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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　方法であって、
　アプリケーション開発フレームワークのユーザによってなされた第１のジェスチャをコ
ンピュータにおいて受取るステップを含み、前記第１のジェスチャは、前記アプリケーシ
ョン開発フレームワークで開発されるモバイルアプリケーションのユーザインターフェイ
スにデータソースをバインドするものであり、前記方法はさらに、
　前記データソースにおいて利用可能な１セットのデータポイントを前記コンピュータに
よって決定するステップと、
　前記ユーザインターフェイスによって提供される情報に基づいて前記ユーザインターフ
ェイスのうち１セットのデータ・バインド可能なエリアを前記コンピュータによって決定
するステップと、
　前記アプリケーション開発フレームワークの前記ユーザによってなされた第２のジェス
チャを前記コンピュータにおいて受取るステップとを含み、前記第２のジェスチャは、前
記データソースにおいて利用可能なデータポイントを前記ユーザインターフェイスのデー
タ・バインド可能なエリアにリンクするものであり、
　前記方法はさらに、
　前記第２のジェスチャに従って前記データポイントによって影響される前記データ・バ
インド可能なエリアの決定に基づいて前記ユーザインタフェースの前記データ・バインド
可能なエリアを前記コンピュータによってハイライトするステップと、
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　前記データソースにおいて利用可能な前記データポイントを参照して前記データ・バイ
ンド可能なエリアの予め定められた表現を、前記コンピュータによって修正するステップ
を含む、方法。
【請求項２】
　前記アプリケーション開発フレームワークの前記ユーザによってなされた前記第１のジ
ェスチャを前記コンピュータにおいて受取るステップは、前記データソースの視覚的表現
をサービスのカタログから前記ユーザインターフェイスの視覚的表現上にドラッグする前
記ユーザを示す情報を受取るステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記データソースにおいて利用可能な前記１セットのデータポイントを前記コンピュー
タによって決定するステップは、ＲＥＳＴまたはＳＯＡＰ定義にアクセスするステップを
含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記データソースにおいて利用可能な前記１セットのデータポイントを前記コンピュー
タによって決定するステップは、ハーベスタから情報を受取るステップを含み、前記ハー
ベスタは、デプロイされたサービスをイントロスペクションし、１つ以上のクラウドベー
スのプロジェクトにおいて発見されたサービスを表現するＡＰＩアセットを作成する、請
求項１または２に記載の方法。
【請求項５】
　前記ユーザインターフェイスによって提供される前記情報に基づいて前記ユーザインタ
ーフェイスのうち前記１セットのデータ・バインド可能なエリアを前記コンピュータによ
って決定するステップは、
　前記ユーザインターフェイスに関連付けられたテンプレートを識別するステップと、
　前記テンプレートに基づいて、前記１セットのデータ・バインド可能なエリアに対応す
る１セットのユーザインターフェイス要素を決定するステップとを含む、請求項１から４
のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　前記アプリケーション開発フレームワークの前記ユーザによってなされた前記第２のジ
ェスチャを前記コンピュータにおいて受取るステップは、前記データソースにおいて利用
可能な前記データポイントの視覚的表現を、前記データソースにおいて利用可能な前記１
セットのデータポイントの視覚的表現から、前記データ・バインド可能なエリアの視覚的
表現上にドラッグする前記ユーザを示す情報を受取るステップを含む、請求項１から５の
いずれかに記載の方法。
【請求項７】
　前記データソースにおいて利用可能な前記データポイントを参照して前記データ・バイ
ンド可能なエリアの前記予め定められた表現を前記コンピュータによって修正するステッ
プは、前記データソースにおいて利用可能な前記データポイントを参照して、前記ユーザ
インターフェイスをプレビューするときに用いられる第１のデータについての参照を更新
するステップを含む、請求項１から６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　前記データソースにデータを要求するために必要な１セットのパラメータを前記コンピ
ュータによって決定するステップと、
　前記ユーザインターフェイスによって提供される前記情報に基づいて１セットのパラメ
ータ・ソースを前記コンピュータによって決定するステップと、
　前記アプリケーション開発フレームワークの前記ユーザによってなされた第３のジェス
チャを前記コンピュータにおいて受取るステップとを含み、前記第３のジェスチャは、パ
ラメータをパラメータ・ソースにリンクするものである、請求項１から７のいずれかに記
載の方法。
【請求項９】
　コンピュータ読取り可能プログラムであって、前記コンピュータ読取り可能プログラム
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は、コンピュータのプロセッサによって実行されると、前記プロセッサに、
　　アプリケーション開発フレームワークのユーザによってなされた第１のジェスチャを
受取らせ、前記第１のジェスチャは、前記アプリケーション開発フレームワークで開発さ
れるモバイルアプリケーションのユーザインターフェイスにデータソースをバインドする
ものであり、前記プロセッサにさらに、
　　前記データソースにおいて利用可能な１セットのデータポイントを決定させ、
　　前記ユーザインターフェイスによって提供される情報に基づいて前記ユーザインター
フェイスのうち１セットのデータ・バインド可能なエリアを決定させ、
　　前記アプリケーション開発フレームワークの前記ユーザによってなされた第２のジェ
スチャを受取らせ、前記第２のジェスチャは、前記データソースにおいて利用可能なデー
タポイントを前記ユーザインターフェイスのデータ・バインド可能なエリアにリンクする
ものであり、
　　　前記プロセッサにさらに、
　　前記第２のジェスチャに従って前記データポイントによって影響される前記データ・
バインド可能なエリアの決定に基づいて前記ユーザインタフェースの前記データ・バイン
ド可能なエリアをハイライトさせ、
　　前記データソースにおいて利用可能な前記データポイントを参照して前記データ・バ
インド可能なエリアの予め定められた表現を修正させる、コンピュータ読取り可能プログ
ラム。
【請求項１０】
　システムであって、
　ハードウェアプロセッサと、
　１セットの命令を記憶するメモリとを含み、前記１セットの命令は、前記プロセッサに
よって実行されると、前記プロセッサに、
　　アプリケーション開発フレームワークのユーザによってなされた第１のジェスチャを
受取らせ、前記第１のジェスチャは、前記アプリケーション開発フレームワークで開発さ
れるモバイルアプリケーションのユーザインターフェイスにデータソースをバインドする
ものであり、前記プロセッサにさらに、
　　前記データソースにおいて利用可能な１セットのデータポイントを決定させ、
　　前記ユーザインターフェイスによって提供される情報に基づいて前記ユーザインター
フェイスのうち１セットのデータ・バインド可能なエリアを決定させ、
　　前記アプリケーション開発フレームワークの前記ユーザによってなされた第２のジェ
スチャを受取らせ、前記第２のジェスチャは、前記データソースにおいて利用可能なデー
タポイントを前記ユーザインターフェイスのデータ・バインド可能なエリアにリンクする
ものであり、
　　前記プロセッサにさらに、
　前記第２のジェスチャに従って前記データポイントによって影響される前記データ・バ
インド可能なエリアの決定に基づいて前記ユーザインタフェースの前記データ・バインド
可能なエリアをハイライトさせ、
　前記データソースにおいて利用可能な前記データポイントを参照して前記データ・バイ
ンド可能なエリアの予め定められた表現を修正させる、システム。
【請求項１１】
　前記アプリケーション開発フレームワークの前記ユーザによってなされた前記第１のジ
ェスチャを受取るために、前記プロセッサに、前記データソースの視覚的表現をサービス
のカタログから前記ユーザインターフェイスの視覚的表現上にドラッグする前記ユーザを
示す情報を受取らせる、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記データソースにおいて利用可能な前記１セットのデータポイントを決定するために
、前記プロセッサに、ＲＥＳＴまたはＳＯＡＰ定義にアクセスさせる、請求項１０または
１１に記載のシステム。
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【請求項１３】
　前記データソースにおいて利用可能な前記１セットのデータポイントを決定するために
、前記プロセッサに、ハーベスタからの情報を受取らせ、前記ハーベスタは、デプロイさ
れたサービスをイントロスペクションし、１つ以上のクラウドベースのプロジェクトにお
いて発見されたサービスを表現するＡＰＩアセットを作成する、請求項１０から１２のい
ずれかに記載のシステム。
【請求項１４】
　前記ユーザインターフェイスによって提供される前記情報に基づいて前記ユーザインタ
ーフェイスのうち前記１セットのデータ・バインド可能なエリアを決定するために、前記
プロセッサに、
　　前記ユーザインターフェイスに関連付けられたテンプレートを識別させ、
　　前記テンプレートに基づいて、前記１セットのデータ・バインド可能なエリアに対応
する１セットのユーザインターフェイス要素を決定させる、請求項１０から１３のいずれ
かに記載のシステム。
【請求項１５】
　前記アプリケーション開発フレームワークの前記ユーザによってなされた前記第２のジ
ェスチャを受取るために、前記プロセッサに、前記データソースにおいて利用可能な前記
データポイントの視覚的表現を、前記データソースにおいて利用可能な前記１セットのデ
ータポイントの視覚的表現から前記データ・バインド可能なエリアの視覚的表現上にドラ
ッグする前記ユーザを示す情報を受取らせる、請求項１０から１４のいずれかに記載のシ
ステム。
【請求項１６】
　前記データソースにおいて利用可能な前記データポイントを参照して前記データ・バイ
ンド可能なエリアの前記予め定められた表現を修正するために、前記プロセッサに、前記
データソースにおいて利用可能な前記データポイントを参照して、前記ユーザインターフ
ェイスをプレビューするときに用いられる第１のデータについての参照を更新させる、請
求項１０から１５のいずれかに記載のシステム。
【請求項１７】
　前記プロセッサにさらに、
　　前記データソースにデータを要求するために必要な１セットのパラメータを決定させ
、
　　前記ユーザインターフェイスによって提供される前記情報に基づいて１セットのパラ
メータ・ソースを決定させ、
　　前記アプリケーション開発フレームワークの前記ユーザによってなされた第３のジェ
スチャを受取らせ、前記第３のジェスチャは、パラメータをパラメータ・ソースにリンク
するものである、請求項１０から１６のいずれかに記載のシステム。
【請求項１８】
　プロセッサによって実行されると、当該プロセッサに請求項１～８のいずれか１項に記
載の方法を実行させる、コンピュータ読取可能プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　著作権表示
　この特許文献の開示の一部は、著作権保護の対象となる題材を含んでいる。著作権の所
有者は、特許商標庁の包袋または記録に掲載されるように特許文献または特許情報開示を
誰でも複製できることに対して異議はないが、その他の点ではすべての如何なる（著作ま
たはマスクワークの）権利をも保有する。
【０００２】
　関連出願の相互参照
　本願は、「モバイルアプリケーションのための効率的および直観的なデータ・バインデ
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ィング（EFFICIENT AND INTUITIVE DATABINDING FOR MOBILE APPLICATIONS）」と題され
２０１４年９月２６日に提出された米国仮特許出願第６２／０５５，９８８号と、「モバ
イルアプリケーションのための効率的および直観的なデータ・バインディング（EFFICIEN
T AND INTUITIVE DATABINDING FOR MOBILE APPLICATIONS）」と題され２０１５年９月２
５日に提出された米国特許出願第１４／８６５，８４２号とについての優先権および利点
を主張するものであって、いずれの添付の文書も含めそれらの開示全体があらゆる目的の
ために引用によりここに援用されている。
【０００３】
　発明の分野
　実施形態は、概して、アプリケーション開発システムに向けられ、特に、モバイルアプ
リケーションのための効率的および直観的なデータ・バインディングを提供するモバイル
アプリケーション開発システムに向けられている。
【背景技術】
【０００４】
　発明の背景
　アプリケーションは、ソフトウェアプログラムを指しており、実行されると、特定の所
望のタスクを実行する。一般に、いくつかのアプリケーションは、関連技術において周知
であるように、オペレーティングシステム、（たとえばＪａｖａ（登録商標）プログラミ
ング言語をサポートする）仮想マシン、デバイスドライバなどのうち１つ以上を含むラン
タイム環境において実行される。
【０００５】
　開発者は、所望のアプリケーションを実装／開発するためのアプリケーション開発フレ
ームワーク（Application Development Framework：ＡＤＦ）（それ自体がアプリケーシ
ョンである）を用いることができる。ＡＤＦは、アプリケーションの開発の際に直接的／
間接的に用いることができる１セットの予め定義されたコード／データモジュールを提供
する。ＡＤＦはまた、総合開発環境（integrated development environment：ＩＤＥ）、
コードジェネレータ、デバッガなどのツールを提供することもでき、これにより、開発者
がアプリケーションの所望の論理をより高速／より単純に符号化／実現することが容易に
なる。
【０００６】
　このように、ＡＤＦは、再使用可能なコンポーネントおよび総合開発環境を提供するこ
とによってアプリケーションの開発を単純にすることができ、アプリケーション開発者が
これを用いることにより、たとえば、所望のタスクを実行するようにコンポーネントを選
択し、選択されたコンポーネントの外観、挙動および相互作用を定義することによって、
ユーザインターフェイスおよびアプリケーション論理を定義することができる。いくつか
のＡＤＦは、疎結合や、より容易なアプリケーションの開発およびメンテナンスを促進す
るモデル・ビュー・コントローラ設計パターンに基づいている。オラクルアプリケーショ
ン開発フレームワークは、この設計パターンを利用するＡＤＦの一例である。
【０００７】
　このため、以前よりもさらに、ユビキタスのモバイルサービスおよび無線接続により、
顧客／消費者にとって、さまざま個人的要望および業務上の要望のためにモバイルデバイ
スアプリケーションが必要となる。このような要求を満たして克服するために、非開発者
によるモバイルアプリケーションの開発を単純化かつ促進するようなモバイルアプリケー
ション開発プラットフォーム／フレームワークに対する要望がますます増加している。同
時に、高度なアプリケーション特徴をモバイルアプリケーションに容易に組込むことを可
能にして、ビジネスセキュリティ基準が損なわれるのを確実に防止することが必要とされ
ている。
【０００８】
　したがって、モバイルアプリケーションのためのデータ・バインディングに関する問題
（そのうちのいくつかがこの明細書中に記載され得る）を解決することが所望されている
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。加えて、モバイルアプリケーションに関する欠点（そのうちのいくつかがこの明細書中
に記載され得る）を減らすことが所望されている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　発明の簡単な説明
　この開示の以下の部分は、少なくとも、主題の基本的な理解を与える目的で、この開示
内で見出される１つ以上の技術革新、実施形態および／または例についての簡略化された
概要を提示する。この概要は、いずれかの特定の実施形態または例についての広汎な概略
を提供することを企図するものではない。加えて、この概要は、実施形態もしくは例の主
要／重要な要素を識別するように、または、この開示の主題の範囲を定めるように、意図
されたものではない。したがって、この概要の目的は、後に提示されるさらなる詳細な説
明の序文として、この開示内で見出されるいくつかの技術革新、実施形態および／または
例を簡略的に提示することであり得る。
【００１０】
　エンドユーザが、視覚的アフォーダンスによりバックエンド・サービスに機能コンポー
ネントを直観的にデータ・バインドすることを可能にするためのシステムおよび方法が提
供される。各々のＵＩコンポーネントは、バックエンド・サービスのデータから得られる
個々のプロパティに対して、ＵＩのうちどのセクションを、独立してデータ・バインドす
ることができるかを知らせることができる。ユーザがＵＩコンポーネントをデータ・バイ
ンドすることを所望する場合、ＵＩのうちその時点でデータ・バインドされ得るセクショ
ンを変換して、その特定のセクションの機能を記述する関連テキストを示す。ユーザがバ
インドできるすべての可能なデータからなるデータ・バインディング・インターフェイス
と、視覚的プレビューにおけるスロットにマッピングする視覚的なスロットとが、ユーザ
に提示され得る。コンポーネントをデータ・バインドするために、ユーザは、特定のデー
タを有効リストからドラッグ・アンド・ドロップし、そのデータが適用されることが所望
されているスロットにドロップすることができる。
【００１１】
　この開示の主題の性質および同等例のさらなる理解（さらには、提供される如何なる本
質的または明白な利点および改善）が、この開示の残りの部分、添付の図面および添付の
特許請求の範囲を参照することによって、上述の段落部分の記載に加えて理解されるはず
である。
【００１２】
　図面の簡単な説明
　この開示内で見出されたこれらの技術革新、実施形態および／または例を合理的に記載
および例示するために、添付の１つ以上の図面が参照され得る。添付の１つ以上の図面を
説明するために用いられる追加の詳細または例は、主張される発明のうちのいずれかの範
囲、ここに記載されている実施形態および／もしくは例のいずれか、または、この開示内
に提示されているいずれかの技術革新の現在理解されているベストモード、に限定される
ものと見なされるべきではない。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態に従った、モバイルクラウドサービスを利用するアプリケー
ションを開発するためのシステムのブロック図である。
【図２】本発明のいくつかの実施形態に従った、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の通信を容易にするコンピューティング環
境を示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態に従ったモバイルアプリケーションのスプリングボードを示
す図である。
【図３Ａ】本発明の一実施形態に従ったモバイルアプリケーションユーザインターフェイ
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スを示す図である。
【図３Ｂ】本発明の一実施形態に従ったモバイルアプリケーションユーザインターフェイ
スを示す図である。
【図４】本発明の実施形態に従ったモバイルアプリケーションフレームワークのランタイ
ムアーキテクチャを示すブロック図である。
【図５】本発明の実施形態に従ったモバイルクラウドインフラストラクチャにおけるモバ
イルアプリケーションを開発するためのシステムを示すブロック図である。
【図６】本発明の実施形態に従ったモバイルアプリケーションを構築するためのシステム
におけるネットワークコンポーネントを示すブロック図である。
【図７】本発明の実施形態に従ったモバイルセキュリティ・スーツ・コンポーネントを示
すブロック図である。
【図８】一実施形態において図１のシステム環境のクラウドインフラストラクチャシステ
ムのモバイルクラウドサービスを使用するアプリケーションを作成するためにアプリケー
ション開発フレームワークに含まれ得るモバイルアプリケーション開発ポータルを示す図
である。
【図９】本発明の実施形態に従ったモバイルアプリケーション開発のための方法を示すフ
ロー図である。
【図１０】一実施形態におけるモバイルアプリケーション開発ポータルのアプリケーショ
ン定義ウィザードによって提示され得る１つ以上のユーザインターフェイスを示す図であ
る。
【図１１】一実施形態におけるモバイルアプリケーション開発ポータルのアプリケーショ
ン定義ウィザードによって提示され得る１つ以上のユーザインターフェイスを示す図であ
る。
【図１２】一実施形態におけるモバイルアプリケーション開発ポータルのアプリケーショ
ン定義ウィザードによって提示され得る１つ以上のユーザインターフェイスを示す図であ
る。
【図１３】一実施形態におけるモバイルアプリケーション開発ポータルのアプリケーショ
ン定義ウィザードによって提示され得る１つ以上のユーザインターフェイスを示す図であ
る。
【図１４Ａ】一実施形態におけるモバイルアプリケーション開発ポータルのアプリケーシ
ョン定義ウィザードによって提示され得る１つ以上のユーザインターフェイスを示す図で
ある。
【図１４Ｂ】一実施形態におけるモバイルアプリケーション開発ポータルのアプリケーシ
ョン定義ウィザードによって提示され得る１つ以上のユーザインターフェイスを示す図で
ある。
【図１５Ａ】一実施形態における新しいモバイルアプリケーションの第１の画面を定義す
る１セットの画面タイプを開発者に与えるユーザインターフェイスを示す図である。
【図１５Ｂ】一実施形態における新しいモバイルアプリケーションの第１の画面を定義す
る１セットの画面タイプを開発者に与えるユーザインターフェイスを示す図である。
【図１６Ａ】一実施形態における、予め選択された画面のタイプに特有の１セットのユー
ザインターフェイス要素を開発者に与えるユーザインターフェイスを示す図である。
【図１６Ｂ】一実施形態における、予め選択された画面のタイプに特有の１セットのユー
ザインターフェイス要素を開発者に与えるユーザインターフェイスを示す図である。
【図１７Ａ】一実施形態における、予め選択された画面のタイプに特有の１セットの設計
を開発者に与えるユーザインターフェイスを示す図である。
【図１７Ｂ】一実施形態における、予め選択された画面のタイプに特有の１セットの設計
を開発者に与えるユーザインターフェイスを示す図である。
【図１８】一実施形態における、新しいアプリケーションの詳細を完成させるために開発
者に１つ以上のオプションを与えるユーザインターフェイスを示す図である。
【図１９】一実施形態における、使用可能なコンポーネントのカタログを提供するユーザ
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インターフェイスを示す図である。
【図２０】一実施形態における、１つ以上のジェスチャを用いて、開発者が画面にコンポ
ーネントを追加することができるユーザインターフェイスを示す図である。
【図２１】一実施形態における、開発者が画面にマップコンポーネントを追加した後のユ
ーザインターフェイスを示す図である。
【図２２】一実施形態における、サービスのカタログを提供するユーザインターフェイス
を示す図である。
【図２３】一実施形態における、選択されたビジネスオブジェクトに基づいて開発者がＵ
Ｉモジュールを追加／作成することができるユーザインターフェイスを示す図である。
【図２４】一実施形態における、開発者がＵＩモジュールを追加した後のユーザインター
フェイスを示す図である。
【図２５】本発明の実施形態に従った、モバイルアプリケーションのユーザインターフェ
イスをデータ・バインドするための方法を示すフロー図である。
【図２６】一実施形態における、データ・バインディングを実行した後のユーザインター
フェイスを示す図である。
【図２７】一実施形態における、デプロイメントのためのモバイルアプリケーションを構
成するためのユーザインターフェイスを示す図である。
【図２８】一実施形態における、モバイルアプリケーションがデプロイメントのために利
用可能になった後のユーザインターフェイスを示す図である。
【図２９】一実施形態における、モバイルアプリケーションがデプロイメントのために利
用可能になった後のユーザインターフェイスを示す図である。
【図３０】一実施形態における、モバイルアプリケーションがデプロイメントのために利
用可能になった後のユーザインターフェイスを示す図である。
【図３１】実施形態のうちの１つを実現するための分散型システムを示す簡略図である。
【図３２】本発明のさまざまな実施形態が実現され得る例示的なコンピュータシステムを
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　発明の詳細な説明
　以下の記載においては、説明の目的で、特定の詳細が、発明の実施形態についての充分
な理解を与えるために述べられている。しかしながら、さまざまな実施形態がこれらの特
定の詳細なしでも実施され得ることが明らかになるだろう。たとえば、これらの実施形態
の詳細を不必要に曖昧にすることを避けるために、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がブロック図においてコンポーネントとして図示され得る
。他の場合においては、周知の回路、プロセス、アルゴリズム、構造および技術が、実施
形態を不明瞭にするのを避けるために不必要な詳細なしで図示され得る。図面および記載
は、限定するように意図されたものではない。むしろ、例示的な実施形態の以下の記載は
、具体的な実施形態を実現するために、当業者に実施可能な記載を提供するだろう。添付
の特許請求の範囲に記載されている本発明の精神および範囲から逸脱することなく、要素
の機能および配置に対してさまざまな変更が実施され得ることが理解されるはずである。
【００１５】
　さらに、個々の実施形態が、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
ートは動作を連続的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、その終了は、その関数が呼出し関数または主関数に戻ることに対応し
得る。
【００１６】
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　「機械読取り可能媒体」または「コンピュータ読取り可能媒体」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、無線チャネル、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。コードセグメントまたは機械実行可能命令は手順、機能、
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いずれか
の組合せを表現し得る。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。
【００１７】
　さらに、実施形態は、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合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
を機械読取り可能またはコンピュータ読取り可能媒体に記憶してもよい。１つ以上のプロ
セッサは必要なタスクを実行し得る。
【００１８】
　図面のうち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提供され
得る。いくつかの実施形態においては、当該複数のシステムは、１つのシステムの１つ以
上のコンポーネントがクラウドコンピューティングシステムにおいて１つ以上のネットワ
ークを介して分散されている分散型システムとして構成されてもよい。さらなる実施形態
においては、当該複数のシステムは、１つのシステムの１つ以上のコンポーネントが単一
の構造またはパッケージに組込まれている単一のシステムとして構成されてもよい。
【００１９】
　導入
　アプリケーションは、ソフトウェアプログラムを指しており、その実行時に、特定の所
望のタスクを実行する。一般に、いくつかのアプリケーションは、１つ以上のオペレーテ
ィングシステム（operating system：「ＯＳ」）、仮想マシン（たとえばＪａｖａプログ
ラミング言語をサポートする）、デバイスドライバなどを含むランタイム環境において実
行される。開発者は、しばしば、所望のアプリケーションを実現／開発するためのアプリ
ケーション開発フレームワーク（Application Development Framework：「ＡＤＦ」）（
それ自体がアプリケーションである）を用いる。ＡＤＦは、アプリケーションの開発時に
直接的／間接的に使用可能な１セットの予め定義されたコード／データモジュールを提供
する。ＡＤＦはまた、総合開発環境（「ＩＤＥ」）、コードジェネレータ、デバッガなど
のツールを提供し得る。一般に、ＡＤＦは、たとえば、所望のタスクを実行するようにコ
ンポーネント選択し、選択されたコンポーネントの外観、挙動および相互作用を定義する
ことによって、ユーザインターフェイス（user interface：「ＵＩ」）およびアプリケー
ション論理を定義するために、アプリケーション開発者によって使用可能である再使用可
能なコンポーネントを提供することによってアプリケーション開発を単純化する。オラク
ル社（Oracle Corp.）による「Ｏｒａｃｌｅ　ＡＤＦ」などのいくつかのＡＤＦは、疎結
合や、より容易なアプリケーション開発およびメンテナンスを促進するモデル・ビュー・
コントローラ（mobile-view-controller：「ＭＶＣ」）設計パターンに基づいている。
【００２０】
　概して、多くの企業は、出張中の従業員が、エンタープライズコンピュータシステム上
に記憶されている情報にアクセスすることができるように、それらの従業員が、離れた位
置からモバイルデバイスを用いてセキュアなエンタープライズアプリケーションにアクセ
スすることを可能にする必要性を表明してきた。このような能力があれば、たとえば、販
売員は路上でも仕事ができ、サービス技術者はカスタマサイトで部品を調べることができ
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、従業員は自宅で仕事ができるかもしれない。いくつかの企業はまた、末端の顧客が、エ
ンタープライズコンピュータシステムに存在するデータにアクセスすることが可能になる
ことを所望するだろう。このようなアクセスは、顧客経験を向上させてコストを下げるこ
とにより、企業を競争相手から差別化し得る。たとえば、このようなアクセスを実現する
ことにより、店舗は、都合が良いときにいつでも、顧客がアイテムについての店舗在庫を
遠隔で検索して買い物をすることを許可し、これにより、顧客経験を向上させて販売員、
オペレータおよび他のスタッフの必要性を低下させ得る。
【００２１】
　さまざまなエンタープライズアプリケーションベンダーは、従来より、企業所有のセキ
ュアなモバイルデバイスまたは顧客のモバイルアプリケーションと組合わせて特化された
ポータルを提供することによって、この必要性を満たしてきた。しかしながら、現在、利
用可能なパーソナルモバイルデバイスの多様性が爆発的に増加しているので、これらの従
来のソリューションは急速に時代遅れになってきている。なぜなら、ベンダーが、単に、
利用可能になる最新のすべてのＯＳおよびハードウェアに遅れずについていくことができ
ないからである。
【００２２】
　さらに、アプリケーションは、アプリケーションによって用いられるデータのタイプお
よび／またはアプリケーションタイプに応じて、さまざまなエンタープライズコンピュー
タシステムに接続して同期する必要があるかもしれない。これらのエンタープライズコン
ピュータシステムは、アプリケーションタイプおよびデータタイプによっても異なる可能
性のあ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得る。しか
しながら、さまざまなバックエンドエンタープライズシステムは、さまざまな通信プロト
コルおよびメカニズムを用いてデータを装置に伝達する可能性があり、これにより、さま
ざまなアプリケーションを実行する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
ムと通信するための難題に直面する可能性がある。
【００２３】
　さらには、セキュリティは企業の内部コンピュータシステムへのアクセスを許可する際
に問題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でサポートされている通信プロトコルに差があることで、さら
に、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
間の通信用のセキュリティアクセス管理が複雑になってしまう可能性がある。たとえば、
さまざまなメカニズムは、プロプラエタリセキュリティプロトコルを有する特定のエンタ
ープライズコンピュータシステムにアクセスするためのアプリケーションの認証を確実に
するように実現され得る。いくつかの公知のシステムは、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に関係付けることによってこの問題に対
処しようと試みてきた。これらのデバイスは、エンタープライズバックエンドコンピュー
タシステムとの通信専用の特別なポータルを介してエンタープライズネットワークに接続
するアプリケーションまたはＯＳを用いて構成され得る。しかしながら、モバイルデバイ
ス、アプリケーション開発者および企業の製造業者は、アプリケーションを開発してモバ
イルデバイスをエンタープライズバックエンドコンピュータシステムに接続するための、
よりフレキシブルでロバストな技術から利益を得るかもしれない。
【００２４】
　公知のシステムとは対照的に、本発明の実施形態は、「クラウド」サービスにおける迅
速でビジネスユーザフレンドリなモバイルアプリケーション構成のために宣言的ブラウザ
ベースのクライアントアプリケーション開発ツールを提供する。一実施形態においては、
クラウドサービスはオラクル社からの「モバイルクラウドサービス」（Mobile Cloud Ser
vice：「ＭＣＳ」）である。実施形態は、バックエンド・サービスのためにクラウドサー
ビスを用いる、予め定義されたテンプレートを用いてモバイルアプリケーションを構築す
ることを可能にし、これにより、アプリケーション開発中に開発者にサービス定義を提示
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して、ＵＩ設計とバックエンド・サービスとの間の迅速な接続を可能にし得る。
【００２５】
　ＭＣＳ
　ＭＣＳを用いる実施形態においては、ＭＣＳは、クラウドコンピュータシステムを介す
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
の通信を容易にする。ＭＣＳは、モバイルデバイスと企業のエンタープライズネットワー
クとの間の第三者クラウドベースのインターフェイスを用いる。クラウドベースのインタ
ーフェイスは、さまざまな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アなア
ダプタを集中化して、さまざまなプロトコルを、標準化されたレプレゼンテーショナル・
ステート・トランスファ（Representational State Transfer：「ＲＥＳＴ」）アーキテ
クチャに翻訳する。企業は、本発明の実施形態を用いて、ＭＣＳ上で利用可能なツールを
用いて、それら自体のカスタムモバイルアプリケーションを作成することができ、このよ
うなアプリケーションはモバイルユーザデバイス上に固有の形式でダウンロードすること
ができる。アプリケーションがインストールされると、そのアプリケーションは、ＭＣＳ
によって提供されるセキュアなアダプタを介してさまざまなエンタープライズコンピュー
タシステムに到達するように、ＭＣＳのクラウドベースのインターフェイスにアクセスす
ることができる。
【００２６】
　ＭＣＳを用いる実施形態におけるアプリケーション開発のために、ＭＣＳは、モバイル
バックエンド・アス・ア・サービス（Mobile Backend as a Service：ＭＢａａＳ；「Ｂ
ａａＳ」とも称される）モデルのもとでバックエンド・サービスを提供する。ＭＢａａＳ
は、ウェブおよびモバイルアプリケーション開発者が、それらのアプリケーションを、バ
ックエンド・アプリケーションによって公開されたバックエンド・クラウド・ストレージ
およびＡＰＩにリンクすることを可能にする一方で、ユーザ管理、プッシュ通知、ソーシ
ャル・ネットワーキング・サービスとの統合を提供し得る。ＭＢａａＳモデル下でＭＣＳ
において提供されるバックエンド・サービスを用いることによって、実施形態は、符号化
に精通していない専門外のユーザによってモバイルアプリケーション開発のために構成さ
れた宣言的なウェブベースのＵＩを提供する。
【００２７】
　一実施形態においては、ユーザが新しいアプリケーションを開発し始めるときにウィザ
ードが開始され、当該ユーザは、新しいアプリケーションについての名前および記述を与
えるように要求される。次いで、ユーザは、第１頁目についてのＵＩに予めシード値を設
定することができる１セットの予め定義されたテンプレート（たとえばタブ、下側タブ、
ページ数など）から選択することによってアプリケーションの第１頁目を設計するように
要求される。次いで、ＵＩは、プレビューが変更を示すように自動的に更新されている間
に、テンプレートにおける詳細を指定することによって完成させられる。ＵＩ設計が完成
すると、ユーザはパレットを用いて、ＭＣＳ（たとえばサービスカタログ）を介してモバ
イルアプリケーションにとって利用可能である入手可能なサービスおよびデータソースの
カタログをブラウズすることができる。ＵＩに追加されるカタログの各々のアイテムごと
に、ユーザには属性のリストが提示され、さらに、１つ以上のジェスチャ（たとえばドラ
ッグ・アンド・ドロップなど）を用いて、ユーザは属性をＵＩ要素にバインドすることが
できる。ユーザは、モバイルアプリケーションを作成するために特徴定義およびデータ・
バインディングのプロセスを繰返すことができる。マップ、グラフなどの他のＵＩコンポ
ーネントもＵＩに追加することができる。アプリケーションのためにテストの準備ができ
ると、ユーザは（ｉＯＳ、アンドロイドまたは他の任意のモバイルデバイスＯＳのための
固有の実行ファイルを構築して）対応するバイナリが作成され、その後、クイックレスポ
ンス（Quick Response：「ＱＲ」）コードが生成され、ユーザに提供されるように、アプ
リケーションを公開し得る。ユーザがモバイルデバイスによってＱＲコード（登録商標）
をスキャンすれば、アプリケーションがモバイルデバイス上に無線でインストールされる
。
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【００２８】
　実施形態はＡＤＦにおいて予め構築されたコンポーネントを用いる。コンポーネントは
データ相互作用、データ視覚化およびカプセル化されたブラウザ側の動作を提供し、リッ
チクライアントプリケーション開発を単純化する。ＡＤＦはまた、カメラ、全地球測位シ
ステム（Global Positioning System：「ＧＰＳ」）、コンタクトなどのようなデバイス
特徴にアクセスするためにアパッチ・コルドバ（Apache Cordova）プラグインなどのプラ
グインを実現し得る。
【００２９】
　一実施形態においては、ＡＤＦがモバイルデバイスのためのアプリケーションを構築す
るようにとの要求を受取ると、それは、既に開発された１つ以上のアプリケーションのう
ちツールキットを用いてプリコンパイルされた部分を決定し、それらの既存のアプリケー
ションに関連付けられた宣言的情報を修正する。次いで、この実施形態は、所望のオペレ
ーティングシステム（ｉＯＳ、アンドロイドなどの「ＯＳ」）のために要求されたアプリ
ケーションを表現するバイナリアーティファクトをパッケージングすることによって、修
正済みの宣言的情報と、既存のアプリケーションの１つ以上のバイナリアーティファクト
とに基づいて、要求されたアプリケーションを構築する。ＡＤＦは、次いで、１つ以上の
バイナリアーティファクトおよび１セットの定義ファイルを生成するように、要求された
アプリケーションをコンパイルする。エンドユーザ開発においては、アーティファクトは
、プログラミング言語に精通していなくてもエンドユーザが作成できるアプリケーション
または複合データオブジェクトである。
【００３０】
　モバイルセキュリティ
　いくつかの実施形態は、オラクル社による「オラクル・モバイル・セキュリティ・スー
ツ」（Oracle Mobile Security Suite：「ＯＭＳＳ」）などのモバイルセキュリティ・ス
ーツによって提供されるセキュリティサービスを用いる。ＯＭＳＳは、モバイルデバイス
およびモバイルアプリケーション・セキュリティ・ソリューションであって、従業員中心
の包括的なエンタープライズモビリティマネジメント（Enterprise Mobility Management
：「ＥＭＭ」）ソリューションならびに消費者中心のモバイルおよびソーシャルサービス
を提供する。ＥＭＭは、既存のユーザアイデンティティにシームレスに繋がって、モバイ
ルアクセスのためのエンタープライズ・バックエンド・アイデンティティ・マネジメント
・インフラストラクチャの拡張機能を利用することによって、モバイルデバイスマネジメ
ント（mobile device management：「ＭＤＭ」）、モバイルアプリケーションマネジメン
ト（mobile application management：「ＭＡＭ」）、モバイルコンテンツマネジメント
（mobile content management：「ＭＣＭ」）、およびモバイルアイデンティティポリシ
ーを提供する。セキュリティポリシーは、企業ニーズに付随するものであって、（典型的
には企業所有の装置のために）完成した装置をロックダウンさせるように、および／また
は、（個人所有の機器の持ち込み（bring your own device：ＢＹＯＤ）の場合に）セキ
ュアな「コンテナ化された（containerized）」企業アプリケーションおよびデータから
パーソナルアプリケーションを分離するように、定義することができる。モバイルおよび
ソーシャルサービスはソフトウェア開発キット（software development kit：「ＳＤＫ」
）を提供して、企業開発者がｉＯＳおよびアンドロイド装置のためのカスタムのエンター
プライズアプリケーションをセキュリティ保護することを可能にし、モバイルデバイスと
、ソーシャルネットワークと、エンタープライズ・バックエンド・アイデンティティ・マ
ネジメント・インフラストラクチャとの間の隙間を埋める。
【００３１】
　ＯＭＳＳは、アプリケーションおよびコンテンツのセキュリティのためにセキュアコン
テナをモバイルデバイスに提供して、企業のアプリケーションおよびデータを分離、保護
およびワイプする。モバイルデバイスとエンタープライズ・イントラネット・リソースと
の間のすべての通信は、モバイルデバイスの綿密に調べられた（かまたは「コンテナ化さ
れた」）アプリケーションによってのみ使用可能である認証されたトランスポート層セキ
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ュリティ（transport layer security ：「ＴＬＳ」）／セキュアソケット層（secure so
cket layer：「ＳＳＬ」）トンネル（「AppTunnel」）を通過する。AppTunnelは、企業の
非武装地帯（demilitarized zone：「ＤＭＺ」）において位置するモバイルセキュリティ
・アクセスサーバで終端となる。このサーバは、モバイルデバイスにセキュアなイントラ
ネットアクセスを提供し、セキュアコンテナからAppTunnelだけを終端させ、これにより
、不正アプリケーションのリスクを減らして、デバイスレベルＶＰＮについて必要性を低
減させる。
【００３２】
　ＡＤＦによって提供されるものを利用することにより、実施形態は、ブラウザベースの
アプリケーション開発を提供するが、これは、符号化を必要とせず、容易にビジネスサー
ビスにマッピングされている。実施形態はまた、（アプリケーションが開発されていると
きに）アプリケーション・インラインをプレビューすること、さらには、アプリケーショ
ンを編集し、テストし、ブラウザから公開することを可能にする。したがって、専門開発
者によって使用されるように構成されるオラクル社による「Jdeveloper」などのＩＤＥで
はなく、実施形態は、ビジネスユーザ（たとえば専門外のユーザ）によって使用されるよ
うに構成されている。
【００３３】
　サービスカタログ
　ＭＣＳを用いる本発明の実施形態をサポートするために、ＭＣＳは、オラクル社から「
オラクルＡＰＩカタログ」（Oracle API Catalog：「ＯＡＣ」）などのＡＰＩカタログに
アクセスを提供する。ＯＡＣは、ある組織において利用可能なＡＰＩに可視性を提供して
、それらのＡＰＩがアプリケーション開発のために再使用され得るようにする。ＯＡＣは
、ＡＰＩアセット、ＯＡＣにＡＰＩをポピュレートするための自動化、およびユーザがＡ
ＰＩを求めてＯＡＣを検索するための能力を含み、それらのアプリケーションにおけるそ
れらの適合性を評価するためにＡＰＩの詳細を理解している。ＯＡＣは、ＯＡＣにおいて
ＡＰＩアセットを作成するハーベスタを含む。いくつかの実施形態においては、ハーベス
ティングがプロジェクトの構築時間に実行される。ハーベスタは、デプロイされたサービ
スをイントロスぺクション（introspection）し、プロジェクトにおいて発見されたサー
ビスを表現するＡＰＩアセットを作成する。これには、たとえば、サービス指向アーキテ
クチャ（service oriented architecture：「ＳＯＡ」）サービスおよびサービスバスプ
ロキシ、ウェブサービス記述言語（Web Services Description Language：「ＷＳＤＬ」
）ベースのウェブサービス、およびウェブアプリケーション記述言語（Web Application 
Description Language：「ＷＡＤＬ」）ベースのＲＥＳＴサービスなどがある。作成され
たアセットはＯＡＣにおいて収集される。
【００３４】
　ＡＰＩアセットがハーベスタによって作成された後、キュレータは、ＡＰＩの発見およ
び理解を容易にするための追加のメタデータを提供するように、単純なエディタを用いて
ＡＰＩアセットを編集する。キュレータは、名前を変更するか、記述を追加するか、キー
ワードにタグ付けするか、またはＯＡＣにおけるＡＰＩアセットにドキュメントリファレ
ンス（reference：参照）を追加することができる。このメタデータは、ユーザによる各
々のＡＰＩアセットの発見および理解を単純化する。ＡＰＩメタデータが編集された後、
キュレータは、これをＯＡＣにおいてユーザにとって見えるようにすることによってＡＰ
Ｉを公開する。公開されたアセットは、ＯＡＣコンソールにおいて、かつオラクルのJDev
eloperオラクル・エンタープライズ・リポジトリ・プラグインを介して利用可能である。
ユーザは、ＯＡＣを検索して、ＡＰＩを発見し、キュレータによって提供されるメタデー
タを調査することによって、ＡＰＩについてさらに学習することができる。
【００３５】
　各々のＯＡＣユーザには、各々のユーザにとってどのＯＡＣ特徴およびコンテンツが利
用可能であるかを決定する役割が割当てられている。開発者、キュレータおよび管理者を
含む役割がＯＡＣにおいて予め定義されている。開発者役割を有するユーザは、公開され
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たＡＰＩを求めてＯＡＣを検索し、ＡＰＩをよりよく理解するためにＡＰＩメタデータを
調査し、ＡＰＩへの関心を公表し、ＡＰＩのためのレーティングおよびレビューを実行す
る能力を有する。開発者役割に利用可能な能力に加えて、キュレータの役割を有するユー
ザは、ＯＡＣにおいて新しいＡＰＩアセットを作成し、それらのメタデータを更新するよ
うにＡＰＩを編集し、それらを公開するために、ハーベスタを実行することができる。キ
ュレータおよび開発者に利用可能な能力に加えて、管理者の役割を有するユーザは、シス
テム設定を編集し、新しいユーザを作成し、新しい部門を作成し、セッションを管理し、
インポート／エクスポート・ツールを用いることによって、ＯＡＣにおける管理ページに
アクセスしてＯＡＣのインフラストラクチャを管理する。管理者はまた、ＯＡＣに含まれ
ているセキュリティ特徴を構成することができる。
【００３６】
　いくつかの実施形態においては、ネイティブアプリケーションまたはホストされたアプ
リケーションとしてアプリケーションが開発されてモバイルデバイスにデプロイされても
よい。ネイティブアプリケーションをデプロイする場合、完全なアプリケーションがデバ
イスにインストールされる。ホストされたアプリケーション開発のために、ユーザは、「
アプリ・ストア」からホスティング・アプリケーションをダウンロードする必要があり、
この場合、このようなホスティング・アプリケーションは、ホスティング・アプリケーシ
ョン上に「特徴」としてインストールされ得るホストされたアプリケーションを「ホスト
する」。この実施形態は、サーバからの実行中のホスティング・アプリケーションを更新
することを可能にし得ることで、宣言的メタデータをデバイスに送信し、既存のアプリケ
ーションの上に重ねて、当該アプリケーションをこの新しいメタデータに対して実行させ
るように更新することができるようにする。
【００３７】
　図１は、ＭＣＳ１２２をバックエンド・サービスとして使用することを可能にする予め
定義されたテンプレートを用いることによってアプリケーションを開発するためのシステ
ム環境１００のブロック図である。サービス定義は、ＵＩ設計とバックエンド・サービス
との間の迅速な接続を可能にするアプリケーション開発中にユーザに提示することができ
る。
【００３８】
　図示される実施形態においては、システム環境１００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１０４、１０６および１０８に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１０２を含む。クライアントコンピューティングデバ
イス１０４、１０６および１０８はクラウドインフラストラクチャシステム１０２と対話
するためにユーザによって用いられてもよい。クライアントコンピューティングデバイス
１０４、１０６および１０８は、クラウドインフラストラクチャシステム１０２によって
提供されるサービスを使用するためにクラウドインフラストラクチャシステム１０２と対
話するように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使用され得る、
ウェブブラウザ、専有のクライアントアプリケーション（たとえばオラクルフォームズ）
または他のアプリケーションなどのクライアントアプリケーションを動作させるように構
成され得る。
【００３９】
　クラウドインフラストラクチャシステム１０２が、示されている構成要素以外の他の構
成要素を有し得る。さらに、図１に示されている実施形態は、本発明の実施形態を組込み
得る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。いくつかの他の実施形態
においては、クラウドインフラストラクチャシステム１０２は、図１に示されているもの
よりも多いかまたは少ない数の構成要素を有していてもよく、２つ以上の構成要素を組合
せてもよく、または構成要素の異なる構成または配置を有していてもよい。
【００４０】
　クライアントコンピューティングデバイス１０４、１０６および１０８は、携帯可能な
手持ち式の装置（たとえばｉＰｈｏｎｅ（登録商標）、セルラー電話、ｉＰａｄ（登録商
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標）、計算タブレット、携帯情報端末（personal digital assistant：ＰＤＡ））または
ウェアラブルデバイス（たとえば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　Ｐｈｏ
ｎｅ、Ａｎｄｒｏｉｄ、ＢｌａｃｋＢｅｒｒｙ　１０、Ｐａｌｍ　ＯＳなどのようなさま
ざまなモバイルＯＳ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（short message service：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１０４、１
０６および１０８は汎用パーソナルコンピュータであってもよく、一例として、Ｍｉｃｒ
ｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）、Ａｐｐｌｅ　Ｍａｃｉｎｔｏｓｈ（登録商標
）および／またはＬｉｎｕｘ（登録商標）　ＯＳ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１０４、１０６および１０８は、たとえばＧｏｏｇｌｅ　Ｃｈ
ｒｏｍｅ　ＯＳなどのようなさまざまなＧＮＵ／Ｌｉｎｕｘ　ＯＳを含むがこれらに限定
されない、さまざまな市販のＵＮＩＸ（登録商標）またはＵＮＩＸライクＯＳのいずれを
も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１０４、１０６および１０８は、ネットワーク１
１０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（たとえばＫｉｎｅｃｔ（登録商標）ジェスチャ入力装置
付きの、または当該ジェスチャ入力装置なしの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。
【００４１】
　例示的なシステム環境１００は３つのクライアントコンピューティングデバイスで示さ
れているが、クライアントコンピューティングデバイスはいくつサポートされていてもよ
い。センサを有する装置などの他の装置がクラウドインフラストラクチャシステム１０２
と対話してもよい。
【００４２】
　ネットワーク１１０は、クライアント１０４、１０６、１０８とクラウドインフラスト
ラクチャシステム１０２との間のデータの通信およびやりとりを容易にし得る。ネットワ
ーク１１０は、伝送制御プロトコル／インターネットプロトコル（transmission control
 protocol/Internet protocol：「ＴＣＰ／ＩＰ」）、システムネットワークアーキテク
チャ（systems network architecture：「ＳＮＡ」）、インターネットパケット交換（In
ternet packet exchange：「ＩＰＸ」）、ＡｐｐｌｅＴａｌｋなどを含むがこれらに限定
されない、市販のさまざまなプロトコルのうちのいずれを用いても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り得る。単な
る例示として、ネットワーク１１０は、イーサネット（登録商標）、トークンリングなど
に基づくような、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１１
０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（virtual private network：ＶＰＮ）、イントラネット、エクスト
ラネット、公衆交換電話網（public switched telephone network：ＰＳＴＮ）、赤外線
ネットワーク、無線ネットワーク（たとえば、米国電気電子学会（Institute of Electri
cal and Electronics：ＩＥＥＥ）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に従って動作する
ネットワーク）を含むがこれらに限定されない仮想ネットワーク、ならびに／または、こ
れらの任意の組合せおよび／もしくは他のネットワークを含み得る。
【００４３】
　クラウドインフラストラクチャシステム１０２は１つ以上のコンピュータおよび／また
はサーバを含み得る。これらのコンピュータシステムまたはサーバは、１つ以上の汎用コ
ンピュータ、特化されたサーバコンピュータ（たとえば、パーソナルコンピュータ（pers
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onal computer：「ＰＣ」）サーバ、ＵＮＩＸ（登録商標）サーバ、ミッドレンジサーバ
、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、または他の任意の適切な構成および／もしくは組合せからなってもよ
い。さまざまな実施形態においては、クラウドインフラストラクチャシステム１０２に関
連付けられた１つ以上のコンピュータシステムまたはサーバは、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。たとえば、クラウドインフラストラクチャシステム１０２に関連付けられた１つ以
上のコンピュータシステムまたはサーバは、本開示の実施形態に従ってこの明細書中に記
載される処理を実行するためのサーバに対応してもよい。
【００４４】
　クラウドインフラストラクチャシステム１０２に関連付けられた１つ以上のコンピュー
タシステムまたはサーバは、上に論じられたもののうちのいずれかを含むＯＳ、および市
販のいずれかのサーバＯＳを動作させ得る。クラウドインフラストラクチャシステム１０
２に関連付けられた１つ以上のコンピュータシステムまたはサーバはまた、ハイパーテキ
スト・トランスポート・プロトコル（hypertext transport protocol：「ＨＴＴＰ」）サ
ーバ、ファイル転送プロトコル（file transfer protocol：「ＦＴＰ」）サーバ、コモン
ゲートウェイインターフェイス（common gateway interface：「ＣＧＩ」）サーバ、ＪＡ
ＶＡサーバ、データベースサーバなどを含むさまざまな追加の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いずれを動作させ得る。
【００４５】
　特定の実施形態においては、クラウドインフラストラクチャシステム１０２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、
ウェブに基づく電子メールサービス、ホスト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１０２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１
０２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１０２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通信ネ
ットワークを介してユーザに利用可能にされる如何なるサービスも「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構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。たとえば、クラウドサービスプロバイダのシステムはアプリケ
ーションをホストしてもよく、ユーザは、インターネットなどの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。
【００４６】
　いくつかの例では、クラウドインフラストラクチャ１０２によってインスタンス化され
るサービスインスタンスは、ストレージ、ホストされるデータベース、ホストされるウェ
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。たとえば、クラウド
インフラストラクチャ１０２によってインスタンス化されるサービスインスタンスは、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する、パスワード保護されたア
クセスを含み得る。別の例として、クラウドインフラストラクチャ１０２によってインス
タンス化されるサービスインスタンスは、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ホスト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み得る。別の例として、クラウドインフラスト
ラクチャ１０２によってインスタンス化されるサービスインスタンスは、クラウドベンダ
ーのウェブサイトにおいてホストされる電子メールソフトウェアアプリケーションに対す
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るアクセスを含み得る。
【００４７】
　特定の実施形態では、クラウドインフラストラクチャシステム１０２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、開発サービス、データベースサービス提供を含んでも
よい。クラウドインフラストラクチャサービス１０２において具体化されるこのようなク
ラウドインフラストラクチャシステムの一例はオラクル社によって提供されるオラクル・
パブリック・クラウド（Oracle Public Cloud）である。
【００４８】
　クラウドインフラストラクチャシステム１０２はクラウドサービスをさまざまな展開モ
デルによって提供してもよい。たとえば、サービスは、クラウドインフラストラクチャシ
ステム１０２が（たとえば、オラクル社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さまざまな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１０２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され得
る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１０２およびクラウドインフラストラクチャシス
テム１０２によって提供されるサービスが関連コミュニティにおけるいくつかの組織によ
って共有されてい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合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。
【００４９】
　いくつかの実施形態では、クラウドインフラストラクチャシステム１０２によって提供
されるサービスは、ソフトウェア・アズ・ア・サービス（Software as a Service：Ｓａ
ａＳ）カテゴリ、プラットフォーム・アズ・ア・サービス（Platform as a Service：Ｐ
ａａＳ）カテゴリ、インフラストラクチャ・アズ・ア・サービス（Infrastructure as a 
Service：ＩａａＳ）カテゴリ、ＭＢａａｓ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み得る。いくつか
の実施形態では、クラウドインフラストラクチャシステム１０２によって提供されるサー
ビスは、アプリケーションサービス、プラットフォームサービス、インフラストラクチャ
サービス、およびバックエンドサービスを含み得るが、これらに限定されない。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、Ｓ
ａａＳ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。たとえば、Ｓ
ａａＳ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礎をなす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得る。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。例としては、大規模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
ービスを含むがこれらに限定されない。
【００５０】
　いくつかの実施形態では、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１０２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カテゴリの範疇にあるクラウドサービスを提供するように構
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成されてもよい。プラットフォームサービスの例は、（Ｏｒａｃｌｅなどの）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活用する
新たなアプリケーションを構築する能力を含み得るが、これらに限定されない。ＰａａＳ
プラットフォームはＰａａＳサービスを提供するための基礎をなす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１０２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、オラク
ル社による「Oracle Java Cloud Service（ＪＣＳ）」、オラクル社による「Oracle Data
base Cloud Service（ＤＢＣＳ）」などを含むが、これらに限定されない。
【００５１】
　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１０２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もできる
。いくつかの実施形態では、クラウドインフラストラクチャシステム１０２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（たとえばOracle Fusion Middlewareサービス）、およびＪａｖａクラウド
サービスを含んでもよい。一実施形態では、データベースクラウドサービスは、組織がデ
ータベースリソースをプールし、顧客にデータベース・アズ・ア・サービス（Database a
s a Service）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、共有型のサ
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Ｊａｖ
ａ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。
【００５２】
　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１０２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
算リソースなどの基礎をなす計算リソースの管理および制御を容易にする。
【００５３】
　特定の実施形態においては、クラウドインフラストラクチャシステム１０２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（たとえば、ＳａａＳサービ
ス、ＰａａＳサービス、ＩａａＳサービスおよびＭＢａａＳサービス）の包括的な管理を
提供し得る。一実施形態においては、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１０２によって受取ら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、追跡するための能力などを含み得る。さまざまな実施形態においては、クラウド
インフラストラクチャシステム１０２は、クラウドインフラストラクチャシステム１０２
によって提供された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、かつ追跡するように適合され得る。顧客は、サブスクリプションオーダ
ーによって、クラウドインフラストラクチャシステム１０２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１０２は、次
いで、顧客のサブスクリプションオーダーでサービスを提供するための処理を実行する。
【００５４】
　一実施形態においては、クラウド管理機能は、オーダー管理および監視モジュール１１
４などの１つ以上のモジュールによって提供され得る。これらのモジュールは、１つ以上
のコンピュータおよび／もしくはサーバを含んでいてもよく、また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、専用サーバコンピュータ、サーバファーム
、サーバクラスタ、または他の任意の適切な構成および／もしくは組合せであってもよい
。
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【００５５】
　例示的な動作においては、クライアントコンピューティングデバイス１０４、１０６ま
たは１０８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１０２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によって、クラウドインフラストラクチャシス
テム１０２と対話し得る。顧客は、さまざまな手段を用いて、サービス要求１３４をクラ
ウドインフラストラクチャシステム１０２に発行してもよい。サービス要求１３４は、ク
ラウドインフラストラクチャシステム１０２によって提供された１つ以上のサービスにつ
いてのサブスクリプションのオーダーを出すこと；クラウドインフラストラクチャシステ
ム１０２によって提供される１つ以上のサービスにアクセスすることなど；を含み得る。
特定の実施形態においては、顧客は、クラウドＵＩ１３２、１３４、１３８にアクセスし
て、これらのＵＩを介してサブスクリプションオーダーを出してもよい。顧客がオーダー
を出したことに応じてクラウドインフラストラクチャシステム１０２によって受取られる
オーダー情報は、顧客と、当該顧客がサブスクライブするつもりでありクラウドインフラ
ストラクチャシステム１０２によって提供される１つ以上のサービスと、を識別する情報
を含み得る。顧客によってオーダーが出された後、オーダー情報はクラウドＵＩ１３２、
１３４および／または１３８を介して受取られる。
【００５６】
　この例においては、オーダー管理および監視モジュール１１２は、記憶された顧客にオ
ーダーを出させるために、顧客から受取った情報をオーダーデータベースに送信する。オ
ーダーデータベースは、クラウドインフラストラクチャシステム１０２によって動作され
るとともに他のシステム要素と共に動作されるいくつかのデータベースのうちの１つであ
ってもよい。オーダー管理および監視モジュール１１２は、オーダーデータベースに記憶
されたオーダー情報のすべてまたは一部を含む情報をオーダー管理モジュールに転送し得
る。場合によっては、オーダー管理モジュールは、オーダーを検証し、検証後にオーダー
を予約するといった、オーダーに関連する請求および課金機能を実行するように構成され
てもよい。
【００５７】
　特定の実施形態においては、クラウドインフラストラクチャシステム１００は、アイデ
ンティティ管理モジュール１１４を含んでいてもよい。アイデンティティ管理モジュール
１１４は、クラウドインフラストラクチャシステム１０２においてアクセス管理および認
可サービスなどのアイデンティティサービスを提供するように構成されてもよい。いくつ
かの実施形態では、アイデンティティ管理モジュール１１４は、クラウドインフラストラ
クチャシステム１０２によって提供されるサービスを利用したい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と
、それらの顧客がさまざまなシステムリソース（たとえば、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行なう
ことが認可されているかを記述する情報とを含み得る。アイデンティティ管理モジュール
１１４はまた、各顧客についての記述的情報と、その記述的情報が誰によってどのように
アクセスされ、修正され得るかとの管理を含んでいてもよい。
【００５８】
　特定の実施形態では、クラウドインフラストラクチャシステム１０２はまた、クラウド
インフラストラクチャシステム１０２の顧客にさまざまなサービスを提供するために使用
されるリソースを提供するためのインフラストラクチャリソース１１６を含んでいてもよ
い。一実施形態では、インフラストラクチャリソース１１６は、ＰａａＳプラットフォー
ムおよびＳａａＳ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ために、サー
バ、ストレージ、およびネットワーキングリソースなどのハードウェアの予め統合され最
適化された組合せを含んでいてもよい。
【００５９】
　いくつかの実施形態では、クラウドインフラストラクチャシステム１０２におけるリソ
ースは、複数のユーザによって共有され、要望ごとに動的に再割当てされてもよい。加え
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て、リソースは、異なる時間帯におけるユーザに割当てられてもよい。たとえば、クラウ
ドインフラストラクチャシステム１０２は、第１の時間帯における第１の一組のユーザが
、特定数の時間、クラウドインフラストラクチャシステムのリソースを利用することを可
能にし、次いで、異なる時間帯に位置する別の一組のユーザへの同じリソースの再割当て
を可能にして、それによりリソースの利用を最大化してもよい。
【００６０】
　特定の実施形態では、クラウドインフラストラクチャシステム１０２のさまざまなコン
ポーネントまたはモジュールによって共有され、かつクラウドインフラストラクチャシス
テム１０２によって提供されるサービスによって共有される、いくつかの内部共有サービ
ス１１８が提供されてもよい。これらの内部共有サービス１１８は、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復元サービス、クラウドサポートを可能にするためのサービ
ス、電子メールサービス、通知サービス、ファイル転送サービスなどを含み得るが、これ
らに限定されない。
【００６１】
　特定の実施形態では、クラウドインフラストラクチャシステム１０２のさまざまなコン
ポーネントまたはモジュールによって共有され、かつクラウドインフラストラクチャシス
テム１０２によって提供されるサービスによって共有される、いくつかの外部共有サービ
ス１２０が提供されてもよい。これらの外部共有サービス１２０は、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復元サービス、クラウドサポートを可能にするためのサービ
ス、電子メールサービス、通知サービス、ファイル転送サービスなどを含み得るが、これ
らに限定されない。
【００６２】
　さまざまな実施形態においては、外部共有サービス１２０は、エンタープライズコンピ
ュータシステム１２６に対してアクセス、データ変換、自動化などを提供する１つ以上の
コンポーネントを含み得る。エンタープライズコンピュータシステム１２６へのアクセス
は、クラウドインフラストラクチャシステム１０２のさまざまなコンポーネントまたはモ
ジュールによって、およびクラウドインフラストラクチャシステム１０２によって提供さ
れるサービスによって、共有され得る。いくつかの実施形態においては、エンタープライ
ズコンピュータシステム１２６へのアクセスは、クラウドインフラストラクチャシステム
１０２によって提供されて１つ以上のサブスクライバに限定されるサービスインスタンス
によって共有されてもよい。
【００６３】
　さらなる実施形態においては、外部共有サービス１２０は、クラウドインフラストラク
チャシステム１０２のさまざまなコンポーネントまたはモジュールによって共有され、か
つクラウドインフラストラクチャシステム１０２により提供されるサービスによって共有
される、外部アプリケーション・プログラミング・インターフェース（application prog
ramming interface：「ＡＰＩ」）サービス１２８を含み得る。これらの外部ＡＰＩサー
ビス１２８は、他の第三者サービスまたはエンティティによって提供されるＡＰＩを含み
得るがこれらに限定されない。
【００６４】
　さまざまな異なるモバイルクラウドサービスはクラウドインフラストラクチャシステム
１０２におけるＭＣＳ１２２によって提供され得る。ＭＣＳ１２２は、本発明のいくつか
の実施形態に従って、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（たとえばエンタープライズコンピュータシステム１２４および１２６）と
の間の通信を容易にする。ＭＣＳ１２２は、エンタープライズデータおよび認証情報を記
憶するために用いられる１つ以上のメモリ記憶装置（「ローカル・ストレージ」）を含み
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得る。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１２６もしく
はクライアントコンピューティングデバイス１０４、１０６、１０８から受取られてもよ
く、または、クラウドインフラストラクチャシステム１０２によって変換されるエンター
プライズデータまたはそれらの組合せを含んでもよい。認証情報は、アイデンティティ管
理システム１１６から受取られてもよく、および／または、クラウドインフラストラクチ
ャシステム１０２によって生成されてもよい。いくつかの実施形態においては、認証情報
は、サービスについての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み得る。
【００６５】
　エンタープライズコンピュータシステム１２６などのエンタープライズコンピュータシ
ステムは、クラウドインフラストラクチャシステム１０２とは異なる地理的位置（たとえ
ば離れた地理的位置）においてクラウドインフラストラクチャシステム１０２のファイア
ウォールの向こう側に物理的に位置していてもよい。いくつかの実施形態においては、エ
ンタープライズコンピュータシステム１２６は１つ以上のさまざまなコンピュータまたは
サーバを含み得る。いくつかの実施形態においては、エンタープライズコンピュータシス
テム１２６は単一のコンピュータシステムの一部であってもよい。
【００６６】
　特定の実施形態においては、エンタープライズコンピュータシステム１２６は、１つ以
上のさまざまなプロトコルを用いて、クラウドインフラストラクチャシステム１０２と通
信し得る。各々のエンタープライズコンピュータシステム１２６は、さまざまな通信プロ
トコルを用いてクラウドインフラストラクチャシステム１０２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１２６は同じセキュリティプロトコルまたは異なるセキ
ュリティプロトコルをサポートし得る。いくつかの実施形態においては、ＭＣＳ１２２は
、エンタープライズコンピュータシステム１２６との通信を処理するためのエージェント
システムを含み得る。
【００６７】
　プロトコルはＳＰｅｅＤＹ（「ＳＰＤＹ」）などの通信プロトコルを含み得る。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み得る。い
くつかの実施形態においては、エンタープライズコンピュータシステム１２６は、ＲＥＳ
Ｔまたは簡易オブジェクト・アクセス・プロトコル（Simple Object Access Protocol：
「ＳＯＡＰ」）などの通信プロトコルを用いて、クラウドインフラストラクチャシステム
１０２と通信してもよい。たとえば、ＲＥＳＴプロトコルは、ユニフォームリソース識別
子（uniform resource identifier：「ＵＲＩ」）またはユニフォームリソースロケータ
（uniform resource locator：「ＵＲＬ」）を含むフォーマットをサポートし得る。ＲＥ
ＳＴプロトコルを用いる通信用にフォーマットされたエンタープライズデータは、JavaSc
riptオブジェクト表記（JavaScript Object Notation：ＪＳＯＮ」）、コンマ区切り形式
（comma-separated values：ＣＳＶ）、およびＲＳＳ（really simple syndication）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１２６およびクラウドインフラストラクチャシステム１０２は遠隔手続呼出し
（remote procedure call：ＲＰＣ）（たとえば拡張マークアップ言語（extended markup
 language：ＸＭＬ））などの他のプロトコルを用いて通信してもよい。
【００６８】
　いくつかの実施形態においては、ＭＣＳ１２２は、クラウドインフラストラクチャサー
ビス１０２によって提供される１つ以上のサービスとの通信をサポートするように構成さ
れたアダプタインターフェイスを含み得るものであって、そのうちのいくらかが、通信の
ためのさまざまなプロトコルまたは技術をサポート得る。いくつかの実施形態においては
、ＭＣＳ１２２は、エンタープライズコンピュータシステム１２６との通信をサポートす
るように構成されたアダプタインターフェイスを含み得るものであって、そのうちのいく
らかが、通信のためのさまざまなプロトコルまたは技術をサポート得る。ＭＣＳ１２２は
、１つ以上のアダプタを含んでもよく、その各々は、通信プロトコル、或るタイプのエン
タープライズコンピュータシステム、或るタイプのアプリケーション、或るタイプのサー
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ビス、またはそれらの組合せに従って通信するように構成され得る。アダプタによってサ
ポートされる通信プロトコルは、エンタープライズコンピュータシステム１２６のうち１
つ以上のシステムのサービスに特有のものであり得る。
【００６９】
　特定の実施形態においては、クライアントコンピューティングデバイス１０４、１０６
および１０８は各々、ＭＣＳ１２２と通信するための特定のＵＩを提供することができる
アプリケーションを実現し得る。特定のＵＩは、特定の通信プロトコルを用いて通信する
ように構成され得る。いくつかの実施形態においては、特定のＵＩは、ＭＣＳ１２２と通
信するよう呼出され得る呼出し可能インターフェイス、機能、ルーチン、方法および／ま
たは動作を含んでもよい。特定のＵＩは、入力として、クラウドインフラストラクチャサ
ービス１０２によって提供されるサービスと、または、エンタープライズデータのための
および／もしくはサービスを要求するためのエンタープライズコンピュータシステム１２
６と、通信するためのパラメータを受付け得る。いくつかの実施形態においては、ＭＣＳ
１２２を介する通信がカスタム通信プロトコルを用いる通信用に変換されてもよい。いく
つかの実施形態においては、特定のＵＩは、アプリケーションにおけるカスタムクライア
ントに対応し得る。
【００７０】
　ＭＣＳ１２２は、１つ以上の呼出し可能なインターフェイス（たとえばＡＰＩ）を含み
得る。ＭＣＳ１２２に関連付けられた呼出し可能なインターフェイスは、モバイルコンピ
ューティングデバイス上のアプリケーションがＭＣＳ１２２に要求を伝えることを可能に
し得る。ＭＣＳ１２２に関連付けられた呼出し可能なインターフェイスは、共通または標
準のインターフェイスをサポートし得るものであって、これは、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、アーキテクチャスタイルおよび／またはフォーマッ
ト（たとえばＲＥＳＴプロトコル）に従ったアプリから受取られることを可能にし得る。
ＭＣＳ１２２に関連付けられた呼出し可能なインターフェイスは、コンピューティングデ
バイス１０４、１０６または１０８のうちのいずれか１つのユーザによって構成可能であ
り得る。ＭＣＳ１２２に関連付けられた呼出し可能なインターフェイスは、通信プロトコ
ルに従ってサービスについての要求を受取り得る。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ＭＣＳ１２２に接続することができる。いくつか
の実施形態においては、ＭＣＳ１２２に関連付けられた呼出し可能なインターフェイスは
、アプリを開発するのと同じ人によって構成され得ることにより、その人がＭＣＳ１２２
と通信するためにカスタムアプリケーションを実現することができるようにし得る。
【００７１】
　ＭＣＳ１２２に関連付けられた呼出し可能なインターフェイスは、さらに、エンタープ
ライズコンピュータシステム１２６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ＭＣＳ１２２と通信することを可能にし得る。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人々は、１つ以上の呼出し可能なインタ
ーフェイスを介してＭＣＳ１２２と通信するように構成されたコード（たとえばエージェ
ントシステム）を実現することができる。ＭＣＳ１２２に関連付けられた呼出し可能なイ
ンターフェイスは、或るタイプのコンピューティングデバイス、或るタイプのエンタープ
ライズコンピュータシステム、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。いくつかの実施形態においては、ＭＣＳ１２
２に関連付けられた呼出し可能なインターフェイスは、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。いくつかの実施形態においては
、ＭＣＳ１２２に関連付けられた呼出し可能なインターフェイスは、認証、ポリシー実施
、応答のキャッシング、ＭＣＳ１２２に対する呼出しのスロットル、非同期パターンと同
期パターンと間の翻訳、基底サービスに対する呼出しのロギング、またはそれらの組合せ
などの、カスタムのビジネス関連サービスのために実現されてもよい。いくつかの実施形
態においては、ＭＣＳ１２２に関連付けられた呼出し可能なインターフェイスは、ユーザ



(23) JP 6661620 B2 2020.3.11

10

20

30

40

50

が、クラウドインフラストラクチャシステム１０２によって実装されるカスタムコードを
ロードすることを可能にし得る。カスタムコードは、ユーザがカスタムサービスまたは他
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可能にし得る、クラウド
インフラストラクチャシステム１０２に対するＭＣＳ１２２に関連付けられた１つ以上の
呼出し可能インターフェイス２５０を実現し得る。
【００７２】
　ＭＣＳ１２２に関連付けられたプロトコルトランスレータは、メッセージのための通信
プロトコルを決定するように、および／または、メッセージを宛先に関する通信プロトコ
ルに変換するように、メッセージを処理し得る。ＭＣＳ１２２に関連付けられたプロトコ
ルトランスレータは、クライアントコンピューティングデバイス１０４、１０６または１
０８から受取られた要求を変換し得る。当該要求は、クライアントコンピューティングデ
バイス１０４、１０６、または１０８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、クラウドインフラストラクチャサービス１０２またはエンタープライズコンピ
ュータシステム１２６によって提供されるサービス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。ＭＣＳ１２２に関連付けられたプロトコルトラン
スレータは、クラウドインフラストラクチャサービス１０２またはエンタープライズコン
ピュータシステム１２６によって提供されるサービスから受取られた応答を変換し得る。
応答は、クラウドインフラストラクチャサービス１０２またはエンタープライズコンピュ
ータシステム１２６によって提供されるサービス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、クライアントコンピューティングデバイス１０４、１０６または１
０８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。
【００７３】
　ＭＣＳ１２２に関連付けられたセキュリティサービスは、クライアントコンピューティ
ングデバイス１０４、１０６または１０８のうちいずれかから受取られた要求についての
セキュリティ認証を管理し得る。ＭＣＳ１２２に関連付けられたセキュリティサービスは
、顧客処理およびエンタープライズデータの完全性を保護し得る。システムまたはデータ
が損なわれるのを防ぐために、要求がクライアントコンピューティングデバイス１０４、
１０６または１０８から受取られると、セキュリティ認証が発生し得る。セキュリティ認
証は、要求がクラウドインフラストラクチャシステム１０２による処理のために発送され
る前に、実行されてもよい。ユーザのために決定された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、ＭＣＳ１２２を介してサービスを
要求するための認可を得ることを可能にし得る。セキュリティ認証は、ユーザがＭＣＳ１
２２を介して要求されたさまざまなサービスおよび／または要求を認証するための労力を
軽減し得る。ＭＣＳ１２２に関連付けられたセキュリティサービスは、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に構成された１つ以上の機能ブロックまたは
モジュールとして実現されてもよい。
【００７４】
　ＭＣＳ１２２に関連付けられた認証サービスは、クライアントコンピューティングデバ
イス１０４、１０６または１０８から受取られた要求についてのセキュリティ認証を管理
し得る。ＭＣＳ１２２に関連付けられた認証サービスは、ＭＣＳ１２２に要求を送信する
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ついてのセキュリティ認証を決定
し得る。セキュリティ認証は、アプリケーションの動作、（たとえば、アプリケーション
の開始）、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
、要求に関する他の基準、またはそれらの組合せに関連付けられ得る期間に基づいて決定
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、サービスのタイプ、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決定するための他の基準、または、それらの組合せなどのうちい
ずれか１つのために検証されて許可され得る。いくつかの実施形態においては、クラウド
インフラストラクチャシステム１０２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取られたユー
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ザの認証情報を記憶し得る。クラウドインフラストラクチャシステム１０２は、要求に関
連付けられたユーザのアイデンティティがこのような要求を行う権限を有してしているか
どうかを判断するために、ルックアップ機能を実行することによって認証を決定してもよ
い。記憶された認証情報は、アクセスする権限がユーザに与えられ得るような情報、たと
えば、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
データなどを含み得る。いくつかの実施形態においては、インフラストラクチャシステム
１０２は、認証を判断するために、要求を行なっているコンピューティングデバイスとの
通信を開始し得る。
【００７５】
　いくつかの実施形態においては、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決定されてもよい。当該役割は、ＭＣＳ１２２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。いくつかの実施形態においては、ユーザは、
ＭＣＳ１２２によって提供されるリソースおよび／またはサービスへのアクセスが許可さ
れ得るＭＣＳ１２２のサブスクライバ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、サブスクライバとしてＭＣＳ１２２を介してサービスを要求する権限がユーザに
与えられ得るように、ＭＣＳ１２２に対するユーザのサブスクリプションに対応し得る。
いくつかの実施形態においては、サブスクリプションはＭＣＳ１２２によって提供される
特定のセットのリソースに限定されてもよい。セキュリティ認証は、ＭＣＳ１２２のユー
ザにアクセス可能なリソースおよび／またはサービスに基づいていてもよい。いくつかの
実施形態においては、要求は、「実行時環境」と呼ばれる実行中にテンプレートがプロビ
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リ
ソースに関連付けられてもよい。
【００７６】
　いくつかの実施形態においては、ＭＣＳ１２２に関連付けられた認証サービスは、アイ
デンティティ管理システムに、ユーザについての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、クラウドインフラストラクチャコンピュー
タシステム１０２によって（たとえばアイデンティティ管理１１４として）、またはクラ
ウドインフラストラクチャシステム１０２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１１６は、ユーザの役割またはＭＣＳ２１２
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、またはそれらの組合せに関して特権および／または
資格が割当てられていてもよい。
【００７７】
　ＡＤＦ
　さまざまな異なるＡＤＦ１２４がクラウドインフラストラクチャシステム１０２に提供
され得る。ＡＤＦ１２４は、アジャイルなＳＯＡベースのアプリケーションを実装するた
めにインフラストラクチャコードを提供する。ＡＤＦ１２４はさらに、１つ以上の開発ツ
ール（たとえば「Oracle JDeveloper 11g」開発ツール）によって開発に視覚的および宣
言的なアプローチを提供する。ＡＤＦ１２４によって提供される１つ以上のフレームワー
クはＭＶＣ設計パターンを実現し得る。このようなフレームワークはオブジェクト／リレ
ーショナルマッピング、データ持続性、再使用可能なコントローラ層、リッチ・ウェブＵ
Ｉフレームワーク、ＵＩへのデータ・バインディング、セキュリティおよびカスタマイズ
のような分野に対するソリューションを用いてＭＶＣアーキテクチャの層をすべてカバー
する一体型ソリューションを提供する。このようなフレームワークはまた、コア・ウェブ
ベースのＭＶＣアプローチよりも拡張させると、完全な複合アプリケーションの作成を単
純化するOracle SOAおよびウェブセンタ・ポータル・フレームワークと一体化される。
【００７８】
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　特定の実施形態においては、ＡＤＦ１２４は、クラウドインフラストラクチャシステム
１０２によって提供される組込み型ビジネスサービスにサービスインターフェイスを結合
することによって、データをサービスとして公開するアジャイルなアプリケーションを開
発することを容易にする。ビジネスサービスの実装詳細のこのような分離は、ＡＤＦ１２
４においてメタデータを介して行なわれる。このメタデータ駆動型アーキテクチャを使用
することにより、アプリケーション開発者らは、サービスがどのようにアクセスされるか
についての詳細にではなく、ビジネスロジックおよびユーザ経験に集中できるようになる
。特定の実施形態においては、ＡＤＦ１２４は、これらのサービスの実装詳細を、モデル
層におけるメタデータに格納する。これにより、開発者らは、ＵＩを修正することなくサ
ービスを交換できるようになり、アプリケーションが非常にアジャイルになる。加えて、
ＵＩを作成する開発者は、ビジネスサービスアクセスの詳細に煩わされる必要がなくなる
。代わりに、開発者らは、アプリケーションインターフェイスおよび対話論理の開発に集
中することができる。ユーザ体験を発生させることは、ビジュアルページデザイナ上に所
望のビジネスサービスをドラッグ・アンド・ドロップし、どのタイプのコンポーネントが
そのデータを表わすべきかを示すのと同じくらい単純であり得る。
【００７９】
　さまざまな実施形態においては、開発者らは、エンタープライズアプリケーションを形
成するモジュールを作成するためにＡＤＦ１２４と対話する。エンタープライズアプリケ
ーションは、クラウドインフラストラクチャシステム１０２のコンテキスト内で実行する
ことができる。さまざまな実施形態においては、開発者らは、モバイルアプリケーション
を形成するモジュールを作成するためにＡＤＦ１２４と対話する。モバイルアプリケーシ
ョンは、クラウドインフラストラクチャシステム１０２のコンテキスト内で実行すること
ができる。以下に説明される本発明の特徴は、ここに提供される開示を当業者が読めば明
らかとなり得るように、プログラミング言語とアプリケーション開発フレームワークとの
いずれかの所望の組合せを用いて実現され得る。
【００８０】
　ＡＤＦ１２４によって提供される１つ以上のフレームワークは、一例においてはＯｒａ
ｃｌｅ　ＡＤＦとして具体化され得る。したがって、ＡＤＦ１２４におけるフレームワー
クはＭＶＣ設計パターンに基づき得る。ＭＶＣアプリケーションは、以下に分離される：
１）データソースとのやりとりを扱い、ビジネスロジックを実行するモデル層と；２）ア
プリケーションＵＩを扱うビュー層と；３）アプリケーションフローを管理し、モデル層
とビュー層との間のインターフェイスとして作用するコントローラと；に分離される。ア
プリケーションをこれら３つの層に分離することにより、アプリケーション間にわたるコ
ンポーネントの保守および再使用が簡略化される。各層を他の層から独立させることで、
結果として、緩く結合されたＳＯＡが得られる。
【００８１】
　さまざまな実施形態においては、ＡＤＦ１２４は、開発者がアプリケーションを複数層
の形状で作成することを可能にするツールおよびリソースを提供する。各々の層は、予め
定義された規格に従って所望の論理を実現するコードモジュール／ファイルを含んでいる
。このため、一実施形態においては、ＡＤＦ１２４は、アプリケーションを４層として開
発することができる。４層とはすなわち、アプリケーションのＵＩを提供するコードモジ
ュール／ファイルを含むビュー層；アプリケーションのフローを制御するコードモジュー
ルを含むコントローラ層；基底層のために抽象化層を提供するデータ／コードモジュール
を含むモデル層；および、さまざまなソースからのデータにアクセスを提供し、ビジネス
ロジックを処理するコードモジュールを含むビジネスサービス層；を含む。
【００８２】
　特定の実施形態においては、ＡＤＦ１２４は、当該層の各々を実装する際に開発者らが
用いることを望む技術を当該開発者らに選択させる。エンタープライズJavaBean（Enterp
rise JavaBean：「ＥＪＢ」）、ウェブサービス（Web Services）、JavaBeans、JPA／Ecl
ipseLink／TopLinkオブジェクト他の多くがすべて、ＡＤＦ１２４のためのビジネスサー
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ビスとして使用可能である。ビュー層は、ＪＳＦ（Java Server Faces）、デスクトップ
スイング（Desktop Swing）アプリケーション、およびＭｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ
のフロントエンドを用いて実現されるウェブベースのインターフェイスと、モバイルデバ
イスのためのインターフェイスとを含み得る。
【００８３】
　一局面においては、ビュー層は、開発中のアプリケーションのＵＩを表現する。ビュー
層は、デスクトップビュー、モバイルビュー、およびブラウザベースのビューを含み得る
ものであって、それらの各々はＵＩのすべてまたは一部を提供するとともに、ビュータイ
プに対応するさまざまな態様でアクセス可能である。たとえば、ウェブページが、対応す
るＵＲＬを含むクライアント要求を受信することに応答して、アプリケーションによって
送信されてもよい。ウェブページは次に、要求元クライアントシステムに関連付けられた
表示部（図示せず）上にブラウザによって表示されてもよく、それにより、要求元クライ
アントシステムのユーザがエンタープライズアプリケーションとやりとりすることを可能
にする。ＡＤＦ１２４は、ビジネスサービスの再使用を可能にするビジネスサービスへの
マルチチャネルアクセスと、ウェブクライアント、クライアント・サーバ・スイングデス
クトップベースのアプリケーション（client-server swing desktop-based application
）、マイクロソフト・エクセル・スプレッドシート、スマートフォンなどのモバイルデバ
イス、などからのアクセスとをサポートする。
【００８４】
　（ウェブページなどの）ビュー層を形成するコードファイル／モジュールは、ハイパー
テキストマークアップ言語（hypertext markup language：ＨＴＭＬ）、Ｊａｖａサーバ
ページ（Java server page：ＪＳＰ）、およびＪＳＦのうちの１つ以上を用いて実現され
てもよい。代替的には、ＵＩは、スイング（Swing）などのＪａｖａコンポーネントおよ
び／またはＸＭＬを用いて実現されてもよい。さらに示されるように、ＵＩは、マイクロ
ソフトによるワードおよびエクセルなどのデスクトップアプリケーションについてのユー
ザの経験および熟知度を活用してもよい。
【００８５】
　上述のように、ユーザが開発した関連するコード／データモジュールが、層の各々にお
いて提供される。しかしながら、各層は典型的には、ＡＤＦ１２４によって提供された他
の予め定義されたコード／データモジュールを含む。予め定義されたモジュールのうちの
いくつかは、たとえば、ウェブページを開発するためのテンプレート、開発されたコード
に所望の機能性を含めるためのテンプレートなどとして、開発中に使用されてもよい。（
ＵＲＬ書換モジュールなどの）他の予め定義されたモジュールが、開発されたアプリケー
ションとともにデプロイされてもよく、エンタープライズアプリケーションの実行中に追
加の機能性（要求されたＵＲＬの、内部名へのマッピング）をユーザに提供してもよい。
【００８６】
　コントローラ層は、アプリケーションのフローを制御するコードモジュール／ファイル
を含む。各コントローラオブジェクトは、ビュー層１１０において情報を提示する所望の
態様に従って実現されたソフトウェア命令および／またはデータを含む。所望の態様は、
別のウェブページにおけるリンクがユーザによってクリック／選択されると表示される特
定のウェブページ、実行中にエラーが起こると表示される、格納／検索すべき特定のデー
タを示すページなどを含んでいてもよい。
【００８７】
　一局面では、コントローラ層はアプリケーションフローを管理し、ユーザ入力を扱う。
たとえば、ページ上でサーチボタンがクリックされると、コントローラは、どのアクショ
ンを行なうべきか（サーチを行なう）と、どこにナビゲートすべきか（結果ページ）とを
判断する。JDeveloperでは、ウェブベースのアプリケーションについて、標準のＪＳＦコ
ントローラ、またはＪＳＦコントローラ機能性を拡張するＡＤＦコントローラという２つ
のコントローラオプションがある。どちらのコントローラが使用されても、アプリケーシ
ョンフローは典型的には、ページおよびナビゲーションルールをダイアグラム上にレイア
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ウトすることによって設計される。アプリケーションのフローは、より小さい、再使用可
能なタスクフローに分割可能であり、方法コールおよび決定ポイントなどの非視覚的コン
ポーネントをフローに含めることでき、単一の含有ページの領域内で実行される「ページ
フラグメント」フローを作成することができる。
【００８８】
　コントローラ層を形成するコードモジュール／ファイルはしばしば、クライアント要求
を受信するととともに対応する応答として所望のウェブページを送信するＪａｖａサーブ
レットとして実現される。コントローラオブジェクトはまた、たとえば、アパッチジャカ
ルタストラット（Apache Jakarta Struts）コントローラとして、またはＪＳＦ規格に従
って実現されてもよい。
【００８９】
　モデル層は、さまざまなビジネスサービスを、それらを他の層で使用するオブジェクト
に、たとえば上述のコントローラオブジェクトに、または直接デスクトップアプリケーシ
ョンに接続する、データ／コードモジュールを含む。モデル層の各抽象データオブジェク
トは、任意のタイプのビジネスサービスにアクセスするために使用可能である対応するイ
ンターフェイスを提供し、基礎をなすビジネスサービス層で実行される。データオブジェ
クトは、クライアントからサービスのビジネスサービス実装詳細を抽象化し、および／ま
たは、データ制御方法／属性をビューコンポーネントに公開してもよく、こうして、ビュ
ー層とデータ層とを分離させる。
【００９０】
　一局面では、モデル層は、データ制御およびデータ結合という２つのコンポーネントか
らなり、それらは、インターフェイスを定義するためにメタデータファイルを利用する。
データ制御は、クライアントからビジネスサービス実装詳細を抽象化する。データ結合は
、データ制御方法および属性をＵＩコンポーネントに公開し、ビューとモデルとをクリー
ンに分離する。モデル層のメタデータアーキテクチャにより、開発者らは、任意のタイプ
のビジネスサービス層実装をビュー層およびコントローラ層に結合する際に、同じ開発経
験を得る。
【００９１】
　特定の実施形態においては、ＡＤＦ１２４は、開発プロセス全体にわたって宣言的プロ
グラミングパラダイムの使用を強調して、ユーザが、実現詳細に精通する必要なしに、ア
プリケーション作成のロジックに集中できるようにする。高レベルでは、フュージョン（
Fusion）ウェブアプリケーションのための開発プロセスは、通常、アプリケーションワー
クスペースを作成することを伴う。ウィザードを使用して、開発者が選択した技術にとっ
て必要なライブラリおよび構成が自動的に追加され、アプリケーションが、パッケージお
よびディレクトリを有するプロジェクトへと構造化される。
【００９２】
　データベースオブジェクトをモデル化することにより、オンラインデータベースまたは
任意のデータベースのオフラインレプリカが作成可能であり、定義が編集可能であり、ス
キーマが更新可能である。統一モデリング言語（unified modeling language：「ＵＭＬ
」）モデラーを使用して、使用事例が次に、アプリケーションのために作成され得る。ア
プリケーション制御およびナビゲーションもデザイン可能である。アプリケーション制御
およびナビゲーションのフローを視覚的に判断するために、ダイアグラマ（diagrammer）
が使用可能である。次に、フローを記述する根底的なＸＭＬファイルが自動的に作成可能
である。開発者が、インポートされたライブラリを、アプリケーションに単純にドラッグ
・アンド・ドロップすることによって閲覧および使用することを可能にするために、リソ
ースライブラリが使用可能である。データベーステーブルから、エンティティオブジェク
トが、ウィザードまたはダイアログを使用して作成可能である。それらのエンティティオ
ブジェクトから、ビューオブジェクトが、アプリケーションにおけるページによって使用
されるように作成される。検証ルールおよび他のタイプのビジネスロジックが実現可能で
ある。
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【００９３】
　この例では、ビジネスサービス層は、データ持続性層とのやりとりを管理する。それは
、データ持続性、オブジェクト／リレーショナルマッピング、トランザクション管理、お
よびビジネスロジック実行などのサービスを提供する。ビジネスサービス層は、シンプル
Ｊａｖａクラス、ＥＪＢ、ウェブサービス、ＪＰＡオブジェクト、およびオラクルＡＤＦ
ビジネスコンポーネントといったオプションのうちのいずれかで実装可能である。加えて
、データは、ファイル（ＸＭＬまたはＣＳＶ）およびＲＥＳＴから直接消費され得る。こ
のため、各ビジネスサービスは、対応するデータ持続性層とのやりとりを管理し、また、
オブジェクト／リレーショナルマッピング、トランザクション管理、ビジネスロジック実
行などのサービスを提供する。ビジネスサービス層は、シンプルＪａｖａクラス、エンタ
ープライズＪａｖａ　Ｂｅａｎｓ、ウェブサービスなどのうちの１つ以上を使用して実装
されてもよい。
【００９４】
　ビジネスコンポーネントは、データベース、ウェブサービス、レガシーシステム、アプ
リケーションサーバなどとのやりとりを提供するために、たとえばオラクル社による「オ
ラクルＡＤＦビジネスコンポーネント」を使用して実装されるビジネスサービスを表わす
。一実施形態では、ビジネスサービス層のビジネスコンポーネントは、ビジネスサービス
実装を提供するために協働するアプリケーションモジュール、ビュー／クエリーオブジェ
クト、およびエンティティオブジェクトの混合を含む。アプリケーションモジュールは、
アプリケーション／トランザクションデータと連携するためにＵＩクライアントが通信す
るトランザクションコンポーネント／コードモジュールであり得る。アプリケーションモ
ジュールは、更新可能なデータモデルを提供してもよく、また、ユーザトランザクション
に関する手順／機能（一般にサービス方法と呼ばれる）を提供してもよい。
【００９５】
　エンティティオブジェクトは、データベーステーブルにおける対応する行を表わしても
よく、対応する行に格納されたデータの操作（更新、削除など）を簡略化する。エンティ
ティオブジェクトはしばしば、所望のビジネスルールが一貫して実施されることを確実に
するために、対応する行のためのビジネスロジックをカプセル化する。エンティティオブ
ジェクトはまた、根底的なデータベースに格納された行間に存在する関係を反映するよう
に、他のエンティティオブジェクトに関連付けられてもよい。
【００９６】
　図２は、本発明のいくつかの実施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（たとえば、コンピューティングデバ
イス２０２）がクラウドエンタープライズコンピュータシステム２４０（たとえば、「se
rviceprovider.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２
５０などの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、またはそれらの組合せであって
もよい。
【００９７】
　メッセージは、サービス呼出しメッセージ、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、またはそれらの組合せを含んでも
よい。メッセージは、メッセージタイプ（たとえば、１組の共有されるタイプ定数からの
タイプ値）、相関ｉｄ（たとえば、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ついてサポートするた
めの優先順位情報、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、
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メッセージ源（たとえば、送信側のユニフォームリソース識別子）、メッセージ宛先（た
とえば、宛先を一意に識別するユニフォームリソース識別子）、要求コンテキスト（たと
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、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。
【００９８】
　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
合せを含んでもよい。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。いくつかの実施形態では、たと
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（たとえば、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関する基準
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。たとえば、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
とに関する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
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。たとえば、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（たとえば、キー値ペア）、非構造化データ（たと
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（たとえば、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）、ＲＥＳ
Ｔ技術（本明細書では「ＲＥＳＴフルなデータ」と称される）を用いるデータ（たとえば
、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、またはそれらの組合せなどのビジネスデータ（たとえば、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。Ｒ
ＥＳＴ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、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、またはそれ以外の場合には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。
【００９９】
　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
めに動作するように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。
たとえば、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（たとえば、バックエンドサーバコンピュー
タ）などの、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
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プリケーションおよび／またはサービスを含んでもよい。たとえば、エンタープライズコ
ンピュータシステム２５０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、顧客関係性
管理（customer relationship management：ＣＲＭ）、人的資本管理（human capital ma
nagement：ＨＣＭ）、人的リソース（human resource：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、またはそれらの組合せを含んでもよい。エンタープ
ライズコンピュータシステム２５０は、１つ以上のサービスを提供するための専用の１つ
以上のコンピュータシステムを含み得るが、これらに限定されない。いくつかの実施形態
では、あるサービスを提供する異なるコンピュータシステムは各々、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２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２５０
は、ＨＲシステム２５４およびＣＲＭシステム２５６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。いくつかの実施形態では、エンタープ
ライズコンピュータシステム２５０は、エージェントシステム２５２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２１０と１つ以上のエンタープライズ
システム２５４，２５６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２４０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２５０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。
【０１００】
　コンピュータ環境２００は、コンピューティングデバイス２０２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得るセキュアな仲介コンピ
ューティング環境として動作するよう実現されるＭＣＳ２１２を含んでもよい。なぜなら
ば、コンピューティングデバイス２０２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。たとえば、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。ＭＣＳ２１２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、ＭＣＳ２１２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。たとえば、ＭＣＳ２１２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
で通信プロトコルを翻訳し得る。
【０１０１】
　クラウドコンピュータシステム２１０はＭＣＳ２１２をサポートし得る。クラウドコン
ピュータシステム２１０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
らの組合せを用いて実現されてもよい。たとえば、クラウドコンピュータシステム２１０
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２１０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
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
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もよい。クラウドコンピュータシステム２１０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（たと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、またはそれらの組合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。
【０１０２】
　特定の実施形態では、クラウドコンピュータシステム２１０は、メタデータリポジトリ
２２４、診断法ストア１２６および解析論ストア２２８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２２４，２２６，２２８は、クラウドコンピュータシステム
２１０におけるいずれ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。
【０１０３】
　メタデータリポジトリ２２４は、ＭＣＳ２１２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データの両方からで構成されて
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
。ＭＣＳ２１２のテナントまたはサブスクライバ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、それらのリソース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リソース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
る必要がないため、モバイル開発者にとって贅沢なものである。さらに、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もない。メタデータリポジ
トリ２２４は１つ以上の呼出し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（たとえばコンピューティングデバイス２０２）によって呼出され
てもよい。呼出し可能インターフェイスは、ＭＣＳ２１２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２２４は、呼出し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２２４は、呼出し可能インターフ
ェイスを実現するためのメタデータを記憶するように構成されてもよい。呼出し可能イン
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２２４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。
【０１０４】
　診断法ストア２２６は、ＭＣＳ２１２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２２６は、ＭＣＳ２１２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２２８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。
【０１０５】
　ＭＣＳ２１２の代わりに、クラウドコンピュータシステム２１０はその計算リソースを
利用してカスタムコード２１６（たとえば動作、アプリケーション、方法、ファンクショ
ン、ルーチンなど）の実行を可能にし得る。計算リソースは、使用のために、ＭＣＳ２１
２のサブスクライバ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
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られてもよい。リソースは、ユーザ、デバイス、アプリケーション、またはサブスクライ
バ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。ＭＣＳ２１２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
スの要望に応じて、スケールインまたはスケールアウトされてもよい。ＭＣＳ２１２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を
もつように構成され得る。いくつかの実施形態では、ＭＣＳ２１２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得る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。
【０１０６】
　コンピューティングデバイス２０２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ＭＣＳ２１２と通信してもよい（たとえば要求メ
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２０２（たとえばモバイルコ
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
れらの組合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２０２は、ＭＣＳ
２１２を介してエンタープライズコンピュータシステム２４０，２５０と通信してもよい
。コンピューティングデバイス２０２は、エンドポイントデバイス、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、ページャなどを含んでもよく、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２０２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。コンピューティングデバイス
２０２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
り可能記憶媒体などの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（たとえばドキュ
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、またはそれらの組合せを含む
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。
【０１０７】
　さまざまな実施形態では、コンピューティングデバイス２０２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／またはサービスのために構成される特定のアプリケーションを含み得る。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ＵＩ（ＧＵＩ）を含んでもよい。
【０１０８】
　コンピューティングデバイス２０２は、ＭＣＳ２１２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、ＬＡＮ、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、またはそれらの組合せを含んでもよい。特定の
実施形態では、コンピューティングデバイス２０２は、ＭＣＳ２１２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２１４が、クラウドコンピュータシステム２１０を介してＭＣＳ２１２と確立されて
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
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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２０２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２
１０と通信してもよい。
【０１０９】
　コンピューティングデバイス２０２は、たとえばＡＰＩである、１つ以上の呼出し可能
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２１０と通信してもよい。呼
出し可能インターフェイスはコンピューティングデバイス２０２上において実現されても
よい。呼出し可能インターフェイスは、ＭＣＳ２１２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。いくつかの実施形態では、呼出し可能インタ
ーフェイスはＭＣＳ２１２のために開発されてもよい。呼出し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（たとえば通信プロトコル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
要なしに、ＭＣＳ２１２と通信することを可能にしてもよい。
【０１１０】
　ＭＣＳ２１２は、要求を処理しカスタムコード２１６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２０４，２３０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２０２とＭＣＳ２１２との間における通信は、外部
通信ファイアウォール２０４によって分離されてもよい。ファイアウォール２０４は、Ｍ
ＣＳ２１２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２１０と接続されてもよい。ファイアウォール２０４は、クラウドコンピュータ
システム２１０とコンピューティングデバイス（たとえばコンピューティングデバイス２
０２）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（たと
えばＨＴＴＰメッセージまたはＲＥＳＴメッセージ）は、呼出し可能インターフェイスに
よってサポートされ得る通信プロトコル（たとえば、ＨＴＴＰまたはＲＥＳＴ）に準拠し
得る。別の例では、クラウドコンピュータシステム２１０とコンピューティングデバイス
２０２との間におけるメッセージは、ＳＰＤＹなどの通信プロトコルに準拠してもよい。
ＭＣＳ２１２は、クラウドコンピュータシステム２１０とエンタープライズコンピュータ
システム２４０，２５０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２３０を管理してもよい。ファイアウォール２３０は、クラウドコンピュータシ
ステム２１０とコンピューティングデバイス（たとえばコンピューティングデバイス２０
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（たとえ
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（たとえば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２０２とエンタープライズコンピュータシステム２４０，２５０との間にお
ける通信はＭＣＳ２１２を介する二方向であってもよい。
【０１１１】
　コンピューティングデバイス２０２およびエンタープライズコンピュータシステム２４
０，２５０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
われる可能性があるので、ファイアウォール２０４，２３０は、ＭＣＳ２１２へのおよび
ＭＣＳ２１２からの通信に対して追加の保護層を与える。ファイアウォール２０４，２３
０は、ＭＣＳ２１２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２０２お
よびエンタープライズコンピュータシステム２４０，２５０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得る。いくつかの実施形態では、ファイアウォール２０４，
２３０は、２つの別個のファイアウォールとして示されるが、ＭＣＳ２１２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。
【０１１２】
　クラウドコンピュータシステム２１０はさらに、一部が異なる通信プロトコルを有し得
る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２１０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
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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２１０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
２１０は、エンタープライズデータのローカルストレージ（たとえば、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２４０，２５０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。
【０１１３】
　コンピューティングデバイス２０２は、ＭＣＳ２１２と通信（たとえば、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２０４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２３２によって処理されてもよい。セキュリティサービス２３２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得る
、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得る
。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しフローが、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可され得るよう
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、特定
の法人顧客によって必要とされるさらなるカスタムセキュリティ手段が何であれ、それを
サポートするよう拡張され得る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
（たと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、またはそれらの組合せに関して判断されてもよい。セキュリテ
ィ認証は、受信される要求ごとに実行されてもよい。いくつかの実施形態では、セキュリ
ティサービス２３２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２
４０，２５０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得るように、判
断されてもよい。
【０１１４】
　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み得る。たとえば、コンピューティングデ
バイス２０２、クラウドコンピュータシステム２１０およびエンタープライズコンピュー
タシステム２５０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２０２は、エンタープライズコンピュータシス
テム２５０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得る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み得る。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（たとえば、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
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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の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得る。
【０１１５】
　いくつかの実施形態では、セキュリティサービス２３２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２３２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２３２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。いくつかの実施形態では、エン
タープライズコンピュータシステム２５０は、ＭＣＳ２１２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得るエージェント
システム２５２を有してもよい。したがって、ＭＣＳ２１２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。
【０１１６】
　クラウドコンピュータシステム２１０は、１つ以上の負荷分散システム２０６，２０８
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２１０は負荷分散システム２０６，２０８のうち
のいずれか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。ＭＣＳ２１２は、負荷分散部２０６，２０８とと
もに構成されてもよく、起動されるリソース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２０６，２０８は要求される負荷を異なるリソースにわたって分散
させることができる。
【０１１７】
　クラウドコンピュータシステム２１０は、要求を処理し、それらを適切なサービスに発
送し得るディスパッチャ２１８を含んでもよい。要求は、発送されると適切なサービスに
ルーティングされ得る。いくつかの実施形態では、サービスそれ自体が、内部の要求を、
ＭＣＳ２１２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。いくつかの実施形態では、ディスパッチャ２１８は要求を解
決して、その宛先を、要求のＵＲＩおよび／または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２１８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、要求リソース、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２１８は、構文解析された情報を用いて、メタデ
ータリポジトリ２２４における参照を実行することができる。ディスパッチャ２１８は対
応するアプリケーションメタデータを検索してもよい。ディスパッチャ２１８は、目標の
サービスを、要求されたリソース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行うことができる。ディスパッチャ２１８は、任意のデ
ィスパッチャ特有のロギング、メトリック収集などを実行してもよい。ディスパッチャ２
１８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２１８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２２０上に配置してもよい。ディ
スパッチャ２１８は、要求をキュー上に配置して、対応の応答を待ってもよい。ディスパ
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ッチャ２１８は、ルーティングバス２２０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２０２に返してもよい。
【０１１８】
　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２１８は、さらに、
内部の要求を発送する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しの形式で受信することができる。両方の場合
において、呼出し元は、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２１８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。
【０１１９】
　クラウドコンピュータシステム２１０は、ルーティングバス２２０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２２０を含んでもよい。ルーテ
ィングバス２２０は、クラウドサービス２１２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２２０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２２０は、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、フレームワークを与えてもよい。ルーティングバス２２０によって
捕捉されたデータは診断法ストア２２６および／または解析論ストア２２８に記憶されて
もよい。
【０１２０】
　ルーティングバス２２０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
くつかの実施形態では、メッセージは、カスタムコード２１６を実行するようにとの要求
を含み得る。そのような実施形態では、ルーティングバス１２０は、カスタムコード２１
６を呼出すよう要求してもよい（２３４）。いくつかの実施形態では、ルーティングバス
２２０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２２０は、必要であればアダプタインター
フェイス２２２に対して翻訳を実行するよう要求して（２３６）、要求をエンタープライ
ズコンピュータシステム、たとえばエンタープライズコンピュータシステム２４０または
エンタープライズコンピュータシステム２５０に渡してもよい。
【０１２１】
　特定の実施形態では、クラウドコンピュータシステム２１０は、アダプタインターフェ
イス２２２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２２２は、エンタープライズコンピュータシステム２４０，２５０
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２１０は、
エンタープライズコンピュータシステム２４０，２５０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、ＬＡＮ、ＷＡＮ、他の通信ネットワーク、またはそれらの組合
せを含んでもよい。特定の実施形態では、通信接続は、高速通信トランクを用いて促進さ
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２４０，２５
０との通信はファイアウォール２３０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ＭＣＳ２１２に対する未承認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。
【０１２２】
　いくつかの実施形態では、クラウドコンピュータシステム２１０はコンピューティング
デバイス２０２のユーザに対する通知を容易にし得る。クラウドコンピュータシステム２
１０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、たと
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
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、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、ポピュラーな対話パターンのための内蔵型の状態モデルとともに搭載
され、新たな状態モデルで拡張可能であり得る。いくつかの警報チャネルは、一方向であ
れ二方向であれ、公知の通信リソースを含んでもよい。例は、ＳＭＳ、ツイッター（登録
商標）、プッシュ通知、およびGoogle Cloud Messaging（登録商標）を含む。
【０１２３】
　いくつかの実施形態では、クラウドコンピュータシステム２１０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、またはそれらの組合せなどの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得る。
【０１２４】
　クラウドコンピュータシステム２１０は、ＢＬＯＢのためのストレージファシリティを
提供し得る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得る。
【０１２５】
　クラウドコンピュータシステム２１０は、データベースサービスを提供して、クエリま
たは書込を実行するために、ホストされるデータベースへの接続性を可能にし得る。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ＳＱ
Ｌストリングまたは記憶される手順、任意のパラメータ、および場合によっては資格情報
を必要とする可能性もある。必要な情報は、実行時に与えられ得るか、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得る。
【０１２６】
　クラウドコンピュータシステム２１０は、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得る。クラウドコンピュータシステム２１０は、任意のＲＥＳＴ
リソースへの接続性などのＲＥＳＴサービスへのアクセスを提供し得る。
【０１２７】
　クラウドコンピュータシステム２１０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、フェースブック（登録商標）、ツイッター（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もたらし得る。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。
【０１２８】
　クラウドコンピュータシステム２１０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得る。たとえば、サービス開発者は、
ＭＣＳ２１２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２１０
のクラウドサービスを用いてホストされるリソースに話し掛けてもよい。
【０１２９】
　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
グリソース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得る。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、より多くのリソー
ス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
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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り得る。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可能性があるからである。
【０１３０】
　いくつかの実施形態においては、アプリケーションは、当該アプリケーションへのアク
セスを制御し、オラクル社によるＯｒａｃｌｅ　ＭＡＦなどの極秘データの暗号化を確実
にするために、内蔵型セキュリティを備えるモバイルアプリケーションフレームワーク（
mobile application framework：「ＭＡＦ」）の下でデプロイされてもよい。ＭＡＦは、
ハイブリッドモバイルアーキテクチャであって、（ウェブビューにおいてＵＩをレンダリ
ングするための）ＨＴＭＬ５およびカスケーディング・スタイル・シート（Cascading St
yle Sheet：「ＣＳＳ」）、（アプリケーション・ビジネスロジックのための）Ｊａｖａ
、および（ＧＰＳアクティビティおよび電子メールなどのデバイス特徴にアクセスするた
めの）アパッチ・コルドバを用いる。ＭＡＦがこれらのクロスプラットフォーム技術を用
いているので、如何なるプラットフォーム特有のツールを用いる必要なしに、アンドロイ
ド装置およびｉＯＳ装置の両方のために同じアプリケーションを構築することができる。
アプリケーションがデバイスにデプロイされた後、当該アプリケーションは、目標物Ｃま
たはアンドロイドＳＤＫとしてこのようなプラットフォーム特有のツールを用いて作成さ
れたアプリケーションとして機能する。さらに、ＭＡＦはスマートフォンまたはタブレッ
トのために同じアプリケーションを構築することを可能にし、これにより、同じアプリケ
ーションでのビジネスロジックを再利用し、さまざまなタイプの装置、画面サイズおよび
能力をターゲットにすることが可能となる。
【０１３１】
　図３は、「重い（heavy）」アプリケーション（たとえば、アプリ・ストアから取得し
た通常のｉＰｈｏｎｅアプリと同じ態様でモバイルデバイスに搭載されているモバイルア
プリケーション）としてデプロイされる「WorkBetter」と称されるＭＡＦアプリケーショ
ンを含むモバイルアプリケーション・スプリングボード３００の一例を示す。ＭＡＦアプ
リケーションは、アプリケーション特徴として追加された１つ以上の埋込み型アプリケー
ションを含み得る。このような追加されたアプリケーション特徴は、メインアプリケーシ
ョンのスプリングボードまたはナビゲーションバー内のアイコンとして表わされている。
アプリケーション特徴は、本質的に、このようなモバイルアプリケーションの構築ブロッ
クである。ＭＡＦアプリケーションに内蔵されているアプリケーション特徴は各々、特定
セットのタスクを実行する。アプリケーション特徴は互いの機能を補完するために一緒に
グループ化することができる。たとえば、顧客連絡先を提供するアプリケーション特徴は
製品在庫についてのアプリケーション特徴と対にされてもよい。各々のアプリケーション
特徴がそれ自体のクラスローダおよびウェブビューを有しているので、アプリケーション
特徴は互いから独立しており、このため、単一のＭＡＦアプリケーションはいくつかのさ
まざまな開発チームによって作成されたアプリケーション特徴からアセンブルすることが
できる。アプリケーション特徴も他のＭＡＦアプリケーションにおいて再使用することが
できる。ＭＡＦアプリケーション自体は、別のアプリケーションのためのベースとして再
使用することができ、独立系ソフトウェア会社（independent software vendor：「ＩＳ
Ｖ」）が、特定の顧客によって構成可能なアプリケーションを作成することを可能にする
。
【０１３２】
　デバイス上にローカルで実行されるハイブリッドモバイルアプリケーションに加えて、
アプリケーション特徴は、モバイルアプリケーションおよび利用可能なリソースの要件に
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応じて、以下のモバイルアプリケーションタイプのいずれかとして実現されてもよい。
【０１３３】
　・サーバ上にホストされたモバイルウェブアプリケーション。これらのアプリケーショ
ンの場合、コードはプラットフォーム間でポータブルであり得るが、これらのアプリケー
ションがデバイスのブラウザによって管理されているので、デバイス特徴およびローカル
ストレージへのアクセスを制限することができる。
【０１３４】
　・Ｘｃｏｄｅで、またはアンドロイドＳＤＫによってオーサリングされ、このため、両
方のプラットフォームのために機能するという点で制限されているネイティブアプリケー
ション。コードの再利用は同様に制限されている。
【０１３５】
　ＭＡＦは、或るアプリケーションにおける特徴レベルで、改良されたセキュリティのた
めの認証およびアクセス制御をサポートする。このアプリケーションにおいては、開発者
が、適切なログインサーバ、たとえば、基本的な認証で「オラクルアイデンティティ管理
」および／または「Oracle WebLogic」を実行するサーバ、ＯＡｕｔｈプロトコルをサポ
ートするサーバなど、を指定することができる。実行時において、ユーザにログイン画面
が提示され、適切なトークンがさらなるウェブサービス・コールにとってアクセス可能と
なる。ＭＡＦであれば、開発者は、さまざまな特権を有するユーザの必要性（たとえば、
ユーザの役割または特権に基づいてコンポーネントを示す／隠す）を満たす単一のＵＩを
構築することができる。
【０１３６】
　ＭＡＦは、ＳＳＬ／ＴＬＳ（ＨＴＴＰセキュア（「ＨＴＴＰＳ」））を用いる通信暗号
化；オフライン認証をサポートする際に検証のために使用されるべき暗号化されたキース
トアにおいてクレデンシャルを維持するためのデバイス上での暗号化；およびＳＱＬｉｔ
ｅ暗号化拡張を用いることによるＳＱＬｉｔｅデータベース暗号化；を実施する。ＭＡＦ
で構築されたアプリケーションのためのＳＱＬｉｔｅデータベースの暗号化は、アプリケ
ーションが開発される際に、構成オプションによって実行されてもよい。いくつかの実施
形態においては、ＭＡＦは、アプリケーションのための動作のオフラインモードおよびオ
ンラインモードをサポートし、このため、自立型のアプリケーションを、接続モードでも
、非接続モードでも、モバイルデバイス上で実行させることができる。データのアクセス
／格納のために、このようなアプリケーションがローカルの暗号化されたＳＱＬｉｔｅデ
ータベースを利用してもよい。当該アプリケーションは、データに対する最初のアクセス
がＷｅｂサービスを介してリモートサーバから実行され、次いで、データがオフラインア
クセスのためにローカルのＳＱＬｉｔｅデータベースに格納されるように、構築され得る
。再び接続可能になると、データが複製されてサーバと同期させることができる。ＭＡＦ
はまた、保護されたアプリケーションに対するオフライン認証／認可を可能にするように
、ユーザ認証クレデンシャルのローカルストレージをサポートする。
【０１３７】
　図３Ａおよび図３Ｂは、本発明の一実施形態に従ったＨＲモバイルアプリケーションの
ＵＩ３０２を示す。ＵＩ３０２は、図３のモバイルアプリケーションスプリングボード３
００などのスプリングボード上でアイコンを開くと提供され得る。図３Ａにおいては、Ｕ
Ｉ３０２は、従業員についてのさまざまなＨＲ関連情報、たとえば、画像、タイトル、コ
ンタクト情報、ソーシャル・ネットワーキング情報、性能／レーティング情報、補償情報
、マネージャ、スキル、位置などを含む。図３Ｂは、ＵＩ３０２における情報が取得され
得るさまざまなソース、たとえばオンプレミスまたはクラウドに位置するサービスなど、
を示す。たとえば、基本的な従業員情報は、ＰｅｏｐｌｅＳｏｆｔ、システム・アプリケ
ーションおよび製品（Systems, Applications & Product：「ＳＡＰ」）などのオンプレ
ミスのコアＨＲサービスから取得されてもよく、位置情報はグーグルなどのマップサービ
スから取得される。同様に、性能情報は、ＴＡＬＥＯなどの才能管理クラウドサービスか
ら取得されてもよく、ソーシャル・ネットワーキング情報（たとえば、ツイッター（登録
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商標）、フェースブック（登録商標）、LinkedInなど）はウェブから取得されてもよい。
一実施形態においては、これらのさまざまなソースからの情報が、モバイルデバイス上の
アプリケーションまで送信される前にＭＣＳを介して供給される。
【０１３８】
　図４は、デバイスにデプロイされる「薄型（thin）」の固有のコンテナを含む例示的な
ＭＡＦランタイムアーキテクチャ４００のブロック図である。ランタイムアーキテクチャ
４００は、モデル層およびコントローラ論理から表示を分離するＭＶＣ開発アプローチを
表現する。細型の固有のコンテナは、ローカルのＳＱＬｉｔｅデータベース、コルドバＡ
ＰＩおよびサーバ側リソースと対話することにより、ＭＡＦアプリケーションがさまざま
なプラットフォーム（たとえばｉＯＳ、アンドロイドなど）上のネイティブアプリケーシ
ョンとして機能することを可能にする。これによりプッシュ通知も可能になる。
【０１３９】
　デバイス固有のコンテナは、ウェブベースのコンテンツを表示して処理するためにモバ
イルデバイスのウェブエンジンを用いるウェブビューを含む。ＭＡＦアプリケーションに
おいては、ウェブビューは、アプリケーションマークアップをＨＴＭＬ５としてレンダリ
ングすることによりＵＩを提供する。ＵＩは、以下のコンテンツタイプのうちのいずれか
を実現することによってモバイルアプリケーション特徴のために作成され得る：すなわち
、ＭＡＦアプリケーションモバイルＸＭＬ（Application Mobile XML：「ＡＭＸ」）ビュ
ー、コントローラ、サーバＨＴＭＬまたはローカルＨＴＭＬである。さまざまなコンテン
ツタイプから実現されたアプリケーション特徴は、同じモバイルアプリケーション内で共
存可能であり、かつ互いと対話することができる。
【０１４０】
　ＭＡＦ　ＡＭＸビューとして実現されるコンテンツを有するアプリケーションはデバイ
ス上に常駐しており、デバイスのプラットフォームに特有の言語でオーサリングされるア
プリケーションと同様に、最も信頼性のあるデバイス固有のユーザ経験を提供する。ＭＡ
Ｆは１セットのコードエディタを提供する。当該１セットのコードエディタは、ユーザが
、モバイルデバイスのフォームファクタに適合されたコンポーネントから宣言的にＵＩを
作成することを可能にする。これらのコンポーネントは、入力コンポーネント（たとえば
入力フィールド）と同様にページレイアウト（たとえばリストビュー）を作成するために
用いることができる。ユーザがＭＡＦ　ＡＭＸビューを開発するとき、ユーザはデータ制
御を利用することができる。これらのコンポーネントは、ユーザが、データにバインドさ
れたＵＩコンポーネントを宣言的に作成し、ウェブサービスおよびモバイルデバイス（た
とえばカメラ、ＧＰＳまたは電子メール）のサービスにアクセスすることを可能にする。
実行時に、ウェブビューにおけるJavaScriptエンジンがＭＡＦ　ＡＭＸビュー定義をＨＴ
ＭＬ５およびJavaScriptにレンダリングする。
【０１４１】
　コントローラとして実現されているコンテンツを有するアプリケーションのために、コ
ントローラは、モバイルアプリケーションにおけるページ間のフローを管理する。コント
ローラは、ユーザがアプリケーションのフローをより小さな再使用可能なタスクフローに
分解し、メソッドコールおよび判定ポイントなどの非視覚的なコンポーネントを含むこと
を可能にする。
【０１４２】
　サーバＨＴＭＬとして実現されているコンテンツを有するアプリケーションのために、
ＵＩは、アプリケーション特徴のウェブビュー内で開くことができるサーバ生成型ウェブ
ページから提供される。ＭＡＦのコンテキスト内では、このコンテンツタイプは遠隔ＵＲ
Ｌと称される。これらのブラウザベースのアプリケーションのためのリソースはデバイス
上に常駐していない。代わりに、ＵＩ、ページフローロジックおよびビジネスロジックは
リモートサーバから提供される。遠隔でホストされたこれらのウェブアプリケーションの
うちの１つがウェブビュー内で開くことが許可されると、それは、コルドバJavaScript　
ＡＰＩを用いて、カメラまたはＧＰＳの能力などの任意の指定されたデバイス固有の特徴
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またはサービスにアクセスすることができる。遠隔のＵＲＬコンテンツを用いてアプリケ
ーションを実現する場合、ユーザは、モバイル用途のために最適化された既存のブラウザ
ベースのアプリケーションを利用するか、または特定のタイプのモバイルデバイスについ
て具体的に書込まれたアプリケーションを使用することができる。デスクトップまたはタ
ブレット上のブラウザ内で実行可能なアプリケーションの場合、ユーザは、オラクル社に
よる「Oracle ADF Faces」によって提供されるようなリッチクライアントベースのコンポ
ーネントを介して作成されたアプリケーションを用いて、遠隔のＵＲＬコンテンツを実現
することができる。特に携帯電話をターゲットとしたアプリケーションの場合、遠隔のＵ
ＲＬコンテンツは、ＭＡＦを用いて作成されたウェブページから提供することができる。
ＭＡＦでオーサリングされたアプリケーションは、さまざまなスマートフォン上でレンダ
リングできるだけではなく、アパッチ・トリニダード（Apache Trinidad）ＪＳＦコンポ
ーネントおよび動的に選択されたスタイル・シートで構築されたＵＩにより、フィーチャ
ーフォン上で利用可能となる低い能力にまでグレースフルに質を低下させることができる
。コンテンツが遠隔で供給されるので、アプリケーションは、サーバ接続がアクティブな
ままである限りにおいてのみ、利用可能である。
【０１４３】
　ローカルＨＴＭＬとして実現されているコンテンツを有するアプリケーションの場合、
ＨＴＭＬページはＭＡＦアプリケーションの一部としてデバイス上で実行される。ローカ
ルＨＴＭＬファイルは、コルドバおよびJavaScript　ＡＰＩによってデバイス固有の特徴
サービスにアクセスすることができる。
【０１４４】
　デバイス固有のコンテナはさらにアパッチ・コルドバを含む。アパッチ・コルドバJava
Script　ＡＰＩは、デバイス固有の特徴およびサービスをモバイルアプリケーションに組
込む。ユーザは、Ｊａｖａコードからプログラムによって（または、ローカルＨＴＭＬと
してＭＡＦモバイルアプリケーションを実現する場合にはJavaScriptを用いて）これらの
ＡＰＩにアクセスすることができるが、ユーザは、ＭＡＦ　ＡＭＸページを作成する際に
デバイスの組込みを宣言的に追加することができる。なぜなら、ＭＡＦが、これらのＡＰ
Ｉを、データ制御に応じてパッケージングするからである。
【０１４５】
　デバイス固有のコンテナはさらにＪａｖａ仮想マシン（Java Virtual Machine：「ＪＶ
Ｍ」）を含む。ＪａｖａはＭＡＦアプリケーションのためのＪａｖａランタイム環境を提
供する。このＪＶＭは、デバイス固有のコードで実現され、固有のアプリケーションバイ
ナリの一部としてＭＡＦアプリケーションの各インスタンスに埋込まれる（またはコンパ
イルされる）。ＪＶＭはＪａｖａＭＥ接続型装置構成（Connected Device Configuration
：「ＣＤＣ」）規格に基づいている。ランタイムアーキテクチャ４００においては、ＪＶ
Ｍはビジネスロジック、モデルおよびＪＤＢＣを含む。Ｊａｖａは、ＭＡＦアプリケーシ
ョンにおいてビジネスロジックを可能にする。管理されたビーン（Managed Beans：「Ｍ
Ｂｅａｎｓ」）は、サーバから戻されたデータを処理するために追加のビジネスロジック
を提供するなどの、ＭＡＦの能力を拡張するために作成することができるＪａｖａクラス
である。ＭＢｅａｎｓは埋込み型Ｊａｖａサポートによって実行され、ＪａｖａＭＥ　Ｃ
ＤＣ規格に準拠する。モデルは、ビジネスロジック・コンポーネントをＵＩと接続するバ
インディング層を含む。加えて、バインディング層は、ＳＯＡＰベースのウェブサービス
を呼出すために実行論理を提供する。ＪＤＢＣは、作成、読取り、更新、削除（Create, 
Read, Update and Delete：「ＣＲＵＤ」）動作によって、暗号化されたＳＱＬｉｔｅデ
ータベースにおけるデータにモデル層がアクセスすることを可能にするＡＰＩである。
【０１４６】
　デバイス固有のコンテナが含んでいるアプリケーション構成はさらに、ウェブサービス
または遠隔ＵＲＬ接続のためのＵＲＬエンドポイントなどの、複数のアプリケーション構
成をダウンロードしてリフレッシュすることを可能にするサービスを参照する。アプリケ
ーション構成サービスは、ＷｅｂＤａｖベースのサーバ側サービスから構成情報をダウン
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ロードする。
【０１４７】
　デバイス固有のコンテナはさらに、クレデンシャル管理、シングルサインオン（Single
 Sign-on：「ＳＳＯ」）およびアクセス制御を含む。ＭＡＦは、「オラクルアクセス管理
モバイルおよびソーシャル」（Oracle Access Management Mobile and Social：「ＯＡＭ
ＭＳ」）ＩＤＭ　ＳＤＫによって、ユーザ認証およびクレデンシャル管理を処理する。Ｍ
ＡＦアプリケーションはオフライン認証を実行する。これは、接続中にユーザがアプリケ
ーションにログインするとき、ＭＡＦがデバイス上でユーザ名およびパスワードをローカ
ルに維持し、これにより、認証サーバへの接続が不可能になっていても、ユーザがアプリ
ケーションにアクセスし続けることができることを意味している。ＭＡＦはローカルＳＱ
Ｌｉｔｅデータベースに格納されたデータと同様にローカルに記憶されたユーザ情報も暗
号化する。ログインサーバに対して認証した後、ユーザは、その接続によって保護された
アプリケーション特徴のすべてにアクセスすることができる。ＭＡＦはまた、ユーザの役
割および特権を適用することによりアプリケーション特徴（またはアプリケーション特徴
の特定の機能）へのアクセスを制限することによって、アクセス制御の概念をサポートす
る。ウェブ・コンテンツが遠隔で供給される場合、ＭＡＦは、意図したＵＲＩだけが、ア
プリケーション特徴のウェブビュー内で開き得ること（およびデバイス特徴にアクセスし
得ること）を確実にするためにホワイトリストを用いる。
【０１４８】
　デバイス固有のコンテナはさらに、ＭＡＦアプリケーションがｉＯＳまたはアンドロイ
ドの通知サーバからイベントを受信することを可能にするプッシュハンドラを含む。Ｊａ
ｖａ層は通知処理に対処する。
【０１４９】
　ランタイムアーキテクチャ４００においては、固有のコンテナと対話するリソースは、
暗号化されたＳＱＬｉｔｅデータベースおよびデバイスサービスを含む。埋込み型ＳＱＬ
ｉｔｅデータベースは、ローカルに記憶されたデータを保護し、ＪＤＢＣを用いて、モデ
ル層によって呼出される。ＭＡＦアプリケーションはこの軽量のクロスプラットフォーム
・リレーショナル・データベースを生成する。このデータベースが暗号化されているので
、デバイスが紛失または盗難された場合でも、このデータベースはデータを保護する。正
確なユーザ名およびパスワードを入力するユーザだけが、ローカルデータベースにおける
データにアクセスすることができる。デバイスサービスは、デバイスに固有のサービスお
よび特徴であって、コルドバＡＰＩを介してアプリケーション特徴に組込まれている。
【０１５０】
　ランタイムアーキテクチャ４００においては、デバイス固有のコンテナは、サーバ側リ
ソース、たとえば、構成サーバ、サーバ生成型ＨＴＭＬ、アップルプッシュ通知サービス
（Apple Push Notification：「ＡＰＮ」）、グーグル・クラウド・メッセージ通信（Goo
gle Cloud Messaging：「ＧＣＭ」）およびＳＯＡＰウェブサービスなどへのアクセスを
可能にする。構成サーバは、アプリケーション構成サービスによって用いられる構成ファ
イルをホストするＷｅｂＤａｖベースのサーバである。構成サーバは参照を実現するもの
として提供される。Ｊ２ＥＥサーバ上でホストされた如何なる共通のＷｅｂＤａｖサービ
スもこの目的のための用いることができる。サーバ生成型ＨＴＭＬは、ブラウザベースの
アプリケーション特徴のために用いられるリモートサーバ上でホストされたウェブ・コン
テンツを含む。ＡＰＮおよびＧＣＭプッシュサービスは、ＭＡＦアプリケーションに通知
イベントを送信する通知プロバイダである。ＳＯＡＰウェブサービスは遠隔でホストされ
たＳＯＡＰベースのウェブサービスである。これらのサービスはＪａｖａ層を介してアク
セスされる。ＭＡＦ　ＡＭＸにおいてオーサリングされたアプリケーション特徴は、デー
タ制御によってＳＯＡＰベースのデータサービスにアクセスする。
【０１５１】
　図５は、本発明の実施形態に従った、モバイルクラウドインフラストラクチャにおける
モバイルアプリケーションを開発するためのシステム５００のブロック図である。システ
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ム５００においては、ユーザは、ユーザデバイス５２８を用いて、ウェブベースのツール
を介してクラウドインフラストラクチャ５０６におけるアプリケーションを開発して構築
してもよい。一実施形態においては、アプリケーションは無線でモバイルデバイス５２６
上にダウンロードされ、これにより、アプリ・ストアの必要性を無くし得る。固有のアプ
リケーションはＭＣＳ５０２において作成されたバックエンド５０４と通信する。一実施
形態においては、図４のＭＡＦランタイムアーキテクチャ４００はモバイルデバイス５２
６にアプリケーションを提供するために用いられてもよい。一実施形態においては、アプ
リケーションの宣言的シンタックスが無線でモバイルデバイス５２６上にデプロイされ、
この宣言的シンタックスは図４のＭＡＦランタイムアーキテクチャ４００によってモバイ
ルデバイス５２６上で翻訳される。
【０１５２】
　クラウドインフラストラクチャ５０６は、アプリケーション開発が実行され得る管理（
admin）ＵＩ５１６を提供するＭＣＳ５０２を含む。ＭＣＳ５０２はさらに、モバイルア
プリケーションが開発およびテストされ得る生産環境５１２およびテスト環境５１４をそ
れぞれ含む。これらの環境は、コネクタを介して対応するバックエンド５０４と通信する
ことによって生産／テスト機能を提供する。アプリケーションは、環境５１４をテストす
る際に最初に開発される。当該アプリケーションは、公開されると、生産環境５１２に移
動する。
【０１５３】
　一実施形態においては、モバイルアプリケーションは、セキュリティ層５２４を介して
ＭＣＳ管理（admin）ＵＩ５１６（ポータルとも称される）と通信するためにユーザデバ
イス５２８を用いることによって開発されている。ＭＣＳ管理ＵＩ５１６は、ＭＣＳ管理
ＵＩ５１６を介してインターフェイス可能なアプリケーション開発サーバ５１８を含む。
ＭＣＳ管理ＵＩ５１６において開発されているアプリケーションは、生産環境５１２およ
び／またはテスト環境５１４と通信することによって、ユーザデバイス５２８のブラウザ
上でまたは、モバイルデバイス５２６上で、実行させることができる。一実施形態におい
ては、アプリケーションがモバイルデバイス５２６上でデプロイされると、モバイルデバ
イス５２６はテスト環境５１４と通信する。しかしながら、アプリケーションがモバイル
デバイス５２６上で更新される場合、このような更新はＭＣＳ管理ＵＩ５１６を介して実
行される。
【０１５４】
　システム５００において開発されているアプリケーションは、軽いアプリケーションま
たは重いアプリケーションとして構築され得る。重いアプリケーションは、アプリ・スト
アからダウンロードされるアプリなどの完全なアプリケーションである。軽いアプリケー
ションは、オラクルアプリなどの既にデプロイされている完全なアプリケーション（すな
わちホスティング・アプリケーション）に追加された特徴としてデプロイされるアプリケ
ーションである。ホスティング・アプリケーションは、軽いアプリケーションを保持する
コンテナとして機能する。重いアプリケーションおよび軽いアプリケーションはともに、
さらに、図７に関してこの明細書中に記載されたセキュリティコンテナによってコンテナ
化され得る。
【０１５５】
　図６は、本発明の実施形態に従った、モバイルアプリケーションを構築するためのシス
テム６００におけるネットワークコンポーネントのブロック図である。システム６００に
おいては、ユーザは、要求の構築を開始するためにＭＣＳウェブサイトと対話する。モバ
イルデバイスは、固有のアプリケーションを無線でインストールするために、ＭＣＳポー
タルＶＭと通信する。これは、一般に、「．ｉｐａファイル」をダウンロードするための
アプリケーションおよび位置を記述するｐｌｉｓｔファイルをダウンロードすることおよ
び「．ｉｐａファイル」をダウンロードすることを含む２部プロセスである。
【０１５６】
　パブリックＯＨＳ／ウェブゲートは、トラフィックをファイアウォールの背後のＭＣＳ
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ポータルＶＭに向けるパブリックフェイシングオラクルＨＴＴＰサーバ（Oracle HTTP Se
rver：「ＯＨＳ」）であり、また、ユーザを認証してユーザ・クレデンシャルをＭＣＳポ
ータルＶＭに渡す役割を担っている。パブリックＯＨＳはＳＳＬ接続を終了させ、ｈｔｔ
ｐに関してポート４４３が用いられる。
【０１５７】
　ＭＣＳポータルＶＭは、スキーマ・アス・ア・サービスとして後援されているデータを
有する標準的なウェブロジックサーバ（WebLogic Server：「ＷＬＳ」）アプリケーショ
ンであり、その対応するアプリケーション開発クライアントはジェットフレームワークの
上に書込まれている。これは単一のテナントであり、セキュリティはＯＷＳＭを介して提
供される。ＭＣＳポータルＶＭは、信頼されたゾーンにおいてＷＬＳを実行させる。これ
は、ユーザによる要求を処理し、ＢＩＧ－ＩＰ機器を介してスキーマサービスおよび構築
サーバファームに接続されている。これは、パブリックＯＨＳへの／からの、ＢＩＧ－Ｉ
Ｐ機器への、および、サーバファームにおける個々のサーバからの、ｈｔｔｐ通信のため
の開いているポート８０（または同等物）を用いる。
【０１５８】
　スキーマサービスは、アプリケーションデータ、エンタープライズ署名証明書、テナン
トについてのプロビジョニングプロファイルを記憶する。それは単にＭＣＳポータルＶＭ
と対話するだけである。
【０１５９】
　ＢＩＧ－ＩＰなどの負荷分散部は、（最初にラウンドロビン形式で）サーバファームに
おけるサーバにファームタスクをルーティングする。これは開ポート８０（または同等物
）を用いて、冗長性を提供する。これは、ＭＣＳポータルＶＭへ／から接続され、サーバ
ファームにおけるサーバに要求を転送する。
【０１６０】
　サーバファームは、構築ジョブを処理するいくつか（たとえば２０個）のサーバを含む
。これは、アプリケーションバイナリ（たとえば５ＴＢ）を記憶するためにファイラに接
続される。接続は、サーバ上でローカルに実行されるローカルのTomcatインスタンスによ
って処理される。構築ツールおよびプロセスは、固有のＯＳＸコールによって処理される
。
【０１６１】
　アプリケーションの構築
　一実施形態においては、ユーザがすでにアプリケーションを作成しており、固有のバイ
ナリを生成することを所望している場合、ユーザは、（たとえばhttps://mcs-tenant-a.c
loud.oracle.com/max/buildにおいて）ＵＩに関する構築ＰＯＳＴ要求を開始する。ペイ
ロードは、アプリケーションのためのアプリケーションｉｄを含む。パブリックＯＨＳ／
ウェブゲートは、要求を受取って、ＳＳＬを終了させ、（ユーザがログインすると想定し
て）ＯＡＭに対してユーザを認証および認可し、ユーザアイデンティティをｈｔｔｐヘッ
ダに配置し、これを、ファイアウォールを通りすぎてＭＣＳポータルＶＭのＷＬＳサーバ
（たとえば、http://mcs-tenant-a.internal/max/buildにおいて実行される）に転送する
。
【０１６２】
　ＭＣＳポータルＶＭは要求を受取り、アプリケーションデータ、テナント・エンタープ
ライズ証明書、暗号化されたｃｅｒｔパスワードおよびテナントプロビジョニングプロフ
ァイルのためのテナントスキーマ・アズ・ア・サービスに対して、要求されたアプリケー
ションおよびクエリに関する特権を与えるようユーザを認可する。スキーマサービスが要
求されたアイテムを戻すと、ＭＣＳポータルＶＭは、この試みを記録するために（スキー
マサービスによって）BuildJobs表において新しいエントリを作成し、この新しい記録の
主要キーをキャプチャする。ＭＣＳポータルＶＭはまた、（たとえばhttp://max-mini-fa
rm.internal/build/initiateにおける）構築ファームのＢＩＧ－ＩＰ機器に対する新しい
ＰＯＳＴ要求を作成し、本体への３つのパラメータと、ジョブ完了のための（BuildJob記
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録の主要キーを符号化する）コールバックＵＲＬとを渡す。ペイロードの例は以下のとお
りである：
　　　applicationData: (app data)
　　　signingCertificate: (cert) *

　　　signingPassword: (password) *

　　　provisioningProfile: (profile)
　　　callbackUrl: http://mcs-tenant-a.internal:3000/maxbuild/complete?jobId=(Bu
ildJobId)**

　証明書およびパスワードは、この実施形態のためのユーザによって排他的に作成される
（すなわち、他のサービスとは共有されない）。ポート３０００はパブリックではアクセ
ス不可能である。
【０１６３】
　ＢＩＧ－ＩＰは、サーバファームにおいて健全なサーバのリストを維持する。これは、
数分ごとにサニティチェックを実行する健全性チェックによって行なわれる。これは、（
たとえば複数のジョブが等しく複雑である場合にラウンドロビンを介して）健全なプール
からサーバを選択し、ジョブ要求をそのサーバにルーティングする（たとえば、http://m
ac-mini1.internal/build/initiate）。
【０１６４】
　一実施形態においては、サーバファームにおけるサーバはサーバ上で実行されるTomcat
を含む。それは、要求を受信し、外部プロセスを開始させる。これは、Ｉ／Ｏがスレッド
プールの要求をブロックするのを防ぐために、非同期サーブレット上で実行される。
【０１６５】
　プロセスが完了すると、Ｔｏｍｃａｔは、要求ペイロードにおけるコールバックＵＲＬ
に対するＰＯＳＴ要求を作成する。この新しい要求のためのペイロードは以下を含む：
　　　result: (success if successful, etc)
　　　binaryKey: (jobId)
　ＭＣＳポータルＶＭは要求を受取り、イベントが成功した場合には、所与のBuildJobs
記録の行をペイロードからのbinaryKeyで更新する。これはまた、ジョブが完了した（た
とえば、１１ｇ上のポーリングにより、サーブレットをプッシュするかまたは所定の１２
ｃと非同期させる）ことをクライアントに通知し、符号化されたリンクでＱＲコードを生
成する（たとえば、https://mcs-tenant-a.cloud.oracle.com/max/native-application/(
binaryKey)）。
【０１６６】
　アプリケーションのインストール
　一実施形態においては、ユーザがモバイルデバイス上のＱＲコードをスキャンすると、
無線でのインストールが開始される。ＱＲコードのスキャンにより、符号化されたＵＲＬ
が開かれる（たとえば、https://mcs-tenant-a.cloud.oracle.com/max/native-applicati
on/(binaryKey)）。パブリックＯＨＳ／ウェブゲートは要求を受取り、ＳＳＬを終了させ
る。これは、（ユーザがログインすると想定して）ＯＡＭに対してユーザを認証および認
可し、ユーザアイデンティティをｈｔｔｐヘッダに配置し、これを、ファイアウォールを
通過させてＭＣＳポータルＶＭのＷＬＳサーバに転送する（たとえば、http://mcs-tenan
t-a.internal/max/buildにおいて実行される）。
【０１６７】
　ＭＣＳポータルＶＭは要求を受取り、要求されたアプリケーションに対する特権につい
てユーザを認可する。これは、要求元デバイスのユーザ・エージェントを決定し、プラッ
トフォーム（たとえばｉＯＳ）を識別し、対応するＵＲＬ（たとえば、https://mcs-tena
nt-a.cloud.oracle.com/max/native-application/plist/(binaryKey)）に転送する。これ
はまた、パブリックＯＨＳに向けられ、これが、次いで、（この明細書中に記載される構
築要求中に実行されるとおりに）最認可するようにＭＣＳポータルＶＭに転送される。Ｍ
ＣＳポータルＶＭは要求を受取り、ｐｌｉｓｔファイル（たとえばｉＯＳ　ｐｌｉｓｔフ
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ァイル）を生成する。ｐｌｉｓｔファイルは、対応するプラットフォーム（たとえばｉＰ
ｈｏｎｅ）についてのアプリケーション情報と、バイナリへのリンク（たとえば、https:
//mcs-tenant-a.cloud.oracle.com/max/native-application/ios/(binaryKey)）とを含む
。
【０１６８】
　デバイスは、次いで、アプリケーションをインストールすることを所望するかどうかを
ユーザに確認する。インストールすることを所望するのであれば、デバイスはバイナリリ
ンクに追従する。これはまた、パブリックＯＨＳに向けられ、これが、次いで、（この明
細書中に記載される構築要求中に実行されるとおりに）再度認可するようにＭＣＳポータ
ルＶＭに転送される。ＭＣＳポータルＶＭは、要求を受取り、（たとえばhttp://max-min
i-farm.internal/download/ios/(binaryKey)を介して）構築サーバファームに対する新し
い要求を生成する。ＢＩＧ－ＩＰは、健全なプールから（たとえばラウンドロビンを介し
て）サーバファームにおけるサーバを選択し、そのサーバにジョブ要求をルーティングす
る（たとえばhttp://mac-mini1.internal/download/ios/(binaryKey)）。そのサーバ上の
アプリケーションサーバ（たとえば、Tomcat）が要求を受取り、コンテンツが存在するか
どうかをチェックし、ネットワークからバイナリを配信する（たとえば、Filer:/filer_m
nt/generated_binaries/(binaryKey)/result.ipa）。ＢＩＧ－ＩＰは、配信された応答を
ＭＣＳポータルＶＭに戻し、当該ＭＣＳポータルＶＭは、その応答を受取り、デバイスに
対するその要求の出力ストリームにコピーする。最後に、デバイスはバイナリを受取り、
インストールを実行する。
【０１６９】
　図７は、ＯＭＳＳなどのモバイルセキュリティ・スーツ７００によって提供されるセキ
ュリティサービスを用いる実施形態におけるモバイルセキュリティ・スーツ・コンポーネ
ントのブロック図である。ＯＭＳＳコンポーネントは、企業ＤＭＺおよびエンタープライ
ズイントラネット（または企業ネットワーク）にわたって分散されており、オラクル社に
よる「オラクルモバイル・セキュリティコンテナ」などのセキュリティコンテナがモバイ
ルデバイスにインストールされる。セキュリティコンテナは、「コンテナ化された」アプ
リケーションを保持するように構成される。たとえば、これらのアプリケーションは、そ
れらの特定のコンテナに安全にリンクされている。セキュリティコンテナは安全なブラウ
ザ、ファイルマネージャ、文書エディタおよび任意のセキュアモバイルメールマネージャ
を含む。セキュアモバイルメールマネージャは、「Microsoft Exchange ActiveSync」（
「ＥＡＳ」）プロトコルを介して企業メールサーバと同期させるメールクライアント、カ
レンダ、連絡先、タスクおよび注記などの個人情報管理（personal information managem
ent：「ＰＩＭ」）アプリケーションを含む。「オラクル・ビジネス・インテリジェンス
」（Oracle Business Intelligence：「ＢＩ」）、「オラクル・フュージョン・タップ」
、「オラクル・ソーシャル・ネットワーク」、「オラクル・エンタープライズ・マネージ
ャ・クラウド制御」、「オラクル・ウェブセンター・スペース」などの多くのアプリケー
ション、および広範囲の第三者エンタープライズアプリケーションがセキュリティコンテ
ナでコンテナ化することができる。モバイルデバイス上のコンテナ化されたアプリケーシ
ョン内に残っているすべてのデータが暗号化される。暗号化されたデータストレージは、
データベース、ファイルストア、キャッシュおよびユーザの好みを含む。一実施形態にお
いては、AppTunnelを通じて移行されているデータが、連邦情報処理規格（Federal Infor
mation Processing Standard：「ＦＩＰＳ」）が認可したアルゴリズムでＴＬＳ／ＳＳＬ
を用いて暗号化される。
【０１７０】
　ウェブブラウザまたは他のクライアントプログラムがオラクル社による「オラクルモバ
イル・セキュリティ・アクセスサーバ」（Oracle Mobile Security Access Server：「Ｍ
ＳＡＳ」）などのセキュリティアクセスサーバに対して未認証の要求を行なう場合、セキ
ュリティアクセスサーバは適切なセキュリティコンテナに対する転送でもって応答する。
セキュリティコンテナは、データを保護するためにキー階層を用いる。すべてのキーは、
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記憶されていないユーザ・クレデンシャルから導き出される。キー階層は、データのさま
ざまな感度をサポートするための複数のキーを必要とする。たとえば、固有のキーは、ユ
ーザの認証証明書のために用いられ、極短期間だけ開くことが許可される。異なるキーは
、セッション全体について復号化されたままでなければならないブラウザキャッシュのた
めに用いられる。主なセキュリティコンテナは、ユーザのセキュアなエンタープライズ・
ワークスペースにおける一式のアプリのためのキーを分布させて管理する。
【０１７１】
　セキュアコンテナは、現在のモバイルの仮想プライベート・ネットワーク（virtual pr
ivate network：「ＶＰＮ」）ソリューションに勝る３つの特徴的な利点を有する。すな
わち、デバイストラスト対ゲートウェイ；セキュアコンテナパスワード対デバイスパスワ
ード；およびセキュアコンテナAppTunnel対デバイスレベルＶＰＮである。ＯＭＳＳは、
ＤＭＺに搭載されているゲートウェイサーバで停止するのではなく、ユーザのデバイスま
で直接的にネットワークのケルベロス認証トラストを延長する。ＯＭＳＳはＶＰＮプロバ
イダによって提供された、「制約付き委任」を実現する場合よりも著しく効率的でより安
全である。制約付きの委任のソリューションは、安全性がより低いだけでなく、設定して
維持するのがより面倒である。
【０１７２】
　さらに、消費者デバイスおよびＢＹＯＤプログラムに対処する際に、有用性とセキュリ
ティとの間の兼合いが拡大される。企業ＩＴは、ＢＹＯＤデバイス上の企業データを保護
するのに強力なパスワードを必要とする。逆に、ユーザは単純なパスワードを所望するか
、または好ましくは、デバイスは全くパスワードを所望せず、このため、彼らユーザは、
容易にソーシャルネットワークおよび他の消費者アプリケーションにアクセスすることが
できる。デバイスパスワードが必要になると、ユーザにとってはフラストレーションにな
る。なぜなら、彼らユーザは、常に、エンタープライズ認証を必要としない非エンタープ
ライズ目的でデバイスを使用しているからである。実施形態は、企業アプリケーションに
アクセスするためだけにパスワードを必要とすることによってＢＹＯＤプログラムを扱う
場合の、セキュリティと有用性との間に必要なバランスを提供する。
【０１７３】
　さらに、デバイスレベルのＶＰＮは、ユーザのデバイスとエンタープライズのネットワ
ークとの間に信頼できるセキュアなトンネルをもたらす。しかしながら、デバイスレベル
のＶＰＮソリューションは、消費者モバイルデバイスよりも、ラップトップなどの法人所
有の保護されたエンドポイントデバイスにより適している。モバイルデバイスのＶＰＮト
ンネルがネットワークに開通すると、デバイス上の如何なるアプリケーションもこのセキ
ュアなトンネルにアクセスできる。これは巨大なセキュリティホールであって、危険につ
ながる経路である。しかしながら、実施形態を用いる場合、モバイルデバイスからエンタ
ープライズイントラネットまでの接続はセキュアコンテナとエンタープライズサーバとの
間にのみ存在する。
【０１７４】
　ＭＳＡＳは、典型的には、企業ＤＭＺにおいてデプロイされており、複数のサーバイン
スタンスは、高い可用性およびスケーラビリティを得るために負荷分散部の背後にデプロ
イすることができる。ＭＳＡＳは、サーバとコンテナ化されたアプリとの間にトンネル接
続を提供する。ＭＳＡＳは認証を仲介し（強力な認証は「オラクルアクセスマネージャ」
（Oracle Access Manager：「ＯＡＭ」）へのＨＴＴＰＳ接続またはケルベロス・ドメイ
ン・コントローラへのケルベロス接続を利用する）、それらの宛先（企業イントラネット
におけるリソース）のためのＳＳＯを認可し、監査し、使用可能にするとともに、それら
の宛先に対する要求をプロキシする。ＭＳＡＳは、セキュリティコンテナおよびコンテナ
化されたアプリケーションによって開始されたトンネル型接続の終端エンドポイントとし
て機能する。
【０１７５】
　オラクル社による「オラクルＡＰＩゲートウェイ」（Oracle API Gateway：「ＯＡＧ」



(48) JP 6661620 B2 2020.3.11

10

20

30

40

50

）およびオラクル社による「オラクルウェブサービスマネージャ」（Oracle Web Service
s Manager：「ＯＷＳＭ」）は、組織のＲＥＳＴ　ＡＰＩインフラストラクチャに対して
、セキュリティ、脅威からの保護およびスロットリングポリシーを追加する。ＳＳＯは、
ＯＡｕｔｈ、ＯＡＭトークン、ケルベロスおよびＮＴ　ＬＡＮマネージャ（NT LAN Manag
er：「ＮＴＬＭ」）を介してサポートされる。ＳＡＭＬは、オラクル（カリフォルニア州
）などのＳＡＭＬアイデンティティ・プロバイダまたはＰｉｎｇアイデンティティに対し
てＯＡＭまたはケルベロスを組込むことによってサポートされる。ＭＳＡＳは、ＯＡＭプ
ラットフォームに組込まれ、ＯＡＭ、ＯＡＧおよびＯＷＳＭによって保護されているバッ
クエンドリソースに対するＳＳＯのためのＯＡＭおよびＯＡｕｔｈのトークンの検索をサ
ポートする。ＭＳＡＳはまた、ＰＩＮによって保護されているマイクロソフト・アクティ
ブ・ディレクトリに対するＰＫＩ認証を実行することによって「仮想スマートカード」認
証をサポートする。電子証明書はセキュリティコンテナアプリ内にプロビジョニングされ
、ＰＩＮ検証が成功した後にだけアクセスされる。ＯＡＭに組込まれたＭＳＡＳはコンテ
キスト認識型でリスクベースのステップアップ認証を可能にする。
【０１７６】
　ＯＷＳＭは、ＳＯＡスーツのコンポーネントであり、ウェブサービスベースのＳＯＡ保
護および管理に対処する。ＳＯＡインフラストラクチャの目的は、消費者がプロバイダに
よって公開されたサービスを呼出すことを可能にすることである。ＯＷＳＭは、このよう
なサービスインフラストラクチャのポリシー管理および保護のためのソリューションを提
供する。それは、オラクル社から「オラクル・エンタープライズ・マネージャ」によって
提供されている集中型管理インターフェイスによってポリシーの可視性および制御を提供
する。ＯＷＳＭは、企業が、（１）ＳＯＡインフラストラクチャを構成する複数のウェブ
サービスに適用された宣言的ポリシーを中心的に定義して記憶すること、（２）構成可能
なエージェントを介して保護および管理ポリシーをローカルに実施すること、および、（
３）失敗した認証または認可などの実行時セキュリティイベントを監視すること、を可能
にする。それはまた、実行されているビジネスプロセスを中断する必要なしに、リアルタ
イムでポリシー変更を実施できるようにすることによって、セキュリティ脅威およびセキ
ュリティ違反に対応するようなビジネスアジリティ（business agility）を提供する。
【０１７７】
　「オラクル・モバイル・セキュリティ・マネージャ」（Oracle Mobile Security Manag
er：「ＭＳＭ」）は、オラクルＬｉｎｕｘまたはレッド・ハット・エンタープライズ（Re
d Hat Enterprise）Ｌｉｎｕｘ上で実行される「WebLogic」管理型サーバである。ＭＳＭ
はＬＤＡＰサーバと一体化されて、ユーザをプロビジョニングし、モバイルデバイス管理
およびセキュリティコンテナへのアクセスのためのポリシーを割当てて管理し、アプリ・
カタログを管理し、デバイスのリモートロックまたはワイプを制御し、ワークスペース・
アプリをセキュリティ保護し（コンテナをワイプすることによって、ワークスペース・ア
プリのためのデータおよび構成をすべて削除し）、セキュリティコンテナのためのアクセ
ス制御ポリシーを設定する。ポリシーは、ユーザおよびユーザ群にポリシーテンプレート
を関連付けることによってユーザに割当てられる。利用可能なポリシー制御は、デバイス
制限、認証（認証の頻度、失敗した試みのしきい値、ＰＫＩのためのＰＩＮ強度）；カタ
ログ（アプリ、ＵＲＬ、ファイル共有）；コンテナ／アプリ（損なわれたプラットフォー
ム、位置サービス、オフライン状態、非活動期間、データリークの防止（data leak prev
ention：「ＤＬＰ」））；時間アクセス（時間窓外の場合にはロックする）；地理的アク
セス（Geo Access）（地理上フェンス（たとえば都市、州、国）外の場合にはロックする
）；デバイス（特定のデバイスモデルをホワイトリストに載せて、最小のＯＳレベルを指
定する）；ブラウザ（アドレスバーを使用不能にし、ダウンロード不能にする）；ファイ
ルブラウザ；（ダウンロードを許可／却下し、不能にし、ファイルサーバＵＲＬを指定す
る）；ＰＩＭ（メールサーバＵＲＬ）；プロビジョニング（テンプレートおよびＰＫＩ詳
細を促す）を含む。ユーザが複数のグループ内にいて複数のポリシーを有する場合、ポリ
シーの組合せは以下の特定のルールに従って決定される。
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【０１７８】
　ＭＳＭは、ディレクトリにおける１つ以上のユーザ群に関連付けられたＥＭＭポリシー
を維持する。ＭＳＭは、如何なるユーザまたはグループ管理をも実行せず、ディレクトリ
・ストアからのこれらのアイデンティティおよびグループを直接（同期なしで）利用する
。ＭＳＭは、ＨＴＴＰＳに関してＡＰＮＳおよびＣＧＮを用いてデバイスに通知を送信す
る。ＭＳＭはまた、内部のＣＩＦＳ／ＳＭＢ対応のファイルシステムまたは「マイクロソ
フトシェアポイント（SharePoint）サーバ」にＷｅｂＤＡＶフロント・エンドを公開し、
クライアントからのブラウジング・イントラネット・ファイルの共有を可能にする。
【０１７９】
　ソーシャルネットワーク上にますます多くの組織の存在が確立されると、ＩＴ部門は、
ソーシャルアイデンティティのためのサポートを必要とする。これは、エンタープライズ
・アイデンティティよりも重みの少ないセキュリティ基準に依拠したものであるが、ソー
シャルネットワークの要件により適切に適合されている。たとえば、いくつかのウェブサ
イトでは、ユーザが、それらのサービスに認証されるために、フェースブックまたはグー
グルから得られたアクセストークンを提供することを要求される可能性がある。ＯＡＭＭ
Ｓは、既存のバックエンド・アイデンティティ管理インフラストラクチャとインターフェ
イスをとるサーバを含む。サーバは、サポートされたモバイルクライアント・アプリとバ
ックエンドのアイデンティティサービスとの間の仲介物として機能する。これにより、バ
ックエンド・インフラストラクチャからのクライアント・アプリが分離され、これにより
、モバイルクライアントプログラムを更新する必要なしに、バックエンド・インフラスト
ラクチャを修正できるようになる。ＯＡＭＭＳは以下の機能を含む：
　・ＯＡｕｔｈ規格を利用する委任された認可。
【０１８０】
　・エンタープライズ・アイデンティティ管理インフラストラクチャ、典型的には「オラ
クルアクセス管理プラットフォーム」にブラウザベース（ＨＴＭＬ５）および固有のモバ
イルアプリを接続するモバイルサービス。
【０１８１】
　・グーグル、Ｙａｈｏｏ、フェースブック、ツイッターまたはLinkedInなどのポピュラ
ーなクラウドベースのアイデンティティ認証および認可サービスと対話する際に、ＯＡＭ
ＭＳを信頼する関係者として使用させる機能を提供するインターネットアイデンティティ
サービス。ＯＡＭＭＳをデプロイすることによって、各々のアイデンティティ・プロバイ
ダ毎にアクセス機能を個々に実現する必要なしにユーザに複数のログインオプションが提
供される。ＬＤＡＰ　ＣＲＵＤ動作のためのＲＥＳＴインターフェイスを提供するユーザ
・プロファイル・サービス（顧客がアプリ用のグラフィカルＵＩを構築するために同じＲ
ＥＳＴインターフェイスを用いる）；自己登録、プロファイルメンテナンス、パスワード
管理およびアカウント削除などのユーザのセルフサービス機能。ユーザ・プロファイル・
サービスはＯＡｕｔｈリソースとしても利用可能である。
【０１８２】
　・エージェントＳＤＫによって提供されるランタイムＲＥＳＴインターフェイスによっ
てオラクルアクセス管理を利用するためのアクセス管理統合サービス。
【０１８３】
　モバイルアプリケーションのためのデータ・バインディング
　図８は、一実施形態において、図１のシステム環境１００のクラウドインフラストラク
チャシステム１０２のモバイルクラウドサービス１２２を使用するアプリケーションを作
成するためのアプリケーション開発フレームワーク１２４に含まれ得るモバイルアプリケ
ーション開発ポータル８００の一例である。図８は、モバイルアプリケーション開発ポー
タル８００の実施形態または実現例を単に例示するだけであり、特許請求の範囲に記載さ
れるように如何なる発明の範囲をも限定するべきではない。当業者であれば、この明細書
中に提示されているこの開示および教示によって、添付の図に示されているそれらの実施
形態または実現例についての他の変形例、変更例および／または代替例を認識し得る。
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【０１８４】
　この例においては、モバイルアプリケーション開発ポータル８００は、モバイルクラウ
ドサービス１２２の基礎コンポーネントにアクセスするアプリケーション開発フレームワ
ーク１２４によって開発者がモバイルアプリケーションを作成することを可能にするハー
ドウェア要素および／またはソフトウェア要素を含む。モバイルバックエンド・サービス
モジュール８１０は、任意の数またはタイプのバックエンド・サービスを設計し、テスト
し、実装し、デプロイし、かつ管理するために、１つ以上のツール、ユーザインターフェ
イス、ウィザードなどを開発者に提供する。バックエンド・サービスのいくつかの例は、
プッシュ通知サービス、ストレージサービス、ユーザ管理サービスなどを含む。開発者は
、モバイルアプリケーションがどのようにこれらのバックエンド・サービスにアクセスす
るかまたはこれらのバックエンド・サービスを利用するかを指定することができる。バッ
クエンド・サービスが作成されると、バックエンド・サービスは、アプリケーション作成
中に開発者に自動的に提示することができ、これにより、開発者は、モバイルアプリケー
ションに搭載するかまたはこれを使用するために１セットの予め定められたバックエンド
・サービスの中から選択することができるようになる。
【０１８５】
　アプリケーションプログラムインターフェイスモジュール８２０は、モバイル・バック
エンド・サービス間で使用できるようにアプリケーション・プログラム・インターフェー
ス（application program interface：「ＡＰＩ」）を設計し、テストし、実装し、デプ
ロイし、管理するために、開発者に１つ以上のツール、ユーザインターフェイス、ウィザ
ードなどを提供する。開発者は、モバイルアプリケーションが、モバイルバックエンドサ
ービスモジュール８１０を用いてデプロイされたバックエンド・サービスと対話すること
を可能にする１つ以上のソフトウェア中間仲介物を作成することができる。一例において
は、開発者は、バックエンド・サービスの残りを保護しながらも、特定の機能を公開する
レプレゼンテーショナル・ステート・トランスファ（Representational State Transfer
：「ＲＥＳＴ」）を実現することができる。別の例においては、開発者は、ユーザアイデ
ンティティ、モバイルデバイスタイプ、データタイプなどの予め定められた基準に従って
バックエンド・サービスの機能を公開するＡＰＩを作成することができる。ＡＰＩが作成
されると、ＡＰＩは、アプリケーション作成中に開発者に自動的に提示することができ、
これにより、開発者は、モバイルアプリケーションに搭載するかまたはこれを使用するた
めに１セットの予め定められたＡＰＩの中から選択することができるようになる。
【０１８６】
　コネクタモジュール８３０は、他のデータベース、アプリケーション、クラウドベース
のアプリケーションおよびサービスまたは外部ＡＰＩとの接続を設計し、テストし、実装
し、デプロイし、管理するために、開発者に１つ以上のツール、ユーザインターフェイス
、ウィザードなどを提供する。開発者は、モバイルアプリケーションが他のタイプのサー
ビス、外部アプリケーションまたはデータベース、ならびに第三者ＡＰＩなどと対話する
ことを可能にする１つ以上の接続を作成することができる。開発者は、ＲＥＳＴまたは単
純にオブジェクト・アクセス・プロトコル（object access protocol：「ＳＯＡＰ」））
などのさまざまな技術を用いて、コネクタがこれらのサービスにアクセスすることを指定
することができる。コネクタが作成されると、これらのコネクタは、アプリケーション作
成中に開発者に自動的に提示することができ、これにより、開発者は、モバイルアプリケ
ーションに搭載するかまたはこれを使用するために１セットの予め定められたコネクタの
中から選択することができるようになる。
【０１８７】
　記憶モジュール８１０は、モバイル・バックエンド・サービス間で用いられるストレー
ジを設計し、テストし、実装し、デプロイし、かつ管理するために、１つ以上のツール、
ユーザインターフェイス、ウィザードなどを開発者に提供する。開発者は、モバイルアプ
リケーションがモバイル・バックエンド・サービスを用いてデータを検索して記憶するこ
とを可能にする１つ以上の記憶集合体を作成することができる。ユーザ管理モジュール８
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５０は、モバイル・バックエンド・サービスへのユーザのアクセスを管理するために、開
発者に１つ以上のツール、ユーザインターフェイス、ウィザードなどを提供する。開発者
は、モバイルアプリケーションがモバイル・バックエンド・サービスのためのユーザアク
セス制限を順守し得るように１つ以上のユーザ集合、ユーザ役割、ユーザ群などを作成す
ることができる。
【０１８８】
　アプリケーションコンポーザモジュール８６０は、モバイルアプリケーションを設計し
、テストし、実装し、デプロイし、かつ管理するために、１つ以上のツール、ユーザイン
ターフェイス、ウィザードなどを開発者に提供する。モバイルアプリケーションは、ＩＯ
Ｓ、アンドロイド、ブラックベリーなどのさまざまなターゲットプラットホームおよびデ
バイスのために作成することができる。さまざまな実施形態においては、アプリケーショ
ンコンポーザモジュール８６０は、エンタープライズモバイルアプリケーションを構築す
るためにクラウドベースの高速アプリケーション開発環境を提供する。アプリケーション
コンポーザモジュール８６０は固有のアプリとしてモバイルアプリケーションをパッケー
ジ化してデプロイすることができる。アプリケーションコンポーザモジュール８６０は、
カリフォルニア州（California）のレッドウッドショアズ（Redwood Shores）にあるオラ
クル社によって提供されるオラクル・パブリック・クラウド上にホストされたマルチテナ
ントアプリケーション開発環境として具体化され得る。したがって、アプリケーションコ
ンポーザモジュール８６０は、完全なアプリケーションライフサイクル管理をクラウドベ
ースのサービスで提供することができる。
【０１８９】
　特定の実施形態においては、アプリケーションコンポーザモジュール８６０はさまざま
なユーザペルソナに適用可能な特徴を提供する。たとえば、ビジネス分析者は、顧客関係
性管理（customer relationship management：「ＣＲＭ」）、人的資本管理（human capi
tal management：「ＨＣＭ」）などのようなターゲットとなるバックエンドシステムにつ
いての十分な機能知識を有するユーザであってもよい。ビジネス分析者は、彼らのビジネ
ス対象関係についての理解および一般的なプログラミング概念についての彼らの精通度に
よってアプリケーションコンポーザモジュール８６０を用いて、モバイルアプリケーショ
ンを速やかに開発することができる。このタイプのユーザは、典型的には、ＣＲＭアプリ
ケーションコンポーザ、ＷｅｂＣｅｎｔｅｒレイアウト・コンポーザ、ＳＯＡビジネスプ
ロセスコンポーザ、ＳＦＤＣアプリケーション構成ツールなどのようなツールを快適に用
いることにより、開発者がアプリケーションコンポーザモジュール８６０を用いて新しい
モバイルのアプリケーションを効率的に作成することを可能にする。
【０１９０】
　別の例においては、アプリケーション開発者は、JDeveloperのようなＩＤＥを用いてコ
ードを容易に書込むことができるユーザであって、かつ、エンタープライズアプリケーシ
ョンを拡張してカスタマイズするためにＡＤＦ、ＯＡＦｗｋ、スプリング、Ｊ２ＥＥなど
のようなアプリケーション開発フレームワークを用いるユーザであり得る。このタイプの
ユーザは、これらの原理を適用して、アプリケーションコンポーザモジュール８６０を用
いて、新しいモバイルアプリケーションを効率的に作成することができる。さらに別の例
においては、アプリケーションアドミニストレータは、アプリケーションの構成、デプロ
イメント、プロビジョニング、パッチングおよび一般的メンテナンス、ならびにアプリケ
ーション開発環境に関わりのあるユーザであり得る。このタイプのユーザは、さらにこれ
らの原理を適用して、アプリケーションコンポーザモジュール８６０を用いて効率的に新
しいモバイルアプリケーションを作成することができる。
【０１９１】
　特定の実施形態においては、図１のクラウドインフラストラクチャサービス１０２の顧
客は、バックエンドとしてオンプレミスｅＢｕｓｉｎｅｓｓスーツ（e-Business suite：
ＥＢＳ）サービスを用いてカスタムのモバイルアプリケーションを構築するためにアプリ
ケーションコンポーザモジュール８６０を利用する。ビジネス分析者は、ＭＣＳ１２２を
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用いて、ＥＢＳバックエンド上に、モバイルフレンドリなＲＥＳＴ　ＡＰＩを公開するこ
とができる。次いで、ビジネス分析者は、モバイルアプリケーション開発ポータル８００
のコンポーネントを用いて、モバイルアプリケーションを構築することができる。
【０１９２】
　いくつかの実施形態においては、パートナは、ＣＲＭ製品を拡張させて、この拡張部お
よびＣＲＭサービスをバックエンドとして用いてカスタムのモバイルアプリケーションを
作成することを要求し得る。アプリケーション開発者は、ＪＣＳにおけるカスタムオブジ
ェクトでＣＲＭを拡張することができ、ＭＣＳ１２２を用いて、ＣＲＭおよびカスタムオ
ブジェクトのためのモバイルフレンドリなＡＰＩマッシュアップを公開する。次いで、ビ
ジネス分析者は、マッシュアップＭＣＳ　ＡＰＩを組込むために、モバイルアプリケーシ
ョン開発ポータル８００のコンポーネントを用いて、モバイルアプリケーションを構築す
ることができる。
【０１９３】
　さらなる実施形態においては、ＳＩＥＢＥＬ顧客は、LinkedInとの統合およびＳＩＥＢ
ＥＬバックエンドのためにＭＣＳ　ＡＰＩカバーを用いて、カスタムのモバイルアプリケ
ーションを構築してもよい。アプリケーション開発者は、ＪＤｅｖにおけるＡＤＦモバイ
ルLinkedIn特徴を構築し、モバイルアプリケーション開発ポータル８００のコンポーネン
トを用いて特徴をデプロイすることができる。次いで、ビジネス分析者は、ＳＩＥＢＥＬ
のためのＭＣＳ　ＡＰＩおよびリンクされた特徴を有するモバイルアプリケーション開発
ポータル８００のコンポーネントを用いて、モバイルアプリケーションを構築することが
できる。
【０１９４】
　特定の実施形態においては、予め定義されたテンプレートを用いてモバイルアプリケー
ションを構築するためのシステムおよび方法が提供される。予め定義されたテンプレート
は、バックエンド・サービスとしてＭＣＳ１２２を使用することを可能にする。アプリケ
ーション開発中にサービス定義を開発者に提示して、ＵＩ設計とバックエンド・サービス
との間に迅速な接続を可能にし得る。
【０１９５】
　図９は、本発明の実施形態に従ったモバイルアプリケーション開発のための方法のフロ
ー図である。一実施形態においては、図９のフロー図の機能は、メモリまたは他のコンピ
ュータ読取り可能媒体もしくは有形媒体に記憶され、プロセッサによって実行されるソフ
トウェアよって実現される。他の実施形態においては、機能は、ハードウェアによって（
たとえば特定用途向け集積回路（application specific integrated circuit：「ＡＳＩ
Ｃ」）、プログラマブルゲートアレイ（programmable gate array：「ＰＧＡ」）、フィ
ールドプログラマブルゲートアレイ（field programmable gate array：「ＦＰＧＡ」）
などを用いることによって）、またはハードウェアとソフトウェアとの如何なる組合せに
よっても、実行され得る。
【０１９６】
　９１０において、アプリケーション定義ウィザードが生成される。この明細書中におい
て用いられるアプリケーション定義ウィザードは、１つ以上の予め定義されたクラウドア
クセス可能なサービスを利用するモバイルアプリケーションの定義プロセス中にユーザを
ガイド（誘導）する１セットの１つ以上のＵＩを表現する。アプリケーション定義ウィザ
ードは１つ以上のワークフローを実現することができ、これら１つ以上のワークフローの
各々はアプリケーション定義プロセスの一部に関連付けられている。一実施形態において
は、アプリケーション定義ウィザードは、アプリケーション識別子プレフィックス、デフ
ォルトアイコン、スプラッシュスクリーン、デフォルトアプリケーション／特徴テンプレ
ート、設定エンタープライズプロビジョニングプロファイル／キーストアなどのアプリケ
ーションデフォルトを指定するようにユーザを促すかまたはガイドすることができる。
【０１９７】
　特定の実施形態においては、アプリケーション定義ウィザードは、アプリケーション名
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、フォームファクタ（電話またはタブレットデバイスなど）、ナビゲーションタイプ（た
とえば、スプリングボード、ナビゲーションバー（navigation bar：「ＮａｖＢａｒ」）
、スプリング／Ｎａｖコンボなどとしての、単一の特徴またはＵＩを意味しないもの）、
および任意のアプリケーションプリファレンスを指定するようにユーザを促すかまたはガ
イドすることができる。
【０１９８】
　９２０において、アプリケーション定義が受取られる。この明細書中に記載されるよう
に、アプリケーション定義は、少なくとも最小限機能的なモバイルアプリケーションを作
成するために必要とされる如何なる情報をも含み得る。９３０において、モバイルアプリ
ケーションがアプリケーション定義に基づいて生成される。一実施形態においては、モバ
イルアプリケーションは、ターゲットデバイスのシミュレータにおいて表現され、翻訳さ
れたときにコンパイルされたモバイルアプリケーションとして機能する１セットの定義を
含み得る。
【０１９９】
　９４０において、特徴選択ウィザードが生成される。この明細書中において使用される
特徴選択ウィザードは、１つ以上の予め定義されたクラウドアクセス可能なサービスを利
用するモバイルアプリケーションの開発プロセス中にユーザをガイドする１セットの１つ
以上のＵＩを表現する。特徴選択ウィザードは、１つ以上のワークフローを実現すること
ができ、これら１つ以上のワークフローは各々、アプリケーション開発プロセスの一部に
関連付けられている。一実施形態においては、特徴選択ウィザードは、モバイルアプリケ
ーションとともに用いることができる特徴、ＵＩモジュール、ビジネスオブジェクトなど
を指定するようにユーザを促すかまたはガイドすることができる。
【０２００】
　特定の実施形態においては、特徴選択ウィザードは、モバイルアプリケーションの第１
の画面のコンポーネントを指定するようにユーザを促すかまたはガイドすることができる
。コンポーネントは、複数のコンポーネントのカタログから選択することができる。
【０２０１】
　特定の実施形態においては、特徴選択ウィザードは、モバイルアプリケーションの他の
画面のコンポーネントを指定するようにユーザを促すかまたはガイドすることができる。
これらの他の画面は、１つ以上のＵＩモジュールの一部を形成することができる。特定の
実施形態においては、特徴選択ウィザードは、モバイルアプリケーションの１つ以上のＵ
Ｉモジュールを指定するようにユーザを促すかまたはガイドすることができる。ＵＩモジ
ュールは、モバイルアプリケーションに関して実行することができるプロセッサ、タスク
またはフローを表現する。ＵＩモジュールは、ＵＩ要素およびページフローの凝集性の高
い集合を提供する１セットのテンプレートまたはＵＩモジュールのカタログから選択する
ことができる。ＵＩモジュールのいくつかの例は、許可ワークフロー、ワーカータスク、
データ入力タスク、レポートビルダなどである。テンプレートは、１セットのＵＩ要素か
らなる予め設定された配置／バインディングを提供するので、ユーザは、個々のＵＩ要素
を配置およびバインドする必要なしに、それらのＵＩ要素を構成してテンプレートをバイ
ンドするだけでよい。一実施形態においては、ユーザが、自身のテンプレートを別のユー
ザに利用可能なテンプレートのセットに提供してもよい。ユーザは、ＵＩモジュールを表
現する一連のページを構成するかまたは指定することができる。各々のページごとに、ユ
ーザに、従来と同様に、１セットのレイアウトテンプレートを提示することができる。各
々のレイアウトテンプレートは、二次的テンプレートを選択するなどのいくつかの局面を
有してもよい。
【０２０２】
　いくつかの実施形態においては、特徴選択ウィザードは、予め定義されたビジネスオブ
ジェクトなどのモバイルアプリケーションの追加特徴を指定するようにユーザを促すかま
たはガイドすることができる。ユーザは、バックエンド・サービス、ＡＰＩまたはコネク
タのうちのどのリソースが用いられるべきか、または各々のコンポーネント、画面、ＵＩ
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モジュールなどのＵＩ要素に関連付けられるべきかを指定することができる。
【０２０３】
　９５０において、特徴定義が受取られ、９６０において、データ・バインディング・ウ
ィザードが生成される。この明細書中において使用されるデータ・バインディング・ウィ
ザードは、１つ以上の予め定義されたクラウドアクセス可能なサービスを利用するモバイ
ルアプリケーションのデータ・バインディングプロセス中にユーザをガイドする１セット
の１つ以上のＵＩまたは既存のＵＩからなるＵＩ要素を表現する。データ・バインディン
グ・ウィザードは、１つ以上のワークフローを実現することができ、これら１つ以上のワ
ークフローは各々、アプリケーション開発プロセスの一部に関連付けられている。一実施
形態においては、データ・バインディング・ウィザードは、特徴、画面、ＵＩモジュール
などが、モバイルアプリケーションとともに使用可能であるビジネスオブジェクト、サー
ビス、ＡＰＩなどに如何にバインドされるかを指定するようにユーザを促すかまたはガイ
ドすることができる。特定の実施形態においては、データ・バインディング・ウィザード
は、モバイルアプリケーションのビジネスオブジェクトを指定するようにユーザを促すか
またはガイドすることができる。ビジネスオブジェクトは、モバイルアプリケーションに
とって利用可能なサービス、ＡＰＩなどのカタログまたはセットから選択することができ
る。
【０２０４】
　９７０において、データ・バインディング定義が受取られる。さまざまな実施形態にお
いては、ステップ９４０～８７０は、連続して、または並行に実行することができる。９
４０～８７０における個々のステップは、モバイルアプリケーションの個々の要素上で、
または１グループの要素に対して実行することができる。図示されるように、ユーザは、
モバイルアプリケーションを作成するために特徴定義およびデータ・バインディングのプ
ロセスを繰返すことができる。さまざまな実施形態においては、１セットのテンプレート
を開発者に提示することができる。テンプレートは一組の凝集性の高いユーザインターフ
ェイスコンポーネントを含む。開発者がデータを個々のユーザインターフェイス要素にバ
インドする必要なしに、開発者は、データをテンプレートにバインドすることができ、次
いでデータがテンプレートを用いて如何に提示されるかをマッピングすることができる。
【０２０５】
　９８０において、モバイルアプリケーションがデプロイされる。ユーザは、ターゲット
デバイス上にデプロイされたテスト用アプリケーションを用いて、またはターゲットデバ
イス上にデプロイされた固有のアプリケーションとして、アプリケーションをテストする
ことができる。
【０２０６】
　図１０～図１３は、アプリケーション定義ウィザードによって提示され得る１つ以上の
ユーザインターフェイスを例示する。図１０においては、ユーザインターフェイス１００
０はユーザインターフェイス要素１０１０を含む。このユーザインターフェイス要素１０
１０において、開発者が新しいモバイルアプリケーションのための名前を指定する。ユー
ザインターフェイス要素１０２０は、新しいモバイルアプリケーションの作成を開始する
機能に関連付けられている。図１１および図１２は、ユーザインターフェイス１１００お
よび１２００を示す。ユーザインターフェイス１１００および１２００は、新しいアプリ
ケーションを作成するために、１つ以上のオプションまたはユーザインターフェイス要素
だけでなく、開発者によって予め作成されたアプリケーション対するリンクを含み得るワ
ークスペースを、開発者に提供する。図１３が例示するユーザインターフェイス１３００
は、開発者に新しいアプリケーションの作成を開始させるために、開発者に映像チュート
リアルまたは他のヘルプ情報を提供することができる。
【０２０７】
　図１４Ａおよび図１４Ｂは、新しいモバイルアプリケーションを定義する１セットの属
性１４１０を開発者に与えるユーザインターフェイス１４００を示す。図１４Ａに示され
るように、属性１４１０はアプリケーション名、記述、ターゲットデバイスタイプ（たと
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えば電話、タブレットなど）、アイコンを含む。アプリケーション定義を形成するために
他の属性が提示および収集され得る。図１４Ｂは、一実施形態における属性１４１０のた
めに指定された１セットの値を示す。
【０２０８】
　特定の実施形態においては、アプリケーション定義ウィザードは、モバイルアプリケー
ションのための或るタイプの第１の画面を指定するように開発者に促すかまたはガイドす
ることができる。一局面においては、開発者には、単純な画面、上側タブを有する画面、
下側タブを有する画面、ページ数を有する画面などの１セットの画面タイプを提示するこ
とができる。図１５Ａおよび図１５Ｂは、新しいモバイルアプリケーションの第１の画面
を定義する１セットの画面タイプ１５１０を開発者に与えるユーザインターフェイス１５
００を示す。図１５Ａは、第１の画面のデフォルト選択を単純な画面タイプとして示す。
図１５Ｂは、開発者が上側タブを有する画面を選択したことを例示する。
【０２０９】
　特定の実施形態においては、アプリケーション定義ウィザードは、モバイルアプリケー
ションの第１の画面の詳細を指定するように開発者を促すかまたはガイドすることができ
る。一局面においては、開発者には、予め選択された画面のタイプに特有の１セットのユ
ーザインターフェイス要素を提示することができる。図１６Ａおよび図１６Ｂは、予め選
択された画面のタイプに特有の１セットのユーザインターフェイス要素１６１０を開発者
に提供するユーザインターフェイス１６００を示す。図１６Ａは、上側タブを有する画面
の選択に基づいて、画面のタイトルおよび任意タブの名前またはラベルを定義するために
開発者にユーザインターフェイス要素１６１０が提示されることを例示する。図１６Ｂは
、開発者が所望の情報をユーザインターフェイス要素１６１０にポピュレートしたことを
例示する。
【０２１０】
　特定の実施形態においては、アプリケーション定義ウィザードは、モバイルアプリケー
ションの第１の画面の設計を指定するように開発者を促すかまたはガイドすることができ
る。一局面においては、開発者には、予め選択された画面のタイプに特有の１セットの画
面設計を提示することができる。設計のいくつかの例は、画面項目を含まないブランク設
計；画面項目が定義済みのリストレイアウトに従って配置されているリストベースの設計
；アイテムが定義済みのギャラリーレイアウトに従って配置されているギャラリーベース
の設計；画面項目が定義済みのマップ上に配置されているマップベースの設計；などを含
み得る。図１７Ａおよび図１７Ｂは、予め選択された画面のタイプに特有の１セットの設
計１７１０を開発者に与えるユーザインターフェイス１７００を示す。図１７Ａは、上側
タブの第１の画面のデフォルト設計を付加的な要素を持たないものとして例示する（たと
えば、開発者によって後でポピュレートされるべきブランクのキャンバス）。図１７Ｂは
、開発者がリストベースの設計を選択したことを例示する。
【０２１１】
　特定の実施形態においては、アプリケーション定義ウィザードは、新しいアプリケーシ
ョンの詳細を終了させるように開発者を促すかまたはガイドすることができる。図１８は
、新しいアプリケーションの詳細を終了させるために開発者に１つ以上のオプションを与
えるユーザインターフェイス１８００を示す。特定の実施形態においては、開発者のデバ
イスにテストアプリケーションをインストールするＱＲコードが開発者に提示されてもよ
い。このテストアプリケーションは新しく作成された異なるアプリケーションであるが、
開発者のデバイス上でアプリケーションをテストするためにアプリケーション情報で更新
することができる。
【０２１２】
　図１９は、一実施形態における使用可能なコンポーネントのカタログを提供するユーザ
インターフェイス１９００の例である。開発者は、一実施形態において１つ以上のジェス
チャを用いて画面にコンポーネントを追加することができる。たとえば、開発者は、ドラ
ッグ・アンド・ドロップ・ジェスチャを用いてカタログからコンポーネントを追加するこ



(56) JP 6661620 B2 2020.3.11

10

20

30

40

50

とができる。図２０は、一実施形態における、１つ以上のジェスチャを用いて開発者が画
面にコンポーネントを追加することができるユーザインターフェイス２０００の一例であ
る。図２１は、一実施形態における、開発者が画面にマップコンポーネントを追加した後
のユーザインターフェイス２１００の一例である。この例においては、ガイド付きカスタ
マイザ２１１０を開くことができ、これにより、開発者が追加された要素を構成すること
を可能にする。
【０２１３】
　図２２は、一実施形態におけるサービスのカタログを提供するユーザインターフェイス
２２００の一例である。図２３は、一実施形態における、選択されたビジネスオブジェク
トに基づいて開発者がＵＩモジュールを追加／作成することができるユーザインターフェ
イス２２００の一例である。たとえば、開発者は、ワーカー（Workers）サービスビジネ
スオブジェクトを追加し、ワーカー（Worker）ＵＩモジュールを作成することができる。
図２４は、一実施形態における、開発者がＵＩモジュールを追加した後のユーザインター
フェイス２２００の一例である。上述のとおり、開発者は、ＵＩモジュールのページから
なる１つ以上の画面についてのテンプレートを指定することができる。各々のテンプレー
トは、ユーザインターフェイスの要素にバインドするために利用可能な選択されたビジネ
スオブジェクトのどんな属性をも駆動することができる。この例においては、ガイド付き
カスタマイザ２４１０を開くことができ、これにより、開発者がテンプレートを選択する
ことを可能にする。
【０２１４】
　図２５は、本発明の実施形態に従ったモバイルアプリケーションのユーザインターフェ
イスをデータ・バインドするための方法２５００のフロー図である。一実施形態において
は、図２５のフロー図の機能は、メモリまたは他のコンピュータ読取り可能媒体もしくは
有形媒体に記憶され、プロセッサによって実行されるソフトウェアよって実現される。他
の実施形態においては、機能は、ハードウェアによって（たとえば特定用途向け集積回路
（application specific integrated circuit：「ＡＳＩＣ」）、プログラマブルゲート
アレイ（programmable gate array：「ＰＧＡ」）、フィールドプログラマブルゲートア
レイ（field programmable gate array：「ＦＰＧＡ」）などを用いることによって）、
またはハードウェアとソフトウェアとの如何なる組合せによっても、実行され得る。
【０２１５】
　ステップ２５１０において、データソースをモバイルアプリケーションのユーザインタ
ーフェイスにバインドする第１のジェスチャが受取られる。第１のジェスチャはスワイプ
、クリックなどユーザインターフェイスイベントであってもよい。上述のように、データ
ソースはサービスカタログから選択することができる。さまざまな実施形態においては、
モバイルアプリケーションは、（通常、ＨＴＴＰを介してバックエンド／ミドルウェアサ
ーバによって提供される）バックエンド・サービスにバインドされるデータを有するＵＩ
コンポーネントの画面を有し得る。これらのアプリケーションを構築するために、ユーザ
は、これらの個々のコンポーネントをそのデータのうち特定の部分にバインドする必要が
ある。
【０２１６】
　さまざまな実施形態においては、アプリケーションコンポーザモジュール８６０によっ
て提供されるウェブベースのモバイルアプリケーション開発ツールにおいては、各々のＵ
Ｉコンポーネントは、ＵＩのうちいずれのセクションが、バックエンド・サービスのデー
タから得られる個々のプロパティに独立してデータ・バインドされ得るかを通知している
。
【０２１７】
　一実施形態においては、デバイス上で実施されるとおりに実行されるモバイルアプリケ
ーションの高忠実度ＵＩプレビューがレンダリングされる。このプレビューにおけるコン
ポーネントが予めバインドされている場合、プレビューは、デバイス上で実行されている
かのように本物のデータまたは模擬データを含むこととなるだろう。
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【０２１８】
　ユーザがＵＩコンポーネントをデータ・バインドすることを要望する場合、特別のデー
タ・バインディングモードが入力される。これが行なわれると、モバイルアプリケーショ
ンのＵＩプレビューは、高忠実度プレビューからそのデータ・バインディングモードに切
換わる。ＵＩのうちデータ・バインドされ得るセクションは、その特定のセクションの機
能を記述する関連テキストを示すようにここで変換される。たとえば、ＵＩコンポーネン
トがユーザ画像を示すものと想定する。このＵＩは、ユーザの写真と、この写真の下にユ
ーザのファーストネームとを有する。ユーザがこのＵＩコンポーネントをデータ・バイン
ドしていない場合、アプリケーションのプレビューは、代表的な（模造の）写真または本
物の写真と、その下に偽名または本名のファーストネームとを示すだろう。
【０２１９】
　ユーザがこのＵＩプロファイルコンポーネントをデータ・バインドすることを所望する
場合、ユーザは、データ・バインディングモードを始動させ、プレビューは、写真が存在
していた（この時点でテキスト「ユーザプロファイル写真」を含むこととなる）空きスロ
ットと、ファーストネームが存在していた（この時点でテキスト「ファーストネーム」を
含むこととなる）空きスロットとを示すように変化する。次いで、ユーザに、データ・バ
インディング・インターフェイスが提示される。これは、ユーザがバインドすることがで
きる実現可能なすべてのデータ（たとえば、フェースブック・フィードは、ユーザ自身の
写真を含むこのユーザのすべてのプロファイル情報を含み得る）と；電話の視覚的プレビ
ュー（上述の場合には、「ユーザプロファイル写真」および「ファーストネーム」）にお
けるスロットにマップされている（電話プレビューとは別個である）視覚的スロットと；
一致している。
【０２２０】
　このコンポーネントをデータ・バインドするために、ユーザは、入手可能なリストから
特定のデータをドラッグ・アンド・ドロップし、彼らがそのデータを適用したいと考えて
いるスロットにドロップする必要がある。上述の例においては、ユーザは、「ファースト
ネーム」が１個のデータとして利用可能であることを知る。ユーザは、それを「ファース
トネーム」スロット上にまでドラッグして、そのスロットをそれらユーザのファーストネ
ームにバインドすることができる。
【０２２１】
　ユーザが（当該ユーザがデータをドラッグした）これらのスロット上にとどまっている
と、電話のＵＩプレビューの対応する部分がハイライト表示されて、ＵＩにおいてこのス
ロットが影響を及ぼしている箇所（支援のためにテキストをプレビューに有している）が
ユーザに通知される。ユーザがデータ・バインドし終えると、電話ＵＩプレビューがその
高忠実度モードに戻り、ここで、模擬データまたは現実データがユーザに示される。こう
して、データ・バインディング外では常に、ユーザは、アプリケーションを、それがター
ゲットデバイス上に表示され得るとおりに視認することとなる。
【０２２２】
　ステップ２５２０において、１セットのデータポイントがデータソースにおいて利用可
能となる。ステップ２５３０において、ユーザインターフェイスのうち１セットのデータ
・バインド可能エリアが、ユーザインターフェイスによって提供される情報に基づいて決
定される。たとえば、データ・バインディングモードを入力したときに支援のためにスロ
ットによってユーザに提示することができる。先のアプローチは、コンポーネントをデー
タ・バインドするためにユーザウィザードまたは一般的形式を提示することであるだろう
。これは、どんな視覚的プレビューも提供しないだけでなく、そのコンポーネントがどの
ように機能するか、およびそれがどのように技術的にデータにバインドされるかについて
の複雑な詳細をユーザが認識していることを必要とする。
【０２２３】
　ステップ２５４０において、データソースにおいて利用可能なデータポイントをユーザ
インターフェイスのデータ・バインド可能エリアにリンクする第２のジェスチャが受取ら
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れる。したがって、特定の実施形態においては、各々のＵＩコンポーネントは、発見する
ことが可能なスロットの標準的リストを提示することとなる。ユーザがこれらのスロット
にデータを追加すると、ＵＩコンポーネントにとっては、そのデータの意図およびセマン
ティックを決定することと、ＵＩコンポーネント自体をそれらデータにバインドするよう
に適切に構成することとが責務となる。
【０２２４】
　このアプローチにより、モバイルデバイスのためのコンポーネントをデータ・バインド
することがかなり容易になる。これにより、ユーザが、ＵＩコンポーネントがどのように
技術的にバインドされるのかについての詳細な知識を有する必要がなくなり、かつ、基礎
コードを調査したり理解したりする必要もなくなる。これにより、ターゲットとなる技術
ユーザをより減らすことができ、それでも依然として、著しく複雑なＵＩを簡略的にバイ
ンドすることができる。さまざまな実施形態においては、各々のＵＩコンポーネントツー
リング（tooling）は以下を提供する。コンポーネントにおけるデータ・バインド可能な
エリアのリスト。データに対応可能なこれらのエリアの（異なっている可能性もあるので
）各々についてのプログラマティックＡＰＩ。これらのデータ・バインディングエリアの
各々についての視覚的プレビューを構成可能であること。
【０２２５】
　ステップ２５５０においては、データ・バインド可能なエリアの予め定められた表現は
、データソースにおいて利用可能なデータポイントを参照して修正される。一実施形態に
おいては、各々のＵＩテンプレートは、ＵＩコンポーネントを何らかの予めセットされた
「開始」データまたは模擬データにバインドする何らかの表現言語で開始される。ユーザ
がＵＩコンポーネントをデータ・バインドすると、共通インターフェイスは、ユーザにさ
まざまなデータ・バインディングスロットを示すとともに、プレビューをデータ・バイン
ドするためにそれ自体を構成するようにＵＩコンポーネントに伝えることとなる（表現言
語が指し示すものを模擬データからスロットに対応するテキストに変更することにより実
行することができる）。
【０２２６】
　ユーザがデータを各々のスロットにドラッグすると、その構造のうちその特定のスロッ
トに関連する部分がＵＩコンポーネントに通知され、ハイライト表示されなければならな
い。データがドロップされると、ＵＩコンポーネントにはそのデータのコンテキストにつ
いての情報（それがどんなＡＰＩから得られたか、それがどんなプロパティであったか、
結果セットのどこにあるか、および、どんなタイプのデータであるか）が与えられる。Ｕ
Ｉコンポーネントは、次いで、その特定のデータに応答してそれ自体をプログラムによっ
て構成する役割を果たす。
【０２２７】
　ユーザがデータ・バインディングモードを終了すると、ＵＩコンポーネントは、このと
き、それが高忠実度プレビューを生成するようにバインドされているサービスから模擬デ
ータまたは現実データを取ってくる役割を果たす。
【０２２８】
　図２６は、一実施形態における、データ・バインディングを実行した後のユーザインタ
ーフェイス２６００の一例である。したがって、開発者には、選択されたビジネスオブジ
ェクトの属性のリストを提示することができ、かつ、この開発者は、１つ以上のジェスチ
ャを用いて、属性をユーザインターフェイス要素にバインドすることができる。
【０２２９】
　結論
　図２７は、一実施形態における、デプロイメントのためにモバイルアプリケーションを
構成するためのユーザインターフェイス２７００の一例である。この例においては、開発
者は、モバイルアプリケーションがデプロイされ得る１つ以上のモバイルオペレーティン
グシステムを選択することができる。図２８は、一実施形態における、モバイルアプリケ
ーションがデプロイメントのために利用可能になった後のユーザインターフェイス２７０
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０の一例である。この例においては、デプロイメントダイアログ２８１０が１セットのデ
プロイメントオプションを提供する。さまざまな実施形態においては、デプロイメントオ
プションを選択することにより、ＱＲコードが生成されて、ターゲットデバイスがモバイ
ルアプリケーションを受取ってその固有のフォーマットでインストールすることが可能と
なる。
【０２３０】
　図２９は、一実施形態における、モバイルアプリケーションがデプロイメントのために
利用可能になった後のユーザインターフェイス２９００の一例である。この例においては
、ダイアログ２９１０は、さまざまな装置上にモバイルアプリケーションをその固有のフ
ォーマットでインストールすることをトリガするために生成されたＱＲコードを含む。図
３０は、一実施形態における、開発者ワークスペースにおいて新しくデプロイされたモバ
イルアプリケーションを示すユーザインターフェイス３０００の一例である。この例にお
いては、ダイアログ３０１０は、開発者がアプリケーションプロジェクトに関して１つ以
上のアクションを実行することを可能にする。
【０２３１】
　図３１は、実施形態のうちの１つを実現するための分散型システム３１００の簡略図を
示す。図示される実施形態においては、分散型システム３１００は、１つ以上のネットワ
ーク３１１０を介して、ウェブブラウザ、プロプライエタリクライアント（たとえばオラ
クルフォームズ）などのクライアントアプリケーションを実行して動作させるように構成
される１つ以上のクライアントコンピューティングデバイス３１０２、３１０４、３１０
６および３１０８を含む。サーバ３１１２は、ネットワーク３１１０を介してリモートク
ライアントコンピューティングデバイス３１０２、３１０４、３１０６および３１０８と
通信可能に結合されてもよい。
【０２３２】
　さまざまな実施形態では、サーバ３１１２は、システムのコンポーネントのうち１つ以
上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。いくつかの実施形態では、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、またはソフトウェア・アズ・ア・サービ
ス（Software as a Service：ＳａａＳ）モデルもしくはプラットフォーム・アズ・ア・
サーブ（Platform as a Serve：ＰａａＳ）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３１０２，３１０４，３１０６および／または３１０８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３１０２，３１０４，３１０
６および／または３１０８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３１１２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。
【０２３３】
　図３１に示される構成では、システム３１００のソフトウェアコンポーネント３１１８
、３１２０および３１２２はサーバ３１１２上において実現されるものとして示される。
他の実施形態では、システム３１００のコンポーネントのうち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３１０２，３１０４，３１０６および／または３１０８のうち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、またはそれらの組合せにおいて実現されてもよい。分散
型システム３１００とは異なり得るさまざまな異なるシステム構成が実現可能であること
が理解されるべきである。図に示される実施形態は、したがって、実施形態のシステムを
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。
【０２３４】
　クライアントコンピューティングデバイス３１０２、３１０４、３１０６および／また
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は３１０８は、携帯可能な手持ち式の装置（たとえばｉＰｈｏｎｅ（登録商標）、セルラ
ー電話、ｉＰａｄ（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（たとえば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
）などのソフトウェア、および／もしくは、ｉＯＳ、Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｐｈｏｎｅ、Ａｎ
ｄｒｏｉｄ、ＢｌａｃｋＢｅｒｒｙ　２９、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３１０２、３１０４、３１
０６および／または３１０８は汎用パーソナルコンピュータであってもよく、たとえば、
Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）、Ａｐｐｌｅ　Ｍａｃｉｎｔｏｓｈ（
登録商標）および／またはＬｉｎｕｘ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３１０２、３１０４、３１０６および３１０８
は、たとえばＧｏｏｇｌｅ　Ｃｈｒｏｍｅ　ＯＳなどのさまざまなＧＮＵ／Ｌｉｎｕｘオ
ペレーティングシステムを限定なく含む、市場で入手可能なさまざまなＵＮＩＸ（登録商
標）またはＵＮＩＸライク・オペレーティングシステムのいずれかを実行させるワークス
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３１０２、３１０４、３１０６および／または３１０８は、ネットワー
ク３１１０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（たとえばＫｉｎｅｃｔ（登録商標）ジェスチャ入
力装置付きまたは無しの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他の任意の電子装置であってもよい。
【０２３５】
　例示的な分散型システム３１００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
され得る。センサを備えるデバイスなどの他のデバイスがサーバ３１１２と対話してもよ
い。
【０２３６】
　分散型システム３１００におけるネットワーク３１１０は、ＴＣＰ／ＩＰ（transmissi
on control protocol/Internet protocol：伝送制御プロトコル／インターネットプロト
コル）、ＳＮＡ（systems network architecture：システムネットワークアーキテクチャ
）、ＩＰＸ（Internet packet exchange：インターネットパケット交換）、ＡｐｐｌｅＴ
ａｌｋなどを限定なしに含む、市場で入手可能なさまざまなプロトコルのうちのいずれか
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如何なるタイプ
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３１１０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、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３１１０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（たとえば米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１のプロトコル一式、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、および／もしくは他の任意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
れらの任意の組合せおよび／もしくは他のネットワークを含み得る。
【０２３７】
　サーバ３１１２は、１つ以上の汎用コンピュータ、特化されたサーバコンピュータ（た
とえばＰＣ（パーソナルコンピュータ）サーバ、ＵＮＩＸ（登録商標）サーバ、ミッドレ
ンジ・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／もしくは組合せか
らなってもよい。さまざまな実施形態において、サーバ３１１２は、前述の開示に記載さ
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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。たとえば、サーバ３１１２は、本開示の実施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。
【０２３８】
　サーバ３１１２は、上に論じられたもののうちいずれかを含むオペレーティングシステ
ム、および市場で入手可能な如何なるサーバオペレーティングシステムをも実行させ得る
。サーバ３１１２は、さらに、ＨＴＴＰ（hypertext transport protocol：ハイパーテキ
スト・トランスポート・プロトコル）サーバ、ＦＴＰ（file transfer protocol：ファイ
ル転送プロトコル）サーバ、ＣＧＩ（コモンゲートウェイインターフェイス）サーバ、Ｊ
ＡＶＡサーバ、データベースサーバなどを含むさまざまな付加的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いずれかを動作させ得る。例示的なデー
タベースサーバは、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が、これらに限定
されない。
【０２３９】
　いくつかの実現例では、サーバ３１１２は、クライアントコンピューティングデバイス
３１０２，３１０４，３１０６および３１０８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するために１つ以上のアプリケーション
を含み得る。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（たとえばネット
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み得る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、ツイッター（登録商標）フィード、フェー
スブック（登録商標）更新または実時間更新を含み得るが、それらに限定されない。サー
バ３１１２は、さらに、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３１０２，３１０４，３１０６および３１０８の１つ以上の表
示装置を介して表示するために１つ以上のアプリケーションを含み得る。
【０２４０】
　分散型システム３１００は、さらに、１つ以上のデータベース３１１４および３１１６
を含んでもよい。データベース３１１４および３１１６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３１１４および３１１６のうち１つ以上はサーバ３１１２に局
在する（および／またはサーバ３１１２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３１１４および３１１６は、サーバ３１１２から遠隔にあって
もよく、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３１１２と通信し得る
。１組の実施形態では、データベース３１１４および３１１６は記憶域ネットワーク（Ｓ
ＡＮ）にあってもよい。同様に、サーバ３１１２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３１１２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組の実施形態では、データベース３１１４および３１１６はＯｒａ
ｃｌｅによって提供されるデータベースなどの、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。
【０２４１】
　図３２は、本発明のさまざまな実施形態が実現され得る例示的なコンピュータシステム
３２００を示す。システム３２００は、上述のコンピュータシステムのいずれかを実現す
るよう用いられてもよい。図３２に示されるように、コンピュータシステム３２００は、
バスサブシステム３２０２と、バスサブシステム３２０２を介していくつかの周辺サブシ
ステムと通信する処理ユニット３２０４とを含む。これらの周辺サブシステムは、処理加
速ユニット３２０６、Ｉ／Ｏサブシステム３２０８、ストレージサブシステム３２１８お
よび通信サブシステム３２２４を含んでもよい。ストレージサブシステム３２１８は有形
のコンピュータ読取可能記憶媒体３２２２およびシステムメモリ３２１０を含む。
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【０２４２】
　バスサブシステム３２０２は、コンピュータシステム３２００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３２０２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
ムの代替的実施形態は複数のバスを利用してもよい。バスサブシステム３２０２は、さま
ざまなバスアーキテクチャのうちいずれか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いずれかであ
り得る。たとえば、そのようなアーキテクチャは、産業標準アーキテクチャ（Industry S
tandard Architecture：ＩＳＡ）バス、マイクロチャネルアーキテクチャ（Micro Channe
l Architecture：ＭＣＡ）バス、エンハンストＩＳＡ（Enhanced ISA：ＥＩＳＡ）バス、
ビデオエレクトロニクス標準組織（Video Electronics Standards Association：ＶＥＳ
Ａ）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（Peripheral Component
 Interconnect：ＰＣＩ）バスを含んでもよく、ＩＥＥＥ　Ｐ１３８６．１規格に従って
製造されるメザニンバスとして実現され得る。
【０２４３】
　処理ユニット３２０４は、１つ以上の統合された回路（たと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）として実現可能であり、コンピュータシステム３２０
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３２０４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
形態では、処理ユニット３２０４は、１つ以上の独立した処理ユニット３２３２および／
または３２３４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。他の実施形態では、処理ユニット３２０４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
理ユニットとして実現されてもよい。
【０２４４】
　さまざまな実施形態では、処理ユニット３２０４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３２０４および／またはストレージサブシステム３２
１８に常駐することができる。好適なプログラミングによって、プロセッサ３２０４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３２００はさらに処
理加速ユニット３２０６を含んでもよく、処理加速ユニット３２０６はデジタル信号プロ
セッサ（digital signal processor：ＤＳＰ）、特殊用途のプロセッサなどを含み得る。
【０２４５】
　Ｉ／Ｏサブシステム３２０８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み得る。ユーザインターフェイス入力装
置は、たとえば、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
ーラなどの入力装置を制御しそれと対話することを可能にするＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｋｉ
ｎｅｃｔ（登録商標）モーションセンサなどの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（たとえば写真を撮る、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（たとえば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（たとえばＳｉｒｉ（登録商標）ナビゲータ）と対
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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。
【０２４６】
　ユーザインターフェイス入力装置は、さらに、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聴覚／視覚装置を含み得るが、こ
れらに限定されない。加えて、ユーザインターフェイス入力装置は、たとえば、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、たとえば、ＭＩＤＩキーボード、デジタル音楽機器などの音声入力装置を含んでも
よい。
【０２４７】
　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）、フラットパネルデバイス、たとえば液晶ディ
スプレイ（ＬＣＤ）またはプラズマディスプレイを用いたものなど、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３２００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。たとえばユーザインターフェイ
ス出力装置は、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、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み得るが、これらに限定されない
。
【０２４８】
　コンピュータシステム３２００は、その時点でシステムメモリ３２１０内に位置するも
のとして示される、ソフトウェア要素を含むストレージサブシステム３２１８を含んでも
よい。システムメモリ３２１０は、処理ユニット３２０４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。
【０２４９】
　コンピュータシステム３２００の構成およびタイプによっては、システムメモリ３２１
０は揮発性（ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）など）であってもよく、および／または
不揮発性（リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、フラッシュメモリなど）であってもよい。Ｒ
ＡＭは典型的には、処理ユニット３２０４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３２０４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３２１０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（ＤＲＡＭ）などの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３２００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。限定するものではなく一例として、システムメモ
リ３２１０はさらにアプリケーションプログラム３２１２を示し、アプリケーションプロ
グラム３２１２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３２１４およびオペレーティングシステム３２１６を含んでもよい。例として、オペレ
ーティングシステム３２１６は、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）、Ａ
ｐｐｌｅ　Ｍａｃｉｎｔｏｓｈ（登録商標）および／もしくはＬｉｎｕｘオペレーティン
グシステムのさまざまなバージョン、市場で入手可能なさまざまなＵＮＩＸ（登録商標）
またはＵＮＩＸライク・オペレーティングシステム（さまざまなＧＮＵ／Ｌｉｎｕｘオペ
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レーティングシステム、Ｇｏｏｇｌｅ　Ｃｈｒｏｍｅ（登録商標）ＯＳなどを含むが、こ
れらに限定されない）、ならびに／またはｉＯＳ、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）　Ｐｈｏ
ｎｅ、Ａｎｄｒｏｉｄ（登録商標）　ＯＳ、ＢｌａｃｋＢｅｒｒｙ（登録商標）　２９　
ＯＳ、およびＰａｌｍ（登録商標）　ＯＳなどのモバイルオペレーティングシステムを含
んでもよい。
【０２５０】
　ストレージサブシステム３２１８は、さらに、いくつかの実施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３２１８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３２０４に
よって実行されてもよい。ストレージサブシステム３２１８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。
【０２５１】
　ストレージサブシステム３２００は、さらに、コンピュータ読取可能記憶媒体３２２２
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３２２０を含んでもよい。シ
ステムメモリ３２１０とともに、およびオプションとしてシステムメモリ３２１０との組
合せで、コンピュータ読取可能記憶媒体３２２２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。
【０２５２】
　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３２２２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
用いられる任意の適切な媒体を含み得る。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、Ｃ
Ｄ－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、有形のコンピュータ読取可能記憶媒体を含み得る。これは、
さらに、所望の情報を送信するよう使用可能であり、コンピューティングシステム３２０
０によってアクセス可能である、データ信号、データ伝送または任意の他の媒体などの、
非有形のコンピュータ読取可能媒体を含み得る。
【０２５３】
　一例として、コンピュータ読取可能記憶媒体３２２２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　
ＲＯＭ、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３２２２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
み得る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３２２２は、さらに、
フラッシュメモリに基づくＳＳＤなどの不揮発性メモリ、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Ｓ
ＳＤ、磁気抵抗ＲＡＭ（ＭＲＡＭ）ＳＳＤなどの揮発性メモリに基づくＳＳＤ、ならびに
ＤＲＡＭとフラッシュメモリに基づくＳＳＤとの組合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
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ピュータシステム３２００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ストレージを提供してもよい。
【０２５４】
　通信サブシステム３２２４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３２２４は、他のシステムとコンピュータシス
テム３２００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。たとえば、通
信サブシステム３２２４は、コンピュータシステム３２００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。いくつかの実施形態では、通信サブシ
ステム３２２４は、（たと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）などの先進データネットワーク技術、ＷｉＦｉ（Ｉ
ＥＥＥ８０２．１１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
意の組合せを用いて）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（radio frequency：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（global positioning system：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み得る。いくつかの実施形態では、通信サブシステム３
２２４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。
【０２５５】
　いくつかの実施形態では、通信サブシステム３２２４は、さらに、コンピュータシステ
ム３２００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３２２６、イベントストリーム３２２
８、イベント更新３２３０などの形式で受信してもよい。
【０２５６】
　例として、通信サブシステム３２２４は、データフィード３２２６を、実時間で、ツイ
ッター（登録商標）フィード、フェースブック（登録商標）更新、Ｒｉｃｈ　Ｓｉｔｅ　
Ｓｕｍｍａｒｙ（ＲＳＳ）フィードなどのウェブフィード、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ソーシャル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。
【０２５７】
　加えて、通信サブシステム３２２４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り得る、実時間イベントのイベントストリーム３２２８およ
び／またはイベント更新３２３０を含み得る、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、たとえば、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（たとえば
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。
【０２５８】
　通信サブシステム３２２４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３２２６、イベントストリーム３２２８、イベント更新３２
３０などを、コンピュータシステム３２００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り得る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。
【０２５９】
　コンピュータシステム３２００は、手持ち式の携帯装置（たとえばｉＰｈｏｎｅ（登録
商標）セルラー電話、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（たとえば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
たは他の任意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。
【０２６０】



(66) JP 6661620 B2 2020.3.11

10

20

30

40

　コンピュータおよびネットワークが常に変化する性質であるため、図に示されるコンピ
ュータシステム３２００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。たと
えば、カスタマイズされたハードウェアが用いられてもよく、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
合せにおいて実現されてもよい。さらに、ネットワーク入力／出力装置などの他のコンピ
ューティングデバイスへの接続が用いられてもよい。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形態を実現するための他の態様および／または方法を
理解するだろう。
【０２６１】
　前述の明細書において、本発明の局面はその特定の実施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だろう。上記の発明のさまざま
な特徴および局面は個別に、または併せて用いられてもよい。さらに、実施形態は、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、例示的なものとして見なされるべきである。
【０２６２】
　その教示がこの開示において提示され得る１つ以上の発明のうちのいずれかのさまざま
な実施形態が、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェアにおいて、またはそれらを
組合せてロジックの形で実現され得る。ロジックは、この開示において提示された発明の
さまざまな実施形態において開示され得る一組のステップを行なうように、ロジックマシ
ンの中央処理装置（ＣＰＵまたはプロセッサ）に指示するように適合された一組の命令と
して、マシンアクセス可能なメモリ、マシン読取可能な物品（article）、有形のコンピ
ュータ読取可能媒体、コンピュータ読取可能記憶媒体、または他のコンピュータ／マシン
読取可能媒体に格納されてもよい。ロジックは、コードモジュールが、この開示において
提示された発明のさまざまな実施形態において方法またはプロセスを行なうために実行さ
れる際に、コンピュータシステムまたは情報処理装置のプロセッサにより動作可能になる
と、ソフトウェアプログラムまたはコンピュータプログラム製品の一部を形成し得る。こ
こに提供されたこの開示および教示に基づいて、当業者であれば、提示された発明のうち
の１つ以上の発明のさまざまな実施形態の開示された動作または機能性のいずれかを、ソ
フトウェア、ファームウェア、ハードウェア、またはそれらの組合せで実現するための他
のやり方、変形例、修正例、代替例、および／または方法を理解するであろう。
【０２６３】
　その教示がこの開示において提示され得るそれらの発明のうちのいずれか１つの開示さ
れた例、実現化例、およびさまざまな実施形態は、この開示の教示を適正な明確性で当業
者に伝えるために例示されているに過ぎない。これらの実現化例および実施形態は例示的
な図解または特定の図を参照して説明され得るため、説明された方法および／または特定
の構造のさまざまな修正例または適合例が、当業者に明らかとなり得る。ここに見出され
たこの開示およびこれらの教示に依存し、かつ、教示が技術を進歩させた際に経た、すべ
てのそのような修正例、適合例、または変形例は、その教示がこの開示において提示され
得る１つ以上の発明の範囲内にあると考えられるべきである。よって、開示において提示
された発明は、具体的に示された実施形態にまったく限定されないということが理解され
るため、本説明および図面は限定的な意味で考えられるべきでない。
【０２６４】
　したがって、上述の説明およびいずれの添付図面、図解、および図も、限定的ではなく
例示的であるよう意図されている。したがって、この開示内において提示されたいずれの
発明の範囲も、上述の説明および図に示されたそれらの実施形態を単に参照するのではな
く、係属中の請求項をそれらの完全な範囲または均等物とともに参照して、判断されるべ
きである。
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