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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線端末が接続する無線ＬＡＮ(Local Area Network）をネットワーク経由で管理する
システムであって、
　前記無線端末と接続した無線ＬＡＮ親機と、前記ネットワークを介して前記無線ＬＡＮ
親機と接続する管理サーバと、ダイナミックＤＮＳ(Domain Name System)サーバとを有し
、
　前記管理サーバが所定のプロセス情報を含む自身のＵＲＬ情報を前記ダイナミックＤＮ
Ｓサーバに登録し、
　前記無線端末から前記ＵＲＬ情報に従った第１パケットが前記ダイナミックＤＮＳサー
バへ送信されるときに、前記無線ＬＡＮ親機が、当該第１パケットをスヌーピングし、所
定形式のドメイン情報が含まれていれば、当該ドメイン情報から取得した前記プロセス情
報を前記管理サーバへ通知し、
　前記管理サーバが、前記無線端末からアクセス要求として受信した第２パケットに前記
無線ＬＡＮ親機から受信した前記プロセス情報と同じ情報が含まれているか否かを判定す
る、
　ことを特徴とする無線ＬＡＮ管理システム。
【請求項２】
　前記管理サーバが予め登録されたサーバからの要求に応じて前記プロセス情報を発行す
ることを特徴とする請求項１に記載の無線ＬＡＮ管理システム。
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【請求項３】
　前記無線端末が前記第１パケットとしてＤＮＳクエリを送信し、前記無線ＬＡＮ親機が
、前記ＤＮＳクエリから前記ドメイン情報をスヌーピングしたときに、前記ドメイン情報
から前記プロセス情報を取得して前記管理サーバへ通知し、
　前記無線端末が、前記ＤＮＳクエリに対するＤＮＳ応答を受信すると、当該ＤＮＳ応答
に従って前記第２パケットとして所定プロトコルのパケットを送信し、
　前記管理サーバが、前記無線端末から受信した前記所定プロトコルのパケットに前記プ
ロセス情報と同じ情報が含まれるか否かを判定する、
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の無線ＬＡＮ管理システム。
【請求項４】
　前記無線端末が前記管理サーバに予め登録されたサーバに対して申込要求を行ったとき
、前記管理サーバが前記申込要求に対して前記プロセス情報を発行し、前記サーバが前記
プロセス情報を埋め込んだ前記管理サーバの前記ＵＲＬ情報を前記無線端末へ送信し、
　前記無線端末が前記ＵＲＬ情報に従って前記第１パケットを送信する、
　ことを特徴とする請求項１－３のいずれか１項に記載の無線ＬＡＮ管理システム。
【請求項５】
　無線端末が接続する無線ＬＡＮ(Local Area Network）親機とネットワーク経由で接続
する管理サーバとを有するシステムにおける無線ＬＡＮ管理方法であって、
　前記管理サーバが所定のプロセス情報を含む自身のＵＲＬ情報をダイナミックＤＮＳ(D
omain Name System)サーバに登録し、
　前記無線端末から前記ＵＲＬ情報に従った第１パケットが前記ダイナミックＤＮＳサー
バへ送信されるときに、前記無線ＬＡＮ親機が、当該第１パケットをスヌーピングし、所
定形式のドメイン情報が含まれていれば、当該ドメイン情報から前記プロセス情報を取得
して前記管理サーバへ通知し、
　前記管理サーバが、前記無線端末からアクセス要求として受信した第２パケットに前記
無線ＬＡＮ親機から受信した前記プロセス情報と同じ情報が含まれているか否かを判定す
る、
　ことを特徴とする無線ＬＡＮ管理方法。
【請求項６】
　前記管理サーバが予め登録されたサーバからの要求に応じて前記プロセス情報を発行す
ることを特徴とする請求項５に記載の無線ＬＡＮ管理方法。
【請求項７】
　前記無線端末が前記第１パケットとしてＤＮＳクエリを送信し、前記無線ＬＡＮ親機が
、前記ＤＮＳクエリから所定のドメイン情報をスヌーピングしたときに、前記所定のドメ
イン情報から前記プロセス情報を取得して前記管理サーバへ通知し、
　前記無線端末が、前記ＤＮＳクエリに対するＤＮＳ応答を受信すると、当該ＤＮＳ応答
に従って前記第２パケットとして所定プロトコルのパケットを送信し、
　前記管理サーバが、前記無線端末から受信した前記所定プロトコルのパケットに前記プ
ロセス情報と同じ情報が含まれるか否かを判定する、
　ことを特徴とする請求項５または６に記載の無線ＬＡＮ管理方法。
【請求項８】
　前記無線端末が前記管理サーバに予め登録されたサーバに対して申込要求を行ったとき
、前記管理サーバが前記申込要求に対して前記プロセス情報を発行し、前記サーバが前記
プロセス情報を埋め込んだ前記管理サーバの前記ＵＲＬ情報を前記無線端末へ送信し、
　前記無線端末が前記ＵＲＬ情報に従って前記第１パケットを送信する、
　ことを特徴とする請求項５－７のいずれか１項に記載の無線ＬＡＮ管理方法。
【請求項９】
　無線端末が接続する無線ＬＡＮ(Local Area Network）をネットワーク経由で管理する
管理サーバであって、
　前記無線端末と接続した無線ＬＡＮ親機と前記ネットワークを介して接続する通信手段
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と、
　所定のプロセス情報を含む自身のＵＲＬ情報をダイナミックＤＮＳ(Domain Name Syste
m)サーバに登録する手段と、
　前記無線端末から前記ＵＲＬ情報に従った第１パケットが前記ダイナミックＤＮＳサー
バへ送信されるときに前記無線ＬＡＮ親機が当該第１パケットからスヌーピングした前記
プロセス情報を前記無線ＬＡＮ親機から受信し、前記無線端末からのアクセス要求として
受信した第２パケットに前記プロセス情報と同じ情報が含まれるか否かを判定する判定手
段と、
　を有することを特徴とする無線ＬＡＮ管理サーバ。
【請求項１０】
　予め登録されたサーバからの要求に応じて前記プロセス情報を発行する発行手段を更に
有することを特徴とする請求項９に記載の無線ＬＡＮ管理サーバ。
【請求項１１】
　前記第１パケットがＤＮＳ(Domain Name System)クエリであり、前記プロセス情報が前
記ＤＮＳクエリの所定のドメイン情報から取得され、前記無線端末から前記第２パケット
として受信した所定プロトコルのパケットから取得される情報が前記プロセス情報と同じ
か否かが判定される、ことを特徴とする請求項９または１０に記載の無線ＬＡＮ管理サー
バ。
【請求項１２】
　無線端末とネットワークとの間に設けられた無線ＬＡＮ(Local Area Network）装置で
あって、
　前記無線端末からＵＲＬ情報に従った第１パケットがダイナミックＤＮＳ(Domain Name
 System)サーバへ送信されるときに前記第１パケットをスヌーピングするスヌーピング手
段と、
　スヌーピングされた情報に所定形式のドメイン情報が含まれていれば、当該ドメイン情
報からプロセス情報を取得し、当該プロセス情報を前記ネットワーク上の管理サーバへ通
知する制御手段と、
　を有することを特徴とする無線ＬＡＮ装置。
【請求項１３】
　前記第１パケットがＤＮＳクエリであり、前記プロセス情報が前記ＤＮＳクエリの前記
所定形式のドメイン情報に含まれていることを特徴とする請求項１２に記載の無線ＬＡＮ
装置。
 
【請求項１４】
　無線端末が接続する無線ＬＡＮ(Local Area Network）をネットワーク経由で管理する
管理サーバとしてコンピュータを機能させるプログラムであって、
　前記無線端末と接続した無線ＬＡＮ親機と前記ネットワークを介して接続する通信機能
と、
　前記無線端末からＵＲＬ情報に従った第１パケットがダイナミックＤＮＳサーバへ送信
されるときに前記無線ＬＡＮ親機が当該第１パケットからスヌーピングしたプロセス情報
を前記無線ＬＡＮ親機から受信し、前記無線端末からのアクセス要求として受信した第２
パケットに前記プロセス情報と同じ情報が含まれるか否かを判定する判定機能と、
　を前記コンピュータで実現することを特徴とするプログラム。
 
【請求項１５】
　無線端末とネットワークとの間に設けられた無線ＬＡＮ(Local Area Network）装置と
してコンピュータを機能させるプログラムであって、
　前記無線端末からＵＲＬ情報に従った第１パケットがダイナミックＤＮＳ(Domain Name
 System)サーバへ送信されるときに前記第１パケットをスヌーピングするスヌーピング機
能と、
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　スヌーピングされた情報に所定形式のドメイン情報が含まれていれば、当該ドメイン情
報からプロセス情報を取得し、当該プロセス情報を前記ネットワーク上の管理サーバへ通
知する制御機能と、
　を前記コンピュータで実現することを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はユーザ側に設置された無線ＬＡＮ(Local Area Network)の管理方法およびシス
テムに係り、特に無線ＬＡＮ親機および無線端末の紐付け管理技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、無線ＬＡＮの普及に伴い、多くのユーザ宅あるいはオフィス内に無線ＬＡＮ親機
（無線ルータあるいは無線アクセスポイント）が設置され、携帯電話機、モバイルコンピ
ュータあるいは無線センサ等の無線端末を無線ＬＡＮ経由でインターネットに接続するこ
とが可能となっている。
【０００３】
　このような無線ＬＡＮシステムにおいて、無線端末と無線ＬＡＮ親機との接続は、たと
えばＷＥＰキー等のセキュリティ情報を用いた所定の無線ＬＡＮ設定により行われ、この
無線ＬＡＮ設定によりインターネット接続が可能となった後に無線端末のサーバへの紐付
けが行われる（たとえば特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２４６８２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示されたような無線端末のサーバへの紐付けは、当該無
線端末が接続する無線ＬＡＮ親機を特定するものではなく、また無線端末からサーバへの
アクセスが当該無線ＬＡＮ親機の配下からのアクセスであることを識別することもできな
い。このために、特定の無線端末からのアクセスが特定の無線ＬＡＮ親機を通したアクセ
スであるか否かをネットワーク側からは判別できないという問題があった。
【０００６】
　そこで、本発明の目的は、無線ＬＡＮ親機とその配下の無線端末の双方の紐付けが可能
となる無線ＬＡＮ管理方法および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】
【０００７】
　本発明による無線ＬＡＮ管理システムは、無線端末が接続する無線ＬＡＮ(Local Area 
Network）をネットワーク経由で管理するシステムであって、前記無線端末と接続した無
線ＬＡＮ親機と、前記ネットワークを介して前記無線ＬＡＮ親機と接続する管理サーバと
、を有し、前記無線ＬＡＮ親機が、前記無線端末が送信した第１パケットをスヌーピング
し、所定形式の第１情報が含まれていれば、前記第１情報を前記管理サーバへ通知し、前
記管理サーバが、前記第１情報と、前記無線端末から受信した第２パケットに含まれる前
記所定形式の第２情報と、を突き合わせて一致するか否かを判定する、ことを特徴とする
。
　本発明による無線ＬＡＮ管理方法は、無線端末が接続する無線ＬＡＮ(Local Area Netw
ork）親機とネットワーク経由で接続する管理サーバとを有するシステムにおける無線Ｌ
ＡＮ管理方法であって、前記無線ＬＡＮ親機が、前記無線端末が送信した第１パケットを
スヌーピングし、所定形式の第１情報が含まれていれば、前記第１情報を前記管理サーバ
へ通知し、前記管理サーバが、前記第１情報と、前記無線端末から受信した第２パケット
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に含まれる前記所定形式の第２情報と、を突き合わせて一致するか否かを判定する、こと
を特徴とする。
　本発明による無線ＬＡＮ管理サーバは、無線端末が接続する無線ＬＡＮ(Local Area Ne
twork）をネットワーク経由で管理する管理サーバであって、前記無線端末と接続した無
線ＬＡＮ親機と前記ネットワークを介して接続する通信手段と、前記無線ＬＡＮ親機から
、前記無線端末が送信した第１パケットからスヌーピングされた所定形式の第１情報を受
信し、前記無線端末から第２パケットに含まれる前記所定形式の第２情報を受信すると、
前記第１情報と前記第２情報とを突き合わせて一致するか否かを判定する判定手段と、を
有することを特徴とする。
　本発明による無線ＬＡＮ装置は、無線端末とネットワークとの間に設けられた無線ＬＡ
Ｎ(Local Area Network）装置であって、前記無線端末が送信した第１パケットをスヌー
ピングするスヌーピング手段と、スヌーピングされた情報に所定形式の第１情報が含まれ
ていれば、前記第１情報を前記ネットワーク上の管理サーバへ通知する通信制御手段と、
を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、無線ＬＡＮ親機がスヌーピングした情報と無線端末から受信した情報
とを突き合わせることで無線ＬＡＮ親機とその配下の無線端末の双方の紐付けが可能とな
る。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は本発明が適用される無線通信システムの概略的構成を示すネットワーク図
である。
【図２】図２は本実施形態による無線ＬＡＮ管理方法を示すシーケンス図である。
【図３】図３は本発明の一実施例による無線ＬＡＮ管理システムのより詳細な機能的構成
を示すブロック図である。
【図４】図４は本実施例による無線ＬＡＮ管理方法における紐付けフェーズＩを示すシー
ケンス図である。
【図５】図５は本実施例による無線ＬＡＮ管理方法における紐付けフェーズＩＩを示すシ
ーケンス図である。
【図６】図６（Ａ）は本実施例におけるシステム管理サーバの紐付けフェーズＩの動作を
示すフローチャートであり、図６（Ｂ）は本実施例におけるシステム管理サーバの紐付け
フェーズＩＩの動作を示すフローチャートである。
【図７】図７は本実施例における無線ＬＡＮ親機の動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に述べるように、本発明の実施形態によれば、無線端末が所望のサーバからプロセ
ス識別情報を受け取ると、当該プロセス識別情報を含む突き合わせ判定起動要求メッセー
ジを無線ＬＡＮ親機を通してシステム管理サーバへ送信し、その際、無線ＬＡＮ親機が当
該突き合わせ判定起動要求メッセージをスヌーピングし、そこに含まれるプロセス識別情
報をシステム管理サーバへ通知する。これにより、システム管理サーバは、無線端末から
受け取ったプロセス識別情報と当該無線ＬＡＮ親機がスヌーピングして取得したプロセス
識別情報とが一致するか否かの判定を行うことができる。したがって、無線ＬＡＮ親機と
その配下の無線端末の双方の紐付けが可能となり、特定の無線端末からのアクセスが特定
の無線ＬＡＮ親機を通したアクセスであるか否かを判定することが可能となる。以下、図
面を参照しながら、本発明の一実施形態について詳細に説明する。
【００１１】
　１．一実施形態
　１．１）システム構成
　図１に示すように、本実施形態による無線ＬＡＮ管理システムは、一例として、システ
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ム管理サーバ１０、ユーザ側の特定場所に設けられた無線ＬＡＮ親機２０、および事業者
側のサーバ３０がＩＰネットワーク（以下、インターネット）４０を通して相互に通信可
能であるものとする。
【００１２】
　無線ＬＡＮ親機２０は無線ＬＡＮルータあるいはアクセスポイントであり、たとえばユ
ーザ宅やオフィス内に配置される。無線ＬＡＮ親機２０には複数の無線端末５０が接続可
能であり、所定の設定により無線接続された無線端末５０は無線ＬＡＮ親機２０を通して
インターネット４０に接続することができる。無線端末５０は、たとえばユーザの携帯電
話機、携帯通信端末、モバイルコンピュータ等であり、あるいはユーザ宅に設置された各
種センサが接続された通信装置であってもよい。
【００１３】
　システム管理サーバ１０は、後述するように、無線端末５０および無線ＬＡＮ親機２０
からの情報に基づいて紐付け管理を実行するサーバである。以下、事業者側のサーバ３０
には、ユーザからの申込を処理する申込サーバ３０ａとサービスを提供するサーバ３０ｂ
とが設けられているものとし、本実施形態による紐付け動作について説明する。
【００１４】
　１．２）紐付け動作
　図２に示すように、まず、事業者は、ユーザに提供する無線ＬＡＮ親機２０に対して、
所定形式の情報”xxx.campaign.yyy.jp”を含む第１パケットが受信されたときにスヌー
ピング機能による所定情報の抽出および通知を実行するように初期設定する（動作Ｓ５１
）。さらに、申込サーバ３０ａはシステム管理サーバ１０に対して当該事業者のサーバ３
０ａおよび３０ｂの登録を行う（動作Ｓ５２）。この初期フェーズに続いて、無線端末５
０からの申込を契機として紐付フェーズＩおよびＩＩの処理が実行される。
【００１５】
　無線端末５０のユーザがウェブサイトあるいはちらし等に記載された情報（ＵＲＬやＱ
Ｒコード（登録商標）等）を入力することで、無線端末５０が事業者の申込サーバ３０ａ
へ申込メッセージを送信すると（動作Ｓ６１）、申込サーバ３０ａはシステム管理サーバ
１０に対してプロセスＩＤの発行を要求する（動作Ｓ６２）。この要求を受信すると、シ
ステム管理サーバ１０は当該要求の処理を識別するプロセスＩＤを発行し（動作Ｓ６３）
、当該プロセスＩＤを含む自身のＵＲＬ(Uniform Resource Locator)情報をダイナミック
ＤＮＳサーバ１０ａに登録すると共に、申込サーバ３０ａへ送信する（動作Ｓ６４）。申
込サーバ３０ａは、受信したＵＲＬ情報を当該要求の送信元である無線端末５０へ送信す
る（動作Ｓ６５）。
【００１６】
　申込に対する応答としてＵＲＬ情報を受信した無線端末５０が当該ＵＲＬ情報に従って
システム管理サーバ１０へアクセスしようとする場合、当該ＵＲＬを含む第１パケットが
ダイナミックＤＮＳサーバ１０ａへ送信される（動作Ｓ７１）。その時、当該第１パケッ
トを受信した無線ＬＡＮ親機２０は、スヌーピングによりプロセスＩＤや無線端末５０の
アドレス等の情報を抽出し（動作Ｓ７２）、システム管理サーバ１０へ送信する（動作Ｓ
７３）。また、ダイナミックＤＮＳサーバ１０ａから応答を受信した無線端末５０は、ダ
イナミックＤＮＳサーバ１０ａからの応答によりプロセスＩＤを含む第２パケットをシス
テム管理サーバ１０へ送信する（動作Ｓ７４）。当該第２パケットを受信したシステム管
理サーバ１０は、第２パケットから当該プロセスＩＤを取得し、無線ＬＡＮ親機２０から
受信したプロセスＩＤと、無線端末５０から受信したプロセスＩＤと、動作Ｓ６３で発行
したプロセスＩＤとを突き合わせ、一致／不一致を判定する（動作Ｓ７５）。一致すれば
、システム管理サーバ１０は、事業者が予め登録しておいた情報（事業者サーバ３０ｂの
ＵＲＬ等）を無線端末５０へ送信し（動作Ｓ７６）、これにより無線端末５０は事業者サ
ーバ３０ｂへアクセスすることができる（動作Ｓ７７）。
【００１７】
　１．３）効果
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　本実施形態によれば、無線ＬＡＮ親機２０が無線端末５０からの紐付き判定起動要求メ
ッセージをスヌーピングすることでプロセスＩＤをシステム管理サーバへ通知する。シス
テム管理サーバは、無線ＬＡＮ親機２０から受け取ったプロセスＩＤと、無線端末５０か
ら受け取ったプロセスＩＤと、自身が発行したプロセスＩＤと、の一致／不一致を判定す
ることで、無線ＬＡＮ親機２０とその配下の無線端末５０の双方の紐付けを行うことがで
き、特定の無線端末からのアクセスが特定の無線ＬＡＮ親機を通したアクセスであること
を識別することが可能となる。
【００１８】
　２．一実施例
　以下、図１に示す無線ＬＡＮ管理システムのシステム管理サーバ１０と無線ＬＡＮ親機
２０のより具体的な構成および動作について説明する。
【００１９】
　２．１）構成
　図３に示すように、本実施例によるシステム管理サーバ１０では、管理サーバ制御部１
０２が通信部１０１、プロセスＩＤ発行部１０３、プロセス管理部１０４、プロセスデー
タベース１０５および管理タイマ１０６をそれぞれ制御する。通信部１０２はインターネ
ット４０に接続するためのインタフェースであり、プロセスＩＤ発行部１０３は、事前登
録された申込サーバ３０ａからの要求に応じてプロセスＩＤを発行する。
【００２０】
　プロセス管理部１０４は、申込サーバ３０ａからのリクエスト毎に発行されたプロセス
ＩＤと、プロセスＩＤごとにダイナミックＤＮＳ(Domain Name System)サーバ１０ａに登
録されたドメイン情報とをプロセスデータベース１０５に格納し、無線ＬＡＮ親機２０か
らのプロセスＩＤ等の情報を受けてプロセスＩＤの突き合わせ判定を実行する。なお、シ
ステム管理サーバ１０の管理サーバ制御部１０１はダイナミックＤＮＳサーバ１０ａに対
してＤＤＮＳ登録／削除を行うことができる。また、システム管理サーバ１０と申込サー
バ３０ａとの間の通信は暗号化されている。
【００２１】
　なお、管理サーバ制御部１０２、プロセスＩＤ発行部１０３およびプロセス管理部１０
４の機能は、図示しないメモリに格納されたプログラムをコンピュータ上で実行すること
により実現することもできる。
【００２２】
　無線ＬＡＮ親機２０は、無線端末５０と接続するための無線通信部２０１およびインタ
ーネット４０と接続するための通信部２０２を有し、制御部２０３が無線通信部２０１、
通信部２０２、バッファ２０４およびスヌーピング実行部２０５を制御する。バッファ２
０４は上りパケットおよび下りパケットを保持し、スヌーピング実行部２０５は、無線端
末５０からの紐付き判定起動要求（本実施例ではＤＮＳクエリを利用する。）をスヌーピ
ングする。制御部２０３は、ＤＮＳクエリの対象が特定ドメイン（本実施例では”xxx.ca
mpaign.yyy.jp”）であれば、ＤＮＳクエリから取得した情報をシステム管理サーバ１０
へＰＯＳＴ送信する。本実施例では、たとえば、無線ＬＡＮ親機２０の機種名、装置ＩＤ
およびＭＡＣアドレス、特定ドメインのサブドメイン”ｘｘｘ”、および無線端末５０の
ＭＡＣアドレスを含むＰＯＳＴ情報がシステム管理サーバ１０へ送信される。
【００２３】
　なお、制御部２０３およびスヌーピング実行部２０５の機能は、図示しないメモリに格
納されたプログラムをコンピュータ上で実行することにより実現することもできる。
【００２４】
　２．２）紐付けフェーズＩ
　図４において、事業者（事業者ＩＤ＝ａａａ）の申込サーバ３０ａは、無線端末５０か
ら申込メッセージを受信すると（動作Ｓ３０１）、システム管理サーバ１０に対して当該
無線端末５０からの申込に対応するプロセスＩＤの発行を要求する（動作Ｓ３０２）。シ
ステム管理サーバ１０のプロセスＩＤ発行部１０３は、プロセスＩＤ発行要求を受信する
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と、対応する申込処理を識別するプロセスＩＤ（＝ｂｂｂ）を発行して管理タイマ１０６
を起動する（動作Ｓ３０３）。
【００２５】
　続いて、管理サーバ制御部１０１は、事業者ＩＤ＝ａａａとプロセスＩＤ＝ｂｂｂとか
らなる“ａａａ－ｂｂｂ”をサブドメインとする特定ドメイン情報”aaa-bbb.campaign.y
yy.jp”を作成し、ダイナミックＤＮＳサーバ１０ａに登録する（動作Ｓ３０４）。ダイ
ナミックＤＮＳサーバ１０ａからの登録応答を受けて（動作Ｓ３０５）、管理サーバ制御
部１０１が登録ドメイン”aaa-bbb.campaign.yyy.jp”を暗号化して申込サーバ３０ａへ
通知し（動作Ｓ３０６）、プロセス管理部１０４がプロセスＩＤごとに登録ドメイン情報
をプロセスデータベース１０５に格納して管理する（動作Ｓ３０７）。
【００２６】
　登録ドメイン”aaa-bbb.campaign.yyy.jp”をシステム管理サーバ１０から受信すると
、申込サーバ３０ａは、無線端末５０に表示させる許可画面に「許可ボタン」を設け、登
録ドメインをシステム管理サーバ１０のＵＲＬとして埋め込み（動作Ｓ３０８）、許可画
面データとして無線端末５０へ送信する（動作Ｓ３０９）。無線端末５０に表示された許
可画面の許可ボタンをユーザが押すことにより（動作Ｓ３１０）、図５に示す紐付けフェ
ーズＩＩが開始する。
【００２７】
　２．３）紐付けフェーズＩＩ
　図５において、ユーザが許可ボタンを押すことにより（動作Ｓ３１０）、無線端末５０
は許可ボタンに埋め込まれた登録ドメイン”aaa-bbb.campaign.yyy.jp”のＤＮＳクエリ
を送信する（動作Ｓ４０１）。このＤＮＳクエリを受信すると、無線ＬＡＮ親機２０のス
ヌーピング実行部２０５はＤＮＳスヌーピングにより無線端末５０のＭＡＣアドレスやプ
ロセスＩＤ“ｂｂｂ”等を取得し（動作Ｓ４０２）、取得した情報を含むＰＯＳＴ情報を
システム管理サーバ１０へ送信する（動作Ｓ４０３）。ＰＯＳＴ情報を受信したシステム
管理サーバ１０のプロセス管理部１０４はプロセスを保存し（動作Ｓ４０４）、無線端末
５０からのｈｔｔｐリクエストを待つ。
【００２８】
　プロトコルダイナミックＤＮＳサーバ１０ａには、上述したようにシステム管理サーバ
１０の情報を示すドメインが既に登録されているので、無線端末５０から受け取ったＤＮ
Ｓクエリから登録ドメイン”aaa-bbb.campaign.yyy.jp”に対応するＤＮＳ応答を無線端
末５０へ返す（動作Ｓ４０５）。ＤＮＳ応答を受信すると、無線端末５０はｈｔｔｐメッ
セージをシステム管理サーバ１０へ送信する（動作Ｓ４０６）。
【００２９】
　システム管理サーバ１０のプロセス管理部１０４は、無線端末５０から受信したｈｔｔ
ｐリクエストメッセージのヘッダ情報からプロセスＩＤを抽出し（動作Ｓ４０７）、この
ｈｔｔｐヘッダから抽出されたプロセスＩＤと、動作Ｓ４０３において無線ＬＡＮ親機２
０から受信したＰＯＳＴ情報のプロセスＩＤと、動作Ｓ３０３において発行したプロセス
ＩＤと、を突き合わせ紐付きプロセスＩＤの有無を判定する（動作Ｓ４０８）。これらの
プロセスＩＤが一致すれば、プロセス管理部１０４はプロセスデータベース１０５に保持
された事業者ａａａのサーバ３０ｂのＵＲＬ情報を無線端末５０へ返し、一致しなければ
エラー応答を返す（動作Ｓ４０９）。応答すると、プロセス管理部１０４は当該プロセス
ＩＤのプロセスを解放し（動作Ｓ４１０）、ダイナミックＤＮＳサーバ１０ａの該当ＤＤ
ＮＳレコードを削除する（動作Ｓ４１１）。こうして、無線端末５０は事業者サーバ３０
ｂへアクセスすることができる（動作Ｓ４１２）。
【００３０】
　２．４）システム管理サーバの動作
　図６（Ａ）において、登録された事業者の申込サーバ３０ａからプロセスＩＤ発行要求
を受信すると（動作Ｓ５０１；ＹＥＳ）、プロセスＩＤ発行部１０３は、要求ごとのプロ
セスＩＤ（＝ｂｂｂ）を発行して管理タイマ１０６を起動する（動作Ｓ５０２）。続いて
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、管理サーバ制御部１０１はドメイン情報”aaa-bbb.campaign.yyy.jp”をダイナミック
ＤＮＳサーバ１０ａに登録し（動作Ｓ５０３）、この登録ドメイン”aaa-bbb.campaign.y
yy.jp”を申込サーバ３０ａへ通知する（動作Ｓ５０４）。
【００３１】
　図６（Ｂ）において、プロセス管理部１０４は、無線ＬＡＮ親機２０からＰＯＳＴ情報
を受信すると（動作Ｓ５１１；ＹＥＳ）、ＰＯＳＴ情報に含まれるプロセスＩＤ、無線Ｌ
ＡＮ親機２０および無線端末５０に関する情報を保存し（動作Ｓ５１２）、無線端末５０
からｈｔｔｐメッセージの受信を待つ（動作Ｓ５１３）。無線端末５０からｈｔｔｐメッ
セージを受信すると（動作Ｓ５１３；ＹＥＳ）、プロセス管理部１０４は、受信したｈｔ
ｔｐメッセージのヘッダ情報からプロセスＩＤを抽出する（動作Ｓ５１４）。
【００３２】
　続いて、プロセス管理部１０４は、ｈｔｔｐメッセージから抽出されたプロセスＩＤと
、無線ＬＡＮ親機２０からのＰＯＳＴ情報に含まれるプロセスＩＤと、プロセスＩＤ発行
部１０３が発行し有効期限内のプロセスＩＤと、を突き合わせ、これらのプロセスＩＤの
一致／不一致を判定する（動作Ｓ５１５）。発行したプロセスＩＤが有効期限内であるか
否かは管理タイマ１０６のカウントにより判定することができる。
【００３３】
　有効プロセスＩＤが一致すれば（動作Ｓ５１５；ＹＥＳ）、プロセス管理部１０４はプ
ロセスデータベース１０５に保持された事業者ａａａのサーバ３０ｂのＵＲＬ情報を無線
端末５０へ返信する（動作Ｓ５１６）。有効プロセスＩＤが一致しない場合（動作Ｓ５１
５；ＮＯ）あるいはｈｔｔｐメッセージが受信されない場合（動作Ｓ５１３；ＮＯ）、プ
ロセス管理部１０４は無線端末５０へエラー応答を返す（動作Ｓ５１７）。応答すると、
プロセス管理部１０４は当該プロセスＩＤのプロセスを解放し、ダイナミックＤＮＳサー
バ１０ａの該当ＤＤＮＳレコードを削除する（動作Ｓ５１８）。
【００３４】
　２．５）無線ＬＡＮ親機の動作
　図７において、無線端末５０からＤＮＳクエリを受信すると（動作Ｓ６０１；ＹＥＳ）
、スヌーピング実行部２０５は特定ドメイン”xxx.campaign.yyy.jp”をスヌーピングで
きたか否かを判定し（動作Ｓ６０２）、特定ドメインであれば（動作Ｓ６０２；ＹＥＳ）
、無線端末５０のＭＡＣアドレスやプロセスＩＤ“ｂｂｂ”等を取得し（動作Ｓ６０３）
、取得した情報を含むＰＯＳＴ情報をシステム管理サーバ１０へ送信する（動作Ｓ６０４
）。
【００３５】
　２．６）効果
　上記実施例によれば、無線ＬＡＮ親機２０が無線端末５０からのＤＮＳクエリをスヌー
ピングし、それが特定ドメインであれば、そこからプロセスＩＤを取得してシステム管理
サーバ１０へ通知する。システム管理サーバ１０は、無線ＬＡＮ親機２０から受け取った
プロセスＩＤと、無線端末５０からのｈｔｔｐメッセージヘッダから抽出したプロセスＩ
Ｄと、自身が発行したプロセスＩＤと、の一致／不一致を判定することで、無線ＬＡＮ親
機２０とその配下の無線端末５０の双方の紐付けを行うことが可能となる。この紐付けに
より、事業者側はネットワークを通して無線ＬＡＮ親機２０および無線端末５０のそれぞ
れ設定を実行することができる。
【００３６】
　さらに、本実施例によれば、無線端末５０のユーザは許諾画面に表示された許諾ボタン
を操作（図４の動作Ｓ３１０）するだけで自動的にＤＮＳクエリが送信され、無線ＬＡＮ
親機２０のＤＮＳスヌーピング機能によりＰＯＳＴ情報がシステム管理サーバへ送信され
る。したがって、ブラウザアクセスのみで紐付けを完了させることができ、装置本体の物
理的なボタン操作やアクセスなしで、無線端末５０および無線ＬＡＮ親機２０の設定が可
能となる。
【産業上の利用可能性】



(10) JP 5843325 B2 2016.1.13

10

20

【００３７】
　本発明は無線端末が無線ＬＡＮを介してインターネットに接続するシステム、設置場所
まで行く必要がある無線ＬＡＮを用いた情報やゲームの提供、あるいは勤務管理にも適用
可能である。
【符号の説明】
【００３８】
１０　システム管理サーバ
２０　無線ＬＡＮ親機
３０　事業者側サーバ
３０ａ　申込サーバ
３０ｂ　サーバ
４０　インターネット
５０　無線端末
１０１　管理サーバ制御部
１０２　通信部
１０３　プロセスＩＤ発行部
１０４　プロセス管理部
１０５　プロセスデータベース
１０６　管理タイマ
２０１　無線通信部
２０２　通信部
２０３　制御部
２０４　バッファ
２０５　スヌーピング実行部

【図１】 【図２】
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