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【手続補正書】
【提出日】平成26年7月8日(2014.7.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一のサービス提供装置、第二のサービス提供装置、中継装置、および１以上の認証装
置が連携して、クライアント端末のブラウザを介してユーザが利用するシングルサインオ
ンによるサービスの提供を行うシステムであって、
　前記第二のサービス提供装置は、
　ユーザが属するグループを特定する所属情報を管理する管理手段と、
　当該第二のサービス提供装置によるサービスを提供している際に、ユーザから前記第一
のサービス提供装置によるサービスの提供の指示を受け付けた場合、前記第一のサービス
提供装置にアクセスするための情報と、当該ユーザが属するグループの所属情報が前記管
理手段にて管理されている場合には当該所属情報とを、前記クライアント端末へ送信する
送信手段と
を有し、
　前記第一のサービス提供装置は、
　前記アクセスするための情報に従って行われるクライアント端末からのアクセスの認証
が未完了である場合、前記中継装置に前記認証装置による認証処理を依頼する依頼手段と
、
　前記認証装置による認証処理の結果に従って、サービスを提供する提供手段と、
　認証が完了しているクライアント端末からのアクセスにおいて、当該クライアント端末
が前記第二のサービス提供装置から、当該第一のサービス提供装置にアクセスするための
情報と共に所属情報を取得できたか否かを判定する第一の判定手段と、
　前記第一の判定手段により、前記第二のサービス提供装置から所属情報を取得できなか
ったと判定した場合、前記第二のサービス提供装置の管理手段に、前記中継装置がユーザ
から受け付けることによって取得される所属情報を保存させる指示手段と
を有し、
　前記中継装置は、
　前記第一のサービス提供装置から依頼を受けた際に、前記クライアント端末が前記第二
のサービス提供装置から、前記第一のサービス提供装置にアクセスするための情報と共に
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所属情報を取得できたか否かを判定する第二の判定手段と、
　前記第二の判定手段により、前記第二のサービス提供装置から所属情報を取得できなか
ったと判定した場合、ユーザから所属情報を受け付ける受付手段と、
　前記クライアント端末が前記第二のサービス提供装置から取得した所属情報、もしくは
前記受付手段にて受け付けた所属情報を用いて、当該所属情報に対応付けられた前記１以
上の認証装置のうちのいずれかに、認証処理を依頼する認証依頼手段と
を有することを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記第二のサービス提供装置の管理手段は、前記第一のサービス提供装置の指示手段に
よる指示に従って、前記中継装置が取得した所属情報を保存することを特徴とする請求項
１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記第二のサービス提供装置の送信手段は、前記管理手段にて所属情報を管理していな
いクライアント端末から前記第一のサービス提供装置のサービスの提供の指示を受け付け
た場合、前記第一のサービス提供装置にアクセスするための情報のみを送信することを特
徴とする請求項１または２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記第一のサービス提供装置にアクセスするための情報とは、当該第一のサービス提供
装置のＵＲＬであることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項５】
　前記所属情報は、前記ＵＲＬのパラメータとして設定されることを特徴とする請求項４
に記載のシステム。
【請求項６】
　前記第二のサービス提供装置の送信手段は、前記第一のサービス提供装置の指示手段よ
り保存を行った所属情報に対応するユーザから再度、前記第一のサービス提供装置のサー
ビスの提供の指示を受け付けた場合、当該保存した所属情報を送信することを特徴とする
請求項１乃至５のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項７】
　前記第二のサービス提供装置は、前記第一のサービス提供装置によるサービスの提供の
指示を受け付けるための画面、および当該指示を受け付けた際に前記クライアント端末に
て実行されるプログラムを提供する提供手段を更に有することを特徴とする請求項１乃至
６のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項８】
　前記第二のサービス提供装置の送信手段は、前記プログラムが実行されることにより発
行された指示に起因して、処理を行うことを特徴とする請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記第二のサービス提供装置の送信手段は、前記管理手段にて所属情報が管理されてい
ない場合に、その旨を示す情報を更に送信し、
　前記第一のサービス提供装置の第一の判定手段は、当該クライアント端末が前記第二の
サービス提供装置から、前記所属情報が管理されていない旨の情報を受信したか否かを判
定し、
　前記第一のサービス提供装置の指示手段は、前記第一の判定手段により、前記所属情報
を管理していない旨の情報を受信したと判定した場合、前記第二のサービス提供装置の管
理手段に、前記中継装置がユーザから受け付けることで取得した所属情報を保存させる
ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１０】
　第一のサービス提供装置、第二のサービス提供装置、中継装置、および１以上の認証装
置が連携して、クライアント端末のブラウザを介してユーザが利用するシングルサインオ
ンによるサービスの提供を行うシステムであって、
　前記第二のサービス提供装置は、
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　当該第二のサービス提供装置によるサービスを提供する際に、前記第一のサービス提供
装置によるサービスの提供の指示を受け付けるための画面、および当該指示を受け付けた
際に前記クライアント端末にて実行されるプログラムを提供する提供手段を有し、
　前記第一のサービス提供装置は、
　前記プログラムの実行によって行われるクライアント端末からのアクセスの認証が未完
了である場合、前記中継装置に前記認証装置による認証処理を依頼する依頼手段と、
　前記認証装置による認証処理の結果に従って、サービスを提供する提供手段と、
　認証が完了しているクライアント端末からのアクセスにおいて、当該クライアント端末
から前記ユーザが属するグループを特定する所属情報を取得できたか否かを判定する第一
の判定手段と、
　前記第一の判定手段により、前記所属情報を取得できなかったと判定した場合、前記プ
ログラムを前記第二のサービス提供装置から取得し、当該プログラムが実行された際に前
記第一のサービス提供装置に対して前記中継装置がユーザから受けつけることで取得され
る所属情報を送信するようにプログラムを更新する更新手段と、
　前記第二のサービス提供装置の提供手段に対して、以降のプログラムの提供の際に、前
記更新手段にて更新したプログラムを前記クライアント端末に提供させる指示手段と
を有し、
　前記中継装置は、
　前記第一のサービス提供装置から依頼を受けた際に、前記第一のサービス提供装置が前
記クライアント端末から、所属情報を取得できたか否かを判定する第二の判定手段と、
　前記第二の判定手段により、前記所属情報を取得できなかったと判定した場合、ユーザ
から所属情報を受け付ける受付手段と、
　前記クライアント端末から取得した所属情報、もしくは前記受付手段にて受け付けた所
属情報を用いて、当該所属情報に対応付けられた前記１以上の認証装置のうちのいずれか
に、認証処理を依頼する認証依頼手段と
を有することを特徴とするシステム。
【請求項１１】
　第一のサービス提供装置、第二のサービス提供装置、中継装置、および１以上の認証装
置が連携して、クライアント端末のブラウザを介してユーザが利用するシングルサインオ
ンによるサービスの提供を行うシステムの第一のサービス提供装置であって、
　前記第二のサービス提供装置が提供する、当該第一のサービス提供装置にアクセスする
ための情報に従って行われるクライアント端末からのアクセスの認証が未完了である場合
、前記中継装置に認証装置による認証処理を依頼する依頼手段と、
　前記認証装置による認証処理の結果に従って、サービスを提供する提供手段と、
　認証が完了しているクライアント端末からのアクセスにおいて、当該クライアント端末
が前記第二のサービス提供装置から、当該第一のサービス提供装置にアクセスするための
情報と共に所属情報を取得できたか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段により、前記第二のサービス提供装置から所属情報を取得できなかったと
判定した場合、前記第二のサービス提供装置に、前記中継装置がユーザから受け付けるこ
とで取得される所属情報を保存させる指示手段と
を有することを特徴とする第一のサービス提供装置。
【請求項１２】
　第一のサービス提供装置、第二のサービス提供装置、中継装置、および１以上の認証装
置が連携して、クライアント端末のブラウザを介してユーザが利用するシングルサインオ
ンによるサービスの提供を行うシステムの第二のサービス提供装置であって、
　ユーザが属するグループを特定する所属情報を管理する管理手段と、
　当該第二のサービス提供装置によるサービスを提供している際に、ユーザから前記第一
のサービス提供装置によるサービスの提供の指示を受け付けた場合、前記第一のサービス
提供装置にアクセスするための情報と、当該ユーザが属するグループの所属情報が前記管
理手段にて管理されている場合には当該所属情報とを、前記クライアント端末へ送信する
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送信手段と
を有し、
　前記管理手段は、前記第一のサービス提供装置による指示に従って、前記第一のサービ
ス提供装置から取得する所属情報を保存することを特徴とする第二のサービス提供装置。
【請求項１３】
　第一のサービス提供装置、第二のサービス提供装置、中継装置、および１以上の認証装
置が連携して、クライアント端末のブラウザを介してユーザが利用するシングルサインオ
ンによるサービスの提供を行うシステムの中継装置であって、
　前記第一のサービス提供装置から依頼を受けた際に、前記クライアント端末が前記第二
のサービス提供装置から、前記第一のサービス提供装置にアクセスするための情報と共に
ユーザが属するグループを特定する所属情報を取得できたか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段により、前記第二のサービス提供装置から所属情報を取得できなかったと
判定した場合、ユーザから所属情報を受け付ける受付手段と、
　前記クライアント端末が前記第二のサービス提供装置から取得した所属情報、もしくは
前記受付手段にて受け付けた所属情報を用いて、当該所属情報に対応付けられた前記１以
上の認証装置のうちのいずれかに、認証処理を依頼する認証依頼手段と
を有することを特徴とする中継装置。
【請求項１４】
　第一のサービス提供装置、第二のサービス提供装置、中継装置、および１以上の認証装
置が連携して、クライアント端末のブラウザを介してユーザが利用するシングルサインオ
ンによるサービスの提供を行うシステムの制御方法であって、
　前記第二のサービス提供装置において、
　管理手段が、ユーザが属するグループを特定する所属情報を管理する管理工程と、
　送信手段が、当該第二のサービス提供装置によるサービスを提供している際に、ユーザ
から前記第一のサービス提供装置によるサービスの提供の指示を受け付けた場合、前記第
一のサービス提供装置にアクセスするための情報と、当該ユーザが属するグループの所属
情報が前記管理工程にて管理されている場合には当該所属情報とを、前記クライアント端
末へ送信する送信工程と
を有し、
　前記第一のサービス提供装置において、
　依頼手段が、前記アクセスするための情報に従って行われるクライアント端末からのア
クセスの認証が未完了である場合、前記中継装置に前記認証装置による認証処理を依頼す
る依頼工程と、
　提供手段が、前記認証装置による認証処理の結果に従って、サービスを提供する提供工
程と、
　第一の判定手段が、認証が完了しているクライアント端末からのアクセスにおいて、当
該クライアント端末が前記第二のサービス提供装置から、当該第一のサービス提供装置に
アクセスするための情報と共に所属情報を取得できたか否かを判定する第一の判定工程と
、
　指示手段が、前記第一の判定工程により、前記第二のサービス提供装置から所属情報を
取得できなかったと判定した場合、前記第二のサービス提供装置の管理工程にて、前記中
継装置がユーザから受け付けることによって取得される所属情報を保存させる指示工程と
を有し、
　前記中継装置において、
　第二の判定手段が、前記第一のサービス提供装置から依頼を受けた際に、前記クライア
ント端末が前記第二のサービス提供装置から、前記第一のサービス提供装置にアクセスす
るための情報と共に所属情報を取得できたか否かを判定する第二の判定工程と、
　受付手段が、前記第二の判定工程により、前記第二のサービス提供装置から所属情報を
取得できなかったと判定した場合、ユーザから所属情報を受け付ける受付工程と、
　認証依頼手段が、前記クライアント端末が前記第二のサービス提供装置から取得した所
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属情報、もしくは前記受付手段にて受け付けた所属情報を用いて、当該所属情報に対応付
けられた前記１以上の認証装置のうちのいずれかに、認証処理を依頼する認証依頼工程と
を有することを特徴とする制御方法。
【請求項１５】
　第一のサービス提供装置、第二のサービス提供装置、中継装置、および１以上の認証装
置が連携して、クライアント端末のブラウザを介してユーザが利用するシングルサインオ
ンによるサービスの提供を行うシステムの制御方法であって、
　前記第二のサービス提供装置において、
　提供手段が、当該第二のサービス提供装置によるサービスを提供する際に、前記第一の
サービス提供装置によるサービスの提供の指示を受け付けるための画面、および当該指示
を受け付けた際に前記クライアント端末にて実行されるプログラムを提供する提供工程を
有し、
　前記第一のサービス提供装置において、
　依頼手段が、前記プログラムの実行によって行われるクライアント端末からのアクセス
の認証が未完了である場合、前記中継装置に前記認証装置による認証処理を依頼する依頼
工程と、
　提供手段が、前記認証装置による認証処理の結果に従って、サービスを提供する提供工
程と、
　第一の判定手段が、認証が完了しているクライアント端末からのアクセスにおいて、当
該クライアント端末から前記ユーザが属するグループを特定する所属情報を取得できたか
否かを判定する第一の判定工程と、
　更新手段が、前記第一の判定工程により、前記所属情報を取得できなかったと判定した
場合、前記プログラムを前記第二のサービス提供装置から取得し、当該プログラムが実行
された際に前記第一のサービス提供装置に対して前記中継装置がユーザから受けつけるこ
とで取得される所属情報を送信するようにプログラムを更新する更新工程と、
　指示手段が、前記第二のサービス提供装置の提供工程に対して、以降のプログラムの提
供の際に、前記更新工程にて更新したプログラムを前記クライアント端末に提供させる指
示工程と
を有し、
　前記中継装置において、
　第二の判定手段が、前記第一のサービス提供装置から依頼を受けた際に、前記第一のサ
ービス提供装置が前記クライアント端末から、所属情報を取得できたか否かを判定する第
二の判定工程と、
　受付手段が、前記第二の判定工程により、前記所属情報を取得できなかったと判定した
場合、ユーザから所属情報を受け付ける受付工程と、
　認証依頼手段が、前記クライアント端末から取得した所属情報、もしくは前記受付工程
にて受け付けた所属情報を用いて、当該所属情報に対応付けられた前記１以上の認証装置
のうちのいずれかに、認証処理を依頼する認証依頼工程と
を有することを特徴とする制御方法。
【請求項１６】
　コンピュータを、
　認証が完了しているクライアント端末からのアクセスの際に、当該クライアント端末が
他のコンピュータから、当該コンピュータにアクセスするための情報と共にユーザが属す
る所属情報を取得できたか否かを判定する判定手段、
　前記判定手段により、前記他のコンピュータから所属情報を取得できなかったと判定し
た場合、前記他のコンピュータに、ユーザの入力により取得される所属情報を保存させる
指示手段
として機能させるためのプログラム。
【請求項１７】
　コンピュータを、
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　ユーザが属するグループを特定する所属情報を管理する管理手段、
　当該コンピュータによるサービスを提供している際に、ユーザから他のコンピュータに
よるサービスの提供の指示を受け付けた場合、前記他のコンピュータにアクセスするため
の情報と、当該ユーザが属するグループの所属情報が前記管理手段にて管理されている場
合には当該所属情報とを、ユーザが利用しているクライアント端末へ送信する送信手段
として機能させ、
　前記管理手段は、前記他のコンピュータによる指示に従って、前記他のコンピュータか
ら取得する所属情報を保存することを特徴とするプログラム。
【請求項１８】
　コンピュータを、
　第一のサービス提供装置から認証装置による認証処理の依頼を受けた際に、前記第一の
サービス提供装置からサービスの提供を受けるクライアント端末が第二のサービス提供装
置から、前記第一のサービス提供装置にアクセスするための情報と共にユーザが属するグ
ループを特定する所属情報を取得できたか否かを判定する判定手段、
　前記判定手段により、前記第二のサービス提供装置から所属情報を取得できなかったと
判定した場合、ユーザから所属情報を受け付ける受付手段、
　前記第二のサービス提供装置から取得した所属情報、もしくは前記受付手段にて受け付
けた所属情報を用いて、当該所属情報に対応付けられた認証装置に、前記クライアント端
末の認証を依頼する認証依頼手段
として機能させるためのプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】シングルサインオンを提供するシステムおよびその制御方法、サービス提
供装置、中継装置、並びにプログラム
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