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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者端末にサービスを提供するサービス提供装置により提供されるサービスの利用資
格を管理する資格決定装置が実行する資格管理方法であって、
　前記サービスの利用資格が記載された資格データであって当該資格データを発行する権
限を持つ発行者の電子署名を含む資格データとサービス要求とを、前記利用者端末から受
信し、
　前記サービスのいずれかについて所定の資格データを発行する権限を持つ発行者に関す
る所定の発行者情報であって前記発行者の公開鍵を含む発行者情報を蓄積する蓄積手段か
ら、前記受信した資格データに係る前記発行者の発行情報を取得し、
　前記取得した発行者情報に含まれる発行者の公開鍵を用いて前記資格データに含まれる
発行者の電子署名を検証することにより、前記受信した資格データの正当性を検証し、
　前記受信した資格データ及び前記検証結果に基づいて要求されたサービスの利用資格を
決定し、
　決定した利用資格を前記サービス提供装置に通知する、
　資格管理方法。
【請求項２】
　コンピュータネットワーク上の利用者端末と、前記利用者端末にサービスを提供するサ
ービス提供装置と、前記サービスの利用資格を管理する資格決定装置と、前記サービスの
いずれかについて所定の資格データを発行する権限を持つ発行者が操作する情報端末であ
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る発行者端末と、を含む資格管理システムであって、
　前記資格決定装置は、
　　　前記サービスのいずれかについて所定の資格データを発行する権限を持つ発行者に
関する所定の発行者情報を蓄積する蓄積手段と、
　　　前記資格データを受信した場合、前記受信した資格データ及び前記発行者情報に基
づいて、前記受信した資格データの正当性を検証する検証手段と、
　　　前記受信した資格データ及び前記検証結果に基づいて前記利用資格を決定し、前記
サービス提供装置に通知する資格決定手段と、を有し、
　前記発行者端末は、前記資格データを作成し前記利用者端末が利用可能な形態で発行す
る第１発行手段を有し、
　前記利用者端末は、前記サービス提供装置に対してサービスが要求する場合に、前記資
格データを前記資格決定装置に送出する資格提出手段を有し、
　前記検証手段は、発行者の公開鍵を用い、資格データに含まれる発行者の電子署名を検
証する、
　資格管理システム。
【請求項３】
　前記資格データを利用可能な情報端末に設けられ、所定の追加データを作成して前記資
格データに追加し、前記追加データが追加された資格データを前記情報端末が利用可能な
形態で発行する第２発行手段をさらに備え、
　前記検証手段は、前記追加データを含んだ資格データの正当性を検証する、請求項２に
記載の資格管理システム。
【請求項４】
　発行者によって無効化された資格データを蓄積する無効化データ蓄積手段と、
　無効にする資格データを、前記無効化データ蓄積手段に通知する無効通知手段と、をさ
らに備える請求項２に記載の資格管理システム。
【請求項５】
　前記発行者の他の利用者に対する信用度を発行者及び他の利用者と関連づけて蓄積した
信用度蓄積手段と、
　前記他の利用者に対する信用度を、前記信用度蓄積手段に登録する信用度登録手段とを
さらに有し、
　前記検証手段は、さらに、前記資格データが流通した利用者の信用度に基づいて、前記
資格データの正当性を検証する、請求項２に記載の資格管理システム。
【請求項６】
　前記資格データは、さらに資格データの有効期限を含み、
　前記検証手段は、さらに、前記要求の生じた時点と前記有効期限とを比較して前記資格
データの正当性を検証する、請求項２に記載の資格管理システム。
【請求項７】
　前記資格データは、さらに、当該資格データを利用する利用者数の上限を含み、
　前記検証手段は、さらに、前記追加データの追加回数を検出し、前記追加データと前記
利用者数の上限とを比較して、前記資格データの正当性を検証する、請求項２に記載の資
格管理システム。
【請求項８】
　前記所定の発行者情報は、前記資格データの発行者を識別する発行者識別情報及び前記
発行者が発行する資格データの正当性を検証するための検証情報を含んでいる、請求項２
に記載の資格管理システム。
【請求項９】
　前記所定の資格データは、
　それぞれの資格データを識別するデータ識別情報と、
　発行者を識別する発行者識別情報と、
　前記発行者が資格を付与する対象のサービスを特定するサービス特定情報と、
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　付与する資格名と、
　資格データを付与される利用者の正当性を検証するための利用者検証情報と、
　発行者の正当性を検証するための発行者検証情報と、
　資格データの内容の正当性を検証するための内容検証情報と、
　を含んでいる、請求項２に記載の資格管理システム。
【請求項１０】
　前記発行者情報は、
　　　前記資格データの発行者を識別する発行者識別情報と、
　　　公開鍵暗号系における前記発行者の秘密鍵に対応する公開鍵または前記公開鍵を取
得するために十分な情報とを含み、
　前記資格データは、
　　　それぞれの資格データを識別するデータ識別情報と、
　　　前記発行者識別情報と、
　　　前記発行者が資格を付与する対象のサービスを特定するサービス特定情報と、
　　　付与する資格名と、
　　　公開鍵暗号系における、前記資格データの利用者の秘密鍵に対応する公開鍵または
前記公開鍵を取得するために十分な情報と、
　　　前記の情報に対する前記発行者の公開鍵暗号系の電子署名とを含む、
　　　請求項２に記載の資格管理システム。
【請求項１１】
　前記追加データは、資格データを付与する利用者の正当性を検証する付与者検証情報と
、追加データが含まれた資格データを付与される利用者の正当性を検証する被付与者検証
情報とを含む、請求項２に記載の資格管理システム。
【請求項１２】
　前記付与者検証情報は、資格データを付与する利用者の、公開鍵暗号系の電子署名であ
り、
　前記被付与者検証情報は、追加データが含まれた資格データを付与される利用者の秘密
鍵に対する公開鍵である、
　請求項２に記載の資格管理システム。
【請求項１３】
　コンピュータネットワーク上の情報端末にサービスを提供するサービス提供装置と共に
用いられ、前記サービスの利用資格を決定する資格決定装置であって、
　前記サービスのいずれかについて所定の資格データを発行する権限のある発行者に関し
、所定の発行者情報を蓄積する蓄積手段と、
　前記資格データを受信した場合、前記受信した資格データ及び前記発行者情報に基づい
て、前記受信した資格データの正当性を検証する検証手段と、
　前記受信した資格データ及び前記検証結果に基づいて前記利用資格を決定し、前記サー
ビス提供装置に通知する資格決定手段と、を備え、
　前記検証手段は、発行者の公開鍵を用い、前記資格データに含まれる発行者の電子署名
を検証する、資格決定装置。
【請求項１４】
　請求項２に記載の資格管理システムは、資格データ発行装置をさらに含み、
　前記資格データ発行装置は、
　　前記コンピュータネットワーク上で提供されるサービスの利用資格を与える資格デー
タを生成するための情報の入力を受け付け、前記情報に基づいて前記資格データを作成し
て前記ネットワーク上で利用可能な形態で発行し、
　　前記資格データが、
　　　それぞれの資格データを識別するデータ識別情報と、
　　　発行者を識別する発行者識別情報と、
　　　前記発行者が資格を付与する対象のサービスを特定するサービス特定情報と、
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　　　付与する資格名と、
　　　資格データの利用者の正当性を検証するための利用者検証情報と、
　　　発行者の正当性を検証するための発行者検証情報と、
　　　資格データの内容の正当性を検証するための内容検証情報と、
　を含んでいる、請求項２に記載の資格管理システム。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の資格管理システムは、追加データ発行装置をさらに含み、
　前記追加データ発行装置は、
　所定の追加データを生成するための情報及び請求項１４に記載の資格データの入力を受
け付け、前記情報に基づいて前記追加データを作成して前記資格データと前記追加データ
とが含まれた新たな資格データを情報端末に利用可能な形態で発行し、
　前記追加データが、
　　　前記資格データ及び追加データを付与する利用者の正当性を検証する付与者検証情
報と、
　　　前記資格データ及び追加データを付与される利用者の正当性を検証する被付与者検
証情報とを含んでいる、
　請求項１４に記載の資格管理システム。
【請求項１６】
　コンピュータネットワーク上の情報端末にサービスを提供するサービス提供装置と共に
用いられ、前記サービスの利用資格を決定する資格決定プログラムを記録したコンピュー
タ読み取り可能な記録媒体であって、
Ａ；前記サービスのいずれかについて所定の資格データを発行する権限のある発行者に関
し、所定の発行者情報を蓄積する段階と、
Ｂ；前記資格データを受信した場合、前記受信した資格データ及び前記発行者情報に基づ
いて、前記受信した資格データの正当性を検証する段階と、
Ｃ；前記受信した資格データ及び前記検証結果に基づいて前記利用資格を決定し、前記サ
ービス提供装置に通知する段階と、を実行させるための資格決定プログラムであって、
　前記検証する段階では、発行者の公開鍵を用い、資格データに含まれる発行者の電子署
名を検証する資格決定プログラムを記録した、コンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１７】
Ａ；所定の追加データを生成するための情報及び請求項１５に記載の資格データの入力を
受け付ける段階と、
Ｂ；前記情報に基づいて前記追加データを作成する段階と、
Ｃ；前記資格データと前記追加データとが含まれた新たな資格データを、コンピュータネ
ットワーク上で利用可能な形態で発行する段階と、
　を実行させるためのデータ追加プログラムであって、
　前記追加データは、
　　　前記資格データ及び追加データを付与する利用者の正当性を検証する付与者検証情
報と、
　　　前記資格データ及び追加データを付与される利用者の正当性を検証する被付与者検
証情報とを含んでいる、
　データ追加プログラムが記録されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　コンピュータネットワーク上で提供されるサービスを、利用者によって変更する技術に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、サーバが管理するサービスに対する利用資格を決定するために、図１１に示すシ
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ステムが多く用いられている。図１１に示すシステムは、サーバとサーバが提供するサー
ビスを利用する利用者群とからなる。各サーバは、図１１に示すように、利用者ＤＢ、AC
L(Access Control List)ＤＢ、認証手段及び利用資格決定手段を有している。利用者デー
タベースには、利用者が登録されており、サーバ上で一意な名前として利用者IDが割り当
てられている。ACLＤＢには、利用者IDまたは利用者IDの集合と、サービスに対する利用
資格とが対応付けられたＡＣＬが、サービス毎に蓄積されている。認証手段は、利用者が
登録された正規の利用者であることを確認する手段である。利用資格決定手段は、認証さ
れた利用者がサービスに対してどのような利用資格を持つのかを決定する手段である。こ
のシステムにおいては、利用者がサービスを利用する利用資格を以下の手続で決定する。
【０００３】
　(1)まず、パスワードなどの認証情報と利用者ＤＢとを利用し、認証手段を用いて利用
者を認証し、利用者IDを求める。
【０００４】
　(2)次に利用資格決定手段を用い、利用資格を決定する。サービスのＡＣＬを検索して
利用者IDが含まれるレコードを見つけ、そのレコードに書かれている利用資格を利用者の
利用資格とする。
【０００５】
　しかし、同一組織が管理するサーバが複数存在し、同一のユーザが複数のサーバを利用
する場合には、この方法では管理が複雑になる。利用者や利用資格、サービスの変更など
が生じたときには、関係するサーバ上の利用者ＤＢやACLを更新する必要がある。このよ
うに複数のＤＢを一貫性を保ちながら更新する作業は、手間などの費用が掛るだけでなく
、誤りが生じやすい。
【０００６】
　そこで、Kerberosなどのように認証や資格管理専用の資格管理サーバを設ける方法が提
案されている。資格管理サーバは、利用者の認証及び抽象レベルの利用資格を決定を行い
、決定した利用資格を証明する資格データを発行する。各アプリケーションのサーバは、
個別の認証は行なわず、資格データを利用して利用資格を決定する。図１２に、この方法
を用いた場合のシステムの概要を示す。図１２に示すシステムは、利用資格管理サーバと
、サービスを提供するアプリケーションサーバ群と、利用者群とからなる。サービスを利
用しようとする利用者は、利用資格管理サーバから資格データを取得し、アプリケーショ
ンサーバに提出しなければいけない。
【０００７】
　利用資格管理サーバは、利用者ＤＢと認証手段と第１発行手段とを有している。利用者
ＤＢには、利用者と利用者のアプリケーションサーバでの利用資格を表す利用資格名とが
記述されている。利用資格名は利用資格を抽象的に記述したもので、利用者IDもその一種
である。認証手段は、利用者が正しい登録利用者であることを確認する手段である。第１
発行手段は、資格データを発行する手段である。
【０００８】
　アプリケーションサーバは、ACLＤＢと、資格データ検証手段と利用資格決定手段とを
有している。ACLＤＢは、前述のＡＣＬをサービス毎に有している。資格データ検証手段
は、資格データが正しいかどうか及び利用者が資格データの正当な持ち主であるかどうか
を検証する手段である。利用資格決定手段は、具体的な利用資格を決定する手段である。
【０００９】
　図１２に示すシステムでは、利用者がサービスを利用する場合には、以下の手続きで利
用資格を決定する。
【００１０】
　(1)利用者は、まず資格管理サーバにアクセスし、資格データを得る。その際の処理は
以下のようになる。
【００１１】
　管理サーバは、認証手段を用い、パスワードなどの認証情報を使って利用者を認証する
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。利用者は資格データ要求を出す。管理サーバは第１発行手段を用いて利用者ＤＢを検索
し、指定されたアプリケーションサーバでの利用者の利用資格名を求め、求めた利用資格
名を含んだ資格データを利用者に発行する。発行される資格データには、不正な使用を防
ぐための情報も含んでいる。
【００１２】
　(2)次に利用者は、資格データをアプリケーションサーバに提出する。アプリケーショ
ンサーバは、資格データ検証手段を用いて資格データの正当性を検証する。また、資格デ
ータの情報を使って利用者が資格データの正当な持ち主であることを検証する。
【００１３】
　(3)資格データが正当であると検証されると、アプリケーションサーバは、利用資格決
定手段を用いて次のように利用資格を決定する。まず、資格データ中の利用資格名でACL
を検索する。見つかったACLのレコードに記述されている資格をその利用者の資格とする
。
【００１４】
　この方法を使えば、利用者の追加、削除、資格の変更は、資格管理サーバのデータベー
スのみを更新すれば良い。そのため、更新の手間が少なくなり、誤りも生じにくくなる。
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】
　従来の方法では、資格管理サーバを使用する方法によっても、すべての利用者を登録す
る必要がある。そのため、利用者が多くなるとデータベースの更新の負担は資格管理サー
バを管理する少数の管理者の負担となる。その結果、以下のような問題が生じる。
【００１６】
　例えば、一度しかサーバを使用しない利用者や短期間だけの利用者、頻繁に資格が変わ
る利用者などは、利用者ＤＢの頻繁な更新を引き起こし、管理者に多くの負担を課す上、
管理上の誤りも招きやすい。
【００１７】
　一方、管理者は、管理を容易にするために、利用者に対して申請などの手続きを課す傾
向にある。従って、利用者の立場からすると、サーバを利用するには、面倒な手続きが必
要となる上に、資格を得るのに多くの時間を要することになる。
【００１８】
　また、サービスが自身の管理下にあった場合でも、そのサービスの利用資格を与えるた
めには、利用者を管理サーバの利用者ＤＢに登録し、管理サーバの管理者に申請する必要
がある。当然ながら、管理サーバへのアクセス無しには、利用者を登録することはできな
い。そのため、自分が管理するサービスの利用資格の付与は、直接あるいは間接的に管理
サーバへのアクセス手段と、多くの手間と時間とを要することとなる。
【００１９】
　さらに、サービスの種類によっては、サービスの利用資格を与えた利用者が許可する第
３者にも利用資格を与えたい場合がある。この場合は、従来の方法では、利用者からの申
請を受け付け、その申請を管理サーバの管理者に伝達し、第３者を登録してもらうという
手間と時間とを必要とする。
【００２０】
　本発明は、前記の課題を解決し、利用資格の管理を簡単にし、管理者の負荷を軽減する
と共に、利用者が利用資格を得るための手間と時間を削減することを目的とする。
【００２１】
【課題を解決するための手段】
　前記の課題を解決するために、本願第１発明は、利用者端末にサービスを提供するサー
ビス提供装置により提供されるサービスの利用資格を管理する資格決定装置が実行する資
格管理方法であって、
・前記サービスの利用資格が記載された資格データであって当該資格データを発行する権
限を持つ発行者の電子署名を含む資格データとサービス要求とを、前記利用者端末から受
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信し、
・前記サービスのいずれかについて所定の資格データを発行する権限を持つ発行者に関す
る所定の発行者情報であって前記発行者の公開鍵を含む発行者情報を蓄積する蓄積手段か
ら、前記受信した資格データに係る前記発行者の発行情報を取得し、
・前記取得した発行者情報に含まれる発行者の公開鍵を用いて前記資格データに含まれる
発行者の電子署名を検証することにより、前記受信した資格データの正当性を検証し、
・前記受信した資格データ及び前記検証結果に基づいて要求されたサービスの利用資格を
決定し、
・決定した利用資格を前記サービス提供装置に通知する、
資格管理方法を提供する。
【００２２】
　WEBページの作成者など、自身によりサービスを提供しているサービス提供者は、自身
が提供するサービスにアクセスしたい他の利用者に対し、自身のサービスを利用する際の
資格名が記載された資格データを発行する。ここでいうサービス提供者は、提供されるサ
ービスを管理するいわゆるサーバではなく、いわばサービスの所有者である。他の利用者
は、資格データを通知してサービスに対するアクセス要求を行う。通知された資格データ
が正当であれば、その資格データに記載されている資格名に応じたサービスを提供する。
例えば、サービスがWEBページの提供、利用資格が「友人」であれば、友人用WEBページを
提示する。サービスが金融情報の提供であり、利用資格が「被紹介者」であれば、短期間
のみ金融情報を無料で提供する。
【００２３】
　本願第２発明は、コンピュータネットワーク上の利用者端末と、前記利用者端末にサー
ビスを提供するサービス提供装置と、前記サービスの利用資格を管理する資格決定装置と
、前記サービスのいずれかについて所定の資格データを発行する権限を持つ発行者が操作
する情報端末である発行者端末と、を含む資格管理システムであって、蓄積手段と、検証
手段と、資格決定手段と、第１発行手段と、資格提出手段とを備える資格管理システムを
提供する。
【００２４】
　蓄積手段は、前記サービスのいずれかについて所定の資格データを発行する権限を持つ
発行者に関する所定の発行者情報を蓄積する。検証手段は、前記資格データを受信した場
合、前記受信した資格データ及び前記発行者情報に基づいて、前記受信した資格データの
正当性を検証する。資格決定手段は、前記受信した資格データ及び前記検証結果に基づい
て前記利用資格を決定し、前記サービス提供装置に通知する。前記発行者端末は、前記資
格データを作成し前記利用者端末が利用可能な形態で発行する第１発行手段を有している
。　前記利用者端末は、前記サービス提供装置に対してサービスが要求する場合に、前記
資格データを前記資格決定装置に送出する資格提出手段を有している。前記検証手段は、
発行者の公開鍵を用い、資格データに含まれる発行者の電子署名を検証する。
【００２５】
　まず、サービスを所有し、発行する発行者Ｉは、第１発行手段を用い、発行者Ｉが所有
するサービスを利用したい利用者に対して資格データを発行する。発行形態は、資格デー
タを記憶させたフロッピーディスクを渡したり、コンピュータネットワークを介して資格
データを送信するなど、特に限定されない。資格データを付与された利用者は、資格提出
手段により資格データを検証手段に送信する。検証手段は、資格データの内容が改竄され
ていないか、発行者は正当か、利用者は正当かなどの資格データの正当性を検証する。資
格決定手段は、資格データが正当であれば、資格データから決定されるサービスの利用資
格を、WEBサーバなどのサービス提供装置に通知する。
【００２６】
　本願第３発明は、前記第２発明において、資格データを利用可能な情報端末に設けられ
、所定の追加データを作成して資格データに追加し、追加データが追加された資格データ
を情報端末が利用可能な形態で発行する第２発行手段をさらに備え、検証手段は追加デー



(8) JP 4410324 B2 2010.2.3

10

20

30

40

50

タを含んだ資格データの正当性を検証する資格管理システムを提供する。
【００２７】
　資格データに追加データが含まれている場合、検証手段は、追加データの付与者及び被
付与者の正当性や、追加データが改竄されているか否かなど、追加データの正当性も検証
する。
【００２８】
　本願第４発明は、前記第２発明において、発行者によって無効化された資格データを蓄
積する無効化データ蓄積手段と、
　無効にする資格データを、前記無効化データ蓄積手段に通知する無効通知手段と、をさ
らに備える請求項２に記載の資格管理システム。
【００２９】
　例えば、すでに発行した資格データを無効にしたい場合、その資格データの識別情報と
、発行者識別情報とを無効通知手段により無効化データ蓄積手段に通知する。検証手段は
、無効化データ蓄積手段に蓄積されている資格データを正当ではないと判断する。
【００３０】
　本願第５発明は、前記第２発明において、
　前記発行者の他の利用者に対する信用度を発行者及び他の利用者と関連づけて蓄積した
信用度蓄積手段と、
　前記他の利用者に対する信用度を、前記信用度蓄積手段に登録する信用度登録手段とを
さらに有し、
　前記検証手段は、さらに、前記資格データが流通した利用者の信用度に基づいて、前記
資格データの正当性を検証する、請求項２に記載の資格管理システム。
【００３１】
　例えば、他の利用者に対する信用度を表す１未満の小数点をその利用者と関連づけて発
行者毎に蓄積する。第２蓄積手段に、発行者Ｉの利用者Ａに対する信用度が０．９、利用
者Ｂに対する信用度が０．８と登録されているとする。利用者Ａ及びＢを経て利用者Ｃに
資格データが付与されたとすると、利用者Ｃの信用度を０．９×０．８＝０．７２と求め
、この信用度と適当な標準値とを比較して資格データの正当性を判断する。一方、例えば
発行者Ｉから利用者Ａ及びＢを通らず、直接利用者Ｄに資格データが付与された場合、利
用者Ｄについては第２蓄積手段に何も登録されていないので信用度１と判断する。
【００３２】
　本願第６発明は、前記第２発明において、前記資格データは、さらに資格データの有効
期限を含み、前記検証手段は、さらに、前記要求の生じた時点と前記有効期限とを比較し
て前記資格データの正当性を検証する、請求項２に記載の資格管理システムを提供する。
【００３３】
　発行者は、他の利用者に発行する資格データ中に有効期限を記述し、付与する資格デー
タにある一定の時間的制限を設けることが出来る。
【００３４】
　本願第７発明は、前記第２発明において、前記資格データは、さらに、当該資格データ
を利用する利用者数の上限を含み、前記検証手段は、さらに、前記追加データの追加回数
を検出し、前記追加データと前記利用者数の上限とを比較して、前記資格データの正当性
を検証する資格管理システムを提供する。
【００３５】
　資格データの発行者は、自身が他の利用者に発行する資格データがまた別の利用者へ次
々と付与される場合に、その利用者数を制限可能である。この利用者数の上限を追加回数
が超えている場合、検証手段はその資格データを正当ではないと判断する。
【００３６】
　本願第８発明は、前記第２発明において、前記所定の発行者情報は、前記資格データの
発行者を識別する発行者識別情報及び前記発行者が発行する資格データの正当性を検証す
るための検証情報を含んでいる資格管理システムを提供する。
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【００３７】
　発行者識別情報は、発行者を一義的に特定するための情報であり、例えば利用者ＩＤや
電子証明書などが用いられる。サービス特定情報とは、例えばWEBサーバが提供するWEBペ
ージのＵＲＬ、チャットサービスで提供されるチャネル名などが挙げられる。検証情報と
しては、資格データの発行者の秘密鍵に対応する公開鍵が挙げられる。但し、公開鍵を資
格データの検証情報として用いる場合には、資格データ中に発行者の電子署名が含まれ、
かつこの電子署名が公開鍵暗号系である必要がある。
【００３８】
　本願第９発明は、前記第２発明において、前記所定の資格データは、それぞれの資格デ
ータを識別するデータ識別情報、発行者を識別する発行者識別情報、　前記発行者が資格
を付与する対象のサービスを特定するサービス特定情報、付与する資格名、資格データを
付与される利用者の正当性を検証するための利用者検証情報、発行者の正当性を検証する
ための発行者検証情報及び資格データの内容の正当性を検証するための内容検証情報を含
んでいる資格管理システムを提供する。
【００３９】
　データ識別情報としては、発行する資格データに通し番号を付与する場合の通し番号が
挙げられる。発行者識別情報としては、発行者のＩＤ、発行者の電子証明書などが挙げら
れる。サービス特定情報は、前述と同様、例えばWEBサーバが提供するWEBページのＵＲＬ
、チャットサービスで提供されるチャネル名などが挙げられる。資格名は、発行者により
任意に設定でき、「友人」、「会社関係」などが挙げられる。利用者検証情報としては、
例えば利用者の公開鍵が挙げられる。公開鍵を用いて利用者の正当性を検証するには、例
えば任意のデータを利用者に送信し、利用者の秘密鍵でデータを暗号化したものを取得す
る。取得した暗号化データを、利用者の公開鍵で復号化したデータが元のデータと同じで
あれば、正当な利用者と判断できる。発行者検証情報としては、前記発行者識別情報と同
様、発行者のＩＤや電子署名などが挙げられる。内容検証情報としては、前記の情報に対
する発行者の電子署名を挙げることが出来る。
【００４０】
　本願第１０発明に記載の資格管理システムは、前記第２発明において、前記発行者情報
が、前記資格データの発行者を識別する発行者識別情報、及び公開鍵暗号系における前記
発行者の秘密鍵に対応する公開鍵または前記公開鍵を取得するために十分な情報を含んで
いる。また、前記資格データが、それぞれの資格データを識別するデータ識別情報、前記
発行者識別情報、前記発行者が資格を付与する対象のサービスを特定するサービス特定情
報、付与する資格名、公開鍵暗号系における前記資格データの利用者の秘密鍵に対応する
公開鍵または前記公開鍵を取得するために十分な情報及び前記の情報に対する前記発行者
の公開鍵暗号系の電子署名を含んでいる。
【００４１】
　発行者情報から取得できる発行者の公開鍵と、資格データに含まれる発行者の電子署名
とにより、発行者の正当性及び資格データの内容の正当性を検証する。また、前述のよう
に、資格データから取得できる利用者の公開鍵により、利用者の正当性を検証する。
【００４２】
　本願第１１発明は、前記第２発明において、前記追加データが、資格データを付与する
利用者の正当性を検証する付与者検証情報と、追加データが含まれた資格データを付与さ
れる利用者の正当性を検証する被付与者検証情報とを含む資格管理システムを提供する。
【００４３】
　付与者の正当性を確認する確認情報としては、例えば公開鍵暗号系の付与者の電子署名
が挙げられる。被付与者の正当性を確認する情報としては、例えば被付与者の秘密鍵に対
応する公開鍵を挙げることが出来る。例えば、発行者Ｉから利用者Ａに付与された資格デ
ータを、利用者Ｂにさらに付与する場合を考える。追加データに含まれている付与者Ａの
電子署名は、その追加データが追加される以前の資格データに含まれている利用者Ａの公
開鍵により検証することで、付与者の正当性を確認できる。利用者Ｂに任意のデータを送
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信し、そのデータを利用者Ｂの秘密鍵で暗号化したものを取得する。取得した暗号化デー
タを、追加データ中の被付与者Ｂの公開鍵で復号化したものと、元の任意のデータとを比
較することにより、被付与者の正当性を検証できる。
【００４４】
　本願第１２発明は、前記第２発明において、前記付与者検証情報は、資格データを付与
する利用者の、公開鍵暗号系の電子署名であり、前記被付与者検証情報は、追加データが
含まれた資格データを付与される利用者の秘密鍵に対する公開鍵である資格管理システム
を提供する。
【００４５】
　前記第９，１０発明と同様にして、追加データの付与者及び被付与者の正当性を検討す
ることが出来る。
【００４６】
　本願第１３発明は、コンピュータネットワーク上の情報端末にサービスを提供するサー
ビス提供装置と共に用いられ、前記サービスの利用資格を決定する資格決定装置であって
、蓄積手段と検証手段と資格決定手段とを備える資格決定装置を提供する。
【００４７】
　蓄積手段は、前記サービスのいずれかについて所定の資格データを発行する権限のある
発行者に関し、所定の発行者情報を蓄積する。検証手段は、前記資格データを受信した場
合、前記受信した資格データ及び前記発行者情報に基づいて、前記受信した資格データの
正当性を検証する。資格決定手段は、前記受信した資格データ及び前記検証結果に基づい
て前記利用資格を決定し、前記サービス提供装置に通知する。前記検証手段は、発行者の
公開鍵を用い、前記資格データに含まれる発行者の電子署名を検証する。
【００４８】
　まず、サービスの発行者から資格データを付与された利用者から資格決定装置に対し、
資格データが送信される。検証手段は、資格データの内容が改竄されていないか、発行者
は正当か、利用者は正当かなどの資格データの正当性を検証する。資格決定手段は、資格
データが正当であれば、資格データから決定されるサービスの利用資格を、WEBサーバな
どのサービス提供装置に通知する。
【００４９】
　本願第１４発明は、前記第２発明において、資格データ発行装置をさらに含む資格管理
システムを提供する。前記資格データ発行装置は、コンピュータネットワーク上で提供さ
れるサービスの利用資格を与える資格データを生成するための情報の入力を受け付け、前
記情報に基づいて前記資格データを作成し、前記ネットワーク上で利用可能な形態で発行
する。前記資格データは、それぞれの資格データを識別するデータ識別情報、発行者を識
別する発行者識別情報、前記発行者が資格を付与する対象のサービスを特定するサービス
特定情報、付与する資格名、資格データの利用者の正当性を検証するための利用者検証情
報、発行者の正当性を検証するための発行者検証情報及び資格データの内容の正当性を検
証するための内容検証情報を含んでいる。
【００５０】
　資格データ発行装置は、資格データを付与する利用者の公開鍵など所定の情報の入力を
受け付け、資格データを作成する。資格データは、記録媒体による発行、コンピュータネ
ットワークを介しての発行等、様々な発行形態が可能である。
【００５１】
　本願第１５発明は、所定の追加データを生成するための情報及び第１４発明に記載の資
格データの入力を受け付け、前記情報に基づいて前記追加データを作成して前記資格デー
タと前記追加データとが含まれた新たな資格データを、情報端末に利用可能な形態で発行
する追加データ発行装置を提供する。前記追加データは、前記資格データ及び追加データ
を付与する利用者の正当性を検証する付与者検証情報と、前記資格データ及び追加データ
を付与される利用者の正当性を検証する被付与者検証情報とを含んでいる。
【００５２】
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　すなわち、追加データ発行装置は、被付与者の公開鍵などの情報及び資格データに基づ
いて、元の資格データに追加データが追加された新たな資格データを発行する。
【００５３】
　本願第１６発明は、コンピュータネットワーク上の情報端末にサービスを提供するサー
ビス提供装置と共に用いられ、前記サービスの利用資格を決定する資格決定プログラムを
記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、下記のＡ～Ｃ段階を実行させる
ための資格決定プログラムを記録した、コンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供する
。
Ａ；前記サービスのいずれかについて所定の資格データを発行する権限のある発行者に関
し、所定の発行者情報を蓄積する段階、
Ｂ；前記資格データを受信した場合、前記受信した資格データ及び前記発行者情報に基づ
いて、前記受信した資格データの正当性を検証する段階、
Ｃ；前記受信した資格データ及び前記検証結果に基づいて前記利用資格を決定し、前記サ
ービス提供装置に通知する段階。
【００５４】
　前記検証する段階では、発行者の公開鍵を用い、資格データに含まれる発行者の電子署
名を検証する。本願第１３発明と同様の作用を有する。
【００５５】
　本願第１７発明は、下記Ａ～Ｃ段階を実行させるためのデータ追加プログラムが記録さ
れたコンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供する。
Ａ；所定の追加データを生成するための情報及び請求項１５に記載の資格データの入力を
受け付ける段階、
Ｂ；前記情報に基づいて前記追加データを作成する段階、
Ｃ；前記資格データと前記追加データとが含まれた新たな資格データを、コンピュータネ
ットワーク上で利用可能な形態で発行する段階。
【００５６】
　前記追加データは、前記資格データ及び追加データを付与する利用者の正当性を検証す
る付与者検証情報と、前記資格データ及び追加データを付与される利用者の正当性を検証
する被付与者検証情報とを含んでいる。
【００５７】
　前記第１５発明と同様の作用を有する。
【００５８】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の資格管理システムについて、実施形態例を挙げながら具体的に説明する
。
【００５９】
　＜第１実施形態例＞
　図１は、本発明の資格管理システムを用い、WEBページの利用者の資格を管理した例で
ある。本実施形態例においては、電子署名に公開鍵暗号系を利用する。公開鍵暗号系は、
特に限定されず、ＲＳＡ暗号系、ＥｌＧａｍａｌ暗号系、楕円曲線暗号系など、通常用い
られる公開鍵暗号系を使用することが出来る。
【００６０】
　本実施形態例に係る資格管理システムは、少なくとも発行者の情報端末に設けられた資
格データ発行部１と、資格決定装置２と、資格提出部６とを有し、さらに追加データ発行
部３、無効データ登録部４及び信用度登録部５を有している。
【００６１】
　資格データ発行部１は、本実施形態例においては発行者Ｉの情報端末（以下、発行者端
末Ｉ）に設けられ、他の利用者に付与する所定の資格データを作成及び発行する。なお、
発行者は、一般の利用者に提供するサービスを作成または発行し、そのサービスを所有し
ている主体である。資格データの詳細については後述する。
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【００６２】
　資格決定装置２は、WEB提供装置を有するWEBサーバＸ（以下、単にサーバＸという）に
設けられている。WEB提供装置は、WEBページＤＢにWEBページを蓄積し、要求に応じてWEB
ページを利用者端末に提供する。資格決定装置２は、要求されるサービス、本実施形態例
ではWEBページに対する資格を決定し、決定した資格に応じ提供するWEBページを決定して
WEB提供装置に通知する。資格決定装置２の詳細については後述する。
【００６３】
　資格提出部６は、本実施形態例においては資格を付与される利用者側の情報端末に設け
られ、サービスの要求に先立って、またはサービスの要求と共に資格データを資格決定装
置２に送信する。この情報端末は、サーバＸへサービスの提供を要求するアプリケーショ
ン、例えばWEBブラウザなどが動作可能である。サービスの要求に先立って資格データを
送信する場合は、資格提出部６は、資格決定装置２からの通知に従ってWEBブラウザにサ
ービスの提供を要求するよう指示する。
【００６４】
　追加データ発行部３は、本実施形態例においては利用者側の情報端末に設けられ、付与
された資格データを他の利用者にさらに付与する場合に、資格データに所定の追加データ
を追加する。例えば、図１において、利用者Ａの端末は追加データ発行部３により追加デ
ータを作成し、発行者端末Ｉから付与された資格データに作成した追加データを追加して
利用者端末Ｂに付与する。利用者Ｂは、資格データと追加データとをともに資格決定装置
２に送出することにより、発行者Ｉが利用者Ａに与えた資格名で発行者ＩのWEBページに
アクセスすることができる。
【００６５】
　無効データ登録部４は、発行者端末に設けられている。無効データ登録部４は、発行者
が発行した資格データのうち無効にしたい資格データの指定を受け付け、資格決定装置２
に登録する。
【００６６】
　信用度登録部５は、他の利用者に対する発行者の信用度の設定を受け付け、資格決定装
置２に登録する。本実施形態例においては、信用度は１以下の小数で表すものとし、信用
度が登録されていない利用者に対する信用度は１と見なすものとする。
【００６７】
　［資格データ］
　サービスを所有する発行者は、自身が提供しているWEBページを利用したい利用者に対
し、資格データ発行部１を用いて作成した資格データを付与する。本実施形態例では、発
行者はWEBページを所有している。付与形態は、例えば、フレキシブルディスクに格納し
て渡す、電子メールを使って送るなど、様々な形態が考えられる。図２に、発行者Ｉから
利用者Ａに付与される資格データの一例を示す。
【００６８】
　資格データは、少なくとも資格データの識別情報、提供するサービスの識別情報、資格
名、利用者の公開鍵、発行者の署名及び発行者ＩＤを含んでいる。さらに、本実施形態例
においては、資格の有効期限及び付与回数の上限が資格データに含まれている。
【００６９】
　本実施形態例においては、資格データの識別情報として、発行者が資格データを発行す
るたびに資格データに一義的に付すデータ番号を用いる。データ番号により、資格データ
を特定することが可能になる。
【００７０】
　提供するサービスの識別情報は、発行者がアクセス資格を与えるWEBページを特定する
情報とする。本実施形態例では、WEBページの識別情報としてＵＲＬを用いている。
【００７１】
　資格名は、WEBページにアクセスするための資格を与える。資格名としては、例えば、
”友人”、”趣味仲間”、”会社関係”などが挙げられる。
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【００７２】
　資格の有効期限は、与えた資格データによりWEBページにアクセスできる期限を制限す
る。
【００７３】
　付与回数の上限は、発行者から利用者に発行した資格データを、資格データを取得した
利用者からさらに他の利用者に配布可能とする場合に、他の利用者にも付与する回数に制
限を設けるものである。付与回数を”０”に設定すれば、発行者から直接発行する以外は
、他の利用者への資格データの付与を防止することが出来る。
【００７４】
　利用者の公開鍵は、発行される資格データを受け取る利用者の秘密鍵に対応する公開鍵
であり、利用者の正当性を検証するためのものである。
【００７５】
　発行者の署名は、発行者の秘密鍵を用いた電子署名である。電子署名の対象は、資格デ
ータのうち電子署名及び発行者名を除いた部分である。発行者の電子署名により、発行者
の正当性及び資格データが改竄されていないか否かを検証することが出来る。　発行者Ｉ
Ｄは、WEBページを有する多数の発行者に対し、WEBサーバＸから一義的に付与される。資
格データ中の発行者ＩＤをWEBサーバＸが管理している発行者ＩＤと比較することにより
、発行者の正当性を確認することができる。
【００７６】
　［追加データ］
　WEBページを提供する発行者Ｉから利用者Ａに発行された資格データが、利用者Ａから
他の利用者Ｂ，Ｃ・・・・に付与される場合には、前記の資格データに加え、さらに追加
データが追加データ発行部により作成され、追加される。図３に、追加データが追加され
た資格データの一例を示す。図３において、追加データ１は利用者Ａから利用者Ｂに付与
されるときに追加されるデータであり、追加データ２は利用者Ｂから利用者Ｃに付与され
るときに追加されるデータである。
【００７７】
　追加データには、少なくとも被付与者の公開鍵及び付与者の電子署名が含まれている。
被付与者の公開鍵は、被付与者となる利用者の秘密鍵に対応する公開鍵である。被付与者
の公開鍵は、資格データ中の利用者の公開鍵と同様に、被付与者の正当性を検証するため
の情報である。
【００７８】
　付与者の電子署名は、付与者の正当性及び追加データが改竄されていないか否かを検証
するための情報である。電子署名の対象は、被付与者の公開鍵及びひとつ以前に追加され
た追加データ中の付与者の電子署名である。ひとつ以前の追加データが無い場合には、付
与者の電子署名の代わりに発行者の電子署名である。例えば、利用者Ａから利用者Ｂに資
格データが付与された場合、付与者Ａの電子署名の対象は、利用者Ｂの公開鍵及び発行者
Ｉの電子署名となる。この付与者Ａの電子署名を、資格データ中の利用者Ａの公開鍵で検
証する。
【００７９】
　［資格決定装置］
　資格決定装置２は、発行者ＤＢ２１と無効データＤＢ２２と信用度ＤＢ２３と資格デー
タ検証部２４と資格決定部２５とを備えている。なお、本実施形態例では、資格データに
記された資格名をそのままWEBページの利用資格として用い、利用資格を利用者の種類と
して使用している。そのため、ACLデータベースは設けていない。資格名に対応する利用
資格が複数ある場合は、ACLＤＢを設ければよい。
【００８０】
　（１）発行者ＤＢ
　発行者ＤＢ２１は、WEBページへのアクセスに対して資格データを発行する権限のある
発行者の情報を蓄積している。発行者の情報としては、少なくとも発行者ＩＤ、権限のあ
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るWEBページ及び発行者の公開鍵が含まれている。図４に、発行者ＤＢに蓄積されている
情報の概念図を示す。
【００８１】
　発行者IDは、各発行者を識別するための情報であり、サーバＸ中で一義的に付与されて
いる。この発行者ＩＤが前記資格データの中でも用いられる。
【００８２】
　権限のあるWEBページとは、発行者が資格データを発行可能なWEBページを特定する情報
である。本実施形態例においては、発行者が資格データを発行可能なページ木の中の根ペ
ージとなる。発行者は、URLのパス名において根ページより下位のページに対し、資格デ
ータを発行することができる。
【００８３】
　発行者の公開鍵は、発行者の秘密鍵に対応する公開鍵である。資格データ中の発行者の
電子署名の検証に用い、発行者の正当性及び資格データの内容の正当性を確認する。
【００８４】
　（２）無効データＤＢ
　無効データＤＢ２２は、無効データ登録部４により発行者が指定した資格データを、発
行者と関連づけて蓄積する。具体的には、資格データに一義的に付与されるデータ番号と
、発行者ＩＤとが対応付けられて無効データＤＢ２２に蓄積される。図５に無効データＤ
Ｂ２２に蓄積されている情報の概念図を示す。
【００８５】
　（３）信用度ＤＢ
　信用度ＤＢ２３は、信用度登録部５により発行者が設定した信用度を、利用者及び発行
者と関連づけて蓄積する。具体的には、信用度ＤＢ２３には発行者ＩＤ、利用者名、信用
度及び利用者の公開鍵が対応付けられて蓄積される。利用者の公開鍵は、資格データ中の
利用者、付与者または被付与者が信用度ＤＢ２３に登録されているかどうかを検索する際
のキーとして用いる。図６に信用度ＤＢ２３の概念図を示す。信用度ＤＢ２３に信用度が
登録されていない利用者については、発行者の信用度は１と見なす。信用度は、度重なる
資格データのコピーにより付与された利用者に対してサービスの提供を制限したり、資格
データの流通経路によりサービスの提供を制限したりする場合に用いられる。
【００８６】
　（４）資格データ検証部
　資格データ検証部２４は、資格データの正当性を検証する。資格データが正当とは、資
格データの発行者及び資格データを付与された利用者が正当であり、資格の有効期限及び
付与回数が遵守され、資格を付与されたページが発行者が権限を有しているページに含ま
れ、さらに資格データの内容が改竄されていない場合である。
【００８７】
　（５）資格決定部
　資格決定部２５は、WEBページにアクセスしようとする利用者から送信されてくる資格
データに基づいて、WEBページの利用資格を決定し、WEBページ提供装置に通知する。資格
データを用いずにWEBページにアクセスする利用者については規定の利用資格を付与する
。WEBページ提供装置は、決定された利用資格に応じたWEBページを利用者端末に送信する
。
【００８８】
　［資格データに基づく処理の流れ］
　次に、前記資格データを有する利用者ＡがWEBページにアクセスする場合を例に取り、
サーバＸが行う処理の流れを説明する。以下において、発行者Ｉから利用者Ａが図２に示
す資格データを受け取り、WEBページにアクセスする場合を例に取り説明する。
【００８９】
　［１］メインルーチン
　まず、利用者端末Ａの資格提出部６から資格データがサーバＸに送信されることにより
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（＃１）、資格決定装置２は資格データの正当性を検証する（＃２）。資格データの正当
性の検証処理については後述する。
【００９０】
　資格データが正当と判断された場合（＃３でＹｅｓの場合）、サーバＸは利用者Ａの端
末にその旨を通知する（＃４）。資格データが正当でない場合は規定値を利用資格とする
（＃８）。
【００９１】
　通知に応じ、利用者端末ＡのWEBブラウザからサーバＸに対し、WEBページへのアクセス
要求がなされる。（＃５）。
【００９２】
　アクセス要求に対し、資格決定部２５は、以下のように利用資格を決定する。まず、利
用者Ａの資格データ中のＵＲＬと要求対象のＵＲＬとを比較する（＃６）。
【００９３】
　要求対象のＵＲＬが資格データ中のＵＲＬの範囲内であれば、資格データ中の資格名を
利用資格とする（＃７）。
【００９４】
　要求対象のＵＲＬが資格データ中の範囲外ならば、既定値を利用資格とする（＃８）。
例えば、「一般」等の資格名を規定値とすることが考えられる。
【００９５】
　次いで、決定した利用資格と要求中のＵＲＬとに基づいて、WEBページＤＢから該当す
るWEBページのデータが取り出され、利用者端末Ａに送出される（＃９）。利用資格が「
友人」であれば、発行者ＩのWEBページのうち友人用のデータが、利用資格が「一般」で
あれば、一般用のWEBページのデータが、利用者端末Ａに送信される。
【００９６】
　［２］資格データの正当性の検証処理の流れ
　図８は、資格決定装置２が資格データの正当性を検証する処理を示す説明図である。利
用者端末から資格データがサーバＸに送信されることにより、資格決定装置２は以下の処
理を開始する。
【００９７】
　まず、資格データ検証部２４により、利用者Ａが資格データの正当な持ち主かを確認す
る。資格データ検証部２４は、乱数を発生し、利用者Ａの端末に送信する（＃１１）。
【００９８】
　利用者Ａの端末は、受信した乱数を利用者Ａの秘密鍵で暗号化し、サーバＸに送信する
（＃１２）。
【００９９】
　資格データ検証部２４は、先に送信されている資格データに記述されている利用者Ａの
公開鍵により、送信された暗号化データを復号化する（＃１３）。復号化に用いる公開鍵
は、資格データ中の「利用者の公開鍵」および追加データ中の「被付与者の公開鍵」のう
ち、最も最後のものを使用する。本例では、追加データがないので、利用者Ａの公開鍵を
用いる。
【０１００】
　ついで、資格データ検証手段は、公開鍵で復号化した乱数と元の乱数とを比較する（＃
１４）。両者が一致していれば、利用者Ａが資格データの正当な持ち主であると見なす。
一致しなければ、資格データを不当とする（＃２５）。
【０１０１】
　次に、資格データ検証部２４は、送信されてきた資格データの内容の正当性を検証する
。まず、資格データに記述されている発行者ＩＤをキーとして発行者ＤＢ２１を検索し、
権限のあるWEBページと発行者Ｉの公開鍵を得る（＃１５）。発行者ＩＤが発行者ＤＢ２
１中に存在していなければ、資格データは不当である。
【０１０２】
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　資格データ検証部２４は、得られた発行者ＤＢ２１中の「権限のあるWEBページ」と、
資格データ中のＵＲＬとを比較する（＃１６）。ＵＲＬが権限のあるページに含まれてい
なければ、資格データは不当である（＃２５）。
【０１０３】
　次いで、資格データ検証部２４は、得られた発行者の公開鍵を用い、資格データ中の発
行者の電子署名を検証する（＃１７）。これにより、発行者の正当性及び資格データが改
竄されているか否かが検証される。いずれかが正当でなければ、資格データは不当である
（＃２５）。
【０１０４】
　資格データ検証部２４は、発行者の電子署名が正当である場合、追加データの数を数え
、資格データ中の「付与回数の上限」と比較する（＃１８）。追加データの数が「付与回
数の上限」を超えていれば、資格データは不当である（＃２５）。
【０１０５】
　資格データ検証部２４は、資格データ中の有効期限を現在の日時と比較する（＃１９）
。現在の日時が有効期限を過ぎていれば、資格データは不当である（＃２５）。
【０１０６】
　資格データ検証部２４は、利用者Ａの信用度を検証する（＃２０）。まず、資格データ
中の利用者の公開鍵またはすべての追加データ中の被付与者の公開鍵をキーとして、信用
度ＤＢ２３を検索する。本例の場合利用者Ａの公開鍵がキーとなる。信用度ＤＢ２３中に
公開鍵が存在した場合は、その利用者の信用度を取得する。本例では利用者Ａの信用度は
０．９となる。存在しない場合はその利用者に対する信用度を1とする。利用者及び被付
与者の信用度の積を求め、信用度が所定の基準値、例えば０．８未満であれば、資格デー
タを不当とする（＃２５）。
【０１０７】
　次いで、資格データ検証部２４は、資格データ中の発行者IDを検索鍵として、無効デー
タＤＢ２２を検索する（＃２１）。無効データＤＢ２２中に発行者IDのレコードが存在し
、かつそのレコードの無効データ番号のリスト中に、検証中の資格データのデータ番号が
含まれていれば、資格データは不当である（＃２５）。
【０１０８】
　さらに、資格データに追加データが含まれているか否かを判断し（＃２２）、追加デー
タが含まれている場合、すべての追加データ中の「付与者の電子署名」を検証する（＃２
３）。すなわち、付与者の正当性及び追加データの正当性を検証する。具体的には、ひと
つ前の追加データ中の「被付与者の公開鍵」を用い、「付与者の電子署名」の正当性を確
認する。ただし、１つ目の追加データの場合には、「利用者の公開鍵」を用いて付与者の
電子署名の正当性を確認する。付与者の電子署名が不当であれば、資格データを不当とす
る。
【０１０９】
　例えば、発行者Ｉから利用者Ａに付与された資格データを、利用者Ｂにさらに付与する
場合、付与者Ａの電子署名と被付与者Ｂの公開鍵が追加される。付与者Ａの電子署名を、
その追加データが追加される以前の資格データに含まれている利用者Ａの公開鍵により検
証することで、付与者Ａの正当性及び追加データの正当性を確認できる。
【０１１０】
　以上のいずれでも不当とされなければ、資格データは正当である（＃２４）。
【０１１１】
　なお、資格データを持たない利用者Ｂがサービスに対しアクセス要求を行った場合の処
理は、次のようになる。利用者Ｂの端末から、WEBブラウザを用いて、サーバＸに対してW
EBページのアクセス要求が送信されると、資格決定装置２は資格名を既定値とし、WEB提
供装置に通知する。本例の場合、既定値は「一般」である。決定した資格名とアクセス要
求中のURLに基づいて、WEBページＤＢからデータが取り出され、利用者Ｂのブラウザに送
信される。本例では、発行者ＩのWEBページの一般用のデータが送信される。
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【０１１２】
　本発明を用いれば、WEBページの管理者自身により他の利用者に対しWEBページへのアク
セス資格を付与し、管理することが可能になり、WEBページを管理するサーバの管理負担
を軽減することが出来る。また、ユーザ側は容易に資格データを得ることが出来るように
なる。
【０１１３】
　＜第２実施形態例＞
　図９は、本発明をインターネット上の有料サービスに適用した例を示している。図９中
、第１実施形態例と同様の要素については同じ符号を用いて示している。本実施形態例で
は、資格データを利用者の紹介状として使用する。サーバは、紹介状を持った利用者に、
ある期間の間無料でサービスを提供する。また、紹介状を出して利用者を紹介した利用者
には、サービス料を割り引く。
【０１１４】
　本実施形態例におけるシステム構成は、サーバＹが、WEBページの提供の代わりに株式
情報を提供している他は、前記第１実施形態例とほぼ同様の構成であるが、以下の点が異
なる。
【０１１５】
　まず、本実施形態例においては、サーバＹの発行者ＤＢ２１で管理する発行者は、サー
バＹ上で提供されるサービスＳの利用者、すなわち登録利用者になる。従って、発行者Ｄ
Ｂ２１には、サービスを利用する上での課金情報などが含まれる。発行者ＤＢ２１におい
て、発行者IDはサービスの登録利用者IDを兼ねている。発行者ＤＢ２１中の「権限のある
ページ」の代わりに「権限のあるサービス」が登録される。
【０１１６】
　資格データにおいても、以下の点が第１実施形態例と相違する。まず、資格データには
、URLの代わりにサービス名が記述される。資格データを紹介状として用いるため、資格
名としては「被紹介者」などが用いられる。
【０１１７】
　本実施形態例では、被紹介者である利用者ＡがサービスＳを利用した時点で、資格デー
タ中の発行者IDを用い、紹介状の発行者Ｉに対して割引処理を行なう。登録利用者をサー
ビス提供サーバＹに登録する必要があるものの、被紹介者はサーバに登録などをせずにサ
ービスの利用権を得ることが可能となる。また、安全かつ簡単に紹介者に利益を与えるこ
とが可能である。
【０１１８】
　＜第３実施形態例＞
　図１０は、チャットサービスを提供するサーバＺに資格決定装置２を持たせ、チャット
クライアントに資格データ発行部を持たせた場合の構成を示している。図１０中、第１実
施形態例と同様の要素については同じ符号を用いて示している。チャットサーバＺは、チ
ャットサービスをサポートするサーバである。ここで、チャットサービスとは、複数の利
用者端末間において、同一ネットワークを共有して同時に双方向通信することを可能にす
るサービスである。各構成要素の機能は、第１実施形態例とほぼ同様であるので、サービ
スがチャットに代わることによる相違点を説明する。
【０１１９】
　いま、例としてチャットにおけるプライベートチャネルの提供を、資格決定装置２によ
り制御することを考える。通常は、他の利用者からのプライベートチャネルへのアクセス
要求が生じた場合には、まず所有者を呼び出し、所有者が要求を許可すれば、プライベー
トチャネルによるチャットが開始される。しかし、本実施形態例では、資格データの流通
の経路によっては所有者を呼び出さないようにする。例えば、発行者Ｉ、他の利用者Ａ，
Ｄ，Ｅの順で資格データが付与された場合には通常と同じ処理を行い、発行者Ｉ、他の利
用者Ａ，Ｂ，Ｃの順で資格データが付与された場合には、所有者を呼び出さない。この判
断を、前述の利用者及び被付与者の全ての信用度の積と、資格データ中の資格名とに基づ
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未満の場合は、利用資格「友人Ｂ」、０．８以上の場合は「友人Ａ」とする。資格「友人
Ａ」、「友人Ｂ」はともにプライベートチャネルへのアクセス資格はあるが、「友人Ｂ」
の場合は、所有者が忙しい場合には呼び出さないものとする。
【０１２０】
　図１０において、サーバＺの発行者ＤＢ２１に登録される発行者ＩＤは、サービスの登
録利用者IDを用いる。発行者は、プライベートチャネルの所有者であり、プライベートチ
ャネルを管理している。サーバＺは、チャットサービスを提供しているので、発行者ＤＢ
２１の「権限のあるページ」は「権限のあるチャネル」となる。
【０１２１】
　発行者Ｉから利用者Ａ，Ｂの経路を経て利用者Ｃがアクセスする場合、利用者Ａと利用
者Ｂとの信用度の積は０．７２となり、利用者Ｃの資格は「友人Ｂ」になる。一方、発行
者Ｉから利用者Ａの経路を経て利用者Ｄがアクセスする場合、利用者Ａと利用者Ｄとの信
用度の積は０．９となり、利用者Ｄの資格は「友人Ａ」になる。
【０１２２】
　本実施形態例では、利用資格を簡単に付与できるだけでなく、その流通経路によって提
供するサービスを変更可能である。
【０１２３】
【発明の効果】
　本発明を用いれば、サービスの所有者が自己のサービスにアクセスする利用者に資格デ
ータを付与するので、サービスの提供を管理する側の管理負担が軽減される。また利用者
にとっても、サービスを利用するための手続負担が軽減され、容易にサービスを利用する
ことが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の資格管理システムの機能ブロック図。
【図２】付与される資格データの一例を示す説明図。
【図３】追加データが追加された資格データの一例を示す説明図。
【図４】発行者ＤＢに蓄積されている情報の一例を示す説明図。
【図５】無効データＤＢに蓄積されている情報の一例を示す説明図。
【図６】信用度ＤＢに蓄積されている情報の一例を示す説明図。
【図７】資格管理システムにおける処理の流れを示す説明図。
【図８】資格データの正当性を検証する処理の流れを示す説明図。
【図９】本発明の資格管理システムを株式情報提供サービスに用いた場合の諸データの説
明図。
【図１０】本発明の資格管理システムをチャットサービスに用いた場合の諸データの説明
図。
【図１１】従来の利用資格管理システムの一例を示す図。
【図１２】管理サーバを用いた従来の利用資格管理システムの一例を示す図。
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