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(57)【要約】
　システムは、クライアントデバイスのセットのユーザ
によってネットワーク上にホスティングされる複数のソ
フトウェアアプリケーションの使用を特徴付けるデータ
を収集するように構成された収集モジュールと、収集さ
れたデータを記憶するように構成されたデータ記憶モジ
ュールと、前記記憶されたデータに基づいて、前記複数
のソフトウェアアプリケーションの各々について少なく
とも１つの使用メトリックを決定するように構成された
処理モジュールとを含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの処理デバイスによって実行されるとき、前記少なくとも１つの処理デ
バイスが、
　少なくとも１つのクライアントデバイスのセットのユーザによってネットワーク上にホ
スティングされる複数のソフトウェアアプリケーションの使用を特徴付けるデータを収集
するステップと、
　前記収集されたデータを記憶するステップと、
　前記記憶されたデータに基づいて、前記複数のソフトウェアアプリケーションの少なく
とも１つに対する少なくとも１つの使用メトリックを決定するステップとを備える方法を
実行することができるようにする命令が格納された少なくとも１つのコンピュータ可読媒
体。
【請求項２】
　前記使用メトリックは、前記複数のソフトウェアアプリケーションのうちの単一のソフ
トウェアアプリケーションの少なくとも１つのクライアントデバイスの前記セットのクラ
イアントデバイスによる使用のタイプを指示する請求項１に記載の媒体。
【請求項３】
　前記使用メトリックは、前記複数のソフトウェアアプリケーションのうちの単一のソフ
トウェアアプリケーションの少なくとも１つのクライアントデバイスの前記セットによる
使用のタイプを指示する請求項１に記載の媒体。
【請求項４】
　前記データはファイアウォールに関連付けられているログから収集される請求項１に記
載の媒体。
【請求項５】
　前記データは前記複数のソフトウェアアプリケーションとの直接通信を介して収集され
る請求項１に記載の媒体。
【請求項６】
　前記使用メトリックは、前記複数のソフトウェアアプリケーションの各ソフトウェアア
プリケーションに固有のメタデータを使用して決定される請求項１に記載の媒体。
【請求項７】
　クライアントデバイスのセットのユーザによってネットワーク上にホスティングされる
複数のソフトウェアアプリケーションの使用を特徴付けるデータを収集するように構成さ
れた収集モジュールと、
　前記収集されたデータを記憶するように構成されたデータ記憶モジュールと、
　前記記憶されたデータに基づいて、前記複数のソフトウェアアプリケーションの各々に
ついて少なくとも１つの使用メトリックを決定するように構成された処理モジュールとを
備えるシステム。
【請求項８】
　前記使用メトリックは、前記複数のソフトウェアアプリケーションのうちの単一のソフ
トウェアアプリケーションのクライアントデバイスの前記セットのクライアントデバイス
による使用のタイプを指示する、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記使用メトリックは、前記複数のソフトウェアアプリケーションのうちの単一のソフ
トウェアアプリケーションのクライアントデバイスの前記セットによる使用のタイプを指
示する、請求項７に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記データはファイアウォールに関連付けられているログから収集される請求項７に記
載のシステム。
【請求項１１】
　前記データは前記複数のソフトウェアアプリケーションとの直接通信を介して収集され
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る請求項７に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記使用メトリックは、前記複数のソフトウェアアプリケーションの各ソフトウェアア
プリケーションに固有のメタデータを使用して決定される請求項７に記載のシステム。
【請求項１３】
　少なくとも１つの処理デバイスによって実行されるとき、前記少なくとも１つの処理デ
バイスが、
　ファイアウォールの一方の側のユーザのセットによる、前記ファイアウォールのもう一
方の側でホスティングされている複数のソフトウェアアプリケーションの使用を特徴付け
るデータを収集するステップと、
　前記記憶されたデータに基づいて、前記複数のソフトウェアアプリケーションの各々に
対する少なくとも１つの使用メトリックを決定するステップとを備える方法を実行するこ
とができるようにする、命令が格納された少なくとも１つのコンピュータ可読媒体。
【請求項１４】
　前記使用メトリックは、前記複数のソフトウェアアプリケーションのうちの単一のソフ
トウェアアプリケーションのユーザによる使用のタイプを指示する、請求項１３に記載の
媒体。
【請求項１５】
　前記使用メトリックは、前記複数のソフトウェアアプリケーションのうちの単一のソフ
トウェアアプリケーションのユーザの前記セットによる使用のタイプを指示する、請求項
１３に記載の媒体。
【請求項１６】
　前記データは前記ファイアウォールに関連付けられているログから収集される請求項１
３に記載の媒体。
【請求項１７】
　前記データは前記複数のソフトウェアアプリケーションとの直接通信を介して収集され
る請求項１３に記載の媒体。
【請求項１８】
　前記使用メトリックは、前記複数のソフトウェアアプリケーションの各ソフトウェアア
プリケーションに固有のメタデータを使用して決定される請求項１３に記載の媒体。
【発明の詳細な説明】
【優先権の主張】
【０００１】
　本出願は、参照により全体を本明細書において援用する、２０１２年１２月１９日に出
願した米国特許仮出願第６１／７３９、６２３号の優先権を主張するものである。
【背景技術】
【０００２】
　情報技術（ＩＴ）プロセスの従来の管理は、施設内で実行しているハードウェアおよび
ソフトウェア（ＨＷおよびＳＷ）を管理することに基づいている。ＩＴマネージャは、ネ
ットワーク、次いでサーバ、次いでデバイス（ワークステーション、またはＰＣ）を必要
な大きさにする必要がある。インフラストラクチャが適切に配置されると、マネージャの
注意は、インフラストラクチャにインストールされるべきＳＷに向かう。このシナリオに
おいて、ＳＷバージョンは、ベンダーによって定期的に更新され、新しい製品として再度
販売される。
【０００３】
　従来のＩＴを管理することの主要な課題には、次の２つがある。
【０００４】
　インフラストラクチャが許容可能なサービスレベルで継続的に機能することを確認する
こと
　ＳＷを選択し、保守し、更新すること
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　ＳＷとデバイスとの間の一義的な関係は非常に強いので、ＳＷベンダーは、今日に至る
まで、ＰＣ上のインストールの数に基づいてＳＷライセンスを販売している。フローティ
ングライセンシングは、ソフトウェアアプリケーションに対して限定された数のライセン
スが時間とともに多数のユーザ間で共有されるソフトウェアライセンシングの手法である
。許可されたユーザがアプリケーションを実行しようとする場合、ユーザは中央ライセン
スサーバにライセンスを要求する。ライセンスが使用可能である場合、ライセンスサーバ
は、アプリケーションが実行できるようにする。ユーザがアプリケーションの使用を終了
するか、または許可されたライセンス期間が満了すると、ライセンスは、ライセンスサー
バによって回収され、他の許可ユーザが使用できるようにされる。
【０００５】
　クラウドコンピューティングの出現は、ＳＷがリモートサーバで実行し、ブラウザを通
じてアクセスされるので、企業においてＩＴが管理される方法に重大な変化をもたらした
。クラウドコンピューティングは、ネットワーク（通常はインターネット）を介したサー
ビスとして提供されるコンピューティングリソース（ハードウェアおよびソフトウェア）
の使用である。
【０００６】
　ＳＷを保守して更新する責任は、ＳＷベンダーに移行する。ベンダーは、自社のＳＷを
実行しているサーバも管理し、その結果、企業ＩＴ管理の責任は、社内ユーザが、接続先
の円滑な作業およびデバイスを保証するのに十分なリモートサーバへの接続性を有するよ
うにすることだけに軽減される。ＳＷはサービスとして販売される（ＳａａＳ－Ｓｏｆｔ
ｗａｒｅ　ａｓ　ａ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）：最も一般的なモデルは月極めサブスクリプショ
ンである。
【０００７】
　ＳａａＳアプリケーションの大多数は、「名前付きサブスクリプション（named subscr
iption）」モデルの下で販売される。これは、ＳａａＳアプリケーションのサブスクリプ
ションが実際には、加入者またはユーザといった、通常は各自の電子メールアドレス（一
意の識別子）を通じて、ベンダーによって一意に識別される実在の個人に割り当てられる
ことを意味する。ＳａａＳアプリケーションは、リモートサーバ上で実行し、ブラウザを
通じてアクセスされる。したがって、ＳａａＳアプリケーションは広範にわたるデバイス
を通じてアクセスされる可能性がある。ユーザとデバイスとの間の従来の一義的な関係は
、もはや適用しない。
【０００８】
　アプリケーションがＩＴマネージャによって選択されなくなり、多くの場合、ＩＴマネ
ージャが尋ねられることもなく、または企業内でのアプリケーションの使用を知らされる
ことすらなく、ユーザ各自によって選択される現状において実際の使用は重大なものとな
る。複数のベンダーによって提案されるＩＴ資産管理の手法は、ユーザへのサブスクリプ
ション割り当てを管理する際の助けとなり得るが、実際のアプリケーションの使用に関す
る情報を提供することはできない。ほぼ明らかなことに、これは、同一のＩＴ管理によっ
て割り当てられなかったサブスクリプションに関する情報を提供することはできない。
【０００９】
　現在のサービス－デバイスのパラダイムはもはや、ＩＴ世界を効率的に説明してないが
、それはユーザが異なるデバイスを通じてアプリケーションにアクセスするという事実を
無視するからであり、また実際の使用の重要性を無視することに起因している。したがっ
て、ＩＴマネージャが会社またはその他の組織にわたりＳａａＳ使用を容易に測定および
分析することができるシステムおよび／または方法を有することが有益であろう。
【００１０】
　本発明の好ましい代替的な実施形態は、次の図面を参照して後段において詳細に説明さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
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【図１】本発明の実施形態が実施され得る例示的な動作環境を示す概略図。
【図２】本発明の実施形態が実施され得る例示的な動作環境を示す機能ブロック図。
【図３】本発明の実施形態が実施され得る例示的な動作環境を示す機能ブロック図。
【図４】データが収集され得る本発明の代替の実施形態を示す図。
【図５】データが収集され得る本発明の代替の実施形態を示す図。
【図６】データが収集され得る本発明の代替の実施形態を示す図。
【図７】本発明の少なくとも１つの実施形態による生成され得る複数のグラフィック使用
分析を示す図。
【図８】本発明の少なくとも１つの実施形態による生成され得る複数のグラフィック使用
分析を示す図。
【図９】本発明の少なくとも１つの実施形態による生成され得る複数のグラフィック使用
分析を示す図。
【図１０】本発明の少なくとも１つの実施形態による生成され得る複数のグラフィック使
用分析を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本特許出願は、本発明の１つまたは複数の実施形態について説明することが意図されて
いる。具体的な数量と同様に「ｍｕｓｔ（しなければならない）」、「ｗｉｌｌ（であろ
う）」などのような絶対名辞の使用は、そのような実施形態の１つまたは複数に適用可能
であると解釈されるべきであるが、必ずしもそのような実施形態すべてに適用可能ではな
いことを理解されたい。そのようなものとして、本発明の実施形態は、そのような絶対名
辞のコンテキストにおいて説明される１つまたは複数の特徴または機能の変更を省略する
かまたは含むことができる。
【００１３】
　本発明の実施形態は、クラウドアプリケーションによって導入されるさまざまな認証メ
カニズムをサポートするためのユニバーサルメカニズムと、ＩＴ関係者がクラウドアプリ
ケーションのサブスクリプションを管理して、アプリケーションをプロビジョンまたはプ
ロビジョン解除するための環境および便利なツールと、デバイス独立の使用追跡と、ロケ
ーション独立の使用追跡と、開発ツールと、さまざまなクラウドアプリケーションベンダ
ーとのＳＯＡおよびオープンソース統合スクリプトとを含む特徴を提供する。
【００１４】
　図１は、本発明の実施形態が実施され得るコンピューティングシステム環境１００の例
を示す。コンピューティングシステム環境１００は、示されているように、適切なコンピ
ューティング環境の例であるが、後段においてさらに詳細に説明されるように、その他の
環境、システム、およびデバイスが本発明のさまざまな実施形態を実施するために使用さ
れてもよいことを理解されたい。
【００１５】
　本発明の実施形態は、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、または各々の２
つ以上の組合せで実施されてもよい。本発明の実施形態は、数多くの汎用または特殊用途
のコンピューティングシステム環境または構成で動作可能であってもよい。本発明の実施
形態と共に使用するために最適となり得るよく知られたコンピューティングシステム、環
境、および／または構成の例は、パーソナルコンピュータ、サーバコンピュータ、ハンド
ヘルドまたはラップトップデバイス、マルチプロセッサシステム、マイクロプロセッサベ
ースのシステム、セットトップボックス、プログラマブル消費者電化製品、ネットワーク
ＰＣ、ミニコンピュータ、メインフレームコンピュータ、上記のシステムまたはデバイス
のいずれかを含む分散コンピューティング環境などを含むが、これらに限定されることは
ない。
【００１６】
　本発明の実施形態は、コンピュータによって実行されるプログラムモジュールのような
、コンピュータ実行可能命令の一般的なコンテキストに即して説明され得る。一般に、プ
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ログラムモジュールは、特定のタスクを実行するかまたは特定の抽象データタイプを実施
するルーチン、プログラム、オブジェクト、コンポーネント、データ構造などを含む。本
発明の実施形態はまた、タスクが通信ネットワークを通じてリンクされるリモート処理デ
バイスによって実行される分散コンピューティング環境において実施されてもよい。分散
コンピューティング環境において、プログラムモジュールは、メモリ記憶デバイスを含む
ローカルおよびリモートのコンピュータ記憶媒体に配置されてもよい。
【００１７】
　図１を参照すると、本発明の実施形態を実施するための例示的なシステムは、コンピュ
ーティングデバイス１００のようなコンピューティングデバイスを含む。コンピューティ
ングデバイス１００は通常、少なくとも１つの処理ユニット１０２と、メモリ１０４とを
含む。
【００１８】
　適格な構成およびコンピューティングデバイスのタイプに応じて、メモリ１０４は、（
ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）のような）揮発性、（読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）
、フラッシュメモリなどのような）不揮発性、またはこの２つの任意の組合せであっても
よい。この最も基本的な構成は、破線１０６によって図１に示される。
【００１９】
　加えて、デバイス１００は、追加の特徴と、態様と、機能とを有することができる。た
とえば、デバイス１００は、磁気または光ディスクまたはテープの形態をとり得る（ただ
し、これらに限定されない）追加の記憶装置（取り外し可能および／または固定式）を含
むことができる。そのような追加の記憶装置は、取り外し可能記憶装置１０８および固定
式記憶装置１１０により、図１に示される。コンピュータ記憶媒体は、コンピュータ可読
命令、データ構造、プログラムモジュール、またはその他のデータのような情報の記憶の
ための任意の方法または技術で実施された揮発性および不揮発性の、取り外し可能および
固定式媒体を含む。メモリ１０４、取り外し可能記憶装置１０８、および固定式記憶装置
１１０はすべて、コンピュータ記憶媒体の例である。コンピュータ記憶媒体は、ＲＡＭ、
ＲＯＭ、EEPROM(登録商標)、フラッシュメモリまたはその他のメモリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ
、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）またはその他の光学記憶装置、磁気カセット、磁気
テープ、磁気ディスク記憶装置またはその他の磁気記憶装置、もしくは望ましい情報を記
憶するために使用され得る、デバイス１００によってアクセスされ得る任意の他の媒体を
含むが、これらに限定されることはない。任意のそのようなコンピュータ記憶媒体は、デ
バイス１００の一部であってもよい。
【００２０】
　デバイス１００はまた、デバイスがその他のデバイスと通信できるようにする通信接続
１１２を含むことができる。通信接続１１２は、通信媒体の例である。通信媒体は通常、
コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュール、またはその他のデータを搬
送波もしくは他のトランスポート機構のような変調データ信号で具現し、任意の情報配信
媒体を含む。「変調データ信号」という用語は、信号の特性セットの１つまたは複数を有
する信号、または信号の情報を符号化するような方法で変更された信号を意味する。一例
として、通信媒体は、有線ネットワークまたは直接有線接続のような有線媒体、ならびに
音響、無線周波数（ＲＦ）、赤外線およびその他のワイヤレス媒体のようなワイヤレス媒
体を含む。本明細書において使用されるコンピュータ可読媒体という用語は、記憶媒体お
よび通信媒体の両方を含む。
【００２１】
　デバイス１００はまた、キーボード、マウス、ペン、音声入力デバイス、タッチ入力デ
バイスなどのような入力デバイス１１４を有することができる。さらに、ディスプレイ、
スピーカ、プリンタなどのような出力デバイス１１６もまた含まれてもよい。追加の入力
デバイス１１４および出力デバイス１１６は、デバイス１００の望ましい機能に応じて含
まれてもよい。
【００２２】
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　１つまたは複数の実施形態によれば、ソフトウェアまたはコンピュータ実行可能命令の
コンピュータ可読媒体との組合せは、結果としてマシンまたは装置の創造をもたらす。同
様に、処理デバイスによるソフトウェアまたはコンピュータ実行可能命令の実行は、結果
としてマシンまたは装置の創造をもたらすが、これは実施形態により、処理デバイス自体
とは区別可能であってもよい。
【００２３】
　これに対して、コンピュータ可読媒体は、そこにソフトウェアまたはコンピュータ実行
可能命令を記憶することによって変換されることを理解されたい。同様に、処理デバイス
は、ソフトウェアまたはコンピュータ実行可能命令を実行する間に変換される。加えて、
処理デバイスによるソフトウェアまたはコンピュータ実行可能命令の実行中、またはその
実行に関連して、処理デバイスに入力されるデータの第１のセットは、そのような実行の
結果としてデータの第２のセットに変換されることを理解されたい。続いて、この第２の
データセットは、記憶され、表示され、または伝達されてもよい。上記の例の各々におい
て示される、そのような変換は、コンピュータ可読媒体の一部の物理的改変の結果であっ
てもよいか、またはそのような改変を伴っていてもよい。上記の例の各々において示され
る、そのような変換はまた、たとえば、処理デバイスによるソフトウェアまたはコンピュ
ータ実行可能命令の実行中の処理デバイスに関連付けられているレジスタおよび／または
カウンタの状態の物理的改変の結果であってもよいか、またはそのような改変を伴ってい
てもよい。
【００２４】
　本明細書において使用されるように、「自動的に」実行されるプロセスとは、プロセス
がマシンに実行される命令の結果として実行され、ユーザプリファレンスの確立以外に、
手動の作業を必要としないことを意味することができる。
【００２５】
　図２を参照すると、本発明の実施形態は、例示的なコンピュータネットワークシステム
２００の形態をとることができ、および／または、そのコンピュータネットワークシステ
ムの１つまたは複数の要素を使用して実施されてもよい。システム２００は、ネットワー
ク２２０（たとえば、インターネット）のような通信媒体を介してサーバ２３０のような
電子デバイスまたはシステムにリンクされている、パーソナルコンピュータまたはワーク
ステーション、タブレットまたはスマートフォンのような電子クライアントデバイス２１
０を含む。サーバ２３０は、データベース２４０およびコンピュータシステム２６０に、
さらに結合されてもよいか、またはこれらにアクセスすることができる。図２に示される
実施形態は、ネットワーク２２０を介して１つのクライアントデバイス２１０に結合され
た１つのサーバ２３０を含むが、本発明の実施形態が１つまたは複数のそのようなサーバ
に結合された１つまたは複数のそのようなクライアントデバイスを使用して実施され得る
ことが理解されるべきである。
【００２６】
　クライアントデバイス２１０およびサーバ２３０は、図１に示され、これを参照して説
明されるデバイス１００に関連付けられている特徴の全部または一部を含むことができる
。クライアントデバイス２１０は、コンピュータ画面またはディスプレイ２５０を含むか
、またはこれに結合される。クライアントデバイス２１０は、ネットワークおよびローカ
ルコンピューティングプロセスのようなさまざまな目的に使用されてもよい。
【００２７】
　クライアントデバイス２１０は、たとえば、クライアントデバイス２１０上で実行して
いるブラウザのようなコンピュータプログラムがサーバ２３０と双方向通信で協働するこ
とができるように、ネットワーク２２０を介してサーバ２３０にリンクされる。サーバ２
３０は、データベース２４０から情報を取り出して、そこに情報を記憶するために、デー
タベース２４０に結合されてもよい。データベース２４０は、本発明の実施形態のさまざ
まな態様の実行を可能にするためにサーバ２３０によって使用され得るデータ（図示され
ず）を記憶している。加えて、サーバ２３０は、サーバが特定の処理機能をコンピュータ
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システムに委任できるようにする方法で、コンピュータシステム２６０に結合されてもよ
い。実施形態において、クライアントデバイス２１０は、ネットワーク２２０を迂回して
、コンピュータシステム２６０と直接に通信することができる。
【００２８】
　図３は、本発明の実施形態によるシステム３１０を示し、図３において説明される要素
は、図２を参照して上記で説明されている要素と同一であってもよいか、またはこれらの
要素と類似する方法で機能することができる。システム３１０は、収集モジュールとして
の役割を果たすアプリケーションアダプタ３２０と、記憶モジュール３３０のようなメモ
リデバイスと、処理モジュール（プロセッサ）３４０とを含む。後段においてさらに詳細
に説明されるように、アダプタ３２０は、エンドユーザによって採用されたクライアント
デバイス３６０のセット、および／または１つまたは複数のサーバ３８０を含むネットワ
ークでホスティングされた複数のソフトウェアアプリケーション３７０（たとえば、Ｓａ
ａＳアプリケーション）と対話するように構成される。実施形態において、アダプタ３２
０は、ターゲットとなるアプリケーション３７０によって固有のオブジェクトタイプに適
用され得る操作のオブジェクトモデルを認識するかまたは発見するように構成され得るア
プリケーション固有のコンポーネントである。加えて、アダプタ３２０は、アプリケーシ
ョン３７０の固有のオブジェクト言語を実施形態により汎用モデルに変換するように構成
される。
【００２９】
　システム３１０の１つまたは複数の実施形態の要素は、図３に示される実施形態の場合
と同様に、サーバ３８０に関してファイアウォール３９０の後方に位置されてもよい。ま
た図３に示されるように、アダプタ３２０は、監視されるエンドユーザ３６０に対してフ
ァイアウォール３９０のいずれの側に配置されてもよい。あるいは、アダプタ３２０の単
一の実施形態の要素は、ファイアウォール３９０をまたぐように構成されてもよい。
【００３０】
　示されている実施形態において、アダプタ３２０は、クライアントデバイス３６０を採
用しているエンドユーザによって１つまたは複数のサーバ３８０でホスティングされたＳ
ａａＳアプリケーション３７０の使用（「使用データ」）を特徴付けるデータを収集する
ように構成される。収集されたデータは、その後、記憶モジュール３３０に記憶される。
後段においてさらに詳細に説明されるように、プロセッサ３４０は、記憶されたデータに
基づいて、クライアントデバイス３６０（すなわち、エンドユーザ）および／または複数
のソフトウェアアプリケーション３７０の各々について少なくとも１つの（たとえば、レ
ーティングのような）使用メトリックを決定するように構成される。次いで、決定された
使用メトリックは、たとえばディスプレイまたはプリンタのような出力デバイス３５０を
介して表示可能にされる。
【００３１】
　アダプタ３２０によって収集される使用データのタイプ、およびそのようなデータが収
集される方法は、採用される特定の実施形態に応じて異なる場合がある。たとえば、図４
を参照すると、実施形態のアダプタ３２０Ａは、アプリケーション３７０に関連付けられ
ているプラグイン４３０およびＲＥＳＴ　ＡＰＩ４４０とそれぞれ通信可能にインターフ
ェースをとるように構成されたプラグインハンドラ４１０とＲｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏ
ｎａｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ（ＲＥＳＴ）　ＡＰＩハンドラ４２０とを含むこ
とができる。そのような配置は、アダプタ３２０Ａが、１つまたは複数のクライアントデ
バイス３６０によるそのようなアプリケーションの使用を特徴付けるデータをアプリケー
ション３７０から直接に収集することができるようにする。
【００３２】
　ここで図５を参照すると、実施形態のアダプタ３２０Ｂは、クライアントデバイス３６
０が構成要素であるローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）５３０（またはワイドエリア
ネットワーク（ＷＡＮ））に関連付けられている１つまたは複数のネットワークエージェ
ント５４０およびログ処理エージェント５５０とそれぞれ通信可能にインターフェースを
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とるように構成されたネットワークエージェントハンドラ５１０とログエージェントハン
ドラ４２０とを含むことができる。そのような配置は、アダプタ３２０Ｂが、アプリケー
ション自体ではなく、（アプリケーションをホスティングするサーバ３８０に対してファ
イアウォール３９０の背後にあってもよい）ＬＡＮ５３０の要素から、１つまたは複数の
クライアントデバイス３６０によるアプリケーション３７０の使用を特徴付けるデータを
収集することができるようにする。
【００３３】
　ここで図６を参照すると、実施形態のアダプタ３２０Ｃは、クライアントデバイス３６
０およびアプリケーション３７０と通信可能にインターフェースをとるように構成された
プロキシハンドラ６１０を含むことができる。そのような配置は、アダプタ３２０Ｃが、
１つまたは複数のクライアントデバイスによるそのようなアプリケーションの使用を特徴
付けるデータを１つまたは複数のクライアントデバイス３６０およびアプリケーション３
７０から直接に収集することができるようにする。
【００３４】
　上記で示され説明される実施形態は、複数のＳａａＳアプリケーション３７０から多種
多様な使用統計を収集するように構成される。上記で示されるように、これらの統計は、
アプリケーションとの直接通信、アプリケーションＲＥＳＴ　ＡＰＩまたはアプリケーシ
ョンプラグイン、ネットワークトラフィックを監視するエージェント、システムログ、ア
プリケーションログ、ネットワークログ、ＶＰＮログ、ファイアウォールログ、ネットワ
ークプロキシサービス、アプリケーション－ユーザ電子メール、および／または会社の課
金システムを介して、ＳａａＳアプリケーション自体からもたらされ得る。
【００３５】
　収集された使用統計は、各アプリケーション３７０ごとに一意であってもよく、以下の
ような項目を含むことができる。
【００３６】
　１．　ログインの数
　２．　前回ログイン以降の時間
　３．　合計アプリケーション使用時間
　４．　アプリケーションオブジェクトが読み取られた回数
　５．　アプリケーションオブジェクトが書き込まれたか変更された回数
　６．　送信／受信されたバイトの数
　７．　送信／受信されたパケットの数
　８．　作成されたアプリケーションオブジェクトの数
　９．　アプリケーション使用に関連したポインタ「クリック」の回数
　収集の複数の方法は、１つまたは複数の実施形態が、さまざまなクライアントデバイス
３６０にわたり、および／またはＳａａＳベンダーのログとの統合を通じてデータを取り
込み、固有のユーザに関連付けることができるようにし、その結果デバイスおよびロケー
ションから独立した使用統計をもたらすことができる。
【００３７】
　アダプタ３２０によって収集されたすべての使用データは、将来の取り出しおよび分析
のために記憶装置３３０に記憶されてもよい。記憶装置３３０は、リレーショナルデータ
ベース、「ＮｏＳｑｌ」型のデータベース、およびフラットファイルのうちの１つまたは
複数で構成されてもよい。さまざまなＳａａＳアプリケーション３７０および収集される
データタイプを所与として、実施形態は、ＮｏＳｑｌデータベースおよびフラットファイ
ルのような半構造化または非構造化データストアの一部の組合せを使用することができる
。
【００３８】
　実施形態において、デバイス３３０に記憶されたデータは、実施形態による、プロセッ
サ３４０によって実行される分析エンジンによって、ならびにアプリケーション３７０に
関連付けられているメタデータおよび／またはエンドユーザ３６０の１つまたは複数に関
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なデータは、分散された方法で取り出されて分析されてもよい。実施形態において、半構
造化または非構造化の特性を所与として、技法は、ＭａｐＲｅｄｕｃｅのようなビッグデ
ータフレームワークを含むことができる。
【００３９】
　さまざまな使用分析が、アプリケーション３７０に対して以下のように計算されてもよ
い。
【００４０】
　１．　個別アプリケーションベース
　２．　複数アプリケーションにわたる組合せ、および／または
　３．　会社部門または事業単位にわたる組合せ
　これらの使用分析は、プロセッサ３４０によって（予め定められた時間期間および／ま
たは固有の時間期間を含む）時間の経過に伴って計算および／または監視されてもよく、
使用傾向分析を可能にする。各アプリケーションの使用メトリックは、アプリケーション
３７０に関連する収集された統計に基づいて計算されてもよい。この使用メトリックは、
各アプリケーション３７０ごとに異なっていてもよい。
【００４１】
　そのような使用メトリックの例示的な計算は、関心対象の統計が以下のような場合であ
る。
【００４２】
　１．　Ｌ＝ログインの数
　２．　Ｒ＝読み取りアクセスの数
　３．　Ｗ＝書き込み／変更アクセスの数
　実施形態は、指定された単位時間期間（たとえば、１日）にわたりアプリケーションユ
ーザ３６０を以下のように分類することができる。
【００４３】
　１．　フルアクセスユーザ：（Ｌ＞０、Ｗ＞０）である場合ＦＡ＝１、それ以外の場合
ＦＡ＝０
　２．　読取り専用ユーザ：（Ｌ＞０、Ｒ＞０、Ｗ＞０）である場合ＲＯ＝１、それ以外
の場合ＲＯ＝０
　３．　非ユーザ：（Ｌ＝０）である場合ＮＵ＝１、それ以外の場合ＮＵ＝０
　したがって、簡単な使用統計は、それぞれ図７および図８に示されているように、絶対
またはパーセントベースで出力３５０によって提示されてもよい。
【００４４】
　実施形態はまた、アプリケーション間のより容易な比較を可能にする正規化使用レーテ
ィングを計算することもできる。所与のユーザＵｘについて、Ｎの単位時間期間数にわた
るそのユーザ３６０の使用レーティングは、式１に従って計算され得る。
【数１】

【００４５】
　代替の実施形態において、上記の式の係数１０および５が、全体的段階および相対的重
みを設定するために任意の加重係数に置き換えられてもよいことに留意されたい。Ｍのア
プリケーションユーザ３６０を伴う組織の使用レーティングは、式２に従って計算されて
もよい。
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【数２】

【００４６】
　これは、０～１０の段階でそのアプリケーションの組織全体の使用レーティングをもた
らす。
【００４７】
　同様に、「正規化」使用レーティングは、管理されている各アプリケーション３７０ご
とに開発されてもよく、図９に示されるように、全般的な会社全体のＳａａＳ使用レーテ
ィングをもたらすように、それらの使用レーティングが組み合わされてもよい。
【００４８】
　さまざまなＳａａＳアプリケーションが新しいＳａａＳアプリケーションを作成するた
めに組み合わされるような、ＳａａＳアプリケーション「マッシュアップ」の場合、実施
形態は、マッシュアップアプリケーションの新しい使用分析を作成するために基礎をなす
アプリケーションの使用分析を組み合わせることができる。
【００４９】
　代替の実施形態において、累積された使用インデックスおよびアクティビティレベル（
ＫＰＩ）が、以下のように計算されて記憶されてもよい。
【００５０】
　アプリケーション担当者ごと－アプリケーションサブスクリプションの直接割り当てを
有するユーザ。計算された使用インデックおよびアクティビティレベルは、アプリケーシ
ョンサブスクリプションのオブジェクトに保持される。
【００５１】
　すべての割り当てられたアプリケーションのユーザごとの平均－割り当てられたアプリ
ケーションの数で除算されたアプリケーションごとの対応するＫＰＩの合計。計算された
平均使用インデックおよびアクティビティレベルは、ユーザオブジェクトに保持される。
【００５２】
　すべてのアプリケーションのユーザグループごとの平均－は、０以外の使用基準を持つ
すべてのメンバー間の平均として計算される。計算された平均使用インデックおよびアク
ティビティレベルは、ユーザグループオブジェクトに保持される。
【００５３】
　アプリケーションのユーザごとの平均－すべての担当者の平均－担当者の数で除算され
たユーザ。計算された平均ＫＰＩは、アプリケーションオブジェクトに保持される。
【００５４】
　組織ごとの平均－すべてのアプリケーション担当者の平均（そのようなサブスクリプシ
ョンの数で除算された、計算されるべきすべてのサブスクリプションの合計）。
【００５５】
　計算されるべきサブスクリプションは、ゼロ（０）以外の使用基準を持つ担当者を有す
るサブスクリプションである。
【００５６】
　基準の定義
　基準は、事前定義されたテンプレートの形態で提供されてもよい。
【００５７】
　テンプレート１：
　＜数＞＜期間＞における＜ログインの数＞
　テンプレート２：
　＜数＞＜期間＞おきの＜ログインの数＞
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　＜ログインの数＞は１～９の範囲内であってもよい
　＜期間＞の＜数＞は１～９の範囲内であってもよい
　＜期間＞は、日、週、月によって表されてもよい
　各基準は、ＵＩで示されるテキスト記述によって表される。
【００５８】
　解決策は、以下のような事前定義された基準のセットをユーザに提供する。
【００５９】
　少なくとも１日１回－（１日に１）
　少なくとも週１回－（１週間に１）
　少なくとも月１回－（１か月に１）
　少なくとも週２回－（１週間に２）
　少なくとも週３回－（１週間に３）
　少なくとも２日おきに１回のログイン－（２日おきに１）
　ときどき（任意の期間に０）
　その他
　製品の第１のバーションにおいて、実施形態は、幅広い事前定義済みの使用利用率（Us
age Utilization）基準を顧客に提供する。顧客は、各自の使用利用率基準を定義するこ
とができる。
【００６０】
　計算アルゴリズム
　以下に示すのは、実施形態による、アプリケーション／アプリケーション担当者ごとの
使用インデックおよびアクティビティレベルを計算するための可能なアルゴリズムの１つ
である。
【００６１】
　１．　予想される基準を日次（Ｄａｉｌｙ）表現に正規化することによってＤａｙＣｒ
ｉｔｅｒｉｏｎを計算する。たとえば、
　１日１回＝１
　週１回＝１／ＮｏＯｆＷｏｒｋＤａｙｓａＷｅｅｋ＝０．２
　週２回＝２／ＮｏＯｆＷｏｒｋＤａｙｓａＷｅｅｋ＝０．４
　注：実施形態により就業日のみが考慮に入れられる。
【００６２】
　２．　ユーザのＤａｙＬｏｇｎｉｓ－１日に正規化されたログインの数を計算する。
【００６３】
　ＤａｙＬｏｇｉｎｓ＝ＮｏＯｆＬｏｇｉｎｓＩｎＰｅｒｉｏｄ／ＮｏＯｆＷｏｒｋＤａ
ｙｓＩｎＰｅｒｉｏｄ（以下のＤａｙＬｏｇｉｎｓの計算も参照）
　３．　ユーザインデックスは、以下のように計算される。
【００６４】
　ＵｓａｇｅＩｎｄｅｘ＝ＤａｙＬｏｇｉｎｓ／ＤａｙＣｒｉｔｅｒｉｏｎ＊１００％
　４．　アクティビティレベルは、以下のものと等しい。
【００６５】
　ａ．　高利用率　－　ＵｓａｇｅＩｎｄｅｘ＞７５％である場合
　ｂ．　中利用率　－　２５％＞＝ＵｓａｇｅＩｎｄｅｘ＝＜７５％である場合
　ｃ．　低利用率　－　ＵｓａｇｅＩｎｄｅｘ＜２５％である場合
　ＮｏＯｆＬｏｇｉｎＩｎＰｅｒｉｏｄは、すべての日－就業および非就業についてシス
テムログから引き出される。１日内の複数のログインは、「１」で表されるものとする。
【００６６】
　ＤａｙＬｏｇｉｎｓの計算
　アプリケーションおよびアプリケーション担当者ごとの累積された基準は、以下の５つ
のフィールド内の対応するサブスクリプションオブジェクトで表される。
【００６７】



(13) JP 2016-504687 A 2016.2.12

10

20

30

40

50

　使用インデックス
　アクティビティレベル
　統計サンプルの就業日の数
　サンプルのログインの数
　サンプル開始日
　累積されたＫＰＩを計算するために、実施形態は、累積されたＤａｙＬｏｇｉｎｓを以
下によって計算する。
【００６８】
　統計サンプルの就業日の数を増分する（就業日についてのみ）
　計算日内に担当者の少なくとも１回のログインがあった場合、サンプルのログインの数
を増分する
　実施形態は、統計がいちばん最初に累積されるべきであることを考慮することができる
。統計サンプルの就業日の数が引き続き「予想される期間＊２」よりも少ない場合、計算
の結果はユーザには表示されなくてもよい。これらの場合の使用インデックスおよびアク
ティビティレベルは、値をＵＩに表示しないことをクライアントに伝える数字（たとえば
、負）と等しくすべきである。
【００６９】
　ＤａｙＬｏｇｉｎｓ＝サンプルのログインの数／統計サンプルの就業日の数
　今日－サンプルの開始日＞年－統計サンプルの就業日の数：＝０およびサンプルのログ
インの数：＝０である場合。
【００７０】
　計算ジョブ
　平均累積ＫＰＩを計算するジョブは、真夜中に組織の時間帯ごとに実行することができ
る。非就業日の場合、ジョブは以下の２つの場合について異なる振る舞いをすることがで
きる。
【００７１】
　担当者がアプリケーションにログインしなかった場合、ジョブは、対応するアプリケー
ションに対してＫＰＩを再計算しなくてもよい。
【００７２】
　担当者が少なくとも１回アプリケーションにログインした場合、ジョブは、統計サンプ
ルで就業日の数を増分せずにＫＰＩを計算することができる。
【００７３】
　実施形態において、顧客（つまり、エンドユーザ３６０が構成要素である組織）は、各
自の詳細な使用分析にアクセスすることができる。実施形態は、組織および／または対組
織または組織のグループにわたるベンチマーキング、および顧客のターゲットとなる使用
目標を提供することができる。実施形態は、たとえば部門、拠点、事業単位への社内Ｓａ
ａＳアプリケーション予算割り振りを顧客に提供するために、この情報を、ＳａａＳライ
センス価格設定と組み合わせることができる。
【００７４】
　個々の顧客の使用分析を計算してレポートすることに加えて、実施形態は、匿名扱いの
形態で複数の顧客の使用データを伴う分析を計算することができる。これにより、実施形
態は、以下の事項を行うことができる。
【００７５】
　どのＳａａＳアプリケーションが使用中であるかをカタログ作成する
　アプリケーションが、全体的およびバーティカルマーケットにおいて、その競合アプリ
ケーションに対してどのようなにランクを占めるかを決定する
　ＳａａＳアプリケーション使用に関して「業界ベストプラクティス」を定量化する
　顧客に、その相対的業界ランキングおよび改善のための提案を提供する
　企業にわたり固有の機能に対する好ましいアプリケーションを示す
　企業によるパフォーマンスレベルを比較するため、および／または監査の目的で、基準
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として使用されるように、固有のアプリケーションまたはアプリケーションのクラスに対
して集約された使用データをマーケティングおよび販売する
　会社に知られていないＳａａＳアプリケーションまたは使用を発見する
　実施形態は、未知の（または既知でもある）各アプリケーション３７０の既存のユーザ
が誰であるかを識別する目的で、誰がアプリケーションを使用しているかを決定すること
ができる。そのような機能は、各アプリケーション３７０ごとにいくつのユーザ３６０が
あるか、およびそれらの使用量に関する情報を提供することができる。
【００７６】
　本明細書において上記で示されるように、１つまたは複数の実施形態により、この機能
を達成するための方法は、以下のようなものであってもよい。
【００７７】
　１．　ネットワークトラフィックを検査すること、実施形態は、会社の公認ライセンシ
ングになかったユーザ、たとえばクレジットカードを使用して個別にライセンスを購入し
た従業員を「発見」することができる。
【００７８】
　２．　どのアプリケーション３７０がどのデバイス３６０からアクセスされているかを
確認するためにファイアウォールからのログを検査して、それらのデバイスの位置情報を
使用すること。
【００７９】
　３．　同様の目的でルータからのログを検査すること。
【００８０】
　４．　同様の目的でＶＰＮログを検査すること。
【００８１】
　５．　モバイルデバイス上で発信トラフィックを監視するためにクライアントアプリケ
ーションをインストールすること。
【００８２】
　６．　この目的で発信トラフィックを監視するためにｉＯＳでアプリケーションごとに
ＶＰＮを使用すること。
【００８３】
　実施形態は、プロセッサ３４０による分析のために上記で説明される情報を統合するこ
とができる。
【００８４】
　実施形態は、収集されたデータの比較対象先に対する「既知ユーザ」のリストを生成す
るように構成されてもよい。これは、次いで上記で説明される発見と比較される、Ａｃｔ
ｉｖｅ　ＤｉｒｅｃｔｏｒｙまたはＬＤＰＡのようなユーザデータベースを検査すること
によって達成されてもよい。次いで、出力デバイス３５０へのレポートが生成されてもよ
い。次いで、レポートの１つのクラスは、ユーザのこのリストと一致しないＳａａＳ使用
に基づいてもよい。
【００８５】
　ネットワークレベルにおいて、ユーザが行っていることを正確に見ることには複雑さが
あるが、実施形態は、特定のアプリケーション３７０の各ユーザ３６０に関連するトラフ
ィックボリューム（パケットまたは帯域幅のいずれか）に単に基づいて使用統計の１つの
タイプに到達することができる。この使用またはアクティビティマッピングは、各アプリ
ケーション３７０について異なっていてもよく、決定するために一部の調査を伴うことが
できる。
【００８６】
　実施形態は、ユーザ３６０によって組織内でどの有料アプリケーションが使用中である
かを発見するための方法を含む。基本考慮点は、すべてのＳａａＳプロバイダが、電子メ
ールを介して定期納品伝票をその顧客に送信することであり、納品伝票は組織がサービス
を使用していることの明らかな証明である。顧客の許可を得て、および顧客の全メールサ
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ーバを検索することによって、実施形態は、どのＳａａＳアプリケーション３７０がその
顧客においてエンドユーザ３６０によって契約されているかに関する情報を抽出すること
ができる。１つのそのような実施形態は、電子メールデータベースを、既知のＳａａＳベ
ンダーによって送信された納品伝票と比較することによるものである。実施形態は、次い
で、契約されているＳａａＳサービスを見つけ出し、それらをユーザ３６０（電子メール
の宛先であるユーザ）と照合することができる。それらのユーザ３６０はまた、ＳａａＳ
ベンダーの支払い請求先であるので、それらのサービスの「社内所有者」でもある。
【００８７】
　実施形態は、固有のベンダーによって送信された納品伝票を認識することができる。出
力は、組織にサービスを提供するＳａａＳベンダーからのものであると実施形態が認識す
るすべてのそれらの納品伝票のリストであってもよい。実施形態は、合計支払い金額およ
び納品伝票発行日のような納品伝票の内容から、少なくとも一部の最小の情報を抽出する
ことができる。
【００８８】
　実施形態はまた、購入されたライセンスの数、ライセンスの期間または更新、およびそ
の他の関連データを決定することもできる。
【００８９】
　実施形態において、複数年プランのベンダーであっても、すべてのベンダーが年間に少
なくとも１つの納品伝票をその顧客に送信するので、過去１年以内に受信された電子メー
ルは選別される。次いで、実施形態は、この情報を収集して、一部の価値を理解するため
に顧客が数週間実施形態を実行するのを待つ必要もなく、初期分析の後にこの情報を顧客
に提示する。これはまた、ベンダーによる同一の顧客への支払い請求の履歴を証明するこ
とにもなる。
【００９０】
　要約すると、実施形態は、ユーザ３６０のリスト、使用中おアプリケーション３７０の
詳細、および過去に費やされた額および／または、外挿法による、将来費やされると見込
まれる予想を提示することができる。
【００９１】
　実施形態は、顧客がその効率および出費を改善できるようにするため、どのアプリケー
ション３７０が使用されているかを監視する。
【００９２】
　実施形態は、ＳａａＳライセンスの使用に関連する分析およびレポートを提供し、これ
らは会社の予算および経費管理を支援する。実施形態は、ＳａａＳアプリケーションのユ
ーザおよび適合ライセンス情報を収集して記憶することができる。このデータを使用統計
とリンクすることで、ライセンスの追加／削除、ライセンスの割り当て、ライセンス更新
、未使用ライセンスのレポート、および不適切に割り当てまたは割り振りされたライセン
スのレポートを含む、高度なサブスクリプション管理が可能になる。
【００９３】
　実施形態は、ユーザ３６０を含む組織のどれほど多くのＳａａＳ支出が所与の時点で引
き続きアイドル状態にあるかを示すライセンス支出効率を計算して、図１０に示されるよ
うに、組織が浪費を最小限にするための計画立案を支援する。
【００９４】
　実施形態は、ＳａａＳアプリケーションの価格設定モデルを収集して記憶することがで
きる。この情報は、公的に使用可能なソース、および顧客ライセンシングデータからの匿
名扱いの情報を含む複数のソースからもたらされる。次いで、実施形態は、それらのＳａ
ａＳ価格設定モデルと、それらが顧客の配備にどのように影響を及ぼすかに関するさまざ
まな分析を提供することができる。２つの例は、使用に基づく会社のアプリケーションの
最適コストを計算することと、同じカテゴリの複数のアプリケーションの最適コストを計
算すること（たとえば、使用可能なライセンシングおよび会社全体にわたる使用のタイプ
に基づいて３つの異なるＳａａＳ記憶アプリケーション３７０の最適な配備を会社に示す
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こと）とを含む。
【００９５】
　実施形態は、管理対象のＳａａＳアプリケーション３７０でユーザをプロビジョニング
／プロビジョニング解除するための機構を提供することができる。このプロビジョニング
情報は、実施形態に直接入力されてもよいか、またはＡｃｔｉｖｅ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ
またはＬＤＡＰのようなユーザデータベースとの統合を経由してもよい。
【００９６】
　実施形態は、ＳａａＳアプリケーション３７０の従業員ライフサイクル管理を提供する
ことができる。実施形態は、会社における従業員の状況を、それらのＳａａＳプロビジョ
ニングおよび使用を介して監視することができる。実施形態は、たとえば、従業員が１つ
または複数のアプリケーション３７０でプロビジョン解除される場合、従業員が退社した
ので他のアプリケーションでプロビジョン解除される必要はないという合図となり得るの
で、レポートおよびアラートを提供することができてもよい。
【００９７】
　実施形態は、他の組織に対する組織のベンチマークを行うために、その組織内から収集
されたデータを使用することができる。これは、同業者と比較して、組織が、ＳａａＳア
プリケーションを使用する際の効率に関してどの位置にあるのかを組織に示すことになる
。
【００９８】
　実施形態は、「時間および動作」分析を含むことができる。ソフトウェアのコストの大
きな構成要素は、ライセンシングコストに加えて、そのユーザによって費やされる時間の
コストである。実施形態は、ユーザがそのジョブを行えるようにする際に、ソフトウェア
がいかに効率的であるかを測定することができる。たとえば、ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ．ｃ
ｏｍで販売員によって費やされる最適時間はどのくらいであるか？これは、ｓａｌｅｓｆ
ｏｒｃｅ．ｃｏｍライセンスのコストが、直接的なソフトウェアコストだけにとどまらず
、データを入力してレポートを調べる販売員によって費やされる時間のコストもあるから
である。ソフトウェアはどのくらいの入力量を、どのくらいのコストで必要としているの
か？入力のこのコストに対して、ソフトウェアはどのような出力を可能にするのか？
　プロビジョニング能力により、実施形態は、ユーザが単に自分のデバイスを持ち込む（
ｂｒｉｎｇ　ｔｈｅｉｒ　ｏｗｎ　ｄｅｖｉｃｅｓ（ＢＹＯＤ）ことができるようにする
だけではなく、ユーザがジョブを完了させるためにどのＳａａＳアプリケーションが好ま
しいかを選択できるようにする（ＢＹＯＳ＝Ｂｒｉｎｇ　ｙｏｕｒ　ｏｗｎ　ＳａａＳ（
自分のＳａａＳを持ち込む））。
【００９９】
　複数のユーザが読み取り専用モードでＳａａＳアプリケーションを使用している限りに
おいて、実施形態は、すべてのそうしたユーザが１つのログインを共有するための手段を
提供して、組織がそのソフトウェアコストを削減できるようにすることができる。
【０１００】
　実施形態は、使用分析サービスを複数の顧客に提供することができる。この場合、シス
テムインテグレータ（ＳＩ）は、複数のその企業顧客によるアプリケーションの使用のよ
り高度なビューを有する。ＳＩの顧客は、論理的な観点から完全に切り離される必要があ
り、相互を見ることができないが、一方、ＳＩは、企業のアプリケーションのサブセット
についてのみ使用を表示する際に限定されるべきである。例：Ｇｏｏｇｌｅ　Ａｐｐｌｉ
ｃａｔｉｏｎｓ　ＳＩは、Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ使用ではなく、Ｇｏｏｇｌｅ　Ａｐｐｌ
ｉｃａｔｉｏｎを使用してすべての顧客の使用を見ることができる。
【０１０１】
　顧客の資格情報を使用してＳａａＳアプリケーション３７０を直接統合することによっ
て、実施形態は、ユーザ３６０を同期させることができ、ユーザをプロビジョンおよびプ
ロビジョン解除することができる。これは、従来のＳＳＯ－アイデンティティ管理モデル
を完全に迂回する軽量のプロビジョニングシステムである。加えて、実施形態が、ユーザ
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３６０の電子メールアドレス（一意の識別子）を通じてユーザ３６０を一意に識別すると
、次いで実施形態は、そのユーザを、実施形態が統合している任意のアプリケーション３
７０に接続／プロビジョンすることができ、その結果自動軽量双方向プロビジョニングが
もたらされる。
【０１０２】
　上記で述べられたように、本発明の好ましい実施形態が示され、説明されたが、多くの
変更は、本発明の精神および範囲を逸脱することなく行われてもよい。したがって、本発
明は、添付の特許請求の範囲による場合を除き限定されることはない。

【図１】 【図２】



(18) JP 2016-504687 A 2016.2.12

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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