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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】各リージョンの規則でアクセス制限される場合
に、リージョンに応じて、リソースサーバーがクライア
ントからのアクセスを受け入れてよいか判断可能とする
。
【解決手段】ＷＡＮ１００上に構成されるアクセス制御
システムにおいて、認可サーバーは、ＯＡｕｔｈオーナ
ーがユーザーである場合、ユーザーの存在するリージョ
ンでのみ利用可能なアクセストークンを発行する。リソ
ースサーバーは、アクセストークンの利用可能なリージ
ョンを自身のリージョンと比較し、クライアントからの
アクセスを受け入れるか否か判断する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クライアントを有する端末、リソースを有するリソースサーバー、および認可サーバー
を少なくとも含むアクセス制御システムであって、
　前記認可サーバーは、
　アクセストークンの検証を前記リソースサーバーで行うための署名付きアクセストーク
ンを発行する発行手段を有し、
　前記リソースサーバーは、
　前記クライアントから送信されるリソース要求および前記署名付きアクセストークンを
受信した場合、前記署名付きアクセストークンの署名検証を行い、前記署名付きアクセス
トークンが有効であるかを判断する判断手段と、
　前記署名付きアクセストークンに含まれるリージョンと前記リソースサーバーのリージ
ョンを比較し、前記リソースサーバーのリージョンが前記署名付きアクセストークンに含
まれているかを確認する確認手段と、
　前記判断手段により有効であると判断され、かつ前記確認手段により含まれていると確
認されたことに応じて、前記リソース要求に対する処理を実行する実行手段と、を有する
ことを特徴とするアクセス制御システム。
【請求項２】
　前記実行手段は、前記確認手段により含まれていないと確認されたことに応じて、前記
リソース要求に対する処理を実行せず、リージョンが不正である旨を前記クライアントへ
返すことを特徴とする請求項１に記載のアクセス制御システム。
【請求項３】
　前記発行手段は、前記リソースのオーナーと前記クライアントが同一でない場合、ユー
ザーが認可操作により前記リソースへのアクセスを許可したことに応じて、前記認可操作
を行ったユーザーが所属するリージョンを含む前記署名付きアクセストークンを発行する
ことを特徴とする請求項１または２に記載のアクセス制御システム。
【請求項４】
　前記発行手段は、前記リソースのオーナーと前記クライアントが同一であり、かつ前記
オーナーとユーザーが関連づいていない場合、すべてのリージョンを含む前記署名付きア
クセストークンを発行することを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載のアクセ
ス制御システム。
【請求項５】
　前記発行手段は、前記リソースのオーナーと前記クライアントが同一であり、かつ前記
オーナーと特定のユーザーが関連づいている場合、前記特定のユーザーが所属するリージ
ョンを含む前記署名付きアクセストークンを発行することを特徴とする請求項１乃至４の
何れか１項に記載のアクセス制御システム。
【請求項６】
　前記認可サーバーは、
　特定のリージョンに対応する追加リージョンを記憶する記憶手段を有し、
　前記発行手段は、ユーザーが所属するリージョンに対応する前記追加リージョンを特定
し、当該ユーザーが所属するリージョンおよび特定された前記追加リージョンの２つのリ
ージョンを含む前記署名付きアクセストークンを発行することを特徴とする請求項１乃至
５の何れか１項に記載のアクセス制御システム。
【請求項７】
　前記リソースサーバーは、
　前記リソースサーバーのリージョンが前記署名付きアクセストークンに含まれていない
ことが前記確認手段により確認されたことに応じて、前記署名付きアクセストークンを基
に、前記署名付きアクセストークンで利用可能な別のリージョンに存在する別のリソース
サーバーへ前記クライアントをリダイレクトさせるリダイレクト手段を有することを特徴
とする請求項１乃至６の何れか１項に記載のアクセス制御システム。
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【請求項８】
　前記確認手段は、前記署名付きアクセストークンに含まれるスコープと前記リソース要
求が指定するスコープとを比較し、前記リソース要求が指定するスコープが前記署名付き
アクセストークンに含まれているかを確認し、
　前記実行手段は、前記リソース要求が指定するスコープが前記署名付きアクセストーク
ンに含まれていることが前記確認手段により確認されたことを条件に、前記リソース要求
に対する処理を実行することを特徴とする請求項１乃至７の何れか１項に記載のアクセス
制御システム。
【請求項９】
　クライアントを有する端末、リソースを有するリソースサーバー、および認可サーバー
を少なくとも含むアクセス制御システムで実行される制御方法あって、
　アクセストークンの検証をリソースサーバーで行うための署名付きアクセストークンを
発行する発行ステップと、
　前記クライアントから送信されるリソース要求および前記署名付きアクセストークンを
受信した場合、前記署名付きアクセストークンの署名検証を行い、前記署名付きアクセス
トークンが有効であるかを判断する判断ステップと、
　前記署名付きアクセストークンに含まれるリージョンと前記リソースサーバーのリージ
ョンを比較し、前記リソースサーバーのリージョンが前記署名付きアクセストークンに含
まれているかを確認する確認ステップと、
　前記判断ステップにおいて有効であると判断され、かつ前記確認ステップにおいて含ま
れていると確認されたことに応じて、前記リソース要求に対する処理を実行する実行ステ
ップと、を含むことを特徴とする制御方法。
【請求項１０】
　クライアントを有する端末、リソースを有するリソースサーバー、および認可サーバー
を少なくとも含むアクセス制御システムにおける前記リソースサーバーで実行される制御
方法を実行するためのプログラムであって、
　クライアントから送信されるリソース要求および署名付きアクセストークンを受信した
場合、前記署名付きアクセストークンの署名検証を行い、前記署名付きアクセストークン
が有効であるかを判断する判断ステップと、
　前記署名付きアクセストークンに含まれるリージョンと前記リソースサーバーのリージ
ョンを比較し、前記リソースサーバーのリージョンが前記署名付きアクセストークンに含
まれているかを確認する確認ステップと、
　前記判断ステップにおいて有効であると判断され、かつ前記確認ステップにおいて含ま
れていると確認されたことに応じて、前記リソース要求に対する処理を実行する実行ステ
ップと、を含むことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、認証・認可処理によりリソースサービスへのアクセスを制御するアクセス制
御システム、その制御方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　クラウドが一般化するに伴い、複数のサービスを連携させる機会はますます増加してい
る。サービスとは、インターネット等のネットワークを介して接続されたサーバーが提供
する機能、換言すれば、ウェブアプリケーションのことを指す。サービスを連携させるこ
とでサービス提供者は、ユーザーに通常のサービスに付加価値を加えた新たなサービスを
提供することができる。その一方で、サービスが連携することにより、いくつかの課題が
生まれる。
【０００３】
　すなわち、ユーザーが望んだ以上の情報がサービス間でやりとりされる虞があり、ユー
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ザーデータや個人情報に関する情報の流出という課題がある。たとえばインターネット上
には複数のサービスが存在し、様々なサービス間でサービス連携が実現される可能性があ
るが、ユーザーが認識したサービス以外がユーザーデータや個人情報を操作できてはいけ
ない。またサービスの提供者からすると、サービス連携の仕組みは容易に実装できるもの
が好ましい。このような状況において、ＯＡｕｔｈと呼ばれる、認可の連携を実現させる
ための標準プロトコルが策定されている。
【０００４】
　ＯＡｕｔｈによれば、たとえばある端末内のアプリケーションからクラウドサービスが
管理するデータにアクセスする場合は、アプリケーションはデータの所有者であるユーザ
ーの明示的な認可を得ることになっている。ユーザーが認可すると、アプリケーションは
アクセスを認められたことを証明するトークン（以下、アクセストークン）を受け取り、
以降のアクセスはそのアクセストークンを用いて実現できる。以下では、アクセストーク
ンの発行のための操作を認可操作と称する。
【０００５】
　また、データなどのリソースの所有者をＯＡｕｔｈオーナー、ＯＡｕｔｈオーナーの認
可を受けてリソースを利用するものをＯＡｕｔｈクライアントと称する。サービス連携に
おいては、あるサービスで管理されているリソースを利用する外部サービスもしくは外部
アプリケーションが、前述のＯＡｕｔｈクライアントとして振る舞う。なおリソースの所
有者であるＯＡｕｔｈオーナーは、ユーザーの場合もあれば、外部サービスや外部アプリ
ケーション自身の場合もある。後者の場合はＯＡｕｔｈオーナーとＯＡｕｔｈクライアン
トが一致することになる。
【０００６】
　昨今はアクセストークンとして、トークンＩＤ以外の他にも属性情報を持てるＪＳＯＮ
　Ｗｅｂ　Ｔｏｋｅｎ（以下、ＪＷＴ）と呼ばれるトークンを用いる仕組みが検討されて
いる。
【０００７】
　認可サーバーは認可サーバーの秘密鍵を用いてアクセストークンに署名する。アクセス
トークンを受信したリソースサーバーは、認可サーバーの公開鍵で署名検証を行うことで
、受信したアクセストークンが妥当であることを検証できる。
【０００８】
　アクセストークンの検証を各々のリソースサーバーが行えるようになることで、従来は
認可サーバーに集中していたアクセストークン検証処理の負荷が分散しボトルネックが解
消されるため、システム全体のパフォーマンスの向上を期待できる。特許文献１において
、ＯＡｕｔｈを利用したアクセストークンを発行する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１５－５２０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　クラウドサービスにおけるリージョンとは、地理的に分離されたそれぞれの領域を表す
。リージョンを分割する単位は、地域、国、共同体など、何でもよい。リージョン同士は
互いに独立したサーバー群で構成されるため、認可サーバーもそれぞれのリージョンに独
立して存在する。またアクセストークンは、リソースの所有者であるＯＡｕｔｈオーナー
が、対応するリージョンの認可サーバーで権限委譲を許可することで発行される。認可サ
ーバーがそれぞれのリージョンに存在するのと同様に、リソースサーバーもそれぞれのリ
ージョンに存在する。
【００１１】
　ここでＧｅｏＤＮＳと呼ばれる仕組みで、アクセス先の名前解決の要求に対し、要求元
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と地理的に近いサーバーのＩＰアドレスを返す技術がある。さらに、認可サーバーの公開
鍵を各リージョンで共有し、どのリージョンのリソースサーバーからでも利用できること
を考える。このようにすることで、ＯＡｕｔｈオーナーの権限を委譲されたＯＡｕｔｈク
ライアントは、他リージョンで発行されたアクセストークンを利用し、地理的に近いリー
ジョンのリソースサーバーにアクセスできるようになる。地理的に近いリージョンのリソ
ースサーバーへのアクセスにより、他リージョンのリソースサーバーへのアクセスと比べ
、ネットワーク遅延を低減させることができるようになる。これはＩｏＴデバイスのよう
に、日時バッチでデータをアップロードするのでなく、随時データをアップロードするデ
バイスにおいて重要である。
【００１２】
　一方で、各リージョンに配備されたサーバーやサーバー内のデータは、各々のリージョ
ンが存在する国などの規則に従った運用が求められる。たとえば欧州にはＧＤＰＲと呼ば
れる個人のデータに関する規則があり、欧州リージョンにおいてはＧＤＰＲの遵守が求め
られる。このように個人データの域外への移転に関する規則があるため、ユーザーと紐付
くデータは、地理的に近いリソースサーバーでなく、ユーザーが主として居住する地域と
対応するリージョンのリソースサーバーにアップロードさせる必要がある。従ってＯＡｕ
ｔｈクライアントは、各リージョンにおける規則も考慮し、データ送信先として、データ
の内容ごとに適切なリージョンを選択すべきである。
【００１３】
　しかしＯＡｕｔｈクライアントによっては、どのリージョンにデータを送信するかを制
御しない可能性がある。さらにリソースサーバーは、他リージョンの認可サーバーが付加
した署名でも検証可能であるため、署名が妥当であれば、どのリージョンから送信された
ユーザーデータであっても、アップロードされたデータを受け入れてしまう。各リージョ
ンのデータ移転に関する規則を遵守する上では、このような事態が起きるのを防ぐべきで
ある。
【００１４】
　本発明は前述の課題を鑑みてなされたもので、本発明はアクセストークン検証の処理負
荷は分散させつつ、リソースサーバーがユーザーデータを受け入れるのは、ユーザーが主
とする地域に対応するリージョンのみとするよう制御することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本願発明におけるアクセス制御システムは、クライアントを有する端末、リソースを有
するリソースサーバー、および認可サーバーを少なくとも含むアクセス制御システムであ
って、前記認可サーバーは、アクセストークンの検証を前記リソースサーバーで行うため
の署名付きアクセストークンを発行する発行手段を有し、前記リソースサーバーは、前記
クライアントから送信されるリソース要求および前記署名付きアクセストークンを受信し
た場合、前記署名付きアクセストークンの署名検証を行い、前記署名付きアクセストーク
ンが有効であるかを判断する判断手段と、前記署名付きアクセストークンに含まれるリー
ジョンと前記リソースサーバーのリージョンを比較し、前記リソースサーバーのリージョ
ンが前記署名付きアクセストークンに含まれているかを確認する確認手段と、前記判断手
段により有効であると判断され、かつ前記確認手段により含まれていると確認されたこと
に応じて、前記リソース要求に対する処理を実行する実行手段と、を有することを特徴と
する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によりアクセストークン検証の処理負荷は分散させつつ、リソースサーバーがユ
ーザーデータを受け入れるのは、ユーザーが主とする地域に対応するリージョンのみとす
るよう制御することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
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【図１】ネットワーク構成を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態に係るサーバーコンピューターの構成図である。
【図３】本実施の形態に係るモジュール構成図である。
【図４】本実施の形態に係るログイン・認可フローである。
【図５】本実施の形態に係るアクセストークン要求フローである。
【図６】本実施の形態に係るアクセストークン発行フローである。
【図７】本実施の形態に係るリソースアクセス処理である。
【図８】本実施の形態に係る画面例である。
【図９】本実施の第２の形態に係るモジュール構成図である。
【図１０】本実施の第２の形態に係るアクセストークン発行フローである。
【図１１】本実施の第３の形態に係るリモジュール構成図である。
【図１２】本実施の第３の形態に係るリソースアクセス処理フローである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明を実施するための形態について図面を用いて説明する。本実施の形態に係
るアクセス制御システムは、図１に示すような構成のネットワーク上に実現される。１０
０は、Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（ＷＡＮ１００）であり、本発明ではＷｏｒ
ｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂ（ＷＷＷ）システムが構築されている。１１０、１５０および１
６０は各構成要素を接続するＬｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（ＬＡＮ１１０、Ｌ
ＡＮ１５０、ＬＡＮ１６０）である。ここでＬＡＮ１５０およびＬＡＮ１６０はそれぞれ
、欧州のＥｕｒｏｐｅリージョンおよび日本のＪａｐａｎリージョンに存在するとする。
【００１９】
　１５１はユーザーの認証・認可および認証トークン・アクセストークンの発行および検
証を行う認証・認可サーバー、１５２はリソースを管理するリソースサーバーである。認
証トークンとは、あるユーザーがシステムの正当な利用者であることを証明するものであ
る。またアクセストークンとは、リソースの所有者がアプリケーションをはじめとするク
ライアントに対して、なんらかの操作を行うことを許可したことを証明するものであり、
リソースの所有者がアプリケーションに対してリソースアクセスを認可することで発行さ
れる。たとえばクラウドサービスが管理するリソースにアクセスするためのアクセストー
クンを用いると、アプリケーションは、ユーザーに許可された範囲でリソースにアクセス
できるようになる。
【００２０】
　認証・認可サーバー１５１およびリソースサーバー１５２はＥｕｒｏｐｅリージョンに
存在し、Ｅｕｒｏｐｅリージョン内で動作する。同様にＪａｐａｎリージョンにも認証・
認可サーバー１６１およびリソースサーバー１６２が存在する。１１１はアプリケーショ
ンが動作する端末である。認証・認可サーバー１５１およびリソースサーバー１５２はそ
れぞれＬＡＮ１５０を介して、認証・認可サーバー１６１およびリソースサーバー１６２
はそれぞれＬＡＮ１６０を介して、ＷＡＮ１００と接続されている。また同様に端末１１
１はＬＡＮ１１０を介してＷＡＮ１００と接続されている。
【００２１】
　なお認証・認可サーバー１５１、リソースサーバー１５２はそれぞれ個別のＬＡＮ上に
構成されていてもよいし同一のＬＡＮ上に構成されていてもよいし、同一のＰＣまたはサ
ーバーコンピューター上に構成されていてもよい。また、認証・認可サーバー１５１、リ
ソースサーバー１５２は図１ではそれぞれが1台として描かれているが複数のサーバーか
ら構成されたサーバーシステムでも良く、例えば、複数台のサーバーをクラスタ化して認
証・認可サーバー１５１を構成しても良い。同様に認証・認可サーバー１６１、リソース
サーバー１６２はそれぞれ個別のＬＡＮ上に構成されていてもよいし同一のＬＡＮ上に構
成されていてもよいし、同一のＰＣまたはサーバーコンピューター上に構成されていても
よい。また、認証・認可サーバー１６１、リソースサーバー１６２は図１ではそれぞれが
1台として描かれているが複数のサーバーから構成されたサーバーシステムでも良く、例
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えば、複数台のサーバーをクラスタ化して認証・認可サーバー１６１を構成しても良い。
なお、本願発明においてサーバーシステムと称した場合は、少なくとも1台のサーバーか
ら構成された特定のサービスを提供する装置を指すものとする。
【００２２】
　本実施の形態に係るデータ管理システムは、図２に示すような構成のＰＣから成るシス
テム上に実現される。図２は本実施の形態に係る、認証・認可サーバー１５１の構成を示
す図である。またリソースサーバー１５２、認証・認可サーバー１６１、リソースサーバ
ー１６２の構成や端末１１１の構成も同様である。尚、図２に示されるハードウェアブロ
ック図は一般的な情報処理装置のハードウェアブロック図に相当するものとし、本実施形
態のサーバーコンピューターおよび端末には一般的な情報処理装置のハードウェア構成を
適用できる。
【００２３】
　図２において、ＣＰＵ２０１は、ＲＯＭ２０３のプログラム用ＲＯＭに記憶された、或
いはハードディスク２１１からＲＡＭ２０２にロードされたＯＳやアプリケーション等の
プログラムを実行する。ここでＯＳとはコンピュータ上で稼動するオペレーティングシス
テムの略語であり、以下オペレーティングシステムのことをＯＳと呼ぶ。後述する各フロ
ーチャートの処理はこのプログラムの実行により実現できる。ＲＡＭ２０２は、ＣＰＵ２
０１の主メモリ、ワークエリア等として機能する。キーボードコントローラ（ＫＢＣ）２
０５は、キーボード（ＫＢ）２０９や不図示のポインティングデバイスからのキー入力を
制御する。ＣＲＴコントローラ（ＣＲＴＣ）２０６は、ＣＲＴディスプレイ２１０の表示
を制御する。ディスクコントローラ（ＤＫＣ）２０７は各種データを記憶するハードディ
スク（ＨＤ）２１１やフロッピー（登録商標）ディスク（ＦＤ）等におけるデータアクセ
スを制御する。ＮＣ２１２はネットワークに接続されて、ネットワークに接続された他の
機器との通信制御処理を実行する。
【００２４】
　尚、後述の全ての説明においては、特に断りのない限り実行のハード上の主体はＣＰＵ
２０１であり、ソフトウェア上の主体はハードディスク（ＨＤ）２１１にインストールさ
れたアプリケーションプログラムである。
【００２５】
　図３は本実施の形態に係る、認証・認可サーバー１５１、リソースサーバー１５２、端
末１１１のモジュール構成を示す図である。なお認証・認可サーバー１６１、リソースサ
ーバー１６２はそれぞれ、認証・認可サーバー１５１、リソースサーバー１５２と同様の
構成である。図３（Ａ）は認証・認可サーバー１５１、図３（Ｂ）はリソースサーバー１
５２のモジュール構成を、それぞれ示す。また図３（Ｃ）は端末１１１のモジュール構成
を示す。認証・認可サーバー１５１は認証モジュール３０１、認可モジュール３０２、認
可済みスコープ管理モジュール３０３、アクセストークン発行モジュール３０４を持つ。
また認証・認可サーバー１５１はさらに、クライアント公開鍵管理モジュール３０５、認
証・認可サーバー秘密鍵管理モジュール３０６、リージョン決定モジュール３１０、ユー
ザー管理モジュール３１１、クライアント管理モジュール３１２を持つ。リソースサーバ
ー１５２はリソースアクセス処理モジュール３５１、リージョン記憶モジュール３５２、
認証・認可サーバー公開鍵管理モジュール３５３を持つ。端末１１１はアクセストークン
要求モジュール３９１、クレデンシャル管理モジュール３９２、リソース要求モジュール
３９３を持つ。
【００２６】
　認証モジュール３０１はユーザーからの認証要求に応じユーザー認証および認証トーク
ンの発行を行う。また認可モジュール３０２は、同じくユーザーからの認可操作に応じ、
認可確認画面を表示して、ユーザーに権限委譲を促す。認可済みスコープ管理モジュール
３０３は、ユーザーが権限委譲した認可済みスコープを記憶する。アクセストークン発行
モジュール３０４は端末１１１のアクセストークン要求モジュール３９１によるアクセス
トークン要求に応じ、アクセストークンの発行を行う。このときアクセストークン要求は
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端末１１１のクレデンシャル管理モジュール３９２が管理するクライアントの秘密鍵で署
名される。また署名の検証はクライアント公開鍵管理モジュール３０５で管理される公開
鍵で行われる。このとき発行するアクセストークンは、リージョン決定モジュール３１０
で決定されたリージョン情報を含み、認証・認可サーバー秘密鍵管理モジュール３０６で
管理する認証・認可サーバーの秘密鍵によって署名される。認証・認可サーバーの秘密鍵
で署名されたアクセストークンは、対応する公開鍵を用いて内容の妥当性を検証できる。
ユーザー管理モジュール３１１およびクライアント管理モジュール３１２はそれぞれ、認
証・認可サーバー１５１を利用するユーザーおよびクライアントを管理する。
【００２７】
　リソースアクセス処理モジュール３５１は端末１１１のリソース要求モジュール３９３
からリソース要求を受信する。リソース要求を受信したリソースアクセス処理モジュール
３５１は、リージョン記憶モジュール３５２で記憶しているリージョン情報とアクセスト
ークンに記載されたリージョン情報を比較する。さらに認証・認可サーバー公開鍵管理モ
ジュールで３５３管理している認証・認可サーバーの公開鍵を用いて署名検証を行い、妥
当と判断されたリソース要求を正常に処理する。
【００２８】
　図４（Ａ）は本実施の形態に係る、認証・認可サーバー１５１におけるログインフロー
である。本フローは認証・認可サーバー１５１がユーザーからログイン要求を受信するこ
とで開始される。ステップＳ４０１で認証モジュール３０１は、図８（Ａ）に示されるよ
うなログイン画面１００１を表示する。ステップＳ４０２で認証モジュール３０１は、ロ
グイン画面１００１で入力された認証情報を受け付ける。ステップＳ４０３で認証モジュ
ール３０１は、ステップＳ４０２で受け付けた認証情報が妥当であり、ログインを要求す
るユーザーが認証される正規なユーザーであるか判断する。ここで認証情報が妥当と判断
された場合はステップＳ４０４に遷移する。また認証情報が妥当でないと判断された場合
はステップＳ４３０に遷移する。
【００２９】
　ステップＳ４０４で認証モジュール３０１は、ユーザーのログインを許可し、認証トー
クンを発行してフローを終了する。ステップＳ４３０で認証モジュール３０１は、ユーザ
ーのログインを拒否し、フローを終了する。なお本実施の形態に係るログインフローには
、一般的なログインフローを適用できるものとする。
【００３０】
　図４（Ｂ）は本実施の形態に係る、認証・認可サーバー１５１における認可フローであ
る。本フローは認証・認可サーバー１５１の認可モジュール３０２がユーザーからの認可
要求を受信することで開始される。ステップＳ４５１で認可モジュール３０２は、ユーザ
ーから認可要求を受け付ける。ここで受け付けた認可要求は、権限委譲先であるクライア
ントおよび権限委譲の対象となるスコープの情報を含む。
【００３１】
　ステップＳ４５２で認可モジュール３０２は、図８（Ｂ）に示すような認可確認画面１
００２を表示し、ユーザーの確認を求める。ステップＳ４５３で認可モジュール３０２は
、ステップＳ４５２でユーザーの認可を得られたか判断する。ここで認可を得られたと判
断された場合はステップＳ４５４に遷移する。また認可を得られなかったと判断された場
合はステップＳ４６０に遷移する。ユーザーが認可を行うために図８（Ｂ）にて許可を選
択するための操作を認可操作と称し、ユーザーにより認可操作が行われたことで、後述の
図６のフローでアクセストークンの発行が行えるようになる。またここで認可された内容
、すなわちアクセス可能なリソースの範囲をスコープと称する。
【００３２】
　ステップＳ４５４で認可済みスコープ管理モジュール３０３は、ステップＳ４５２で実
施された認可の内容を認可済みスコープテーブルで記憶してフローを終了する。表１は認
可済みスコープテーブルで記憶する情報の例である。
【００３３】
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【表１】

【００３４】
　表１ではたとえば、ユーザー識別子「Ｕｓｅｒ００１」で示されるユーザーが、クライ
アント識別子「Ｃｌｉｅｎｔ００１」で示されるクライアントに対し、「ＳｃｏｐｅＡ」
および「ＳｃｏｐｅＢ」の利用を認可していることを表す。ステップＳ４６０で認可モジ
ュール３０２は、認可が行われなかった旨を通知し、フローを終了する。なお本実施の形
態に係る認可フローには、一般的な認可フローを適用できるものとする。
【００３５】
　図５は本実施の形態に係る、端末１１１におけるアクセストークン要求のフローである
。本フローはユーザーの操作や、端末１１１内のスケジュールやなんらかのイベントをト
リガとして開始される。なお以下では、端末１１１は、Ｅｕｒｏｐｅリージョンに存在す
る認証・認可サーバー１５１に対してアクセストークンを要求する場合の例を用いて図５
のフローを説明する。
【００３６】
　ステップＳ５０１でアクセストークン要求モジュール３９１は、トリガに応じて実施す
べき処理に必要なスコープを判断する。たとえばここでは、ＳｃｏｐｅＡおよびＳｃｏｐ
ｅＢが必要だとする。ステップＳ５０２でアクセストークン要求モジュール３９１は、ク
レデンシャル管理モジュール３９２からクライアント秘密鍵を取り出す。表２はクレデン
シャル管理モジュール３９２が管理するクレデンシャル情報の例を表す。
【００３７】

【表２】

【００３８】
　ここではクライアントの識別子が「Ｃｌｉｅｎｔ００１」であることと、クライアント
秘密鍵およびクライアント鍵ＩＤがそれぞれ「Ｂｋ３ＴＬＤｆｏｚｃ４Ｆ」および「Ｃｌ
ｉｅｎｔ００１Ｋｅｙ１」であることが示されている。ステップＳ５０３でアクセストー
クン要求モジュール３９１は、アクセストークンリクエストを生成し、ステップＳ５０２
で取り出したクライアント秘密鍵を用いて署名を付与する。以下はアクセストークンリク
エストの例である。アクセストークンリクエストはＪＷＴフォーマットで記述される。
【００３９】

{
    "kid": "Client001Key1",
    "typ":"JWT",
    "alg": "RS256"
}
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{
    "iss": "Client001",
    "sub": "User001",
    "aud": "https://europe.authorization.example.com/",
    "exp": 1508890200,
    "iat": 1508889600,
    "jti": "01234567890123456789012345678901234567890123456789",
    "authz:scopes": [
        "ScopeA",
        "ScopeB"
    ]
}
【００４０】
　上記のハッシュ値にクライアント秘密鍵で署名したものを付加し、アクセストークン要
求が行われる。
【００４１】
　ここでｋｉｄはアクセストークンリクエストに付与された署名のクライアント鍵ＩＤを
表す。ａｌｇは署名に用いられたアルゴリズムを表し、ここではＲＳ２５６（ＲＳＡＳＳ
Ａ－ＰＫＣＳ１＿ｖ１＿５　ｕｓｉｎｇ　ＳＨＡ－２５６）が用いられていることを示す
。またｔｙｐはアクセストークンリクエストがＪＷＴフォーマットであることを表す。ま
たその他の項目についてはそれぞれ以下を表す。すなわち、ｉｓｓはＪＷＴの発行者の識
別子、ｓｕｂはＪＷＴの主語となる主体の識別子、ａｕｄはＪＷＴを利用することが想定
された主体の識別子一覧を表す。またｅｘｐはＪＷＴの有効期限、ｉａｔはＪＷＴの発行
日時、ｊｔｉはＪＷＴのための一意な識別子、およびａｕｔｈｚ：ｓｃｏｐｅｓは要求す
るアクセストークンに含まれることを期待するスコープを表す。上記ｅｘｐ、ｉａｔに指
定する日時はＩｎｔＤａｔｅで、１９７０－０１－０１Ｔ０：０：０ＺＵＴＣから指定さ
れたＵＴＣの日付／時刻まで秒の数を表すＪＳＯＮ数値である。なお本実施の形態に係る
アクセストークンリクエストは上記フォーマットに限定されるものでなく、一般的なフォ
ーマットを適用できるものとする。
【００４２】
　上記の例では、ＪＷＴの発行者ｉｓｓは「Ｃｌｉｅｎｔ００１」であり、ｓｕｂで示さ
れる「Ｕｓｅｒ００１」の権限を委譲されたアクセストークンを、ａｕｄのＵＲＩで示さ
れるＥｕｒｏｐｅの認証・認可サーバー１５１に対して要求している。要求している権限
の範囲を表すスコープはａｕｔｈｚ：ｓｃｏｐｅｓで示される「ＳｃｏｐｅＡ」および「
ＳｃｏｐｅＢ」である。このアクセストークンリクエストはｉａｔの値「１５０８８８９
６００」で示される２０１７年１０月２５日０時０分０秒（ＵＴＣ）に発行された。また
有効期限はｅｘｐの値「１５０８８９０２００」で示される２０１７年１０月２５日０時
１０分０秒（ＵＴＣ）までである。
【００４３】
　ＯＡｕｔｈの観点で見た場合、ｉｓｓに記載されるのは権限の委譲を受けるＯＡｕｔｈ
クライアントであり、アクセストークンを要求するクライアントのクライアント識別子が
用いられる。またｓｕｂに記載されるのは権限を委譲するＯＡｕｔｈオーナーである。Ｏ
Ａｕｔｈオーナーは図４（Ｂ）のフローで認可操作をするユーザーの場合もあり、またア
クセストークンを要求するクライアント自身の場合もある。さらにクライアントにはユー
ザーが所属するテナントと同じテナントに所属する形態や、ユーザーが所属するテナント
には所属しない形態も存在する。
【００４４】
　ステップＳ５０４でアクセストークン要求モジュール３９１は、ステップＳ５０３で生
成した署名済みアクセストークンリクエストを認証・認可サーバー１５１に送信する。ス
テップＳ５０５でアクセストークン要求モジュール３９１は、ステップＳ５０４で送信し
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たアクセストークンリクエストの応答として、認証・認可サーバー１５１からアクセスト
ークンを受信し、フローを終了する。
【００４５】
　図６は本実施の形態に係る、認証・認可サーバー１５１におけるアクセストークン発行
のフローである。本フローは認証・認可サーバー１５１が、図５のステップＳ５０４で端
末１１１のアクセストークン要求モジュール３９１から送信されたアクセストークン要求
を受けて開始される。なお以下ではＥｕｒｏｐｅリージョンの認証・認可サーバー１５１
のフローとして説明をしているが、Ｊａｐａｎリージョンの認証・認可サーバー１６１が
アクセストークン要求を受信した場合のアクセストークン発行のフローも同様である。
【００４６】
　ステップＳ６０１でアクセストークン発行モジュール３０４は、受信したアクセストー
クンリクエストに含まれるクライアント鍵ＩＤを取り出す。ステップＳ６０２でアクセス
トークン発行モジュール３０４は、ステップＳ６０１で取り出したクライアント鍵ＩＤを
もとに、クライアント公開鍵管理モジュール３０５からクライアント公開鍵およびクライ
アント識別子を取り出す。表３はクライアント公開鍵管理モジュール３０５内で管理され
るクライアント公開鍵管理テーブルの例である。
【００４７】
【表３】

【００４８】
　表３によると、ステップＳ６０１で取り出したクライアント鍵ＩＤが「Ｃｌｉｅｎｔ０
０１Ｋｅｙ１」だった場合、取り出されるクライアント識別子およびクライアント公開鍵
はそれぞれ「Ｃｌｉｅｎｔ００１」と「ＺＲＵ＋５ｗ／ＣｍＨ７／」となる。
【００４９】
　ステップＳ６０３でアクセストークン発行モジュール３０４は、本フローの冒頭で受信
したアクセストークンリクエストの署名を、ステップＳ６０２で取り出したクライアント
公開鍵で検証する。またあわせて、アクセストークンリクエストに含まれるｉｓｓがステ
ップＳ６０２で取り出したクライアント識別子と一致するか検証する。ステップＳ６０４
でアクセストークン発行モジュール３０４は、ステップＳ６０３の検証結果に問題がない
か判断する。問題がなかったと判断された場合はステップＳ６０５へ、問題があったと判
断された場合はステップＳ６３０へ、それぞれ遷移する。
【００５０】
　ステップＳ６０５でアクセストークン発行モジュール３０４は、本フローの冒頭で受信
したアクセストークンリクエストから、ＯＡｕｔｈオーナー情報およびＯＡｕｔｈクライ
アント情報を取り出す。これはそれぞれ、アクセストークンのｓｕｂおよびおｉｓｓに記
載されている。ステップＳ６０６でアクセストークン発行モジュール３０４は、ステップ
Ｓ６０５で取り出したＯＡｕｔｈオーナーとＯＡｕｔｈクライアントが一致するか判断す
る。一致しないと判断された場合はステップＳ６０７に遷移する。また一致すると判断さ
れた場合はステップＳ６１４に遷移する。
【００５１】
　ステップＳ６０７でアクセストークン発行モジュール３０４は、アクセストークンリク
エストのｓｕｂで示されるＯＡｕｔｈオーナーの情報を、ユーザー管理モジュール３１１
に問い合わせる。表４はユーザー管理モジュール３１１のユーザー管理テーブルの例であ
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る。
【００５２】
【表４】

【００５３】
　ここではＥｕｒｏｐｅリージョンの認証・認可サーバー１５１について説明をしている
ため、ユーザー管理モジュール３１１が管理するユーザー情報も、Ｅｕｒｏｐｅリージョ
ンの認証・認可サーバー１５１のものである。Ｊａｐａｎリージョンの認証・認可サーバ
ー１６１においては、ユーザー管理モジュール３１１が管理するユーザー情報は、Ｊａｐ
ａｎリージョンの認証・認可サーバー１６１のものとなる。
【００５４】
　ステップS６０８でアクセストークン発行モジュール３０４は、ステップＳ６０７でＯ
Ａｕｔｈオーナーの情報を取得できたか判断する。取得できたと判断された場合はステッ
プＳ６０９に遷移し、取得できなかったと判断された場合はステップＳ６３１に遷移する
。なおＯＡｕｔｈオーナー情報をユーザー管理モジュール３１１から取得できたことで、
以下のステップＳ６０９からステップＳ６１３においては、ＯＡｕｔｈオーナーがユーザ
ーであるとして処理を行うことになる。
【００５５】
　ステップＳ６０９でアクセストークン発行モジュール３０４は、ステップＳ６０５で取
り出したＯＡｕｔｈオーナーとＯＡｕｔｈクライアントに関する認可済みスコープを、認
可済みスコープ管理モジュール３０３から取り出す。具体的には、図４(B)における認可
フローによって認可情報が記憶されることでスコープを取得することができる。たとえば
、ＯＡｕｔｈオーナーが「Ｕｓｅｒ００１」であり、ＯＡｕｔｈクライアントが「Ｃｌｉ
ｅｎｔ００１」の場合、認可済みスコープ情報として「ＳｃｏｐｅＡ」および「Ｓｃｏｐ
ｅＢ」が取り出される。
【００５６】
　ステップＳ６１０でアクセストークン発行モジュール３０４は、認可フローによって認
可情報が記憶されたこにより認可設定が存在するか否かを判断する。存在すればステップ
Ｓ６１１に遷移し、存在しなければステップＳ６３２に遷移する。ステップＳ６１１でア
クセストークン発行モジュール３０４は、本フローの冒頭で受信したアクセストークンリ
クエストから、要求されたスコープを取り出す。
【００５７】
　ステップＳ６１２でアクセストークン発行モジュール３０４は、ステップＳ６１１で取
り出した要求されたスコープが認可されているか判断する。具体的には、ステップＳ６１
１で取り出した要求されたスコープが、ステップＳ６０９で取り出した認可済みスコープ
に含まれるか判断する。認可されていると判断された場合はステップＳ６１３に遷移し、
認可されていないと判断された場合はステップＳ６３２に遷移する。たとえばステップＳ
６０９で取り出した認可済みスコープが「ＳｃｏｐｅＡ」および「ＳｃｏｐｅＢ」で、ス
テップＳ６１１で取り出した要求されたスコープが「ＳｃｏｐｅＡ」および「Ｓｃｏｐｅ
Ｂ」の場合は、認可されていると判断される。
【００５８】
　ステップＳ６１３でリージョン決定モジュール３１０は、ステップＳ６０７で取得した
ユーザーの所属リージョンを、アクセストークンの利用可能リージョンと決定する。これ
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は、ＯＡｕｔｈオーナー情報をユーザー管理モジュール３１１から取得できたことで、Ｏ
Ａｕｔｈオーナーがユーザーであるとして処理しているためである。ＯＡｕｔｈオーナー
がユーザーの場合、アクセストークンは、ユーザーの所属リージョンでのみ利用できるよ
う制御する必要がある。アクセストークンの利用可能リージョンを決定すると、ステップ
Ｓ６２１に遷移する。
【００５９】
　一方、ステップＳ６１４でリージョン決定モジュール３１０は、ステップＳ６０５で取
り出したＯＡｕｔｈクライアントがユーザーと関連付けられているか判断する。判断の結
果ＯＡｕｔｈクライアントがユーザーと関連付けられていればステップＳ６１５に遷移し
、関連付けられてなければステップＳ６１６に遷移する。
【００６０】
　ＯＡｕｔｈオーナーがユーザーに関連付けられているか否かの判断は、たとえば以下の
ように行われる。まずリージョン決定モジュール３１０は、アクセストークンリクエスト
のｓｕｂで示される主体の識別子を用いて、クライアント管理モジュール３１２からクラ
イアント情報を取得する。表５はクライアント管理モジュール３１２のクライアント管理
テーブルの例である。たとえば、所属テナント「１００１E」には特定のユーザーである
「User001」が関連付けられているため、クライアントが所属するテナントはユーザーデ
ータを操作できると考える。
【００６１】
【表５】

【００６２】
　次にリージョン決定モジュール３１０は、取得したクライアント情報の所属テナントを
もとに、ユーザー管理モジュール３１１に対して、同じテナントに所属するユーザーが存
在するかを確認する。ここでクライアントが所属するテナントにユーザー情報が関連付け
られている場合、前述のクライアントはユーザーデータを操作できると考えられる。その
ためアクセストークンの利用可能リージョンは制限すべきである。以上のように、ＯＡｕ
ｔｈオーナーであるクライアントが、ユーザーが存在するテナントに所属しているか否か
で、ユーザーに関連付けられているか否かを判断する。
【００６３】
　ただし、クライアントであるＯＡｕｔｈオーナーがユーザーに関連付けられているか否
かの判断は前述の方式に限定されるものではない。たとえばクライアントであるＯＡｕｔ
ｈオーナーが所属するテナントと、ユーザーが所属するテナントとの対応関係を確認する
方式でもよく、その他の方式でもよい。ステップＳ６１５でリージョン決定モジュール３
１０は、ステップＳ６１４でクライアントであるＯＡｕｔｈオーナーと関連付けられてい
ると判断されたユーザーの情報をユーザー管理モジュール３１１から取り出す。また取り
出したユーザーの所属リージョンをアクセストークンの利用可能リージョンとして決定す
る。アクセストークンの利用可能リージョンを決定すると、ステップＳ６２１に遷移する
。
【００６４】
　ステップＳ６１６でリージョン決定モジュール３１０は、ステップＳ６１４でクライア
ントであるＯＡｕｔｈオーナーがユーザーと関連付かないと判断されたことを受け、アク
セストークンの利用可能リージョンを制限しないこととする。そのためリージョン決定モ
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ジュール３１０は、すべてのリージョンをアクセストークンの利用可能リージョンとして
決定する。アクセストークンの利用可能リージョンを決定すると、ステップＳ６２１に遷
移する。ステップＳ６２１でアクセストークン発行モジュール３０４は、ステップＳ６１
２、ステップＳ６１５、もしくはステップＳ６１６のいずれかで決定した利用可能リージ
ョン情報を含むアクセストークンを生成する。
【００６５】
　ステップＳ６２２でアクセストークン発行モジュール３０４は、認証・認可サーバー秘
密鍵管理モジュール３０６から認証・認可サーバー１５１の秘密鍵を取り出し、ステップ
Ｓ６１２で生成したアクセストークンの署名を生成する。また、生成した署名を付加した
アクセストークンを、端末１１１のアクセストークン要求モジュール３９１に送信してフ
ローを終了する。表６は認証・認可サーバー秘密鍵管理モジュール３０６が管理する認証
・認可サーバー秘密鍵情報を表す。
【００６６】
【表６】

【００６７】
　ここではＥｕｒｏｐｅリージョンの認証・認可サーバー１５１について説明をしている
ため、認証・認可サーバー秘密鍵管理モジュール３０６が管理する秘密鍵情報も、Ｅｕｒ
ｏｐｅリージョンの認証・認可サーバー１５１のものである。Ｊａｐａｎリージョンの認
証・認可サーバー１６１においては、認証・認可サーバー秘密鍵管理モジュール３０６が
管理する秘密鍵情報は、Ｊａｐａｎリージョンの認証・認可サーバー１６１のものとなる
。
【００６８】
　また以下はステップＳ６１３で送信されるアクセストークンの例である。アクセストー
クンはＪＷＴフォーマットで記述される。このように、アクセストークンの検証をリソー
スサーバーで行うためのアクセストークンを、署名付きアクセストークンと称する。なお
、本実施例において署名付きアクセストークンを単にアクセストークンと称しているが、
通常のアクセストークンと署名付きアクセストークンを分別する必要がある場合は、その
旨を明記する。
【００６９】

{
    "kid": "EuropeKey1",
    "typ":"JWT",
    "alg": "RS256"
}
{
    "iss": "https://europe.authorization.example.com/",
    "sub": "User001",
    "aud": "https://europe.resource.example.com/",
    "exp": 1508893210,
    "iat": 1508889610,
    "jti": "98765432109876543210987654321098765432109876543210",
    "authz:scopes": [
        "ScopeA",
        "ScopeB"
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    ]
}
【００７０】
　上記のハッシュ値に認証・認可サーバー１５１の秘密鍵で署名したものを付加し、アク
セストークン要求モジュール３９１に返却される。
【００７１】
　ここではアクセストークンリクエストと共通する部分の説明は割愛し、アクセストーク
ンに特徴的な部分について説明する。アクセストークンはＥｕｒｏｐｅリージョンの認証
・認可サーバー１５１の秘密鍵で署名されるため、ｋｉｄはＥｕｒｏｐｅＫｅｙ１となっ
ている。またアクセストークンの発行者ｉｓｓは認証・認可サーバー１５１を表す。アク
セストークンの利用者ａｕｄはＥｕｒｏｐｅリージョンを表す情報になっていて、アクセ
ストークンを利用可能なリージョンを制限する。ここではａｕｄはリソースサーバー１５
２のＵＲＩを表しているが、リージョンを表す方式は前述の方式に限定されるものではな
く、またリージョンを表す情報も複数持つ方式であってもよい。またａｕｔｈｚ：ｓｃｏ
ｐｅｓは委譲された権限の範囲を表し、ここでは「ＳｃｏｐｅＡ」および「ＳｃｏｐｅＢ
」が委譲されている。
【００７２】
　ステップＳ６３０でアクセストークン発行モジュール３０４は、署名が不正である旨を
端末１１１のアクセストークン要求モジュール３９１に送信し、アクセストークン発行を
拒否してフローを終了する。ステップＳ６３１でアクセストークン発行モジュール３０４
は、ＯＡｕｔｈオーナーが存在しない旨を端末１１１のアクセストークン要求モジュール
３９１に送信し、アクセストークン発行を拒否してフローを終了する。ステップＳ６３２
でアクセストークン発行モジュール３０４は、要求されたスコープが認可されていない旨
を端末１１１のアクセストークン要求モジュール３９１に送信し、アクセストークン発行
を拒否してフローを終了する。
【００７３】
　図７は本実施の形態に係る、リソースサーバー１５２におけるリソースアクセスの処理
フローである。本フローはリソースサーバー１５２のリソースアクセス処理モジュール３
５１が、端末１１１のリソース要求モジュール３９３からのリソースアクセス要求を受信
することで開始される。なお以下ではＥｕｒｏｐｅリージョンのリソースサーバー１５２
のフローとして説明をしているが、Ｊａｐａｎリージョンのリソースサーバー１６２がリ
ソースアクセス要求を受信した場合のリソースアクセス処理のフローも同様である。
【００７４】
　ステップＳ７０１でリソースアクセス処理モジュール３５１は、本フローの冒頭で受信
したアクセストークンの署名検証を行う。具体的には、アクセストークンのｋｉｄで示さ
れる認証・認可サーバーの公開鍵を、認証・認可サーバー公開鍵管理モジュール３５３か
ら取得し、署名を検証する。表７は認証・認可サーバー公開鍵管理モジュール３５３が管
理する認証・認可サーバー公開鍵テーブルの例である。
【００７５】
【表７】

【００７６】
　ステップＳ７０２でリソースアクセス処理モジュール３５１は、ステップＳ７０１で署
名が有効であるため正しいと判断されたか確認する。署名が正しかった場合はステップＳ
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７０３に遷移し、署名が正しくなかった場合はステップＳ７３０に遷移する。
【００７７】
　ステップＳ７０３でリソースアクセス処理モジュール３５１は、リージョン記憶モジュ
ール３５２から、リソースサーバー自身のリージョンを取得し、自身が所属するリージョ
ンを解決する。ステップＳ７０４でリソースアクセス処理モジュール３５１は、本フロー
の冒頭で受信したリソースアクセス要求に含まれるアクセストークンから、アクセストー
クンを利用可能なリージョンを取得する。たとえばアクセストークンのａｕｄに 「https
://europe.resource.example.com/」のように記載されていた場合を考える。このときＵ
ＲＬに含まれる文字列から、このアクセストークンを利用可能なリージョンとしてＥｕｒ
ｏｐｅリージョンが取得できる。また、アクセストークンのａｕｄに 「https://www.res
ource.example.com/」のように記載されていた場合を考える。このときＵＲＬに含まれる
文字列から、このアクセストークンを利用可能なリージョンとしてすべてのリージョンを
示す情報が取得できる。なおアクセストークンを利用可能なリージョンの取得の仕方は前
述の方式に限定されるものではない。
【００７８】
　ステップＳ７０５でリソースアクセス処理モジュール３５１は、ステップＳ７０３で取
得したリソースサーバー自身のリージョンと、ステップＳ７０４で取得したアクセストー
クンを利用可能なリージョンを比較し、アクセストークンの利用可否を判断する。アクセ
ストークンを利用可能であると判断された場合はステップＳ７０６に遷移し、アクセスト
ークンを利用不可能であると判断された場合はステップＳ７３１に遷移する。たとえばリ
ソースサーバー自身のリージョンがＥｕｒｏｐｅリージョンの場合を考える。ステップＳ
７０４で取得できたアクセストークンを利用可能なリージョンがＥｕｒｏｐｅリージョン
だった場合や、すべてのリージョンを表す情報だった場合、アクセストークンを利用可能
と判断される。またステップＳ７０４で取得できたアクセストークンを利用可能なリージ
ョンがＪａｐａｎリージョンで、Ｅｕｒｏｐｅリージョンが含まれない場合、アクセスト
ークンは利用不可能と判断される。
【００７９】
　ステップＳ７０６でリソースアクセス処理モジュール３５１は、端末１１１のリソース
要求モジュール３９３から要求された処理に必要なスコープを解決する。ステップＳ７０
７でリソースアクセス処理モジュール３５１は、本フローの冒頭で受信したアクセストー
クンに含まれるスコープを取得する。この値はアクセストークンのａｕｔｈｚ：ｓｃｏｐ
ｅｓで示される値から取得できる。
【００８０】
　ステップＳ７０８でリソースアクセス処理モジュール３５１は、ステップＳ７０６で必
要と判断されたスコープと、ステップＳ７０７でトークンに含まれるスコープを比較し、
権限の有無を判断する。権限ありと判断された場合はステップＳ７０９に遷移し、権限な
しと判断された場合はステップＳ７３２に遷移する。たとえばステップＳ７０６で必要と
判断されたスコープが「ＳｃｏｐｅＡ」で、ステップＳ７０７でトークンに含まれるスコ
ープが「ＳｃｏｐｅＡ」および「ＳｃｏｐｅＢ」であれば、権限ありと判断される。
【００８１】
　ステップＳ７０９でリソースアクセス処理モジュール３５１は、端末１１１のリソース
要求モジュール３９３から要求された処理を実行し、結果を返してフローを終了する。ス
テップＳ７３０でリソースアクセス処理モジュール３５１は、署名が不正である旨を返し
、リソースアクセスを拒否してフローを終了する。ステップＳ７３１でリソースアクセス
処理モジュール３５１は、リージョンが不正である旨を返し、リソースアクセスを拒否し
てフローを終了する。すなわち、クライアントはリソース要求を送信した先にあるリージ
ョンのリソースサーバーを利用することはできない。ステップＳ７３２でリソースアクセ
ス処理モジュール３５１は、権限不足である旨を返し、リソースアクセスを拒否してフロ
ーを終了する。
【００８２】
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　本実施の形態によれば、アクセストークン検証の処理負荷は分散させつつ、ユーザーデ
ータを受け入れるのは、ユーザーが主として居住する地域と対応するリージョンのみとす
ることができる。またユーザーデータを操作することのないアクセスであれば、クライア
ントと地理的に近いリソースサーバーにアクセスできるため、ネットワーク遅延低減も享
受できる。
【００８３】
　［実施例２］
　次に、本発明を実施するための第２の形態について図面を用いて説明する。なお第１の
実施の形態と共通の部分については説明を省略し、以下では差異部分のみ説明する。リー
ジョンを分割する単位は、地域、国、共同体など、何でもよいため、同一の国の中に複数
のリージョンが存在し、法規制も共通である場合も考えられる。このようなリージョン同
士の間では、一方のサーバーで発行したアクセストークンを、他方のサーバーで利用でき
るようにすることで、利便性が増すと考えられる。たとえばドイツのベルリンの認証・認
可サーバーでユーザーが発行されたが、実際に利用されるのは同じくドイツのハンブルク
近郊である場合などが考えられる。このような場合では、ベルリンリージョンの認証・認
可サーバーで発行されたアクセストークンで、ハンブルグリージョンのリソースサーバー
におけるユーザーデータにアクセスできるのが好ましい。
【００８４】
　図９は本実施の第２の形態に係る、認証・認可サーバー１５１のモジュール構成を示す
図である。なお認証・認可サーバー１６１も認証・認可サーバー１５１と同様の構成を取
ることができる。認証・認可サーバー１５１は本実施の第１の形態のモジュールに加え、
追加リージョン決定モジュール３１３、リージョン対応管理モジュール３１４を持つ。追
加リージョン決定モジュール３１３はリージョン対応管理モジュールで３１４に問い合わ
せ、リージョン決定モジュール３１０で決定されたリージョンに対応する追加リージョン
を取得する。取得した追加リージョンを加え、アクセストークンを利用可能なリージョン
を決定する。
【００８５】
　図１０は本実施の第２の形態における、追加リージョンを含めてアクセストークンの利
用可能リージョンを決定するフローである。本フローは本実施の第１の形態における、図
６のステップＳ６１３およびステップＳ６１５のあとで、ステップＳ１００１の処理を行
う。ステップＳ１００１で追加リージョン決定モジュール３１３は、ステップＳ６１３も
しくはステップＳ６１５で決定したリージョンに対応するリージョンをリージョン対応管
理モジュール３１４に問い合わせて取得する。また取得したリージョンを追加リージョン
とする。表８はリージョン対応管理モジュール３１４が管理するリージョン対応関係テー
ブルの例である。
【００８６】
【表８】

【００８７】
　表８のリージョン対応関係テーブルでは、ＥｕｒｏｐｅリージョンとＥｕｒｏｐｅ－２
リージョンが同一法規制配下であるとして、あらかじめ対応関係が管理されているものと
する。ただしリージョンの対応関係を結ぶ基準は法規制が同一であるか否かに限定される
ものでなく、他の妥当な基準でリージョン対応関係を結び管理してもよい。
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【００８８】
　ここで、ステップＳ６１３もしくはステップＳ６１５で決定したリージョンがＥｕｒｏ
ｐｅリージョンだった場合、追加リージョンとしてＥｕｒｏｐｅ－２リージョンを取得で
きる。ステップＳ１００２でリージョン決定モジュール３１０は、アクセストークンの利
用可能リージョンに、ステップＳ１００１で取得した追加リージョンを追加する。リージ
ョンを追加した新たな利用可能リージョンが決定すると、ステップＳ６２１に遷移する。
【００８９】
　本実施の第２の形態によれば、リソースサーバーは、自身と異なるリージョンのＯＡｕ
ｔｈオーナーのアクセストークンであっても、対応関係のあるリージョン間であればアク
セストークンを受け入れることができるようになる。そのためたとえば、同一法規制配下
のリージョン間ではアクセストークンの相互利用が可能となるため、利便性が向上する。
【００９０】
　［実施例３］
　次に、本発明を実施するための第３の形態について図面を用いて説明する。なお第１お
よび第２の実施の形態の内で少なくとも何れか１つの実施の形態と共通の部分については
説明を省略し、以下では差異部分のみ説明する。端末１１１からのアクセスがリージョン
不正だった場合、リソースサーバーとしては、アクセスを拒否することで目的を達成でき
る。しかしクライアントは、アクセストークンの利用可能リージョンと異なるリージョン
に意図的にアクセスしたのでなく、ＧｅｏＤＮＳの指定に従っただけである可能性もある
。そのような場合は、端末１１１からのアクセスを、適切なリージョンにリダイレクトさ
せることで、利便性が向上すると考えられる。
【００９１】
　図１１は本実施の第３の形態に係る、リソースサーバー１５２のモジュール構成を示す
図である。なおリソースサーバー１６２もリソースサーバー１５２と同様の構成を取るこ
とができる。リソースサーバー１５２は本実施の第１の形態のモジュールに加え、リダイ
レクトモジュール３５４およびリダイレクト先管理モジュール３５５を持つ。リダイレク
トモジュール３５４はリダイレクト先管理モジュールで３５５に問い合わせ、リソースア
クセス処理モジュール３５１がリージョン不正と判断したアクセスを適正リージョンの同
一機能を持つリソースサーバーにリダイレクトさせる。
【００９２】
　図１２は本実施の第３の形態に係る、リージョン不正に伴うリダイレクトを含む、リソ
ースサーバー１５２のリソースアクセス処理フローである。本フローは本実施の第１の形
態における、図７のステップＳ７０５でリージョン不正と判断された際に、フローを終了
する代わりにステップＳ１２０１に遷移し処理を行う。
【００９３】
　ステップＳ１２０１でリダイレクトモジュール３５４は、ステップＳ７０４で取得した
アクセストークンの利用可能リージョンをもとに、リダイレクト先管理モジュール３５５
からリダイレクト先ＵＲＬを取得する。表９はリダイレクト先管理モジュール３５５が管
理する他リージョンリソースサーバー情報テーブルの例である。
【００９４】
【表９】

【００９５】
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　他リージョンリソースサーバー情報テーブルでは、リソースサーバー１５２と同じ機能
を備え、リソースサーバー１５２と異なるリージョンに存在するリソースサーバーのＵＲ
Ｌをリダイレクト先として管理する。たとえばステップＳ７０４で取得したアクセストー
クンの利用可能リージョンが「Ｊａｐａｎ」リージョンだった場合、リダイレクト先は「
http://japan.resource.example.com/」となる。なお、アクセストークンに含まれるリー
ジョンが表９に存在しない場合、あらかじめ設定されているリダイレクト先を採用するこ
ととする。表９の場合「Default」のリダイレクト先が、クセストークンに含まれるリー
ジョンが表９に存在しない場合のリダイレクト先ということになる。
【００９６】
　なおステップＳ１２０１のリダイレクト先決定処理は、あらかじめ用意された他リージ
ョンリソースサーバー情報テーブルを用いる方式に限定されず、アクセストークンのａｕ
ｄで示されるリソースサーバーのＵＲＬを用いる方式や、その他の方式であってもよい。
【００９７】
　ステップＳ１２０２でリダイレクトモジュール３５４は、ステップＳ１２０１で取得し
たリダイレクト先ＵＲＬをリソース要求モジュール３９３に返し、適正なリージョンへの
リダイレクトを促しフローを終了する。リダイレクトモジュール３５４は、クライアント
を別のリージョンに存在する別のリソースサービスへリダイレクトさせることになる。
【００９８】
　本実施の第３の形態によれば、リソース要求モジュール３９３は、不適切なリージョン
にアクセスしようとしてしまった場合でも、適切なリージョンのリソースサーバーのＵＲ
Ｌの通知を受けることができる。そのためＧｅｏＤＮＳなどの仕組みを用いたことで、ユ
ーザーが存在しないリージョンのリソースサーバーにアクセスしてしまった場合でも、正
しいリージョンのリソースサーバーにリダイレクトされ処理を続行できるため、利便性が
向上する。
【００９９】
　［その他の実施例］
　実施例１乃至３のいずれの実施例における各フロー図におけるステップは、その実行順
番に制限があるわけではなく適宜実行順番を変えられるものである。例えば、図７および
12におけるアクセストークンの検証とリージョンの確認のタイミングは必ずしも実施例通
りの順番である必要はない。アクセストークンの検証およびスコープの検証が終わった後
に、リージョンの検証を行う形態でも良い。各実施例で重要なのはリージョンの検証であ
り、アクセストークンの検証およびスコープの検証と言った認可に関する各検証は条件の
内の１つにしか過ぎず、必ずしもフローで示した通りである必要はなく、適宜変更可能で
ある。
【０１００】
　本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施例の
機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体を介して
システム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（またはＣＰＵや
ＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
【符号の説明】
【０１０１】
　１１１　端末
　１５１　認証・認可サーバー
　１５２　リソースサーバー
　３０４　アクセストークン発行モジュール
　３１０　リージョン決定モジュール
　３１３　追加リージョン決定モジュール
　３５１　リソースアクセス処理モジュール
　３５４　リダイレクトモジュール
　３９１　アクセストークン要求モジュール
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　３９３　リソース要求モジュール

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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