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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サービスへのアクセスを提供するために、１つ以上のコンピューティングデバイスで実
行される方法であって、
　１つ以上の前記コンピューティングデバイスによって、前記サービスへのアクセスをリ
クエストしているデバイスを認証する複数の認証モジュールを格納することであって、前
記デバイスは、少なくとも、第１のデバイスタイプを有する第１の複数のデバイスと、第
２のデバイスタイプを有する第２の複数のデバイスとを含む、格納することと、
　１つ以上の前記コンピューティングデバイスによって、前記第１のデバイスタイプに特
化した認証スキームを使用して、前記第１の複数のデバイスの認証を実行するように、前
記複数の認証モジュールのうちの第１の認証モジュールを構成することと、
　１つ以上の前記コンピューティングデバイスによって、前記第２のデバイスタイプに特
化した認証スキームを使用して、前記第２の複数のデバイスの認証を実行するように、前
記複数の認証モジュールのうちの第２の認証モジュールを構成することと、
　１つ以上の前記コンピューティングデバイスによって、第３のデバイスタイプに対応す
るリクエストを受信するように、前記複数の認証モジュールのうちの第３の認証モジュー
ルを構成することであって、前記複数の認証モジュールのうち第３の認証モジュールは、
前記第３のデバイスタイプを認証するための代替の認証スキームを有する信頼できるパー
トナーデバイスへ、前記第３のデバイスタイプに対応するリクエストを伝送し、前記代替
の認証スキームは、前記信頼できるパートナーデバイスが前記サービスへのアクセスのた
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めに前記リクエストしているデバイスへトークンを提供することを含み、前記トークンは
、前記リクエストしているデバイスのデバイスタイプ識別子に少なくとも部分的に基づい
ている、構成することと、
　１つ以上の前記コンピューティングデバイスによって、前記サービスにアクセスするた
めのリクエストを前記サービスへのアクセスをリクエストしているデバイスから受信する
ことであって、前記リクエストは、前記サービスへのアクセスをリクエストしているデバ
イスのデバイスタイプ識別子を含む、受信することと、
　１つ以上の前記コンピューティングデバイスによって、前記リクエストから前記デバイ
スタイプ識別子を抽出することと、
　１つ以上の前記コンピューティングデバイスによって、前記デバイスタイプ識別子は、
前記第１のデバイスタイプと対応するか、前記第２のデバイスタイプと対応するか、また
は前記第３のデバイスタイプと対応するかを判定することと、
　１つ以上の前記コンピューティングデバイスによって、前記デバイスタイプ識別子が前
記第１のデバイスタイプと対応する場合に、前記第１の認証モジュールを選択することと
、前記デバイスタイプ識別子が前記第２のデバイスタイプと対応する場合に、前記第２の
認証モジュールを選択することと、前記デバイスタイプ識別子が前記第３のデバイスタイ
プと対応する場合に、前記第３の認証モジュールを選択することと、
　１つ以上の前記コンピューティングデバイスによって、前記リクエストしているデバイ
スが前記サービスにアクセスすることが許可されているかどうかを判定するために、前記
選択された認証モジュールを使用して前記リクエストを認証することであって、それによ
って前記リクエストしているデバイスに特化した前記認証スキームを使用して、前記リク
エストしているデバイスの認証を実行することと、
　１つ以上の前記コンピューティングデバイスによって、前記選択された認証モジュール
が、前記リクエストしているデバイスが前記サービスにアクセスすることを認証されてい
ることを判定する場合には、前記サービスへのアクセスを提供し、前記選択された認証モ
ジュールが、前記リクエストしているデバイスが前記サービスにアクセスすることを認証
されていないことを判定する場合には、前記サービスへのアクセスを回避することと
　を含む方法。
【請求項２】
　サービスへのアクセスを提供するために、１つ以上のコンピューティングデバイスで実
行される方法であって、
　１つ以上の前記コンピューティングデバイスによって、前記サービスにアクセスするた
めのリクエストを前記サービスへのアクセスをリクエストしているデバイスから受信する
ことであって、前記リクエストは、前記サービスへのアクセスをリクエストしているデバ
イスのデバイスタイプ識別子を含む、受信することと、
　１つ以上の前記コンピューティングデバイスによって、前記リクエストから前記デバイ
スタイプ識別子を抽出することと、
　１つ以上の前記コンピューティングデバイスによって、前記リクエストしているデバイ
スについての対応するデバイスタイプを判定することと、
　１つ以上の前記コンピューティングデバイスによって、前記デバイスタイプ識別子に基
づいて、複数の認証モジュールから認証モジュールを選択することであって、前記複数の
認証モジュールから前記認証モジュールを選択することは、対応する前記デバイスタイプ
が、前記複数の認証モジュールのうちの他の認証モジュールによって認識されないデバイ
スタイプ識別子を有する認識されないデバイスタイプであることに基づいて選択される、
複数の認証モジュールから認証モジュールを選択することと、
　１つ以上の前記コンピューティングデバイスによって、前記リクエストしているデバイ
スが前記サービスにアクセスすることが許可されているかどうかを判定するために、前記
選択された認証モジュールを使用して前記リクエストを認証することであって、前記認証
することは、信頼できるパートナーデバイスへ前記認識されないデバイスタイプに対応す
る前記リクエストを伝送することを含み、前記信頼できるパートナーデバイスは、前記リ
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クエストしているデバイスに前記サービスへのアクセスを認証するトークンを提供し、前
記トークンは、前記リクエストしているデバイスの前記デバイスタイプ識別子に少なくと
も部分的に基づいている、認証することと、
　１つ以上の前記コンピューティングデバイスによって、少なくとも、前記リクエストし
ているデバイスが前記サービスにアクセスすることを認証されているという判定に基づい
て、前記サービスへのアクセスを提供することと、前記選択された認証モジュールが、前
記リクエストしているデバイスが前記サービスにアクセスすることを認証されていないと
判定することに応じて、前記サービスへのアクセスを回避することと
　を含む方法。
【請求項３】
　前記選択された認証モジュールは、前記リクエストしているデバイスが、前記サービス
にアクセスすることを認証されているかどうかを判定するために、前記リクエストしてい
るデバイスと機密情報データを共有する、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　複数のデバイスタイプを有する複数のデバイスは、前記選択された認証モジュールによ
って前記サービスにアクセスする、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　共通のＵＲＬを使用して、前記認証モジュールのうちの少なくとも２つがアクセスされ
る、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記信頼できるパートナーデバイスは、前記リクエストしているデバイスへトークンを
提供し、前記方法は、
　１つ以上の前記コンピューティングデバイスによって、前記リクエストしているデバイ
スから前記トークンのコピーを受信することと、
　１つ以上の前記コンピューティングデバイスによって、前記トークンの前記コピーが本
物であるという判定に基づいて、前記サービスへのアクセスを提供することと
　をさらに含む請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　前記トークンは、非公開／公開キーペアから公開キーに対応する非公開キーで暗号化さ
れ、前記選択された認証モジュールは、前記トークンが本物であるかどうかを判定するた
めに、前記対応する公開キーで前記トークンを復号化すること、
　をさらに含む請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記トークンは、前記リクエストしているデバイスから受信したユーザ名とパスワード
との組み合わせが前記信頼できるパートナーデバイスによって検証されることに応じて、
前記信頼できるパートナーデバイスによって、前記リクエストしているデバイスへ提供さ
れる、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　１つ以上の前記コンピューティングデバイスによって、前記リクエストしているデバイ
スから前記リクエストを受信する前に、前記リクエストしているデバイスへ認証トークン
を提供することと、
　１つ以上の前記コンピューティングデバイスによって、前記リクエストは、前記認証ト
ークンに付随して生じることを検証することにより、前記選択された認証モジュールを使
用して前記リクエストを認証することと
　をさらに含む請求項２に記載の方法。
【請求項１０】
　サービスへのアクセスを提供するためのサーバであって、前記サーバは、
　プログラム命令を実行するためのプロセッサと、
　前記プログラム命令を格納するコンピュータ可読記録媒体であって、前記プログラム命
令は、前記プロセッサによって実行される場合に、
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　サービスにアクセスするためのリクエストを受信し、前記リクエストは、前記サービス
へのアクセスをリクエストしているデバイスのデバイスタイプ識別子を含み、
　前記リクエストから前記デバイスタイプ識別子を抽出し、
　前記リクエストしているデバイスについての対応するデバイスタイプを判定し、
　前記デバイスタイプ識別子に基づいて、複数の認証モジュールから認証モジュールを選
択し、前記複数の認証モジュールから前記認証モジュールを選択することは、対応する前
記デバイスタイプが、前記複数の認証モジュールのうちの他の認証モジュールによって認
識されないデバイスタイプ識別子を有する認識されないデバイスタイプであることに基づ
いて選択され、
　前記リクエストしているデバイスが、前記サービスにアクセスすることが許可されてい
るかどうかを判定するために、前記選択された認証モジュールを使用して、前記リクエス
トしているデバイスの前記デバイスタイプに関する前記リクエストを認証し、前記認証す
ることは、信頼できるパートナーデバイスへ前記認識されないデバイスタイプに対応する
前記リクエストを伝送することを含み、前記信頼できるパートナーデバイスは、前記リク
エストしているデバイスへ前記サービスへのアクセスを認証するトークンを提供し、前記
トークンは、前記リクエストしているデバイスのデバイスタイプ識別子に少なくとも部分
的に基づいており、
　少なくとも、前記リクエストしているデバイスが、前記サービスにアクセスすることを
認証されているという判定に基づいて、前記サービスへのアクセスを提供し、前記サービ
スへのアクセスを提供することは、前記リクエストしているデバイスから前記トークンの
コピーを受信し、および前記トークンの前記コピーが本物であるという判定をすることを
含む、
　プロセスを実行するコンピュータ可読記録媒体と
　を備えるサーバ。
【請求項１１】
　前記選択された認証モジュールは、前記リクエストしているデバイスが、前記サービス
にアクセスすることを認証されているかどうかを判定するために、前記リクエストしてい
るデバイスと機密情報データを共有する、請求項１０に記載のサーバ。
【請求項１２】
　コンピュータに、サービスへのアクセスを提供する方法を実行させるためのプログラム
を記録したコンピュータ可読記録媒体であって、前記方法は、
　サービスにアクセスするためにリクエストを受信するステップであって、前記リクエス
トは、前記サービスへのアクセスをリクエストしているデバイスのデバイスタイプ識別子
を含む、受信するステップと、
　前記リクエストから前記デバイスタイプ識別子を抽出するステップと、
　前記リクエストしているデバイスについての対応するデバイスタイプを判定するステッ
プと、
　前記デバイスタイプが複数の認証モジュールのうちの他の認証モジュールによって認識
されないデバイスタイプ識別子を有する認識されないデバイスタイプであることに基づい
て、前記複数の認証モジュールから認証モジュールを選択するステップと、
　前記リクエストしているデバイスが前記サービスにアクセスすることが許可されている
かどうかを判定するために、前記選択された認証モジュールを使用して前記リクエストを
認証するステップであって、前記認証するステップは、代替の認証スキームを有する信頼
できるパートナーデバイスへ前記認識されないデバイスタイプに対応する前記リクエスト
を伝送するステップを含み、前記代替の認証スキームは、前記リクエストしているデバイ
スへ前記サービスへのアクセスを認証するトークンを提供し、前記トークンは、前記リク
エストしているデバイスのデバイスタイプ識別子に少なくとも部分的に基づいている、認
証するステップと、
　少なくとも、前記リクエストしているデバイスが前記サービスにアクセスすることを認
証されているという判定に基づいて、前記サービスへのアクセスを提供するステップであ
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って、前記サービスへのアクセスを提供するステップは、前記リクエストしているデバイ
スから前記トークンのコピーを受信するステップと、および前記トークンの前記コピーが
本物であるという判定をするステップを含む、サービスへのアクセスを提供するステップ
と
　を含むコンピュータ可読記録媒体。
【請求項１３】
　前記選択された認証モジュールは、前記リクエストしているデバイスが前記サービスに
アクセスすることを認証されているかどうかを判定するために、前記リクエストしている
デバイスと機密情報データを共有する、請求項１２に記載のコンピュータ可読記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モジュラーデバイス認証フレームワークに関する。
【背景技術】
【０００２】
　オンラインエントリは、他の可能性の中でも、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、個人
情報端末（ＰＤＡ）、携帯電話、ポケットＰＣ、スマートフォン、セットトップボックス
、デジタルビデオレコーダ（ＤＶＲ）、およびゲーム機を含む、種々の異なるクライアン
トデバイスへ、幅広い種々のサービスを提供する。これらのクライアントデバイスは、多
くの場合、オンラインストアまたは聴覚的／視覚的コンテンツ、ソフトウェアプログラム
、デジタル書籍、もしくは他の電子コンテンツの他のプロバイダ等の種々のウェブサービ
スにアクセスする。多くの場合において、特定のウェブサービスのための異なるクライア
ントデバイスによるリクエストは、ウェブサービスがリクエストを引き受ける前に認証し
なければならない。
【０００３】
　異なるクライアントデバイスは、多くの場合、ウェブサービスへのアクセスを提供する
異なる認証メカニズムをサポートする。例えば、いくつかのデバイスタイプは、デバイス
の特定のブランドに一意の独自の認証メカニズムを使用してもよい。他のデバイスタイプ
は、セキュアソケットレイヤ（「ＳＳＬ」）等の、より一般的なアプリケーションの認証
メカニズムを使用してもよい。いくつかの場合では、この問題は、各ウェブサービスが特
定の認証メカニズムを実装するように、デバイスの各タイプに別々のウェブサービスを提
供することにより解決される。しかしながら、このようにして別々のウェブサービスが提
供される場合、エンティティは特定のデバイスタイプに適合された別々のウェブサービス
として、各認証スキームを実装する必要があるため、種々のウェブサービスの間の労力の
実質的な重複する場合がある。さらに、ベンダーは、ＵＲＬ（Uniform Resource Locator
s）等の各ウェブサービスについて、異なるアドレスを使用してもよい。これは、複数の
デバイスタイプを有するユーザに、何らかの混乱を生じさせる場合がある。例えば、ユー
ザは、単一のベンダーがユーザの各デバイスについて、複数のウェブサイトおよび対応す
るＵＲＬを有することに気付いていない場合がある。このため、ユーザは、ＵＲＬが別の
デバイスで適正に機能している場合であっても、１つのデバイスでウェブサービスにアク
セスしようとする際に、正しくないＵＲＬを使用する場合がある。既存のメカニズムは、
例えば、デバイスを正しいＵＲＬにリダイレクトさせることで、この問題に対処できるが
、これらのメカニズムは、その場しのぎであり、すべてのデバイスタイプによってサポー
トされていない可能性がある。従って、従来のデバイス認証メカニズムのこれらの制限を
克服するための、システムおよび方法が必要である。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
　本開示に組み込まれ、かつ本開示一部を成す添付の図面は、種々の開示された実施形態
を示す。各図について説明する。
【図１】サービスへのアクセスを提供するためのシステムの一例の図である。
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【図２】サーバのアーキテクチャの一例の図である。
【図３】認証モジュールのアーキテクチャの一例の図である。
【図４】別の認証モジュールのアーキテクチャの一例の図である。
【図５】サービスへのアクセスを提供するためのルーチンの一例の流れ図である。
【図６】デバイスリクエストを認証するためのルーチンの一例の流れ図である。
【図７】デバイスリクエストを認証するための別のルーチンの一例の流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　以下の発明を実施するための形態では、添付の図が参照される。可能な場合、同じまた
は同様のパーツを参照するために、図および以下の記載において同じ参照番号が使用され
る。いくつかの例示的な実施形態が本明細書に記載されるが、修正、適合および他の実装
が可能である。例えば、図に示される構成要素に置換、追加または修正を行ってもよく、
本明細書に記載される例示的な方法は、ステップを置換、順序の付け直し、または開示さ
れた方法にステップを追加することで、修正してもよい。従って、以下の発明を実施する
ための形態は、開示された実施形態を制限するものではない。代わりに、添付の特許請求
の範囲により、適正な範囲が定義される。
【０００６】
　開示された実施形態は、ウェブサービス等のサービスへのアクセスを提供するためのシ
ステムおよび方法を提供する。システムおよび方法は、デバイスタイプが異なる認証スキ
ームを実装する場合でも、多数の異なるデバイスタイプが、単一のウェブサービスにアク
セスできるようにしてもよい。例えば、ウェブサービスを提供するサーバは、いくつかの
デバイスタイプに特化した認証モジュールを格納してもよい。特定のデバイスリクエスト
がウェブサービスにアクセスする場合、サーバは、リクエストからデバイスタイプ識別子
を抽出してもよい。サーバは、次いで、リクエストしているデバイスを認証するための適
切な認証モジュールを選択してもよい。
【０００７】
　開示された実施形態に従い、コンピュータで実装される方法は、サービスへのアクセス
を提供する。本方法に従い、認証モジュールは、サービスへのアクセスをリクエストして
いるデバイスを認証するために格納される。デバイスは、少なくとも、第１のデバイスタ
イプを有する第１の複数のデバイスおよび第２のデバイスタイプを有する第２の複数のデ
バイスを含む。認証モジュールのうちの第１の１つは、第１のデバイスタイプに特化した
認証スキームを使用して、第１の複数のデバイスの認証を実行するように構成される。認
証モジュールのうちの第２の１つは、第２のデバイスタイプに特化した認証スキームを使
用して、第２の複数のデバイスの認証を実行するように構成される。サーバは、サービス
にアクセスするためのリクエストを受信し、リクエストは、サービスをリクエストしてい
るデバイスのデバイスタイプ識別子を含む。デバイスタイプ識別子がリクエストから抽出
され、方法は、デバイスタイプ識別子が、第１のデバイスタイプまたは第２のデバイスタ
イプと対応するかどうかを判定する。第１の認証モジュールは、デバイスタイプ識別子が
第１のデバイスタイプと対応する場合に選択され、第２の認証モジュールは、デバイスタ
イプ識別子が第２のデバイスタイプと対応する場合に選択される。リクエストは、リクエ
ストしているデバイスがサービスにアクセスすることを許可されているかどうかを判定す
るために、選択された認証モジュールを使用して認証され、これにより、リクエストして
いるデバイスに特化した認証スキームを使用して、リクエストしているデバイスの認証を
実行する。選択された認証モジュールが、リクエストしているデバイスがサービスへのア
クセスが認証されていることを判定する場合、サービスへのアクセスが提供される。選択
された認証モジュールが、リクエストしているデバイスがサービスにアクセスすることを
認証されていないと判定する場合、サービスへのアクセスは回避される。
【０００８】
　別の開示された実施形態に従う、コンピュータで実装される方法は、サービスへのアク
セスを提供する。本方法に従い、サービスにアクセスするためのリクエストが受信され、
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リクエストは、サービスへのアクセスをリクエストしているデバイスのデバイスタイプ識
別子を含む。デバイスタイプ識別子はリクエストから抽出され、リクエストしているデバ
イスの対応するデバイスタイプが判定される。認証モジュールは、デバイスタイプ識別子
に基づいて複数の認証モジュールから選択され、選択された認証モジュールは、リクエス
トしているデバイスのデバイスタイプに対する認証スキームを実装する。リクエストは、
リクエストしているデバイスが、サービスにアクセスすることを許可されているかどうか
を判定するために、選択された認証モジュールを使用して認証される。少なくとも、リク
エストしているデバイスが、サービスにアクセスすることを認証されているという判定に
基づいて、サービスへのアクセスが提供される。
【０００９】
　別の開示された実施形態に従い、サーバは、サービスへのアクセスを提供する。サーバ
は、プログラム命令を実行するためのプロセッサ、およびプログラム命令を格納するコン
ピュータ可読媒体を含む。プロセッサによって実行される場合、プログラム命令は、サー
ビスにアクセスするためのリクエストを受信するように、プロセスを実行する。リクエス
トは、サービスへのアクセスをリクエストしているデバイスのデバイスタイプ識別子を含
む。プログラム命令は、リクエストからデバイスタイプ識別子を抽出し、リクエストして
いるデバイスに対応するデバイスタイプを判定する。プログラム命令は、デバイスタイプ
識別子に基づいて複数の認証モジュールから認証モジュールを選択し、選択された認証モ
ジュールは、リクエストしているデバイスのデバイスタイプに対する認証スキームを実装
する。プログラム命令は、リクエストしているデバイスが、サービスにアクセスすること
を許可されているかどうかを判定するために、選択された認証モジュールを使用してリク
エストを認証し、少なくとも、リクエストしているデバイスがサービスにアクセスするこ
とを認証されているという判定に基づいて、サービスへのアクセスを提供する。
【００１０】
　図１は、開示された実施形態に従う、サービスへのアクセスを提供するためのシステム
１００の一例である。システム１００は、サーバ上で実行するサービス（例えばウェブサ
ービス）にアクセスするための１つ以上のクライアントデバイスの機能性を提供してもよ
い。システム１００に示されるように、クライアント１１０、１２０、および１３０、サ
ーバ１４０、証明機関１５０、信頼できないクライアントデバイス１７０、信頼できるパ
ートナーサーバ１８０、およびレガシーデバイス１９０は、ネットワーク１６０に接続さ
れる。特定の数の構成要素が図１に示されているが、当業者は、任意の数のこれらの構成
要素が提供されてもよいことを理解するであろう。当業者は、さらに、システム１００の
１つ以上の構成要素によって提供される機能が１つの構成要素に組み込まれてもよく、ま
たは複数の構成要素にわたって分散されてもよいことを認識するであろう。例えば、サー
バ１４０は、いくつかのメインサーバと共にいくつかのバックアップサーバを含むサーバ
ファームを使用して実装されてもよい。さらに、サーバ１４０は、本明細書に記載される
種々の処理ステップを、複数のサーバにわたって分散することで、実装されてもよい。ネ
ットワーク１６０は、クライアントデバイス１１０、１２０、および１３０、サーバ１４
０、証明機関１５０、信頼できないクライアントデバイス１７０、信頼できるパートナー
サーバ１８０、およびレガシーデバイス１９０等のシステム１００内の種々の構成要素の
間に通信を提供する。ネットワーク１６０は、共有ネットワーク、公開ネットワーク、ま
たは非公開ネットワークであってもよく、ワイドエリアネットワークまたはローカルエリ
アネットワークを包含してもよく、有線および／または無線通信ネットワークの任意の適
した組み合わせを通して実装してもよい。さらに、ネットワーク１６０は、イントラネッ
トまたはインターネットを含んでもよい。
【００１１】
　サーバ１４０は、コンピュータプログラムによって選択的に作動または再構成してもよ
い、１つ以上のプロセッサ１４５を有する、汎用コンピュータ（例えばパーソナルコンピ
ュータ、ネットワークコンピュータ、サーバ、またはメインフレームコンピュータ）を備
えてもよい。プロセッサ１４５は、メモリ１４６からの処理の命令を読み込み、かつ命令
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を実行することにより、開示された実施形態に従うステップまたは方法を実行してもよい
。具体的には、ウェブサービス１４１およびウェブサービス１４２は、プロセッサ１４５
による実行に適した、メモリ１４６に格納された命令として実装されてもよい。メモリ１
４６は、ソフトウェアと同様にデータを格納する１つ以上のメモリまたは格納デバイスで
あってもよい。メモリ１４６は、例えば、ＲＡＭ、ＲＯＭ、磁気格納装置、または光学格
納装置のうちの１つ以上を含んでもよい。さらに、メモリ１４６は、プロセッサ１４０に
よって実行される場合、以下に記載される１つ以上のステップを実行するプログラムモジ
ュールを格納してもよい。
【００１２】
　他の実施形態では、サーバ１４０は、開示された実施形態に従う方法を実行するように
、特に構成されてもよい。例えば、本明細書において開示された処理ステップのうちの１
つ以上を、フィールドプログラマブルゲートアレイ（「ＦＰＧＡ」）、特定用途向け集積
回路（「ＡＳＩＣ」）または適したチップセット上に実装してもよい。本明細書に記載さ
れる暗号化および復号化ステップは、かかるハードウェアデバイス上での実装に特に適し
ている場合がある。サーバ１４０は、ウェブサービス１４１およびウェブサービス１４２
等の種々のサービスへのアクセスを提供してもよい。サーバ１４０は、クライアントデバ
イス１１０、１２０、および１３０、および／またはかかるクライアントデバイスを動作
するユーザを認証するための機能性を提供してもよい。例えば、ネットワーク１５０上で
聴覚／視覚的またはソフトウェアコンテンツを提供するエンティティは、ウェブサービス
１４１および１４２を使用して、かかるコンテンツを提供してもよい。
【００１３】
　クライアントデバイス１１０、１２０、および１３０が、異なる通信プロトコルまたは
データフォーマットを使用してもよいように、サーバ１４０は、さらに、その開示が、参
照することによりその全体が本明細書に明示的に組み込まれる、2008年6月30日出願の米
国出願番号第12／165,188号“Client-to-Service Compatibility Framework”により詳細
に記載される、デバイス互換性レイヤ１４３も含んでもよい。例えば、デバイス互換性レ
イヤ１４３は、クライアントデバイス１１０、１２０、および１３０からの通信を、ウェ
ブサービス１４１および１４２と互換可能な形態に変換してもよい。サーバ１４０は、さ
らに、以下により詳細に記載されるように、ウェブデバイス１１０、１２０、および１３
０を認証するためのデバイス認証レイヤ１４４を含んでもよい。
【００１４】
　証明機関１５０は、コンピュータプログラムによって選択的に作動または再構成されて
もよい１つ以上のプロセッサ（図示せず）を有する汎用コンピュータ（例えばパーソナル
コンピュータ、ネットワークコンピュータ、サーバ、またはメインフレームコンピュータ
）を含んでもよい。さらに、証明機関１５０は、サーバ１４０、さらに、クライアントデ
バイス１１０、１２０および１３０と、ネットワーク１６０を介して通信してもよい。証
明機関１５０は、サーバ１４０に関する上記の記載と同様の方法で、サーバファーム、分
散技術、およびソフトウェアおよびハードウェアの種々の組み合わせを使用して実装され
てもよい。証明機関１５０は、以下により詳細に記載されるように、デジタル証明書に含
まれるデジタル署名を生成するための暗号化装置１５１を含んでもよい。
【００１５】
　クライアントデバイス１１０、１２０、および１３０は、サーバ１４０および証明機関
１５０と通信するための任意のタイプのデバイスであってもよい。例えば、クライアント
デバイス１１０、１２０、および１３０は、パーソナルコンピュータ、ハンドヘルドデバ
イス（例えばＰＤＡ、スマートフォンなどのような携帯電話、など）、テレビ、デジタル
音楽プレーヤー、セットトップボックス、デジタルビデオレコーダ（ＤＶＲ）、もしくゲ
ーム機、または任意の他の適切なコンピューティングプラットフォームあるいはネットワ
ーク１６０とデータを交換する能力を有するデバイスにしてもよい。クライアントデバイ
ス１１０、１２０、および１３０は、それぞれ、例えば、１つ以上のプロセッサおよび１
つ以上のメモリ（図示せず）を含んでもよい。ユーザは、ウェブブラウザ等のクライアン
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トデバイス１１１、１２１、および１３１上に実装される適したアプリケーション論理を
通して、ネットワーク１６０によって、サーバ１４０上のウェブサービス１４１および１
４２にアクセスしてもよい。例えば、サーバ１４０は、クライアントデバイス１１１、１
２１、および１３１上のアプリケーション論理によって処理され、ユーザに表示されるド
キュメント（例えばウェブページ）を伝送してもよい。ドキュメントは、ユーザがウェブ
サービス１４１およびウェブサービス１４２等のサーバ１４０によって提供される１つ以
上のセキュアなサービスにログオンするためのオプションを含んでもよい。例えば、ユー
ザは、ユーザ名（例えば電子メールアドレス）およびパスワード等の証明書を提供するこ
とにより、クライアントデバイス１１０、１２０、および１３０上で使用するためのデジ
タルコンテンツにアクセスするために、ウェブサービス１４１および１４２にログオンし
てもよい。
【００１６】
　信頼できないクライアントデバイス１７０は、上記に記載されるように、クライアント
デバイス１１０、１２０、および１３０と同様であってもよい。しかしながら、信頼でき
ないクライアントデバイス１７０は、サーバ１４０上で利用可能な認証メカニズムをサポ
ートしないデバイスタイプであってもよい。信頼できるパートナーサーバ１８０は、上記
に記載されるように、サーバ１４０と同様であってもよい。信頼できるパートナーサーバ
１８０は、ウェブサービス１４１および１４２と同様であってもよい、ウェブサービス１
８１へのアクセスを提供してもよい。信頼できないクライアントデバイス１７０は、ウェ
ブサービス１４１および１４２にアクセスするために、信頼できるパートナーサーバ１８
０と通信してもよい。例えば、信頼できないクライアントデバイス１７０は、信頼できる
パートナーサーバ１８０によって認証してもよく、信頼できるパートナーサーバ１８０は
、信頼できないクライアントデバイス１７０に、セキュアなトークンを提供してもよい。
信頼できないクライアントデバイス１７０は、次いで、ウェブサービス１４１へアクセス
するために、セキュアなトークンを使用してもよい。
【００１７】
　サーバ１４０は、ウェブサービス１４１および１４２にアクセスするために、クライア
ントデバイス１１０～１３０、信頼できないクライアントデバイス１７０、およびレガシ
ーデバイス１９０から、リクエストを受信してもよい。サーバ１４０は、次いで、各リク
エストを認証するための適切な認証モジュールを選択してもよい。選択された認証モジュ
ールは、リクエストを発行するデバイスに依存してもよい。このようにして、サーバ１４
０は、選択された認証モジュールを介して、デバイスタイプに特化した認証スキームを提
供してもよい。
【００１８】
　図２は、開示された実施形態に従う、サーバ１４０のアーキテクチャの一例の図を示す
。上記されるように、サーバ１４０は、クライアントデバイス１１０、１２０および１３
０から、ウェブサービス１４１および１４２と互換性のある形態へ通信を変換するための
デバイス互換性レイヤ１４３を含んでもよい。サーバ１４０は、さらに、認証モジュール
２２１～２２５を使用して、クライアントデバイス１１０、１２０、および１３０を認証
するためのデバイス認証レイヤ１４４も含んでもよい。サーバ１４０は、以下により詳細
に記載されるように、クライアントデバイス１１０、１２０および１３０から認証モジュ
ール２２１～２２５のうちの適切な１つへ、リクエストを経路指定するために総合的に役
立つ、認証フィルタ２２６およびモジュールセレクタ２２７をさらに含んでもよい。
【００１９】
　クライアントリクエストが認証モジュール２２１～２２５のうちの１つによって認証さ
れた後、リクエストは、ウェブサービス１４１またはウェブサービス１４２等の適切なサ
ービスに受け渡される。代替的に、リクエストが認証されない場合、適切な認証モジュー
ルは、サービスにリクエストを経路指定しなくてもよい。ウェブサービス１４１は、認証
後にほとんどのリクエストが経路指定される、「デフォルト」または「標準」のウェブサ
ービスであってもよい。ウェブサービス１４２は、組み込まれた認証メカニズムを有する
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レガシーウェブサービスであってもよく、レガシーデバイス１９０等の特定のレガシーデ
バイスタイプに特化してもよい。以下に記載されるように、認証モジュール２２１～２２
５は、クライアントデバイス１１０、１２０、および１３０からの種々のリクエストを認
証するため、認証されたリクエストは適切なウェブサービスに受け渡される。図２は構成
要素の特定の番号および配設を示すが、任意の番号または配設の認証モジュールまたは他
の構成要素をサーバ１４０で使用してもよい。
【００２０】
　図３は、開示された実施形態に従う、認証モジュール２２１のアーキテクチャの例示的
なブロック図を示す。認証モジュール２２１は、多数の異なるデバイスタイプによってサ
ポートされる認証スキームを実装してもよい。例えば、以下の記載の目的のために、クラ
イアントデバイス１１０および１３０は、２つの異なるデバイスタイプになっている。ク
ライアントデバイス１１０および１３０は、共に、ＳＳＬ（セキュアソケットレイヤ）、
ネットワークにわたるセキュアな通信を可能にするセキュリティプロトコルを実装しても
よい。認証モジュール２２１は、クライアントデバイス１１０および１３０と安全に通信
し、これらを認証するために、サーバ１４０上にＳＳＬを実装してもよい。いくつかの実
施形態では、認証モジュール２２１は、ＳＳＬのアップグレードバージョンであるＴＬＳ
（トランスポートレイヤセキュリティ）プロトコルを実装してもよい。
【００２１】
　ＳＳＬ／ＴＳＬ処理を実装するために、認証モジュール２２１は、サーバ証明書３０１
を格納してもよい。サーバ証明書３０１は、以下により詳細に記載されるように、１つ以
上のクライアントデバイスに対してサーバ１４０を認証するように使用されてもよい。認
証モジュール２２１は、１つ以上のクライアントデバイスによる特定のＳＳＬ／ＴＳＬセ
ッション中に通信を暗号化するためのセッションキー３０２をさらに格納してもよい。サ
ーバ１４０は、デジタル署名を作成するために暗号化装置３０３を使用してもよく、サー
バ１４０は、以下により詳細に記載されるように、デジタル署名を検証するように復号化
装置３０４を使用してもよい。これらのＳＳＬ／ＴＳＬセッションは、ウェブサービス１
４１から電子コンテンツをダウンロードするために、クライアントデバイスによって使用
されてもよい。
【００２２】
　図４は、開示された実施形態に従う、認証モジュール２２２のアーキテクチャの例示的
なブロック図を示す。認証モジュール２２２は、特定のデバイス製造業者に関連付けられ
る１つ以上のデバイスタイプによってサポートされる、独自の認証スキームを実装しても
よい。さらに、クライアントデバイス１２０は、独自の認証スキームを使用するデバイス
であってもよい。
【００２３】
　認証モジュール２２２は、デバイス１２０と安全に通信し、デバイス１２０を認証する
ように、サーバ１４０上の独自の認証スキームを実装してもよい。いくつかの実施形態で
は、認証モジュール２２２は、独自の認証スキームに関連付けられるデバイス製造業者に
よって提供される。認証モジュール２２２は、さらに、クライアントデバイス１２０内に
格納される共有された機密情報４０１を格納してもよい。認証モジュール２２２は、さら
に、クライアントデバイス１２０によって送信されるウェブサービスへアクセスするため
のリクエストの署名を検証するために使用される、署名検証装置４０２を含んでもよい。
認証モジュール２２３、２２４、および２２５は、種々の他の認証スキームを実装しても
よい。例えば、認証モジュール２２３は、認証なしでデータを通過させるにすぎない、「
ｎｏ－ｏｐ」モジュールであってもよい。開発の目的と、ウェブサービス１４２のアクセ
スの目的との両方のために、認証モジュール２２３を使用してもよい。リクエストを認証
せずに、リクエストが認証モジュール２２３を通過できるようにすることは、ウェブサー
ビス１４２は内部認証スキームを有するため、セキュリティを危険にさらさない。
【００２４】
　認証モジュール２２４は、それによって信頼できないクライアントデバイス１７０がウ
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ェブサービス１４１にアクセスできる「セッション認証」スキームを実装してもよい。こ
れを行うには、信頼できないクライアントデバイス１７０は、信頼できるパートナーサー
バ１８０と連携してもよい。信頼できるパートナーサーバ１８０は、認証モジュール２２
１を使用してウェブサービス１４１にアクセスしてもよく、サーバ１４０からセキュアな
トークンを獲得する。サーバ１４０は、セキュアなトークンを作成するために使用される
機密情報の暗号キーを格納してもよい。代替的に、信頼できるパートナーサーバ１８０は
、さらに、暗号キーのコピーを格納してもよい。かかる実施形態では、信頼できるパート
ナーサーバ１８０は、セキュアなトークンを作成してもよい。いずれの場合においても、
セキュアなトークンは、信頼できないクライアントデバイス１７０の識別子等の暗号化さ
れたデータを含んでもよい。信頼できるパートナーサーバ１８０がセキュアなトークンを
作成する、またはサーバ１４０からセキュアなトークンを取得すると、信頼できるパート
ナーサーバ１８０は、次いで、信頼できないクライアントデバイス１７０へセキュアなト
ークンを提供してもよい。信頼できないクライアントデバイス１７０は、サーバ１４０へ
、ウェブサービス１４１のリクエストを有するトークンを送信してもよく、認証モジュー
ル２２５は、トークンを検証することにより、リクエストを認証してもよい。例えば、認
証モジュール２２５は、暗号キーによってトークンを復号化すること、および信頼できな
いクライアントデバイス１７０の識別子を検証することにより、セキュアなトークンを認
証してもよい。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、セキュアなトークンは、非対称のキーペアからの非公開キー
を使用して、サーバ１４０または信頼できるパートナーサーバ１８０によって作成される
。かかる実施形態では、セキュアなトークンが本物であるかどうかを判定するためにセキ
ュアなトークンを復号化するように、対応する公開キーを使用してもよい。認証モジュー
ル２２５は、登録されたＩＰアドレスのリストを格納するＩＰホワイトリスト認証スキー
ムを実装してもよい。認証モジュール２２５は、登録されたＩＰアドレスからのリクエス
トがウェブサービス１４１を通過できるようにするのみでもよい。これを行うには、認証
モジュール２２５は、リクエストに関連付けられるＩＰアドレスを判定し、許容可能なＩ
ＰアドレスのホワイトリストとＩＰアドレスを比較し、リクエストに関連付けられるＩＰ
アドレスがホワイトリスト上にある場合に、ウェブサービス１４１へのアクセスを提供し
てもよい。
【００２６】
　認証モジュール２２５は、ウェブサービス１４１にアクセスするために新しいデバイス
タイプを統合する場合に、特に有用である場合がある。例えば、新しいデバイスタイプは
、結果的には、認証モジュール２２１の認証スキームをサポートするように意図されても
よい。しかしながら、ウェブサービス１４１へアクセスするために新しいデバイスタイプ
を開発および統合する場合、認証モジュール２２１を使用して先行する（forego）ことが
より効率的である場合がある。ウェブサービス１４１をリクエストできるデバイスを制限
するためにＩＰホワイトリストを使用することにより、デバイス統合は、より迅速に進行
できる。デバイス統合プロセス中、新しいデバイスタイプは、コア機能性が試験されると
認証モジュール２２１を使用するように、移行されてもよい。
【００２７】
　図５は、開示された実施形態に従う、サービスへのアクセスを提供するためのルーチン
５００の一例の流れ図である。ルーチン５００は、メモリ１４６に格納されたプログラム
モジュールのうちの１つ以上に従い、プロセスを実装してもよい。
【００２８】
　ルーチン５００の開始時、ブロック５０１において、サーバ１４０は、クライアントデ
バイス１１０、１２０、および１３０、ならびに信頼できないクライアントデバイス１７
０を認証するための認証モジュール２２１～２２５を格納してもよい。上記に記載される
ように、クライアントデバイス１１０、１２０、および１３０は、異なる認証スキームを
使用する種々のデバイスタイプであってもよい。いくつかの実施形態では、認証モジュー
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ル２２１～２２５は、それぞれ、共通のインターフェースを実装する１つ以上のクラスを
含んでもよい。当業者には理解されるように、インターフェースは、インターフェースを
実装する各クラスがサポートしなければならない一組の方法を定義してもよい。このため
、認証モジュール２２１～２２５のそれぞれは、インターフェースによって定義される共
通の一組の認証方法をサポートするクラスを含んでもよい。
【００２９】
　ブロック５０２において、サーバ１４０は、上記に記載される特定の認証スキームを実
装するように、認証モジュール２２１～２２５を構成してもよい。例えば、管理者は、ク
ライアントデバイス１１０および１３０によってサポートされるＳＳＬプロトコルを実装
するためにアプリケーションモジュール２２１を構成するように、サーバ１４０と相互作
用してもよい。管理者は、さらに、クライアントデバイス１２０によってサポートされる
独自のプロトコルを実装するように、アプリケーションモジュール２２２を構成してもよ
い。同様に、管理者は、上記のｎｏ－ｏｐ、ホワイトリスト、およびセッション認証スキ
ームを実装するように、アプリケーションモジュール２２３、２２４、および２２５をさ
らに構成してもよい。
【００３０】
　サーバ１４０上の外部アプリケーションソフトウェア、例えばウェブサービス１４１お
よび１４２、デバイス互換性レイヤ２１０、認証フィルタ２２６、およびモジュールセレ
クタ２２７上の観点から、認証スキームは、共通のインターフェースによって定義される
方法のうちの１つ以上を使用して呼び出されてもよい。このため、基礎的な認証スキーム
の詳細は、インターフェースを使用して要約されてもよく、外部ソフトウェアは、適切な
認証モジュールを使用して、共通の方法を呼び出すことができる。
【００３１】
　次に、ブロック５０３において、サーバ１４０は、ウェブサービス１４１またはウェブ
サービス１４２にアクセスするためのリクエストを受信してもよい。上記に記載されるよ
うに、ウェブサービス１４１は、デフォルトのウェブサービスであってもよく、一方で、
ウェブサービス１４２は、一般的には特定のレガシーデバイスタイプによってアクセスさ
れるウェブサービスであってもよい。以下により詳細に記載されるように、サーバ１４０
は、リクエストがウェブサービス１４１および１４２に達することができるようにする前
にリクエストを認証するように、適切な認証モジュールへリクエストを経路指定してもよ
い。
【００３２】
　次に、ブロック５０４において、認証フィルタ２２６は、どのデバイスのタイプがウェ
ブサービス１４１をリクエストしているかを判定するために、リクエストからデバイスタ
イプ識別子を抽出してもよい。いくつかの実施形態では、認証フィルタ２２６は、デバイ
スタイプ識別子のリクエストにおけるリクエストヘッダまたはパラメータリストを検索す
るＪ２ＥＥフィルタである。いくつかの実施形態では、対応するデバイスタイプを格納す
る表に対するデバイスシリアル番号またはＭＡＣ　ＩＤのマッピングなどのような、デバ
イスタイプを判定するために他のメカニズムを使用してもよい。
【００３３】
　ブロックＳ５０５において、デバイス認証フィルタ２２６は、モジュールセレクタ２２
７への抽出されたデバイスタイプ識別子を提供してもよい。モジュールセレクタ２２７は
、抽出されたデバイスタイプ識別子に基づいてリクエストを認証するように、適切な認証
装置モジュール２２１～２２５を判定してもよい。いくつかの実施形態では、モジュール
セレクタ２２７は、そのそれぞれが、認証モジュール２２１～２２５の特定の１つにマッ
ピングされる、デバイスタイプ識別子の表と共に構成されるｊａｖａ　ｂｅａｎである。
【００３４】
　次に、判定ブロック５０６において、ブロック５０５において選択された認証モジュー
ルは、リクエストを認証するかどうかを判定してもよい。以下により詳細に記載されるよ
うに、認証モジュール２２１～２２５は、それぞれ、リクエストを認証するための異なる
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認証スキームを実装してもよい。しかしながら、判定ブロック５０６において、どの認証
モジュールがリクエストを認証するかに関係なく、選択された認証モジュールによって実
装されるもの以外に、さらなるセキュリティ技術を適用することができる。例えば、クラ
イアントデバイスのユーザは、選択された認証モジュールによって要求される認証に加え
て、ユーザ名およびパスワードを提供することにより認証されてもよい。加えて、いくつ
かの実施形態では、複数の認証モジュールは、総合的に、特定のリクエストを認証しても
よい。
【００３５】
　図５に示されるように、選択された認証モジュールがリクエストを認証する場合、ルー
チン５００はブロック５０７に移動する。ブロック５０７において、サーバ１４０は、リ
クエストされたサービス、例えばウェブサービス１４１／１４２へのアクセスを提供する
。このため、リクエストしているデバイスは、ウェブサービス１４１／１４２から利用可
能な電子コンテンツにアクセスできる。しかしながら、選択された認証モジュールがリク
エストを認証しない場合、ルーチン５００はブロック５０８に移動し、サーバ１４０は、
リクエストされたウェブサービス１４１／１４２へのアクセスを回避する。いくつかの実
施形態では、リクエストしているデバイスは、無制限の認証試行回数が許可されていても
よい。他の実施形態では、リクエストしているデバイスからの以降のリクエストは、特定
の回数の試行後にブロックされてもよい。
【００３６】
　上記されるように、ルーチン５００のブロック５０５において、サーバ１４０は、デバ
イスから受信されるリクエストを認証するために認証モジュールを選択してもよい。リク
エストを送信するデバイスのデバイスタイプによって、ブロック５０５において異なる認
証モジュールが選択される。例えば、認証モジュール２２１～２２５のうちの任意の１つ
を選択してもよい。以下の記載は、認証モジュール２２１～２２５のうちの１つを選択す
るための処理の概要を提供する。
【００３７】
　認証モジュール２２１は、クライアントデバイス１１０およびクライアントデバイス１
３０の両方を認証するために使用されてもよい。クライアントデバイス１１０およびクラ
イアントデバイス１３０は、共に認証モジュール２２１にマッピングされる異なるデバイ
スタイプであってもよい。クライアントデバイス１１０またはクライアントデバイス１３
０のいずれかがウェブサービス１４１にリクエストを送信する場合、モジュールセレクタ
２２７は、認証モジュール２２１を選択する。認証モジュール２２１は、次いで、図６に
関して以下により詳細に示されるように、ＳＳＬを使用してリクエストを認証してもよい
。クライアントデバイス１１０および１３０は、異なるデバイスタイプ識別子を使用する
異なるタイプのデバイスであってもよいが、両方のデバイスタイプは、認証モジュール２
２１にマッピングされてもよい。
【００３８】
　クライアントデバイス１２０等のデバイスタイプを認証するように、認証モジュール２
２２を使用してもよい。従って、クライアントデバイス１２０に対する抽出されたデバイ
スタイプ識別子に基づいて、モジュールセレクタ２２７は、認証モジュール２２２を選択
してもよい。上記に記載されるように、認証モジュール２２２は、クライアントデバイス
１２０等の特定のデバイスタイプの製造業者によってサポートされる独自の認証スキーム
を実装する。認証モジュール２２２は、図７に関して以下により詳細に記載されるように
、独自の認証スキームを使用してリクエストを認証してもよい。認証モジュール２２３は
、レガシーデバイス１９０等のレガシーデバイスタイプを認証するように使用されてもよ
い。記載されるように、レガシーデバイス１９０は、ウェブサービス１４２、つまり、組
み込まれた認証スキームを有するレガシーウェブサービスを使用する。レガシーデバイス
１９０からのリクエストから抽出されたデバイスタイプ識別子に基づき、モジュールセレ
クタ２２７は、認証モジュール２２３を選択してもよい。記載されるように、リクエスト
は、認証モジュール２２３を通してウェブサービス１４２へ直接通過することが許可され
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ているため、認証モジュール２２３は、ｎｏ－ｏｐ認証スキームを実装してもよい。しか
しながら、ウェブサービス１４２は、リクエストを認証するための組み込まれたレガシー
認証メカニズムを実装するため、セキュリティが維持されてもよい。いくつかの実施形態
では、ウェブサービス１４２に対するリクエストは、ウェブサービス１４１へアクセスす
るために、リクエストから別個のＵＲＬにアクセスされてもよい。
【００３９】
　認証モジュール２２４は、信頼できないクライアントデバイス１７０等のデバイスを認
証するように使用されてもよい。信頼できないクライアントデバイス１７０は、モジュー
ルセレクタ２２７によって認識されないデバイスタイプ識別子を使用してもよい。デバイ
スタイプ識別子が信頼できるデバイスからのものではない場合、モジュールセレクタ２２
７は、信頼できるパートナーサーバ１８０を通したリクエストを認証するために、認証モ
ジュール２２４を選択してもよい。これを行うためには、信頼できないクライアントデバ
イス１７０は、リクエストを有する信頼できるパートナーサーバ１８０の識別子を含んで
もよい。認証モジュール２２４は、セキュアなトークンを作成し、信頼できるパートナー
サーバ１８０へセキュアなトークンを伝送してもよい。代替的に、信頼できるパートナー
サーバ１８０は、セキュアなトークンを作成してもよい。セキュアなトークンは、暗号キ
ーにより、信頼できないクライアントデバイス１７０の識別子等のデータを暗号化するこ
とによって作成されてもよい。
【００４０】
　信頼できないクライアントデバイス１７０は、サーバ１４０による直接の認証ではなく
、信頼できるパートナーサーバ１８０による認証のための、ステップを用いてもよい。例
えば、信頼できないクライアントデバイス１７０は、ユーザ名およびパスワードを使用し
て、信頼できるパートナーサーバ１８０を認証してもよい。信頼できるパートナーサーバ
１８０がリクエストを認証すると、信頼できるパートナーサーバ１８０は、信頼できない
クライアントデバイス１７０へセキュアなトークンを伝送してもよい。
【００４１】
　信頼できないクライアントデバイス１７０は、サーバ１４０との以降の通信においてセ
キュアなトークンを含むことにより、ウェブサービス１４１にアクセスしてもよい。例え
ば、認証モジュール２２４は、暗号キーによってセキュアなトークンを復号化することに
より、セキュアなトークンを認証してもよい。いくつかの実施形態では、セキュアなトー
クンは、事前設定された期限後に期限切れとなってもよい。サーバ１４０は、期限の切れ
たトークンを使用するウェブサービス１４１へのアクセスを可能にしなくてもよい。
【００４２】
　認証モジュール２２５は、ＩＰホワイトリスト認証スキームを実装してもよい。この技
術は、いかなるクライアントデバイスによる対応するサポートも、またはクライアントデ
バイスの修正もなしで容易に実装することができるため、認証モジュール２２５は、事実
上、ウェブサービス１４１または１４２に対するいかなるリクエスト上で使用されてもよ
い。例えば、クライアントデバイス１１０および１３０からの任意のリクエストを認証す
るために、認証モジュール２２５を使用してもよい。かかる実施形態では、認証モジュー
ル２２５は、リクエストを送信するデバイスのＩＰアドレスをチェックしてもよい。ＩＰ
アドレスがホワイトリスト上にある場合、認証モジュール２２５は、次いで、以降の処理
のために、認証モジュール２２１へリクエストを提供することができる。認証モジュール
２２５は、認証モジュール２２２、２２３、および２２４と共に、同様の方法で使用され
てもよい。さらに、上記されるように、いくつかの実施形態では、リクエストのスタンド
アロン認証のために認証モジュール２２５を使用してもよい。例えば、ウェブサービス１
４１が新しいデバイスタイプをサポートするために試験されている場合に、デバイス統合
段階において認証モジュール２２５を使用してもよい。
【００４３】
　いくつかの実施形態では、認証モジュール２２１～２２５のうちの１つ以上は、リクエ
ストしているデバイスが認証されない場合でも、ウェブサービス１４１への制限されたア
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クセスを提供してもよい。例えば、ウェブサービス１４１は、そのうちのいくつかが電子
コンテンツにアクセスするために使用され、他のものがウェブサービス１４１の種々の特
徴を閲覧するように使用される、複数の方法を提供してもよい。かかる実施形態では、認
証モジュール２２１～２２５のうちの１つ以上は、リクエストしているデバイスがウェブ
サービス１４１を閲覧するために使用されている方法にアクセスしている場合に、ウェブ
サービス１４１へのアクセスを提供してもよいが、リクエストしているデバイスの、電子
コンテンツをダウンロードする方法へのアクセスを可能にする前に、認証を必要とする場
合がある。
ＳＳＬ／ＴＳＬ認証
【００４４】
　上記に記載されるように、認証モジュール２２１は、ウェブサービス１４１のリクエス
トの認証を実行するために、ＳＳＬまたはＴＳＬを使用してもよい。図６は、ルーチン５
００のブロック５０６を実装するために認証モジュール２２１によって使用される例示的
なルーチン６００を示す。以下の記載は、クライアントデバイス１１０がウェブサービス
１４１へのアクセスをリクエストしていると仮定する。しかしながら、既に記載されるよ
うに、クライアントデバイス１１０および１３０は、共に、ＳＳＬ／ＴＳＬ認証をサポー
トしてもよい。以下に記載されるように、クライアントデバイス１１０およびサーバ１４
０の両方は、ルーチン６００を使用して互いに認証するためにステップを実行してもよい
。
【００４５】
　ブロック６０１において、認証モジュール２２１は、クライアントデバイス１１０から
ウェブサービス１４１のリクエストを受信してもよい。記載されるように、リクエストは
、ウェブサービス１４１から利用可能な電子コンテンツ等の、任意のタイプのセキュアな
データにアクセスするためであってもよい。さらに、記載されるように、リクエストは、
モジュールセレクタ２２７から認証モジュール２２１へ受け渡されてもよい。
【００４６】
　次に、ブロック６０２において、サーバ１４０上の認証モジュール２２１は、格納され
たサーバ証明書３０１をクライアントデバイス１１０へ送信してもよい。サーバ証明書３
０１は、サーバ１４０の識別子、証明機関の識別子１５０、およびサーバ１４０に一意の
公開暗号化キーを含んでもよい。サーバ証明書３０１は、さらに、証明機関１５０によっ
て生成されるデジタル署名を含んでもよい。
【００４７】
　クライアントデバイス１１０がサーバ証明書３０１を受信後、ブロック６０３において
、クライアントデバイス１１０は、サーバ証明書３０１を使用してサーバ１４０を認証す
る。例えば、クライアントデバイス１１０は、まず、サーバ証明書３０１が証明機関１５
０によって作成されたことを確実にするために、デジタル署名を検証してもよい。次いで
、クライアントデバイス１１０は、サーバ証明書３０１から公開暗号化キーを抽出しても
よく、サーバ１４０から通信を認証するために公開暗号化キーを使用してもよい。次に、
ブロック６０４において、クライアントデバイス１１０は、サーバ１４０へクライアント
証明書を送信してもよい。クライアント証明書は、クライアントデバイス１１０の識別子
、証明機関１５０の識別子、およびクライアントデバイス１１０に一意の公開キーを含ん
でもよい。クライアント証明書は、さらに、暗号化装置１５１を使用して、証明機関１５
０によって作成されたデジタル署名を含んでもよい。例えば、ルーチン６００の前に、証
明機関１５０は、クライアント証明書を作成し、クライアントデバイス１１０へ証明書を
伝送し、クライアントデバイス１１０上にクライアント証明書を格納している場合がある
。
【００４８】
　次に、ブロック６０５において、サーバ１４０は、クライアント証明書を使用してクラ
イアントデバイス１１０を認証する。例えば、サーバ１４０は、最初に、サーバ証明書３
０１が証明機関１５０によって作成されたことを確実にするために、クライアント証明書
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上のデジタル署名を検証してもよい。次いで、サーバ１４０は、クライアント証明書から
公開暗号化キーを抽出してもよく、復号化装置３０４を使用してクライアントデバイス１
１０からの通信を検証するために公開暗号化キーを使用してもよい。
【００４９】
　次に、ルーチン６００は、ブロック６０８に移動する。ブロック６０６において、クラ
イアントデバイス１１０およびサーバ１４０は、これらの間の通信を暗号化するために使
用される非公開キーを相互に確立してもよい。この非公開キーは、セッションキー３０２
として図３に示される。ブロック６０９において、クライアントデバイス１１０は、セッ
ションキー３０２によって暗号化された通信を使用してウェブサービス１４１にアクセス
してもよい。いくつかの実施形態では、セッションキー３０２は、サーバ１４０およびク
ライアントデバイス１１０によるより効率的な暗号化処理を可能にする、対称の暗号化キ
ーである。
【００５０】
　いくつかの実施形態では、クライアントデバイス１１０は、サーバ１４０が通信に添付
するデジタル署名を検証することにより、ブロック６０３においてサーバ１４０からの通
信を認証してもよい。かかる実施形態では、サーバ１４０は、証明機関１５０によりルー
チン６００より前にサーバ１４０に提供された一意の非公開暗号化キーにより、暗号化装
置３０３を使用してデジタル署名を生成してもよい。この一意の非公開キーは、サーバ１
４０に指定された一意の公開キーをさらに含む、非対称のキーペアからの１つのキーであ
ってもよい。
【００５１】
　同様に、いくつかの実施形態では、サーバ１４０は、クライアントデバイス１１０が通
信に添付するデジタル署名を検証することにより、ブロック６０５においてクライアント
デバイス１１０からの通信を認証してもよい。かかる実施形態では、クライアントデバイ
ス１１０は、証明機関１５０によりルーチン６００より前にクライアントデバイス１１０
へ提供される一意の非公開暗号化キーを使用して、デジタル署名を生成してもよい。この
一意の非公開キーは、クライアントデバイス１１０に割り当てられた一意の公開キーをさ
らに含む非対称のキーペアからの１つのキーであってもよい。
【００５２】
　さらに他の実施形態では、認証モジュール２２１は、ルーチン６００のブロックのすべ
てを実行しなくてもよい。例えば、別々の負荷均衡化モジュール（図示せず）を、サーバ
１４０上に提供してもよい。負荷均衡化モジュールは、複数のサーバにわたって負荷を分
散させる役目があってもよく、さらに、ＳＳＬ／ＴＳＬ処理も実装してもよい。かかる実
施形態では、負荷均衡化モジュールは、ルーチン６００を実装し、ブロック６０５におい
てクライアント証明書が有効であると判定されるかどうかを示す認証モジュール２２１へ
、結果を提供する。その場合、認証モジュール２２１は、ウェブサービス１４１へのアク
セスを可能にする。そうではない場合、認証モジュール２２１は、ウェブサービス１４１
へのアクセスを回避する。
【００５３】
＜独自の認証＞
　上記されるように、クライアントデバイス１２０は、独自の認証スキームをサポートし
てもよく、認証モジュール２２２は、サーバ１４０上に独自の認証スキームを実装しても
よい。図７は、かかる認証スキームを実装するためのルーチン７００の一例の流れ図であ
る。ルーチン７００は、メモリ１４６に格納されたプログラムモジュールのうちの１つ以
上に従うプロセスを実装してもよい。
【００５４】
　ブロック７０１において、共有された機密情報は、クライアントデバイス１２０に格納
されてもよい。いくつかの実施形態では、共有された機密情報４０１は対称の暗号化キー
である。代替的に、共有された機密情報４０１に、非対称のキーペアを使用することがで
きる。共有された機密情報４０１が非対称のキーペアである実施形態では、クライアント
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デバイス１２０は、ペアからのキーのうちの１つを格納してもよく、認証モジュール２２
２は、ペアからのもう一方のキーを格納してもよい。
【００５５】
　ブロック７０２において、共有された機密情報４０１は、共有された機密情報４０１と
して図４に示される、認証モジュール２２２に格納される。これは、クライアントデバイ
ス１２０の製造業者とウェブサービス１４１のオペレータとの間で何らかの調整を必要と
する場合がある。例えば、製造業者は、クライアントデバイス１２０内の改ざん防止メモ
リに共有された機密情報を埋め込んでもよく、また、セキュアなチャネルを通して、ウェ
ブサービス１４１の動作へ、共有された機密情報４０１を提供する。
【００５６】
　ブロック７０３において、クライアントデバイス１２０は、ウェブサービス１４１のリ
クエストを作成してもよい。リクエストは、ウェブサービス１４１からリクエストされる
特定の電子コンテンツを識別するデータの暗号化されていないブロックであってもよい。
リクエストは、さらに、認証モジュール２２２へのクライアントデバイス１２０を識別す
る情報を含んでもよい。
【００５７】
　次に、ブロック７０４において、クライアントデバイス１２０は、共有された機密情報
４０１を使用して、ウェブサービス１２１のリクエストに署名してもよい。例えば、クラ
イアントデバイス１２０は、リクエストの機能に、共有された機密情報４０１を加えたも
のとしてハッシュを計算してもよい。クライアントデバイス１２０は、署名として、リク
エストへハッシュを添付してもよい。いくつかの実施形態では、クライアントデバイス１
２０は、さらに、署名されたリクエストを暗号化もしてもよい。ブロック７０５において
、クライアントデバイス１２０は、署名されたリクエストをサーバ１４０へ送信してもよ
い。次に、ブロック７０６において、認証モジュール２２２は、署名検証装置４０２を使
用してリクエスト上の署名を検証してもよい。例えば、署名検証装置４０２は、リクエス
トのハッシュ機能に共有された機密情報を加えたものを計算してもよく、また、ハッシュ
値を付加された署名と比較してもよい。値が一致する場合、認証モジュール２２２は、リ
クエストがいじられていない、例えば攻撃者がリクエストを操作していないと考える。ブ
ロック７０７において、クライアントデバイス１２０は、リクエスト上の署名が検証され
る場合に、ウェブサービス１４１にアクセスすることが許可されている。そうではない場
合、ブロック７０８において、ウェブサービス１４１へのアクセスが回避される。
【００５８】
　当業者が理解されるように、ブロック５０１～５０８、６０１～６０９、および７０１
～７０８のうちの１つ以上は随意によるものであってもよく、特定の実施形態において、
実装から省略してもよい。さらに、いくつかの実装において、ブロック５０１～５０８、
６０１～６０７、および７０１～７０８は、順序を付け直されてもよく、下位ステップを
含んでもよく、かつ／または、追加のステップを含んでもよい。
【００５９】
＜トークンのさらなる利用＞
　記載されるように、認証モジュール２２４は、信頼できないクライアントデバイス１７
０との通信を認証するために、セキュアなトークンを使用してもよい。記載される実装に
おいて、信頼できるパートナーサーバ１８０は、信頼できないクライアントデバイス１７
０による認証処理を実行してもよく、信頼できるパートナーサーバ１８０は、信頼できな
いクライアントデバイス１７０へセキュアなトークンを伝送してもよい。しかしながら、
セキュアなトークンの実装は、いずれかの特定の認証モジュールを使用するように制限さ
れてはいない。むしろ、認証モジュール２２１～２２５のうちのいずれかに加えて、セキ
ュアなトークンを実装することができる。
【００６０】
　いくつかの実施形態では、セキュアなトークンは、対称の暗号キーに基づいてもよい。
対称のキーは、サーバ１４０および特定のクライアントデバイスの間で、何らかの安全な
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方法で共有されてもよい。いくつかの実施形態では、クライアントデバイスは、対称のキ
ーに基づいて、トークンによって事前に装着される。例えば、クライアントデバイス１１
０がユーザに分散される前に、この２つのＭＡＣ　ＩＤ、シリアル番号、またはこれら２
つの組み合わせのハッシュ関数は、ハッシュ関数への入力として対称のキーを使用して計
算されてもよい。いくつかの実施形態では、対称のキーは、ユーザがクライアントデバイ
ス１１０を受信する時（例えばユーザがオンラインストア等の小売業者からデバイスを購
入する場合）に、対応するトークンと共に生成されてもよい。他の実施形態では、トーク
ンは、非対称のキーペアを使用して、サーバ１４０によって作成されてもよい。ペアから
の非公開キーは、クライアントデバイス１１０へセキュアなトークンを提供する前に、セ
キュアなトークンを暗号化するように使用されてもよい。
【００６１】
　クライアントデバイス１１０がセキュアなトークンによって装着されると、セキュアな
トークンをさらなるセキュリティのために使用してもよい。例えば、セキュアなトークン
が認証モジュール２２１と共に使用される場合、ＳＳＬ／ＴＳＬセッションがサーバ１４
０とクライアントデバイス１１０との間に確立されると、ユーザは、ユーザ名およびパス
ワードを使用して認証する必要がなくてもよい。むしろ、クライアントデバイス１１０は
、セキュアなトークンをサーバ１４０へ伝送してもよい。サーバ１４０は、対称のキー、
または、非対称の暗号化を使用する場合に、キーペアからの公開キーを使用して、トーク
ンを復号化してもよい。この実装は、ユーザ名およびパスワードの代替物としてトークン
を使用できるため、ユーザにとっては、ウェブサービス１４１へアクセスしたいと思うた
びに、それらのユーザ名およびパスワードを提出しなければならないというユーザのいく
つかの不便な点が不要となる。
【００６２】
　上記の記載は、例示を目的として示されている。これは包括的なものではなく、開示さ
れた形態または実施形態と全く同じものに制限するわけではない。開示された実施形態の
明細書および実施を考慮することにより、当業者には、修正および適合が明らかであろう
。例えば、記載された実装はソフトウェアを含むが、開示された実施形態に従うシステム
および方法は、ハードウェアおよびソフトウェアの組み合わせまたはハードウェアのみで
実装することができる。ハードウェアの例としては、パーソナルコンピュータ、サーバ、
ラップトップ、メインフレーム、マイクロ～プロセッサ等を含む、コンピューティングシ
ステムまたは処理システムが挙げられる。さらに、開示された実施形態の態様は、メモリ
に格納されるものとして記載されているが、当業者は、これらの態様は、２次的な格納デ
バイス、例えば、ハードディスク、フロッピーディスク、もしくはＣＤ－ＲＯＭなどのよ
うな他のタイプのコンピュータ可読媒体、または他の形態のＲＡＭまたはＲＯＭ、ＵＳＢ
媒体、ＤＶＤ、または他の光学ドライブ媒体にも格納することができることを、理解する
であろう。
【００６３】
　記載および開示された方法に基づくコンピュータプログラムは、経験豊かな開発者の技
術の範囲内のものである。種々のプログラムまたはプログラムモジュールを、当業者に公
知の技術のいずれかを使用して作成することができ、または、既存のソフトウェアに関連
して設計することができる。例えば、プログラムセクションまたはプログラムモジュール
を、．Ｎｅｔ　Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ，．Ｎｅｔ　Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ（
およびＶｉｓｕａｌ　Ｂａｓｉｃ、Ｃ等の関連する言語）、Ｊａｖａ（登録商標）、Ｃ＋
＋、ＨＴＭＬ、ＨＴＭＬ／ＡＪＡＸの組み合わせ、ＸＭＬ、またはＪａｖａアプレットを
含むＨＴＭＬで、またはその手段によって設計することができる。かかるソフトウェアセ
クションまたはモジュールのうちの１つ以上は、コンピュータシステムまたは既存の電子
メールまたはブラウザソフトウェアに統合することができる。
【００６４】
　第１項。
　サービスへのアクセスを提供するためにコンピュータで実装される方法であって、
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　サービスへのアクセスをリクエストしているデバイスを認証するように認証モジュール
を格納することであって、デバイスは、少なくとも、第１のデバイスタイプを有する第１
の複数のデバイスと第２のデバイスタイプを有する第２の複数のデバイスとを含む、格納
することと、
　第１のデバイスタイプに特化した認証スキームを使用して、第１の複数のデバイスの認
証を実行するように、認証モジュールのうちの第１の１つを構成することと、
　第２のデバイスタイプに特化した認証スキームを使用して、第２の複数のデバイスの認
証を実行するように、認証モジュールのうちの第２の１つを構成することと、
　サーバにより、サービスにアクセスするためのリクエストを受信することであって、リ
クエストはサービスをリクエストしているデバイスのデバイスタイプ識別子を含む、受信
することと、
　リクエストからデバイスタイプ識別子を抽出することと、
　デバイスタイプ識別子が、第１のデバイスタイプと対応するか、または第２のデバイス
タイプと対応するかを判定することと、
　デバイスタイプ識別子が第１のデバイスタイプと対応する場合に第１の認証モジュール
を選択することと、デバイスタイプ識別子が第２のデバイスタイプと対応する場合に第２
の認証モジュールを選択することと、
　リクエストしているデバイスが、サービスにアクセスすることを許可されているかどう
かを判定するために、選択された認証モジュールを使用してリクエストを認証することに
より、リクエストしているデバイスに特化した認証スキームを使用して、リクエストして
いるデバイスの認証を実行することと、
　選択された認証モジュールが、リクエストしているデバイスがサービスにアクセスする
ことを認証されていることを判定する場合に、サービスへのアクセスを提供することと、
選択された認証モジュールが、リクエストしているデバイスがサービスにアクセスするこ
とを認証されていないことを判定する場合に、サービスへのアクセスを回避することと、
を含む、方法。
【００６５】
　第２項。
　第３のデバイスタイプに対応するリクエストを自動的に認証するように、認証モジュー
ルのうちの第３の１つを構成することと、
　第３のデバイスタイプを認証するための組み込まれた認証スキームを有する代替のサー
ビスに、第３のデバイスタイプに対応するリクエストを転送することと、をさらに含む、
第１項に記載のコンピュータで実装される方法。
【００６６】
　第３項。
　選択されたリクエストに関連付けられるＩＰアドレスを判定することと、
　可能なＩＰアドレスのリストと、ＩＰアドレスを比較することと、
　選択されたリクエストに関連付けられるＩＰアドレスが、許容可能なＩＰアドレスのリ
ストに含まれる場合に、サービスへのアクセスを提供することにより、選択されたリクエ
ストを認証するように、認証モジュールのうちの第３の１つを構成することをさらに含む
、第１項に記載のコンピュータで実装される方法。
【００６７】
　第４項。
　第１の認証モジュールが、リクエストしているデバイスがサービスにアクセスすること
を認証されているかどうかを判定するために、セキュアソケットレイヤ（ＳＳＬ）を使用
する、第１項に記載のコンピュータで実装される方法。
【００６８】
　第５項。
　サービスへのアクセスを提供するためにコンピュータで実装される方法であって、
　サービスにアクセスするためのリクエストを受信することであって、リクエストはサー
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ビスへのアクセスをリクエストしているデバイスのデバイスタイプ識別子を含む、受信す
ることと、
　リクエストからデバイスタイプ識別子を抽出することと、
　リクエストしているデバイスの対応するデバイスタイプを判定することと、
　デバイスタイプ識別子に基づいて複数の認証モジュールから認証モジュールを選択する
ことであって、選択された認証モジュールは、リクエストしているデバイスのデバイスタ
イプの認証スキームを実装する、選択することと、
　リクエストしているデバイスが、サービスにアクセスすることを許可されているかどう
かを判定するために、選択された認証モジュールを使用してリクエストを認証することと
、
　少なくとも、リクエストしているデバイスがサービスにアクセスすることを認証されて
いるという判定に基づいて、サービスへのアクセスを提供することと、を含む、方法。
【００６９】
　第６項。
　選択された認証モジュールは、リクエストしているデバイスが、サービスにアクセスす
ることを認証されているかどうかを判定するために、リクエストしているデバイスと機密
情報データを共有する、第５項に記載のコンピュータで実装される方法。
【００７０】
　第７項。
　選択された認証モジュールは、複数の方法へのアクセスを提供し、方法のサブセットは
、認証されていないデバイスにアクセス可能である、第５項に記載のコンピュータで実装
される方法。
【００７１】
　第８項。
　複数のデバイスタイプを有する複数のデバイスは、選択された認証モジュールを介して
サービスにアクセスする、第５項に記載のコンピュータで実装される方法。
【００７２】
　第９項。
　認証モジュールのうちの少なくとも２つが共通のＵＲＬを使用してアクセスされる、第
５項に記載のコンピュータで実装される方法。
【００７３】
　第１０項。
　信頼できるパートナーサーバが、リクエストしているデバイスへトークンを提供する方
法であって、
　リクエストしているデバイスからトークンのコピーを受信することと、
　トークンのコピーが本物であるという判定に基づいて、サービスへのアクセスを提供す
ることと、をさらに含む、第５項に記載のコンピュータで実装される方法。
【００７４】
　第１１項。
　トークンは非公開／公開キーペアから公開キーに対応する非公開キーによって暗号化さ
れ、方法は、
　トークンが本物であるかどうかを判定するために、対応する公開キーによってトークン
を復号化することをさらに含む、第１０項に記載のコンピュータで実装される方法。
【００７５】
　第１２項。
　信頼できるパートナーサーバが、リクエストしているデバイスから受信されるユーザ名
とパスワードとの組み合わせを検証した後で、信頼できるパートナーサーバによって、リ
クエストしているデバイスへトークンが提供される、第１０項に記載のコンピュータで実
装される方法。
【００７６】
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　第１３項。
　リクエストしているデバイスからリクエストを受信する前に、リクエストしているデバ
イス内のトークンを事前格納することと、
　リクエストが、事前に格納されたトークンに付随して生じることを検証することにより
、選択された認証モジュールを使用してリクエストを認証すること、をさらに含む、第５
項に記載のコンピュータで実装される方法。
【００７７】
　第１４項。
　選択された認証モジュールは、リクエストしているデバイスが、サービスにアクセスす
ることを認証されているかどうかを判定するために、セキュアソケットレイヤ（ＳＳＬ）
を使用する、第５項に記載のコンピュータで実装される方法。
【００７８】
　第１５項。
　サービスへのアクセスを提供するためのサーバであって、サーバは、
　プログラム命令を実行するためのプロセッサと、
　プログラム命令を格納するコンピュータ可読媒体であって、プログラム命令は、プロセ
ッサによって実行される場合、
　サービスへのアクセスのリクエストを受信することであって、リクエストは、サービス
へのアクセスをリクエストするデバイスのデバイスタイプ識別子を含む、受信し、
　リクエストからデバイスタイプ識別子を抽出し、
　リクエストしているデバイスに対応するデバイスタイプを判定し、
　デバイスタイプ識別子に基づいて、複数の認証モジュールから認証モジュールを選択す
ることであって、選択された認証モジュールはリクエストしているデバイスのデバイスタ
イプについて認証スキームを実装する、選択し、
　リクエストしているデバイスが、サービスにアクセスすることを許可されているかどう
かを判定するために、選択された認証モジュールを使用してリクエストを認証し、かつ
　少なくとも、リクエストしているデバイスがサービスにアクセスすることを認証されて
いるという判定に基づいて、サービスへのアクセスを提供するようにプロセスを実行する
、コンピュータ可読媒体と、を備える、サーバ。
【００７９】
　第１６項。
　選択された認証モジュールは、リクエストしているデバイスがサービスにアクセスする
ことを認証されているかどうかを判定するために、セキュアソケットレイヤ（ＳＳＬ）を
使用する、第１５項に記載のサーバ。
【００８０】
　第１７項。
　選択された認証モジュールは、リクエストしているデバイスが、サービスにアクセスす
ることを認証されているかどうかを判定するために、リクエストしているデバイスと機密
情報データを共有する、第１５項に記載のサーバ。
【００８１】
　第１８項。
　プロセッサによって実行される方法を実行するためのプログラム命令を格納するコンピ
ュータ可読媒体であって、方法は、サービスへのアクセスを提供し、プロセッサによって
実行される、
　サービスにアクセスするためのリクエストを受信するステップであって、リクエストは
、サービスへのアクセスをリクエストしているデバイスのデバイスタイプ識別子を含む、
ステップと、
　リクエストからデバイスタイプ識別子を抽出するステップと、
　リクエストしているデバイスに対応するデバイスタイプを判定するステップと、
　デバイスタイプ識別子に基づいて、複数の認証モジュールから認証モジュールを選択す
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イスタイプのために、認証スキームを実装する、ステップと、
　リクエストしているデバイスが、サービスにアクセスすることを許可されているかどう
かを判定するために、選択された認証モジュールを使用してリクエストを認証するステッ
プと、
　少なくとも、リクエストしているデバイスがサービスにアクセスすることを認証されて
いるという判定に基づいて、サービスへのアクセスを提供するステップと、を含む、コン
ピュータ可読媒体。
【００８２】
　第１９項。
　選択された認証モジュールは、リクエストしているデバイスが、サービスにアクセスす
ることを認証されているかどうかを判定するために、セキュアソケットレイヤ（ＳＳＬ）
を使用する、第１８項に記載のコンピュータ可読媒体。
【００８３】
　第２０項。
　選択された認証モジュールは、リクエストしているデバイスが、サービスにアクセスす
ることを認証されているかどうかを判定するために、リクエストしているデバイスと機密
情報データを共有する、第１８項に記載のコンピュータ可読媒体。
【００８４】
　加えて、本明細書では例示的な実施形態が記載されているが、本開示に基づいて当業者
に理解されるように、同等の要素、修正、省略、組み合わせ（例えば種々の実施形態にわ
たる態様の）、適合、および／または変更を有する任意のおよびすべての実施形態の範囲
。本特許請求の範囲における制限は、特許請求の範囲で使用される言語に基づいて幅広く
解釈されるべきであり、例は非排他的であると解釈される、現在の明細書または出願の実
施時において記載される例に制限されない。さらに、開示されたルーチンのブロックは、
ブロックの順序の付け直しおよび／またはブロックの挿入または削除を含む、任意の方法
で修正してもよい。従って、明細書および例は、以下の特許請求の範囲およびそれらの均
等物の全範囲によって示される真の範囲および精神により、例示的にすぎないものとして
考えられるように意図されている。



(23) JP 5792732 B2 2015.10.14

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(24) JP 5792732 B2 2015.10.14

【図６】 【図７】



(25) JP 5792732 B2 2015.10.14

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  シッダールタ　スリラム
            アメリカ合衆国　９８１０９　ワシントン州　シアトル　テリー　アベニュー　ノース　４１０
(72)発明者  カムレシュ　ティー．タルレージャー
            アメリカ合衆国　９８１０９　ワシントン州　シアトル　テリー　アベニュー　ノース　４１０

    審査官  金沢　史明

(56)参考文献  特開２００６－０３１５２２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－３０４３３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－３０８２９７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２５７４２６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－２９０６４８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１３５４１２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１０２１８８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０２１６８６（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００７／０１１３０８６（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　２１／３０－２１／４６　　　　
              Ｈ０４Ｌ　　　９／３２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

