
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）設備と、前記無線ＬＡＮ設備に
接続される無線ＬＡＮ端末と、前記無線ＬＡＮ設備に接続される携帯事業者ネットワーク
とを含む無線ＬＡＮシステムであって、
　前記携帯事業者ネットワーク内の携帯電話端末に実装されるＳＩＭ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂ
ｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ）カードを接続する接続手段を前記無線ＬＡＮ端
末に有し、
　

　前記ＳＩＭカードを用いて前記無線ＬＡＮ端末の前記携帯事業者ネットワークへの接続
のための端末認証を行うことを特徴とする無線ＬＡＮシステム。
【請求項２】
　前記ＷＥＢ認証は、ＨＴＴＰＳ（ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏ
ｃｏｌ　ｏｖｅｒ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｌａｙｅｒ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ／ｓｅｃｕｒｅ
　ｓｏｃｋｅｔｓ　ｌａｙｅｒ）プロトコルを用いることを特徴とする請求項 記載の無
線ＬＡＮシステム。
【請求項３】
　前記ＷＥＢ認証が完了した時点で前記無線ＬＡＮ端末と前記携帯網アクセスサーバとが
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接続されることを特徴とする請求項 または請求項 記載の無線ＬＡＮシステム。
【請求項４】
　前記携帯網アクセスサーバは、前記無線ＬＡＮ設備間で授受されるＨＴＴＰ（Ｈｙｐｅ
ｒＴｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）プロトコル上の端末認証のための情
報と前記携帯事業者ネットワーク内の認証サーバ間で授受される端末認証のための情報と
の関連付けを行って前記無線ＬＡＮ端末の認証を行うことを特徴とする請求項 記載の無
線ＬＡＮシステム。
【請求項５】
　前記携帯網アクセスサーバは、前記ＳＩＭカードが接続された無線ＬＡＮ端末と通信し
、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ
）で規定されているＥＡＰ／ＡＫＡ（Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉ
ｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ／Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｋｅｙ　Ａｇｒｅｅ
ｍｅｎｔ）及びＥＡＰ　ＳＩＭのいずれかの認証に必要な情報を取り出すことを特徴とす
る請求項 または請求項 記載の無線ＬＡＮシステム。
【請求項６】
　前記携帯網アクセスサーバは、前記無線ＬＡＮ端末から取り出した情報を前記ＥＡＰ／
ＡＫＡ及び前記ＥＡＰ　ＳＩＭのいずれかのプロトコルに変換して前記携帯事業者ネット
ワーク内の認証サーバと通信することで前記無線ＬＡＮ端末の認証を行うことを特徴とす
る請求項 記載の無線ＬＡＮシステム。
【請求項７】
　前記接続手段は、前記ＳＩＭカードを装着した機器に少なくともＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒ
ｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）インタフェース及びＰＣＭＣＩＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　
Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ｃａｒｄ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ａｓｓｏｃ
ｉａｔｉｏｎ）インタフェースのいずれかによって接続されることを特徴とする請求項１
から請求項 のいずれか記載の無線ＬＡＮシステム。
【請求項８】
　前記無線ＬＡＮ端末は、少なくとも携帯型コンピュータとＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　
Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）と据え置き型コンピュータとのうちのいずれかで
あることを特徴とする請求項１から請求項 のいずれか記載の無線ＬＡＮシステム。
【請求項９】
　前記携帯電話端末の外部インターフェイスを用いて前記無線ＬＡＮ端末に接続して前記
ＳＩＭカードによる認証を動作させることを特徴とする請求項１から請求項 のいずれか
記載の無線ＬＡＮシステム。
【請求項１０】
　無線ＬＡＮ能力を具備した携帯端末において、前記無線ＬＡＮ設備へのアクセスを行う
際に当該携帯端末内部に存在するアプリケーションプログラムにて前記ＳＩＭカードとの
インタフェースを用いて前記ＳＩＭカードによる認証を動作させることを特徴とする請求
項１から請求項 のいずれか記載の無線ＬＡＮシステム。
【請求項１１】
　前記アプリケーションプログラムは、前記携帯電話端末をシミュレートするプログラム
であり、
　インタネットに接続された前記無線ＬＡＮ端末に当該アプリケーションプログラムを搭
載して起動することで前記ＳＩＭカードによる認証を動作させることを特徴とする請求項

記載の無線ＬＡＮシステム。
【請求項１２】
　前記無線ＬＡＮ端末と前記携帯事業者ネットワーク内の携帯網アクセスサーバとをＨＴ
ＴＰ（ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）プロトコルを用いて
連携させ、当該携帯網アクセスサーバが要求する情報を前記ＳＩＭカードとの通信によっ
て取り出して当該携帯網アクセスサーバに提供することを特徴とする請求項 から請求項

のいずれか記載の無線ＬＡＮシステム。
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【請求項１３】
　前記ＳＩＭカードによる認証処理が完了した装置において、少なくともに外部入出力機
器を用いて音声通話と少なくとも文字及び画像を含むデータ通信とをシミュレートするこ
とを特徴とする請求項 から請求項 のいずれか記載の無線ＬＡＮシステム。
【請求項１４】
　無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）設備と、前記無線ＬＡＮ設備に
接続される携帯事業者ネットワークとを含む無線ＬＡＮシステムにおいて前記無線ＬＡＮ
設備に接続される無線ＬＡＮ端末であって、
　前記携帯事業者ネットワーク内の携帯電話端末に実装されるＳＩＭ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂ
ｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ）カードを接続する接続手段を有し、
　

　前記ＳＩＭカードを用いて自端末の前記携帯事業者ネットワークへの接続のための端末
認証を行うことを特徴とする無線ＬＡＮ端末。
【請求項１５】
　前記ＷＥＢ認証は、ＨＴＴＰＳ（ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏ
ｃｏｌ　ｏｖｅｒ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｌａｙｅｒ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ／ｓｅｃｕｒｅ
　ｓｏｃｋｅｔｓ　ｌａｙｅｒ）プロトコルを用いることを特徴とする請求項 記載の
無線ＬＡＮ端末。
【請求項１６】
　前記ＷＥＢ認証が完了した時点で自端末と前記携帯網アクセスサーバとが接続されるこ
とを特徴とする請求項 または請求項 記載の無線ＬＡＮ端末。
【請求項１７】
　前記接続手段は、前記ＳＩＭカードを装着した機器に少なくともＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒ
ｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）インタフェース及びＰＣＭＣＩＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　
Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ｃａｒｄ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ａｓｓｏｃ
ｉａｔｉｏｎ）インタフェースのいずれかによって接続されることを特徴とする請求項

から請求項 のいずれか記載の無線ＬＡＮ端末。
【請求項１８】
　少なくとも携帯型コンピュータとＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓ
ｉｓｔａｎｔ）と据え置き型コンピュータとのうちのいずれかであることを特徴とする請
求項 から請求項 のいずれか記載の無線ＬＡＮ端末。
【請求項１９】
　前記携帯電話端末の外部インターフェイスを用いて自端末に接続して前記ＳＩＭカード
による認証を動作させることを特徴とする請求項 から請求項 のいずれか記載の無
線ＬＡＮ端末。
【請求項２０】
　前記無線ＬＡＮ設備へのアクセスを行う際に自端末に搭載しかつ前記携帯電話端末をシ
ミュレートするアプリケーションプログラムにて前記ＳＩＭカードとのインタフェースを
用いて前記ＳＩＭカードによる認証を動作させることを特徴とする請求項 から請求項

のいずれか記載の無線ＬＡＮ端末。
【請求項２１】
　自端末と前記携帯事業者ネットワーク内の携帯網アクセスサーバとをＨＴＴＰ（Ｈｙｐ
ｅｒＴｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）プロトコルを用いて連携させ、当
該携帯網アクセスサーバが要求する情報を前記ＳＩＭカードとの通信によって取り出して
当該携帯網アクセスサーバに提供することを特徴とする請求項 から請求項 のいず
れか記載の無線ＬＡＮ端末。
【請求項２２】
　前記ＳＩＭカードによる認証処理が完了した後に、少なくともに外部入出力機器を用い
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て音声通話と少なくとも文字及び画像を含むデータ通信とをシミュレートすることを特徴
とする請求項 から請求項 のいずれか記載の無線ＬＡＮ端末。
【請求項２３】
　無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）設備と、前記無線ＬＡＮ設備に
接続される無線ＬＡＮ端末と、前記無線ＬＡＮ設備に接続される携帯事業者ネットワーク
とを含む無線ＬＡＮシステムにおいて前記携帯事業者ネットワーク内に設けられた携帯網
アクセスサーバであって、
　

　前記無線ＬＡＮ端末に接続されかつ前記携帯事業者ネットワーク内の携帯電話端末に実
装されるＳＩＭ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ）カードを用
いて前記無線ＬＡＮ端末の前記携帯事業者ネットワークへの接続のための端末認証を行う
ことを特徴とする携帯網アクセスサーバ。
【請求項２４】
　前記ＷＥＢ認証は、ＨＴＴＰＳ（ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏ
ｃｏｌ　ｏｖｅｒ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｌａｙｅｒ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ／ｓｅｃｕｒｅ
　ｓｏｃｋｅｔｓ　ｌａｙｅｒ）プロトコルを用いることを特徴とする請求項 記載の
携帯網アクセスサーバ。
【請求項２５】
　前記ＷＥＢ認証が完了した時点で前記無線ＬＡＮ端末に接続されることを特徴とする請
求項 または請求項 記載の携帯網アクセスサーバ。
【請求項２６】
　前記無線ＬＡＮ設備間で授受されるＨＴＴＰ（ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ
　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）プロトコル上の端末認証のための情報と前記携帯事業者ネットワー
ク内の認証サーバ間で授受される端末認証のための情報との関連付けを行って前記無線Ｌ
ＡＮ端末の認証を行うことを特徴とする請求項 記載の携帯網アクセスサーバ。
【請求項２７】
　前記ＳＩＭカードが接続された無線ＬＡＮ端末と通信し、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅ
ｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）で規定されているＥＡＰ／Ａ
ＫＡ（Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ／Ａｕ
ｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｋｅｙ　Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ）及びＥＡＰ　ＳＩＭ
のいずれかの認証に必要な情報を取り出すことを特徴とする請求項 または請求項
記載の携帯網アクセスサーバ。
【請求項２８】
　前記無線ＬＡＮ端末から取り出した情報を前記ＥＡＰ／ＡＫＡ及び前記ＥＡＰ　ＳＩＭ
のいずれかのプロトコルに変換して前記携帯事業者ネットワーク内の認証サーバと通信す
ることで前記無線ＬＡＮ端末の認証を行うことを特徴とする請求項 記載の携帯網アク
セスサーバ。
【請求項２９】
　無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）設備と、前記無線ＬＡＮ設備に
接続される無線ＬＡＮ端末と、前記無線ＬＡＮ設備に接続される携帯事業者ネットワーク
とを含む無線ＬＡＮシステムに用いる認証方法であって、
　前記携帯事業者ネットワーク内の携帯電話端末に実装されるＳＩＭ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂ
ｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ）カードを前記無線ＬＡＮ端末に接続し、
　

　前記ＳＩＭカードを用いて前記無線ＬＡＮ端末の前記携帯事業者ネットワークへの接続
のための端末認証を行うことを特徴とする認証方法。
【請求項３０】
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　前記ＷＥＢ認証は、ＨＴＴＰＳ（ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏ
ｃｏｌ　ｏｖｅｒ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｌａｙｅｒ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ／ｓｅｃｕｒｅ
　ｓｏｃｋｅｔｓ　ｌａｙｅｒ）プロトコルを用いることを特徴とする請求項 記載の
認証方法。
【請求項３１】
　前記ＷＥＢ認証が完了した時点で前記無線ＬＡＮ端末と前記携帯網アクセスサーバとを
接続することを特徴とする請求項 または請求項 記載の認証方法。
【請求項３２】
　前記携帯網アクセスサーバが前記無線ＬＡＮ設備間で授受されるＨＴＴＰ（Ｈｙｐｅｒ
Ｔｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）プロトコル上の端末認証のための情報
と前記携帯事業者ネットワーク内の認証サーバ間で授受される端末認証のための情報との
関連付けを行って前記無線ＬＡＮ端末の認証を行うことを特徴とする請求項 記載の認
証方法。
【請求項３３】
　前記携帯網アクセスサーバが前記ＳＩＭカードが接続された無線ＬＡＮ端末と通信し、
３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）
で規定されているＥＡＰ／ＡＫＡ（Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏ
ｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ／Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｋｅｙ　Ａｇｒｅｅｍ
ｅｎｔ）及びＥＡＰ　ＳＩＭのいずれかの認証に必要な情報を取り出すことを特徴とする
請求項 または請求項 記載の認証方法。
【請求項３４】
　前記携帯網アクセスサーバが前記無線ＬＡＮ端末から取り出した情報を前記ＥＡＰ／Ａ
ＫＡ及び前記ＥＡＰ　ＳＩＭのいずれかのプロトコルに変換して前記携帯事業者ネットワ
ーク内の認証サーバと通信することで前記無線ＬＡＮ端末の認証を行うことを特徴とする
請求項 記載の認証方法。
【請求項３５】
　前記接続手段が前記ＳＩＭカードを装着した機器に少なくともＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓ
ａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）インタフェース及びＰＣＭＣＩＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃ
ｏｍｐｕｔｅｒ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ｃａｒｄ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ａｓｓｏｃｉ
ａｔｉｏｎ）インタフェースのいずれかによって接続されることを特徴とする請求項
から請求項 のいずれか記載の認証方法。
【請求項３６】
　前記無線ＬＡＮ端末が少なくとも携帯型コンピュータとＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄ
ｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）と据え置き型コンピュータとのうちのいずれかであ
ることを特徴とする請求項 から請求項 のいずれか記載の認証方法。
【請求項３７】
　前記携帯電話端末の外部インターフェイスを用いて前記無線ＬＡＮ端末に接続して前記
ＳＩＭカードによる認証を動作させることを特徴とする請求項 から請求項 のいず
れか記載の認証方法。
【請求項３８】
　無線ＬＡＮ能力を具備した携帯端末において、前記無線ＬＡＮ設備へのアクセスを行う
際に当該携帯端末内部に存在するアプリケーションプログラムにて前記ＳＩＭカードとの
インタフェースを用いて前記ＳＩＭカードによる認証を動作させることを特徴とする請求
項 から請求項 のいずれか記載の認証方法。
【請求項３９】
　前記アプリケーションプログラムが前記携帯電話端末をシミュレートするプログラムで
あり、
　インタネットに接続された前記無線ＬＡＮ端末に当該アプリケーションプログラムを搭
載して起動することで前記ＳＩＭカードによる認証を動作させることを特徴とする請求項

記載の認証方法。
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【請求項４０】
　前記無線ＬＡＮ端末と前記携帯事業者ネットワーク内の携帯網アクセスサーバとをＨＴ
ＴＰ（ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）プロトコルを用いて
連携させ、当該携帯網アクセスサーバが要求する情報を前記ＳＩＭカードとの通信によっ
て取り出して当該携帯網アクセスサーバに提供することを特徴とする請求項 から請求
項 のいずれか記載の認証方法。
【請求項４１】
　前記ＳＩＭカードによる認証処理が完了した装置において、少なくともに外部入出力機
器を用いて音声通話と少なくとも文字及び画像を含むデータ通信とをシミュレートするこ
とを特徴とする請求項 から請求項 のいずれか記載の認証方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線ＬＡＮシステム、無線ＬＡＮ端末、携帯網アクセスサーバ及びそれらに用
いる認証方法に関し、特に社会に普及している無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ）サービスにに関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ
）では、無線ＬＡＮアクセスの能力を具備した携帯電話加入者の扱いについて標準化が推
進されている（例えば、非特許文献１参照）。
【０００３】
　３ＧＰＰが標準化する無線ＬＡＮアクセスは、無線ＬＡＮ端末が従来の携帯端末と同様
にＳＩＭ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ）カードを実装する
ことを前提としている。無線ＬＡＮ端末に実装されたＳＩＭカードは、携帯端末に実装さ
れた場合と同様に、３ＧＰＰが定める認証手順に基づいて加入者認証が行われる。
【０００４】
　したがって、無線ＬＡＮ端末、無線ＬＡＮアクセスポイント、及びアクセスサーバサー
バ等の関連ノードは３ＧＰＰの標準に準拠した製品であることが要求される。
【０００５】
【非特許文献１】“３Ｇ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ；Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ
　Ｎｅｔｗｏｒｋ（ＷＬＡＮ）　Ｉｎｔｅｒｗｏｒｋｉｎｇ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ（Ｒｅｌ
ｅａｓｅ　６），６　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　ｍｅｃｈａｎｉｓｍｓ”（３ＧＰＰ　ＴＳ　３
３．２３４　Ｖ６．１．０，ｐｐ２０－４２，２００４年６月）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述した従来の無線ＬＡＮサービスでは、３ＧＰＰで標準化されているアーキテクチャ
の場合、無線ＬＡＮ端末にＳＩＭカードの装着が必要になり、３ＧＰＰ特有の機能を具備
する分、一般普及品とは成り難く、無線ＬＡＮ端末が高価にならざるを得ない。
【０００７】
　また、無線ＬＡＮカードや無線ＬＡＮ内蔵型コンピュータは、既に社会に大きく普及し
ており、この設備が３ＧＰＰ仕様の無線ＬＡＮサービスに適用することができないことも
問題である。
【０００８】
　３ＧＰＰで標準化されているアーキテクチャでは、無線ＬＡＮアクセスポイント、認証
サーバ等のインフラが３ＧＰＰ特有の機能をサポートする必要があり、３ＧＰＰ特有の機
能を具備する分、一般普及品とは成り難く、高価にならざるを得ない。これは、既に社会
に大きく普及している無線ＬＡＮサービスプロバイダが３ＧＰＰ加入者のアクセスを許容
する際の障害となる可能性がある。
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【０００９】
　そこで、本発明の目的は上記の問題点を解消し、携帯電話加入者が無線ＬＡＮサービス
を専用に契約することなく利用することができる無線ＬＡＮシステム、無線ＬＡＮ端末、
携帯網アクセスサーバ及びそれらに用いる認証方法を提供することにある。
【００１０】
　また、本発明の他の目的は、３ＧＰＰの標準で定められている無線ＬＡＮサービスを既
存の資産をそのまま利用して実現することができ、コストを低減することができる無線Ｌ
ＡＮシステム、無線ＬＡＮ端末、携帯網アクセスサーバ及びそれらに用いる認証方法を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明による無線ＬＡＮシステムは、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ）設備と、前記無線ＬＡＮ設備に接続される無線ＬＡＮ端末と、前記無線ＬＡＮ設備
に接続される携帯事業者ネットワークとを含む無線ＬＡＮシステムであって、
　前記携帯事業者ネットワーク内の携帯電話端末に実装されるＳＩＭ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂ
ｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ）カードを接続する接続手段を前記無線ＬＡＮ端
末に備え、
　

　前記ＳＩＭカードを用いて前記無線ＬＡＮ端末の前記携帯事業者ネットワークへの接続
のための端末認証を行っている。
【００１３】
　本発明による無線ＬＡＮ端末は、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
）設備と、前記無線ＬＡＮ設備に接続される携帯事業者ネットワークとを含む無線ＬＡＮ
システムにおいて前記無線ＬＡＮ設備に接続される無線ＬＡＮ端末であって、
　前記携帯事業者ネットワーク内の携帯電話端末に実装されるＳＩＭ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂ
ｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ）カードを接続する接続手段を備え、
　

　前記ＳＩＭカードを用いて自端末の前記携帯事業者ネットワークへの接続のための端末
認証を行っている。
【００１５】
　本発明による携帯網アクセスサーバは、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ）設備と、前記無線ＬＡＮ設備に接続される無線ＬＡＮ端末と、前記無線ＬＡＮ設
備に接続される携帯事業者ネットワークとを含む無線ＬＡＮシステムにおいて前記携帯事
業者ネットワーク内に設けられた携帯網アクセスサーバであって、
　

　前記無線ＬＡＮ端末に接続されかつ前記携帯事業者ネットワーク内の携帯電話端末に実
装されるＳＩＭ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ）カードを用
いて前記無線ＬＡＮ端末の前記携帯事業者ネットワークへの接続のための端末認証を行っ
ている。
【００１７】
　本発明による認証方法は、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）設備
と、前記無線ＬＡＮ設備に接続される無線ＬＡＮ端末と、前記無線ＬＡＮ設備に接続され
る携帯事業者ネットワークとを含む無線ＬＡＮシステムに用いる認証方法であって、
　前記携帯事業者ネットワーク内の携帯電話端末に実装されるＳＩＭ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂ
ｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ）カードを前記無線ＬＡＮ端末に接続し、
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前記無線ＬＡＮ設備で実施されるＷＥＢ認証の手順で指定されかつ携帯事業者名を示す
ユーザＩＤ（識別情報）及びパスワード情報を用いて前記携帯事業者ネットワーク内の携
帯網アクセスサーバを検索して接続し、

前記無線ＬＡＮ設備で実施されるＷＥＢ認証の手順で指定されかつ携帯事業者名を示す
ユーザＩＤ（識別情報）及びパスワード情報を用いて前記携帯事業者ネットワーク内の携
帯網アクセスサーバを検索して接続し、

前記無線ＬＡＮ設備で実施されるＷＥＢ認証の手順で指定されかつ携帯事業者名を示す
ユーザＩＤ（識別情報）及びパスワード情報を用いて検索されて接続され、



　

　前記ＳＩＭカードを用いて前記無線ＬＡＮ端末の前記携帯事業者ネットワークへの接続
のための端末認証を行っている。
【００１９】
　すなわち、本発明の無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）システムは
、上記の目的を達成するために、無線ＬＡＮアクセス時の認証技術として、従来、広く普
及しているＨＴＴＰＳ（ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｏ
ｖｅｒ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｌａｙｅｒ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ／ｓｅｃｕｒｅ　ｓｏｃｋ
ｅｔｓ　ｌａｙｅｒ）プロトコルによるＷＥＢ認証の手順をそのまま利用している。
【００２０】
　このＷＥＢ認証の手順で指定されるユーザＩＤ（識別情報）及びパスワード情報は、携
帯事業者の保有するアクセスサーバを検索して接続するために用いられ、ＷＥＢ認証が完
了した時点で、無線ＬＡＮ端末と携帯事業者の保有するアクセスサーバとが接続されるこ
とになる。
【００２１】
　本発明の無線ＬＡＮシステムでは、携帯事業者の保有するアクセスサーバが、ＨＴＴＰ
（ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）プロトコル上の手順によ
って、ＳＩＭ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ）カードが接続
された無線ＬＡＮ端末と通信し、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎ
ｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）で規定されているＥＡＰ／ＡＫＡ（Ｅｘｔｅｎｓｉｂｌ
ｅ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ／Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ
　ａｎｄ　Ｋｅｙ　Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ）、あるいはＥＡＰ　ＳＩＭ認証に必要な情報を
取り出す。
【００２２】
　この取り出した情報は、３ＧＰＰで規定されているＥＡＰ／ＡＫＡ、あるいはＥＡＰ　
ＳＩＭのプロトコルに変換され、携帯事業者の保有する認証サーバと通信することによっ
て、無線ＬＡＮ端末の認証が可能となる。
【００２３】
　上記の認証方法は、無線ＬＡＮのアクセス部分の認証をＩＥＥＥ（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ
　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ
）８０２．１ｘレイヤ上位のＥＡＰレベルで実行せず、アプリケーションレベルで認証デ
ータを授受し、そのデータを用いて３ＧＰＰ準拠の認証を実施することが特徴である。こ
の場合、無線区間の認証及び秘匿は、必要に応じてＨＴＴＰレイヤ下位にＳＳＬ（Ｓｅｃ
ｕｒｅ　Ｓｏｃｋｅｔｓ　Ｌａｙｅｒ）を配置して保証する。
【００２４】
　これによって、本発明の無線ＬＡＮシステムでは、汎用品の無線ＬＡＮカード、無線Ｌ
ＡＮアクセスポイントを利用しながら、３ＧＰＰで規定されている認証動作が可能となる
。
【００２５】
　上記のように、本発明の無線ＬＡＮシステムでは、ＳＩＭカードを携帯端末に挿入して
使用するという従来の基本的な考え方を改め、ＳＩＭカードを個人認証用のツールと定義
し、ＳＩＭカードによる認証を無線ＬＡＮアクセス、ｘＤＳＬ（ｘ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓ
ｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｉｎｅ）アクセス等のあらゆるアクセスに対する承認手段とする
ことが可能となる。
【００２６】
　よって、本発明の無線ＬＡＮシステムでは、携帯電話事業者が提供するサービスを享受
できる対象端末が、従来の携帯電話加入者のみならず、多種多様のアクセス手段を用いて
接続される端末全てとなるため、結果的に携帯電話事業者が提供するサービスの価値を大
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前記無線ＬＡＮ設備で実施されるＷＥＢ認証の手順で指定されかつ携帯事業者名を示す
ユーザＩＤ（識別情報）及びパスワード情報を用いて前記携帯事業者ネットワーク内の携
帯網アクセスサーバを検索して接続し、



きく高めることが可能となる。
【００２７】
　つまり、本発明の無線ＬＡＮシステムでは、社会に普及している無線ＬＡＮサービスに
おいて、携帯事業者が用いるＳＩＭ認証の手順を適用することによって、携帯電話加入者
が無線ＬＡＮサービスを専用に契約することなく利用することが可能となる。これは、携
帯電話サービスが普及していない地域、あるいは携帯電話ローミングサービスの契約がな
い地域であっても、その地域に無線ＬＡＮシステムが存在すれば、本発明の提案するＳＩ
Ｍ認証を用いることによって、無線ＬＡＮシステムを利用することが可能となる。
【００２８】
　また、本発明の無線ＬＡＮシステムでは、ｘＤＳＬ等のインタネットに接続されたコン
ピュータにＳＩＭカードを装着し、ＳＩＭ認証を行う利用形態の場合、携帯電話で得られ
るサービスを安定した高速の通信環境の中で通話料を気にせずに使用することが可能にな
る。
【００２９】
　さらに、本発明の無線ＬＡＮシステムでは、コンピュータのマイク、スピーカ、キーボ
ード及び画面等を用いて携帯端末をシミュレートすることによって、良好な操作環境で各
種携帯電話サービスを操作することが可能になる。
【００３０】
　さらにまた、本発明の無線ＬＡＮシステムでは、携帯オペレータの提供するサービスに
多大な価値を提供することが可能になる。携帯オペレータの提供するサービスの一例とし
ては、携帯事業者が提供するプレゼンスサービスがある。
【００３１】
　上記の効果によって、本発明の無線ＬＡＮシステムでは、携帯電話サービスが受けられ
ない地下等の不感地、携帯サービスがない地域等においても、無線ＬＡＮ、ｘＤＳＬ等か
らのアクセス手段によって本人のプレゼンス情報をプレゼンス・グループメンバに通知す
ることが可能となる。
【００３２】
　Ｂｏｂ　Ｍｅｔｃａｌｆｅ氏は「ネットワークの価値は、ユーザ数の二乗に比例する。
」と説明しているが、本発明の無線ＬＡＮシステムでは、携帯事業者が提供するサービス
に対して、多種多様な方法によるアクセスが可能となり、結果的にユーザ数の増加に繋が
り、携帯事業者のサービスの価値を大きく押し上げるという効果を奏する。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明の無線ＬＡＮシステムは、以下に述べるような構成及び動作とすることで、携帯
電話加入者が無線ＬＡＮサービスを専用に契約することなく利用することができるという
効果が得られる。
【００３４】
　また、本発明の他の無線ＬＡＮシステムは、以下に述べるような構成及び動作とするこ
とで、３ＧＰＰの標準で定められている無線ＬＡＮサービスを既存の資産をそのまま利用
して実現することができ、コストを低減することができるという効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。図１は本発明の一実施例によ
る無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）システムの構成を示すブロック
図である。図１において、本発明の一実施例による無線ＬＡＮシステムは、図示せぬＳＩ
Ｍ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ）カードを実装した無線Ｌ
ＡＮ端末１を携帯事業者ネットワーク３の認証サーバ３２が認証する構成を示している。
【００３６】
　この場合、無線ＬＡＮ端末１は無線ＬＡＮサービスプロバイダネットワーク２のアクセ
スポイント２１及びアクセスサーバ（以下、無線ＬＡＮアクセスサーバとする）２２と、
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携帯事業者ネットワーク３のアクセスサーバ（以下、携帯網アクセスサーバとする）３１
とを介して認証サーバ３２に接続される。
【００３７】
　無線ＬＡＮサービスプロバイダネットワーク２のアクセスポイント２１及び無線ＬＡＮ
アクセスサーバ２２は一般的に、無線ＬＡＮサービスプロバイダが保有し、無線ＬＡＮの
サービスの提供を行うための装置である。
【００３８】
　携帯事業者ネットワーク３の携帯網アクセスサーバ３１及び認証サーバ３２は、携帯事
業者が提供する装置である。認証サーバ３２は３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ
　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）で規定されているＥＡＰ／ＡＫＡ（Ｅｘｔ
ｅｎｓｉｂｌｅ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ／Ａｕｔｈｅｎｔｉ
ｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｋｅｙ　Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ）及びＥＡＰ　ＳＩＭによる認証動
作が可能なＡＡＡ（Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ａｕｔｈｏｒｉｓａｔｉｏｎ　Ａｃ
ｃｏｕｎｔｉｎｇ）サーバの能力を具備している。
【００３９】
　図２は図１の無線ＬＡＮ端末１の構成例を示すブロック図である。図２において、無線
ＬＡＮ端末１はＣＰＵ（中央処理装置）１１１及びＲＡＭ（ メモリ）１
１２を備えた携帯型コンピュータ１１と、携帯型コンピュータ１１で実行されるプログラ
ムを格納する記録媒体１４とを含んで構成され、汎用無線ＬＡＮカード１２及びＳＩＭカ
ード１３が着脱自在となっている。
【００４０】
　無線ＬＡＮカード１２はＰＣＭＣＩＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｍｅｍ
ｏｒｙ　Ｃａｒｄ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）インタフェ
ースによって携帯型コンピュータ１１に接続される。また、無線ＬＡＮ端末１は携帯型コ
ンピュータ１１に内蔵する場合も一般的となりつつあり、この場合においても本実施例に
有効な実施形態である。
【００４１】
　ＳＩＭカード１３はＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）インタフェ
ースによって携帯型コンピュータ１１に接続される。ＳＩＭカード１３は、ＳＩＭカード
１３をホルダ形式のアダプタ（図示せず）に装着し、そのアダプタがＵＳＢインタフェー
スを具備している。アダプタがＵＳＢインタフェースではなく、ＰＣＭＣＩＡインタフェ
ースあるいはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等の他の接続形態であっても、本実施例に
は適用可能である。
【００４２】
　携帯型コンピュータ１１ではＣＰＵ１１１が記録媒体１４のプログラムをＲＡＭ１１２
に移して実行することで、汎用無線ＬＡＮカード１２及びＳＩＭカード１３を用いた無線
ＬＡＮ端末１の認証サーバ３２との間の認証動作を行う。尚、無線ＬＡＮ端末１は上記の
携帯型コンピュータ１１以外に、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉ
ｓｔａｎｔ）や据え置き型コンピュータでもよい。
【００４３】
　図３は本発明の一実施例による無線ＬＡＮ端末１の認証動作を示すシーケンスチャート
である。これら図１～図３を参照して本発明の一実施例による無線ＬＡＮ端末１の認証動
作について説明する。
【００４４】
　上記の無線ＬＡＮ端末１の認証動作において、無線ＬＡＮ端末１とアクセスポイント２
１と無線ＬＡＮアクセスサーバ２２とによる無線ＬＡＮ検出（図３のａ１）、無線ＬＡＮ
アクセスサーバ２２によるＷＥＢ認証（図３のａ２）については、一般的に提供されてい
る無線ＬＡＮサービスの動作である。
【００４５】
　つまり、ＷＥＢ認証（図３のａ２）とはブラウザ上でアクセスを試みるユーザに対して
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、ユーザ名とパスワードとの入力を促し、それらの情報によってさらなるＷＥＢアクセス
の許可、電子メール等のその他のインタネットアクセスの許可の判断を行うことである。
【００４６】
　一般的に、ＷＥＢ認証（図３のａ２）はＨＴＴＰ（ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆ
ｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）プロトコルにセキュリティ機能を具備したＨＴＴＰＳ（Ｈｙｐ
ｅｒＴｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｏｖｅｒ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　
ｌａｙｅｒ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ／ｓｅｃｕｒｅ　ｓｏｃｋｅｔｓ　ｌａｙｅｒ）プロトコ
ルで動作する。
【００４７】
　ＷＥＢ認証（図３のａ２）の動作としては、ＷＥＢ上で入力されたユーザ名とパスワー
ドとをＲＡＤＩＵＳ（Ｒｅｍｏｔｅ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｄｉａｌ－Ｉｎ　
Ｕｓｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）サーバに通知し、ＲＡＤＩＵＳサーバにて加入者認証が行わ
れる。
【００４８】
　ＷＥＢ認証（図３のａ２）において入力されるユーザＩＤ（識別情報）及びパスワード
情報は、ＲＡＤＩＵＳ認証要求（図３のａ３）の送出先である携帯事業者ネットワーク３
の携帯網アクセスサーバ３１にルーティングするための情報となる。具体的な例としては
、ユーザＩＤを携帯事業者名と定義し、そのＩＤを無線ＬＡＮアクセスサーバ２２からＤ
ＮＳ（Ｄｏｍａｉｎ　Ｎａｍｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）解決を行うことによって、携帯事業者ネ
ットワーク３の携帯網アクセスサーバ３１のアドレスを決定すること等が挙げられる。
【００４９】
　ＲＡＤＩＵＳ認証要求（図３のａ３）を受信した携帯網アクセスサーバ３１はユーザＩ
Ｄとともに受信したパスワード情報を併せて参照することによって、ある程度の加入者認
証が可能となる。この動作を行うことによって、本来行うべきＳＩＭ認証の手順を悪意に
よって一律起動されるのを防止することが可能となる。
【００５０】
　ＲＡＤＩＵＳ認証要求（図３のａ３）を受信した携帯網アクセスサーバ３１は、ＷｉＦ
ｉ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ）　Ａｌｌｉａｎｃｅが定義するＶｅｎｄｅｒ
　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ＲＡＤＩＵＳ拡張であるＲｅｄｉｒｅｃｔｉｏｎ　ＵＲＬ（Ｕｎｉ
ｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）能力を利用してＲＡＤＩＵＳ信号を返送
する（図３のａ４）。
【００５１】
　この信号を受信した無線ＬＡＮアクセスサーバ２２は指定されたＵＲＬに再接続を行う
ため、このことによって、無線ＬＡＮ端末１の認証処理は携帯網アクセスサーバ３１が継
続して担当することが可能となる。
【００５２】
　この状態より、無線ＬＡＮ端末１はＳＩＭカード１３と携帯事業者ネットワーク３が保
有する認証サーバ３２との間でＳＩＭ認証動作を行う（図３のａ５）。ＳＩＭ認証動作は
大きく分けて２つの通信から構成される。一つ目の通信は無線ＬＡＮ端末１と携帯網アク
セスサーバ３１との間で動作するＨＴＴＰプロトコルによる通信（図３のａ６）、２つ目
の通信は３ＧＰＰが規定する携帯網アクセスサーバ３１と認証サーバ３２との間で動作す
るＥＡＰ／ＡＫＡ、あるいはＥＡＰ　ＳＩＭプロトコルによる通信（図３のａ７）である
。
【００５３】
　無線ＬＡＮ端末１と携帯網アクセスサーバ３１との間で動作するＨＴＴＰプロトコルで
は、以下のオペレーションをＨＴＴＰ上で用意することによって、３ＧＰＰが規定するＥ
ＡＰ／ＡＫＡ、あるいはＥＡＰ　ＳＩＭプロトコルが携帯網アクセスサーバ３１と認証サ
ーバ３２との間で動作することを可能とする。
【００５４】
　上記のオペレーションとしては、（１）ＩＭＳＩ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏ
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ｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）読み上げ：ＳＩＭ内部に定義され
る加入者認識子であるＩＭＳＩを読み上げる動作、（２）ＥＡＰ／ＡＫＡ認証動作、（３
）ＥＡＰ　ＳＩＭ認証動作、（４）上記の非特許文献１に記載されているＵＥ（Ｕｓｅｒ
　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）－３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ間のオペレーションがある。
【００５５】
　上述した手順を行うことによって、無線ＬＡＮカード１２、アクセスポイント２１、無
線ＬＡＮアクセスサーバ２２に３ＧＰＰ特有の機能を具備することなく、無線ＬＡＮ端末
１のＳＩＭ認証動作が可能となる。
【００５６】
　図４は本発明の他の実施例による無線ＬＡＮ端末の認証動作を示すシーケンスチャート
である。本発明の他の実施例は、その基本的構成が上述した本発明の一実施例による無線
ＬＡＮシステム、無線ＬＡＮ端末各々の構成と同様であるが、無線ＬＡＮアクセスの部分
について、他のアクセス方法に置き換えている。尚、本発明の他の実施例でも上述した本
発明の一実施例による効果が期待できる。
【００５７】
　ｘＤＳＬ（ｘ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｉｎｅ）等の一般的なイン
タネット接続環境からのＳＩＭ認証方法について、その手順を図４に示す。この手順は、
ＳＩＭカード１３が装着された状態のコンピュータであるＳＩＭ実装端末がＳＩＭ認証対
象となる。
【００５８】
　ＳＩＭ実装端末は携帯端末をエミュレートするためのプログラムを起動することによっ
て（図４のｂ１）、携帯網アクセスサーバ３１に向けてＷＥＢ接続要求が起動される（図
４のｂ２）。
【００５９】
　この状態より、ＳＩＭ実装端末はＳＩＭカード１３と携帯事業者ネットワーク３の認証
サーバ３２との間でＳＩＭ認証動作を行う（図４のｂ３）。このＳＩＭ認証動作は、上記
の無線ＬＡＮ端末１から起動された場合のＳＩＭ認証動と同様である。
【００６０】
　上記に示すＳＩＭ認証が承認されたことによって、インタネットに接続されたコンピュ
ータが携帯端末として動作することが可能となり、携帯電話加入者に提供される通話、シ
ョートメール、携帯用ＷＥＢサービス等がコンピュータのマイク、スピーカ、キーボード
及び画面等を用いて良好な操作環境の下で利用することが可能となる。
【００６１】
　このように、本実施例では、社会に普及している無線ＬＡＮサービスに係り、携帯事業
者が用いるＳＩＭ認証手順を適用することによって、携帯電話加入者が無線ＬＡＮサービ
スを専用に契約することなく利用することができる。これは携帯電話サービスが普及して
いない地域、あるいは携帯電話ローミングサービスの契約がない地域であっても、その地
域に無線ＬＡＮシステムが存在すれば、本実施例によるＳＩＭ認証を用いることで、無線
ＬＡＮシステムを利用することが可能となる。
【００６２】
　また、本実施例では、ｘＤＳＬ等のインタネットに接続されたコンピュータにＳＩＭカ
ード１３を装着してＳＩＭ認証を行う利用形態の場合、携帯電話で得られるサービスを安
定した高速の通信環境の中で通話料を気にせずに使用することが可能となる。この場合に
は、コンピュータのマイク、スピーカ、キーボード及び画面等を用いて携帯端末をシミュ
レートすることで、良好な操作環境で各種携帯電話サービスを操作することが可能となる
。
【００６３】
　さらに、本実施例では、携帯オペレータの提供するサービスに多大な価値を提供するこ
とが可能となる。例えば、そのサービスとしては携帯事業者が提供するプレゼンスサービ
スがある。上述した本実施例の効果によって、携帯電話サービスが受けられない地下等の
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不感地、携帯サービスがない地域等においても、無線ＬＡＮ、ｘＤＳＬなどからのアクセ
ス手段によって本人のプレゼンス情報をプレゼンス・グループメンバに通知することが可
能となる。
【００６４】
　Ｂｏｂ　Ｍｅｔｃａｌｆｅ氏は「ネットワークの価値は、ユーザ数の二乗に比例する。
」と説明しているが、本実施例によって、携帯事業者が提供するサービスに対して、多種
多様な方法によるアクセスが可能となり、結果的にユーザ数の増加に繋げることが可能と
なる。これは携帯事業者のサービスの価値を大きく押し上げる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明の一実施例による無線ＬＡＮシステムの構成を示すブロック図である。
【図２】図１の無線ＬＡＮ端末の構成例を示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施例による無線ＬＡＮ端末の認証動作を示すシーケンスチャートで
ある。
【図４】本発明の他の実施例による無線ＬＡＮ端末の認証動作を示すシーケンスチャート
である。
【符号の説明】
【００６６】
　　　１　無線ＬＡＮ端末
　　　２　無線ＬＡＮサービスプロバイダネットワーク
　　　３　携帯事業者ネットワーク
　　１１　携帯型コンピュータ
　　１２　汎用無線ＬＡＮカード
　　１３　ＳＩＭカード
　　１４　記録媒体
　　２１　無線ＬＡＮサービスプロバイダネットワークのアクセスポイント
　　２２　無線ＬＡＮサービスプロバイダネットワークのアクセスサーバ
　　３１　携帯事業者ネットワークのアクセスサーバ
　　３２　携帯事業者ネットワークの認証サーバ
　１１１　ＣＰＵ
　１１２　ＲＡＭ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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