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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロキシ（１５）コンピュータがクライアント（１０’）コンピュータとサーバ（１２
ａ’）コンピュータとの間のセキュア通信に参加できるようにする方法であって、
　（ａ）１から「ｎ」台のサーバの組のそれぞれについて、
　（１）前記クライアント・コンピュータに、前記プロキシへのネットワーク・セキュリ
ティ・プロトコルに準拠した第１セキュア接続を要求させるステップ（２０、２２）と、
　（２）前記プロキシ・コンピュータから受信する証明書の有効性を認証した時に、前記
クライアント・コンピュータに、前記プロキシへ・コンピュータのネットワーク・セキュ
リティ・プロトコルに準拠した第２セキュア接続を要求させるステップ（２４、２６）で
あって、前記第２セキュア接続が、前記サーバ・コンピュータへのコンジットとして働く
ように前記プロキシ・コンピュータに要求する、ステップと、
　（３）前記クライアント・コンピュータおよび前記サーバ・コンピュータに、前記コン
ジットを介して各々のセッション・マスタ・シークレットをネゴシエーションさせるステ
ップ（３０）と、
　（４）前記ネゴシエーションの完了時に、前記クライアント・コンピュータに、前記第
１セキ ュア接続を使用して前記プロキシ・コンピュータに前記各々のセッション・マス
タ・シークレットを配送させるステップ（３２）と （ｂ）前記プロキシに、前記セキュ
ア通信への参加に有用な所与の暗号情報を生成するために前記各々のセッション・マスタ
・シークレットを使用させるステップと
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　を含む方法。
【請求項２】
　さらに、前記プロキシ（１５）コンピュータに、前記クライアントの代わりに所与のサ
ービスを実行させるステップを含み、前記所与のサービスが、トランスコーディング、キ
ャッシング、暗号化、暗号化解除、監視、フィルタリング、および事前取出しを含むサー
ビスの組から選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　プロキシ（１５）コンピュータがクライアント（１０’）コンピュータと第１起点サー
バ（１２ａ’） コンピュータとの間のネットワーク・セキュリティ・プロトコルに準拠
したセッションに参加できるようにする方法であって、
　前記プロキシ・コンピュータを介して、第１セッション鍵を作るために、前記クライア
ント・コンピュータと前記第１起点サーバ・コンピュータとの間でセキュリティ・ハンド
シェーク手順を行うステップ （２０、２２、２４、２６、３０）と、
　前記プロキシ・コンピュータが前記セッション中に前記クライアント・コンピュータと
前記第１起点サーバ・コンピュータとの間の通信に参加できるようにするために、前記ク
ライアント・コンピュータに前記第１セッション鍵を前記プロキシ・コンピュータに送信
させるステップと、
　前記セッションが進行する際に、第２セッション鍵を作るために前記クライアント・コ
ンピュータと第２起点サーバ・コンピュータとの間でセキュリティ・ハンドシェーク手順
を行うステップと、
　前記プロキシ・コンピュータが前記クライアント・コンピュータによる前記第１起点サ
ーバ・コンピュータへの要求をサービスする際に使用するために前記第２起点サーバ・コ
ンピュータからデータを得られるようにするために、前記クライアント・コンピュータに
前記第２セッション鍵を前記プロキシ・コンピュータに送信させるステップと
　を含む方法。
【請求項４】
　各セッション鍵が、異なるセキュア接続を介して前記クライアント（１０’）コンピュ
ータから前記プロキシ（１５）コンピュータに送信される、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　各セッション鍵が、同一のセキュア接続を介して前記クライアント（１０’）コンピュ
ータから前記プロキシ（１５）コンピュータに送信される、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　プロキシ（１５）が、前記クライアント（１０’）および各サーバ（１２ａ’、１２ｂ
’）がセキュア接続を介して通信できるようにする暗号システムであって、
　（ｉ）前記プロキシへのネットワーク・セキュリティ・プロトコルに準拠した第１セキ
ュア接続を要求するように前記クライアントを制御し、（ｉｉ）前記プロキシからの証明
書の有効性の検証に応答して、前記プロキシへのネットワーク・セキュリティ・プロトコ
ルに準拠した第２セキュア接続であって、前記プロキシに第１のサーバへのコンジットと
して働くように要求する第２セキュア接続を要求するように前記クライ アントを制御し
、（ｉｉｉ）セッション・マスタ・シークレットを得るために、前記コンジットを介して
前記第１のサーバとネゴシエーションするように前記クライアントを制御し、（ｉｖ）前
記ネゴシエーションの成功裡の完了時に、前記第１セキュア接続を使用して前記プロキシ
に前記セッション・マスタ・シークレットを配送するように前記クライアントを制御し、
（ｖ）前記第１のサーバとの間の通信に参加することができるアクティブ動作状態に前記
プロキシを切り替え、
　（ｉ）所与の暗号情報を生成するために前記セッション・マスタ・シークレットを使用
するように前記プロキシを制御し、（ｉｉ）前記クライアントが第２のサーバとの別のセ
キュア接続を選択的に確立することを要求するように前記プロキシを制御し、（ｉｉｉ）
第２セッション・マスタ・シークレットを得るために、前記コンジットを介して前記第２
のサーバとネゴシエーションするように前記クライアントを制御し、（ｉｖ）前記ネゴシ
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エーションの成功裡の完了時に、前記第１セキュア接続を使用して前記プロキシに前記前
記第２セッション・マスタ・シークレットを配送するように前記クライアントを制御し、
（ｖ）前記第一のサーバとの間の通信に参加することができるアクティブ動作状態に前記
プロキシを切り替える
　暗号システム。
【請求項７】
　前記プロキシ（１５）が、前記クライアント（１０’）の代わりにトランスコーディン
グ・サービスを提供する手段を含む、請求項６に記載の暗号システム。
【請求項８】
　前記プロキシ（１５）が、前記クライアント（１０’）の代わりに暗号化／暗号化解除
サービスを提供する手段を含む、請求項７に記載の暗号システム。
【請求項９】
　前記プロキシ（１５）が、前記クライアント（１０’）の代わりにキャッシング・サー
ビスを提供する手段を含む、請求項６に記載の暗号システム。
【請求項１０】
　前記プロキシ（１５）が、前記クライアント（１０’）の代わりに監視サービスを提供
する手段を含む、請求項６に記載の暗号システム。
【請求項１１】
　プロキシ（１５）がセキュア通信に参加できるようにするためにクライアント（１０’
）内で動作させるためのコンピュータ・システムであって、
　ネットワーク・セキュリティ・プロトコルに準拠した第１セキュア・セッションを確立
するために、前記クライアントから前記プロキシへ要求を送信する手段と、
　前記クライアントと前記プロキシとの間のネットワーク・セキュリティ・プロトコルに
準拠した第２セキュア・セッションであって、前記プロキシが起点サーバへのコンジット
として働くように要求する第２セキュア・セッションを確立するために、前記クライアン
トから前記プロキシへ要求を送信する手段と、
　前記プロキシが前記セキュア通信に参加できるようにするために、前記第１セキュア・
セッションを使用して前記クライアントから前記プロキシにセッション ・マスタ・シー
クレットを送信する手段と、
　新しいセッション・マスタ・シークレットを得るように前記クライアントを制御するた
めに、前記セキュア通信中に前記プロキシからの所与の要求のクライアントでの受信に応
答する手段と、
　前記クライアントから前記プロキシに前記新しいセッション・マスタ・シークレットを
送信する手段と
　を含むコンピュータ・システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、全般的にはネットワーク・セキュリティ・プロトコルに関し、具体的には、ク
ライアントと１つまたは複数の起点サーバの間のセキュア・セッションのプライバシを仲
介物（たとえばトランスコーディング・プロキシ）に拡張する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
Netscape社のSecure Sockets Layerプロトコル（ＳＳＬ）およびInternet EngineeringTa
sk Force（ＩＥＴＦ）Transport LayerSecurityプロトコル（ＴＬＳ）などのネットワー
ク・セキュリティ・プロトコルが、通信アプリケーション間のプライバシおよびデータ保
全性を提供する。たとえば、これらのプロトコルは、インターネットを介する電子商取引
トランザクションの保護に一般に使用されている。
【０００３】
最近、コンピュータ産業が、通常は従来のコンピュータとみなされるはずのもの以外の装
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置にコンピュータ処理機能および通信機能を追加しようとしてきた。そのような装置は、
非常にさまざまであり、たとえば、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ビジネス・オーガナイザ（
たとえばＩＢＭ（登録商標）WorkPad（登録商標）および３Ｃｏｍ（登録商標）PalmPilot
（登録商標））、スマートホン、セル電話、他のハンドヘルド・デバイス、および類似物
が含まれる。便宜上、これらの装置を、１つの種類として、「パーベイシブ・コンピュー
ティング」クライアントと称する場合がある。というのは、これらが、コンピュータ・ネ
ットワークのサーバに接続され、その位置に関わりなくコンピューティングの目的に使用
されるように設計されるからである。
【０００４】
しかし、パーベイシブ・コンピューティング・クライアントは、通常は、ＨＴＭＬウィン
ドウズ（登録商標）ベース・クライアントのすべての機能セットをサポートしない。その
結果、トランスコーディング・サービスが、通常は、バーベイシブ・クライアントでレン
ダリングされる情報を、あるソース・マークアップ言語（たとえばＨＴＭＬ）から別の言
語（たとえばＨＤＭＬまたはハンドヘルド・デバイス・マークアップ言語）に変換する必
要がある。しかし、セキュア・ネットワーク接続を介するトランスコーディング・サービ
スの提供は、問題がある。具体的に言うと、ＳＳＬおよびＴＬＳなどの従来のセキュリテ
ィ・プロトコルが、まさにクライアントとサーバの間の通信に第三者が介入することを防
止するために設計されているので、セキュリティとトランスコーディング・サービスの間
に根本的な衝突がある。
【０００５】
セキュア・セッションで第三者の介入を制限することは、他のアプリケーションでも問題
がある。たとえば、クライアントがファイヤウォールの背後に配置される場合に、外部ネ
ットワークのサーバへのＳＳＬ／ＴＬＳ通信を、簡単に監査または他の形で監視すること
ができない。したがって、データ・レコードまたは他の機密情報が、おそらくは管理許可
なしでクライアントから送信される可能性がある。もう１つの例として、セキュア接続を
介してサーバと通信するクライアントは、そうでなければネットワーク・リソースの需要
を減らし、装置間の通信を機能強化するのに役立つはずの、第三者のキャッシング機構ま
たは事前取出し機構を利用することができない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
プロキシがネットワーク・プロトコルのセキュリティを減殺せずに所与の機能（たとえば
トランスコーディング、監査、監視、キャッシング、事前取出し、クライアントの代わり
の暗号化／暗号化解除など）を実行できるようにするために、クライアントがプロキシに
十分なセキュリティ情報を委任できるようにする機構を提供することが望ましい。さらに
、そのようなプロキシが、クライアントの代わりに要求をサービスする処理中に、別の起
点サーバからのデータを保護できるようにすることも望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
起点サーバと通信するのにネットワーク・セキュリティ・プロトコル（たとえばＳＳＬま
たはＴＬＳ）を使用しているクライアントが、セッションのセキュリティ属性を変更せず
に、プロキシがセッションに参加することを可能にする。本発明によれば、クライアント
が、起点サーバとネゴシエーションされたセッション・マスタ・シークレットをとり、そ
のシークレットをプロキシにセキュアに配送できるようにするプロトコルが提供される。
プロキシは、そのマスタ・シークレットを使用して、クライアントとサーバの間で渡され
るデータの暗号化／暗号化解除を行う。プロキシが、所与のクライアント要求をサービス
している間に第２の起点サーバからの追加のセキュア・データを必要とする場合には、プ
ロキシは、クライアントに、もう１つのセッション・マスタ・シークレット（第２の起点
サーバとネゴシエーションされた）を得るためにそのプロトコルを繰り返すように求め、
このシークレットが、その後、第２の起点サーバからデータを得る際に使用するためにプ
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ロキシに配送される。
【０００８】
本発明によれば、所与の第三者の仲介物またはプロキシが、クライアントと１つまたは複
数の起点サーバとの間のセキュア・セッションに参加できるようになる。第三者が、所与
の起点サーバの明示された知識なしで参加することが好ましい。その結果、この方法は、
起点サーバに対する変更も、セッション・シークレットをネゴシエーションする際に使用
されるハンドシェーク・プロトコルに対する変更も必要としない。
【０００９】
本発明によれば、ネットワーク・セキュリティ・プロトコルに従って通信が受け渡される
間にセキュリティ・サービスおよび他のサービス（たとえば、トランスコーディング、キ
ャッシング、監視、クライアントの代わりの暗号化／暗号化解除、および類似物）が共存
できるようになる。
【００１０】
具体的に言うと、本発明によれば、パーベイシブ・コンピューティング・クライアントが
セキュア・リンクを介して１つまたは複数の起点サーバと通信する間に、プロキシがトラ
ンスコーディング・サービスを提供できるようになる。
【００１１】
本発明によれば、プロキシが、ネットワーク・セキュリティ・プロトコルを使用して１つ
または複数のサーバと通信するクライアントの代わりに、キャッシングまたは他の管理サ
ービスを実行できるようにもなる。
【００１２】
本発明によれば、プロキシが、ネットワーク・サーバ・プロトコルを使用して１つまたは
複数の起点サーバと通信するクライアントの代わりに、暗号化／暗号化解除を実行できる
ようになる。
【００１３】
好ましい実施形態では、プロキシが、クライアントと第１サーバの間のセキュア通信に参
加する。この方法は、クライアントとプロキシの間で第１セキュア・セッションを確立す
ることによって開始される。第１セキュア・セッションを検証した後に、この方法は、ク
ライアントとプロキシの間の第２セキュア・セッションを確立することによって継続され
る。第２セキュア・セッションでは、クライアントが、第１サーバへのコンジットとして
働くようにプロキシに要求する。その後、クライアントと第１サーバが、第１セッション
・マスタ・シークレットをネゴシエーションする。第１セキュア・セッションを使用して
、この第１セッション・マスタ・シークレットが、クライアントによってプロキシに提供
されて、プロキシが、クライアントと第１サーバの間のセキュア通信に参加できるように
なる。第１セッション・マスタ・シークレットを受信した後に、プロキシは、クライアン
トの代わりに、サーバの知識または参加なしで、所与のサービス（たとえばトランスコー
ディング、監視、暗号化／暗号化解除、キャッシング、および類似物）を提供できるよう
になるための暗号情報を生成する。第１セキュア・セッションは、そのような通信中に、
クライアントとプロキシの間で維持される。
【００１４】
本発明の特徴によれば、プロキシが、所与のクライアント要求を処理するために第２サー
バからのデータを必要とする場合に、上で述べたプロトコルが繰り返される。具体的に言
うと、プロキシが、やはりプロキシを介してトンネリングすることによって第２サーバと
の別の接続を確立する要求をクライアントに発行する。上で述べたように、このプロトコ
ルによって、クライアントが、第２サーバとの第２セッション・マスタ・シークレットを
確立できるようになり、そのシークレットが、前に説明した形でプロキシと共用される。
プロキシは、この第２シークレットを使用して第２サーバからセキュア・データを得るこ
とによって、そのサービス動作（たとえばトランスコーディング）を継続する。
【００１５】
したがって、基本的なトンネリング・プロトコルが、クライアントと所与の起点サーバの
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間で確立された後に、クライアントがこのプロトコルを必要に応じて繰り返して、プロキ
シが、所与の起点サーバに対する所与のクライアント要求をサービスしながら、「ｎ」個
までの追加の起点サーバからセキュア・データを得ることができる。
【００１６】
これから、本発明を、図面を参照して、例としてのみ説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】ネットワーク・セキュリティ・プロトコルを使用する既知のクライアント／サー
バ・ネットワーキング環境の簡略化された図である。
【図２】第三者の仲介物またはプロキシがセキュア・セッションに参加する、クライアン
ト／サーバ・ネットワーキング環境の簡略化された図である。
【図３】基本トンネリング方法の詳細な流れ図の前半である。
【図４】基本トンネリング方法の詳細な流れ図の後半である。
【図５】クライアントがまずプロキシにセキュリティを委任した後に、プロキシが、プロ
キシを介して「ｎ」個の追加の起点サーバへトンネリングすることによって、１つまたは
複数の追加のセキュア接続を確立することをクライアントに要求する、本発明の簡略化さ
れたブロック図である。
【図６】本発明を実施することができる、パーベイシブ・コンピューティング・クライア
ント／サーバ・アーキテクチャのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
図１に、従来技術の通常のクライアント／サーバ・ネットワーク・アーキテクチャを示す
。この図では、クライアント１０が、ネットワーク１４を介してサーバ１２と通信し、こ
のネットワーク１４は、インターネット、イントラネット、広域ネットワーク、ローカル
・エリア・ネットワーク、または類似物とすることができる。クライアント１０およびサ
ーバ１２は、Netscape社のSecure Socket Layer（ＳＳＬ）プロトコルまたはＩＥＴＦのT
ransport LayerSecurity（ＴＬＳ）プロトコルなどのネットワーク・セキュリティ・プロ
トコルを使用して通信する。一般化すると、クライアントは、サーバへのＴＬＳ接続また
はＳＳＬ接続を開始するアプリケーション実体である。サーバは、応答を送り返すことに
よって要求にサービスするための接続を受け入れるアプリケーション実体またはプログラ
ムである。所与のどのプログラムでも、クライアントとサーバの両方になることができる
。サーバとクライアントの間の主な動作の差は、サーバが、一般に認証され、クライアン
トが、任意選択としてのみ認証されることである。所与のリソースが存在するか作成され
るサーバを、本明細書では、時々、起点サーバと称する。
【００１９】
クライアント１０およびサーバ１２は、セキュア・セッションに参加する。ＳＳＬセッシ
ョンまたはＴＬＳセッションは、ハンドシェーク・プロトコルによって作成される、クラ
イアントとサーバの間の関連である。セッションによって、複数の接続にまたがって共用
することができる暗号セキュリティ・パラメータの組が定義される。これらは、接続ごと
の新しいセキュリティ・パラメータの高価なネゴシエーションを防ぐのに使用される。Ｓ
ＳＬまたはＴＬＳでは、セッション識別子が、特定のセッションを識別する、サーバによ
って生成される値である。ＳＳＬセッションまたはＴＬＳセッションを確立するために、
クライアントとサーバが、ハンドシェークを実行するが、このハンドシェークは、実体の
間のトランザクションのパラメータを確立する初期ネゴシエーションである。セッション
が作成された後に、クライアントとサーバの間の通信が、接続を介して行われ、この接続
は、適当なタイプのサービスを提供するトランスポート（ＯＳＩ階層化モデル定義での）
である。ＳＳＬおよびＴＬＳの場合、そのような接続は、対等関係である。接続は、一時
的であり、すべての接続が、１つのセッションに関連する。通常、接続を介する通信は、
公開鍵暗号を使用して保護され、公開鍵暗号は、２つの鍵の暗号を使用する暗号技法の種
類である。公開鍵を用いて暗号化されたメッセージは、関連する秘密鍵を用いなければ暗
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号化解除できない。逆に、秘密鍵を用いて署名されたメッセージを、公開鍵を用いて検証
することができる。
【００２０】
セッションが確立された後に、クライアントは、証明書を有し、この証明書は、起点サー
バに対してクライアントを認証するために、起点サーバによって発行されたものである。
クライアントは、起点サーバを有効として認証できるようにするために、起点サーバに証
明書を提示することも要求する。認証とは、ある実体が別の実体の識別を判定する能力で
ある。通常、Ｘ．５０９プロトコル（別名ＩＳＯ認証フレームワーク）の一部として、証
明書は、信頼される認証局によって割り当てられ、当事者の識別（または他の属性）とそ
の公開鍵の間の強い束縛を提供する。
【００２１】
上で説明した機能性は、従来技術で既知である。この機能性は、たとえば、ＩＥＴＦＴＬ
Ｓ Version1.0およびＳＳＬ Version 2.0/3.0に準拠するプロトコルで実施される。これ
らのプロトコルは、非常に類似しているが、レコード・プロトコルおよびハンドシェーク
・プロトコルという２つの層からなる。後で説明するように、本発明は、セッションのプ
ライバシを第三者の仲介物またはプロキシに拡張するためにこれらのタイプのセキュリテ
ィ・プロトコルを拡張する方法を利用する。本発明は、後で説明するように、セキュア・
セッションの上位に階層化される、クライアントとプロキシの間のハンドシェーク・プロ
トコルと共に実施されることが好ましい。この拡張では、レコード・プロトコル層でのセ
キュア接続の基本特性が変更されない。この技法を、ＴＬＳおよびＳＳＬに関して説明す
るが、これは、本発明の制限ではない。
【００２２】
図２を参照すると、基本的な方法によって、１つまたは複数の起点サーバ１２’ａ～ｎと
通信するのにセキュリティ・プロトコルとしてＳＳＬまたはＴＬＳを使用しているクライ
アント１０’が、セッションのセキュリティ属性を変更せずに、プロキシ１５がセッショ
ンに参加することを可能にすることができるようになる。上で注記したように、この方法
は、暗号強度または、クライアント１０’および所与の起点サーバ１２’が互いを認証す
るのに使用されるステップからの独立である。本発明は、プロトコルを拡張しながら、上
位レベル・プロトコルをその上に階層化することができるという点で、ＴＬＳ／ＳＳＬと
同一の長所を有する。そのような上位レベル・プロトコルには、たとえば、通常はトラン
スポート（たとえばＴＣＰ／ＩＰ）層の真上の層であるアプリケーション・プロトコル
（たとえばＨＴＴＰ、ＴＥＬＮＥＴ、ＦＴＰ、およびＳＭＴＰ）が含まれる。
【００２３】
図３および図４は、本発明に有用なセキュリティ委任プロトコルの動作を示す流れ図であ
る。このプロトコルによれば、クライアント１０’は、所与の起点サーバとの接続の確立
を望むたびに、２つの別個のセッションをセット・アップする。第１セキュア・セッショ
ンは、クライアント１０’とプロキシ１５の間でセット・アップされ、このセッションは
、クライアントとプロキシの間でシークレット情報を渡すためのパイプまたはコンジット
として使用される。第１セキュア・セッションは、この流れ図の最初の２列によって表さ
れる。さらに、クライアント１０は、この流れ図の最後の３列によって表される、プロキ
シとの第２セキュア・セッションもセット・アップするが、このセッションでは、プロキ
シ１５が、起点サーバ１２’へのトンネリングに使用される。トンネルとは、２つの接続
の間のブラインド・リレーとして働く仲介プログラムである。活動状態になった後に、ト
ンネルは、所与の通信（たとえば、ＨＴＴＰ要求またはＨＴＴＰ応答）の当事者とは見な
されないが、トンネルが、その通信によって開始された可能性がある。
【００２４】
この例示的な例では、クライアントが、起点サーバ（時々第１サーバと称する）にアクセ
スして、所与のコンテンツを取り出すことを望むが、プロキシを使用して、これらのコン
テンツを正しく表示することを望むと仮定する。要求のサービスで、１つまたは複数の追
加の起点サーバから所与のオブジェクトを取り出すことが必要になる場合もある。上で注
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記したように、ＳＳＬ／ＴＬＳプロトコルに従って、クライアントは、起点サーバに対し
てそのクライアントを認証するために起点サーバによって発行された証明書を有し、クラ
イアントは、起点サーバを有効として認証できるようにするために、起点サーバに証明書
を提示することも要求する。後で説明するように、クライアントは、クライアントがセッ
ション・マスタ・シークレットを（プロキシに）明かす前に、プロキシが証明書をクライ
アントに認証させることも要求する。
【００２５】
このルーチンは、ステップ２０で、クライアントがプロキシとのセキュア・セッションを
要求することによって開始される。これは、上で識別された第１セキュア・セッションで
ある。流れ図からわかるように、クライアントは、そのセキュリティ属性を委任しようと
しているので、プロキシに証明書を要求しなければならない。これは、クライアントが、
起点サーバのネゴシエーションされたシークレットを、内部セッション識別子と共に（プ
ロキシに）送信する主セッションである。通常、この識別子は、ＳＳＬ／ＴＬＳセッショ
ン識別子と同一ではない。これについては、後のステップで詳細に説明する。
【００２６】
ステップ２２で、クライアントは、プロキシから受信した証明書の有効性を認証し、その
結果、プロキシとのセキュア・セッションを有することに満足する。このルーチンは、ス
テップ２４で継続されて、クライアントが、プロキシへの第２接続をオープンする。これ
は、上で説明した第２セキュア・セッションである。前に注記したように、クライアント
は、所与の起点サーバへのトンネリングを要求する（たとえば、要求に関してＨＴＴＰＣ
ＯＮＮＥＣＴメソッドを使用する）。プロキシを介するトンネル要求の一部として、クラ
イアントは、内部セッション識別子を生成しなければならないことをプロキシに通知する
ヘッダをＨＴＴＰ要求に追加する。このヘッダは、クライアントが、将来にプロキシにマ
スタ・シークレットを転送する意図を有することを暗示する。
【００２７】
ステップ２６で、プロキシが、一意の内部セッション識別子を生成し、この情報をクライ
アントに返す。内部セッション識別子の値が、セキュアＨＴＴＰ応答に付加される。これ
は、クライアントが、セッション・マスタ・シークレットをプロキシに転送する時に使用
する値である。ステップ２８で、プロキシが、起点サーバとの接続を確立し、クライアン
トと起点サーバの間でデータが流れることを可能にする。この時点で、プロキシは、トン
ネルのように振る舞う。プロキシは、後で説明するように、クライアントがセッション・
マスタ・シークレットを転送するまでは、「アクティブ・プロキシ」にならない。ステッ
プ３０で、クライアントが、起点サーバとのハンドシェークを実行して、セッション・マ
スタ・シークレットをネゴシエーションする。
【００２８】
このルーチンは、ステップ３２で継続される。この時点で、クライアントが、内部セッシ
ョン識別子をセッション・マスタ・シークレットと共に（プロキシに）送信する。この情
報は、図示のように主セッションで送信される。ステップ３４で、プロキシが、内部セッ
ション識別子およびセッション・マスタ・シークレットを受信する。プロキシは、この情
報を使用して、起点サーバ応答を暗号化解除するのに使用される必要な暗号情報を作り、
サービスされるコンテンツを修正し、データを暗号化し、その後に、クライアントにデー
タを送信する。その後、プロキシは、起点サーバとの現在の接続に関して「アクティブ・
プロキシ」に切り替わる。
【００２９】
ステップ３６で、クライアントが、起点サーバ上のリソースに関するセキュアＨＴＴＰ要
求を送信する。任意選択として、ステップ３８で、プロキシが、要求を暗号化解除し、必
要に応じて修正し、新しい要求を暗号化し、それを起点サーバに送信することができる。
ステップ４０で、起点サーバが、要求を満足し、応答データをプロキシに送り返す。起点
サーバが、プロキシの能動的な参加を意識すらしないことが好ましいことに留意されたい
。ステップ４２で、プロキシが、コンテンツを受信し、暗号化解除し、データを修正して
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、クライアントのトランスコーディングの必要を満足する。任意選択として、ステップ４
４で、プロキシが、追加データを得るか性能を高めるために起点サーバとの追加の接続を
確立することができる（起点サーバがセッション再開始をサポートする場合に）。複数の
接続が確立される場合に、暗号化ブロック・チェーン（ＣＢＣ）を使用して、暗号を調整
する。プロキシが、このセッションの一部として追加接続を確立しない場合には、プロキ
シは、主セッションでセッション識別子と共に通知を送信することによって、暗号仕様変
更についてクライアントに通知しなければならない。この処理は、ステップ４６に示され
ており、クライアントが将来にこの起点サーバとのセッションを再開できるようにするの
に必要である。
【００３０】
本発明によれば、プロキシは、最初の起点サーバへの所与のクライアント要求の処理中に
、他の起点サーバへの追加のセキュア・セッションを要求することができる。したがって
、たとえば、プロキシが、たとえば現在の要求をトランスコーディングするために、他の
起点サーバへの追加のセキュア・セッションを必要とする場合に、プロキシは、クライア
ントが必要な追加の起点サーバのそれぞれとの新しいセッションを確立することを要求す
る通知をクライアントに送信する。これは、全般的にステップ４８に示されている。最後
に、プロキシが、最後にトランスコーディングされたコンテンツを暗号化し、クライアン
トに送信する。これがステップ５０である。
【００３１】
図５は、プロキシが他の起点サーバへの１つまたは複数の追加のセキュア・セッションを
開始する方法を詳細に示す図である。この例では、クライアント１０”が、前に説明した
形で、トランスコーディング・プロキシ１５”および第１起点サーバ１２”と協力する。
図からわかるように、セッション１は、クライアントがプロキシと確立する最初のセッシ
ョンを表し、セッション２では、クライアントが第１起点サーバとのセキュア・セッショ
ンを確立する。この図に示されたステップ（１）～（１２）は、図３および図４の流れ図
で上で説明したステップに対応する。例示的トランスコーディング動作中に、プロキシ１
５”が、第２起点サーバ１７”からのセキュア・データが必要であると判定した場合には
、プロキシは、サーバ１７”との第２接続を、具体的にはやはりこのプロキシを介してト
ンネリングすることによって、確立するようにクライアント１０”に求める。これによっ
て、クライアントが、第２サーバ１７”とのマスタ・シークレットを確立できるようにな
る。後者のマスタ・シークレットを、クライアントがプロキシを介して第１起点サーバへ
トンネリングすることの結果として生成されたセッション・マスタ・シークレットと区別
するために、時々、第２マスタ・シークレットと称する。具体的に言うと、図５のステッ
プ（１３）に、プロキシ１５”がクライアント１０”への要求を行うことが示されている
。その後、ステップ（３）～（７）を、前に説明した形で第２起点サーバ１７”について
繰り返す。
【００３２】
プロキシ１５”は、一方ではクライアントと、他方では各々の起点サーバとの間の通信を
保護する必要に応じて、別々のマスタ・シークレットを維持する能力を有する。したがっ
て、クライアントとプロキシは、元のクライアント要求のコンテキスト内で、起点サーバ
・セッションごとに１つの、別々のマスタ・シークレットを維持する。これによって、プ
ロキシが、クライアントの代わりに、複数の起点サーバに関してデータにアクセスし、デ
ータを使用することが可能になる。所望されるならば、クライアントが、同一のセキュア
・セッションを介して（たとえば図１に示されたセッション１）または異なるセキュア・
セッションを使用することによって、プロキシにセッション・マスタ・シークレットを配
送することができる。
【００３３】
おわかりのように、クライアント、所与の起点サーバ、およびプロキシのすべてが、マス
タ・セッション・シークレットを共用する。具体的に言うと、クライアントおよび所与の
起点サーバが、マスタ・セッション・シークレットについて合意した後に、そのシークレ
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ットが、前にクライアントとプロキシの間で作成されたセキュア・セッションを介してプ
ロキシに供給される。別の形で言えば、クライアントが、主（すなわち第１の）セッショ
ン（クライアントとプロキシの間の）を確立した後に、このマスタ・セッション鍵を（プ
ロキシに）渡す。しかし、起点サーバは、プロキシが作業を行っているか他の形でセキュ
ア接続に参加していることを意識する必要がない（通常は意識しない）。
【００３４】
おわかりのように、このセキュリティ委任をサポートするのに必要な変更は、最小限であ
り、クライアントおよびプロキシだけに影響し、所与のクライアント要求を処理するのに
必要になる可能性がある所与の起点サーバには影響しない。また、この方法は、クライア
ントがその秘密鍵または起点サーバに対してクライアントを認証するのに使用される方法
に関係する情報を明かすことを必要としない。さらに、クライアントは、起点サーバとの
追加の接続を確立する能力を有するので、暗号仕様を変更するかセッションを打ち切るこ
とができ、したがって、クライアントの代わりに起点サーバへの他の接続を確立するプロ
キシの能力が制限される。
【００３５】
必要な変更を要約すると、クライアントは、１つまたは複数の各々の起点サーバとネゴシ
エーションされた１つまたは複数のセッション・マスタ・シークレットを持つ能力と、そ
れらをプロキシに保護された形で配送する能力とを有する必要がある。プロキシは、クラ
イアントのセッションへの参加を開始できるようにするために、クライアントのマスタ・
シークレットから必要な暗号化情報を作ることができる必要がある。上の方法は、セッシ
ョン・シークレットのネゴシエーションに使用されるハンドシェーク・プロトコルに対す
る変更を全く必要としない。総合的なネットワーク・トラフィックに対する追加の負荷は
、最小限である。というのは、クライアントがプロキシからのサービスを必要とする間に
、クライアントとプロキシの間に１つの追加セッションがあるだけだからである。起点サ
ーバに必要な変更はない。
【００３６】
クライアントとプロキシの間の主セッションは、到着するレコードごとにセッション識別
子があるので、非同期と見なすことができる。クライアントからプロキシへの書込は、肯
定応答が不要なので、クライアントへのプロキシの書込と独立に発生することができる。
もちろん、基礎となるトランスポート層で、信頼性のある配送方法が実施されることが仮
定される。新しい接続（追加の起点サーバへの）を確立する、クライアントに対するプロ
キシ要求では、null*セッション識別子を使用することが好ましい。というのは、後に、
クライアントがトンネリングを要求する時に、プロキシによってセッション識別子が割り
当てられるからである。性能上の理由から、プロキシは、クライアントが所与の起点サー
バと同期していないので、クライアントが完全な認証ハンドシェークを実行することを強
制されるという条件で、暗号仕様変更についてクライアントに通知する必要はない。これ
は、起点サーバとの初期セッション確立中のクライアントに対するより大きいペイロード
を暗示するが、プロキシが新しい接続を確立するか、所与の起点サーバまたは他の起点サ
ーバへの追加の要求を送信する場合のチャッターが減る。
【００３７】
プロキシに関する多数の応用例がある。以下は、複数の代表的な例である。
【００３８】
プロキシのそのような使用の１つが、クライアントが暗号化／暗号化解除を実行するのに
要求される、必要な計算能力の削減である。たとえば、クライアントがファイヤウォール
の背後に配置される場合に、プロキシを使用して、クライアントが、認証ステップを１回
だけ実行し、プロキシとの間で実際にデータを平文で送受信し、したがって、暗号化ペイ
ロードをプロキシに移動することができる。代替案では、プロキシを使用して、実際のデ
ータ・レコードを起点サーバと交換できるようになる前に、クライアントがセッション・
シークレットを渡すことができるようにする（またはそれを要求する）ことによって、フ
ァイヤウォール構成に監査機能を提供する。この場合、プロキシは、クライアントがそれ
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自体または起点サーバに関するプライベート／特権情報を配送することを要求する必要が
ない。もう１つの例では、プロキシを使用して、クライアントと起点サーバの間のセッシ
ョンのセキュリティ特性を変更せずに、キャッシング・プロキシがセッションに参加でき
るようにすることによって、クライアント性能を改善することができる。その代わりに、
プロキシを使用して、プロキシがクライアントの秘密鍵の明示的な知識を有することなく
、クライアントの代わりに（後にセッションを再開始することによって）コンテンツを事
前に取り出すことができる。この場合、プロキシは、たとえば、オフピーク時間中に、ク
ライアントの購読の定期的更新を得ることができる。これらの例は、単に例示的であって
、本発明の範囲を制限するものと解釈されてはならない。
【００３９】
したがって、上で注記したように、本発明のもう１つの応用例は、第三者が、パーベイシ
ブ・コンピューティング・クライアント装置を用いるセキュア・セッションに参加できる
ようにすることである。代表的な装置には、ｘ８６ベース、PowerPC（登録商標）ベース
、またはＲＩＳＣベースであり、WindRiver VXWorks（商標）、QSSL QNXNeutrino（商標
）、またはMicrosoft Windows（登録商標） CEなどのリアルタイム・オペレーティング・
システムを含み、ウェブ・ブラウザを含むことができる、パーベイシブ・クライアントが
含まれる。この応用例を、下で詳細に示す。
【００４０】
図６を参照すると、代表的なパーベイシブ・コンピューティング装置には、複数のコンポ
ーネント、たとえばクライアント・アプリケーション・フレームワーク１４２、仮想計算
機１４４、言語エンジン１４６、および業界供給のランタイム・オペレーティング・シス
テム（ＲＴＯＳ）１４８を含む、クライアント・スタック１４０が含まれる。クライアン
ト・アプリケーション・フレームワーク１４２には、通常は、ブラウザ１５０、ユーザ・
インターフェース１５２、パーベイシブ・コンピューティング・クライアント・アプリケ
ーション・クラス・ライブラリ１５４、標準Java（登録商標）クラス・ライブラリ１５６
、および通信スタック１５８が含まれる。パーベイシブ・コンピューティング・クライア
ントは、接続サービス１６２を介してサーバ・プラットホーム１６０に接続される。
【００４１】
この下位レベルでは、接続サービス６２に、圧縮機能および暗号化機能を提供するゲート
ウェイ１６４が含まれる。ゲートウェイによって、本発明の方法に従って拡張されたネッ
トワーク・セキュリティ・プロトコルが実施される。接続サービス１６２の上位レベルは
、トランスコーディング、フィルタリング、優先順位付け、および装置管理へのリンクな
どの１つまたは複数の異なる機能を提供するプロキシ１６６である。
【００４２】
サーバ・プラットホーム１６０すなわち所与の起点サーバは、複数の異なるタイプとする
ことができる。プラットホーム１６０は、ウェブ／アプリケーション・サーバ１７０（同
期式要求－応答型サーバ）またはデータ同期化サーバ１７２および１７４（非同期式キュ
ー通信型サーバ）とすることができる。そのようなサーバ・タイプのそれぞれの基本機能
が図示されている。代替案では、プラットホーム１６０を、ＬＤＡＰディレクトリ／リポ
ジトリ、認識および通知、ネットワーク管理、装置寿命サイクル管理、ユーザおよび装置
登録、または請求などの追加サービスを提供する付加価値サーバとすることができる。
【００４３】
このセキュリティ委任プロトコルは、従来技術に対する多数の長所を提供する。上で述べ
たように、このプロトコル拡張は、レコード・プロトコル層でのセキュア接続の基本特性
を変更しない。さらに、プロキシへの接続は、プライベートであり、対称暗号（たとえば
、ＤＥＳ、ＲＣ４など）を、データ暗号化に使用することができる。この対称暗号化の鍵
は、接続ごとに一意に生成され、別のプロトコル（ＴＬＳまたはＳＳＬのハンドシェーク
・プロトコルなど）によってネゴシエーションされたシークレットに基づくことが好まし
い。さらに、プロキシへの接続は、信頼性がある。メッセージ・トランスポートには、通
常は、キー付きＭＡＣを使用するメッセージ保全性検査が含まれる。セキュア・ハッシュ
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【００４４】
このハンドシェーク・プロトコルは、複数の基本特性を有する接続セキュリティを提供す
る。ピアの識別は、非対称暗号すなわち公開鍵暗号（たとえばＲＳＡ、ＤＳＳなど）を使
用して認証することができる。この認証は、任意選択にすることができるが、一般に、ピ
アの少なくとも１つについて要求される。さらに、共用されるシークレットのネゴシエー
ションは、セキュアである。ネゴシエーションされるシークレットは、盗聴者には入手不
能であり、すべての認証される接続について、接続の中に自身を置くことができる攻撃者
であってもシークレットを得ることができない。さらに、プロキシとのネゴシエーション
は、信頼性がある。攻撃者は、通信の当事者に検出されずに、ネゴシエーションされる通
信を変更することができない。
【００４５】
上でさらに述べたように、このセキュリティ・プロトコルを用いると、プロキシが、セッ
ションの属性を変更せずに、クライアントと起点サーバの組との間のセキュア・セッショ
ンに参加できるようになる。この方法は、暗号強度または使用される認証技法から独立で
もある。
【００４６】
本発明は、プロセッサ内で実行可能なソフトウェア内で、すなわち、コンピュータのラン
ダム・アクセス・メモリに常駐するコード・モジュール内の命令の組（プログラム・コー
ド）として、実施することができる。コンピュータによって要求されるまで、命令の組を
、別のコンピュータ・メモリ、たとえば、ハード・ディスクまたは取外し可能メモリに保
管するか、インターネットまたは他のコンピュータ・ネットワークを介してダウンロード
することができる。
【００４７】
さらに、説明したさまざまな方法は、ソフトウェアによって選択的に活動化または再構成
される汎用コンピュータで便利に実施されるが、当業者は、そのような方法を、必要な方
法ステップを実行するように構成された、ハードウェア、ファームウェア、またはより特
殊化された装置で実行できることを諒解するであろう。
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