記応答がＳＩＰプロキシを認証するた
めに前記セッションキーで署名されていることを確認するステップと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２０】
　前記ＳＩＰクライアントは、ＳＩＰプロキシの長期キーで前記サーバーチケットを暗号
化し、
　前記ＳＩＰプロキシは、前記ＳＩＰプロキシの長期キーに基づいて前記サーバーチケッ
トを解読することを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記ＳＩＰプロキシは、前記中継コンピュータに前記セッションキーを提供することを
特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　前記ＳＩＰプロキシ及び前記ＳＩＰクライアントが相異なるドメインに存在する場合に
、
　前記ＳＩＰプロキシは、ＳＩＰプロキシのドメインの中継コンピュータに前記セッショ
ンキーを提供し、
　前記ＳＩＰプロキシのドメインの中継コンピュータは、ＳＩＰクライアントのドメイン
の中継コンピュータに前記セッションキーを提供し、
　前記ＳＩＰクライアントのドメインの中継コンピュータは、ＳＩＰクライアントに前記
セッションキーを提供することを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は一般に、コンピュータネットワークを介した装置間通信に関し、詳細には、セキ
ュリティ機構、例えばケルベロス認証プロトコルに基づくセキュリティ機構を、セッショ
ンイニシエーションプロトコル（ＳＩＰ：Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒ
ｏｔｏｃｏｌ）を通信セッションを確立するためのシグナリングプロトコルとして使用し
たネットワーク通信に組み込むことに関する。
【０００２】
【従来の技術】
セッションイニシエーションプロトコル（ＳＩＰ）は、コンピューティング装置が、自体
がコンピュータネットワークを介して通信したいと欲している他の装置の位置を突き止め
、その装置との間に通信セッションを確立するための機構を提供するシグナリングプロト
コルである。ＳＩＰは汎用性のあるプロトコルであり、多くの異なるシナリオで通信セッ
ションを確立するのに使用されてきた。ＳＩＰは例えば、インターネット会議、電話、プ
レゼンス（ｐｒｅｓｅｎｃｅ）、イベント通知およびインスタントメッセージングに使用
されている。ＳＩＰの重要な強みは、位置独立の単一のアドレスの下にいる被呼者（ユー
ザ）に、たとえこの被呼者が別のコンピュータに移動していたとしてもたどり着くことが
できる、パーソナルモビリティ（ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｍｏｂｉｌｉｔｙ）をサポートして
いることである。
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【０００３】
ＳＩＰに基づくセッション開始オペレーションの共通する１つのモードは「プロキシ（ｐ
ｒｏｘｙ）モード」である。例えば、ＳＩＰクライアント（「呼出し元」）は、意図され
た受信者（「呼出し先」）を電子メールアドレスに似たアドレスによって識別するＩＮＶ
ＩＴＥメッセージなどのＳＩＰリクエストメッセージを送ることができる。このリクエス
トメッセージは一般にまず、送信側ＳＩＰクライアントのアウトバウンド（ｏｕｔｂｏｕ
ｎｄ）ＳＩＰプロキシに送られる。次いでこのアウトバウンドＳＩＰプロキシがこのリク
エストメッセージを、しばしば他の中間ＳＩＰプロキシを介して、意図された受信側クラ
イアントが登録されているＳＩＰプロキシに転送し、次いでこのＳＩＰプロキシが、ＩＮ
ＶＩＴＥメッセージを受信側クライアントに送る。受信側クライアントの受入れメッセー
ジ（「２００ＯＫ」）が、シグナリングチェーンを介して呼出し元クライアントに戻され
、これによって、呼出し元クライアントは呼出し先クライアントと、一般にシグナリング
チャネルとは別の媒体チャネルを通して通信できるようになる。他のＳＩＰクライアント
と通信する他に、ＳＩＰクライアントはさらに、ＲＥＧＩＳＴＥＲリクエストを送ること
によってＳＩＰレジストラ（ｒｅｇｉｓｔｒａｒ）に自体を登録するなどの目的で、ＳＩ
Ｐサーバと通信することができる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
さまざまな応用に対して幅広く実装されてはいるが、ＳＩＰは、主としてシグナリングオ
ペレーション用に設計されたものである。ＳＩＰは、通信セッションのセキュリティおよ
びプライバシーを保護するためのセキュリティ機構を明示的に提供せず、またはこれを必
要としない。しかし多くのケースで、ＳＩＰクライアントが、ＳＩＰクライアントのユー
ザを認証するよう求めるリクエストをアウトバウンドＳＩＰプロキシに送ることを要求し
、アウトバウンドＳＩＰプロキシが、ＳＩＰクライアントに対して自体を認証することを
要求することが望ましい。さらに、ＳＩＰリクエストメッセージの完全性を保護すること
もしばしば必要である。クライアント・プロキシ認証およびメッセージの完全性はともに
、信頼性の高いセキュリティ機構の使用を要求する。したがって、信頼性の高いセキュリ
ティ機構をＳＩＰシグナリングオペレーションと組み合わせて、ＳＩＰクライアントとア
ウトバウンドプロキシとの間の認証を可能にすることが求められている。しかし、所望の
セキュリティ機構をＳＩＰシグナリングフレームワークにどのようにはめ込んで、目的の
異なるこれらの２つの機構を一緒に効果的に実行することができるようにするかというこ
とが技術上の課題である。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
以上のことを考慮して、本発明は、ケルベロス（Ｋｅｒｂｅｒｏｓ）プロトコル、ＮＴＬ
Ｍプロトコルなどのセキュリティ機構を、ＳＩＰシグナリングオペレーションのメッセー
ジフローに組み込んで、ＳＩＰクライアントとＳＩＰプロキシが相互に認証できるように
するための方式を提供する。本発明によれば、ＳＩＰクライアントからＳＩＰリクエスト
メッセージを受け取ると、プロキシはこれに応答して、予め選択されたセキュリティ機構
に基づく認証が必要であることを指示するチャレンジメッセージを送る。これに応答して
ＳＩＰクライアントは、前記セキュリティ機構に基づいてサーバに対してクライアントを
認証するための認証データを含むｐｒｏｘｙ　ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎヘッダを有す
る前記リクエストメッセージの第２バージョンないし改訂バージョンを送る。ケルベロス
セキュリティ機構を使用する場合には、ｐｒｏｘｙ　ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎヘッダ
が、プロキシにアクセスするためにクライアントが取得したケルベロスサーバチケットを
表すデータを含む。ｐｒｏｘｙ　ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎヘッダのデータに基づくク
ライアントのユーザの認証に成功した場合、ＳＩＰプロキシは、ＳＩＰクライアントとリ
クエストメッセージの意図された受信者との間のＳＩＰメッセージシグナリング経路に沿
ってこのリクエストを転送する。ＳＩＰクライアントが相互認証を要求している場合、Ｓ
ＩＰプロキシは、クライアントに送る次のメッセージにｐｒｏｘｙ　ａｕｔｈｅｎｔｉｃ



(7) JP 4294268 B2 2009.7.8

10

20

30

40

50

ａｔｉｏｎ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ（プロキシ認証情報）ヘッダを追加する。このメッ
セージは例えば、ＩＮＶＩＴＥリクエストに応答して呼出し先ＳＩＰクライアントが生成
した「２００ＯＫ」ＳＩＰ応答、またはＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージに応答してＳＩＰレ
ジストラサーバが生成した「２００ＯＫ」応答である。ｐｒｏｘｙ　ａｕｔｈｅｎｔｉｃ
ａｔｉｏｎ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎヘッダは、クライアントがＳＩＰプロキシを認証す
るための認証データを含む。
【０００６】
本発明の特徴は請求項に詳細に記述されているが、本発明、ならびに本発明の目的および
利点は、添付図面を参照して以下の詳細な説明を読むことによって最もよく理解されよう
。
【０００７】
【発明の実施の形態】
図面を参照すると、適当なコンピューティング環境中に実現された本発明が示されている
。図面中、同様の参照符号は同様の要素を指す。そうでなければならないというわけでは
ないが、本発明は、パーソナルコンピュータによって実行される、プログラムモジュール
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される。プログラムモジュールに
は一般に、特定のタスクを実行し、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。さらに、本発明を
、ハンドヘルド装置、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、または
プログラム可能な家庭用電子機器、ネットワークＰＣ、ミニコンピュータ、メインフレー
ムコンピュータなどを含む他のコンピュータシステム構成とともに実施できることを当業
者は理解されたい。本発明は、通信ネットワークを介してリンクされた遠隔処理装置によ
ってタスクが実行される分散コンピューティング環境で実施することができる。分散コン
ピューティング環境では、プログラムモジュールが、ローカルメモリ記憶装置と遠隔メモ
リ記憶装置の両方に位置することができる。
【０００８】
以下の説明ではまず、本発明を実現するための例示的なシステム中で使用することができ
る汎用コンピューティング装置を説明し、次いで、図２～９を参照して本発明をより詳細
に説明する。図１を参照すると、処理ユニット２１、システムメモリ２２およびシステム
バス２３を含む従来のパーソナルコンピュータ２０の形態の汎用コンピューティング装置
が示されている。システムバス２３は、システムメモリを含むさまざまなシステムコンポ
ーネントを処理ユニット２１に結合する。システムバス２３は、さまざまなバスアーキテ
クチャのうちの任意のアーキテクチャを使用した、メモリバスまたはメモリコントローラ
、周辺バスおよびローカルバスを含むいくつかのタイプのバス構造のうちの任意の構造と
することができる。システムメモリは、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）２４およびラン
ダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）２５を含む。ＲＯＭ２４には、起動時などにパーソナルコ
ンピュータ２０の内部要素間の情報転送を助ける基本ルーチンを含む基本入出力システム
（ＢＩＯＳ）２６が記憶されている。パーソナルコンピュータ２０はさらに、ハードディ
スク６０の読取り／書込み用のハードディスクドライブ２７、リムーバブル磁気ディスク
２９の読取り／書込み用の磁気ディスクドライブ２８、およびＣＤ－ＲＯＭまたは他の光
媒体などのリムーバブル光ディスク３１の読取り／書込み用の光ディスクドライブ３０を
含む。
【０００９】
ハードディスクドライブ２７、磁気ディスクドライブ２８および光ディスクドライブ３０
はそれぞれ、ハードディスクドライブインタフェース３２、磁気ディスクドライブインタ
フェース３３、および光ディスクドライブインタフェース３４によってシステムバス２３
に接続されている。これらのドライブおよび関連コンピュータ可読媒体は、コンピュータ
可読命令、データ構造、プログラムモジュール、およびパーソナルコンピュータ２０のた
めのその他のデータを記憶する不揮発性記憶装置を提供する。ここに記載した例示的な環
境では、ハードディスク６０、リムーバブル磁気ディスク２９およびリムーバブル光ディ
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スク３１が使用されているが、この例示的な動作環境では、磁気カセット、フラッシュメ
モリカード、ディジタルビデオディスク、ベルヌーイカートリッジ、ランダムアクセスメ
モリ、リードオンリーメモリ、ストレージエリアネットワークなど、コンピュータがアク
セス可能なデータを記憶することができる他のタイプのコンピュータ可読媒体を使用する
こともできることを当業者は理解されたい。
【００１０】
ハードディスク６０、磁気ディスク２９、光ディスク３１、ＲＯＭ２４またはＲＡＭ２５
には、オペレーティングシステム３５、１つまたは複数のアプリケーションプログラム３
６、他のプログラムモジュール３７およびプログラムデータ３８を含む、いくつかのプロ
グラムモジュールを記憶することができる。ユーザは、キーボード４０、ポインティング
デバイス４２などの入力装置を介して、コマンドおよび情報をパーソナルコンピュータ２
０に入力することができる。この他の入力装置（図示せず）には例えば、マイクロホン、
ジョイスティック、ゲームパッド、衛星アンテナ、スキャナなどがある。これらの入力装
置および他の入力装置はたいてい、システムバスに結合されたシリアルポートインタフェ
ース４６を介して処理ユニット２１に接続されるが、パラレルポート、ゲームポート、ユ
ニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）、ネットワークインタフェースカードなどの他のイン
タフェースによって接続することもできる。さらに、モニタ４７または他のタイプのディ
スプレイ装置が、ビデオアダプタ４８などのインタフェースを介してシステムバス２３に
接続されている。モニタの他に、パーソナルコンピュータは一般に、スピーカ、プリンタ
などの周辺出力装置（図示せず）を含む。
【００１１】
パーソナルコンピュータ２０は、リモートコンピュータ４９などの１台または数台のリモ
ートコンピュータへの論理接続を使用したネットワーク化された環境で動作することがで
きる。リモートコンピュータ４９は、別のパーソナルコンピュータ、サーバ、ルータ、ネ
ットワークＰＣ、ピア装置または他の普通のネットワークノードとすることができる。図
１にはメモリ記憶装置５０だけしか示されていないが、リモートコンピュータ４９は一般
に、パーソナルコンピュータ２０に関して先に説明した全ての要素または多くの要素を含
む。図１に示した論理接続は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）５１およびワイド
エリアネットワーク（ＷＡＮ）５２を含む。このようなネットワーキング環境は、事業所
、企業内コンピュータネットワーク、イントラネットおよびインターネットでごく普通に
見られるものである。
【００１２】
ＬＡＮネットワーキング環境で使用するとき、パーソナルコンピュータ２０は、ネットワ
ークインタフェースまたはアダプタ５３を介してローカルネットワーク５１に接続される
。ＷＡＮネットワーキング環境で使用するとき、パーソナルコンピュータ２０は一般にモ
デム５４、またはＷＡＮ５２を介した通信を確立するためのその他の手段を含む。モデム
５４は、内部モデムでもまたは外部モデムでもよく、シリアルポートインタフェース４６
を介してシステムバス２３に接続される。ネットワーク化された環境では、パーソナルコ
ンピュータ２０に関して図示したプログラムモジュール、またはその一部分を、遠隔メモ
リ記憶装置に記憶することができる。示されたネットワーク接続は例示的なものであり、
コンピュータ間に通信リンクを確立する他の手段を使用することができることを理解され
たい。
【００１３】
特に指示しない限り以下の説明では、１台または数台のコンピュータによって実行される
アクト（ａｃｔ）およびオペレーションの記号的表現を参照して、本発明を説明する。時
にコンピュータ実行アクトまたはオペレーションと呼ばれるこのようなアクトおよびオペ
レーションは、コンピュータの処理ユニットによる、構造化された形態のデータを表す電
気信号の操作を含むことを理解されたい。この操作では、データを変換し、またはコンピ
ュータのメモリシステム中の位置にデータを維持する。これによって、コンピュータのオ
ペレーションは当業者によってよく理解されている方法で再構成され、または別な方法で
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変更される。データが維持されるデータ構造は、データのフォーマットによって定義され
た特定の特性を有するメモリの物理的位置である。しかし、本発明は以上の文脈で説明さ
れるが、これは限定を意味しない。当業者なら分かるとおり、以降に説明するさまざまな
アクトおよびオペレーションはハードウェアとして実装することもできるからである。
【００１４】
次に図２を参照する。本発明は、セキュリティ機構、特にケルベロス認証プロトコルを実
装したセキュリティ機構を、セッションイニシエーションプロトコル（ＳＩＰ）に基づく
リクエストメッセージに組み込んで、ＳＩＰクライアント７２とＳＩＰプロキシサーバ７
４が相互に認証することができるようにし、かつシグナリングメッセージの完全性を保護
するための方法を対象とする。ＳＩＰは、ＲＦＣ（Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｆｏｒ　Ｃｏｍｍｅ
ｎｔｓ）２５４３に定義されている。この文書は、その全体が参照によって本明細書に組
み込まれる。
【００１５】
例えば、一般的なセッション開始オペレーションでは図２に示すように、別のユーザ８０
（例えば「ボブ（Ｂｏｂ）」）と話しをしたいＳＩＰクライアント７２（「呼出し元」）
のユーザ７６（例えば「アン（Ａｎｎ）」）は、ボブがＩＮＶＩＴＥメッセージ８２の意
図された受信者であることを確認するＩＮＶＩＴＥメッセージを送る。このＩＮＶＩＴＥ
メッセージは、呼出し元ＳＩＰクライアントのドメインに対応するアウトバウンドプロキ
シサーバ７４に送られる。図２に示すようにＩＮＶＩＴＥメッセージは、このシグナリン
グオペレーションに関与する複数のＳＩＰプロキシを介して送られ、その後、ボブのコン
ピュータ８８のＳＩＰクライアント８６（呼出し先）に到達する。好ましい実施形態では
、シグナリング経路上のＳＩＰプロキシ間で転送中のＳＩＰシグナリングメッセージのセ
キュリティが、ＩＰｓｅｃプロトコルの下で、またはＳＳＬ（ＳｅｃｕｒｅｄＳｏｃｋｅ
ｔｓ　Ｌａｙｅｒ）プロトコルの下でパイプを通してメッセージを送ることによって保護
される。この例ではＳＩＰリクエストがＩＮＶＩＴＥリクエストだが、以下で説明する認
証方式は、ＲＥＧＩＳＴＥＲ、ＭＥＳＳＡＧＥ、ＳＵＢＳＣＲＩＢＥ、ＳＥＲＶＩＣＥな
どの他のタイプのＳＩＰリクエストに対しても使用することができることを理解されたい
。
【００１６】
シグナリングオペレーションのセキュリティおよびシグナリングメッセージの完全性を確
保するため、アウトバウンドＳＩＰプロキシサーバ７４は、シグナリング経路９０を介し
てＩＮＶＩＴＥメッセージ８２を転送する前に、呼出し元ＳＩＰクライアント７２のユー
ザ７６の認証を求めることができる。次に図３を参照する。本発明によればプロキシサー
バ７４はＩＮＶＩＴＥメッセージに応答して、ＳＩＰクライアント７２にチャレンジメッ
セージ９６を送る。チャレンジメッセージ９６は、まず最初にクライアント７２がそのユ
ーザをプロキシ７４に対して認証しなければならないことを指示する、ＳＩＰ仕様に定義
されたステータスコード「４０７　Ｐｒｏｘｙ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑ
ｕｉｒｅｄ（４０７プロキシ認証が必要）」を含む。ＳＩＰ仕様によれば、チャレンジメ
ッセージ９６（以後「４０７メッセージ」と呼ぶ）は、認証のためにクライアントが使用
しなければならないセキュリティ機構を指示するデータを含む「Ｐｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｅ
ｎｔｉｃａｔｅ」ヘッダフィールド９８を含む。Ｐｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｅ
ヘッダの構文および内容ヘッダについては後に詳細に説明する。好ましい実施形態では、
ケルベロスが好ましいセキュリティ機構だが、ＳＩＰフレームワークでは、ＮＴＬＭプロ
トコルに基づくセキュリティ機構の使用も可能である。以下の説明では、特に指示しない
限り、ケルベロスプロトコルに基づくセキュリティ機構を使用するものとする。
【００１７】
さらに図３を参照する。ＩＮＶＩＴＥメッセージ８２に応答したプロキシサーバ７４から
４０７メッセージ９６を受け取ると、Ｐｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｅヘッダ９８
からＳＩＰクライアント７２は、ケルベロス機構を使用したユーザの認証をプロキシサー
バが求めていると判断する。サーバチケットをまだ取得していない場合、クライアント７
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２は次いで、ＳＩＰプロキシサーバ７４のケルベロス・キー・ディストリビューション（
配布）・センター（ＫＤＣ：Ｋｅｙ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ）１００
からサーバチケット１０８を取得する。一実施態様では、ＫＤＣ１００が、プロキシサー
バ７４のドメインコントローラ１０２の一部である。サーバチケット１０８を取得した後
、クライアント７２は別のＩＮＶＩＴＥメッセージ１１０を送る。ただしこのときには、
ＩＮＶＩＴＥメッセージ１１０が、ＳＩＰ仕様に基づくＰｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｏｒｉｚａ
ｔｉｏｎ（プロキシ許可）ヘッダフィールド１１２を含んでいる。Ｐｒｏｘｙ－Ａｕｔｈ
ｏｒｉｚａｔｉｏｎヘッダフィールド１１２は、プロキシサーバにアクセスするためのサ
ーバチケット１０８を含む。サーバチケット１０８は、使用するセッションキー１１６を
含んでいる。Ｐｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎヘッダフィールドの構文および内
容については後に詳細に説明する。任意選択で、Ｐｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏ
ｎヘッダにさらに、クライアント７２に対して自体を認証するようプロキシサーバ７４に
求める、相互認証のためのリクエストを含めることもできる。
【００１８】
ＳＩＰプロキシサーバ７４は、ケルベロスサーバチケットが埋め込まれた再送ＩＮＶＩＴ
Ｅメッセージ１１０を受け取ると、サーバチケットを抜き出し、チケットの有効性を、Ｋ
ＤＣ１００と共有しているその長期キーでチケットを解読することによって検証する。チ
ケットが有効である場合、ユーザ７６は認証され、ＳＩＰプロキシサーバ７４は、シグナ
リング経路上の次のプロキシ１２０にＩＮＶＩＴＥメッセージ１１０を転送する。クライ
アント７２が、ＩＮＶＩＴＥメッセージ１１０のＰｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏ
ｎヘッダ１１２の中で相互認証を要求してきた場合、プロキシサーバ７４は、ケルベロス
サーバチケットに関連付けられたセッションキーを使用して、自体からクライアントへの
将来のパケットに署名する。このメッセージは、クライアント７２がプロキシ７４を認証
することを可能にするプロキシ７４の証明書（ｃｒｅｄｅｎｔｉａｌ）を含むＰｒｏｘｙ
－Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎヘッダ１２４を含む。
【００１９】
最終的に、ＩＮＶＩＴＥメッセージ１１０は呼出し先、すなわちボブのコンピュータ８８
のＳＩＰクライアント８６に届く。この呼勧誘を受け入れる場合、呼出し先は「２００　
ＯＫ」メッセージ１２６を返し、このメッセージは呼出し元へ送られる。呼接続が確立さ
れると、呼出し元は、このシグナリング段階に関与したＳＩＰプロキシを通すことなく、
呼出し先と直接に通信することができる。
【００２０】
次に図４を参照する。本発明によれば、ＳＩＰクライアント７２とＳＩＰプロキシサーバ
７４の間で認証セキュリティアソシエーション（ＳＡ：ｓｅｃｕｒｉｔｙ　ａｓｓｏｃｉ
ａｔｉｏｎ）を確立するオペレーションは、状態機械１２８として見ることができる。図
４に示す実施形態では、好ましいセキュリティ機構がケルベロスであるが、任意選択でＮ
ＴＬＭセキュリティ機構も使用することができ、この状態機械図は、この任意選択の包含
を反映したものになっている。
【００２１】
図４では、状態が円の中に、状態に関連して実行されるオペレーションが長方形のブロッ
クの中に示されている。図４に示すように、状態機械の１つの状態が、セキュリティＳＡ
が確立されていない「ＳＥＣＵＲＩＴＹ＿ＳＴＡＴＥ＿ＮＯＮＥ」状態１３２である。ク
ライアント７２が送ったＩＮＶＩＴＥメッセージに応答したプロキシ７４から４０７チャ
レンジメッセージを受け取り、またはプロキシとプレ認証（ｐｒｅ－ａｕｔｈｅｎｔｉｃ
ａｔｉｏｎ）を実行すると決定すると、クライアント７２は「ＳＥＣＵＲＩＴＹ＿ＳＴＡ
ＴＥ＿ＡＣＱＵＩＲＩＮＧ＿ＳＡ」状態１３６に入り、認証に必要なセキュリティアソシ
エーションデータを獲得する。認証に必要なセキュリティアソシエーションデータは、選
択したセキュリティ機構によって異なる。
【００２２】
セキュリティアソシエーションは一般に、クライアントとＳＩＰプロキシが共有の秘密を
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される以降のメッセージの完全性を保護することができる状態と定義される。セキュリテ
ィ機構がケルベロスである場合、セキュリティアソシエーションは、プロキシに対するケ
ルベロスサーバチケットおよびセッションキーを含む。ケルベロスの場合、取得されたＳ
Ａは完全である。すなわち、これを使用して、ＳＩＰクライアントのユーザをプロキシが
十分に認証することができる。クライアントは次いで、このＳＡ関連情報（例えばサーバ
の秘密を用いて暗号化されたケルベロスセッションキー）をプロキシに送る（段階１３８
）。プロキシが、署名された２００ＯＫメッセージを返した場合（段階１４０）、認証は
成功であり、セキュリティアソシエーションは確立されている。すなわちクライアントは
ＳＡ＿Ｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄ状態１４２にある。しかし、プロキシが代わりに４０７チ
ャレンジメッセージを返した場合（段階１４６）、クライアントは、プロキシが不良な状
態にあり、そのためクライアントの正当な証明書を検証することができないでいるとみな
す。次いでクライアントは「バックオフ」時間（例えば５分）のあいだ待機し（段階１４
８）、その後再びＳＩＰメッセージを送る。
【００２３】
ＳＡ＿Ｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄ状態１４２に入った後は、セキュリティアソシエーション
が期限切れにならない限り、クライアントは再び認証を実行することなくプロキシに別の
メッセージを送ることができる。しかしプロキシが４０７チャレンジメッセージを送った
場合（段階１５０）、クライアントは、確立されたセキュリティアソシエーションをプロ
キシが何かの理由で取り下げたとみなす。その結果、クライアントは、ＳＡ＿Ｄｒｏｐｐ
ｅｄ状態１５６に入り、ＳＥＣＵＲＩＴＹ＿ＳＴＡＴＥ＿ＡＣＱＵＩＲＩＮＧ＿ＳＡ状態
１３６へ移って、プロキシとの認証を再び実施するための新しいＳＡを獲得する。
【００２４】
先に述べたとおり、ユーザの認証に対して任意選択でＮＴＬＭ機構を選択することができ
る。ＮＴＬＭの状態移行はケルベロスの状態移行と概ね同じだが、ＮＴＬＭは、始めに不
完全なＳＡだけを獲得し（段階１５８）、不完全なＳＡを第１のメッセージに入れてプロ
キシに送るという違いがある。具体的には、ＮＴＬＭの場合、ＳＡ関連情報を含むクライ
アントからの第１のリクエストは、クライアントのセキュリティ関連機能（例えばクライ
アントがサポートするプロトコルのバージョン、サポートする署名アルゴリズムなど）を
伝える。これに応答してプロキシサーバは、そのＮＴＬＭ関連機能および一般に「ｎｏｎ
ｃｅ」と呼ばれるランダムなバイト列を含む自体の認証データを含んだ第２の４０７チャ
レンジを送る（段階１６０）。これに応答してクライアントは、それ自体の名称およびプ
ロキシによって送られた「ｎｏｎｃｅ」値のハッシュにその証明書を使用して署名する。
これは、ＮＴＬＭインプリメンテーションによって内部的に処理される。プロキシサーバ
は、クライアントの認証データを検証し、ドメインコントローラの助けを借りてセッショ
ンキーを得る。ＳＩＰプロキシが意図された受信者でない場合、プロキシは、シグナリン
グ経路上の次のホップにＳＩＰリクエストを転送し、送信側ＳＩＰクライアントへの次の
メッセージ（例えば受信者からの２００ＯＫメッセージ）に署名する（段階１４０）。
【００２５】
ＳＩＰクライアントとＳＩＰプロキシの間の認証目的のメッセージ交換に関与するさまざ
まなＳＩＰヘッダの構文については後に説明する。
【００２６】
（４０７応答）
先に述べたとおり、ＩＮＶＩＴＥメッセージを送ったＳＩＰクライアント（またはそのユ
ーザ）の識別を要求したい場合、ＳＩＰプロキシサーバ７４は、Ｐｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｅ
ｎｔｉｃａｔｅヘッダを含む４０７メッセージをクライアントに送る。認証のためにケル
ベロスセキュリティ機構の使用を必要とする好ましい実施形態のＰｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｅ
ｎｔｉｃａｔｅヘッダの構文は以下のとおりである。
【００２７】
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【００２８】
ここに記載したＰｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｅヘッダの構文は、「ＨＴＴＰ　Ａ
ｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ：Ｂａｓｉｃ　ａｎｄ　Ｄｉｇｅｓｔ　Ａｃｃｅｓｓ　Ａｕ
ｔｈｅｎｔｉｃａｔｏｎ」という表題のＩＥＴＦ　ＲＦＣ　２６１７に定義されている「
ＷＷＷ－Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｈｅａｄｅｒ」と同様である。
この文書はその全体が参照によって本明細書に組み込まれる。任意選択のパラメータ「ａ
ｌｇｏｒｉｔｈｍ」および「ｓｔａｌｅ」は省かれている。ヘッダの「ｓｃｈｅｍｅ」フ
ィールドは、サーバに対して自体を認証するのに、サーバによって提案された認証機構の
うちどの認証機構を使用したいかをクライアントが選択することを可能にする。クライア
ントがケルベロス機構をサポートしている場合には、クライアントはケルベロス機構を選
択することが好ましく、サポートしていない場合にはＮＴＬＭ認証機構を選択する。
【００２９】
ｒｅａｌｍパラメータは、ＳＩＰプロキシが属し、クライアントがアクセスしようとして
いるＳＩＰサービスプロバイダの固有の識別子である。認証のためにユーザが提供する必
要がある正しい証明書セットをユーザが識別するのを助けるため、ｒｅａｌｍ列はユーザ
に表示される。「ｔａｒｇｅｔｎａｍｅ」パラメータは常に必要なパラメータであり、Ｓ
ＩＰプロキシのＦＱＤＮを伝達するのに使用される。このパラメータの実際の内容は、ク
ライアントがＳＡを確立しているプロキシを追跡するのを助ける。それは、応答が自体に
対するものなのか、または他のプロキシに対するものなのかをプロキシが判定するのを助
ける。「ｏｐａｑｕｅ」パラメータは、サーバが、確立されている特定のＳＡに索引をつ
けるのに使用され、後に説明するように、クライアントがＳＡに対して生成する将来のＰ
ｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎヘッダ中に反映されなければならない。
【００３０】
この実施形態では、ＩＥＴＦ　ＲＦＣ２０７８（その全体が参照によって本明細書に組み
込まれる）に定義されたＧＳＳ－ＡＰＩ（Ｇｅｎｅｒｉｃ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｓｅｒｖ
ｉｃｅ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ＰｒｏｇｒａｍｍｉｎｇＩｎｔｅｒｆａｃｅ）が実装
されており、通信しているアプリケーション間でメッセージを安全に交換するのに使用さ
れるとみなす。ＧＳＳ－ＡＰＩは特に、通信アプリケーションが、別のアプリケーション
に関連付けられたユーザを認証することを可能にする。Ｐｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｅｎｔｉｃ
ａｔｅヘッダおよび後述するＰｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎヘッダのｇｓｓａ
ｐｉ－ｄａｔａフィールドは、ＮＴＬＭおよびケルベロスセキュリティパッケージを実装
したセキュリティＡＰＩによって、ＳＡネゴシエーション段階の間に返されたデータを保
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キシからクライアントへ送る必要があるｇｓｓａｐｉデータを返す。ｇｓｓａｐｉデータ
は、ＳＩＰクライアント／プロキシインプリメンテーションにとって不透明であり、セキ
ュリティＡＰＩだけが解釈することができる。ｑｏｐパラメータは、クライアントが従っ
て欲しいとサーバが欲しているセキュリティのレベルをクライアントに教える。ｑｏｐパ
ラメータ値は常に、この機構によって提供されるセキュリティレベルがユーザの認証であ
ることを指示する「ａｕｔｈ」にセットされている。
【００３１】
Ｐｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｅヘッダフィールドの一例を以下に示す。
【００３２】
Proxy-Authenticate: Negotiate
realm = "Microsoft RTC Service provider",
opaque = "ABCDEF456789"
qop = "auth",
gssapi-data = "ABCD345678yuikjhlbcdfsaqwety"
【００３３】
許可されたクライアントだけを許すとされ、クライアントから着信するＳＩＰパケットが
署名を含まない場合には一般に、ＳＩＰプロキシは、ＳＩＰクライアントの識別を要求す
るであろう。（リブートなどのため）ＳＩＰプロキシがこのＳＩＰ　ＵＲＩに対するセキ
ュリティアソシエーションを失った場合にも、ＳＩＰプロキシはクライアントの認証を要
求するであろう。クライアントが使用している許可パラメータとＳＩＰプロキシが期待し
ているものの間にミスマッチがある場合、ＳＩＰプロキシは、クライアントが従って欲し
いとＳＩＰプロキシが欲している正確な許可パラメータを運んでいる４０７メッセージを
使用して、クライアントの認証を要求するであろう。
【００３４】
（４０７チャレンジに対するクライアントの応答）
４０７チャレンジに応答してＳＩＰクライアントは、４０７チャレンジメッセージを介し
てＳＩＰプロキシから送られた認証パラメータに従った署名を生成しようとする。ＳＩＰ
クライアントはＣｓｅｑ値を増分し、チャレンジの対象となった最初のＳＩＰリクエスト
を、Ｐｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎリクエストヘッダの中に入れられた許可情
報とともに再送する。好ましい実施形態におけるＰｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏ
ｎリクエストヘッダの構文は以下のとおりである。
【００３５】
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【００３６】
ここに記載したＰｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎヘッダの構文は、ＩＥＴＦ　Ｒ
ＦＣ　２６１７に定義されている「Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｈｅ
ａｄｅｒ」と同様である。ただし、任意選択のパラメータ「ａｌｇｏｒｉｔｈｍ」および
「ＵＲＩ」は省かれている。Ｐｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎヘッダは、リクエ
ストＵＲＩおよびＶｉａヘッダの後に追加される。署名は、セッションキーを使用して、
以下のフィールドにわたって計算される。
【００３７】
－ＦｒｏｍヘッダＵＲＩ
－ＴｏヘッダＵＲＩ
－Ｆｒｏｍヘッダタグ
－Ｔｏヘッダタグ
－Ｐｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎヘッダ中の「ｃｒａｎｄ」パラメータ、また
はＰｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ－Ｉｎｆｏヘッダ中の「ｓｒａｎｄ」パラ
メータ
－ＳＩＰメッセージＥｘｐｉｒｅｓヘッダ中のＥｘｐｉｒｅｓ値
署名には、ＳＩＰメッセージのメッセージ本体は含まれていない。ｐｒｏｘｙ－ａｕｔｈ
ｏｒｉｚａｔｉｏｎヘッダは、ｇａｓａｐｉ－ｄａｔａパラメータまたはｒｅｓｐｏｎｓ
ｅ（署名）パラメータを含む。
【００３８】
以下に、４０７チャレンジに対するクライアントの応答におけるＰｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｏ
ｒｉｚａｔｉｏｎヘッダの例を示す。
【００３９】
Proxy-Authorization: Negotiate
realm = "Microsoft RTC Service Provider",
response = "ABCD87654cvx,
opaque = "ABCD1234",
crand = "1234"
qop = "auth"
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targetname = "serverl.domainA.mjcrosoft.com"
または
Proxy-Authorization: Negotiate
realm = "Microsoft RTC Service Provider",
opaque= "ABCD1234",
gssapi-data = "ABCDEFl23456",
qop = "auth",
targetname = "serverl.domainA.microsoft.com"
【００４０】
プロキシからの４０７チャレンジに応答するときの他に、クライアントは、自体を初めて
ＳＩＰプロキシに登録するときにもこのヘッダを送る。ＳＩＰクライアントが自体をプロ
キシサーバに登録し、セッションのためにセキュリティアソシエーションを初期化するプ
ロセスにあるとき、Ｐｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎヘッダは、「ｇｓｓａｐｉ
－ｄａｔａ」パラメータを含む。
【００４１】
（相互認証）
ある種のシナリオでは、ＳＩＰプロキシとＳＩＰクライアントの間で相互認証を確立する
ことが必要である。クライアントは、特定のプロキシサーバに対してクライアントが有す
る準備プロファイルから、相互認証が必要か否かを判断する。相互認証が使用可能な場合
、クライアントは、ＧＳＳ　ＡＰＩの標準バージョンを使用して相互認証のためのセキュ
リティアソシエーションを初期化する。相互認証が使用可能な場合にはさらに、サーバが
、ＳＩＰクライアントに送る全てのパケットに署名する必要がある。この署名は、Ｐｒｏ
ｘｙ－Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ－Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎリクエストヘッダに入れ
て運ばれる。Ｐｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｅ－Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎの構文は
以下のとおりである。
【００４２】
ProxyAuthenticationInfo = "Proxy-Authentication-Info" ":" auth-info
auth-info　 = 1# (message-qop | response-auth | srand)
response-auth = "rspauth" "=" response-digest
response-digest = <"> *LHEX <">
srand　　　= "srand" "=" srand-value
srand-value = quoted-string
【００４３】
Ｐｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ－Ｉｎｆｏヘッダ中の「ｒｓｐａｕｔｈ」パ
ラメータは、この応答に対する（認証を求めているプロキシの）署名を運ぶ。「ｓｒａｎ
ｄ」パラメータは、ＳＡ確立段階後にサーバが、クライアントに送るメッセージに署名す
るのに使用される。このパラメータは、サーバによって生成されるランダムな文字列であ
り、生成されたメッセージのハッシュ／署名にランダム性の要素を導入するのに使用され
る。
【００４４】
以下に、Ｐｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ－Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎヘッダの
一例を示す。
【００４５】
Proxy-Authentication-Info: Negotiate
realm = "Microsoft RTC Service Provider",
qop　= "auth",
rspauth = "ABCD87564cvx",
srand = "9876543210",
targetuame = "serverl.domainA.microsoft.com"
【００４６】
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ＳＩＰフレームワークでは一般に、ＲＥＧＩＳＴＥＲリクエストを使用した登録プロセス
の間に、ＳＩＰクライアントが、ＳＩＰプロキシとのセキュリティアソシエーションを確
立することができる。登録によってＳＩＰクライアントは、ＳＩＰプロキシからメッセー
ジを受け取ることができるようになる。ＳＩＰクライアントが自体をＳＩＰプロキシに登
録するときには、ＳＩＰクライアントは同時に、ケルベロスチケットなどの認証データを
ＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージに入れて送ることによって、自体のユーザをＳＩＰプロキシ
サーバに対して認証することができる。ＳＩＰクライアントがＳＩＰプロキシにすでに登
録されており、かつＳＩＰプロキシに対して認証されている場合、ＩＮＶＩＴＥなどのＳ
ＩＰリクエストをクライアントが送るときには、クライアントからのリクエストメッセー
ジが、ＳＡ確立プロセスの間に交換されたケルベロスセッションキーを使用して署名され
る。
【００４７】
とは言え、自体をサーバに登録しなくても、ＳＩＰクライアントはリクエストメッセージ
をＳＩＰプロキシに送ることができる。呼出し元がプロキシに対して認証されていない場
合には（たとえＳＩＰクライアントがプロキシに登録されている場合であっても）、ＳＩ
Ｐプロキシはそのリクエストを次のホップに転送しない。その代わりにプロキシは、ＳＩ
Ｐクライアントにチャレンジを送る。
【００４８】
このチャレンジは、クライアントがこのＳＩＰサーバと、セキュリティアソシエーション
を確立する必要があることを指示する。クライアントは、セキュリティアソシエーション
データを含むリクエストを再び送ることによってＳＡを確立することができ、あるいは、
登録はすでにされているが、ＳＡがまだ確立されていない場合には、このサーバへの自体
の登録をリフレッシュすることによってＳＡを確立することができる。登録リフレッシュ
を使用してＳＡを確立し、次いで有効な署名を有するＳＩＰリクエストを送ることには、
登録が良好な状態にあることが保証されるという利点がある。
【００４９】
さらに、ＳＩＰクライアントがＳＩＰプロキシに対する登録を抹消するたびに、ＳＩＰク
ライアントとＳＩＰプロキシの間のセキュリティアソシエーション（ＳＡ）は失われ、新
しいセキュリティアソシエーションを再び交渉し直さなければならない。さらに、ＳＩＰ
クライアントの登録が失効すると、プロキシサーバは、対応するセキュリティコンテキス
トをＳＡのリストから削除する。登録をリフレッシュするたびに、ＳＩＰクライアントは
、認証セキュリティアソシエーションもリフレッシュしなければならない。
【００５０】
ケルベロスプロトコルに基づくセキュリティ機構を使用する好ましい実施形態では、送信
側ＳＩＰクライアントのユーザの認証がＳＩＰプロキシ／レジストラによって要求された
場合に、ＳＩＰクライアントがＳＩＰプロキシに登録するたびに、ケルベロスキーディス
トリビューションセンター（ＫＤＣ）からのケルベロスチケットが要求される。ケルベロ
スチケットを受け取ると、ＳＩＰクライアントはこのチケットを解読する。解読されたチ
ケットは、セッションキーおよびこのケルベロスセッションの他のいくつかの特性を含む
。このチケットはさらに、サーバの証明書で暗号化されたセッションキーおよび他のセッ
ション関連パラメータを含む。この部分は、ｇｓｓａｐｉ－ｄａｔａフィールドの、ｐＯ
ｕｔｐｕｔパラメータに入れて返され、ｒｅ－ＩＮＶＩＴＥリクエストに入れてプロキシ
に送られる。
【００５１】
ＳＩＰフレームワーク内でのセキュリティ機構のオペレーションの明瞭な理解を容易にす
るため、クライアント・プロキシのケルベロス認証の具体的な例を図２を参照して説明す
る。この例では、ＳＩＰプロキシサーバ７４が、ドメイン「ｄｏｍａｉｎＡ．Ｍｉｃｒｏ
ｓｏｆｔ．ｃｏｍ：Ｓ＿ｓｅｒｖｅｒ１」のＫＤＣ１７０との共有秘密鍵をすでに生成し
ていると仮定する。この例では「ｓｅｒｖｅｒ１」が、ＳＩＰプロキシ／レジストラのコ
ード名として使用される。ＫＤＣ１７０は、プロキシサーバ７４がｓｅｒｖｅｒ＿ＩＤ＝
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ｓｅｒｖｅｒ１．ｄｏｍａｉｎＢ．ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ．ｃｏｍであると知っている。プ
ロキシサーバ７４はさらに、証明書ハンドルを獲得して、クライアントから来る認証リク
エストに応答する準備を整える。サーバ証明書は、サーバ認証または相互認証をサポート
しているセキュリティプロトコルにおいてＳＩＰクライアント７４に対してプロキシサー
バ７４を認証するのに使用される。プロキシサーバ７４は、このサーバを起動するのに使
用されるサービスアカウントによって定義されるその証明書に対するハンドルを取得する
。サーバはこのハンドルを、ＳＳＰＩ（Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｐｒｏｖｉ
ｄｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）の関数ＡｃｑｕｉｒｅＣｒｅｄｅｎｔｉａｌｓＨａｎｄｌ
ｅを呼び出すことによって取得する。
【００５２】
図２の例では、ＳＩＰクライアント７２のユーザ７６がアンである。アンは、ＮＴドメイ
ンにアカウントを有し、一日の始まりに、以下の情報を使用して自分のアカウントにログ
オンする。
【００５３】
UserID / principal name = ann@microsoft.com
Preferred_email　= ann@microsoft.com
User_domain = domainA.Microsoft.com
Workstation = ann1.domainA.Microsoft.com
【００５４】
ボブと通話したいとき、アンは、自分のワークステーション７８上のＳＩＰクライアント
７２を起動する（ＳＩＰクライアントはサービスとして自動的に起動することができる。
ただしユーザのセキュリティコンテキストで走らなければならない）。ＳＩＰクライアン
ト７２は、ＤＮＳを使用してアウトバウンドプロキシサーバ７４を見つける。この例で使
用するアウトバウンドプロキシサーバ７４は、Ｓｅｒｖｅｒ１．ｄｏｍａｉｎＢ．Ｍｉｃ
ｒｏｓｏｆｔ．ｃｏｍとして識別される。アンは、自分がｂｏｂ＠ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ．
ｃｏｍと通話したいことを指示する。アンのＳＩＰクライアント７２は次いで、Ｓｅｒｖ
ｅｒ１．ｄｏｍａｉｎＢ．Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ．ｃｏｍにＩＮＶＩＴＥメッセージ８２を
送る。ＩＮＶＩＴＥメッセージは以下の情報を含む。
【００５５】
INVITE bob@microsoft.com
From: ann@microsoft.com
To: bob@microsoft.com
【００５６】
この例の説明を簡潔かつ明瞭に保つため、このＩＮＶＩＴＥメッセージまたはシグナリン
グ処理で交換される他のメッセージに含まれる全てのデータを示すわけではない。ＳＩＰ
プロキシサーバ７４は、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ．ｃｏｍのユーザ名空間に対してなされた呼
に対する全てのＩＮＶＩＴＥリクエストが認証されることを必要とするように構成されて
いる。その結果、ＳＩＰプロキシサーバ７４はＩＮＶＩＴＥリクエストに応答して、ケル
ベロスを使用してユーザ（アン）を認証するようＳＩＰクライアント７４に求める４０７
メッセージ９６を送る。４０７メッセージは以下のデータを含む。
【００５７】
Proxy-Authenticate: Kerberos realm = domainB.microsoft.com
targetname = "serverl.domainA.Microsoft.com" opaque = "someopaquedata"
【００５８】
ｏｐａｑｕｅ値は、この呼に対して使用するセキュリティコンテキストを識別するために
プロキシによって初期化される。そのために、プロキシサーバ７４はこのとき、関数Ａｃ
ｃｅｐｔＳｅｃｕｒｉｔｙＣｏｎｔｅｘｔを呼び出し、ｐＯｕｔｐｕｔをｂａｓｅ６４で
コード化した結果をｏｐａｑｕｅに入れて返す。クライアントおよびサーバは、このｏｐ
ａｑｕｅ値を使用して、認証の継続、またはＡｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎリクエストヘッ
ダを使用した同じサーバへの以降のリクエストの再認証のため特定のサーバに対して使用
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するセキュリティコンテキストを識別する。
【００５９】
アンのワークステーション上のＳＩＰクライアント７２は、認証が必要であることを指示
する４０７メッセージ９６を受け取ると、Ｓｅｒｖｅｒ１．ｄｏｍａｉｎＢ．Ｍｉｃｒｏ
ｓｏｆｔ．ｃｏｍと交信するための有効なセッションキーを持っているかどうかをチェッ
クする。まだ所有していない場合には、このドメイン内のＫＤＣと接触して、アウトバウ
ンドＳＩＰプロキシにアクセスするのためのセッションキーを取得する必要がある。この
例では、４０７メッセージの中に指定されたｒｅａｌｍからクライアントは、自体のドメ
インとは異なるドメインにプロキシがあることを知る。
【００６０】
プロキシサーバ７４への安全な接続を確立するため、クライアント７２は、認証リクエス
トをプロキシに送る前にアウトバウンド証明書ハンドルを獲得する。これは、関数ＳＳＰ
Ｉを呼び出すことによって実行される。ＳＳＰＩは、ネットワーク化されたアプリケーシ
ョンが、いくつかあるうちの１つのセキュリティサポートプロバイダ（ＳＳＰ）にコール
して、認証済みの接続を確立し、確立された接続を介してデータを安全に交換する手段を
提供する。認証セットアップに関与する２つのクライアント側ＳＳＰＩ関数がある。Ａｃ
ｑｕｉｒｅＣｒｅｄｅｎｔｉａｌｓＨａｎｄｌｅ関数は、以前に取得したログオン証明書
への参照を取得する。関数ＩｎｉｔｉａｌｉｚｅＳｅｃｕｒｉｔｙＣｏｎｔｅｘｔは、最
初の認証リクエストセキュリティトークンを生成する。ＩｎｉｔｉａｌｉｚｅＳｅｃｕｒ
ｉｔｙＣｏｎｔｅｘｔを呼び出すと、４０７メッセージから取得したｏｐａｑｕｅ値がｐ
Ｉｎｐｕｔに入れて渡される。クライアントは、この関数のｔｆＣｏｎｔｅｘｔＲｅｑパ
ラメータをリクエストＭＵＴＵＡＬ＿ＡＵＴＨにセットする。ｐｆＣｏｎｔｅｘｔＡｔｔ
ｒポインタは、ｍｕｔｕａｌ－ａｕｔｈが「リクエスト」されたことをケルベロスモジュ
ール１８０がクライアントに知らせる方法である。この情報は、クライアントのケルベロ
スモジュール１８０によって生み出されるＫＥＲＢ＿ＡＳ＿ＲＥＱの一部であり、クライ
アントが相互認証を求めていることをサーバ（ここではＳＩＰプロキシ）に知らせるｓｅ
ｃＢｕｆｆｅｒ（ｐＯｕｔｐｕｔ）に入れて渡される。これはＫＥＲＢリクエストの一部
なので、ＳＩＰ機構（ヘッダ／パラメータ）が相互認証を要求する必要はない。
【００６１】
図２に示した例では、ＡＰＩ関数ＩｎｉｔｉａｌｉｚｅＳｅｃｕｒｉｔｙＣｏｎｔｅｘｔ
を呼び出すことによって、以下のケルベロス論理が生じる。最初にクライアント７２が、
ＤｏｍａｉｎＢ（ドメインＢ）のプロキシサーバ７４へのサーバチケットをクライアント
７２に与えるよう、ｄｏｍａｉｎＡ．Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ．ｃｏｍドメインのＫＤＣ１７
０に求める。ｄｏｍａｉｎＡ．Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ．ｃｏｍのＫＤＣ１７０はクライアン
ト７２に、ｃｏｒｐ．Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ．ｃｏｍのＫＤＣ１７２への照会チケットを送
る。この照会チケットは、この２つのＫＤＣによって共有されたドメイン間キーの中に暗
号化されている。この照会チケットを使用して、クライアントは、ＤｏｍａｉｎＢにある
サーバへのサーバチケットをクライアントに与えるよう、ｃｏｒｐ．Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ
．ｃｏｍのＫＤＣ１７２に求める。
【００６２】
これに応答してＫＤＣ１７２は、ＤｏｍａｉｎＢのＫＤＣ１７６への照会チケットをクラ
イアントに送る。このチケットは、ＫＤＣ１７２がＤｏｍａｉｎＢのＫＤＣ１７６と共有
するドメイン間キーの中に暗号化されている。クライアントは次いで、ＤｏｍａｉｎＢに
あるプロキシサーバ７４へのチケットをクライアントに与えるよう、ＤｏｍａｉｎＢのＫ
ＤＣ１７６に求める。ＫＤＣ１７６は、プロキシサーバ７４にアクセスするためのサーバ
チケット１０８をクライアントに送る。ＫＤＣ１７６は、アンのログオンセッションキー
を用いてこのセッションキーの１つのコピーを暗号化し、セッションキーの別のコピーを
アンの許可データとともにサーバチケットに埋め込み、プロキシサーバの長期キーを用い
てサーバチケットを暗号化する。ＫＤＣ１７６は次いで、これらの証明書を、Ｋｅｒｂｅ
ｒｏｓ　Ｔｉｃｋｅｔ－Ｇｒａｎｔｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｐｌｙ（ＫＲＢ＿ＴＧ
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Ｓ＿ＲＥＰ）に入れてクライアント７２に送る。
【００６３】
このように、ＩｎｉｔｉａｌｉｚｅＳｅｃｕｒｉｔｙＣｏｎｔｅｘｔを呼び出すことによ
って、クライアントマシンのケルベロスモジュール１８０がＫＤＣとのＴＧＳ交換を開始
する。この交換によって返される値は、プロキシに送るメッセージに署名するためのセッ
ションキーである。
【００６４】
その後、ＳＩＰクライアント７２は、ＳＩＰプロキシに送る新しいＩＮＶＩＴＥメッセー
ジ１１０（「ｒｅ－ＩＮＶＩＴＥ」メッセージとも呼ばれる）を生成する。この新しいＩ
ＮＶＩＴＥメッセージ１１０は、クライアントがＫＤＣ１７６から受け取ったサーバチケ
ットを含むＧＳＳ－ＡＰＩデータをその中に含んだ、先に説明したｐｒｏｘｙ－ａｕｔｈ
ｏｒｉｚａｔｉｏｎヘッダを含む。セッションキーは、ＩｎｉｔｉａｌｉｚｅＳｅｃｕｒ
ｉｔｙＣｏｎｔｅｘｔ呼出しによって返されたｐＯｕｔｐｕｔバッファの中に入れて返さ
れた値である。したがって、新しいＩＮＶＩＴＥメッセージ１１０は以下のデータを含む
。
【００６５】
INVITE bob@microsoft.com
From: ann@microsoft com
To: bob@microsoft.com
Proxy-authorization: gss-scheme opaque gssapi -rdata
Opaque = someopaquedata
Gssapi-rdata = base64{pOutput} = session key to the proxy
【００６６】
このＩＮＶＩＴＥメッセージは、プロキシサーバに対してＫＲＢ＿ＡＰ＿ＲＥＱと等価の
内容を実行する。
【００６７】
メッセージの完全性を保護し、自体を認証する（すなわちメッセージの出処を証明する）
ため、クライアントは、セッションキーを用いてＩＮＶＩＴＥメッセージ１１０に署名す
る。さもないと、第三者がこのＩＮＶＩＴＥメッセージをかぎつけ、Ｏｐａｑｕｅおよび
Ｇｓｓａｐｉ－ｄａｔａ値を手に入れ、偽のＩＮＶＩＴＥメッセージを同じサーバに送っ
て、この第三者とそれが選択した任意の転送先との間で通話をおこなう可能性がある。こ
のことは、サーバへのセッションキーが有効である間（デフォルトでは８時間）、クライ
アントの認証を「盗む」ことができることを意味する。ＩＮＶＩＴＥメッセージに署名す
ることで、第三者がＯｐａｑｕｅおよびＧｓｓａｐｉ－ｒｄａｔａを取り出すことを防ぐ
ことはできないが、新しいＩＮＶＩＴＥメッセージを生成して好き勝手に通話することは
防ぐことができる。この問題を回避するためには、サーバが、署名されたリクエストしか
受け入れないように構成されていなければならない。
【００６８】
クライアント７２は、ＭａｋｅＳｉｇｎａｔｕｒｅ　ＡＰＩを使用し、これを呼び出して
、（４０７メッセージのｏｐａｑｕｅ中に識別された）この呼出しで使用されるセキュリ
ティコンテキストにｐｈＣｏｎｔｅｘｔをセットし、その内容を渡してｐＭｅｓｓａｇｅ
に署名する。この呼出しの出力は、ｐＭｅｓｓａｇｅの中に返された署名されたメッセー
ジである。クライアントは、この署名をＩＮＶＩＴＥ１１０に追加する。再送されたＩＮ
ＶＩＴＥメッセージ１１０を受け取ると、プロキシサーバ７４は、Ｐｒｏｘｙ－Ａｕｔｈ
ｏｒｉｚａｔｉｏｎヘッダの中のｏｐａｑｕｅ値をチェックし、所与のｐｈＣｏｎｔｅｘ
ｔ値（所与のセキュリティコンテキストへのハンドル）と相関させる。プロキシサーバ７
４は、ｇｓｓａｐｉ－ｒｄａｔａを取り出し、ＡｃｃｅｐｔＳｅｃｕｒｉｔｙＣｏｎｔｅ
ｘｔＡＰＩ関数を呼び出し、ｐｒｏｘｙ－ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎヘッダから得たｇ
ｓｓａｐｉ－ｒｄａｔａ値をこのＡＰＩ関数のｐＩｎｐｕｔ成分の中に渡すことによって
、これを自体のケルベロスモジュール１８２を渡す。ケルベロスモジュール１８２は、プ
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ロキシの長期キーを使用してサーバチケットを解読し、アンの許可データおよびセッショ
ンキーを抜き出す。ケルベロスモジュール１８２は、セッションキーを使用してアンのオ
ーセンティケータ（ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｏｒ）を解読し、次いで中のタイムスタンプ
を評価する。
【００６９】
オーセンティケータがこのテストにパスした場合、ケルベロスモジュール１８２は、クラ
イアントのリクエストの中の相互認証フラグを探す。フラグがセットされている場合、ケ
ルベロスモジュール１８２はセッションキーを使用して、アンのオーセンティケータから
の時刻を暗号化し、その結果を、ＫｅｒｂｅｒｏｓＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｌｙ
（ＫＲＢ＿ＡＰ＿ＲＥＰ）の中に返す。これによって、ＡｃｃｅｐｔＳｅｃｕｒｉｔｙＣ
ｏｎｔｅｘｔが呼び出され、ＳＥＣ＿Ｅ＿ＯＫ戻り値が返され、オーセンティケータはｐ
Ｏｕｔｐｕｔバッファを使用してこのＡＰＩを通過する。ユーザが認証されると、ＳＩＰ
プロキシ／レジストラはこのリクエストを処理し、ＩＮＶＩＴＥメッセージを、ＳＩＰシ
グナリング経路上の次のホップに転送する。
【００７０】
プロキシのＳＩＰコンポーネントは次いで、ＳＩＰクライアントに転送する次のメッセー
ジを使用してプロキシのオーセンティケータをクライアントに渡し、これによってクライ
アントがサーバを認証できるようにする。示された例では、このメッセージが「２００Ｏ
Ｋ」メッセージである。このメッセージは、ＳＩＰプロキシによって生成されたものでは
ない。この２００応答は、ＩＮＶＩＴＥリクエストに応答して呼出し先が生成する。ＳＩ
Ｐプロキシは単に、呼出し元に転送する前にセッションキーを用いてこの応答に署名する
だけである。
【００７１】
先に説明したとおり、オーセンティケータは、Ｐｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏ
ｎ－Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎヘッダの中にある。このヘッダはさらに、クライアントが、
この応答を正しいセキュリティコンテキストと一致させるためのｏｐａｑｕｅ値を含む。
【００７２】
アンのワークステーション上のＳＩＰクライアント７２は、「２００ＯＫ」メッセージを
受け取ると、Ｐｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ－Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎヘッ
ダを抜き出し、ＩｎｉｔｉａｌｉｚｅＳｅｃｕｒｉｔｙＣｏｎｔｅｘｔを呼び出す。ｐｈ
Ｃｏｎｔｅｘｔ値はｏｐａｑｕｅの中の値にセットされ、ｐＩｎｐｕｔバッファはｒｅｓ
ｐｏｎｓｅ－ｄｉｇｅｓｔにセットされる。クライアント上のケルベロスモジュール１８
０は、プロキシと共有するセッションキーを用いてプロキシのオーセンティケータを解読
し、プロキシによって返された時刻を、クライアントのオリジナルのオーセンティケータ
の中の時刻と比較する。２つの時刻が一致した場合、このＩｎｉｔｉａｌｉｚｅＳｅｃｕ
ｒｉｔｙＣｏｎｔｅｘｔの呼出しはＳＥＣ＿Ｅ＿ＯＫを返し、クライアントは、プロキシ
が本物であることを知る。一致しない場合にはクライアントはこの呼を取りやめなければ
ならない。クライアントは、要求したことをサーバが実行すると信じることができないの
で、ＣＡＮＣＥＬを送ってこの呼を強制終了せざるを得ない。
【００７３】
上に説明した例では、認証が、まず最初にＳＩＰクライアントが認証データを含まないＩ
ＮＶＩＴＥを送り、次いで、認証が必要であることを指示するプロキシからの４０７メッ
セージに応答して認証データを別のＩＮＶＩＴＥに入れて送るシナリオで実施される。そ
の代わりにクライアントは、プロキシに送る最初のＩＮＶＩＴＥに必要な認証データを含
めることもできる。そのためにクライアント７２は、ＳＩＰの下で通話するためにユーザ
が使用する前に、プロキシに対するサーバチケットをＫＤＣ１７６から取得する。次いで
必要な認証データを、先に説明したＰｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎリクエスト
ヘッダに入れる。こうすることによって、プロキシがクライアントに４０７チャレンジを
送って認証データを要求する必要がなくなる。さらに、先に説明した認証オペレーション
の例ではＳＩＰプロキシが１つしか関与していないが、呼出し元と呼出し先の間のＳＩＰ
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シグナリング経路上には一般に複数のＳＩＰプロキシがあり、２つ以上のＳＩＰプロキシ
が、呼出し元クライアントの認証を要求する可能性がある。例えば、図５に示す単純化さ
れたケースでは、ＳＩＰクライアントのアウトバウンドプロキシサーバ７４の他に別のＳ
ＩＰプロキシサーバ１２０があり、両方のプロキシが、ＩＮＶＩＴＥメッセージを転送す
る前にクライアントの認証を必要とする。この場合には、クライアント７２がまず、図４
に関して先に説明した同じプロセスを経て、アウトバウンドＳＩＰサーバ７４に対して自
体を認証する。クライアントを認証した後、プロキシサーバ７４は第２のプロキシ１２０
にＩＮＶＩＴＥを送り、第２のプロキシ１２０は次いで、クライアントに４０７チャレン
ジ１９０を送る。これに応答してクライアントは、第２のプロキシサーバ１２０用のケル
ベロスサーバチケットを含んだＰｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎヘッダを有する
別の新しいＩＮＶＩＴＥ１９２を送る。クライアントを認証した後、第２のプロキシは呼
出し先にＩＮＶＩＴＥ１９２を渡す。
【００７４】
以下の説明は、ケルベロスまたはＮＴＬＭセキュリティ機構に基づいて認証を実行するさ
まざまなメッセージフローのシナリオにおいて、Ｐｒｏｘｙ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｅ
、Ｐｒｏｘｙ　ＡｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎおよびＰｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔ
ｉｏｎ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎヘッダをどのように使用するかを説明する追加の例を提
供する。図６を参照する。このケースでは、ＳＩＰクライアント７２が、体をプロキシサ
ーバに登録するときにケルベロスベースのプレ認証を実行する。クライアントは、プロキ
シに対するケルベロスサーバチケットを含むＰｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎヘ
ッダを含むＲＥＧＩＳＴＥＲリクエスト２００、および先に説明した相互認証のためのリ
クエストを送る。サーバチケットに基づいてクライアントを認証した後、プロキシは、ク
ライアントが使用してプロキシを認証することができるプロキシ認証データを含むＰｒｏ
ｘｙ－Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ－Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎヘッダとともに、２００
ＯＫメッセージ２０２を返す。ＲＥＧＩＳＴＥＲおよび２００ＯＫメッセージの内容の例
を以下に示す。
【００７５】
REGISTER sip: nickn@microsoft.com SIP/2.0
Via; SIP/2.0/UDP www.xxx.yyy.zzz:5060
From: "Nick North" <sip:nickn@microsoft.com>
To: "Mark Mars" <sip:markmmarkm@microsoft.com>
Call-ID: 123456789@microsoft.com
CSeq: 1 REGISTER
Contact: <sip:l23.45.67.89:5060>
Proxy-Authorization: Negotiate
realm = "Microsoft RTC Service Provider", qop = "auth", gssapidata = "34fcbaed78
902QWERTY", targetname =
"serverl doaminA.microsoft.com"
User-Agent: Microsoft-RTC/l.0
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP www.xxx.yyy.zzz:5060
Proxy-Authentication-Info: Negotiate qop = auth, rspauth = "ABCD87564cvx",
srand = "9876543210" realm = "Microsoft RTC Service Provider" targetname
=
"serveral.doaminA.microsoft.com"
From: "Nick North" <sip:nickn@microsoft.com>
To: "Mark Mars" <sip:markm@microsoft.com>
Call-ID: l23456789@ms.com
CSeq: 1 REGISTER
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Contact: "Nick north" <sip:@www.xxx.yyy.zzz>
User-Agent: Microsoft-RTC/1.0
Content-Length: 0
【００７６】
図７に、ケルベロスベースのチャレンジド認証（ｃｈａｌｌｅｎｇｅｄ　ａｕｔｈｅｎｔ
ｉｃａｔｉｏｎ）のシナリオを示す。この例では、クライアント７２がまず、Ｐｒｏｘｙ
－Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ情報を含まないＩＮＶＩＴＥ２０６をプロキシ７４に送る
。プロキシはこれに応答して、認証が必要であることを指示するＰｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｅ
ｎｔｉｃａｔｅヘッダを含む４０７メッセージ２０８を送る。この４０７メッセージに応
答してクライアントは、必要なケルベロス認証データを含むＰｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｏｒｉ
ｚａｔｉｏｎヘッダを有するＲＥＧＩＳＴＥＲリクエスト２１０を送る。プロキシは、プ
ロキシ自体についての認証情報を含むＰｒｏｘｙ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｉｎ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎヘッダを有する「２００ＯＫ」メッセージ２１２を返す。Ｐｒｏｘｙ
　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎヘッダの中のデータに基づい
てプロキシを認証した後、クライアントは、Ｐｒｏｘｙ－Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎヘ
ッダを有する第２のＩＮＶＩＴＥ２１４を送る。このプロセスの例示的なメッセージを以
下に示す。
【００７７】
SIP/2,0 407 Proxy Authorization Required
Via: SIP/2.0/UDP www.xxx.yyy.zzz:5060
From: "Nick North" <sip:nickn@microsoft.com>
To: "Mark Mars" <sip:markm@microsoft.com>
Call-ID: l2345600@PCl.ms.com
CSeq: 1 INVITE
Proxy-Authenticate: Negotiate realm = "Microsoft RTC Service Provider",
targetriame = "serverl.doaminA.microsoft.com", qop = "auth"
Contact: <sip:123.45.67.89:5060>
User-Agent: Microsoft-RTC/1.0
Content-Length: 0
REGISTER sip:nickn@microsoft.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP www.xxx.yyy.zzz:5060
From: "Nick North"" <sip:nickn@microsoft.com>
To: "Mark Mars" <sip:markm@microsoft.com>
Call-ID: 123456789@microsoft.com>
CSeq: 1 REGISTER
Contact: <sip:123.45.67.89:5060>
Proxy-Authorization: Negotiate realm = "Microsoft RTC Service Provider",
opaque = "ABC01234", qop = "auth", gssapi-data = "34fcbaed78902QWERTY"
targetname = "serverl.domainA.microsoft.com"
User-Agent: Microsoft-RTC/1.0
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP www.xxx.yyy.zzz:5060
Proxy-Authentication-Info: Negotiate qop= "auth", rspauth =
"ABCD87564cvx", srand = "9876543210"
targetname = "serverl.doaminA.microsoft.com" realm = "Microsoft RTC Service
Provider",
From = "Nick North" <sip: nickn@microsoft.com>
To: "Mark Mars" <sip:markm@microsoft.com>
Call-ID: l23456789@ms.com
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CSeq: 1 REGISTER
Contact: <sip:123.45.67.89:5060>
User-Agent: Microsoft-RTC/l.0
Content-Length: 0
【００７８】
次に図８を参照する。先に述べたとおり、好ましい実施形態では任意選択で、クライアン
ト・プロキシ認証にＮＴＬＭセキュリティ機構を使用することができる。この場合、クラ
イアントがまず、認証データを含まないＩＮＶＩＴＥメッセージ２２０を送り、プロキシ
が４０７メッセージを返す。この４０７メッセージ２２２のＰｒｏｘｙ　Ａｕｔｈｅｎｔ
ｉｃａｔｅヘッダは、認証に対してＮＴＬＭを使用しなければならないことを指示する。
次いでクライアントが、ＮＴＬＭプロトコルに基づくクライアントの認証データを含むＰ
ｒｏｘｙ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎヘッダを有するＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージ２
２４を送る。
【００７９】
図４の状態機械に関連して先に述べたとおり、クライアントによって送られた認証データ
によって、プロキシはクライアントを認証することができるが、この認証データに基づい
てセキュリティアソシエーションは完全には確立されない。そのためプロキシは、Ｐｒｏ
ｘｙ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｅヘッダをやはり含む別の４０７チャレンジ２２６をクラ
イアントに送る。クライアントは次いで、セキュリティアソシエーションを完成させるの
に必要な認証データを含むＰｒｏｘｙ　Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎヘッダを有する別の
ＲＥＧＩＳＴＥＲリクエスト２２８を送る。プロキシサーバは、第２のＲＥＧＩＳＴＥＲ
リクエストの中のデータに基づいてセキュリティアソシエーションを完成させ、プロキシ
についての認証データを含むＰｒｏｘｙ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎヘッダを有する「２００ＯＫ」メッセージ２３２を返す。「２００ＯＫ」メッ
セージ２３２の中の認証データに基づいてクライアントはプロキシを認証し、次いで別の
ＩＮＶＩＴＥメッセージ２３６を送る。このプロセスの例示的なメッセージを以下に示す
。
【００８０】
SIP/2.0 407 Proxy Authorization Required
Via: SIP/2.0/UDP.www.xxx.yyy.zzz:5060
From: "Nick North" <sip:nickn@microsoft.com>
To: "Mark Mars" <sip:markm@microsoft.com>
Call-ID: 12345600@PCl.ms.com
CSeq: 1 INVITE
Proxy-Authenticate: NTLM rea1m = "Microsoft RTC service Provider",
targetname = "serverl.domainA.microsoft.com",
opaque = "ABCD1234", qop = "auth",
Contact: <sip:123.45.67.89:5060>
User-Agent: Microsoft-RTC/l.0
Content-Length: 0
REGISTER sip:nickn@microsoft.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP www.xxx.yyy.zzz:5060
From: "Nick North" <sip:nickn@microsoft.com>
To: "Mark Mars" <sip:markm@microsoft.com>
Call-ID: 123456789@microsoft.com
CSeq : 1 REGISTER
Contact: <sip:123.45.67.89:5060>
Proxy-Authorization: NTLM realm = "Microsoft RTC Service Provider",
opaque = "ABCD1234", qop = "auth", gssapi-data = "34fcbaed78902QWERTY"
targetname = "serverl.domainA.microsoft.com"
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User-Agent: Microsoft-RTC/1.0
Content-Length: 0
SIP/2.0 407 Proxy Authorization Required
Via: SIP/2.0/UDP www.xxx.yyy.zzz:5060
From: "Nick North" <sip:nickn@microsoft.com>
To: "Mark Mars" <sip:markm@microsoft.com>
Call-ID: 12345600@PCl.ms.com
CSeq: 1 INVITE
Proxy-Authenticate: NTLM realm = "Microsoft RTC Service Provider",
targetname = "serverl.domainA,microsoft.com", opaque="ABCDl234", qop = "auth",
gssapi-data = "QWERTY789564NMJHKLasdcfg"
Contact: <sip:123.45.67.89:5060>
User-Agent: Microsoft-RTC/1.0
Content-Length: 0
REGISTER sip:nickn@microsoft.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP www.xxx.yyy.zzz:5060
From: "Nick North" <sip:nickn@microsoft.com>
To: "Mark Mars" <sip:markm@microsoft.com>
Call-ID: 123456789@microsoft.com
CSeq: 2 REGISTER
Contact: <sip:123.45.67.89:5060>
Proxy-Authorization: NTLM realm = "Microsoft RTC Service Provider",
gssapi-data = "qqertyuioKMNF009876" opaque = "ABCD1234", qop = "auth",
targetname = "serverl.domainA.microsoft.com"
User-Agent: Microsoft-RTC/l.0
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP www.xxx.yyy.zzz:5060
Proxy-Authentication-Info: NTLM realm = "Microsoft RTC Service Provider" qop = "
auth",
rspauth = "ABCD87564cvx", srand = "9876543210"
targetname = "serverl.domainA.microsoft.com"
From: "Nick North" <sip:nickn@microsoft.com>
To: "Mark Mars" <sip:markm@microsoft.com>
Call-ID: 123456789@ms.com
CSeq: 2 REGISTER
Contact: <sip:123.45.67.89:5060>
User-Agent: Microsoft-RTC/1.0
Content-Length: 0
INVITE sip: markm@proxyl.wcom.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP www.xxx.yyy.zzz:5060
Proxy-.Authorization: NTLM realm = "Microsoft RTC Service Provider",
crand = "913082051",
response = 12345ABCDEF78909BCADE56", opaque = "ABCD1234", qop =
"auth", targetmane = "serverl.domainA.microsoft.com"
From: "Nick North" <sip:nickn@microsoft.com>
To: "Mark Mars" <sip:markm@microsoft.com>
Call-ID: 12345601@PC1.ms.com
CSeq: 2 INVITE
Contact: "Nick North" <sip:nickn@microsoft.com>
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User-Agent: Microsoft-RTC/1.0
Content-Type: application/sdp
Content-Length: xxx
【００８１】
図９に、ＮＴＬＭベースのプレ認証のシナリオを示す。このケースのメッセージフローは
、ケルベロスベースのプレ認証のそれに似ているが、４０７チャレンジおよびＲＥＧＩＳ
ＴＥＲメッセージが追加されている点が異なる。具体的にはクライアントが、ＮＴＬＭを
使用することを指示し、ＮＴＬＭ認証データを含むＰｒｏｘｙ　Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉ
ｏｎヘッダを含むＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージ２４０および相互認証のためのリクエスト
を送る。プロキシは、受け取ったＮＴＬＭ認証データに基づいてクライアントを認証し、
Ｐｒｏｘｙ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｅヘッダを有する４０７チャレンジ２４２を返す。
クライアントは次いで、プロキシとのセキュリティアソシエーションを完成するためのＮ
ＴＬＭ認証データを含むＰｒｏｘｙ　Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎヘッダを有する第２の
ＲＥＧＩＳＴＥＲリクエスト２４４を送る。プロキシは次いで、Ｐｒｏｘｙ　Ａｕｔｈｅ
ｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎを有する「２００ＯＫ」メッセージ２４６
を返す。プロキシを認証した後、クライアントはプロキシに第２のＩＮＶＩＴＥメッセー
ジ２４８を送る。このプロセスの例示的なメッセージを以下に示す。
【００８２】
REGISTER sip:nickn@microsoft.com SIP/2.0
Via: SIP/2.O/UDP www.xxx.yyy.zzz:5060
From: "Nick North" <sip:nickn@microsoft.com>
To: "Mark Mars" <sip:markm@microsoft.com>
Call-ID: 123456789@microsoft.com
CSeq: 1 REGISTER
Contact: <sip:l23.45.67.89:5060>
Proxy-Authorization: NTLM realm = "Microsoft RTC Service Provider",
opaque = "ABCD1234", qop = "auth", gssapi-data = "34fcbaed78902QWERTY",
targetname = "serverl.dornainA.microsoft.com"
User-Agent: Microsoft-RTC/1.0
Content-Length: 0
SIP/2.0 407 Proxy Authorization Required
Via: SIP/2.0/UDP www.xxx.yyy.zzz:5060
From: "Nick North" <sip:nickn@microsoft.com>
To: "Mark Mars" <sip:markm@microsoft.com>
Call-ID: l2345600@PC1.ms.com
CSeq: 1 INVITE
Proxy-Authenticate: NTLM realrm = "Microsoft RTC Service Provider",
targetname = "serverl.domainA.microsoft.com", opaque = "ABCD1234",
qop = "auth",
gssapi-data = "QWERTY789564NMJHKLasdcfg",
targetname= "serverl.domainA.microsoft.com"
Contact: <sip:123.45.67.89:5060>
User-Agent: Microsoft-RTC/1.0
Content-Length: 0
REGISTER sip:nickn@microsoft.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP www.xxx.yyy.zzz:5060
From: "Nick North" <sip:nickn@microsoft.com>
To: "Mark Mars" <sip:markm@microsoft.com.>
Call-ID: 123456789@microsoft.com
CSeq: 2 REGISTER
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Contact: <sip:123.45.67.89:5060>　　 Proxy-Authorization: NTLM realm = "Microsof
t RTC Service Provider",
gssapi-data = "qqertyuioKMNFO09876" opaque = "ABCD1234", qop = "auth",
targetname = "serverl.domainA.microsoft.com"
User-Agent: Microsoft-RTC/1.0
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP www.xxx.yyy.zzz:5060
Proxy-Authentication-Info: NTLM qop = "auth",
rspauth = "AECD87564cvx", srand = "9876543210",
targetname = "serverl.domainA.microsoft.com"
From: "Nick North" <sip:nickn@microsoft.com>
To: "Mark Mars" <sip:markm@microsoft.com>
Call-ID: l23456789@ms.com
CSeq: 2 REGISTER
Contact: <sip:l23.45.67.89:5060>
User-Agent: Microsoft-RTC/1.0
Content-Length: 0
INVITE sip: markm@proxy1.wcom.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP www.xxx.yyy.zzz:5060
Proxy-Authorization: NTLM realm = "Microsoft RTC Service Provider",
crand = "913082051",
response = "12345ABCDEF78909BCADE56", opaque = "ABCD1234", qop "auth" ta
rgetname = "serverl.domainA.microsoft.com"
From: "Nick North" <sip:nickn@microsoft.com>
To: "Mark Mars" <sip:markm@microsoft.com>
Call-ID: l234560l@PCl.ms.com
CSeq: 2 INVITE
Contact: "Nick North" <sip:nickn@microsoft.com>
User-Agent: Microsoft-RTC/l.0
Content-Type: application/sdp
Content-Length: xxx
【００８３】
本発明の原理を適用することができる多くの可能な実施形態があることを考慮すれば、図
面に関して本明細書に記載した実施形態は例示的なものであって、本発明の範囲を限定す
るものと解釈してはならないことが認識される。例えば、ソフトウェア（またはハードウ
ェア）として示した記載の実施形態の要素をハードウェア（またはソフトウェア）として
実装することができること、または本発明の趣旨から逸脱することなく記載の実施形態の
配置および詳細を修正することができることを当業者は認識しよう。したがって本明細書
に記載した発明は、前記請求項およびその等価物の範囲に含まれる全ての実施形態を企図
する。
【００８４】
【発明の効果】
ケルベロスプロトコル、ＮＴＬＭプロトコルなどのセキュリティ機構を、ＳＩＰシグナリ
ングオペレーションのメッセージフローに組み込んで、ＳＩＰクライアントとＳＩＰプロ
キシが相互に認証できるようにするための方式が提供される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を実現することができる例示的なコンピュータシステムを概略的に示すブ
ロック図である。
【図２】セッションシグナリング段階中に相互認証するＳＩＰクライアントとＳＩＰプロ
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キシサーバを含むセッションイニシエーションプロトコル（ＳＩＰ）システムを示す概略
図である。
【図３】ＳＩＰクライアントとＳＩＰプロキシサーバの間の認証目的のシグナリングメッ
セージ交換を示す概略図である。
【図４】ＳＩＰのフレームワークに組み込まれたセキュリティ機構のオペレーションを表
す状態機械を示す概略図である。
【図５】ＳＩＰクライアントが複数のＳＩＰプロキシと認証オペレーションを実行するた
めのシグナリングメッセージ交換を示す概略図である。
【図６】ケルベロスセキュリティ機構を使用したＳＩＰクライアントとプロキシの間のプ
レ認証プロセスにおけるメッセージフローを示す概略図である。
【図７】ケルベロスセキュリティ機構を使用したＳＩＰクライアントとプロキシの間のチ
ャレンジド認証プロセスにおけるメッセージフローを示す概略図である。
【図８】ＮＴＬＭセキュリティ機構を使用したＳＩＰクライアントとプロキシの間のチャ
レンジド認証プロセスにおけるメッセージフローを示す概略図である。
【図９】ＮＴＬＭセキュリティ機構を使用したＳＩＰクライアントとプロキシの間のプレ
認証プロセスにおけるメッセージフローを示す概略図である。
【符号の説明】
２０　パーソナルコンピュータ
２１　処理ユニット
２２　システムメモリ
２３　システムバス
２４　ＲＯＭ
２５　ＲＡＭ
２７　ハードディスクドライブ
２８　磁気ディスクドライブ
３０　光ドライブ
３２　ハードディスクドライブインタフェース
３３　磁気ディスクドライブインタフェース
３４　光ディスクドライブインタフェース
３５　オペレーティングシステム
３６　アプリケーションプログラム
３７　その他のプログラムモジュール
３８　プログラムデータ
４０　キーボード
４２　マウス
４６　シリアルポートインタフェース
４７　モニタ
４８　ビデオアダプタ
４９　リモートコンピュータ
５０　メモリ記憶装置
５１　ローカルエリアネットワーク
５２　ワイドエリアネットワーク
５３　ネットワークインタフェース
５４　モデム
７２　ＳＩＰクライアント
７４　ＳＩＰプロキシサーバ
７６、８０　ユーザ
８２　ＩＮＶＩＴＥメッセージ
８６　ＳＩＰクライアント
８８　ワークステーション
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９０　シグナリング経路
９６　４０７チャレンジメッセージ
１０２　ドメインコントローラ
１０８　サーバチケット
１１０　ＩＮＶＩＴＥメッセージ
１１６　セッションキー
１２０　ＳＩＰプロキシサーバ
１２２　２００ＯＫメッセージ
１７０、１７２、１７６　ＫＤＣ
１８０、１８２　ケルベロスモジュール

【図１】 【図２】
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