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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  コンピュータにより、ワイヤレス・アクセス・ポイントにおけるパスワードを処理する
方法であって、
  ワイヤレス・アクセス・ポイントにおいて新パスワードを受取るステップと、
  前記新パスワードを含む第１のメッセージを作成するステップと、
  前記ワイヤレス・アクセス・ポイントと通信を行うために使用された現パスワードを使
って前記第１のメッセージを暗号化するステップと、
  暗号化された前記第１のメッセージを１つ又は複数のクライアントに無線で伝送するス
テップと、
  前記ワイヤレス・アクセス・ポイントにおいて、前記１つ又は複数のクライアントから
第１の応答ワイヤレス・メッセージを受取るステップであって、前記第１の応答ワイヤレ
ス・メッセージが前記新パスワードを使って暗号化されている、ステップと、
  前記現パスワードを旧パスワードとして前記ワイヤレス・アクセス・ポイントに保存す
るステップと、
  前記現パスワードを前記ワイヤレス・アクセス・ポイントにおける前記新パスワードと
置換するステップと、
  前記ワイヤレス・アクセス・ポイントにおいて、新たに活性化されたクライアントから
接続メッセージを受取るステップであって、前記新たに活性化されたクライアントは前記
第１のメッセージが無線で伝送されたときに切断され、前記接続メッセージは前記旧パス
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ワードを使って暗号化されている、ステップと、
  前記新パスワードを含む第２のメッセージを作成するステップと、
  前記旧パスワードを使って前記第２のメッセージを暗号化するステップと、
  暗号化された前記第２のメッセージを前記新たに活性化されたクライアントに無線で伝
送するステップと、
  前記ワイヤレス・アクセス・ポイントにおいて、前記新たに活性化されたクライアント
から第２の応答ワイヤレス・メッセージを受取るステップであって、前記第２の応答ワイ
ヤレス・メッセージは前記新パスワードを使って暗号化されている、ステップと、
  前記ワイヤレス・アクセス・ポイントにおいて現在の時間及び保存された満了時間を検
索するステップと、
  前記現在の時間を前記保存された満了時間と比較するステップと、
  前記旧パスワードが満了したかどうかを前記比較するステップに基づいて決定するステ
ップであって、前記第２のメッセージの伝送が、前記旧パスワードが満了していないとい
う決定に応答してのみ行われる、ステップと、
  を含む方法。
【請求項２】
  前記第１のメッセージを作成する前に前記ワイヤレス・アクセス・ポイントにおいて前
記満了時間を受取るステップと、
  前記ワイヤレス・アクセス・ポイントにとってアクセス可能な不揮発性記憶領域に前記
満了時間を保存するステップと、
  を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
  アクセス制御リスト（ＡＣＬ）にリストされた１つ又は複数のクライアント識別子と前
記新たに活性化されたクライアントに対応する識別子とを比較するステップであって、前
記新たに活性化されたクライアントの識別子が前記アクセス制御リストに含まれている場
合にのみ前記第２のメッセージが送られる、ステップを更に含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項４】
  前記ワイヤレス・アクセス・ポイントにおいて、１つ又は複数のクライアント識別子を
含むアクセス制御リスト（ＡＣＬ）を検索するステップであって、前記１つ又は複数のク
ライアントの各々が前記ＡＣＬに含まれた前記クライアント識別子の１つに対応する、ス
テップを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
  前記クライアントの１つから受取った前記第１の応答ワイヤレス・メッセージにおける
拒否を識別するステップと、
  前記ワイヤレス・アクセス・ポイントと前記第１の応答ワイヤレス・メッセージにおけ
る拒否を含んだクライアントとの間の通信を停止するステップと、
  を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
  前記クライアントの１つにおいて、前記ワイヤレス・アクセス・ポイントから前記暗号
化された第１のメッセージを受取るステップと、
  前記クライアントにとってアクセス可能な不揮発性記憶領域に保存されたワイヤレス・
アクセス・パスワードを使って前記暗号化された第１のメッセージを暗号化解除するステ
ップと、
  前記暗号化された第１のメッセージから前記新パスワードを検索するステップと、
前記新パスワードでもって前記ワイヤレス・アクセス・パスワードを更新するステップと
、
  更新された前記ワイヤレス・アクセス・パスワードを前記不揮発性記憶領域に保存する
ステップと、
  前記クライアントにおいて、前記新パスワードを使って前記第１の応答ワイヤレス・メ
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ッセージを暗号化するステップと、
  暗号化された前記第１の応答ワイヤレス・メッセージを前記ワイヤレス・アクセス・ポ
イントに無線で伝送するステップと、
  前記ワイヤレス・アクセス・パスワードが更新されたことを前記クライアントのユーザ
に通知するステップと、
  を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
  １つ又は複数のプロセッサと、
  １つ又は複数のネットワーク・アダプタであって、前記ネットワーク・アダプタの少な
くとも１つがワイヤレス・ネットワーク・アダプタである、ネットワーク・アダプタと、
  前記プロセッサがアクセスし得る不揮発性記憶領域とを有し、
  前記プロセッサは、ワイヤレス・パスワードをクライアント装置に提供するプロセスを
実行可能とされている情報処理システムであって、前記プロセスは、  新パスワードを受
取り、
  前記新パスワードを含む第１のメッセージを作成し、
  前記ワイヤレス・ネットワーク・アダプタを介してクライアント・アダプタと通信を行
うために使用された現パスワードを使って前記第１のメッセージを暗号化し、
  暗号化された前記第１のメッセージを１つ又は複数のクライアント装置に、前記ワイヤ
レス・ネットワーク・アダプタを使用して無線で伝送し、
  前記ワイヤレス・ネットワーク・アダプタにおいて、前記新パスワードを使って暗号化
された第１の応答ワイヤレス・メッセージを１つ又は複数の前記クライアント装置から受
取り、
  前記現パスワードを旧パスワードとして前記不揮発性記憶領域に保存し、
  前記現パスワードを前記不揮発性記憶領域における前記新パスワードと置換し、
  前記ワイヤレス・ネットワーク・アダプタにおいて、前記第１のメッセージが無線で伝
送されたときに切断された新たに活性化されたクライアント装置から、前記旧パスワード
を使って暗号化されている接続メッセージを受取り、
  前記新パスワードを含む第２のメッセージを作成し、
  前記旧パスワードを使って前記第２のメッセージを暗号化し、
  前記ワイヤレス・ネットワーク・アダプタを使用して、暗号化された前記第２のメッセ
ージを前記新たに活性化されたクライアント装置に無線で伝送し、
  前記ワイヤレス・ネットワーク・アダプタにおいて、前記新パスワードを使って暗号化
されている第２の応答ワイヤレス・メッセージを前記新たに活性化されたクライアント装
置から受取り、
  現在の時間を検索し、
  前記不揮発性記憶領域から、保存された満了時間を検索し、
  前記現在の時間を前記保存された満了時間と比較し、
  前記旧パスワードが満了したかどうかを前記比較に基づいて決定し、前記旧パスワード
が満了していないという決定に応答して前記第２のメッセージの伝送を行うステップを含
む、
　情報処理システム。
【請求項８】
  前記プロセスは、
前記第１のメッセージを作成する前に前記不揮発性記憶領域から前記満了時間を受取り、
  前記満了時間を前記不揮発性記憶領域に保存する
  ステップを含む、請求項７に記載の情報処理システム。
【請求項９】
  前記プロセスは、
  前記不揮発性記憶領域に保存されたアクセス制御リストからクライアント識別子を検索
し、
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  前記新たに活性化されたクライアントに対応する識別子を、前記アクセス制御リスト（
ＡＳＬ）からの前記クライアント識別子と比較する
  ステップを含み、前記新たに活性化されたクライアント装置の識別子が前記アクセス制
御リストに含まれている場合にのみ、前記第２のメッセージが送られる、請求項７に記載
の情報処理システム。
【請求項１０】
  前記プロセスは、
  前記クライアント装置の１つから受取った前記第１の応答ワイヤレス・メッセージにお
ける拒否を識別し、
  前記第１の応答ワイヤレス・メッセージにおける拒否を含んだクライアント装置との通
信を停止する
  ステップを含み、請求項７に記載の情報処理システム。
【請求項１１】
  コンピュータ可読コードを有するコンピュータ操作可能な媒体に含まれるコンピュータ
・プログラムであって、前記コンピュータ可読コードは、
  ワイヤレス・アクセス・ポイントにおいて新パスワードを受取り、
  前記新パスワードを含む第１のメッセージを作成し、
  前記ワイヤレス・アクセス・ポイントと通信を行うために使用された現パスワードを使
って前記第１のメッセージを暗号化し、
  暗号化された前記第１のメッセージを１つ又は複数のクライアントに無線で伝送し、
  前記ワイヤレス・アクセス・ポイントにおいて、前記新パスワードを使って暗号化され
ている第１の応答ワイヤレス・メッセージを前記１つ又は複数のクライアントから受取り
、
  前記現パスワードを旧パスワードとして保存し、
  前記現パスワードを前記新パスワードと置換し、
  前記ワイヤレス・アクセス・ポイントにおいて、前記第１のメッセージが無線で伝送さ
れたときに切断された新たに活性化されたクライアント装置から、前記旧パスワードを使
って暗号化されている接続メッセージを受取り、
  前記新パスワードを含む第２のメッセージを作成し、
  前記旧パスワードを使って前記第２のメッセージを暗号化し、
  暗号化された前記第２のメッセージを前記新たに活性化されたクライアント装置に無線
で伝送し、
  前記ワイヤレス・アクセス・ポイントにおいて、前記新パスワードを使って暗号化され
ている第２の応答ワイヤレス・メッセージを前記新たに活性化されたクライアント装置か
ら受取り、
  現在の時間と前記ワイヤレス・アクセス・ポイントにおける保存された満了時間とを検
索し、
  前記現在の時間を前記保存された満了時間と比較し、
  前記旧パスワードが満了したかどうかを前記比較に基づいて決定するステップを含み、
　前記旧パスワードが満了していないという決定に応答してのみ前記第２のメッセージの
伝送が行われる、
  コンピュータ・プログラム。
【請求項１２】
  前記コンピュータ可読コードは、
前記第１のメッセージを作成する前に前記ワイヤレス・アクセス・ポイントにおいて前記
満了時間を受取り、
  前記満了時間を前記ワイヤレス・アクセス・ポイントにとってアクセス可能な不揮発性
記憶領域に保存する
  ステップを含む、請求項１１に記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項１３】
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  前記コンピュータ可読コードは、
アクセス制御リスト（ＡＣＬ）にリストされた１つ又は複数のクライアント識別子と前記
新たに活性化されたクライアントに対応する識別子とを比較するステップを含み、前記新
たに活性化されたクライアントの識別子が前記アクセス制御リストに含まれている場合に
のみ前記第２のメッセージが送られる、請求項１１に記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項１４】
  前記コンピュータ可読コードは、
前記ワイヤレス・アクセス・ポイントにおいて、１つ又は複数のクライアント識別子を含
むアクセス制御リスト（ＡＣＬ）を検索するステップを含み、前記１つ又は複数のクライ
アントの各々が前記ＡＣＬに含まれた前記クライアント識別子の１つに対応する、請求項
１１に記載のコンピュータ・プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的にはルータのようなワイヤレス・アクセス・ポイントに装置を接続す
るために使用されるパスワードを更新するためのシステム及び方法に関するものである。
更に詳しく言えば、本発明は、ワイヤレス・アクセス・ポイントをアクセスするためにク
ライアントによって使用されるパスワードを自動的に更新するためのシステム及び方法に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ワイヤレス・ネットワーキングは、家庭及びビジネスにおいて益々人気が高まっている
。これは、一部の建造物及び自宅の設計構造のために装置間のネットワーク・ケーブルの
設置が困難である環境では特に著しい。更に、コンピュータ・ユーザ、特に、ラップトッ
プ又はノートブック・コンピュータのユーザが、特定の物理的ロケーションに拘束される
ことなく、インターネットのようなコンピュータ・ネットワークに接続することを望むこ
とが多い。
【０００３】
　ワイヤレス・ネットワーキングは、多くの場合、ユーザが「ワイヤレス・アクセス・ポ
イント」即ち「ＷＡＰ」から１００フィート（約３３メートル）以上もローミングするこ
とを可能にするものである。携帯用装置（例えば、ＰＤＡ、音楽用プレーヤ等）またはノ
ートブック／ラップトップ・コンピュータのようなユーザの情報処理システムは、無線で
データを他のワイヤレス・ネットワーク装置に送信したり、他のワイヤレス・ネットワー
ク装置から受信したりするワイヤレス・ネットワーク・アダプタ又はカードを内蔵してい
る。多くのワイヤレス装置は、ＩＥＥＥ８０２.１１標準のような種々の標準規格に従っ
て構成されている。装置が使用する標準規格のタイプによって、それが通信することがで
きる他の装置の範囲が規定される。
【０００４】
　ワイヤレス・アクセス・ポイント（ＷＡＰまたはＡＰ）は、ワイヤレス・ネットワーク
を形成するようにワイヤレス通信装置を相互に「接続する」装置である。ＷＡＰは、通常
、有線ネットワークに接続され、各サイドにおける装置間でデータをリレーすることが可
能である。多くのＷＡＰは、「ローミング」を可能にする大型のネットワークを形成する
ように相互に接続することが可能である。対照的に、クライアント装置が自身を管理する
ネットワークは、アドホック・ネットワークと呼ばれる。ルータは、同じネットワーク・
パスを使用する２つの同様のネットワークを接続するネットワーク装置である。家庭環境
または小型ビジネス環境では、ルータが、ユーザのローカル・エリア・ネットワーク（Ｌ
ＡＮ）をケーブル・モデムのようなブロードバンド・ネットワーク接続装置に接続するこ
とが多い。一方、ブロードバンド・ネットワーク接続装置は、インターネット・サービス
・プロバイダ（ＩＳＰ）に接続してそのローカル・エリア・ネットワークにおける任意の
装置がインターネットへのアクセスを行えるようにする。ワイヤレス・ルータと呼ばれる
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ルータは、これらのルータがワイヤレス・アクセス・ポイントとして働くことも可能にす
るワイヤレス技術を含む。本明細書において使用されるように、「ワイヤレス・アクセス
・ポイント」即ち「ＷＡＰ」は、慣用的なワイヤレス・アクセス・ポイント及びワイヤレ
ス・ルータ、並びに２個以上の装置のワイヤレス接続を容易にする他の任意の装置を含む
。
【０００５】
　ワイヤレス・ネットワーク接続は多大な移動性および融通性をユーザに提供するが、そ
れはセキュリティ・リスクの潜在的な増大によってユーザの関心を喚起している。ワイヤ
レス・ネットワークは、ユーザの家庭又はオフィス環境から数十メートル以上も外部に拡
大している。ユーザがユーザのワイヤレス・ネットワークを保護していなければ、ワイヤ
レス装置を有する他の装置がそのネットワークに接続することが可能である。このセキュ
リティ要件に対処するために、ほとんどのＷＡＰはパスワード機構を提供している。管理
者がパスワードをＷＡＰにセットし、そのＷＡＰを使用すると思われる各クライアント装
置にもそのパスワードを提供する。従来は、クライアント装置へパスワードを提供するこ
とは、その装置の管理者又はユーザがその装置上の構成パネルを開くこと及びパスワード
を入れることを必要とした。ＷＡＰは、そのパスワードを知っている装置のみと通信を行
うように構成される。ＷＡＰは、ワイヤレス・ネットワークを介してそれが受取るデータ
・パケットをチェックし、それらがそのパスワードを使用して暗号化されているかどうか
を知る。パケットがそのパスワードを使用して暗号化されてない場合、それは拒否される
。同様に、ＷＡＰからワイヤレス・ネットワークを介して装置に無線で伝送されたパケッ
トはそのパスワードを使って暗号化されている。このように、不当アクセス者がパスワー
ドを得ずにワイヤレス・ネットワークと通信を行うことはできない。
【０００６】
　ワイヤレス・ネットワークを介して送られたデータの暗号化はそのネットワークから不
当アクセス者を締め出すことには役に立つが、それは保守上の難題を生じる。セキュリテ
ィを保証するために、パスワードを定期的に変更することを多くのセキュリティ専門家が
提案している。伝統的なワイヤレス・ネットワークを使用すると、これは、ＷＡＰにおけ
るパスワード及び各クライアント装置によって使用されるパスワードの変更を必要とする
。管理者又はユーザが装置の１つにおけるパスワードの変更を忘れた場合、その装置は、
最早、ワイヤレス・ネットワークに接続することができなくなる。この難題は、ワイヤレ
ス装置の数が大きいときに深刻化する。大型のワイヤレス・ネットワークにおけるすべて
のパスワードの変更は大量の時間を必要とすることが多い。更に、装置が多数である場合
、１つ又は複数の装置のパスワードが更新されないという機会が増加する。これらの困難
のために、ワイヤレス・ネットワークの管理者は、ワイヤレス・ネットワークのために使
用されるパスワードを、専門家によって提案されるように頻繁に更新することを無視する
ことが多く、従って、不当アクセス者がパスワードを取得してワイヤレス・ネットワーク
を不正にアクセスする機会を増加させることになる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って、本発明の目的は、ワイヤレス・ネットワーク全体にわたってパスワードの変更
が拡散されるようにするシステム及び方法を提供することである。更に本発明の目的は、
満了時間（expiration time）後には新パスワードがクライアント装置に拡散しないよう
な満了時間を与えるシステム及び方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　管理者が伝統的なＷＡＰ又はワイヤレス・ルータのようなワイヤレス・アクセス・ポイ
ントに新パスワードをセットすることを可能にするシステム及び方法を使って、上記の問
題が解決されることがわかった。ワイヤレス・アクセス・ポイントは、新たなパスワード
、即ち、新パスワードを含むメッセージを作成する。そのメッセージは、ワイヤレス・ネ
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ットワークに対して事前にセットされた古いパスワード、即ち、旧パスワードを使って暗
号化される。その暗号化されたメッセージは、そのワイヤレス・アクセス・ポイントから
アクティブ・クライアント装置（現在そのワイヤレス・ネットワークをアクセスしている
クライアント）に無線で伝送される。それらのクライアントは、事前にそれらのクライア
ントに提供された旧パスワードを使ってそのメッセージを暗号化解除する。クライアント
は、そのメッセージから新パスワードを検索する。クライアントは、その新パスワードを
使って暗号化される新たなメッセージを形成する。その新たなメッセージがクライアント
からワイヤレス・アクセス装置に無線で伝送され、肯定応答として働く。
【０００９】
　１つの実施例では、パスワードを含んだメッセージを伝送したワイヤレス・アクセス・
ポイントが、旧パスワード（新たに活性化されたクライアント）を使用してワイヤレス・
ネットワークに接続しようとする。ワイヤレス・アクセス・ポイントは、新たに活性化さ
れたクライアントにメッセージ（旧パスワードによって暗号化された新パスワード）を送
ることによって応答し、その新たに活性化されたクライアントは新パスワードを検索し、
その新パスワードを使ってその新パスワードを肯定応答する１つの暗号化されたメッセー
ジをワイヤレス・アクセス・ポイントに返送する。別の実施例では、ワイヤレス・アクセ
ス・ポイントがその新たに活性化されたクライアントによって供給された旧パスワードを
チェックして、それが「満了しているもの」であるかどうかを決定する。それが満了して
いる場合、ワイヤレス・アクセス・ポイントはその新たに活性化されたクライアントによ
る接続要求を拒否する。旧パスワードが満了していない場合、ワイヤレス・アクセス・ポ
イントは、上述のように、新パスワードをクライアントに提供する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下は、本発明の実施例の詳細な説明を提供することを意図するものであって、本発明
自体を限定するものと解されるべきではない。これに関するいずれの変更も、「特許請求
の範囲」において定義される発明の範囲内にあると理解されたい。
【００１１】
　図１は、パスワードの更新が、管理者、ワイヤレス・アクセス・ポイント、及びクライ
アントの間で伝播する方法を示す図である。この図は、図の上部に見られる初期の事象お
よび下部に見られるその後の事象を有する経時的表示（timeline）を示す。管理者の処理
はステップ１００において開始し、次に、ステップ１０５において、管理者が、使用すべ
きワイヤレス・アクセス・ポイントに対するパスワードをセットする。１つの実施例では
、管理者は、ワイヤレス・アクセス・ポイントに無線で接続するのではなく、直接の接続
線を使用してワイヤレス・アクセス・ポイント上にログする。これは、物理的領域の外に
あるユーザが、ワイヤレス・アクセス・ポイントに保存されたパスワードのようなセキュ
リティ設定を変更しないようにする。
【００１２】
　ワイヤレス・アクセス・ポイントの処理はステップ１００において開始し、ステップ１
１５において、ワイヤレス・アクセス・ポイントが、管理者から新パスワードを受取り、
望ましくは、そのワイヤレス・アクセス・ポイントにアクセスし得る不揮発性記憶装置上
にそれを保存する。ステップ１２０において、ワイヤレス・アクセス・ポイントは、新た
なパスワード（以下、新パスワードという）を含むメッセージを作成し、古い（前の）パ
スワード（以下、旧パスワードという）を使ってそのメッセージを暗号化する（その時点
では、クライアントは旧パスワードを使ってワイヤレス・アクセス・ポイントに接続して
おり、新パスワードを未だ知らない）。ステップ１２５において、ワイヤレス・アクセス
・ポイントは、暗号化されたメッセージをすべての「アクティブ」クライアントに無線で
伝送する。アクティブ・クライアントは、現在ワイヤレス・アクセス・ポイントに接続さ
れているクライアントであり、一方、切断されたクライアントは、現在ワイヤレス・アク
セス・ポイントに接続されていないクライアントである。
【００１３】
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　アクティブ・クライアントの処理はステップ１３０において開始し、ステップ１３５に
おいて、アクティブ・クライアントが、新パスワードを含む暗号化されたメッセージを受
取る。そのクライアントは、旧パスワードを使ってそのメッセージを暗号化解除し、しか
る後、新パスワードを保存することによってそれの構成データを更新する。そのクライア
ントは、このとき、ワイヤレス・アクセス・ポイントへの／ワイヤレス・アクセス・ポイ
ントからのメッセージを暗号化／暗号化解除するとき、新パスワードを使用することにな
る。ステップ１４０において、アクティブ・クライアントは、新パスワードを使用して暗
号化された新たなメッセージを作成する。このメッセージは肯定応答として働く。ステッ
プ１４５において、ワイヤレス・アクセス・ポイントはアクティブ・クライアントからそ
の肯定応答を受取る。
【００１４】
　切断されたクライアントの処理はステップ１５０において開始する。これらのクライア
ントは、ワイヤレス・アクセス・ポイントが新パスワードをすべてのアクティブ・クライ
アントに送出したときにはワイヤレス・アクセス・ポイントに接続されてなかった。その
後の時点では、その切断されたクライアントは、パスワードが変更されたことをそれが知
らないので、旧パスワードを使ってワイヤレス・アクセス・ポイントに接続する。この時
点では、その切断されたクライアントは、それが最早ワイヤレス・アクセス・ポイントか
ら切断されてないので、「新たに活性化されたクライアント」になる。
【００１５】
　ステップ１６０において、ワイヤレス・アクセス・ポイントは、その新たに活性化され
たクライアントから接続メッセージを受取り、旧パスワードを使ってその接続を検証する
。ステップ１６５において、ワイヤレス・アクセス・ポイントは、旧パスワードが満了し
ているかどうかを知るために旧パスワードの満了をチェックする。旧パスワードが満了し
ている場合、接続要求がワイヤレス・アクセス・ポイントによって拒否される。しかし、
旧パスワードが満了していない場合、ステップ１７０において、ワイヤレス・アクセス・
ポイントは、新パスワードを含むメッセージを作成し、旧パスワードを使ってそのメッセ
ージを暗号化する。ステップ１７５において、新たに活性化されたクライアントがそのメ
ッセージを受取る。その新たに活性化されたクライアントは、旧パスワードを使ってその
メッセージを暗号化解除し、その暗号化解除されたメッセージから新パスワードを検索す
る。ステップ１８０において、その新たに活性化されたクライアントは、その新パスワー
ドを使って暗号化されたメッセージを作成し、その新たなメッセージをワイヤレス・アク
セス・ポイントに返送する。このメッセージは、新たに活性化されたクライアントからの
肯定応答として働く。ステップ１８５において、ワイヤレス・アクセス・ポイントは、そ
の新たに活性化されたクライアントからの肯定応答を受取る。
【００１６】
　図２は、新パスワードを設定してそれをクライアントに伝播する場合に管理者とワイヤ
レス・アクセス・ポイントとの間で取られるステップを示すフローチャートである。管理
者の処理はステップ２００において開始し、しかる後、ステップ２０５において、管理者
タ（ユーザ）は、選択情報を入力する。その選択には、アクセス制御リスト（ＡＣＬ）が
ネットワークを更に保護するために使用されるであろうかどうか、及び旧パスワードが満
了するであろうかどうか、そしてそれが満了する場合にはどのような満了時間が旧パスワ
ードに適用されるかが含まれている。ネットワークを更に保護するためにアクセス制御リ
ストを使用することを管理者が選択したかどうかに関する決定が行われる（判断ステップ
２１０）。アクセス制御リストは、ワイヤレス・アクセス・ポイントをアクセスすること
ができるクライアント識別子のリストである。クライアント識別子として、ネットワーク
接続ハードウェアのほとんどの構成に割り当てられた固有のコードであるＭＡＣアドレス
を使用することができる。ＭＡＣアドレスは、ハードウェアに恒久的に割り当てられ、従
って、クライアント装置に含まれたワイヤレス・カードのようなハードウェア・アドレス
へのワイヤレス・ネットワークのアクセスを制限し、更にネットワークを保護するために
使用される。しかし、熟練したハッカーは、ワイヤレス・アクセス・ポイントへのまたは
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ワイヤレス・アクセス・ポイントからのメッセージを暗号化するためにパスワードを使用
することが必要であるという理由で偽のＭＡＣアドレスでなりすます（spoof）ことがで
きることもある。アクセス制御リストが使用される場合、判断ステップ２１０は「Yes」
経路２１２に分岐し、ステップ２１５において、（アクセス制御リストが既に設定されて
いる場合）、アクセス制御リストがワイヤレス・アクセス・ポイントから要求される。
【００１７】
　ワイヤレス・アクセス・ポイントの処理はステップ２２０において開始し、ステップ２
３０において、ワイヤレス・アクセス・ポイントは、アクセス制御リストに対する要求を
受取り、そのアクセス制御リストを管理者に戻す。管理者はステップ２１５においてその
アクセス制御リストを受取り、ステップ２３５において、修正されたアクセス制御リスト
を編集し（追加及び削除し）、それを保存する。判断ステップ２１０に戻ると、管理者が
アクセス制御リストを使用しないことを選択する場合、判断ステップ２１０は、ステップ
２１５及び２３５を迂回する「No」経路２３８に分岐する。
【００１８】
　管理者が旧パスワードに対する満了期限を設定したかどうかに関する決定が行われる（
判断ステップ２４０）。１つの実施例では、管理者から満了期限を受取る代わりにデフォ
ルト満了を使用することも可能である。満了期限が旧パスワードに適用する場合、判断ス
テップ２４０は「Yes」経路２４２に分岐し、ステップ２４５において、旧パスワードに
対する満了日が設定される。一方、満了日が旧パスワードに適用しない場合、判断ステッ
プ２４０はステップ２４５を迂回する「No」経路２４８に分岐する。
【００１９】
　ステップ２５０では、管理者によって提供される新パスワードが設定される。ステップ
２５５において、更新がワイヤレス・アクセス・ポイントに送られる。これらの更新は、
ワイヤレス・アクセス・ポイントが使用することになる新パスワード、提供される場合の
更新されたアクセス制御リスト、及び管理者によって提供される場合の旧パスワードに関
する満了期限を含む。しかる後、管理者の処理がステップ２６０において終了する。
【００２０】
　ワイヤレス・アクセス・ポイントの処理に戻ると、ステップ２７０において、ワイヤレ
ス・アクセス・ポイントが新パスワード、更新されたアクセス制御リスト（提供された場
合）、及び旧パスワードの満了期限（提供された場合）を受取って保存する。このデータ
がデータ記憶装置２２５に保存される。１つの実施例では、データ記憶装置２２５は、ワ
イヤレス・アクセス・ポイントにアクセスし得る不揮発性記憶領域内にある。アクセス制
御リストは新パスワードを任意のアクティブ・クライアントに、即ち、その時点でワイヤ
レス・アクセス・ポイントに接続されているクライアントに伝播する（プロセス２８０、
なお、処理の詳細に関しては図３及び対応する記述を参照されたい）。ワイヤレス・アク
セス・ポイントは、クライアント要求も処理し続ける（プロセス２９０、なお、処理の詳
細に関しては図４及び対応する記述を参照されたい）。これらの要求は、新パスワードが
プロセス２８０によって伝播されたときにその新パスワードを受取らなかったクライアン
トからの接続要求を含むことがある。しかる後、ワイヤレス・アクセス・ポイントの処理
がステップ２９５において終了する。
【００２１】
　図３は、ワイヤレス・アクセス・ポイントが新パスワードを伝播するとき、オンライン
であるそのワイヤレス・アクセス・ポイントとクライアント装置との間で取られるステッ
プを示すフローチャートである。ワイヤレス・アクセス・ポイントの処理はステップ３０
０で開始し、ステップ３０５において、ワイヤレス・アクセス・ポイントが、新パスワー
ドをメッセージに保存すること及び旧パスワードを使ってそのメッセージを暗号化するこ
とによってパスワード更新メッセージを作成する。ワイヤレス・ネットワークがアクセス
制御リストを使うかどうかに関する決定が行われる（判断ステップ３１０）。アクセス制
御リストがそれを使う場合、判断ステップ３１０は「Yes」経路３１２に分岐し、ステッ
プ３１５において、その暗号化されたパスワード更新メッセージがアクセス制御リストに
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おけるリストされた各クライアントに送られる。一方、アクセス制御リストが使われない
場合、判断ステップ３１０は「No」経路３１８に分岐し、ステップ３２０において、ワイ
ヤレス・アクセス・ポイントはその暗号化されたパスワード更新メッセージをすべてのア
クティブ・クライアント（その時点でワイヤレス・アクセス・ポイントに接続されている
すべての装置）にブロードキャストする。
【００２２】
　アクティブ・クライアントの処理はステップ３２５において開始し、ステップ３３０に
おいて、クライアントがその暗号化されたパスワード更新メッセージを受取る。次に、新
パスワードを受容すべきか又は拒否すべきかに関する決定が行われる（判断ステップ３４
０）。新パスワードを受取る装置のうちには、最早、ワイヤレス・ネットワークに接続す
る必要がないものがある。例えば、ネットワークに接続する必要がない装置に、管理者が
クライアント装置を売却又は譲渡することを計画している場合、新パスワードの更新は拒
否されることがある。新パスワード更新メッセージがクライアントによって受容される場
合、判断ステップ３４０が「Yes」経路３４２に分岐し、ステップ３４５において、クラ
イアントがネットワークをアクセスし続けることができるように新パスワードがそのクラ
イアントの構成データ内に保存され、ステップ３５０において、そのクライアントは、新
パスワードを使って肯定応答メッセージを暗号化することにより肯定応答メッセージを作
成する。一方、クライアントが新パスワードを受容したくない場合、判断ステップ３４０
は「No」経路３５２に分岐し、ステップ３５５において、旧パスワード又は新パスワード
を使って拒否メッセージが暗号化される。次に、ステップ３６０において、クライアント
は、新パスワードを受容する又は拒否する応答メッセージをワイヤレス・アクセス・ポイ
ントに送る。しかる後、ステップ３６５において、新パスワード・メッセージのクライア
ント処理が終了する。別の実施例では、ユーザは、パスワードが変更されたことを（例え
ば、ポップアップ・メッセージによって）通知される。
【００２３】
　説明をワイヤレス・アクセス・ポイントの処理に戻すと、ステップ３７０において、ク
ライアントの応答が受取られる。クライアントが新パスワードを受容したかどうかに関す
る決定が行われる（判断ステップ３７５）。クライアントが新パスワードを受容しなかっ
た場合、判断ステップ３７５は「No」経路３７８に分岐する。そこで、ステップ３８０に
おいて、クライアントは（アクセス制御リストが使用されている場合）アクセス制御リス
トから除去される。一方、そのパスワードがクライアントによって受容された場合、判断
ステップ３７５は「Yes」経路３８５に分岐する。そこで、ステップ３９５においてワイ
ヤレス・アクセス・ポイントの処理が呼び出しルーチンに戻る。
【００２４】
　図４は、ワイヤレス・アクセス・ポイントが新パスワードを伝播するとき、ワイヤレス
・アクセス・ポイント及び切断されたクライアント装置（図示されていない）の間で取ら
れるステップを示すフローチャートである。クライアントの処理はステップ４００におい
て開始し、次に、ステップ４０５において、クライアントが最後の既知のパスワードを使
ってメッセージを暗号化する。クライアントが新パスワードを受取っていない場合、最後
の既知のパスワードは、管理者によって設定され且つワイヤレス・アクセス・ポイントに
よって使用される新パスワードとは異なるものである。しかし、クライアントが新パスワ
ードを既に受取っている場合、最後の既知のパスワードはその新パスワードと同じである
。ステップ４１０において、クライアントはその暗号化されたメッセージをワイヤレス・
アクセス・ポイントに無線で伝送する。
【００２５】
　ワイヤレス・アクセス・ポイントの処理はステップ４２０において開始し、次に、ステ
ップ４２５において、ワイヤレス・アクセス・ポイントがそれのセキュリティ設定をデー
タ記憶装置２２５から読取る。そのセキュリティ設定はワイヤレス・アクセス・ポイント
によって使用される新パスワード、その新パスワードが設定される前にワイヤレス・アク
セス・ポイントによって使用された前のパスワード、即ち、旧パスワード、その旧パスワ
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ードに対する満了日又は満了時間、およびオプショナル・アクセス制御リストを含む。ス
テップ４３０において、ワイヤレス・アクセス・ポイントはクライアントによって送られ
たその暗号化されたメッセージを受取る。
【００２６】
　ワイヤレス・アクセス・ポイントがアクセス制御リストを使用するかどうかに関する決
定が行われる（判断ステップ４３５）。アクセス制御リストが使用される場合、判断ステ
ップ４３５は「Yes」経路４３８に分岐し、次に、ステップ４４０において、クライアン
トがアクセス制御リストに比較される。次に、そのクライアントがアクセス制御リストに
おいて見つかったかどうかに関する決定が行われる（判断ステップ４４５）。そのクライ
アントがアクセス制御リストにおいて見つからなかった場合、判断ステップ４４５は「No
」経路４５２に分岐し、次に、ステップ４８０において、クライアントからのメッセージ
が拒否され、ステップ４４９においてワイヤレス・アクセス・ポイントの処理が戻る。一
方、そのクライアントがアクセス制御リストにある（そのときには判断ステップ４４５は
「Yes」経路４４８に分岐する）場合、またはアクセス制御リストが使用されない（その
ときには判断ステップ４３５は「No」経路４４６に分岐する）場合、ステップ４５０にお
いて、管理者によって設定された現パスワード、即ち、新パスワードを使って、メッセー
ジが暗号化解除される。
【００２７】
　新パスワードがそのメッセージを成功裏に暗号化解除したかどうかに関する決定が行わ
れる（判断ステップ４５５）。新パスワードがそのメッセージを成功裏に暗号化解除した
場合、判断ステップ４５５は「Yes」経路４５８に分岐し、次に、ステップ４６０におい
て、クライアントからのメッセージが許容される。一方、新パスワードがそのメッセージ
を成功裏に暗号化解除しなかった場合、判断ステップ４５５は、そのメッセージを更に分
析するために「No」経路４６２に分岐する。
【００２８】
　旧パスワードの使用に関して設定された満了日が生じたかどうか、従って旧パスワード
の使用が満了したかどうかに関する決定が行われる（判断ステップ４６５）。旧パスワー
ドが満了した場合、判断ステップ４６５は「Yes」経路４６６に分岐し、次に、ステップ
４８０において、クライアントからのメッセージは拒否され、ステップ４９９においてワ
イヤレス・アクセス・ポイントの処理は戻る。
【００２９】
　一方、旧パスワードが満了してない場合、判断ステップ４６５は「No」経路４６８に分
岐し、次に、ステップ４７０において、クライアントから受取られたメッセージが旧パス
ワードを使って暗号化解除される。次に、旧パスワードがメッセージを成功裏に暗号化解
除したかどうかに関する決定が行われる（判断ステップ４７５）。旧パスワードがメッセ
ージを成功裏に暗号化解除しなかった場合、判断ステップ４７５は「No」経路４７８に分
岐し、次に、ステップ４８０において、クライアントからのメッセージは拒否され、ステ
ップ４９９においてワイヤレス・アクセス・ポイントの処理は戻る。一方、旧パスワード
がメッセージを成功裏に暗号化解除した場合、判断ステップ４７５は「Yes」経路４８８
に分岐し、次に、新パスワードがクライアントに伝播される（プロセス４９０、なお、こ
の処理の詳細に関しては図３及び対応する記述を参照されたい）。別の実施例では、旧パ
スワードの各々がそれ自身のパスワード満了基準を有することによって２つ以上の「古い
」パスワードをサポートすることが可能である。しかる後、ステップ４９９においてワイ
ヤレス・アクセス・ポイントの処理は戻る。
【００３０】
　説明をクライアントの処理の戻すと、ステップ４８５において、クライアントはワイヤ
レス・アクセス・ポイントから応答（メッセージの受容、メッセージの拒否、または旧パ
スワードでもって暗号化され且つ新しいパスワードを含むパスワード更新メッセージ、を
含む）を受取る。従って、クライアントはその応答を処理し、ステップ４９５においてク
ライアントの処理は終了する。
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【００３１】
　図５は、本明細書において説明されたコンピューティング・オペレーションを遂行する
ことができるコンピュータ・システムの単純化した例である情報処理システム５０１を示
す。コンピュータ・システム５０１は、ホスト・バス５０２に結合されたプロセッサ５０
０を含む。ホスト・バス５０２には、レベル２（Ｌ２）キャッシュ・メモリ５０４も結合
される。ホスト・ツー・ＰＣＩブリッジ５０６がメイン・メモリ５０８に結合され、キャ
ッシュ・メモリ及びメイン・メモリ制御機能を含み、ＰＣＩバス５１０、プロセッサ５０
０、Ｌ２キャッシュ５０４、メイン・メモリ５０８、及びホスト・バス５０２の間の転送
を処理するためのバス制御を提供する。メイン・メモリ５０８は、ホストＰＣＩ間ブリッ
ジ５０６及びホスト・バス５０２に結合される。ＬＡＮカード５３０のような、ホスト・
プロセッサ５００によって単独で使用される装置がＰＣＩバス５１０に結合される。サー
ビス・プロセッサ・インターフェース及びＩＳＡアクセス・パススルー５１２がＰＣＩバ
ス５１０とＰＣＩバス５１４との間のインターフェースを提供する。このように、ＰＣＩ
バス５１４はＰＣＩバス５１０から隔離されている。フラッシュ・メモリ５１８のような
装置もＰＣＩバス５１４に結合される。１つの実施態様では、フラッシュ・メモリ５１８
は、種々の低レベル・システム機能及びシステム・ブート機能のための必要なプロセッサ
実行可能コードを組み込んだＢＩＯＳコードを含む。
【００３２】
　ＰＣＩバス５１４は、ホスト・プロセッサ５００と、例えば、フラッシュ・メモリ５１
８を含むサービス・プロセッサ５１６とによって共用される種々の装置に対するインター
フェースを提供する。ＰＣＩ・ＩＳＡ間ブリッジ５３５は、ＰＣＩバス５１４及びＩＳＡ
バス５４０の間の転送、ユニバーサル・シリアル・バス（ＵＳＢ）機能５４５、電源管理
機能５５５を処理するためのバス制御を提供し、実時間クロック（ＲＴＣ）、ＤＭＡ制御
、割込みサポート、及びシステム管理バス・サポートのような他の図示されていない素子
も含むことも可能である。不揮発性ＲＡＭ（ＮＶＲＡＭ）５２０がＩＳＡバス５４０に接
続される。サービス・プロセッサ５１６は、初期設定ステップ時にプロセッサ５００とコ
ミュニケーションを行うためのＪＴＡＧ／Ｉ２Ｃバス５２２を含む。ＪＴＡＧ／Ｉ２Ｃバ
ス５２２は、Ｌ２キャッシュ５０４、ホスト・ツー・ＰＣＩブリッジ５０６、及びメイン
・メモリ５０８にも結合され、プロセッサ、サービス・プロセッサ、Ｌ２キャッシュ、ホ
スト・ツー・ＰＣＩブリッジ、及びメイン・メモリの間のコミュニケーション・パスを提
供する。サービス・プロセッサ５１６は、情報処理システム５０１を電源遮断するための
システム電源資源に対するアクセスも行う。
【００３３】
　ＩＳＡバス５４０に結合された種々のインターフェース、例えば、パラレル・インター
フェース５６２、シリアル・インターフェース５６４、キーボード・インターフェース５
６８、及びマウス・インターフェース５７０には周辺装置及び入出力（Ｉ／Ｏ）装置を接
続することが可能である。それとは別に、ＩＳＡバス５４０に接続されたスーパＩ／Ｏコ
ントローラ（図示されていない）によって、多くのＩ／Ｏ装置を適応させることが可能で
ある。実時間クロック（ＲＴＣ）５６０も周辺装置として接続され、タイミング・オペレ
ーションを遂行するように情報処理システムによって使用される。
【００３４】
　ネットワークを介してコンピュータ・システム５０１を他のコンピュータ・システムに
接続してファイルをコピーするために、ＬＡＮカード５３０がＰＣＩバス５１０に結合さ
れる。同様に、電話回線接続を使用してインターネットに接続するためにコンピュータ・
システム５０１をＩＳＰに接続するには、モデム５７５がシリアル・ポート５６４及びＰ
ＣＩ・ツー・ＩＳＡブリッジ５３５に接続される。
【００３５】
　図５に示されたコンピュータ・システムは本明細書において説明された発明を実現する
ことができるが、このコンピュータ・システムはコンピュータ・システムの単なる一例に
過ぎない。多くの他のコンピュータ・システムが上記の発明を遂行することができること
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【００３６】
　本発明の好適な実施態様の１つが、クライアント・アプリケーション、例えば、コンピ
ュータのランダム・アクセス・メモリに常駐することが可能なコード・モジュールにおけ
る命令セットである。コンピュータが要求するまで、その命令セットは他のコンピュータ
に、例えば、ハードディスク・ドライブに、または（ＣＤ－ＲＯＭにおけるその後の使用
のための）光ディスクまたは（フロッピディスク・ドライブにおけるその後の使用のため
の）フロッピディスクのような取り外し可能なメモリに保存され、または或いはインター
ネット又は他のコンピュータ・ネットワークを介してダウンロードされる。従って、本発
明は、コンピュータにおいて使用するためのコンピュータ・プログラムとして具現化する
ことも可能である。更に、上記の種々の方法はソフトウェアによって選択的に作動または
再構成される汎用コンピュータにおいて都合よく具現化されるが、そのような方法は、必
要な方法ステップを遂行するように構成されたハードウェアで、ファームウェアで、また
は更に特殊の装置で、実行することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】パスワード更新が管理者、ルータ、及びクライアントの間で伝播する方法を示す
概略図である。
【図２】新パスワードを設定し、それをクライアントに伝播するときに管理者及びワイヤ
レス・アクセス・ポイントの間で取られるステップを示すフローチャートである。
【図３】ワイヤレス・アクセス・ポイントが新パスワードを伝播するとき、オンラインで
あるワイヤレス・アクセス・ポイント及びクライアント装置の間で取られるステップを示
すフローチャートである。
【図４】ワイヤレス・アクセス・ポイントが新パスワードを伝播するとき、切断された（
オンラインではない）ワイヤレス・アクセス・ポイント及びクライアント装置の間で取ら
れるステップを示すフローチャートである。
【図５】本発明における意図された計算を遂行するができる情報処理システムのブロック
図である。
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