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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンタプライズシステムにアプリケーションを自動的に登録するコンピュータ実装方法
であって、
　前記エンタプライズシステムに関連する前記アプリケーションを取得することであって
、
　　前記アプリケーションが、後に前記エンタプライズシステムに登録されるように事前
設定され、
　　前記登録によって前記アプリケーションと前記エンタプライズシステムとの間に信用
関係が確立するように、前記登録のための要求が、
　　製品識別情報、
　　機器識別情報
　　要求されるアクセス権限、および
　　アプリケーションリダイレクト　ユニフォーム　リソース　ロケータ（ＵＲＬ）を含
む、前記アプリケーションを取得すること、
　前記アプリケーションをホスト機器にインストールすること、
　前記アプリケーションのインストールに関連して、前記アプリケーションの前記エンタ
プライズシステムへの前記登録を自動的に要求すること、
を備える、コンピュータ実装方法。
【請求項２】
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　前記アプリケーションをホスト機器にインストールすることが、
　モバイルアプリケーションをモバイル機器にインストールすることをさらに含む、請求
項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項３】
　前記アプリケーションの前記登録を自動的に要求することが、
　前記アプリケーションの認証サーバへの登録を自動的に要求することをさらに含む、請
求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項４】
　前記エンタプライズシステム内のリソースにアクセスする許可を受け取ることをさらに
備える請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項５】
　エンタプライズシステムにアプリケーションを自動的に登録するコンピュータ実装方法
であって、
　前記アプリケーションを前記エンタプライズシステムに登録することに対する、自動的
に生成された要求を受け取ることであって、前記登録によって前記アプリケーションと前
記エンタプライズシステムとの間に信用関係が確立するように、前記要求が製品識別情報
、機器識別情報、要求されるアクセス権限、およびアプリケーションリダイレクト　ユニ
フォーム　リソース　ロケータ（ＵＲＬ）を含み、前記要求がホスト機器への前記アプリ
ケーションのインストールに関連して受け取られ、前記アプリケーションは前記エンタプ
ライズシステムに登録することに対する前記要求を自動的に生成するように事前設定され
ている、前記要求を受け取ること、
　前記アプリケーションを前記エンタプライズシステムに登録することを備える、コンピ
ュータ実装方法。
【請求項６】
　前記アプリケーションを登録することに対する、自動的に生成された要求を受け取るこ
とが、
　モバイルアプリケーションを登録することに対する、自動的に生成された要求を受け取
ることをさらに含む、請求項５に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項７】
　前記自動的に生成された登録要求を受け取ることが、
　前記要求を、アプリケーションアクセステンプレートと比較することをさらに含む、請
求項５に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項８】
　前記アプリケーションを前記エンタプライズシステムに登録することが、
　モバイルアプリケーションを認証サーバに登録することをさらに含む、請求項５に記載
のコンピュータ実装方法。
【請求項９】
　エンタプライズシステムへのアプリケーションの登録に係る手作業による入力を削減す
る方法であって、
　アプリケーションへのアクセスを許可することであって、前記アプリケーションが、前
記アプリケーションをホスト機器にインストールすることに関連して前記エンタプライズ
システムへの登録を自動的に要求するように事前設定され、事前設定されたアプリケーシ
ョンには、ユーザが登録情報を手作業により入力する必要がなくなるように前記登録情報
が事前に含まれ、前記登録情報が、前記登録によって前記アプリケーションと前記エンタ
プライズシステムとの間に信用関係が確立するように、製品識別情報、機器識別情報、要
求されたアクセス権限、およびアプリケーションリダイレクト　ユニフォーム　リソース
　ロケータ（ＵＲＬ）を含む、前記アプリケーションへのアクセスを許可すること、
　前記ユーザが前記登録情報を手作業により入力する必要がなくなることに基づいて、前
記アプリケーションの登録に係る手作業による入力を削減することを備える、方法。
【請求項１０】
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　アプリケーションへのアクセスを許可することが、
　複数のモバイルアプリケーションへのアクセスを許可することをさらに含む、請求項９
に記載の方法。
【請求項１１】
　エンタプライズシステムをスケーラブルに管理するためのコンピュータ実装方法であっ
て、
　アプリケーションとホスト機器をエンタプライズシステムに動的に登録することであっ
て、登録要求が、前記登録によって前記エンタプライズシステムと、前記アプリケーショ
ンおよび前記ホスト機器の両方との間に信用関係が確立するように、製品識別情報、機器
識別情報、要求されたアクセス権限、およびアプリケーションリダイレクト　ユニフォー
ム　リソース　ロケータ（ＵＲＬ）を含む登録情報を含み、前記アプリケーションが前記
ホスト機器にインストールされる、前記アプリケーションとホスト機器をエンタプライズ
システムに動的に登録すること、
　前記ホスト機器のユーザを前記エンタプライズシステムに認証すること、
　前記エンタプライズシステムを前記信用関係に基づいてスケーラブルに管理できるよう
に、前記アプリケーションと前記ホスト機器と前記ユーザを関連付けることを備える、コ
ンピュータ実装方法。
【請求項１２】
　前記ホスト機器を前記関連付けから削除することによって前記ホスト機器の前記エンタ
プライズシステムへの登録を解除することをさらに備える請求項１１に記載のコンピュー
タ実装方法。
【請求項１３】
　前記アプリケーションの前記エンタプライズシステムへの登録を、前記アプリケーショ
ンに関連するアプリケーションアクセステンプレートを削除することによって解除するこ
とをさらに備える請求項１１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１４】
　エンタプライズシステムへの動的登録を可能にするコンピュータ実装方法であって、
　前記エンタプライズシステムへのアプリケーションのアクセス権限を規定するように構
成されたアプリケーションアクセステンプレートにアクセスすること、
　前記アプリケーションを前記エンタプライズシステムに登録することであって、
　　前記登録することによって前記アプリケーションと前記エンタプライズシステムとの
間に信用関係が確立するように、前記登録に対する要求が、
　　製品識別情報、
　　機器識別情報、
　　要求されたアクセス権限、および
　　アプリケーションリダイレクト　ユニフォーム　リソース　ロケータ（ＵＲＬ）を含
む、前記アプリケーションを前記エンタプライズシステムに登録すること、
　前記アプリケーションアクセステンプレートの中で規定された前記アクセス権限を前記
アプリケーションに付与することを備える、コンピュータ実装方法。
【請求項１５】
　前記アプリケーションアクセステンプレートにアクセスすることが、
　前記アプリケーションアクセステンプレートのパラメータを前記アプリケーションによ
り要求された自動登録のパラメータと比較することをさらに含む、請求項１４に記載のコ
ンピュータ実装方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　会社や企業の大規模化に伴い、企業リソースへのアクセス管理がますます難しくなって
いる。一例として、ある企業の社員が自分の私的な機器を使ってこのような企業リソース
にアクセスしたいと考えるかもしれない。社員が数名の企業であれば、企業リソースにア
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クセスするためのこうした私的な機器の登録は容易にできる。例えばＩＴ管理者が、また
は私的な機器のユーザでも、そのような私的な機器を企業のリソースにアクセスできるよ
うに手作業で登録できる。
【０００２】
　しかしながら、企業が何千人もの社員を抱えている場合、このような手作業での登録は
もはや実現可能な解決策ではない。さらに、企業リソースの管理ではしばしば、登録され
た機器を社内ファイアウォールの中に置くことが必要となる。その結果、企業の社員は社
内ファイアウォールの外にある私的な機器からでは企業リソースにアクセスできない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本発明の実施形態は、プロセス、装置、システム、機器、方法、コンピュータ実装方法
、または一時的でないコンピュータ可読記憶媒体を含めた様々な方法で実施できることを
理解するべきである。
【０００４】
　１つの実施形態において、アプリケーションをエンタプライズシステムに自動的に登録
するためのコンピュータ実装方法が提供される。このコンピュータ実装方法は、エンタプ
ライズシステムに関連するアプリケーションを取得するステップを含み、このアプリケー
ションは後にそのエンタプライズシステムで登録するように事前設定されており、登録リ
クエストは製品識別情報、機器識別情報、要求されるアクセス権限、およびアプリケーシ
ョンリダイレクト　ユニフォーム　リソース　ロケータ（ＵＲＬ）を含み、登録によって
アプリケーションとエンタプライズシステムとの間に信用関係が確立するようになってい
る。この方法はまた、アプリケーションをホスト機器にインストールするステップと、ア
プリケーションをインストールするステップに関連して、エンタプライズシステムへのア
プリケーションの登録を自動的に要求するステップと、を含む。
【０００５】
　他の実施形態において、アプリケーションをエンタプライズシステムに自動的に登録す
るコンピュータ実装方法が提供される。このコンピュータ実装方法は、アプリケーション
をエンタプライズシステムに登録することに対する自動的に生成された要求を受け取るス
テップを含む。この要求は、ホスト機器へのアプリケーションのインストールに関連して
受け取られる。このアプリケーションはエンタプライズシステムへの登録の要求を自動的
に生成するように事前設定されており、要求は製品識別情報、機器識別情報、要求される
アクセス権限、およびアプリケーションリダイレクトＵＲＬのうちの１つまたは複数を含
み、登録によってアプリケーションとエンタプライズシステムとの間に信用関係が確立す
るようになっている。この実施形態はまた、アプリケーションをエンタプライズシステム
に登録するステップも含む。
【０００６】
　別の実施形態において、エンタプライズシステムへのアプリケーションの登録に係る手
作業による入力を削減する方法が提供される。この方法はアプリケーションにアクセスを
許可するステップを含み、このアプリケーションは、そのアプリケーションのホスト機器
へのインストールに関連してエンタプライズシステムへの登録を自動的に要求するように
事前設定されており、事前設定されたアプリケーションには登録情報が事前投入されて、
ユーザが手作業により登録情報を入力しなくてもよいようになっており、登録情報は製品
識別情報、機器識別情報、要求されるアクセス権限、およびアプリケーションリダイレク
トＵＲＬを含み、登録によってアプリケーションとエンタプライズシステムとの間に信用
関係が確立するようになっている。この方法は、ユーザが登録情報を手作業により入力す
る必要がなくなることに基づいてアプリケーションの登録に係る手作業による入力を削減
するステップをさらに含む。
【０００７】
　また別の実施形態において、エンタプライズシステムをスケーラブルに管理するための
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コンピュータ実装方法が提供される。この方法は、アプリケーションとホスト機器をエン
タプライズシステムに動的に登録するステップを含み、登録の要求は製品識別情報、機器
識別情報、要求されるアクセス権限、およびアプリケーションリダイレクトＵＲＬからな
る群から選択された登録情報を含み、登録によってエンタプライズシステムとアプリケー
ションおよび機器の両方との間に信用関係が確立するようになっており、アプリケーショ
ンはホスト機器にインストールされる。この方法はまた、ホスト機器のユーザをエンタプ
ライズシステムに認証するステップと、アプリケーションとホスト機器と認証コードをユ
ーザと関連付けて、エンタプライズシステムをスケーラブルに管理できるようにするステ
ップと、を含む。
【０００８】
　１つの実施形態において、エンタプライズシステムへの動的登録を可能にするコンピュ
ータ実装方法が提供される。この方法は、エンタプライズシステムへのアプリケーション
のアクセス権限を規定するように構成されたアプリケーションアクセステンプレートにア
クセスするステップと、エンタプライズシステムにアプリケーションを登録するステップ
と、を含み、登録の要求は製品識別情報、機器識別情報、要求されるアクセス権限、およ
びアプリケーションリダイレクトＵＲＬを含み、登録するステップによってアプリケーシ
ョンとエンタプライズシステムとの間に信用関係が確立するようになっている。この方法
はまた、アプリケーションアクセステンプレートの中で規定されたアクセス権限をアプリ
ケーションに付与するステップも含む。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】エンタプライズシステムのある実施形態を示すブロック図である。
【図２】アプリケーションアクセステンプレートのある実施形態を示すブロック図である
。
【図３】各種の実施形態による機器／アプリケーションの動的登録のためのプロセスフロ
ー図を示す。
【図４】各種の実施形態による、エンタプライズシステムにアプリケーションを自動的に
登録する方法のフロー図を示す。
【図５】各種の実施形態による、エンタプライズシステムにアプリケーションを自動的に
登録する方法のフロー図を示す。
【図６】各種の実施形態による、エンタプライズシステムへのアプリケーションの登録に
係る手作業による入力を削減する方法のフロー図を示す。
【図７】各種の実施形態による、エンタプライズシステムをスケーラブルに管理する方法
のフロー図を示す。
【図８】各種の実施形態による、エンタプライズシステムへの動的登録を可能にする方法
のフロー図を示す。
【図９】ホストコンピューティングシステムのある実施形態を示すブロック図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の利点は、以下の詳細な説明を、本発明の原理を例として示している添付の図面
と併せて読むことになり明らかとなるであろう。
　添付の図面は本明細書の中に組み込まれ、その一部をなし、各種の実施形態を示してお
り、「実施形態の説明」と共に後述の原理を説明するのに役立つ。図面の簡単な説明の中
で言及される図面は、特にことわりがないかぎり、正確な縮尺で描かれていないと理解す
るべきである。
【００１１】
　ここで、各種の実施形態を詳しく見ていくが、その例が添付の図面に示されている。本
明細書において各種の実施形態について論じるが、当然のことながら、これらは限定的で
はない。反対に、提供する実施形態は付属の特許請求項で定義される各種の実施形態の主
旨と範囲の中に含まれうる代替案、改変、均等物をカバーするものとする。さらに、この
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「実施形態の説明」では、十分に理解できるように多数の具体的な詳細点を示す。しかし
ながら、実施形態はこれらの具体的な詳細点の１つまたは複数がなくても実施できる。ま
た別の場合には、よく知られた方法、手順、構成要素、回路については、説明する実施形
態の態様を不必要に不明瞭にしないように、詳細には説明していない。
【００１２】
　図１は、各種の実施形態によるエンタプライズシステム（enterprise system）１１０
を示すブロック図を描いたものである。一般に、エンタプライズシステム１１０はコンピ
ュータハードウェアとソフトウェアの組み合わせを含む会社システムまたはネットワーク
である。会社または企業はハードウェアとソフトウェアの組み合わせを利用してその業務
を組織化し、実行できる。例えば、エンタプライズシステムは例えば、これらに限定され
ないが、情報技術（ＩＴ）、セキュリティ、電子メール等の様々なニーズのための各種の
コンピューティングリソースを提供できる。
【００１３】
　各種の実施形態において、エンタプライズシステム１１０は複数の機器、例えば機器１
１８を含む。機器はあらゆる数の物理的および／または仮想マシンである。例えば、１つ
の実施形態において、エンタプライズシステム１１０は会社コンピューティング環境であ
り、これには何万台もの物理的および／または仮想マシンが含まれる。当然のことながら
、仮想マシンは物理的コンピューティングマシンの１つまたはいくつかの組み合わせで実
施される。
【００１４】
　物理的および／または仮想マシンは様々なアプリケーション（例えば、オペレーティン
グシステム、ワードプロセシング等）を含む。物理的および／または仮想マシンは、イン
ストールされた同じアプリケーションを有していても、インストールされた異なるアプリ
ケーションまたはソフトウェアを有していてもよい。インストールされたソフトウェアは
、１つまたは複数のベンダからの１つまたは複数のソフトウェアアプリケーションであっ
てもよい。
【００１５】
　仮想マシンはゲストオペレーティングシステムを含んでいてもよい。ゲストオペレーテ
ィングシステムは、例えばマイクロソフト　ウィンドウズ（商標）等のコモディティオペ
レーティングシステム（commodity operating system）であっても、特に仮想化ソフトウ
ェア（例えばハイパーバイザ）と動作するよう設計された特殊化オペレーティングシステ
ム（「準仮想化ＯＳ」と呼ばれることもある）であってもよく、これについては後でより
詳しく説明する。
【００１６】
　各種の実施形態において、エンタプライズシステム１１０はクラウド環境であってもよ
い。エンタプライズシステム１１０は、インターネットで接続されたデータセンタまたは
、１つまたは複数のパブリックおよび／またはプライベートネットワークに接続されたプ
ライベートクラウドコンピューティングセンタの中にあってもよい。エンタプライズシス
テム１１０は、１つの実施形態において、一般的に、コンピューティング環境の中の仮想
または物理的エンティティにネットワーク接続を通じて接続され、この接続はパブリック
ネットワーク接続でも、プライベートネットワーク接続でも、それらのある組み合わせで
あってもよい。例えば、ユーザは、仮想または物理的エンティティでエンタプライズシス
テム１１０によって提示されるウェブページまたはアプリケーションにアクセスすること
により、インターネット接続を介してエンタプライズシステム１１０に接続してもよい。
【００１７】
　詳しくは、エンタプライズシステム１１０は、機器／アプリケーションの動的登録を可
能にするように構成される。動的登録によってエンタプライズシステム１１０のスケーラ
ブルで安全な管理が可能となり、これについては後でより詳しく説明する。
【００１８】
　エンタプライズシステム１１０は、認証サーバ１１２とリソースサーバ１２０を含む。
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認証サーバ１１２は認証機能を提供し、リソースサーバ１２０は企業リソースへのアクセ
スを提供し、これらについては後でより詳しく説明する。
【００１９】
　認証サーバ１１２とリソースサーバ１２０は図のように別々のサーバであってもよく、
またはこれらサーバを分散させてもよい。リソースサーバ１２０および／または認証サー
バ１１２は１つの仮想マシンでも、複数の仮想マシンの組み合わせでもよい。これに加え
て、リソースサーバ１２０と認証サーバ１１２は単独のサーバとして一緒に動作してもよ
い。
【００２０】
　各種の実施形態において、非エンタプライズ機器１４０がエンタプライズシステム１１
０に登録され、これらの機器がエンタプライズシステム１１０により制御される各種のリ
ソースにアクセスできるようになる。非エンタプライズ機器１４０、例えば機器１５０と
機器１６０は様々なモバイル機器であってもよい。モバイル機器は、これらに限定されな
いが、スマートフォン、コンピュータタブレット、携帯情報端末（ＰＤＡ）、その他とす
ることができる。
【００２１】
　例えば、機器の様々なユーザは、エンタプライズシステム１１０を利用し、制御する会
社の社員であってもよい。一般に、ユーザは会社のリソース（例えばリソース１２２）に
、会社ドメインまたはファイアウォール内の登録済み／許可済みの機器（例えば機器１１
８であって、これはデスクトップまたはラップトップコンピューティングシステムであっ
てよい）にインストールされたアプリケーションを介してアクセスする。一般に、ファイ
アウォールはエンタプライズシステム１１０のセキュリティ保護を容易にする。ファイア
ウォールは出入りするネットワークトラフィックを、例えばデータパケットを分析し、そ
のトラフィックがファイアウォールを通過するのを許可するべきか否かを判断することに
よって制御する。
【００２２】
　機器１１８は、エンタプライズシステム１１０を介して制御、管理される。詳しくは、
機器１１８はエンタプライズシステム１１０に登録され、認証されて、機器１１８が利用
するアプリケーションが各種の会社リソース（例えばリソース１２２）にアクセスできる
。
【００２３】
　しかしながら、企業の社員またはエンタプライズシステム１１０のユーザは、自分自身
の私的な機器、例えば非エンタプライズ機器１４０を使って企業リソースにアクセスした
いと望むかもしれない。例えばユーザは、自分が家にいて、ファイアウォール中にある機
器を介してリソース１２２にアクセスできないため、ユーザの所有するモバイル機器（例
えば機器１５０と機器１６０）からリソース１２２にアクセスしたいと希望する。他の例
では、ユーザは社内ファイアウォールの中にあるデスクトップコンピュータからではなく
、自分自身の私的なモバイル機器を使って素早くリソース１２２にアクセスしたいと希望
する。
【００２４】
　したがって、非エンタプライズ機器１４０とインストールされたアプリケーションはエ
ンタプライズシステム１１０に動的に登録されて、アプリケーションは、非エンタプライ
ズ機器１４０が社内ファイアウォールの中または外のいずれにあっても、リソース１２２
に安全にアクセスできる。さらに、動的登録によって、エンタプライズシステム１１０の
スケーラブルで安全な管理が可能となり、これについては後でより詳しく説明する。
例示的な動作方法
　以下の説明は、実施形態のいくつかの例示的な動作方法の動作を詳しく示す。図３、４
、５、６、７、８を参照すると、フロー図３００、４００、５００、６００、７００、８
００は各種の実施形態で使用される例示的な手順を示す。フロー図３００、４００、５０
０、６００、７００、８００は、各種の実施形態において、プロセッサがコンピュータ可
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読およびコンピュータ実行可能命令の制御の下で実行するいくつかの手順を含む。このよ
うにして、本明細書の中で、フロー図３００、４００、５００、６００、７００、８００
に関連して説明する手順は、各種の実施形態において、コンピュータを使って実施され、
または実施されてもよい。コンピュータ可読およびコンピュータ実行可能命令は、あらゆ
る有形のコンピュータ可読記憶媒体に記憶させることができる。有形のコンピュータ可読
記憶媒体のいくつかの非限定的な例には、ランダムアクセスメモリ、リードオンリメモリ
、磁気ディスク、ソリッドステートドライブ／「ディスク」、および光ディスクが含まれ
、これらはいずれも、またはすべて、コンピュータ環境および／またはクラウド環境（例
えばエンタプライズシステム１１０）に利用できる。有形のコンピュータ可読記憶媒体上
に記憶されたコンピュータ可読およびコンピュータ実行可能命令は、例えばコンピュータ
環境および／またはクラウド環境のプロセッサの１つまたは、ある組み合わせに関連する
制御または動作のために使用される。当然のことながら、プロセッサは物理的でも、仮想
でも、ある組み合わせでもよい（また、仮想プロセッサは物理的ハードウェア上で実施さ
れることも理解するべきである）。具体的な手順がフロー図３００、４００、５００、６
００、７００および／または８００の中に示されているが、このような手順は例である。
すなわち、実施形態は、フロー図３００、４００、５００、６００、７００および／また
は８００に記載された手順以外の様々な手順またはそれらの変形版を実行するのにもよく
適している。同様に、いくつかの実施形態において、フロー図３００、４００、５００、
６００、７００および／または８００の中の手順は、開示されたものとは異なる順序で実
行してもよく、および／またはこれらのフロー図の中の１つまたは複数で説明された手順
の必ずしも全部を実行しなくてもよい。さらに、当然のことながら、フロー図３００、４
００、５００、６００、７００および／または８００で説明された手順は、ハードウェア
、またはハードウェアとファームウェアおよび／またはソフトウェアとの組み合わせで実
施してもよい。
【００２５】
　図３は、各種の実施形態による機器／アプリケーションの動的登録のためのプロセスフ
ロー図を示す。機器／アプリケーションの動的登録に関する以下の説明では、少なくとも
図１～３を参照する。
【００２６】
　３０５で、アプリケーションアクセステンプレート（application access templates）
が生成される。例えば、情報技術（ＩＴ）の熟練者（例えば、組織管理者）が１つまたは
複数のアプリケーションアクセステンプレート、例えばアプリケーションアクセステンプ
レート１１４～１１４ｎを生成する。１つの実施形態において、アプリケーションアクセ
ステンプレート１１４～１１４ｎは認証サーバ１１２の中に保存される。
【００２７】
　アプリケーションアクセステンプレートは、エンタプライズシステム１１０で利用でき
るアプリケーションごとの情報またはパラメータを含む。詳しくは、アプリケーションア
クセステンプレートは、エンタプライズシステム１１０で利用される各アプリケーション
のために生成される。例えば、アプリケーションアクセステンプレート１１４はアプリケ
ーション１３１のために生成され、アプリケーションアクセステンプレート１１４ｎはア
プリケーション１３１ｎのために生成される。
【００２８】
　各アプリケーションアクセステンプレートは、エンタプライズシステム１１０への特定
のアプリケーションの登録／認証を容易にする情報を含む。詳しくは、各アプリケーショ
ンアクセステンプレートは、リソースサーバ１２０へのアプリケーションの登録／認証を
容易にする。
【００２９】
　アプリケーションアクセステンプレートは、その後の動的登録／認証とエンタプライズ
管理に利用され、これについては後でより詳しく説明する。
　これに加えて、アプリケーションアクセステンプレートはアプリケーションを事前承認
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する。すなわち、アプリケーションは、エンタプライズシステム１１０に登録し、ある程
度までエンタプライズシステム１１０内のリソースにアクセスできると仮定される。これ
に対して、対応するアプリケーションアクセステンプレートを持たないアプリケーション
はいずれも、エンタプライズシステム１１０内のリソースへのアクセスが認められない。
【００３０】
　１つの実施形態において、アプリケーションアクセステンプレートは基本的な認証プロ
トコル情報、例えば、これに限定されないが、ＯＡｕｔｈ　２．０データを規定する。一
般に、ＯＡｕｔｈ　２．０は、第三者のアプリケーションがハイパーテキスト　トランス
ファー　プロトコル（ＨＴＴＰ）サービスにアクセスできるようにするオープンソース認
証プロトコルである。
【００３１】
　図２は、アプリケーションアクセステンプレート２１４のある実施形態を示している。
例えば、アプリケーションアクセステンプレート２１４は、これらに限定されないが、ア
プリケーションＩＤ、アプリケーション名、アプリケーションアイコン、リダイレクトＵ
ＲＬ（redirect URL）、リソースアクセス権限、属性等を含んでいてもよい。
【００３２】
　１つの実施形態において、アプリケーションＩＤ（またはアプリケーション製品ＩＤ）
は各アプリケーションに固有である。
　他の実施形態において、属性は、これらに限定されないが、リフレッシュトークンを発
行するか否か、アクセストークン有効期限（ＴＴＬ）、リフレッシュトークンＴＴＬ等を
含んでいてもよい。
【００３３】
　リダイレクトＵＲＬ（またはリダイレクト　ユニフォーム　リソース　アイデンティフ
ァイア（ＵＲＩ））は、特定のアプリケーションがエンタプライズシステム１１０からの
、例えばリソースサーバ１２０および／または認証サーバ１１２からの応答の受信を聞く
（listen）エンドポイントである。各アプリケーションは異なるリダイレクトＵＲＬを有
する。
【００３４】
　各種の実施形態において、リソースアクセス権限は各アプリケーションに関して異なっ
ていてもよい。例えば、電子メールアプリケーションはユーザの電子メールに関するアク
セス権限を有していてもよく、ワードプロセシングアプリケーション（word processing 
application）は各種のリソースへのアクセスを有していてもよい。
【００３５】
　３０７では、１つまたは複数のアプリケーションにアクセスする。例えば、機器１５０
のユーザがエンタプライズアプリケーションストア１３０からの１つまたは複数のアプリ
ケーションにアクセスし、ユーザは１つまたは複数のアプリケーションを介してエンタプ
ライズシステム１１０からリソースにアクセスできる。
【００３６】
　詳しくは、非エンタプライズ機器のユーザはエンタプライズアプリケーションストア１
３０からのアプリケーション１３１（例えばＡｐｐｌｅ（商標）のＰａｇｅｓ（商標））
にアクセスし、このアプリケーションを機器にダウンロードしてインストールする。例え
ば、機器１５０（例えばｉＰｈｏｎｅ（商標））と機器１６０（例えばｉＰａｄ（商標）
）のユーザがエンタプライズアプリケーションストア１３０からのワードプロセシングア
プリケーションをインストールし、アプリケーション１５１（例えばＰａｇｅｓ（商標）
）を機器１５０に、アプリケーション１６１（例えば、Ｐａｇｅｓ（商標））を機器１６
０にインストールする。
【００３７】
　エンタプライズアプリケーションストア１３０は、アプリケーション（例えばアプリケ
ーション１３１～１３１ｎ）を保存するためのあらゆるアプリケーションリポジトリ（ap
plication repository）（例えばＧｏｏｇｌｅ　Ｐｌａｙ（商標））であり、このアプリ
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ケーションは後にエンタプライズシステム１１０からリソースにアクセスするために使用
してもよい。１つの実施形態において、エンタプライズアプリケーションストア１３０は
、エンタプライズシステム１１０の中にあってもよい。
【００３８】
　前述のように、アプリケーション１３１～１３１ｎはあらゆるクライアントアプリケー
ションであり、これは適正に登録された時に、エンタプライズシステム１００のリソース
にアクセスするために利用できる。１つの実施形態において、１つまたは複数のアプリケ
ーションは、第三者のベンダにより開発された市販のアプリケーションである。このよう
なアプリケーションは、後のエンタプライズシステム１１０への登録および／またはユー
ザ認証を容易にするように変更または補強されてもよく、これについては後でより詳しく
説明する。
【００３９】
　他の実施形態において、アプリケーションのうちの１つまたは複数は、エンタプライズ
システム１１０との特定の使用のためのカスタムアプリケーションである。例えば、この
ようなアプリケーションは第三者のベンダによって開発されても、エンタプライズシステ
ムの当事者により開発されてもよい。
【００４０】
　ステップ３０５と３０７は、前述のように、逐次的に実行する必要がないことを理解す
るべきである。すなわち、３０５でアプリケーションアクセステンプレートを生成するス
テップと、３０７でアプリケーションにアクセスするステップは、平行して行ってもよい
。また、１つの実施形態において、３０７でアプリケーションにアクセスするステップは
、３０５でアプリケーションアクセステンプレートを生成するステップの前に行ってもよ
い。
【００４１】
　３１０で、エンタプライズシステム１１０への登録が自動的に要求される。１つの実施
形態において、自動登録要求はエンタプライズシステム１１０に転送される。例えば、登
録要求は認証サーバ１１２の登録済みのエンドポイントに送信される。
【００４２】
　各種の実施形態において、自動登録要求は機器（例えば機器１５０）へのアプリケーシ
ョン（例えばアプリケーション１５１）のインストールに関連して提供される。
　本明細書で規定されるように、「インストールに関連した自動登録要求」という語句は
、機器へのアプリケーションのインストールに関連付けられる自動登録要求を意味する。
例えば、自動登録要求はインストール中に、例えばアプリケーションのインストールに応
答して例えばリアルタイムまたは動的に行われてもよい。他の例では、自動登録要求は、
インストール後に、およびそのアプリケーションの初期実行または「起動」に応答して行
われてもよい。
【００４３】
　自動登録要求は、クライアントアプリケーションと機器に関する属性を含む。登録要求
は、これらに限定されないが、製品ＩＤ、機器ＩＤ、要求されるアクセス権限、リダイレ
クトＵＲＬ等を含んでいてもよい。
【００４４】
　したがって、クライアントアプリケーションと機器は、アプリケーションアクセステン
プレート中の属性が、少なくとも部分的に登録要求の中で提供された属性と一致した場合
に、動的に登録される。
【００４５】
　本明細書で使用されるかぎり、「クライアント」という用語はエンタプライズシステム
１１０の中のリソース（例えば保護されたリソース）を要求する、アプリケーション等の
エンティティとして広く解釈されるものとする。
【００４６】
　１つの実施形態において、自動登録要求のリダイレクトＵＲＬは、アプリケーションア
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クセステンプレート内で提供されるものと同じリダイレクトＵＲＬである。したがって、
リダイレクトＵＲＬが相互に一致するために登録が認められる。反対に、リダイレクトＵ
ＲＬが相互に一致しない場合は、登録が拒否される。
【００４７】
　これに加えて、カスタムスキームがインストールに関連して登録される。例えば、アプ
リケーションエンドポイントは、モバイル機器のオペーティングシステム（ＯＳ）に登録
される。
【００４８】
　ステップ３１０～３７２に示される通信は、後述のように、エンタプライズシステム１
１０の認証機能、例えば認証サーバ１１２に関連していることを理解するべきである。
　３２０で、ブラウザがユーザログインにリダイレクトされる。例えば、認証サーバ１１
２は機器１５０のブラウザ１５２および／または機器１６０のブラウザ１６２をユーザロ
グインウィンドウにリダイレクトする。各種の実施形態において、ブラウザ１５２とブラ
ウザ１６２は、それぞれ機器１５０と１６０の内蔵または外部ブラウザである。
【００４９】
　３１０でクライアントアプリケーションを登録すると、その後のユーザ登録は認証サー
バ１１２、例えば識別情報プロバイダ（ＩＤＰ）によって提供されることがわかる。認証
サーバ１１２は、エンタプライズシステム１１０の中にあっても、エンタプライズシステ
ム１１０の外にあってもよい。
【００５０】
　ユーザに対して表示されるログインプロンプト（login prompt）は、これらに限定され
ないが、ログインＩＤとパスワードを含んでいてもよい。ユーザを認証できるようにする
ためのどのような検証システムを用いてもよいことを理解するべきである。
【００５１】
　３２２で、ユーザはログイン（認証）情報を提供する。例えば、ユーザはログインＩＤ
とパスワードを提供する。それに加えて、またはその代わりに、ユーザは多要素認証、例
えばスマートカード、またはＳｅｃｕｒｅＩＤ（登録商標）コード、またはある生体情報
検証を、パスワードまたは個人識別番号（ＰＩＮ）のほかに送信してもよい。ユーザログ
イン情報は認証サーバ１１２に提供される。ログイン情報が認証サーバ１１２によって検
証されると、検証結果がリソースサーバ１２０に送信され、ユーザはエンタプライズシス
テム１１０のリソース１２２にアクセスする許可を得る。
【００５２】
　３３０で、ブラウザがアプリケーション許可ページにリダイレクトされる。すなわち、
ユーザは、アプリケーションがエンタプライズシステム１１０内のリソースにアクセスす
る許可を提供するように促される。
【００５３】
　例えば、ユーザは、機器１５０にダウンロードされたアプリケーション１５１がアプリ
ケーション登録および／またはアプリケーションアクセステンプレートの中で規定された
アクセス権限に従ってリソースサーバ１２０の中のリソース１２２にアクセスできること
を確認するように促されるであろう。
【００５４】
　アプリケーション許可の要求は、クライアントアプリケーションと機器の登録に関係す
るセキュリティをより強化する。
　３３２で、ユーザはアプリケーションがアプリケーション登録および／またはアプリケ
ーションアクセステンプレートの中で規定されたアクセス権限に従ってリソースにアクセ
スする許可を付与する。
【００５５】
　これに対して、ユーザが許可を付与しなければ、このアプリケーションはエンタプライ
ズシステム１１０の中のリソースにアクセスできない。例えば、アプリケーションは、エ
ンタプライズシステム１１０中のリソースに不正な意図でアクセスするために利用される
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かもしれない。したがって、アプリケーションを、そのアプリケーションを介してリソー
スにアクセスするために使おうとしていないユーザは、アプリケーションがリソースにア
クセスするのを許可しないであろう。
【００５６】
　３４０で、各種のセキュリティコードが生成される。例えば、認証サーバ１１２は、リ
ソースにアクセスするために後にアプリケーションが使用するクライアント識別子とクラ
イアントシークレット（client secret）を生成する。
【００５７】
　クライアント識別子は、クライアントアプリケーションが提供する登録情報を表す固有
のストリングである。クライアント識別子は、アプリケーション認証のためのユーザ名と
して使用してもよい。
【００５８】
　クライアントシークレットは、アプリケーション認証に関連するパスワードとして使用
してもよい固有のストリングである。
　認証サーバ１１２はまた、後にリソースにアクセスするためにアプリケーションが使用
する認証コードを生成する。詳しくは、認証コードはアクセストークンとリフレッシュト
ークンを取得するために使用され、これについては後でより詳しく説明する。
【００５９】
　また、３４０では機器とアプリケーションと認証コードが機器のユーザに関連付けられ
る。例えば、機器１６０とアプリケーション１６１とアプリケーション１６１のための認
証コードが機器１６０のユーザに関連付けられる。このような関連付けは、図１において
関連付け情報１１６として示されている。
【００６０】
　関連付け情報１１６は、あらゆる非エンタプライズ機器のユーザと、それぞれの機器と
アプリケーション、認証コードとの間のあらゆる数の様々な関連付けを含む。関連付け情
報１１６は、エンタプライズシステム１１０内の関連付けを維持することと両立する、ど
のような関係データ構造（例えば、ルックアップテーブル、リンクリスト等）であっても
よい。
【００６１】
　さらに、関連付け情報１１６は、エンタプライズシステム管理、例えば、これらに限定
されないが、ユーザ管理、機器管理、アプリケーションと管理、ポリシ管理等のための基
礎を提供し、これらについては後でより詳しく説明する。
【００６２】
　例えば、関連付け情報１１６はまた、紐付けと呼んでもよい。それゆえ、関連付け情報
１１６は、少なくとも機器と機器のユーザとアプリケーションとの間の紐付けを生成させ
て、エンタプライズシステム１１０をスケーラブルに管理できるようにする。より具体的
には、少なくとも機器とアプリケーションと機器のユーザの間の関連付けによって、エン
タプライズシステムと、機器、機器のユーザ、アプリケーションとの間の信用関係が確立
する。
【００６３】
　３５０で、コードがリダイレクトＵＲＬを介して機器に提供される。例えば、ワンタイ
ムアクセスコード（one time-access code）（またはワンタイムアクティベーションコー
ド（one-time activation code））と認証コードが機器１５０のブラウザ１５２に送られ
る。
【００６４】
　１つの実施形態において、３５０では状態パラメータがリダイレクトＵＲＬを介して機
器に提供される。一般に状態パラメータは、クライアントアプリケーションが要求とコー
ルバックの間の状態を保持するために使用する数値である。
【００６５】
　３６０で、ワンタイムアクティベーションコードがクライアントアプリケーションから
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認証サーバに送られる。例えば、３５０で認証サーバからクライアントアプリケーション
に提供されたワンタイムアクティベーションコードが、クライアントアプリケーションか
らレプリゼンテイショナル　ステート　トランスファ（Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎａ
ｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ）（ＲＥＳＴ）アプリケーションプログラミングイン
タフェース（ＡＰＩ）を介して認証サーバに送り返される。ＲＥＳＴ　ＡＰＩはセキュリ
ティをさらに強化するために利用されるプロトコルである。例えば、ＲＥＳＴ　ＡＰＩを
介して送信される情報は平文では（in the clear）送信されない。その結果、ＲＥＳＴ　
ＡＰＩを介して送信される情報は、情報が平文で送信される場合と比較して、より安全で
ある。
【００６６】
　３６２で、クライアントＩＤとクライアントシークレットがクライアントアプリケーシ
ョンに送信される。例えば、３５０でワンタイムアクティベーションコードを受け取った
ことに応答して、認証サーバ１１２がクライアントＩＤとクライアントシークレットを、
ＲＥＳＴコールを介してアプリケーション１５１に送信する。
【００６７】
　機器は、クライアントＩＤとクライアントシークレットを安全に保存（または保持）す
ることができる。これによって、登録されたアプリケーションと機器は、とりわけクライ
アントＩＤとクライアントシークレットを１回で受け取ることができる。これに加えて、
クライアントＩＤとクライアントシークレットは、３３２でユーザによる１回の認証ログ
インに基づいて生成される。
【００６８】
　例えば、アプリケーション１５１が登録され、上述のようにクライアントＩＤとクライ
アントシークレットを受け取る。アプリケーションがオフにされ、その後、後の時点で再
びオンにされると、アプリケーション１５１は依然として、保存されたクライアントＩＤ
とクライアントシークレットを使ってリソースにアクセスしてもよく、３３２でユーザロ
グイン等、登録／認証ステップをもう一度行う必要がない。
【００６９】
　３７０で、クライアントＩＤ、クライアントシークレットおよび認証コードがアプリケ
ーションからエンタプライズシステム１１０に送られる。例えば、クライアントＩＤ、ク
ライアントシークレットおよび認証コードは、ＲＥＳＴコールを介して認証サーバ１１２
に送られる。これは、アクセストークンまたはリフレッシュトークンを認証サーバから取
得するために行われる。
【００７０】
　３７２で、アクセストークンまたはリフレッシュトークンがアプリケーションに送られ
る。例えば、認証サーバ１１２は、クライアントＩＤ、クライアントシークレットおよび
認証コードをアプリケーションから受け取ったことに応答して、アプリケーション１５１
にアクセストークンを送る。
【００７１】
　アクセストークンは、保護されたリソースにアクセスするために使用される認証情報で
ある。アクセストークンは、クライアントアプリケーションに発行された認証を表すスト
リングである。トークンは、リソースのオーナーによって付与された具体的なアクセス権
限と期間を表し、リソースサーバと認証サーバによって実施される。
【００７２】
　同様に、リフレッシュトークンはアクセストークンを取得するために使用される認証情
報である。リフレッシュトークンは、認証サーバによってクライアントアプリケーション
に発行され、現在のアクセストークンが無効になった、または失効した時に新しいアクセ
ストークンを取得するために、または同じまたはより範囲の追加のアクセストークンを取
得するために使用される（アクセストークンは、リソースオーナーによって認められたも
のより寿命が短く、許可の数が少ないかもしれない）。
【００７３】
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　アクセストークン／リフレッシュトークンは機器で保存または保持される。これによっ
て、登録されたアプリケーションと機器は、とりわけユーザによる１回のログインに基づ
いてアクセスまたはリフレッシュトークンをリソースサーバに提供できる。
【００７４】
　例えば、アプリケーション１５１がオフにされ、その後、後の時点で再びオンにされる
と、アプリケーション１５１は依然として、保存されたトークンを使ってリソースにアク
セスしてもよく、３３２でユーザログイン等、登録／認証ステップをもう一度行う必要が
ない。
【００７５】
　３８０で、アクセストークンまたはリフレッシュトークンがリソースサーバに送信され
る。例えば、クライアント機器に保存されたアクセストークンまたはリフレッシュトーク
ンは、ＲＥＳＴコールを介してリソースサーバ１２０に送信される。
【００７６】
　３８２で、アプリケーションがリソースにアクセスする。例えば、アクセストークンを
リソースサーバ１２０に提供することにより、アプリケーション１５１は保護されたリソ
ース１２２にアクセスできる。
【００７７】
　図３に示される機器／アプリケーションの動的登録のプロセスステップにより、エンタ
プライズシステム１１０のダイナミックで、スケーラブルで、安全な管理が可能となる。
例えば、いくつのアプリケーションでもアプリケーションアクセステンプレート１１４～
１１４ｎを介して事前登録できる。したがって、あらゆる数の機器（例えばモバイル機器
）があらゆる数のアプリケーションを含むことができ、これらは、動的に登録されると、
エンタプライズシステムのリソースにアクセスできる。動的登録は自動登録要求に基づい
て実行されてもよく、これはアプリケーションと機器の登録のための手作業による介入を
削減する。さらに、ユーザ認証には、例えば３３２での１回のログインが必要である。
【００７８】
　これに加えて、エンタプライズシステム１１０の管理は動的に構成され、スケーラブル
であってもよい。１つの実施形態において、いずれかの機器（例えば機器１５０と機器１
６０）がなくなった場合、それらの機器のためのアクセストークンを取り消してもよい。
例えば、関連付け情報１１６の中で機器１５０と機器１６０の検索を行う。関連付け情報
１１６の中で機器１５０と機器１６０にアクセスされたら、機器１５０と機器１６０を関
連付け情報１１６から削除し、それらの機器のために生成されたトークンを取り消す。そ
の結果、これらの機器とインストールされたアプリケーションはリソース１２２にアクセ
スできない。
【００７９】
　他の実施形態において、いずれかのアプリケーションによるリソースへのアクセスを取
り消してもよい。例えば、アプリケーション１５１は当初、リソース１２２へのアクセス
が許可される。しかしながら、アプリケーション１５１は壊れるかもしれない（例えばウ
イルス、バグ等）。したがって、アプリケーション１５１に関連するアプリケーションア
クセステンプレート（例えばアプリケーションアクセステンプレート１１４）を認証サー
バ１１２から削除してもよい。その結果、アプリケーション１５１のいずれのインスタン
スも登録が解除され、リソース１２２にアクセスできない。
【００８０】
　フロー図３００に関して上述した手順のいずれも、ハードウェア、またはハードウェア
とファームウェアおよび／またはソフトウェアとの組み合わせで実行してもよいことがわ
かる。例えば、手順のいずれも、クラウド環境および／またはコンピューティング環境（
例えば非エンタプライズ機器１４０、エンタプライズシステム１１０等）のプロセッサに
よって実施される。
【００８１】
　図４は、各種の実施形態による、アプリケーションをエンタプライズシステムに自動的
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に登録する方法のフロー図を示す。
　ここで図４を参照すると、４１０で、エンタプライズシステムに関連するアプリケーシ
ョンが取得され、このアプリケーションは後にエンタプライズシステムに登録するように
事前設定される。
【００８２】
　例えば、アプリケーションは、機器１５０にインストールするためにエンタプライズア
プリケーションストア１３０から選択される。１つまたは複数のアプリケーションの選択
は、１つの実施形態において、ユーザが機器にインストールするべき１つまたは複数のア
プリケーションを選択したことに応答して行われてもよい。
【００８３】
　登録要求は、これらに限定されないが、製品識別情報、機器識別情報、要求されるアク
セス権限、アプリケーションリダイレクトＵＲＬを含んでいてもよいと理解するべきであ
る。さらに、登録によってアプリケーションとエンタプライズシステムとの間に信用関係
が確立する。具体的には、完了した登録プロセスによって、少なくとも非エンタプライズ
機器と非エンタプライズ機器のユーザと非エンタプライズ機器にインストールされたアプ
リケーションとの間の関連付けまたは紐付けが行われる。
【００８４】
　４２０で、アプリケーションがホスト機器にインストールされる。例えば、アプリケー
ション１５１は機器１５０にインストールされる。インストールは、１つの実施形態にお
いて、ユーザがエンタプライズアプリケーションストア１３０からアプリケーションを選
択したことに応答して行われてもよい。他の実施形態において、インストールは、機器１
５０がエンタプライズアプリケーションストア１３０に通信的に接続されたことに応答し
て自動的に行われてもよい。
【００８５】
　４２２で、モバイルアプリケーションがモバイル機器にインストールされる。例えば、
アプリケーション１５１（例えばマイクロソフト　アウトルック（商標））が機器１５０
（例えばｉＰｈｏｎｅ（商標））にインストールされる。
【００８６】
　４３０で、アプリケーションのインストールに関連して、アプリケーションはエンタプ
ライズシステムへの登録を自動的に要求する。例えば、アプリケーション１５１が機器１
５０にインストールされると、アプリケーション１５１はエンタプライズシステム１１０
への登録を自動的に要求する。
【００８７】
　他の実施形態において、アプリケーションは、非エンタプライズ機器上のアプリケーシ
ョンの初期実行時に自動的に登録を要求してもよい。
　４３２で、１つの実施形態においては、アプリケーションがリソースサーバへの登録を
自動的に要求する。例えば、モバイル機器１５０にインストールされた複数のモバイルア
プリケーションは（認証サーバ１１２を介して）リソースサーバ１２０への登録を自動的
に要求し、複数のモバイルアプリケーションがリソースサーバ１２０により制御、管理さ
れる保護されたリソース１２２にアクセスできるようにする。
【００８８】
　４４０で、エンタプライズシステム内のリソースにアクセスするための許可が受け取ら
れる。例えば、モバイル機器１５０にインストールされた複数のアプリケーションが、リ
ソース１２２にアクセスするための許可を受け取る。詳しくは、許可は、アプリケーショ
ン登録のパラメータがそれぞれのアプリケーションアクセステンプレートのパラメータと
一致したことに基づいて受け取られる。
【００８９】
　４５０で、ワンタイムアクセスコードが認証サーバに送られる。例えば、ワンタイムア
クティベーションコードが認証サーバからクライアントアプリケーションに提供される。
ワンタイムアクティベーションコードはその後、ＲＥＳＴコールを介してクライアントア
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プリケーションから認証サーバに送り返される。
【００９０】
　４６０で、クライアント識別情報およびクライアントシークレットが認証サーバから受
け取られる。例えば、アプリケーション１５１からワンタイムアクティベーションコード
を受け取ったことに応答して、認証サーバ１１２がクライアントＩＤとクライアントシー
クレットを、ＲＥＳＴコールを介してアプリケーション１５１に送信する。
【００９１】
　４７０で、アクセストークンがエンタプライズシステム内のリソースにアクセスするた
めに提供される。例えば、認証サーバ１１２は、アプリケーションからクライアントＩＤ
、クライアントシークレットおよび認証コードを受け取ったことに応答して、アプリケー
ション１５１と１６１にアクセストークンを送る。
【００９２】
　４８０で、リソースがモバイル機器によって安全にアクセスされ、このモバイル機器は
エンタプライズシステムのファイアウォールの外にある。例えば、モバイル機器１６０は
エンタプライズシステム１１０のファイアウォールの外にある。さらに、モバイル機器１
６０とアプリケーション１６１はエンタプライズシステム１１０に適正に登録、認証され
、アプリケーション１６１もまたリソース１２２に安全にアクセスできる。
【００９３】
　フロー図４００に関して上述した手順のいずれも、ハードウェア、またはハードウェア
とファームウェアおよび／またはソフトウェアとの組み合わせで実行してもよいことがわ
かる。例えば、手順のいずれもクラウド環境および／またはコンピューティング環境のプ
ロセッサによって実施される。
【００９４】
　図５は、各種の実施形態による、エンタプライズシステムにアプリケーションを自動的
に登録する方法のフロー図を示す。
　ここで図５を参照すると、５１０で、アプリーションをエンタプライズシステムに登録
することに対する、自動的に生成された要求が受け取られる。この要求は、アプリケーシ
ョンをホスト機器にインストールしたことに関連して受け取られ、このアプリケーション
はエンタプライズシステムに登録する要求を自動的に生成するように事前設定されている
。例えば、アプリケーション１６１からの自動的に生成された登録要求がエンタプライズ
システム１１０で受け取られる。モバイルアプリケーション１６１は、モバイル機器１６
０にインストールされることに関連して登録要求を自動的に送るように事前設定されてい
る。
【００９５】
　１つの実施形態において、登録要求は、製品識別情報、機器識別情報、要求されるアク
セス権限、およびアプリケーションリダイレクトＵＲＬのうちの１つまたは複数を含む。
さらに、登録によってアプリケーションとエンタプライズシステムとの間に信用関係が確
立する。
【００９６】
　５１２で、モバイルアプリケーションを登録することに対する自動的に生成された要求
が受け取られる。例えば、アプリケーション１６１（例えばワードプロセシングアプリケ
ーション）が自動的に生成した登録要求が認証サーバ１１２によって受け取られる。
【００９７】
　５２０で、アプリケーションがエンタプライズシステムに登録される。例えば、登録要
求の１つまたは複数の属性が、それぞれアプリケーションアクセステンプレートの１つま
たは複数の属性と一致した場合、そのアプリケーションがエンタプライズシステムに登録
される。
【００９８】
　５２２で、１つの実施形態おいては、モバイルアプリケーションがリソースサーバに登
録される。例えば、あるモバイル機器にインストールされた複数のモバイルアプリケーシ
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ョンが（認証サーバ１１２を介して）リソースサーバ１２０に登録される。
【００９９】
　５３０で、モバイルアプリケーションからのワンタイムアクセスコードが受け取られる
。例えば、ワンタイムアクセスコードまたはアクティベーションコードが、モバイル機器
にインストールされたモバイルアプリケーションから認証サーバ１１２に送信される。１
つの実施形態において、ワンタイムアクセスコードがＲＥＳＴコールを介して送られる。
【０１００】
　５４０で、クライアント識別情報とクライアントシークレットがモバイルアプリケーシ
ョンに送られる。例えば、クライアント識別情報とクライアントシークレットがエンタプ
ライズシステム１１０によって生成される。クライアント識別情報とクライアントシーク
レットは次に、登録されたモバイルアプリケーション、例えばモバイルアプリケーション
１５１に送られる。
【０１０１】
　５５０で、アプリケーションからアクセストークンが受けられ、アプリケーションはエ
ンタプライズシステムの中のリソースにアクセスできる。例えば、アクセストークンは登
録されたモバイルアプリケーションから送られ、認証サーバ１１２によって受け取られて
、登録されたモバイルアプリケーションは保護されたリソース１２２にアクセスできる。
【０１０２】
　５６０で、モバイル機器がリソースに安全にアクセスすることが可能とされ、このモバ
イル機器はエンタプライズシステムのファイアウォールの外にある。例えば、モバイルア
プリケーション１５１がエンタプライズシステム１１０のファイアウォールの外にあるモ
バイル機器１５０にインストールされる。モバイルアプリケーション１５１とモバイル機
器１５０はエンタプライズシステム１１０に適正に登録、認証されて、モバイルアプリケ
ーション１５１は保護されたリソース１２２にアクセスできる。
【０１０３】
　フロー図５００に関して上述した手順のいずれも、ハードウェア、またはハードウェア
とファームウェアおよび／またはソフトウェアとの組み合わせで実行してもよいことがわ
かる。例えば、手順のいずれもクラウド環境および／またはコンピューティング環境のプ
ロセッサによって実施される。
【０１０４】
　図６は、各種の実施形態による、エンタプライズシステムにアプリケーションを登録す
ることに係る手作業による入力を削減するための方法のフロー図を示す。
　６１０で、アプリケーションへのアクセスが許可され、このアプリケーションは、アプ
リケーションがホスト機器にインストールされることに関連してエンタプライズシステム
への登録を自動的に要求するように事前設定されている。例えば、アプリケーション１３
１～１３１ｎはエンタプライズアプリケーションストア１３０の中にあり、後に非エンタ
プライズ機器１４０にダウンロードされるためにアクセス可能である。アプリケーション
１３１～１３１ｎは、これらが非エンタプライズ機器１４０へのインストールに関連して
エンタプライズシステム１１０への登録を自動的に要求するように構成されている。
【０１０５】
　各種の実施形態において、登録要求は製品識別情報、機器識別情報、要求されるアクセ
ス権限、およびアプリケーションリダイレクトＵＲＬを含む。さらに、登録によってアプ
リケーションとエンタプライズシステムとの間に信用関係が確立する。
【０１０６】
　１つの実施形態において、６１２では、複数のアプリケーションへのアクセスが許可さ
れる。例えば、モバイルアプリケーション１３１～１３１ｎはエンタプライズアプリケー
ションストア１３０の中にあり、後に各種のモバイル機器、例えばモバイル機器１５０と
モバイル機器１６０にダウンロードされるためにアクセス可能である。
【０１０７】
　６２０で、自動登録要求によるアプリケーションの登録に係る手作業による入力が削減
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される。例えば、非エンタプライズ機器へのアプリケーションのインストールに関連して
アプリケーションをエンタプライズシステム１１０に自動的に登録することによって、ア
プリケーションの登録に係るユーザのいずれかの入力が排除される。例えばユーザは、機
器識別情報、登録コード等のいずれの登録情報も手作業により入力する必要がない。
【０１０８】
　６２２では、１つの実施形態において、手作業による入力はモバイル機器にインストー
ルされたモバイルアプリケーションを登録するステップに関連して削減される。例えば、
あるモバイル機器のユーザは、モバイル機器にインストールされたモバイルアプリケーシ
ョンの登録のためのいずれの登録情報も手作業により入力する必要がない。
【０１０９】
　図７は、各種の実施形態によるエンタプライズシステムのスケーラブルな管理のための
方法のフロー図を示す。
　７１０で、アプリケーションとホスト機器がエンタプライズシステムに動的に登録され
、このアプリケーションはホスト機器にインストールされる。例えば、アプリケーション
１５１と機器１５０は、ひとつに、機器１５０へのインストールに関連したアプリケーシ
ョンの自動登録に基づいてエンタプライズシステム１１０に動的に登録される。
【０１１０】
　各種の実施形態において、登録要求は、製品識別情報、機器識別情報、要求されるアク
セス権限、およびアプリケーションリダイレクトＵＲＬからなる群から選択された登録情
報を含む。さらに、登録によってアプリケーションとエンタプライズシステムとの間に信
用関係が確立する。
【０１１１】
　７２０で、ホスト機器のユーザはエンタプライズシステムに認証される。例えば、認証
サーバ１１２は機器１５０のブラウザ１５２をユーザログインウィンドウにリダイレクト
する。ユーザログインウィンドウで、ユーザはログイン情報（例えばログイン名、パスワ
ード等）を提供する。ログイン情報が認証サーバ１１２によって検証されると、検証結果
がリソースサーバ１２０に送信され、ユーザはエンタプライズシステム１１０のリソース
１２２にアクセスする許可を得る。
【０１１２】
　７３０で、アプリケーションとホスト機器とホスト機器のユーザが相互に関連付けられ
、エンタプライズシステムを信用関係に基づいてスケーラブルに管理することが可能とな
る。例えば、エンタプライズシステム１１０は、アプリケーションとホスト機器と認証コ
ードのホストユーザとの関連付けまたは紐付けを含む関連付け情報１１６を生成する。
【０１１３】
　関連付け情報１１６によってエンタプライズシステム１１０のスケーラブルな管理が可
能となる。例えば、関連付け情報１１６は、追加の関連付けがなされた時には規模を大き
くでき、関連付けが削除された時には規模を小さくできる。
【０１１４】
　７４０で、ホスト機器は、そのホスト機器を関連付けから削除することによって、エン
タプライズシステムへの登録が解除される。例えば、機器１５０がなくなった場合、機器
１５０を関連付け情報１１６から削除してもよい。その結果、機器１５０はエンタプライ
ズシステムへの登録が解除され、エンタプライズシステム１１０内の保護されたリソース
にアクセスできない。
【０１１５】
　７５０で、アプリケーションのエンタプライズへの登録が、前記アプリケーションに関
連するアプリケーションアクセステンプレートを削除することによって解除される。例え
ば、アプリケーション１５１が壊れた場合（例えばウイルス）、アプリケーション１５１
に関連するアプリケーションアクセステンプレートを削除してもよい。その結果、アプリ
ケーション１５１はエンタプライズシステム１１０への登録が解除され、いずれのモバイ
ル機器にインストールされたアプリケーション１５１のいずれのインスタンスもエンタプ
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ライズシステム１１０内のリソースにアクセスできない。さらに、アプリケーション１５
１が関連付け情報１１６から削除される。
【０１１６】
　７６０で、ホスト機器のユーザのエンタプライズシステムへの登録が解除される。例え
ば、その企業を辞めたユーザは関連付け情報１１６から削除される。したがって、そのユ
ーザはリソース１２２にアクセスできない。
【０１１７】
　図８は、各種の実施形態による、エンタプライズシステムへの動的な登録を可能にする
方法のフロー図を示す。
　８１０で、アプリケーションアクセステンプレートにアクセスされ、このアプリケーシ
ョンアクセステンプレートは、アプリケーションのエンタプライズシステムへのアクセス
権限を規定するように構成される。例えば、アプリケーションアクセテンプレート１１４
は、ひとつに、エンタプライズシステム１１０内の保護されたリソースへのアプリケーシ
ョンのアクセス権限を規定するように生成される。さらに、アプリケーションアクセステ
ンプレート１１４は、例えばエンタプライズサーバによってアクセス可能となり、エンタ
プライズシステム１１０へのアプリケーションの登録が容易になる。
【０１１８】
　８１２で、アプリケーションアクセステンプレートのパラメータがアプリケーションに
よる自動登録要求のパラメータと比較される。例えば、アプリケーションアクセステンプ
レートのパラメータ（例えばリダイレクトＵＲＬ）がアプリケーションによる自動登録要
求のパラメータ（例えばリダイレクトＵＲＬ）と比較される。
【０１１９】
　８２０で、アプリケーションがエンタプライズシステムに登録される。例えば、機器１
５０にインストールされたアプリケーション１５１がエンタプライズシステム１１０に登
録される。
【０１２０】
　登録要求は、これらに限定されないが、製品識別情報、機器識別情報、要求されるアク
セス権限、およびアプリケーションリダイレクトＵＲＬを含むことを理解するべきである
。さらに、登録によってアプリケーションとエンタプライズシステムとの間に信用関係が
確立する。
【０１２１】
　８２２で、アプリケーションアクセステンプレートのパラメータがアプリケーションに
よる自動登録要求のパラメータと一致した場合にアプリケーションが、登録される。例え
ば、アプリケーションアクセステンプレートのパラメータ（例えばリダイレクトＵＲＬ）
が自動登録要求のパラメータ（例えばリダイレクトＵＲＬ）と一致した場合、アプリケー
ションがエンタプライズシステム１１０に登録される。
【０１２２】
　８３０で、アプリケーションアクセステンプレートの中で規定されたアクセス権限がア
プケーションに付与される。例えば、特定のアプリケーションのためのアクセス権限は、
アプリケーションアクセステンプレートによって規定される。規定されたアクセス権限は
、アプリケーションのエンタプライズシステム１１０への登録時にアプリケーションに付
与される。
例示的なホストコンピュータシステム
　図９は、本発明の１つまたは複数の実施形態を実行するように構成された仮想化コンピ
ュータシステムを示す概略図である。仮想化コンピュータシステムは、ハードウェアプラ
ットフォーム９３０を含むホストコンピュータシステム９００で実装される。１つの実施
形態において、ホストコンピュータシステム９００は従来の、一般的にサーバクラスのハ
ードウェアプラットフォーム上に構築される。
【０１２３】
　ハードウェアプラットフォーム９３０は１つまたは複数の中央処理ユニット（ＣＰＵ）
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９３２と、システムメモリ９３４と、ストレージ９３６と、を含む。ハードウェアプラッ
トフォーム９３０はまた、ホストコンピュータシステム９００をネットワークに接続する
１つまたは複数のネットワークインタフェースコントローラ（ＮＩＣ）と、ホストコンピ
ュータシステム９００を永続的ストレージユニットに接続する１つまたは複数のホストバ
スアダプタ（ＨＢＡ）も含んでいてよい。
【０１２４】
　ハイパーバイザ９２０は、ハードウェアプラットフォーム９３０の上にインストールさ
れ、仮想マシン実行空間をサポートし、その中で１つまたは複数の仮想マシン（ＶＭ）が
同時にインスタンス化され、実行される。各仮想マシンは、アプリケーションを実行でき
るゲストオペレーティングシステム（ＯＳ）のインストールをサポートする仮想ハードウ
ェアプラットフォームを実装する。例えば、仮想マシン９２２の仮想ハードウェア９２４
は、仮想マシン９１０内でアプリケーション９１２を実行できるゲストＯＳ　９１４のイ
ンストールをサポートする。
【０１２５】
　ゲストＯＳ　９１４は、よく知られたコモディティオペレーティングシステム、例えば
マイクロソフト　ウィンドウズ（商標）、Ｌｉｎｕｘ（商標）、その他のいずれでもよく
、ネイティブファイルシステムレイヤ、例えばＮＴＦＳまたはｅｘｔ３ＦＳ型のファイル
システムレイヤを含む。ゲストＯＳ　９１４によってネイティブファイルシステムレイヤ
を通じて発行されるＩＯは、ゲストＯＳ　９１６にとって、仮想マシン９１０のためにプ
ロビジョニングされた（provisioned）１つまたは複数の仮想ディスクに送られて最終的
に実行されるように見えるが、このようなＩＯは実際には、ハイパーバイザ９２０のＩＯ
スタック９２６によって再処理され、再処理されたＩＯが例えばＨＢＡを通じてストレー
ジシステムに発行される。
【０１２６】
　仮想マシンモニタ（Virtual machine monitor : ＶＭＭ）９２２と９２２ｎは仮想マシ
ンとハイパーバイザ９２０の間の別々の仮想化コンポーネントと考えてもよく（これは、
このような考えでは、それ自体が仮想「カーネル」コンポーネントと考えてもよい）、そ
れは、インスタンス化された各ＶＭのための別々のＶＭＭがあるからである。あるいは、
各ＶＭＭは、これらのＶＭＭが仮想マシンのためのハードウェアエミュレーションコンポ
ーネントを含むことから、その対応する仮想マシンのコンポーネントと考えてもよい。本
明細書で説明した技術はまた、ホストの仮想化コンピュータシステムにも適用可能である
ことも理解するべきである。さらに、実現される利点は異なるかもしれないが、本明細書
で説明した技術は特定の非仮想化コンピュータシステムに適用してもよい。
【０１２７】
　本明細書で説明した各種の実施形態は、ハンドヘルド機器、マイクロプロセッサシステ
ム、マイロクプロセッサに基づく、またはプログラム可能な民生用電子機器、ミニコンピ
ュータ、メインフレームコンピュータ、その他を含む他のコンピュータシステム構成でも
実施できる。
【０１２８】
　本発明の１つまたは複数の実施形態は、１つまたは複数のコンピュータプログラムとし
て、または１つまたは複数のコンピュータ可読媒体に埋め込まれた１つまたは複数のコン
ピュータプログラムモジュールとして実装してもよい。コンピュータ可読媒体という用語
は、後にコンピュータシステムに入力できるデータを保存可能なすべてのデータ記憶機器
を指し、すなわちコンピュータ可読媒体は、コンピュータによる読み取りが可能な方法で
コンピュータプログラムを具現化するための既存の、または今後開発されるあらゆる技術
に基づいていてもよい。コンピュータ可読媒体の例には、ハードドライブ、ネットワーク
アタッチトストレージ（ＮＡＳ）、リードオンリメモリ、ランダムアクセスメモリ（例え
ばフラッシュメモリデバイス）、ＣＤ（コンパクトディスク）、例えばＣＤ－ＲＯＭ、Ｃ
Ｄ－ＲまたはＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ（デジタル多用途ディスク）、磁気テープ、およびその
他の光および光以外のデータ記憶機器が含まれる。コンピュータ可読媒体はまた、ネット
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ワークで接続されたコンピュータステムに分散させることもでき、それによってコンピュ
ータ可読コードが分散された状態で保存され、実行される。
【０１２９】
　本発明の１つまたは複数の実施形態を、明瞭に理解できるようにある程度詳しく説明し
たが、特定の変更や改変を特許請求の範囲内で行えることが明らかであろう。したがって
、説明した実施形態は例示的であって限定的ではないと考えるべきであり、特許請求の範
囲は本明細で説明した詳細事項に限定されず、特許請求の範囲と均等物の中で改変しても
よい。特許請求項において、要素および／またはステップは、特許請求の範囲で明確に述
べられていないかぎり、特定の動作の順番は一切黙示していない。
【０１３０】
　各種の実施形態による仮想化システムは、ホストされた実施形態でも、ホストされてい
ない実施形態でも、またはそれら２つの間の区別を曖昧にする傾向のある実施形態でも実
装でき、これらはすべて想定されている。さらに、各種の仮想化動作は全部または部分的
にハードウェアで実装してもよい。例えば、ハードウェア実装では、ストレージアクセス
要求を変更するためにルックアップテーブルを利用して、ディスク以外のデータを保護し
てもよい。
【０１３１】
　仮想化の程度に関係なく、多くの変更、改変、追加、改良が可能である。仮想化ソフト
ウェアはしたがって、仮想化機能を実行するホスト、コンソールまたはゲストオペレーテ
ィングシステムのコンポーネントを含むことができる。本明細書において単独のインスタ
ンスとして説明されたコンポーネント、動作または構造に、複数のインスタンスを提供し
てもよい。最後に、各種のコンポーネント、動作、データストア間の境界は幾分任意であ
り、特定の動作は具体的な例示的構成に関して示されている。機能のその他の割り当ても
想定され、本発明の中に含めてもよい。一般に、例示的構成の中で別々のコンポーネント
として示された構造と機能は、組み合わされた構造またはコンポーネントとして実装して
もよい。同様に、単独のコンポーネントとして示された構造と機能は別々のコンポーネン
トとして実装してもよい。これらおよびその他の変更、改変、追加、改良も付属の特許請
求の範囲の中に含めてもよい。
【０１３２】
　要約すれば、この説明は少なくとも以下のような広い概念を示している。
概念１。エンタプライズシステムにアプリケーションを自動的に登録するコンピュータ実
装方法であって、
　前記エンタプライズシステムに関連する前記アプリケーションを取得するステップであ
って、
　　前記アプリケーションが、後に前記エンタプライズシステムに登録されるように事前
設定されており、
　　前記登録によって前記アプリケーションと前記エンタプライズシステムとの間に信用
関係が確立するように、前記登録のための要求が、
　　製品識別情報、
　　機器識別情報
　　要求されるアクセス権限、および
　　アプリケーションリダイレクト　ユニフォーム　リソース　ロケータ（ＵＲＬ）を含
む、前記エンタプライズシステムに関連する前記アプリケーションを取得するステップと
、
　前記アプリケーションをホスト機器にインストールするステップと、
　前記アプリケーションをインストールする前記ステップに関連して、前記アプリケーシ
ョンの前記エンタプライズシステムへの前記登録を自動的に要求するステップと、
を含む。
概念２。概念１のコンピュータ実装方法において、前記アプリケーションをホスト機器に
インストールするステップは、
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　モバイルアプリケーションをモバイル機器にインストールするステップをさらに含む。
概念３。概念１のコンピュータ実装方法において、前記アプリケーションの前記登録を自
動的に要求するステップは、
　前記アプリケーションの認証サーバへの登録を自動的に要求するステップをさらに含む
。
概念４。概念１のコンピュータ実装方法において、
　前記エンタプライズシステム内のリソースにアクセスする許可を受け取るステップをさ
らに含む。
概念５。概念１のコンピュータ実装方法において、
　認証サーバにワンタイムアクセスコードを送るステップをさらに含む。
概念６。概念１のコンピュータ実装方法において
　認証サーバからクライアント識別情報とクライアントシークレットを受け取るステップ
をさらに含む。
概念７。概念１のコンピュータ実装方法において、
　前記エンタプライズシステム内のリソースにアクセスするためのアクセストークンを提
供するステップをさらに含む。
概念８。概念１のコンピュータ実装方法において、
　モバイル機器によってリソースに安全にアクセスするステップをさらに含み、前記モバ
イル機器は前記エンタプライズシステムのファイアウォールの外にある。
概念９。エンタプライズシステムにアプリケーションを自動的に登録するコンピュータ実
装方法であって、
　前記アプリケーションを前記エンタプライズシステムに登録することに対する、自動的
に生成された要求を受け取るステップであって、前記登録によって前記アプリケーション
と前記エンタプライズシステムとの間に信用関係が確立するように、前記要求が製品識別
情報、機器識別情報、要求されるアクセス権限、およびアプリケーションリダイレクト　
ユニフォーム　リソース　ロケータ（ＵＲＬ）のうちの１つまたは複数を含み、前記要求
はホスト機器への前記アプリケーションのインストールに関連して受け取られ、前記アプ
リケーションは前記エンタプライズシステムに登録することに対する前記要求を自動的に
生成するように事前設定されている、前記要求を受け取るステップと、
　前記アプリケーションを前記エンタプライズシステムに登録するステップと、
を含む。
概念１０。概念９のコンピュータ実装方法において、前記アプリケーションを登録するこ
とに対する、自動的に生成された要求を受け取るステップは、
　モバイルアプリケーションを登録することに対する、自動的に生成された要求を受け取
るステップをさらに含む。
概念１１。概念９のコンピュータ実装方法において、自動的に生成された登録要求を受け
取るステップは、製品識別情報、機器識別情報、要求されるアクセス権限、およびリダイ
レクト　ユニフォーム　リソース　ロケータ（ＵＲＬ）のうちの１つまたは複数をさらに
含む。
概念１２。概念９のコンピュータ実装方法において、前記アプリケーションを前記エンタ
プライズシステムに登録するステップは、
　モバイルアプリケーションを認証サーバに登録するステップをさらに含む。
概念１３。概念９のコンピュータ実装方法において、
　モバイルアプリケーションからワンタイムアクセスコードを受け取るステップをさらに
含む。
概念１４。概念９のコンピュータ実装方法において、
　クライアント識別情報とクライアントシークレットをモバイルアプリケーションに送る
ステップをさらに含む。
概念１５。概念９のコンピュータ実装方法において、
　前記アプリケーションからアクセストークンを受け取り、前記アプリケーションが前記
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エンタプライズシステム内のリソースにアクセスすることを可能にするステップをさらに
含む。
概念１６。概念９のコンピュータ実装方法において、
　モバイル機器によるリソースへのアクセスを安全に可能にするステップであって、前記
モバイル機器が前記エンタプライズシステムのファイアウォールの外にあるようなステッ
プをさらに含む。
概念１７。エンタプライズシステムへのアプリケーションの登録に係る手作業による入力
を削減する方法であって、
　アプリケーションへのアクセスを許可するステップであって、前記アプリケーションが
、前記アプリケーションをホスト機器にインストールするステップに関連して前記エンタ
プライズシステムへの登録を自動的に要求するように事前設定され、前記事前設定された
アプリケーションには、ユーザが前記登録情報を手作業により入力する必要がなくなるよ
うに登録情報が事前に含まれ、前記登録情報が、前記登録によって前記アプリケーション
と前記エンタプライズシステムとの間に信用関係が確立するように、製品識別情報、機器
識別情報、要求されたアクセス権限、およびアプリケーションリダイレクト　ユニフォー
ム　リソース　ロケータ（ＵＲＬ）を含む、前記アプリケーションへのアクセスを許可す
るステップと、
　前記ユーザが前記登録情報を手作業により入力する必要がなくなることに基づいて、前
記アプリケーションを登録する前記ステップに係る手作業による入力を削減するステップ
と、
を含む。
概念１８。概念１７の方法において、アプリケーションへのアクセスを許可するステップ
は、
　複数のモバイルアプリケーションへのアクセスを許可するステップをさらに含む。
概念１９。概念１７の方法において、登録する前記ステップに係る手作業による入力を削
減するステップが、
　モバイル機器にインストールされたモバイルアプリケーションを登録するステップに係
る手作業による入力を削減するステップをさらに含む。
概念２０。エンタプライズシステムをスケーラブルに管理するためのコンピュータ実装方
法であって、
　アプリケーションとホスト機器をエンタプライズシステムに動的に登録するステップで
あって、登録要求が、前記登録によって前記エンタプライズシステムと、前記アプリケー
ションおよび前記機器の両方との間に信用関係が確立するように、製品識別情報、機器識
別情報、要求されたアクセス権限、およびアプリケーションリダイレクト　ユニフォーム
　リソース　ロケータ（ＵＲＬ）からなる群から選択された登録情報を含み、前記アプリ
ケーションが前記ホスト機器にインストールされる、前記アプリケーションとホスト機器
をエンタプライズシステムに動的に登録するステップと、
　前記ホスト機器のユーザを前記エンタプライズシステムに認証するステップと、
　前記エンタプライズシステムを前記信用関係に基づいてスケーラブルに管理できるよう
に、前記アプリケーションと前記ホスト機器と前記ユーザを関連付けるステップと、
を含む。
概念２１。概念２０のコンピュータ実装方法は、
　前記ホスト機器を前記関連付けから削除することによって前記ホスト機器の前記エンタ
プライズシステムへの登録を解除するステップをさらに含む。
概念２２。概念２０のコンピュータ実装方法において、
　前記アプリケーションの前記エンタプライズシステムへの登録を、前記アプリケーショ
ンに関連するアプリケーションアクセステンプレートを削除することによって解除するス
テップをさらに含む。
概念２３。概念２０のコンピュータ実装方法において、
　ユーザの前記エンタプライズシステムへの登録を、前記ユーザを前記関連付けから削除
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概念２４。エンタプライズシステムへの動的登録を可能にするコンピュータ実装方法にお
いて、前記コンピュータ実装方法は、
　前記エンタプライズシステムへのアプリケーションのアクセス権限を規定するように構
成されたアプリケーションアクセステンプレートにアクセスするステップと、
　前記アプリケーションを前記エンタプライズシステムに登録するステップであって、
　　登録するステップによって前記アプリケーションと前記エンタプライズシステムとの
間に信用関係が確立するように、前記登録に対する要求が、
　　製品識別情報、
　　機器識別情報、
　　要求されたアクセス権限、および
　　アプリケーションリダイレクト　ユニフォーム　リソース　ロケータ（ＵＲＬ）を含
む、前記アプリケーションを前記エンタプライズシステムに登録するステップと、
　前記アプリケーションアクセステンプレートの中で規定された前記アクセス権限を前記
アプリケーションに付与するステップと、
を含む。
概念２５。概念２４のコンピュータ実装方法において、前記アプリケーションアクセステ
ンプレートにアクセスするステップは、
　前記アプリケーションアクセステンプレートのパラメータを前記アプリケーションによ
り要求された自動登録のパラメータと比較するステップをさらに含む。
概念２６。概念２４のコンピュータ実装方法において、前記アプリケーションを登録する
ステップが、
　前記アプリケーションアクセステンプレートのパラメータが前記アプリケーションによ
って要求された自動登録のパラメータと一致した時に前記アプリケーションを登録するス
テップをさらに含む。
【０１３３】
　本願の主旨の例示的実施形態をこれまで説明した。各種の実施形態を構造的特徴および
／または方法論的行為に特有の文言で説明したが、当然のことながら、付属の特許請求項
は上述の具体的な特徴または行為に不必要に限定されない。むしろ、上述の具体的な特徴
と行為は、特許請求項とその均等物を実施するための例示的な形態として開示されている
。
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