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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のグラフィカル・ユーザ・インターフェース要素をブラウザに準備する工程であっ
て、前記複数のグラフィカル・ユーザ・インターフェース要素の各々は前記ブラウザ用の
複数のユーザ本人情報のうちの１つにそれぞれ対応しており、前記複数のユーザ本人情報
の各々は異なるユーザに関連付けられており、前記複数のユーザ本人情報の各々が一以上
のユーザアカウントに関連付けられている工程と、
　前記複数のグラフィカル・ユーザ・インターフェース要素のうちの第１のグラフィカル
・ユーザ・インターフェース要素の選択を受信すると、前記複数のユーザ本人情報のうち
第１のユーザに関連付けられる第１のユーザ本人情報に前記第１のグラフィカル・ユーザ
・インターフェース要素をマッチングさせる工程と、
　前記複数のグラフィカル・ユーザ・インターフェース要素のうちの第２のグラフィカル
・ユーザ・インターフェース要素の選択を受信すると、前記複数のユーザ本人情報のうち
第２のユーザに関連付けられる第２のユーザ本人情報に前記第２のグラフィカル・ユーザ
・インターフェース要素をマッチングさせる工程と、
　前記第１のユーザに関連付けられる複数のコンピューティング・デバイスの間で、前記
第１のユーザ本人情報を自動的に同期する工程と
を含む方法。
【請求項２】
　前記ブラウザに関連付けられるウェブ・アプリケーションからトークンを取得するため



(2) JP 6553083 B2 2019.7.31

10

20

30

40

50

に前記第１のユーザ本人情報を使用する工程と、
　前記トークンを使用して、前記ウェブ・アプリケーションに対して前記第１のユーザを
認証する工程と
を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ウェブ・アプリケーションは、ブラウザ・ベースのランタイム環境を使用して、コ
ンピューティング・デバイスのプロセッサにより直接にプリコンパイルおよび実行される
、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ウェブ・アプリケーションは、ブラウザ・ベースの言語を使用して符号化される、
請求項２または３に記載の方法。
【請求項５】
　前記アカウントのうちの少なくともいくつかは、サード・パーティーのウェブサイト・
サービスに関連付けられる、請求項１乃至４のうちのいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　複数のグラフィカル・ユーザ・インターフェース要素をブラウザのクローム・フレーム
に準備する工程であって、前記複数のグラフィカル・ユーザ・インターフェース要素の各
々は前記ブラウザ用の複数のユーザ本人情報のうちの１つにそれぞれ対応しており、その
複数のユーザ本人情報の各々が異なるユーザに関連付けられる工程と、
　前記複数のグラフィカル・ユーザ・インターフェース要素のうちの第１のグラフィカル
・ユーザ・インターフェース要素の選択を受信すると、前記複数のユーザ本人情報のうち
第１のユーザに関連付けられる第１のユーザ本人情報に前記第１のグラフィカル・ユーザ
・インターフェース要素をマッチングさせる工程と、
　前記ブラウザに関連付けられるウェブ・アプリケーションからトークンを取得するため
に前記第１のユーザ本人情報を使用する工程と、
　前記トークンを使用して、前記ウェブ・アプリケーションに対して前記第１のユーザを
認証する工程と、
　前記第１のユーザに関連付けられる複数のコンピューティング・デバイスの間で、前記
第１のユーザ本人情報を自動的に同期する工程と
を含む方法。
【請求項７】
　前記トークンを前記第１のユーザ本人情報に関連付けて格納する工程を更に含む、請求
項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記複数のグラフィカル・ユーザ・インターフェース要素は、前記第１のユーザ本人情
報にアカウントを関連付けるための選択肢を提供する、請求項６または７に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のユーザ本人情報は、前記第１のユーザに対応する複数のアカウントに関連付
けられ、その複数のアカウントのうちの少なくともいくつかは、サード・パーティーのウ
ェブ・サービスに関連付けられる、請求項６乃至８のうちのいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記複数のグラフィカル・ユーザ・インターフェース要素は、前記複数のユーザ本人情
報のうちの第２のユーザ本人情報にアクセスするための選択肢を第２のユーザに向けて提
供する、請求項６乃至９のうちのいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第２のユーザ本人情報は、前記第２のユーザに対応する複数のアカウントに関連付
けられる、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　コンピューティング・デバイスのプロセッサによって実行可能な指示を含んだ非一時的
なコンピュータ可読媒体であって、前記プロセッサにより実行されたときに以下のこと、
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すなわち、
　複数のグラフィカル・ユーザ・インターフェース要素をブラウザのクローム・フレーム
に準備すること、ただし、前記複数のグラフィカル・ユーザ・インターフェース要素の各
々は前記ブラウザ用の複数のユーザ本人情報のうちの１つにそれぞれ対応しており、その
複数のユーザ本人情報の各々は異なるユーザに関連付けられることと、
　前記複数のグラフィカル・ユーザ・インターフェース要素のうちの第１のグラフィカル
・ユーザ・インターフェース要素の選択を受信すると、前記複数のユーザ本人情報のうち
の第１のユーザ本人情報に前記第１のグラフィカル・ユーザ・インターフェース要素をマ
ッチングさせること、ただし、前記第１のユーザ本人情報は、前記ブラウザによって格納
されるとともに第１のユーザに関連付けられることと、
　前記ブラウザに関連付けられるウェブ・アプリケーションからトークンを取得するため
に前記第１のユーザ本人情報を使用することと、
　前記トークンを使用して、前記ウェブ・アプリケーションに対して前記第１のユーザを
認証することと、
　前記第１のユーザに関連付けられる複数のコンピューティング・デバイスの間で、前記
第１のユーザ本人情報を自動的に同期することと
を前記コンピューティング・デバイスに行わせる非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項１３】
　前記複数のグラフィカル・ユーザ・インターフェース要素は、前記第１のユーザ本人情
報を修正するための選択肢を提供する、請求項１２に記載の非一時的なコンピュータ可読
媒体。
【請求項１４】
　前記第１のユーザ本人情報は、前記第１のユーザに対応する複数のアカウントに関連付
けられ、その複数のアカウントのうちの少なくともいくつかは、サード・パーティーのウ
ェブ・サービスに関連付けられる、請求項１２または１３に記載の非一時的なコンピュー
タ可読媒体。
【請求項１５】
　前記複数のグラフィカル・ユーザ・インターフェース要素は、前記複数のユーザ本人情
報のうちの第２のユーザ本人情報にアクセスするための選択肢を第２のユーザに向けて提
供する、請求項１２乃至１４のうちのいずれか一項に記載の非一時的なコンピュータ可読
媒体。
【請求項１６】
　前記第２のユーザ本人情報は、前記第２のユーザに対応する複数のアカウントに関連付
けられる、請求項１５に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項１７】
　メモリと、
　前記メモリに作動的に接続されるプロセッサと
を備えるシステムであって、前記プロセッサは、コードを実行して前記システムに以下の
こと、すなわち、
　複数のグラフィカル・ユーザ・インターフェース要素をブラウザのクローム・フレーム
に準備すること、ただし、前記複数のグラフィカル・ユーザ・インターフェース要素の各
々は前記ブラウザ用の複数のユーザ本人情報のうちの１つにそれぞれ対応しており、その
複数のユーザ本人情報の各々は異なるユーザに関連付けられることと、
　前記複数のグラフィカル・ユーザ・インターフェース要素のうちの第１のグラフィカル
・ユーザ・インターフェース要素の選択を受信すると、前記複数のユーザ本人情報のうち
の１つのユーザ本人情報に前記第１のグラフィカル・ユーザ・インターフェース要素をマ
ッチングさせること、ただし、前記１つのユーザ本人情報は、前記ブラウザによって格納
されるとともに１つのユーザに関連付けられることと、
　前記ブラウザに関連付けられるウェブ・アプリケーションからトークンを取得するため
に前記１つのユーザ本人情報を使用することと、
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　前記トークンを使用して、前記ウェブ・アプリケーションに対して前記１つのユーザを
認証することと、
　前記ユーザに関連付けられた複数のコンピューティング・デバイスの間で、前記１つの
ユーザ本人情報を自動的に同期することと
を行わせるように構成される、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、ウェブ・ブラウザ技術に関し、特にウェブ・ブラウザ用の本人情報メカニズ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　背景
　ウェブ・ブラウザは本人情報を保持し、サーバに対して本人情報を認証する。しかし、
ウェブ・ブラウザによって容易にアクセスすることができるウェブ・アプリケーションの
複数のユーザに対して異なるウェブ・アプリケーションや異なる本人情報を横断して共通
の本人情報を提供するシステムはない。ユーザが異なるウェブ・アプリケーション、ウェ
ブ・サービス、あるいはウェブサイトにアクセスするごとに、ユーザは個別にログインし
なければならない。更に、ユーザは、各々が個別に管理される様々なサード・パーティー
のウェブサイトに対する複数のアカウントを有する。例えば、銀行ウェブサイト、ソーシ
ャルメディアサービス・ウェブサイト、および画像編集ウェブサイトはすべて個別の会社
すなわちエンティティによって管理され、会社すなわちエンティティの各々は、ブラウザ
に無関係である（すなわち、ウェブサイトは「サード・パーティー」と考えられる）。サ
ード・パーティーのウェブサイトはそれぞれ、ユーザを認証するためにブラウザのみを信
頼したがらない。これに代えて、サード・パーティーのウェブサイトはそれぞれユーザの
ための独自の認証方法を有する。しかし、複数のユーザが異なるユーザ名およびパスワー
ドを保持し、様々な異なるウェブサイトあるいはウェブ・アプリケーションに何度もログ
インしなければならないことは非常に困難であると分かるであろう。更に、複数のユーザ
は同じコンピュータを使用したがるが、ユーザはそれぞれ、各ウェブサイトあるいはウェ
ブ・アプリケーションに対して異なる証明書を有する。従って、本技術の不足に取り組む
とともに他の新規でかつ革新的な要素を提供するためのシステムおよび方法に対するニー
ズが存在する。
【０００３】
　概要
　方法は、グラフィカル・ユーザ・インターフェース要素をブラウザに準備する工程であ
って、前記ブラウザは、同ブラウザのための複数の異なる本人情報を提供し、その複数の
異なる本人情報の各々は異なるユーザに関連付けられ、その複数の異なる本人情報の各々
は複数のアカウントに関連付けられることと、第１のユーザから前記グラフィカル・ユー
ザ・インターフェース要素の選択を受信すると、前記ブラウザによって格納されるととも
に前記第１のユーザに関連付けられる第１の本人情報に前記第１のユーザをマッチングさ
せる工程と、第２のユーザから前記グラフィカル・ユーザ・インターフェース要素の第２
の選択を受信すると、前記ブラウザによって格納されるとともに前記第２のユーザに関連
付けられる第２の本人情報に前記第２のユーザをマッチングさせる工程とを含む。
【０００４】
　この態様の他の実施形態は、対応するシステム、装置、およびコンピュータ・プログラ
ムを含み、そのコンピュータ・プログラムは方法のアクションを実行するように構成され
、コンピュータ記憶装置上で符号化される。
【０００５】
　様々な実施形態において、方法は、前記第１の本人情報に関連付けられる複数のコンピ
ューティング・デバイスの間で、前記第１の本人情報に関連付けられるデータを自動的に
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同期する工程を含む。いくつかの実施形態において、方法は、前記ブラウザに関連付けら
れるウェブ・アプリケーションからトークンを取得するために前記第１の本人情報を使用
する工程と、前記トークンを使用して、前記ウェブ・アプリケーションに対して前記第１
のユーザを認証する工程とを含む。いくつかの実施形態において、前記ウェブ・アプリケ
ーションは、ブラウザ・ベースのランタイム環境を使用して、コンピューティング・デバ
イスのプロセッサにより直接にプリコンパイルおよび実行される。いくつかの実施形態に
おいて、前記ウェブ・アプリケーションは、ブラウザ・ベースの言語を使用して符号化さ
れる。前記アカウントのうちの少なくともいくつかは、サード・パーティーのウェブサイ
ト・サービスに関連付けられる。
【０００６】
　別の一般的な態様によれば、方法は、グラフィカル・ユーザ・インターフェース要素を
ブラウザのクローム・フレームに準備する工程であって、前記ブラウザは、同ブラウザの
ための複数の異なる本人情報を提供し、その複数の異なる本人情報の各々は異なるユーザ
に関連付けられることと、第１のユーザから前記グラフィカル・ユーザ・インターフェー
ス要素の選択を受信すると、前記ブラウザによって格納されるとともに前記第１のユーザ
に関連付けられる１つの本人情報に第１のユーザをマッチングさせる工程と、前記ブラウ
ザに関連付けられるウェブ・アプリケーションからトークンを取得するために前記１つの
本人情報を使用する工程と、前記トークンを使用して、前記ウェブ・アプリケーションに
対して第１のユーザを認証する工程とを含む。この態様の他の実施形態は、対応するシス
テム、装置、およびコンピュータ・プログラムを含み、そのコンピュータ・プログラムは
方法のアクションを実行するように構成され、コンピュータ記憶装置上で符号化される。
【０００７】
　いくつかの実施形態において、方法は、前記第１のユーザの本人情報に関連付けられる
複数のコンピューティング・デバイスの間で、前記１つの本人情報を自動的に同期する工
程を含む。いくつかの実施形態において、方法は、前記トークンを前記１つの本人情報に
関連付けて格納する工程を含む。いくつかの実施形態において、前記グラフィカル・ユー
ザ・インターフェース要素は、前記１つの本人情報にアカウントを関連付けるための選択
肢を前記第１のユーザに向けて提供する。いくつかの実施形態において、前記１つの本人
情報は、前記第１のユーザのための複数のアカウントに関連付けられ、その複数のアカウ
ントのうちの少なくともいくつかは、サード・パーティーのウェブ・サービスに関連付け
られる。いくつかの実施形態において、前記グラフィカル・ユーザ・インターフェース要
素は、前記ブラウザに関連付けられる第２の本人情報にアクセスするための選択肢を第２
のユーザに向けて提供する。いくつかの実施形態において、前記第２の本人情報は、前記
第２のユーザのための複数のアカウントを含む。
【０００８】
　１つ以上の実施形態の詳細が添付の図面と以下の明細書において述べられる。他の特徴
は明細書および図面、並びに特許請求の範囲から明白になるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】ウェブ・アプリケーションと通信するブラウザを実行する例示的なコンピュータ
・システムの概略ブロック図。
【図２】実施形態に係る複数のログインによるブラウザ・ベースの本人情報システムを利
用する例示的な処理のフローチャート。
【図３】実施形態で使用されるウェブ・ブラウザの例示的なユーザ・インターフェース。
【図４】実施形態で使用されるウェブ・ブラウザの例示のユーザ・インターフェース。
【図５】実施形態で使用されるウェブ・ブラウザの例示的なユーザ・インターフェース。
【図６】実施形態で使用されるウェブ・ブラウザの例示的なユーザ・インターフェース。
【図７】実施形態で使用されるウェブ・ブラウザの例示的なユーザ・インターフェース。
【図８】実施形態で使用されるウェブ・ブラウザの例示的なユーザ・インターフェース。
【図９】実施形態で使用されるウェブ・ブラウザの例示的なユーザ・インターフェース。
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【図１０】実施形態で使用されるウェブ・ブラウザの例示的なユーザ・インターフェース
。
【図１１】実施形態で使用されるウェブ・ブラウザの例示的なユーザ・インターフェース
。
【図１２】実施形態で使用されるウェブ・ブラウザの例示的なユーザ・インターフェース
。
【図１３】実施形態で使用されるウェブ・ブラウザの例示的なユーザ・インターフェース
。
【図１４】ウェブ・アプリケーションと通信するアプリケーションを実行するシステムの
ブロック図。
【図１５】図１乃至図１４に開示の技術を実行するために使用することができるコンピュ
ータ装置およびモバイルコンピュータ装置の例示的なブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　それぞれ図面において、同様の参照符号は同様の要素を示す。
　図１は、例示的なコンピュータ・システム１０２を示す。コンピュータ・システム１０
２は、様々なタブを含んだユーザ・インターフェースを表示するウェブ・ブラウザ・アプ
リケーション１１０を含む。ここに開示される技術およびシステムの様々な実施形態は、
ユーザのための安全なブラウザ本人情報を保持および提供するために使用される。その技
術およびシステムは、例えばゲームで高いスコアを保持し、高いスコアを入力するときに
ユーザが誰かを知りたがるウェブ・アプリケーション（例えばウェブ・アプリケーション
１４０）と組み合わせて実施される。別の例として、ブラウザ・アプリケーションのユー
ザがウェブ・アプリケーションを使用してアイテムを購入しに行くたびにログインするよ
うに要求されないようにするために、開示のシステムおよび方法は、買い物に関連するウ
ェブ・アプリケーションによって使用されてもよい。別の例として、ブログ・サイトのオ
ペレータは、開示のシステムおよび方法を使用して、ブログ・サイトに書き込む人々を個
別に識別することができる。ブログ・サイトの所有者は、書き込みをする人々を識別する
ためにユーザ名およびパスワードを格納する必要はないが、これは、ブログ・サイトがハ
ッキングされた場合、それらのユーザ名およびパスワードがユーザによって保持される他
のアカウントに侵入するために使用され、ブログ・サイトの所有者に脆弱に反映されるこ
とになるために望ましくない。更に別の例として、ユーザの本人情報はまた、電子メール
ルーティングを備えるウェブサイトまたはウェブ・アプリケーション１４０によって使用
可能である。
【００１１】
　ブラウザ・アプリケーション１１０のようなウェブ・ブラウザは、クライアント装置に
よって実行され、リモート・サーバ（例えばウェブサイトをホストするリモート・サーバ
）からコード（例えばＨＴＭＬコード）を受信することができ、クライアント装置のユー
ザのためにクライアント装置上の受信コードを実行することができる。様々な実施形態に
おいて、ブラウザ・アプリケーションは１つ以上のウェブ・アプリケーション（例えばウ
ェブ・アプリケーション１４０）に関連付けられる。ウェブ・アプリケーションは「ホス
トされたアプリケーション」あるいは「パッケージにされたアプリケーション」になり得
る。ここで使用されるように、ホストされたアプリケーションは、ウェブサイト自体がウ
ェブ・ページを含んだウェブサイトの少なくとも一部を含む。いくつかのウェブ・アプリ
ケーションは、ウェブ・アプリケーション、あるいはウェブ・アプリケーションのユーザ
に特に関係があるメタデータを更に含み、これにより、ウェブ・アプリケーションは、ユ
ーザのために所定の特定の機能を実行可能である。パッケージされたアプリケーションを
そのコードがバンドルされるウェブ・アプリケーションと見なすことができ、これにより
、ユーザは、ブラウザによる実行のためのウェブ・アプリケーションのコンテンツをすべ
てダウンロード可能である。パッケージされたウェブ・アプリケーションは、ユーザのた
めにその機能を実行するためのネットワーク・アクセスを有する必要はなく、むしろネッ
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トワークへのアクセスを伴わずにコンピューティング・デバイス上でブラウザによってロ
ーカルで正常に実行される。パッケージされたウェブ・アプリケーションは、拡張ＡＰＩ
を使用する選択肢を有し、これにより、パッケージされたアプリケーションは、ブラウザ
の動作および表示の方法を変更することができる。様々な実施形態において、ウェブ・ブ
ラウザは１つ以上のブラウザ拡張を含むか、これらと対話するように構成される。本明細
書において、「ブラウザ拡張」は、全体として定義可能なものとして一体的にパッケージ
されるかグループ化されるとともにウェブ・ブラウザに機能を拡張するように構成される
１つ以上のウェブ・ページを含む。ブラウザ拡張は、ウェブ・ページであり、ブラウザ・
アプリケーションがウェブ・ページに提供するアプリケーション・プログラム・インター
フェイス（ＡＰＩ）をすべて使用する。ブラウザ拡張はＨＴＭＬ、ＣＳＳ、ＪＡＶＡ（登
録商標）ＳＣＲＩＰＴ、イメージ、他のタイプのファイル、およびウェブ関連のコンピュ
ータ言語およびコードを含む。従って、ブラウザ拡張は、ブラウザに追加の機能を更に提
供するが、通常、ウェブ・アプリケーションとは異なり、ブラウザ拡張によって提供され
る機能に対するユーザ・インターフェース・コンポーネントはほとんどないか全くない。
代わりに、ブラウザ拡張は、ブラウザおよびブラウザで見られているウェブサイトの機能
を拡張する。例えば、ブラウザ拡張は、常設の通貨変換のような新規ボタンをアドレス・
バーに加えることにより、ブラウザの機能を拡張することができる。このようなボタンは
、現在見られているウェブサイトにも適用可能であり、例えば、通貨変換ボタンをクリッ
クすることにより、ユーザに表示されているウェブサイト上のすべての価格をユーザが選
択している通貨に変換可能である。別の例において、ユーザがブラウザによって実行され
るウェブ・ページ上のサムネール画像上にカーソルを置くと、ユーザが画像からカーソル
を移すまで、画像のより大きなサイズのバージョンが表示されるように、拡張はインスト
ールすることができる。別の例において、拡張はすべてのページのすべてのリンクの隣に
「これをメールする」ボタンを埋め込むようにインストールされてもよい。ウェブ・アプ
リケーションと比較して、拡張はウェブサイトおよびウェブ・アプリケーションに及ぶ。
拡張はすべてのウェブサイト（いくらかはサイト特有であるが）を横断して有効である。
ウェブ・アプリケーションは、他のアプリケーションとこのように組み合わされなくても
よい。むしろ、ウェブ・アプリケーションは、任意の通常のウェブサイトのように、通常
スタンド・アロンになる。ウェブ・アプリケーションはブラウザ・ベースの言語を使用し
て符号化される。例えば、ウェブ・アプリケーションは例として、ＨＴＭＬ、ＣＳＳ、あ
るいはＪＡＶＡ（登録商標）ＳＣＲＩＰＴを使用して符号化される。
【００１２】
　図１に示すプラットフォーム・アプリケーション１５０のようなプラットフォーム・ア
プリケーションは、ブラウザ・アプリケーション１１０のようなウェブ・ブラウザを介し
てマーケットプレース・サーバからダウンロードされ、コンピュータ・システム１０２に
インストールされる。プラットフォーム・アプリケーション１５０はランタイム１６０を
使用して作動する。プラットフォーム・アプリケーション１５０は、例えば、ランタイム
１６０を使用して、コンピュータ・システム１０２のプロセッサ１７０（例えばマイクロ
プロセッサ）によって直接に実行されるように構成される。プラットフォーム・アプリケ
ーション１５０がウェブ技術により符号化されるため、コンパイルの工程は必要ではない
。代わりに、プラットフォーム・アプリケーション１５０は単にパッケージ化され（例え
ば所定の署名や認証を備え、例えば、．ＣＲＸフォーマットで、あるいは圧縮され）、コ
ンピュータ・システム１０２に例えばデジタル・マーケットプレイスや他のリモート・サ
ーバからのブラウザ・アプリケーションを提供する。ランタイム１６０はパッケージされ
たファイル（例えば．ＣＲＸファイル）としてプラットフォーム・アプリケーション１５
０を受容し、続いてプラットフォーム・アプリケーション１５０を実行する。プラットフ
ォーム・アプリケーション１５０はローカルにロードされ、これにより、プラットフォー
ム・アプリケーション１５０は、ウェブ・アプリケーション１４０のようなウェブ・アプ
リケーションよりもネットワークにそれほど依存しない。ランタイム１６０は、ネイティ
ブＯ／Ｓ１８０上で作動するとともにマルチプロセス・アーキテクチャーを使用する環境
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である。従って、１つのプラットフォーム・アプリケーション１５０がクラッシュしても
、ユーザはランタイム１６０を介して同時に更に稼動する他のプラットフォーム・アプリ
ケーションを失わないであろう。アプリケーションはそれぞれ、ランタイム１６０上で新
しいプロセスとして作動する。ランタイム１６０は、ランタイム１６０がコンピュータ・
システム１０２のようなコンピューティング・デバイスにインストールされる限り、プラ
ットフォーム・アプリケーション１５０が任意のオペレーティング・システムを使用して
、任意のコンピューティング・デバイス上で稼動可能にする仲介の環境として作用する。
ランタイム１６０により、プラットフォーム・アプリケーション１５０は、あたかもネイ
ティブアプリケーションであるように見えるが、プラットフォーム・アプリケーション１
５０は、実際はＯ／Ｓ１８０を介して実行されるものではない（しかしＯ／Ｓ１８０の部
分になおアクセス可能である）。ランタイム１６０は、いくつかの実施形態において、ブ
ラウザ・アプリケーションを実行するために更に利用される。
【００１３】
　ウェブ・アプリケーションの例は、電子メールアプリケーション、カレンダー、画像編
集アプリケーション、ゲーム、あるいはバンキング・アプリケーションを含む。１つ以上
のウェブ・アプリケーションは、個人的利用のためのウェブ・アプリケーションを使用す
るために、所定の形式の認証を要求する。例えば、バンキング・ウェブ・アプリケーショ
ンにアクセスするユーザは、ユーザの個人の銀行アカウント情報にアクセスするためにロ
グインするか自分を認証する必要がある。
【００１４】
　ユーザは、アプリケーションを開くかウェブサイトにアクセスするたびに、ウェブサイ
トやウェブ・アプリケーションに再ログインするか自身を再認証しなければならないこと
を回避したがる。シングルユーザはそれぞれ、本人情報１２２、１２６、あるいは１２８
のような対応する１つの本人情報を有する。本人情報はそれぞれ１人の人に特有であり、
サーバのようなシステムによって自動的に生成されるか格納されるテーブルあるいは他の
データ構造に一致する。本人情報は１人の人に特有であり、例として、「ＡＢＣＳＭＩＴ
Ｈ１８」のような文字列あるいは他のユニークな識別子を示す。実際の人はそれぞれ１つ
の本人情報を有するが、各人は、複数のアカウントまたは「プロフィール」（異なる個人
的利用、ビジネス、あるいはサイドビジネスのためのアカウントなど）を有する。異なる
アカウントの各々は、ウェブサイト上で利用可能な異なるウェブサイトや情報に関連付け
られる。例えば、ジョンがドキュメント編集ウェブ・サービスにアクセスする場合にｊｏ
ｈｎ＠ｗｏｒｋ．ｃｏｍとしてログインすると、食料品リストのような個人的文書のすべ
てを見られるｊｏｈｎ＠ｍａｉｌ．ｃｏｍとしてログインして同じドキュメント編集ウェ
ブ・サービスにアクセスする場合に比べて、ジョンは、メモを含んだ異なる作業ドキュメ
ントなどの異なる情報を受信する。
【００１５】
　様々な実施形態において、１つの本人情報はそれぞれ複数の「アカウント」あるいは「
パーソナリティ」に関連付けられる。アカウントは、特定のウェブ・アプリケーションあ
るいはウェブサイトに関連付けられる少なくとも１つの識別子およびデータを含んだ個人
の記録である。アカウントの例は、銀行アカウント、電子メールアカウント、あるいは画
像編集アカウントを含む。例として、電子メールウェブ・アプリケーション・アカウント
は、ユーザ名および／またはパスワードのような少なくとも１つの識別子、並びにメッセ
ージのような電子メールウェブ・アプリケーションに関連付けられるデータを含む。別の
例として、バンキング・ウェブ・アプリケーション・アカウントは、ユーザ名および／ま
たはパスワードのような少なくとも１つの識別子、並びに当座預金残高、普通預金口座残
高、取引、顧客と銀行との間のメッセージ、および預金などのバンキング・ウェブ・アプ
リケーションに関連付けられるデータを含む。更に別の例として、画像編集ウェブ・アプ
リケーション・アカウントは、ユーザ名および／またはパスワードのような少なくとも１
つの識別子、並びに画像や画像の各々に対するメタデータなどの画像編集ウェブ・アプリ
ケーションに関連付けられるデータを含む。
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【００１６】
　いくつかの実施形態において、本人情報はそれぞれ、１つのウェブサイト当たりの複数
のアカウント（電子メールサービスあるいはショッピング・ウェブサイトのための個人、
ビジネス、および、家族のアカウントなど）を含む。例えば、本人情報１２２はアカウン
ト１２３、１２４、および１２５に関連付けられる。本人情報１２６はアカウント１２７
に関連付けられる。本人情報１２８はアカウント１２９に関連付けられる。アカウントは
それぞれ例えば所定の電子メールプロバイダやウェブサイトのための個別の電子メールア
ドレスに対応するメールアカウントを含むか、アカウントはそれぞれ個別のサード・パー
ティーのアカウントに対応する。例えば、ユーザであるアンは、一例として文字列「アン
・スミス」である本人情報１２２を有する。アンのアカウントは、アンの電子メールアカ
ウントのための第１のアカウント１２３を含み、それは、ドメインｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏ
ｍによってホストされる電子メールウェブ・アプリケーションに対応し、例示的な電子メ
ールアドレスａｎｎｅ＠ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍを有する。アンのアカウントは、アンの
追加の電子メールアカウントのための第２のアカウント１２４を更に含み、それは、同じ
例示的な電子メールウェブ・アプリケーションｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍに対応し、電子メ
ールアドレスｈａｐｐｙ＠ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍを有する。アンのアカウントは第３の
アカウント１２５を更に含み、それは、ソーシャルメディア・ウェブ・アプリケーション
ｓｏｃｉａｌ．ｃｏｍに対応し、ａｎｎｅ＠ｓｏｃｉａｌ．ｃｏｍのログイン電子メール
アドレスを有する。
【００１７】
　様々な実施形態において、より詳細に後述するように、ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍによっ
てホストされる電子メールウェブ・アプリケーションのようなウェブ・アプリケーション
１４０は、例えばブラウザ・アプリケーション１１０によるリクエストにより少なくとも
１つのトークン１３０を生成する。システムは、ウェブ・アプリケーションによって作成
される英数字の文字列であるトークン１３０を使用する。ブラウザ・アプリケーション１
１０はトークン１３０を格納する。ユーザが２回目すなわち将来にウェブ・アプリケーシ
ョン（あるいはウェブサイト）を訪れると、ウェブサイトはトークン１３０のためにブラ
ウザ・アプリケーション１１０に対してリクエストを送信する。トークン１３０を受信す
ると、ウェブサイトは、トークン１３０が有効であるかを判断する。トークン１３０が有
効な場合、ウェブサイトはクッキー１３２を生成する。いくつかの実施形態において、ウ
ェブサイトは、ユーザに向けてプロンプト（例えばポップアップ・ウィンドウや他のリク
エストのようなグラフィカル・ユーザ・インターフェース要素を介して）を生成するよう
にウェブサイトがブラウザ・アプリケーション１１０に要求する場合に限り、トークン１
３０を生成または提供し、ユーザがアカウントを保存したがっているかどうか、そしてユ
ーザがプロンプトに応じてアカウントを保存することに同意するかどうかを判断する。そ
のような実施形態により、ユーザから前もって許可を得ることなくユーザの他の装置を識
別するために使用することができる恒久的な証明書を設定するウェブサイトを回避するこ
とができる。
【００１８】
　ブラウザ・アプリケーション１１０はトークン１３０を解析する必要がなく、トークン
１３０を翻訳処理する必要がなく、あるいはトークン１３０と対話する必要がない。ブラ
ウザ・アプリケーション１１０は、アカウント１２３のような適切な本人情報およびユー
ザアカウントに関連付けてトークン１３０を格納する。ユーザが再びウェブ・アプリケー
ション１４０を訪れると、ブラウザ・アプリケーション１１０はウェブ・アプリケーショ
ン１４０にトークン１３０を呈する。ウェブ・アプリケーション１４０が以前にトークン
１３０を生成しているため、ウェブ・アプリケーション１４０はトークン１３０を認識お
よび翻訳処理することができる。トークン１３０は、いくつかの実施形態において、コン
ピュータ・システム１０２と少なくとも１つの他の装置との間で同期され、また、トーク
ンは少なくとも１つの他の装置上でクッキーを生成するために使用することができる。
【００１９】
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　様々な実施形態において、ブラウザ・アプリケーション１１０のようなシステムは、ブ
ラウザ・アプリケーション１１０上の１つの本人情報にログインするためのユーザ証明書
を要求する。２人のユーザがコンピュータ・システム１０２のような装置を共有する場合
、一方のユーザは、他方のユーザの認証のないアカウントにアクセスすることができない
。従って、ユーザは彼らの本人情報１２２にアクセスするためにブラウザ・アプリケーシ
ョン１１０にログインする。
【００２０】
　アカウントはそれぞれ１つ以上のトークン１３０に関連付けられる。トークン１３０は
ウェブ・アプリケーションによって生成されるとともにブラウザ・アプリケーション１１
０に提供される。トークンは、ウェブ・アプリケーション１４０あるいはプラットフォー
ム・アプリケーション１５０によって使用される認証証明書として機能する。トークンは
、例えば英数字の任意に生成される文字列である。トークンの例は、クッキーおよびＯＡ
ｕｔｈトークンである。一例において、ブラウザ・アプリケーションにより、ウェブサイ
トは本人情報をトークン１３０として保存でき、また、通常のクッキーよりも信頼できる
アカウント・レベル・クッキーとして、トークン１３０（クッキーである）におけるフィ
ールドを指定できる。トークン１３０はより長生きし、ユーザの装置間で同期される。そ
のような例において、ウェブサイトは、既存のロジックに最小の変更を加え、長生きする
クッキーとしてこのようなアカウント・レベル・フィールドによりクッキーを扱うことが
できる。他の実施形態において、ブラウザ・アプリケーションにより、ウェブサイトはブ
ラウザ・アプリケーションのクッキー・ジャーとは別個のものとしてトークン１３０を保
存することができる。所定の場合において、トークン１３０のみでウェブ・サービスにア
クセスするのに十分である。他の場合では、トークン１３０はリフレッシュトークンであ
り、それは他の短命なトークンあるいはクッキーを生成または「造出（ｍｉｎｔ）」する
ために使用される。短命なトークンあるいはクッキーは、ユーザによってより広く使用さ
れるそれほど価値のない証明書に相当する。そのような例において、ウェブサイトは、ブ
ラウザ・アプリケーションに個別のトークン１３０を保存させる。ユーザがウェブサイト
に戻ると、ブラウザ・アプリケーションがトークン１３０を示す場合、ウェブサイトは短
命なクッキーを生成する。そのような実施形態において、ウェブサイトは、ウェブサイト
にユーザがサインインするかどうかを問い合わせる前に、ブラウザ・アプリケーションか
らトークン１３０を要求またはチェックする。より古いクッキーが期限切れとなる場合、
ウェブサイトは新しいクッキーを発行する。
【００２１】
　複数の装置を横断してトークンを共有するため、ウェブ・アプリケーションのディベロ
ッパーは快適である。ウェブ・アプリケーションはブラウザ・アプリケーション１１０に
よりトークンを格納する。ウェブ・アプリケーションは、例えば本人情報１２２に関連付
けられるアカウント１２３に基づいて、トークンを生成する。ブラウザ・アプリケーショ
ン１１０は、ウェブ・アプリケーション１４０あるいはプラットフォーム・アプリケーシ
ョン１５０からトークンを受信する。ブラウザ・アプリケーション１１０あるいはコンピ
ュータ・システム１０２は、トークンをローカルにあるいは遠隔に格納する。システムは
、トークンを使用することにより、ユーザが各アクセスの試みでログイン証明書（例えば
ユーザー名およびパスワード）を再入力することなく、ユーザにウェブ・アプリケーショ
ンやプラットフォーム・アプリケーションへの自動アクセスを提供する。実際にユーザは
、ウェブ・アプリケーションに任意のユーザ名やパスワードを登録または提供する必要が
なく、これに代えて、ブラウザはウェブ・アプリケーションにトークンを呈し、ウェブ・
アプリケーションは、トークンを認証し、その際にウェブ・アプリケーションに対してユ
ーザを認証する。トークンは例えばセキュリティ要素であり、それは、ユーザがアカウン
ト銀行ウェブ・アプリケーションにアクセスするたびに安全な証明書を入力することなく
銀行アカウントウェブ・アプリケーションにアクセスしたいユーザによって電子的に本人
情報を証明するのに使用される。トークンは、ウェブ・アプリケーションに対するユーザ
の本人情報のための証明として機能する。いくつかの実施形態において、トークンは、シ
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グネチャを生成することを認められたウェブ・アプリケーションによって秘密鍵により生
成されるデジタル署名を格納する。
【００２２】
　方法およびシステムは、ユーザ本人情報のためのセキュリティをオンラインで維持する
間にユーザに便宜を与える。例えば、ユーザは、クライアント装置上に格納される情報の
、ユーザ特有のアカウント・キャッシュにある支払情報を含み、これにより、ユーザが信
頼されたウェブ・アプリケーションを使用して、オンライン・テレビ視聴の月間視聴料を
申し込むことを選択する場合、ブラウザはウェブ・アプリケーションに対して、トークン
を、あるいはトークンを使用して生成されたクッキーを呈する。トークンはウェブ・アプ
リケーションによって生成される。トークンは、ウェブ・アプリケーションを自動的に認
証（ユーザの同意により）し、ユーザに複雑な支払情報、例えば複雑なクレジットカード
認証フォームや銀行ルーティング・フォームを再入力させることなく、ブラウザを介して
毎月の受信料をユーザのアカウントに請求する。例えば、ユーザがウェブ・アプリケーシ
ョンにいったんアカウントの詳細を入力すると、ウェブ・アプリケーションは次にアカウ
ント詳細を格納する。ウェブ・アプリケーションはユーザによって使用されるブラウザ・
アプリケーションにトークンを提供し、ユーザが次回にウェブ・アプリケーションにアク
セスを試みると、ブラウザ・アプリケーションはウェブ・アプリケーションにトークンを
呈する。ウェブ・アプリケーションは、ブラウザやウェブ・アプリケーションに対して情
報を、あるいは他のパスワードあるいは証明情報をユーザに再入力させることなく、格納
されたアカウント情報を使用する許可を有する。
【００２３】
　ここに開示される方法およびシステムは、複数のユーザがブラウザ・アプリケーション
に対して複数のログインを有し、１つ以上のコンピュータ・システムに作用する方法を更
に提供する。ユーザの各々は１つの本人情報を有するが、１つの本人情報は、ユーザの任
意の数のアカウントに関連付けられ、例として、各アカウントは、電子メールアドレス、
サード・パーティーのアプリケーション、あるいはウェブ・サービスに関連する。
【００２４】
　図２は、様々な実施形態に係る複数のログインによるブラウザ・ベースの本人情報シス
テムを利用する例示的な処理のフローチャートである。例えば、図２に示すプロセス２０
０は、図１に示すコンピュータ・システム１０２によって、より詳細には、例えば図１の
コンピュータ・システム１０２に示すプロセッサ１７０によって少なくとも部分的に実行
される。図２に示すように、システムは、グラフィカル・ユーザ・インターフェース要素
をブラウザに準備する（ステップ２０２）。図３乃至図１３に関してより詳細に後述する
ように、グラフィカル・ユーザ・インターフェース要素はブラウザのクローム・フレーム
に表示される。ブラウザは複数の異なる本人情報を提供し、複数の異なる本人情報の各々
は異なるユーザに関連付けられる。例えば、図１に戻ると、３人の異なるユーザは、それ
ぞれ３つの異なる本人情報、例えば本人情報１２２、本人情報１２６、および本人情報１
２８に関連付けられる。図２に戻ると、第１のユーザからグラフィカル・ユーザ・インタ
ーフェース要素の選択を受信すると、システムは、ブラウザによって格納されるとともに
第１のユーザに関連付けられる１つの本人情報に第１のユーザをマッチングさせる（ステ
ップ２０４）。例えば、図３乃至図１３に関してより詳細に後述するように、ユーザは、
ユーザ名およびパスワード、あるいは他の証明書を提供した後に、例えば、その本人情報
にログインするべく、特定の本人情報を選択するためにグラフィカル・ユーザ・インター
フェースボタンあるいは他のグラフィカル要素をクリックする。システムは、ブラウザを
実行するローカルのコンピューティング・デバイス上にインストールされたウェブ・アプ
リケーションからトークンを取得するために１つの本人情報を使用する（ステップ２０６
）。例えば、図１に戻ると、システムは、コンピュータ・システム１０２にインストール
されたブラウザ・アプリケーション１１０に関連付けられるウェブ・アプリケーション１
４０から少なくとも１つのトークン１３０を取得するために本人情報１２２を使用する（
例えば、アカウント１２３を使用する）。システムは、トークンを使用して、ウェブ・ア
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プリケーション１４０に対して第１のユーザを認証する（ステップ２０８）。トークン１
３０は、例えばウェブ・アプリケーション１４０によって生成される文字列である。所定
の場合において、ウェブ・アプリケーション１３０は、クッキーを生成するためにトーク
ン１３０を使用する。ブラウザ・アプリケーション１１０はトークン１３０（あるいはク
ッキー）を翻訳処理する必要がないが、むしろブラウザ・アプリケーション１１０はトー
クン１３０を格納し、その後、例えばユーザがウェブ・アプリケーション１４０を開くか
アクセスするごとに、必要に応じてウェブ・アプリケーション１４０にトークン１３０を
呈する。
【００２５】
　図３は、ログイン要素を備える例示的なブラウザ・アプリケーションを示す例示的なユ
ーザ・インターフェースである。図３に示すように、ユーザ・インターフェース３１０は
、ウェブサイトまたはウェブ・ページ３１４のエリア外である少なくとも１つのエリア３
１２を含む。エリア３１２はブラウザ・アプリケーションの「クローム」と呼ばれる。「
クローム」は、ユーザ・インターフェース３１０のようなウェブ・ブラウザ・ウィンドウ
の境界を含み、これは例として、ウィンドウ・フレーム、メニュー、ツールバー、および
スクロール・バーを含む。
【００２６】
　エリア３１２はグラフィカル・ユーザ・インターフェース要素３２０を含み、これは、
この例において、「サインイン」のドロップダウン・メニューの選択肢を含む。他の実施
形態は、例としてのウェブ・ページ３１４のような、ユーザ・インターフェース３１０の
他のエリアに、要素３２０のようなグラフィカル・ユーザ・インターフェース要素を含む
。
【００２７】
　図４は、ログイン要素を備える例示的なブラウザ・アプリケーションを示す別の例示的
なユーザ・インターフェースである。図４に示すように、ユーザ・インターフェース３１
０は、ドロップダウン・メニュー４１２を備える別のグラフィカル・ユーザ・インターフ
ェース要素４１０の「ゲスト」を含む。メニュー４１２は、例として、ユーザが匿名のゲ
ストとしてブラウザ・アプリケーションを使用するか、あるいはゲスト・セッションを終
了するための選択肢を提供する。
【００２８】
　図５は、ログイン要素を備える例示的なブラウザ・アプリケーションを示す別の例示的
なユーザ・インターフェースである。図５に示すように、ユーザ・インターフェース３１
０は別のグラフィカル・ユーザ・インターフェース・ドロップダウン・メニュー５１２を
含み、それは、例えば要素３２０のユーザ選択の際にブラウザ・アプリケーションにより
表示される。メニュー５１２は、「人１」が「本人情報にサインインする」ための選択肢
、あるいは「ゲストとしてブラウズする」ための選択肢、および「人を追加する」ための
選択肢を含む。
【００２９】
　図６は、ログイン要素を備える例示的なブラウザ・アプリケーションを示す別の例示的
なユーザ・インターフェースである。図６に示すように、ユーザ・インターフェース３１
０はウィンドウ６１０を含み、それは、「本人情報にサインイン」するべく図５に示すメ
ニュー５１２の要素のような別のグラフィカル・ユーザ・インターフェース要素をユーザ
選択する際に現われるポップアップ・ウィンドウである。ウィンドウ６１０は、ユーザに
関連付けられる本人情報に電子メールや他のアカウントをユーザが追加することができる
ように、「本人情報にアカウントを追加する」選択肢６１２をユーザに向けて提供する。
ユーザは、「今はスキップする」、あるいは「本人情報にアカウントを追加する」を選択
する。
【００３０】
　様々な実施形態において、ユーザは、ユーザ名およびパスワードを提供することなく、
ウェブサイト上に新しいアカウントを開設する。そのような場合、ウェブサイトは、アカ
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ウントを開設するようにユーザに促すことができる。ウェブサイトは、ユーザがウェブサ
イトを訪れるときにユーザが自分の本人情報（例えばブラウザ・アプリケーションを介し
て）にログインされている限り、ウェブサイトに入るためにユーザがパスワードを入力す
る必要のないことをユーザに通知する。
【００３１】
　図７は、ログイン要素を備える例示的なブラウザ・アプリケーションを示す別の例示的
なユーザ・インターフェースである。図７に示すように、ユーザ・インターフェース３１
０はウィンドウ７１０を含み、それは、図６に示す選択肢６１２のような別のグラフィカ
ル・ユーザ・インターフェース要素をユーザ選択する際に現われるポップアップ・ウィン
ドウである。ウィンドウ７１０に示すように、アカウントはユーザの本人情報に追加され
ている。
【００３２】
　図８は、ログイン要素を備える例示的なブラウザ・アプリケーションを示す別の例示的
なユーザ・インターフェースである。図８に示すように、ユーザ・インターフェース３１
０は、他のグラフィカル・ユーザ・インターフェース要素間にウィンドウ８１０を含む。
ウィンドウ８１０は、サインインしたユーザの本人情報に関連付けられる様々なアカウン
トを表示する。この例において、ユーザ「ジョン・ドウ」は、彼の１つの本人情報に関連
付けられる２つのアカウント、すなわち個人の電子メールアカウントを示すｊｏｈｎｄｏ
ｅ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍと企業のアカウントを示すｊｏｈｎｄｏｅ＠ｇｏｏｇｌｅ．ｃｏ
ｍとを有する。ウィンドウ８１０は、「ジョンのアカウントを管理する」選択肢８２０を
更に含む。ウィンドウ８１０に示すように、アカウントは、それぞれユニークなアイコン
、写真、あるいはアバターに更に関連付けられる。ユーザが選択肢８２０を選択すると、
図９に示すように、第２のウィンドウが現われる。
【００３３】
　図９は別の例示的なユーザ・インターフェースである。図９はウィンドウ９１０を含み
、それは、ユーザに関連付けられる様々なアカウントを表示し、アカウントを管理する様
々な選択肢の他に、要素９１２のような各アカウントのための選択可能なグラフィカル・
ユーザ・インターフェース要素を含む。
【００３４】
　図１０は別の例示的なユーザ・インターフェースである。図１０はウィンドウ１０１０
を含み、それは、ブラウザ・アプリケーションに関連付けられる様々なユーザ本人情報を
含んだドロップダウン・メニューを含む。この例において、ウィンドウ１０１０に示すよ
うに、ユーザ「ジョン」はブラウザ・アプリケーションにサインインし、また、ユーザ「
ジェーン」は、例えばログイン名およびパスワードのような適切な証明書により別のユー
ザがブラウザ・アプリケーションに関連付けられる「ジェーン」の本人情報にサインイン
するための選択肢として更に利用可能である。図１０に示すユーザ・インターフェースに
より、少なくとも１人のユーザは、ユーザがウェブサイトを訪れるごとに、アカウント、
あるいはウェブサイトにログインすることなく、アカウント間を容易に切り替えることが
できる。様々なアカウントにユーザがログインすることに代えて、ユーザは複数の個別の
アカウント（電子メールアカウントなど）に関連付けられる本人情報にログインされる。
また、１つの本人情報にユーザがまだログインしている間中、アカウント「Ｂ」を使用し
てウェブサイトを訪れることに比べて、アカウント「Ａ」を使用してウェブサイトにログ
インする場合、ユーザはウェブサイトによって異なる情報の提供を受ける。ユーザがいっ
たん本人情報にサインインすると、ユーザはいくつかの場合に自分を再認証することなく
、アカウント間を切り替えることができる。例えば、ジェーンはｊａｎｅ＠１２３．ｃｏ
ｍ、ｊａｎｅ２＠４５６．ｃｏｍ、およびｊａｎｅ＠ｈｅｒｅ．ｃｏｍを管理する。ジェ
ーンは、彼女の異なるアカウントを認識するブラウザに関連付けられた本人情報に一度ロ
グインし、その後、アカウントのために任意のログイン証明書を再入力することなく、ユ
ーザ・インターフェース・ボタンを単にクリックすることにより、アカウント間を切り替
えることができる（例えばｊａｎｅ＠１２３．ｃｏｍからｊａｎｅ２＠４５６．ｃｏｍに
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切り換え）。
【００３５】
　図１１は別の例示的なユーザ・インターフェースである。図１１はウィンドウ１１１０
を含み、それは、例えばユーザがブラウザをロックするか、あるいはゲストとしてブラウ
ズするか、あるいは新規のユーザを追加するための選択肢を含む。ユーザがブラウザをロ
ックする例では、ユーザは、例えばセッションを再開する前に、ブラウザ・セッションを
サスペンドし、ブラウザ上にプライバシー・バリアを有効に配置する。ウィンドウ１１１
０はポップ・アップ・スクリプトかＨＴＭＬウィンドウであり、それは、ブラウザ・アプ
リケーションに関連付けられるアカウントや本人情報をユーザが管理するための選択肢に
関する様々な情報を含む。様々な他の実施形態において、ユーザはブラウザから更にサイ
ンアウトする。
【００３６】
　図１２は、ウェブ・ブラウザ・ウィンドウを示す別の例示的なユーザ・インターフェー
ス１２１０である。そのウィンドウはグラフィカル・ユーザ・インターフェース要素１２
２０および１２３０を含む。要素１２２０は第１の本人情報「サラ」に関連付けられ、要
素１２３０は第２の本人情報「ジョン」に関連付けられ、各本人情報は１人のユーザに対
応する。要素１２２０および１２３０は、選択可能なアイコン、アバター、画像、テキス
ト、あるいはこれらの組み合わせであり、要素１２２０あるいは１２３０を選択すると、
ユーザは、本人情報に関連付けられるアカウントの他、本人情報にアクセスするために、
ユーザ名およびパスワードのようなログイン証明書を提供するようにユーザは問い合わせ
を受ける。ユーザ・インターフェース１２１０はグラフィカル・ユーザ・インターフェー
ス要素選択肢を更に含み、それは、「ゲストとしてブラウズする」ための選択肢１２４０
および「人を追加する」ための選択肢１２５０を含む。これに代えてあるいはこれに加え
て、要素１２２０の選択に際し、図１３に示すように、要素１３１０によってユーザはパ
スワードのみを入力するように促されてもよい。
【００３７】
　所定の実施形態において、ブラウザ・アプリケーションは本人情報サービスを提供し、
これにより、電子メールアドレス、ログイン、銀行ルーティング情報、ゲーム証明書、あ
るいは他の情報のようなユーザ特有のアカウント情報は、ユーザの本人情報と組み合わせ
て格納されるとともにブラウザに関連付けられ、その後、ユーザ特有の情報にアクセスす
る許可を有するウェブ・アプリケーションに自動的に提供される。このようにしてユーザ
特有のアカウント情報にアクセスできるようにユーザがウェブ・アプリケーションにいっ
たん許可を与えると、ユーザが同じブラウザ・アプリケーションからウェブ・アプリケー
ションを今後使用する際には、銀行ルーティング情報のようなアカウント情報を手動で提
供したり、あるいは提供の認証をしたりする必要がない。更に、同じブラウザにアクセス
する複数のユーザは、同じブラウザを介してそのアカウント情報を使用するためにその本
人情報にログインする。従って、ユーザは、アカウント情報を含むユーザ特有の本人情報
を格納することができ、これにより、情報は、情報にアクセスする許可を与えられた所定
のウェブ・アプリケーションによって使用されるが、ユーザ特有のアカウント情報にアク
セスする明示的な許可を有さない他のウェブサイトやウェブ・アプリケーションによって
情報が使用されることはできない。このようにしてウェブ・アプリケーションはユーザの
利益となるように利用可能であり、なぜならばユーザは、自分のユーザ特有のアカウント
情報を自分が訪れるあらゆる任意のウェブサイトと共有することは望まないが、ユーザの
本人情報を格納するブラウザを実行する１台以上のローカルのクライアントコンピューテ
ィング・デバイス上にインストールされているウェブ・アプリケーションにそのような情
報を容易に提供することができることは効果的であると感じるためである。
【００３８】
　いくつかの実施形態において、ユーザは、異なるサービスに関連付けられる複数の異な
るアカウントにログインすることにより、様々なサービスにアクセスする。例えば、ユー
ザは、ユーザのオンライン電子メールアカウント、ユーザのオンラインソーシャルネット
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ワーク・アカウント、ユーザのオンライン写真アカウント、コンテンツ・ウェブサイト（
例えばニュース・ウェブサイト、ゲーム・ウェブサイト、娯楽ウェブサイトなど）におけ
るアカウントなどにログインする。同期サーバにより、コンピューティング・デバイス（
例えば図１に示すコンピュータ・システム１０２）からのローカルデータは、ユーザの装
置のすべて、あるいは１つの本人情報にユーザをログインさせるために使用されるすべて
の装置を横断して同期される。例えば、同期サーバは、別のユーザ装置と、図１のトーク
ン１３０のような少なくとも１つのトークンを同期する。更に、同期サーバは、異なる装
置を横断して、すべてのインストールされたウェブ・アプリケーション、ブラウザ拡張、
ブラウザのブックマーク、設定、プロフィール、ブラウザ履歴、テーマ、プラグイン、ロ
ーカルの許可、ユーザ特有のアカウント情報、トークン、およびユーザのためのウェブ・
アプリケーションおよびブラウザ拡張に関連付けられるデータを同期する。例えば、コン
ピュータ・システム１０２のユーザがコンピュータ・システム１０２から本人情報１２２
にアクセスする場合（例えばブラウザ・アプリケーション１１０を介して）、同期サーバ
は、（例えば、ユーザは同期することを選択している）ウェブ・アプリケーションに関連
付けられた設定およびデータをユーザアカウントから電話のような別の装置にコピーする
。１台のコンピューティング・デバイス上の設定への変更は、（例えば同期サーバを介し
て）他のコンピュータから自動的にコピーされる（例えばユーザがその同期機能を使用可
能にしている場合）。同期されるデータは、コンピューティング・デバイス間、および同
期サーバとの間を移動する際、情報を安全に保持するべく暗号化される。
【００３９】
　様々な実施形態において、アカウント１２３、１２４、および１２５を含む本人情報１
２２、１２６、および１２８、並びにアカウントに関連付けられるログイン証明書あるい
はトークンのような関連付けデータは、恒久的に不揮発性メモリ（例えばメモリ１９０）
内に安全に格納することができ、その後、ユーザがブラウザ・アプリケーション１１０に
正常にログインするとロードされる。
【００４０】
　別の実施形態において、ユーザ特有の本人情報は、恒久的にオンライン・サーバのメモ
リ素子に格納することができる。その後、ユーザがオンライン・サーバによって提供され
るサービスに関連付けられるアカウントにログインすると、ユーザからの許可によりブラ
ウザ・アプリケーション１１０による使用のためにユーザ特有の本人情報がオンライン・
サーバからコンピュータ・システム１０２のキャッシュにダウンロードされる。本人情報
はダウンロード中の情報の保護のために安全な暗号化技術を使用してダウンロードされる
。
【００４１】
　ブラウザ・アプリケーション１１０は、異なるユーザのための本人情報に関連付けられ
てもよい。例えば、異なるユーザは、図３乃至図１３に関連してより詳細に後述するよう
に、ブラウザによって提供されるユーザ・インターフェースを介してログイン情報を提供
し、これにより、ブラウザは、異なるユーザのための異なるユーザ特有の本人情報を検索
するとともにキャッシュに入れることができる。これに代えてあるいはこれに加えて、同
じクライアント装置の様々なユーザ（例えば同じデスクトップ・コンピュータを使用する
夫婦）は、個別の本人情報を有する個別の本人情報プロフィールを作成および保持し、互
いにその本人情報を使用する許可を与え得る。
【００４２】
　ウェブ・アプリケーションは、様々な方法でユーザに特有の本人情報を使用することが
できる。例えば、ウェブ・アプリケーションは、ウェブ・アプリケーションを介してユー
ザ特有のコンテンツをユーザに提供し、そのユーザ特有のコンテンツは、ブラウザにより
ウェブ・アプリケーションに提供されるユーザ特有の本人情報に基づく。ユーザ特有のコ
ンテンツは、ユーザの関心、人口統計、位置、あるいは他のユーザ特有の本人情報に基づ
いて特に選択されるコンテンツである。
【００４３】
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　複数のユーザがブラウザを共有することができ、ユーザはそれぞれ１つの本人情報に関
連付けられる異なるアカウントを有する。従って、異なるユーザがブラウザにログインす
るとともにブラウザ内の電子メールウェブ・アプリケーションを開始すると、アプリケー
ションは、ウェブ・アプリケーションを開始することを除きブラウザにログインした後に
、ユーザが任意の追加の工程（例えば、ログインする、パスワードなどを入力する）を行
うことなく、異なるユーザの各々のためのブラウザからウェブ・アプリケーションによっ
て引かれたアカウント情報に基づいて、異なるユーザの各々に異なるユーザ特有のコンテ
ンツを提供する。
【００４４】
　図１４は、アプリケーションとウェブ・アプリケーションとの間のトークンの交換の例
のブロック図である。図１４は少なくとも１つの本人情報１４２２を含んだアプリケーシ
ョン１４２０を含む。ウェブ・ブラウザであるアプリケーション１４２０は少なくとも１
つのウェブ・アプリケーション１４４０と通信する。本人情報１４２２「ジョン」は少な
くとも２つのアカウント１４２４および１４２６を含む。複数のユーザの本人情報がアプ
リケーション１４２０に関連付けられるが、通常、１人のユーザのみが一度にアプリケー
ション１４２０にログインする。
【００４５】
　本人情報１４２２はウェブ・アプリケーション１４４０あるいは他のウェブサイトには
提供されず、これにより、ユーザ本人情報のためのセキュリティがオンラインで提供され
る。しかしながら、アカウント１４２４に関する情報のようなユーザのアカウント情報に
より暗号化されたメッセージは、ユーザの同意により、ウェブ・アプリケーション１４４
０や他のウェブサイトに提供され、これにより、ユーザがアプリケーション１４２０を使
用して異なるウェブ・アプリケーションにアクセスすることを所望するたびに、ユーザが
個人的な本人情報（名前、ログイン、あるいは財務情報なども）を再入力する必要がなく
なる。例えば、システムは、クッキー１４３０をウェブ・アプリケーションに提供する。
【００４６】
　例えばウェブ・アプリケーション１４４０がはじめてアカウント情報を受信する時には
、ウェブ・アプリケーション１４４０はアカウント情報の提供に応じてウェブ・アプリケ
ーション１４４０からトークン１４２８を受信する。トークン１４２８は安全でユニーク
なキーまたは英数字の文字列である。ウェブ・アプリケーション１４４０は、ウェブ・ア
プリケーション１４４０に対してユーザを自動的に認証するためにトークン１４２８を使
用し、これにより、ユーザはアプリケーション１４２０を使用してウェブ・アプリケーシ
ョンにアクセスすることを所望するたびに、異なるウェブ・アプリケーションに絶えず自
分を再認証する必要がなくなる。所定の場合には、システムはトークン１４２８を使用し
てクッキー１４３０を生成する。様々な実施形態において、ウェブ・アプリケーションは
それぞれ、個別のトークン１４２８をアプリケーション１４２０に少なくとも一度提供す
る。トークン１４２８は、例えば、アプリケーション１４２０を実行するコンピューティ
ング・デバイスのメモリにネイティブに格納されるか、あるいはいくつかの実施形態にお
いて、例えばサーバで遠隔に格納される。いくつかの実施形態において、トークン１４２
８は機械独立であり、本人情報１４２２に関連付けられる複数のコンピューティング・デ
バイスの間で同期される。例えば、ユーザが個別のコンピュータ・システムにログインし
てウェブサイトを訪れると、システムはユーザの本人情報に基づき第２の装置を介してウ
ェブサイトにトークンを呈し、所定の場合には、ユーザはウェブサイトに自動的にログイ
ンされる。
【００４７】
　様々な実施形態において、クッキー１４３０が期限切れとなる場合、アプリケーション
１４２０はトークン１４２８を使用して新しいクッキー１４３０を生成する。所定の場合
には、アプリケーション１４２０はウェブ・アプリケーション１４４０に戻るとともにウ
ェブ・アプリケーション１４４０に対応するトークン１４２８を呈し、ウェブ・アプリケ
ーション１４４０から新しいトークン１４２８を検索する。アプリケーション１４２０は
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新しいトークンを使用して新しいクッキーを生成する。
【００４８】
　アプリケーション１４２０は、ウェブ・アプリケーションのような少なくとも１つのウ
ェブ・サービスに本人情報を呈するためにこのようにユーザの本人情報を利用する。ウェ
ブ・サービスはプラットフォーム・アプリケーションであり、トークンを取得し、ウェブ
・アプリケーションに対してユーザを認証するためにトークンを使用する。従って、アカ
ウント管理は、ブラウザ・レベルのようなアプリケーション・レベルで行われる。
【００４９】
　図１５は、ここに開示される技術と組み合わせて使用される汎用コンピュータ装置１５
００および汎用モバイルコンピュータ装置１５５０の例を示す。コンピューティング・デ
バイス１５００は、ラップトップ、デスクトップ、ワークステーション、携帯情報端末、
サーバ、ブレードサーバ、メインフレーム、および他の適切なコンピュータのようなデジ
タル・コンピュータの様々な形態を示すように意図される。コンピューティング・デバイ
ス１５５０は、携帯情報端末、携帯電話、スマートフォン、および他の同様のコンピュー
ティング・デバイスなどのモバイル装置の様々な形態を示すように意図される。ここに示
すコンポーネント、その接続および関係、並びにその機能は例示に過ぎず、本明細書にお
いて開示および／または請求される発明の実施を制限することを意味しない。
【００５０】
　コンピューティング・デバイス１５００は、プロセッサ１５０２、メモリ１５０４、記
憶装置１５０６、メモリ１５０４に接続する高速インターフェース１５０８、高速拡張ポ
ート１５１０、低速バス１５１４に接続する低速インターフェース１５１２、および記憶
装置１５０６を含む。コンポーネント１５０２、１５０４、１５０６、１５０８、１５１
０、および１５１２の各々は様々なバスを使用して相互に連結され、必要に応じて共通の
マザーボード上に、あるいは他の方法で搭載される。プロセッサ１５０２は、コンピュー
ティング・デバイス１５００内で実行される指示を処理することができ、高速インターフ
ェース１５０８に接続されるディスプレイ１５１６のような外部入出力装置上にＧＵＩの
ためのグラフィカルな情報を表示するべくメモリ１５０４にあるいは記憶装置１５０６上
に格納された指示がそれには含まれる。他の実施形態において、複数のメモリおよびメモ
リのタイプに加えて必要に応じて、複数のプロセッサおよび／または複数のバスが使用さ
れる。更に、複数のコンピューティング・デバイス１５００は、必要なオペレーションの
部分を提供する各装置（例えばサーバ・バンク、一群のブレードサーバ、あるいはマルチ
プロセッサ・システムとしての）に接続される。
【００５１】
　メモリ１５０４は、コンピューティング・デバイス１５００内の情報を格納する。一実
施形態において、メモリ１５０４は１つ以上の揮発性メモリユニットである。別の実施形
態において、メモリ１５０４は１つ以上の不揮発性メモリユニットである。メモリ１５０
４は、磁気または光ディスクのようなコンピュータ可読媒体の別の形態であってもよい。
【００５２】
　記憶装置１５０６はコンピューティング・デバイス１５００にマス・ストレージを供給
可能である。一実施形態において、記憶装置１５０６はコンピュータ可読媒体であるかそ
れを含み、例えば、フロッピー（登録商標）ディスク装置、ハードディスク装置、光学デ
ィスク装置、テープ装置、フラッシュ・メモリあるいは他の同様のソリッド・ステート・
メモリ素子、またはデバイスのアレイであり、ストレージ・エリア・ネットワークまたは
他の構成におけるデバイスがそれには含まれる。コンピュータ・プログラム製品は、情報
担体内において有形に具体化することができる。コンピュータ・プログラム製品は、実行
時に、上述したもののような１つ以上の方法を実施する指示を更に含む。情報担体は、メ
モリ１５０４、記憶装置１５０６、あるいはプロセッサ１５０２上のメモリのようなコン
ピュータまたは機械可読媒体である。
【００５３】
　高速コントローラ１５０８はコンピューティング・デバイス１５００のための帯域幅集
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約的なオペレーションを管理し、低速コントローラ１５１２はより低い帯域幅集約的なオ
ペレーションを管理する。機能のそのような割り当ては例示に過ぎない。一実施形態にお
いて、高速コントローラ１５０８はメモリ１５０４、ディスプレイ１５１６（例えばグラ
フィックス・プロセッサやアクセラレータを介して）、および様々な拡張カード（図示し
ない）を受承する高速拡張ポート１５１０に接続される。実施形態において、低速コント
ローラ１５１２は記憶装置１５０６および低速拡張ポート１５１４に接続される。様々な
通信ポート（例えばＵＳＢ、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）、イーサネット（登録商標
）、無線イーサネット（登録商標））を含む低速拡張ポートは、キーボード、ポインティ
ングデバイス装置、スキャナのような１つ以上の入出力装置、あるいは例えばネットワー
ク・アダプタを介してスイッチやルーターのようなネットワークの装置に接続される。
【００５４】
　図示するように、コンピューティング・デバイス１５００は多くの異なる形態で実施さ
れる。例えば、コンピューティング・デバイス１５００は、標準サーバ１５２０として、
あるいはそのようなサーバの群において複数回実施される。コンピューティング・デバイ
ス１５００はラック・サーバ装置１５２４の一部として実施されてもよい。加えて、コン
ピューティング・デバイス１５００はラップトップ・コンピュータ１５２２のようなパソ
コンで実施されてもよい。これに代えて、コンピューティング・デバイス１５００からの
コンポーネントは、装置１５５０のようなモバイルの装置（図示しない）における他のコ
ンポーネントに接続される。そのような装置の各々は、１つ以上のコンピューティング・
デバイス１５００および１５５０を含み、システム全体は、互いに通信する複数のコンピ
ューティング・デバイス１５００および１５５０から構成される。
【００５５】
　コンピューティング・デバイス１５５０は、他のコンポーネント間にプロセッサ１５５
２、メモリ１５６４、ディスプレイ１５５４のような入出力装置、通信インターフェース
１５６６、および送受信機１５６８を含む。装置１５５０は、追加の記憶装置を提供する
ためのマイクロドライブか他の装置のような記憶装置を更に備える。コンポーネント１５
５０、１５５２、１５６４、１５５４、１５６６、および１５６８の各々は様々なバスを
使用して相互に接続され、必要に応じて、コンポーネントのうちのいくつかのものは共通
のマザーボード上に、あるいは他の方法で搭載される。
【００５６】
　プロセッサ１５５２はコンピューティング・デバイス１５５０内の指示を実行すること
ができ、メモリ１５６４に格納された指示がそれには含まれる。プロセッサは、個別およ
び複数のアナログ・プロセッサおよびデジタル・プロセッサを含んだチップからなるチッ
プセットとして実施される。プロセッサは、例えば、ユーザ・インターフェース、装置１
５５０によって実行されるアプリケーション、および装置１５５０による無線通信の制御
のような、装置１５５０の他のコンポーネントの調整を行う。
【００５７】
　プロセッサ１５５２は、コントロール・インターフェース１５５８と、ディスプレイ１
５５４に接続されるインターフェース１５５６とを介してユーザと通信する。ディスプレ
イ１５５４は例えばＴＦＴ　ＬＣＤ（薄膜トランジスタ駆動カラー液晶ディスプレイ）、
あるいはＯＬＥＤ（有機発光ダイオード）ディスプレイ、あるいは他の適切なディスプレ
イ技術である。ディスプレイ・インターフェース１５５６は、グラフィカルな他の情報を
ユーザに提示するべくディスプレイ１５５４を駆動するための適切な回路を含む。コント
ロール・インターフェース１５５８はユーザからコマンドを受信し、これらをプロセッサ
１５５２に提示するために変換する。加えて、外部インターフェース１５６２はプロセッ
サ１５５２と通信するように設けられ、これにより、装置１５５０は他の装置と近距離通
信が可能である。外部インターフェース１５６２は、例えば、いくつかの実施形態におい
て有線通信を行い、別の実施形態において無線通信を行い、また、複数のインターフェー
スが使用されてもよい。
【００５８】
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　メモリ１５６４は、コンピューティング・デバイス１５５０内の情報を格納する。メモ
リ１５６４は、１つ以上のコンピュータ可読媒体、１つ以上の揮発性メモリユニット、あ
るいは１つ以上の不揮発性メモリユニットとして実装可能である。増設メモリ１５７４が
更に設けられるとともに拡張インターフェース１５７２を介して装置１５５０に接続され
る。これは例えばＳＩＭＭ（シングル・インライン・メモリ・モジュール）カード・イン
ターフェースを含む。このような増設メモリ１５７４は、装置１５５０のための追加の格
納空間を提供し、あるいは装置１５５０用のアプリケーションあるいは他の情報を更に格
納する。具体的には、増設メモリ１５７４は、上述したプロセスを実行するか補足する指
示を含み、また、安全の情報を更に含む。従って、例えば、増設メモリ１５７４は、装置
１５５０のためのセキュリティ・モジュールとして提供され、装置１５５０の安全な使用
を許可する指示によりプログラムされる。加えて、識別する情報をＳＩＭＭカード上にハ
ッキングされない態様で配置するなどの追加情報とともに、安全なアプリケーションがＳ
ＩＭＭカードを介して設けられる。
【００５９】
　後述するように、メモリは、例えばフラッシュ・メモリおよび／またはＮＶＲＡＭメモ
リを含む。一実施形態において、コンピュータ・プログラム製品は、情報担体内において
有形に具体化される。コンピュータ・プログラム製品は、実行時に、上述したもののよう
な１つ以上の方法を実施する指示を含む。情報担体は、例えば送受信機１５６８あるいは
外部インターフェース１５６２上に受承されるメモリ１５６４、増設メモリ１５７４、あ
るいはプロセッサ１５５２上のメモリのようなコンピュータまたは機械可読媒体である。
【００６０】
　装置１５５０は、必要な場合、デジタル信号処理回路を含んだ通信インターフェース１
５６６を介して無線で通信する。通信インターフェース１５６６は、特にＧＳＭ（登録商
標）音声呼び出し、ＳＭＳ、ＥＭＳや、ＭＭＳメッセージ、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＰＤＣ
、ＷＣＤＭＡ（登録商標）、ＣＤＭＡ２０００、あるいはＧＰＲＳなどの様々なモードあ
るいはプロトコル下で通信する。そのような通信は、例えば高周波送受信機１５６８を介
して生じる。加えて、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＷｉＦｉ、あるいは他のそのよ
うな送受信機（図示しない）を使用するなどして短距離通信が生じる。加えて、ＧＰＳ（
全地球測位システム）受信モジュール１５７０は、装置１５５０に対して、更なるナビゲ
ーション関連および位置関連の無線通信データを提供し、これらは、装置１５５０上で稼
動するアプリケーションによって必要に応じて使用される。
【００６１】
　装置１５５０はオーディオ・コーデック１５６０を使用して可聴通信する。オーディオ
・コーデック１５６０はユーザが話した情報を受信し、この情報を使用可能なデジタル情
報に変換する。オーディオ・コーデック１５６０は、同様に、スピーカーなどを介して、
例えば装置１５５０の送受話器でユーザのための可聴音を生成する。そのような音は、音
声通話からの音を含み、記録された音（例えば音声メール、音楽ファイルなど）を含み、
装置１５５０上で作動するアプリケーションによって生成される音を更に含む。
【００６２】
　図示のように、コンピューティング・デバイス１５５０は多くの異なる形態で実施され
る。例えば、コンピューティング・デバイス１５５０は携帯電話Ｄ８０として実施される
。コンピューティング・デバイス１５５０は、スマートフォンＤ８２、携帯情報端末や、
他の同様のモバイル装置の一部としても実施される。
【００６３】
　ここに開示されるシステムおよび技術の様々な実施形態は、デジタル電子回路、集積回
路設計、特別に設計されたＡＳＩＣ（特定用途向けＩＣ）、コンピュータ・ハードウェア
、ファームウェア、ソフトウェア、および／またはこれらの組み合わせにおいて実現する
ことができる。これらの様々な実施形態は、少なくとも１つのプログラム可能なプロセッ
サを含むプログラム可能なシステム上で実行可能かつ／または翻訳処理可能な１つ以上の
コンピュータ・プログラムにおける実施を含み、プロセッサは専用または汎用であり、記



(20) JP 6553083 B2 2019.7.31

10

20

30

40

憶装置、少なくとも１つの入力装置、および少なくとも１つの出力装置からデータおよび
指示を受信し、これらにデータおよび指示を送信するために接続される。
【００６４】
　これらのコンピュータ・プログラム（プログラム、ソフトウェア、ソフトウェア・アプ
リケーションあるいはコードとしても周知）は、プログラム可能なプロセッサのための機
械命令を含み、高レベル手続き型および／またはオブジェクト指向プログラミング言語、
および／またはアセンブリ／機械語で実行することができる。ここで使用されるように、
用語「機械可読媒体」、「コンピュータ可読媒体」は、機械命令および／またはデータを
プログラム可能なプロセッサに提供するために使用される任意のコンピュータ・プログラ
ム製品、装置、および／または、デバイス（例えば磁気ディスク、光ディスク、メモリ、
プログラム可能論理回路（ＰＬＤ））を示し、機械可読信号としての機械命令を受信する
機械可読媒体を含む。用語「機械可読信号」は、プログラム可能なプロセッサに機械命令
および／またはデータを提供するために使用される任意の信号を示す。
【００６５】
　ユーザと対話するために、ここに開示されるシステムおよび技術は、ユーザに対して情
報を表示するためのディスプレイ装置（例えばＣＲＴ（陰極線管）かＬＣＤ（液晶ディス
プレイ）モニタ）、並びにユーザがコンピュータに入力可能なキーボードおよびポインテ
ィングデバイス装置（例えばマウスやトラックボール）を有するコンピュータ上で実施さ
れる。他の種類の装置も同様にユーザと対話するために使用可能であり、例えば、ユーザ
に提供されるフィードバックは、任意の形態の知覚のフィードバック（例えば視覚的フィ
ードバック、聴覚的フィードバック、あるいは触覚的フィードバック）であり、ユーザか
らの入力は、聴覚的入力、音声による入力、あるいは触覚的入力を含む任意の形態で受信
可能である。
【００６６】
　ここに開示されるシステムおよび技術は、バックエンド・コンポーネント（例えばデー
タ・サーバとして）を含むか、ミドルウェア・コンポーネント（例えばアプリケーション
・サーバ）を含むか、フロントエンド・コンポーネント（例えばユーザがここに開示され
るシステムおよび技術の実施と対話できるグラフィカル・ユーザ・インターフェースまた
はウェブ・ブラウザを有するクライアント・コンピュータ）、あるいは１つ以上の上記バ
ックエンド・コンポーネント、ミドルウェア・コンポーネントや、フロントエンド・コン
ポーネントの任意の組み合わせを含むコンピューティング・システムにおいて実施可能で
ある。システムのコンポーネントは、任意の形式あるいはデジタル・データ通信の媒体（
例えば通信ネットワーク）によって相互に接続することができる。通信ネットワークの例
はローカル・エリア・ネットワーク（「ＬＡＮ」）、広域ネットワーク（「ＷＡＮ」）、
およびインターネットを含む。
【００６７】
　コンピューティング・システムはクライアントおよびサーバを含む。クライアントおよ
びサーバは、通常互いに離間し、通信ネットワークを介して対話する。クライアントおよ
びサーバの関係は、それぞれのコンピュータ上で作動するとともに互いにクライアント・
サーバ関係を有するコンピュータ・プログラムによって生じる。
【００６８】
　多くの実施形態が開示されている。しかしながら、本発明の趣旨および範囲から逸脱す
ることなく様々な修正が可能であることが理解されるであろう。
　加えて、図示するロジック・フローは、望ましい結果を得るために図示の特定の順番、
あるいは連続する順番を要求するものではない。加えて、他の工程を設けたり、あるいは
上述したフローから工程を削除したりしてもよく、また、上述したシステムに他のコンポ
ーネントを加えたり、あるいはシステムから取り除いたりしてもよい。従って、他の実施
形態が添付の特許請求の範囲内である。
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