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(57)【要約】
　開示される実施形態では、たとえば、リソースデバイ
スはマスターアクセストークンを生成および維持し得、
マスターアクセストークンはコンピューティングシステ
ムに送信され得る。コンピューティングシステムは、さ
まざまなアクセス制約に従って、リソースデバイスへの
制限のあるアクセスをクライアントデバイスに与えるデ
ータをリソースデバイスのオーナーのデバイスから受信
し得る。コンピューティングシステムは、アクセス制約
を特定するマスターアクセストークンの制限のあるバー
ジョンを生成し、クライアントデバイスに提供し得る。
クライアントデバイスは、直接的なワイヤレス接続を介
してリソースデバイスにローカルアクセストークンを提
示し得、リソースデバイスは当該トークンを照合し、コ
ンピューティングシステムとの通信なしで、要求された
アクセスを与え得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータによって実現される方法であって、
　装置の１つ以上のプロセッサによって、リソースデバイスについてのマスターアクセス
トークンを取得することと、
　前記１つ以上のプロセッサによって、クライアントデバイスに関連付けられるユーザを
識別することと、
　前記１つ以上のプロセッサによって、前記ユーザが前記リソースデバイスへの制限のあ
るアクセスを受けることを承認されていることを決定することと、
　前記決定することに応答して、前記１つ以上のプロセッサによって、前記マスターデバ
イストークンに基づいてローカルアクセストークンを生成することとを含み、前記ローカ
ルアクセストークンは、前記リソースデバイスがネットワーク接続を有することを必要と
することなく、前記リソースデバイスへのアクセスを与えるように構成されており、さら
に
　前記１つ以上のプロセッサによって、前記リソースデバイスについての前記ローカルア
クセストークンを前記クライアントデバイスに提供することを含む、方法。
【請求項２】
　前記決定することは、前記リソースデバイスのオーナー、または、前記リソースデバイ
スへのアクセスをコントロール可能なエンティティのうちの少なくとも一方によって、前
記ユーザが前記リソースデバイスへの前記制限のあるアクセスを受けることを承認されて
いることを決定することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記識別することは、前記リソースデバイスへの前記制限のあるアクセスを取得するた
めの要求を前記クライアントデバイスから受信することを含み、前記要求は、前記ユーザ
の識別子または前記クライアントデバイスの識別子のうちの少なくとも１つを含んでおり
、
　前記識別することはさらに、前記要求に応答して、前記リソースデバイスについての前
記ローカルアクセストークンを前記クライアントデバイスに提供することを含む、請求項
１または請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記方法はさらに、
　受信した前記要求の少なくとも部分に基づいて前記クライアントデバイスを識別するこ
とと、
　前記クライアントデバイスが前記リソースデバイスへの前記制限のあるアクセスを受け
ることを承認されていることを決定することとを含み、
　前記生成することは、前記クライアントデバイスが前記制限のあるアクセスを受けるこ
とを承認されていることを決定することに応答して、前記ローカルアクセストークンを生
成することを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記リソースデバイスについてのアクセスコントロールリストを取得することをさらに
含み、前記アクセスコントロールリストは、前記リソースデバイスへの対応する制限のあ
るアクセスを受けることを承認されている１人以上のユーザを識別する、請求項１に記載
の方法。
【請求項６】
　前記装置は、ローカルメモリに前記アクセスコントロールリストを格納するように構成
される、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記決定することは、
　前記１人以上の承認されているユーザが、前記クライアントデバイスに関連付けられる
前記ユーザを含むということを、前記アクセスコントロールリストに基づいて決定するこ
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とと、
　前記１人以上の承認されているユーザが前記ユーザを含むということを決定することに
応答して、前記クライアントデバイスの前記ユーザが前記制限のあるアクセスを受けるこ
とを承認されていることを確証することとを含む、請求項５または請求項６に記載の方法
。
【請求項８】
　前記方法はさらに、オーナーデバイスからアクセスコントロールデータを受信すること
を含み、前記オーナーデバイスは前記リソースデバイスのオーナーに関連付けられており
、前記アクセスコントロールデータは、前記ユーザが前記リソースデバイスへの前記制限
のあるアクセスを受けることを承認しており、
　前記方法はさらに、前記クライアントデバイスの前記ユーザを承認されたユーザである
と識別するために前記アクセスコントロールリストの少なくとも部分を修正することを含
む、請求項５～７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記アクセスコントロールデータはアクセスパラメータを含み、前記アクセスパラメー
タは、前記ユーザに与えられる前記制限のあるアクセスの範囲を確証し、
　前記方法はさらに、前記アクセスパラメータを含むように前記アクセスコントロールリ
ストの少なくとも部分を修正することを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記アクセスパラメータは、前記ユーザに割り当てられる役割、時間的制約、アクセス
タイプに対する制約、オフラインアクセスに対する制約、または、前記クライアントデバ
イスがトークンを生成する能力に対する制約のうちの少なくとも１つを含む、請求項９に
記載の方法。
【請求項１１】
　前記アクセスコントロールリストは、前記ユーザに関連付けられる１つ以上のアクセス
パラメータを識別しており、前記アクセスパラメータは、前記ユーザに割り当てられる役
割、時間的制約、アクセスタイプに対する制約、オフラインアクセスに対する制約、また
は、前記クライアントデバイスがトークンを生成する能力に対する制約のうちの少なくと
も１つを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ローカルアクセストークンはマカロンを含み、前記マカロンは、１つ以上のキャビ
アートと、対応するキーとを含み、
　前記生成することは、
　前記アクセスコントロールリストに基づいて、前記ユーザに関連付けられる前記アクセ
スパラメータを識別することと、
　前記ローカルアクセストークンについての失効時間を確証することと、
　前記失効時間および識別された前記アクセスパラメータを前記ローカルアクセストーク
ンの前記１つ以上のキャビアート内に統合する動作を実行することとを含む、請求項１１
に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ユーザの前記ローカルアクセストークンについて確証される前記失効時間を統合す
るように前記アクセスコントロールリストの少なくとも部分を修正することをさらに含む
、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ローカルアクセストークンは、前記クライアントデバイスに関連付けられる前記ユ
ーザまたは前記クライアントデバイスのうちの少なくとも一方を識別するデータを含んで
おり、
　前記生成することは、前記ローカルアクセストークンにデジタル署名を適用することを
含む、請求項１～７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
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　前記ローカルアクセストークンはマカロンを含み、前記マカロンは、１つ以上のキャビ
アートと、対応するキーとを含み、
　前記対応するキーは、適用される前記デジタル署名を含んでおり、
　前記生成することはさらに、前記１つ以上のキャビアートの少なくとも部分へのＭＡＣ
アルゴリズムの適用に基づき、前記デジタル署名を生成することを含む、請求項１４に記
載の方法。
【請求項１６】
　前記１つ以上のキャビアートは、前記トークンの失効日時、前記ユーザに割り当てられ
る役割、または、前記ユーザもしくは前記クライアントデバイスのうちの少なくとも一方
を識別する前記データのうちの少なくとも１つを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ローカルアクセストークンはデジタル証明書を含む、請求項１～１１のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記取得することは、前記リソースデバイスから前記マスターアクセストークンを受信
することを含み、
　前記生成することは、受信した前記マスターアクセストークンの少なくとも部分に基づ
いて前記ローカルアクセストークンを生成することを含む、請求項１～７のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項１９】
　前記マスターアクセストークンは第１のマカロンを含み、前記第１のマカロンは、１つ
以上の第１のキャビアートと、対応する第１のキーとを含み、
　前記ローカルアクセストークンは第２のマカロンを含み、前記第２のマカロンは、１つ
以上の第２のキャビアートと、対応する第２のキーとを含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ローカルアクセストークンを生成することは、前記１つ以上の第２のキャビアート
を生成することを含み、
　前記第２のキャビアートの第１の部分は前記第１のキャビアートを含み、
　前記第２のキャビアートの第２の部分は、前記ローカルアクセストークンの失効日時と
、前記ユーザの前記制限のあるアクセスに関連付けられる１つ以上のアクセスパラメータ
とを含み、前記アクセスパラメータは、前記ユーザに割り当てられる役割、時間的制約、
アクセスタイプに対する制約、オフラインアクセスに対する制約、または、前記クライア
ントデバイスがトークンを生成する能力に対する制約のうちの少なくとも１つを含む、請
求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記リソースデバイスからマスターデバイストークンを受信することをさらに含み、前
記マスターデバイストークンは、前記クライアントデバイスが前記リソースデバイスの識
別性を照合することを可能にし、さらに、
　前記決定することに応答して、前記マスターデバイストークンの少なくとも部分に基づ
いてローカルデバイストークンを生成することと、
　前記クライアントデバイスに前記ローカルデバイストークンを提供することとを含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　少なくとも１つのプロセッサと、
　実行可能な命令を格納するメモリとを含み、
　前記命令は、前記少なくとも１つのプロセッサによって実行されると、前記少なくとも
１つのプロセッサに、
　　リソースデバイスについてのマスターアクセストークンを取得するステップと、
　　クライアントデバイスに関連付けられるユーザを識別するステップと、
　　前記ユーザが前記リソースデバイスへの制限のあるアクセスを受けることを承認され
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ていることを決定するステップと、
　　前記決定することに応答して、前記マスターデバイストークンに基づいてローカルア
クセストークンを生成するステップとを行わせ、前記ローカルアクセストークンは、前記
リソースデバイスがネットワーク接続を有することを必要とすることなく、前記リソース
デバイスへのアクセスを与えるように構成されており、
　前記命令はさらに、前記少なくとも１つのプロセッサによって実行されると、前記少な
くとも１つのプロセッサに、
　　前記リソースデバイスについての前記ローカルアクセストークンを前記クライアント
デバイスに提供するステップを実行させる、装置。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、前記リソースデバイスのオーナー、または
、前記リソースデバイスへのアクセスをコントロール可能なエンティティのうちの少なく
とも一方によって、前記ユーザが前記リソースデバイスへの前記制限のあるアクセスを受
けることを承認されていることを決定するステップを実行する、請求項２２に記載の装置
。
【請求項２４】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、前記リソースデバイスへの前記制限のある
アクセスを取得するための要求を前記クライアントデバイスから受信するステップを実行
し、前記要求は、前記ユーザの識別子または前記クライアントデバイスの識別子のうちの
少なくとも１つを含んでおり、
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、前記要求に応答して、前記リソースデバイ
スについての前記ローカルアクセストークンを前記クライアントデバイスに提供するステ
ップを実行する、請求項２２または請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、
　受信した前記要求の少なくとも部分に基づいて前記クライアントデバイスを識別するス
テップと、
　前記クライアントデバイスが前記リソースデバイスへの前記制限のあるアクセスを受け
ることを承認されていることを決定するステップと、
　前記クライアントデバイスが前記制限のあるアクセスを受けることを承認されているこ
とを決定することに応答して、前記ローカルアクセストークンを生成するステップとを実
行する、請求項２４に記載の装置。
【請求項２６】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、前記リソースデバイスについてのアクセス
コントロールリストを取得するステップを実行し、前記アクセスコントロールリストは、
前記リソースデバイスへの対応する制限のあるアクセスを受けることを承認されている１
人以上のユーザを識別する、請求項２２に記載の装置。
【請求項２７】
　前記装置は、ローカルメモリに前記アクセスコントロールリストを格納するように構成
される、請求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、
　前記１人以上の承認されているユーザが、前記クライアントデバイスに関連付けられる
前記ユーザを含むということを、前記アクセスコントロールリストに基づいて決定するス
テップと、
　前記１人以上の承認されているユーザが前記ユーザを含むということを決定することに
応答して、前記クライアントデバイスの前記ユーザが前記制限のあるアクセスを受けるこ
とを承認されていることを確証するステップとを実行する、請求項２６または請求項２７
に記載の装置。
【請求項２９】
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　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、オーナーデバイスからアクセスコントロー
ルデータを受信するステップを実行し、前記オーナーデバイスは前記リソースデバイスの
オーナーに関連付けられており、前記アクセスコントロールデータは、前記ユーザが前記
リソースデバイスへの前記制限のあるアクセスを受けることを承認しており、
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、前記クライアントデバイスの前記ユーザを
承認されたユーザであると識別するために前記アクセスコントロールリストの少なくとも
部分を修正するステップを実行する、請求項２６～２８のいずれか１項に記載の装置。
【請求項３０】
　前記アクセスコントロールデータはアクセスパラメータを含み、前記アクセスパラメー
タは、前記ユーザに与えられる前記制限のあるアクセスの範囲を確証し、
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、前記アクセスパラメータを含むように前記
アクセスコントロールリストの少なくとも部分を修正するステップを実行する、請求項２
９に記載の装置。
【請求項３１】
　前記アクセスパラメータは、前記ユーザに割り当てられる役割、時間的制約、アクセス
タイプに対する制約、オフラインアクセスに対する制約、または、前記クライアントデバ
イスがトークンを生成する能力に対する制約のうちの少なくとも１つを含む、請求項３０
に記載の装置。
【請求項３２】
　前記アクセスコントロールリストは、前記ユーザに関連付けられる１つ以上のアクセス
パラメータを識別しており、前記アクセスパラメータは、前記ユーザに割り当てられる役
割、時間的制約、アクセスタイプに対する制約、オフラインアクセスに対する制約、また
は、前記クライアントデバイスがトークンを生成する能力に対する制約のうちの少なくと
も１つを含む、請求項２６に記載の装置。
【請求項３３】
　前記ローカルアクセストークンはマカロンを含み、前記マカロンは、１つ以上のキャビ
アートと、対応するキーとを含み、
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、
　前記アクセスコントロールリストに基づいて、前記ユーザに関連付けられる前記アクセ
スパラメータを識別するステップと、
　前記ローカルアクセストークンについての失効時間を確証するステップと、
　前記失効時間および識別された前記アクセスパラメータを前記ローカルアクセストーク
ンの前記１つ以上のキャビアート内に統合する動作を実行するステップと実行する、請求
項３２に記載の装置。
【請求項３４】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、前記ユーザの前記ローカルアクセストーク
ンについて確証される前記失効時間を統合するように前記アクセスコントロールリストの
少なくとも部分を修正するステップを実行する、請求項３３に記載の装置。
【請求項３５】
　前記ローカルアクセストークンは、前記クライアントデバイスに関連付けられる前記ユ
ーザまたは前記クライアントデバイスのうちの少なくとも１つを識別するデータを含み、
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、前記ローカルアクセストークンにデジタル
署名を適用するステップを実行する、請求項２２～２８のいずれか１項に記載の装置。
【請求項３６】
　前記ローカルアクセストークンはマカロンを含み、前記マカロンは、１つ以上のキャビ
アートと、対応するキーとを含み、
　前記対応するキーは、適用された前記デジタル署名を含み、
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、前記１つ以上のキャビアートの少なくとも
部分へのＭＡＣアルゴリズムの適用に基づき、前記デジタル署名を生成するステップを実
行する、請求項３５に記載の装置。
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【請求項３７】
　前記１つ以上のキャビアートは、前記トークンの失効日時、前記ユーザに割り当てられ
る役割、または、前記ユーザもしくは前記クライアントデバイスのうちの少なくとも一方
を識別する前記データのうちの少なくとも１つを含む、請求項３６に記載の装置。
【請求項３８】
　前記ローカルアクセストークンはデジタル証明書を含む、請求項２２～３５のいずれか
１項に記載の装置。
【請求項３９】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、
　前記リソースデバイスから前記マスターアクセストークンを受信するステップと、
　受信した前記マスターアクセストークンの少なくとも部分に基づいて前記ローカルアク
セストークンを生成するステップとを実行する、請求項２２～２８のいずれか１項に記載
の装置。
【請求項４０】
　前記マスターアクセストークンは第１のマカロンを含み、前記第１のマカロンは、１つ
以上の第１のキャビアートと、対応する第１のキーとを含み、
　前記ローカルアクセストークンは第２のマカロンを含み、前記第２のマカロンは、１つ
以上の第２のキャビアートと、対応する第２のキーとを含み、
　前記少なくとも１つのプロセスはさらに、前記１つ以上の第２のキャビアートを生成す
るステップを実行し、前記第２のキャビアートの第１の部分は前記第１のキャビアートを
含み、前記第２のキャビアートの第２の部分は、前記ローカルアクセストークンの失効日
時と、前記ユーザの前記制限のあるアクセスに関連付けられる１つ以上のアクセスパラメ
ータとを含み、前記アクセスパラメータは、前記ユーザに割り当てられる役割、時間的制
約、アクセスタイプに対する制約、オフラインアクセスに対する制約、または、前記クラ
イアントデバイスがトークンを生成する能力に対する制約のうちの少なくとも１つを含む
、請求項３９に記載の装置。
【請求項４１】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、前記リソースデバイスからマスターデバイ
ストークンを受信するステップを実行し、前記マスターデバイストークンは、前記クライ
アントデバイスが前記リソースデバイスの識別性を照合することを可能にし、
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、
　前記決定することに応答して、前記マスターデバイストークンの少なくとも部分に基づ
いてローカルデバイストークンを生成するステップと、
　前記クライアントデバイスに前記ローカルデバイストークンを提供するステップとを実
行する、請求項２２に記載の装置。
【請求項４２】
　命令を格納する有形の一時的でないコンピュータ読取可能媒体であって、前記命令は、
装置の少なくとも１つのプロセッサによって実行されると、方法を実行し、
　前記方法は、
　リソースデバイスについてのマスターアクセストークンを取得することと、
　クライアントデバイスに関連付けられるユーザを識別することと、
　前記ユーザが前記リソースデバイスへの制限のあるアクセスを受けることを承認されて
いることを決定することと、
　前記決定することに応答して、前記マスターデバイストークンに基づいてローカルアク
セストークンを生成することとを含み、前記ローカルアクセストークンは、前記ローカル
アクセストークンを有効化するために前記リソースデバイスがネットワーク接続を有する
ことを必要とすることなく、前記リソースデバイスへのアクセスを与えるように構成され
ており、
　前記方法はさらに、
　前記リソースデバイスについての前記ローカルアクセストークンを前記クライアントデ
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バイスに提供することを含む、有形の一時的でないコンピュータ読取可能媒体。
【請求項４３】
　コンピュータによって実現される方法であって、
　リソースデバイスの１つ以上のプロセッサによって、クライアントデバイスとのセキュ
アなワイヤレス接続を確立することと、
　前記１つ以上のプロセッサによって、前記クライアントデバイスからのアクセストーク
ンに由来するトークンデータと、前記クライアントデバイスによる前記リソースデバイス
へのアクセスの要求とを受信することと、
　前記１つ以上のプロセッサによって、ネットワークを介して通信することなく、受信し
た前記トークンデータが、前記リソースデバイスへのアクセスを承認する有効なトークン
に由来すると決定することと、
　前記１つ以上のプロセッサによって、前記ネットワークを介して通信することなく、前
記アクセストークンが、前記クライアントデバイスによって要求される前記アクセスを提
供するのに十分なアクセスのレベルを承認していると決定することと、
　受信した前記トークンデータが有効なトークンに由来すると決定することと、前記アク
セストークンが前記電子デバイスによって要求される前記アクセスを提供するのに十分な
アクセスのレベルを承認していると決定することとに応答して、前記１つ以上のプロセッ
サによって、前記クライアントデバイスによって要求される前記リソースデバイスへの前
記アクセスを提供することとを含む、方法。
【請求項４４】
　前記セキュアなワイヤレス接続は、前記クライアントデバイスと前記リソースデバイス
との間の直接的なワイヤレス接続を含む、請求項４３に記載の方法。
【請求項４５】
　前記直接的なワイヤレス接続は、ブルートゥースローエナジー（ＢＬＥ： Bluetooth L
ow Energy）接続を含む、請求項４４に記載の方法。
【請求項４６】
　前記確立することは、前記クライアントデバイスからキャビアートデータおよびランダ
ムデータを受信することを含み、前記キャビアートデータは、前記クライアントデバイス
によってローカルデバイストークンから抽出され、
　前記確立することはさらに、
　受信した前記キャビアートおよびランダムデータの少なくとも部分に基づいてキー値を
計算することと、
　計算された前記キー値を前記クライアントデバイスに送信することと、
　計算された前記キー値と、前記ローカルデバイストークンに基づいて前記クライアント
デバイスによって計算される付加的なキー値との間の対応に基づき、前記クライアントデ
バイスとの前記セキュアなワイヤレス接続を確立することとを含む、請求項４３～４５の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項４７】
　計算された前記キー値を、セッションキーとして確証することをさらに含む、請求項４
６に記載の方法。
【請求項４８】
　前記キャビアートデータおよびランダムデータは、共有された対称キーを使用して暗号
化されており、
　前記確立することはさらに、
　受信した前記キャビアートデータおよびランダムデータを復号化することと、
　前記共有された対称キーを使用して、計算された前記キー値を暗号化することと、
　暗号化された前記キー値を前記クライアントデバイスに送信することとを含む、請求項
４６または請求項４７に記載の方法。
【請求項４９】
　アクセストークンはマカロンを含み、前記マカロンは、１つ以上のキャビアートと、対
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応するキーとを含む、請求項４３～４５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５０】
　ネットワークを介して通信することなく、受信した前記トークンデータが有効なトーク
ンに由来すると決定するステップは、
　受信した前記トークンデータから前記１つ以上のキャビアートを抽出することと、
　抽出された前記キャビアートと、前記リソースデバイスによって維持されるマスターア
クセストークンとに基づき、受信した前記トークンデータのコピーを計算することと、
　受信した前記トークンデータが、計算された前記コピーに対応すると決定することと、
　受信した前記トークンデータが、計算された前記コピーに対応する場合、受信した前記
トークンデータが有効なトークンに由来すると確証することとを含む、請求項４９に記載
の方法。
【請求項５１】
　ネットワークを介して通信することなく、受信した前記トークンデータが有効なトーク
ンに由来すると決定するステップはさらに、
　抽出された前記キャビアートの少なくとも部分に基づいて、受信した前記トークンデー
タについてのアクセスのチェーンを識別することと、
　受信した前記トークンデータについての前記アクセスのチェーンを照合することとを含
む、請求項５０に記載の方法。
【請求項５２】
　前記１つ以上のキャビアートは、前記アクセストークンの失効日時と、前記リソースデ
バイスのオーナーによって前記クライアントデバイスに割り当てられる役割と、１つ以上
のアクセスパラメータとを含み、
　前記アクセスパラメータは、時間的制約、アクセスタイプに対する制約、オフラインア
クセスに対する制約、または、前記クライアントデバイスがトークンを生成する能力に対
する制約のうちの少なくとも１つを含み、
　前記リソースデバイスへのアクセスの前記要求は、前記リソースデバイスの１つ以上の
要求される機能を識別する、請求項４９～５１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５３】
　前記アクセストークンが前記十分なアクセスのレベルを承認していると決定するステッ
プは、
　前記失効日時に基づいて、前記アクセストークンが失効していないと決定することと、
　前記リソースデバイスの要求される機能へアクセスするために前記クライアントデバイ
スによって必要とされる役割を識別することと、
　必要とされる前記役割が、割り当てられる前記役割と一貫していると決定することと、
　前記１つ以上の要求される機能が前記１つ以上のアクセスパラメータと一貫していると
決定することと、
　（ｉ）前記アクセストークンが失効していないという決定と、（ｉｉ）必要とされる前
記役割が、割り当てられる前記役割と一貫しているという決定と、（ｉｉｉ）１つ以上の
要求される機能が前記１つ以上のアクセスパラメータと一貫しているという決定とに応答
して、前記アクセストークンが、前記要求されるアクセスを提供するのに十分なアクセス
のレベルを承認していると確証することとを含む、請求項５２に記載の方法。
【請求項５４】
　前記リソースデバイスは、クラウドサーバに関連付けられるコンピュータシステム、サ
ードパーティ認証サービス、または、前記リソースデバイスのオーナーのデバイスのうち
の少なくとも１つにアクセスコントロールの決定を委任しており、
　前記少なくとも１つのコンピュータシステム、サードパーティ認証サービス、または、
オーナーデバイスは、前記アクセストークンを生成し、前記クライアントデバイスに前記
アクセストークンを提供する、請求項４３～５３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５５】
　前記ネットワークを介して通信することなく、前記確立するステップ、前記受信するス
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テップおよび前記提供するステップを実行することをさらに含む、請求項４３に記載の方
法。
【請求項５６】
　リソースデバイスであって、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　実行可能な命令を格納するメモリとを含み、前記命令は、前記少なくとも１つのプロセ
ッサによって実行されると、前記少なくとも１つのプロセッサに、
　クライアントデバイスとのセキュアなワイヤレス接続を確立するステップと、
　前記クライアントデバイスからのアクセストークンに由来するトークンデータと、前記
クライアントデバイスによる前記リソースデバイスへのアクセスの要求とを受信するステ
ップと、
　ネットワークを介して通信することなく、受信した前記トークンデータが、前記リソー
スデバイスへのアクセスを承認する有効なトークンに由来していると決定するステップと
、
　前記ネットワークを介して通信することなく、前記アクセストークンが、前記クライア
ントデバイスによって要求される前記アクセスを提供するのに十分なアクセスのレベルを
承認していると決定するステップと、
　受信した前記トークンデータが有効なトークンに由来すると決定することと、前記アク
セストークンが前記電子デバイスによって要求される前記アクセスを提供するのに十分な
アクセスのレベルを承認していると決定することとに応答して、前記クライアントデバイ
スによって要求される前記リソースデバイスへのアクセスを提供するステップとを実行さ
せる、リソースデバイス。
【請求項５７】
　前記セキュアなワイヤレス接続は、前記クライアントデバイスと前記リソースデバイス
との間の直接的なワイヤレス接続を含む、請求項５６に記載のリソースデバイス。
【請求項５８】
　前記直接的なワイヤレス接続は、ブルートゥースローエナジー（ＢＬＥ： Bluetooth L
ow Energy）接続を含む、請求項５７に記載のリソースデバイス。
【請求項５９】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、
　前記クライアントデバイスからキャビアートデータおよびランダムデータを受信するス
テップを実行し、前記キャビアートデータは、前記クライアントデバイスによってローカ
ルデバイストークンから抽出され、
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、
　受信した前記キャビアートおよびランダムデータの少なくとも部分に基づいてキー値を
計算するステップと、
　計算された前記キー値を前記クライアントデバイスに送信するステップと、
　計算された前記キー値と、前記ローカルデバイストークンに基づいて前記クライアント
デバイスによって計算される付加的なキー値との間の対応に基づき、前記クライアントデ
バイスとの前記セキュアなワイヤレス接続を確立するステップとを実行する、請求項５６
～５８のいずれか１項に記載のリソースデバイス。
【請求項６０】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、計算された前記キー値を、セッションキー
として確証するステップを実行する、請求項５９に記載のリソースデバイス。
【請求項６１】
　前記キャビアートデータおよびランダムデータは、共有された対称キーを使用して暗号
化されており、
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、
　受信した前記キャビアートデータおよびランダムデータを復号化するステップと、
　前記共有された対称キーを使用して、計算された前記キー値を暗号化するステップと、
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　暗号化された前記キー値を前記クライアントデバイスに送信するステップとを実行する
、請求項５９または請求項６０に記載のリソースデバイス。
【請求項６２】
　アクセストークンはマカロンを含み、前記マカロンは、１つ以上のキャビアートと、対
応するキーとを含む、請求項５６～５８のいずれか１項に記載のリソースデバイス。
【請求項６３】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、
　前記アクセストークンからの前記１つ以上のキャビアートを識別するステップと、
　抽出された前記キャビアートと、前記リソースデバイスによって維持されるマスターア
クセストークンとに基づき、受信した前記トークンデータのコピーを計算するステップと
、
　受信した前記トークンデータが計算された前記コピーに対応すると決定するステップと
、
　受信した前記トークンデータが計算された前記コピーに対応する場合、受信した前記ト
ークンデータが有効なトークンに由来すると確証するステップとを実行する、請求項６２
に記載のリソースデバイス。
【請求項６４】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、
　抽出された前記キャビアートの少なくとも部分に基づいて、前記アクセストークンにつ
いてのアクセスのチェーンを識別するステップと、
　受信した前記トークンについての前記アクセスのチェーンを照合するステップとを実行
する、請求項６３に記載のリソースデバイス。
【請求項６５】
　前記１つ以上のキャビアートは、前記アクセストークンの失効日時と、前記リソースデ
バイスのオーナーによって前記クライアントデバイスに割り当てられる役割と、１つ以上
のアクセスパラメータとを含み、
　前記アクセスパラメータは、時間的制約、アクセスタイプに対する制約、オフラインア
クセスに対する制約、または、前記クライアントデバイスがトークンを生成する能力に対
する制約のうちの少なくとも１つを含み、
　前記リソースデバイスへのアクセスの前記要求は、前記リソースデバイスの１つ以上の
要求される機能を識別する、請求項６２～６４のいずれか１項に記載のリソースデバイス
。
【請求項６６】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、
　前記失効日時に基づいて、前記アクセストークンが失効していないと決定するステップ
と、
　前記リソースデバイスの要求される機能へアクセスするために前記クライアントデバイ
スによって必要とされる役割を識別するステップと、
　必要とされる前記役割が、割り当てられる前記役割と一貫していると決定するステップ
と、
　前記１つ以上の要求される機能が前記１つ以上のアクセスパラメータと一貫していると
決定するステップと、
　（ｉ）前記アクセストークンが失効していないという決定と、（ｉｉ）必要とされる前
記役割が、割り当てられる前記役割と一貫しているという決定と、（ｉｉｉ）１つ以上の
要求される機能が前記１つ以上のアクセスパラメータと一貫しているという決定とに応答
して、前記アクセストークンが、前記要求されるアクセスを提供するのに十分なアクセス
のレベルを承認していると確証するステップとを実行する、請求項６５に記載のリソース
デバイス。
【請求項６７】
　前記リソースデバイスは、クラウドサーバに関連付けられるコンピュータシステム、サ
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ードパーティ認証サービス、または、前記リソースデバイスのオーナーのデバイスのうち
の少なくとも１つにアクセスコントロールの決定を委任しており、
　前記少なくとも１つのコンピュータシステム、サードパーティ認証サービス、または、
オーナーデバイスは、前記アクセストークンを生成し、前記クライアントデバイスに前記
アクセストークンを提供する、請求項５６～６６のいずれか１項に記載のリソースデバイ
ス。
【請求項６８】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、前記ネットワークを介して通信することな
く、前記確立するステップ、前記受信するステップおよび前記提供するステップを実行す
る、請求項５６～６７のいずれか１項に記載のリソースデバイス。
【請求項６９】
　命令を格納する有形の一時的でないコンピュータ読取可能媒体であって、前記命令は、
クライアントデバイスの少なくとも１つのプロセッサによって実行されると、方法を実行
し、前記方法は、
　クライアントデバイスとのセキュアなワイヤレス接続を確立することと、
　前記クライアントデバイスからのアクセストークンに由来するトークンデータと、前記
クライアントデバイスによる前記リソースデバイスへのアクセスの要求とを受信すること
と、
　ネットワークを介して通信することなく、受信した前記トークンデータが、前記リソー
スデバイスへのアクセスを承認する有効なトークンに由来していると決定することと、
　前記ネットワークを介して通信することなく、前記アクセストークンが、前記クライア
ントデバイスによって要求される前記アクセスを提供するのに十分なアクセスのレベルを
承認していると決定することと、
　受信した前記トークンデータが有効なトークンに由来すると決定することと、前記アク
セストークンが前記電子デバイスによって要求される前記アクセスを提供するのに十分な
アクセスのレベルを承認していると決定することとに応答して、前記クライアントデバイ
スによって要求される前記リソースデバイスへの前記アクセスを提供することとを含む、
コンピュータ読取可能媒体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願への相互参照
　この出願は、２０１６年１月２９日に出願された米国仮特許出願第６２／２８８，９６
０号の優先権および完全な利益を主張しており、その全内容が本願明細書において参照に
より援用される。
【０００２】
　分野
　この明細書は、ローパワーネットワークを介するワイヤレス通信に関する技術を記載す
る。
【背景技術】
【０００３】
　背景
　スマートロック、スマート家電（たとえば洗濯機、ストーブ、冷蔵庫など）、スマート
サーモスタット、ならびに、リモートコントロール、リモートセンシングおよびリモート
オペレーションが可能である他のデバイスといったローパワーデバイスが、ますます一般
的になっており、日常生活へ統合されている。これらのデバイスの処理能力の制限と、こ
れらのデバイスが動作する（たとえばブルートゥース（登録商標）ローエナジー（ＢＬＥ
： Bluetooth low energy）ネットワークのような）ローパワーネットワークによるデー
タ転送に課される帯域幅の制限とにより、多くの一般的なローパワーデバイスは、従来の
アクセスコントロールプロセスを実現することができない場合がある。
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【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　概要
　開示される実施形態は、スマートロック、スマート家電（たとえば洗濯機、ストーブ、
冷蔵庫など）、スマートサーモスタット、ならびに、リモートオペレーションおよびリモ
ートコントロールが可能である他のデバイスといったローパワーデバイスが、クラウドネ
ットワークを維持するコンピューティングシステムのような１つ以上の付加的なデバイス
にアクセスコントロールの決定を委任することを可能にするコンピュータ化されたプロセ
スに関する。開示される実施形態によると、ローパワーデバイス（たとえばリソースデバ
イス）が、１つ以上のマスタートークンを生成しローカルに格納し得る。マスタートーク
ンの例としては、他のデバイスがローパワーデバイスの識別性を照合することを可能にす
るマスターデバイストークンと、他のデバイスがローパワーデバイスにアクセス可能にす
ることを確証するマスターアクセストークンとがある。リソースデバイスはたとえば、コ
ンピューティングシステムにそのマスタートークンを送信することによって、コンピュー
ティングシステムのうちの１つにそのアクセスコントロールの決定を委任し得る。コンピ
ューティングシステムは、受信したマスタートークンを格納し得るとともに、リソースデ
バイスにアクセスすることが承認されたデバイスと、承認されたアクセスにリソースデバ
イスのオーナーによって課されるさまざまな制限および制約とを識別するアクセスコント
ロールリストをリソースデバイスに代わって維持し得る。
【０００５】
　リソースデバイスにアクセスするためのクライアントデバイスからの要求を受信すると
、コンピューティングシステムは、いくつかの局面において、オーナーがリソースデバイ
スへの制限のあるアクセスをクライアントデバイスに与えたことを確証するだけでなく、
要求されたアクセスが、リソースデバイスのオーナーによって課されるさまざまな制限お
よび制約と一貫していることを確証し得る。当該与えられた制限のあるアクセスを促進す
るために、コンピュータシステムは、マスターデバイストークンに基づいたローカルデバ
イストークンと、マスターアクセストークンに基づいたローカルアクセストークンとを生
成または作り出し（mint）得る。ローカルデバイストークンは、クライアントデバイスが
、たとえばローパワーＢＬＥネットワークのような直接的なデバイスツーデバイスワイヤ
レス接続を介して、リソースデバイスとのセキュアな直接的な接続を確立することを可能
にし得る。また、ローカルアクセストークンは、さまざまな課された制約および制限を特
定する「短命な（short-lived）」トークンであり得る。クライアントデバイスは、ロー
パワーネットワークを介してリソースデバイスにこれらのローカルトークンを提示し得、
コンピューティングデバイスとの通信なしでまたはネットワークアクセスなしで、課され
た制約および制限に従ってアクセスをネゴシエーションし得る。
【０００６】
　１つの一般的な局面では、コンピュータによって実現される方法は、装置の１つ以上の
プロセッサによって、リソースデバイスについてのマスターアクセストークンを取得する
ことと、１つ以上のプロセッサによって、クライアントデバイスに関連付けられるユーザ
を識別することと、１つ以上のプロセッサによって、ユーザがリソースデバイスへの制限
のあるアクセスを受けることを承認されていることを決定することとを含む。決定するこ
とに応答して、上記方法は、１つ以上のプロセッサによって、マスターデバイストークン
に基づいてローカルアクセストークンを生成し得る。いくつかの局面において、ローカル
アクセストークンは、リソースデバイスがネットワーク接続を有することを必要とするこ
となく、リソースデバイスへのアクセスを与えるように構成され得る。上記方法はさらに
、１つ以上のプロセッサによって、リソースデバイスについてのローカルアクセストーク
ンをクライアントデバイスに提供することを含む。リソースデバイスはローパワーリソー
スデバイスであり得る。
【０００７】
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　いくつかの実現例では、開示される方法は、リソースデバイスのオーナー、または、リ
ソースデバイスへのアクセスをコントロール可能なエンティティのうちの少なくとも一方
によって、ユーザがリソースデバイスへの制限のあるアクセスを受けることを承認されて
いることを決定することを含み得る。
【０００８】
　いくつかの実現例では、開示される方法は、リソースデバイスについて制限のあるアク
セスを取得するための要求をクライアントデバイスから受信することと、要求に応答して
、リソースデバイスについてのローカルアクセストークンをクライアントデバイスに提供
することとを含み得る。ある局面では、当該要求は、ユーザの識別子またはクライアント
デバイスの識別子のうちの少なくとも１つを含み得る。リソースデバイスについてのロー
カルアクセストークンは、要求に応答して、クライアントデバイスに提供され得る。
【０００９】
　いくつかの実現例において、開示される方法は、受信した要求の少なくとも部分に基づ
いてクライアントデバイスを識別することと、クライアントデバイスがリソースデバイス
への制限のあるアクセスを受けることを承認されていることを決定することと、クライア
ントデバイスが制限のあるアクセスを受けることを承認されていることを決定することに
応答して、ローカルアクセストークンを生成することとを含み得る。
【００１０】
　いくつかの実現例では、開示される方法は、リソースデバイスについてのアクセスコン
トロールリストを取得することを含み得る。いくつかの局面では、アクセスコントロール
リストは、リソースデバイスへの対応する制限のあるアクセスを受けることを承認されて
いる１人以上のユーザを識別し得る。
【００１１】
　いくつかの実現例では、装置は、ローカルメモリにアクセスコントロールリストを格納
するように構成される。
【００１２】
　いくつかの実現例では、開示される方法は、１人以上の承認されているユーザが上記ユ
ーザを含むということを、アクセスコントロールリストに基づいて決定することと、１人
以上の承認されているユーザが上記ユーザを含むということを決定することに応答して、
クライアントデバイスのユーザが制限のあるアクセスを受けることを承認されていること
を確証することとを含み得る。
【００１３】
　いくつかの実現例では、開示される方法は、リソースデバイスのオーナーに関連付けら
れるオーナーデバイスからアクセスコントロールデータを受信することと、クライアント
デバイスのユーザを承認されたユーザであると識別するためにアクセスコントロールリス
トの少なくとも部分を修正することとを含み得る。いくつかの局面では、アクセスコント
ロールデータは、ユーザがリソースデバイスへの制限のあるアクセスを受けることを承認
し得る。
【００１４】
　いくつかの実現例では、アクセスコントロールデータはアクセスパラメータを含み得、
アクセスパラメータは、ユーザに与えられる制限されたアクセスの範囲を確立し得る。開
示される方法はさらに、アクセスパラメータを含むようにアクセスコントロールリストの
少なくとも部分を修正することを含み得る。
【００１５】
　いくつかの実現例では、アクセスパラメータは、ユーザに割り当てられる役割、時間的
制約、アクセスタイプに対する制約、オフラインアクセスに対する制約、または、クライ
アントデバイスがトークンを生成する能力に対する制約のうちの少なくとも１つを含み得
、アクセスコントロールリストは、ユーザに関連付けられる１つ以上のアクセスパラメー
タを識別し得る。
【００１６】
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　いくつかの実現例において、ローカルアクセストークンは、１つ以上のキャビアートお
よび対応するキーを含むマカロンを含み得、開示される方法は、アクセスコントロールリ
ストに基づいて、ユーザに関連付けられるアクセスパラメータを識別し、ローカルアクセ
ストークンについての失効時間を確証し、失効時間および識別されたアクセスパラメータ
をローカルアクセストークンの１つ以上のキャビアート内に統合する動作を実行し得る。
【００１７】
　いくつかの実現例では、開示される方法は、ユーザのローカルアクセストークンについ
て確証される失効時間を統合するようにアクセスコントロールリストの少なくとも部分を
修正することを含み得る。
【００１８】
　いくつかの実現例では、ローカルアクセストークンは、ユーザまたはクライアントデバ
イスの少なくとも一方を識別するデータを含み得、開示される方法はローカルアクセスト
ークンにデジタル署名を適用することを含み得る。
【００１９】
　いくつかの実現例では、ローカルアクセストークンはたとえば、１つ以上のキャビアー
トおよび対応するキーを含むマカロンを含み得、対応するキーは、適用されたデジタル署
名を含み得、開示される方法は、１つ以上のキャビアートの少なくとも部分へのＭＡＣア
ルゴリズムの適用に基づき、デジタル署名を生成することを含み得る。
【００２０】
　いくつかの実現例では、１つ以上のキャビアートは、トークンの失効日時、ユーザに割
り当てられる役割、または、ユーザもしくはクライアントデバイスのうちの少なくとも一
方を識別するデータのうちの少なくとも１つを含み得る。
【００２１】
　いくつかの実現例では、ローカルアクセストークンはデジタル証明書を含み得る。
　いくつかの実現例では、開示される方法は、リソースデバイスからマスターアクセスト
ークンを受信することと、マスターアクセストークンの少なくとも部分に基づいてローカ
ルアクセストークンを生成することとを含み得る。
【００２２】
　いくつかの実現例では、マスターアクセストークンはたとえば、１つ以上の第１のキャ
ビアートおよび対応する第１のキーを有する第１のマカロンを含み得、ローカルアクセス
トークンは第２のマカロンを含み得、第２のマカロンは、１つ以上の第２のキャビアート
と、対応する第２のキーとを含む。
【００２３】
　いくつかの実現例では、第２のキャビアートは、第１のキャビアートと、ローカルアク
セストークンの失効日時と、ユーザの制限のあるアクセスに関連付けられる１つ以上のア
クセスパラメータとを含み得、当該アクセスパラメータは、ユーザに割り当てられる役割
、時間的制約、アクセスタイプに対する制約、オフラインアクセスに対する制約、または
、クライアントデバイスがトークンを生成する能力に対する制約のうちの少なくとも１つ
を含み得る。
【００２４】
　いくつかの実現例では、開示される方法は、クライアントデバイスがリソースデバイス
の識別性を照合することを可能にするマスターデバイストークンをリソースデバイスから
受信することと、決定することに応答して、マスターデバイストークンの少なくとも部分
に基づいてローカルデバイストークンを生成することと、クライアントデバイスにローカ
ルデバイストークンを提供することとを含み得る。
【００２５】
　別の一般的な局面では、コンピュータによって実現される方法は、リソースデバイスの
１つ以上のプロセッサによって、クライアントデバイスとのセキュアなワイヤレス接続を
確立することと、１つ以上のプロセッサによって、クライアントデバイスからのアクセス
トークンに由来するトークンデータと、クライアントデバイスによるリソースデバイスへ
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のアクセスの要求とを受信することと、１つ以上のプロセッサによって、ネットワークを
介して通信することなく、受信したトークンデータが、リソースデバイスへのアクセスを
承認する有効なトークンに由来すると決定することと、１つ以上のプロセッサによって、
ネットワークを介して通信することなく、アクセストークンが、クライアントデバイスに
よって要求されるアクセスを提供するのに十分なアクセスのレベルを承認していると決定
することを含む。受信したトークンデータが有効なトークンに由来すると決定することと
、アクセストークンが電子デバイスによって要求されるアクセスを提供するのに十分なア
クセスのレベルを承認していると決定することとに応答して、上記方法はさらに、１つ以
上のプロセッサによって、クライアントデバイスによって要求されるリソースデバイスへ
のアクセスを提供することとを含み得る。
【００２６】
　いくつかの実現例では、セキュアなワイヤレス接続は、クライアントデバイスとリソー
スデバイスとの間の直接的なワイヤレス接続を含み得る。
【００２７】
　いくつかの実現例では、直接的なワイヤレス接続は、ブルートゥースローエナジー（Ｂ
ＬＥ：Bluetooth Low Energy）接続を含み得る。
【００２８】
　いくつかの実現例では、開示される方法はさらに、クライアントデバイスからキャビア
ートデータおよびランダムデータを受信することを含み、キャビアートデータは、クライ
アントデバイスによってローカルデバイストークンから抽出され、上記方法はさらに、受
信したキャビアートおよびランダムデータの少なくとも部分に基づいてキー値を計算する
ことと、計算されたキー値をクライアントデバイスに送信することと、計算されたキー値
と、ローカルデバイストークンに基づいてクライアントデバイスによって計算される付加
的なキー値との間の対応に基づき、クライアントデバイスとのセキュアなワイヤレス接続
を確立することとを含み得る。
【００２９】
　いくつかの実現例では、開示される方法は、計算されたキー値を、セッションキーとし
て確証することを含み得る。
【００３０】
　いくつかの実現例では、キャビアートデータおよびランダムデータは、共有された対称
キーを使用して暗号化され得、開示される方法は、受信したキャビアートデータおよびラ
ンダムデータを復号化することと、共有された対称キーを使用して、計算されたキー値を
暗号化することと、暗号化されたキー値をクライアントデバイスに送信することとを含む
。
【００３１】
　いくつかの実現例では、リソースデバイスは、クラウドサーバに関連付けられるコンピ
ュータシステム、サードパーティ認証サービス、または、リソースデバイスのオーナーの
デバイスのうちの少なくとも１つにアクセスコントロールの決定を委任しており、少なく
とも１つのコンピュータシステム、サードパーティ認証サービス、または、オーナーデバ
イスは、アクセストークンを生成し、クライアントデバイスにアクセストークンを提供す
る。
【００３２】
　いくつかの実現例では、開示される方法は、ネットワークを介して通信することなく、
確立するステップ、受信するステップおよび提供するステップを実行することを含み得る
。
【００３３】
　いくつかの実現例では、アクセストークンは、１つ以上のキャビアートおよび対応する
キーを有するマカロンを含む。
【００３４】
　いくつかの実現例では、ネットワークを介して通信することなく、受信したトークンデ
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ータが有効なトークンに由来すると決定するステップは、受信したトークンデータから１
つ以上のキャビアートを抽出することと、抽出されたキャビアートと、リソースデバイス
によって維持されるマスターアクセストークンとに基づき、受信したトークンデータのコ
ピーを計算することと、受信したトークンデータが、計算されたコピーに対応すると決定
することと、受信したトークンデータが、計算されたコピーに対応する場合、受信したト
ークンデータが有効なトークンに由来すると確証することとを含み得る。
【００３５】
　いくつかの実現例では、ネットワークを介して通信することなく、受信したトークンデ
ータが有効なトークンに由来すると決定するステップは、抽出されたキャビアートの少な
くとも部分に基づいて、受信したアクセストークンについてのアクセスのチェーンを識別
することと、受信したトークンについてのアクセスのチェーンを照合することとをさらに
含み得る。
【００３６】
　いくつかの実現例では、１つ以上のキャビアートは、アクセストークンの失効日時と、
リソースデバイスのオーナーによってクライアントデバイスに割り当てられる役割と、１
つ以上のアクセスパラメータとを含み得、アクセスパラメータは、時間的制約、アクセス
タイプに対する制約、オフラインアクセスに対する制約、または、クライアントデバイス
がトークンを生成する能力に対する制約のうちの少なくとも１つを含み、リソースデバイ
スへのアクセスの要求は、リソースデバイスの１つ以上の要求される機能を識別する。
【００３７】
　いくつかの実現例では、アクセストークンが十分なアクセスのレベルを承認していると
決定するステップは、失効日時に基づいて、アクセストークンが失効していないと決定す
ることと、リソースデバイスの要求される機能へアクセスするためにクライアントデバイ
スによって必要とされる役割を識別することと、必要とされる役割が、割り当てられる役
割と一貫していると決定することと、１つ以上の要求される機能が１つ以上のアクセスパ
ラメータと一貫していると決定することと、（ｉ）アクセストークンが失効していないと
いう決定と、（ｉｉ）必要とされる役割が、割り当てられる役割と一貫しているという決
定と、（ｉｉｉ）１つ以上の要求される機能が１つ以上のアクセスパラメータと一貫して
いるという決定とに応答して、アクセストークンが、要求されるアクセスを提供するのに
十分なアクセスのレベルを承認していると確証することを含み得る。
【００３８】
　いくつかの実現例では、リソースデバイスは、クラウドサーバに関連付けられるコンピ
ュータシステム、サードパーティ認証サービス、または、リソースデバイスのオーナーの
デバイスのうちの少なくとも１つにアクセスコントロールの決定を委任しており、少なく
とも１つのコンピュータシステム、サードパーティ認証サービス、または、オーナーデバ
イスは、アクセストークンを生成し、クライアントデバイスにアクセストークンを提供す
る。
【００３９】
　他の実施形態において、対応するシステム、デバイスおよびコンピュータプログラムは
、コンピュータストレージデバイス上でエンコードされる方法のアクションを実行するよ
うに構成され得る。１つ以上のプロセッサを有するデバイスは、デバイスにインストール
されたソフトウェア、ファームウェア、ハードウェアまたはそれらの組み合わせによりそ
のように構成され得、当該ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェアまたはそれらの
組み合わせは、動作において当該デバイスに上記アクションを実行させる。１つ以上のコ
ンピュータプログラムは、デバイスによって実行されると、デバイスにアクションを実行
させる命令を有することによって、そのように構成され得る。
【００４０】
　本願明細書において開示される技術の実現例は、以下の利点の１つ以上を提供し得る。
デバイスはリモートシステムにアクセスコントロールの決定を委任し得る。これにより、
デバイスについて洗練されたセキュリティおよびアクセスコントロールが可能になる一方
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、デバイス上での電力需要、処理需要およびネットワーク帯域幅需要が低減される。当該
システムにより、特定の許可または制約が与えられることを可能にするきめ細かいアクセ
スコントロールが可能になる。さらに、当該システムにより、さまざまな条件あるいは制
約に従って、承認されたユーザが、他者に制限のあるアクセスを委任することが可能にな
る。さらに、リモートシステムがユーザまたはデバイスに認証を与える決定をしているが
、当該セキュリティスキームは、リモートシステムとセキュアにされるデバイスとの間の
通信が必要ではないように構成されている。すなわち、アクセスが要求されると、セキュ
アにされるデバイスは、要求を行った側が、その後にリモートシステムと通信することな
く承認されるかどうか決定し得る。これにより、当該認証スキームは、ネットワーク接続
がない状態でも有効である。さらに、ネットワーク接続がなくても認証を実行する能力に
より、電力需要が低減され得、これは小さいデバイスまたはバッテリ給電のデバイスに特
に有利である。
【００４１】
　この明細書に記載される主題の１つ以上の実施形態の詳細は、添付の図面および以下の
説明において記載される。当該主題の他の潜在的な特徴、局面および利点は、説明、図面
および請求の範囲から明白になるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】例示的なコンピューティングシステムの図である。
【図２】デバイス間での、アクセスコントロールの決定の委任を促進するデータの例示的
な交換を示す図である。
【図３】リソースデバイスから１つ以上のコンピューティングデバイスにアクセスコント
ロールの決定を委任するための例示的なプロセスのフローチャートの図である。
【図４】クライアントデバイスによるリソースデバイスのトークンベースのアクセスを促
進するデータの例示的な交換を示す図である。
【図５】リソースデバイスへのアクセスを与えるための例示的なプロセスのフローチャー
トの図である。
【図６】この明細書に記載されるシステムおよび方法を実現するために使用され得るコン
ピューティングデバイスのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　さまざまな図面における同様の参照番号および参照符号は同様の要素を示す。
　詳細な説明
　図１は、リソースデバイスから１つ以上の他のデバイスおよび／またはコンピュータシ
ステムにアクセスコントロールの決定を委任し、かつ、ネットワークアクセスを必要とす
ることなく、リソースデバイスにアクセスを与えるデバイス固有のトークンを提供するた
めの例示的なシステム１００を示す。たとえば、システム１００は、リソースデバイス１
０２と、オーナーデバイス１０４と、クライアントデバイス１０６と、コンピューティン
グシステム１０８と、システム１００のコンポーネントのうちの１つ以上を相互接続する
ことが可能である通信ネットワーク１２２とを含み得る。
【００４４】
　さらに、ある局面では、システム１００は、システム１００の１つ以上のコンポーネン
トを直接的に接続することができる１つ以上のローカルワイヤレス通信ネットワーク（た
とえばワイヤレスピアツーピア接続など）を含み得る。たとえば、図１において、システ
ム１００は、リソースデバイス１０２およびオーナーデバイス１０４を直接的に接続する
ローカルワイヤレス通信ネットワーク１２４を含み得、付加的または代替的には、リソー
スデバイス１０２およびクライアントデバイス１０６を直接的に接続するローカルワイヤ
レス通信ネットワーク１２６を含み得る。しかしながら、開示される実施形態は、これら
の例示的なローカルワイヤレス通信ネットワークに限定されず、他の局面において、シス
テム１００は、システム１００のコンポーネントに適切な付加的または代替的な数のロー
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カルワイヤレス通信ネットワークを含んでもよい。
【００４５】
　一般に、リソースデバイス１０２は、たとえばルートキーといった、リソースデバイス
１０２のみが知っている秘密を生成または維持し得る。リソースデバイス１０２は、ルー
トキーに由来するマスターキーまたはマスタートークンを生成する。その後、リソースデ
バイス１０２は、信頼された機構（trusted authority）にマスタートークンを送信して
、当該信頼された機構にアクセス管理権を委任する。いくつかの実現例では、当該信頼さ
れた機構は、コンピューティングシステム１０８のような、インターネットによってアク
セス可能なリモートサーバシステムである。委任が完了した後、信頼された機構は、リソ
ースデバイス１０２とコンタクトすることなく、リソースデバイス１０２にアクセスする
ための任意数のアクセスキーあるいはアクセストークンを生成することが可能になる。リ
ソースデバイス１０２は、新しいアクセストークンが生成される時に、オフまたはオフラ
インであり得る。
【００４６】
　その後、別のパーティがリソースデバイス１０２へのアクセスを要求する際には、要求
を行ったパーティーは、信頼された機構から取得されるアクセストークンを提示する。ア
クセストークンから、リソースデバイス１０２は、（ｉ）アクセストークンがデバイスル
ートキーに由来しているということと、（ｉｉ）アクセストークンが適切なアクセス管理
機構によって発行されたものであるということとを照合することが可能である。さらに、
リソースデバイス１０２は、アクセストークンを提示したものに与えられるアクセス権、
権限および制約を決定することが可能である。これにより、リソースデバイス１０２は、
アクセストークンに基づいて、アクセス管理権が委任された信頼された機構と通信するこ
となく、アクセスを提供するべきかどうかと、どの範囲のアクセスを提供するべきかどう
かとを決定することを可能になる。
【００４７】
　いくつかの局面において、リソースデバイス１０２は、（たとえば、ローパワーマイク
ロコントローラユニット（ＭＣＵ： microcontroller unit）および／またはシステムオ
ンチップ（ＳｏＣ：system-on-chip）によって動作される）ローパワーデバイスを含み得
、当該ローパワーデバイスは、通信ネットワーク１２２を介してシステム１００のコンポ
ーネントとの通信を確立するように構成され得、付加的または代替的には、ローカルワイ
ヤレス通信ネットワーク１２４および１２６を介して直接的な接続を確立するように構成
され得る。たとえば、ローパワーデバイスは、バッテリ給電のデバイス、またはそうでな
ければ、電力が抑制されているデバイスであり得る。例として、リソースデバイス１２２
は、ワイヤレススピーカーのセットと、ワイヤレスプリンタまたは他の電子デバイスと、
スマートロックと、スマート家電（たとえば冷蔵庫、ストーブおよび／または洗濯機）と
、スマートサーモスタットまたは他のセンサと、たとえばネットワーク１２２を介したコ
ンピューティングシステム１０８との通信、ローカルワイヤレス通信ネットワーク１２４
を介したオーナーデバイス１０４との直接的な通信、付加的または代替的には、ローカル
ワイヤレス通信ネットワーク１２６を介したクライアントデバイス１０６との直接的な通
信を確立することが可能である任意の付加的または代替的なデバイス（たとえばインター
ネットオブシングス（ＩＯＴ： Internet-of-Things）接続デバイス）とを含み得るが、
これらに限定されない。いくつかの実現例において、リソースデバイス１０２は、Ｗｅａ
ｖｅまたはμＷｅａｖｅプロトコルに従って「サーバ」デバイスとして機能し得る。
【００４８】
　オーナーデバイス１０４およびクライアントデバイス１０６は、携帯電話と、スマート
フォンと、タブレットコンピュータと、デスクトップコンピュータと、ラップトップコン
ピュータと、タブレットコンピュータと、ウェアラブルコンピュータと、音楽プレーヤと
、ｅブックリーダと、ナビゲーションシステムと、または、通信ネットワーク１２２、ロ
ーカルワイヤレス通信ネットワーク１２４および／もしくはローカルワイヤレス通信ネッ
トワーク１２６を介してシステム１００のコンポーネントとの通信を確立可能である任意
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の他の適切なコンピューティングデバイスとを含み得るが、これらに限定されない。さら
に、コンピューティングシステム１０８は、開示される実施形態に係る１つ以上のプロセ
スを実行するよう、メモリに格納されるソフトウェア命令を実行するように構成されると
ともに、ネットワーク１２２を介してシステム１００の１つ以上のコンポーネントと通信
するように構成される１つ以上のコンピュータシステムを含み得る。
【００４９】
　さらに、ある局面では、ローカルネットワーク１２４および／または１２６は、ブルー
トゥースローエナジー（ＢＬＥ）ネットワークのようなワイヤレスパーソナルエリアネッ
トワーク（ＰＡＮ： personal area network）を含み得る。他の局面において、開示され
る実施形態によると、ネットワーク１２２、付加的または代替的には、ローカルネットワ
ーク１２４および１２６の１つ以上は、たとえば「Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）」ネットワー
クのようなワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ： local area network）と
、ＲＦネットワークと、ニアフィールド通信（ＮＦＣ： Near Field Communication）ネ
ットワークと、複数のワイアレスＬＡＮを接続するワイヤレスメトロポリタンエリアネッ
トワーク（ＭＡＮ： Metropolitan Area Network）と、たとえばインターネットのような
ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ： wide area network）とを含み得るが、これらに限
定されない。
【００５０】
　いくつかの実施形態において、システム１００のコンポーネントは、クライアントデバ
イス１０６にアクセスコントロール権限を与えるとともに与えられたアクセスコントロー
ル権限に従ってクライアントデバイス１０６がリソースデバイス１０２にアクセスするこ
とを可能にするアクセスコントロールプロトコルを実現し得る。例として、従来のアクセ
スコントロールプロセスは、１つ以上の承認されたデバイス（たとえばクライアントデバ
イス１０６）と、これらの承認されたデバイスに提供されるアクセスのレベルとを識別す
るアクセスコントロールリスト（たとえばＡＣＬ）を維持するために、アクセス可能なデ
バイス（たとえばリソースデバイス１０２）を必要とし得る。デバイスからのアクセス要
求を受信すると、アクセス可能なデバイスは、ＡＣＬを解析して、要求を行ったデバイス
が承認されたデバイスかどうか決定し、承認されたデバイスであれば、要求を行ったデバ
イスに与えられるアクセスのレベルおよび／またはタイプを決定し得る。
【００５１】
　しかしながら、上述したように、リソースデバイス１０２は、ローパワーＭＣＵおよび
ＳｏＣによって動作されるデバイスを含み得る。これらのローパワーＭＣＵおよび／また
はＳｏＣは、相対的に低いクロック速度で動作し、制限のあるローカルメモリを含んでお
り、これにより、これらのローパワーＭＣＵおよび／またはＳｏＣは、複数の承認された
デバイスについてＡＣＬを維持することができず、（たとえばクライアントデバイス１０
６、または、システム１００における他のクライアントデバイスからの）個々の要求を処
理および認証するのに十分なスピードでアクセスコントロールプロトコルを実行すること
ができない。ローパワーＭＣＵおよび／またはＳｏＣによって課される制限に鑑みて、開
示される実施形態に係るアクセスコントロールプロトコルは、リソースデバイス１０２か
らシステム１００の別のコンポーネントにアクセスコントロールの決定を委任し得、これ
により、リソースデバイス１０２にアクセスすることが承認されたデバイスを識別し、リ
ソースデバイス１０２への提示の際に、承認されたデバイスがリソースデバイス１０２の
機能にアクセスすることを可能にするローカルトークンを生成または「作り出」し得る。
【００５２】
　例として、リソースデバイス１０２、オーナーデバイス１０４およびクライアントデバ
イス１０６は各々、ネットワーク１２２を介してコンピューティングシステム１０８との
通信を確立可能であり得、開示される実施形態に係るアクセスコントロールプロトコルは
、リソースデバイス１０２がコンピューティングシステム１０８にアクセスコントロール
の決定を委任することを可能にし得る。いくつかの局面において、本願明細書において記
載されるように、コンピューティングシステム１０８は、クラウドサーバ（たとえばGoog
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le Cloud（商標）によって維持されるサーバ）として機能し得、オーナーデバイス１０４
（付加的または代替的には、リソースデバイス１０２へのアクセスをコントロールまたは
管理するエンティティの任意の他のデバイス）から受信される入力に基づいて、リソース
デバイス１０２に代わってＡＣＬを生成および維持し得る。さらに、以下に記載されるよ
うに、コンピューティングシステム１０８は、承認されたデバイス（たとえばクライアン
トデバイス１０６）がリソースデバイス１０２の識別性を照合すること可能にするととも
にリソースデバイス１０２へのクライアントデバイス１０６のアクセスのレベル、タイプ
、および期間を特定するローカルトークンを生成または作り出し得る。
【００５３】
　ある局面において、コンピューティングシステム１０８にリソースデバイス１０２のア
クセスコントロールの決定を委任するアクセスコントロールプロトコルを開始するために
、（たとえば、リソースデバイス１０２へのアクセスを有するまたはコントロールするエ
ンティティによって維持された）オーナーデバイス１０４は、ネットワーク１２４を介し
てリソースデバイス１０２を発見する１つ以上のプロセスを実行し得る。たとえば、リソ
ースデバイス１１２は、ネットワーク１２４を介して動作するデバイスに対して発見可能
であり得、ネットワーク１２４を介して動作するデバイスに、その発見可能状態を示すア
ドバタイズメントデータをブロードキャスト送信し得る。１つの場合において、リソース
デバイス１０２はパブリック（publicly）に発見可能であり、また、ブロードキャスト送
信されたアドバタイズメントデータは、リソースデバイス１０２のデバイス識別子（たと
えばメディアアクセスコントロール（ＭＡＣ）アドレス、ＩＰアドレスなど）を含み得る
。オーナーデバイス１０４によってデバイス識別子が受信されると、オーナーデバイス１
０４は、リソースデバイス１０２を発見しペアリングし得、（たとえばネットワーク１２
４を介する）リソースデバイス１０２との直接的なワイヤレス接続を確立し得る。
【００５４】
　他の場合において、リソースデバイス１２２は、プライベート（privately）に発見可
能であり、システム１００内で動作する１つ以上のプライベートネットワークにおける自
身のメンバーシップを示すようアドバタイズメントデータ内にエフェメラル識別子（ＥＩ
Ｄ： ephemeral identifier）データを含み得る。たとえば、プライベートに発見可能で
ある場合、リソースデバイス１０２は、特定された長さの乱数（たとえば１６ビットの乱
数）を含むアドバタイズメントデータと、１つ以上のプライベートネットワークのメンバ
ーの間で共有されるプライベート暗号キーを使用して生成されるその乱数のデジタル署名
とをブロードキャスト送信し得る。いくつかの局面において、リソースデバイス１０２は
、メッセージ認証コード（ＭＡＣ： message authentication code）アルゴリズム（たと
えば１６バイトのタグ長さを有するＨＭＡＣ－ＳＨＡ２５６アルゴリズム）を上記乱数お
よび共有されたプライベート暗号キーに適用することによって、デジタル署名を生成し得
る。オーナーデバイス１０４は、アドバタイズメントデータを受信し、共有されるプライ
ベート暗号キーを使用して乱数の付加的なデジタル署名を生成し、受信および生成された
デジタル署名がマッチする場合、リソースデバイス１０２を発見し、ネットワーク１２４
を介するリソースデバイス１０２との直接的なワイヤレス接続を確立し得る。
【００５５】
　発見およびペアリングが成功すると、オーナーデバイス１０４は、コンピューティング
システム１０８にリソースデバイス１０２を登録し開示される実施形態に係るアクセスコ
ントロールプロセスを実現するよう、１つ以上のプロセス（たとえば「ブートストラッピ
ング」プロセス）を実行し得る。例として、オーナーデバイス１０４は、ネットワーク１
２２を介するコンピューティングシステム１０８との通信を確立し得、コンピューティン
グシステム１０８に１つ以上の認証クレデンシャルを提供し得る（たとえばクラウドサー
ビスアカウントに関連付けられるログイン、パスワード、バイオメトリックデータ、トー
クン、デジタル証明書など）。コンピューティングシステム１０８は、いくつかの局面に
おいて、格納されたクラウドサービスアカウントデータ（たとえばGoogle Cloud（商標）
のようなクラウドサービスのアカウントを有するユーザまたはＧＡＩＡ（商標）アカウン
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トを有するユーザを示すデータ）に対して、受信した認証クレデンシャルを比較し得、こ
れにより、オーナーデバイス１０４のユーザ（たとえばオーナーデバイス１０４のオーナ
ーおよび／またはオーナーデバイス１０４へのアクセスをコントロールするエンティティ
）を認証し得る。
【００５６】
　認証が成功すると、オーナーデバイス１０４は、登録テンプレートを生成し、グラフィ
カルユーザインターフェイスを介して（たとえば実行されるモバイルアプリケーションを
介しておよび／またはクラウドサービスに関連付けられるウェブページを介して）ユーザ
に提示し得る。登録テンプレートは、いくつかの局面において、開示される実施形態に係
る１つ以上のアクセスコントロールプロセスのために、リソースデバイス１０２を登録す
るユーザの意図を示す。さらに、例として、オーナーデバイス１０４は、提示された登録
テンプレートへユーザによって入力された登録データを受信し得る。当該登録データは、
リソースデバイス１０２、オーナーデバイス１０４および／またはクラウドサービスのユ
ーザのアカウントを識別するデータを含み得るがこれに限定されない。また、オーナーデ
バイス１０４は、１つ以上のセキュアな通信プロトコル（たとえばセキュアハイパーテキ
ストトランスファプロトコル（ＨＴＴＰＳ）など）を使用して、登録データをコンピュー
ティングシステム１０８にネットワーク１２２を介して送信し得る。
【００５７】
　コンピューティングシステム１０８は、受信した登録データを処理し得、オーナーデバ
イス１０４、ユーザのクラウドサービスアカウント（たとえばユーザのＧＡＩＡ（商標）
アカウント、ユーザのGoogle Cloud（商標）アカウント）、および、リソースデバイス１
０２にリンクされる一意登録チケット識別子（unique registration ticket identifier
）を生成し得る。コンピューティングシステム１０８は、いくつかの場合において、生成
された登録チケット識別子をローカルメモリまたはデータレポジトリに格納し得、１つ以
上のセキュアな通信プロトコル（たとえばセキュアハイパーテキストトランスファプロト
コル（ＨＴＴＰＳ）など）を使用して、生成された登録チケット識別子をネットワーク１
２２を介してオーナーデバイス１０４に送信し得る。
【００５８】
　オーナーデバイス１０４は、コンピューティングシステム１０８から登録チケット識別
子を受信し得、いくつかの局面において、共有されるプライベート暗号キーを使用して登
録チケット識別子を暗号化し、暗号化された登録チケット識別子をネットワーク１２４を
介してリソースデバイス１０２に送信し得る。リソースデバイス１０２は、暗号化された
登録チケット識別子を受信および復号化し得、当該登録チケット識別子はローカルメモリ
またはデータレポジトリに格納され得る。さらに、ある局面では、リソースデバイス１０
２は、登録処理を完了するために、（たとえばＷｅａｖｅプロトコルにかかるPrivet API
のような適切なアプリケーションプログラミングインターフェイス（ＡＰＩ： applicati
on programming interface）への呼び出しを通じて）コンピューティングシステム１０８
に登録チケット識別子を提供し得る。
【００５９】
　コンピューティングシステム１０８は、ＡＰＩを通じて登録チケット識別子を受信し得
、登録チケット識別子に基づいて、オーナーデバイス１０４およびクラウドサービスアカ
ウントを識別し得る。当該識別に応答して、コンピューティングシステム１０８は、リソ
ースデバイス１０２についての１つ以上の認証クレデンシャルを生成し得、リソースデバ
イス１０２についての１つ以上のアクセスコントロールリスト（たとえばＡＣＬ）を生成
しローカルに格納し得る。以下に記載されるように、生成および格納されたＡＣＬは、た
とえば、リソースデバイス１０２にアクセスすることが承認されているデバイスと、承認
されたアクセスの範囲を定義、制限および／または制約する１つ以上のアクセスパラメー
タとを識別し得る。コンピューティングシステム１０８は、上記のセキュアな通信プロト
コルのいずれかを使用して、生成された認証クレデンシャルをネットワーク１２２を介し
てリソースデバイス１０２に送信し得る。リソースデバイス１０２は、発行された認証ク
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レデンシャルを受信し、ローカルメモリまたはデータレポジトリに格納し得、いくつかの
局面において、発行された認証クレデンシャルに基づいて、コンピューティングシステム
１０８は、リソースデバイス１０２とのセキュアな通信セッションを確立し得る。
【００６０】
　登録が成功すると、リソースデバイス１０２、オーナーデバイス１０４、クライアント
デバイス１０６およびコンピューティングシステム１０８は、開示される実施形態に係る
１つ以上のアクセスコントロールプロトコルを実現する動作をまとめて実行し得る。たと
えば、開示されるプロセスによって、リソースデバイス１０２は、コンピューティングシ
ステム１０８（たとえばGoogle Cloud（商標）によって維持されるサーバのようなクラウ
ドサーバ）にアクセスコントロールの決定を委任することが可能になり得、コンピューテ
ィングシステム１０８は、オーナーデバイス１０４によって課される１つ以上の制限およ
び／または制約に従って、クライアントデバイス１０６にリソースデバイス１０２へのア
クセスを提供する１つ以上のトークンを生成し得る。
【００６１】
　これらおよび他のアクセスコントロールプロセスを実現するために、リソースデバイス
１０２、オーナーデバイス１０４、クライアントデバイス１０６および／またはコンピュ
ーティングシステム１０８は、１つ以上の暗号キーおよびトークンを生成、受信および／
または格納するように構成され得る。たとえば、本願明細書において記載される発見プロ
セスの間、リソースデバイス１０２はルート暗号キーを生成し得、当該ルート暗号キーは
、リソースデバイス１０２がローカルメモリまたはデータレポジトリに格納し得、かつ、
リソースデバイス１０２によって機密保持され得る。
【００６２】
　さらに、ある局面において、リソースデバイス１０２、オーナーデバイス１０４および
／またはクライアントデバイス１０６は、共有されるプライベート暗号キーのローカルコ
ピーを格納してもよく、初期ハンドシェイクプロセスの間のネットワーク１２４を介する
リソースデバイスとオーナーデバイス１０４との間の通信（およびネットワーク１２６を
介するクライアントデバイス１０６との通信）を暗号化してもよく、これにより、パッシ
ブリスナー（passive listener）からの如何なるデバイス固有の情報も不明瞭にされ得る
。ある局面では、共有されるプライベート暗号キーは、格納されたルート暗号キーを使用
してリソースデバイス１０２によって生成され得、リソースデバイス１０２は、ネットワ
ーク１２４および１２６のそれぞれを介して、共有されるプライベート暗号キーをオーナ
ーデバイス１０４および／またはクライアントデバイス１０６に提供し得る。他の局面に
おいて、リソースデバイス１１２は、初期の登録および／またはブートストラッピングプ
ロセスの間に、付加的なデバイス（たとえばリソースデバイス１１２のオーナーによって
保持されるデバイス）および／またはコンピューティングシステム１０８（たとえばGoog
le Cloud（商標）によって維持されるサーバのようなクラウドサーバ）に、共有されるプ
ライベート暗号キーを提供し得る。次いで、付加的なデバイスおよび／またはコンピュー
ティングシステム１０８が、以下に記載されるもののような１つ以上のローカルアクセス
トークンの部分として、共有されるプライベート暗号キーをクライアントデバイス１０６
に提供し得る。
【００６３】
　開示される実施形態に係るデバイスおよびアクセストークンは、マカロン（macaroon）
としてフォーマットされ得、マカロンは、バイト列（たとえばキャビアート（caveat））
のシーケンスと、ネスト型の態様（nested fashion）で各キャビアートにメッセージ認証
コード（ＭＡＣ）アルゴリズムを適用することによって再帰的に計算される認証タグ（た
とえばデジタル署名）とを含む。以下に記載されるように、キャビアートは、デバイス識
別子、デバイス固有の暗号キーの識別子、および／または、アクセス制約（たとえば、失
効日時、時間的制約、権限レベル、再共有に対する制約、セッションベースの制約、時間
的制約など）を含み得るが、これらに限定されない。さらに、以下に記載される付加的な
局面において、以前に生成されたマカロンが、付加的なキャビアートを加え、かつ、キー
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として以前のタグを使用して付加的なキャビアートに再帰的にＭＡＣアルゴリズムを適用
することにより、（たとえばリソースデバイス１０２、オーナーデバイス１０４、コンピ
ューティングシステム１０８などによって）拡張され得る。開示される実施形態に係るＭ
ＡＣアルゴリズムは、１６バイトのタグ長さのＨＭＡＣ－ＳＨＡ２５６アルゴリズムと、
クライアントデバイス１０６およびリソースデバイス１１２に適切な他のアルゴリズムと
を含み得るがこれらに限定されない。
【００６４】
　たとえば、リソースデバイス１０２は、上述したようにマカロンとしてフォーマットさ
れ得るマスターデバイストークンおよびマスターアクセストークンを生成し得る。マスタ
ーデバイストークンのキャビアートは、リソースデバイス１０２（たとえばＭＡＣアドレ
スなど）の識別子と、リソースデバイス１０２によって生成されるランダムデータ（たと
えばランダムノンス（nonce））とを含み得るが、これらに限定されない。付加的な場合
において、マスターアクセストークンのキャビアートは、たとえば、リソースデバイス１
０２のオーナーに関連付けられる役割または権限のレベル（たとえば最も高い利用可能な
権限）と、ランダムノンスとを含み得る。リソースデバイス１０２はさらに、たとえば、
格納されたルート暗号キーと、マスターデバイスおよびアクセストークンのそれぞれのキ
ャビアートとに基づいて、（たとえば適切なＭＡＣアルゴリズムを使用して）マスターデ
バイスおよびアクセストークンについてのデジタル署名を生成し得る。（たとえば、マカ
ロンのうちの対応するものについての認証タグとして機能し得る）生成されたデジタル署
名は、いくつかの場合において、リソースデバイス１０２とシステム１００の他のコンポ
ーネントとの間の送信の間に、悪意のあるパーティーがトークンの１つ以上を傍受し修正
し得る可能性を低減し得る。
【００６５】
　上述したように、開示される実施形態に係るアクセスコントロールプロトコルは、リソ
ースデバイス１０２が、コンピューティングシステム１０８（たとえばGoogle Cloud（商
標）によって維持されるサーバのようなクラウドサーバ）にそのアクセスコントロールの
決定を委任することを可能にし得、これにより、オーナーデバイス１０４によって課され
る制限および制約に従って、１つ以上の付加的なデバイス（たとえばクライアントデバイ
ス１０６）にアクセス権を提供し得る。この委任を促進するために、リソースデバイス１
０２は、（たとえば、上で概説されたセキュアな通信プロトコルのいずれかを使用して）
ネットワーク１２２を介してコンピューティングシステム１０８にマスターデバイスおよ
びアクセストークンを送信し得る。
【００６６】
　コンピューティングシステム１０８は、いくつかの局面において、リソースデバイス１
０２からマスターデバイスおよびアクセストークンを受信し得、マスターデバイスおよび
アクセストークンをオーナーデバイス１０４（付加的または代替的にはオーナーデバイス
１０４のユーザのクラウドサービスアカウント）に関連付け得、ローカルメモリまたはデ
ータレポジトリにマスターデバイスおよびアクセストークンを格納し得る。ある局面にお
いて、図２を参照して記載されるように、コンピューティングシステム１０８は、リソー
スデバイス１０２の１つ以上の機能へのアクセスを、オーナーデバイス１０４によってそ
のアクセスに課される制限および／または制約に従ってクライアントデバイス１０６に付
与するローカルデバイスおよびアクセストークンを生成し得る。
【００６７】
　図２は、開示される実施形態に従った、リソースデバイス１０２からコンピューティン
グシステム１０８へのアクセスコントロールの決定の委任を促進するデータ２００の例示
的な交換を示す概略図である。例として、上記の例示的な技術のいずれかを使用して、リ
ソースデバイス１０２は、マカロンとしてフォーマットされ得るとともにリソースデバイ
ス１０２からコンピューティングシステム１０８に送信され得るマスターデバイスおよび
アクセストークンを生成し得る。しかしながら、開示される実施形態は、リソースデバイ
ス１０２によって生成されるマスターデバイスおよびアクセストークンに限定されず、他
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の局面において、オーナーデバイス１０４と、リソースデバイス１０２をコントロールす
るエンティティに関連付けられる別のデバイス（図１に示されない）と、さらに、システ
ム１００内で動作可能あり委任されたアクセスに適切な任意の付加的または代替的なデバ
イスとによって、開示される実施形態に係るマスターデバイスおよびアクセストークンが
生成され得る。
【００６８】
　いくつかの局面において、上述したように、コンピューティングシステム１０８は、リ
ソースデバイス１０２にアクセスすることを承認される１つ以上のデバイスを識別するア
クセスコントロールリスト（たとえばＡＣＬ）と、さらに、承認されたアクセスの範囲を
定義、制限および／または制約する１つ以上のアクセスパラメータとを生成および維持し
得る。ある局面では、アクセスパラメータは、失効日時、セッションベースの制約（たと
えば、単一の確立されている通信設定への委任されたアクセスを制限すること）、時間的
制約（たとえば有効期間、有効な日時など）、承認されたアクセスのタイプに対する制約
（たとえば、機能の使用、設定の修正など）、承認されたデバイス（たとえばオーナー、
マネージャ、ユーザなど）に関連付けられる役割、承認されたデバイスがさらにアクセス
を委任する能力（たとえば付加的なトークンを作り出すこと）、および／または、承認さ
れたデバイスがオフラインで（たとえばネットワーク１２２へのアクセスなしで）リソー
スデバイス１０２へアクセスする能力を含み得るが、これらに限定されない。しかしなが
ら、開示される実施形態は、これらの例示的なアクセスパラメータに限定されず、さらに
別の局面において、開示される実施形態に係るＡＣＬは、コンピューティングシステム１
０８、リソースデバイス１０２および承認されたデバイス（たとえばクライアントデバイ
ス１０６）に適切な任意の付加的または代替的なアクセスパラメータを含み得る。さらに
、アクセスパラメータのうちの１つ以上は、（たとえば、対応するユーザから受信される
入力に基づいて）オーナーデバイス１０４によって確立され得、付加的または代替的には
、リソースデバイス１０２および／または承認されたデバイス（たとえばクライアントデ
バイス１０６）のプロパティに基づいて、コンピューティングシステム１０８によって確
立されるデフォルトパラメータを表わし得る。
【００６９】
　ある実施形態では、オーナーデバイス１０４のユーザは、（たとえば、オーナーデバイ
ス１０４によって実行されるモバイルアプリケーション、および／または、オーナーデバ
イス１０４によって提示のためにアクセスおよびレンダリングされるウェブページによっ
て生成される）コンピューティングシステム１０８に関連付けられるグラフィカルユーザ
インターフェイス（ＧＵＩ）にアクセスし得る。いくつかの局面では、提示されるＧＵＩ
は、（たとえば１つ以上のＡＣＬ内において）リソースデバイス１０２にアクセスするこ
とを承認されている１つ以上のデバイスを識別し得、承認されているデバイスの各々につ
いて１つ以上のアクセスパラメータを識別し得、さらに、ユーザがＡＣＬに付加的な承認
されたデバイスを加え、当該付加的な承認されたデバイスについてアクセスパラメータを
特定することを可能にし得る。
【００７０】
　たとえば、オーナーデバイス１０４によって提示されるＧＵＩへ入力されると、ユーザ
は、（ｉ）クライアントデバイス１０６をリソースデバイス１０２にアクセスすることを
承認されたデバイスであると識別し、かつ、（ｉｉ）クライアントデバイス１０６の承認
されたアクセスの範囲を定義、制限および／または制約するアクセスパラメータのうちの
１つ以上を特定する情報を提供し得る。いくつかの場合、クライアントデバイス１０６を
識別する情報は、デバイス識別子、および／または、クライアントデバイス１０６を操作
するユーザの識別子を含み得る。さらに、上述したように、当該情報は、失効日時、セッ
ションベースの制約、時間的制約、承認されたアクセスのタイプ、役割、その後の委任に
対する制約、オーナーデバイス１０４によって課されるオフラインのアクセスに対する制
約を含むがこれらに限定されないアクセスパラメータを特定し得る。いくつかの場合、開
示される実施形態によると、特定された役割は、オーナーデバイス１０４に関連付けられ
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る同等の役割に相当するか、それより低くなければならない。
【００７１】
　図２に示されるように、オーナーデバイス１０４は、ユーザによって入力される情報を
受信し、当該情報をアクセスコントロールデータ２０１へとパッケージ化し得、アクセス
コントロールデータ２０１は、上で概説されたセキュアな通信プロトコルのいずれかを使
用してネットワーク１２２を介してコンピューティングシステム１０８に送信され得る。
ある局面では、アクセスコントロールデータ２０１はさらに、コンピューティングシステ
ム１０８がオーナーデバイス１０４および／またはオーナーデバイス１０４のユーザを認
証することを可能にする１つ以上の認証クレデンシャル（たとえばユーザのクラウドサー
ビスアカウントのユーザ名、パスワード、バイオメトリックデータなど）を含み得る。
【００７２】
　コンピューティングシステム１０８は、オーナーデバイス１０４からアクセスコントロ
ールデータ２０１を受信し得、１つ以上の認証クレデンシャルに基づいて、オーナーデバ
イス１０４および／またはオーナーデバイス１０４のユーザを認証し得る。さらに、いく
つかの局面では、コンピューティングシステム１０８は、アクセスコントロールデータ２
０１を解析して、新しく承認されたデバイス（たとえばクライアントデバイス１０６）を
識別するデータと、クライアントデバイス１０６の承認されたアクセスの範囲を定義する
１つ以上のアクセスパラメータとを取得し得る。コンピューティングシステム１０８は、
ある実施形態において、リソースデバイス１０２に対応する格納されたＡＣＬの部分にア
クセスし得、クライアントデバイス１０６を識別するデータと、さらに、クライアントデ
バイス１０６がリソースデバイス１０２にアクセスする能力（たとえばアップデートされ
たＡＣＬ２０２を生成すること）を定義、制限および／または制約するアクセスパラメー
タとを含むように、アクセスされたＡＣＬ部分をアップデートする。
【００７３】
　さらに、いくつかの実施形態では、クライアントデバイス１０６のユーザはクラウドサ
ービスアカウント（たとえばコンピューティングシステム１０８によって維持されるGoog
le Cloud（商標）または別のクラウドサービス）に関連付けられ得、クライアントデバイ
ス１０６は、コンピューティングシステム１０８によって発行される１つ以上の認証クレ
デンシャルをローカルに格納し得る。ある局面では、クライアントデバイス１０６は、（
たとえばネットワーク１２２を介して、上で概説されたセキュアな通信プロトコルのいず
れかを使用して）コンピューティングシステム１０８に認証データ２０３を送信し得る。
認証データ２０３は、たとえば、クライアントデバイス１０６に発行される１つ以上の認
証クレデンシャルを含み得、コンピューティングシステム１０８は、受信した認証クレデ
ンシャルと、格納されたクラウドサービスアカウントデータ（たとえば有効なＧＡＩＡ（
商標）アカウントを識別するデータ、有効なGoogle Cloud（商標）アカウントを識別する
データなど）との比較に基づいてクライアントデバイス１０６を認証し得る。
【００７４】
　受信した認証クレデンシャルが、格納されたクラウドサービスアカウントデータとマッ
チしない場合、コンピューティングシステム１０８は、フェイルした認証の試みを示す結
果データ２０４を生成し、クライアントデバイス１０４に送信し得る。しかしながら、コ
ンピューティングシステム１０８は、受信した認証クレデンシャルを格納されたクラウド
サービスアカウントデータの部分とマッチするものであった場合、コンピューティングシ
ステム１０８は、認証プロセスを成功とみなして、認証の成功を確認する結果データ２０
４をクライアントデバイス１０６へ送信し得る。
【００７５】
　認証の成功に応答して、クライアントデバイス１０６は、リソースデバイス１０２にア
クセスする要求（たとえばアクセス要求２０５）を生成し、（たとえばネットワーク１２
２を介して、上で概説されたセキュアな通信プロトコルのいずれかを使用して）コンピュ
ーティングシステム１０８に送信し得る。アクセス要求２０５は、いくつかの局面におい
て、リソースデバイス１０２の識別子を含み得る（たとえばＭＡＣアドレス、ＩＰアドレ



(27) JP 2019-508763 A 2019.3.28

10

20

30

40

50

スなど）。他の局面において、開示される実施形態によると、アクセス要求２０５はデバ
イス固有でなくてもよく、その代わりに、オーナーデバイス１０４がクライアントデバイ
ス１０６にアクセス権限を与えたすべてのデバイスへのアクセスを要求してもよい。上述
したように、クライアントデバイス１０６は、上で概説されたセキュアな通信プロトコル
のいずれかを使用して、コンピューティングシステム１０８にネットワーク１２２を介し
てアクセス要求２０５を送信し得る。
【００７６】
　コンピューティングシステム１０８は、アクセス要求２０５を受信し得、リソースデバ
イス１０２への要求されたアクセスが、オーナーデバイス１０４によってクライアントデ
バイス１０６に与えられたアクセスのレベルと一貫しているかどうか決定し得る。たとえ
ば、コンピューティングシステム１０８は、アクセス要求２０５を解析し、リソースデバ
イス１０２と、付加的または代替的には、クライアントデバイス１０６とを識別し得る。
ある局面では、コンピューティングシステム１０８は、リソースデバイス１０２に対応す
るＡＣＬのローカルに格納されたコピーにアクセスし得、当該ＡＣＬにおけるエントリに
基づいて、オーナーデバイス１０４がクライアントデバイス１０６にリソースデバイス１
０２へのアクセスを与えたかどうか決定し得る。
【００７７】
　コンピューティングシステム１０８は、ＡＣＬエントリに基づいて、そのオーナーデバ
イス１０４がクライアントデバイス１０６（および／またはクライアントデバイス１０６
のユーザ）にリソースデバイス１０２へのアクセスを与えていなかったと決定するもので
あった場合、与えられたアクセスが存在しないことを示すエラーメッセージを生成し、ク
ライアントデバイス１０６に送信し得る（図２に示さず）。しかしながら、コンピューテ
ィングシステム１０８は、オーナーデバイス１０４がクライアントデバイス１０６（およ
び／またはクライアントデバイス１０６のユーザ）にリソースデバイス１０２へのアクセ
スを与えたと決定するものであった場合、クライアントデバイス１０６がリソースデバイ
ス１０２の１つ以上の機能にアクセスする能力を一緒に促進するローカルデバイストーク
ンおよびローカルアクセストークン（たとえば図２のローカルトークンデータ２０６）を
生成し得る。
【００７８】
　ある局面では、コンピューティングシステム１０８は、（たとえば、成功した登録プロ
セスの後でリソースデバイス１０２によって生成され、リソースデバイス１０２から受信
されるような）マスターデバイスおよびアクセストークンの格納されたコピーにアクセス
し得、マスターデバイスおよびアクセストークンのそれぞれに対する拡張（extension）
に基づいて、ローカルデバイストークンおよびローカルアクセストークンを生成および「
作り出し」得る。たとえば、上述したように、マスターデバイストークンはマカロンとし
てフォーマットされ得、そのキャビアートは、リソースデバイス１０２（たとえばＭＡＣ
アドレスなど）の識別子と、リソースデバイス１０２によって生成されるランダムデータ
（たとえばデバイス固有のランダムノンス（nonce））とを含み得るが、これらに限定さ
れない。ローカルデバイストークンを生成するために、コンピューティングシステム１０
８は、１つ以上の付加的なキャビアート（たとえばクライアントデバイス１０６のデバイ
ス識別子、ランダムノンスとしての付加的なランダムデータなど）を加え、かつ、以前の
タグをキーとして使用して、適切なＭＡＣアルゴリズムを当該付加的なキャビアートに再
帰的に適用することにより、マスターデバイストークンを拡張し得る。
【００７９】
　さらに例として、マスターアクセストークンもマカロンとしてフォーマットされ得、そ
のキャビアートは、リソースデバイスのオーナーに関連付けられる役割（たとえば最も高
い利用可能な権限）、および／または、リソースデバイス１０２によって生成されるラン
ダムデータ（たとえばデバイス固有のランダムノンス）を含み得るがこれらに限定されな
い。ある局面では、ローカルアクセストークンを生成するために、コンピューティングシ
ステム１０８は、オーナーデバイス１０４によってリソースデバイス１０２へのクライア
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ントデバイス１０６のアクセスに課される１つ以上の制限および／または制約を識別する
付加的なキャビアート（すなわちＡＣＬに格納される１つ以上のアクセスパラメータ）を
付加的なランダムデータ（たとえばランダムノンス）とともに加えることによって、マス
ターデバイストークンを拡張し得る。
【００８０】
　たとえば、コンピューティングシステム１０８は、クライアントデバイス１０６がリソ
ースデバイス１０２にアクセスする能力に対してオーナーデバイス１０４によって課され
る１つ以上の制限および／または制約を示すアクセスパラメータを抽出するよう、リソー
スデバイス１０２に対応するＡＣＬを処理し得る。上述したように、課された制限および
制約は、失効日時、時間的な制限（たとえばアクセスについての有効な日時）、セッショ
ンベースの制約（たとえば、単一の確立された通信セッションに、委任されたアクセスを
限定すること）、アクセスのタイプ（たとえば、機能の使用、設定の修正など）に対する
制約、クライアントデバイス１０６の役割（たとえばオーナー、マネージャ、ユーザなど
）、クライアントデバイス１０６がさらにアクセスを委任する能力（たとえば付加的なト
ークンを作り出すこと）、および／または、クライアントデバイス１０６がリソースデバ
イス１０２にオフラインで（たとえばネットワーク１２２へのアクセスなしで）アクセス
する能力を含み得るが、これらに限定されない。その後、コンピューティングシステム１
０８は、（たとえばマスターアクセストークンからの）以前のタグをキーとして使用して
付加的なキャビアートセットに適切なＭＡＣアルゴリズムを適用することによって、ロー
カルアクセストークンについて新しいタグを生成し得る。
【００８１】
　いくつかの局面では、生成されたローカルデバイスおよびアクセストークンは「短命」
であり得（すなわちは１時間、１日などの期間に有効であり得）、コンピューティングシ
ステム１０８は、生成されたローカルデバイスおよびアクセストークンをローカルメモリ
またはデータレポジトリ内に格納し得る。さらに、開示される実施形態に係るＭＡＣアル
ゴリズムは、１６バイトのタグ長さのＨＭＡＣ－ＳＨＡ２５６アルゴリズムと、クライア
ントデバイス１０６、リソースデバイス１１２およびネットワーク１２２に適切な他のア
ルゴリズムとを含み得るがこれらに限定されない。その後、コンピューティングシステム
１０８は、生成されたローカルデバイスおよびアクセストークン（たとえばローカルトー
クンデータ２０６）を含むデータを生成し得、上で概説されたセキュアな通信プロトコル
のいずれかを用いてネットワーク１２２を介してクライアントデバイス１０６にローカル
トークンデータ２０６を送信する。いくつかの局面では、クライアントデバイス１０６は
、ネットワーク１２２を介してコンピューティングシステム１０８からローカルトークン
データ２０６を受信し得、ローカルデバイスおよびアクセストークンのコピーをローカル
メモリまたはデータレポジトリ内に格納し得る。
【００８２】
　図３は、開示される実施形態に従った、リソースデバイスから１つ以上のコンピューテ
ィングデバイスにアクセスコントロールの決定を委任する例示的なプロセス３００のフロ
ーチャートである。ある局面において、クラウドサーバ（たとえばコンピューティングシ
ステム１０８）として動作するコンピュータシステムは、リソースデバイス（たとえばリ
ソースデバイス１０２）がコンピュータコンピューティングシステム１０８にアクセスコ
ントロールの決定を委任することを可能にし得るとともにリソースデバイス１０２のオー
ナーのデバイス（たとえばオーナーデバイス１０４）によって指定される１つ以上のクラ
イアントデバイス（たとえばクライアントデバイス１０６）にリソースデバイス１０２に
アクセスする権利を提供する例示的なプロセス３００のステップを実行し得る。
【００８３】
　いくつかの局面において、開示される実施形態によると、オーナーデバイス１０４は、
ネットワーク１２４を介して動作するリソースデバイス１０２を発見する動作を実行し得
る。たとえば、リソースデバイス１０２は、ネットワーク１２４を介して動作するデバイ
スに対して発見可能であり得、ネットワーク１２４を介して動作するデバイスに、その発
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見可能状態を示すアドバタイズメントデータをブロードキャスト送信し得る。ある局面で
は、リソースデバイス１０２はパブリックまたはプライベートに発見可能であり得、オー
ナーデバイス１０４は、上で記載された例示的な技術のいずれかを使用して、パブリック
またはプライベートに発見可能状態で、リソースデバイス１０２を発見し得る。
【００８４】
　オーナーデバイス１０４のリソースデバイス１０２の発見の成功に応答して、コンピュ
ーティングシステム１０８は、リソースデバイス１０２を登録し、リソースデバイス１０
２をリソースデバイス１０２のオーナーのクラウドサービスアカウント（たとえばＧＡＩ
Ａ（商標）アカウント、Google Cloud（商標）アカウントなど）に関連付け、付加的また
は代替的には、オーナーデバイス１０４に関連付ける動作を実行し得る（たとえばステッ
プ３０２）。たとえば、オーナーデバイス１０４は、ネットワーク１２２を介するコンピ
ューティングシステム１０８との通信を確立し得、コンピューティングシステム１０８に
１つ以上の認証クレデンシャルを提供し得る（たとえばユーザ名、パスワード、バイオメ
トリックデータ、トークン、デジタル証明書など）。コンピューティングシステム１０８
は、いくつかの局面において、格納された認証データ（たとえば、格納されたＧＡＩＡ（
商標）アカウントデータ、格納されたGoogle Cloud（商標）アカウントデータなど）に対
して、受信した認証クレデンシャルを比較し得、これにより、オーナーデバイス１０４を
認証する。
【００８５】
　上述したように、オーナーデバイス１０４は、（たとえば、提示される登録テンプレー
トにオーナーデバイスのユーザによって入力されるデータに基づいて）コンピューティン
グシステム１０８へのリソースデバイス１０２の登録をサポートするデータを生成し得、
オーナーデバイス１０４は、（たとえば、上記のセキュアな通信プロトコルのいずれかを
使用して）ネットワーク１２２を介してコンピューティングシステム１０８に生成された
登録データを送信し得る。生成された登録データは、リソースデバイス１０２、オーナー
デバイス１０４、および／または、リソースデバイス１０２のオーナーに関連付けられる
クラウドサービスアカウントを識別するデータを含み得るがこれらに限定されない。
【００８６】
　コンピューティングシステム１０８は、ステップ３０２において登録データを受信し得
、オーナーデバイス１０４、オーナーのクラウドサービスアカウント、および、リソース
デバイス１０２にリンクされる一意登録チケット識別子を生成し得る。コンピューティン
グシステム１０８は、いくつかの場合において、生成された登録チケット識別子をローカ
ルメモリまたはデータレポジトリに格納し得、１つ以上のセキュアな通信プロトコル（た
とえばセキュアハイパーテキストトランスファプロトコル（ＨＴＴＰＳ）など）を使用し
て、生成された登録チケット識別子をネットワーク１２２を介してオーナーデバイス１０
４に送信し得る。
【００８７】
　オーナーデバイス１０４は、コンピューティングシステム１０８から登録チケット識別
子を受信し得、いくつかの局面において、共有されるプライベート暗号キーを使用して登
録チケット識別子を暗号化し、それから、暗号化された登録チケット識別子をネットワー
ク１２４を介してリソースデバイス１０２に送信し得る。リソースデバイス１０２は、暗
号化された登録チケット識別子を受信（および、適切な場合、復号化）し得、当該登録チ
ケット識別子はローカルメモリまたはデータレポジトリに格納され得る。さらに、ある局
面では、リソースデバイス１０２は、登録処理を完了するために、（たとえばＷｅａｖｅ
プロトコルにかかるPrivet APIのような適切なアプリケーションプログラミングインター
フェイス（ＡＰＩ： application programming interface）への呼び出しを通じて）コン
ピューティングシステム１０８に登録チケット識別子を提供し得る。
【００８８】
　コンピューティングシステム１０８は、ＡＰＩを通じて登録チケット識別子を受信し得
、登録チケット識別子に基づいて、（たとえばステップ３０２において）１つ以上の認証
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クレデンシャルを生成し、リソースデバイス１０２に発行し得る。コンピューティングシ
ステム１０８は、生成および発行された認証クレデンシャルをリソースデバイス１０２に
ネットワーク１２２を介して送信し得、リソースデバイス１０２は、発行された認証クレ
デンシャルを受信し、ローカルメモリまたはデータレポジトリに格納し得る。さらに、発
行された認証クレデンシャルに基づいて、リソースデバイス１０２は、ネットワーク１２
２を介してコンピューティングシステム１０８とのセキュアな通信セッションを確立し得
る。
【００８９】
　付加的な局面において、リソースデバイス１０２の登録に応答して、コンピューティン
グシステム１０８は、リソースデバイス１０２についてアクセスコントロールリスト（た
とえばＡＣＬ）を生成しローカルに格納し得る（たとえばステップ３０４）。生成および
格納されたＡＣＬは、たとえば、リソースデバイス１０２にアクセスすることを承認され
た１つ以上のデバイスと、オーナーデバイス１０４によって承認されたアクセスに課され
る制限および制約を定義する１つ以上のアクセスパラメータとを識別し得る。ある局面に
おいて、アクセスパラメータは、トークン失効日時、セッションベースの制約（たとえば
、単一の確立した通信設定への委任されたアクセスを限定すること）、時間的制約（たと
えば有効期間など）、アクセスのタイプに対する制約（たとえば、特定の機能の使用、設
定の修正など）、承認されたデバイス（たとえばオーナー、マネージャ、ユーザなど）に
割り当てられる役割または権限のレベル、承認されたデバイスがさらにアクセスを委任す
る能力（たとえばアクセスを再共有すること）、および／または、リソースデバイス１０
２にオフラインで（たとえばネットワーク１２２へのアクセスなしで）アクセスするため
の承認されたデバイスの利用可能性を含み得るが、これらに限定されない。いくつかの場
合において、コンピューティングシステム１０８は、生成および格納されたＡＣＬをオー
ナーデバイス１０４および／またはオーナーデバイス１０４に関連付けられるクラウドサ
ービスアカウントに関連付け得、以下に記載されるように、コンピューティングシステム
１０８は、オーナーデバイス１０４から受信されるアクセスコントロールデータに応答し
て、格納されたＡＣＬにアクセスし修正するプロセスを実行し得る。
【００９０】
　ある局面では、リソースデバイス１０２は、コンピューティングデバイス１０８に自身
のアクセスコントロールの決定を委任し得、コンピューティングデバイス１０８は、オー
ナーデバイス１０４によって課される制限および制約に従って、１つ以上の付加的なデバ
イス（たとえばクライアントデバイス１０６）とのアクセス権限を共有し得る。この委任
を促進するために、リソースデバイス１０２は、（たとえば、発行された認証クレデンシ
ャルに基づいて）コンピューティングシステム１０８とのセキュアな通信セッションを確
立し得、（たとえば、上で概説されたセキュアな通信プロトコルのいずれかを使用して）
ネットワーク１２２を介してコンピューティングシステム１０８にマスターデバイストー
クンおよびマスターアクセストークンのコピーを送信し得る。コンピューティングデバイ
ス１０８は、いくつかの局面において、リソースデバイス１０２からマスターデバイスお
よびアクセストークンを受信し得（たとえばステップ３０６）、受信したマスターデバイ
スおよびアクセストークンをローカルメモリまたはデータレポジトリに格納し得る。以下
に記載されるように、コンピューティングシステム１０８は、リソースデバイス１０２へ
のアクセスを１つ以上のクライアントデバイス（たとえばクライアントデバイス１０６）
に提供するローカルトークンを生成するよう、マスターデバイスおよび／またはアクセス
トークンの構造を修正し得る。
【００９１】
　たとえば、上述したように、開示される実施形態に係るマスターデバイスおよびアクセ
ストークンは、バイト列（たとえばキャビアート（caveat））のシーケンスと、ネスト型
の態様（nested fashion）で各キャビアートにメッセージ認証コード（ＭＡＣ）アルゴリ
ズムを適用することによって再帰的に計算される認証タグ（たとえばデジタル署名）とを
有するマカロン（macaroon）としてフォーマットされ得る。マスターデバイストークンの
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キャビアートは、リソースデバイス１０２（たとえばＭＡＣアドレスなど）の識別子と、
リソースデバイス１０２によって生成されるランダムデータ（たとえばデバイス固有のラ
ンダムノンス（nonce））とを含み得るが、これらに限定されない。付加的な場合におい
て、マスターアクセストークンのキャビアートは、たとえば、リソースデバイスのオーナ
ーに関連付けられる役割または権限のレベル（たとえば最も高い利用可能な権限）と、デ
バイス固有のランダムノンスとを含み得る。さらに、トークンに適用されたデジタル署名
は、いくつかの場合において、悪意のあるパーティーが傍受しキャビアートデータの部分
に承認されていない修正を行い得る可能性を低減し得る。
【００９２】
　ある局面において、コンピューティングシステム１０８は、オーナーデバイス１０４か
らアクセスコントロールデータ（たとえば図２のアクセスコントロールデータ２０１）を
受信するように構成され得る（たとえばステップ３０８）。受信したアクセスコントロー
ルデータはたとえば、（ｉ）リソースデバイス１０２にアクセスすることを承認されたデ
バイス（たとえばクライアントデバイス１０６）を識別するとともに、（ｉｉ）クライア
ントデバイス１０６の承認されたアクセスを定義、制限および／または制約するアクセス
パラメータのうちの１つ以上を特定する情報を含み得る。いくつかの場合、オーナーデバ
イス１０４のユーザは、入力として、受信したアクセスコントロールデータの少なくとも
部分を、（たとえば、オーナーデバイス１０４によって実行されるモバイルアプリケーシ
ョン、および／または、オーナーデバイス１０４によって提示のためにアクセスおよびレ
ンダリングされるウェブページによって生成される）コンピューティングシステム１０８
に関連付けられるグラフィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）に提供し得る。
【００９３】
　例として、受信したアクセスコントロールデータは、クライアントデバイス１０６の識
別子、および／または、クライアントデバイス１０６を操作するユーザの識別子を含み得
る。さらに、上述したように、受信したアクセスコントロールデータは、セッションベー
スの制約と、時間的制約と、アクセスのタイプに対する制約と、役割または権限レベルと
、その後の委任に対する制約と、オフラインのアクセスに関して、リソースデバイス１０
２にアクセスするクライアントデバイス１０６の能力に対してオーナーデバイス１０４に
よって課される制約とを含むがこれらに限定されないアクセスパラメータを特定し得る。
いくつかの場合、開示される実施形態に従うと、オーナーデバイス１０４のユーザによっ
て特定される役割または権限レベルは、オーナーデバイス１０４の同等の権限レベルに相
当するかそれより低くなければならない。付加的な局面では、受信したアクセスコントロ
ールデータは、コンピューティングシステム１０８がオーナーデバイス１０４および／ま
たはオーナーデバイス１０４のユーザを認証することを可能にする１つ以上の認証クレデ
ンシャル（たとえばオーナーデバイス１０４に関連付けられるクラウドサービスアカウン
トのログイン名、パスワード、バイオメトリックデータなど）を含み得る。
【００９４】
　ステップ３１０において、コンピューティングシステム１０８は、（たとえば、格納さ
れたクラウドサービスアカウントデータに対する、受信した認証クレデンシャルの比較に
基づいて）オーナーデバイス１０４を認証し、さらに、受信したアクセスコントロールデ
ータを解析して、新しく承認されたデバイス（たとえばクライアントデバイス１０６）と
、クライアントデバイス１０６のリソースデバイス１０２へのアクセスを定義、制限およ
び／または制約する１つ以上のアクセスパラメータとを識別するように構成され得る。コ
ンピューティングシステム１０８はさらに、ローカルに格納されたＡＣＬにアクセスし得
、ステップ３１２において、クライアントデバイス１０６を識別するデータと１つ以上の
アクセスパラメータ（たとえば図２のアップデートされたＡＣＬ２０２）とを含むように
、アクセスされたＡＣＬの少なくとも部分を修正し得る。
【００９５】
　いくつかの局面では、クライアントデバイス１０６のユーザはクラウドサービスアカウ
ント（たとえばコンピューティングシステム１０８によって維持されるGoogle Cloud（商



(32) JP 2019-508763 A 2019.3.28

10

20

30

40

50

標）または別のクラウドサービス）に関連付けられ得、クライアントデバイス１０６は、
コンピューティングシステム１０８によって発行される１つ以上の認証クレデンシャルを
ローカルに格納し得る。クライアントデバイス１０６は、いくつかの場合、上で概説され
たセキュアな通信プロトコルのいずれかを使用して、コンピューティングシステム１０８
にネットワーク１２２を介して認証データ（たとえば図２の認証データ２０３）を送信し
得る。コンピューティングシステム１０８は、クライアントデバイス１０６から認証デー
タを受信し得（たとえばステップ３１４）、本願明細書において記載される例示的な技術
のいずれかを使用して、受信した認証データと、格納されたクラウドサービスアカウント
データとの比較に基づいて、クライアントデバイス１０６を認証し得る（たとえばステッ
プ３１６）。
【００９６】
　コンピューティングシステム１０８は、格納されたクラウドサービスアカウントデータ
にクライアントデバイス１０６の認証クレデンシャルをマッチすることができなかった場
合（たとえばステップ３１６においてＮＯ）、フェイルした認証を示すエラーデータを生
成し、ネットワーク１２２を介してクライアントデバイス１０６に送信し得る（たとえば
ステップ３１８）。その後、例示的なプロセス３００はステップ３２０において完了する
。
【００９７】
　しかしながら、コンピューティングシステム１０８は、クライアントデバイスの認証ク
レデンシャルを、格納されたクラウドサービスアカウントデータの部分とマッチすること
ができた場合（たとえばステップ３１６においてＹＥＳ）、認証の成功の確認を生成し、
ネットワーク１２２を介してクライアントデバイス１０６に送信し得る（たとえばステッ
プ３２２）。
【００９８】
　認証の成功に応答して、クライアントデバイス１０６は、リソースデバイス１０２への
ローカルアクセスの要求（たとえばアクセス要求２０５）を生成し、コンピューティング
システム１０８に送信し得る。アクセス要求２０５は、いくつかの局面において、リソー
スデバイス１０２およびクライアントデバイス１０６の識別子を含み得る（たとえばＭＡ
Ｃアドレス、ＩＰアドレスなど）。
【００９９】
　コンピューティングシステム１０８は、クライアントデバイス１０６からアクセス要求
を受信し得（たとえばステップ３２４）、要求されたアクセスがオーナーデバイス１０４
によってクライアントデバイス１０６に与えられたアクセスと一貫しているかどうか決定
し得る（たとえばステップ３２６）。たとえば、コンピューティングシステム１０８は、
ステップ３２６において、受信したアクセス要求を解析し、リソースデバイス１０２を識
別し得、付加的または代替的には、クライアントデバイス１０６を識別し得る。コンピュ
ーティングシステム１０８はさらに、リソースデバイス１０２に対応するＡＣＬのローカ
ルに格納されたコピーにアクセスし得、ＡＣＬのエントリに基づいて、オーナーデバイス
１０４がクライアントデバイス１０６にリソースデバイス１０２へのアクセスを与えたか
どうか決定し得る。
【０１００】
　オーナーデバイス１０４がクライアントデバイス１０６へアクセスを与えることをフェ
イルした場合（たとえばステップ３２６においてＮＯ）、コンピューティングシステム１
０８は、ステップ３１８に戻り、与えられたアクセスが存在しないことを示すエラーデー
タを生成し、ネットワーク１２２を介してクライアントデバイス１０６に送信し得る。次
いで、例示的なプロセス３００はステップ３２０で完了する。
【０１０１】
　代替的には、コンピューティングシステム１０８は、オーナーデバイス１０４がリソー
スデバイス１０２へのアクセスをクライアントデバイス１０６に与えたと決定した場合（
たとえばステップ３２６においてＹＥＳ）、コンピューティングシステム１０８は、リソ
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ースデバイス１０２へのクライアントデバイス１０６のアクセスを一緒に促進するローカ
ルデバイストークンおよびローカルアクセストークン（たとえば図２のローカルトークン
２０６）を生成し得る（たとえばステップ３２８）。ある局面では、ステップ３２８にお
いて、コンピューティングシステム１０８は、（たとえば、成功した登録プロセスの後で
リソースデバイス１０２によって生成され、リソースデバイス１０２から受信されるよう
な）マスターデバイスおよびアクセストークンのローカルに格納されたコピーにアクセス
し得、マスターデバイスおよびアクセストークンのそれぞれに対する拡張（extension）
に基づいて、ローカルデバイストークンおよびローカルデバイストークンを生成および「
作り出し」得る。
【０１０２】
　たとえば、上述したように、マスターデバイストークンはマカロンとしてフォーマット
され得、そのキャビアートは、リソースデバイス１０２（たとえばＭＡＣアドレスなど）
の識別子と、リソースデバイス１０２によって生成されるランダムデータ（たとえばラン
ダムノンス（nonce））とを含み得るが、これらに限定されない。ステップ３２８におい
てローカルデバイストークンを生成するために、コンピューティングシステム１０８は、
１つ以上の付加的なキャビアート（たとえばクライアントデバイス１０６のデバイス識別
子、ランダムノンスとしての付加的なランダムデータなど）を加えることにより、マスタ
ーデバイストークンを拡張し得、以前のタグをキーとして使用して、適切なＭＡＣアルゴ
リズムを当該付加的なキャビアートに再帰的に適用し得る。
【０１０３】
　さらに例として、マスターアクセストークンもマカロンとしてフォーマットされ得、そ
のキャビアートは、リソースデバイスのオーナーに関連付けられる役割または権限レベル
（たとえば最も高い利用可能な権限）、および／または、リソースデバイス１０２によっ
て生成されるランダムデータ（たとえばランダムノンス）を含み得るがこれらに限定され
ない。ある局面では、ステップ３２８においてローカルアクセストークンを生成するため
に、コンピューティングシステム１０８は、オーナーデバイス１０４によってリソースデ
バイス１０２へのクライアントデバイス１０６のアクセスに課される１つ以上の制限およ
び／または制約を識別する１つ以上の付加的なキャビアート（すなわちＡＣＬに格納され
る１つ以上のアクセスパラメータ）を付加的なランダムデータ（たとえばランダムノンス
）とともに加えることによって、マスターアクセストークンを拡張し得る。
【０１０４】
　たとえば、コンピューティングシステム１０８は、クライアントデバイス１０６がリソ
ースデバイス１０２にアクセスする能力に対してオーナーデバイス１０４によって課され
る制限および／または制約を示すアクセスパラメータを抽出するよう、ローカルに格納さ
れたＡＣＬを解析し得る。上述したように、課された制限および制約は、失効日時、時間
的な制限（たとえばアクセスについての有効な日時）、セッションベースの制約（たとえ
ば、単一の確立された通信セッションへの委任されたアクセスを限定すること）、アクセ
スタイプ（たとえば、使用、設定の修正など）に対する制約、クライアントデバイス１０
６の役割（たとえばオーナー、マネージャ、ユーザなど）、クライアントデバイス１０６
がさらにアクセスを委任する能力（たとえば付加的なトークンを作り出すこと）、および
／または、クライアントデバイス１０６がリソースデバイス１０２にオフラインで（たと
えばネットワーク１２２へのアクセスなしで）アクセスする能力を含み得るが、これらに
限定されない。その後、コンピューティングデバイス１０８は、（たとえばマスターアク
セストークンからの）以前のタグをキーとして使用して付加的なキャビアートセットに適
切なＭＡＣアルゴリズムを適用することによって、ローカルアクセストークンについて新
しいタグを生成し得る。
【０１０５】
　その後、コンピューティングシステム１０８は、上で概説されたセキュアな通信プロト
コルのいずれかを使用して、生成されたローカルデバイスおよびアクセストークン（たと
えば図２のローカルトークンデータ２０６）をネットワーク１２２を介してクライアント
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デバイス１０６に送信し得る（たとえばステップ３３０）。次いで、例示的なプロセス３
００はステップ３２０で完了する。
【０１０６】
　上記の実施形態において、コンピューティングシステム１０８は、クライアントデバイ
ス１０６から受信されるアクセス要求に応答して、ローカルデバイスおよび／またはアク
セストークンを生成するように構成され得る。他の局面において、開示される実施形態に
よると、コンピューティングシステム１０８はその代りに、特定されたまたは所定の間隔
（たとえば、１時間ごと、１日ごとなど）において、または、１つ以上のイベント（たと
えばオーナーデバイス１０４からの要求に応答したＡＣＬへの修正）の発生の検出に応答
して、ローカルデバイスおよび／またはアクセストークンを作り出し格納するプロセスを
実行し得る。付加的な局面において、コンピューティングシステム１０８はさらに、特定
の時間もしくは所定時間において、または、上記のイベントのいずれかに応答して、（た
とえば上記のセキュアな通信プロトコルのいずれかを使用してネットワーク１２２を介し
て）ローカルデバイスおよび／またはアクセストークンの付加的なバージョンをクライア
ントデバイス１０６に「プッシュ送信（push）」する動作を実行し得る。
【０１０７】
　ある実施形態において、上記の例示的なプロセスにより、リソースデバイス１０２が、
コンピューティングシステム１０８（たとえばGoogle Cloud（登録商標）によって維持さ
れるサーバのようなクラウドサーバ）にアクセスコントロールの決定を委任することが可
能になり、コンピューティングシステム１０８は、オーナーデバイス１０４によって課さ
れる１つ以上の制限および／または制約に従って、クライアントデバイス１０６にリソー
スデバイス１０２へのアクセスを提供し得る。たとえば、上述したように、コンピューテ
ィングシステム１０８は、クライアントデバイス１０６にローカルデバイストークンおよ
びローカルアクセストークンを提供し得る。付加的な実施形態では、以下に概説されるよ
うに、ローカルデバイスおよびアクセストークンによって、クライアントデバイス１０６
は、（たとえばネットワーク１２６を介して）リソースデバイス１０２とのセキュアな直
接的なワイヤレス接続を確立することと、オーナーデバイス１０４またはコンピューティ
ングシステム１０８との付加的なネットワーク通信を必要とすることなく、オーナーデバ
イスによって課される制限および／または制約に従ってリソースデバイス１０２にアクセ
スすることとが可能である。
【０１０８】
　いくつかの局面において、開示される実施形態によると、クライアントデバイス１０６
は、ネットワーク１２６を介して動作するリソースデバイス１０２を発見する動作を実行
し得る。たとえば、リソースデバイス１０２は、ネットワーク１２６を介して動作するデ
バイスに対して発見可能であり得、ネットワーク１２６を介して動作するデバイスに、そ
の発見可能状態を示すアドバタイズメントデータをブロードキャスト送信し得る。ある局
面では、リソースデバイス１０２はパブリックまたはプライベートに発見可能であり得、
クライアントデバイス１０６は、上で記載された例示的な技術のいずれかを使用して、パ
ブリックまたはプライベートに発見可能状態で、リソースデバイス１０２を発見し得る。
【０１０９】
　クライアントデバイス１０６によるリソースデバイス１０２の発見の際、クライアント
デバイス１０６およびリソースデバイス１０２は、上記ローエナジーＢＬＥネットワーク
のようなネットワーク１２６を介してセキュアな直接的な接続を確立するようプロセスを
開始し得る。たとえば、クライアントデバイス１０６は、ローカルデバイストークンの受
信および格納の際（たとえばコンピューティングシステム１０８から受信される際）、ラ
ンダムデータ（たとえばクライアント固有のランダムノンス）を生成し得、格納されたロ
ーカルトークンからキャビアートのシーケンスを抽出し得る。キャビアートの抽出された
シーケンスは、リソースデバイス１０２（たとえばＭＡＣアドレスなど）の識別子と、リ
ソースデバイス１０２によって生成されるランダムデータ（たとえばデバイス固有のラン
ダムノンス）とを含み得るがこれらに限定されない。
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【０１１０】
　ある局面において、クライアントデバイス１０６は、格納されたローカルのデバイスト
ークンおよび生成されたクライアント固有のランダムノンスへのＭＡＣアルゴリズム（た
とえば１６バイトのタグ長さのＨＭＡＣ－ＳＨＡ２５６アルゴリズム）の適用に基づき、
対称な暗号キーの第１の値（たとえば第１のハッシュ）を計算するように構成され得る。
さらに、図４を参照して以下に記載されるように、クライアントデバイス１０６は、リソ
ースデバイス１０２が、（たとえばリソースデバイス１０２によって維持されるような）
ルート暗号キーと、抽出されたキャビアートシーケンスと、生成されたクライアント固有
のランダムノンスとに再帰的に適用されるＭＡＣアルゴリズムに基づき、対称な暗号キー
の第２の値を計算することを要求し得、さらに、第１および第２の対称な暗号キーの比較
に基づいてリソースデバイス１０２の識別性を照合し得る。
【０１１１】
　図４は、開示される実施形態に従った、クライアントデバイス１０６によるリソースデ
バイス１０２のトークンベースのアクセスを促進するデータ４００の例示的な交換を示す
概略図である。たとえば、クライアントデバイス１０６は、リソースデバイスが対称な暗
号キーの第２の値を計算することを要求するデータ（たとえばキー要求データ４０１）を
ネットワーク１２６を介してリソースデバイス１０２に送信し得る。キー要求データ４０
１は、キャビアートの抽出されたシーケンスおよびクライアント固有のランダムノンスを
含み得るがこれらに限定されず、ある局面では、クライアントデバイス１０６は、上述し
たように、共有されたプライベート暗号キーを使用してキー要求データ４０１を暗号化し
得る。しかしながら、開示される実施形態は、これらの例示的な暗号化スキームに限定さ
れず、他の局面において、クライアントデバイス１０６は、キー要求データ４０１、クラ
イアントデバイス１０６およびリソースデバイス１０２に適切な任意の付加的または代替
的な暗号化スキームを使用して、キー要求データ４０１を暗号化し得る（または、代替的
には、暗号化のないクリアな状態（in the clear）でキー要求データ４０１を送信し得る
）。
【０１１２】
　いくつかの局面において、リソースデバイス１０２は、キー要求データ４０１を受信（
および適切な場合、復号化）し得、ルート暗号キー、抽出されたキャビアートシーケンス
、および、生成されたクライアント固有のランダムノンスへのＭＡＣアルゴリズムの再帰
的な適用に基づいて、対称な暗号キーの要求された第２の値を計算し得る。たとえば、Ｍ
ＡＣアルゴリズムは、１６バイトのタグ長さのＨＭＡＣ－ＳＨＡ２５６アルゴリズムを含
み得る。リソースデバイス１０２は、いくつかの場合、ルート暗号キーおよび抽出された
キャビアートシーケンスへのＭＡＣアルゴリズムの第１の適用に基づいてハッシュ値を計
算し得、計算されたハッシュ値およびクライアント固有のランダムノンスへのＭＡＣアル
ゴリズムの第２の適用に基づいて、対称な暗号キーの第２の値を計算し得る。リソースデ
バイス１０２は、いくつかの局面において、第２の暗号キー（たとえばキー値データ４０
２）を含むキーデータをネットワーク１２６を介してクライアントデバイス１０６に送信
し得る。いくつかの場合では、上述したように、リソースデバイス１０２は、共有された
プライベート暗号キーを使用して、また付加的または代替的には、キー値データ４０２、
リソースデバイス１０２およびクライアントデバイス１０６に適切な任意の他の暗号化ス
キームを使用して、キーデータを暗号化し得る（または、代替的には、暗号化のないクリ
アな状態（in the clear）でキー要求データ４０１を送信し得る）。
【０１１３】
　クライアントデバイス１０６は、キー値データ４０２を受信（適切な場合、復号化）し
て、対称な暗号キーの第２の値を取得し得る。対称な暗号キーの第２の値は、クライアン
トデバイス１０６が計算された第１の値に対して比較し得る。第１および第２の値がマッ
チしないとクライアントデバイス１０６が決定した場合、クライアントデバイス１０６は
、リソースデバイス１０２へのフェイルした接続の試みを示す応答を送信し得（図４に示
されない）、これにより、クライアントデバイス１０６との接続プロセスをキャンセルし
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得、ネットワーク１２６を介して動作する他のデバイスとの発見プロセスを開始するため
に、リソースデバイス１０２に付加的なアドバタイズメントデータをブロードキャスト送
信させ得る。
【０１１４】
　代替的には、クライアントデバイス１０６が、対称な暗号キーの第１および第２の値の
間のマッチを決定した場合、クライアントデバイス１０６は、リソースデバイス１０２の
識別性を照合し得、ネットワーク１２６を介してリソースデバイス１０２とのセキュアな
直接的な接続を確立し得る。ある局面において、リソースデバイス１０２の識別性を照合
することによって（たとえばクライアントデバイス１０６が正しいデバイスとの接続を確
立していることを照合することによって）、クライアントデバイス１０６は、攻撃者また
は悪意のあるパーティーが中間者攻撃（man-in-the-middle attack）を試みていないこと
を保証し得る。さらに、クライアントデバイス１０６およびリソースデバイス１０２によ
って計算される対称な暗号キーの第１および第２の値は、いくつかの局面において、格納
されたローカルアクセストークンに従ってクライアントデバイス１０６がリソースデバイ
ス１０２の１つ以上の機能にアクセスすることを可能にする通信を含む、確立した直接的
なワイヤレス接続を介するクライアントデバイス１０６とリソースデバイス１０２との間
の将来の通信を暗号化し得るセッションキー４０３を表わしている。
【０１１５】
　ある局面では、クライアントデバイス１０６は、リソースデバイス１０２の１つ以上の
機能にアクセスする要求（たとえばローカルアクセス要求データ４０４）を、確立された
ワイヤレス接続を介してリソースデバイス１０２に送信し得る。クライアントデバイス１
０６はたとえば、要求されたローカルアクセス（たとえば範囲、タイプおよび／またはア
クセスの期間）を識別するデータを含み得、さらに、格納されたローカルアクセストーク
ンのコピーを含み得る。リソースデバイス１０２は、ローカルアクセス要求データ４０４
を受信（適切な場合は復号化）し得、ローカルアクセス要求データ４０４を解析して、ロ
ーカルアクセストークンと、要求されたアクセスを識別するデータとを取得し得る。いく
つかの局面において、リソースデバイス１０２は、ローカルアクセストークンおよびその
示された認証チェーンの有効性を確証し得、さらに、要求されたローカルアクセスが、（
たとえばコンピューティングシステム１０８によってローカルアクセストークンの１つ以
上のキャビアートに埋め込まれているような）ローカルアクセストークン内に含まれるア
クセスパラメータと一貫しているかどうか決定し得る。
【０１１６】
　たとえば、上述したように、コンピューティングシステム１０８は、リソースデバイス
１０２によって生成および維持されるマスターアクセストークンの拡張に基づいて、ロー
カルアクセストークンを生成し得る。ある局面において、リソースデバイス１０２は、（
たとえば、クライアントデバイス１０６のローカルアクセス権限を定義するアクセスパラ
メータを特定し得る）ローカルアクセストークンの受信したコピーからキャビアートのシ
ーケンスを抽出し得、抽出されたキャビアートシーケンスおよび（たとえばリソースデバ
イス１０２によって生成および格納された）マスターアクセストークンにＭＡＣアルゴリ
ズムを適用して、ローカルアクセストークンのデバイス固有のコピーを生成し得る。
【０１１７】
　受信したものと、ローカルアクセストークンのデバイス固有のコピーとがマッチする（
たとえば受信したものとローカルアクセストークンのデバイス固有のコピーとのタグがマ
ッチする）場合、リソースデバイス１０２は、ローカルアクセストークンの受信したコピ
ーの有効性を確証し得る。ある局面において、決定された有効性に応答して、リソースデ
バイス１０２は、クライアントデバイス１０６によって要求されるアクセスが、たとえば
抽出されたキャビアートシーケンスのアクセスパラメータ内で特定されるようなオーナー
デバイス１０４によって与えられるアクセスと一貫しているかどうか決定し得る。
【０１１８】
　たとえば、リソースデバイス１０２は、クライアントデバイス１０６から受信されるア
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クセス要求を解析して、１つ以上の要求された機能を識別し、要求された機能へアクセス
するためにクライアントデバイス１０６に必要とされる役割を決定または識別し得る。さ
らに、上述したように、リソースデバイス１０２は、抽出されたキャビアートシーケンス
に基づいて、ローカルアクセストークンがまだ失効していない（たとえば、アクセスパラ
メータにおいて特定される失効日時がまだ発生していない）ことを決定し得る。リソース
デバイス１０２はさらに、（たとえばアクセスパラメータ内で特定される役割に基づいて
）クライアントデバイス１０６に割り当てられる役割または権限のレベルを識別し得、オ
ーナーデバイス１０４によってクライアントデバイス１０６に課される１つ以上の付加的
な制約（たとえば時間的制約、アクセスのタイプに対する制約、オフラインでの使用およ
びその後の委任に対する制約など）を識別し得る。
【０１１９】
　ある局面において、リソースデバイス１０２は、要求される機能にアクセスするのにク
ライアントデバイス１０６によって必要とされる役割が（たとえばオーナーデバイス１０
４によって）クライアントデバイス１０６に割り当てられる役割と一貫しているかどうか
決定し得、さらに、要求された機能は、オーナーデバイス１０４によって課される１つ以
上の付加的な制約と一貫しているかどうか決定し得る。要求されたアクセスが割り当てら
れた役割および課された制約に一貫している場合、リソースデバイス１０２は、決定され
た一貫性を示すとともに要求されたアクセスの許可を確認するデータ（たとえばアクセス
確認データ４０５）を生成し、ネットワーク１２６を介してクライアントデバイス１０６
に送信し得、リソースデバイス１０２は、クライアントデバイス１０６に、要求されたア
クセスを与え得る（たとえば与えられたアクセス４０６）。代替的には、リソースデバイ
ス１０２は、要求されたアクセスが、割り当てられた役割および／または課された制約と
一貫していないとみなすと、エラーメッセージ（図４に示されない）を生成し、ネットワ
ーク１２６を介してクライアントデバイス１０６に送信し得る（たとえば、これは、要求
されたアクセスを修正するようにクライアントデバイス１０６に促し得る）。次いで、ク
ライアントデバイス１０６およびリソースデバイス１０２は、クライアントデバイス１０
６のリソースデバイス１０２へのアクセスを促進する付加的なデータを交換し得る。
【０１２０】
　図５は、開示される実施形態に従った、リソースデバイスへのアクセスをクライアント
デバイスに与えるための例示的なプロセス５００のフローチャートである。ある局面では
、リソースデバイス（たとえばリソースデバイス１０２）は、例示的なプロセス５００の
ステップを実行し得、これにより、リソースデバイス１０２は、アクセスを要求するクラ
イアントデバイス（たとえばクライアントデバイス１０６）とのセキュアな直接的なワイ
ヤレス接続を確立することと、当該直接的なワイヤレス接続を介してクライアントデバイ
ス１０６によってリソースデバイス１０２に提示されるローカルアクセストークン（たと
えばローカルアクセストークン）に基づいてクライアントデバイス１０６にアクセスを与
えることとが可能になる。
【０１２１】
　いくつかの局面では、リソースデバイス１０２は、クライアントデバイス１０６によっ
て実行される照合動作に関連して、（たとえばステップ５０２において）上で記載された
例示的な技術のいずれかを使用してネットワーク１２６を介してリソースデバイス１０２
とクライアントデバイス１０６との間にセキュアかつ直接的なワイヤレス接続を確立する
動作を実行し得る。たとえば上述したように、（たとえば、クライアントデバイス１０６
によって計算されたような）対称な暗号キーのクライアント固有の値が、（たとえばリソ
ースデバイス１０２によって計算されたような）対称的な暗号キーのデバイス固有の値に
対応する場合、クライアントデバイス１０６およびリソースデバイス１０２は（たとえば
ステップ５０２において）一緒にネットワーク１２６を介してセキュアかつ直接的なワイ
ヤレス接続を確立し得る。さらに、クライアントデバイス１０６およびリソースデバイス
１０２はさらに一緒に、対称な暗号キーのクライアント固有の値およびデバイス固有の値
のそれぞれをセッションキー（たとえば図４のセッションキー４０３）として確証し得、
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当該セッションキーにより、クライアントデバイス１０６およびリソースデバイス１０２
は（たとえばステップ５０２において確立されたような）セキュアで直接的なワイヤレス
接続を介してその後の通信を暗号化し得る。
【０１２２】
　いくつかの局面において、リソースデバイス１０２は、クライアントデバイス１０６か
ら（たとえばステップ５０４において）確立されたワイヤレス接続を介して、リソースデ
バイス１０２の１つ以上の機能にアクセスする要求（たとえば図４のローカルアクセス要
求データ４０４）を受信し得る。いくつかの局面では、受信した要求は、要求されたロー
カルアクセスを識別するデータ（たとえばアクセスの範囲、タイプおよび／または期間）
を含み得、さらに、格納されたローカルアクセストークンのコピーを含み得る。
【０１２３】
　リソースデバイス１０２は、受信した要求を解析して、ローカルアクセストークンおよ
び要求されたアクセスを識別するデータの少なくとも部分を取得し得、いくつかの局面で
は、ローカルアクセストークンおよびその示された認証チェーンの有効性を決定し得る（
たとえばステップ５０６）。たとえば、上述したように、コンピューティングシステム１
０８は、リソースデバイス１０２によって生成および維持されるマスターアクセストーク
ンの拡張に基づき、ローカルアクセストークンを生成し得る。リソースデバイス１０２は
、ある局面において、ローカルアクセストークンの受信した部分から（たとえば、クライ
アントデバイス１０６のローカルアクセス権限を定義するアクセスパラメータを特定し得
る）キャビアートのシーケンスを抽出し得、抽出されたキャビアートシーケンスおよび（
たとえば、リソースデバイス１０２によって生成および格納されたような）マスターアク
セストークンにＭＡＣアルゴリズムを適用して、ローカルアクセストークンの受信した部
分のデバイス固有のコピーを計算し得る。さらに、リソースデバイス１０２は、ローカル
アクセストークンの受信および計算されたコピーの比較（たとえばマカロンの形態でのロ
ーカルアクセストークンの受信および計算されたコピーのタグの比較）に基づいて、ロー
カルアクセストークンの有効性を決定し得る（したがって、リソースデバイス１０２への
アクセスを承認する有効なトークンに受信した部分が由来すると決定し得る）。ある局面
では、リソースデバイス１０２は、ローカルに格納されたデータに基づき、ネットワーク
１２２を介したコンピューティングシステム１０８との通信なしで、受信したローカルア
クセストークンの有効性を決定するように構成され得る。
【０１２４】
　リソースデバイス１０２は、ローカルアクセストークンの受信したコピーがローカルア
クセストークンの計算されたコピーとマッチしないと決定した場合（たとえばステップ５
０６においてＮＯ）、無効のローカルアクセストークンを示すエラーデータを生成しクラ
イアントデバイス１０６に送信し得る（たとえばステップ５０８）。次いで、例示的なプ
ロセス５００はステップ５１０で完了する。
【０１２５】
　しかしながら、リソースがローカルアクセストークンの受信および計算されたコピー間
でのマッチを検出した場合（たとえばステップ５０６においてＹＥＳ）、リソースデバイ
ス１０２は、ローカルアクセストークンの受信した部分が有効なトークンに由来するとい
うことを確証し得、したがって、ローカルアクセストークンの有効性を確証し得る（たと
えばステップ５１２）。ある局面において、決定された有効性に応答して、リソースデバ
イス１０２は、たとえば、抽出されたキャビアートシーケンスのアクセスパラメータ内に
特定されるように、クライアントデバイス１０６によって要求されるアクセスがオーナー
デバイス１０４によって与えられるアクセスと一貫しているかどうか決定し得る（たとえ
ばステップ５１４）。
【０１２６】
　たとえば、ステップ５１４において、リソースデバイス１０２は、クライアントデバイ
ス１０６から受信されたアクセス要求を解析して、１つ以上の要求された機能を識別し得
るとともに、さらに、要求された機能にアクセスするためにクライアントデバイス１０６
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に必要とされる役割を決定または識別し得る。さらに、リソースデバイス１０２は、キャ
ビアートシーケンスの部分に基づいて、ローカルアクセストークンがまだ失効していない
（たとえば、アクセスパラメータにおいて特定される失効日時がまだ発生していない）こ
とを決定し得る。ステップ５１４では、リソースデバイス１０２はさらに、（たとえば、
アクセスパラメータ内で特定される役割に基づいて）クライアントデバイス１０６に割り
当てられた役割または権限のレベルを識別し得、オーナーデバイス１０４によってクライ
アントデバイス１０６に課される１つ以上の付加的な制約（たとえば時間的制約、アクセ
スのタイプに対する制約、オフラインでの使用およびその後の委任に対する制約など）を
識別し得る。
【０１２７】
　ある局面において、リソースデバイス１０２はステップ５１６において、要求される機
能にアクセスするためにクライアントデバイス１０６によって必要とされる役割が（たと
えばオーナーデバイス１０４によって）クライアントデバイス１０６に割り当てられた役
割と一貫しているかどうかを決定し得、さらに、要求された機能が、オーナーデバイス１
０４によって課される（たとえばアクセスパラメータ内の）付加的な制限および制約と一
貫しているかどうか決定し得る。リソースデバイス１０２は、必要とされる役割が割り当
てられた役割と一貫していない（たとえば、要求された機能が「マネージャ」の役割を必
要としており、オーナーデバイスがクライアントデバイス１０６により低い役割である「
ユーザ」を割り当てた）こと、および／または、要求された機能が課された制限および制
約と一貫していないことを決定すると（たとえばステップ５１６においてＮＯ）、リソー
スデバイス１０２はステップ５１８に戻り、エラーメッセージを生成しネットワーク１２
６を介してクライアントデバイス１０６に送信し得る。次いで、例示的なプロセス５００
はステップ５１０で完了する。
【０１２８】
　代替的には、リソースデバイス１０２は、必要とされる役割が割り当てられた役割と一
貫していると決定し、かつ、要求された機能が課された制限および制約と一貫していると
決定すると（たとえばステップ５１６においてＹＥＳ）、決定された一貫性を示し要求さ
れたアクセスの付与を確認するデータ（たとえば図４のアクセス確認データ４０５）を生
成し、ネットワーク１２６を介してクライアントデバイス１０６に送信し得る（たとえば
ステップ５１８）。リソースデバイス１０２は、要求されたアクセスをクライアントデバ
イス１０６に与え得、要求された機能へのクライアントデバイス１０６のアクセスを促進
する付加的なデータを交換し得る（たとえばステップ５２０）。次いで、例示的なプロセ
ス５００はステップ５１０で完了する。
【０１２９】
　開示された例示的な実施形態の１つ以上を使用して、リソースデバイス１０２を所有ま
たはコントロールするエンティティのデバイス（たとえばオーナーデバイス１０４）は、
（たとえばクライアントデバイス１０６を通じて）１つ以上のクライアントデバイスと、
リソースデバイス１０２へのアクセスを共有し得る。上述したように、オーナーデバイス
１０４は、ネットワーク１２２を介してコンピューティングシステム１０８との通信を確
立し得、アクセス権限を有する１つ以上のエンティティを識別するデータ（たとえばクラ
イアントデバイス１０６のデバイス識別子）を提供し、これらのアクセス権限を定義する
制限および／または制約を特定し得る。しかしながら、開示される実施形態は、クライア
ントデバイス１０６へのアクセス権の提供を促進するためにオーナーデバイス１０４とク
ライアントデバイス１０６との間の直接的なワイヤレス接続も必要とせず、また、オーナ
ーデバイス１０４に対してクライアントデバイス１０６に自身の識別性を照合または立証
させることを必要としない。さらに、上記のある実施形態において、オーナーデバイス１
０４は、共有されたアクセス権限を示すデータにより自身を認証し、当該共有されたアク
セス権限を示すデータを、オフラインまたは電源オフされ得るリソースデバイス１０２お
よびクライアントデバイス１０６と独立したコンピューティングシステム１０８に提供し
得る。
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【０１３０】
　さらに、上述したように、クライアントデバイス１０６は、ネットワーク１２２を介し
てコンピューティングシステム１０８に対して自身を認証し得、（たとえばオーナーデバ
イス１０４によって課されるとともにコンピューティングシステム１０８によって維持さ
れるアクセスコントロールリスト（ＡＣＬ）に統合される制限および／または制約に従っ
て）リソースデバイス１０２へのクライアントデバイス１０６のアクセスを促進するロー
カルデバイスおよびアクセストークンを取得し得る。クライアントデバイス１０６は、要
求を行いこれらのトークンを取得するようネットワーク１２２を介してコンピューティン
グシステム１０８との通信を確立し得るが、開示される実施形態は、クライアントデバイ
ス１０６が要求を行いこれらのトークンを取得するためにプロセスを実行する間に、ネッ
トワーク１２２への接続のないオフラインであり得るリソースデバイス１０２およびオー
ナーデバイス１０４に対して要件を課さない。
【０１３１】
　付加的な局面において、クライアントデバイス１０６およびリソースデバイス１０２は
、リソースデバイス１０２の１つ以上の機能へのクライアントデバイス１０６のアクセス
を照合および確証するために、ネットワーク１２６（たとえばローエナジーＢＬＥネット
ワーク）を介してデータを交換し得る。開示される実施形態は、クライアントデバイス１
０６および／またはリソースデバイス１０２が上記の例示的なネゴシエーションプロセス
の間にネットワーク１２２に接続されるべきであるという要件を課さず、さらに、リソー
スデバイス１０２は、オフラインかつクライアントデバイス１０６、オーナーデバイス１
０４および／またはコンピューティングシステム１０８との通信がない状態で、（たとえ
ばクライアントデバイス１０６によって提供されるような）ローカルアクセストークンの
有効性を決定し得る。
【０１３２】
　さらに、上述したように、ローカルデバイス認証およびローカルアクセストークンは、
コンピューティングシステム１０８による生成の後すぐに失効する（たとえば生成または
作り出された後の３０分、１時間、１日などで失効する）「短命な」トークンを表わし得
る。他の局面において、開示される実施形態によると、オーナーデバイス１０４は、オフ
ラインかつネットワーク１２２への接続がない間、リソースデバイス１０２にアクセスす
る許可を承認されたデバイス（たとえばクライアントデバイス１０６）に与え得る。たと
えば、コンピューティングシステム１０８は、対応するローカルアクセストークンのキャ
ビアートデータの部分内において、クライアントデバイス１０６に与えられるオフライン
アクセスを、（たとえば、上記の例示的な技術のいずれかを使用して）特定し得る。さら
に、ある実施形態において、コンピューティングシステム１０８は、クライアントデバイ
ス１０６のリソースデバイス１０２のオフラインアクセスを促進するために、（たとえば
コンピューティングシステム１０８による生成の後数日、数週間あるいは数ヶ月間で失効
する「長命の」トークンを生成するよう）対応するローカルアクセストークンの失効日時
を遅延し得る。
【０１３３】
　さらに、ある例示的な実施形態において、オーナーデバイス１０４によってリソースデ
バイス１０２へのアクセスが与えられたデバイスのユーザ（たとえばクライアントデバイ
ス１０６のユーザ）は、コンピューティングシステム１０８によって維持されるクラウド
サービスのアカウント（たとえばＧＡＩＡ（商標）アカウントおよび／またはGoogle Clo
ud（商標）アカウント）を保持し得、また、リソースデバイス１０２に対応するアクセス
コントロールリスト（ＡＣＬ）は、当該クラウドサービスアカウントにより許可される与
えられたアクセスに関連付けられ得る。しかしながら、開示される実施形態は、クラウド
サービスアカウントホルダーにアクセスを与えるプロセスに限定されず、さらに別の実施
形態において、オーナーデバイス１０４は、承認されたデバイスにアクセス権限を与える
とともに承認されたデバイスのユーザによる帯域外通信メカニズムを識別するアクセスコ
ントロールデータを送信し得、上述したようにローカルデバイスおよびアクセストークン
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にアクセスし得る。たとえば、帯域外通信メカニズムは、ｅメールアドレスまたはアカウ
ントと、ソーシャルメディアネットワーク（たとえばＦａｃｅｂｏｏｋ（商標）、Ｔｗｉ
ｔｔｅｒ（商標）、Ｇｏｏｇｌｅ＋（商標）など）内のハンドルと、チャットネットワー
クまたはメッセージングサービス内のハンドル（たとえばＷｈａｔｓＡｐｐ（商標）ユー
ザ名）と、ＳＭＳおよび／ＭＭＳテキストメッセージを受信することができる電話番号と
を含み得るがこれらに限定されない。
【０１３４】
　ある局面において、開示される実施形態によると、コンピューティングシステム１０８
は、対応するＡＣＬの部分内において、帯域外通信メカニズムを識別するデータを統合し
得る。（たとえば上記の例示的な技術のいずれかを使用した）ローカルデバイスおよび／
またはアクセストークンの生成の際、コンピューティングシステム１０８は、ＡＣＬの部
分から帯域外通信メカニズムを識別し得、ローカルデバイスおよび／またはアクセストー
クンにアクセスしローカルに格納する能力をクライアントデバイス１０６に提供するＵＲ
Ｌを生成し得、帯域外通信メカニズムに従ってクライアントデバイス１０６にＵＲＬを送
信し得る。
【０１３５】
　たとえば、クライアントデバイス１０６のユーザは、（たとえばクライアントデバイス
１０６のディスプレイユニット内でのタッチ、クリックなどによって）ＵＲＬをアクティ
ベートし得、クライアントデバイス１０６は、ローカルデバイスおよび／またはアクセス
トークンのコピーを取得し得る。他の場合、クライアントデバイス１０６によって実行さ
れるアプリケーションプログラム（たとえばＡｎｄｒｏｉｄ（商標）のためのＣｒｏｉｓ
ｓａｎｔ（商標））は、受信したＵＲＬを自動的に認識し、ユーザの介在なしでバックグ
ラウンドでローカルデバイスおよび／またはアクセストークンをフェッチし得る。いくつ
かの局面において、コンピューティングシステム１０８は、帯域外通信メカニズムによっ
て抽出されるローカルデバイスおよび／またはアクセストークンに対して、より短い有効
期間と、クライアントデバイス１０６によるアクセスの試みの回数に対する制限とを含む
付加的な制約を課し得る。
【０１３６】
　さらに、ある局面では、リソースデバイス１０２は、（たとえば、オーナーのオプトア
ウトにより）ネットワーク１２２を介してコンピューティングシステム１０８に接続され
得ず、付加的または代替的には、（たとえばスマートロックなどのようなローパワーデバ
イスにおいて起こり得るように）ネットワーク１２２にアクセス不能であり得る。ネット
ワーク１２２へのアクセスが存在しない場合、リソースデバイス１０２はコンピューティ
ングシステム１０８にアクセスコントロールの決定を委任不可能であり得、さらに、シス
テム１０８上にマスターデバイスおよび／またはアクセストークンを格納不可能であり得
るか、または、コンピューティングシステム１０８がマスターデバイスおよび／もしくは
アクセストークンに基づいて付加的なローカルトークンを作り出すことを要求不可能であ
り得る。
【０１３７】
　付加的な実施形態では、ネットワーク１２２へのアクセスが存在しない場合、リソース
デバイス１０２は、オーナーデバイス１０４（付加的または代替的にはオーナーデバイス
１０４によって特定される別のデバイス）にアクセスコントロールの決定を委任し得、オ
ーナーデバイス１０４は、（たとえば、上記の例示的な発見プロセスの後ネットワーク１
２４を介して送信されたような）マスターデバイスおよび／またはアクセストークンのコ
ピーを維持し得る。付加的な局面において、オーナーデバイス１０４は、アクセスコント
ロールリストを確証、維持、および／または、アップデートし得、リソースデバイスへア
クセスするための要求をクライアントデバイス１０６から受信し得、上記の例示的なプロ
セスのいずれかを使用して、さらにローカルデバイスおよび／またはアクセストークンを
生成または作り出し得る。
【０１３８】
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　たとえば、開示される実施形態により、オーナーデバイス１０４は、任意の適切な帯域
外通信メカニズムを使用して、作り出されたローカルデバイスおよび／またはアクセスト
ークンを承認されたデバイス（たとえばクライアントデバイス１０６）と共有することが
可能になる。たとえば、オーナーデバイス１０４は、格納されたローカルデバイスおよび
／またはアクセストークンを表すＢＬＯＢおよび／またはＵＲＬを生成し得、任意の帯域
外通信チャネルを使用してＢＬＯＢおよび／またはＵＲＬを送信し得る（たとえばテキス
トメッセージ、ｅメールメッセージ、直接的なチャットメッセージ、ソーシャルメディア
メッセージングなど）。クライアントデバイス１０６は、ＢＬＯＢおよび／またはＵＲＬ
を受信し得、受信したＢＬＯＢおよび／またはＵＲＬを処理して、ローカルデバイスおよ
び／またはアクセストークンを取得しローカルメモリまたはデータレポジトリに格納し得
る（たとえばユーザ介在を通じてまたはプログラムによって）。開示される実施形態は、
暗号化されていない帯域外通信チャネルを介してＢＬＯＢおよび／またはＵＲＬを送信す
ることにより、存在するトランスポートメカニズムを暗黙的に信頼し得る。
【０１３９】
　さらに、上記のある実施形態において、リソースデバイス１０２は、強力なクラウドベ
ースの認証に依拠する（たとえば、Google Cloud（商標）のようなクラウドサービスを維
持する）コンピューティングシステム１０８へアクセスコントロールの決定を委任する。
他の局面において、開示される実施形態によると、リソースデバイス１０２は、サードパ
ーティ機構にこれらのアクセスコントロールの決定を委任し得、当該サードパーティ機構
は、（たとえばリソースデバイス１０２から受信されるような）マスターデバイスおよび
／またはアクセストークンを格納し得るとともに、新しいより制限されたトークンを生成
して、上記の例示的なプロセスのいずれかを使用してさまざまなトランスポートを通じて
それらを共有し得る。ある局面では、サードパーティ認証機構は、トークン生成、トーク
ン寿命および範囲に対するコントロールを行い得る。
【０１４０】
　多くの例示的な実施形態が記載された。しかしながら、本開示の精神および範囲から逸
脱することなくさまざまな変更がなされ得ることが理解されるであろう。たとえば、ステ
ップが再順序付けされるか、加えられるか、または、除去された状態で、上に示されたフ
ローのさまざまな形態が使用されてもよい。
【０１４１】
　この明細書に記載される実施形態および機能的な動作のすべては、この明細書において
開示される構造およびそれらの構造的等価物またはそれらの１つ以上の組み合わせを含む
デジタル電子回路またはコンピュータソフトウェア、ファームウェアもしくはハードウェ
アにおいて、実現され得る。実施形態は、１つ以上のコンピュータプログラムプロダクト
として実現され得る。すなわち、データ処理装置による実行またはデータ処理装置の動作
の制御のためにコンピュータ読取可能媒体上でエンコードされたコンピュータプログラム
命令の１つ以上のモジュールとして実現され得る。コンピュータ読取可能媒体は、マシン
読取可能なストレージデバイス、マシン読取可能なストレージ基板、メモリデバイス、マ
シン読取可能な伝播信号に影響を与える物質の組成、または、それらの１つ以上の組み合
わせであり得る。コンピュータ読取可能媒体は一時的でないコンピュータ読取可能媒体で
あり得る。「データ処理装置」という用語は、例として、プログラマブルプロセッサ、コ
ンピュータまたは複数のプロセッサもしくはコンピュータを含む、データを処理するため
のすべての装置、デバイスおよびマシンを包含する。装置は、ハードウェアに加えて、対
象のコンピュータプログラムのための実行環境を作り出すコードを含み得、当該コードの
例としては、プロセッサファームウェア、プロトコルスタック、データベース管理システ
ム、オペレーティングシステムまたはそれらの１つ以上の組み合わせを構成するコードが
ある。伝播信号は、人為的に生成された信号であり、たとえば、好適な受信装置への送信
のために情報をエンコードするように生成される、マシンにより生成される電気信号、光
学信号または電磁気信号である。
【０１４２】
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　コンピュータプログラム（プログラム、ソフトウェア、ソフトウェアアプリケーション
、スクリプトまたはコードとしても公知）は、コンパイルされた言語あるいは解釈された
（interpreted）言語を含む任意の形態のプログラミング言語で記述され得、スタンドア
ロンプログラムとして、または、モジュール、コンポーネント、サブルーチン、もしくは
、コンピューティング環境において使用するのに好適な他のユニットとして、任意の形態
で展開され得る。コンピュータプログラムは、必ずしもファイルシステムにおけるファイ
ルに対応しない。プログラムは、対象のプログラムに専用の単一のファイルにおいて、ま
たは、複数の協調されたファイル（たとえばコードの１つ以上のモジュール、サブプログ
ラムもしくは部分を格納するファイル）において、他のプログラムまたはデータ（たとえ
ば、マークアップ言語文書に格納される１つ以上のスクリプト）を保持するファイルの部
分に格納され得る。コンピュータプログラムは、１つのコンピュータ上で実行されるよう
に展開され得るか、または、１つのサイトに位置しているかもしくは複数のサイトにわた
って分散され通信ネットワークによって相互接続される複数のコンピュータ上で実行され
るように展開され得る。
【０１４３】
　この明細書に記載されるプロセスおよびロジックフローは、入力データについて動作し
出力を生成するによって、機能を実行するよう１つ以上のコンピュータプログラムを実行
する１つ以上のプログラマブルプロセッサによって実行され得る。プロセスおよびロジッ
クフローはさらに、たとえばＦＰＧＡ（フィールドプログラマブルゲートアレイ）または
ＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路）のような特殊目的のロジック回路によって実行され得
、装置も当該特殊目的のロジック回路によって実現され得る。
【０１４４】
　コンピュータプログラムの実行に好適であるプロセッサは、例として、汎用マイクロプ
ロセッサおよび特殊目的マイクロプロセッサの両方を含んでおり、さらに、任意の種類の
デジタルコンピュータのいずれか１つ以上のプロセッサを含んでいる。一般に、プロセッ
サは、リードオンリメモリ、ランダムアクセスメモリ、または、その両方から命令および
データを受信する。コンピュータの必須の要素は、命令を実行するためのプロセッサと、
命令およびデータを格納するための１つ以上のメモリデバイスとである。一般に、コンピ
ュータは、たとえば磁気ディスク、光磁気ディスクまたは光ディスクといったデータを格
納するための１つ以上のマスストレージデバイスを含むか、または、当該マスストレージ
デバイスからデータを受信するか、当該マスストレージデバイスへデータを搬送するか、
もしくは、その両方を行うように動作可能に結合される。しかしながら、コンピュータは
そのようなデバイスを有する必要はない。さらに、コンピュータは、たとえばタブレット
コンピュータ、携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、モバイルオーディオプレイヤー、グ
ローバルポジショニングシステム（ＧＰＳ）レシーバーといった別のデバイスに埋め込ま
れてもよい。コンピュータプログラム命令およびデータを格納するのに好適なコンピュー
タ読取可能媒体は、例として、たとえばＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭおよびフラッシュメモ
リデバイスといった半導体メモリデバイスと、たとえば内部ハードディスクまたはリムー
バブルディスクといった磁気ディスクと、光磁気ディスクと、ＣＤ－ＲＯＭおよびＤＶＤ
－ＲＯＭディスクとを含むすべての形態の不揮発性メモリ、媒体およびメモリデバイスを
含む。プロセッサおよびメモリは、専用ロジック回路によって補足または専用ロジック回
路に統合され得る。
【０１４５】
　ユーザとのインタラクションを提供するために、実施形態は、たとえばＣＲＴ（陰極線
管）またはＬＣＤ（液晶ディスプレイ）モニタ、タッチスクリーンディスプレイなどの情
報をユーザに表示するためのディスプレイデバイスと、ユーザが入力をコンピュータに提
供し得るキーボードおよびたとえばマウスまたはトラックボールのようなポインティング
デバイスとを有するコンピュータ上で実現され得る。他の種類のデバイスは同様に、ユー
ザとのインタラクションを提供するために使用され得、たとえば、ユーザに提供されるフ
ィードバックは、たとえば視覚フィードバック、聴覚フィードバックまたは触覚フィード
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バックといった任意の形態の感覚フィードバックであり得、ユーザからの入力は、音響入
力、スピーチ入力、または触覚入力を含む任意の形態で受信され得る。
【０１４６】
　実施形態は、バックエンドコンポーネントをたとえばデータサーバとして含むコンピュ
ーティングシステムにおいて実現され得るか、または、たとえばアプリケーションサーバ
といったミドルウェアコンポーネントを含むコンピューティングシステムにおいて実現さ
れ得るか、または、たとえば、ユーザが開示された技術の実現例とインタラクションする
際に使用可能なグラフィックユーザインターフェイスもしくはウェブブラウザを有するク
ライアントコンピュータといったフロントエンドコンポーネントを含むコンピューティン
グシステムにおいて実現され得るか、または、そのようなバックエンド、ミドルウェア、
もしくはフロントエンドコンポーネントの１つ以上の任意の組合せを含むコンピューティ
ングシステムにおいて実現され得る。システムのコンポーネントは、任意の形態または媒
体のデジタルデータ通信（たとえば通信ネットワーク）によって相互に接続され得る。通
信ネットワークの例として、ローカルエリアネットワーク（「ＬＡＮ」）、および、たと
えばインターネットのようなワイドエリアネットワーク（「ＷＡＮ」）が挙げられる。
【０１４７】
　コンピューティングシステムはクライアントおよびサーバを含み得る。クライアントお
よびサーバは一般に互いにリモートであり、典型的に通信ネットワークを介してインタラ
クションする。クライアントとサーバとの関係は、それぞれのコンピュータ上で実行され
て互いにクライアント－サーバ関係を有するコンピュータプログラムによって生じる。
【０１４８】
　さらに、ここで議論されるシステムが、ユーザに関する個人情報を収集するか、または
、個人情報を利用し得る状況の場合、ユーザには、たとえば、ユーザのソーシャルネット
ワーク、ソーシャルアクションもしくはアクティビティ、職業、ユーザのプレファレンス
、または、ユーザの現在の場所に関する情報のような個人情報をプログラムまたは機能が
収集するかどうかをコントロールするために機会が提供され得るか、または、ユーザによ
り関連するコンテンツサーバからコンテンツを受信するかどうかおよび／もしくはユーザ
により関連するコンテンツサーバからコンテンツをどのように受信するかをコントロール
するために機会が提供され得る。さらに、あるデータは、格納または使用される前に、１
つ以上の態様で匿名化され得るので、個人を識別可能な情報が除去される。たとえば、ユ
ーザについて個人が識別可能である情報を決定することができないようにユーザの識別性
が匿名化され得るか、または、ユーザの特定の位置が決定され得ないように位置情報がど
こで得られるユーザの地理的な位置が（たとえば都市、郵便番号または州レベルまで）一
般化され得る。したがって、ユーザは、自身に関して情報がどのように収集されコンテン
ツサーバによって使用されるかについてコントロールを有し得る。
【０１４９】
　この明細書は多くの詳細を含んでいるが、これらは限定として解釈されるべきでなく、
むしろ特定の実施形態に特有の特徴の記載として解釈されるべきである。別個の実施形態
の文脈でこの明細書において記載されるある特徴も、単一の実施形態において組み合わせ
て実現され得る。反対に、単一の実施形態の文脈で記載されるさまざまな特徴も、別々に
あるいは任意の好適なサブコンビネーションで、複数の実施形態において実現され得る。
さらに、特徴は、ある組み合わせにおいて作用するように記載され、最初はそういうもの
として特許請求されている場合があるが、特許請求された組み合わせのうちの１つ以上の
特徴が、ある場合において、当該組み合わせから削除され得、特許請求された組み合わせ
は、サブコンビネーションあるいはサブコンビネーションの変形に向けられ得る。
【０１５０】
　同様に、動作は図面において特定の順序で示されているが、これは、そのような動作は
示された特定の順序あるいはシーケンシャルな順序で実行される必要があると理解される
べきではなく、または、望ましい結果を達成するためにすべての示された動作が実行され
る必要があると理解されるべきではない。ある状況では、マルチタスクおよび並列処理が
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有利であり得る。さらに、上に記載された実施形態におけるさまざまなシステムコンポー
ネントの分離は、すべての実施形態においてそのような分離が必要であると理解されるべ
きでなく、記載されたプログラムコンポーネントおよびシステムは一般に、単一のソフト
ウェアプロダクトに一緒に統合されてもよく、または、複数のソフトウェアプロダクトに
パッケージングされてもよいということが理解されるべきである。
【０１５１】
　このように、特定の実施形態が記載された。他の実施形態は添付の請求の範囲内にある
。たとえば、請求の範囲において記載されるアクションは、異なる順序で実行されてもよ
く、それでも望ましい結果を達成し得る。
【０１５２】
　図６は、クライアントまたはサーバもしくは複数のサーバのいずれかとして、この明細
書において記載されるシステムおよび方法を実現するために使用され得るコンピューティ
ングデバイス６００，６５０のブロック図である。コンピューティングデバイス６００は
、ラップトップ、デスクトップ、ワークステーション、携帯情報端末、サーバ、ブレード
サーバ、メインフレーム、および他の適切なコンピュータといった、さまざまな形態のデ
ジタルコンピュータを表わすことを意図している。コンピューティングデバイス６５０は
、携帯情報端末、セルラー電話、スマートフォン、および他の同様のコンピューティング
デバイスといった、さまざまな形態のモバイルデバイスを表わすことを意図している。さ
らに、コンピューティングデバイス６００または６５０は、ユニバーサルシリアルバス（
ＵＳＢ： Universal Serial Bus）フラッシュドライブを含み得る。ＵＳＢフラッシュド
ライブはオペレーティングシステムおよび他のアプリケーションを格納し得る。ＵＳＢフ
ラッシュドライブは、別のコンピューティングデバイスのＵＳＢポートへ挿入され得るワ
イヤレス送信機またはＵＳＢコネクタのような入出力コンポーネントを含み得る。ここに
示すコンポーネント、それらの接続および関係、ならびにそれらの機能は例示であること
が意図されているに過ぎず、本文書に記載のおよび／または請求項に記載の本発明の実現
例を限定することを意図していない。
【０１５３】
　コンピューティングデバイス６００は、プロセッサ６０２、メモリ６０４、ストレージ
デバイス６０６、メモリ６０４および高速拡張ポート６１０に接続している高速インター
フェイス６０８、ならびに低速バス６１４およびストレージデバイス６０６に接続してい
る低速インターフェイス６１２を含む。コンポーネント６０２，６０４，６０６，６０８
，６１０および６１２の各々はさまざまなバスを用いて相互に接続されており、共通のマ
ザーボード上にまたは他の態様で適宜搭載され得る。プロセッサ６０２は、コンピューテ
ィングデバイス６００内で実行される命令を処理可能であり、この命令には、ＧＵＩのた
めのグラフィック情報を高速インターフェイス６０８に結合されているディスプレイ６１
６などの外部入出力デバイス上に表示するためにメモリ６０４内またはストレージデバイ
ス６０６上に格納されている命令が含まれる。他の実現例では、複数のプロセッサおよび
／または複数のバスが、複数のメモリおよび複数種類のメモリとともに必要に応じて用い
られ得る。また、複数のコンピューティングデバイス６００が接続され得、各デバイスは
（たとえばサーババンク、ブレードサーバのグループ、またはマルチプロセッサシステム
として）必要な動作の一部を提供する。
【０１５４】
　メモリ６０４は情報をコンピューティングデバイス６００内に格納する。一実現例では
、メモリ６０４は１つまたは複数の揮発性メモリユニットである。別の実現例では、メモ
リ６０４は１つまたは複数の不揮発性メモリユニットである。また、メモリ６０４は、磁
気ディスクまたは光ディスクといった別の形態のコンピュータ読取可能媒体であってもよ
い。
【０１５５】
　ストレージデバイス６０６は、コンピューティングデバイス６００にマスストレージを
提供可能である。一実現例では、ストレージデバイス６０６は、フロッピー（登録商標）
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ディスクデバイス、ハードディスクデバイス、光ディスクデバイス、またはテープデバイ
ス、フラッシュメモリもしくは他の同様のソリッドステートメモリデバイス、またはスト
レージエリアネットワークもしくは他のコンフィギュレーションにおけるデバイスを含む
多数のデバイスといった、コンピュータ読取可能媒体であってもよく、または当該コンピ
ュータ読取可能媒体を含んでいてもよい。コンピュータプログラムプロダクトが情報媒体
内に有形に具体化され得る。また、コンピュータプログラムプロダクトは、実行されると
上述のような１つ以上の方法を実行する命令を含み得る。情報媒体は、メモリ６０４、ス
トレージデバイス６０６、またはプロセッサ６０２上のメモリといった、コンピュータ読
取可能媒体またはマシン読取可能媒体である。
【０１５６】
　高速コントローラ６０８はコンピューティングデバイス６００のための帯域幅集約的な
動作を管理するのに対して、低速コントローラ６１２はより低い帯域幅集約的な動作を管
理する。そのような機能の割当ては例示に過ぎない。一実現例では、高速コントローラ６
０８はメモリ６０４、ディスプレイ６１６に（たとえばグラフィックスプロセッサまたは
アクセラレータを介して）、およびさまざまな拡張カード（図示せず）を受付け得る高速
拡張ポート６１０に結合される。当該実現例では、低速コントローラ６１２はストレージ
デバイス６０６および低速拡張ポート６１４に結合される。さまざまな通信ポート（たと
えばＵＳＢ、ブルートゥース、イーサネット（登録商標）、無線イーサネット）を含み得
る低速拡張ポートは、キーボード、ポインティングデバイス、スキャナ、またはスイッチ
もしくはルータといったネットワーキングデバイスなどの１つ以上の入出力デバイスに、
たとえばネットワークアダプタを介して結合され得る。
【０１５７】
　コンピューティングデバイス６００は、図に示すように多数の異なる形態で実現されて
もよい。たとえば、コンピューティングデバイス６００は標準的なサーバ６２０として、
またはそのようなサーバのグループ内で複数回実現されてもよい。また、コンピューティ
ングデバイス６００はラックサーバシステム６２４の一部として実現されてもよい。さら
に、コンピューティングデバイス６００はラップトップコンピュータ６２２などのパーソ
ナルコンピュータにおいて実現されてもよい。代替的には、コンピューティングデバイス
６００からのコンポーネントは、デバイス６５０などのモバイルデバイス（図示せず）内
の他のコンポーネントと組合されてもよい。そのようなデバイスの各々がコンピューティ
ングデバイス６００，６５０の１つ以上を含んでいてもよく、システム全体が、互いに通
信する複数のコンピューティングデバイス６００，６５０で構成されてもよい。
【０１５８】
　コンピューティングデバイス６５０は、数あるコンポーネントの中でも特に、プロセッ
サ６５２、メモリ６６４、ディスプレイ６５４などの入出力デバイス、通信インターフェ
イス６６６、およびトランシーバ６６８を含む。また、デバイス６５０には、マイクロド
ライブまたは他のデバイスなどのストレージデバイスが提供されて付加的なストレージが
提供されてもよい。コンポーネント６５０，６５２，６６４，６５４，６６６および６６
８の各々はさまざまなバスを用いて相互に接続されており、当該コンポーネントのいくつ
かは共通のマザーボード上にまたは他の態様で適宜搭載され得る。
【０１５９】
　プロセッサ６５２は、メモリ６６４に格納されている命令を含む、コンピューティング
デバイス６５０内の命令を実行可能である。プロセッサは、別個の複数のアナログおよび
デジタルプロセッサを含むチップのチップセットとして実現されてもよい。さらに、プロ
セッサは、多くのアーキテクチャのうちのいずれかを使用して実現され得る。たとえば、
プロセッサ４１０は、ＣＩＳＣ（Complex Instruction Set Computers（複雑命令セット
コンピュータ））プロセッサ、ＲＩＳＣ（Reduced Instruction Set Computer（簡略化命
令セットコンピュータ））プロセッサ、または、ＭＩＳＣ（Minimal Instruction Set Co
mputer（最小命令セットコンピュータ））プロセッサであり得る。プロセッサは、たとえ
ば、ユーザインターフェイス、デバイス６５０が実行するアプリケーション、およびデバ
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イス６５０による無線通信の制御といった、デバイス６５０の他のコンポーネントの協調
を提供し得る。
【０１６０】
　プロセッサ６５２は、ディスプレイ６５４に結合された制御インターフェイス６５８お
よびディスプレイインターフェイス６５６を介してユーザと通信し得る。ディスプレイ６
５４は、たとえば、ＴＦＴディスプレイ（薄膜トランジスタ液晶ディスプレイ）もしくは
ＯＬＥＤ（有機発光ダイオード）ディスプレイ、または他の適切なディスプレイ技術であ
り得る。ディスプレイインターフェイス６５６は、ディスプレイ６５４を駆動してグラフ
ィックおよび他の情報をユーザに提示するための適切な回路を含み得る。制御インターフ
ェイス６５８はユーザからコマンドを受信し、当該コマンドをプロセッサ６５２に提出す
るために変換し得る。さらに、外部インターフェイス６６２が、デバイス６５０と他のデ
バイスとの隣接通信を可能にするために、プロセッサ６５２と通信した状態で提供されて
もよい。外部インターフェイス６６２は、たとえば、ある実現例では有線通信を提供し、
他の実現例では無線通信を提供してもよく、また、複数のインターフェイスが用いられて
もよい。
【０１６１】
　メモリ６６４は情報をコンピューティングデバイス６５０内に格納する。メモリ６６４
は、１つもしくは複数のコンピュータ読取可能媒体、１つもしくは複数の揮発性メモリユ
ニット、または１つもしくは複数の不揮発性メモリユニットの１つ以上として実現され得
る。さらに、拡張メモリ６７４が提供され、たとえばＳＩＭＭ（Single In Line Memory 
Module）カードインターフェイスを含み得る拡張インターフェイス６７２を介してデバイ
ス６５０に接続されてもよい。このような拡張メモリ６７４はデバイス６５０に余分のス
トレージスペースを提供し得るか、またはデバイス６５０のためのアプリケーションもし
くは他の情報をさらに格納し得る。具体的には、拡張メモリ６７４は上述のプロセスを実
行または補足するための命令を含み得、さらにセキュアな情報を含み得る。ゆえに、たと
えば、拡張メモリ６７４はデバイス６５０のためのセキュリティモジュールとして提供さ
れてもよく、デバイス６５０のセキュアな使用を許可する命令でプログラムされてもよい
。さらに、ハッキング不可能なようにＳＩＭＭカード上に識別情報を置くといったように
、セキュアなアプリケーションが付加的な情報とともにＳＩＭＭカードを介して提供され
てもよい。
【０１６２】
　メモリは、以下に記載のように、たとえばフラッシュメモリおよび／またはＮＶＲＡＭ
メモリを含み得る。一実現例では、コンピュータプログラムプロダクトが情報媒体内に有
形に具体化される。コンピュータプログラムプロダクトは、実行されると上述のような１
つ以上の方法を実行する命令を含む。情報媒体は、メモリ６６４、拡張メモリ６７４、ま
たはプロセッサ６５２上のメモリといった、コンピュータ読取可能媒体またはマシン読取
可能媒体であり、これは、たとえばトランシーバ６６８または外部インターフェイス６６
２上で受信され得る。
【０１６３】
　デバイス６５０は、必要に応じてデジタル信号処理回路を含み得る通信インターフェイ
ス６６６を介して無線通信し得る。通信インターフェイス６６６は、とりわけ、ＧＳＭ（
登録商標）音声通話、ＳＭＳ、ＥＭＳ、またはＭＭＳメッセージング、ＣＤＭＡ、ＴＤＭ
Ａ、ＰＤＣ、ＷＣＤＭＡ（登録商標）、ＣＤＭＡ２０００、またはＧＰＲＳといった、さ
まざまなモードまたはプロトコル下の通信を提供し得る。そのような通信は、たとえば無
線周波数トランシーバ６６８を介して起こり得る。さらに、ブルートゥース、Ｗｉ－Ｆｉ
、または他のそのようなトランシーバ（図示せず）を用いるなどして、短距離通信が起こ
り得る。さらに、ＧＰＳ（全地球測位システム）レシーバモジュール６７０が付加的なナ
ビゲーション関連および位置関連の無線データをデバイス６５０に提供し得、当該データ
はデバイス６５０上で実行されるアプリケーションによって適宜用いられ得る。
【０１６４】
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　また、デバイス６５０は、ユーザから口頭情報を受信して当該情報を使用可能なデジタ
ル情報に変換し得る音声コーデック６６０を用いて可聴的に通信し得る。音声コーデック
６６０も同様に、たとえばデバイス６５０のハンドセット内で、スピーカを介すなどして
ユーザに可聴音を生成し得る。そのような音は音声電話からの音を含んでいてもよく、録
音された音（たとえば音声メッセージ、音楽ファイル等）を含んでいてもよく、さらに、
デバイス６５０上で実行されるアプリケーションが生成する音を含んでいてもよい。
【０１６５】
　コンピューティングデバイス６５０は、図に示すように多数の異なる形態で実現されて
もよい。たとえば、コンピューティングデバイス６５０はセルラー電話６８０として実現
されてもよい。また、コンピューティングデバイス６５０は、スマートフォン６８２、携
帯情報端末、または他の同様のモバイルデバイスの一部として実現されてもよい。
【０１６６】
　本明細書に記載のシステムおよび技術のさまざまな実現例は、デジタル電子回路、集積
回路、特別に設計されたＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路）、コンピュータハードウェア
、ファームウェア、ソフトウェア、および／またはそれらの組合せで実現され得る。これ
らのさまざまな実現例は、少なくとも１つのプログラマブルプロセッサを含むプログラマ
ブルシステム上で実行可能および／または解釈可能な１つ以上のコンピュータプログラム
における実現例を含んでいてもよく、当該プロセッサは専用であっても汎用であってもよ
く、ストレージシステム、少なくとも１つの入力デバイス、および少なくとも１つの出力
デバイスからデータおよび命令を受信するように、かつこれらにデータおよび命令を送信
するように結合されている。
【０１６７】
　これらのコンピュータプログラム（プログラム、ソフトウェア、ソフトウェアアプリケ
ーションまたはコードとしても公知）はプログラマブルプロセッサのためのマシン命令を
含んでおり、高レベル手続きおよび／もしくはオブジェクト指向プログラミング言語で、
ならびに／またはアセンブリ／マシン言語で実現され得る。本明細書において使用する「
マシン読取可能媒体」、「コンピュータ読取可能媒体」という用語は、マシン命令および
／またはデータをプログラマブルプロセッサに提供するために用いられる任意のコンピュ
ータプログラムプロダクト、装置および／またはデバイス（たとえば磁気ディスク、光デ
ィスク、メモリ、プログラマブルロジックデバイス（ＰＬＤ））を指し、マシン命令をマ
シン読取可能信号として受信するマシン読取可能媒体を含む。「マシン読取可能信号」と
いう用語は、マシン命令および／またはデータをプログラマブルプロセッサに提供するた
めに用いられる任意の信号を指す。
【０１６８】
　ユーザとのインタラクションを提供するために、本明細書に記載のシステムおよび技術
は、情報をユーザに表示するためのディスプレイデバイス（たとえばＣＲＴ（陰極線管）
またはＬＣＤ（液晶ディスプレイ）モニタ）と、ユーザが入力をコンピュータに提供する
際に使用可能なキーボードおよびポインティングデバイス（たとえばマウスまたはトラッ
クボール）とを有するコンピュータ上で実現され得る。他の種類のデバイスを用いてユー
ザとのインタラクションを提供することもでき、たとえば、ユーザに提供されるフィード
バックは任意の形態の感覚フィードバック（たとえば視覚フィードバック、聴覚フィード
バック、または触覚フィードバック）であり得、ユーザからの入力は、音響入力、スピー
チ入力、または触覚入力を含む任意の形態で受信され得る。
【０１６９】
　本明細書に記載のシステムおよび技術は、バックエンドコンポーネントを（たとえばデ
ータサーバとして）含むコンピューティングシステムにおいて実現され得るか、またはミ
ドルウェアコンポーネント（たとえばアプリケーションサーバ）を含むコンピューティン
グシステムにおいて実現され得るか、またはフロントエンドコンポーネント（たとえば、
ユーザが上記のシステムおよび技術の実現例とインタラクションする際に使用可能なグラ
フィックユーザインターフェイスもしくはウェブブラウザを有するクライアントコンピュ
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ックエンド、ミドルウェア、もしくはフロントエンドコンポーネントの任意の組合せを含
むコンピューティングシステムにおいて実現され得る。システムのコンポーネントは、任
意の形態または媒体のデジタルデータ通信（たとえば通信ネットワーク）によって相互に
接続され得る。通信ネットワークの例は、ローカルエリアネットワーク（「ＬＡＮ」）、
ワイドエリアネットワーク（「ＷＡＮ」）、（アドホックまたはスタティックメンバーを
有する）ピアツーピアネットワーク、グリッドコンピューティングインフラストラクチャ
、および、インターネットを含む。
【０１７０】
　コンピューティングシステムはクライアントおよびサーバを含み得る。クライアントお
よびサーバは一般に互いにリモートであり、典型的に通信ネットワークを介してインタラ
クションする。クライアントとサーバとの関係は、それぞれのコンピュータ上で実行され
て互いにクライアント－サーバ関係を有するコンピュータプログラムによって生じる。
【０１７１】
　本発明の多数の実施形態を説明した。しかしながら、本発明の精神および範囲から逸脱
することなくさまざまな変更がなされ得ることが理解されるであろう。たとえば、ステッ
プが再順序付けされるか、加えられるか、または、除去された状態で、上に示されたフロ
ーのさまざまな形態が使用されてもよい。さらにローカルデバイス認証のいくつかの適用
例が記載されたが、多数の他の適用例が考えられるということが認識されるべきである。
したがって、他の実施形態も添付の請求の範囲内にある。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年6月26日(2018.6.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータによって実現される方法であって、
　装置の１つ以上のプロセッサによって、リソースデバイスについてのマスターアクセス
トークンを取得することと、
　前記１つ以上のプロセッサによって、クライアントデバイスに関連付けられるユーザを
識別することと、
　前記１つ以上のプロセッサによって、前記ユーザが前記リソースデバイスへの制限のあ
るアクセスを受けることを承認されていることを決定することと、
　前記決定することに応答して、前記１つ以上のプロセッサによって、前記マスターアク
セストークンに基づいてローカルアクセストークンを生成することとを含み、前記ローカ
ルアクセストークンは、前記リソースデバイスがネットワーク接続を有することを必要と
することなく、前記リソースデバイスへのアクセスを与えるように構成されており、さら
に
　前記１つ以上のプロセッサによって、前記リソースデバイスについての前記ローカルア
クセストークンを前記クライアントデバイスに提供することを含む、方法。
【請求項２】
　前記決定することは、前記リソースデバイスのオーナー、または、前記リソースデバイ
スへのアクセスをコントロール可能なエンティティのうちの少なくとも一方によって、前
記ユーザが前記リソースデバイスへの前記制限のあるアクセスを受けることを承認されて
いることを決定することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記識別することは、前記リソースデバイスへの前記制限のあるアクセスを取得するた
めの要求を前記クライアントデバイスから受信することを含み、前記要求は、前記ユーザ
の識別子または前記クライアントデバイスの識別子のうちの少なくとも１つを含んでおり
、
　前記識別することはさらに、前記要求に応答して、前記リソースデバイスについての前
記ローカルアクセストークンを前記クライアントデバイスに提供することを含む、請求項
１または請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記方法はさらに、
　受信した前記要求の少なくとも部分に基づいて前記クライアントデバイスを識別するこ
とと、
　前記クライアントデバイスが前記リソースデバイスへの前記制限のあるアクセスを受け
ることを承認されていることを決定することとを含み、
　前記生成することは、前記クライアントデバイスが前記制限のあるアクセスを受けるこ
とを承認されていることを決定することに応答して、前記ローカルアクセストークンを生
成することを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記リソースデバイスについてのアクセスコントロールリストを取得することをさらに
含み、前記アクセスコントロールリストは、前記リソースデバイスへの対応する制限のあ
るアクセスを受けることを承認されている１人以上のユーザを識別する、請求項１に記載
の方法。
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【請求項６】
　前記装置は、ローカルメモリに前記アクセスコントロールリストを格納するように構成
される、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記決定することは、
　前記１人以上の承認されているユーザが、前記クライアントデバイスに関連付けられる
前記ユーザを含むということを、前記アクセスコントロールリストに基づいて決定するこ
とと、
　前記１人以上の承認されているユーザが前記ユーザを含むということを決定することに
応答して、前記クライアントデバイスの前記ユーザが前記制限のあるアクセスを受けるこ
とを承認されていることを確証することとを含む、請求項５または請求項６に記載の方法
。
【請求項８】
　前記方法はさらに、オーナーデバイスからアクセスコントロールデータを受信すること
を含み、前記オーナーデバイスは前記リソースデバイスのオーナーに関連付けられており
、前記アクセスコントロールデータは、前記ユーザが前記リソースデバイスへの前記制限
のあるアクセスを受けることを承認しており、
　前記方法はさらに、前記クライアントデバイスの前記ユーザを承認されたユーザである
と識別するために前記アクセスコントロールリストの少なくとも部分を修正することを含
む、請求項５～７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記アクセスコントロールデータはアクセスパラメータを含み、前記アクセスパラメー
タは、前記ユーザに与えられる前記制限のあるアクセスの範囲を確証し、
　前記方法はさらに、前記アクセスパラメータを含むように前記アクセスコントロールリ
ストの少なくとも部分を修正することを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記アクセスパラメータは、前記ユーザに割り当てられる役割、時間的制約、アクセス
タイプに対する制約、オフラインアクセスに対する制約、または、前記クライアントデバ
イスがトークンを生成する能力に対する制約のうちの少なくとも１つを含む、請求項９に
記載の方法。
【請求項１１】
　前記アクセスコントロールリストは、前記ユーザに関連付けられる１つ以上のアクセス
パラメータを識別しており、前記アクセスパラメータは、前記ユーザに割り当てられる役
割、時間的制約、アクセスタイプに対する制約、オフラインアクセスに対する制約、また
は、前記クライアントデバイスがトークンを生成する能力に対する制約のうちの少なくと
も１つを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ローカルアクセストークンはマカロンを含み、前記マカロンは、１つ以上のキャビ
アートと、対応するキーとを含み、
　前記生成することは、
　前記アクセスコントロールリストに基づいて、前記ユーザに関連付けられる前記アクセ
スパラメータを識別することと、
　前記ローカルアクセストークンについての失効時間を確証することと、
　前記失効時間および識別された前記アクセスパラメータを前記ローカルアクセストーク
ンの前記１つ以上のキャビアート内に統合する動作を実行することとを含む、請求項１１
に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ユーザの前記ローカルアクセストークンについて確証される前記失効時間を統合す
るように前記アクセスコントロールリストの少なくとも部分を修正することをさらに含む
、請求項１２に記載の方法。
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【請求項１４】
　前記ローカルアクセストークンは、前記クライアントデバイスに関連付けられる前記ユ
ーザまたは前記クライアントデバイスのうちの少なくとも一方を識別するデータを含んで
おり、
　前記生成することは、前記ローカルアクセストークンにデジタル署名を適用することを
含む、請求項１～７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ローカルアクセストークンはマカロンを含み、前記マカロンは、１つ以上のキャビ
アートと、対応するキーとを含み、
　前記対応するキーは、適用される前記デジタル署名を含んでおり、
　前記生成することはさらに、前記１つ以上のキャビアートの少なくとも部分へのＭＡＣ
アルゴリズムの適用に基づき、前記デジタル署名を生成することを含む、請求項１４に記
載の方法。
【請求項１６】
　前記１つ以上のキャビアートは、前記ローカルアクセストークンの失効日時、前記ユー
ザに割り当てられる役割、または、前記ユーザもしくは前記クライアントデバイスのうち
の少なくとも一方を識別する前記データのうちの少なくとも１つを含む、請求項１５に記
載の方法。
【請求項１７】
　前記ローカルアクセストークンはデジタル証明書を含む、請求項１～１１のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記取得することは、前記リソースデバイスから前記マスターアクセストークンを受信
することを含み、
　前記生成することは、受信した前記マスターアクセストークンの少なくとも部分に基づ
いて前記ローカルアクセストークンを生成することを含む、請求項１～７のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項１９】
　前記マスターアクセストークンは第１のマカロンを含み、前記第１のマカロンは、１つ
以上の第１のキャビアートと、対応する第１のキーとを含み、
　前記ローカルアクセストークンは第２のマカロンを含み、前記第２のマカロンは、１つ
以上の第２のキャビアートと、対応する第２のキーとを含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ローカルアクセストークンを生成することは、前記１つ以上の第２のキャビアート
を生成することを含み、
　前記第２のキャビアートの第１の部分は前記第１のキャビアートを含み、
　前記第２のキャビアートの第２の部分は、前記ローカルアクセストークンの失効日時と
、前記ユーザの前記制限のあるアクセスに関連付けられる１つ以上のアクセスパラメータ
とを含み、前記アクセスパラメータは、前記ユーザに割り当てられる役割、時間的制約、
アクセスタイプに対する制約、オフラインアクセスに対する制約、または、前記クライア
ントデバイスがトークンを生成する能力に対する制約のうちの少なくとも１つを含む、請
求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記リソースデバイスからマスターアクセストークンを受信することをさらに含み、前
記マスターアクセストークンは、前記クライアントデバイスが前記リソースデバイスの識
別性を照合することを可能にし、さらに、
　前記決定することに応答して、前記マスターアクセストークンの少なくとも部分に基づ
いてローカルアクセストークンを生成することと、
　前記クライアントデバイスに前記ローカルアクセストークンを提供することとを含む、
請求項１に記載の方法。
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【請求項２２】
　少なくとも１つのプロセッサと、
　実行可能な命令を格納するメモリとを含み、
　前記命令は、前記少なくとも１つのプロセッサによって実行されると、前記少なくとも
１つのプロセッサに、
　　リソースデバイスについてのマスターアクセストークンを取得するステップと、
　　クライアントデバイスに関連付けられるユーザを識別するステップと、
　　前記ユーザが前記リソースデバイスへの制限のあるアクセスを受けることを承認され
ていることを決定するステップと、
　　前記決定することに応答して、前記マスターアクセストークンに基づいてローカルア
クセストークンを生成するステップとを行わせ、前記ローカルアクセストークンは、前記
リソースデバイスがネットワーク接続を有することを必要とすることなく、前記リソース
デバイスへのアクセスを与えるように構成されており、
　前記命令はさらに、前記少なくとも１つのプロセッサによって実行されると、前記少な
くとも１つのプロセッサに、
　　前記リソースデバイスについての前記ローカルアクセストークンを前記クライアント
デバイスに提供するステップを実行させる、装置。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、前記リソースデバイスのオーナー、または
、前記リソースデバイスへのアクセスをコントロール可能なエンティティのうちの少なく
とも一方によって、前記ユーザが前記リソースデバイスへの前記制限のあるアクセスを受
けることを承認されていることを決定するステップを実行する、請求項２２に記載の装置
。
【請求項２４】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、前記リソースデバイスへの前記制限のある
アクセスを取得するための要求を前記クライアントデバイスから受信するステップを実行
し、前記要求は、前記ユーザの識別子または前記クライアントデバイスの識別子のうちの
少なくとも１つを含んでおり、
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、前記要求に応答して、前記リソースデバイ
スについての前記ローカルアクセストークンを前記クライアントデバイスに提供するステ
ップを実行する、請求項２２または請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、
　受信した前記要求の少なくとも部分に基づいて前記クライアントデバイスを識別するス
テップと、
　前記クライアントデバイスが前記リソースデバイスへの前記制限のあるアクセスを受け
ることを承認されていることを決定するステップと、
　前記クライアントデバイスが前記制限のあるアクセスを受けることを承認されているこ
とを決定することに応答して、前記ローカルアクセストークンを生成するステップとを実
行する、請求項２４に記載の装置。
【請求項２６】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、前記リソースデバイスについてのアクセス
コントロールリストを取得するステップを実行し、前記アクセスコントロールリストは、
前記リソースデバイスへの対応する制限のあるアクセスを受けることを承認されている１
人以上のユーザを識別する、請求項２２に記載の装置。
【請求項２７】
　前記装置は、ローカルメモリに前記アクセスコントロールリストを格納するように構成
される、請求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、
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　前記１人以上の承認されているユーザが、前記クライアントデバイスに関連付けられる
前記ユーザを含むということを、前記アクセスコントロールリストに基づいて決定するス
テップと、
　前記１人以上の承認されているユーザが前記ユーザを含むということを決定することに
応答して、前記クライアントデバイスの前記ユーザが前記制限のあるアクセスを受けるこ
とを承認されていることを確証するステップとを実行する、請求項２６または請求項２７
に記載の装置。
【請求項２９】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、オーナーデバイスからアクセスコントロー
ルデータを受信するステップを実行し、前記オーナーデバイスは前記リソースデバイスの
オーナーに関連付けられており、前記アクセスコントロールデータは、前記ユーザが前記
リソースデバイスへの前記制限のあるアクセスを受けることを承認しており、
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、前記クライアントデバイスの前記ユーザを
承認されたユーザであると識別するために前記アクセスコントロールリストの少なくとも
部分を修正するステップを実行する、請求項２６～２８のいずれか１項に記載の装置。
【請求項３０】
　前記アクセスコントロールデータはアクセスパラメータを含み、前記アクセスパラメー
タは、前記ユーザに与えられる前記制限のあるアクセスの範囲を確証し、
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、前記アクセスパラメータを含むように前記
アクセスコントロールリストの少なくとも部分を修正するステップを実行する、請求項２
９に記載の装置。
【請求項３１】
　前記アクセスパラメータは、前記ユーザに割り当てられる役割、時間的制約、アクセス
タイプに対する制約、オフラインアクセスに対する制約、または、前記クライアントデバ
イスがトークンを生成する能力に対する制約のうちの少なくとも１つを含む、請求項３０
に記載の装置。
【請求項３２】
　前記アクセスコントロールリストは、前記ユーザに関連付けられる１つ以上のアクセス
パラメータを識別しており、前記アクセスパラメータは、前記ユーザに割り当てられる役
割、時間的制約、アクセスタイプに対する制約、オフラインアクセスに対する制約、また
は、前記クライアントデバイスがトークンを生成する能力に対する制約のうちの少なくと
も１つを含む、請求項２６に記載の装置。
【請求項３３】
　前記ローカルアクセストークンはマカロンを含み、前記マカロンは、１つ以上のキャビ
アートと、対応するキーとを含み、
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、
　前記アクセスコントロールリストに基づいて、前記ユーザに関連付けられる前記アクセ
スパラメータを識別するステップと、
　前記ローカルアクセストークンについての失効時間を確証するステップと、
　前記失効時間および識別された前記アクセスパラメータを前記ローカルアクセストーク
ンの前記１つ以上のキャビアート内に統合する動作を実行するステップと実行する、請求
項３２に記載の装置。
【請求項３４】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、前記ユーザの前記ローカルアクセストーク
ンについて確証される前記失効時間を統合するように前記アクセスコントロールリストの
少なくとも部分を修正するステップを実行する、請求項３３に記載の装置。
【請求項３５】
　前記ローカルアクセストークンは、前記クライアントデバイスに関連付けられる前記ユ
ーザまたは前記クライアントデバイスのうちの少なくとも１つを識別するデータを含み、
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、前記ローカルアクセストークンにデジタル
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署名を適用するステップを実行する、請求項２２～２８のいずれか１項に記載の装置。
【請求項３６】
　前記ローカルアクセストークンはマカロンを含み、前記マカロンは、１つ以上のキャビ
アートと、対応するキーとを含み、
　前記対応するキーは、適用された前記デジタル署名を含み、
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、前記１つ以上のキャビアートの少なくとも
部分へのＭＡＣアルゴリズムの適用に基づき、前記デジタル署名を生成するステップを実
行する、請求項３５に記載の装置。
【請求項３７】
　前記１つ以上のキャビアートは、前記ローカルアクセストークンの失効日時、前記ユー
ザに割り当てられる役割、または、前記ユーザもしくは前記クライアントデバイスのうち
の少なくとも一方を識別する前記データのうちの少なくとも１つを含む、請求項３６に記
載の装置。
【請求項３８】
　前記ローカルアクセストークンはデジタル証明書を含む、請求項２２～３５のいずれか
１項に記載の装置。
【請求項３９】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、
　前記リソースデバイスから前記マスターアクセストークンを受信するステップと、
　受信した前記マスターアクセストークンの少なくとも部分に基づいて前記ローカルアク
セストークンを生成するステップとを実行する、請求項２２～２８のいずれか１項に記載
の装置。
【請求項４０】
　前記マスターアクセストークンは第１のマカロンを含み、前記第１のマカロンは、１つ
以上の第１のキャビアートと、対応する第１のキーとを含み、
　前記ローカルアクセストークンは第２のマカロンを含み、前記第２のマカロンは、１つ
以上の第２のキャビアートと、対応する第２のキーとを含み、
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、前記１つ以上の第２のキャビアートを生成
するステップを実行し、前記第２のキャビアートの第１の部分は前記第１のキャビアート
を含み、前記第２のキャビアートの第２の部分は、前記ローカルアクセストークンの失効
日時と、前記ユーザの前記制限のあるアクセスに関連付けられる１つ以上のアクセスパラ
メータとを含み、前記アクセスパラメータは、前記ユーザに割り当てられる役割、時間的
制約、アクセスタイプに対する制約、オフラインアクセスに対する制約、または、前記ク
ライアントデバイスがトークンを生成する能力に対する制約のうちの少なくとも１つを含
む、請求項３９に記載の装置。
【請求項４１】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、前記リソースデバイスからマスターアクセ
ストークンを受信するステップを実行し、前記マスターアクセストークンは、前記クライ
アントデバイスが前記リソースデバイスの識別性を照合することを可能にし、
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、
　前記決定することに応答して、前記マスターアクセストークンの少なくとも部分に基づ
いてローカルアクセストークンを生成するステップと、
　前記クライアントデバイスに前記ローカルアクセストークンを提供するステップとを実
行する、請求項２２に記載の装置。
【請求項４２】
　命令を含むコンピュータプログラムであって、前記命令は、装置の少なくとも１つのプ
ロセッサによって実行されると、方法を実行し、
　前記方法は、
　リソースデバイスについてのマスターアクセストークンを取得することと、
　クライアントデバイスに関連付けられるユーザを識別することと、
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　前記ユーザが前記リソースデバイスへの制限のあるアクセスを受けることを承認されて
いることを決定することと、
　前記決定することに応答して、前記マスターアクセストークンに基づいてローカルアク
セストークンを生成することとを含み、前記ローカルアクセストークンは、前記ローカル
アクセストークンを有効化するために前記リソースデバイスがネットワーク接続を有する
ことを必要とすることなく、前記リソースデバイスへのアクセスを与えるように構成され
ており、
　前記方法はさらに、
　前記リソースデバイスについての前記ローカルアクセストークンを前記クライアントデ
バイスに提供することを含む、コンピュータプログラム。
【請求項４３】
　コンピュータによって実現される方法であって、
　リソースデバイスの１つ以上のプロセッサによって、クライアントデバイスとのセキュ
アなワイヤレス接続を確立することと、
　前記１つ以上のプロセッサによって、前記クライアントデバイスからのアクセストーク
ンに由来するトークンデータと、前記クライアントデバイスによる前記リソースデバイス
へのアクセスの要求とを受信することと、
　前記１つ以上のプロセッサによって、ネットワークを介して通信することなく、受信し
た前記トークンデータが、前記リソースデバイスへのアクセスを承認する有効なトークン
に由来すると決定することと、
　前記１つ以上のプロセッサによって、前記ネットワークを介して通信することなく、前
記アクセストークンが、前記クライアントデバイスによって要求される前記アクセスを提
供するのに十分なアクセスのレベルを承認していると決定することと、
　受信した前記トークンデータが有効なトークンに由来すると決定することと、前記アク
セストークンが前記クライアントデバイスによって要求される前記アクセスを提供するの
に十分なアクセスのレベルを承認していると決定することとに応答して、前記１つ以上の
プロセッサによって、前記クライアントデバイスによって要求される前記リソースデバイ
スへの前記アクセスを提供することとを含む、方法。
【請求項４４】
　前記セキュアなワイヤレス接続は、前記クライアントデバイスと前記リソースデバイス
との間の直接的なワイヤレス接続を含む、請求項４３に記載の方法。
【請求項４５】
　前記直接的なワイヤレス接続は、ブルートゥースローエナジー（ＢＬＥ：Bluetooth Lo
w Energy）接続を含む、請求項４４に記載の方法。
【請求項４６】
　前記確立することは、前記クライアントデバイスからキャビアートデータおよびランダ
ムデータを受信することを含み、前記キャビアートデータは、前記クライアントデバイス
によってローカルアクセストークンから抽出され、
　前記確立することはさらに、
　受信した前記キャビアートおよびランダムデータの少なくとも部分に基づいてキー値を
計算することと、
　計算された前記キー値を前記クライアントデバイスに送信することと、
　計算された前記キー値と、前記ローカルアクセストークンに基づいて前記クライアント
デバイスによって計算される付加的なキー値との間の対応に基づき、前記クライアントデ
バイスとの前記セキュアなワイヤレス接続を確立することとを含む、請求項４３～４５の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項４７】
　計算された前記キー値を、セッションキーとして確証することをさらに含む、請求項４
６に記載の方法。
【請求項４８】
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　前記キャビアートデータおよびランダムデータは、共有された対称キーを使用して暗号
化されており、
　前記確立することはさらに、
　受信した前記キャビアートデータおよびランダムデータを復号化することと、
　前記共有された対称キーを使用して、計算された前記キー値を暗号化することと、
　暗号化された前記キー値を前記クライアントデバイスに送信することとを含む、請求項
４６または請求項４７に記載の方法。
【請求項４９】
　アクセストークンはマカロンを含み、前記マカロンは、１つ以上のキャビアートと、対
応するキーとを含む、請求項４３～４５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５０】
　ネットワークを介して通信することなく、受信した前記トークンデータが有効なトーク
ンに由来すると決定するステップは、
　受信した前記トークンデータから前記１つ以上のキャビアートを抽出することと、
　抽出された前記キャビアートと、前記リソースデバイスによって維持されるマスターア
クセストークンとに基づき、受信した前記トークンデータのコピーを計算することと、
　受信した前記トークンデータが、計算された前記コピーに対応すると決定することと、
　受信した前記トークンデータが、計算された前記コピーに対応する場合、受信した前記
トークンデータが有効なトークンに由来すると確証することとを含む、請求項４９に記載
の方法。
【請求項５１】
　ネットワークを介して通信することなく、受信した前記トークンデータが有効なトーク
ンに由来すると決定するステップはさらに、
　抽出された前記キャビアートの少なくとも部分に基づいて、受信した前記トークンデー
タについてのアクセスのチェーンを識別することと、
　受信した前記トークンデータについての前記アクセスのチェーンを照合することとを含
む、請求項５０に記載の方法。
【請求項５２】
　前記１つ以上のキャビアートは、前記アクセストークンの失効日時と、前記リソースデ
バイスのオーナーによって前記クライアントデバイスに割り当てられる役割と、１つ以上
のアクセスパラメータとを含み、
　前記アクセスパラメータは、時間的制約、アクセスタイプに対する制約、オフラインア
クセスに対する制約、または、前記クライアントデバイスがトークンを生成する能力に対
する制約のうちの少なくとも１つを含み、
　前記リソースデバイスへのアクセスの前記要求は、前記リソースデバイスの１つ以上の
要求される機能を識別する、請求項４９～５１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５３】
　前記アクセストークンが前記十分なアクセスのレベルを承認していると決定するステッ
プは、
　前記失効日時に基づいて、前記アクセストークンが失効していないと決定することと、
　前記リソースデバイスの要求される機能へアクセスするために前記クライアントデバイ
スによって必要とされる役割を識別することと、
　必要とされる前記役割が、割り当てられる前記役割と一貫していると決定することと、
　前記１つ以上の要求される機能が前記１つ以上のアクセスパラメータと一貫していると
決定することと、
　（ｉ）前記アクセストークンが失効していないという決定と、（ｉｉ）必要とされる前
記役割が、割り当てられる前記役割と一貫しているという決定と、（ｉｉｉ）１つ以上の
要求される機能が前記１つ以上のアクセスパラメータと一貫しているという決定とに応答
して、前記アクセストークンが、前記要求されるアクセスを提供するのに十分なアクセス
のレベルを承認していると確証することとを含む、請求項５２に記載の方法。
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【請求項５４】
　前記リソースデバイスは、クラウドサーバに関連付けられるコンピュータシステム、サ
ードパーティ認証サービス、または、前記リソースデバイスのオーナーのデバイスのうち
の少なくとも１つにアクセスコントロールの決定を委任しており、
　前記少なくとも１つのコンピュータシステム、サードパーティ認証サービス、または、
オーナーデバイスは、前記アクセストークンを生成し、前記クライアントデバイスに前記
アクセストークンを提供する、請求項４３～５３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５５】
　前記ネットワークを介して通信することなく、前記確立するステップ、前記受信するス
テップおよび前記提供するステップを実行することをさらに含む、請求項４３に記載の方
法。
【請求項５６】
　リソースデバイスであって、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　実行可能な命令を格納するメモリとを含み、前記命令は、前記少なくとも１つのプロセ
ッサによって実行されると、前記少なくとも１つのプロセッサに、
　クライアントデバイスとのセキュアなワイヤレス接続を確立するステップと、
　前記クライアントデバイスからのアクセストークンに由来するトークンデータと、前記
クライアントデバイスによる前記リソースデバイスへのアクセスの要求とを受信するステ
ップと、
　ネットワークを介して通信することなく、受信した前記トークンデータが、前記リソー
スデバイスへのアクセスを承認する有効なトークンに由来していると決定するステップと
、
　前記ネットワークを介して通信することなく、前記アクセストークンが、前記クライア
ントデバイスによって要求される前記アクセスを提供するのに十分なアクセスのレベルを
承認していると決定するステップと、
　受信した前記トークンデータが有効なトークンに由来すると決定することと、前記アク
セストークンが前記クライアントデバイスによって要求される前記アクセスを提供するの
に十分なアクセスのレベルを承認していると決定することとに応答して、前記クライアン
トデバイスによって要求される前記リソースデバイスへのアクセスを提供するステップと
を実行させる、リソースデバイス。
【請求項５７】
　前記セキュアなワイヤレス接続は、前記クライアントデバイスと前記リソースデバイス
との間の直接的なワイヤレス接続を含む、請求項５６に記載のリソースデバイス。
【請求項５８】
　前記直接的なワイヤレス接続は、ブルートゥースローエナジー（ＢＬＥ：Bluetooth Lo
w Energy）接続を含む、請求項５７に記載のリソースデバイス。
【請求項５９】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、
　前記クライアントデバイスからキャビアートデータおよびランダムデータを受信するス
テップを実行し、前記キャビアートデータは、前記クライアントデバイスによってローカ
ルアクセストークンから抽出され、
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、
　受信した前記キャビアートおよびランダムデータの少なくとも部分に基づいてキー値を
計算するステップと、
　計算された前記キー値を前記クライアントデバイスに送信するステップと、
　計算された前記キー値と、前記ローカルアクセストークンに基づいて前記クライアント
デバイスによって計算される付加的なキー値との間の対応に基づき、前記クライアントデ
バイスとの前記セキュアなワイヤレス接続を確立するステップとを実行する、請求項５６
～５８のいずれか１項に記載のリソースデバイス。
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【請求項６０】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、計算された前記キー値を、セッションキー
として確証するステップを実行する、請求項５９に記載のリソースデバイス。
【請求項６１】
　前記キャビアートデータおよびランダムデータは、共有された対称キーを使用して暗号
化されており、
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、
　受信した前記キャビアートデータおよびランダムデータを復号化するステップと、
　前記共有された対称キーを使用して、計算された前記キー値を暗号化するステップと、
　暗号化された前記キー値を前記クライアントデバイスに送信するステップとを実行する
、請求項５９または請求項６０に記載のリソースデバイス。
【請求項６２】
　アクセストークンはマカロンを含み、前記マカロンは、１つ以上のキャビアートと、対
応するキーとを含む、請求項５６～５８のいずれか１項に記載のリソースデバイス。
【請求項６３】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、
　前記アクセストークンからの前記１つ以上のキャビアートを識別するステップと、
　抽出された前記キャビアートと、前記リソースデバイスによって維持されるマスターア
クセストークンとに基づき、受信した前記トークンデータのコピーを計算するステップと
、
　受信した前記トークンデータが計算された前記コピーに対応すると決定するステップと
、
　受信した前記トークンデータが計算された前記コピーに対応する場合、受信した前記ト
ークンデータが有効なトークンに由来すると確証するステップとを実行する、請求項６２
に記載のリソースデバイス。
【請求項６４】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、
　抽出された前記キャビアートの少なくとも部分に基づいて、前記アクセストークンにつ
いてのアクセスのチェーンを識別するステップと、
　受信した前記トークンについての前記アクセスのチェーンを照合するステップとを実行
する、請求項６３に記載のリソースデバイス。
【請求項６５】
　前記１つ以上のキャビアートは、前記アクセストークンの失効日時と、前記リソースデ
バイスのオーナーによって前記クライアントデバイスに割り当てられる役割と、１つ以上
のアクセスパラメータとを含み、
　前記アクセスパラメータは、時間的制約、アクセスタイプに対する制約、オフラインア
クセスに対する制約、または、前記クライアントデバイスがトークンを生成する能力に対
する制約のうちの少なくとも１つを含み、
　前記リソースデバイスへのアクセスの前記要求は、前記リソースデバイスの１つ以上の
要求される機能を識別する、請求項６２～６４のいずれか１項に記載のリソースデバイス
。
【請求項６６】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、
　前記失効日時に基づいて、前記アクセストークンが失効していないと決定するステップ
と、
　前記リソースデバイスの要求される機能へアクセスするために前記クライアントデバイ
スによって必要とされる役割を識別するステップと、
　必要とされる前記役割が、割り当てられる前記役割と一貫していると決定するステップ
と、
　前記１つ以上の要求される機能が前記１つ以上のアクセスパラメータと一貫していると
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決定するステップと、
　（ｉ）前記アクセストークンが失効していないという決定と、（ｉｉ）必要とされる前
記役割が、割り当てられる前記役割と一貫しているという決定と、（ｉｉｉ）１つ以上の
要求される機能が前記１つ以上のアクセスパラメータと一貫しているという決定とに応答
して、前記アクセストークンが、前記要求されるアクセスを提供するのに十分なアクセス
のレベルを承認していると確証するステップとを実行する、請求項６５に記載のリソース
デバイス。
【請求項６７】
　前記リソースデバイスは、クラウドサーバに関連付けられるコンピュータシステム、サ
ードパーティ認証サービス、または、前記リソースデバイスのオーナーのデバイスのうち
の少なくとも１つにアクセスコントロールの決定を委任しており、
　前記少なくとも１つのコンピュータシステム、サードパーティ認証サービス、または、
オーナーデバイスは、前記アクセストークンを生成し、前記クライアントデバイスに前記
アクセストークンを提供する、請求項５６～６６のいずれか１項に記載のリソースデバイ
ス。
【請求項６８】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、前記ネットワークを介して通信することな
く、前記確立するステップ、前記受信するステップおよび前記提供するステップを実行す
る、請求項５６～６７のいずれか１項に記載のリソースデバイス。
【請求項６９】
　命令を含むコンピュータプログラムであって、前記命令は、クライアントデバイスの少
なくとも１つのプロセッサによって実行されると、方法を実行し、前記方法は、
　クライアントデバイスとのセキュアなワイヤレス接続を確立することと、
　前記クライアントデバイスからのアクセストークンに由来するトークンデータと、前記
クライアントデバイスによるリソースデバイスへのアクセスの要求とを受信することと、
　ネットワークを介して通信することなく、受信した前記トークンデータが、前記リソー
スデバイスへのアクセスを承認する有効なトークンに由来していると決定することと、
　前記ネットワークを介して通信することなく、前記アクセストークンが、前記クライア
ントデバイスによって要求される前記アクセスを提供するのに十分なアクセスのレベルを
承認していると決定することと、
　受信した前記トークンデータが有効なトークンに由来すると決定することと、前記アク
セストークンが前記クライアントデバイスによって要求される前記アクセスを提供するの
に十分なアクセスのレベルを承認していると決定することとに応答して、前記クライアン
トデバイスによって要求される前記リソースデバイスへの前記アクセスを提供することと
を含む、コンピュータプログラム。
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