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(57) Abstract: A mobile terminal (200) includes: an application execution unit (240); an access control rule management unit (270)
for holding an access control rule for defining presence/absence of the access authority to a confidential resource in the terminal by
an application program and decision means; an access control rule query unit (220) for specifying an identifier of a user identification
module owned by the mobile terminal or an identifier of the mobile terminal itself, acquiring the access control rule from an external
device, and storing the it in the access control rule management unit; a query required/non-required judgment unit (260) for calling
the access control rule query unit when the application program accesses a confidential resource and judging whether to update the
access control rule; an authority management unit (230) for judging presence/absence of the access
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authority according to the access control rule・, and a confidential resource management unit (250) f。r permitting on not permitting
the request to access the confi・denti・al resource by the appli・cati・on program accordi・ng to the authori・ty management uni・t (230).

(57) 要約 : 携帯端末 ( 2 0 0 ) は、アプ リケーシ ン実行部 ( 2 4 0 ) と、アプ リケーシ ンプログラムによる
端末内の機密 リソース のアクセス権限の有無 と決定手段を規定するアクセス制御規則を保持するアクセス制御規
則管理部 ( 2 7 0 ) と、携帯端末が備える- ーザ識別モジ ールの識別子と携帯端末自身の識別子の少な < ともい
ずれか一つを指定 して、アクセス制御規則を外部装置から取得 し、アクセス制御規則管理部に保存するアクセス制
御規則クエ 1 — |5 ( 2 2 0 ) と、アプ リケーシ 3 ンプログラムが機密 リソースにアクセスする際、アクセス制御規
則クエ リー部を呼び出し、アクセス制御規則を更新するか否かを判定するクエ リー要否判定部 ( 2 6 0 ) と、アク
セス制御規則に基づいて、アクセス権限の有無を判定する権限管理部 ( 2 3 0 ) と、権限管理部 ( 2 3 0 ) の判定
結果に基づいて、アプ リケーシ 3 ンプ ログラムの機密 リソース のアクセス要求を許否する機密 リソース管理部

( 2 5 0 ) とを備 える。



携帯端末、アクセス制御管理装置及びアクセス制御管理方法

技術分野

０００1 本発明は、携帯端末、ァクセス制御管理装置及びァクセス制御管理方法に関する

背景技術

０００2 携帯端末の紛失や盗難の際、携帯端末の機密機能を保護するため、遠隔制御に

よりァクセス制御規則の変更やデータ消去を〒ラデバイス管理技術が開示されている

(例えば、特開平7 93865 号公報参照。) 。

０００3 より具体的には、紛失した携帯端末に外部より通信回線を通じてりモート操作デー

タを送信し、それを受信した無線携帯端末がりモート操作データの内容を解析し、所

有者が不利になることを排除するための保護処理が実行可能な無線携帯端末の構

成方法及びセキュリティを確保する方法が示されている。

０００4 上述した従来方法に対する第一の課題として、携帯端末が通信サービスの圏外に

ある場合や携帯端末に想定外のユーザ識別モジュールが装着されている場合、遠

隔制御要求が不達となって遠隔制御不能となるため、機密データや機密機能にれ

らを合わせて、以下において、「機密リソース」と呼ぶ。 に対する不正ァクセスを防止

できない脅威が存在する。ユーザ識別モジュール(Use den Mod e U Mと略す
)とは M( bsc be den Mod e)やU M(Un ve sa bsc be den Mod e

)など、カード内にユーザの電話番号や契約している携帯電話事業者の情報などを

記録している Cカードであり、U Mを携帯端末に装着することで、その端末をカード内

に記録されている電話番号で利用できる。遠隔制御要求は電話番号などの識別子

をあて先として送信されるため、別のU Mが装着されている場合、元のU Mにバインド

されたデータはロックされているものの、その消去や機能のロックはできない。

０００5 又、第二の課題として、管理する携帯端末が多数ある場合、ァクセス制御規則の変

更の際に一斉に遠隔制御を実行する必要があるため、管理装置やネットワークの負

荷により、即座に遠隔制御に反映できない可能性がある。この場合も、遠隔制御が遅



れた携帯端末については、不正アクセスを防止できないとレづ脅威が存在する。一括

で遠隔制御を〒ぅ例としては、特定の携帯端末集合に対して、場所や時間帯などの

アクセス制御をネットワーク側で一括して制御する場合やある機密データを削除する

必要が生じた際、その機密データを保持しているすべての携帯端末に対してデータ

削除命令を送信する場合などがある。

０００6 そこで、本発明は、上記の課題に鑑み、圏外においても機密リソースへのアクセス

をロック可能とし、又、アクセス制御規則の変更時に負荷が集中するのを防止するこ

とができる携帯端末、アクセス制御管理装置及びアクセス制御管理方法を提供する

ことを目的とする。

発明の開示

０００7 上記 目的を達成するため、本発明の第 の特徴は、(a) アプリケーションプログラム

を実行するアプリケーション実行部と、(b)アプリケーションプログラムによる端末内の

機密リソースへのアクセス権限の有無と決定手段を規定するアクセス制御規則を保

持するアクセス制御規則管理部と、(c) 携帯端末が備えるユーザ識別モジュールの

識別子と携帯端末自身の識別子の少なくともいずれか一つを指定して、アクセス制

御規則を外部装置から取得し、アクセス制御規則管理部に保存するアクセス制御規

則クエリー部と、(d)アプリケーションプログラムが機密リソースにアクセスする際、アク

セス制御規則を更新するか否かを判定し、更新を〒ラクエリー要否判定部と、(e) アク

セス制御規則に基づいて、アクセス権限の有無を判定する権限管理部と、㈲権限管

理部の判定結果に基づいて、アプリケーションプログラムの機密リソースへのアクセス

要求を許否する機密リソース管理部とを備える携帯端末であることを要旨とする。

０００8 第 の特徴に係る携帯端末によると、携帯端末上のアプリケーションが機密リソース

にアクセスする際に、アクセス制御規則の更新の要否を判定し、更新要の場合、アク

セス制御規則を更新して権限管理に反映する。携帯端末のアクセス制御時に、更新

されたアクセス制御規則に従って、圏外の場合は機密リソースへのアクセスをブロック

したり、ユーザの認証を行ったり、機密リソースを消去したりすることで、圏外において

も機密リソースを保護可能とする。

０００9 又、第 の特徴に係る携帯端末において、クエリー要否判定部は、携帯端末が一



定時間以上、圏外状態である場合、アクセス制御規則にユーザ認証命令、ロック命

令、機密データの削除命令の少なくともいずれか一つを付加して更新してもよい。

００1０ この携帯端末によると、携帯端末が圏外状態であっても、ユーザ認証により一定の

安全性を担保しつつ、機密リソースにアクセス可能とし、ユーザの利便性を確保でき

る。あるいはロック命令や機密データの削除命令によって、圏外状態における機密リ

ソースの保護を向上することができる。

００11 又、第 の特徴に係る携帯端末のクエリー要否判定部は、アクセス制御規則に設定

された有効期限をチェソクし、期限切れの場合にアクセス制御規則クエリー部を呼び

出すキャッシュ制御部を備えてもよい。

００12 この携帯端末によると、機密リソースへのアクセス時に常に、アクセス制御管理装置

に照会を〒ぅ必要がないため、応答性を向上できる。又、各携帯端末が機密リソース

にアクセスする際に、アクセス制御管理装置に照会をすることで、アクセス制御規則

の変更時に負荷が集中するのを防止することができ、多数の携帯端末に対してタイ

ムリーなアクセス制御が可能となる。

００13 又、第 の特徴に係る携帯端末のクエリー要否判定部は、権限管理部においてユ

ーザ認証が成功した際にアクセス制御規則のユーザ認証を一定時間解除するよぅ更

新してもよい。

００14 この携帯端末によると、先にユーザ認証が成功した場合に、機密リソースへのアク

セス時に一定時間の間、ユーザに照会を〒ぅ必要がないため、ユーザの利便性と応

答性を向上できる。

００15 又、第 の特徴に係る携帯端末の権限管理部は、機密リソースへのアクセスのログ

を記録し、外部装置へ送信するログ送信部を備えてもよい。

００16 この携帯端末によると、アクセス制御の動作をアクセス制御管理装置から検証可能

とすると共に、携帯端末がユーザの認証やアクセス制御管理装置への照会を行わず

に、一部の機密リソースへのアクセスを許可することもできる。更に、万一、機密情報

が漏洩した場合も、ログを解析することで、どの情報が漏洩したか、どの機能が操作さ

れたかを把握することができる。

００17 又、第 の特徴に係る携帯端末の機密リソース管理部は、アクセス制御規則クエリ



一部が取得した、あるいはクエリー要否判定部によって更新されたアクセス制御規則

に機密データの削除命令があった場合に、当該機密データを削除する機密データ

削除部を備えてもよい。更に、クエリー要否判定部は、権限管理部においてユーザ

認証が失敗した際にアクセス制御規則に機密データの削除命令を付加して更新して

もよい。

００ 8 この携帯端末によると、盗難や紛失の際の、機密ヂ一タの漏洩を保護することがで

きる。又、ユーザ認証が失敗した場合、データ消去をすることで情報漏洩のリスクを低

減できる。

００19 又、第 の特徴に係る携帯端末のアクセス制御規則クエリー部は、携帯端末が特定

のユーザ識別モジュールを装着していない状態で、前記特定のユーザ識別モジュー

ルに紐付けされた機密リソースへのアクセスがあった際、携帯端末の識別子を指定し

てアクセス制御管理装置からアクセス制御規則を取得してもよい。

００2０ この携帯端末によると、携帯端末に、別のユーザ識別モジュール (u M) が挿入され

ている状態であっても、該端末の特定のu Mにバインドされたデータの消去等の遠隔

制御を実施することができる。

００2 1 本発明の第2の特徴は、(a) 携帯端末のユーザ情報及び携帯端末に与えるアクセ

ス制御規則を保持するユーザ管理部と、(b)ユーザの認証を〒ラユーザ認証部と、(c

)携帯端末からの携帯端末が備えるユーザ識別モジュールの識別子と携帯端末自

身の識別子の少なくともいずれか一つの指定を含むアクセス制御規則の照会に対し

て、当該携帯端末のアクセス制御規則を応答するアクセス制御規則応答部と、(d)ユ

ーザからの携帯端末或いは複数の携帯端末に対するアクセス制御規則の登録要求

或いは変更要求を受信するアクセス制御要求受信部と、(e) アクセス制御規則の登

録要求或いは変更要求を検証する規則を管理するアクセス制御規則検証管理部と

、㈲アクセス制御規則を検証する規則に従って、登録要求或いは変更要求を検証

するアクセス制御規則検証部とを備えるアクセス制御管理装置であることを要旨とす

る。

００22 第2の特徴に係るアクセス制御管理装置によると、携帯端末は携帯端末自身の識

別子でアクセス制御規則を照会でき、ユーザ識別モジュールが差し替えられた状態



でも、その携帯端末宛のアクセス制御規則を取得して、携帯端末の不正利用を防止

することができる。又、アクセス制御規則の検証により、該携帯端末に対して権限を持

っていないユーザによるアクセス制御規則の要求の受け入れの防止や、通信オペレ

ータのポリシーの強制を〒うことができる。

００23 又、第2の特徴に係るアクセス制御管理装置のアクセス制御要求受信部は、有効

期限が含まれた、登録要求或いは変更要求を受信してもよい。

００24 このアクセス制御管理装置によると、機密リソースの重要度や安全性の要求レベル

に応じて、ユーザは適切なセキュリテイレベルを設定することができる。

００25 又、第2の特徴に係るアクセス制御管理装置のアクセス制御規則応答部は、ユーザ

からのアクセス制御規則の登録要求或いは変更要求にプ、ソシュ要求が含まれる場合

、当該携帯端末にアクセス制御規則をプ、ソシュ送信するプ、ソシュ送信部を備えてもよ

００26 このアクセス制御管理装置によると、携帯端末からの照会を待つことなく、遠隔制御

を即座に行うことができる。

００27 又、第2の特徴に係るアクセス制御管理装置のアクセス制御規則検証部は、携帯

端末からアクセス制御ログを受信し、検証するログ検証部を備えてもよい。

００28 このアクセス制御管理装置によると、ログ中にアクセス制御規則に従わない問題箇

所を発見した場合、携帯端末に与えるアクセス制御規則の制限を強ィビして適用した

り、漏洩した機密情報の関連者に通知したりするなどの対策をとることができる。さら

に、該携帯端末に対して遠隔制御の権限を持っていないユーザによるアクセス制御

規則の要求の受け入れの防止が可能となる。例えば、携帯端末が盗難にあった際、

ユーザ識別モジュールが入れ替えられてもその携帯端末の遠隔制御の権限を与え

ないことができる。

００29 本発明の第3の特徴は、アプリケーションプログラムによる携帯端末内の機密リソー

スへのアクセスを制限するアクセス制御管理方法であって、(a) アプリケーションプロ

グラムが機密リソースにアクセスする際、アプリケーションプログラムによる携帯端末内

の機密リソースへのアクセス権限の有無と決定手段を規定するアクセス制御規則を

更新するか否かを判定するステップと、( )携帯端末が備えるユーザ識別モジュール



の識別子と携帯端末自身の識別子の少なくともいずれか一つを指定して、アクセス

制御規則を外部装置から取得し、保持するステップと、(c) アクセス制御規則に基づ

いて、アクセス権限の有無を判定するステップと、(d)判定結果に基づいて、アクセス

要求に対する応答を〒ラステップとを含むアクセス制御管理方法であることを要旨と

する。

００3０ 第3の特徴に係るアクセス制御管理方法によると、携帯端末上のアプリケーションが

機密リソースにアクセスする際に、アクセス制御管理装置へのアクセス制御規則の更

新の要否を判定し、更新要の場合、アクセス制御規則を更新して権限管理に反映す

る。携帯端末のアクセス制御時に、更新されたアクセス制御規則に従って、圏外の場

合は機密リソースへのアクセスをブロックしたり、ュ一ザの認証を行ったり、機密リソー

スを消去したりすることで、圏外においても機密リソースを保護可能とできる。

００3 1 図 図 は、第 の実施の形態に係るアクセス制御システムの構成ブロック図である

図2 図2は、第 の実施の形態に係るアクセス制御管理装置及び携帯端末の構成ブ

ロック図である。

図3 図3は、第 の実施の形態に係るアクセス制御規則テーブルの一例である。

図4 図4は、第 の実施の形態に係るアクセス制御規則の検証規則の一例である。

図5 図5は、第 の実施の形態に係るユーザ情報テーブルの一例である。

図6 図6は、第 の実施の形態に係るアクセス制御管理装置におけるアクセス制御

規則の登録・変更手順を示すフローチヤートである。

図7 図7は、第 の実施の形態に係る携帯端末におけるアクセス制御手順を示すフ

ローチヤートである。

図8 図8は、第 の実施の形態に係る携帯端末におけるログを利用したアクセス制御

手順を示すフローチヤートである。

図9 図9は、第 の実施の形態に係るアクセス制御管理装置におけるログを利用した

アクセス制御手順を示すフローチヤートである。

図1０図 ０は、第 の実施の形態に係るアクセス制御管理装置におけるプ、ソシュによ



るアクセス制御手順を示すフローチヤートである。

図11 図 「a 、第 の実施の形態に係る携帯端末におけるプッシュによるアクセス制

御手順を示すフローチヤートである。

図12 図 2は、第2の実施の形態に係るアクセス制御システムの構成ブロック図であ

る。

図13 図 3は、第2の実施の形態に係るアクセス制御管理装置の構成ブロック図で

ある。

図14 図 4は、第2の実施の形態に係るアクセス制御管理装置 の権限委譲及び照

会先変更手順を示すフローチヤートである。

図15 図 5は、第2の実施の形態に係るアクセス制御管理装置 の権限委譲及び照

会先変更手順を示すフローチヤートである。

図16 図 6は、第3の実施の形態に係るアクセス制御システムの構成ブロック図であ

る。

図17 図 7は、第3の実施の形態に係るアクセス制御管理装置 の権限の委譲手順

を示すフローチヤートである。

図18 図 8は、第3の実施の形態に係るアクセス制御管理装置 の権限の委譲手順

を示すフローチヤートである。

図19 図 9は、第3の実施の形態に係るアクセス制御管理装置 のプ、ソシュによるア

クセス制御手順を示すフローチヤートである。

図2０図2０は、第3の実施の形態に係るアクセス制御管理装置 のプ、ソシュによるア

クセス制御手順を示すフローチヤートである。

図2 1 図2 は、第 の実施の形態に係る携帯端末におけるユーザ識別モジュールを

利用したアクセス制御手順を示すフローチヤートである。

男各明を実方句するための最良の 杉熊

００32 次に、図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。以下の図面の記載にお

いて、同一又は類似の部分には、同一又は類似の符号を付している。ただし、図面

は模式的なものであることに留意すべきである。

００33 く第 の実施の形態ノ



第 の実施形態に係るアクセス制御管理システムは、図 に示すように、固定網上

に設置されたサ一バであるアクセス制御管理装置 ００と、無線通信網圏内にある携

帯端末2００とを備える。

００34 (携帯端末)

図2は、第 の実施の形態に係る携帯端末2００とアクセス制御管理装置 ００のブロ

、ソク図である。携帯端末2００は、例えば、携帯電話やP (Pe so a a s

s s a )やノートブ、ソクパソコンであり、図示しない通信インタフェースを備える。

００35 携帯端末2００は、アプリケーション実行部24０、アクセス制御規則管理部27０、アク

セス制御規則クエリー部22０、クエリー要否判定部26０、権限管理部23０、機密リソ

ース管理部2 5０、制御部2 ０を備える。更に、クエリー要否判定部26０は、キャッシュ
制御部26 を備え、機密リソース管理部25０は、機密データ削除部25 を備え、権

限管理部23０は、ログ送信部23 を備える。

００36 アプリケーション実行部24０は、携帯端末2００内のデータや機能を利用するアプリ

ケーションプログラムを実行する実行環境を提供する。アプリケーションプログラムとし

ては、例えば、電話帳アプリケーション、ミュー、ジ、ソクプレーヤアプリケーション、ヵメラ

アプリケーション、法人アプリケーションなどが挙げられる。

００3 7 アクセス制御規則管理部27０は、アプリケーションプログラムによる携帯端末内の機

密リソースへのアクセス権限の有無と決定手段を規定するアクセス制御規則をアクセ

ス制御規則テーブルとして保持する。アクセス制御規則テーブルの具体例を図3に

示す。リソースは、機密リソースを指し、この例では、各リソースに対してクエリーの要

否と有効期限、消去フラグ、アクセス許可アプリケーション種別がアクセス制御規則と

して指定されている。例えば、電話帳を参照する機能に関するアクセス制御規則は、

アクセス前にユーザにクエリーを出してパスワードの入力や指紋のスキャン等による

ユーザ認証が必要であること、アクセス制御規則を更新してから までそのキャッシ

ュが有効であること、消去フラグがセットされていないため、データを消去する必要な

いことを示している。又、アプリ のみが電話帳機能にアクセスできるものと規定して

いる。一方、顧客情報については、参照する機能に関するアクセス制御規則は、アク

セス前のユーザへのクエリーによるユーザ認証が必要であること、 Zまではアクセス



制御規則のキヤッシュが有効であること、消去フラグがセットされているため、即座に、

データを消去する必要があることを示している。又、アプリ のみが顧客情報にアクセ

スできるものと規定している。

００3 8 アクセス制御規則クエリー部2 2０は、携帯端末が備えるユーザ識別モジュールの識

別子と携帯端末自身の識別子の少なくともいずれか一つを指定して、アクセス制御

規則をアクセス制御管理装置 ００から通信手段を利用して取得し、アクセス制御規

則管理部に保持する。通信手段は、セルラ、無線 、赤外線、B e oo hなどが挙

げられ、リンク種別は問わない。又、アクセス制御管理装置 ００などの外部装置から

アクセス制御規則をプ、ソシュで受け取ってもよい。携帯端末自身の識別子は例えば

ME n e na ona Mob e S a on Eq pmen den ) ユーザ識別モジュール (U M)

の識別子は例えば M ( n e na ona Mob e bsc be den ) を利用できる。更

に、アクセス制御規則クエリー部2 2０は、携帯端末が特定のユーザ識別モジュール

を装着していない状態で、前記特定のユーザ識別モジュールに紐付けされた機密リ

ソースへのアクセスがあった際、携帯端末の識別子を指定してアクセス制御管理装

置からアクセス制御規則を取得する。

００3 9 クエリー要否判定部2 6０は、アプリケーションプログラムが機密リソースにアクセスす

る際、アクセス制御規則を更新する否かを判定する。例えば、クエリー要否判定部2 6

は、携帯端末2００が一定時間以上、圏外状態である場合、アクセス制御規則にユ

ーザ認証命令、ロック命令、消去命令の少なくともいずれか一つを付加して更新する

。図3の具体例の場合、クエリー要否判定部2 6０は、ユーザ認証を付加する場合、ク

エリー要否のフィールドを esに設定する。又、クエリー要否判定部2 6０は、権限管理

部においてユーザ認証が成功した際にアクセス制御規則のユーザ認証命令を一定

時間解除してもよい。更に、クエリー要否判定部2 6０は、権限管理部においてユーザ

認証が失敗した際にアクセス制御規則に機密データの削除命令を付加して更新して

もよい。

００4０ キヤ、ソシュ制御部2 6 は、アクセス制御規則に設定された有効期限をチェソクし、期

限切れの場合にアクセス制御規則クエリー部を呼び出す。図3の具体例の場合、キヤ

、ソシュ制御部2 6 は、有効期限のフィールドを参照して判定を行ぅ。



００41 権限管理部23０は、アクセス制御規則を利用して権限の有無を判定する。例えば、

図3の具体例の場合、アクセス要求の対象の機密リソースが指定したアクセス許可ア

プリケーション種別に、そのアプリケーションが指定されていれば、権限有りと判定さ

れる。また、アクセス制御規則のクエリー要否のフィールドが esになっている際、ユー

ザ認証を実行してそれが成功した場合、権限有りと判定する。一方、ユーザ認証が

失敗した場合、権限無しと判定する。

００42 ログ送信部23 は、権限管理部23０が決定したアクセス制御動作のログを記録し、

アクセス制御管理装置 ００へ送信する。ログに含まれる情報は、アプリケーションの

名前や識別子、アクセスした機密リソース、時刻、アクセス制御の判定結果 (許可或

いは拒否)などが挙げられ、これらの一部の情報であっても他の情報を含んでもよい

００43 機密リソース管理部25０は、権限管理部23０の判定結果を利用して、アプリケーシ

ョンプログラムの機密リソースへのアクセス要求を許可、拒否する。

００44 機密データ削除部25 は、アクセス制御規則クエリー部22０が取得したアクセス制

御規則に機密データの削除命令があった場合に、当該機密データを削除する。

００45 制御部2 ０は、上述したアプリケーション実行部24０、アクセス制御規則管理部27

、アクセス制御規則クエリー部22０、クエリー要否判定部26０、権限管理部23０、機

密リソース管理部25０などを管理・制御して、以降で説明する携帯端末2００のアクセ

ス制御手順などを実行する。

００46 又、第 の実施の形態に係る携帯端末2００は、処理制御装置 ( P )を有し、アプ

リケーション実行部24０、アクセス制御規則管理部27０、アクセス制御規則クエリー

部22０、クエリー要否判定部26０、権限管理部23０、機密リソース管理部25０、制御

部2 ０などをモジュールとして、ハードウェア化や隔離された環境へ配置することで、

安全に実行される環境とすることができる。これらのモジュールは、パーソナルコンピ

ュータ等の汎用コンピュータにおいて、所定のプログラム言語を利用するための専用

プログラムを実行することにより実現することができる。

００47 又、図示していないが、携帯端末2００は、アプリケーション実行処理、アクセス制御

規則管理処理、アクセス制御規則クエリー処理、クエリー要否判定処理、権限管理



処理、機密リソース管理処理、制御処理などを処理制御装置 ( P ) に実行させるた

めのプログラムを蓄積するプログラム保持部を備えてもよい。プログラム保持部は、例

えば、R RO 、ハードディスク、フレキシブルディスク、コンパクトディスク、Cチ

、ソプ、カセットテープなどの記録媒体である。このよぅな記録媒体によれば、プログラム

の蓄積、運搬、販売などを容易に行ぅことができる。

００48 (アクセス制御管理装置)

アクセス制御管理装置 ００は、図2に示すよぅに、アクセス制御規則検証管理部 7

、ユーザ管理部 4０、ユーザ認証き日 5０、アクセス制御規則応答部 2０、アクセス

制御要求受信部 3０、アクセス制御規則検証き日 6０、制御部 ０を備える。更に、

アクセス制御規則応答部 2０は、プ、ソシュ送信部 2 を備え、アクセス制御規則検証

部 6０は、ログ検証部 6 を備える。

００49 アクセス制御規則検証管理部 7０は、アクセス制御規則を検証するための規則を

保持する。アクセス制御規則の検証規則の具体例を図4に示す。例えば、電話帳機

能の消去は、バックアップがない限り、取り返しが付かないため、特別に契約したユ

ーザにのみ許可することなどが挙げられる。又、携帯電話オペレータが、メール機能

に不具合があって情報漏洩の危険性がある場合などに、メール機能利用の禁止をア

クセス制御規則に反映させることも挙げられる。更に、ユーザ以外の第3者 ( 術館)

が美術館の中ではカメラ機能を無効にするアクセス制御規則を要求していて、ユー

ザが美術館内に位置していることが分かっている場合に、ユーザによるカメラ機能の

設定が有効か無効かに関わらず、アクセス制御規則を強制することも挙げられる。他

にも、該携帯端末に対して遠隔制御の権限を持っていないユーザによるアクセス制

御規則の要求の受け入れの防止を〒ぅためのアクセス制御規則も挙げられる。

００5０ アクセス制御規則検証部 6０は、これらの検証規則により、アクセス制御規則を検

査し、検証規則を満たさないアクセス制御規則については修正を行ぅ。

００5 1 ログ検証部 6 は、携帯端末2００からアクセス制御ログを受信し、当該アクセス制

御ログを検証する。

００52 ユーザ管理部 4０は、携帯端末2００のアクセス制御規則を変更可能なユーザ情報

を登録し、ユーザ情報テーブルに保持する。ユーザは、携帯端末2００の管理者であ



り、例えば、個人の携帯端末の場合、その所有者が管理者になり、企業が社員に貸

与している携帯端末の場合、管理部門の担当者が管理者になる。図5 にユーザ情報

テーブルの具体例を示す。ユーザ情報テーブルには、ユーザを一意に識別するため

のユニークな (識別子) 、そのユーザが管理する携帯端末を一意に識別するため

のユニークな 、認証情報、そしてその携帯端末に与えるアクセス制御規則、プ、ソシ

ュ要求が含まれる。例えば、ユーザ として電子メールアドレスやMS ( e a o a

Mob e bsc be den ) 、携帯端末 として電話番号や端末のシリアル番号( M

E )、認証情報としてユーザごとの共有鍵を用いることが挙げられる。ユーザ が3の

ユーザのよぅに、 人の管理者は、複数の携帯端末 (図5ではC、 、 、 、G) を管理

してもよい。又、各携帯端末に個別のアクセス制御規則を用意してもよいし、一括して

同じアクセス制御規則をするよぅにしてもよい。

００5 3 ユーザ認証部 5０は、アクセス制御規則の登録や変更を要求するユーザの正当性

を検証し、認証を〒ぅ。例えば、ユーザ と認証情報の共有鍵を用いて正しいユー

ザか判定することができる。正当なユーザでない場合、ユーザ認証部はその要求を

拒否する。

００5 4 アクセス制御規則応答部 2０は、携帯端末2００からのアクセス制御規則の照会に

、当該携帯端末のアクセス制御規則を応答する。携帯端末2００に、携帯端末2００の1

か管理者の を指定して照会をさせることで、アクセス制御管理装置 ００は、図4

のユーザ情報テーブルから対応するアクセス制御規則を見っけることができる。

００5 5 プ、ソシュ送信部 2 は、ユーザからのアクセス制御規則の登録要求或いは変更要

求にプ、ソシュ要求が含まれる場合、当該携帯端末2００にアクセス制御規則をプ、ソシュ

送信する。

００5 6 アクセス制御要求受信部 3０は、ユーザからの携帯端末或いは複数の携帯端末に

対するアクセス制御規則の登録要求或いは変更要求を受信する。

００5 7 制御部 ０は、上述した、アクセス制御規則検証管理部 7０、ユーザ管理部 4０

ユーザ認証音 5０、アクセス制御規則応答部 2０、アクセス制御要求受信部 3０

アクセス制御規則検証部 6０を管理・制御して、以降で説明するアクセス制御規則

の登録手順や変更手順などを実行する。



００58 又、第 の実施の形態に係るアクセス制御管理装置 ００は、処理制御装置 ( P )

を有し、アクセス制御規則検証管理部 7０、ユーザ管理部 4０、ユーザ認証部 5０

、アクセス制御規則応答部 2０、アクセス制御要求受信部 3０、アクセス制御規則検

証部 6０、制御部 ０などをモジュールとして、ハードウェアィビや隔離された環境へ

配置することで、安全に実行される環境とすることができる。これらのモジュールは、

パーソナルコンピュータ等の汎用コンピュータにおいて、所定のプログラム言語を利

用するための専用プログラムを実行することにより実現することができる。

００59 又、図示していないが、アクセス制御管理装置 ００は、アクセス制御規則検証管理

処理、ユーザ管理処理、ユーザ認証処理、アクセス制御規則応答処理、アクセス制

御要求受信処理、アクセス制御規則検証処理、制御処理などを処理制御装置 ( P

) に実行させるためのプログラムを蓄積するプログラム保持部を備えてもよい。プロ

グラム保持部は、例えば、R RO 、ハードデイスク、フレキシブルデイスク、コン

パクトデイスク、Cチップ、カセットテープなどの記録媒体である。このよぅな記録媒体

によれば、プログラムの蓄積、運搬、販売などを容易に行ぅことができる。

００6０ (アクセス制御規則の登録・変更手順)

次に、ユーザが携帯端末2００をアクセス制御管理装置 ００に登録・変更する手順

について、図6を参照して説明する。前提として、ユーザは、アクセス制御管理装置

００にユーザ登録済みであり、図4のユーザ情報におけるユーザ と認証情報は設

定済みであるものとする。

００6 1 まず、ステップS ０において、アクセス制御管理装置 ００は、ユーザからの接続

要求を受信すると、ステップS ０2において、ユーザ認証部 5０は、ユーザ と認証

情報からそのユーザが正当なユーザであることを検証する。

００62 次に、ステップ ０3において、認証が成功した場合、ユーザはログインを完了する

。認証が失敗した場合は、ステップS ０4に進み、再びユーザからの接続要求を待つ

００63 次に、ステップ ０5において、アクセス制御要求受信部 3０は、ユーザから(携帯

端末の ，アクセス制御規則)の組を、アクセス制御要求として受信する。次に、ステ

、ソプS ０6において、アクセス制御規則検証部 6０は、(携帯端末 ，アクセス制御



規則)の組を、アクセス制御規則検証管理部 7０が持つアクセス制御規則検証情報

を参照して、不正な権限が設定されていないかを検査する。

００64 ステップS ０7において、不正な場合は、ステップS ０9及び ０へ進み、アクセ

ス制御規則の修正やユーザへの通知を行ぅ。ユーザは修正されたアクセス制御規則

を受け入れるか、更に修正したアクセス制御規則の再送を〒ぅ。

００65 そして、ステップS ０8において、最終的に、アクセス制御規則検証部 6０で検査

が通ったものに対して、ユーザ管理部 4０は、正当な (携帯端末の ，アクセス制御

規則)の組をユーザ情報テーブルに書き込む。

００66 なお、上記では、アクセス制御要求受信部 3０がユーザから(携帯端末の ，アク

セス制御規則)の組を、アクセス制御要求として受信する手順を説明したが、(ユーザ

識別モジュールの D，アクセス制御規則)の組をアクセス制御要求として受信してもよ

(携帯端末のアクセス制御手順)

次に、携帯端末側でアクセス制御を〒ぅ手順について、図7を参照して説明する。こ

こでは圏外の場合に、機密リソースのアクセスがあった際、ユーザ認証を〒ぅ例を説

明する。

００67 まず、ステップ 2０において、アプリケーション実行部24０で動作するアプリケー

ションプログラムが機密リソースにアクセスしよぅとすると、ステップS 2０2において、権

限管理部23０は、クエリー要否判定部26０を呼び出し、アクセス制御規則の更新が

必要か否かを判定する。

００68 次に、ステップ 2０3において、クエリー要否判定部26０は、アクセス制御規則テー

ブル中の有効期限のフィールドを参照して有効期限が切れていた場合に、更新が必

要であると判定し、ステップ ０4へ進む。現在時刻が有効期限の前である場合は、

更新が不要であると判定する。

００69 次に、ステップ ０4において、アクセス制御規則クエリー部22０は、アクセス制御

管理装置 ００に携帯端末2００の を指定してアクセス制御規則を要求する。アクセ

ス制御管理装置 ００のアクセス制御要求受信部 3０は、携帯端末の に対応した

アクセス制御規則をユーザ管理テーブルから抽出し、アクセス制御規則応答部 2０



が携帯端末2００に送信する。このとき、アクセス制御要求受信部 3０は、携帯端末の

認証を行ってもよい。次に、ステップ 2０5において、クエリー要否判定部26０は、携

帯端末が一定時間以上、圏外状態であるかどうかを調べ、ステップS 2０6において判

定し、一定時間以上圏外状態である場合、ステップS 2０7でアクセス制御規則にユー

ザ認証命令を付加するため、アクセス制御規則テーブル中のクエリー要否のフイー

ルドを es(要)として更新する。

００7０ そして、ステップ 2０8において、権限管理部23０は、アクセス制御規則を利用して

権限の有無を判定する。具体的には、例えば、アクセス制御規則テーブルのアクセス

許可アプリケーション種別を参照して権限を持ったアプリケーションであるかを検査す

る。次に、ステップS 2 ０において、その判定結果を利用して、権限がある場合に権

限管理部23０はアクセス制御規則テーブル中のクエリー要否のフイールドが es(要)

であるか判定し、否の場合は権限ありと判定する。一方、要の場合はステップS 2

でユーザ認証を実行し、ユーザ認証が成功した場合に権限ありと判定する。ユーザ

認証が失敗した場合に権限なしと判定する。

００7 1 そして、その判定結果を利用して、機密リソース管理部25０は、権限が有る場合に

、ステップS 2 2へ進み、アプリケーションの機密リソースへのアクセス要求を許可す

る。一方、権限が無い場合は、ステップS 2 3へ進み、アプリケーションの機密リソー

スへのアクセス要求を拒否する。

００72 尚、クエリー要否判定部26０は、アクセス制御規則に対してユーザ認証の命令を追

加する以外にも、アクセスを拒否するためのロック命令やデータ削除の命令を追加し

てもよい。ロック命令が追加された場合、権限管理部23０は、アクセス制御規則を不

用して権限の有無を判定する際に、権限を持っているアプリケーション種別であって

もアクセスを拒否する。又、権限管理部がステップS 2 でユーザ認証を行って、失

敗した場合にクエリー要否判定部を呼び出してデータ削除の命令を追加し、その後

、機密データ削除部がその命令を実行してもよい。

００73 (ログを利用したアクセス制御手順)

次に、アクセス制御ログを利用した場合のアクセス制御を〒う手順について、図8及

び図9を参照して説明する。図8は、携帯端末2００の手順であり、図9は、アクセス制



御管理装置 ００の手順である。

００74 まず、図8のステップS 3０～3 3は、図7のステップS 2０～S 2 3と同様であるの

でここでは説明を省略する。

００75 次に、ステップ 3 4において、権限管理部23０は、アクセス制御規則管理部27０

が保持するアクセス制御規則に従って、アクセス制御の決定を〒う際にアクセス制御

動作のログをとる。

００76 次に、ステップ 3 5において、権限管理部23０は、ログを送信するタイミングであ

るか否か判断する。ログを送信するタイミングとしては、例えば、一定時間の経過後、

ある回数のアクセス制御の判定を行った後、あるいは通信が圏外から圏内に変ィヒし

た際、アクセス制御管理装置が要求した際など、任意のタイミングが挙げられる。

００77 そして、ステップ 3 6において、権限管理部23０は、アクセス制御管理装置 ００

にそのログを送信する。

００78 一方、図9のステップS4０において、アクセス制御管理装置 ００のアクセス制御要

求受信部 3０は、携帯端末2００からログを受信する。

００79 次に、ステップ 4０2において、アクセス制御管理装置 ００のアクセス制御規則検

証部 6０は、受信したログを解析し、ステップS4０3において、携帯端末2００のアクセ

ス制御ログが正常か否か検査する。

００8０ ログの検査の結果、不適切なアクセス制御の判定があった場合、ステップ 4０4へ

進み、アクセス制御規則応答部 2０は、対処の処理を行う。対処の例として、その機

密リソースに対するアクセスについて以後のアクセスを禁止すること、毎回のユーザ

認証を義務付けること、キヤソシュの有効期間を短くすること、ユーザや管理者に通

知することなどが挙げられる。

００8 1 又、変形例として、携帯端末2００が圏外の際にのみログの取得と送信を〒う手順、

ログの取得を特定の機能やデータへのアクセスに限定する手順、すべてのアクセス

制御イベントではなく、ある頻度でログを記録する手順が考えられる。

００82 (プ、ソシュによる携帯端末のアクセス制御手順)

次に、アクセス制御管理装置からのプ、ソシュ通信によるアクセス制御変更の手順に

ついて、図 ０及び図皿を参照して説明する。図 ０は、アクセス制御管理装置 ００



の手順であり、図 、携帯端末2００の手順である。

００83 まず、図 ０のステップS 5０において、ユーザが、アクセス制御規則を即座に携帯

端末2００に反映させるためにプ、ソシュを要求指定した場合、ステップS 5０2において

、アクセス制御管理装置 ００のプ、ソシュ送信部 2 は、携帯端末2００にアクセス制御

規則要求を送信する。

００84 次に、図皿のステップ 6０ において、携帯端末2００のアクセス制御規則クエリー

部22０は、アクセス制御規則を受信し、ステップ 6０2において、アクセス制御規則

管理部27０は、アクセス制御規則テーブルに登録する。そして、機密リソース管理部

25０は、ステップ 6０3において、当該アクセス制御規則を検査し、機密データの削

除が要求されている場合は、ステップS 6０4へ進み、機密データ削除部25 を呼び

出して当議機密データを削除する。

００85 次に、ステップ 6０5において、アプリケーション実行部24０は、機密機能の実行要

求を受信したか否か判断し、受信した場合は、ステップ 6０6へ進み、機密機能を実

行する。

００86 そして、ステップ 6０7において、携帯端末2００は、処理結果をアクセス制御管理

装置 ００へ応答する。

００87 次に、図 ０のステップS 5０3において、アクセス制御管理装置 ００のアクセス制御

要求受信部 3０は、携帯端末2００から応答結果を受信する。

００88 又、ステップS 5０4において、プ、ソシュ送信部 2 が送信に失敗した場合は、ステッ
プS 5０5へ進み、リトライ回数上限以内であれば、ステップS 5０2の処理に戻り、再度

送信する。

００89 送信に成功、あるいは、リトライ回数上限を超えて送信に失敗した場合は、ステップ

S 5０6において、ユーザのその結果を通知する。

００9０ なお、ここではアクセス制御管理装置 ００からアクセス制御規則自身をプ、ソシュ送

信する手順を示したが、アクセス制御規則の更新があるとレづ状態のみをプ、ソシュ送

信し、携帯端末はその状態に基づき、アクセス制御管理装置に照会を行ってもよい。

００9 1 (ユーザ識別モジュールに基づく携帯端末のアクセス制御手順)

次に、携帯端末のユーザ識別モジュールに基づくアクセス制御手順について、図2



を参照して説明する。

まず、ステップS 3０において、アプリケーション実行部24０で動作するアプリケー

ションプログラムが機密リソースにアクセスしようとすると、ステップS 3０2において、

権限管理部23０は、クエリー要否判定部26０を呼び出し、アクセス制御規則の更新

が必要か否かを判定する。

００92 次に、ステップ 3０3において、クエリー要否判定部26０は、アクセス制御規則テ

ーブル中の有効期限のフイールドを参照して有効期限が切れていた場合に、更新が

必要であると判定し、ステップ 3０4へ進む。現在時刻が有効期限の前である場合

は、更新が不要であると判定する。次に、ステップS 32０において、アクセス制御規

則クエリー部は、該機密リソースが、特定U Mに紐付けされているか調べる。ステップ

S 32 において、紐づけられていないと判定した場合、ステップS 3０5へ進む。一

方、紐付けられていると判定した場合、ステップS 322 において装着されているU M

が、前記特定U Mと同一か調べる。ステップS 323 において、同一であると判定した

場合、ステップS 3０5へ進む。一方、同一でないと判定した場合、ステップ 3０4

へ進む。

００93 次に、ステップ 3０4において、アクセス制御規則クエリー部22０は、アクセス制御

管理装置 ００に携帯端末2００の を指定してアクセス制御規則を要求する。ステッ
プS 3０5移行のステップは、ステップS 2０5移行と同様であるため、説明を省略する

００94 (作用及び効果)

第 の実施の形態では、携帯端末2００上のアプリケーションが機密リソースにアクセ

スする際に、アクセス制御規則の更新の要否を判定し、更新要の場合、アクセス制御

規則を更新して権限管理に反映する。このため、携帯端末2００のアクセス制御時に

、更新されたアクセス制御規則に従って、圏外の場合は機密リソースへのアクセスを

ブロックしたり、ュ一ザの認証を行ったり、機密リソースを消去したりすることで、圏外

においても機密リソースを保護可能とする。

００95 又、第 の実施の形態に係る携帯端末2００のクエリー要否判定部26０は、携帯端

末2００が一定時間以上、圏外状態である場合、アクセス制御規則にュ一ザ認証命



令、ロック命令、機密データの削除命令の少なくともいずれか一つを付加して更新す

る。このため、携帯端末が圏外状態であっても、ユーザ認証により一定の安全性を担

保しつつ、機密リソースにアクセス可能とし、ユーザの利便性を確保できる。あるい ま

ロック命令や機密データの削除命令によって、圏外状態における機密リソースの保護

を向上することができる。

００96 又、第 の実施の形態に係る携帯端末2００のクエリー要否判定部26０は、アクセス

制御規則に設定された有効期限をチエソクし、期限切れの場合にアクセス制御規則

クエリー部を呼び出すキャッシュ制御部26 を備える。このよぅに、キャッシュ制御部2

6 は、照会の際に、アクセス制御規則に設定された有効期限をチェックし、期限切れ

の場合にそのキャッシュされたアクセス制御規則を廃棄し、最新のアクセス制御規則

を取得するため、照会を行ぅ。このため、機密リソースへのアクセス時に常に、アクセ

ス制御管理装置に照会を〒ぅ必要がないため、応答性を向上できる。又、各携帯端

末が機密リソースにアクセスする際に、アクセス制御管理装置に照会をすることで、ア

クセス制御規則の変更時に負荷が集中するのを防止することができ、多数の携帯端

末に対してタイムリーなアクセス制御が可能となる。

００97 又、第 の実施の形態に係る携帯端末2００のクエリー要否判定部26０は、権限管

理部においてユーザ認証が成功した際にアクセス制御規則のユーザ認証を一定時

間解除するよぅ更新してもよい。先にユーザ認証が成功した場合に、機密リソースへ

のアクセス時に一定時間の間、ユーザに照会を〒ぅ必要がないため、ユーザの利便

性と応答性を向上できる。

００98 又、第 の実施の形態に係る携帯端末2００の権限管理部23０は、機密リソースへ

のアクセスのログを記録し、外部装置へ送信するログ送信部23 を備える。このため

、アクセス制御の動作をアクセス制御管理装置から検証可能とすると共に、携帯端末

がアクセス制御管理装置へ照会を行わずに、機密リソースへのアクセスを許可するこ

ともできる。更に、万一、機密情報が漏洩した場合も、ログを解析することで、どの情

報が漏洩したか、どの機能が操作されたかを把握することができる。

００99 又、第 の実施の形態に係る携帯端末2００の機密リソース管理部25０は、アクセス

制御規則クエリー部22０が取得した、あるいはクエリー要否判定部26０によって更新



2０

されたアクセス制御規則に機密データの削除命令があった場合に、当該機密データ

を削除する機密データ削除部2 を備える。更に、クエリー要否判定部26０は、権限

管理部においてユーザ認証が失敗した際にアクセス制御規則に機密データの削除

命令を付加して更新してもよい。このため、盗難や紛失の際の、機密データの漏洩を

保護することができる。又、ユーザ認証が失敗した場合、データ消去をすることで情

報漏洩のリスクを低減できる。

０1００ 又、第 の実施の形態に係る携帯端末2００のアクセス制御規則クエリー部22０は、

携帯端末が特定のユーザ識別モジュールを装着していない状態で、特定のユーザ

識別モジュールに紐付けされた機密リソースへのアクセスがあった際、携帯端末の識

別子を指定してアクセス制御管理装置からアクセス制御規則を取得する。このため、

携帯端末に、別のユーザ識別モジュール (U M) が挿入されている状態であっても、

該端末の特定のU Mにバインドされたデータの消去等の遠隔制御を実施することが

できる。

０1０1 第 の実施に形態に係るアクセス制御管理装置 ００は、各携帯端末や携帯端末の

集合に対して、携帯端末の管理者であるユーザ情報と各携帯端末のアクセス制御規

則情報を保持し、認証されたユーザからのアクセス制御規則の変更要求をポリシー

に基づき検証した後に登録し、携帯端末からのアクセス制御規則の照会に応答する

手段を備える。このため、携帯端末は携帯端末自身の識別子でアクセス制御規則を

照会でき、ユーザ識別モジュールが差し替えられた状態でも、その携帯端末宛のア

クセス制御規則を取得して、携帯端末の不正利用を防止することができる。又、アク

セス制御規則の検証により、該携帯端末に対して権限を持っていないユーザによる

アクセス制御規則の要求の受け入れの防止や、通信オペレータのポリシーの強制を

行ぅことができる。

０1０2 又、第 の実施の形態に係るアクセス制御管理装置 ００のアクセス制御要求受信

部 3０は、有効期限が含まれた、登録要求或いは変更要求を受信する。このため、

機密リソースの重要度や安全性の要求レベルに応じて、ユーザは適切なセキュリティ

レベルを設定することができる。

０1０3 又、第 の特徴に係るアクセス制御管理装置 ００のアクセス制御規則応答部 2０



は、ユーザからのアクセス制御規則の登録要求或いは変更要求にプ、ソシュ要求が含

まれる場合、当該携帯端末2００にアクセス制御規則をプッシュ送信するプ、ソシュ送信

き日 2 を備える。このため、携帯端末2００からの照会を待つことなく、遠隔制御を即

座に行うことができる。

０1０4 又、第 の特徴に係るアクセス制御管理装置 ００のアクセス制御規則検証部 6０

は、携帯端末2００からアクセス制御ログを受信し、検証するログ検証き日 6 を備える

。このため、ログ中にアクセス制御規則に従わない問題箇所を発見した場合、携帯端

末に与えるアクセス制御規則の制限を強ィビして適用したり、漏洩した機密情報の関

連者に通知したりするなどの対策をとることができる。

０1０5 又、第 の実施の形態に係るアクセス制御管理方法は、携帯端末2００上のアプリケ

ーションが機密リソースにアクセスする際に、アクセス制御管理装置 ００へのアクセス

制御規則の更新の要否を判定し、更新要の場合、アクセス制御規則を更新して権限

管理に反映する。携帯端末のアクセス制御時に、更新されたアクセス制御規則に従

って、圏外の場合は機密リソースへのアクセスをブロックしたり、ユーザの認証を行っ
たり、機密リソースを消去したりすることで、圏外においても機密リソースを保護可能と

できる。

０1０6 く第2の実施の形態ノ

次に、第2の実施の形態として、図 2に示すように、あるアクセス制御管理装置

００aの権限を、アクセス制御管理装置 ００bに委譲するケースを説明する。これ

は例えば、企業の情報システム部が管理するアクセス制御管理装置 OOaから、管

理職が保持する携帯機器上に実装されたアクセス制御管理装置 Obにアクセス

制御管理の権限を委譲し、一般社員の保持する携帯端末のアクセス制御を管理す

る利用形態に相当する。

図 に示す第 の実施の形態では、アクセス制御管理装置 ００が固定網上のサ一

バであることを想定しており、携帯端末2００が通信圏外にいる場合、アクセス制御規

則の照会をできず、アプリケーションは最新のアクセス制御規則を取得できない場合

がある。第2の実施の形態では、アクセス制御管理装置 Obは携帯端末と同様に

、携帯電話やP 、ノート Cなどの携帯機器に実装され、携帯端末とアクセス制御



管理装置は、無線 やB e oo h DA z gbee UWBなどの短距離無線やイ一

サネット(登録商標 ) などの有線通信で、直接、あるいはマルチホップ通信で通信する

０1０7 携帯端末2００の構成は、第 の実施の形態と同様であるので、ここでは説明を省略

する。

０1０8 又、アクセス制御管理装置 、 は、図 3に示すよぅに、第 の実施の形態に係るア

クセス制御管理装置に加え、権限委譲管理部 8０を備える。

０1０9 権限委譲管理部 8０は、アクセス制御の権限を与える権限委譲を発行する。又、

権限委譲管理部 8０は、権限委譲の可否を判断する。

０11０ アクセス制御規則の登録・変更手順、携帯端末のアクセス制御手順は第 の実施

の形態と同様であるので、ここでは説明を省略する。異なる手順は、アクセス制御管

理装置 からアクセス制御管理装置 に権限を委譲すると共に、携帯端末がアクセス

制御管理装置 からアクセス制御管理装置 に照会先を変更する手順である。

０111 (権限の委譲及び照会先変更手順)

次に、アクセス制御管理装置間の権限の委譲と、携帯端末の照会先のアクセス制

御管理装置を変更する手順にっいて、図 4及び図 5を参照して説明する。図 2に

示すよぅに、アクセス制御管理装置 O O aからアクセス制御管理装置 Obへ権限

を委譲することを想定する。図 4は、アクセス制御管理装置 O O aの手順であり、図

5は、アクセス制御管理装置 Obの手順である。

０112 まず、図 5のステップS 8０において、ュ一ザ (管理者) が携帯機器のアクセス制御

管理装置 O Obにアクセス制御の権限を与えたいとアクセス制御管理装置 O Ob

に要求した際、ステップS 8０2において、アクセス制御管理装置 の権限委譲管理部

8０は、アクセス制御管理装置 O O aの権限委譲管理部 8０に権限委譲要求を発

行する。

０113 次に、図 4のステップS 7０ において、アクセス制御管理装置 O O aのアクセス制

御要求受信部 3０は、アクセス制御管理装置 O Obの権限委譲を受信し、ステップ

S 7０2において、アクセス制御管理装置 O O aのュ一ザ認証部 5０によるアクセス

制御管理装置 O Obとその管理者の認証を行ぅ。そして、ステップS 7 3において、



権限委譲管理部 8０は、権限委譲の可否を判断する。

０114 次に、ステップ ０4において、権限委譲が可の場合、ステップS 7０5へ進み、アク

セス制御管理装置 Obに委譲するアクセス制御規則を作成し、ステップS 7０6 に

おいて、アクセス制御管理装置 Obに、権限委譲を設定したアクセス制御規則を

応答する。

０115 一方、ステップ ０4において、権限委譲が不可の場合、ステップS 7 9に進み、権

限委譲要求の失敗の応答を返す。

０116 次に、図 5のステップS 8 3において、アクセス制御管理装置 OObの権限委譲

管理部 8０は、アクセス制御管理装置 OOaから応答を受信する。そして、ステップ

S 8０4において、委譲が可の場合は、ステップS 8 5へ進み、アクセス制御管理装置

OObは、管理するアクセス制御規則に反映する。そして、ステップS 8０6において

、アクセス制御管理装置 OObは、ユーザ (管理者) に結果を提示する。

０117 又、図 4のステップS 7０7において、アクセス制御管理装置 OOa は、照会先をア

クセス制御管理装置 OObに変更したアクセス制御規則を作成する。

０118 更に、ステップS 7０8において、アクセス制御管理装置 OOaのプ、ソシュ送信部 2

は、携帯端末がアクセス制御管理装置 の代わりにアクセス制御管理装置 に照会

することを指示したアクセス制御規則をプ、ソシュにより携帯端末に配信する。

０119 携帯端末はその指示を受けた後、アクセス制御についてアクセス制御管理装置

に照会するよぅになる。アクセス制御管理装置 が照会先の変更を指示するか、アク

セス制御管理装置 が委譲の終了を要求する場合、携帯端末は元のとおり、アクセ

ス制御管理装置 に照会する。

０12０ 変形例として、アクセス制御管理装置 からプ、ソシュによって、アクセス制御管理装

置 へ権限委譲の開始をはかる手順や、アクセス制御管理装置 から時間制限付き

で権限委譲を〒ぅ手順も挙げられる。

０121 (作用及び効果)

第 の実施の形態では、圏外に存在する携帯端末が機密リソースへのアクセスしよ

ぅとした場合に、アクセス制御管理装置への照会ができず、最新のアクセス制御規則

を取得できない場合があった。それに対して、第2の実施の形態に係るアクセス制御



管理装置によると、短距離無線や近距離通信によって、携帯端末がアクセス制御管

理装置に照会が可能になり、圏外の場合でも最新のアクセス制御規則を取得し、機

密リソースの保護やユーザの利便性の向上をはかることができる。又、アクセス制御

管理装置の負荷を分散し、応答性を向上できる。

０122 く第3の実施の形態ノ

次に、第3の実施形態として、図 6に示すよぅに、アクセス制御管理装置 Obが

、紛失時の管理権限をあらかじめアクセス制御管理装置 OOa に委譲するケースに

ついて説明する。これは例えば、通常時に、携帯機器がアクセス制御管理装置 O

Obとして外部デバイス (携帯端末2００) を管理し、紛失時にはサ一バ (アクセス制御

管理装置 OOa )から携帯機器 (アクセス制御管理装置 OOb) と外部デバイス (携

帯端末2００) の権限を制御する利用形態に相当する。

携帯端末2００、アクセス制御管理装置 OOa、アクセス制御管理装置 OObの構

成は、第2の実施の形態と同様であるので、ここでは説明を省略する。

０123 アクセス制御規則の登録・変更手順、携帯端末のアクセス制御手順は第 の実施

の形態と同様であるので、ここでは説明を省略する。異なる手順は、アクセス制御管

理装置 OObからアクセス制御管理装置 OOa に権限を委譲する手順と、アクセス

制御管理装置 OOaからアクセス制御管理装置 OObにアクセス制御規則をプッ
シュする手順である。

０124 (権限の委譲手順)

次に、アクセス制御管理装置 OObからアクセス制御管理装置 OO a に権限を委

譲する手順について、図 7及び図 8を参照して説明する。ここでは、図 6に示すよ

ぅに、紛失時の管理権限をあらかじめアクセス制御管理装置 OOa に委譲すること

を想定する。図 7は、アクセス制御管理装置 OO aの手順であり、図 8は、アクセ

ス制御管理装置 OObの手順である。

０125 まず、図 8のステップS において、管理者がアクセス制御管理装置 OObか

らアクセス制御管理装置 OOaへの権限委譲を要求した場合、ステップS ００2に

おいて、アクセス制御管理装置 の権限委譲管理部 8０は、紛失時の管理権限を規

定したアクセス制御規則を含む委譲要求をアクセス制御管理装置 に発行する。



０126 次に、図 7のステップS 9０ において、アクセス制御管理装置 のアクセス制御要

求受信部 3０は、委譲要求を受信した後、ステップS 9０2において、ユーザ認証き

5０は、アクセス制御管理装置 Obとその管理者の認証を行う。次に、ステップS g

０3において、アクセス制御規則検証部 6０は、委譲要求の中に含まれるアクセス制

御規則を検証する。

０127 そして、ステップ 9０4において、権限委譲が可であれば、ユーザ管理部 4０は、

委譲要求の中に含まれるアクセス制御規則を保持し、ステップS 9０5に進み、アクセ

ス制御規則応答部 2０は、アクセス制御管理装置 OObに、権限委譲成功の応答

をする。一方、ステップ ０4において、権限委譲が不可であれば、ステップS 9０6に

進み、アクセス制御規則応答部 2０は、アクセス制御管理装置 OObに、権限委譲

不可の応答をする。

０128 一方、図 8のステップS ００3において、アクセス制御管理装置 OObは、アクセ

ス制御管理装置 OOaから応答を受信する。そして、ステップS ００4において、委

譲が可である場合は、ステップS 5へ進み、管理するアクセス制御規則に反映す

る。そして、ステップS ００6において、アクセス制御管理装置 OObは、管理者に結

果を提示する。

０129 (プ、ソシュによるアクセス制御管理装置の制御手順)

次に、アクセス制御管理装置 OOaからアクセス制御管理装置 OObにアクセス

制御規則をプ、ソシュする手順について、図 9及び図2０を参照して説明する。図 9

は、アクセス制御管理装置 OOaの手順であり、図2０は、アクセス制御管理装置

OObの手順である。

０13０ まず、図 9のステップS において、携帯端末のユーザ(管理者)は、紛失時に

、アクセス制御管理装置A OOa に、アクセス制御規則の変更 (機能のロックや機密デ

ータの削除) を要求する。アクセス制御管理装置 OOaのアクセス制御要求受信部

3０は、アクセス制御規則変更要求を受け取り、ユーザ認証部 5０によるユーザの

認証と、アクセス制御規則検証部 6０によるアクセス制御規則の検証を行う。いずれ

かが失敗した場合、アクセス制御規則応答部 2０は、ユーザに失敗の応答を返す。

０131 次に、ステップ ０2において、プッシュ送信部 2 は、アクセス制御管理装置



００bにアクセス制御規則をプ、ソシュ送信する。

０132 そして、図2０のステップS 2０において、アクセス制御管理装置 Obのアクセ

ス制御要求受信部 3０は、アクセス制御規則を受け取り、アクセス制御規則検証き

6０が、アクセス制御管理装置 OOaの認証とアクセス制御規則自身の検証を〒い、

それが成功したら、ステップS 2０2において、ユーザ管理部 4０にアクセス制御規

則をアクセス制御規則テーブルとして登録し、以後の携帯端末のアクセス制御に反

映する。

０133 図2０のステップ 2０3～2０7の処理は、図皿のステップ 6０3～6０7の処理と

同様であるので、ここでは説明を省略する。

０134 又、図 9のステップS ０3～ ０6の処理は、図 ０のステップS 5０3～5０6の処

理と同様であるので、ここでは説明を省略する。

０135 (作用及び効果)

第3の実施携帯に係るアクセス制御管理装置によると、通常時には、ユーザが携帯

機器を通じて、外部デバイスのアクセス制御を自由に管理できる。又、携帯機器の紛

失時には、ユーザがサ一バを通じて携帯機器を管理することで、外部デバイスにつ

いても管理することができ、外部デバイス内の機密リソースを安全に保護できる。

産業上の木り用の可肯旨，生

０136 以上のように、本発明に係る携帯端末、アクセス制御管理装置及びアクセス制御管

理方法は、圏外においても機密リソースへのアクセスをロック可能とし、又、アクセス

制御規則の変更時に負荷が集中するのを防止する技術において有用である。



請求の範囲
アプリケーションプログラムを実行するアプリケーション実行部と、

前記アプリケーションプログラムによる端末内の機密リソースへのアクセス権限の有

無と決定手段を規定するアクセス制御規則を保持するアクセス制御規則管理部と、

携帯端末が備えるユーザ識別モジュールの識別子と携帯端末自身の識別子の少

なくともいずれか一つを指定して、前記アクセス制御規則を外部装置から取得し、ア

クセス制御規則管理部に保存するアクセス制御規則クエリー部と、

前記アプリケーションプログラムが機密リソースにアクセスする際、前記アクセス制御

規則を更新するか否かを判定し、更新を〒ラクエリー要否判定部と、

前記アクセス制御規則に基づいて、アクセス権限の有無を判定する権限管理部と、

前記権限管理部の判定結果に基づいて、前記アプリケーションプログラムの機密リ

ソースへのアクセス要求を許否する機密リソース管理部と

を備えることを特徴とする携帯端末。

2 前記クエリー要否判定部は、携帯端末が一定時間以上、圏外状態である場合、ア

クセス制御規則にユーザ認証命令、ロック命令、機密データの削除命令の少なくとも

いずれか一つを付加して更新することを特徴とする請求項 に記載の携帯端末。

3 前記クエリー要否判定部は、アクセス制御規則に設定された有効期限をチェソクし

、期限切れの場合にアクセス制御規則クエリー部を呼び出すキャッシュ制御部を備え

ることを特徴とする請求項 又は2に記載の携帯端末。

4 前記クエリー要否判定部は、前記権限管理部においてユーザ認証が成功した際に

アクセス制御規則のユーザ認証命令を一定時間解除するよぅ更新することを特徴と

する請求項3に記載の携帯端末。

5 前記権限管理部は、機密リソースへのアクセスのログを記録し、外部装置へ送信す

るログ送信部を備えることを特徴とする請求項 ～4のいずれか 項に記載の携帯端

末。

6 前記機密リソース管理部は、前記アクセス制御規則クエリー部が取得したアクセス

制御規則に機密データの削除命令があった場合に、当該機密データを削除する機

密データ削除部を備え、前記クエリー要否判定部は、権限管理部においてユーザ認、



証が失敗した際にアクセス制御規則に機密データの削除命令を付加して更新するこ

とを特徴とする請求項 ～5のいずれか 項に記載の携帯端末。

7 前記アクセス制御規則クエリー部は、携帯端末が特定のユーザ識別モジュールを

装着していない状態で、前記特定のユーザ識別モジュールに紐付けされた機密リソ

ースへのアクセスがあった際、携帯端末の識別子を指定してアクセス制御管理装置

からアクセス制御規則を取得することを特徴とする請求項 ～6のいずれか 項に記

載の携帯端末。

8 携帯端末のユーザ情報及び前記携帯端末に与えるアクセス制御規則を保持する

ユーザ管理部と、

ユーザの認証を〒ラユーザ認証部と、

前記携帯端末からの携帯端末が備えるユーザ識別モジュールの識別子と携帯端

末自身の識別子の少なくともいずれか一つの指定を含む照会に対して、当該携帯端

末のアクセス制御規則を応答するアクセス制御規則応答部と、

ユーザからの携帯端末或いは複数の携帯端末に対するアクセス制御規則の登録

要求或いは変更要求を受信するアクセス制御要求受信部と、

前記アクセス制御規則の登録要求或いは変更要求を検証する規則を管理するアク

セス制御規則検証管理部と、

前記アクセス制御規則を検証する規則に従って、前記登録要求或いは変更要求を

検証するアクセス制御規則検証部と

を備えることを特徴とするアクセス制御管理装置。

9 前記アクセス制御要求受信部は、有効期限が含まれた、前記登録要求或いは前記

変更要求を受信することを特徴とする請求項8に記載のアクセス制御管理装置。

０ 前記アクセス制御規則応答部は、ユーザからのアクセス制御規則の登録要求或い
。

は変更要求にプッシュ要求が含まれる場合、当該携帯端末にアクセス制御規則をフ

、ソシュ送信するプ、ソシュ送信部を備えることを特徴とする請求項8又は9に記載のアク

セス制御管理装置。

前記アクセス制御規則検証部は、前記携帯端末からアクセス制御ログを受信し、検

証するログ検証部を備えることを特徴とする請求項8～０のいずれか 項に記載のア



クセス制御管理装置。

2 アプリケーションプログラムによる携帯端末内の機密リソースへのアクセスを制限す

るアクセス制御管理方法であって、

前記アプリケーションプログラムが機密リソースにアクセスする際、前記アプリケーシ

ョンプログラムによる携帯端末内の機密リソースへのアクセス権限の有無と決定手段

を規定するアクセス制御規則を更新するか否かを判定するステップと、

携帯端末が備えるユーザ識別モジュールの識別子と携帯端末自身の識別子の少

なくともいずれか一つを指定して、前記アクセス制御規則を外部装置から取得し、保

持するステップと、

前記アクセス制御規則に基づいて、アクセス権限の有無を判定するステップと、

前記判定結果に基づいて、アクセス要求に対する応答を行ぅステップと

を含むことを特徴とするアクセス制御管理方法。
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