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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１ネットワークに接続されたサーバ装置であって、
　第２ネットワークに接続された機器から、前記機器のドメインを含み、前記ドメインの
正当性を証明する証明書の発行要求を受信すると、前記発行要求を識別する識別情報を前
記機器に送信する発行要求応答部と、
　前記機器から、前記識別情報が指定された確認方式取得要求を受信すると、前記ドメイ
ンの存在の確認に使用されるトークンを前記機器に送信する確認方式応答部と、
　前記機器から、前記トークンと署名データとを含むドメイン確認要求を受信すると、前
記発行要求と前記ドメイン確認要求とを特定する特定情報を含むサーバＵＲＬ（Ｕｎｉｆ
ｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）を前記機器に送信する確認要求応答部と、
　前記第２ネットワークに接続された端末から、前記サーバＵＲＬを介して接続を受け付
け、前記端末から、前記特定情報が指定された機器ＵＲＬ取得要求を受信すると、前記特
定情報から前記ドメインと前記トークンとを特定し、前記ドメインと前記トークンとを含
む機器ＵＲＬを、前記端末に送信する機器ＵＲＬ応答部と、
　前記機器ＵＲＬの接続に成功した前記端末から、前記機器ＵＲＬから取得された前記ト
ークンと前記署名データとを含むドメイン確認登録要求を受信した場合、前記証明書を発
行する発行部と、
　を備えるサーバ装置。
【請求項２】
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　前記署名データは、前記機器により生成された公開鍵をハッシュ関数にかけ秘密鍵で暗
号化したデータである、
　請求項１に記載のサーバ装置。
【請求項３】
　前記発行要求は、ＣＳＲ（Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ　Ｓｉｇｎｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ
）を含み、
　前記発行部は、前記機器ＵＲＬの接続に成功した前記端末から、前記ドメイン確認登録
要求を受信した場合、前記ＣＳＲを前記サーバ装置の秘密鍵で署名することにより前記証
明書を発行する、
　請求項１に記載のサーバ装置。
【請求項４】
　前記第１ネットワークは、インターネットであり、
　前記第２ネットワークは、ローカルエリアネットワークである、
　請求項１に記載のサーバ装置。
【請求項５】
　第１ネットワークに接続されたサーバ装置と通信し、第２ネットワークに接続された端
末と通信する、前記第２ネットワークに接続された機器であって、
　前記機器のドメインの正当性を証明する証明書の発行要求を前記サーバ装置に送信し、
前記サーバ装置から、前記発行要求を識別する識別情報を受信する発行要求送信部と、
　前記識別情報が指定された確認方式取得要求を送信し、前記サーバ装置から、前記ドメ
インの存在の確認に使用されるトークンを受信する確認方式取得要求部と、
　前記トークンと署名データとを、前記ドメインを含む機器ＵＲＬに配置するサーバ処理
部と、
　前記トークンと前記署名データとを含むドメイン確認要求を前記サーバ装置に送信し、
前記サーバ装置から、前記ドメイン確認要求を特定する特定情報を含むサーバＵＲＬ（Ｕ
ｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）を受信する確認要求送信部と、
　前記サーバ装置から前記サーバＵＲＬを介して前記ドメインと前記トークンとを含む機
器ＵＲＬを取得した前記端末から、前記機器ＵＲＬを介して接続を受け付ける受付部と、
　前記端末が前記機器ＵＲＬの接続に成功した場合、前記サーバ装置から前記証明書を取
得する取得部と、
　を備える機器。
【請求項６】
　前記サーバＵＲＬを含むコード情報を表示部に表示する表示制御部、
　を更に備える、
　請求項５に記載の機器。
【請求項７】
　前記サーバＵＲＬを、第３ネットワークを介して前記端末に送信する通信制御部、
　を更に備える、
　請求項５に記載の機器。
【請求項８】
　第１ネットワークに接続されたサーバ装置の証明書発行方法であって、
　第２ネットワークに接続された機器から、前記機器のドメインを含み、前記ドメインの
正当性を証明する証明書の発行要求を受信すると、前記発行要求を識別する識別情報を前
記機器に送信するステップと、
　前記機器から、前記識別情報が指定された確認方式取得要求を受信すると、前記ドメイ
ンの存在の確認に使用されるトークンを前記機器に送信するステップと、
　前記機器から、前記トークンと署名データとを含むドメイン確認要求を受信すると、前
記発行要求と前記ドメイン確認要求とを特定する特定情報を含むサーバＵＲＬ（Ｕｎｉｆ
ｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）を前記機器に送信するステップと、
　前記第２ネットワークに接続された端末から、前記サーバＵＲＬを介して接続を受け付
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け、前記端末から、前記特定情報が指定された機器ＵＲＬ取得要求を受信すると、前記特
定情報から前記ドメインと前記トークンとを特定し、前記ドメインと前記トークンとを含
む機器ＵＲＬを、前記端末に送信するステップと、
　前記機器ＵＲＬの接続に成功した前記端末から、前記機器ＵＲＬから取得された前記ト
ークンと前記署名データとを含むドメイン確認登録要求を受信した場合、前記証明書を発
行するステップと、
　を含む証明書発行方法。
【請求項９】
　第１ネットワークに接続されたサーバ装置と通信し、第２ネットワークに接続された端
末と通信する、前記第２ネットワークに接続された機器の証明書要求方法であって、
　前記機器のドメインの正当性を証明する証明書の発行要求を前記サーバ装置に送信し、
前記サーバ装置から、前記発行要求を識別する識別情報を受信するステップと、
　前記識別情報が指定された確認方式取得要求を送信し、前記サーバ装置から、前記ドメ
インの存在の確認に使用されるトークンを受信するステップと、
　前記トークンと署名データとを、前記ドメインを含む機器ＵＲＬに配置するステップと
、
　前記トークンと前記署名データとを含むドメイン確認要求を前記サーバ装置に送信し、
前記サーバ装置から、前記ドメイン確認要求を特定する特定情報を含むサーバＵＲＬ（Ｕ
ｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）を受信するステップと、
　前記サーバ装置から前記サーバＵＲＬを介して前記ドメインと前記トークンとを含む機
器ＵＲＬを取得した前記端末から、前記機器ＵＲＬを介して接続を受け付ける受付部と、
　前記端末が前記機器ＵＲＬの接続に成功した場合、前記サーバ装置から前記証明書を取
得するステップと、
　を含む証明書要求方法。
【請求項１０】
　第１ネットワークに接続されたサーバ装置を、
　第２ネットワークに接続された機器から、前記機器のドメインを含み、前記ドメインの
正当性を証明する証明書の発行要求を受信すると、前記発行要求を識別する識別情報を前
記機器に送信する発行要求応答部と、
　前記機器から、前記識別情報が指定された確認方式取得要求を受信すると、前記ドメイ
ンの存在の確認に使用されるトークンを前記機器に送信する確認方式応答部と、
　前記機器から、前記トークンと署名データとを含むドメイン確認要求を受信すると、前
記発行要求と前記ドメイン確認要求とを特定する特定情報を含むサーバＵＲＬ（Ｕｎｉｆ
ｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）を前記機器に送信する確認要求応答部と、
　前記第２ネットワークに接続された端末から、前記サーバＵＲＬを介して接続を受け付
け、前記端末から、前記特定情報が指定された機器ＵＲＬ取得要求を受信すると、前記特
定情報から前記ドメインと前記トークンとを特定し、前記ドメインと前記トークンとを含
む機器ＵＲＬを、前記端末に送信する機器ＵＲＬ応答部と、
　前記機器ＵＲＬの接続に成功した前記端末から、前記機器ＵＲＬから取得された前記ト
ークンと前記署名データとを含むドメイン確認登録要求を受信した場合、前記証明書を発
行する発行部、
　として機能させるための証明書発行プログラム。
【請求項１１】
　第１ネットワークに接続されたサーバ装置と通信し、第２ネットワークに接続された端
末と通信する、前記第２ネットワークに接続された機器を、
　前記機器のドメインの正当性を証明する証明書の発行要求を前記サーバ装置に送信し、
前記サーバ装置から、前記発行要求を識別する識別情報を受信する発行要求送信部と、
　前記識別情報が指定された確認方式取得要求を送信し、前記サーバ装置から、前記ドメ
インの存在の確認に使用されるトークンを受信する確認方式取得要求部と、
　前記トークンと署名データとを、前記ドメインを含む機器ＵＲＬに配置するサーバ処理
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部と、
　前記トークンと前記署名データとを含むドメイン確認要求を前記サーバ装置に送信し、
前記サーバ装置から、前記ドメイン確認要求を特定する特定情報を含むサーバＵＲＬ（Ｕ
ｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）を受信する確認要求送信部と、
　前記サーバ装置から前記サーバＵＲＬを介して前記ドメインと前記トークンとを含む機
器ＵＲＬを取得した前記端末から、前記機器ＵＲＬを介して接続を受け付ける受付部と、
　前記端末が前記機器ＵＲＬの接続に成功した場合、前記サーバ装置から前記証明書を取
得する取得部、
　として機能させるための証明書要求プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態はサーバ装置、機器、証明書発行方法、証明書要求方法、証明書発行
プログラム及び証明書要求プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　機器のなりすましを防ぐ技術が従来から知られている。例えば、認証局が、機器のドメ
インの正当性を証明するＤＶ（Ｄｏｍａｉｎ　Ｖａｌｉｄａｔｉｏｎ）証明書を発行する
ための技術が従来から知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－０４９７５２号公報
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】ＡＣＭＥ（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ　Ｍａｎａｇ
ｅｍｅｎｔ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ）、［ｏｎｌｉｎｅ］、［平成２９年１０月２４日
検索］、インターネット〈ＵＲＬ：ｈｔｔｐｓ：／／ｄａｔａｔｒａｃｋｅｒ．ｉｅｔｆ
．ｏｒｇ／ｄｏｃ／ｄｒａｆｔ－ｉｅｔｆ－ａｃｍｅ－ａｃｍｅ／〉
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の技術では、異なるネットワークに接続された機器の正当性を、よ
り簡便に証明することが難しかった。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態のサーバ装置は、第１ネットワークに接続されたサーバ装置であって、発行要
求応答部と確認方式応答部と確認要求応答部と機器ＵＲＬ応答部と発行部とを備える。発
行要求応答部は、第２ネットワークに接続された機器から、前記機器のドメインを含み、
前記ドメインの正当性を証明する証明書の発行要求を受信すると、前記発行要求を識別す
る識別情報を前記機器に送信する。確認方式応答部は、前記機器から、前記識別情報が指
定された確認方式取得要求を受信すると、前記ドメインの存在の確認に使用されるトーク
ンを前記機器に送信する。確認要求応答部は、前記機器から、前記トークンと署名データ
とを含むドメイン確認要求を受信すると、前記発行要求と前記ドメイン確認要求とを特定
する特定情報を含むサーバＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ
）を前記機器に送信する。機器ＵＲＬ応答部は、前記第２ネットワークに接続された端末
から、前記サーバＵＲＬを介して接続を受け付け、前記端末から、前記特定情報が指定さ
れた機器ＵＲＬ取得要求を受信すると、前記特定情報から前記ドメインと前記トークンと
を特定し、前記ドメインと前記トークンとを含む機器ＵＲＬを、前記端末に送信する。発
行部は、前記機器ＵＲＬの接続に成功した前記端末から、前記機器ＵＲＬから取得された
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前記トークンと前記署名データとを含むドメイン確認登録要求を受信した場合、前記証明
書を発行する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第１実施形態の証明書発行システムの構成の例を示す図。
【図２Ａ】第１実施形態の証明書発行システムの動作例を示すシーケンス図。
【図２Ｂ】第１実施形態の証明書発行システムの動作例を示すシーケンス図。
【図３】第２実施形態の証明書発行システムの構成の例を示す図。
【図４Ａ】第２実施形態の証明書発行システムの動作例を示すシーケンス図。
【図４Ｂ】第２実施形態の証明書発行システムの動作例を示すシーケンス図。
【図４Ｃ】第２実施形態の証明書発行システムの動作例を示すシーケンス図。
【図５Ａ】第３実施形態の証明書発行システムの動作例を示すシーケンス図。
【図５Ｂ】第３実施形態の証明書発行システムの動作例を示すシーケンス図。
【図５Ｃ】第３実施形態の証明書発行システムの動作例を示すシーケンス図。
【図６】第４実施形態の証明書発行システムの構成の例を示す図。
【図７Ａ】第４実施形態の証明書発行システムの動作例を示すシーケンス図。
【図７Ｂ】第４実施形態の証明書発行システムの動作例を示すシーケンス図。
【図８】第１乃至第４実施形態のサーバ装置、機器及び端末の主要部のハードウェア構成
の例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下に添付図面を参照して、サーバ装置、機器、証明書発行方法、証明書要求方法、証
明書発行プログラム及び証明書要求プログラムの実施形態を詳細に説明する。
【０００９】
（第１実施形態）
　はじめに、インターネット上のウェブサーバ（以降、単に「ウェブサービス」と呼ぶ）
が、ローカルネットワーク上の機器で動作するウェブサーバ（以降、単に「機器」と呼ぶ
）と、ウェブサービスへアクセスする端末のウェブブラウザを介して、相互認証に基づい
た暗号化通信を行うことの困難性について説明する。ここで、暗号化通信とは、例えばＨ
ＴＴＰＳ（Ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｓｅｃｕｒｅ）
等のＴＬＳ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｌａｙｅｒ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ）を利用する通信であ
る。
【００１０】
　具体的には、ユーザによる何らかの手動設定を伴わずに、以下の問題を解決することが
難しい。
［問題１］ウェブブラウザ、及び、ウェブブラウザ上で動作するウェブサービスのフロン
トエンド（ウェブページとして制御されるインタフェース）が、ローカルネットワーク上
の機器を発見することができない。
［問題２］機器が正規のサーバ証明書を持っていない。すなわち、ウェブブラウザ、及び
、ウェブブラウザ上で動作するウェブサービスのフロントエンドが、信頼できる機器であ
ることを検証できない。
［問題３］機器が、ウェブサービスの認証及びアクセス制御、並びに、ユーザの認証及び
アクセス制御をできない。
【００１１】
　［問題１］については、例えば次の解決策により解決できる。まず、ウェブサービスが
機器のＩＰアドレスを登録するための登録インタフェースを用意する。次に、ユーザが、
登録インタフェースを使用して機器のＩＰアドレスをウェブサービスに登録する。
【００１２】
　［問題２］については、例えば次の解決策により解決できる。まず、ユーザが、認証局
と、認証局による署名付きのルート証明書とを作成する。次に、ユーザが、ユーザにより
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作成されたルート証明書をウェブブラウザに信頼できるルート証明書として登録する。次
に、ユーザが、ユーザにより作成された認証局による署名付きのサーバ証明書を作成する
。そして、ユーザが、サーバ証明書を機器に設定する。
【００１３】
　［問題３］については、例えば次の解決策により解決できる。まず、機器に予めユーザ
ＩＤ及びパスワードを設定する。そして、ウェブブラウザが機器にアクセスする際に、ユ
ーザＩＤ及びパスワードによる認証をかける。
【００１４】
　しかしながら、上記いずれの解決策も、ユーザに手動設定作業を強いるものであり、ユ
ーザビリティ上の問題がある。また、上記［問題２］及び［問題３］の解決策については
、ウェブサービスが機器の正当性を、機器がウェブサービスの正当性を、それぞれ正規に
検証できていない。そのため、悪意のあるユーザによって、悪意のある機器や、悪意のあ
るウェブサービスとの通信が容易に実現できてしまう。
【００１５】
　上述の［問題２］は、機器が信頼できるサーバ証明書を持っていないことが主な原因で
ある。しかしながら、正規の認証局は、グローバルアクセス可能なドメインを持ち、かつ
、管理主体が明確なサーバに対して証明書を発行することが一般的である。そのため、イ
ンターネットとは異なるネットワークであるローカルネットワーク上の機器に対して正規
のサーバ証明書を発行する方法は知られていない。
【００１６】
　非特許文献１は、ウェブサービスに対して、ＤＶ証明書を発行する認証局の標準仕様を
定めたものである。ＤＶ証明書とは、ドメインの存在検証のみを前提に発行するサーバ証
明書のことであり、インターネット上のパブリックな認証局が発行する証明書の中で最も
信頼性が低い証明書である。すなわち、ドメインの存在検証が、パブリックな認証局が発
行するサーバ証明書の最低限のルールと言い換えることもできる。しかしながら、インタ
ーネット上の認証局は、ファイアウォールやＮＡＴ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｄｄｒｅｓｓ　
Ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ）などの機能を有する中継装置が存在するため、ローカルネット
ワークの機器のドメイン存在検証ができない。
【００１７】
　機器がサーバとして振る舞う場合、プライベートアドレス空間を持ち、更に、変化し得
るＩＰアドレスを持つローカルサーバに対して、固定的な名前（ドメイン）をどの時点で
付与するのか、そのドメインの存在検証をどのように行い、証明書を発行するのか等を解
決することは難しい。
【００１８】
　以下の説明では、ウェブサービスから、ローカルネットワーク上の機器に、ウェブブラ
ウザを介して、安全に（クロスオリジン）アクセスできるようにする方法について説明す
る。ここでいう「安全に」とは、ウェブブラウザが、機器、ウェブサービス、及び、ウェ
ブサービスのユーザが、正当であることを検証でき、かつ、暗号化通信を行うことができ
ることを指す。
【００１９】
［証明書発行システムの構成の例］
　図１は第１実施形態の証明書発行システム１００の構成の例を示す図である。第１実施
形態の証明書発行システム１００は、サーバ装置１０、機器２０、端末３０及び中継装置
４０を備える。
【００２０】
　サーバ装置１０は、第１ネットワーク５０１に接続されている。第１ネットワークは、
インターネット等のＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）である。第１実施形
態では、サーバ装置１０と端末３０間の通信、及び、サーバ装置１０と機器２０間の通信
は、第１ネットワーク５０１を介して行われる。第１実施形態では、第１ネットワーク５
０１が、インターネットである場合を例にして説明する。
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【００２１】
　機器２０及び端末３０は、第２ネットワーク５０２に接続されている。第２ネットワー
ク５０２は、宅内、オフィスまたは工場などのローカルネットワークである。ローカルネ
ットワークの媒体は、例えば上位プロトコルでＩＰ通信を実現できるイーサネット（登録
商標）、及び、無線ＬＡＮ等である。なお、イーサネット（登録商標）、及び、無線ＬＡ
Ｎ等と同等の機能を実現できるネットワークであれば、具体的な媒体や上位通信プロトコ
ルは問わない。第１実施形態では、第２ネットワーク５０２が、無線ＬＡＮで構築された
ローカルネットワーク（ホームネットワーク）である場合を例にして説明する。
【００２２】
　第１実施形態のサーバ装置１０は、機器２０のドメインの正当性を証明する証明書を発
行する認証局である。第１実施形態では、サーバ装置１０は、機器２０のメーカが運用し
ているインターネット上のウェブサービスの機能の一部として、機器２０の証明書を発行
する機能を実現する。なお、サーバ装置１０は、機器２０のメーカとは異なる第三者によ
り運用される認証局でもよい。
【００２３】
　第１実施形態の機器２０は、第１ネットワーク５０１のウェブサービスから、端末３０
の実行部３０１（第１実施形態では、ウェブブラウザ）を介してアクセスされる第２ネッ
トワーク５０２上の機器である。機器２０は、ＨＴＴＰ（ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｔｒａｎ
ｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）サーバ機能を備える。第１実施形態では、機器２０は、デ
ジタルテレビである。機器２０がデジタルテレビの場合、第１ネットワーク５０１のウェ
ブサービスは、例えば宅内のデジタルテレビを発見し、テレビリモコン機能を提供するテ
レビリモコンサービス（テレビ用クラウドサービス）である。第１実施形態では、テレビ
リモコンサービスが、サーバ装置１０により提供されるウェブサービスの機能の一部とし
て実現されている場合を例にして説明する。
【００２４】
　第１実施形態の端末３０は、ユーザにより操作される端末である。ここで、ユーザは、
機器２０及び端末３０の所有者であり、機器２０のメーカにより提供されるウェブサービ
スのユーザでもある。第１実施形態では、端末３０はスマートフォン及びタブレット端末
等のスマートデバイスである。なお端末３０はパーソナルコンピュータ等でもよい。
【００２５】
　端末３０は実行部３０１を備える。実行部３０１は、サーバ装置１０が端末３０に機能
を提供するためのインタフェース１０７を実行する。第１実施形態のインタフェース１０
７は、サーバ装置１０から端末３０へ送信されるウェブページであり、第１実施形態の実
行部３０１は、当該ウェブページを実行するウェブブラウザである。インタフェース１０
７は、基本的に、ＨＴＭＬ（ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）、
ＣＳＳ（Ｃａｓｃａｄｉｎｇ　Ｓｔｙｌｅ　Ｓｈｅｅｔｓ）、及び、ＪａｖａＳｃｒｉｐ
ｔ（登録商標）コードにより構成されており、機器２０のドメインの存在を確認する機能
（ドメイン確認部１０８）を実現する。なお実行部３０１は、ウェブブラウザに限られず
、例えば端末３０で動作するアプリケーションでもよい。ユーザは、機器２０（第１実施
形態では、デジタルテレビ）を、端末３０（第１実施形態では、スマートデバイス）の実
行部３０１（第１実施形態では、ウェブブラウザ）で、テレビリモコンサービスのウェブ
画面を表示及び操作する。
【００２６】
　中継装置４０は、第１ネットワーク５０１に接続されたサーバ装置１０と、第２ネット
ワーク５０２に接続された機器２０及び端末３０との間の通信を中継する装置である。
【００２７】
　次に、第１実施形態のサーバ装置１０の機能構成について説明する。第１実施形態のサ
ーバ装置１０は、機器登録部１０１、機器認証部１０２、発行要求応答部１０３、確認方
式応答部１０４、確認要求応答部１０５、インタフェース提供部１０６、インタフェース
１０７、ドメイン確認部１０８、機器ＵＲＬ応答部１０９、確認結果受付部１１０及び発
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行部１１１を備える。インタフェース提供部１０６は、インタフェース１０７を端末３０
に提供する。インタフェース１０７は、ドメイン確認部１０８を備える。
【００２８】
　機器登録部１０１は、機器２０により生成された鍵ペア（公開鍵及び秘密鍵）の公開鍵
の登録要求を、機器２０から受け付けることにより、当該機器２０の機器登録を行う。
【００２９】
　なお、機器登録の具体的な方法は任意でよい。例えば、機器登録部１０１は、機器メー
カに対してＭＡＣ（Ｍｅｓｓａｇｅ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｃｏｄｅ）鍵を予
め発行する。次に、機器メーカは出荷前にＭＡＣ鍵を機器２０に埋め込む。次に、機器２
０は、このＭＡＣ鍵で公開鍵に署名を付与し、署名付きの公開鍵を含む登録要求を機器登
録部１０１に送信する。機器登録部１０１は、機器２０から登録要求を受け付けた場合、
署名を検証することにより、ＭＡＣ鍵を発行した機器２０からの登録要求であるか否かを
判定する。機器登録部１０１は、ＭＡＣ鍵を発行した機器２０からの登録要求である場合
、当該登録要求に含まれる公開鍵を登録する。
【００３０】
　機器認証部１０２は、機器登録部１０１により登録された機器２０から送信された通信
データに含まれるパラメータ（公開鍵及び署名）を参照して、機器２０を認証する。具体
的には、機器認証部１０２は、通信データに含まれる公開鍵が登録済みであり、かつ、通
信データに含まれる署名が正しい場合、機器２０を認証する。なお、機器認証部１０２は
、リプレイ攻撃を防止するための乱数及びランダム文字列（ｎｏｎｃｅ）を、機器２０に
発行する機能を備える。
【００３１】
　発行要求応答部１０３は、機器登録部１０１により登録された機器２０から証明書の発
行要求を受け付ける。具体的には、発行要求応答部１０３は、上記機器認証部１０２によ
る機器認証が通った場合に、機器２０からＣＳＲ（Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ　Ｓｉｇｎｉ
ｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）を、発行要求のパラメータとして受け付ける。なお、このＣＳＲ
は、ローカルネットワーク上で用いるドメイン名（ｄｉｇｉｔａｌ＿ｔｖ．ｌｏｃａｌ及
びｄｉｇｉｔａｌ＿ｔｖ．ｈｏｍｅ．ａｒｐｈａ等、以降、「ローカルドメイン」と呼ぶ
）に対する証明書署名要求である。
【００３２】
　確認方式応答部１０４は、証明書の発行要求を送信した機器２０から、ドメインの確認
方式（非特許文献１のＡＣＭＥでは、「チャレンジ」と呼ばれる）取得要求を受け付け、
ＣＳＲがローカルドメインの証明書署名要求であった場合、確認方式情報を応答する。確
認方式情報は、種別情報、識別情報及びトークンを含む。種別情報は、ローカルドメイン
に対する確認方法であることを示す情報（“ｈｔｔｐ－ｌｏｃａｌ－０１”等）を示す。
識別情報は、チャレンジＩＤを示す。トークンは、ドメイン確認時に用いられる乱数など
の数値列データ、及び、ランダム文字列データなどを含む。
【００３３】
　確認要求応答部１０５は、機器２０から、チャレンジＩＤ、トークン、及び、登録時に
用いた署名付きの公開鍵（以降、この公開鍵を「キー認可情報」とよぶ）を含むドメイン
確認要求を受け付け、インタフェースのアドレスを示す検証ＵＲＬを応答する。検証ＵＲ
Ｌには、サーバ装置１０内で、機器２０からの証明書発行要求及びドメイン確認要求を一
意に特定するための検証コード（特定情報）が含まれる。検証ＵＲＬの例は、例えば、ｈ
ｔｔｐｓ：／／ｄｅｖｉｃｅ－ｃａ．ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍ／ｃｏｍｆｉｒｍ＿ｌｏｃ
ａｌ＿ｄｏｍａｉｎ．ｈｔｍｌ＃ｃｏｄｅ＝ｘｘｘｘｘｘｘｘなどである。この例では、
ｄｅｖｉｃｅ－ｃａ．ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍがサーバ装置１０のドメインであり、ｘｘ
ｘｘｘｘｘｘが検証コードに相当する。
【００３４】
　インタフェース提供部１０６は、機器２０のドメインをローカルネット上で確認するた
めのインタフェース１０７を提供する。第１実施形態では、インタフェース提供部１０６
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は、ウェブサーバである。インタフェース提供部１０６は、ユーザ認証機能を備える。イ
ンタフェース提供部１０６は、ユーザ登録済みのログインユーザからの要求にのみ応答す
る。ログイン認証は、ウェブで広く用いられるＣｏｏｋｉｅベースのユーザセッション認
証か、アクセストークン認証を用いるのが一般的であるが、これらに限定しない。インタ
フェース提供部１０６は、ログインしていないユーザからのアクセスには、ログイン画面
を応答し、ユーザ認証を求める。
【００３５】
　インタフェース１０７は、端末３０上で実現されるサーバ装置１０のフロントエンドで
ある。第１実施形態では、インタフェース１０７はウェブページである。
【００３６】
　ドメイン確認部１０８は、インタフェース１０７により実現される機能である。第１実
施形態では、ドメイン確認部１０８は、ウェブページ内のＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商
標）コードとして実現される。ドメイン確認部１０８は、上述の検証ＵＲＬに含まれる検
証コードを、サーバ装置１０に送信する。次に、ドメイン確認部１０８は、機器２０によ
りサーバ装置１０に送信されたＣＳＲ情報及びトークン情報（より具体的には、機器のＨ
ＴＴＰサーバ上のドメイン確認用の機器ＵＲＬ（ｈｔｔｐ（ｓ）：／／ｄｉｇｉｔａｌ－
ｔｖ．ｌｏｃａｌ／．ｗｅｌｌ－ｋｎｏｗｎ／ａｃｍｅ－ｃｈａｌｌｅｎｇｅ／｛トーク
ン｝など）を、サーバ装置１０から取得する。そして、ドメイン確認部１０８は、機器Ｕ
ＲＬにアクセスし、トークン及びキー認可情報を機器２０から取得する。
【００３７】
　機器ＵＲＬ応答部１０９は、第２ネットワーク５０２に接続された端末３０上で、サー
バ装置１０のフロントエンドとして実現されるドメイン確認部１０８から、検証ＵＲＬ（
サーバＵＲＬ）を介して接続を受け付け、端末３０から、検証コード（特定情報）が指定
された機器ＵＲＬ取得要求を受信すると、特定情報からドメインとトークンとを特定し、
ドメインとトークンとを含む機器ＵＲＬを、端末３０に送信する。
【００３８】
　確認結果受付部１１０は、機器ＵＲＬにアクセスしたドメイン確認部１０８から、トー
クン及びキー認可情報を含むパラメータを受け付ける。
【００３９】
　発行部１１１は、確認結果受付部１１０により受け付けられたパラメータを使用して、
チャレンジとして発行されたトークンが、チャレンジを発行した機器２０のドメインから
取得出来たか否かを検証する。発行部１１１は、チャレンジとして発行されたトークンが
、チャレンジを発行した機器２０のドメインから取得出来た場合、当該機器２０のＣＳＲ
を自身のもつサーバ証明書の秘密鍵で署名して、機器２０のドメインの証明書を生成する
。発行部１１１は、機器２０から証明書の取得要求を受信すると、ドメイン確認が完了し
、かつ、証明書の発行が完了していれば、当該取得要求の応答として、機器２０に証明書
を送信する。
【００４０】
　次に、第１実施形態の機器２０の機能構成について説明する。第１実施形態の機器２０
は、入力制御部２０１、登録要求部２０２、ドメイン生成部２０３、ＣＳＲ生成部２０４
、発行要求送信部２０５、確認方式取得要求部２０６、サーバ処理部２０７、確認要求送
信部２０８、表示制御部２０９及び取得部２１０を備える。
【００４１】
　入力制御部２０１は、ユーザによる入力操作を受け付ける。入力制御部２０１は、例え
ば端末３０の実行部３０１（第１実施形態では、ウェブブラウザ）からのアクセスを有効
化する設定をＯＮにする入力操作を受け付ける。
【００４２】
　登録要求部２０２は、機器２０で生成された公開鍵を含む機器登録用データを生成し、
当該機器登録用データにより、サーバ装置１０の機器登録部１０１に登録要求を行う。機
器登録用データの生成方法の説明は、図２Ａを用いて後述する。
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【００４３】
　ドメイン生成部２０３は、機器２０のドメインの名称であるドメイン名（ｄｏｍａｉｎ
＿ｎａｍｅ）を生成する。
【００４４】
　ＣＳＲ生成部２０４は、ドメイン生成部２０３により生成されたドメイン名（ｄｏｍａ
ｉｎ＿ｎａｍｅ）の正当性を証明する証明書の署名要求（ＣＳＲ）を生成する。
【００４５】
　発行要求送信部２０５は、機器２０のドメインの証明書の発行要求をサーバ装置１０に
送信する。
【００４６】
　確認方式取得要求部２０６は、確認方式取得要求（チャレンジ取得）をサーバ装置１０
に送信し、ドメイン確認方式（チャレンジ）情報を取得する。確認方式取得要求及びドメ
イン確認方式（チャレンジ）情報の説明は、図２Ａを用いて後述する。
【００４７】
　サーバ処理部２０７は、機器２０で動作させるＨＴＴＰサーバの処理を実行する。ＨＴ
ＴＰサーバのアドレスは、ドメイン生成部２０３により生成されたドメイン名を含む。
【００４８】
　確認要求送信部２０８は、機器２０のドメインの確認要求（チャレンジ選択）をサーバ
装置１０に送信する。
【００４９】
　表示制御部２０９は、ドメインの確認要求の応答として、サーバ装置１０から検証ＵＲ
Ｌを受信すると、この検証ＵＲＬをＱＲコード（登録商標）などのコード情報にして、表
示部に表示する。
【００５０】
　取得部２１０は、端末３０のインタフェース１０７からドメイン確認のためのアクセス
を受けた契機で、証明書発行の可否をサーバ装置１０に定期的に問い合わせる。そして、
取得部２１０は、サーバ装置１０の発行部１１１から証明書を取得すると、当該証明書を
機器２０にインストールする。
【００５１】
［証明書発行システムの動作例］
　次に、第１実施形態の証明書発行システム１００の動作例について説明する。
【００５２】
　図２Ａ及び２Ｂは、第１実施形態の証明書発行システム１００の動作例を示すシーケン
ス図である。
【００５３】
　はじめに、事前条件について説明する。
【００５４】
［事前条件１］サーバ装置１０（を運用する組織）は、事前に機器２０に対してＭＡＣ鍵
（ｐｒｏｄｕｃｔ＿ｉｄ，ｐｒｏｄｕｃｔ＿ｓｅｃｒｅｔ）を払い出している。機器２０
のメーカは、このＭＡＣ鍵を製造時に機器２０に埋め込んでいる。なお、このサーバ装置
１０を運用する組織は、第１実施形態では、機器２０のメーカである。なお、ＭＡＣ鍵は
、第１実施形態では、共通鍵としているが、例えばクライアント証明書のような非対称鍵
であってもよい。
【００５５】
［事前条件２］ユーザは、機器２０（第１実施形態では、デジタルテレビ）の所有者であ
り、ウェブサービス（第１実施形態では、テレビリモコン機能等の遠隔制御などを実現す
るテレビ用クラウドサービス）に、例えばｅｍａｉｌアドレス及びパスワードによるユー
ザ登録を行っている。
【００５６】
　はじめに、機器２０の入力制御部２０１が、端末３０の実行部３０１（第１実施形態で
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は、ウェブブラウザ）からのアクセスを有効化する設定をＯＮにする入力操作を受け付け
る（ステップＳ１）。この際、入力制御部２０１は、サーバ装置１０に登録済みのｅｍａ
ｉｌアドレスを指定する入力操作を更に受け付けるようにしてもよい。また、入力制御部
２０１は、認証局として動作するサーバ装置１０が複数ある場合、複数のサーバ装置１０
の候補から、サーバ装置１０を選択する入力操作を更に受け付けてもよい。
【００５７】
　次に、機器２０の登録要求部２０２が、機器登録用の鍵ペア（公開鍵（ｃｌｉｅｎｔ＿
ｐｕｂ）及び秘密鍵（ｃｌｉｅｎｔ＿ｓｅｃｒｅｔ））を生成する（ステップＳ２）。
【００５８】
　次に、機器２０の登録要求部２０２は、機器登録のためのｎｏｎｃｅの発行をサーバ装
置１０に要求する（ステップＳ３）。サーバ装置１０の機器認証部１０２は、登録要求部
２０２からｎｏｎｃｅの発行要求を受信すると、ｎｏｎｃｅを生成し、当該ｎｏｎｃｅを
発行要求の応答として機器２０に送信する（ステップＳ３）。
【００５９】
　次に、機器２０の登録要求部２０２は、機器登録用データを生成する。機器登録用デー
タは、ｃｌｉｅｎｔ＿ｐｕｂ及びｎｏｎｃｅを少なくとも含む（ステップＳ４）。このと
き、サーバ装置１０の機器登録部１０１が、事前にＭＡＣ鍵を払い出している製品（機器
２０）からの登録のみを受け付けるようにする場合、機器２０の登録要求部２０２が、機
器登録用データにｐｒｏｄｕｃｔ＿ｉｄを含め、これにｐｒｏｄｕｃｔ＿ｓｅｃｒｅｔで
署名をつける。
【００６０】
　次に、機器２０の登録要求部２２０は、ステップＳ４の処理により生成された機器登録
用データで、サーバ装置１０の機器登録部１０１に登録要求を行う（ステップＳ５）。サ
ーバ装置１０の機器登録部１０１は、ＭＡＣ、ｃｌｉｅｎｔ＿ｐｕｂ及びｎｏｎｃｅに対
するｃｌｉｅｎｔ＿ｓｅｃｒｅｔによる署名を検証し、正しければ機器２０を登録する。
【００６１】
　なお、上述のステップＳ２～ステップＳ５の処理は、サーバ装置１０への機器登録が既
に実行されている場合は省略される。
【００６２】
　次に、機器２０のドメイン生成部２０３が、ドメイン名（ｄｏｍａｉｎ＿ｎａｍｅ）を
生成する（ステップＳ６）。このとき、ドメイン生成部２０３は、ｍＤＮＳを有効化し、
ドメイン名（ｄｏｍａｉｎ＿ｎａｍｅ）が第２ネットワーク５０２上で衝突せずに使える
ことを確認する。例えば、１つの実現例として、ドメイン生成部２０３は、ｄｏｍａｉｎ
＿ｎａｍｅを、＜ＵＵＩＤ＞．＜機器メーカが運用するサーバ装置のドメイン名＞．ｌｏ
ｃａｌとする。ここで、ＵＵＩＤは、ＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ）アドレスなどから生成されるグローバルユニークな値である。サーバ装置１０のドメ
インが、ｄｔｖ．ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍだった場合には、例えば、２ｆａｃ１２３４－
３１ｆ８－１１ｂ４－ａ２２２－０８００２ｂ３４ｃ００３．ｄｔｖ．ｅｘａｍｐｌｅ．
ｃｏｍ．ｌｏｃａｌなどになる。この例はあくまで一例であり、第２ネットワーク５０２
で衝突しない限りは、ドメイン名の生成方法は任意でよい。
【００６３】
　次に、機器２０のＣＳＲ生成部２０４が、ステップＳ６の処理により生成されたｄｏｍ
ａｉｎ＿ｎａｍｅの正当性を証明する証明書の署名要求（ＣＳＲ）を生成する（ステップ
Ｓ７）。なお、ＣＳＲ生成部２０４は、指定したユーザのｅｍａｉｌアドレスを、ＣＳＲ
のコンタクト情報に加えてもよい。
【００６４】
　次に、機器２０の発行要求送信部２０５が、機器２０のドメインの証明書の発行要求を
サーバ装置１０に送信する（ステップＳ８）。証明書の発行要求は、ステップＳ７の処理
により生成されたＣＳＲを含む。サーバ装置１０の発行要求応答部１０３は、機器認証部
１０２により機器２０が認証された場合、ＣＳＲを受け付け、応答として、識別情報（ａ
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ｕｔｈｚ＿ｉｄ）、及び、パス情報（ｃｅｒｔ＿ｕｒｉ）を機器２０に送信する。識別情
報（ａｕｔｈｚ＿ｉｄ）は、証明書の発行要求を識別する情報である。パス情報（ｃｅｒ
ｔ＿ｕｒｉ）は、証明書が発行された場合に、当該証明書が置かれる場所を示す情報であ
る。このとき発行要求応答部１０３は、ＣＳＲに含まれるドメイン名がローカル用のドメ
インであることを示す情報を、ＣＳＲと合わせて記憶しておく。なお、ＣＳＲ内の情報を
用いず、証明書の発行要求に、ローカルネットワーク向け証明書の発行であることを明示
的に示すパラメータを含めるようにしてもよい。
【００６５】
　次に、機器２０の確認方式取得要求部２０６が、識別情報（ａｕｔｈｚ＿ｉｄ）が指定
された確認方式取得要求（チャレンジ取得）をサーバ装置１０に送信し、ドメイン確認方
式（チャレンジ）情報を取得する（ステップＳ９）。サーバ装置１０の発行要求応答部１
０３は、機器認証部１０２により機器２０が認証された場合、ローカルドメイン向けチャ
レンジ情報を応答する。ローカルドメイン向けチャレンジ情報は、チャレンジ識別情報、
種別情報（“ｈｔｔｐ－ｌｏｃａｌ－０１”など）、及び、トークンを含む。
【００６６】
　次に、機器２０のサーバ処理部２０７が、トークン、及び、署名データ（キー認可情報
（ｋｅｙ＿ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ））を、機器２０で動作させるＨＴＴＰサーバの
特定パス（．ｗｅｌｌ－ｋｎｏｗｎ／ａｃｍｅ－ｃｈａｌｌｅｎｇｅ／｛ｔｏｋｅｎ｝等
）に設置する（ステップＳ１０）。署名データは、公開鍵（ｃｌｉｅｎｔ＿ｐｕｂ）をハ
ッシュ関数にかけて秘密鍵（ｃｌｉｅｎｔ＿ｓｅｃｒｅｔ）で暗号化したデータである。
【００６７】
　次に、機器２０の確認要求送信部２０８が、サーバ処理部２０７によりＨＴＴＰサーバ
の準備ができた後、機器２０のドメインの確認要求（チャレンジ選択）をサーバ装置１０
に送信する（ステップＳ１１）。サーバ装置１０の確認要求応答部１０５は、機器認証部
１０２により機器２０が認証された場合、当該ドメイン確認要求を特定する一時的に有効
な検証コード（ｃｏｄｅ）を特定情報として含む検証ＵＲＬ（ｖｅｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ
＿ｕｒｉ）を応答する。この検証ＵＲＬは、サーバ装置１０により提供されるインタフェ
ース（ウェブ画面）のパスである。検証ＵＲＬは、例えば、前述したように、ｈｔｔｐｓ
：／／ｄｔｖ．ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍ／ｃｏｎｆｉｒｍ＿ｌｏｃａｌ＿ｄｏｍａｉｎ．
ｈｔｍｌ＃ｃｏｄｅ＝ｘｘｘｘｘｘｘｘなどになっていて、インタフェースのＪａｖａＳ
ｃｒｉｐｔ（登録商標）コードから、検証コード（ｃｏｄｅ）が参照できる形になってい
る。
【００６８】
　次に、機器２０の表示制御部２０９が、ステップＳ１１の応答として、サーバ装置１０
から検証ＵＲＬを受信すると、この検証ＵＲＬをＱＲコード（登録商標）などのコード情
報にして、表示部に表示する（ステップＳ１２）。なお表示制御部２０９は、そのまま検
証ＵＲＬの文字列を表示してもよいが、ユーザがインタフェース１０７のパスを予め知っ
ているなどの場合は、検証コードのみを表示してもよい。
【００６９】
　次に、端末３０の実行部３０１が、ステップＳ１２の処理により表示されたコード情報
を読み込むことにより取得された検証ＵＲＬにアクセスし、インタフェース１０７（ドメ
イン確認ウェブ画面）に遷移する（ステップＳ１３）。
【００７０】
　次に、端末３０のインタフェース１０７は、ユーザがログインしていなければ、ログイ
ン操作を受け付ける（ステップＳ１４）。
【００７１】
　次に、インタフェース１０７上のドメイン確認部１０８は、検証ＵＲＬに含まれる検証
コード（ｃｏｄｅ）を、ドメイン確認要求を特定する特定情報として取得し、当該検証コ
ードをパラメータとして含む機器ＵＲＬ取得要求をサーバ装置１０に送信する（ステップ
Ｓ１５）。サーバ装置１０の機器ＵＲＬ応答部１０９は、機器２０のＨＴＴＰサーバのド
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メイン確認用ＵＲＬ情報である機器ＵＲＬ（ｄｅｖｉｃｅ＿ｕｒｉ）を、機器ＵＲＬ取得
要求の応答として、端末３０に送信する。
【００７２】
　機器ＵＲＬ（ｄｅｖｉｃｅ＿ｕｒｉ）は、機器のドメイン（ドメイン名）及びトークン
を含む。ｄｅｖｉｃｅ＿ｕｒｉは、例えばｈｔｔｐ（ｓ）：／／｛ｄｏｍａｉｎ＿ｎａｍ
ｅ｝／．ｗｅｌｌ－ｋｎｏｗｎ／ａｃｍｅ－ｃｈａｌｌｅｎｇｅ／｛ｔｏｋｅｎ｝などで
ある。
【００７３】
　次に、端末３０のインタフェース１０７（ドメイン確認部１０８）は、機器２０により
トークンが設置されているパスを示す機器ＵＲＬ（ｄｅｖｉｃｅ＿ｕｒｉ）を含むパラメ
ータを実行部３０１に渡すことにより、実行部３０１に機器２０のドメインの存在確認を
依頼する（ステップＳ１６）。
【００７４】
　次に、端末３０の実行部３０１は、機器ＵＲＬにアクセスし、トークン及びキー認可情
報を取得し、トークン及びキー認可情報をインタフェース１０７（ドメイン確認部１０８
）に応答する（ステップＳ１７）。
【００７５】
　次に、機器２０の取得部２１０が、端末３０のインタフェース１０７からのアクセスを
契機に、証明書発行の可否をサーバ装置１０に定期的に問い合わせる（ステップＳ１８）
。
【００７６】
　次に、端末３０のインタフェース１０７（ドメイン確認部１０８）は、トークン及びキ
ー認可情報を含むドメイン確認登録要求をサーバ装置１０の確認結果受付部１１０に送付
する（ステップＳ１９）。
【００７７】
　次に、サーバ装置１０の確認結果受付部１１０が、ステップＳ１９の処理により送信さ
れたトークン及びキー認可情報を受け付けると、発行部１１１が、トークン及びキー認可
情報を検証する（ステップＳ２０）。具体的には、確認結果受付部１１０は、ステップＳ
１１の処理によりドメインの確認要求を送信した機器２０、及び、当該ドメイン確認要求
に含まれていたトークンと、ステップＳ１９の処理により端末３０から受け付けたトーク
ン及びキー認可情報（ステップＳ１７の処理により機器２０のＨＴＴＰサーバから取得さ
れたトークン及びキー認可情報）とが一致するか否かを検証する。
【００７８】
　次に、サーバ装置１０の発行部１１１は、ステップＳ２０の検証処理が成功した場合、
ステップＳ８の処理により送信された証明書の発行要求により、機器２０から送信された
ＣＳＲを、サーバ装置１０の秘密鍵で署名して証明書を発行する（ステップＳ２１）。
【００７９】
　この際、発行部１１１は、ステップＳ１９の処理により送信されたドメイン確認登録要
求への応答として、証明書を返してもよい（ｏｐｔｉｏｎａｌ）。この場合、端末３０の
インタフェース１０７は、サーバ装置１０から受信した証明書を実行部３０１（第１実施
形態では、ウェブブラウザ）に信頼できる証明書として登録するよう要求する（ステップ
Ｓ２２）。次に、実行部３０１は、ステップＳ２２の処理により登録の要求をされた証明
書を、信頼できる証明書として登録する（ステップＳ２３）。この際、実行部３０１は、
ステップＳ２３の処理により登録された証明書を信頼できる証明書として扱うドメインを
合わせて登録し、他のドメインからは信頼できる証明書として見えないようにしてもよい
。
【００８０】
　一方、機器２０の取得部２１０は、定期的に送信する証明書発行要求への応答に含まれ
る状態情報が「発行済」になっていることを確認する（ステップＳ２４）。次に、取得部
２１０は、サーバ装置１０の発行部１１１から証明書を取得すると（ステップＳ２５）、
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当該証明書を機器２０にインストールする（ステップＳ２６）。
【００８１】
　以上説明した第１実施形態の証明書発行システム１００によれば、第１ネットワーク５
０１（インターネット）上のウェブサービスからアクセス可能なサーバ証明書が、第２ネ
ットワーク５０２（ローカルネットワーク）上の機器２０のＨＴＴＰサーバに発行できて
いる。
【００８２】
　なお第１実施形態では、機器２０がデジタルテレビである場合を例にして説明したが、
機器２０はデジタルテレビに限られない。機器２０は、例えば、デジタルテレビ以外の家
電機器、住宅設備機器、工場の設備機器、及び、ビルの設備機器などであってもよい。第
１実施形態の証明書発行システム１００は、インターネット上のウェブページからローカ
ルネットワーク上の機器へ安全にアクセスする方法として、幅広い適用範囲が想定される
。
【００８３】
（第２実施形態）
　次に第２実施形態について説明する。第２実施形態の説明では、第１実施形態と同様の
説明については省略し、第１実施形態と異なる箇所について説明する。
【００８４】
　第１実施形態は、機器２０が、ＱＲコード（登録商標）などのコード情報を表示可能な
相応の情報表示能力を持っていることを前提とした方式であった。第２実施形態では、コ
ード情報などを用いて、上述の検証ＵＲＬ（ｖｅｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ＿ｕｒｉ）を端末
３０に伝えられない機器２０を対象にした実施形態について述べる。第２実施形態では、
機器２０がエアコンである場合を例にして説明する。
【００８５】
［証明書発行システムの構成の例］
　図３は第２実施形態の証明書発行システム１００の構成の例を示す図である。第２実施
形態の証明書発行システム１００は、サーバ装置１０、機器２０、端末３０及び中継装置
４０を備える。
【００８６】
　第２実施形態では、第３ネットワーク５０３が追加されている。また、機器２０には、
第３ネットワーク５０３を介して端末３０と通信する通信制御部２１１が追加されている
。
【００８７】
　第３ネットワーク５０３は、機器２０及び端末３０が安全に（情報漏洩せずに）通信で
きるネットワークである。具体的には、第３ネットワーク５０３の通信方式は、有線方式
であっても無線方式であってもよい。有線方式の場合は、例えばＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓ
ａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）、ＨＤＭＩ（登録商標）（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏ
ｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）、及び、ＳＤＩＯ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｄ
ｉｇｉｔａｌ　Ｉｎｐｕｔ／Ｏｕｔｐｕｔ）などである。無線方式の場合は、ＮＦＣ（Ｎ
ｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）などの近接無線、及び、ＢＬＥ（Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ）などの安全性の高い近距離無線
通信である。第２実施形態では、第３ネットワーク５０３の通信方式がＢＬＥである場合
を例にして説明する。
【００８８】
　機器２０の通信制御部２１１は、第３ネットワーク５０３を介して端末３０と通信する
。第２実施形態では、通信制御部２１１は、端末３０との間のＢＬＥ通信を制御する。
【００８９】
［証明書発行システムの動作例］
　次に、第２実施形態の証明書発行システム１００の動作例について説明する。
【００９０】
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　図４Ａ乃至４Ｃは、第２実施形態の証明書発行システム１００の動作例を示すシーケン
ス図である。第１実施形態では、機器２０側から証明書の発行処理を開始したが、第２実
施形態では、端末３０側から証明書の発行処理を開始する。
【００９１】
　事前条件の説明は、第１実施形態と同じなので省略する。
【００９２】
　はじめに、端末３０のユーザが、エアコン操作ウェブサービス（例えば、ｈｔｔｐｓ：
／／ａｉｒｃｏｎ．ｅｘａｍｐｌｅ．ｃｏｍ）の画面をロードする（ステップＳ１）。
【００９３】
　次に、サーバ装置１０が、ステップＳ１の処理によりロードされた画面を介して、ユー
ザのログインを受け付ける（ステップＳ２）。サーバ装置１０は、ログインを受け付ける
と、インタフェース１０７（第２実施形態では、機器２０のドメイン確認用ウェブ画面）
を端末３０に送信する。
【００９４】
　次に、端末３０のインタフェース１０７が、機器２０の証明書発行確認画面の表示要求
を実行部３０１（ウェブブラウザ）に入力する（ステップＳ３）。このとき、ステップＳ
２の処理によりログインしたユーザのユーザ情報（ｅｍａｉｌアドレスなど）や、サーバ
装置情報（機器２０が証明書の発行要求などを送信するサーバ装置１０のＵＲＬドメイン
名など）を、実行部３０１に渡すようにしてもよい。
【００９５】
　次に、端末３０の実行部３０１が、証明書発行確認画面を表示する（ステップＳ４）。
証明書発行確認画面は、例えば「ホームネットワークにあるエアコンを見つけて、このペ
ージから制御できるようにしますか？［ＯＫ］，［キャンセル］」などのメッセージを表
示する。
【００９６】
　次に、端末３０の実行部３０１は、ステップＳ４の処理により表示された証明書発行確
認画面のＯＫボタンの押下を受け付ける（ステップＳ５）。
【００９７】
　次に、端末３０の実行部３０１は、機器３０のＢＬＥ通信機能を利用して、ＨＴＴＰサ
ーバ機能を持つ機器２０を探索する（ステップＳ６）。なお、検索の粒度は任意でよい。
探索の粒度は、例えばエアコンを示す機器種別、特定機種、または、サーバ装置１０から
機器２０に払い出されているＭＡＣ鍵ＩＤ（ｐｒｏｄｕｃｔ＿ｉｄ）などである。
【００９８】
　次に、端末３０の実行部３０１は、ＨＴＴＰサーバ機能を持つ機器２０からステップＳ
６の検索処理の応答を受信すると、ＭＡＣ鍵のＩＤ（ｐｒｏｄｕｃｔ＿ｉｄ）、及び、機
器名などの機器情報の取得要求を当該機器２０に送信する（ステップＳ７）。
【００９９】
　次に、端末３０の実行部３０１は、機器２０が複数みつかることもあるため、機器の選
択画面を表示する（ステップＳ８）。
【０１００】
　次に、端末３０の実行部３０１は、ステップＳ８の処理により表示された選択画面を介
して、機器の選択を受け付ける（ステップＳ９）。
【０１０１】
　次に、端末３０の実行部３０１は、端末３０のＢＬＥ通信機能を利用して、機器２０の
証明書の発行要求を機器２０に送信する（ステップＳ１０）。この際、実行部３０１は、
証明書の発行要求のパラメータに、上述のユーザ情報、及び、上述のサーバ装置情報を設
定する。
【０１０２】
　次に、機器２０の登録要求部２０２が、機器登録のためのｎｏｎｃｅの発行をサーバ装
置１０に要求する（ステップＳ１１）。この際、登録要求部２０２は、ＨＴＴＰＳ通信を
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用いることで、サーバ装置１０のサーバ証明書を検証することができる。
【０１０３】
　次に、機器２０は、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）を光らせる
ことにより、ステップＳ１０の処理により送信された発行要求の受信を知らせる（ステッ
プＳ１２）。
【０１０４】
　次に、機器２０は、機器２０のボタンの押下等により、証明書の発行を許諾する操作を
受け付ける（ステップＳ１３）。ユーザは、端末３０の実行部３０１で選択した機器２０
と、実際の機器２０が一致していることを確認のうえ、機器２０のボタンを押下すること
により、証明書の発行を改めて許諾する。
【０１０５】
　ステップＳ１４～ステップＳ２２の処理の説明は、第１実施形態のステップＳ２、及び
、ステップＳ４～ステップＳ１１の説明と同様のため省略する。
【０１０６】
　次に、端末３０の実行部３０１は、ステップＳ１０の処理により送信された発行要求の
応答（ｏｋ）を受信すると、サーバ装置１０の検証ＵＲＬ（ｖｅｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ＿
ｕｒｉ）を、ＢＬＥ機能を利用して取得し、当該検証ＵＲＬをインタフェース１０７に返
す（ステップＳ２３）。
【０１０７】
　ステップＳ２４～ステップＳ３５の処理の説明は、第１実施形態のステップＳ１５～ス
テップＳ２６の説明と同様のため省略する。
【０１０８】
　以上説明した第２実施形態の証明書発行システム１００によれば、機器２０が表示機能
を持たない場合であっても、セキュアな近距離通信（例えばＢＬＥ）を利用することによ
り、第１実施形態と同様の効果が得られる。
【０１０９】
（第３実施形態）
　次に第３実施形態について説明する。第３実施形態の説明では、第１及び第２実施形態
と同様の説明については省略し、第１及び第２実施形態と異なる箇所について説明する。
【０１１０】
　第１及び第２実施形態では、機器２０が中継装置４０を介してサーバ装置１０と通信で
きることを前提としていた。第３実施形態では、インターネットなどの第１ネットワーク
５０１への接続ができない機器２０を対象にした実施形態について説明する。
【０１１１】
　第３実施形態の証明書発行システム１００の構成は、第１実施形態の証明書発行システ
ム１００（図１参照）と同じである。
【０１１２】
［証明書発行システムの動作例］
　次に、第３実施形態の証明書発行システム１００の動作例について説明する。
【０１１３】
　図５Ａ乃至５Ｃは、第３実施形態の証明書発行システム１００の動作例を示すシーケン
ス図である。第３実施形態は、第２実施形態と同様に、端末３０側から機器２０の証明書
の発行処理を開始する。
【０１１４】
　事前条件の説明は、第１実施形態と同じなので省略する。
【０１１５】
　ステップＳ１及びステップＳ２の処理の説明は、第２実施形態のステップＳ１～ステッ
プＳ２の説明と同様のため省略する。
【０１１６】
　次に、端末３０のインタフェース１０７が、ｎｏｎｃｅの発行をサーバ装置１０に要求
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する（ステップＳ３）。
【０１１７】
　次に、端末３０のインタフェース１０７は、機器２０の証明書の発行要求を実行部３０
１（第３実施形態では、ウェブブラウザ）に依頼する（ステップＳ４）。証明書の発行要
求は、ユーザ情報（ｕｓｅｒ＿ｉｎｆｏ）、サーバ装置１０のサーバ証明書（ｄｅｖｉｃ
ｅ＿ｃａ＿ｉｎｆｏ）、及び、ステップＳ３の処理により取得されたｎｏｎｃｅを含む。
【０１１８】
　ステップＳ５～ステップＳ１０の処理の説明は、第２実施形態のステップＳ４～ステッ
プＳ９の説明と同様のため省略する。
【０１１９】
　次に、端末３０の実行部３０１が、ＣＳＲ生成要求を機器２０に送信する（ステップＳ
１１）。ＣＳＲ生成要求は、ユーザ情報（ｕｓｅｒ＿ｉｎｆｏ）、サーバ装置１０のサー
バ証明書（ｄｅｖｉｃｅ＿ｃａ＿ｉｎｆｏ）、及び、ステップＳ３の処理により取得され
たｎｏｎｃｅを含む。
【０１２０】
　次に、機器２０は、ステップＳ１１の処理により送信されたＣＳＲ生成要求に含まれる
サーバ証明書（ｄｅｖｉｃｅ＿ｃａ＿ｉｎｆｏ）を検証する（ステップＳ１２）。具体的
には、機器２０は、予め機器の中にインストールされている信頼できる認証局の証明書を
示す情報に基づいて、サーバ証明書（ｄｅｖｉｃｅ＿ｃａ＿ｉｎｆｏ）を検証する。
【０１２１】
　ステップＳ１３の処理の説明は、第２実施形態のステップＳ１３の説明と同様のため省
略する。ステップＳ１４及びステップＳ１５の説明は、第２実施形態のステップＳ１７及
びステップＳ１８の説明と同様のため省略する。
【０１２２】
　次に、機器２０のＣＳＲ生成部２０４が、ＣＳＲ及びｎｏｎｃｅをｐｒｏｄｕｃｔ＿ｓ
ｅｃｒｅｔにより署名（ＭＡＣ）を生成する（ステップＳ１６）。機器２０のＣＳＲ生成
部２０４は、署名（ＭＡＣ）が生成できた時点で、ステップＳ１１の処理により送信され
たＣＳＲ生成要求の応答（ｏｋ）を端末３０に送信する。
【０１２３】
　次に、端末３０の実行部３０１は、ＣＳＲ生成要求の応答（ｏｋ）を受信すると、ＣＳ
Ｒ取得要求を機器２０に送信する（ステップＳ１７）。機器２０のＣＳＲ生成部２０４は
、ＣＳＲ取得要求の応答として、ＣＳＲ、ＭＡＣ及びｐｒｏｄｕｃｔ＿ｉｄを端末３０に
送信する。端末３０の実行部３０１は、ＣＳＲ、ＭＡＣ及びｐｒｏｄｕｃｔ＿ｉｄを、ス
テップＳ４の処理により送信された証明書の発行要求の応答として、インタフェース１０
７に返す。
【０１２４】
　次に、端末３０のインタフェース１０７が、証明書の発行要求をサーバ装置１０に送信
する（ステップＳ１８）。証明書の発行要求は、ＣＳＲ、ＭＡＣ、及びｐｒｏｄｕｃｔ＿
ｉｄをパラメータとして含む。
【０１２５】
　次に、サーバ装置１０の発行要求応答部１０３が、ステップＳ１８の処理により送信さ
れた発行要求に含まれるＭＡＣを検証し、ｐｒｏｄｕｃｔ＿ｓｅｃｒｅｔを持っている機
器２０による署名であることを確認したら（ステップＳ１９）、成功応答を返す。応答内
容は、第１実施形態のステップ８の発行要求の応答と同様である。
【０１２６】
　ステップＳ２０の説明は、機器２０からではなく、インタフェース１０７からの要求で
ある点を除いて、第１実施形態のステップＳ９の説明と同様である。
【０１２７】
　次に、端末３０のインタフェース１０７は、ステップＳ２０の処理により送信された確
認方式取得要求（チャレンジ取得）の応答として返されるチャレンジを選択して、機器２
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０のドメインの確認要求をサーバ装置１０に送信する（ステップＳ２１）。サーバ装置１
０の確認要求応答部１０５は、確認方式取得要求に含まれる識別情報（ａｕｔｈｚ＿ｉｄ
）から、ステップＳ１８の処理により送信された証明書の発行要求により端末３０から受
信したＣＳＲを特定する。確認要求応答部１０５は、特定されたＣＳＲに含まれる機器２
０のドメイン名（ｄｅｖｉｃｅ＿ｄｏｍａｉｎ）、トークン及びｎｏｎｃｅを、確認要求
の応答として端末３０に送信する。
【０１２８】
　次に、端末３０のインタフェース１０７が、機器２０のドメインの確認要求を実行部３
０１に送信する（ステップＳ２２）。ドメインの確認要求は、ステップＳ２１の処理によ
り送信された確認方式取得要求の応答に含まれるドメイン名、トークン及びｎｏｎｃｅを
含む。
【０１２９】
　次に、端末３０の実行部３０１は、端末３０のＢＬＥ機能を利用して、トークン及びｎ
ｏｎｃｅを含むチャレンジ設置要求を機器２０に送信することにより、機器２０にＨＴＴ
Ｐサーバの起動を要求する（ステップＳ２３）。
【０１３０】
　次に、機器２０のサーバ処理部２０７は、トークン、並びに、サーバ装置１０により提
供されたｎｏｎｃｅ及びｐｒｏｄｕｃｔ＿ｉｄをあわせたデータのＭＡＣ（以降、「キー
認可情報」と呼ぶ）を自身のＨＴＴＰサーバ経由でアクセス可能なディレクトリ（ドメイ
ン確認用の機器ＵＲＬ）に保存し、必要であればＨＴＴＰサーバを起動ないし再起動して
、端末３０の実行部３０１に応答を返す（ステップＳ２４）。機器ＵＲＬは、例えばｈｔ
ｔｐ（ｓ）：／／ｄｉｇｉｔａｌ－ｔｖ．ｌｏｃａｌ／．ｗｅｌｌ－ｋｎｏｗｎ／ａｃｍ
ｅ－ｃｈａｌｌｅｎｇｅ／｛トークン｝などである。
【０１３１】
　次に、端末３０の実行部３０１が、ステップＳ２３の処理により送信されたチャレンジ
設置要求の応答を受信すると、機器ＵＲＬにアクセスし、当該機器ＵＲＬから、ステップ
Ｓ２３の処理により機器２０により保存されたトークン及びキー認可情報を取得する（ス
テップＳ２５）。実行部３０１は、機器２０から取得されたトークン及びキー認可情報を
インタフェース１０７に返す。
【０１３２】
　次に、端末３０のインタフェース１０７は、証明書の取得要求をサーバ装置１０に送信
する（ステップＳ２６）。証明書の取得要求は、トークン及びキー認可情報を含む。
【０１３３】
　次に、サーバ装置１０の発行部１１１が、ステップＳ２６の処理により送信された取得
要求に含まれるトークン及びキー認可情報を検証する（ステップＳ２７）。
【０１３４】
　次に、サーバ装置１０の発行部１１１は、ステップＳ２７の検証処理の結果、ｐｒｏｄ
ｕｃｔ＿ｓｅｃｒｅｔで署名したデータであることが確認できれば、機器２０の証明書を
生成し、ステップＳ２６の処理により送信された取得要求の応答として、当該証明書を端
末３０に送信する（ステップＳ２８）。
【０１３５】
　次に、端末３０のインタフェース１０７が、ステップＳ２８の処理により生成された証
明書を、機器２０に渡すように実行部３０１に指示する（ステップＳ２９）。
【０１３６】
　次に、端末３０の実行部３０１が、ステップＳ２８の処理により生成された証明書のイ
ンストール要求を機器２０に送信する（ステップＳ３０）。
【０１３７】
　次に、機器２０の取得部２１０が、ステップＳ３０の処理により送信されたインストー
ル要求に含まれる証明書をインストールする（ステップＳ３１）。この際、取得部２１０
は、署名を検証するなどして、意図した認証局により証明書を署名されていることを確認
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してもよい。
【０１３８】
　次に、端末３０の実行部３０１は、このインストール要求のシーケンス（ステップＳ２
９～ステップＳ３１）の後に、ステップＳ２８の処理により生成された証明書を信頼でき
る証明書として、自身にもインストールしてもよい（ステップＳ３２）。
【０１３９】
　以上説明した第３実施形態の証明書発行システム１００によれば、機器２０が第１ネッ
トワーク５０１に接続する通信（第３実施形態では、インターネット通信）をしなくても
、第１実施形態と同様の効果が得られる。
【０１４０】
（第４実施形態）
　次に第４実施形態について説明する。第４実施形態の説明では、第２及び第３実施形態
と同様の説明については省略し、第２及び第３実施形態と異なる箇所について説明する。
【０１４１】
　第１～第３実施形態では、端末３０が、サーバ装置１０により生成されたウェブページ
（インタフェース１０７）を利用して、機器２０のＨＴＴＰサーバにアクセスする場合に
ついて説明した。第４実施形態では、第３者サービスにより提供される第２インタフェー
ス１２２（図６参照）が、機器２０のＨＴＴＰサーバにアクセスする場合について説明す
る。第４実施形態の具体例は、例えば機器２０がデジタルテレビであり、サーバ装置１０
により提供される認証局サービスの提供事業者がデジタルテレビメーカであり、デジタル
テレビメーカとは異なる事業者（第３者）が、テレビ用クラウドサービスを提供する場合
である。
【０１４２】
［証明書発行システムの構成の例］
　図６は第４実施形態の証明書発行システム１００の構成の例を示す図である。第４実施
形態の証明書発行システム１００は、サーバ装置１０、第２サーバ装置１２、機器２０、
端末３０及び中継装置４０を備える。第４実施形態では、第２実施形態の構成に加えて、
第２サーバ装置１２が追加されている。また、サーバ装置１０には、第２サーバ装置１２
の登録及び認証を行う機能（クライアント登録部１１２及びクライアント認証部１１３）
が追加されている。
【０１４３】
　第２サーバ装置１２は、機器２０にサーバ証明書を発行するサーバ装置１０とは異なる
事業者が運営するウェブサービスを提供する。第２サーバ装置１２は、第２インタフェー
ス１２２を端末３０に提供する第２インタフェース提供部１２１を備える。
【０１４４】
　第２インタフェース１２２は、第２サーバ装置１２が、端末３０を介して、機器２０の
ＨＴＴＰサーバにアクセスするためのインタフェースである。第４実施形態では、第２イ
ンタフェース１２２はウェブページである。
【０１４５】
　サーバ装置１０のクライアント登録部１１２は、クライアント（第２サーバ装置１２）
からの登録要求を受信すると、クライアントクレデンシャル（クライアントＩＤ及びクラ
イアントシークレット）を生成し、当該クライアントクレデンシャルを応答する。なお、
上述の機器登録部１０１のように、クライアントから公開鍵を受信し、当該公開鍵をクラ
イアントＩＤとみなす実現形態も考えられる。また、第２サーバ装置１２の運用者が、サ
ーバ装置１０が提供するウェブページを介して、ユーザ登録のうえクレデンシャルを発行
するような実現形態も考えられる。
【０１４６】
　サーバ装置１０のクライアント認証部１１３は、クライアントクレデンシャルを用いて
クライアント（第２サーバ装置１２）からの通信を認証する。
【０１４７】
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［証明書発行システムの動作例］
　次に、第４実施形態の証明書発行システム１００の動作例について説明する。
【０１４８】
　図７Ａ及び７Ｂは、第４実施形態の証明書発行システム１００の動作例を示すシーケン
ス図である。
【０１４９】
　事前条件は、第２及び第３実施形態の事前条件１及び２のほかに、以下の事前条件３及
び４を更に追加する。
【０１５０】
［事前条件３］ユーザは、第２サーバ装置１２にもユーザ登録を行っている。
［事前条件４］第２サーバ装置１２（を運用する組織）は、サーバ装置１０にクライアン
ト登録を行い、上述のクライアントクレデンシャルを予め取得している。
【０１５１】
　はじめに、端末３０のユーザが、第２サーバ装置１２にアクセスし、第２インタフェー
ス１２２を実行部３０１にロードする（ステップＳ１）。
【０１５２】
　次に、端末３０のユーザは、第２サーバ装置１２に第２インタフェース１２２を介して
ログインする（ステップＳ２）。
【０１５３】
　次に、端末３０の第２インタフェース１２２は、第２実施形態のステップＳ３～ステッ
プＳ２３と同様の処理を行い、検証ＵＲＬ（ｖｅｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ＿ｕｒｉ）を得る
（図７Ａ、ステップＳ３）。または、端末３０の第２インタフェース１２２は、第３実施
形態のステップＳ４～ステップＳ１７と同様の処理を行い、ｐｒｏｄｕｃｔ＿ｉｄ、ＣＳ
Ｒ及びＭＡＣを得る（図７Ｂ、ステップＳ３）。いずれの場合も、インタフェース部１２
２は、実行部３０１に、ユーザ情報（ｕｓｅｒ＿ｉｎｆｏ）、及び、サーバ装置１０のサ
ーバ証明書（ｄｅｖｉｃｅ＿ｃａ＿ｉｎｆｏ）だけでなく、第２サーバ装置１２の情報（
ドメイン名（オリジン）など）（以降、「ｗｅｂ＿ａｐｐ＿ｉｎｆｏ」と呼ぶ）を渡して
もよい。
【０１５４】
　次に、端末３０の第２インタフェース１２２は、第２実施形態にならう場合、ｖｅｒｉ
ｆｉｃａｔｉｏｎ＿ｕｒｉに、証明書発行後に戻る画面のＵＲＩ情報（リダイレクトＵＲ
Ｉ）を渡して、画面をリダイレクトする（図７Ａ、ステップＳ４）。また、第３実施形態
にならう場合は、第２サーバ装置１２は、第２インタフェース１２２からｐｒｏｄｕｃｔ
＿ｉｄ，ＣＳＲ及びＭＡＣを取得すると、ｐｒｏｄｕｃｔ＿ｉｄ，ＣＳＲ及びＭＡＣをサ
ーバ装置１０に渡し、ｖｅｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ＿ｕｒｉを応答として得て、その後、リ
ダイレクトＵＲＩを渡して、画面をリダイレクトする（図７Ｂ、ステップＳ４）。
【０１５５】
　次に、サーバ装置１０の発行部１１１は、第２実施形態にならう場合、第２実施形態の
ステップＳ２４～ステップＳ３２と同様の処理を行うことにより、証明書を発行する（図
７Ａ、ステップＳ５）。また、第３実施形態にならう場合は、サーバ装置１０の発行部１
１１は、第３実施形態のステップＳ１８～ステップＳ３２と同様の処理を行うことにより
、証明書を発行する（図７Ｂ、ステップＳ５）。このとき、機器２０は、ｗｅｂ＿ａｐｐ
＿ｉｎｆｏを使って、自身のドメイン名を生成したり、ＨＴＴＰサーバへのアクセスを第
２インタフェース１２２から受け付けるように設定（ＣＯＲＳ（Ｃｒｏｓｓ　Ｏｒｉｇｉ
ｎ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｓｈａｒｉｎｇ）設定）したりしてもよい。
【０１５６】
　次に、サーバ装置１０及びインタフェース１０７は、証明書発行後、上述のリダイレク
トＵＲＬに画面を遷移する（ステップＳ６）。
【０１５７】
　以上説明した第４実施形態の証明書発行システム１００によれば、第２サーバ装置１２
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の第２インタフェース１２２を起点にした機器２０への証明書発行が可能になる。
【０１５８】
　最後に、第１乃至第４実施形態のサーバ装置１０、機器２０及び端末３０の主要部のハ
ードウェア構成の例について説明する。なお第４実施形態の第２サーバ装置１２の主要部
のハードウェア構成は、サーバ装置１０の主要部のハードウェア構成と同様である。
【０１５９】
［ハードウェア構成の例］
　図８は第１乃至第４実施形態のサーバ装置１０、機器２０及び端末３０の主要部のハー
ドウェア構成の例を示す図である。第１乃至第４実施形態のサーバ装置１０、機器２０及
び端末３０は、制御装置４０１、主記憶装置４０２、補助記憶装置４０３、表示装置４０
４、入力装置４０５及び通信装置４０６を備える。制御装置４０１、主記憶装置４０２、
補助記憶装置４０３、表示装置４０４、入力装置４０５及び通信装置４０６は、バス４１
０を介して接続されている。
【０１６０】
　制御装置４０１は補助記憶装置４０３から主記憶装置４０２に読み出されたプログラム
を実行する。制御装置４０１は、例えばＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ
　Ｕｎｉｔ）等の汎用のプロセッサである。主記憶装置４０２はＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎ
ｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、及び、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等
のメモリである。補助記憶装置４０３はメモリカード、及び、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓ
ｋ　Ｄｒｉｖｅ）等である。
【０１６１】
　表示装置４０４は情報を表示する。表示装置４０４は、例えば液晶ディスプレイである
。なお、第２実施形態の機器２０（例えばエアコンなど）は、表示装置４０４を備えてい
なくてもよい。入力装置４０５は、情報の入力を受け付ける。入力装置４０５は、例えば
ハードウェアキー、キーボード及びマウス等である。なお表示装置４０４及び入力装置４
０５は、表示機能と入力機能とを兼ねる液晶タッチパネル等でもよい。通信装置４０６は
他の装置と通信する。
【０１６２】
　第１乃至第４実施形態のサーバ装置１０、機器２０及び端末３０で実行されるプログラ
ムは、インストール可能な形式又は実行可能な形式のファイルでＣＤ－ＲＯＭ、メモリカ
ード、ＣＤ－Ｒ、及び、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）等の
コンピュータで読み取り可能な記憶媒体に記憶されてコンピュータ・プログラム・プロダ
クトとして提供される。
【０１６３】
　また第１乃至第４実施形態のサーバ装置１０、機器２０及び端末３０で実行されるプロ
グラムを、インターネット等の第１ネットワーク５０１に接続されたコンピュータ上に格
納し、第１ネットワーク５０１経由でダウンロードさせることにより提供するように構成
してもよい。また第１乃至第４実施形態のサーバ装置１０、機器２０及び端末３０が実行
するプログラムを、ダウンロードさせずにインターネット等の第１ネットワーク５０１経
由で提供するように構成してもよい。
【０１６４】
　また第１乃至第４実施形態のサーバ装置１０、機器２０及び端末３０で実行されるプロ
グラムを、ＲＯＭ等に予め組み込んで提供するように構成してもよい。
【０１６５】
　第１乃至第４実施形態のサーバ装置１０、機器２０及び端末３０で実行されるプログラ
ムは、実施形態のサーバ装置１０、機器２０及び端末３０の機能構成のうち、プログラム
により実現可能な機能を含むモジュール構成となっている。
【０１６６】
　プログラムにより実現される機能は、制御装置４０１が補助記憶装置４０３等の記憶媒
体からプログラムを読み出して実行することにより主記憶装置４０２にロードされる。す
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なわちプログラムにより実現される機能は、主記憶装置４０２上に生成される。
【０１６７】
　なお第１乃至第４実施形態のサーバ装置１０、機器２０及び端末３０の機能の一部を、
ＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）等のハードウェアにより実現してもよい
。
【０１６８】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【０１６９】
　１０　サーバ装置
　２０　機器
　３０　端末
　４０　中継装置
　１００　証明書発行システム
　１０１　機器登録部
　１０２　機器認証部
　１０３　発行要求応答部
　１０４　確認方式応答部
　１０５　確認要求応答部
　１０６　インタフェース提供部
　１０７　インタフェース
　１０８　ドメイン確認部
　１０９　機器ＵＲＬ応答部
　１１０　確認結果受付部
　１１１　発行部
　１１２　クライアント登録部
　１１３　クライアント認証部
　２０１　入力制御部
　２０２　登録要求部
　２０３　ドメイン生成部
　２０４　ＣＳＲ生成部
　２０５　発行要求送信部
　２０６　確認方式取得要求部
　２０７　サーバ処理部
　２０８　確認要求送信部
　２０９　表示制御部
　２１０　取得部
　２１１　通信制御部
　３０１　実行部
　４０１　制御装置
　４０２　主記憶装置
　４０３　補助記憶装置
　４０４　表示装置
　４０５　入力装置
　４０６　通信装置
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　４１０　バス

【図１】 【図２Ａ】
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【図２Ｂ】 【図３】

【図４Ａ】 【図４Ｂ】
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【図４Ｃ】 【図５Ａ】

【図５Ｂ】 【図５Ｃ】
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【図６】 【図７Ａ】

【図７Ｂ】 【図８】
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