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(57)【要約】
【課題】端末がサーバーを利用する場合に、拠点内にあ
る端末だけがサーバーを利用できるように限定すること
ができる情報処理装置を提供する。
【解決手段】情報処理装置の検出手段は、拠点内にある
端末からサービスを提供する外部にあるサーバーへのリ
クエストを検出し、送信手段は、前記端末の証明書が無
効となっているＣＲＬ配布サーバーに対して、該端末の
証明書を有効化させる有効化リクエストを送信する。
【選択図】図１



(2) JP 2021-16119 A 2021.2.12

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　拠点内にある端末からサービスを提供する外部にあるサーバーへのリクエストを検出す
る検出手段と、
　前記端末の証明書が無効となっているＣＲＬ配布サーバーに対して、該端末の証明書を
有効化させる有効化リクエストを送信する送信手段
　を有する情報処理装置。
【請求項２】
　前記端末から前記リクエストと前記証明書を受信する受信手段
　をさらに有し、
　前記検出手段は、前記受信手段が受信したリクエストを検出する、
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記送信手段によって、前記有効化リクエストが送信された後に、前記サーバーに対し
て、前記リクエストと前記証明書を送信する第２送信手段
　をさらに有する請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記受信手段によって受信された前記証明書を用いて、前記端末が本情報処理装置によ
って管理されている端末であることを検証する検証手段
　をさらに有し、
　前記送信手段は、前記検証手段によって本情報処理装置によって管理されている端末で
あると検証された場合に、前記有効化リクエストを送信する、
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記ＣＲＬ配布サーバーに対して、本情報処理装置によって管理されている端末の証明
書を無効化させる無効化リクエストを送信する第３送信手段
　をさらに有する請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記第３送信手段は、前記証明書が初期状態にある場合に、前記無効化リクエストを送
信する、
　請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記第３送信手段は、前記サービスの提供が終了した後に、前記無効化リクエストを送
信する、
　請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　コンピュータを、
　拠点内にある端末からサービスを提供する外部にあるサーバーへのリクエストを検出す
る検出手段と、
　前記端末の証明書が無効となっているＣＲＬ配布サーバーに対して、該端末の証明書を
有効化させる有効化リクエストを送信する送信手段
　として機能させるための情報処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置及び情報処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、動的ＩＰアドレスを割当てに応じ所定のＤＮＳに自動登録することに
より、動的ＩＰアドレスによるユーザのサーバ運用が可能なネットワークの技術を提供す
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ることを課題とし、アドレス割当検出及び登録部は、クライアントシステムとして動的Ｉ
Ｐアドレスが割り当てられたことを検出し、そのＩＰアドレスを、インターネットを経て
前記ダイナミックＤＮＳサーバシステムへ通知し、ダイナミックＤＮＳサーバシステムで
は、運用管理サーバの認証及びＤＮＳ更新部が、サーバボックスから通知されるＩＰアド
レスについて、送信元のサーバボックスを認証のうえ、認証をパスしたサーバボックスに
該当する所定のドメイン名に対応するものとして、ＤＮＳへ登録することが開示されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－３０５５３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　端末がサーバーを利用する場合に、単に証明書を認証する構成では、その証明書が有効
である限りサーバーを利用できる。そのため、端末は、管理することができない拠点外か
らもサーバーを利用できることになってしまう。そこで本発明は、端末がサーバーを利用
する場合に、拠点内にある端末だけがサーバーを利用できるように限定することができる
情報処理装置及び情報処理プログラムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　かかる目的を達成するための本発明の要旨とするところは、次の各項の発明に存する。
　請求項１の発明は、拠点内にある端末からサービスを提供する外部にあるサーバーへの
リクエストを検出する検出手段と、前記端末の証明書が無効となっているＣＲＬ配布サー
バーに対して、該端末の証明書を有効化させる有効化リクエストを送信する送信手段を有
する情報処理装置である。
【０００６】
　請求項２の発明は、前記端末から前記リクエストと前記証明書を受信する受信手段をさ
らに有し、前記検出手段は、前記受信手段が受信したリクエストを検出する、請求項１に
記載の情報処理装置である。
【０００７】
　請求項３の発明は、前記送信手段によって、前記有効化リクエストが送信された後に、
前記サーバーに対して、前記リクエストと前記証明書を送信する第２送信手段をさらに有
する請求項２に記載の情報処理装置である。
【０００８】
　請求項４の発明は、前記受信手段によって受信された前記証明書を用いて、前記端末が
本情報処理装置によって管理されている端末であることを検証する検証手段をさらに有し
、前記送信手段は、前記検証手段によって本情報処理装置によって管理されている端末で
あると検証された場合に、前記有効化リクエストを送信する、請求項２に記載の情報処理
装置である。
【０００９】
　請求項５の発明は、前記ＣＲＬ配布サーバーに対して、本情報処理装置によって管理さ
れている端末の証明書を無効化させる無効化リクエストを送信する第３送信手段をさらに
有する請求項１に記載の情報処理装置である。
【００１０】
　請求項６の発明は、前記第３送信手段は、前記証明書が初期状態にある場合に、前記無
効化リクエストを送信する、請求項５に記載の情報処理装置である。
【００１１】
　請求項７の発明は、前記第３送信手段は、前記サービスの提供が終了した後に、前記無
効化リクエストを送信する、請求項５に記載の情報処理装置である。
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【００１２】
　請求項８の発明は、コンピュータを、拠点内にある端末からサービスを提供する外部に
あるサーバーへのリクエストを検出する検出手段と、前記端末の証明書が無効となってい
るＣＲＬ配布サーバーに対して、該端末の証明書を有効化させる有効化リクエストを送信
する送信手段として機能させるための情報処理プログラムである。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１の情報処理装置によれば、端末がサーバーを利用する場合に、拠点内にある端
末だけがサーバーを利用できるように限定することができる。
【００１４】
　請求項２の情報処理装置によれば、端末からリクエストと証明書を受信した場合に、そ
のリクエストを検出することができる。
【００１５】
　請求項３の情報処理装置によれば、証明書を有効化させるリクエストを送信した後に、
サーバーに対して、リクエストと証明書を送信することができる。
【００１６】
　請求項４の情報処理装置によれば、端末が本情報処理装置によって管理されている端末
であることが検証された場合に、有効化リクエストをＣＲＬ配布サーバーに送信すること
ができる。
【００１７】
　請求項５の情報処理装置によれば、ＣＲＬ配布サーバーで、本情報処理装置によって管
理されている端末の証明書を無効化させることができる。
【００１８】
　請求項６の情報処理装置によれば、証明書が初期状態にある場合に、無効化リクエスト
を送信することができる。
【００１９】
　請求項７の情報処理装置によれば、サービスの提供が終了した後に、無効化リクエスト
を送信することができる。
【００２０】
　請求項８の情報処理プログラムによれば、端末がサーバーを利用する場合に、拠点内に
ある端末だけがサーバーを利用できるように限定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本実施の形態の構成例についての概念的なモジュール構成図である。
【図２】本実施の形態を利用したシステム構成例を示す説明図である。
【図３】本実施の形態による処理例を示すフローチャートである。
【図４】本実施の形態による処理例を示すフローチャートである。
【図５】本実施の形態による処理例を示す説明図である。
【図６】本実施の形態を実現するコンピュータのハードウェア構成例を示すブロック図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図面に基づき本発明を実現するにあたっての好適な一実施の形態の例を説明する
。
　図１は、本実施の形態の構成例についての概念的なモジュール構成図を示している。
　なお、モジュールとは、一般的に論理的に分離可能なソフトウェア（「ソフトウェア」
の解釈として、コンピュータ・プログラムを含む）、ハードウェア等の部品を指す。した
がって、本実施の形態におけるモジュールはコンピュータ・プログラムにおけるモジュー
ルのことだけでなく、ハードウェア構成におけるモジュールも指す。それゆえ、本実施の
形態は、それらのモジュールとして機能させるためのコンピュータ・プログラム（例えば
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、コンピュータにそれぞれの手順を実行させるためのプログラム、コンピュータをそれぞ
れの手段として機能させるためのプログラム、コンピュータにそれぞれの機能を実現させ
るためのプログラム）、システム及び方法の説明をも兼ねている。ただし、説明の都合上
、「記憶する」、「記憶させる」、これらと同等の文言を用いるが、これらの文言は、実
施の形態がコンピュータ・プログラムの場合は、記憶装置に記憶させる、又は記憶装置に
記憶させるように制御するという意味である。また、モジュールは機能に一対一に対応し
ていてもよいが、実装においては、１モジュールを１プログラムで構成してもよいし、複
数モジュールを１プログラムで構成してもよく、逆に１モジュールを複数プログラムで構
成してもよい。また、複数モジュールは１コンピュータによって実行されてもよいし、分
散又は並列環境におけるコンピュータによって１モジュールが複数コンピュータで実行さ
れてもよい。なお、１つのモジュールに他のモジュールが含まれていてもよい。また、以
下、「接続」とは物理的な接続の他、論理的な接続（例えば、データの授受、指示、デー
タ間の参照関係、ログイン等）の場合にも用いる。「予め定められた」とは、対象として
いる処理の前に定まっていることをいい、本実施の形態による処理が始まる前はもちろん
のこと、本実施の形態による処理が始まった後であっても、対象としている処理の前であ
れば、そのときの状況・状態にしたがって、又はそれまでの状況・状態にしたがって定ま
ることの意を含めて用いる。「予め定められた値」が複数ある場合は、それぞれ異なった
値であってもよいし、２以上の値（「２以上の値」には、もちろんのことながら、全ての
値も含む）が同じであってもよい。また、「Ａである場合、Ｂをする」という記載は、「
Ａであるか否かを判断し、Ａであると判断した場合はＢをする」の意味で用いる。ただし
、Ａであるか否かの判断が不要である場合を除く。また、「Ａ、Ｂ、Ｃ」等のように事物
を列挙した場合は、断りがない限り例示列挙であり、その１つのみを選んでいる場合（例
えば、Ａのみ）を含む。
　また、システム又は装置とは、複数のコンピュータ、ハードウェア、装置等がネットワ
ーク（「ネットワーク」には、一対一対応の通信接続を含む）等の通信手段で接続されて
構成されるほか、１つのコンピュータ、ハードウェア、装置等によって実現される場合も
含まれる。「装置」と「システム」とは、互いに同義の用語として用いる。もちろんのこ
とながら、「システム」には、人為的な取り決めである社会的な「仕組み」（つまり、社
会システム）にすぎないものは含まない。
　また、各モジュールによる処理毎に又はモジュール内で複数の処理を行う場合はその処
理毎に、対象となる情報を記憶装置から読み込み、その処理を行った後に、処理結果を記
憶装置に書き出すものである。したがって、処理前の記憶装置からの読み込み、処理後の
記憶装置への書き出しについては、説明を省略する場合がある。なお、ここでの記憶装置
としては、ハードディスクドライブ、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒ
ｙの略）、外部記憶媒体、通信回線を介した記憶装置、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏ
ｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔの略）内のレジスタ等を含んでいてもよい。
【００２３】
　本実施の形態である情報処理装置１００は、通信における中継機能を有しており、図１
の例に示すように、通信（Ａ）モジュール１０５、検出モジュール１１０、検証モジュー
ル１１５、送信制御モジュール１２０、通信（Ｂ）モジュール１２５を有している。特に
、情報処理装置１００は、証明書の証明に関する処理を行う。端末１４０が、外部のサー
バー１７０によって提供されるサービスを利用するにあたって、情報処理装置１００を経
由した場合は、そのサービスを利用できるが、情報処理装置１００を経由しない場合は、
そのサービスが利用できないようにしたものである。例えば、クラウドサービス（サーバ
ー１７０によるサービスの一例）を情報処理装置１００を経ずに利用させることを禁止す
るものである。これによって、具体的には、端末１４０が拠点外からクラウドサービスを
利用することを防止する。
【００２４】
　情報処理装置１００は、拠点内１９０にある端末１４０と外部にあるサーバー１７０と
の通信を仲介する。したがって、その端末１４０が外部にあるサーバー１７０を利用する
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ためには、情報処理装置１００を通す必要がある。つまり、拠点内１９０にある端末１４
０は、情報処理装置１００を介さないと外部にあるサーバー１７０とは接続できない構成
になっている。
　拠点内１９０には、情報処理装置１００と端末１４０がある。もちろんのことながら、
複数の端末１４０があり、それらの端末１４０が情報処理装置１００と通信可能に接続さ
れていてもよい。
　このような環境下で、端末１４０がサーバー１７０が提供するサービスを利用しようと
した場合、端末１４０からのサーバー１７０へのリクエストは、情報処理装置１００が中
継することになる。また、そのサービスを利用するにあたって、端末１４０の証明書をサ
ーバー１７０が検証する。サーバー１７０は、ＣＲＬ配布サーバー１８０を用いて、端末
１４０の証明書を検証する。その証明書が有効である場合は、サービスを利用させるが、
その証明書が無効である場合は、サービスを利用させない。なお、無効は、失効を含む概
念として用いる。例えば、証明書の失効として、証明書の誤発行、証明書の秘密鍵紛失等
によって、失効されるのが一般的である。本実施の形態では、拠点内１９０以外にある端
末１４０が、サーバー１７０にアクセスをすることを禁止するために、通常の状態で、証
明書を無効としている。なお、本実施の形態での無効化は、後に有効化が可能である一時
的な無効化（「停止」という概念を含む）である。
　ここで、端末１４０が携帯可能である場合、拠点内１９０以外からでも使用することが
できる。その場合、拠点内１９０以外の場所では、端末１４０は、サーバー１７０が提供
するサービスを利用できないようにしている。つまり、情報処理装置１００の処理によっ
て、端末１４０は、情報処理装置１００を経由しないで、サーバー１７０が提供するサー
ビスを利用できないようになっている、
【００２５】
　サーバー１７０は、通信回線を介して情報処理装置１００の通信（Ｂ）モジュール１２
５、ＣＲＬ配布サーバー１８０と接続されている。サーバー１７０は、端末１４０からの
リクエストに対してサービスを提供するサーバーであって、そのリクエストを受けた際に
、リクエストを行った端末１４０の証明書を検証（又は、認証）する。その端末１４０の
証明書が有効であれば、端末１４０にサービスを提供する。その端末１４０の証明書が無
効であれば、端末１４０にサービスを提供しない。例えば、クラウドサービスサーバーが
該当する。なお、サーバー１７０は、サービスを提供する一般的な装置であり、情報処理
装置１００に対応させた特別な装置を導入する必要はない。
【００２６】
　ＣＲＬ配布サーバー１８０は、有効化処理モジュール１８５を有しており、通信回線を
介して情報処理装置１００の通信（Ｂ）モジュール１２５、サーバー１７０と接続されて
いる。ＣＲＬ配布サーバー１８０は、Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ　Ｒｅｖｏｃａｔｉｏｎ　
Ｌｉｓｔｓ（以下、ＣＲＬ）を管理するサーバーであって、無効化された証明書のリスト
であるＣＲＬを有している。
　なお、ＣＲＬ配布サーバー１８０では、初期状態として、端末１４０の証明書が無効化
されている。したがって、情報処理装置１００を介さずに、証明書が送信された場合、具
体例として、企業の拠点外から端末１４０が利用されて、サーバー１７０にリクエストと
証明書が送信された場合、サーバー１７０では、その証明書は無効であると判断されて、
サービスの提供を行わない。つまり、企業の拠点外での端末１４０は、サービスの提供を
受けることができない。
　有効化処理モジュール１８５は、情報処理装置１００からの有効化リクエストに応じて
、対象としている証明書を有効化する。つまり、ＣＲＬのリストから、その証明書を削除
する。逆に、情報処理装置１００からの無効化リクエストに応じて、対象としている証明
書を無効化する。つまり、ＣＲＬのリストに、その証明書を加える。
【００２７】
　端末１４０は、通信回線を介して情報処理装置１００の通信（Ａ）モジュール１０５と
接続されている。端末１４０は、拠点内１９０内にあり、情報処理装置１００を介して、
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外部のサーバー１７０との通信を行う。特に、サーバー１７０が提供するサービスを利用
するために、そのサービスを利用するためのリクエストと端末１４０の証明書を、情報処
理装置１００を介して、サーバー１７０に送信する。
【００２８】
　以下、情報処理装置１００内の各モジュールについて説明する。
　通信（Ａ）モジュール１０５は、検出モジュール１１０と接続されており、また、通信
回線を介して端末１４０と接続されている。通信（Ａ）モジュール１０５は、端末１４０
との通信を行う。例えば、通信（Ａ）モジュール１０５は、端末１４０からサーバー１７
０へのリクエストと証明書を受信する。ここでのリクエストは、サーバー１７０が提供し
ているサービスを利用するための要求である。その際に、端末１４０の証明書が必要であ
るので、リクエストとともに証明書を受信することになる。なお、リクエストと証明書の
受信は、同時であってもよいし、時間差があってもよい。例えば、リクエストを受信した
後に、証明書を受信するようになってもよい。
【００２９】
　検出モジュール１１０は、通信（Ａ）モジュール１０５、検証モジュール１１５、送信
制御モジュール１２０と接続されている。検出モジュール１１０は、拠点内１９０にある
端末１４０からサービスを提供する外部にあるサーバー１７０へのリクエストを検出する
。例えば、検出モジュール１１０は、外部にあるサーバー１７０のリストを予め有してお
り、端末１４０からのリクエストが、そのリスト内のサーバー１７０へのリクエストであ
るか否かを判断するようにしてもよい。サーバー１７０のリストとして、例えば、サーバ
ー１７０のＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒの略）が記載さ
れてリストである。
　また、検出モジュール１１０は、通信（Ａ）モジュール１０５が受信したリクエストを
検出するようにしてもよい。
【００３０】
　検証モジュール１１５は、検出モジュール１１０、送信制御モジュール１２０と接続さ
れている。検証モジュール１１５は、通信（Ａ）モジュール１０５によって受信された証
明書を用いて、端末１４０が情報処理装置１００によって管理されている端末であること
を検証する。
【００３１】
　送信制御モジュール１２０は、検出モジュール１１０、検証モジュール１１５、通信（
Ｂ）モジュール１２５と接続されている。送信制御モジュール１２０は、端末１４０の証
明書が無効となっているＣＲＬ配布サーバー１８０に対して、その端末１４０の証明書を
有効化させる有効化リクエストを送信する。つまり、通常は、端末１４０の証明書は、Ｃ
ＲＬ配布サーバー１８０では無効化されている。端末１４０がサーバー１７０へのサービ
スを受ける直前に、ＣＲＬ配布サーバー１８０に有効化リクエストを送信して、対象とし
ている証明書を有効化させる。その後に、サーバー１７０が証明書を検証すると、有効と
なっているので、情報処理装置１００を経由した端末１４０からのリクエストに応じたサ
ービスを提供できることになる。
　さらに、送信制御モジュール１２０は、ＣＲＬ配布サーバー１８０に対して有効化リク
エストを送信した後に、端末１４０から受信したリクエストと証明書を、サーバー１７０
に対して、送信するようにしてもよい。
【００３２】
　また、送信制御モジュール１２０は、リクエストを送信した端末１４０は、検証モジュ
ール１１５によって、情報処理装置１００によって管理されている端末であると検証され
た場合に、有効化リクエストをＣＲＬ配布サーバー１８０に送信する。もちろんのことな
がら、検証モジュール１１５によって、情報処理装置１００によって管理されている端末
ではないと検証された場合は、有効化リクエストをＣＲＬ配布サーバー１８０には送信し
ない。
【００３３】
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　また、送信制御モジュール１２０は、ＣＲＬ配布サーバー１８０に対して、情報処理装
置１００によって管理されている端末の証明書を無効化させる無効化リクエストを送信す
るようにしてもよい。
　特に、送信制御モジュール１２０は、証明書が初期状態にある場合に、無効化リクエス
トを送信するようにしてもよい。
　ここで、「証明書が初期状態にある場合」は、証明書を有効とするためには、情報処理
装置１００によって証明書の有効化リクエストがＣＲＬ配布サーバー１８０に送信される
ことを条件とするためであり、例えば、証明書が生成された場合に、ＣＲＬ配布サーバー
１８０に対して、その証明書の無効化リクエストを送信するようにしてもよい。
【００３４】
　また、送信制御モジュール１２０は、サーバー１７０によるサービスの提供が終了した
後に、無効化リクエストをＣＲＬ配布サーバー１８０に送信するようにしてもよい。次回
以降のサービスの提供を受けるためには、本情報処理装置を介してサーバーに接続する必
要があるようにするためである。例えば「サーバー１７０によるサービスの提供が終了し
た」を検知するのに、端末１４０とサーバー１７０との間の通信が終了した場合、サーバ
ー１７０からサービスの処理終了の信号を受信した場合等を検知すればよい。
【００３５】
　通信（Ｂ）モジュール１２５は、送信制御モジュール１２０と接続されており、また、
通信回線を介してサーバー１７０、ＣＲＬ配布サーバー１８０と接続されている。通信（
Ｂ）モジュール１２５は、サーバー１７０、ＣＲＬ配布サーバー１８０との通信を行う。
例えば、通信（Ｂ）モジュール１２５は、送信制御モジュール１２０の指示にしたがって
、端末１４０からサーバー１７０へのリクエストと証明書を送信する。また、通信（Ｂ）
モジュール１２５は、送信制御モジュール１２０の指示にしたがって、ＣＲＬ配布サーバ
ー１８０に対して、端末１４０の証明書の有効化リクエスト、無効化リクエストを送信す
る。
【００３６】
　図２は、本実施の形態を利用したシステム構成例を示す説明図である。
　ここでの情報処理装置１００は、ゲートウェイ装置の機能を有している。
　サーバー１７０として、クラウドサービスサーバーを例として説明する。
　拠点内１９０には、例えば、情報処理装置１００、端末１４０Ａ、端末１４０Ｂが存在
する。そして、情報処理装置１００、端末１４０Ａ、端末１４０Ｂは、拠点内１９０内の
通信回線を介してそれぞれ接続されている。
　情報処理装置１００、サーバー１７０、ＣＲＬ配布サーバー１８０は、通信回線２９０
を介してそれぞれ接続されている。通信回線２９０は、無線、有線、これらの組み合わせ
であってもよく、例えば、通信インフラとしてのインターネット等であってもよい。
【００３７】
　企業が外部のクラウドサービスを利用する場合、企業が利用を管理、監視できない企業
の拠点外からの利用を制限したい場合がある。しかし、クライアント証明書を利用した認
証を行うクラウドサービスでは利用場所とは無関係に、クライアント証明書は有効なため
、企業の拠点外から利用可能となってしまう。
　本実施の形態は、企業がクライアント証明書を利用したクライアント認証を行う場合に
、拠点外からのクラウドサービス利用の制限を可能とする。
【００３８】
　例えば、図２に示すように、端末１４０Ａが携帯情報端末である場合は、拠点内１９０
での利用だけでなく、拠点内１９０以外の場所からも利用することができる。情報処理装
置１００は、端末１４０Ａ、端末１４０Ｂが拠点内１９０にある場合は、その端末１４０
Ａ、端末１４０Ｂは、サーバー１７０が提供するクラウドサービスを利用できるようにし
、端末１４０Ａが持ち出されて、拠点内１９０ではない場所で、サーバー１７０が提供す
るクラウドサービスを利用しようとした場合には、利用できないようにしている。
【００３９】
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　そのために、以下の例に示すような処理を行う。
　情報処理装置１００は、サーバー１７０のクラウドサービスを利用するための端末１４
０Ａ、端末１４０Ｂの証明書を、ＣＲＬ配布サーバー１８０で失効させておく。具体的に
は、ＣＲＬ配布サーバー１８０が管理するＣＲＬにそれらの証明書の識別情報を登録する
。
　企業の拠点内１９０の端末１４０が、サーバー１７０のクラウドサービスを利用する場
合、情報処理装置１００がそのアクセスを検出し、クラウドサービス利用を許可するなら
ば、ＣＲＬ配布サーバー１８０に該当のクライアント証明書を有効にするリクエストを送
る。これによってサーバー１７０がクライアント証明書が有効であると判断できるので、
クラウドサービスを利用することができる。そして、情報処理装置１００は、クラウドサ
ービスが終了した後は、有効にしたクライアント証明書を失効させる。
　拠点内１９０ではない場所にある端末１４０Ａからの利用の場合、情報処理装置１００
を介さないので、端末１４０Ａのクライアント証明書を有効にするリクエストが無いこと
になり、クライアント証明書は失効したままであり、端末１４０Ａからのアクセスができ
なくなる。
【００４０】
　図３は、本実施の形態による処理例を示すフローチャートである。証明書の作成処理例
を示すものである。
　ステップＳ３０２では、端末１４０は、情報処理装置１００に対して、証明書作成リク
エストを送信する。
　ステップＳ３０４では、情報処理装置１００は、証明書作成の可否を判定する。例えば
、その端末１４０は、拠点内１９０内にある機器のリストに含まれているか否かを判断し
、リスト内にある場合は、証明書作成を許可し、リスト内にない場合は、証明書作成を許
さない。
【００４１】
　ステップＳ３０６では、情報処理装置１００は、ＣＲＬ配布サーバー１８０に対して、
証明書作成リクエストを送信する。
　ステップＳ３０８では、ＣＲＬ配布サーバー１８０は、証明書を作成する。
　ステップＳ３１０では、ＣＲＬ配布サーバー１８０は、情報処理装置１００に対して、
証明書を送信する。
【００４２】
　ステップＳ３１２では、情報処理装置１００は、ＣＲＬ配布サーバー１８０に対して、
証明書無効化リクエストを送信する。つまり、証明書の初期状態では、無効化された状態
にする。
　ステップＳ３１４では、ＣＲＬ配布サーバー１８０は、証明書無効化リクエストに応じ
て、その証明書の無効化処理を行う。
　ステップＳ３１６では、情報処理装置１００は、端末１４０に対して、証明書を送信す
る。
【００４３】
　図４は、本実施の形態による処理例を示すフローチャートである。端末１４０がサーバ
ー１７０に対して、サービス利用のリクエストを行う場合の処理例を示すものである。
　ステップＳ４０２では、端末１４０は、情報処理装置１００に対して、クラウドサービ
スリクエスト及び証明書を送信する。
　ステップＳ４０４では、情報処理装置１００は、アクセス可否を判定する。端末１４０
がサーバー１７０に対してアクセスすることを認められているか否かを、情報処理装置１
００が判定する。例えば、拠点内１９０内の端末１４０について、サーバー１７０へのア
クセスが認められている端末１４０のリストを予め作成しておき、そのリストに、今回の
対象となっている端末１４０が含まれているか否かを判定すればよい。含まれていれば、
ステップＳ４０６以降の処理を行う。含まれていない場合は、アクセスできない旨を端末
１４０に返信する。また、逆に、拠点内１９０内の端末１４０について、サーバー１７０
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へのアクセスが認められていない端末１４０のリストを予め作成しておき、そのリストに
、今回の対象となっている端末１４０が含まれているか否かを判定すればよい。含まれて
いれば、アクセスできない旨を端末１４０に返信する。含まれていない場合は、ステップ
Ｓ４０６以降の処理を行う。なお、ステップＳ４０４の処理を省略してもよい。情報処理
装置１００を介していることが明らかであるので、アクセス可否を判定しなくてもよい。
【００４４】
　ステップＳ４０６では、情報処理装置１００は、ＣＲＬ配布サーバー１８０に対して、
ステップＳ４０２で受信した証明書を有効化させるリクエストを送信する。前述したよう
に、この証明書は、通常、無効化されている。今回のステップＳ４０６によるリクエスト
によって、有効化されることになる。
　ステップＳ４０８では、ＣＲＬ配布サーバー１８０は、当該証明書を有効にし、ＣＲＬ
を生成する。具体的には、ＣＲＬから対象としている端末１４０の証明書が削除されて、
その証明書が有効な状態となる。
　ステップＳ４１０では、情報処理装置１００は、サーバー１７０に対して、クラウドサ
ービスリクエスト及び証明書を送信する。
【００４５】
　ステップＳ４１２では、サーバー１７０は、クライアント証明書の検証を行う。具体的
には、ステップＳ４１４、ステップＳ４１６の処理を行う。
　ステップＳ４１４では、サーバー１７０は、ＣＲＬ配布サーバー１８０に対して、ＣＲ
Ｌを要求する。
　ステップＳ４１６では、ＣＲＬ配布サーバー１８０は、サーバー１７０に対して、ＣＲ
Ｌを送信する。この後、取得したＣＲＬ内に、ステップＳ４１０で受信した証明書がある
か否かを判定する。ステップＳ４０６、ステップＳ４０８の処理によって、ＣＲＬ内には
、対象としている証明書はないので、その証明書は有効であると判定することになる。
　ステップＳ４１８では、サーバー１７０は、端末１４０に対して、クラウドサービス利
用可を応答する。端末１４０は、サーバー１７０が提供するサービスを利用できることに
なる。
【００４６】
　図５は、本実施の形態による処理例を示す説明図である。証明書のパスについて説明す
る。
　証明書は階層化されており、例えば、ＣＡ局サーバー５００はルート証明書５１０に署
名を行ってＣＲＬ配布サーバー証明書５２０を生成し、ＣＲＬ配布サーバー１８０はＣＲ
Ｌ配布サーバー証明書５２０に署名を行って情報処理装置証明書５３０を生成し、情報処
理装置１００は情報処理装置証明書５３０に署名を行って利用者証明書５４０を生成して
いる。署名は、各装置における秘密鍵を用いた暗号化処理である。
　ＣＲＬ配布サーバー１８０が生成するＣＲＬ５５０は、情報処理装置証明書５３０を署
名して生成されている。また、利用者証明書５４０のＣＲＬ配布ポイントとしてＣＲＬ配
布サーバー１８０が設定されている。
【００４７】
　サーバー１７０での利用者証明書５４０の検証手順は以下の通りである。
１．端末１４０からのサービスリクエストを受信する。
２．端末１４０から利用者証明書５４０を取得する。
３．利用者証明書５４０を検証する。
３－１．利用者証明書５４０を情報処理装置１００の公開鍵で検証する。
３－２．利用者証明書５４０のＣＲＬ配布ポイントであるＣＲＬ配布サーバー１８０から
ＣＲＬ５５０を取得し、情報処理装置１００の公開鍵で検証する。
３－３．ＣＲＬ５５０に利用者証明書５４０のシリアル番号が含まれていなければ検証Ｏ
Ｋ、つまり、利用者証明書５４０は有効であると判定する。ＣＲＬ５５０に利用者証明書
５４０のシリアル番号が含まれていれば検証ＮＧ、つまり、利用者証明書５４０は無効で
あると判定する。
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４．利用者証明書５４０を発行した証明書（情報処理装置証明書５３０）を同様の手順で
検証する。これらの処理を上位に向けて繰り返す。
　　　・・・
Ｎ．トラストアンカーとなっている証明書（例えば、ルート証明書５１０）まで検証処理
を行う。
　本実施の形態では、検証手順３－３による検証結果が、拠点内１９０の端末１４０から
のリクエストでは有効となり、拠点内１９０ではないところにある端末１４０からのリク
エストでは無効となる。つまり、情報処理装置１００を経由していない場合のリクエスト
では無効となる。
【００４８】
　なお、本実施の形態としてのプログラムが実行されるコンピュータのハードウェア構成
は、図６に例示するように、一般的なコンピュータであり、具体的にはパーソナルコンピ
ュータ、サーバーとなり得るコンピュータ等である。つまり、具体例として、処理部（演
算部）としてＣＰＵ６０１を用い、記憶装置としてＲＡＭ６０２、ＲＯＭ６０３、ＨＤＤ
６０４を用いている。ＨＤＤ６０４として、例えば、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒ
ｉｖｅの略）、フラッシュ・メモリであるＳＳＤ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ
の略）等を用いてもよい。通信（Ａ）モジュール１０５、検出モジュール１１０、検証モ
ジュール１１５、送信制御モジュール１２０、通信（Ｂ）モジュール１２５、有効化処理
モジュール１８５等のプログラムを実行するＣＰＵ６０１と、そのプログラムやデータを
記憶するＲＡＭ６０２と、本コンピュータを起動するためのプログラム等が格納されてい
るＲＯＭ６０３と、証明書等を記憶する補助記憶装置であるＨＤＤ６０４と、キーボード
、マウス、タッチスクリーン、マイク、カメラ（視線検知カメラ等を含む）等に対する利
用者の操作（動作、音声、視線等を含む）に基づいてデータを受け付ける受付装置６０６
と、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ、スピーカー等の出力装置６０５と、ネッ
トワークインタフェースカード等の通信ネットワークと接続するための通信回線インタフ
ェース６０７、そして、それらをつないでデータのやりとりをするためのバス６０８によ
り構成されている。これらのコンピュータが複数台互いにネットワークによって接続され
ていてもよい。
【００４９】
　ＣＲＬ配布サーバー１８０に、ＣＲＬのリクエスト元（サーバー１７０）に応じて、証
明書の有効と無効を切り替えてＣＲＬを配布する手段を追加するようにしてもよい。具体
的には、ＣＲＬ配布サーバー１８０は、ＣＲＬをリクエストしたサーバー１７０が、予め
定められたサーバー１７０である場合は、そのサーバー１７０に対応したＣＲＬを配布す
る。これによって、サーバー１７０別に利用可否を制御できるようになる。さらに、証明
書の有効と無効を情報処理装置１００からのリクエストに応じて設定することによって、
拠点毎にセキュリティポリシーを設定することが可能になる。
【００５０】
　前述の実施の形態のうち、コンピュータ・プログラムによるものについては、本ハード
ウェア構成のシステムにソフトウェアであるコンピュータ・プログラムを読み込ませ、ソ
フトウェアとハードウェア資源とが協働して、前述の実施の形態が実現される。
　なお、図６に示すハードウェア構成は、１つの構成例を示すものであり、本実施の形態
は、図６に示す構成に限らず、本実施の形態において説明したモジュールを実行可能な構
成であればよい。例えば、プロセッサーとして、ＧＰＵ（Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｐｒｏｃｅ
ｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔの略、ＧＰＧＰＵ（Ｇｅｎｅｒａｌ－Ｐｕｒｐｏｓｅ　ｃｏｍｐｕ
ｔｉｎｇ　ｏｎ　Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔｓの略）を含む）
を用いてもよいし、一部のモジュールを専用のハードウェア（例えば特定用途向け集積回
路（具体例として、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇ
ｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔの略）等がある）や再構成可能な集積回路（具体例として、
ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ－Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙの略）等があ
る）で構成してもよく、一部のモジュールは外部のシステム内にあり通信回線で接続して
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いて互いに協調動作するようにしてもよい。また、特に、パーソナルコンピュータの他、
携帯情報通信機器（携帯電話、スマートフォン、モバイル機器、ウェアラブルコンピュー
タ等を含む）、情報家電、ロボット、複写機、ファックス、スキャナ、プリンタ、複合機
（スキャナ、プリンタ、複写機、ファックス等のいずれか２つ以上の機能を有している画
像処理装置）などに組み込まれていてもよい。
【００５１】
　なお、説明したプログラムについては、記録媒体に格納して提供してもよく、また、そ
のプログラムを通信手段によって提供してもよい。その場合、例えば、前記説明したプロ
グラムについて、「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」の発明
として捉えてもよい。
　「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、プログラムのイ
ンストール、実行、プログラムの流通等のために用いられる、プログラムが記録されたコ
ンピュータで読み取り可能な記録媒体をいう。
　なお、記録媒体としては、例えば、デジタル・バーサタイル・ディスク（ＤＶＤ）であ
って、ＤＶＤフォーラムで策定された規格である「ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－
ＲＡＭ等」、ＤＶＤ＋ＲＷで策定された規格である「ＤＶＤ＋Ｒ、ＤＶＤ＋ＲＷ等」、コ
ンパクトディスク（ＣＤ）であって、読出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、ＣＤレコーダ
ブル（ＣＤ－Ｒ）、ＣＤリライタブル（ＣＤ－ＲＷ）等、ブルーレイ・ディスク（Ｂｌｕ
－ｒａｙ（登録商標）　Ｄｉｓｃ）、光磁気ディスク（ＭＯ）、フレキシブルディスク（
ＦＤ）、磁気テープ、ハードディスク、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、電気的消去及び書
換可能な読出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ（登録商標））、フラッシュ・メモリ、ランダ
ム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、ＳＤ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｄｉｇｉｔａｌの略）メモリー
カード等が含まれる。
　そして、前記のプログラムの全体又はその一部は、前記記録媒体に記録して保存や流通
等させてもよい。また、通信によって、例えば、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡ
Ｎ）、メトロポリタン・エリア・ネットワーク（ＭＡＮ）、ワイド・エリア・ネットワー
ク（ＷＡＮ）、インターネット、イントラネット、エクストラネット等に用いられる有線
ネットワーク、又は無線通信ネットワーク、さらにこれらの組み合わせ等の伝送媒体を用
いて伝送させてもよく、また、搬送波に乗せて搬送させてもよい。
　さらに、前記のプログラムは、他のプログラムの一部分若しくは全部であってもよく、
又は別個のプログラムと共に記録媒体に記録されていてもよい。また、複数の記録媒体に
分割して記録されていてもよい。また、圧縮や暗号化等、復元可能であればどのような態
様で記録されていてもよい。
【符号の説明】
【００５２】
　１００…情報処理装置
　１０５…通信（Ａ）モジュール
　１１０…検出モジュール
　１１５…検証モジュール
　１２０…送信制御モジュール
　１２５…通信（Ｂ）モジュール
　１４０…端末
　１７０…サーバー
　１８０…ＣＲＬ配布サーバー
　１８５…有効化処理モジュール
　１９０…拠点内
　２９０…通信回線
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