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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サブジェクトがオブジェクトへアクセスする際に、サブジェクトに付与されたアクセス
権に応じて、サブジェクトからオブジェクトへのアクセスを制御するシステムに適用され
、該アクセスの制御履歴を保証できるようにしたアクセス制御履歴保証方法において、
　前記アクセスを制御するシステムは、オブジェクトごとに設定されているサブジェクト
のアクセス権の変遷の履歴を、前記システムが備えるデータベースにアクセス制御履歴デ
ータとして記録しておき、記録した該アクセス制御履歴データに対して、後で改ざん検知
が可能なように処理しておくことを特徴とするアクセス制御履歴保証方法。
【請求項２】
　請求項１に記載のアクセス制御履歴保証方法において、前記アクセス権は、オブジェク
トごとに設定されたアクセス制御リストによって指示されていることを特徴とするアクセ
ス制御履歴保証方法。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のアクセス制御履歴保証方法において、前記アクセスを制御す
るシステムは、前記アクセス制御履歴データの改ざんを検知するために、該アクセス制御
履歴データに対してメッセージ認証子を計算して該アクセス制御履歴データとともに前記
データベースに記録しておくことを特徴とするアクセス制御履歴保証方法。
【請求項４】
　請求項１または２に記載のアクセス制御履歴保証方法において、前記アクセスを制御す
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るシステムは、前記アクセス制御履歴データの改ざんを検知するために、該アクセス制御
履歴データに対して電子署名を計算して該アクセス制御履歴データとともに前記データベ
ースに記録しておくことを特徴とするアクセス制御履歴保証方法。
【請求項５】
　サブジェクトがオブジェクトへアクセスする際に、サブジェクトに付与されたアクセス
権に応じて、サブジェクトからオブジェクトへのアクセスを制御するシステムに適用され
、該アクセスの制御履歴を保証できるようにしたアクセス制御履歴保証方法において、
　前記アクセスを制御するシステムは、サブジェクトを構成する要素を示すアカウントの
変遷の履歴を、前記システムが備えるデータベースにアカウント構成履歴データとして、
記録しておき、記録した該アカウント構成履歴データに対して、後で改ざん検知が可能な
ように処理しておくことを特徴とするアクセス制御履歴保証方法。
【請求項６】
　請求項５に記載のアクセス制御履歴保証方法おいて、前記サブジェクトは、システムの
ユーザアカウントとグループアカウントとにより示される要素によって構成されることを
特徴とするアクセス制御履歴保証方法。
【請求項７】
　請求項５または６に記載のアクセス制御履歴保証方法において、前記アクセスを制御す
るシステムは、前記アカウント構成履歴データの改ざんを検知するために、アカウント構
成履歴データに対してメッセージ認証子を計算して該アカウント構成履歴データとともに
前記データベースに記録しておくことを特徴とするアクセス制御履歴保証方法。
【請求項８】
　請求項５または６に記載のアクセス制御履歴保証方法において、前記アクセスを制御す
るシステムは、前記アカウント構成履歴データの改ざんを検出するために、該アカウント
構成履歴データに対して電子署名を計算して該アカウント構成履歴データとともに前記デ
ータベースに記録しておくことを特徴とするアクセス制御履歴保証方法。
【請求項９】
　サブジェクトがオブジェクトへアクセスする際に、サブジェクトに付与されたアクセス
権に応じて、サブジェクトからオブジェクトへのアクセスを制御するシステムに適用され
、該アクセスの制御履歴を保証できるようにしたアクセス制御履歴保証方法において、
　前記アクセスを制御するシステムは、オブジェクトごとに設定されているサブジェクト
のアクセス権の変遷の履歴を、前記システムが備えるデータベースにアクセス制御履歴デ
ータとして記録しておき、記録した該アクセス制御履歴データに対して、後で改ざん検知
が可能なように処理しておき、
　さらに前記アクセスを制御するシステムは、サブジェクトを構成する要素を示すアカウ
ントの変遷の履歴を、前記システムが備える他のデータベースにアカウント構成履歴デー
タとして記録しておき、記録した該アカウント構成履歴データに対して、後で改ざん検知
が可能なように処理しておくことを特徴とするアクセス制御履歴保証方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載のアクセス制御履歴保証方法おいて、前記アクセス権は、オブジェクト
ごとに設定されたアクセス制御リストによって指示されていることを特徴とするアクセス
制御履歴保証方法。
【請求項１１】
　請求項９に記載のアクセス制御履歴保証方法おいて、サブジェクトは、システムのユー
ザアカウントとグループアカウントとにより示される要素によって構成されることを特徴
とするアクセス制御履歴保証方法。
【請求項１２】
　請求項９ないし１１のいずれか１に記載のアクセス制御履歴保証方法おいて、前記アク
セスを制御するシステムは、前記アクセス制御履歴データと前記アカウント構成履歴デー
タの改ざんを検出するために、該アクセス制御履歴データと該アカウント構成履歴データ
それぞれに対してメッセージ認証子を計算して該アクセス制御履歴データと該アカウント
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構成履歴データをそれぞれ前記データベース及び前記他のデータベースに記録しておくこ
とを特徴とするアクセス制御履歴保証方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、アクセス制御履歴保証方法、より詳細には、ファイルに対するアクセス制御が
適切に実施されていたことを保証するアクセス制御履歴保証方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＵＮＩＸ（登録商標）やＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）のようなオペレーティングシステム
（ＯＳ）や、電子文書管理システムでは、その制御下に置かれているファイル、電子文書
といったものに対して正当なユーザのみがアクセスできるようにアクセス制御を行うのが
一般的である。そのようにアクセス制御されるオブジェクト（ファイル、電子文書）に対
して、実際にどのようなアクセスがあったのか、不正なアクセスがなかったか、を後で調
べられるようにするために、各オブジェクトに対するアクセス履歴（アクセスログ）を記
録しておくのが一般的である。
【０００３】
システムの安全運用監査などを行う際には、上記のようにして記録されたアクセス履歴を
参照・確認することになる。しかし、オブジェクトの個数が多くなると、各オブジェクト
にどのようなアクセスがあったかを監査するのは非常に手間がかかることになり、実際に
は例えばサンプリング監査をすることになる。サンプリング監査を行った場合には、サン
プリングの対象とならなかったオブジェクトへの不正アクセスがなかったかどうかについ
ては、確認することができない。
【０００４】
しかし、その一方で、アクセス制御に使用された設定情報というものはそれほど頻繁に変
更することはなく、また、各オブジェクトについてばらばらなアクセス制御を行うことは
稀であって、例えばあるフォルダとその下位のファイルにはすべて同じアクセス権を付与
する、というような運用を行うのが一般的である。
【０００５】
そのため、システムの監査を考えれば、各オブジェクトへのアクセス履歴を記録しておく
よりも、適切なアクセス制御設定を実行していたことの履歴を記録しておいて、その履歴
を監査するようにすればオブジェクトをサンプリングして監査するよりも、広い範囲のオ
ブジェクトについて満遍のない監査を行うことができる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上述のごとき実情に鑑みてなされたもので、ファイルに対するアクセス制御が
適切に実施されていたことを保証するアクセス制御履歴保証方法を提供することを目的と
するものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　請求項１の発明は、サブジェクトがオブジェクトへアクセスする際に、サブジェクトに
付与されたアクセス権に応じて、サブジェクトからオブジェクトへのアクセスを制御する
システムに適用され、該アクセスの制御履歴を保証できるようにしたアクセス制御履歴保
証方法において、前記アクセスを制御するシステムは、オブジェクトごとに設定されてい
るサブジェクトのアクセス権の変遷の履歴を、前記システムが備えるデータベースにアク
セス制御履歴データとして記録しておき、記録した該アクセス制御履歴データに対して、
後で改ざん検知が可能なように処理しておくことを特徴としたものである。
【０００８】
請求項２の発明は、請求項１の発明において、前記アクセス権は、オブジェクトごとに設
定されたアクセス制御リストによって指示されていることを特徴としたものである。



(4) JP 4152099 B2 2008.9.17

10

20

30

40

50

【０００９】
　請求項３の発明は、請求項１または２の発明において、前記アクセスを制御するシステ
ムは、前記アクセス制御履歴データの改ざんを検知するために、該アクセス制御履歴デー
タに対してメッセージ認証子を計算して該アクセス制御履歴データとともに前記データベ
ースに記録しておくことを特徴としたものである。
【００１０】
　請求項４の発明は、請求項１または２の発明において、前記アクセスを制御するシステ
ムは、前記アクセス制御履歴データの改ざんを検知するために、該アクセス制御履歴デー
タに対して電子署名を計算して該アクセス制御履歴データとともに前記データベースに記
録しておくことを特徴としたものである。
【００１１】
　請求項５の発明は、サブジェクトがオブジェクトへアクセスする際に、サブジェクトに
付与されたアクセス権に応じて、サブジェクトからオブジェクトへのアクセスを制御する
システムに適用され、該アクセスの制御履歴を保証できるようにしたアクセス制御履歴保
証方法において、前記アクセスを制御するシステムは、サブジェクトを構成する要素を示
すアカウントの変遷の履歴を、前記システムが備えるデータベースにアカウント構成履歴
データとして、記録しておき、記録した該アカウント構成履歴データに対して、後で改ざ
ん検知が可能なように処理しておくことを特徴としたものである。
【００１２】
請求項６の発明は、請求項５の発明において、前記サブジェクトは、システムのユーザア
カウントとグループアカウントとにより示される要素によって構成されることを特徴とし
たものである。
【００１３】
　請求項７の発明は、請求項５または６の発明において、前記アクセスを制御するシステ
ムは、前記アカウント構成履歴データの改ざんを検知するために、アカウント構成履歴デ
ータに対してメッセージ認証子を計算して該アカウント構成履歴データとともに前記デー
タベースに記録しておくことを特徴としたものである。
【００１４】
　請求項８の発明は、請求項５または６の発明において、前記アクセスを制御するシステ
ムは、前記アカウント構成履歴データの改ざんを検出するために、該アカウント構成履歴
データに対して電子署名を計算して該アカウント構成履歴データとともに前記データベー
スに記録しておくことを特徴としたものである。
【００１５】
　請求項９の発明は、サブジェクトがオブジェクトへアクセスする際に、サブジェクトに
付与されたアクセス権に応じて、サブジェクトからオブジェクトへのアクセスを制御する
システムに適用され、該アクセスの制御履歴を保証できるようにしたアクセス制御履歴保
証方法において、前記アクセスを制御するシステムは、オブジェクトごとに設定されてい
るサブジェクトのアクセス権の変遷の履歴を、前記システムが備えるデータベースにアク
セス制御履歴データとして記録しておき、記録した該アクセス制御履歴データに対して、
後で改ざん検知が可能なように処理しておき、さらに前記アクセスを制御するシステムは
、サブジェクトを構成する要素を示すアカウントの変遷の履歴を、前記システムが備える
他のデータベースにアカウント構成履歴データとして記録しておき、記録した該アカウン
ト構成履歴データに対して、後で改ざん検知が可能なように処理しておくことを特徴とし
たものである。
【００１６】
請求項１０の発明は、請求項９の発明において、前記アクセス権は、オブジェクトごとに
設定されたアクセス制御リストによって指示されていることを特徴としたものである。
【００１７】
請求項１１の発明は、請求項９の発明において、サブジェクトは、システムのユーザアカ
ウントとグループアカウントとにより示される要素によって構成されることを特徴とした
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ものである。
【００１８】
　請求項１２の発明は、請求項９ないし１１のいずれか１の発明おいて、前記アクセスを
制御するシステムは、前記アクセス制御履歴データと前記アカウント構成履歴データの改
ざんを検出するために、該アクセス制御履歴データと該アカウント構成履歴データそれぞ
れに対してメッセージ認証子を計算して該アクセス制御履歴データと該アカウント構成履
歴データをそれぞれ前記データベース及び前記他のデータベースに記録しておくことを特
徴としたものである。
【００１９】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明のアクセス制御履歴保証方法を適用可能な電子文書管理システムの一例を
説明するためのブロック図である。ここでは本発明の実施の形態を電子文書管理システム
を例にして説明する。電子文書管理システム１０は、電子文書ＤＢ１５を内部に備え、ユ
ーザから電子文書へのアクセスの要求が入力されると、ユーザ認証手段１１によってその
ユーザの認証を行い、アクセス権検証手段１３が文書へのアクセス権の有無をチェックし
た上で、アクセス権がある場合に限り、文書アクセス処理手段１２によってユーザから要
求されたアクセス処理を実行するシステムである。
【００２０】
図２は、図１に示すごとくの電子文書管理システムにおけるユーザ認証手段１１の処理例
について説明するためのフローチャートである。以下にユーザ認証手段１１の処理例を図
２のフローチャートに従って、図１を参照しながら説明する。ユーザ認証処理手段１１は
、ユーザから文書アクセス要求（アカウント名，パスワード，文書ＩＤ，及びアクセス種
別）を受け取った際（ステップＳ１）、アカウント名に対応するパスワードハッシュ値を
ユーザ管理ＤＢ１４から取得し（ステップＳ２）、さらにアクセス要求に含まれるパスワ
ードのハッシュ値を計算する（ステップＳ３）。次いでステップＳ２で先に取り出したパ
スワードハッシュ値と、ステップＳ３で計算したハッシュ値とを比較する（ステップＳ４
）。
【００２１】
比較した結果、上記二つのハッシュ値が一致するか判断し（ステップＳ５）、一致しなけ
ければエラーで処理を終了する（ステップＳ９）。またハッシュ値が一致すれば、ユーザ
管理ＤＢ１４から、アカウント名に対応するユーザが所属しているグループのリストを取
得する（ステップＳ６）。そして文書アクセス処理手段１２にアカウント名，所属グルー
プリスト，文書ＩＤ，及びアクセス種別のデータを渡し（ステップＳ７）、正常に処理を
終了する（ステップＳ８）。上記ハッシュ値は、例えば米国標準技術局による規格である
ＳＨＡ－１のようなアルゴリズムを用いて計算することができる。
【００２２】
図３は、文書アクセス要求データの一例を示す図である。電子文書管理システムに入力す
る文書アクセス要求は、上述のようにアカウント名，パスワード，文書ＩＤ，及びアクセ
ス種別を示すデータが含まれる。これらデータは、例えば、図３に示すごとくのものであ
る。
【００２３】
図４は、ユーザ管理ＤＢ１４で管理されるアカウント管理ファイルの一例を示す図である
。ユーザ管理ＤＢ１４では、各アカウント毎に、図４に示すごとくの情報を管理する。図
４に示すように、アカウントが抹消された場合でもアカウントのエントリが削除されるの
ではなく、抹消（“ｄｅｌｅｔｅ”）の日時が記録される。図４に示すように、ユーザ管
理ＤＢ１４では、該ユーザ管理ＤＢ１４をのぞき見られた際にパスワードが暴露しないよ
う、パスワードそのものをユーザ管理ＤＢ１４に保存するのではなく、パスワードのハッ
シュ値を保存している。
【００２４】
図５は、ユーザ管理ＤＢ１４に保持されるグループリストに係わるデータの一例を示す図
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である。ユーザ管理ＤＢ１４には、上記のアカウント管理フィル以外にも、図５に示すよ
うなグループリストが例えばｇｒｏｕｐ.ｌｉｓｔというファイル名でグループ管理ファ
イルとして記録されている。
【００２５】
図５において、例えば“ｔａｒｏ”が所属するグループを検索する場合、まず、メンバ情
報に“ｔａｒｏ”が含まれるグループ名で且つグループが削除されていないものを検索し
、さらにここで検索されたグループ名情報がメンバ情報として含まれるグループ名を検索
する。このようにして、所属グループリストとして“ｌａｂ１”及び“ｌａｂ＿ａｌｌ”
を得る。グループ設定履歴については後で詳しく説明する。
【００２６】
電子文書管理システム１０における文書アクセス処理手段１２は、ユーザ認証手段１１か
ら受け取った情報（アカウント名，所属グループリスト，文書ＩＤ，及びアクセス種別）
をもとに、対象ユーザに対してアクセスが許可されているかどうか検証した上で、要求さ
れた電子文書へのアクセス処理を行う。
【００２７】
図６は、上記文書アクセス処理手段１２の処理の一例を説明するためのフローチャートで
ある。文書アクセス処理手段１２では、まずユーザ認証手段１１からアカウント名，所属
グループリスト，文書ＩＤ，及びアクセス種別のデータを受け取る（ステップＳ１１）。
そしてアクセス権検証手段１３に、上記のアカウント名，所属グループリスト，文書ＩＤ
，及びアクセス種別のデータを渡す（ステップＳ１２）。そしてアクセス権検証手段１３
による検証結果に従ってアクセス権がなければエラーで処理を終了する（ステップＳ１３
，Ｓ１７）。また上記検証結果においてアクセス権があることが検証されたならば、文書
アクセス処理手段１２は、文書ＩＤで指定された電子文書に対してアクセス種別で指定さ
れたアクセスを行い（ステップＳ１３，Ｓ１４）、処理結果をユーザに返してから（ステ
ップＳ１５）、正常に処理を終了する（ステップＳ１６）。
【００２８】
図７は、電子文書管理システム１０におけるアクセス権検証手段１３の処理の一例を説明
するためのフローチャートである。アクセス権検証手段１３では、文書アクセス処理手段
１２からアカウント名，所属グループリスト，文書ＩＤ，及びアクセス種別のデータを受
け取った際（ステップＳ２１）、アクセス権ＤＢ１６から、文書ＩＤに該当するアクセス
制御リスト（ＡＣＬ）を取得する（ステップＳ２２）。そして渡されたアカウント名また
は所属グループリストに、指定されたアクセス種別におけるアクセス権限があるか確認し
（ステップＳ２３）、権限がない場合は、権限がないことを文書アクセス処理手段１２に
通知し（ステップＳ２４）、権限が有る場合は権限があることを文書アクセス処理手段１
２に通知して（ステップＳ２５）、処理を終了する。
【００２９】
図８は、アクセス権ＤＢ１６に記録されたアクセス制御リスト（ＡＣＬ）の例を示す図で
ある。アクセス権ＤＢ１６には、例えばアクセス制御リスト（ＡＣＬ）が文書ＩＤごとに
ファイルとして記録されている。例えば文書ＩＤが“Ｒ０１００４３９８６２４９”のＡ
ＣＬは、“Ｒ０１００４３９８６２４９.ａｃｌ”というファイル名で記録される。そし
てユーザ名／グループ名毎にアクセス権の種類（ここではｒｅａｄ，ｗｒｉｔｅ，ｅｘｅ
ｃｕｔｅ，及びｏｗｎｅｒ）が設定される。
【００３０】
アクセス権の更新処理に関しては後で詳しく説明するが、アクセス権ＤＢ１６にはＡＣＬ
ファイルとともに以下のようなファイルが保存されている。まず、ＡＣＬファイルの設定
を変更するたびに履歴ファイルが保存される。履歴ファイルとしては、例えば、“Ｒ０１
００４３９８６２４９.ａｃｌ.１”、“Ｒ０１００４３９８６２４９.ａｃｌ.２”のごと
くのファイル名で記録される。また、設定の変更に関する変更履歴を管理するファイル（
ＡＣＬヒストリファイル）も記録する。ＡＣＬヒストリファイルは、例えば、“Ｒ０１０
０４３９８６２４９.ａｃｌ.ｈｉｓｔｏｒｙ”のごとくのファイル名で記録される。
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【００３１】
図９は、ＡＣＬヒストリファイルの例を示す図である。ＡＣＬヒストリファイルの内容と
しては、図９に示すように、過去のＡＣＬファイル名、変更日時（履歴データの作成日時
）、及びハッシュ値が設定されている。ハッシュ値は、対応する過去のＡＣＬファイル（
例えば、“Ｒ０１００４３９８６２４９.ａｃｌ.１”）に対するハッシュ値である。ハッ
シュ値の計算には例えばＳＨＡ－１などのアルゴリズムを使用する。
【００３２】
ＡＣＬヒストリファイルについては、メッセージ認証子である改ざん検知コード（Ｍｅｓ
ｓａｇｅ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｃｏｄｅ：　ＭＡＣ）が計算され、改ざん検
知コードファイルとして記録される。改ざん検知コードファイルは、例えば“Ｒ０１００
４３９８６２４９.ａｃｌ.ｈｉｓｔｏｒｙ.ｍａｃ”というファイル名で記録される。ま
た上記ＭＡＣは、ＳＨＡ－１とＴｒｉｐｌｅ　ＤＥＳ（米国商務省標準局が交付したデー
タ暗号化規格）を組み合わせるなどして計算する。
【００３３】
上記のような電子文書管理システムに本発明によるアクセス制御履歴保証方法を適用した
ときの実施の形態を説明する。まず電子文書に対してアクセス権の設定（変更）を行う処
理について説明する。図１０は、本発明が適用される電子文書管理システムにおけるアク
セス権設定に係わる構成例について説明するための図である。
【００３４】
電子文書管理システム１０’は、ユーザからのアクセス権設定要求を受け取ると、上述し
たごとくの通常の文書へのアクセス要求と同じようにユーザ認証手段１１によりユーザの
認証が行われ、その後アクセス権設定手段１７により、要求されたアクセス権の設定を行
う。アクセス権設定手段１７は、要求してきたユーザが対象文書のアクセス権設定の権限
をもっているかどうかを確認する。
【００３５】
図１１は、アクセス権設定要求データの一例を示す図である。電子文書管理システムに入
力するアクセス権設定要求データには、アカウント名，パスワード、文書ＩＤ，及びアク
セス種別を示すデータが含まれる。これらデータは、例えば、図１１に示すごとくのもの
である。図１１の例は、文書Ｒ０１００４３９８６２４９にｈａｎａｋｏの書き込み権限
を追加する要求を示すものである。
【００３６】
図１２及び図１３は、アクセス権設定手段１７の処理の一例を説明するためのフローチャ
ートである。アクセス権設定手段１７は、アカウント名，所属グループリスト，文書ＩＤ
，及びアクセス種別（アクセス権設定種別）のデータをユーザ認証手段１１から受け取っ
た際（ステップＳ３１）、それらアカウント名，所属グループリスト，文書ＩＤ，及びア
クセス種別（アクセス権設定種別）のデータをアクセス権検証手段１３に渡す（ステップ
Ｓ３２）。アクセス権検証手段１３でアクセス権があるかどうかを検証し（ステップＳ３
３）、検証結果をアクセス権設定手段１７に返す。例えば、ＡＣＬにｏｗｎｅｒ権限がつ
いていればアクセス権があると判断できる。アクセス権設定手段１７は、アクセス権がな
ければエラーで処理を終了する（ステップＳ５３）。
【００３７】
またアクセス権がある場合、アクセス権設定手段１７では、アクセス権ＤＢ１６から、文
書ＩＤで指定された電子文書に該当するＡＣＬヒストリファイルを読み出し（ステップＳ
３４）、そのＡＣＬヒストリファイルに該当する改ざん検知コードファイルから改ざん検
知コード（ＭＡＣ）を読み出す（ステップＳ３５）。そしてＡＣＬヒストリファイルの正
当性をＭＡＣで検証し（ステップＳ３６）、ＡＣＬヒストリファイルが改ざんされている
かどうかを判別する（ステップＳ３７）。
【００３８】
上記ステップＳ３７でＡＣＬヒストリが改ざんされていればエラーで処理を終了し（ステ
ップＳ５３）、ＡＣＬヒストリが改ざんされていなければ、ＡＣＬファイルを読み出し（
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ステップＳ３８）、ＡＣＬファイルのハッシュ値を計算する（ステップＳ３９）。そして
計算したハッシュ値と、ＡＣＬヒストリファイルの中の最新エントリに記録されているハ
ッシュ値とを比較し（ステップＳ４０）、ハッシュ値が一致するかどうかを判別する（ス
テップＳ４１）。ここでハッシュ値が一致しない場合はＡＣＬファイルが改ざんされてい
ると見なされるため、エラーで処理を終了する（ステップＳ５３）。
【００３９】
上記ステップＳ４１でハッシュ値が一致すれば、次いでＡＣＬファイルに要求されたアク
セス権を設定し（ステップＳ４２）、新しくなったＡＣＬファイルのハッシュ値を計算し
て（ステップＳ４３）、ＡＣＬファイルを上書き保存する（ステップＳ４４）。次いでＡ
ＣＬヒストリファイルの中の最新エントリ番号を取得し（ステップＳ４５）、ＡＣＬファ
イルをコピーしてファイル名の末尾に最新エントリ番号をつけ（ステップＳ４６）、さら
に現在日時をＯＳから取得する（ステップＳ４７）。そして読み出したＡＣＬヒストリフ
ァイルの中に新しいエントリ（ＡＣＬファイル名，日時，新しいハッシュ値）を加え（ス
テップＳ４８）、エントリを加えた後のＡＣＬヒストリファイルに対してＭＡＣを計算す
る（ステップＳ４９）。そして新しいＡＣＬヒストリファイルを保存し（ステップＳ５０
）、新しいＭＡＣをＡＣＬヒストリファイルとともに保存して（ステップＳ５１）、正常
に処理を終了する（ステップＳ５２）。
【００４０】
図１４は、アクセス権設定処理前のＡＣＬファイルの例を示す図で、図１５はアクセス権
の設定処理後のＡＣＬファイルの例を示す図である。アクセス権設定処理前のＡＣＬファ
イルが図１４に示すごとくであり、先のアクセス権設定要求の例を適用すると、その設定
処理後のＡＣＬファイルは図１５に示すようになる。
【００４１】
ＭＡＣの生成方法は、対象データのハッシュ値を例えばＳＨＡ－１のアルゴリズムで計算
し、そのハッシュ値を例えばＴｒｉｐｌｅ　ＤＥＳのアルゴリズムで暗号化する。暗号化
に使う鍵は、アクセス権設定手段１７の内部に秘密に保持している鍵（例えばプログラム
にハードコーディングされている鍵や、ＩＣチップに埋め込まれている鍵など）を使用す
る。
【００４２】
上記のようにＭＡＣをつけておけば、ＡＣＬヒストリが改ざんされていないことを確認し
ながらＡＣＬの更新処理を行うことができるが、ＡＣＬヒストリが改ざんされていないこ
とを他人（例えばシステム監査者）に示すことが難しい可能性がある。例えば、ＡＣＬヒ
ストリファイルをシステム監査者に見せても、システム監査者はＭＡＣの生成に使用した
秘密の鍵を知らないため、それが改ざんされていないことを確認することはできない。
【００４３】
図１６ないし図１８は、アクセス権設定手段１７の処理の他の例を説明するためのフロー
チャートである。以下に示す実施例によれば、上記のごとくのシステム監査者でもＡＣＬ
ヒストリファイルが正しいかどうかを確認することができる。まずアクセス権設定手段１
７は、アカウント名，所属グループリスト，文書ＩＤ，及びアクセス種別（アクセス権設
定種別）のデータをユーザ認証手段１１から受け取った際（ステップＳ６１）、それらア
カウント名，所属グループリスト，文書ＩＤ，及びアクセス種別（アクセス権設定種別）
のデータをアクセス権検証手段１３に渡す（ステップＳ６２）。アクセス権検証手段１３
でアクセス権があるかどうかを検証し（ステップＳ６３）、検証結果をアクセス権設定手
段１７に返す。例えば、ＡＣＬにｏｗｎｅｒ権限がついていればアクセス権があると判断
できる。アクセス権設定手段１７は、アクセス権がなければエラーで処理を終了する（ス
テップＳ８５）。
【００４４】
またアクセス権がある場合、アクセス権設定手段１７は、アクセス権ＤＢ１６から、文書
ＩＤで指定された電子文書に該当するＡＣＬヒストリファイルを読み出し（ステップＳ６
４）、そのＡＣＬヒストリファイルに該当する改ざん検知コードファイルから改ざん検知
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コード（ＭＡＣ）を読み出す（ステップＳ６５）。そしてＡＣＬヒストリファイルの正当
性をＭＡＣで検証し（ステップＳ６６）、ＡＣＬヒストリファイルが改ざんされているか
どうかを判別する（ステップＳ６７）。
【００４５】
上記ステップＳ６７でＡＣＬヒストリが改ざんされていればエラーで処理を終了し（ステ
ップＳ８５）、改ざんされていなければ、ＡＣＬファイルを読み出し（ステップＳ６８）
、ＡＣＬファイルのハッシュ値を計算する（ステップＳ６９）。そして計算したハッシュ
値と、ＡＣＬヒストリファイルの中の最新エントリに記録されているハッシュ値とを比較
し（ステップＳ７０）、ハッシュ値が一致するかどうかを判別する（ステップＳ７１）。
ここでハッシュ値が一致しない場合はＡＣＬファイルが改ざんされていると見なされるた
め、エラーで処理を終了する（ステップＳ８５）。
【００４６】
上記ステップＳ７１でハッシュ値が一致すれば、次いでＡＣＬファイルに要求されたアク
セス権を設定し（ステップＳ７２）、新しくなったＡＣＬファイルのハッシュ値を計算し
て（ステップＳ７３）、ＡＣＬファイルを上書き保存する（ステップＳ７４）。次いでＡ
ＣＬヒストリファイルの中の最新エントリ番号を取得し（ステップＳ７５）、ＡＣＬファ
イルをコピーしてファイル名の末尾に最新エントリ番号をつけ（ステップＳ７６）、さら
に現在日時をＯＳから取得する（ステップＳ７７）。
【００４７】
そして読み出したＡＣＬヒストリファイルの中に新しいエントリ（ＡＣＬファイル名，日
時，新しいハッシュ値）を加え（ステップＳ７８）、エントリを加えた後のＡＣＬヒスト
リファイルに対してＭＡＣを計算し（ステップＳ７９）、エントリを加えたＡＣＬヒスト
リファイルに対して電子署名を計算する（ステップＳ８０）。そして新しいＡＣＬヒスト
リファイルを保存し（ステップＳ８１）、新しいＭＡＣをＡＣＬヒストリファイルととも
に保存して（ステップＳ８２）、さらに新しい電子署名をＡＣＬヒストリファイルととも
に保存して（ステップＳ８３）、正常に処理を終了する（ステップＳ８４）。
【００４８】
上記の処理において、ＭＡＣの生成・検証の処理をすべて電子署名の生成・検証に変更し
ても良いが、電子署名の生成・検証はＭＡＣの生成・検証に比べて非常に時間がかかるた
め、パフォーマンスに影響が出る可能性がある。そのため、上記の実施例は、基本的にＭ
ＡＣを使ってＡＣＬヒストリファイルの正当性の検証を行いつつ、後でシステム監査者も
正当性を検証できるように最後に電子署名も同時に付与している、という仕組みを有する
ものである。このような仕組みであればパフォーマンスを落とすことなく、システム監査
者でも電子署名に使ったプライベートキーに対応するパブリックキーを手に入れれば正当
性検証を可能にすることができる。
【００４９】
電子署名は、例えば、“Ｒ０１００４３９８６２４９.ａｃｌ.ｈｉｓｔｏｒｙ.ｓｉｇｎ
”というファイル名で記録される。また電子署名は、ＳＨＡ－１とＲＳＡ（Ｒｉｖｅｓｔ
－Ｓｈａｍｉｒ－Ａｄｌｅｍａｎ　ｓｃｈｅｍｅ）を組み合わせるなどして計算し、例え
ばＰＫＣＳ（ｐｕｂｌｉｃ－ｋｅｙ　ｃｒｙｐｔｏｓｙｓｔｅｍ）＃７のフォーマットで
記録される。
【００５０】
上記のようにアクセス権の変遷を記録しておき、それを改ざんできないように保護するこ
とで、確かに文書に対してそのようなアクセス制御が行われてきた、ということを保証す
ることができる。しかし、ＡＣＬファイルにはグループに対する権限も載っているため、
グループのメンバを入れ替えられていると、一体誰にアクセス権が付与されていたのか後
で分からなくなってしまう。
【００５１】
そこで、本発明ではさらに以下のアカウント設定に関する手段を提供する。図１９は、本
発明が適用される電子文書管理システムにおけるアカウント設定手段に係わる構成例につ
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いて説明するための図である。図２０は、電子文書管理システムが受け取るアカウント設
定要求の一例を示す図で、ｙｏｉｃｈｉというアカウントをｌａｂ２グループに追加する
要求の例を示す図である。
【００５２】
電子文書管理システム１０″では、ユーザからアカウント設定要求を受けると、ユーザ認
証手段１１によってユーザ認証が行われ、アカウント設定手段１８がユーザ管理ＤＢ１４
に対するアカウント設定処理を行う。アカウント設定手段１８は、ユーザがアカウント設
定を行う権限をもっているかどうかをアクセス権検証手段１３により確認する。ここでは
説明を簡単にするためにrootアカウントであればアカウント設定の権限があるものとする
。
【００５３】
図２１ないし図２３は、アカウント設定手段１８の処理の例を説明するためのフローチャ
ートである。アカウント設定手段１８は、ユーザ認証手段１１からアカウント名，所属グ
ループリスト，パラメータ，及びアクセス種別のデータを受け取ると（ステップＳ９１）
、アクセス権検証手段１３にアカウント名，所属グループリスト，パラメータ，及びアク
セス種別のデータを渡す（ステップＳ９２）。アクセス権検証手段１３ではアクセス権を
検証し、検証結果をアカウント設定手段１８に返す。例えば、アクセス権検証手段１３で
は、ｒｏｏｔであればアクセス権ありと判断する。アカウント設定手段１８では、アクセ
ス権の検証結果においてアクセス権がなければ、エラーで処理を終了する（ステップＳ９
３，Ｓ１２１）。
【００５４】
アクセス権がある場合、さらに入力したアカウント設定要求のアクセス種別がグループに
対する設定要求であるかどうかを判別し（ステップＳ９４）、グループ設定要求であれば
、ユーザ管理ＤＢ１４のグループ管理ファイルからグループリストを読み出し（ステップ
Ｓ９５）、グループリストの改ざん検知コードファイルから改ざん検知コード（ＭＡＣ）
を読み出す（ステップＳ９６）。そしてグループリストの正当性をＭＡＣで検証し（ステ
ップＳ９７）、グループリストが改ざんされているかどうかを判別する（ステップＳ９８
）。ここでグループリストが改ざんされていれば、エラーで終了を終了する（ステップＳ
１２１）。
【００５５】
グループリストが改ざんされていなければ、グループリストに対して要求された設定処理
を行う（ステップＳ９９）。そして現在日時をＯＳから取得し（ステップＳ１００）、設
定処理を行ったグループリストのエントリに設定処理の履歴（日時，設定内容）を追加す
る（ステップＳ１０１）。次いで新しくなったグループリストに対してＭＡＣを計算し（
ステップＳ１０２）、さらに新しくなったグループリストに対して電子署名を計算し（ス
テップＳ１０３）、新しいグループリストをグループ管理ファイルに保存する（ステップ
Ｓ１０４）。さらに新しいＭＡＣをグループ管理ファイルとともに保存し（ステップＳ１
０５）、新しい電子署名をグループ管理ファイルとともに保存して（ステップＳ１０６）
、正常に処理を終了する。
【００５６】
上記ステップＳ９４においてグループに対する設定要求ではない場合、アカウントに対す
る設定要求であるかどうかを判別し（ステップＳ１０７）、アカウントに対する設定でな
ければエラーで処理を終了し（ステップＳ１２１）、アカウントに対する設定であれば、
まずユーザ管理ＤＢ１４のアカウント管理ファイルからアカウントリストを読み出し（ス
テップＳ１０８）、アカウントリストの改ざん検知コードファイルから改ざん検知コード
（ＭＡＣ）を読み出して（ステップＳ１０９）、アカウントリストの正当性をＭＡＣで検
証してアカウントリストが改ざんされているかどうかを判別する（ステップＳ１１０，Ｓ
１１１）。ここでアカウントリストが改ざんされていれば、エラーで処理を終了する（ス
テップＳ１２１）。
【００５７】
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アカウントリストが改ざんされていなければ、アカウントリストに対して要求された設定
処理を行う（ステップＳ１１２）。そして現在日時をＯＳから取得し（ステップＳ１１３
）、設定処理を行ったアカウントリストのエントリに設定処理の履歴（日時，設定内容）
を追加する（ステップＳ１１４）。そして新しくなったアカウントリストに対してＭＡＣ
を計算し（ステップＳ１１５）、新しくなったアカウントリストに対して電子署名を計算
して（ステップＳ１１６）、新しいアカウントリストをアカウント管理ファイルに保存す
る（ステップＳ１１７）。そして新しいＭＡＣをアカウント管理ファイルとともに保存し
（ステップＳ１１８）、新しい電子署名をアカウント管理ファイルとともに保存して（ス
テップＳ１１９）、正常に終了を終了する（ステップＳ１２０）。
【００５８】
先のＡＣＬの履歴管理ではＡＣＬファイルの版を管理する方式をとった。アカウント設定
手段１８でも同じようにアカウント管理ファイルやグループ管理ファイルの版管理を行う
こともできるが、敢えて別の方式を示すために、版管理ではなく、アカウント設定操作の
履歴をファイル内に記録する方式とした。この場合も、履歴が改ざんされていないことを
保証するため、ＭＡＣを生成・検証するようにし、システム監査者が確認できるように電
子署名も生成して保存している。ＭＡＣを記録するファイルは例えばａｃｃｏｕｎｔ.ｌ
ｉｓｔ.ｍａｃやｇｒｏｕｐ.ｌｉｓｔ.ｍａｃというファイル名のファイルとして記録し
ておき、電子署名についてはａｃｃｏｕｎｔ.ｌｉｓｔ.ｓｉｇｎやｇｒｏｕｐ.ｌｉｓｔ.
ｓｉｇｎというファイル名のファイルに記録しておけばよい。
【００５９】
上記のように、ＡＣＬの変遷とアカウント管理の変遷とがすべて記録されており、その上
、その記録が改ざんされないように保護されていることにより、どのようなアクセス制御
が行われてきたのかシステム監査者に証拠として提示することができる。このような機能
を利用すれば、普段から適切なアクセス制御をしておくことにより、アクセス制御を適切
に実施していたことを保証することができるようになる。
【００６０】
上記の実施例では、ＡＣＬの変遷を各文書に対して記録しているように記述しているが、
冒頭にも少し述べたように、多くの場合は文書ごとに個別にアクセス権を設定するのでは
なく、例えばあるフォルダに保存されているものはすべてこのアクセス権を付与するとい
った形で設定されることが多い。その場合、例えば、上位フォルダと同じアクセス権を付
与する下位の文書のＡＣＬファイルには、その上位フォルダのＡＣＬファイル名を記録し
ておく、といった方法をとればよい。
【００６１】
上記の実施例で説明したアクセス権設定手段１７、及びアカウント設定手段１８はコンピ
ュータプログラムとして実現することができる。他のユーザ認証手段１１やアクセス権検
証手段１３、文書アクセス処理手段１２と合わせることでアクセス制御が適切に実施され
ていたことを保証する電子文書管理のためのコンピュータプログラムとなる。そのコンピ
ュータプログラムを例えばＦＤやＣＤ－ＲＯＭに記録することで、アクセス制御が適切に
実施されていたことを保証する電子文書管理プログラム記録媒体となる。そしてその記録
媒体からコンピュータプログラムを読み出してコンピュータ上で実行することで、アクセ
ス制御が適切に行われていたことを保証する文書管理システムとなる。
【００６２】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、本発明によれば、サブジェクトがオブジェクトへアクセ
スする際に、サブジェクトに付与されたアクセス権に応じてサブジェクトからオブジェク
トへのアクセスを制御するシステムにおいて、アクセス制御が適切に実施されていたこと
を保証することにより、信頼性及び実用性の高いシステムを運用できるアクセス制御履歴
保証方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明のアクセス制御履歴保証方法を適用可能な電子文書管理システムの一例
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【図２】　電子文書管理システムにおけるユーザ認証手段の処理例について説明するため
のフローチャートである。
【図３】　文書アクセス要求データの一例を示す図である。
【図４】　ユーザ管理ＤＢで管理されるアカウント管理ファイルの一例を示す図である。
【図５】　ユーザ管理ＤＢに保持されるグループリストに係わるデータの一例を示す図で
ある。
【図６】　文書アクセス処理手段の処理の一例を説明するためのフローチャートである。
【図７】　電子文書管理システムにおけるアクセス権検証手段の処理の一例を説明するた
めのフローチャートである。
【図８】　アクセス権ＤＢに記録されらアクセス制御リスト（ＡＣＬ）の例を示す図であ
る。
【図９】　ＡＣＬヒストリファイルの例を示す図である。
【図１０】　本発明が適用される電子文書管理システムにおけるアクセス権設定に係わる
構成例について説明するための図である。
【図１１】　アクセス権設定要求データの一例を示す図である。
【図１２】　アクセス権設定手段の処理の一例を説明するためのフローチャートである。
【図１３】　アクセス権設定手段の処理の一例を説明するための図１２に続くフローチャ
ートである。
【図１４】　アクセス権設定処理前のＡＣＬファイルの例を示す図である。
【図１５】　アクセス権の設定処理後のＡＣＬファイルの例を示す図である。
【図１６】　アクセス権設定手段の処理の他の例を説明するためのフローチャートである
。
【図１７】　アクセス権設定手段の処理の他の例を説明するための図１６に続くフローチ
ャートである。
【図１８】　アクセス権設定手段の処理の他の例を説明するための図１７に続くフローチ
ャートである。
【図１９】　本発明が適用される電子文書管理システムにおけるアカウント設定手段に係
わる構成例について説明するための図である。
【図２０】　電子文書管理システムが受け取るアカウント設定要求の一例を示す図である
。
【図２１】　アカウント設定手段の処理の例を説明するためのフローチャートである。
【図２２】　アカウント設定手段の処理の例を説明するための図２１に続くフローチャー
トである。
【図２３】　アカウント設定手段の処理の例を説明するための図２２に続くフローチャー
トである。
【符号の説明】
１０，１０’，１０″…電子文書管理システム、１１…ユーザ認証手段、１２…文書アク
セス処理手段、１３…アクセス権検証手段、１４…ユーザ管理ＤＢ、１５…電子文書ＤＢ
、１６…アクセス権ＤＢ、１７…アクセス権設定手段、１８…アカウント設定手段。
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