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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のコンピュータ・デバイスがネットワークを介して互いに接続されてなるコンピュ
ーティング環境であって、連合コンピューティング環境としての複数のコンピューティン
グ環境と連携して動作する前記コンピューティング環境内で、単一のユーザ・セッション
のライフサイクル中の前記複数のコンピューティング環境に跨る動作の管理を行う連合ユ
ーザ・ライフサイクル管理サービスを実施する手段と、
　前記コンピューティング環境内で、前記コンピューティング環境と前記連合コンピュー
ティング環境との間のセキュリティ関連情報を管理し、前記連合ユーザ・ライフサイクル
管理サービスを実施しているときに該セキュリティ関連情報を使用して前記コンピューテ
ィング環境と前記連合コンピューティング環境との間の信頼関係を確立する信頼サービス
を実施する手段と
　を含み、
　前記連合ユーザ・ライフサイクル管理サービスを実施する手段が、少なくともシングル
サインオン・サービスを実施するものであり、前記シングルサインオン・サービスの実施
においてユーザを認証した前記コンピューティング環境が該ユーザから前記連合コンピュ
ーティング環境内のリソースに関する要求を受け付けたことに応答して、前記信頼サービ
スを実施する手段に対し、前記セキュリティ関連情報を要求し、前記セキュリティ関連情
報を使用して認証アサーションを生成させ、前記連合コンピューティング環境で前記認証
アサーションを提示して前記ユーザを前記リソースにアクセス可能にさせ、前記コンピュ
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ータ環境と前記連合コンピュータ環境との間の通信を、前記セキュリティ関連情報を用い
て実行させる、データ処理システム。
【請求項２】
　前記セキュリティ関連情報は、暗号鍵、セキュリティ・トークン、アイデンティティ変
換を含み、
　前記信頼サービスを実施する手段は、前記通信を、前記暗号鍵を用いて実行させ、前記
認証アサーションを生成するために必要とされるトークンのタイプを、前記セキュリティ
・トークンを用いて判定し、前記連合コンピューティング環境で提示するために前記認証
アサーションに含める前記ユーザを表すアイデンティティのフォーマットを、前記アイデ
ンティティ変換を用いて変換する、請求項１に記載のデータ処理システム。
【請求項３】
　前記連合ユーザ・ライフサイクル管理サービスを実施する手段からの要求を受け付けて
、前記信頼サービスを実施する手段に前記信頼サービスを実施させるインターフェース手
段
　をさらに含み、前記インターフェース手段の介在により、前記連合ユーザ・ライフサイ
クル管理サービスを実施する手段に対し、前記信頼サービスの内容が隠蔽される、請求項
２に記載のデータ処理システム。
【請求項４】
　前記データ処理システムは、前記連合ユーザ・ライフサイクル管理サービスを実施する
手段と前記信頼サービスを実施する手段とを備えるサーバを含む、請求項１に記載のデー
タ処理システム。
【請求項５】
　前記データ処理システムで同一のアプリケーションを実行することにより前記連合ユー
ザ・ライフサイクル管理サービスを実施する手段と前記信頼サービスを実施する手段とし
て機能させる、請求項１に記載のデータ処理システム。
【請求項６】
　前記連合ユーザ・ライフサイクル管理サービスを実施する手段と前記信頼サービスを実
施する手段が、同一の前記コンピューティング環境内に含まれる、請求項１に記載のデー
タ処理システム。
【請求項７】
　複数のコンピュータ・デバイスがネットワークを介して互いに接続されてなるコンピュ
ーティング環境であって、連合コンピューティング環境としての複数のコンピューティン
グ環境と連携して動作する前記コンピューティング環境内で、単一のユーザ・セッション
のライフサイクル中の前記複数のコンピューティング環境に跨る動作の管理を行う連合ユ
ーザ・ライフサイクル管理サービスを実施する手段と、前記コンピューティング環境内で
、前記コンピューティング環境と前記連合コンピューティング環境との間のセキュリティ
関連情報を管理し、前記連合ユーザ・ライフサイクル管理サービスを実施しているときに
該セキュリティ関連情報を使用して前記コンピューティング環境と前記連合コンピューテ
ィング環境との間の信頼関係を確立する信頼サービスを実施する手段とを含むデータ処理
システムで行われる前記コンピューティング環境間の対話方法であって、
　前記連合ユーザ・ライフサイクル管理サービスを実施する手段が、少なくともシングル
サインオン・サービスを実施するものであり、前記シングルサインオン・サービスの実施
においてユーザを認証した前記コンピューティング環境が該ユーザから前記連合コンピュ
ーティング環境のリソースに関する要求を受け付けたことに応答して、前記信頼サービス
を実施する手段に対し、前記セキュリティ関連情報および認証アサーションの生成を要求
するステップと、
　前記信頼サービスを実施する手段が、前記セキュリティ関連情報を使用して前記認証ア
サーションを生成し、前記連合コンピューティング環境で前記認証アサーションを提示し
て前記ユーザを前記リソースにアクセス可能にさせ、前記コンピュータ環境と前記連合コ
ンピュータ環境との間の通信を、前記セキュリティ関連情報を用いて実行させるステップ
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とを含む、方法。
【請求項８】
　前記セキュリティ関連情報は、暗号鍵、セキュリティ・トークン、アイデンティティ変
換を含み、
　前記実行させるステップでは、前記通信を、前記暗号鍵を用いて実行させ、前記認証ア
サーションを生成するために必要とされるトークンのタイプを、前記セキュリティ・トー
クンを用いて判定し、前記連合コンピューティング環境で提示するために前記認証アサー
ションに含める前記ユーザを表すアイデンティティのフォーマットを、前記アイデンティ
ティ変換を用いて変換する、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記データ処理システムは、インターフェース手段をさらに含み、前記インタフェース
手段が、前記連合ユーザ・ライフサイクル管理サービスを実施する手段からの要求を受け
付けて、前記信頼サービスを実施する手段に前記信頼サービスを実施させるステップをさ
らに含み、前記インターフェース手段の介在により、前記連合ユーザ・ライフサイクル管
理サービスを実施する手段に対し、前記信頼サービスの内容が隠蔽される、請求項８に記
載の方法。
【請求項１０】
　請求項７～９のいずれか１項に記載の方法を実行するためのデータ処理システムで使用
されるコンピュータ・デバイスにより可読なコンピュータ・プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、改良されたデータ処理システムに関し、具体的には、マルチコンピュータ・
データ転送の方法および装置に関する。さらに具体的には、本発明は、ネットワーク化さ
れたコンピュータ・システムを対象とする。
【背景技術】
【０００２】
　本願は、本願と同一の譲受人に譲渡された次の特許出願に関連する。
　米国特許出願第１０／８９６３５３号明細書（弁理士整理番号第ＡＵＳ９２００４０３
６３ＵＳ)号）、出願日２００４年７月２１日、名称「METHOD AND SYSTEM FOR PLUGGABIL
ITY OFFEDERATION PROTOCOL RUNTIMES FOR FEDERATED USER LIFECYCLE MANAGEMENT」、
　米国特許出願第１０／８９６３１６号明細書（弁理士整理番号第ＡＵＳ９２００４０３
６４ＵＳ１号）、出願日２００４年７月２１日、名称「METHOD AND SYSTEM FOR ENABLING
 FEDERATED USER LIFECYCLE MANAGEMENT」、
　米国特許出願第１０／８９６２８５号明細書（弁理士整理番号第ＡＵＳ９２００４０４
１９ＵＳ１号）、出願日２００４年７月２１日、名称「METHOD AND SYSTEM FOR ESTABLIS
HING FEDERATION RELATIONSHIPS THROUGHIMPORTED CONFIGURATION FILES」。
【０００３】
　企業は、一般に、インターネットを含むさまざまなネットワークを介して、許可された
ユーザに、ユーザフレンドリな形で保護されたリソースへのセキュア・アクセスを提供す
ることを望む。セキュア認証機構を提供することによって、保護されたリソースへの許可
されたにアクセスの危険性が減るが、これらの認証機構は、保護されたリソースへのアク
セスに対する障壁になる可能性がある。ユーザは、一般に、アプリケーションをサポート
する各特定のシステムを保護する認証障壁にかまわずに、あるアプリケーションとの対話
から別のアプリケーショとの対話に切り替える能力を望む。
【０００４】
　ユーザは、洗練されてくるにつれて、コンピュータ・システムがユーザのアクションを
調整し、その結果、ユーザに対する重荷が減らされることを期待する。このタイプの期待
は、認証処理にも適用される。ユーザは、あるコンピュータ・システムによって認証され
たならば、ユーザにほとんど不可視のさまざまなコンピュータ・アーキテクチャ境界にか
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まわずに、その認証が、そのユーザの作業セッション全体を通じて有効であるか、少なく
とも特定の時間期間の間だけ有効であると仮定する場合がある。企業は、一般に、ユーザ
効率が従業員の生産性または顧客満足度のどちらに関係する場合であっても、ユーザを懐
柔するだけではなくユーザ効率を高めるために、展開されたシステムの動作特性でこれら
の期待を満足しようとする。
【０００５】
　具体的に言うと、多数のアプリケーションが、共通のブラウザを介してアクセス可能な
ウェブベース・ユーザ・インターフェースを有する現在のコンピューティング環境で、ユ
ーザは、よりユーザフレンドリであることと、あるウェブベース・アプリケーションから
別のウェブベース・アプリケーションへの移動に対する低いまたは頻繁でない障壁を期待
する。これに関して、ユーザは、各特定のドメインを保護する認証障壁にかまわずに、あ
るインターネット・ドメイン上のアプリケーションとの対話から別のドメインの別のアプ
リケーションとの対話にジャンプする能力を期待するようになっている。しかし、多数の
システムが、使い易いウェブベース・インターフェースを介するセキュア認証を提供して
いるが、ユーザは、まだ、１組のドメインにまたがるユーザ・アクセスを妨害する複数の
認証処理を処理することを強制される可能性がある。ユーザを所与の時間枠内で複数の認
証処理にさらすことは、ユーザの効率に大きく影響する可能性がある。
【０００６】
　たとえば、ユーザおよびコンピュータ・システム管理者に対する認証の重荷を減らすた
めにさまざまな技法が使用されてきた。これらの技法を、一般に、「シングルサインオン
」（ＳＳＯ）処理と称する。というのは、これらが、ユーザがサインオン動作を完了した
後すなわち認証された後に、そのユーザが、その後、別の認証動作を実行する必要がなく
なるという共通の目的を有するからである。したがって、目標は、特定のユーザ・セッシ
ョン中に、ユーザが１つの認証処理だけを完了することを要求されることである。
【０００７】
　ユーザ管理のコストを減らし、企業の間のインターオペラビリティを改善するために、
連合コンピューティング・スペース（federated computing space）が作成された。連合
（federation）は、インターオペラビリティのある標準規格を厳守する企業の疎結合提携
であり、連合は、連合内のユーザに関するある計算動作に関するこれらの企業間の信頼の
機構を提供する。たとえば、連合パートナは、ユーザのホーム・ドメインまたはアイデン
ティティ・プロバイダ（identityprovider）として働くことができる。同一の連合内の他
のパートナは、ユーザのアイデンティティ・プロバイダによって提供されるシングルサイ
ンオン・トークンを受け入れるなど、ユーザ認証信任証の主な管理についてユーザのアイ
デンティティ・プロバイダに頼ることができる。
【０００８】
　企業が、連合ビジネス対話をサポートするために動く時に、これらの企業は、２つの会
社の間の高められた協力を反映するユーザ経験を提供しなければならない。上で注記した
ように、ユーザは、アイデンティティ・プロバイダとして働く１つの当事者に対して認証
し、その後、サービス・プロバイダとして働く連合したビジネス・パートナにシングルサ
インオンすることができる。このシングルサインオン機能性と共に、アカウント・リンク
／リンク解除およびシングルサインオフなどの追加のユーザ・ライフサイクル機能性も、
特にこの連合ユーザ・ライフサイクル管理（ＦＵＬＭ）機能性が各当事者のインフラスト
ラクチャの変更を必要としない形で、サポートされなければならない。
【０００９】
　現在のコンピューティング環境は、シングルサインオン機能性を提供することだけによ
って、または独自プロトコルを使用することによって、連合ユーザ・ライフサイクル管理
機能性の問題を解決している。しかし、これらの解決策は、「疎結合」環境すなわち、ど
ちらの側の環境も変更せずに、新しいパートナをオンラインにするか、古いパートナをコ
ンピューティング環境から除去することが簡単である環境を可能にするようにスケーリン
グされない。さらに、これらの以前の解決策は、単一のエンティティが複数の役割を引き
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受けること、たとえば、ある会社が、あるパートナについてアイデンティティ・プロバイ
ダとして働き、その後、別のパートナについてサービス・プロバイダとして働けることを
、許容しない。これらの従来技術の解決策は、各パートナが個別に管理される、明示的な
パートナ対パートナ解決策であり、この手法のスケーラビリティが、大規模な採用を妨げ
てきた。
【特許文献１】米国特許出願第１０／８９６３５３号明細書（弁理士整理番号第ＡＵＳ９
２００４０３６３ＵＳ)号）、出願日２００４年７月２１日、名称「METHOD AND SYSTEM F
OR PLUGGABILITY OFFEDERATION PROTOCOL RUNTIMES FOR FEDERATED USER LIFECYCLE MANA
GEMENT」
【特許文献２】米国特許出願第１０／８９６３１６号明細書（弁理士整理番号第ＡＵＳ９
２００４０３６４ＵＳ１号）、出願日２００４年７月２１日、名称「METHOD AND SYSTEM 
FOR ENABLING FEDERATED USER LIFECYCLE MANAGEMENT」
【特許文献３】米国特許出願第１０／８９６２８５号明細書（弁理士整理番号第ＡＵＳ９
２００４０４１９ＵＳ１号）、出願日２００４年７月２１日、名称「METHOD AND SYSTEM 
FOR ESTABLISHING FEDERATION RELATIONSHIPS THROUGHIMPORTED CONFIGURATION FILES」
【非特許文献１】コール（Kohl）他、「ケルベロス・ネットワーク認証サービス（Ｖ５）
（TheKerberos Network Authentication Service (V5)）」、インターネット・エンジニ
アリング・タスク・フォース（InternetEngineering Task Force、IETF）コメント要求（
Request for Comments、RFC）１５１０、１９９３年９月
【非特許文献２】「ＯＡＳＩＳセキュリティ・アサーション・マークアップ言語（ＳＡＭ
Ｌ）のアサーションおよびプロトコル（Assertions and Protocol for the OASIS Securi
ty Assertion MarkupLanguage (SAML)）」、委員会仕様０１、２００２年５月３１日
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　したがって、信頼（trust）関係（およびその信頼関係の管理）と、連合ユーザ・ライ
フサイクル管理機能性解決策を提供するのに必要な機能性の分離を可能にする方法および
システムを有することが有利である。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　連合コンピューティング環境内の異なる企業のコンピューティング環境が対話する方法
およびシステムを提示する。連合動作は、異なる連合コンピューティング環境のユーザの
代わりに、連合パートナのコンピューティング環境で開始することができる。接触点（po
int-of-contact）サービスが、信頼サービスに頼って、コンピューティング環境と連合パ
ートナのコンピューティング環境の間の信頼関係を管理する。信頼サービスは、鍵管理サ
ービス、アイデンティティ／属性サービス、およびセキュリティ・トークン・サービスを
使用する。連合ユーザ・ライフサイクル管理サービスは、連合ユーザ・ライフサイクル機
能を実装し、接触点サービスおよび信頼サービスと対話する。鍵管理サービスは、ドメイ
ンとの通信を保護するのに使用される暗号鍵を管理する。アイデンティティ／属性サービ
スは、ドメインで処理されるセキュリティ・トークンに含まれるアイデンティティまたは
属性あるいはその両方を管理する。セキュリティ・トークン・サービスは、ドメインから
送信されるセキュリティ・トークンまたはセキュリティ・アサーションを生成し、ドメイ
ンで受信されたセキュリティ・トークンまたはセキュリティ・アサーションを有効化する
。連合ユーザ・ライフサイクル管理サービスは、信頼サービスとインターフェースし、信
頼サービスが、鍵管理サービスとインターフェースする手段、アイデンティティ／属性サ
ービスとインターフェースする手段、およびセキュリティ・トークン・サービスとインタ
ーフェースする手段の詳細を、連合ユーザ・ライフサイクル管理サービスから隠蔽するよ
うになっている。
【００１２】
　本発明に特有と思われる新規の特徴を、請求項に示す。本発明自体、そのさらなる目的
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、および利益は、添付図面と共に読まれる時に、次の詳細な説明を参照することによって
最もよく理解される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　一般に、本発明を含むか本発明に関係するデバイスに、さまざまなデータ処理技術が含
まれる。したがって、背景として、分散データ処理システム内のハードウェア構成要素お
よびソフトウェア構成要素の通常の編成を、本発明の詳細な説明の前に説明する。
【００１４】
　図面を参照すると、図１に、それぞれが本発明を実施できるデータ処理システムの通常
のネットワークが示されている。分散データ処理システム１００に、ネットワーク１０１
が含まれ、このネットワーク１０１は、分散データ処理システム１００内で一緒に接続さ
れたさまざまなデバイスおよびコンピュータの間の通信リンクを提供するのに使用できる
媒体である。ネットワーク１０１に、ワイヤまたは光ファイバ・ケーブルなどの永久的接
続と、電話または無線通信を介して作られる一時的接続を含めることができる。図示の例
では、サーバ１０２およびサーバ１０３が、記憶装置１０４と共にネットワーク１０１に
接続されている。さらに、クライアント１０５から１０７も、ネットワーク１０１に接続
されている。クライアント１０５から１０７およびサーバ１０２から１０３は、メインフ
レーム、パーソナル・コンピュータ、携帯情報端末（ＰＤＡ）などのさまざまなコンピュ
ーティング・デバイスによって表すことができる。分散データ処理システム１００に、図
示されていない、追加のサーバ、クライアント、ルータ、他のデバイス、およびピアツー
ピア・アーキテクチャを含めることができる。
【００１５】
　図示の例では、分散データ処理システム１００に、インターネットを含めることができ
、ネットワーク１０１は、ＬＤＡＰ（Lightweight Directory Access Protocol）、ＴＣ
Ｐ／ＩＰ（転送制御プロトコル／インターネット・プロトコル）、ＨＴＴＰ（ハイパーテ
キスト転送プロトコル）などのさまざまなプロトコルを使用して互いに通信するネットワ
ークの全世界の集合を表す。もちろん、分散データ処理システム１００に、たとえば、イ
ントラネット、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）、または広域ネットワーク（
ＷＡＮ）などの多数の異なるタイプのネットワークも含めることができる。たとえば、サ
ーバ１０２は、クライアント１０９およびネットワーク１１０を直接にサポートし、この
ネットワーク１１０には、無線通信リンクが組み込まれている。ネットワーク対応電話機
１１１が、無線リンク１１２を介してネットワーク１１０に接続され、ＰＤＡ　１１３が
、無線リンク１１４を介してネットワーク１１０に接続される。電話機１１１およびＰＤ
Ａ　１１３は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（商標）無線技術などの適当な技術を使用することに
よって無線リンク１１５を介してそれら自体の間で直接にデータを転送して、いわゆるパ
ーソナル・エリア・ネットワークまたはパーソナル・アドホック・ネットワークを作成す
ることもできる。類似する形で、ＰＤＡ　１１３が、無線通信リンク１１６を介してＰＤ
Ａ　１０７にデータを転送することができる。
【００１６】
　本発明は、さまざまなハードウェア・プラットフォームおよびソフトウェア・プラット
フォームで実施することができる。図１は、異種コンピューティング環境の例であること
を意図されたものであり、本発明に関するアーキテクチャ的制限として意図されたもので
はない。
【００１７】
　図２を参照すると、図に、本発明を実施できる、図１に示されたものなどのデータ処理
システム内の通常のコンピュータ・アーキテクチャが示されている。データ処理システム
１２０に、内部システム・バス１２３に接続された１つまたは複数の中央処理装置（ＣＰ
Ｕ）１２２が含まれ、内部システム・バス１２３は、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡ
Ｍ）１２４、読取専用メモリ１２６、および入出力アダプタ１２８を相互接続し、入出力
アダプタ１２８は、プリンタ１３０、ディスク装置１３２、またはオーディオ出力システ
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ムなどの図示されていない他のデバイスなどのさまざまな入出力デバイスをサポートする
。システム・バス１２３は、通信リンク１３６へのアクセスを提供する通信アダプタ１３
４にも接続される。ユーザ・インターフェース・アダプタ１４８が、キーボード１４０お
よびマウス１４２、またはタッチ・スクリーン、スタイラス、マイクロホンなどの図示さ
れていない他のデバイスなどのさまざまなユーザ・デバイスに接続される。ディスプレイ
・アダプタ１４４が、システム・バス１２３を表示デバイス１４６に接続する。
【００１８】
　当業者は、システム実施形態に応じて、図２のハードウェアを変更できることを諒解す
るであろう。たとえば、このシステムは、Ｉｎｔｅｌ（Ｒ）Ｐｅｎｔｉｕｍ（Ｒ）ベース
・プロセッサおよびディジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）などの１つまたは複数のプロセ
ッサと、１つまたは複数のタイプの揮発性および不揮発性のメモリとを有することができ
る。他の周辺デバイスを、図２に示されたハードウェアに追加してまたはその代わりに使
用することができる。図示の例は、本発明に関するアーキテクチャ的制限を暗示すること
を意図されたものではない。
【００１９】
　さまざまなハードウェア・プラットフォームで実施できることに加えて、本発明は、さ
まざまなソフトウェア環境で実施することができる。通常のオペレーティング・システム
を使用して、各データ処理システムでのプログラム実行を制御することができる。たとえ
ば、あるデバイスが、Ｕｎｉｘ（Ｒ）オペレーティング・システムを稼動させることがで
き、別のデバイスに、単純なＪａｖａ（Ｒ）ランタイム環境を含めることができる。代表
的なコンピュータ・プラットフォームに、ブラウザを含めることができ、ブラウザは、グ
ラフィック・ファイル、ワード・プロセッシング・ファイル、拡張マークアップ言語（Ｘ
ＭＬ）、ハイパーテキスト・マークアップ言語（ＨＴＭＬ）、ＨＤＭＬ（Handheld Devic
e Markup Language）、ＷＭＬ（Wireless Markup Language）、およびさまざまな他のフ
ォーマットおよびタイプのファイルなど、さまざまなフォーマットのハイパーテキスト文
書にアクセスする周知のソフトウェア・アプリケーションである。図１に示された分散デ
ータ処理システムが、さまざまなピアツーピア・サブネットおよびピアツーピア・サービ
スを完全にサポートできることが企図されていることにも留意されたい。
【００２０】
　図３を参照すると、データ・フロー図に、クライアントがサーバの保護されたリソース
へのアクセスを試みる時に使用できる通常の認証処理が示されている。図からわかるよう
に、クライアント・ワークステーション１５０のユーザが、コンピュータ・ネットワーク
を介し、クライアント・ワークステーションで実行中のユーザのウェブ・ブラウザを介し
てサーバ１５１の保護されたリソースへのアクセスを求める。保護されたリソースまたは
制御されたリソースは、アクセスが制御されるか制限されるリソース（アプリケーション
、オブジェクト、文書、ページ、ファイル、実行可能コード、または他の計算リソース、
通信タイプリソースなど）である。保護されたリソースは、認証されたユーザまたは許可
されたユーザあるいはその両方によってのみアクセスできる、ＵＲＬ（Uniform Resource
 Locator）またはより一般的にＵＲＩ（Uniform Resource Identifier）によって識別さ
れる。コンピュータ・ネットワークは、図１または図２に示されているように、インター
ネット、イントラネット、または他のネットワークとすることができ、サーバは、ウェブ
・アプリケーション・サーバ（ＷＡＳ）、サーバ・アプリケーション、サーブレット・プ
ロセス、または類似物とすることができる。
【００２１】
　この処理は、ユーザが、ドメイン“ibm.com”内のウェブ・ページなどのサーバ側の保
護されたリソースを要求する時に開始される（ステップ１５２）。用語「サーバ側」およ
び「クライアント側」は、それぞれ、ネットワーク化された環境内の、サーバまたはクラ
イアントでのアクションまたはエンティティを指す。ウェブ・ブラウザ（または関連する
アプリケーションもしくはアプレット）は、ＨＴＴＰ要求を生成し（ステップ１５３）、
このＨＴＴＰ要求が、ドメイン“ibm.com”をホスティングするウェブ・サーバに送信さ
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れる。用語「要求」および「応答」は、メッセージ、通信プロトコル情報、または他の関
連する情報など、特定の動作に用いられる情報の転送に適当なデータ・フォーマッティン
グを含むものして理解されなければならない。
【００２２】
　サーバは、そのクライアントに関するアクティブ・セッションを有しないことを判定し
（ステップ１５４）、したがって、サーバは、サーバとクライアントの間のＳＳＬ（Secu
re Sockets Layer）セッションの確立を開始し、完了する（ステップ１５５）が、これに
は、クライアントとサーバの間での複数の情報転送が含まれる。ＳＳＬセッションを確立
した後に、後続の通信メッセージが、ＳＳＬセッション内で転送され；ＳＳＬセッション
内の暗号化された通信メッセージのゆえに、秘密情報が秘密のままになる。
【００２３】
　しかし、サーバは、ユーザが保護されたリソースへのアクセスを有することを許可する
前に、ユーザのアイデンティティを判定する必要があり、したがって、サーバは、クライ
アントにあるタイプの認証チャレンジを送信する（ステップ１５６）ことによって、認証
処理を実行するようにユーザに要求する。認証チャレンジは、ＨＴＭＬフォームなど、さ
まざまなフォーマットとすることができる。次に、ユーザが、ユーザ名または他のタイプ
のユーザ識別子と、それに関連するパスワードまたは他の形の秘密情報など、要求された
情報または必要な情報を供給する（ステップ１５７）。
【００２４】
　認証応答情報が、サーバに送信され（ステップ１５８）、その時点で、サーバが、たと
えば以前にサブミットされた登録情報を取り出し、提示された認証情報をユーザの保管さ
れた情報と突き合わせることによって、ユーザまたはクライアントを認証する（ステップ
１５９）。認証が成功であると仮定すると、アクティブ・セッションが、認証されたユー
ザまたはクライアントのために確立される。サーバが、クライアントのセッション識別子
を作成し、そのセッションでのクライアントからの後続の要求メッセージのすべてに、こ
のセッション識別子が付随することになる。
【００２５】
　次に、サーバは、最初に要求されたウェブ・ページを取り出し、クライアントにＨＴＴ
Ｐ応答メッセージを送信し（ステップ１６０）、これによって、保護されたリソースに関
するユーザの最初の要求が満足される。その時点で、ユーザは、ブラウザ・ウィンドウ内
のハイパーテキスト・リンクをクリックすることによって、“ibm.com”内の別のページ
を要求する（ステップ１６１）ことができ、ブラウザは、サーバに別のＨＴＴＰ要求メッ
セージを送信する（ステップ１６２）。その時点で、サーバは、このユーザのセッション
識別子が、ＨＴＴＰ要求メッセージでサーバに返されるので、このユーザがアクティブ・
セッションを有することを認識し（ステップ１６３）、サーバは、もう１つのＨＴＴＰ応
答メッセージで、要求されたウェブ・ページをクライアントに送り返す（ステップ１６４
）。図３に、通常の従来技術の処理を示したが、アクティブ・セッションを有するユーザ
を識別するためのＵＲＬ書換またはクッキーの使用など、他の代替セッション状態管理技
法を示すことができることに留意されたい。クッキーの使用に、認証の証明を提供するの
に使用されるものと同一のクッキーの使用を含めることができる。
【００２６】
　図４を参照すると、ネットワーク図に、本発明を実施できる通常のウェブベース環境が
示されている。この環境では、クライアント１７１のブラウザ１７０のユーザが、ＤＮＳ
ドメイン１７３内のウェブ・アプリケーション・サーバ１７２またはＤＮＳドメイン１７
５内のウェブ・アプリケーション・サーバ１７４にある保護されたリソースへのアクセス
を望む。
【００２７】
　図３に示されたものに似た形で、ユーザは、多数のドメインの１つにある保護されたリ
ソースを要求することができる。特定のドメインにある単一のサーバだけを示す図３と対
照的に、図４の各ドメインは、複数のサーバを有する。具体的に言うと、各ドメインは、
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関連する認証サーバ１７６および１７７を有することができる。
【００２８】
　この例では、クライアント１７１が、ドメイン１７３の保護されたリソースに関する要
求を発行した後に、ウェブ・アプリケーション・サーバ１７２が、クライアント１７１に
関するアクティブ・セッションを有しないと判定し、認証サーバ１７６がクライアント１
７１との適当な認証動作を実行することを要求する。認証サーバ１７６は、この認証動作
の結果をウェブ・アプリケーション・サーバ１７２に通信する。ユーザ（または、ユーザ
の代わりのブラウザ１７０もしくはクライアント１７１）が成功裡に認証された場合に、
ウェブ・アプリケーション・サーバ１７２は、クライアント１７１のセッションを確立し
、要求された保護されたリソースを返す。通常、ユーザが認証サーバによって認証された
ならば、クッキーをセットし、ブラウザのクッキー・キャッシュに保管することができる
。図４は、単に、特に認証動作を実行するためにドメインの処理リソースを複数のサーバ
の間で共有できる形の例である。
【００２９】
　類似する形で、クライアント１７１が、ドメイン１７５の保護されたリソースに関する
要求を発行した後に、認証サーバ１７７が、クライアント１７１との適当な認証動作を実
行し、その後、ウェブ・アプリケーション・サーバ１７４が、クライアント１７１とのセ
ッションを確立し、要求された保護されたリソースを返す。したがって、図４には、クラ
イアント１７１が、異なるドメインで複数の同時セッションを有することができるが、こ
れらの同時セッションを確立するために複数の認証動作を完了することを要求されること
が示されている。
【００３０】
　図５を参照すると、ブロック図に、ユーザからの複数の認証動作を必要とする可能性が
ある通常のオンライン・トランザクションの例が示されている。図３および図４をもう一
度参照すると、ユーザは、図３に示されているように、制御されたリソースへのアクセス
を得る前に、認証動作を完了することを要求される場合がある。図３には示されていない
が、認証マネージャをサーバ１５１に展開して、ユーザを認証するのに必要なユーザ情報
を取り出し、使用することができる。図４からわかるように、ユーザは、異なるドメイン
１７３および１７５内で複数の同時セッションを有することができ、図４には示されてい
ないが、各ドメインは、認証サーバの代わりにまたはこれに加えて認証マネージャを使用
することができる。類似する形で、図５に、それぞれがあるタイプの認証マネージャをサ
ポートする１組のドメインも示す。図５は、ユーザが各ドメインについて認証動作を完了
することを必要とする複数のドメインにアクセスする時にユーザが経験する可能性がある
問題の一部が示されている。
【００３１】
　ユーザ１９０を、ＩＳＰドメイン１９１で登録することができ、このＩＳＰドメイン１
９１は、ドメイン１９１に関するトランザクションを完了するためにユーザ１９０を認証
する認証マネージャ１９２をサポートすることができる。ＩＳＰドメイン１９１は、イン
ターネット接続サービス、電子メール・サービス、および多分他のｅ－ｃｏｍｍｅｒｃｅ
サービスを提供するインターネット・サービス・プロバイダ（ＩＳＰ）とすることができ
る。その代わりに、ＩＳＰドメイン１９１を、ユーザ１９０が頻繁にアクセスするインタ
ーネット・ポータルとすることができる。
【００３２】
　同様に、ドメイン１９３、１９５、および１９７は、通常のウェブ・サービス・プロバ
イダを表す。政府ドメイン１９３は、さまざまな政府関連トランザクションを完了するた
めにユーザを認証する認証マネージャ１９４をサポートする。バンキング・ドメイン１９
５は、オンライン銀行とのトランザクションを完了するためにユーザを認証する認証マネ
ージャ１９６をサポートする。ｅ－ｃｏｍｍｅｒｃｅドメイン１９７は、オンライン購入
を完了するためにユーザを認証する認証マネージャ１９８をサポートする。
【００３３】
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　前に注記したように、ユーザが、異なるドメインにあるリソースにアクセスすることに
よって、インターネット内またはワールド・ワイド・ウェブ内であるドメインから別のド
メインに移動することを試みる時に、ユーザは、複数のユーザ認証要求またはユーザ認証
要件の対象になる場合があり、これが、ドメインの組にまたがるユーザの進行をかなり低
速にする可能性がある。図５を例示的な環境として使用すると、ユーザ１９０が、ｅ－ｃ
ｏｍｍｅｒｃｅドメイン１９７との複雑なオンライン・トランザクションにかかわる場合
があり、このトランザクションで、そのユーザは、少なくとも１８歳であり、有効な運転
免許証、有効なクレジット・カード、および米国銀行の口座を有するユーザに制限された
オンライン・サービスの購入を試みている。このオンライン・トランザクションは、ドメ
イン１９１、１９３、１９５、および１９７を伴う可能性がある。
【００３４】
　通常、ユーザは、通常のオンライン・トランザクションに参加する各ドメイン内でアイ
デンティティまたは属性あるいはその両方を維持することができない。この例では、ユー
ザ１９０は、そのユーザのＩＳＰにそのユーザのアイデンティティを登録済みであること
ができるが、このオンライン・トランザクションを完了するために、ドメイン１９３、１
９５、および１９７への認証も要求される可能性がある。ドメインのそれぞれが、このユ
ーザのアイデンティティを維持しない場合に、このユーザのオンライン・トランザクショ
ンが失敗になる可能性がある。ユーザが、各ドメインによって認証されることができる場
合であっても、このユーザのトランザクションを完了するために、異なるドメインが、そ
れらの間で情報を転送できることは保証されない。図５に示されたユーザ１９０について
、ユーザ１９０が、第１ウェブ・サイト、たとえばＩＳＰ　１９１で認証でき、次に、ド
メイン１９３、１９５、および１９７などの他のウェブ・サービス・プロバイダに、シン
グルサインオンのために認証トークンを転送できるようにする従来技術の環境はない。
【００３５】
　ある現在の技術に関する前述の短い説明を与えたので、残りの図面の説明は、本発明が
動作できる連合コンピュータ環境に関する。しかし、本発明を詳細に説明する前に、いく
つかの用語を導入する。
【００３６】
　用語
　用語「エンティティ」または「当事者」は、一般に、組織、個人、または別のシステム
の代わりに動作する組織、個人、またはシステムを指す。用語「ドメイン」は、ネットワ
ーク環境内の追加の特性を意味するが、用語「エンティティ」、「当事者」、および「ド
メイン」を、交換可能に使用することができる。たとえば、用語「ドメイン」は、ＤＮＳ
（ドメイン・ネーム・システム）ドメインも指すことができ、あるいは、より一般的に、
外部エンティティに論理的単位に見えるさまざまなデバイスおよびアプリケーションを含
むデータ処理システムを指す。
【００３７】
　用語「要求」および「応答」は、メッセージ、通信プロトコル情報、または他の関連す
る情報など、特定の動作に用いられる情報の転送に適当なデータ・フォーマッティングを
含むものとして理解されなければならない。保護されたリソースは、アクセスが制御また
は制限されるリソース（アプリケーション、オブジェクト、文書、ページ、ファイル、実
行可能コード、または他の計算リソース、通信タイプリソースなど）である。
【００３８】
　トークンは、成功裡の動作の直接の証拠を提供し、その動作を実行するエンティティに
よって作られ、たとえば、成功裡の認証動作の後に生成される認証トークンである。ケル
ベロス・トークンは、本発明で使用できる認証トークンの一例である。ケルベロスに関す
るさらなる情報は、コール（Kohl）他、「ケルベロス・ネットワーク認証サービス（Ｖ５
）（The Kerberos Network AuthenticationService (V5)）」、インターネット・エンジ
ニアリング・タスク・フォース（Internet Engineering Task Force、IETF）コメント要
求（Requestfor Comments、RFC）１５１０、１９９３年９月に記載されている。
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【００３９】
　アサーションは、あるアクションの間接的な証拠を提供する。アサーションは、アイデ
ンティティ、認証、属性、許可、判断、あるいは他の情報または動作あるいはその両方の
間接的な証拠を提供することができる。認証アサーションは、認証サービスではないが認
証サービスをリスンするエンティティによる認証の間接的な証拠を提供する。
【００４０】
　ＳＡＭＬ（Security Assertion Markup Language）アサーションは、本発明で使用でき
る可能なアサーション・フォーマットの例である。ＳＡＭＬは、非営利的な政府協会であ
るＯＡＳＩＳ（Organizationfor the Advancement of Structured Information Standard
s）によって公布された。ＳＡＭＬは、「ＯＡＳＩＳセキュリティ・アサーション・マー
クアップ言語（ＳＡＭＬ）のアサーションおよびプロトコル（Assertionsand Protocol f
or the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML)）」、委員会仕様０１、２０
０２年５月３１日に次のように記載されている。
　ＳＡＭＬ（Security Assertion Markup Language）は、セキュリティ情報を交換する、
ＸＭＬベースのフレームワークである。このセキュリティ情報は、対象に関するアサーシ
ョンの形で表現され、対象は、あるセキュリティ・ドメイン内のアイデンティティを有す
るエンティティ（人またはコンピュータ）である。対象の通常の例は、具体的にはインタ
ーネットＤＮＳドメイン内の電子メール・アドレスによって識別される人である。アサー
ションは、対象によって実行された認証動作に関する情報、対象の属性、および対象があ
るリソースへのアクセスを許可されるかどうかに関する許可判断を伝えることができる。
アサーションは、ＸＭＬ構造として表現され、入れ子構造を有し、これによって、単一の
アサーションに、認証、許可、および属性に関する複数の異なる内部ステートメントを含
めることができる。認証ステートメントを含むアサーションが、単に、以前に行われた認
証の動作を記述することに留意されたい。アサーションは、ＳＡＭＬオーソリティ（SAML
authority）すなわち認証オーソリティ（authentication authority）、属性オーソリテ
ィ（attribute authority）、およびポリシ決定ポイント（policydecision point）によ
って発行される。ＳＡＭＬによって、クライアントがＳＡＭＬオーソリティにアサーショ
ンを要求し、ＳＡＭＬオーソリティから応答を得ることができるプロトコルが定義される
。このプロトコルは、ＸＭＬベースの要求メッセージ・フォーマットおよび応答メッセー
ジ・フォーマットからなるが、多数の異なる基礎になる通信プロトコルおよびトランスポ
ート・プロトコルにバインドすることができ、ＳＡＭＬでは、現在、ＳＯＡＰ　ｏｖｅｒ
　ＨＴＴＰへの１つのバインディングが定義されている。ＳＡＭＬオーソリティは、応答
の作成時に要求内の入力として受け取られる外部ポリシ・ストアおよびアサーションなど
、情報のさまざまなソースを使用することができる。したがって、クライアントは、必ず
アサーションを消費するが、ＳＡＭＬオーソリティは、アサーションのプロデューサおよ
びコンシューマの両方になることができる。
【００４１】
　ＳＡＭＬ仕様は、アサーションが、発行者によって作られた１つまたは複数のステート
メントを供給する情報のパッケージであると述べている。ＳＡＭＬを用いると、発行者が
、３つの異なる種類のアサーション・ステートメントすなわち、指定された対象が特定の
手段によって特定の時に認証された、認証；指定された対象が指定されたリソースにアク
セスできるようにする要求が許可または拒否された、許可；および指定された対象が指定
された属性に関連する、属性；を作ることができるようになる。下でさらに説明するよう
に、必要な時に、さまざまなアサーション・フォーマットを他のアサーション・フォーマ
ットに変換することができる。
【００４２】
　認証は、ユーザによってまたはユーザの代わりに提供される信任証の組を有効化する処
理である。認証は、ユーザが知っていること、ユーザが持っているもの、またはユーザが
それであるものすなわちユーザに関する物理的特性を有効化することによって達成される
。ユーザが知っていることに、ユーザのパスワードなどの共用される秘密を含めることが
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でき、あるいは、ユーザの暗号鍵など、特定のユーザだけが知っていることを有効化する
ことによるものとすることができる。ユーザが持っているものに、スマートカードまたは
ハードウェア・トークンを含めることができる。ユーザに関する物理的特性に、指紋また
は網膜マップなど、バイオメトリック入力を含めることができる。
【００４３】
　認証信任証は、さまざまな認証プロトコルで使用されるチャレンジ／レスポンス情報の
組である。たとえば、ユーザ名およびパスワードの組合せが、認証信任証の最もありふれ
た形である。認証信任証の他の形に、チャレンジ／レスポンス情報、公開鍵インフラスト
ラクチャ（ＰＫＩ）証明書、スマートカード、バイオメトリックスなどを含めることがで
きる。認証信任証は、認証アサーションと区別される。認証信任証は、認証サーバまたは
認証サービスとの認証プロトコル・シーケンスの一部としてユーザによって提示され、認
証アサーションは、後に必要な時にエンティティの間で転送される、ユーザの認証信任証
の成功裡の貞治および有効化に関するステートメントである。
【００４４】
　従来技術のシングルサインオン解決策の区別
　上で注記したように、従来技術のシングルサインオン解決策は、参加する企業の間に事
前に確立されたビジネス契約がある、同種環境に制限されている。これらのビジネス契約
は、企業の間で信頼を確立し、情報の保護された転送を定義する。これらのビジネス契約
に、ユーザ・アイデンティティをある企業から別の企業に変換するかマッピングする規則
に関する技術的合意と、参加企業の間でユーザを保証するのに使用される情報を転送する
方法に関する技術的合意も含まれる。
【００４５】
　言い換えると、以前のシングルサインオン解決策は、ある企業が、事前に折衝された契
約または事前に構成された契約に基づいて、異なる企業によって作られた認証アサーショ
ンを（アサーションで提供されるユーザのアイデンティティと共に）信頼できるようにす
る。各別個の企業は、ｅ－ｃｏｍｍｅｒｃｅマーケットプレイス内の企業など、類似する
契約を交換した他の企業が理解できる認証アサーションを作成し、解釈する方法を知って
いる。これらのシステムにまたがってユーザ・アイデンティティをマッピングする、企業
に既知の決定論的関係があるので、これらの同種環境は密結合されている。この密結合は
、シングルサインオン環境を確立するのに使用されるビジネス契約のゆえに可能である。
【００４６】
　本発明の連合モデル
　ワールド・ワイド・ウェブのコンテキストで、ユーザは、あるインターネット・ドメイ
ンでのアプリケーションとの対話から別のドメインの別のアプリケーションへ、各特定の
ドメインの間の情報障壁を最小限だけ顧慮してジャンプする能力を期待するようになって
いる。ユーザは、単一のトランザクションに関して複数のドメインに認証する必要がある
ことによって引き起こされるフラストレーションを求めていない。言い換えると、ユーザ
は、組織がインターオペレートしなければならないと期待しているが、ユーザは、一般に
、ドメインがユーザのプライバシを尊重することを求める。さらに、ユーザは、プライベ
ート情報を永久的に保管するドメインを制限することを好む可能性がある。このユーザの
期待は、多数の企業および組織が競合する認証技法を公表している素早く発展する異種環
境に存在する。
【００４７】
　従来技術のシステムとは対照的に、本発明は、企業がユーザにシングルサインオン経験
を提供できるようにする連合モデルを提供する。言い換えると、本発明は、連合した異種
環境をサポートする。本発明の目的の例として、図５をもう一度参照すると、ユーザ１９
０は、ドメイン１９１に認証することができ、その後、ドメイン１９１に、１つのトラン
ザクションに含まれる可能性がある下流ドメインのそれぞれに適当なアサーションを供給
させることができる。これらの下流ドメインは、ドメイン１９１とこれらの他の下流ドメ
インとの間に事前に確立されたアサーション・フォーマットがない場合であっても、認証
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アサーションまたは他のタイプのアサーションあるいはその両方を理解でき、信頼できる
ことが必要である。アサーションの認識の他に、下流ドメインは、事前に確立されたアイ
デンティティ・マッピング関係がない場合であっても、アサーションに含まれるアイデン
ティティを、特定のドメイン内でユーザ１９０を表すアイデンティティに変換できること
が必要である。しかし、本発明が、さまざまなタイプのドメインに適用可能であり、図５
で例示的なドメインとして表されたＩＳＰタイプ・ドメインに制限されないことに留意さ
れたい。
【００４８】
　本発明は、連合環境を対象とする。一般に、企業は、それ自体のユーザ・レジストリを
有し、ユーザのそれ自体の組との関係を維持する。各企業は、通常、これらのユーザを認
証するそれ自体の手段を有する。しかし、本発明の連合方式を用いると、ある企業のユー
ザが企業の連合への企業の参加を介する企業の組との関係を活用できる集合的な形で企業
が協力できるようになる。ユーザは、各企業との直接の関係を有するかのように、連合し
た企業のどれにあるリソースへのアクセスでも許可されることができる。ユーザは、関心
がある企業のそれぞれで登録することを要求されず、ユーザは、彼ら自体を識別し、認証
することを常に要求されるのではない。したがって、この連合環境内で、認証方式によっ
て、情報技術の素早く発展する異種環境内でのシングルサインオン経験が可能になる。
【００４９】
　本発明では、連合が、企業、組織、機関など、ユーザにシングルサインオンの使い易い
経験を提供するために協力する別個のエンティティの組である。本発明では、２つの企業
が、ユーザに関するどの情報をどのように転送するかを定義する直接の事前に確立された
関係を有する必要がないという点で、連合環境が、通常のシングルサインオン環境と異な
る。連合環境内で、エンティティは、ユーザ認証、他のエンティティによって提示される
認証トークンなどの認証アサーションの受入れ、および証明されたユーザのアイデンティ
ティのローカル・エンティティ内で理解されるアイデンティティへのある形の変換の提供
を扱うサービスを提供する。
【００５０】
　連合は、サービス・プロバイダに対する管理の重荷を軽くする。サービス・プロバイダ
は、連合全体に関してその信頼関係に頼ることができ、サービス・プロバイダは、ユーザ
・パスワード情報などの認証情報を管理する必要がない。というのは、サービス・プロバ
イダが、ユーザの認証ホーム・ドメイン／アイデンティティ・プロバイダによって達成さ
れる認証に頼ることができるからである。
【００５１】
　本発明は、疎結合された認証、ユーザ・エンロールメント、ユーザ・プロファイル管理
、または許可サービス、あるいはこれらの組合せが、セキュリティ・ドメインにまたがっ
て協力する基礎を確立する連合アイデンティティ管理システムにも関する。連合アイデン
ティティ管理によって、異なるセキュリティ・ドメインに常駐するサービスが、これらの
異なるドメインにある基礎になるセキュリティ機構およびオペレーティング・システム・
プラットフォームに差がある場合であっても、セキュアにインターオペレートでき、協力
できるようになる。ユーザが連合への参加を確立したならば、シングルサインオン経験が
確立される。
【００５２】
　ホーム・ドメインまたはアイデンティティ・プロバイダ対依存ドメインまたは依存サー
ビス・プロバイダ
　下で詳細に説明するように、本発明は、大きいユーザ利益を提供する。本発明は、ユー
ザが、下でユーザのホーム・ドメイン、ユーザの認証ホーム・ドメイン、またはユーザの
アンデンティティ・プロバイダと称する第１エンティティで認証できるようにする。この
第１エンティティは、発行当事者として働くことができ、発行当事者は、一般化されたサ
ービス・プロバイダと見なすことができる第２エンティティでの使用のために、そのユー
ザに関する認証アサーションを発行する。次に、ユーザは、第２エンティティすなわちサ
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ービス・プロバイダで明示的に再認証する必要なしに、第１エンティティによって発行さ
れた認証アサーションを提示することによって、依存当事者と称する第２の別個のエンテ
ィティにある保護されたリソースにアクセスすることができる。発行当事者から依存当事
者に渡される情報は、アサーションの形であり、このアサーションに、ステートメントの
形のさまざまなタイプの情報を含めることができる。たとえば、アサーションは、ユーザ
の認証されたアイデンティティに関するステートメントとすることができ、あるいは、特
定のユーザに関連するユーザ属性情報に関するステートメントとすることができる。
【００５３】
　図６を参照すると、ブロック図に、連合環境内の下流エンティティでのアクションを呼
び出す、ユーザによって第１連合企業に対して開始されたトランザクションに関する連合
環境の用語が示されている。図６に、用語が、所与の連合動作に関する連合内のエンティ
ティの展望に応じて変化することが示されている。具体的に言うと、図６に、本発明が、
信頼の推移性および認証アサーション処理の推移性をサポートすることが示されており、
ドメインは、別のドメインによってアサートされたアイデンティティへの信頼に基づいて
アサーションを発行することができる。ユーザ２０２は、企業２０４にある保護されたリ
ソースに関する要求を介してトランザクションを開始する。ユーザ２０２が、企業２０４
によって認証されているか、トランザクションの途中で最終的に企業２０４によって認証
される場合に、その企業２０４が、この連合セッションに関する、ユーザのホーム・ドメ
インすなわち、そのユーザのアイデンティティ・プロバイダである。トランザクションが
、企業２０６によるあるタイプの動作を必要とし、企業２０４が企業２０６にアサーショ
ンを転送すると仮定すると、企業２０４は、その特定の動作に関する発行ドメインであり
、企業２０６は、その動作に関する依存ドメインである。言い換えると、企業２０６は、
現在のトランザクションに関するサービス・プロバイダである。トランザクションが、さ
らなる動作を必要とし、企業２０６が企業２０８にアサーションを転送すると仮定すると
、企業２０６は、この必要な動作に関する発行ドメインであり、企業２０８は、この動作
に関する依存ドメインである。この場合に、企業２０８は、もう１つの下流サービス・プ
ロバイダと見なすことができるが、連合トランザクションは、通常、２つのドメインすな
わちアイデンティティ・プロバイダとサービス・プロバイダだけについて記述することが
できる。
【００５４】
　本発明の連合環境では、ユーザが認証するドメインを、ユーザの（認証）ホーム・ドメ
インまたはユーザのアイデンティティ・プロバイダと称する。アイデンティティ・プロバ
イダは、認証信任証を維持し、この認証信任証は、ユーザの雇用者、ユーザのＩＳＰ、ま
たは他の商業エンティティによって物理的にサポートすることができる。あるユーザの認
証信任証を生成し、有効化する能力を有する複数の企業が存在し得るので、連合環境内に
、あるユーザのホーム・ドメインとして働くことができる複数の企業が存在できることが
可能である可能性があるが、連合トランザクションを、通常、単一のアイデンティティ・
プロバイダだけを伴うものとして記述することができる。
【００５５】
　認証の展望から、認証アサーションの発行当事者は、通常、ユーザのアイデンティティ
・プロバイダすなわち、ユーザの認証ホーム・ドメインである。ユーザのホーム・ドメイ
ンは、そのユーザの個人情報またはプロファイル情報を維持する場合とそうでない場合が
ある。したがって、個人的に識別可能な情報、パーソナライゼーション情報、または他の
ユーザ属性を含む属性の展望から、属性アサーションの発行当事者は、ユーザのホーム・
ドメインである場合とそうでない場合がある。混乱を避けるために、属性ホーム・ドメイ
ンと認証ホーム・ドメインについて別々の用語を使用することができるが、用語「ホーム
・ドメイン」は、下では、認証ホーム・ドメインを指すものと解釈することができる。
【００５６】
　しかし、所与の連合セッションのスコープ内で、通常、ユーザのアイデンティティ・プ
ロバイダすなわちユーザのホーム・ドメインとして働くドメインは、１つだけがある。ユ
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ーザが、このドメインに対して認証されたならば、連合内の他のすべてのドメインまたは
企業は、そのセッションの期間中に、単なるサービス・プロバイダすなわち依存当事者と
して扱われる。
【００５７】
　本発明が、既存の非連合アーキテクチャに対する影響を最小にしながら既存システムに
追加できる連合アーキテクチャを提供するならば、ホーム・ドメインも連合環境に参加で
きるという事実によって、ユーザのホーム・ドメインでの認証は必ずしも変更されない。
言い換えると、ホーム・ドメインを、本発明に従って実施される連合環境に統合すること
ができる場合であっても、ユーザは、ユーザのホーム・ドメインで認証動作を実行しなが
ら同一のエンドユーザ経験を有しなければならない。ただし、所与の企業のユーザのすべ
てが、必ずしも連合環境に参加しないことに留意されたい。
【００５８】
　さらに、たとえばユーザ・アカウントの確立などのユーザ登録は、ホーム・ドメインも
連合環境に参加できるという事実によって必ずしも変更されない。たとえば、ユーザは、
まだ、連合環境と独立のレガシ登録処理または既存の登録処理を介してドメインでアカウ
ントを確立することができる。言い換えると、ホーム・ドメインでのユーザ・アカウント
の確立に、たとえばアイデンティティ変換情報を介して、連合にまたがって有効なアカウ
ント情報の確立を含めても含めなくてもよい。しかし、ユーザを認証できる単一の連合ド
メインがあるすなわち、ユーザが登録したドメインが連合内に１つだけある場合に、この
ドメインが、連合環境全体を通じてユーザのトランザクションをサポートするために、そ
のユーザのホーム・ドメインまたはアイデンティティ・プロバイダとして働くことが期待
される。
【００５９】
　ユーザが、連合環境内に複数の可能なホーム・ドメインを有する場合に、ユーザは、複
数のエントリ・ポイントを介して連合に入ることができる。言い換えると、ユーザは、そ
のユーザのアイデンティティ・プロバイダとして働くことができる複数のドメインのアカ
ウントを有することができ、これらのドメインは、必ずしも、他のドメインに関する情報
および他のドメインでのユーザのアイデンティティに関する情報を有しない。
【００６０】
　ユーザが認証するドメインを、ユーザのホーム・ドメインまたはユーザのアイデンティ
ティ・プロバイダと称するが、発行ドメインは、別のドメインすなわち依存ドメインによ
る使用のためにアサーションを発行する連合エンティティである。発行ドメインは、必ず
ではないが通常、ユーザのホーム・ドメインまたはユーザのアイデンティティ・プロバイ
ダである。したがって、通常は、発行当事者が、上で述べたように通常の認証プロトコル
を介してユーザを認証している。しかし、発行当事者が、前に依存当事者として働き、こ
れによって、異なる発行当事者からアサーションを受け取ったものであることも可能であ
る。言い換えると、ユーザが開始したトランザクションが、連合環境内の一連の企業を介
してカスケードされる可能性があるので、受け取る当事者が、その後、下流トランザクシ
ョンに関する発行当事者として働くことができる。一般に、ユーザの代わりに認証アサー
ションを発行する能力を有するすべてのドメインが、発行ドメインとして働くことができ
る。
【００６１】
　依存ドメインは、発行当事者からアサーションを受け取るドメインである。依存当事者
は、ユーザの代わりの第三者すなわち発行ドメインによって発行されたアサーションを受
け入れ、信頼し、理解することができる。一般に、適当な認証オーソリティを使用して認
証アサーションを解釈するのは、依存当事者の義務である。さらに、依存当事者が、特定
のユーザを認証できる、すなわち、ユーザのホーム・ドメインまたはアイデンティティ・
プロバイダとして働くことができることが可能であるが、依存当事者が、普通の方法を介
して特定のユーザを認証できない場合があることも可能である。したがって、依存当事者
は、ユーザによって提示された認証アサーションに頼り、ユーザとの対話セッションの一
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部としてユーザの認証信任証についてユーザにプロンプトを出すのではなくシングルサイ
ンオン経験をユーザに提供するドメインまたは企業である。
【００６２】
　連合アーキテクチャ－レガシ・システム用の連合フロントエンド
　図７を参照すると、ブロック図に、本発明の実施形態による、所与のドメインの既存の
システムの、本発明の連合アーキテクチャ構成要素の一部との統合が示されている。連合
環境に、ユーザにさまざまなサービスを提供する連合したエンティティが含まれる。ユー
ザ２１２は、クライアント・デバイス２１４と対話し、クライアント・デバイス２１４は
、ブラウザ・アプリケーション２１６およびさまざまな他のクライアント・アプリケーシ
ョン２１８をサポートすることができる。ユーザ２１２は、クライアント・デバイス２１
４、ブラウザ２１６、またはユーザと他のデバイスおよびサービスとの間のインターフェ
ースとして働く他のソフトウェアと別個である。いくつかの場合に、次の記述で、明示的
にクライアント・アプリケーション内で動作するユーザと、ユーザの代わりに働くクライ
アント・アプリケーションを区別する場合がある。しかし、一般に、リクエスタは、クラ
イアントベースのアプリケーション、ブラウザ、ＳＯＡＰクライアントなど、ユーザの代
わりに働くと仮定できる媒介物である。
【００６３】
　ブラウザ・アプリケーション２１６は、モバイル・デバイスで見られるものを含む、Ｈ
ＴＴＰ通信構成要素２２０およびマークアップ言語（ＭＬ）インタープリタ２２２などの
多数のモジュールを含む通常のブラウザとすることができる。ブラウザ・アプリケーショ
ン２１６は、ウェブ・サービス・クライアント２２４およびダウンローダブル・アプレッ
トあるいはその両方など、仮想マシン・ランタイム環境を必要としてもしなくてもよい、
プラグインもサポートすることができる。ウェブ・サービス・クライアント２２４は、シ
ンプル・オブジェクト・アクセス・プロトコル（ＳＯＡＰ）を使用することができ、ＳＯ
ＡＰは、非集中分散環境で構造化された型付きの情報の交換を定義する軽量プロトコルで
ある。ＳＯＡＰは、３つの部分すなわち、メッセージに何が含まれるかとそれを処理する
方法を記述したフレームワークを定義するエンベロープと；アプリケーション定義のデー
タ型のインスタンスを表現するエンコーディング・ルールの組と；リモート・プロシージ
ャ呼び出しおよび応答を表す規約とからなるＸＭＬベースのプロトコルである。ユーザ２
１２は、ブラウザ・アプリケーション２１６を使用してウェブベース・サービスにアクセ
スすることができるが、ユーザ２１２は、クライアント・デバイス２１４の他のウェブ・
サービス・クライアントを介してウェブ・サービスにアクセスすることもできる。次の図
で示される本発明の例の一部は、ユーザのブラウザを介するＨＴＴＰリダイレクションを
使用して、連合環境内のエンティティの間で情報を交換する。しかし、本発明を、さまざ
まな通信プロトコルを介して行うことができ、ＨＴＴＰベース通信に制限されることが意
図されていないことに留意されたい。たとえば、連合環境のエンティティが、必要な時に
直接に通信することができ、メッセージが、ユーザのブラウザを介してリダイレクトされ
る必要はない。
【００６４】
　本発明は、連合環境に必要な構成要素を既存のシステムと一体化できる形で実施するこ
とができる。図７に、既存のシステムへのフロントエンドとしてこれらの構成要素を実施
する一実施形態を示す。連合ドメイン側の既存の構成要素は、レガシ・アプリケーション
またはバックエンド処理構成要素２３０と見なすことができ、これには、図８に示された
ものに類似する形の認証サービス・ランタイム（ＡＳＲ）サービス２３２が含まれる。Ａ
ＳＲサービス２３２は、ドメインが、アプリケーション・サービス２３４（保護されたリ
ソース２３５を生成し、取り出し、または他の形でサポートするか処理すると考えること
ができる）へのアクセスを制御する時に、ユーザを認証する責任を負う。ドメインは、ア
プリケーション・サービス２３４へのアクセスに関してユーザを登録するのにレガシ・ユ
ーザ登録アプリケーション２３６を使い続けることができる。登録ユーザを認証するのに
必要な情報は、レガシ・ユーザ・レジストリ２３８に保管される。
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【００６５】
　連合環境に加わった後に、ドメインは、連合したコンポーネントの介入なしで動作し続
けることができる。言い換えると、ユーザが、接触点サーバまたはこの接触点サーバ機能
性を実施する他の構成要素を介することなく特定のアプリケーション・サーバまたは他の
保護されたリソースに直接にアクセスし続けることができるように、ドメインを構成する
ことができる。この形でシステムにアクセスするユーザは、通常の認証フローおよび通常
のアクセスを経験する。しかし、それを行う際に、レガシ・システムに直接にアクセスす
るユーザは、ドメインの接触点サーバに既知の連合セッションを確立することができない
。
【００６６】
　ドメインのレガシ機能性は、連合フロントエンド処理２４０の使用を介して連合環境に
一体化することができ、この連合フロントエンド処理２４０には、連合ユーザ・ライフサ
イクル管理サーバ／サービス２４６と共に、接触点サーバ２４２および信頼プロキシ・サ
ーバ２４４（または、より単純に信頼プロキシ２４４もしくは信頼サービス２４４）が含
まれ、信頼プロキシ・サーバ２４４自体は、セキュリティ・トークン・サービス（ＳＴＳ
）２４５と相互作用し、これらのすべてを、図８に関して下で詳細に説明する。連合構成
アプリケーション２４７は、管理ユーザが連合フロントエンド構成要素を構成できるよう
にして、彼らが連合インターフェース・ユニット２４８を介してレガシ・バックエンド構
成要素と対話できるようにする。
【００６７】
　所与の企業のレガシまたは既存の認証サービスは、ユーザ名／パスワードまたはスマー
ト・カード・トークンベースの情報など、さまざまな周知の認証方法または認証トークン
を使用する場合がある。しかし、本発明に関して、レガシ認証サービスの機能性を、接触
点サーバの使用を介して連合環境で使用することができる。ユーザは、接触点サーバを経
由せずにレガシ認証サーバに直接にアクセスし続けることができるが、この形でシステム
にアクセスするユーザは、通常の認証フローおよび通常のアクセスを経験する。レガシ認
証システムに直接にアクセスするユーザは、本発明によるアイデンティティの証明として
の連合認証アサーションを生成することができない。連合フロントエンドの役割の１つが
、接触点サーバで受け取られた連合認証トークンを、レガシ認証サービスによって理解さ
れるフォーマットに変換することである。したがって、接触点サーバを介して連合環境に
アクセスするユーザは、必ずしも、レガシ認証サービスへの再認証を要求されない。ユー
ザが認証ダイアログにかかわるかのように、接触点サーバおよび信頼プロキシの組合せに
よってレガシ認証サービスに対してユーザが認証されることが好ましい。
【００６８】
　連合アーキテクチャ－接触点サーバ、信頼プロキシ、および信頼ブローカ
　図８を参照すると、ブロック図に、本発明の実施形態による連合アーキテクチャが示さ
れている。連合環境に、連合した企業、またはユーザにさまざまなサービスを提供する類
似するエンティティが含まれる。ユーザは、クライアント・デバイスのアプリケーション
を介して、企業２５０などのさまざまなエンティティにあるリソースへのアクセスを試み
ることができる。企業２５０の接触点（ＰＯＣ）サーバ２５２など、各連合企業にある接
触点サーバが、連合環境へのユーザのエントリ・ポイントである。接触点サーバは、たと
えばレガシ・システムなど、既存の非連合アーキテクチャ内の既存構成要素に対する影響
を最小限にする。というのは、接触点サーバが、多数の連合要件を処理するからである。
接触点サーバは、セッション管理、プロトコル変換を提供し、多分認証または属性あるい
はこの両方のアサーション変換を開始する。たとえば、接触点サーバは、ＨＴＴＰメッセ
ージまたはＨＴＴＰＳメッセージをＳＯＡＰに変換し、その逆に変換することができる。
下で詳細に説明するように、接触点サーバは、アサーションを変換するために信頼プロキ
シを呼び出すのにも使用することができ、たとえば、発行当事者から受け取ったＳＡＭＬ
トークンを、受取り側当事者が理解するケルベロス・トークンに変換することができる。
【００６９】
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　企業２５０の信頼プロキシ（ＴＰ）２５４などの信頼プロキシ（信頼プロキシ・サーバ
または信頼サービス）は、連合内の２つのエンティティの間の信頼関係を確立し、維持す
る。信頼プロキシは、一般に、発行当事者によって使用されるフォーマットから受取り側
当事者によって理解されるフォーマットへの認証トークン・フォーマット変換（下で詳細
に説明するセキュリティ・トークン・サービスを介する）を処理する能力を有する。
【００７０】
　接触点サーバと信頼プロキシを一緒に使用することによって、システムの既存の連合し
ていない組に対する連合アーキテクチャの実施の影響が最小限になる。したがって、本発
明の連合アーキテクチャは、エンティティが企業、ドメイン、または他の論理エンティテ
ィもしくは物理エンティティのどれであれ、連合したエンティティごとに少なくとも１つ
の接触点サーバおよび少なくとも１つの信頼プロキシの実施を必要とする。本発明の連合
アーキテクチャは、システムの既存の連合していない組に対する変更を必ずしも必要とし
ない。所与の連合したエンティティに単一の信頼プロキシがあることが好ましいが、可用
性のために複数の信頼プロキシを設けることができ、あるいは、たとえば企業内の別々の
子会社など、連合したエンティティ内のさまざまなより小さいエンティティのために複数
の信頼プロキシを設けることができる。所与のエンティティが、複数の連合に属すること
ができることが可能であるが、単一の信頼プロキシが、複数の連合内の信頼関係を管理す
ることができるので、このシナリオは、必ずしも複数の信頼プロキシを必要としない。
【００７１】
　信頼プロキシの役割の１つを、別のドメインまたはそのドメイン内の信頼プロキシある
いはその両方によって要求されるトークン・タイプを判定することまたはその判定の責任
を負うこととすることができる。信頼プロキシは、発行当事者によって使用されるフォー
マットから受取り側当事者によって理解されるフォーマットへの認証トークン・フォーマ
ット変換を処理する能力または責任を有する。信頼プロキシ２５４は、企業２５０に関し
て行われるすべてのユーザ・アイデンティティ変換または属性変換の責任も負うことがで
きる。さらに、信頼プロキシは、ユーザの実世界のアイデンティティに関する追加情報を
一切提供せずにユーザを一意に識別するユーザ・アイデンティティの代表としてのエイリ
アスの実装をサポートすることができる。さらに、信頼プロキシは、接触点サーバによる
使用のために認証信任証またはセッション信任証あるいはその両方を発行することができ
る。しかし、信頼プロキシは、下でさらに説明するように、援助のために信頼ブローカを
呼び出すことができる。アイデンティティ変換は、発行当事者に既知のユーザのアイデン
ティティおよび属性を受取り側当事者新見のあるアイデンティティおよび属性にマッピン
グするのに必要になる場合がある。この変換をは、発行ドメインの信頼プロキシ、受取り
側ドメインの信頼プロキシ、あるいはその両方によって呼び出すことができる。
【００７２】
　信頼プロキシ２５４は、セキュリティ・トークン・サービス（ＳＴＳ）構成要素２５５
として示された、トークン変換を提供し、トークンの有効化および生成のために認証サー
ビス・ランタイム（ＡＳＲ）２５６を呼び出す内部化された構成要素を含む（またはこれ
と対話する）ことができる。セキュリティ・トークン・サービスは、アイデンティティ変
換を含めることができる、信頼プロキシによって要求されるトークン発行サービスおよび
トークン有効化サービスを提供する。したがって、セキュリティ・トークン・サービスに
、既存の認証サービス・ランタイムへのインターフェースが含まれ、あるいは、認証サー
ビス・ランタイムがこのサービス自体に組み込まれる。信頼プロキシによって内部化され
るのではなく、セキュリティ・トークン・サービス構成要素を、たとえば信頼プロキシに
よって呼び出される、独立構成要素として実施することもでき、あるいは、たとえばアプ
リケーション・サーバの一部として、トランザクション・サーバ内で内部化することがで
きる。
【００７３】
　たとえば、ＳＴＳ構成要素は、ケルベロス・トークンを発行する要求を受け取る場合が
ある。トークンが作成されるユーザの認証情報の一部として、その要求に、ユーザ名およ
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びパスワードを含むバイナリ・トークンを含めることができる。ＳＴＳ構成要素は、たと
えばＬＤＡＰランタイム（通常の認証）に対してユーザ名およびパスワードを有効化し、
ケルベロスＫＤＣ（鍵配布センタ）を呼び出して、このユーザのケルベロス・チケットを
生成する。このトークンは、企業内での使用のために信頼プロキシに返されるが、この使
用に、連合内の別のドメインへの転送のためのトークンの外部化を含めることができる。
【００７４】
　図４に関して説明したものに類似する形で、ユーザは、企業２５０および企業２６０の
両方など、連合環境内の複数の企業にあるリソースへのアクセスを望む場合がある。企業
２５０に関して上で説明したものに似た形で、企業２６０に、接触点サーバ２６２、信頼
プロキシ２６４、セキュリティ・トークン・サービス２６５、および認証サービス・ラン
タイム２６６が含まれる。ユーザは、各企業との別々のトランザクションを直接に開始す
ることができるが、ユーザは、企業２５０とのトランザクションを開始することができ、
この企業２５０が、連合環境を介してカスケードする。企業２５０は、特定のトランザク
ションを完了するために、企業２６０など、連合環境内の複数の他の企業との協力を必要
とする場合があるが、ユーザは、トランザクションを開始した時にこの必要に気付かなか
った可能性がある。企業２６０は、下流ストリームとして含まれるようになり、本発明は
、企業２５０が、さらなるユーザのトランザクションのために必要な場合に、企業２６０
に連合アサーションを提示できるようにする。
【００７５】
　信頼プロキシが、関連する接触点サーバによって受け取られた認証トークンを解釈する
方法、または所与のユーザ・アイデンティティおよび属性を変換する方法、あるいはその
両方を知らない場合があり得る。この場合に、信頼プロキシは、信頼ブローカ２６８など
の信頼ブローカ構成要素の機能性を呼び出すことを選択することができる。信頼ブローカ
は、個々の信頼プロキシとの関係を維持し、これによって、信頼プロキシの間の推移的信
頼を提供する。信頼ブローカを使用することによって、企業２５０および２６０などの連
合環境内の各エンティティが、連合環境内の各ドメインとの複数の個別の信頼関係を確立
するのではなく、信頼ブローカとの信頼関係を確立することができるようになる。たとえ
ば、企業２６０が、企業２５０でユーザによって開始されたトランザクションの下流ドメ
インとして含まれるようになった時に、企業２５０の信頼プロキシ２５４は、企業２６０
の信頼プロキシ２６４が、必要な場合に信頼ブローカ２６８の援助を呼び出すことによっ
て信頼プロキシ２５４からのアサーションを理解できることを確信することができる。図
８に、単一の信頼ブローカを有する連合環境が示されているが、１つの連合環境が、複数
の信頼ブローカを有することができる。
【００７６】
　図８に、接触点サーバ２５２、信頼プロキシ２５４、セキュリティ・トークン・サービ
ス構成要素２５５、および認証サービス・ランタイム２５６が、別個のエンティティとし
て図示されているが、これらの構成要素を別々のデバイスで実施する必要はない。たとえ
ば、これらの別々のコンポーネントの機能性を、単一の物理デバイスの複数のアプリケー
ションとして実施するか、単一のアプリケーションに組み合わせることが可能である。さ
らに、図８に、ある企業の単一の接触点サーバ、単一の信頼プロキシ、および単一のセキ
ュリティ・トークン・サーバが示されているが、代替構成に、企業ごとに複数の接触点サ
ーバ、複数の信頼プロキシ、および複数のセキュリティ・トークン・サーバを含めること
ができる。接触点サーバ、信頼プロキシ、セキュリティ・トークン・サービス、および他
の連合エンティティは、ソフトウェア・アプリケーション、オブジェクト、モジュール、
ソフトウェア・ライブラリなど、さまざまな形で実施することができる。
【００７７】
　信頼プロキシ／ＳＴＳは、ユーザ名およびパスワードの組合せとケルベロス・チケット
などの従来の信任証を含む多数の異なる認証信任証ならびに第三者によって作られた認証
トークンを含む連合認証トークン・フォーマットを受け入れ、有効化することができるも
のとすることができる。信頼プロキシ／ＳＴＳは、他所での認証の証拠としての認証トー
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クンの受入れを許容することができる。認証トークンは、発行当事者によって作られ、ユ
ーザがその発行当事者に対して既に認証されていることを示すのに使用される。発行当事
者は、ユーザの認証されたアイデンティティをアサートする手段として認証トークンを作
る。信頼プロキシ／ＳＴＳは、属性トークンまたは、ＳＳＬセッション識別子に類似する
形でセッション情報を管理するのに使用されるものなどのセキュア通信セッションまたは
会話に使用されるトークンを処理することができる。
【００７８】
　セキュリティ・トークン・サービスは、必要に応じて認証サービス・ランタイムを呼び
出す。認証サービス・ランタイムは、ユーザを認証できる認証サービスをサポートする。
認証サービスは、認証応答を介して成功裡のまたは失敗した認証の試みの表示を供給する
認証オーソリティとして働く。信頼プロキシ／ＳＴＳは、認証サービスを内部化すること
ができ、これは、たとえば、既存のレガシ・インフラストラクチャと対話する必要がない
ウェブ・サービスの完全に新規のインストールがあるシナリオである。そうでない場合に
、ＳＴＳ構成要素は、認証トークンの有効化のために外部の認証サービスを呼び出す。た
とえば、ＳＴＳ構成要素は、ユーザ名／パスワードを含むバイナリ・トークンを「パック
解除」し、その後、ＬＤＡＰサービスを使用してユーザ・レジストリにアクセスして、提
示された信任証を有効化することができる。
【００７９】
　アプリケーション・サーバなどの別の構成要素によって使用される時に、ＳＴＳ構成要
素を使用して、レガシ認証システムへのシングルサインオンに必要なトークンを作ること
ができる。したがって、ＳＴＳ構成要素は、内部目的すなわち企業内での、および外部目
的すなわち連合内の企業間での、トークン変換に使用することができる。内部目的の例と
して、ウェブ・アプリケーション・サーバが、ＩＢＭ　ＣＩＣＳ（顧客情報管理システム
）トランザクション・ゲートウェイを介してメインフレームとインターフェースすること
ができる。ＣＩＣＳは、ミッションクリティカル・アプリケーションの企業レベルのオン
ライン・トランザクション管理および接続性を提供するアプリケーション・サーバおよび
コネクタのファミリである。ウェブ・アプリケーション・サーバは、ＳＴＳ構成要素を呼
び出して、ケルベロス・チケット（ウェブ・アプリケーション・サーバによって内部で使
用される）を、ＣＩＣＳトランザクション・ゲートウェイが必要とするＩＢＭ　ＲＡＣＦ
（Ｒ）パスチケットに変換することができる。
【００８０】
　図８に示されたエンティティは、上で導入した用語、たとえば、「発行エンティティ」
および「依存当事者」または「アイデンティティ・プロバイダ」および「サービス・プロ
バイダ」を使用して説明することができる。信頼関係の確立および維持の一部として、ア
イデンティティ・プロバイダの信頼プロキシは、どのトークン・タイプがサービス・プロ
バイダの信頼プロキシによって要求される／受け入れられるかを判定することができる。
したがって、信頼プロキシは、セキュリティ・トークン・サービスからトークン・サービ
スを呼び出す時に、この情報を使用する。アイデンティティ・プロバイダの信頼プロキシ
が、サービス・プロバイダ用の認証アサーションを作る必要がある場合に、その信頼プロ
キシは、必要なトークン・タイプを判定し、セキュリティ・トークン・サービスに適当な
トークンを要求する。
【００８１】
　サービス・プロバイダの信頼プロキシが、アイデンティティ・プロバイダから認証アサ
ーションを受け取る時に、信頼プロキシは、それが期待するアサーションのタイプおよび
サービス・プロバイダ内の内部使用に必要なアサーションのタイプを知っている。したが
って、サービス・プロバイダの信頼プロキシは、受け取った認証アサーション内のトーク
ンに基づいて、セキュリティ・トークン・サービスが必要な内部使用トークンを生成する
ことを要求する。
【００８２】
　信頼プロキシと信頼ブローカの両方が、アイデンティティ・プロバイダから受け取った
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アサーションを、サービス・プロバイダによって理解されるフォーマットに変換する能力
を有する。信頼ブローカは、直接信頼関係がある信頼プロキシのそれぞれについてアサー
ション・フォーマット（１つまたは複数）を解釈する能力を有し、これによって、信頼ブ
ローカが、アイデンティティ・プロバイダとサービス・プロバイダの間でのアサーション
変換を提供できるようにする。この変換は、いずれかの当事者がそのローカル信頼プロキ
シを介して要求することができる。したがって、アイデンティティ・プロバイダの信頼プ
ロキシは、アサーションをサービス・プロバイダに送信する前に、そのアサーションの変
換を要求することができる。同様に、サービス・プロバイダの信頼プロキシは、アイデン
ティティ・プロバイダから受け取ったアサーションの変換を要求することができる。
【００８３】
　アサーション変換に、ユーザ・アイデンティティ変換、認証アサーション変換、属性ア
サーション変換、または他の形のアサーション変換が含まれる。上の要点を繰り返すと、
アサーション変換は、連合内の信頼構成要素すなわち信頼プロキシおよび信頼ブローカに
よって処理される。信頼プロキシは、アイデンティティ・プロバイダまたはサービス・プ
ロバイダのいずれかで、ローカルに変換を実行することができ、あるいは、信頼プロキシ
は、信頼ブローカからの援助を呼び出すことができる。
【００８４】
　アイデンティティ・プロバイダおよびサービス・プロバイダが、信頼ブローカとの個々
の信頼関係を既に有すると仮定すると、信頼ブローカは、必要な場合に、発行当事者と依
頼当事者の間の新しい信頼関係を動的に作成するすなわち、仲介することができる。信頼
ブローカによって提供される最初の信頼関係仲介動作の後に、アイデンティティ・プロバ
イダおよびサービス・プロバイダは、その関係を直接に維持することができ、その結果、
信頼ブローカは、将来の変換の必要について呼び出される必要がなくなる。認証トークン
の変換を、３つの可能な場所すなわち、アイデンティティ・プロバイダの信頼プロキシ、
サービス・プロバイダの信頼プロキシ、および信頼ブローカで行えることに留意されたい
。アイデンティティ・プロバイダの信頼プロキシが、サービス・プロバイダに送信するた
めに信頼ブローカによって理解される認証アサーションを生成することが好ましい。次に
、サービス・プロバイダは、信頼ブローカに、このトークンをサービス・プロバイダによ
って認識可能なフォーマットへの変換を要求する。トークン変換は、認証アサーションの
送信前、送信後、あるいは送信前と送信後の両方に行うことができる。
【００８５】
　連合アーキテクチャ内の信頼関係
　本発明に従って実施された連合環境内に、管理されなければならない２タイプの「信頼
ドメイン」すなわち、企業信頼ドメインおよび連合信頼ドメインがある。この２タイプの
信頼ドメインの間の差は、部分的に、信頼ドメインとの信頼関係を決定するビジネス契約
と、信頼を確立するのに使用される技術とに基づく。企業信頼ドメインに、企業によって
管理される構成要素が含まれ、その信頼ドメイン内のすべての構成要素が、お互いを信頼
する。一般に、企業内で信頼を確立するのに必要なビジネス契約はない。というのは、展
開される技術が、たとえば構成要素間の相互に認証されたＳＳＬセッションを要求するこ
とによって、または物理的な制御および近接が暗黙の信頼を実証するように単一の密に制
御されたデータ・センタ内に構成要素を配置することによって、企業内で固有の信頼を作
成するからである。図７を参照すると、レガシ・アプリケーションおよびバックエンド処
理システムが、構成要素がセキュア内部ネットワーク上で通信する、企業信頼ドメインを
表すことができる。
【００８６】
　連合信頼ドメインは、企業境界にまたがるドメインであり、ある展望から、連合信頼ド
メインは、別個の企業信頼ドメインの間の信頼関係を表すことができる。連合信頼ドメイ
ンは、連合パートナの間の企業境界にまたがる信頼プロキシを介して確立される。信頼関
係に、最初の信頼が信頼プロキシの間で確立される、ある種のブートストラップ処理が含
まれる。このブートストラップ処理の一部に、期待されるまたは許容されるあるいはその
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両方のトークン・タイプ変換および識別子変換を定義する、共用される秘密鍵および規則
の確立を含めることができる。一般に、このブートストラップ処理は、アウトオブバンド
で実施することができる。というのは、この処理に、連合への企業の参加およびこの参加
に関連する責任を決定するビジネス契約の確立も含めることができるからである。
【００８７】
　連合ビジネス・モデルで信頼を確立する複数の可能な機構がある。連合モデルでは、連
合参加者の間の信頼という基本的な概念が、参加者の間で転送されるアサーション（トー
クン情報および属性情報を含む）が有効であることのあるレベルの保証を提供するために
、ビジネス上の理由から必要である。信頼関係がない場合に、サービス・プロバイダは、
アイデンティティ・プロバイダから受け取られたアサーションに依存することができず、
これらのアサーションは、アイデンティティ・プロバイダから受け取られた情報を解釈す
る方法を決定するのにサービス・プロバイダが使用することができない。
【００８８】
　たとえば、大きい会社が、数千の全世界の顧客をリンクしたい場合があり、その会社が
、従来技術の解決策を使用することができる。第１の例として、その会社は、全世界の顧
客に、相互信頼を確立するために商業認証局からのディジタル証明書を使用するように要
求することができる。商業認証局は、その会社のサーバが、全世界の顧客のそれぞれに配
置されたサーバを信頼できるようにする。第２の例として、その会社が、ケルベロスを使
用して第三者信頼を実装することができる。その会社およびその全世界の顧客が、共用秘
密ベースの信頼を実施する信頼される第三者ケルベロス・ドメイン・サービスを実施する
ことができる。第３の例として、その会社が、その全世界の顧客のサーバによって相互に
信頼される独自のセキュリティ・メッセージ・トークンを用いるプライベート方式を確立
することができる。
【００８９】
　その会社が、少数の全世界の顧客との信頼関係を維持することを必要とする場合に、こ
れらの手法のどれもが許容可能となり得るが、数百または数千の潜在的な連合パートナが
ある場合には、これが御しがたくなる可能性がある。たとえば、その会社が、より小さい
パートナにプライベート方式を実施することを強制することが可能である場合があるが、
その会社がより大きいパートナに多数の要件を課すことができる可能性は低い。
【００９０】
　本発明を用いると、企業は、信頼プロキシおよび多分信頼ブローカを介して確立され、
維持される信頼関係を使用する。本発明の連合アーキテクチャの長所は、企業およびその
潜在的な連合パートナの現在のインフラストラクチャを超える追加要件を課さないことで
ある。
【００９１】
　しかし、本発明は、連合への参加に必要なビジネス契約および責任契約を確立するのに
必要な予備作業から企業およびその潜在的な連合パートナを解放しない。さらに、参加者
は、信頼関係の技術的ブートストラップを無視することができない。本発明は、このブー
トストラップを柔軟にすることを可能にし、たとえば、第１連合パートナが、ある情報を
有するケルベロス・チケットを発行することができ、第２連合パートナが、ある情報を有
するＳＡＭＬ認証アサーションを発行することができる。
【００９２】
　本発明では、信頼関係が、信頼プロキシによって管理され、信頼プロキシは、２つの信
頼プロキシの間の事前に確立された関係に基づいてアイデンティティ・プロバイダから受
け取られたトークンを有効化し、変換するセキュリティ・トークン・サービスを含む（ま
たはこれと対話する）ことができる。連合した企業がもう１つの連合した企業との信頼関
係（およびトークン変換）を確立することが実現可能でない状況では、信頼ブローカを呼
び出すことができるが、連合した企業は、信頼ブローカとの関係を確立する必要がある。
【００９３】
　図９を参照すると、ブロック図に、本発明による、信頼プロキシおよび信頼ブローカを
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使用する連合ドメインの間の信頼関係の例示的な組が示されている。図８で信頼ブローカ
を導入したが、図９には、本発明の連合アーキテクチャ内の推移的信頼関係の重要性が示
されている。
【００９４】
　連合ドメイン２７１から２７３に、それぞれ、信頼プロキシ２７４から２７６が組み込
まれている。信頼プロキシ２７４は、信頼プロキシ２７５との直接信頼関係２７７を有す
る。信頼ブローカ２８０は、信頼プロキシ２７５との直接信頼関係２７８を有し、信頼ブ
ローカ２８０は、信頼プロキシ２７６との直接信頼関係２７９を有する。信頼ブローカ２
８０は、連合参加者の代わりに、他の連合パートナとの推移的信頼に基づく信頼関係を確
立するのに使用される。推移的信頼の原理を用いると、信頼プロキシ２７５および信頼プ
ロキシ２７６が、信頼ブローカ２８０を介して信頼関係２８１を仲介させることができる
ようになる。信頼プロキシ２７５および２７６が、お互いのアサーションを変換または有
効化する方法を知る必要はない。信頼ブローカを呼び出して、アサーションを、他方の信
頼プロキシで理解される有効で信頼されるアサーションに変換することができる。
【００９５】
　連合した企業の間の信頼関係に関する契約上の義務および責任を指定するビジネス契約
は、ｅｂＸＭＬ（Electronic Business using XML）標準規格の使用を介してＸＭＬで表
すことができる。たとえば、直接信頼関係を、ｅｂＸＭＬ文書で表すことができ、直接信
頼関係を共用する各連合ドメインは、ｅｂＸＭＬ文書で表された契約のコピーを有する。
連合内のさまざまなエンティティの動作特性は、ｅｂＸＭＬコレオグラフィ（choreograp
hy）内で指定され、ｅｂＸＭＬレジストリ内でパブリッシュされる。特定の連合に参加し
、たとえば信頼プロキシまたは信頼ブローカを運営することを望むすべての企業が、その
特定の連合内のすべての信頼プロキシまたは信頼ブローカについてその連合によって指定
されるパブリッシュされた要件に従う必要がある。セキュリティ・トークン・サービスは
、他の文書からのトークンが変換される形の動作詳細に関してこれらのｅｂＸＭＬ文書を
解析することができる。しかし、連合内の信頼関係が実施される形に関する詳細を指定す
るために、本発明によって他の標準規格および機構を使用できることに留意されたい。
【００９６】
　連合アーキテクチャ内のアサーション処理
　上で注記したように、連合内でのユーザの経験は、部分的に、ドメインの間で転送され
る、ユーザに関するまたはユーザのためのアサーションによって左右される。アサーショ
ンは、ユーザの認証状況に関する情報、属性情報、および他の情報を提供する。認証アサ
ーションを使用することによって、ユーザが訪問するすべてのサイトでユーザが再認証す
る必要をなくすことができる。連合環境内で、発行ドメインから依存ドメインにアサーシ
ョンを得る２つのモデルすなわち、プッシュ・モデルとプル・モデルがある。プッシュ・
モデルでは、ユーザのアサーションが、ユーザの要求と共に依存ドメインに移動する。プ
ル・モデルでは、ユーザの要求が、ある必要な情報なしで依存ドメインで受け取られ、依
存ドメインが、関連するアサーションまたは必要なアサーションを発行ドメインに要求す
る。
【００９７】
　連合環境内でアサーションを使用するこれらのモデルを与えられたので、本発明の説明
は、本発明の連合環境内でアサーションを作成し、使用する処理の組を説明する図面の組
に移る。図１０に、連合環境内でアサーションを作成する、発行ドメインまたは発行当事
者での一般化された処理を示し、図１１に、アサーションを「分解」するすなわち、情報
を抽出し、分析することによってアサーションをその本質的な情報に縮小する、依存ドメ
インまたは依存当事者での一般化された処理を示す。図１２および図１３に、アサーショ
ンが発行ドメイン内で作られ、その後、ユーザの要求と共に依存ドメインに転送される、
プッシュ・モデルの２つの変形形態を示すことによって、図１０に示された一般化された
処理の詳細な処理を示す。図１４に、依存ドメインが、発行ドメインにユーザの必要なア
サーションを要求すると同時に、依存ドメインが要求元ユーザから受信したリソース要求
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の満足を試みる、プル・モデルを示す。
【００９８】
　図１０を参照すると、流れ図に、連合環境内でアサーションを作成する、発行ドメイン
での一般化された処理が示されている。この処理は、発行ドメインの接触点サーバが、ア
サーションについてトリガされた時に開始される（ステップ３０２）。接触点サーバは、
依存ドメインから、所与のユーザの特定のアサーションに関する要求を受け取る場合があ
り、あるいは、アサーションを必要とする既知の依存ドメインへの発信要求をインターセ
プトする場合がある。これらのシナリオを、それぞれ図１２および図１３に関して下で詳
細に説明する。アサーションについてトリガされたことに応答して、発行ドメインの接触
点サーバが、発行ドメインの信頼プロキシにアサーションを要求し（ステップ３０４）、
発行ドメインの信頼プロキシが、アサーション／トークンの暗号化／署名など、信頼情報
を追加することと共に、アサーションを生成し（ステップ３０６）、発行ドメインの信頼
プロキシは、必要な場合に、要求されたアサーションを生成するために信頼ブローカに援
助を要求することができる。アサーションを生成した後に、発行ドメインの信頼プロキシ
が、発行ドメインの接触点サーバにアサーションを返し（ステップ３０８）、発行ドメイ
ンの接触点サーバが、たとえばアサーションを発信ＨＴＴＰメッセージまたは発信ＳＯＡ
Ｐメッセージに注入することによって、適当な形でアサーションを出力データストリーム
に注入し（ステップ３１０）、これによって処理が完了する。
【００９９】
　図１０に、「ローカル・ウォレット」の使用なしでの発行ドメインでのアサーションの
作成の処理が示されている。しかし、本発明は、ローカル・ウォレット機能性を含めるこ
とを可能にする。一般に、ローカル・ウォレットは、トランザクションを容易にするユー
ザ属性または他の情報に関するセキュア・データストアとして働くことができるクライア
ント側コードであり、このクライアント側コードは、アサーション転送のプッシュ・モデ
ルまたはプル・モデルあるいはその両方に参加することもできる。ローカル・ウォレット
が、プロトコルに能動的に参加する場合に、ローカル・ウォレットは、アサーションの生
成およびプロトコル・フローへの挿入に関して、接触点サーバ機能性の機能性のサブセッ
トを実装する。ローカル・ウォレットを使用することは、ローカル・ウォレットが接触点
サーバと信頼プロキシの間で行われる信頼ベース対話を実装できるようにしない。追加の
信頼関係が必要な場合には、接触点サーバを呼び出さなければならない。
【０１００】
　図１１を参照すると、流れ図に、アサーションを分解する、依存ドメインでの一般化さ
れた処理が示されている。この処理は、依存ドメインの接触点サーバが、関連するアサー
ションと共にメッセージを受け取る時に開始され（ステップ３２２）、その後、依存ドメ
インの接触点サーバが、アサーションを抽出し、そのアサーションを依存ドメインの信頼
プロキシに転送する（ステップ３２４）。依存ドメインの信頼プロキシが、発行ドメイン
から受け取ったトークンを含む情報をアサーションから抽出し（ステップ３２６）、依存
ドメインの信頼プロキシは、トークン内の情報と暗号化および署名などのトークンに関す
る信頼情報を含むこのトークンを有効化するためにセキュリティ・トークン・サービスを
呼び出し、その後、適当な場合にローカルに有効なトークンをユーザに返す（ステップ３
２８）。
【０１０１】
　ステップ３２６の一部として、信頼プロキシは、アサーションのソースすなわち発行当
事者を判定する。信頼プロキシが、この発行ドメインから受け取った信頼アサーションを
理解できる場合には、信頼プロキシは、ステップ３２８を内部で実行する。信頼プロキシ
が、その発行ドメインから受け取ったアサーションを理解／信頼できない場合には、信頼
プロキシは、信頼ブローカからの援助を呼び出すことができる。アサーションを有効化で
きない場合には、適当なエラー応答が生成される。
【０１０２】
　アサーションが有効化されたと仮定すると、依存ドメインの信頼プロキシが、ユーザに
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ついて要求されたローカル情報を作成する（ステップ３３０）。たとえば、このローカル
情報に、バックエンド・レガシ・アプリケーションによって要求された認証信任証を含め
ることができる。依存ドメインの信頼プロキシが、要求された情報を依存ドメインの接触
点サーバに返し（ステップ３３２）、この接触点サーバが、ユーザに関するローカル・セ
ッションを作成する。
【０１０３】
　接触点サーバが、ユーザのセッションを作成した後に、ユーザは、認証されたユーザに
見える。接触点サーバは、このセッション情報を使用して、ログアウトまたはタイムアウ
ト・イベントが開始されるまで、そのユーザがドメインに関して有するすべてのトランザ
クションを左右することができる。接触点サーバが、ユーザの認証されたアイデンティテ
ィを有するならば、接触点サーバは、この特定のユーザのアイデンティティおよびこの特
定のユーザに関連する許可ポリシに基づいて必要な場合に、この要求に関する許可を入手
することができる。接触点サーバは、次に、ユーザの要求を関連する情報と共に要求され
たバックエンド・アプリケーションまたはサービスに転送し（ステップ３３４）、これに
よって処理が完了する。
【０１０４】
　接触点サーバと信頼プロキシの間で転送されるデータ項目およびこのデータ項目のフォ
ーマットを変更できることに留意されたい。メッセージからアサーションを抽出し、信頼
プロキシにアサーションだけを転送するのではなく、接触点サーバは、メッセージ全体を
信頼プロキシに転送することができる。たとえば、信頼プロキシでの処理に、ＳＯＡＰメ
ッセージのシグネチャ有効化などのステップを含めることができるが、これはＳＯＡＰエ
ンベロープ全体を必要とする。
【０１０５】
　図１２を参照すると、流れ図に、発行ドメインでのユーザ・アクションに応答する、発
行ドメインから依存ドメインへのアサーションのプッシュに関する特定の処理が示されて
いる。この処理は、ユーザが、発行ドメイン内のウェブ・ページまたは類似するリソース
から依存ドメインへのリンクにアクセスする時に開始され（ステップ３４２）、これによ
って、ある形のＣＧＩタイプ（コモン・ゲートウェイ・インターフェース）処理が呼び出
されて、特定のアサーションが作成される。依存ドメインによるアサーションの必要を認
識する発行ドメインの能力は、本発明の連合インフラストラクチャが実施される既存レガ
シ・システムとの緊密な統合を暗示する。これは、発行当事者が必要なアサーションを作
成するために信頼プロキシを呼び出す必要がなくなるようにする、発行当事者と依存当事
者の間の密結合も暗示し、この密結合は、明確に確立された信頼関係を有するあるタイプ
の連合エンティティの間で適当である可能性がある。
【０１０６】
　発行ドメインのバックエンド処理が、必要なアサーションを作成するために呼び出され
（ステップ３４４）、これには、ローカル信頼プロキシでの機能性を呼び出すことを含め
ることができる。必要なアサーションを含む依存ドメインに対するユーザの要求が、作成
され（ステップ３４６）、発行ドメインが、依存ドメインに、ユーザの要求と共にアサー
ションを転送し（ステップ３４８）、これによって処理が完了する。依存ドメインが、こ
の要求および関連するアサーションを受け取る時に、依存ドメインは、図１１に示した形
でアサーションを有効化する。
【０１０７】
　図１３を参照すると、流れ図に、発行ドメインが依存ドメインへの発信要求を能動的に
インターセプトすることに応答する、発行ドメインから依存ドメインへのアサーションの
プッシュに関する特定の処理が示されている。この処理は、ユーザが、依存ドメインの保
護されたリソースを要求する時に開始される（ステップ３５２）。接触点サーバが、たと
えば、所定のＵＲＩ（Uniform Resource Identifier）、あるタイプのメッセージ、ある
タイプのメッセージ内容、または他の形で発信メッセージをフィルタリングすることによ
って、発信要求をインターセプトする（ステップ３５４）。次に、発行ドメインの接触点
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サーバが、発行ドメインの信頼プロキシに適当なアサーションを生成するように要求し（
ステップ３５６）、この発行ドメインの信頼プロキシが、必要な場合に信頼ブローカから
援助を得て、アサーションを生成する（ステップ３５８）。次に、発行ドメインが、生成
されたアサーションと共にユーザの要求を依存当事者に転送し（ステップ３６０）、これ
によって処理が完了する。依存ドメインは、要求およびそれに関連するアサーションを受
け取った時に、図１１に示した形でアサーションを有効化する。
【０１０８】
　図１４を参照すると、流れ図に、依存ドメインが、発行ドメインにユーザの必要なアサ
ーションを要求すると同時に、依存ドメインが要求元ユーザから受信したリソース要求の
満足を試みる、プル・モデルが示されている。この処理は、依存ドメインが、保護された
リソースに関するユーザ要求を受信した時に開始される（ステップ３７２）。図１２また
は図１３に示された例とは対照的に、図１４に示された例では、ユーザに関する必要なア
サーションなしで依存ドメインで受信されたユーザの要求に関連する処理を説明する。こ
の場合に、発行ドメインは、必要なアサーションをユーザの要求に挿入するためにユーザ
の要求をインターセプトするか他の形で処理する能力を有しなかった。たとえば、ユーザ
は、発信要求が発行ドメインの接触点サーバによってインターセプトされない形で、ＵＲ
Ｌ（Uniform Resource Locator）を入力したか、リソースへのブックマークに記録された
参照を使用した可能性がある。したがって、依存ドメインは、発行ドメインにアサーショ
ンを要求する。
【０１０９】
　次に、依存ドメインが、ユーザのホーム・ドメインすなわち、関連する発行ドメインを
判定する（ステップ３７４）。ＨＴＴＰベースの実施形態では、ユーザが、ユーザのクラ
イアント・デバイスで依存ドメインによってセットされた永続クッキーをもたらした、依
存ドメインとの事前に確立された関係を有する場合がある。永続クッキーに、ユーザのホ
ーム・ドメインまたはアイデンティティ・プロバイダすなわち関連する発行ドメインのア
イデンティティが含まれる。ユーザがある形でウェブ・サービス・クライアントを操作し
ているＳＯＡＰベースの実施形態では、依存ドメイン側のウェブ・サービスが、トークン
要件を含むサービス要件をＷＳＤＬ（Web Services Description Language）を介してア
ドバタイズ済みである。これは、ユーザのウェブ・サービス・クライアント／ＳＯＡＰ実
施形態が必要なトークン・タイプを提供することを必要とする。この要件が満足されない
場合に、ウェブ・サービスは、技術的にエラーを返す。いくつかの場合に、ウェブ・サー
ビスは、ユーザのウェブ・サービス・クライアントが認証情報についてプロンプトを出さ
れ、その結果、この要求を適当なトークンを用いて繰り返せるようにするエラー・コード
を返すことができる。
【０１１０】
　依存ドメインの接触点サーバが、依存ドメインの信頼プロキシと共にアサーション要求
を開始し（ステップ３７６）、依存ドメインの信頼プロキシが、発行ドメインの信頼プロ
キシにユーザのアサーションを要求する（ステップ３７８）。実施形態が、ＨＴＴＰベー
ス通信を使用している場合に、依存ドメインの信頼プロキシから発行ドメインの信頼プロ
キシへのアサーション要求を、ユーザのブラウザ・アプリケーションを介するリダイレク
ションを介して依存ドメインの接触点サーバによって発行ドメインの接触点サーバに送信
することができ、発行ドメインの接触点サーバは、このアサーション要求を発行ドメイン
の信頼プロキシに転送する。
【０１１１】
　実施形態が、ＳＯＡＰベースの実施形態を使用している場合に、依存当事者は、ユーザ
のウェブ・サービス・クライアントにエラー・コードを返すことができる。このエラー・
コードを用いて、ユーザに、ウェブ・サービス・クライアントによって認証情報を求める
プロンプトを出すことができる。次に、ウェブ・サービス・クライアントが、要求された
トークンを生成する。依存ドメインの信頼プロキシがＵＤＤＩ（Universal Description,
 Discovery, and Integration）レジストリでアドバタイズされ、ユーザのウェブ・サー
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ビス・クライアントがその信頼プロキシを見つけることができるならば、ユーザのウェブ
・サービス・クライアントは、信頼プロキシを直接に呼び出すことができる。一般に、こ
のシナリオは、信頼プロキシが企業内のプライベートＵＤＤＩでアドバタイズされた内部
ユーザに限って有効である。というのは、信頼プロキシが、インターネットまたは一般に
アクセス可能な連合の外部にあるパブリックＵＤＤＩでアドバタイズされる可能性が低い
からである。
【０１１２】
　発行ドメインの信頼プロキシは、アサーション要求が受信された形の鏡像の形で、要求
されたアサーションを生成し（ステップ３８０）、返す（ステップ３８２）。依存ドメイ
ンの信頼プロキシが、要求されたアサーションを受信（ステップ３８４）した後に、依存
ドメインの信頼プロキシが、アサーションから情報を抽出し（ステップ３８６）、アサー
ションの解釈または有効化あるいはその両方を試み（ステップ３８８）、この信頼プロキ
シは、アサーションの変換に必要な場合に、信頼ブローカからの援助を呼び出すことがで
きる。アサーションを有効化できない場合に、適当なエラー応答が生成される。アサーシ
ョンが有効化されたと仮定すると、依存ドメインの信頼プロキシが、保護されたリソース
に関するユーザの要求を満足することを試みるバックエンド・サービスによる使用に必要
な適当なフォーマットでローカル情報を作成する（ステップ３９０）。たとえば、このロ
ーカル情報に、バックエンド・レガシ・アプリケーションが必要とする認証信任証を含め
ることができる。依存ドメインの信頼プロキシが、依存ドメインの接触点サーバに必要な
情報を返し（ステップ３９２）、依存ドメインの接触点サーバが、ユーザのローカル・セ
ッションを作成し、ユーザの要求をすべての関連情報と共に、要求されたバックエンド・
アプリケーションまたはサービスに転送し（ステップ３９４）、これによって処理が完了
する。
【０１１３】
　連合アーキテクチャ内のシングルサインオン
　図６から９の説明では、本発明による連合したデータ処理環境内のエンティティの動作
特性に焦点を合わせ、図１０から１４の説明では、これらのエンティティの間で行われる
処理の一部に焦点を合わせた。この説明と対照的に、ユーザにシングルサインオン経験を
提供しながらユーザのトランザクションを完了するという目標に焦点を合わせた本発明の
説明のために、図１５を参照する。
【０１１４】
　言い換えると、下の説明では、既に上で述べたエンティティおよび処理を述べるが、次
の説明では、ユーザがユーザのセッション内でシングルサインオン経験を有することがで
きる形に関する本発明の概要の展望に焦点を合わせる。セッションは、最初のユーザ認証
すなわちログオンから（これを含む）ログアウトまでのトランザクションの組と定義する
ことができる。セッション内で、ユーザのアクションは、部分的に、そのセッションにつ
いてユーザに与えられる特権によって左右される。連合内で、ユーザは、セッション中に
訪問される連合パートナに無関係に、ユーザが単一の認証動作を実行し、そのセッション
の期間中にこの認証動作で十分である、シングルサインオン経験を有することを期待する
。
【０１１５】
　ユーザのセッション中に、ユーザは、多数の連合ドメインを訪問して、これらのドメイ
ンによって提供されるウェブ・サービスを使用することができる。ドメインは、ＵＤＤＩ
およびＷＳＤＬ（両方が共通データ・フォーマットとしてＸＭＬを使用する）などの標準
仕様を使用することによって、提供するサービスの記述をパブリッシュすることができる
。ユーザは、やはりこの標準仕様を厳守するアプリケーションを介して、使用可能なサー
ビスおよびサービス・プロバイダを見つける。ＳＯＡＰは、ＸＭＬで表された要求および
応答を通信するパラダイムを提供する。連合環境内のエンティティは、とりわけ、これら
の標準規格を使用することができる。
【０１１６】
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　シングルサインオン経験を容易にするために、連合環境をサポートするウェブ・サービ
スは、ユーザの認証の証拠を提供するために第三者によって生成された認証アサーション
またはセキュリティ・トークンの使用をサポートする。このアサーションに、ユーザの識
別子と共に、発行当事者へのそのユーザの成功裡の認証のある種の証拠が含まれる。した
がって、ユーザは、たとえばユーザ名およびパスワードなどの伝統的な認証信任証をある
連合パートナに提示し、その後、認証する／発行する当事者によって生成されたＳＡＭＬ
認証アサーションを異なる連合パートナに供給することができる。
【０１１７】
　ウェブ・サービス環境での認証は、ウェブ・サービス要求の主張されたアイデンティテ
ィを検証し、その結果、企業が、アクセスを、許可されたクライアントに制限できるよう
にする動作である。ウェブ・サービスを要求するか呼び出すユーザは、ほとんど必ず認証
され、したがって、本発明の連合環境内での認証の必要は、ユーザ認証に関するウェブ・
サービスの現在の要件と異ならない。連合環境は、ウェブ・サービスまたは他のアプリケ
ーションがウェブ・サービスを要求することも可能にし、これらのウェブ・サービスも、
認証される。
【０１１８】
　連合セッションに参加していないユーザの認証は、本発明の連合アーキテクチャによっ
て影響されない。たとえば、ＨＴＴＰ／Ｓを介するフォームベースの認証機構を用いて認
証して、特定のドメインの非連合リソースにアクセスする既存ユーザは、そのドメインで
の連合環境に関するサポートの導入によって影響されない。認証は、部分的に、接触点サ
ーバによって処理され、この接触点サーバは、別々の信頼プロキシ構成要素を呼び出すこ
とができる。接触点サーバを使用することによって、既存ドメインのインフラストラクチ
ャに対する影響が最小限になる。たとえば、ドメインのバックエンド・アプリケーション
またはレガシ・アプリケーションおよびシステムによって処理される非連合要求のすべて
をパス・スルーするように接触点サーバを構成することができる。
【０１１９】
　接触点サーバは、基本的な認証、フォームベース認証、または他の認証方法など、ＨＴ
ＴＰベースの認証方法を呼び出すことを選択することができる。接触点サーバは、ＳＡＭ
認証アサーションなど、認証の証拠としてユーザによって提示されたアサーションを認識
することによって、連合信頼ドメインもサポートし、ここで、アサーションは、企業信頼
ドメインの間を横切っている。接触点サーバは、信頼プロキシを呼び出すことができ、こ
の信頼プロキシは、認証信任証／セキュリティ・トークンの有効化のためにそのセキュリ
ティ・トークン・サービスを呼び出すことができる。
【０１２０】
　ウェブ・サービスまたは他のアプリケーションの認証に、ユーザの認証と同一の処理が
含まれる。ウェブ・サービスからの要求は、認証アサーションを含むセキュリティ・トー
クンを担持し、このセキュリティ・トークンは、ユーザによって提示されるトークンと同
一の形で、信頼プロキシ／セキュリティ・トークン・サービスによって有効化される。ウ
ェブ・サービスからの要求は、必ずこのトークンをそれと共に担持しなければならない。
というのは、ウェブ・サービスが、ＵＤＤＩでアドバタイズされた、要求されるサービス
が要求した認証アサーション／セキュリティ・トークンを発見しているからである。
【０１２１】
　図１５を参照すると、ブロック図に、連合シングルサインオン動作をサポートする連合
環境が示されている。ユーザ４００は、クライアント・デバイスおよびブラウザなどの適
当なクライアント・アプリケーションを介して、企業／ドメイン４１０によって提供され
るウェブ・サービスにアクセスすることを望み、企業／ドメイン４１０は、連合環境内で
連合ドメインとして働くデータ処理システムをサポートする。ドメイン４１０は、接触点
サーバ４１２および信頼プロキシ４１４をサポートし、同様に、ドメイン４２０は、接触
点サーバ４２２および信頼プロキシ４２４をサポートし、ドメイン４３０は、接触点サー
バ４３２および信頼プロキシ４３４をサポートする。信頼プロキシは、上で説明したよう
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に、援助について信頼ブローカ４５０に頼る。追加のドメインおよび信頼プロキシが、こ
の連合環境に参加することができる。図１５では、ドメイン４１０とドメイン４２０の間
の連合シングルサインオン動作が説明されており、類似する動作を、ドメイン４１０とド
メイン４３０の間で行うことができる。
【０１２２】
　ユーザは、ドメイン４１０に関して認証動作を完了する。この認証動作は、接触点サー
バ４１２によって処理される。この認証動作は、ユーザが、たとえばアクセス制御のため
またはパーソナライゼーションのために、認証されたアイデンティティを必要とするある
リソースへのアクセスを要求する時にトリガされる。接触点サーバ４１２は、レガシ認証
サービスを呼び出すことができ、あるいは、信頼プロキシ４１４を呼び出して、ユーザが
提示した認証信任証を有効化することができる。ドメイン４１０は、このユーザの連合セ
ッション中に、このユーザのアイデンティティ・プロバイダまたはホーム・ドメインにな
る。
【０１２３】
　ある後の時点で、ユーザが、やはり連合ドメインをサポートする企業４２０などの連合
パートナでのトランザクションを開始し、これによって連合シングルサインオン動作をト
リガする。たとえば、ユーザが、ドメイン４２０で新しいトランザクションを開始するこ
とができ、あるいは、ユーザのオリジナル・トランザクションが、他のドメインの１つま
たは複数の追加トランザクションにカスケードされる場合がある。もう１つの例として、
ユーザが、たとえば、ドメイン４１０内でホスティングされるウェブ・ページの特殊なリ
ンクを選択することによって、またはドメイン４１０でホスティングされるがドメイン４
２０でホスティングされるリソースを表示するポータル・ページを要求することによって
、接触点サーバ４１２を介してドメイン４２０内のリソースへの連合シングルサインオン
動作を開始することができる。接触点サーバ４１２は、ドメイン４２０によって理解され
るか信頼されるフォーマットにされた、そのユーザの連合シングルサインオン・トークン
を生成する要求を信頼プロキシ４１４に送る。信頼プロキシ４１４は、このトークンを接
触点サーバ４１２に返し、接触点サーバ４１２は、このトークンをドメイン内の接触点サ
ーバ４２２に送信する。ドメイン４１０は、ドメイン４２０でユーザの発行当事者として
働き、ドメイン４２０は、依存当事者として働く。ユーザのトークンは、ユーザの要求と
共にドメイン４２０に転送される。このトークンは、ユーザのブラウザを介してＨＴＴＰ
リダイレクションを使用して送信することができ、あるいは、信頼プロキシ４１４によっ
て供給されるトークンで識別されるユーザの代わりに接触点サーバ４２２について（ＨＴ
ＴＰまたはＳＯＡＰ－ｏｖｅｒ－ＨＴＴＰを介して）直接に要求を呼び出すことによって
送信することができる。
【０１２４】
　接触点サーバ４２２は、連合シングルサインオン・トークンと一緒に要求を受信し、信
頼プロキシ４２４を呼び出す。信頼プロキシ４２４は、連合シングルサインオン・トーク
ンを受け取り、このトークンを有効化し、トークンが有効であり、信頼されると仮定する
と、ユーザに関するローカルに有効なトークンを生成する。信頼プロキシ４２４は、ロー
カルに有効なトークンを接触点サーバ４２２に返し、接触点サーバ４２２は、ドメイン４
２０内でユーザのセッションを確立する。必要な場合に、接触点サーバ４２２は、別の連
合パートナで連合シングルサインオンを開始することができる。
【０１２５】
　ドメイン４２０でのトークンの有効化は、信頼プロキシ４２４によって、多分セキュリ
ティ・トークン・サービスの援助を得て処理される。ドメイン４１０によって提示される
トークンのタイプに応じて、セキュリティ・トークン・サービスが、ドメイン４２０のユ
ーザ・レジストリにアクセスする必要がある場合がある。たとえば、ドメイン４２０は、
ドメイン４２０のユーザ・レジストリに対して有効化されるユーザの名前およびパスワー
ドを含むバイナリ・セキュリティ・トークンを提供することができる。したがって、この
例では、企業が、単純に、連合パートナからのセキュリティ・トークンを有効化する。ド
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メイン４１０と４２０の間の信頼関係によって、ドメイン４２０が、ユーザの代わりにド
メイン４１０によって提示されたセキュリティ・トークンを理解でき、信頼できることが
保証される。
【０１２６】
　連合シングルサインオンは、ユーザの代わりに依存ドメインに提示されるセキュリティ
・トークンの有効化だけではなく、セキュリティ・トークンに含まれる情報に基づく依存
ドメインでのローカルに有効なユーザ識別子の判定も必要とする。直接信頼関係と、その
ような関係を確立するのに必要なビジネス契約の結果の１つが、少なくとも１つの当事者
すなわち発行ドメインまたは依存ドメインの一方または両方が、発行ドメインによって供
給された情報を依存ドメインで有効な識別子に変換する方法を知っていることである。上
の短い例では、発行ドメインすなわちドメイン４１０が、依存ドメインすなわちドメイン
４２０に、ドメイン４２０で有効なユーザ識別子を供給できると仮定した。そのシナリオ
では、依存ドメインが、アイデンティティ・マッピング機能性を呼び出す必要がなかった
。ドメイン４２０の信頼プロキシ４２４が、ユーザを「保証」する、そのユーザのセキュ
リティ・トークンを生成する。受け入れられるトークンのタイプ、トークンに必要な署名
、および他の要件は、すべて、連合のビジネス契約の一部として事前に確立されたもので
ある。識別子変換を決定する規則およびアルゴリズムも、連合のビジネス契約の一部とし
て事前に確立されたものである。２つの当事者の間の直接信頼関係の場合に、識別子変換
アルゴリズムは、この２つの当事者について確立され、連合の他の当事者に関連しない場
合がある。
【０１２７】
　しかし、発行ドメインが、必ず、ドメイン４１０のローカル識別子からドメイン４２０
のローカル識別子へユーザをマッピングする方法を知っているとは限らない。いくつかの
場合に、このマッピングの方法を知っているのが依存ドメインである場合があり、別の場
合に、両方の当事者がこの変換の方法を知らない場合があり、この場合には、第三者の信
頼ブローカを呼び出す必要がある場合がある。言い換えると、仲介された信頼関係の場合
に、発行ドメインおよび依存ドメインは、お互いに関する直接信頼関係を有しない。しか
し、これらは、信頼ブローカ４５０などの信頼ブローカとの直接信頼関係を有する。識別
子マッピングの規則およびアルゴリズムは、この関係の一部として確立され、信頼ブロー
カは、この情報を使用して、仲介された信頼関係に必要な識別子変換において援助する。
【０１２８】
　ドメイン４２０は、ドメイン４１０によって発行されたトークンを接触点サーバ４２２
で受信し、接触点サーバ４２２は、信頼プロキシ４２４を呼び出して、このトークンを有
効化し、アイデンティティ・マッピングを実行する。この場合に、信頼プロキシ４２４は
、ドメイン４１０のローカル識別子からドメイン４２０のローカル識別子にユーザをマッ
ピングすることができないので、信頼プロキシ４２４は、信頼ブローカ４５０を呼び出し
、信頼ブローカ４５０が、トークンを有効化し、識別子マッピングを実行する。ユーザの
ローカル識別子を入手した後に、信頼プロキシ４２４は、多分そのセキュリティ・トーク
ン・サービスを介して、ドメイン４２０のバックエンド・アプリケーションが必要とする
ローカル・トークンを生成することができ、たとえば、接触点サーバからアプリケーショ
ン・サーバへのシングルサインオンを容易にするために、ケルベロス・トークンが必要で
ある場合がある。ローカルに有効なトークンを入手した後に、必要な場合に、接触点サー
バは、ユーザのローカル・セッションを作成することができる。接触点サーバは、ユーザ
要求の粗粒度許可も処理し、許可された要求をドメイン４２０内の適当なアプリケーショ
ン・サーバに転送する。
【０１２９】
　ユーザのセッションは、ユーザがログアウトするかサインオフする時に打ち切られる。
ユーザが、ホーム・ドメインのセッションからログ・アウトする時に、ホーム・ドメイン
は、すべての依存ドメインすなわち、そのホーム・ドメインがセキュリティ・トークンを
発行したドメインに通知し、これらのドメインでのユーザ・ログアウトを呼び出す。これ
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らの依存ドメインのいずれかが、同一ユーザについて発行ドメインとして働いた場合に、
これらのドメインも、カスケードする形で、そのすべての依存ドメインにユーザ・ログア
ウト要求について通知する。各ドメインの信頼プロキシは、ユーザのログアウト要求につ
いてすべての依存ドメインに通知する責任を負い、信頼プロキシは、この処理の一部とし
て信頼ブローカを呼び出すことができる。
【０１３０】
　連合ユーザ・ライフサイクル管理
　上の図６から１５の説明の一部で、連合環境で使用できる構成要素の編成を説明し、他
の部分で、連合環境にまたがるシングルサインオン動作をサポートする処理を説明した。
連合環境内のサービス・プロバイダまたは依存ドメインは、必ずしもユーザの認証信任証
を管理する必要がなく、これらの依存ドメインは、ユーザのアイデンティティ・プロバイ
ダまたはホーム・ドメインによって提供される単一のシングルサインオン・トークンを活
用することができる。しかし、上の図６から１５の説明では、連合ユーザ・ライフサイク
ル管理を連合パートナの連合ドメインで有利な形で達成できる明示的な処理を説明しなか
った。
【０１３１】
　連合ユーザ・ライフサイクル管理機能性／サービスに、複数の連合ドメインで所与のユ
ーザの特定のユーザ・アカウントまたはユーザ・プロファイルに関する連合した動作をサ
ポートまたは管理する機能が含まれる。いくつかの場合に、これらの機能または動作は、
ユーザに関する所与の連合セッションに制限される。言い換えると、連合ユーザ・ライフ
サイクル管理機能性は、多分連合コンピューティング環境内での単一のユーザ・セッショ
ンのライフサイクル中だけの、複数の連合パートナにまたがる連合した動作の管理を可能
にする機能を指す。
【０１３２】
　各連合ドメインは、各めいめいの連合ドメインでの機能に関して、ある種のユーザ・ア
カウント、ユーザ・プロファイル、またはユーザ・セッションを管理することができる。
たとえば、特定の連合ドメインが、その特定の連合ドメイン内でローカル・ユーザ・アカ
ウントまたはローカル・ユーザ・プロファイルを管理しない場合があるが、その連合ドメ
インは、その連合ドメインでのシングルサインオン動作の成功裡の完了後に、連合トラン
ザクションのローカル・ユーザ・セッションを管理することができる。その特定の連合ド
メインによってサポートされる連合ユーザ・ライフサイクル管理機能性の一部として、そ
の連合ドメインは、連合トランザクションが完了した後にその連合ドメインがローカル・
ユーザ・セッションを打ち切ることを可能にするシングルサインオン動作に参加すること
ができ、これによって、セキュリティを改善し、リソースの効率的な使用を促進すること
ができる。
【０１３３】
　連合ユーザ・ライフサイクル管理機能性の使用のもう１つの例で、ユーザは、複数の連
合ドメインの参加を必要とするオンライン・トランザクションにかかわることができる。
連合ドメインは、連合ドメインを含むユーザの連合セッションのそれぞれの間の連合ドメ
インに関するユーザの経験を調整するために、ユーザ・プロファイルをローカルに管理す
ることができる。その特定の連合ドメインによってサポートされる連合ユーザ・ライフサ
イクル管理機能性の一部として、連合ドメインのローカル・ユーザ・プロファイルの情報
を、所与の連合トランザクション中に、所与の連合トランザクションに参加している他の
連合ドメインの他のプロファイルからの情報と共にシームレスな形で使用することができ
る。たとえば、ユーザの複数のローカル・ユーザ・プロファイルからの情報を、あるタイ
プのマージ動作で組み合わせ、ユーザの情報を、たとえばウェブ・ページ内で、ユーザが
ユーザの情報の異なる出所またはソースを知らない形でユーザに視覚的に提示することが
できる。
【０１３４】
　連合ユーザ・ライフサイクル管理機能性に、アカウント・リンク／リンク解除の機能も
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含めることができる。ユーザは、連合パートナにまたがる共通の一意ユーザ識別子を与え
られ、これによって、１つの連合パートナでの要求の満足の一部として、シングルサイン
オンおよびユーザに関する属性の取り出し（必要な場合に）が可能になる。さらに、連合
パートナは、匿名の形でユーザに言及するために、共通の一意ユーザ識別子を使用して、
アイデンティティ・プロバイダに追加属性を要求することができる。
【０１３５】
　上で、連合ユーザ・ライフサイクル管理機能性を使用して達成できる動作の異なる例に
注意した後に、下で、残りの図面で、本発明が有利な形で連合ユーザ・ライフサイクル管
理機能性を提供し、サポートする形を示す。
【０１３６】
　図１６を参照すると、ブロック図に、本発明の実施形態による、連合ユーザ・ライフサ
イクル管理機能性を実施する連合ドメイン内の構成要素の一部が示されている。図１６に
、図８に示された企業２５０によって運営される連合ドメインなどの単一の連合ドメイン
の要素が示されている。図１６の要素の一部は、図７などの他の図面に関して上で述べた
要素に類似するか、これと同一である。接触点サーバ／サービス５０２は、接触点サーバ
２４２と同等であり、アプリケーション・サーバ５０４すなわちリソース制御サービスは
、アプリケーション・サービス２３４と同等であり、保護されたリソースまたは制御され
たリソース５０６は、保護されたリソース２３５と同等であり、連合ユーザ・ライフサイ
クル管理（ＦＵＬＭ）アプリケーション５０８は、連合ユーザ・ライフサイクル管理サー
バ２４６と同等である。ファイヤウォールは、図７には示されていないが、図１６には示
されている。ファイヤウォール５１０およびファイヤウォール５１２は、企業のコンピュ
ーティング環境を、たとえばインターネットを介する、企業のドメインの外部のコンピュ
ーティング脅威から保護する外部ＤＭＺ（電子非武装地帯）を作成する。
【０１３７】
　図１６および図７に示された異なる展望は、非互換であるか相反する目的を有する。図
１６に示された例と対照的に、図７には、ファイヤウォールが示されていないが、接触点
サーバ２４２は、連合フロントエンド２４０内に常駐し、さらに、連合ユーザ・ライフサ
イクル管理サーバ２４６は、連合フロントエンド２４０に含まれる。図１６では、接触点
サーバ５０２が、ファイヤウォール５１０および５１２の間のＤＭＺ内にあるものとして
図示され、ファイヤウォール５１０および５１２は、企業ドメインへの電子フロントエン
ドまたは物理フロントエンドを形成する。さらに、連合ユーザ・ライフサイクル管理アプ
リケーション／サービス５０８は、電子的にファイヤウォール５１２の背後にある。図７
の連合フロントエンド２４０およびバックエンド２３０を構成要素の論理編成と見なし、
図１６のＤＭＺおよび他の構成要素を、連合構成要素を含むことができる物理フロントエ
ンドまたは電子フロントエンドおよび物理バックエンドまたは電子バックエンドと見なす
ことによって、異なる展望を調和させることができる。
【０１３８】
　接触点エンティティ／サービスの役割を繰り返すと、接触点エンティティは、少なくと
も企業のコンピューティング環境との連合機能性とのユーザ対話に関して、セッション管
理を提供し、企業のコンピューティング環境のレガシ・バックエンド内のアプリケーショ
ンも、それ自体のセッション管理機能性を実施することができる。企業が、連合コンピュ
ーティング環境に関するポリシ機能性を実施すると仮定すると、接触点エンティティは、
他の連合パートナのポリシ決定ポイントに対するポリジ実施ポイントとして働くことがで
きる。さらに、連合機能の実施を条件にこれが許されると仮定すると、接触点エンティテ
ィは、シングルサインオン動作が使用されないシナリオでユーザに対して方向認証（dire
ction authentication）動作を開始する責任を負う。したがって、接触点エンティティは
、たとえば逆プロキシ・サーバとして、ウェブ・サーバ・プラグインとして、または他の
形でなど、さまざまな形で実施することができる。接触点機能性は、アプリケーション・
サーバ自体の中で実施することもでき、この場合に、連合ユーザ・ライフサイクル管理サ
ービスを、ＤＭＺ内に置くことができる。
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【０１３９】
　より重要なことに、図１６を参照すると、連合ユーザ・ライフサイクル管理アプリケー
ション５０８に、図７に示されていない連合ユーザ・ライフサイクル管理プラグイン５１
４にインターフェースし、これと対話し、または他の形でインターオペレートするための
サポートも含まれる。本発明では、連合プロトコル・ランタイム・プラグインが、WS-Fed
eration Passive Client；Liberty Alliance ID-FFシングル・サイン・オン（Ｂ／Ａ、Ｂ
／Ｐ、およびＬＥＣＰ）；RegisterName Identifier；Federation Termination Notifica
tion；およびSingle Logoutなどのさまざまなタイプの独立にパブリッシュまたは開発さ
れた連合ユーザ・ライフサイクル管理の標準規格またはプロファイルの機能性を提供する
。
【０１４０】
　本発明の例示的実施形態では、連合プロトコルの異なる組に、異なるＵＲＩでアクセス
することができる。この手法を用いると、連合ユーザ・ライフサイクル管理アプリケーシ
ョンが、たとえばWS-Federationウェブ・サービス仕様対Liberty Allianceの仕様など、
連合ユーザ・ライフサイクル管理の複数の標準規格または仕様を単一のアプリケーション
内で同時にサポートできるようになり、これによって、異なる連合プロトコルをサポート
するための環境全体に対する構成の影響が最小になる。
【０１４１】
　具体的に言うと、適当な連合ユーザ・ライフサイクル管理機能性が、接触点サーバによ
って、適当にユーザ要求を連合ユーザ・ライフサイクル管理アプリケーションにリダイレ
クトまたは転送あるいはその両方を行うことによって呼び出される。もう一度図１６を参
照すると、接触点サーバ５０２は、ユーザ要求５２０を受け取り、このユーザ要求５２０
が分析されて、受け取られた要求のタイプが判定され、このタイプは、受け取られた要求
メッセージのタイプによって、または上で注記したように、要求メッセージ内の宛先ＵＲ
Ｉを判定することによって示すことができる。保護されたリソースに関する要求５２２は
、アプリケーション・サーバ５０４に転送され続けるが、連合ユーザ・ライフサイクル管
理機能に関する要求５２４、たとえばシングルサインオフ動作を呼び出す要求は、連合ユ
ーザ・ライフサイクル管理アプリケーション５０８に転送され、連合ユーザ・ライフサイ
クル管理アプリケーション５０８は、受け取った要求を満足する必要に応じて、適当な連
合ユーザ・ライフサイクル管理プラグインを呼び出す。新しい連合プロトコルまたは新し
い連合機能が定義される時、または既存の連合プロトコルまたは連合機能が変更されるか
再定義される時に、サポートを、単純に新しいサポート・モジュールをプラグすることに
よって追加でき、あるいは、前にインストールされたプラグインを変更することによって
再定義することができる。
【０１４２】
　図１６の連合ユーザ・ライフサイクル管理アプリケーションの例示的実施形態には、連
合ユーザ・ライフサイクル管理アプリケーションが、プラグ可能性特徴を提供しながら、
複数の同時の連合ユーザ・ライフサイクル管理機能をサポートすることができ、これによ
って、必要な時に、既存インフラストラクチャに対する変更を必要とせずに、プラグイン
の形で新しい機能性を連合ユーザ・ライフサイクル管理アプリケーションに追加できるこ
とが示されている。たとえば、本発明が、Ｊａｖａ（商標）ベース連合ユーザ・ライフサ
イクル管理アプリケーションを使用して実施されると仮定すると、新たにパブリッシュさ
れたシングルサインオン・プロトコルなどの新しい連合プロトコルのサポートは、新たに
開発されたＪａｖａ（商標）クラスを構成することによって、連合ユーザ・ライフサイク
ル管理アプリケーションのＪａｖａ（商標）ＣＬＡＳＳＰＡＴＨに追加でき、これらの新
しいクラスは、本発明のプロトコル・インターフェースと共に新しい標準規格をサポート
する。
【０１４３】
　本発明は、連合ユーザ・ライフサイクル管理解決策を統合できる既存環境を活用する。
連合ユーザ・ライフサイクル管理アプリケーションは、新しいプロトコル／標準規格をサ
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ポートするために簡単に変更することができる。というのは、インフラストラクチャ全体
に対する最小限の変更が展開されるからである。新しい連合ユーザ・ライフサイクル管理
機能性をサポートするのに必要になる可能性がある変更は、ほぼ排他的に、連合ユーザ・
ライフサイクル管理アプリケーション内にあり、これは、追加機能性を理解するように連
合ユーザ・ライフサイクル管理アプリケーションを構成することを必要とする。
【０１４４】
　インフラストラクチャ全体が新しい連合ユーザ・ライフサイクル管理機能性を呼び出す
ことができると同時に既存連合ユーザ・ライフサイクル管理機能性をサポートし続けるこ
とを可能にするために、たとえば、接触点サーバなどの他の連合構成要素内に、最小限の
構成変更がある可能性がある。しかし、連合ユーザ・ライフサイクル管理アプリケーショ
ンは、連合ユーザ・ライフサイクル管理アプリケーションが連合環境の他の連合構成要素
との最小限の対話だけを必要とする可能性があるという点で、連合構成要素の残りと機能
的に独立である。たとえば、例示的実施形態で、Liberty AllianceプロファイルによるNa
meIdentifier値などの連合ユーザ・ライフサイクル管理情報が、外部エンティティに明白
またはアクセス可能でないプライベートな内部の連合ユーザ・ライフサイクル管理データ
ストアではなく、外部からアクセス可能な連合ユーザ・ライフサイクル管理データストア
に保管される場合に、連合ユーザ・ライフサイクル管理機能性を、たとえばＬＤＡＰデー
タストアなどの企業ベース・データストアと一体化することができる。
【０１４５】
　したがって、既存環境は、本発明に従って実施される時に、連合ユーザ・ライフサイク
ル管理機能性をサポートするために最小限の変更を必要とする。さらに、新しい機能性の
追加を含む連合ユーザ・ライフサイクル管理機能性に対する変更は、既存の連合環境に対
する最小限の影響を有する。したがって、新しいシングルサインオン標準規格がパブリッ
シュされた時に、この標準規格のサポートが簡単に追加される。
【０１４６】
　伝統的なユーザ認証は、企業のコンピューティング環境とエンドユーザだけの間の対話
を用いる。企業がこの認証交換を実施するために選択する形は、その企業の選択であり、
他の企業への影響を有しない。しかし、連合シングルサインオン機能性またはクロスドメ
イン・シングルサインオン機能性のサポートが望まれる時に、企業パートナが互いに対話
することが要件になる。この要件は、独自プロトコルを使用する場合にスケーラブルに行
うことができない。標準規格ベースの連合プロトコルのサポートを接触点エンティティに
直接に追加することが、堅牢な解決策のように見えるが、既に企業のコンピューティング
環境内の既存コンポーネントである接触点エンティティを、変更しなければならず、さら
に、これらのパブリック連動プロトコルの１つが変更されるたびに、この接触点エンティ
ティを変更しなければならない。
【０１４７】
　本発明は、この機能性を接触点エンティティから移動することによって、よりモジュラ
な手法を提供する。しかし、接触点エンティティは、これらのパブリック・プロトコルに
対する頻繁な変更も扱わなければならず、この機能性をプラグ可能にすることを可能にす
ることによって、これらのプロトコルへの移行またはアップグレードを維持するのが簡単
になる。
【０１４８】
　連合ユーザ・ライフサイクル管理の機能的サポート
　WS-Federation仕様またはLiberty Alliance ID-FFプロファイルなどの従来技術の標準
規格ベースのシングルサインオン解決策は、ある程度まで、連合ユーザ・ライフサイクル
管理のモデルを提供する。これらの仕様は、公に入手可能であり、独立のベンダおよび会
社が実施することができる。しかし、これらの従来技術の仕様は、これらの仕様で定義さ
れた機能性を含めるために既存環境を変更する形に対処していない。これらの従来技術の
仕様には、指定された機能性を組み込むために既存コンピューティング環境のインフラス
トラクチャで必要な変更がこれらの仕様の採用を妨げる可能性があることの含意がある。
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たとえば、すべての従来技術の独自のシングルサインオン解決策が、この形で動作してき
た。
【０１４９】
　対照的に、本発明の目標は、前に上で述べたように、既存コンピューティング環境のイ
ンフラストラクチャで最小限の変更が必要になるように、連合仕様を実施する機能性を組
み込む方法およびシステムを提供することである。この目標は、連合ユーザ・ライフサイ
クル管理をサポートする機能性の組込みにも適用可能である。図７および図１６に、連合
ユーザ・ライフサイクル管理機能性に関して本発明の実施形態を実施するのに使用できる
構成要素の論理編成の例を示したが、図１７に、本発明の実施形態による、連合ユーザ・
ライフサイクル管理機能性を可能にする処理を示す。
【０１５０】
　より重要なことに、図１７に、接触点機能性が連合ドメイン内で実施される形と独立の
形で、連合ユーザ・ライフサイクル管理機能性を実施できるようにする処理が示されてい
る。接触点機能性エンティティは、ユーザ／クライアントのセッション管理を実行できる
エンティティに対応する。セッション管理に、前の成功裡の直接認証動作、現在の成功裡
の直接認証動作、または成功裡のシングルサインオン動作あるいはこれらの組合せのどれ
であれ、ある形の情報に基づいて、セッションを作成することが含まれ、セッション管理
に、任意選択の許可判断を含めることができ、セッション満了、削除、インアクティビテ
ィ・タイムアウトなどのセッション終了も含めることができる、セッションに対する他の
動作も含まれる。接触点サーバは、ユーザのとの直接のチャレンジ／レスポンス対話を処
理することができる認証動作のサポートも提供し続けることができる。接触点エンティテ
ィは、ポリシ実施ポイントとしても働くことができ、これによって、セッション管理の一
部としての許可サービスが可能になる。
【０１５１】
　連合ユーザ・ライフサイクル管理機能性は、シングルサインオン・サービスを提供する
（他の連合動作と共に）。というのは、これらの動作が、エンドユーザだけではなく、ア
イデンティティ・プロバイダなどの第三者との対話を含むからである。連合ユーザ・ライ
フサイクル管理機能性は、セッション管理サービスについて接触点機能性に頼る。連合ユ
ーザ・ライフサイクル管理機能性は、下で詳細に説明する他の構成要素によって提供され
る信頼サービスを必要とするか、これに頼る。信頼サービスは、分散構成要素または連合
ユーザ・ライフサイクル管理構成要素と一緒にある論理的に別々の構成要素を含めて、論
理的に別々になる形で実施することができ、あるいはその代わりに、信頼サービスを、た
とえばＥＡＲファイルなど、単一のアプリケーションの一部として連合ユーザ・ライフサ
イクル管理と一緒に実施することができる。
【０１５２】
　上の、図面の前の議論では、連合ドメイン内でサポートされる専用の接触点サーバを説
明したが、図１７に関して説明する処理は、専用の接触点サーバを必要としない。図１７
で説明する本発明の実施形態では、接触点機能性を、接触点機能性を提供するアプリケー
ションまたは他のエンティティを使用して実施することができる。接触点アプリケーショ
ンは、逆プロキシ・サーバ、ウェブ・サーバ、ウェブ・サーバ・プラグイン、サーブレッ
ト・フィルタ、または他のタイプのサーバもしくはアプリケーションとすることができる
。後続の実施形態を実施する例示的な処理に関して下で説明する接触点機能性を、上で説
明した接触点サーバと区別するために、下で、接触点機能性を、接触点エンティティまた
は接触点サービスと称する。
【０１５３】
　図１７に、連合コンピューティング環境内のシングルサインオン動作を示すが、本発明
の異なる実施形態に従って、たとえばシングルサインオフ動作など、他のタイプの連合動
作のために類似する処理を実施できることにも留意されたい。
【０１５４】
　図１７を参照すると、データフロー図に、本発明の実施形態による、連合ユーザ・ライ
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フサイクル管理機能性を使用してシングルサインオン動作を実行する処理が示されている
。図１７に、特に本発明によって提供される連合ユーザ・ライフサイクル管理機能性に関
して、本発明による連合機能性をサポートする、アイデンティティ・プロバイダとサービ
ス・プロバイダの間のデータフローおよび対話の擬似ＵＭＬ図を示す。一般に、図１７に
示された処理は、サービス・プロバイダの接触点エンティティが、サービス・プロバイダ
の連合コンピューティング環境内でサポートされる保護されたリソースに関する要求を受
信した時に開始される。それ自体の認証方法を呼び出すのではなく、サービス・プロバイ
ダの接触点エンティティは、要求をリダイレクトするか、要求を転送するか、他の形で機
能性を呼び出して、オリジナル要求を、アイデンティティ・プロバイダの連合コンピュー
ティング環境内でサポートされる連合ユーザ・ライフサイクル管理アプリケーションに送
る。下で詳細に説明するように、連合ユーザ・ライフサイクル管理アプリケーションは、
ユーザを認証する適当な形と、サービス・プロバイダでユーザのセッションを開始するた
めおよびユーザがサービス・プロバイダに関して直接に認証動作を完了したかのようにサ
ービス・プロバイダでユーザのトランザクションの残りを処理するために接触点エンティ
ティが必要とする情報を接触点エンティティに返す適当な形とを判定することができる。
【０１５５】
　図１７の処理は、サービス・プロバイダの接触点エンティティが、認証されたユーザか
ら制御されたリソースに関するオリジナル要求を受信することから開始される（ステップ
６０２）。オリジナル要求は、ユーザのトランザクションを開始するものと見なすことが
できるが、受信された要求を、単に、より複雑なトランザクションをサポートする多数の
下流トランザクションの１つとすることができる。一実施形態で、サービス・プロバイダ
は、要求が、サービス・プロバイダがそれに関する進行中のセッションのレコードを有す
るエンドユーザまたはエンド・アプリケーションから来たことを検出することによって、
オリジナル要求が認証されていないユーザからであることを判定することができる。
【０１５６】
　次に、接触点エンティティは、オリジナル要求をサービス・プロバイダの連合ユーザ・
ライフサイクル管理アプリケーションにリダイレクトするか、転送するか、送信する他の
機能性を呼び出す要求を生成する（ステップ６０４）。接触点エンティティは、連合ユー
ザ・ライフサイクル管理機能性が、アイデンティティ・プロバイダに送らなければならな
い応答メッセージを作成できるようにする、連合ユーザ・ライフサイクル管理機能性を呼
び出すどの手段でも使用することができる。言い換えると、接触点エンティティは、この
複雑なシングルサインオン・メッセージにサービスし／応答する機能性を含む必要がない
。図１７に示された例では、オリジナル要求が、起点アプリケーション、たとえばエンド
ユーザによって操作されているブラウザ・アプリケーションを介して、サービス・プロバ
イダの連合ユーザ・ライフサイクル管理アプリケーションに、後にリダイレクトされる（
ステップ６０６）。
【０１５７】
　要求を受け取った後に、サービス・プロバイダの連合ユーザ・ライフサイクル管理アプ
リケーションは、エンドユーザ・アプリケーションと通信することによって、そのユーザ
に適当なアイデンティティ・プロバイダを判定する（ステップ６０８）。このステップは
、任意選択である。このアイデンティティ・プロバイダが、特定の連合コンピューティン
グ環境内のサービス・プロバイダの連合パートナであるならば、サービス・プロバイダは
、アイデンティティ・プロバイダでの接触点エンティティの位置の情報または連絡情報、
たとえばＵＲＬを用いて既に構成されている可能性があり、その代わりに、サービス・プ
ロバイダが、このエンドユーザのトランザクションに使用される特定のアイデンティティ
・プロバイダのアイデンティティを判定した後に、そのアイデンティティ・プロバイダの
接触点エンティティの位置または連絡情報を入手するためにルックアップ動作を実行する
ことができる。いくつかの場合に、サービス・プロバイダは、使用されるアイデンティテ
ィ・プロバイダのアイデンティティを知っている可能性がある。というのは、サービス・
プロバイダが、１つのアイデンティティ・プロバイダに関してのみ知っており、選択肢が
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ないからである。他の場合に、サービス・プロバイダは、永続ＨＴＴＰクッキーなど、永
続的なユーザ側で維持される情報に基づいてアイデンティティ・プロバイダのアイデンテ
ィティを知ることができる。さらに別の場合に、サービス・プロバイダは、ステップ６０
８でユーザと対話して、ユーザに、ユーザが現在の連合トランザクションに使用すること
を望むアイデンティティ・プロバイダのアイデンティティに関する情報をサービス・プロ
バイダに提供させる必要がある場合がある。サービス・プロバイダが、アイデンティティ
・プロバイダのアイデンティティを得たならば、サービス・プロバイダは、適当なデータ
ストアからそのアイデンティティ・プロバイダのシングルサインオン機能性（または、現
在完了されつつある連合動作またはトランザクションのタイプに応じて、他の連合機能性
）の適当なＵＲＩを入手することができる。本発明は、ステップ６０８を実行する別の形
とも互換性がある。Liberty Alliance仕様に、ユーザが、クッキーから情報を入手できる
他のサイトへのリダイレクトを実際に指示し（ＤＮＳクッキーに関する動作に対する制限
に起因してこの形で実行される）、これが、直接ユーザ対話なしで、たとえばユーザにＨ
ＴＭＬフォーム内で情報を提供させることなく、連合ユーザ・ライフサイクル管理機能性
に返される対話が記載されている。
【０１５８】
　次に、サービス・プロバイダの連合ユーザ・ライフサイクル管理アプリケーションが、
シングルサインオン動作を成功裡に完了するのに適当な情報を入手する要求など、アイデ
ンティティ・プロバイダでの連合ユーザ・ライフサイクル管理機能または連合ユーザ・ラ
イフサイクル管理動作に関する要求を生成し、送信する（ステップ６１０）。この要求は
、アイデンティティ・プロバイダがサービス・プロバイダからの通信を信頼できることを
示すセキュリティ・トークンに埋め込むか、これを付随させることができる。サービス・
プロバイダとアイデンティティ・プロバイダの間の信頼は、要求メッセージの署名および
暗号化によって提供されることが好ましく、セキュリティ・トークンを、要求に付随する
ディジタル証明書によって表すことができる。連合ユーザ・ライフサイクル管理動作に関
する要求に、エンドユーザ・アプリケーションからのオリジナル要求に関する情報を付随
させることができる。というのは、連合ユーザ・ライフサイクル管理動作が、エンドユー
ザ・アプリケーションによってサービス・プロバイダに対して行われた要求のタイプに応
じてさまざまな形で実行される可能性があるからである。
【０１５９】
　連合ユーザ・ライフサイクル管理機能または連合ユーザ・ライフサイクル管理動作に関
する要求が、受け取られ、アイデンティティ・プロバイダで接触点エンティティに関して
前に判定された連絡情報を使用して、エンドユーザ・アプリケーションを介してアイデン
ティティ・プロバイダの接触点エンティティにリダイレクトされる（ステップ６１２）。
本発明は、ステップ６１２を達成するさまざまな形と互換である。たとえば、Liberty Al
liance仕様は、リダイレクションのタイプをデバイス固有にすることの許容を有し、本発
明の連合ユーザ・ライフサイクル管理機能性は、モバイル・デバイス対インターネットに
基づくＨＴＴＰ　ＰＯＳＴメッセージを使用して、状況値「０３２」を有するＨＴＴＰ応
答に反応するＨＴＰＰリダイレクションと状況値「２００」（ＯＫ）を有するＨＴＴＰ応
答に反応するＨＴＰＰリダイレクションを入れ替えることができる。
【０１６０】
　アイデンティティ・プロバイダの接触点エンティティが、連合ユーザ・ライフサイクル
管理機能または連合ユーザ・ライフサイクル管理動作に関する要求を受け取った後に、ア
イデンティティ・プロバイダの接触点エンティティは、エンドユーザまたはエンドユーザ
のアプリケーションに関する任意選択の認証動作を実行することができる（ステップ６１
４）。認証動作は、アイデンティティ・プロバイダがそのユーザの有効なセッションを有
しない場合に必ず必要であり、このセッションがなければ、アイデンティティ・プロバイ
ダは、シングルサインオンに関して誰がユーザであるかを判定することができない。認証
は、ユーザの有効なセッションがある場合であっても、ユーザがまだアクティブであるこ
とを保証するために、またはより高いレベルの信任証を提供できるようにするために、必
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要である場合がある。ユーザの有効なセッションがない場合など、アイデンティティ・プ
ロバイダが新しい認証動作を行ってはならないことをサービス・プロバイダが指定でき、
その場合にシングルサインオン動作が失敗しなければならないことに留意されたい。認証
動作のタイプは、自動的に実行できるように、またはユーザ、バイオメトリックまたは他
のタイプの認証デバイス、もしくは他の情報ソースからの入力を要求できるように、変更
することができる。たとえば、新しい認証動作が、たとえばエンドユーザがオリジナル要
求で識別される制御されたリソースに関する許可されたリクエスタであることを保証する
高いレベルのセキュリティを維持するために、必要である場合に、認証動作を要求するこ
とができる。異なるシナリオで、認証動作を要求することができるが、アイデンティティ
・プロバイダの接触点エンティティが、アイデンティティ・プロバイダがエンドユーザの
アクティブ・セッションを既に有することを示す情報へのアクセスを有する場合があり、
これによって、ステップ６１４で後続の認証動作を完了する必要がなくなる。
【０１６１】
　次に、アイデンティティ・プロバイダの接触点エンティティは、サービス・プロバイダ
の連合ユーザ・ライフサイクル管理アプリケーションによって要求された連合ユーザ・ラ
イフサイクル管理機能または連合ユーザ・ライフサイクル管理動作に関する受け取られた
要求を、アイデンティティ・プロバイダの連合ユーザ・ライフサイクル管理アプリケーシ
ョンに送る（ステップ６１６）。要求を分析した後に、アイデンティティ・プロバイダの
連合ユーザ・ライフサイクル管理アプリケーションは、サービス・プロバイダの連合ユー
ザ・ライフサイクル管理アプリケーションが求めるエンドユーザ固有情報を含むかこれが
付随する応答を作成する（ステップ６１８）。たとえば、アイデンティティ・プロバイダ
は、連合コンピューティング環境の他所に保管されていない、エンドユーザに関する秘密
のアイデンティティ情報または他の属性情報を含むデータベースをサポートすることがで
きる。上で注記したように、連合ユーザ・ライフサイクル管理動作に関する受け取られた
要求に、エンドユーザ・アプリケーションからのオリジナル要求に関する情報が付随して
いる場合がある。というのは、連合ユーザ・ライフサイクル管理動作が、エンドユーザ・
アプリケーションによってサービス・プロバイダに対して行われた要求のタイプに応じて
、さまざまな形で実行される可能性があるからである。同様に、アイデンティティ・プロ
バイダの連合ユーザ・ライフサイクル管理アプリケーションからの応答は、ある形で、最
初に識別された制御されたリソースに合わせて調整される場合がある。
【０１６２】
　アイデンティティ・プロバイダの連合ユーザ・ライフサイクル管理アプリケーションは
、たとえばＨＴＴＰ　ＰＯＳＴ／リダイレクト・メッセージを使用して、エンドユーザ・
アプリケーションに応答を送信し（ステップ６２０）、エンドユーザ・アプリケーション
は、このメッセージをサービス・プロバイダの連合ユーザ・ライフサイクル管理アプリケ
ーションにリダイレクトする（ステップ６２２）。アイデンティティ・プロバイダが、単
に、サービス・プロバイダによって期待される情報へのポインタまたはこれをポイントす
る類似するタイプの間接参照データ項目を返すことができることに留意されたい。この場
合に、サービス・プロバイダは、たとえばサービス・プロバイダによって使用されるユー
ザ固有情報を取り出すためにアイデンティティ・プロバイダへのバックチャネル要求を実
行することによるなど、情報を取り出すのに受け取ったポインタ（アーティファクトと称
する）を使用しなければならない。
【０１６３】
　受け取られたメッセージに、アイデンティティ・プロバイダの連合ユーザ・ライフサイ
クル管理アプリケーションが要求された連合ユーザ・ライフサイクル管理機能または連合
ユーザ・ライフサイクル管理動作を成功裡に完了できなかったことを示すエラー・コード
または他の表示が含まれないと仮定すると、サービス・プロバイダの連合ユーザ・ライフ
サイクル管理アプリケーションは、受け取った応答から必要な情報を抽出し、サービス・
プロバイダの接触点エンティティへの応答を作成する（ステップ６２４）。次に、サービ
ス・プロバイダの連合ユーザ・ライフサイクル管理アプリケーションが、生成された応答
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を、ある形でサービス・プロバイダの接触点エンティティに送る／返す（ステップ６２６
）。
【０１６４】
　連合ユーザ・ライフサイクル管理アプリケーションは、たとえばＥＡＲファイルなど、
ドメイン内のファイヤウォールの背後にインストールされるＪａｖａ（商標）アプリケー
ションとして実施することができる。接触点エンティティに返される応答の特性は、連合
ユーザ・ライフサイクル管理アプリケーションのインストールおよび構成の一部として構
成することができる。したがって、連合ユーザ・ライフサイクル管理アプリケーションは
、接触点エンティティの形に依存しない。言い換えると、連合ユーザ・ライフサイクル管
理アプリケーションは、接触点エンティティの識別情報また配置情報すなわち、トランザ
クション制御が返される形と、トランザクション制御を返す時に必要な情報の内容を除い
て、接触点エンティティの性質に依存しない。この手法は、すべての連合ユーザ・ライフ
サイクル管理機能性、たとえばシングルサインオン動作、シングルサインオフ動作、アカ
ウント・リンク、アカウント・リンク解除などを、接触点エンティティによって提供され
るセッション管理機能性から結合解除できるようにすることによって、連合パートナのコ
ンピューティング環境の既存インフラストラクチャに対する影響を最小限にする。
【０１６５】
　サービス・プロバイダの接触点エンティティが、サービス・プロバイダの連合ユーザ・
ライフサイクル管理アプリケーションから成功裡の応答を受け取ると仮定すると、サービ
ス・プロバイダの接触点エンティティは、エンドユーザ・アプリケーションからのオリジ
ナル要求の処理に進み（ステップ６２８）、これには、この例では、ユーザ・セッション
の作成、任意選択のアクセス制御動作または許可制御動作の実行、制御されたリソースへ
のアクセスを管理するか他の形で提供するバックエンド・アプリケーションへの制御され
たリソースへのアクセスの要求の送出または転送が含まれ（ステップ６３０）、これによ
って処理が完了する。
【０１６６】
　図１７に示された例の要約として、エンドユーザは、オリジナル要求がサービス・プロ
バイダの接触点エンティティで受信された時に、サービス・プロバイダに関して認証され
ていなかった。サービス・プロバイダの制御の下で認証動作を直接に実行するのではなく
、サービス・プロバイアは、連合シングルサインオン動作の完了をアイデンティティ・プ
ロバイダに延期する。サービス・プロバイダの接触点エンティティは、連合シングルサイ
ンオン動作がサービス・プロバイダおよびアイデンティティ・プロバイダ（連合コンピュ
ーティング環境内のパートナである）の連合ユーザ・ライフサイクル管理アプリケーショ
ンを介して成功裡に完了したことの表示／メッセージを待つ。サービス・プロバイダの接
触点エンティティが、連合シングルサインオン動作が成功裡に完了したことの表示／メッ
セージを受け取った後に、オリジナル要求が、さらに処理される。
【０１６７】
　本発明は、連合ユーザ・ライフサイクル管理解決策が一体化される既存環境を活用する
。連合ユーザ・ライフサイクル管理アプリケーションのサポートは、既存環境に基づいて
、Ｊ２ＥＥ／Ｃ＃アプリケーションとして実施することができる。連合ユーザ・ライフサ
イクル管理アプリケーションは、エンドユーザからの要求に応答して、接触点エンティテ
ィによって呼び出される。この要求は、認証されていないユーザによる保護されたリソー
スに関する要求程度の単純なものとすることができ、あるいは、上で図１５に関して説明
したように、連合ユーザ・ライフサイクル管理機能性に関する明示的要求とすることがで
きる。連合ライフサイクル管理アプリケーションは、コンピューティング環境の他の部分
と対話する必要がないという点で独立であり、必要なプロトコルが成功裡に完了したなら
ば、制御が、ユーザの要求が最初に受け取られた接触点エンティティに返される。したが
って、既存環境は、この連合ユーザ・ライフサイクル管理機能性をサポートするために最
小限の変更を必要とする。たとえば、呼び出される連合ユーザ・ライフサイクル管理機能
性が、シングルサインオン要求である場合に、これは、認証されていないユーザによる保
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護されたリソースに関する要求に応答するものである可能性があり、ここで、通常の認証
処理ではなく、連合ユーザ・ライフサイクル管理シングルサインオン機能性が呼び出され
る。本発明を用いると、これが、レガシ・ログオン処理ではなく連合ユーザ・ライフサイ
クル管理アプリケーションにユーザをリダイレクトできるようにする単純な構成変更を必
要とする。
【０１６８】
　連合ユーザ・ライフサイクル管理用の信頼インフラストラクチャ・サポート
　上で注記したように、連合ユーザ・ライフサイクル管理機能性を提供する従来技術の解
決策は、新しいパートナをオンラインにするか古いパートナをコンピューティング環境か
ら除去することがどちらの側の環境に対する変更もなしに簡単である、疎結合環境を可能
にするようにはスケーリングされない。連合ユーザ・ライフサイクル管理解決策によって
可能にされる疎結合特性は、連合パートナの間の対応と、これらのパートナ環境のコンピ
ューティング環境内の制御されたリソースにエンドユーザがアクセスする能力に関する。
この疎結合特性は、一般に、連合パートナまたは当事者の間の信頼関係に適用されない。
したがって、トレードオフがあり、疎結合特性は、信頼関係に関する連合パートナまたは
企業の間の密結合特性を維持することによって達成される。この密結合された信頼関係は
、連合環境内でエンドユーザが使用できる機能性を定義し、信頼し、この連合環境内の通
信を保護するのに使用される計算機構も定義する。
【０１６９】
　本発明では、２つのパートナ／当事者の間の信頼関係の密結合特性を、信頼関連情報ま
たはセキュリティ関連情報によって表現できることが認識されている。具体的に言うと、
本発明は、信頼関係を定義する、暗号鍵、セキュリティ・トークン、およびアイデンティ
ティ変換の機能性を含む信頼サービスを実施する。
【０１７０】
　本発明によって使用される暗号信頼の種類と、ＳＳＬ証明書を用いるトランスポート層
での信頼の間に区別があることに留意されたい。プロトコル／アプリケーション層で信頼
を実行する時には、証明書で主張されるアイデンティティの、ビジネス／法的契約に達し
たアイデンティティへの追加の「束縛」の必要がある。したがって、既存のＳＳＬ／トラ
ンスポート層信頼関係を単純に活用することは十分でない。というのは、これが、このタ
イプの機能性に必要な十分な追加の束縛を有しないからである。
【０１７１】
　鍵、トークン、およびアイデンティティ変換の組合せは、次の理由から信頼関係を表す
のに選択された。所与の信頼関係で、暗号鍵の組が、パートナの間のメッセージに署名し
、そのメッセージを暗号化するのに使用される。パートナの間のトランザクションに使用
される鍵の知識は、通常、すべてのトランザクションに先立って確立され、これによって
、一方のパートナが、メッセージに署名／暗号化でき、他方のパートが、これらのメッセ
ージを有効化／暗号化解除できるようになる。さらに、署名／暗号化できるメッセージの
要素の１つが、エンドユーザのアイデンティティまたは役割をアサートするのに使用され
るセキュリティ・トークンである。このセキュリティ・トークンの構造も、パートナの間
でトランザクションに先立って確立され、その結果、両方の当事者が、セキュリティ・ト
ークンの内容を理解することが保証される。この保証は、パートナの間の仲介物として働
くことができる第三者の信頼ブローカでの援助の呼び出しの結果とすることができる。さ
らに、セキュリティ・トークン内に、アイデンティティ・プロバイダによってアサートさ
れるデータ・フォーマットからサービス・プロバイダが使用するデータ・フォーマットに
変換できる、主張されるアイデンティティ、役割の組、または属性の組あるいはこれらの
組合せがある。この変換は、アイデンティティ変換に基づいて達成され、このアイデンテ
ィティ変換は、セキュリティ・トークンで主張される合意された属性に従って前に定義さ
れたものである。
【０１７２】
　したがって、本発明は、セキュリティ関連情報のタプル、具体的には｛暗号鍵、セキュ



(41) JP 4832822 B2 2011.12.7

10

20

30

40

50

リティ・トークン、およびアイデンティティ変換｝を含む情報項目の組として、２つのパ
ートナの間の信頼関係の密結合特性を表すためのサポートを提供する。言い換えると、本
発明では、このタプルが、信頼関係を表す。本発明は、信頼関係（およびその信頼関係の
管理）と、連合ユーザ・ライフサイクル管理機能性解決策を提供するのに必要な機能性と
の間の分離を可能にする方法およびシステムを対象とする。具体的に言うと、暗号鍵、セ
キュリティ・トークン、およびアイデンティティ変換のタプルを含むものとして信頼関係
を定義し、次に、少なくとも２つの連合したパートナが使用可能な機能性の定義と独立な
形でこれらの連合したパートナの組に所与のタプルを束縛することによって、下で詳細に
説明する、連合管理に対するスケーラブルな手法が提供される。
【０１７３】
　図１８を参照すると、ブロック図に、信頼関係管理を連合ユーザ・ライフサイクル管理
から分離する論理構成要素の編成が示されている。連合ユーザ・ライフサイクル管理アプ
リケーション７０２は、図１６に示した連合ユーザ・ライフサイクル管理アプリケーショ
ン５０８に似ている。連合ユーザ・ライフサイクル管理アプリケーション７０２に、シン
グルサインオン、シングルサインオフ、アカウント・リンク／リンク解除、またはアイデ
ンティティ・プロバイダ判定などの実施できる他の追加の連合機能性あるいはこれらの組
合せのサポートが含まれる。この機能性のすべてが、ある形で、パートナの間の信頼関係
を活用する。連合ユーザ・ライフサイクル管理アプリケーション７０２が、たとえば、連
合環境内のエンドユーザ／アプリケーションを参照するためにセキュリティ・トークンを
要求する時に、この情報が、信頼サービス呼び出し／メッセージ７０６を介して信頼サー
ビス７０４に要求され、連合ユーザ・ライフサイクル管理アプリケーションと信頼サービ
スの間のさまざまなタイプのインターフェースを実施することができる。さらに、信頼サ
ービスは、接触点サーバを含む、連合ドメイン内の他のコンポーネントとインターフェー
スすることができる。信頼関係管理機能性７０８は、単に、所与の連合パートナに関する
信頼関係の管理のサポートに加わる機能モジュールを区別する論理的境界である。
【０１７４】
　信頼サービス７０４は、図７に示した信頼プロキシ／サービス２４４または図８に示し
た信頼プロキシ／サービス２５４などの上で述べた信頼プロキシ／サービスに似た、信頼
プロキシ／サービスの例示的実施形態である。しかし、信頼サービス７０４は、信頼プロ
キシ／サービスが特定の形で信頼関係を管理する機能性を含むように拡張された、本発明
の実施形態を表す。本発明の信頼関係管理に、暗号鍵管理、セキュリティ・トークン管理
、およびアイデンティティ変換管理の機能性が含まれる。したがって、信頼サービス７０
４は、セキュリティ・トークンに必要な署名／暗号化を含む適当なセキュリティ・トーク
ンの作成と、その代わりに連合要求が行われているエンドユーザ／アプリケーションの適
当な識別の責任を負う。
【０１７５】
　信頼サービス７０４は、さまざまな独立のセキュリティ関連サービスまたは信頼関連サ
ービスへのアクセスを仲介するものと見なすことができる。信頼サービスを含むこれらの
独立のサービスは、共通のデバイスまたは共通のサーバで、または共通のアプリケーショ
ン内で実施することができ、代替案では、各サービスが、独立のサーバ・アプリケーショ
ンとして実施される。鍵管理サービス７１０は、信頼関係のコンテキスト内で情報を通信
するのに必要な暗号鍵またはディジタル証明書あるいはその両方を管理する。セキュリテ
ィ・トークン・サービス７１２は、セキュア通信またはパートナ間のセキュリティ関連通
信に使用される独立のトークン・インスタンスを管理する責任を負い、セキュリティ・ト
ークン・プラグイン７１４は、さまざまなタイプの独立にパブリッシュまたは開発された
セキュリティ・トークン標準規格またはセキュリティ・トークン仕様のための機能性を提
供する。アイデンティティ・サービス７１６（またはアイデンティティ／属性サービス７
１６）は、セキュリティ・トークンに含まれるアイデンティティまたは属性あるいはこの
両方を管理する責任を負い、これには、トークンに追加されなければならない属性の突き
止め、アイデンティティ・プロバイダから受け取られたトークンに基づくサービス・プロ
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バイダの接触点サーバに対するローカル応答に追加されなければならない属性の突き止め
が含まれる。
【０１７６】
　連合ユーザ・ライフサイクル管理機能性を信頼関係管理機能性から分離することは、こ
の２つの異なるタイプの機能性の管理も分離されることを意味する。これは、信頼関係に
関する情報が変更され、たとえば暗号鍵がセキュリティのために置換される場合に、必要
な変更が、連合ユーザ・ライフサイクル管理機能性に影響しないことを意味する。さらに
、同一の機能性を、異なるパートナが使用可能にすることができる。というのは、これら
のパートナの信頼関係管理が、連合ユーザ・ライフサイクル管理機能性に束縛されないか
らである。さらに、信頼関係管理の分離は、新しい機能性が既存信頼関係に追加される時
、たとえば、シングルサインオフ動作のサポートが、前にシングルサインオン動作だけを
サポートした所与の関係に追加される場合に、信頼関係が維持されることを意味する。最
後に、信頼関係の分離は、ウェブ・サービス・セキュリティ管理またはウェブ・サービス
指向アーキテクチャなどの他のコンテキスト内で信頼関係およびその管理を再利用できる
ことを意味し、したがって、本発明は、ブラウザベースの受動的クライアント・アーキテ
クチャに制限されない。
【０１７７】
　インポートされた構成ファイルを介する連合関係の確立
　下の図１９から２２の説明は、連合関係の概念の説明および、本発明の前に説明した特
徴が、電子通信を使用するビジネス・パートナの間の連合関係の確立を容易にする、本発
明の実施形態の後続の説明のコンテキストを提供するために本発明の概念の一部を要約す
るように働く。図１９から２２は、本発明によって提供される機能性の区画分けを強調し
たブロック図である。具体的に言うと、図１９から２２は、機能性の異なる組を区画分け
して、連合機能性とインターフェースするための既存のコンピューティング環境に対する
最小限の変更に関する複数の連合仕様に同時に対処できる連合コンピューティング環境を
実施する際の効率を作成する、本発明の実施形態を示す図である。図１９から２２の説明
では、共通の符号を有する類似する要素に言及する。
【０１７８】
　図１９を参照すると、ブロック図に、連合コンピューティング環境の論理的機能性の高
水準抽象が示されている。上で短く注記したように、企業およびその潜在的な連合パート
ナは、連合コンピューティング環境に参加する前に、ある量の予備作業を完了しなければ
ならない。本発明の連合アーキテクチャの利益は、所与の企業ドメイン８００について、
本発明が、連合インフラストラクチャ機能性８０６とインターフェースするために、企業
およびその連合パートナの既存のコンピューティング環境機能性８０４に対する最小限の
インフラストラクチャ機能性変更８０２を必要とすることである。これらの特徴を、上で
図７に関して詳細に説明した。
【０１７９】
　図２０を参照すると、ブロック図に、本発明が、連合機能性および接触点機能性の信頼
関係管理機能性からの分離を提供する形を示す、連合コンピューティング環境の論理的機
能性の高水準抽象が示されている。上で説明したように、本発明の連合インフラストラク
チャ機能性８０６内で、接触点機能性および連合動作機能性の組合せ８０８が、信頼関係
管理機能性８１０から分離され、これによって、連合内のユーザが、既存のアプリケーシ
ョン・サーバ８１４を介し、本発明のさまざまな実施形態による連合機能性を介して、保
護されたリソース８１２にアクセスできるようになる。この信頼関係管理機能性からの接
触点機能性の分離およびそれからの利益は、上で、図８および図１５に示された連合イン
フラストラクチャ構成要素に関して、および図１０から１４に示された機能処理に関して
、詳細に説明した。
【０１８０】
　ただし、予備的図面すなわち図１５を介する連合機能性の説明で、連合パートナの間で
達成できる多数のタイプの連合機能性および連合動作をさらに区別せずに、特にシングル
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サインオン動作すなわち連合認証動作に関して、信頼プロキシ／サービスの助けを得ての
セキュリティ・アサーションおよびセキュリティ・トークンの処理のハンドリングなど、
連合機能および連合動作と共に接触点動作を実行するものとして接触点サーバを説明した
ことに留意されたい。言い換えると、予備的図面での連合機能性の説明は、接触点機能性
と連合動作機能性を区別していない。接触点サーバは、機能の組合せを実行するものとし
て説明されたが、接触点サーバの責任の一部は、連合した企業ドメインの接触点エンティ
ティとして働くことであり、接触点サーバの責任の残りは、信頼／セキュリティ動作を処
理するために信頼プロキシ／サービスに頼りながら、連合動作および連合機能のすべてを
実行することである。しかし、図１５以降の本発明の説明では、図２１に関して注記する
ように、本発明の実施形態が接触点機能性と他の連合動作機能性の区別を実施できる形を
さらに提供する。
【０１８１】
　図２１を参照すると、ブロック図に、本発明が、連合動作機能性の接触点機能性からの
さらなる分離を提供する形を示す、連合コンピューティング環境の論理的機能性の高水準
抽象が示されている。上で説明したように、本発明の連合インフラストラクチャ機能性８
０６内で、信頼関係管理機能性８１０が、本発明の連合インフラストラクチャ内で提供さ
れる他の機能から分離され、さらに、これらの他の機能の間でさらなる区別を行うことが
でき、接触点機能性８１６を、連合動作機能性８１８から分離されたものとして図示する
ことができる。この接触点機能性の連合動作機能性からの分離およびそれからの利益は、
上で、図１５に示された連合インフラストラクチャ構成要素に関して、および図１７に示
された機能処理に関して説明したが、図１６の連合ユーザ・ライフサイクル管理アプリケ
ーション５０８（同様に図１７のＦＵＬＭアプリケーション）は、連合動作機能性の１つ
の態様を表す。
【０１８２】
　したがって、本発明は、異なる機能性の区画分けまたはモジュール化を容易にする。本
発明の一実施形態で、接触点機能性と連合動作機能性の組合せが、信頼関係管理機能性か
ら分離される。本発明のもう１つの実施形態で、信頼関係管理機能性の区画分けの継続の
他に、接触点機能性が、連合動作機能性すなわち連合ユーザ・ライフサイクル管理機能性
の一態様から分離される。信頼関係管理機能性および連合ユーザ・ライフサイクル管理機
能性の分離に関するさらなる区別を、上で図１８に介して説明した。これらの区画分けが
あるものとして、図２２に、さらなる区別が図示された本発明のもう１つの実施形態を示
す。
【０１８３】
　図２２を参照すると、ブロック図に、本発明が、連合動作機能性の連合ユーザ・ライフ
サイクル管理機能性および連合関係管理機能性へのさらなる分離を提供する形を示す、連
合コンピューティング環境の論理的機能性の高水準抽象が示されている。上で図２１に関
して注記したように、接触点機能性８１６を、連合動作機能性８１８から分離されたもの
として図示することができる。さらに、図１６および図１７に関して説明したように、接
触点エンティティは、保護されたリソースへのアクセスの要求と比較した連合動作に関す
る入力要求を認識するための最小限の構成変更だけを用いて、ドメイン内の連合動作機能
性と独立に動作することができる。したがって、この能力は、図２２では、接触点機能性
８２０が連合インフラストラクチャ機能性８０６と別々であることを示すことによって反
映されている。
【０１８４】
　上で図２０に関して注記したように、本発明の実施形態で、接触点機能性および連合動
作機能性の組合せ８０８を、連合インフラストラクチャ機能性８０６内で信頼関係管理機
能性８１０から分離することができる。連合ユーザ・ライフサイクル管理機能性を上で図
１６および図１７に関して説明した後に、図１８の説明で、信頼関係管理機能性を、連合
ユーザ・ライフサイクル管理機能性と別々に実施し続けることができることを説明した。
さらに、図１８の説明で、同一の機能性を、モジュールの形で異なる連合パートナが使用
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可能にすることができることを注記した。
【０１８５】
　言い換えると、信頼関係管理機能性は、これが連合インフラストラクチャ機能性とイン
ターフェースするが、そのような機能性と独立である形で実施することができる。したが
って、この能力は、図２２では、信頼関係管理機能性８２２が連合インフラストラクチャ
機能性８０６と別々であることを示すことによって反映されている。この区別の重要性を
、下で詳細に示す。
【０１８６】
　図２２に、本発明の連合動作機能性でのさらなる区別も示されている。連合動作機能性
８１８などの連合動作機能性に、連合コンピューティング環境内の連合パートナの間のト
ランザクションまたは対話を可能にする動作または機能が含まれる。連合動作機能性は、
たとえば連合インフラストラクチャ機能性８０６などの連合インフラストラクチャ機能性
と対比することができ、この連合インフラストラクチャ機能性には、連合パートナが既存
の企業機能性と共に連合動作機能性を実施できるようにする動作または機能が含まれる。
【０１８７】
　上で、たとえば図１５の連合ユーザ・ライフサイクル管理アプリケーション５０８およ
び図１７のＦＵＬＭアプリケーションによって表されるものなどの連合ユーザ・ライフサ
イクル管理機能性が、単に、連合動作機能性の一態様であることを注記した。上で定義し
たように、連合ユーザ・ライフサイクル管理機能性に、複数の連合ドメインでの所与のユ
ーザの特定のユーザ・アカウントまたはユーザ・プロファイルに関する連合動作をサポー
トするか管理する機能が含まれる。いくつかの場合に、この機能または動作が、ユーザの
所与の連合セッションに制限される。言い換えると、連合ユーザ・ライフサイクル管理機
能性は、おそらくは連合コンピューティング環境内の単一のユーザ・セッションのライフ
サイクル中だけの、複数の連合パートナにまたがる連合動作の管理を可能にする機能を指
す。
【０１８８】
　図２２は、本発明の連合動作機能性に複数の態様を含められることを反映している。連
合動作機能性の一態様としての連合ユーザ・ライフサイクル管理機能性８２４と共に、本
発明の実施形態は、下で詳細に示すように、連合関係機能性８２６も実施することができ
る。連合パートナ間の信頼関係と連合パートナ間の連合関係の間の差も、下で詳細に説明
する。
【０１８９】
　図２３から２４を参照すると、ベン図に、連合関係に連合機能性の選択に関連する信頼
関係が含まれる形が示されている。連合のコア・オブジェクトは、ビジネス・パートナの
間のビジネス・プロセスの露出である。ただし、企業のビジネス・プロセスの露出は、多
数の要因の考慮なしでは実行されない。たとえば、企業は、信頼されるパートナへのビジ
ネス・プロセスの露出だけを検討する。したがって、本発明では、特に、異なるビジネス
・パートナがその間に異なるレベルの信頼を有する場合があるという事実に鑑みて、企業
が、信頼される連合パートナだけにビジネス・プロセスの露出を制限できるようにする必
要が認識されている。
【０１９０】
　しかし、同一の連合コンピューティング環境内であっても、連合パートナの異なる組が
、お互いとの対話に関する異なる要件を有する。したがって、本発明では、企業が、その
ビジネス・プロセスの異なる連合パートナへの露出を異なる形で制限できるようにする必
要が認識されている。
【０１９１】
　したがって、本発明では、連合機能性に、信頼される連合パートナの間の電子トランザ
クションをサポートする電子動作または電子機能が含まれる。ビジネス・プロセスを露出
する前に、連合パートナの間のあるレベルの信頼がある必要があるので、連合関係が関連
する前に、連合パートナの間に信頼関係が存在しなければならない。言い換えると、連合
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機能性に、後に信頼関係に関連付けられる電子トランザクションの選択が含まれる。この
論理が、図２３から２４のベン図に反映されている。
【０１９２】
　図２３を参照すると、図に、２つの連合パートナの間の連合関係９０２に、この２つの
連合パートナの信頼関係９０４と、この２つの連合パートナによって実施される連合動作
／機能９０６の組の選択との間の関連が含まれる。図２３の図を、本発明の実施形態が企
業のコンピューティング環境内で信頼関係管理機能性および連合インフラストラクチャ機
能性を編成できる形と比較した時に、下で詳細に説明するように、連合コンピューティン
グ環境を実施することの利益が明白になる。
【０１９３】
　図２４を参照すると、図に、２つの連合パートナが、これら自体の間で複数の連合関係
を有することができることが示されている。２つの連合パートナの間の第１連合関係９１
２に、この２つの連合パートナの第１信頼関係９１４とこの２つの連合パートナによって
実施される連合動作／機能の組の第１選択９１６との間の関連が含まれる。さらに、２つ
の連合パートナの間の第２連合関係９２２に、この２つの連合パートナの第２信頼関係９
２４とこの２つの連合パートナによって実施される連合動作／機能の組の第２選択９２６
との間の関連が含まれる。この実施形態では、２つの連合パートナの間の複数の信頼関係
が、複数の連合関係内で使用される。この複数の信頼関係は、類似する特性を有するが異
なる実施データ、たとえば、類似するサイズの異なる暗号鍵または単に異なるディジタル
証明書を有することができ、これによって、たとえば、異なるディジタル証明書を用いて
異なる連合動作を実行できるようになる。
【０１９４】
　しかし、機能性９１６および９２６の２つの異なる選択は、異なる特性を有する信頼関
係を使用することができ、これによって、異なる強さを有する信頼関係に関して異なる連
合動作を実行できることが暗示される。信頼関係の異なる強さは、たとえば、異なる暗号
アルゴリズムまたは異なる暗号鍵サイズなど、さまざまな判断基準に基づくものとするこ
とができる。たとえば、シングルサインオン動作を、より弱い信頼関係を使用して実行す
ると同時に、ユーザのプロビジョニングなどの他の連合動作を、より強い信頼関係を使用
して実行することができる。
【０１９５】
　たとえば、連合パートナの対が、多分多数の他の連合パートナを伴う第１商業プロジェ
クトをサポートするために対話することができ、その商業プロジェクトが、さまざまな折
衝されたビジネス契約を介して、特定の特性を有する第１信頼関係の仕様を要求する場合
がある。それと同時に、これらの連合パートナが、多分連合パートナの異なる組を伴う第
２商業プロジェクトをサポートするために対話することができ、この商業プロジェクトが
、第１信頼関係と異なる特性を有する第２信頼関係の使用を要求する場合があり、これら
のすべてが、ビジネス契約の異なる組によって決定される。したがって、このシナリオで
は、異なる商業プロジェクトが、異なる信頼関係を含む異なる連合関係を必要とする。
【０１９６】
　図２５を参照すると、データフロー図に、本発明による、連合コンピューティング環境
内で対話するためにビジネス・パートナの対によって実行される一連の動作が示されてい
る。企業、たとえばパートナ１００２と、その潜在的な連合パートナ、たとえばパートナ
１００４は、連合コンピューティング環境内で対話を試みる前に、連合関係を確立しなけ
ればならない。しかし、上で注記したように、連合関係は、信頼関係に基づく。この信頼
関係は、連合パートナのビジネス契約および法的契約への信頼を表し、これによって、パ
ートナが、たとえば、特定の信頼関係の援助の下で実行されると仮定して、所与のアクシ
ョンに関連するある種の責任などの対話の諸態様を判定できるようになり、これによって
、パートナが、それらが要求した信頼関係のタイプに対して許容可能なアクションを左右
するポリシを適用できるようになる。したがって、企業およびその潜在的な連合パートナ
は、対話データフロー１００６によって示されているように、連合内で対話を試みる前に
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、信頼関係を確立しなければならない。連合関係が、連合機能性の選択物を信頼関係に関
連付けるならば、連合機能性が、構成動作１００８および１０１０として示されているよ
うに、各パートナで構成されなければならず、その後、対話データフロー１０１２によっ
て示されているように、連合関係を作成することができる。連合関係を確立した後に、ビ
ジネス・パートナは、対話データフロー１０１４によって示されているように、連合トラ
ンザクションにかかわることによって、連合した形で対話することができる。
【０１９７】
　ただし、企業が、連合トランザクションを成功裡に完了するための正しいサポートを有
すること望むと仮定すると、連合機能性の構成が、連合トランザクションの開始の前のあ
る時に実行されることだけが必要であることに留意されたい。たとえば、連合機能性を、
信頼関係が確立される前に構成することができる。これによって、連合関係を構成する時
の連合機能性の選択が容易になる可能性があるが、連合機能性の構成は、連合関係が確立
された後に実行することもできる。さらに、本発明では、連合機能性を、連合関係が確立
された後に、特に連合機能性の機能強化に関して、前に確立された連合関係の変更を必要
とせずに変更することができる。
【０１９８】
　図２６を参照すると、ブロック図に、本発明の実施形態による、連合関係を確立するの
に備えて信頼関係を確立するためのビジネス・パートナの間の対話が示されている。上で
注記したように、信頼関係に、最初の信頼をビジネス・パートナの間で確立する、ある種
のブートストラップ処理が含まれる。このブートストラップ処理の一部に、期待されるま
たは許容されるあるいはその両方のトークン・タイプおよびアイデンティティ変換を定義
する共用される秘密鍵および規則の確立を含めることができる。このブートストラップ処
理は、アウトオブバンドで実施することができる。というのは、この処理に、連合への企
業の参加およびこの参加に関連する法的責任を決定するビジネス契約の確立も含めること
ができるからである。
【０１９９】
　このブートストラップ処理の目的は、ビジネス・パートナすなわち企業の、ビジネス・
パートナの信頼情報への束縛を提供することである。これは、ビジネス・パートナのディ
ジタル証明書の作成の一部としての暗号鍵へのアイデンティティの束縛に加えてのもので
ある。証明書作成は、ビジネス・パートナのアイデンティティを単純にアサートする認証
局によって処理される。この連合信頼ブートストラップは、たとえばディジタル証明書で
主張されるパートナのアイデンティティが、前に折衝されたビジネス契約、法的契約また
は類似するタイプの関連に束縛されることをアサートする。
【０２００】
　本発明は、信頼関係の形を柔軟にすることを可能にし、たとえば、連合パートナが、異
なるタイプのセキュリティ・トークンを使用して対話することができる。図１８に関して
上で説明したように、本発明の実施形態は、所与の企業とそのビジネス・パートナの間の
信頼関係を管理すると同時に信頼関係の管理の機能性を連合ユーザ・ライフサイクル管理
の機能性から分離する信頼サービスを組み込むことができる。しかし、図１８の説明では
、信頼関係を確立する形のさらなる説明を提供しなかった。
【０２０１】
　図２６に、図１８に示されたものなどの信頼サービス７０４が、連合パートナ１１０４
との信頼関係を確立するために連合パートナ１１０２のコンピューティング環境で機能サ
ポートを提供する形を示す。コンピューティング環境１１０２内の信頼関係管理コンソー
ル・アプリケーション１１０６が、信頼サービス７０４に頼って、連合パートナ１１０４
のコンピューティング環境内の類似する構成アプリケーションなどの連合パートナ１１０
４のエンティティとの情報の交換を可能にする。上で注記したように、２つのパートナの
間の信頼関係は、本発明では、セキュリティ関係情報のタプル、具体的には、｛暗号鍵、
セキュリティ・トークン、およびアイデンティティ変換｝を含む情報項目の組として表さ
れる。したがって、信頼サービス７０４は、期待されるトークン・フォーマットに関する
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情報の交換１１０８、暗号鍵の交換１１１０、およびアイデンティティ変換の交換１１１
２を可能にし、これらの情報は、信頼関係管理コンソール・アプリケーション１１０６ま
たは信頼サービス７０４によって信頼関係データベース１１１４に保管される。信頼関係
データベース１１１４内で表される信頼関係のそれぞれが、その信頼関係を記述するか実
施する追加情報を有することができることに留意されたい。
【０２０２】
　図２７を参照すると、ブロック図に、連合機能性を含むコンピューティング環境の構成
が示されている。図２５に関して上で注記したように、連合機能性の構成は、連合トラン
ザクションを開始する前のある時点に実行される必要がある。図１６に関して上で注記し
たように、連合ユーザ・ライフサイクル管理アプリケーション５０８に、図２７にも示さ
れた連合ユーザ・ライフサイクル管理プラグイン５１４とインターフェースするか、これ
と対話するか、他の形でインターオペレートするためのサポートが含まれる。
【０２０３】
　本発明の一実施形態で、連合プロトコル・ランタイム・プラグインは、さまざまなタイ
プの独立のパブリッシュまたは開発された連合ユーザ・ライフサイクル管理の標準規格ま
たはプロファイルの機能性を提供する。図２７を参照すると、企業のコンピューティング
環境内のシステム管理ユーザは、ランタイム環境管理コンソール・アプリケーション１２
０２を使用して、ＦＵＬＭアプリケーション５０８および連合ユーザ・ライフサイクル管
理プラグイン５１４を管理する。たとえば、管理者は、ランタイム環境管理コンソール・
アプリケーション１２０２によって提供されるグラフィカル・ユーザ・インターフェース
を使用して、特定のサーバの特定のディレクトリ内のプラグイン５１４を構成することが
できる。新しい連合動作がサポートされる時に、新しいプラグインを、管理者が、新しい
プラグインを適当なディレクトリに保管することによって展開することができ、新しいプ
ラグインの更新されたバージョンを、管理アプリケーションによって第三者のベンダ、集
中連合データベース、または他の位置から取り出すことができる。構成ファイルまたはプ
ロパティ・ファイルあるいはその両方に、連合トランザクション中に使用されるＵＲＩな
どの、プラグイン５１４のランタイム・パラメータが含まれ、これらは、ランタイム環境
管理コンソール・アプリケーション１２０２を介して管理者が作成し、変更し、削除する
ことができる。
【０２０４】
　図２８を参照すると、ブロック図に、本発明の実施形態による、企業のコンピューティ
ング環境内で連合関係を確立するためにシステム管理ユーザが使用できる連合関係管理コ
ンソール・アプリケーションが示されている。上で注記したように、連合関係に、パート
ナの間で合意されなければならない連合機能性の選択が含まれ、たとえば、両方のパート
ナが、シングルサインオン機能性の活用に合意することができる。しかし、この機能性を
実施するために、両方の当事者が、シングルサインオン要求／応答メッセージを送信する
先のＵＲＩなど、選択された機能性に関するパートナ固有情報を知る必要もある。一方の
連合パートナによって他方の連合パートナから収集される必要があるパートナ固有情報は
、連合パートナの間の特定の連合関係について定義されたか選択された連合機能性に依存
する。このパートナ固有情報は、パートナの間で交換される必要がある。
【０２０５】
　したがって、各連合パートナからの必要な情報が異なる可能性があるので、第１連合パ
ートナによってすべての連合パートナに単一の構成フォーム・ファイルまたはテンプレー
ト・ファイルを配布することはできない。定義された連合関係に従って連合トランザクシ
ョンを実行するためにランタイムに必要な情報は、パートナ固有である。第１パートナの
管理者が、特定の連合関係の構成された機能性に基づいて、連合パートナごとにこの構成
フォームまたは構成テンプレートを調整しなかった場合に、他方のパートナは、その特定
の連合関係に必要であるか否かに無関係に、構成フォームまたは構成テンプレート内で要
求される可能性があるすべての情報を提供する必要がある。
【０２０６】
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　本発明は、連合関係が作成されつつある間に、連合関係固有ＸＭＬ構成ファイルが動的
に生成され、連合パートナにエクスポートされ、この連合パートナが、要求されたパート
ナ固有構成情報を提供し、要求元に返すという手法をとる。完全なファイルがパートナか
ら受信された後に、要求元パートナは、下で詳細に説明するように、パートナ固有構成情
報をインポートし、適当な連合関係に関連付けることができる。
【０２０７】
　図２８を参照すると、管理ユーザは、連合関係管理コンソール・アプリケーション１３
００を使用して、連合関係を確立する。各連合関係に、信頼関係が含まれるので、連合関
係管理コンソール・アプリケーション１３００は、信頼関係データベース１３０２から、
以前に確立された信頼関係に関する情報を取り出す。信頼関係データベース１３０２には
、たとえば図２６に関して上で述べたように、企業とその信頼されるビジネス・パートナ
との間で確立された信頼関係ごとに１つの項目が含まれる。図２８の信頼関係データベー
ス１３０２は、図２６のの信頼関係データベース１１１４に類似する。本明細書に記載の
データベース、構成ファイル、データ構造などを、汎用データストアまたは複数の異なる
タイプのデータストアとして実施でき、すべてのデータストアを、データベース、ファイ
ル、データ構造などとして実施できることに留意されたい。図２８に示された例では、信
頼関係データベース１３０２に、“Ｔｒｕｓｔ－－ＸＹ”という名前の信頼関係が含まれ
、これが、信頼関係データベース項目１３０４によって表されている。上で説明したよう
に、各信頼関係に、情報のタプルが含まれる。信頼関係データベース項目１３０４に、タ
プル１３０６が含まれ、タプル１３０６に、暗号鍵情報１３０８、トークン・フォーマッ
ト情報１３１０、およびアイデンティティ変換情報１３１２が含まれる。各信頼関係に、
表される信頼関係を実施する追加のパートナ固有情報、たとえば、信頼関係に参加するパ
ートナのアイデンティティ、信頼関係に関する動作を実行するために連絡することができ
る信頼サービスのアイデンティティまたは位置に関する情報、または他の類似するタイプ
の情報も含めることができる。
【０２０８】
　連合関係に、その連合関係内でサポートされる連合機能性に関するパートナ固有情報も
含まれるので、連合関係管理コンソール・アプリケーション１３００は、企業のコンピュ
ーティング環境内で既に構成されている可能性があるか企業のドメインまたはコンピュー
ティング環境内で構成される、連合機能性に関する連合機能固有情報も取り出す。たとえ
ば、企業のコンピューティング環境が、上で図１６に関して説明したものに似た本発明の
実施形態に従って実施されていると仮定すると、連合関係管理コンソール・アプリケーシ
ョン１３００は、ＦＵＬＭアプリケーションまたはそれに関連するプラグインあるいはそ
の両方に関する情報を、さまざまな情報ソースから、たとえばこれらのファイルを含むデ
ィレクトリをスキャンすることによるか、ＦＵＬＭアプリケーションまたはそれに関連す
るプラグインあるいはその両方に関連する構成ファイルまたはプロパティ・ファイルある
いはその両方１３１４を読み取ることによるか、他の形で取り出すことができる。一実施
形態で、この情報を収集した後に、連合関係管理コンソール・アプリケーション１３００
は、レジストリ１３１６を作成することができ、このレジストリ１３１６は、その企業の
ドメインまたはコンピューティング環境内でサポートされるか、その企業のドメインまた
はコンピューティング環境から使用可能な連合機能性に関する情報を集めたものである。
図２８に示された例では、レジストリ１３１６に、使用可能な連合機能のタイプの項目１
３１８が含まれ、レジストリ項目１３１８は、所与の連合機能によって要求される複数の
メタデータ・パラメータを表す複数のフィールド１３２０に関連し、このメタデータは、
連合機能を使用する連合トランザクションのインスタンス中に所与の連合機能を呼び出す
か管理するのに連合パートナが必要とするパートナ固有構成データを示す。一実施形態で
、レジストリ１３１６は、連合関係管理コンソール・アプリケーション１３００が管理ユ
ーザによって使用されるたびに動的に生成される一時データストアまたは一時データ構造
であり、代替実施形態では、レジストリ１３１６が、企業のドメインまたはコンピューテ
ィング環境内の他の構成ユーティリティ、たとえば、図２７に示されたランタイム環境管
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理コンソール・アプリケーション１２０２などによって維持される。
【０２０９】
　いくつかの場合に、連合機能に関連するメタデータ・パラメータに関する情報は、連合
機能を実施するソフトウェア・モジュールが作成される時に判定される。言い換えると、
これらのメタデータ・パラメータは、連合機能固有であり、メタデータ・パラメータは、
ある形で、これらの連合機能を実施するソフトウェア・モジュールに関連する。したがっ
て、連合機能に関連するメタデータ・パラメータ１３２０のアイデンティティは、連合機
能を実施するソフトウェア・モジュールに、好ましくは構成ファイルまたはプロパティ・
ファイルあるいはその両方１３１４内の機能固有メタデータ・パラメータとして、付随し
なければならない。この構成ファイルまたはプロパティ・ファイルあるいはその両方１３
１４は、ソフトウェア・モジュールが展開される時、たとえばＦＵＬＭアプリケーション
またはそのプラグインあるいはその両方が展開される時に、企業のコンピューティング環
境内で展開または構成される。代替案では、メタデータ・パラメータ１３２０の個数およ
び性質を、共通の集中連合データベースなどの他のデータ・ソースから取り出すことがで
きる。もう１つの代替案では、メタデータ・パラメータ１３２０の個数および性質を、連
合プロトコルの仕様を定義する電子ファイルから導出することができる。この仕様ファイ
ルは、特定の連合プロトコルを厳守する連合機能に関する連合機能の実装が、あるメタデ
ータ・パラメータを必要とするように、メタデータ・パラメータの標準セットを記述する
ことができ、これによって、連合プロトコルに関するソフトウェア・モジュールによって
実施されることが期待されるインターフェースまたはデータ交換が指示される。どの場合
でも、メタデータ・パラメータ１３２０の個数および性質は、連合関係管理コンソール・
アプリケーション１３００による取り出しのために使用可能である。
【０２１０】
　連合関係管理コンソール・アプリケーション１３００は、信頼関係および連合機能性に
関する情報を取り出すと同時に、管理ユーザが連合関係を確立するのをサポートする。こ
れらの連合関係は、連合関係データベース１３２２内の項目によって表される。図２８に
示された例では、連合関係データベース項目１３２４が、“Fed--XY--ProjectX”という
名前の連合関係を表し、この例では、連合関係の識別子が、たとえばパートナ“Ｘ”およ
びパートナ“Ｙ”など、連合関係で協力している連合パートナのアイデンティティを、連
合関係の目的の表示と共に提供する。連合パートナが、多数の異なる目的のために対話で
き、各目的がそれ自体の要件を有することができるならば、連合パートナの対が、図２３
から２４に関して上で説明したように、複数の連合関係を有することができる。
【０２１１】
　図２８に示された例では、信頼関係データベース項目１３０４が、信頼関係データ１３
２６として連合関係データベース項目１３２４にコピーされ、信頼関係データ１３２６に
、暗号鍵１３３０、トークン・フォーマット情報１３３２、およびアイデンティティ／属
性変換情報１３３４を含む信頼関係タプル１３２８が含まれる。代替案では、連合関係デ
ータベース項目１３２４に、単に、信頼関係データベース１３０２内の信頼関係データベ
ース項目１３０４への参照またはポインタを保管することができ、信頼関係データベース
項目１３０４を、連合関係データベース項目１３２４に対する更新を必要とせずに変更す
ることができ、暗号鍵および証明書などの信頼関係の要素を含む個々のデータ項目も、こ
れらのデータ項目を管理する効率を高めるために、単に参照によって含めることもできる
。連合関係データベース項目１３２４に、たとえば、機能１３３６および１３３８とその
実施要件に関する関連するメタデータ情報１３４０および１３４２など、連合関係データ
ベース項目１３２４によって表される連合関係によってサポートされる連合動作／機能に
関する情報も含まれる。代替案では、連合関係データベース項目１３２４に、単に、構成
ファイルまたはプロパティ・ファイルあるいはその両方１３１４など、適当な位置への参
照またはポインタを保管することができ、この構成ファイルまたはプロパティ・ファイル
あるいはその両方１３１４から、サポートされる連合機能／動作に関する情報を取り出す
ことができる。
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【０２１２】
　将来のある時点で、連合関係データベース項目１３２４が、連合関係データベース項目
１３２４内で示される連合機能性、すなわち機能１３３６および１３３８を使用する連合
トランザクションの初期化に使用される。しかし、連合トランザクションを開始するか完
了するために、パートナ固有情報が必要であることを連合機能性がそのメタデータ情報を
介してすなわち機能１３３６および１３３８に関連する情報１３４０および１３４２に従
って示す場合に、パートナ固有情報を使用しなければならない。たとえば、このパートナ
固有情報に、特定の連合パートナとの連合トランザクションを要求するために連合パート
ナに送信されなければならない要求メッセージのターゲット宛先を示す１つまたは複数の
ＵＲＩを含めることができる。
【０２１３】
　本発明の一実施形態で、管理ユーザが連合関係管理コンソール・アプリケーション１３
００または類似する管理ソフトウェア・ツールを使用して連合関係を作成するか確立する
間に、連合関係管理コンソール・アプリケーション１３００は、パートナ固有情報の入手
を試み、これを、たとえばデータ項目１３４４および１３４６など、パートナ固有データ
項目として連合関係データベース項目１３２４に保管する。それを行うために、連合関係
管理コンソール・アプリケーション１３００は、連合関係確立テンプレート・ファイル１
３４８を動的に生成する。これは、ＸＭＬフォーマットのファイルまたは他のタイプのフ
ァイルとすることができる。テンプレート１３４８は、起点パートナ、たとえばパートナ
“Ｘ”によって、管理ユーザが連合関係の確立を試みている、信頼関係データ１３２６内
で示される信頼されるパートナ、たとえばパートナ“Ｙ”にエクスポートされる。信頼さ
れるパートナが、必要なパートナ固有情報を含めるためにテンプレート１３４８を変更す
ることによってこの情報を提供した時に、要求元パートナの連合関係管理コンソール・ア
プリケーション１３００は、下で詳細に説明するように、変更されたテンプレート１３４
８をインポートし、提供された情報を抽出し、連合関係データベース項目１３２４に保管
する。
【０２１４】
　パートナ固有構成情報が、上で述べた管理ユーザのコンピューティング環境すなわち起
点／ソース・パートナまたはパートナ“Ｘ”から協力する／ターゲット連合パートナすな
わちパートナ“Ｙ”に送信される必要もある場合があることに留意されたい。ターゲット
連合パートナが、協力する／ターゲット連合パートナの展望から連合関係を構成するため
に起点パートナに関するあるパートナ固有情報を必要とする場合があり、たとえば、連合
パートナは、接触点サーバのＵＲＩなどの類似するメタデータ情報を必要とする場合があ
り、その結果、協力する／ターゲット連合パートナは、管理ユーザのドメイン、たとえば
パートナ“Ｘ”（この例では２つのパートナの間の連合パートナシップの作成を以前に開
始した連合パートナである）に向かう反対の方向でパートナ固有構成データと共に連合機
能性を使用して連合トランザクションを開始することができるようになる。したがって、
テンプレート・ファイル１３４８に、管理ユーザのドメインすなわちパートナ“Ｘ”のパ
ートナ固有情報も含めることができる。代替案では、起点パートナすなわちパートナ“Ｘ
”のパートナ固有情報を、付随するファイルでまたは後に送信されるファイルで送信する
ことができ、２つのファイルが、パートナ固有情報をパートナの間で転送するのに使用さ
れるようになる。起点／ソース・パートナから協力する／ターゲット・パートナに送信さ
れるパートナ固有情報は、管理ユーザが、連合関係を作成している間に連合関係管理コン
ソール・アプリケーション１３００を介して入力することができ、あるいは、データの一
部またはすべてを、やはり連合関係管理コンソール・アプリケーション１３００によって
管理される構成データベースから入手することができる。
【０２１５】
　しかし、上で説明した形で連合パートナの間で交換されるパートナ固有情報が、対称で
ない場合があることにも留意されたい。言い換えると、連合パートナは、非常に異なる役
割を引き受けることによって連合トランザクションにかかわることができ、これらの異な
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る役割が、異なるタイプの情報がめいめいの連合パートナに提供されることを必要とする
場合がある。たとえば、管理ユーザは、アイデンティティ・プロバイダとして働く企業を
運営することができる。連合関係が、Liberty AllianceのLiberty ID-FF仕様によって指
定される機能性のサブセットをサポートすることができる。このシナリオでは、連合機能
性に、ブラウザ／アーティファクト・シングルサインオン、アイデンティティ・プロバイ
ダが開始するＨＴＴＰリダイレクトベースのRegisterName Identifier、およびサービス
・プロバイダが開始するSOAP/HTTP Federation Termination Notificationを含めること
ができる。この特定の連合機能性に関して、アイデンティティ・プロバイダによってサー
ビス・プロバイダに供給されるパートナ固有情報のタイプは、サービス・プロバイダによ
ってアイデンティティ・プロバイダに供給されるパートナ固有情報のタイプと異なる場合
がある。パートナ固有情報が、連合関係に関する連合パートナが引き受けた役割に従って
異なる場合に、管理ユーザは、管理ユーザの企業によって実行される役割が、構成ファイ
ルまたは連合関係管理データベースで既に以前に構成または保管されていないと仮定して
、この役割について連合関係管理コンソール・アプリケーション１３００に知らせ；管理
ユーザは、たとえば図２９に示されたものなどの連合関係管理コンソール・アプリケーシ
ョンによって提供されるＧＵＩ内で、適当なデータ・オプションを選択または入力するこ
とによって、連合関係管理コンソール・アプリケーションに知らせることができる。
【０２１６】
　図２９を参照すると、図に、本発明の実施形態による、連合パートナの間の連合関係を
確立するために管理ユーザが使用する連合関係管理アプリケーション内のグラフィカル・
ユーザ・インターフェース・ウィンドウが示されている。ダイアログ・ウィンドウ１３５
０に、図２８に示された連合関係管理コンソール・アプリケーション１３００など、連合
関係管理コンソール・アプリケーションによって作成されつつある連合関係が基づく信頼
関係をユーザが選択できるようにするドロップダウン・メニュー１３５２が含まれる。代
替案では、必要な場合に、特定の連合関係に関する新しい信頼関係を動的に作成するため
に、ユーザが、たとえばメニュー項目を選択することまたはダイアログ・ボタンを押すこ
とによって、連合関係管理コンソール・アプリケーションまたは図２６に示された信頼関
係管理コンソール・アプリケーション１１０６などの他のアプリケーション内で機能性を
呼び出せるようにすることができる。信頼関係の作成には、既存の秘密鍵、ディジタル証
明書、トークン、アイデンティティ・マッピング情報など、管理ユーザの企業の既存の情
報を使用することを含めることができる。管理ユーザは、次に、使用可能な場合に、たと
えば公開鍵、ディジタル証明書、アイデンティティ・マッピング情報など、信頼されるパ
ートナの既知の情報を使用して信頼関係の残りを構成することができるが、トークン情報
は、各パートナによって変更不能に構成されるので、構成されない。
【０２１７】
　ドロップダウン・メニュー１３５４は、ユーザが、作成されつつある連合関係内でサポ
ートされなければならない連合機能を選択できるようにする。テキスト入力フィールド１
３５６は、作成されつつある連合関係の名前を入力するのに使用することができる。ボタ
ン１３５８は、このダイアログ・ウィンドウを閉じ、たとえば図２８に示されたものに似
た形で、適当なデータベース内の項目を生成することによって連合関係の作成を継続し、
ボタン１３６０は、このダイアログ・ウィンドウを閉じ、連合関係の作成を取り消す。た
とえば、管理ユーザがボタン１３５８を選択した時に、コンソール・アプリケーションが
、たとえば、上で述べ、下で詳細に説明するパートナ固有連合関係確立テンプレート・フ
ァイルをエクスポートし、インポートすることによって、連合関係に参加する２つのパー
トナの間でのパートナ固有構成情報の転送を開始する。
【０２１８】
　図３０から３１を参照すると、ブロック図に、本発明の実施形態による、企業のコンピ
ューティング環境内で連合関係を確立するためにパートナ固有データを入手するために連
合関係管理コンソール・アプリケーションによって開始されるデータフローが示されてい
る。上で図２８に関して注記したように、連合関係管理コンソール・アプリケーション１



(52) JP 4832822 B2 2011.12.7

10

20

30

40

50

３００は、連合関係確立テンプレート・ファイル１３４８を動的に生成する。たとえば、
連合関係管理コンソール・アプリケーション１３００は、ユーザが、図２９に示されたダ
イアログ・ウィンドウ１３５０を介してそうするようにアプリケーションに指示した後に
、テンプレート１３４８を作成することができる。テンプレート１３４８の内容は、連合
関係管理コンソール・アプリケーション１３００がパートナ固有データの入手を試みてい
る連合関係に基づいて動的に決定される。図３０を参照すると、連合関係管理コンソール
・アプリケーション１３００は、連合関係データベース項目１３２４によって表される連
合関係に基づいてテンプレート１３４８を作成する。図２８に類似する形で、連合関係デ
ータベース項目１３２４に、連合関係データベース項目１３２４によって表される連合関
係によってサポートされる連合動作／機能に関する情報、たとえば機能１３３６および関
連する機能を実施するのに必要なパラメータに関する関連するメタデータ情報１３４０な
どが含まれる。連合関係管理コンソール・アプリケーション１３００がテンプレート１３
４８を生成する時に、アプリケーションは、必要に応じて、連合関係データベース項目１
３２４から、示されたメタデータ・パラメータについてテンプレート１３４８内のメタデ
ータ情報１３４０を抽出し、多分名前－値対としてフィールドまたは要素１３５４を作成
する。テンプレート１３４８がＸＭＬベースのファイルである場合に、名前－値対を、タ
グ付き要素としてファイルに含めることができる。この時点で、テンプレート１３４８に
は、まだパートナ固有データが含まれない。後のある時点に、テンプレート１３４８が、
協力する／ターゲット連合パートナに送信されて、将来のある時点で協力する／ターゲッ
ト連合パートナとの連合トランザクションを実行するのに必要なパートナ固有データが入
手される。
【０２１９】
　図３１を参照すると、テンプレート１３４８に、協力する／ターゲット連合パートナが
テンプレート１３４８を返した後に、変更された名前－値対１３５６が含まれる。協力す
る／ターゲット連合パートナは、テンプレート１３４８を解析し、名前－値対の要求を抽
出し、多分自動処理の形であるが協力する／ターゲット連合パートナのグラフィカル・ユ
ーザ・インターフェース・アプリケーションを介する管理ユーザとの対話を介して、要求
された値を入手した。その後、起点／ソース連合パートナで、連合関係管理コンソール・
アプリケーション１３００が、返された名前－値対１３５６を抽出し、データ項目１３５
８から１３６２として協力する／ターゲット連合パートナによって供給されたパートナ固
有情報を連合関係データベース項目１３２４に保管する。データ項目１３５８から１３６
２は、その後、将来のある時点に、連合パートナとの連合トランザクションを完了するの
に使用される。やはり、起点／ソース連合パートナに関するパートナ固有構成情報を、テ
ンプレート１３４８で連合パートナに送信することができ、連合パートナは、その後、反
対方向の類似する連合トランザクションを開始するか、単に連合トランザクションに加わ
るために、同等のまたは対応する情報を有する。この形で、単一のファイルが、行き来し
て送信されるが、返される前に変更される。
【０２２０】
　代替案では、起点／ソース連合パートナすなわち、２つのパートナの間の連合パートナ
の作成を開始した連合パートナに関するパートナ固有構成情報を、第１ファイルの送信と
同時にまたは後の時点のいずれかに、第２のメッセージまたはファイルで送信することが
できる。この第２ファイルは、起点／ソース連合パートナに関するパートナ固有情報を協
力する／ターゲット連合パートナに提供し、返されない。たとえば、第１ファイルが、協
力する／ターゲット連合パートナからのパートナ固有情報の包含を固有に要求する「空」
のファイルとして連合パートナに送信され、このファイルが変更されて返され、第１ファ
イルに、連合パートナのパートナ固有情報が含まれるようになる。対照的に、第２ファイ
ルは、起点／ソース連合パートナから協力する／ターゲット連合パートナにパートナ固有
情報を供給する「満杯」のファイルとして連合パートナに送信される。
【０２２１】
　図３２を参照すると、流れ図に、本発明の実施形態による、連合関係を介して対話する
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連合パートナの間で交換されるエクスポート／インポートされるファイルの使用を介して
自動化された形で連合関係が確立される処理が示されている。この処理は、たとえばパー
トナ“Ｘ”として識別される所与の企業のコンピューティング環境を有する管理ユーザが
、たとえばパートナ“Ｙ”として識別される信頼されるビジネス・パートナとの連合関係
を確立する通知を受信する時に開始される（ステップ１４０２）。この通知は、あるアウ
トオブバンドの形で受信することができるが、この通知は、図２８に示された連合関係管
理コンソール・アプリケーションなどの管理コンソール・アプリケーション内で、電子メ
ールを介するかある形で電子的に受信されることが好ましいが、郵便または電話などの手
動の形で行うこともできる。一般に、連合は、しばしば、連合関係に関する情報を構成す
る起点／ソース・パートナとして働く連合パートナであるパワー・スポンサ（power spon
sor）という概念を有する。
【０２２２】
　管理ユーザは、まだそれを行っていない場合に、連合関係管理コンソール・アプリケー
ションを呼び出す（ステップ１４０４）。代替案では、この機能性を、起点／ソース連合
パートナのコンピューティング環境内のアプリケーションによって開始されるあるワーク
フロータイプのアクションを介して開始するか、実行するか、その両方を行うことができ
る。したがって、図３２に示された処理は、好ましくは、たとえば多分WS-Policy仕様を
実施するように構成された機能性を使用して、コンピューティング環境のインフラストラ
クチャに組み込まれたポリシ決定に基づいて、完全に自動化することができる。
【０２２３】
　図３２に示された処理が、起点／ソース連合パートナである連合パートナ“Ｘ”の展望
から描かれ、図３２に関して説明する処理ステップが、起点／ソース連合パートナである
連合パートナ“Ｘ”のコンピューティング環境内で行われることに留意されたい。類似す
るアクションが、下で詳細に説明するように、連合パートナ“Ｘ”からの情報の受信に応
答して、連合パートナ“Ｙ”連合パートナで行われる可能性がある。
【０２２４】
　管理ユーザは、連合パートナ“Ｘ”の連合関係管理コンソール・アプリケーション内で
新しい連合関係の構成または作成を開始する（ステップ１４０６）。このユーザは、たと
えば“Fed--XY--PROJECTXなど、新しい連合関係の名前または識別子を入力する（ステッ
プ１４０８）、あるいは、この名前または識別子が、連合関係を作成するパートナなどの
情報の組に基づいて自動的に作成される。
【０２２５】
　連合関係を構成／作成する動作が、ワークフロー処理を介して自動的に開始される場合
に、受信された要求メッセージまたは類似する開始するイベントに、要求された連合関係
でサポートされなければならない連合機能性の表示を含めることができる。その代わりに
またはそれに加えて、ユーザは、たとえば図２９に示されたものなど、連合関係管理コン
ソール・アプリケーション内で適当な連合機能を選択する（ステップ１４１０）ことがで
き、あるいは、受信した要求メッセージを自動的に処理して、必要な連合機能性を判定す
ることができる。
【０２２６】
　次に、ユーザは、たとえば図２９に示されているように、連合関係が基づく信頼関係を
選択するか構成するか作成する（ステップ１４１２）。パートナの間の単一の信頼関係だ
けが存在する場合に、その信頼関係を自動的に選択することができる。既存の信頼関係の
どれもが、選択された連合機能性に適当でない場合には、連合関係管理コンソール・アプ
リケーションが、新しい信頼関係を構成または作成するようにユーザにプロンプトを出す
ことができる。
【０２２７】
　下で詳細に説明するように、２つのビジネス・パートナの間の信頼関係は、この２つの
ビジネス・パートナの間で連合関係が構成または作成されるのと同時に構成または作成す
ることができる。したがって、信頼関係を構成するための情報は、連合関係を構成する情
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報が転送されるのと同一の時間期間中にビジネス・パートナの間で転送することができる
。
【０２２８】
　対照的に、連合関係を構成しつつある連合パートナが、既に信頼関係を有する場合があ
る。この信頼関係は、連合内での協力以外の目的のために構成されたものである場合があ
る。この信頼関係は、情報の単純な交換を介して構成されたものである場合があり、その
代わりに、この信頼関係が、めいめいのコンピューティング環境内だが連合の考慮の外の
他のソフトウェア・アプリケーションを使用して構成されたものである場合がある。たと
えば、連合パートナが、公開鍵／ディジタル証明書および連合パートナ間のトランザクシ
ョンに使用することを連合パートナが望む他の信頼関係情報を既に交換している場合があ
り、この情報は、電子情報の単純な転送を介して、ある他のタイプのソフトウェア・アプ
リケーションを介して、または他の形で交換されたものである可能性がある。
【０２２９】
　さらに、既存の信頼関係が、連合内の対話のために既に作成されている場合がある。言
い換えると、ビジネス・パートナの対が複数の並行する連合関係を介して協力する可能性
があるならば、信頼関係が、前に確立された連合関係のために既に作成されている可能性
がある。
【０２３０】
　どの場合でも、２つのパートナの間の既存の連合関係があるか否かにかかわらず、新し
い連合関係を作成または構成することを望む２つのビジネス・パートナの間に１つまたは
複数の既存の信頼関係がある場合がある。少なくとも１つの既存の信頼関係がある場合に
、その信頼関係の信頼関連情報を、連合関係管理コンソール・アプリケーション内で提示
できる一意の名前付きの信頼関係として論理的にパッケージ化することができる。そうで
ある場合に、管理ユーザは、グラフィカル・ユーザ・インターフェース内で、この既存の
形式的に定義された信頼関係を単純に選択できる可能性がある。
【０２３１】
　その代わりに、１つまたは複数の既存の信頼関係の信頼関連情報を、グラフィカル・ユ
ーザ・インターフェース内で、信頼関連情報の別々のデータ項目として管理ユーザに提示
することができる。このシナリオでは、ユーザが、新しい信頼関係に使用されるデータ項
目を選択することによって、新しい信頼関係を構成または作成することができる。たとえ
ば、単一のディジタル証明書を、複数の信頼関係で使用することができる。というのは、
複数の信頼関係の他の信頼関連情報が、異なる可能性があり、これによって、複数の信頼
関係が一意になると同時に、同一のディジタル証明書がそれぞれで使用されるからである
。
【０２３２】
　もう１つの代替案では、パートナが、既存の信頼関係を有しない場合がある。このシナ
リオでは、管理ユーザが、パートナの「それ自体の」情報すなわち、起点／ソース・パー
トナに関する信頼情報を入力または選択する。これは、ディジタル証明書などのパートナ
固有情報とすることができるが、さまざまな信頼関連プロトコル仕様で指定できる単純な
非パートナ固有の値によって表すことができる信頼関係に関する好ましい特性も含めるこ
とができる。たとえば、管理ユーザは、連合関係を確立するコンソール・アプリケーショ
ンがパートナのコンピューティング環境内でキーストアから取り出した複数の非対称暗号
鍵対の中から選択することができる。さらに、このユーザは、グラフィカル・ユーザ・イ
ンターフェース内のチェック・ボックス、ラジオ・ボタン、メニューなどを介してさまざ
まな信頼関連特性パラメータを選択することができ、ここで、これらの信頼関連特性パラ
メータは、信頼関連情報に関する異なる処理オプションを示す。
【０２３３】
　信頼関係が、パートナの間の対話を必要とするならば、さまざまな信頼関連特性の選択
と共のパートナ固有の信頼関連情報の選択は、起点／ソース・パートナが協力する／ター
ゲット・パートナに要求するパートナ固有信頼関連情報を指示する。言い換えると、パー
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トナの間で交換される情報は、ある形で対応しなければならない。したがって、管理ユー
ザの選択は、その後、協力する／ターゲット・パートナにエクスポートされるテンプレー
ト／構成ファイル内の起点／ソース・パートナのパートナ固有信頼関連情報を含めること
をもたらす。さらに、管理ユーザの選択は、その後、起点／ソース・パートナによって協
力する／ターゲット・パートナにエクスポートされるテンプレート／構成ファイルに情報
要求要素を含めることをもたらす。いくつかの場合に、連合機能性が、信頼サポートを必
要としない場合があり、したがって、信頼関係を選択する必要がなくなる。連合関係は、
信頼関係を含むものとして定義されるので、このシナリオでは、連合関係を、ヌル信頼関
係を含むものとして記述することができる。
【０２３４】
　信頼関係または信頼関係情報あるいはその両方が、連合機能性が選択された後に選択ま
たは入力されることが好ましい。というのは、ある機能性が、ある信頼関係すなわち信頼
関連処理に関するオプションのある選択により適切に関連付けられる可能性があるからで
ある。たとえば、特定のトークン・タイプが、トークン・タイプのインスタンスに対して
実行されなければならない暗号化または署名に関する要件を有する場合がある。
【０２３５】
　連合関係の作成を連合パートナ“Ｘ”で開始した後に、連合関係確立テンプレート・フ
ァイルを動的に生成する（ステップ１４１４）。このテンプレート・ファイルは、上で図
３０に関して述べたように、連合パートナから収集される必要があるデータに従って構造
化される。次に、テンプレート・ファイルを連合パートナ“Ｙ”に送信し（ステップ１４
１６）、連合パートナ“Ｙ”は、必要なパートナ固有情報を含むように、受信したテンプ
レート・ファイルを変更し、その後、変更されたテンプレート・ファイルを連合パートナ
“Ｘ”に返す。変更されたテンプレート・ファイルを受信（ステップ１４１８）した後に
、必要なパートナ固有情報を抽出し（ステップ１４２０）、後続の連合トランザクション
中に使用するために連合パートナ“Ｘ”で保管し（ステップ１４２２）、これによって処
理を完了する。
【０２３６】
　テンプレート・ファイル（または第２ファイル内）に、パートナ“Ｙ”に送信されるパ
ートナ“Ｘ”に関するパートナ固有情報を含めることができることに留意されたい。連合
パートナ“Ｘ”に関する情報を有するテンプレート・ファイルが、連合パートナ“Ｙ”に
送信される時に、この情報が、連合パートナ“Ｙ”のコンピューティング環境にインポー
トされて、連合パートナ“Ｙ”で連合関係が構成される。連合パートナ“Ｙ”のコンピュ
ーティング環境の連合パートナ“Ｘ”に関する情報のインポートは、自動的に実行するこ
とができ、パートナ“Ｙ”の管理ユーザが、連合関係に関する情報を手動で構成する必要
がなくなる。
【０２３７】
　もう１つの代替実施形態では、前に作成された信頼関係を選択するのではなく、信頼関
係を、連合関係が作成されている間に、多分図２６に示された信頼関係管理コンソール・
アプリケーション内の機能性を図２８に示された連合関係管理コンソール・アプリケーシ
ョンと共に使用して作成することもできる。その代わりに、連合関係管理コンソール・ア
プリケーションに、管理ユーザから信頼情報を入力する機能性またはキーストアなどの適
当なデータストアから信頼情報を入手する機能性を含めることもできる。この場合に、管
理ユーザも、たとえば複数の秘密鍵または複数の証明書から選択するかこれを入力するこ
とによって、連合関係が基づく信頼関係を作成するために情報を入力するか情報を選択す
る。管理ユーザの企業、たとえばパートナ“Ｘ”は、たとえば公開鍵証明書などの信頼情
報を、テンプレート・ファイルまたは連合パートナに送信される付随ファイルに追加する
ことができる。同様に、連合パートナから受信された変更されたテンプレート・ファイル
が、連合関係を作成するためのパートナ固有情報に加えて、信頼関係を作成するためのパ
ートナ固有情報を有することができる。信頼関係情報は、連合関係情報と共に受信された
ファイルから抽出され、抽出された信頼関係情報は、ある形で連合関係に関する構成情報
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に関連付けられる。管理ユーザが、１つまたは複数の他のソースから信頼関係情報または
連合関係情報あるいはその両方のすべてまたは残りを入手し、その後、連合関係管理コン
ソール・アプリケーションを介してこの情報を入力して、所望の信頼関係または所望の連
合関係を構成できることにも留意されたい。
【０２３８】
　したがって、信頼関係が２フェーズで作成されることに留意されたい。第１フェーズで
は、管理ユーザが、たとえば暗号化またはディジタル署名あるいはその両方によって、連
合パートナ“Ｙ”または他の連合パートナあるいはその両方に送信される情報を保護する
のに使用される、たとえば秘密鍵などの連合パートナ“Ｘ”の信頼情報のすべてを収集す
る。連合パートナ“Ｘ”が、１組の暗号鍵だけを有する場合に、連合パートナ“Ｘ”での
管理ユーザに関する信頼関係の選択肢がない場合があるが、管理ユーザは、新しい関係も
構成するように、連合関係を構成する時に新しい鍵を追加するオプションを有する。
【０２３９】
　第２フェーズでは、連合パートナ“Ｙ”から受信された情報の妥当性検査または有効化
に使用される、たとえば公開鍵またはディジタル証明書あるいはその両方など、信頼情報
のすべてが、連合パートナ“Ｙ”について収集される。連合パートナ“Ｘ”が、連合パー
トナ“Ｙ”に関するそのような情報を既に保管している場合に、管理ユーザは、その情報
を使用することができ、管理ユーザに、管理コンソール・アプリケーションを介して信頼
関係を構成している間に、暗号鍵などのリストを提示することができる。連合パートナ“
Ｘ”が、連合パートナ“Ｙ”に関するそのような情報をまだ保管していない場合に、パー
トナ“Ｘ”の管理ユーザは、管理コンソール・アプリケーションを使用して、ランタイム
に、新しい鍵などの信頼情報を追加することを選択することができる。代替案では、上で
述べたように、連合パートナ“Ｘ”の管理ユーザが、パートナ固有構成ファイルを介して
連合パートナ“Ｙ”の信頼情報をインポートすることを選択することができ、その後、連
合パートナ“Ｘ”の適当なアプリケーションが、連合パートナ“Ｘ”のデータストア内の
連合パートナ“Ｙ”に関する信頼情報を自動的に更新し、これによって、この２つの連合
パートナの間の信頼関係が確立される。
【０２４０】
　結論
　本発明の利益は、上で示した本発明の詳細な説明に鑑みて明白である。連合ユーザ・ラ
イフサイクル管理機能性を信頼関係管理機能性から分離することは、２つの異なるタイプ
の機能性の管理も分離できることを意味する。さらに、同一の機能性を、異なるパートナ
から使用可能にすることができる。というのは、これらのパートナの信頼関係管理が、連
合ユーザ・ライフサイクル管理機能性に束縛されないからである。さらに、信頼関係管理
の分離は、新しい機能性が既存の信頼関係に追加される場合、たとえば、シングルサイン
オフ動作のサポートが、前にシングルサインオン動作だけをサポートした所与の関係に追
加される場合に、信頼関係を維持できることを意味する。
【０２４１】
　本発明を、完全に機能するデータ処理システムの文脈で説明したが、本発明の処理を、
配布の実行に実際に使用される信号担持媒体の特定のタイプに無関係に、コンピュータ可
読媒体内の命令の形およびさまざまな形で配布できることを当業者が諒解することに留意
することが重要である。コンピュータ可読媒体の例に、ＥＰＲＯＭ、ＲＯＭ、テープ、紙
、フロッピ・ディスク、ハード・ディスク・ドライブ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ならびに
ディジタル通信リンクおよびアナログ通信リンクなどの伝送型媒体などの媒体が含まれる
。
【０２４２】
　方法は、一般に、所望の結果につながるステップの首尾一貫したシーケンスと考えられ
る。これらのステップは、物理的な量の物理的な操作を必要とする。必ずではないが通常
、これらの量は、保管、転送、組合せ、比較、または他の形の操作が可能な電気信号また
は磁気信号の形をとる。時々、主に一般的な使用のために、これらの信号を、ビット、値
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、パラメータ、項目、要素、オブジェクト、記号、文字、項、数などと呼ぶことが便利で
ある。しかし、これらの用語および類似する用語のすべてが、適当な物理的な量に関連し
なければならず、これらの量に適用される単に便利なラベルであることに留意されたい。
【０２４３】
　本発明の説明は、例示のために提示されたのであって、網羅的であることおよび開示さ
れる実施形態に制限することは意図されていない。多数の修正形態および変形形態が、当
業者に明白である。実施形態は、本発明およびその実用的な応用例の原理を説明し、当業
者が、他の企図される使用に適するさまざまな変更を加えてさまざまな実施形態を実施す
るために本発明を理解できるようにするために選択されたものである。
【図面の簡単な説明】
【０２４４】
【図１】それぞれが本発明を実施できるデータ処理システムの通常のネットワークを示す
図である。
【図２】本発明を実施できるデータ処理システム内で使用できる通常のコンピュータ・ア
ーキテクチャを示す図である。
【図３】クライアントがサーバの保護されたリソースへのアクセスを試みる時に使用でき
る通常の認証処理を示すデータ・フロー図である。
【図４】本発明を実施できる通常のウェブベース環境を示すネットワーク図である。
【図５】ユーザからの複数の認証動作を必要とする可能性がある通常のオンライン・トラ
ンザクションの例を示すブロック図である。
【図６】連合環境内の下流エンティティでのアクションを呼び出す、ユーザによって第１
連合企業に対して開始されたトランザクションに関する連合環境の用語を示すブロック図
である。
【図７】本発明の実施形態による、所与のドメインの既存のシステムの、本発明の連合ア
ーキテクチャ構成要素の一部との統合を示すブロック図である。
【図８】本発明の実施形態による連合アーキテクチャを示すブロック図である。
【図９】本発明による、信頼プロキシおよび信頼ブローカを使用する連合ドメインの間の
信頼関係の例示的な組を示すブロック図である。
【図１０】連合環境内でアサーションを作成する、発行ドメインでの一般化された処理を
示す流れ図である。
【図１１】アサーションを分解する、依存ドメインでの一般化された処理を示す流れ図で
ある。
【図１２】発行ドメインでのユーザ・アクションに応答する、発行ドメインから依存ドメ
インへのアサーションのプッシュに関する特定の処理を示す流れ図である。
【図１３】発行ドメインが依存ドメインへの発信要求を能動的にインターセプトすること
に応答する、発行ドメインから依存ドメインへのアサーションのプッシュに関する特定の
処理を示す流れ図である。
【図１４】依存ドメインが、発行ドメインにユーザの必要なアサーションを要求すると同
時に、依存ドメインが要求元ユーザから受信したリソース要求の満足を試みる、プル・モ
デルを示す流れ図である。
【図１５】連合シングルサインオン動作をサポートする連合環境を示すブロック図である
。
【図１６】本発明の実施形態による、連合ユーザ・ライフサイクル管理機能性を実施する
連合ドメイン内の構成要素の一部を示すブロック図である。
【図１７】本発明の実施形態による、連合ユーザ・ライフサイクル管理機能性を使用して
シングルサインオン動作を実行する処理を示すデータフロー図である。
【図１８】信頼関係管理を連合ユーザ・ライフサイクル管理から分離する論理構成要素の
編成を示すブロック図である。
【図１９】連合コンピューティング環境の論理的機能性の高水準抽象を示すブロック図で
ある。
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【図２０】本発明が、連合機能性および接触点機能性の信頼関係管理機能性からの分離を
提供する形を示す、連合コンピューティング環境の論理的機能性の高水準抽象を示すブロ
ック図である。
【図２１】本発明が、連合動作機能性の接触点機能性からのさらなる分離を提供する形を
示す、連合コンピューティング環境の論理的機能性の高水準抽象を示すブロック図である
。
【図２２】本発明が、連合動作機能性の連合ユーザ・ライフサイクル管理機能性および連
合関係管理機能性へのさらなる分離を提供する形を示す、連合コンピューティング環境の
論理的機能性の高水準抽象を示すブロック図である。
【図２３】連合関係に連合機能性の選択に関連する信頼関係が含まれる形を示すベン図で
ある。
【図２４】連合関係に連合機能性の選択に関連する信頼関係が含まれる形を示すベン図で
ある。
【図２５】連合コンピューティング環境内で対話するためにビジネス・パートナの対によ
って実行される一連の動作を示すデータフロー図である。
【図２６】連合関係を確立するのに備えて信頼関係を確立するためのビジネス・パートナ
の間の対話を示すブロック図である。
【図２７】連合機能性を含むコンピューティング環境の構成を示すブロック図である。
【図２８】企業のコンピューティング環境内で連合関係を確立するために管理ユーザが使
用できる連合関係管理コンソール・アプリケーションを示すブロック図である。
【図２９】連合パートナの間の連合関係を確立するために管理ユーザが使用する連合関係
管理アプリケーション内のグラフィカル・ユーザ・インターフェース・ウィンドウを示す
図である。
【図３０】企業のコンピューティング環境内で連合関係を確立するためにパートナ固有デ
ータを入手するために連合関係管理コンソール・アプリケーションによって開始されるデ
ータフローを示すブロック図である。
【図３１】企業のコンピューティング環境内で連合関係を確立するためにパートナ固有デ
ータを入手するために連合関係管理コンソール・アプリケーションによって開始されるデ
ータフローを示すブロック図である。
【図３２】連合関係を介して対話する連合パートナの間で交換されるエクスポート／イン
ポートされるファイルの使用を介して自動化された形で連合関係が確立される処理を示す
流れ図である。
【符号の説明】
【０２４５】
　２１２　ユーザ
　２１４　クライアント・デバイス
　２１６　ブラウザ・アプリケーション
　２２０　ＨＴＴＰ
　２２２　ＭＬインタープリタ
　２２４　ウェブ・サービス・クライアント
　２１８　他のアプリケーション
　２４２　接触点（ＰＯＣ）サーバ
　２４０　企業／ドメイン用の連合フロントエンド
　２４４　信頼プロキシ（ＴＰ）（または信頼サービス）
　２４５　セキュリティ・トークン・サービス（ＳＴＳ）
　２４６　連合ユーザ・ライフサイクル管理（ＦＵＬＭ）サーバ
　２４７　連合構成アプリケーション
　２４８　連合インターフェース・ユニット
　２３０　企業／ドメイン用のレガシ・アプリケーションまたはバックエンド処理
　２３２　認証サービス・ランタイム（ＡＳＲ）サービス
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　２３４　アプリケーション・サービス
　２３５　保護されたリソース
　２３６　レガシ・ユーザ登録
　２３８　レガシ・ユーザ・レジストリ・アプリケーション
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