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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のコンピュータ・ネットワークに直接接続され該第１のコンピュータ・ネットワー
クを介して不特定のクライアント端末から、インターネット層に対応する情報として送信
元ＩＰアドレスを含む情報が設定されたＩＰヘッダと、トランスポート層に対応する情報
としてポート番号を含む情報が設定されたＴＣＰヘッダと、アプリケーション層に対応す
る情報が設定されたデータ部を含んで構成されるパケットを受信する第１のサーバ・コン
ピュータ、又は、前記第１のサーバ・コンピュータ及び前記第１のサーバ・コンピュータ
と第２のコンピュータ・ネットワークを介して接続された第２のサーバ・コンピュータに
よって実現され、クライアント端末を介してアクセスしたユーザへ所定のサービスを提供
するサービス提供装置であって、
　前記クライアント端末から前記第１のコンピュータ・ネットワークを介して前記第１の
サーバ・コンピュータが受信するパケットのうち、ログインを要求するパケットには、ロ
グインを要求しているユーザがクライアント端末を介して入力した、個々のユーザを識別
するためのユーザ識別情報が前記データ部に設定されており、
　前記第１のサーバ・コンピュータに設けられ、前記第１のコンピュータ・ネットワーク
を介してクライアント端末より受信したパケットから、前記ＩＰヘッダに設定されている
送信元ＩＰアドレスを抽出する抽出手段と、
　前記第１のサーバ・コンピュータに設けられ、前記抽出手段によって抽出された送信元
ＩＰアドレスを前記受信したパケットのデータ部に付加し、当該データ部を受信情報とし
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て転送する転送手段と、
　特定のユーザのユーザ識別情報と対応付けて、前記特定のユーザが特定のアクセス元か
らアクセスしたときに前記特定のユーザへ提供可能なサービスの内容を規定するサービス
規定情報が、特定のユーザによるアクセスに用いられる複数種のアクセス元に対応して複
数種登録されると共に、複数種のサービス規定情報の各々が、対応するアクセス元の送信
元ＩＰアドレスを表すアクセス元識別情報と対応付けられて成るサービス規定テーブルが
、個々のユーザについて各々登録されて構成されたサービス規定データベースを記憶する
記憶手段と、
　前記第１のサーバ・コンピュータ又は前記第２のサーバ・コンピュータに設けられ、前
記転送手段から転送された受信情報に設定されているユーザ識別情報及び送信元ＩＰアド
レスを、前記記憶手段に記憶されているサービス規定データベースのうち前記ユーザ識別
情報に対応するユーザのサービス規定テーブルと照合し、対応するサービス規定情報を抽
出・参照することで、前記ユーザに対して提供可能なサービスの内容を認識し、認識した
内容に合致するサービスを前記ユーザへ提供するサービス提供手段と、
　を備え、
　前記サービス提供手段が提供するサービスは、ユーザからの金融取引の実行指示を受付
けるサービスであり、
　前記記憶手段に記憶されているサービス規定データベースに登録された個々のサービス
規定テーブルには、前記複数種のサービス規定情報として、実行を指示可能な金融取引の
種類、実行を指示可能な金融取引の上限金額、及び、実行を指示可能な時間帯の少なくと
も１つを相違させる複数種のサービス規定情報が各々登録されていることを特徴とするサ
ービス提供装置。
【請求項２】
　前記ログインを要求するパケットには、個々のユーザ毎に予め設定された認証情報も前
記データ部に設定され、
　前記記憶手段は、個々のユーザ毎にユーザ識別情報及び認証情報が登録された認証情報
データベースも記憶しており、
　前記サービス提供手段は、前記転送手段から転送された受信情報にユーザ識別情報及び
認証情報が設定されていた場合に、当該ユーザ識別情報及び認証情報を前記記憶手段に記
憶されている認証情報データベースと照合することで正当なユーザか否かを確認する認証
処理を行い、当該認証処理によって正当なユーザであることを確認した場合に、前記正当
なユーザであることを確認したユーザに対して提供可能なサービスの内容を認識すること
を特徴とする請求項１記載のサービス提供装置。
【請求項３】
　前記記憶手段に記憶されている認証情報データベースは、特定のユーザのユーザ識別情
報及び認証情報と対応付けて、前記特定のユーザが特定のアクセス元からアクセスしたと
きの前記認証処理における認証のレベルを規定する認証レベル規定情報が、特定のユーザ
によるアクセスに用いられる複数種のアクセス元に対応して複数種登録されると共に、複
数種の認証レベル規定情報の各々が、対応するアクセス元の送信元ＩＰアドレスを表すア
クセス元識別情報と対応付けられて成る認証情報テーブルが、個々のユーザについて各々
登録されて構成されており、
　前記サービス提供手段は、前記認証処理の実行に際し、前記転送手段から転送された受
信情報に設定されているユーザ識別情報及び送信元ＩＰアドレスを、前記記憶手段に記憶
されている認証情報データベースのうち前記ユーザ識別情報が登録された認証情報テーブ
ルと照合し、対応する認証レベル規定情報を抽出・参照することで適用すべき認証のレベ
ルを認識し、認識した認証のレベルで前記認証処理を行うことを特徴とする請求項２記載
のサービス提供装置。
【請求項４】
　ユーザによるクライアント端末を介しての前記サービス提供装置へのアクセスは、前記
サービス提供装置にアクセスするためのリンクが各々設けられていると共に、当該リンク
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が選択された場合に前記データ部に互いに異なる遷移元識別情報を設定したパケットを前
記クライアント端末から前記第１のコンピュータ・ネットワークを介して前記第１のサー
バ・コンピュータへ送信させる機能を各々備えた複数の遷移可能ウェブページの何れかに
アクセスした後に、アクセスした遷移可能ウェブページの前記リンクが前記ユーザによっ
て選択されることによって開始され、
　前記記憶手段に記憶されているサービス規定データベースは、特定のユーザのユーザ識
別情報と対応付けて、前記特定のユーザが特定のアクセス元から特定の遷移可能ウェブペ
ージより遷移してアクセスしたときに前記特定のユーザへ提供可能なサービスの内容を規
定するサービス規定情報が、特定のユーザによるアクセスに用いられる複数種のアクセス
元及び前記複数の遷移可能ウェブページに対応して各々登録されると共に、個々のサービ
ス規定情報が、対応するアクセス元の送信元ＩＰアドレスを表す前記アクセス元識別情報
及び前記遷移元識別情報と対応付けられて成るサービス規定テーブルが、個々のユーザに
ついて各々登録されて構成されており、
　前記サービス提供手段は、前記ユーザ識別情報及び前記送信元ＩＰアドレスに加えて、
ユーザが前記複数の遷移可能ウェブページの何れかより遷移してアクセスした際に受信し
たパケットの前記データ部に設定されている前記遷移元識別情報も、前記記憶手段に記憶
されているサービス規定データベースのうち前記ユーザ識別情報に対応するユーザのサー
ビス規定テーブルと照合し、対応するサービス規定情報を抽出・参照することで、前記ユ
ーザに対して提供可能なサービスの内容を認識することを特徴とする請求項１記載のサー
ビス提供装置。
【請求項５】
　前記抽出手段は、ユーザが前記複数の遷移可能ウェブページの何れかより遷移してアク
セスした際に受信したパケットの前記データ部に設定されている前記遷移元識別情報を抽
出して情報保持手段に保持させ、
　前記転送手段は、前記データ部に前記ユーザ識別情報が設定されているパケットを受信
した際に、前記情報保持手段から前記遷移元識別情報を読み出し、読み出した前記遷移元
識別情報を、前記抽出手段によって抽出された送信元ＩＰアドレスと共に前記受信したパ
ケットのデータ部に付加し、当該データ部を受信情報として転送することを特徴とする請
求項４記載のサービス提供装置。
【請求項６】
　前記ログインを要求するパケットには、個々のユーザ毎に予め設定された認証情報も前
記データ部に設定され、
　前記記憶手段は、特定のユーザのユーザ識別情報及び認証情報と対応付けて、前記特定
のユーザが特定のアクセス元から特定の遷移可能ウェブページより遷移してアクセスした
ときの認証処理における認証のレベルを規定する認証レベル規定情報が、特定のユーザに
よるアクセスに用いられる複数種のアクセス元及び前記複数の遷移可能ウェブページに対
応して各々登録されると共に、個々の認証レベル規定情報が、対応するアクセス元の送信
元ＩＰアドレスを表すアクセス元識別情報及び前記遷移元識別情報と対応付けられて成る
認証情報テーブルが、個々のユーザについて各々登録されて構成された認証情報データベ
ースも記憶しており、
　前記サービス提供手段は、前記転送手段から転送された受信情報にユーザ識別情報及び
認証情報が設定されていた場合に、前記ユーザ識別情報及び送信元ＩＰアドレスと、ユー
ザが前記複数の遷移可能ウェブページの何れかより遷移してアクセスした際に前記転送手
段から転送された受信情報に設定されている前記遷移元識別情報を、前記記憶手段に記憶
されている認証情報データベースのうち前記ユーザ識別情報が登録された認証情報テーブ
ルと照合し、対応する認証レベル規定情報を抽出・参照することで適用すべき認証のレベ
ルを認識し、前記ユーザ識別情報及び前記認証情報を前記記憶手段に記憶されている認証
情報データベースと照合することで正当なユーザか否かを確認する認証処理を前記認識し
た認証のレベルで行い、当該認証処理によって正当なユーザであることを確認した場合に
、前記正当なユーザであることを確認したユーザに対して提供可能なサービスの内容を認
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識することを特徴とする請求項４記載のサービス提供装置。
【請求項７】
　第１のコンピュータ・ネットワークに直接接続され該第１のコンピュータ・ネットワー
クを介して不特定のクライアント端末から、インターネット層に対応する情報として送信
元ＩＰアドレスを含む情報が設定されたＩＰヘッダと、トランスポート層に対応する情報
としてポート番号を含む情報が設定されたＴＣＰヘッダと、アプリケーション層に対応す
る情報が設定されたデータ部を含んで構成されるパケットを受信する第１のサーバ・コン
ピュータ、又は、前記第１のサーバ・コンピュータ及び前記第１のサーバ・コンピュータ
と第２のコンピュータ・ネットワークを介して接続された第２のサーバ・コンピュータを
、クライアント端末を介してアクセスしたユーザへ所定のサービスを提供するサービス提
供装置として機能させるためのサービス提供プログラムであって、
　前記クライアント端末から前記第１のコンピュータ・ネットワークを介して前記第１の
サーバ・コンピュータが受信するパケットのうち、ログインを要求するパケットには、ロ
グインを要求しているユーザがクライアント端末を介して入力した、個々のユーザを識別
するためのユーザ識別情報が前記データ部に設定されており、
　前記第１のサーバ・コンピュータ又は前記第２のサーバ・コンピュータには、特定のユ
ーザのユーザ識別情報と対応付けて、前記特定のユーザが特定のアクセス元からアクセス
したときに前記特定のユーザへ提供可能なサービスの内容を規定するサービス規定情報が
、特定のユーザによるアクセスに用いられる複数種のアクセス元に対応して複数種登録さ
れると共に、複数種のサービス規定情報の各々が、対応するアクセス元の送信元ＩＰアド
レスを表すアクセス元識別情報と対応付けられて成るサービス規定テーブルが、個々のユ
ーザについて各々登録されて構成されたサービス規定データベースを記憶する記憶手段が
設けられており、
　前記第１のサーバ・コンピュータ、又は、前記第１のサーバ・コンピュータ及び前記第
２のサーバ・コンピュータを、
　前記第１のサーバ・コンピュータに設けられ、前記第１のコンピュータ・ネットワーク
を介してクライアント端末より受信したパケットから、前記ＩＰヘッダに設定されている
送信元ＩＰアドレスを抽出する抽出手段、
　前記第１のサーバ・コンピュータに設けられ、前記抽出手段によって抽出された送信元
ＩＰアドレスを前記受信したパケットのデータ部に付加し、当該データ部を受信情報とし
て転送する転送手段、
　及び、前記第１のサーバ・コンピュータ又は前記第２のサーバ・コンピュータに設けら
れ、前記転送手段から転送された受信情報に設定されているユーザ識別情報及び送信元Ｉ
Ｐアドレスを、前記記憶手段に記憶されているサービス規定データベースのうち前記ユー
ザ識別情報に対応するユーザのサービス規定テーブルと照合し、対応するサービス規定情
報を抽出・参照することで、前記ユーザに対して提供可能なサービスの内容を認識し、認
識した内容に合致するサービスを前記ユーザへ提供するサービス提供手段
　として機能させ、
　前記サービス提供手段が提供するサービスは、ユーザからの金融取引の実行指示を受付
けるサービスであり、
　前記記憶手段に記憶されているサービス規定データベースに登録された個々のサービス
規定テーブルには、前記複数種のサービス規定情報として、実行を指示可能な金融取引の
種類、実行を指示可能な金融取引の上限金額、及び、実行を指示可能な時間帯の少なくと
も１つを相違させる複数種のサービス規定情報が各々登録されていることを特徴とするサ
ービス提供プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はサービス提供装置及びプログラムに係り、特に、クライアント端末を介してア
クセスしたユーザへ所定のサービスを提供するサービス提供装置、及び、コンピュータを
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前記サービス提供装置として機能させるためのサービス提供プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、銀行等の金融機関が、ユーザ（金融機関の顧客）からの金融取引の実行指示をオ
ンラインで受付けるサービスをユーザへ提供するための金融取引用ウェブサイトを開設す
ることが一般的になってきている。この金融取引用ウェブサイトを利用することで、ユー
ザは、金融機関の支店等に出向くことなく、家庭や企業に設置されたパーソナル・コンピ
ュータや携帯電話機等のクライアント端末を操作するのみで、預金の残高照会、入出金照
会、口座振込、振替等の様々な金融取引の実行をオンラインで金融機関へ指示することが
可能となる。
【０００３】
　なお、金融取引用ウェブサイトにおいて、個々のユーザに振込限度額等の制約条件を事
前に指定させ、個々のユーザ毎に、事前に指定された制約条件の範囲内でのみ金融取引の
実行指示を受付ける等、個々のユーザ毎に提供可能なサービスの内容を切替える技術は知
られている。
【０００４】
　また上記に関連し、不正アクセスを防止する技術として、特許文献１には、受信したパ
ケットから送信元ＩＰアドレスと始点ＩＰアドレスを抽出し、抽出した送信元ＩＰアドレ
スが正当なユーザ端末として登録されている場合にも、この送信元ＩＰアドレスが抽出し
た始点ＩＰアドレスと一致していなければ、不正なプロキシサーバを経由した不正なユー
ザ端末からのアクセスと判断し、当該アクセスを拒否する技術が開示されている。
【特許文献１】特開平９－２４４９７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、前述した金融取引用ウェブサイトのように、予め登録したユーザに対してオ
ンラインで所定のサービスを提供するウェブサイトにおけるユーザ認証は、ユーザＩＤと
パスワードに基づいて行うことが一般的であり、この場合、ユーザは任意のクライアント
端末（任意のアクセス元）から上記ウェブサイトにアクセス可能である。しかしながら、
この態様では仮にユーザＩＤとパスワードが他者へ漏洩してしまった場合に、ユーザＩＤ
とパスワードを知った者が正当なユーザになりすまして不正を行うことが可能になってし
まうという欠点がある。前述した制約条件の事前指定は、上記のような場合の被害を最小
限に抑制することを目的としているが、事前に指定した制約条件はユーザ自身に対しても
常に適用されるので、例えば高額の振込を行う可能性があるユーザであれば振込限度額を
高額に設定する等のように、ユーザがウェブサイトにアクセスして提供を受けるサービス
の内容によっては制約条件を緩くせざるを得ず、この場合、制約条件の事前指定による被
害抑制の効果も小さくなってしまうという問題があった。
【０００６】
　また、なりすましを防止してセキュリティ性を向上させる技術として、ユーザＩＤとパ
スワードに基づくユーザ認証に先立ち、電子証明書を利用してクライアント端末の認証を
行う技術も知られている。この技術を適用すれば、仮にユーザＩＤとパスワードが他者へ
漏洩してしまったとしても、ユーザＩＤとパスワードを知った者が正規の電子証明書がイ
ンストールされたクライアント端末を操作しない限りは不正を防止できる。但し、この技
術を適用するためには、ウェブサイトのアクセスに用いるクライアント端末に電子証明書
をインストールする、という煩雑な作業を行う必要があると共に、正当なユーザであって
も正規の電子証明書がインストールされていないクライアント端末からのウェブサイトへ
のアクセスが拒否されるので、ユーザの利便性は低下する。
【０００７】
　また、特許文献１に記載の技術を利用し、電子証明書に代えてＩＰアドレスを用いてク
ライアント端末の認証を行うことも考えられるが、この場合、クライアント端末に電子証
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明書をインストールする手間が省けるという利点はあるものの、ユーザが任意のクライア
ント端末からウェブサイトにアクセスすることができないという問題は依然として解消さ
れない。
【０００８】
　本発明は上記事実を考慮して成されたもので、クライアント端末を介してアクセスした
ユーザへ所定のサービスを提供するにあたり、ユーザの利便性を損なうことなくセキュリ
ティ性を或る程度確保することが可能なサービス提供装置及びサービス提供プログラムを
得ることが目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために請求項１記載の発明に係るサービス提供装置は、第１のコン
ピュータ・ネットワークに直接接続され該第１のコンピュータ・ネットワークを介して不
特定のクライアント端末から、インターネット層に対応する情報として送信元ＩＰアドレ
スを含む情報が設定されたＩＰヘッダと、トランスポート層に対応する情報としてポート
番号を含む情報が設定されたＴＣＰヘッダと、アプリケーション層に対応する情報が設定
されたデータ部を含んで構成されるパケットを受信する第１のサーバ・コンピュータ、又
は、前記第１のサーバ・コンピュータ及び前記第１のサーバ・コンピュータと第２のコン
ピュータ・ネットワークを介して接続された第２のサーバ・コンピュータによって実現さ
れ、クライアント端末を介してアクセスしたユーザへ所定のサービスを提供するサービス
提供装置であって、前記クライアント端末から前記第１のコンピュータ・ネットワークを
介して前記第１のサーバ・コンピュータが受信するパケットのうち、ログインを要求する
パケットには、ログインを要求しているユーザがクライアント端末を介して入力した、個
々のユーザを識別するためのユーザ識別情報が前記データ部に設定されており、前記第１
のサーバ・コンピュータに設けられ、前記第１のコンピュータ・ネットワークを介してク
ライアント端末より受信したパケットから、前記ＩＰヘッダに設定されている送信元ＩＰ
アドレスを抽出する抽出手段と、前記第１のサーバ・コンピュータに設けられ、前記抽出
手段によって抽出された送信元ＩＰアドレスを前記受信したパケットのデータ部に付加し
、当該データ部を受信情報として転送する転送手段と、特定のユーザのユーザ識別情報と
対応付けて、前記特定のユーザが特定のアクセス元からアクセスしたときに前記特定のユ
ーザへ提供可能なサービスの内容を規定するサービス規定情報が、特定のユーザによるア
クセスに用いられる複数種のアクセス元に対応して複数種登録されると共に、複数種のサ
ービス規定情報の各々が、対応するアクセス元の送信元ＩＰアドレスを表すアクセス元識
別情報と対応付けられて成るサービス規定テーブルが、個々のユーザについて各々登録さ
れて構成されたサービス規定データベースを記憶する記憶手段と、前記第１のサーバ・コ
ンピュータ又は前記第２のサーバ・コンピュータに設けられ、前記転送手段から転送され
た受信情報に設定されているユーザ識別情報及び送信元ＩＰアドレスを、前記記憶手段に
記憶されているサービス規定データベースのうち前記ユーザ識別情報に対応するユーザの
サービス規定テーブルと照合し、対応するサービス規定情報を抽出・参照することで、前
記ユーザに対して提供可能なサービスの内容を認識し、認識した内容に合致するサービス
を前記ユーザへ提供するサービス提供手段と、を備え、前記サービス提供手段が提供する
サービスは、ユーザからの金融取引の実行指示を受付けるサービスであり、前記記憶手段
に記憶されているサービス規定データベースに登録された個々のサービス規定テーブルに
は、前記複数種のサービス規定情報として、実行を指示可能な金融取引の種類、実行を指
示可能な金融取引の上限金額、及び、実行を指示可能な時間帯の少なくとも１つを相違さ
せる複数種のサービス規定情報が各々登録されていることを特徴としている。
【００１０】
　本願発明者等は、クライアント端末を介してサービス提供装置にアクセスしたユーザに
対し、サービス提供装置によって所定のサービスを提供するにあたり、アクセスに用いる
クライアント端末を特定の単一のクライアント端末に制限してしまうとユーザの利便性が
損なわれる一方で、何れのクライアント端末を用いてアクセスした際にも同一内容のサー
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ビスを提供すると、ユーザＩＤやパスワード等の認証情報が漏洩してしまった場合に甚大
な被害を被る可能性があることに鑑み、同一のユーザであっても、当該ユーザがサービス
提供装置のアクセスに用いたアクセス元（第１のコンピュータ・ネットワーク上でのクラ
イアント端末の所在）によって、ユーザに提供するサービスの内容を切替えるようにすれ
ば、ユーザの利便性を損なうことなくセキュリティ性を或る程度確保できる（認証情報が
漏洩してしまった等の場合の被害を抑制できる）ことに想到した。そして、ユーザがサー
ビス提供装置のアクセスに用いたアクセス元は、クライアント端末から受信したパケット
に設定されている送信元ＩＰアドレスから判別できることに想到した。
【００１１】
　但し、送信元ＩＰアドレスは、ＴＣＰ／ＩＰプロトコルにおけるインターネット層のプ
ロトコルであるインターネット・プロトコル（ＩＰ）の情報であり、インターネット・プ
ロトコルの他の情報（例えば宛先ＩＰアドレス等）と共にパケットのＩＰヘッダに設定さ
れるが、パケットを受信した装置では、インターネット・プロトコルに準拠した処理を行
う処理部によって受信したパケットのＩＰヘッダに設定されている各情報が参照された後
は、当該ＩＰヘッダが除去されたパケットが、より上位レイヤ（トランスポート層やアプ
リケーション層）のプロトコルに準拠した処理を行う別の処理部へ引き渡されることが通
例である。そして、ユーザの認証やユーザへ提供すべきサービスを判断する処理はアプリ
ケーション層に相当する処理であるので、これらの処理を行う処理部が引き渡されたパケ
ットを参照しても、クライアント端末から受信したパケットに設定されていた送信元ＩＰ
アドレスを認識できないという問題がある。
【００１２】
　また、クライアント端末からパケットを最初に受信するコンピュータとユーザの認証や
ユーザへ提供すべきサービスを判断する処理を行うコンピュータが相違している場合（便
宜上、パケットを最初に受信するコンピュータを第１コンピュータと称し、ユーザの認証
やユーザへ提供すべきサービスを判断する処理を行うコンピュータを第２コンピュータと
称する）には、第１コンピュータから第２コンピュータへパケットが転送されることにな
るが、このパケットのＩＰヘッダに設定されている送信元ＩＰアドレスは第１コンピュー
タのＩＰアドレスで上書きされているので、この場合も、クライアント端末から受信した
パケットに設定されていた送信元ＩＰアドレスを第２コンピュータが認識できないという
問題がある。
【００１３】
　上記に基づき、請求項１記載の発明では、クライアント端末を介してアクセスしたユー
ザへ所定のサービスを提供するサービス提供装置を、第１のコンピュータ・ネットワーク
（例えばインターネット）に直接接続された第１のサーバ・コンピュータ、又は、第１の
サーバ・コンピュータ及び第１のサーバ・コンピュータと第２のコンピュータ・ネットワ
ーク（例えばＬＡＮ）を介して接続された第２のサーバ・コンピュータによって実現して
いる。また、第１のサーバ・コンピュータは、第１のコンピュータ・ネットワークを介し
て不特定のクライアント端末から、インターネット層に対応する情報として送信元ＩＰア
ドレスを含む情報が設定されたＩＰヘッダと、トランスポート層に対応する情報としてポ
ート番号を含む情報が設定されたＴＣＰヘッダと、アプリケーション層に対応する情報が
設定されたデータ部を含んで構成されるパケットを受信する。
【００１４】
　第１のサーバ・コンピュータは第１のコンピュータ・ネットワークに直接接続されてい
るので、第１のサーバ・コンピュータが第１のコンピュータ・ネットワークを介してクラ
イアント端末からパケットを受信した時点では、当該パケットのＩＰヘッダは、除去され
たり送信元ＩＰアドレス等の情報が上書きされることなく保存されている。このため、請
求項１記載の発明では、第１のサーバ・コンピュータに抽出手段が設けられており、この
抽出手段は、第１のコンピュータ・ネットワークを介してクライアント端末より受信した
パケットから、ＩＰヘッダに設定されている送信元ＩＰアドレスを抽出する。また、第１
のサーバ・コンピュータには転送手段も設けられており、この転送手段は、抽出手段によ
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って抽出された送信元ＩＰアドレスを受信したパケットのデータ部に付加し、当該データ
部を受信情報として転送する（転送先は後述するサービス提供手段）。
【００１５】
　請求項１記載の発明において、クライアント端末から第１のコンピュータ・ネットワー
クを介して第１のサーバ・コンピュータが受信するパケットのうち、ログインを要求する
パケットには、ログインを要求しているユーザがクライアント端末を介して入力した、個
々のユーザを識別するためのユーザ識別情報がデータ部に設定されており、第１のサーバ
・コンピュータがクライアント端末から受信したパケットがログインを要求するパケット
であった場合、上記処理により、サービス提供手段へ転送される受信情報（データ部）に
は、ユーザ識別情報及び送信元ＩＰアドレスが各々設定されていることになる。これによ
り、その後の処理によって受信したパケットのＩＰヘッダが除去されたり、ＩＰヘッダに
設定されている送信元ＩＰアドレスが上書きされたとしても、転送手段によって転送され
た受信情報に基づき、クライアント端末から受信したパケットに設定されていた送信元Ｉ
Ｐアドレスをサービス提供手段が認識することが可能となる。
【００１６】
　また、請求項１記載の発明は記憶手段を備えており、この記憶手段には、特定のユーザ
のユーザ識別情報と対応付けて、前記特定のユーザが特定のアクセス元からアクセスした
ときに前記特定のユーザへ提供可能なサービスの内容を規定するサービス規定情報が、特
定のユーザによるアクセスに用いられる複数種のアクセス元に対応して複数種登録される
と共に、複数種のサービス規定情報の各々が、対応するアクセス元の送信元ＩＰアドレス
を表すアクセス元識別情報と対応付けられて成るサービス規定テーブルが、個々のユーザ
について各々登録されて構成されたサービス規定データベースが記憶されている。なお、
記憶手段は第１のサーバ・コンピュータと第２のサーバ・コンピュータの何れに設けても
よいし、サービス提供手段と同一のサーバ・コンピュータからアクセス可能に該サーバ・
コンピュータと通信回線を介して接続されていてもよい。
【００１７】
　そして請求項１記載の発明では、第１のサーバ・コンピュータ又は第２のサーバ・コン
ピュータにサービス提供手段が設けられており、このサービス提供手段は、転送手段から
転送された受信情報に設定されているユーザ識別情報及び送信元ＩＰアドレスを、記憶手
段に記憶されているサービス規定データベースのうち前記ユーザ識別情報に対応するユー
ザのサービス規定テーブルと照合し、対応するサービス規定情報を抽出・参照することで
、前記ユーザに対して提供可能なサービスの内容を認識し、認識した内容に合致するサー
ビスを前記ユーザへ提供する。
【００１８】
　これにより、個々のユーザに対応するサービス規定テーブルに、複数種のサービス規定
情報として、ユーザへ提供可能なサービスの内容が互いに相違するように定めた複数種の
サービス規定情報を登録しておくことで、同一のユーザがサービス提供装置にアクセスし
た場合にも、当該ユーザがサービス提供装置のアクセスに用いたアクセス元（送信元ＩＰ
アドレス）によって、ユーザに提供されるサービスの内容が切替わることになる。従って
、請求項１記載の発明によれば、クライアント端末を介してアクセスしたユーザへ所定の
サービスを提供するにあたり、ユーザの利便性を損なうことなくセキュリティ性を或る程
度確保することが可能となる。
【００１９】
　また、請求項１記載の発明において、サービス提供手段が提供するサービスは、ユーザ
からの金融取引の実行指示を受付けるサービスであり、記憶手段に記憶されているサービ
ス規定データベースに登録された個々のサービス規定テーブルには、複数種のサービス規
定情報として、実行を指示可能な金融取引の種類、実行を指示可能な金融取引の上限金額
、及び、実行を指示可能な時間帯の少なくとも１つを相違させる複数種のサービス規定情
報が各々登録されている。これにより、或るユーザが本発明に係るサービス提供装置にア
クセスした場合にも、前記ユーザが実行を指示可能な金融取引の種類、前記ユーザが実行



(9) JP 4996085 B2 2012.8.8

10

20

30

40

50

を指示可能な金融取引の上限金額、前記ユーザが実行を指示可能な時間帯の少なくとも１
つが、前記ユーザがアクセスに用いたアクセス元によって相違されることになる。
【００２０】
　また、請求項１記載の発明において、ログインを要求するパケットには、個々のユーザ
毎に予め設定された認証情報もデータ部に設定されていてもよい。この場合、例えば請求
項２に記載したように、記憶手段は、個々のユーザ毎にユーザ識別情報及び認証情報が登
録された認証情報データベースも記憶し、サービス提供手段は、転送手段から転送された
受信情報にユーザ識別情報及び認証情報が設定されていた場合に、当該ユーザ識別情報及
び認証情報を記憶手段に記憶されている認証情報データベースと照合することで正当なユ
ーザか否かを確認する認証処理を行い、当該認証処理によって正当なユーザであることを
確認した場合に、前記正当なユーザであることを確認したユーザに対して提供可能なサー
ビスの内容を認識するように構成することが好ましい。これにより、セキュリティ性を向
上させることができる。
【００２１】
　また、請求項２記載の発明において、例えば請求項３に記載したように、記憶手段に記
憶されている認証情報データベースは、特定のユーザのユーザ識別情報及び認証情報と対
応付けて、前記特定のユーザが特定のアクセス元からアクセスしたときの前記認証処理に
おける認証のレベルを規定する認証レベル規定情報が、特定のユーザによるアクセスに用
いられる複数種のアクセス元に対応して複数種登録されると共に、複数種の認証レベル規
定情報の各々が、対応するアクセス元の送信元ＩＰアドレスを表すアクセス元識別情報と
対応付けられて成る認証情報テーブルが、個々のユーザについて各々登録されて構成され
ており、サービス提供手段は、認証処理の実行に際し、転送手段から転送された受信情報
に設定されているユーザ識別情報及び送信元ＩＰアドレスを、記憶手段に記憶されている
認証情報データベースのうち前記ユーザ識別情報が登録された認証情報テーブルと照合し
、対応する認証レベル規定情報を抽出・参照することで適用すべき認証のレベルを認識し
、認識した認証のレベルで認証処理を行うように構成することが好ましい。これにより、
ユーザがサービス提供装置のアクセスに用いたアクセス元によって認証処理における認証
レベルを切り替えることが可能となる。
【００２２】
　また、認証処理における認証レベルが高くなる（よりセキュリィ性の高い認証が行われ
る）に従って、ユーザが入力すべき情報の種類数が増加する等のようにユーザの負担が増
加する可能性があるが、例えばセキュリティ性が高いアクセス元からのアクセスに対して
は認証処理における認証のレベルが比較的低く、セキュリティ性が低いアクセス元からの
アクセスに対しては、認証のレベルが比較的高くなるように認証レベル規定情報及びアク
セス元識別情報を認証情報データベースに設定する等により、ユーザの負担を抑制しつつ
セキュリティ性を向上させることができる。
【００２３】
　また、請求項１記載の発明において、ユーザによるクライアント端末を介してのサービ
ス提供装置へのアクセスが、サービス提供装置にアクセスするためのリンクが各々設けら
れていると共に、当該リンクが選択された場合にデータ部に互いに異なる遷移元識別情報
を設定したパケットをクライアント端末から第１のコンピュータ・ネットワークを介して
第１のサーバ・コンピュータへ送信させる機能を各々備えた複数の遷移可能ウェブページ
の何れかにアクセスした後に、アクセスした遷移可能ウェブページの前記リンクがユーザ
によって選択されることによって開始される場合、例えば請求項４に記載したように、記
憶手段に記憶されているサービス規定データベースを、特定のユーザのユーザ識別情報と
対応付けて、前記特定のユーザが特定のアクセス元から特定の遷移可能ウェブページより
遷移してアクセスしたときに前記特定のユーザへ提供可能なサービスの内容を規定するサ
ービス規定情報が、特定のユーザによるアクセスに用いられる複数種のアクセス元及び前
記複数の遷移可能ウェブページに対応して各々登録されると共に、個々のサービス規定情
報が、対応するアクセス元の送信元ＩＰアドレスを表す前記アクセス元識別情報及び前記
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遷移元識別情報と対応付けられて成るサービス規定テーブルが、個々のユーザについて各
々登録された構成としておき、サービス提供手段を、ユーザ識別情報及び送信元ＩＰアド
レスに加えて、ユーザが複数の遷移可能ウェブページの何れかより遷移してアクセスした
際に受信したパケットのデータ部に設定されている遷移元識別情報も、記憶手段に記憶さ
れているサービス規定データベースのうちユーザ識別情報に対応するユーザのサービス規
定テーブルと照合し、対応するサービス規定情報を抽出・参照することで、ユーザに対し
て提供可能なサービスの内容を認識するように構成してもよい。
【００２４】
　請求項４記載の発明では、個々のユーザに対応するサービス規定テーブルに登録する個
々のサービス規定情報を、対応するユーザへ提供可能なサービスの内容が互いに相違する
ように定めておくことで、同一のユーザがサービス提供装置にアクセスした場合にも、当
該ユーザがサービス提供装置のアクセスに用いたアクセス元（送信元ＩＰアドレス）と、
複数の遷移可能ウェブページの何れから遷移してアクセスしたかに応じて、ユーザに提供
されるサービスの内容が切替わることになる。これにより、例えばユーザが本発明に係る
サービス提供装置による提供を所望するサービスの内容が、複数の遷移可能ウェブページ
の何れから遷移したかによって相違する場合、サービス提供手段が個々のユーザへ提供す
るサービスの内容を、個々のユーザが提供を所望するサービスの内容に一致するように切
り替えることが可能になる。また、例えば特定の遷移可能ウェブページは閲覧可能なユー
ザが限られるのに対し、別の遷移可能ウェブページは不特定のユーザが閲覧可能である等
のように、閲覧可能なユーザが個々の遷移可能ウェブページ毎に相違しており、個々の遷
移可能ウェブページ毎にセキュリティ性が相違している場合、サービス提供手段がユーザ
へ提供するサービスの内容を、遷移元のウェブページのセキュリティ性に応じて切り替え
ることが可能となる。
【００２５】
　このように、請求項４記載の発明によれば、アクセス元（送信元ＩＰアドレス）に加え
て、複数の遷移可能ウェブページの何れから遷移したかも考慮することで、ユーザに提供
するサービスの内容をきめ細かく切り替えることができ、様々な場面でより適切な内容の
サービスを提供することが可能となる。
【００２６】
　なお、請求項４記載の発明において、ユーザ識別情報はログインを要求するパケットの
データ部に設定されるのに対し、遷移元識別情報は、複数の遷移可能ウェブページの何れ
かにアクセスした後に、アクセスした遷移可能ウェブページのリンクがユーザによって選
択されることで、ユーザによるクライアント端末を介してのサービス提供装置へのアクセ
スが開始される際に、クライアント端末から第１のコンピュータ・ネットワークを介して
第１のサーバ・コンピュータへ送信されるパケットのデータ部に設定されるので、ユーザ
識別情報と遷移元識別情報は受信タイミングが相違しているが、ユーザ識別情報、送信元
ＩＰアドレスに加えて遷移元識別情報もサービス規定テーブルと照合することは、例えば
請求項５に記載したように、抽出手段を、ユーザが複数の遷移可能ウェブページの何れか
より遷移してアクセスした際に受信したパケットのデータ部に設定されている遷移元識別
情報を抽出して情報保持手段に保持させるように構成すると共に、転送手段を、データ部
にユーザ識別情報が設定されているパケットを受信した際に、情報保持手段から遷移元識
別情報を読み出し、読み出した遷移元識別情報を、抽出手段によって抽出された送信元Ｉ
Ｐアドレスと共に受信したパケットのデータ部に付加し、当該データ部を受信情報として
転送するように構成することで実現することができる。
【００２７】
　また、請求項４記載の発明において、ログインを要求するパケットに、個々のユーザ毎
に予め設定された認証情報もデータ部に設定される場合、例えば請求項６に記載したよう
に、特定のユーザのユーザ識別情報及び認証情報と対応付けて、特定のユーザが特定のア
クセス元から特定の遷移可能ウェブページより遷移してアクセスしたときの認証処理にお
ける認証のレベルを規定する認証レベル規定情報が、特定のユーザによるアクセスに用い
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られる複数種のアクセス元及び複数の遷移可能ウェブページに対応して各々登録されると
共に、個々の認証レベル規定情報が、対応するアクセス元の送信元ＩＰアドレスを表すア
クセス元識別情報及び前記遷移元識別情報と対応付けられて成る認証情報テーブルが、個
々のユーザについて各々登録されて構成された認証情報データベースも記憶手段に記憶し
ておき、サービス提供手段を、転送手段から転送された受信情報にユーザ識別情報及び認
証情報が設定されていた場合に、ユーザ識別情報及び送信元ＩＰアドレスと、ユーザが複
数の遷移可能ウェブページの何れかより遷移してアクセスした際に転送手段から転送され
た受信情報に設定されている遷移元識別情報を、記憶手段に記憶されている認証情報デー
タベースのうちユーザ識別情報が登録された認証情報テーブルと照合し、対応する認証レ
ベル規定情報を抽出・参照することで適用すべき認証のレベルを認識し、ユーザ識別情報
及び認証情報を前記記憶手段に記憶されている認証情報データベースと照合することで正
当なユーザか否かを確認する認証処理を前記認識した認証のレベルで行い、当該認証処理
によって正当なユーザであることを確認した場合に、正当なユーザであることを確認した
ユーザに対して提供可能なサービスの内容を認識するように構成してもよい。
【００２８】
　これにより、例えばセキュリティ性が高いアクセス元からのアクセスで、遷移元のウェ
ブページ（遷移可能ウェブページ）のセキュリティ性も高い場合には、認証処理における
認証のレベルが比較的低くなり、セキュリティ性が低いアクセス元からのアクセスで、遷
移元のウェブページ（遷移可能ウェブページ）のセキュリティ性も低い場合には、認証処
理における認証のレベルが比較的高くなるように、認証レベル規定情報をアクセス元識別
情報及び遷移元識別情報と対応付けて認証情報データベースに設定する等により、ユーザ
の負担を抑制しつつセキュリティ性を向上させることができる。
【００２９】
　請求項７記載の発明に係るサービス提供プログラムは、第１のコンピュータ・ネットワ
ークに直接接続され該第１のコンピュータ・ネットワークを介して不特定のクライアント
端末から、インターネット層に対応する情報として送信元ＩＰアドレスを含む情報が設定
されたＩＰヘッダと、トランスポート層に対応する情報としてポート番号を含む情報が設
定されたＴＣＰヘッダと、アプリケーション層に対応する情報が設定されたデータ部を含
んで構成されるパケットを受信する第１のサーバ・コンピュータ、又は、前記第１のサー
バ・コンピュータ及び前記第１のサーバ・コンピュータと第２のコンピュータ・ネットワ
ークを介して接続された第２のサーバ・コンピュータを、クライアント端末を介してアク
セスしたユーザへ所定のサービスを提供するサービス提供装置として機能させるためのサ
ービス提供プログラムであって、前記クライアント端末から前記第１のコンピュータ・ネ
ットワークを介して前記第１のサーバ・コンピュータが受信するパケットのうち、ログイ
ンを要求するパケットには、ログインを要求しているユーザがクライアント端末を介して
入力した、個々のユーザを識別するためのユーザ識別情報が前記データ部に設定されてお
り、前記第１のサーバ・コンピュータ又は前記第２のサーバ・コンピュータには、特定の
ユーザのユーザ識別情報と対応付けて、前記特定のユーザが特定のアクセス元からアクセ
スしたときに前記特定のユーザへ提供可能なサービスの内容を規定するサービス規定情報
が、特定のユーザによるアクセスに用いられる複数種のアクセス元に対応して複数種登録
されると共に、複数種のサービス規定情報の各々が、対応するアクセス元の送信元ＩＰア
ドレスを表すアクセス元識別情報と対応付けられて成るサービス規定テーブルが、個々の
ユーザについて各々登録されて構成されたサービス規定データベースを記憶する記憶手段
が設けられており、前記第１のサーバ・コンピュータ、又は、前記第１のサーバ・コンピ
ュータ及び前記第２のサーバ・コンピュータを、前記第１のサーバ・コンピュータに設け
られ、前記第１のコンピュータ・ネットワークを介してクライアント端末より受信したパ
ケットから、前記ＩＰヘッダに設定されている送信元ＩＰアドレスを抽出する抽出手段、
前記第１のサーバ・コンピュータに設けられ、前記抽出手段によって抽出された送信元Ｉ
Ｐアドレスを前記受信したパケットのデータ部に付加し、当該データ部を受信情報として
転送する転送手段、及び、前記第１のサーバ・コンピュータ又は前記第２のサーバ・コン
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ピュータに設けられ、前記転送手段から転送された受信情報に設定されているユーザ識別
情報及び送信元ＩＰアドレスを、前記記憶手段に記憶されているサービス規定データベー
スのうち前記ユーザ識別情報に対応するユーザのサービス規定テーブルと照合し、対応す
るサービス規定情報を抽出・参照することで、前記ユーザに対して提供可能なサービスの
内容を認識し、認識した内容に合致するサービスを前記ユーザへ提供するサービス提供手
段として機能させることを特徴としている。
【００３０】
　請求項７記載の発明に係るサービス提供プログラムは、上記の記憶手段が設けられた第
１のサーバ・コンピュータ、又は、何れか一方に上記の記憶手段が設けられた第１のサー
バ・コンピュータ及び第２のサーバ・コンピュータを、上記の抽出手段、転送手段及びサ
ービス提供手段として機能させるためのプログラムであるので、第１のサーバ・コンピュ
ータ、又は、第１のサーバ・コンピュータ及び第２のサーバ・コンピュータが請求項７記
載の発明に係るサービス提供プログラムを実行することにより、第１のサーバ・コンピュ
ータ、又は、第１のサーバ・コンピュータ及び第２のサーバ・コンピュータが請求項１に
記載のサービス提供装置として機能することになり、請求項１記載の発明と同様に、クラ
イアント端末を介してアクセスしたユーザへ所定のサービスを提供するにあたり、ユーザ
の利便性を損なうことなくセキュリティ性を或る程度確保することが可能となる。
【発明の効果】
【００３１】
　以上説明したように請求項１，７記載の発明は、特定のユーザのユーザ識別情報と対応
付けて、前記特定のユーザが特定のアクセス元からアクセスしたときに前記特定のユーザ
へ提供可能なサービスの内容を規定するサービス規定情報が、特定のユーザによるアクセ
スに用いられる複数種のアクセス元に対応して複数種登録されると共に、複数種のサービ
ス規定情報の各々が、対応するアクセス元の送信元ＩＰアドレスを表すアクセス元識別情
報と対応付けられて成るサービス規定テーブルが、個々のユーザについて各々登録されて
構成されたサービス規定データベースを記憶手段に記憶しておき、クライアント端末より
受信したパケットからＩＰヘッダに設定されている送信元ＩＰアドレスを抽出してパケッ
トのデータ部に付加し、当該データ部を受信情報として転送し、受信情報に設定されてい
るユーザ識別情報及び送信元ＩＰアドレスを、サービス規定データベースのうちユーザに
対応するサービス規定テーブルと照合し、対応するサービス規定情報を抽出・参照するこ
とで、前記ユーザに対して提供可能なサービスの内容を認識し、認識した内容に合致する
サービスを前記ユーザへ提供するようにしたので、クライアント端末を介してアクセスし
たユーザへ所定のサービスを提供するにあたり、ユーザの利便性を損なうことなくセキュ
リティ性を或る程度確保することが可能になる、という優れた効果を有する。
【００３２】
　また、請求項３記載の発明は、認証情報データベースに、特定のユーザのユーザ識別情
報及び認証情報と対応付けて、特定のユーザが特定のアクセス元からアクセスしたときの
認証のレベルを規定する認証レベル規定情報が、特定のユーザによるアクセスに用いられ
る複数種のアクセス元に対応して複数種登録されると共に、複数種の認証レベル規定情報
の各々が、対応するアクセス元の送信元ＩＰアドレスを表すアクセス元識別情報と対応付
けられて成る認証情報テーブルを、個々のユーザについて各々登録し、認証処理の実行に
際し、転送された受信情報に設定されているユーザ識別情報及び送信元ＩＰアドレスを、
前記ユーザ識別情報が登録された認証情報テーブルと照合し、対応する認証レベル規定情
報を抽出・参照することで適用すべき認証のレベルを認識し、認識した認証のレベルで認
証処理を行うようにしたので、上記効果に加え、ユーザがサービス提供装置のアクセスに
用いたアクセス元によって認証処理における認証レベルを切り替えることが可能となる、
という効果を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態の一例を詳細に説明する。
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【００３４】
　〔第１実施形態〕
　図１には本第１実施形態に係るコンピュータ・システム１０が示されている。本第１実
施形態に係るコンピュータ・システム１０は、特定金融機関に設置されたウェブサーバ１
２とアプリケーション・サーバ１４を含んで構成されている。ウェブサーバ１２は、ＣＰ
Ｕ１２Ａ、ＲＡＭ等から成るメモリ１２Ｂ、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）１２Ｃ、
ネットワークインタフェース（Ｉ／Ｆ）部１２Ｄを備えている。ＨＤＤ１２Ｃには宛先テ
ーブル（詳細は後述）が記憶されており、ＣＰＵ１２Ａが後述する受信時処理を行うため
の受信時プログラムがインストールされている。
【００３５】
　また、ウェブサーバ１２のネットワークＩ／Ｆ部１２Ｄは、多数台のウェブサーバが通
信回線を介して相互に接続されて成るコンピュータ・ネットワーク（インターネット：本
発明に係る第１のコンピュータ・ネットワークに相当）１６に直接接続されており、更に
特定金融機関内に設置されたイントラネット（ＬＡＮ：本発明に係る第２のコンピュータ
・ネットワークに相当）２６にも接続されている。インターネット１６には、各々パーソ
ナル・コンピュータ（ＰＣ）や、インターネットにアクセスする機能を備えたＰＤＡ、携
帯電話機等の携帯端末から成る多数台のクライアント端末１８が接続されている。なお、
個々のクライアント端末１８のインターネット１６への接続形態は、符号「１８Ａ」を付
したクライアント端末（ＰＣ）のように、インターネット１６に直接接続される（詳しく
はインターネット・サービス・プロバイダ（インターネット接続業者、以下単にプロバイ
ダと称する）を介して）場合もあれば、符号「１８Ｂ」を付したクライアント端末（携帯
端末）のように、無線通信網２０を介してインターネット１６に接続される場合もあれば
、符号「１８Ｃ」を付したクライアント端末（ＰＣ）のように、企業内に設置されプロク
シサーバ２２を介してインターネット１６に接続される場合もある。
【００３６】
　一方、アプリケーション・サーバ１４は、ＣＰＵ１４Ａ、ＲＡＭ等から成るメモリ１４
Ｂ、ＨＤＤ１４Ｃ、ネットワークＩ／Ｆ部１４Ｄを備えている。ＨＤＤ１４Ｃには認証情
報データベース（認証情報ＤＢ）及び取引条件データベース（取引条件ＤＢ）が記憶され
ており（何れも詳細は後述）、本発明に係る記憶手段に対応している。また、ＨＤＤ１４
ＣにはＣＰＵ１４Ａが後述する認証・判断処理を行うための認証・判断プログラムがイン
ストールされている。この認証・判断プログラムは、ウェブサーバ１２のＨＤＤ１２Ｃに
インストールされている受信時プログラムと共に、請求項７に記載のサービス提供プログ
ラムに対応しており、ウェブサーバ１２が受信時プログラムを実行し、アプリケーション
・サーバ１４が認証・判断プログラムを実行することで、ウェブサーバ１２及びアプリケ
ーション・サーバ１４は本発明に係るサービス提供装置として機能する。また、アプリケ
ーション・サーバ１４のネットワークＩ／Ｆ部１４Ｄはイントラネット２６に接続されて
おり、このイントラネット２６には勘定系システム２８が接続されている。
【００３７】
　次に本第１実施形態の作用を説明する。本実施形態に係る特定金融機関は、特定金融機
関に口座を開設しているユーザがオンラインで金融取引を行うことを可能とするサービス
として、ウェブサーバ１２及びアプリケーション・サーバ１４によって運営されるオンラ
イン金融取引用ウェブサイトを利用してユーザからのオンラインでの金融取引の実行指示
を受け付けるオンライン金融取引受付サービスを提供している。このオンライン金融取引
受付サービスを利用した金融取引では、ユーザがクライアント端末１８を介してオンライ
ン金融取引用ウェブサイトのウェブページを閲覧し、該ウェブページ上で必要な情報を入
力することで、ユーザが所望している金融取引の実行を指示するための情報（金融取引指
示情報）がクライアント端末１８からウェブサーバ１２へ送信される。そして、この金融
取引指示情報がウェブサーバ１２からイントラネット２６に接続された勘定系システム２
８等へ転送されることで、金融取引指示情報に基づいてユーザから指示された金融取引が
勘定系システム２８等によって実行されるようになっている。
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【００３８】
　オンライン金融取引受付サービスを利用するユーザは、事前に前記サービスの利用を特
定金融機関へ申請する。特定金融機関は、ユーザから前記サービスの利用が申請される毎
に前記ユーザへユーザＩＤ（本発明に係るユーザ識別情報に相当）を付与し、付与したユ
ーザＩＤをユーザが設定したパスワード（本発明に係る認証情報に相当）と共に、アプリ
ケーション・サーバ１４のＨＤＤ１４Ｃに記憶されている認証情報ＤＢに登録する。なお
、本実施形態に係るオンライン金融取引受付サービスでは、ユーザがオンライン金融取引
用ウェブサイトにアクセスした際に実行されるユーザ認証において、複数のパスワード（
第１パスワード及び第２パスワード）をユーザに入力させ、入力された複数のパスワード
が各々正しいか否かを判定する認証処理（より認証レベルの高い認証処理）が行われるこ
とがある。このため、ユーザ認証に際して複数のパスワードを用いる認証処理が行われる
可能性がある場合、ユーザはオンライン金融取引受付サービスの利用申請時に第１パスワ
ード及び第２パスワードを各々設定する。これにより、認証情報ＤＢには第１パスワード
及び第２パスワードが各々登録される（図２（Ａ）も参照）。
【００３９】
　また、本実施形態に係るオンライン金融取引受付サービスでは、ユーザがオンライン金
融取引用ウェブサイトへのアクセスを行うアクセス元（インターネット１６上でのクライ
アント端末１８の所在）毎に、ユーザがオンライン金融取引受付サービスを利用して実行
を指示可能な金融取引の条件（実行を指示可能な金融取引の種類、取引可能上限金額、取
引可能時間帯等）及び前述のユーザ認証における認証レベルをユーザ自身が設定可能とさ
れている。そして、ユーザのアクセス元は、ウェブサーバ１２がクライアント端末１８か
ら受信したパケットに設定されている送信元ＩＰアドレスを、事前に登録したＩＰアドレ
ス又はＩＰアドレスの範囲（グループ）と照合することで識別している（詳細は後述）。
このため、個々のクライアント端末１８のうち、クライアント端末１８から送信されてウ
ェブサーバ１２に受信されるパケットに設定されている送信元ＩＰアドレスが、事前に登
録したＩＰアドレスの範囲（グループ）に照らして同一範囲内に入っている（同一グルー
プに属している）クライアント端末１８が同一のアクセス元と認識される等、アクセス元
を厳密に特定できない場合があるものの、送信元ＩＰアドレスに基づいてアクセス元を少
なくとも絞り込むことができる。
【００４０】
　例えばインターネット１６に直接接続されるクライアント端末１８Ａのような接続形態
において、クライアント端末１８ＡのＩＰアドレス（グローバルＩＰアドレス）は、プロ
バイダとの契約により予め固定されている場合と、インターネット１６へ接続する度にプ
ロバイダによって不定のＩＰアドレスが割り当てされる場合とがある。クライアント端末
１８ＡのＩＰアドレスが固定されている場合には、ウェブサーバ１２に受信されるパケッ
トに設定されている送信元ＩＰアドレスがクライアント端末１８Ａと同一のパケットを送
信可能な他のクライアント端末１８は存在しないので、クライアント端末１８ＡのＩＰア
ドレスを事前に登録しておき、受信したパケットに設定されている送信元ＩＰアドレスを
事前に登録したＩＰアドレスと照合することで、アクセス元がクライアント端末１８Ａか
否かは一意に特定できる。
【００４１】
　また、クライアント端末１８Ａに不定のＩＰアドレスが割り当てされる場合には、アク
セス元がクライアント端末１８Ａか否かは一意に特定できないものの、クライアント端末
１８Ａに割り当てされるＩＰアドレスは、プロバイダが割り当て用に事前に確保している
一定範囲内のＩＰアドレスのうちの何れかであり、割り当て用に確保しているＩＰアドレ
スの範囲は個々のプロバイダ毎に相違している。このため、クライアント端末１８Ａのイ
ンターネット１６への接続に用いているプロバイダが割り当て用に事前に確保しているＩ
Ｐアドレスの範囲を事前に登録しておき、受信したパケットに設定されている送信元ＩＰ
アドレスを事前に登録したＩＰアドレスの範囲と照合することで、アクセス元が、クライ
アント端末１８Ａ又はクライアント端末１８Ａと同一のプロバイダによってインターネッ



(15) JP 4996085 B2 2012.8.8

10

20

30

40

50

ト１６に接続している別のクライアント端末１８であるか否かを判断することができ、ア
クセス元を絞り込むことができる。
【００４２】
　また、無線通信網２０を介してインターネット１６に接続されるクライアント端末１８
Ｂのような接続形態において、例えば無線通信網２０が携帯電話網であれば、無線通信網
２０とインターネット１６との間を接続するゲートウェイサーバが設けられており、オン
ライン金融取引用ウェブサイト等の任意のウェブサイトにアクセスするためにクライアン
ト端末１８Ｂから送信された情報はゲートウェイサーバで一旦受信され、ＴＣＰ／ＩＰプ
ロトコルに準拠したパケットへ変換されると共に、無線通信事業者が割り当て用に事前に
確保している一定範囲内のＩＰアドレスのうちの何れかのＩＰアドレスがＩＰヘッダに送
信元ＩＰアドレスとして設定され、インターネット１６へ送出される。また、割り当て用
に確保しているＩＰアドレスの範囲は個々の無線通信事業者毎に相違している。
【００４３】
　従って、クライアント端末１８Ｂのような接続形態でアクセスされた場合にも、送信元
ＩＰアドレスに基づいてアクセス元がクライアント端末１８Ｂか否かは一意に特定できな
いが、クライアント端末１８Ｂの無線通信に利用している無線通信事業者が割り当て用に
事前に確保しているＩＰアドレスの範囲を事前に登録しておき、受信したパケットに設定
されている送信元ＩＰアドレスを事前に登録したＩＰアドレスの範囲と照合することで、
アクセス元が、クライアント端末１８Ｂ又はクライアント端末１８Ｂと同一の無線通信事
業者を利用している別のクライアント端末１８であるか否かを判断することができ、アク
セス元を絞り込むことができる。
【００４４】
　また、企業内に設置されプロクシサーバ２２を介してインターネット１６に接続される
クライアント端末１８Ｃのような接続形態において、例えば前記企業（便宜上企業Ａと称
する）が独自ドメインを取得し、割り当て用に一定範囲内のＩＰアドレスを事前に確保し
ている場合には、クライアント端末１８Ｃから送信されたパケットは、ＩＰヘッダに設定
されている送信元ＩＰアドレスが、プロクシサーバ２２によって割り当て用に企業Ａが事
前に確保している一定範囲内のＩＰアドレスのうちの何れかのＩＰアドレスで上書きされ
た後にインターネット１６へ送出される。このため、クライアント端末１８Ｃのような接
続形態でアクセスされた場合にも、送信元ＩＰアドレスに基づいてアクセス元が特定のク
ライアント端末１８Ｃか否かは一意に特定できないものの、企業Ａが事前に確保している
ＩＰアドレスの範囲を事前に登録しておき、受信したパケットに設定されている送信元Ｉ
Ｐアドレスを事前に登録したＩＰアドレスの範囲と照合することで、アクセス元が、企業
Ａ内に設置されたクライアント端末１８Ｃか否かを判断することができ、アクセス元を絞
り込むことができる。
【００４５】
　本実施形態において、ユーザは、ユーザ自身がオンライン金融取引用ウェブサイトのア
クセスに用いる可能性のあるアクセス元（インターネット１６上でのクライアント端末１
８の所在）を把握し、個々のアクセス元においてオンライン金融取引受付サービスを利用
する際の利用形態（実行を指示する可能性のある金融取引の種類や利用する可能性のある
時間帯）、個々のアクセス元からのアクセスの安全性（例えば同一のアクセス元と認識さ
れるクライアント端末１８を操作する可能性のある他者の数や身元等）、ユーザ自身の利
便性等を考慮して、個々のアクセス元からのアクセスにおいて実行を指示可能な金融取引
の条件、ユーザ認証における認証レベルを決定する。
【００４６】
　具体的には、例えばオンライン金融取引受付サービスの利用申請を行う特定ユーザが、
オンライン金融取引用ウェブサイトのアクセスに、勤務先企業に設置されているクライア
ント端末１８Ｃ、自宅に設置されているクライアント端末１８Ａ、自身が所持しているク
ライアント端末１８Ｂの何れを用いることも可能である場合、安全性が最も高いクライア
ント端末１８Ｃからのアクセスについては、実行を指示可能な金融取引の種類が制限され
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ず取引可能上限金額も高額となり、ユーザ認証における認証レベルも低くなる一方、取引
可能時間帯が勤務時間帯に限られるように、金融取引の条件及び認証レベルを決定する。
また、安全性が若干低いクライアント端末１８Ａからのアクセスについては、取引可能時
間帯は制限されない一方で、実行を指示可能な金融取引の種類が制限され、取引可能上限
金額も低額となり、ユーザ認証における認証レベルも高くなるように金融取引の条件及び
認証レベルを決定することで安全性を確保する。また、最も安全性の低いクライアント端
末１８Ｂからのアクセスについては、利便性よりも安全性を優先し、クライアント端末１
８Ａ，１８Ｃ以外の全てのクライアント端末１８（クライアント端末１８Ｂも含まれる）
から金融取引の実行を一切指示できないように決定する。
【００４７】
　上記のようにして個々のアクセス元毎に金融取引の条件及び認証レベルを決定すると、
個々のアクセス元のＩＰアドレス又はその範囲（個々のアクセス元のクライアント端末１
８から送信されたパケットがウェブサーバ１２で受信されるときに送信元ＩＰアドレスと
して設定される可能性のあるＩＰアドレス又はその範囲）を調べ、個々のアクセス元毎に
、調べたＩＰアドレス又はその範囲、決定した金融取引の条件及びユーザ認証における認
証レベルを特定金融機関へ通知する。これにより、特定金融機関では、ユーザから通知さ
れた各情報を、アプリケーション・サーバ１４のＨＤＤ１Ｃに記憶されている認証情報Ｄ
Ｂ及び取引条件ＤＢに登録する。
【００４８】
　図２（Ａ）に示すように、認証情報ＤＢは、単一のユーザに対応する認証情報テーブル
が、オンライン金融取引受付サービスの利用を申請した全てのユーザについて各々登録さ
れて構成されている。個々の認証情報テーブルには、対応するユーザのユーザＩＤ及びパ
スワード（第１パスワード及び第２パスワード）が各々設定される。また、個々の認証情
報テーブルには、ＩＰアドレス又はその範囲を表すアクセス元識別情報と、対応するアク
セス元識別情報によって識別されるアクセス元からアクセスがあったときのユーザ認証処
理での認証レベルを規定する認証レベル規定情報を複数組登録可能とされており、対応す
るユーザから個々のアクセス元毎に通知されたＩＰアドレス又はその範囲がアクセス元識
別情報として各々登録されると共に、対応するユーザから個々のアクセス元毎に通知され
た認証レベルが、認証レベル規定情報として、アクセス元識別情報と対応付けて各々登録
される。この認証情報ＤＢは本発明に係る認証情報データベース（詳しくは請求項３に記
載の認証情報データベース）に対応している。
【００４９】
　なお図２（Ａ）には、前述した特定ユーザの例に対応して、特定ユーザが利用可能なア
クセス元のうち、安全性が最も高いアクセス元（送信元ＩＰアドレスとして201.189.xxx.
001～256の範囲のＩＰアドレスがパケットに設定されるアクセス元）からのアクセスに対
しては認証レベルが低く設定され（認証レベル＝１：第１パスワードのみを用いた認証）
、安全性が若干低いアクセス元（送信元ＩＰアドレスとして128.401.xxx.001～256の範囲
のＩＰアドレスがパケットに設定されるアクセス元）からのアクセスに対しては認証レベ
ルが高く設定され（認証レベル＝２：第１パスワード及び第２パスワードを用いる認証）
、それ以外のアクセス元（送信元ＩＰアドレスとして上記範囲外のＩＰアドレスがパケッ
トに設定されるアクセス元）からのアクセスに対してはアクセスを拒否するようにアクセ
ス元識別情報及び認証レベル規定情報が登録された例が示されている。なお、複数のパス
ワードを用いる認証に代えて、例えば単一のパスワードを用いた認証と、特定金融機関が
個々のユーザへ事前に配布した契約者カード又はＩＣカードを用いた認証を組み合わせた
認証を行うようにしてもよい。
【００５０】
　また図２（Ｂ）に示すように、取引条件ＤＢについても、単一のユーザに対応する取引
条件テーブルが、オンライン金融取引受付サービスの利用を申請した全てのユーザについ
て各々登録されて構成されている。個々の取引条件テーブルには対応するユーザのユーザ
ＩＤが各々設定される。また、個々の取引条件テーブルには、ＩＰアドレス又はその範囲
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を表すアクセス元識別情報と、対応するアクセス元識別情報によって識別されるアクセス
元からアクセスがあったときに実行を指示可能な金融取引の条件（実行可能取引種別、取
引可能上限金額、取引可能時間帯等）を規定する取引条件規定情報を複数組登録可能とさ
れており、対応するユーザから個々のアクセス元毎に通知されたＩＰアドレス又はその範
囲がアクセス元識別情報として各々登録されると共に、対応するユーザから個々のアクセ
ス元毎に通知された金融取引の条件に基づいて取引条件規定情報が生成され、生成された
個々のアクセス元毎の取引条件規定情報が、アクセス元識別情報と対応付けて各々登録さ
れる。この取引条件ＤＢは本発明に係るサービス規定データベースに対応しており、取引
条件規定情報は本発明に係るサービス規定情報に対応している。
【００５１】
　なお図２（Ｂ）には、前述した特定ユーザの例に対応して、特定ユーザが利用可能なア
クセス元のうち、安全性が最も高いアクセス元（送信元ＩＰアドレスとして201.189.xxx.
001～256の範囲のＩＰアドレスがパケットに設定されるアクセス元）からのアクセスに対
しては、実行可能取引の制限がなく、取引可能上限金額も高額(1000万円)な一方、取引可
能時間帯が勤務時間帯(9:00～17:00)に限られており、安全性が若干低いアクセス元（送
信元ＩＰアドレスとして128.401.xxx.001～256の範囲のＩＰアドレスがパケットに設定さ
れるアクセス元）からのアクセスに対しては、実行可能取引に制限があり、取引可能上限
金額も低額(10万円)なものの、取引可能時間帯は制限されておらず(0:00～24:00)、それ
以外のアクセス元（送信元ＩＰアドレスとして上記範囲外のＩＰアドレスがパケットに設
定されるアクセス元）からのアクセスに対しては取引を禁止するようにアクセス元識別情
報及び取引条件規定情報が登録された例が示されている。
【００５２】
　次に、ウェブサーバ１２がインターネット１６経由で何らかのパケットを受信した場合
に、ＨＤＤ１２Ｃにインストールされている受信時プログラムが実行されることで実現さ
れる受信時処理について、図３及び図４を参照して説明する。ウェブサーバ１２がインタ
ーネット１６経由で何らかのパケットを受信すると（図４の(1)も参照）、受信したパケ
ットは受信バッファに一時的に格納され、これを契機として受信時処理が起動される。
【００５３】
　図４に示すように、ウェブサーバ１２がインターネット１６経由で受信するパケットに
は、ＩＰヘッダ、ＴＣＰヘッダ、データ部等の領域が設けられている。ＩＰヘッダはＴＣ
Ｐ／ＩＰプロトコルにおけるインターネット層に対応する情報が設定される領域であり、
詳しくはパケットの宛先を示す宛先ＩＰアドレスや送信元ＩＰアドレス等の情報が設定さ
れる。また、ＴＣＰヘッダはＴＣＰ／ＩＰプロトコルにおけるトランスポート層に対応す
る情報が設定される領域であり、詳しくはＴＣＰポート番号等の情報が設定される。また
、データ部はＴＣＰ／ＩＰプロトコルにおけるアプリケーション層に対応する情報が設定
される領域であり、例えば後述する認証要求パケットであればユーザがクライアント端末
１８を介して入力したユーザＩＤやパスワードが設定される。
【００５４】
　図３に示すように、受信時処理では、まずステップ５０において、インターネット１６
経由で受信したパケットを受信バッファからメモリ１２Ｂに取り込み、次のステップ５２
において、メモリ１２Ｂに取り込んだパケットのＩＰヘッダから宛先ＩＰアドレスを抽出
すると共に、ＴＣＰヘッダからＴＣＰポート番号を抽出する（図４の(2)も参照）。そし
てステップ５４では、抽出した宛先ＩＰアドレス及びＴＣＰポート番号をＨＤＤ１２Ｃに
記憶されている宛先テーブルと照合することで、受信したパケットが認証要求パケット（
本発明に係る「ログインを要求するパケット」に相当）か否かを識別する（図４の(3)も
参照）。
【００５５】
　オンライン金融取引用ウェブサイトは、リンクによって互いに関連付けられた多数のウ
ェブページの集合体であり、上記ウェブサイトのホームページからリンクを辿っていくこ
とで、ユーザが実行を所望している金融取引の条件を指定して実行を指示することが可能
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な金融取引実行指示ページが表示されるが、オンライン金融取引用ウェブサイトのホーム
ページには、ユーザＩＤやパスワード（第１パスワードや第２パスワード）を入力するた
めの入力欄が設けられており、ユーザに対してログイン操作（ユーザＩＤやパスワードの
入力）を促すメッセージも表示されている。そして、ユーザがホームページの対応する入
力欄にユーザＩＤ及びパスワードを入力して送信を指示すると、ユーザが操作しているク
ライアント端末１８から認証要求パケットが送信されるが、この認証要求パケットには、
宛先ＩＰアドレス及びＴＣＰポート番号として、当該認証要求パケットの宛先がオンライ
ン金融取引用ウェブサイトへのログイン要求に対してユーザ認証を行うアプリケーション
・プログラム（アプリケーション・サーバ１４のＨＤＤ１４Ｃにインストールされている
認証・判断プログラム）であることを表す一定のデータが、クライアント端末１８からの
パケットの送信時（クライアント端末１８Ｂの場合は無線通信網２０のゲートウェイサー
バからのパケットの送信時）にＩＰヘッダ及びＴＣＰヘッダに自動的に設定される。
【００５６】
　宛先テーブルには上記一定のデータ（認証要求パケットに設定される宛先ＩＰアドレス
及びＴＣＰポート番号、詳しくは、認証・判断プログラムが稼働するアプリケーション・
サーバ１４の宛先ＩＰアドレス及び同プログラムが使用するＴＣＰポート番号）が予め登
録されており、ステップ５４では、受信したパケットから抽出した宛先ＩＰアドレス及び
ＴＣＰポート番号を宛先テーブルに登録されている宛先ＩＰアドレス及びＴＣＰポート番
号と照合し、両者が一致しているか否かを判断することで、受信したパケットが認証要求
パケットか否かを識別している。
【００５７】
　次のステップ５６では、ステップ５４の処理の結果、受信したパケットは認証要求パケ
ットと識別されたか否か判定する。判定が否定された場合はステップ５８へ移行し、受信
パケットに応じた処理（例えばオンライン金融取引用ウェブサイトのホームページのデー
タを要求元のクライアント端末１８へ配信する処理等）を行う。一方、受信したパケット
が認証要求パケットと識別された場合には、ステップ５６の判定が肯定されてステップ６
０へ移行し、メモリ１２Ｂに記憶している受信パケット（認証要求パケット）のＩＰヘッ
ダから送信元ＩＰアドレスを抽出する。なお、ステップ６０は本発明に係る抽出手段に対
応している。
【００５８】
　また、次のステップ６２では、ステップ６０で抽出した送信元ＩＰアドレスを認証要求
パケットのデータ部に付加する（図４の(4)も参照）。これにより、受信した認証要求パ
ケットのＩＰヘッダに設定されている送信元ＩＰアドレスを、後述する認証・判断プログ
ラム（認証・判断処理）へ確実に伝達することができる。そしてステップ６４では、デー
タ部に送信元ＩＰアドレスを付加した認証要求パケットに対し、ＩＰヘッダに設定されて
いる宛先ＩＰアドレスをアプリケーション・サーバ１４のプライベートＩＰアドレス（イ
ントラネット２６内におけるＩＰアドレス）で上書きすると共に、ＩＰヘッダに設定され
ている送信元ＩＰアドレスを自装置（ウェブサーバ１２）のプライベートＩＰアドレスで
上書き（図４の(5)も参照）した後に、更新後の認証要求パケットをイントラネット２６
経由でアプリケーション・サーバ１４(の認証・判断プログラム)へ転送し（図４の(6)も
参照）、受信時処理を終了する。なお、ステップ６２，６４は本発明に係る転送手段に対
応している。
【００５９】
　ところで、例として図５に示すように、ウェブサーバ１２がクライアント端末１８から
受信するパケットのデータ部には、ユーザＩＤ及びパスワードに加えて、転送先のアプリ
ケーションを識別するためのアプリケーションＩＤや、要求の種別（例えばログインやロ
グオフ）を表すトランザクションコードが設定される。そして、クライアント端末１８か
ら受信したパケットが認証要求パケットであった場合、アプリケーションＩＤとして認証
・判断プログラムのＩＤが、トランザクションコードとして要求がログインであることを
表すデータがデータ部に設定されており、このデータ部に、上述の受信時プログラムによ
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って更に送信元ＩＰアドレスが付加されてアプリケーション・サーバ１４へ転送される。
なお、ウェブサーバ１２からアプリケーション・サーバ１４へ転送される更新後の認証要
求パケットのデータ部は本発明に係る受信情報に対応している。
【００６０】
　ウェブサーバ１２から転送された認証要求パケットをイントラネット２６経由で受信し
たアプリケーション・サーバ１４では、まずＴＣＰ／ＩＰプロトコルにおけるインターネ
ット層に対応する処理を行う第１の処理プログラムが起動され、受信した認証要求パケッ
トのＩＰヘッダに設定されている情報が参照され、該情報に基づいてインターネット層に
対応する処理が行われた後にＩＰヘッダが除去される。続いて、ＴＣＰ／ＩＰプロトコル
におけるトランスポート層に対応する処理を行う第２の処理プログラムが起動され、受信
した認証要求パケットのＴＣＰヘッダに設定されている情報が参照され、該情報に基づい
てトランスポート層に対応する処理が行われた後にＴＣＰヘッダが除去される。更に、Ｔ
ＣＰ／ＩＰプロトコルにおけるアプリケーション層に対応する処理を行う第３の処理プロ
グラムが起動され、受信した認証要求パケットのデータ部に設定されているアプリケーシ
ョンＩＤ及びトランザクションコードが参照され、受信したパケットが認証要求パケット
であり、転送先のアプリケーションが認証・判断プログラムであることが認識される。こ
れにより、ＨＤＤ１４Ｃにインストールされている認証・判断プログラムが起動され、Ｃ
ＰＵ１４Ａによって実行されることで、図６に示す認証・判断処理が行われる。なお、こ
の認証・判断処理は本発明に係るサービス提供手段（詳しくは請求項２に記載のサービス
提供手段）に対応している。
【００６１】
　この認証・判断処理では、まずステップ７０において、受信した認証要求パケットのデ
ータ部からユーザＩＤ、パスワード及び送信元ＩＰアドレスを抽出する。またステップ７
２では、ステップ７０で抽出したユーザＩＤをキーにして認証情報ＤＢを検索し、前記ユ
ーザＩＤが付与されたユーザに対応する認証情報テーブルの抽出を試行する。次のステッ
プ７４では、ステップ７２の検索によって該当する認証情報テーブルが認証情報ＤＢから
抽出されたか否か判定する。判定が否定された場合はステップ９４へ移行し、認証要求パ
ケット送信元のクライアント端末１８のディスプレイに、入力されたユーザＩＤがデータ
ベースに登録されていない旨を通知するメッセージを表示させる等のエラー処理を行い、
認証・判断処理を終了する。
【００６２】
　また、ステップ７２の検索によって該当する認証情報テーブルが認証情報ＤＢから抽出
された場合には、ステップ７４の判定が肯定されてステップ７６へ移行し、まずステップ
７０で認証要求パケットのデータ部から抽出した送信元ＩＰアドレスが、ステップ７２で
抽出した認証情報テーブルに複数登録されているアクセス元識別情報のうちの何れに該当
するかを判断し、次に、送信元ＩＰアドレスが該当していると判断したアクセス元識別情
報と対応付けて認証情報テーブルに登録されている認証レベル規定情報を参照することで
、今回のアクセス元（認証要求パケット送信元のクライアント端末１８）からのアクセス
に対してユーザ認証処理で適用すべき認証レベルを認識する。そしてステップ７８では、
ステップ７６で認識した認証レベルが「アクセス拒否」か否か判定する。
【００６３】
　例えばステップ７２の検索によって図２（Ａ）に示すような認証情報テーブルが抽出さ
れ、ステップ７０で抽出した送信元ＩＰアドレスが、第１のアクセス元識別情報が表す送
信元ＩＰアドレスの範囲（201.189.xxx.001～256）に該当せず、第２のアクセス元識別情
報が表す送信元ＩＰアドレスの範囲（128.401.xxx.001～256）にも該当しなかった場合、
抽出した送信元ＩＰアドレスは「その他」(の送信元ＩＰアドレス)を表す第３のアクセス
元識別情報に該当することになり、この第３のアクセス元識別情報は「アクセス拒否」を
表す認証レベル規定情報と対応付けられているので、前述のステップ７８の判定が肯定さ
れることになる。ステップ７８の判定が肯定された場合はステップ９４へ移行し、認証要
求パケット送信元のクライアント端末１８のディスプレイに、現在使っている端末からの
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アクセスは禁止されている旨を通知するメッセージを表示させる等のエラー処理を行い、
認証・判断処理を終了する。
【００６４】
　一方、ステップ７６で認識した認証レベルが「アクセス拒否」以外であった場合には、
ステップ７８の判定が否定されてステップ８０へ移行し、認識した認証レベルでユーザ認
証処理を実行する。例えばステップ７２の検索によって図２（Ａ）に示すような認証情報
テーブルが抽出され、ステップ７０で抽出した送信元ＩＰアドレスが、第１のアクセス元
識別情報が表す送信元ＩＰアドレスの範囲（201.189.xxx.001～256）に該当した場合、こ
の第１のアクセス元識別情報は「認証レベル１(第１パスワードのみを用いた認証)」を表
す認証レベル規定情報と対応付けられているので、ステップ８０では、ステップ７０で認
証要求パケットのデータ部から抽出した第１パスワードが、認証情報テーブルに登録され
ている第１パスワードと一致しているか否かを確認することで、認証要求パケット送信元
のクライアント端末１８を操作しているユーザが正当なユーザか否かを判断する「認証レ
ベル１」の認証処理を行う。
【００６５】
　また、例えばステップ７２の検索によって図２（Ａ）に示すような認証情報テーブルが
抽出され、ステップ７０で抽出した送信元ＩＰアドレスが、第２のアクセス元識別情報が
表す送信元ＩＰアドレスの範囲（128.401.xxx.001～256）に該当した場合、この第２のア
クセス元識別情報は「認証レベル２(第１及び第２パスワードを用いた認証)」を表す認証
レベル規定情報と対応付けられているので、ステップ８０では、ステップ７０で認証要求
パケットのデータ部から抽出した第１パスワードが、認証情報テーブルに登録されている
第１パスワードと一致しており、かつ認証要求パケットのデータ部から抽出した第２パス
ワードが、認証情報テーブルに登録されている第２パスワードと一致しているか否かを確
認することで、認証要求パケット送信元のクライアント端末１８を操作しているユーザが
正当なユーザか否かを判断する「認証レベル２」の認証処理を行う。なお、この「認証レ
ベル２」の認証処理には、受信した認証要求パケットに単一のパスワードのみ設定されて
いた場合に、認証要求パケット送信元のクライアント端末１８のディスプレイに第２パス
ワードの入力画面を表示させる等の処理も含まれる。
【００６６】
　次のステップ８２では、ステップ８０の認証処理により、認証要求パケット送信元のク
ライアント端末１８を操作しているユーザが正当なユーザと判断されたか否か判定する。
判定が否定された場合はステップ９４へ移行し、認証要求パケット送信元のクライアント
端末１８のディスプレイに、入力されたパスワードが間違っている旨を通知するメッセー
ジを表示させる等のエラー処理を行い、認証・判断処理を終了する。
【００６７】
　また、ステップ８０の認証処理により、認証要求パケット送信元のクライアント端末１
８を操作しているユーザが正当なユーザと判断された場合は、ステップ８２の判定が肯定
されてステップ８４へ移行し、ステップ７０で抽出したユーザＩＤをキーにして取引条件
ＤＢを検索し、前記ユーザＩＤが付与されたユーザに対応する取引条件テーブルを取引条
件ＤＢから抽出する。次のステップ８６では、まず認証要求パケットのデータ部から抽出
した送信元ＩＰアドレスが、ステップ８４で抽出した取引条件テーブルに複数登録されて
いるアクセス元識別情報のうちの何れに該当するかを判断し、次に、送信元ＩＰアドレス
が該当していると判断したアクセス元識別情報と対応付けて取引条件テーブルに登録され
ている取引条件規定情報を参照することで、今回のアクセス元（認証要求パケット送信元
のクライアント端末１８）からのアクセスに対して適用すべき金融取引の条件を認識する
。そしてステップ８８では、ステップ８６で認識した金融取引の条件が「取引禁止」か否
か判定する。
【００６８】
　例えばステップ８４の検索によって図２（Ｂ）に示すような取引条件テーブルが抽出さ
れ、送信元ＩＰアドレスが、第１のアクセス元識別情報が表す送信元ＩＰアドレスの範囲
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（201.189.xxx.001～256）に該当せず、第２のアクセス元識別情報が表す送信元ＩＰアド
レスの範囲（128.401.xxx.001～256）にも該当しなかった場合、抽出した送信元ＩＰアド
レスは「その他」(の送信元ＩＰアドレス)を表す第３のアクセス元識別情報に該当するこ
とになり、この第３のアクセス元識別情報は「取引禁止」を表す取引条件規定情報と対応
付けられているので、前述のステップ８８の判定が肯定されることになる。ステップ８８
の判定が肯定された場合はステップ９４へ移行し、認証要求パケット送信元のクライアン
ト端末１８のディスプレイに、現在使っている端末からの金融取引は禁止されている旨を
通知するメッセージを表示させる等のエラー処理を行い、認証・判断処理を終了する。
【００６９】
　なお、同一のユーザに対応する認証情報テーブルと取引条件テーブルが図２（Ａ），（
Ｂ）に示す内容であった場合には、ステップ８８で「取引禁止」と判定される前にステッ
プ７８で「アクセス拒否」と判定されることになるが、両テーブルに登録するアクセス元
識別情報が同一の情報である必要はなく、両テーブルの内容によっては「アクセス拒否」
とは判定されないものの「取引禁止」と判定されることも生じ得ることを付記しておく。
【００７０】
　また、ステップ８８の判定が否定された場合はステップ９０へ移行し、ステップ８６で
認識した金融取引の条件のうちの取引可能時間帯を現時刻と照合することで、現時刻が取
引可能時間帯内か否か判定する。例えばステップ８４の検索によって図２（Ｂ）に示すよ
うな取引条件テーブルが抽出され、送信元ＩＰアドレスが、第１のアクセス元識別情報が
表す送信元ＩＰアドレスの範囲（201.189.xxx.001～256）に該当した場合、この第１のア
クセス元識別情報と対応付けて登録されている取引条件規定情報では、取引可能時間帯が
9:00～17:00に設定されているので、現時刻がこの時間帯から外れていた場合にはステッ
プ９０の判定が否定される。ステップ９０の判定が否定された場合はステップ９４へ移行
し、認証要求パケット送信元のクライアント端末１８のディスプレイに、現在使っている
端末からの金融取引が可能な時間帯を過ぎている旨を通知するメッセージを表示させる等
のエラー処理を行い、認証・判断処理を終了する。
【００７１】
　一方、ステップ９０の判定が肯定された場合には、ユーザからの金融取引の実行指示を
受付可能と判断できるので、ステップ９２において、先のステップ８６で認識した金融取
引の条件（実行可能な取引の種別や取引可能上限金額、取引可能時間帯等）を、オンライ
ン金融取引用ウェブサイトにログインした個々のユーザ毎に用意され、個々のユーザに対
して前記ウェブサイトのウェブページを配信したり、個々のユーザからの金融取引の実行
指示を受付ける際に参照される金融取引条件テーブル（図示省略）に設定する処理を行い
、認証・判断処理を終了する。
【００７２】
　ユーザがオンライン金融取引用ウェブサイトを利用して所望の金融取引の実行を指示す
ることは、まず、オンライン金融取引用ウェブサイトを構成するウェブページの１つであ
り実行可能な金融取引の名称が選択肢（リンク）として一覧表示された取引選択ページが
クライアント端末１８のディスプレイに表示されている状態で、実行を所望している金融
取引の名称を選択することで、実行を所望している金融取引の条件を入力するための入力
欄が設けられた条件入力ページをクライアント端末１８のディスプレイに表示させ、続い
て表示されている条件入力ページに設けられた各入力欄に実行を所望している金融取引の
条件を入力し、金融取引の実行を指示する操作（所定のボックスを選択する等）を行うこ
とによって成される。
【００７３】
　ここで、前述の金融取引条件テーブルに設定した実行可能な取引の種別は、クライアン
ト端末１８から取引選択ページの配信を要求するパケットを受信することで、クライアン
ト端末１８へ配信すべき取引選択ページを生成する際に参照され、金融取引条件テーブル
に実行可能な取引として設定されている金融取引の名称のみが選択肢（リンク）として表
示された取引選択ページが生成され、クライアント端末１８へ配信される。これにより、
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ユーザがクライアント端末１８を介して実行を指示可能な金融取引は、先のステップ８４
で抽出した取引条件テーブルに登録されている取引条件規定情報によって実行可能な取引
と規定されている金融取引のみに制限されることになる。
【００７４】
　また、金融取引条件テーブルに設定した取引可能上限金額及び取引可能時間帯は、クラ
イアント端末１８から金融取引の実行を指示するパケットを受信した際に参照され、実行
が指示された金融取引が金融取引条件テーブルに設定されている取引可能上限金額を超え
ていた場合や、金融取引の実行が指示された時刻が金融取引条件テーブルに設定されてい
る取引可能時間帯から外れていた場合には、指示された金融取引を実行することなく、指
示された金融取引の実行拒否を通知するメッセージを、その理由を通知するメッセージと
共にクライアント端末１８のディスプレイに表示させる処理が行われる。これにより、ユ
ーザがクライアント端末１８を介して実行を指示可能な金融取引の上限金額が、先のステ
ップ８４で抽出した取引条件テーブルに登録されている取引条件規定情報に規定されてい
る取引可能上限金額以下に制限されると共に、ユーザがクライアント端末１８を介して金
融取引の実行を指示可能な時間帯が、先のステップ８４で抽出した取引条件テーブルに登
録されている取引条件規定情報に規定されている取引可能時間帯内に制限されることにな
る。
【００７５】
　なお、上記ではウェブサーバ１２で実行される受信時処理において、受信したパケット
に設定されている宛先ＩＰアドレス及びＴＣＰポート番号を宛先テーブルに登録されてい
る宛先ＩＰアドレス及びＴＣＰポート番号と照合し、受信したパケットが認証要求パケッ
トの場合にのみ、ＩＰヘッダに設定されている送信元ＩＰアドレスを受信したパケットの
データ部に付加する態様を説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、宛先テ
ーブルを省略し、受信した全てのパケットのデータ部に送信元ＩＰアドレスを付加するよ
うにしてもよい。
【００７６】
　〔第２実施形態〕
　次に本発明の第２実施形態を説明する。なお、第１実施形態と同一の部分には同一の符
号を付し、説明を省略する。図７には本第２実施形態に係るコンピュータ・システム３０
が示されている。本第２実施形態において、企業内に設置されたクライアント端末（ＰＣ
）１８ＣはＬＡＮ３２に接続されており、このＬＡＮ３２には、第１実施形態で説明した
プロクシサーバ２２に加えて企業内システムサーバ３４も接続されている。
【００７７】
　企業内システムサーバ３４は、ＬＡＮ３２に接続されたクライアント端末１８Ｃのみが
アクセス可能で企業内における各種業務の遂行を支援するサービスを提供するウェブサイ
ト（以下、このウェブサイトを便宜上ウェブサイトＡ（図８も参照）と称する）を運営す
るウェブ・サーバとしての機能と、ＬＡＮ３２に接続されたクライアント端末１８Ｃから
ウェブサイトＡを通じて任意の処理の実行が指示されると、指示された処理を行って応答
を返すアプリケーション・サーバとしての機能を兼ね備えている。企業内の各担当者は、
クライアント端末１８Ｃを介してウェブサイトＡにアクセスし、ウェブサイトＡ内の所望
のウェブページをクライアント端末１８Ｃのディスプレイに表示させた後に、当該ウェブ
ページを通じて所望の処理の実行を指示する。これにより、担当者が所望する処理が企業
内システムサーバ３４によって行われる。
【００７８】
　また、企業内における各種業務の中には、特定金融機関に対して振込等の金融取引の実
行を指示する必要のある業務が含まれている。このため、図８に示すように、ウェブサイ
トＡを構成する複数のウェブページＡ1,Ａ2,Ａ3,…のうちの一部又は全部には、特定金融
機関が運営するオンライン金融取引用ウェブサイトのホームページ（図８ではこのホーム
ページをウェブページＸ1と表記して示している）をアクセスするためのリンクが設けら
れている（図８には、前記リンクが各ウェブページＡ1,Ａ2,Ａ3に各々設けられている例
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を示している）。ウェブサイトＡの各ウェブページのうちオンライン金融取引用ウェブサ
イトへのリンクが設けられたウェブページがクライアント端末１８Ｃのディスプレイに表
示されている状態で、前記リンクが操作者によって選択されると、ウェブサーバ１２に対
してオンライン金融取引用ウェブサイトのホームページの配信を要求するパケットがクラ
イアント端末１８Ｃから送信され、後述する処理を経てウェブサーバ１２からホームペー
ジの情報が送信されることで、クライアント端末１８Ｃのディスプレイに表示されている
ページがオンライン金融取引用ウェブサイトのホームページ（ユーザＩＤやパスワードを
入力するための入力欄が設けられたログイン画面）に切り替わることになる。
【００７９】
　ウェブサイトＡの各ウェブページのうちオンライン金融取引用ウェブサイトへのリンク
が設けられたウェブページには、前記リンクが選択されたときに、クライアント端末１８
Ｃが送信するパケット（オンライン金融取引用ウェブサイトのホームページの配信を要求
するパケット）のデータ部に、予め固定的に定められたウェブサイトＡのサイトＩＤを遷
移元サイトＩＤとして設定する処理をクライアント端末１８Ｃに行わせるためのプログラ
ム（スクリプト）が埋め込まれている。このため、前記リンクが選択されると、クライア
ント端末１８Ｃによって上記のスクリプトが実行されることで、遷移元サイトＩＤとして
ウェブサイトＡのサイトＩＤが設定されたパケットがクライアント端末１８Ｃから送信さ
れる。
【００８０】
　また本第２実施形態では、同一のユーザがアクセス可能でオンライン金融取引用ウェブ
サイトへ遷移可能なウェブサイト（オンライン金融取引用ウェブサイトへのリンクが設け
られたウェブページを含んで構成されたウェブサイト、以下この種のウェブサイトを「遷
移可能ウェブサイト」と総称する）がウェブサイトＡ以外にも存在している（例として図
８に示すウェブサイトＢ，Ｃを参照）。これらのウェブサイトは、例えば符号「３６」を
付して図７に示すようにインターネット１６に直接接続された多数のウェブサーバのうち
の何れかによって運営され、ウェブサイトＡがＬＡＮ３２に接続されたクライアント端末
１８Ｃのみがアクセス可能なサイトであるのに対し、ウェブサイトＢ，Ｃは任意のクライ
アント端末１８がアクセス可能とされている点で相違している。なお、図８に表記したよ
うに、例えばウェブサイトＢは携帯端末１８Ｂ用のサイト、ウェブサイトＣはアクセス制
限のない一般サイトであってもよいし、例えばウェブサイトＢは予め登録したユーザに所
定のサービスを提供するサイト、ウェブサイトＣは不特定のユーザに所定のサービスを提
供するサイトであってもよい。
【００８１】
　本第２実施形態において、個々の遷移可能ウェブサイトには、個々の遷移可能ウェブサ
イトを識別するために互いに異なるサイトＩＤが予め付与されており、個々の遷移可能ウ
ェブサイトを構成するウェブページのうちオンライン金融取引用ウェブサイトへのリンク
が設けられたウェブページ（遷移可能ウェブページ）には、先に説明したウェブサイトＡ
と同様に、オンライン金融取引用ウェブサイトへのリンクが選択されたときに、クライア
ント端末１８が送信するパケットのデータ部に、遷移可能ウェブページが属する遷移可能
ウェブサイトのサイトＩＤを遷移元サイトＩＤとして設定する処理をクライアント端末１
８に行わせるためのスクリプトが各々埋め込まれている。
【００８２】
　また本第２実施形態において、個々のユーザによるオンライン金融取引用ウェブサイト
のアクセスは、遷移可能ウェブサイトをクライアント端末１８を介してアクセスしている
状態で、遷移可能ウェブページに設けられたリンクを選択することによって為されるが、
個々のユーザは、各々複数の遷移可能ウェブサイトからオンライン金融取引用ウェブサイ
トに遷移（アクセス）可能であり、個々の遷移可能ウェブサイトのセキュリティ性が相違
している（例えばＬＡＮ３２に接続されたクライアント端末１８Ｃのみがアクセス可能な
ウェブサイトＡはセキュリティ性が比較的高く、アクセス可能なユーザを制限していない
遷移可能ウェブサイトはセキュリティ性が低い）ために、個々の遷移可能ウェブサイトか
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らオンライン金融取引用ウェブサイトに遷移（アクセス）する際のセキュリティ性につい
ても個々の遷移可能ウェブサイト毎に相違している。
【００８３】
　このため、本第２実施形態において、ユーザは、オンライン金融取引用ウェブサイトの
アクセスに用いる可能性のあるアクセス元に加えて、オンライン金融取引用ウェブサイト
への遷移（アクセス）に用いる可能性のある遷移可能ウェブサイトも把握し、把握したア
クセス元と遷移可能ウェブサイト（遷移元ウェブサイト）の各組み合わせについて、オン
ライン金融取引受付サービスを利用する際の利用形態や安全性、ユーザ自身の利便性等を
考慮して、実行を指示可能な金融取引の条件を各々決定する。そして、アクセス元と遷移
元ウェブサイト（遷移可能ウェブサイト）の各組み合わせについて決定した金融取引の条
件を、個々のアクセス元のＩＰアドレス又はその範囲、使用する可能性のある遷移元ウェ
ブサイトのアドレス（例えばＵＲＩ）と共に特定金融機関へ通知する。これにより、特定
金融機関ではユーザから通知された情報を取引条件ＤＢに登録する。なお、特定金融機関
では個々の遷移可能ウェブサイトのサイトＩＤを把握しており、通知された個々の遷移元
ウェブサイト（遷移可能ウェブサイト）のアドレスについてはサイトＩＤに各々変換して
取引条件ＤＢに登録する。
【００８４】
　図９に示すように、本第２実施形態に係る取引条件テーブルには、アクセス元識別情報
と遷移元ウェブサイトの各組み合わせについて、実行を指示可能な金融取引の条件（実行
可能取引種別、取引可能上限金額、取引可能時間帯、１回当りの取引回数等）を規定する
取引条件規定情報を各々登録可能とされており、対応するユーザから個々のアクセス元毎
に通知されたＩＰアドレス又はその範囲がアクセス元識別情報として各々登録されると共
に、通知された個々の遷移元ウェブサイトのアドレスから変換した個々の遷移元ウェブサ
イトのサイトＩＤが遷移元サイトＩＤとして各々登録され、対応するユーザから個々のア
クセス元と個々の遷移元ウェブサイトの組み合わせ毎に通知された金融取引の条件に基づ
いて取引条件規定情報が生成され、生成された個々のアクセス元と個々の遷移元ウェブサ
イトの組み合わせ毎の取引条件規定情報が、アクセス元識別情報及び遷移元サイトＩＤと
対応付けて各々登録される。この取引条件ＤＢは本発明に係るサービス規定データベース
（詳しくは請求項４に記載のサービス規定テーブルが登録されたサービス規定データベー
ス）に対応しており、取引条件規定情報は本発明に係るサービス規定情報（詳しくは請求
項４に記載のサービス規定情報）に対応している。
【００８５】
　次に本第２実施形態の作用として、まず図１０のフローチャートを参照し、本第２実施
形態に係るウェブサーバ１２によって実行される受信時処理について、第１実施形態で説
明した受信時処理と異なる部分についてのみ説明する。本第２実施形態に係る受信時処理
では、受信したパケットが認証要求パケットでないと識別されてステップ５６の判定が否
定された場合にステップ１００へ移行し、受信したパケットが、クライアント端末１８が
遷移可能ウェブサイトを閲覧している状態で、遷移可能ウェブページのオンライン金融取
引用ウェブサイトへのリンクが選択されることで、クライアント端末１８から送信された
パケット、すなわちのオンライン金融取引用ウェブサイトのホームページの配信を要求し
ているホームページ配信要求パケットか否か判定する。判定が否定された場合はステップ
５８へ移行し、受信パケットに応じた処理（例えばオンライン金融取引用ウェブサイトを
構成する各ウェブページのうち要求されたウェブページのデータを要求元のクライアント
端末１８へ配信する等の処理）を行って受信時処理を終了する。
【００８６】
　一方、ステップ１００の判定が肯定された場合はステップ１０２へ移行し、メモリ１２
Ｂに記憶している受信パケット（ホームページ配信要求パケット）のＩＰヘッダから送信
元ＩＰアドレスを、ＴＣＰヘッダから送信元ＴＣＰポート番号を各々抽出する。また、前
述のようにホームページ配信要求パケットにはデータ部に遷移元サイトＩＤが設定されて
おり、ステップ１０４では受信パケットのデータ部から遷移元サイトＩＤを抽出する。次
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のステップ１０６では、ステップ１０４で抽出した遷移元サイトＩＤを、ステップ１０２
で抽出した送信元ＩＰアドレス、送信元ＴＣＰポート番号と対応付けてサイトＩＤテーブ
ルに登録する。これにより、ホームページ配信要求パケットを送信した個々のクライアン
ト端末１８について遷移元サイトが各々登録されることになる。そして次のステップ５８
において、受信パケットに応じた処理として、オンライン金融取引用ウェブサイトのホー
ムページ（ログイン画面）のデータを要求元のクライアント端末１８へ配信する処理を行
って受信時処理を終了する。なお、上記のステップ１０２～ステップ１０６は請求項５に
記載の抽出手段に対応している。
【００８７】
　また、本第２実施形態に係る受信時処理では、受信したパケットが認証要求パケットで
あると識別されてステップ５６の判定が肯定されると、まずステップ５９において、メモ
リ１２Ｂに記憶している受信パケット（認証要求パケット）のＩＰヘッダから送信元ＩＰ
アドレスを抽出すると共に、ＴＣＰヘッダから送信元ＴＣＰポート番号を抽出する。次の
ステップ６１では、ステップ５９で受信パケットから抽出した送信元ＩＰアドレス及びＴ
ＣＰポート番号をキーにしてサイトＩＤテーブルを検索し、前記送信元ＩＰアドレス及び
ＴＣＰポート番号と対応付けて登録されている遷移元サイトＩＤをサイトＩＤテーブルか
ら読み出す。またステップ６３では、ステップ５９で抽出した送信元ＩＰアドレス及びス
テップ６１で読み出した遷移元サイトＩＤを受信パケット（認証要求パケット）のデータ
部に付加する。
【００８８】
　そして次のステップ６４では、データ部に送信元ＩＰアドレス及び遷移元サイトＩＤを
各々付加した認証要求パケットに対し、第１実施形態と同様に、ＩＰヘッダに設定されて
いる宛先ＩＰアドレスをアプリケーション・サーバ１４のプライベートＩＰアドレスで上
書きすると共に、ＩＰヘッダに設定されている送信元ＩＰアドレスを自装置（ウェブサー
バ１２）のプライベートＩＰアドレスで上書きし、更新後の認証要求パケットをイントラ
ネット２６経由でアプリケーション・サーバ１４(の認証・判断プログラム)へ転送する。
このように、本第２実施形態ではデータ部に送信元ＩＰアドレス及び遷移元サイトＩＤが
各々付加された認証要求パケットがウェブサーバ１２からアプリケーション・サーバ１４
へ転送される。なお、上記のステップ５９～ステップ６４は請求項５に記載の転送手段に
対応している。
【００８９】
　次に図１１を参照し、本第２実施形態に係る認証・判断処理について、第１実施形態で
説明した認証・判断処理と異なる部分についてのみ説明する。第１実施形態に係る認証・
判断処理では、ステップ７０において、受信した認証要求パケットのデータ部からユーザ
ＩＤ、パスワード及び送信元ＩＰアドレスを抽出していたが、本第２実施形態に係る認証
・判断処理では、上記情報に加えて遷移元サイトＩＤも認証要求パケットのデータ部から
抽出する（ステップ７１）。
【００９０】
　また、第１実施形態に係る認証・判断処理では、認証要求パケットから抽出したユーザ
ＩＤが付与されたユーザに対応する認証情報テーブルが認証情報ＤＢに存在しており（ス
テップ７４の判定が肯定）、今回のアクセス元からのアクセスに対して適用すべき認証レ
ベルが「アクセス拒否」ではなく（ステップ７８の判定が否定）、認識した認証レベルで
行ったユーザ認証処理によりクライアント端末１８を操作しているユーザが正当なユーザ
と判断され（ステップ８２の判定が肯定）、認証要求パケットから抽出したユーザＩＤが
付与されたユーザに対応する取引条件テーブルを取引条件ＤＢから抽出（ステップ８４）
した後に、ステップ８６において、送信元ＩＰアドレスが取引条件テーブルに複数登録さ
れているアクセス元識別情報のうちの何れに該当するかを判断し、送信元ＩＰアドレスが
該当していると判断したアクセス元識別情報と対応付けて取引条件テーブルに登録されて
いる取引条件規定情報を参照することで、今回のアクセス元からのアクセスに対して適用
すべき金融取引の条件を認識していたが、本第２実施形態では、上記のステップ８６に代
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えてステップ８７において、送信元ＩＰアドレスが取引条件テーブルに複数登録されてい
るアクセス元識別情報のうちの何れに該当するかを判断した後に、送信元ＩＰアドレスが
該当していると判断したアクセス元識別情報と、認証要求パケットのデータ部から抽出し
た遷移元サイトＩＤの組み合わせと対応付けて取引条件テーブルに登録されている取引条
件規定情報を参照することで、上記のアクセス元識別情報と遷移元サイトＩＤの組み合わ
せに対して適用すべき金融取引の条件を認識する。
【００９１】
　次のステップ８８以降では、第１実施形態に係る認証・判断処理と同様に、認識した金
融取引の条件が「取引禁止」か否か判定し（ステップ８８）、「取引禁止」でなければ現
時刻が取引可能時間帯内か否か判定し（ステップ９０）、取引可能時間帯であれば認識し
た金融取引の条件を金融取引条件テーブルに設定する処理（ステップ９２）を行うが、こ
れらの処理はステップ８７で認識した金融取引の条件、すなわちアクセス元識別情報と遷
移元サイトＩＤの組み合わせに対応する金融取引の条件に従って行われる。
【００９２】
　このように、本第２実施形態ではアクセス元識別情報と遷移元サイトＩＤの各組み合わ
せについて取引条件規定情報を各々登録しておき、認証要求パケットを送信したクライア
ント端末１８の送信元ＩＰアドレスに対応するアクセス元識別情報と、同一のクライアン
ト端末１８から受信したホームページ配信要求パケットに設定されていた遷移元サイトＩ
Ｄの組み合わせに対応する取引条件規定情報に基づいて金融取引の条件を認識するので、
或るユーザが一定のアクセス元からオンライン金融取引用ウェブサイトにアクセスした場
合にも、何れの遷移可能ウェブサイトから遷移してきたかに応じて、適用される金融取引
の条件を相違させることができる。
【００９３】
　これにより、例えばセキュリティ性の低い遷移可能ウェブサイトからオンライン金融取
引用ウェブサイトに遷移した場合には、セキュリティ性の高い遷移可能ウェブサイトから
オンライン金融取引用ウェブサイトに遷移した場合よりも、取引可能時間帯や実行を指示
可能な金融取引の種類、１回当りの取引回数を制限すると共に、取引可能上限金額も低額
となるように取引条件規定情報を設定しておくことで、セキュリティ性を向上させること
ができる。また、例えば特定の遷移可能ウェブサイトからオンライン金融取引用ウェブサ
イトに遷移する場面で、ユーザが実行を所望している金融取引が一定の金融取引に限られ
ている等の場合には、特定の遷移可能ウェブサイトからオンライン金融取引用ウェブサイ
トに遷移した際に実行を指示可能な金融取引が、前記一定の金融取引のみに制限されるよ
うに取引条件規定情報を設定しておくことで、セキュリティ性を向上させることができる
と共に、ユーザの利便性・操作性も向上させることができる。
【００９４】
　なお、上記の第２実施形態では、アクセス元識別情報と遷移元サイトＩＤの各組み合わ
せについて取引条件規定情報を各々登録しておくことで、アクセス元識別情報と遷移元サ
イトＩＤの各組み合わせ毎に金融取引の条件を切替可能とした例を説明したが、これに限
定されるものではなく、アクセス元識別情報と遷移元サイトＩＤ等の遷移元識別情報の各
組み合わせについて認証レベル規定情報を各々登録しておくことで、アクセス元識別情報
と遷移元識別情報の各組み合わせ毎に認証処理における認証レベルを切替可能としてもよ
い。この態様は請求項６記載の発明に対応している。
【００９５】
　また、利用にあたってパスワード等の認証情報の入力をユーザに求めるウェブサイトで
は、ユーザの利便性を考慮しユーザによるパスワードの変更を可能としていることが一般
的であり、更に、同一のクライアント端末から誤ったパスワードが連続して所定回入力さ
れるとパスワードをロックすると共に、ユーザからの要求によりパスワードのロック解除
を受け付けるようにしているウェブサイトもある。このようなウェブサイトにおけるパス
ワードの変更やロックの解除に本発明を適用することも可能である。
【００９６】
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　具体的には、予め登録されたアクセス元識別情報と異なるＩＰアドレスのクライアント
端末を介してパスワードの変更・パスワードロックの解除が要求された場合には、ユーザ
に現在のパスワードの入力を求め当該パスワードが入力されれば新しいパスワードへの変
更を許可すると共に、パスワードロックの解除は拒否し、予め登録されたアクセス元識別
情報に対応するＩＰアドレスのクライアント端末を介してパスワードの変更・パスワード
ロックの解除が要求された場合には、ユーザに現在のパスワードの入力を求め、当該パス
ワードが入力されれば新しいパスワードへの変更を許可すると共に、パスワードロックの
解除も可能とする一方、予め登録されたアクセス元識別情報に対応するＩＰアドレスのク
ライアント端末を介してパスワードの変更・パスワードロックの解除が要求され、かつ当
該アクセスが指定ウェブページからの遷移であった場合には、パスワードロックの解除を
許可すると共に、ユーザが現在のパスワードを入力することなく新しいパスワードへ変更
することを許可するようにしてもよい。
【００９７】
　ユーザがパスワードを忘れてしまった場合には、上記のようにユーザが現在のパスワー
ドを入力することなく新しいパスワードへ変更することを許可する必要があるが、この手
続きは要求されるセキュリティレベルが高いため、上記手続きを書面によって行っている
ことが多く時間及び手間がかかっている。これを解決するために、例えばコールセンタ等
の担当者がユーザから「パスワードを忘れてパスワードがロックしてしまったため、新し
いパスワードで利用できるようにして欲しい」旨の電話連絡を受けた場合、担当者は、生
年月日や住所等に基づく本人確認を電話で行った後に、前記ユーザ専用のパスワードロッ
ク解除・パスワード再設定ウェブページ（上記の指定ウェブページに相当）を生成し、乱
数によって決定される前記ウェブページのＵＲＬを記載したファイルを生成し、一時パス
ワードを用いて当該ファイルをロックして電子メールに添付し、当該電子メールを前記ユ
ーザが予め届け出ているメールアドレスへ送信する処理をコンピュータによって行わせる
と共に、ユーザに一時パスワードを教示する手続きを行う。この場合、ユーザにより、上
記電子メールを受信し、受信した電子メールの添付ファイルを教示された一時パスワード
を用いて開き、開いたファイルに記載されているＵＲＬのパスワードロック解除・パスワ
ード再設定ウェブページにアクセスし、このウェブページを介してパスワードロックの解
除・パスワード再設定を要求する操作が行われる。
【００９８】
　この態様において、予め登録されたアクセス元識別情報に対応するＩＰアドレスのクラ
イアント端末を介してパスワードの変更・パスワードロックの解除が要求され、かつ当該
アクセスが指定ウェブページ（前記ユーザ専用のパスワードロック解除・パスワード再設
定ウェブページ）からの遷移であった場合、クライアント端末の操作者はユーザ本人であ
ると見なすことができるので、要求に応じてパスワードロックの解除を許可すると共に、
現在のパスワードの入力を求めることなく新しいパスワードへの変更を許可する処理を行
ってもセキュリティを確保することができ、ユーザがパスワードを忘れてしまった場合の
手続きの簡素化・手続きに要する時間の短縮を実現することができる。なお、上記態様で
は遷移元識別情報として、前記ユーザ専用のパスワードロック解除・パスワード再設定ウ
ェブページのＩＤが用いられることになるが、上記のように本発明に係る遷移元識別情報
はサイト毎に付与されたサイトＩＤに限られるものではなく、ウェブページ毎に付与され
た識別情報等であってもよい。また、上記態様において、パスワードロック解除・パスワ
ード再設定ウェブページに有効期間を設け、一定期間経過後に上記ページを無効にする（
例えばページの表示自体を消去してしまう等）ようにした方がセキュリティ性が向上する
ので望ましい。
【００９９】
　また、上記ではウェブサーバ１２及びアプリケーション・サーバ１４によって本発明に
係るサービス提供装置が実現される態様を説明したが、本発明はこれに限定されるもので
はなく、ウェブサーバ１２のようにインターネット１６に直接接続された単一のコンピュ
ータを、本発明に係るサービス提供装置として機能させることも可能である。この場合、
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転送手段からサービス提供手段へ転送される受信情報として、上記の態様のように認証要
求パケットを転送することに代えて、送信元ＩＰアドレス（及び遷移元識別情報）を付加
した認証要求パケットのデータ部のみを転送すればよい。
【０１００】
　また、上記ではサービス提供装置が提供するサービスの一例として、オンラインでの金
融取引の実行指示を可能とするサービスを説明したが、これに限定されるものではなく、
本発明は、オンラインで提供可能な任意のサービスを提供する際に適用可能であることは
言うまでもない。すなわち、本発明は個人向けに商品を販売する商品販売サイトのように
認証を必要としないウェブサイトにも適用可能であり、例えば本発明を上記の商品販売サ
イトに適用した場合、アクセス元がアクセス元識別情報としてＩＰアドレスが登録されて
いない端末であればサイトの閲覧（商品の参照や購入検討等）のみを可能とし、アクセス
元のクライアント端末が送信元ＩＰアドレスから携帯端末と判断できる場合は、商品の注
文を可能にすると共に支払方法を制限し（例えば支払方法を振込又は代金引換のみとし、
クレジットカードに基づく支払を不可とする等）、アクセス元がアクセス元識別情報とし
てＩＰアドレスが登録されているのクライアント端末である場合は、商品の注文・任意の
支払方法での支払を可能とする等の態様が考えられる。
【０１０１】
　また、外部からのアクセスも許容する社内の業務システムに本発明を適用してもよい。
この場合、例えばアクセス元がアクセス元識別情報としてＩＰアドレスが登録されている
社内のクライアント端末であれば、低レベルの認証処理又は認証処理無しでログイン可能
にすると共に、業務システムが提供する全てのサービスを利用可能とし、アクセス元のＩ
Ｐアドレスが、営業担当者が携帯端末を使って外出先からアクセスする際に使用される特
定プロバイダのＩＰアドレスの範囲内である場合には、比較的高レベルの認証処理に対応
する認証情報を要求すると共に、顧客情報等の重要情報の照会要求に対しては一覧出力を
不可とし個別照会のみ可能とする等のように、利用可能なサービスに制限を設け、アクセ
ス元がアクセス元識別情報としてＩＰアドレスが登録されていない端末であれば、電子証
明書等を要求して更に高レベルの認証処理を行うと共に、利用可能なサービスについても
、例えばＥラーニングや福利厚生関係のみ等のように大幅に制限する等の態様が考えられ
る。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】第１実施形態に係るコンピュータ・システムの概略構成を示すブロック図である
。
【図２】(Ａ)は認証情報データベースの一例、(Ｂ)は取引条件データベースの一例を各々
示すイメージ図である。
【図３】第１実施形態においてウェブサーバで実行される受信時処理の内容を示すフロー
チャートである。
【図４】第１実施形態に係る受信時処理を説明するためのイメージ図である。
【図５】ログイン要求データの一例を示すイメージ図である。
【図６】第１実施形態においてアプリケーション・サーバで実行される認証・判断処理の
内容を示すフローチャートである。
【図７】第２実施形態に係るコンピュータ・システムの概略構成を示すブロック図である
。
【図８】第２実施形態において各遷移元ウェブサイトと金融取引用ウェブサイトのリンク
関係の一例を示すイメージ図である。
【図９】第２実施形態における取引条件データベースの一例を示すイメージ図である。
【図１０】第２実施形態における受信時処理の内容を示すフローチャートである。
【図１１】第２実施形態における認証・判断処理の内容を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１０３】
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１０  コンピュータ・システム
１２  ウェブサーバ
１４  アプリケーション・サーバ
１４Ｃ　ＨＤＤ
１６  インターネット
１８  クライアント端末
２６  イントラネット
３０  コンピュータ・システム
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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