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(57)【要約】
【課題】 ＯＡｕｔｈ ２．０の処理を実行する上での
安全性を損なわずに、クライアントのＵＲＬが変更され
た場合の処理の煩雑さを解消することを目的とする。
【解決手段】 クライアントによるリソースサーバーへ
のアクセスを認可サーバーが認可するための認可コード
要求を、前記クライアントが認可サーバーに送信する認
可コード要求送信手段と、前記認可コード要求に対する
応答である認可コード応答を受信する認可コード応答受
信手段と、を有する権限委譲システムであって、前記認
可コード要求送信手段によって送信される認可コード要
求は、前記認可コード応答の宛先を指定するための宛先
情報を含み、前記宛先情報は署名情報が付与されており
、前記認可サーバーは前記認可コード要求送信手段によ
って送信された認可コード要求に含まれる宛先情報に基
づいて、前記認可コード要求に対する認可コード応答を
送信する。
【選択図】 図６

10

(2)

JP 2019‑46060 A 2019.3.22

【特許請求の範囲】
【請求項１】
クライアントによるリソースサーバーへのアクセスを認可サーバーが認可するための認
可コード要求を、前記クライアントがユーザーエージェントを介して認可サーバーに送信
する認可コード要求送信手段と、
前記認可コード要求に対する応答である認可コード応答を受信する認可コード応答受信
手段と、
を有する権限委譲システムであって、
前記認可コード要求送信手段によって送信される認可コード要求は、前記認可サーバー
が前記認可コード応答を応答する応答先を指定するための応答先情報と前記応答先情報に
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付与された署名情報とを含み、
前記認可サーバーは前記認可コード要求送信手段によって送信された認可コード要求に
含まれる応答先情報に基づいて、前記認可コード要求に対して認可コード応答を送信する
権限委譲システム。
【請求項２】
前記署名情報は、
前記クライアントが保持する秘密鍵を用いて前記応答先情報に付与され、
前記認可サーバーは、
前記認可サーバーが保有する公開鍵を用いて、前記応答先情報に付与されている署名情
報を検証する請求項１に記載の権限委譲システム。
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【請求項３】
前記クライアントが前記認可サーバーに対して前記クライアントに関する情報を登録す
るためのクライアント登録要求を送信した後に、
前記認可サーバーは前記クライアントを識別するためのクライアント識別情報と、前記
クライアントを認証するための前記公開鍵と前記秘密鍵とを生成し、
前記認可サーバーは前記クライアント識別情報と前記公開鍵とを関連付けて管理し、
前記クライアントは、
前記クライアント登録要求に対する応答として前記クライアント識別情報と前記秘密鍵
とを受信する請求項２に記載の権限委譲システム。
【請求項４】
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前記認可コード要求を受信した認可サーバーは、
前記認可コード要求とともに受信した前記クライアント識別情報に基づいて、前記署名
情報を検証するための公開鍵を特定する請求項３に記載の権限委譲システム。
【請求項５】
前記ユーザーエージェントは、
前記クライアントによる前記リソースサーバーへのアクセスを認可することをユーザー
が同意するための認可確認画面を提供する認可確認画面提供手段を有し、
前記認可コード要求は、
前記認可確認画面に提示する前記クライアントに関する情報と、
前記クライアントに関する情報を提示する際の言語を指定する言語情報と、
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を含む請求項１乃至請求項４に記載の権限委譲システム。
【請求項６】
前記言語情報は、
前記クライアントに予め設定されている言語情報または前記ユーザーエージェントから
のリクエストに含まれる言語情報のいずれか一つである請求項５に記載の権限委譲システ
ム。
【請求項７】
前記応答先情報は、
前記認可コード応答を前記クライアントが前記認可サーバーから受信するために前記認
可コード応答の応答先を指定するリダイレクトＵＲＩである請求項１乃至請求項６のいず
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れか一つに記載の権限委譲システム。
【請求項８】
前記リダイレクトＵＲＩは、
前記アクセスを前記認可サーバーが認可するための認可処理を開始するためのリクエス
トが含むユーザーエージェントのＨｏｓｔヘッダーに基づいて決定され、
前記Ｈｏｓｔヘッダーに基づいて決定できない場合は、
前記クライアントが新たにＩＰアドレスを取得し、取得されたＩＰアドレスに基づいて
前記リダイレクトＵＲＩが決定される請求項７に記載の権限委譲システム。
【請求項９】
前記クライアントに関する情報は、
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クライアント名乃至前記クライアントに関する説明を含む請求項４乃至請求項８に記載
の権限委譲システム。
【請求項１０】
権限委譲システムで実行される、
クライアントによるリソースサーバーへのアクセスを認可サーバーが認可するための認
可コード要求を、前記クライアントが認可サーバーに送信する認可コード要求送信ステッ
プと、
前記認可コード要求に対する応答である認可コード応答を受信する認可コード応答受信
ステップと、
を有する制御方法であって、
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前記認可コード要求送信ステップによって送信される認可コード要求は、前記認可サー
バーが前記認可コード応答を応答する応答先を指定するための応答先情報と前記応答先情
報に付与された署名情報とを含み、
前記認可サーバーは前記認可コード要求送信ステップによって送信された認可コード要
求に含まれる応答先情報に基づいて、前記認可コード要求に対する認可コード応答を送信
する権限委譲システムで実行される制御方法。
【請求項１１】
権限委譲システムで実行される、
クライアントによるリソースサーバーへのアクセスを認可サーバーが認可するための認
可コード要求を、前記クライアントが認可サーバーに送信する認可コード要求送信ステッ
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プと、
前記認可コード要求に対する応答である認可コード応答を受信する認可コード応答受信
ステップと、
を有する制御方法が実現されるためのプログラムであって、
前記認可コード要求送信ステップによって送信される認可コード要求は、前記認可サー
バーが前記認可コード応答を応答する応答先を指定するための応答先情報と前記応答先情
報に付与された署名情報とを含み、
前記認可サーバーは前記認可コード要求送信ステップによって送信された認可コード要
求に含まれる応答先情報に基づいて、前記認可コード要求に対する認可コード応答を送信
する権限委譲システムで実行される制御方法が実現されるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、Ｗｅｂサービスへのアクセス権限を検証する権限委譲システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
個々のＷｅｂサーバーはＷｅｂサービスを提供するためにＡＰＩを公開しており、公開
されているＡＰＩを介してＷｅｂサービス同士が連携する形態がある。その際セキュリテ
ィの観点から、Ｗｅｂサービスが管理するユーザーの認証情報を受け渡すことなく、他の
Ｗｅｂサービスによってアクセスされることを認可する手段が必要となる。
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【０００３】
その手段として、Ｗｅｂサービス同士の連携を実現させるための標準プロトコル（ＯＡ
ｕｔｈ

２．０）の採用が進んでいる。ＯＡｕｔｈ

２．０は、ユーザーの認証情報をそ

のユーザーの同意に基づいてＷｅｂサービス間で安全に受け渡す（すなわち委譲する）た
めの仕組みであり、詳細は後述する。
【０００４】
ＯＡｕｔｈ

２．０によれば、ユーザーが認可操作を行うとＷｅｂサービスＢは認可コ

ードを受信する。認可コードとは、ＷｅｂサービスＡへのアクセスがユーザーによって認
められたことを証明するためのコードである。受信した認可コードと、ＷｅｂサービスＢ
であることを証明するための情報を用いて、ＷｅｂサービスＢはＷｅｂサービスＡに対し
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て認可トークンの発行要求を送信する。認可トークンとは、ＷｅｂサービスＡが公開する
ＡＰＩにＷｅｂサービスＢがアクセスすることを認可するためのトークンである。Ｗｅｂ
サービスＢが認可トークンを受信することで、ＷｅｂサービスＢがＷｅｂサービスＡのＡ
ＰＩにアクセスすることが認可される。ＷｅｂサービスＢである事を認証するための情報
は、ＷｅｂサービスＢを一意に識別するためのＩＤおよび、秘匿情報であるシークレット
、デジタル証明書によるデジタル署名が挙げられる。
【０００５】
ユーザーの認可操作によりＷｅｂサービスＢがＷｅｂサービスＡのＡＰＩにアクセスす
ることを認可することを権限委譲と称する。なお、ＯＡｕｔｈ

２．０では、ユーザーの

認可操作により認可コードを発行し、認可コードから認可トークンを発行するサーバーを
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認可サーバーと称する。また、ＡＰＩを公開するサーバーをリソースサーバー、公開され
たＡＰＩにアクセスする主体をクライアントと称する。上記の例でいえば、Ｗｅｂサービ
スＡを提供するサーバーが認可サーバー兼リソースサーバーであり、ＷｅｂサービスＢを
提供するサーバーがクライアントである。
【０００６】
図１を用いてＯＡｕｔｈ
ｏｄｅ

２．０の処理フローであるＡｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ

Ｇｒａｎｔを説明する。まず、ＯＡｕｔｈ

して、認可サーバーにクライアントをＯＡｕｔｈ

Ｃ

２．０を実行するための事前操作と
２．０のクライアントとして登録する

ための登録要求を行う（Ｓ０．０）。具体的には、クライアントの登録要求は認可サーバ
ーの登録エンドポイント（図中ではエンドポイントを「ＥＰ」と記載）に対して送信され
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、クライアントの起動時か、後述のＳ１．１の認可フローの開始時にクライアントが未登
録であった場合に開始される。登録要求の方法としては、クライアントが能動的に認可サ
ーバーと通信する方法や、ユーザーがＷｅｂブラウザーを介して認可サーバーにアクセス
してクライアントを登録する方法が挙げられる。
【０００７】
Ｓ０．０の登録要求には、後述の認可確認画面に表示するためのクライアント名、説明
、アイコン画像、および必須パラメーターであるリダイレクトＵＲＩが含まれる。リダイ
レクトＵＲＩとは、認可サーバーからの認可コード応答をクライアントが受信するために
、認可サーバーが認可コード応答を送信する応答先を指定する応答先情報（アドレス）で
ある。認可コード応答については後述する。クライアントの登録要求を受信した認可サー
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バーはクライアントを識別するクライアントＩＤと、クライアントを認証する秘匿情報で
あるクライアントシークレットとを発行し、クライアントの登録応答としてクライアント
に返却する（Ｓ０．１）。認可サーバーは、Ｓ０．１でクライアントＩＤとクライアント
シークレットと、Ｓ０．０で受信した各種情報およびリダイレクトＵＲＩとを紐づけて保
持する。クライアントは、Ｓ０．１で受信したクライアントＩＤとクライアントシークレ
ットを保持する。以上がＯＡｕｔｈ

２．０を実行する事前操作であるクライアントの登

録フローである。
【０００８】
次に、認可サーバーにおいてユーザーを認証するためのフローを、図１を用いて説明す
る。ユーザーはクライアントにログインする（Ｓ１．０）。クライアントは、ログインし
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たユーザーを特定するための情報であるログインコンテキストを生成し保持する。生成さ
れたログインコンテキストからログインしたユーザーを特定する情報（ローカルユーザー
ＩＤ等）を取得する事ができる。ユーザーは、Ｗｅｂブラウザーを介して認可開始のＵＲ
Ｉにアクセスすることで、ＯＡｕｔｈ

２．０の認可フローを開始する（Ｓ１．１）。ク

ライアントは認可フローを開始するための認可開始ＵＲＩにアクセスされると、認可サー
バーの認可エンドポイントに対して認可コード要求を送信する（Ｓ１．２）。認可コード
要求には、クライアントＩＤ、リダイレクトＵＲＩ、ｓｔａｔｅパラメーターを含む。
【０００９】
ｓｔａｔｅパラメーターは認可コード要求と認可コード応答とを一意に紐づけるための
情報であり、ＣＳＲＦ（ｃｒｏｓｓ−ｓｉｔｅ

ｒｅｑｕｅｓｔ

ｆｏｒｇｅｒｙ）攻撃
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や、トークン置換（以下、認可コード置換）攻撃を防ぐために用いられる。そのため、ｓ
ｔａｔｅパラメーターは推測不可能でかつ重複しない値である必要がある。なお、後述の
認可コード応答でクライアントが受信するｓｔａｔｅパラメーターとＳ１．２の認可コー
ド要求で送信したｓｔａｔｅパラメーターとの一致を検証する。さらに認可コード要求を
実行したユーザーを識別するために、クライアントで発行されるｓｔａｔｅパラメーター
はリダイレクトＵＲＩとログインコンテキストと紐付いてクライアントで管理される。
【００１０】
Ｓ１．２で認可コード要求を受信した認可サーバーは、ユーザーが認可サーバーにログ
インしていなかった場合、Ｗｅｂブラウザーにユーザーを認証するためのログイン画面を
応答する（Ｓ１．３）。ユーザーは、Ｗｅｂブラウザーを介してユーザーＩＤ、パスワー
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ドを入力し、認可サーバーに対して認証要求を行う（Ｓ１．４）。認証要求を受信した認
可サーバーは、Ｓ１．４で受信したユーザーＩＤとパスワードとの組み合わせが事前に登
録されている組み合わせと一致するかを検証し、一致する場合は認証トークンを発行する
。発行された認証トークンはＷｅｂブラウザーのＣｏｏｋｉｅに応答される。
【００１１】
認可サーバーはユーザーに対して、クライアントの認可を同意するための認可確認画面
をＷｅｂブラウザーに応答する（Ｓ１．５）。ただし、Ｓ１．２で受信したクライアント
ＩＤとリダイレクトＵＲＩとの組み合わせが、認可サーバーに予め登録されたクライアン
トＩＤとリダイレクトＵＲＩとの組み合わせと一致しない場合は、Ｗｅｂブラウザーにエ
ラー画面を応答する。これにより、不正なＵＲＩへのリダイレクト（転送）を防ぐことが
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できる。また、ログインしているユーザーが既に同一のクライアントＩＤで認可操作済み
であった場合はＳ１．５を省略する事もできる。認可済みのユーザーＩＤとクライアント
ＩＤの組み合わせを以下、同意情報と称する。
【００１２】
Ｓ１．６のユーザーによる認可操作の後、認可サーバーは認可コードを発行し、クライ
アントに対して認可コード応答として認可コードとｓｔａｔｅパラメーターを送信する（
Ｓ１．７）。具体的には、認可コードとｓｔａｔｅパラメーターとをリダイレクトＵＲＩ
にクエリパラメーターとして付与し、リダイレクトＵＲＩで指定された応答先に認可コー
ドとｓｔａｔｅパラメーターとをリダイレクトするようにＷｅｂブラウザーに送信する。
Ｓ１．７で発行された認可コードは、認可サーバーにおいてクライアントＩＤ、ユーザー
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ＩＤ、リダイレクトＵＲＬと紐づけて保存される。さらに認可サーバーは同意情報を保存
する。
【００１３】
リダイレクトＵＲＩに対して認可コード応答を受信したクライアントは、認可コード応
答に含まれるｓｔａｔｅパラメーターと、クライアントが管理するｓｔａｔｅパラメータ
ーとが一致するかを検証する。検証の結果、ｓｔａｔｅパラメーターが一致した場合、ク
ライアントは認可サーバーのトークンエンドポイントに対してトークン要求を送信する（
Ｓ２．０）。トークン要求にはクライアントＩＤ、クライアントシークレット、Ｓ１．７
で取得した認可コード、および、Ｓ１．２で受信したリダイレクトＵＲＩが含まれる。
【００１４】
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Ｓ２．０でトークン要求を受信した認可サーバーは、クライアントＩＤとクライアント
シークレットの組み合わせが予め登録された組み合わせと一致するかを検証する。検証の
結果、一致が確認されるとクライアントが認証される。さらに認可サーバーは、Ｓ２．０
で受信した認可コードを保持しているか、保持している場合にはその認可コードは有効期
限内か、認可トークンと紐づいたクライアントＩＤとリダイレクトＵＲＩがＳ２．０のト
ークン要求で受信したものと一致するか、を検証する。この検証により、Ｓ１．２の認可
コード要求を送信したクライアントとＳ２．０のトークン要求を送信したクライアントと
が一致するかを認可サーバーで検証する事ができる。
【００１５】
検証が成功した場合、認可サーバーはクライアントに対して認可トークンを発行し、ト
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ークン応答としてクライアントに応答する（Ｓ２．１）。その際、認可トークンを再取得
するためのリフレッシュトークンもクライアントに対して発行し、トークン応答として応
答する事もできる。クライアントは、Ｓ２．１で受信した認可トークンを用いてリソース
サーバーが公開するＡＰＩにアクセスすることが可能となる。また、認可トークンを発行
した後に、認可サーバーで管理する認可コードを破棄することでリプレイ攻撃を防ぐこと
が可能となる。
【００１６】
Ｓ２．１のトークン応答にリフレッシュトークンが含まれる場合、クライアントにおい
てログインコンテキストとリフレッシュトークンとが紐付けて管理される。それにより、
次回以降のＡＰＩへのアクセス時に認可操作（Ｓ１．２〜Ｓ１．７）を実施せずに認可ト

20

ークンを再度取得する事ができる。具体的には、Ｓ１．１の認可開始を受けた際に、クラ
イアントにおいてユーザーのログインコンテキストとリフレッシュトークンとが紐付いて
いるかを確認する。紐づいていない場合は前述のＯＡｕｔｈ

２．０のフロー（Ｓ１．２

以降の処理）を実施する。紐づいている場合は、認可サーバーのトークンエンドポイント
に対してリフレッシュ要求を行う（Ｓ２．２）。このリフレッシュ要求はクライアントＩ
Ｄ、クライアントシークレット、およびリフレッシュトークンを含む。
【００１７】
リフレッシュ要求を受信した認可サーバーは、クライアントＩＤ、クライアントシーク
レットの組み合わせがＳ０．１で事前登録されたものと一致するかを検証する。一致が確
認されクライアントが認証されると、受信したリフレッシュトークンが認可サーバーで保

30

持されているか、保持されている場合はそのリフレッシュトークンは有効期限内か、さら
にリフレッシュトークンに紐づいたクライアントＩＤがリフレッシュ要求のものと一致す
るかを検証する。これらの検証が全て成功した場合、認可サーバーは認可トークンを発行
し、クライアントにトークン応答として認可トークンを送信する。その際、認可トークン
を再取得するために新たなリフレッシュトークンを再発行し、トークン応答と同時にクラ
イアントに対して送信する形態も可能である。また、認可サーバーにおいて新たなリフレ
ッシュトークンを発行した後に、認可サーバーでそれまで管理されていたリフレッシュト
ークンを破棄する事でリプレイ攻撃を防ぐことができる。以上がＯＡｕｔｈ
けるＡｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ
ｈ

Ｃｏｄｅ

２．０にお

Ｇｒａｎｔの処理フローである。ＯＡｕｔ

２．０による処理フローにより、認可サーバーが管理するユーザーの認証情報をクラ

40

イアントに送信する代わりに、認可サーバーが認可トークンを発行し、クライアントは発
行された認可トークンを用いてリソースサーバーが公開するＡＰＩにアクセスすることが
できる。特許文献１では、ＯＡｕｔｈ

２．０による処理フローを用いて、複数の外部サ

ービスシステムと連携する情報処理システムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１８】
【特許文献１】特開２０１６−６６２４
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１９】
しかし図１で示した処理フローでは、クライアントのＵＲＩが変更された場合には認可
サーバーに登録されているリダイレクトＵＲＩも変更しなければならず、クライアントの
ＵＲＩが変更される度に、認可サーバーに対してリダイレクトＵＲＩの変更依頼を行う必
要があり、手間がかかる。クライアントのＵＲＩが変更される例としては、クライアント
がプリンターやＭＦＰ等のデバイスであった場合、設置場所の移動によりＵＲＩのホスト
が変更されることがある。また、その他の例としては、デバイスのＩＰアドレスがＤＨＣ
Ｐなどのプロトコルにより自動で決定される場合はデバイスの電源のＯＮ／ＯＦＦによっ
てＩＰアドレスが変わり、その結果、ＵＲＩのホストが変わることがある。本願発明は、
ＯＡｕｔｈ

２．０の処理を実行する上での安全性を損なわずに、クライアントのＵＲＩ

10

が変更された場合の処理の煩雑さを解消することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
クライアントによるリソースサーバーへのアクセスがユーザーによって許可されたこと
に応じて認可サーバーが認可コードを発行するための認可コード要求を、前記クライアン
トが前記認可サーバーに送信する認可コード要求送信手段と、
前記認可コード要求に対する応答である認可コード応答を受信する認可コード応答受信
手段と、
を有する権限委譲システムであって、
前記認可コード要求送信手段によって送信される認可コード要求は、前記認可サーバー

20

が前記認可コード応答を応答する応答先を指定するための応答先情報と署名情報とを含み
、
前記署名情報が検証された後に、前記認可サーバーは前記認可コード要求送信手段によ
って送信された認可コード要求に含まれる応答先情報に基づいて、前記認可コード要求に
対する認可コード応答を送信する。
【発明の効果】
【００２１】
本願発明により、ＯＡｕｔｈ

２．０の処理を実行する上での安全性を損なわずに、ク

ライアントのＵＲＩが変更された場合の処理の煩雑さを解消することができる。
30

【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】ＯＡｕｔｈ

２．０のＡｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ

Ｃｏｄｅ

Ｇｒａｎｔの処

理フロー。
【図２】本実施形態に係る権限委譲システムの構成図。
【図３】権限委譲システムを構成する各種デバイスのハードウェア構成図。
【図４】権限委譲システムを構成する各種デバイスのソフトウェアモジュール構成図。
【図５】Ｗｅｂブラウザーが表示するユーザー認証画面と、クライアント４００の認可確
認画面の一例。
【図６】本実施形態に係るＯＡｕｔｈ

２．０のＡｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ

Ｃｏｄｅ
40

Ｇｒａｎｔの処理フロー。
【図７】本実施形態に係る認可コード要求が含むＪＷＴの一例。
【図８】本実施形態に係る認可トークンが含むＪＷＴの一例。
【図９】本実施形態に係る、クライアント４００においてリダイレクトＵＲＩを決定する
処理フロー。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
以下、本発明を実施するための最良の形態について図面を用いて説明する。
【００２４】
まず図２を用いて、本発明の実施形態に係る権限委譲システムについて説明する。ＷＡ
Ｎ（Ｗｉｄｅ

Ａｒｅａ

Ｎｅｔｗｏｒｋ）１００はＷＷＷ（Ｗｏｒｌｄ

Ｗｉｄｅ

Ｗ
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ｅｂ）システムによって構築されている。ＷＡＮ１００と各種デバイス２００〜５００は
ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ

Ａｒｅａ

Ｎｅｔｗｏｒｋ）１０１を介して接続されている。

【００２５】
認可サーバー２００はＯＡｕｔｈ

２．０を実現するためのサーバーであり、認証要求

の受信や認可コードの発行、管理等の処理を行う。リソースサーバー３００はＷｅｂサー
ビスを提供するためのＡＰＩを公開している。図２では、認可サーバー２００とリソース
サーバー３００はＬＡＮ１０１で接続されている形態を示しているが、ＷＡＮ１００を介
して接続される構成も可能である。また、認可サーバー２００はＬＡＮ１０１を介して不
図示のデータベースサーバーと接続されており、認可サーバー２００が自身の機能を実現
する際に用いるデータをそのデータベースサーバーに格納するように構成してもよい。図

10

２では認可サーバー２００とリソースサーバー３００を別のサーバーであるものとして説
明しているが、同一のサーバー上に両サーバーの機能が構成されている形態でもよい。
【００２６】
クライアント４００はＯＡｕｔｈ２．０におけるクライアントに相当し、例えばプリン
ターやＭＦＰ、もしくはＰＣやスマートフォン等が挙げられる。端末５００はＯＡｕｔｈ
２．０におけるユーザーエージェントに相当し、ユーザーは端末５００を介して、認可サ
ーバー２００に対するユーザーの認証要求やクライアント４００に対するログイン操作等
、各種デバイスの機能を利用することができる。端末５００として具体的にはＰＣやスマ
ートフォン等が挙げられる。
20

【００２７】
クライアント４００および端末５００はそれぞれＷｅｂブラウザー４１０とＷｅｂブラ
ウザー５１０を備える。ユーザーはＷｅｂブラウザー４１０またはＷｅｂブラウザー５１
０を操作して後述の認可操作を実行する。クライアント４００と端末５００はＬＡＮ１０
１を介して接続されている。以降、Ｗｅｂブラウザー４１０とＷｅｂブラウザー５１０の
どちらで実行するかを問わない場合は、符番を振らずに「Ｗｅｂブラウザー」と称する。
【００２８】
次に図３を用いて、認可サーバー２００、リソースサーバー３００およびクライアント
４００、端末５００のハードウェア構成を説明する。なお、図３は一般的な情報処理装置
のブロック図であり、本実施形態の各種デバイスには一般的な情報処理装置のハードウェ
ア構成やＩａａＳ（Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ

ａｓ

ａ

Ｓｅｒｖｉｃｅ）として
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提供される情報処理装置の仮想的なハードウェア構成を適用できる。図３では、クライア
ント４００を例に説明するが、リソースサーバー３００や認可サーバー２００、端末５０
０も同様のハードウェア構成を有するものとする。
【００２９】
ＣＰＵ２００１は、ＲＡＭ２００２、ＲＯＭ２００３、外部メモリ２０１１などからプ
ログラムを取り出してプログラムの命令を実行し、クライアント４００の制御を行うユニ
ットである。後述のシーケンスはこのプログラムの命令が実行されることにより実現され
る。また、ＣＰＵ２００１はシステムバス２００４に接続される各ブロックを制御する。
【００３０】
ＲＡＭ２００２は、ＣＰＵ２００１が命令を実行する際に使用するワークメモリである

40

。ＲＯＭ２００３や外部メモリ２０１１に保存されたＯＳやアプリケーション等のプログ
ラムがＲＡＭ２００２へとロードされ、そのプログラムの命令をＣＰＵ２００１が順次読
みだすことで命令を実行する。ＲＯＭ２００３は、アプリケーションプログラムおよびＯ
Ｓを含む組込済みプログラム、およびデータ等が記録されている記憶装置である。
【００３１】
ＫＢＣ（キーボードコントローラ）２００５は、ＫＢ（キーボード）２００９や不図示
のポインティングデバイスからの入力を制御するユニットである。ＣＲＴＣ（Ｃａｔｈｏ
ｄｅ

Ｒａｙ

Ｔｕｂｅ

Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）２００６は、ＣＲＴディスプレイ２０

１０の表示を制御するユニットである。ＤＫＣ（Ｄｉｓｋ

Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）２０

０７は外部メモリ２０１１に対するデータアクセスを制御するユニットである。ＮＣ（ネ
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ットワークコントローラ）２００８はＷＡＮ１００やＬＡＮ１０１を介して接続された他
のデバイスとの通信制御処理を実行する。なお、ＩａａＳとして提供される仮想的な情報
処理装置の場合は、ＫＢＣ２００５やＣＲＴＣ２００６等を備えず、ＮＣ２００８を介し
て接続される端末が備えるキーボードやＣＲＴディスプレイから操作されるよう構成され
る。
【００３２】
尚、後述の説明においては、特に断りのない限り、各種デバイスの機能が実行される際
のハードウェアの主体はＣＰＵ２００１であり、ソフトウェアの主体はＲＡＭ２００２、
ＲＯＭ２００３、外部メモリ２０１１等にインストールされたプログラムであるものとす
10

る。
【００３３】
次に図４を用いて、認可サーバー２００、リソースサーバー３００、クライアント４０
０、端末５００が有する機能について説明する。認可サーバー２００は認可サーバー部２
１０、ＨＴＴＰサーバー部２２０を有する。ＨＴＴＰサーバー部２２０はＷＡＮ１００を
介してクライアント４００と端末５００に接続されており、Ｗｅｂブラウザーや後述のク
ライアントアプリケーション４２０とＨＴＴＰ通信を行う機能である。また、ＨＴＴＰサ
ーバー部２２０はＳＳＬ／ＴＬＳによる通信が可能であり、不図示の証明書ストアを有す
る。
【００３４】
認可サーバー部２１０はＨＴＴＰサーバー部２２０を介してＷｅｂブラウザー５１０か

20

らの要求を受信し、受信した要求に対する結果を応答する機能である。具体的には、ユー
ザー認証の要求をＨＴＴＰサーバー部２２０がＷｅｂブラウザー５１０から受信し、認証
が成功したユーザーのユーザー情報が紐づいた認証トークンを生成し、Ｗｅｂブラウザー
５１０に認証トークンを通知する。認証トークンとは、ユーザーが認可サーバー２００に
ログインしている事を示すためのトークン、またはユーザーが認可サーバー２００におい
て認証されているかを検証するためのトークンである。認証トークンを用いることで認可
サーバー２００はユーザーを識別することが可能となる。一方の認可コードは、認証され
たユーザーの認可操作により権限委譲されたクライアント４００がユーザーに成り代わっ
てリソースサーバー３００のＡＰＩにアクセスすることを許可された事を示すトークンで
ある。また、認可サーバー部２１０は、認可トークンに署名情報を付与するための秘密鍵

30

を保持するように構成する事もできる。その場合は、この秘密鍵を用いて認可トークンに
署名情報を付与し、署名情報付きの認可トークンをクライアント４００に対して発行する
。
【００３５】
リソースサーバー３００はリソースサーバー部３１０を有する。リソースサーバー部３
１０は、Ｗｅｂサービスを提供するためのＡＰＩを公開する機能である。なお、認可サー
バー２００と同様に、ＨＴＴＰサーバー部を備え、ＨＴＴＰサーバー部を介して外部との
受送信を実行する形態でもよい。
【００３６】
クライアント４００はＷｅｂブラウザー４１０とクライアントアプリケーション４２０

40

と認証部４３０を有する。Ｗｅｂブラウザー４１０はＷＷＷを利用するためのユーザーエ
ージェントによって実現される機能であり、端末５００が備えるＷｅｂブラウザー５１０
も同様の機能である。Ｗｅｂブラウザー４１０はユーザーの操作により、認可サーバー２
００およびクライアントアプリケーション４２０と通信を行う。クライアントアプリケー
ション４２０は、リソースサーバー３００が公開するＡＰＩを実行することで自身が提供
する機能と合わせたＷｅｂサービスをユーザーに提供する。本実施例では、クライアント
アプリケーション４２０がＯＡｕｔｈ

２．０におけるクライアントに相当する。

【００３７】
認証部４３０はユーザーを認証するための機能である。ユーザーはクライアント４００
の機能を利用するために、クライアント４００における不図示の入力画面においてローカ
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ルユーザーＩＤとローカルユーザーパスワードを入力する。入力を受けたクライアント４
００は、認証部４３０において予め登録されている情報（ローカルユーザーＩＤとローカ
ルユーザーパスワード）と入力された情報とを照合することでユーザーの認証処理を行い
、ログインコンテキストを生成する。なお認証処理の形態はこれに留まらず、例えば、Ｉ
Ｃカードを使った認証や指紋等の生体認証でもよい。
【００３８】
ログインコンテキストは、クライアント４００でローカルユーザーを識別するための情
報であり、例えば、ローカルユーザーＩＤから構成される。このログインコンテキストは
クライアントアプリケーション４２０と認証部４３０で共有される。また、本実施例では
クライアント４００へのログイン処理についてユーザーが直接クライアント４００を操作

10

してログインする形態で説明するが、Ｗｅｂブラウザー５１０を介してリモートでログイ
ンする形態でもよい。その場合、認証部４３０は不図示のログイン画面をＷｅｂブラウザ
ー５１０に応答する。ユーザーはそのログイン画面にローカルユーザーＩＤとローカルユ
ーザーパスワードを入力することでユーザーは認証される。その際、認証部４３０におい
てログインコンテキストが生成され、クライアントアプリケーション４２０と認証部４３
０で共有される。
【実施例１】
【００３９】
本実施例では、ＯＡｕｔｈ

２．０の処理を実行する上での安全性を損なわずに、クラ

イアントのＵＲＩが変更された場合の処理の煩雑さを解消する処理について説明する。図

20

１で説明した処理については同じ符番を振り、詳細な説明は省略する。
【００４０】
まず、図５を用いて、認可サーバー２００がユーザーを認証するためのログイン画面と
、ユーザーに対してクライアント４００の認可の同意を問うための認可確認画面について
説明する。
【００４１】
図５（ａ）は、ユーザーが認可サーバー２００にログインするためのログイン画面の一
例であり、Ｗｅｂブラウザーに表示される。ユーザーがＷｅｂブラウザーを介して認可サ
ーバー２００の認可エンドポイントに認可コード要求を送信し、ユーザーが認可サーバー
２００にログインしていない場合にＷｅｂブラウザーに表示される。ログイン画面５００

30

０は、ユーザーＩＤ入力欄５００１、パスワード入力欄５００２、ログイン操作を実行す
るためのログインボタン５００３を備える。ログインボタン５００３が押下された後の処
理については後述する。
【００４２】
図５（ｂ）は、ユーザーが認証された結果、認可サーバー２００がＷｅｂブラウザーに
応答する認可確認画面の一例である。認可確認画面５１００は、ユーザーに対して同意を
求める内容として、認可先のクライアント４００のクライアント名５１０１、クライアン
ト４００に関する説明５１０２、および、アイコン画像５１０３を有する。さらに認可確
認画面５１００は、ユーザーがクライアント４００を認可するための許可ボタン５１０４
、認可を拒否するための拒否ボタン５１０５を備える。許可ボタン５１０４、拒否ボタン

40

５１０５が押下された後の処理については後述する。
【００４３】
次に、図６を用いて本願発明の特徴を備えたＯＡｕｔｈ
ｔｉｏｎ

Ｃｏｄｅ

２．０のＡｕｔｈｏｒｉｚａ

Ｇｒａｎｔの処理フローを説明する。なお、図１と処理が同じもの

については同じ符号を付与しており、詳細な説明は省略する。また、図１のＳ０．０を後
述のＳ３．０、Ｓ０．１を後述のＳ３．１、Ｓ１．２を後述のＳ４．０、Ｓ２．０を後述
のＳ５．０、Ｓ２．２を後述のＳ５．１に置き換えることで本実施例におけるＯＡｕｔｈ
２．０の処理フローを実行することができる。
【００４４】
まず、ＯＡｕｔｈ

２．０を実行する事前操作としてクライアント４００の登録フロー
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について図６を用いて説明する。本実施例ではクライアント４００が能動的に認可サーバ
ー２００と通信してクライアント４００の登録要求を実行する形態で説明するが、ユーザ
ーがＷｅｂブラウザーを介して認可サーバー２００にアクセスし、クライアント４００の
登録要求を実行する形態でもよい。クライアント４００の登録フローはクライアント４０
０が起動したときか、もしくはＳ１．１の認可フローの開始時にクライアント４００が未
登録であった場合に開始するものとする。
【００４５】
クライアント４００は認可サーバー２００にクライアント４００の登録要求を送信する
（Ｓ３．０）。登録要求を受信した認可サーバー２００はクライアント４００を識別する
ためのクライアントＩＤと、クライアント４００を認証するための暗号鍵と復号鍵（公開

10

鍵と秘密鍵）の鍵ペアを生成する。以降の実施例では、秘密鍵と暗号鍵を一例に説明する
。認可サーバー２００は、生成されたクライアントＩＤと秘密鍵とを登録応答としてクラ
イアント４００に返却する（Ｓ３．１）。クライアント４００ではクライアントＩＤと秘
密鍵とが紐付いて保存され、認可サーバー２００ではクライアントＩＤと公開鍵とが紐づ
いて保存される。本実施例ではクライアントＩＤが「ｃｌｉｅｎｔ＿０１」であるものと
して説明する。クライアント４００が有する紐付け情報の一例を表１に、認可サーバー２
００が有する紐付け情報の一例を表２に示す。
【００４６】
【表１】
20

【００４７】
【表２】
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【００４８】
登録応答時にクライアント４００に送信される情報は、上記の形態に留まらず、秘密鍵
の主体情報としてクライアントＩＤを埋め込み、登録応答は秘密鍵のみをクライアント４
００に送信する形態も可能である。または、認可サーバー２００で予め秘密鍵を生成し、
クライアント４００の生産時にその秘密鍵を予めインストールしておくことでクライアン
ト４００の登録フロー（Ｓ３．０〜Ｓ３．１）を実行しない形態も可能である。以上がク
ライアント４００の登録フローである。
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【００４９】
従来は、クライアント４００の事前登録の際（Ｓ０．０）にリダイレクトＵＲＩとクラ
イアント４００に関する情報とを認可サーバー２００に送信し、送信された情報を認可サ
ーバー２００で管理した。それに対し、本願発明での事前登録（Ｓ３．０）は、それらの
情報を送信したり、送信された情報を認可サーバー２００で管理したりはしない。
【００５０】
次に、図６を用いて、ユーザーがクライアント４００にログインしてから、クライアン
ト４００が認可サーバー２００に対して認可コード要求を送信するまでのフローを説明す
る。ユーザーはクライアント４００にログインする（Ｓ１．０）。その際のローカルユー
ザーＩＤは「ｌｏｃａｌ＿ｕｓｅｒ＿０１」であるものとする。クライアント４００はロ
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ーカルユーザーＩＤを特定可能なログインコンテキストを生成し保持する。なおログイン
コンテキストはユーザーのログアウト操作で消滅するように構成することもできるし、ロ
グインコンテキストの有効期限を設定しその時間の経過によって消滅するよう構成するこ
ともできる。
【００５１】
次に、ユーザーはＷｅｂブラウザーを介してクライアント４００の認可開始のＵＲＩに
アクセスする（Ｓ１．１）。ユーザーエージェントがＷｅｂブラウザー４１０である場合
、Ｗｅｂブラウザー４１０を起動してアクセスするか、もしくはＷｅｂブラウザー４１０
のブックマークを用いてアクセスする事ができる。もしくは、クライアントアプリケーシ
ョン４２０の不図示のＵＩを操作する事により、Ｗｅｂブラウザー４１０が起動し開始さ

10

れる構成にする事もできる。ユーザーエージェントがＷｅｂブラウザー５１０である場合
は、Ｗｅｂブラウザー４１０がＷｅｂブラウザー５１０によるリモートアクセスを受信し
、Ｗｅｂブラウザー５１０において認可開始のＵＲＩを入力してアクセスするか、ブック
マークを用いてアクセスする事ができる。もしくはＷｅｂブラウザー５１０によるリモー
トアクセスによりクライアントアプリケーション４２０が不図示の画面を応答し、その画
面に貼られている認可開始のＵＲＩへのリンクを押下する事でアクセスするという構成も
考えられる。
【００５２】
Ｓ１．１でクライアント４００が認可開始ＵＲＩへのアクセスを受信すると、クライア
ント４００は認可サーバー２００の認可エンドポイントに対して認可コード要求を送信す
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る（Ｓ４．０）。具体的には、認可サーバー２００の認可エンドポイントへのリダイレク
ト指示をＷｅｂブラウザーに送信する。Ｓ４．０の認可コード要求には、認可コード応答
のレスポンスタイプに認可コードを指定するための情報と、認可コード要求と認可コード
応答とを一意に紐づけるためのｓｔａｔｅパラメーターとを含む。
【００５３】
さらにＳ４．０の認可コード要求はＪＷＴ（ＪＳＯＮ
具体的にはＯＡｕｔｈ

２．０

ＪＷＴ

Ｗｅｂ

Ｔｏｋｅｎ）を含む。

Ｐｒｏｆｉｌｅにおいてｃｌｉｅｎｔ＿ａｓｓ

ｅｒｔｉｏｎ＿ｔｙｐｅ：ｊｗｔ−ｂｅａｒｅｒ

を宣言し、そのｃｌｉｅｎｔ＿ａｓｓ

ｅｒｔｉｏｎとしてＪＷＴをパラメーターとして設定する。図７にＪＷＴをパラメーター
に設定した際の認可コード要求の一例を示す。ＪＷＴはヘッダー部（「Ｈｅａｄｅｒ」か

30

ら始まる部分）、ペイロード部（「Ｐａｙｌｏａｄ」から始まる部分）、デジタル署名部
（「Ｅｎｃｏｄｅｄ」から始まる部分）から構成されており、それぞれがＢａｓｅ６４と
いうエンコード方式によってエンコードされている。
【００５４】
ペイロード部には、「ｉｓｓ」（発行者を示す）および「ｓｕｂ」（主体を示す）とし
てクライアントＩＤ「ｃｌｉｅｎｔ＿０１」が設定される。「ａｕｄ」（利用者を示す）
には、認可サーバー２００の認可エンドポイントのＵＲＩを設定し、「ｅｘｐ」（有効期
限）、「ｉａｔ」（発行日時）も設定する。「ｃｌｉｅｎｔ＿ｎａｍｅ」にはクライアン
ト名を設定し、「ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ」にはクライアント４００の説明を設定する。
今回は、クライアント４００のクライアント名として「デバイスＸＸ」が設定され、クラ
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イアント４００に関する説明として「ＹＹに設置されている￥ｒ￥ｎデバイスＸＸです。
」が設定されている。「ｒｅｄｉｒｅｃｔ＿ｕｒｉ」にはリダイレクトＵＲＩが設定され
、今回は「ｈｔｔｐｓ：／／１９２．１６８．１．１／ｒｅｄｉｒｅｃｔ」が設定されて
いる。必要に応じて「ｉｃｏｎ＿ｉｍａｇｅ」にアイコン画像に関する情報をアイコン画
像の画像形式とともに設定する。また、アイコン画像に関する情報として、アイコン画像
が存在するＵＲＩを設定する事も可能であり、認可サーバー２００に保持している画像が
あれば、その画像を識別するための情報を設定する事も可能である。
【００５５】
各種情報を設定した後に、ヘッダー部およびペイロード部の文字列をＢａｓｅ６４でエ
ンコードし、その文字列に対してクライアント４００が保持している秘密鍵を使ってデジ
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タル署名を付与する。Ｓ４．０においてＪＷＴを取得した認可サーバー２００は、クライ
アントＩＤから公開鍵を特定し、その公開鍵を使ってＪＷＴに含まれるデジタル署名を検
証する事でクライアント４００を認証し、ＪＷＴの各文字列が改竄されていない事を検証
する。その結果、Ｓ４．０の認可コード要求のＪＷＴに含まれるリダイレクトＵＲＩはク
ライアント４００が設定したものであり、改竄されていない事が検証できる。
【００５６】
以上が、ユーザーがクライアント４００にログインしてから、クライアント４００が認
可サーバー２００に対して認可コード要求を送信するまでのフローである。ＪＷＴを用い
ることで認可コード要求に含まれるリダイレクトＵＲＩを信用できるため、認可サーバー
２００は事前登録されたリダイレクトＵＲＩと比較する必要もなく、さらには認可サーバ

10

ー２００にリダイレクトＵＲＩを事前登録する必要もない。したがって、クライアント４
００のＵＲＩが変更され、リダイレクトＵＲＩが変更された場合でも、変更後のクライア
ント４００のＵＲＩを用いて認可サーバー２００に認可コード要求として送信することが
できる。
【００５７】
また、クライアント名、説明、アイコン画像等、認可確認画面に表示されるクライアン
ト４００に関する情報を表記する際の使用言語は、クライアント４００に格納されている
ローカルユーザーの使用言語に関する言語情報や、ＷｅｂブラウザーのＡｃｃｅｐｔ−Ｌ
ａｎｇｕａｇｅヘッダーに設定されている言語情報（Ｗｅｂブラウザーからのリクエスト
に含まれる言語情報）に基づいて決定してもよい。つまり、Ｓ４．０の認可コード要求に

20

含まれるクライアント４００に関する情報をこれらの言語情報に基づいて記載することも
できる。これにより、認可サーバー２００はクライアント４００に関する情報を受信する
だけで、クライアント４００にログインしているローカルユーザーの使用言語に即した認
可確認画面をユーザーに提供することができる。
【００５８】
次に、Ｗｅｂブラウザーを介してユーザーにログイン画面を提示してからクライアント
４００に認可コードを発行する処理について、図６を用いて説明する。認可エンドポイン
トに対して認可コード要求を受信した認可サーバー２００は、ユーザーが認可サーバー２
００にログインしていない場合はログイン画面を提示する（Ｓ１．３）。ログイン画面の
一例は図５ａに示した通りである。ユーザーはログイン画面５０００にユーザーＩＤとパ
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スワードを入力し、ログインボタン５００３を押下することで認可サーバー２００に認証
要求を送信する（Ｓ１．４）。認証要求を受信した認可サーバー２００は、ユーザーＩＤ
とパスワードの組み合わせが認可サーバー２００に事前登録されている情報と照合し、一
致する場合は認証トークンを発行する。発行された認証トークンはＷｅｂブラウザーのＣ
ｏｏｋｉｅに応答される。ここで、認証トークンはランダムな推測不可能な文字列で構成
されてもよいし、ログインしたユーザーの識別情報とログイン日時を含んだ暗号化された
文字列として構成する事もできる。前者の場合、認証トークンはログインしたユーザーの
識別情報（本実施例ではユーザーＩＤ）と組み合わせて認可サーバー２００で保持される
。本実施例のユーザーＩＤは「ｕｓｅｒ＿０１」であるものとする。
【００５９】

40

認可サーバー２００は認可確認画面をＷｅｂブラウザーに応答する（Ｓ１．５）。認可
確認画面の一例は図５（ｂ）に示した通りである。ただし、Ｓ４．０の認可コード要求で
受信したＪＷＴのデジタル署名を公開鍵で検証して不正だった場合、不図示のエラー画面
を応答し処理を終了する。デジタル署名の検証の処理により、不正なＵＲＩへのリダイレ
クトを防ぐことができる。以降は、ＪＷＴのデジタル署名が正当であったものとして説明
する。
【００６０】
Ｓ４．０の認可コード要求で受信したＪＷＴに含まれる値（クライアント名５１０１、
説明５１０２、および、アイコン画像５１０３）に基づいて認可確認画面５１００がＷｅ
ｂブラウザーに表示される。ここでユーザーが拒否ボタン５１０５を押下し、さらにクラ
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イアントＩＤとリダイレクトＵＲＩの組み合わせが事前登録のものと一致した場合は、ユ
ーザーがクライアント４００の認可を拒否した旨を示す情報を認可サーバー２００がリダ
イレクトＵＲＩのクエリパラメーターに付与する。そして、そのリダイレクトＵＲＩで指
定された応答先に情報をリダイレクトするようにＷｅｂブラウザーに応答する。
【００６１】
このように、ＪＷＴを用いることで不正な認可コード要求を拒絶し、認可コード要求が
拒絶されたことを示す表示画面をＷｅｂブラウザーに提供することができる。また、Ｓ４
．０の要求が拒絶されなかったとしても、認可確認画面においてユーザーが認可を拒否す
ることで、拒否されたことを示す情報をＷｅｂブラウザーに送信できる。
10

【００６２】
一方、ユーザーが許可ボタン５１０４を押下した場合は認可操作が実行され（Ｓ１．６
）、認可サーバー２００は認可コードを発行する。Ｓ１．６で発行された認可コードおよ
び、Ｓ４．０の認可コード要求で受信したｓｔａｔｅパラメーターをクエリパラメーター
としてリダイレクトＵＲＩに付与し、そのリダイレクトＵＲＩで指定された応答先にＷｅ
ｂブラウザーが認可コード及びｓｔａｔｅパラメーターをリダイレクトするよう応答する
（Ｓ１．７）。発行された認可コードはクライアントＩＤ、ユーザーＩＤ、リダイレクト
ＵＲＩと紐づけて認可サーバー２００において保存される。認可サーバー２００において
保存された認可コードは、後述のトークン要求を受信した際のクライアント４００の検証
で用いられる。今回は、クライアントＩＤ「ｃｌｉｅｎｔ＿０１」、ユーザーＩＤ「ｕｓ
ｅｒ＿０１」、リダイレクトＵＲＩ「ｈｔｔｐｓ：／／１９２．１６８．１．１／ｒｅｄ
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ｉｒｅｃｔ」と紐づけて認可コードが保存されるものとする。認可コードは推測不可能な
ランダムな文字列である必要があり、かつ有効期限を持つことが好ましい。また、認可サ
ーバー２００は、ユーザーから認可の同意をうけたとして同意情報（ユーザーＩＤとクラ
イアントＩＤ）をログインしているユーザーの情報として登録する。
【００６３】
Ｓ１．７で認可コード応答を受信したクライアント４００は、認可サーバー２００のト
ークンエンドポイントに対してトークン要求を行う（Ｓ５．０）。このトークン要求には
認可フローがＡｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ

Ｃｏｄｅ

Ｇｒａｎｔである事を示す定義「

ｇｒａｎｔ＿ｔｙｐｅ＝ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ＿ｃｏｄｅ」と、取得した認可コー
ドおよびクライアント認証情報とを含むＪＷＴ（ＪＳＯＮ
。ここで設定するＪＷＴは、より具体的にはＯＡｕｔｈ

Ｗｅｂ
２．０

Ｔｏｋｅｎ）である
ＪＷＴ
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Ｐｒｏｆｉｌ

ｅにおけるｃｌｉｅｎｔ＿ａｓｓｅｒｔｉｏｎ＿ｔｙｐｅ：ｊｗｔ−ｂｅａｒｅｒ

を宣

言し、そのｃｌｉｅｎｔ＿ａｓｓｅｒｔｉｏｎとしてＪＷＴをパラメーターに設定する。
図８にＪＷＴで示されたトークン要求の一例を示す。図７の認可コード要求と重複する部
分については、詳細な説明は省略する。
【００６４】
Ｓ５．０でトークン要求を受けた認可サーバー２００は、クライアントＩＤから特定し
た公開鍵を利用してＪＷＴの署名を検証する。検証が成功しクライアント４００が認証さ
れると認可トークンを発行し、クライアント４００にトークン応答を行う（Ｓ２．１）。
認可サーバーのトークンエンドポイントに対してリフレッシュ要求を行う（Ｓ５．１）。
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リフレッシュ要求におけるクライアント４００の認証方式が、Ｓ２．２ではクライアント
ＩＤとシークレットの組み合わせを用いて照合してクライアント４００を認証する。それ
に対し、のに対し、Ｓ５．１ではクライアントＩＤに付与されたデジタル署名を秘密鍵で
検証し、クライアント４００を認証する。以上が、Ｗｅｂブラウザーにログイン画面を提
示してからクライアント４００に認可コードを発行する処理である。
【００６５】
次に、認可コード要求において設定するリダイレクトＵＲＩを決定するための処理につ
いて、図９を用いて説明する。図９の処理はクライアント４００においてリダイレクトＵ
ＲＩの決定する処理フローである。本処理は、クライアント４００が認可フローの開始要
求（Ｓ１．１）を受信したことにより開始される（Ｓ９．１）。クライアント４００は認
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可フローの開始要求のＨｏｓｔヘッダーを取得する（Ｓ９．２）。クライアント４００は
取得したＨｏｓｔヘッダーのドメイン部が「ｌｏｃａｌｈｏｓｔ」であるかを判定する（
Ｓ９．３）。ｌｏｃａｌｈｏｓｔは、プログラムが実行されているデバイス自身を指すホ
スト名であり、今回であれば、認可フローの開始要求を送信したＷｅｂブラウザーを指す
。Ｓ９．３の判定結果により、認可フローの開始要求を送信したＷｅｂブラウザーを特定
することができる。今回は、Ｗｅｂブラウザー４１０が認可フローの開始要求をクライア
ント４００に送信したものとする。Ｈｏｓｔヘッダーが「ｌｏｃａｌｈｏｓｔ」であった
場合は、リダイレクトＵＲＩのドメイン部を「ｌｏｃａｌｈｏｓｔ」に決定する（Ｓ９．
８）。例えば、「ｈｔｔｐｓ：／／ｌｏｃａｌｈｏｓｔ／ｒｅｄｉｒｅｃｔ」がリダイレ
10

クトＵＲＩとなる。
【００６６】
Ｓ９．３においてＨｏｓｔヘッダーのドメイン部が「ｌｏｃａｌｈｏｓｔ」でなかった
場合、クライアント４００はＨｏｓｔヘッダーのドメイン部がＩＰアドレスであるかを判
断する（Ｓ９．４）。ＩＰアドレスでない場合はＳ９．２で取得したＨｏｓｔヘッダーを
用いて、不図示のＤＮＳサーバーに問い合わせてＩＰアドレスを取得する（Ｓ９．５）。
例えばＨｏｓｔヘッダーの例として「ｗｗｗ．ｃａｎｏｎ．ｊｐ：４４３」である場合、
ドメイン（Ｆｕｌｌｙ

Ｑｕａｌｉｆｉｅｄ

Ｄｏｍａｉｎ

Ｎａｍｅ：

ＦＱＤＮ）で

ある「ｗｗｗ．ｃａｎｏｎ．ｊｐ」に対してポート番号「４４３」が付与されている。そ
の場合、Ｈｏｓｔヘッダーの一部としてドメイン部分のみを切り出して、ＤＮＳサーバー
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に問い合わせる。ＩＰアドレスを取得した後は、後述のＳ９．６の処理を実行する。
【００６７】
Ｓ９．４においてＨｏｓｔヘッダーのドメイン部がＩＰアドレスであった場合、クライ
アント４００に予め設定されているＩＰアドレスと取得したＩＰアドレスをクライアント
４００で比較する（Ｓ９．６）。ＩＰアドレスが一致するか否かを判定し（Ｓ９．７）ク
ライアント４００、ＩＰアドレスが一致しなかった場合は、Ｓ９．１で受信したアクセス
が不正であるとしてエラー終了する（Ｓ９．９）。ＩＰアドレスが一致した場合はＳ９．
１で受信したアクセスが正当であると判断し、Ｓ９．２で取得したＨｏｓｔヘッダーのド
メイン部を利用したＵＲＩを作成し、作成したＵＲＩをリダイレクトＵＲＩとして決定す
る（Ｓ９．８）。以上が、クライアント４００におけるリダイレクトＵＲＩの決定方法で
ある。これにより、ＩＰアドレスやホスト名が変更されても、ＯＡｕｔｈ

２．０の処理
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フローにおける認可フローの開始要求をきっかけにしてリダイレクトＵＲＩを決定する事
ができる。
【００６８】
本実施例により、ＯＡｕｔｈ

２．０のＡｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ

Ｃｏｄｅ

Ｇｒ

ａｎｔの処理フローにおいて、安全性を損なうことなく、リダイレクトＵＲＩや認可確認
画面に提示するためのクライアントの情報について事前に登録、管理する必要がなくなり
、かつ動的な変更に対して簡易に対応する事が可能となる。
【００６９】
［その他の実施例］
認可コード要求の際に、認可の範囲を示すｓｃｏｐｅパラメーターを指定することもで
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きる。例えば、認可コード要求時に指定されたｓｃｏｐｅパラメーターを認可コード、認
可トークン、リフレッシュトークンと紐付けて管理してもよい。また、認可確認画面５１
００を表示する際に、ｓｃｏｐｅパラメーターが示す認可の範囲を表示するように構成し
てもよい。
【００７０】
本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施例の
機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体を介して
システム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（またはＣＰＵや
ＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
【符号の説明】
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【００７１】
２００

認可サーバー

３００

リソースサーバー

４００

クライアント

５００

端末

４１０

Ｗｅｂブラウザー

５１０

Ｗｅｂブラウザー
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