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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して接続された外部装置へサービスを提供するサーバーシステム、お
よび認可サーバーシステムと通信することが可能であり、前記サービスを利用するアプリ
ケーションをインストールすることが可能なデバイス装置であって、
　認可サーバーシステム連携アプリケーションを備え、
　前記認可サーバーシステム連携アプリケーションは、
　ユーザーが持っている前記サービスを利用するための権限を前記デバイス装置に移譲す
ることを許可する認可操作が行われたことに応じて前記認可サーバーシステムにより発行
される第１の権限情報を取得する第１の取得手段と、
　ユーザーから移譲された権限を前記アプリケーションに対して更に移譲する要求を、前
記第１の権限情報とともに前記認可サーバーシステムへ送信し、前記第１の権限情報に基
づき発行された第２の権限情報を前記認可サーバーシステムから取得する第２の取得手段
と、を有し、
　前記認可サーバーシステム連携アプリケーションのインターフェースを呼び出すオブジ
ェクトを前記アプリケーションが取得し、前記アプリケーションによりインターフェース
定義クラスに定義されている権限情報の取得要求が実行されたことで権限情報の取得要求
を要求元である前記アプリケーションから受け付けた場合に、前記第２の取得手段による
前記第２の権限情報の取得が実行されることを特徴とするデバイス装置。
【請求項２】
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　前記第２の取得手段は、ユーザーからの認可操作を受け付けることなく、第２の権限情
報を前記認可サーバーシステムから取得することを特徴とする請求項１に記載のデバイス
装置。
【請求項３】
　要求元である前記アプリケーションは、前記第２の取得手段から前記第２の権限情報を
取得し、取得された前記第２の権限情報を用いて前記サービスを受けることを特徴とする
請求項１乃至２の何れか１項に記載のデバイス装置
【請求項４】
　前記第２の取得手段は、要求元である前記アプリケーションのアプリケーションＩＤを
取得し、ユーザーから移譲された権限を前記アプリケーションに対して更に移譲する要求
を、前記第１の権限情報、および前記アプリケーションＩＤとともに前記認可サーバーシ
ステムへ送信し、前記アプリケーションＩＤに紐付けて前記第２の権限情報を管理する前
記認可サーバーシステムから前記第２の権限情報を取得することを特徴とする請求項１ま
たは２に記載のデバイス装置。
【請求項５】
　要求元である前記アプリケーションが前記第２の取得手段から前記第２の権限情報を取
得し、取得された前記第２の権限情報を用いて前記サービスを受ける際、前記アプリケー
ションのアプリケーションＩＤと同じアプリケーションＩＤが前記サーバーシステムに予
め設定されている場合に、要求元である前記アプリケーションは前記サービスを受けるこ
とを特徴とする請求項３に記載のデバイス装置。
【請求項６】
　前記デバイス装置は、
　仮想マシンにより提供されるアプリケーション実行環境上で動作するアプリケーション
のライフサイクルを管理するフレームワークを更に有し、
　前記フレームワークは、前記アプリケーションが改竄されていないことを確認してイン
ストールを行う際に前記アプリケーションのアプリケーションＩＤを管理し、
　前記第２の取得手段は、前記フレームワークを介して前記アプリケーションＩＤを取得
することを特徴とする請求項４または５に記載のデバイス装置。
【請求項７】
　前記アプリケーションは、前記第２の取得手段を呼び出すためのインターフェースのオ
ブジェクトを前記フレームワークに要求し、前記アプリケーションＩＤが設定された前記
インターフェースのオブジェクトを取得し、前記インターフェースのオブジェクトに定義
されている権限情報の取得要求とともに、前記インターフェースに設定された前記アプリ
ケーションＩＤを前記第２の取得手段へ送信することを特徴とする請求項６に記載のデバ
イス装置。
【請求項８】
　前記アプリケーションは、ユーザーから前記サービスを利用する必要がある機能を呼び
出された場合に、権限情報の取得要求を前記第２の取得手段に送信することを特徴とする
請求項１乃至７の何れか１項に記載のデバイス装置。
【請求項９】
　前記第２の取得手段は、前記第１の権限情報の有効期限が切れている場合、前記第１の
権限情報を再発行するために必要な再発行情報を送信し、新たに発行された第１の権限情
報を取得し、更に、新たに発行された第１の権限情報に基づき発行された第２の権限情報
を前記認可サーバーシステムから取得することを特徴とする請求項１乃至７の何れか１項
に記載のデバイス装置。
【請求項１０】
　前記サーバーシステムは、印刷サービス、および帳票サービスの内、少なくとも１つの
画像処理サービスを提供するサーバーシステムであり、
　前記デバイス装置は印刷部、およびスキャナ部の内、少なくとも１つの画像処理部を備
えた画像形成装置であることを特徴とする請求項１乃至９の何れか１項に記載の認可サー
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バーシステム。
【請求項１１】
　前記デバイス装置はスマートフォンであることを特徴とする請求項１乃至１０の何れか
１項に記載の認可サーバーシステム。
【請求項１２】
　ネットワークを介して接続されたデバイス装置へサービスを提供するサーバーシステム
、および認可サーバーシステムと通信することが可能であり、前記サービスを利用するア
プリケーションをインストールすることが可能なデバイス装置を制御する制御方法であっ
て、
　前記デバイス装置が備える前記認可サーバーシステム連携アプリケーションの第１の取
得手段は、ユーザーが持っている前記サービスを利用する権限を前記デバイス装置に移譲
することを許可する認可操作が行われたことに応じて前記認可サーバーシステムにより発
行される第１の権限情報を取得し、
　前記デバイス装置が備える前記認可サーバーシステム連携アプリケーションの第２の取
得手段は、権限情報の取得要求を要求元である前記アプリケーションから受け付けた場合
に、ユーザーから移譲された権限を前記アプリケーションに対して更に移譲する要求を、
前記第１の権限情報とともに前記認可サーバーシステムへ送信し、前記第１の権限情報に
基づき発行された第２の権限情報を前記認可サーバーシステムから取得し、前記認可サー
バーシステム連携アプリケーションのインターフェースを呼び出すオブジェクトを前記ア
プリケーションが取得し、前記アプリケーションによりインターフェース定義クラスに定
義されている権限情報の取得要求が実行されたことで権限情報の取得要求を要求元である
前記アプリケーションから受け付けた場合に、前記第２の取得手段による前記第２の権限
情報の取得が実行されることを特徴とする制御方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の制御方法をデバイス装置に実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　ユーザーの権限が移譲されるデバイス装置、その制御方法、およびそのプログラムに関
する
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＰＤＦ形式の電子文書を作成するサービス、およびその電子文書を保存するサー
ビスをインターネットを介して端末に提供するサーバーが広く運営されるようになった。
ユーザーは端末を介してサービスを利用することで、その端末に電子文書の作成機能がな
い場合でも電子文書が作成できるようになる他、端末の記憶容量以上の電子文書を保存で
きるようにもなる。
【０００３】
　更に、クラウドが注目されるに伴い、複数のサービスを連携させて新たな付加価値を創
造する機会は益々増加している。例えば、サービスを利用し作成したＰＤＦ形式の電子文
書が端末を経由することなく別のサービスに直接保存される、と言ったサービスの連携が
可能である。その一方で、サービスが連携することにより課題が生まれる。
【０００４】
　それは、ユーザーが望んだ以上の情報がサービス間で交換された場合、ユーザーデータ
や個人情報の漏えいリスクが高まると言うことである。サービス連携時に、ユーザーの望
む結果を提供するためのサービス以外のサービスがユーザーデータ、個人情報等を取得す
ることは望ましくない。一方で、サービスの提供者からするとサービス連携の仕組みは容
易に実装できるものが好ましい。
【０００５】
　このような状況において、ＯＡｕｔｈ（特許文献１、非特許文献１、および非特許文献
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２を参照）と呼ばれる認可の連携を実現させるための標準プロトコルが策定されている。
ＯＡｕｔｈを複数のサービスに実装することで、例えば、ユーザーから特定の権限でサー
ビスＡへのアクセスが認められた外部サービスＢは、ユーザーの認証情報を用いることな
くサービスＡへアクセスできるようになる。このとき、サービスＡは外部サービスＢから
アクセスされるデータ、および利用されるサービスの範囲と言った権限の内容をユーザー
に対し明らかにした上で、外部サービスＢによるアクセスにユーザーの明示的な了承、即
ち認可を必要とする構成になっている。ユーザーが認可画面を介して明示的に認可を行う
行為を認可操作と言う。
【０００６】
　ユーザーが認可操作を行うと、サービスＡは外部サービスＢに対してユーザーによって
認可された特定の権限を与える。そして、外部サービスＢは、認可された権限でアクセス
が認められることを証明するトークン、即ち認可トークンをサービスＡから直接的、また
は間接的に受け取る。以降、外部サービスＢはその認可トークンを用いてサービスＡにア
クセスできる。ユーザーが認可操作を行った結果、サービスを利用する主体、先程の例で
言えば外部サービスＢに認可トークンを保持させるための一連の流れを、ユーザーは外部
サービスＢに権限を移譲する、と言う。なお、上述した通り、サービスを利用する主体に
実際の権限を与えるのはサービスを利用させる主体であり、先程の例で言えば、ユーザー
から認可操作が行われたことを確認したサービスＡが権限を与える。
【０００７】
　なお、この技術はサービス間の連携にのみ使用されるわけではなく、ユーザーが操作す
る端末のアプリケーションがＯＡｕｔｈを用いてインターネット上のサービスと連携する
形態でも利用されていることが知られている。例えば、アプリケーションの追加・削除が
可能であるスマートフォンに複数のアプリケーションをインストールし、各アプリケーシ
ョンがインターネット上のサービスと連携する形態である。その中でも、ソーシャル・ネ
ットワーキング・サービス（以下、ＳＮＳと呼ぶ）と呼ばれるサービスと、スマートフォ
ンのアプリケーションがＯＡｕｔｈを用いて連携する形態が代表的な例である。
【０００８】
　スマートフォンにインストールされたアプリケーションは、ユーザーの代理としてＳＮ
Ｓにアクセスすることになる。ユーザーは、ＳＮＳを利用するのに必要な最小限の機能の
権限、例えば記事を投稿する権限のみをアプリケーションに移譲することで、スマートフ
ォンにＳＮＳの認証情報を保存させることなく、かつアプリケーションは適正な権限でＳ
ＮＳと連携することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１２－００８９５８号公報
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】“Ｔｈｅ　ＯＡｕｔｈ　１．０　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ”、［ｏｎｌｉｎｅ
］　Ｅ．　Ｈａｍｍｅｒ－Ｌａｈａｖ、２０１２年９月　＜ＵＲＬ　ｈｔｔｐ：／／ｔｏ
ｏｌｓ．ｉｅｔｆ．ｏｒｇ／ｈｔｍｌ／ｒｆｃ５８４９＞
【非特許文献２】“Ｔｈｅ　ＯＡｕｔｈ　２．０　Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ　Ｆｒａ
ｍｅｗｏｒｋ　ｄｒａｆｔ－ｉｅｔｆ－ｏａｕｔｈ－ｖ２－３１”、［ｏｎｌｉｎｅ］　
Ｄ．　Ｈａｒｄｔ．、２０１２年９月　＜ＵＲＬ　ｈｔｔｐ：／／ｔｏｏｌｓ．ｉｅｔｆ
．ｏｒｇ／ｈｔｍｌ／ｄｒａｆｔ－ｉｅｔｆ－ｏａｕｔｈ－ｖ２－３１＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　ここでスマートフォンを始めとする、アプリケーションの追加・削除を可能とするデバ
イス装置に複数のアプリケーションをインストールし、各アプリケーションがクラウドサ
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ービスと連携するケースを考える。例えば、ＯＡｕｔｈのような権限移譲プロトコルを用
いてユーザーはアプリケーションに権限を移譲するであろう。その場合は、ユーザーは以
下のような操作フローを行う事になる。ユーザーは自身のデバイス装置にクラウドサービ
スと連携する第一のアプリケーションを追加する。次に、第一のアプリケーションを起動
し、認可操作を行いクラウドサービスへのアクセス権限を第一のアプリケーションに委譲
する。次に、ユーザーが第二のアプリケーションを追加した場合は、ユーザーは再度、認
可操作を行い第二のアプリケーションに権限委譲を行う。つまり、追加するクラウドサー
ビスを利用するアプリケーション毎にユーザーは認可操作を行う事になり、操作が煩雑に
なってしまう。
【００１２】
　本発明は、上述した課題を解決するためのデバイス装置を提供することを目的の１つと
する。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の一実施形態に係るデバイス装置は、ネットワークを介して接続された外部装置
へサービスを提供するサーバーシステム、および認可サーバーシステムと通信することが
可能であり、前記サービスを利用するアプリケーションをインストールすることが可能な
デバイス装置であって、認可サーバーシステム連携アプリケーションを備え、前記認可サ
ーバーシステム連携アプリケーションは、ユーザーが持っている前記サービスを利用する
権限を前記デバイス装置に移譲することを許可する認可操作が行われたことに応じて前記
認可サーバーシステムにより発行される第１の権限情報を取得する第１の取得手段と、権
限情報の取得要求を要求元である前記アプリケーションから受け付けた場合に、ユーザー
から移譲された権限を前記アプリケーションに対して更に移譲する要求を、前記第１の権
限情報とともに前記認可サーバーシステムへ送信し、前記第１の権限情報に基づき発行さ
れた第２の権限情報を前記認可サーバーシステムから取得する第２の取得手段と、を有し
、前記認可サーバーシステム連携アプリケーションのインターフェースを呼び出すオブジ
ェクトを前記アプリケーションが取得し、前記アプリケーションによりインターフェース
定義クラスに定義されている権限情報の取得要求が実行されたことで権限情報の取得要求
を要求元である前記アプリケーションから受け付けた場合に、前記第２の取得手段による
前記第２の権限情報の取得が実行されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、従来よりも少ない回数の認可操作で複数の各アプリケーションに権限
委譲を行う事ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】権限移譲システムの構成図。
【図２】各装置のハードウェア構成図。
【図３】各装置のソフトウェアモジュール構成図。
【図４】認可サーバーが管理するテーブル構造。
【図５】画像形成装置が管理するテーブル構造。
【図６】親トークン発行までのシーケンス。
【図７】認可処理に関連する画面。
【図８】子トークン発行までのシーケンス。
【図９】アプリケーション管理シーケンス。
【図１０】アプリケーションの構成およびテーブル構造。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本願発明の実施例においては、インターネット上で帳票データを生成する帳票サービス
と、インターネット上のデータを取得して印刷する印刷サービスとがインターネット上の
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サーバーに設置されていることを想定している。以降、帳票サービスや印刷サービスのよ
うに、ネットワークからデバイス装置へ提供されている機能をリソースサービスと呼ぶ。
【００１７】
　本願発明の実施例においては端末であるデバイス装置として画像形成装置を例に説明す
る。画像形成装置上にインストールされた印刷アプリケーション、および帳票アプリケー
ションがリソースサービスを利用することを想定している。以降、印刷アプリケーション
や帳票アプリケーションのようにリソースサービスを利用するアプリケーションをリソー
スサービス連携アプリケーションと呼ぶ。
【００１８】
　更に、本願発明の実施例における権限の移譲の処理にはＯＡｕｔｈの仕組みを利用する
こととする。ＯＡｕｔｈでは、ユーザーから移譲された権限の範囲を特定するための情報
をトークンと呼ばれるデータ形式で表現する。サービスを利用される主体、即ちリソース
サービスを提供するサーバーは、トークンに基づいて特定される権限範囲で外部からのア
クセスを許す。トークンを始めとする権限の範囲を特定するために用いられる情報を本実
施例では権限情報と称する。また、サービスを利用する主体、即ち画像形成装置、または
リソースサービス連携アプリケーションに移譲される権限の範囲を規定する情報をスコー
プと称し、ユーザーが画像形成装置に対して権限移譲した場合に発行されるトークンを親
トークンと称する。本実施例では、ユーザーの権限を画像形成装置のようなデバイス装置
に移譲することも本願発明の実施例のポイントの１つである。
【００１９】
　例えば、画像形成装置上に印刷アプリケーション、および帳票アプリケーションが存在
する場合を考える。従来技術では、ユーザーは、印刷アプリケーションからリソースサー
ビスを利用する場合は印刷アプリケーションに、帳票アプリケーションからリソースサー
ビスを利用する場合は帳票アプリケーションに対してそれぞれ個別に認可操作を行う必要
がある。ユーザーの立場で考えると、同一の画像形成装置からリソースサービスを利用す
る場合には、例えば一度の認可操作でそれぞれのアプリケーションからリソースサービス
を利用できるようになった方が良い。そこで、アプリケーションに権限を移譲する際、ユ
ーザーに代わり画像形成装置がアプリケーションに権限を移譲することでユーザーの認可
操作の回数を低減させる。ユーザーは画像形成装置に権限を移譲した段階で、アプリケー
ションにも権限を移譲することを暗に認可したこととなる。
【００２０】
　なお、本願発明の実施例では画像形成装置に権限を移譲する際にユーザーに認可操作を
行わせるが、アプリケーションに権限を移譲する際にはユーザーに認可操作を行わせない
。以上の様に、本実施例では、ユーザーの権限をデバイス装置に移譲することでユーザー
の認可操作を従来よりも少ない回数に減らしつつ、将来的に追加される各アプリケーショ
ンへの権限移譲を可能にする。
【００２１】
　ここで、アプリケーションへ権限移譲をする方法について説明する。アプリケーション
へ権限移譲をする方法として始めに思いつく構成は、画像形成装置が取得した親トークン
をアプリケーションで共有する形態にする形態であろう。しかし、アプリケーションが親
トークンを共有する形態を取った場合、全てのアプリケーションに全く同じ権限が与えら
れたことになってしまいセキュリティ上好ましくない。
【００２２】
　例えば、印刷アプリケーションは印刷権限が必要だが帳票生成権限は不要である。また
帳票アプリケーションは帳票生成権限が必要だが印刷権限は不要である。このように個々
のアプリケーションがそれぞれ異なる目的のためのものであれば、それぞれのアプリケー
ションに必要な権限は異なるため、夫々のアプリケーションには出来る限り必要最低限の
権限を与える形態がセキュリティ上は好ましい。
【００２３】
　また、トークンを管理するサーバーは、想定していないアプリケーションからの接続を
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許可するとしても、どのようなアプリケーションからのアクセスであったのかの記録を残
したいという要求も存在する。これは、例えば、より利用頻度の高いアプリケーションを
特定し、そのアプリケーションの利用シーンに合わせて機能を拡張していくといった、リ
ソースサービスの機能拡張への戦略を決めるうえで有用な情報である。また、リソースサ
ービスを提供するサーバーは、トークンを用いてアクセスするリソースサービス連携アプ
リケーションが正規なアプリケーションであるかを認識する必要がある。でなければ、不
正なアプリケーションにサービスを利用されてしまうことになる。
【００２４】
　本願発明の実施例においては、個々のリソースサービス連携アプリケーションは親トー
クンを直接使うのでなく、デバイスに移譲された権限の内、アプリケーションが必要とす
る権限を更にアプリケーションに移譲する。そして、デバイスがアプリケーションに権限
を移譲する際、トークンを管理するサーバーがアプリケーションの特定が可能なように移
譲を行う。画像形成装置がリソースサービス連携アプリケーションに権限を再移譲した場
合に発行されるトークンを子トークンと称する。親トークン、および子トークンの両方を
発行するために必要な操作を認可連携と称する。
【実施例１】
【００２５】
　実施例１では、画像形成装置に特に有効な実施形態について説明する。スマートフォン
のようなユーザー所有のデバイスのアプリケーションに権限を移譲する場合は、利便性は
低いものの、自身が追加したアプリケーションへの操作であるため許容される操作である
と言える。しかしながら、複数のユーザーで共有するデバイス、例えば、アプリケーショ
ンの追加・削除が可能な画像形成装置の場合は別である。画像形成装置に対するアプリケ
ーションの追加は画像形成装置の管理者が行うことが通例であり、装置の一般利用者は追
加されたアプリケーションを利用している認識はなく、画像形成装置に備わる機能を利用
している認識しかしていない。そのため、何かしらの画像形成装置の機能（実際は追加さ
れたアプリケーション）を利用するたびに認可操作を求められる事は、利便性が低いだけ
でなく、理由が理解できず煩雑に感じてしまう。また、権限移譲の際は利用者毎に認可操
作が行われるので、装置の一般利用者が多ければ多いほど画像形成装置上で行われる認可
操作は増加し、画像形成装置が占有されてしまい他のユーザーが利用できない状況も発生
する。
【００２６】
　そこで、上述したように、各アプリケーションに対する認可操作をより少ない回数、例
えば、１回の認可操作で各アプリケーションに権限を移譲させる仕組みをデバイス装置、
およびクラウドサービスに導入することが考えられる。つまり、１回の認可操作で取得し
た認可トークンをデバイス装置内のアプリケーション間で共有する方法が考えられる。
【００２７】
　一方、クラウドサービスの提供元はアクセスしてくるアプリケーションを特定したいと
いう要求がある。特に有償のクラウドサービスを提供する場合は不正利用を防止する目的
でアクセス元のアプリケーションを限定したいという要求がある。ＯＡｕｔｈを用いて、
この要求にこたえるためにはアプリケーションごとに認可操作する事になる。
【００２８】
　前述の１回の認可操作で取得した認可トークンを画像形成装置内のアプリケーション間
で共有する方法では、クラウドサービス側でアプリケーションを特定できない。実施例１
では、画像形成装置を例にこの２つの矛盾した関係を解決するための実施形態を説明する
。
【００２９】
　実施例１に係る権限移譲システムは、図１に示すような構成のネットワーク上に実現さ
れる。１００は、Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（ＷＡＮ１００）であり、本発明
ではＷｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂ（ＷＷＷ）システムが構築されている。１０１は各構
成要素を接続するＬｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（ＬＡＮ１０１）である。
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【００３０】
　２００はＯＡｕｔｈを実現するための認可サーバーであり、認可サービスモジュールが
設置されている。２１０はリソースサーバーであり、印刷サービスや帳票サービスといっ
たリソースサービスが設置されている。なお１台のリソースサーバーに設置されるリソー
スサービスは１つでもよく、複数でもよい。また、認可サーバー、およびリソースサーバ
ーは１台ではなく複数台で構成されるサーバー群であっても良い。認可サーバーシステム
と称した場合、認可サービスモジュールを備えた１台のサーバー、または複数台のサーバ
ー群を指しており、リソースサーバー２１０、および後述する画像形成装置３００は含ま
ないサーバー群を意味する。リソースサーバーシステムについても同様であり、リソース
サービスを備えた１台のサーバー、または複数台のサーバーを指している。サーバーシス
テムが複数台で構成される場合、サーバーシステムに備えられたモジュールは複数台のサ
ーバーに分割して配置し、モジュールの一部を備えた複数台のサーバー同士が連携して機
能を実行するようにしても良い。
【００３１】
　３００は画像形成装置であり、１つまたは複数のリソースサービス連携アプリケーショ
ンがインストールされている。ユーザーはそれらのリソースサービス連携アプリケーショ
ンを用いてリソースサービスを利用する。また認可サーバー２００、リソースサービス２
１０、画像形成装置３００はそれぞれＷＡＮ１００およびＬＡＮ１０１を介して接続され
ている。なお認可サーバー２００、リソースサービス２１０、画像形成装置３００はそれ
ぞれ個別のＬＡＮ上に構成されていてもよいし同一のＬＡＮ上に構成されていてもよい。
また認可サーバー２００、リソースサービス２１０は同一のサーバー上に構成されていて
もよい。
【００３２】
　本実施の形態に係る権限移譲システムは、図２に示すような構成のサーバーおよび画像
形成装置から成るシステム上に実現される。図２は、認可サーバー２００と画像形成装置
３００とがＷＡＮ１００およびＬＡＮ１０１を介して通信可能に接続されている様子を示
す。
【００３３】
　まず、認可サーバー２００の構成について説明する。尚、図２に示されるハードウェア
ブロック図は一般的な情報処理装置のハードウェアブロック図に相当するものとし、本実
施形態の認可サーバー２００には一般的な情報処理装置のハードウェア構成を適用できる
。また認可サーバー２００だけでなく、リソースサーバー２１０についても同様である。
図２において、ＣＰＵ２０１は、ＲＯＭ２０３のプログラム用ＲＯＭに記憶された、或い
はハードディスク（ＨＤ）等の外部メモリ２１１からＲＡＭ２０２にロードされたＯＳや
アプリケーション等のプログラムを実行しシステムバス２０４に接続される各ブロックを
制御する。ここでＯＳとはコンピュータ上で稼動するオペレーティングシステムの略語で
あり、以下オペレーティングシステムのことをＯＳと呼ぶ。後述する各シーケンスの処理
はこのプログラムの実行により実現できる。ＲＡＭ２０２は、ＣＰＵ２０１の主メモリ、
ワークエリア等として機能する。
【００３４】
　キーボードコントローラ（ＫＢＣ）２０５は、キーボード２０９や不図示のポインティ
ングデバイスからのキー入力を制御する。ＣＲＴコントローラ（ＣＲＴＣ）２０６は、Ｃ
ＲＴディスプレイ２１０の表示を制御する。ディスクコントローラ（ＤＫＣ）２０７は各
種データを記憶するハードディスク（ＨＤ）等の外部メモリ２１１におけるデータアクセ
スを制御する。ネットワークコントローラ（ＮＣ）２０８はＷＡＮ１００もしくはＬＡＮ
１０１を介して接続された画像形成装置３００や他の機器との通信制御処理を実行する。
尚、後述の全ての説明においては、特に断りのない限りサーバーにおける実行のハード上
の主体はＣＰＵ２０１であり、ソフトウェア上の主体は外部メモリ２１１にインストール
されたアプリケーションプログラムである。
【００３５】
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　次に、画像形成装置３００の構成について説明する。図示するように、画像形成装置３
００において、３０１は画像形成装置３００のＣＰＵであり、ＲＯＭ３０２や、外部メモ
リ３０３に記憶された制御プログラムに基づいてシステムバス３０４に接続される各ブロ
ックを制御する。ＣＰＵ３０１の処理により生成された画像信号が、印刷部Ｉ／Ｆ３０５
を介して、印刷部（画像形成装置エンジン）３０６に出力情報として出力される。また、
原稿を読み取るためのスキャナ部（不図示）を備えていても良く、画像形成装置３００は
印刷部、またはスキャナ部の内、少なくとも一方の画像処理部を有しているものとする。
また、ＣＰＵ３０１は、入力部３０７とネットワーク部３１０を介して認可サーバー２０
０との通信処理が可能となっており、画像形成装置３００内の情報等を認可サーバー２０
０に通知できる。
【００３６】
　ＲＯＭ３０２内のプログラムＲＯＭには、ＣＰＵ３０１の制御プログラム等を記憶して
いる。ＲＯＭ３０２内のフォント用ＲＯＭには、出力情報を生成する際に使用するフォン
トデータ等を記憶している。ＲＯＭ３０２内のデータ用ＲＯＭには、ハードディスク等の
外部メモリ３０３がない画像形成装置の場合、認可サーバー２００と送受信を行う情報等
を記憶している。
【００３７】
　ＲＡＭ３０８は、ＣＰＵ３０１の主メモリや、ワークエリア等として機能するＲＡＭで
あり、図示しない増設ポートに接続されるオプションＲＡＭによりメモリ容量を拡張する
ことができるように構成されている。また、ＲＡＭ３０８は、出力情報展開領域、環境デ
ータ格納領域、ＮＶＲＡＭ等に用いられる。
【００３８】
　外部メモリ３０３は、メモリコントローラ（ＭＣ）３０９によりアクセスを制御される
。外部メモリ３０３は、オプションとして接続され、フォントデータ、エミュレーション
プログラム、フォームデータ等を記憶する。また、操作部３１１は操作のためのスイッチ
及びＬＥＤ表示器等で構成されている。尚、後述の全ての説明においては、特に断りのな
い限り画像形成装置における実行のハード上の主体はＣＰＵ３０１であり、ソフトウェア
上の主体は外部メモリ３０３にインストールされたアプリケーションプログラムである。
【００３９】
　図３は本実施の形態に係る、認可サーバー２００、リソースサーバー２１０、画像形成
装置３００それぞれのモジュール構成を示す図である。図３に示す何れのモジュールも、
図２で示した各装置のＣＰＵが外部メモリにインストールされたアプリケーションプログ
ラムをＲＡＭを利用して実行することで実現されるモジュールである。認可サーバー２０
０は認可サーバーモジュール６００を備え、リソースサーバー２１０はリソースサーバー
モジュール７００を備えている。
【００４０】
　図中３００は画像形成装置３００である。画像形成装置３００はＣＰＵ３０１がＲＯＭ
３０２、或いは外部メモリ３０３に記憶されたＯＳを実行する事で各アプリケーションを
制御する。ここで８２０はそのＯＳであり、一般的にはリアルタイムＯＳが使用されるが
、昨今ではＬｉｎｕｘ（登録商標）等の汎用ＯＳが使用される事もある。次に、８１０は
仮想マシンであり、例えばＪａｖａ（登録商標）ＶＭがよく知られている。この仮想マシ
ン８１０はＯＳで制御されるアプリケーションとして動作する仮想的なアプリケーション
実行環境である。次に、８００はアプリケーション管理フレームワークであり、仮想マシ
ン８１０が提供するアプリケーション実行環境上で動作する管理対象のアプリケーション
のライフサイクルを管理する機能と、それを制御するＩ／Ｆ、および各アプリケーション
間での処理要求を仲介するためのＩ／Ｆ公開機能を備えている。ライフサイクルとはアプ
リケーションのインストール、起動、停止、アンインストールを含むアプリケーションの
状態を示すものとする。本実施例におけるアプリケーション管理フレームワーク８００は
、ＯＳＧｉ（Ｏｐｅｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｇａｔｅｗａｙ　ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ）ア
ライアンスで規定されたＯＳＧｉ（登録商標）として説明する。
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【００４１】
　また、認可サーバー連携クライアント４００、１つまたは複数のリソースサーバー連携
アプリケーション５００、ログインアプリケーション１０００は、仮想マシン８１０が提
供するアプリケーション実行環境にて動作する各種アプリケーションである。また、これ
らアプリケーションはアプリケーション管理フレームワーク８００にてライフサイクル管
理されている。なお、アプリケーション管理フレームワークは、後述するアプリケーショ
ン定義ファイルに記載された定義値に基づきアプリケーションの管理を行う。例えば、ア
プリケーションに固有に割り当てられているアプリケーションＩＤと、インストールされ
ている、もしくは開始されているアプリケーションの実態との紐づけ管理を行う。アプリ
ケーションＩＤはアプリケーションを識別するための識別情報であり、各アプリケーショ
ンに固有、または特定のグループに所属するアプリケーションに共通な情報である。８３
０はアプリケーション管理フレームワーク８００が公開するライフサイクル管理用の制御
Ｉ／Ｆを介して、ユーザーからの各種アプリケーションのインストールや、開始リクエス
トを受け付け実行するアプリケーション管理アプリケーションである。
ここで認可サーバー連携クライアント４００、リソースサーバー連携アプリケーション５
００およびログインアプリケーション１０００は、画像形成装置が既定で備えていてもよ
く、またアプリケーション管理アプリケーション８３０、およびアプリケーション管理フ
レームワーク８００を介して後からインストールされてもよい。さらに、画像形成装置３
００はＷＷＷを利用するためのユーザーエージェントであるＷｅｂブラウザ９００を備え
る。なお、アプリケーション管理フレームワーク８００におけるアプリケーションのイン
ストール、開始のシーケンスについては後述する。
【００４２】
　図４ａ、図４ｂ、図４ｃは認可サーバー２００が外部メモリに記憶するデータテーブル
である。これらデータテーブルは、認可サーバー２００の外部メモリではなく、ＬＡＮ１
０１を介して通信可能に構成された別のサーバーに記憶するよう構成する事も出来る。図
４ａはユーザー管理テーブル１２００である。ユーザー管理テーブル１２００は、ユーザ
ーＩＤ１２０１、パスワード１２０２、ユーザー種別１２０３から成る。認可サーバー２
００は、ユーザーＩＤ１２０１、パスワード１２０２の情報の組を検証し、正しければ認
証情報を生成することで、各ユーザーもしくはクライアントを認証する機能を備える。認
可サーバー２００がユーザーＩＤ１２０１、パスワード１２０２の情報の組を検証する処
理を認証処理と呼ぶ。
【００４３】
　図４ｂはクライアント管理テーブル１３００である。クライアント管理テーブル１３０
０はクライアントＩＤ１３０１、クライアント名１３０２、リダイレクトＵＲＬ１３０３
、シリアル番号１３０４から成る。クライアントＩＤ１３０１は、ユーザー管理テーブル
１２００のユーザーＩＤ１２０１と関連付いており、互いに参照可能となっている。クラ
イアント名１３０２、リダイレクトＵＲＬ１３０３は後述のＯＡｕｔｈのシーケンスで利
用される値である。そして、シリアル番号１３０４はクライアントが画像形成装置３００
に備えられていた場合に登録される値であり、画像形成装置をユニークに識別可能な値で
ある。
【００４４】
　図４ｃは認可トークン管理テーブル１４００である。認可トークン管理テーブル１４０
０は、認可トークンＩＤ１４０１、トークン種別１４０２、有効期限１４０３、スコープ
１４０４、リフレッシュトークンＩＤ１４０５、リフレッシュ期限１４０６、クライアン
トＩＤ１４０７、ユーザーＩＤ１４０８、アプリケーションＩＤ１４０９から成る。これ
ら認可トークン管理テーブル１４００の処理詳細については後述する。
【００４５】
　図５ａ、図５ｂ、図５ｃは画像形成装置３００が外部メモリに記憶するデータテーブル
である。図５ａはデバイスユーザー管理テーブル１５００である。デバイスユーザー管理
テーブル１５００はログインアプリケーション１０００から参照、更新可能なように構成
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されている。また、本実施例では画像形成装置３００の外部メモリに記憶するよう記載し
ているが、画像形成装置３００がＬＡＮ１０１を介して通信可能な別サーバーにて構成す
る事もできる。デバイスユーザー管理テーブル１５００は、ユーザーＩＤ１５０１、パス
ワード１５０２、ＩＣカード情報１５０３から成る。ログインアプリケーション１０００
は、画像形成装置３００の入力画面を用いてユーザーからのユーザーＩＤ、パスワードを
受け付ける画面（不図示）を構成する。そして、入力されたユーザーＩＤ、パスワードの
組が、ユーザーＩＤ１５０１、パスワード１５０２の組と一致しているか検証し、一致し
ていればユーザーＩＤ１５０１の情報を含むログインコンテキストを生成することで、各
ユーザーを認証する機能を備える。また、ログインアプリケーション１０００は画像形成
装置３００に接続された不図示のＩＣカードリーダーからＩＣカード情報を取得し、ＩＣ
カード情報１５０３の情報と一致しているか検証する。ログインアプリケーション１００
０は、情報が一致すればユーザーＩＤ１５０１の情報を含むログインコンテキストを生成
する事で、各ユーザーを認証する機能も備える。
【００４６】
　ログインコンテキストとは、認証を受けたユーザーのユーザーＩＤ１５０１の情報が設
定されたオブジェクトであり、その他に、ユーザーの属性情報、例えば、ユーザーが所属
するドメインやユーザーの電子メールアドレス等の情報を設定するよう構成する事もでき
る。ユーザーが画像形成装置３００にログインしている間、画像形成装置３００はログイ
ンコンテキストを保持し、内部のプログラムモジュールが画像形成装置３００のリソース
を使用するときはログインコンテキストを利用してセキュアにアクセスを行う。
【００４７】
　図５ｂはデバイス管理テーブル１６００である。デバイス管理テーブル１６００は認可
サーバー連携クライアント４００のみから参照、更新可能なように構成されている。デバ
イス管理テーブル１６００は、クライアントＩＤ１６０１、クライアントシークレット１
６０２、エンドポイントＵＲＬ１６０３、リダイレクトＵＲＬ１６０４から成る。ここで
、クライアントＩＤ１６０１、クライアントシークレット１６０２は、予め認可サーバー
２００にて発行、記憶されたクライアント用のユーザーＩＤ１２０１、パスワード１２０
２にそれぞれ対応している。さらに、リダイレクトＵＲＬ１６０４も、認可サーバー２０
０のクライアント管理テーブルに、クライアントＩＤ１３０１、クライアント名１３０２
、画像形成装置３００のシリアル番号１３０４と共に登録されている情報と同様のデータ
が格納されている。これらの情報を認可サーバー２００に登録する方法としては、例えば
、画像形成装置３００がＬＡＮ１０１、ＷＡＮ１００を介してオンラインで登録する方法
や、サービスマンが認可サーバー２００、画像形成装置３００にそれぞれ値を設定する方
法でも良い。なお、エンドポイントＵＲＬ１６０３は認可サーバーが公開するＯＡｕｔｈ
のためのエンドポイントのＵＲＬである。
【００４８】
　図５ｃは親トークン管理テーブル１７００である。親トーク管理テーブル１７００は認
可サーバー連携クライアント４００からのみ参照、更新可能なよう構成されている。親ト
ークン管理テーブル１７００は、ユーザーＩＤ１７０１、認可トークンＩＤ１７０２、リ
フレッシュトークンＩＤ１７０３から成る。親トークン管理テーブル１７００の処理詳細
については後述する。
【００４９】
　ここで、親トークン取得に関する本実施形態のシーケンスを図６、図７を用いて説明す
る。本シーケンスは、ユーザーが画像形成装置３００を最初に利用する際に一度だけ行う
操作である。例えば、認可サーバー連携クライアント４００を画像形成装置３００にイン
ストールし、その後、ユーザーが始めて画像形成装置３００を利用する際に図６で示すフ
ローを行う形態が好ましい。まず、ユーザーが画像形成装置３００においてログインアプ
リケーション１０００が提供するログイン手段を用いて画像形成装置３００にログインす
る（Ｓ１．１）。ここでユーザーＩＤがｕｓｅｒ００１　のユーザーがログインしたとす
る。すると、ログインアプリケーション１０００はｕｓｅｒ００１のユーザーＩＤを含む



(12) JP 6066647 B2 2017.1.25

10

20

30

40

50

ログインコンテキストを生成し、アプリケーション管理フレームワーク８００を介して各
アプリケーションが取得可能なようにログインコンテキストをＲＡＭ３０８に格納する（
Ｓ１．２）。
【００５０】
　次に、ユーザーは画像形成装置３００を操作してブラウザ９００を実行する。なお、画
像形成装置３００ではなく、外部装置のブラウザからアクセスしても良い。そして、ブラ
ウザ９００を用いて認可サーバー連携クライアント４００の認可連携を開始するためのＵ
ＲＬへアクセスする（Ｓ１．３）。ここで認可サーバー連携クライアント４００は図７ａ
に示すような認可連携開始を確認する画面１８０１を応答するよう構成しても良い。認可
サーバー連携クライアント４００は、認可連携の開始を受け付けたら、デバイス管理テー
ブル１６００のエンドポイントＵＲＬ１６０３に記載のＵＲＬに対して、ＯＡｕｔｈの認
可リクエストを行うようブラウザ９００にリダイレクト要求する（Ｓ１．４）。この認可
リクエストには、デバイス管理テーブル１６００のクライアントＩＤ１６０１、リダイレ
クトＵＲＬ１６０４の情報が含まれる。また、ＯＡｕｔｈでは、認可を受けたい権限範囲
を示すスコープを認可リクエストに含むよう構成する事もできる。本実施例では、スコー
プとしてスコープＡがリクエストされたとして説明する。
【００５１】
　認可リクエストを受け付けた認可サーバー２００は、ユーザーを認証するために図７ｂ
に示すログイン画面１８０２をブラウザ９００に応答する（Ｓ１．５）。ユーザーはブラ
ウザ９００に示されたログイン画面１８０２に対して、ユーザーＩＤ、パスワードを入力
しログインを実行する（Ｓ１．６）。認可サーバー２００は受け付けたユーザーＩＤ、パ
スワードの組がユーザー管理テーブル１２００に登録されている情報と一致しているかを
検証し、一致している場合はユーザーＩＤと紐づいた認証情報を生成して次の処理を実行
する。認可サーバー２００は、認可リクエストに含まれているクライアントＩＤとリダイ
レクトＵＲＬの組みが、クライアント管理テーブル１３００に登録されている情報と一致
しているか検証する。検証の結果正しければ、クライアント管理テーブル１３００のクラ
イアント名１３０２を取得し、図７ｃに示す認可確認画面１８０３を生成しブラウザ９０
０に応答する（Ｓ１．７）。その際、認証情報をブラウザ９００に対してＣｏｏｋｉｅ情
報として格納して応答する。なお、実施例では、認可確認画面１８０３にクライアント名
１３０２を表示するよう説明したが、ここにクライアントの詳細な説明を追加して表示す
る事や、ログインしているユーザーの情報を表示するよう構成する事もできる。また認可
リクエストにスコープを含む場合は、当該スコープの範囲を説明する情報を認可確認画面
１８０３に表示するよう構成する事も出来る。この処理により、認可サーバー２００はユ
ーザーの認証と、認可サーバー連携クライアント４００の認証を行ったことになる。
【００５２】
　次に、ユーザーはブラウザ９００に表示された認可確認画面１８０３で許可の認可操作
を行う（Ｓ１．８）。許可を受けた認可サーバー２００は次の処理を実行する。認可トー
クン管理テーブル１４００に認可コードを発行し登録する。その際、認可トークンＩＤ１
４０１に発行したトークンのＩＤ、トークン種別１４０２に認可コード、有効期限１４０
３、および、認可リクエスト時に受け付けたクライアントＩＤをクライアントＩＤ１４０
７、ブラウザ９００からＣｏｏｋｉｅとして送信された認証情報に紐づくユーザーＩＤを
ユーザーＩＤ１４０８に登録する。そして、認可応答として、認可コードの認可トークン
ＩＤを付与したリダイレクトＵＲＬに対してブラウザ９００をリダイレクト要求する（Ｓ
１．９）。
【００５３】
　認可応答を受けた認可サーバー連携クライアント４００は、認可サーバー２００に対し
てトークン要求を行う（Ｓ１．１０）。このトークン要求には、認可応答で取得した認可
コードの認可トークンＩＤ、デバイス管理テーブル１６００のクライアントＩＤ１６０１
、クライアントシークレット１６０２、リダイレクトＵＲＬ１６０４を含む。トークン要
求を受けた認可サーバー２００は以下の検証を行い、正しい場合は親トークンを生成する
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（Ｓ１．１１）。認可サーバー２００は、トークン要求で受けつけたクライアントＩＤ、
クライアントシークレットの組が、ユーザー管理テーブル１２００に登録されているユー
ザーＩＤ１２０１、パスワード１２０２の組と一致しているか検証する。次に、トークン
要求で受けつけた認可コードの認可トークンＩＤが、認可トークン管理テーブル１４００
に登録されているか、有効期限内かを検証する。そして、トークン要求で受けつけたクラ
イアントＩＤとリダイレクトＵＲＬがそれぞれ認可トークン管理テーブル１４００の認可
トークンＩＤで特定されるクライアントＩＤ１４０７と、クライアント管理テーブル１３
００のリダイレクトＵＲＬ１３０３と一致しているかを検証する。
【００５４】
　ここで、リダイレクトＵＲＬ１３０３はクライアント管理テーブル１３００ではなく、
認可トークン管理テーブル１４００にカラムを追加し、認可コード発行時に登録して、追
加カラムと検証するよう構成する事もできる。これらすべての検証が正しい場合に認可サ
ーバー２００は親トークンを生成して、親トークンの認可トークンＩＤを認可サーバー連
携クライアント４００に応答する。この際、応答内容として親トークンと同時に発行した
リフレッシュトークンＩＤも含む（Ｓ１．１２）。親トークンには、認可トークンＩＤ１
４０１に発行したトークンのＩＤ、トークン種別１４０２に親トークン、有効期限１４０
３、および、認可コードから引き継ぐ情報として、クライアントＩＤ１４０７、ユーザー
ＩＤ１４０８が関連付けて登録される。この際、親トークンをリフレッシュするためのリ
フレッシュトークンを発行し、リフレッシュトークンＩＤ１４０５、リフレッシュ期限１
４０６に登録する。親トークンのリフレッシュ処理のフローについては後述する。なお、
リフレッシュトークンのように権限情報を再発行するために必要な情報を、本願発明では
再発行情報と称する。
【００５５】
　親トークンの認可トークンＩＤ、リフレッシュトークンＩＤを取得した認可サーバー連
携クライアント４００は、アプリケーション管理フレームワーク８００を介して画像形成
装置３００にログインしているユーザーのログインコンテキストを取得する（Ｓ１．１３
）。そして、認可サーバー連携クライアント４００は、ログインコンテキストからデバイ
スユーザーＩＤを取得し、親トークン管理テーブル１７００に、デバイスユーザーＩＤ、
親トークンの認可トークンＩＤ、リフレッシュトークンＩＤを保存する（Ｓ１．１４）。
そして、認可サーバー連携クライアント４００は、不図示の認可連携完了の旨を示す画面
をブラウザ９００に応答し、処理を終了する。以上が、ユーザーが持っているサービスを
利用するための権限をデバイス装置である画像形成装置３００に移譲することを許可する
認可操作が行われたことで、デバイス装置に権限が移譲されるための構成、およびフロー
となる。ユーザーの権限を委譲された画像形成装置３００は、ユーザーに代わり各アプリ
ケーションに権限を移譲していく。
【００５６】
　続いて、ユーザーの権限を委譲された画像形成装置３００が、ユーザーに代わりアプリ
ケーションに権限を移譲するためのシーケンスを図８を用いて説明する。本シーケンスは
、ユーザーが画像形成装置３００に備えるリソースサービス連携アプリケーション４００
を実行する際に行われるシーケンスである。なお、親トークン取得のシーケンスが実施さ
れている必要がある。まず、ユーザーが画像形成装置３００においてログインアプリケー
ション１０００が提供するログイン手段を用いて画像形成装置３００にログインする（Ｓ
２．１）。ここでユーザーＩＤがｕｓｅｒ００１　のユーザーがログインしたとする。す
ると、ログインアプリケーション１０００はｕｓｅｒ００１を含むログインコンテキスト
を生成し、アプリケーション管理フレームワーク８００を介して各アプリケーションから
取得可能なようログインコンテキストをＲＡＭ３０８に格納する（Ｓ２．２）。なお、親
トークン取得のシーケンスの後、連続して本シーケンスを実行する場合は、再度ログイン
する必要はなく、次のＳ２．３からの操作シーケンスとなる。
【００５７】
　次に、ユーザーは画像形成装置３００を操作してリソースサービス連携アプリケーショ
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ン４００のアプリケーション画面（不図示）にアクセスする（Ｓ２．３）。このアプリケ
ーション画面は例えば、リソース連携アプリケーション４００が印刷アプリケーションで
あった場合は印刷する文書を選択する画面であり、帳票アプリケーションであった場合は
、作成する帳票を選択する画面である。ここでアプリケーション画面にアクセスするとは
、例えば、画像形成装置３００が備える操作パネル上に、アプリケーション管理フレーム
ワーク８００にて開始可能状態とされている各アプリケーションのアイコンが表示されて
おり、その中から起動するアプリケーションを選択する事を指す。
【００５８】
　アプリケーション画面にアクセスされたリソースサービス連携アプリケーション４００
は、アプリケーション管理フレームワーク８００からログインコンテキストを取得する（
Ｓ２．４）。そして、アプリケーション管理フレームワーク８００に登録されている認可
サーバー連携クライアント４００のトークン取得インターフェースに対してトークン取得
要求を行う（Ｓ２．５）。この際、取得したログインコンテキストを要求に含める。なお
、ここでトークンに必要なスコープを要求するよう構成する事もできる。本実施例では、
スコープＡが引き続き要求されたとして説明する。トークン取得要求を受けた認可サーバ
ー連携クライアント４００は、アプリケーション管理フレームワーク８００を介して、要
求元のリソースサービス連携アプリケーション４００のアプリケーションＩＤを取得する
（Ｓ２．６）。アプリケーションＩＤ取得のシーケンスについては後述する。
【００５９】
　アプリケーションＩＤを取得した認可サーバー連携クライアント４００は以下の処理を
行う。まず、取得したログインコンテキストが有効かどうかアプリケーション管理フレー
ムワーク８００を介して検証する。そして、正しい場合はログインコンテキストに紐づい
たデバイスユーザーＩＤを取得する。なお、このログインコンテキストの検証は、認可サ
ーバー連携クライアント４００で実施するよう説明したが、ログインコンテキストのイン
スタンス生成をアプリケーション管理フレームワーク８００のみ行えるよう構成し、イン
スタンスが生成されている事によって、正当であると判断するよう構成する事もできる。
次に、認可サーバー連携クライアント４００は、取得したデバイスユーザーＩＤをキーに
親トークン管理テーブル１７００からリフレッシュトークンＩＤを取得する。この時、親
トークン管理テーブル１７００にユーザーＩＤが登録されていない場合は、親トークン取
得シーケンスを実施するようユーザーに促す画面（不図示）を提示するよう構成する事も
できる。また、場合によってはブラウザ９００を起動し、親トークン取得シーケンスを自
動的に開始するよう構成するでも良い。
【００６０】
　認可サーバー連携クライアント４００は取得したリフレッシュトークンＩＤと、デバイ
ス管理テーブル１６００のクライアントＩＤ、クライアントシークレットを用いて、認可
サーバー２００にトークンリフレッシュ要求を行う（Ｓ２．７）。ここでは、親トークン
取得シーケンスの実行から、子トークン取得のシーケンスまでの間に時間が経過し、親ト
ークンの有効期限が切れていることを前提として説明している。しかし、親トークンが有
効期限内であった場合は、トークンリフレッシュ要求を実施せず、Ｓ２．１１の子トーク
ン取得要求を実施する形態でも良い。
【００６１】
　トークンリフレッシュ要求を受けた認可サーバー２００は、以下の処理を実行する。ま
ず、トークンリフレッシュ要求に含まれるクライアントＩＤ、クライアントシークレット
の組がユーザー管理テーブル１２００のユーザーＩＤ１２０１とパスワード１２０２の組
と一致しているかを検証する。一致している場合は、トークンリフレッシュ要求に含まれ
るリフレッシュトークンＩＤが認可トークン管理テーブル１４００に登録されており、リ
フレッシュ期限内か確認する。さらに、トークンリフレッシュ要求に含まれるクライアン
トＩＤがクライアントＩＤ１４０７と一致するか検証し、全ての検証が正しい場合は、親
トークンをリフレッシュ（親トークンの再発行）し、リフレッシュした親トークンの認可
トークンＩＤと、リフレッシュトークンＩＤを認可サーバー連携クライアント４００に応
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答する（Ｓ２．９）。ここで、リフレッシュの方法としては、新たに認可トークンＩＤ、
リフレッシュトークンＩＤを発行して認可トークン管理テーブル１４００に登録する。こ
の際、トークンリフレッシュ要求で受けつけたリフレッシュトークンＩＤによって特定さ
れるレコードのトークン種別１４０２、スコープ１４０４、クライアントＩＤ１４０７、
ユーザーＩＤ１４０８を引き継ぐ。また、引き継ぎ後、元のリフレッシュトークンＩＤは
再度リフレッシュできないよう無効化する。なお、リフレッシュトークンの有効期限を強
制的に期限切れにする形態や、リフレッシュトークンＩＤは新規発行せず、引き継ぐよう
構成する事も可能である。
【００６２】
　リフレッシュされた親トークンを取得した認可サーバー連携クライアント４００は、受
け付けた認可トークンＩＤ、リフレッシュトークンＩＤにて、親トークン管理テーブルの
情報を上書きし、再登録する（Ｓ２．１０）。そして、親トークンの認可トークンＩＤと
、デバイス管理テーブル１６００のクライアントＩＤ、クライアントシークレット、トー
クン取得要求で受けつけたスコープ、および、取得したアプリケーションＩＤを用いて、
認可サーバー２００に子トークン取得要求を行う（Ｓ２．１１）。ここで子トークン取得
要求に含めるアプリケーションＩＤがリソースサービス連携アプリケーション４００によ
る改竄の余地がない事は後述する。子トークン取得要求は、ユーザーから移譲された権限
を前記アプリケーションに対して更に移譲する要求と同等である。
【００６３】
　子トークン取得要求を受けた認可サーバー２００は以下の処理を実行する。まず、子ト
ークン取得要求に含まれるクライアントＩＤ、クライアントシークレットの組がユーザー
管理テーブル１２００のユーザーＩＤ１２０１とパスワード１２０２の組と一致している
かを検証する。一致している場合は、子トークン取得要求に含まれる認可トークンＩＤが
認可トークン管理テーブル１４００に登録されており、有効期限内か確認する。さらに、
子トークン取得要求に含まれるクライアントＩＤがクライアントＩＤ１４０７と一致する
か検証し、全ての検証が正しい場合は、子トークンを生成し認可サーバー連携クライアン
ト４００に応答する（Ｓ２．１３）。
【００６４】
　ここで、認可サーバー２００は、子トークンのための認可トークンＩＤを発行して、ト
ークン種別１４０２を子トークン、アプリケーションＩＤ１４０９に取得したアプリケー
ションＩＤ、スコープ１４０４に子トークン取得要求に含まれるスコープを関連付けて認
可トークン管理テーブル１４００に登録する。この際、子トークン取得要求で受けつけた
認可トークンＩＤによって特定されるレコードのクライアントＩＤ１４０７、ユーザーＩ
Ｄ１４０８を引き継ぐ。また、引き継いだ結果、アプリケーションＩＤと、子トークンと
が紐付けられることになるので、認可サーバー２００は子トークンからアプリケーション
ＩＤを特定することができる。結果、この時発行した子トークンには、ユーザーを特定す
るためのユーザーＩＤ、画像形成装置を特定するためのクライアントＩＤ、およびアプリ
ケーションを特定するためのアプリケーションＩＤが紐づく。なお、子トークンではリフ
レッシュトークンは発行しない。これは、トークンリフレッシュ要求するためにはクライ
アントＩＤ、クライアントシークレットが必要であるため、子トークンを利用する各アプ
リケーションではリフレッシュ要求は出来ないからである。さらには、各アプリケーショ
ンがリフレッシュトークンを漏洩する事で、自由にトークンの有効期限を更新されてしま
うセキュリティリスクをなくすためである。
【００６５】
　そして、子トークンの認可トークンＩＤを取得した認可サーバー連携クライアント４０
０は要求元のリソースサービス連携アプリケーション４００に子トークンの認可トークン
ＩＤを応答する。子トークンの認可トークンＩＤを取得したリソースサービス連携アプリ
ケーション４００は、リソースサーバー２１０に認可トークンＩＤを含むリソース要求を
行う（Ｓ２．１４）。リソース要求を受けたリソースサーバー２１０は、要求に含まれる
子トークンの認可トークンＩＤのトークン検証を認可サーバー２００に対して要求する（
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Ｓ２．１５）。このトークン検証要求には、スコープを含める事ができる。トークン検証
要求を受けた認可サーバー２００は、受け付けた認可トークンＩＤが、認可トークン管理
テーブル１４００に登録されているか、有効期限内か、および、受け付けたスコープがス
コープ１４０４の範囲内かを検証（Ｓ２．１６）し、検証結果をリソースサーバー２１０
に応答する（Ｓ２．１７）。
【００６６】
　次に、検証の結果、アプリケーションのアクセスは正規なアクセスであると判断したリ
ソースサーバー２１０は、認可サーバー２００に対して、子トークンの認可トークンＩＤ
のトークン情報取得を要求する（Ｓ２．１８）。トークン情報取得要求を受けた認可サー
バー２００は、認可トークン管理テーブル１４００から受け付けた認可トークンＩＤにて
特定される情報を取得し、それら情報をリソースサーバー２１０に応答する（Ｓ２．１９
）。この応答には、例えば、スコープ１４０４、クライアントＩＤ１４０７、ユーザーＩ
Ｄ１４０８、アプリケーションＩＤ１４０９の情報を含む。さらには、クライアントＩＤ
１４０７にて特定されるクライアント管理テーブル１３００に登録されているシリアル番
号１３０４を含むよう構成する事もできる。
【００６７】
　トークン情報を取得したリソースサーバー２１０は、取得した情報を元に要求を受け付
けたリソースに対するアクセスを許可するか拒否するかを判断する。ここでは、リソース
サーバー２１０に予めアクセス可能なアプリケーションＩＤが設定されているとし、その
設定されているアプリケーションＩＤと、子トークンのトークン情報から取得されたアプ
リケーションＩＤを比較することでアクセスを許可するかを検証する（Ｓ２．２０）。検
証の結果、アクセス許可と判断された場合は、リソースサービス連携アプリケーション４
００に対して、リソースを応答する（Ｓ２．２１）。リソースは、例えば、リソースサー
バー２１０が印刷サービスであった場合は印刷可能な文書のリストであり、帳票サービス
であった場合は、作成可能な帳票のリストである。なお、リソースサーバー２１０は、リ
ソースサービス連携アプリケーション４００を画像形成装置３００へ配信する配信サーバ
ーからアプリケーションＩＤを取得することで、アプリケーションＩＤを予め設定するこ
とができる。または、リソースサービス連携アプリケーション４００を開発した開発者か
らの申請を受けて、リソースサーバー２１０の管理者が手動でアプリケーションＩＤを設
定しても良い。
【００６８】
　ここで、Ｓ２．１５から、Ｓ２．２０まで、トークンの検証を認可サーバー２００、リ
ソースサーバー２１０それぞれで行うよう説明したが、リソースに対するアクセス可能な
アプリケーションを認可サーバー２００で管理し、全ての検証を認可サーバー２００で行
うよう構成する事も可能である。また、本実施例ではアクセス可能なアプリケーションの
判断をアプリケーションＩＤを用いて実施するよう説明したが、トークン情報から取得で
きるシリアル番号やクライアントＩＤを元に画像形成装置３００を識別し、アクセスの可
否を判断するよう構成する事もできる。また、同様に、トークン情報から取得できるスコ
ープやユーザーＩＤを元にアクセスの可否を判断するよう構成する事もできる。リソース
応答を受け付けたリソースサービス連携アプリケーション４００は、受信したデータを元
に前述のアプリケーション画面を構成し、ユーザーに応答する（Ｓ２．２２）。
【００６９】
　これら、親トークン取得のシーケンス、および子トークン取得のシーケンスによって、
ユーザーの認可操作を１回に抑え、かつリソースサーバー２１０はアクセスしてきたアプ
リケーションを識別する事が可能となる。また、リソースサーバー２１０は、子トークン
を世紀に取得したリソースサービス連携アプリケーション４００からのアクセスであるこ
とを認識することもできる。
【００７０】
　次に、リソースサービス連携アプリケーション４００が認可サーバー連携クライアント
４００へのトークン取得要求を行う方法、および認可サーバー連携クライアント４００が
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要求元のアプリケーションＩＤを取得する方法について説明する。
【００７１】
　図１０ａはインストールするアプリケーションのアプリケーションファイルの構成を示
す図である。アプリケーションファイル１９００は、アプリケーション定義ファイル１９
０１、アプリケーションの実態であるアプリケーション１９０２から成る。また、アプリ
ケーションファイルはアプリケーション定義ファイル１９０１、アプリケーション１９０
２を含む形で暗号化されており、復号するための鍵はライセンスファイル１９１０に記載
されている。また、アプリケーション定義ファイル１９０１は、アプリケーションを一意
に識別するためのアプリケーションＩＤと、アプリケーションのバージョン、およびアプ
リケーション名が記述されている。また、アプリケーション定義ファイル１９０１は、そ
の他にも、アプリケーションが消費する記憶領域等のリソース量の定義や、アプリケーシ
ョンを開始するときに実行するクラスのクラスパス等が記載されている。
【００７２】
　図１０ｂは、アプリケーションをインストールする際に必要となるライセンスファイル
の構成を示す図である。ライセンスファイル１９１０は、アプリケーションファイル１９
００を復号するためのアプリケーション復号鍵１９１１から成る。またライセンスファイ
ル１９１０は、アプリケーション管理アプリケーション８３０にて保持しされている秘密
鍵で復号可能なよう公開鍵にて暗号化されている。これらの構成により、アプリケーショ
ン管理アプリケーション８３０にて保持されている秘密鍵が漏洩しない限りは、アプリケ
ーション定義ファイル１９０１、およびアプリケーション１９０２は改竄出来ないよう保
護されている。
【００７３】
　図１０ｃはアプリケーション管理フレームワーク８００にて管理されるアプリケーショ
ン管理テーブル１９２０である。アプリケーション管理テーブル１９２０は、アプリケー
ションＩＤ１９２１、バージョン１９２２、アプリケーション名１９２３、保存場所１９
２４、状態１９２５から成る。
【００７４】
　また、アプリケーション管理フレームワーク８００は、各アプリケーションが実行され
、ＲＡＭ３０８上に展開された状態であるアプリケーションオブジェクトをリストで管理
している。リスト上に登録されている各アプリケーションオブジェクトは、アプリケーシ
ョン管理テーブル１９２０の情報とアプリケーションＩＤで紐づいており、アプリケーシ
ョン管理テーブル１９２０の各情報を参照可能に構成されている。また、アプリケーショ
ンオブジェクトのリストは、アプリケーション管理フレームワーク８００のＩ／Ｆを介し
てアプリケーション管理アプリケーション８３０から取得可能なよう構成されている。
【００７５】
　次に、画像形成装置３００にアプリケーションをインストールするシーケンスと、各ア
プリケーションを開始するシーケンスを、図９を用いて説明する。また、図８で説明した
シーケンスと同じ処理に関しては共通のシーケンス番号とし、説明を省略する。まず、ア
プリケーションのインストールシーケンスについて説明する。ユーザーは、不図示のＰＣ
（パーソナルコンピューター）に備えるＷｅｂブラウザを用いて、画像形成装置３００の
アプリケーション管理アプリケーション８３０が備えるアプリケーション管理画面（不図
示）にアクセスする（Ｓ３．１）。アプリケーション管理アプリケーション８３０は、ア
プリケーション管理画面を応答する（Ｓ３．２）。このとき、アプリケーション管理アプ
リケーション８３０へのアクセス認証として不図示のログイン画面を表示し、認証を実施
するよう構成する事もできる。
【００７６】
　次にユーザーは、アプリケーション管理画面に、インストールするアプリケーションフ
ァイル１９００、およびライセンスファイル１９１０をアップロードし、インストール指
示を行う（Ｓ３．３）。本実施例では、アプリケーションとして、リソースサービス連携
アプリケーション４００として印刷アプリケーションがアップロードされたとして説明す
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る。アプリケーションファイル１９００、およびライセンスファイル１９１０を受け付け
たアプリケーション管理アプリケーション８３０は以下の処理を行う。アプリケーション
管理アプリケーション８３０が保持している秘密鍵でライセンスファイルを復号する。復
号に成功するとライセンスファイル１９１０からアプリケーション復号鍵１９１１を取得
する。次に、受け付けたアプリケーションファイル１９００をアプリケーション復号鍵１
９１１で復号する。復号したアプリケーションファイルより、アプリケーション定義ファ
イル１９０１を取得し定義内容を解析する。アプリケーション復号鍵１９１１にて復号で
き、さらにアプリケーション定義ファイル１９０１が解析出来たことにより、アプリケー
ション定義ファイル１９０１内に記載の内容は正当であると判断できる。
【００７７】
　また、アプリケーションファイル１９００はアプリケーション定義ファイル１９０１と
アプリケーション１９０２の署名値が記載されたファイルを保持するよう構成する事も可
能であり、その場合は、アプリケーション復号鍵１９１１にて復号後に署名値を検証する
事で、アプリケーションＩＤに改竄が無いことをより高度に担保することもできる。なお
、アプリケーションファイル１９００をアプリケーション復号鍵１９１１で復号化出来な
かった場合、および／または署名値が不正なものであった場合、アプリケーションが改竄
された恐れがあるため、インストール対象のアプリケーションはインストールされない。
【００７８】
　次に、アプリケーション管理アプリケーション８３０は、復号したことで取得したアプ
リケーション定義ファイル１９０１、およびアプリケーション１９０２を、アプリケーシ
ョン管理フレームワーク８００のＩ／Ｆを介して画像形成装置３００に保存する。その際
、アプリケーション定義ファイルを展開し、アプリケーションＩＤ、バージョン等の情報
と共に保存場所をアプリケーション管理テーブル１９２０に記憶する（Ｓ３．５）。また
、その際、アプリケーションの状態１９２５に「インストール済み」として登録する。
【００７９】
　次に、アプリケーションの開始シーケンスについて説明する。なお、画像形成装置３０
０には、リソースサービス連携アプリケーション４００、および認可サーバー連携クライ
アント４００が既にインストールされているものとする。
【００８０】
　ユーザーは、不図示のＰＣ（パーソナルコンピューター）、または画像形成装置３００
が備えるＷｅｂブラウザを用いてアプリケーション管理アプリケーション８３０に対して
、認可サーバー連携クライアント４００を開始するよう指示する（Ｓ３．６）。アプリケ
ーション管理アプリケーション８３０は、アプリケーション管理テーブル１９２０の情報
を基に認可サーバー連携クライアント４００の保存場所を特定し、アプリケーション管理
フレームワーク８００のＩ／Ｆを介してアプリケーションの起動開始を指示する。
【００８１】
　アプリケーション開始指示を受けた認可サーバー連携クライアント４００は、子トーク
ン取得要求を受け付けるためのインターフェースをアプリケーション管理フレームワーク
８００に登録する。登録を受けたアプリケーション管理フレームワーク８００は、インタ
ーフェースを記憶する。インターフェース登録が完了した認可サーバー連携クライアント
４００は、アプリケーション管理フレームワーク８００にアプリケーション開始を応答す
る（Ｓ３．８）。
【００８２】
　アプリケーション管理フレームワーク８００は、認可サーバー連携クライアント４００
の状態１９２５を開始状態に変更し、開始されたアプリケーションオブジェクトをアプリ
ケーションオブジェクトリストにて保持する（Ｓ３．９）。アプリケーションオブジェク
トは、アプリケーションの実態を有するインスタンスと同義である。
【００８３】
　次に、ユーザーは、不図示のＰＣ（パーソナルコンピューター）、または画像形成装置
３００が備えるＷｅｂブラウザ（不図示）を用いて、アプリケーション管理アプリケーシ
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ョン８３０に対し、リソースサービス連携アプリケーション４００を開始するよう指示す
る（Ｓ３．１０）。アプリケーション管理アプリケーション８３０は、アプリケーション
管理テーブル１９２０の情報を基にリソースサービス連携アプリケーション４００の保存
場所を特定し、アプリケーション管理フレームワーク８００を介してアプリケーションの
起動開始を指示する。アプリケーション開始指示を受けたリソースサービス連携アプリケ
ーション４００は、アプリケーションの初期化処理を実行し、アプリケーション管理フレ
ームワーク８００に対してアプリケーション開始を応答する（Ｓ３．１１）。アプリケー
ション管理フレームワーク８００は、リソースサービス連携アプリケーション４００の状
態１９２５を“開始”に変更し、開始されたアプリケーションオブジェクトをアプリケー
ションオブジェクトリストにて保持する（Ｓ３．１２）。
【００８４】
　上記シーケンスによって、アプリケーション管理フレームワーク８００は画像形成装置
３００にインストールされている各アプリケーションを開始し、各アプリケーションのア
プリケーション定義ファイルに記載されているアプリケーションＩＤを各アプリケーショ
ンオブジェクトから参照可能なように保持する事ができる。また、アプリケーション管理
フレームワーク８００は、アプリケーションからインターフェース登録を受け付ける事で
、他のアプリケーションから登録されたインターフェースを実行可能に保持する事ができ
る。この時、インターフェース登録の方法としては、インターフェースが定義されたクラ
スへのクラスパス（クラス定義への参照パス）を渡す。
【００８５】
　次に、Ｓ２．３にてリソースサービス連携アプリケーション４００のアプリケーション
画面にユーザーがアクセスした際のシーケンスの詳細を説明する。リソースサービス連携
アプリケーション４００は、前述したように、Ｓ２．４にてログインコンテキストを取得
後、Ｓ２．５にて認可サーバー連携クライアント４００にトークン取得要求を行う。その
際、リソースサービス連携アプリケーション４００は、Ｓ３．１３にて、アプリケーショ
ン管理フレームワーク８００に対して登録されているインターフェースの取得要求を行う
。インターフェース取得要求を受けたアプリケーション管理フレームワーク８００は、要
求元のアプリケーションをアプリケーションオブジェクトのリストより特定し、アプリケ
ーション定義ファイルに記載されているアプリケーションＩＤを取得する（Ｓ３．１４）
。ここで、本実施例ではインターフェース取得要求を行ったアプリケーションオブジェク
トの特定方法として、インターフェース取得要求の引数に、アプリケーションのオブジェ
クトを参照として格納するよう構成する。ただし、インターフェース取得要求元のアプリ
ケーションオブジェクトの特定方法としては記載の方法に限定せず、例えば、仮想マシン
８１０が備える要求元を逆引きするような機能を利用し特定する事も考えられる。
【００８６】
　そして、アプリケーション管理フレームワーク８００は、登録されている認可サーバー
連携クライアント４００から登録されたインターフェース定義クラスのクラスパスから、
参照先のインターフェース定義クラスを実体化してオブジェクト生成するようリクエスト
する（Ｓ３．１５）。この際、取得したリソースサービス連携アプリケーション４００の
アプリケーションＩＤをオブジェクト生成リクエストに設定する。オブジェクト生成リク
エストを受けた認可サーバー連携クライアント４００は、アプリケーションＩＤが設定さ
れたインターフェース定義クラスのオブジェクトを生成し、アプリケーション管理フレー
ムワーク８００に応答する。そして、アプリケーション管理フレームワーク８００は生成
されたインターフェースクラスのオブジェクトをリソースサービス連携アプリケーション
４００に応答する（Ｓ３．１６）。
【００８７】
　認可サーバー連携クライアント４００のインターフェースのオブジェクトを取得したリ
ソースサービス連携アプリケーション４００は、インターフェース定義クラスに定義され
ているトークン取得要求を実行する（Ｓ２．５）。認可サーバー連携クライアント（５０
０）は、トークン取得要求を受けたインターフェース定義クラスのオブジェクトに設定さ
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ケーションによる改竄を防止した形で、アプリケーションＩＤを認可サーバー連携クライ
アント４００にて取得する事が可能となる。
【００８８】
　実施例１によれば、１回の認可操作で同一の画像形成装置内の複数のアプリケーション
のそれぞれに認可操作することなく、子トークンを発行する事ができ利便性が向上する。
また、クラウドサービス側にてアクセス元のアプリケーションを改竄されること無く識別
する事が可能となる。
【００８９】
　＜その他の実施例＞
　本願発明の実施例１では、親トークンを発行する必要があるという前提で説明したが、
予め認可サーバー連携クライアント４００がユーザー毎に親トークンを管理している状態
でも良い。この場合、画像形成装置３００に認可サーバー連携クライアント４００がイン
ストールされた段階で親トークンが使用でき、画像形成装置３００を利用するユーザーが
増加することには対処し難くなるが、子トークンを発行する処理に対応は可能である。
【００９０】
　本願発明の実施例１では、リソースサービスとして帳票サービス、および印刷サービス
と言った画像処理サービスを例に説明したが、これに限らずその他のサービス、例えばゲ
ームアプリケーション、または音楽のコンテンツ配信サービスであっても良い。また、端
末であるデバイス装置として画像形成装置を例に説明したが、これに限らずその他のデバ
イス装置、例えば、スマートフォン、または音楽機器であっても良い。また、リソースサ
ービス連携アプリケーションとして帳票アプリケーション、印刷アプリケーションを説明
したが、これに限らずその他のアプリケーション、例えば、アプリケーション管理ソフト
、または音楽アプリケーションであっても良い。このように、本願発明を実施する各主体
に制限はない。更に、リソースサービスは複数あることを前提に説明したが、単体であっ
ても良い。
【符号の説明】
【００９１】
　２００　認可サーバー
　２１０　リソースサーバー
　３００　画像形成装置
　４００　認可サーバー連携クライアント
　５００　リソースサーバー連携アプリケーション
　８００　アプリケーション管理フレームワーク
　９００　Ｗｅｂブラウザ　
　１０００　ログインアプリケーション
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