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(57)【要約】
　請求項に係る主題は、コンピューティング環境でソフ
トウエアをライセンシングする方法を提供する。例示的
方法は、複数の許可されたユーザを持つコンピュータシ
ステムにおいてソフトウエアプログラムを起動するステ
ップであって、前記複数の許可されたユーザのうちの一
人は、ソフトウエアプログラムを使用するためのシング
ルユーザライセンスを持つ、ステップを含む。前記コン
ピュータシステムの現在のユーザのアイデンティティが
チェックされる。前記現在のユーザが、前記シングルユ
ーザライセンスを取得した前記複数の許可されたユーザ
の一人以外の、前記複数の許可されたユーザの一人であ
る場合、前記ソフトウエアプログラムのオペレーション
が禁止される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の許可されたユーザを持つコンピュータシステム上でソフトウエアプログラムを起
動するステップであって、前記許可されたユーザのうちの一人は、ソフトウエアプログラ
ムを使用するためのシングルユーザライセンスを持つ、ステップと；
　前記コンピュータシステムの現在のユーザのアイデンティティをチェックするステップ
と；
　前記現在のユーザが、前記シングルユーザライセンスを取得した前記複数の許可された
ユーザの一人以外の、前記複数の許可されたユーザの一人である場合、前記ソフトウエア
プログラムのオペレーションを禁止するステップと；
　を有するソフトウエアをライセンシングするための方法。
【請求項２】
　ソフトウエアプログラムを取得する要求と共に、ログイン資格を送信するステップと；
　前記ソフトウエアプログラム及び前記ソフトウエアプログラムのライセンスタイプがシ
ングルユーザライセンスであることを示すライセンシング情報と共に前記シングルユーザ
ライセンスを持つ前記許可されたユーザの前記一人を特定するライセンス情報を受信する
ステップと；
　を有する請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記ソフトウエアプログラムのラインセンスステータスがシングルユーザライセンスで
あることを示すライセンシング情報と共に、前記シングルユーザライセンスを取得した前
記許可されたユーザの前記一人を特定するライセンシング情報を、前記コンピュータシス
テムのローカルライセンスキャッシュに格納するステップ、を有する請求項１記載の方法
。
【請求項４】
　前記ソフトウエアプログラムを使用するための前記シングルユーザライセンスの失効日
を示すライセンシング情報を受信するステップ、を有する請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記ソフトウエアプログラムを特定するアプリケーションＩＤを示すライセンシング情
報を受信するステップ、を有する請求項１記載の方法。
【請求項６】
　前記ソフトウエアプログラムのライセンスタイプがシングルユーザライセンスであるこ
とを示すライセンシング情報と共に、前記シングルユーザライセンスが付与された許可さ
れたユーザの前記一人を特定する前記ライセンシング情報を検索するようにライセンシン
グクライアントコンポーネントにコールを発行するステップ、を有する請求項１記載の方
法。
【請求項７】
　処理ユニットと；
　システムメモリであって、前記システムメモリは、前記処理ユニットに対して：
　ソフトウエアプログラム、及び前記ソフトウエアプログラムのライセンスタイプがシン
グルユーザライセンスであることを示すライセンシング情報と共に、前記シングルユーザ
ライセンスを取得したユーザを特定するライセンシング情報を受信する処理と；
　前記ソフトウエアプログラムが起動されたときに、複数の許可されたユーザを持つコン
ピュータシステムの現在のユーザのアイデンティティをチェックする処理であって、前記
複数の許可されたユーザの一人が、前記シングルユーザライセンスが付与された前記ユー
ザである、処理と；
　前記現在のユーザが、前記シングルユーザライセンスが付与された前記ユーザ以外の、
前記複数の許可されたユーザの一人である場合、前記ソフトウエアプログラムのオペレー
ションを禁止する処理と；
　を指示するよう構成されたコードを含む、システムメモリと；
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　を有する、ソフトウウエアをライセンシングするためのシステム。
【請求項８】
　前記システムメモリは、前記処理ユニットに対して、前記ソフトウエアプログラムを受
信する前に、ログイン資格の送信を指示するよう構成されたコードを含み、前記ログイン
資格は、前記シングルユーザライセンスを取得した前記ユーザを特定するライセンシング
情報の少なくとも一部を含む、請求項７記載のシステム。
【請求項９】
　前記ソフトウエアプログラムのライセンスステータスがシングルユーザライセンスであ
ることを示す前記ライセンシング情報と共に、前記シングルユーザライセンスが付与され
た前記ユーザを特定するライセンシング情報を記憶するローカルライセンシングキャッシ
ュ、を有する請求項７記載のシステム。
【請求項１０】
　ソフトウエアプログラム及びライセンシング情報を受信する処理であって、前記ライセ
ンシング情報は、ローカルライセンスキャッシュに記憶されており、前記ライセンシング
情報は：
　　前記ソフトウエアプログラムのライセンスタイプがシングルユーザライセンスである
こと；
　　前記シングルユーザライセンスを取得したユーザ；及び、
　　前記ソフトウエアプログラムのライセンスの失効日；
　を特定する、処理と；
　前記ソフトウエアプログラムを、複数の許可されたユーザを持つコンピュータシステム
上で起動させる処理であって、前記複数の許可されたユーザの一人は、前記シングルユー
ザライセンスが付与されたユーザである、処理と；
　現在のユーザが、前記シングルユーザライセンスが付与された前記ユーザ以外の、前記
複数の許可されたユーザの一人である場合、前記ソフトウエアプログラムのオペレーショ
ンを禁止する処理と；
　を処理ユニットに実行させるソフトウエアライセンシングコード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シングルユーザベースのライセンシングソフトウエアに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ソフトウエアを購入する場合、そのソフトウエアのライセンス権を通常取得する。この
ようなライセンス権は、特定のコンピュータシステムにおけるそのソフトウエアの使用に
適用される。これは、そのソフトウエアがインストールされたコンピュータを使用するこ
とを許可されているユーザは、そのソフトウエアを使用することができるということであ
る。
　以下に、本明細書に記載された側面の幾つかの基本的事項を提供するために、本発明の
概要を説明する。この概要は、請求項に係る発明の全容を説明するものではない。請求項
に係る発明のキー又は中核要素（key　or　critical　element）を特定するのではなく、
かつ、本発明の技術的範囲を定義するものでもない。この部分の目的は、請求項に係る主
題のコンセプトを単純な形で提供することであり、後述する詳細な説明の導入部としての
意味を持つ。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　一側面では、本発明は、コンピューティング環境におけるソフトウエアのライセンスの
ための方法を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
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【０００４】
　方法の実施例は、ソフトウエアプログラムのシングルユーザライセンスの権利を持つ許
可されたユーザの要求に応答して、複数の許可されたユーザを持つコンピュータシステム
上のソフトウエアを起動させるステップを含む。コンピュータシステムの現在のユーザの
アイデンティティがチェックされる。現在のユーザが、このシングルユーザライセンスを
取得しているユーザ以外の、コンピュータシステムの複数の許可されたユーザのうちの一
人である場合、ソフトウエアプログラムのオペレーションが禁止される。
　請求項に係る主題の実施例は、ライセンシングソフトウエアのためのコンピュータシス
テムに関する。このコンピュータシステムは、処理ユニット及びシステムメモリを有する
。このコンピュータは、複数の許可されたユーザを有する。そのうちの一人は、コンピュ
ータシステム上のソフトウエアプログラムに対するシングルユーザライセンスを保持して
いる。システムメモリは、コードを記憶しており、このコードは、処理ユニットに対して
、ソフトウエアプログラム、及びライセンシング情報を受信するよう指示するように構成
されている。このライセンシング情報は、ライセンスプログラムのライセンスタイプがシ
ングルユーザライセンスであることを示しており、このシングルユーザライセンスを取得
しているユーザを特定するライセンシング情報が付随している。このシステムメモリは、
処理ユニットに対して、コンピュータシステムの現在のユーザのアイデンティティをチェ
ックするコードを更に含んでいる。このシステムメモリに含まれる他のコードは、現在の
ユーザが複数の許可されたユーザのうち、このシングルユーザライセンスを取得していな
いユーザの一人である場合、処理ユニットに対して、ソフトウエアプログラムのオペレー
ションを禁止するよう指示する。
【０００５】
　他の実施例は、ソフトウエアライセンシングコードを記憶する１つ以上のコンピュータ
可読の媒体に関連する。このソフトウエアライセンシングコードは、処理ユニットに対し
て、アプリケーションプログラム、及びライセンシング情報を受け取るよう指示する。こ
のライセンシング情報は、アプリケーションプログラムのライセンスタイプがシングルユ
ーザライセンスであることを示し、シングルユーザライセンスを取得しているユーザを特
定するライセンシング情報が付随している。追加的なコードは、処理ユニットに対して、
コンピュータに許可されている複数のユーザであって、複数のユーザのうちの一人がその
シングルユーザライセンスを取得しているユーザである場合、これらのユーザを有するコ
ンピュータシステム上のアプリケーションプログラムを起動するようにさせる。他のコー
ドとしては、現在のユーザが複数の許可されたユーザのうち、このシングルユーザライセ
ンスを取得しているユーザ以外である場合、処理ユニットがアプリケーションプログラム
を実行することを阻止する。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】実施例の動作に従ったライセンシングソフトウウエアの方法が実行されるシステ
ムのブロック図である。
【０００７】
【図２】実施例に従ったライセンシングソフトウウエアの方法のフローチャートである。
【０００８】
【図３】請求項に係る主題の側面が採用し得る例示的ネットワーク環境のブロック図であ
る。
【０００９】
【図４】請求項に係る主題の様々な側面をインプリメントするための例示的な動作環境を
示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　請求項に係る主題に関し、図面を参照しながら説明する。本明細書及び図面において、
同様の参照番号は、同様の構成要素を示している。実施例を十分に理解するために、以下
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の記載において、説明の目的で、複数の具体的な詳細事項を述べる。もちろん、これらの
詳細な説明無くても、請求項に係る主題を実施することができることは言うまでもない。
他の例において、周知の構成及び装置は、本発明を説明する便宜上、ブロックの形式で示
されることがある。
【００１１】
　本明細書において用いられているように、「コンポーネント」、「システム」、「クラ
イアント」等の記載は、ハードウエア又はソフトウエア（例えば実行中のもの）及び／又
はファームウエア、又はこれらの組合せを問わず、コンピュータ関連要素を示すために用
いられる。例えば、コンポーネントは、プロセッサ上で動作しているプロセス、オブジェ
クト、実行形式、プログラム、関数、ライブラリ、サブルーチン、及び／又はコンピュー
タ、又はソフトウエアとハードウエアの組合せであり得る。
【００１２】
　例示的目的で、サーバ上で動作するアプリケーション及びそのサーバは、コンポーネン
トであり得る。１つ以上のコンポーネントは、プロセス内に存在することができ、コンポ
ーネントは、１つのコンピュータ内でローカライズされるか、かつ／又は、複数のコンピ
ュータに分散され得る。「プロセッサ」という語は、一般的にハードウエアを指し、例え
ばコンピュータシステムの処理ユニットが挙げられる。
【００１３】
　更に、請求項に係る主題は、方法、装置、汎用的プログラム及び／又は、エンジニアリ
ング技術を用いた製品であり得る。これらの例としては、開示された主題をインプリメン
トするためのコンピュータを制御するためのソフトウエア、ファームウエア、ハードウエ
ア、又はこれらのいかなる組合せも含まれる。本明細書において用いられる「製品（arti
cle　of　manufacture）」の語は、非一時的なコンピュータ可読のデバイス又は媒体から
アクセスできるコンピュータプログラムをも意図している。
【００１４】
　非一時的（non-transitory）なコンピュータ可読の記憶媒体としては、これらに限られ
るものではないが、磁気記憶デバイス（例えば、ハードディスク、フロッピー（登録商標
）ディスク、及び磁気ストリップ等）、光ディスク（例えば、ＣＤ、ＤＶＤ等）、スマー
トカード、及びフラッシュメモリデバイス（例えば、カード、スティック、及びキードラ
イブ等）が含まれる。これに対して、一般的なコンピュータ可読の媒体（すなわち、記憶
媒体に限られない）、通信媒体、例えば、無線信号等のための送信媒体が含まれる。
【００１５】
　もちろん、当業者であれば、請求項に係る主題の技術的範囲及び精神を逸脱しない範囲
で、この構成を変形することができることを理解する。更に、「例示的（exemplary）」
の語は、本明細書において、例、実例、又は例示として用いられる。例示的として本明細
書に記載された側面は、必ずしも好ましい、又は有利な設計の側面を示すものではない。
【００１６】
　本発明の実施例では、ソフトウエアを利用するライセンスは、コンピュータの個々のユ
ーザに付与されるものであり、そのコンピュータシステムの全てのユーザに付与されるも
のではない。この観点から、ソフトウエアの利用は、特定のユーザに限定されるものであ
る。実施例において、ライセンスされたソフトウエアは、ライセンス情報に関して、記憶
領域に、ライセンスタイプ又はステータスを問い合わせる。この問合せの結果として、こ
のライセンスタイプ又はステータスが返され、このソフトウエアが個人のユーザにライセ
ンスされていることを示すと、そのソフトウエアは、現在のユーザがラインセンスされた
ユーザである場合にのみ動作し得る。
【００１７】
　図１は、システム１００のブロック図である。ここにおいて、本発明によるソフトウエ
アライセンスが実施される。システム１００は、図１の左パネルに示すように、クライア
ント環境１０２を含む。図３及び図４と関連して、本明細書で説明するように、クライア
ント環境１０２は、クライアントコンピューティングシステムにおいてインプリメントさ
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れ得る。図１の右パネルは、サーバコンピューティングシステムなどの、サーバ環境１０
４を示している。右側のパネルに示されたサーバ環境１０４は、例えばクラウドコンピュ
ーティングシステムに置くことができる。しかも、このサーバ環境は、インターネットな
どのネットワークに接続することができる。
【００１８】
　このクライアント環境１０２は、アプリケーションショッピングクライアント１０６を
含むことができる。ウィンドウズ（登録商標）コンピューティング環境における、アプリ
ケーションショッピングクライアント１０６の例としては、ウィンドウズストアクライア
ントが挙げられる。例示的実施形態において、アプリケーションショッピングクライアン
ト１０６は、オペレーティングシステムのコンポーネント又はモジュールとしてインプリ
メントすることができる。アプリケーションショッピングクライアント１０６は、本明細
書において説明するように、認証サーバ及びアプリケーションショッピングサーバと通信
する。
【００１９】
　ライセンシングクライアントコンポーネント１０８も、クライアント環境１０２に含ま
れている。ライセンシングクライアントコンポーネント１０８は、クライアント環境１０
２のローカルライセンスキャッシュ１１０に、ライセンシング情報を保持する。ライセン
シングクライアントコンポーネント１０８は、本明細書で説明するように、ライセンシン
グサーバからライセンシング情報を受信することができる。
【００２０】
　アプリケーションプログラム１１２は、クライアント環境１０２において実行される。
このアプリケーションプログラム１１２は、ライセンシングクライアントコンポーネント
１０８を介して、ローカルライセンスキャッシュ１１０からライセンス情報を取得する。
このローカルライセンスキャッシュ１１０から取得したライセンス情報は、アプリケーシ
ョンプログラム１１２の動作に関して管理を行う。
【００２１】
　サーバ環境１０４は、クライアント環境１０２にクライアントがログインしたときに、
他の機能に加えて、認証を提供する。クライアント環境１０２のユーザは、サーバ１１４
のアカウントを持っている。そして、ソフトウェアアプリケーションを購入するためにロ
グインする。サーバ１１４にログオンするための一部として、例えばオンラインＩＤなど
のログイン資格を提供する。ウィンドウズのコンピューティング環境において、サーバ１
１４の一つの例は、ウィンドウズライブ（登録商標）サーバである。
【００２２】
　サーバ環境１０４は、アプリケーションショッピングサーバ１１６を含む。このサーバ
は、クライアント環境１０２のユーザに、購入可能なソフトウェアアプリケーションの選
択肢を提供する。サーバ１１４によって認証されると、アプリケーションショッピングク
ライアント１０６は、アプリケーションショッピングサーバ１１６とセキュアな通信を用
いることができる。ウィンドウズコンピューティング環境において、アプリケーションシ
ョッピングサーバ１１６の例としては、ウィンドウスストアサーバが挙げられる。
【００２３】
　アプリケーションショッピングサーバ１１６は、ライセンシングサーバ１１８とアクセ
スすることができる。ウィンドウズコンピューティング環境において、ライセンシングサ
ーバ１１８の例としては、ウィンドウズストアライセンシングサーバが挙げられる。ライ
センシングサーバ１１８は、ライセンシングデータベース１２０に記憶されたライセンス
情報にアクセスする。ライセンシングデータベース１２０は、ユーザがアプリケーション
ショッピングサーバ１１６からソフトウェアアプリケーションを取得したときの、例えば
ライセンスタイプ（例えば、シングルユーザライセンスのライセンスタイプ）などのライ
センス情報が埋め込まれたライセンス資格（license　credential）を提供する。このラ
イセンス情報は、アプリケーションプログラムを利用することを許可されたシングルユー
ザを証明するユーザＩＤ情報を更に含むことができる。このユーザＩＤ情報は、例えば、
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ウィンドウズライブパスポートユニークＩＤ（ＰＵＩＤ）などの、オンラインＩＤを含む
ことができる。加えて、ライセンシング情報は、（必要な場合には）失効日、又はアプリ
ケーションプログラムを特定するために利用し得るアプリケーションＩＤを更に含むこと
ができる。このライセンシングサーバ１１８は、ライセンシングクライアントコンポーネ
ント１０８とセキュアな接続を維持することができ、クライアント環境１０２のユーザに
対して、ライセンシング情報を提供することができる。
【００２４】
　実施例に従って、アプリケーションショッピングサーバ１１６から、シングルユーザラ
イセンスタイプを持つアプリケーションプログラムが取得される。シングルユーザライセ
ンスステータスを示すライセンシング情報は、ライセンシングサーバ１１８を介して、ラ
イセンシングデータベース１２０から取得され、ユーザに提供される。ライセンシング情
報は、更に、アプリケーションプログラムを利用することを許可されたユーザのアイデン
ティティを特定する。この情報は、サーバ１１４にアクセスするユーザが利用するログイ
ン資格（credential）を含む。例示的実施形態において、ライセンシング情報は、ライセ
ンシングサーバ１１８とライセンシングクライアントコンポーネント１０８とのセキュア
な接続を介して提供される。ライセンス情報が、ライセンシングクライアントコンポーネ
ント１０８によって取得された後、ライセンス情報は、ローカルライセンスキャッシュ１
１０に記憶される。例えば、アプリケーションプログラムが、シングルユーザライセンス
として取得された場合、ローカルライセンスキャッシュ１１０に、シングルユーザライセ
ンスタイプが記録される。
【００２５】
　１つの実施例において、クライアント環境１０２においてアプリケーションプログラム
が実行される度に、アプリケーションプログラム１１２は、ローカルライセンスキャッシ
ュ１１０に対して、アプリケーションプログラム１１２のライセンシングステータスを問
い合わせる。この問合せ（query）は、アプリケーションプログラム１１２からライセン
シングクライアントコンポーネント１０８へのコールの形式を取ることができる。このア
プリケーションプログラムがシングルライセンスとして取得された場合、ローカルライセ
ンスキャッシュ１１０が、アプリケーションプログラム１１２から問い合わされた場合、
シングルユーザライセンスステータスが返される。
実施例に従って、ローカルライセンスキャッシュ１１０に記憶されたライセンス情報に含
まれるユーザのアイデンティティが、クライアント環境１０２に現在ログオンしているユ
ーザと対応している場合にのみ、アプリケーションプログラム１１２が実行される。これ
は、クライアント環境１０２における他の許可されたユーザが存在する場合であっても、
このように処理される。
【００２６】
　ユーザは、１つ以上のマシンにおいて、シングルユーザライセンスの元でソフトウェア
アプリケーションを利用するために、ソフトウェアアプリケーションを登録することを許
される。この登録は、サーバ１１４のユーザのアカウントを介して許可される。この場合
、ライセンシングサーバ１１８は、そのユーザの登録された複数のマシンの各々を特定す
る情報を含むことができる。
【００２７】
　図２は、実施例に従った、コンピューティング環境におけるソフトウエアのライセンシ
ング方法２００のフローチャートを示している。実施例の環境において、ソフトウエアプ
ログラムが、クライアント環境１０２のコンピュータシステムのユーザによって取得され
る。ソフトウエアプログラムに加えて、ソフトウエアのライセンスタイプがシングルユー
ザライセンスであることを示すライセンス情報が取得される。このシングルライセンスを
取得したユーザを特定する追加的なライセンス情報が受信される。１つの実施例において
、ソフトウエアプログラムは、アプリケーションショッピングサーバ１１６から、アプリ
ケーションショッピングサーバ１１６のユーザアカウントを介して、ユーザによって取得
される。
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【００２８】
　ブロック２０２で、ソフトウエアプログラムが、複数の許可されたユーザを持つコンピ
ュータシステム上で起動される。このコンピュータシステムに許可されたユーザのうちで
、ユーザがソフトウエアプログラムのシングルライセンスユーザである。ブロック２０４
で、このソフトウエアプログラムが、コンピュータシステムの現在のユーザのアイデンテ
ィティをチェックする。現在のユーザが、そのソフトウエアプログラムのシングルユーザ
ライセンスのユーザでない場合、ブロック２０６に示すように、ソフトウエアプログラム
のオペレーションは禁止される。現在のユーザがこのコンピュータシステムの許可された
ユーザであったとしても、この禁止は行使される。このようにして、ユーザ毎のソフトウ
エアのライセンスが行使される。
【００２９】
　図３は、例示的なネットワーク環境３００を示している。ここにおいて、請求項に係る
主題の側面が適用される。更に、実施例に従って、ソフトウエアをライセンシングするシ
ステム、及び方法をインプリメントするために、例示的ネットワーク環境３００が用いら
れる。
【００３０】
　ネットワーク環境３００は、１つ以上のクライアント３０２を有する。クライアント３
０２は、ハードウエア及び／又はソフトウエア（スレッド、プロセス、コンピューティン
グデバイス）であり得る。例えば、クライアント３０２は、例えばインターネットなどの
通信フレームワーク３０８を介してサーバにアクセスを提供するコンピュータであっても
よい。クライアント３０２は、図１と関連して例示し本明細書で説明したクライアント環
境１０２に対応し得る。
【００３１】
　環境３００は、１つ以上のサーバ３０４を含む。サーバ３０４は、ハードウエア、及び
／又はソフトウエア（スレッド、プロセス、コンピューティングデバイス）であり得る。
このサーバ３０４は、ネットワークストレージシステムを含むことができる。このサーバ
は、クライアント３０２によってアクセスすることができる。本明細書で説明したように
、サーバ３０４は、図１に示し、明細書で説明したサーバ環境１０４に対応し得る。
【００３２】
　クライアント３０２とサーバ３０４との間の可能な通信としては、複数のコンピュータ
間で転送されるように適合したデータパケットの形態が可能である。環境３００は、クラ
イアント３０２とサーバ３０４との間の通信を可能にするために採用され得る通信フレー
ムワーク３０８が含まれる。
【００３３】
　クライアント３０２は、クライアント３０２に存在する情報を格納するために利用され
得る１つ以上のクライアントデータ記憶部３１０に、動作可能に接続される。このクライ
アントデータ記憶部３１０は、クライアント３０２、クラウドサーバなどの遠隔地に設置
され得る。クライアントデータ記憶部３１０としては、図１に示し説明したローカルライ
センスキャッシュ１１０がその一例である。同様に、サーバ３０４は、サーバ３０４のロ
ーカルにある情報を記憶するために用いられる１つ以上のサーバデータ記憶部３０６に、
動作可能に接続される。サーバデータ記憶部３０６の例としては、図１に示し説明したラ
イセンシングデータベース１２０が含まれる。
【００３４】
　図４は、本実施例の様々な側面をインプリメントするための動作環境４００の例示を示
している。この例示的な動作環境４００は、コンピュータ４０２を含む。このコンピュー
タ４０２は、処理ユニット４０４、システムメモリ４０６、及びシステムバス４０８を含
む。コンピュータ４０２は、クライアント環境１０２又はサーバ環境１０４を形成するこ
とができる。
【００３５】
　システムバス４０８は、システムコンポーネントに接続され、システムメモリ４０６を
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処理ユニット４０４に接続する。なお、この例に限定されるものではない。この処理ユニ
ット４０４は、利用可能な様々なプロセッサを用いることができる。デュアルマイクロプ
ロセッサ及びその他のマイクロプロセッサアーキテクチャが、処理ユニット４０４として
用いられ得る。
【００３６】
　システムバス４０８は、幾つかの罰アーキテクチャのいずれを採用することもできる。
この例としては、メモリバス、又はメモリコントローラ、周辺機器バス、又は外部バス、
及び／又は当業者が知っている利用可能なバスアーキテクチャを利用するローカルバスが
挙げられる。システムメモリ４０６は、揮発性メモリ４１０及び不揮発性メモリ４１２を
含む、非一時的なコンピュータ可読の記憶媒体が含まれる。
【００３７】
　例えばスタートアップのときに、コンピュータ４０２の要素間の情報転送のための基本
的なルーチンを含むＢＩＯＳは、不揮発性メモリ４１２に記憶される。例示的例として、
かつ非限定的に、不揮発性メモリ４１２は、ＲＯＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯ
Ｍ、又はフラッシュメモリが含まれる。
【００３８】
　揮発性メモリ４１０は、外部キャッシュとして機能するＲＡＭを含む。例示として、か
つ非限定的に、ＲＡＭとしては、ＳＲＡＭ、ＤＲＡＭ、ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ、ＥＳＤＲＡ
Ｍ、SynchLink（登録商標）ＤＲＡＭ（ＳＬＤＲＡＭ）、Rambus（登録商標）直接ＲＡＭ
（ＲＤＲＡＭ）、直接Rambus　ＲＡＭ（ＤＲＤＲＡＭ）、RambusダイナミックＲＡＭ（Ｒ
ＤＲＡＭ）が利用できる。
【００３９】
　コンピュータ４０２は、他の非一時的コンピュータ可読媒体、例えば、リムーバブル／
ノンリムーバブル、揮発性／不揮発性記憶媒体が含まれ得る。図４は、例示としてディス
クストレージ４１４が示されている。ディスクストレージ４１４としては、非限定的に、
磁気ディスクドライブ、フロッピーディスク、テープドライブ、ジャズドライブ、Ｚｉｐ
ドライブ、ＬＳ－１００ドライブ、フラッシュメモリカード、又はメモリディスクが挙げ
られる。
【００４０】
　加えて、ディスクストレージ４１４は、他の記憶媒体と別体として、又は組み合わせた
記憶媒体を含むことができる。例えば、非限定的に、コンパクトディスクＲＯＭドライブ
（ＣＤ－ＲＯＭＭ）、ＣＤ－Ｒドライブ、ＣＤ－ＲＷドライブ、又はＤＶＤ－ＲＯＭなど
の光ディスクが挙げられる。ディスクストレージ４１４をシステムバス４０８に接続する
ことを容易にするために、例えばインターフェース４１６などの、リムーバブル又はノン
リムーバブルインタフェースが通常利用される。
【００４１】
　図４において、ソフトウエアは、ユーザと、適切な動作環境４００に示された基本的な
コンピュータリソースとの間の仲介役を務める。このようなソフトウエアとしては、オペ
レーティングシステム４１８が含まれる。ディスクストレージ４１４に記憶することがで
きるオペレーティングシステム４１８は、コンピュータ４０２のリソースを制御し割り当
てる。
【００４２】
　システムアプリケーション４２０は、システムメモリ４０６又はディスクストレージ４
１４のいずれかに記憶されたプログラムモジュール４２２、プログラムデータ４２４を介
したオペレーティングシステム４１８によるリソース制御の恩恵を受ける。請求項にかか
る主題は、様々なオペレーティングシステム、又はオペレーティングシステムの組み合わ
せによってインプリメントすることができることは言うまでもない。
【００４３】
　ユーザは、入力デバイス４２６を介してコンピュータ４０２に情報を入力する。入力デ
バイス４２６には、非限定的に、ポインティングデバイス（例えばマウス、トラックボー
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ル、スタイラス等）、キーボード、マイクロフォン、ジョイスティック、パラボラアンテ
ナ、スキャナ、テレビチューナカード、ディジタルカメラ、ディジタルビデオカメラ、ウ
ェブカメラ等が挙げられる。入力デバイス４２６は、システムバス４０８を通じてインタ
フェースポート４２８を介して、処理ユニット４０４に接続される。インタフェースポー
ト４２８は、例えば、シリアルポート、パラレルポート、ゲームポート、及びＵＳＢが含
まれる。
【００４４】
　出力デバイス４３０は、入力デバイス４２６のポートと同じタイプを使用し得る。した
がって、例えば、ＵＳＢポートは、コンピュータ４０２への入力として利用され得ると共
に、コンピュータ４０２から出力デバイス４３０へ情報を出力するために利用され得る。
【００４５】
　出力アダプタ４３２は、様々な出力デバイス４３０のうちで、モニタ、スピーカ、及び
プリンタなどの幾つかの出力デバイス４３０が示されている。そしてこれらは、アダプタ
を介してアクセスすることができる。出力アダプタ４３２は、例示的に、かつ非限定的に
、出力デバイス４３０とシステムバス４０８との接続手段を提供するビデオ及びサウンド
カードを含む。他のデバイス及び／又はデバイスのシステムは、例えばリモートコンピュ
ータ４３４の入力及び出力の能力を提供する。
【００４６】
　コンピュータ４０２は、例えばリモートコンピュータ４３４などの１つ以上のリモート
コンピュータへの論理接続を利用するネットワーク環境における様々なソフトウェアアプ
リケーションをホストするサーバであり得る。このリモートコンピュータ４３４は、ウェ
ブブラウザ、ＰＣアプリケーション、携帯電話アプリケーション等によって構成されたク
ライアントシステムであり得る。
【００４７】
　リモートコンピュータ４３４は、パーソナルコンピュータ、サーバ、ルータ、ネットワ
ークＰＣ、ワークステーション、マイクロプロセッサベースの機器、携帯電話、ピアデバ
イス、又は他の共通のネットワークノード等であり、典型的には、コンピュータ４０２に
関連する幾つかの又はすべての要素を含み得る。
【００４８】
　説明を簡潔にするために、リモートストレージ４３６だけが、リモートコンピュータ４
３４に付随して示されている。リモートコンピュータ４３４は、ネットワークインタフェ
ース４３８を介して論理的にコンピュータ４０２に接続されており、通信接続４４０を介
して物理的に接続されている。
【００４９】
　ネットワークインタフェース４３８は、ＬＡＮ又はＷＡＮなどの、有線及び／又は無線
接続ネットワークを含む。ＬＡＮ技術としは、ＦＤＤＩ（Fiber　Distributed　Data　In
terface）、ＣＤＤＩ（Copper　Distributed　Data　Interface）、トークンリングなど
が挙げられる。ＷＡＮ技術としては、非限定的に、ポイントツーポイントリンク、ＩＳＤ
Ｎなどの回線交換ネットワーク又はこのバリエーション、パケット交換ネットワーク、Ｄ
ＳＬなどが挙げられる。
【００５０】
　通信接続４４０は、ハードウエア／ソフトウエアにより、ネットワークインタフェース
４３８とシステムバス４０８とを接続する技術が挙げられる。通信接続４４０は、明確化
のために、コンピュータ４０２の中に示されているが、コンピュータ４０２の外部に存在
していてもよい。ネットワークインタフェース４３８との接続のためのハードウエア／ソ
フトウエアは、例示としては、携帯電話交換、通常の電話レベルのモデム、ケーブルモデ
ム、ＤＳＬモデム、ＩＳＤＮアダプタ、イーサネット（登録商標）カードが挙げられる。
【００５１】
　サーバのための例示的な処理ユニット４０４は、インテル（登録商標）Ｘｅｏｎ　ＣＰ
Ｕを含むコンピューティングクラスタが挙げられる。ディスクストレージ４１４は、エン
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タープライズデータストレージシステム、例えば、多くのインプレッション（impression
s）を保持するものが挙げられる。
【００５２】
　以上説明した事項は、実施形態の例示を含むものである。もちろん、請求項に係る主題
を説明するために、構成要素のあらゆる可能な組み合わせ又は方法論を記載するとは不可
能である。しかしながら、当業者であれば、実施形態の可能な更なる組み合わせ、及び置
換を認識することができる。したがって、請求項に係る主題は、添付の請求項の精神及び
技術的範囲に包含されるこれらのすべての変形、変更、バリエーションを含むものである
。
【００５３】
　特に、上述の要素、デバイス、回路、システム等によって実行される様々な機能に関し
て、これらの要素を記述するために用いられる用語（「手段」にかかる表現を含む）は、
断り書きがない限り、記載されたコンポーネントの規定された機能を実行するあらゆるコ
ンポーネント（例えば、機能的に同様のもの）に対応することを意図している。これは、
請求項の主題の例示的側面を本明細書において示した機能を実行する記載された構成と構
成上均等でない場合も当然に当てはまる。この意味で、本実施例は、システムに限らず、
請求項に係る主題の様々な方法の動作及びイベントを実行するためのコンピュータ実行可
能な命令を記憶したコンピュータ可読の記憶媒体を含むものである。
【００５４】
　本実施例をインプリメントする複数の方策が存在する。例えば、適切なＡＰＩ、ツール
キット、ドライバーコード、オペレーティングシステム、制御、スタンドアローン又はダ
ウンロード可能なソフトウエアオブジェクト等が挙げられる。そして、これらは、本明細
書に記載された技術を用いるアプリケーション及びサービスを実現可能とするものである
。請求項に係る主題は、ＡＰＩ（又はソフトウエアオブジェクト）の観点からの利用を意
図している。また、本明細書において記載した技術に従って動作するソフトウエア又はハ
ードウエアオブジェクトの観点からの利用を意図している。したがって、本明細書に記載
した本実施形態の様々なインプリメンテーションは、全てハードウエアとして、部分的に
ハードウエアであり部分的にソフトウエアとして、あるいは、全てがソフトウエアとして
の側面を持つものである。
【００５５】
　上述のシステムは、複数の要素間のインターラクションに関連して記述されている。こ
のようなシステム及びコンポーネントは、複数のコンポーネント、又は特定のサブコンポ
ーネント、特定のコンポーネント又はサブコンポーネントの幾つか、上記の様々な置換及
び組み合わせに従ったものを含むことは言うまでもない。サブコンポーネントは、（階層
的に）コンポーネントの中に含まれるというよりは、他のコンポーネントに通信可能に接
続されたコンポーネントとしてインプリメントすることもできる。
【００５６】
　加えて、１つ以上のコンポーネントは、結合した機能を提供する１つのコンポーネント
に結合することができる。あるいは、幾つかのサブコンポーネントに分割することもでき
る。そして、幾つかの中間的なレイヤーにおいて、例えばマネージメントレイヤーで、集
積された機能を提供するためにこれらのコンポーネントと通信可能に接続し、提供される
こともできる。本明細書において記載した。いずれのコンポーネントも、本明細書に明示
的に記載されていないが当業者に一般的に知られている他の１つ以上のコンポーネントと
インターラクトすることができる。
【００５７】
　加えて、実施例の特定の特徴は、幾つかのインプリメンテーションの一つと関連して記
載されていることがあるが、このような特徴は、他のインプリメンテーションの他の１つ
以上の特徴と結合することができ、このことによって、示された又は特定の実施例に対し
て望ましくかつ効果的なインプリメントとして提供され得る。更に、用語「含む」、「有
する」、「持つ」、「包含する」等の言葉又は、これに類似する用語は、明細書又は特許
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請求の範囲に用いられる。これらの言葉は、「有する」と同様に、他の要素を排除しない
用語として用いられるものであることは言うまでもない。

【図１】 【図２】
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