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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セキュリティプロトコルを自動的にネゴシエートする方法において、
　内部ノード又は外部ノードのいずれかである、受信側ノードが、第１のプロトコルセッ
トを有する内部ノードと、第２のプロトコルセットを有する外部ノードとの間に安全な接
続を確立するためのセキュリティ認証要求を受信することであって、
　（１）前記内部ノードは、複数のノードのための安全な情報を維持する分散型ディレク
トリを備えるセキュリティ使用可能ドメイン内に存在し、
　（２）前記外部ノードは、前記ノードの分散型ディレクトリ内に存在せず、
　前記受信側ノードが、前記内部ノードに関連付けられた第１のプロトコルセットと前記
外部ノードに関連付けられた第２のプロトコルセットとを比較すること、
　前記受信側ノードが、前記内部ノード及び前記外部ノードが共通の２以上の安全なプロ
トコルを含むことを判定すること、
　前記受信側ノードが、２以上の安全なプロトコルに関連づけられた転送速度、及び１以
上の暗号キーのビット深度からなるグループの少なくとも１つのメンバーに基づいて、前
記２以上の安全なプロトコルから推奨のプロトコルを選択することであって、前記転送速
度は、２以上の安全なプロトコルを使用して、前記ネットワークデータが転送されるスピ
ードを示し、前記１以上の暗号キーのビット深度は前記１以上の暗号キーを構成するビッ
トの数である選択すること、及び、
　前記受信側ノードが、前記推奨のプロトコルに基づいて、前記外部ノードと前記内部ノ
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ードとの間に安全な接続を自動的に確立すること
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記外部ノードには、少なくとも１つのコンピュータまたはネットワーク使用可能無線
デバイスが含まれることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記内部ノードには、少なくとも１つのクライアントコンピュータまたはサーバが含ま
れることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記セキュリティ使用可能ドメインは、分散型ディレクトリドメインを含むことを特徴
とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記セキュリティ使用可能ドメインは、証明書ベースのドメインを含むことを特徴とす
る請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記証明書ベースのドメインは、Ｋｅｒｂｅｒｏｓ使用可能ドメインを含むことを特徴
とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記一致するプロトコルはＸ．５０９証明書を含むことを特徴とする請求項６に記載の
方法。
【請求項８】
　前記セキュリティ認証要求が前記外部ノードによって生成されることを特徴とする請求
項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記セキュリティ認証要求を受信することが前記内部ノードによって実行されることを
特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記セキュリティ認証要求が前記内部ノードによって生成されることを特徴とする請求
項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記セキュリティ認証要求を受信することが前記外部ノードによって実行されることを
特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記外部ノードと前記内部ノードとの間のセッションが完了した場合に前記安全な接続
を終了すること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１３】
　複数の一致するプロトコルが見つかった場合に前記安全な接続を確立する際に使用する
ためにプロトコルを選択すること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１４】
　前記内部ノードと前記外部ノードとの少なくとも１つを認証することをさらに含むこと
を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記認証することは証明書を認証局に伝達することを含むことを特徴とする請求項１４
に記載の方法。
【請求項１６】
　セキュリティプロトコルを自動的にネゴシエートするシステムにおいて、
　内部ノードであって、前記内部ノードが、複数のノードのための安全な情報を維持する
分散型ディレクトリを備えるセキュリティ使用可能ドメイン内に存在し、前記内部ノード
は、前記内部ノードによりサポートされる１以上の安全プロトコルを備える第１のプロト
コルセットを記録するように構成され、
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　ネゴシエーションエンジンであって、前記ネゴシエーションエンジンは、
　（１）前記第１のプロトコルセットを有する前記内部ノードと、前記ノードの分散型デ
ィレクトリ内に含まれない外部ノードと、の間に安全な接続を確立するためのセキュリテ
ィ認証要求を受信し、前記外部ノードは、前記外部ノードによりサポートされる安全プロ
トコルを備える第２のプロトコルセットを記録するように構成されること、
　（２）前記内部ノードに関連付けられた前記第１のプロトコルセットと前記外部ノード
に関連付けられた前記第２のプロトコルセットとを比較すること、
　（３）前記第１のプロトコルセットと前記第２のプロトコルセットは、共通の２以上の
安全なプロトコルを含むことを判定すること、
　（４）前記２以上の安全なプロトコルに関連づけられた転送速度、及び１以上の暗号キ
ーのビット深度からなるグループの少なくとも１つのメンバーに基づいて、前記２以上の
安全なプロトコルから推奨のプロトコルを選択することであって、
　　　ａ）前記転送速度は、２以上の安全なプロトコルを使用して、前記ネットワークデ
ータが転送されるスピードを示し、
　　　ｂ）前記１以上の暗号キーのビット深度は、前記１以上の暗号キーを構成するビッ
トの数である、選択すること、及び
　（５）前記推奨のプロトコルに基づいて、前記外部ノードと前記内部ノードとの間に安
全な接続を自動的に確立すること
　を実行するように構成されるネゴシエーションエンジンと
　を含むことを特徴とするシステム。
【請求項１７】
　前記外部ノードには、少なくとも１つのコンピュータ、または、ネットワーク使用可能
無線デバイスが含まれることを特徴とする請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記内部ノードには、少なくとも１つのクライアントコンピュータ、または、サーバが
含まれることを特徴とする請求項１６に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記セキュリティ使用可能ドメインは、分散型ディレクトリドメインを含むことを特徴
とする請求項１６に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記セキュリティ使用可能ドメインは、証明書ベースのドメインを含むことを特徴とす
る請求項１６に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記証明書ベースのドメインは、Ｋｅｒｂｅｒｏｓ使用可能ドメインを含むことを特徴
とする請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記一致するプロトコルはＸ．５０９証明書を含むことを特徴とする請求項２１に記載
のシステム。
【請求項２３】
　前記セキュリティ認証要求が前記外部ノードによって生成されることを特徴とする請求
項１６に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記セキュリティ認証要求が前記内部ノードによって受信されることを特徴とする請求
項２３に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記セキュリティ認証要求は、前記内部ノードによって生成されることを特徴とする請
求項１６に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記セキュリティ認証要求が前記外部ノードによって受信されることを特徴とする請求
項２５に記載のシステム。
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【請求項２７】
　前記外部ノードと前記内部ノードとの間のセッションが完了した場合に前記ネゴシエー
ションエンジンが前記安全な接続を終了することを特徴とする請求項１６に記載のシステ
ム。
【請求項２８】
　前記第１のプロトコルセットと前記第２のプロトコルセットとの間に一致が見つからな
い場合に前記ネゴシエーションエンジンが接続処理を終了することを特徴とする請求項１
６に記載のシステム。
【請求項２９】
　複数の一致するプロトコルが見つかった場合に、前記ネゴシエーションエンジンが前記
安全な接続を確立する際に使用するためにプロトコルを選択することを特徴とする請求項
１６に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記内部ノードと前記外部ノードとの少なくとも１つが他方を認証することを特徴とす
る請求項１６に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記認証することは、証明書を認証局に伝達することを特徴とする請求項３０に記載の
システム。
【請求項３２】
　セキュリティプロトコルを自動的にネゴシエートする方法を実行するために構成される
コンピュータ実行可能命令を記憶する１以上のコンピュータ記録可読媒体において、前記
方法が、
　内部ノード又は外部ノードのいずれかである、受信側ノードが、内部ノードと外部ノー
ドとの間に安全な接続を確立するためのセキュリティ認証要求を受信すること、
　（１）前記内部ノードは、前記内部ノードによりサポートされる１以上の安全プロトコ
ルを識別する第１のプロトコルセットを記録し、前記内部ノードが、複数のノードのため
の安全な情報を維持する中央集中型の分散型ディレクトリを備えるセキュリティ使用可能
ドメイン内に存在し、
　（２）前記外部ノードは、前記外部ノードによりサポートされる安全プロトコルを識別
する第２のプロトコルセットを記録し、前記外部ノードは、前記ノードのソフトウェアベ
ースディレクトリ内に存在せず、
　前記受信側ノードが、前記内部ノードに関連付けられた第１のプロトコルセットと前記
外部ノードに関連付けられた第２のプロトコルセットとを比較すること、
　前記受信側ノードが、前記内部ノード及び前記外部ノードが共通の２以上の安全なプロ
トコルを含むことを判定すること、
　前記受信側ノードが、２以上の安全なプロトコルに関連づけられた転送速度、及び１以
上の暗号キーのビット深度からなるグループの少なくとも１つのメンバーに基づいて、前
記２以上の安全なプロトコルから推奨のプロトコルを選択することであって、前記転送速
度は、２以上の安全なプロトコルを使用して、前記ネットワークデータが転送されるスピ
ードを示し、前記１以上の暗号キーのビット深度は前記１以上の暗号キーを構成するビッ
トの数である、選択すること、及び、
　前記受信側ノードが、前記推奨のプロトコルに基づいて、前記外部ノードと前記内部ノ
ードとの間に安全な接続を自動的に確立すること
　を含むことを特徴とするコンピュータ記録可読媒体。
【請求項３３】
　前記外部ノードには、少なくとも１つのコンピュータ、または、ネットワーク使用可能
無線デバイスが含まれることを特徴とする請求項３２に記載のコンピュータ記録可読媒体
。
【請求項３４】
　前記内部ノードには、少なくとも１つのクライアントコンピュータ、または、サーバが
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含まれることを特徴とする請求項３２に記載のコンピュータ記録可読媒体。
【請求項３５】
　前記セキュリティ使用可能ドメインは、分散型ディレクトリドメインを含むことを特徴
とする請求項３２に記載のコンピュータ記録可読媒体。
【請求項３６】
　前記セキュリティ使用可能ドメインは、証明書ベースのドメインを含むことを特徴とす
る請求項３２に記載のコンピュータ記録可読媒体。
【請求項３７】
　前記証明書ベースのドメインは、Ｋｅｒｂｅｒｏｓ使用可能ドメインを含むことを特徴
とする請求項３６に記載のコンピュータ記録可読媒体。
【請求項３８】
　前記一致するプロトコルはＸ．５０９証明書を含むことを特徴とする請求項３７に記載
のコンピュータ記録可読媒体。
【請求項３９】
　前記セキュリティ認証要求が前記外部ノードによって生成されることを特徴とする請求
項３２に記載のコンピュータ記録可読媒体。
【請求項４０】
　前記セキュリティ認証要求を受信することは前記内部ノードによって実行されることを
特徴とする請求項３９に記載のコンピュータ記録可読媒体。
【請求項４１】
　前記セキュリティ認証要求が前記内部ノードによって生成されることを特徴とする請求
項３２に記載のコンピュータ記録可読媒体。
【請求項４２】
　前記セキュリティ認証要求を受信することが前記外部ノードによって実行されることを
特徴とする請求項４１に記載のコンピュータ記録可読媒体。
【請求項４３】
　前記方法は、前記外部ノードと前記内部ノードとの間のセッションが完了した場合に前
記安全な接続を終了することをさらに含むことを特徴とする請求項３２に記載のコンピュ
ータ記録可読媒体。
【請求項４４】
　前記方法は、複数の一致するプロトコルが見つかった場合に前記安全な接続を確立する
際に使用するためにプロトコルを選択することをさらに含むことを特徴とする請求項３２
に記載のコンピュータ記録可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワーク接続されたコンピューティングの分野に関し、より詳細には、
セキュリティ使用可能ドメインと１つまたは複数の外部ノードとの間のセキュリティプロ
トコルの自動ネゴシエーションに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ネットワーク接続技術の発達により、ネットワーク管理者およびその他の者が彼らのネ
ットワークおよび他のインストールに対するより優秀かつより高度なセキュリティ制御を
維持することが可能になった。Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）ＮＴ、
２０００および関連製品により、例えば管理者は、Ａｃｔｉｖｅ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ（
登録商標）（ＡＤ）構成を使用したセキュリティ使用可能（ｓｅｃｕｒｉｔｙ－ｅｎａｂ
ｌｅｄ）ネットワークドメインを配置することが可能になる。公知のＫｅｂｅｒｏｓネッ
トワーク規格も同様に、ネットワーク内のノードがキー／認証プラットフォームを使用し
て相互に認証することを可能にする。これらの動作技術により、ネットワーク管理者は、
例えばネットワークサーバから個々のワークステーションまたは他のクライアントに均一
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にインストールするためにルール、アプリケーション、パッチ、ドライブ、および他の資
源を安全にプッシュすることができる場合がある。セキュリティ使用可能ドメイン内のす
べてのマシンは、これらおよび他のタイプのデータの伝送を透過的に識別し、認証するこ
とができる場合がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、セキュリティ使用可能ドメイン外にノードがある場合、ルール、アプリケーシ
ョン、または他の資源をワークステーションとやり取りする機能はより困難になる。例え
ば、企業は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）上に配置されたコンピュータの集合
を有する場合があるが、Ａｃｔｉｖｅ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ（登録商標）または他のセキ
ュリティ使用可能ドメインの一部ではない遠隔位置にあるコンピュータとも対話する。安
全なドメインの境界を越えた通信は、一部には当該ドメイン内のマシンと当該ドメイン外
のマシンとの間に接続を確立することが相互にサポートされたセキュリティプロトコルに
関して合意することを要求するので、より複雑化する。
【０００４】
　システム管理者および他の者は、したがって、セッションが行われる前に内部マシンと
外部マシンの間の互換性のあるプロトコルを特定することにより、セキュリティ使用可能
ドメインに外部エージェントまたはノードが入るための構成を試みなければならない。例
えば、外部ノードは、トランスポート層セキュリティ（ＴＬＳ）プロトコル、Ｋｅｒｂｅ
ｒｏｓベースのプロトコル、セキュアソケットレイヤ（ＳＳＬ）または他のプロトコルを
介してセキュリティ使用可能ドメイン内の管理サーバと通信するよう構成することができ
る。このマシンは、そのプロトコル、すなわちそのデフォルトプロトコルで、プロトコル
の障害を指摘し、そのプロトコルを切り替えるよう要求し、または外部ノードまたはエー
ジェントに対して他の応答を行う。したがって、セキュリティ、トランスポート、または
他のプロトコルの手動設定または調整が要求される場合があるが、これは時間が掛かりエ
ラーが頻発する可能性のあるプロセスである。問題は他にもある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　当技術分野のこれらおよび他の問題を克服する本発明は、ある点で、管理者の介入を必
要とせずに自動で外部エージェントまたはノードとの安全な通信を確立し身元を確認する
ことのできるセキュリティプロトコルの自動ネゴシエーションのためのシステムおよび方
法に関する。本発明によれば、ある点で、セキュリティ使用可能ドメイン内のネットワー
クマネージャもしくは他のエージェントまたはノードは、外部エージェントまたはノード
との安全な接続を確立するための試みを開始することができる。この要求は、マネージャ
が使用するために使用可能な一組のセキュリティプロトコルを示すデータフィールドを含
んでいる。外部エージェントは、その要求を受信することができ、内部エージェントまた
はマネージャに使用可能なプロトコルを外部エージェントがサポートする一組のプロトコ
ルと比較することができる。使用可能なプロトコルの間の一致が見つかった場合、通信は
その選択されたプロトコルに基づいて進めることができる。実施形態では、外部エージェ
ントと内部エージェントのそれぞれはキー、証明書、または他の認証機構を介して相互に
確認することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　図１は、本発明の一実施形態による、プロトコルネゴシエーションプラットフォームお
よび方法が動作することのできるアーキテクチャを示す図である。図から分かるように、
この実施形態では、一組のクライアント、サーバ、エージェントまたは他のノード、もし
くはマシンは、セキュリティ使用可能ドメイン１０２で動作することができる。セキュリ
ティ使用可能ドメインは、実施形態では、例えばＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（
登録商標）Ａｃｔｉｖｅ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ（登録商標）、Ｋｅｒｂｅｒｏｓまたは他
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の証明書ベースまたはキーベースのドメイン、もしくは他の閉じた、すなわち安全な分散
型ディレクトリまたは他の環境であるか、またはこれらを含むことができる。セキュリテ
ィ使用可能ドメイン内には、実施形態ではサーバまたは他のノードであるかまたはこれら
を含むことのできる内部マネージャ１０４と、一組の内部エージェント１０６（Ｎを任意
の数としてＡ１、Ａ２．．．ＡＮで示す）を説明のために示している。
【０００７】
　実施形態では、当該一組の内部エージェント１０６は、追加サーバ、ワークステーショ
ンまたは他のクライアント、もしくはセキュリティ使用可能ドメイン１０２内で動作し、
内部マネージャ１０４と通信する他の内部エージェントまたはノードから構成されるか、
もしくはこれらを含むことができる。実施形態では、内部マネージャ１０４は、記憶に関
する動作ガイドライン（例えば、ＲＡＩＤポリシー、フェイルオーバー基準、メモリ制限
）、帯域幅使用率もしくは他のルールまたはデータなど、ネットワークルールまたは他の
データを当該一組の内部エージェント１０６に送信または「プッシュ」するようなネット
ワーク管理機能をスケジュール設定し、または実行することができる。これらまたは他の
タイプのデータを伝達する際、当該内部マネージャ１０４および当該一組の内部エージェ
ント１０６は、ルールおよび他のデータのネットワークおよび分散の保全性を保証するた
めにセキュリティ使用可能ドメインのセキュリティ資源を利用することができる。
【０００８】
　図に示すように、実施形態では、セキュリティ使用可能ドメイン１０２は、例えば実施
形態ではＸ．５０９または他の規格またはフォーマットに従って構成された証明書である
か、またはこれを含むことのできる証明書１０８のような証明書を使用して認証サービス
を提供することができる。実施形態では、キーまたは他の機構も同様に使用することがで
きる。図に示すように、証明書１０８を内部マネージャ１０４に対する認証データと関連
付け、これを提供することができる。当該一組の内部エージェント１０６のどの１つでも
、検証のために証明書１０８を認証局（ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ　ａｕｔｈｏｒｉｔｙ）
１１０に伝達することにより、内部マネージャ１０４から受け取ったルール、命令、また
は他のデータを認証することができる。認証局１１０自体を、セキュリティ使用可能ドメ
イン１０２内に配置してもよく、または図のようにセキュリティ使用可能ドメイン１０２
外に配置してもよい。
【０００９】
　実施形態では、認証局１１０は、証明書１０８または他の認証機構を読み取り、復号し
、結果を当該一組の内部エージェント１０６または他のノードに戻すよう構成されたサー
バまたは他のノードであるか、またはこれを含むことができる。当該一組の内部エージェ
ント１０６のノードのそれぞれは、同様にそれらに証明書、キー、またはセキュリティ使
用可能ドメイン１０２に適合する他の認証データを関連付けることができる。当該一組の
内部エージェント１０６のノードは、同様に証明書または他の機構を使用して通信し、相
互に互いを認証することができる。
【００１０】
　図１に示した実施形態では、外部エージェント１１４は、同様に通信ネットワーク１１
２を介して内部マネージャ１０４と通信するよう構成されている。外部エージェント１１
４もまた、サーバ、ワークステーション、もしくは他のノードまたは資源であるか、また
はこれを含むことができる。外部エージェント１１４は同様に、認証のために外部エージ
ェント１１４を特定する証明書１１６をそれ自体に関連付けることができる。実施形態で
は外部エージェント１１４がそれを介して内部マネージャ１０４または他の内部ノードと
通信することのできる通信ネットワーク１１２は、例えばインターネット、イントラネッ
ト、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）、メ
トロポリタンエリアネットワーク（ＭＡＮ）、ストレージエリアネットワーク（ＳＡＮ）
、フレームリレー接続、Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（
ＡＩＮ）接続、同期光伝送網（ＳＯＮＥＴ）接続、デジタルＴ１、Ｔ３、Ｅ１、またはＥ
３回線、Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｄａｔａ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＤＤＳ）接続、ＡＴＭ（非同期転
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送モード）接続、ＦＤＤＩ（ファイバー分散データインターフェース）、Ｃｏｐｐｅｒ　
Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｄａｔａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ（ＣＤＤＩ）、または他の有線
、無線、または光接続のどれか１つまたは複数であるか、またはこれを含むことができる
か、もしくはこれとインターフェースすることができる。外部エージェント１１４は、実
施形態では、ワークステーション、サーバ、無線ネットワーク使用可能デバイス、または
ネットワーク接続された通信用に構成された他のノード、エージェントまたはプラットフ
ォームであるか、もしくはこれを含むことができる。
【００１１】
　ドメイン横断通信（ｃｒｏｓｓ－ｄｏｍａｉｎ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）の従来
の実施態様とは異なり、本発明の実施形態によれば、外部エージェント１１４は、自動的
かつ透過的な方法で互換性のあるプロトコルを相互に選択して相互に互換性のあるプロト
コルに基づいて安全な接続を確立するために、内部マネージャ１０４との連絡を開始する
ことができる。例えば図２に示すように、外部エージェント１１４で実行中の外部アプリ
ケーション１３０は、外部ネゴシエーションエンジン１２６を介して内部マネージャ１０
４との連絡を開始することができる。外部アプリケーション１３０は、例えばデータバッ
クアップスケジューラ、ファイアーウォール、ウイルス保護または他のアプリケーション
のようなシステムユーティリティ、プロダクティビティ、または他のアプリケーションで
あるか、またはこれを含むことができる。外部アプリケーション１３０は、様々なタスク
を実行するために、例えばユーザプロファイル、更新、または他のデータを要求し、した
がって内部マネージャ１０４とのそのような通信を開始することができる。
【００１２】
　外部ネゴシエーションエンジン１２６は、セキュリティ使用可能ドメイン１０２で内部
マネージャ１０４と相互に互換性のある通信リンクを確立するために外部アプリケーショ
ン１３０が要求した通信を処理し管理することができる。図に示すように、実施形態では
、外部ネゴシエーションエンジン１２６は、公知のＳｉｍｐｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｔｅｃ
ｔｅｄ　ＧＳＳ－ＡＰＩネゴシエーション（ＳＰＮＥＧＯ）プロトコルの実施態様として
示されているネゴシエーションモジュール１１８を開始し管理することができる。他のプ
ロトコルを使用することもできる。実施形態では、ネゴシエーションモジュール１１８は
、例えばアプリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）または他の機構を
介して外部エージェント１１４のオペレーティングシステムによりアクセスし、開始し、
または生成することができる。
【００１３】
　外部ネゴシエーションエンジン１２６は同様に、外部エージェント１１４がプロトコル
ネゴシエーションプロセスを実行するために利用することのできるメッセージベースの、
または他のチャネルを示す外部トランスポート指定子１２０を含むか、または生成するこ
とができる。例えば、実施形態では、外部アプリケーション１３０もしくは他のソフトウ
ェアまたはモジュールが、例えば動的リンクライブラリ（ｄｌｌ）または標準の暗号化ま
たは他の符号化方式をサポートする他の資源にアクセスすることを可能にして、外部トラ
ンスポート指定子１２０はＳｅｃｕｒｉｔｙ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｐｒｏｖｉｄｅｒ　Ｉｎ
ｔｅｒｆａｃｅ（ＳＳＰＩ）プロトコルをＭｉｃｒｏｓｏｆｔ．ＮＥＴアーキテクチャの
一部として指定することができる。他のプロトコルを外部トランスポート指定子１２０内
に使用または指定することができる。外部ネゴシエーションエンジン１２６はしたがって
、そのデータまたは他のデータを示すデータグラムを、図２に示すように内部マネージャ
１０４に関連付けられた内部ネゴシエーションエンジン１２８に伝達することができる。
【００１４】
　内部ネゴシエーションエンジン１２８は同様に、ネゴシエーションモジュール１２２と
内部トランスポート指定子１２４を含むか、またはこれとインターフェースすることがで
きる。内部ネゴシエーションエンジン１２８は、内部マネージャ１０４によって実行され
、またはアクセスされる内部アプリケーション１３２と通信することができる。内部アプ
リケーション１３２は、例えば、システム管理、プロダクティビティ、または他のアプリ



(9) JP 4819328 B2 2011.11.24

10

20

30

40

50

ケーションであるか、またはこれを含むことができる。内部マネージャ１０４との通信の
確立を求める要求を受信した際、内部ネゴシエーションエンジン１２８は、内部トランス
ポート指定子１２４による外部エージェント１１４とのメッセージベースの、または他の
チャネルを、例えばＳＳＰＩプロトコルを使用してチャネル通信を確認して、確立するこ
とができる。
【００１５】
　外部エージェント１１４と内部マネージャ１０４との間に確立された予備チャネルによ
り、外部ネゴシエーションエンジン１２６と内部ネゴシエーションエンジン１２８はプロ
トコルネゴシエーションと低減（ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ）を開始することができる。実施形
態では、外部エージェント１１４は、図３に示すような外部プロトコルテーブル１３４を
内部マネージャ１０４に送信することができる。外部プロトコルテーブル１３４は、どの
プロトコルを使用して外部エージェント１１４を構成できるかを指定することができる。
内部マネージャ１０４が受信した際、外部プロトコルテーブル１３４を、内部マネージャ
１０４が使用するために使用可能な一組のセキュリティプロトコルを示す内部プロトコル
テーブル１３６と比較することができる。外部プロトコルテーブル１３４と内部プロトコ
ルテーブル１３６のどちらか一方は、例えばトランスポート層セキュリティ（ＴＬＳ）、
セキュアソケットレイヤ（ＳＳＬ）、Ｋｅｒｂｅｒｏｓ、セキュアＩＰ（ＩＰＳｅｃ）、
または他の使用可能なプロトコルまたは規格を示すフィールドを含むことができる。内部
マネージャ１０４に関連付けられた内部ネゴシエーションエンジン１２８は、図３に示す
ように外部エージェント１１４と内部マネージャ１０４によって相互にサポートされた１
つまたは複数のプロトコルを示すことができる。
【００１６】
　内部ネゴシエーションエンジン１２８は、実施形態では、同様に、類似のプロトコル比
較のために内部プロトコルテーブル１３６を外部エージェント１１４に関連付けられた外
部ネゴシエーションエンジン１２６に伝達することができる。この結果、ネゴシエーショ
ンエンジン１２６およびネゴシエーションエンジン１２８は、セキュリティ使用可能ドメ
インを横断して安全な通信を確立するために相互に使用可能なプロトコルの選択をネゴシ
エートすることができる。例えば、外部エージェント１１４と内部マネージャ１０４との
両方に対して共通プロトコルが１つしか使用可能でない場合、外部エージェント１１４と
内部マネージャ１０４は、ＴＬＳまたは他のプロトコルなどのプロトコルを使用してセッ
ションをセットアップすることに同意することができる。外部ネゴシエーションエンジン
１２６と内部ネゴシエーションエンジン１２８とが共通のプロトコルを見つけられないと
いうことで一致した場合、ドメイン横断通信を確立するための試みを終了することができ
る。反対に、外部ネゴシエーションエンジン１２６と内部ネゴシエーションエンジン１２
８とが共通した複数のプロトコルを特定した場合、転送速度、キーのビット深度または他
のセキュリティ機構のようなネットワーク基準、もしくは他の要因に基づいて１つのプロ
トコルを選択することができる。
【００１７】
　相互に互換性のあるプロトコルが整備されている場合、外部エージェント１１４と内部
マネージャ１０４の間に安全なセッションを確立することができる。実施形態では、追加
されたセキュリティのために、外部エージェント１１４と内部マネージャ１０４のそれぞ
れが同様に、相手ノードの識別、特権レベル、または他のセキュリティ詳細を検証するた
めに認証ステップを実行することができる。図１に示すように、これは証明書または他の
セキュリティ機構を使用して実行することができる。外部エージェント１１４は、証明書
１０８を認証局１１０に伝達することによって内部マネージャ１０４を認証することがで
きる。内部マネージャ１０４は、反対に、証明書１１６を認証局１１０に伝達することに
よって外部エージェント１１４を認証することができる。他のセキュリティ機構を使用す
ることもできる。
【００１８】
　外部エージェント１１４と内部マネージャ１０４との間で交換されるデータのタイプま
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たはコンテンツは、実施形態では、これら２つのノード間の相互認証に基づくことができ
る。例えば、ネットワーク管理ルールまたはパラメータに対するアクセスを、所与のレベ
ルのアクセス特権だけを示す内部または外部ノードに対して確保することができる。他の
認証ルールまたは基準も使用することができる。操作セキュリティプロトコルを確立して
おり、認証処理が１つでも完了した後では、外部エージェント１１４と内部マネージャ１
０４とは、データ、アプリケーション、ルール、または他の情報を交換することができる
。トラフィックが完了した場合、外部ネゴシエーションエンジン１２６と内部ネゴシエー
ションエンジン１２８とは通信リンクを解放または終了することができる。
【００１９】
　本発明の一実施形態によるネットワークネゴシエーション処理全体を図４に示す。ステ
ップ４０２で、処理を開始することができる。ステップ４０４で、セキュリティ使用可能
ドメイン１０２を横断して安全な接続を確立することを求める要求は、外部エージェント
１１４、内部マネージャ１０４、もしくは他のクライアント、エージェント、またはノー
ドのどれかで生成することができる。ステップ４０６で、安全な接続を確立することを求
める、送信側ノードと互換性のある第１のプロトコルセットを組み込んだ要求を、内部マ
ネージャ１０４、外部エージェント１１４、もしくは他のクライアント、エージェントま
たはノードのどれかである受信側ノードに送信することができる。ステップ４０８で、こ
の要求は受信側ノードによって受信することができる。ステップ４１０で、内部マネージ
ャ１０４、外部エージェント１１４、もしくは他のクライアント、エージェントまたはノ
ードのどれかである受信側ノードは、使用可能なプロトコル間で一致を見つけることがで
きるか否かを判定するために第１のプロトコルセットを受信側ノードの第２のプロトコル
セットと比較する。
【００２０】
　第１のプロトコルセットと第２のプロトコルセットの間に一致が見つかった場合、処理
はステップ４１２に進むことができ、そこで複数の一致するプロトコルが見つかったか否
かに関して判定することができる。複数の一致するプロトコルセットが見つかった場合、
処理はステップ４１４に進むことができ、そこで一致する複数のプロトコルの１つを、転
送速度、キーのビット深度、または他のセキュリティ機構のようなプロトコル基準、もし
くは他の要因に基づいて使用するために選択することができる。次いで処理はステップ４
１６に進むことができ、そこで安全な接続またはセッションを、選択されたプロトコルに
基づいて外部エージェント１１４と内部マネージャ１０４との間で開始することができる
。同様に、ステップ４１２で一致するプロトコルが１つしか見つからなかった場合、処理
はステップ４１６に進むことができ、そこで安全な接続またはセッションを開始すること
ができる。例えば、実施形態では、指定されたポートをＴＣＰ／ＩＰまたは他の通信また
は他のプロトコルの下で開くことができる。
【００２１】
　ステップ４１８で、利用される一致するプロトコルに従ってハンドシェーキングおよび
他のステップを進めて、プロトコル特定交換を外部エージェント１１４と内部マネージャ
１０４との間で開始することができる。ステップ４２０で、外部エージェント１１４と内
部マネージャ１０４のどちらかまたは両方を、適宜、対応する（外部エージェント１１４
の）証明書１１６または（内部マネージャの）証明書１０８を認証局１０８に送ることに
よって、対応する他のノードを認証することができる。実施形態では、証明書１１６また
は証明書１０８もしくは他のセキュリティデータは、Ｘ．５０９規格または他の規格また
はフォーマットに準拠する証明オブジェクトであるか、またはこれを含むことができる。
適切な認証が完了すると、処理はステップ４２２に進むことができ、そこで外部エージェ
ント１１４と内部マネージャ１０４との間で安全な接続またはセッションを実行すること
ができる。例えば、ネットワークまたは他のルールを、システム管理または他の目的のた
めにこれら２つのノード間で伝達することができる。
【００２２】
　安全なセッションが完了すると、処理はステップ４２４に進み、そこで外部エージェン
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ト１１４と内部マネージャ１０４との間の安全な接続を終了するかまたは解放することが
できる。ステップ４２６では、処理を終了するか、反復するか、前の処理点に戻るか、ま
たは他の行動を取ることができる。同様に、ステップ４１０の判定で一致するプロトコル
が特定されなかった場合、処理は、終了するか、反復するか、前の処理点に戻るか、また
は他の行動を取るためにステップ４２６に進むことができる。
【００２３】
　本発明の上記の記述は説明を目的としたものであり、当業者には構成および実施態様に
対する修正が想起されよう。例えば、本発明は全般に単一の外部エージェント１１４に関
して説明したが、実施形態では、セキュリティ使用可能ドメイン１０２内の内部マネージ
ャ１０４もしくは他のクライアントまたはノードと一致するプロトコルを自動的にネゴシ
エートするよう複数の外部エージェントまたはノードを構成することができる。同様に、
認証機構を全般にＸ．５０９または他の規格を使用して単一の認証エンティティである認
証局１１０がサポートしているように記載したが、実施形態では、複数の認証エンティテ
ィもしくは他の認証または認可プラットフォームを使用することもできる。他のハードウ
ェア、ソフトウェア、または１つのものとして記載した他の資源を実施形態では分散させ
ることができ、同様に実施形態では分散されたものとして記載された資源を結合すること
ができる。
【００２４】
　さらに、セキュリティ使用可能ドメイン１０２外部のノードまたはエージェントと当該
ドメイン内部のノードまたはエージェントの一方または他方の例を、安全なプロトコルの
ネゴシエーションを開始するように度々記載したが、本発明に従い構成された、ドメイン
外部または内部のいかなるノードまたはエージェントでもプロトコル処理を開始すること
ができるということが理解されよう。同様に、内部および外部エージェントのどちらか一
方または両方は他方のエージェントまたはノードの認証を開始することができる。したが
って、本発明の範囲は添付の特許請求の範囲によってのみ限定されるものである。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の一実施形態が動作することのできるネットワークアーキテクチャを示す
図である。
【図２】本発明の一実施形態による内部ノードと外部ノードの間のネゴシエーションプロ
セスを示す図である。
【図３】本発明の一実施形態によるプロトコルテーブル間の比較を示す図である。
【図４】本発明の一実施形態によるプロトコルネゴシエーション処理全体を示す図である
。
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