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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　方法であって、
　コンピュータシステムによって、コンピュータシステムのインターフェイスを介して、
エンタープライズコンピュータシステムによって提供されるサービスに対する要求をコン
ピューティングデバイスから受信するステップを備え、前記インターフェイスは、前記コ
ンピュータシステムとの通信のための第１のプロトコルをサポートし、前記要求は、前記
第１のプロトコルに対応するフォーマットを有し、前記方法はさらに、
　前記コンピュータシステムによって、前記エンタープライズコンピュータシステムによ
って提供される前記サービスのためのセキュリティプロトコルを決定するステップと、
　前記コンピュータシステムによって、前記サービスのための前記セキュリティプロトコ
ルに従って、ユーザの認証に基づいてセキュリティトークンを生成するステップと、
　前記コンピュータシステムによって、前記サービスに対する変換された要求を生成する
ステップとを備え、前記変換された要求は、前記セキュリティトークンを含み、前記エン
タープライズコンピュータシステムとの通信のための第２のプロトコルに対応するフォー
マットを有し、前記変換された要求を生成するステップは、前記第１のプロトコルの前記
フォーマットから前記第２のプロトコルの前記フォーマットに前記要求を変換するステッ
プを含み、前記方法はさらに、
　前記コンピュータシステムによって、前記サービスに対する前記変換された要求を前記
エンタープライズコンピュータシステムに送信するステップと、
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　前記コンピュータシステムによって、前記変換された要求に対する応答を前記第２のプ
ロトコルの前記フォーマットから前記第１のプロトコルの前記フォーマットに変換するス
テップとを備え、前記応答は、前記エンタープライズコンピュータシステムから受信され
、前記第２のプロトコルの前記フォーマットを有し、前記方法はさらに、
　前記コンピュータシステムによって、前記変換された応答を前記コンピューティングデ
バイスに提供するステップを備える、方法。
【請求項２】
　前記コンピューティングデバイスのユーザがアクセス可能な複数のエンタープライズコ
ンピュータシステムのうちの少なくとも１つは、前記複数のエンタープライズコンピュー
タシステムのうちの異なる１つとは異なるセキュリティプロトコルを用いて通信する、請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記コンピューティングデバイスから受信される前記要求および前記エンタープライズ
コンピュータシステムに送信される前記要求は、異なるレプレゼンテーショナル・ステー
ト・トランスファー（ＲＥＳＴ）アーキテクチャスタイルに準拠する、請求項１または２
に記載の方法。
【請求項４】
　前記コンピューティングデバイスから受信される前記要求は、第１のハイパーテキスト
転送プロトコル（ＨＴＴＰ）メッセージを含み、前記エンタープライズコンピュータシス
テムに送信される前記要求は、第２のＨＴＴＰメッセージを含む、請求項１または２に記
載の方法。
【請求項５】
　前記コンピューティングデバイスから受信される前記要求は、前記ユーザのユーザアイ
デンティティ情報を含み、
　前記方法は、前記コンピュータシステムによって、前記ユーザの前記認証を判断するた
めにアイデンティティ管理システムに要求を送信するステップをさらに備え、
　前記セキュリティトークンは、セキュリティ・アサーション・マークアップ言語（ＳＡ
ＭＬ）を用いたフォーマットで構造化される、請求項１から４のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項６】
　前記複数のエンタープライズコンピュータシステムは、オンプレミスエージェントシス
テムを有するエンタープライズコンピュータシステムを含み、前記オンプレミスエージェ
ントシステムは、複数のサーバコンピュータを含み、前記複数のサーバコンピュータの各
サーバコンピュータは、異なるエンタープライズサービスを提供し、前記オンプレミスエ
ージェントシステムは、公衆通信網を介して前記コンピュータシステムと通信する、請求
項２に記載の方法。
【請求項７】
　前記コンピュータシステムは、アプリケーションプログラミングインターフェイス（Ａ
ＰＩ）を提供し、前記ＡＰＩは、前記第１のプロトコルを用いてサービスに対する要求を
受信し、前記複数のエンタープライズコンピュータシステムの各エンタープライズコンピ
ュータシステムは、通信のための前記第２のプロトコルを用いてサービスに対する要求を
受信し、前記第２のプロトコルは、前記第１のプロトコルとは異なる、請求項２に記載の
方法。
【請求項８】
　前記第１のプロトコルおよび前記第２のプロトコルは、ハイパーテキスト転送プロトコ
ル（ＨＴＴＰ）に準拠し、
　前記複数のエンタープライズコンピュータシステムの各エンタープライズコンピュータ
システムは、サービスに対する要求を受信するための異なる第２のプロトコルをサポート
し、
　前記ＡＰＩは、前記コンピューティングデバイスのユーザによって構成可能であり、
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　前記コンピュータシステムは、前記ＡＰＩの１つ以上の構成に対応するメタデータを記
憶するデータベースを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のプロトコルの前記フォーマットから前記第２のプロトコルに対応する前記フ
ォーマットに前記要求を変換するステップをさらに備え、前記変換された要求は、前記エ
ンタープライズコンピュータシステムに送信される、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記要求されたサービスに対する応答を前記エンタープライズコンピュータシステムか
ら受信するステップをさらに備え、前記応答は、前記エンタープライズコンピュータシス
テムの前記第２のプロトコルの前記フォーマットを有し、さらに、
　前記第２のプロトコルの前記フォーマットから前記第１のプロトコルの前記フォーマッ
トに前記応答を変換するステップと、
　前記変換された応答を前記コンピューティングデバイスに提供するステップとを備える
、請求項８または９に記載の方法。
【請求項１１】
　コンピュータシステムであって、
　１つ以上のプロセッサと、
　前記１つ以上のプロセッサに結合された１つ以上のメモリ装置とを備え、前記１つ以上
のメモリ装置は、命令を含み、前記命令は、前記１つ以上のプロセッサにおいて実行され
ると、前記１つ以上のプロセッサに、
　前記コンピュータシステムのインターフェイスを介して、エンタープライズコンピュー
タシステムによって提供されるサービスに対する要求をコンピューティングデバイスから
受信させ、前記インターフェイスは、前記コンピュータシステムとの通信のための第１の
プロトコルをサポートし、前記要求は、前記第１のプロトコルに対応するフォーマットを
有し、
　前記命令は、さらに、前記１つ以上のプロセッサにおいて実行されると、前記１つ以上
のプロセッサに、
　前記エンタープライズコンピュータシステムによって提供される前記サービスのための
セキュリティプロトコルを決定させ、
　前記サービスのための前記セキュリティプロトコルに従って、ユーザの認証に基づいて
セキュリティトークンを生成させ、
　前記サービスに対する変換された要求を生成させ、前記変換された要求は、前記セキュ
リティトークンを含み、前記エンタープライズコンピュータシステムとの通信のための第
２のプロトコルに対応するフォーマットを有し、前記変換された要求を生成させることは
、前記第１のプロトコルの前記フォーマットから前記第２のプロトコルの前記フォーマッ
トに前記要求を変換することを含み、
　前記命令は、さらに、前記１つ以上のプロセッサにおいて実行されると、前記１つ以上
のプロセッサに、
　前記サービスに対する前記変換された要求を前記エンタープライズコンピュータシステ
ムに送信させ、
　前記変換された要求に対する応答を前記第２のプロトコルの前記フォーマットから前記
第１のプロトコルの前記フォーマットに変換させ、前記応答は、前記エンタープライズコ
ンピュータシステムから受信され、前記第２のプロトコルの前記フォーマットを有し、
　前記命令は、さらに、前記１つ以上のプロセッサにおいて実行されると、前記１つ以上
のプロセッサに、
　前記変換された応答を前記コンピューティングデバイスに提供させる、コンピュータシ
ステム。
【請求項１２】
　前記エンタープライズコンピュータシステムは、オンプレミスエージェントシステムを
含み、前記オンプレミスエージェントシステムは、エンティティのオンプレミスローカル
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エリアネットワークに関連付けられ、前記オンプレミスエージェントシステムは、複数の
サーバコンピュータを含み、前記複数のサーバコンピュータの各サーバコンピュータは、
異なるエンタープライズサービスを提供し、前記オンプレミスエージェントシステムは、
公衆通信網を介して前記コンピュータシステムと通信する、請求項１１に記載のコンピュ
ータシステム。
【請求項１３】
　前記コンピュータシステムと接続されたファイアウォールをさらに備え、内部ネットワ
ークおよび外部ネットワークは、前記ファイアウォールによって分離され、前記ファイア
ウォールは、
　前記第１のプロトコルに準拠して、前記コンピューティングデバイスと前記コンピュー
タシステムとの間における通信を許可するよう構成され、
　前記第２のプロトコルに準拠して、前記コンピュータシステムと前記オンプレミスエー
ジェントシステムとの間における通信を許可するよう構成される、請求項１２に記載のコ
ンピュータシステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本願は、「モバイルクラウドサービスアーキテクチャ（MOBILE CLOUD SERVICE ARCHITE
CTURE）」と題される２０１４年９月２日に出願された米国出願番号第１４／４７５，２
８５号の優先権および利益を主張し、米国出願番号第１４／４７５，２８５号は、「モバ
イルクラウドサービス（MOBILE CLOUD SERVICE：ＭＣＳ）」と題される２０１４年２月７
日に出願された米国仮出願番号第６１／９３７，３１６号の優先権および利益を主張し、
上記の特許出願の内容全体は、すべての目的で引用によって本明細書に援用される。
【０００２】
　著作権
　この特許文書の開示の一部は、著作権保護の対象である資料を含んでいる。著作権者は
何人による特許文書または特許情報開示の、それが特許商標庁の特許のファイルまたは記
録に現れるとおりのファクシミリ複製に異議を申し立てることはないが、他の場合にはい
かなるときもすべての著作権を保有する。
【０００３】
　技術分野
　本開示は、一般にコンピュータインフラストラクチャの分野に関する。具体的に提示さ
れるのは、クラウドコンピュータシステムを介したモバイルコンピューティングデバイス
とエンタープライズコンピュータシステムとの間における通信を容易にするための技術で
ある。
【背景技術】
【０００４】
　背景
　企業は、電子モバイルデバイスをエンタープライズコンピュータシステムに接続する方
法を見つけようと懸命に努力している。外出中の従業員が、エンタープライズコンピュー
タシステム上の情報の記憶場所から遠く離れた場所から情報にアクセスすることができる
ようになるからである。したがって、従業員は、どこにいようと、あたかもオフィスにい
るかのように情報を管理することができる。そのような機能により、販売員は路上で仕事
をすることができるようになり、修理技術者は顧客現場にいながら部品を探すことができ
るようになり、他の従業員は家で仕事をすることができるようになる。
【０００５】
　同様に、いくつかの企業は、多くの場合バックエンドコンピュータシステムを用いて実
現されるエンタープライズコンピュータシステムから最終顧客がデータにアクセスできる
ようにしたいであろう。そのようなアクセスは、企業とその競合他社とを区別し、カスタ
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マーエクスペリエンスを向上させ、企業のコストを削減することができる。例えば、特定
の店舗では、顧客が店頭在庫から商品を探すことができる。このタイプのセルフサービス
は、顧客が自分の思うがままに、暇をみて買い物できるようにすることによってカスタマ
ーエクスペリエンスを向上させ、販売員、オペレータおよび他のスタッフの必要性を下げ
る。
【０００６】
　多くのスマートフォンおよび他の電子モバイル通信デバイスには、一般に「アプリ」と
称されるモバイルデバイスアプリケーションが存在する。アプリのタイプまたはアプリに
よって使用されるデータのタイプによっては、アプリは、さまざまなエンタープライズコ
ンピュータシステムと接続および同期する必要がある可能性がある。多くのエンタープラ
イズコンピュータシステムは、アプリケーションおよびデータのタイプによって異なり得
るさまざまなバックエンドコンピュータシステムによってサポートされるであろう。した
がって、さまざまなバックエンドエンタープライズシステムは、データをデバイスに通信
するためにさまざまな通信プロトコルおよび機構を使用し得る。したがって、さまざまな
アプリを実行するさまざまなモバイルコンピューティングデバイスは、エンタープライズ
コンピュータシステムをサポートするさまざまなバックエンドコンピュータシステムとの
通信について課題に直面する可能性がある。
【０００７】
　アプリと特定のエンタープライズコンピューティングシステムとの間における通信を可
能にする際の課題に加えて、エンタープライズの内部コンピュータシステムへのアクセス
を可能にする際にはセキュリティが大きな懸案事項になる可能性がある。モバイルコンピ
ューティングデバイスとエンタープライズコンピュータシステムとの間におけるサポート
される通信プロトコルの違いは、モバイルコンピューティングデバイスとエンタープライ
ズコンピュータシステムとの間における通信でのアクセス保護の管理をさらに複雑にする
おそれがある。アプリケーションの認証を確実にして所有権付きセキュリティプロトコル
に従って特定のエンタープライズコンピュータシステムにアクセスするように、さまざま
な機構が実現されてもよい。いくつかの機構は、既製の消費者モバイルデバイスを企業の
バックエンドエンタープライズシステムと接続することによって、セキュリティに関する
そのような整合性の問題に対処しようとしてきた。これらのデバイスは、エンタープライ
ズコンピュータシステムをサポートするバックエンドコンピュータシステムとの通信に専
用の特別なポータルを介してエンタープライズのネットワークに接続するよう構成された
アプリケーションまたはオペレーティングシステムを備えてもよい。
【０００８】
　モバイルデバイスの製造者、アプリケーション開発者およびエンタープライズは、モバ
イルデバイスをエンタープライズのバックエンドコンピュータシステムに接続するための
よりフレキシブルかつ堅固な技術の恩恵を受けることができる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　簡潔な概要
　コンピューティングデバイス（例えばモバイルコンピューティングデバイス）とエンタ
ープライズコンピュータシステムとの間における通信を容易にするようにクラウドコンピ
ュータシステムを実現するための技術が記載されている。特定の実施の形態では、クラウ
ドコンピュータシステムは、エンタープライズコンピュータシステムによって提供される
サービスに対する要求をコンピューティングデバイスから受信してもよい。クラウドコン
ピュータシステムは、要求されたサービスに対するユーザのセキュリティ認証を判断して
もよい。要求されたエンタープライズコンピュータシステムに対してセキュリティプロト
コルが決定されてもよく、決定されたセキュリティプロトコルに従って要求に対してセキ
ュリティトークンが生成されてもよい。要求は、要求されたエンタープライズコンピュー
タシステムに送信されてもよい。いくつかの実施の形態では、エンタープライズコンピュ
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ータシステムに対する要求に関するセキュリティ認証は、以前の認証に基づいて判断され
てもよい。クラウドコンピュータシステムは、いくつかの異なるエンタープライズコンピ
ュータシステムと、それらのサポートされるプロトコル（例えば通信プロトコルおよび／
またはセキュリティプロトコル）に従って通信するよう構成されてもよい。
【００１０】
　特定の実施の形態では、クラウドコンピュータシステムは、コンピューティングデバイ
スから要求を受信するために１つ以上の呼出可能インターフェイスを提供してもよい。要
求は、呼出可能インターフェイスによってサポートされる１つのフォーマット（例えば規
格、スタイル、プロトコルなど）に従って受信されてもよい。クラウドコンピュータシス
テムは、要求を、要求されたエンタープライズコンピュータシステムによってサポートさ
れる別のフォーマット（例えば規格、スタイル、プロトコルなど）に変換または翻訳して
もよい。これらのフォーマットは、異なってもよい。いくつかの実施の形態では、エンタ
ープライズコンピュータシステムは、エンタープライズのオンプレミスに位置するエージ
ェントコンピューティングシステムを含んでもよい。エージェントコンピューティングシ
ステムは、クラウドコンピュータシステムと通信するよう構成されてもよい。エージェン
トコンピューティングシステムは、バックエンドサーバによってサポートされるプロトコ
ルまたは規格に従って要求を翻訳もしくは変換してもよく、および／または要求をそれら
のバックエンドサーバに仕向けてもよい。
【００１１】
　少なくとも１つの例に従って、モバイルコンピューティングデバイスとエンタープライ
ズコンピュータシステムとの間における通信を容易にするための技術が提供されてもよい
。そのような技術は、コンピュータシステム（例えばクラウドコンピュータシステム）に
よって実現されてもよい。コンピュータシステムは、１つ以上のプロセッサと、１つ以上
のプロセッサと結合され、１つ以上のプロセッサによって読取可能な１つ以上のメモリ装
置とを含んでもよい。例えば、コンピューティングシステムは、クラウドサーバコンピュ
ータを含んでもよい。１つ以上のメモリ装置は、命令の組を記憶してもよく、当該命令の
組は、１つ以上のプロセッサによって実行されると、１つ以上のプロセッサに本明細書に
開示される技術を実行させる。当該技術は、コンピュータによって実行される方法を含み
得る。当該方法は、クラウドコンピュータシステムによって、エンタープライズコンピュ
ータシステムからのサービスに対する要求をモバイルコンピューティングデバイスから受
信するステップを含んでもよい。特定の実施の形態では、モバイルコンピューティングデ
バイスから受信される要求およびエンタープライズコンピュータシステムに送信される要
求は、異なるレプレゼンテーショナル・ステート・トランスファー（ＲＥＳＴ）アーキテ
クチャスタイルに準拠してもよい。特定の実施の形態では、モバイルコンピューティング
デバイスから受信される要求は、第１のハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）メ
ッセージを含み、エンタープライズコンピュータシステムに送信される要求は、第２のＨ
ＴＴＰメッセージを含む。特定の実施の形態では、要求は、ユーザのユーザアイデンティ
ティ情報を含んでもよい。クラウドコンピュータシステムは、エンタープライズコンピュ
ータシステムの第２の地理的位置とは異なる第１の地理的位置に位置してもよい。クラウ
ドコンピュータシステムおよびエンタープライズコンピュータシステムは、公衆通信網を
介して通信してもよい。当該方法はさらに、要求に関連付けられたモバイルコンピューテ
ィングデバイスのユーザに関して、セキュリティ認証を取得して、クラウドコンピュータ
システムを介して少なくとも１つのサービスを取得するステップを含んでもよい。当該方
法は、ユーザのセキュリティ認証を判断するためにアイデンティティ管理システムに要求
を送信するステップを含んでもよい。当該方法はさらに、セキュリティ認証を示す情報を
記憶するステップを含んでもよい。当該方法はさらに、ユーザのセキュリティ認証に基づ
いて、クラウドコンピュータシステムを介してユーザがアクセス可能な複数のエンタープ
ライズコンピュータシステムを識別するステップを含んでもよい。特定の実施の形態では
、複数のエンタープライズコンピュータシステムのうちの少なくとも１つは、複数のエン
タープライズコンピュータシステムのうちの異なる１つとは異なるセキュリティプロトコ
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ルを用いて通信してもよい。当該方法はさらに、エンタープライズコンピュータシステム
が、ユーザがアクセス可能な複数のエンタープライズコンピュータシステムに含まれるこ
とを確認するステップを含んでもよい。特定の実施の形態では、複数のエンタープライズ
コンピュータシステムは、オンプレミスエージェントシステムを有するエンタープライズ
コンピュータシステムを含んでもよい。オンプレミスエージェントシステムは、複数のサ
ーバコンピュータを含んでもよく、各サーバコンピュータは、異なるエンタープライズサ
ービスを提供する。オンプレミスエージェントシステムは、公衆通信網を介してクラウド
コンピュータシステムと通信してもよい。特定の実施の形態では、クラウドコンピュータ
システムは、アプリケーションプログラミングインターフェイス（ＡＰＩ）を提供する。
ＡＰＩは、第１の通信プロトコルを用いてサービスに対する要求を受信してもよい。ＡＰ
Ｉは、モバイルコンピューティングデバイスのユーザによって構成可能であってもよい。
特定の実施の形態では、クラウドコンピュータシステムは、ＡＰＩの１つ以上の構成に対
応するメタデータを記憶するデータベースを含む。複数のエンタープライズコンピュータ
システムの各エンタープライズコンピュータシステムは、第２の通信プロトコルを用いて
サービスに対する要求を受信してもよい。第２の通信プロトコルは、第１の通信プロトコ
ルとは異なってもよい。特定の実施の形態では、第１の通信プロトコルおよび第２の通信
プロトコルは、ＨＴＴＰに準拠する。特定の実施の形態では、複数のエンタープライズコ
ンピュータシステムの各エンタープライズコンピュータシステムは、サービスに対する要
求を受信するための異なる第２の通信プロトコルをサポートする。特定の実施の形態では
、当該方法は、第１の通信プロトコルのフォーマットから第２の通信プロトコルに対応す
る異なるフォーマットに要求を変換するステップを含んでもよい。変換された要求は、エ
ンタープライズコンピュータシステムに送信されてもよい。当該方法はさらに、エンター
プライズコンピュータシステムからサービスを要求するためのセキュリティプロトコルを
決定するステップを含んでもよい。当該方法はさらに、エンタープライズコンピュータシ
ステムのための決定されたセキュリティプロトコルに対応するセキュリティトークンを生
成するステップを含んでもよい。セキュリティトークンは、ユーザのセキュリティ認証を
示す情報に基づいて生成されてもよい。特定の実施の形態では、セキュリティトークンは
、セキュリティ・アサーション・マークアップ言語（ＳＡＭＬ）を用いたフォーマットで
構造化されてもよい。当該方法はさらに、要求されたサービスに対する要求をエンタープ
ライズコンピュータシステムに送信するステップを含んでもよい。要求は、生成されたセ
キュリティトークンを含んでもよい。特定の実施の形態では、当該方法は、要求されたサ
ービスに対する応答をエンタープライズコンピュータシステムから受信するステップと、
第２の通信プロトコルのフォーマットから第１の通信プロトコルのフォーマットに応答を
変換するステップと、変換された応答をモバイルコンピューティングデバイスに提供する
ステップとを含んでもよい。応答は、エンタープライズコンピュータシステムの第２の通
信プロトコルのフォーマットを有してもよい。
【００１２】
　少なくとも１つの例に従って、モバイルコンピューティングデバイスとエンタープライ
ズコンピュータシステムとの間における通信を容易にするためのクラウドコンピュータシ
ステムが提供される。クラウドコンピュータシステムは、１つ以上のプロセッサと、１つ
以上のプロセッサと結合され、１つ以上のプロセッサによって読取可能な１つ以上のメモ
リ装置と、通信モジュールと、プロトコルトランスレータと、セキュリティサービスとを
含んでもよい。通信モジュールは、第１の通信プロトコルを用いてサービスに対する要求
をモバイルコンピューティングデバイスから受信してもよく、サービスは、エンタープラ
イズコンピュータシステムによって提供され、エンタープライズコンピュータシステムは
、コンピュータシステムの第２の地理的位置とは異なる第１の地理的位置に位置し、コン
ピュータシステムおよびエンタープライズコンピュータシステムは、公衆通信網を介して
通信する。通信モジュールは、第２の通信プロトコルを用いてサービスに対する要求をエ
ンタープライズコンピュータシステムに送信してもよく、第２の通信プロトコルは、第１
の通信プロトコルとは異なる。通信モジュールは、サービスに対する要求への応答を第２
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の通信プロトコルを介してエンタープライズコンピュータシステムから受信してもよい。
通信モジュールは、受信された応答をモバイルコンピューティングデバイスに送信しても
よい。プロトコルトランスレータは、モバイルコンピューティングデバイスから受信され
た要求を変換してもよく、要求は、第１の通信プロトコルの第１のフォーマットから第２
の通信プロトコルの第２のフォーマットに変換される。プロトコルトランスレータは、エ
ンタープライズコンピュータシステムから受信された応答を変換してもよく、応答は、第
２の通信プロトコルの第２のフォーマットから第１の通信プロトコルの第１のフォーマッ
トに変換され、変換された応答は、モバイルコンピューティングデバイスに対する応答と
して送信される。セキュリティサービスは、要求に関連付けられたモバイルコンピューテ
ィングデバイスのユーザに関して、セキュリティ認証を取得して、クラウドコンピュータ
システムを介して少なくとも１つのサービスを取得してもよい。セキュリティサービスは
、セキュリティ認証を示す情報を記憶してもよい。セキュリティサービスは、ユーザのセ
キュリティ認証に基づいて、クラウドコンピュータシステムを介してユーザがアクセス可
能な複数のエンタープライズコンピュータシステムを識別してもよい。セキュリティサー
ビスは、エンタープライズコンピュータシステムが、ユーザがアクセス可能な複数のエン
タープライズコンピュータシステムに含まれることを確認してもよい。セキュリティサー
ビスは、エンタープライズコンピュータシステムからサービスを要求するためのセキュリ
ティプロトコルを決定してもよい。セキュリティサービスは、エンタープライズコンピュ
ータシステムのための決定されたセキュリティプロトコルに対応するセキュリティトーク
ンを生成してもよく、セキュリティトークンは、ユーザのセキュリティ認証を示す情報に
基づいて生成され、生成されたセキュリティトークンは、エンタープライズコンピュータ
システムに送信される要求に含まれる。
【００１３】
　少なくとも１つの例に従って、モバイルコンピューティングデバイスとオンプレミスエ
ンタープライズコンピュータシステムとの間における通信を容易にするためのクラウドコ
ンピュータシステムが提供される。クラウドコンピュータシステムは、クラウドコンピュ
ータデバイスを含んでもよく、クラウドコンピュータデバイスは、第１のアーキテクチャ
スタイルに準拠するＨＴＴＰメッセージをアプリケーションプログラミングインターフェ
イス（ＡＰＩ）を介してモバイルコンピューティングデバイスから受信し、第２のアーキ
テクチャスタイルに準拠するＨＴＴＰメッセージを生成して、エージェントに送信するよ
う構成される。クラウドコンピュータシステムは、クラウドコンピュータデバイスと接続
されたファイアウォールを含んでもよく、内部ネットワークおよび外部ネットワークは、
ファイアウォールによって分離され、ファイアウォールは、第１のアーキテクチャスタイ
ルに準拠するＨＴＴＰメッセージの、モバイルコンピューティングデバイスとクラウドコ
ンピューティングデバイスとの間における通信を許可し、第２のアーキテクチャスタイル
に準拠するＨＴＴＰメッセージの、クラウドコンピュータデバイスとエージェントとの間
における通信を許可するよう構成される。クラウドコンピュータシステムは、クラウドコ
ンピュータデバイスと接続されたメタデータリポジトリを含んでもよく、メタデータリポ
ジトリは、ＡＰＩを実現するためのメタデータを記憶するよう構成され、実現することは
、第１のアーキテクチャスタイルと第２のアーキテクチャスタイルとの間で翻訳すること
を含み、メタデータリポジトリは、外部ネットワークを介して、認証されたユーザによっ
て変更可能である。
【００１４】
　この概要は、主張される主題の鍵となる、または本質的な特徴を識別するように意図さ
れるものではなく、主張される主題の範囲を判断するよう独立して用いられるように意図
されるものでもない。主題は、この特許の明細書全体の適切な部分、いずれかまたはすべ
ての図面、および各請求項への参照によって理解されるべきである。
【００１５】
　以下の詳細な説明は、添付の図面とともに、本発明の性質および利点のよりよい理解を
提供する。
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【００１６】
　図面の簡単な説明
　本発明の例示的な実施の形態が、以下の図面を参照して以下に詳細に記載される。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明のいくつかの実施の形態に従ってモバイルコンピューティングデバイスと
エンタープライズコンピュータシステムとの間における通信を容易にするためのコンピュ
ーティング環境のブロック図を示す。
【図２】本発明のいくつかの実施の形態に従ってモバイルコンピューティングデバイスと
エンタープライズコンピュータシステムとの間における通信を容易にするためのコンピュ
ーティング環境のブロック図を示す。
【図３】本発明のいくつかの実施の形態に従ってコンピューティングデバイスとエンター
プライズコンピュータシステムとの間における通信を容易にするためのプロセスのシーケ
ンス図を示す。
【図４】本発明のいくつかの実施の形態に従ってモバイルコンピューティングデバイスと
エンタープライズコンピュータシステムとの間における通信を容易にするためのプロセス
を示すフローチャートである。
【図５】実施の形態の１つを実現するための分散型システムの簡略図を示す。
【図６】本開示の実施の形態に従って、実施の形態のシステムのコンポーネントによって
提供されるサービスがクラウドサービスとして提供されてもよいシステム環境のコンポー
ネントの簡略ブロック図を示す。
【図７】本発明のさまざまな実施の形態が実現されてもよい例示的なコンピュータシステ
ムを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　詳細な説明
　以下の記載では、説明の目的のため、多数の具体的な詳細が、本発明のさまざまな実施
の形態の十分な理解を与えるために述べられる。しかしながら、当業者には、本発明の実
施の形態はこれらの具体的な詳細の一部を伴わずに実施されてもよいことが理解される。
他の例では、周知の構造および装置がブロック図形式で示される。
【００１９】
　具体的な詳細が、以下の説明において、実施の形態の十分な理解を与えるよう与えられ
る。しかしながら、当業者には、実施の形態はこれらの具体的な詳細なしに実施されても
よいことが理解される。例えば、回路、システム、ネットワーク、プロセスおよび他のコ
ンポーネントは、実施の形態を不必要な詳細において曖昧にしないように、ブロック図形
式におけるコンポーネントとして示され得る。他の例では、周知の回路、プロセス、アル
ゴリズム、構造および技術は、実施の形態を曖昧にすることを回避するために、不必要な
詳細なしに示され得る。
【００２０】
　さらに、個々の実施の形態は、フローチャート、フロー図、データフロー図、構造図ま
たはブロック図として示されるプロセスとして記載され得ることが注記される。フローチ
ャートは動作をシーケンシャルなプロセスとして記載するかもしれないが、動作の多くは
並列または同時に実行され得る。加えて、動作の順序は再構成されてもよい。プロセスは
、その動作が完了されるときに終結されるが、図に含まれない追加のステップを含み得る
。プロセスは、方法、関数、手順、サブルーチン、サブプログラムなどに対応し得る。プ
ロセスが関数に対応する場合では、その終結は、その関数が呼出関数または主関数に戻る
ことに対応し得る。
【００２１】
　「機械読取可能記憶媒体」という語は、命令および／またはデータを記憶するか、含む
か、または担持することができるポータブルまたは非ポータブルの記憶装置、光記憶装置
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、およびさまざまな他の媒体を含むが、それらに限定はされない。機械読取可能媒体は、
データが記憶されることができ、無線または結線接続をわたって伝搬する搬送波および／
または一時的な電子信号を含まない、非一時的な媒体を含んでもよい。非一時的な媒体の
例は、磁気ディスクもしくはテープ、コンパクトディスク（ＣＤ）もしくはデジタル多用
途ディスク（ＤＶＤ）などの光記憶媒体、フラッシュメモリ、メモリまたはメモリデバイ
スを含んでもよいが、それらに限定はされない。コンピュータプログラムプロダクトは、
手順、関数、サブプログラム、プログラム、ルーチン、サブルーチン、モジュール、ソフ
トウェアパッケージ、クラス、または命令、データ構造もしくはプログラムステートメン
トの任意の組み合わせを表現してもよい、コードおよび／または機械実行可能命令を含ん
でもよい。コードセグメントは、情報、データ、引数、パラメータ、またはメモリコンテ
ンツを渡す、および／または受取ることによって、別のコードセグメントまたはハードウ
ェア回路に結合されてもよい。情報、引数、パラメータ、データなどは、メモリ共有、メ
ッセージ受渡し、トークン受渡し、ネットワーク伝送などを含む任意の好適な手段を介し
て渡されるか、転送されるか、または送信されてもよい。
【００２２】
　さらに、実施の形態は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア
、マイクロコード、ハードウェア記述言語、またはそれらの任意の組み合わせによって実
現されてもよい。ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェアまたはマイクロコードに
おいて実現される場合には、必要なタスクを実行するプログラムコードまたはコードセグ
メント（例えばコンピュータプログラムプロダクト）を機械読取可能媒体に記憶してもよ
い。プロセッサは必要なタスクを実行してもよい。
【００２３】
　図面のいくつかにおいて示されるシステムは、さまざまな構成において与えられてもよ
い。いくつかの実施の形態では、システムは、システムの１つ以上のコンポーネントがク
ラウドコンピュータシステムにおける１つ以上のネットワークにわたって分散される分散
型システムとして構成されてもよい。
【００２４】
　コンピューティングデバイス（例えば、モバイルコンピューティングデバイス）とエン
タープライズコンピュータシステムとの間における通信を容易にするようにクラウドコン
ピュータシステムを実現するための技術が記載されている。特定の実施の形態では、クラ
ウドコンピュータシステムは、エンタープライズコンピュータシステムによって提供され
るサービスに対する要求をコンピューティングデバイスから受信してもよい。クラウドコ
ンピュータシステムは、要求されたサービスについてのユーザのセキュリティ認証を判断
してもよい。要求されたエンタープライズコンピュータシステムについてセキュリティプ
ロトコルが判断されてもよく、判断されたセキュリティプロトコルに従って当該要求につ
いてセキュリティトークンが生成されてもよい。当該要求は、要求されたエンタープライ
ズコンピュータシステムに送られてもよい。いくつかの実施の形態では、エンタープライ
ズコンピュータシステムに対する要求についてのセキュリティ認証は、以前の認証に基づ
いて判断されてもよい。クラウドコンピュータシステムは、サポートされるプロトコル（
例えば、通信プロトコルおよび／またはセキュリティプロトコル）に従っていくつかの異
なるエンタープライズコンピュータシステムと通信するよう構成されてもよい。
【００２５】
　特定の実施の形態では、クラウドコンピュータシステムは、コンピューティングデバイ
スから要求を受信するために１つ以上の呼出可能インターフェイスを提供してもよい。要
求は、呼出可能インターフェイスによってサポートされる１つのフォーマット（例えば、
規格、スタイル、プロトコルなど）に従って受信されてもよい。クラウドコンピュータシ
ステムは、要求を、要求されたエンタープライズコンピュータシステムによってサポート
される別のフォーマット（例えば、規格、スタイル、プロトコルなど）に変換または翻訳
してもよい。これらのフォーマットは、異なってもよい。いくつかの実施の形態では、エ
ンタープライズコンピュータシステムは、エンタープライズ（enterprise）のオンプレミ
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スにあるエージェントコンピューティングシステムを含んでもよい。エージェントコンピ
ューティングシステムは、クラウドコンピュータシステムと通信するよう構成されてもよ
い。エージェントコンピューティングシステムは、それらのバックエンドサーバによって
サポートされるプロトコルまたは規格に従って、要求を翻訳または変換してもよく、およ
び／または、要求をバックエンドサーバに仕向けてもよい。
【００２６】
　図１は、本発明のいくつかの実施の形態に従ってモバイルコンピューティングデバイス
とエンタープライズコンピュータシステムとの間における通信を容易にするためのコンピ
ューティング環境１００のブロック図を示す。説明の目的のため、さまざまな例が、本明
細書において、モバイルコンピューティングデバイス（例えば、コンピューティングデバ
イス１０２）がクラウドエンタープライズコンピュータシステム１４０（例えば、「serv
iceprovider.com」）およびオンプレミスのエンタープライズコンピュータシステム１５
０などのような１つ以上のエンタープライズコンピュータシステムと通信することを可能
にするための技術を記載するよう、与えられる。そのような通信は、エンタープライズデ
ータを交換もしくは転送すること、エンタープライズコンピュータシステムによって与え
られるサービスを要求すること、メッセージを通信すること、またはそれらの組み合わせ
であってもよい。
【００２７】
　メッセージは、サービス呼出メッセージ、結果メッセージ、要求メッセージ、内部で通
信される他のメッセージ、コンピューティングデバイスとエンタープライズコンピュータ
システムとの間において通信される他のメッセージ、またはそれらの組み合わせを含んで
もよい。メッセージは、メッセージタイプ（例えば、共有されるタイプ定数の組からのタ
イプ値）、相関ｉｄ（例えば、このメッセージを１つ以上の他のメッセージと相関付ける
よう用いられるｉｄ）、優先順位に基づくメッセージキューに対するサポートをする優先
順位情報、タイムアウト、メッセージデータ分離をサポートする秘密度表示子、メッセー
ジ源（例えば、送信側の統一的資源識別子）、メッセージ宛先（例えば、宛先を一意に識
別する統一的資源識別子）、要求コンテキスト（例えば、ディスパッチャからの要求情報
）、および／またはメッセージペイロードを含んでもよい。ペイロードは、パラメータデ
ータおよび結果データなどのような、送信されているメッセージのタイプによって、異な
る属性を有してもよい。
【００２８】
　本明細書に記載されるエンタープライズデータは、エンタープライズコンピュータシス
テムから受信されるデータ、エンタープライズコンピュータシステムに送信されるデータ
、エンタープライズコンピュータシステムによって処理されるデータ、またはそれらの組
み合わせを含んでもよい。エンタープライズデータは、消費者アプリケーションおよび／
またはサービスに対するデータとは区別可能であってもよい。いくつかの実施の形態では
、例えば、エンタープライズデータはエンタープライズデータの適用または使用に基づい
て変化してもよく、一方、消費者アプリケーションに対するデータ（例えば、消費者デー
タ）は使用を通して静的なままであってもよい。特定の実施の形態では、エンタープライ
ズデータは、エンタープライズデータを記憶、使用および／または管理することに対する
基準を示すルールを含むかまたはそのようなルールと関連付けられてもよい。例えば、エ
ンタープライズデータは、エンタープライズデータを記憶、使用および／または管理する
ことに対する１つ以上のポリシーを示すポリシー情報と関連付けられてもよい。特定の実
施の形態では、ポリシー情報は、エンタープライズデータに含まれてもよい。特定の実施
の形態では、エンタープライズデータは、エンタープライズコンピュータシステムにおい
て実行されるアプリケーションまたはサービスによって処理、記憶、使用または通信され
るデータを含んでもよい。例えば、エンタープライズデータは、エンタープライズアプリ
ケーションからのＪＳＯＮ（ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）　Ｏｂｊｅｃｔ表記法）
フォーマット化データ、構造化されたデータ（例えば、キー値ペア）、非構造化データ（
例えば、アプリケーションによって処理または用いられる内部データ、ＪＳＯＮフォーマ
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ットにおけるデータ、ソーシャルポスト、カンバセーションストリーム、アクティビティ
フィードなど）、バイナリラージオブジェクト（ＢＬＯＢ）、ドキュメント、システムフ
ォルダ（例えば、サンドボックス環境におけるアプリケーション関連フォルダ）、レプレ
ゼンテーショナル・ステート・トランスファー（ＲＥＳＴ）技術（本明細書では「ＲＥＳ
Ｔフルなデータ」と称される）を用いるデータ（例えば、ＲＥＳＴエンドポイントによっ
て利用可能にされる同期データ）、システムデータ、構成データ、同期データ、またはそ
れらの組み合わせなどのビジネスデータ（例えば、ビジネスオブジェクト）を含んでもよ
い。いくつかの実施の形態では、エンタープライズデータは、ＲＥＳＴフォーマット化さ
れたエンタープライズデータを含んでもよい。ＲＥＳＴフォーマット化されたエンタープ
ライズデータは、ＲＥＳＴフルなデータを含んでもよい。ＲＥＳＴフォーマット化された
データは、エンタープライズコンピュータシステムによって実現されるＲＥＳＴ技術に従
ってフォーマットされるデータを含んでもよい。構成または同期データは、バージョン、
履歴、統合データなどのようなエンタープライズデータの同期のために用いられるデータ
を含んでもよい。エンタープライズデータにおけるドキュメントは、拡張マークアップ言
語（ＸＭＬ）ファイル、ビジュアルアセット、構成ファイル、メディアアセットなどを含
んでもよい。ＢＬＯＢは、画像、マルチメディアオブジェクト、もしくは実行可能コード
、またはそうでなければ当該技術分野において公知のような、データベース管理システム
において単一のエンティティとして記憶されるバイナリデータの収集物を含んでもよい。
【００２９】
　エンタープライズコンピュータシステムは、エンティティまたはエンタープライズのた
めに動作するよう構成されるさまざまなコンピューティングシステムを含んでもよい。例
えば、エンタープライズコンピュータシステムは、サービスに対する要求を処理するよう
、エンタープライズサーバコンピュータ（例えば、バックエンドサーバコンピュータ）な
どのような、１つ以上のコンピュータシステムを含んでもよい。エンタープライズコンピ
ュータシステムは、エンタープライズデータを用いて処理および／または動作が可能なア
プリケーションおよび／またはサービスを含んでもよい。例えば、エンタープライズコン
ピュータシステム１５０は、エンタープライズを管理または動作させるための１つ以上の
サービスおよび／またはアプリケーションを提供してもよい。サービスは、制約なしに、
顧客関係性管理（ＣＲＭ）、人的資本管理（ＨＣＭ）、人的資源（ＨＲ）管理、サプライ
チェーン管理、エンタープライズ通信、電子メール通信、業務サービス、他のエンタープ
ライズ管理サービスもしくはアプリケーション、またはそれらの組み合わせを含んでもよ
い。エンタープライズコンピュータシステム１５０は、１つ以上のサービスを提供するこ
とに対して専用である１つ以上のコンピュータシステムを含んでもよい。いくつかの実施
の形態では、あるサービスを提供する各異なるコンピュータシステムは、エンタープライ
ズのオンプレミスにあってもよく、またはエンタープライズから遠隔地にあってもよい。
いくつかの実施の形態では、異なるサービスをサポートする複数の異なるコンピュータシ
ステムは、エンタープライズのオンプレミスなどのような、単一の地理的な位置にあって
もよい。図１に示される例では、オンプレミスのエンタープライズコンピュータシステム
１５０は、ＨＲシステム１５４およびＣＲＭシステム１５６を含んでもよく、それらの両
方がエンタープライズのオンプレミスに位置してもよい。いくつかの実施の形態では、エ
ンタープライズコンピュータシステム１４０は、エージェントシステム１５２を含むかま
たは実現することによって、クラウドコンピュータシステム１１０と１つ以上のエンター
プライズシステム１５４，１５６との間における通信を容易にするかまたは処理してもよ
い。クラウドエンタープライズコンピュータシステム１４０およびオンプレミスエンター
プライズコンピュータシステム１５０などのようなエンタープライズコンピュータシステ
ムについて、以下にさらに詳細に記載する。
【００３０】
　コンピュータ環境１００は、コンピューティングデバイス１０２と１つ以上のエンター
プライズコンピュータシステムとの間における通信を容易にしてもよいセキュリティ上安
全な仲介コンピューティング環境として動作するよう実現されるモバイルクラウドサービ
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ス（「ＭＣＳ」）１１２を含んでもよく、なぜならば、コンピューティングデバイス１０
２は、そのようなエンタープライズコンピュータシステムと通信するようには構成されな
いかもしれないからである。例えば、いくつかのエンタープライズコンピュータシステム
は、レガシーまたはバックエンドコンピュータシステムによってサポートされてもよい。
そのようなシステムは、異なる通信および／またはセキュリティプロトコルを用いて動作
するよう構成されてもよい。そのようなエンタープライズコンピュータシステムによって
サポートされるプロトコルは、モバイルコンピューティングデバイスによってサポートさ
れるものとは異なってもよい。ＭＣＳ１１２は、異なるタイプのモバイルコンピューティ
ングデバイスとの通信をサポートしてもよい。したがって、ＭＣＳ１１２は、エンタープ
ライズコンピュータシステムとモバイルコンピューティングデバイスとの間における通信
を容易にするよう、技術を実現して、それらが、フォーマットまたは通信プロトコル間に
おける違いなどのような、それらの通信における非互換性にも係わらず、互いと通信でき
るようにしてもよい。例えば、ＭＣＳ１１２は、モバイルコンピューティングデバイスと
エンタープライズコンピュータシステムとの間において通信プロトコルを翻訳してもよい
。
【００３１】
　クラウドコンピュータシステム１１０はＭＣＳ１１２をサポートしてもよい。クラウド
コンピュータシステム１１０は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、または
それらの組み合わせを用いて実現されてもよい。例えば、クラウドコンピュータシステム
１１０は、サーバコンピュータなどのような１つ以上のコンピューティングデバイスを含
んでもよい。クラウドコンピュータシステム１１０は１つ以上のメモリ記憶装置および１
つ以上のプロセッサを含んでもよい。メモリ記憶装置は、プロセッサにとってアクセス可
能であり得、そこに記憶される命令を含むことができ、それらは、プロセッサによって実
行されると、プロセッサに本明細書に開示される１つ以上の動作を実行させる。いくつか
の実施の形態では、メモリ記憶装置はローカルストレージ（たとえばキャッシュ）として
動作してもよい。クラウドコンピュータシステム１１０は異なる種類のオペレーティング
システムを含んでもよい。メモリ記憶装置はプロセッサにとってアクセス可能であっても
よく、そこに記憶される命令を含んでもよく、それらは、プロセッサによって実行される
と、プロセッサに本明細書に開示される１つ以上の動作、方法またはプロセスを実行させ
る。メモリ記憶装置はローカルストレージとして動作してもよい。ローカルストレージは
、メモリ記憶装置または他のコンピュータ読取可能記憶媒体などのような任意のタイプの
永続的な記憶装置を用いて実現されてもよい。いくつかの実施の形態では、ローカルスト
レージは、１つ以上のデータベース（例えばドキュメントデータベース、リレーショナル
データベースまたは他のタイプのデータベース）、１つ以上のファイルストア、１つ以上
のファイルシステム、またはそれらの組み合わせを含むかまたは実現してもよい。ローカ
ルストレージはエンタープライズデータを記憶してもよい。
【００３２】
　特定の実施の形態では、クラウドコンピュータシステム１１０は、メタデータリポジト
リ１２４、診断法ストア１２６および解析論ストア１２８などの１つ以上のデータストア
を含んでもよい。データストア１２４，１２６，１２８は、クラウドコンピュータシステ
ム１１０における任意のコンポーネントによってアクセス可能であってもよい。
【００３３】
　メタデータリポジトリ１２４は、ＭＣＳ１１２に関連付けられるすべてのメタデータを
記憶してもよい。この情報は、実行時データおよび設計時間データの両方からなってもよ
く、それらの各々は利用可能性および性能の両方においてそれら自身の要件を有する。Ｍ
ＣＳ１１２のテナントまたは利用者は任意の数のアプリケーションを有してもよい。各ア
プリケーションはバージョン化されてもよく、それらの資源アプリケーションプログラミ
ングインターフェイス（ＡＰＩ）が契約する、関連付けられる０以上のバージョン化され
た資源ＡＰＩおよび０以上のバージョン化されたサービスインプリメンテーションを有し
てもよい。これらのエンティティは、実行時が使用して仮想要求（ｍＡＰＩ）を具体的な
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サービスインプリメンテーション（サービス）にマッピングするものである。このマッピ
ングは、モバイル開発者に対して、モバイル開発者が自身のアプリケーションを設計およ
び構築する際に実際のインプリメンテーションサービスを知る必要がないという贅沢を与
える。すべてのサービスバグ修正において新たなアプリケーションを再発行する必要はな
いことと並んで。メタデータリポジトリ１２４は１つ以上の呼出可能インターフェイスを
記憶してもよく、それらはコンピューティングデバイス（例えばコンピューティングデバ
イス１０２）によって呼出されてもよい。呼出可能インターフェイスは、ＭＣＳ１１２と
の通信を容易にするよう、アプリケーションのユーザ（たとえば開発者）によってカスタ
マイズ可能であってもよい。メタデータリポジトリ１２４は、呼出可能インターフェイス
の１つ以上の構成に対応するメタデータを記憶してもよい。メタデータリポジトリ１２４
は、呼出可能インターフェイスを実現するためのメタデータを記憶するよう構成されても
よい。呼出可能インターフェイスは、通信のための１つのフォーマット、プロトコルまた
はアーキテクチャのスタイルと通信のための他のフォーマット、プロトコルまたはアーキ
テクチャのスタイルとの間において翻訳するよう実現されてもよい。メタデータリポジト
リ１２４は、認証されたユーザによって、外部のネットワークを介して修正可能であって
もよい。
【００３４】
　診断法ストア１２６は、ＭＣＳ１１２において生じる処理についての診断法情報を記憶
してもよい。診断法ストア１２６は、ＭＣＳ１１２を介して通信されるメッセージおよび
ログ情報を記憶してもよい。解析論ストア１２８は、システムにおける処理中に捕捉され
たロギングおよび解析論データを記憶してもよい。
【００３５】
　ＭＣＳ１１２を代表して、クラウドコンピュータシステム１１０はその計算資源を利用
してカスタムコード１１６（例えば動作、アプリケーション、メソッド、ファンクション
、ルーチンなど）の実行を可能にしてもよい。計算資源は、使用のために、ＭＣＳ１１２
の利用者またはテナントとして関連付けられる特定のユーザに関して、割当てられてもよ
い。資源は、ユーザ、デバイス、アプリケーション、または利用者に関係付けられる他の
基準に関して割当てられてもよい。ＭＣＳ１１２は、エンタープライズコンピュータシス
テムと通信することを求めるモバイルコンピューティングデバイスの要望によって、スケ
ールインまたはスケールアウトされてもよい。ＭＣＳ１１２は、モバイルコンピューティ
ングデバイスとエンタープライズコンピュータシステムとの間における通常のトラフィッ
クよりも高いサージおよび一時的な期間を処理するよう柔軟性があるように構成されるこ
とができる。いくつかの実施の形態では、ＭＣＳ１１２は、通信における要望を満足させ
るようコンポーネントが追加または置換されてもよいようにスケーラビリティをサポート
する要素を含んでもよい。
【００３６】
　コンピューティングデバイス１０２は、エンタープライズコンピュータシステムによっ
て提供されるサービスを要求するようにＭＣＳ１１２と通信してもよい（例えば要求メッ
セージを送信してもよい）。コンピューティングデバイス１０２（例えばモバイルコンピ
ューティングデバイス）は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアまたはそれら
の組み合わせを用いて実現されてもよい。コンピューティングデバイス１０２はエンター
プライズコンピュータシステム１４０，１５０とＭＣＳ１１２を介して通信してもよい。
コンピューティングデバイス１０２は、エンドポイントデバイス、携帯情報端末（ＰＤＡ
）、タブレットコンピュータ、ラップトップコンピュータ、モバイルコンピューティング
デバイス、デスクトップコンピュータ、ウェアラブルコンピュータ、ページャなどを含む
かまたはそれらとして実現されてもよい。コンピューティングデバイス１０２は、１つ以
上のメモリ記憶装置および１つ以上プロセッサを含んでもよい。コンピューティングデバ
イス１０２は、異なる種類のオペレーティングシステムを含んでもよい。メモリ記憶装置
はプロセッサにとってアクセス可能であってもよく、そこに記憶される命令を含んでもよ
く、それらは、プロセッサによって実行されると、プロセッサに本明細書に開示される１
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つ以上の動作、方法またはプロセスを実行させる。メモリ記憶装置はローカルストレージ
として動作してもよい。ローカルストレージは、メモリ記憶装置または他のコンピュータ
読取可能記憶媒体などのような任意のタイプの永続的な記憶装置を用いて実現されてもよ
い。いくつかの実施の形態では、ローカルストレージは、１つ以上のデータベース（例え
ばドキュメントデータベース、リレーショナルデータベースまたは他のタイプのデータベ
ース）、１つ以上のファイルストア、１つ以上のファイルシステム、またはそれらの組み
合わせを含むかまたは実現してもよい。ローカルストレージはエンタープライズデータを
記憶してもよい。
【００３７】
　さまざまな実施の形態では、コンピューティングデバイス１０２は、ウェブブラウザ、
クライアントアプリケーション、所有権付きクライアントアプリケーションなどのような
１つ以上のアプリケーションを実行および動作させるよう構成されてもよい。アプリケー
ションは、エンタープライズコンピュータシステムによって提供されるエンタープライズ
データおよび／またはサービスに対して構成される特定のアプリケーションを含むことが
できる。クライアントアプリケーションは１つ以上のネットワークを介してアクセス可能
であるかまたは動作されてもよい。アプリケーションは、アプリケーションを動作させる
ためのグラフィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）を含んでもよい。
【００３８】
　コンピューティングデバイス１０２は、ＭＣＳ１１２と、１つ以上の通信ネットワーク
を介して、無線通信を用いて通信してもよい。通信ネットワークの例は、モバイルネット
ワーク、無線ネットワーク、セルラーネットワーク、ローカルエリアネットワーク（ＬＡ
Ｎ）、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）、他の無線通信ネットワーク、またはそれら
の組み合わせを含んでもよい。特定の実施の形態では、コンピューティングデバイス１０
２は、ＭＣＳ１１２との通信接続１１４を、カスタム通信プロトコル（たとえばカスタム
プロトコル）を用いて確立してもよい。接続１１４は、ＭＣＳ１１２と、クラウドコンピ
ュータシステム１１０を介して確立されてもよい。カスタムプロトコルはＨＴＴＰベース
のプロトコルであってもよい。カスタム通信プロトコルを利用することによって、コンピ
ューティングデバイス１０２は任意のコンピューティングデバイスプラットフォーム上で
動作してクラウドコンピュータシステム１１０と通信してもよい。
【００３９】
　コンピューティングデバイス１０２は、例えばアプリケーションプログラミングインタ
ーフェイス（ＡＰＩ）である、１つ以上の呼出可能インターフェイスを介して、クラウド
コンピュータシステム１１０と通信してもよい。呼出可能インターフェイスはコンピュー
ティングデバイス１０２上において実現されてもよい。呼出可能インターフェイスは、Ｍ
ＣＳ１１２と通信することができるカスタムアプリケーションに対して実現されてもよい
。いくつかの実施の形態では、呼出可能インターフェイスはＭＣＳ１１２に対して開発さ
れてもよい。呼出可能インターフェイスは、アプリケーションが、プロトコル（例えば通
信もしくは開発プロトコル）および／またはアーキテクチャのスタイルもしくはフォーマ
ットにおける違いに適合する必要なく、ＭＣＳ１１２と通信することを可能にしてもよい
。
【００４０】
　ＭＣＳ１１２は、要求を処理しカスタムコード１１６を実行するようセキュリティ上安
全な環境を与えるように１つ以上のファイアウォール１０４，１３０によって保護されて
もよい。コンピューティングデバイス１０２とＭＣＳ１１２との間における通信は、外部
通信ファイアウォール１０４によって分離されてもよい。ファイアウォール１０４は、Ｍ
ＣＳ１１２へのセキュリティ上安全なアクセスを容易にするようにクラウドコンピュータ
システム１１０と接続されてもよい。ファイアウォール１０４は、クラウドコンピュータ
システム１１０とコンピューティングデバイス（例えばコンピューティングデバイス１０
２）との間におけるメッセージの通信を許可してもよい。そのようなメッセージ（例えば
ＨＴＴＰメッセージまたはＲＥＳＴメッセージ）は、呼出可能インターフェイスによって
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サポートされてもよい通信プロトコル（例えばＨＴＴＰまたはＲＥＳＴ）に準拠してもよ
い。別の例では、クラウドコンピュータシステム１１０とコンピューティングデバイス１
０２との間におけるメッセージは、Ｓｐｅｅｄｙ（ＳＰＤＹ）などの通信プロトコルに準
拠してもよい。ＭＣＳ１１２は、クラウドコンピュータシステム１１０とエンタープライ
ズコンピュータシステム１４０，１５０との間における通信をセキュリティ上安全にする
ようにファイアウォール１３０を管理してもよい。ファイアウォール１３０は、クラウド
コンピュータシステム１１０とコンピューティングデバイス（例えばコンピューティング
デバイス１０２）との間におけるメッセージの通信を許可してもよい。そのようなメッセ
ージ（例えばＳＰＤＹメッセージ、ＨＴＴＰメッセージまたはＲＥＳＴメッセージ）は、
通信プロトコル（例えばＳＰＤＹ、ＨＴＴＰまたはＲＥＳＴ）に準拠してもよい。コンピ
ューティングデバイス１０２とエンタープライズコンピュータシステム１４０，１５０と
の間における通信はＭＣＳ１１２を介する二方向であってもよい。
【００４１】
　コンピューティングデバイス１０２およびエンタープライズコンピュータシステム１４
０，１５０との通信がセキュリティ上安全ではないパブリックなネットワークを介して行
われ得るので、ファイアウォール１０４，１３０は、ＭＣＳ１１２へのおよびＭＣＳ１１
２からの通信に対して保護の追加の層を与える。ファイアウォール１０４，１３０は、Ｍ
ＣＳ１１２が、その内部ネットワークと、コンピューティングデバイス１０２およびエン
タープライズコンピュータシステム１４０，１５０を接続する外部ネットワークとを区別
することを可能にしてもよい。いくつかの実施の形態では、ファイアウォール１０４，１
３０は、２つの別個のファイアウォールとして示されるが、ＭＣＳ１１２を封入する単一
のファイアウォールとして実現されてもよい。
【００４２】
　クラウドコンピュータシステム１１０は、さらに、一部が異なる通信プロトコルを有し
てもよいエンタープライズコンピュータシステムと通信することによって仲介コンピュー
ティング環境として動作してもよい。そのような通信プロトコルは、クラウドコンピュー
タシステム１１０との通信において、あるアプリケーションまたはサービスに対してカス
タムであるかまたは特定であってもよい。さらにクラウドコンピュータシステム１１０は
、エンタープライズコンピュータシステムと通信して、エンタープライズサービスを提供
し、および／または、エンタープライズコンピュータシステムによってサポートされるフ
ォーマットに従ってエンタープライズデータを交換してもよい。クラウドコンピュータシ
ステム１１０は、エンタープライズデータのローカルストレージ（例えばローカルキャッ
シュ）を維持してもよく、そのローカルストレージを用いてモバイルコンピューティング
デバイスとエンタープライズコンピュータシステム１４０，１５０との間におけるエンタ
ープライズデータの同期を管理してもよい。
【００４３】
　コンピューティングデバイス１０２は、ＭＣＳ１１２と通信（例えば要求メッセージを
送信）して、エンタープライズコンピュータシステムによって提供されるサービスを要求
してもよい。ファイアウォール１０４を介して受信された要求は、最初にセキュリティサ
ービス１３２によって処理されてもよい。セキュリティサービス１３２は、要求に関連付
けられるユーザに関してセキュリティ認証を管理してもよい。したがって、クラウドコン
ピュータシステムは、顧客通信およびエンタープライズデータの保全性を保護してもよい
、本明細書に記載されるセキュリティ機構を提供することを含む技術的利点を提供しても
よい。クラウドコンピュータシステムの技術的利点は、損なわれた通信および／またはデ
ータが損なわれることを防止または低減することを含んでもよく、認証が最初に生じて、
アクセスを、必要とされる資格情報を有するもののみに対して制限してもよい。クラウド
コンピュータシステムの技術的利点は、サービスおよびサービス呼出フローが、要求が入
来するとそれらはそれらが承認されるサービスにアクセスすることのみが許されてもよい
ように構造化されることを含んでもよい。システム処理の他の部分から承認を切り離すこ
とによって、別の技術的利点は、「何が誰によってなされ得るか」を承認するタスクが、
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何であれさらなるカスタムセキュリティ手段が特定の法人顧客によって必要とされること
をサポートするよう拡張されてもよい専用のプロビジョニングされたセキュリティサブシ
ステム（例えばアイデンティティ管理システム）に委任されることを含んでもよい。いく
つかの実施の形態では、セキュリティ認証は、要求、セッション、ユーザ、デバイス、ユ
ーザに関係付けられる他の基準、またはそれらの組み合わせに対して判断されてもよい。
セキュリティ認証は、受信される各要求ごとに実行されてもよい。いくつかの実施の形態
では、セキュリティサービス１３２は、以前の要求の検証に基づいて認証を判断してもよ
い。セキュリティ認証は、ユーザまたは装置に関して、異なるエンタープライズコンピュ
ータシステム１４０，１５０に対する要求が単一のセキュリティ検証に基づいて認証され
てもよいように、判断されてもよい。
【００４４】
　本発明のさらなる技術的利点は、一部が異なったように実現されてもよいさまざまなエ
ンタープライズコンピュータシステムとコンピューティングデバイスが通信することをク
ラウドコンピュータシステムが可能にすることを含んでもよい。例えば、コンピューティ
ングデバイス３０２、クラウドコンピュータシステム１１０およびエンタープライズコン
ピュータシステム１５０は、互いから物理的に分離された異なる地理的位置に位置しても
よい。したがって、コンピューティングデバイス３０２は、エンタープライズコンピュー
タシステム１５０とそれらの位置にかかわらず通信することができる。技術的利点は、１
つ以上の別個のセキュリティプロトコルをサポートしてもよいエンタープライズコンピュ
ータシステムにサービスに対する要求をコンピューティングデバイスが通信することをク
ラウドコンピュータシステムが可能にすることを含んでもよい。場合によっては、エンタ
ープライズコンピュータシステムは、異なるセキュリティプロトコルに容易に適合可能で
はないバックエンドシステムによってサポートされてもよい。場合によっては、アプリケ
ーションの開発者が、そのようなセキュリティプロトコルの知識なしにサービスを要求す
ることができるようにアプリケーションを実現できることが望ましいであろう。同様に、
エンタープライズコンピュータシステムのユーザ（例えば管理者または設計者）が、異な
るタイプのアプリケーション、セキュリティプロトコルおよび規格に対応することなく要
求を受信できることも望ましいであろう。技術的利点は、要求されているさまざまなエン
タープライズコンピュータシステムのセキュリティ対策を要求が満たすことができるよう
にセキュリティ認証を処理することができる本明細書に記載されるクラウドコンピュータ
システムを実現することによって、そのような要望が満たされることを可能にしてもよい
。
【００４５】
　いくつかの実施の形態では、セキュリティサービス１３２は、要求されたエンタープラ
イズコンピュータシステムについてのセキュリティプロトコルを判断して、それに応じて
、そのようなセキュリティプロトコルに従ってセキュリティトークンを生成してもよい。
セキュリティトークンは、生成されたセキュリティトークンに基づいてエンタープライズ
コンピュータシステムが認証を検証することを可能にするために、要求とともに当該エン
タープライズコンピュータシステムに渡されてもよい。エンタープライズコンピュータシ
ステムは、異なるセキュリティプロトコルをサポートしてもよい。セキュリティプロトコ
ルは、セキュリティが判断される規格であってもよい。セキュリティは、セキュリティサ
ービス１３２によって生成されるセキュリティトークンに基づいて検証されてもよい。セ
キュリティサービス１３２は、要求に対して識別されるエンタープライズコンピュータシ
ステムのためのセキュリティプロトコルを判断してもよい。いくつかの実施の形態では、
エンタープライズコンピュータシステム１５０は、ＭＣＳ１１２によってサポートされる
カスタムまたは特定のセキュリティプロトコルに従って構成または実現されてもよいエー
ジェントシステム１５２を有してもよい。したがって、ＭＣＳ１１２は、そのようなカス
タムセキュリティプロトコルに従ってセキュリティトークンを生成してもよい。セキュリ
ティサービスについては、図２および図３を参照して以下で説明する。
【００４６】
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　クラウドコンピュータシステム１１０は、１つ以上の負荷分散システム１０６，１０８
を含み、実現し、および／またはそれ（ら）と通信してもよい。セキュリティ認証を判断
すると、クラウドコンピュータシステム１１０は負荷分散システム１０６，１０８のうち
の任意の１つに対して、それが受信する要求を調べ、要求がどのサービスに向けられてい
るかを検出するよう要求してもよい。ＭＣＳ１１２は、負荷分散部１０６，１０８ととも
に構成されてもよく、起動される資源で更新されてもよく、したがって、要求が入来する
と、負荷分散部１０６，１０８は要求される負荷を異なる資源にわたって分散させること
ができる。
【００４７】
　クラウドコンピュータシステム１１０は、要求を処理し、それらを適切なサービスに発
送してもよいディスパッチャ１１８を含んでもよい。要求は、発送で、適切なサービスに
ルーティングされてもよい。いくつかの実施の形態では、サービスそれ自体が、内部の要
求を、ＭＣＳ１１２またはエンタープライズコンピュータシステムにおける別の内部のサ
ービスにルーティングしてもよい。いくつかの実施の形態では、ディスパッチャ１１８は
要求を解決して、その宛先を、要求の統一的資源識別子（ＵＲＩ）および／またはユニフ
ォームリソースロケータ（ＵＲＬ）において識別される宛先の位置（たとえばアドレス）
に基づいて判断してもよい。ディスパッチャ１１８は要求およびそのヘッダを構文解析し
て、以下の情報：テナント識別子、サービス識別子、アプリケーション名、アプリケーシ
ョンバージョン、要求資源、動作およびパラメータなどの１つ以上を抽出してもよい。デ
ィスパッチャ１１８は、構文解析された情報を用いて、メタデータリポジトリ１２４にお
ける参照を実行することができる。ディスパッチャ１１８は対応するアプリケーションメ
タデータを検索取得してもよい。ディスパッチャ１１８は、目標のサービスを、要求され
た資源およびメタデータにおけるマッピングに基づいて判断してもよい。最初は非常に基
本的なマッピングであるが、メタデータを向上させて、より洗練された、ルールに基づく
発送を与えることができる。ディスパッチャ１１８は、任意のディスパッチャ特定ロギン
グ、メトリック収集などを実行してもよい。ディスパッチャ１１８は、次いで、初期承認
をアプリケーションメタデータに従って実行してもよい。ディスパッチャ１１８は、イン
バウンドの要求および任意の他の必要な情報をフォーマットし、メッセージをさらなる処
理のためにルーティングバス１２０上に置いてもよい。ディスパッチャ１１８は、要求を
キュー上に置いて、対応の応答を待ってもよい。ディスパッチャ１１８は、ルーティング
バス１２０から受信される応答を処理し、応答をコンピューティングデバイス１０２に返
してもよい。
【００４８】
　外部の要求に対する発送を処理することに加えて、ディスパッチャ１１８は、さらに、
内部の要求を発送することにおいても役割を果たしてもよい。そのような内部の要求は、
サービスに対する合成サービスまたはカスタムコード呼出の形式で来ることができる。両
方の場合において、呼出元は、アプリケーション内において定義される論理上のサービス
名を用い得る。ディスパッチャ１１８は、現在の実行コンテキストを用いてアプリケーシ
ョンを判断し、その論理名を用いて呼出すべき適切なサービスを判断してもよい。
【００４９】
　クラウドコンピュータシステム１１０は、ルーティングバス１２０に登録された宛先に
対するメッセージの配送を管理するようルーティングバス１２０を含んでもよい。ルーテ
ィングバス１２０は、クラウドサービス１１２において通信を管理するための中央システ
ムとして動作してもよい。ルーティングバス１２０を介して通信されるデータは、そのデ
ータを捕捉および記憶するよう処理されてもよい。ルーティングバス１２０は、フレーム
ワークを与えて、さらなる中央集中化されたサービス（さらなる承認、デバッグなど）が
必要に応じて容易にプラグインされ得るようにしてもよい。ルーティングバス１２０によ
って捕捉されたデータは診断法ストア１２６および／または解析論ストア１２８に記憶さ
れてもよい。
【００５０】
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　ルーティングバス１２０はメッセージを１つ以上の宛先にルーティングしてもよい。い
くつかの実施の形態では、メッセージは、カスタムコード１１６を実行する要求を含んで
もよい。そのような実施の形態では、ルーティングバス１２０は、カスタムコード１１６
を呼出すよう要求してもよい（１３４）。いくつかの実施の形態では、ルーティングバス
１２０は、要求における情報によって識別される宛先エンタープライズコンピュータシス
テムに要求を渡してもよい。ルーティングバス１２０は、必要であればアダプタインター
フェイス１２２に対して翻訳を実行するよう要求して（１３６）、要求をエンタープライ
ズコンピュータシステム、例えばエンタープライズコンピュータシステム１４０またはエ
ンタープライズコンピュータシステム１５０に渡してもよい。
【００５１】
　特定の実施の形態では、クラウドコンピュータシステム１１０は、アダプタインターフ
ェイス１２２を含むかまたはそれを実現して、メッセージを、受信側エンタープライズコ
ンピュータシステムによってサポートされるプロトコルに翻訳または変換してもよい。ア
ダプタインターフェイス１２２は、エンタープライズコンピュータシステム１４０，１５
０の各々と、別々の通信接続を確立してもよい。クラウドコンピュータシステム１１０は
、エンタープライズコンピュータシステム１４０，１５０と、１つ以上のネットワーク（
図示せず）を介して通信するよう構成されてもよい。通信ネットワークの例は、インター
ネット（登録商標）、モバイルネットワーク、パブリックネットワーク、無線ネットワー
ク、セルラーネットワーク、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、ワイドエリアネッ
トワーク（ＷＡＮ）、他の通信ネットワーク、またはそれらの組み合わせを含んでもよい
。特定の実施の形態では、通信接続は、高速通信トランクを用いて容易にされる高速通信
接続であってもよい。エンタープライズコンピュータシステム１４０，１５０との通信は
ファイアウォール１３０を通過してもよく、それによって、外部ネットワークとの通信は
そのような通信を介するＭＣＳ１１２への承認されないアクセスを妨げるようセキュリテ
ィ上安全であることが確実とされる。
【００５２】
　いくつかの実施の形態では、クラウドコンピュータシステム１１０はコンピューティン
グデバイス１０２のユーザに対する通知を容易にしてもよい。クラウドコンピュータシス
テム１１０は、ユーザとのステートフルな対話をサポートする警報管理サービスを含んで
、例えば、ユーザの好みに基づく警報を１つ以上のチャネルを介して送り、応答を待ち、
その応答に基づくアクションを取ってもよい。１つのチャネルで送られた警報に対する応
答は、サービスが取扱うことができる必要のある別のチャネルを介して受信されてもよい
。プラットフォームは、人気のある対話パターンのためのビルトインの状態モデルととも
に生じて、新たな状態モデルと拡張可能であってもよい。いくつかの警報チャネルは、一
方向であれ二方向であれ、公知の通信資源を含んでもよい。例は、ＳＭＳ、Ｔｗｉｔｔｅ
ｒ（登録商標）、プッシュ通知、およびＧｏｏｇｌｅ　Ｃｌｏｕｄ　Ｍｅｓｓａｇｉｎｇ
（登録商標）を含む。
【００５３】
　いくつかの実施の形態では、クラウドコンピュータシステム１１０は、コンピューティ
ングデバイスが、オブジェクトストアサービス、データベースサービス、アクセスウェブ
サービス、ソーシャルサービス、リソースサービス、またはそれらの組み合わせなどの１
つ以上のサービスにアクセスするおよび／またはそれらを要求することを可能にしてもよ
い。
【００５４】
　クラウドコンピュータシステム１１０は、ＢＬＯＢのためのストレージファシリティを
提供してもよいオブジェクトストアサービスを提供してもよい。基本的な記憶の単位はテ
キストであり得、読取動作および書込動作を伴う。ＪＳＯＮオブジェクトに対する基本的
なクエリーファシリティも提供されてもよい。
【００５５】
　クラウドコンピュータシステム１１０は、データベースサービスを提供して、クエリー
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または書込を実行するために、運営管理されるデータベースへの接続性を可能にしてもよ
い。必要とされるパラメータ化は、データベースに対する十分な接続ストリング、実行す
べきＳＱＬストリングまたは記憶される手順、任意のパラメータおよびおそらくは資格情
報を必要としてもよい。必要な情報は、実行時に与えられるかまたはアプリケーションメ
タデータにおいて予め構成されることができる。
【００５６】
　クラウドコンピュータシステム１１０は、シンプル・アクセス・オブジェクト・プロト
コル（ＳＯＡＰ）ウェブサービスなどのウェブサービスへのアクセスを提供してもよい。
クラウドコンピュータシステム１１０は、任意のＲＥＳＴ資源への接続性などのＲＥＳＴ
サービスへのアクセスを提供してもよい。
【００５７】
　クラウドコンピュータシステム１１０は、ソーシャルサービスへのアクセスを提供して
もよく、それは、Ｆａｃｅｂｏｏｋ（登録商標）、Ｔｗｉｔｔｅｒ（登録商標）などのよ
うな人気のあるソーシャルサイトの多くとの基本的な統合を与えてもよい。これらのサー
ビスは、それらのサイトからのユーザの資格情報を用いる第三者認証およびそれらのサー
ビスに対するアクセスを可能にしてもよい。例は、ツィートを送信するかまたは貴方のス
テータスを更新することを含む。
【００５８】
　クラウドコンピュータシステム１１０は、パブリッククラウドサービスを提供して、ユ
ーザが通信を簡単にして最適化することを可能にしてもよい。例えば、サービス開発者は
、ＭＣＳ１１２の包括的なウェブサービスを用いて、クラウドコンピュータシステム１１
０のクラウドサービスを用いて運営管理される資源に話し掛けてもよい。
【００５９】
　本明細書に記載されるものなどのクラウドコンピュータシステムは、コンピューティン
グ資源における違いにもかかわらずモバイルコンピューティングデバイスがエンタープラ
イズコンピュータシステムと通信することを可能にしてもよい。クラウドコンピュータシ
ステムは、頻繁に通信してエンタープライズデータを受信するために、より多くの資源お
よびエンタープライズコンピュータシステムとのより高速で信頼性のある接続を備えても
よい。クラウドコンピュータシステムは、エンタープライズコンピュータシステムからの
サービスに対する要求を管理および調整してもよい。要求をメッセージの受信側によって
サポートされるプロトコルに翻訳することによって、クラウドコンピュータシステムは、
異なるタイプのバックエンドコンピュータシステムとの通信のためのアプリケーションを
構成するための開発者に対する負担を低減する。エンタープライズは、モバイルデバイス
についてサポートされる通信プロトコルの進歩または変化に対応する必要なく、それらの
バックエンドシステムを維持することができる。異なるエンタープライズコンピュータシ
ステムは、処理される要求のタイプおよび提供されるサービスのタイプに基づいて、異な
るセキュリティプロトコルをサポートしてもよい。異なるエンタープライズコンピュータ
システムへのアクセスについて中央集中化された態様でセキュリティ認証を管理すること
によって、エンタープライズコンピュータシステムは、セキュリティプロトコルにおける
違いに適合する必要がなくなる。クラウドコンピュータシステムのユーザを認証すること
によって、処理要求はより効率的になることができる。なぜなら、認証はすべてのインス
タンスでは実行されないかもしれないからである。
【００６０】
　ここで図２を参照して、本発明のいくつかの実施の形態に従ってモバイルコンピューテ
ィングデバイスとエンタープライズコンピュータシステムとの間における通信を容易にし
てもよいコンピューティング環境２００のブロック図が示される。コンピューティング環
境２００はクラウドコンピュータシステム１１０を含んでもよい。特定の実施の形態では
、クラウドコンピュータシステム１１０は、コンピューティングデバイス（例えばモバイ
ルコンピューティングデバイス２０２およびモバイルコンピューティングデバイス２１２
）とエンタープライズコンピュータシステム（例えばエンタープライズコンピュータシス
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テム２８２およびエンタープライズコンピュータシステム２９２）との間における通信を
容易にするためにさまざまな動作を実行するよう構成される１つ以上のファンクションブ
ロックまたはモジュールとして実現されてもよい。クラウドコンピュータシステム１１０
は、通信モジュール２３０、呼出可能インターフェイス２５０、セキュリティサービス１
３２、ディスパッチャ１１８、ルーティングバス１２０、およびプロトコルトランスレー
タ２５２を含んでもよい。
【００６１】
　クラウドコンピュータシステム１１０は、キャッシュ２２０などの１つ以上のメモリ記
憶装置（「ローカルストレージ」）を含んでもよい。キャッシュ２２０は、エンタープラ
イズデータ２２４および認証情報２２２を記憶するために使用されてもよい。エンタープ
ライズデータ２２４はエンタープライズコンピュータシステム２８２，２９２もしくはモ
バイルコンピューティングデバイス２０２，２１２から受信されてもよく、またはクラウ
ドコンピュータシステム１１０によって変換されるエンタープライズデータを含んでもよ
く、またはそれらの組み合わせであってもよい。認証情報２２２は、アイデンティティ管
理システムから受信されてもよく、および／または、クラウドコンピュータシステム１１
０によって生成されてもよい。いくつかの実施の形態では、認証情報２２２は、サービス
に対する要求に関してユーザのセキュリティ認証を示す情報を含んでもよい。
【００６２】
　通信モジュール２３０は、クラウドコンピュータシステム１１０と複数のエンタープラ
イズコンピュータシステム、例えばエンタープライズコンピュータシステム２８２，２９
２との間における通信を管理するよう構成されてもよい。通信を容易にするために、通信
モジュール２３０は、受信機２３２、送信機２３４、またはそれらの組み合わせのような
、通信を可能にするハードウェアを備えてもよい。
【００６３】
　エンタープライズコンピュータシステム２８２，２９２などのようなエンタープライズ
コンピュータシステムは、クラウドコンピュータシステム１１０のファイアウォール（例
えばファイアウォール１３０）を越えて、クラウドコンピュータシステム１１０とは異な
る地理的位置（例えば遠隔の地理的位置）に物理的に位置してもよい。いくつかの実施の
形態では、エンタープライズコンピュータシステム２８２はエンタープライズコンピュー
タシステム２９２と異なってもよい。いくつかの実施の形態では、エンタープライズコン
ピュータシステム２８２およびエンタープライズコンピュータシステム２９２は、単一の
コンピュータシステムの一部であってもよい。エンタープライズコンピュータシステム２
８２，２９２の各々は、異なる通信プロトコルを用いてクラウドコンピュータシステム１
１０と通信してもよい。エンタープライズコンピュータシステム２８２およびエンタープ
ライズコンピュータシステム２９２は、同一のセキュリティプロトコルをサポートしても
よく、または異なるセキュリティプロトコルをサポートしてもよい。いくつかの実施の形
態では、エンタープライズコンピュータシステム２８２および／またはエンタープライズ
コンピュータシステム２９２は、複数のエンタープライズコンピュータシステムとの通信
を処理するよう、エージェントシステム（例えばエージェントシステム１５２）を含んで
もよいエンタープライズコンピュータシステム１５０として実現されてもよい。いくつか
の実施の形態では、通信モジュール２３０は、ファイアウォール１０４および／またはフ
ァイアウォール１３０などのファイアウォールを介して通信を送信および受信するよう構
成されてもよい。
【００６４】
　特定の実施の形態では、エンタープライズコンピュータシステム２８２，２９２の１つ
以上は１つ以上の異なるプロトコルを用いてクラウドコンピュータシステム１１０と通信
してもよい。プロトコルは、ＳＰＤＹなどの通信プロトコルを含んでもよい。プロトコル
は、ＨＴＴＰベースのプロトコルなどのアプリケーションプロトコルを含んでもよい。い
くつかの実施の形態では、エンタープライズコンピュータシステム２８２，２９２はＲＥ
ＳＴまたはＳＯＡＰ通信プロトコルを用いてクラウドコンピュータシステム１１０と通信
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してもよい。例えば、ＲＥＳＴプロトコルはＵＲＩまたはＵＲＬを含むフォーマットをサ
ポートしてもよい。ＲＥＳＴプロトコルを用いる通信のためにフォーマットされるエンタ
ープライズデータは、ＪＳＯＮ、コンマ区切り形式（ＣＳＶ）、およびｒｅａｌｌｙ　ｓ
ｉｍｐｌｅ　ｓｙｎｄｉｃａｔｉｏｎ（ＲＳＳ）などのようなデータフォーマットに容易
に変換されてもよい。エンタープライズコンピュータシステム２８２，２９２およびクラ
ウドコンピュータシステム１１０は遠隔手続呼出（ＲＰＣ）（例えばＸＭＬ　ＲＰＣ）な
どのような他のプロトコルを用いて通信してもよい。
【００６５】
　いくつかの実施の形態では、クラウドコンピュータシステム１１０およびエンタープラ
イズコンピュータシステム２８２，２９２は、高速通信をサポートする通信接続を用いて
通信してもよい。通信モジュール２３０は高速通信接続を維持してもよく、クラウドコン
ピュータシステム１１０がエンタープライズコンピュータシステム２８２，２９２との継
続中の複数の通信を維持することを可能にし、エンタープライズデータを交換するかまた
は要求されたサービスを配送するよう通信を管理および／または同期させてもよい。高速
通信接続は、クラウドコンピュータシステム１１０に対して、エンタープライズコンピュ
ータシステムとの複数通信を処理する能力を与えて、エンタープライズデータを十分に同
期させてもよく、一方、モバイルコンピューティングデバイスは、エンタープライズデー
タを常に受信するよう無線通信接続の帯域幅において制限されてもよい。クラウドコンピ
ュータシステム１１０とエンタープライズコンピュータシステムとの間における通信接続
は、クラウドコンピュータシステム１１０がエンタープライズデータを中断がほとんどま
たは全くない状態で同期させるよう通信を送受するように信頼性があってもよい。
【００６６】
　いくつかの実施の形態では、通信モジュール２３０は、エンタープライズコンピュータ
システムとの通信をサポートするよう構成されるアダプタインターフェイス１２２を含ん
でもよく、その一部は通信のために異なるプロトコルまたは技術をサポートしてもよい。
アダプタインターフェイス１２２は１つ以上のアダプタ、例えばアダプタ２４２またはア
ダプタ２４４を含んでもよく、それらの各々は、通信プロトコル、あるエンタープライズ
コンピュータシステムのタイプ、あるアプリケーションのタイプ、あるサービスのタイプ
、またはそれらの組み合わせに従って通信するよう構成されてもよい。アダプタによって
サポートされる通信プロトコルは１つ以上のエンタープライズコンピュータシステムに対
して特定であってもよい。例えば、通信モジュール２３０は、エンタープライズコンピュ
ータシステム２８２によってサポートされる特定のプロトコルを用いるエンタープライズ
コンピュータシステム２８２との通信に対して構成されるアダプタ２４２を含んでもよい
。別の例では、通信モジュール２３０は、エンタープライズコンピュータシステム２９２
によってサポートされる特定のプロトコルを用いるエンタープライズコンピュータシステ
ム２９２との通信に対して構成されるアダプタ２４４を含んでもよい。アダプタインター
フェイス１２２は、エンタープライズコンピュータシステム２８２，２９２の各々との別
々の通信接続を確立してもよい。いくつかの実施の形態では、アダプタインターフェイス
１２２はエージェントシステム（例えばエージェントシステム１５２）と通信するよう構
成されてもよく、それはエンタープライズコンピュータシステムによって含まれるかまた
は実現されてもよい。アダプタインターフェイス１２２におけるアダプタは、エージェン
トシステムとの通信に対して用いられるカスタムプロトコルに従って通信するよう構成さ
れてもよい。カスタムプロトコルは、あるエージェントシステムのタイプ、またはエージ
ェントシステムがサポートするエンタープライズコンピュータシステムに特定であっても
よい。アダプタインターフェイスは、アプリ、例えばアプリ２０４またはアプリ２１４を
具体的に開発して特定のエンタープライズコンピュータシステムとの通信をサポートする
必要性を低減するかまたは除去してもよい。
【００６７】
　クラウドコンピュータシステム１１０は通信モジュール２３０を用いてモバイルコンピ
ューティングデバイス、例えばモバイルコンピューティングデバイス２０２，２１２と通
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信してもよい。モバイルコンピューティングデバイスは、クラウドコンピュータシステム
１１０とは異なる地理的位置に位置してもよい。例えば、モバイルコンピューティングデ
バイス２０２，２１２は、クラウドコンピュータシステム１１０のファイアウォール（例
えばファイアウォール１０４）を越えて、クラウドコンピュータシステム１１０とは異な
る地理的位置（例えば遠隔の地理的位置）に物理的に位置してもよい。モバイルコンピュ
ーティングデバイス２０２，２１２の各々は異なる通信プロトコルを用いてクラウドコン
ピュータシステム１１０と通信してもよい。特定の実施の形態では、モバイルコンピュー
ティングデバイス２０２，２１２の１つ以上は１つ以上の異なるプロトコルを用いてクラ
ウドコンピュータシステム１１０と通信してもよい。プロトコルは、ＳＰＤＹなどの通信
プロトコルを含んでもよい。プロトコルは、ＨＴＴＰベースのプロトコルなどのアプリケ
ーションプロトコルを含んでもよい。いくつかの実施の形態では、通信モジュール２３０
はカスタム通信プロトコルを用いてモバイルコンピューティングデバイスと通信してもよ
い。カスタム通信プロトコルはＨＴＴＰベースの通信プロトコルであってもよい。モバイ
ルコンピューティングデバイス２０２，２１２間における通信のために用いられる通信プ
ロトコルは、モバイルコンピューティングデバイス２０２，２１２およびクラウドコンピ
ュータシステム１１０によって容易に読取可能であってもよい異なるフォーマット（例え
ばＪＳＯＮフォーマット）において構造化されるエンタープライズデータの通信をサポー
トしてもよい。
【００６８】
　特定の実施の形態では、モバイルコンピューティングデバイス２０２，２１２は、クラ
ウドコンピュータシステム１１０と通信するよう特定のユーザインターフェイスを提供す
ることができるアプリケーション（「アプリ」）を各々実現してもよい。ある具体的なＵ
Ｉを、ある具体的な通信プロトコルを用いて通信するよう構成してもよい。いくつかの実
施の形態では、具体的なＵＩは、クラウドコンピュータシステム１１０と通信するよう呼
出されてもよい呼出可能インターフェイス、関数、ルーチン、方法および／または動作を
含んでもよい。具体的なＵＩは、入力として、エンタープライズデータのためにエンター
プライズコンピュータシステムと通信するための、および／または、サービスを要求する
よう、パラメータを受入れてもよい。いくつかの実施の形態では、アプリ２０４，２１４
を介する通信は、カスタム通信プロトコルを用いる通信に対して変換されてもよい。特定
の実施の形態では、具体的なＵＩは同期マネージャ１１０によって含まれるかまたは実現
されてもよい。いくつかの実施の形態では、具体的なＵＩはアプリケーションにおけるカ
スタムクライアントに対応してもよい。
【００６９】
　クラウドコンピュータシステム１１０は１つ以上の呼出可能インターフェイス２５０、
例えばアプリケーションプログラミングインターフェイス（ＡＰＩ）を含んでもよい。呼
出可能インターフェイス２５０はモバイルコンピューティングデバイス上のアプリがＭＣ
Ｓ１１２に要求を通信することを可能にしてもよい。呼出可能インターフェイス２５０は
共通または標準インターフェイスをサポートしてもよく、それはそれらのパラメータを含
む要求が標準化されたプロトコル、アーキテクチャのスタイルおよび／またはフォーマッ
ト（例えばＲＥＳＴプロトコル）に従ってアプリから受信されることを可能にしてもよい
。呼出可能インターフェイス２５０はコンピューティングデバイス２０２，２１２のうち
の任意の１つのユーザによって構成可能であってもよい。呼出可能インターフェイス２５
０はサービスに対する要求を通信プロトコルに従って受信してもよい。例えば、呼出可能
インターフェイス２５０はＲＥＳＴプロトコルに従って要求をサポートするＲＥＳＴ　Ａ
ＰＩであってもよい。いくつかの実施の形態では、呼出可能インターフェイス２５０はモ
バイルコンピューティングデバイスからメッセージを受信してもよい。呼出可能インター
フェイス２５０は、呼出可能インターフェイス２５０によってサポートされるフォーマッ
トに従ってモバイルコンピューティングデバイスから受信されるメッセージを翻訳または
変換するよう構成されてもよい。デバイスアプリケーション開発者は彼らのカスタムアプ
リケーションのためにＭＣＳ１１２に接続し得る。いくつかの実施の形態では、呼出可能
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インターフェイス２５０は、アプリを開発する同じ人によって構成されて、その人がカス
タムアプリを実現してＭＣＳ１１２と通信できるようにしてもよい。
【００７０】
　呼出可能インターフェイス２５０は、エンタープライズコンピュータシステムが、標準
化されたプロトコルまたはフォーマットに従ってＭＣＳ１１２と通信することを可能にし
てもよい。アプリケーション開発者と同様に、エンタープライズコンピュータシステムを
管理する者は、ＭＣＳ１１２と呼出可能インターフェイス２５０を介して通信するよう構
成されるコード（例えばエージェントシステム）を実現することができる。呼出可能イン
ターフェイス２５０は、あるコンピューティングデバイスのタイプ、あるエンタープライ
ズコンピュータシステムのタイプ、アプリ、エージェントシステム、サービス、プロトコ
ル、または他の基準に基づいて実現されてもよい。いくつかの実施の形態では、呼出可能
インターフェイス２５０は、認証、圧縮、暗号化、カーソルでのページ付け、クライアン
トに基づくスロットル、非否認、ロギング、およびメトリック収集を含むサービスに対す
る要求をサポートしてもよい。いくつかの実施の形態では、呼出可能インターフェイス２
５０は、認証、ポリシー実施、応答のキャッシング、ＭＣＳ１１２に対する呼出のスロッ
トル、非同期および同期パターン間の翻訳、基底サービスに対する呼出のロギング、また
はそれらの組み合わせなどのような、カスタムビジネス関連サービスに対して実現されて
もよい。いくつかの実施の形態では、呼出可能インターフェイス２５０は、ユーザが、ク
ラウドコンピュータシステム１１０による実現のためにカスタムコード（例えばカスタム
コード１１６）をロードすることを可能にしてもよい。カスタムコードは、ユーザがカス
タムサービスにアクセスすることができることを可能にする、クラウドコンピュータシス
テム１１０に対する１つ以上の呼出可能インターフェイス２５０を実現してもよい。
【００７１】
　プロトコルトランスレータ２５２は、メッセージを処理して、メッセージに対する通信
プロトコルを判断し、および／または、メッセージを宛先のための通信プロトコルに変換
してもよい。プロトコルトランスレータ２５２はモバイルコンピューティングデバイス２
０２，２１２から受信される要求を変換してもよい。要求は、コンピューティングデバイ
ス２０２，２１２によってサポートされる通信プロトコルのフォーマットから、エンター
プライズコンピュータシステム２８２，２９２によってサポートされる通信プロトコルの
フォーマットに変換されてもよい。プロトコルトランスレータ２５２はエンタープライズ
コンピュータシステム２８２、２９２から受信される応答を変換してもよい。応答は、エ
ンタープライズコンピュータシステム２８２，２９２によってサポートされる通信プロト
コルのフォーマットから、モバイルコンピューティングデバイス２０２，２１２によって
サポートされる通信プロトコルのフォーマットに変換されてもよい。いくつかの実施の形
態では、プロトコルトランスレータ２５２によって実行される動作のすべてまたはいくつ
かを呼出可能インターフェイス２５０および／またはアダプタインターフェイス２２２に
おいて実現してもよい。
【００７２】
　セキュリティサービス１３２は、モバイルコンピューティングデバイス２０２，２１２
のいずれかから受信される要求に関するセキュリティ認証を管理してもよい。先に説明し
たように、セキュリティサービス１３２は、顧客プロセスおよびエンタープライズデータ
の保全性を保護してもよい。システムが損なわれることを防止するために、セキュリティ
認証は、要求がモバイルコンピューティングデバイス２０２，２１２から受信されると行
われてもよい。セキュリティ認証は、要求が発送されてクラウドコンピュータシステム１
１０によって処理される前に実行されてもよい。ユーザに関して判断されるセキュリティ
認証は、モバイルコンピューティングデバイスに関連付けられたユーザが、ＭＣＳ１１２
を介してサービスを要求する認証を有することを可能にしてもよい。セキュリティ認証は
、ユーザが、ＭＣＳ１１２を介して要求されるさまざまな要求および／またはサービスに
ついて認証する努力を低減してもよい。セキュリティサービス１３２は、要求のセキュリ
ティを認証するさまざまな動作を実行するよう構成された１つ以上のファンクションブロ
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ックまたはモジュールとして実現されてもよい。セキュリティサービス１３２は、認証マ
ネージャ２６２と、セキュリティプロトコル決定部２６４と、セキュリティトークン生成
部２６６とを含んでもよい。
【００７３】
　認証マネージャ２６２は、モバイルコンピューティングデバイス２０２，２１２から受
信される要求に関するセキュリティ認証を管理してもよい。認証マネージャ２６２は、要
求をＭＣＳ１１２に送信するコンピューティングデバイスに関連付けられたユーザに関し
てセキュリティ認証を判断してもよい。セキュリティ認証は、アプリの動作（例えばアプ
リの起動）に結び付けられ得る時間期間、要求、コンピューティングデバイス、エンター
プライズコンピュータシステム、要求に関連する他の基準、またはそれらの組み合わせに
基づいて判断されてもよい。セキュリティ認証は、個々の要求、１つ以上のエンタープラ
イズコンピュータシステム、特定のサービス、あるタイプのサービス、ユーザ、コンピュ
ーティングデバイス、セキュリティ認証を判断するための他の基準、またはそれらの組み
合わせなどのうちの任意の１つに関して検証および付与されてもよい。いくつかの実施の
形態では、クラウドコンピュータシステム１１０は、エンタープライズコンピュータシス
テムまたはエンタープライズコンピュータシステムをサポートする認証システムから受信
されるユーザの認証情報を記憶してもよい。クラウドコンピュータシステム１１０は、要
求に関連付けられたユーザのアイデンティティがそのような要求を行なう権限があるか否
かを判断するために参照機能を実行することによって認証を判断してもよい。記憶された
認証情報は、ユーザがアクセスする権限を与えられてもよい要求のタイプ、機能、エンタ
ープライズコンピュータシステム、エンタープライズデータなどの情報を含んでもよい。
いくつかの実施の形態では、クラウドコンピュータシステム１１０は、要求しているコン
ピューティングデバイスとの通信を開始して、認証を判断してもよい。認証マネージャ２
６２は、セキュリティ認証情報（例えば認証情報）をキャッシュ２２０に記憶してもよい
。
【００７４】
　いくつかの実施の形態では、セキュリティ認証は、サービスを要求するユーザに関連付
けられた役割に基づいて判断されてもよい。役割は、ＭＣＳ１１２へのアクセスを要求す
るユーザに関連付けられてもよい。いくつかの実施の形態では、ユーザは、ＭＣＳ１１２
によって提供される資源および／またはサービスへのアクセスを付与されてもよいＭＣＳ
１１２の利用者またはテナントとしてサービスを要求してもよい。認証は、ＭＣＳに対す
るユーザのサブスクリプションに対応してもよく、ユーザは、利用者としてＭＣＳ１１２
を介してサービスを要求する権限を与えられてもよい。いくつかの実施の形態では、サブ
スクリプションは、ＭＣＳ１１２によって提供される資源の特定の組に限定されてもよい
。セキュリティ認証は、ＭＣＳ１１２のユーザがアクセス可能な資源および／またはサー
ビスに基づいてもよい。いくつかの実施の形態では、要求は、「実行時環境」と呼ばれる
実行中にテンプレートをプロビジョニングされてもよい。実行時環境は、要求、ユーザま
たはデバイスに割当てられる資源に関連付けられてもよい。
【００７５】
　いくつかの実施の形態では、認証マネージャ２６２は、アイデンティティ管理システム
がユーザに関してセキュリティ認証を判断するよう要求してもよい。アイデンティティ管
理システムは、クラウドコンピュータシステム１１０によって、またはクラウドコンピュ
ータシステム１１０に外付けの別のコンピュータシステムによって実現されてもよい。ア
イデンティティ管理システムは、ユーザの役割またはＭＣＳ１１２にアクセスするための
サブスクリプションに基づいてユーザのセキュリティ認証を判断してもよい。役割または
サブスクリプションは、エンタープライズコンピュータシステム、エンタープライズコン
ピュータシステムによって提供されるサービス、エンタープライズコンピュータシステム
の機能もしくは特徴、エンタープライズコンピュータシステムへのアクセスを制御するた
めの他の基準、またはそれらの組み合わせに関して特権および／または資格を割当てられ
てもよい。
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【００７６】
　いくつかの実施の形態では、認証マネージャ２６２は、要求に関連付けられたユーザが
当該要求のための特定のエンタープライズコンピュータシステムにアクセスすることを認
証されたか否かを判断してもよい。認証マネージャ２６２は、要求されたエンタープライ
ズコンピュータシステムが、ユーザがアクセス可能なエンタープライズコンピュータシス
テムのうちの１つであるか否かを判断してもよい。
【００７７】
　セキュリティプロトコル決定部２６４は、エンタープライズコンピュータシステムから
サービスを要求するためのセキュリティプロトコルを決定してもよい。クラウドコンピュ
ータシステム１１０は、クラウドコンピュータシステム１１０がアクセス可能な異なるエ
ンタープライズコンピュータシステムのためのセキュリティプロトコルを示すセキュリテ
ィプロトコル情報を記憶してもよい。いくつかの実施の形態では、セキュリティプロトコ
ル情報は、セキュリティプロトコルを選択するための１つ以上の基準を示してもよい。そ
のような基準は、エンタープライズコンピュータシステムのタイプ、要求のタイプ、要求
側のタイプ、通信接続のタイプ、クラウドコンピュータシステム１１０と要求されたエン
タープライズコンピュータシステムとの間の通信接続に関連する他の基準、またはそれら
の組み合わせを含んでもよい。いくつかの実施の形態では、要求は、ユーザのセキュリテ
ィ認証を判断するために使用される情報および／またはユーザのセキュリティ認証を含ん
でもよい。クラウドコンピュータシステム１１０は、１つ以上のセキュリティプロトコル
（例えばＳＡＭＬに基づくプロトコル）を示す情報を記憶してもよい。セキュリティプロ
トコル決定部２６４は、エンタープライズコンピュータシステムのためのセキュリティプ
ロトコルを決定するために参照動作を実行してもよい。
【００７８】
　セキュリティトークン生成部２６６は、要求に関連付けられたユーザのセキュリティ認
証に基づいてセキュリティトークンを生成してもよい。セキュリティトークンは、アクセ
スのレベル、アクセス可能なサービス、および／または、セキュリティ認証に関連付けら
れたユーザについての他の識別情報を含むセキュリティ認証を含んでもよい。セキュリテ
ィトークンは、エンタープライズコンピュータシステムがユーザの認証を検証することを
可能にするためにエンタープライズコンピュータシステムに送信される要求に含まれても
よい。セキュリティトークンは、要求されたエンタープライズコンピュータシステムのた
めに決定されたセキュリティプロトコルに従って生成されてもよい。
【００７９】
　ここで図３を参照して、本発明のいくつかの実施の形態に従って１つ以上のコンピュー
ティングデバイス、例えばコンピューティングデバイス３０２と１つ以上のエンタープラ
イズコンピュータシステム、例えばエンタープライズコンピュータシステム１５０との間
における通信を容易にするためのプロセス３００のシーケンス図が示される。コンピュー
ティングデバイス３０２とエンタープライズコンピュータシステム１５０との間における
通信は、クラウドコンピュータシステム、例えばクラウドコンピュータシステム１１０に
よって容易にされてもよい。いくつかの実施の形態では、コンピューティングデバイス３
０２、クラウドコンピュータシステム１１０およびエンタープライズコンピュータシステ
ム１５０は、互いから物理的に分離された異なる地理的位置に位置してもよい。したがっ
て、コンピューティングデバイス３０２は、エンタープライズコンピュータシステム１５
０とそれらの位置にかかわらず通信することができる。以下でさらに詳細に説明するよう
に、クラウドコンピュータシステム１１０は、コンピューティングデバイス３０２が、１
つ以上の別個のセキュリティプロトコルをサポートしてもよいエンタープライズコンピュ
ータシステムにサービスに対する要求を通信することを可能にすることができる。場合に
よっては、エンタープライズコンピュータシステムは、異なるセキュリティプロトコルに
容易に適合可能ではないバックエンドシステムによってサポートされてもよい。場合によ
っては、アプリケーションの開発者が、そのようなセキュリティプロトコルの知識なしに
サービスを要求することができるようにアプリケーションを実現できることが望ましいで
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あろう。同様に、エンタープライズコンピュータシステムのユーザ（例えば管理者または
設計者）が、異なるタイプのアプリケーション、セキュリティプロトコルおよび規格に対
応することなく要求を受信できることも望ましいであろう。プロセス３００は、要求され
得るさまざまなエンタープライズコンピュータシステムのセキュリティ対策を要求が満た
すことができるようにセキュリティ認証を処理することができるクラウドコンピュータシ
ステム１１０を実現することによって、そのような要望が満たされることを可能にするこ
とができる。
【００８０】
　プロセス３００を開始するために、コンピューティングデバイス３０２は、エンタープ
ライズデータ３１０をクラウドコンピュータシステム１１０に送信してもよい。エンター
プライズデータは、エンタープライズコンピュータシステム１５０などのエンタープライ
ズコンピュータシステムからのサービスに対する要求を含んでもよい。エンタープライズ
データは、エンタープライズコンピュータシステムへの通信のために送信されてもよい。
いくつかの実施の形態では、エンタープライズデータは、複数の要求を含んでもよい。各
要求は、同一のサービスに対するものであってもよく、または異なるサービスに対するも
のであってもよい。各々の要求されたサービスは、同一のまたはエンタープライズコンピ
ュータシステムによって提供されてもよい。エンタープライズデータは、ユーザ識別情報
、資格情報、アカウント情報などの認証情報を含んでもよく、それらの一部またはすべて
は、コンピューティングデバイス３０２に関連付けられたユーザのセキュリティ認証を判
断することに有用であってもよい。エンタープライズデータは、要求が初めてクラウドコ
ンピュータシステム１１０および／またはエンタープライズコンピュータシステム１５０
に送信されるときの認証情報を含んでもよい。いくつかの実施の形態では、エンタープラ
イズデータ３１０は、要求されたサービスおよび当該要求されたサービスを提供できる１
つ以上のエンタープライズコンピュータシステムを識別する情報を含んでもよい。コンピ
ューティングデバイス３０２とクラウドコンピュータシステム１１０との間における通信
は、カスタム通信プロトコル１１４を使用することによって容易にされてもよい。
【００８１】
　プロセス３００は、クラウドコンピュータシステム１１０がエンタープライズデータ３
１０を受信することを含んでもよい。データ３１０の通信は、ファイアウォール１０４を
介して受信されてもよく、ファイアウォール１０４は、クラウドコンピュータシステム１
１０の内部資源を保護するためにセキュリティを提供してもよい。クラウドコンピュータ
システム１１０は、セキュリティサービス１３２と、ルーティングバス１２０と、アダプ
タインターフェイス１２２とを含んでもよい。
【００８２】
　プロセス３００は、セキュリティサービス１３２がエンタープライズデータ３１０のた
めの１つ以上の動作３２０を実行することを含んでもよい。セキュリティサービス１３２
は、さらなる処理が実行される前に、ユーザの認証を判断する要求を最初に処理してもよ
い。クラウドコンピュータシステム１１０は、エンタープライズデータ３１０をクラウド
コンピュータシステム１１０のローカルストレージ、例えばキャッシュに記憶してもよい
。１つの動作３２０は、エンタープライズデータ３１０に含まれるサービスに対する要求
に関してセキュリティ認証を判断することを含んでもよい。セキュリティ認証は、コンピ
ューティングデバイス３０２に関連付けられたユーザに関して判断されてもよい。異なる
タイプのセキュリティ認証が実行されてもよい。セキュリティ認証は、個々の要求、１つ
以上のエンタープライズコンピュータシステム、特定のサービス、あるタイプのサービス
、ユーザ、コンピューティングデバイス、セキュリティ認証を判断するための他の基準、
またはそれらの組み合わせなどのうちの任意の１つに関して判断されてもよい。いくつか
の実施の形態では、セキュリティ認証は、ユーザに関連付けられた役割に基づいて判断さ
れてもよい。クラウドコンピュータシステム１１０は、エンタープライズコンピュータシ
ステムが要求されたサービスを提供すると判断することを含んでもよい。いくつかの実施
の形態では、エンタープライズデータ３１０は、エンタープライズコンピュータシステム
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を示してもよい。別の動作３２０は、ユーザからの要求によって識別されるエンタープラ
イズコンピュータシステムに関してセキュリティ認証が判断されているか否かを判断する
ことを含んでもよい。動作３２０は、セキュリティサービス１３２がセキュリティ認証を
示す情報をクラウドコンピュータシステム１１０に記憶することを含んでもよい。
【００８３】
　いくつかの実施の形態では、セキュリティサービス１３２は、アイデンティティ管理シ
ステムがユーザに関するセキュリティ認証を判断するよう要求してもよい。アイデンティ
ティ管理システムは、クラウドコンピュータシステム１１０によって実現されてもよい。
アイデンティティ管理システムは、クラウドコンピュータシステム１１０に外付けの別の
コンピュータシステムによって実現されてもよい。アイデンティティ管理システムは、要
求を提出したときにユーザに関連付けられた役割に基づいてユーザのセキュリティ認証を
判断してもよい。役割は、エンタープライズコンピュータシステム、エンタープライズコ
ンピュータシステムによって提供されるサービス、エンタープライズコンピュータシステ
ムの機能もしくは特徴、エンタープライズコンピュータシステムへのアクセスを制御する
ための他の基準、またはそれらの組み合わせに関して特権および／または資格を割当てら
れてもよい。
【００８４】
　いくつかの実施の形態では、セキュリティサービス１３２によって実行される動作３２
０は、クラウドコンピュータシステム１１０を介してユーザがアクセス可能なエンタープ
ライズコンピュータシステムを識別することを含んでもよい。エンタープライズコンピュ
ータシステムは、セキュリティ認証を処理することによって識別されてもよい。ユーザが
エンタープライズコンピュータシステム１５０からサービスを要求するためのセキュリテ
ィ認証を有しているか否かを判断するために、プロセス３００は、要求されたエンタープ
ライズコンピュータシステムが、ユーザがアクセス可能であると識別されるエンタープラ
イズコンピュータシステムに含まれることをセキュリティサービス１３２が検証すること
を含んでもよい。
【００８５】
　セキュリティサービス１３２は、要求されたエンタープライズコンピュータシステム（
例えばエンタープライズコンピュータシステム１５０）からサービスを要求するためのセ
キュリティプロトコルを決定するための動作３０２を実行してもよい。いくつかの実施の
形態では、要求は、ユーザのセキュリティ認証を判断するために使用される情報および／
またはユーザのセキュリティ認証を含んでもよい。クラウドコンピュータシステム１１０
は、１つ以上のセキュリティプロトコル（例えばＳＡＭＬに基づくプロトコル）を示す情
報を記憶してもよい。サービスに対する要求の通信のためにサポートされるセキュリティ
プロトコルは、要求されるサービスのタイプ、要求されるエンタープライズコンピュータ
システム、ユーザのセキュリティ認証に関連する基準、またはそれらの組み合わせに基づ
いて選択されてもよい。セキュリティサービス１３２は、要求されたエンタープライズコ
ンピュータシステムを含む要求されたサービスについての情報および要求されるサービス
のタイプに基づいてセキュリティプロトコルを判断してもよい。
【００８６】
　いくつかの実施の形態では、エンタープライズコンピュータシステム１５０は、エンタ
ープライズのオンプレミスに位置してもよいエージェントシステム１５２を含んでもよい
。エージェントシステム１５２は、サービスに対する要求をエンタープライズコンピュー
タシステムのエンタープライズコンピュータサーバコンピュータに処理（例えば翻訳また
は変換）してもよい。エージェントシステム１５２は、サービスに対して要求されるエン
タープライズコンピュータシステムのタイプにかかわらず、共通のセキュリティプロトコ
ルに従ってクラウドコンピュータシステム１１０から要求を受信してもよい。そのような
実施の形態では、セキュリティサービス１３２は、ユーザからの要求を要求されたエンタ
ープライズコンピュータシステムに送信するための共通のセキュリティプロトコルを判断
してもよい。クラウドコンピュータシステム１１０は、エンタープライズコンピュータシ
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ステムおよび／またはエンタープライズコンピュータシステムをサポートするオンプレミ
スのエージェントシステムによってサポートされるセキュリティプロトコルを示す情報を
記憶してもよい。共通のセキュリティプロトコルは、要求されるエンタープライズコンピ
ュータシステムに基づいて判断されてもよい。
【００８７】
　プロセス３００は、セキュリティサービス１３２が、エンタープライズコンピュータシ
ステムから要求されるサービスについてのセキュリティトークンを生成することを含んで
もよい。セキュリティトークンは、サービスを要求したユーザのセキュリティ認証につい
ての情報を含んでもよい。上記のように、要求されたエンタープライズコンピュータシス
テムは、生成されたセキュリティトークンを使用して、要求に関連付けられたユーザがサ
ービスを要求する権限を与えられるか否かを検証してもよい。セキュリティトークンは、
要求に関して決定されるセキュリティプロトコル、要求されるエンタープライズコンピュ
ータシステムのタイプ、要求されるサービス、ユーザのセキュリティ認証、要求されたサ
ービスに基づく他の基準、またはそれらの組み合わせのうちの１つ以上に基づいて生成さ
れてもよい。いくつかの実施の形態では、セキュリティトークンは、要求に関して決定さ
れるセキュリティプロトコルに対応するフォーマットに対応して生成されてもよい。プロ
セス３００は、セキュリティサービス１３２が、生成されたセキュリティトークンをクラ
ウドコンピュータシステム１１０に記憶することを含んでもよい。
【００８８】
　プロセス３００は、ディスパッチャ（例えばディスパッチャ１１８）に渡されるセキュ
リティ認証情報を含む要求を含んでもよい。プロセス３００は、要求がルーティングバス
１２０にルーティングされること（３２２）を含んでもよい。ルーティングバス１２０は
、当該要求をアダプタインターフェイス１２２に転送して、サービスに対して要求される
エンタープライズコンピュータシステム、例えばエンタープライズコンピュータシステム
１５０に配送する要求を処理してもよい。プロセス３００は、アダプタインターフェイス
１２２が、要求をエンタープライズコンピュータシステム１５０によってサポートされる
通信プロトコルに翻訳する要求を処理することを含んでもよい。
【００８９】
　プロセス３００は、エンタープライズデータ３３０をエンタープライズコンピュータシ
ステム１５０に送信することを含んでもよい。エンタープライズデータ３３０は、要求を
含んでもよく、エンタープライズコンピュータシステム１５０によってサポートされる通
信プロトコルを使用して送信されてもよい。当該要求は、コンピューティングデバイス３
０２から受信される要求に対応してもよい。エンタープライズデータ３３０は、クラウド
コンピュータシステム１１０によって記憶されるエンタープライズデータなどの上記のエ
ンタープライズデータを含んでもよい。エンタープライズデータ３３０は、要求について
生成されるセキュリティトークンを含んでもよい。エンタープライズデータ３３０は、複
数の要求を含んでもよく、各々は、コンピューティングデバイス３０２から受信される要
求に対応する。いくつかの実施の形態では、エンタープライズデータ３３０は、コンピュ
ーティングデバイス３０２から受信される単一の要求に基づいて選択される複数の要求を
含んでもよい。複数の要求を含む場合、エンタープライズデータ３３０は、各要求に対応
するセキュリティトークンを含んでもよい。図３に示される例では、エンタープライズデ
ータ３３０は、複数の要求を示してもよく、各々は、異なる要求されたサービスに対応す
る。各々の要求されたサービスは、エンタープライズコンピュータシステム１５０または
エンタープライズコンピュータシステム１５０がアクセス可能な他のエンタープライズコ
ンピュータシステムによって提供されてもよい。いくつかの実施の形態では、エンタープ
ライズデータ３３０は、エージェントシステム１５２に向けられてもよい。上記のように
、エージェントシステム１５２は、サービスに対する要求を処理するための共通のセキュ
リティプロトコルをサポートしてもよい。エンタープライズデータ３３０は、共通のセキ
ュリティプロトコルに従ってフォーマットされてもよい。
【００９０】
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　プロセス３００は、エンタープライズコンピュータシステム１５０がエンタープライズ
データ３３０を受信することを含んでもよい。いくつかの実施の形態では、エンタープラ
イズデータ３３０は、エージェントシステム１５２によって受信されてもよい。エージェ
ントシステム１５２は、エンタープライズデータ３３０を受信すると１つ以上の動作を実
行してもよい。１つの動作３４２は、エンタープライズデータ３３０をエンタープライズ
コンピュータシステム１５０またはエージェントシステム１５２に記憶することを含んで
もよい。別の動作３４２は、要求されたサービスを判断するようにエンタープライズデー
タ３３０を処理することを含んでもよい。エンタープライズデータ３３０は、エンタープ
ライズコンピュータシステム１５０によってサポートされるプロトコルに対応するフォー
マットに基づいて変換されてもよい。
【００９１】
　いくつかの実施の形態では、エージェントシステム１５２によって実行される別の動作
３４２は、要求されたサービスについてのセキュリティプロトコルを決定するようにエン
タープライズデータ３３０を処理することを含んでもよい。セキュリティプロトコルは、
エージェントシステム１５２によってサポートされる共通のセキュリティプロトコルに対
応してもよい。エンタープライズデータ３３０は、サポートされたセキュリティプロトコ
ルに対応するフォーマットで要求が提示されるか否かを判断するように処理されてもよい
。
【００９２】
　さらに別の動作３４２では、エージェントシステム１５２は、要求されたサービスにつ
いてのセキュリティトークンを決定するようにエンタープライズデータ３３０を処理して
もよい。エンタープライズデータ３３０は、セキュリティトークンに基づいてユーザの認
証を検証するように処理されてもよい。エージェントシステム１５２は、サービスを要求
するためにユーザの認証を判断してもよい。エンタープライズデータ３３０における各要
求は、ユーザの認証を判断するように処理されてもよい。いくつかの実施の形態では、エ
ージェントシステム１５２は、エンタープライズデータ３３０に含まれるセキュリティト
ークンに基づいてエンタープライズデータ３３０におけるすべての要求について認証を判
断してもよい。例えば、エージェントシステム１５２は、認証情報が、エンタープライズ
コンピュータシステム１５０によって記憶される認証情報と一致するか否かを判断しても
よい。認証情報は、エンタープライズコンピュータシステム１５０によって記憶される認
証情報と比較されて、情報が基準と一致するまたは基準を満たすか否かを判断してもよい
。
【００９３】
　別の動作３４２は、エンタープライズデータを１つ以上のエンタープライズサーバコン
ピュータ、例えばエンタープライズサーバコンピュータ３０４およびエンタープライズサ
ーバコンピュータ３０６に送信することを含んでもよい。エンタープライズコンピュータ
システム１５０によって受信されるエンタープライズデータ３３０は、複数の要求を含ん
でもよく、各々は、エンタープライズサーバコンピュータ３０４，３０６のうちの異なる
１つによって提供される異なるサービスに向けられる。エンタープライズサーバコンピュ
ータ３０４およびエンタープライズサーバコンピュータ３０６は、単一のサービスを提供
してもよく、または異なるサービスを提供してもよい。いくつかの実施の形態では、エン
タープライズサーバコンピュータ３０４，３０６の各々は、１つ以上の他のエンタープラ
イズコンピュータシステムを容易にしてもよく、または１つ以上の他のエンタープライズ
コンピュータシステムに関連付けられてもよい。そのような実施の形態では、エージェン
トシステム１５２は、エンタープライズサーバコンピュータ３０４，３０６のうちの１つ
または両方を介して要求をエンタープライズコンピュータシステムに通信するよう構成さ
れてもよい。いくつかの実施の形態では、エージェントシステム１５２、エンタープライ
ズサーバコンピュータ３０４およびエンタープライズサーバコンピュータ３０６のうちの
１つ以上は、単一のコンピュータシステムに含まれてもよい。代替的に、エージェントシ
ステム１５２、エンタープライズサーバコンピュータ３０４およびエンタープライズサー
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バコンピュータ３０６のうちの１つ以上は、互いから物理的に分離された異なる地理的位
置に位置する異なるコンピュータシステムに含まれてもよい。
【００９４】
　図３に示される一例では、エージェントシステム１５２は、１つの要求のためにエンタ
ープライズデータ３４０をエンタープライズサーバコンピュータ３０４に送信してもよく
、別の要求のためにエンタープライズデータ３４４をエンタープライズサーバコンピュー
タ３０６に送信してもよい。エンタープライズサーバコンピュータに送信されるエンター
プライズデータ（例えばエンタープライズデータ３４０またはエンタープライズデータ３
４４）は、エンタープライズサーバコンピュータによってサポートされるプロトコル（例
えばセキュリティプロトコル）にフォーマットされた要求を含んでもよい。エンタープラ
イズデータ３４０およびエンタープライズデータ３４４は、エンタープライズサーバコン
ピュータ３０４およびエンタープライズサーバコンピュータ３０６にそれぞれ同時に送信
されてもよい。
【００９５】
　プロセス３００は、エンタープライズコンピュータシステム１５０が、エンタープライ
ズサーバコンピュータ３０４，３０６の各々から受信された１つ以上の応答を処理するこ
とを含んでもよい。応答は、サービスに対する要求に対する応答、サービスを要求した結
果、要求されたサービスについてのエラー情報、要求されたサービスのためのエンタープ
ライズデータ、要求されたサービスを提供するための他のエンタープライズデータ、また
はそれらの組み合わせのうちの１つ以上を示すエンタープライズデータを含んでもよい。
エージェントシステム１５２は、エンタープライズサーバコンピュータ３０４，３０６か
ら受信された応答の処理を管理してもよい。例えば、エージェントシステム１５２は、エ
ンタープライズサーバコンピュータ３０４から応答３５０を受信してもよく、エンタープ
ライズサーバコンピュータ３０６から応答３７０を受信してもよい。応答（例えば応答３
５０および応答３７０）は、同時に受信されてもよく、または異なる時間期間に受信され
てもよい。通信が進む距離、ネットワーク遅延、要求を処理するための資源、サービスを
提供するために必要とされる時間、またはそれらの組み合わせのために、応答は、異なる
時間期間中に受信されてもよい。
【００９６】
　いくつかの実施の形態では、応答（例えば応答３５０または応答３７０）を処理するこ
とは、応答（例えば応答３５０および応答３７０）におけるエンタープライズデータを、
クラウドコンピュータシステム１１０によってサポートされるフォーマットに変換するこ
とを含んでもよい。フォーマットは、クラウドコンピュータシステム１１０によってサポ
ートされる通信プロトコルに対応してもよい。いくつかの実施の形態では、エージェント
システム１５２はエンタープライズコンピュータシステム１５０を代表してクラウドコン
ピュータシステム１１０と通信するよう構成されてもよいので、エージェントシステム１
５２が変換プロセスを実行してもよい。
【００９７】
　プロセス３００は、エンタープライズコンピュータシステム１５０が、１つ以上の応答
（例えば応答３５２または応答３７２）をクラウドコンピュータシステム１１０に送信す
ることを含んでもよい。応答は、エンタープライズサーバコンピュータからの応答におい
て受信されるエンタープライズデータを含んでもよい。エンタープライズデータは、クラ
ウドコンピュータシステム１１０によってサポートされる通信プロトコルに従ってフォー
マットされてもよい。応答は、エンタープライズサーバコンピュータから受信される各応
答ごとに送信されてもよい。例えば、応答３５２は、応答３５０から受信されるエンター
プライズデータを含んでもよく、応答３７２は、応答３７０から受信されるエンタープラ
イズデータを含んでもよい。エンタープライズコンピュータシステム１５０は、応答がエ
ンタープライズサーバコンピュータから受信されると応答を送信してもよく、または応答
は、収集された複数の応答から受信されるエンタープライズデータを含んでもよい。その
ような技術は、通信を最小化し、および／または、通信の効率を向上させることに対して
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有用であってもよい。いくつかの実施の形態では、複数の応答は、エンタープライズデー
タを受信して要求されたサービスを提供するために収集されてもよい。したがって、エン
タープライズコンピュータシステム１５０は、複数の応答をクラウドコンピュータシステ
ム１１０に送信して、要求されたサービスに関連するエンタープライズデータを提供して
もよい。
【００９８】
　プロセス３００は、ルーティングバス１２０が、エンタープライズコンピュータシステ
ム１５０から受信された応答３５２，３７２を処理することを含んでもよい。クラウドコ
ンピュータシステム１１０は、応答３５２，３７２を受信したことに応答して１つ以上の
動作３５４，３７４を実行してもよい。１つの動作は、応答において受信されたエンター
プライズデータを記憶することを含んでもよい。別の動作は、応答（例えば応答３５２ま
たは応答３７２）において受信されたエンタープライズデータを処理することを含んでも
よい。応答において受信されるエンタープライズデータは、要求されたサービスに関する
結果または通知を含んでもよい。エンタープライズデータは、当該結果または通知を識別
するように処理されてもよい。エンタープライズデータは、構文解析されて、要求された
サービスに対する関連のエンタープライズデータを抽出してもよい。いくつかの実施の形
態では、応答において受信されるエンタープライズデータは、サービスを要求するモバイ
ルコンピューティングデバイスに記憶された既存のエンタープライズデータと比較されて
もよい。エンタープライズデータの違いは、当該比較に基づいて識別されてもよい。違い
は、コンピューティングデバイス３０２に記憶および／または通信されてもよい。いくつ
かの実施の形態では、クラウドコンピュータシステム１１０は、応答においてコンピュー
ティングデバイス３０２に提供されることができるエンタープライズデータを判断しても
よい。
【００９９】
　プロセス３００は、クラウドコンピュータシステム１１０が１つ以上の応答（例えば応
答３６０または応答３８０）をコンピューティングデバイス３０２に送信することを含ん
でもよい。応答３６０および応答３８０は、それぞれ応答３５２および応答３７２からの
エンタープライズデータを含んで送信されてもよい。いくつかの実施の形態では、応答３
６０または応答３８０は、両方に含まれるエンタープライズデータを含んで送信されても
よい。いくつかの実施の形態では、クラウドコンピュータシステムは、記憶されたエンタ
ープライズデータを、応答３５２または応答３７２の一方または両方において受信された
エンタープライズデータと併合してもよい。応答３６０および／または応答３８０は、最
初にクラウドコンピュータシステム１１０に送信されたデータ３１０についての通知を含
んでもよい。
【０１００】
　コンピューティングデバイスとエンタープライズコンピュータシステムとの間における
通信は、クラウドコンピュータシステムを介して行われるとより効率的であることができ
る。ユーザは、さまざまなエンタープライズコンピュータシステムによってサポートされ
るさまざまな認証システムのためのセキュリティ認証をコンピューティングデバイスが管
理する必要なしにさまざまな異なるタイプのエンタープライズコンピュータシステムと通
信することができる。いくつかの例では、セキュリティ認証は、ある時間期間にわたって
有効なままであってもよく、それによって、後続の要求に対する認証を無くすことができ
るので、要求を処理するための応答時間を向上させることを可能にすることを向上させる
。
【０１０１】
　図４には、本発明のいくつかの実施の形態に従ってモバイルコンピューティングデバイ
スとエンタープライズコンピュータシステムとの間における通信を容易にするためのプロ
セス４００を示すフローチャートが示される。具体的には、プロセス４００は、モバイル
コンピューティングデバイス（例えばモバイルスマートフォン）がエンタープライズコン
ピュータシステムと通信して、エンタープライズコンピュータシステムからサービスを要
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求する、および／または、エンタープライズコンピュータシステムとエンタープライズデ
ータを交換することを可能にする。特定の実施の形態では、プロセス４００は、１つ以上
のエンタープライズコンピュータシステムにアクセスすることに関するユーザに対するセ
キュリティ認証を管理してもよい。いくつかの実施の形態では、プロセス４００は、ユー
ザに関するセキュリティ認証の検証に基づいてエンタープライズコンピュータシステムへ
のアクセスを可能にしてもよい。ユーザのセキュリティ認証に基づいて、プロセス４００
は、エンタープライズコンピュータシステムによってサポートされるセキュリティプロト
コルに従ってセキュリティ認証情報を要求されたエンタープライズコンピュータシステム
に通信してもよい。いくつかの実施の形態では、クラウドコンピュータシステムによって
管理されるユーザのセキュリティ認証を用いて、プロセス４００は、要求されたエンター
プライズコンピュータシステムのセキュリティプロトコルによってサポートされる態様ま
たはフォーマットでセキュリティトークンを生成してもよい。そのような技術については
、図４を参照して以下で説明する。特定の実施の形態では、クラウドコンピュータシステ
ム（例えばクラウドコンピュータシステム１１０）がプロセス４００を実現してもよい。
【０１０２】
　プロセス４００は論理フロー図として示されており、その動作は、ハードウェア、コン
ピュータ命令またはそれらの組み合わせにおいて実現されてもよい動作を表わす。コンピ
ュータ命令の文脈においては、動作は、１つ以上のコンピュータ読取可能記憶媒体に記憶
されるコンピュータ実行可能命令を表わし、コンピュータ実行可能命令は、１つ以上のプ
ロセッサによって実行されると、記載される動作を実行する。一般的に、コンピュータ実
行可能命令は、特定の機能を実行するかまたは特定のデータタイプを実現するルーチン、
プログラム、アプリケーション、オブジェクト、コンポーネント、データ構造などを含む
。動作が記述される順序は限定として解釈されるよう意図されるものではなく、任意の数
の記述される動作が、任意の順序で、および／または、並列に組み合わされてプロセスを
実現してもよい。
【０１０３】
　ブロック４０５から始まって、プロセス４００は、エンタープライズコンピュータシス
テム（例えばエンタープライズコンピュータシステム１５０）からのサービスに対する要
求をモバイルコンピューティングデバイス（例えばコンピューティングデバイス１０２）
から受信することを含んでもよい。いくつかの実施の形態では、要求は、要求されたサー
ビス、サービスに対して要求されるエンタープライズコンピュータシステム、要求に含ま
れるエンタープライズデータ、またはそれらの組み合わせを示す情報を含んでもよい。要
求は、クラウドコンピュータシステム（例えばクラウドコンピュータシステム１１０）に
よって受信されてもよい。そのようなクラウドコンピュータシステムは、エンタープライ
ズコンピュータシステムの第２の地理的位置とは異なる第１の地理的位置に位置してもよ
い。クラウドコンピュータシステムおよびエンタープライズコンピュータシステムは、パ
ブリック通信ネットワークを介して通信する。
【０１０４】
　ブロック４１０において、プロセス４００は、クラウドコンピュータシステムを介して
少なくとも１つのサービスを取得するために、要求に関連付けられたモバイルコンピュー
ティングデバイスのユーザに関してセキュリティ認証を取得することを含んでもよい。セ
キュリティ認証は、ユーザに関連付けられた情報に基づいて取得されてもよい。モバイル
コンピューティングデバイスから受信された要求は、ユーザ名、連絡先情報（例えば住所
、電子メールアドレスまたは電話番号）、ユーザ識別子、ユーザを識別する他の情報、ま
たはそれらの組み合わせなどのユーザ識別情報を含んでもよい。ユーザ識別情報は、要求
に基づいて決定されるモバイルコンピューティングデバイスについての情報に基づいて識
別されてもよい。上記のように、セキュリティ認証は、ＭＣＳ１１２にアクセスするユー
ザに関して取得されてもよい。認証は、モバイルコンピューティングデバイス上でのアプ
リの動作などのさまざまな条件に結び付けられた時間期間にわたって継続してもよい。い
くつかの実施の形態では、ユーザに関するセキュリティ認証は、要求の処理中に予め取得
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された後にメモリ（例えば認証情報２２２）に記憶されてもよい。
【０１０５】
　ブロック４１５において、プロセス４００は、セキュリティ認証を示す情報を記憶する
ことを含んでもよい。当該情報は、コンピューティングデバイス、例えばプロセス４００
を実行するコンピューティングデバイスのキャッシュに記憶されてもよい。当該情報は、
ユーザがエンタープライズコンピュータシステムからアクセスする権限を与えられてもよ
い１つ以上のサービス、ユーザがエンタープライズコンピュータシステムからアクセスす
る権限を与えられる１つ以上のタイプのサービス、エンタープライズコンピュータシステ
ムと交換されることができる１つ以上のタイプのエンタープライズデータ、エンタープラ
イズコンピュータシステムによって提供されるサービスに関連する他の基準、またはそれ
らの組み合わせなどのセキュリティ認証についての詳細を含んでもよい。いくつかの実施
の形態では、セキュリティ認証を示す情報は、エンタープライズコンピュータシステムか
らアクセス可能なエンタープライズデータのタイプ、機能などを含んでもよい。いくつか
の実施の形態では、セキュリティ認証は、要求されたエンタープライズコンピュータシス
テムとの通信に使用するためのセキュリティプロトコルまたは規格を示してもよい。当該
情報は、ユーザがアクセスする権限を与えられてもよい動作、ファンクション、メソッド
などを含んでもよい。セキュリティ認証を示す情報は、ある時間期間にわたって記憶され
たままであってもよい。当該時間期間は、ユーザに関連付けられたコンピューティングデ
バイスにおけるアプリケーションの使用、コンピューティングデバイスにおけるアプリケ
ーションの動作、要求されたサービスの使用、要求されたサービスと交換されるエンター
プライズデータの秘密度、クラウドサービスにアクセスするための時間期間、エンタープ
ライズコンピュータシステムにアクセスするための時間期間、要求されたサービスの使用
に関連する他の基準、クラウドサービスへのアクセスに関連する他の基準、またはそれら
の組み合わせのうちの１つ以上に基づいてもよい。いくつかの実施の形態では、セキュリ
ティ認証を示す情報は、要求されたエンタープライズコンピュータシステムにアクセスす
る以前の要求から既に記憶されていてもよい。
【０１０６】
　ブロック４２０において、プロセス４００は、ユーザのセキュリティ認証に基づいて、
クラウドコンピュータシステム（例えばクラウドコンピュータシステム１１０）を介して
ユーザがアクセス可能な複数のエンタープライズコンピュータシステムを識別することを
含んでもよい。いくつかの実施の形態では、ユーザのセキュリティ認証は、クラウドコン
ピュータシステムを介してアクセス可能なエンタープライズコンピュータシステムのうち
のいずれか１つにユーザがアクセスすることを許可してもよい。いくつかの実施の形態で
は、ユーザのセキュリティ認証は、要求されたサービスについてアクセスされてもよいエ
ンタープライズコンピュータシステムに対して実行されてもよい。上記のように、ユーザ
のセキュリティ認証は、サービスに対する要求を送信したときのユーザの役割に基づいて
いてもよい。したがって、ユーザがアクセス可能であってもよいエンタープライズコンピ
ュータシステムは、ユーザの役割がアクセス可能なエンタープライズコンピュータシステ
ムに結び付けられてもよい。セキュリティ認証は、ユーザがアクセス可能な１つ以上のエ
ンタープライズコンピュータシステムを示す情報を含んでもよく、または当該情報に関連
付けられてもよい。
【０１０７】
　ブロック４２５において、プロセス４００は、エンタープライズコンピュータシステム
が、ユーザがアクセス可能な複数のエンタープライズコンピュータシステムに含まれるこ
とを検証することを含んでもよい。プロセス４００は、エンタープライズコンピュータシ
ステムの識別子が要求に含まれるか否かを判断することによってエンタープライズコンピ
ュータシステムを検証し、含まれる場合には、識別子が識別されたエンタープライズコン
ピュータシステムのうちの１つに対応するか否かを判断してもよい。いくつかの実施の形
態では、サービスに対する要求は、要求されたエンタープライズコンピュータシステムを
決定するように処理されてもよい。次いで、プロセス４００は、要求されたエンタープラ
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イズコンピュータシステムが、識別されたエンタープライズコンピュータシステムのうち
の１つであるか否かを判断してもよい。
【０１０８】
　ブロック４３０において、プロセス４００は、エンタープライズコンピュータシステム
からサービスを要求するためのセキュリティプロトコルを決定することを含んでもよい。
いくつかの実施の形態では、複数のエンタープライズコンピュータシステムのうちの少な
くとも１つは、複数のエンタープライズコンピュータシステムのうちの異なる１つとは異
なるセキュリティプロトコルを使用して通信してもよい。セキュリティプロトコルは、通
信（例えばサービスに対する要求）が向けられるエンタープライズコンピュータシステム
、要求されるエンタープライズコンピュータシステムのタイプ、要求されるサービスのタ
イプ、要求の秘密度もしくは性質、またはそれらの組み合わせに基づいて決定されてもよ
い。セキュリティプロトコルは、要求されたエンタープライズコンピュータシステムと通
信するための通信プロトコル、要求されたエンタープライズコンピュータシステムとの通
信に使用される通信接続および／もしくはネットワークのタイプ、またはそれらの組み合
わせに基づいて決定されてもよい。いくつかの実施の形態では、セキュリティプロトコル
は、ＳＡＭＬなどの認証のオープンスタンダードに基づいてもよい。セキュリティプロト
コルは、２つのシステム間のエンタープライズデータの認証のための１つ以上のプロトコ
ルまたは規格に基づいてもよい。
【０１０９】
　いくつかの実施の形態では、セキュリティプロトコルは、エンタープライズのオンプレ
ミスのエージェントシステム（例えばエージェントシステム１５２）へのアクセスを可能
にするためのセキュリティプロトコルであってもよい。エージェントシステムは、セキュ
リティプロトコルを使用して要求を受信するよう構成されてもよく、そのような要求され
たエンタープライズコンピュータシステムによってサポートされる特定のセキュリティプ
ロトコルに従って要求をエンタープライズコンピュータシステムに通信してもよい。その
ようにして、クラウドコンピュータシステムは、単一のセキュリティプロトコルに関する
認証を管理することができ、エンタープライズコンピュータシステムによってサポートさ
れるさまざまなセキュリティプロトコルに関する認証を管理する必要性を回避することが
できる。
【０１１０】
　ブロック４３５において、プロセス４００は、エンタープライズコンピュータシステム
のための決定されたセキュリティプロトコルに対応するセキュリティトークンを生成する
ことを含んでもよい。セキュリティトークンは、セキュリティプロトコルに対応するフォ
ーマットまたは規格に従って生成されてもよい。例えば、セキュリティトークンは、ＳＡ
ＭＬを使用するフォーマットで構造化されてもよく、当該フォーマットは、この例では、
ＳＡＭＬに基づくセキュリティプロトコルに対応する。
【０１１１】
　いくつかの実施の形態では、セキュリティトークンは、ユーザのセキュリティ認証を示
す情報に基づいて生成されてもよい。上記のように、セキュリティ認証は、ユーザに許可
されるアクセスを示してもよい。したがって、セキュリティトークンは、ユーザが要求さ
れたサービスにアクセスすることを許可され得ることを示すそのような情報に基づいて生
成されてもよい。セキュリティトークンは、資格情報、ユーザについての情報、要求され
たサービスに対するユーザのアクセスに関連する他の情報、またはそれらの組み合わせを
含んでもよい。いくつかの実施の形態では、セキュリティトークンは、ユーザがアクセス
可能なサービスのタイプもしくは機能、または、ユーザの認証に基づく要求されたサービ
スに対する他のタイプの限定に基づいて生成されてもよい。
【０１１２】
　ブロック４４０において、プロセス４００は、要求されたサービスに対する要求をエン
タープライズコンピュータシステムに送信することを含んでもよい。エンタープライズコ
ンピュータシステムへの要求は、生成されたセキュリティトークンを含んでもよい。いく
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つかの実施の形態では、プロセス４００は、要求されたサービスに対する要求をエージェ
ントシステムに送信して、当該要求を１つ以上のエンタープライズコンピュータシステム
に通信してもよい。いくつかの実施の形態では、要求されたサービスは、エンタープライ
ズコンピュータシステムの組み合わせによって提供されてもよい。したがって、要求は、
エージェントシステムによって分散されてもよい。いくつかの実施の形態では、モバイル
コンピューティングデバイスからの要求は、複数のサービスを示してもよい。そのような
場合には、プロセス４００は、要求を異なるエンタープライズコンピュータシステムに送
信してもよく、各要求は、複数のサービスのうちの１つに対応する。生成されたトークン
は、各要求に含まれてもよい。プロセス４００は、ブロック４４５において終了してもよ
い。
【０１１３】
　プロセス４００は例示的であること、ならびに変形および修正が可能であることが理解
される。シーケンシャルに記載されるステップは並列に実行されてもよく、ステップの順
序は変動してもよく、およびステップは修正され、組み合わされ、追加されまたは省略さ
れてもよい。特定の実施の形態では、プロセス４００は、エンタープライズデータがネッ
トワークとの無線通信接続を介して受信される場合に実現されてもよい。例えば、プロセ
ス４００は、モバイルコンピューティングデバイスから受信されるサービスに対する各要
求に対して実行されてもよい。なお、プロセス４００は、モバイルコンピューティングデ
バイスから複数の通信において受信される要求に対して同時に実行されることができる。
特定の実施の形態では、ブロック４１０および４１５は、要求に関して判断される異なる
セキュリティ認証に対して実現されてもよい。特定の実施の形態では、ブロック４２５お
よび４３０は、サービスが要求される異なるエンタープライズコンピュータシステムに対
して実現されてもよい。したがって、ブロック４３５および４４０は、各々のエンタープ
ライズコンピュータシステムが異なるセキュリティプロトコルを有するときに決定される
各々の別個のセキュリティプロトコルに対して実行されてもよい。ブロック４４０は、異
なるエンタープライズコンピュータシステムに通信される各要求に対して実行されること
ができる。
【０１１４】
　図５は、実施の形態の１つを実現するための分散型システム５００の簡略図を示す。分
散型システム５００は、コンピューティング環境１００のすべてもしくは一部の要素、コ
ンピューティング環境２００のすべてもしくは一部の要素、コンピューティングデバイス
３０２、またはそれらの組み合わせを実現することができる。分散型システム５００は、
動作、方法および／またはプロセス（例えば図３のプロセス３００および図４のプロセス
４００）を実現することができる。示される実施の形態では、分散型システム５００は１
つ以上のクライアントコンピューティングデバイス５０２，５０４，５０６および５０８
を含み、それらは、１つ以上のネットワーク５１０にわたってウェブブラウザ、所有権付
きクライアント（例えばＯｒａｃｌｅ　Ｆｏｒｍｓ）などのようなクライアントアプリケ
ーションを実行および動作させるよう構成される。特定の実施の形態では、１つ以上のク
ライアントコンピューティングデバイス５０２～５０８は図１のクラウドコンピュータシ
ステム１１０、コンピューティングデバイス１０２またはコンピューティングデバイス３
０２を含むかまたは実現することができる。サーバ５１２はリモートクライアントコンピ
ューティングデバイス５０２，５０４，５０６および５０８とネットワーク５１０を介し
て通信可能に結合されてもよい。サーバ５１２は、コンピューティングデバイス１０２、
クラウドコンピュータシステム１１０またはコンピューティングデバイス３０２を含むこ
とができる。
【０１１５】
　さまざまな実施の形態では、サーバ５１２は、システムの１つ以上のコンポーネントに
よって提供される１つ以上のサービスまたはソフトウェアアプリケーションを実行するよ
うに適合されてもよい。サービスまたはソフトウェアアプリケーションは非仮想および仮
想環境を含むことができる。仮想環境は、二次元表現であれ三次元（３Ｄ）表現であれ、
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ページに基づく論理環境、またはその他であれ、仮想イベント、トレードショー、シミュ
レータ、クラスルーム、ショッピング交換、およびエンタープライズに対して用いられる
ものを含むことができる。いくつかの実施の形態では、これらのサービスは、ウェブに基
づくサービスもしくはクラウドサービスとして、またはＳｏｆｔｗａｒｅ　ａｓ　ａ　Ｓ
ｅｒｖｉｃｅ（ＳａａＳ）モデルの下で、クライアントコンピューティングデバイス５０
２，５０４，５０６および／または５０８のユーザに対して提供されてもよい。クライア
ントコンピューティングデバイス５０２，５０４，５０６および／または５０８を動作さ
せるユーザは、次いで、１つ以上のクライアントアプリケーションを利用してサーバ５１
２と対話して、これらのコンポーネントによって提供されるサービスを利用してもよい。
【０１１６】
　図に示される構成では、システム５００のソフトウェアコンポーネント５１８，５２０
および５２２はサーバ５１２上において実現されるとして示される。他の実施の形態では
、システム５００のコンポーネントの１つ以上および／またはこれらのコンポーネントに
よって提供されるサービスは、クライアントコンピューティングデバイス５０２，５０４
，５０６および／または５０８の１つ以上によって実現されてもよい。クライアントコン
ピューティングデバイスを動作させるユーザは、次いで、１つ以上のクライアントアプリ
ケーションを利用して、これらのコンポーネントによって提供されるサービスを用いても
よい。これらのコンポーネントは、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、また
はそれらの組み合わせにおいて実現されてもよい。分散型システム５００とは異なっても
よいさまざまな異なるシステム構成が可能であることが理解されるべきである。図に示さ
れる実施の形態は、したがって、実施の形態のシステムを実現するための分散型システム
の一例であり、限定的であるようには意図されない。
【０１１７】
　クライアントコンピューティングデバイス５０２，５０４，５０６および／または５０
８は、携帯可能な手持ち式の装置（例えばｉＰｈｏｎｅ（登録商標）、セルラー電話、ｉ
Ｐａｄ（登録商標）、計算タブレット、携帯情報端末（ＰＤＡ））またはウェアラブルデ
バイス（例えばＧｏｏｇｌｅ　Ｇｌａｓｓ（登録商標）頭部装着型ディスプレイ）であっ
てもよく、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｍｏｂｉｌｅ（登録商標）などのよう
なソフトウェア、および／もしくは、ｉＯＳ、Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｐｈｏｎｅ、Ａｎｄｒｏ
ｉｄ、ＢｌａｃｋＢｅｒｒｙ　１０、Ｐａｌｍ　ＯＳなどのようなさまざまなモバイルオ
ペレーティングシステムを動作させ、インターネット、電子メール、ショートメッセージ
サービス（ＳＭＳ）、Ｂｌａｃｋｂｅｒｒｙ（登録商標）または他の通信プロトコルで可
能化される。クライアントコンピューティングデバイスは汎用パーソナルコンピュータで
あることができ、例えば、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）、Ａｐｐｌ
ｅ　Ｍａｃｉｎｔｏｓｈ（登録商標）および／またはＬｉｎｕｘ（登録商標）オペレーテ
ィングシステムのさまざまなバージョンを動作させるパーソナルコンピュータおよび／ま
たはラップトップコンピュータを含む。クライアントコンピューティングデバイスは、例
えばＧｏｏｇｌｅ　Ｃｈｒｏｍｅ　ＯＳなどのようなさまざまなＧＮＵ／Ｌｉｎｕｘオペ
レーティングシステムを限定なく含む、さまざまな市場で入手可能なＵＮＩＸ（登録商標
）またはＵＮＩＸのようなオペレーティングシステムの任意のものを動作させるワークス
テーションコンピュータであり得る。代替的に、または加えて、クライアントコンピュー
ティングデバイス５０２，５０４，５０６および５０８は、ネットワーク５１０を介して
通信することができる、シンクライントコンピュータ、インターネットにより可能化され
るゲームシステム（例えばＫｉｎｅｃｔ（登録商標）ジェスチャ入力装置を伴うかまたは
伴わないＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｘｂｏｘゲームコンソール）および／または個人メッセー
ジ伝達装置などのような任意の他の電子装置であってもよい。
【０１１８】
　例示的な分散型システム５００は４つのクライアントコンピューティングデバイスとと
もに示されているが、任意の数のクライアントコンピューティングデバイスがサポートさ
れてもよい。センサを伴うデバイスなど、他のデバイスがサーバ５１２と対話してもよい
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。
【０１１９】
　分散型システム５００におけるネットワーク５１０は、ＴＣＰ／ＩＰ（伝送制御プロト
コル／インターネットプロトコル）、ＳＮＡ（システムネットワーク体系）、ＩＰＸ（イ
ンターネットパケット交換）、ＡｐｐｌｅＴａｌｋなどを限定なしに含む、さまざまな市
場で入手可能なプロトコルのうちの任意のものを用いてデータ通信をサポートすることが
できる、当業者が精通している任意のタイプのネットワークであってもよい。単なる例示
として、ネットワーク５１０は、イーサネット（登録商標）、トークンリングなどに基づ
くものなどのような、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）であり得る。ネットワーク
５１０はワイドエリアネットワークおよびインターネットであり得る。それは、仮想プラ
イベートネットワーク（ＶＰＮ）、イントラネット、エクストラネット、公衆交換電話網
（ＰＳＴＮ）、赤外線ネットワーク、無線ネットワーク（例えば米国電気電子学会（ＩＥ
ＥＥ）８０２．１１のプロトコル一式、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、および／もし
くは任意の他の無線プロトコルのいずれかの下で動作するネットワーク）を限定なしに含
む仮想ネットワーク；ならびに／またはこれらの任意の組み合わせおよび／もしくは他の
ネットワークを含み得る。
【０１２０】
　サーバ５１２は、１つ以上の汎用コンピュータ、特別化されたサーバコンピュータ（例
えばＰＣ（パーソナルコンピュータ）サーバ、ＵＮＩＸ（登録商標）サーバ、平均的なサ
ーバ、メインフレームコンピュータ、ラックマウント型サーバなどを含む）、サーバファ
ーム、サーバクラスタ、または任意の他の適切な構成および／もしくは組み合わせからな
ってもよい。サーバ５１２は、仮想オペレーティングシステムを動作させる１つ以上の仮
想マシン、または仮想化を伴う他のコンピューティングアーキテクチャを含むことができ
る。１つ以上の論理記憶装置からなる柔軟なプールを仮想化してサーバのために仮想記憶
装置を維持することができる。仮想ネットワークを、サーバ５１２によって、ソフトウェ
ア定義のネットワーク接続を用いて制御することができる。さまざまな実施の形態におい
て、サーバ５１２は、前述の開示に記載される１つ以上のサービスまたはソフトウェアア
プリケーションを実行するように適合されてもよい。例えば、サーバ５１２は、本発明の
実施の形態に従って上記の処理を実行するためのサーバに対応してもよい。
【０１２１】
　サーバ５１２は、上に論じられたもののうちの任意のものを含むオペレーティングシス
テム、および任意の市場で入手可能なサーバオペレーティングシステムを動作させてもよ
い。サーバ５１２は、さらに、ＨＴＴＰサーバ、ＦＴＰサーバ、ＣＧＩ（コモンゲートウ
ェイインターフェイス）サーバ、ＪＡＶＡ（登録商標）サーバ、データベースサーバなど
を含むさまざまなさらなるサーバアプリケーションおよび／または中間層アプリケーショ
ンのうちの任意のものを動作させてもよい。例示的なデータベースサーバは、限定なしに
、Ｏｒａｃｌｅ、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ、Ｓｙｂａｓｅ、ＩＢＭ（インターナショナルビジ
ネスマシンズ）などから市場で入手可能なものを含む。
【０１２２】
　いくつかの実現例では、サーバ５１２は、１つ以上のアプリケーションを含んで、クラ
イアントコンピューティングデバイス５０２，５０４，５０６および５０８のユーザから
受信されるデータフィードおよび／またはイベント更新を解析および整理統合してもよい
。一例として、データフィードおよび／またはイベント更新は、センサデータアプリケー
ション、金融株式相場表示板、ネットワーク性能計量ツール（例えばネットワーク監視お
よびトラフィック管理アプリケーション）、クリックストリーム解析ツール、自動車交通
監視などに関係する実時間イベントを含んでもよい、１つ以上の第三者情報源および連続
的なデータストリームから受信される、Ｔｗｉｔｔｅｒ（登録商標）フィード、Ｆａｃｅ
ｂｏｏｋ（登録商標）更新または実時間更新を含んでもよいが、それらに限定はされない
。サーバ５１２は、さらに、１つ以上のアプリケーションを含んで、データフィードおよ
び／または実時間イベントをクライアントコンピューティングデバイス５０２，５０４，
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５０６および５０８の１つ以上の表示装置を介して表示してもよい。
【０１２３】
　分散型システム５００は、さらに、１つ以上のデータベース５１４および５１６を含ん
でもよい。データベース５１４および５１６はさまざまな位置にあってもよい。例として
、データベース５１４および５１６の１つ以上はサーバ５１２に局在する（および／また
はサーバ５１２に常駐する）非一時的な記憶媒体にあってもよい。代替的に、データベー
ス５１４および５１６は、サーバ５１２から遠隔にあり、ネットワークに基づくかまたは
専用の接続を介してサーバ５１２と通信状態にあってもよい。１組の実施の形態では、デ
ータベース５１４および５１６は記憶域ネットワーク（ＳＡＮ）にあってもよい。同様に
、サーバ５１２に帰する機能を実行するための任意の必要なファイルが、適切に、サーバ
５１２上においてローカルに、および／または遠隔で記憶されてもよい。１組の実施の形
態では、データベース５１４および５１６はＯｒａｃｌｅによって提供されるデータベー
スのような、ＳＱＬフォーマットされたコマンドに応答してデータを記憶、更新および検
索取得するように適合されるリレーショナルデータベースを含んでもよい。１つ以上のデ
ータベース５１４および５１６はデータベース１１４を含むかまたはデータベース１１４
として実現されることができる。
【０１２４】
　図６は、本発明の実施の形態に従って、実施の形態のシステムの１つ以上のコンポーネ
ントによって提供されるサービスがクラウドサービスとして提供されてもよいシステム環
境６００の１つ以上のコンポーネントの簡略ブロック図である。システム環境６００は、
コンピューティング環境１００のすべてもしくは一部の要素、コンピューティング環境２
００のすべてもしくは一部の要素、またはそれらの組み合わせを含むかまたは実現するこ
とができる。システム環境６００は動作、方法、および／またはプロセス（例えば図３の
プロセス３００または図４のプロセス４００）を実現することができる。示される実施の
形態では、システム環境６００は、クラウドサービスを提供するクラウドインフラストラ
クチャシステム６０２と対話するようユーザによって用いられてもよい１つ以上のクライ
アントコンピューティングデバイス６０４，６０６および６０８を含む。クライアントコ
ンピューティングデバイスは、クラウドインフラストラクチャシステム６０２と対話して
、クラウドインフラストラクチャシステム６０２によって提供されるサービスを用いるよ
う、クライアントコンピューティングデバイスのユーザによって用いられてもよい、ウェ
ブブラウザ、所有権付きクライアントアプリケーション（例えばＯｒａｃｌｅ　Ｆｏｒｍ
ｓ）または何らかの他のアプリケーションなどのようなクライアントアプリケーションを
動作させるよう構成されてもよい。
【０１２５】
　図に示されるクラウドインフラストラクチャシステム６０２は図示されるもの以外のコ
ンポーネントを有してもよいことが理解されるべきである。さらに、図に示される実施の
形態は、本発明の実施の形態を組み込んでもよいクラウドインフラストラクチャシステム
の一例に過ぎない。例えば、クラウドインフラストラクチャシステム６０２はクラウドコ
ンピュータシステム１１０のすべてまたは一部を含むかまたは実現することができる。い
くつかの他の実施の形態では、クラウドインフラストラクチャシステム６０２は、図に示
されるよりも多いかもしくは少ないコンポーネントを有してもよく、２つ以上のコンポー
ネントを組み合わせてもよく、またはコンポーネントの異なる構成もしくは配置を有して
もよい。
【０１２６】
　クライアントコンピューティングデバイス６０４，６０６および６０８は、クライアン
トコンピューティングデバイス５０２，５０４，５０６および５０８に対して上記された
ものと同様のデバイスであってもよい。
【０１２７】
　例示的なシステム環境６００は３つのクライアントコンピューティングデバイスととも
に示されているが、任意の数のクライアントコンピューティングデバイスがサポートされ
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てもよい。センサを伴うデバイスなどのような他のデバイスがクラウドインフラストラク
チャシステム６０２と対話してもよい。
【０１２８】
　ネットワーク６１０はクライアント６０４，６０６および６０８とクラウドインフラス
トラクチャシステム６０２との間におけるデータの通信および交換を容易にしてもよい。
各ネットワークは、ネットワーク５１０に対して上記されたものを含む、さまざまな市場
で入手可能なプロトコルの任意のものを用いてデータ通信をサポートすることができる、
当業者が精通している任意のタイプのネットワークであってもよい。
【０１２９】
　クラウドインフラストラクチャシステム６０２は、サーバ５１２に対して上記されたも
のを含んでもよい１つ以上のコンピュータおよび／またはサーバを備えてもよい。
【０１３０】
　特定の実施の形態では、クラウドインフラストラクチャシステムによって提供されるサ
ービスは、オンラインデータストレージおよびバックアップソリューション、ウェブに基
づくｅメールサービス、運営管理されるオフィススイートおよびドキュメントコラボレー
ションサービス、データベース処理、管理される技術サポートサービスなどのような、オ
ンデマンドでクラウドインフラストラクチャシステムのユーザに利用可能にされるサービ
スのホストを含んでもよい。クラウドインフラストラクチャシステムによって提供される
サービスは動的にスケーリングしてそのユーザのニーズを満たすことができる。クラウド
インフラストラクチャシステムによって提供されるあるサービスのある具体的なインスタ
ンス化は本明細書では「サービスインスタンス」と称される。一般的に、クラウドサービ
スプロバイダのシステムからインターネットなどのような通信ネットワークを介してユー
ザに利用可能にされる任意のサービスは「クラウドサービス」と称される。典型的には、
パブリックなクラウド環境においては、クラウドサービスプロバイダのシステムを形成す
るサーバおよびシステムは顧客自身のオンプレミスのサーバおよびシステムとは異なる。
例えば、クラウドサービスプロバイダのシステムはアプリケーションを運営管理してもよ
く、ユーザは、インターネットなどのような通信ネットワークを介して、オンデマンドで
、アプリケーションをオーダーし使用してもよい。
【０１３１】
　いくつかの例では、コンピュータネットワーククラウドインフラストラクチャにおける
サービスは、ストレージ、運営管理されるデータベース、運営管理されるウェブサーバ、
ソフトウェアアプリケーション、またはクラウドベンダーによってユーザに提供されるか
もしくは他の態様で当該技術分野において公知であるような他のサービスに対する保護さ
れたコンピュータネットワークアクセスを含んでもよい。例えば、サービスは、クラウド
上の遠隔ストレージに対するインターネットを介してのパスワード保護されたアクセスを
含むことができる。別の例として、サービスは、ネットワーク接続された開発者による個
人的な使用のために、ウェブサービスに基づく運営管理されたリレーショナルデータベー
スおよびスクリプト言語ミドルウェアエンジンを含むことができる。別の例として、サー
ビスは、クラウドベンダーのウェブサイトにおいて運営管理されるｅメールソフトウェア
アプリケーションに対するアクセスを含むことができる。
【０１３２】
　特定の実施の形態では、クラウドインフラストラクチャシステム６０２は、セルフサー
ビスの、サブスクリプションに基づく、順応性を持ってスケーラブルで、信頼性があり、
非常に利用可能性があり、およびセキュリティ上安全な態様で顧客に対して配送されるア
プリケーションの組、ミドルウェア、データベースサービス提供を含んでもよい。そのよ
うなクラウドインフラストラクチャシステムの一例は本譲受人によって提供されるＯｒａ
ｃｌｅ　Ｐｕｂｌｉｃ　Ｃｌｏｕｄである。
【０１３３】
　時としてビッグデータとも称される大量のデータは、インフラストラクチャシステムに
よって、多数のレベルにおいて、および異なるスケールで運営管理および／または操作さ
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れ得る。そのようなデータは、非常に大きくかつ複雑であるため典型的なデータベース管
理ツールまたは従来のデータ処理アプリケーションを用いて処理することが困難であり得
るデータセットを含み得る。例えば、テラバイトのデータはパーソナルコンピュータまた
はそれらのラックベースの対応物を用いて記憶、検索取得および処理することは難しいか
もしれない。そのようなサイズのデータは、最も流通しているリレーショナルデータベー
ス管理システムおよびデスクトップ統計および視覚化パッケージを用いて扱うことは困難
であり得る。それらは、データを許容可能な経過時間内に捕捉しキュレーションし管理し
処理するよう、一般的に用いられるソフトウェアツールの構造を超えて、何千ものサーバ
コンピュータを動作させる巨大に並列な処理ソフトウェアを必要とし得る。
【０１３４】
　極端に大きなデータセットは、解析および研究者によって記憶および操作されることに
より、大量のデータを視覚化し、傾向を検出し、および／または他の態様でデータと対話
することができる。並列にリンクされた何十、何百または何千ものプロセッサが、そのよ
うなデータに作用して、それを呈示するか、またはそのデータもしくはそれが表現するも
のに対する外部の力をシミュレーションすることができる。これらのデータセットは、エ
ンタープライズデータ、データベースにおけるかまたは他の態様で構造化されたモデルに
従って編成されたもののような構造化されたデータ、および／または構造化されないデー
タ（例えばｅメール、画像、データブロブ（バイナリラージオブジェクト）、ウェブペー
ジ、複雑なイベント処理）を伴い得る。より多い（またはより少ない）計算資源を目標に
相対的に迅速に集中させるある実施の形態の能力をてこ入れすることによって、クラウド
インフラストラクチャシステムは、ビジネス、行政機関、研究組織、私人、同じ意見の個
人もしくは組織のグループ、または他のエンティティからの要望に基づいて大きなデータ
セットに対してタスクを実行するよう、よりよく利用可能であってもよい。
【０１３５】
　さまざまな実施の形態では、クラウドインフラストラクチャシステム６０２は、クラウ
ドインフラストラクチャシステム６０２によって提供されるサービスに対する顧客のサブ
スクリプションを自動的にプロビジョニングし、管理し、およびトラッキングするように
適合されてもよい。クラウドインフラストラクチャシステム６０２はクラウドサービスを
異なる展開モデルを介して提供してもよい。例えば、サービスは、クラウドインフラスト
ラクチャシステム６０２が（例えばＯｒａｃｌｅによって所有される）クラウドサービス
を販売する組織によって所有され、サービスが一般大衆または異なる業界エンタープライ
ズに対して利用可能にされるパブリッククラウドモデルの下で提供されてもよい。別の例
として、サービスは、クラウドインフラストラクチャシステム６０２が単一の組織に対し
てのみ動作され、その組織内における１つ以上のエンティティに対してサービスを提供し
てもよい、プライベートクラウドモデルの下で提供されてもよい。クラウドサービスは、
さらに、クラウドインフラストラクチャシステム６０２およびクラウドインフラストラク
チャシステム６０２によって提供されるサービスが関係付けられるコミュニティにおける
いくつかの組織によって共有されるコミュニティクラウドモデルの下で提供されてもよい
。クラウドサービスは、さらに、２つ以上の異なるモデルの組み合わせであるハイブリッ
ドクラウドモデルの下で提供されてもよい。
【０１３６】
　いくつかの実施の形態では、クラウドインフラストラクチャシステム６０２によって提
供されるサービスは、Ｓｏｆｔｗａｒｅ　ａｓ　ａ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＳａａＳ）カテゴ
リ、Ｐｌａｔｆｏｒｍ　ａｓ　ａ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＰａａＳ）カテゴリ、Ｉｎｆｒａｓ
ｔｒｕｃｔｕｒｅ　ａｓ　ａ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＩａａＳ）カテゴリ、またはハイブリッ
ドサービスを含む他のサービスのカテゴリの下で提供される、１つ以上のサービスを含ん
でもよい。顧客は、サブスクリプションオーダーを介して、クラウドインフラストラクチ
ャシステム６０２によって提供される１つ以上のサービスをオーダーしてもよい。クラウ
ドインフラストラクチャシステム６０２は、次いで、処理を実行して、顧客のサブスクリ
プションオーダーにおけるサービスを提供する。
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【０１３７】
　いくつかの実施の形態では、クラウドインフラストラクチャシステム６０２によって提
供されるサービスは、限定を伴わずに、アプリケーションサービス、プラットフォームサ
ービスおよびインフラストラクチャサービスを含んでもよい。いくつかの例では、アプリ
ケーションサービスはクラウドインフラストラクチャシステムによってＳａａＳプラット
フォームを介して提供されてもよい。ＳａａＳプラットフォームは、ＳａａＳカテゴリに
入るクラウドサービスを提供するよう構成されてもよい。例えば、ＳａａＳプラットフォ
ームは、一式のオンデマンドアプリケーションを統合された開発および展開プラットフォ
ーム上で構築し配送する能力を提供してもよい。ＳａａＳプラットフォームは、ＳａａＳ
サービスを提供するための基底のソフトウェアおよびインフラストラクチャを管理および
制御してもよい。ＳａａＳプラットフォームによって提供されるサービスを利用すること
によって、顧客はクラウドインフラストラクチャシステムにおいて実行されるアプリケー
ションを利用することができる。顧客は、別のライセンスおよびサポートを購入する必要
なくアプリケーションサービスを獲得することができる。さまざまな異なるＳａａＳサー
ビスが提供されてもよい。その例は、限定を伴うことなく、大きな組織に対する売上実績
管理、エンタープライズ統合、および事業柔軟性に対するソリューションを提供するサー
ビスを含む。
【０１３８】
　いくつかの実施の形態では、プラットフォームサービスはクラウドインフラストラクチ
ャシステムによってＰａａＳプラットフォームを介して提供されてもよい。ＰａａＳプラ
ットフォームはＰａａＳカテゴリの下におけるクラウドサービスを提供するよう構成され
てもよい。プラットフォームサービスの例は、限定を伴わずに、（Ｏｒａｃｌｅなどのよ
うな）組織が既存のアプリケーションを共有される共通のアーキテクチャにおいて整理統
合することができるサービス、およびプラットフォームによって提供される共有されるサ
ービスをてこ入れする新たなアプリケーションを構築する能力を含んでもよい。ＰａａＳ
プラットフォームはＰａａＳサービスを提供するための基底のソフトウェアおよびインフ
ラストラクチャを管理および制御してもよい。顧客は、クラウドインフラストラクチャシ
ステムによって提供されるＰａａＳサービスを、別のライセンスおよびサポートを購入す
る必要なく獲得することができる。プラットフォームサービスの例は、限定を伴わずに、
Ｏｒａｃｌｅ　Ｊａｖａ　Ｃｌｏｕｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＪＣＳ）、Ｏｒａｃｌｅ　Ｄａ
ｔａｂａｓｅ　Ｃｌｏｕｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＤＢＣＳ）などを含む。
【０１３９】
　ＰａａＳプラットフォームによって提供されるサービスを利用することによって、顧客
は、クラウドインフラストラクチャシステムによってサポートされるプログラミング言語
およびツールを使用することができ、展開されたサービスを制御することができる。いく
つかの実施の形態では、クラウドインフラストラクチャシステムによって提供されるプラ
ットフォームサービスは、データベースクラウドサービス、ミドルウェアクラウドサービ
ス（例えばＯｒａｃｌｅ　Ｆｕｓｉｏｎ　Ｍｉｄｄｌｅｗａｒｅサービス）、およびＪａ
ｖａクラウドサービスを含んでもよい。一実施の形態では、データベースクラウドサービ
スは、組織がデータベース資源をプールし、顧客にＤａｔａｂａｓｅ　ａｓ　ａ　Ｓｅｒ
ｖｉｃｅをデータベースクラウドの形式で提供することを可能にする、共有されるサービ
ス展開モデルをサポートしてもよい。ミドルウェアクラウドサービスは、顧客のためのプ
ラットフォームを提供してさまざまなビジネスアプリケーションを開発および展開しても
よく、Ｊａｖａクラウドサービスは顧客のためのプラットフォームを提供してＪａｖａア
プリケーションをクラウドインフラストラクチャシステムにおいて展開してもよい。
【０１４０】
　さまざまな異なるインフラストラクチャサービスがＩａａＳプラットフォームによって
クラウドインフラストラクチャシステムにおいて提供されてもよい。インフラストラクチ
ャサービスは、ＳａａＳプラットフォームおよびＰａａＳプラットフォームによって提供
されるサービスを利用する顧客に対するストレージ、ネットワーク、他の基礎的計算資源
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などのような基底の計算資源の管理および制御を容易にする。
【０１４１】
　特定の実施の形態では、クラウドインフラストラクチャシステム６０２は、さらに、ク
ラウドインフラストラクチャシステムの顧客に対してさまざまなサービスを提供するよう
用いられる資源を提供するためのインフラストラクチャ資源６３０を含んでもよい。一実
施の形態では、インフラストラクチャ資源６３０は、ＰａａＳプラットフォームおよびＳ
ａａＳプラットフォームによって提供されるサービスを実行するよう、サーバ、ストレー
ジおよびネットワーク接続資源などのような、ハードウェアの予め統合され最適化された
組み合わせを含んでもよい。
【０１４２】
　いくつかの実施の形態では、クラウドインフラストラクチャシステム６０２における資
源は、複数のユーザによって共有され、要望に付き動的に再割当てされてもよい。加えて
、資源はユーザに対して異なる時間ゾーンで割当てられてもよい。例えば、クラウドイン
フラストラクチャシステム６３０は、第１の時間ゾーンにおける第１の組のユーザがクラ
ウドインフラストラクチャシステムの資源をある特定化された時間数の間利用することを
可能にし、次いで、異なる時間ゾーンに位置する別の組のユーザに対する同じ資源の再割
当てを可能にし、それによって、資源の利用を最大限にしてもよい。
【０１４３】
　特定の実施の形態では、クラウドインフラストラクチャシステム６０２の異なるコンポ
ーネントまたはモジュール、およびクラウドインフラストラクチャシステム６０２によっ
て提供されるサービスによって共有される、ある数の内部の共有されるサービス６３２が
提供されてもよい。これらの内部の共有されるサービスは、限定を伴うことなく、セキュ
リティおよびアイデンティティサービス、統合サービス、エンタープライズリポジトリサ
ービス、エンタープライズマネージャサービス、ウイルススキャンおよびホワイトリスト
サービス、高可用性、バックアップおよびリカバリサービス、クラウドサポートを可能に
するためのサービス、ｅメールサービス、通知サービス、ファイル転送サービスなどを含
んでもよい。
【０１４４】
　特定の実施の形態では、クラウドインフラストラクチャシステム６０２は、クラウドイ
ンフラストラクチャシステムにおいてクラウドサービス（例えばＳａａＳ、ＰａａＳ、お
よびＩａａＳサービス）の包括的な管理を提供してもよい。一実施の形態では、クラウド
管理機能は、クラウドインフラストラクチャシステム６０２によって受信される顧客のサ
ブスクリプションをプロビジョニングし、管理し、およびトラッキングする能力などを含
んでもよい。
【０１４５】
　一実施の形態では、図に示されるように、クラウド管理機能は、オーダー管理モジュー
ル６２０、オーダーオーケストレーションモジュール６２２、オーダープロビジョニング
モジュール６２４、オーダー管理および監視モジュール６２６、ならびにアイデンティテ
ィ管理モジュール６２８などのような１つ以上のモジュールによって提供されてもよい。
これらのモジュールは、１つ以上のコンピュータおよび／またはサーバを含むかもしくは
それらを用いて提供されてもよく、それらは汎用コンピュータ、特殊化されたサーバコン
ピュータ、サーバファーム、サーバクラスタ、または任意の他の適切な構成および／もし
くは組み合わせであってもよい。
【０１４６】
　例示的な動作６３４においては、クライアントデバイス６０４、６０６または６０８な
どのようなクライアントデバイスを用いる顧客は、クラウドインフラストラクチャシステ
ム６０２によって提供される１つ以上のサービスを要求すること、およびクラウドインフ
ラストラクチャシステム６０２によって提供される１つ以上のサービスに対するサブスク
リプションに対するオーダーを行なうことによって、クラウドインフラストラクチャシス
テム６０２と対話してもよい。特定の実施の形態では、顧客は、クラウドユーザインター
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フェイス（ＵＩ）、クラウドＵＩ６１２、クラウドＵＩ６１４および／またはクラウドＵ
Ｉ６１６にアクセスし、サブスクリプションオーダーをこれらのＵＩを介して行ってもよ
い。顧客がオーダーを行なうことに応答してクラウドインフラストラクチャシステム６０
２によって受取られるオーダー情報は、顧客を識別する情報、およびクラウドインフラス
トラクチャシステム６０２によって提供される、その顧客が利用することを意図する１つ
以上のサービスを含んでもよい。
【０１４７】
　オーダーが顧客によってなされた後、オーダー情報はクラウドＵＩ６１２、６１４およ
び／または６１６を介して受取られてもよい。
【０１４８】
　動作６３６において、オーダーはオーダーデータベース６１８に保存される。オーダー
データベース６１８は、クラウドインフラストラクチャシステム６１８によって動作され
るいくつかのデータベースの１つであり得、他のシステム要素との関連において動作され
得る。
【０１４９】
　動作６３８で、オーダー情報はオーダー管理モジュール６２０に転送される。いくつか
の例では、オーダー管理モジュール６２０は、オーダーを検証すること、および検証でそ
のオーダーを予約することなど、オーダーに関係付けられる請求および課金機能を実行す
るよう構成されてもよい。
【０１５０】
　動作６４０で、オーダーに関する情報がオーダーオーケストレーションモジュール６２
２に通信される。オーダーオーケストレーションモジュール６２２は、オーダー情報を利
用して、顧客によってなされたオーダーに対してサービスおよび資源のプロビジョニング
をオーケストレーションしてもよい。いくつかの例では、オーダーオーケストレーション
モジュール６２２は、資源のプロビジョニングをオーケストレーションして、利用される
サービスを、オーダープロビジョニングモジュール６２４のサービスを用いてサポートし
てもよい。
【０１５１】
　特定の実施の形態では、オーダーオーケストレーションモジュール６２２は、各オーダ
ーに関連付けられるビジネスプロセスの管理を可能にし、ビジネスロジックを適用して、
オーダーがプロビジョニングに進むべきかどうかを判断する。動作６４２で、新たなサブ
スクリプションに対するオーダーが受取られると、オーダーオーケストレーションモジュ
ール６２２は、オーダープロビジョニングモジュール６２４に対して、資源を割当て、サ
ブスクリプションオーダーを満たすよう必要とされる資源を構成するよう、要求を送る。
オーダープロビジョニングモジュール６２４は、顧客によってオーダーされたサービスに
対する資源の割当てを可能にする。オーダープロビジョニングモジュール６２４は、クラ
ウドインフラストラクチャシステム６００によって提供されるクラウドサービスと、要求
されたサービスを提供するための資源をプロビジョニングするよう用いられる物理的イン
プリメンテーション層との間におけるある抽象レベルを与える。オーダーオーケストレー
ションモジュール６２２は、したがって、サービスおよび資源がオンザフライで実際にプ
ロビジョニングされるか、または予めプロビジョニングされ、要求でのみ割当て／分配さ
れるかどうかなど、インプリメンテーション詳細から隔離されてもよい。
【０１５２】
　動作６４４で、サービスおよび資源がプロビジョニングされると、提供されるサービス
の通知が、クラウドインフラストラクチャシステム６０２のオーダープロビジョニングモ
ジュール６２４によってクライアントデバイス６０４、６０６および／または６０８にお
ける顧客に送信されてもよい。
【０１５３】
　動作６４６で、顧客のサブスクリプションオーダーはオーダー管理および監視モジュー
ル６２６によって管理およびトラッキングされてもよい。いくつかの例では、オーダー管
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理および監視モジュール６２６は、用いられるストレージの量、転送されるデータ量、ユ
ーザの数、システムアップ時間およびシステムダウン時間の量などのような、サブスクリ
プションオーダーにおけるサービスに対する使用統計を収集するよう構成されてもよい。
【０１５４】
　特定の実施の形態では、クラウドインフラストラクチャシステム６００はアイデンティ
ティ管理モジュール６２８を含んでもよい。アイデンティティ管理モジュール６２８は、
クラウドインフラストラクチャシステム６００におけるアクセス管理および承認サービス
などのようなアイデンティティサービスを提供するよう構成されてもよい。いくつかの実
施の形態では、アイデンティティ管理モジュール６２８は、クラウドインフラストラクチ
ャシステム６０２によって提供されるサービスを利用することを望む顧客についての情報
を制御してもよい。そのような情報は、そのような顧客のアイデンティティを認証する情
報、およびそれらの顧客がさまざまなシステム資源（例えばファイル、ディレクトリ、ア
プリケーション、通信ポート、メモリセグメントなど）に対してどのアクションを実行す
るよう承認されるかを記述する情報を含むことができる。アイデンティティ管理モジュー
ル６２８は、さらに、各顧客についての記述的情報およびどのように誰によってその記述
的情報がアクセスおよび修正され得るかの管理を含んでもよい。
【０１５５】
　図７は、本発明のさまざまな実施の形態が実現されてもよい例示的なコンピュータシス
テム７００を示す。システム７００は、上に記載されるコンピュータシステムの任意のも
のを実現するよう用いられてもよい。例えば、コンピュータ環境１００のすべてもしくは
一部の要素、コンピューティング環境２００のすべてもしくは一部の要素、またはそれら
の組み合わせがシステム７００において含まれるかまたは実現され得る。システム７００
は、動作、方法および／またはプロセス（例えば図３のプロセス３００または図４のプロ
セス４００）を実現することができる。図に示されるように、コンピュータシステム７０
０は、多数の周辺サブシステムとバスサブシステム７０２を介して通信する処理ユニット
７０４を含む。これらの周辺サブシステムは、処理加速ユニット７０６、Ｉ／Ｏサブシス
テム７０８、ストレージサブシステム７１８および通信サブシステム７２４を含んでもよ
い。ストレージサブシステム７１８は有形のコンピュータ読取可能記憶媒体７２２および
システムメモリ７１０を含む。
【０１５６】
　バスサブシステム７０２は、コンピュータシステム７００のさまざまなコンポーネント
およびサブシステムに意図されるように互いと通信させるための機構を提供する。バスサ
ブシステム７０２は概略的に単一のバスとして図示されているが、バスサブシステムの代
替的実施の形態は複数のバスを利用してもよい。バスサブシステム７０２は、さまざまな
バスアーキテクチャのうちの任意のものを用いるメモリバスまたはメモリコントローラ、
周辺バスおよびローカルバスを含むいくつかのタイプのバス構造のうちの任意のものであ
ってもよい。例えば、そのようなアーキテクチャは、産業標準アーキテクチャ（ＩＳＡ）
バス、マイクロチャネルアーキテクチャ（ＭＣＡ）バス、エンハンストＩＳＡ（ＥＩＳＡ
）バス、ビデオエレクトロニクス標準組織（ＶＥＳＡ）ローカルバス、および周辺コンポ
ーネントインターコネクト（ＰＣＩ）バス、を含んでもよく、ＩＥＥＥ　Ｐ１３８６．１
規格に従って製造される中二階バスとして実現され得る。
【０１５７】
　処理ユニット７０４は、１つ以上の統合された回路（例えば従来のマイクロプロセッサ
またはマイクロコントローラ）として実現されることができ、コンピュータシステム７０
０の動作を制御する。１つ以上のプロセッサが処理ユニット７０４に含まれてもよい。こ
れらのプロセッサは単一コアまたはマルチコアプロセッサを含んでもよい。特定の実施の
形態では、処理ユニット７０４は、１つ以上の独立した処理ユニット７３２および／また
は７３４として、単一または複数コアのプロセッサが各処理ユニットに含まれる状態で実
現されてもよい。他の実施の形態では、処理ユニット７０４は、さらに、２つのデュアル
コアプロセッサを単一のチップに統合することによって形成されるクワッドコア処理ユニ
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ットとして実現されてもよい。
【０１５８】
　さまざまな実施の形態では、処理ユニット７０４はさまざまなプログラムをプログラム
コードに応答して実行することができ、複数の同時に実行されるプログラムまたはプロセ
スを維持することができる。任意の所与の時間において、実行されるべきプログラムコー
ドの一部またはすべてがプロセッサ７０４および／またはストレージサブシステム７１８
に常駐することができる。好適なプログラミングを介して、プロセッサ７０４は上記のさ
まざまな機能を提供することができる。コンピュータシステム７００はさらに処理加速ユ
ニット７０６を含んでもよく、それはデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特殊目的プロ
セッサなどを含むことができる。
【０１５９】
　Ｉ／Ｏサブシステム７０８はユーザインターフェイス入力装置およびユーザインターフ
ェイス出力装置を含んでもよい。ユーザインターフェイス入力装置は、キーボード、マウ
スまたはトラックボールなどのポインティングデバイス、ディスプレイに組み込まれるタ
ッチパッドまたはタッチスクリーン、スクロールホイール、クリックホイール、ダイアル
、ボタン、スイッチ、キーパッド、音声コマンド認識システムを伴う音声入力装置、マイ
クロフォン、および他のタイプの入力装置を含んでもよい。ユーザインターフェイス入力
装置は、例えば、ユーザがジェスチャおよび話し言葉コマンドを用いて自然なユーザイン
ターフェイスを介してＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｘｂｏｘ（登録商標）３６０ゲームコントロ
ーラなどのような入力装置を制御しそれと対話することを可能にするＭｉｃｒｏｓｏｆｔ
　Ｋｉｎｅｃｔ（登録商標）モーションセンサなどのようなモーション感知および／また
はジェスチャ認識装置を含んでもよい。ユーザインターフェイス入力装置は、さらに、ユ
ーザから目の活動（例えば写真を撮る、および／またはメニュー選択を行なっている間の
「瞬き」）を検出し、目の動きを入力装置（例えばＧｏｏｇｌｅ　Ｇｌａｓｓ（登録商標
））への入力として変換するＧｏｏｇｌｅ　Ｇｌａｓｓ（登録商標）瞬き検出器などのよ
うな目のジェスチャ認識装置を含んでもよい。さらに、ユーザインターフェイス入力装置
は、ユーザが音声コマンドを介して音声認識システム（例えばＳｉｒｉ（登録商標）ナビ
ゲータ）と対話することを可能にする音声認識感知装置を含んでもよい。
【０１６０】
　ユーザインターフェイス入力装置は、さらに、限定を伴わずに、三次元（３Ｄ）マウス
、ジョイスティックまたはポインティングスティック、ゲームパッドおよびグラフィック
タブレット、ならびにスピーカ、デジタルカメラ、デジタルカムコーダ、ポータブルメデ
ィアプレーヤ、ウェブカム、画像スキャナ、指紋スキャナ、バーコードリーダ３Ｄスキャ
ナ、３Ｄプリンタ、レーザレンジファインダ、および視線追跡装置などのような聴覚／視
覚装置を含んでもよい。加えて、ユーザインターフェイス入力装置は、例えば、コンピュ
ータ断層撮影、磁気共鳴撮像、ポジションエミッショントモグラフィー、医療超音波検査
装置などのような医療画像化入力装置を含んでもよい。ユーザインターフェイス入力装置
は、さらに、例えば、ＭＩＤＩキーボード、デジタル音楽機器などのような音声入力装置
を含んでもよい。
【０１６１】
　ユーザインターフェイス出力装置は、ディスプレイサブシステム、インジケータライト
、または音声出力装置のような非ビジュアルディスプレイなどを含んでもよい。ディスプ
レイサブシステムは、陰極線管（ＣＲＴ）、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）またはプラズマ
ディスプレイを使うもののようなフラットパネルデバイス、投影装置、タッチスクリーン
などであってもよい。一般に、「出力装置」という語の使用は、コンピュータシステム７
００からユーザまたは他のコンピュータに情報を出力するためのすべての考えられ得るタ
イプの装置および機構を含むよう意図される。例えばユーザインターフェイス出力装置は
、限定を伴うことなく、モニタ、プリンタ、スピーカ、ヘッドフォン、自動車ナビゲーシ
ョンシステム、プロッタ、音声出力装置およびモデムなどのような、テキスト、グラフィ
ックスおよび音声／映像情報を視覚的に伝えるさまざまな表示装置を含んでもよい。
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【０１６２】
　コンピュータシステム７００は、システムメモリ７１０内に現在位置するとして示され
る、ソフトウェア要素を含むストレージサブシステム７１８を含んでもよい。システムメ
モリ７１０は、処理ユニット７０４においてロード可能および実行可能であるプログラム
命令、ならびにこれらのプログラムの実行中に生成されるデータを記憶してもよい。
【０１６３】
　コンピュータシステム７００の構成およびタイプによっては、システムメモリ７１０は
（ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ））など揮発性であってもよく、および／または（リ
ードオンリメモリ（ＲＯＭ）、フラッシュメモリなど）不揮発性であってもよい。ＲＡＭ
は典型的には、処理ユニット７０４に即座にアクセス可能であり、および／もしくは処理
ユニット７０４によって現在動作および実行されている、データならびに／またはプログ
ラムモジュールを含む。いくつかの実現例では、システムメモリ７１０は、スタティック
ランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）またはダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲ
ＡＭ）などのような複数の異なるタイプのメモリを含んでもよい。いくつかの実現例では
、起動中などのように、コンピュータシステム７００内における要素間において情報の転
送を助ける基本的なルーチンを含む基本的な入力／出力システム（ＢＩＯＳ）が、典型的
にはＲＯＭに記憶されてもよい。例として、限定ではなく、システムメモリ７１０は、さ
らに、アプリケーションプログラム７１２を示し、それは、クライアントアプリケーショ
ン、ウェブブラウザ、中間層アプリケーション、リレーショナルデータベース管理システ
ム（ＲＤＢＭＳ）など、プログラムデータ７１４およびオペレーティングシステム７１６
を含んでもよい。例として、オペレーティングシステム７１６は、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　
Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）、Ａｐｐｌｅ　Ｍａｃｉｎｔｏｓｈ（登録商標）および／も
しくはＬｉｎｕｘ（登録商標）オペレーティングシステムのさまざまなバージョン、さま
ざまな市場で入手可能なＵＮＩＸ（登録商標）またはＵＮＩＸのようなオペレーティング
システム（さまざまなＧＮＵ／Ｌｉｎｕｘオペレーティングシステム、Ｇｏｏｇｌｅ　Ｃ
ｈｒｏｍｅ（登録商標）ＯＳなどを含むが限定されない）、ならびに／またはｉＯＳ、Ｗ
ｉｎｄｏｗｓ（登録商標）　Ｐｈｏｎｅ、Ａｎｄｒｏｉｄ（登録商標）　ＯＳ、Ｂｌａｃ
ｋＢｅｒｒｙ（登録商標）　１０　ＯＳ、およびＰａｌｍ（登録商標）　ＯＳなどのよう
なモバイルオペレーティングシステムを含んでもよい。
【０１６４】
　ストレージサブシステム７１８は、さらに、いくつかの実施の形態の機能を提供する基
本的なプログラミングおよびデータ構造を記憶するための有形のコンピュータ読取可能記
憶媒体を提供してもよい。プロセッサによって実行されると上記の機能を提供するソフト
ウェア（プログラム、コードモジュール、命令）がストレージサブシステム７１８に記憶
されてもよい。これらのソフトウェアモジュールまたは命令は処理ユニット７０４によっ
て実行されてもよい。ストレージサブシステム７１８は、さらに、本発明に従って用いら
れるデータを記憶するためのリポジトリを提供してもよい。
【０１６５】
　ストレージサブシステム７００は、さらに、コンピュータ読取可能記憶媒体７２２にさ
らに接続され得るコンピュータ読取可能記憶媒体リーダ７２０を含んでもよい。システム
メモリ７１０とともに、およびオプションとしてシステムメモリ７１０との組み合わせで
、コンピュータ読取可能記憶媒体７２２は、コンピュータ読取可能情報を一時的および／
またはより永続的に含み、記憶し、送信し、および検索取得するための、遠隔の、ローカ
ルな、固定された、および／またはリムーバブルな記憶装置に記憶媒体を加えたものを包
括的に表現してもよい。
【０１６６】
　コードまたはコードの一部を含むコンピュータ読取可能記憶媒体７２２は、さらに、情
報の記憶および／または送信のための任意の方法または技術において実現される揮発性お
よび不揮発性の、リムーバブルおよび非リムーバブルな媒体などであるがそれらに限定は
されない、記憶媒体および通信媒体を含む、当該技術分野において公知であるかまたは用
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いられる任意の適切な媒体を含むことができる。これは、ＲＡＭ、ＲＯＭ、電子的に消去
可能なプログラマブルＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、フラッシュメモリもしくは他のメモリ技
術、ＣＤ－ＲＯＭ、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、もしくは他の光記憶装置、磁気
カセット、磁気テープ、磁気ディスク記憶もしくは他の磁気記憶装置、または他の有形の
コンピュータ読取可能媒体などのような、有形の、非一時的なコンピュータ読取可能記憶
媒体を含むことができる。指定される場合には、これは、さらに、所望の情報を送信する
よう用いられることができ、コンピューティングシステム７００によってアクセスされる
ことができる、データ信号、データ伝送または任意の他の媒体のような、非有形の一時的
なコンピュータ読取可能媒体を含むことができる。
【０１６７】
　例として、コンピュータ読取可能記憶媒体７２２は、非リムーバブルの、不揮発性磁気
媒体において読出または書込を行なうハードディスクドライブ、リムーバブルの不揮発性
磁気ディスクにおいて読出または書込を行なう磁気ディスクドライブ、およびＣＤ　ＲＯ
Ｍ、ＤＶＤ、およびブルーレイ（登録商標）ディスク、もしくは他の光媒体などのような
リムーバブルの不揮発性光ディスクにおいて読出または書込を行なう光ディスクドライブ
を含んでもよい。コンピュータ読取可能記憶媒体７２２は、Zip（登録商標）ドライブ、
フラッシュメモリカード、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）フラッシュドライブ、セ
キュアデジタル（ＳＤ）カード、ＤＶＤディスク、デジタルビデオテープなどを含んでも
よいがそれらに限定はされない。コンピュータ読取可能記憶媒体７２２は、さらに、フラ
ッシュメモリに基づくＳＳＤなどのような不揮発性メモリ、エンタープライズフラッシュ
ドライブ、ソリッドステートＲＯＭなどに基づくソリッドステートドライブ（ＳＳＤ）、
ソリッドステートＲＡＭ、ダイナミックＲＡＭ、スタティックＲＡＭ、ＤＲＡＭに基づく
ＳＳＤ、磁気抵抗ＲＡＭ（ＭＲＡＭ）ＳＳＤなどのような揮発性メモリに基づくＳＳＤ、
ならびにＤＲＡＭおよびフラッシュメモリに基づくＳＳＤの組み合わせを用いるハイブリ
ッドＳＳＤを含んでもよい。ディスクドライブおよびそれらの関連のコンピュータ読取可
能媒体は、コンピュータシステム７００のためのコンピュータ読取可能命令、データ構造
、プログラムモジュールおよび他のデータの不揮発性記憶を提供してもよい。
【０１６８】
　通信サブシステム７２４は、他のコンピュータシステムおよびネットワークへのインタ
ーフェイスを与える。通信サブシステム７２４は、他のシステムとコンピュータシステム
７００との間のデータの送受のためのインターフェイスとして働く。例えば、通信サブシ
ステム７２４は、コンピュータシステム７００がインターネットを介して１つ以上の装置
に接続することを可能にしてもよい。いくつかの実施の形態では、通信サブシステム７２
４は、（例えばセルラー電話技術、３Ｇ、４ＧもしくはＥＤＧＥ（グローバル進化のため
の高速データレート）などのような先進データネットワーク技術、ＷｉＦｉ（ＩＥＥＥ８
０２．１１ファミリー規格、もしくは他のモバイル通信技術、またはそれらの任意の組み
合わせを用いて）無線音声および／またはデータネットワークにアクセスするための無線
周波数（ＲＦ）送受信機コンポーネント、グローバルポジショニングシステム（ＧＰＳ）
受信機コンポーネント、ならびに／または他のコンポーネントを含むことができる。いく
つかの実施の形態では、通信サブシステム７２４は無線インターフェイスに加えて、また
はそれに代わって、有線ネットワーク接続（たとえばイーサネット）を提供することがで
きる。
【０１６９】
　いくつかの実施の形態では、通信サブシステム７２４は、さらに、コンピュータシステ
ム７００を用い得る１人以上のユーザのために、入力通信を、構造化されたデータフィー
ドおよび／または構造化されないデータフィード７２６、イベントストリーム７２８、イ
ベント更新７３０などの形式で受信してもよい。
【０１７０】
　例として、通信サブシステム７２４は、データフィード７２６を、実時間で、Ｔｗｉｔ
ｔｅｒ（登録商標）フィード、Ｆａｃｅｂｏｏｋ（登録商標）更新、Ｒｉｃｈ　Ｓｉｔｅ
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　Ｓｕｍｍａｒｙ（ＲＳＳ）フィードなどのようなウェブフィード、および／もしくは１
つ以上の第三者情報源からの実時間更新などのようなソーシャルメディアネットワークお
よび／または他の通信サービスのユーザから受信するよう構成されてもよい。
【０１７１】
　加えて、通信サブシステム７２４は、さらに、データを、明示的な端部を有さない本質
的に連続的または無限であってもよい、実時間イベントのイベントストリーム７２８およ
び／またはイベント更新７３０を含んでもよい、連続データストリームの形式で受信する
よう構成されてもよい。連続データを生成するアプリケーションの例は、例えば、センサ
データアプリケーション、金融株式相場表示板、ネットワーク性能測定ツール（例えばネ
ットワーク監視およびトラフィック管理アプリケーション）、クリックストリーム解析ツ
ール、自動車交通監視などを含んでもよい。
【０１７２】
　通信サブシステム７２４は、さらに、構造化されたデータフィードおよび／または構造
化されないデータフィード７２６、イベントストリーム７２８、イベント更新７３０など
を、コンピュータシステム７００に結合される１つ以上のストリーミングデータソースコ
ンピュータとの通信状態にあってもよい１つ以上のデータベースに出力するよう構成され
てもよい。
【０１７３】
　コンピュータシステム７００は、手持ち式の携帯装置（例えばｉＰｈｏｎｅ（登録商標
）セルラーフォン、ｉＰａｄ（登録商標）コンピューティングタブレット、ＰＤＡ）、ウ
ェアラブルデバイス（Ｇｏｏｇｌｅ　Ｇｌａｓｓ（登録商標）頭部装着型ディスプレイ）
、ＰＣ、ワークステーション、メインフレーム、キオスク、サーバラック、または任意の
他のデータ処理システムを含む、さまざまなタイプのもののうちの１つであり得る。
【０１７４】
　常に変化するコンピュータおよびネットワークの性質のため、図に示されるコンピュー
タシステム７００の記載は具体的な例としてのみ意図される。図に示されるシステムより
多いかまたは少ないコンポーネントを有する数多くの他の構成が可能である。例えば、カ
スタマイズされたハードウェアも用いられるかもしれず、および／または特定の要素がハ
ードウェア、ファームウェア、ソフトウェア（アプレットを含む）、またはある組み合わ
せにおいて実現されるかもしれない。さらに、ネットワーク入力／出力装置などのような
他のコンピューティングデバイスへの接続も用いられてもよい。ここに与えられる開示お
よび教示に基づいて、当業者はさまざまな実施の形態を実現する他の態様および／または
方法を理解する。
【０１７５】
　前述の明細書において、本発明の実施の形態はその特定の実施の形態を参照して記載さ
れているが、当業者は本発明がそれに限定されないことを認識する。上記の発明のさまざ
まな特徴および実施の形態は個別に、または併せて用いられてもよい。さらに、実施の形
態は、明細書のより広い精神および範囲から逸脱することなく、本明細書に記載されるも
のを超えて、任意の数の環境および適用例において利用することができる。明細書および
図面は、したがって、限定的ではなく、例示的として見なされるべきである。
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