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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータによって実現される方法であって、
　ルートノードを有するＬＤＡＰディレクトリにおいて、第２のアイデンティティドメイ
ンではなく第１のアイデンティティドメインに関連付けられるエンティティのアイデンテ
ィティを、前記ルートノードから派生する第１のディレクトリサブツリーに格納するステ
ップと、
　前記ＬＤＡＰディレクトリにおいて、前記第１のアイデンティティドメインではなく前
記第２のアイデンティティドメインに関連付けられるエンティティのアイデンティティを
、前記ルートノードから派生するが前記第１のディレクトリサブツリーとは別個である第
２のディレクトリサブツリーに格納するステップと、
　前記第２のアイデンティティドメインにではなく前記第１のアイデンティティドメイン
に対する第１のサービスインスタンスのデプロイメントに応じて、第１のクレデンシャル
を生成するステップとを含み、前記第１のクレデンシャルは、前記ＬＤＡＰディレクトリ
を維持するＬＤＡＰサーバによる検査時に、前記第１のサービスインスタンスが、前記第
２のディレクトリサブツリーに格納されたアイデンティティではなく前記第１のディレク
トリサブツリーに格納されたアイデンティティにアクセスすることを前記ＬＤＡＰサーバ
に許可させ、前記方法はさらに、
　前記第１のクレデンシャルを前記第１のサービスインスタンスに提供するステップと、
　前記第１のアイデンティティドメインにではなく前記第２のアイデンティティドメイン
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に対する第２のサービスインスタンスのデプロイメントに応じて、第２のクレデンシャル
を生成するステップとを含み、前記第２のクレデンシャルは、前記ＬＤＡＰサーバによる
検査時に、前記第２のサービスインスタンスが、前記第１のディレクトリサブツリーに格
納されたアイデンティティではなく前記第２のディレクトリサブツリーに格納されたアイ
デンティティにアクセスすることを前記ＬＤＡＰサーバに許可させ、前記方法はさらに、
　前記第２のクレデンシャルを前記第２のサービスインスタンスに提供するステップと、
　クラウド管理コンポーネントが前記ルートノードから派生するすべてのディレクトリサ
ブツリーに格納されたアイデンティティにアクセスすることを許可するステップとを含む
、コンピュータによって実現される方法。
【請求項２】
　前記第２のアイデンティティドメインではなく前記第１のアイデンティティドメインに
関連付けられるユーザエンティティのアイデンティティを前記第１のディレクトリサブツ
リーに格納するステップと、
　前記第２のアイデンティティドメインではなく前記第１のアイデンティティドメインに
関連付けられるサービスインスタンスエンティティのアイデンティティを前記第１のディ
レクトリサブツリーに格納するステップと、
　前記ユーザエンティティが前記ＬＤＡＰディレクトリを維持するＬＤＡＰサーバと直接
対話するのを阻止するステップと、
　前記サービスインスタンスエンティティが前記ユーザエンティティの代わりに前記ＬＤ
ＡＰサーバと直接対話することを可能にするステップとを含む、請求項１に記載の、コン
ピュータによって実現される方法。
【請求項３】
　複数のアイデンティティドメインからさまざまなアイデンティティドメインを規定する
アクセスコントロールポリシーを前記ＬＤＡＰディレクトリに格納するステップと、
　少なくとも部分的に前記アクセスコントロールポリシーに基づいて前記ＬＤＡＰディレ
クトリのアイデンティティドメイン関連のサブツリーへのアクセスを制御するステップと
をさらに含む、請求項１に記載の、コンピュータによって実現される方法。
【請求項４】
　前記第２のディレクトリサブツリーではなく前記第１のディレクトリサブツリーに適用
されるアクセス制限を規定する第１のアクセスコントロールポリシーを前記ＬＤＡＰディ
レクトリに格納するステップと、
　前記第１のディレクトリサブツリーではなく前記第２のディレクトリサブツリーに適用
されるアクセス制限を規定する第２のアクセスコントロールポリシーを前記ＬＤＡＰディ
レクトリに格納するステップとをさらに含む、請求項３に記載の、コンピュータによって
実現される方法。
【請求項５】
　第１のユーザのログイン名に第１のアイデンティティドメインの識別子を添付すること
によって、前記第１のユーザのためのグローバルユニーク識別子を生成するステップと、
　前記第１のユーザのための前記グローバルユニーク識別子を前記第１のディレクトリサ
ブツリーに格納するステップと、
　第２のユーザのログイン名に第２のアイデンティティドメインの識別子を添付すること
によって、前記第２のユーザのためのグローバルユニーク識別子を生成するステップと、
　前記第２のユーザのための前記グローバルユニーク識別子を前記第２のディレクトリサ
ブツリーに格納するステップとをさらに含む、請求項１に記載の、コンピュータによって
実現される方法。
【請求項６】
　前記第１のアイデンティティドメインの識別子を規定する第１のログインウェブページ
を、第１のユニフォーム・リソース・ロケータ（ＵＲＬ：uniformresourcelocator）に関
連付けて格納するステップと、
　前記第２のアイデンティティドメインの識別子を規定する第２のログインウェブページ
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を、前記第１のＵＲＬとは異なる第２のＵＲＬに関連付けて格納するステップと、
　特定のユーザから、前記第１のログインウェブページまたは前記第２のログインウェブ
ページである特定のログインウェブページを介して、前記特定のユーザのログイン名を受
取るステップと、
　（ａ）前記特定のユーザの前記ログイン名および（ｂ）前記特定のログインウェブペー
ジによって規定される特定のアイデンティティドメイン識別子の両方に基づいて、前記特
定のユーザのためのグローバルユニーク識別子を復元するステップと、
　前記特定のユーザのための前記グローバルユニーク識別子に基づいて前記特定のユーザ
を認証するステップとをさらに含む、請求項５に記載の、コンピュータによって実現され
る方法。
【請求項７】
　前記第１のアイデンティティドメインに対する特定のサービスインスタンスのデプロイ
メントに応じて、前記特定のサービスインスタンスの名前および任意に生成されたパスワ
ードの両方を規定するバインドクレデンシャルを自動的に生成するステップと、
　前記第１のアイデンティティドメインに対する前記特定のサービスインスタンスの前記
デプロイメントに応じて、新しいアクセスコントロールポリシーを前記ＬＤＡＰディレク
トリに自動的に追加するステップとを含み、前記新しいアクセスコントロールポリシーは
、前記特定のサービスインスタンスの前記名前を有するエンティティが、前記特定のサー
ビスインスタンスがデプロイされているアイデンティティドメインに関する情報にしかア
クセスできないことを規定する、請求項１に記載の、コンピュータによって実現される方
法。
【請求項８】
　規定された動作を１つ以上のプロセッサに実行させることができる特定の命令を格納す
るコンピュータ読取可能記憶メモリであって、前記特定の命令は、
　ルートノードを有するＬＤＡＰディレクトリにおいて、第２のアイデンティティドメイ
ンではなく第１のアイデンティティドメインに関連付けられるエンティティのアイデンテ
ィティを、前記ルートノードから派生する第１のディレクトリサブツリーに格納する命令
と、
　前記ＬＤＡＰディレクトリにおいて、前記第１のアイデンティティドメインではなく前
記第２のアイデンティティドメインに関連付けられるエンティティのアイデンティティを
、前記ルートノードから派生するが前記第１のディレクトリサブツリーとは別個である第
２のディレクトリサブツリーに格納する命令と、
　前記第２のアイデンティティドメインにではなく前記第１のアイデンティティドメイン
に対する第１のサービスインスタンスのデプロイメントに応じて、第１のクレデンシャル
を生成する命令とを含み、前記第１のクレデンシャルは、前記ＬＤＡＰディレクトリを維
持するＬＤＡＰサーバによる検査時に、前記第１のサービスインスタンスが、前記第２の
ディレクトリサブツリーに格納されたアイデンティティではなく前記第１のディレクトリ
サブツリーに格納されたアイデンティティにアクセスすることを前記ＬＤＡＰサーバに許
可させ、前記特定の命令はさらに、
　前記第１のクレデンシャルを前記第１のサービスインスタンスに提供する命令と、
　前記第１のアイデンティティドメインにではなく前記第２のアイデンティティドメイン
に対する第２のサービスインスタンスのデプロイメントに応じて、第２のクレデンシャル
を生成する命令とを含み、前記第２のクレデンシャルは、前記ＬＤＡＰサーバによる検査
時に、前記第２のサービスインスタンスが、前記第１のディレクトリサブツリーに格納さ
れたアイデンティティではなく前記第２のディレクトリサブツリーに格納されたアイデン
ティティにアクセスすることを前記ＬＤＡＰサーバに許可させ、前記特定の命令はさらに
、
　前記第２のクレデンシャルを前記第２のサービスインスタンスに提供する命令と、
　クラウド管理コンポーネントが前記ルートノードから派生するすべてのディレクトリサ
ブツリーに格納されたアイデンティティにアクセスすることを許可する命令とを含む、コ
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ンピュータ読取可能記憶メモリ。
【請求項９】
　システムであって、
　１つ以上のプロセッサと、
　特定の命令を格納するコンピュータ読取可能記憶メモリとを含み、前記特定の命令は、
　ルートノードを有するＬＤＡＰディレクトリにおいて、第２のアイデンティティドメイ
ンではなく第１のアイデンティティドメインに関連付けられるエンティティのアイデンテ
ィティを、前記ルートノードから派生する第１のディレクトリサブツリーに格納する命令
と、
　前記ＬＤＡＰディレクトリにおいて、前記第１のアイデンティティドメインではなく前
記第２のアイデンティティドメインに関連付けられるエンティティのアイデンティティを
、前記ルートノードから派生するが前記第１のディレクトリサブツリーとは別個である第
２のディレクトリサブツリーに格納する命令と、
　前記第２のアイデンティティドメインにではなく前記第１のアイデンティティドメイン
に対する第１のサービスインスタンスのデプロイメントに応じて、第１のクレデンシャル
を生成する命令とを含み、前記第１のクレデンシャルは、前記ＬＤＡＰディレクトリを維
持するＬＤＡＰサーバによる検査時に、前記第１のサービスインスタンスが、前記第２の
ディレクトリサブツリーに格納されたアイデンティティではなく前記第１のディレクトリ
サブツリーに格納されたアイデンティティにアクセスすることを前記ＬＤＡＰサーバに許
可させ、前記特定の命令はさらに、
　前記第１のクレデンシャルを前記第１のサービスインスタンスに提供する命令と、
　前記第１のアイデンティティドメインにではなく前記第２のアイデンティティドメイン
に対する第２のサービスインスタンスのデプロイメントに応じて、第２のクレデンシャル
を生成する命令とを含み、前記第２のクレデンシャルは、前記ＬＤＡＰサーバによる検査
時に、前記第２のサービスインスタンスが、前記第１のディレクトリサブツリーに格納さ
れたアイデンティティではなく前記第２のディレクトリサブツリーに格納されたアイデン
ティティにアクセスすることを前記ＬＤＡＰサーバに許可させ、前記特定の命令はさらに
、
　前記第２のクレデンシャルを前記第２のサービスインスタンスに提供する命令と、
　クラウド管理コンポーネントが前記ルートノードから派生するすべてのディレクトリサ
ブツリーに格納されたアイデンティティにアクセスすることを許可する命令とを含む、シ
ステム。
【請求項１０】
　前記特定の命令はさらに、
　第１のユーザのログイン名に第１のアイデンティティドメインの識別子を添付すること
によって、前記第１のユーザのためのグローバルユニーク識別子を生成する命令と、
　前記第１のユーザのための前記グローバルユニーク識別子を前記第１のディレクトリサ
ブツリーに格納する命令と、
　第２のユーザのログイン名に第２のアイデンティティドメインの識別子を添付すること
によって、前記第２のユーザのためのグローバルユニーク識別子を生成する命令と、
　前記第２のユーザのための前記グローバルユニーク識別子を前記第２のディレクトリサ
ブツリーに格納する命令と、
　前記第１のアイデンティティドメインの識別子を規定する第１のログインウェブページ
を、第１のユニフォーム・リソース・ロケータ（ＵＲＬ）に関連付けて格納する命令と、
　前記第２のアイデンティティドメインの識別子を規定する第２のログインウェブページ
を、前記第１のＵＲＬとは異なる第２のＵＲＬに関連付けて格納する命令と、
　特定のユーザから、前記第１のログインウェブページまたは前記第２のログインウェブ
ページである特定のログインウェブページを介して、前記特定のユーザのログイン名を受
取る命令と、
　（ａ）前記特定のユーザの前記ログイン名および（ｂ）前記特定のログインウェブペー
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ジによって規定される特定のアイデンティティドメイン識別子の両方に基づいて、前記特
定のユーザのためのグローバルユニーク識別子を復元する命令と、
　前記特定のユーザのための前記グローバルユニーク識別子に基づいて前記特定のユーザ
を認証する命令とを含む、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記特定の命令はさらに、
　前記第１のアイデンティティドメインに対する特定のサービスインスタンスのデプロイ
メントに応じて、前記特定のサービスインスタンスの名前および任意に生成されたパスワ
ードの両方を規定するバインドクレデンシャルを自動的に生成する命令と、
　前記第１のアイデンティティドメインに対する前記特定のサービスインスタンスの前記
デプロイメントに応じて、新しいアクセスコントロールポリシーを前記ＬＤＡＰディレク
トリに自動的に追加する命令とを含み、前記新しいアクセスコントロールポリシーは、前
記特定のサービスインスタンスの前記名前を有するエンティティが、前記特定のサービス
インスタンスがデプロイされているアイデンティティドメインに関する情報にしかアクセ
スできないことを規定する、請求項９または１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　規定された動作を１つ以上のプロセッサに実行させるコンピュータ読取可能プログラム
であって、前記動作は、
　ルートノードを有するＬＤＡＰディレクトリにおいて、第２のドメインではなく第１の
ドメインに関連付けられるエンティティのアイデンティティを、前記ルートノードから派
生する第１のディレクトリサブツリーに格納するステップと、
　前記ＬＤＡＰディレクトリにおいて、前記第１のドメインではなく前記第２のドメイン
に関連付けられるエンティティのアイデンティティを、前記ルートノードから派生するが
前記第１のディレクトリサブツリーとは別個である第２のディレクトリサブツリーに格納
するステップと、
　前記第２のドメインにではなく前記第１のドメインに対する第１のサービスインスタン
スのデプロイメントに応じて、第１のクレデンシャルを生成するステップとを含み、前記
第１のクレデンシャルは、前記ＬＤＡＰディレクトリを維持するＬＤＡＰサーバによる検
査時に、前記第１のサービスインスタンスが、前記第２のディレクトリサブツリーに格納
されたアイデンティティではなく前記第１のディレクトリサブツリーに格納されたアイデ
ンティティにアクセスすることを前記ＬＤＡＰサーバに許可させ、前記動作はさらに、
　前記第１のクレデンシャルを前記第１のサービスインスタンスに提供するステップと、
　前記第１のドメインにではなく前記第２のドメインに対する第２のサービスインスタン
スのデプロイメントに応じて、第２のクレデンシャルを生成するステップとを含み、前記
第２のクレデンシャルは、前記ＬＤＡＰサーバによる検査時に、前記第２のサービスイン
スタンスが、前記第１のディレクトリサブツリーに格納されたアイデンティティではなく
前記第２のディレクトリサブツリーに格納されたアイデンティティにアクセスすることを
前記ＬＤＡＰサーバに許可させ、前記動作はさらに、
　前記第２のクレデンシャルを前記第２のサービスインスタンスに提供するステップと、
　クラウド管理コンポーネントが前記ルートノードから派生するすべてのディレクトリサ
ブツリーに格納されたアイデンティティにアクセスすることを許可するステップとを含む
、コンピュータ読取可能プログラム。
【請求項１３】
　装置であって、
　ルートノードを有するＬＤＡＰディレクトリにおいて、第２のドメインではなく第１の
ドメインに関連付けられるエンティティのアイデンティティを、前記ルートノードから派
生する第１のディレクトリサブツリーに格納するための手段と、
　前記ＬＤＡＰディレクトリにおいて、前記第１のドメインではなく前記第２のドメイン
に関連付けられるエンティティのアイデンティティを、前記ルートノードから派生するが
前記第１のディレクトリサブツリーとは別個である第２のディレクトリサブツリーに格納
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するための手段と、
　前記第２のドメインにではなく前記第１のドメインに対する第１のサービスインスタン
スのデプロイメントに応じて、第１のクレデンシャルを生成するための手段とを含み、前
記第１のクレデンシャルは、前記ＬＤＡＰディレクトリを維持するＬＤＡＰサーバによる
検査時に、前記第１のサービスインスタンスが、前記第２のディレクトリサブツリーに格
納されたアイデンティティではなく前記第１のディレクトリサブツリーに格納されたアイ
デンティティにアクセスすることを前記ＬＤＡＰサーバに許可させ、前記装置はさらに、
　前記第１のクレデンシャルを前記第１のサービスインスタンスに提供するための手段と
、
　前記第１のドメインにではなく前記第２のドメインに対する第２のサービスインスタン
スのデプロイメントに応じて、第２のクレデンシャルを生成するための手段とを含み、前
記第２のクレデンシャルは、前記ＬＤＡＰサーバによる検査時に、前記第２のサービスイ
ンスタンスが、前記第１のディレクトリサブツリーに格納されたアイデンティティではな
く前記第２のディレクトリサブツリーに格納されたアイデンティティにアクセスすること
を前記ＬＤＡＰサーバに許可させ、前記装置はさらに、
　前記第２のクレデンシャルを前記第２のサービスインスタンスに提供するための手段と
、
　クラウド管理コンポーネントが前記ルートノードから派生するすべてのディレクトリサ
ブツリーに格納されたアイデンティティにアクセスすることを許可するための手段とを含
む、装置。
【請求項１４】
　　第１のユーザのログイン名に第１のドメインの識別子を添付することによって、前記
第１のユーザのためのグローバルユニーク識別子を生成するための手段と、
　前記第１のユーザのための前記グローバルユニーク識別子を前記第１のディレクトリサ
ブツリーに格納するための手段と、
　第２のユーザのログイン名に第２のドメインの識別子を添付することによって、前記第
２のユーザのためのグローバルユニーク識別子を生成するための手段と、
　前記第２のユーザのための前記グローバルユニーク識別子を前記第２のディレクトリサ
ブツリーに格納するための手段と、
　前記第１のドメインの識別子を規定する第１のログインウェブページを、第１のユニフ
ォーム・リソース・ロケータ（ＵＲＬ）に関連付けて格納するための手段と、
　前記第２のドメインの識別子を規定する第２のログインウェブページを、前記第１のＵ
ＲＬとは異なる第２のＵＲＬに関連付けて格納するための手段と、
　特定のユーザから、前記第１のログインウェブページまたは前記第２のログインウェブ
ページである特定のログインウェブページを介して、前記特定のユーザのログイン名を受
取るための手段と、
　（ａ）前記特定のユーザの前記ログイン名および（ｂ）前記特定のログインウェブペー
ジによって規定される特定のドメイン識別子の両方に基づいて、前記特定のユーザのため
のグローバルユニーク識別子を復元するための手段と、
　前記特定のユーザのための前記グローバルユニーク識別子に基づいて前記特定のユーザ
を認証するための手段とを含む、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記第１のドメインに対する特定のサービスインスタンスのデプロイメントに応じて、
前記特定のサービスインスタンスの名前および任意に生成されたパスワードの両方を規定
するバインドクレデンシャルを自動的に生成するための手段と、
　前記第１のドメインに対する前記特定のサービスインスタンスの前記デプロイメントに
応じて、新しいアクセスコントロールポリシーを前記ＬＤＡＰディレクトリに自動的に追
加するための手段とを含み、前記新しいアクセスコントロールポリシーは、前記特定のサ
ービスインスタンスの前記名前を有するエンティティが、前記特定のサービスインスタン
スがデプロイされているアイデンティティドメインに関する情報にしかアクセスできない
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ことを規定する、請求項１３または１４に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、米国特許法第１１９条（ｅ）に基づき、「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、２０１３年３月１５日に出願
された米国仮特許出願第６１／８０１，０４８号と、「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、２０１３年９月５日に出願
された米国特許出願第１４／０１９，０５１号との優先権を主張するものであって、その
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ている。本願は、「共有ア
イデンティティ管理アーキテクチャ」と題され、２０１２年９月７日に出願され、その内
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ている米国仮特許出願第６１
／６９８，４６３号；「テナント自動化システム」と題され、２０１２年９月７日に出願
され、そ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ている米国仮特
許出願第６１／６９８，４１３号；「サービスデプロイメントインフラストラクチャ」と
題され、２０１２年９月７日に出願された米国仮特許出願第６１／６９８，４５９号；「
クラウドインフラストラクチャ」と題され、２０１３年３月１４日に出願され、その内容
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ている米国仮特許出願第６１／
７８５，２９９号；および、「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
、２０１３年３月１５日に出願され、その内容全体があらゆる目的で引用によりこの明細
書中に援用されている米国特許出願第１３／８３８，８１３号に関する。
【０００２】
　背景
　以下の開示は概してコンピュータセキュリティに関し、より特定的には、さまざまな別
個のアイデンティティドメインに分割されるクラウドコンピューティング環境内における
アイデンティティ管理に関する。
【背景技術】
【０００３】
　クラウドコンピューティングは、ネットワーク（典型的にインターネット）上のサービ
スとして送達されるコンピューティングリソース（例えばハードウェアおよびソフトウェ
ア）の使用を必要とする。クラウドコンピューティングはユーザのデータ、ソフトウェア
および演算をリモートサービスに委託する。クラウドコンピューティングは、例えば、ソ
フトウェア・アズ・ア・サービス（Software as a Service：ＳａａＳ）またはプラット
フォーム・アズ・ア・サービス（Platform as a Service：ＰａａＳ）を提供するために
用いることができる。ＳａａＳを用いるビジネスモデルにおいては、ユーザは、アプリケ
ーションソフトウェアおよびデータベースに対してアクセス可能にされている。クラウド
プロバイダは、アプリケーションが実行されているインフラストラクチャおよびプラット
フォームを管理することができる。ＳａａＳプロバイダは一般にサブスクリプションフィ
ーを用いてアプリケーションの価格設定を行なう。ＳａａＳは、ビジネスにおいて、ハー
ドウェアおよびソフトウェアのメンテナンスおよびサポートをクラウドプロバイダに外部
委託することによって、情報技術運用コストを減らす可能性を提供し得る。この外部委託
により、ビジネスにおいて、情報技術運用コストをハードウェア／ソフトウェア費および
人件費から他の情報技術目標の達成に再配分することが可能となり得る。さらに、アプリ
ケーションが中心にホストされていれば、ユーザが新しいソフトウェアをインストールし
なくても更新を公開することができる。しかしながら、ユーザのデータがクラウドプロバ
イダのサーバ上に格納されているので、そのデータが認証なしにアクセスされてしまう可
能性があることについて懸念する組織もあるだろう。
【０００４】
　エンドユーザは、ウェブブラウザまたはライトウェイトデスクトップまたはモバイルア
プリケーションによってクラウドベースのアプリケーションにアクセスすることができる
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。一方で、ビジネスソフトウェアおよびユーザのデータは、そのビジネスおよびそれらの
ユーザから遠隔の位置にあるサーバ上に格納することができる。クラウドコンピューティ
ングは、少なくとも理論的には、管理しやすさを向上し、メンテナンスをより少なくする
ことで、エンタープライズがそれらのアプリケーションをより迅速にデプロイすることを
可能にする。クラウドコンピューティングは、少なくとも理論的には、しばしば変動する
予測不可能なビジネス要求を満たすために、情報技術マネージャがより迅速にリソースを
調整することを可能にする。
【０００５】
　アイデンティティ管理（ＩＤＭ：Identity management）は、コンピュータシステムの
ユーザについての情報を制御するタスクである。このような情報は、このようなユーザの
アイデンティティを認証する情報を含み得る。このような情報は、それらのユーザがアク
セスする権限が与えられているのがどのデータであるのかを記述する情報を含み得る。こ
のような情報は、それらのユーザがさまざまなシステムリソース（例えばファイル、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）に対して実行する権
限が与えられているのがどの動作であるのかを記述する情報を含み得る。ＩＤＭはまた、
各々のユーザについての記述情報、ならびに、その記述情報に対するアクセスおよび変更
を誰が如何にして行い得るかについての記述情報の管理を含み得る。
【０００６】
　場合によっては、クラウドコンピューティング環境は、クラウドコンピューティング環
境を用いた各々の別個の組織のための別個のＩＤＭシステムまたはＩＤＭシステムの別個
のインスタンスを含み得るだろう。しかしながら、このような方式は、労力を無駄に重ね
てコンピューティングリソースを浪費するものとみなされる可能性がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　概要
　本発明のいくつかの実施例は、クラウドコンピューティング環境において実現され、複
数の別個のアイデンティティドメインに分割されるアイデンティティ管理（ＩＤＭ）シス
テムを含む。
【０００８】
　本発明の実施例においては、一組の構築物がすべて整列することにより、シングルＩＤ
Ｍシステムの抽象化または「テナントスライスされた」ビューを作成する。このシングル
ＩＤＭシステムは複数の別個のコンポーネントまたはサブシステムを含み得る。ＩＤＭシ
ステムは、より稠密に利用されるように、複数の独立した別個の「テナント」またはＩＤ
Ｍシステム顧客間で共有することができる。このため、別個のＩＤＭシステムを各々の別
個の顧客のためにインスタンス化する必要はない。シングルＩＤＭシステムは、ＩＤＭシ
ステムの各々のテナントのために、そのテナントに特有のＩＤＭシステムの仮想図をその
テナントのユーザに提示することができるように構成することができる。シングルＬＤＡ
Ｐディレクトリは、ＬＤＡＰディレクトリの別個のパーティションまたはサブツリーにす
べてのテナントのためのエンティティについてのアイデンティティを格納することができ
る。各々のこのようなパーティションまたはサブツリーは、テナントのための別個のアイ
デンティティドメイン専用とされる。クラウドコンピューティング環境のコンポーネント
により、特定のサブツリー内におけるＬＤＡＰエントリが、その特定のサブツリーに対応
するアイデンティティドメインにデプロイされたサービスインスタンスのみにアクセス可
能となることが確実にされる。
【０００９】
　本発明の実施例は仮想化の概念を使用し得る。ＩＤＭシステムの別個のビューは、複数
の別個の仮想マシンが単一のホスト演算装置上で仮想化され得る態様と概念的に同様の態
様で、シングルＩＤＭシステム内で仮想化することができる。この仮想化は、特定の態様
でＩＤＭシステムを構成することによって達成することができる。ＩＤＭシステムは、概
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念的に垂直に順に積重ねられた上層と下層とを含む複数の別個の層を含み得る。上層は少
なくとも分割することができる。ＩＤＭシステムにおいては、さまざまな異なるサービス
（例えば認証および／または認可サービス）を、ＩＤＭシステムのさまざまな異なるテナ
ントに関連付けることができる。ＩＤＭシステムは、各々のテナントが、そのテナント専
用であるＩＤＭシステム「スライス」またはパーティションとしか対話できないようにす
るために、各々のテナントを分離することができる。こうして、ＩＤＭシステムは、テナ
ント間における分離を実施することができる。
【００１０】
　本発明の具体的な実施例はコンピュータによって実現される方法を提供する。当該方法
は、ルートノードを有するＬＤＡＰディレクトリにおいて、第２のアイデンティティドメ
インではなく第１のアイデンティティドメインに関連付けられるエンティティのアイデン
ティティを、ルートノードから派生する第１のディレクトリサブツリーに格納するステッ
プと、ＬＤＡＰディレクトリにおいて、第１のアイデンティティドメインではなく第２の
アイデンティティドメインに関連付けられるエンティティのアイデンティティを、ルート
ノードからも派生するが第１のディレクトリサブツリーとは別個である第２のディレクト
リサブツリーに格納するステップと、第１のアイデンティティドメインにデプロイされた
サービスインスタンスが第２のディレクトリサブツリーに格納されるアイデンティティに
アクセスするのを阻止するステップと、第２のアイデンティティドメインにデプロイされ
たサービスインスタンスが第１のディレクトリサブツリーに格納されるアイデンティティ
にアクセスするのを阻止するステップとを含む。
【００１１】
　一例においては、コンピュータによって実現される方法はさらに、第２のアイデンティ
ティドメインではなく第１のアイデンティティドメインに関連付けられるユーザエンティ
ティのアイデンティティを第１のディレクトリサブツリーに格納するステップと、第２の
アイデンティティドメインではなく第１のアイデンティティドメインに関連付けられるサ
ービスインスタンスエンティティのアイデンティティを第１のディレクトリサブツリーに
格納するステップと、ユーザエンティティがＬＤＡＰディレクトリを維持するＬＤＡＰサ
ーバと直接対話するのを阻止するステップと、サービスインスタンスエンティティがユー
ザエンティティの代わりにＬＤＡＰサーバと直接対話することを可能にするステップとを
含む。
【００１２】
　一例においては、コンピュータによって実現される方法はさらに、第２のアイデンティ
ティドメインにではなく第１のアイデンティティドメインに対する第１のサービスインス
タンスのデプロイメントに応じて、第１のクレデンシャルを生成するステップを含み、第
１のクレデンシャルは、ＬＤＡＰディレクトリを維持するＬＤＡＰサーバによる検査時に
、第１のサービスインスタンスが、第２のディレクトリサブツリーに格納されたアイデン
ティティではなく第１のディレクトリサブツリーに格納されたアイデンティティにアクセ
スすることをＬＤＡＰサーバに許可させ；当該方法はさらに、第１のクレデンシャルを第
１のサービスインスタンスに提供するステップと；第１のアイデンティティドメインにで
はなく第２のアイデンティティドメインに対する第２のサービスインスタンスのデプロイ
メントに応じて、第２のクレデンシャルを生成するステップとを含み、第２のクレデンシ
ャルは、ＬＤＡＰサーバによる検査時に、第２のサービスインスタンスが、第１のディレ
クトリサブツリーに格納されたアイデンティティではなく第２のディレクトリサブツリー
に格納されたアイデンティティにアクセスすることをＬＤＡＰサーバに許可させ；当該方
法はさらに、第２のクレデンシャルを第２のサービスインスタンスに提供するステップを
含む。
【００１３】
　一例においては、コンピュータによって実現される方法はさらに、複数のアイデンティ
ティドメインからさまざまなアイデンティティドメインを規定するアクセスコントロール
ポリシーをＬＤＡＰディレクトリに格納するステップと；少なくとも部分的にアクセスコ
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ントロールポリシーに基づいてＬＤＡＰディレクトリのアイデンティティドメイン関連の
サブツリーへのアクセスを制御するステップとを含む。
【００１４】
　一例においては、コンピュータによって実現される方法はさらに、第２のディレクトリ
サブツリーではなく第１のディレクトリサブツリーに適用されるアクセス制限を規定する
第１のアクセスコントロールポリシーをＬＤＡＰディレクトリに格納するステップと；第
１のディレクトリサブツリーではなく第２のディレクトリサブツリーに適用されるアクセ
ス制限を規定する第２のアクセスコントロールポリシーをＬＤＡＰディレクトリに格納す
るステップとを含む。
【００１５】
　一例においては、コンピュータによって実現される方法はさらに、第１のユーザのログ
イン名に第１のアイデンティティドメインの識別子を添付することによって、第１のユー
ザのためのグローバルユニーク識別子を生成するステップと；第１のユーザのためのグロ
ーバルユニーク識別子を第１のディレクトリサブツリーに格納するステップと；第２のユ
ーザのログイン名に第２のアイデンティティドメインの識別子を添付することによって、
第２のユーザのためのグローバルユニーク識別子を生成するステップと；第２のユーザの
ためのグローバルユニーク識別子を第２のディレクトリサブツリーに格納するステップと
を含む。
【００１６】
　一例においては、コンピュータによって実現される方法はさらに、第１のアイデンティ
ティドメインの識別子を規定する第１のログインウェブページを、第１のユニフォーム・
リソース・ロケータ（ＵＲＬ：uniform resource locator）に関連付けて格納するステッ
プと；第２のアイデンティティドメインの識別子を規定する第２のログインウェブページ
を、第１のＵＲＬとは異なる第２のＵＲＬに関連付けて格納するステップと；特定のユー
ザから、第１のログインウェブページまたは第２のログインウェブページである特定のロ
グインウェブページを介して、特定のユーザのログイン名を受取るステップと；（ａ）特
定のユーザのログイン名および（ｂ）特定のログインウェブページによって規定される特
定のアイデンティティドメイン識別子の両方に基づいて、特定のユーザのためのグローバ
ルユニーク識別子を復元するステップと；特定のユーザのためのグローバルユニーク識別
子に基づいて特定のユーザを認証するステップとを含む。
【００１７】
　一例においては、コンピュータによって実現される方法はさらに、第１のアイデンティ
ティドメインに対する特定のサービスインスタンスのデプロイメントに応じて、特定のサ
ービスインスタンスの名前および任意に生成されたパスワードの両方を規定するバインド
クレデンシャルを自動的に生成するステップと；第１のアイデンティティドメインに対す
る特定のサービスインスタンスのデプロイメントに応じて、新しいアクセスコントロール
ポリシーをＬＤＡＰディレクトリに自動的に追加するステップとを含む。当該新しいアク
セスコントロールポリシーは、特定のサービスインスタンスの名前を有するエンティティ
が、特定のサービスインスタンスがデプロイされているアイデンティティドメインに関す
る情報にしかアクセスできないことを規定する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施例に係る、クラウドコンピューティング環境において実現されるマ
ルチテナント（またはマルチアイデンティティドメイン）ＩＤＭシステムにおいて用いら
れるＬＤＡＰアイデンティティストアの例を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施例に係る、ＬＤＡＰディレクトリが編成され得るサブツリー構造の
例を示す図である。
【図３】本発明の実施例に係る、ＬＤＡＰディレクトリツリーのアイデンティティドメイ
ンサブツリーの例を示す図である。
【図４】本発明の実施例に係る、ＬＤＡＰディレクトリツリーの顧客サポート代表（ＣＳ
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Ｒ：customer support representative）サブツリーの例を示す図である。
【図５】本発明の実施例に係る、ＬＤＡＰディレクトリツリーのＣｌｏｕｄ９Ｃｏｎｔｅ
ｘｔサブツリーの例を示す図である。
【図６】本発明の実施例に係る、シングルテナント（シングルアイデンティティドメイン
）フュージョンアプリケーションインスタンスとオラクルアイデンティティマネージャ（
ＯＩＭ：Oracle Identity Manager）を含む共有ＩＤＭシステムのコンポーネントとの間
の対話の例を示す図である。
【図７】本発明の実施例に従って用いられ得る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。
【図８】本発明の実施例に従って用いられ得るコンピュータシステムの簡略ブロック図で
ある。
【図９】マルチテナントＬＤＡＰシステムを含むクラウドコンピューティング環境の例を
示すブロック図である。
【図１０】本発明の実施例に係る、特定のアイデンティティドメインのために、アイデン
ティティドメイン規定のログインウェブページを生成および使用するための技術例を示す
フロー図である。
【図１１】本発明の実施例に係る、特定のアイデンティティドメインに新しいユーザアイ
デンティティを追加するための技術例を示すフロー図である。
【図１２】本発明の実施例に係る、特定のアイデンティティドメインに新しいサービスイ
ンスタンスをデプロイするための技術例を示すフロー図である。
【図１３】本発明の実施例に係る、あるサービスインスタンスのデプロイメント時にその
サービスインスタンスに供給されたバインドクレデンシャルを用いてそのサービスインス
タンスを認証するための技術例を示すフロー図である。
【図１４】本発明の実施例に係る演算装置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】
【００１９】
　詳細な説明
　以下の説明では、本発明の実施例が十分に理解されるようにするために、説明の目的で
具体的詳細を記載する。しかし、これらの具体的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。この明細書に添付され、この明細書中に引例により援用されている付
録１は、本発明の実施例に関する追加の詳細を提供するものである。
【００２０】
　図１は、本発明の実施例に係る、クラウドコンピューティング環境において実現される
マルチテナント（またはマルチアイデンティティドメイン）ＩＤＭシステムにおいて用い
られるＬＤＡＰアイデンティティストアの例を示すブロック図である。アイデンティティ
ストア１０２はＬＤＡＰディレクトリとして実現することができる。オラクルインターネ
ットディレクトリ（ＯＩＤ：Oracle Internet Directory）はこのようなＬＤＡＰディレ
クトリの一例である。アイデンティティストア１０２内には、さまざまなアイデンティテ
ィドメイン内で認識されるさまざまなユーザアイデンティティが格納され得る。アイデン
ティティストア１０２内では、アイデンティティドメイン識別子の前には各々の完全修飾
ユーザアイデンティティ（fully qualified user identity）を付けることができる。ア
イデンティティストア１０２ドメイン内にアイデンティティを有するユーザ例であるBill
 Smithは、完全に修飾されていない「bill.smith@ford.com」などの電子メールアドレス
１０４を有し得る。一実施例においては、ＩＤＭシステムは、あるユーザがＩＤＭシステ
ムによって管理されるアイデンティティドメインにログインしようと試みたときに、その
ユーザに対し、彼の電子メールアドレス１０４を与えるよう要求することができる。一実
施例においては、ユーザは、ログインウェブページを介してアイデンティティドメインに
ログインするよう試みることができる。このログインウェブページのＵＲＬは、そのアイ
デンティティドメインのみに特有のものである。次いで、ＩＤＭシステムは、ユーザの完
全修飾ユーザアイデンティティを形成するために、電子メールアドレスの前に（ログイン
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ウェブページから既知となる）そのアイデンティティドメインについてのアイデンティテ
ィドメイン識別子を付けることができる。
【００２１】
　一実施例に従うと、別々の顧客が、ＩＤＭシステム内において異なるアイデンティティ
ドメインを確立することができる。例えば、図１に示されるように、顧客ＧＥはＧＥアイ
デンティティドメイン１０６を確立することができ、顧客３Ｍは３Ｍアイデンティティド
メイン１０８を確立することができ、顧客ＦｏｒｄはＦｏｒｄアイデンティティドメイン
１１０を確立することができる。これらのアイデンティティドメイン１０６～１１０の各
々は、そのアイデンティティドメインに特有の別個のログインウェブページを有すること
ができる。このようなログインウェブページは、ユーザが対応するアイデンティティドメ
インにログインしようと試みる際にユーザに提示することができる。ログインウェブペー
ジは、電子メールアドレス１０４およびパスワードのためのフィールドを含み得る。
【００２２】
　ユーザが特定のアイデンティティドメインへのログインに成功した後、ＩＤＭシステム
は、特定のアイデンティティドメインに関連付けられ（他のアイデンティティドメインに
は関連付けられない）、かつＩＤＭシステム内でリソースを保護する認可ユニットに提示
することができるクレデンシャルをそのユーザに与えることができる。一実施例に従うと
、特定のアイデンティティドメインに属するリソースを保護する認可ユニットは、当該認
可ユニットがクレデンシャルが特定のアイデンティティドメインに関連付けられると判断
した場合、ユーザがそのリソースにアクセスすることを許可するだけとなるだろう。この
ような保護されたリソースは顧客データを含み得る。例えば、図１においては、ＧＥアイ
デンティティドメイン１０６はＧＥデータ１１２を含んでもよく、３Ｍアイデンティティ
ドメイン１０８は３Ｍデータ１１４を含んでもよく、Ｆｏｒｄアイデンティティドメイン
１１０はＦｏｒｄデータ１１６を含んでもよい。
【００２３】
　上述のように、さまざまな顧客が、ＩＤＭシステム内で別個のアイデンティティドメイ
ンを確立することができる。典型的には、これらの顧客は、このようなアイデンティティ
ドメインを確立するためにいくらかのサブスクリプションフィーを支払う。しかしながら
、一実施例においては、ＩＤＭシステムは、これらの顧客のビジネスパートナーを認識す
ることもできる。これらの顧客のビジネスパートナーとは、必ずしも顧客自身ではある必
要はなく、必ずしもＩＤＭシステム内でアイデンティティドメインを有する必要はない。
一実施例においては、各々のアイデンティティドメインは１人以上のパートナーに関連付
けることができるが、これら１人以上のパートナーは、ＩＤＭシステムにおけるアイデン
ティティドメインを有していても有していなくてもよい。例えば、図１に示されるように
、ＧＥアイデンティティドメイン１０６はＡＣＭＥパートナー１１８およびＦｏｒｄパー
トナー１２０に関連付けることができる。パートナーは、ＩＤＭシステムの顧客であろう
となかろうと、パートナー識別子を有することができる。このパートナー識別子は、ＩＤ
Ｍシステム内でそのパートナーをユニークに識別するものであって、その同じパートナー
を複数の異なるアイデンティティドメインに関連付けることを可能にする。上述の例に続
いて、３Ｍアイデンティティドメイン１０８は、（ＧＥアイデンティティドメイン１０６
にも関連付けられた）Ｆｏｒｄパートナー１２０および別のパートナー１２２に関連付け
ることができる。パートナー識別子は、そのパートナー識別子が関係するパートナーが顧
客でもある（すなわち、アイデンティティドメインを確立した）場合、アイデンティティ
ドメイン識別子に関連付けることができるかまたは当該アイデンティティドメイン識別子
と同じとなり得る。上述の例に続いて、（Ｆｏｒｄパートナー１２０のパートナー識別子
にリンクされる識別子を有する可能性のある）Ｆｏｒｄアイデンティティドメイン１１０
は、ＸＹＺパートナー識別子１２４および別のパートナー識別子１２６に関連付けること
ができる。
【００２４】
　一実施例においては、クラウドコンピューティング環境においてホストされたＰａａＳ
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またはＳａａＳをサブスクライブする顧客のアイデンティティドメインは各々、ユニーク
なアイデンティティドメイン識別子に関連付けられる。このようなアイデンティティドメ
イン識別子はクラウドコンピューティング環境内においてユニークであり得る。アイデン
ティティドメイン識別子は、ユニーク識別子を生成するアルゴリズムを用いて生成するこ
とができる。一実施例においては、アイデンティティドメイン識別子は、そのアイデンテ
ィティドメイン識別子によって識別されるアイデンティティドメインに属するデータおよ
びメタデータの各アイテムに関連付けられる。一実施例においては、アイデンティティド
メインに属するリソースを保護するのに用いられるアクセスコントロールポリシーも、そ
のアイデンティティドメインについてのアイデンティティドメイン識別子に関連付けられ
る。
【００２５】
　アイデンティティドメイン識別子は、各々のアイデンティティドメインを、そのアイデ
ンティティドメインを確立した顧客のための仮想プライベート環境にするために用いるこ
とができる。アイデンティティドメイン識別子は、クラウドコンピューティング環境内に
おいて維持されるリポジトリに含まれるオブジェクトをアイデンティティドメインによっ
て分離させるために、このようなリポジトリが複数のアイデンティティドメイン間で共有
される場合であっても、直接的または間接的に用いることができる。このような分離は、
例えば、リポジトリを構成する共有の物理記憶装置内において確立されるストライピング
またはパーティションによって達成することができる。各々のストライプまたはパーティ
ションは、そのストライプまたはパーティションに含まれるオブジェクトが属するアイデ
ンティティドメインのアイデンティティドメイン識別子に関連付けることができる。さま
ざまなタイプのこのようなリポジトリに対してさまざまな分離構造を用いることができる
。例えば、リポジトリがＬＤＡＰディレクトリである場合、オブジェクトのためのデータ
を含むＬＤＡＰエントリの前に、それらのオブジェクトが属するアイデンティティドメイ
ンのためのアイデンティティドメイン識別子を付けることができる。ポリシーリポジトリ
においては、それらのオブジェクトに関係するポリシーの前に、同様に、このようなアイ
デンティティドメイン識別子を付けることができる。別の例では、リポジトリがリレーシ
ョナルデータベース管理システム（ＲＤＢＭＳ：relational database management syste
m）スキーマを含む場合、アイデンティティドメイン識別子は、仮想プライベートデータ
ベース（ＶＰＤ：virtual private database）分割のためのアーティファクトとして用い
ることができる。
【００２６】
　図１に関連付けて上述したように、アイデンティティストア１０２はＬＤＡＰディレク
トリとして実現することができる。ＬＤＡＰディレクトリ内のエントリはアイデンティテ
ィドメインに特有のものであり得る。アイデンティティドメイン内における別個のサービ
スインスタンス間でシングルサインオン（ＳＳＯ：Single Sign-On）機能を利用可能にす
るのに有用な属性がＬＤＡＰエントリにおいて規定され得る。このような属性は、アイデ
ンティティストア１０２内においてユニークになるように制約することができるユーザ名
、ログオンＩＤおよび他の識別子を含み得る。
【００２７】
　一実施例においては、完全に修飾されていないユーザ名は、クラウドコンピューティン
グ環境内全体においてユニークである必要はないが、特定のアイデンティティドメイン内
においてユニークであることが必要となり得る。このため、電子メールアドレス「bill.s
mith@ford.com」は、複数のアイデンティティドメインにおいて不完全修飾ユーザ名とし
て存在することができるが、一実施例においては、同じアイデンティティドメイン内にお
いて複数回存在することはできない。図１においては、アイデンティティストア１０２は
、同じ電子メールアドレス「bill.smith@ford.com」を含む複数の完全修飾ユーザアイデ
ンティティを含むものとして示され、「GE.bill.smith@ford.com」は、ＧＥアイデンティ
ティドメイン１０６内において認識された完全修飾ユーザアイデンティティであり、「3M
.bill.smith@ford.com」は、３Ｍアイデンティティドメイン１０８内において認識された



(14) JP 6263537 B2 2018.1.17

10

20

30

40

50

完全修飾ユーザ識別子であり、「FORD.bill.smith@ford.com」は、Ｆｏｒｄアイデンティ
ティドメイン１１０内において認識された完全修飾ユーザ識別子である。このため、完全
修飾ユーザ識別子は、＜アイデンティティドメイン識別子＞．＜電子メールアドレス＞の
形を取ることができる。一実施例においては、ユーザの電子メールアドレスがアイデンテ
ィティストア１０２におけるＬＤＡＰエントリの「ｕｉｄ」属性内に格納される。
【００２８】
　一実施例においては、ＬＤＡＰスキーマは属性およびオブジェクトクラスを規定するこ
とができる。ＬＤＡＰスキーマが規定することのできる属性は、例えば、（ａ）アイデン
ティティドメインのためのグローバルユニークＩＤ（ＧＵＩＤ：globally unique ID）、
（ｂ）アイデンティティドメインの名前、（ｃ）サービスインスタンス識別子、（ｄ）サ
ービスインスタンスの名前、および（ｅ）サービスインスタンスタイプ（例えば、ＪＡＶ
Ａ（登録商標）サービスインスタンス、データベースサービスインスタンス、フュージョ
ンアプリケーションインスタンスなど）を含み得る。ＬＤＡＰスキーマが規定することの
できるオブジェクトクラスは、例えば、（ａ）システム識別子を特定するのに用いること
ができるオブジェクトクラス、（ｂ）システム識別子グループを特定するのに用いること
ができるオブジェクトクラス、（ｃ）ＣＳＲアドミニストレータを特定するのに用いるこ
とができるオブジェクトクラス、および（ｄ）クラウドサービスタイプ（例えば、ＪＡＶ
Ａサービス、データベースサービスなど）を定義するのに用いることができるオブジェク
トクラスを含み得る。
【００２９】
　一実施例においては、ＬＤＡＰスキーマは、さまざまな異なるタイプのエンティティの
ためにさまざまな異なるグループのプロパティを規定することができる。ＬＤＡＰスキー
マがプロパティを規定することができるエンティティは、例えば、（ａ）アイデンティテ
ィドメインエントリ、（ｂ）ユーザエントリ、（ｃ）グループエントリ、（ｄ）システム
識別子、（ｅ）アイデンティティドメインアドミニストレータ、および（ｆ）サービスイ
ンスタンスアドミニストレータを含み得る。
【００３０】
　ＬＤＡＰスキーマは、アイデンティティドメインエントリのために、（ａ）アイデンテ
ィティドメイン名、（ｂ）グローバルユニークアイデンティティドメイン識別子、および
（ｃ）アイデンティティドメイン状態を含むプロパティを規定することができる。アイデ
ンティティドメイン名は、アイデンティティドメインを確立した顧客によって選択される
ようにアイデンティティドメインの名前を表わすテキスト値であってもよい。ユーザのた
めの完全修飾ユーザ識別子を生成するために、そのユーザの電子メールアドレスの前にア
イデンティティドメイン名を付けることができる。グローバルユニークアイデンティティ
ドメイン識別子は自動的に生成されたＧＵＩＤであってもよい。このＧＵＩＤは、データ
ベース内でアイデンティティドメインのためのデータストライプを表わすことができる。
代替的には、このＧＵＩＤを用いて、他の形式の共有リポジトリを分割して、その共有リ
ポジトリ内において、あるアイデンティティドメインのデータを他のすべてのアイデンテ
ィティドメインのデータから分離することにより、アイデンティティドメインデータを、
例えば、別個のＩＤＭポリシードメイン、別個のＬＤＡＰサブツリー、別個のファイルシ
ステムフォルダなどに編成することができる。アイデンティティドメイン状態は、例えば
、アイデンティティドメインがそのとき試用期間内にあるかどうかなどのアイデンティテ
ィドメインの状態を維持し得る。
【００３１】
　ＬＤＡＰスキーマは、ユーザエントリのために、（ａ）一般名、（ｂ）未修飾ユーザ名
、（ｃ）ユーザのためのディレクトリユニーク識別子、（ｄ）ユーザのためのＧＵＩＤ、
および（ｅ）ユーザが属するアイデンティティドメインのアイデンティティドメイン識別
子を含むプロパティを規定することができる。一般名は、アイデンティティドメインを確
立した顧客によって規定され得るものであって、標準的なＬＤＡＰ属性である。未修飾ユ
ーザ名は、あるアイデンティティドメインに、そのアイデンティティドメイン特有のウェ
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ブページからログインするときに、ユーザがユーザ名フィールドに入力するユーザ名であ
り得る。例えば、このユーザ名はユーザの電子メールアドレスであってもよい。ディレク
トリユニーク識別子は、ディレクトリにおけるユーザエントリをユニークに特定する。例
えば、上述のように、ディレクトリユニーク識別子は、＜アイデンティティドメイン識別
子＞．＜電子メールアドレス＞の形式を取ることができる。ＧＵＩＤは、ユーザエントリ
のディレクトリユニーク識別子を有するユーザを参照するすべてのＬＤＡＰエントリに配
置される、自動的に生成される識別子であってもよい。以下の記載から分かるように、ユ
ーザエントリのためのディレクトリユニーク識別子は、オラクルアクセスマネージャ（Ｏ
ＡＭ：Oracle Access Manager）およびオラクルアイデンティティマネージャ（ＯＩＭ：O
racle Identity Manager）を含む複数のアイデンティティドメインシステムの多くのさま
ざまなコンポーネント内においてユニーク識別子として用いることができる。
【００３２】
　ＬＤＡＰスキーマは、グループエントリのために、（ａ）一般名、（ｂ）グループのた
めのディレクトリユニーク識別子、（ｃ）グループのためのＧＵＩＤ、および（ｄ）ユー
ザが属するアイデンティティドメインのアイデンティティドメイン識別子を含むプロパテ
ィを規定することができる。一般名は、アイデンティティドメインを確立した顧客によっ
て規定され得るものであって、標準的なＬＤＡＰ属性である。ディレクトリユニーク識別
子は、ディレクトリにおけるグループエントリをユニークに特定する。ディレクトリユニ
ーク識別子は＜アイデンティティドメイン識別子＞．＜一般名＞の形式を取ることができ
る。ＧＵＩＤは、グループユーザエントリのディレクトリユニーク識別子を有するグルー
プを参照するすべてのＬＤＡＰエントリに配置される、自動的に生成される識別子であっ
てもよい。
【００３３】
　一実施例においては、ＬＤＡＰスキーマは、特別のタイプのユーザを表わすシステム識
別子を規定することができる。特にシステムユーザのためのオブジェクトクラスはこれら
の特別のタイプのユーザを特定することができる。これらの特別のタイプのユーザについ
ての属性は、ユーザエントリに関連付けて上に述べたものと同じであってもよい。
【００３４】
　一実施例においては、ＬＤＡＰスキーマは、アイデンティティドメインアドミニストレ
ータおよびサービスインスタンスアドミニストレータについてのシステムアカウントを規
定することができる。これらは、アイデンティティドメインおよびサービスインスタンス
を処理および管理するための特別なアカウントであり得る。アイデンティティドメインア
ドミニストレータエントリはアイデンティティドメインアドミニストレータグループのメ
ンバであってもよい。アイデンティティドメインアドミニストレータのアイデンティティ
は、＜アイデンティティドメイン識別子＞．＜アイデンティティドメインアドミニストレ
ータ名＞の形式を取ることができる。サービスは、アイデンティティドメイン内において
１つ以上のインスタンスを有することができる。これらのサービスインスタンスの各々は
別個のサービスインスタンスアドミニストレータを有することができる。
【００３５】
　ＬＤＡＰディレクトリは、特定の目的専用の複数のサブツリーを含むツリーとして構築
することができる。図２は、本発明の実施例に係る、ＬＤＡＰディレクトリが編成され得
るサブツリー構造の例を示す図である。ツリーは、ユーザコンテナを含むことができ、コ
ンテナをグループ分けする。これらのコンテナはオラクルインターネットディレクトリに
おける独創的な（out-of-the-box）コンテナであり得る。ツリーにおけるこれらのコンテ
ナの階層的に下方に、アプリケーションアイデンティティユーザコンテナおよびアプリケ
ーションアイデンティティグループコンテナを作成することができる。これらの後者のコ
ンテナは、フュージョンアプリケーションプロビジョニングプロセスの一部として作成す
ることができる。
【００３６】
　システム識別子サブツリーはシステム識別子をすべて含み得る。このようなシステム識
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別子は、クラウドコンピューティング環境においてシステムを管理するのに用いることが
できる。システム識別子は、このようなシステム識別子専用のオブジェクトクラスによっ
て特定可能である。このオブジェクトクラスにより、他の種類のユーザアイデンティティ
に適用されるものに比べて、システムユーザアイデンティティを特定することがより容易
になり、異なるポリシーをシステムユーザアイデンティティに適用することが可能となる
。システムユーザアイデンティティのオブジェクトクラスはより多くの一般ユーザのオブ
ジェクトクラスのサブクラスであってもよい。一実施例においては、システムユーザアイ
デンティティのオブジェクトクラスは、その親オブジェクトクラスに含まれるもの以上の
属性は含まない。
【００３７】
　図３は、本発明の実施例に係る、ＬＤＡＰディレクトリツリーのアイデンティティドメ
インサブツリーの例を示す図である。このサブツリーは以下のアーティファクトを含み得
る：（ａ）アイデンティティドメイン（例えば「インテル（Intel）」）のアイデンティ
ティドメイン識別子を規定するルートノード、（ｂ）アイデンティティドメインに属する
ユーザのアイデンティティを格納することできるユーザコンテナ、および（ｃ）アイデン
ティティドメインに属するグループのアイデンティティを格納することのできるグループ
コンテナ。ユーザコンテナは、アイデンティティドメイン環境においてアイデンティティ
ドメインアドミニストレータ識別子および通常のユーザの識別子を含み得る。グループコ
ンテナはグループ識別子を含み得る。
【００３８】
　アイデンティティドメインサブツリーは、認証プロバイダのためのプロキシユーザとし
て用いることができるユーザのアイデンティティを含み得るシステム識別子コンテナを含
み得る。このようなプロキシユーザは、フュージョンアプリケーションの場合、多言語サ
ポート属性に対する権利を有し得る。
【００３９】
　アイデンティティドメインサブツリーは、ユーザオブジェクトクラスのインスタンスで
あるオブジェクトを含み得るユーザコンテナを含むことができる。このサブツリーに対す
るパスワードポリシーは決して満期にならないように設定することができる。オラクルア
クセスマネージャポリシーは、このサブツリーにおけるユーザアイデンティティに適用す
ることができる。アイデンティティドメインのためのアイデンティティドメインアドミニ
ストレータグループにおけるアイデンティティドメインアドミニストレータは、このよう
なユーザアイデンティティを管理するための許可を得ている。顧客サポート代表グループ
における顧客サポート代表はまた、このようなユーザアイデンティティを管理するための
許可を得ている。
【００４０】
　アイデンティティドメインサブツリーは、特定のエンタープライズの役割のためのグル
ープコンテナを含み得る。グループコンテナは、グループオブジェクトクラスのインスタ
ンスであるオブジェクトを含み得る。アイデンティティドメインのためのアイデンティテ
ィドメインアドミニストレータグループにおけるアイデンティティドメインアドミニスト
レータは、このようなグループアイデンティティを管理するための許可を得ている。顧客
サポート代表グループにおける顧客サポート代表はまた、このようなグループアイデンテ
ィティを管理するための許可を得ている。
【００４１】
　アイデンティティドメインサブツリーは、アプリケーションアイデンティティユーザエ
イリアスを含むアプリケーションアイデンティティユーザコンテナを含み得る。アイデン
ティティドメインサブツリーは、アプリケーションアイデンティティグループエイリアス
を含むアプリケーションアイデンティティグループコンテナを含み得る。
【００４２】
　図４は、本発明の実施例に係る、ＬＤＡＰディレクトリツリーの顧客サポート代表（Ｃ
ＳＲ：customer support representative）サブツリーの例を示す図である。このサブツ
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リーは、ユーザサブツリーおよびグループサブツリーを含み得る。ユーザサブツリーはＣ
ＳＲユーザアイデンティティのためのコンテナであってもよい。グループサブツリーは、
ＣＳＲグループアイデンティティのためのコンテナであってもよい。一実施例においては
、アイデンティティストアアドミニストレータグループにおけるユーザだけが、これらの
サブツリーにおけるユーザおよびグループを作成するよう許可される。
【００４３】
　図５は、本発明の実施例に係る、ＬＤＡＰディレクトリツリーのＣｌｏｕｄ９Ｃｏｎｔ
ｅｘｔサブツリーの例を示す図である。このサブツリーは、サービスタイプについてのサ
ブツリー、サービス定義、およびサービスタイプについての役割テンプレートを含み得る
。新しいサービスインスタンス作成要求がＩＤＭシステムにおいて受取られると、役割テ
ンプレートサブツリーにおける役割は、アイデンティティドメインに特有のコンテナにク
ローン化され得る。
【００４４】
　一実施例においては、ＬＤＡＰディレクトリツリーは、ＰａａＳ環境においてサポート
されるさまざまなサービスタイプを定義するサービスノードを含み得る。このようなサー
ビスタイプは、例えば、ＪＡＶＡサービス、Ａｐｅｘサービスおよびウェブセンタサービ
スを含み得る。
【００４５】
　一実施例においては、ＬＤＡＰディレクトリのエントリには、オラクルアイデンティテ
ィ管理フレームワーク（ＩＧＦ：Oracle Identity Governance Framework）ＡＰＩおよび
／またはユーザ／役割（Ｕ／Ｒ：user/role）ＡＰＩを用いてアクセスすることができる
。これらのＡＰＩはマルチテナント特有の方法を含み得る。いくつかの方法はユーザエン
トリにアクセスするのに用いることができる。アイデンティティドメインユニークにアク
セスするために、ｉｄｘｕｓｅｒｒｏｌｅ．Ｕｓｅｒ．ｇｅｔＴｅｎａｎｔｕｎｉｑｕｅ
ｎａｍｅ（）法を実行することができる。アイデンティティドメインユニーク識別子にア
クセスするために、ｉｄｘｕｓｅｒｒｏｌｅ．Ｕｓｅｒ．ｇｅｔＴｅｎａｎｔｕｉｄ（）
法を実行することができる。いくつかの方法はグループエントリにアクセスするのに用い
ることができる。アイデンティティドメインユニークにアクセスするために、ｉｄｘｕｓ
ｅｒｒｏｌｅ．Ｒｏｌｅ．ｇｅｔＴｅｎａｎｔｕｎｉｑｕｅｎａｍｅ（）法を実行するこ
とができる。アイデンティティドメインユニーク識別子にアクセスするために、ｉｄｘｕ
ｓｅｒｒｏｌｅ．Ｒｏｌｅ．ｇｅｔＴｅｎａｎｔｕｉｄ（）法を実行することができる。
アイデンティティドメイングローバルユニーク識別子にアクセスするために、ｉｄｘｕｓ
ｅｒｒｏｌｅ．Ｒｏｌｅ．ｇｅｔＴｅｎａｎｔｇｕｉｄ（）法を実行することができる。
一実施例においては、アプリケーションは、ユーザプロファイルアイデンティティドメイ
ン名、ユーザプロファイルアイデンティティドメインＧＵＩＤ、ユーザプロファイルアイ
デンティティドメインユニーク識別子、役割プロファイルアイデンティティドメイン名、
役割プロファイルアイデンティティドメインＧＵＩＤ、および役割プロファイルアイデン
ティティドメインユニーク識別子などのＬＤＡＰ属性として定義されるいくつかの定数を
用いることができる。
【００４６】
　本発明の実施例に従うと、クラウドコンピューティング環境内における各サービスタイ
プ（例えば、ＪＡＶＡサービス、フュージョンアプリケーションサービスなど）は、共有
のＩＤＭシステムによって保護される。アイデンティティストア１０２は、クラウドコン
ピューティング環境内において既知であるユーザアイデンティティを格納することができ
る。アイデンティティストア１０２は、これらのユーザのグループメンバーシップをカプ
セル化することができる。一実施例においては、オラクルプラットフォームセキュリティ
サービス（ＯＰＳＳ：Oracle Platform Security Services）は、サービスインスタンス
のために安全機能を提供することができる。このような安全機能は、例えば、認可、クレ
デンシャルおよびキー管理、監査などを含み得る。任意のタイプの各サービスインスタン
スは、それ自体のコンポジットＯＰＳＳセキュリティをインスタンス毎に格納させること
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ができる。セキュリティストアは、そのインスタンスのセキュリティアーティファクトす
べてのためにサービスインスタンスに対して分離をもたらすことができる。このようなア
ーティファクトは、認可を実施するのに用いられるものを含み得る。このようなアーティ
ファクトは、バックエンドシステムを接続するためにクレデンシャルを獲得して消費する
のに用いられるものを含み得る。このようなアーティファクトは、セキュア・ソケット・
レイヤ（ＳＳＬ：secure socket layers）接続を確立し、データを暗号化するためにキー
および証明書を獲得して消費するのに用いられるものを含み得る。このようなアーティフ
ァクトは、サービスインスタンスによって公開される機能の監査を管理するのに用いられ
るものを含み得る。この監査は、特定のサービスインスタンスに関して誰が、何を、いつ
行なったかについての質問に答えるために用いることができる。
【００４７】
　クラウドコンピューティング環境および共有のＩＤＭ内においては、セキュリティスト
アは、アイデンティティストア１０２のインスタンスとは別個でありかつ異なっているオ
ラクルインターネットディレクトリ（ＯＩＤ）に残すことができる。シングルＯＩＤは、
クラウドコンピューティング環境における複数のサービスインスタンスのためのセキュリ
ティストアをホストすることができる。一実施例においては、セキュリティストアへのア
クセスは、セキュリティストアに接続するためにサービスインスタンスの中間層コンポー
ネントが使用できるバインドアイデンティティによって制御することができる。バインド
アイデンティティは、当該バインドアイデンティティが関係するサービスインスタンスの
セキュリティストアに対してのみ可視性を有する程度にまで、ディレクトリアクセスコン
トロールリスト（ＡＣＬ：access control list）によって詳細に調べることができる。
バインドアイデンティティは、ＯＰＳＳによって管理されるＯＰＳＳブートストラップ情
報として、その対応するサービスインスタンス内に維持することができる。
【００４８】
　アイデンティティプロビジョニングはクラウドコンピューティング環境内で行なうこと
ができる。本発明の実施例は、サービスプロビジョニングマークアップ言語（ＳＰＭＬ：
Service Provisioning Markup Language）を使用することができる。一実施例においては
、ＳＰＭＬコールが行なわれると、フュージョンアプリケーションインスタンスは、「１
」のアイデンティティドメインＧＵＩＤをＩＤＭシステムに渡し得る。これらの環境下で
は、ＳＰＭＬ要求を処理する共有のＩＤＭ　ＯＩＤインスタンスは、正確なアイデンティ
ティドメインＧＵＩＤを得ることができ、要求を適切に処理することができる。代替的な
実施例においては、別個のアイデンティティドメインが別個のフュージョンアプリケーシ
ョンインスタンスをホストすることができる。このような環境下では、各々のフュージョ
ンアプリケーションインスタンスは、正確なアイデンティティドメインＧＵＩＤ（例えば
、そのフュージョンアプリケーションインスタンスが属するアイデンティティドメインの
アイデンティティドメインＧＵＩＤ）を共有のＩＤＭ　ＯＩＤインスタンスに渡すことが
できる。各々のフュージョンアプリケーションインスタンスは、適切なアイデンティティ
ドメインＧＵＩＤをコールバックペイロードで受取ることができる。
【００４９】
　一実施例においては、別個のフュージョンアプリケーションインスタンスは各々、共有
のＩＤＭシステムと通信するために同じアプリケーションアイデンティティクレデンシャ
ルを用いることができる。しかしながら、代替的な実施例においては、デプロイされたフ
ュージョンアプリケーションインスタンスは各々、共有のＩＤＭシステムと通信する際に
用いることができるそれ自体の別個のアプリケーションアイデンティティクレデンシャル
を有し得る。共有のＩＤＭシステムは、このようなフュージョンアプリケーションインス
タンスデプロイメント特有のアプリケーションアイデンティティクレデンシャルを用いて
、共有のＩＤＭシステムと通信しているフュージョンアプリケーションインスタンスのア
イデンティティドメインＧＵＩＤを得ることができる。図６は、本発明の実施例に係る、
シングルテナント（シングルアイデンティティドメイン）のフュージョンアプリケーショ
ンインスタンスとオラクルアイデンティティマネージャ（ＯＩＭ）を含む共有のＩＤＭシ
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ステムのコンポーネントとの間の対話の例を示す図である。
【００５０】
　フュージョンアプリケーションインスタンスは、読取り動作のためにＩＧＦを用い、書
込み動作のためにＳＰＭＬを用いることができる。一実施例においては、フュージョンア
プリケーションインスタンスが「１」のアイデンティティドメインＧＵＩＤを共有のＩＤ
Ｍシステムに渡す場合、ＩＧＦ層は正確なアイデンティティドメインＧＵＩＤを得ること
ができる。一実施例に従うと、シングルアイデンティティドメインクライアントおよびマ
ルチアイデンティティドメインクライアントはともに、共有のＩＤＭシステムによって、
正確なアイデンティティドメインＧＵＩＤを渡すと予想される。代替的な実施例において
は、共有のＩＤＭシステムは、シングルアイデンティティドメインクライアントが「１」
のアイデンティティドメインＧＵＩＤ値をパラメータとして渡すと予想する。このような
環境下では、ＩＧＦ層は、適切なアイデンティティドメインＧＵＩＤ（例えば、そのフュ
ージョンアプリケーションインスタンスが属するアイデンティティドメインのアイデンテ
ィティドメインＧＵＩＤ）を獲得するために、オラクル仮想マシン（ＯＶＭ：Oracle Vir
tual Machine）リハイドレーション中にセットアップすることができる構成設定を用いる
ことができる。
【００５１】
　一実施例においては、共有のＩＤＭシステムプロセスにおけるＯＩＭモジュールがユー
ザアイデンティティを作成するためにＳＰＭＬ要求を処理すると、そのＯＩＭモジュール
は、フュージョンアプリケーションインスタンスに対して２個のユーザ識別情報、すなわ
ち（ａ）ユーザログイン名および（ｂ）ユーザＧＵＩＤ、を提供することができる。ユー
ザログイン名についてのＳＰＭＬ属性は「ユーザ名（username）」と称することができる
。一実施例においては、「ユーザ名（username）」属性の値は、ＬＤＡＰディレクトリに
おけるユーザエントリのディレクトリユニーク識別属性に格納することができる。この値
は、フォーマット＜アイデンティティドメイン名＞．＜ｕｉｄ＞に格納することができる
。この場合、＜ｕｉｄ＞は、ユーザによってログインスクリーンに入力された値であり得
る。この＜ｕｉｄ＞値もＬＤＡＰディレクトリにおける「ｕｉｄ」属性に格納することが
できる。代替的な実施例においては、「ユーザ名（username）」ＳＰＭＬ属性は、単純に
、アイデンティティドメイン名プレフィックスのない＜ｕｉｄ＞として返すことができる
。ユーザＧＵＩＤのためのＳＰＭＬ属性は「ユーザＩＤ」と称することができる。「ユー
ザＩＤ」属性の値は、ＬＤＡＰディレクトリにおけるユーザエンティティのＧＵＩＤであ
り得る。この値は、変更されるべきユーザエンティティを特定するために、フュージョン
アプリケーションインスタンスからのその後のＳＰＭＬコールの際に「ｐｓｏＩＤ」属性
としてＯＩＭモジュールに渡すことができる。
【００５２】
　共有のＩＤＭシステムのコンポーネントおよび共有のＩＤＭシステム内において実行さ
れるアプリケーションは、認証されたユーザについての情報にアクセスすることができる
。一実施例においては、ユーザアイデンティティは認証された対象主体（subject princi
pal）内において利用可能にすることができる。認証された対象主体名は、オラクルアク
セスマネージャ（ＯＡＭ）によって制御されるすべてのＳＳＯ認証のためにＯＡＭアサー
ター（asserter）によって設定することができる。アサーターは、この認証された対象主
体名を、ＬＤＡＰディレクトリにおける認証されたユーザのためのユーザエントリのディ
レクトリユニーク識別子属性の値に設定することができる。上述したように、この値は＜
アイデンティティドメイン名＞．＜ｕｉｄ＞のフォーマットで符号化することができる。
一実施例においては、ウェブサービスコールを必要とするような非ＳＳＯ認証は上述のア
プローチに従うこともできる。
【００５３】
　代替的な実施例においては、ユーザアイデンティティは、２つの属性、すなわち「ｕｉ
ｄ」およびアイデンティティドメインＧＵＩＤ、のタプルとして利用可能にされ得る。認
証された対象主体名は「ｕｉｄ」値に設定することができる。「ｕｉｄ」値はアイデンテ
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ィティドメイン内においてユニークなユーザログイン名であり得る。アイデンティティド
メインＧＵＩＤ値は、認証された対象に関連付けられる識別子コンテキストにおいて利用
可能にされ得る。ＯＰＳＳインフラストラクチャは、「ｕｉｄ」および（識別子コンテキ
ストにおける）アイデンティティドメインＧＵＩＤがともに、アイデンティティ伝搬によ
ってコンテナにとって確実に利用可能にすることができる。シングルアイデンティティド
メインクライアントは、認証された対象主体を用いて、認証されたユーザアイデンティテ
ィにアクセスすることができる。これらのクライアントは、アイデンティティドメイン関
連のプリフィクスを付けることなく「ｕｉｄ」値を得ることができる。このため、一実施
例においては、シングルアイデンティティドメインのクライアントは「ｕｉｄ」をパーズ
または復元する必要はない。なぜなら、「ｕｉｄ」がアイデンティティドメイン内でユニ
ークな値を表わしているからである。一実施例においては、マルチアイデンティティドメ
インクライアントは、認証された対象主体における「ｕｉｄ」および識別子コンテキスト
におけるアイデンティティドメインＧＵＩＤをともに用いて、認証されたユーザを特定す
ることができる。
【００５４】
　本発明の一実施例においては、エンタープライズ識別子は各々のＡｐｐｌｅＣｏｒｅテ
ーブルに追加することができる。種データは、インストールの一環として、「１」のエン
タープライズ識別子と共に提供することができる。顧客のための新しいアイデンティティ
ドメインがＩＤＭシステムにおいてプロビジョニングされると、「１」のエンタープライ
ズ識別子に関連付けられた行はすべて、その顧客に特有のエンタープライズアイデンティ
ティに関連付けられた行にコピーすることができる。ＡｐｐｌｅＣｏｒｅは、ユーザ識別
子とエンタープライズ識別子／顧客との間のマッピングを含むマッピングテーブルを利用
することができる。このようなマッピングは代替的にはＬＤＡＰディレクトリ内で表わす
ことができる。ユーザがログインすると、このようなマッピング情報を用いて、Ａｐｐｌ
ｅＣｏｒｅセッションのためのエンタープライズ識別子を確立することができる。アプリ
ケーションによって用いられる各々のデータベース接続は、ＦＮＤ＿ＧＬＯＢＡＬを用い
てエンタープライズ識別子コンテキストを獲得することができる。仮想プライベートデー
タベース（ＶＰＤ：virtual private database）ポリシーは各々のＡｐｐｌｅＣｏｒｅテ
ーブルに適用することができる。各々のこのようなポリシーは、ＦＮＤ＿ＧＬＯＢＡＬ．
ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ＿ＩＤに等しいエンタープライズ識別子を有するエンティティへの
アクセスを有効に制限する「ｗｈｅｒｅ」句を含み得る。各々のこのようなテーブルに挿
入された行は、ＦＮＤ＿ＧＬＯＢＡＬ．ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ＿ＩＤに設定されるエンタ
ープライズ識別子を含み得る。
【００５５】
　本発明の一実施例においては、アプリケーション識別子コンテキストスイッチが実行さ
れると、基礎をなすＡｐｐｌｅＣｏｒｅセッションのエンタープライズ識別子は既存のエ
ンドユーザ識別子として残り得る。ユーザのアイデンティティドメインに関連付けられる
ＶＰＤポリシーは結果的に範囲がそのまま残り得る。結果として、高いデータ特権および
機能特権はアプリケーション識別子の特権を反映することができるが、データ特権の範囲
は、ユーザのエンタープライズまたはアイデンティティドメインＶＰＤストライプの範囲
内で適用され得る。
【００５６】
　本発明の一実施例に従うと、マルチテナンシ（すなわち、複数のアイデンティティドメ
イン）はオラクルアクセスマネージャ（ＯＡＭ）において使用可能にされ得る。ＯＡＭに
おける複数のアイデンティティドメインを使用可能にするために、ＯＡＭログインプロセ
スは、ログインするのに使用される属性のうちの１つとしてアイデンティティドメイン名
を受領するよう拡張され得る。
【００５７】
　本発明の一実施例に従うと、マルチテナンシ（すなわち複数のアイデンティティドメイ
ン）はオラクルアイデンティティマネージャ（ＯＩＭ）において使用可能にすることがで
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Ｌ要求およびコールバックなどのプロビジョニングインターフェイス内に含まれるアイデ
ンティティドメイン関連の属性をサポートすることができる。ルールは、ＬＤＡＰディレ
クトリにおけるユーザエントリのディレクトリユニーク識別属性を、この属性がそのＬＤ
ＡＰディレクトリにおいてユニークな値を有するように、構築するために規定することが
できる。一実施例においては、電子メールアドレスはＯＩＭにおいてユーザのためのユニ
ークな属性となるように構成することができる。代替的な実施例においては、ＬＤＡＰデ
ィレクトリにおけるユーザエントリのディレクトリユニーク識別属性は、ＯＩＭにおいて
ユーザのためのユニークな属性として用いることができる。ＯＩＭにおいては、ＯＩＭ．
ＥｍａｉｌＵｎｉｑｕｅＣｈｅｃｋおよびＭＴＥｎｔｉｔｙＳｅｐａｒａｔｏｒなどのシ
ステムプロパティはユーザエントリのディレクトリユニーク識別属性のこのユーザを反映
するように構成することができる。ユーザ／役割プロビジョニングサブシステムを構成す
る一部として、アイデンティティドメインＧＵＩＤおよびアイデンティティドメイン名な
どのアイデンティティドメイン属性はＯＩＭのためのデータベースに格納することができ
る。これらの属性は共有のＩＤＭシステムにおいてユーザ定義のフィールドとなるように
構成することができる。ＯＩＭは、ＬＤＡＰディレクトリに含まれるユーザアイデンティ
ティをプロビジョニングすることができる。複数のアイデンティティドメイン環境におい
ては、各々のユーザエントリの相対識別名（ＲＤＮ：relative distinguished name）属
性がそのユーザエントリについてのディレクトリユニーク識別属性になり得る。ＯＩＭに
よって用いられるＲＤＮ構造ルールを変更して、各ユーザエントリのＲＤＮ属性にディレ
クトリユニーク識別属性の値を採らすようにすることができる。一実施例においては、Ｌ
ＤＡＰディレクトリにおける各エントリはＯＩＭデータベースと一致させることができる
。ログイン属性がユーザエントリについてのディレクトリユニーク識別属性になり得るの
で、対応するマッピングは、複数アイデンティティドメイン環境におけるＬＤＡＰＳｙｎ
ｃ構成において反映させることができる。ＯＩＭにおいてマルチテナンシを実施可能にす
るにはＬＤＡＰコンテナルールの構成が必要となるだろう。既存のアイデンティティドメ
インについてのこのようなＬＤＡＰコンテナルールは、少なくとも部分的にフュージョン
・ミドルウェア・メタデータ・サービス・リポジトリ「／ｄｃ／ＬＤＡＰＣｏｎｔａｉｎ
ｅｒＲｕｌｅｓ．ｘｍｌ」を構成することによって構成することができる。例えば、２つ
のアイデンティティドメインが４９４３１８４３８２９９２４０００および４９４３１８
４３８２９９２５０００のＧＵＩＤ値を有すると想定して、ＬＤＡＰコンテナルールは表
１に示されるように構成することができる。
【００５８】
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【表１】

【００５９】
　本発明の一実施例においては、共有のＩＤＭシステム内で新しいアイデンティティドメ
インをプロビジョニングするプロセスは、（ａ）ＬＤＡＰディレクトリにおけるアイデン
ティティドメインのためのアイデンティティドメインサブツリーの作成、ならびに、（ｂ
）ＯＡＭコンポーネントおよびＯＩＭコンポーネントにおける他の同等のアーティファク
トの作成を含み得る。ＯＰＳＳポリシーはこのようなプロビジョニングによって影響され
る可能性がある。ＯＰＳＳポリシーは、アプリケーション役割とエンタープライズ役割と
の関連付けを反映させることができる。共有のＩＤＭシステムの外部から発生する顧客の
エンタープライズ役割は、共有のＩＤＭシステムのＬＤＡＰディレクトリ（例えばＯＩＤ
）においてクローン化され得る。このクローン化の一部として、関連付けられたアプリケ
ーション役割マッピングは、以下の動作を実行することによって確立することができる：
（１）アプリケーションの各々のための元のｓｙｓｔｅｍ－ｊａｚｎ－ｄａｔａ．ｘｍｌ
ファイルを見つける；（２）新しいアイデンティティドメイン特有の役割を反映させるた
めに、新しいアイデンティティドメインのアイデンティティドメイン名プレフィックスを
有するように、抽出されたｓｙｓｔｅｍ－ｊａｚｎ－ｄａｔａ．ｘｍｌファイル内のエン
タープライズ役割を変更する；および、（３）変更されたファイルを新しいｓｙｓｔｅｍ
－ｊａｚｎ－ｄａｔａ．ｘｍｌファイルとして処理し、動作の宛先をオラクルアイデンテ
ィティディレクトリ（ＯＩＤ）となるように設定してｍｉｇｒａｔｅＳｅｃｕｒｉｔｙＳ
ｔｏｒｅ動作を再度実行する。
【００６０】
　ドメインベースのディレクトリ分割およびバインドクレデンシャル
　本発明の一実施例においては、（場合によっては複数の別個のアイデンティティドメイ
ン中の）特定のアイデンティティドメインに関連付けられたユーザは、その特定のアイデ
ンティティドメインにデプロイされたサービスを使用することができるが、他のいずれか
のアイデンティティドメインにデプロイされたサービスは使用することができない。この
ような実施例においては、ＬＤＡＰディレクトリ（例えばＯＩＤ）は、クラウドコンピュ
ーティング環境内において作成された複数のアイデンティティドメインのすべてにおける
アイデンティティのすべてについてのアイデンティティストアとして機能し得る。それら
のアイデンティティドメインのための分離されたアイデンティティストアとして機能させ
るために別個のＬＤＡＰディレクトリを別個のアイデンティティドメインにおいて作成す
る必要はない。シングルＬＤＡＰディレクトリはすべてのアイデンティティドメインのた
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めに機能し得る。ＬＤＡＰディレクトリにおいては、別個のディレクトリサブツリーは、
例えば、第１のアイデンティティドメインについてのすべてのアイデンティティを第１の
ディレクトリサブツリー内に格納することができるように、かつ、第２のアイデンティテ
ィドメインについてのすべてのアイデンティティを第２のディレクトリサブツリー内に格
納することができるように、別個のアイデンティティストア専用にすることができる。こ
のようなサブツリーディレクトリはともに共通のルートを有し得る。
【００６１】
　ＬＤＡＰ内の各々のサブツリーディレクトリへのアクセスはいくつかのクラウドコンピ
ューティングシステムコンポーネントに制限することができる。クラウド管理コンポーネ
ントなどのいくつかのこのようなコンポーネントはサブツリーディレクトリのすべてにア
クセスすることができ、他のこのようなコンポーネントはいくつかの特定のサブツリーデ
ィレクトリにしかアクセスできない。例えば、特定のアイデンティティドメイン内におい
てデプロイされたサービスなどのいくつかのコンポーネントは、その特定のアイデンティ
ティドメイン専用となるサブツリーディレクトリにしかアクセスできないように制限する
ことができる。本発明の実施例においては、ＬＤＡＰディレクトリシステム内において既
に利用可能な機構によって、アイデンティティドメインとそれぞれの対応するサブツリー
ディレクトリとの間をこのように分離することができる。サービスが特定のアイデンティ
ティドメインにデプロイされたとき、クラウドコンピューティング環境のサービスデプロ
イメントコンポーネントは、特にそのサービスのためのセキュリティクレデンシャルを生
成することができる。セキュリティクレデンシャルの生成は、ＬＤＡＰディレクトリシス
テムによる検査時に、当該クレデンシャルにより、サービスがデプロイされた特定のアイ
デンティティドメインに関連付けられるサブツリーディレクトリのみへのサービスアクセ
スをＬＤＡＰディレクトリシステムに許可させるように、行なわれてもよい。
【００６２】
　本発明の実施例においては、アイデンティティがＬＤＡＰディレクトリに格納すること
ができるエンティティの種類は異なるタイプに分類することができる。このような１つの
タイプのエンティティとしてユーザタイプがある。特定のアイデンティティドメインに関
連付けられるユーザのアイデンティティは、その特定のアイデンティティドメイン専用の
ＬＤＡＰディレクトリサブツリーに格納することができる。別のタイプのエンティティと
してサービスインスタンスタイプがある。特定のアイデンティティドメインにデプロイさ
れたサービスインスタンスのアイデンティティ（データベースサービスなどの同じサービ
スのうちの別個のインスタンスを別個のアイデンティティドメインにデプロイすることが
できるのでこのように称される）は、その特定のアイデンティティドメイン専用のＬＤＡ
Ｐディレクトリサブツリーに格納することができる。本発明の実施例においては、ユーザ
エンティティではなくサービスインスタンスエンティティだけがクラウドコンピューティ
ング環境のＬＤＡＰサーバにアクセスできる。このような実施例においては、ユーザエン
ティティはＬＤＡＰサーバに公開されず、ＬＤＡＰサーバと直接対話することが阻止され
る。このような実施例においては、ユーザエンティティは、ＬＤＡＰアクセス権を有して
おらず、ＬＤＡＰディレクトリに格納されたいかなる情報にも直接アクセスすることがで
きない。このような実施例においては、サービスインスタンスエンティティだけがＬＤＡ
Ｐアクセス権を有する。
【００６３】
　本発明の一実施例においては、クラウドコンピューティング環境のプロビジョニング機
構によって特定のアイデンティティドメインにプロビジョニングされた場合にサービスイ
ンスタンスタイプとなるエンティティは、その特定のアイデンティティドメインのみに特
に関連付けられる「バインドクレデンシャル」でプロビジョニングされ得る。各々のバイ
ンドクレデンシャルは、いくらか制限されたアクセス範囲を規定することができ、異なる
バインドクレデンシャルは異なる範囲のアクセスを規定することができる。これらのバイ
ンドクレデンシャルは、クラウドコンピューティング環境におけるそれらのエンティティ
のデプロイメントに応じて、かつこのデプロイメント時に生成され、サービスインスタン



(24) JP 6263537 B2 2018.1.17

10

20

30

40

50

スタイプエンティティに提供され得る。バインドクレデンシャルは、クラウドコンピュー
ティング環境内のコンポーネントによって用いられ、外部のエンティティには公開されな
い。一実施例においては、人のユーザはバインドクレデンシャルを受取ることはない。
【００６４】
　ネットワークに存在するエンティティは、ＬＤＡＰサーバによって認識されるアイデン
ティティを有し得る。このようなエンティティはサービスインスタンスを含み得る。一実
施例においては、ユーザはＬＤＡＰディレクトリにおける情報に直接アクセスすることが
阻止されるが、このような実施例においては、サービスインスタンスはそれらのユーザの
代わりにその情報にアクセスすることができる。サービスインスタンスがＬＤＡＰディレ
クトリからアクセスする情報はユーザ自身についてのものであり得る。一実施例において
は、クラウドコンピューティング環境のネットワーク内にあるエンティティだけがクラウ
ドコンピューティング環境のＬＤＡＰシステムにアクセスでき、ネットワーク外のコンポ
ーネントはこのようにアクセスすることはできない。一実施例においては、ＬＤＡＰサー
バは、上述の種類のバインドクレデンシャルを持たないすべてのエンティティへのアクセ
スを拒否するように構成される。ネットワーク外のエンティティは、このようなバインド
クレデンシャルを獲得することができず、このため、ＬＤＡＰディレクトリにアクセスす
ることができない。一実施例においては、この構成は、ＬＤＡＰサーバが準拠するアクセ
スコントロールポリシーによって達成される。このようなアクセスコントロールポリシー
も、一実施例においては、ＬＤＡＰディレクトリに格納される。
【００６５】
　以下にさらに説明するように、ユーザ名およびパスワードは、しばしば、クラウドコン
ピューティング環境内のそのクライアントのために作成されたクライアントのアイデンテ
ィティドメインにおいて継続使用するために、クラウドコンピューティング環境のクライ
アント（または「テナント」）のプロプライエタリシングルドメインエンタープライズか
らインポートすることができる。これらのユーザ名およびパスワードがクライアント自身
のプロプライエタリシステムに依然として存在することは、いくらかの潜在的なセキュリ
ティ脆弱性とみなすことができる。しかしながら、ユーザ名およびパスワードがクライア
ントのプロプライエタリシングルドメインエンタープライズ内において何らかの形で損な
われたとしても、潜在的なシステム侵入者がバインドクレデンシャルを有していない（こ
のようなクレデンシャルが、上述のとおり、ユーザに直接供給されず、これらユーザの代
わりに作用するサービスにしか供給されないからである）ことにより、このような潜在的
な侵入者からＬＤＡＰディレクトリのコンテンツが保護されることとなる。一実施例にお
いては、サービス識別子は、ＬＤＡＰディレクトリにおけるユーザ識別子とは別個のもの
であり、ユーザ識別子を発見しても、いずれのサービス識別子も公開されないだろう。
【００６６】
　本発明の一実施例においては、エンティティはまた、これらのエンティティが（ａ）特
定のアイデンティティドメイン専用のものであるか、または、（ｂ）いずれの特定のアイ
デンティティドメイン専用のものではないインフラストラクチャコンポーネントであるか
どうかに基づいて分類することができる。インフラストラクチャコンポーネントは、サー
ビスインスタンスを特定のアイデンティティドメインにプロビジョニングする役割を果た
すシステムプロビジョニングコンポーネントを含み得る。インフラストラクチャコンポー
ネントはまた、サービスインスタンスエンティティに対するユーザエンティティのために
シングルサインオン（ＳＳＯ：single sign-on）機能を提供することができるアクセス管
理コンポーネントを含み得る。インフラストラクチャコンポーネントは、ＬＤＡＰディレ
クトリに格納されたアイデンティティを管理するアイデンティティ管理（ＩＤＭ）コンポ
ーネントを含み得る。これらのインフラストラクチャコンポーネントは、それらのインフ
ラストラクチャコンポーネントと対話するエンティティを認証および認可する目的で、Ｌ
ＤＡＰシステムと直接対話することができる。
【００６７】
　上述のとおり、一実施例においては、特定のアイデンティティドメイン専用のエンティ
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ティは、その特定のアイデンティティドメインのみに関連付けられるアイデンティティへ
のアクセスに制限される。本発明の実施例においては、このアクセス制限は、ＬＤＡＰデ
ィレクトリ内にも含まれ得るアクセスコントロールポリシーを実施することによって達成
される。ＬＤＡＰサーバは、典型的には、アクセスコントロールポリシーに基づいてＬＤ
ＡＰディレクトリに格納された情報に対するアクセスを許可または拒否する。本発明の実
施例はこの事実を利用することにより、アイデンティティドメイン特有のアクセスコント
ロールポリシーに基づいて、クラウドコンピューティング環境のＬＤＡＰサーバに、いく
つかのアイデンティティドメイン関連のＬＤＡＰディレクトリサブツリーへのアクセスを
許可または拒否させるようにする。このようなアイデンティティドメイン特有のアクセス
コントロールポリシーは従来より公知ではなく、ＬＤＡＰシステムにおいては用いられな
かった。
【００６８】
　マルチテナントユニーク識別子
　本発明の実施例においては、アイデンティティがＬＤＡＰディレクトリ内に格納されて
いる各エンティティは、（ＬＤＡＰディレクトリ全体およびそのサブツリーすべてにわた
って）グローバルなユニークアイデンティティ（unique identity）がＬＤＡＰディレク
トリに格納されている。このグローバルユニークアイデンティティは、特定のアイデンテ
ィティドメイン内においてユニークであった場合でも、（例えば）他の点ではグローバル
にユニークでない可能性のある規範的にフォーマットされたプレフィックスを用いること
によって生成することができる。一実施例においては、ユーザがクラウドベースの環境内
において提供されるいずれかのサービスと対話できるようになる前に、それらのユーザが
環境にログインすることが必要となる。ログイン手順は認証プロセスを含む。ユーザがオ
ーセンティケータに与えるログイン名またはアイデンティティは、それが特定のアイデン
ティティドメイン内においてユニークであったとしても、ＬＤＡＰディレクトリ全体にわ
たってグローバルにユニークでない可能性がある。したがって、一実施例においては、ユ
ーザが環境にログインする時、オーセンティケータは、ユーザのログイン名に加えて、ユ
ーザがアクセスを所望するアイデンティティドメインの名前を要求する。代替的な実施例
においては、オーセンティケータは、ユーザ自身に対してアイデンティティドメインの名
前を要求しない。代わりに、別個のアイデンティティドメインの各々が、別個のＵＲＬに
関連付けられる別個のログインウェブページに関連付けられ得る。アイデンティティドメ
インの名前は、ユーザがそのアイデンティティドメインにログインするのにアクセスする
必要があるウェブページのコード内に含めることができる。このため、ユーザがそのドメ
イン特有のウェブページについての特定のＵＲＬにアクセスするよう自身のブラウザに指
示すると、オーセンティケータは、ユーザがアクセスを要求しているアイデンティティド
メインを、ウェブページ自体のコードから決定することができる。
【００６９】
　本発明の一実施例においては、ユーザがアイデンティティドメインの名前を明確に与え
るかどうかにかかわらず、そのアイデンティティドメインの識別子は、そのユーザのため
のグローバルユニークアイデンティティを生成するために、ユーザが与えたログイン名に
添付される。このグローバルユニーク識別子はマルチテナントユニーク識別子と称するこ
とができる。一実施例においては、特定のユーザは、自身のユーザアカウントが作成され
ると、常に、同じマルチテナントユニーク識別子に関連付けられ、その同じマルチテナン
トユニーク識別子がクラウド環境の認証システムによって用いられて、ユーザが環境内で
サービスへのアクセスを要求するたびにユーザが認証される。マルチテナントユニーク識
別子が、ユーザが属するアイデンティティドメインを規定するので、ＬＤＡＰサーバは、
ＬＤＡＰディレクトリのサブツリーのうちいずれがユーザに適用可能であるかを判断する
ことができる。マルチテナントユニーク識別子は、ユーザが別のユーザと同じ名前（但し
、同じアイデンティティドメインではない）を有する別のユーザと混同され得ないように
、クラウド環境におけるシステム間において伝搬される。マルチテナントユニーク識別子
がクラウド環境によって用いられているという事実は、認証サブシステムにそれらのドメ



(26) JP 6263537 B2 2018.1.17

10

20

30

40

50

イン未修飾ログイン名を供給することができるエンドユーザに対して完全に透過的であり
得る。本発明の一実施例においては、エンティティのマルチテナントユニーク識別子は、
そのエンティティについての新しい記録が作成されてＬＤＡＰディレクトリに追加される
のに応じて、かつそのときに、そのエンティティのために生成される。マルチテナントユ
ニーク識別子は、メッセージペイロード内でクラウドコンピューティング環境のサブシス
テム間において伝搬させることができる。したがって、エンティティについてのマルチテ
ナントユニーク識別子を決定するために、そのエンティティのアイデンティティが位置し
ているＬＤＡＰディレクトリサブツリーの名前に依拠する必要がなくなる。
【００７０】
　本発明の一実施例においては、マルチテナントユニーク識別子は、エンティティのため
のＬＤＡＰディレクトリエントリにおけるいくつかの別個のフィールドのうちの１つであ
る。ＬＤＡＰディレクトリスキーマは属性としてマルチテナントユニーク識別子を含むよ
うに拡張させることができる。マルチテナントユニーク識別子は、ＬＤＡＰディレクトリ
エントリにおいてはユーザのログイン名とは別個のものであるので、ユーザのアイデンテ
ィティをシングルドメインシステムからマルチドメインクラウドコンピューティング環境
にまで移行させた後、シングルドメイン（単一の顧客）システムから直接インポートされ
た可能性のあるユーザのログイン名を、妨害なしに、または顕著な変更なしに使用し続け
ることができる。このため、一実施例においては、特定のクラウドコンピューティング環
境クライアントの（または「テナントの」）別個のプロプライエタリ（通常は非クラウド
ベースの）エンタープライズ内において用いられたのと同じログイン名を、クラウドコン
ピューティング環境において作成されてその特定のクライアント専用のものとされるアイ
デンティティドメイン内において使用し続けることができる。実際には、移行プロセス中
、これらのログイン名は、クライアントのプロプライエタリエンタープライズからクラウ
ドコンピューティング環境内に直接アップロードすることができ、このとき、マルチテナ
ントユニーク識別子をそれらのログイン名のために自動的に生成でき、クライアントのユ
ーザのためのＬＤＡＰディレクトリエントリ内に格納できる。
【００７１】
　典型的なＬＤＡＰディレクトリ内では、区別された名前は、一種のグローバルユニーク
アイデンティティとみなされる可能性がある。しかしながら、典型的なＬＤＡＰディレク
トリ内においては、区別された名前は、典型的には、グローバルユニークアイデンティテ
ィにする目的で専用のものとされる単一の明確なＬＤＡＰ属性の値ではなく、連続した複
数の別個のＬＤＡＰ属性値である。クラウドコンピューティングシステムのクライアント
（テナント）がなんらかの理由で自身についてのグローバルユニーク識別子を構築する必
要がある場合、クライアントには、そのグローバルユニーク識別子を構築する際にシステ
ム自体が採用する規範的なルールが提供され得る。例えば、このようなルールは、クライ
アントのアイデンティティドメインの名前を、期間によって範囲が定められるユーザのロ
グイン名に至るまで予めペンディングしておくことを必要とし得る。このようなルールに
従うことにより、マルチテナントユニーク識別子は、プログラムによって相対的に容易に
復元することができる。この特質は、必ずしも、ＬＤＡＰによって区別された名前に所有
される必要はない。
【００７２】
　クラウドコンピューティング環境内で実行されるいくつかのアプリケーションまたはサ
ービスは、アイデンティティドメイン名が前に付されるユーザアイデンティティを処理す
るように構成されない可能性がある。このような環境下では、このようなアプリケーショ
ンまたはサービスにマルチテナントユニーク識別子を渡す前に、アイデンティティドメイ
ン名プレフィックスをマルチテナントユニーク識別子から容易に取り除くことができ、こ
れにより、アプリケーションまたはサービスがユーザの未修飾ログイン名のみを受取るよ
うにする。マルチテナントユニーク識別子が十分に定義された規範的なフォーマットに従
って構築されることにより、必要とされる可能性のあるこのような調整が、比較的単純に
、自動的に実行される。
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【００７３】
　クラウドコンピューティング環境内において実行される他のいくつかのアプリケーショ
ンまたはサービスは、アイデンティティドメイン名を認識し、それらのアイデンティティ
ドメイン名に応じてさまざまに機能することができるかもしれない。このような環境下で
は、アイデンティティドメイン名は、アプリケーションまたはサービスによって使用され
るマルチテナントユニーク識別子からパーズおよび抽出され得る。次いで、アプリケーシ
ョンまたはサービスは、いくつかのアイデンティティドメインのうちいずれと機能するべ
きかを決定することができる。また、マルチテナントユニーク識別子が十分に定義された
規範的なフォーマットに従って構築されることにより、この潜在的に有用な抽出が比較的
単純に自動的に実行される。
【００７４】
　クラウドインフラストラクチャコンポーネントは、アイデンティティドメイン名を利用
することができるサービス間にある。これらのコンポーネントは、対応可能なマルチテナ
ント（またはマルチアイデンティティドメイン）であり得る。これらのコンポーネントは
、異なるユーザに関係する要求を受取ることができる。これらの要求が関係するアイデン
ティティドメインを決定するために、これらのコンポーネントは、それらの識別子が普遍
的に準拠する規範的なフォーマットに基づいてユーザのマルチテナントユニーク識別子を
単純かつ自動的にパーズすることができる。マルチテナント対応のクラウドインフラスト
ラクチャコンポーネントは、アイデンティティドメイン毎にストライプにされるデータレ
ポジトリを用いることができる。このような環境下では、これらのコンポーネントは、適
切なアイデンティティドメイン専用のストライプに対する処理（handle）としてマルチテ
ナントユニーク識別子からパーズされたアイデンティティドメイン名を用いることができ
る。処理はストライプにアクセスするために用いることができる。
【００７５】
　サービスインスタンスのプロビジョニング時におけるＬＤＡＰディレクトリの更新
　本発明の一実施例においては、クラウドコンピューティング環境内において実行される
プロビジョニングサービスは、環境のさまざまなアイデンティティドメイン内においてす
べてのサービスインスタンスのデプロイメントをすべて実行する。プロビジョニングサー
ビスは、クラウドコンピューティング環境の規定されたクライアント（または「テナント
」）のためにサービスインスタンスを作成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：application programming interface）を有する。プロビジョ
ニングサービスは、デプロイされるべきサービスインスタンスを構成するのに用いられる
バインドクレデンシャルを作成するかまたは他の何らかのコンポーネントに対して要求す
ることができる。一実施例においては、プロビジョニングサービスは、ＡＰＩを用いて、
規定されたサービスインスタンスおよび規定されたアイデンティティドメインのためのバ
インドクレデンシャルを別のコンポーネントに対して要求する。各々のバインドクレデン
シャルは名前およびパスワードを含み得る。この名前は、標準的な規則に基づいて自動的
に生成することができ、規定されたサービスインスタンスの名前および規定されたアイデ
ンティティドメインの名前の両方を含むことができる。パスワードはランダムに生成する
ことができる。
【００７６】
　バインドクレデンシャルの生成と同時に、新しい対応するアクセスポリシーが自動的に
生成され、ＬＤＡＰディレクトリに追加され得る。アクセスポリシーは、バインドクレデ
ンシャルにおいて名前が規定されているサービスインスタンスが、当該サービスインスタ
ンスがデプロイされているアイデンティティドメインに対応するＬＤＡＰディレクトリサ
ブツリーにアクセスすることだけが許可されることを規定する。一実施例においては、ア
クセスポリシーはさらに、その名前を有するサービスインスタンスがＬＤＡＰディレクト
リにおけるアイデンティティを変更することが許可されないことを規定する。一実施例に
おいては、クラウドコンピューティング環境のアイデンティティ管理（ＩＤＭ）サブシス
テムだけが、このようなアイデンティティを変更することを許可される。ＩＤＭサブシス
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テム自体は、クラウドコンピューティング環境のユーザが対話することを可能にするサー
ビスである。一実施例においては、アクセスポリシーはさらに、バインドクレデンシャル
において名前が規定されているサービスインスタンスが、ＬＤＡＰディレクトリエントリ
のうちの規定されたいくつかの属性を読出すことしか許可されないことを規定する。上述
の動作は上述のＡＰＩによって実行することができる。本発明の実施例においては、既存
のバインドクレデンシャルを変更する能力が与えられるエンティティまたはコンポーネン
トはない。
【００７７】
　マルチテナントＬＤＡＰシステムの例
　図９は、マルチテナントＬＤＡＰシステムを含むクラウドコンピューティング環境の例
を示すブロック図である。本発明のさまざまな実施例は、図９に明確に示されるものと比
べてより多くのコンポーネント、より少数のコンポーネント、または異なるコンポーネン
トを含み得る。図９はクラウドコンピューティング環境９０２およびクライアント（テナ
ント）９０４Ａ～Ｎを示す。クライアント（テナント）９０４Ａ～Ｎの各々は例えば別個
の組織を表わすことができる。クライアント（テナント）９０４Ａ～Ｎの各々は、クラウ
ドコンピューティング環境９０２内において定義された別個のアイデンティティドメイン
を、そのアイデンティティドメイン内に含まれるアイデンティティおよびサービスがクラ
ウドコンピューティング環境９０２内の他のすべてのアイデンティティドメインにおける
アイデンティティおよびサービスから分離されるように、有することができる。クライア
ント（テナント）９０４Ａ～Ｎは、典型的には、場合によってはインターネットを含む１
つ以上のネットワークを介してクラウドコンピューティング環境９０２のコンポーネント
と対話する。
【００７８】
　図９に示されるように、クラウドコンピューティング環境９０２はＬＤＡＰサーバ９０
６およびＬＤＡＰディレクトリ９０８を含む。有意には、ＬＤＡＰディレクトリ９０８は
単一の一体化されたＬＤＡＰディレクトリであって、複数の別個のアイデンティティドメ
インのためのＬＤＡＰエントリを含み、クライアント（テナント）９０４Ａ～Ｎの各々に
ついての別個のアイデンティティドメインである。各々のこのようなアイデンティティド
メインのために、（ツリー構造を有する）ＬＤＡＰディレクトリ９０８は、特にそのアイ
デンティティドメイン専用の対応するサブツリーを含む。例えば、サブツリー９１０Ａは
クライアント（テナント）９０４Ａのためのアイデンティティドメイン専用であってもよ
く、サブツリー９１０Ｂは、クライアント（テナント）９０４Ｂのためのアイデンティテ
ィドメイン専用であってもよく、サブツリー９１０Ｎは、クライアント（テナント）９０
４Ｎのためのアイデンティティドメイン専用であってもよい、などである。
【００７９】
　サブツリー９１０Ａ～Ｎの各々は、そのサブツリーが対応するアイデンティティドメイ
ンにのみ関係するユーザアイデンティティ、サービスインスタンスアイデンティティおよ
びアクセスポリシーのためのＬＤＡＰエントリを含み得る。例えば、サブツリー９１０Ａ
はユーザアイデンティティ９１２Ａ、サービスインスタンスアイデンティティ９１４Ａお
よびアクセスポリシー９１６Ａを含み、サブツリー９１０Ｂは、ユーザアイデンティティ
９１２Ｂ、サービスインスタンスアイデンティティ９１４Ｂおよびアクセスポリシー９１
６Ｂなどを含み、サブツリー９１０Ｎは、ユーザアイデンティティ９１２Ｎ、サービスイ
ンスタンスアイデンティティ９１４Ｎおよびアクセスポリシー９１６Ｎを含む。
【００８０】
　技術例
　図１０は、本発明の実施例に係る、特定のアイデンティティドメインについてのアイデ
ンティティドメイン規定ログインウェブページを生成および使用するための技術の例を示
すフロー図である。ブロック１００２において、新しいアイデンティティドメインを作成
するための要求が受取られる。ブロック１００４において、この要求に応じて、新しいア
イデンティティドメインのためのＬＤＡＰサブツリーがＬＤＡＰディレクトリにおいて作
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成される。ブロック１００６において、要求に応じて、ユニークなＵＲＬを有し、新しい
アイデンティティドメインの名前を規定するログインウェブページが生成および格納され
る。
【００８１】
　ブロック１００８において、ユニークなＵＲＬに対応するウェブページについての要求
が受取られる。ブロック１０１０において、ユニークなＵＲＬに対応するウェブページが
要求に応じて送信される。ブロック１０１２において、ドメイン未修飾のユーザ名および
パスワードが、ウェブページのユーザ名フィールドおよびパスワードフィールドを介して
受取られる。ブロック１０１４において、マルチテナントユニーク識別子は、ウェブペー
ジにおいて規定されたアイデンティティドメインの名前をドメイン未修飾ユーザ名に予め
ペンディングすることによって構築される。ブロック１０１６において、マルチテナント
ユニーク識別子は、与えられたパスワードに基づいてＬＤＡＰディレクトリに格納された
セキュリティ情報に対して認証される。
【００８２】
　図１１は、本発明の実施例に係る、特定のアイデンティティドメインに新しいユーザア
イデンティティを追加するための技術の例を示すフロー図である。ブロック１１０２にお
いて、規定されたドメイン未修飾ユーザ名を有する新しいユーザを、規定されたアイデン
ティティドメインに追加するための要求が受取られる。ブロック１１０４において、この
要求に応じて、マルチテナントユニーク識別子が、ウェブページにおいて規定されたアイ
デンティティドメインの名前をドメイン未修飾ユーザ名に予めペンディングすることによ
って構築される。ブロック１１０６において、新しいユーザのためにパスワードが選択さ
れる。ブロック１１０８において、別個の属性として、ユーザ名、アイデンティティドメ
イン、マルチテナントユニーク識別子およびパスワードを規定する新しいＬＤＡＰエント
リが生成される。ブロック１１１０において、新しいＬＤＡＰエントリが、アイデンティ
ティドメインに対応するＬＤＡＰディレクトリのサブツリーに追加される。
【００８３】
　図１２は、本発明の実施例に係る、特定のアイデンティティドメインに新しいサービス
インスタンスをデプロイするための技術の例を示すフロー図である。ブロック１２０２に
おいて、規定されたアイデンティティドメインに対して特定タイプの新しいサービスイン
スタンスをデプロイするための要求が受取られる。ブロック１２０４において、この要求
に応じて、ドメイン修飾名が、特定のタイプおよび規定されたアイデンティティドメイン
の両方に基づいて新しいサービスインスタンスのために自動的に生成される。ブロック１
２０６において、ランダムパスワードが自動的に生成される。ブロック１２０８において
、ドメイン修飾名およびランダムパスワードの両方を規定するバインドクレデンシャルが
生成される。ブロック１２１０において、バインドクレデンシャルが、規定されたアイデ
ンティティドメインに対応するＬＤＡＰディレクトリのサブツリーに格納される。
【００８４】
　ブロック１２１２において、新しいアクセスポリシーが作成される。この新しいアクセ
スポリシーは、（バインドクレデンシャルにおいて示される）ドメイン修飾名を有するサ
ービスインスタンスが、規定されたアイデンティティドメイン（すなわち、サービスイン
スタンスがデプロイされているアイデンティティドメインに対応するＬＤＡＰディレクト
リのサブツリーに含まれるＬＤＡＰエントリ）に関係する情報にしかアクセスできないこ
とを規定する。ブロック１２１４において、アクセスポリシーは、規定されたアイデンテ
ィティドメインに対応するＬＤＡＰディレクトリのサブツリーに格納される。ブロック１
２１６において、サービスインスタンスが規定されたアイデンティティドメインにおいて
デプロイされる。ブロック１２１８において、バインドクレデンシャルがサービスインス
タンスに供給される。
【００８５】
　図１３は、本発明の実施例に係る、あるサービスインスタンスのデプロイメント時にそ
のサービスインスタンスに供給されたバインドクレデンシャルを用いてそのサービスイン
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スタンスを認証するための技術の例を示すフロー図である。ブロック１３０２において、
ＬＤＡＰサーバは、規定されたサブツリーにおけるＬＤＡＰ情報にアクセスするための要
求をサービスインスタンスから受取る。ブロック１３０４において、ＬＤＡＰサーバはサ
ービスインスタンスからバインドクレデンシャルを受取る。ブロック１３０６において、
ＬＤＡＰサーバは、サービスインスタンスが属するアイデンティティドメインを、バイン
ドクレデンシャル内において規定されたドメイン修飾名に基づいて決定する。ブロック１
３０８において、ＬＤＡＰサーバは、サービスインスタンスに関係するＬＤＡＰエントリ
を、決定されたアイデンティティドメインに対応するＬＤＡＰディレクトリサブツリーに
位置付ける。ブロック１３１０において、ＬＤＡＰサーバは、バインドクレデンシャルに
おいて規定されたパスワードをＬＤＡＰエントリにおいて規定されたパスワードと比較す
ることによって、サービスインスタンスを認証する。ブロック１３１２において、ＬＤＡ
Ｐサーバは、サービスインスタンスに関係するアクセスポリシーを規定するＬＤＡＰエン
トリを、決定されたアイデンティティドメインに対応するＬＤＡＰディレクトリサブツリ
ーに位置付ける。ブロック１３１４において、アクセスポリシーによって規定された程度
にまで、ＬＤＡＰサーバは、サービスインスタンスが、決定されたアイデンティティドメ
インに対応するＬＤＡＰディレクトリサブツリーにおけるＬＤＡＰエントリのポリシー規
定属性にアクセスすることを許可および／または拒否する。
【００８６】
　ハードウェア概略
　図７は、本発明の実施例に従って用いられ得るシステム環境７００のコンポーネントを
示す簡略ブロック図である。図示されるように、システム環境７００は、固有のクライア
ントアプリケーションや、場合によってはウェブブラウザなどの他のアプリケーションな
どを含むクライアントアプリケーションを動作させるように構成された１つ以上のクライ
アント演算装置７０２、７０４、７０６および７０８を含む。さまざまな実施例において
は、クライアント演算装置７０２、７０４、７０６および７０８はサーバ７１２と対話し
得る。
【００８７】
　クライアント演算装置７０２、７０４、７０６および７０８は、汎用パーソナルコンピ
ュータ（一例として、マイクロソフトウィンドウズ（登録商標）および／またはアップル
マッキントッシュ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）、（マイクロソフトウ
ィンドウズモバイルなどのソフトウェアを実行し、インターネット、電子メール、ＳＭＳ
、ブラックベリーまたは使用可能な他の通信プロトコルである）携帯電話もしくはＰＤＡ
、ならびに／または、さまざまな市販のＵＮＩＸ（登録商標）もしくはＵＮＩＸのような
オペレーティングシステム（さまざまなＧＮＵ／Ｌｉｎｕｘ（登録商標）オペレーティン
グシステムを含むがこれに限定されるものではない）のいずれかを実行するワークステー
ションコンピュータであってもよい。代替的には、クライアント演算装置７０２、７０４
、７０６および７０８は、ネットワーク（例えば、以下に記載のネットワーク７１０）を
介して通信することができるシン・クライアントコンピュータ、インターネットへの接続
が可能なゲーム機および／またはパーソナルメッセージング装置などのその他の電子装置
であってもよい。例示的なシステム環境７００が４つのクライアント演算装置とともに示
されているが、いかなる数のクライアント演算装置がサポートされてもよい。センサを有
する装置などの他の装置がサーバ７１２と対話してもよい。
【００８８】
　システム環境７００はネットワーク７１０を含み得る。ネットワーク７１０は、ＴＣＰ
／ＩＰ、ＳＮＡ、ＩＰＸ、ＡｐｐｌｅＴａｌｋなどを含むがこれらに限定されるものでは
ないさまざまな市販の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し得る、当
業者になじみのある任意のタイプのネットワークであってもよい。単に一例として、ネッ
トワーク７１０は、イーサネット（登録商標）ネットワーク、トークン・リング・ネット
ワークなどのローカルエリアネットワーク（local area network：ＬＡＮ）、広域ネット
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ワーク、仮想プライベートネットワーク（virtual private network：ＶＰＮ）を含むが
これに限定されるものではない仮想ネットワーク、インターネット、イントラネット、エ
クストラネット、公衆交換電話網（public switched telephone network：ＰＳＴＮ）、
赤外線ネットワーク、無線ネットワーク（例えばＩＥＥＥ８０２．１１の一連のプロトコ
ル、当該技術分野において公知のブルートゥース（登録商標）プロトコルおよび／または
その他の無線プロトコルのいずれかの下で動作するネットワーク）、ならびに／または、
これらのおよび／もしくは他のネットワークの任意の組み合わせであってもよい。
【００８９】
　システム環境７００はまた１つ以上のサーバコンピュータ７１２を含む。サーバコンピ
ュータ７１２は、汎用コンピュータ、特化サーバコンピュータ（一例として、ＰＣサーバ
、ＵＮＩＸ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
式のサーバなどを含む）、サーバファーム、サーバクラスタ、またはその他の適切な配置
および／もしくは組み合わせであり得る。さまざまな実施例においては、サーバ７１２は
、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実行するように適合されて
もよい。
【００９０】
　サーバ７１２は、市販のサーバオペレーティングシステムに加えて、上述のうちいずれ
かを含むオペレーティングシステムを実行し得る。サーバ７１２は、ＨＴＴＰサーバ、Ｆ
ＴＰサーバ、ＣＧＩサーバ、Ｊａｖａサーバ、データベースサーバなどを含む、さまざま
な追加のサーバアプリケーションおよび／もしくは中間層アプリケーションのいずれかを
実行し得る。例示的なデータベースサーバとしては、オラクル、マイクロソフト、サイベ
ース、ＩＢＭなどから市販されているものが挙げられるが、これらに限定されるものでは
ない。
【００９１】
　システム環境７００はまた１つ以上のデータベース７１４および７１６を含み得る。デ
ータベース７１４および７１６はさまざまな位置に存在してもよい。一例として、データ
ベース７１４および７１６のうち１つ以上は、サーバ７１２に対してローカルな（および
／またはサーバ７１２に常駐する）非一時的な記憶媒体上に存在してもよい。代替的には
、データベース７１４および７１６は、サーバ７１２から離れており、ネットワークベー
スの接続または専用の接続を介してサーバ７１２と通信してもよい。一組の実施例におい
ては、データベース７１４および７１６は、当業者になじみのあるストレージエリアネッ
トワーク（ＳＡＮ：storage-area network）に存在していてもよい。同様に、サーバ７１
２に起因する機能を実行するのに必要な如何なるファイルも、適宜、サーバ７１２上にロ
ーカルに格納および／または遠隔に格納され得る。一組の実施例においては、データベー
ス７１４および７１６は、ＳＱＬでフォーマットされたコマンドに応じてデータを格納、
更新および検索するように適合されたリレーショナルデータベース、例えばオラクルによ
って提供されるデータベースなど、を含み得る。
【００９２】
　図８は、本発明の実施例に従って用いられ得るコンピュータシステム８００の簡略ブロ
ック図である。例えば、サーバ７１２またはクライアント７０２、７０４、７０６もしく
は７０８はシステム８００などのシステムを用いて実現されてもよい。バス８２４を介し
て電気的に接続され得るハードウェア要素を含むコンピュータシステム８００が示される
。ハードウェア要素は、１つ以上の中央処理装置（ＣＰＵ：central processing unit）
８０２、１つ以上の入力装置８０４（例えばマウス、キーボードなど）、および１つ以上
の出力装置８０６（例えば表示装置、プリンタなど）を含み得る。コンピュータシステム
８００はまた１つ以上の記憶装置８０８を含み得る。一例として、記憶装置８０８は、デ
ィスクドライブ、光学記憶装置、およびソリッドステート記憶装置、例えば、プログラム
可能、フラッシュ更新可能などであり得るランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ：random acc
ess memory）および／またはリードオンリメモリ（ＲＯＭ：read-only memory）などの記
憶装置を含んでいてもよい。
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【００９３】
　コンピュータシステム８００は、コンピュータ読取可能記憶媒体リーダ８１２、通信サ
ブシステム８１４（例えば、モデム、ネットワークカード（無線または有線）、赤外線通
信装置など）、ならびに、上述のＲＡＭ装置およびＲＯＭ装置を含み得るワーキングメモ
リ８１８を付加的に含み得る。いくつかの実施例においては、コンピュータシステム８０
０はまた、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ：digital signal processor）、専用プロセ
ッサなどを含み得る処理加速ユニット８１６を含んでもよい。
【００９４】
　さらに、コンピュータ読取可能記憶媒体リーダ８１２は、ともに（および任意に、記憶
装置８０８と組み合わせて）一時的および／またはより永久的にコンピュータ読取可能な
情報を含むためのリモートの、ローカルの、固定されたおよび／または取外し可能な記憶
装置プラス記憶媒体を包括的に表わすコンピュータ読取可能記憶媒体８１０に接続可能で
ある。通信システム８１４は、ネットワーク７１０および／またはシステム環境７００に
関して上述された他のいずれかのコンピュータとのデータの交換を許可し得る。
【００９５】
　コンピュータシステム８００はまた、オペレーティングシステム８２０および／または
他のコード８２２、例えば（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、ＲＤＢＭＳなどであり得る）アプリケーションプログラムなどを含むワ
ーキングメモリ８１８内にその時点で位置するように示されたソフトウェア要素を含み得
る。具体的な実施例においては、ワーキングメモリ８１８は、上述のようなマルチテナン
トクラウドベースＩＤＭシステムのために用いられる実行可能コードおよび関連データ構
造を含み得る。コンピュータシステム８００の代替的な実施例は、上記のものからの多数
の変更例を有し得ることが理解されるべきである。例えば、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、特定の要素がハードウェア、（アプレットな
どの高移植性ソフトウェアを含む）ソフトウェアまたはそれら両方で実現されてもよい。
さらに、ネットワーク入力／出力装置などの他の演算装置への接続が利用されてもよい。
【００９６】
　コードまたはコードの一部を含むための記憶媒体およびコンピュータ読取可能媒体は、
記憶媒体および通信媒体を含む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、コンピュータ読取可能な命令、データ構造、プログラム
モジュールまたは他のデータなどの情報の格納および／または情報の伝達のための任意の
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（非一時的な）、取外し可能
および取外し不可能な媒体などであって、所望の情報を格納または伝送するために使用可
能であり、コンピュータによってアクセス可能であるＲＡＭ、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（digi
tal versatile disk：ＤＶＤ）もしくは他の光学記憶装置、磁気カセット、磁気テープ、
磁気ディスク記憶装置もしくは他の磁気記憶装置、データ信号、データ送信、またはその
他の媒体を含むが、これらに限定されない。
【００９７】
　本発明の特定の実施例について説明してきたが、さまざまな変形例、変更例、代替的な
構成および等価物も本発明の範囲内に包含される。本発明の実施例は、特定の具体的なデ
ータ処理環境内での動作に限定されるものではなく、複数のデータ処理環境内で自由に動
作できる。さらに、特定の一連のトランザクションおよびステップを使用して本発明の実
施例について説明してきたが、本発明の範囲が、記載されている一連のトランザクション
およびステップに限定されるものではないということが当業者に明らかであるべきである
。
【００９８】
　さらに、ハードウェアおよびソフトウェアの特定の組み合わせを使用して本発明の実施
例について説明してきたが、ハードウェアおよびソフトウェアの他の組み合わせも本発明
の範囲内であることが認識されるべきである。本発明の実施例は、ハードウェアのみで実
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現されてもよく、またはソフトウェアのみで実現されてもよく、またはそれらの組み合わ
せを使用して実現されてもよい。
【００９９】
　図１４は、上述のとおり本発明の原理に従って構成される演算装置１４００の機能ブロ
ック図を示す。演算装置の機能ブロックは、本発明の原理を実行するために、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との組み合わせによって実現されて
もよい。当業者であれば、図１４において記載される機能ブロックを組合わせるかまたは
サブブロックに分割して上述のような本発明の原理を実現し得ることを理解する。したが
って、この明細書中の記載は、この明細書中に記載された機能ブロックのいかなる実現可
能な組み合わせまたは分割またはさらなる定義をもサポートし得る。
【０１００】
　図１４に示されるように、演算装置１４００は、第１の格納ユニット１４０２、第２の
格納ユニット１４０４、第１の阻止ユニット１４０６、および第２の阻止ユニット１４０
８を含む。
【０１０１】
　第１の格納ユニット１４０２は、ルートノードを有するＬＤＡＰディレクトリにおいて
、第２のアイデンティティドメインではなく第１のアイデンティティドメインに関連付け
られるエンティティのアイデンティティを、ルートノードから派生する第１のディレクト
リサブツリーに格納し得る。第２の格納ユニット１４０４は、ＬＤＡＰディレクトリにお
いて、第１のアイデンティティドメインではなく第２のアイデンティティドメインに関連
付けられるエンティティのアイデンティティを、ルートノードからも派生するが第１のデ
ィレクトリサブツリーとは別個である第２のディレクトリサブツリーに格納し得る。第１
の阻止ユニット１４０６は、第１のアイデンティティドメインにデプロイされたサービス
インスタンスが第２のディレクトリサブツリーに格納されるアイデンティティにアクセス
するのを阻止し得る。第２の阻止ユニット１４０８は、第２のアイデンティティドメイン
にデプロイされたサービスインスタンスが第１のディレクトリサブツリーに格納されるア
イデンティティにアクセスするのを阻止し得る。
【０１０２】
　演算装置１４００はさらに、第３の格納ユニット１４１０、第４の格納ユニット１４１
２、第３の阻止ユニット１４１４、および第１の許可ユニット１４１６を含み得る。第３
の格納ユニット１４１０は、第２のアイデンティティドメインではなく第１のアイデンテ
ィティドメインに関連付けられるユーザエンティティのアイデンティティを第１のディレ
クトリサブツリーに格納し得る。第４の格納ユニット１４１２は、第２のアイデンティテ
ィドメインではなく第１のアイデンティティドメインに関連付けられるサービスインスタ
ンスエンティティのアイデンティティを第１のディレクトリサブツリーに格納し得る。第
３の阻止ユニット１４１４は、ユーザエンティティが、ＬＤＡＰディレクトリを維持する
ＬＤＡＰサーバと直接対話するのを阻止し得る。第１の許可ユニット１４１６は、サービ
スインスタンスエンティティがユーザエンティティの代わりにＬＤＡＰサーバと直接対話
することを許可し得る。
【０１０３】
　演算装置１４００はさらに、第１の生成ユニット１４１８、第１の提供ユニット１４２
０、第２の生成ユニット１４２２、および第２の提供ユニット１４２４を含み得る。第１
の生成ユニット１４１８は、第２のアイデンティティドメインにではなく第１のアイデン
ティティドメインに対する第１のサービスインスタンスのデプロイメントに応じて、第１
のクレデンシャルを生成し得る。第１のクレデンシャルは、ＬＤＡＰディレクトリを維持
するＬＤＡＰサーバによる検査時に、第１のサービスインスタンスが、第２のディレクト
リサブツリーに格納されるアイデンティティではなく第１のディレクトリサブツリーに格
納されるアイデンティティにアクセスすることをＬＤＡＰサーバに許可させる。第１の提
供ユニット１４２０は第１のサービスインスタンスに第１のクレデンシャルを提供し得る
。第２の生成ユニット１４２２は、第１のアイデンティティドメインにではなく第２のア



(34) JP 6263537 B2 2018.1.17

10

20

30

40

50

イデンティティドメインに対する第２のサービスインスタンスのデプロイメントに応じて
、第２のクレデンシャルを生成し得る。第２のクレデンシャルは、ＬＤＡＰサーバによる
検査時に、第２のサービスインスタンスが、第１のディレクトリサブツリーに格納される
アイデンティティではなく第２のディレクトリサブツリーに格納されるアイデンティティ
にアクセスすることをＬＤＡＰサーバに許可させる。第２の提供ユニット１４２４は第２
のサービスインスタンスに第２のクレデンシャルを提供し得る。
【０１０４】
　演算装置１４００はさらに、第５の格納ユニット１４２６および第１の制御ユニット１
４２８を含み得る。第５の格納ユニット１４２６は、複数のアイデンティティドメインか
らさまざまなアイデンティティドメインを規定するアクセスコントロールポリシーをＬＤ
ＡＰディレクトリに格納し得る。第１の制御ユニット１４２８は、少なくとも部分的にア
クセスコントロールポリシーに基づいて、ＬＤＡＰディレクトリのアイデンティティドメ
イン関連サブツリーへのアクセスを制御し得る。
【０１０５】
　演算装置１４００はさらに、第６の格納ユニット１４３０および第７の格納ユニット１
４３２を含み得る。第６の格納ユニット１４３０は、第２のディレクトリサブツリーでは
なく第１のディレクトリサブツリーに適用されるアクセス制限を規定する第１のアクセス
コントロールポリシーをＬＤＡＰディレクトリに格納し得る。第７の格納ユニット１４３
２は、第１のディレクトリサブツリーではなく第２のディレクトリサブツリーに適用され
るアクセス制限を規定する第２のアクセスコントロールポリシーをＬＤＡＰディレクトリ
に格納し得る。
【０１０６】
　演算装置１４００はさらに、第３の生成ユニット１４３４、第８の格納ユニット１４３
６、第４の生成ユニット１４３８、および第９の格納ユニット１４４０を含み得る。第３
の生成ユニット１４３４は、第１のユーザのログイン名に第１のアイデンティティドメイ
ンの識別子を添付することによって、第１のユーザのためのグローバルユニーク識別子を
生成し得る。第８の格納ユニット１４３６は、第１のユーザのためのグローバルユニーク
識別子を第１のディレクトリサブツリーに格納し得る。第４の生成ユニット１４３８は、
第２のユーザのログイン名に第２のアイデンティティドメインの識別子を添付することに
よって、第２のユーザのためのグローバルユニーク識別子を生成し得る。第９の格納ユニ
ット１４４０は、第２のユーザのためのグローバルユニーク識別子を第２のディレクトリ
サブツリーに格納し得る。
【０１０７】
　演算装置１４００はさらに、第１０の格納ユニット１４４２、第１１の格納ユニット１
４４４、第１の受取ユニット１４４６、第１の復元ユニット１４４８、および第１の認証
ユニット１４５０を含み得る。第１０の格納ユニット１４４２は、第１のアイデンティテ
ィドメインの識別子を規定する第１のログインウェブページを、第１のユニフォーム・リ
ソース・ロケータ（ＵＲＬ）に関連付けて格納し得る。第１１の格納ユニット１４４４は
、第２のアイデンティティドメインの識別子を規定する第２のログインウェブページを、
第１のＵＲＬとは異なる第２のＵＲＬに関連付けて格納し得る。第１の受取ユニット１４
４６は、特定のユーザから、第１のログインウェブページまたは第２のログインウェブペ
ージである特定のログインウェブページを介して、特定のユーザのログイン名を受取り得
る。第１の復元ユニット１４４８は、（ａ）特定のユーザのログイン名および（ｂ）特定
のログインウェブページによって規定される特定のアイデンティティドメイン識別子の両
方に基づいて、特定のユーザのためのグローバルユニーク識別子を復元し得る。第１の認
証ユニット１４５０は、特定のユーザのためのグローバルユニーク識別子に基づいて特定
のユーザを認証し得る。
【０１０８】
　演算装置１４００はさらに、第５の生成ユニット１４５２および第１の追加ユニット１
４５４を含み得る。第５の生成ユニットは、第１のアイデンティティドメインに対する特
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定のサービスインスタンスのデプロイメントに応じて、特定のサービスインスタンスの名
前および任意に生成されたパスワードの両方を規定するバインドクレデンシャルを自動的
に生成し得る。第１の追加ユニットは、第１のアイデンティティドメインに対する特定の
サービスインスタンスのデプロイメントに応じて、ＬＤＡＰディレクトリに新しいアクセ
スコントロールポリシーを自動的に追加し得る。新しいアクセスコントロールポリシーは
、特定のサービスインスタンスの名前を有するエンティティが、特定のサービスインスタ
ンスがデプロイされているアイデンティティドメインに関係する情報にしかアクセスでき
ないことを規定する。
【０１０９】
　さらに、本発明のいくつかの実施例は以下のとおり機能的に定義され得る。具体的には
、クラウドコンピューティング環境内にライトウェイト・ディレクトリ・アクセス・プロ
トコル（ＬＤＡＰ：lightweight directory access protocol）ディレクトリを含む装置
またはシステムが提供される。装置またはシステムは、ルートノードを有するＬＤＡＰデ
ィレクトリにおいて、第２のドメインではなく第１のドメインに関連付けられるエンティ
ティのアイデンティティを、ルートノードから派生する第１のディレクトリサブツリーに
格納するための手段と、ＬＤＡＰディレクトリにおいて、第１のドメインではなく第２の
ドメインに関連付けられるエンティティのアイデンティティを、ルートノードからも派生
するが第１のディレクトリサブツリーとは別個である第２のディレクトリサブツリーに格
納するための手段と、第１のドメインにデプロイされたサービスインスタンスが第２のデ
ィレクトリサブツリーに格納されるアイデンティティにアクセスするのを阻止するための
手段と、第２のドメインにデプロイされたサービスインスタンスが第１のディレクトリサ
ブツリーに格納されるアイデンティティにアクセスするのを阻止するための手段とを含む
。
【０１１０】
　好ましくは、装置またはシステムはさらに、第２のドメインにではなく第１のドメイン
に対する第１のサービスインスタンスのデプロイメントに応じて、第１のクレデンシャル
を生成するための手段を含む。第１のクレデンシャルは、ＬＤＡＰディレクトリを維持す
るＬＤＡＰサーバによる検査時に、第１のサービスインスタンスが、第２のディレクトリ
サブツリーに格納されるアイデンティティではなく第１のディレクトリサブツリーに格納
されるアイデンティティにアクセスすることをＬＤＡＰサーバに許可させる。当該装置ま
たはシステムはさらに、第１のサービスインスタンスに第１のクレデンシャルを提供する
ための手段と、第１のドメインにではなく第２のドメインに対する第２のサービスインス
タンスのデプロイメントに応じて、第２のクレデンシャルを生成するための手段を含む。
第２のクレデンシャルは、ＬＤＡＰサーバによる検査時に、第２のサービスインスタンス
が、第１のディレクトリサブツリーに格納されるアイデンティティではなく第２のディレ
クトリサブツリーに格納されるアイデンティティにアクセスすることをＬＤＡＰサーバに
許可させる。当該装置またはシステムはさらに、第２のサービスインスタンスに第２のク
レデンシャルを提供するための手段を含む。
【０１１１】
　好ましくは、装置またはシステムはさらに、第１のユーザのログイン名に第１のドメイ
ンの識別子を添付することによって、第１のユーザのためのグローバルユニーク識別子を
生成するための手段と、第１のディレクトリサブツリーに第１のユーザのためのグローバ
ルユニーク識別子を格納するための手段と、第２のユーザのログイン名に第２のドメイン
の識別子を添付することによって、第２のユーザのためのグローバルユニーク識別子を生
成するための手段と、第２のディレクトリサブツリーに第２のユーザのためのグローバル
ユニーク識別子を格納するための手段と、第１のドメインの識別子を規定する第１のログ
インウェブページを、第１のユニフォーム・リソース・ロケータ（ＵＲＬ）に関連付けて
格納するための手段と、第２のドメインの識別子を規定する第２のログインウェブページ
を、第１のＵＲＬとは異なる第２のＵＲＬに関連付けて格納するための手段と、特定のユ
ーザから、第１のログインウェブページまたは第２のログインウェブページである特定の
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ログインウェブページを介して、特定のユーザのログイン名を受取るための手段と、（ａ
）特定のユーザのログイン名および（ｂ）特定のログインウェブページによって規定され
る特定のドメイン識別子の両方に基づいて、特定のユーザのためのグローバルユニーク識
別子を復元するための手段と、特定のユーザのためのグローバルユニーク識別子に基づい
て特定のユーザを認証するための手段とを含む。
【０１１２】
　好ましくは、装置またはシステムはさらに、第１のドメインに対する特定のサービスイ
ンスタンスのデプロイメントに応じて、特定のサービスインスタンスの名前および任意に
生成されたパスワードの両方を規定するバインドクレデンシャルを自動的に生成するため
の手段と、第１のドメインに対する特定のサービスインスタンスのデプロイメントに応じ
て、ＬＤＡＰディレクトリに新しいアクセスコントロールポリシーを自動的に追加するた
めの手段とを含む。新しいアクセスコントロールポリシーは、特定のサービスインスタン
スの名前を有するエンティティが、特定のサービスインスタンスがデプロイされているド
メインに関係する情報にしかアクセスできないことを規定する。
【０１１３】
　したがって、明細書および図面は、限定的な意味ではなく例示的な意味で考えられるべ
きである。しかしながら、より広範な精神および範囲から逸脱することなく、追加、削減
、削除ならびに他の変形および変更がそれに対してなされてもよいということは明白であ
ろう。

【図１】 【図２】
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【図１３】 【図１４】
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