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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　方法であって、
　承認コンピュータシステムにおいて、複数の識別ドメインのうちのある識別ドメイン内
で動作するクライアントアプリケーションから、リソースサーバにアクセスするためのリ
クエストを受信するステップと、
　前記承認コンピュータシステムにおいて、前記複数の識別ドメインのうちの前記識別ド
メインのみに適用できるサービスプロファイルを識別するステップとを含み、前記サービ
スプロファイルは、前記クライアントアプリケーションがアクセス権を有する前記識別ド
メイン内のリソースサーバのセットを識別する情報を含み、
　前記承認コンピュータシステムにおいて、前記サービスプロファイルに含まれる前記情
報によって識別された前記リソースサーバのセットに基づいて、前記クライアントアプリ
ケーションが前記識別ドメイン内の前記リソースサーバにアクセスするアクセス権を有す
るか否かを判断するステップを含み、前記リソースサーバが前記リソースサーバのセット
に含まれているという判断に応じて、前記クライアントアプリケーションが前記リソース
サーバにアクセスするアクセス権が許可され、
　前記クライアントアプリケーションが前記識別ドメイン内の前記リソースサーバにアク
セスするアクセス権を有しないという判断に応じて、前記承認コンピュータシステムにお
いて、前記リソースサーバにアクセスする前記リクエストを拒否するステップを含み、前
記リソースサーバにアクセスする前記リクエストを拒否するステップは、前記クライアン
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トアプリケーションから前記識別ドメイン内の前記リソースサーバへの通信を遮断するこ
とを含み、
　前記クライアントアプリケーションが前記識別ドメイン内の前記リソースサーバにアク
セスするアクセス権を有するという判断に応じて、前記承認コンピュータシステムにおい
て、前記リソースサーバにアクセスし、前記リソースサーバについての範囲情報を取得す
るステップと、
　前記承認コンピュータシステムにおいて、前記リソースサーバから取得した前記範囲情
報に基づいて、前記クライアントアプリケーションが前記リソースサーバにアクセスする
ためのトークンを生成するステップとを含む、方法。
【請求項２】
　前記承認コンピュータシステムは、ＯＡｕｔｈ承認サーバに含まれている、請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　前記承認コンピュータシステムにおいて、前記クライアントアプリケーションを認証す
る認証リクエストを受信するステップと、
　前記認証リクエストの受信に応じて、複数のクライアントプラグインから、前記識別ド
メインにマッピングされたクライアントプラグインを選択し、前記認証リクエストを前記
クライアントプラグインに送信するステップとをさらに含む、請求項１または２に記載の
方法。
【請求項４】
　前記リクエストに基づいて、前記クライアントアプリケーションによって要求されたサ
ービスを識別するステップと、
　前記サービスに基づいて、前記サービスを要求した前記クライアントアプリケーション
がアクセスするリソースサーバを決定するステップとをさらに含む、請求項１～３のいず
れか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記サービスプロファイルを用いて、前記リソースサーバに対応するコールバックユニ
フォームリソースロケータ（ＵＲＬ）を決定するステップをさらに含み、
　前記リソースサーバに対するアクセスは、前記コールバックＵＲＬを用いて実行され、
　前記リソースサーバは、前記識別ドメインに関連付けられた承認ポリシーに基づいて、
前記範囲情報を決定する、請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記範囲情報は、前記リソースサーバによって提供されるリソースにアクセスするサー
ビスに許可された１つ以上の操作を示し、
　前記サービスは、前記リクエストに示される、請求項１～５のいずれか１項に記載の方
法。
【請求項７】
　前記サービスプロファイルは、前記クライアントアプリケーションがアクセス権を有す
る１つ以上のサービスを示し、
　前記１つ以上のサービスは、前記リソースサーバによって提供される、請求項１～６の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記サービスプロファイルを用いて、前記クライアントアプリケーションからの前記リ
クエストに示されたサービスが、前記クライアントアプリケーションがアクセス権を有す
る前記１つ以上のサービスに含まれていないことを決定するステップと、
　前記サービスが前記１つ以上のサービスに含まれていないという決定に基づいて、前記
リクエストを拒否するステップとをさらに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　コンピュータシステムであって、
　１つ以上のハードウェアプロセッサと、



(3) JP 6033990 B2 2016.11.30

10

20

30

40

50

　前記１つ以上のハードウェアプロセッサに動作可能に結合されたメモリとを含み、前記
メモリは命令のセットを格納しており、前記命令のセットは、前記１つ以上のハードウェ
アプロセッサによって実行されると、前記１つ以上のプロセッサに以下のステップを実行
させ、前記以下のステップは、
　複数の識別ドメインのうちのある識別ドメイン内で動作するクライアントアプリケーシ
ョンから、リソースサーバにアクセスするためのリクエストを受信するステップと、
　前記複数の識別ドメインのうちの前記識別ドメインのみに適用できるサービスプロファ
イルを識別するステップとを実行させ、前記サービスプロファイルは、前記クライアント
アプリケーションがアクセス権を有する前記識別ドメイン内のリソースサーバのセットを
識別する情報を含み、
　前記サービスプロファイルに含まれる前記情報によって識別された前記リソースサーバ
のセットに基づいて、前記クライアントアプリケーションが前記識別ドメイン内の前記リ
ソースサーバにアクセスするアクセス権を有するか否かを判断するステップを実行させ、
前記リソースサーバが前記リソースサーバのセットに含まれているという判断に応じて、
前記クライアントアプリケーションが前記リソースサーバにアクセスするアクセス権が許
可され、
　前記識別ドメイン内の前記リソースサーバにアクセスするアクセス権を有しないという
判断に応じて、前記クライアントアプリケーションが前記リソースサーバにアクセスする
前記リクエストを拒否するステップを含み、前記リソースサーバにアクセスする前記リク
エストを拒否するステップは、前記クライアントアプリケーションから前記識別ドメイン
内の前記リソースサーバへの通信を遮断することを含み、
　前記識別ドメイン内の前記リソースサーバにアクセスするアクセス権を有するという判
断に応じて、前記リソースサーバにアクセスし、前記リソースサーバについての範囲情報
を取得するステップと、
　前記リソースサーバから取得した前記範囲情報に基づいて、前記クライアントアプリケ
ーションが前記リソースサーバにアクセスするためのトークンを生成するステップとを含
む、コンピュータシステム。
【請求項１０】
　前記１つ以上のハードウェアプロセッサおよび前記メモリは、ＯＡｕｔｈ承認サーバに
含まれている、請求項９に記載のコンピュータシステム。
【請求項１１】
　前記命令のセットは、前記１つ以上のハードウェアプロセッサによって実行されると、
前記１つ以上のプロセッサに、
　前記クライアントアプリケーションを認証するための認証リクエストを受信するステッ
プと、
　前記認証リクエストの受信に応じて、複数のクライアントプラグインから、前記識別ド
メインにマッピングされたクライアントプラグインを選択し、前記認証リクエストを前記
クライアントプラグに送信するステップとをさらに実行させる、請求項９または１０に記
載のコンピュータシステム。
【請求項１２】
　前記命令のセットは、前記１つ以上のハードウェアプロセッサによって実行されると、
前記１つ以上のプロセッサに、
　前記リクエストに基づいて、前記クライアントアプリケーションによって要求されたサ
ービスを識別するステップと、
　前記サービスに基づいて、前記サービスを要求した前記クライアントアプリケーション
がアクセスするリソースサーバを決定するステップとをさらに実行させる、請求項９～１
１のいずれか１項に記載のコンピュータシステム。
【請求項１３】
　前記命令のセットは、前記１つ以上のハードウェアプロセッサによって実行されると、
前記１つ以上のプロセッサに、



(4) JP 6033990 B2 2016.11.30

10

20

30

40

50

　前記サービスプロファイルを用いて、前記リソースサーバに対応するコールバックユニ
フォームリソースロケータ（ＵＲＬ）を決定するステップをさらに実行させ、
　前記リソースサーバに対するアクセスは、前記コールバックＵＲＬを用いて実行され、
　前記リソースサーバは、前記識別ドメインに関連付けられた承認ポリシーに基づいて、
前記範囲情報を決定する、請求項９～１２のいずれか１項に記載のコンピュータシステム
。
【請求項１４】
　前記範囲情報は、前記リソースサーバによって提供されるリソースにアクセスするサー
ビスに許可された１つ以上の操作を示し、
　前記サービスは、前記リクエストに示される、請求項９～１３のいずれか１項に記載の
コンピュータシステム。
【請求項１５】
　前記サービスプロファイルは、前記クライアントアプリケーションがアクセス権を有す
る１つ以上のサービスを示し、
　前記１つ以上のサービスは、前記リソースサーバによって提供される、請求項９～１４
のいずれか１項に記載のコンピュータシステム。
【請求項１６】
　前記命令のセットは、前記１つ以上のハードウェアプロセッサによって実行されると、
前記１つ以上のプロセッサに、
　前記サービスプロファイルを用いて、前記クライアントアプリケーションからの前記リ
クエストに示されたサービスが、前記クライアントアプリケーションがアクセス権を有す
る前記１つ以上のサービスに含まれていないことを決定するステップと、
　前記サービスが前記１つ以上のサービスに含まれていないという決定に基づいて、前記
リクエストを拒否するステップとをさらに実行される、請求項９～１５のいずれか１項に
記載のコンピュータシステム。
【請求項１７】
　命令を含むコンピュータ読取可能メモリであって、前記命令は、１つ以上のプロセッサ
によって実行されると、前記１つ以上のプロセッサに以下のステップを実行させ、前記以
下のステップは、
　承認コンピュータシステムにおいて、複数の識別ドメインのうちのある識別ドメイン内
で動作するクライアントアプリケーションから、リソースサーバにアクセスするためのリ
クエストを受信するステップと、
　前記承認コンピュータシステムにおいて、前記複数の識別ドメインのうちの前記識別ド
メインのみに適用できるサービスプロファイルを識別するステップとを実行させ、前記サ
ービスプロファイルは、前記クライアントアプリケーションがアクセス権を有する前記識
別ドメイン内のリソースサーバのセットを識別する情報を含み、
　前記承認コンピュータシステムにおいて、前記サービスプロファイルに含まれる前記情
報によって識別された前記リソースサーバのセットに基づいて、前記クライアントアプリ
ケーションが前記識別ドメイン内の前記リソースサーバにアクセスするアクセス権を有す
るか否かを判断するステップを実行させ、前記リソースサーバが前記リソースサーバのセ
ットに含まれているという判断に応じて、前記クライアントアプリケーションが前記リソ
ースサーバにアクセスするアクセス権が許可され、
　前記クライアントアプリケーションが前記識別ドメイン内の前記リソースサーバにアク
セスするアクセス権を有しないという判断に応じて、前記承認コンピュータシステムにお
いて、前記リソースサーバにアクセスする前記リクエストを拒否するステップを実行させ
、前記リソースサーバにアクセスする前記リクエストを拒否するステップは、前記クライ
アントアプリケーションから前記識別ドメイン内の前記リソースサーバへの通信を遮断す
ることを含み、
　前記クライアントアプリケーションが前記識別ドメイン内の前記リソースサーバにアク
セスするアクセス権を有するという判断に応じて、前記承認コンピュータシステムにおい
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て、前記リソースサーバにアクセスし、前記リソースサーバについての範囲情報を取得す
るステップと、
　前記承認コンピュータシステムにおいて、前記リソースサーバから取得した前記範囲情
報に基づいて、前記クライアントアプリケーションが前記リソースサーバにアクセスする
ためのトークンを生成するステップとを含む、コンピュータ読取可能メモリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　優先権主張
　本願は、２０１３年９月２０日に出願され、「単一のフレキシブルかつプラガブルOAut
hサーバを備える複数のリソースサーバ、OAuth保護したREST式OAuth許諾管理サービス、
およびモバイルアプリケーションシングルサインオンするOAuthサービス（MULTIPLE RESO
URCE SERVERS WITH SINGLE, FLEXIBLE, PLUGGABLE OAUTH SERVER AND OAUTH-PROTECTED R
ESTFUL OAUTH CONSENT MANAGEMENT SERVICE, AND MOBILE APPLICATION SINGLE SIGN ON O
AUTH SERVICE）」と題された米国仮特許出願番号第６１／８８０３３５号に基づき、米国
特許法第１１９条（ｅ）による優先権を主張し、その全体の内容が引用によって本明細書
に援用される。
【０００２】
　関連出願の相互参照
　本願は、２０１１年９月２９日に出願され、「証明書利用者およびOAuthフレームワー
ク（RELYING PARTY AND OAUTH FRAMEWORK）」と題された米国仮特許出願番号第６１／５
４１０２６号の関連出願であり、その内容全体が引用によって本明細書に援用される。ま
た、本願は、２０１２年９月２８日に出願され、「OAuthフレームワーク」と題された米
国仮特許出願番号第１３／６３１５３８号の関連出願であり、その全体の内容が引用によ
って本明細書に援用される。
【背景技術】
【０００３】
　背景
　ＩＤ管理システムは、企業のＩＤ管理またはネットワーク間ＩＤ管理のために、使用で
きる情報システムまたは一連の技術である。ＩＤ管理は、費用、停止時間および反復作業
を減少しながら、安全性および生産性を向上させる目的で、システムおよび企業内または
システムおよび企業間に、別々のＩＤの認証（authentication）、承認（authorization
）、役割および権限を管理することを意味する。ＩＤ管理の一態様は、「シングルサイン
オン」（single sign-on：ＳＳＯ）である。ＩＤ管理に特に有用である１つの規格は、OA
uthである。
【０００４】
　ＳＳＯは、複数の相互関連かつ独立するソフトウェアシステムに対するアクセス制御権
である。この権利を与える場合、ユーザは、一度ログインすると、すべてのシステムに対
するアクセスを得ることができ、各々のシステムに再度ログインするように要求されない
。逆に、シングルサインオフ（single sign-off）は、サインアウトという単一行動が複
数のソフトウェアシステムに対するアクセスを終了させる権利である。異なるアプリケー
ションおよびリソースが異なる認証メカニズムをサポートするように、シングルサインオ
ンは、最初の認証に使用された資格情報を内部で異なる資格情報変換して、保存する。ユ
ーザが思考せずあらゆる所にパスワードを入力するように訓練されていないため、ＳＳＯ
は、フィッシングされる可能性を軽減することができる。ＳＳＯは、異なるユーザ名およ
びパスワードの組み合わせによるパスワード記憶疲労を軽減する。ＳＳＯは、同一ＩＤの
ためにパスワードを再入力する時間を軽減することができる。ＳＳＯは、パスワードに関
する情報技術（ＩＴ）ヘルプデスクコールの回数を減らすことができるため、ＩＴ費用を
軽減する。ＳＳＯは、システムのすべてのレベルの進入／退出／アクセスに安全性を与え
るため、ユーザに再要求するという不便性を省く。また、ＳＳＯは、コンプライアンス遵
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守の集中報告を可能にする。ＳＳＯは、すべての他のアプリケーションおよびシステムが
認証目的のために利用する集中型認証サーバを、ユーザが複数回に資格情報を能動的に入
力する必要がないように保証する技術と組み合わせて、使用する。
【０００５】
　OAuthは、オープン承認規格である。承認の二次的な効果は、認証である。OAuthによっ
て、ユーザは、一般的に、自分の個人情報を渡すことなく、ユーザ名トークンおよびパス
ワードトークンを提供することによって、１つのサイトに保存された私的なリソース（た
とえば、写真、ビデオおよび連絡先リストなど）を別のサイトと共有することができる。
各トークンは、決められた期間中に、特定サイトの特定リソースにアクセス権を与える。
これによって、ユーザは、自分のアクセス権または自分のすべてのデータを共有すること
なく、別のサービスプロバイダに保存されている情報のアクセス権を第三者サイトに与え
ることができる。たとえば、トークンは、次の２時間に特定アルバム内の動画のアクセス
権をビデオ編集サイトに与えることができる。
【０００６】
　たとえば、典型的なシナリオにおいて、LinkedIn（登録商標）のユーザは、ユーザの連
絡先をYahoo（登録商標）からLinkedInにインポートする許可を求められる場合がある。
たとえば、LinkedInは、ユーザの連絡先の各々をLinkedInに参加するように招待する電子
メールメッセージを送信するために、ユーザの連絡先を取得する必要がある。OAuthが存
在しなかったときに、許可を求めるリクエストは、ユーザから、YahooのユーザＩＤおよ
びパスワードをLinkedInに提供することを要求する。LinkedInは、これらの情報を要求し
たことによって、そのユーザとして、ユーザのYahooアカウントにログインし、ユーザのY
ahooアカウントからユーザの連絡先を入手することができる。一般的には、LinkedInにユ
ーザのYahoo（または他のサイト）のＩＤおよびパスワードを与えると、前者のLinkedIn
サイトが後者のYahooサイト上のユーザアカウントに無制限のアクセス権を与えることに
なり、好ましくない着想である。殆どの場合、このような無制限のアクセス権は、単に連
絡先リストを取得する目的を達成するために、前者のLinkedInサイトに実際に必要される
アクセス権をはるかに超える。
【０００７】
　より良い着想は、後者サイト上のユーザアカウントの制限された権限を前者サイトに提
供することである。後者サイト上のユーザアカウントの制限された権限は、前者サイトが
実行できる特定の操作を指定することができる。たとえば、上記の典型的なシナリオの場
合、制限された権限は、LinkedInがユーザの連絡先リストのみにアクセスし、Yahoo上の
ユーザアカウントに対する他の操作を実行することができないように指定することができ
る。OAuthは、このような制限された権限を付与することができる。OAuthは、権限の委任
を提供する。
【０００８】
　OAuthの権限委任技術は、類推による説明から理解することができる。多くの場合、車
の所有者は、車を駐車係（バレット）に駐車させるために、車の運転権利を駐車係に一時
的に譲渡するときに、汎用のマスターキーを駐車係に与えず、その代わりに、使用が制限
されたバレットキーを駐車係に与える。バレットキーは、車を運転するのに十分なアクセ
ス権を駐車係に許可するが、所有者が持っているすべての車アクセス権を駐車係に与えな
い。同様に、OAuthは、第二サイトに保存されたユーザの連絡先リストにアクセス権利を
第一サイトに与えることができるが、第二サイト上のユーザアカウントに関連する他の操
作、たとえば、第二サイト上に保存されている電子メールを読むことを第一サイトに与え
ない。OAuthは、第二サイトに対して指定操作を実行するための制限された権限を第一サ
イトに与え、指定操作以外の操作を実行する権限を第一サイトに与えない。
【０００９】
　別の例として、ユーザは、第一サイトにより提供されたSnapfishなどの写真印刷サービ
スを使用して、第一サイトから独立している第二サイト、たとえばFlickrに電子的に保存
されている特定のカラー写真を印刷したい可能性がある。より具体的には、ユーザは、Fl
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ickr上の特定のアルバム、たとえばユーザが最近アラスカを訪問したときの写真を含むア
ルバムに保存されている写真のみを印刷したい可能性がある。ユーザは、自分のFlickrア
カウントに多くの異なるアルバムを保存しているが、アラスカアルバム内の写真のみを印
刷したい可能性がある。このような状況において、恐らくユーザは、SnapfishがFlickr上
のアラスカアルバムに含まれた内容を除き、他の内容にアクセスして欲しくない。前述の
シナリオにおいて、OAuth用語で表す場合、Snapfishは、クライアントであり、Flickrは
、リソースサーバ（写真データがリソースである）およびOAuth承認サーバであると考え
られる。ユーザは、リソースサーバに保存されたリソース（たとえば、写真データ）の所
有者であるため、リソース所有者である。
【００１０】
　上記の例の場合、ユーザは、まず、インターネットブラウザアプリケーションを用いて
、リソースサーバ（たとえば、Flickr）上のユーザのアラスカアルバム内の写真を印刷す
るように、クライアント（たとえば、Snapfish）に指示する。これに応じて、クライアン
ト（たとえば、Snapfish）は、ユーザをリソースサーバ（たとえば、Flickr）のサイトに
リダイレクトする。このリダイレクト操作は、クライアントがアクセスしたい制限された
データセット（たとえば、アラスカアルバムの内容）をリソースサーバに示唆することが
できる。この時に、ユーザがまだリソースサーバに認証されていないため、リソースサー
バは、ユーザの身分を分からない。したがって、リソースサーバは、認証するようユーザ
に要求する。前述したように、この認証は、承認の二次的な効果である。ユーザが（たと
えば、リソースサーバに関連する自分のユーザ名およびパスワードを提供することによっ
て）リソースサーバに自分自身を認証した後、リソースサーバは、ユーザのインターネッ
トブラウザに許諾書を送信する。許諾書は、リソースサーバ（たとえば、Flickr）が制限
された指定データセット（たとえば、アラスカアルバムの内容）をクライアント（たとえ
ば、Snapfish）に提供する許可をユーザから得たことを確認するように、ユーザに照会す
る。仮にユーザが許諾すると、リソースサーバは、それに応答して、承認コードをクライ
アントに送信する。この承認コードは、「フロントチャネル」、すなわち、ユーザのイン
ターネットブラウザによるリダイレクトを介して送信されてもよい。
【００１１】
　以下の説明のために、リソースサーバは、OAuth承認サーバとして機能してもよいが、
好ましくはリソースサーバのみである。このシナリオにおいて、クライアント（たとえば
、Snapfish）は、リソースサーバ（たとえば、Flickr）の信頼できるパートナーである。
クライアントは、承認コードまたは「許可」を受信して、承認コードを保存する。クライ
アントは、ユーザが能動的にこの承認コードを取り消すまで、この承認コードを無期限に
保管する。OAuth承認サーバがユーザに代理してさまざまなクライアントに提供している
許可のリストを確認するために、ユーザは、OAuth承認サーバにログインする必要がある
。承認コードの受信に応答して、クライアント（たとえば、Snapfish）は、リソースサー
バ（たとえば、Flickr）に「バックチャネル」コールを行うことができる。バックチャネ
ルコールは、ユーザのインターネットブラウザに関与しない通信である。バックチャネル
コールは、リソースサーバからアクセストークンを要求する。アクセストークンは、クラ
イアントに与えたリソースサーバ上のユーザアカウントのアクセス範囲を指定する。たと
えば、アクセストークンは、ユーザのアラスカアルバム内容のみへのアクセス権をクライ
アントに与えることを指定することができる。リソースサーバは、バックチャネルを介し
て、要求したアクセストークンをクライアントに返送する。クライアントは、このアクセ
ストークンを保存する。その後、クライアントは、アクセストークンの有効期限が切れる
までまたはユーザが許可（すなわち、承認コード）を取り消すまで、アクセストークンを
リソースサーバに提示して、アクセストークンにより指定されたリソースサーバ上のリソ
ースにアクセスすることができる。しかしながら、ユーザがアクセストークンに関連する
許可を取り消した場合、アクセストークンは、有効期限が切れなくても無効になる。
【００１２】
　アクセストークンに加えて、リソースサーバは、「リフレッシュトークン」をクライア
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ントに与えることができる。アクセストークンは通常、指定された有効期限を有するが、
リフレッシュトークンは、長期間のトークンである。クライアントは、関連するアクセス
トークンとともに、リフレッシュトークンを保存することができる。リソースサーバがク
ライアントの現在のアクセストークンの有効期限が切れたことを表明する場合、クライア
ントは、リソースサーバにリフレッシュトークンを提示することによって、リソースサー
バから新規アクセストークンを取得することができる。
【００１３】
　有利には、OAuthに利用された手法は、リソースサーバ上のユーザアカウントのユーザ
パスワードをクライアントに開示することを回避する。このような資格情報の開示回避は
、クライアントがリソースサーバ上のユーザアカウントに対して不正行為を実行すること
を防止できる。ユーザがパスワードを提供する唯一の時機は、クライアントのサイトから
リダイレクトされた後、リソースサーバに直接にユーザの初期認証を行うときのみである
。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　概要
　本発明の実施形態は、識別情報を管理、認証および承認するフレームワークに関連する
。一実施形態において、フレームワークは、インターネット識別情報を企業の識別情報お
よびアクセス管理（identity and access management：ＩＡＭ）インフラストラクチャに
統合するために提供される。別の実施形態によれば、フレームワークは、オープン承認の
ために提供される。
【００１５】
　従来、リソースサーバとOAuth承認サーバとは、同一の実体である。本発明の一実施形
態によれば、提供された汎用フレームワークは、OAuth承認サーバの責務からリソースサ
ーバを切離す。これらの責務は、範囲の管理、承認トークンの発行、リフレッシュトーク
ンの発行、およびアクセストークンの発行を含むことができる。したがって、この汎用フ
レームワークを用いて、汎用OAuth承認サーバを実現することができる。その結果、各リ
ソースサーバは、専用のOAuth承認サーバを実装する必要がない。実際は、本発明の一実
施形態によれば、すべての複数の異なるリソースサーバは、同一の汎用OAuth承認サーバ
の機能を同時に利用することができる。たとえば、本発明の一実施形態において、単一の
OAuth承認サーバは、複数の異なるリソースサーバの範囲管理を同時に行うことができる
。リソースサーバとOAuth承認サーバとの間には、多対一の関係を有することができる。
【００１６】
　本発明の一実施形態において、複数の異なるリソースサーバと情報を交換する機能を達
成するために、汎用OAuth承認サーバは、どのトークンがどのリソースサーバに属するか
、各リソースサーバの信頼パートナーが誰であるかなどを示すマッピング関係データを保
管する。さらに、本発明の一実施形態において、汎用OAuthフレームワークは、リソース
サーバの管理者がリソースサーバを特定用途に対応させるためにフレームワークを容易に
カスタマイズできるように、構成されている。異なるリソースサーバの管理者は、各々の
特定のコンポーネントを汎用OAuthフレームワークに「プラグイン」することができる。
したがって、本発明の一実施形態において、各リソースサーバは、各リソースサーバが使
用する可能性のある潜在的な範囲（すなわち、リソースに対して制限された操作）を汎用
OAuth承認サーバに通知する。
【００１７】
　本発明の一実施形態によれば、OAuth承認サーバが提供される。OAuth承認サーバは、OA
uth承認サーバにおいて、複数の別々の識別ドメインのうち、第一識別ドメイン内で動作
する第一クライアントアプリケーションから、リクエストを受信するように構成された第
一受信ユニットと、OAuth承認サーバに保管された複数のOAuthサービスプロファイルから
、第一識別ドメインのみに適用できる第一OAuthサービスプロファイルを選択するように
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構成された第一選択ユニットと、第一OAuthサービスプロファイルに基づいて、第一クラ
イアントアプリケーションが第一リソースサーバにアクセスする許可を有するか否かを決
定するように構成された第一決定ユニットと、第一クライアントアプリケーションが第一
リソースサーバにアクセスする許可を有するという決定に応答して、OAuth承認サーバが
第一リソースサーバから取得した範囲情報に基づいて、第一クライアントアプリケーショ
ンに第一トークンを生成するように構成された第一生成ユニットと、OAuth承認サーバに
おいて、複数の別々の識別ドメインのうち、第一識別ドメインと別体の第二識別ドメイン
内で動作する第二クライアントアプリケーションから、リクエストを受信するように構成
された第二受信ユニットと、OAuth承認サーバに保管された複数のOAuthサービスプロファ
イルから、第二識別ドメインのみに適用できる第二OAuthサービスプロファイルを選択す
るように構成された第二選択ユニットと、第二OAuthサービスプロファイルに基づいて、
第二クライアントアプリケーションが第二リソースサーバにアクセスする許可を有するか
否かを決定するように構成された第二決定ユニットと、第二クライアントアプリケーショ
ンが第二リソースサーバにアクセスする許可を有するという決定に応答して、OAuth承認
サーバが第二リソースサーバから取得した範囲情報に基づいて、第二クライアントアプリ
ケーションに第二トークンを生成するように構成された第二生成ユニットとを含む。
【００１８】
　上記の特徴および実施形態ならびに他の特徴および実施形態は、以下の明細書、特許請
求の範囲および添付の図面を参照すればより明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態に従ったOAuthシステムアーキテクチャおよびその論理コン
ポーネントを示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態に従ったリソースサーバ環境を示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態に従ったOAuthクライアント環境を示すブロック図である。
【図４】本発明の一実施形態に従った方法の一例を示すフローチャートである。複数の識
別ドメインを有するクラウドベースコンピューティング環境に存在するOAuth承認サーバ
は、この技術を用いて、別々の独立している識別ドメインに動作する異なるアプリケーシ
ョンを承認するためのトークンを生成することができる。
【図５】本発明の一実施形態に従って、クラウドOAuth承認サーバの一例を示すブロック
図である。このクラウドOAuth承認サーバは、異なる識別ドメインを有し、クラウドによ
り提供されたサービスに別々の企業からのクライアントを承認するために、これらのクラ
イアントと情報を交換する。
【図６】本発明の一実施形態に従って、ユーザ特有属性を用いてトークンを拡張するため
の方法の一例を示すフローチャートである。
【図７】本発明の一実施形態に従って、複数のリソースサーバからサービスを要求するた
めに使用可能な単一トークンを生成するための方法の一例を示すフローチャートである。
【図８Ａ】本発明の一実施形態に従って、リソースサーバにより保管された承認ポリシー
をOAuth承認サーバにプラグインするための方法の一例を示すフローチャートを示す図で
ある。
【図８Ｂ】図８Ａの続きである。
【図９】本発明の一実施形態に従って、承認リクエストをクライアント特有のユーザＩＤ
リポジトリにアクセスするクライアント特有のプラグインモジュールにルーティングする
ための方法の一例を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の一実施形態に従って、識別ドメイン特有トークンの属性を有するトー
クンを生成するための方法の一例を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の一実施形態に従って、リソースサーバにより上書きされる値を有する
トークン属性を含むトークンを生成するための方法の一例を示すフローチャートである。
【図１２】本発明の一実施形態に従った方法の一例を示すフローチャートである。この技
術によって、共有OAuth承認サーバは、クラウドコンピューティング環境内の異なる識別
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ドメインに登録された異なる適応型アクセスマネージャを呼出すことができる。
【図１３】本発明の一実施形態に従った方法の一例を示すフローチャートである。この技
術によって、OAuth承認サーバは、許諾管理用のREST（Representational State Transfer
）インターフェイスを提供する。
【図１４】本発明の一実施形態に従った方法の一例を示すフローチャートである。この技
術によって、サーバは、このサーバと別体のモバイル装置上で動作する複数の相互関連す
るアプリケーション用のアクティブユーザセッションを保管する。
【図１５】本発明の一実施形態に従った方法の一例を示すフローチャートである。この技
術によって、クライアント登録トークンは、帯域外チャネルを介してモバイル装置に安全
に送信され、したがって、モバイル装置は、クライアント登録トークンを用いて、シング
ルサインオンという機能を達成することができる。
【図１６】実施形態のうちの１つを実現するための分散型システムを示す簡略図である。
【図１７】本開示の実施形態に従ったシステム環境のコンポーネントを示す簡略ブロック
図である。実施形態に従ったシステムのコンポーネントによって提供されるサービスは、
クラウドサービスとして提供されることができる。
【図１８】本発明のさまざまな実施形態を実現することができるコンピュータシステムの
一例を示す図である。
【図１９】本発明のいくつかの実施形態に係るOAuth承認サーバの一例を示す機能ブロッ
ク図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　詳細な説明
　以下の記載には、説明の目的で、本発明の実施形態を完全に理解できるようにするため
に具体的な詳細が記載されている。しかしながら、これらの具体的な詳細がなくても本発
明を実施できることは明らかであろう。２０１１年９月２９日に出願され、「証明書利用
者およびOAuthフレームワーク」と題された米国仮特許出願番号第６１／５４１０２６号
の全体の内容が引用によって本明細書に援用される。
【００２１】
　汎用OAuthシステムアーキテクチャ
　図１は、本発明の一実施形態に従ったOAuthシステムアーキテクチャ１００およびその
論理コンポーネントを示すブロック図である。アーキテクチャ１００は、リソース所有者
（またはユーザ）１０２と、クライアントアプリケーション１０４と、リソースレジスト
リ１０６と、リソースエコシステム１１０とを含む。リソースエコシステムは、クライア
ントレジストリ１１２と、トークン範囲レジストリ１１４と、範囲レジストリ１１６と、
ユーザ許諾１２０と、リソースサーバ１２２とを含む。図示には、１つのリソースサーバ
１２２しか示されていないが、本発明の実施形態は、複数の別々のリソースサーバを含む
ことができる。図１の接続から分かるように、クライアントアプリケーション１０４は、
レジストリ１０６と情報を交換する。リソース所有者１０２は、リソースレジストリ１０
６およびクライアントレジストリ１１２と情報を交換する。承認サーバ１１８は、クライ
アントレジストリ１１２、トークン範囲レジストリ１１４およびユーザ許諾１２０の三者
と情報を交換する。リソースサーバ１２２は、トークン範囲レジストリ１１４と情報を交
換する。ユーザ許諾１２０は、範囲レジストリ１１６と情報を交換する。これらのコンポ
ーネントおよびそれらの機能は、以下でさらに説明する。
【００２２】
　本発明の実施形態は、承認の委任を含むことができる。異なるリソースを使用する場合
、異なる範囲を定義する必要がある。異なるリソースは、異なる承認モデルおよびソリュ
ーションに依存する場合がある。異なるリソースサーバによって保管されたリソースにア
クセス権をクライアントアプリケーションに与えるために、異なる特定ユーザの操作が必
要である。好ましくは、異なるリソースプロバイダの各々は、各リソースプロバイダの仕
様を統合する別体のOAuth承認サーバを設けない。リソースプロバイダの各々が各自のOAu
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th承認サーバを備えると、企業は、複数の異なるリソースプロバイダおよび複数の異なる
クライアントフォームファクタを統合したい場合、無数の異なるOAuth承認サーバインタ
ーフェイスを対応しなければならないという問題に直面する。
【００２３】
　したがって、本発明の一実施形態において、汎用OAuthフレームワークアーキテクチャ
が提供される。このフレームワークは、メタデータおよびランタイムレジストリを含むOA
uthワイヤプロトコルコンポーネント（クライアントおよびサーバ）を含むことができる
。このフレームワークは、アプリケーション特有ソリューションをカスタマイズおよび配
置するために、プラガブル「コントラクト」のインフラを含むことができる。
【００２４】
　本発明の一実施形態において、リソースサーバ１２２は、トークン範囲レジストリ１１
４において、リソースサーバ１２２の認識範囲を示す情報を保存する。各範囲は、リソー
スサーバ１２２に保存されている異なるセットのリソースに対して実行できる操作の異な
るセットを示すことができる。特定の実施形態が複数の異なるまたは別々のリソースサー
バを含む場合、トークン範囲レジストリ１１４は、異なるリソースサーバと異なる範囲と
の間のマッピング関係を保存することができる。さらに、本発明の一実施形態において、
各範囲は、トークン範囲レジストリ１１４内の各トークンにマッピングされている。よっ
て、トークン範囲レジストリ１１４を参照することによって、リソースサーバ１２２は、
クライアントアプリケーション１０４によってリソースサーバ１２２に提示される特定の
トークンにマッピングされた操作のセットおよびリソースのセットを決定することができ
る。リソースサーバ１２２は、クライアントアプリケーション１０４によってリソースサ
ーバ１２２に保管されたリソースに対して行われる操作を、特定のトークンにマッピング
された操作のセットに具体的に指定された操作に制限することができる。
【００２５】
　したがって、本発明の一実施形態において、複数のリソースサーバグループ内の特定リ
ソースサーバの各々は、異なるセットのメタデータをOAuthフレームワークに提供する。
これらのメタデータは、その特定リソースサーバ上のリソースにアクセスするために使用
することができるトークンにマッピングされた範囲を示している。これらの範囲がリソー
スサーバの管理者によってカスタマイズすることができるため、OAuthフレームワークを
フレキシブルにすることができ、さまざまなユースケースに適用することができる。その
結果、多くの異なる種類のリソースサーバのすべては、同一の汎用OAuthフレームワーク
を利用することができ、異なる種類のリソースサーバの各々に特定のOAuthフレームワー
クを作成する必要がない。
【００２６】
　一実施形態において、図１に示された汎用OAuthフレームワークは、基本的な概念構造
を形成する。OAuthフレームワークは、既存のＩＤ管理製品上に重なることができる。OAu
thフレームワークにおいて、コントラクトは、これらの既存製品と統合するポイントを定
義することができる。OAuthフレームワークとコントラクト実装との組み合わせは、さま
ざまなユースケースおよび配置オプションを満たすことができる。一実施形態によれば、
OAuthフレームワークは、２つの大きな「役割」、すなわち、消費者／クライアントの役
割および承認サーバ／リソースサーバの役割を含む。承認サーバ／リソースサーバの役割
は、図２を参照して以下に説明する。消費者／クライアントの役割は、図３を参照して以
下に説明する。
【００２７】
　図２は、本発明の一実施形態に従ったリソースサーバ環境２００を示すブロック図であ
る。本発明の一実施形態において、環境２００は、リソース所有者（またはユーザ）２０
２と、クライアントアプリケーション２０４と、リソースサーバ２１０と、OAuth承認サ
ーバ２２０と、ポリシーサービス２４０と、トークンサービス２５０とを含む。リソース
サーバ２１０は、アクセストークン検証ＡＰＩ　２１４およびゲート２１６を備えるリソ
ースサーバアプリケーション２１２を含む。OAuth承認サーバ２２０は、トークン範囲レ
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ジストリ２２２と、リソース範囲レジストリ２２４と、ユーザ許諾オーケストレーション
２２６と、OPSS-TS（Oracleプラットフォームセキュリティサービス－ＴＳ）２２８と、O
PSS-AZ（Oracleプラットフォームセキュリティサービス－ＡＺ）２３０と、OAuthコアエ
ンジン２３２と、OAuthプロトコルエンジン２３４と、クライアントレジストリ２３６と
を含む。一実施形態において、リソース所有者２０２は、クライアントアプリケーション
２０４と情報を交換する。クライアントアプリケーション２０４は、ゲート２１６を介し
て、アクセストークン検証ＡＰＩ　２１４にアクセスする。また、クライアントアプリケ
ーション２０４は、OAuth許可サーバ２２０と情報を交換する。アクセストークン検証Ａ
ＰＩ　２１４は、トークン範囲レジストリ２２２およびポリシーサービスで２４０と情報
を交換する。OPSS-TSは、トークンサービス２５０と情報を交換する。OPSS-AZは、ポリシ
ーサービス２４０と情報を交換する。コンポーネント２２８～２３４は、共同でトークン
範囲レジストリ２２２およびユーザ許諾オーケストレーション２２６と情報を交換する。
ユーザ許諾オーケストレーション２２６は、リソース範囲レジストリ２２４と情報を交換
する。
【００２８】
　本発明の一実施形態において、リソース範囲レジストリ２２４は、OAuth承認サーバ２
２０を介して公開されたリソースおよびサービスに関連するリソース情報、リソース範囲
および各種メタデータを保存する。本発明の一実施形態において、クライアントレジスト
リ２３６は、承認されたリモートクライアント（たとえば、クライアントアプリケーショ
ン２０４）の信頼キーおよび秘密質問を保存する。一実施形態において、トークン範囲レ
ジストリ２２２は、アクセストークンを保存し、ユーザ（たとえば、リソース所有者２０
２）の許諾に基づいて、クライアント（たとえば、クライアントアプリケーション２０４
）に発行したトークンを更新する。一実施形態において、トークン範囲レジストリ２２２
は、発行されたアクセストークンに関連するAuthZ範囲情報を保存する。
【００２９】
　本発明の一実施形態において、リソースサーバ２１０は、自己のメタデータをOAuth承
認サーバ２２０に登録する。異なるリソースサーバは、異なるメタデータを同一のOAuth
承認サーバに登録することができる。登録プロセスの一環として、このメタデータは、OA
uth承認サーバ２２０にインポートされる。このメタデータは、リソースサーバ２１０に
よって認識または開示されたさまざまな異なる範囲を示す。各範囲は、リソースサーバ２
１０によって保管されたリソースの異なるサブセットを指定する。本発明の一実施形態に
おいて、登録時に、リソースサーバ２１０によって認識された各範囲は、リソース範囲レ
ジストリ２２４において、リソースサーバ２１０（のみ）にマッピングされる。したがっ
て、本発明の一実施形態において、リソース範囲レジストリは、各登録された範囲内でア
クセス可能な対応リソースサーバのリソースのセットを示す。範囲は、たとえば、特定の
写真のみにアクセス可能であり、または特定の写真フォルダにアクセス可能であり、また
は特定セットのフォルダにアクセス可能であることを指定することができる。範囲は、特
定のリソースに対して許可された操作、たとえば、読取、更新、削除および作成などを指
定することができる。
【００３０】
　本発明の一実施形態において、OAuth承認サーバ２２０は、アクセストークンをクライ
アントアプリケーション２０４に発行する。一実施形態において、OAuth承認サーバ２２
０は、トークン範囲レジストリ２２２に、発行されたアクセストークンと、このアクセス
トークンに割当てられた（リソース範囲レジストリ２２４に保存された範囲から選択され
た）特定の範囲との間のマッピング関係を保存する。同一リソースサーバ用の異なるアク
セストークンは、割当てられた異なる範囲を有することができる。したがって、クライア
ントアプリケーション２０４がアクセストークンをOAuth承認サーバ２２０に提示する際
に、OAuth承認サーバ２２０は、レジストリ２２２範囲トークンを参照することによって
、そのアクセストークンにマッピングされている範囲を決定し、リソース範囲レジストリ
２２４を参照することによって、その範囲内でアクセス可能なリソースを決定する。
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【００３１】
　本発明の一実施形態において、OAuth承認サーバ２２０がアクセストークンをクライア
ントアプリケーション２０４に与えるために、リソース所有者２０２からのユーザ許諾が
必要である。たとえば、クライアントアプリケーション２０４がリソースサーバ２１０か
ら特定のリソース（または特定のリソースを含む特定の範囲）へのアクセスをリクエスト
する場合、リソースサーバ２１０は、そのリクエストをOAuth承認サーバ２２０にリダイ
レクトすることができる。OAuth承認サーバ２２０は、リソース所有者２０２に照会して
、特定のリソース（または特定の範囲）へのアクセス権をクライアントアプリケーション
２０４に与えることを検証するために、ユーザ許諾オーケストレーション２２６を呼出す
ことができる。一実施形態において、ユーザ許諾オーケストレーション２２６は、クライ
アントアプリケーション２０４が求めているアクセス範囲をリソース所有者２０２に提示
し、その範囲に対するアクセスを許諾または拒否する機会をリソース所有者２０２に与え
る。より具体的には、OAuth承認サーバ２２０は、リソース所有者２０２に照会して、（
リソース範囲レジストリ２２４に示された）特定のリソースを含む特定の範囲によって指
定されたアクセス権をクライアントアプリケーション２０４に与えるか否かを確認する。
リソース所有者２０２からの許諾の受信に応答して、OAuth承認サーバ２２０は、アクセ
ストークンを生成し、アクセストークンと特定の範囲との間のマッピング関係をトークン
範囲レジストリ２２２に保存することができる。OAuth承認サーバ２２０は、アクセスト
ークンをクライアントアプリケーション２０４に提供することができる。
【００３２】
　その後、クライアントアプリケーション２０４は、アクセストークンをリソースサーバ
アプリケーション２１２に提示することによって、リソースサーバ２１０上の特定のリソ
ースへのアクセスを試みることができる。特定のリソースにアクセスする許可をクライア
ントアプリケーション２０４に与える前に、リソースサーバアプリケーション２１２上の
エージェントは、アクセストークンをインターセプトして、（たとえば、アクセストーク
ン検証ＡＰＩ　２１４を介して）OAuth承認サーバ２２０においてそのアクセストークン
を検証することができる。クライアントアプリケーション２０４がアクセスしようとする
特定のリソースがトークン範囲レジストリ２２２に保存されたアクセストークンにマッピ
ングされている範囲を超える場合（たとえば、クライアントアプリケーション２０４がリ
ソース所有者２０２過去に許諾したアクセス範囲の外にあるフォルダにアクセスしようと
する場合）、OAuth承認サーバ２２０は、そのアクセストークンを承認せず、リソースサ
ーバ２１０は、特定のリソースへのアクセス権をクライアントアプリケーション２０４に
与えない。したがって、アクセス範囲は、リソース所有者２０２が許諾した特定の範囲に
依存する。リソース所有者２０２は、クライアントアプリケーション２０４によってリク
エストされた特定の範囲に対する許諾を拒否する機会がある。この場合、OAuth承認サー
バ２２０は、クライアントアプリケーション２０４用のアクセストークンを作成しない。
本発明の一実施形態において、リソースサーバ２１０によって保管されたリソースにアク
セスするための各クライアントアプリケーションのリクエストは、リソース範囲レジスト
リ２２４において、リソースサーバ２１０にマッピングされている範囲を指定する。上述
したように、この指定範囲は、リソース所有者２０２からリクエストされた許諾による範
囲である。
【００３３】
　本発明の一実施形態によれば、上記の説明と同様に、クライアントアプリケーション２
０４がアクセストークンをリソースサーバ２１０に提示するときに、アクセス制限が実施
される。アクセス制限の実施は、アクセストークンによりエンコードされた範囲を理解す
る必要がある。アクセストークンは、OAuth承認サーバ２２０によって各範囲定義ごとに
発行される。アクセストークンは、発行されたトークンによってエンコードされた範囲ご
とに検証される。本発明の一実施形態において、ポリシーサービス２４０およびトークン
サービス２５０はともに、発行されたアクセストークンの状態を保管し、発行されたアク
セストークンを認証する。本発明の一実施形態において、顧客（すなわち、リソースサー
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バ２１０の所有者および／または操作者）は、独自のポリシーサービス２４０およびトー
クンサービス２５０を形成することができる。OAuthフレームワークは、プログラマチッ
クコントラクトまたはプログラマチックインターフェイスを提供することができる。これ
によって、顧客は、顧客が定義した範囲と一致するように、独自のポリシーおよびトーク
ンサービスをOAuthフレームワークにプラグインすることができる。各顧客は、独自の範
囲セットを公開することもできる。公開された範囲セットは、顧客のトークンサービスか
ら返送されるデータの形式を指定することができる。さらに、OAuthフレームワークは、
トークン発行時にポリシーの作成を許可するプログラマチックコントラクトまたはプログ
ラマチックインターフェイスを顧客に提供することができる。これらのプログラマチック
コントラクトまたはプログラマチックインターフェイスを介して、顧客は、独自のカスタ
ムプログラマチックコードをOAuthフレームワークにプラグインすることができる。顧客
は、これらのプログラマチックインターフェイスを用いて、既存のインフラストラクチャ
をOAuthシステムに接続することができる。一実施形態において、範囲を公開した顧客は
、そのトークンサービスおよび／またはポリシーサービスが公開した範囲と一致する範囲
の情報を含むトークンを返送することを保証する責任がある。クライアントアプリケーシ
ョン２０４がトークンを使用しようとすることに応答して、OAuth承認サーバ２２０は、
顧客のポリシーを検索しかつトークンを検証するためのアプリケーションプログラミング
インターフェイス（ＡＰＩ）を呼出すことができる。
【００３４】
　一実施形態において、OAuthフレームワークは、OAuth承認サーバ２２０と情報を交換す
るために実行する必要のある顧客のコード（たとえば、トークンサービス２５０およびポ
リシーサービス２４０用のコード）のインターフェイスを指定する。これらのインターフ
ェイスを公開することができる。よって、顧客は、各インターフェイスが受信しようとす
るパラメータおよび各インターフェイスが返送しようとする値を把握することができる。
クライアントアプリケーション２０４がOAuth承認サーバ２２０にリクエストを送信する
と、OAuth承認サーバ２２０は、そのリクエストに関連するＡＰＩに応答コールを行う。
これらのコールは、たとえば、アクセストークンを生成し、生成したアクセストークンを
クライアントアプリケーション２０４に提供するための顧客コード化したコンポーネント
に与えたコールを含むことができる。本発明の一実施形態において、OAuth承認サービス
２２０は、前述したプログラマチックコントラクトまたはプログラマチックインターフェ
イスをOPSS-TS　２２８およびOPSS-AZ　２３０の形で公開する。トークンサービス２５０
の顧客自分の実装は、OPSS-TS　２２８と情報を交換することができ、ポリシーサービス
２４０の顧客自分の実装は、OPSS-AZ　２３０と情報を交換することができる。アクセス
トークンの作成およびアクセストークンの検証のために、OAuth承認サーバ２２０は、異
なるＡＰＩを呼出すことができる。顧客は、カスタムプログラムコードを実行することに
よって、各タスクを実行することができる。検証中に、トークンの作成時に構築されたポ
リシーにアクセスすることによって、クライアントアプリケーション２０４がリソースに
対して実行しようとする行動は、クライアントアプリケーション２０４が提示したアクセ
ストークンによってコードされたポリシーに合致するか否かを決定することができる。
【００３５】
　さらに、本発明の一実施形態において、クライアントアプリケーション２０４がOAuth
承認サーバ２２０からアクセストークンを取得しようとするときに呼出されたユーザ許諾
オーケストレーション２２６の顧客自分の実装は、OAuth承認サーバ２２０にプラグイン
することができる。リソース範囲レジストリ２２４およびトークン範囲レジストリ２２２
にインターフェイスを設けることができる。これによって、顧客は、ユーザ許諾オーケス
トレーション２２６に自分の実装を設けることができ、許諾リクエストを構築する際に使
用するデータをコンポーネント２２２および２２４から取得することができる。
【００３６】
　本発明の一実施形態において、リソース範囲レジストリ２２４に保存されたマッピング
関係は、各範囲内に含まれたサブセットのリソースだけではなく、クライアントアプリケ
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ーションによってこのサブセットのリソースに対して実行できるサブセットの排他的な操
作を示している。たとえば、特定のマッピング関係は、リソースサーバ２１０に保管され
た指定サブセットのリソース（たとえば、ファイル、フォルダ、ディレクトリ、リスト、
プロフィール、画像、およびドキュメントなど）に対して、読取操作および更新操作を行
うことができ、作成操作または削除操作を行うことができないという特定の範囲を示すこ
とができる。したがって、本発明の一実施形態において、上述した許諾リクエストは、範
囲に関連するサブセットのリソースだけではなく、その範囲に関連するサブセットの操作
も指定する。その結果、リソース所有者２０２は、クライアントアプリケーション２０４
が許諾リクエストにより指定した範囲においてサブセットのリソースに対して実行できる
種類の許諾操作を正確に知ることができる。
【００３７】
　本発明の一実施形態によれば、クライアントアプリケーション２０４は、リソースサー
バ２１０によりOAuth承認サーバ２２０に登録された特定範囲のいずれか１つと同等な範
囲を有するリソースへのアクセス権をリクエストする。したがって、本発明の一実施形態
において、クライアントアプリケーション２０４は、リソースサーバ２１０のために登録
される特定の範囲を認識するように、設計されている。クライアントアプリケーション２
０４がさまざまな異なるリソースサーバにより保管されたリソースと情報を交換すること
ができるため、さまざまなリソースサーバのベンダは、リソースサーバがOAuth承認サー
バ２２０に登録する標準セットの範囲に合意することができ、クライアントアプリケーシ
ョン２０４およびその他のクライアントアプリケーションの設計者の設計作業を容易にす
ることができる。
【００３８】
　本発明の一実施形態において、クライアントフレームワークは、クライアントアプリケ
ーション２０４などのクライアントアプリケーションがさまざまな異なる種類のリソース
プロバイダ用の「フック」を提供できるように、設けられる。たとえば、クライアントア
プリケーション２０４は、Google（登録商標）、Facebook（登録商標）、Yahoo、LinkedI
nの各々のために、フックを提供することができる。図３は、本発明の一実施形態に従っ
たOAuthクライアント環境３００を示すブロック図である。OAuthクライアント環境３００
は、リソース所有者３０２と、リソースサーバ３０４と、OAuth承認サーバ３０６と、ク
ライアントアプリケーション３０８と、OAuthクライアント３２０とを含む。クライアン
トアプリケーション３０８は、OAuthクライアントＡＰＩ　３１０を含む。OAuthクライア
ント３２０は、OAuthクライアントエンジン３２２と、リソースレジストリ３２４と、ロ
ーカルアプリケーションレジストリ３２６と、トークンレジストリ３２８とを含む。リソ
ースサーバ３０４とOAuth承認サーバ３０６とは、互いに情報を交換する。リソースサー
バ３０４とOAuthクライアント３２０とは、互いに情報を交換する。OAuth承認サーバ３０
６とのOAuthクライアント３２０とは、リソース所有者３０２を介して（たとえば、リソ
ース所有者３０２のインターネットブラウザによって達成したリダイレクトを用いて）互
いに情報を交換する。また、リソース所有者３０２は、ライアントアプリケーション３０
８と情報を交換する。クライアントアプリケーション３０８は、OAuthクライアントＡＰ
Ｉ　３１０を介して、OAuthクライアントエンジン３２２と情報を交換する。OAuthクライ
アントエンジン３２２は、リソースレジストリ３２４、ローカルアプリケーションレジス
トリ３２６およびトークンレジストリ３２８と情報を交換する。
【００３９】
　本発明の一実施形態によれば、クライアントアプリケーション３０８と情報を交換し得
る異なる種類のリソースサーバの全体に関するメタデータをリソースレジストリ３２４に
保存することができ、これによって、クライアントアプリケーション３０８は、さまざま
な異なるリソースサーバと情報を交換することができる。リソースレジストリは、たとえ
ば、異なる種類のリソースサーバの各々に認識される異なるセットの範囲を指定すること
ができる。これにより、クライアントアプリケーション３０８は、リソースサーバ３０４
によって認識される特定の範囲に応じて、アクセス権を要求することができる。この特定
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の範囲は、OAuth承認サーバ３０６がクライアントアプリケーション３０８を代理してリ
ソース所有者３０２に送信する許諾リクエストに指定されてもよい。リソースプロバイダ
は、OAuth規格に準拠した範囲の仕様を公開することができ、これによって、設計者は、
プロバイダのリソースサーバ用の適切なサーバと範囲とのマッピング関係をリソースレジ
ストリ３２４に取込むことができる。一実施形態において、クライアントアプリケーショ
ン３０８に独立してリソースレジストリ３２４を取込むことができるため、新たに発見さ
れたリソースサーバと情報を交換するためにクライアントアプリケーション３０８を修正
する必要がなく、その代わりに、開発者が単にこれらのリソースサーバ用の新規マッピン
グ関係を、クライアントアプリケーション３０８と情報を交換するリソースレジストリ３
２４に「プラグイン」すればよい。
【００４０】
　多くの場合、リソースプロバイダまたはリソースサーバとして機能する複雑なウェブサ
イトは、一体式のアプリケーションではない。その反面、多くの場合、複雑なウェブサイ
トは、さまざまな異なるアプリケーションから構成される。本発明の一実施形態において
、ローカルアプリケーションレジストリ３２６は、さまざまな異なるリソースプロバイダ
とこれらのリソースプロバイダによって提供または公開されたアプリケーションセットと
間のマッピング関係を保存する。これらのアプリケーションの各々は、ローカルアプリケ
ーションレジストリ３２６において、そのアプリケーション用のＵＲＬ（Uniform Resour
ce Locator）にマッピングされることができる。本発明の一実施形態において、ローカル
アプリケーションレジストリ３２６は、信頼キーを保存し、リモートリソースにアクセス
するOAuthクライアントの役割を行使する。
【００４１】
　一般的には、クライアントアプリケーション３０８は、特定のアクセストークンの有効
期限が切れる前に、その特定のアクセストークンを複数回に使用し、リソースサーバ３０
４によって保管されたリソースにアクセスすることができる。本発明の一実施形態におい
て、クライアントアプリケーション３０８がOAuth承認サーバ３０６から取得したアクセ
ストークンは、トークンレジストリ３２８に保存される。クライアントアプリケーション
３０８が複数の異なるリソースサーバと情報を交換することができる限り、トークンレジ
ストリ３２８は、アクセストークンとこれらのアクセストークンが属する異なるリソース
サーバとの間のマッピング関係を保管することができる。トークンレジストリ３２８は、
さまざまな異なるリモートリソースサーバ（たとえば、リソースサーバ３０４）および範
囲のために、アクセストークンおよびリフレッシュトークンの両方を保存することができ
る。
【００４２】
　シングルOAuthサーバと情報を交換する複数のリソースサーバ
　本発明の実施形態は、クライアントアプリケーションをリソースサーバに結び付けるフ
レームワークを含むため、さまざまなクライアントアプリケーションがさまざまなリソー
スサーバにアクセスする許可を有するか否かを示すことができる。クライアントアプリケ
ーションは、事前承認リクエストをOAuth承認サーバに送付することができる。リクエス
トは、クライアントがいくつかの指定リソースにアクセスする必要があることを示すこと
ができる。クライアントアプリケーションは、OAuth承認サーバと通信することによって
、トークンを要求することができる。その後、クライアントアプリケーションは、このト
ークンをリソースサーバに提示することによって、リソースサーバから、リソースサーバ
上に保存されているリソースまたはリソースサーバにより提供されるリソースに対するア
クセス権をもらえる。上記の操作は、人間ユーザを代理して実行される。
【００４３】
　このように、人間のユーザは、クライアントアプリケーションを介して、リソースサー
バにアクセスする操作を実行しようとする。リソースサーバにアクセスする前に、クライ
アントアプリケーションは、リソースサーバ上に保存されたリソースまたはリソースサー
バによって提供されたリソースにアクセスできるように、OAuth承認サーバと通信するこ
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とによって、OAuth承認サーバからトークンを要請する。本発明の一実施形態によれば、O
Auth承認サーバは、トークンの取得を外面化するフレームワークである。
【００４４】
　クラウドベースコンピューティング環境は、多くの異なるサービスを含むことができる
。たとえば、この環境は、ストレージサービス、メッセージングサービスおよび他のサー
ビスを含むことができる。各サービスは、環境内に位置する別体のリソースサーバによっ
て提供されてもよい。ユーザは、たとえば、ストレージサービスによって保管されている
ユーザのリソースのうち特定のリソースにアクセスしようとすることがある。ユーザは、
クライアントアプリケーションに指示することによって、ユーザを代理してこれらのリソ
ースにアクセスすることができる。リソースにアクセスするために、クライアントアプリ
ケーションは、まず、ストレージサービスを提供するストレージリソースサーバ上に保管
されているユーザリソースを読取むまたは書込む権利をクライアントアプリケーションに
与えるトークンを取得する必要がある。本発明の一実施形態によれば、OAuth承認サーバ
は、このようなトークンを付与すべきかまたは付与すべきではないかという決定を一方的
に下すことをしない。その代わりに、OAuth承認サーバは、このような決定を、OAuth承認
サーバの外部にあるリソースサーバによって管理されるさまざまな承認ポリシーエンジン
に外在化させる。よって、トークンを付与すべきかまたは付与すべきではないかという決
定およびそのトークンによって示された権限の範囲に関する決定は、クライアントアプリ
ケーションがアクセスしようとするサービスを提供するリソースサーバによって決定され
る。ストレージサービスの場合、クライアントアプリケーションからのトークンを要求す
るリクエストに応答して、OAuth承認サーバは、そのリクエストをストレージサービスを
提供するストレージリソースサーバに中継することができる。アクセスされるサービスに
応じて、OAuth承認サーバは、異なるトークンリクエストを異なるリソースサーバに中継
することができる。
【００４５】
　クラウドコンピューティング環境に設けられたサービスの各々は、潜在的に異なるサー
ビス管理者に関連付けられることができる。サービス管理者は、特定の識別ドメインにお
いて、さまざまなサービスのサービス管理者役に関連付けられたユーザであってもよい。
識別ドメインは、クラウドコンピューティング環境のような共有コンピューティング環境
の論理パーティションである。このような論理パーティションは、コンピューティング環
境内のハードウェア上で動作する識別ドメイン管理ソフトウェアによって互いに分離され
ている複数の論理パーティションのうち１つであってもよい。各識別ドメインは、潜在的
に異なる顧客に関連付けられているコンピューティング環境内の共有ハードウェアおよび
ソフトウェアリソースの「スライス」とみなすことができる（これらの顧客は、そのスラ
イスを使用する権利を得るために、費用を支払っている）。各識別ドメインは、アプリケ
ーションソフトウェアサービスのユーザＩＤおよびインスタンス（場合によっては、同一
のソフトウェアコードの異なる実行インスタンス）を含むことができる。識別ドメイン管
理ソフトウェアは、ユーザが１つの識別ドメインからそのドメインに関連付けられていな
いサービスインスタンスにアクセスすることを防止することによって、および識別ドメイ
ンに関連付けられているサービスインスタンスがその識別ドメインに関連付けられている
ユーザＩＤにアクセスすることを防止することによって、識別ドメインを隔離することが
できる。
【００４６】
　１人のユーザが１つのサービスのサービス管理者であってもよく、別のユーザが別のサ
ービスのサービス管理者であってもよい。各サービスは、そのサービスに特有する関連セ
ットの承認ポリシーを有してもよい。サービスのサービス管理者は、そのサービスの承認
ポリシーを管理および設定することができる。サービスの承認ポリシーは、どのユーザま
たはユーザロール（user role）がそのサービスに提供されたさまざまなリソースにアク
セスすることが許可されたことを示すことができる。たとえば、特定のストレージサービ
ス用の特定の承認ポリシーは、特定のユーザが特定のストレージサービスによって提供さ
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れた特定のファイルにアクセスすることが許可されたことを示すことができる。別の例に
おいて、承認ポリシーは、ゴールドレベルの加入者およびプラチナレベルの加入者などの
異なる種類の加入者用の異なるクォータ制限を示すことができる。
【００４７】
　一実施形態によれば、クライアントアプリケーションからのトークンリクエストの受信
に応答して、OAuth承認サーバは、サービスを提供するリソースサーバに保管されている
ポリシーエンジンを呼出すことができる。ポリシーエンジンは、サービスのサービス管理
者によって管理されている。ポリシーエンジンは、トークンリクエストが有効であるか否
かを判断し、判断結果をOAuth承認サーバに通知する。ポリシーエンジンがトークンリク
エストが有効であることをOAuth承認サーバに通知した場合、OAuth承認サーバは、それに
応答して、クライアントアプリケーションにトークンを返送する。このように、OAuthサ
ーバは、フレームワークとして機能している。
【００４８】
　本発明の一実施形態によれば、OAuth承認サーバが配置されているクラウドコンピュー
ティング環境は、互いに分離された複数の別体の識別ドメインを含む。各識別ドメインは
、別々のテナントまたは顧客、たとえば、異なる事業組織に関連付けられることができる
。したがって、第一営業組織は、クラウドコンピューティング環境内の第一識別ドメイン
に排他的なアクセスを有する第一テナントであってもよく、第二営業組織は、クラウドコ
ンピューティング環境内の第二識別ドメインに排他的なアクセスを有する第二テナントで
あってもよい。本発明の一実施形態において、クラウドコンピューティング環境を異なる
テナント専用の独立識別ドメインに分割したことにも関わらず、すべての識別ドメインは
、全体として、クラウドコンピューティング環境内の単一のOAuth承認サーバインスタン
スを利用する。これによって、異なる識別ドメインの各々のために別々のOAuth承認サー
バを提供する必要がなくなり、有利である。マルチ識別ドメインクラウドコンピューティ
ング環境の詳細については、２０１３年３月１５日に出願され、「マルチテナンシアイデ
ンティティ管理システム」と題された米国特許出願第１３／８３８８１３号および２０１
３年９月５日に出願され、「ＬＤＡＰベースのマルチテナント・インクラウド・アイデン
ティティ管理システム」と題された米国特許出願第１４／０１９０５１号を参照する。米
国特許出願第１３／８３８８１３号および第１４／０１９０５１号の両方の内容全体が、
あらゆる目的で引用によりこの明細書中に援用される。
【００４９】
　一実施形態によれば、クライアントアプリケーションは、互いに分離されている別々の
識別ドメイン内に配置されている。それにもかかわらず、各クライアントアプリケーショ
ンは、サービスにアクセスするためのトークンを求めるときに、同一のクラウドOAuth承
認サーバインスタンスにトークンをリクエストする。OAuth承認サーバは、その後、トー
クンリクエストを、トークンが属するサービスを提供するさまざまなリソースサーバに中
継する。リソースサーバは、これらのリソースサーバが提供するサービスにアクセスする
ためのトークンの付与および生成を規制する承認ポリシーを保管する。各リソースサーバ
の承認ポリシーセットは、別のリソースサーバの承認ポリシーセットと異なってもよい。
同一サービスのための承認ポリシーであっても、１つのテナントの承認ポリシーは、別の
テナントの承認ポリシーとは異なる場合がある。したがって、一実施形態において、マル
チテナント対応リソースサーバの各々は、複数の異なるセットの承認ポリシー保管するこ
とができる。これらの複数の異なるセットの承認ポリシーの各々は、異なるテナント専用
の異なる識別ドメインに属する。
【００５０】
　本発明の一実施形態において、単一のクラウドOAuth承認サーバは、クラウドコンピュ
ーティング環境を分割することによって形成された別体の識別ドメインの各々のために、
OAuth承認サーバの仮想「スライス」を別々に保管している。OAuth承認サーバは、各「ス
ライス」のために、スライス専用の識別ドメインに属する（OAuthサービスプロファイル
とも呼ばれる）構成データを別々に保存することができる。したがって、OAuth承認サー
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バが１つの識別ドメインのために保管した１つのOAuthサービスプロファイルは、OAuth承
認サーバが別の識別ドメインのために保管した別のOAuthサービスプロファイルとは異な
ってもよい。クラウドコンピューティング環境からサービスを受けているさまざまなテナ
ントの観点から、OAuth承認サーバは、テナント自身のみを代理し、別のテナントを代理
しないものである。しかしながら、これは、テナントにとってそのように見えるだけであ
る。OAuth承認サーバが別々の識別ドメインに対して別々のOAuthサービスプロファイルを
保管しているという事実は、テナントには分からない。OAuth承認サーバのマルチ識別ド
メイン性質は、これらの識別ドメインを所有しているテナントには理解され難い。各々の
テナントのクライアントアプリケーションは、テナント自身の計算機に実装された単一の
識別ドメイン企業環境内のOAuth承認サーバと情報を交換することと同様の方法で、マル
チ識別ドメインクラウドコンピューティング環境内のOAuth承認サーバと情報を交換する
ことができる。マルチテナントOAuth承認サーバで動作可能にするために、さまざまなク
ライアントアプリケーションを変更する必要はない。
【００５１】
　したがって、本発明の一実施形態において、OAuth承認サーバは、さまざまな識別ドメ
インと、これらの識別ドメイン用のOAuthサービスプロファイルと間のマッピング関係を
保管している。OAuth承認サーバは、強化されると、特定の企業環境ではなく、別々の識
別ドメインに分割されたクラウドコンピューティング環境の全体にも適用する。さまざま
な異なる識別ドメインのクライアントアプリケーションはすべて、同一または類似の宛先
もしくはエンドポイントを使用して、同一のOAuth承認サーバにアクセスすることができ
る。このような宛先は、たとえば、ＵＲＬの形にすることができる。異なるＵＲＬを使用
して異なるOAuth承認サーバにアクセスするように、クライアントアプリケーションを構
成する必要がない。一実施形態において、各識別ドメインのクライアントアプリケーショ
ンに使用され、単一のクラウドOAuth承認サーバにアクセスするＵＲＬは、同一のサフィ
ックスを有するが、識別ドメインを識別する異なるプレフィックスを有する。OAuth承認
サーバは、この識別ドメインプレフィックスを使用して、サーバに保管された複数セット
のOAuthサービスプロファイルから、トークンリクエストを送信した特定のクライアント
アプリケーションに適用される特定のOAuthサービスプロファイルを決定することができ
る。
【００５２】
　一実施形態において、単一のクラウドマルチテナントOAuth承認サーバは、同様に、ト
ークンリクエストを、リクエストが属するサービスを提供するリソースサーバに中継する
。リソースサーバにより提供されるサービスを管理する承認ポリシーは、OAuth承認サー
バではなく、これらのリソースサーバに保管される。これらの承認ポリシーは、さまざま
な異なるユーザロールに付与されるさまざまなレベルのリソースアクセス権（たとえば、
読出しクォータ、書込みクォータ、削除クォータなど）を示すことができる。リソースサ
ーバは、特定の識別ドメインに専用することができる。この場合、リソースサーバは、単
一の識別ドメインに適用可能な承認ポリシーを保管するサーバであってもよく、異なる識
別ドメインに適用できる異なるセットの承認ポリシーを保管するマルチテナント対応サー
バであってもよい。
【００５３】
　上述したように、本発明の一実施形態において、単一のOAuth承認サーバは、１つの識
別ドメインが１つのOAuthサービスプロファイルを有するように、複数の異なるOAuthサー
ビスプロファイルを保管している。本発明の一実施形態において、特定の識別ドメイン用
のOAuthサービスプロファイルは、クライアントアプリケーションをリソースサーバに結
び付けているため、各クライアントアプリケーションがアクセス可能なリソースサーバを
示すことができる。一部のクライアントアプリケーションは、一部のリソースサーバにア
クセスできないことがある。１つのOAuthサービスプロファイルデータに指定されたアプ
リケーション－サーバ結び付け関係は、別のOAuthサービスプロファイルデータに指定さ
れたアプリケーション－サーバ結び付け関係とは異なってもよい。これによって、異なる
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識別ドメインで動作する特定のクライアントアプリケーションの各々のインスタンスは、
同一のリソースサーバにアクセスする権利を有しない。
【００５４】
　一実施形態によれば、複数のOAuthサービスプロファイルを別々に生成し、同一の識別
ドメインに関連付けることができる。たとえば、人事（ＨＲ）用のOAuthサービスプロフ
ァイルは、ＨＲクライアントアプリケーションが特定テナントの識別ドメインに位置する
ＨＲリソースサーバにアクセスできることを示し、マーケティング用のOAuthサービスプ
ロファイルは、マーケティングクライアントアプリケーションが同一の特定テナントの識
別ドメインに位置するマーケティングリソースサーバにアクセスできることを示すことが
できる。
【００５５】
　一実施形態において、クラウドOAuth承認サーバは、クライアントアプリケーションか
らトークンリクエストの受信に応答して、特定のOAuthサービスプロファイルに指定され
た結び付け関係を調べる。たとえば、OAuth承認サーバは、クライアントアプリケーショ
ンが動作する識別ドメインに関連付けられたOAuthサービスプロファイルにより指定され
た結び付け関係を調べることができる。OAuth承認サーバは、結び付け関係に基づいて、
クライアントアプリケーションがリクエストトークンに関連するリソースサーバと通信で
きるか否かを決定する。特定のOAuthサービスプロファイルがクライアントアプリケーシ
ョンがリソースサーバに結び付けられていないことを示した場合、リクエストは、拒否さ
れ、クライアントアプリケーションは、リソースサーバと情報を交換しない。
【００５６】
　一方、特定のOAuthサービスプロファイルがクライアントアプリケーションがリソース
サーバに結び付けられていることを示した場合、OAuth承認サーバは、特定のOAuthサービ
スプロファイルから、リソースサーバ用のコールバックＵＲＬを決定する。OAuth承認サ
ーバは、このＵＲＬを使用して、リクエストされたリソースに対して許可されたクライア
ントアプリケーションおよび／またはユーザのアクセス範囲（たとえば、クォータ）に関
する照会をリソースサーバに送信する。その照会に応答して、リソースサーバは、承認ポ
リシーをリクエストパラメータ（たとえば、クライアントアプリケーションＩＤ、ユーザ
ＩＤ、リソースＩＤ）に適用することによって、（アクセスが許可された場合に）許可す
べきアクセス範囲を決定することができる。リソースサーバは、アクセス範囲情報をOAut
h承認サーバに返信することができる。代替的には、OAuth承認サーバは、リソースサーバ
からリソースサーバの承認ポリシーを取得し、承認ポリシーのコピーをローカルに保存し
、これらの承認ポリシーを適用することによって、許可されるべきアクセス範囲を決定す
ることができる。OAuth承認サーバは、アクセス範囲情報に基づいて、適切なトークンを
生成し、クライアントアプリケーションからのトークンリクエストに応答して、生成した
トークンをクライアントアプリケーションに提供することができる。よって、クライアン
トアプリケーションは、リソースサーバが提供するサービスへのアクセスを求めていると
きに、このトークンをリソースサーバに提示することができる。リソースサーバは、トー
クンに含まれたアクセス範囲情報に基づいて、クライアントアプリケーションのサービス
アクセス権を制限することができる。
【００５７】
　図４は、本発明の一実施形態に従った方法の一例を示すフローチャートである。複数の
識別ドメインを有するクラウドベースコンピューティング環境に存在するOAuth承認サー
バは、この技術を用いて、別々の独立している識別ドメインに動作する異なるアプリケー
ションを承認するためのトークンを生成することができる。ブロック４０２において、OA
uth承認サーバは、複数の独立している識別ドメインのうち、第一識別ドメイン内で動作
する第一クライアントアプリケーションから、リクエストを受信する。ブロック４０４に
おいて、OAuth承認サーバは、保管している複数のOAuthサービスプロファイルから、第一
識別ドメインのみに適用できる第一OAuthサービスプロファイルを選択する。ブロック４
０６において、OAuth承認サーバは、第一OAuthサービスプロファイルに基づいて、第一ク
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ライアントアプリケーションが第一リソースサーバにアクセスする許可を有するか否かを
決定する。ブロック４０８において、OAuth承認サーバは、第一クライアントアプリケー
ションが第一リソースサーバにアクセスする許可を有するという決定に応答して、OAuth
承認サーバが第一リソースサーバから取得した範囲情報に基づいて、第一クライアントア
プリケーションに第一トークンを生成する。ブロック４１０において、OAuth承認サーバ
は、複数の独立している識別ドメインのうち、第二識別ドメイン内で動作する第二クライ
アントアプリケーションから、リクエストを受信する。第二識別ドメインは、第一識別ド
メインと別体である。ブロック４１２において、OAuth承認サーバは、保管している複数
のOAuthサービスプロファイルから、第二識別ドメインのみに適用できる第二OAuthサービ
スプロファイルを選択する。ブロック４１４において、OAuth承認サーバは、第二OAuthサ
ービスプロファイルに基づいて、第二クライアントアプリケーションが第二リソースサー
バにアクセスする許可を有するか否かを決定する。ブロック４１６において、OAuth承認
サーバは、第二クライアントアプリケーションが第二リソースサーバにアクセスする許可
を有するという決定に応答して、OAuth承認サーバが第二リソースサーバから取得した範
囲情報に基づいて、第二クライアントアプリケーションに第二トークンを生成する。
【００５８】
　図５は、本発明の一実施形態に従って、クラウドOAuth承認サーバの一例を示すブロッ
ク図である。このクラウドOAuth承認サーバは、異なる識別ドメインを有し、クラウドに
より提供されたサービスに別々の企業からのクライアントを承認するために、これらのク
ライアントと情報を交換する。図５には、別々の企業５１０Ａおよび５１０Ｂが示されて
いる。企業５１０Ａおよび５１０Ｂは、関係のない異なる事業組織であってもよい。企業
５１０Ａおよび５１０Ｂの各々は、本明細書に説明したクラウドコンピューティングサー
ビスの別々の顧客であってもよい。企業５１０Ａは、複数のクライアント、たとえばクラ
イアント５１２ＡＡおよびクライアント５１２ＡＢを含む。クライアント５１２ＡＡおよ
び５１２ＡＢは、企業５１０Ａ内の異なるユーザに関連付けられることができ、これらの
ユーザによって操作されることができる。各ユーザは、企業５１０Ａに一意に関連付けら
れた識別ドメイン内に保存された独自のＩＤを有する。ユーザの各々は、企業５１０Ａに
対して一意に定義された職務階層において別々の職務に関連付けられることができる。同
様に、企業５１０Ｂは、複数のクライアント、たとえばクライアント５１２ＢＡおよびク
ライアント５１２ＢＢを含む。クライアント５１２ＢＡおよび５１２ＢＢは、企業５１０
Ｂ内の異なるユーザに関連付けられることができ、これらのユーザによって操作されるこ
とができる。各ユーザは、企業５１０Ｂに一意に関連付けられた識別ドメイン内に保存さ
れた別々のＩＤを有する。ユーザの各々は、企業５１０Ｂに対して一意に定義された職務
階層において別々の職務に関連付けられることができる。
【００５９】
　クライアント５１２ＡＡ、５１２ＡＢ、５１２ＢＡおよび５１２ＢＢの各々は、クラウ
ドOAuth承認サーバ５０２と情報を交換することができる。このクラウドOAuth承認サーバ
５０２は、クライアントが属する企業または識別ドメインに問わず、クラウドコンピュー
ティング環境内のすべてのクライアントにサービスを提供する。クライアント５１２ＡＡ
、５１２ＡＢ、５１２ＢＡおよび５１２ＢＢの各々は、インターネット５１４を介して、
クラウドOAuth承認サーバ５０２に、（ａ）そのクライアントのユーザの資格情報と（ｂ
）そのクライアントがアクセスしたいクラウドベースサービスとを指定する承認トークン
リクエストを送信することができる。クラウドOAuth承認サーバ５０２は、インターネッ
ト５１４を介して、その承認トークンリクエストを受信する。各承認トークンリクエスト
に応じて、クラウドOAuth承認サーバ５０２は、承認トークンリクエストを発信したクラ
イアントに関連付けられている識別ドメインを決定することができる。たとえば、クラウ
ドOAuth承認サーバ５０２は、保存されたマッピング関係データに基づいて、クライアン
ト５１２ＡＡおよび５１２ＡＢ（およびそれらに関連するユーザ）が企業５１０Ａに属し
ており、したがって企業５１０Ａに一意に対応する第一識別ドメインに属していることを
決定することができる。この例を続けると、クラウドOAuth承認サーバ５０２は、保存さ
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れたマッピング関係データに基づいて、クライアント５１２ＢＡおよび５１２ＢＢ（およ
びそれらに関連するユーザ）が企業５１０Ｂに属しており、したがって企業５１０Ｂに一
意に対応する第一識別ドメインに属していることを決定することができる。
【００６０】
　本実施の一実施形態において、クラウドOAuth承認サーバ５０２は、ドメインサービス
プロファイル５０４Ａおよびドメインサービスプロファイル５０４Ｂのような複数の異な
るドメインサービスプロファイルを保存する。ドメインサービスプロファイルの各々は、
異なる識別ドメインに一意に関連付けられることができる。特定のクライアント（および
それに関連するユーザ）が属する特定の識別ドメインを決定するときに、クラウドOAuth
承認サーバ５０２は、サーバ５０２に保存されているいくつかの異なるドメインサービス
プロファイルから、特定の識別ドメインに一意に対応するドメインサービスプロファイル
を決定することができる。たとえば、クライアント５１２ＡＡおよび５１２ＡＢが（たと
えば、企業５１０Ａが所有する）第一識別ドメインに関連付けられているという決定に応
じて、クラウドOAuth承認サーバ５０２は、第一識別ドメインに関連付けられたドメイン
サービスプロファイル５０４Ａを用いて、クライアント５１２ＡＡおよび５１２ＡＢから
の承認トークンリクエストを処理すべきことを決定することができる。たとえば、クライ
アント５１２ＡＡおよび５１２ＡＢが（たとえば、企業５１０Ｂが所有する）第二識別ド
メインに関連付けられているという決定に応じて、クラウドOAuth承認サーバ５０２は、
第二識別ドメインに関連付けられたドメインサービスプロファイル５０４Ｂを用いて、ク
ライアント５１２ＡＡおよび５１２ＡＢからの承認トークンリクエストを処理すべきこと
を決定することができる。
【００６１】
　一実施形態において、ドメインサービスプロファイル５０４Ａおよび５０４Ｂの各々は
、異なるセットのクライアント－サービス結び付け関係を含む。各々のクライアント－サ
ービス結び付け関係は、特定のクライアントが（特定のリソースサーバによって提供され
る）特定のサービスに対する（任意範囲の）アクセス権を有するか否かを特定することが
できる。たとえば、ドメインサービスプロファイル５０４Ａは、クライアント－サービス
結び付け関係５０６ＡＡおよび５０６ＡＢを含むことができる。たとえば、ドメインサー
ビスプロファイル５０４Ｂは、クライアント－サービス結び付け関係５０６ＢＡおよび５
０６ＢＢを含むことができる。この例において、クライアント－サービス結び付け関係５
０６ＡＡは、クライアント５１２ＡＡがリソースサーバ５１６Ａによって提供されたサー
ビスへのアクセスを許可されていることを示しており、クライアント－サービス結び付け
関係５０６ＡＢは、クライアント５１２ＡＢがリソースサーバ５１６Ｂによって提供され
たサービスへのアクセスを許可されていることを示す。同様に、クライアント－サービス
結び付け関係５０６ＢＡは、クライアント５１２ＢＡがリソースサーバ５１６Ａによって
提供されたサービスへのアクセスを許可されていることを示しており、クライアント－サ
ービス結び付け関係５０６ＢＢは、クライアント５１２ＡＢがリソースサーバ５１６Ｂに
よって提供されたサービスへのアクセスを許可されていることを示す。
【００６２】
　一実施形態において、特定のクライアントと特定のサービスとの間に結び付け関係が存
在しないことは、特定のクライアントが特定のサービスのアクセスに許可されていないこ
とを示す決定的な証拠である。別の実施形態において、結び付け関係は、特定のクライア
ントが特定のサービスにアクセスできるか否かを明示的示すことができる。一実施形態に
おいて、特定のクライアントが特定のクライアントからの承認トークンリクエストに指定
されたサービスにアクセスできないという決定に応じて、クラウドOAuth承認サーバ５０
２は、インターネット５１４を介して、承認トークンリクエストを拒否する指示を特定の
クライアントに返送することができる。一実施形態において、クライアント－サービス結
び付け関係は、テナント（たとえば、企業５１０Ａおよび５１０Ｂ）からのサービスを利
用する申込みに応じて作成され、結び付け関係に指定されたサービスは、テナントの識別
ドメインに配置される。したがって、このような実施形態において、特定のテナントが特
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定のサービスの利用を購入または取得しない場合、そのテナントのクライアント（または
そのユーザ）と特定のサービスとの間には、クライアント－サービス結び付け関係が存在
しない。
【００６３】
　一実施形態において、クラウドOAuth承認サーバ５０２は、さらに、クラウドコンピュ
ーティング環境内において、サービスを提供するリソースサーバ用のサービスコールバッ
クＵＲＬを別々に保存する。図示された例において、クラウドOAuth承認サーバ５０２は
、リソースサーバ５１６Ａ用のサービスコールバックＵＲＬ　５０８Ａと、リソースサー
バ５１６Ｂ用のサービスコールバックＵＲＬ　５０８Ｂとを保存している。承認トークン
リクエストに指定されたクライアント（またはそのユーザ）およびサービスの両方を特定
する特定のクライアント－サービス結び付け関係を特定のクライアントが属する識別ドメ
イン用のドメインサービスプロファイルに位置させることに応じて、クラウドOAuth承認
サーバ５０２は、そのサービスを提供する特定のリソースサーバのサービスコールバック
ＵＲＬを決定する。その後、クラウドOAuth承認サーバ５０２は、インターネット５１４
を介して、承認トークンリクエストをそのサービスコールバックＵＲＬを有するリソース
サーバに転送する。インターネット５１４内のドメインネームサーバおよびルータは、サ
ービスコールバックＵＲＬを使用して、承認トークンリクエストをクラウドコンピューテ
ィング環境内の適切なリソースサーバにルーティングする。
【００６４】
　一実施形態において、リソースサーバ５１６Ａおよび５１６Ｂの各々は、ポリシーエン
ジンを含むまたはポリシーエンジンを実行する。たとえば、リソースサーバ５１６Ａは、
ポリシーエンジン５１８Ａを実行することができ、リソースサーバ５１６Ｂは、ポリシー
エンジン５１８Ｂを実行することができる。ポリシーエンジン５１８Ａおよび５１８Ｂの
各々は、同一のポリシーエンジンコードを有する異なる実行インスタンスであってもよい
。ポリシーエンジン５１８Ａおよび５１８Ｂの各々は、複数セットのポリシー含むまたは
複数セットのポリシーにアクセスすることができる。各セットのポリシーは、異なる識別
ドメインに属することができる。たとえば、ポリシーエンジン５１８Ａは、第一識別ドメ
イン（すなわち、企業５１０Ａ）に属するポリシー５２０ＡＡにアクセスすることができ
、および／または第二識別ドメイン（すなわち、企業５１０Ｂ）に属するポリシー５２０
ＡＢにアクセスすることができる。同様に、ポリシーエンジン５１８Ｂは、第一識別ドメ
イン（すなわち、企業５１０Ａ）に属するポリシー５２０ＢＡにアクセスすることができ
、および／または第二識別ドメイン（すなわち、企業５１０Ｂ）に属するポリシー５２０
ＢＢにアクセスすることができる。各リソースサーバのポリシーは、異なってもよい。異
なる識別ドメインのポリシーは、同一リソースサーバに対しても互いに異なることができ
る。したがって、ソースサーバ５１６Ａに対してクライアント５１２ＡＡおよび５１２Ａ
Ｂを管理するポリシーは、ソースサーバ５１６Ａに対してクライアント５１２ＢＡおよび
５１２ＢＢを管理するポリシーと異なってもよい。同様に、ソースサーバ５１ＢＡに対し
てクライアント５１２ＡＡおよび５１２ＡＢを管理するポリシーは、ソースサーバ５１６
Ｂに対してクライアント５１２ＢＡおよび５１２ＢＢを管理するポリシーと異なってもよ
い。
【００６５】
　クラウドOAuth承認サーバ５０２がインターネット５１４を介して転送してきた承認ト
ークンリクエストの受信に応答して、受信側のリソースサーバは、ポリシーエンジンを呼
出すことによって、承認トークンリクエストに指定された特定のクライアント（またはユ
ーザ）の識別ドメインに適用される特定セットのポリシーを決定することができる。たと
えば、クライアント５１２ＡＡまたはクライアント５１２ＡＢを指定する承認トークンリ
クエストの受信に応答して、ポリシーエンジン５１８Ａは、承認トークンリクエストに属
するポリシー５２０ＡＡを決定することができる。クライアント５１２ＢＡまたはクライ
アント５１２ＢＢを指定する承認トークンリクエストの受信に応答して、ポリシーエンジ
ン５１８Ａは、承認トークンリクエストに属するポリシー５２０ＡＢを決定することがで
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きる。例を続けると、クライアント５１２ＡＡまたはクライアント５１２ＡＢを指定する
承認トークンリクエストの受信に応答して、ポリシーエンジン５１８Ｂは、承認トークン
リクエストに属するポリシー５２０ＢＡを決定することができる。クライアント５１２Ｂ
Ａまたはクライアント５１２ＢＢを指定する承認トークンリクエストの受信に応答して、
ポリシーエンジン５１８Ｂは、承認トークンリクエストに属するポリシー５２０ＢＢを決
定することができる。
【００６６】
　一実施形態において、特定のポリシーエンジンは、その特定のポリシーエンジンを実行
するリソースサーバによって提供されたサービスに加入している各テナントのユーザＩＤ
ストアにアクセスする権利を有する。よって、ポリシーエンジンは、ユーザＩＤストアか
ら、承認トークンリクエストに指定されたクライアントまたはユーザの属性を取得するこ
とができる。その後、ポリシーエンジンは、認可トークンリクエストに属するポリシーセ
ットから、承認トークンリクエストに指定されたサービスに適用するポリシーを選択する
ことができる。選択されたポリシーは、さまざまなクライアント属性またはユーザ属性に
対して、さまざまなアクセス範囲を指定することができる。ポリシーエンジンは、ユーザ
ＩＤストアから読取られるＩＤに関連する属性を基準にして、選択されたポリシーを評価
することができる。評価の結果、ポリシーエンジンは、承認トークンリクエストに指定さ
れたサービスを利用するときに、リクエストをするクライアント（およびクライアントユ
ーザ）に許可されるアクセス範囲（たとえば、どのリソースに対して、どの操作が許可さ
れること）を決定することができる。ポリシーエンジンを呼出したリソースサーバは、イ
ンターネット５１４を介して、承認トークンリクエストに指定されたクライアント（また
はそのユーザ）に許可されたアクセス範囲を示す情報をクラウドOAuth承認サーバ５０２
に返送することができる。たとえば、ポリシーエンジン５１８Ａは、ポリシー５２０ＡＡ
の一部に基づいて、クライアント５１２ＡＡがリソースサーバ５１６Ａにより提供された
サービスに対して第一アクセス範囲を有し、クライアント５１２ＡＢがリソースサーバ５
１６Ａにより提供されたサービスに対して第二アクセス範囲を有することを決定すること
ができる。ポリシーエンジン５１８Ａは、ポリシー５２０ＡＢの一部に基づいて、クライ
アント５１２ＢＡがリソースサーバ５１６Ａにより提供されたサービスに対して第三アク
セス範囲を有し、クライアント５１２ＢＢがリソースサーバ５１６Ａにより提供されたサ
ービスに対して第四アクセス範囲を有することを決定することができる。例を続けると、
ポリシーエンジン５１８Ｂは、ポリシー５２０ＢＡの一部に基づいて、クライアント５１
２ＡＡがリソースサーバ５１６Ｂにより提供されたサービスに対して第五アクセス範囲を
有し、クライアント５１２ＡＢがリソースサーバ５１６Ｂにより提供されたサービスに対
して第六アクセス範囲を有することを決定することができる。ポリシーエンジン５１８Ｂ
は、ポリシー５２０ＢＢの一部に基づいて、クライアント５１２ＢＡがリソースサーバ５
１６Ｂにより提供されたサービスに対して第七アクセス範囲を有し、クライアント５１２
ＢＢがリソースサーバ５１６Ｂにより提供されたサービスに対して第八アクセス範囲を有
することを決定することができる。前述の例に言及された第一アクセス範囲～第八アクセ
ス範囲は、互いに異なってもよい。
【００６７】
　クラウドOAuth承認サーバ５０２は、インターネット５１４を介して、リソースサーバ
５１６Ａおよび５１６Ｂから、サーバ５０２がこれらのリソースサーバに転送してきたさ
まざまな承認トークンリクエストに関連するアクセス範囲を示す情報を受信することがで
きる。アクセス範囲を示す情報の受信に応答して、クラウドOAuth承認サーバ５０２は、
リソースサーバによって提供されたサービスに対して、リソースサーバから受信したアク
セス範囲と同様なアクセス範囲を有することを指定する承認トークンを生成することがで
きる。クラウドOAuth承認サーバ５０２は、インターネット５１４を介して、承認トーク
ンをサーバ５０２が過去に対応する承認トークンのリクエストを受信したクライアント５
１２ＡＡ、５１２ＡＢ、５１２ＢＡ、および５１２ＢＢに返送することができる。クライ
アント５１２ＡＡ、５１２ＡＢ、５１２ＢＡおよび５１２ＢＢは、インターネット５１４
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を介して、これらの承認トークンを受信して、リソースサーバ５１６Ａおよび５１６Ｂか
らサービスをリクエストするときに、これらのリソースサーバに承認トークンを提示する
ことができる。リソースサーバ５１６Ａおよび５１６Ｂは、承認トークンに含まれたアク
セス範囲を検証することによって、リクエストをしたクライアントがサービスを利用し、
指定のリソースに対して特定の操作を実行する権利を有するか否かを判断することができ
る。
【００６８】
　上述した実施形態において、リソースサーバ５１６Ａおよび５１６Ｂは、ポリシーエン
ジン５１６Ａおよび５１６Ｂをそれぞれ実行し、アクセス範囲を示す情報をクラウドOAut
h承認サーバ５０２に返送する。クラウドOAuth承認サーバ５０２は、アクセス範囲に基づ
いて、承認トークンを生成する。しかしながら、本発明の代替的な実施形態において、ア
クセス範囲を示す情報をクラウドOAuth承認サーバ５０２に返送する代わりに、リソース
サーバ５１６Ａおよび５１６Ｂは、各識別ドメインに適用可能な実際のポリシー（たとえ
ば、リソースサーバ５１６Ａの場合、ポリシー５２０ＡＡおよび５２０ＡＢ、およびリソ
ースサーバ５１６Ｂの場合、ポリシー５２０ＢＡおよび５２０ＢＢ）をサーバ５０２に登
録することができる。本発明のこの代替的な実施形態において、クラウドOAuth承認サー
バ５０２自体は、クラウドＩＤストアから取得したクライアント（またはユーザ）の属性
に対して、適用可能なサブセット内のポリシーを評価することができる。したがって、こ
のような代替的な実施形態において、クラウドOAuth承認サーバ５０２自身は、評価結果
に基づいて、リクエストを要求したクライアントに返送される承認トークンに指定された
アクセス範囲を決定することができる。このような代替的な実施形態において、クラウド
OAuth承認サーバ５０２は、承認トークンリのクエストをリソースサーバに転送する必要
はない。
【００６９】
　バンドルされた承認リクエスト
　典型的には、特定のユーザを代理してサービスを要求するクライアントアプリケーショ
ンは、そのユーザのために複数の異なるサービスへのアクセスを要求することになる。た
とえば、クライアントアプリケーションは、ストレージサービス、ドキュメントサービス
、およびメッセージングサービスへのアクセスを要求する可能性がある。これらのサービ
スは、異なるリソースサーバによって提供される可能性がある。強化されない場合、クラ
イアントアプリケーションは、OAuth承認サーバに３つのトークンリクエストを別々に送
信することになる。たとえ、特定のユーザを代理して最終的に３つのサービスのすべてが
要求されるだろうという予見をクライアントアプリケーションが有しても、このことは妥
当する。
【００７０】
　このような非効率的な処理を回避するために、本発明の一実施形態において、クライア
ントアプリケーションは、異なるリソースサーバから提供された異なるサービスを要求す
る複数のアクセスリクエストを単一のトークンリクエストにバンドルして、この単一のト
ークンリクエストをOAuth承認サーバに発行することができる。このバンドルリクエスト
に応じて、OAuth承認サーバは、要求されたサービスを提供するリソースサーバの各々か
ら、承認決定を取得することができる。その後、OAuth承認サーバは、各リソースサーバ
からの承認決定によるアクセス範囲情報を含む単一トークンを生成することができる。OA
uth承認サーバは、この単一トークンをクライアントアプリケーションに返送することが
できる。これにより、クライアントアプリケーションは、このトークンを、バンドルリク
エストに要求されたサービスのいずれかを提供するリソースサーバに提示することができ
る。
【００７１】
　図７は、本発明の一実施形態に従って、複数のリソースサーバからサービスを要求する
ために使用可能な単一トークンを生成するための方法の一例を示すフローチャートである
。ブロック７０２において、OAuth承認サーバは、クライアントアプリケーションから、
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複数のサービスを指定するトークンリクエストを受信する。ブロック７０３において、ト
ークンリクエストの受信に応答して、OAuth承認サーバは、新規のマルチサービストーク
ンを作成する。ブロック７０４において、OAuth承認サーバは、現在のサービスをトーク
ンリクエストにより指定された第一サービスとして設定する。ブロック７０６において、
OAuth承認サーバは、リソースサーバ群から、現在のサービスを提供する特定のリソース
サーバを選択する。ブロック７０８において、OAuth承認サーバは、特定のリソースサー
バから取得した範囲情報に基づいて、現在のサービスに対して許可されたクライアントア
プリケーションのアクセス範囲を決定する。ブロック７１０において、OAuth承認サーバ
は、現在のサービスのアクセス範囲を示すデータをマルチサービストークンに追加する。
ブロック７１２において、OAuth承認サーバは、アクセス範囲データがまだマルチサービ
ストークンに追加されていないさらなるサービスがトークンリクエストに指定されている
か否かを決定する。肯定の場合、制御は、ブロック７１４に進み、否定の場合、制御は、
ブロック７１６に進む。
【００７２】
　ブロック７１４において、OAuth承認サーバは、現在のサービスをトークンリクエスト
により指定された次のサービスとして設定する。その後、制御は、ブロック７０６に戻る
。
【００７３】
　代替的には、ブロック７１６において、OAuth承認サーバは、マルチサービストークン
をクライアントアプリケーションに返送する。その後、図７を参照して説明した方法は、
終了する。
【００７４】
　プラガブル承認ポリシー
　一実施形態において、OAuth承認サーバは、リソースサーバによって提供されるサービ
スのアクセス範囲を決定する必要がない。このような実施形態において、リソースサーバ
は、各自保管している承認ポリシーに基づいて、アクセス範囲を決定し、OAuth承認サー
バは、これらの決定に基づいて決定したアクセス範囲を指定するトークンを生成する。OA
uth承認サーバは、アクセス範囲を決定するために、リソースサーバにコールバックを行
うことができる。その結果、テナントは、識別ドメインに配置されたリソースサーバ内の
承認ポリシーを設定することによって、所望の承認ポリシーをOAuth承認システムに「プ
ラグイン」することができる。
【００７５】
　図８Ａおよび８Ｂは、本発明の一実施形態に従って、リソースサーバにより保管された
承認ポリシーをOAuth承認サーバにプラグインするための方法の一例を示すフローチャー
ト図である。図８Ａを参照して、ブロック８０２において、リソースサーバは、特定の識
別ドメインから、サービス管理者からの承認ポリシーを受信する。リソースサーバにおい
て、異なる識別ドメインのサービス管理者が異なってもよい。ブロック８０４において、
承認ポリシーの受信に応答して、リソースサーバは、サービス管理者が駐在する識別ドメ
インを決定する。ブロック８０６において、リソースサーバは、承認ポリシーと識別ドメ
インとの間のマッピング関係を保存する。ブロック８０８において、OAuth承認サーバは
、識別ドメインの承認管理者から、リソースサーバのＵＲＬを指定するプラグイン命令を
受信する。ブロック８１０において、プラグイン命令の受信に応答して、OAuth承認サー
バは、承認管理者が駐在する識別ドメインを決定する。ブロック８１２において、OAuth
承認サーバは、識別ドメインとリソースサーバのＵＲＬとの間のマッピング関係を保存す
る。
【００７６】
　次に図８Ｂを参照して、ブロック８１４において、OAuth承認サーバは、特定の識別ド
メイン内のクライアントアプリケーションから、トークンリクエストを受信する。ブロッ
ク８１６において、トークンリクエストの受信に応答して、OAuth承認サーバは、複数の
潜在的に異なるＵＲＬから、クライアントアプリケーションを備える特定の識別ドメイン
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にマッピングされた特定のＵＲＬを選択する。ブロック８１８において、OAuth承認サー
バは、特定のＵＲＬを有するリソースサーバから範囲情報を要求する。リクエストは、特
定の識別ドメインおよびクライアントアプリケーションを表示してもよい。ブロック８２
０において、特定のＵＲＬを有するリソースサーバは、複数の潜在的に異なる承認ポリシ
ーから、特定の識別ドメインにマッピングされた特定の承認ポリシーを選択する。ブロッ
ク８２２において、リソースサーバは、クライアントアプリケーションのＩＤおよび特定
の承認ポリシーに基づいて、アクセス範囲情報を生成する。アクセス範囲情報は、クライ
アントアプリケーションがリソースサーバが提供するサービスに対して有するアクセス範
囲（たとえば、許可操作および禁止操作）を示す。ブロック８２４において、リソースサ
ーバは、アクセス範囲情報をOAuth承認サーバに返送する。ブロック８２６において、OAu
th承認サーバは、アクセス範囲情報を指定するトークンを生成する。ブロック８２８にお
いて、OAuth承認サーバは、トークンをクライアントアプリケーションに返送する。
【００７７】
　OAuthリクエストの拡張フォーマットおよびカスタムトークンの属性
　一実施形態において、トークンリクエストは、標準OAuth仕様に含まれないデータ項目
を含むことができる。OAuth承認システムの性能を増強するために、標準OAuth仕様を超え
るようにトークンリクエストのフォーマットを拡張することができる。たとえば、トーク
ンリクエストは、OAuth承認サーバからトークンをリクエストするクライアントアプリケ
ーションによって代理された人間ユーザに属する属性値を含むことができる。リソースサ
ーバは、これらの属性値に基づいてアクセス範囲を決定するため、これらの属性値を取得
することが有利である。したがって、トークンリクエストに含み得る情報を拡張すると、
リソースサーバは、より洗練されたアクセス範囲を決定することができる。リソースサー
バによって保管されている承認ポリシーは、これらの属性を含むより洗練された条件を指
定することができる。そうでない場合、これらの属性は、リソースサーバに利用できない
ため、取入れることがないだろう。クライアントアプリケーションの属性に関連する基準
に限定されず、承認ポリシーは、人間ユーザの属性に関連する条件を指定することができ
る。これらの人間ユーザの属性は、識別ドメインによって区分されたＬＤＡＰベースのＩ
Ｄストアに保管されることができる。
【００７８】
　一実施形態において、OAuth承認サーバは、ユーザ属性をトークンに挿入することがで
きる。OAuth承認サーバは、ＬＤＡＰディレクトリに保存され得るユーザプロファイルか
ら、ユーザ属性を取得することができる。OAuth承認サーバは、ユーザ属性を含むトーク
ンをクライアントアプリケーションに送信することができる。これによって、クライアン
トアプリケーションは、そのトークンをリソースサーバに提示することができる。リソー
スサーバは、トークンに含まれたユーザ属性の少なくとも一部に基づいて、ポリシーを決
定することができる。たとえば、リソースサーバは、承認決定を下すために、ユーザのサ
ブスクリプション識別子を知る必要がある。サブスクリプション識別子は、ユーザのプロ
ファイルに保存されることができる。トークンを生成する際に、OAuth承認サーバは、デ
ィレクトリからユーザのプロファイル情報を読取ることができる。OAuth承認サーバは、
ユーザのプロファイル情報から、サブスクリプション識別子を読取ることができる。
【００７９】
　一実施形態において、OAuth承認サーバは、OAuth管理者定義した構成情報に基づいて、
OAuth承認サーバから生成された各トークンに挿入する必要があるユーザ属性などの外部
情報の種類を決定する。OAuth承認サーバは、指定情報を取得し、サーバから生成された
各トークンに挿入する。OAuth承認サーバは、任意のサービスから情報を取得することが
でき、取得した情報をトークンに挿入することができる。ユーザ属性情報は、取得および
挿入することができる情報の一種である。OAuth承認サーバは、ＬＤＡＰディレクトリ以
外のソースから、情報を得ることができる。たとえば、OAuth承認サーバは、ウェブサー
ビスまたは他の実行中のプログラムから、情報を得ることができる。
【００８０】



(28) JP 6033990 B2 2016.11.30

10

20

30

40

50

　図６は、本発明の一実施形態に従って、ユーザ特有属性を用いてトークンを拡張するた
めの方法の一例を示すフローチャートである。ブロック６０２において、OAuth承認サー
バは、管理者により定義されたユーザ属性セットを指定する構成情報を受信する。たとえ
ば、ユーザ属性セットは、部門および安全性レベルなどを含むことができる。留意すべき
ことは、部門および安全性レベルなどは、属性の名前であり、特定値ではないことである
。ブロック６０４において、OAuth承認サーバは、管理者定義の構成情報を保存する。ブ
ロック６０６において、OAuth承認サーバは、クライアントアプリケーションからトーク
ンリクエストを受信する。ブロック６０８において、OAuth承認サーバは、トークンリク
エストに基づいて、ユーザのＩＤを決定する。ブロック６１０において、OAuth承認サー
バは、トークンリクエストに基づいて、アクセス範囲を決定する。たとえば、OAuth承認
サーバは、上述した方法を使用して、リソースサーバから提供された承認ポリシーに基づ
いて、アクセス範囲を決定することができる。ブロック６１２において、OAuth承認サー
バは、リポジトリから、識別されるユーザの構成情報指定属性値を取得する。ブロック６
１４において、OAuth承認サーバは、（ａ）識別されるユーザの構成情報属性値および（
ｂ）アクセス範囲の両方を新規トークンに挿入する。ブロック６１６において、OAuth承
認サーバは、トークンリクエストに応じて、新規トークンをクライアントアプリケーショ
ンに返送する。その後、リソースサーバによって提供されたリソースにアクセスするため
のリクエストとともにクライアントアプリケーションから提供されたトークンに指定され
たユーザ属性値の少なくとも一部に基づいて、承認を決定することができる。
【００８１】
　多様なクライアントプロファイルリポジトリを可能にするクライアントプラグイン
　クラウドコンピューティング環境内の各テナントは、異なる識別ドメインに配置された
複数のクライアントアプリケーションを有することができる。各クライアントアプリケー
ションは、クライアントプロファイルを有することができる。一部のテナントは、クライ
アントプロファイルをＬＤＡＰディレクトリ内に保存して欲しい可能性がある。他のテナ
ントは、クライアントプロファイルを構成ファイル内に保存して欲しい可能性がある。別
のテナントは、にクライアントプロファイルをデータベース内に保存して欲しい可能性が
ある。本発明の一実施形態において、OAuth承認サーバは、プラガブル実装をクライアン
トに提供する。テナントのクライアントプロファイルを保存するリポジトリは、各々のテ
ナントに基づいて、構成されることができる。
【００８２】
　クライアントアプリケーションは、リクエストを行うときに、承認手順の前にクライア
ントアプリケーションを認証するために使用される識別子およびパスワードをOAuth承認
サーバに提供する。OAuth承認サーバは、クライアントアプリケーションの識別子および
パスワードを適切なプラグインに中継することができる。これにより、クライアントアプ
リケーションを認証することができる。プラグインは、リポジトリの形式に関係なく、ク
ライアントアプリケーションのプロファイルを保存しているリポジトリにアクセスするこ
とができる。一実施形態において、OAuth承認サーバは、各識別ドメインのために、その
識別ドメインのクライアントプロファイルにアクセスできるプラグインの位置を示す構成
情報を保存する。OAuth承認サーバは、この構成情報に基づいて、承認リクエストを適切
なプラグインに中継することができる。
【００８３】
　図９は、本発明の一実施形態に従って、認証リクエストをクライアント特有のユーザＩ
Ｄリポジトリにアクセスするクライアント特有のプラグインモジュールにルーティングす
るための方法の一例を示すフローチャートである。ブロック９０２において、OAuth承認
サーバは、第一管理者から、第一種のユーザＩＤリポジトリ用の第一プラグインの第一Ｕ
ＲＬを受信する。たとえば、第一種のユーザＩＤリポジトリは、関係データベースであっ
てもよい。OAuth承認サーバは、第一プラグインを利用する第一種のクライアントアプリ
ケーションを特定する情報を第一管理者から受信することができる。ブロック９０４にお
いて、OAuth承認サーバは、第一種のクライアントアプリケーションと第一ＵＲＬとの間
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の第一マッピング関係を保存する。したがって、第一プラグインは、OAuth承認サーバに
登録される。ブロック９０６において、OAuth承認サーバは、第二管理者から、第二種の
ユーザＩＤリポジトリ用の第二プラグインの第二ＵＲＬを受信する。たとえば、第二種の
ユーザＩＤリポジトリは、ＬＤＡＰディレクトリであってもよい。また、OAuth承認サー
バは、第二プラグインを利用する第二種のクライアントアプリケーションを特定する情報
を第二管理者から受信することができる。ブロック９０８において、OAuth承認サーバは
、第二ＵＲＬと第二種のクライアントアプリケーションとの間の第二マッピング関係を保
存する。したがって、第二プラグインは、OAuth承認サーバに登録される。
【００８４】
　ブロック９１０において、OAuth承認サーバは、特定のクライアントアプリケーション
種類を有する特定のクライアントアプリケーションから、ユーザ認証リクエストを受信す
る。ユーザ認証リクエストは、ユーザ名およびパスワードを指定することができる。ブロ
ック９１２において、OAuth承認サーバは、特定のクライアントアプリケーション種類を
指定する特定のマッピング関係（たとえば、第一マッピング関係または第二マッピング関
係）を検索する。ブロック９１４において、OAuth承認サーバは、特定のマッピング関係
に指定された特定のＵＲＬ（たとえば、第一ＵＲＬまたは第二ＵＲＬ）を決定する。ブロ
ック９１６において、OAuth承認サーバは、特定のＵＲＬを有する特定のプラグイン（た
とえば、第一プラグインまたは第二プラグイン）に、ユーザ認証リクエストを転送する。
ブロック９１８において、特定のプラグインは、特定のプラグインがアクセスするように
設計された特定種類のユーザＩＤリポジトリ（たとえば、第一種のユーザＩＤリポジトリ
または第二種のユーザＩＤリポジトリ）にアクセスする。ブロック９２０において、特定
のプラグインは、転送されたユーザ認証リクエストに特定ユーザ名およびパスワードを用
いて、特定種類のユーザＩＤリポジトリに含まれた情報に基づいて、特定のクライアント
アプリケーションのユーザを認証する。一実施形態において、特定のプラグインは、認証
試行の結果（成功または失敗）をOAuth承認サーバに通知することができる。
【００８５】
　サービスプロファイル特有トークン属性
　一実施形態によれば、OAuthサービスプロファイルレベルで、属性値を定義することが
できる。たとえば、OAuthサービスプロファイル内で、トークンタイムアウト値を定義す
ることができる。OAuthサービスプロファイルは、すべてのトークンがプロファイルを使
用するクライアントアプリケーションに発行された８時間後に無効になることを指定する
ことができる。したがって、OAuth承認サーバは、OAuthサービスプロファイルを使用する
クライアントアプリケーション用のトークンを生成するときに、発行してから８時間後に
無効になるトークンを生成することができる。OAuthサービスプロファイルは、同一の属
性に異なる値を指定することができる。よって、OAuth承認サーバが異なる識別ドメイン
内のクライアントアプリケーションのために生成したトークンは、異なるタイムアウト値
を有することができる。OAuthサービスプロファイルは各々、特有の属性値を有すること
ができる。
【００８６】
　図１０は、本発明の一実施形態に従って、識別ドメイン特有トークンの属性を有するト
ークンを生成するための方法の一例を示すフローチャートである。ブロック１００２にお
いて、OAuth承認サーバは、第一識別ドメインの管理者から、特定のトークン属性の第一
値を指定する第一サービスプロファイルを受信する。たとえば、トークン属性を「タイム
アウト」にすることができ、第一値を「８時間」にすることができる。ブロック１００４
において、第一サービスプロファイルの受信に応答して、OAuth承認サーバは、第一サー
ビスプロファイルと第一識別ドメインとの間の第一マッピング関係を保存する。ブロック
１００６において、OAuth承認サーバは、第二識別ドメインの管理者から、特定のトーク
ン属性の第二値を指定する第二サービスプロファイルを受信する。たとえば、トークン属
性を同様に「タイムアウト」にすることができ、第二値を「１時間」にすることができる
。ブロック１００８において、第二サービスプロファイルの受信に応答して、OAuth承認
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サーバは、第二サービスプロファイルと第二識別ドメインとの間の第二マッピング関係を
保存する。
【００８７】
　ブロック１０１０において、OAuth承認サーバは、特定の識別ドメインに含まれたクラ
イアントアプリケーションから、トークンリクエストを受信する。ブロック１０１２にお
いて、OAuth承認サーバは、保存されたマッピング関係に基づいて、特定の識別ドメイン
にマッピングされた特定のサービスプロファイルを決定する。ブロック１０１４において
、OAuth承認サーバは、特定のサービスプロファイルから、特定のトークン属性の値を読
取る。ブロック１０１６において、OAuth承認サーバは、特定のトークン属性および特定
のサービスプロファイルから読取った対応値を含む新規トークンを生成する。たとえば、
新規トークンは「タイムアウト」属性と、特定のクライアントアプリケーションの識別ド
メインにマッピングされているプロファイルに指定されている対応する値を示すことがで
きる。ブロック１０１８において、OAuth承認サーバは、トークンリクエストに応じて、
新規トークンを特定のクライアントアプリケーションに返送する。
【００８８】
　リソースサーバ上のトークン属性の上書き
　特定のOAuthサービスプロファイルは、さまざまな属性にさまざまな値を指定すること
ができ、OAuth承認サーバは、特定のOAuthサービスプロファイルを適用するクライアント
アプリケーションのために、これらの値に準拠する特性を有するトークンを生成すること
ができる。一実施形態において、個々のリソースサーバは、特定の属性値を上書きするこ
とができる。たとえば、特定のリソースサーバは、提供するサービスのタイムアウト属性
値を８時間ではなく、わずか１０分間に指定することができる。一実施形態において、リ
ソースサーバが特定属性の値を指定した場合、その値は、OAuthサービスプロファイル内
の同一の特定属性に指定された値よりも優先権を有する。
【００８９】
　したがって、本発明の一実施形態において、リソースサーバは、OAuthサービスプロフ
ァイルから属性値を継承する一方、必要に応じて異なるリソースサーバ特有の属性値を指
定することによって継承した属性値を上書きすることができる。このような実施形態にお
いて、リソースサーバが適用できるOAuthサービスプロファイルにより指定された属性値
の上書きをしない場合、OAuthサービスプロファイルにより指定された属性値は、有効の
ままに維持され、リソースサーバは、その属性値を、OAuth承認サーバがクライアントア
プリケーションに返送されるトークンを生成するために使用されるアクセス範囲の情報の
一部としてOAuth承認サーバに送信する。
【００９０】
　本発明の一実施例において、識別ドメインレベルで、デフォルト属性値を別々に定義す
ることもできる。よって、同一の識別ドメイン内の複数の異なるOAuthサービスプロファ
イルは、これらの属性値を継承することができる。このような実施形態において、各OAut
hサービスプロファイルは、各リソースサーバがOAuthサービスプロファイルから継承した
属性値を上書きする方法と同様に、識別ドメインから継承した属性値を上書きすることが
できる。
【００９１】
　図１１は、本発明の一実施形態に従って、リソースサーバにより上書きされる値を有す
るトークン属性を含むトークンを生成するための方法の一例を示すフローチャートである
。ブロック１１０２において、OAuth承認サーバは、識別ドメインの管理者から、特定の
トークン属性の第一値を指定するサービスプロファイルを受信する。たとえば、トークン
属性を「タイムアウト」にすることができ、第一値を「８時間」にすることができる。ブ
ロック１１０４は、サービスプロファイルの受信に応答して、OAuth承認サーバは、サー
ビスプロファイルと識別ドメインとの間のマッピング関係を保存する。ブロック１１０６
において、リソースサーバは、リソースサーバの管理者から、特定のトークン属性の第二
値を指定するリソースサーバ特有プロファイルを受信する。たとえば、トークン属性を同
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様に「タイムアウト」にすることができ、第二値を「１０分間」にすることができる。ブ
ロック１１０８において、リソースサーバ特有プロファイルの受信に応答して、リソース
サーバは、リソースサーバ特有プロファイルを保存する。
【００９２】
　ブロック１１１０において、OAuth承認サーバは、識別ドメインに含まれたクライアン
トアプリケーションから、トークンリクエストを受信する。ブロック１１１２において、
OAuth承認サーバは、識別ドメインにマッピングされた特定のサービスプロファイルを決
定する。ブロック１１１４において、OAuth承認サーバは、特定のサービスプロファイル
から、特定のトークン属性のサービスプロファイル特有値を読取る。ブロック１１１６に
おいて、OAuth承認サーバは、特定のリソースサーバがトークンリクエストに指定された
特定のサービスを提供することを決定する。ブロック１１１８において、特定のリソース
サーバが特定のサービスを提供するという決定に応答して、OAuth承認サーバは、特定の
リソースサーバから、リソースサーバ特有値を要求する。ブロック１１２０において、OA
uth承認サーバは、特定のトークン属性のリソースサーバ特有値が特定のリソースサーバ
から受信されたか否かを決定する。肯定の場合、制御は、ブロック１１２２に進み、否定
の場合、制御は、ブロック１１２４に進む。
【００９３】
　ブロック１１２２において、OAuth承認サーバは、サービスプロファイル特有値ではな
く、特定属性と特定属性のリソースサーバ特有値とを含む新規トークンを生成する。この
場合、リソースサーバは、サービスプロファイルの特定属性値を上書きする。OAuth承認
サーバは、トークンリクエストに応じて、新規トークンを特定のクライアントアプリケー
ションに返送する。
【００９４】
　代替的には、ブロック１１２４において、OAuth承認サーバは、特定属性と特定属性の
サービスプロファイル特有値とを含む新規トークンを生成する。この場合、リソースサー
バは、特定属性のサービスプロファイル値を継承する。OAuth承認サーバは、トークンリ
クエストに応じて、新規トークンを特定のクライアントアプリケーションに返送する。
【００９５】
　構成可能な適応型アクセスの呼出し
　時々、テナントは、静的なＩＤおよびパスワードよりも動的な情報に基づいて、識別ド
メイン内に定義されたユーザを認証して欲しい場合がある。たとえば、テナントは、ユー
ザがアクセスしている現在の地理位置、またはユーザがアクセスしているインターネット
プロトコル（ＩＰ）アドレス、またはユーザがアクセスしている時間に基づいて、ユーザ
を認証して欲しい場合がある。このような動的情報を認証を行うために使用することは、
適応型アクセスの基礎を構成する。
【００９６】
　適応型アクセスマネージャは、一定の時間に亘って、各ユーザのためにアクセスプロフ
ァイルを構築することができる。たとえば、適応型アクセスマネージャは、特定のユーザ
が通常毎日午前８時から午後５時までの間にシステムにログインすることを決定すること
ができる。しかしながら、適応型アクセスマネージャは、特定の夜において、特定のユー
ザが深夜にシステムに異常にログインしようとしたことを判断することができる。この不
規則なアクセス動作は、不正アクセスの試行を示すことができる。別の例として、適応型
アクセスマネージャは、特定のユーザがある夜にボストンからログインし、次の夜にサン
フランシスコからログインしたことを判断することができる。両場所の間の距離が遠いた
め、不正アクセスの試行を示すことができる。不規則なアクセス操作の検出に応じて、適
応型アクセスマネージャは、認証の一部として追加の質問をユーザに発行することができ
る。たとえば、ＩＤおよびパスワードに加えて、適応型アクセスマネージャは、回答が真
のユーザしか知らない安全性問題を質問することができる。別の例として、適応型アクセ
スマネージャは、登録したユーザの電子メールアドレスに一次使用コードを送信し、承認
時にユーザのＩＤおよびパスワードに加えて、一回使い切りのコードを要求することがで
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きる。代替的には、不正である可能性が大きい特定のアクセスに応答して、適応型アクセ
スマネージャは、アクセス試行を完全にブロックすることができ、是正措置をとることが
できるまで、ユーザアカウントを潜在的にロックすることができる。
【００９７】
　本発明の一実施形態において、OAuth承認サーバは、ユーザからの少なくとも特定の認
証リクエストに応じて、外部の適応型アクセスマネージャを呼出す。たとえば、OAuth承
認サーバは、特定のポリシーに基づいて、新規ユーザがモバイル装置から登録されるたび
に、適応型アクセスマネージャを呼出すことができる。適応型アクセスマネージャは、認
証処理の一部として追加の資格情報（または「第二ファクタ」）を要求すべきか否かを示
す情報に基づき、OAuth承認サーバに応答することができる。異なる適応型アクセスマネ
ージャは、複数で存在することができる。本発明の一実施形態において、各テナントは、
OAuth承認サーバに独自の「スライス」を構成することによって、テナントが選択した特
定の適応型アクセスマネージャを呼出すことができる。このような構成は、たとえば、サ
ービスプロファイルに指定されることができる。したがって、第一テナントは、ユーザを
認証するときに、OAuth承認サーバに指示して、第一適応型アクセスマネージャを呼出す
ことができ、第二テナントは、ユーザを認証するときに、OAuth承認サーバに指示して、
第二適応型アクセスマネージャを呼出すことができる。OAuth承認サーバは、さまざまな
ベンダから提供された異なる適応型アクセスマネージャと統合することができる。
【００９８】
　図１２は、本発明の一実施形態に従った方法の一例を示すフローチャートである。この
技術によって、共有OAuth承認サーバは、クラウドコンピューティング環境内の異なる識
別ドメインに登録された異なる適応型アクセスマネージャを呼出すことができる。ブロッ
ク１２０２において、OAuth承認サーバは、第一識別ドメインの管理者から、第一適応型
アクセスマネージャの第一ＵＲＬ（Uniform Resource Locator）を指定する第一サービス
プロファイルを受信する。ブロック１２０４において、第一サービスプロファイルの受信
に応答して、OAuth承認サーバは、第一サービスプロファイルと第一識別ドメインとの間
のマッピング関係を保存する。ブロック１２０６において、OAuth承認サーバは、第一識
別ドメインと異なる第二識別ドメインの管理者から、第一適応型アクセスマネージャと異
なる第二適応型アクセスマネージャの第二ＵＲＬ（Uniform Resource Locator）を指定す
る第二サービスプロファイルを受信する。ブロック１２０８において、第二サービスプロ
ファイルの受信に応答して、OAuth承認サーバは、第二サービスプロファイルと第二識別
ドメインとの間のマッピング関係を保存する。
【００９９】
　ブロック１２１０において、OAuth承認サーバは、特定の識別ドメインに関連付けられ
たユーザから、認証リクエストを受信する。ブロック１２１４において、OAuth承認サー
バは、認証リクエストに関連する識別ドメインを決定する。一実施形態において、認証リ
クエストは、識別ドメインを指定する。別の実施形態において、OAuth承認サーバは、保
存されたデータを調べることによって、特定ユーザが関連付けられた識別ドメインを決定
するできる。ブロック１２１６において、OAuth承認サーバは、ポリシーを適用すること
によって、認証リクエストに応答して、適応型アクセスマネージャを呼出すべきか否かを
決定する。一実施形態において、適用されたポリシーは、識別ドメイン特有のポリシーで
あってもよい。よって、認証リクエストの発信源とする識別ドメインに依存して、認証リ
クエストに適用されるポリシーを選択することができる。ポリシーは、たとえば、認証リ
クエストがモバイル装置から発信される場合に限って、適応型アクセスマネージャを呼出
すべきことを示すことができる。認証リクエストは、その自体がモバイル装置から発信さ
れたか否かを指定することができる。適用可能なポリシーが適応型アクセスマネージャを
呼出すべきであると評価された場合、制御は、ブロック１２２０に進み、そうでない場合
、ブロック１２１８に進む。
【０１００】
　ブロック１２１８において、OAuth承認サーバは、任意の適応型アクセスマネージャを
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呼出さず、特定ユーザに対して標準認証処理を行う。この場合、図１２を参照して説明し
た技術は、終了する。
【０１０１】
　代替的には、ブロック１２２０において、OAuth承認サーバは、ブロック１２１４に決
定した識別ドメインにマッピングされたサービスプロファイルにより指定されたＵＲＬに
配置された適応型アクセスマネージャを呼出す。この呼出しは、認証リクエストに関連す
る情報、たとえば、ユーザのＩＤおよびリクエストの発信源（たとえば、ＩＰアドレス）
を含むことができる。このような情報に基づいて、呼出された適応型アクセスマネージャ
は、単純なパスワードの他に、いくつかのより厳しい認証が必要であるか否かに関する決
定を下すことができる。より厳しい認証は、たとえば、回答が真のユーザしか知らない１
つ以上の質問に回答すること、および／または帯域外（out-of-band）を介して真のユー
ザに属するテキストメッセージアドレスに送信したワンタイムコードを提示することを含
む。ブロック１２２２において、OAuth承認サーバは、ブロック１２２０で呼出された適
応型アクセスマネージャから、より厳しい認証を実行するか否かなどの指示を受信する。
一実施形態において、この指示は、一種または二種以上のより厳しい認証（上記の例示は
、いくつかのより厳しい認証を説明した）を実行すべきであることをさらに示すことがで
きる。ブロック１２２４において、OAuth承認サーバは、適応型アクセスマネージャの応
答に基づいて、より厳しい認証を実行するか否かを決定する。適応型アクセスマネージャ
からの応答がより厳しい認証を実行する必要があると示した場合、制御は、ブロック１２
２６に進み、そうでない場合、制御は、ブロック１２１８に戻る。
【０１０２】
　ブロック１２２６において、OAuth承認サーバは、標準認証処理よりも厳しい認証処理
または標準認証処理の他に追加の認証処理を用いて、ユーザを認証しようとする。一実施
形態において、このような認証は、適応型アクセスマネージャからの応答により指定され
た１種類以上のより厳しい認証を実行することを含む。
【０１０３】
　REST（Representational State Transfer）を使用する許諾管理
　典型的なシナリオにおいて、ソーシャルメディアウェブサイトまたは電子メールウェブ
サイトなどのウェブサイトに統合されたアプリケーションは、ユーザから、ウェブサイト
に保管されているユーザの連絡先リストなどのユーザに関する個人情報にアクセスする権
限を要求することができる。ユーザは、要求された権限を許可または拒否することができ
る。アプリケーションがこのような権限を要求する処理は、許諾管理である。権限が付与
された場合、許諾されることになる。アプリケーションがユーザから許諾を要求するとき
に、ウェブサイトは、一般的にユーザを認証する。
【０１０４】
　多くの場合、許諾を要求する処理において、アプリケーションは、ハイパーテキスト転
送プロトコル（ＨＴＴＰ）に基づくリダイレクトを使用して、アプリケーションがアクセ
スしようとするユーザ情報を保管するＷｅｂサイトからのページをユーザのブラウザにロ
ードする。このページを介して、ウェブサイトは、ユーザのＩＤとパスワードを要求する
ことによって、ユーザを認証する。ユーザを認証した後、ウェブサイトは、アプリケーシ
ョンのＩＤおよびアプリケーションがアクセスしようとする情報（たとえば、コンタクト
リスト）の範囲をユーザに開示することができる。ユーザは、ウェブサイト上の情報にア
クセスするアプリケーションに許諾を与えるか否かをウェブサイトに指示することができ
る。ユーザが許諾を与えた場合に、ウェブサイトは、ユーザアカウントに関連して、その
許諾を保存することができる。ユーザは、さまざまなアプリケーションに与えた許諾をす
べて表示するように、ウェブサイトに指示することができる。ユーザは、ユーザの希望に
より選択した許諾を無効にするように、ウェブサイトに指示することができる。アプリケ
ーションは、許諾を有する場合、ユーザから再び許諾を要求することなく、ユーザに許諾
された情報にアクセスすることができる。
【０１０５】
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　いくつかの状況において、アプリケーションがユーザの許諾を得るために必要とするイ
ンターフェイスは、インターネットブラウザに基づいたものではない。このようなインタ
ーフェイスの代替物は、ＨＴＴＰを使用するまたはＨＴＴＰを理解するように設計されて
いないため、一般的に承認管理の一部として使用されているＨＴＴＰリダイレクトを理解
できないまたはＨＴＴＰリダイレクトに適切に反応しない場合がある。たとえば、テレビ
インターフェイスを介してユーザと情報を交換するアプリケーションは、ユーザの許諾を
得る必要があるが、テレビインターフェイスは、ＨＴＭＬリダイレクトを処理するように
設計されていない可能性がある。
【０１０６】
　したがって、本発明の一実施形態は、インターフェイスがインターネットブラウザに基
づくものであるか否かおよびインターフェイスがＨＴＴＰ準拠ものであるか否かにもかか
わらず、許諾を管理することができる機構を提供する。本発明の一実施形態において、OA
uth承認サーバは、許諾管理用のREST式インターフェイスをサポートする。たとえば、ユ
ーザがテレビのリモコン上の特定ボタンを押したことに応答して、ユーザのテレビ上で動
作するソフトウェアは、サーバのREST式インターフェイスを呼出すことができる。REST式
インターフェイスを介して、ソフトウェアは、サーバにコールバックをすることができ、
ボタンの押下を介して提供された許諾を保存することができる。その後、同様のREST式イ
ンターフェイスを使用して、許諾を取り消すこともできる。REST式インターフェイスを使
用することによって、クライアントアプリケーションは、使用できるカスタムユーザイン
ターフェイスを形成して、許諾管理プロセスを進めることができる。一実施形態において
、ＨＴＭＬに基づくリダイレクトは、RESTに基づく承認管理プロセスに関与していない。
RESTは、カリフォルニア大学アーバイン校のFielding, Roy Thomasによる２０００年の博
士論文「アーキテクチャスタイルおよびネットワークに基づくソフトウェアアーキテクチ
ャの設計」においてより詳細に記載されている。この博士論文は、引用として本明細書に
援用される。さらに、RESTは、引用として本明細書に援用される米国特許出願公開第２０
１３／００８１１２８号および米国特許出願公開第２０１３／００８６６６９号にも討論
されている。
【０１０７】
　図１３は、本発明の一実施形態に従った方法の一例を示すフローチャートである。この
技術によって、OAuth承認サーバは、許諾管理用のREST（Representational State Transf
er）インターフェイスを提供する。ブロック１３０２において、OAuth承認サーバは、RES
Tに基づくインターフェイスをソフトウェアアプリケーションに公開する。ブロック１３
０４において、OAuth承認サーバは、RESTに基づくインターフェイスを介して、ソフトウ
ェアアプリケーションから、RESTに基づくリクエストを受信する。RESTに基づくリクエス
トは、特定のユーザに関連付けられた情報の範囲を指定することができる。ブロック１３
０６において、RESTに基づくリクエストに応答して、OAuth承認サーバは、RESTに基づく
インターフェイスを介して、ソフトウェアアプリケーションから、特定ユーザに関連する
認証資格情報（たとえば、パスワード）を要求する。ブロック１３０８において、OAuth
承認サーバは、RESTに基づくインターフェイスを介して、ソフトウェアアプリケーション
から、資格情報を受信する。ブロック１３１０において、OAuth承認サーバは、受信した
資格情報に基づいて、特定のユーザを認証する。ブロック１３１２において、OAuth承認
サーバは、RESTに基づくインターフェイスを介して、ソフトウェアアプリケーションが情
報の範囲によって指定された情報にアクセスすることを許諾するか否かをユーザに照会す
る。ブロック１３１４において、OAuth承認サーバは、RESTに基づくインターフェイスを
介して、ユーザの許諾を受信する。ブロック１３１６において、OAuth承認サーバは、ソ
フトウェアアプリケーションと情報の範囲との間のマッピング関係を保存する。その後、
ソフトウェアアプリケーションは、情報にアクセスする許諾をユーザから再取得する必要
なく、保存されたマッピング関係による情報範囲内にある情報にアクセスすることができ
る。いくつかの実施形態において、ユーザは、RESTに基づくインターフェイスを介してOA
uth承認サーバと情報を交換することによって、過去にさまざまなエンティティに付与さ
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れた許諾のリストおよび各々の許諾に関与する情報範囲を取得することができる。いくつ
かの実施形態において、ユーザは、RESTに基づくインターフェイスを介して、OAuth承認
サーバと情報を交換することによって、過去に付与された１つ以上の許諾を取り消すこと
ができる。許諾を取り消すことに連れて、OAuth承認サーバは、取り消された許諾に関連
するマッピング関係を削除する。
【０１０８】
　モバイルアプリケーションのシングルサインオン
　クラウドコンピューティング環境において、同一のベンダからの複数のアプリケーショ
ンは、同一の識別ドメイン上で動作することができる。スマートフォンなどのモバイル装
置からアプリケーションを起動する場合、ユーザは、そのアプリケーションにログインす
るために、同一のベンダからの別のアプリケーションにログインするためにすでに提供し
たユーザＩＤとパスワードをさらに提供する必要があるか否かことに悩む。モバイルネイ
ティブアプリケーションは、シングルサインオンメカニズムを欠けるため、インターネッ
トブラウザに基づくアプリケーションと異なる。インターネットブラウザに基づくアプリ
ケーションの場合、ブラウザに保存されたクッキーが１つのウェブサイトにおけるユーザ
のログインを追跡することができるため、ユーザは、その後、別の関連ウェブサイトにロ
グインする必要がない。
【０１０９】
　本発明の一実施形態によれば、モバイルネイティブアプリケーションの間に利用可能な
シングルサインオン機能を提供することができる機構が提供される。この機構を使用する
と、ユーザがユーザＩＤとパスワードを入力することによって１つのモバイルネイティブ
アプリケーションにログインした場合、モバイルネイティブアプリケーションにログイン
したことは、同一のベンダからの他のモバイルネイティブアプリケーションに使用され、
アプリケーションごとにユーザＩＤとパスワードを入力する必要なく、他のモバイルネイ
ティブアプリケーションにアクセスする権利をユーザに与えることができる。基本的には
、ユーザは、信頼できるアプリケーションのグループに属するモバイルネイティブアプリ
ケーションのいずれかにサインオンすることによって、このグループに属するすべてのモ
バイルネイティブアプリケーションにサインオンすることができる。
【０１１０】
　シングルサインオン機能をモバイルネイティブアプリケーションに有効化するために、
一実施形態において、アプリケーションにアクセスすることができる各モバイル装置のた
めに、別体のサーバ側ストアが作成される。まず、モバイルネイティブアプリケーション
の各々は、すべてのモバイル装置から遠隔しているサーバ上に登録される。モバイル装置
上で特定のモバイルネイティブアプリケーションを起動する一回目に、登録処理が実行さ
れる。第二ファクタを含む厳しい認証は、各々の特定のモバイルネイティブアプリケーシ
ョンの登録処理の一部として、実行されてもよい。信頼できるグループ内の各モバイルネ
イティブアプリケーションがサーバに登録された後、信頼できるグループ内のアプリケー
ションのいずれかに対する認証は、これらのアプリケーション間に共有されるユーザセッ
ションを作成することができる。これによって、このユーザセッションが有効である間に
、ユーザが信頼できるグループ内のいずれかの他のアプリケーションを起動した場合、パ
スワードの質問は、ユーザに発行されない。グループ内のすべてのアプリケーションを含
む信頼サークル（circle of trust）は、サーバ上で保管される。
【０１１１】
　一実施形態において、各モバイル装置用の別体のデバイスストアは、サーバ上で作成さ
れる。特定のモバイル装置から起動されたユーザセッションは、そのモバイル装置のデバ
イスストアに保存される。サーバは、サーバに登録され信頼できるグループ内の各アプリ
ケーションに、クライアント登録トークンを発行する。クライアント登録トークンは、ア
プリケーションが起動されたモバイル装置のハードウェア識別子（たとえば、メディアア
クセス制御（ＭＡＣ）アドレス）、発行されたトークンが代理するユーザのＩＤ、および
トークンが発行されたアプリケーションのＩＤを含む３つの情報を含む。信頼できるグル
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ープ内のアプリケーションの各々は、同一のハードウェア識別子を含むクライアント登録
トークンを受信する。アプリケーションＩＤは、信頼グループ内のアプリケーションによ
り保有されるトークンの間で異なる。クライアント登録トークン内のハードウェア識別子
は、サーバによって（たとえば、暗号化技術を用いて）署名されている。
【０１１２】
　ユーザセッションの作成に先立ち、信頼できるグループ内の第一モバイルネイティブア
プリケーションを起動すると、そのアプリケーションは、OAuth承認サーバにクライアン
ト登録トークンを提供する。OAuth承認サーバは、パスワードを用いて第一モバイルネイ
ティブアプリケーションを認証した後、ユーザセッションをクライアント登録トークンに
より指定されたモバイル装置に関連付けられているサーバ側デバイスストア内に保存する
。ユーザセッションは、指定された有効期限を有する。同一の信頼できるグループ内の別
のモバイルネイティブアプリケーションを起動すると、そのアプリケーションも、OAuth
承認サーバにクライアント登録トークンを提供する。クライアント登録トークン内のハー
ドウェア識別子を用いて、モバイル装置に関連するデバイスストアのロックを解除するこ
とができる。サーバは、トークン内のハードウェア識別子が署名したものであることを判
断することができる。サーバは、ハードウェア識別子を有するモバイル装置に関連するデ
バイスストアがすでに有効なユーザセッションを含むことを判断することができる。この
判断に応答して、OAuth承認サーバは、パスワードをユーザに発行する必要がないことを
モバイルネイティブアプリケーションに通知する。デバイスストアに有効なユーザセッシ
ョンが存在するため、ユーザは、追加のサインオンプロセスをすることなく、信頼できる
グループ内のすべてのモバイルネイティブアプリケーションを使用することができる。
【０１１３】
　本発明の一実施形態において、単一の識別ドメインは、複数の異なるサービスプロファ
イルを保存することができる。たとえば、第一グループのアプリケーションのために、第
一サービスプロファイルを確立することができ、第二グループのアプリケーションのため
に、第二サービスプロファイルを確立することができる。一実施形態において、特定のサ
ービスプロファイルに関連付けられたすべてのアプリケーションは、同一の信頼できるグ
ループ内に配置されている。シングルサインオン機能は、同一の信頼できるグループ内の
アプリケーションに利用可能である。識別ドメインを管理するテナントは、識別ドメイン
内のサービスプロファイルの各々に、各サービスプロファイルに関連付けられているアプ
リケーションを指定することができる。たとえば、部門ごとにまたは従業員の役割ごとに
、異なるサービスプロファイルを作成することができる。
【０１１４】
　図１４は、本発明の一実施形態に従った方法の一例を示すフローチャートである。この
技術によって、サーバは、このサーバと別体のモバイル装置上で動作する複数の相互関連
するアプリケーション用のアクティブユーザセッションを保管する。ブロック１４０２に
おいて、サーバ（潜在的なOAuth承認サーバ）は、第一モバイル装置上で動作する第一ア
プリケーションから、登録リクエストを受信する。ブロック１４０４において、サーバは
、第一アプリケーションおよびそのユーザに対して、認証処理を行う。ブロック１４０６
において、サーバは、（ａ）第一モバイル装置のハードウェア識別子と、（ｂ）認証した
ユーザのユーザＩＤと、（ｃ）第一アプリケーションのＩＤとを指定する第一クライアン
ト登録トークンを第一アプリケーションに送信する。第一アプリケーションは、第一クラ
イアント登録トークンを保存する。
【０１１５】
　ブロック１４０８において、サーバは、第一モバイル装置上で動作する第二アプリケー
ションから、登録リクエストを受信する。第二アプリケーションは、第一アプリケーショ
ンとは異なるが、第一アプリケーションが属する信頼できるグループに属している。信頼
できるグループ内のアプリケーションの各々は、たとえば、同一のベンダからの製品であ
ってもよい。ブロック１４１０は、サーバは、第二アプリケーションおよびそのユーザに
対して、認証処理を行う。ブロック１４１２は、サーバは、（ａ）第一モバイル装置と同
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様のハードウェア識別子と、（ｂ）認証したユーザと同様のユーザＩＤと、（ｃ）第一ア
プリケーションのＩＤと異なる第二アプリケーションのＩＤとを指定する第二クライアン
ト登録トークンを第二アプリケーションに送信する。第二アプリケーションは、第二クラ
イアントの登録トークンを保存する。また、サーバは、他のモバイル装置、たとえば、第
二モバイル装置上で動作するアプリケーションから、登録リクエストを受信することもで
きる。サーバは、それらのアプリケーションにクライアント登録トークンを送信する。送
信されたクライアント登録トークンの各々は、それぞれのアプリケーションが動作するモ
バイル装置のハードウェア識別子を指定する。
【０１１６】
　ブロック１４１４において、サーバは、特定のモバイル装置上で動作する特定のアプリ
ケーションから、特定のクライアント登録トークンを受信する。特定のモバイル装置は、
たとえば、第一モバイル装置、第一モバイル装置と異なる第二モバイル装置または他のモ
バイル装置であってもよい。また、特定のアプリケーションは、第一モバイル装置上で動
作する第一アプリケーション、または第一モバイル装置上で動作する第二アプリケーショ
ン、または第一モバイル装置上で動作する他のアプリケーション、または第一モバイル装
置以外の他のアプリケーション上で動作する他のアプリケーションであってもよい。ブロ
ック１４１６において、サーバは、特定のモバイル装置用のユーザセッションがサーバに
存在するか否かを判断する。特定のモバイル装置用のユーザセッションが存在する場合、
制御は、ブロック１４２４に進み、そうでない場合、制御は、ブロック１４１８に進む。
【０１１７】
　ブロック１４１８において、サーバは、特定のアプリケーションのユーザから認証資格
情報を要求するように、特定のアプリケーションに指示する。たとえば、サーバは、ユー
ザに関連付けられたサーバに既知のパスワードを入力するよう、特定のアプリケーション
のユーザに提示するように、特定のアプリケーションに指示することができる。ブロック
１４２０において、ユーザ提供した認証資格情報が正当なものであることを確認した後、
サーバは、特定のモバイル装置の特有ＩＤにマッピングされた新規ユーザセッションを作
成し、保存する。一実施形態において、この特有ＩＤは、ブロック１４１４でサーバによ
り受信した特定のクライアント登録トークンに指定されたハードウェア識別子である。
【０１１８】
　ブロック１４２２において、サーバは、特定のアプリケーションのユーザが特定のアプ
リケーションに正常にログインしたことを特定のアプリケーションに通知する。その後、
特定のアプリケーションのユーザは、サインオンしているうちに、特定のアプリケーショ
ンの機能を利用することができる。一実施形態において、サーバに保存されたユーザセッ
ションが有効であるうちに、ユーザのサインオン状態が維持される。
【０１１９】
　代替的には、ブロック１４２４で、サーバは、特定のクライアント登録トークンに指定
されたハードウェア識別子がユーザセッションで指定されたハードウェア識別子と一致す
ることを確認する。上述したように、各クライアント登録トークンで送信されたハードウ
ェア識別子およびユーザセッションに指定されたハードウェア識別子のすべては、暗号化
技術を用いてサーバに署名することができる。よって、ハードウェア識別子を偽造するこ
とができない。サーバは、ハードウェア識別子が一致すると確認した場合、制御は、ブロ
ック１４２２に戻る。この場合、サーバは、ブロック１４１８のように承認認証資格情報
を要求することを特定のアプリケーションに指示しない。その理由は、その特定のモバイ
ル装置用のサーバ側ユーザセッションが存在するため、特定のモバイル装置のユーザは、
過去にすでにサインオンしたためである。このように、サーバは、モバイル装置上で実行
するアプリケーションのために、シングルサインオン機能を提供することができる。
【０１２０】
　モバイルOAuthサービス
　アプリケーションをOAuth承認サーバに初めて登録するときに、サーバがモバイル装置
上の正当なモバイルアプリケーションのみにクライアント登録トークンを提供することを
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前提に、上述したモバイルアプリケーション用のシングルサインオン技術は、十分安全に
機能する。安全性強化の一環として、正当なアプリケーションのみがクライアント登録ト
ークンを受信することを保証するために、登録時に、各モバイルアプリケーションに対し
、潜在的に第二ファクタを含み得るより厳しい認証を行うことができる。しかしながら、
いくつかのハッキング技術がまだこれらの保護手段を破る可能性がある。仮説上、モバイ
ル装置上のアプリケーションは、他のアプリケーションに偽装することができる。
【０１２１】
　したがって、本発明の一実施形態において、モバイル装置上のアプリケーションが本当
に主張していものであることを確認するために、帯域外検証メカニズムが設けられている
。アップル（登録商標）ｉＯＳにおいて、アップルプッシュ通知サービス（ＡＰＮＳ）と
呼ばれるメカニズムが設けられる。ＡＰＮＳを用いて、モバイル装置上のアプリケーショ
ンを一意的に識別することができる。モバイルアプリケーションと通信しようとする外部
ソースは、ＡＰＮＳを介して、プッシュ通知をモバイル装置上のモバイルアプリケーショ
ンに送信することができる。ＡＰＮＳサーバは、プッシュ通知が送信の目的地である特定
の装置上の特定のアプリケーションに送信されることを保証する。この保証は、アップル
社が各モバイル装置に発行した証明書に基づいている。アプリケーションは、ＡＰＮＳに
登録するときに、モバイル装置の証明書をアップル社のＡＰＮＳサーバに提示する。ＡＰ
ＮＳサーバは、装置トークンをアプリケーションに返送する。ＡＰＮＳサーバは、装置ト
ークンと、アプリケーションと、アプリケーションが動作するモバイル装置との間の関連
付けを保存する。アプリケーションは、アプリケーションに通知を送信しようとする外部
ソースに、装置トークンを提示することができる。これらの外部ソースは、装置トークン
と、外部ソースがアプリケーションに送信しようとする各通知とをＡＰＮＳサーバに提示
することができる。ＡＰＮＳサーバは、その装置トークンに関連付けられているアプリケ
ーションに、各通知をプッシュすることができる。
【０１２２】
　したがって、少なくとも一部のモバイル装置上で、ＡＰＮＳは、メッセージを安全な方
法で装置上のアプリケーションに送信するためのメカニズムとして、使用されることがで
きる。ＡＰＮＳは、アプリケーションをOAuth承認サーバに登録するための帯域外メカニ
ズムとして、使用されることができる。OAuth承認サーバは、モバイルアプリケーション
を初めてOAuth承認サーバに登録するときに、ＡＰＮＳを介して、クライアント登録トー
クンをモバイルアプリケーションに送信することができるため、適切なモバイルアプリケ
ーションのみがそのクライアント登録トークンを受信することを保証することができる。
偽装のクライアントは、ＡＰＮＳに登録されることがないため、ＡＰＮＳを介して、OAut
h承認サーバからプッシュされたクライアント登録トークンを受信することができない。
一実施形態において、モバイルアプリケーションの登録処理中に、モバイルアプリケーシ
ョンは、ＡＰＮＳから受信した装置トークンをOAuth承認サーバに提供し、OAuth承認サー
バは、モバイルアプリケーションと情報を通信するたびに、その装置トークンを用いて、
そのモバイルアプリケーションに情報をプッシュする。
【０１２３】
　本発明の代替的な実施形態において、OAuth承認サーバは、ＡＰＮＳを介して、モバイ
ルアプリケーションにすべてのクライアント登録トークンを送信しない。その代わりに、
OAuth承認サーバは、クライアント登録トークンを２つの暗号化部分に分割する。OAuth承
認サーバは、ＡＰＮＳを介して、クライアント登録トークンの半分をモバイルアプリケー
ションに送信する。OAuth承認サーバは、ハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）
チャネル、典型的にはモバイルアプリケーションがOAuth承認サーバに登録するために使
用されたチャネルと同様のチャネルを使用して、クライアント登録トークンの残りの半分
をモバイルアプリケーションに送信する。モバイルアプリケーションは、両方の半分を受
信し、合併した後、完全なクライアント登録トークンを獲得する。この技術は、ＡＰＮＳ
を介してすべてのクライアント登録トークンを送信する技術よりも、さらに安全である。
【０１２４】
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　一部のモバイル装置は、アップルｉＯＳを実行しないため、ＡＰＮＳを使用することが
できない。本発明の一実施形態において、少なくとも一部のモバイル装置、たとえば、ア
ンドロイド（Android、登録商標）オペレーティングシステムを実行する装置は、ＡＰＮ
Ｓの代わりに、グーグルクラウドメッセージング（Google Cloud Messaging、ＧＣＭ）を
帯域外のトークン伝送チャネルとして使用することを除き、上記と同様の技術を使用して
、クライアント登録トークンを受信する。
【０１２５】
　図１５は、本発明の一実施形態に従った方法の一例を示すフローチャートである。この
技術によって、クライアント登録トークンは、帯域外チャネルを介してモバイル装置に安
全に送信され、したがって、モバイル装置は、クライアント登録トークンを用いて、シン
グルサインオンという機能を達成することができる。ブロック１５０２において、OAuth
承認サーバは、モバイル装置上で動作するアプリケーションからの登録リクエストに応じ
て、装置トークンを受信する。この装置トークンは、アプリケーションを一意的に識別し
、サービスを利用するアプリケーションが事前登録処理の一環として過去にサービスから
受信したものである。このサービスは、OAuth承認サーバまたはOAuth承認サーバが動作す
る共有クラウドコンピューティング環境とは異なり、OAuth承認サーバまたはOAuth承認サ
ーバが動作する共有クラウドコンピューティング環境により提供または制御されるもので
はない。一実施形態において、サービスは、アップルプッシュ通知サービス（ＡＰＮＳ）
である。別の実施形態において、サービスは、グーグルクラウドメッセージング（ＧＣＭ
）である。他の実施形態において、サービスは、アプリケーションを一意的に識別する装
置トークンをこれらのアプリケーションに提供する他の通知または他のメッセージングサ
ービスであってもよい。これらのサービスは、しばしば、モバイル装置がアプリケーショ
ンをダウンロードできるアプリケーションストアと接通している。一般的には、アプリケ
ーションストアは、アプリケーションをアプリケーションストア内に収容するプロセスの
一部として、これらのアプリケーションに一意的なアプリケーション識別子を割当てる。
【０１２６】
　ブロック１５０４において、OAuth承認サーバは、アプリケーションからの登録リクエ
ストに応じて、クライアント登録トークンを生成する。図１４に関連して上述したように
、一実施形態において、クライアント登録トークンは、他の情報の中で、アプリケーショ
ンが動作するモバイル機器のＭＡＣアドレスを指定する。ブロック１５０６において、OA
uth承認サーバは、クライアント登録トークンを２つの部分に分割する。各部分は、他の
部分に含まれていない情報を含む。ブロック１５０８において、OAuth承認サーバは、ク
ライアント登録トークンの各部分を暗号化する。
【０１２７】
　ブロック１５１０において、OAuth承認サーバは、モバイルアプリケーションが過去に
装置トークンを受信したサービスに、装置トークンとクライアント登録トークンの第一暗
号化部分を指定する通知との両方を送信する。その後、サービスは、装置トークンの真偽
を検証し、クライアント登録トークンの第一暗号化部分を含む通知をモバイル装置上のア
プリケーションにプッシュすることができる。アプリケーションとモバイル装置との両方
は、装置トークンによって一意的に識別される。装置トークンは、モバイル機器のＭＡＣ
アドレスを指定することができる。サービスは、モバイル機器のＭＡＣアドレスを用いて
、ネットワーク内で、プッシュ通知をそのアドレスに指定することができる。
【０１２８】
　ブロック１５１２において、OAuth承認サーバは、第一暗号化部分を送信するために使
用されたサービスと関係ないハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）チャネルを介
して、クライアント登録トークンの第二暗号化部分をモバイル装置に送信する。一実施形
態において、このＨＴＴＰチャネルは、モバイル装置がブロック１５０２でOAuth承認サ
ーバに登録リクエストを送信する際に使用したチャネルと同様である。その後、モバイル
装置は、クライアント登録トークンの暗号化部分の両方を受信し、各部分を解読し、解読
された部分を合併することによって、完全なクライアント登録トークンを得る。その後、
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モバイル装置は、クライアント登録トークンを保存し、図１４に関連して上述したように
、クライアント登録トークンを用いて、モバイル装置上で動作する関連アプリケーション
上でシングルサインオン機能を実現する。
【０１２９】
　ハードウェアの概要
　図１６は、実施形態のうちの１つを実現するための分散型システム１６００を示す簡略
図である。図示の実施形態において、分散型システム１６００は、１つ以上のネットワー
ク１６１０を介して、ウェブブラウザまたは専用クライアント（たとえば、オラクルフォ
ーム）などのようなクライアントアプリケーションを実行および作動するように構成され
た１つ以上のクライアントコンピューティング装置１６０２、１６０４、１６０６および
１６０８を含む。サーバ１６１２が、ネットワーク１６１０を介して、リモートクライア
ントコンピューティング装置１６０２、１６０４、１６０６および１６０８と通信可能に
連結されてもよい。
【０１３０】
　さまざまな実施形態において、サーバ１６１２は、システムの１つ以上のコンポーネン
トによって提供される１つ以上のサービスまたは１つ以上のソフトウェアアプリケーショ
ンを実行するように構成されることができる。いくつかの実施形態において、これらのサ
ービスは、ウェブサービスまたはクラウドサービスとして、またはSaaS（Software as a 
Service）モデルに基づいて、クライアントコンピューティング装置１６０２、１６０４
、１６０６および／または１６０８のユーザに提供されてもよい。よって、クライアント
コンピューティング装置１６０２、１６０４、１６０６および／または１６０８を操作す
るユーザは、１つ以上のクライアントアプリケーションを用いて、サーバ１６１２と情報
を交換することによって、これらのコンポーネントによって提供されたサービスを利用す
ることができる。
【０１３１】
　図示の構成において、システム１６００のソフトウェアコンポーネント１６１８、１６
２０および１６２２は、サーバ１６１２上に実装されている。他の実施形態において、シ
ステム１６００の１つ以上のコンポーネントおよび／またはこれらのコンポーネントによ
って提供されたサービスは、１つ以上のクライアントコンピューティング装置１６０２、
１６０４、１６０６および／または１６０８によって実現されてもよい。クライアントコ
ンピューティング装置を操作するユーザは、１つ以上のクライアントアプリケーションを
用いて、これらのコンポーネントによって提供されたサービスを利用することができる。
これらのコンポーネントは、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、またはこれ
らの組み合わせで実現されてもよい。理解すべきことは、分散型システム１６００と異な
るさまざまなシステム構成が可能であることである。したがって、図示された実施形態は
、実施形態のシステムを実現するための分散型システムの一例であり、限定する意図をし
ていない。
【０１３２】
　クライアントコンピューティング装置１６０２、１６０４、１６０６および／または１
６０８は、たとえば、Microsoft Windows Mobile（登録商標）のようなソフトウェア、お
よび／またはｉＯＳ、Windowsフォン、アンドロイド、ブラックベリー１７およびパーム
ＯＳなどのさまざまなモバイルオペレーティングシステムを実行することができ、インタ
ーネット、電子メール、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）、ブラックベリー（登録
商標）または他の通信プロトコルが有効化された手持ち式携帯装置（たとえば、iPhone（
登録商標）、携帯電話、Ipad（登録商標）、タブレット、携帯情報端末（ＰＤＡ）または
着用できる装置（Google Glass（登録商標）ヘッドマウントディスプレイ）であってもよ
い。クライアントコンピューティング装置は、例示として、Microsoft Windows（登録商
標）オペレーティングシステム、Apple Macintosh（登録商標）オペレーティングシステ
ムおよび／またはLinux（登録商標）オペレーティングシステムのさまざまなバージョン
を実行するパーソナルコンピュータおよび／またはラップトップコンピュータを含む汎用
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のパーソナルコンピュータであってもよい。クライアントコンピューティング装置は、た
とえば、さまざまなGNU/Linuxオペレーティングシステム、たとえば、Google Chrome OS
を含むがこれに限定されない市販のUNIX（登録商標）またはUNIXに類似するさまざまなオ
ペレーティングシステムを動かすワークステーションコンピュータであってもよい。代替
的にまたは追加的には、クライアントコンピューティング装置１６０２、１６０４、１６
０６および１６０８は、ネットワーク１６１０を介して通信可能なシンクライアントコン
ピュータ、インターネット対応のゲームシステム（たとえば、Kinect（登録商標）ジェス
チャ入力装置を備えるまたは備えないMicrosoft Xboxゲームコンソール）、および／また
はパーソナルメッセージング装置などの他の電子機器であってもよい。
【０１３３】
　例示の分散型システム１６００は、４つのクライアントコンピューティング装置を備え
ると示されているが、任意の数のクライアントコンピューティング装置をサポートするこ
とができる。他の装置、たとえばセンサを有する装置は、サーバ１６１２と情報を交換す
ることができる。
【０１３４】
　分散型システム１６００のネットワーク１６１０は、ＴＣＰ／ＩＰ（伝送制御プロトコ
ル／インターネットプロトコル）、ＳＮＡ（システムネットワークアーキテクチャ）、Ｉ
ＰＸ（インターネットパケット交換）、apple Talkなどを含むがこれらに限定されないさ
まざまな市販プロトコルのいずれかを使用してデータ通信をサポートすることができ、当
業者に熟知される任意種類のネットワークであってもよい。単なる例示として、ネットワ
ーク１６１０は、イーサネット（登録商標）、トークンリングおよび／またはその他に基
づくローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）であってもよい。ネットワーク１６１０は、
広域ネットワークまたはインターネットであってもよい。ネットワーク１６１０は、仮想
プライベートネットワーク（ＶＰＮ）を含むがこれに限定されない仮想ネットワーク、イ
ントラネット、エクストラネット、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）、赤外線ネットワーク、
無線ネットワーク（たとえば、ＩＥＥＥ（Institute of Electrical and Electronic Eng
ineers）１６０２．１１プロトコルスイート、Bluetooth（登録商標）、および／または
任意の他の無線プロトコルの下で動作するネットワーク）および／またはこれらのネット
ワークと他のネットワークの組み合わせを含むことができる。
【０１３５】
　サーバ１６１２は、１つ以上の汎用コンピュータ、（例示として、ＰＣ（パーソナルコ
ンピュータ）サーバ、UNIX（登録商標）サーバ、ミッドレンジサーバ、メインフレームコ
ンピュータ、ラックマウントサーバを含む）専用サーバコンピュータ、サーバファーム、
サーバクラスタ、または任意の他の適切な構成および／または組み合わせから構成されて
もよい。さまざまな実施形態において、サーバ１６１２は、前述の開示に記載された１つ
以上のサービスまたはソフトウェアアプリケーションを動かすように構成することができ
る。たとえば、サーバ１６１２は、本開示の実施形態に従って上記に説明した処理を実行
するためのサーバに対応することができる。
【０１３６】
　サーバ１６１２は、上述したものいずれかを含むオペレーティングシステム、および任
意の市販サーバオペレーティングシステムを動かすことができる。また、サーバ１６１２
は、ＨＴＴＰ（ハイパーテキスト転送プロトコル）サーバ、ＦＴＰ（ファイル転送プロト
コル）サーバ、ＣＧＩ（共通ゲートウェイインターフェイス）サーバ、Java（登録商標）
サーバ、データベースサーバなどを含むさまざまな追加サーバアプリケーションおよび／
または中間層アプリケーションのいずれかを動かすことができる。例示的なデータベース
サーバは、Oracle（登録商標）、Microsoft（登録商標）、Sybase（登録商標）、IBM（登
録商標）などの会社から市販されているものを含むがこれらに限定されない。
【０１３７】
　いくつかの実現例において、サーバ１６１２は、クライアントコンピューティング装置
１６０２と、１６０４，１６０６、および１６０８のユーザから受信したデータフィード
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および／またはイベント更新を分析および統合する１つ以上のアプリケーションを含んで
もよい。例示として、データフィードおよび／またはイベント更新は、これらに限定され
ないが、Twitter（登録商標）フィード、Facebook（登録商標）更新または１つ以上の第
３情報源および連続データストリームから受信したリアルタイム更新を含むがこれらに限
定されない。リアルタイム更新は、センサデータアプリケーション、金融相場表示機、ネ
ットワーク性能測定ツール（たとえば、ネットワーク監視およびトラフィック管理アプリ
ケーション）、ページ遷移（Clickstream）解析ツール、自動車交通監視装置などに関連
するリアルタイムイベントを含むことができる。また、サーバ１６１２は、クライアント
コンピューティング装置１６０２、１６０４、１６０６および１６０８の１つ以上の表示
装置を介して、データフィードおよび／またはリアルタイムイベントを表示するための１
つ以上のアプリケーションを含むこともできる。
【０１３８】
　また、分散型システム１６００は、１つ以上のデータベース１６１４および１６１６を
含むことができる。データベース１６１４および１６１６は、さまざまな場所に常駐する
ことができる。例示として、１つ以上のデータベース１６１４および１６１６は、サーバ
１６１２の近く（および／またはその中）の非一時記憶媒体に常駐することができる。代
替的には、データベース１６１４および１６１６は、リモートサーバ１６１２から離れて
おり、ネットワークに基づく接続または専用接続を介して、サーバ１６１２と通信してい
る。一組の実施形態において、データベース１６１４および１６１６は、記憶領域ネット
ワーク（ＳＡＮ）に常駐することができる。同様に、サーバ１６１２に寄与する機能を実
行するための任意の必要なファイルは、必要に応じて、サーバ１６１２上に／またはサー
バ１６１２から離れた場所に保存されてもよい。一組の実施形態において、データベース
１６１４および１６１６は、たとえば、Oracleにより提供されるデータベースなどの関係
データベースを含むことができる。これらの関係データベースは、ＳＱＬフォーマット命
令に応じて、データを取得、保存および更新するように構成されている。
【０１３９】
　図１７は、本開示の実施形態に従ったシステム環境１７００の１つ以上のコンポーネン
トを示す簡略ブロック図である。実施形態に従ったシステムの１つ以上のコンポーネント
によって提供されるサービスは、クラウドサービスとして提供されることができる。図示
の実施形態において、システム環境１７００は、１つ以上のクライアントコンピューティ
ング装置１７０４、１７０６および１７０８を含む。ユーザは、クライアントコンピュー
ティング装置を用いて、クラウドサービスを提供するクラウドインフラストラクチャシス
テム１７０２と情報を交換することができる。クライアントコンピューティング装置は、
ウェブブラウザ、専用クライアントアプリケーション（たとえば、オラクルフォーム）ま
たは他のアプリケーションなどのクライアントアプリケーションを作動するように構成さ
れることができる。ユーザは、クライアントアプリケーションを用いてクラウドインフラ
ストラクチャシステム１７０２と情報を交換することによって、クラウドインフラストラ
クチャシステム１７０２により提供されたサービスを利用することができる。
【０１４０】
　理解すべきことは、図示のクラウドインフラストラクチャシステム１７０２は、図示さ
れたコンポーネント以外のコンポーネントを備えてもよいことである。さらに、図示の実
施形態は、本発明の実施形態を組み込むことができるクラウドインフラストラクチャシス
テムの一例に過ぎない。いくつかの他の実施形態において、クラウドインフラストラクチ
ャシステム１７０２は、図示よりも多いまたは少ないコンポーネントを有してもよく、２
つ以上のコンポーネントを組み合わせてもよく、または異なる構成または配置のコンポー
ネントを有してもよい。
【０１４１】
　クライアントコンピューティング装置１７０４、１７０６および１７０８は、上述した
クライアントコンピューティング装置１６０２、１６０４、１６０６および１６０８と同
様であってもよい。
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【０１４２】
　例示的なシステム環境１７００は、３つのクライアントコンピューティング装置を備え
ると示されているが、任意の数のクライアントコンピューティング装置をサポートするこ
とができる。他の装置、たとえばセンサを有する装置は、クラウドインフラストラクチャ
システム１７０２と情報を交換することができる。
【０１４３】
　ネットワーク１７１０は、クライアント１７０４、１７０６および１７０８とクラウド
インフラストラクチャシステム１７０２との間のデータの通信および交換を促進すること
ができる。各ネットワークは、上記でネットワーク１６１０に関して説明したプロトコル
をさまざまな市販プロトコルのいずれかを用いてデータ通信をサポートすることができ、
当業者に熟知する任意の種類のネットワークであってもよい。
【０１４４】
　クラウドインフラストラクチャシステム１７０２は、上記でサーバ１６１２に関して説
明したコンポーネントを含み得る１つ以上のコンピュータおよび／またはサーバを含むこ
とができる。
【０１４５】
　特定の実施形態において、クラウドインフラストラクチャシステムによって提供された
サービスは、需要に応じて、クラウドインフラストラクチャシステムからユーザに提供で
きるオンラインデータの記憶およびバックアップ、Ｗｅｂベースの電子メールサービス、
ホストされたオフィススイートおよび文章連携サービス、データベース処理、管理できる
技術サポートサービスなどの多くのサービスを含んでよい。クラウドインフラストラクチ
ャシステムによって提供されるサービスは、ユーザのニーズを満たすように動的に拡張で
きる。クラウドインフラストラクチャシステムによって提供されたサービスの特定の例示
は、本明細書において、「サービスインスタンス」と呼ばれる。一般的には、インターネ
ットなどの通信ネットワークを介して、クラウドサービスプロバイダのシステムからユー
ザに提供できる任意のサービスは、「クラウドサービス」と呼ばれる。典型的には、パブ
リッククラウド環境において、クラウドサービスプロバイダのシステムを構成するサーバ
およびシステムは、顧客のオンプレミスサーバおよびシステムとは異なる。たとえば、ク
ラウドサービスプロバイダのシステムは、アプリケーションを提供することができ、ユー
ザは、必要に応じて、インターネットなどの通信ネットワークを介して、アプリケーショ
ンを注文し、使用することができる。
【０１４６】
　いくつかの例において、コンピュータネットワーククラウドインフラストラクチャ内の
サービスは、保護されたコンピュータネットワークのストレージアクセス、ホストされた
データベース、ホストされたＷｅｂサーバ、ソフトウェアアプリケーション、またはクラ
ウドベンダによってユーザに提供された他のサービス、または当該技術分野に知られてい
る他のサービスを含むことができる。たとえば、サービスは、インターネットを介して、
クラウド上のリモートストレージに対して、パスワードにより保護されたアクセスを含む
ことができる。別の例として、サービスは、Ｗｅｂサービスにホストされている関係デー
タベースおよびネットワーク上の開発者により私的使用のためのスクリプト言語ミドルウ
ェアエンジンを含むことができる。別の例として、サービスは、クラウドベンダのウェブ
サイト上でホストされている電子メールソフトウェアアプリケーションに対するアクセス
を含むことができる。
【０１４７】
　特定の実施形態において、クラウドインフラストラクチャシステム１７０２は、セルフ
サービスのサブスクリプションに基づく、柔軟なスケーラビリティ、信頼性、高可用性お
よび安全性を有する方法で、顧客に提供できる一連のアプリケーション、ミドルウェアお
よびデータベースサービスを含むことができる。このようなクラウドインフラストラクチ
ャシステムの例示として、本願譲受人により提供されたOracleパブリッククラウドが挙げ
られる。
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【０１４８】
　さまざまな実施形態において、クラウドインフラストラクチャシステム１７０２は、顧
客から申込んだクラウドインフラストラクチャシステム１７０２のサービスを自動的に提
供、管理および追跡するように構成されることができる。クラウドインフラストラクチャ
システム１７０２は、さまざまな展開モデルを介して、クラウドサービスを提供すること
ができる。たとえば、サービスは、クラウドサービスを販売する組織に所有された（たと
えば、Oracleに所有された）クラウドインフラストラクチャシステム１７０２を有するパ
ブリッククラウドモデルで提供され、一般人または異なる業界の企業に利用されることが
できる。別の例として、サービスは、単一の組織に専用されたクラウドインフラストラク
チャシステム１７０２を有するプライベートクラウドモデルで提供され、組織内の１つ以
上の実体に利用されることができる。また、クラウドサービスは、集団クラウドモデルで
提供されてもよい。よって、クラウドインフラストラクチャシステム１７０２およびクラ
ウドインフラストラクチャシステム１７０２により提供されたサービスは、関連する集団
内の複数の組織によって共有される。また、クラウドサービスは、２つ以上の異なるモデ
ルの組み合わせからなるハイブリッドクラウドモデルで提供されてもよい。
【０１４９】
　いくつかの実施形態において、クラウドインフラストラクチャシステム１７０２によっ
て提供されたサービスは、SaaS（Software as a Service）カテゴリ、PaaS（Platform as
 a Service）カテゴリ、IaaS（Infrastructure as a Service）カテゴリ、またはハイブ
リッドサービスを含む他のカテゴリのサービスに準拠して提供された１つ以上のサービス
を含むことができる。顧客は、サブスクリプションの申込みによって、クラウドインフラ
ストラクチャシステム１７０２によって提供された１つ以上のサービスを注文することが
できる。これに応じて、クラウドインフラストラクチャシステム１７０２は、顧客のサブ
スクリプション申込書に含まれたサービスを提供する処理を行う。
【０１５０】
　いくつかの実施形態において、クラウドインフラストラクチャシステム１７０２によっ
て提供されたサービスは、アプリケーションサービス、プラットフォームサービスおよび
インフラストラクチャサービスを含むがこれらに限定されない。いくつかの例において、
アプリケーションサービスは、SaaSプラットフォームを介して、クラウドインフラストラ
クチャシステムによって提供されてもよい。SaaSプラットフォームは、SaaSカテゴリに準
拠するクラウドサービスを提供するように構成されてもよい。たとえば、SaaSプラットフ
ォームは、統合の開発および展開プラットフォーム上でオンデマンドアプリケーションの
スイートを構築し、提供するように、機能することができる。SaaSプラットフォームは、
SaaSサービスを提供するために、基礎のソフトウェアおよびインフラストラクチャを管理
し、制御することができる。SaaSプラットフォームにより提供されたサービスを利用する
ことによって、顧客は、クラウドインフラストラクチャシステム上で動作するアプリケー
ションを利用することができる。顧客は、別々のライセンスおよびサポートを購入する必
要なく、アプリケーションサービスを取得することができる。さまざまな異なるSaaSサー
ビスを提供することができる。例示としては、販売実績管理、企業統合、および大規模組
織のビジネス柔軟性に対する解決策を提供するサービスを含むがこれらに限定されない。
【０１５１】
　いくつかの実施形態において、プラットフォームサービスは、PaaSプラットフォームを
介してクラウドインフラストラクチャシステムによって提供されてもよい。PaaSプラット
フォームは、PaaSカテゴリに準拠するクラウドサービスを提供するように構成されてもよ
い。プラットフォームサービスの例としては、共有されている共通アーキテクチャ上で既
存のアプリケーションを統合する能力、およびプラットフォームにより提供された共有サ
ービスを活用する新規アプリケーションを構築する能力を組織（たとえば、Oracle）に与
えるサービスを含むがこれに限定されない。PaaSプラットフォームは、PaaSサービスを提
供するために、基礎のソフトウェアおよびインフラストラクチャを管理し、制御すること
ができる。顧客は、クラウドインフラストラクチャシステム上で動作するアプリケーショ
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ンを利用することができる。顧客は、別々のライセンスおよびサポートを購入する必要な
く、アプリケーションサービスを取得することができる。さまざまな異なるSaaSサービス
を提供することができる。プラットフォームサービスの例としては、oracle Javaクラウ
ドサービス（JCS）、Oracleデータベースクラウドサービス（DBCS）およびその他を含む
がこれらに限定されない。
【０１５２】
　PaaSプラットフォームにより提供されたサービスを利用することによって、顧客は、ク
ラウドインフラストラクチャシステムにサポートされているプログラミング言語およびツ
ールを利用することができ、展開されたサービスを制御することができる。いくつかの実
施形態において、クラウドインフラストラクチャシステムによって提供されるプラットフ
ォームサービスは、データベースクラウドサービス、ミドルウェアクラウドサービス（た
とえば、Oracle Fusionミドルウェアサービス）、およびJavaクラウドサービスを含むこ
とができる。一実施形態において、データベースクラウドサービスは、データベースリソ
ースを蓄積する能力を組織に与えることができる共有サービス展開モデルをサポートする
ことができ、DBaaS（Database as a Service）をクラウドデータベースとして顧客に提供
することができる。ミドルウェアクラウドサービスは、クラウドインフラストラクチャシ
ステム上でさまざまなビジネスアプリケーションを開発および展開するためのプラットフ
ォームを顧客に提供することができ、Javaクラウドサービスは、クラウドインフラストラ
クチャシステム上でJavaアプリケーションを展開するためのプラットフォームを顧客に提
供することができる。
【０１５３】
　種々の異なるインフラストラクチャサービスは、IaaSプラットフォームによって、クラ
ウドインフラストラクチャシステムに提供されてもよい。これらのインフラストラクチャ
サービスは、SaaSプラットフォームおよびPaaSプラットフォームにより提供されたサービ
スを利用する顧客のために、ストレージ、ネットワークおよびその他の基本的なコンピュ
ーティングリソースとしての基礎コンピューティングリソースの管理と制御を容易にする
。
【０１５４】
　特定の実施形態において、クラウドインフラストラクチャシステム１７０２はまた、ク
ラウドインフラストラクチャシステムを利用する顧客に、さまざまなサービスを提供する
ために使用されるリソースを提供するためのインフラストラクチャリソース１７３０を含
むことができる。一実施形態において、インフラストラクチャリソース１７３０は、PaaS
プラットフォームおよびSaaSプラットフォームによって提供されたサービスを実行するた
めに、事前に統合され且つ最適化されたサーバリソース、ストレージリソースおよびネッ
トワークリソースなどのハードウェアの組み合わせを含んでもよい。
【０１５５】
　いくつかの実施形態において、クラウドインフラストラクチャシステム１７０２内のリ
ソースは、複数のユーザに共有されることができ、各々の需要に応じて動的に再割当てる
ことができる。また、リソースは、異なるタイムゾーンでユーザに割当てることができる
。たとえば、クラウドインフラストラクチャシステム１７３０は、指定時間内でクラウド
インフラストラクチャシステムのリソースを第一時間帯における第一グループのユーザに
利用させ、その後、同様のリソースを異なる時間帯における別のグループのユーザに再配
分することができ、リソースを最大に利用する。
【０１５６】
　特定の実施形態において、複数の内部共有サービス１７３２は、提供され、クラウドイ
ンフラストラクチャシステム１７０２の異なるコンポーネントまたはモジュールに共有さ
れおよびクラウドインフラストラクチャシステム１７０２によって提供されたサービスに
共有されることができる。これらの内部共有サービスは、安全性および識別サービス、統
合サービス、企業リポジトリサービス、企業管理サービス、ウイルススキャンおよびホワ
イトリストサービス、高可用性のバックアップおよびリカバリサービス、クラウドサポー
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トを可能にするサービス、メールサービス、通知サービス、およびファイル転送サービス
などを含むがこれらに限定されない。
【０１５７】
　特定の実施形態において、クラウドインフラストラクチャシステム１７０２は、クラウ
ドインフラストラクチャシステム内のクラウドサービス（たとえば、SaaSサービス、PaaS
サービスおよびIaaSサービス）を包括的に管理する機能を提供することができる。一実施
形態において、クラウド管理機能は、クラウドインフラストラクチャシステム１７０２な
どによって受信した顧客のサブスクリプションを提供、管理、および追跡する機能を含ん
でもよい。
【０１５８】
　一実施形態において、図示のように、クラウド管理機能は、１つ以上のモジュール、た
とえば、オーダー管理モジュール１７２０、オーダーオーケストレーションモジュール１
７２２、オーダー支給モジュール１７２４、オーダー管理監視モジュール１７２６、およ
びＩＤ管理モジュール１７２８によって提供される。これらのモジュールは、１つ以上の
コンピュータおよび／またはサーバを含んでもよく、これらを用いて形成されてもよい。
これらのコンピュータおよび／またはサーバは、汎用コンピュータ、専用サーバコンピュ
ータ、サーバファーム、サーバクラスタ、または任意の他の適切な配置および／またはこ
れらの組み合わせであってもよい。
【０１５９】
　例示的な動作１７３４において、顧客は、クライアント装置、たとえば、クライアント
装置１７０４、１７０６または１７０８を使用して、クラウドインフラストラクチャシス
テム１７０２により提供された１つ以上のサービスをリクエストし、クラウドインフラス
トラクチャシステム１７０２によって提供された１つ以上のサービスをオーダーすること
によって、クラウドインフラストラクチャシステム１７０２と情報を交換することができ
る。特定の実施形態において、顧客は、クラウドユーザインターフェイス（ＵＩ）、クラ
ウドＵＩ　１７１２、クラウドＵＩ　１７１４および／またはクラウドＵＩ　１７１６に
アクセスし、これらのＵＩを介して、サブスクリプションをオーダーすることができる。
クラウドインフラストラクチャシステム１７０２が顧客のオーダーに応答して受信したオ
ーダー情報は、顧客と、クラウドインフラストラクチャシステム１７０２により提供され
、顧客が購読しようとする１つ以上のサービスとを識別する情報を含むことができる。
【０１６０】
　顧客がオーダーした後、オーダー情報は、クラウドＵＩ１７１２、１７１４および／ま
たは１７１６を介して受信される。
【０１６１】
　動作１７３６において、オーダーは、オーダーデータベース１７１８に保存される。オ
ーダーデータベース１７１８は、クラウドインフラストラクチャシステム１７１８によっ
て操作され、または他のシステム要素と連動して操作されるいくつかのデータベースのう
ち１つであってもよい。
【０１６２】
　動作１７３８において、オーダー情報は、オーダー管理モジュール１７２０に転送され
る。いくつかの例において、オーダー管理モジュール１７２０は、オーダーに関連する請
求および会計機能、たとえば、オーダーの確認、および確認後オーダーの記入を実行する
ように構成されてもよい。
【０１６３】
　動作１７４０において、オーダーに関する情報は、オーダーオーケストレーションモジ
ュール１７２２に伝達される。オーダーオーケストレーションモジュール１７２２は、オ
ーダー情報を利用して、顧客がオーダーしたサービスおよびリソースの提供を用意する。
いくつかの例において、オーダーオーケストレーションモジュール１７２２は、オーダー
支給モジュール１７２４のサービスを用いて、オーダーしたサービスをサポートするよう
に、リソースの提供を用意することができる。
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【０１６４】
　特定の実施形態において、オーダーオーケストレーションモジュール１７２２は、各オ
ーダーに関連したビジネスプロセスを管理することができ、ビジネスロジックを適用する
ことによって、オーダーに対して支給をするか否かを判断することができる。動作１７４
２において、新規サブスクリプションのオーダーを受信すると、オーダーオーケストレー
ションモジュール１７２２は、リソースを割当て、サブスクリプションオーダーを満たす
ために必要なリソースを構成するように、リクエストをオーダー支給モジュール１７２４
に送信する。オーダー支給モジュール１７２４は、顧客がオーダーしたサービス用のリソ
ースを割当てることができる。オーダー支給モジュール１７２４は、クラウドインフラス
トラクチャシステム１７００により提供されたクラウドサービスと、リクエストされたサ
ービスを提供するためのリソースを供給するために使用される物理的な実装層との間の抽
象化レベルを形成する。このように、オーダーオーケストレーションモジュール１７２２
は、たとえば、サービスおよびリソースをその場で支給するかまたは事前に支給するか、
リクエストに応じて割当てる／与えるかなどの実装詳細から単離することができる。
【０１６５】
　動作１７４４において、サービスおよびリソースを支給した後、クラウドインフラスト
ラクチャシステム１７０２のオーダー支給モジュール１７２４は、提供されるサービスの
通知をクライアント装置１７０４、１７０６および／または１７０８を操作する顧客に送
信することができる。
【０１６６】
　動作１７４６において、オーダー管理監視モジュール１７２６は、顧客のサブスクリプ
ションオーダーを管理および追跡することができる。いくつかの例において、オーダー管
理監視モジュール１７２６は、サブスクリプションオーダー内のサービスの利用統計、た
とえば、ストレージの使用量、データの転送量、ユーザの数、システムの起動時間および
システムの停止時間を収集するように構成されることができる。
【０１６７】
　特定の実施形態において、クラウドインフラストラクチャシステム１７００は、ＩＤ管
理モジュール１７２８を含むことができる。ＩＤ管理モジュール１７２８は、クラウドイ
ンフラストラクチャシステム１７００に、識別サービス、たとえば、アクセス管理および
認可サービスを提供するように構成することができる。いくつかの実施形態において、Ｉ
Ｄ管理モジュール１７２８は、クラウドインフラストラクチャシステム１７０２によって
提供されたサービスを利用したい顧客に関する情報を制御することができる。このような
情報は、顧客のＩＤを承認する情報、およびさまざまなシステムリソース（たとえば、フ
ァイル、ディレクトリ、アプリケーション、通信ポート、メモリセグメントなど）に対し
て許可された顧客の実行権限を記載する情報を含むことができる。ＩＤ管理モジュール１
７２８は、各顧客に関する記述情報、記述情報にアクセスおよび変更する方法、および記
述情報にアクセスおよび変更した顧客に対する管理を含むことができる。
【０１６８】
　図１８は、本発明のさまざまな実施形態を実現することができるコンピュータシステム
１８００の一例を示す図である。コンピュータシステム１８００を用いて、上述したコン
ピュータシステムのいずれかを実現することができる。図示のように、コンピュータシス
テム１８００は、バスサブシステム１８０２を介して、複数の周辺サブシステムと連通す
る処理ユニット１８０４を含む。周辺サブシステムは、処理加速ユニット１８０６と、Ｉ
／Ｏサブシステム１８０８と、記憶サブシステム１８１８と、通信サブシステム１８２４
とを含むことができる。記憶サブシステム１８１８は、有形コンピュータ読取可能記憶媒
体１８２２と、システムメモリ１８１０とを含む。
【０１６９】
　バスサブシステム１８０２は、コンピュータシステム１８００のさまざまなコンポーネ
ントおよびサブシステムが必要に応じて相互通信させるための機構を形成する。図示には
、バスサブシステム１８０２を単一のバスとして概略的に示しているが、代替的な実施形
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態において、バスサブシステムは、複数のバスを利用してもよい。バスサブシステム１８
０２は、メモリバスまたはメモリコントローラ、周辺バス、およびさまざまなバスアーキ
テクチャのいずれかを使用するローカルバスを備えるいくつかの種類のバス構造のいずれ
かを有してもよい。たとえば、このようなアーキテクチャは、業界標準アーキテクチャ（
ISA）バス、マイクロチャネルアーキテクチャ（MCA）バス、拡張ISA（EISA）バス、ビデ
オエレクトロニクス規格協会（VESA）ローカルバス、および周辺構成要素相互接続（PCI
）バスを含むことができる。これらのバスは、IEEE P1386.1規格に準拠した製造されたメ
ザニンバスとして実現することができる。
【０１７０】
　１つ以上の集積回路（たとえば、従来のマイクロプロセッサまたはマイクロコントロー
ラ）として実装することができる処理ユニット１８０４は、コンピュータシステム１８０
０の動作を制御する。処理ユニット１８０４は、１つ以上のプロセッサを含むことができ
る。これらのプロセッサは、シングルコアプロセッサであってもよく、マルチコアプロセ
ッサであってもよい。特定の実施形態において、処理ユニット１８０４は、各々シングル
コアプロセッサまたはマルチコアプロセッサを備える１つ以上の独立した処理ユニット１
８３２および／または１８３４として実装されてもよい。他の実施形態において、処理ユ
ニット１８０４は、２つのデュアルコア（dual-core）プロセッサを単一のチップに集積
することにより形成されたクアッドコア（Quad-core）処理ユニットとして実装されても
よい。
【０１７１】
　さまざまな実施形態において、処理ユニット１８０４は、プログラムコードに応じてさ
まざまなプログラムを実行することができ、複数のプログラムまたはプロセスを同時に実
行することができる。任意の時点で、実行されるプログラムコードの一部または全てをプ
ロセッサ１８０４および／または記憶サブシステム１８１８に常駐することができる。適
切なプログラミングによって、プロセッサ１８０４は、上述したさまざまな機能を提供す
ることができる。コンピュータシステム１８００は、デジタルシグナルプロセッサ（DSP
）および専用プロセッサなどを含むことができる処理加速ユニット１８０６をさらに備え
てもよい。
【０１７２】
　Ｉ／Ｏサブシステム１８０８は、ユーザインターフェイス入力装置と、ユーザインター
フェイス出力装置とを含むことができる。ユーザインターフェイス入力装置は、キーボー
ド、マウスまたはトラックボールなどのポインティング装置、ディスプレイに組み込まれ
たタッチパッドまたはタッチスクリーン、スクロールホイール、クリックホイール、ダイ
ヤル、ボタン、スイッチ、キーパッド、音声命令認識システムを備える音声入力装置、マ
イクロフォン、および他の種類の入力装置を含んでもよい。また、ユーザインターフェイ
ス入力装置は、たとえば、Microsoft Kinect（登録商標）モーションセンサのようなモー
ション検知および／またはジェスチャ認識装置を含んでもよい。Microsoft Kinect（登録
商標）モーションセンサは、ジェスチャおよび音声命令を利用する自然ユーザインターフ
ェイス（NUI）を介して、Microsoft Xbox（登録商標）３６０ゲームコントローラなどの
入力装置を制御することができ、それと対話することができる。また、ユーザインターフ
ェイス入力装置は、Google Glass（登録商標）瞬き検出器のような眼球ジェスチャ認識装
置を含むことができる。Google Glass（登録商標）瞬き検出器は、ユーザの眼球活動（た
とえば、写真を撮るときおよび／またはメニューを選択するときの「瞬き」）を検出し、
眼球活動を入力装置（たとえば、Google Glass（登録商標））に入力する入力に変換する
。さらに、ユーザインターフェイス入力装置は、音声命令を介してユーザと音声認識シス
テム（たとえば、Siri（登録商標）ナビゲータ）との対話を可能にする音声認識検出装置
を含んでもよい。
【０１７３】
　また、ユーザインターフェイス入力装置は、三次元（３Ｄ）マウス、ジョイスティック
またはポインティングスティック、ゲームパッド、グラフィックタブレット、スピーカな
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どのオーディオ／ビジュアル装置、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、ポータブル
メディアプレーヤ、ウェブカメラ、イメージスキャナ、指紋スキャナ、バーコードリーダ
、３Ｄスキャナ、３Ｄプリンタ、レーザ距離計、および視線追跡装置を含むがこれらに限
定されない。さらに、ユーザインターフェイス入力装置は、たとえば、コンピュータ断層
撮影装置、磁気共鳴像装置、超音波放射断層撮影装置、および医療用超音波装置などのよ
うな医用画像入力装置を含んでもよい。また、ユーザインターフェイス入力装置は、たと
えば、ＭＩＤＩキーボードおよび電子楽器などの音声入力装置を含んでもよい。
【０１７４】
　ユーザインターフェイス出力装置は、ディスプレイサブシステム、インジケータライト
、またはオーディオ出力装置などの非視覚ディスプレイを含んでもよい。ディスプレイサ
ブシステムは、たとえば、陰極線管（ＣＲＴ）、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）またはプラ
ズマディスプレイを使用するフラットパネル装置、投射装置またはタッチスクリーンであ
ってもよい。一般に、「出力装置」という用語を使用する場合、コンピュータシステム１
８００から情報をユーザまたは他のコンピュータに出力するためのすべての可能な種類の
装置および機構を含むことを意図している。たとえば、ユーザインターフェイス出力装置
は、文字、画像およびオーディオ／ビデオ情報を視覚的に伝達するさまざまな表示装置、
たとえば、モニタ、プリンタ、スピーカ、ヘッドフォン、カーナビゲーションシステム、
プロッタ、音声出力装置、およびモデムを含むがこれらに限定されない。
【０１７５】
　システムメモリ１８１０は、記憶サブシステム１８１８を含むことができる。記憶サブ
システム１８１８は、ソフトウェア要素を備え、図示では、これらのソフトウェア要素は
、システムメモリ１８１０内に配置されている。コンピュータシステム１８００は、処理
ユニット１８０４にロード可能かつ実行可能なプログラム命令、およびこれらのプログラ
ムの実行により生成されたデータを記憶することができる。
【０１７６】
　コンピュータシステム１８００の構成およびタイプに応じて、システムメモリ１８１０
は、揮発性メモリ（たとえば、ランダムアクセスメモリ（random access memory：ＲＡＭ
））であってもよく、および／または、不揮発性メモリ（たとえば、読取り専用メモリ（
read-only memory：ＲＯＭ）、フラッシュメモリ）であってもよい。一般に、ＲＡＭは、
処理ユニット１８０４がすぐにアクセス可能なデータおよび／またはプログラムモジュー
ル、および／または、処理ユニット１８０４によって現在動作および実行されているデー
タおよび／またはプログラムモジュールを収容する。いくつかの実現例では、システムメ
モリ１８１０は、スタティックランダムアクセスメモリ（static random access memory
：ＳＲＡＭ）またはダイナミックランダムアクセスメモリ（dynamic random access memo
ry：ＤＲＡＭ）などの複数の異なるタイプのメモリを含み得る。いくつかの実現例では、
始動中などにコンピュータシステム１８００内の要素間で情報を転送することを助ける基
本ルーチンを含む基本入力／出力システム（basic input/output system：ＢＩＯＳ）が
、一般にＲＯＭに格納され得る。一例としておよび非限定的に、システムメモリ１８１０
は、クライアントアプリケーション、ウェブブラウザ、中間層アプリケーション、リレー
ショナルデータベース管理システム（relational database management system：ＲＤＢ
ＭＳ）などを含み得るアプリケーションプログラム１８１２、プログラムデータ１８１４
およびオペレーティングシステム１８１６も示す。一例として、オペレーティングシステ
ム１８１６は、マイクロソフトウィンドウズ（登録商標）、アップルマッキントッシュ（
登録商標）および／もしくはリナックス（登録商標）オペレーティングシステムのさまざ
まなバージョン、さまざまな市販のＵＮＩＸ（登録商標）もしくはＵＮＩＸライクオペレ
ーティングシステム（さまざまなＧＮＵ／リナックスオペレーティングシステム、Google
 Chrome（登録商標）ＯＳなどを含むが、これらに限定されるものではない）、ならびに
／または、ｉＯＳ、Windows（登録商標）フォン、アンドロイド（登録商標）ＯＳ、ブラ
ックベリー（登録商標）１８ＯＳおよびパーム（登録商標）ＯＳオペレーティングシステ
ムなどのモバイルオペレーティングシステムを含み得る。
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【０１７７】
　また、記憶サブシステム１８１８は、いくつかの実施例の機能を提供する基本的なプロ
グラミングおよびデータ構造を格納するための有形のコンピュータ読取可能な記憶媒体を
提供し得る。プロセッサによって実行されたときに上記の機能を提供するソフトウェア（
プログラム、コードモジュール、命令）が記憶サブシステム１８１８に格納され得る。こ
れらのソフトウェアモジュールまたは命令は、処理ユニット１８０４によって実行され得
る。また、記憶サブシステム１８１８は、本発明に従って使用されるデータを格納するた
めのリポジトリを提供し得る。
【０１７８】
　また、記憶サブシステム１８００は、コンピュータ読取可能な記憶媒体１８２２にさら
に接続可能なコンピュータ読取可能な記憶媒体リーダ１８２０を含み得る。コンピュータ
読取可能な記憶媒体１８２２は、システムメモリ１８１０とともに、または必要に応じて
システムメモリ１８１０と組み合わせて、コンピュータ読取可能な情報を一時的および／
または永久に収容、格納、送信および検索するための記憶媒体に加えて、リモート記憶装
置、ローカル記憶装置、固定的な記憶装置および／または取外し可能な記憶装置を包括的
に表すことができる。
【０１７９】
　また、コードまたはコードの一部を含むコンピュータ読取可能な記憶媒体１８２２は、
当該技術分野において公知のまたは使用される任意の適切な媒体を含み得て、当該媒体は
、情報の格納および／または送信のための任意の方法または技術において実現される揮発
性および不揮発性の、取外し可能および取外し不可能な媒体などであるが、これらに限定
されるものではない記憶媒体および通信媒体を含む。これは、ＲＡＭ、ＲＯＭ、電子的消
去・プログラム可能ＲＯＭ（electronically erasable programmable ROM：ＥＥＰＲＯＭ
）、フラッシュメモリもしくは他のメモリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ、デジタル多用途ディスク
（digital versatile disk：ＤＶＤ）、または他の光学式記憶装置、磁気カセット、磁気
テープ、磁気ディスク記憶装置もしくは他の磁気記憶装置、または他の有形のコンピュー
タ読取可能な媒体などの有形のコンピュータ読取可能な記憶媒体を含み得る。また、これ
は、データ信号、データ送信などの無形のコンピュータ読取可能な媒体、または、所望の
情報を送信するために使用可能でありかつ計算システム１８００によってアクセス可能な
その他の媒体を含み得る。
【０１８０】
　一例として、コンピュータ読取可能な記憶媒体１８２２は、取外し不可能な不揮発性磁
気媒体から読取るまたは当該媒体に書込むハードディスクドライブ、取外し可能な不揮発
性磁気ディスクから読取るまたは当該ディスクに書込む磁気ディスクドライブ、ならびに
、ＣＤ　ＲＯＭ、ＤＶＤおよびブルーレイ（登録商標）ディスクまたは他の光学式媒体な
どの取外し可能な不揮発性光学ディスクから読取るまたは当該ディスクに書込む光学式デ
ィスクドライブを含み得る。コンピュータ読取可能な記憶媒体１８２２は、ジップ（登録
商標）ドライブ、フラッシュメモリカード、ユニバーサルシリアルバス（universal seri
al bus：ＵＳＢ）フラッシュドライブ、セキュアデジタル（secure digital：ＳＤ）カー
ド、ＤＶＤディスク、デジタルビデオテープなどを含み得るが、これらに限定されるもの
ではない。また、コンピュータ読取可能な記憶媒体１８２２は、フラッシュメモリベース
のＳＳＤ、企業向けフラッシュドライブ、ソリッドステートＲＯＭなどの不揮発性メモリ
に基づくソリッドステートドライブ（solid-state drive：ＳＳＤ）、ソリッドステート
ＲＡＭ、ダイナミックＲＡＭ、スタティックＲＡＭなどの揮発性メモリに基づくＳＳＤ、
ＤＲＡＭベースのＳＳＤ、磁気抵抗ＲＡＭ（magnetoresistive RAM：ＭＲＡＭ）ＳＳＤ、
およびＤＲＡＭとフラッシュメモリベースのＳＳＤとの組み合わせを使用するハイブリッ
ドＳＳＤを含み得る。ディスクドライブおよびそれらの関連のコンピュータ読取可能な媒
体は、コンピュータ読取可能な命令、データ構造、プログラムモジュールおよび他のデー
タの不揮発性記憶装置をコンピュータシステム１８００に提供し得る。
【０１８１】
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　通信サブシステム１８２４は、他のコンピュータシステムおよびネットワークとのイン
ターフェイスを提供する。通信サブシステム１８２４は、他のシステムからデータを受信
したり、コンピュータシステム１８００から他のシステムにデータを送信するためのイン
ターフェイスの役割を果たす。たとえば、通信サブシステム１８２４は、コンピュータシ
ステム１８００がインターネットを介して１つ以上の装置に接続することを可能にし得る
。いくつかの実施例では、通信サブシステム１８２４は、（たとえば３Ｇ、４ＧまたはＥ
ＤＧＥ（enhanced data rates for global evolution）などの携帯電話技術、高度データ
ネットワーク技術を用いて）無線音声および／またはデータネットワークにアクセスする
ための無線周波数（radio frequency：ＲＦ）トランシーバコンポーネント、ＷｉＦｉ（
ＩＥＥＥ１６０２．１１ファミリ標準または他のモバイル通信技術またはそれらの任意の
組み合わせ）、全地球測位システム（global positioning system：ＧＰＳ）レシーバコ
ンポーネント、および／または、他のコンポーネントを含み得る。いくつかの実施例では
、通信サブシステム１８２４は、無線インターフェイスに加えて、または無線インターフ
ェイスの代わりに、有線ネットワーク接続（たとえばイーサネット）を提供し得る。
【０１８２】
　また、いくつかの実施例において、通信サブシステム１８２４は、コンピュータシステ
ム１８００を使用し得る１人以上のユーザを代表して、構造化されたおよび／または構造
化されていないデータフィード１８２６、イベントストリーム１８２８、イベント更新１
８３０などの形態で入力通信を受信し得る。
【０１８３】
　一例として、通信サブシステム１８２４は、ツイッター（登録商標）フィード、フェー
スブック（登録商標）更新、リッチ・サイト・サマリ（Rich Site Summary：ＲＳＳ）フ
ィードなどのウェブフィードなどのデータフィード１８２６をリアルタイムでソーシャル
ネットワークおよび／または他の通信サービスのユーザから受信し、および／または、１
つ以上の第三者情報源からリアルタイム更新を受信するように構成され得る。
【０１８４】
　また、通信サブシステム１８２４は、連続的なデータストリームの形態でデータを受信
するように構成され得て、当該データは、連続的である場合もあれば本質的に明確な端部
を持たない状態で境界がない場合もあるリアルタイムイベントのイベントストリーム１８
２８および／またはイベント更新１８３０を含み得る。連続的なデータを生成するアプリ
ケーションの例としては、たとえばセンサデータアプリケーション、金融ティッカ、ネッ
トワーク性能測定ツール（たとえばネットワークモニタリングおよびトラフィック管理ア
プリケーション）、クリックストリーム分析ツール、自動車交通モニタリングなどを含み
得る。また、通信サブシステム１８２４は、構造化されたおよび／または構造化されてい
ないデータフィード１８２６、イベントストリーム１８２８、イベント更新１８３０など
を、コンピュータシステム１８００に結合された１つ以上のストリーミングデータソース
コンピュータと通信し得る１つ以上のデータベースに出力するように構成され得る。
【０１８５】
　コンピュータシステム１８００は、手持ち式携帯機器（たとえばiPhone（登録商標）携
帯電話、Ipad（登録商標）計算タブレット、ＰＤＡ）、ウェアラブル装置（たとえばGoog
le Glass（登録商標）ヘッドマウントディスプレイ）、ＰＣ、ワークステーション、メイ
ンフレーム、キオスク、サーバラックまたはその他のデータ処理システムを含むさまざま
なタイプのうちの１つであってもよい。
【０１８６】
　コンピュータおよびネットワークが絶え間なく進化し続けるため、図示されているコン
ピュータシステム１８００の説明は、特定の例として意図されているにすぎない。図に示
されているシステムよりも多くのまたは少ない数の構成要素を有する多くの他の構成が可
能である。例えば、ハードウェア、ファームウェア、（アプレットを含む）ソフトウェア
、または組み合わせにおいて、カスタマイズされたハードウェアも使用されてもよく、お
よび／または、特定の要素が実装されてもよい。さらに、ネットワーク入力／出力装置な
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どの他の計算装置への接続が利用されてもよい。本明細書で提供される開示および教示に
基づいて、当業者は、さまざまな実施例を実現するための他の手段および／または方法を
理解するであろう。
【０１８７】
　いくつかの実施形態に従って、図１９は、上述した本発明の原理に従って構成されたOA
uth承認サーバ１９００の一例を示す機能ブロック図である。サーバの機能ブロックは、
本発明の原理を実施するためのハードウェア、ソフトウェア、またはハードウェアとソフ
トウェアの組み合わせによって実現されてもよい。なお、当業者なら理解できるように、
上述した本発明の原理を実現するために、図１９に示された機能ブロックを合併してもよ
く、サブブロックに分離してもよい。したがって、本明細書の説明は、本明細書に記載の
機能ブロックの任意の可能な組み合わせまたは分離もしくはさらなる定義をサポートする
ことができる。
【０１８８】
　図１９に示すように、OAuth承認サーバ１９００は、第一受信ユニット１９１０と、第
一選択ユニット１９２０と、第一決定ユニット１９３０と、第一生成ユニット１９４０と
を含むことができる。
【０１８９】
　第一受信ユニット１９１０は、OAuth承認サーバ１９００において、複数の別々の識別
ドメインのうち、第一識別ドメイン内で動作する第一クライアントアプリケーションから
、リクエストを受信することができる。第一選択ユニット１９２０は、OAuth承認サーバ
１９００に保管された複数のOAuthサービスプロファイルから、第一識別ドメインのみに
適用できる第一OAuthサービスプロファイルを選択することができる。第一決定ユニット
１９３０は、第一OAuthサービスプロファイルに基づいて、第一クライアントアプリケー
ションが第一リソースサーバにアクセスする許可を有するか否かを決定することができる
。第一生成ユニット１９４０は、第一クライアントアプリケーションが第一リソースサー
バにアクセスする許可を有するという決定に応答して、OAuth承認サーバ１９００が第一
リソースサーバから取得した範囲情報に基づいて、第一クライアントアプリケーションに
第一トークンを生成することができる。
【０１９０】
　図１９を参照して、OAuth承認サーバ１９００は、第二受信ユニット１９５０と、第二
選択ユニット１９６０と、第二決定ユニット１９７０と、第二生成ユニット１９８０とを
含むことができる。
【０１９１】
　第二受信ユニット１９５０は、OAuth承認サーバ１９００において、複数の別々の識別
ドメインのうち、第二識別ドメイン内で動作する第二クライアントアプリケーションから
、リクエストを受信することができる。第二識別ドメインは、第一識別ドメインと別体で
ある。第二選択ユニット１９６０は、OAuth承認サーバ１９００に保管された複数のOAuth
サービスプロファイルから、第二識別ドメインのみに適用できる第二OAuthサービスプロ
ファイルを選択することができる。第二決定ユニット１９７０は、第二OAuthサービスプ
ロファイルに基づいて、第二クライアントアプリケーションが第二リソースサーバにアク
セスする許可を有するか否かを決定することができる。第二生成ユニット１９８０は、第
二クライアントアプリケーションが第二リソースサーバにアクセスする許可を有するとい
う決定に応答して、OAuth承認サーバが第二リソースサーバから取得した範囲情報に基づ
いて、第二クライアントアプリケーションに第二トークンを生成することができる。
【０１９２】
　上記の明細書では、本発明の局面は、その具体的な実施例を参照して記載されているが
、本発明はこれに限定されるものではないことを当業者は認識するであろう。上記の発明
のさまざまな特徴および局面は、個々にまたは一緒に使用されてもよい。さらに、実施例
は、明細書のより広い精神および範囲から逸脱することなく、本明細書に記載されている
ものを越えたどのような環境およびアプリケーションでも利用可能である。したがって、
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明細書および図面は、限定的ではなく例示的であるものとみなされるべきである。
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