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(57)【要約】
【課題】ＩＣチップに直接アクセスすることができない
アプリケーションを利用してコンテンツにアクセスする
際に、ＩＤやパスワードなどの認証情報の入力という煩
雑な操作を必要としない情報処理装置を提供する。
【解決手段】データが記録されたＩＣチップと、ＩＣチ
ップに記録されているデータを読み出すＩＣチップ読み
出し部と、ＩＣチップから読み出された記録データに対
して暗号化処理を行って署名データを生成する署名デー
タ生成部とを含む、ＩＣチップにアクセス可能な第１の
アプリケーションと、第１のアプリケーションから署名
データおよび記録データを受け取り、所定のコンテンツ
を提供する情報提供サーバへ送信することにより、該情
報提供サーバからコンテンツの取得を要求するサーバア
クセス部を含むＩＣチップにアクセスすることができな
い第２のアプリケーションと、を備えた。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定のデータが記録されたＩＣチップと；
　前記ＩＣチップに記録されているデータを読み出すＩＣチップ読み出し部と、
　前記ＩＣチップ読み出し部により読み出された記録データに対して暗号化処理を行って
署名データを生成する署名データ生成部と、
　を含む、前記ＩＣチップにアクセス可能な第１のアプリケーションと；
　前記第１のアプリケーションから前記署名データ、および前記ＩＣチップ読み出し部に
より読み出された記録データを受け取り、該署名データおよび記録データを、所定のコン
テンツを提供する情報提供サーバへ送信することにより、該情報提供サーバからコンテン
ツの取得を要求する、サーバアクセス部を含む、前記ＩＣチップにアクセスすることがで
きない第２のアプリケーションと；
　を備える情報処理装置。
【請求項２】
　前記ＩＣチップには、該ＩＣチップ固有の利用者ＩＤが記録されており、
　前記ＩＣチップ読み出し部は、前記ＩＣチップから前記利用者ＩＤを読み出す、請求項
１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　現在時刻を記憶するタイムカウンタをさらに備え、
　前記第１のアプリケーションは、前記タイムカウンタに記録されている現在時刻を読み
出す現在時刻読み出し部をさらに備え、
　前記署名データ生成部は、前記ＩＣチップ読み出し部により読み出された利用者ＩＤ、
および前記現在時刻読み出し部により読み出された現在時刻に対して暗号化処理を行って
署名データを生成する、請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記情報提供サーバと共通の暗号鍵をさらに備え、
　前記署名データ生成部は、前記暗号鍵を利用して、前記ＩＣチップ読み出し部により読
み出された利用者ＩＤ、および前記現在時刻読み出し部により読み出された現在時刻に対
して暗号化処理を行って署名データを生成する、請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記第１のアプリケーションは、前記ＩＣチップ読み出し部により読み出された利用者
ＩＤと、前記現在時刻読み出し部により読み出された現在時刻と、前記署名データ生成部
により生成された署名データとを前記第２のアプリケーションに転送して、前記第２のア
プリケーションを起動させる起動制御部をさらに備える、請求項４に記載の情報処理装置
。
【請求項６】
　前記サーバアクセス部は、所定のコンテンツを提供する情報提供サーバにコンテンツの
取得を要求する場合に、前記署名データおよび前記利用者ＩＤに加えて、さらに前記起動
制御部から転送された現在時刻を前記情報提供サーバへ送信する、請求項５に記載の情報
処理装置。
【請求項７】
　所定のデータが記録されたＩＣチップにアクセス可能な第１のアプリケーションのＩＣ
チップ読み出し部が、前記ＩＣチップに記録されているデータを読み出すＩＣチップ読み
出しステップと、
　前記第１のアプリケーションの署名データ生成部が、前記ＩＣチップ読み出しステップ
により読み出された記録データに対して暗号化処理を行って署名データを生成する署名デ
ータ生成ステップと、
　前記署名データ生成ステップにより生成された署名データと、前記ＩＣチップ読み出し
ステップにより読み出された記録データとを、前記ＩＣチップにアクセスできない第２の
アプリケーションに転送する署名データ転送ステップと、
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　前記第２のアプリケーションのサーバアクセス部が、前記署名データ転送ステップによ
り転送された署名データおよび記録データを、所定のコンテンツを提供する情報提供サー
バへ送信することにより、該情報提供サーバからコンテンツの取得を要求するコンテンツ
要求ステップと、
　を含む情報処理方法。
【請求項８】
　所定のデータが記録されたＩＣチップにアクセス可能な第１のアプリケーションのＩＣ
チップ読み出し部が、前記ＩＣチップに記録されているデータを読み出すＩＣチップ読み
出し処理と、
　前記第１のアプリケーションの署名データ生成部が、前記ＩＣチップ読み出し処理によ
り読み出された記録データに対して暗号化処理を行って署名データを生成する署名データ
生成処理と、
　前記署名データ生成処理により生成された署名データと、前記ＩＣチップ読み出し処理
により読み出された記録データとを、前記ＩＣチップにアクセスできない第２のアプリケ
ーションに転送する署名データ転送処理と、
　前記第２のアプリケーションのサーバアクセス部が、前記署名データ転送処理により転
送された署名データおよび記録データを、所定のコンテンツを提供する情報提供サーバへ
送信することにより、該情報提供サーバからコンテンツの取得を要求するコンテンツ要求
処理と、
　をコンピュータに実行させる情報処理プログラム。
【請求項９】
　所定のデータが記録されたＩＣチップと；
　前記ＩＣチップに記録されているデータを読み出すＩＣチップ読み出し部と、
　前記ＩＣチップ読み出し部により読み出された記録データに対して暗号化処理を行って
署名データを生成する署名データ生成部と、
　を含む、前記ＩＣチップにアクセス可能な第１のアプリケーションと；
　所定のコンテンツを提供する情報提供サーバにコンテンツの取得を要求する場合に、前
記第１のアプリケーションから前記署名データ、および前記ＩＣチップ読み出し部により
読み出された記録データを受け取り、該署名データおよびデータを情報提供サーバへ送信
するサーバアクセス部を含む、前記ＩＣチップにアクセスすることができない第２のアプ
リケーションと；
　を備える情報処理装置と：
　前記第２のアプリケーションから送信された署名データおよび記録データに基づいて、
前記第２のアプリケーションからのコンテンツの取得の要求が正当であるか否かを判断す
る認証処理部を備え、
　前記第２のアプリケーションからのコンテンツの取得の要求が正当であると判断した場
合に、前記第２のアプリケーションが要求するコンテンツを、前記第２のアプリケーショ
ンへ送信する情報提供サーバと：
　を含む、情報処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理方法、情報処理プログラムおよび情報処理システム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、非接触型ＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）カードや、ＩＣチップ
を搭載した携帯電話などの情報処理端末が普及している。このようなＩＣチップなどには
、利用者ＩＤなどが記録されている。また、このような情報処理端末は、ＩＣチップにア
クセス可能なアプリケーションを搭載することもできる。このようなアプリケーションは
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、ＩＣチップに記録されている利用者ＩＤなどの記録データを読み込んで、種々のコンテ
ンツを提供する情報提供サーバなどへアクセスする際の認証情報に利用することができる
。これにより、情報提供サーバは、情報処理端末から送信された利用者ＩＤに対応するコ
ンテンツデータのみを情報処理装置に提供することができる。
【０００３】
　また、データの送受信に関する第三者による不正アクセスなどを防止するために、種々
の技術が利用されている。例えば、特許文献１には、ユーザのアクセス時刻などの情報を
暗号化した利用者署名情報をサーバ装置へ送信し、サーバ装置が受信した利用者署名情報
を復号することによりアクセスの正当性を検証する技術が開示されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－７７４８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、ＩＣチップにアクセス可能なアプリケーションが使用可能な資源（アプリケー
ション本体の容量、データ容量、ファイル容量など）は一般的に、通信キャリアなどによ
って制限されている。したがって、情報処理端末は、ＩＣチップにアクセス可能なアプリ
ケーションとは別のアプリケーションであるブラウザを利用することにより、情報提供サ
ーバが備えるＷｅｂコンテンツにアクセスし、所望するコンテンツを取得するのが一般的
である。
【０００６】
　しかしながら、ＩＣチップに記録されるデータには、特定のサービス事業者や通信キャ
リアなどから許諾を受けた特定のアプリケーションしかアクセスすることができない。し
たがって、携帯電話などの情報処理端末に汎用的に備えられるブラウザは、利用者ＩＤな
どの情報が記録されたＩＣチップにはアクセスすることができない。すなわち、ブラウザ
から情報提供サーバへアクセスする際には、ＩＣチップに記録された利用者ＩＤをアクセ
スの認証に利用することができない。よって、ユーザは、例えば、ＩＤやパスワード、ま
たは通信キャリアが提供する契約者ＩＤなどといった情報を再度入力する必要があるとい
う問題があった。また、情報提供サーバも、ＩＣチップに記録される利用者ＩＤとは別に
、ブラウザからのアクセスを認証するためのＩＤやパスワード、契約者ＩＤなどを管理し
なければならないという問題があった。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、ＩＣチップに直接アクセスすることができないアプリケーションを利用してコンテン
ツにアクセスする際に、ＩＤやパスワードなどの認証情報の入力という煩雑な操作を必要
としない、新規かつ改良された情報処理装置、情報処理方法、情報処理プログラムおよび
情報処理システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、所定のデータが記録されたＩ
Ｃチップと、前記ＩＣチップに記録されているデータを読み出すＩＣチップ読み出し部と
、前記ＩＣチップ読み出し部により読み出された記録データに対して暗号化処理を行って
署名データを生成する署名データ生成部と、を含む、前記ＩＣチップにアクセス可能な第
１のアプリケーションと、前記第１のアプリケーションから前記署名データ、および前記
ＩＣチップ読み出し部により読み出された記録データを受け取り、該署名データおよび記
録データを、所定のコンテンツを提供する情報提供サーバへ送信することにより、該情報
提供サーバからコンテンツの取得を要求する、サーバアクセス部を含む、前記ＩＣチップ
にアクセスすることができない第２のアプリケーションと、を備える情報処理装置が提供
される。
【０００９】
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　係る構成により、ＩＣチップにアクセス可能な第１のアプリケーションは、ＩＣチップ
に記録されている所定の記録データを読み出すことができる。また、第１のアプリケーシ
ョンは、ＩＣチップから読み出した記録データに対して暗号化処理を行って署名データを
生成することができる。また、ＩＣチップにアクセスすることができない第２のアプリケ
ーションは、第１のアプリケーションから署名データおよびＩＣチップに記録されている
データを受け取ることができる。さらに、第２のアプリケーションは、第１のアプリケー
ションから受け取った署名データおよび記録データを情報提供サーバへ送信し、所定のコ
ンテンツの取得を要求することができる。
【００１０】
　また、前記ＩＣチップには、該ＩＣチップ固有の利用者ＩＤが記録されており、前記Ｉ
Ｃチップ読み出し部は、前記ＩＣチップから前記利用者ＩＤを読み出してもよい。
【００１１】
　また、情報処理装置は、現在時刻を記憶するタイムカウンタをさらに備え、前記第１の
アプリケーションは、前記タイムカウンタに記録されている現在時刻を読み出す現在時刻
読み出し部をさらに備えてもよい。この場合、前記署名データ生成部は、前記ＩＣチップ
読み出し部により読み出された利用者ＩＤ、および前記現在時刻読み出し部により読み出
された現在時刻に対して暗号化処理を行って署名データを生成することもできる。
【００１２】
　また、情報処理装置は、前記情報提供サーバと共通の暗号鍵をさらに備えてもよい。こ
の場合、前記署名データ生成部は、前記暗号鍵を利用して、前記ＩＣチップ読み出し部に
より読み出された利用者ＩＤ、および前記現在時刻読み出し部により読み出された現在時
刻に対して暗号化処理を行って署名データを生成することもできる。
【００１３】
　また、前記第１のアプリケーションは、前記ＩＣチップ読み出し部により読み出された
利用者ＩＤと、前記現在時刻読み出し部により読み出された現在時刻と、前記署名データ
生成部により生成された署名データとを前記第２のアプリケーションに転送して、前記第
２のアプリケーションを起動させる起動制御部をさらに備えてもよい。
【００１４】
　また、前記サーバアクセス部は、所定のコンテンツを提供する情報提供サーバにコンテ
ンツの取得を要求する場合に、前記署名データおよび前記利用者ＩＤに加えて、さらに前
記起動制御部から転送された現在時刻を前記情報提供サーバへ送信してもよい。
【００１５】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、所定のデータが記録さ
れたＩＣチップにアクセス可能な第１のアプリケーションのＩＣチップ読み出し部が、前
記ＩＣチップに記録されているデータを読み出すＩＣチップ読み出しステップと、前記第
１のアプリケーションの署名データ生成部が、前記ＩＣチップ読み出しステップにより読
み出された記録データに対して暗号化処理を行って署名データを生成する署名データ生成
ステップと、前記署名データ生成ステップにより生成された署名データと、前記ＩＣチッ
プ読み出しステップにより読み出された記録データと、を前記ＩＣチップにアクセスでき
ない第２のアプリケーションに転送する署名データ転送ステップと、前記第２のアプリケ
ーションのサーバアクセス部が、前記署名データ転送ステップにより転送された署名デー
タおよび記録データを、所定のコンテンツを提供する情報提供サーバへ送信することによ
り、該情報提供サーバからコンテンツの取得を要求するコンテンツ要求ステップと、を含
む情報処理方法が提供される。
【００１６】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、所定のデータが記録さ
れたＩＣチップにアクセス可能な第１のアプリケーションのＩＣチップ読み出し部が、前
記ＩＣチップに記録されているデータを読み出すＩＣチップ読み出し処理と、前記第１の
アプリケーションの署名データ生成部が、前記ＩＣチップ読み出し処理により読み出され
た記録データに対して暗号化処理を行って署名データを生成する署名データ生成処理と、
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前記署名データ生成処理により生成された署名データと、前記ＩＣチップ読み出し処理に
より読み出された記録データと、を前記ＩＣチップにアクセスできない第２のアプリケー
ションに転送する署名データ転送処理と、前記第２のアプリケーションのサーバアクセス
部が、前記署名データ転送処理により転送された署名データおよび記録データを、所定の
コンテンツを提供する情報提供サーバへ送信することにより、該情報提供サーバからコン
テンツの取得を要求するコンテンツ要求処理と、をコンピュータに実行させる情報処理プ
ログラムが提供される。
【００１７】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、所定のデータが記録さ
れたＩＣチップと、前記ＩＣチップに記録されているデータを読み出すＩＣチップ読み出
し部と、前記ＩＣチップ読み出し部により読み出された記録データに対して暗号化処理を
行って署名データを生成する署名データ生成部と、を含む、前記ＩＣチップにアクセス可
能な第１のアプリケーションと、所定のコンテンツを提供する情報提供サーバにコンテン
ツの取得を要求する場合に、前記第１のアプリケーションから前記署名データ、および前
記ＩＣチップ読み出し部により読み出された記録データを受け取り、該署名データおよび
記録データを情報提供サーバへ送信するサーバアクセス部を含む、前記ＩＣチップにアク
セスすることができない第２のアプリケーションと、を備える情報処理装置と、前記第２
のアプリケーションから送信された署名データおよび記録データに基づいて、前記第２の
アプリケーションからのコンテンツの取得の要求が正当であるか否かを判断する認証処理
部を備え、前記第２のアプリケーションからのコンテンツの取得の要求が正当であると判
断した場合に、前記第２のアプリケーションが要求するコンテンツを、前記第２のアプリ
ケーションへ送信する情報提供サーバと、を含む情報処理システムが提供される。
【発明の効果】
【００１８】
　以上説明したように本発明によれば、ＩＣチップに直接アクセスすることができないア
プリケーションを利用してコンテンツを取得する場合においても、ＩＤやパスワードなど
の認証情報の入力という煩雑な操作を必要としない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。また、説明は以下の順序で行うも
のとする。
　１．本発明の実施形態の概要（従来のコンテンツ取得方法との比較）
　２．情報処理システムの構成
　　２－１．携帯電話１００の機能構成
　　２－２．情報提供サーバ２００の機能構成
　３．携帯電話１００によるアクセス処理のフロー
　４．情報提供サーバ２００によるアクセス認証処理のフロー
　５．携帯電話１００のハードウェア構成
【００２０】
　（１．本発明の実施形態の概要）
　まず、従来の情報処理装置によるコンテンツへのアクセス方法を説明した上で、本発明
の実施形態の１つに係る情報処理装置によるコンテンツへのアクセス方法の概要について
説明する。なお、以下の説明においては、情報処理装置の一例として携帯電話を例に説明
する。
【００２１】
　図１１は、従来の携帯電話１０が、ＩＣチップにアクセス可能なアプリケーションによ
り、情報提供サーバ３０の各種コンテンツを取得する概念を示す説明図である。図１１に
示すように、携帯電話１０は、ＩＣチップ１２と、アプリケーション１４と、ブラウザ１
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６とを備えている。ＩＣチップ１２には、利用者固有のＩＤとなる利用者ＩＤが記録され
ている。また、アプリケーション１４は、ＩＣチップ１２にアクセス可能であり、ＩＣチ
ップ１２に記録されている利用者ＩＤを読み取ることができる。
【００２２】
　携帯電話１０を利用するユーザＡは、例えば、携帯電話１０のアプリケーション１４を
起動し、情報提供サーバ３０のコンテンツデータ記憶部３４に記録されている所定のコン
テンツデータを取得することができる。この際、アプリケーション１４は、ユーザからの
指示に応じて、ＩＣチップ１２に記録されている利用者ＩＤを読み取り、コンテンツデー
タの取得要求とともに当該利用者ＩＤを情報提供サーバ３０へ送信する。これを受けて、
情報提供サーバ３０は、コンテンツデータ記憶部３４に記録されている利用者ＩＤリスト
に基づいて、携帯電話１０からのコンテンツデータの取得要求を認証し、携帯電話１０へ
コンテンツデータを送信する。このように、アプリケーション１４は、携帯電話１０固有
の情報である利用者ＩＤをＩＣチップ１２から読み取って、情報提供サーバ３０へ送信す
ることができる。したがって、情報提供サーバ３０は、携帯電話１０から送信される利用
者ＩＤおよび利用者ＩＤリストに基づいて認証を行い、携帯電話１０の利用者であるユー
ザＡが所望するコンテンツデータを、携帯電話１０へ送信することができる。
【００２３】
　ここで、携帯電話１０とは異なる別の携帯電話２０は、異なる利用者ＩＤが記録された
ＩＣチップを備えている。したがって、例えば、携帯電話２０を利用するユーザＢが、不
正にユーザＡに限定されるコンテンツを情報提供サーバ３０から取得しようとしても、利
用者ＩＤが異なるため、情報提供サーバ３０は、ユーザＢからのコンテンツ取得要求を拒
否することができる。
【００２４】
　このように、ＩＣチップ１２に直接アクセス可能なアプリケーション１４は、ＩＣチッ
プ１２に記録されているセキュアな情報である利用者ＩＤを認証情報として情報提供サー
バ３０へ送信し、所定のコンテンツを要求・取得することができる。また、情報提供サー
バ３０もＩＣチップ１２の利用者ＩＤに対応するリストを管理することにより、アプリケ
ーション１４からのアクセスを容易に認証することができる。
【００２５】
　しかし、ＩＣチップ１２にアクセス可能なアプリケーション１４が使用可能な資源（ア
プリケーション１４本体の容量、データ容量、ファイル容量など）は一般的に、通信キャ
リアなどによって制限されている。したがって、携帯電話１０は、ＩＣチップ１２にアク
セス可能なアプリケーション１４とは別のアプリケーションであるブラウザ１６を利用す
ることにより、情報提供サーバ３０が備えるＷｅｂコンテンツにアクセスし、所望するコ
ンテンツを取得するのが一般的である。
【００２６】
　このように、アプリケーション１４がブラウザ１６を起動して、所定のＷｅｂコンテン
ツにアクセスする方法は、いわゆるＷｅｂＴｏ機能などと呼ばれている。携帯電話１０は
、このＷｅｂＴｏ機能を利用することにより、使用可能な資源が制限されているアプリケ
ーション１４ではなく、ブラウザ１６を利用して所定のＷｅｂコンテンツを取得すること
ができる。
【００２７】
　図１２は、従来の携帯電話１０が、ＷｅｂＴｏ機能により、ＩＣチップ１２にアクセス
できないブラウザ１６が、一般公開されている所定のＷｅｂコンテンツを情報提供サーバ
３０から取得する概念を示す説明図である。ここで、ブラウザ１６は、情報提供サーバ３
０からＷｅｂコンテンツを取得し、画面に表示させることができるＷｅｂページ閲覧ブラ
ウザである。ブラウザ１６は、情報提供サーバ３０から送信されたＷｅｂコンテンツを読
み込むことにより、画面上にＷｅｂコンテンツを表示させることができる。
【００２８】
　図１２に示すように、アプリケーション１４は、例えば、ユーザからの指示に応じて、
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ブラウザ１６を起動して、一般公開されている所定のＷｅｂコンテンツに対応するＵＲＬ
をブラウザ１６へ転送する。これを受けて、ブラウザ１６は、当該ＵＲＬを画面に表示さ
せる。ユーザが、画面に表示されたＵＲＬを選択した場合、ブラウザ１６は、情報提供サ
ーバ３０が提供するＷｅｂコンテンツにアクセスする。ブラウザ１６は、取得したＷｅｂ
コンテンツを画面に表示させる。
【００２９】
　なお、情報提供サーバ３０は、一般公開されているＷｅｂコンテンツを提供する場合に
は、携帯電話１０からのアクセスの可否を認証する必要がない。したがって、いずれの携
帯電話からのアクセスに対しても、一般公開しているＷｅｂコンテンツを提供することが
できる。図１２に示す例では、ユーザＡが利用する携帯電話１０に対しても、ユーザＢが
利用する携帯電話２０に対しても、それぞれの携帯電話のブラウザからの要求に応じて、
一般公開しているＷｅｂコンテンツを提供することができる。なお、一般公開されている
コンテンツとしては、例えば、ＦＡＱ（Ｆｒｅｑｕｅｎｔｌｙ　Ａｓｋｅｄ　Ｑｕｅｓｔ
ｉｏｎｓ）やサービス説明などの情報が想定される。
【００３０】
　一方、情報提供サーバ３０が提供するコンテンツの中には、特定のユーザのみに提供さ
れるコンテンツも含まれる。この場合、情報提供サーバ３０は、ブラウザ１６からの要求
に対して、コンテンツを提供してよいか否かを認証する必要がある。したがって、携帯電
話１０は、情報提供サーバ３０にＷｅｂコンテンツの取得を要求する際に、何らかの認証
情報を送信する必要がある。
【００３１】
　図１３は、ＷｅｂＴｏ機能により、ＩＣチップ１２にアクセスできないブラウザ１６が
、公開が制限されている所定のＷｅｂコンテンツを情報提供サーバ３０から取得する概念
を示す説明図である。
【００３２】
　図１３に示すように、アプリケーション１４は、例えば、ユーザからの指示に応じて、
ブラウザ１６を起動して、公開が制限されている所定のＷｅｂコンテンツに対応するＵＲ
Ｌをブラウザ１６へ転送する。これを受けて、ブラウザ１６は、当該ＵＲＬを画面に表示
させる。ユーザが、画面に表示されたＵＲＬを選択した場合、ブラウザ１６は、情報提供
サーバ３０が提供するＷｅｂコンテンツにアクセスする。このとき、情報提供サーバ３０
は、携帯電話１０からのアクセスを認証するための情報入力を携帯電話１０へ要求する。
これを受けてブラウザ１６は、認証情報をユーザが入力するための画面を表示させる。
【００３３】
　ユーザが入力する認証情報としては、例えば、ＩＤやパスワード、通信キャリアにより
提供される所定の契約者ＩＤなどが想定される。ブラウザ１６は、ユーザにより入力され
た認証情報を、情報提供サーバ３０へ送信する。これを受けて、情報提供サーバ３０は、
例えば、ＩＤやパスワードのリスト、通信キャリアの契約者ＩＤのリストなどに基づいて
、当該アクセス要求が正当なものであるか否かを判断する。情報提供サーバ３０は、ブラ
ウザ１６から送信された認証情報が正当であると判断した場合にのみ、Ｗｅｂコンテンツ
を携帯電話１０へ送信する。これにより、ブラウザ１６は、公開が制限されているＷｅｂ
コンテンツを取得し、画面に表示させることができる。
【００３４】
　このように、情報提供サーバ３０は、公開が制限されているＷｅｂコンテンツを提供す
るに際して、携帯電話１０から送信される認証情報と、当該認証情報に関するリストとを
比較することにより、携帯電話１０からのアクセスを認証することができる。すなわち、
情報提供サーバ３０は、公開が制限されているＷｅｂコンテンツを、当該Ｗｅｂコンテン
ツにアクセスすることが可能な権利を有するユーザにのみ提供することができる。図１３
に示す例では、ユーザＢが携帯電話２０を利用して、ユーザＡのみがアクセス可能なＷｅ
ｂコンテンツの取得を要求した場合、情報提供サーバ３０は、携帯電話２０から送信され
る認証情報に基づいて、携帯電話２０からのアクセスを拒否することができる。
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【００３５】
　しかしながら、このようなアクセス制限方法を利用するには、ユーザは、ブラウザ１６
から所定のＷｅｂコンテンツにアクセスするたびに、ＩＤやパスワードなどの認証情報の
入力といった煩雑な操作が必要となる。また、情報提供サーバ３０も、ブラウザ１６から
送信される認証情報の正当性を判断するために、ＩＤやパスワードに関するリストをデー
タベースとして管理しておく必要がある。また、例えば、通信キャリアが提供する契約者
ＩＤは、携帯電話の契約解除などにより適宜更新・変更される。したがって、情報提供サ
ーバ３０は、頻繁に更新・変更される契約者ＩＤに対応するために、頻繁に契約者ＩＤリ
ストに関するデータベースを更新しなければならない。また、通信キャリアによっては、
契約者ＩＤの仕様が異なる。したがって、情報提供サーバ３０は、通信キャリアごとに異
なる仕様の認証手段を備える必要がある。
【００３６】
　本発明の実施形態に係る携帯電話１００および情報提供サーバ２００によるコンテンツ
へのアクセス方法は、上述した従来の問題点を解決するものである。
【００３７】
　図１は、本実施形態に係る携帯電話１００において、ＷｅｂＴｏ機能により、ＩＣチッ
プ１０２にアクセスできないブラウザ１０６が、公開が制限されている所定のＷｅｂコン
テンツを情報提供サーバ２００から取得する概念を示す説明図である。
【００３８】
　図１に示すように、アプリケーション１０４は、例えば、ユーザからの指示に応じて、
ＩＣチップ１０２に記録されている利用者ＩＤを読み取る。また、アプリケーション１０
４は、携帯電話１００に備えられるタイムカウンタ（図示せず）から現在時刻を読み取る
。さらに、アプリケーション１０４は、情報提供サーバ２００との共通の暗号鍵である署
名鍵を利用して、当該利用者ＩＤおよび現在時刻に対して暗号化処理を行い、署名データ
を生成する。その後、アプリケーション１０４は、ブラウザ１０６を起動し、ＩＣチップ
１０２から読み取った利用者ＩＤ、タイムカウンタから読み取った現在時刻、署名鍵によ
り生成した署名データ、所定のＷｅｂコンテンツに対応するＵＲＬをブラウザ１０６へ転
送する。これを受けて、ブラウザ１０６は、アプリケーション１０４から受信したＵＲＬ
を画面に表示させる。
【００３９】
　ユーザが、画面に表示されたＵＲＬを選択した場合、ブラウザ１０６は、情報提供サー
バ２００が提供するＷｅｂコンテンツにアクセスする。このとき、ブラウザ１０６は、ア
プリケーション１０４から受信した利用者ＩＤ、現在時刻および署名データを、認証情報
として情報提供サーバ２００へ送信する。
【００４０】
　情報提供サーバ２００は、ブラウザ１０６から送信された利用者ＩＤ、現在時刻および
署名データに基づいて、ブラウザ１０６からのアクセスの認証処理を行う。情報提供サー
バ２００は、携帯電話１００と共通の暗号鍵である署名鍵を有している。したがって、情
報提供サーバ２００は、当該署名鍵を利用して、ブラウザ１０６から送信された利用者Ｉ
Ｄおよび現在時刻に対して暗号化処理を行い、署名データを生成する。情報提供サーバ２
００は、生成した署名データと、ブラウザ１０６から送信された署名データが一致してい
るか否かを判断する。また、情報提供サーバ２００は、ブラウザ１０６から送信された利
用者ＩＤの過去のアクセス履歴に基づいて、今回のアクセスが不正なアクセスでないかを
判断する。また、情報提供サーバ３０は、ブラウザ１０６から送信された現在時刻の情報
に基づいて、所定の有効期間を経過していないかなどを判断する。
【００４１】
　このように、情報提供サーバ２００は、認証情報としてブラウザ１０６から利用者ＩＤ
、現在時刻および署名データを受信することができる。すなわち、上述した従来の方法の
ように、受信する認証情報には、ＩＣチップ１０２に記録された利用者ＩＤとは異なる別
のＩＤやパスワード、通信キャリアの契約者情報などが含まれていない。したがって、情
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報提供サーバ２００は、利用者ＩＤとは異なる別のＩＤやパスワード、通信キャリアの契
約者情報などのリストを管理しておく必要がない。また、ユーザも、ブラウザ１０６を利
用して公開が制限されている所定のＷｅｂコンテンツにアクセスする際に、ＩＤやパスワ
ード、通信キャリアの契約者情報の入力といった煩雑な操作をする必要がない。
【００４２】
　また、認証情報として、携帯電話１００に備えられるＩＣチップ１０２に記録されてい
るセキュアな情報を利用するため、第三者による不正なアクセスを防止することができる
。ユーザＡが利用する携帯電話１００から送信される認証情報には、携帯電話１００のＩ
Ｃチップ１０２に記録されている固有の利用者ＩＤの情報が含まれている。また、ユーザ
Ｂが利用する携帯電話２０のＩＣチップに記録されている利用者ＩＤは、ユーザＡの携帯
電話１００に記録されている利用者ＩＤとは異なる。したがって、ユーザＢが携帯電話２
０を利用して、ユーザＡに対して提供されるべきコンテンツを、不正に情報提供サーバ２
００から取得しようとしても、情報提供サーバ２００は、利用者ＩＤが異なるため携帯電
話２０からのアクセスを拒否することができる。
【００４３】
　このように、本発明の実施形態に係る携帯電話１００は、ブラウザ１０６を利用して所
定のＷｅｂコンテンツを取得する際に、ＩＣチップ１０２に直接アクセス可能なアプリケ
ーション１０４がＩＣチップ１０２に記録されている利用者ＩＤを読み取る。その後、ア
プリケーション１０４は、当該利用者ＩＤを含む情報に対して、情報提供サーバ２００と
共通の署名鍵を利用して署名データを生成し、ブラウザ１０６へ転送する。これを受けて
、ブラウザ１０６は、Ｗｅｂコンテンツの取得要求に加えて、ＩＣチップ１０２に記録さ
れている利用者ＩＤを含む情報および署名データを、認証情報として情報提供サーバ２０
０へ送信することができる。すなわち、ブラウザ１０６は、直接ＩＣチップ１０２にアク
セスすることはできないが、アプリケーション１０４を介してＩＣチップ１０２に記録さ
れている情報を取得し、認証情報として情報提供サーバ２００へ送信することができる。
【００４４】
　一方、情報提供サーバ２００は、ブラウザ１０６から送信される認証情報は、ＩＣチッ
プ１０２に記録されている利用者ＩＤを含む情報であるため、利用者ＩＤとは異なる別の
ＩＤやパスワードなどのリストを管理する必要がない。
【００４５】
　すなわち、本実施形態に係る携帯電話１００は、ＩＣチップ１０２に直接アクセスする
ことができないブラウザ１０６を利用してＷｅｂコンテンツにアクセスする場合であって
も、ＩＤやパスワードなどの認証情報の入力という煩雑な操作を必要としない。以下この
ような特徴を有する携帯電話１００および情報提供サーバ２００からなる情報提供システ
ムの詳細について説明する。
【００４６】
　（２．情報処理システムの構成）
　まず、本実施形態に係る携帯電話１００および情報提供サーバ２００を含んで構成され
る情報提供システムの構成について説明する。図２は、本実施形態に係る携帯電話１００
および情報提供サーバ２００を含んで構成される情報提供システムの概念を示す構成図で
ある。なお、図２では、説明の便宜上、１の携帯電話１００および１の情報提供サーバ２
００のみが示されているが、実際には、複数の携帯電話１００が情報提供サーバ２００に
アクセスすることができる。以下、携帯電話１００および情報提供サーバ２００の詳細な
機能構成について説明する。
【００４７】
　（２－１．携帯電話１００の機能構成）
　図２に示すように、携帯電話１００は主に、ＩＣチップ１０２と、アプリケーション１
０４と、ブラウザ１０６と、タイムカウンタ１０８と、を含んで構成される。
【００４８】
　ＩＣチップ１０２は、例えば、電磁波を利用して非接触でリーダライタ（図示せず）と
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通信可能な耐タンパ性を有するセキュアメモリである。ＩＣチップ１０２には、当該ＩＣ
チップ１０２に固有の利用者ＩＤなどを含むデータがセキュアに記録されている。本実施
形態に係る携帯電話１００のアプリケーション１０４は、ＩＣチップ１０２に記録されて
いる利用者ＩＤを読み取って、ブラウザ１０６がＷｅｂコンテンツへアクセスする際の認
証情報として利用する。したがって、本実施形態において、ＩＣチップ１０２は、固有の
利用者ＩＤが記録されたものであれば、特定の通信方式、処理性能等に限定されるもので
はない。
【００４９】
　また、ＩＣチップ１０２には利用者ＩＤを含めたセキュアな情報が記録されているため
、特定のアプリケーションのみがアクセス可能である。ＩＣチップ１０２にアクセス可能
なアプリケーションとは、ＩＣチップ１０２に記録されたセキュアな情報を復号したり、
暗号化して書き込んだりすることができるプログラムである。本実施形態においては、ア
プリケーション１０４のみが直接ＩＣチップにアクセス可能であり、携帯電話１００に汎
用的に備えられるブラウザ１０６などは、ＩＣチップ１０２に直接アクセスすることがで
きない。
【００５０】
　タイムカウンタ１０８は、現在時刻を記憶する。タイムカウンタ１０８は、例えば、ユ
ーザによる操作に応じて現在時刻を調整することや、所定時間毎に現在時刻をオートコレ
クトすることなどができる。タイムカウンタ１０８が記憶する現在時刻は、例えば、表示
部（図示せず）などに表示させることもできる。後述するアプリケーション１０４は、タ
イムカウンタ１０８から現在時刻を読み取ることができる。
【００５１】
　アプリケーション１０４は、ＩＣチップ１０２に直接アクセスすることが可能なアプリ
ケーションである。図２に示すように、アプリケーション１０４は主に、ＩＣチップ読み
出し部１１０と、現在時刻読み出し部１１２と、署名データ生成部１１４と、ブラウザ制
御部１１６と、を含んで構成される。なお、アプリケーション１０４は、本発明において
、ＩＣチップ１０２にアクセス可能な第１のアプリケーションとして機能するものである
。
【００５２】
　ＩＣチップ読み出し部１１０は、ＩＣチップ１０２に記録されている利用者ＩＤを含む
記録データを読み取ることができる。ＩＣチップ読み出し部１１０は、例えば、ユーザが
操作部を介して、ブラウザ１０６を介したＷｅｂコンテンツの取得を要求した場合に、Ｉ
Ｃチップ１０２に記録されている利用者ＩＤを読み取ることができる。このようにＩＣチ
ップ１０２から読み取られた利用者ＩＤは、後述する署名データ生成部１１４による署名
データの生成に利用された後、ブラウザ１０６へ転送される。これにより、ブラウザ１０
６は、Ｗｅｂコンテンツを情報提供サーバ２００から取得する際に、当該利用者ＩＤを認
証情報として情報提供サーバ２００へ送信することができる。
【００５３】
　現在時刻読み出し部１１２は、タイムカウンタ１０８が記憶している現在時刻を読み取
ることができる。現在時刻読み出し部１１２は、例えば、ユーザが操作部を介して、ブラ
ウザ１０６を介したＷｅｂコンテンツの取得を要求した場合に、タイムカウンタ１０８が
記憶している現在時刻を読み取る。このようにタイムカウンタ１０８から読み取られた現
在時刻は、後述する署名データ生成部１１４による署名データの生成に利用された後、ブ
ラウザ１０６へ転送される。これにより、ブラウザ１０６は、Ｗｅｂコンテンツを情報提
供サーバ２００から取得する際に、当該現在時刻を認証情報として情報提供サーバ２００
へ送信することができる。
【００５４】
　署名データ生成部１１４は、ＩＣチップ読み出し部１１０が読み出した利用者ＩＤと、
現在時刻読み出し部１１２が読み出した現在時刻とに対して、所定の暗号鍵を用いて署名
データを生成する。前述したように、携帯電話１００および情報提供サーバ２００は、共
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通の暗号鍵である署名鍵を有している。したがって、署名データ生成部１１４は、当該署
名鍵を利用して、利用者ＩＤおよび現在時刻に対して暗号化処理を行い、署名データを生
成する。このようにして生成された署名データは、利用者ＩＤおよび現在時刻に関する情
報と共に、ブラウザ１０６へ転送される。これにより、ブラウザ１０６は、Ｗｅｂコンテ
ンツを情報提供サーバ２００から取得する際に、当該署名データを、利用者ＩＤおよび現
在時刻と共に、認証情報として情報提供サーバ２００へ送信することができる。
【００５５】
　ブラウザ制御部１１６は、情報提供サーバ２００から所定のＷｅｂコンテンツを取得す
るようにブラウザ１０６を制御する。ブラウザ制御部１１６は、例えば、ユーザが操作部
を操作して、ブラウザ１０６を介したＷｅｂコンテンツの取得を要求した場合に、ブラウ
ザ１０６を起動する。さらに、ブラウザ制御部１１６は、ユーザが指定したＷｅｂコンテ
ンツに対応するＵＲＬに加えて、上述した利用者ＩＤ、現在時刻および署名データをブラ
ウザ１０６へ転送する。これにより、ブラウザ１０６は、転送されたＵＲＬを表示部（図
示せず）に表示させることができる。また、ユーザが当該ＵＲＬを選択した場合には、情
報提供サーバ２００に対して、当該ＵＲＬに対応するＷｅｂコンテンツの取得要求をする
際に、認証情報として、利用者ＩＤ、現在時刻および署名データを情報提供サーバ２００
へ送信することができる。
【００５６】
　なお、アプリケーション１０４は、ブラウザ１０６を起動して、Ｗｅｂコンテンツを情
報提供サーバ２００から取得するのみでなく、自ら情報提供サーバ２００にアクセスして
所定のコンテンツを取得することも当然に可能である。しかしながら、ＩＣチップ１０２
に直接アクセス可能なアプリケーション１０４は通常、使用可能な資源（アプリケーショ
ン本体の容量、データ容量、ファイル容量など）が通信キャリアにより制限されている。
したがって、アプリケーション１０４は、リッチコンテンツの取得などをすることが難し
い。その結果、アプリケーション１０４は、所定の容量を超えるコンテンツなどを取得す
る際には、ブラウザ１０６（または別のアプリケーション）を利用して情報提供サーバ２
００から当該コンテンツを取得する。本実施形態に係る携帯電話１００は、このように、
使用可能な資源が制限されているアプリケーション１０４が、ブラウザ１０６などの他の
アプリケーションを利用して情報提供サーバ２００から所定のコンテンツを取得する際の
操作の煩雑性などを解消する。したがって、本明細書においては、アプリケーション１０
４が、ブラウザ１０６を利用して、情報提供サーバ２００から所定のコンテンツを取得す
る処理について中心に説明する。しかしながら、アプリケーション１０４は、直接情報提
供サーバ２００にアクセスして、低容量のコンテンツなどを取得することも当然に可能で
ある。
【００５７】
　ブラウザ１０６は、所定のＷｅｂコンテンツを閲覧するためのアプリケーションの１つ
である。ブラウザ１０６は、例えば、ユーザが指定した所定のＵＲＬに対応するＷｅｂコ
ンテンツを、情報提供サーバ２００から取得して、表示部に表示させることができる。本
実施形態において、上述したアプリケーション１０４のブラウザ制御部１１６が、ブラウ
ザ１０６の起動、Ｗｅｂコンテンツの取得などを制御する。図２に示すように、ブラウザ
１０６は主に、サーバアクセス部１１８と、表示制御部１２０と、を含んで構成される。
なお、ブラウザ１０６は、本発明において、ＩＣチップ１０２にアクセスできない第２の
アプリケーションとして機能するものである。
【００５８】
　サーバアクセス部１１８は、ユーザからの指示に応じて、所定のＷｅｂコンテンツを要
求する信号を情報提供サーバ２００へ送信する。ユーザは、例えば、ブラウザ１０６が表
示するＵＲＬなどを選択することにより、ブラウザ１０６に対して、当該ＵＲＬに対応す
るＷｅｂコンテンツの取得を指示することができる。
【００５９】
　また、サーバアクセス部１１８は、Ｗｅｂコンテンツの要求信号に加えて、アプリケー
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ション１０４から転送された利用者ＩＤ、現在時刻および署名データを、認証情報として
情報提供サーバ２００へ送信する。上述したように、ブラウザ１０６は、ＩＣチップ１０
２に直接アクセスすることはできない。しかしながら、アプリケーション１０４のＩＣチ
ップ読み出し部１１０を介することにより、ＩＣチップ１０２に記録されているセキュア
な情報である利用者ＩＤを、認証情報として利用することができる。
【００６０】
　また、サーバアクセス部１１８は、情報提供サーバ２００から送信される所定のＷｅｂ
コンテンツを受信し、表示制御部１２０に転送することもできる。
【００６１】
　表示制御部１２０は、情報提供サーバ２００から取得したＷｅｂコンテンツを表示部に
表示させる。上述したように、情報提供サーバ２００から取得したＷｅｂコンテンツは、
サーバアクセス部１１８から表示制御部１２０へ転送される。これを受けて、表示制御部
１２０は、当該Ｗｅｂコンテンツを表示部に表示させることができる。また、表示制御部
１２０は、アプリケーション１０４のブラウザ制御部１１６から所定のＷｅｂコンテンツ
に対応するＵＲＬが転送された場合には、表示部に当該ＵＲＬを表示させることもできる
。これにより、ユーザは、表示部に表示されているＵＲＬを選択することができる。
【００６２】
　以上、本実施形態に係る携帯電話１００の機能構成について説明したが、図２に示した
機能構成は、本実施形態の特徴的部分を説明する上での一例であり、携帯電話１００が備
える機能は、上記事項に限定されるものではない。例えば、携帯電話１００は、図２に示
した以外のアプリケーションや、通信機能、撮像機能など、一般的な携帯電話に備えられ
る種々の機能を備えることも当然に可能である。なお、上述した構成により、ブラウザ１
０６が情報提供サーバ２００にＷｅｂコンテンツの取得を要求する処理の流れの詳細につ
いては、後述する処理フローにおいて説明する。
【００６３】
　（２－２．情報提供サーバ２００の機能構成）
　次に、情報提供サーバ２００の機能構成について説明する。図２に示すように、情報提
供サーバ２００は主に、タイムカウンタ２０２と、アクセス履歴管理部２０４と、記憶部
２０６と、認証処理部２１０と、を含んで構成される。以下、情報提供サーバ２００を構
成する各機能部について説明する。
【００６４】
　タイムカウンタ２０２は、現在時刻を記憶する。タイムカウンタ２０２は、例えば、情
報提供サーバ２００の管理者による操作に応じて現在時刻を調整することや、所定時間毎
に現在時刻をオートコレクトすることなどができる。タイムカウンタ２０２が記憶する現
在時刻は、後述する認証処理部２１０による認証処理に利用される。
【００６５】
　アクセス履歴管理部２０４は、携帯電話１００からのアクセス履歴に関する情報を、ア
クセス履歴表として管理する。上述したように、携帯電話１００のブラウザ１０６からア
クセス要求がある際には、認証情報として、利用者ＩＤおよび現在時刻に関する情報が送
信される。したがって、アクセス履歴管理部２０４は、少なくとも利用者ＩＤおよび現在
時刻を含む情報を、アクセス履歴に関する情報として管理する。
【００６６】
　図３は、アクセス履歴管理部２０４によって管理されるアクセス履歴表２１８の一例を
示す説明図である。図３に示すように、アクセス履歴表２１８は、少なくとも利用者ＩＤ
および現在時刻に関する情報を含んで構成されている。利用者ＩＤは、上述したように、
携帯電話１００が備えるＩＣチップ１０２に記録された固有の識別情報である。アクセス
履歴管理部２０４は、新しい利用者ＩＤに対応する携帯電話からアクセス要求があった場
合には、当該利用者ＩＤとアクセス要求があった現在時刻とを、新しくアクセス履歴管理
表２１８に追加することができる。また、アクセス履歴管理部２０４は、既にアクセス履
歴表２１８に記録されている利用者ＩＤに対応する携帯電話からアクセス要求があった場
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合には、当該利用者ＩＤに対応する現在時刻に関する情報を、新しいアクセス要求があっ
た現在時刻に更新することができる。
【００６７】
　このようにしてアクセス履歴管理部２０４が管理するアクセス履歴表２１８に基づいて
、情報提供サーバ２００は、それぞれの利用者ＩＤに対応する携帯電話が、最後にいつ情
報提供サーバ２００へアクセスしたかを認識することができる。また、アクセス履歴管理
部２０４が管理するアクセス履歴表２１８は、後述する認証処理部２１０による、携帯電
話１００のブラウザ１０６からのＷｅｂコンテンツの取得要求の認証処理に利用される。
【００６８】
　記憶部２０６は、情報提供サーバ２００が管理する種々のコンテンツデータ、上述した
アクセス履歴表、設定情報などを記憶する。情報提供サーバ２００は、携帯電話１００か
らの要求に応じて記憶部２０６に記録されている所定のコンテンツデータなどを送信した
り、記憶部２０６に記録されている所定の設定情報などに基づいて所定の処理を実行した
りすることができる。なお、本実施形態においては、記憶部２０６は、情報提供サーバ２
００が管理する所定の情報を記録するものであり、記録される情報の種類や容量、記録方
式などは特定のものに限定されない。
【００６９】
　認証処理部２１０は、ブラウザ１０６からのＷｅｂコンテンツの取得要求に対して、当
該ブラウザ１０６からのアクセスを許可するか否かを判断する認証処理を行う。図２に示
すように、認証処理部２１０は主に、署名認証処理部２１２と、二重アクセス認証処理部
２１４と、有効期間認証処理部２１６と、を含んで構成される。
【００７０】
　署名認証処理部２１２は、ブラウザ１０６から送信された利用者ＩＤ、現在時刻および
署名データを含む認証情報が、第三者により改ざんされていないかを判断する。具体的に
は、署名認証処理部２１２は、ブラウザ１０６から送信された利用者ＩＤおよび現在時刻
に対して、所定の暗号鍵を用いて署名データを生成する。前述したように、携帯電話１０
０および情報提供サーバ２００は、共通の暗号鍵である署名鍵を有している。したがって
、署名認証処理部２１２は、当該署名鍵を利用して、ブラウザ１０６から受信した利用者
ＩＤおよび現在時刻に対して暗号化処理を行い、署名データを生成する。
【００７１】
　ここで、ブラウザ１０６から受信した署名データは、上述したように、ＩＣチップ１０
２に記録されている利用者ＩＤおよびタイムカウンタ１０８から読み出された現在時刻に
対して、署名データ生成部１１４が、署名鍵により生成したものである。したがって、署
名認証処理部２１２が共通の暗号鍵である署名鍵を利用して、同じ利用者ＩＤおよび現在
時刻に対して生成した署名データは、ブラウザ１０６から送信された署名データと一致す
るはずである。よって、署名認証処理部２１２は、生成した署名データと、ブラウザ１０
６から受信した署名データとを比較する。署名データが一致した場合には、署名認証処理
部２１２は、利用者ＩＤおよび現在時刻が不正に書き換えられていないと判断することが
できる。一方、署名データが一致していいない場合には、署名認証処理部２１２は、利用
者ＩＤまたは現在時刻が不正に書き換えられている可能性があると判断し、ブラウザ１０
６からのアクセスを拒否することができる。
【００７２】
　このように、情報提供サーバ２００と携帯電話１００が共通の暗号鍵である署名鍵を有
しているため、当該署名鍵を有していない携帯電話を使用する第三者が署名データを偽造
することはできない。また、例えば、利用者ＩＤや現在時刻を不正に改ざんした場合には
、情報提供サーバ２００の署名認証処理部２１２が生成する署名データが、ブラウザ１０
６から送信される署名データと一致しなくなる。したがって、署名認証処理部２１２は、
第三者によって改ざんされた認証情報を利用したアクセスを確実に拒否することができる
。なお、署名認証処理部２１２による具体的な処理の流れについては、後述する処理フロ
ーにおいて説明する。
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【００７３】
　二重アクセス認証処理部２１４は、ブラウザ１０６から送信された利用者ＩＤ、現在時
刻および署名データを含む認証情報が、第三者により再利用されていないかを判断する。
具体的には、二重アクセス認証処理部２１４は、ブラウザ１０６から送信された利用者Ｉ
Ｄおよび現在時刻と、上述したアクセス履歴管理部２０４が管理するアクセス履歴表２１
８とに基づいて、認証情報が第三者により再利用されていないかを判断する。
【００７４】
　二重アクセス認証処理部２１４は、アクセス履歴表２１８を参照することにより、ブラ
ウザ１０６から送信された利用者ＩＤを有する携帯電話１００が、前回情報提供サーバ２
００にアクセスした日時を認識することができる。したがって、二重アクセス認証処理部
２１４は、例えば、ブラウザ１０６から送信された利用者ＩＤが、アクセス履歴表２１８
に記録されていない場合には、当該利用者ＩＤを有する携帯電話からは、今回のアクセス
が初めてであると判断することができる。また、二重アクセス認証処理部２１４は、例え
ば、ブラウザ１０６から送信された現在時刻が、アクセス履歴表２１８に記録されている
現在時刻よりも古い場合には、第三者が、以前のアクセス情報を不正に再利用したと判断
することもできる。この場合、二重アクセス認証処理部２１４は、ブラウザ１０６からの
アクセスを拒否することができる。
【００７５】
　このように、二重アクセス認証処理部２１４は、ブラウザ１０６から送信された利用者
ＩＤおよび現在時刻に関する認証情報と、アクセス履歴表２１８とを比較することにより
、第三者によるアクセス情報の再利用を防止することができる。なお、二重アクセス認証
処理部２１４による具体的な処理の流れについては、後述する処理フローにおいて説明す
る。
【００７６】
　有効期間認証処理部２１６は、ブラウザ１０６から送信された利用者ＩＤ、現在時刻お
よび署名データを含む認証情報が、あらかじめ設定された所定の期間よりも古いデータで
ないかを判断する。具体的には、有効期間認証処理部２１６は、ブラウザ１０６から送信
された現在時刻と、上述したタイムカウンタ２０２が記憶する現在時刻とに基づいて、認
証情報があらかじめ設定された所定の期間よりも古いデータでないかを判断する。
【００７７】
　有効期間認証処理部２１６は、例えば、ブラウザ１０６から送信された現在時刻が、タ
イムカウンタ２０２の現在時刻と比較して、所定の期間内であるか否かを判断する。有効
期間認証処理部２１６は、この所定の期間をあらかじめ署名有効期間として設定し、記憶
部２０６に記録しておくことができる。署名有効期間は、例えば、情報提供サーバ２００
の管理者などが任意に設定することができる。署名有効期間は、情報提供サーバ２００の
備えるタイムカウンタ２０２と、携帯電話１００が備えるタイムカウンタ１０８との誤差
や、携帯電話１００の通信性能などを考慮して、タイムカウンタ２０２の現在時刻から前
後所定の時間に設定されることが望ましい。
【００７８】
　例えば、署名有効期間が±１０分である場合、有効期間認証処理部２１６は、ブラウザ
１０６から送信された現在時刻が、タイムカウンタ２０２の現在時刻から±１０分の範囲
内である場合には、当該認証情報は古いデータでないと判断することができる。逆に、ブ
ラウザ１０６から送信された現在時刻が、タイムカウンタ２０２の現在時刻から±１０分
の範囲内でない場合には、有効期間認証処理部２１６は、第三者が不正に古い認証情報を
利用している可能性があると判断することができる。この場合、有効期間認証処理部２１
６は、ブラウザ１０６からのアクセスを拒否することができる。
【００７９】
　このように、有効期間認証処理部２１６は、ブラウザ１０６から送信された現在時刻と
、タイムカウンタ２０２の現在時刻と、あらかじめ設定された署名有効期間とを比較する
ことにより、古いアクセス情報を利用したアクセスを防止することができる。なお、有効
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期間認証処理部２１６による具体的な処理の流れについては、後述する処理フローにおい
て説明する。
【００８０】
　以上、本実施形態に係る情報提供サーバ２００の機能構成について説明したが、図２に
示した機能構成は、本実施形態の特徴的部分を説明する上での一例であり、情報提供サー
バ２００が備える機能は、上記事項に限定されるものではない。
【００８１】
　（３．携帯電話１００によるアクセス処理のフロー）
　次に、上述した携帯電話１００により、ブラウザ１０６を介して、情報提供サーバ２０
０から所定のＷｅｂコンテンツの取得を要求する処理の流れについて説明する。図４は、
携帯電話１００が、ブラウザ１０６を介して、情報提供サーバ２００から所定のＷｅｂコ
ンテンツの取得を要求する処理の流れを示すフロー図である。携帯電話１００は、例えば
、ユーザによるＷｅｂコンテンツの取得要求指示などに応じて、図４に示す処理フローを
実行する。
【００８２】
　まず、ステップ４００において、アプリケーション１０４は、ＩＣチップ１０２に記録
されている利用者ＩＤを読み出す。利用者ＩＤの読み出しは、上述したＩＣチップ読み出
し部１１０によって行われる。ＩＣチップ読み出し部１１０によって読み出された利用者
ＩＤはその後、署名データ生成部１１４に転送され、署名データの生成に利用される。
【００８３】
　次に、ステップ４０２において、アプリケーション１０４は、現在時刻をタイムカウン
タ１０８から読み出す。現在時刻の読み出しは、上述した現在時刻読み出し部１１２によ
って行われる。現在時刻読み出し部１１２によって読み出された現在時刻はその後、署名
データ生成部１１４に転送され、署名データの生成に利用される。
【００８４】
　次に、ステップ４０４において、アプリケーション１０４は、ステップ４００により読
み出された利用者ＩＤと、ステップ４０２により読み出された現在時刻とに基づいて、署
名データを生成する。署名データの生成は、上述した署名データ生成部１１４によって行
われる。上述したように、携帯電話１００および情報提供サーバ２００は、共通の暗号鍵
である署名鍵を有している。したがって、署名データ生成部１１４は、当該署名鍵を利用
して、利用者ＩＤおよび現在時刻に対して暗号化処理を行い、署名データを生成する。
【００８５】
　なお、署名鍵による暗号化方法は、携帯電話１００および情報提供サーバ２００で共通
していれば、特定の暗号化方法に限定されるものではない。
【００８６】
　次に、ステップ４０６において、署名データ生成部１１４は、アクセス先のＵＲＬと、
利用者ＩＤと、現在時刻と、生成した署名データとを含むブラウザ起動コマンドを生成す
る。その後、ステップ４０８において、当該生成したブラウザ起動コマンドをブラウザ１
０６へ転送し、ブラウザ１０６を起動する。
【００８７】
　これを受けてブラウザ１０６は、ステップ４１０において、ＵＲＬで指定された情報提
供サーバ２００へアクセスする。このとき、ブラウザ１０６は、アプリケーション１０４
から転送された利用者ＩＤ、現在時刻および署名データを認証情報として情報提供サーバ
２００へ送信する。なお、認証情報の送信は、上述したサーバアクセス部１１８によって
行われる。
【００８８】
　以上の処理フローにより、携帯電話１００は、ブラウザ１０６を介して、所定のＵＲＬ
に対応する情報提供サーバ２００のＷｅｂコンテンツの取得を要求することができる。こ
のとき、ブラウザ１０６は、アプリケーション１０４からＩＣチップ１０２に記録されて
いる利用者ＩＤを受け取り、認証情報として情報提供サーバ２００へ送信する。すなわち
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、ブラウザ１０６は、本来特定のアプリケーションなどしかアクセスすることができない
ＩＣチップ１０２に記録されているセキュアな情報を、アプリケーション１０４を介して
入手し、認証情報として情報提供サーバ２００へ送信することができる。この結果、ユー
ザは、ブラウザ１０６を利用して、公開が制限されているＷｅｂコンテンツなどを情報提
供サーバ２００から取得する際にも、パスワードや通信キャリアの契約者情報などの入力
といった煩雑な操作をしなくてよい。
【００８９】
　図５は、上述した処理フローにより、認証情報がブラウザ１０６から情報提供サーバ２
００へ送信されるまでの概念を示す説明図である。
【００９０】
　図５を参照すると、ステップ４００により読み出された利用者ＩＤと、ステップ４０２
により読み出された現在時刻とが連結された後、署名鍵を利用して署名データが生成され
ていることがわかる。また、アクセス先ＵＲＬ、利用者ＩＤ、現在時刻、署名データを含
むブラウザ起動コマンドが、図５に示す例のように生成されてブラウザ１０６へ転送され
、ブラウザ１０６が起動される。その後、ブラウザ１０６は、利用者ＩＤ、現在時刻およ
び署名データを、認証情報として情報提供サーバ２００へ送信していることがわかる。
【００９１】
　（４．情報提供サーバ２００によるアクセス認証処理のフロー）
　次に、携帯電話１００からのアクセス要求に対して、情報提供サーバ２００が行う認証
処理の流れについて説明する。図６は、情報提供サーバ２００が行う認証処理の流れを示
すフロー図である。
【００９２】
　情報提供サーバ２００は、上述したように認証処理部２１０を構成する署名認証処理部
２１２と、二重アクセス認証処理部２１４と、有効期間認証処理部２１６とが、ブラウザ
１０６からのアクセス要求に対する認証処理を行う。具体的には、署名認証処理部２１２
が、ブラウザ１０６から送信された認証情報が改ざんされていないかを判断する。また、
二重アクセス認証処理部２１４が、ブラウザ１０６から送信された認証情報が第三者によ
り再利用されたものでないかを判断する。さらに、有効期間認証処理部２１６が、ブラウ
ザ１０６から送信された認証情報が所定の有効期間内に生成されたものであるかを判断す
る。これらの認証結果により、ブラウザ１０６からのアクセス要求を認証した場合には、
要求されたＷｅｂコンテンツをブラウザ１０６へ送信し、認証しなかった場合には、ブラ
ウザ１０６からのアクセスを拒否する。
【００９３】
　図６に示すように、まず、ステップ６００において、署名認証処理部２１２は、ブラウ
ザ１０６から送信された利用者ＩＤおよび現在時刻に対して、署名データを生成する。上
述したように、携帯電話１００および情報提供サーバ２００は、共通の暗号鍵である署名
鍵を有している。したがって、署名認証処理部２１２は、当該署名鍵を利用して、ブラウ
ザ１０６から送信された利用者ＩＤおよび現在時刻に対して暗号化処理を行い、署名デー
タを生成する。
【００９４】
　次に、ステップ６０２において、署名認証処理部２１２は、生成した署名データと、ブ
ラウザ１０６から送信された署名データとを比較する。署名認証処理部２１２は、携帯電
話１００のアプリケーション１０４が認証データを生成する際に利用した署名鍵と共通の
署名鍵を利用して署名データを生成している。したがって、携帯電話１００のアプリケー
ション１０４が署名データを生成したときの利用者ＩＤおよび現在時刻に対して、共通の
署名鍵を利用して署名データを生成すれば、アプリケーション１０４が生成した署名デー
タと同じ署名データが生成されるはずである。
【００９５】
　図７は、署名認証処理部２１２によって行われる署名データの認証処理の概念を示す説
明図である。図７に示すように、署名認証処理部２１２は、ブラウザ１０６から送信され
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た利用者ＩＤおよび現在時刻に対して、署名鍵を利用して署名データを生成する。その後
、生成した認証情報と、ブラウザ１０６から送信された認証情報とを比較する。
【００９６】
　署名認証処理部２１２は、生成した署名データが、ブラウザ１０６から送信された署名
データと同じでない場合には、ブラウザ１０６から送信された利用者ＩＤまたは現在時刻
が不正に改ざんされている可能性があると判断する。この場合、署名認証処理部２１２は
、ブラウザ１０６からのアクセスを拒否する。このとき、情報提供サーバ２００は、ブラ
ウザ１０６に対して、アクセスを拒否するメッセージや、認証情報の再送信を要求するメ
ッセージなどを送信してもよい。
【００９７】
　一方、署名認証処理部２１２は、生成した署名データが、ブラウザ１０６から送信され
た署名データと同じである場合には、ブラウザ１０６から送信された利用者ＩＤまたは現
在時刻が不正に改ざんされていないと判断する。この場合、後述する二重アクセス認証処
理および有効期間認証処理が行われる。
【００９８】
　再度、図６を参照すると、ステップ６０４において、二重アクセス認証処理部２１４は
、ブラウザ１０６から送信された利用者ＩＤが、アクセス履歴管理部２０４が管理するア
クセス履歴表２１８に記録されているか否かを判断する。上述したように、アクセス履歴
表２１８には、利用者ＩＤ毎に、前回情報提供サーバ２００にアクセスした際の現在時刻
に関する情報が記録されている。したがって、アクセス履歴表２１８に、ブラウザ１０６
から送信された利用者ＩＤが記録されていない場合には、当該利用者ＩＤを有する携帯電
話１００からは、初めて情報提供サーバ２００にアクセスされたと判断することができる
。この場合、当該利用者ＩＤを第三者が再利用していることはないため、二重アクセス認
証処理は終了し、ステップ６１０の有効期間認証処理が行われる。
【００９９】
　一方、アクセス履歴表２１８に、ブラウザ１０６から送信された利用者ＩＤが記録され
ている場合には、ステップ６０６およびステップ６０８による二重アクセス認証処理が行
われる。
【０１００】
　ステップ６０６において、二重アクセス認証処理部２１４は、アクセス履歴表２１８に
記録されている現在時刻が、タイムカウンタ２０２の現在時刻と比較して、あらかじめ設
定された期間内であるか否かを判断する。情報提供サーバ２００は、当該ステップにおい
て判断基準となる期間を、セッション有効期間としてあらかじめ設定し、記憶部２０６に
記録しておくことができる。セッション有効期間は、例えば、情報提供サーバ２００の管
理者などが任意に設定・変更することができるものであり、特定の数字に限定されるもの
ではない。
【０１０１】
　ステップ６０６により、アクセス履歴表２１８に記録されている現在時刻が、タイムカ
ウンタ２０２の現在時刻と比較して、セッション有効期間内でないと判断された場合には
、ステップ６１０による有効期間処理が行われる。一方、ステップ６０６により、アクセ
ス履歴表２１８に記録されている現在時刻が、タイムカウンタ２０２の現在時刻と比較し
て、セッション有効期間内であると判断された場合には、ステップ６０８により、引き続
き二重アクセス認証処理が行われる。
【０１０２】
　二重アクセス認証処理部２１４は、携帯電話１００から送信された現在時刻が誤って遠
い未来の時刻であり、その後携帯電話１００の現在時刻が修正されると二度と情報提供サ
ーバ２００へアクセスできなくなる弊害を防止するために、ステップ６０６の処理を行う
。
【０１０３】
　次に、ステップ６０８において、二重アクセス認証処理部２１４は、ブラウザ１０６か
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ら送信された現在時刻が、アクセス履歴表２１８に記録されている現在時刻よりも古いか
否かを判断する。ブラウザ１０６から送信された現在時刻が、アクセス履歴表２１８に記
録されている現在時刻よりも古くないと判断された場合、二重アクセス認証処理は終了し
、ステップ６１０の有効期間認証処理が行われる。
【０１０４】
　一方、ブラウザ１０６から送信された現在時刻が、アクセス履歴表２１８に記録されて
いる現在時刻よりも古いと判断された場合、第三者が、以前の認証情報を不正に再利用し
た可能性があると判断し、ブラウザ１０６からのアクセスを拒否する。このとき、情報提
供サーバ２００は、ブラウザ１０６に対して、アクセスを拒否するメッセージや、認証情
報の再送信を要求するメッセージなどを送信してもよい。
【０１０５】
　図８は、二重アクセス認証処理部２１４によって行われる二重アクセス認証処理の概念
を示す説明図である。図８に示すように、ブラウザ１０６から送信された利用者ＩＤ（Ｆ
９３８８１２）のアクセス履歴が、アクセス履歴表２１８から検索される。その後、検索
されたアクセス履歴に記録されている現在時刻と、タイムカウンタ２０２の現在時刻とを
比較し、あらかじめ設定されたセッション有効期間より古いか否かが判断される。その後
、ブラウザ１０６から送信された現在時刻が、検索されたアクセス履歴に記録されている
現在時刻よりも古いか否かが判断される。図８に示す例では、ブラウザ１０６から送信さ
れた現在時刻は、２００８－０６－２６　１４：１８であり、検索されたアクセス履歴に
記録されている現在時刻は、２００８－０６－２６　１４：３１である。よって、ブラウ
ザ１０６から送信された現在時刻の方が、アクセス履歴に記録されている現在時刻よりも
古いため、二重アクセス認証処理部２１４は、第三者が以前の認証情報を不正に再利用し
た可能性があると判断し、ブラウザ１０６からのアクセスを拒否する。
【０１０６】
　再度、図６を参照すると、ステップ６１０において、有効期間認証処理部２１６は、ブ
ラウザ１０６から送信された現在時刻と、タイムカウンタ２０２の現在時刻とを比較し、
その差分があらかじめ設定された期間内であるか否かを判断する。上述したように、有効
期間認証処理部２１６は、この所定の期間をあらかじめ署名有効期間として設定し、記憶
部２０６に記録しておくことができる。
【０１０７】
　図９は、有効期間認証処理部２１６によって行われる有効期間認証処理の概念を示す説
明図である。図９に示すように、ブラウザ１０６から送信された認証情報に含まれる現在
時刻と、タイムカウンタ２０２の現在時刻とが比較される。有効期間認証処理部２１６は
、この２つの現在時刻の差分が、あらかじめ設定された署名有効期間内であるか否かを判
断する。
【０１０８】
　ブラウザ１０６から送信された現在時刻が、タイムカウンタ２０２の現在時刻と比較し
て、署名有効期間内でないと判断された場合、有効期間認証処理部２１６は、第三者が古
い認証情報を利用している可能性があると判断する。この場合、有効期間認証処理部２１
６は、ブラウザ１０６からのアクセスを拒否する。このとき、情報提供サーバ２００は、
ブラウザ１０６に対して、アクセスを拒否するメッセージや、認証情報の再送信を要求す
るメッセージなどを送信してもよい。
【０１０９】
　一方、ブラウザ１０６から送信された現在時刻が、タイムカウンタ２０２の現在時刻と
比較して、署名有効期間内であると判断された場合、情報提供サーバ２００は、ブラウザ
１０６からのアクセスを認証し、アクセス履歴管理部２０４にアクセス履歴の更新を指示
する。アクセス履歴管理部２０４は、既にアクセス履歴表２１８に、ブラウザ１０６から
送信された利用者ＩＤに対応するアクセス要求が記録されている場合には、その記録の現
在時刻を、ブラウザ１０６から送信された現在時刻に更新する。また、当該利用者ＩＤが
アクセス履歴表２１８に記録されていない場合は、当該利用者ＩＤと当該現在時刻とを、
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新しくアクセス履歴管理表２１８に追加する。この場合、情報提供サーバ２００は、ブラ
ウザ１０６が要求したＷｅｂコンテンツを携帯電話１００へ送信する。これにより携帯電
話１００のブラウザ１０６は、情報提供サーバ２００から送信されたＷｅｂコンテンツを
表示させることができる。
【０１１０】
　このように、情報提供サーバ２００の認証処理部２１０は、署名データの認証処理、二
重アクセスの認証処理、署名有効期間の認証処理を行うことにより、ブラウザ１０６から
のアクセスを許可するか否かを判断することができる。また、ブラウザ１０６から送信さ
れる認証情報は、ＩＣチップ１０２に記録されているセキュアな情報である利用者ＩＤや
、当該利用者ＩＤなどに基づいて生成された署名データなどである。したがって、情報提
供サーバ２００は、利用者ＩＤとは異なる別のＩＤやパスワードなどのリストを管理する
必要がない。また、異なる通信キャリアの携帯電話からのアクセス要求であっても、ＩＣ
チップ１０２に記録されている利用者ＩＤに基づいて、アクセス要求を認証することがで
きる。この結果、情報提供サーバ２００は、ＩＣチップ１０２に記録されている利用者Ｉ
Ｄとは異なるＩＤやパスワード、通信キャリアの契約者情報などを管理したり、通信キャ
リア毎に異なる認証処理を行ったりするといった複雑な運用・管理をする必要がなくなる
。
【０１１１】
　（５．携帯電話１００のハードウェア構成）
　次に、図１０を参照しながら、本発明の実施形態に係る携帯電話１００のハードウェア
構成について、詳細に説明する。図１０は、本発明の実施形態に係る携帯電話１００のハ
ードウェア構成を説明するためのブロック図である。
【０１１２】
　携帯電話１００は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）５０
と、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）５２と、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）５４と、ホストバス５６と、ブリッジ５８と、外部バス６０と
、インタフェース６２と、入力装置６４と、出力装置６６と、ストレージ装置（ＨＤＤ）
６８と、ドライブ７０と、通信装置７２とを備える。
【０１１３】
　ＣＰＵ５０は、演算処理装置および制御装置として機能し、各種プログラムに従って携
帯電話１００内の動作全般を制御する。また、ＣＰＵ５０は、マイクロプロセッサであっ
てもよい。ＲＯＭ５２は、ＣＰＵ５０が使用するプログラムや演算パラメータ等を記憶す
る。ＲＡＭ５４は、ＣＰＵ５０の実行において使用するプログラムや、その実行において
適宜変化するパラメータ等を一次記憶する。これらはＣＰＵバスなどから構成されるホス
トバス５６により相互に接続されている。
【０１１４】
　ホストバス５６は、ブリッジ５８を介して、ＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏｍｐ
ｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ／Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）バスなどの外部バス６０
に接続されている。なお、必ずしもホストバス５６、ブリッジ５８および外部バス６０を
分離構成する必要はなく、一のバスにこれらの機能を実装してもよい。
【０１１５】
　入力装置６４は、例えば、ポインタ、キーボード、タッチパネル、ボタン、マイク、ス
イッチおよびレバーなどユーザが情報を入力するための入力手段と、ユーザによる入力に
基づいて入力信号を生成し、ＣＰＵ５０に出力する入力制御回路などから構成されている
。携帯電話１００のユーザは、入力装置６４を操作することにより、携帯電話１００に対
して各種のデータを入力したり処理動作を指示したりすることができる。
【０１１６】
　出力装置６６は、例えば、液晶ディスプレイ装置、ＥＬディスプレイ装置およびランプ
などの表示装置と、スピーカおよびヘッドホンなどの音声出力装置で構成される。出力装
置６６は、例えば、再生されたコンテンツを出力する。具体的には、表示装置は再生され



(21) JP 2010-49420 A 2010.3.4

10

20

30

40

50

た映像データ等の各種情報をテキストまたはイメージで表示する。一方、音声出力装置は
、再生された音声データ等を音声に変換して出力する。
【０１１７】
　ストレージ装置６８は、本実施形態にかかる携帯電話１００の記憶部の一例として構成
されたデータ格納用の装置であり、例えば、不揮発性半導体メモリで構成される。このス
トレージ装置６８は、不揮発性半導体メモリを駆動し、ＣＰＵ５０が実行するプログラム
や各種データを格納する。
【０１１８】
　ドライブ７０は、記憶媒体用リーダライタであり、携帯電話１００に内蔵、あるいは外
付けされる。ドライブ７０は、装着されている磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディス
ク、または半導体メモリ等のリムーバブル記憶媒体７４に記録されている情報を読み出し
て、ＲＡＭ５４に出力する。
【０１１９】
　通信装置７２は、例えば、通信網７６に接続するための通信デバイス等で構成された通
信インタフェースである。また、通信装置７２は、キャリア通信網対応通信装置であって
も、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）対応通信装置であっても、有
線による通信を行うワイヤー通信装置であってもよい。この通信装置７２は、情報提供サ
ーバ２００との間で、通信網７６を介して、Ｗｅｂコンテンツの要求信号、認証情報など
の各種データを送受信する。
【０１２０】
　以上、本実施形態に係る携帯電話１００の機能を実現可能なハードウェア構成の一例を
示した。上記の各構成要素は、汎用的な部材を用いて構成されていてもよいし、各構成要
素の機能に特化したハードウェアにより構成されていてもよい。従って、本実施形態を実
施する時々の技術レベルに応じて、適宜、利用するハードウェア構成を変更することが可
能である。また、情報提供サーバ２００も、携帯電話１００のハードウェア構成と実質的
に同一のハードウェア構成とすることができるため、詳細の説明は省略する。
【０１２１】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【０１２２】
　例えば、上記実施形態では、情報処理装置の一例として、ＩＣチップ１０２を搭載した
携帯電話１００について説明したが、本発明はかかる例に限定されるものではない。本発
明に係る情報処理装置は、例えば、ＩＣチップ１０２を搭載したＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａ
ｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）、携帯音楽プレーヤなどの情報処理装置で
あってもよい。
【０１２３】
　また、本明細書において、フローチャートに記述されたステップは、記載された順序に
沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列
的に又は個別的に実行される処理をも含む。また時系列的に処理されるステップでも、場
合によっては適宜順序を変更することが可能であることは言うまでもない。例えば、上述
した情報提供サーバ２００によって行われる認証処理は、必ずしも上記説明の順序に沿っ
て行われる必要はない。例えば、署名データ認証処理と、二重アクセス認証処理と、有効
期間認証処理とを、順序を変えて行ったり、一部の認証処理のみを行ったり、さらに別の
認証処理を追加的に行ったりすることも可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１２４】
【図１】本実施形態に係る携帯電話１００において、ＷｅｂＴｏ機能により、ＩＣチップ
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１０２にアクセスできないブラウザ１０６が、公開が制限されている所定のＷｅｂコンテ
ンツを情報提供サーバ２００から取得する概念を示す説明図である。
【図２】本実施形態に係る携帯電話１００および情報提供サーバ２００を含んで構成され
る情報提供システムの概念を示す構成図である。
【図３】同実施形態において、アクセス履歴管理部２０４によって管理されるアクセス履
歴表２１８の一例を示す説明図である。
【図４】同実施形態に係る携帯電話１００が、ブラウザ１０６を介して、情報提供サーバ
２００から所定のＷｅｂコンテンツを取得する処理の流れを示すフロー図である。
【図５】図４の処理フローにより、認証情報がブラウザ１０６から情報提供サーバ２００
へ送信されるまでの概念を示す説明図である。
【図６】同実施形態に係る情報提供サーバ２００が行う認証処理の流れを示すフロー図で
ある。
【図７】同実施形態において、署名認証処理部２１２によって行われる署名データの認証
処理の概念を示す説明図である。
【図８】同実施形態において、二重アクセス認証処理部２１４によって行われる二重アク
セス認証処理の概念を示す説明図である。
【図９】同実施形態において、有効期間認証処理部２１６によって行われる有効期間認証
処理の概念を示す説明図である。
【図１０】同実施形態に係る携帯電話１００のハードウェア構成を説明するためのブロッ
ク図である。
【図１１】従来の携帯電話１０が、ＩＣチップに記録されている利用者ＩＤを利用して、
情報提供サーバ３０の各種コンテンツを取得する概念を示す説明図である。
【図１２】従来の携帯電話１０において、ＷｅｂＴｏ機能により、ＩＣチップにアクセス
できないブラウザ１６が、一般公開されている所定のＷｅｂコンテンツを情報提供サーバ
３０から取得する概念を示す説明図である。
【図１３】従来の携帯電話１０において、ＷｅｂＴｏ機能により、ＩＣチップにアクセス
できないブラウザ１６が、公開が制限されている所定のＷｅｂコンテンツを情報提供サー
バ３０から取得する概念を示す説明図である。
【符号の説明】
【０１２５】
　１００　　携帯電話
　１０２　　ＩＣチップ
　１０４　　アプリケーション
　１０６　　ブラウザ
　１０８、２０２　　タイムカウンタ
　１１０　　ＩＣチップ読み出し部
　１１２　　現在時刻読み出し部
　１１４　　署名データ生成部
　１１６　　ブラウザ制御部
　１１８　　サーバアクセス部
　１２０　　表示制御部
　２００　　情報提供サーバ
　２０４　　アクセス履歴管理部
　２０６　　記憶部
　２１０　　認証処理部
　２１２　　署名認証処理部
　２１４　　二重アクセス認証処理部
　２１６　　有効期間認証処理部
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(24) JP 2010-49420 A 2010.3.4

【図５】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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