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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して相手先装置と通信を行う通信装置であって、
　前記相手先装置と通信を行う場合に、該相手先装置から受信した第１の証明書を用いて
該相手先装置の認証を行う第１の認証手段と、
　前記第１の認証手段による認証が失敗した場合に、前記相手先装置から受信した、前記
第１の証明書よりも長い有効期間が設定されている第２の証明書を用いて該相手先装置の
認証を行う第２の認証手段と、
　前記第２の認証手段による認証が成功した場合に、前記第１の証明書を更新するための
証明書を前記相手先装置へ送信する送信手段とを設けたことを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　ネットワークを介して相手先装置と通信を行う通信装置であって、
　前記相手先装置と通信を行う場合に、該相手先装置から受信した、有効期限がある証明
書である第１の証明書を用いて該相手先装置の認証を行う第１の認証手段と、
　前記第１の認証手段による認証が失敗した場合に、前記相手先装置から受信した、有効
期限がない証明書である第２の証明書を用いて該相手先装置の認証を行う第２の認証手段
と、
　前記第２の認証手段による認証が成功した場合に、前記第１の証明書を更新するための
証明書を前記相手先装置へ送信する送信手段とを設けたことを特徴とする通信装置。
【請求項３】
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　請求項１又は２に記載の通信装置であって、
　前記第２の認証手段による認証が成功した場合に、所定の証明書管理装置に対して、前
記相手先装置へ送信する、前記第１の証明書を更新するための証明書の発行を要求し、該
証明書管理装置から該第１の証明書を更新するための証明書を取得する手段を設けたこと
を特徴とする通信装置。
【請求項４】
　ネットワークを介して相手先装置と通信を行う通信装置であって、
　第１の証明書と該第１の証明書より有効期間が長い第２の証明書とを記憶する記憶手段
と、
　前記相手先装置と通信を行う場合に、前記第１の証明書を前記相手先装置へ送信する第
１の送信手段と、
　前記第１の送信手段が送信した前記第１の証明書を用いた前記相手先装置での認証が失
敗した場合に、前記第２の証明書を前記相手先装置へ送信する第２の送信手段と、
　前記第２の送信手段が送信した前記第２の証明書を用いた前記相手先装置での認証が成
功した場合に、前記相手先装置から前記第１の証明書を更新するための証明書を受信し、
前記記憶手段に記憶された前記第１の証明書を前記受信した証明書に更新する更新手段と
を設けたことを特徴とする通信装置。
【請求項５】
　ネットワークを介して相手先装置と通信を行う通信装置であって、
　有効期限がある証明書である第１の証明書と有効期限がない証明書である第２の証明書
とを記憶する記憶手段と、
　前記相手先装置と通信を行う場合に、前記第１の証明書を前記相手先装置へ送信する第
１の送信手段と、
　前記第１の送信手段が送信した前記第１の証明書を用いた前記相手先装置での認証が失
敗した場合に、前記第２の証明書を前記相手先装置へ送信する第２の送信手段と、
　前記第２の送信手段が送信した前記第２の証明書を用いた前記相手先装置での認証が成
功した場合に、前記相手先装置から前記第１の証明書を更新するための証明書を受信し、
前記記憶手段に記憶された前記第１の証明書を前記受信した証明書に更新する更新手段と
を設けたことを特徴とする通信装置。
【請求項６】
　上位装置と下位装置とを備え、前記上位装置と前記下位装置とがネットワークを介して
通信を行う通信システムであって、
　前記下位装置に、
　第１の証明書と該第１の証明書より有効期間が長い第２の証明書とを記憶する記憶手段
と、
　前記上位装置と通信を行う場合に、前記第１の証明書を前記上位装置へ送信する第１の
送信手段と、
　前記第１の送信手段が送信した前記第１の証明書を用いた前記上位装置での認証が失敗
した場合に、前記第２の証明書を前記上位装置へ送信する第２の送信手段と、
　前記第２の送信手段が送信した前記第２の証明書を用いた前記上位装置での認証が成功
した場合に、前記上位装置から前記第１の証明書を更新するための証明書を受信し、前記
記憶手段に記憶された前記第１の証明書を前記受信した証明書に更新する更新手段とを設
け、
　前記上位装置に、
　前記下位装置と通信を行う場合に、該下位装置から受信した前記第１の証明書を用いて
該下位装置の認証を行う第１の認証手段と、
　前記第１の認証手段による認証が失敗した場合に、前記下位装置から受信した前記第２
の証明書を用いて該下位装置の認証を行う第２の認証手段と、
　前記第２の認証手段による認証が成功した場合に、前記第１の証明書を更新するための
証明書を前記下位装置へ送信する送信手段とを設けたことを特徴とする通信システム。
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【請求項７】
　上位装置と下位装置とを備え、前記上位装置と前記下位装置とがネットワークを介して
通信を行う通信システムであって、
　前記下位装置に、
　有効期限がある証明書である第１の証明書と有効期限がない証明書である第２の証明書
とを記憶する記憶手段と、
　前記上位装置と通信を行う場合に、前記第１の証明書を前記上位装置へ送信する第１の
送信手段と、
　前記第１の送信手段が送信した前記第１の証明書を用いた前記上位装置での認証が失敗
した場合に、前記第２の証明書を前記上位装置へ送信する第２の送信手段と、
　前記第２の送信手段が送信した前記第２の証明書を用いた前記上位装置での認証が成功
した場合に、前記上位装置から前記第１の証明書を更新するための証明書を受信し、前記
記憶手段に記憶された前記第１の証明書を前記受信した証明書に更新する更新手段とを設
け、
　前記上位装置に、
　前記下位装置と通信を行う場合に、該下位装置から受信した前記第１の証明書を用いて
該下位装置の認証を行う第１の認証手段と、
　前記第１の認証手段による認証が失敗した場合に、前記下位装置から受信した前記第２
の証明書を用いて該下位装置の認証を行う第２の認証手段と、
　前記第２の認証手段による認証が成功した場合に、前記第１の証明書を更新するための
証明書を前記下位装置へ送信する送信手段とを設けたことを特徴とする通信システム。
【請求項８】
　請求項６又は７に記載の通信システムであって、
　前記上位装置に、前記第２の認証手段による認証が成功した場合に、所定の証明書管理
装置に対して、前記下位装置へ送信する、前記第１の証明書を更新するための証明書の発
行を要求し、該証明書管理装置から該第１の証明書を更新するための証明書を取得する手
段を設けたことを特徴とする通信システム。
【請求項９】
　ネットワークを介して相手先装置と通信を行う通信装置に、
　前記相手先装置と通信を行う場合に、該相手先装置から受信した第１の証明書を用いて
該相手先装置の認証を行う第１の認証手順と、
　前記第１の認証手順による認証が失敗した場合に、前記相手先装置から受信した、前記
第１の証明書よりも長い有効期間が設定されている第２の証明書を用いて該相手先装置の
認証を行う第２の認証手順と、
　前記第２の認証手順による認証が成功した場合に、前記第１の証明書を更新するための
証明書を前記相手先装置へ送信する送信手順とを実行させることを特徴とする通信方法。
【請求項１０】
　ネットワークを介して相手先装置と通信を行う通信装置であって、第１の証明書と該第
１の証明書より有効期間が長い第２の証明書とを記憶する記憶手段を有する通信装置に、
　前記相手先装置と通信を行う場合に、前記第１の証明書を前記相手先装置へ送信する第
１の送信手順と、
　前記第１の送信手順で送信した前記第１の証明書を用いた前記相手先装置での認証が失
敗した場合に、前記第２の証明書を前記相手先装置へ送信する第２の送信手順と、
　前記第２の送信手順で送信した前記第２の証明書を用いた前記相手先装置での認証が成
功した場合に、前記相手先装置から前記第１の証明書を更新するための証明書を受信し、
前記記憶手段に記憶された前記第１の証明書を前記受信した証明書に更新する更新手順と
を実行させることを特徴とする通信方法。
【請求項１１】
　ネットワークを介して相手先装置と通信を行う通信装置を制御するコンピュータを、
　前記相手先装置と通信を行う場合に、該相手先装置から受信した第１の証明書を用いて
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該相手先装置の認証を行う第１の認証手段と、
　前記第１の認証手段による認証が失敗した場合に、前記相手先装置から受信した、前記
第１の証明書よりも長い有効期間が設定されている第２の証明書を用いて該相手先装置の
認証を行う第２の認証手段と、
　前記第２の認証手段による認証が成功した場合に、前記第１の証明書を更新するための
証明書を前記相手先装置へ送信する送信手段として機能させるためのプログラム。
【請求項１２】
　ネットワークを介して相手先装置と通信を行う通信装置であって、第１の証明書と該第
１の証明書より有効期間が長い第２の証明書とを記憶する記憶手段を有する通信装置を制
御するコンピュータを、
　前記相手先装置と通信を行う場合に、前記第１の証明書を前記相手先装置へ送信する第
１の送信手段と、
　前記第１の送信手段が送信した前記第１の証明書を用いた前記相手先装置での認証が失
敗した場合に、前記第２の証明書を前記相手先装置へ送信する第２の送信手段と、
　前記第２の送信手段が送信した前記第２の証明書を用いた前記相手先装置での認証が成
功した場合に、前記相手先装置から前記第１の証明書を更新するための証明書を受信し、
前記記憶手段に記憶された前記第１の証明書を前記受信した証明書に更新する更新手段と
して機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ネットワークを介して相手先装置と通信を行う通信装置、上位装置と下位
装置とを備え、その上位装置と下位装置とがネットワークを介して通信を行う通信システ
ム、ネットワークを介して相手先装置と通信を行う通信装置による通信方法、およびネッ
トワークを介して相手先装置と通信を行う通信装置を制御するコンピュータに実行させる
プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、それぞれ通信機能を備えた複数の通信装置をネットワークを介して通信可能
に接続し、様々なシステムを構築することが行われている。その一例としては、クライア
ント装置として機能するＰＣ（パーソナルコンピュータ）等のコンピュータから商品の注
文を送信し、これとインターネットを介して通信可能なサーバ装置においてその注文を受
け付けるといった、いわゆる電子商取引システムが挙げられる。また、種々の電子装置に
クライアント装置あるいはサーバ装置の機能を持たせてネットワークを介して接続し、相
互間の通信によって電子装置の遠隔管理を行うシステムも提案されている。
【０００３】
　このようなシステムを構築する上では、通信を行う際に、通信相手が適切か、あるいは
送信されてくる情報が改竄されていないかといった確認が重要である。また、特にインタ
ーネットにおいては、情報が通信相手に到達するまでに無関係なコンピュータを経由する
場合が多いことから、機密情報を送信する場合、その内容を盗み見られないようにする必
要もある。そして、このような要求に応える通信プロトコルとして、例えばＳＳＬ（Secu
re Socket Layer）と呼ばれるプロトコルが開発されており、広く用いられている。この
プロトコルを用いて通信を行うことにより、公開鍵暗号方式と共通鍵暗号方式とを組み合
わせ、通信相手の認証を行うと共に、情報の暗号化により改竄及び盗聴の防止を図ること
ができる。また、通信相手の側でも、通信を要求してきた通信元の装置を認証することが
できる。
　このようなＳＳＬや公開鍵暗号を用いた認証に関連する技術としては、例えば特許文献
１及び特許文献２に記載のものが挙げられる。
【特許文献１】特開２００２－３５３９５９号公報
【特許文献２】特開２００２－２５１４９２号公報



(5) JP 4611678 B2 2011.1.12

10

20

30

40

50

【０００４】
　ここで、このＳＳＬに従った相互認証を行う場合の通信手順について、認証処理の部分
に焦点を当てて説明する。図２２は、通信装置Ａと通信装置ＢとがＳＳＬに従った相互認
証を行う際に各装置において実行する処理のフローチャートを、その処理に用いる情報と
共に示す図である。
　図２２に示すように、ＳＳＬに従った相互認証を行う際には、まず双方の通信装置に、
ルート鍵証明書及び、私有鍵と公開鍵証明書を記憶させておく必要がある。この私有鍵は
、認証局（ＣＡ：certificate authority）が各装置に対して発行した私有鍵であり、公
開鍵証明書は、その私有鍵と対応する公開鍵にＣＡがデジタル署名を付してデジタル証明
書としたものである。また、ルート鍵証明書は、ＣＡがデジタル署名に用いたルート私有
鍵と対応するルート鍵に、デジタル署名を付してデジタル証明書としたものである。
【０００５】
　図２３にこれらの関係を示す。
　図２３（ａ）に示すように、公開鍵Ａは、私有鍵Ａを用いて暗号化された文書を復号化
するための鍵本体と、その公開鍵の発行者（ＣＡ）や有効期間等の情報を含む書誌情報と
によって構成される。そして、ＣＡは、鍵本体や書誌情報が改竄されていないことを示す
ため、公開鍵Ａをハッシュ処理して得たハッシュ値を、ルート私有鍵を用いて暗号化し、
デジタル署名としてクライアント公開鍵に付す。またこの際に、デジタル署名に用いるル
ート私有鍵の識別情報を署名鍵情報として公開鍵Ａの書誌情報に加える。そして、このデ
ジタル署名を付した公開鍵証明書が、公開鍵証明書Ａである。
【０００６】
　この公開鍵証明書Ａを認証処理に用いる場合には、ここに含まれるデジタル署名を、ル
ート私有鍵と対応する公開鍵であるルート鍵の鍵本体を用いて復号化する。この復号化が
正常に行われれば、デジタル署名が確かにＣＡによって付されたことがわかる。また、公
開鍵Ａの部分をハッシュ処理して得たハッシュ値と、復号して得たハッシュ値とが一致す
れば、鍵自体も損傷や改竄を受けていないことがわかる。さらに、受信したデータをこの
公開鍵Ａを用いて正常に復号化できれば、そのデータは、私有鍵Ａの持ち主から送信され
たものであることがわかる。
【０００７】
　ここで、認証を行うためには、ルート鍵を予め記憶しておく必要があるが、このルート
鍵も、図２３（ｂ）に示すように、ＣＡがデジタル署名を付したルート鍵証明書として記
憶しておく。このルート鍵証明書は、自身に含まれる公開鍵でデジタル署名を復号化可能
な、自己署名形式である。そして、ルート鍵を使用する際に、そのルート鍵証明書に含ま
れる鍵本体を用いてデジタル署名を復号化し、ルート鍵をハッシュ処理して得たハッシュ
値と比較する。これが一致すれば、ルート鍵が破損等していないことを確認できるのであ
る。
【０００８】
　図２２のフローチャートの説明に入る。なお、この図において、２本のフローチャート
間の矢印は、データの転送を示し、送信側は矢印の根元のステップで転送処理を行い、受
信側はその情報を受信すると矢印の先端のステップの処理を行うものとする。また、各ス
テップの処理が正常に完了しなかった場合には、その時点で認証失敗の応答を返して処理
を中断するものとする。相手から認証失敗の応答を受けた場合、処理がタイムアウトした
場合等も同様である。
【０００９】
　ここでは、通信装置Ａが通信装置Ｂに通信を要求するものとするが、この要求を行う場
合、通信装置ＡのＣＰＵは、所要の制御プログラムを実行することにより、図２２の左側
に示すフローチャートの処理を開始する。そして、ステップＳ１１で通信装置Ｂに対して
接続要求を送信する。
　一方通信装置ＢのＣＰＵは、この接続要求を受信すると、所要の制御プログラムを実行
することにより、図２２の右側に示すフローチャートの処理を開始する。そして、ステッ
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プＳ２１で第１の乱数を生成し、これを私有鍵Ｂを用いて暗号化する。そして、ステップ
Ｓ２２でその暗号化した第１の乱数と公開鍵証明書Ｂとを通信装置Ａに送信する。
【００１０】
　通信装置Ａ側では、これを受信すると、ステップＳ１２でルート鍵証明書を用いて公開
鍵証明書Ｂの正当性を確認する。
　そして確認ができると、ステップＳ１３で、受信した公開鍵証明書Ｂに含まれる公開鍵
Ｂを用いて第１の乱数を復号化する。ここで復号化が成功すれば、第１の乱数は確かに公
開鍵証明書Ｂの発行対象から受信したものだと確認できる。
　その後、ステップＳ１４でこれとは別に第２の乱数及び共通鍵の種を生成する。共通鍵
の種は、例えばそれまでの通信でやり取りしたデータに基づいて作成することができる。
そして、ステップＳ１５で第２の乱数を私有鍵Ａを用いて暗号化し、共通鍵の種を公開鍵
Ｂを用いて暗号化し、ステップＳ１６でこれらを公開鍵証明書Ａと共にサーバ装置に送信
する。共通鍵の種の暗号化は、通信相手以外の装置に共通鍵の種を知られないようにする
ために行うものである。
　また、次のステップＳ１７では、ステップＳ１４で生成した共通鍵の種から以後の通信
の暗号化に用いる共通鍵を生成する。
【００１１】
　通信装置Ｂ側では、通信装置ＡがステップＳ１６で送信してくるデータを受信すると、
ステップＳ２３でルート鍵証明書を用いて公開鍵証明書Ａの正当性を確認する。そして確
認ができると、ステップＳ２４で、受信した公開鍵証明書Ａに含まれる公開鍵Ａを用いて
第２の乱数を復号化する。ここで復号化が成功すれば、第２の乱数は確かに公開鍵証明書
Ａの発行対象から受信したものだと確認できる。
　その後、ステップＳ２５で私有鍵Ｂを用いて共通鍵の種を復号化する。ここまでの処理
で、通信装置Ａ側と通信装置Ｂ側に共通鍵の種が共有されたことになる。そして、この共
通鍵の種は、生成した通信装置Ａと、私有鍵Ｂを持つ通信装置Ｂ以外の装置が知ることは
ない。ここまでの処理が成功すると、通信装置Ｂ側でもステップＳ２６で復号化で得た共
通鍵の種から以後の通信の暗号化に用いる共通鍵を生成する。
【００１２】
　そして、通信装置Ａ側のステップＳ１７と通信装置Ｂ側のステップＳ２６の処理が終了
すると、相互に認証の成功と以後の通信に使用する暗号化方式とを確認し、生成した共通
鍵を用いてその暗号化方式で以後の通信を行うものとして認証に関する処理を終了する。
なお、この確認には、通信装置Ｂからの認証が成功した旨の応答も含むものとする。以上
の処理によって互いに通信を確立し、以後はステップＳ１７又はＳ２６で生成した共通鍵
を用い、共通鍵暗号方式でデータを暗号化して通信を行うことができる。
【００１３】
　このような処理を行うことにより、通信装置Ａと通信装置Ｂが互いに相手を認証した上
で安全に共通鍵を共有することができ、通信を安全に行う経路を確立することができる。
　ただし、上述した処理において、第２の乱数を公開鍵Ａで暗号化し、公開鍵証明書Ａを
通信装置Ｂに送信することは必須ではない。この場合、通信装置Ｂ側のステップＳ２３及
びＳ２４の処理は不要になり、処理は図２４に示すようになる。このようにすると、通信
装置Ｂが通信装置Ａを認証することはできないが、通信装置Ａが通信装置Ｂを認証するだ
けでよい場合にはこの処理で十分である。そしてこの場合には、通信装置Ａに記憶させる
のはルート鍵証明書のみでよく、私有鍵Ａ及び公開鍵証明書Ａは不要である。また、通信
装置Ｂにはルート鍵証明書を記憶させる必要はない。
【００１４】
　ところで、以上の認証処理においては、公開鍵で暗号化された内容は対応する私有鍵を
持つ装置でしか復号できず、また、私有鍵で暗号化された内容は対応する公開鍵でしか復
号できないことを利用して、通信相手が公開鍵証明書にその発行先として記載されている
装置である（又はその装置の利用者が公開鍵証明書にその発行先として記載されている利
用者である）と認証することになる。
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　また、ＣＡのルート私有鍵の秘密保全性を前提にして、公開鍵証明書はＣＡが認証した
ものであり、ＣＡ（の提供者）が公開鍵証明書の記載内容の正確性を保証していることも
わかる。しかし、通信相手が確かに公開鍵証明書に記載されている装置と同一であること
は、公開鍵証明書を発行したＣＡの保証を信頼して判断する他ない。従って、ＣＡの信頼
性は、公開鍵暗号を用いた認証による通信の安全確保の際に重要なファクターとなる。
【００１５】
　一方、このような公開鍵証明書を発行する第３者機関として、私有鍵の保有者の確認を
行い、その私有鍵に対応した公開鍵に対してデジタル署名を行い、公開鍵証明書を発行す
る商用サービスが、例えばベリサイン社やボルチモア社によって提供されている。そして
、公開鍵発行のためのシステムが私有鍵を含めて厳重に管理されている信頼性の高い第３
者機関が発行する公開鍵証明書は、広く認証に利用されている。また、デジタル証明書を
用いた認証を行う場合、信頼性の高い第３者機関が発行した公開鍵証明書を使用したいと
いう要求もある。
【００１６】
　さらに、このような第３者機関の発行する公開鍵証明書を利用する場合、主要な第３者
機関によるデジタル署名の内容を確認するためのルート鍵は、インターネットエクスプロ
ーラ（登録商標）やネットスケープ（登録商標）のような一般的なウェブブラウザには予
め埋め込まれているため、ウェブブラウザの操作者は、新たにルート鍵を入手して設定す
る必要がないという利点がある。
　また、予めルート鍵を設定されていない装置であっても、信頼性の高い第３者機関のも
のであればユーザがルート鍵の設定に同意しやすいし、ルート鍵を入手して設定すれば、
同じ第３者機関が発行した公開鍵証明書を持つ装置は、装置自体のベンダーに関わらず認
証することができるという利点もある。従って、自社製の装置を他社製の装置に接続した
い場合等には、第３者機関の発行する公開鍵証明書を利用することが効果的である。また
、装置のユーザ側からも、このような公開鍵証明書を利用したいという要望がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　しかしながら、このような第３者機関は、安全性を高めるため、発行する公開鍵証明書
に有効期間を設定している。また、この期間は通常数年単位であり、１～３年程度と短い
場合が多い。そして、上記の認証処理において、この有効期間が過ぎた公開鍵証明書は、
正当な公開鍵証明書とは認めないようにしている。
　この点は、有効期間が過ぎた場合に操作者が別の手段で容易に公開鍵証明書を更新でき
るような装置、例えばＰＣ等においては、さほど問題とならない。しかし、想定されるユ
ーザの技量やその利用環境から操作者による更新が困難であったり、装置の運用上操作者
に自由に公開鍵証明書を設定させることが好ましくなかったりする場合には、公開鍵証明
書の有効期間が過ぎた場合の取扱いが問題となる。
【００１８】
　すなわち、装置の電源がＯＦＦされていた等して、公開鍵証明書を更新できないまま有
効期間が過ぎてしまうと、公開鍵証明書を用いた認証を受けられない状態となってしまう
ため、安全かつ容易に新しい公開鍵証明書を設定することが困難であるという問題があっ
た。また、装置に公開鍵証明書を記憶させた後、出荷されずに倉庫で保管中に公開鍵証明
書の有効期間が過ぎてしまうことも考えられるが、この場合にも同様に新しい公開鍵証明
書を設定することが困難であるという問題があった。
【００１９】
　また、このような問題は、装置のベンダー自身が公開鍵証明書を発行する場合であって
も、安全性を高めるために有効期間を短くすれば同様に生じる問題であるし、公開鍵証明
書以外の証明書を用いる場合であっても、同様に生じるものである。
　この発明は、このような問題を解決し、通信の際に通信相手を証明書を用いて認証する
通信装置あるいはこのような通信装置を用いて構成した通信システムにおいて、認証に用
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いる証明書を、その有効期間が過ぎた場合でも、正常な認証が行える状態に容易に回復さ
せることができるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　上記の目的を達成するため、この発明の通信装置は、ネットワークを介して相手先装置
と通信を行う通信装置において、上記相手先装置と通信を行う場合に、その相手先装置か
ら受信した第１の証明書を用いてその相手先装置の認証を行う第１の認証手段と、上記第
１の認証手段による認証が失敗した場合に、上記相手先装置から受信した、上記第１の証
明書よりも長い有効期間が設定されている第２の証明書を用いてその相手先装置の認証を
行う第２の認証手段と、上記第２の認証手段による認証が成功した場合に、上記第１の証
明書を更新するための証明書を上記相手先装置へ送信する送信手段とを設けたものである
。
【００２１】
　ここで、上記の第１の証明書が、上記相手先装置の製品寿命よりも有効期間が短い証明
書であり、上記第２の証明書が、上記相手先装置の製品寿命よりも有効期間が長い証明書
であってもよい。
　さらに、上記の通信装置において、上記第２の認証手段による認証が成功した場合に、
所定の証明書管理装置に対して、上記相手先装置へ送信する、上記第１の証明書を更新す
るための証明書の発行を要求し、その証明書管理装置からその第１の証明書を更新するた
めの証明書を取得する手段を設けるとよい。
【００２２】
　また、この発明の別の通信装置は、ネットワークを介して相手先装置と通信を行う通信
装置において、第１の証明書と該第１の証明書より有効期間が長い第２の証明書とを記憶
する記憶手段と、上記相手先装置と通信を行う場合に、上記第１の証明書を上記相手先装
置へ送信する第１の送信手段と、上記第１の送信手段が送信した上記第１の証明書を用い
た上記相手先装置での認証が失敗した場合に、上記第２の証明書を上記相手先装置へ送信
する第２の送信手段と、上記第２の送信手段が送信した上記第２の証明書を用いた上記相
手先装置での認証が成功した場合に、上記相手先装置から上記第１の証明書を更新するた
めの証明書を受信し、上記記憶手段に記憶された上記第１の証明書を上記受信した証明書
に更新する更新手段とを設けたものである。
【００２３】
　また、上記第１の証明書が、有効期限がある証明書であり、上記第２の証明書が、有効
期限がない証明書であってもよい。
【００２５】
　また、この発明の通信システムは、上位装置と下位装置とを備え、上記上位装置と上記
下位装置とがネットワークを介して通信を行う通信システムにおいて、上記下位装置に、
第１の証明書と該第１の証明書より有効期間が長い第２の証明書とを記憶する記憶手段と
、上記上位装置と通信を行う場合に、上記第１の証明書を上記上位装置へ送信する第１の
送信手段と、上記第１の送信手段が送信した上記第１の証明書を用いた上記上位装置での
認証が失敗した場合に、上記第２の証明書を上記上位装置へ送信する第２の送信手段と、
上記第２の送信手段が送信した上記第２の証明書を用いた上記上位装置での認証が成功し
た場合に、上記上位装置から上記第１の証明書を更新するための証明書を受信し、上記記
憶手段に記憶された上記第１の証明書を上記受信した証明書に更新する更新手段とを設け
、上記上位装置に、上記下位装置と通信を行う場合に、その下位装置から受信した上記第
１の証明書を用いてその下位装置の認証を行う第１の認証手段と、上記第１の認証手段に
よる認証が失敗した場合に、上記下位装置から受信した上記第２の証明書を用いてその下
位装置の認証を行う第２の認証手段と、上記第２の認証手段による認証が成功した場合に
、上記第１の証明書を更新するための証明書を上記下位装置へ送信する送信手段とを設け
たものである。
【００２６】
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　また、上記第１の証明書が、有効期限がある証明書であり、上記第２の証明書が、有効
期限がない証明書であってもよい。
【００２７】
　さらに、上記の通信システムにおいて、上記上位装置に、上記第２の認証手段による認
証が成功した場合に、所定の証明書管理装置に対して、上記下位装置へ送信する、上記第
１の証明書を更新するための証明書の発行を要求し、その証明書管理装置からその第１の
証明書を更新するための証明書を取得する手段を設けるとよい。
【００２８】
　また、この発明の通信方法は、ネットワークを介して相手先装置と通信を行う通信装置
に、上記相手先装置と通信を行う場合に、その相手先装置から受信した第１の証明書を用
いてその相手先装置の認証を行う第１の認証手順と、上記第１の認証手順による認証が失
敗した場合に、上記相手先装置から受信した、上記第１の証明書よりも長い有効期間が設
定されている第２の証明書を用いてその相手先装置の認証を行う第２の認証手順と、上記
第２の認証手順による認証が成功した場合に、上記第１の証明書を更新するための証明書
を上記相手先装置へ送信する送信手順とを実行させるものである。
【００２９】
　また、この発明の別の通信方法は、ネットワークを介して相手先装置と通信を行う通信
装置であって、第１の証明書と該第１の証明書より有効期間が長い第２の証明書とを記憶
する記憶手段を有する通信装置に、上記相手先装置と通信を行う場合に、上記第１の証明
書を上記相手先装置へ送信する第１の送信手順と、上記第１の送信手順で送信した上記第
１の証明書を用いた上記相手先装置での認証が失敗した場合に、上記第２の証明書を上記
相手先装置へ送信する第２の送信手順と、上記第２の送信手順で送信した上記第２の証明
書を用いた上記相手先装置での認証が成功した場合に、上記相手先装置から上記第１の証
明書を更新するための証明書を受信し、上記記憶手段に記憶された上記第１の証明書を上
記受信した証明書に更新する更新手順とを実行させるものである。
【００３０】
　また、この発明のプログラムは、ネットワークを介して相手先装置と通信を行う通信装
置を制御するコンピュータを、上記相手先装置と通信を行う場合に、その相手先装置から
受信した第１の証明書を用いてその相手先装置の認証を行う第１の認証手段と、上記第１
の認証手段による認証が失敗した場合に、上記相手先装置から受信した、上記第１の証明
書よりも長い有効期間が設定されている第２の証明書を用いてその相手先装置の認証を行
う第２の認証手段と、上記第２の認証手段による認証が成功した場合に、上記第１の証明
書を更新するための証明書を上記相手先装置へ送信する送信手段として機能させるための
プログラムである。
【００３１】
　また、この発明の別のプログラムは、ネットワークを介して相手先装置と通信を行う通
信装置であって、第１の証明書と該第１の証明書より有効期間が長い第２の証明書とを記
憶する記憶手段を有する通信装置を制御するコンピュータを、上記相手先装置と通信を行
う場合に、上記第１の証明書を上記相手先装置へ送信する第１の送信手段と、上記第１の
送信手段が送信した上記第１の証明書を用いた上記相手先装置での認証が失敗した場合に
、上記第２の証明書を上記相手先装置へ送信する第２の送信手段と、上記第２の送信手段
が送信した上記第２の証明書を用いた上記相手先装置での認証が成功した場合に、上記相
手先装置から上記第１の証明書を更新するための証明書を受信し、上記記憶手段に記憶さ
れた上記第１の証明書を上記受信した証明書に更新する更新手段として機能させるための
プログラム。
【発明の効果】
【００３３】
　以上のようなこの発明の通信装置、通信システムあるいは通信方法によれば、通信の際
に通信相手を証明書を用いて認証する通信装置、このような通信装置の通信相手となる通
信装置、あるいはこれらのような通信装置を用いて構成した通信システムにおいて、認証
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に用いる証明書を、その有効期間が過ぎた場合でも、正常な認証が行える状態に容易に回
復させることができる。
　また、この発明のプログラムによれば、コンピュータを上記の通信装置として機能させ
てその特徴を実現し、同様な効果を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、この発明の好ましい実施の形態を図面を参照して説明する。
　まず、この発明による通信装置と、その通信装置を用いて構成したこの発明の通信シス
テムの第１の実施形態の構成について説明する。この実施形態においては、それぞれ通信
装置である上位装置３０及び下位装置４０によって通信システムを構成し、上位装置３０
と証明書管理装置２０とをネットワークを介して通信可能な状態にして、通信システムと
証明書管理装置とによってデジタル証明書管理システムを構成している。図１にその上位
装置及び下位装置の、図２に証明書管理装置の、それぞれこの実施形態の特徴に関連する
部分の機能構成を示す機能ブロック図を示す。これらの図において、この実施形態の特徴
と関連しない部分の図示は省略している。なお、この明細書において、デジタル証明書と
は、偽造されないようにするための署名が付されたデジタルデータを指すものとする。
【００３５】
　この通信システムにおいて、上位装置３０は、下位装置４０と通信を行おうとする場合
、公開鍵暗号とデジタル証明書を用いる認証方式であるＳＳＬプロトコルに従った認証処
理によって下位装置４０を正当な通信相手として認証した場合に、下位装置４０との間で
通信を確立させるようにしている。そして、上位装置３０が送信した要求に対し、下位装
置４０が必要な処理を行って応答を返すことにより、クライアント・サーバシステムとし
て機能する。
　逆に、下位装置４０が上位装置３０と通信を行おうとする場合にも、同じくＳＳＬに従
った認証処理によって上位装置３０を正当な通信相手として認証した場合に、上位装置３
０との間で通信を確立させるようにしている。そして、下位装置４０が送信した要求に対
し、上位装置３０が必要な処理を行って応答を返すことにより、クライアント・サーバシ
ステムとして機能する。
　どちらの場合も、通信を要求する側がクライアント、要求される側がサーバとして機能
するものとする。
【００３６】
　また、証明書管理装置２０は、上記の相互認証に用いるデジタル証明書を発行及び管理
する装置であり、ＣＡに相当する。
　なお、図１及び図２において、下位装置４０は１つしか示していないが、図２１に示す
ように下位装置４０を複数設けることも可能である。また、上位装置３０は１つの通信シ
ステムについて１つのみであるが、１つの証明書管理装置２０を複数の通信システムと通
信可能とした結果、証明書管理システム内に複数の上位装置３０が存在することになって
も構わない。
【００３７】
　このような通信システムにおいて、上述の上位装置３０と下位装置４０との間の通信も
含め、証明書管理装置２０，上位装置３０，下位装置４０の各ノードは、ＲＰＣ（remote
 procedure call）により、相互の実装するアプリケーションプログラムのメソッドに対
する処理の依頼である「要求」を送信し、この依頼された処理の結果である「応答」を取
得することができるようになっている。
　この、ＲＰＣを実現するためには、ＳＯＡＰ（Simple Object Access Protocol），Ｈ
ＴＴＰ（Hyper Text Transfer Protocol），ＦＴＰ（File Transfer Protocol）,ＣＯＭ
（Component Object Model），ＣＯＲＢＡ（Common Object Request Broker Architectur
e）等の既知のプロトコル（通信規格），技術，仕様などを利用することができる。
【００３８】
　次に、この通信システムを構成する各装置の構成と機能についてより詳細に説明する。
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　図３は、図２に示した証明書管理装置２０のハードウェア構成を示すブロック図である
。この図に示す通り、証明書管理装置２０は、ＣＰＵ１１，ＲＯＭ１２，ＲＡＭ１３，Ｈ
ＤＤ１４，通信インタフェース（Ｉ／Ｆ）１５を備え、これらがシステムバス１６によっ
て接続されている。そして、ＣＰＵ１１がＲＯＭ１２やＨＤＤ１４に記憶している各種制
御プログラムを実行することによってこの証明書管理装置２０の動作を制御し、デジタル
証明書の作成や管理等の機能を実現させている。
　なお、証明書管理装置２０のハードウェアとしては、適宜公知のコンピュータを採用す
ることができる。もちろん、必要に応じて他のハードウェアを付加してもよい。
【００３９】
　上位装置３０及び下位装置４０については、装置の遠隔管理，電子商取引等の目的に応
じて種々の構成をとることができる。例えば、遠隔管理の場合には、プリンタ，ＦＡＸ装
置，コピー機，スキャナ，デジタル複合機等の画像処理装置を始め、ネットワーク家電，
自動販売機，医療機器，電源装置，空調システム，ガス・水道・電気等の計量システム、
自動車、航空機等の電子装置を被管理装置である下位装置４０とし、これらの被管理装置
から情報を収集したり、コマンドを送って動作させたりするための管理装置を上位装置３
０とすることが考えられる。
【００４０】
　しかし、上位装置３０及び下位装置４０は、少なくともそれぞれＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡ
Ｍ，ネットワークを介して外部装置と通信するための通信Ｉ／Ｆ、および認証処理に必要
な情報を記憶する記憶手段を備え、ＣＰＵがＲＯＭ等に記憶した所要の制御プログラムを
実行することにより、装置にこの実施形態の特徴に係る各機能を実現させることができる
ものとする。
　なお、この通信には、有線，無線を問わず、ネットワークを構築可能な各種通信回線（
通信経路）を採用することができる。証明書管理装置２０との間の通信についても同様で
ある。
【００４１】
　図１には、上述のように、上位装置３０及び下位装置４０のこの実施形態の特徴となる
部分の機能構成を示している。
　まず、上位装置３０には、ＨＴＴＰＳ（Hypertext Transfer Protocol Security）クラ
イアント機能部３１，ＨＴＴＰＳサーバ機能部３２，認証処理部３３，証明書更新要求部
３４，証明書記憶部３５を備えている。
　ＨＴＴＰＳクライアント機能部３１は、ＳＳＬに従った認証や暗号化の処理を含むＨＴ
ＴＰＳプロトコルを用いて下位装置４０等のＨＴＴＰＳサーバの機能を有する装置に対し
て通信を要求すると共に、通信相手に対して要求（コマンド）やデータを送信してそれに
応じた動作を実行させる機能を有する。
【００４２】
　一方、ＨＴＴＰＳサーバ機能部３２は、ＨＴＴＰＳクライアントの機能を有する装置か
らのＨＴＴＰＳプロトコルを用いた通信要求を受け付け、その装置から要求やデータを受
信してそれに応じた動作を装置の各部に実行させ、その結果を応答として要求元に返す機
能を有する。
　認証処理部３３は、ＨＴＴＰＳクライアント機能部３１やＨＴＴＰＳサーバ機能部３２
が通信相手を認証する際に、通信相手から受信したデジタル証明書や、証明書記憶部３５
に記憶している各種証明書、私有鍵等を用いて認証処理を行う認証手段の機能を有する。
また、通信相手に認証を要求するために証明書記憶部３５に記憶しているデジタル証明書
をＨＴＴＰＳクライアント機能部３１やＨＴＴＰＳサーバ機能部３２を介して通信相手に
送信する機能も有する。
【００４３】
　証明書更新要求部３４は、後述するように所定の場合に下位装置４０等の通信相手に対
して通常公開鍵証明書を送信する証明書送信手段と、さらにこれを記憶するよう要求する
証明書更新手段の機能とを有する。
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　証明書記憶部３５は、各種の証明書や私有鍵等の認証情報を記憶し、認証処理部３３に
おける認証処理に供する機能を有する。これらの各種証明書や私有鍵の種類及びその用途
や作成方法については後に詳述する。
　そして、これらの各部の機能は、上位装置３０のＣＰＵが所要の制御プログラムを実行
して上位装置３０の各部の動作を制御することにより実現される。
【００４４】
　次に、下位装置４０には、ＨＴＴＰＳクライアント機能部４１，ＨＴＴＰＳサーバ機能
部４２，認証処理部４３，要求管理部４４，証明書記憶部４５，状態通知部４６，ログ通
知部４７，証明書更新部４８，コマンド受信部４９を備えている。
　ＨＴＴＰＳクライアント機能部４１は、上位装置３０のＨＴＴＰＳクライアント機能部
３１と同様に、ＨＴＴＰＳプロトコルを用いて上位装置３０等のＨＴＴＰＳサーバの機能
を有する装置に対して通信を要求すると共に、送信する要求やデータ等に応じた動作を実
行させる機能を有する。
【００４５】
　ＨＴＴＰＳサーバ機能部４２も、上位装置３０のＨＴＴＰＳサーバ機能部３２と同様で
あり、ＨＴＴＰＳクライアントの機能を有する装置からの通信要求を受け付け、受信した
要求やデータに応じた動作を装置の各部に実行させ、要求元に応答を返す機能を有する。
　認証処理部４３の機能も、上位装置３０の認証処理部３３と同様であるが、認証処理に
使用する証明書等は、証明書記憶部４５に記憶しているものである。
　要求管理部４４は、上位装置から受信した要求について、その要求に基づいた動作の実
行可否を判断する機能を有する。そして、実行を許可する場合に、その要求に基づいた動
作を実行する機能部４６～４９に対して動作要求を伝える機能も有する。
【００４６】
　図４にこの実行可否の判断基準を示すが、その判断基準は、要求の種類及び認証処理部
４３において認証処理に使用したデジタル証明書の種類である。上位装置３０及び下位装
置４０が記憶しているデジタル証明書には、詳細は後述するが、短期証明書であり長期証
明書よりも短い有効期間が設定されている公開鍵証明書である通常公開鍵証明書と、長期
証明書であり短期証明書よりも長い有効期間が設定されている公開鍵証明書であるレスキ
ュー公開鍵証明書があり、要求管理部４４は、図４に示すように、通常公開鍵証明書によ
る認証を行った場合には全ての動作を許可するが、レスキュー公開鍵証明書による認証を
行った場合には証明書の更新動作のみを許可するようにしている。なお、ここでは更新す
る証明書は通常公開鍵証明書のみとし、レスキュー公開鍵証明書は更新しないものとする
。従って、レスキュー公開鍵証明書は、下位装置４０に新たな通常公開鍵証明書（及びこ
れに付随して記憶させる私有鍵やルート鍵証明書）を記憶させる場合にのみ使用する証明
書ということになる。
【００４７】
　証明書記憶部４５は、上位装置の証明書記憶部３５と同様に各種の証明書や私有鍵等の
認証情報を記憶し、認証処理部４３における認証処理に供する証明書記憶手段の機能を有
する。ただし、記憶している証明書等は、後述するように証明書記憶部３５とは異なる。
　状態通知部４６は、異常を検知したりユーザによる指示があったりした場合に上位装置
３０に対して下位装置４０の状態を通知するコールを行う機能を有する。この通知は、上
位装置３０からの問い合わせに対する応答として送信してもよいし、ＨＴＴＰＳクライア
ント機能部４１から上位装置に通信を要求して送信してもよい。
【００４８】
　ログ通知部４７は、下位装置４０から上位装置３０へのログの通知を行う機能を有する
。その通知の内容としては、下位装置４０の動作ログの他、例えば画像形成装置であれば
画像形成枚数カウンタのカウント値、計量システムであればその計量値等が考えられる。
この通知は緊急を要さないので、上位装置３０からの問い合わせに対する応答として送信
するとよい。
　証明書更新部４８は、上位装置３０から受信した証明書等によって証明書記憶部４５に
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記憶している証明書等を更新する機能を有する。
　コマンド受信部４９は、上述した各機能部４６～４８以外の機能に係る要求に対応する
動作を実行する機能を有する。この動作としては、例えば下位装置４０が記憶しているデ
ータの送信や、必要に応じて図示を省略したエンジン部の動作を制御することが挙げられ
る。
　そして、これらの各部の機能は、下位装置４０のＣＰＵが所要の制御プログラムを実行
して下位装置４０の各部の動作を制御することにより実現される。なお、状態通知部４６
やログ通知部４７は、コマンド受信部４９が提供する機能の具体例として示したものであ
り、これらのような機能を設けることは必須ではない。
【００４９】
　また図２には、上述のように、証明書管理装置２０のこの実施形態の特徴となる部分の
機能構成を示している。
　この図に示すように、証明書管理装置２０は、ＨＴＴＰＳサーバ機能部２１，認証処理
部２２，証明書更新部２３，証明用鍵作成部２４，証明書発行部２５，証明書管理部２６
を備えている。
　ＨＴＴＰＳサーバ機能部２１は、上位装置３０や下位装置４０のＨＴＴＰＳサーバ機能
部と同様、ＨＴＴＰＳクライアントの機能を有する装置からの通信要求を受け付け、受信
した要求やデータに応じた動作を装置の各部に実行させ、要求元に応答を返す機能を有す
る。
【００５０】
　認証処理部２２の機能も、上位装置３０や下位装置４０の認証処理部と同様であるが、
認証処理に使用する証明書等は、証明書管理部２６に記憶しているものであり、この種類
及び用途や機能については後述する。
　証明書更新部２３は、上位装置３０から通常証明書発行要求があった場合に、証明用鍵
作成部２４や証明書発行部２５に対象の下位装置４０の新たな通常公開鍵証明書を発行さ
せ、これを証明書管理部２６からＨＴＴＰＳサーバ機能部２１を介して上位装置３０に送
信させる機能を有する。
【００５１】
　証明用鍵作成部２４は、デジタル署名の作成に用いる証明用私有鍵であるルート私有鍵
と、そのデジタル証明書の正当性を確認するための、ルート私有鍵と対応する証明用公開
鍵（証明鍵）であるルート鍵とを作成する証明用鍵作成手段の機能を有する。
　証明書発行部２５は、証明書管理装置２０自身及び上位装置３０と下位装置４０とに対
してＳＳＬプロトコルに従った認証処理に用いる公開鍵及びこれと対応する私有鍵を発行
する機能を有する。そしてさらに、それぞれ発行した公開鍵に証明用鍵作成部２４で作成
したルート私有鍵を用いてデジタル署名を付して、デジタル証明書である公開鍵証明書を
発行する証明書発行手段の機能を有する。また、ルート鍵にデジタル署名を付したルート
鍵証明書の発行もこの証明書発行部２５の機能である。
【００５２】
　証明書管理部２６は、証明書発行部２５が発行したデジタル証明書、その作成に用いた
ルート私有鍵、およびそのルート私有鍵と対応するルート鍵を管理する証明書管理手段の
機能を有する。そして、これらの証明書や鍵を、その有効期限や発行先、ＩＤ、更新の有
無等の情報と共に記憶する。また、自身に対して発行した証明書や私有鍵については、認
証処理部２２における認証処理に供する機能も有する。
　そして、これらの各部の機能は、証明書管理装置２０のＣＰＵが所要の制御プログラム
を実行して証明書管理装置２０の各部の動作を制御することにより実現される。
【００５３】
　次に、上述した各装置が認証処理に用いる各証明書や鍵の特性及び用途について説明す
る。図５は、（ａ）に下位装置４０の証明書記憶部４５に記憶している証明書及び鍵の種
類を示し、（ｂ）に上位装置３０の証明書記憶部３５に記憶している証明書及び鍵の種類
を示す図である。また、図６は証明書管理装置２０の証明書管理部２６に記憶している証



(14) JP 4611678 B2 2011.1.12

10

20

30

40

50

明書及び鍵のうち、証明書管理装置２０における認証処理に用いるものを示す図である。
　上位装置３０，下位装置４０，証明書管理装置２０は、大きく分けて正規認証情報とレ
スキュー認証情報を記憶している。そして、これらの正規認証情報とレスキュー認証情報
は、それぞれ自分に関する認証情報である公開鍵証明書及び私有鍵と、通信相手に関する
認証情報であるルート鍵証明書とによって構成される。
　そして、各装置は、通常の通信時は正規認証情報を用いてＳＳＬに従った図２２に示し
たような手順の相互認証あるいは図２４に示したような片方向認証を行う。
【００５４】
　また、例えば下位装置用通常公開鍵証明書は、証明書管理装置２０が下位装置４０に対
して発行した通常公開鍵に、下位装置認証用通常ルート鍵を用いて正当性を確認可能なデ
ジタル署名を付したデジタル証明書であり、短期証明書に該当する。
　ここで、公開鍵証明書のフォーマットは、例えば図７に示したものを用いることができ
、公開鍵そのものの他、証明書の発行者や証明書の有効期限、証明される対象（証明書の
発行先の装置あるいは利用者）等の情報が記載されている。具体的には、例えばＸ．５０
９と呼ばれるフォーマットに従って作成することができ、このフォーマットに従って作成
された公開鍵証明書は、例えば図８に示すようなものになる。
　この例においては、ＡがＣＡの識別情報を示し、Ｃが証明書の発行先の装置の識別情報
を示す。これらは、それぞれ所在地、名称、機番あるいはコード等の情報を含む。また、
Ｂが有効期間を示し、その開始日時と終了日時によって有効期間を指定している。
【００５５】
　また、下位装置用通常私有鍵は、上記の通常公開鍵と対応する私有鍵、下位装置認証用
通常ルート鍵証明書は、下位装置認証用通常ルート鍵に自身と対応するルート私有鍵を用
いて自身で正当性を確認可能なデジタル署名を付したデジタル証明書である。
　そして、下位装置４０を複数設けた場合でも、各装置の通常公開鍵に付すデジタル署名
は同じルート私有鍵を用いて付し、正当性確認に必要な通常ルート鍵証明書は共通にする
。しかし、通常公開鍵証明書に含まれる通常公開鍵やこれと対応する私有鍵は、装置毎に
異なる。
　上位装置用通常公開鍵証明書と上位装置用通常私有鍵と上位装置認証用通常ルート鍵証
明書も同様な関係であり、ＣＡ用通常公開鍵証明書とＣＡ用通常私有鍵とＣＡ認証用通常
ルート鍵証明書も同様な関係である。
【００５６】
　そして、例えば上位装置３０と下位装置４０とが相互認証を行う場合には、上位装置３
０からの通信要求に応じて、下位装置４０は下位装置用通常私有鍵を用いて暗号化した第
１の乱数を下位装置用通常公開鍵証明書と共に上位装置３０に送信する。上位装置３０側
では下位装置認証用通常ルート鍵証明書を用いてまずこの下位装置用通常公開鍵証明書の
正当性（損傷や改竄を受けていないこと）を確認し、これが確認できた場合にここに含ま
れる公開鍵で第１の乱数を復号化する。この復号化が成功した場合に、上位装置３０は通
信相手の下位装置４０が確かに下位装置用通常公開鍵証明書の発行先であると認識でき、
その証明書に含まれる識別情報から装置を特定することができる。そして、特定した装置
が通信相手としてふさわしいか否かに応じて認証の成功と失敗を決定することができる。
【００５７】
　また、下位装置４０側でも、上位装置３０側で認証が成功した場合に送信されてくる上
位装置用通常公開鍵証明書及び上位装置用通常私有鍵で暗号化された乱数を受信し、記憶
している上位装置認証用ルート鍵証明書を用いて同様な認証を行うことができる。
　なお、この手順は上位装置３０がＨＴＴＰＳクライアント機能部３１によって下位装置
４０のＨＴＴＰＳサーバ機能部４２に対して通信を要求する場合の処理であり、下位装置
４０がＨＴＴＰＳクライアント機能部４１によって上位装置３０のＨＴＴＰＳサーバ機能
部３２に対して通信を要求する場合には、使用する証明書や鍵は同じであるが、上位装置
３０と下位装置４０の処理が逆になる。
　上位装置３０と証明書管理装置２０とが通信する場合の処理についても同様である。
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【００５８】
　ところで、既に述べたように、各装置が通信相手から通常公開鍵証明書を受信した場合
、その通常公開鍵証明書に記載された有効期間内でなければ、その通常公開鍵証明書の正
当性を認めないようにしている。従って、この場合には認証を行うことができないことに
なる。
　そこで、このような事態が生じないよう、使用中の公開鍵証明書の有効期間が過ぎる前
に、有効期間経過後に使用するための新たな公開鍵証明書を各装置に記憶させるようにす
ることが考えられる。しかしながら、装置の電源が切られていたり、そもそも装置が出荷
されずに倉庫に保管されていたりした場合には、装置に外部からアクセスすることができ
ない。従って、新たな公開鍵証明書を記憶させることができないうちに有効期間が過ぎて
しまうことも考えられる。
【００５９】
　ここで、各装置が通常公開鍵証明書を用いた認証（通常認証情報を用いた認証）しか行
えないとすると、この有効期間が過ぎてしまっている状態では、新たな通常公開鍵証明書
や通常私有鍵及び通常ルート鍵証明書をネットワークを介して安全に対象の装置に送信す
る方法はないことになる。しかし、この実施形態の通信システムを構成する各通信装置は
、このような事態に対処するためにレスキュー認証情報を記憶しており、通信相手を異な
る２種類のデジタル証明書を用いて認証することができるようにしている。そして、レス
キュー認証情報を用いることにより、必要な装置にネットワークを介して新たな通常公開
鍵証明書等を安全に送信できるようにしている。
【００６０】
　このレスキュー認証情報は、正規認証情報と概ね同様な構成となっており、例えば下位
装置用レスキュー公開鍵証明書は、証明書管理装置２０が下位装置に対して発行したレス
キュー公開鍵に、下位装置認証用レスキュールート鍵を用いて正当性を確認可能なデジタ
ル署名を付したデジタル証明書であり、長期証明書に該当する。また、下位装置用レスキ
ュー私有鍵はそのレスキュー公開鍵と対応する私有鍵、下位装置認証用レスキュールート
鍵証明書は、下位装置認証用レスキュールート鍵に自身を用いて正当性を確認可能なデジ
タル署名を付したデジタル証明書である。
【００６１】
　しかし、正規認証情報と大きく異なる点は、レスキュー公開鍵証明書の有効期間が、通
常公開鍵証明書の有効期間よりも長く設定されている点である。
　ここで、図９に通常公開鍵証明書の例を、図１０にレスキュー公開鍵証明書の例を示す
。
　これらは、符号Ｆ及びＩで示すように、発行先の装置の識別情報が同一であり、同じ装
置に対して発行された公開鍵証明書である。しかし、通常公開鍵証明書の有効期間は、符
号Ｅで示すように、２００３年１月１日午前０時から２００４年１月１日午前０時までの
１年間としている一方、レスキュー公開鍵証明書の有効期間は、符号Ｈで示すように、２
０００年１月１日午前０時から２０５０年１月１日午前０時までの５０年間としている。
　また、証明書の発行者は、同じＸＸＸ社のＣＡであるが、通常公開鍵証明書については
符号Ｄで示すように「ＲｅｇｕｌａｒＣＡ」、レスキュー公開鍵証明書については符号Ｇ
で示すように「ＲｅｓｃｕｅＣＡ」というように、異なるＣＡとしている。
【００６２】
　このような有効期間の長いレスキュー公開鍵証明書は、有効期間の短い通常公開鍵証明
書と比べた場合には安全性が若干劣る。しかしながら、このようなレスキュー公開鍵証明
書を利用することにより、通常公開鍵証明書の有効期間が過ぎてしまった場合であっても
、レスキュー公開鍵証明書の有効期間内であれば、通信相手を認証することができる。そ
して、このような認証が成功すれば、前述のように通信相手との間で共通鍵を共有して共
通鍵暗号を用いた安全な通信経路を設けることができる。従って、この通信経路を利用し
て、新しい通常公開鍵証明書を通信相手に送信し、設定させることが可能となる。
【００６３】



(16) JP 4611678 B2 2011.1.12

10

20

30

40

50

　なお、レスキュー認証情報を用いて認証処理を行った場合に、通常公開鍵証明書を始め
とする正規認証情報の更新のような限られた要求のみ実行を許可するようにすれば、有効
期間を長くしたために若干安全性が低下したとしても、大きな問題にはならない。
　また、この点を考慮すると、レスキュー公開鍵証明書の有効期間経過後には、通常公開
鍵証明書の有効期間が過ぎてしまった場合にもはや公開鍵証明書による認証を行うことが
できなくなってしまうので、レスキュー公開鍵証明書の有効期間は長い方が好ましい。具
体的には、例えば記憶させる装置の製品寿命よりも長い有効期間を設定するとよい。この
製品寿命は、装置の想定運用期間あるいは想定動作期間であり、開発時に想定している使
用期間や想定耐用年数、装置の品質保証期間等から定めることができる。
　また、レスキュー公開鍵証明書の有効期間を、装置をメンテナンスしながら正常に動作
させられると想定される期間よりも長く設定すれば、レスキュー公開鍵証明書は装置の動
作中には有効期限が切れない証明書であるということができる。従って、装置の動作中は
、常にレスキュー公開鍵証明書を用いた認証（レスキュー認証情報を用いた認証）が可能
な状態を保つことができる。また、レスキュー公開鍵証明書を更新する必要がないので、
更新時の破損等を防止できる。
【００６４】
　また、上記の製品寿命や装置の動作期間よりも極めて長い有効期間を定めるようにすれ
ば、なおよい。図１０に示した例では、有効期間を５０年に設定しており、通常の装置で
あればこの程度で十分と考えられるが、これはＸ．５０９フォーマットに従って設定でき
る有効期間の最大が５０年であるためこのようにしただけで、さらに長い期間、例えば１
００年や数百年を設定してもよいことはもちろんである。このように有効期間を定めた場
合、有効期間の終期は、単に公開鍵証明書のフォーマット上の要求により記載したもので
あり、レスキュー公開鍵証明書の有効期限は事実上ないものと考えることができる。また
、対象の装置によっては、２０年や３０年程度あるいはそれ以下の有効期間であっても、
同様に考えることができる場合もある。
　さらにまた、たとえレスキュー公開鍵証明書の有効期間が製品寿命より短かったとして
も、通常公開鍵証明書の有効期間よりも長ければ、通常公開鍵証明書の有効期間経過後も
一定の期間レスキュー公開鍵証明書を用いた認証が可能な状態を保つことができるという
効果を得ることはできる。
　なお、通常公開鍵証明書の有効期間については、安全性を考慮して適当な期間を定めれ
ばよいが、この期間は、製品寿命よりも短く、また装置の動作中に有効期限が切れるよう
な期間となることが多い。
【００６５】
　ところで、ＳＳＬプロトコルに従った認証処理を行う場合には、サーバは、クライアン
トから通信要求があった時点ではクライアントの状態を知ることができないため、必然的
に、特定のＵＲＬ（Uniform Resource Locator）にアクセスされた場合には常に同じ公開
鍵証明書を返すことになる。従って、基本的には、１つの装置が公開鍵証明書を複数持ち
、通信相手が認証に使用しようとする公開鍵証明書の種類に合わせて適当なものを選択し
て送信するといった構成を取ることはできない。しかし、図１及び図２に示した各装置に
おいては、特殊な構成を取ることにより、通常公開鍵証明書とレスキュー公開鍵証明書と
を場合によって使い分けることができるようにしている。
【００６６】
　そこで、次に、この使い分けのための構成を、図１１を用いて説明する。図１１には上
位装置３０と下位装置４０のみを示すが、証明書管理装置２０についても同様な構成が可
能である。
　上述した通り、サーバは基本的には通信を要求してくるクライアントに対して特定の公
開鍵証明書しか返すことができない。しかし、通信要求を受け付けるアドレスが異なる場
合には、アドレス毎に異なる公開鍵証明書を返すことも可能である。このアドレスは、例
えばＵＲＬによって定めることができる。
【００６７】
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　従ってここでは、図１１に示すように、上位装置３０及び下位装置４０にそれぞれ、通
常公開鍵証明書による認証を行う通常ＵＲＬと、レスキュー公開鍵証明書による認証を行
うレスキューＵＲＬとを設け、通信を要求する側（クライアントとして機能する側）が、
要求する認証の種類に応じていずれかのＵＲＬを選択的に指定して通信要求を送るように
している。これらのＵＲＬは、ＩＰアドレスやポート番号（いずれか一方でもよい）を変
えることにより、物理的には同じ装置のＵＲＬであっても、論理的には異なる装置のＵＲ
Ｌとして取り扱うことができるようにしている。すなわち、いわゆるバーチャルサーバの
機能を実現するためのものである。
【００６８】
　このようにした場合、通信を要求される側（サーバとして機能する側）は、返す証明書
を通信要求を受け付けたＵＲＬによって区別し、通常ＵＲＬで受け付けた場合には通常公
開鍵証明書を返し、レスキューＵＲＬで受け付けた場合にはレスキュー公開鍵証明書を返
すことができる。
　なお、通信を要求するクライアントの側では、どのＵＲＬに対して通信要求を送ったか
がわかるので、相互認証を行う場合にはそのＵＲＬに応じた適切な公開鍵証明書を選択し
て送信することができる。
【００６９】
　そして、上位装置３０が下位装置４０を認証しようとする場合には、まず通常公開鍵証
明書を用いた認証を試みるが、この認証が通常公開鍵証明書の有効期間経過のため失敗し
た場合、レスキュー公開鍵証明書を用いた認証を試みるようにしている。また、下位装置
４０が通信相手として適当な装置であり、レスキュー公開鍵証明書の有効期間が経過して
いなければ、レスキュー公開鍵証明書を用いた認証は成功するので、上位装置３０には、
その認証が成功した場合に、下位装置４０の正規認証情報を更新する機能を設けている。
【００７０】
　すなわち、上位装置３０は下位装置４０に対して通信を要求する場合、まず通常ＵＲＬ
に通信要求を送信して通常公開鍵証明書を用いた認証を行うが、これが失敗した場合に、
今度はレスキューＵＲＬに通信要求を送信してレスキュー公開鍵証明書を用いた認証を行
う。そして、これが成功した場合、更新用の証明書セットを証明書管理装置２０から取得
し、下位装置４０に送信してこれを記憶するよう要求するようにしている。レスキュー公
開鍵証明書を用いた認証であっても、共通鍵の共有は通常公開鍵証明書の場合と同様に可
能であるから、証明書セットの送信は共有した共通鍵を用いて暗号化して安全に行うこと
ができる。
【００７１】
　なお、この証明書セットの構成は図１２に示すものであり、下位装置４０に記憶させる
正規認証情報を構成するものである。そしてもちろん、更新用の証明書セットに含まれる
下位装置用通常公開鍵証明書は、有効期間内のものである。
　そして、下位装置用通常公開鍵証明書の作成に用いるルート私有鍵は、取得の時点で上
位装置３０に記憶している下位装置認証用通常ルート鍵証明書に含まれるルート鍵と対応
するものであるし、上位装置認証用通常ルート鍵証明書は、同じく上位装置３０に記憶し
ている上位装置用通常公開鍵証明書に付されているデジタル署名の正当性を確認できるル
ート鍵証明書を含むものである。また、更新用の証明書セットを発行する際に、ルート私
有鍵を新たに発行し、公開鍵証明書のバージョンアップ（公開鍵に新たなルート私有鍵を
用いてデジタル署名を付して公開鍵証明書を発行するようにすること）を行うようにする
ことも考えられる。
【００７２】
　一方、下位装置４０は、上記の証明書を記憶する旨の要求を受けた場合に、受信した証
明書セットを証明書更新部４８によって証明書記憶部４５に記憶させ、従前の正規認証情
報を更新するようにしている。
　この更新が正常に行われれば、下位装置４０には再び有効期間内の通常公開鍵証明書が
記憶されることになり、通常公開鍵証明書を用いた認証を行うことができる状態になる。
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従ってこの後は、通常公開鍵証明書を用いた認証を行って通信を実行するようにすればよ
い。
【００７３】
　なお、図５及び図６に示した認証情報において、ルート鍵証明書は認証対象によらず同
じものを用いるようにしてもよい（例えば上位装置認証用ルート鍵証明書と下位装置認証
用ルート鍵証明書が同じものでもよい）。これは、公開鍵証明書には装置の識別情報が付
されているため、ルート鍵証明書を用いてその正当性を確認できれば、あとはその識別情
報を参照して装置の機種や機番を特定できるためである。
【００７４】
　次に、このような通常公開鍵証明書とレスキュー公開鍵証明書の２種類の証明書を用い
た証明書の更新に関する処理について説明する。図１３のフローチャートに上位装置３０
側の処理を、図１４のフローチャートに下位装置４０側の処理を示す。これらの処理は、
上位装置３０及び下位装置４０のＣＰＵがそれぞれ所要の制御プログラムを実行して行う
ものであり、この発明の証明書送信方法の実施形態に係る処理である。
　なお、これらのフローチャートにおいては、上位装置３０が下位装置４０に対して通信
を要求する場合の処理を示している。また、説明を簡単にするため、認証処理としては上
位装置３０が下位装置４０から受信した公開鍵証明書を用いて下位装置４０を認証する部
分のみを示している（図２４に示したような片方向認証を行う場合の処理を示している）
が、上位装置３０から下位装置４０にも公開鍵証明書を送信し、図２２に示したような双
方向認証を行うようにしてもよいことはもちろんである。
【００７５】
　上位装置３０は、下位装置４０に対して要求や通知を送信したり、下位装置４０からの
要求や通知を受け取るために通信要求を行ったりする場合、図１３のフローチャートに示
す処理を開始し、まずステップＳ１０１で下位装置４０の通常ＵＲＬに対して通信要求を
送信する。なお、上位装置３０は通信相手となる装置全てについて、通信要求先として通
常ＵＲＬとレスキューＵＲＬとを記憶しているものとする。
【００７６】
　そして、下位装置４０は、通信要求を受けると図１４のフローチャートに示す処理を開
始し、ステップＳ２０１で通信要求のあったＵＲＬが通常ＵＲＬかレスキューＵＲＬかを
判断する。
　そして、通常ＵＲＬへの通信要求であれば、ステップＳ２０２に進んで通常公開鍵証明
書を通常私有鍵（下位装置用通常私有鍵）で暗号化した第１の乱数と共に上位装置３０に
送信する。この処理は、図２２又は図２４のステップＳ２１及びＳ２２の処理に相当する
。
【００７７】
　上位装置３０側では、この応答を受け取るか、あるいは所定時間経過すると、ステップ
Ｓ１０２に進んで認証処理を行う。ここでの認証には、下位装置認証用通常ルート鍵証明
書を使用し、この処理は、図２２又は図２４のステップＳ１２及びＳ１３の処理に相当す
る。
　そして、ステップＳ１０３で認証が成功したか否か判断し、成功していればステップＳ
１１２に進んで共通鍵の種を下位装置４０に送信すると共に共通鍵を作成して以後の通信
に使用するようにする。この処理は、図２２又は図２４のステップＳ１４乃至Ｓ１７の処
理に相当する。
【００７８】
　下位装置４０側では、ステップＳ２０２で通常公開鍵証明書を送信した後はステップＳ
２０３でこの送信を待ち、共通鍵の種を受信した場合には上位装置３０に認証されたと判
断し、ステップＳ２０４に進んで共通鍵を作成して以後の通信に使用するようにする。ま
た、認証失敗の応答が帰ってくるか、所定時間内に上位装置３０から応答がなかった場合
には、認証失敗と判断し、処理を終了する。これらの処理は、図２２のステップＳ２３乃
至Ｓ２６あるいは図２４のステップＳ２５及びＳ２６の処理に相当する。
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　また、上位装置３０側では、ステップＳ１１３の後、ステップＳ１１３で下位装置４０
に対して要求（コマンド）を必要なデータと共に送信し、ステップＳ１１４でその応答を
待つ。そして、ステップＳ１１５で要求を全て送信したか否か判断し、まだ残っていれば
ステップＳ１１３に戻って処理を繰り返し、全て送信していればステップＳ１１６に進ん
で通信を切断して処理を終了する。
【００７９】
　下位装置４０側では、ステップＳ２０４の後はステップＳ２０５に進んで上位装置３０
から要求を受信したか否か判断し、受信した場合にはステップＳ２０６で要求に応じた処
理を行って上位装置３０に応答を返す。また、ステップＳ２０７では上位装置３０に通知
すべき情報があるか否かを判断し、あればステップＳ２０８で通知を送信する。そして、
ステップＳ２０９で上位装置３０が通信を切断したか否か判断し、切断していなければス
テップＳ２０５に戻って処理を繰り返すが、切断していれば処理を終了する。
【００８０】
　一方、上位装置３０側の処理においてステップＳ１０３で認証が失敗した場合、認証失
敗の原因としては、公開鍵証明書の有効期限が切れていた、公開鍵証明書のバージョンが
ルート鍵証明書と合わずに正当性が確認できなかった、公開鍵証明書が破損していた、公
開鍵証明書が送信されてこなかった、そもそも全く関係ない装置と通信しようとしていた
、公開鍵証明書に付された識別情報が通信相手として不適切な装置のものであった等が考
えられる。そして、次のステップＳ１０４では、その原因が公開鍵証明書の有効期限が切
れていたためか否かを判断し、この判断がＮＯであれば処理を終了する。
　ステップＳ１０５以降の処理は、通常公開鍵証明書の有効期限が切れていた場合に通信
相手に新しい通常公開鍵証明書を記憶させる処理であるためである。なお、ステップＳ１
０３での認証失敗の原因が、公開鍵証明書のバージョンが合わなかったり、正常な公開鍵
証明書が送信されてこなかったこと等であれば、その原因に応じた対処が考えられるが、
この処理についてはこの実施形態の特徴と直接関係しないため、説明は省略する。
【００８１】
　一方、ステップＳ１０４の判断がＹＥＳである場合には、ステップＳ１０５に進み、今
度は下位装置４０のレスキューＵＲＬに対して通信要求を送信する。
　この場合には、下位装置４０は改めて図１４のフローチャートに示した処理を開始する
が、ステップＳ２０１の判断はレスキューＵＲＬとなり、ステップＳ２１０に進んで、下
位装置用レスキュー公開鍵証明書を、レスキュー私有鍵（下位装置用レスキュー私有鍵）
で暗号化した第１の乱数と共に上位装置３０に送信する。この処理も、ステップＳ２０２
の場合と同様図２２又は図２４のステップＳ２１及びＳ２２の処理に相当する。
【００８２】
　上位装置３０側では、ステップＳ１０６で下位装置４０がステップＳ２１０で送信した
証明書と乱数を受信すると、これを用いて認証処理を行う。ここでの認証には、下位装置
認証用レスキュールート鍵証明書を使用し、この処理は、ステップＳ１０３の場合と同様
、図２２又は図２４のステップＳ１２及びＳ１３の処理に相当する。なお、ステップＳ１
０５の後所定時間内に受信しない場合には認証失敗として取り扱うようにしてもよい。ま
た、ステップＳ１０５及びＳ１０６の処理において、上位装置３０のＣＰＵが認証手段と
して機能する。
【００８３】
　そして、ステップＳ１０７で認証が成功したか否か判断し、成功していればステップＳ
１０８に進んで共有鍵の種を下位装置４０に送信すると共に共通鍵を作成して以後の通信
に使用するようにする。これらの処理は、ステップＳ１０３及びＳ１１２の場合と同様、
図２２又は図２４のステップＳ１４乃至Ｓ１７の処理に相当する。
　下位装置４０側では、ステップＳ２１０の後ステップＳ２１１でこの送信を待ち、共有
鍵の種を受信した場合には上位装置３０に認証されたと判断し、ステップＳ２１２に進ん
で共通鍵を作成して以後の通信に使用するようにする。また、認証失敗の応答が帰ってく
るか、所定時間内に上位装置３０から応答がなかった場合には、認証失敗と判断し、処理



(20) JP 4611678 B2 2011.1.12

10

20

30

40

50

を終了する。これらの処理は、ステップＳ２０３及びＳ２０４の場合と同様、図２２のス
テップＳ２３乃至Ｓ２６あるいは図２４のステップＳ２５及びＳ２６の処理に相当する。
【００８４】
　一方、上位装置３０側では、ステップＳ１０７でレスキュー公開鍵証明書を用いた認証
が成功したことにより、下位装置４０が通信相手として適当な装置であると判断できるの
で、下位装置４０の通常公開鍵証明書を更新すべく、ステップＳ１０８の次にステップＳ
１０９で、証明書管理装置２０に必要な情報を送信して更新用の新証明書セットを作成さ
せ、これを取得するが、この処理の説明については後に詳述する。
【００８５】
　上位装置３０は、証明書管理装置２０から新証明書セットを取得すると、ステップＳ１
１０で下位装置４０に証明書更新要求と共にその新証明書セットを送信し、記憶している
正規認証情報を、新証明書セットの内容に更新するよう要求する。この処理において、上
位装置３０のＣＰＵが証明書送信手段として機能する。
　そして、ステップＳ１１１で下位装置４０からの応答を待ってステップＳ１１６に進み
、通信を切断して処理を終了する。始めに送信しようとしていた要求等を送信する場合に
は、再度処理を開始すればよいが、この時点では通常公開鍵証明書による認証が可能にな
っているはずであるので、ステップＳ１０３からＳ１１３に進み、以降の処理で下位装置
４０に要求を送信してこれに係る動作を実行させることが可能である。
【００８６】
　一方、下位装置４０側では、ステップＳ２１２の後はステップＳ２１３で要求の受信を
待ち、要求を受信するとステップＳ２１４に進む。そして、図４を用いて説明したように
、下位装置４０の要求管理部４４は、レスキュー公開鍵証明書を用いた認証を行った（レ
スキュー公開鍵証明書を用いて認証された）場合には、証明書更新動作のみを許可するよ
うにしているので、ステップＳ２１３で受信した要求が証明書更新要求か否かを判断する
。そして、証明書更新要求でなければその要求は無視してステップＳ２１３に戻って次の
要求を待つ。ここで、要求を受け付けられない旨の応答を返すようにしてもよい。
　ステップＳ２１４で証明書更新要求であれば、ステップＳ２１５に進んで証明書更新要
求と共に受信した新証明書セットを証明書記憶部４５に記憶させて図５（ａ）に示した正
規認証情報をその内容に更新し、ステップＳ２１６で更新結果を応答として送信元に通知
して処理を終了する。
【００８７】
　次に、上位装置３０及び下位装置４０が図１３及び図１４に示した処理を実行する場合
の処理シーケンスの例を、証明書管理装置２０における処理も含めて説明する。図１５及
び図１６にこの処理シーケンスを示す。なおここでは、下位装置４０に記憶している下位
装置用通常公開鍵証明書の有効期間が過ぎていた場合の処理例を示す。
【００８８】
　この例においては、まず上位装置３０が、ＨＴＴＰＳクライアント機能部３１を対下位
装置クライアントとして機能させて、下位装置４０の通常ＵＲＬに通信要求を送信する（
Ｓ３０１）。この場合、下位装置４０側で要求を受けるのはＨＴＴＰＳサーバ機能部４２
であり、認証処理部４３にこの要求を伝える。また、下位装置４０は通常公開鍵証明書を
用いた認証を要求されたことになる。そして認証処理部４３は、ＳＳＬプロトコルに従い
、証明書記憶部４５に記憶している下位装置用通常私有鍵で暗号化した乱数と共に、同じ
く証明書記憶部４５に記憶している下位装置用通常公開鍵証明書を上位装置３０に返す（
Ｓ３０２）。
【００８９】
　上位装置３０側では、これを認証処理部３３に渡して認証処理を行うが、ここでは受信
した下位装置用通常公開鍵証明書は有効期間が過ぎているため、認証失敗と判断し（Ｓ３
０３）、下位装置４０に対して認証失敗応答を返す（Ｓ３０４）。
　そして、認証失敗の原因が公開鍵証明書の有効期間が過ぎていたことであるので、より
有効期間の長い証明書での認証を試みるため、レスキューＵＲＬに通信要求を送信する（
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Ｓ３０５）。
【００９０】
　下位装置４０側では、この要求はステップＳ３０１の場合と同様に認証処理部４３に伝
えられるが、今度は下位装置４０はレスキュー公開鍵証明書を用いた認証を要求されたこ
とになる。そして認証処理部４３は、ＳＳＬプロトコルに従い、証明書記憶部４５に記憶
している下位装置用レスキュー私有鍵で暗号化した乱数と共に、同じく証明書記憶部４５
に記憶している下位装置用レスキュー公開鍵証明書を上位装置３０に返す（Ｓ３０６）。
　上位装置３０側では、これを認証処理部３３に渡して認証処理を行うが、下位装置４０
が通信相手となりうる装置であり、かつレスキュー公開鍵証明書の有効期間が過ぎていな
ければ、認証成功と判断する（Ｓ３０７）。
【００９１】
　そして上位装置３０は、片方向認証の場合には下位装置用レスキュー公開鍵証明書に含
まれる公開鍵で暗号化した共通鍵の種を下位装置４０のレスキューＵＲＬに返す（Ｓ３０
８）。相互認証を行う場合には、ここで第２の乱数を証明書記憶部３５に記憶している上
位装置用レスキュー私有鍵を用いて暗号化し、上位装置用レスキュー公開鍵証明書と共に
返す。
【００９２】
　下位装置４０は、これを認証処理部４３に渡して共通鍵の種を下位装置用レスキュー私
有鍵を用いて復号化し、相互認証の場合にはさらに上位装置用レスキュー公開鍵証明書の
正当性を上位装置認証用ルート鍵証明書を用いて確認した後第２の乱数をここに含まれる
公開鍵を用いて復号化することによって認証処理を行う。そして、ここではこれらを正常
に行うことができるので、認証成功と判断し（Ｓ３０９）、上位装置３０に認証成功応答
を返す（Ｓ３１０）。そしてその後、上位装置３０と下位装置４０はステップＳ３０８で
送受信した共通鍵の種を用いて共通鍵を生成する（図示省略）。
【００９３】
　一方、上位装置３０は、ステップＳ３１０の応答を受信すると、ステップＳ３０１で通
信を要求した相手は、通常公開鍵証明書の有効期間は過ぎているが、正当な通信相手であ
りうる装置であると判断する（Ｓ３１１）。
　そして、図１６に示す続きの処理に進み、ＨＴＴＰＳクライアント機能部３１を対管理
装置クライアントとして機能させて、証明書管理装置２０に対して通常証明書発行要求と
共に下位装置４０の機番，ＩＰアドレス及びＭＡＣアドレスを送信して、下位装置４０用
の新たな証明書セットの作成を要求する（Ｓ３１２）。
【００９４】
　なお、ここで証明書管理装置２０に送信する情報は、通信相手の情報として上位装置３
０が予め記憶しておくようにしてもよいし、レスキュー公開鍵証明書による認証が成功し
た後で下位装置４０に送信させて取得するようにしてもよい。また、証明書セットは図１
２に示した各証明書及び私有鍵を含むが、片方向認証を行う場合には上位装置認証用通常
ルート鍵証明書は必要ない。また、図示は省略したが、上位装置３０と証明書管理装置２
０とが通信する場合も、上位装置３０と下位装置４０とが通信する場合と同様、通常公開
鍵証明書を用いてＳＳＬプロトコルに従った認証処理を行い、安全な通信経路を確立して
から要求等を送信するものとする。
【００９５】
　証明書管理装置２０は、ステップＳ３１２の要求を受けると、証明書セット及びその設
定要求を作成する（Ｓ３１３）が、ここで作成する証明書セットに含まれる公開鍵証明書
は、当然有効期間内のものである。例えば、作成時点から有効期間が開始し、所定期間後
に終了するように作成するようにする。
　また、証明書管理装置２０は上位装置３０が記憶している下位装置認証用通常ルート鍵
証明書のバージョンを管理しているので、このルート鍵証明書で正当性を確認可能なデジ
タル署名を付し、下位装置４０の識別情報として機番を含む通常公開鍵証明書を作成する
ことができる。この場合において、証明書管理装置２０が、上位装置３０から受信した機
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番とＩＰアドレス及びＭＡＣアドレスを、自身が管理している情報と照合し、通常公開鍵
証明書の発行先が適切な装置であることを確認できるようにしてもよい。さらに、このと
きデジタル署名に用いるルート私有鍵を新たに生成し、ルート鍵証明書の更新も同時に行
うようにしてもよいことは、上述した通りである。そして、ここで作成した新たな各証明
書及び鍵も、それまでの証明書等と同様、証明書管理部２６に記憶させて管理する。
【００９６】
　上位装置３０は、ステップＳ３１２の要求を送信した後、証明書の作成が完了した頃に
証明書管理装置２０に対して通信要求を行い、証明書管理装置２０から上位装置３０への
要求の有無を問い合わせる（Ｓ３１４）。このとき、ステップＳ３１３の処理が完了して
いれば、証明書管理装置２０は通信要求に対する応答として、証明書設定要求と共に、新
証明書セット，これを記憶させる下位装置４０のＩＰアドレス及びＭＡＣアドレスを上位
装置３０に返す（Ｓ３１５）。すなわち、上位装置３０は証明書設定要求と共に、下位装
置４０に記憶させるべき新証明書セットを取得することができる。
【００９７】
　上位装置３０はこの要求を受けると、指定されたＩＰアドレスのレスキューＵＲＬに対
して証明書更新要求と共に新証明書セットを送信する（Ｓ３１６）。このとき、まず送信
先からＭＡＣアドレスを取得し、証明書設定要求に記載されていたＭＡＣアドレスと一致
していることを確認してから新証明書セットを送信するようにしてもよい。
　一方、下位装置４０は受信した証明書更新要求をＨＴＴＰＳサーバ機能部４２から要求
管理部４４に伝え、要求管理部４４が証明書更新部４８に証明書更新処理を実行させて、
証明書記憶部４５に記憶している正規認証情報を受信した新証明書セットの内容に更新す
る（Ｓ３１７）。そして、更新処理の結果を示す証明書更新要求応答を上位装置３０に返
し（Ｓ３１８）、上位装置３０はその応答を基に証明書管理装置２０に証明書設定要求に
対する応答を返す（Ｓ３１９）。そして以上で一旦処理を終了する。
　なお、上位装置３０と下位装置４０との間の通信は、ステップＳ３１０の後で一旦切断
し、ステップＳ３１６の送信を行う際に改めてレスキューＵＲＬに対して通信要求を送信
して認証を行うようにするとよい。
【００９８】
　ところで、これ以降の処理は図１３及び図１４のフローチャートでは図示を省略したが
、以上のような証明書の更新が終了すると、下位装置４０は、ＨＴＴＰＳクライアント機
能部４１を対上位装置クライアントとして機能させ、上位装置３０の通常ＵＲＬに対して
通信要求を送信する。そして、更新処理の結果を通知する証明書更新結果通知と共に、機
番，ＩＰアドレス，更新後の証明書セットのバージョン情報を通知する（Ｓ３２１）。上
位装置３０は、この通知に対して応答を返す（Ｓ３２２）。この通信の際には通常公開鍵
証明書を用いた認証を行うが、新証明書セットに含まれる証明書を用いれば、この認証は
問題なく行うことができる。
【００９９】
　さらに、上位装置３０は、ステップＳ３２１の通知を受けると、下位装置の通常ＵＲＬ
に対して通信要求を送信し、下位装置４０の再検索を行う（Ｓ３３１）。これは、上位装
置３０側から通信を要求する際にも通常公開鍵証明書を用いた認証が成功し、通信が正常
に行えることを確認するためのものである。下位装置４０はこれに対して応答を返す（Ｓ
３３２）。
【０１００】
　この応答を受信すると、上位装置３０は証明書の更新が成功し、下位装置４０に再び有
効期間内の通常公開鍵証明書が記憶されたことを確認でき、ステップＳ３２１で受信した
証明書更新結果通知及びその付属情報を証明書管理装置２０に送信して更新処理が成功し
たことを通知する（Ｓ３３３）。証明書管理装置２０はこれに対して応答を返す（Ｓ３３
４）。
　図１及び図２に示した通信システムにおいては、下位装置４０における正規認証情報を
構成する公開鍵証明書の有効期間が過ぎてしまったことにより認証が正常に行えない場合
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、以上の処理により、下位装置の証明書を更新して認証が正常に行える状態に回復させる
ようにしている。
【０１０１】
　また、上述した構成を有する上位装置３０と下位装置４０が以上のような処理を実行す
ることにより、通常の場合は通信を要求する場合に通常公開鍵証明書を用いた認証を行い
、通信相手を特定して認証を行い、ＳＳＬによる安全な通信経路を確立できる一方、通常
公開鍵証明書を用いた認証が正常に行えなかった場合には、より長い有効期間が設定され
ているレスキュー公開鍵証明書を用いた認証を行い、これが成功した場合に上位装置３０
が新証明書セットを取得して下位装置４０に送信し、正規認証情報を更新させることによ
り、安全かつ自動的に、容易に有効期間内の通常公開鍵証明書を設定し、正常な認証を行
うことができるようにすることができる。
【０１０２】
　このような有効期間の長いレスキュー公開鍵証明書は、有効期間の短い通常公開鍵証明
書と比べた場合には安全性が若干劣るが、相当程度の安全性を確保できる。そして、この
ような証明書を用意しておくことにより、通常公開鍵証明書の有効期限が切れてしまった
場合でも、レスキュー公開鍵証明書の有効期間内であれば、共通鍵暗号を用いた安全な通
信経路を確保できるという効果がある。
【０１０３】
　さらに、レスキュー公開鍵証明書を用いた認証により、送信先が通信相手として適当な
装置であることを確認してから新証明書セットを送信することができるので、証明書セッ
トを誤って不適当な装置に記憶させてしまうことがない。相互認証を行う場合には、下位
装置４０側でも、新証明書セットの送信元が上位装置３０であることを確認して受信する
ことができるので、正規認証情報として不正な証明書を記憶してしまうことがない。さら
にまた、通常公開鍵証明書を用いた認証が行えない場合でもレスキュー公開鍵証明書を用
いた認証が可能であることから、新証明書セットをＳＳＬを用いた安全な通信経路で送信
することができるので、内容が第３者に漏れることがなく、セキュリティを維持できる。
【０１０４】
　また、下位装置４０が、レスキュー公開鍵証明書を用いて認証した相手からの要求は、
証明書の更新要求以外は受け付けないようにしているので、その他の情報については、通
常公開鍵証明書によって認証した適当な通信相手のみにアクセスを許可することができ、
万一レスキュー公開鍵証明書の有効期間内にレスキュー私有鍵が不正に取得されてしまっ
た場合でも、重要な情報に不正にアクセスされることを防止できる。
　そして、この実施形態によれば、自動的に公開鍵証明書を更新することができるので、
この実施形態は、設置先の操作者による証明書の更新が行えないような装置、例えばケー
ブルテレビのセットトップボックスや遠隔保守の対象となる画像形成装置等、を通信相手
とする通信装置や、そのような通信装置を含む通信システムに適用すると、特に効果的で
ある。
【０１０５】
〔実施形態の変形例：図１７乃至図２０〕
　次に、上述した実施形態についての種々の変形例について説明する。
　ここまでの説明では、通常公開鍵証明書を用いた認証が正常に行えず、レスキュー公開
鍵証明書を用いた認証が成功した場合に下位装置４０の正規認証情報を更新する例につい
て説明した。ここで下位装置４０の正規認証情報を更新するようにしたのは、この実施形
態の通信システムにおいて上位装置３０は１つであるのに対し、下位装置４０は上位装置
３０に複数接続可能であり、着脱も可能であることから、下位装置４０の方が管理を行い
難く、そのため通常公開鍵証明書の有効期限切れも発生しやすいためである。
　しかし、上位装置３０において通常公開鍵証明書の期限切れが起こる場合も考えられる
ことから、上位装置３０は、これを認識した場合に自身の正規認証情報の更新を試みるよ
うにしてもよい。
【０１０６】
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　この場合の処理シーケンスの例を図１７に示す。
　この場合には、まずＨＴＴＰＳクライアント機能部３１を対ＣＡクライアントとして機
能させて、証明書管理装置２０に対して通常証明書発行要求と共に自身の機番情報を送信
して、自身用の新たな証明書セットの作成を要求する（Ｓ４０１）。このとき、上位装置
３０の通常公開鍵証明書は期限切れであるため、相互認証を行う場合にはこれを用いて認
証を受けることができない。そこで、証明書管理装置２０のレスキューＵＲＬにアクセス
してレスキュー公開鍵証明書を用いた認証を行うようにする。上位装置３０が証明書管理
装置２０を認証するのみであれば、通常公開鍵証明書を用いた認証が可能である。
【０１０７】
　証明書管理装置２０は、ステップＳ４０１の要求を受けると、証明書セット及びその設
定要求を作成する（Ｓ４０２）が、ここで作成する証明書セットに含まれる公開鍵証明書
は、当然有効期間内のものである。
　上位装置３０は、ステップＳ４０１の要求を送信した後、証明書の作成が完了した頃に
証明書管理装置２０に対して通信要求を行い、証明書管理装置２０から上位装置３０への
要求の有無を問い合わせる（Ｓ４０３）。このとき、ステップＳ４０２の処理が完了して
いれば、証明書管理装置２０は通信要求に対する応答として、証明書設定要求と共に新証
明書セットを上位装置３０に返す（Ｓ４０４）。
【０１０８】
　上位装置３０はこの要求を受けると、証明書記憶部４５に記憶している正規認証情報を
受信した新証明書セットの内容に更新し（Ｓ４０５）、更新処理の結果を示す証明書更新
要求応答を証明書管理装置２０に返す（Ｓ４０６）。証明書管理装置２０はこれに対して
応答を受信した旨の通知を返す（Ｓ４０７）。
　以上の処理によって、下位装置４０の場合と同様に上位装置３０の正規認証情報を更新
することができる。
【０１０９】
　また、上述した実施形態においては、上位装置３０が下位装置４０に要求を送信しよう
とした場合に通常公開鍵証明書を用いた認証を行う例について説明したが、これとは無関
係に、各下位装置４０の通常ＵＲＬに対して通信を要求し、下位装置の検索を行うように
してもよい。そして、この認証が通常公開鍵証明書の期限切れのため正常に行えなかった
下位装置４０については、図１５及び図１６のステップＳ３０５以下と同様な処理を行っ
て通常公開鍵証明書を含む正規認証情報を更新するようにすれば、定期的に通常公開鍵証
明書の有効期限切れの有無を確認し、有効期間が過ぎていた場合には下位装置４０の通常
公開鍵証明書を更新して、通信システムの各装置が通常公開鍵証明書を用いて通信相手を
認証可能な状態を保つことができる。
【０１１０】
　さらに、通信相手として記憶している装置のＩＰアドレスだけでなく、定められたＩＰ
アドレスの範囲全てに対してこの検索を行うようにすれば、新たな下位装置４０が接続さ
れた場合でも、自動的に検出して通常公開鍵証明書を用いた認証が可能な状態にすること
ができる。製造時に下位装置４０に記憶させてあった通常公開鍵証明書が、通信システム
に接続される前に有効期限切れになっていた場合でも、レスキュー公開鍵証明書を用いた
認証が成功すれば、証明書管理装置２０にその下位装置４０に対する新しい通常公開鍵証
明書を発行させ、下位装置４０に記憶させることができる。
　なお、この検索によって通常公開鍵証明書の有効期間が過ぎている下位装置４０を発見
した場合には、ただちに通常公開鍵証明書の更新を行うので、このような検索は、下位装
置４０の通常公開鍵証明書を更新する動作の一部であると考えることができる。
【０１１１】
　また、上述した実施形態では、通信の要求を上位装置３０から下位装置４０に対して行
う例について説明したが、このようにすることは必須ではない。すなわち、下位装置４０
から上位装置３０に対して通信を行う場合でも、同様な処理が可能である。
　図１８乃至図２０に、このようにする場合の、図１５と対応する部分の処理シーケンス
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を示す。ただし、図１８乃至図２０においては、シーケンスを図１５の場合よりも簡略化
して示している。
【０１１２】
　まず、図１８には、通常公開鍵証明書を用いた認証を行う場合も、レスキュー公開鍵証
明書を用いた認証を行う場合も、下位装置４０から上位装置３０に対して通信を要求する
ようにする場合の例を示している。
　この場合、下位装置４０が上位装置３０と通常の通信を行うべく、通常ＵＲＬに通信を
要求すると（Ｓ５０１）、これに応じて上位装置３０と下位装置４０との間で通常公開鍵
証明書を用いた認証処理を行う（Ｓ５０２）。
【０１１３】
　この認証処理は、図２２に示したような相互認証であっても、片方向認証であっても構
わないが、少なくとも、上位装置３０が下位装置４０の公開鍵証明書を用いて下位装置４
０を認証するものとする。そして、この例では下位装置４０がクライアントに該当するた
め、片方向認証を行う場合の処理は、図２４に示したものとは若干異なることになるが、
下位装置４０が自身の私有鍵で乱数を暗号化して公開鍵証明書と共に上位装置３０に送信
し、上位装置３０側で公開鍵証明書の正当性を確認した上で乱数を復号化して認証を行う
という点では同様な処理を行えばよい。
【０１１４】
　そして、上位装置３０がステップＳ５０２での認証が通常公開鍵証明書の期限切れのた
め失敗したと判断すると（Ｓ５０３）、下位装置４０に認証失敗応答を返す（Ｓ５０４）
。すると、この応答を受けた下位装置４０が、次は上位装置３０のレスキューＵＲＬに対
して通信を要求する（Ｓ５０５）。そして、レスキュー公開鍵証明書を用いた認証処理を
行い（Ｓ５０６）、上位装置３０が認証成功と判断すると（Ｓ５０７）、図１５のステッ
プＳ３１１の場合と同様、下位装置４０は通常公開鍵証明書の有効期限は過ぎているが正
当な通信相手で有り得ると判断する（Ｓ５０８）。そして、図１６に示した処理を実行し
て下位装置４０の正規認証情報を更新する。
【０１１５】
　また、図１９には、通常公開鍵証明書を用いた認証を行う場合には下位装置４０から上
位装置３０に対して通信を要求し、レスキュー公開鍵証明書を用いた認証を行う場合には
、上位装置３０から下位装置４０に対して通信を要求するようにする場合の例を示してい
る。
　この場合、ステップＳ５１１～Ｓ５１４の処理は、図１８のステップＳ５０１～Ｓ５０
４の場合と同様であるが、上位装置３０は、下位装置４０に認証失敗応答を返すと、その
後下位装置４０のレスキューＵＲＬに対して通信を要求する（Ｓ５１５）。そして、レス
キュー公開鍵証明書を用いた認証処理を行い（Ｓ５１６）、認証成功と判断すると（Ｓ５
１７）、図１５のステップＳ３１１の場合と同様、下位装置４０は通常公開鍵証明書の有
効期限は過ぎているが正当な通信相手で有り得ると判断する（Ｓ５１８）。そして、図１
３に示した処理を実行して下位装置４０の正規認証情報を更新する。
【０１１６】
　また、図２０には、逆に通常公開鍵証明書を用いた認証を行う場合には上位装置３０か
ら下位装置４０に対して通信を要求し、レスキュー公開鍵証明書を用いた認証を行う場合
には、下位装置４０から上位装置３０に対して通信を要求するようにする場合の例を示し
ている。
　この場合、上位装置４０が下位装置３０と通常の通信を行うべく、通常ＵＲＬに通信を
要求すると（Ｓ５２１）、これに応じて上位装置３０と下位装置４０との間で通常公開鍵
証明書を用いた認証処理を行う（Ｓ５２２）。認証処理の内容については、図２２に示し
たような相互認証でも図２４に示したような片方向認証でもよい。
【０１１７】
　そして、上位装置３０がステップＳ５２２での認証が通常公開鍵証明書の期限切れのた
め失敗したと判断すると（Ｓ５２３）、下位装置４０に認証失敗応答を送信する（Ｓ５２
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４）。そして、下位装置４０は、この応答を受信すると、上位装置３０のレスキューＵＲ
Ｌに対して通信を要求する（Ｓ５２５）。そして、レスキュー公開鍵証明書を用いた認証
処理を行い（Ｓ５２６）、上位装置３０が認証成功と判断すると（Ｓ５２７）、図１５の
ステップＳ３１１の場合と同様、下位装置４０は通常公開鍵証明書の有効期限は過ぎてい
るが正当な通信相手で有り得ると判断する（Ｓ５２８）。そして、図１６に示した処理を
実行して下位装置４０の正規認証情報を更新する。
【０１１８】
　以上のような図１８乃至図２０のいずれに示したシーケンスを採用した場合でも、上述
した実施形態の場合と同様、通常公開鍵証明書を用いた認証が通常公開鍵証明書の期限切
れのため失敗した場合にレスキュー公開鍵証明書を用いた認証を行い、これが成功した場
合に下位装置４０は通常公開鍵証明書の有効期限は過ぎているが正当な通信相手で有り得
ると判断できる。従って、上位装置３０が新証明書セットを取得して下位装置４０に送信
し、正規認証情報を更新させることにより、安全かつ自動的に、容易に有効期間内の通常
公開鍵証明書を設定し、正常な認証を行うことができるようにすることができる。
【０１１９】
　また、どちらの装置が通信要求を行うかを、場合に応じて変えることができるようにし
てもよい。例えば、通常公開鍵証明書を用いた認証が失敗した場合に上位装置３０が下位
装置４０のレスキューＵＲＬに通信を要求するようにしたり、通常公開鍵証明書を用いた
認証が失敗した旨の応答を受信した場合に下位装置４０が上位装置３０のレスキューＵＲ
Ｌに通信を要求したりするようにすれば、初めの通常ＵＲＬへの通信をどちらの装置から
行ったとしても、以後の処理を同じように進めることができる。
　なお、新証明書セットの送信に係る図１３のステップＳ３１６の通信も、下位装置４０
側から通信要求を行い、上位装置３０側からその通信要求に応じて証明書更新要求を送信
するようにしてもよい。
【０１２０】
　ところで、上述した実施形態においては、通常公開鍵証明書とレスキュー公開鍵証明書
とを同じベンダーのＣＡが発行する例について説明した。しかし、従来の技術の項で説明
したように、通常公開鍵証明書については、信頼性の高い第３者機関のＣＡに発行を依頼
するようにするとよい。このようなＣＡの発行する通常公開鍵証明書は、有効期間が短い
ことが多いが、上述した実施形態によれば、通常公開鍵証明書の有効期間が過ぎた後でも
通常公開鍵証明書を安全かつ自動的に容易に更新することができるので、有効期間が短い
ことによる問題を解消することができる。そして、信頼性の高い第３者機関のＣＡが発行
した、対外的に信用の高い公開鍵証明書を用いた認証を利用して通信システムを運用する
ことができる。
　なお、この場合において、第３者機関のＣＡには、上位装置３０から直接証明書の発行
を依頼する他、一旦証明書管理装置２０を介し、証明書管理装置２０から証明書の発行を
依頼する方式も考えられる。
【０１２１】
　また、レスキュー公開鍵証明書については、有効期間を自由に定められるよう、上位装
置３０や下位装置４０のベンダーが自身でＣＡを設けて発行するようにするとよい。また
、レスキュー公開鍵証明書は、有効期間が長いため、レスキュールート私有鍵が漏洩する
と通信の安全性維持が著しく困難になるので、秘密保持を特に厳重に行う必要がある。そ
こで、安全性を重視し、例えば証明書を記憶させる工程を有する工場のみと専用線で通信
可能なような、外部からアクセス不能な証明書管理装置を用いるとよい。
　なお、下位装置用の証明書を発行する証明書管理装置，上位装置用の証明書を発行する
証明書管理装置，各証明書管理装置の証明書を発行する証明書管理装置等、証明書を発行
する対象の装置の種類に応じて証明書管理装置を分けるようにしてもよい。
　ただし、通常公開鍵証明書とレスキュー公開鍵証明書を別々のＣＡが発行することは必
須ではなく、共通のＣＡが発行するようにすることも可能である。
【０１２２】
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　また、上述した実施形態では、有効期限が短い通常公開鍵証明書と、有効期限の長いレ
スキュー公開鍵証明書とを用いる例について説明したが、前者はセキュリティ強度が高い
証明書、後者はセキュリティ強度が比較的低い証明書と捉えることもできる。
　一般に、セキュリティ強度が高い証明書には、多くの情報を記載する必要があったり、
輸出制限があったり特殊な認証処理プログラムが必要であったりして利用可能な環境が限
られていたりするため、全ての装置に同じように記憶させて認証処理に用いることが難し
い場合がある。一方で、セキュリティ強度が低い証明書であれば、このような制限が少な
く、全ての装置に同じように記憶させて認証処理に用いることが比較的容易であると考え
られる。
【０１２３】
　そこで、セキュリティ強度が低い証明書を記憶させた装置を製造・販売した上で、利用
環境に合わせてセキュリティ強度が高い証明書を事後的に記憶させることができるように
したいという要求がある。例えば、システムの運用者によって種々に認証処理の内容を工
夫したり信頼性の高いＣＡを選択したりしてセキュリティの向上を図る場合も考えられる
が、このような場合、ある装置を１つのシステムから他のシステムに移動（単に設定を変
更するのみの場合も含む）させる場合、通常の認証処理に使用する証明書を入れ換える必
要があることが考えられる。また、セキュリティの高い証明書に後で欠陥が発見され、認
証処理の方式を変更する必要が生じることも考えられる。
　このような場合に、上述した実施形態の処理を利用し、セキュリティの高い証明書を用
いた認証が失敗した場合にセキュリティの低い証明書を用いた認証を行い、これが成功し
た場合にセキュリティの高い証明書を用いた認証の失敗は認証の異常が原因であると判断
して、上位装置３０がセキュリティの高い証明書を含む証明書セットを取得して下位装置
４０に送信し、これを記憶させることにより、ある程度の安全性を確保しながら、顧客先
に設置した後の装置に利用シーンに合った証明書を記憶させることも可能となる。
【０１２４】
　また、上述した実施形態では、上位装置３０と下位装置４０あるいは証明書管理装置２
０が、図２２あるいは図２４を用いて説明したようなＳＳＬに従った認証を行う場合の例
について説明した。しかし、この認証が必ずしもこのようなものでなくても上述した実施
形態のような効果を得ることができる。
　ＳＳＬを改良したＴＬＳ（Transport Layer Security）も知られているが、このプロト
コルに基づく認証処理を行う場合にも当然適用可能である。
【０１２５】
　また、上述した実施形態では、証明書管理装置２０を上位装置３０と別に設ける例につ
いて説明したが、これと一体として設けることを妨げるものではない。この場合、証明書
管理装置２０の機能を実現するためのＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭ等の部品を独立して設けて
もよいが、上位装置３０のＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭ等を使用し、そのＣＰＵに適当なソフ
トウェアを実行させることにより、証明書管理装置２０として機能させるようにしてもよ
い。
【０１２６】
　このような場合において、証明書管理装置２０と、これと一体になっている上位装置３
０との間の通信には、ハードウェアを証明書管理装置２０として機能させるためのプロセ
スと、ハードウェアを上位装置３０として機能させるためのプロセスとの間のプロセス間
通信を含むものとする。
　さらに、上述した各実施形態では、証明書管理装置２０がルート鍵やデジタル証明書を
自ら作成する例について説明したが、図２に示した証明用鍵作成部２４や証明書発行部２
５の機能を証明書管理装置２０とは別の装置に設け、証明書管理装置２０がその装置から
ルート鍵やデジタル証明書の供給を受けてこれらを取得するようにしてもよい。
【０１２７】
　なお、上述した実施形態では、下位装置４０の通常公開鍵証明書の有効期限切れのため
通常公開鍵証明書を用いた認証処理が失敗した場合に上位装置３０が下位装置４０のレス
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キューＵＲＬにアクセスして正規認証情報の更新に係る処理を行う例について説明した。
しかし、それ以外の理由で認証処理が失敗した場合にも、同様な処理を行うようにしても
よい。すなわち、図１３のステップＳ１０４において、他の原因でもステップＳ１０５以
下の処理に進むようにしてもよい。
　この場合でも、レスキュー公開鍵証明書を用いた認証処理が成功すれば、通信を要求し
た相手は正当な通信相手でありうる装置であることはわかる。そして、このことにより、
通常公開鍵証明書を用いた認証処理が失敗したのは、下位装置４０が記憶しているべき証
明書の異常に起因して認証に異常が発生しているためであると判断することができる。従
って、このような場合に下位装置４０に新たな正規認証情報を送信して正規認証情報を更
新させれば、速やかに異常の解消を図り、再び通常公開鍵証明書を用いた認証が可能な状
態にすることができると考えられる。
【０１２８】
　ただし、認証処理の失敗の原因が、公開鍵証明書に付された識別情報が通信相手として
不適切な装置のものであったり、通信要求に全く応答がなかったり、認証処理に対応して
いない旨の応答を返してきた場合等には、通信相手は上位装置３０と全く関係ない装置で
あることが考えられるので、このような場合にはレスキューＵＲＬへのアクセスを行わな
いようにしてもよい。
　また、通常公開鍵証明書の有効期限が切れていない場合（期限内に破損した場合等）に
は、証明書管理装置２０において、過去に下位装置４０に対して発行した公開鍵や私有鍵
を管理しているのであれば、その鍵をそのまま使うようにしてもよい。
【０１２９】
　また、上述した実施形態では、レスキュー公開鍵証明書にも装置の識別情報を記載する
例について説明したが、レスキュー公開鍵証明書には装置の識別情報を含めず、同じ階位
の装置（図１及び図２に示した例では、証明書管理装置，上位装置，下位装置の階位が存
在するものとする）には、全て同じレスキュー公開鍵証明書を記憶させるようにしてもよ
い。この場合、同じ階位の各装置を個別に区別する必要がないので、証明書に含まれるレ
スキュー公開鍵及びこれと対応するレスキュー私有鍵も含めて、全く共通のものでよい。
そして、通信相手のレスキュー公開鍵証明書が全て同じであることから、ルート鍵証明書
については、ある階位の装置の通信相手となる全ての装置について共通となる。すなわち
、図２１に示したように下位装置を複数設けた場合でも、全ての下位装置に同じレスキュ
ー認証情報を記憶させることになる。
【０１３０】
　これは、上位装置３０のレスキュー認証情報や証明書管理装置２０のレスキュー認証情
報についても同様である。
　なお、通常公開鍵証明書とデータ形式を統一化する場合には、例えば図８に示した形式
において「Subject」の項目を空白としたり、ベンダー名のみ記載して機番として０を記
載してレスキュー公開鍵証明書であることを示すこと等も考えられる。
【０１３１】
　このようにすれは、レスキュー認証情報は同じ階位の装置について全て共通となるので
、装置の製造時にその機種に応じて定まる階位に応じたものを記憶させてしまうことがで
きる。すなわち、装置の識別情報を付した情報ではないため、検査工程を終了して識別番
号を付した各装置に対してそれぞれ個別の証明書を用意して記憶させる必要はなく、多数
の装置に対して単純作業によって記憶させることができる。例えば、制御プログラムのマ
スタにレスキュー認証情報を含めておき、制御プログラムを装置にコピーする際にレスキ
ュー認証情報も共に記憶させる等である。
　そして、レスキュー公開鍵証明書に十分長期の有効期間を設定しておけば、その後レス
キュー認証情報を更新する必要はなく、上記のように通常公開鍵証明書の有効期間が過ぎ
て通常公開鍵証明書による認証が行えなくなった場合でも、レスキュー認証情報に含まれ
るレスキュー公開鍵証明書を用いた認証は可能な状態を保つことができる。
【０１３２】
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　なおこの場合、レスキュー公開鍵証明書には装置の識別情報を付していないため、レス
キュー公開鍵証明書を用いた認証を行った場合でも、通信相手の装置を具体的に特定する
ことはできない。しかし、通信相手についてある程度の情報は得ることができる。
　すなわち、例えばあるベンダーが自社製品のうち下位装置４０に該当する装置全てに下
位装置用のレスキュー認証情報（下位装置用レスキュー公開鍵証明書，下位装置用レスキ
ュー私有鍵及び上位装置認証用レスキュールート鍵証明書）を記憶させ、その通信相手と
なる上位装置３０に該当する装置全てに上位装置用のレスキュー認証情報（上位装置用レ
スキュー公開鍵証明書，上位装置用レスキュー私有鍵及び下位装置認証用レスキュールー
ト鍵証明書）を記憶させておけば、下位装置４０は、認証処理が成功した場合、自己の記
憶している上位装置認証用レスキュールート鍵証明書で正当性を確認できる公開鍵証明書
を送信してきた相手が同じベンダーの上位装置３０であることを認識できるし、逆に上位
装置３０も自己の記憶しているレスキュールート鍵証明書で正当性を確認できる公開鍵証
明書を送信してきた相手は同じベンダーの下位装置４０であることを認識できる。
【０１３３】
　そして、このような認証が成功すれば、前述のように通信相手との間で共通鍵を共有し
て共通鍵暗号を用いた安全な通信経路を設けることができるので、その後機種機番情報等
を交換して通信相手を特定することも可能である。また、証明書管理装置２０と上位装置
３０の間についても同様なことが可能である。
　なお、通常公開鍵証明書についても、同様に装置の識別情報を含めないものとすること
も考えられる。このようにしたとしても、有効期限が短い分だけレスキュー公開鍵証明書
よりも安全性を高めることができる。
【０１３４】
　また、この発明によるプログラムは、コンピュータを、通信手段を備え、通信の際に通
信相手をデジタル証明書を用いて認証する通信装置又はその通信相手となる通信装置であ
る、上位装置３０あるいは下位装置４０のような装置として機能させるためのプログラム
であり、このようなプログラムをコンピュータに実行させることにより、上述したような
効果を得ることができる。
【０１３５】
　このようなプログラムは、はじめからコンピュータに備えるＲＯＭあるいはＨＤＤ等の
記憶手段に格納しておいてもよいが、記録媒体であるＣＤ－ＲＯＭあるいはフレキシブル
ディスク，ＳＲＡＭ，ＥＥＰＲＯＭ，メモリカード等の不揮発性記録媒体（メモリ）に記
録して提供することもできる。そのメモリに記録されたプログラムをコンピュータにイン
ストールしてＣＰＵに実行させるか、ＣＰＵにそのメモリからこのプログラムを読み出し
て実行させることにより、上述した各手順を実行させることができる。
　さらに、ネットワークに接続され、プログラムを記録した記録媒体を備える外部機器あ
るいはプログラムを記憶手段に記憶した外部機器からダウンロードして実行させることも
可能である。
【産業上の利用可能性】
【０１３６】
　以上説明してきた通り、この発明の通信装置、通信システム、通信方法あるいはプログ
ラムを用いれば、通信の際に通信相手を証明書を用いて認証する通信装置、このような通
信装置の通信相手となる通信装置、あるいはこれらのような通信装置を用いて構成した通
信システムにおいて、認証に用いる証明書を、その有効期間が過ぎた場合でも安全かつ容
易に更新できるようにすることができる。
　従って、この発明を、このような通信装置又は通信システムに適用することにより、証
明書の有効期限切れによる不都合を軽減し、短い有効期間が設定された証明書を認証に使
用する場合でも、正常な認証が行える状態に容易に回復させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１３７】
【図１】この発明の実施形態である通信システムを構成する、この発明の通信装置の実施
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形態である上位装置及び下位装置について、この発明の特徴に関連する部分の機能構成を
示す機能ブロック図である。
【図２】図１に示した上位装置と通信可能とした証明書管理装置について、この発明の特
徴に関連する部分の機能構成を示す機能ブロック図である。
【図３】図１及び図２に示した証明書管理装置のハードウェア構成を示すブロック図であ
る。
【図４】図１及び図２に示した下位装置の要求管理部における要求の許可／不許可の判断
基準について説明するための図である。
【図５】図１及び図２に示した上位装置及び下位装置が記憶する認証情報について説明す
るための図である。
【図６】同じく証明書管理装置が記憶する認証情報について説明するための図である。
【図７】通常公開鍵証明書のフォーマット例について説明するための図である。
【図８】図７に記載したフォーマットに従って作成した一般的な公開鍵証明書の例を示す
図である。
【図９】同じく、レスキュー公開鍵証明書と対比するための、通常公開鍵証明書の例を示
す図である。
【図１０】同じく、通常公開鍵証明書と対比するための、レスキュー公開鍵証明書の例を
示す図である。
【０１３８】
【図１１】図１及び図２に示した上位装置及び下位装置が通常公開鍵証明書とレスキュー
公開鍵証明書とを使い分けるための構成について説明するための図である。
【図１２】図１及び図２に示した通信システムにおいて、下位装置の正規認証情報を更新
する際に上位装置から下位装置に送信する証明書セットの構成例を示す図である。
【図１３】その通信システムにおいて、通常公開鍵証明書とレスキュー公開鍵証明書の２
種類の証明書を用いた証明書の更新に関する処理のうち上位装置が行う処理の例を示すフ
ローチャートである。
【図１４】同じく下位装置が行う処理の例を示すフローチャートである。
【図１５】その通信システムにおいて図１３及び図１４に示す処理を実行した場合の処理
シーケンスの例を示す図である。
【図１６】その続きを示す図である。
【図１７】その通信システムにおいて上位装置が自らの正規認証情報を更新する場合の処
理シーケンスの例を示す図である。
【図１８】図１５に示した処理シーケンスの変形例を、簡略化して示す図である。
【図１９】その更に別の変形例を示す図である。
【図２０】その更に別の変形例を示す図である。
【図２１】その通信システムについて、下位装置を複数設けた場合の構成について説明す
るための図である。
【図２２】２つの通信装置がＳＳＬに従った相互認証を行う際の各装置において実行する
処理のフローチャートを、その処理に用いる情報と共に示す図である。
【図２３】図２２に示した認証処理におけるルート鍵、ルート私有鍵、および公開鍵証明
書の関係について説明するための図である。
【図２４】２つの通信装置がＳＳＬに従った片方向認証を行う際の各装置において実行す
る処理を示す、図２２と対応する図である。
【符号の説明】
【０１３９】
１１：ＣＰＵ　　　　　　　１２：ＲＯＭ
１３：ＲＡＭ　　　　　　　１４：ＨＤＤ
１５：通信Ｉ／Ｆ　　　　　１６：システムバス
２０：証明書管理装置
２１，３２，４２：ＨＴＴＰＳサーバ機能部
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２２，３３，４３：認証処理部
２３，４８：証明書更新部　２４：証明用鍵作成部
２５：証明書発行部　　　　２６：証明書管理部
３０：上位装置
３１，４１：ＨＴＴＰＳクライアント機能部
３４：証明書更新要求部　　３５，４５：証明書記憶部
４０：下位装置　　　　　　４４：要求管理部
４６：状態通知部　　　　４７：ログ通知部
４９：コマンド受信部

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(34) JP 4611678 B2 2011.1.12

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】

【図２２】 【図２３】
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【図２４】
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