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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータが管理する資産へのアクセスをポリシー情報に基づいて制御するアクセス
制御部を備えたコンピュータにおいて、前記ポリシー情報を作成するためのポリシー設定
支援ツールであって、
　アクセス主体であるサブジェクトの種類毎に用意した情報、及びアクセス対象となるオ
ブジェクトの種類毎に用意した情報を備え、
　前記サブジェクトの種類毎に用意した情報とは、サブジェクトの種類毎に標準的あるい
は推奨のポリシーを記述したサンプル情報と、対象の当該コンピュータにインストールさ
れているサブジェクトのインストール先を含むインストール情報とを含み、
　前記オブジェクトの種類毎に用意した情報とは、オブジェクトの種類毎に前記オブジェ
クトへのアクセス主体となるサブジェクトのプログラム名を記述した関連付け情報を含み
、
　前記ポリシー設定支援ツールは、ポリシーの原案を生成するポリシー生成部と、前記ポ
リシーの原案を表示して利用者による更なるポリシーの修正および保存を可能とするユー
ザインタフェース部として、前記コンピュータを機能させるプログラムを備え、
　前記ポリシー生成部は、
　前記サンプル情報と前記インストール情報とを照合して、前記インストール情報に含ま
れるインストール先が前記サンプル情報の記述と異なる場合に、前記サンプル情報の記述
を前記インストール先に書き換えることにより、前記オブジェクトへのアクセス主体とな
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るサブジェクトを、前記オブジェクト毎または前記オブジェクトのディレクトリ毎に指定
する第１のポリシーの原案を生成し、
　前記関連付け情報を参照して、オブジェクトの種類とアクセス主体となるサブジェクト
のプログラム名とを対応づけて第２のポリシーの原案を生成し、
　前記第１のポリシーの原案および前記第２のポリシーの原案それぞれに対して、前記ユ
ーザインタフェース部を介して、前記利用者により確認が成された、第１のポリシー情報
および第２のポリシー情報を含むポリシー情報を作成することを特徴とするポリシー設定
支援ツール。
【請求項２】
　請求項１記載のポリシー設定支援ツールであって、
　前記サブジェクトの種類毎に用意した情報とは、サブジェクトの動作を記録するアクセ
スログ情報を含み、
　前記サブジェクトの動作を監視して前記アクセスログ情報に記録するためのアクセス監
視部として前記コンピュータを機能させるプログラムを備え、
　前記ポリシー生成部は、
　前記アクセスログ情報を用いて、第３のポリシーの原案を生成し、
　前記第３のポリシーの原案に対して、前記ユーザインタフェース部を介し、前記利用者
により確認が成された、第３のポリシー情報をさらに含む、前記ポリシー情報を作成する
ことを特徴とするポリシー設定支援ツール。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のポリシー設定支援ツールであって、
　前記ポリシー設定支援ツールは、オブジェクトへのアクセス手段を用途別に指定する手
段と、
　当該指定する手段を利用して指定されたプログラムを、前記関連付け情報に含まれる複
数種類のオブジェクトにアクセス可能なサブジェクトとして前記ポリシー情報を作成する
手段として前記コンピュータを機能させるプログラムを備えることを特徴とするポリシー
設定支援ツール。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれか１つに記載のポリシー設定支援ツールであって、
　前記コンピュータは、複数のサブジェクト間でオブジェクトを共有するためのオブジェ
クト共有処理部を備えたサブジェクトの識別子一覧と、当該サブジェクトから利用可能な
オブジェクトの種類とを記述したオブジェクト共有情報を備えており、
　前記ポリシー設定支援ツールは、前記オブジェクト共有情報に登録されたサブジェクト
に対して、当該サブジェクトから利用可能なオブジェクトへのアクセスを全て許可、また
は一部許可するポリシー情報を作成する手段として前記コンピュータを機能させるプログ
ラムを備えることを特徴とするポリシー設定支援ツール。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のいずれか１つに記載のポリシー設定支援ツールであって、
　前記ポリシー設定支援ツールは、前記ポリシー情報に違反するアクセスが発生した場合
に前記アクセス制御部から通知を受けて、当該アクセスの対象となるオブジェクトを管理
するコンピュータの利用者に対してメッセージを伝え、前記利用者による判断に基づいて
所定の処理を実行する手段として前記コンピュータを機能させるプログラムを備えており
、
　前記利用者による判断とは、前記ポリシー違反のアクセスを以後全て許可するか、今回
のアクセスのみ許可するか、禁止するかのいずれかであり、
　前記所定の処理を実行する手段は、
　前記ポリシー違反のアクセスを以後全て許可する場合には、前記ポリシー設定支援ツー
ルによる前記所定の処理として前記アクセスが正当なアクセスとなるようポリシー情報を
変更し、前記アクセス制御部に対しては前記アクセスが正当であることを通知し、
　前記ポリシー違反のアクセスを今回のみ許可する場合には、前記所定の処理として前記
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ポリシー情報は変更せずに、前記アクセス制御部に対しては前記アクセスが正当であるこ
とを通知し、
　前記ポリシー違反のアクセスを禁止する場合には、前記所定の処理として前記ポリシー
情報は変更せず、前記アクセス制御部に対しては前記アクセスが不正であることを通知す
ることを特徴とするポリシー設定支援ツール。
【請求項６】
　請求項１ないし請求項４のいずれか１つに記載のポリシー設定支援ツールであって、
　前記ポリシー設定支援ツールは、前記ポリシー情報に登録されていないオブジェクトに
対して、当該オブジェクトに関連付けられたサブジェクトからアクセスが発生した時に、
前記アクセス制御部から通知を受け、前記コンピュータの利用者に対してメッセージを伝
え、前記利用者による判断に基づいて所定の処理を実行する手段として前記コンピュータ
を機能させるプログラムを備えており、
　前記利用者による判断とは、前記登録されていないオブジェクトに対する当該オブジェ
クトに関連付けられたサブジェクトからのアクセスを許可するか、禁止するかのいずれか
であり、
　前記所定の処理を実行する手段は、
　前記アクセスを許可する場合には、前記ポリシー設定支援ツールによる前記所定の処理
として前記アクセスが正当なアクセスとなるようポリシー情報を変更して、前記アクセス
制御部に対しては前記アクセスが正当であることを通知し、
　前記アクセスを禁止する場合には、前記ポリシー情報は変更せず、前記アクセス制御部
に対しては前記アクセスが不正であることを通知することを特徴とするポリシー設定支援
ツール。
【請求項７】
　請求項１ないし請求項４のいずれか１つに記載のポリシー設定支援ツールであって、
　前記ポリシー設定支援ツールは、前記ポリシー情報に登録された情報とは一部異なるサ
ブジェクトからアクセスが発生した時に、前記アクセス制御部から通知を受け、前記コン
ピュータの利用者に対してメッセージを伝え、前記利用者による判断に基づいて所定の処
理を実行する手段として前記コンピュータを機能させるプログラムを備えており、
　前記利用者による判断とは、前記サブジェクトからのアクセスを許可するか、禁止する
かのいずれかであり、
　前記所定の処理を実行する手段は、
　前記アクセスを許可する場合には、前記ポリシー設定支援ツールによる前記所定の処理
として前記サブジェクトが正当なものとなるようポリシー情報を変更して、前記アクセス
制御部に対しては前記アクセスが正当であることを通知し、
　前記アクセスを禁止する場合には、前記ポリシー情報を変更せず、前記アクセス制御部
に対しては前記アクセスが不正であることを通知することを特徴とするポリシー設定支援
ツール。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、コンピュータシステムが管理する情報資産に対するアクセスを、所定のポリシ
ーに基づいてコントロールするアクセス制御システムに用いるポリシー設定支援ツールに
関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般のコンピュータシステムでは、マルチユーザマルチタスクＯＳが備えるユーザ認証機
構と、該認証結果に基づいたアクセス制御機構を用いて情報その他コンピュータ資源の保
護を実現しているケースが多い。具体的には、上記ＯＳが実装された情報処理装置を利用
する際に、ユーザは必ず自己のユーザＩＤとパスワードを入力し、認証を受ける。
【０００３】
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上記情報処理装置が管理する全てのファイル各々には、ファイル読み出しや書き込み等の
アクセスタイプ毎に、ユーザＩＤとグループＩＤを用いてアクセス可能なユーザを定義し
たアクセスコントロールリスト（ポリシーと称す）がセキュリティ属性情報として割り当
てられている。
【０００４】
ユーザがアプリケーションプログラムを介してファイルへアクセスした場合、上記ＯＳは
、アクセス要求元となるユーザのＩＤ及び該ユーザが所属するグループのＩＤを、アクセ
ス対象となるファイルやディレクトリに割り当てられたポリシーと照合し、当該リストに
上記ユーザが含まれている場合に限りアクセスを許可するといった制御を行う。
【０００５】
また、アクセス要求元の情報として、上記ユーザＩＤやグループＩＤだけでなく、例えば
アクセス手段となるプログラムの識別子まで確認すれば、より厳密なアクセス制御が可能
となる。
【０００６】
このようなアクセス制御の方法は、例えば特許文献１に開示されている。ただし、不正ア
クセスを防止するには、本来の利用目的であるサービス提供や業務遂行の上で必要最小限
のアクセスのみ許可されるよう、上記ポリシーを設定しておくことが重要である。
【０００７】
その他、特許文献２には、セキュリティポリシーの作成に要する時間を短縮するために、
複数の雛形のポリシーから自己に見合ったものを選択し、修正しながらポリシーを作成す
る方法が開示されている。
【０００８】
【特許文献１】
特開２００１－３３７８６４号公報
【特許文献２】
特開２００２－１０８８１８号公報
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
先に述べたように、情報資産を安全に利用するためには、当該情報への必要最小限のアク
セスのみ許可するようにポリシーを定義することが重要である。しかし、ユーザＩＤやグ
ループＩＤだけでなく、アクセス手段となるプログラムの識別子まで組み合わせてポリシ
ーを定義することは、厳密なアクセス権チェックができる代わりに、そのポリシー作成に
手間がかかる。例えば、どのようなデータにアクセスするかといったソフトウェアの仕様
を知らなければ、適切なポリシーは設定できない。
【００１０】
ソフトウェアが複数のプログラムから構成されている場合は、特に難しいと言える。上記
特許文献２に記載されている方法を用いても、雛形のポリシーを自己に見合ったものに修
正するのは全て利用者自身であるため、ソフトウェアの仕様を知らなければ、どこをどの
ように修正すべきか判断できないケースも発生し得る。
【００１１】
また、プログラムアップデートによるプログラムファイル自体の変更が発生したり、ユー
ザやグループの登録内容に変更が発生したり、更には情報資産であるファイルやディレク
トリが、削除・移動・名称書き換え等により変更されることで、現在のポリシーの記述と
一致しなくなれば、適切なアクセス制御ができなくなるという問題もある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
本発明は、利用するソフトウェアの仕様を知らなくても、コンピュータの利用目的を果た
す上で適切なファイルアクセスのみを許可するようにポリシーを設定可能な、ポリシー設
定支援ツールを提供する。
【００１３】
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本発明は、アクセス主体となるユーザやプログラムの情報の他、アクセス対象となるファ
イルやディレクトリ等に変更があった場合でも、簡易な操作により関連するポリシーの設
定内容を更新可能な、ポリシー設定支援ツールを提供する。
【００１４】
本発明は、コンピュータが管理する資産をポリシー情報に基づいてアクセス制御する機構
を備えたコンピュータシステムにおいて、上記ポリシー情報の作成に要する作業負荷を軽
減するためのポリシー設定支援ツールであって、当該ポリシー設定支援ツールは、アクセ
ス主体となるサブジェクトの種類毎に用意した情報と、アクセス対象となるオブジェクト
の種類毎に用意した情報から、適切なポリシーを作成するものであり、上記サブジェクト
の種類毎に用意した情報とは、サブジェクトの種類毎に標準的あるいは推奨のポリシーを
記述したサンプル情報と、サブジェクトの正常な動作を記録したアクセスログ情報と、対
象のコンピュータシステムにインストールされているサブジェクトのインストール先パス
名を含むインストール情報とからなり、上記オブジェクトの種類毎に用意した情報とは、
オブジェクトの種類毎にアクセス手段として利用される頻度の高いサブジェクトの情報を
記述した関連付け情報からなり、更に上記ポリシー設定支援ツールは、上記サブジェクト
の動作を監視して上記アクセスログ情報に記録するためのアクセス監視部と、上記サンプ
ル情報と上記インストール情報とを照合して差分を検出する差分検出部と、上記サンプル
情報と上記関連付け情報と上記差分検出部による検出結果とからポリシーの原案を作成す
るポリシー生成部と、ポリシーの原案を表示して利用者による更なるポリシーの修正およ
び保存をするためのユーザインタフェース部とから構成されることを特徴としている。
【００１５】
上記ポリシー設定支援ツールによれば、例えばソフトウェアの種類毎にサンプルとなるポ
リシーが提供され、且つ対象のコンピュータシステムに適合したポリシーの原案まで自動
的に作成できるので、利用者はソフトウェアの仕様を知らなくても、適切なポリシーが容
易に設定可能となる。
【００１６】
また、本発明は、上記ポリシー設定支援ツールにおいて、当該ポリシー設定支援ツールの
利用者は、上記ユーザインタフェース部を通じて、上記サンプル情報と、上記関連付け情
報と、上記アクセスログ情報とから、１つ以上の情報を用いてポリシーの原案を作成し、
当該ポリシー原案を元に必要に応じて更に修正を加え、修正後のポリシーを保存すること
で、上記ポリシー情報を設定することを特徴としている。
【００１７】
これにより、上記サンプルとなるポリシーが用意されていない場合でも、上記関連付け情
報やアクセスログ情報からポリシーの原案が作成できるので、利用者はソフトウェアの仕
様を知らなくても、適切なポリシーが容易に設定可能となる。
【００１８】
また、本発明は、コンピュータが管理する資産をポリシー情報に基づいてアクセス制御す
る機構を備えたコンピュータシステムにおいて、上記ポリシー情報の維持に要する作業負
荷を軽減するためのポリシー設定支援ツールであって、アクセス対象となるオブジェクト
ならびにアクセス主体となるサブジェクトに関する最新情報と、当該最新情報と設定済み
のポリシーの内容とを照合しながら更新すべき項目を検出するための差分検出部と、当該
差分検出部による検出結果の表示処理と、利用者による目視確認および上記ポリシーの更
新処理をするためのユーザインタフェース部とから構成されることを特徴としている。
【００１９】
これにより、アクセス主体となるサブジェクトの情報や、アクセス対象となるオブジェク
トに変更があった場合でも、更新すべき項目を自動的に検出して表示できるので、簡易な
操作で関連するポリシーの更新が可能となる。
【００２０】
また、本発明は、上記ポリシー設定支援ツールにおいて、上記差分検出部による検出処理
は、定期的に、あるいは利用者からの要求を受けた時点で実行されるものであり、差分を
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検出した場合には、当該差分情報を、上記ユーザインタフェース部を通じて利用者向けに
表示し、上記ポリシー設定支援ツールの利用者は、上記ユーザインタフェース部を通じて
表示される上記差分情報を目視で確認し、当該表示通りに更新すべきかどうかを判断し、
更新すべきであれば上記ユーザインタフェース部を通じて必要な修正を加えた上で、上記
ポリシー情報を保存することを特徴としている。
【００２１】
これにより、利用者は上記ユーザインタフェース部を通じて、差分情報の確認と、ポリシ
ーの修正および保存まで、ポリシーの更新に必要な処理を全て行うことができる。
【００２２】
また、定期的な差分検出処理も可能とすることで、利用者が自ら上記差分検出部に対して
要求を出さなくても差分情報を取得できるようになるため、無効なポリシー記述を放置す
ることなく、常に適切なポリシーに基づくアクセス制御が可能となる。
【００２３】
また、本発明は、コンピュータが管理する資産をポリシー情報に基づいてアクセス制御す
る機構を備えたコンピュータシステムにおいて、上記ポリシー情報の作成に要する作業負
荷を軽減するためのポリシー設定支援ツールであって、上記コンピュータシステムは、ア
クセス対象となるオブジェクトの種類毎にアクセス手段として利用される頻度の高いサブ
ジェクトの情報を記述した関連付け情報を備えており、上記ポリシー設定支援ツールは、
上記関連付け情報からポリシー情報を作成することを特徴としている。
【００２４】
このようにオブジェクトの種類毎にアクセス可能なサブジェクトを決定することで、ポリ
シー情報の設定が容易になるだけでなく、各オブジェクトの移動やコピー、削除が発生し
ても、同一種類のオブジェクトである限り同一のポリシー情報に基づくアクセス制御が可
能となり、ポリシー情報の変更が不要となる。
【００２５】
また、本発明は、上記ポリシー設定支援ツールにおいて、オブジェクトへのアクセス手段
を用途別に指定するための用途別サブジェクト指定手段を備えており、当該用途別サブジ
ェクト指定手段を利用して指定されたプログラムであれば、複数種類のオブジェクトに関
連付けられたサブジェクトとして上記ポリシー情報を作成することを特徴としている。
【００２６】
これにより、関連付け情報のみを用いた場合よりも、柔軟なポリシー情報が設定可能にな
るとともに、上記ポリシー設定支援ツールと同様に、各オブジェクトの移動やコピー、削
除が発生しても、同一種類のオブジェクトである限りポリシー情報の変更は不要となる。
【００２７】
また、本発明のポリシー設定支援ツールは、上記ポリシー情報に違反するアクセスが発生
した場合に上記アクセス制御機構から通知を受けて、当該アクセスの対象となるオブジェ
クトを管理するコンピュータシステムの利用者に対してメッセージを伝え、上記利用者に
よる判断に基づいて所定の処理を実行する手段を備えており、上記利用者による判断とは
、上記ポリシー違反のアクセスを以後全て許可するか、今回のアクセスのみ許可するか、
禁止するかのいずれかであり、上記ポリシー違反のアクセスを以後全て許可する場合には
、上記ポリシー設定支援ツールによる所定の処理として上記アクセスが正当なアクセスと
なるようポリシー情報を変更し、上記アクセス制御機構に対しては上記アクセスが正当で
あることを通知し、上記ポリシー違反のアクセスを今回のみ許可する場合には、所定の処
理として上記ポリシー情報は変更せずに、上記アクセス制御機構に対しては上記アクセス
が正当であることを通知し、上記ポリシー違反のアクセスを禁止する場合には、所定の処
理として上記ポリシー情報は変更せず、上記アクセス制御機構に対しては上記アクセスが
不正であることを通知することを特徴としている。
【００２８】
更に、上記ポリシー設定支援ツールは、上記ポリシー情報に登録されていない新種のオブ
ジェクトに対して、当該オブジェクトに関連付けられたサブジェクトからアクセスが発生
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した時に、上記アクセス制御機構から通知を受け、上記コンピュータシステムの利用者に
対してメッセージを伝え、上記利用者による判断に基づいて所定の処理を実行する手段を
備えており、上記利用者による判断とは、新種のオブジェクトに対する当該オブジェクト
に関連付けられたサブジェクトからのアクセスを許可するか、禁止するかのいずれかであ
り、上記アクセスを許可する場合には、上記ポリシー設定支援ツールによる所定の処理と
して上記アクセスが正当なアクセスとなるようポリシー情報を変更して、上記アクセス制
御機構に対しては上記アクセスが正当であることを通知し、上記アクセスを禁止する場合
には、上記ポリシー情報は変更せず、上記アクセス制御機構に対しては上記アクセスが不
正であることを通知することを特徴としている。
【００２９】
また更に、上記ポリシー設定支援ツールは、上記ポリシー情報に登録された情報とは一部
異なるサブジェクトからアクセスが発生した時に、上記アクセス制御機構から通知を受け
、上記コンピュータシステムの利用者に対してメッセージを伝え、上記利用者による判断
に基づいて所定の処理を実行する手段を備えており、上記利用者による判断とは、上記サ
ブジェクトからのアクセスを許可するか、禁止するかのいずれかであり、上記アクセスを
許可する場合には、上記ポリシー設定支援ツールによる所定の処理として上記サブジェク
トが正当なものとなるようポリシー情報を変更して、上記アクセス制御機構に対しては上
記アクセスが正当であることを通知し、上記アクセスを禁止する場合には、上記ポリシー
情報を変更せず、上記アクセス制御機構に対しては上記アクセスが不正であることを通知
することを特徴としている。
【００３０】
上記の特徴により、コンピュータシステムの正当な利用を妨げることなく、簡単な操作に
よりポリシー情報を修正可能となる。
【００３１】
【発明の実施の形態】
以下、図を用いて第一の実施形態を説明する。
【００３２】
図１は、本実施形態のポリシー設定支援ツールの一構成例である。ポリシー設定支援ツー
ル１００は、ユーザインタフェース部１０１と、ポリシー生成部１０２、アクセス監視部
１０３、差分検出部１０４、インストール情報１０５、関連付け情報１０６、サンプル情
報１０７、アクセスログ１０８から構成される。
【００３３】
１１０はアクセス制御部であり、サブジェクト１１１からオブジェクト１１２へのアクセ
スの可否をポリシー情報１２０の記述内容に従って判定し、ポリシーに合致したアクセス
のみ許可し、ポリシー違反のアクセスであれば上記サブジェクト１１１にエラーを返すと
いった処理を行う。
【００３４】
このようなアクセス制御は、一般的なオペレーティングシステム（ＯＳ）でも標準で備え
ているが、それらが参照するポリシー情報の多くは、オブジェクトへアクセス可能なサブ
ジェクトを、ユーザやグループの識別子を用いて指定したものである。
【００３５】
これに対して、本実施形態のポリシー設定支援ツールが扱うポリシー情報とは、ユーザや
グループの識別子だけでなく、少なくともアクセスする際に用いるプログラムの情報を組
み合わせてアクセス権を指定したものである。
【００３６】
なお、サブジェクト情報１１３は、本実施例においてはインストールされているプログラ
ムファイル群や、登録されているユーザ・グループに関する情報を指す。
【００３７】
上記ポリシー設定支援ツール１００は、上記各種情報１０５～１０７や、上記サブジェク
ト１１１からオブジェクト１１２へのアクセスを記録したアクセスログ１０８を利用しな
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がらポリシー情報１２０の設定作業を容易にするものである。また、上記サブジェクト情
報１１３を参照しながら、ポリシーの更新作業を容易にするものでもある。
【００３８】
図２は、上記ポリシー設定支援ツール１００を利用するために必要なシステムの一例を示
したものである。図２において、情報処理装置２００は、中央演算処理装置ＣＰＵ２０１
ａと、主記憶２０２ａ、外部記憶装置２０３ａ、入力装置２０４、表示部２０５、ＬＡＮ
などのネットワーク２２０とのやりとりを制御する通信コントローラ２０６ａが、バスな
どの通信線(バスという)２０７ａに接続することで形成されている。
【００３９】
図１にて示したオブジェクト１１２や、サブジェクト情報１１３、ポリシー情報１２０は
、上記外部記憶装置２０３ａに格納され、必要に応じて主記憶２０２ａの領域に読み出し
て利用される。
【００４０】
また、上記サブジェクト１１１やアクセス制御部１１０は、主記憶２０２ａにロードされ
、実行可能プログラムとして上記ＣＰＵ２０１ａによって処理されるものである。特にア
クセス制御部１１０は、オペレーティングシステム（ＯＳ）の一部、あるいはＯＳに組み
込み可能なプログラムとして処理される。
【００４１】
同様に、上記ポリシー設定支援ツール１００も、主記憶２０２ａにロードされ、上記ＣＰ
Ｕ２０１ａによって処理されるものである。
【００４２】
また、ポリシー設定支援ツール１００のうち、ユーザインタフェース部１０１は、上記表
示部２０５にユーザインタフェースを表示し、入力装置２０４を介して入力されるデータ
やコマンドに応じて各種処理を実行する。
【００４３】
また、インストール情報１０５や、関連付け情報１０６、サンプル情報１０７、アクセス
ログ１０８については、外部記憶装置２０３ａに格納しておき、必要に応じて主記憶２０
２ａの領域に読み出して利用してもよい。
【００４４】
ここまでは、情報処理装置２００にて利用されるポリシー情報１２０を、上記ポリシー設
定支援ツール１００により設定および更新するために必要なシステム構成である。
【００４５】
次に、例えば入力装置２０４や表示部２０５をもたないサーバ２１０におけるポリシー設
定および更新処理を、上記情報処理装置２００から行うためのシステム構成について説明
する。
【００４６】
サーバ２１０は、ＣＰＵ２０１ｂ、主記憶２０２ｂ、外部記憶装置２０３ｂの他に、通信
コントローラ２０６ｂをバス２０７ｂに接続することで形成される。通信コントローラ２
０６は、主記憶２０２にロードされて実行中のプログラムが、ネットワーク２２０を介し
て他のネットワークノードとデータを交換するために利用する装置である。
【００４７】
上記アクセス制御部１１０が、サーバ２１０のＯＳあるいはＯＳに組み込み可能なプログ
ラムとして主記憶２０２ｂにロードされてＣＰＵ２０１ｂにより処理され、同じく主記憶
２０２ｂにロードされてＣＰＵ２０１ｂにより処理されるプログラムをサブジェクト１１
１とみなし、当該サブジェクトからオブジェクト１１２へのアクセスを制御することを前
提とし、以下説明する。
【００４８】
なお、ポリシー情報１２０やオブジェクト１１２、サブジェクト情報１１３は、外部記憶
装置２０３ｂに格納してもよいし、他のネットワークノードと共有可能な外部記憶装置を
別途用意して格納してもよい。
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【００４９】
このようなシステム構成において、本実施形態のポリシー設定支援ツール１００を利用す
る場合は、少なくとも入力装置２０４と表示部２０５の利用を前提とする上記ユーザイン
タフェース部１０１を、情報処理装置２００側の主記憶２０２ａにて実行させ、それ以外
のポリシー生成部１０２、アクセス監視部１０３、差分検出部１０４はサーバ２１０側の
主記憶２０２ｂにて実行させ、互いにネットワーク２２０を介してデータ交換を行いなが
ら各種処理を実行する。
【００５０】
また、インストール情報１０５や、関連付け情報１０６、サンプル情報１０７、アクセス
ログ１０８については、外部記憶装置２０３ｂに格納してもよいし、他のネットワークノ
ードと共有可能な外部記憶装置を別途用意して格納してもよい。
【００５１】
これにより、遠隔地にある複数のサーバに対しても、同一の情報処理装置からポリシーの
設定および更新が可能となる。
【００５２】
図５は、上記ポリシー情報１２０の一例を示したものである。上述のように、本実施形態
のポリシー設定支援ツール１００が扱うポリシー情報とは、オブジェクトへアクセス可能
なサブジェクトを、プログラム名とユーザ・グループの識別子との組み合わせで指定した
ものである。
【００５３】
図５の例で言うと、ユーザ名”www”の権限で実行しているプログラム”/as/wserv.exe”
のみ、オブジェクト名”/www/pub/*”で示されるファイル群に対してアクセス”R”（読
み出し）を許可するといったものである。図５における特徴値とは、プログラムの特徴を
表す数値のことであり、例えばプログラムファイルのサイズや、ハッシュ関数を用いて算
出した値を利用する。
【００５４】
アクセス発生時に、上記アクセス制御部１１０が特徴値を確認することで、不当に改ざん
されたプログラムによるアクセスからオブジェクトを保護することも可能となる。また、
図５における時間とは、アクセスを許可する時間帯のことであり、特に指定がない場合は
、終日アクセス可能となるよう”00:00－24:00”と設定する。
【００５５】
また、図５におけるソフトウェア名称とは、上記プログラムが構成するソフトウェアに付
けられた名称である。これは、利用者がポリシーを編集する際に、ソフトウェア名称を用
いてプログラムを指定可能とすることを目的に登録されたものであり、上記アクセス制御
部１１０によるアクセス権チェックの際には無視される情報である。
【００５６】
図３は、上記インストール情報１０５や、関連付け情報１０６、サンプル情報１０７、ア
クセスログ１０８の一例を示したものである。インストール情報１０５とは、上記サブジ
ェクト情報に格納されているプログラムに関する情報を、ソフトウェアの種類毎に分類し
て管理するためのものである。
【００５７】
その内容は、ソフトウェア名称と、実行ファイル名称、当該実行ファイルのインストール
先となるディレクトリ名、更には当該ソフトウェアをアンインストールする際に実行すべ
きアンインストールプログラムの名称といった情報からなる。
【００５８】
図３の例では、”Ｍ３メール3.0”というソフトウェア名称がインストールされており、
その実体となる実行ファイルが”M3MAIL.exe”であり、当該実行ファイルのインストール
先が”/m3/”ディレクトリの下であり、アンインストールプログラムの名称が”/m3/unin
stall.exe”であることを表している。
【００５９】
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このような情報は、一般的なオペレーティングシステム（ＯＳ）でも管理している場合が
多いことから、本実施形態のポリシー設定支援ツール１００が独自に管理せずに、ＯＳが
管理しているインストール情報を利用することも考えられる。
【００６０】
次に、関連付け情報１０６とは、オブジェクト１１２をアクセスする際に、そのアクセス
に利用される頻度の高いプログラムの情報を、オブジェクトの種類毎に管理するためのも
のである。図３の例では、ファイル名の拡張子が”txt”のオブジェクトへアクセスする
際には、利用者からの特別な指示がない限り、実行ファイル名称が”/tools/gpad.exe”
のプログラムを利用することを意味している。
【００６１】
このような情報も、一般的なＯＳが管理している場合が多いことから、本実施形態のポリ
シー設定支援ツール１００が独自に管理せずに、ＯＳが管理している関連付け情報を利用
することも考えられる。
【００６２】
３つ目に、サンプル情報１０７とは、ソフトウェアの種類毎に標準的な、あるいは推奨の
ポリシー情報を記述したものである。図３の例では、ソフトウェア名称が”アタッチサー
バ2.0”というプログラムを利用するならば、オブジェクト名が”/www/pub/*”で表され
るファイルに対しては、実行ファイル名称が”/as/wserv.exe”のプログラムが、ユーザ
・グループ名が”www”の権限で実行している場合に限り、アクセスタイプ”R”つまり読
み出しのみ許可することを表している。
【００６３】
４つ目に、アクセスログ１０８とは、上記サブジェクト１１１からオブジェクト１１２へ
のアクセスを、上記アクセス監視部１０３により監視して、当該アクセス内容を記録した
ものである。図３に示したアクセスログの一行目の例では、オブジェクト名に示されるフ
ァイル”/datafile.db”に対して、サブジェクト情報として示されているプログラム名”
/db/hdbr.exe”のプログラムがユーザ名”system”の権限によって、アクセスタイプに示
されるアクセス”RW”（読み出しと書き込み）を実行したことを表している。
【００６４】
図４は、ポリシー設定支援ツール１００のユーザインタフェース部１０１が、当該ツール
の利用者向けに提供するポリシー設定画面４００の一例を示すものである。利用者は、図
２の表示部２０５に表示された上記ポリシー設定画面４００を利用することにより、ポリ
シー情報１２０の設定や更新、参照といった各種編集作業が可能となる。
【００６５】
ポリシー設定画面４００のうち、４１０はポリシー情報１２０に現在登録されているポリ
シー一覧を表示するボックスである。当該ポリシー表示ボックス４１０は、アクセス対象
となるオブジェクト名と、アクセス主体となるサブジェクト情報と、許可されたアクセス
タイプと、アクセス可能な時間帯を表す情報から構成される。
【００６６】
図４（ａ）の例では、サブジェクト情報として、ソフトウェアの名称を表示している。こ
れは、図３で示したインストール情報１０５に格納されているソフトウェア名称と同じも
のである。これにより、利用者にとってポリシーの大要を把握し易くなるという効果が期
待できる。
【００６７】
４１１は、ポリシーの表示を切り替えるための切替ボタンであり、利用者が当該切替ボタ
ン４１１ａを押下すると、図４（ｂ）に示すように、サブジェクト情報の表示が、プログ
ラム名とプログラムファイルの特徴値、およびユーザ・グループ名といった、より詳細な
ものへと切り替わる。反対に、図４（ｂ）の切替ボタン４１１ｂを押下すると、図４（ａ
）の４１０ａのような、ソフトウェア名称だけの表示へと切り替わる。
【００６８】
このようなサブジェクト情報の表示切り替えを可能とするためには、上記図３に示したイ
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ンストール情報１０５に格納されたソフトウェア名称を、図５に示すようにポリシー情報
１２０に対しても識別子として登録し、各プログラムとソフトウェア名称の対応関係を保
持しておけばよい。
【００６９】
または、上記ソフトウェア名称の代わりに、ユニークな識別番号を各ソフトウェアに対し
て割り当てて、上記インストール情報１０５と上記ポリシー情報１２０の両方に登録して
もよい。
【００７０】
また、複数のプログラムファイルから構成されるソフトウェアであれば、それらプログラ
ムファイルには全て同一の識別番号あるいは識別子を、上記ポリシー情報１２０に登録す
る。多くの場合、それらプログラムファイルの格納先は共通のディレクトリ下であること
から、共通のディレクトリ下にあるプログラムファイルに対して同一のソフトウェア識別
番号あるいは識別子を割り当てればよい。
【００７１】
上記ユーザインタフェース部１０１は、上記切替ボタン４１１が押下される度に、ポリシ
ー情報１２０を参照しながら上記ポリシー表示ボックス４１０内のサブジェクト情報の表
示内容を切り替えることになる。
【００７２】
４２０は、ポリシーを生成、変更するための編集用ボックスである。４２１は、編集用ボ
ックス４２０に記述したポリシーを上記ポリシー表示ボックス４１０に追加して、ポリシ
ー情報１２０に保存するための追加ボタンである。
【００７３】
上記編集用ボックス４２０には、オブジェクト名とサブジェクト情報、アクセスタイプ、
時間を指定できるが、これら項目を利用者が一つ一つ入力してもよいし、後述するように
簡易設定ボタン４３０を利用して指定することもできる。
【００７４】
また、上記ポリシー表示ボックス４１０からポリシーを選択すると、上記ユーザインタフ
ェース部１０１が、当該ポリシーを上記編集用ボックス４２０に表示するので、既に登録
済みのポリシーを一部変更する際には、上記ポリシー表示ボックス４１０に表示されたポ
リシーから変更したいものを選択して上記編集用ボックス４２０に表示し、必要な修正を
加えてから上記追加ボタン４２１を押下すればよい。
【００７５】
上記ポリシー設定画面４００には、上記簡易設定ボタン４３０の他、サンプル登録ボタン
４３１、更新ボタン４３２、削除ボタン４３３、終了ボタン４３４がある。以下、これら
ボタンの意味について説明する。
【００７６】
簡易設定ボタン４３０は、上記サンプル情報１０７や、関連付け情報１０６、アクセスロ
グ１０８等を利用して、ポリシー原案を自動生成する際に押下するボタンである。当該処
理については後述する。
【００７７】
サンプル登録ボタン４３１は、上記編集用ボックス４２０の表示内容を上記サンプル情報
１０７に登録し、以後サンプルポリシーとして再利用可能なものとする際に押下するボタ
ンである。
【００７８】
更新ボタン４３２は、上記ポリシー情報１２０に登録されているポリシーを、最新のオブ
ジェクトやサブジェクト情報１１３に合わせて更新する際に押下するボタンである。この
処理についても後述する。
【００７９】
登録済みのポリシーを一部削除したい場合には、上記ポリシー表示ボックス４１０に表示
されたポリシーから削除したいものを選択して、削除ボタン４３３を押下する。また、ポ
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リシー編集作業を終了する場合には、終了ボタン４３４を押下する。
【００８０】
図６は、上記簡易設定ボタン４３０を押下したときに、図２の表示部２０５に出現する簡
易設定インタフェースの一例を示したものである。利用者は、簡易設定インタフェース６
００を通じて、上記サンプル情報１０７を利用したポリシー原案作成や、上記関連付け情
報１０６を利用したポリシー原案作成、更には上記アクセスログ１０８を利用したポリシ
ー原案作成を実行することができる。
【００８１】
図６の６０１は、インストールされているソフトウェア一覧表示ボックスであり、上記ユ
ーザインタフェース部１０１が、上記インストール情報１０５およびサンプル情報１０７
を参照して、現在インストールされていて且つサンプルポリシーが用意されているソフト
ウェアのみを表示する。
【００８２】
利用者が、これらソフトウェアのサンプルポリシーを利用してポリシーの原案を作成する
場合には、各ソフトウェアに対応したチェックボックス６０３ａにチェックを付けて、原
案作成ボタン６０８を押下すればよい。
【００８３】
図６の６０２は、特定のソフトウェアとの関連付けがされているファイル拡張子一覧表示
ボックスであり、上記ユーザインタフェース部１０１が上記関連付け情報１０６を参照し
て表示する。当該関連付け情報を利用してポリシーの原案を作成する場合には、各拡張子
に対応したチェックボックス６０３ｂにチェックを付けて、原案作成ボタン６０８を押下
すればよい。
【００８４】
図６の６０５は、監視したいプログラムを指定するための入力ボックスであり、ここにプ
ログラム名を入力して開始ボタン６０６を押下すると、上記アクセス監視部によるアクセ
ス監視と上記アクセスログ１０８への記録を開始する。終了ボタンを押下すると、上記ア
クセス監視とアクセスログ記録を終了する。
【００８５】
その後で、上記原案作成ボタン６０８を押下すると、アクセスログ１０８を利用してポリ
シー原案を作成することができる。なお、上記プログラムの指定は、プログラムファイル
名の代わりに、ソフトウェアの名称で指定できるものでもよい。
【００８６】
上記のように作成されたポリシー原案は、上記ユーザインタフェース部１０１の処理によ
り、図４の編集用ボックス４２０に表示される。当該ポリシー原案をベースに、利用者が
一部修正を加えるなど、編集作業を行ってから上記追加ボタン４２１を押下すると、当該
編集されたポリシーを上記ポリシー表示ボックス４１０に追加すると共に、ポリシー情報
１２０にも保存する。
【００８７】
図６の６０９は、キャンセルボタンであり、上記簡易設定インタフェース６００の処理を
終了して、図４のポリシー設定画面４００へ戻る際に押下する。
【００８８】
図７は、サンプル情報からポリシー原案を生成する処理手順の一例を示したものである。
ステップ７０１は、上記ユーザインタフェース部１０１へのコマンド入力であり、これは
図６のソフトウェア一覧表示ボックス６０１からソフトウェアを選択して、上記原案作成
ボタン６０８を押下することに相当する。
【００８９】
ステップ７０２では、上記ポリシー生成部１０２により、上記選択されたソフトウェアに
対応するサンプル情報を取得する。ステップ７０３では、上記差分検出部１０３により、
上記サブジェクト情報１１３やオブジェクト１１２を参照して、上記サンプル情報との差
分データを作成する。
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【００９０】
これは、ソフトウェアのインストール先や、ディレクトリ構成が標準と異なる場合、上記
サンプル情報がそのまま利用できないことがあるためである。ステップ７０４では、上記
ポリシー生成部１０２により、上記サンプル情報と差分データを基に、対象となる情報処
理装置やサーバに相応しいポリシーの原案を生成する。
【００９１】
このとき、アクセス許可されるプログラムの特徴値算出も併せて行う。また、アクセス許
可する時間帯については、特に指定がない限り、終日（00:00－24:00）に設定しておく。
ステップ７０５では、上記ユーザインタフェース部１０１により、上記ポリシーの原案を
、上記図４の編集用ボックス４２０に表示する。
【００９２】
ステップ７０６では、表示されたポリシー原案に対して、利用者自身により必要な修正を
加える。この修正とは、例えばアクセス許可する時間帯の指定や、ユーザ・グループの指
定変更等である。ステップ７０７では、上記修正後のポリシーを、上記ポリシー情報１２
０へ保存する。このとき、サブジェクト情報として、プログラム名、特徴値、ユーザ・グ
ループ名の他、ソフトウェア名称も付加して保存する。
【００９３】
次に図８を用いて、関連付け情報１０６を利用したポリシー生成の処理手順の一例を説明
する。ステップ８０１は、上記ユーザインタフェース部１０１へのコマンド入力であり、
これは図６のファイル拡張子一覧表示ボックス６０２から拡張子を選択して、上記原案作
成ボタン６０８を押下することに相当する。
【００９４】
ステップ８０２では、上記関連付け情報１０６を参照して、上記利用者が選択した拡張子
に関連付けられたプログラムの実行ファイル名称を取得する。ステップ８０３では、上記
ポリシー生成部１０２により、上記取得した情報を基にポリシーの原案を生成する。
【００９５】
このとき生成されるポリシーの原案は、オブジェクト名と、プログラム名と、プログラム
の特徴値と、時間帯のみ指定されており、ユーザ・グループ名やアクセスタイプは指定し
ていない。ただし、図２に示した上記情報処理装置２００やサーバ２１０が利用している
ＯＳ自身が、上記アクセス制御部１１０とは異なる独自のアクセス制御機構を備えている
場合はその通りでない。
【００９６】
つまり、当該ＯＳ独自のアクセス制御機構があれば、各オブジェクトへのアクセス条件と
して、ユーザ・グループの情報や、アクセスタイプが設定されているはずである。そこで
、例えば上記ポリシー生成部１０２がこれらユーザ・グループの識別子やアクセスタイプ
を取得して、上記ポリシーの原案に取り込むものであってもよい。
【００９７】
また、同じ拡張子をもつファイルでも、これらユーザ・グループやアクセスタイプが異な
るものは、オブジェクト名を区別してそれぞれ個別のポリシーとなるよう原案を作成する
。
【００９８】
このようにして生成したポリシー原案は、ステップ８０４にて上記ユーザインタフェース
部１０１が、上記図４の編集用ボックス４２０に表示する。ステップ８０５では、表示さ
れたポリシー原案に対して、利用者自身により必要な修正を加える。
【００９９】
この修正とは、例えばアクセス許可する時間帯の指定や、ユーザ・グループの指定変更等
である。ステップ８０６では、上記修正後のポリシーを、上記ポリシー情報１２０へ保存
する。
【０１００】
このとき、サブジェクト情報として、プログラム名、特徴値、ユーザ・グループ名の他、
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ソフトウェア名称も付加して保存する。当該ソフトウェア名称は、上記インストール情報
１０５より取得する。
【０１０１】
次に図９を用いて、上記アクセスログ１０８を利用したポリシー生成処理手順の一例を説
明する。ステップ９０１は、上記ユーザインタフェース部１０１へのコマンド入力であり
、これは図６の入力ボックス６０５にプログラムを指定して、上記開始ボタン６０６を押
下することに相当する。
【０１０２】
ステップ９０２では、上記アクセス監視部１０３により、上記指定されたプログラムから
発行されるファイルアクセスを監視して、その内容を上記アクセスログ１０８に記録する
。この処理は、上記図６の終了ボタン６０７を押下するまで継続する。
【０１０３】
ステップ９０３では、上記ポリシー生成部１０２により、上記アクセスログ１０８からポ
リシー原案を生成する。このとき、上記アクセスログ１０８に記録されたアクセスは、正
当なアクセスとして許可されるようにポリシー原案を作成する。
【０１０４】
また、サブジェクトとなるプログラムの特徴値も算出し、上記ポリシー原案に取り入れる
。時間帯指定については、特に指定がない限り”00:00－24:00”（終日）とする。
【０１０５】
このようにして生成したポリシー原案は、ステップ９０４にて上記ユーザインタフェース
部１０１が、上記図４の編集用ボックス４２０に表示する。ステップ９０５では、表示さ
れたポリシー原案に対して、利用者自身により必要な修正を加える。
【０１０６】
この修正とは、例えばアクセス許可する時間帯の指定や、ユーザ・グループの指定変更等
である。ステップ９０６では、上記修正後のポリシーを、上記ポリシー情報１２０へ保存
する。
【０１０７】
このとき、サブジェクト情報として、プログラム名、特徴値、ユーザ・グループ名の他、
ソフトウェア名称も付加して保存する。当該ソフトウェア名称は、上記インストール情報
１０５より取得する。
【０１０８】
以上の図７から図９の処理を、利用者が必要に応じて繰り返したり、組み合わせたりしな
がらポリシーを作成することになる。
【０１０９】
次に、図１０を用いて上記差分検出部１０４の処理手順について説明する。これは、上記
オブジェクト１１２やサブジェクト情報１１３に変更が生じた場合にも、登録済みのポリ
シー情報１２０への反映を容易にするための処理である。
【０１１０】
ステップ１００１は、例えば上記ユーザインタフェース部１０１へのコマンド入力であり
、これは上記図４の更新ボタン４３２を押下することに相当する。あるいは、図２の上記
情報処理装置２００やサーバ２１０に搭載されたＯＳが備えるスケジューラ機能等により
、差分検出部１０４の処理を定期的に実行させるものであってもよい。
【０１１１】
そして差分が検出された場合には、ポリシーの記述を見直す必要があることを、上記ユー
ザインタフェース部１０１を通じて利用者に通知することで、無効なポリシーの記述を放
置することなく、常に適切なポリシーに基づくアクセス制御が可能となる。
【０１１２】
ステップ１００２では、差分検出部１０４が上記ポリシー情報１２０を参照し、当該ポリ
シー情報１２０に登録されているオブジェクト名とサブジェクト情報を取得する。ステッ
プ１００３では、オブジェクトとサブジェクトに関する最新情報を、上記オブジェクト１
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１２とサブジェクト情報１１３とから取得し、上記ポリシー情報１２０の内容と照合する
。
【０１１３】
ステップ１００４では、上記照合処理の結果、更新の必要があると思われるポリシーにつ
いてはその内容を上記ユーザインタフェース部１０１に渡し、図１１に示すように、上記
編集用ボックス４２０に表示する。このとき、変更のあった部分が他よりも目立つよう強
調表示する。
【０１１４】
利用者は、当該変更内容を目視で確認し（ステップ１００５）、更新しても問題ないと判
断するならば、必要な修正を加えた上で、図１１の更新ボタン４２２を押下することで、
正式に上記ポリシー情報１２０の内容を更新できる（ステップ１００６）。仮に、プログ
ラムのアップデートをした覚えがないのに、プログラムの特徴値に変更があった場合は、
プログラムファイルの不当な改ざんが発生した可能性もあると考えられ、この場合は、利
用者はポリシーの更新をせずに上記プログラムファイル改ざんの原因を確認すればよい。
【０１１５】
以上述べたように、本実施形態によれば、ソフトウェアの仕様を詳しく知らなくても、ソ
フトウェアの種類毎に用意したサンプルポリシーや、関連づけ情報、ソフトウェアのアク
セスログを利用することで、適切なポリシーを短時間に作成することができる。
【０１１６】
また、オブジェクトやサブジェクトの情報に変更があった場合でも、変更すべきポリシー
の部分が利用者にとって容易に判るよう表示でき、且つ簡易な操作で更新可能であること
から、常に適切なポリシー情報に基づくアクセス制御が可能となる。
【０１１７】
次に、第二の実施形態を説明する。
【０１１８】
図１２は、第二の実施形態となるポリシー設定支援ツールの一構成例である。ポリシー設
定支援ツール１２００は、ユーザインタフェース部１２０１と、ポリシー生成部１２０２
、差分検出部１２０４から構成され、インストール情報１０５や、関連付け情報１０６、
オブジェクト共有情報１０９、サブジェクト情報１１３を参照しながらポリシーを生成し
、ポリシーファイル１２２０に登録する役割をもつ。なお、サブジェクト情報１１３は、
本実施例においてはインストールされているプログラムファイル群を指す。
【０１１９】
１１０はアクセス制御部であり、サブジェクト１１１からオブジェクト１１２へのアクセ
スの可否をポリシーファイル１２２０の記述内容に従って判定し、ポリシーに合致したア
クセスのみ許可し、ポリシー違反のアクセスであれば上記ポリシー設定支援ツール１２０
０を通じてユーザ１２１０に通知し、その応答を受けて上記サブジェクト１１１にエラー
を返す、あるいはアクセスを許可するといった処理を行う。
【０１２０】
１２４０は認証処理部であり、ユーザ情報１２３０に登録されている情報を参照しながら
ユーザ１２１０の識別と認証の処理を行う。ユーザ１２１０は、上記オブジェクト１１２
を利用するのに先立って、上記認証処理部１２４０による識別認証を受ける必要がある。
このとき、ユーザ１２１０は例えば自己のユーザＩＤとパスワードを入力することになり
、ユーザ情報１２３０と一致すれば、以後サブジェクト１１１を実行してオブジェクト１
１２へのアクセスを発行できるようになる。なお、上記サブジェクト１１１は、例えば実
行中のプログラムであり、且つ当該プログラムを実行したユーザのＩＤを継承しており、
上記アクセス制御部１１０が許可する範囲でオブジェクト１１２へアクセス可能となる。
【０１２１】
このような認証処理部とアクセス制御部は、一般的なオペレーティングシステム（ＯＳ）
でも標準で備えているが、それらが参照するポリシー情報の多くは、オブジェクトへアク
セス可能なサブジェクトを、ユーザやグループの識別子を用いて指定したものである。



(16) JP 4400059 B2 2010.1.20

10

20

30

40

50

【０１２２】
これに対して、第二の実施形態のポリシー設定支援ツールが扱うポリシー情報とは、オブ
ジェクトの種類毎にアクセス可能なプログラムを指定したものである。
【０１２３】
つまり第二の実施形態におけるアクセス制御部１１０は、例えば一般的なＯＳが備えるア
クセス制御機能と、上記ポリシー設定支援ツールが扱うポリシー情報を用いたアクセス制
御機能とを併せ持つものと言える。このうち、一般的なＯＳが備えるアクセス制御機能で
は、図１３の１３００に示すようなポリシー情報を参照する。これは、ファイル名と、そ
の所有者名と、アクセス権から構成され、全てのファイルやディレクトリに対して必ず何
らかのアクセス権が設定されている。アクセス権は更に３種類のユーザに対するアクセス
権を指定でき、左から順に、
所有者のアクセス権、
所有者と同じグループに属するユーザのアクセス権、
所有者とは異なるグループに属するユーザのアクセス権、
となっている。図中のＲＷＤＸはアクセスのタイプを表し、それぞれ読み出し（Ｒ）、書
き込み（Ｗ）、削除（Ｄ）、実行またはチェンジディレクトリ（Ｘ）を意味する。通常、
このようなポリシー情報１３００は、ＯＳが標準で備えるツール等を用いて設定できる。
【０１２４】
一方、図１３の１３１０は、ポリシー設定支援ツール１２００によって設定するポリシー
情報であり、ファイルの種類と、プログラム名と、プログラムの特徴値から構成される。
上記ポリシー情報１３００に示すように、従来のアクセス権はファイルやディレクトリ毎
に指定するものであったが、ポリシー情報１３１０ではアクセスに用いるプログラムをフ
ァイルの種類毎に設定することが特徴である。これは、一般的にファイルの種類が異なれ
ば利用するプログラムも異なるという点に着目し、プログラムを指定する場合には個々の
ファイルやディレクトリ単位でなく、ファイルの種類毎に指定することが有効であるとの
考えに基づく。ファイルの種類はファイル名の拡張子によって区別でき、例えばＨＴＭＬ
ファイルであれば“＊．ｈｔｍｌ”のように記述すれば、拡張子ｈｔｍｌをもつ全てのフ
ァイルを指定したことになる。また、全種類のファイルを指定する場合には、“＊．＊”
と記述すればよい。なお、上記特徴値とはプログラムの特徴を表す数値のことであり、例
えばプログラムファイルのサイズや、ハッシュ関数を用いて算出した値を利用する。
【０１２５】
ここで、ポリシー情報１３００を例にとると、ファイル“/users/satou/memo.txt”は、
ユーザsatouによってＲＷＤが可能となるが、ポリシー情報１３１０によれば、拡張子が
“ｔｘｔ”のファイルに対しては、いかなるユーザであっても“/tools/gpad.exe”のプ
ログラム、あるいは全てのファイル（＊．＊）にアクセス可能なプログラムを利用する必
要がある。また別の言い方をすれば、全てのファイルにアクセス可能なプログラムとして
ポリシー情報１３１０に登録されたプログラムを用いてファイル“/users/satou/memo.tx
t”にアクセスしても、ポリシー情報１３００の方で上記ファイルにアクセス権を与えら
れたユーザでなければ、上記アクセス制御部１１０によりアクセスは禁止される。これに
より、ポリシー情報１３００のみを利用していた従来のアクセス制御と比べ、ポリシー情
報１３１０を併せて利用することで不正なプログラムによるアクセスを防止でき、厳重な
オブジェクト管理を実現できる。
【０１２６】
このようなポリシー情報１３１０を簡易な操作で設定可能とするポリシー設定支援ツール
１２００を利用するために必要なシステムは、上記第一の実施形態と同様に、図２の情報
処理装置２００が一例として挙げられる。
【０１２７】
図２において、情報処理装置２００は、中央演算処理装置ＣＰＵ２０１ａと、主記憶２０
２ａ、外部記憶装置２０３ａ、入力装置２０４、表示部２０５、通信コントローラ２０６
ａが、バスなどの通信線(バスという)２０７ａに接続することで形成されている。
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【０１２８】
図１２にて示したオブジェクト１１２や、サブジェクト情報１１３、インストール情報１
０５、関連付け情報１０６、オブジェクト共有情報１０９、ポリシーファイル１２２０、
ユーザ情報１２３０は、上記外部記憶装置２０３ａに格納され、必要に応じて主記憶２０
２ａの領域に読み出して利用される。このうち、サブジェクト情報１１３と、インストー
ル情報１０５、関連付け情報１０６の内容は、第一の実施形態の説明に用いたものと同じ
である。
【０１２９】
また、上記サブジェクト１１１やアクセス制御部１１０、認証処理部１２４０は、主記憶
２０２ａにロードされ、実行可能プログラムとして上記ＣＰＵ２０１ａによって処理され
るものである。特にアクセス制御部１１０と認証処理部１２４０はＯＳの一部、あるいは
ＯＳに組み込み可能なプログラムとして処理される。
【０１３０】
同様に、上記ポリシー設定支援ツール１２００も、主記憶２０２ａにロードされ、上記Ｃ
ＰＵ２０１ａによって処理されるものである。
【０１３１】
また、ポリシー設定支援ツール１２００のうち、ユーザインタフェース部１２０１は、上
記表示部２０５にユーザインタフェースを表示し、入力装置２０４を介して入力されるデ
ータやコマンドに応じて各種処理を実行する。
【０１３２】
図１４は、上記ポリシー設定支援ツール１２００によるポリシー情報の作成処理フローを
示したものである。当該作成処理は、例えばポリシー設定支援ツール１２００を上記情報
処理装置２００へインストールした時や、ユーザ１２１０が上記ツール１２００を起動し
た時に自動的に開始するものであってもよい。または、上記ツール１２００が定期的に実
行するものでもよい。更には、後述する図１５に示すポリシー参照・編集画面１５００に
ある更新ボタン１５０８をユーザ１２１０が押下した時でもよい。
【０１３３】
ステップ１４０１では、差分検出部１２０４が、関連付け情報１０６に登録されているフ
ァイルの種類と、上記ポリシー情報１３１０に登録されているファイルの種類を比較して
、その差分を検出する。このうち、ポリシー情報１３１０に登録されていて、且つ関連付
け情報１０６に登録されていないファイルの種類があれば、ポリシー情報１３１０から当
該ファイルの種類に関する記述を削除する。一方、ポリシー情報１３１０に未登録のファ
イルの種類があれば、ステップ１４０２で各ファイルの種類毎に関連付けられたプログラ
ム（実行ファイル）の名称を、関連付け情報１０６から取得する。このとき、図１９に示
すようなメッセージボックス１９００を表示部２０５に表示してユーザ１２１０に確認し
てもよい。ここで、ユーザがボタン１９０１「はい」を押下すればステップ１４０３の処
理へ移り、ボタン１９０３「いいえ」を押下すれば差分検出処理（ステップ１４０１）に
戻る。あるいは、関連付けられたプログラムであれば、逐一ユーザに確認することなくス
テップ１４０３の処理へ移るといった実施形態も考えられる。
【０１３４】
ステップ１４０３では、サブジェクト情報１１３から上記実行ファイルの特徴値を算出し
てポリシー情報１３１０を生成する。また、既にポリシー情報１３１０に登録されている
実行ファイルのうち、特徴値が変更されているものがあれば、上記差分検出部１２０４か
らユーザインタフェース部１２０１へその旨通知し、ステップ１４０４にて図１７に示す
ようなメッセージボックス１７００を表示部２０５に表示してユーザ１２１０に確認する
。上記メッセージボックス１７００において、ユーザがボタン１７０１「はい」を押下す
れば、変更後のプログラムは正当なプログラムであるとして上記ポリシー情報１３１０を
更新する。また、ボタン１７０２「いいえ」を押下すれば、上記ポリシー情報１３１０は
更新しない。
【０１３５】
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ステップ１４０５では、上記ユーザインタフェース部１２０１が、上記処理により生成し
たポリシー情報１３１０を、図１５のポリシー参照・編集画面１５００の形式で表示部２
０５に表示する。上記関連付け情報１０６から生成したポリシーは、図１５の中の「ファ
イルの種類とプログラムの対応一覧」１５０１に含まれている。
【０１３６】
当該一覧１５０１には、ＯＳを構成する各種プログラム（システムプログラムと呼ぶ）と
関連付けられたファイルの種類と、上記ＯＳ上で動作するアプリケーションプログラムと
関連付けられたファイルの種類とが混在することになる。両者を区別して表示するために
、ポリシー設定支援ツール１２００は、先ずアプリケーションプログラムの名称を上記イ
ンストール情報１０５から取得し、次にそれらアプリケーションプログラムと関連付けら
れたファイルの種類を上記関連付け情報１０６より取得する。そして、それ以外のもの、
つまり上記システムプログラムと関連付けられたファイルの種類とは、色分けして上記一
覧１５０１に表示する。
【０１３７】
このように表示された上記一覧１５０１の設定内容を上記ポリシーファイル１２２０に格
納するためには、保存ボタン１５０９を押下する。このとき、ポリシー情報１３１０から
除外したい関連付けがあれば、そのチェックボックス１５０５のマーク（レ印）を外して
から保存ボタン１５０９を押下すればよい。ただし、除外されたファイルの種類に対して
は、どのプログラムを用いてアクセスしてもよいことになる。
【０１３８】
ここで、上記関連付け情報１０６から作成したポリシー情報１３１０のもとでは、別のプ
ログラムとの間でオブジェクトを共有する機能をもつプログラムが正常に動作しなくなる
場合がある。たとえば、表計算の機能がないワープロソフトが、その文書中に、表計算ソ
フトで作ったグラフを貼り込めるうえ、グラフに変更を加えたい場合は、ワープロ文書中
のグラフをダブルクリックすることにより表計算ソフトが自動的に起動する、といった機
能を持つ場合である。表計算ソフトで作成したグラフは、もともと表計算ソフトと関連付
けられた種類のファイルに格納されているため、上記ワープロソフトから上記グラフを貼
り込むときに、関連付けられていないファイルへのアクセスが発生する。当該アクセスは
、上記関連付け情報１０６から作成したポリシー情報１３１０により、不正なアクセスと
して扱われることになる。
【０１３９】
これらアクセスを許可するのであれば、上記ポリシー設定支援ツール１２００が、
（１）オブジェクトの共有機能をもつプログラムの名称
（２）上記プログラムから貼り込み可能なオブジェクトの種類
（３）上記オブジェクトの格納元となるファイルの種類
の順に情報を取得し、（１）のプログラムから（３）のファイルの種類へのアクセスを許
可するポリシーを生成して上記ポリシー情報１３１０に追加すればよい。このとき、上記
プログラムの特徴値についても、上記サブジェクト情報１１３から算出して登録する。上
記（１）から（３）までの情報をあわせて、ここではオブジェクト共有情報１０９とする
。当該オブジェクト共有情報１０９は、ＯＳがコンピュータに関するあらゆる設定情報を
集中管理するためのデータベースに含まれており、そこには上記関連付け情報１０６やイ
ンストール情報１０５も格納されている。
【０１４０】
図１５で言えば、プログラム間でオブジェクトの共有を許可するためのチェックボックス
１５０２にマーク（レ印）をつけて保存ボタン１５０９を押下すると、上記ポリシー設定
支援ツール１２００が上記データベースの情報をもとに、自動的にポリシー情報１３１０
を作成して保存する。更に、詳細設定ボタン１５０３を押下すると上記オブジェクト共有
情報を詳細設定画面１５２０に表示し、プログラム毎に貼り込み可能なオブジェクトの種
類、つまりアクセス可能なファイルの種類をきめ細かく設定できるようにしても良い。
【０１４１】
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当該詳細設定画面１５２０では、オブジェクトの共有機能をもつプログラムをプルダウン
メニュー１５２１から選択し、当該プログラムから貼り込み可能なオブジェクトを、オブ
ジェクトとファイルの種類の一覧表示ボックス１５２２にて選択指定（マーク付与）すれ
ばよい。実際には、初期設定時に上記チェックボックス１５０２にマークを付ければ、上
記ボックス１５２２では貼り込み可能なオブジェクト全てにチェックマークが付いた状態
となるようにし、そこから不要なものがあればマークを消していくことにする。例えば、
オブジェクト「３Ｄ図面」が標準で格納されているファイル「＊．ｆｉｇ」に対して、プ
ログラム「/ap/wordproc.exe」からアクセスすることが業務上不要であれば、詳細設定画
面１５２０にて、上記オブジェクト「３Ｄ図面」のマークを消せばよい。以上のやり方で
設定したポリシーは、保存ボタン１５０９を押下することでポリシー情報１３１０に反映
される。
【０１４２】
次に、ポリシー参照・編集画面１５００におけるプログラム指定ボックス１５０４は、例
えば業務遂行上、各種ファイルへアクセスする際に用いるプログラムを指定するためのボ
ックスである。これらも、関連付け情報１０６から作成したポリシーだけでは正常に動作
しないと思われるプログラムであり、例えば各ファイルのコピーや移動、削除といったフ
ァイル操作用のプログラムや、コンピュータウィルスを検出して駆除するためのウィルス
対策ソフト、障害時に重要なファイルを復旧するためのバックアップツール、ファイルの
圧縮・解凍ツールなどがある。その他、電子メールやＷＷＷにより各種ファイルを送受信
するケースも考えられる。プログラム指定ボックス１５０４では、ユーザにとって分かり
易くなるように、これらプログラムを用途別に指定可能とする。
【０１４３】
ポリシー情報１３１０の初期設定時は、いずれのプログラムも指定されていない状態とな
るが、ＯＳが標準で備えているプログラムがある場合は、ポリシー設定支援ツール１２０
０が上記インストール情報１０５からそれらプログラムのソフトウェア名称を取得して、
上記プログラム指定ボックス１５０４に表示してもよい。これにより、ユーザ１２１０に
よるプログラム選択作業を軽減できる。ＯＳが標準で備えるプログラムとは異なるものを
指定する場合には、ユーザ１２１０または上記情報処理装置２００の管理者が参照ボタン
１５０６を押下すると、上記インストール情報１０５からソフトウェア名称の一覧が表示
され、その一覧から任意のプログラムを選択指定できる。インストール情報１０５に登録
されていないソフトウェアであれば、プログラムファイル名を直接指定してもよい。また
、電子メールやブラウザによるファイル送受信は、情報セキュリティを考えれば控えたほ
うが望ましいので、別の実施形態として、これらのプログラムは上記プログラム指定ボッ
クス１５０４から選択指定できなくしてもよい。
【０１４４】
上記のようにプログラムを選択してから保存ボタン１５０９を押下すると、上記ポリシー
生成部１２０２はサブジェクト情報１１３から該当するプログラムファイルを検索してそ
の特徴値を算出するとともに、そのプログラムが全種類のファイル（＊．＊）に対してア
クセス可能となるようポリシー情報１３１０を作成し、上記ポリシーファイル１２２０に
保存する。その他の方法として、上記プログラムによってアクセス可能な対象は全種類の
ファイルでなく、例えばアプリケーションプログラムと関連付けられた種類のファイルに
対してアクセス可能となるようポリシー情報１３１０を作成するものであってもよい。も
しくは、アクセス可能な対象を更に細かく指定するために、ファイルの種類の一覧表示か
ら選択指定させるものであってもよい。用途別に指定されたプログラムに対しては、その
用途についても併せてポリシー情報１３１０に登録しておくことで、以後のポリシー情報
設定時に、現在の設定内容をプログラム指定ボックス１５０４に表示することが可能とな
る。
【０１４５】
また、ファイルのネットワーク共有を許可するためのチェックボックス１５０７を有効に
して保存ボタン１５０９を押下すると、各種ファイルがネットワークで共有可能となるよ
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うポリシー情報１３１０を作成して保存する。このときアクセス権を与えるべきプログラ
ムは、ＯＳが標準で備えているファイル共有用のサーバプログラムであるが、通常のアプ
リケーションプログラムとは異なり上記インストール情報１０５には登録されていない場
合があるため、本実施例のように上記プログラム指定ボックス１５０４とは区別して扱っ
てもよい。
【０１４６】
更新ボタン１５０８は、上記ポリシー作成処理フロー（ステップ１４０１から１４０５）
の処理を繰り返してポリシー情報１３１０を更新するときに押下するボタンである。また
、閉じるボタン１５１０を押下すれば、ユーザインタフェース部１２０１の処理を終了し
てポリシー参照・編集画面１５００を表示部２０５から消す。
【０１４７】
次に、上記アクセス制御部１１０とポリシー設定支援ツール１２００の連携によりポリシ
ー情報１３１０を適宜変更していく方法を、図１６を用いて説明する。
【０１４８】
ステップ１６０１では、上記サブジェクト１１１からオブジェクト１１２へのアクセスを
アクセス制御部１１０により検知し、ステップ１６０２にて上記アクセスをポリシーファ
イル１２２０の記述内容と照合する。このとき、一般的なＯＳが備えるアクセス制御では
ポリシー情報１３００との照合によりアクセス権を判定するが、本実施の形態においては
ポリシー情報１３１０との照合も併せて実施し、いずれのポリシーにも合致したアクセス
であれば「適合」とみなしてステップ１６０９にて当該アクセスを許可する。
【０１４９】
上記アクセスがポリシー情報１３００と合致しない場合、上記アクセス制御部１１０はア
クセス要求元となるサブジェクト（プログラム）へ直ちにエラーを返して上記アクセスを
禁止するが、ポリシー情報１３１０と合致しない場合には、ポリシー設定支援ツール１２
００の処理に移り、ステップ１６０３以降の処理を実行する。ステップ１６０３では、ア
クセス制御部１１０からの通知内容に基づいてメッセージを表示部２０５に表示する。こ
のとき表示するメッセージには３種類あり、サブジェクト（プログラム）の特徴値が一致
しない場合には図１７を、サブジェクト（プログラム）の名称が一致しない場合には図１
８を、オブジェクト情報（ファイルの種類）がポリシーに登録されていない場合には図１
９をそれぞれ表示する。
【０１５０】
図１７のメッセージボックス１７００では、アクセス要求元となるプログラムの特徴値が
ポリシー情報１３１０の記述と一致しない場合に、プログラムが変更されている可能性が
あることをユーザ１２１０に伝えるものである。ステップ１６０４では、ユーザ１２１０
は「はい」ボタン１７０１か、「いいえ」ボタン１７０２のいずれか一つを選んで押下す
ることになる。「はい」ボタン１７０１を押下すると、ステップ１６０５にてポリシー設
定支援ツール１２００はポリシー情報１３１０を変更（特徴値を変更）し、上記アクセス
制御部１１０に上記アクセスが「適合」であることを通知する。「いいえ」ボタン１７０
２を押下すると、正当なプログラムではないとみなして、ステップ１６０７にてポリシー
情報１３１０は変更せず、上記アクセス制御部１１０に上記アクセスが「違反」であるこ
とを通知する。その他の実施形態として、ユーザ１２１０による判断だけでなく、例えば
図２に示したネットワーク２２０を介して、上記変更されたプログラムが正当なものかど
うかを、当該プログラムを製造または販売しているサイトへ問い合わせるためのボタンを
、上記メッセージボックス１７００に追加することも考えられる。この場合、各プログラ
ム毎にその製造または販売元となるサイトの情報（アドレス）を、上記インストール情報
１０５やポリシー情報１３１０にて保持しておき、ユーザが上記問い合わせ用のボタンを
押下したときに該当するサイトへ自動的に問い合わせるなどの処理が必要となる。
【０１５１】
図１８のメッセージボックス１８００は、ある種類（例えば拡張子がｄｏｃ）のファイル
に対してアクセス権をもたないプログラムからアクセス要求があった場合に、不正なプロ
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グラム、あるいは未登録のプログラムからのアクセスであることをユーザ１２１０に伝え
るものである。ステップ１６０４では、ユーザ１２１０は「はい」ボタン１８０１か、「
今回のみ」ボタン１８０２か、「いいえ」ボタン１８０３のいずれか一つを選んで押下す
ることになる。「はい」ボタン１８０１を押下すると、以後上記プログラムから上記種類
（拡張子がｄｏｃ）のファイルへのアクセスを許可するよう、ステップ１６０５にてポリ
シー情報１３１０を変更し、上記アクセス制御部１１０に上記アクセスが「適合」である
ことを通知する。「今回のみ」ボタン１８０２を押下すると、ポリシー情報１３１０は変
更せずに上記アクセスが「適合」であることを通知する。これにより、今回のアクセスは
許可されるが、次回同じアクセスが発生した場合は再度メッセージボックス１８００が表
示されることになる。また、「いいえ」ボタン１８０３を押下すると、不正なアクセスと
みなして、ステップ１６０７ではポリシー情報１３１０は変更せず、上記アクセスが「違
反」であることを通知する。
【０１５２】
図１９のメッセージボックス１９００は、ポリシー情報１３１０に登録されていない種類
のファイルに対してアクセス要求があった場合に、ポリシー設定支援ツール１２００が上
記関連付け情報１０６から上記種類のファイルに関する関連付け情報を取得し、ユーザ１
２１０に伝えるものである。ただし上記メッセージボックス１９００は、上記種類のファ
イルと関連付けられたプログラムからのアクセス要求であった場合に表示するものであり
、関連付けられたプログラム以外からのアクセス要求であった場合の処理は、上記メッセ
ージボックス１８００で説明した通りである。メッセージボックス１９００では、ユーザ
１２１０は「はい」ボタン１９０１か、「いいえ」ボタン１９０３のいずれか一つを選ん
で押下することになる。「はい」ボタン１９０１を押下すると、ステップ１６０５にてポ
リシー設定支援ツール１２００は上記関連付けられたプログラムからのアクセスが以後許
可されるようにポリシー情報１３１０を変更し、上記アクセス制御部１１０に上記アクセ
スが「適合」であることを通知する。「いいえ」ボタン１９０３を押下すると、上記関連
付け情報は妥当でないとみなして、ステップ１６０７にてポリシー情報１３１０は変更せ
ず、上記アクセス制御部１１０に上記アクセスが「違反」であることを通知する。
【０１５３】
以上述べた第二の実施の形態で、情報セキュリティの観点から見た有効な使い方を述べる
。例えば電子メールやブラウザなどの通信機能をもつプログラムは、不正なプログラムの
持ち込みや機密情報流出といったセキュリティホールとなる恐れがあるので、全種類のフ
ァイルにアクセス可能なプログラムとして指定しないことが望ましい。ポリシー設定支援
ツール１２００が関連付け情報１０６から生成したポリシー情報１３１０であれば、電子
メールやブラウザから利用できるファイルの種類は限定される。もし、業務の中で電子メ
ールやブラウザを用いて文書ファイルを送受信する必要があった場合には、当該文書ファ
イルへのアクセス時に上記メッセージボックス１８００が表示されるので、そこで「今回
のみ」ボタン１８０２を選べばよい。これにより業務には支障なく、且つ不正なプログラ
ムによるファイル送受信を防止することが可能となる。
【０１５４】
上記ポリシーファイル１２２０、特にポリシー情報１３１０が不当に書き換えられないよ
うにするためには、例えばポリシーファイル１２２０へアクセス可能なプログラムを、ポ
リシー設定支援ツール１２００に限定するよう、予めポリシー情報１３１０に記述してお
くことが有効である。
【０１５５】
また、企業などの組織で運用する場合には、ポリシー情報１３１０は組織で決定するもの
であり、ユーザ１２１０によってポリシー情報１３１０を任意に変更されるのは好ましく
ないケースもある。つまり、上記ポリシー設定支援ツール１２００は組織で決めたポリシ
ーを設定する際に管理者が利用するものであり、それ以外の状況で管理者以外の人物が利
用するものではない。この場合は、上記ポリシーファイル１２２０へアクセス可能なプロ
グラムの限定に加えて、ポリシーファイル１２２０には例えばＯＳの管理者だけがアクセ
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ス可能となるよう、予めポリシー情報１３００に記述しておくことが有効である。ただし
、ＯＳ管理者の認証情報（例えばパスワード）が一般ユーザに悪用されないよう、厳重に
管理しておく必要はある。
【０１５６】
更に、管理者以外のユーザ１２１０に対しては、上記アクセス制御部１１０によるメッセ
ージボックス１７００～１９００の表示処理は提供せず、ポリシー情報１３１０に違反す
るアクセスが発生したときには無条件にエラーを返すものとする。これは、図１６のステ
ップ１６０２で違反と判定した場合に、ステップ１６１０の処理へジャンプすることに相
当する。このような管理者向けと一般ユーザ向けの処理の切り替えは、環境設定情報とし
て上記ポリシーファイル１２２０の一部に格納しておき、上記アクセス制御部１１０がそ
の環境設定情報を参照し、管理者向けであれば図１６のステップ１６０３から１６０８の
処理を追加し、その他一般ユーザ向けであればポリシー情報１３１０に違反するアクセス
は全てエラーを返すようにすればよい。
【０１５７】
また、多数の情報処理装置にて共通のポリシー情報を利用するならば、上記ポリシー設定
支援ツールにより作成したポリシー情報を、各情報処理装置に配布して利用することで運
用管理上の負荷を軽減することも可能である。特に、第二の実施形態にて示したポリシー
情報１３１０は、ファイルのパス名でなく種類毎にポリシーを記述したものであるため、
ファイルの移動やコピー、削除等が発生してもファイルの種類が変わらない限り同一のポ
リシー情報１３１０にて保護可能となる。したがって、各情報処理装置で共通のポリシー
情報１３１０を利用すれば、同じセキュリティ効果が期待できる。
【０１５８】
各情報処理装置で共通のポリシー情報１３１０を作成する方法としては、上記第二の実施
形態で述べたように、設定対象となる情報処理装置にインストールされたポリシー設定支
援ツール１２００を用いてもよいが、更に運用管理上の負荷を軽減するために、ネットワ
ーク２２０を介して接続されているリモートのサーバまたは情報処理装置から設定する方
法も考えられる。この場合、例えば設定対象となる情報処理装置にて図示していない代理
プログラムを実行し、ネットワーク２２０を介してリモートのサーバまたは情報処理装置
にて実行するポリシー設定支援ツール１２００と通信可能な状態をつくり、上記代理プロ
グラムからは設定対象の情報処理装置にある関連付け情報１０６、インストール情報１０
５、オブジェクト共有情報１０９を読み出してポリシー設定支援ツール１２００へ送信し
、ポリシー設定支援ツール１２００からは作成したポリシー情報１３１０を上記代理プロ
グラムに返信してポリシーファイル１２２０に格納すればよい。
【０１５９】
なお、上記各実施形態において、情報処理装置とサーバにて実行される各プログラムは、
予め各装置の記憶装置に格納されていてもよいし、図示していない着脱可能な記憶媒体ま
たは通信媒体（すなわちネットワークまたはネットワークを伝搬する搬送波）を介して、
上記記憶部に導入されてもよい。
【０１６０】
【発明の効果】
本発明によれば、ポリシーの作成および維持に要する作業負荷を軽減することが可能にな
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本実施形態におけるポリシー設定支援ツールの一構成例を示す図。
【図２】　ポリシー設定支援ツールを利用するためのコンピュータシステムの一構成例を
示す図。
【図３】　インストール情報と関連付け情報とサンプル情報とアクセスログの一例を示す
図。
【図４】　本実施形態において、ポリシー設定画面４００の一例を示す図。
【図５】　本実施形態において、ポリシー情報１２０の一例を示す図。
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【図６】　本実施形態において、簡易設定インタフェース６００の一例を示す図。
【図７】　サンプル情報１０７からポリシーを作成する処理のフローチャートを示す図。
【図８】　関連付け情報１０６からポリシーを作成する処理のフローチャートを示す図。
【図９】　アクセスログ１０８からポリシーを作成する処理のフローチャートを示す図。
【図１０】　差分検出部１０４によるポリシー更新処理のフローチャートを示す図。
【図１１】　編集用ボックス４２０に表示するポリシーの変更情報の一例を示す図。
【図１２】　第二の実施形態におけるポリシー設定支援ツールの一構成例を示す図。
【図１３】　第二の実施形態におけるポリシーファイル１２２０の一例を示す図。
【図１４】　第二の実勢形態におけるポリシー作成処理のフローチャートを示す図。
【図１５】　第二の実勢形態におけるポリシー参照・編集画面の一例を示す図。
【図１６】　アクセス制御部との連携によるポリシー情報変更のフローチャートを示す図
。
【図１７】　変更後のプログラムからアクセスが発生した時に表示するメッセージの一例
を示す図。
【図１８】　未登録のプログラムからアクセスが発生した時に表示するメッセージの一例
を示す図。
【図１９】　新種のファイルに対してアクセスが発生した時に表示するメッセージの一例
を示す図。
【符号の説明】
１００・・・ポリシー設定支援ツール、１０１・・・ユーザインタフェース部、１０２・
・・ポリシー生成部、１０３・・・アクセス監視部、１０４・・・差分検出部、１０５・
・・インストール情報、１０６・・・関連付け情報、１０７・・・サンプル情報、１０８
・・・アクセスログ、１０９・・・オブジェクト共有情報、１１０・・・アクセス制御部
、１１１・・・サブジェクト、１１２・・・オブジェクト、１１３・・・サブジェクト情
報、１２０・・・ポリシー情報、２００・・・情報処理装置、２０１・・・ＣＰＵ、２０
２・・・主記憶、２０３・・・外部記憶装置、２０４・・・入力装置、２０５・・・表示
部、２０６・・・通信コントローラ、２１０・・・サーバ、２２０・・・ネットワーク、
４００・・・ポリシー設定画面、４１０・・・ポリシー表示ボックス、４１１・・・切替
ボタン、４２０・・・編集用ボックス、４２１・・・追加ボタン、４２２・・・更新ボタ
ン、４３０・・・簡易設定ボタン、４３１・・・サンプル登録ボタン、４３２・・・更新
ボタン、４３３・・・削除ボタン、４３４・・・終了ボタン、６００・・・簡易設定イン
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