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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクセス端末により、ユーザ装置により送信されたハイパーテキスト転送プロトコル（
HTTP）要求メッセージを受信するステップであり、前記HTTP要求メッセージの宛先IPアド
レスは、前記ユーザ装置によりキャッシュされた前記アクセス端末のIPアドレスであり、
前記HTTP要求メッセージは、ウェブサイトのドメイン名を有するステップと、
　前記ウェブサイトのドメイン名が前記アクセス端末の前記IPアドレスに対応するドメイ
ン名でない場合、前記アクセス端末により、ドメインネームシステム（DNS）解決に従っ
て前記ウェブサイトのドメイン名に対応する実際のIPアドレスを取得するステップと、
　前記アクセス端末により、前記実際のIPアドレスに従って前記ユーザ装置が前記ウェブ
サイトのドメイン名に対応する目的のサイトにアクセスするように制御するステップと
　を有するアクセス制御方法。
【請求項２】
　前記アクセス端末により、前記実際のIPアドレスに従って前記ユーザ装置が前記ウェブ
サイトのドメイン名に対応する目的のサイトにアクセスするように制御するステップは、
　前記アクセス端末により、前記ユーザ装置が前記ウェブサイトのドメイン名に対応する
前記目的のサイトにアクセスできるように、前記アクセス端末の前記IPアドレスを前記実
際のIPアドレスに置換し、前記実際のIPアドレスを送信するステップを有する、請求項１
に記載のアクセス制御方法。
【請求項３】
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　前記アクセス端末により、前記実際のIPアドレスに従って前記ユーザ装置が前記ウェブ
サイトのドメイン名に対応する目的のサイトにアクセスするように制御するステップは、
　前記アクセス端末により、前記実際のIPアドレスに従って前記ユーザ装置が前記目的の
サイトにアクセスするためのHTTP要求を再開できるように、前記ユーザ装置へのHTTPリダ
イレクト要求を開始するステップを有し、
　前記HTTPリダイレクト要求は、前記実際のIPアドレスを有する、請求項１に記載のアク
セス制御方法。
【請求項４】
　前記アクセス端末により、前記ユーザ装置への前記HTTPリダイレクト要求を開始するス
テップは、
　前記アクセス端末により、HTTPリダイレクト要求パケット又はHTTPリダイレクトページ
を前記ユーザ装置に送信するステップを有する、請求項３に記載のアクセス制御方法。
【請求項５】
　前記ウェブサイトのドメイン名が前記ドメイン名である場合、前記アクセス端末により
、前記ユーザ装置を前記アクセス端末のウェブ管理ページにリダイレクトするために、ド
メインネームシステム（DNS）応答パケットを前記ユーザ装置に送信するステップを更に
有し、
　前記DNS応答パケットは、前記アクセス端末の前記IPアドレスを有する、請求項１ない
し４のうちいずれか１項に記載のアクセス制御方法。
【請求項６】
　請求項１ないし５のうちいずれか１項に記載の方法をコンピュータに実行させるプログ
ラムを記録したコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項７】
　ユーザ装置により送信されたハイパーテキスト転送プロトコル（HTTP）要求メッセージ
を受信するように構成された受信機であり、前記HTTP要求メッセージの宛先IPアドレスは
、前記ユーザ装置によりキャッシュされた前記アクセス端末のIPアドレスであり、前記HT
TP要求メッセージは、ウェブサイトのドメイン名を有する受信機と、
　前記ウェブサイトのドメイン名が前記アクセス端末の前記IPアドレスに対応するドメイ
ン名でない場合、ドメインネームシステム（DNS）解決に従って前記ウェブサイトのドメ
イン名に対応する実際のIPアドレスを取得し、前記実際のIPアドレスに従って前記ユーザ
装置が前記ウェブサイトのドメイン名に対応する目的のサイトにアクセスするように制御
するように構成されたプロセッサと
　を有するアクセス端末。
【請求項８】
　送信機を更に有し、
　前記プロセッサが、前記実際のIPアドレスに従って前記ユーザ装置が前記ウェブサイト
のドメイン名に対応する目的のサイトにアクセスするように制御するように構成されるこ
とは、
　前記プロセッサが、前記ユーザ装置が前記ウェブサイトのドメイン名に対応する前記目
的のサイトにアクセスできるように、前記アクセス端末の前記IPアドレスを前記実際のIP
アドレスに置換し、前記送信機が前記実際のIPアドレスを送信するように制御するように
構成される、請求項７に記載のアクセス端末。
【請求項９】
　送信機を更に有し、
　前記プロセッサが、前記実際のIPアドレスに従って前記ユーザ装置が前記ウェブサイト
のドメイン名に対応する目的のサイトにアクセスするように制御するように構成されるこ
とは、
　前記プロセッサが、前記実際のIPアドレスに従って前記ユーザ装置が前記目的のサイト
にアクセスするためのHTTP要求を再開できるように、前記送信機が前記ユーザ装置へのHT
TPリダイレクト要求を開始するように制御するように構成され、
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　前記HTTPリダイレクト要求は、前記実際のIPアドレスを有する、請求項７に記載のアク
セス端末。
【請求項１０】
　前記送信機は、HTTPリダイレクト要求パケット又はHTTPリダイレクトページを前記ユー
ザ装置に送信するように特に構成される、請求項９に記載のアクセス端末。
【請求項１１】
　前記送信機は、前記ウェブサイトのドメイン名が前記ドメイン名である場合、前記ユー
ザ装置を前記アクセス端末のウェブ管理ページにリダイレクトするために、前記プロセッ
サの制御でドメインネームシステム（DNS）応答パケットを前記ユーザ装置に送信するよ
うに更に構成され、
　前記DNS応答パケットは、前記アクセス端末の前記IPアドレスを有する、請求項８ない
し１０のうちいずれか１項に記載のアクセス端末。
【請求項１２】
　ユーザ装置と、アクセス端末と、ドメインネームシステム（DNS）サーバとを有するア
クセス制御システムであって、
　前記ユーザ装置は、ハイパーテキスト転送プロトコル（HTTP）要求メッセージを前記ア
クセス端末に送信するように構成され、前記HTTP要求メッセージの宛先IPアドレスは、前
記ユーザ装置によりキャッシュされた前記アクセス端末のIPアドレスであり、前記HTTP要
求メッセージは、ウェブサイトのドメイン名を有し、
　前記アクセス端末は、
　前記ユーザ装置により送信されたHTTP要求メッセージを受信するように構成された受信
機と、
　前記ウェブサイトのドメイン名が前記アクセス端末の前記IPアドレスに対応するドメイ
ン名でない場合、ドメインネームシステム（DNS）解決に従って前記ウェブサイトのドメ
イン名に対応する実際のIPアドレスを取得し、前記実際のIPアドレスに従って前記ユーザ
装置が前記ウェブサイトのドメイン名に対応する目的のサイトにアクセスするように制御
するように構成されたプロセッサと
　を有し、
　前記DNSサーバは、DNS解決を実行するように構成されるアクセス制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワーク通信技術に関し、特に、アクセス制御方法、アクセス制御シス
テム及びアクセス端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常では、ユーザ装置（UE：User　Equipment）は、ルータ、無線ルータ又は無線ネッ
トワークカードのようなアクセス端末を通じてネットワークにアクセスする。ユーザがユ
ーザ装置のブラウザにウェブサイトのドメイン名を入力した後に、ブラウザは、ローカル
キャッシュ（local　cache）に問い合わせる。ウェブサイトのドメイン名に対応する目的
のサイトのインターネットプロトコル（IP：Internet　Protocol）アドレスがローカルキ
ャッシュに存在する場合、ハイパーテキスト転送プロトコル（HTTP：Hypertext　Transpo
rt　Protocol）要求は、アクセス端末を通じて目的のサイトに直接的に開始される。ウェ
ブサイトのドメイン名に対応するサイトのIPアドレスがローカルキャッシュに存在しない
場合、ドメインネームシステム（DNS：Domain　Name　System）問い合わせ要求が生成さ
れ、アクセス端末に送信される。アクセス端末は、DNS解決を実行し、外部DNSサーバから
ウェブサイトのドメイン名に対応する目的のサイトのIPアドレスを取得し、IPアドレスを
ブラウザに戻す。ブラウザは、ウェブサイトのドメイン名と目的のサイトのIPアドレスと
の間の対応関係をキャッシュし、HTTP要求は、アクセス端末を通じて目的のサイトに開始
され、最終的に、目的のサイトのウェブページ内容がユーザに表示される。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　前述の処理において、ユーザ装置がネットワークに接続されていない場合、アクセス端
末は、DNSサーバから目的のサイトのIPアドレスを取得せず、アクセス端末は、ユーザ装
置のダイヤルアップアクセス機能を提供するために、DNS解決結果としてアクセス端末のI
Pアドレスを使用し、DNS解決結果をブラウザに戻し、ブラウザを通じてユーザをアクセス
端末のウェブ管理ページにリダイレクトする。この処理において、ブラウザは、ウェブサ
イトのドメイン名とアクセス端末のIPアドレスとの間の対応関係をキャッシュする。ユー
ザ装置がインターネットにアクセスすることができた後に、ユーザは、ユーザ装置のブラ
ウザに元のウェブサイトのドメイン名を入力すると、ブラウザは、再びDNS解決を開始せ
ず、HTTP要求を開始するためにキャッシュの対応するアクセス端末のIPアドレスを使用す
る。これにより、ユーザは、アクセス端末のウェブ管理ページを再び見ることになり、ユ
ーザが目的のサイトにアクセスできないことを生じる。
【０００４】
　本発明の実施例は、ユーザが目的のサイトにアクセスできないという問題を解決するた
に、アクセス制御方法、アクセス制御システム及びアクセス端末を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一態様では、本発明の実施例は、アクセス制御方法を提供し、アクセス制御方法は、
　アクセス端末により、ユーザ装置により送信されたハイパーテキスト転送プロトコル（
HTTP）要求メッセージを受信するステップであり、宛先インターネットプロトコル（IP）
アドレスは、アクセス端末のIPアドレスであり、HTTP要求メッセージは、ウェブサイトの
ドメイン名を含むステップと、
　ウェブサイトのドメイン名が第１のドメイン名でない場合、アクセス端末により、ドメ
インネームシステム（DNS）解決に従ってウェブサイトのドメイン名に対応する実際のIP
アドレスを取得するステップであり、第１のドメイン名は、アクセス端末のIPアドレスに
対応するドメイン名であるステップと、
　アクセス端末により、実際のIPアドレスに従ってユーザ装置がウェブサイトのドメイン
名に対応する目的のサイトにアクセスするように制御するステップと
　を含む。
【０００６】
　他の態様では、本発明の実施例は、アクセス端末を提供し、アクセス端末は、
　ユーザ装置により送信されたハイパーテキスト転送プロトコル（HTTP）要求メッセージ
を受信するように構成された受信機であり、宛先インターネットプロトコル（IP）アドレ
スは、アクセス端末のIPアドレスであり、HTTP要求メッセージは、ウェブサイトのドメイ
ン名を含む受信機と、
　ウェブサイトのドメイン名が第１のドメイン名でない場合、ドメインネームシステム（
DNS）解決に従ってウェブサイトのドメイン名に対応する実際のIPアドレスを取得し、実
際のIPアドレスに従ってユーザ装置がウェブサイトのドメイン名に対応する目的のサイト
にアクセスするように制御するように構成されたプロセッサであり、第１のドメイン名は
、アクセス端末のIPアドレスに対応するドメイン名であるプロセッサと
　を含む。
【０００７】
　他の態様では、本発明の実施例は、アクセス制御システムを提供し、アクセス制御シス
テムは、ユーザ装置と、アクセス端末と、ドメインネームシステムDNSサーバとを含み、
　ユーザ装置は、ハイパーテキスト転送プロトコル（HTTP）要求メッセージをアクセス端
末に送信するように構成され、宛先インターネットプロトコル（IP）アドレスは、アクセ
ス端末のIPアドレスであり、HTTP要求メッセージは、ウェブサイトのドメイン名を含み、
　アクセス端末は、
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　ユーザ装置により送信されたHTTP要求メッセージを受信するように構成された受信機と
、
　ウェブサイトのドメイン名が第１のドメイン名でない場合、ドメインネームシステム（
DNS）解決に従ってウェブサイトのドメイン名に対応する実際のIPアドレスを取得し、実
際のIPアドレスに従ってユーザ装置がウェブサイトのドメイン名に対応する目的のサイト
にアクセスするように制御するように構成されたプロセッサであり、第１のドメイン名は
、アクセス端末のIPアドレスに対応するドメイン名であるプロセッサと
　を含み、
　DNSサーバは、DNS解決を実行するように構成される。
【０００８】
　本発明の実施例により提供されるアクセス制御方法、アクセス制御システム及びアクセ
ス端末では、アクセス端末は、宛先IPアドレスがアクセス端末のIPアドレスであるHTTP要
求メッセージを受信した後に、HTTP要求メッセージのウェブサイトのドメイン名とアクセ
ス端末のIPアドレスに対応するドメイン名とを比較することにより、HTTP要求メッセージ
の有効性を判定する。HTTP要求メッセージが無効であることが判定された場合、DNS解決
に従ってウェブサイトのドメイン名に対応する実際のIPアドレスを取得し、取得された実
際のIPアドレスに従ってユーザ装置がウェブサイトのドメイン名に対応する目的のサイト
にアクセスするように制御する。これにより、ユーザ装置がウェブサイトのドメイン名に
対応する目的のサイトにうまくアクセスできるようにする。このようにして、ウェブサイ
トのドメイン名がユーザ装置のブラウザに入力された後に、ブラウザがアクセス端末によ
り戻されたIPアドレスをキャッシュするという特性のため、ユーザが目的のサイトにアク
セスできないという問題が解決される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１Ａ】本発明の実施例によるアクセス制御方法のフローチャート
【図１Ｂ】本発明の他の実施例によるアクセス制御方法のフローチャート
【図２Ａ】本発明の他の実施例によるアクセス制御方法のフローチャート
【図２Ｂ】本発明の他の実施例によるアクセス制御方法のフローチャート
【図３Ａ】本発明の実施例によるアクセス端末の概略構成図
【図３Ｂ】本発明の他の実施例によるアクセス端末の概略構成図
【図４】本発明の実施例によるアクセス制御システムの概略構成図
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の実施例の技術的対策又は従来技術の技術的対策を明瞭に説明するために、以下
では、実施例又は従来技術を説明するために必要な添付図面について簡単に説明する。明
らかに、以下の説明における添付図面は、本発明のいくつかの実施例を示しており、当業
者は、創造的取り組みを行わずに、これらの添付図面から他の図面を導くことができる。
【００１１】
　本発明の目的、技術的対策及び利点を分かりやすくするために、以下では、本発明の実
施例の添付図面を参照して本発明の実施例による技術的対策を明確且つ完全に説明する。
明らかに、以下の説明での実施例は、本発明の実施例の全てではなく、単なる一部である
。創造的取り組みを行うことなく、本発明の実施例に基づいて当業者により得られる全て
の他の実施例は、本発明の保護範囲内に入るものとする。
【００１２】
　まず、本発明の以下の実施例では、ユーザ装置は、パーソナルコンピュータ（PC：Pers
onal　Computer）、ラップトップコンピュータ、iPad又はスマートフォンを含むが、これ
らに限定されない点に留意すべきである。
【００１３】
　本発明の以下の実施例では、アクセス端末は、ルータ、無線ルータ又は無線ネットワー
クカード（例えば、USBモデム）でもよいが、これらに限定されない。



(6) JP 5502239 B2 2014.5.28

10

20

30

40

50

【００１４】
　本発明の以下の実施例では、ユーザ装置により実行される動作は、特にユーザ装置のブ
ラウザにより実行されてもよいが、ここでは限定されない点に留意すべきである。
【００１５】
　本発明の実施例は、アクセス制御方法を提供する。本発明のこの実施例では、アクセス
制御方法は、主に以下のことを含む。
【００１６】
　アクセス端末は、ユーザ装置により送信されたHTTP要求メッセージを受信する。ただし
、宛先IPアドレスは、アクセス端末のIPアドレスであり、HTTP要求メッセージは、ウェブ
サイトのドメイン名を含む。ウェブサイトのドメイン名は、ユーザ装置のブラウザにユー
ザにより入力されたドメイン名でもよく、ウェブサイトのドメイン名に対応する目的のサ
イトにアクセスするために使用される。
【００１７】
　HTTP要求メッセージのウェブサイトのドメイン名が第１のドメイン名でない場合、アク
セス端末は、DNS解決に従ってHTTP要求メッセージのウェブサイトのドメイン名に対応す
る実際のIPアドレスを取得し、アクセス端末は、取得された実際のIPアドレスに従ってユ
ーザ装置がウェブサイトのドメイン名に対応する目的のサイトにアクセスするように制御
する。第１のドメイン名は、アクセス端末のIPアドレスに対応するドメイン名である。実
際のIPアドレスは、ウェブサイトのドメイン名に対応する目的のサイトのIPアドレスを示
す。HTTP要求メッセージのウェブサイトのドメイン名は、第１のドメイン名でない。特に
、アクセス端末は、HTTP要求メッセージを受信した後に、HTTP要求メッセージのウェブサ
イトのドメイン名が第１のドメイン名であるか否かを判定する。すなわち、アクセス端末
は、HTTP要求メッセージのウェブサイトのドメイン名がアクセス端末のIPアドレスに対応
するドメイン名であるか否かを判定する。特に、アクセス端末は、HTTP要求メッセージを
解析し、HTTP要求メッセージからウェブサイトのドメイン名を取得し、取得されたウェブ
サイトのドメイン名とアクセス端末のIPアドレスに対応するドメイン名とを比較し、取得
されたウェブサイトのドメイン名がアクセス端末のIPアドレスに対応するドメイン名であ
るか否かを判定する。アクセス端末は、アクセス端末のIPアドレスに対応するドメイン名
をローカルに格納する。
【００１８】
　任意選択で、アクセス端末がDNS解決に従ってウェブサイトのドメイン名に対応する実
際のIPアドレスを取得する処理は、以下のようになってもよい。アクセス端末は、DNS解
決要求を外部ネットワークのDNSサーバに送信する。これにより、DNSサーバが、ウェブサ
イトのドメイン名でDNS解決を実行し、DNS解決結果を戻す。DNS解決要求は、ウェブサイ
トのドメイン名を含む。すなわち、DNS解決要求は、ウェブサイトのドメイン名に対応す
る実際のIPアドレスを問い合わせるために使用される。アクセス端末は、DNSサーバがウ
ェブサイトのドメイン名でDNS解決を行った後に、DNSサーバにより戻されるウェブサイト
のドメイン名に対応する実際のIPアドレスを受信する。DNSサーバは、全てのサイトに対
応するウェブサイトのドメイン名とネットワークのIPアドレスとの間の対応関係を保存し
、ウェブサイトのドメイン名を対応するIPアドレスに変換する機能を有するサーバを示す
。
【００１９】
　前述のことに基づいて、アクセス端末がDNS解決要求をDNSサーバに送信する前に、任意
選択のステップが更に含まれてもよい。アクセス端末は、アクセス端末が外部ネットワー
クにアクセスしているか否かを判定する。特に、アクセス端末は、アクセス端末が外部ネ
ットワークにアクセスしているか否かを示す状態を記録し、アクセス端末は、記録された
状態に従って、アクセス端末が外部ネットワークにアクセスしているか否かを判定する。
例えば、アクセスマークがアクセス端末において設定され、アクセスマークは、アクセス
端末が外部ネットワークにアクセスしているか否かを識別するために使用される。アクセ
ス端末が外部ネットワークにアクセスした後に、アクセスマークは1に設定され、アクセ
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ス端末が外部ネットワークにアクセスしていない場合、アクセスマークは0に設定される
。このことに基づいて、アクセス端末は、アクセスマークの値に従ってアクセス端末が外
部ネットワークにアクセスしているか否かを判定する。アクセスマークの値は、0及び1に
限定されない。
【００２０】
　判定結果が、アクセス端末が外部ネットワークにアクセスしているものである場合、ア
クセス端末は、DNS解決要求を外部ネットワークのDNSサーバに送信する。
【００２１】
　外部ネットワークは、アクセス端末がネットワークに接続できるようにするネットワー
クでもよい。例えば、外部ネットワークは、固定ネットワーク、無線移動ネットワーク（
例えば、3Gネットワーク及びLTEネットワーク）、WiFiネットワーク又はZigbee（登録商
標）ネットワークでもよく、また、固定ネットワーク、移動ネットワーク、WiFiネットワ
ーク又はZigBeeネットワークを通じてアクセスされるインターネットでもよい。
【００２２】
　本発明のこの実施例では、通常では、アクセス端末は、ローカルエリアネットワーク（
LAN：Local　Area　Network）のIPアドレス（ネットワーク内IPアドレスと呼ばれてもよ
い）と、広域ネットワーク（WAN：Wide　Area　Network）のIPアドレス（ネットワーク外
IPアドレスと呼ばれてもよい）とを有する点に留意すべきである。WANのIPアドレスは、L
ANのIPアドレスを変換することにより取得されてもよい。本発明のこの実施例では、アク
セス端末のIPアドレスは、アクセス端末のLANのIPアドレスでもよい。
【００２３】
　この実施例では、アクセス端末は、宛先IPアドレスがアクセス端末であるHTTP要求メッ
セージを受信した後に、HTTP要求メッセージのウェブサイトのドメイン名とアクセス端末
のIPアドレスに対応するドメイン名とを比較することにより、HTTP要求メッセージの有効
性を判定する。HTTP要求メッセージのウェブサイトのドメイン名がアクセス端末のIPアド
レスに対応するドメイン名でないとアクセス端末が判定する場合、これは、HTTP要求メッ
セージが、ウェブサイトのドメイン名に対応する実際のIPアドレスとしてアクセス端末の
キャッシュされたIPアドレスを使用してユーザ装置により送信されたことを意味する。従
って、無効な要求である。この実施例では、判定結果に基づいて、アクセス端末は、DNS
解決に従ってHTTP要求メッセージのウェブサイトのドメイン名に対応する実際のIPアドレ
スを取得し、取得された実際のIPアドレスに基づいて、ユーザ装置がHTTP要求メッセージ
のウェブサイトのドメイン名に対応する目的のサイトにアクセスするように制御する。こ
のようにして、ウェブサイトのドメイン名がユーザ装置のブラウザに入力された後に、ブ
ラウザがアクセス端末のIPアドレスをキャッシュするという特性のため、ユーザが目的の
サイトにアクセスできないという問題が解決される。
【００２４】
　更に、ユーザ装置がキャッシュ失効時間を設定されている場合、この実施例により提供
されるアクセス制御方法を使用することにより、アクセス端末のIPアドレスとウェブサイ
トのドメイン名との間のユーザ装置によりキャッシュされた対応関係が失効するのを待機
することなく、ユーザは、ウェブサイトのドメイン名に対応する目的のサイトにうまくア
クセスすることができる。これにより、目的のサイトにアクセスする効率を向上させる。
ユーザ装置について、アクセス端末のIPアドレスとウェブサイトのドメイン名との間のキ
ャッシュされた対応関係が、ユーザ装置のブラウザを閉じてリスタートすることによりク
リアされることが可能な場合、この実施例により提供されるアクセス制御方法を使用する
ことにより、ユーザ装置のブラウザを閉じることなく、ユーザは、ウェブサイトのドメイ
ン名に対応する目的のサイトにうまくアクセスすることができる。これにより、目的のサ
イトにアクセスする効率を向上させる。ユーザ装置がキャッシュ失効時間を設定されてい
る場合、キャッシュ失効時間に到達しない場合、ユーザがユーザ装置のブラウザを閉じる
ことを通じて目的のサイトにはうまくアクセスできない点に留意すべきである。しかし、
この実施例で提供されるアクセス制御方法を使用することにより、ユーザ装置のブラウザ
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を閉じてリスタートする必要なく、また、キャッシュ時間が失効するのを待機する必要な
く、ユーザは、ウェブサイトのドメイン名に対応する目的のサイトにうまくアクセスする
ことができる。これにより、目的のサイトにアクセスする効率を向上させる。
【００２５】
　更に、HTTP要求メッセージのウェブサイトのドメイン名が第１のドメイン名である場合
、すなわち、HTTP要求メッセージのウェブサイトのドメイン名がアクセス端末のIPアドレ
スに対応するドメイン名である場合、これは、HTTP要求メッセージが、ユーザ装置がアク
セス端末のウェブ管理ページにアクセスするために使用される要求であることを意味する
。従って、アクセス端末は、ユーザ装置をアクセス端末のウェブ管理ページにリダイレク
トするために、DNS応答パケットをユーザ装置に送信する。ただし、DNS応答パケットは、
アクセス端末のIPアドレスを含む。この場合、ユーザ装置がアクセス端末のウェブ管理ペ
ージにリダイレクトされた後に、ユーザは、実際のアプリケーション要件に従ってアクセ
ス端末のウェブ管理ページを通じて、ユーザ装置におけるダイヤル、装置管理及び／又は
パラメータ構成のような動作を実行してもよい。
【００２６】
　更に、HTTP要求メッセージのウェブサイトのドメイン名が第１のドメイン名でない場合
、アクセス端末が外部ネットワークにアクセスしていないとアクセス端末が判定した場合
、この時点で、アクセス端末により送信されたDNS解決要求は、外部ネットワークのDNSサ
ーバに到達できず、ウェブサイトのドメイン名に対応する実際のIPアドレスが取得できな
い。従って、アクセス端末は、ユーザ装置をアクセス端末のウェブ管理ページにリダイレ
クトするために、DNS解決結果としてアクセス端末のIPアドレスを使用し、これをDNS応答
パケットにカプセル化し、DNS応答パケットをユーザ装置に送信してもよい。この場合、
ユーザ装置がアクセス端末のウェブ管理ページにダイレクトされた後に、ユーザ装置は、
アクセス端末が外部ネットワークにアクセスできるように、アクセス端末のウェブ管理ペ
ージにアクセスすることにより、ダイヤル動作を実行してもよい。ここで説明するダイヤ
ル動作は、外部ネットワークへのアクセスを実行する動作を示し、結果は、外部ネットワ
ークへのアクセスの成功と、外部ネットワークへのアクセスの失敗とを含んでもよい点に
留意すべきである。
【００２７】
　任意選択で、アクセス端末が取得された実際のIPアドレスに従ってユーザ装置がウェブ
サイトのドメイン名に対応する目的のサイトにアクセスするように制御する実装方法は、
以下のようなものでもよい。アクセス端末は、ユーザ装置がウェブサイトのドメイン名に
対応する実際のIPアドレスに従って、目的のサイトにアクセスするHTTP要求を再開できる
ように、ユーザ装置へのHTTPリダイレクト要求を開始する。ただし、HTTPリダイレクト要
求は、実際のIPアドレスを含む。
【００２８】
　任意選択で、アクセス端末がユーザ装置へのHTTPリダイレクト要求を開始する実装方法
は、以下のようなものでもよい。アクセス端末は、HTTPリダイレクト要求パケットをユー
ザ装置に送信する。
【００２９】
　好ましくは、アクセス端末は、HTTPリダイレクトパケットのヘッダ（Header）フィール
ド（例えば、位置（Location）フィールド）に実際のIPアドレスを設定してもよいが、こ
こでは限定されない。
【００３０】
　HTTPリダイレクトパケットは、HTTP30xシリーズの応答コードでもよい。ユーザ装置の
異なるオペレーションシステム又はブラウザ種別に従って、HTTPリダイレクトパケットは
、HTTP応答コード300（選択方式（multiple　choices））、HTTP応答コード301（永久移
動（moved　permanently））、HTTP応答コード302（検出（found））、HTTP応答コード30
3（他を参照（see　other））又はHTTP応答コード307（一時的なリダイレクト（temporar
y　redirect））でもよいが、これらに限定されない。
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【００３１】
　任意選択で、アクセス端末がHTTPリダイレクト要求をユーザ装置に送信する実装方法は
、以下のようなものでもよい。アクセス端末は、HTTPリダイレクトページをユーザ装置に
送信し、リダイレクトページは、実際のIPアドレスを含む。
【００３２】
　一般的に、リダイレクトページは、プロンプトページ（prompting　page）であり、プ
ロンプトページは、実際のIPアドレスを含む以外に、一般的に、実際のIPアドレスを示す
リンク情報を更に含む。実際のIPアドレスを示すリンク情報は、リダイレクトページにお
けるブラウザクライアントのスクリプト又はプラグインでもよい。スクリプト又はプラグ
インは、Javascript、VBScript又はFlashを含んでもよいが、これらに限定されない。リ
ダイレクトページのスクリプト又はプラグインは、ユーザがクリックすることを促しても
よく、直接的にユーザ装置が実際のIPアドレスへのHTTP要求を開始するように制御しても
よい。例えば、Javascriptでは、実際のIPアドレスを示すリンク情報の実装構成は、wind
ow.location.href =“http://[actual IP address]”でもよい。
【００３３】
　通常では、異なるユーザ装置のキャッシュ失効時間の長さは異なり、一般的には1～3分
であり、10分のもの等もある。ユーザがこの長さの時間を待機することにより、目的のサ
イトにアクセスすることは長い時間を要する。ユーザ装置のブラウザを閉じてリスタート
する動作は煩わしく、手動の動作は一般的に低い効率を有する。これはまた、ユーザが目
的のサイトにアクセスする効率に影響を与える。本発明のこの実施例では、ユーザ装置が
アクセス端末により戻されたHTTPリダイレクト要求パケット又はページを受信した後に、
目的のサイトにアクセスするHTTP要求は、HTTPリダイレクト要求パケット又はページの実
際のIPアドレスに従って直接的に開始される。従って、ウェブサイトのドメイン名とアク
セス端末のIPアドレスとの間のキャッシュされた対応関係が失効するのを待機する必要は
なく、ユーザ装置のブラウザを閉じる必要もない。これにより、目的のサイトにうまくア
クセスする効率を向上させる。
【００３４】
　任意選択で、アクセス端末が取得された実際のIPアドレスに従ってユーザ装置がウェブ
サイトのドメイン名に対応する目的のサイトにアクセスするように制御する他の実装方法
は、以下のようなものでもよい。アクセス端末は、ユーザ装置がウェブサイトのドメイン
名に対応する目的のサイトにアクセスできるように、受信したHTTP要求メッセージの宛先
IPアドレスを実際のIPアドレスに置換し、実際のIPアドレスを送信する。ユーザ装置がウ
ェブサイトのドメイン名に対応する目的のサイトにアクセスできるように、アクセス端末
が受信したHTTP要求メッセージの宛先IPアドレスを実際のIPアドレスに置換し、実際のIP
アドレスを送信する処理は、以下のようなものでもよい。アクセス端末は、ユーザ装置が
ウェブサイトのドメイン名に対応する目的のサイトにアクセスできるように、受信したHT
TP要求メッセージの宛先IPアドレスを実際のIPアドレスに置換し、実際のIPアドレスをウ
ェブサイトのドメイン名に対応する目的のサイトに送信する。
【００３５】
　この実装方法では、アクセス端末は、ウェブサイトのドメイン名に対応する実際のIPア
ドレスを取得した後に、ユーザ装置がウェブサイトのドメイン名に対応する目的のサイト
にうまくアクセスできるように、HTTP要求メッセージのアクセス端末のIPアドレスを実際
のIPアドレスに置換し、実際のIPアドレスを送信する。ユーザ装置は、ウェブサイトのド
メイン名とアクセス端末のIPアドレスとの間のキャッシュされた対応関係が失効するのを
待機する必要はなく、ユーザ装置のブラウザを閉じてリスタートする必要もない。これに
より、目的のサイトにうまくアクセス効率を向上させる。
【００３６】
　図１Ａは、本発明の実施例によるアクセス制御方法のフローチャートである。図１Ａに
示すように、この実施例の方法は、以下のステップを含む。
【００３７】
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　ステップ101：アクセス端末は、ユーザ装置により送信されたHTTP要求メッセージを受
信する。ただし、宛先IPアドレスは、アクセス端末のIPアドレスであり、HTTP要求メッセ
ージは、ウェブサイトのドメイン名を含む。
【００３８】
　ウェブサイトのドメイン名は、ユーザがアクセスする必要がある目的のサイトのドメイ
ン名である。これは、ユーザによりユーザ装置のブラウザに入力されてもよい。宛先IPア
ドレスは、アクセス端末のIPアドレスである。
【００３９】
　特に、ユーザが（目的のサイトとして記録された）サイトにアクセスする必要がある場
合、ユーザは、ユーザ装置のブラウザに目的のサイトのウェブサイトのドメイン名を入力
する。ユーザ装置は、ローカルのウェブサイトのドメイン名とユーザにより入力されたウ
ェブサイトのドメイン名に従ったIPアドレスとの間のキャッシュされた対応関係を問い合
わせ、ウェブサイトのドメイン名に対応するIPアドレスを取得し、HTTP要求メッセージを
生成する。
【００４０】
　HTTP要求メッセージの宛先IPアドレスは、ウェブサイトのドメイン名とアクセス端末の
IPアドレスとの間のユーザ装置によりキャッシュされた対応関係のIPアドレスである。HT
TP要求メッセージは、ウェブサイトのドメイン名を更に含む。好ましくは、ユーザ装置は
、HTTP要求メッセージのヘッダのホスト（Host）フィールド又はリファラー（Referrer）
フィールドにウェブサイトのドメイン名を設定してもよいが、ここでは限定されない。例
えば、ウェブサイトのドメイン名は、ホストフィールド又はリファラーフィールド以外の
他のフィールを通じて伝達されてもよい。
【００４１】
　この実施例では、ウェブサイトのドメイン名とIPアドレスとの間のユーザ装置によりキ
ャッシュされた対応関係におけるIPアドレスは、アクセス端末のIPアドレスである。任意
選択で、アクセス端末がユーザ装置により送信されたHTTP要求メッセージを受信する前に
、ユーザ装置により送信されたDNS解決要求を受信した場合、アクセス端末は、外部ネッ
トワークにアクセスしておらず、アクセス端末は、DNS解決結果としてアクセス端末のIP
アドレスを使用し、DNS解決結果をユーザ装置に戻す。
【００４２】
　ユーザ装置により送信されたHTTP要求メッセージは、アクセス端末が異なるユーザ装置
を区別できるように、ユーザ装置の識別子を伝達することを、当業者は理解する。
【００４３】
　ステップ102：アクセス端末は、ウェブサイトのドメイン名が第１のドメイン名である
か否かを判定する。判定結果がNOである場合、ステップ103を実行し、判定結果がYESであ
る場合、ステップ106を実行する。
【００４４】
　第１のドメイン名は、アクセス端末のIPアドレスに対応するドメイン名である。アクセ
ス端末は、アクセス端末のIPアドレスに対応するドメイン名をローカルに格納する。すな
わち、アクセス端末は、第１のドメイン名をローカルに格納する。
【００４５】
　アクセス端末は、宛先IPアドレスがアクセス端末のIPアドレスであるHTTP要求メッセー
ジを受信した後に、HTTP要求メッセージが有効な要求であるか否かを判定するために、HT
TP要求メッセージを解析し、HTTP要求メッセージからウェブサイトのドメイン名（すなわ
ち、ユーザがアクセスを要求する目的のサイトのドメイン名）を取得し、HTTP要求メッセ
ージから取得されたウェブサイトのドメイン名とアクセス端末のIPアドレスに対応するド
メイン名とを比較する。
【００４６】
　判定結果がYESである場合、すなわち、HTTP要求メッセージから取得されたウェブサイ
トのドメイン名がアクセス端末のIPアドレスに対応するドメイン名であるとアクセス端末
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が判定した場合、このことは、HTTP要求メッセージが有効であり、HTTP要求メッセージが
ユーザ装置によりアクセス端末のウェブ管理ページにアクセスするために使用される要求
であることを意味する。これにより、アクセス端末はステップ106を実行する。すなわち
、ユーザ装置をアクセス端末のウェブ管理ページにリダイレクトするために、アクセス端
末のIPアドレスは、HTTP要求結果としてユーザ装置に送信される。
【００４７】
　判定結果がNOである場合、すなわち、HTTP要求メッセージから取得されたドメイン名が
アクセス端末のIPアドレスに対応するドメイン名でないとアクセス端末が判定した場合、
このことは、HTTP要求メッセージがユーザ装置によりウェブサイトのドメイン名の実際の
IPアドレスとしてアクセス端末のIPアドレスを使用して送信され、無効な要求であること
を意味する。これにより、アクセス端末はステップ103を実行する。すなわち、ウェブサ
イトのドメイン名の実際のIPアドレスを取得するためにDNS解決が実行できるか否かを判
定するために、アクセス端末が外部ネットワークにアクセスしているか否かが更に判定さ
れる。
【００４８】
　ステップ103：アクセス端末は、アクセス端末が外部ネットワークにアクセスしている
か否かを判定する。判定結果がYESである場合、ステップ104を実行し、判定結果がNOであ
る場合、ステップ107を実行する。
【００４９】
　この実施例では、アクセス端末は、アクセス端末が外部ネットワークにアクセスしてい
るか否かを示す状態を記録する。アクセス端末は、記録された状態に従って、アクセス端
末が外部ネットワークにアクセスしているか否かを判定してもよい。例えば、アクセスマ
ークがアクセス端末において設定され、アクセスマークは、アクセス端末が外部ネットワ
ークにアクセスしているか否かを識別するために使用される。アクセス端末が外部ネット
ワークにアクセスした後に、アクセスマークは1に設定され、アクセス端末が外部ネット
ワークにアクセスしていない場合、アクセスマークは0に設定される。このことに基づい
て、アクセス端末は、アクセスマークの値に従ってアクセス端末が外部ネットワークにア
クセスしているか否かを判定する。アクセスマークの値は、0及び1に限定されない。
【００５０】
　ウェブサイトのドメイン名がアクセス端末のIPアドレスに対応するドメイン名でない場
合、アクセス端末が外部ネットワークにアクセスしているとアクセス端末が判定した場合
、アクセス端末はステップ104を実行する。すなわち、ウェブサイトのドメイン名の実際
のIPアドレスを取得するために、DNS解決が実行される。アクセス端末が外部ネットワー
クにアクセスしていないとアクセス端末が判定した場合、アクセス端末はステップ107を
実行する。すなわち、ユーザ装置をアクセス端末のウェブ管理ページにリダイレクトする
ために、アクセス端末のIPアドレスは、DNS解決結果としてユーザ装置に送信される。こ
れにより、ユーザ装置は、ダイヤルアップアクセスのような動作を実行する。
【００５１】
　ステップ104：アクセス端末は、DNS解決に従ってウェブサイトのドメイン名に対応する
実際のIPアドレスを取得する。
【００５２】
　特に、アクセス端末は、DNS解決要求を外部ネットワークのDNSサーバに送信する。ただ
し、DNS解決要求は、ウェブサイトのドメイン名を含む。DNSサーバは、アクセス端末によ
り送信されたDNS解決要求を受信し、DNS解決要求を解析し、ウェブサイトのドメイン名を
取得し、ウェブサイトのドメイン名でDNS解決を実行し、ウェブサイトのドメイン名に対
応する実際のIPアドレスを取得し、DNS応答パケットをアクセス端末に送信する。ただし
、DNS応答パケットは、取得された実際のIPアドレスを含む。アクセス端末は、DNSサーバ
により戻されたDNS応答パケットを受信し、DNS応答パケットからウェブサイトのドメイン
名に対応する実際のIPアドレスを取得する。
【００５３】



(12) JP 5502239 B2 2014.5.28

10

20

30

40

50

　ステップ105：アクセス端末は、ユーザ装置が実際のIPアドレスに従って目的のサイト
にアクセスするためのHTTP要求を再開できるように、ユーザ装置へのHTTPリダイレクト要
求を開始する。ただし、HTTPリダイレクト要求は、実際のIPアドレスを含む。
【００５４】
　この実施例の任意選択の実装方法では、アクセス端末は、HTTPリダイレクトパケットを
ユーザ装置に送信し、HTTPリダイレクトパケットのヘッダフィールドを通じて実際のIPア
ドレスを伝達してもよい。これは、この実施例で限定されない。
【００５５】
　任意選択で、HTTPリダイレクトパケットは、HTTP応答コード300（選択方式（multiple
　choices））、HTTP応答コード301（永久移動（moved　permanently））、HTTP応答コー
ド302（検出（found））、HTTP応答コード303（他を参照（see　other））又はHTTP応答
コード307（一時的なリダイレクト（temporary　redirect））でもよいが、これらに限定
されない。
【００５６】
　この実施例の任意選択の実装方法では、アクセス端末は、HTTPリダイレクトページをユ
ーザ装置に送信し、HTTPリダイレクトページを通じて実際のIPアドレスを伝達してもよい
。
【００５７】
　更に、アクセス端末は、リダイレクトページにおける実際のIPアドレスを示すリンク情
報を更に伝達してもよい。これは、ユーザ装置が実際のIPアドレスに従って目的のサイト
にアクセスするためのHTTP要求を再開するように自動的に制御するために使用される。実
際のIPアドレスを示すリンク情報は、リダイレクトページにおけるブラウザクライアント
のスクリプト又はプラグインでもよいが、これらに限定されない。
【００５８】
　スクリプト又はプラグインは、Javascript、VBScript又はFlashを含んでもよいが、こ
れらに限定されない。
【００５９】
　ユーザ装置がウェブサイトのドメイン名の実際のIPアドレスを受信した後に、ユーザは
、ユーザ装置のブラウザを閉じるのを待機する必要なく、また、アクセス端末のIPアドレ
スとウェブサイトのドメイン名との間のユーザ装置によりキャッシュされた対応関係が失
効するのを待機する必要なく、直接的にユーザ装置のブラウザにウェブサイトのドメイン
名を入力し、HTTP要求を再開してもよい。
【００６０】
　ステップ106：アクセス端末は、ユーザ装置をアクセス端末のウェブ管理ページにリダ
イレクトするために、HTTP要求結果としてアクセス端末のIPアドレスをユーザ装置に送信
し、動作を終了する。
【００６１】
　ステップ107：アクセス端末は、ユーザ装置をアクセス端末のウェブ管理ページにリダ
イレクトするために、DNS解決結果としてアクセス端末のIPアドレスをユーザ装置に送信
し、動作を終了する。
【００６２】
　この実施例では、宛先IPアドレスがアクセス端末のIPアドレスであるHTTP要求メッセー
ジが無効な要求であるとアクセス端末が判定した場合、アクセス端末が外部ネットワーク
にアクセスしているか否かが更に判定される。アクセス端末が外部ネットワークにアクセ
スしている場合、ウェブサイトのドメイン名に対応する実際のIPアドレスは、DNS解決に
従って取得され、ユーザがアクセス端末のIPアドレスとウェブサイトのドメイン名との間
のユーザ装置によりキャッシュされた対応関係が失効するのを待機する必要なく、また、
ユーザ装置のブラウザを閉じてリスタートする必要なく、ユーザが目的のサイトにアクセ
スするためのHTTP要求を再開することを可能にする。これにより、目的のサイトにアクセ
スする効率を向上させる。アクセス端末が外部ネットワークにアクセスしていない場合、
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ユーザ装置は、ユーザがウェブ管理ページを通じて外部ネットワークに適切な時期にアク
セスする動作を実行できるように、アクセス端末のウェブ管理ページにリダイレクトされ
る。これにより、或る程度まで目的のサイトにアクセスする効率を向上させるように促進
する。
【００６３】
　図１Ｂは、本発明の他の実施例によるアクセス制御方法のフローチャートである。この
実施例は、図１Ａに示す実施例に基づいて実施されてもよい。図１Ｂに示すように、この
実施例の方法は、ステップ101の前に以下のステップを含む。
【００６４】
　ステップ100a：アクセス端末は、ユーザ装置により送信されたDNS解決要求を受信する
。ただし、DNS解決要求は、ウェブサイトのドメイン名を含む。
【００６５】
　ステップ100b：アクセス端末は、アクセス端末が外部ネットワークにアクセスしていな
いと判定した場合、ユーザ装置をアクセス端末のウェブ管理ページにリダイレクトするた
めに、DNS解決結果としてアクセス端末のIPアドレスをユーザ装置に送信する。
【００６６】
　この実施例では、ユーザ装置は、アクセス端末を通じて外部ネットワークにアクセスし
ている。アクセス端末は、ユーザにウェブ管理ページを提供してもよい。例えば、ユーザ
は、アクセス端末のウェブ管理ページにアクセスするために、アクセス端末のIPアドレス
（例えば、192.168.1.1）又はアクセス端末のIPアドレスに対応するドメイン名（例えば
、mobilewifi.home）をユーザ装置のブラウザに入力してもよい。アクセス端末のウェブ
管理ページでは、ユーザは、外部ネットワークにアクセスするためのダイヤル機能、装置
管理及びパラメータ構成のような機能を提供される。これにより、ユーザは、アクセス端
末のウェブ管理ページを通じて、ダイヤル、装置管理及びパラメータ構成のような動作を
実行してもよい。
【００６７】
　ユーザが（目的のサイトとして記録された）サイトにアクセスする必要がある場合、ユ
ーザは、ユーザ装置のブラウザにウェブサイトのドメイン名を入力する。ユーザ装置は、
ユーザにより入力されたウェブサイトのドメイン名に従ってDNS解決要求を生成し、DNS解
決要求をアクセス端末に送信する。アクセス端末は、アクセス端末が外部ネットワークに
アクセスしているか否かを判定し、アクセス端末が現在外部ネットワークにアクセスして
いない場合、アクセス端末は、ユーザ装置をアクセス端末のウェブ管理ページにリダイレ
クトするために、DNS解決結果としてアクセス端末のIPアドレス又はアクセス端末のIPア
ドレスに対応するドメイン名をユーザ装置に戻す。アクセス端末のウェブ管理ページには
、ネットワークにアクセスできない理由が表示され、外部ネットワークにアクセスする機
能が提供される。ユーザは、アクセス端末が外部ネットワークにアクセスできるように、
アクセス端末のウェブ管理ページを通じてダイヤルを実行する。
【００６８】
　前述の処理において、ユーザ装置は、アクセス端末のIPアドレスとウェブサイトのドメ
イン名との間の対応関係をキャッシュする。
【００６９】
　この実施例では、アクセス端末が外部ネットワークにアクセスした後に、ユーザは、ウ
ェブ管理ページをユーザ装置に提示するブラウザにドメイン名を直接的に入力する。この
時点で、ユーザ装置は、ローカルキャッシュに問い合わせ、ウェブサイトのドメイン名の
実際のIPアドレスとしてアクセス端末のIPアドレスを使用し、再びDNS解決を開始せず、
ステップ101を実行する。すなわち、HTTP要求メッセージを生成し、HTTP要求メッセージ
をアクセス端末に送信する。HTTP要求メッセージの宛先IPアドレスは、ウェブサイトのド
メイン名に対応する実際のIPアドレスではなく、アクセス端末のIPアドレスである。
【００７０】
　この実施例は、以下の問題を解決することが分かる。ユーザがアクセス端末のウェブ管
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理ページを通じて外部ネットワークにアクセス（例えば、ダイヤル）した後に、ユーザは
、ウェブ管理ページをユーザ装置に提示するブラウザに元のウェブサイトのドメイン名を
直接的に入力する。しかし、目的のサイトにアクセスできない。この実施例では、ユーザ
は、ウェブサイトのドメイン名とアクセス端末のIPアドレスとの間のキャッシュされた対
応関係が失効するのを待機することなく、また、ユーザ装置のブラウザを閉じてリスター
トする必要なく、目的のサイトにうまくアクセスすることができる。これにより、目的の
サイトにアクセスする効率を向上させる。
【００７１】
　この実施例について、実際の用途シナリオと共に以下に更に説明する。この用途シナリ
オにおいて、ユーザは、ウェブサイトのドメイン名がwww.xxxx.comである目的のサイトに
アクセス必要があり、アクセス端末は、現在外部ネットワークにアクセスしておらず、ア
クセス端末の状態はリダイレクト条件を満たすことを仮定する。ユーザがウェブサイトの
ドメイン名がwww.xxxx.comである目的のサイトにアクセスする特定の手順は以下のように
なる。
【００７２】
　ステップa：ユーザは、ユーザ装置のブラウザにウェブサイトのドメイン名www.xxxx.co
mを入力する。ただし、ウェブサイトのドメイン名www.xxxx.comは、ユーザがアクセスし
たいと思う目的のサイトに対応する。
【００７３】
　ステップb：ユーザ装置は、DNS解決要求をアクセス端末に送信し、アクセス端末は、DN
Sの問い合わせ結果としてアクセス端末のIPアドレス（例えば、192.168.1.1）をユーザ装
置に戻す。
【００７４】
　ステップc：ユーザ装置は、DNS解決結果をキャッシュする。すなわち、ユーザ装置は、
ウェブサイトのドメイン名www.xxxx.comに対応する実際のIPアドレスが192.168.1.1であ
ると考える。
【００７５】
　ステップd：ユーザ装置は、アクセス端末へのHTTP要求を開始し、アクセス端末のウェ
ブ管理ページがユーザ装置のブラウザに提示される。ユーザは、ウェブ管理ページで動作
することにより、ダイヤルアップアクセスを実行する。
【００７６】
　ステップe：ユーザは、ユーザ装置のブラウザを閉じず、ウェブ管理ページをユーザ装
置に提示するブラウザにウェブサイトのドメイン名www.xxxx.comを再び入力する。
【００７７】
　ステップf：ユーザ装置は、ローカルキャッシュを問い合わせ、ウェブサイトのドメイ
ン名www.xxxx.comに対応する実際のIPとして、直接的にアクセス端末のIPアドレス192.16
8.1.1を使用し、HTTP要求メッセージを生成して送信する。DNS解決を再び開始しない。
【００７８】
　ステップg：アクセス端末は、HTTP要求メッセージを受信した後に、HTTP要求メッセー
ジのヘッダのウェブサイトのドメイン名がアクセス端末のIPアドレスに対応するドメイン
名であるか否かを判定する。アクセス端末のIPアドレス192.168.1.1に対応するドメイン
名がwww.aaaa.comであることを仮定すると、アクセス端末は、現在のHTTP要求が誤ってい
ると判定する。
【００７９】
　ステップh：アクセス端末は、現在のHTTP要求が誤っていると判定した後に、アクセス
端末が外部ネットワークに現在アクセスしているか否かを判定し続ける。アクセス端末が
外部ネットワークにアクセスしていない場合、アクセス端末は、ユーザ装置をアクセス端
末のウェブ管理ページにリダイレクトするために、アクセス端末のIPアドレス192.168.1.
1をユーザ装置に戻す。アクセス端末が外部ネットワークにアクセスしている場合、DNSサ
ーバはDNS解決を実行し、ウェブサイトのドメイン名www.xxxx.comの実際のIPアドレスを
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取得する。
【００８０】
　ステップi：アクセス端末は、ウェブサイトのドメイン名www.xxxx.comの実際のIPアド
レスを取得した後に、HTTPリダイレクト要求を構成し、HTTPリダイレクト要求を通じてウ
ェブサイトのドメイン名www.xxxx.comの実際のIPアドレスをユーザ装置に送信する。
【００８１】
　HTTPリダイレクト要求の特定の実装方法は、HTTPリダイレクトパケット又はリダイレク
トページでもよい。
【００８２】
　ステップj：ユーザ装置は、ウェブサイトのドメイン名www.xxxx.comの実際のIPアドレ
スに従ってHTTP要求メッセージをアクセス端末に再送信する。
【００８３】
　ステップk：アクセス端末は、HTTP要求メッセージを受信した後に、HTTP要求メッセー
ジを転送し、ユーザ装置は、最終的にウェブサイトのドメイン名www.xxxx.comに対応する
目的のサイトにアクセスする。
【００８４】
　更に、本発明のこの実施例の方法は、目的のサイトがウェブサイトのドメイン名を使用
することによりアクセスされる処理におけるリダイレクト用途シナリオに適用可能である
ばかりでなく、他のリダイレクト用途シナリオにも適用可能である点に留意すべきである
。例えば、固定ネットワークで負荷分散を実施するためにDNSリダイレクトが使用される
用途シナリオにも適用可能である。
【００８５】
　負荷分散を実施するためのDNSリダイレクトの原理は、名前を問い合わせるクライアン
トが１つのアドレスを取得できるように、DNSサーバにおいて複数のIPアドレスに同じ名
前を構成することにある。これにより、異なるクライアントは異なるサーバにアクセスす
ることにより、負荷分散の目的を達成する。しかし、サーバが故障している場合、DNS設
定が適切な時期に変更されても、効果が生じるには依然として十分な時間（例えば、特定
の回復時間）を待機する必要がある。この期間に、故障したサーバのIPアドレスをキャッ
シュしたクライアントは、通常通りサーバにアクセスすることができないため、必要なサ
ービスを取得することができない。或いは、サーバのIPアドレスが変化した場合、サーバ
の元のIPアドレスがクライアントにキャッシュされている場合、クライアントは、サーバ
のIPアドレスが更新される前に、サーバにアクセスすることができない。前述の問題につ
いて、DNSサーバは、本発明の実施例により提供されるアクセス制御方法を採用してもよ
い。クライアントにより送信されたDNS解決要求が受信された場合、DNS解決要求のサーバ
のIPアドレスがサーバのキャッシュされたIPアドレスと整合しているか否かが判定される
。或いは、DNS解決要求のサーバのIPアドレスに従って、対応するサーバが故障している
か否かが判定される。判定結果が、IPアドレスが整合しない場合又はサーバが故障してい
る場合、クライアントは、通常のサーバにリダイレクトされ、クライアントが必要な情報
を適切な時期に取得することを可能にする。
【００８６】
　図２Ａは、本発明の実施例によるアクセス制御方法のフローチャートである。図２Ａに
示すように、この実施例の方法は、以下のステップを含む。
【００８７】
　ステップ201：アクセス端末は、ユーザ装置により送信されたHTTP要求メッセージを受
信する。ただし、宛先IPアドレスは、アクセス端末のIPアドレスであり、HTTP要求メッセ
ージは、ウェブサイトのドメイン名を含む。
【００８８】
　ステップ202：アクセス端末は、ウェブサイトのドメイン名が第１のドメイン名である
か否かを判定する。判定結果がNOである場合、ステップ203を実行し、判定結果がYESであ
る場合、ステップ205を実行する。
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【００８９】
　ステップ203：アクセス端末は、アクセス端末が外部ネットワークにアクセスしている
か否かを判定する。判定結果がYESである場合、ステップ204を実行し、判定結果がNOであ
る場合、ステップ206を実行する。
【００９０】
　ステップ201～203について、ステップ101～ステップ103の説明に参照が行われてもよく
、ここでは再び説明しない。
【００９１】
　ステップ204：アクセス端末は、ユーザ装置がウェブサイトのドメイン名に対応する目
的のサイトにアクセスできるように、アクセス端末のIPアドレスであるHTTP要求メッセー
ジの宛先IPアドレスを実際のIPアドレスに置換し、実際のIPアドレスを送信する。
【００９２】
　この実施例では、HTTP要求メッセージのウェブサイトのドメイン名がアクセス端末のIP
アドレスに対応するドメイン名でないとアクセス端末が判定し、アクセス端末が外部ネッ
トワークにアクセスしている場合、アクセス端末は、ユーザ装置が目的のサイトにうまく
アクセスできるように、アクセス端末のIPアドレスであるHTTP要求メッセージの宛先IPア
ドレスを、HTTP要求メッセージのウェブサイトのドメイン名に対応する実際のIPアドレス
に直接的に置換し、宛先IPアドレスが置換されたHTTP要求メッセージを送信する。これに
より、ユーザ装置のブラウザにウェブサイトのドメイン名を入力した後に、ブラウザがア
クセス端末のIPアドレスをキャッシュしているため、ユーザがウェブサイトのドメイン名
に対応する目的のサイトにアクセスできないという従来技術の問題を解決する。
【００９３】
　更に、ユーザ装置がキャッシュ失効時間を設定されている場合、この実施例により提供
されるアクセス制御方法を使用することにより、端末のIPアドレスとウェブサイトのドメ
イン名との間のユーザ装置によりキャッシュされた対応関係が失効するのを待機すること
なく、ユーザは、ウェブサイトのドメイン名に対応する目的のサイトにうまくアクセスす
ることができる。これにより、目的のサイトにアクセスする効率を向上させる。ユーザ装
置について、アクセス端末のIPアドレスとウェブサイトのドメイン名との間のキャッシュ
された対応関係が、ユーザ装置のブラウザを閉じてリスタートすることによりクリアされ
ることが可能な場合、この実施例により提供されるアクセス制御方法を使用することによ
り、ユーザ装置のブラウザを閉じることなく、ユーザは、ウェブサイトのドメイン名に対
応する目的のサイトにうまくアクセスすることができる。これにより、目的のサイトにア
クセスする効率を向上させる。ユーザ装置についてキャッシュ失効時間が設定されている
場合、キャッシュ失効時間に到達しない場合、ユーザがユーザ装置のブラウザを閉じるこ
とを通じて目的のサイトにはうまくアクセスできない点に留意すべきである。しかし、こ
の実施例で提供されるアクセス制御方法を使用することにより、ユーザ装置のブラウザを
閉じてリスタートする必要なく、また、キャッシュ時間が失効するのを待機する必要なく
、ユーザは、ウェブサイトのドメイン名に対応する目的のサイトにうまくアクセスするこ
とができる。これにより、目的のサイトにアクセスする効率を向上させる。
【００９４】
　ステップ205：アクセス端末は、ユーザ装置をアクセス端末のウェブ管理ページにリダ
イレクトするために、HTTP要求結果としてアクセス端末のIPアドレスをユーザ装置に送信
し、動作を終了する。
【００９５】
　ステップ206：アクセス端末は、ユーザ装置をアクセス端末のウェブ管理ページにリダ
イレクトするために、DNS解決結果としてアクセス端末のIPアドレスをユーザ装置に送信
する
　ステップ205～206について、ステップ106～ステップ107の説明に参照が行われてもよく
、ここでは再び説明しない。
【００９６】
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　図２Ｂは、本発明の他の実施例によるアクセス制御方法のフローチャートである。この
実施例は、図２Ａに示す実施例に基づいて実施されてもよい。図２Ｂに示すように、この
実施例の方法は、ステップ201の前に以下のステップを含む。
【００９７】
　ステップ200a：アクセス端末は、ユーザ装置により送信されたDNS解決要求を受信する
。ただし、DNS解決要求は、ウェブサイトのドメイン名を含む。
【００９８】
　ステップ200b：アクセス端末は、アクセス端末が外部ネットワークにアクセスしていな
いと判定した場合、ユーザ装置をアクセス端末のウェブ管理ページにリダイレクトするた
めに、DNS解決結果としてアクセス端末のIPアドレスをユーザ装置に送信する。
【００９９】
　ステップ200a～200bについて、ステップ100a～ステップ100bの説明に参照が行われても
よく、ここでは再び説明しない。
【０１００】
　この実施例は、以下の問題を解決することが分かる。ユーザがアクセス端末のウェブ管
理ページを通じて外部ネットワークにアクセスした後に、ユーザは、ウェブ管理ページを
ユーザ装置に提示するブラウザに元のウェブサイトのドメイン名を直接的に入力する。し
かし、目的のサイトにアクセスできない。この実施例では、ユーザは、ウェブサイトのド
メイン名とアクセス端末のIPアドレスとの間のキャッシュされた対応関係が失効するのを
待機することなく、また、ユーザ装置のブラウザを閉じてリスタートする必要なく、目的
のサイトにうまくアクセスすることができる。これにより、目的のサイトにアクセスする
効率を向上させる。
【０１０１】
　図３Ａは、本発明の実施例によるアクセス端末の概略構成図である。図３Ａに示すよう
に、この実施例のアクセス端末は、受信機31と、プロセッサ32とを含む。
【０１０２】
　受信機31は、ユーザ装置により送信されたHTTP要求メッセージを受信するように構成さ
れる。ただし、宛先IPアドレスは、アクセス端末のIPアドレスであり、HTTP要求メッセー
ジは、ウェブサイトのドメイン名を含む。
【０１０３】
　プロセッサ32は、受信機31に接続され、受信機31により受信されたHTTP要求メッセージ
のウェブサイトのドメイン名が第１のドメイン名でない場合、DNS解決に従ってウェブサ
イトのドメイン名に対応する実際のIPアドレスを取得し、実際のIPアドレスに従ってユー
ザ装置がウェブサイトのドメイン名に対応する目的のサイトにアクセスするように制御す
るように構成される。第１のドメイン名は、アクセス端末のIPアドレスに対応するドメイ
ン名である。
【０１０４】
　受信機31により受信されたHTTP要求メッセージのウェブサイトのドメイン名は、第１の
ドメイン名でない。特に、プロセッサ32は、HTTP要求メッセージを解析し、HTTP要求メッ
セージからウェブサイトのドメイン名を取得し、取得されたウェブサイトのドメイン名と
アクセス端末のIPアドレスに対応するドメイン名とを比較し、取得されたウェブサイトの
ドメイン名がアクセス端末のIPアドレスに対応するドメイン名であるか否かを判定しても
よい。アクセス端末は、アクセス端末のIPアドレスに対応するドメイン名をローカルに格
納する。
【０１０５】
　この実施例により提供されるアクセス端末は、前述のアクセス制御方法の実施例を実行
するために使用されてもよい。特定の動作原理は、方法の実施例において記載されており
、ここでは再び説明しない。
【０１０６】
　この実施例のアクセス端末は、受信機及びプロセッサに加えて、電源モジュール、入出
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力インタフェース及びメモリのような構成要素を更に含んでもよい点に留意すべきである
。プロセッサは、中央処理装置（CPU：Central　Processing　Unit）でもよく、説明の便
宜上、これらの構成要素は図面には示されていない。
【０１０７】
　この実施例では、アクセス端末は、宛先IPアドレスがアクセス端末のアドレスであるHT
TP要求メッセージを受信した後に、HTTP要求メッセージのウェブサイトのドメイン名とア
クセス端末のIPアドレスに対応するドメイン名とを比較することにより、HTTP要求メッセ
ージの有効性を判定する。ウェブサイトのドメイン名がアクセス端末のIPアドレスに対応
するドメイン名でないと判定する場合、HTTP要求メッセージが、ウェブサイトのドメイン
名の実際のIPアドレスとしてアクセス端末のIPアドレスを使用してユーザ装置により送信
され、無効な要求であると判定する。従って、アクセス端末は、DNS解決に従ってウェブ
サイトのドメイン名に対応する実際のIPアドレスを取得し、実際のIPアドレスに従って、
ユーザ装置がウェブサイトのドメイン名に対応する目的のサイトにうまくアクセスできる
ように、ユーザ装置がウェブサイトのドメイン名に対応する目的のサイトにアクセスする
ように制御する。このようにして、ウェブサイトのドメイン名をユーザ装置のブラウザに
入力した後に、ブラウザがアクセス端末のIPアドレスをキャッシュするという特性のため
、ユーザがウェブサイトのドメイン名に対応する目的のサイトにアクセスできないという
問題が解決される。更に、この実施例では、アクセス端末は、アクセス端末のIPアドレス
とウェブサイトのドメイン名との間のユーザ装置によりキャッシュされた対応関係が失効
するのを待機する必要なく、また、ユーザ装置のブラウザを閉じてリスタートする必要な
く、ユーザがウェブサイトのドメイン名に対応する目的のサイトにうまくアクセスできる
ようにする。これにより、目的のサイトにアクセスする効率を向上させる。
【０１０８】
　図３Ｂは、本発明の他の実施例によるアクセス端末の概略構成図である。この実施例は
、図３Ａに示す実施例に基づいて実施される。図３Ｂに示すように、この実施例のアクセ
ス端末は、送信機33を更に含む。
【０１０９】
　この実施例では、プロセッサ32が実際のIPアドレスに従ってユーザ装置がウェブサイト
のドメイン名に対応する目的のサイトにアクセスするように制御する処理は、以下のもの
を含む。プロセッサ32は、アクセス端末のIPアドレスであるHTTP要求メッセージの宛先IP
アドレスをプロセッサにより取得された実際のIPアドレスに置換するように構成される。
ただし、HTTP要求メッセージは、受信機31により受信される。プロセッサ32は、ユーザ装
置がウェブサイトのドメイン名に対応する目的のサイトにアクセスできるように、送信機
33が宛先IPアドレスが置換されたHTTP要求メッセージを送信するように制御するように構
成される。
【０１１０】
　これに対応して、送信機33は、プロセッサ32に接続され、プロセッサ32の制御で宛先IP
アドレスが置換されたHTTP要求メッセージを送信するように構成される。
【０１１１】
　更に、この実施例では、プロセッサが実際のIPアドレスに従ってユーザ装置がウェブサ
イトのドメイン名に対応する目的のサイトにアクセスするように制御する処理は、以下の
ものを含む。プロセッサ32は、ユーザ装置がプロセッサ32により取得された実際のIPアド
レスに従って目的のサイトにアクセスするためのHTTP要求を再開できるように、送信機33
がHTTPリダイレクト要求をユーザ装置に送信するように制御するように構成される。HTTP
リダイレクト要求は、実際のIPアドレスを含む。
【０１１２】
　プロセッサ32は、ユーザ装置がプロセッサ32により取得された実際のIPアドレスに従っ
て目的のサイトにアクセスするためのHTTP要求を再開できるように、送信機33がユーザ装
置へのHTTPリダイレクト要求を開始するように制御するように特に構成されてもよい。こ
れにより、ユーザ装置がウェブサイトのドメイン名に対応する目的のサイトにアクセスす
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るように制御する目的を達成する。
【０１１３】
　任意選択で、送信機33は、HTTPリダイレクト要求パケット又はHTTPリダイレクトページ
をユーザ装置に送信するように特に構成されてもよい。HTTPリダイレクト要求パケット又
はHTTPリダイレクトページは、実際のIPアドレスを含む。
【０１１４】
　更に、送信機33は、ウェブサイトのドメイン名が第１のドメイン名である場合、ユーザ
装置をアクセス端末のウェブ管理ページにリダイレクトするために、プロセッサ32の制御
でDNS応答パケットをユーザ装置に送信するように更に構成されてもよい。ただし、DNS応
答パケットは、アクセス端末のIPアドレスを含む。
【０１１５】
　この実施例により提供されるアクセス端末は、前述のアクセス制御方法の実施例を実行
するために使用されてもよい。特定の動作原理は、方法の実施例において記載されており
、ここでは再び説明しない。
【０１１６】
　この実施例では、アクセス端末は、宛先IPアドレスがアクセス端末のIPアドレスである
HTTP要求メッセージを受信した後に、HTTP要求メッセージのウェブサイトのドメイン名と
アクセス端末のIPアドレスに対応するドメイン名とを比較することにより、HTTP要求メッ
セージの有効性を判定する。ウェブサイトのドメイン名がアクセス端末のIPアドレスに対
応するドメイン名でないと判定する場合、HTTP要求メッセージが、ウェブサイトのドメイ
ン名の実際のIPアドレスとしてアクセス端末のIPアドレスを使用してユーザ装置により送
信され、無効な要求であると判定する。従って、アクセス端末は、DNS解決に従ってウェ
ブサイトのドメイン名に対応する実際のIPアドレスを取得し、実際のIPアドレスに従って
、ユーザ装置がウェブサイトのドメイン名に対応する目的のサイトにうまくアクセスでき
るように、ユーザ装置がウェブサイトのドメイン名に対応する目的のサイトにアクセスす
るように制御する。このようにして、ウェブサイトのドメイン名をユーザ装置のブラウザ
に入力した後に、ブラウザがアクセス端末のIPアドレスをキャッシュするという特性のた
め、ユーザがウェブサイトのドメイン名に対応する目的のサイトにアクセスできないとい
う問題が解決される。更に、この実施例では、アクセス端末は、アクセス端末のIPアドレ
スとウェブサイトのドメイン名との間のユーザ装置によりキャッシュされた対応関係が失
効するのを待機する必要なく、また、ユーザ装置のブラウザを閉じてリスタートする必要
なく、ユーザ装置がウェブサイトのドメイン名に対応する目的のサイトにうまくアクセス
できるようにする。これにより、目的のサイトにアクセスする効率を向上させる。
 
【０１１７】
　図４は、本発明の実施例によるアクセス制御システムの概略構成図である。図４に示す
ように、この実施例のシステムは、ユーザ装置41と、アクセス端末42と、DNSサーバ43と
を含む。
【０１１８】
　ユーザ装置41は、HTTP要求メッセージを送信するように構成される。ただし、宛先IPア
ドレスは、アクセス端末42のIPアドレスであり、HTTP要求メッセージは、ウェブサイトの
ドメイン名を含む。
【０１１９】
　この実施例のアクセス端末42は、受信機とプロセッサとを含む。
【０１２０】
　受信機は、ユーザ装置41により送信されたHTTP要求メッセージを受信するように構成さ
れる。プロセッサは、受信機に接続され、受信機により受信されたHTTP要求メッセージの
ウェブサイトのドメイン名が第１のドメイン名でない場合、DNS解決に従ってウェブサイ
トのドメイン名に対応する実際のIPアドレスを取得し、実際のIPアドレスに従ってユーザ
装置がウェブサイトのドメイン名に対応する目的のサイトにアクセスするように制御する
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名である。
【０１２１】
　任意選択で、この実施例のアクセス端末42は、送信機を更に含んでもよい。
【０１２２】
　DNSサーバ43は、DNS解決を実行するように構成される。任意選択で、DNSサーバ43がDNS
解決を実行する処理は、アクセス端末42のプロセッサにより送信されたDNS解決要求を受
信することを含んでもよい。ただし、DNS解決要求は、HTTP要求メッセージのウェブサイ
トのドメイン名を含む。DNSサーバ43は、DNS解決要求のウェブサイトのドメイン名でDNS
解決を実行し、ウェブサイトのドメイン名に対応する実際のIPアドレスを取得し、DNS解
決結果として取得された実際のIPアドレスをアクセス端末42のプロセッサに戻す。
【０１２３】
　任意選択で、ユーザ装置41は、アクセス端末42の受信機に接続され、DNSサーバ43は、
アクセス端末42のプロセッサに接続される。
【０１２４】
　この実施例のアクセス端末42の構成について、図３Ａに示す実施例の説明に参照が行わ
れてもよく、動作原理について前述の方法の実施例の説明に参照が行われてもよい点に留
意すべきである。ここでは再び説明しない。
【０１２５】
　この実施例のアクセス制御システムでは、アクセス端末は、宛先IPアドレスがアクセス
端末のアドレスであるHTTP要求メッセージを受信した後に、HTTP要求メッセージのウェブ
サイトのドメイン名とアクセス端末のIPアドレスに対応するドメイン名とを比較すること
により、HTTP要求メッセージの有効性を判定する。ウェブサイトのドメイン名がアクセス
端末のIPアドレスに対応するドメイン名でないと判定する場合、HTTP要求メッセージが、
ウェブサイトのドメイン名の実際のIPアドレスとしてアクセス端末のIPアドレスを使用し
てユーザ装置により送信され、無効な要求であると判定する。アクセス端末は、ウェブサ
イトのドメイン名に対応する実際のIPアドレスを更に取得し、実際のIPアドレスに従って
、ユーザ装置がウェブサイトのドメイン名に対応する目的のサイトにアクセスできるよう
に、ユーザ装置がウェブサイトのドメイン名に対応する目的のサイトにアクセスするよう
に制御する。ユーザ装置は、IPアドレスとウェブサイトのドメイン名との間のユーザ装置
によりキャッシュされた対応関係が失効するのを待機する必要なく、また、ユーザ装置の
ブラウザを閉じてリスタートする必要なく、ユーザは、目的のサイトにうまくアクセスで
きる。これにより、目的のサイトにアクセスする効率を向上させる。
【０１２６】
　当業者は、これらの実施例の方法のステップの全部又は一部が、関係するハードウェア
に命令するプログラムにより実施されてもよいことを理解する。プログラムは、コンピュ
ータ可読記憶媒体に格納されてもよい。プログラムが実行すると、これらの実施例の方法
の前述のステップが実行される。記憶媒体は、ROM、RAM、磁気ディスク又は光ディスク等
のようなプログラムコードを格納可能な如何なる媒体でもよい。
【０１２７】
　最後に、前述の実施例は、本発明を限定するものではなく、単に本発明の技術的対策を
説明することを意図するものである点に留意すべきである。前述の実施例を参照して本発
明について詳細に説明したが、本発明の実施例の技術的対策の範囲を逸脱することなく、
前述の実施例に記載の技術的対策に対して依然として変更を行うことができること、或い
は、技術的対策の一部又は全部に等価置換を行うことができることを、当業者は理解する
。
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