
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
データファイルに格納されているデータに関連するポリシー記述を格納したリソースドキ
ュメントと、
外部から前記データファイルにアクセスするためのアクセス要求を受け付けて、前記リソ
ースドキュメントから当該アクセス要求のアクセス対象であるデータに関連付けられたポ
リシー記述を取り出

評価すること
により、当該アクセス要求を許可するか否かを決定するポリシー評価手段と、
取り出された前記ポリシー記述中に、前記ポリシー評価手段が持つ情報だけでは評価でき
ない条件がある場合に、当該条件の評価または実現が可能かどうかを判断する執行機能検
証手段と、
前記執行機能検証手段により評価または実現が可能であると判断された前記条件の評価ま
たは実現を実行する執行手段とを備えることを特徴とするアクセス制御システム。
【請求項２】
前記執行手段は、前記ポリシー評価手段が持つ情報だけでは評価できない条件に対する評
価または実現の内容に応じて複数設けることができ、
前記執行機能検証手段は、前記執行手段が複数ある場合に、いずれの前記執行手段が前記
ポリシー評価手段から受け取った前記条件の評価または実現を可能かについてさらに検証
することを特徴とする請求項１に記載のアクセス制御システム。
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すと共に、当該ポリシー記述中に、自身が持つ情報だけでは評価でき
ない条件がないかどうかを判断し、そのような条件がなければ、当該条件を



【請求項３】
前記執行手段は、前記執行機能検証手段により評価または実現が可能であると判断された
前記条件に対する評価または実現を実行するために他のデータ部分に対するアクセスを要
する場合に、前記ポリシー評価手段に対して当該データ部分へのアクセス要求を発行し、
前記ポリシー評価手段は、外部から受け付けるアクセス要求と同様に、前記執行手段から
なされたアクセス要求に対しても、アクセス対象であるデータに関連付けられたポリシー
記述の評価を行うことを特徴とする請求項１に記載のアクセス制御システム。
【請求項４】
前記執行手段は、
データファイル中の書き込みまたは変更を行う部分を検出して前記ポリシー評価手段にア
クセス要求を発行する書き込み／変更対象検出手段と、
前記ポリシー評価手段から前記アクセス要求に対するアクセス許可の回答を受けた場合に
、前記データ部分への書き込みまたは変更を実行する書き込み／変更実行手段とを備え、
前記書き込み／変更実行手段は、プラグインにより所望の機能を用意できることを特徴と
する請求項３に記載のアクセス制御システム。
【請求項５】
外部から所定のデータファイルにアクセスするためのアクセス要求を受け付けて、アクセ
ス対象であるデータに関連付けられたポリシー記述を評価することにより、当該アクセス
要求を許可するか否かを決定する アクセス制御方法において、

アクセス要求を受け付けて、当該アクセス要求のアクセス対象であ
るデータに関連付けられたポリシー記述を取得するステップと、

取得された前記ポリシー記述中の条件
するステップと、

取得された前記ポリシー記述中にそのままでは評価できない条件が
ある場合に、当該条件を満足するための処理が執行可能かどうかを判断するステップと、

前記条件を満足するための処理が執行可能であると判断された場合
に、当該処理を執行するステップと、

前記条件を満足するための処理が執行された後に、前記ポリシー記
述中の全ての条件に対する評価結果に応じて、前記アクセス要求を許可するか否かを決定
するステップとを含むことを特徴とするアクセス制御方法。
【請求項６】
前記ポリシー記述中の条件 するステップは、

前記受け付けたアクセス要求のパラメータと前記取得したポリシー
記述中の規則とを照合して合致する規則を検出するステップと、

検出された前記規則の条件部を評価するステップと、
前記規則の条件部がそのままでは評価することができない場合に、

当該条件を集めて、当該条件を満足するための処理が執行可能かどうかを判断するステッ
プに移行するステップとを含むことを特徴とする請求項５に記載のアクセス制御方法。
【請求項７】
前記ポリシー記述中の規則の条件部を評価するステップに先だって、

前記アクセス要求のパラメータと合致する前記規則が複数検出された場合に、所定の規
則に基づいて前記規則に対する評価の優先順位を決定するステップを更に含むことを特徴
とする請求項６に記載のアクセス制御方法。
【請求項８】
前記ポリシー記述中の条件を満足するための処理が執行可能かどうかを判断するステップ
は、

前記ポリシー記述中の条件を評価するステップにおいて作成された
、前記ポリシー記述中の情報のみに基づいて評価することができない前記規則の条件の集
合を受け付けて、個々の当該条件を取り出すステップと、

取り出された各条件ごとに前記条件を満足するための処理を執行す
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る機能が用意されているかどうかを判定するステップと、
前記条件を満足するための処理を執行する機能が用意されていると

判定した場合に、当該機能を呼び出すステップとを含むことを特徴とする請求項６に記載
のアクセス制御方法。
【請求項９】
前記ポリシー記述中の条件を満足するための処理を執行するステップは、

前記ポリシー記述中の条件を満足するための処理が執行可能かどう
かを判断するステップにおいて呼び出された機能により、所定のデータファイル中から、
前記ポリシー記述中の条件に基づいて書き込みまたは変更を行うデータ部分を検出するス
テップと、

前記書き込みまたは変更を行うために必要なアクセス要求を発行す
るステップと、

前記書き込みまたは変更を行うために必要な前記アクセス要求に対
するアクセス許可の回答を受けた場合に、前記データ部分への書き込みまたは変更を実行
するステップとを含むことを特徴とする請求項８に記載のアクセス制御方法。
【請求項１０】
コンピュータに実行させるプログラムを当該コンピュータの入力手段が読取可能に記憶し
た記憶媒体において、
前記プログラムは、
外部から所定のデータファイルにアクセスするためのアクセス要求を受け付けて、当該ア
クセス要求のアクセス対象であるデータに関連付けられたポリシー記述を取得する処理と
、
取得された前記ポリシー記述中の条件 する処理と、
取得された前記ポリシー記述中にそのままでは評価できない条件がある場合に、当該条件
を満足するための処理が執行可能かどうかを判断する処理と、
前記条件を満足するための処理が執行可能であると判断された場合に、当該処理を執行す
る処理と、
前記条件を満足するための処理が執行された後に、前記ポリシー記述中の全ての条件に対
する評価結果に応じて、前記アクセス要求を許可するか否かを決定する処理とを前記コン
ピュータに実行させることを特徴とする記憶媒体。
【請求項１１】
前記プログラムは、前記ポリシー記述中の条件を満足するための処理を執行するために、
前記ポリシー記述中の条件を満足するための処理が執行可能かどうかを判断する処理にお
いて呼び出された機能により、所定のデータファイル中から、前記ポリシー記述中の条件
に基づいて書き込みまたは変更を行うデータ部分を検出する処理と、
前記書き込みまたは変更を行うために必要なアクセス要求を発行する処理と、
前記書き込みまたは変更を行うために必要な前記アクセス要求に対するアクセス許可の回
答を受けた場合に、前記データ部分への書き込みまたは変更を実行する処理とを前記コン
ピュータに実行させることを特徴とする請求項１０に記載の記憶媒体。
【請求項１２】
単一のソースで記述された情報に関してフォーマットの変換が可能ならば読み取りを許可
するという条件を持つポリシー記述を格納する手段と、
前記ポリシー記述に合致する所定のアクセス要求を受け付けた場合に、前記条件を満足す
るための、フォーマットを変換する処理を行う機能があるかどうかを調べると共に、当該
機能があると判断した場合に、当該機能を呼び出して前記条件を満足するための処理を実
行させる手段と、
前記条件を満足するための処理が実行された場合に、前記アクセス要求に対してアクセス
を許可する手段とを備えることを特徴とするアクセス制御システム。
【請求項１３】
アクセス対象である文書に電子透かしを埋め込むならば読みとりを許可するという条件を
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持つポリシー記述を格納する手段と、
前記ポリシー記述に合致する所定のアクセス要求を受け付けた場合に、前記条件を満足す
るための、文書に電子透かしを埋め込む処理を行う機能があるかどうかを調べると共に、
当該機能があると判断した場合に、当該機能を呼び出して前記条件を満足するための処理
を実行させる手段と、
前記条件を満足するための処理が実行された場合に、前記アクセス要求に対してアクセス
を許可する手段とを備えることを特徴とするアクセス制御システム。
【請求項１４】
アクセス対象である文書にアクセス履歴を書き込むならば当該文書へのアクセスを許可す
るという条件を持つポリシー記述を格納する手段と、
前記ポリシー記述に合致する所定のアクセス要求を受け付けた場合に、前記条件を満足す
るための、文書にアクセス履歴を書き込む処理を行う機能があるかどうかを調べると共に
、当該機能があると判断した場合に、当該機能を呼び出して前記条件を満足するための処
理を実行させる手段と、
前記条件を満足するための処理が実行された場合に、前記アクセス要求に対してアクセス
を許可する手段とを備えることを特徴とするアクセス制御システム。
【請求項１５】
前記アクセス対象である文書にアクセス履歴を書き込む機能において、当該アクセス履歴
の書き込みを行うための前記文書へのアクセス要求を再帰的に行う手段を更に備えること
を特徴とする に記載のアクセス制御システム。
【請求項１６】
アクセス対象である文書に対してアクセス時のタイムスタンプをアクセス履歴として書き
込むならばアクセスを許可するという条件を持つポリシー記述を格納する手段と、
前記ポリシー記述に合致する所定のアクセス要求を受け付けた場合に、前記条件を満足す
るための、文書にアクセス時のタイムスタンプをアクセス履歴として書き込む処理を行う
機能があるかどうかを調べると共に、当該機能があると判断した場合に、当該機能を呼び
出して前記条件を満足するための処理を実行させる手段と、
前記条件を満足するための処理が実行された場合に、前記アクセス要求に対してアクセス
を許可する手段とを備えることを特徴とするアクセス制御システム。
【請求項１７】
データファイルに格納されているデータに関連するポリシー記述を格納したリソースドキ
ュメントと、
外部から前記データファイルにアクセスするためのアクセス要求を受け付けて、前記リソ
ースドキュメントから当該アクセス要求のアクセス対象であるデータに関連付けられたポ
リシー記述を取り出

評価すること
により、当該アクセス要求を許可するか否かを決定するポリシー評価手段と、
取り出された前記ポリシー記述中に、前記ポリシー評価手段が持つ情報だけでは評価でき
ない条件がある場合に、他の処理を行うことにより当該条件の評価または実現が可能かど
うかを判断する執行機能検証手段とを備えることを特徴とするアクセス制御システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、アクセス制御におけるポリシー記述に対する評価とこれを実現するための条件
部の執行とを行う方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、データファイルへのアクセス制御におけるポリシーの記述手段としては、ＡＴＴの
ＫｅｙＮｏｔｅｓ　［ＢＦＩＫ９９］（ＰｏｌｉｃｙＭａｋｅｒ　［ＢＲＬ９６］）、Ｇ
ＡＣＬ　［ＷＬ９３］　［ＷＬ９８］、ＡＳＬ　［ＪＳＳＢ９７］などが知られている。
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請求項１４

すと共に、当該ポリシー記述中に、自身が持つ情報だけでは評価でき
ない条件がないかどうかを判断し、そのような条件がなければ、当該条件を



アクセスの可否を判定するためのルールである、これらのポリシー記述は、いずれもアク
セス・コントロール・リスト（ＡＣＬ）と呼ばれる（Ｓｕｂｊ，Ｏｂｊ，　Ｏｐ）の３つ
組リストを基本にしている。これは、アクセスの主体（Ｓｕｂｊ）がアクセスの対象（Ｏ
ｂｊ）に対して、ある操作（Ｏｐ）が許されることを示している。したがって、全てのア
クセス要求に答えるためには、あらゆる３つ組みの組み合わせに対してＡＣＬを用意する
必要がある。
【０００３】
上記のポリシー記述手段では、これを簡略化するために、変数を使ったパターンマッチン
グを記述できるようにし、さらに、変数を限定する条件式を書くために、ＡＣＬ（Ｓｕｂ
ｊ，　Ｏｂｊ，　Ｏｐ）≦Ｃｏｎｄ（Ｓｕｂｊ，　Ｏｂｊ，　Ｏｐ）というようなルール
を導入している。すなわち、アクセス要求におけるあらゆる３つ組みに対応するＡＣＬを
用意するのは大がかりであるし困難であるので、変数を用いてポリシーを抽象化しておき
、その変数に該当するアクセス要求については対応するＡＣＬにしたがってアクセス制御
を行う。
【０００４】
また、ＡＣＬにおける制御対象の操作の記述方法には２種類ある。すなわち、許される操
作だけを記述するものと、許される操作と許されない操作の両方を記述できるものである
。前者は閉世界仮説（Ｃｌｏｓｅｄ　Ｗｏｒｌｄ　Ａｓｓｕｍｐｔｉｏｎ）とともに用い
られる。閉世界仮説では、あるアクセス要求に対して、それに対応するＡＣＬがない場合
にはその操作は許されないという解釈になる。したがって、ＡＣＬに許される操作だけを
記述しておき、アクセス要求がＡＣＬのどのエントリにも合致しない場合は無条件に当該
操作を拒絶する。一方、後者はＧＡＣＬなどに用いられているが、明示的な負の操作が指
定されていない限り、操作を許すといったＤｅｆａｕｌｔ推論が用いられている。
【０００５】
ポリシーの評価方法にこうした差異はあるものの、従来のポリシー評価システムは全て、
ポリシーを評価した結果をＹｅｓまたはＮｏの２値で返すようにしている。つまり、質問
文？－ＡＣＬ（ｓｕｂｊ，　ｏｂｊ，　ｏｐ）に対して１または０のいずれかの値が返る
。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上述したように、従来のアクセス制御におけるポリシーの評価技術は、アクセス要求に対
してポリシーを評価した結果をＹｅｓまたはＮｏの２値のいずれかとしている。すなわち
、アクセス要求に対してこれを許すか許さないかの判断しか行うことができない。このた
め、ある条件を満たせばＹｅｓ（Ｙｅｓ　ｗｉｔｈ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ）というような
応答を行うことができず、柔軟性に欠けていた。
【０００７】
このため、データの暗号化やフォーマット変換を行うならばアクセスを許すといった実施
インストラクションを行ったり、読み出したデータに電子透かしを入れたり、アクセスロ
グの書き込みを行ったり、時間条件に応じてアクセスを許したりするというように、様々
な条件に基づく複雑なアクセス制御を汎用的に実施することができなかった。
【０００８】
本発明は以上のような技術的課題を解決するためになされたものであって、アクセス制御
において、アクセス要求に対してアクセスを許すか許さないかを判断するだけでなく、あ
る条件を満たせばアクセスを許すという条件付きのアクセス許可を評価できるようにする
ことを目的とする。
【０００９】
更に、条件付きのアクセス許可において評価される条件が更に他の条件を満足することを
要求する場合に、再帰的に当該他の条件に対する評価も行うことができるようにすること
を他の目的とする。
【００１０】
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【課題を解決するための手段】
かかる目的のもと、本発明は、アクセス制御システムであって、データファイルに格納さ
れているデータに関連するポリシー記述を格納したリソースドキュメントと、外部からデ
ータファイルにアクセスするためのアクセス要求を受け付けて、リソースドキュメントか
らこのアクセス要求のアクセス対象であるデータに関連付けられたポリシー記述を取り出
して評価することにより、このアクセス要求を許可するか否かを決定するポリシー評価手
段と、取り出されたこのポリシー記述中に、ポリシー評価手段が持つ情報だけでは評価で
きない条件がある場合に、この条件の評価または実現が可能かどうかを判断する執行機能
検証手段と、この執行機能検証手段により評価または実現が可能であると判断された条件
の評価または実現を実行する執行手段とを備えることを特徴としている。
【００１１】
ここで、執行手段は、ポリシー評価手段が持つ情報だけでは評価できない条件に対する評
価または実現の内容に応じて複数設けることができ、執行機能検証手段は、執行手段が複
数ある場合に、いずれの執行手段がポリシー評価手段から受け取った条件の評価または実
現を可能かについてさらに検証することを特徴としている。これにより、条件の内容に柔
軟に対応することが可能となる点で好ましい。また、条件の評価または実現が可能な執行
手段の検証には、例えば、執行手段のコンポーネントとそのコンポーネントが執行できる
条件とを関連付けて格納したリストを用いることができる。
【００１２】
さらに執行手段は、執行機能検証手段により評価または実現が可能であると判断された条
件に対する評価または実現を実行するために他のデータ部分に対するアクセスを要する場
合に、ポリシー評価手段に対してこのデータ部分へのアクセス要求を発行し、ポリシー評
価手段は、外部から受け付けるアクセス要求と同様に、執行手段からなされたアクセス要
求に対しても、アクセス対象であるデータに関連付けられたポリシー記述の評価を行うこ
とを特徴としている。これにより、条件の評価または実現のために再帰的にアクセス要求
を行うことが可能となる点で優れている。尚、データ部分とは、アクセス対象である文書
の他の部分であっても、他の文書の所定の部分であっても良い。
【００１３】
この執行手段は、データファイル中の書き込みまたは変更を行う部分を検出してポリシー
評価手段にアクセス要求を発行する書き込み／変更対象検出手段と、ポリシー評価手段か
らこのアクセス要求に対するアクセス許可の回答を受けた場合に、データ部分への書き込
みまたは変更を実行する書き込み／変更実行手段とを備え、この書き込み／変更実行手段
は、プラグインにより所望の機能を用意できることを特徴としている。これにより、条件
に対する評価または実現に複雑な処理を要する場合にも、プラグインで対応機能を追加で
きるため、柔軟に対応することができる点で好ましい。書き込み／変更実行手段としては
、例えば、アクセス対象がＸＭＬ文書である場合には、ＸＭＬデータと変換ルールを読み
込んで新たなＸＭＬデータを生成する標準のツールであるＸＳＬプロセッサを用いること
ができる。この場合も、複雑な処理を実現するためにプラグインソフトを追加できるのは
同様である。
【００１４】
また、本発明は、外部から所定のデータファイルにアクセスするためのアクセス要求を受
け付けて、アクセス対象であるデータに関連付けられたポリシー記述を評価することによ
り、このアクセス要求を許可するか否かを決定するアクセス制御方法において、アクセス
要求を受け付けて、アクセス要求のアクセス対象であるデータに関連付けられたポリシー
記述を取得するステップと、取得されたポリシー記述中の条件を評価するステップと、取
得されたポリシー記述中にそのままでは評価できない条件がある場合に、この条件を満足
するための処理が執行可能かどうかを判断するステップと、この条件を満足するための処
理が執行可能であると判断された場合に、かかる処理を執行するステップと、この条件を
満足するための処理が執行された後に、ポリシー記述中の全ての条件に対する評価結果に
応じて、このアクセス要求を許可するか否かを決定するステップとを含むことを特徴とし
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ている。なお、条件を満足するための処理とは、具体的にはかかる条件を評価または実現
するための処理である。
【００１５】
ここで、ポリシー記述中の条件を評価するステップは、受け付けたアクセス要求のパラメ
ータと前記取得したポリシー記述中の規則とを照合して合致する規則を検出するステップ
と、検出された規則の条件部を評価するステップと、この規則の条件部がそのままでは評
価することができない場合に、かかる条件を集めて、この条件を満足するための処理が執
行可能かどうかを判断するステップに移行するステップとを含むことを特徴としている。
さらにここで、ポリシー記述中の規則の条件部を評価するステップに先だって、アクセス
要求のパラメータと合致する規則が複数検出された場合に、所定の規則に基づいて前記規
則に対する評価の優先順位を決定するステップを更に含むことを特徴としている。このよ
うにすれば、条件に合致する規則が複数ある場合に適切な規則を適用することができる。
尚、優先順位は、ポリシー規則に優先度を指定しておき、その優先度にしたがって決定す
るようにしても良い。また、同一の条件に合致する規則として、アクセス不許可となるポ
リシー規則とアクセス許可となるポリシー規則とがある場合は、不用意にアクセスを許可
してしまうことを防止するため、アクセス不許可となるポリシー規則を優先させるように
しても良い。
【００１６】
さらに、ポリシー記述中の条件を満足するための処理が執行可能かどうかを判断するステ
ップは、ポリシー記述中の条件を評価するステップにおいて作成された、ポリシー記述中
の情報のみに基づいて評価することができない規則の条件の集合を受け付けて、個々の条
件を取り出すステップと、取り出された各条件ごとにこの条件を満足するための処理を執
行する機能が用意されているかどうかを判定するステップと、この条件を満足するための
処理を執行する機能が用意されていると判定した場合に、この機能を呼び出すステップと
を含むことを特徴としている。条件を満足するための処理を執行する機能が用意されてい
るかどうかを検証するには、上述したように、執行手段のコンポーネントとそのコンポー
ネントが執行できる条件とを関連付けて格納したリストを用いることができる。
【００１７】
さらに、ポリシー記述中の条件を満足するための処理を執行するステップは、このポリシ
ー記述中の条件を満足するための処理が執行可能かどうかを判断するステップにおいて呼
び出された機能により、所定のデータファイル中から、ポリシー記述中の条件に基づいて
書き込みまたは変更を行うデータ部分を検出するステップと、書き込みまたは変更を行う
ために必要なアクセス要求を発行するステップと、この書き込みまたは変更を行うために
必要なアクセス要求に対するアクセス許可の回答を受けた場合に、データ部分への書き込
みまたは変更を実行するステップとを含むことを特徴としている。尚、データ部分とは、
上述したように、アクセス対象である文書の他の部分であっても、他の文書の所定の部分
であっても良い。
【００１８】
また、本発明は、コンピュータに実行させるプログラムをこのコンピュータの入力手段が
読取可能に記憶した記憶媒体において、このプログラムは、外部から所定のデータファイ
ルにアクセスするためのアクセス要求を受け付けて、このアクセス要求のアクセス対象で
あるデータに関連付けられたポリシー記述を取得する処理と、取得されたポリシー記述中
の条件を評価する処理と、取得されたポリシー記述中にそのままでは評価できない条件が
ある場合に、この条件を満足するための処理が執行可能かどうかを判断する処理と、この
条件を満足するための処理が執行可能であると判断された場合に、かかる処理を執行する
処理と、この条件を満足するための処理が執行された後に、ポリシー記述中の全ての条件
に対する評価結果に応じて、このアクセス要求を許可するか否かを決定する処理とをコン
ピュータに実行させることを特徴としている。このようにすれば、このプログラムをロー
ドしたコンピュータにおいて、条件付きのアクセス許可に対応するアクセス評価を実現す
ることができる。
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【００１９】
ここで、プログラムは、ポリシー記述中の条件を満足するための処理を執行するために、
ポリシー記述中の条件を満足するための処理が執行可能かどうかを判断する処理において
呼び出された機能により、所定のデータファイル中から、ポリシー記述中の条件に基づい
て書き込みまたは変更を行うデータ部分を検出する処理と、書き込みまたは変更を行うた
めに必要なアクセス要求を発行する処理と、書き込みまたは変更を行うために必要なアク
セス要求に対するアクセス許可の回答を受けた場合に、データ部分への書き込みまたは変
更を実行する処理とを前記コンピュータに実行させることを特徴としている。このように
すれば、このプログラムをロードしたコンピュータにおいて、条件付きのアクセス許可に
対し、かかる条件を満足するために再帰的にアクセス要求を行うことが可能となる。
【００２０】
また、本発明は、コンピュータに、外部から所定のデータファイルにアクセスするための
アクセス要求を受け付けて、このアクセス要求のアクセス対象であるデータに関連付けら
れたポリシー記述を取得する処理と、取得されたポリシー記述中の条件を評価する処理と
、取得されたポリシー記述中にそのままでは評価できない条件がある場合に、この条件を
満足するための処理が執行可能かどうかを判断する処理と、この条件を満足するための処
理が執行可能であると判断された場合に、かかる処理を執行する処理と、この条件を満足
するための処理が執行された後に、ポリシー記述中の全ての条件に対する評価結果に応じ
て、このアクセス要求を許可するか否かを決定する処理とを実行させるプログラムを記憶
する記憶手段と、この記憶手段からこのプログラムを読み出して送信する送信手段とを備
えたことを特徴としている。このようなプログラム伝送装置により、プログラムの提供形
態としてＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体を介すことなく、顧客に対して本発明の技術を提供す
ることが可能となる。
【００２１】
ここで、記憶手段に記憶されているプログラムは、ポリシー記述中の条件を満足するため
の処理を執行するために、ポリシー記述中の条件を満足するための処理が執行可能かどう
かを判断する処理において呼び出された機能により、所定のデータファイル中から、ポリ
シー記述中の条件に基づいて書き込みまたは変更を行うデータ部分を検出する処理と、書
き込みまたは変更を行うために必要なアクセス要求を発行する処理と、書き込みまたは変
更を行うために必要なアクセス要求に対するアクセス許可の回答を受けた場合に、データ
部分への書き込みまたは変更を実行する処理とをコンピュータに実行させることを特徴と
している。
【００２２】
また、本発明は、単一のソースで記述された情報に関してフォーマットの変換が可能なら
ば読み取りを許可するという条件を持つポリシー記述を格納する手段と、このポリシー記
述に合致する所定のアクセス要求を受け付けた場合に、かかる条件を満足するための、フ
ォーマットを変換する処理を行う機能があるかどうかを調べると共に、この機能があると
判断した場合に、この機能を呼び出してかかる条件を満足するための処理を実行させる手
段と、この条件を満足するための処理が実行された場合に、このアクセス要求に対してア
クセスを許可する手段とを備えることを特徴としている。このようにすれば、トランスコ
ーディングを条件としてアクセス許可を行うことが可能となる。
【００２３】
また、本発明は、アクセス対象である文書に電子透かしを埋め込むならば読みとりを許可
するという条件を持つポリシー記述を格納する手段と、このポリシー記述に合致する所定
のアクセス要求を受け付けた場合に、かかる条件を満足するための、文書に電子透かしを
埋め込む処理を行う機能があるかどうかを調べると共に、この機能があると判断した場合
に、この機能を呼び出してかかる条件を満足するための処理を実行させる手段と、この条
件を満足するための処理が実行された場合に、このアクセス要求に対してアクセスを許可
する手段とを備えることを特徴としている。このようにすれば、トランスコーディングの
一態様として、文書に電子透かしを埋め込むことを条件としてアクセス許可を行うことが
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可能となる。なお、トランスコーディングの更に別の態様として文書の暗号化についても
同様に行うことが可能である。
【００２４】
また、本発明は、アクセス対象である文書にアクセス履歴を書き込むならばこの文書への
アクセスを許可するという条件を持つポリシー記述を格納する手段と、このポリシー記述
に合致する所定のアクセス要求を受け付けた場合に、かかる条件を満足するための、文書
にアクセス履歴を書き込む処理を行う機能があるかどうかを調べると共に、この機能があ
ると判断した場合に、この機能を呼び出してかかる条件を満足するための処理を実行させ
る手段と、この条件を満足するための処理が実行された場合に、このアクセス要求に対し
てアクセスを許可する手段とを備えることを特徴としている。このようにすれば、文書に
アクセス履歴を残すことを条件としてアクセス許可を行うことが可能となる。
ここで、アクセス対象である文書にアクセス履歴を書き込む機能において、このアクセス
履歴の書き込みを行うための文書へのアクセス要求を再帰的に行う手段を更に備えること
を特徴としている。このようにすれば、文書にアクセス履歴を書き込むためにこの文書に
再帰的にアクセスすること自体をアクセス許可の評価対象として、セキュリティーを高め
ることができる。なお、アクセス履歴を書きこむ対象はアクセス対象となった文書でもま
た別の文書の一部であってもよい。
【００２５】
また、本発明は、アクセス対象である文書に対してアクセス時のタイムスタンプをアクセ
ス履歴として書き込むならばアクセスを許可するという条件を持つポリシー記述を格納す
る手段と、このポリシー記述に合致する所定のアクセス要求を受け付けた場合に、かかる
条件を満足するための、文書にアクセス時のタイムスタンプをアクセス履歴として書き込
む処理を行う機能があるかどうかを調べると共に、この機能があると判断した場合に、こ
の機能を呼び出してかかる条件を満足するための処理を実行させる手段と、この条件を満
足するための処理が実行された場合に、このアクセス要求に対してアクセスを許可する手
段とを備えることを特徴としている。このようにすれば、時間的条件付きアクセス許可を
厳密に行うことが可能となる。
【００２６】
さらにまた、本発明は、データファイルに格納されているデータに関連するポリシー記述
を格納したリソースドキュメントと、外部からこのデータファイルにアクセスするための
アクセス要求を受け付けて、リソースドキュメントからこのアクセス要求のアクセス対象
であるデータに関連付けられたポリシー記述を取り出して評価することにより、このアク
セス要求を許可するか否かを決定するポリシー評価手段と、取り出されたポリシー記述中
に、ポリシー評価手段が持つ情報だけでは評価できない条件がある場合に、他の処理を行
うことによりこの条件の評価または実現が可能かどうかを判断する執行機能検証手段とを
備えることを特徴としている。ここで、ポリシー評価手段が持つ情報だけでは評価できな
い条件を評価または実現するために必要な処理としては、アクセス対象であるデータファ
イルのデータ形式の変換や、アクセス対象であるデータファイルに対するアクセス履歴を
残すといった動作がある。すなわち、これらの動作を実行することができる場合にのみ、
ポリシー記述にこれらの条件を持つアクセス要求が許可されることとなる。
【００２７】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面に示す実施の形態に基づいてこの発明を詳細に説明する。
まず、本発明の概要を説明すると、本発明では、アクセス制御において行うポリシー評価
の結果を、従来のようなＹｅｓまたはＮｏの２値ではなく、ブール代数による多値とし、
その中間値を「この条件を満たせばＹｅｓ」と解釈する。これによって、ポリシー評価と
それを実現するための条件部の執行とを統一的に表現できる枠組みを提供する。この実現
法としては、アクセス制御のためのポリシー記述をＩｆ－ｔｈｅｎ型ルールに拡張し、そ
の評価に論理型言語の評価法である部分評価を用いる。そして、Ｉｆ部を、条件チェック
と、実施のインストラクションの両方に用いる。これによって、ポリシーの記述が簡潔か
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つ宣言的になり、かつ、ポリシー全体の整合性が、論理型言語の枠組みで判断できるよう
になる。
【００２８】
図１は、本実施の形態におけるアクセス制御システムを搭載するデータ管理サーバの構成
を説明するための図である。同図において、符号２００はデータ管理サーバである。符号
２１０はデータファイルであり、アクセス対象となるデータや文書を格納している。符号
２２０はデータ管理サブシステムであり、データや文書を管理し、検索等のサービスを提
供する。符号２３０はユーザ認証サブシステムであり、登録されたユーザだけがデータ管
理サーバ２００の機能を利用できることを保証する。符号２４０はアクセス制御サブシス
テムであり、ユーザ認証サブシステム２３０と共に、特定のユーザによる特定のアクセス
要求だけを受け付けて、データ管理サブシステム２２０が提供するサービスを利用できる
ようにアクセス制御する。また、データ管理サーバ２００は、アクセス制御サブシステム
２４０によるアクセス制御に用いるために、管理されているデータや文書及びユーザに関
連する各種の情報を外部から入力する。図示の例では、所定の外部ファイル３００からユ
ーザのＩＤを補足するための当該ユーザが所属する組織の組織図を入力したり、タイムス
タンプサーバ４００から時間情報を取得したりすることができる。
【００２９】
データ管理サーバ２００に格納されている所望のデータや文書にアクセスしようとするユ
ーザは、まず、ユーザ端末５００からデータ管理サーバ２００のユーザ認証サブシステム
２３０にアクセスしてシステムにログインする。この際、ユーザ認証サブシステム２３０
は、パスワードの照合等の手段により、当該ユーザが登録されているユーザ（管理されて
いるデータや文書にアクセスが許されているユーザ）かどうかを判断する。
次に、ユーザは、所望するデータへのアクセス要求をアクセス制御サブシステム２４０に
対して発行する。アクセス制御サブシステム２４０は、ユーザ認証サブシステム２３０か
ら受け取ったログイン情報や当該アクセス要求の内容、アクセス制御のためのセキュリテ
ィーポリシー等に基づいてアクセスの可否を判定する。この際、必要に応じて、組織図や
時間情報等を入力してアクセス可否の判定に利用する。
アクセス制御サブシステム２４０によるアクセス可否の判定の結果、アクセスが許可され
た場合は、データ管理サブシステム２２０によってデータファイル２１０から該当するデ
ータまたは文書が読み出され、アクセス制御サブシステム２４０を介してユーザ端末５０
０へ送信される。詳細な動作については後述するが、アクセス制御サブシステム２４０は
、ポリシー記述の内容によっては、読み出されたデータを変換したり、元のデータに履歴
情報（ログファイル等）を追加したりすることができる。
【００３０】
図２は、本実施の形態におけるアクセス制御システムの全体構成を説明するための図であ
る。なお、図２のアクセス制御システム１００は、図１のアクセス制御サブシステム２４
０に相当する。同図において、符号１０はポリシー評価モジュールであり、アクセス要求
を受けて、アクセス対象であるデータに関連付けられたポリシー記述を評価する。符号２
０は執行機能検証モジュールであり、ポリシー評価モジュール１０が持つ情報だけでは評
価できない条件（以下、外部条件と呼ぶ）が評価対象のポリシー記述中にある場合に、当
該外部条件の評価や実現が可能かどうかを判断する。符号３０は執行モジュールであり、
執行機能検証モジュール２０により評価や実現が可能であると判断された外部条件の評価
や実現を実行する。執行モジュール３０は、執行する外部条件の評価や実現の内容に応じ
て複数設けることができる。したがって、執行機能検証モジュール２０は、執行モジュー
ル３０が複数ある場合には、ポリシー評価モジュール１０から受け取った外部条件の評価
や実現が、用意されているいずれの執行モジュール３０により可能かについても検証する
。符号４０はリソースドキュメントであり、アクセス対象であるデータに関連するポリシ
ー記述を格納している。なお、アクセス制御システム１００はコンピュータにて実現され
、上記各モジュールは当該コンピュータに上記各処理を実行させるためのプログラムモジ
ュールとして実現される。
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【００３１】
図３は、図２中に示された、各モジュール１０、２０、３０に入出力されるデータの内容
を定義するテーブルである。図３を参照すると、ポリシー評価モジュール１０に入力され
るアクセス要求１１０、１３０の構成は（Ｓｕｂｊｅｃｔ，　Ｏｂｊｅｃｔ，Ｒｏｌｅ　
（ｏｒ　Ｕｉｄ），　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ）であり、ポリシー評価モジュール１０から執
行機能検証モジュール２０へ送られる外部条件の情報１１３の構成は条件リスト｛Ｃｏｎ
ｄｉｔｉｏｎ－Ｌｉｓｔ｝であり、執行機能検証モジュール２０から執行モジュール３０
へ送られる執行指示１２１の構成は執行を指示するデータセット｛Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏ
ｎ－Ｓｅｔ｝である。また、ポリシー評価モジュール１０によりリソースドキュメント４
０から読み出されるポリシー記述１４０と、図１のデータファイル２１０からデータ管理
サブシステム２２０を介して執行モジュール３０へ送られる文書１３４と、執行モジュー
ル３０からデータ管理サブシステム２２０を介してデータファイル２１０へ送られる更新
情報１３３とはＸＭＬ文書（ＸＭＬ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ）である。また、ポリシー評価モ
ジュール１０、執行機能検証モジュール２０及び執行モジュール３０からそれぞれ出力さ
れるアクセス不許可１１２、１２０、１３１はアクセス要求に対する不許可を示すデータ
列（ａ　ｓｔｒｉｎｇ　ｏｆ　”ｄｅｎｉｅｄ”）であり、ポリシー評価モジュール１０
から出力されるアクセス許可１１１はアクセス要求に対する許可を示すデータ列（ａ　ｓ
ｔｒｉｎｇ　ｏｆ　”ｐｅｒｍｉｓｓｉｏｎ”）であり、執行モジュール３０から出力さ
れるリソーストランスコード１３２はＨＴＭＬ、ＸＭＬ等の文書やデータ列等（ＨＴＭＬ
，　ＸＭＬ，　ｓｔｒｉｎｇ，　ｅｔｃ．）である。
【００３２】
図４は、図２に示した本実施の形態におけるアクセス制御システム１００がアクセス要求
を処理する際の動作を説明するフローチャートである。
図４に示される一連の処理は、ユーザーからのアクセス要求１１０により起動されるか、
またはアクセス要求に対する処理の中で特定の執行モジュール３０により二次的に発行さ
れるアクセス要求１３０により再帰的に起動される。
アクセス要求１１０，１３０を受け付けると、ポリシー評価モジュール１０は、まず、ア
クセス対象である文書に対応するポリシー記述１４０をリソースドキュメント４０から検
出し（ステップ４０１）、そのポリシー記述１４０を評価する（ステップ４０２）。そし
て、全てのポリシー記述１４０の中の条件が評価可能であれば、その評価結果に応じてア
クセス許可１１１またはアクセス不許可１１２という結果を、当該アクセス要求１１０を
発行したユーザに回答する（ステップ４０３、４０４、４０５）。
【００３３】
これに対し、ポリシー記述１４０の中にポリシー評価モジュール１０だけでは評価できな
い条件があった場合は、条件付き許可と判定され、ポリシー評価モジュール１０から執行
機能検証モジュール２０へ外部条件の情報１１３が渡される（ステップ４０３）。
執行機能検証モジュール２０は、システム内に用意されている執行モジュール３０のリス
トを持っている。そこで、執行機能検証モジュール２０は、外部条件の情報１１３を受け
取ると、当該外部条件を評価しまたは実現できる執行モジュール３０を検索する（ステッ
プ４０６）。そして、適当な執行モジュール３０が見つからなかった場合、アクセス不許
可１２０という結果を当該アクセス要求１１０を発行したユーザに回答する（ステップ４
０７、４０８）。
【００３４】
一方、当該外部条件を評価しまたは実現できる執行モジュール３０が見つかった場合は、
該当する執行モジュール３０が呼び出されて当該外部条件の評価及び実現が行われる（ス
テップ４０７、４０９）。執行モジュール３０における当該外部条件の評価の結果がアク
セス許可である場合、または条件の実現に成功した場合は、リソーストランスコード１３
２が出されると共に、ポリシー評価モジュール１０に戻って、さらに他のポリシー記述１
４０の評価が続行される（ステップ４１０）。そして、最終的にポリシー記述１４０の中
の全ての条件が評価され、アクセス許可と判断されたならば、執行モジュール３０におい
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て出されたリソーストランスコード１３２と共にアクセス許可１１１という結果を当該ア
クセス要求１１０を発行したユーザに回答する。
また、執行モジュール３０における当該外部条件の評価の結果がアクセス不許可である場
合、または執行モジュール３０が当該外部条件の実現に失敗した場合は、アクセス不許可
１３１という結果を当該アクセス要求１１０を発行したユーザに回答する（ステップ４１
１）。
【００３５】
ここで、執行モジュール３０での処理において、当該外部条件を満たすために他の文書や
アクセス対象である文書中の他のセクションに対してアクセスが必要な場合は、アクセス
要求１３０をポリシー評価モジュール１０に発行して、再帰的に評価させることができる
。このように、外部条件を満たすために行われる再帰的なアクセス要求自体をアクセス許
可の評価対象とすることにより、他段階の評価を行うことができ、セキュリティーを高め
ることができる。
さらに、執行モジュール３０において、当該外部条件を満たすために当該ユーザが所属す
る組織の構成やアクセス日時といった個別の情報を必要とする場合は、それらの情報を提
供するファイルやサーバにアクセスして必要な情報を取得することができる。
【００３６】
次に、個々のモジュールに関して、機能を詳細に説明する。
図５は、ポリシー評価モジュール１０によるポリシーの評価アルゴリズムを説明するフロ
ーチャートである。図６及び図７は、ポリシー評価モジュール１０に入出力されるデータ
のフォーマット及び表現例を説明する図である。
図５を参照すると、まず、アクセス要求１１０を入力してパラメータを受け取る（ステッ
プ５０１）。アクセス要求の書式は、図６のアクセス要求の欄を参照すると、アクセスを
要求する主体（ユーザなど）を識別するデータである　Ｓｕｂｊｅｃｔ　と、アクセス対
象を識別するデータである　Ｏｂｊｅｃｔ　と、アクセス対象に対する操作を識別するデ
ータである　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　とをパラメータとする。このパラメータは、「Ｓｕｂ
ｊｅｃｔがＯｂｊｅｃｔに対してＯｐｅｒａｔｉｏｎの操作権限（アクセス権）を要求し
ている」を意味する。また、図６には、アクセス要求の具体例が記載されており、Ｓｕｂ
ｊｅｃｔがＮｉｈｏｎ　Ｔａｒｏｈ／ＩＢＭ／Ｊａｐａｎであり、Ｏｂｊｅｃｔがｈｔｔ
ｐ：／／ａｄｍｉｎ．ｔｒｌ．ｃｏｍ／／ｆｏｒｍ／ｅｘｐｅｎｓｅ．ｘｍｌであり、Ｏ
ｐｅｒａｔｉｏｎがｒｅａｄ（ｈｔｍｌ）であるようなアクセス要求がなされたことを示
している。このアクセス要求は「Ｎｉｈｏｎ　Ｔａｒｏｈ／ＩＢＭ／Ｊａｐａｎというユ
ーザ名でログインしたユーザが、ａｄｍｉｎ．ｔｒｌ．ｃｏｍサーバに置かれているｅｘ
ｐｅｎｓｅ．ｘｍｌというファイルに対して、ＨＴＭＬ形式での読み取りを要求する」こ
とを意味している。なお、ここでは入力をアクセス要求１１０としたが、執行モジュール
３０から出力されたアクセス要求１３０を入力した場合も同様の処理を行う。
【００３７】
次に、リソースドキュメント４０の中に格納されているアクセス制御用のポリシー記述の
中から、アクセス要求パラメータの全てのパラメータ（Ｓｕｂｊｅｃｔ，　Ｏｂｊｅｃｔ
，　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ）と合致する規則を検索する（ステップ５０２）。そして、検出
したポリシー規則１４０を入力として受け取る。ポリシー規則の書式は、図６のアクセス
制御ポリシー規則の欄を参照すると、アクセス許可ユーザを識別するデータである　Ｓｕ
ｂｊｅｃｔ　と、アクセス許可対象を識別するデータである　Ｏｂｊｅｃｔ　と、アクセ
ス許可操作を識別するデータ　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　と、アクセスを許可する条件の記述
である　Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ　とをパラメータとする。このパラメータは、「Ｃｏｎｄｉ
ｔｉｏｎの条件が満足された時、ＳｕｂｊｅｃｔがＯｂｊｅｃｔに対してＯｐｅｒａｔｉ
ｏｎの操作権限を持つ」というルールを意味する。また、図６にはポリシー規則の具体例
が記載されており、Ｓｕｂｊｅｃｔがｅｍｐｌｏｙｅｅであり、Ｏｂｊｅｃｔがｈｔｔｐ
：／／ａｄｍｉｎ．ｔｒｌ．ｃｏｍ／／ｆｏｒｍ／ｅｘｐｅｎｓｅ．ｘｍｌであり、Ｏｐ
ｅｒａｔｉｏｎがｒｅａｄ（ｈｔｍｌ）であり、Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎがｔｒａｎｓｃｏｄ
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ｅ（ｉｎ，　ｏｕｔ）であるようなポリシー規則を示している。このポリシー規則は「ｅ
ｍｐｌｏｙｅｅというロール（データにアクセスするための資格）をもったユーザまたは
アプリケーションに対して、データをＨＴＭＬに変換することができる場合に限り、ａｄ
ｍｉｎ．ｔｒｌ．ｃｏｍサーバに置かれているｅｘｐｅｎｓｅ．ｘｍｌというファイルに
対して読み取りを行うことを許可する」ということを意味している。
【００３８】
ここで、合致とは、Ｓｕｂｊｅｃｔ、Ｏｂｊｅｃｔ、Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ等の値がそれぞ
れ整合することである。例えば、アクセス評価要求パラメータのＳｕｂｊｅｃｔが‘ａｍ
ａｎｏ’ならば、アクセス制御ポリシー規則の中で‘ａｍａｎｏ’というユーザＩＤや‘
ａｍａｎｏ’を含むＴＲＬというグループ名が記述されている規則が合致して取り出され
る。
【００３９】
また、アクセス制御ポリシー規則の検索において、パラメータとの合致の検証に用いるた
めに、リソースドキュメント４０の中に格納されている環境データも受け取る。環境デー
タの書式は、図７の環境データの欄を参照すると、ポリシー評価モジュール内で真である
事実の列挙や任意の事実である　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ　をパラメータとする。このパ
ラメータは、「Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔはポリシー評価時に真として扱う」を意味する。
また、図７には、環境データの具体例が記載されており、Ｎｉｈｏｎ　Ｔａｒｏｈ／ＩＢ
Ｍ／Ｊａｐａｎというユーザはｅｍｐｌｏｙｅｅというロールになることができるという
事実が環境データとして存在することを示している。この環境データを図６のアクセス要
求及びポリシー規則の具体例に適用すれば、アクセス要求にあるＮｉｈｏｎ　Ｔａｒｏｈ
／ＩＢＭ／Ｊａｐａｎというユーザがポリシー規則のｅｍｐｌｏｙｅｅというロールをも
ったユーザという条件を満たすことがわかる。
【００４０】
次に、規則検証処理として、ステップ５０２で合致したポリシー規則が複数ある場合に、
どのように複数のポリシー規則を評価するかを決定する（ステップ５０３）。例えば、ポ
リシー規則に優先度が指定されている場合はその優先度順に正しく評価されるように並べ
替えたり、アクセス不許可をアクセス許可より優先させるというルールを用意してポリシ
ー規則を二つに分類し並べ替えるなどの処理を行う。このようにすれば、不用意にアクセ
スを許可してしまうことを防止することができる。合致した規則がない場合の処理もここ
で規定する。例えば、閉世界ポリシーの場合は無条件にアクセス不許可とする。
【００４１】
次に、ステップ５０３で処理されたポリシー規則の条件部を評価する（ステップ５０４）
。ポリシー規則の条件部にリソースドキュメント４０に存在する値を使った条件が記述さ
れている場合、当該リソースドキュメント４０から該当する値を取り出す。当該条件部の
中で、リソースドキュメント４０から取り出された値に基づいた条件は評価可能であると
する。
【００４２】
次に、ステップ５０３の評価結果を判定し（ステップ５０５）、全ての条件が評価可能で
ありかつ全てが真と評価される場合はアクセス許可とする（ステップ５０６）。また、全
ての条件が評価可能でありかつ一つ以上の条件が偽となる場合はアクセス不許可とする（
ステップ５０８）。
さらにまた、評価不可能な条件がある場合は、当該評価できない条件だけからなる外部条
件を作成し、条件付きアクセス許可の条件として、執行機能検証モジュール２０へ処理を
移行する（ステップ５０７）。外部条件の書式は、図７の外部条件の欄を参照すると、ポ
リシー評価モジュール１０内で真であるかどうか不明の事実のリストである　Ｅｘｔｅｒ
ｎａｌＣｏｎｄｉｔｉｏｎ　をパラメータとする。このパラメータは、「アクセス制御ポ
リシー規則のＣｏｎｄｉｔｉｏｎの中で、環境データや、ポリシー評価モジュールのシス
テム関数などを使って即時に真偽を判断できない条件」を意味する。また、図７には外部
条件の具体例が記載されており、図６のアクセス要求及びポリシー規則を評価した結果、
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ポリシー評価モジュール１０から執行機能検証モジュール２０へ、ｅｘｐｅｎｓｅ．ｘｍ
ｌをＨＴＭＬに変換することができるかどうかを意味する外部条件が送信されることを意
味する。
執行機能検証モジュール２０の処理へ移行した後は、執行モジュール３０による処理を経
て再びポリシー評価モジュール１０に処理が戻り、最終的な評価結果の判定がなされる。
ただし、後述するように、執行機能検証モジュール２０または執行モジュール３０におい
て当該外部条件を評価できないまたは実現できないと判断された場合は、ポリシー評価モ
ジュール１０に戻ることなくアクセス不許可となる。
【００４３】
図８は、執行機能検証モジュール２０による執行機能検証アルゴリズムを説明するフロー
チャートである。図９は、執行機能検証モジュール２０が用いるデータのフォーマットを
説明する図である。
図８を参照すると、まず、ポリシー評価モジュール１０から送られた条件付きアクセス許
可における外部条件の情報を入力すると共に、執行機能検証モジュール２０に内蔵されて
いる執行モジュールリストから、執行モジュール３０として登録されているＣｏｍｐｏｎ
ｅｎｔの情報を読み出す（ステップ８０１）。執行モジュールリストから受け取る執行モ
ジュール３０に関する情報の書式は、図９を参照すると、条件付きアクセス要求の条件部
である　Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　と、条件を処理できるコンポーネ
ントの有無を示す　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　と、条件を処理するコンポーネントを示す　
Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｎａｍｅ　と、コンポーネントの引数である　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ
　Ａｒｇｕｍｅｎｔ　とをパラメータとする。図９には執行モジュール３０に関する情報
の具体例が記載されており、Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎがｔｒａｎｓｃ
ｏｄｅ＃ｔｙｐｅ＃１（＊．ｘｍｌ，　ｈｔｍｌ）であり、Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈ
ｅｃｋがＡｖａｉｌａｂｌｅであり、Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｎａｍｅがｃ：￥ｔｏｏｌｓ
￥ｊａｒ￥ｅｎｆｏｒｃｅｒｌ．ｊａｒであり、Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ａｒｇｕｍｅｎｔ
がｃ：￥ｅｎｆｏｒｃｅｍｅｎｔ￥ｔｒａｎｓｃｏｄｅ＃ｔｙｐｅ＃１．ｘｓｌであるよ
うな情報が存在することを示す。この情報は「ｔｒａｎｓｃｏｄｅ＃ｔｙｐｅ＃１という
外部条件を満たすＥｎｆｏｒｃｅｍｅｎｔ機構が利用可能であり、ｅｎｆｏｒｃｅｒｌ．
ｊａｒというプログラムにｔｒａｎｓｃｏｄｅ＃ｔｙｐｅ＃１．ｘｓｌというパラメータ
ファイルを与えてデータを処理することにより条件の実現が可能である」ということを意
味している。
【００４４】
次に、外部条件として入力した複数の条件から順番に一つずつ条件を取り出す（ステップ
８０２）。そして、ステップ８０１で取得したＣｏｎｄｉｔｉｏｎ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏ
ｎの中に、ステップ８０２で取り出された条件を満たすエントリーがあるかどうかをチェ
ックする（ステップ８０３）。そのようなエントリーがある場合は、更に次の条件とＣｏ
ｎｄｉｔｉｏｎ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎとの照合を行い、外部条件を構成する全ての条件
に対して照合が終わるまで処理を繰り返す（ステップ８０４）。
一方、外部条件を構成する条件のうち一つでも、その条件を満たすエントリーがなかった
場合は、アクセス不許可１２０を出力して処理を終了する（ステップ８０５）。
【００４５】
以上のようにして、外部条件を構成する全ての条件に関してその条件を満たすエントリー
が検出されたならば、すなわち、外部条件におけるパラメータが全て検証されたならば、
執行モジュール３０による処理へ移行する。このときの執行モジュール３０への執行指示
１２１の書式は、執行モジュールリストから読み出された情報におけるＣｏｍｐｏｎｅｎ
ｔ　ＮａｍｅとＣｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ａｒｇｕｍｅｎｔの組み合わせを複数のリストとし
て構成したものである。例えば、（（ｌｏｔｕｓｘｓｌ．ｊａｒ，　ｔｒａｎｓｃｏｄｅ
．ｘｓｌ）　（ｄｏｍｈａｓｈ．ｊａｒ，　ｓｉｇｎａｔｕｒｅ．ｘｍｌ））である。
【００４６】
図１０は、執行モジュール３０の構成例を説明する図である。図１０を参照すると、執行
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モジュール３０は、書き込み／変更対象検出手段３１と、ＸＳＬプロセッサ３２と、プラ
グイン可能なフィルタプログラム３３とを備える。
書き込み／変更対象検出手段３１は、ＸＭＬ文書における書き込みや変換を行う部分を検
出する。ＸＳＬプロセッサ３２は、ＸＭＬデータと変換ルールを読み込んで新たなＸＭＬ
データを生成する標準のツールである。フィルタプログラム３３は、ＸＳＬプロセッサ３
２では処理できない内容の執行指示を実現するプログラムであり、プラグインにより所望
の機能を用意することができる。
執行モジュール３０による執行処理は、データファイル２１０の中のＸＭＬ文書に対して
ある種の変換操作を施し、別のＸＭＬ文書を生成する処理として実現される。執行処理の
具体的な内容をしめす執行指示１２１は、ＸＭＬ文書に対する変換ルールを記述したＸＳ
Ｌデータとして表現される。
【００４７】
図１１は、執行モジュール３０による執行処理を説明するフローチャートである。図１１
を参照すると、まず、書き込み／変更対象検出手段３１は、ＸＳＬで記述された変換ルー
ル（執行指示１２１）を解析し、変換対象であるＸＭＬ文書１３４に対して書き込みや変
更が行われる可能性がある部分を検出する（ステップ１１０１）。ここで、執行モジュー
ル３０による処理は、最初のアクセス要求１１０に対する評価に必要な条件を満足するた
めに実行される処理であることから、変換対象であるＸＭＬ文書は、必ずしもアクセス要
求１１０のアクセス対象であるとは限らない。例えば、アクセス要求１１０のアクセス対
象であるデータファイルに関連する他のファイルである場合もある。また、検出は、例え
ば対象文書１３４に試験的に変換ルールを適用してみて元の文書との木構造を比較するこ
とにより行う。執行処理に伴い、元データの書き込みや変更の必要があることがわかった
場合には、ポリシー評価モジュール１０へアクセス要求１３０を行って問い合わせる（ス
テップ１１０２）。そして、ポリシー評価モジュール１０がアクセスを許可された場合に
のみ当該処理を続行する（ステップ１１０３）。
【００４８】
ポリシー評価モジュール１０によりアクセスが不許可とされた場合は、それまでに行った
執行命令の処理を元にもどし、あるいは一時データに対して行った処理をリソースドキュ
メント４０に書き戻さずに（ステップ１１０８）、条件の実現に失敗したことを執行機能
検証モジュール２０及びポリシー評価モジュール１０に通知して終了する（ステップ１１
０９）。これにより、当該条件の評価または実現が不可能であり、当該条件を含むアクセ
ス要求が不許可１３１となる。
【００４９】
ポリシー評価モジュール１０によりアクセスが許可された場合は、ＸＳＬプロセッサ３２
が、変換対象であるＸＭＬ文書１３４の変換を行う（ステップ１１０４）。暗号化や透か
し等のように、執行としての詳細な手続きを、ＸＳＬで直接記述できない場合は、ＸＳＬ
プロセッサ３２によって暗号化や透かしのための指示のみを対象ＸＭＬ文書１３４に挿入
しておく。そして、実際の処理は、適当なフィルタプログラム３３によって行う（ステッ
プ１１０５）。
【００５０】
執行指示１２１に記述された全ての変換処理が終了した時点で、執行モジュール３０は、
執行機能検証モジュール２０及びポリシー評価モジュール１０に条件が実現されたことを
通知して終了する（ステップ１１０６、１１０７）。ＸＳＬプロセッサ３２とフィルタプ
ログラム３３によって生成された執行済みＸＭＬ文書データは、更新情報１３３として、
データ管理サブシステム２２０を介してデータファイル２１０に書き戻されるか、または
リソーストランスコード１３２としてアクセス許可の回答１１１と共にアクセス要求１１
０の発行元に対して開示される。
【００５１】
次に、本実施の形態を用いた具体的な実施例について説明する。
まず、本実施の形態を用いてデータのトランスコーディングを行う実施例について説明す
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る。ここで、トランスコーディングとは、単一のソースで記述された情報をアクセス要求
者のセキュリティーレベルや通信路、表示デバイスの性能等に応じてフォーマットを変換
して通信することをいう。ここでは、ＸＭＬベースで記述された帳票情報（各フィールド
の意味を示す名前がＸＭＬのタグで記述されている）に読み取り要求が発行されたとき、
再利用可能性の度合いの低いＨＴＭＬ形式ならば読み取りを許可する、といったポリシー
記述がある場合の実施例を示す。このポリシー規則は例えば次のように記述される。
ａｃｌ（＊，　ｒｏｌｅ（ｅｍｐｌｏｙｅｅ），　ｄｏｃ（ｈｔｔｐ：／／　ｔｒｌ．ｉ
ｂｍ．ｃｏｍ／ｘｍｌｆｏｒｍ／Ｘ），　ｒｅａｄ（Ｆｏｒｍ））　＜－　ｔｒａｎｓｃ
ｏｄｅ（Ｘ，　ｘｍｌ，　Ｆｏｒｍ）．
【００５２】
これに対し、旅費申請フォームをＨＴＭＬ経由で読みたいというアクセス要求が発行され
たものとする。このアクセス要求は例えば次のように記述される。
？－ａｃｌ（ａｍａｎｏ，　ｒｏｌｅ（ｅｍｐｌｏｙｅｅ）　ｄｏｃ（ｈｔｔｐ：／／ｔ
ｒｌ．ｉｂｍ．ｃｏｍ／ｘｍｌｆｏｒｍ／　ｔｒａｖｅｌＥｘｐｅｎｓｅＡｃｃｏｕｎｔ
．ｘｍｌ　）　，ｒｅａｄ（ｈｔｍｌ））．
この場合、Ｓｕｂｊｅｃｔがポリシー記述、アクセス要求共にｒｏｌｅ（ｅｍｐｌｏｙｅ
ｅ）で一致し、アクセス要求のＯｂｊｅｃｔがｄｏｃ（ｈｔｔｐ：／／ｔｒｌ．ｉｂｍ．
ｃｏｍ／ｘｍｌｆｏｒｍ／　ｔｒａｖｅｌＥｘｐｅｎｓｅＡｃｃｏｕｎｔ．ｘｍｌ　）で
、ポリシー記述のＯｂｊｅｃｔであるｄｏｃ（ｈｔｔｐ：／／　ｔｒｌ．ｉｂｍ．ｃｏｍ
／ｘｍｌｆｏｒｍ／Ｘ）に含まれるものの、Ｏｐｅｒａｔｉｏｎであるｒｅａｄ（ｈｔｍ
ｌ）に対してｔｒａｎｓｃｏｄｅ（Ｘ，　ｘｍｌ，Ｆｏｒｍ）というＣｏｎｄｉｔｉｏｎ
が付けられているので、ポリシー評価モジュール１０による評価の結果は条件付アクセス
許可となる。ポリシー評価モジュール１０から執行機能検証モジュール２０へ送られる外
部条件は、ＸＭＬフォームをＨＴＭＬに変換できればアクセスを許可するという条件であ
り、例えば次のように記述される。
ｔｒａｎｓｃｏｄｅ（ｔｒａｖｅｌＥｘｐｅｎｓｅＡｃｃｏｕｎｔ．ｘｍｌ，　ｘｍｌ，
　ｈｔｍｌ）
【００５３】
したがって、アクセス制御システム１００がＸＭＬで記述された対象フォームをＨＴＭＬ
に変換する執行モジュール３０を持っていれば、アクセスが許可されることとなる。かか
る執行モジュール３０がある場合、執行モジュール３０には、ＸＭＬで記述された対象フ
ォームをＨＴＭＬに変換するためのＸＳＬ記述が与えられる。ＸＳＬプロセッサ３２は、
このＸＳＬ記述と元のフォームデータを処理して表示用のＨＴＭＬデータを生成する。そ
して、生成されたＨＴＭＬデータが当該アクセス要求を発行したユーザへ返送される。
【００５４】
次に、本実施の形態を用いて文書に電子透かしを挿入する実施例について説明する。かか
る処理は、トランスコーディングの変形例として扱うことができる。すなわち、ポリシー
記述としてＸという画像中に，アクセスしたユーザのＩＤを埋め込むならばアクセスを許
可するという条件を用意しておく。この条件を含む規則は、例えば図値のように記述され
る。
ａｃｌ（ｕｓｅｒ（ＩＤ），　ｒｏｌｅ（ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ），　ｄｏｃ（ｈｔｔｐ
：／／　ｔｒｌ．ｉｂｍ．ｃｏｍ／ｉｍａｇｅ／Ｘ），　ｒｅａｄ）　＜－　ｅｍｂｅｄ
（Ｘ，　ＩＤ）．
電子透かしのように処理が複雑で執行の詳細な手続きを直接記述できない場合は、ＸＳＬ
プロセッサ３２においては、電子透かしを埋め込むのための指示のみを対象文書に挿入す
るようにする。そして、実際に電子透かしを埋め込む処理は、専用のフィルタプログラム
３３によって行う。データファイルを暗号化するならばアクセスを許可するといった条件
を与える場合等の執行命令も同様の方法で実現することができる。
【００５５】
次に、本実施の形態を用いてデータへのオペレーションに関してログ（ｌｏｇ）ファイル
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への書き込みを行う実施例について説明する。アクセス制御を行うシステムにおいて、オ
ーディタビリティ（耐監査性）を確保することは重要である。そのためには、特定のデー
タへのオペレーションに関してログ（履歴）を残す仕組みがあると便利である。ここでは
、どういう場合にログを取らなくてはいけないかをポリシーとして記述しておき、執行す
る実施例を示す。このポリシー記述は例えば次のように記述される。
ａｃｌ（ｕｓｅｒ（ＩＤ），　ｒｏｌｅ（ｉｓｓｕｅｒ），　ｄｏｃ（ｈｔｔｐ：／／　
ｔｒｌ．ｉｂｍ．ｃｏｍ／ｘｍｌｆｏｒｍ／Ｘ），　ｗｒｉｔｅ（＊））　＜－　ｓｔａ
ｔｕｓ（ｌｏｇ（ＩＤ，　ｉｓｓｕｅｒ，　Ｘ，　ｗｒｉｔｅ，　Ｔ））．
【００５６】
これに対し、次のようなアクセス要求が発行されたものとする。
？－ａｃｌ（ａｍａｎｏ，　ｒｏｌｅ（ｉｓｓｕｅｒ）　ｄｏｃ（ｈｔｔｐ：／／ｔｒｌ
．ｉｂｍ．ｃｏｍ／ｘｍｌｆｏｒｍ／　ｔｒａｖｅｌＥｘｐｅｎｓｅＡｃｃｏｕｎｔ．ｘ
ｍｌ＃ｌｉｎｐｕｔｆｉｅｌｄ）　，ｗｒｉｔｅ（”ｃｏｓｔ＝＄１００”））．
この場合、Ｓｕｂｊｅｃｔがポリシー記述、アクセス要求共にｒｏｌｅ（ｉｓｓｕｅｒ）
で一致し、アクセス要求のＯｂｊｅｃｔがｄｏｃ（ｈｔｔｐ：／／ｔｒｌ．ｉｂｍ．ｃｏ
ｍ／ｘｍｌｆｏｒｍ／　ｔｒａｖｅｌＥｘｐｅｎｓｅＡｃｃｏｕｎｔ．ｘｍｌ＃ｌｉｎｐ
ｕｔｆｉｅｌｄ）で、ポリシー記述のＯｂｊｅｃｔであるｄｏｃ（ｈｔｔｐ：／／　ｔｒ
ｌ．ｉｂｍ．ｃｏｍ／ｘｍｌｆｏｒｍ／Ｘ）に含まれるものの、Ｏｐｅｒａｔｉｏｎであ
るｗｒｉｔｅ（”ｃｏｓｔ＝＄１００”）に対してｓｔａｔｕｓ（ｌｏｇ（ＩＤ，　ｉｓ
ｓｕｅｒ，　Ｘ，　ｗｒｉｔｅ，　Ｔ）というＣｏｎｄｉｔｉｏｎが付けられている。こ
こで、ｓｔａｔｕｓが以下のようなルールであるものとする。
ｓｔａｔｕｓ（ｌｏｇ（Ｓｕｂｊ，　Ｒｏｌｅ，　Ｏｂｊ，　Ｏｐ，　Ｔ））　＜－　ｌ
ｏｇ（Ｓｕｂｊ，　Ｒｏｌｅ，　Ｏｐ，　Ｔ）．
ｓｔａｔｕｓ（ｌｏｇ（Ｓｕｂｊ，　Ｒｏｌｅ，　Ｏｂｊ，　Ｏｐ，　Ｔ））　＜－　ｍ
ａｋｅｌｏｇ（Ｓｕｂｊ，　Ｒｏｌｅ，　Ｏｐ，　Ｔ）．
この場合、まだｌｏｇという状態データは書きこまれていないので，ｓｔａｔｕｓの第１
のルールは失敗する。そして、第２のルールが適用されて、ｍａｋｅｌｏｇ（．．）が条
件となる条件付アクセス許可となる。
【００５７】
ｍａｋｅｌｏｇの要求を受けた執行モジュール３０は、対応する執行指示１２１を解析し
て元データへの書き込みが必要であることを検出する。そして、書き込み許可を得るため
に、ポリシー評価モジュール１０に対してログ書き込みのためのアクセス要求１３０を出
す。このアクセス要求１３０は、例えば次のように記述される。
？－ａｃｌ（ｓｙｓ１，　ｒｏｌｅ（ｓｙｓｔｅｍ）　ｄｏｃ（ｈｔｔｐ：／／ｔｒｌ．
ｉｂｍ．ｃｏｍ／ｘｍｌｆｏｒｍ／　ｔｒａｖｅｌＥｘｐｅｎｓｅＡｃｃｏｕｎｔ．ｘｍ
ｌ＃ｌｏｇ　）　，ｗｒｉｔｅ（ｌｏｇ（ａｍａｎｏ，　ｉｓｓｕｅｒ，　ｔｒａｖｅｌ
ＥｘｐｅｎｓｅＡｃｃｏｕｎｔ．ｘｍｌ＃ｉｓｓｕｅｒＦｉｅｌｄ，　ｗｒｉｔｅ（”ｃ
ｏｓｔ＝＄１００”）））．
これのアクセス要求１３０は、再度ポリシー規則を評価することによって可否が判断され
る。ここで、アクセスが許されたとすると、ログの書き込みが行われ、更に元のアクセス
要求についても、条件が満たされることによってアクセスが許されることとなる。したが
って、最終的に、元のアクセス要求に関して、そのログがアクセス対象である文書中に保
存されることになる。
【００５８】
実際のログへの書き込み処理は、トランスコーディングの場合と同様にＸＭＬ文書間の変
換ルールとして記述される。例えば、パーツのオーダー情報に関するアクセスのログを残
すために図１２のような記述（ＸＳＬの変換ルールの書き方に従っている）を用意してシ
ステムに登録しておく。これは”ＧＲ　Ｈｅａｄ”という部品に関する数量と納期に関す
る情報を誰に開示したかということを記録するための記述である。図１２中の楕円で囲ん
だ＆Ｓｕｂｊｅｃｔ；の部分は、執行処理の実行時に指定されるパラメータ（この場合は
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アクセス要求の発行元）である。そして、＆Ｓｕｂｊｅｃｔ；の部分を実際の会社名等に
置き換えた記述とオーダー情報を記述した執行処理対象文書をＸＳＬプロセッサ３２で処
理することにより、図１３に示すようなログが追加された文書が生成される。
【００５９】
次に、本実施の形態を用いて時間条件付きアクセス許可を行う実施例について説明する。
インターネット上で入札や競売を行う場合、「この情報は何月何日の何時以降ならば読ん
でも良い」というような条件を付けたアクセス制御を厳密に行う必要がある。ここでは、
何時以降にアクセス可能になるかというポリシーの記述について説明する。そのようなポ
リシーは、時間条件付きアクセス許可（Ｔｅｍｐｏｒａｌ　Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ
）と呼ばれる。従来そのようなアクセス許可のポリシー記述は、次のように表現される。
ａｃｌ（ＡｎｙＵｓｅｒＩＤ，　ｒｏｌｅ（ｅｍｐｌｏｙｅｅ），　ｄｏｃ（ｈｔｔｐ：
／／ａｎｎｏｕｎｃｅ／ｂｏｎｕｓ．ｘｍｌ），　ｒｅａｄ）　：－　ｇｅｔ＃ｔｉｍｅ
（Ｔ），　Ｔ　＞　”１９９９／０６／０３”．
これは、「ｅｍｐｌｏｙｅｅロールを持つユーザは、ｈｔｔｐ：／／ａｎｎｏｕｎｃｅ／
ｂｏｎｕｓ．ｘｍｌを、１９９９年６月３日以後ならばｒｅａｄ権限を持つ」という意味
である。この場合、ｇｅｔ＃ｔｉｍｅというシステム述語が現在時刻を求め、１９９９年
６月３日よりも後ならば条件が満たされ、ｅｍｐｌｏｙｅｅはｂｏｎｕｓ．ｘｍｌに対し
てｒｅａｄ権限を持つことができる。
【００６０】
このようなアクセス許可を実行した場合、アクセス制御のセキュリティーがサーバのシス
テムクロックの値に依存してしまうという問題点がある。例えば、システム管理者がアク
セス制御を行うサーバのシステムクロックを故意に変更した場合、本来はｒｅａｄ権限が
ない時間にｅｍｐｌｏｙｅｅがｒｅａｄできてしまう。ｒｅａｄアクセスをログに残した
としても、アクセス時刻の値にシステムクロックを使うと仮定すると、時限アクセス許可
に対する不正アクセスを検知することができない。また、サーバのシステムクロックに対
しては、ＯＳレベルでのアクセス制御が行われていると仮定する場合が多い。しかし、以
上のアクセス許可では、時間条件付きアクセスについてＯＳレベルの仮定は必要ない。
【００６１】
これに対し、本実施の形態を時間条件付きアクセス許可に用いた実施例では、アクセス許
可のポリシー記述は、次のように表現される。
ａｃｌ（ｕｓｅｒ（ＩＤ），　ｒｏｌｅ（ｅｍｐｌｏｙｅｅ），　ｄｏｃ（ｈｔｔｐ：／
／ａｎｎｏｕｎｃｅ／ｂｏｎｕｓ．ｘｍｌ），　ｒｅａｄ）　：－　ｓｔａｔｕｓ（ｔｉ
ｍｅｓｔａｍｐ（Ｓ，Ｔ）），　ｖｅｒｉｆｙ＃ｓｉｇｎａｔｕｒｅ（Ｓ），　Ｔ　＞　
”１９９９／０６／０３”．
これに対し、アクセス制御システム１００は、各モジュールごとに、以下のように処理を
行う。
【００６２】
まず、ポリシー評価モジュール１０において、当該ポリシー記述の評価を行う。ここで、
ｓｔａｔｕｓ（ｔｉｍｅｓｔａｍｐ（Ｓ，Ｔ））に関して次のルールが記述されていると
する。
ｓｔａｔｕｓ（ｔｉｍｅｓｔａｍｐ（Ｓ，Ｔ））　：－　ｔｉｍｅｓｔａｍｐ（Ｓ，Ｔ）
．
ｓｔａｔｕｓ（ｔｉｍｅｓｔａｍｐ（Ｓ，Ｔ））　：－　ｇｅｔ＃ｔｉｍｅｓｔａｍｐ（
Ｓ，Ｔ），　ｍａｋｅｌｏｇ（ｔｉｍｅｓｔａｍｐ（Ｓ，Ｔ））．
ｔｉｍｅｓｔａｍｐ（Ｓ，Ｔ）というタイムスタンプデータは、まだリソースドキュメン
ト４０に書き込まれていないので、ｓｔａｔｕｓの第１のルールは失敗する。そして、第
２のルールが適用され、ｇｅｔ＃ｔｉｍｅｓｔａｍｐ（Ｓ，Ｔ），　ｍａｋｅｌｏｇ（ｔ
ｉｍｅｓｔａｍｐ（Ｓ，Ｔ））が条件となる条件付きアクセス許可となる。ｖｅｒｉｆｙ
＃ｓｉｇｎａｔｕｒｅ（Ｓ）とＴ　＞　”１９９９／０６／０３”は、ポリシー評価モジ
ュール１０では評価できないので、同様にして条件付きアクセス許可となる。最終的に、
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ｇｅｔ＃ｔｉｍｅｓｔａｍｐ（Ｓ，Ｔ）、　ｍａｋｅｌｏｇ（ｔｉｍｅｓｔａｍｐ（Ｓ，
Ｔ））、ｖｅｒｉｆｙ＃ｓｉｇｎａｔｕｒｅ（Ｓ）、及びＴ　＞　”１９９９／０６／０
３”が外部条件１１３となって、ポリシー評価モジュール１０から執行機能検証モジュー
ル２０へ送られる。
【００６３】
次に、執行機能検証モジュール２０において、当該外部条件を評価または実現できる執行
モジュール３０の有無を検証する。ここで、執行機能検証モジュール２０は、図１４に示
すようなテーブルを持っているものとする。図１４に示すテーブルは、Ｃｏｎｄｉｔｉｏ
ｎ　Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎで表現された内容を処理できる執行モジュール３０の有無、及
び処理できる執行モジュール３０のＣｏｍｐｏｎｅｎｔ名を定義したものである。図１４
のテーブルにおいて、ｍａｋｅｌｏｇ／１は、１引数のｍａｋｅｌｏｇ述語を意味する。
ｆｏｒｍｕｌａ＃ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎとは、四則演算などを含む式表現を意味する。こ
れから、条件付きアクセス許可の全ての条件部が執行モジュール３０を用いて処理できる
ことがわかる。そこで、執行機能検証モジュール２０から執行モジュール３０へ、［ｔｉ
ｍｅｓｔａｍｐ＃ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ，ｇｅｔ＃ｔｉｍｅｓｔａｍｐ（Ｓ，Ｔ）］、　［
ｌｏｇ＃ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ，ｍａｋｅｌｏｇ（ｔｉｍｅｓｔａｍｐ（Ｓ，Ｔ））］、　
［ｓｉｇａｎｔｕｒｅ＃ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ，　ｖｅｒｉｆｙ＃ｓｉｇｎａｔｕｒｅ（Ｓ
）］、及び［ｆｏｒｍｕｌａ＃ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ，Ｔ　＞　”１９９９／０６／０３”
］）が執行指示１２１として送られる。
【００６４】
次に、執行モジュール３０において、各執行指示１２１に応じた処理を行う。以下、個別
に説明する。
ｇｅｔ＃ｔｉｍｅｓｔａｍｐ（Ｓ，Ｔ）に対する処理
ｇｅｔ＃ｔｉｍｅｓｔａｍｐは、タイムスタンプ・プロセッサにより処理を行う。タイム
スタンプ・プロセッサには、次のような執行処理プログラムが記述されている。
ｇｅｔ＃ｔｉｍｅｓｔａｍｐ（Ｓ，Ｔ）　：－　ｇｅｔ＃ｔｒｕｓｔ（ｔｉｍｅｓｔａｍ
ｐ，　Ｃ），　ｇｅｔ＃ｔｉｍｅｓｔａｍｐ（Ｃ，Ｔ，Ｓ）．
ここで、ｇｅｔ＃ｔｒｕｓｔ／２は、データファイル２１０からｔｒｕｓｔの記述を取り
出す述語である。例えば元の文書に次のようなｔｒｕｓｔ記述がある場合を考える。
ｔｒｕｓｔ（ｔｉｍｅｓｔａｍｐ，　”ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｕｒｅｔｙ．ｃｏｍ”
）．
これは、文書がｔｉｍｅｓｔａｍｐとして”ｓｕｒｅｔｙ”を信用することを意味する。
データファイル２１０から文書１４１を検索した結果として、ｇｅｔ＃ｔｒｕｓｔの変数
Ｃには、”ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｕｒｅｔｙ．ｃｏｍ”が割り当てられる。この後、
ｇｅｔ＃ｔｉｍｅｓｔａｍｐ述語により、Ｓｕｒｅｔｙ　Ｔｉｍｅｓｔａｍｐ　Ｓｅｒｖ
ｉｃｅから時刻ＴのタイムスタンプＳが得られる。これで、執行指示１２１の最初の条件
は満足した。尚、本実施例において、Ｔｉｍｅｓｔａｍｐ　ＳｅｒｖｉｃｅはＳｕｒｅｔ
ｙに限定することを意味しない。元の文書が信用するどのようなサービスも記述可能であ
る。
【００６５】
ｍａｋｅｌｏｇ（ｔｉｍｅｓｔａｍｐ（Ｓ，Ｔ））に対する処理
ｍａｋｅｌｏｇは、ログ・プロセッサにより処理を行う。ログ・プロセッサは、以下のよ
うなログの書込みのためのアクセス要求１３０を発行する。
ａｃｌ（ｓｙｓ１，　ｒｏｌｅ（ｓｙｓｔｅｍ），　ｄｏｃ（ｈｔｔｐ：／／ａｎｎｏｕ
ｎｃｅ／ｂｏｎｕｓ．ｘｍｌ＃ｌｏｇ），　ｗｒｉｔｅ）
そして、再度ポリシー規則を評価することによってログの書き込みの可否が判断される。
アクセス制御システム１００がログに書き込みを行う権限を持つ場合、執行モジュール３
０に対して、ポリシー評価モジュール１０からアクセス許可がなされる。これにより、ｍ
ａｋｅｌｏｇはｌｏｇ（ｔｉｍｅｓｔａｍｐ（ｓｉｇｎａｔｕｒｅ＃ｖａｌｕｅ，　１９
９９／０６／０４））のタイムスタンプの書込みを行う。

10

20

30

40

50

(19) JP 3546787 B2 2004.7.28



【００６６】
ｖｅｒｉｆｙ＃ｓｉｇｎａｔｕｒｅ（Ｓ）に対する処理
ｖｅｒｉｆｙ＃ｓｉｇｎａｔｕｒｅは、署名プロセッサにより処理を行う。タイムスタン
プの署名値を検証し、Ｖａｌｉｄなら真（正しい署名）、Ｉｎｖａｌｉｄなら偽（誤った
署名）を返す。なお、Ｓｕｒｅｔｙの署名値はＶａｌｉｄだと仮定する。
【００６７】
Ｔ　＞　”１９９９／０６／０３”に対する処理
式表現は、書式プロセッサにより処理を行う。Ｔはタイムスタンプの時刻の値、すなわち
１９９９／０６／０４である。これは、Ｔ　＞　”１９９９／０６／０３”なので処理結
果として真（正しい書式）を返す。
【００６８】
以上により、執行機能検証モジュール２０から執行モジュール３０へ送られた、ｇｅｔ＃
ｔｉｍｅｓｔａｍｐ（Ｓ，Ｔ）、ｍａｋｅｌｏｇ（ｔｉｍｅｓｔａｍｐ（Ｓ，Ｔ））、ｖ
ｅｒｉｆｙ＃ｓｉｇｎａｔｕｒｅ（Ｓ）、及びＴ　＞　”１９９９／０６／０３”の各執
行指示１２１は全て真となる。これにより、結果的にポリシー評価モジュール１０におい
て要求された、ａｃｌ（ｕｓｅｒ（ＩＤ），　ｒｏｌｅ（ｅｍｐｌｏｙｅｅ），　ｄｏｃ
（ｈｔｔｐ：／／ａｎｎｏｕｎｃｅ／ｂｏｎｕｓ．ｘｍｌ），　ｒｅａｄ）の条件は全て
満たされたこととなる。
【００６９】
ここで、最初に説明した時間条件アクセス許可の問題が解決されていることを説明する。
上記の例でアクセスが許可された場合、元の文書のログ領域には必ずタイムスタンプの値
が追加されている。タイムスタンプの値は所定の時刻に生成されたことを意味するが、そ
のタイムスタンプの値がログ領域にあるということは、タイムスタンプ時刻よりも現在時
刻は必ず後であることを意味する。従って、仮にシステム管理者がポリシー評価モジュー
ル１０や執行モジュール３０のシステムクロックの値を変更していたとしても、タイムス
タンプの値を参照することによって時間条件を正しく検証できることを意味する。
【００７０】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、アクセス制御において、アクセス要求に対してア
クセスを許すか許さないかを判断するだけでなく、ある条件を満たせばアクセスを許すと
いう条件付きのアクセス許可を評価することができる。
また、条件付きのアクセス許可において評価される条件が更に他の条件を満足することを
要求する場合に、再帰的に当該他の条件に対する評価も行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施の形態におけるアクセス制御システムを搭載するデータ管理サーバの構成
を説明するための図である。
【図２】本実施の形態におけるアクセス制御システムの全体構成を説明するための図であ
る。
【図３】アクセス制御システムの各モジュールに入出力されるデータの内容を定義するテ
ーブルである。
【図４】アクセス制御システムがアクセス要求を処理する際の動作を説明するフローチャ
ートである。
【図５】ポリシー評価モジュール１０によるポリシーの評価アルゴリズムを説明するフロ
ーチャートである。
【図６】ポリシー評価モジュール１０に入出力されるデータのうち、アクセス要求とポリ
シー規則のフォーマット及び表現例を説明する図である。
【図７】ポリシー評価モジュール１０に入出力されるデータのうち、環境データと外部条
件のフォーマット及び表現例を説明する図である。
【図８】執行機能検証モジュール２０による執行機能検証アルゴリズムを説明するフロー
チャートである。
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【図９】執行機能検証モジュール２０が用いるデータのフォーマットを説明する図である
。
【図１０】執行モジュール３０の構成例を説明する図である。
【図１１】執行モジュール３０による執行処理を説明するフローチャートである。
【図１２】データへのオペレーションに関してログファイルへの書き込みを行う実施例に
おいて、文書にアクセスのログを残すための記述を説明する図である。
【図１３】図１２の記述に応じて文書にログが追加された状態を説明する図である。
【図１４】執行機能検証モジュール２０が執行モジュールの検証を行うために用いるテー
ブルを例示して説明する図である。
【符号の説明】
１０…ポリシー評価モジュール、２０…執行機能検証モジュール、３０…執行モジュール
、４０…リソースドキュメント、１００…アクセス制御システム、２００…データ管理サ
ーバ、２１０…データファイル、２２０…データ管理サブシステム、２３０…ユーザ認証
サブシステム、２４０…アクセス制御サブシステム
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

(23) JP 3546787 B2 2004.7.28



【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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