
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクセス制御処理を実行する情報処理装置であり、
　マニュアル登録のなされたクライアントＭＡＣアドレスと、自動登録処理のなされたク
ライアントＭＡＣアドレスとを識別可能な態様で登録したＭＡＣアドレステーブルを記憶
した記憶部と、
　情報処理装置に設定されたアクセス制御モードが、自動登録アクセス制御モードである
か、登録デバイスアクセス制御モードであるかに応じて、クライアントからのアクセス要
求に対して異なるアクセス制御処理を実行するアクセス制御部とを有し、
　前記アクセス制御部は、
　情報処理装置に設定されたアクセス制御モードが、自動登録アクセス制御モードである
場合は、アクセス要求クライアントのＭＡＣアドレスを、前記ＭＡＣアドレステーブルの
規定登録限度数：Ｎに至るまで登録し、該登録処理を条件としてクライアントのアクセス
を許容するアクセス制御処理を実行し、
　情報処理装置に設定されたアクセス制御モードが、登録デバイスアクセス制御モードで
ある場合は、アクセス要求クライアントのＭＡＣアドレスが、前記ＭＡＣアドレステーブ
ルに、マニュアル登録されたＭＡＣアドレスとして登録されていることを条件としてクラ
イアントのアクセスを許容するアクセス制御処理を実行する構成を有することを特徴とす
る情報処理装置。
【請求項２】
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　前記アクセス制御部は、
　情報処理装置に設定されたアクセス制御モードが、自動登録アクセス制御モードである
場合、クライアントのアクセス要求種別を識別し、該識別されたアクセス要求種別が予め
定めたアクセス制御を実行すべき要求種別である場合にのみ、クライアントのＭＡＣアド
レスを、前記ＭＡＣアドレステーブルの規定登録限度数：Ｎに至るまで登録し、該登録処
理を条件としてクライアントのアクセスを許容する処理を実行する構成であることを特徴
とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記アクセス制御を実行すべき要求種別は、
　ＨＴＴＰ (Hyper Text Transfer Protocol)－ＧＥＴメソッドに基づくコンテンツ要求処
理、またはＳＯＡＰ（ Simple Object Access Protocol）に基づく制御要求処理の少なく
ともいずれかを含むことを特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記情報処理装置は、
　予め規定されたＭＡＣアドレス登録処理シーケンスに従ったマニュアル登録処理が実行
されたことを条件として、クライアントＭＡＣアドレスを前記ＭＡＣアドレステーブルに
マニュアル登録のなされたクライアントＭＡＣアドレスとして登録する処理を実行する登
録処理部を有することを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記情報処理装置は、
　前記ＭＡＣアドレステーブルに自動登録のなされたクライアントＭＡＣアドレスとして
登録されたＭＡＣアドレスについて、予め規定されたＭＡＣアドレス登録処理シーケンス
に従ったマニュアル登録処理が実行されたことを条件として、前記ＭＡＣアドレステーブ
ルの自動登録クライアントＭＡＣアドレスエントリをマニュアル登録クライアントＭＡＣ
アドレスエントリとする設定変更処理を実行する登録処理部を有することを特徴とする請
求項１に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　情報処理装置におけるアクセス制御処理方法であり、
　クライアントからのアクセス要求を受信するアクセス要求受信ステップと、
　情報処理装置に設定されたアクセス制御モードが、自動登録アクセス制御モードである
か、登録デバイスアクセス制御モードであるかを判定するモード判定ステップと、
　設定アクセス制御モードが、自動登録アクセス制御モードである場合は、アクセス要求
クライアントのＭＡＣアドレスを、ＭＡＣアドレステーブルの規定登録限度数：Ｎに至る
まで登録し、該登録処理を条件としてクライアントのアクセスを許容するアクセス制御処
理を実行し、
　設定アクセス制御モードが、登録デバイスアクセス制御モードである場合は、アクセス
要求クライアントのＭＡＣアドレスが、前記ＭＡＣアドレステーブルに、マニュアル登録
されたＭＡＣアドレスとして登録されていることを条件としてクライアントのアクセスを
許容するアクセス制御処理を実行するアクセス制御ステップと、
　を有することを特徴とするアクセス制御処理方法。
【請求項７】
　前記アクセス制御ステップ は、
　情報処理装置に設定されたアクセス制御モードが、自動登録アクセス制御モードである
場合、クライアントのアクセス要求種別を識別し、該識別されたアクセス要求種別が予め
定めたアクセス制御を実行すべき要求種別である場合にのみ、クライアントのＭＡＣアド
レスを、前記ＭＡＣアドレステーブルの規定登録限度数：Ｎに至るまで登録し、該登録処
理を条件としてクライアントのアクセスを許容する処理を実行することを特徴とする請求
項６に記載のアクセス制御処理方法。
【請求項８】
　前記アクセス制御を実行すべき要求種別は、
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　ＨＴＴＰ (Hyper Text Transfer Protocol)－ＧＥＴメソッドに基づくコンテンツ要求処
理、またはＳＯＡＰ（ Simple Object Access Protocol）に基づく制御要求処理の少なく
ともいずれかを含むことを特徴とする請求項７に記載のアクセス制御処理方法。
【請求項９】
　前記アクセス制御処理方法は、さらに、
　予め規定されたＭＡＣアドレス登録処理シーケンスに従ったマニュアル登録処理が実行
されたことを条件として、クライアントＭＡＣアドレスを前記ＭＡＣアドレステーブルに
マニュアル登録のなされたクライアントＭＡＣアドレスとして登録する処理を実行する登
録処理ステップを有することを特徴とする請求項６に記載のアクセス制御処理方法。
【請求項１０】
　前記アクセス制御処理方法は、さらに、
　前記ＭＡＣアドレステーブルに自動登録のなされたクライアントＭＡＣアドレスとして
登録されたＭＡＣアドレスについて、予め規定されたＭＡＣアドレス登録処理シーケンス
に従ったマニュアル登録処理が実行されたことを条件として、前記ＭＡＣアドレステーブ
ルの自動登録クライアントＭＡＣアドレスエントリをマニュアル登録クライアントＭＡＣ
アドレスエントリとする設定変更処理を実行する登録処理ステップを有することを特徴と
する請求項６に記載のアクセス制御処理方法。
【請求項１１】
　情報処理装置におけるアクセス制御処理を実行するコンピュータ・プログラムであり、
　情報処理装置に設定されたアクセス制御モードが、自動登録アクセス制御モードである
か、登録デバイスアクセス制御モードであるかを判定するモード判定ステップと、
　設定アクセス制御モードが、自動登録アクセス制御モードである場合は、アクセス要求
クライアントのＭＡＣアドレスを、ＭＡＣアドレステーブルの規定登録限度数：Ｎに至る
まで登録し、該登録処理を条件としてクライアントのアクセスを許容するアクセス制御処
理を実行し、
　設定アクセス制御モードが、登録デバイスアクセス制御モードである場合は、アクセス
要求クライアントのＭＡＣアドレスが、前記ＭＡＣアドレステーブルに、マニュアル登録
されたＭＡＣアドレスとして登録されていることを条件としてクライアントのアクセスを
許容するアクセス制御処理を実行するアクセス制御ステップと、
　を有することを特徴とするコンピュータ・プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、情報処理装置、およびアクセス制御処理方法、並びにコンピュータ・プログラ
ムに関する。さらに、詳細には、ネットワーク接続された機器間の通信においてアクセス
権限判定に基づくアクセス制御処理を実行する情報処理装置、およびアクセス制御処理方
法、並びにコンピュータ・プログラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
昨今のデータ通信ネットワークの普及に伴い、家庭内においても家電機器やコンピュータ
、その他の周辺機器をネットワーク接続し、各機器間での通信を可能とした、いわゆるホ
ームネットワークが浸透しつつある。ホームネットワークは、ネットワーク接続機器間で
通信を行なうことにより各機器のデータ処理機能を共有したり、機器間でコンテンツの送
受信を行なう等、ユーザに利便性・快適性を提供するものであり、今後、ますます普及す
ることが予測される。
【０００３】
このようなホームネットワークの構成に適するプロトコルとしてユニバーサルプラグアン
ドプレイ（ＵＰｎＰ： Universal Plug and Play）が知られている。ユニバーサルプラグ
アンドプレイ（ＵＰｎＰ）は、複雑な操作を伴うことなく容易にネットワークを構築する
ことが可能であり、困難な操作や設定を伴うことなくネットワーク接続された機器におい
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て各接続機器の提供サービスを受領可能とするものである。また、ＵＰｎＰはデバイス上
のＯＳ（オペレーティングシステム）にも依存せず、容易に機器の追加ができるという利
点を持つ。
【０００４】
ＵＰｎＰは、接続機器間で、ＸＭＬ（ eXtensible Markup Language）に準拠した定義ファ
イルを交換し、機器間において相互認識を行なう。ＵＰｎＰの処理の概要は、以下の通り
である。
（１）ＩＰアドレス等の自己のデバイスＩＤを取得するアドレッシング処理。
（２）ネットワーク上の各デバイスの検索を行ない、各デバイスから応答を受信し、応答
に含まれるデバイス種別、機能等の情報を取得するディスカバリ処理。
（３）ディスカバリ処理で取得した情報に基づいて、各デバイスにサービスを要求するサ
ービス要求処理。
【０００５】
上記処理手順を行なうことで、ネットワーク接続された機器を適用したサービスの提供お
よび受領が可能となる。ネットワークに新たに接続される機器は、上記のアドレッシング
処理によりデバイスＩＤを取得し、ディスカバリ処理によりネットワーク接続された他の
デバイスの情報を取得して、取得情報に基づいて他の機器にサービスの要求が可能となる
。
【０００６】
しかし、一方、この種のネットワークでは、不正アクセスに対する対策を考慮することも
必要となる。ホームネットワーク内の機器、例えばサーバ等には私的なコンテンツや有料
コンテンツ等の著作権管理を要求されるコンテンツが格納されることも多い。
【０００７】
このようなホームネットワーク内のサーバに格納されたコンテンツは、ネットワーク接続
された他の機器からアクセス可能となる。例えば、上述の簡易な機器接続構成であるＵＰ
ｎＰ接続を実行した機器によってコンテンツを取得することが可能となる。コンテンツが
映画データや音楽データの場合、ネットワーク接続機器としてＴＶ、あるいはプレーヤ等
を接続すれば、映画を視聴したり、音楽を聴いたりすることが可能となる。
【０００８】
コンテンツの利用権を有するユーザの接続した機器によるアクセスは許容されてもよいが
、上述のようなネットワーク構成においては、コンテンツ等の利用権を持たないユーザが
ネットワークに入り込むことも容易である。例えば無線ＬＡＮによって構成されたネット
ワークの場合には家の中にあるサーバに対して、戸外、あるいは隣家等から通信機器を利
用して不正にネットワークに参入し、コンテンツの搾取を行なうような事態も発生し得る
。このような不正なアクセスを許容する構成は、秘密漏洩を生じさせることにもなり、ま
た、コンテンツ著作権の管理の観点からも重要な問題となる。
【０００９】
上述のような不正アクセスを排除するため、例えばサーバにアクセスを許容するクライア
ントのリストを保持させ、クライアントからサーバに対するアクセス要求の際に、サーバ
でリストとの照合処理を実行して不正アクセスを排除する構成が提案されている。
【００１０】
例えば、ネットワーク接続機器に固有の物理アドレスであるＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）アドレスを、アクセス許容機器リストとして設定するＭＡＣア
ドレスフィルタリングが知られている。ＭＡＣアドレスフィルタリングとは、ホームネッ
トワーク等の内部ネットワーク（サブネット）と外部ネットワークとを隔離するルータあ
るいはゲートウェイに、予めアクセスを許容するＭＡＣアドレスを登録しておき、受信し
たパケットのＭＡＣアドレスと登録されたＭＡＣアドレスとを照合し、登録されていない
ＭＡＣアドレスを有する機器からのアクセスを拒否するものである。なお、この種の技術
については、例えば特許文献１に開示されている。
【００１１】
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しかし、一般にアクセス制限をするためのＭＡＣアドレスの登録処理を行なうためには、
ユーザあるいは管理者がネットワークに接続される機器のＭＡＣアドレスを調べて、調べ
たＭＡＣアドレスをオペレータが入力してリストを作成するという処理が必要となる。
【００１２】
ホームネットワークにおいては、新たな機器の追加処理が行われることは頻繁に発生する
ことであり、このような機器追加処理の際に、ユーザが逐次、機器のＭＡＣアドレスを調
べて登録処理をしなければならないとすると、ネットワーク構築の容易性を阻害すること
になる。
【００１３】
一方、一般家庭においても、ＰＣのみならず、家電機器も含んだネットワーク構成が構築
され、どのような機器からでもネットワークにアクセス可能ないわゆるユビキタス環境が
構築されつつあり、また、無線ＬＡＮ等の普及により、通信可能な機器が外部から無線Ｌ
ＡＮに侵入することも容易となっている。このようなネットワーク環境において、ネット
ワーク接続機器に対する不正アクセスもより発生しやすくなっており、不正なアクセスに
よる秘密情報の搾取、コンテンツの不正読み取り等が実行される可能性はますます高くな
っている。このような状況において、一般ユーザに負担を強いることなく、適切なアクセ
ス制御構成を容易に実現することが求められている。
【００１４】
【特許文献１】
特開平１０－２７１１５４号公報
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上述の問題点に鑑みてなされたものであり、様々な機器からのアクセス要求を
ネットワークを介して受領する情報処理装置におけるアクセス制御において、複数のモー
ドに基づく異なる態様でのアクセス制御処理を可能とすることで、ユーザ負担の軽減を図
るとともに、不特定多数クライアントからの無制限なアクセスについても防止可能とした
情報処理装置、およびアクセス制御処理方法、並びにコンピュータ・プログラムを提供す
ることを目的とする。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
本発明の第１の側面は、
アクセス制御処理を実行する情報処理装置であり、
マニュアル登録のなされたクライアントＭＡＣアドレスと、自動登録処理のなされたクラ
イアントＭＡＣアドレスとを識別可能な態様で登録したＭＡＣアドレステーブルを記憶し
た記憶部と、
情報処理装置に設定されたアクセス制御モードが、自動登録アクセス制御モードであるか
、登録デバイスアクセス制御モードであるかに応じて、クライアントからのアクセス要求
に対して異なるアクセス制御処理を実行するアクセス制御部とを有し、
前記アクセス制御部は、
情報処理装置に設定されたアクセス制御モードが、自動登録アクセス制御モードである場
合は、アクセス要求クライアントのＭＡＣアドレスを、前記ＭＡＣアドレステーブルの規
定登録限度数：Ｎに至るまで登録し、該登録処理を条件としてクライアントのアクセスを
許容するアクセス制御処理を実行し、
情報処理装置に設定されたアクセス制御モードが、登録デバイスアクセス制御モードであ
る場合は、アクセス要求クライアントのＭＡＣアドレスが、前記ＭＡＣアドレステーブル
に、マニュアル登録されたＭＡＣアドレスとして登録されていることを条件としてクライ
アントのアクセスを許容するアクセス制御処理を実行する構成を有することを特徴とする
情報処理装置にある。
【００１７】
さらに、本発明の情報処理装置の一実施態様において、前記アクセス制御部は、情報処理
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装置に設定されたアクセス制御モードが、自動登録アクセス制御モードである場合、クラ
イアントのアクセス要求種別を識別し、該識別されたアクセス要求種別が予め定めたアク
セス制御を実行すべき要求種別である場合にのみ、クライアントのＭＡＣアドレスを、前
記ＭＡＣアドレステーブルの規定登録限度数：Ｎに至るまで登録し、該登録処理を条件と
してクライアントのアクセスを許容する処理を実行する構成であることを特徴とする。
【００１８】
さらに、本発明の情報処理装置の一実施態様において、前記アクセス制御を実行すべき要
求種別は、ＨＴＴＰ (Hyper Text Transfer Protocol)－ＧＥＴメソッドに基づくコンテン
ツ要求処理、またはＳＯＡＰ（ Simple Object Access Protocol）に基づく制御要求処理
の少なくともいずれかを含むことを特徴とする。
【００１９】
さらに、本発明の情報処理装置の一実施態様において、前記情報処理装置は、予め規定さ
れたＭＡＣアドレス登録処理シーケンスに従ったマニュアル登録処理が実行されたことを
条件として、クライアントＭＡＣアドレスを前記ＭＡＣアドレステーブルにマニュアル登
録のなされたクライアントＭＡＣアドレスとして登録する処理を実行する登録処理部を有
することを特徴とする。
【００２０】
さらに、本発明の情報処理装置の一実施態様において、前記情報処理装置は、前記ＭＡＣ
アドレステーブルに自動登録のなされたクライアントＭＡＣアドレスとして登録されたＭ
ＡＣアドレスについて、予め規定されたＭＡＣアドレス登録処理シーケンスに従ったマニ
ュアル登録処理が実行されたことを条件として、前記ＭＡＣアドレステーブルの自動登録
クライアントＭＡＣアドレスエントリをマニュアル登録クライアントＭＡＣアドレスエン
トリとする設定変更処理を実行する登録処理部を有することを特徴とする。
【００２１】
さらに、本発明の第２の側面は、
情報処理装置におけるアクセス制御処理方法であり、
クライアントからのアクセス要求を受信するアクセス要求受信ステップと、
情報処理装置に設定されたアクセス制御モードが、自動登録アクセス制御モードであるか
、登録デバイスアクセス制御モードであるかを判定するモード判定ステップと、
設定アクセス制御モードが、自動登録アクセス制御モードである場合は、アクセス要求ク
ライアントのＭＡＣアドレスを、ＭＡＣアドレステーブルの規定登録限度数：Ｎに至るま
で登録し、該登録処理を条件としてクライアントのアクセスを許容するアクセス制御処理
を実行し、
設定アクセス制御モードが、登録デバイスアクセス制御モードである場合は、アクセス要
求クライアントのＭＡＣアドレスが、前記ＭＡＣアドレステーブルに、マニュアル登録さ
れたＭＡＣアドレスとして登録されていることを条件としてクライアントのアクセスを許
容するアクセス制御処理を実行するアクセス制御ステップと、
を有することを特徴とするアクセス制御処理方法にある。
【００２２】
さらに、本発明のアクセス制御処理方法の一実施態様において、前記アクセス制御ステッ
プは、情報処理装置に設定されたアクセス制御モードが、自動登録アクセス制御モードで
ある場合、クライアントのアクセス要求種別を識別し、該識別されたアクセス要求種別が
予め定めたアクセス制御を実行すべき要求種別である場合にのみ、クライアントのＭＡＣ
アドレスを、前記ＭＡＣアドレステーブルの規定登録限度数：Ｎに至るまで登録し、該登
録処理を条件としてクライアントのアクセスを許容する処理を実行することを特徴とする
。
【００２３】
さらに、本発明のアクセス制御処理方法の一実施態様において、前記アクセス制御を実行
すべき要求種別は、ＨＴＴＰ (Hyper Text Transfer Protocol)－ＧＥＴメソッドなどに基
づくコンテンツ要求処理、またはＳＯＡＰ（ Simple Object Access Protocol）に基づく
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制御要求処理の少なくともいずれかを含むことを特徴とする。
【００２４】
さらに、本発明のアクセス制御処理方法の一実施態様において、前記アクセス制御処理方
法は、さらに、予め規定されたＭＡＣアドレス登録処理シーケンスに従ったマニュアル登
録処理が実行されたことを条件として、クライアントＭＡＣアドレスを前記ＭＡＣアドレ
ステーブルにマニュアル登録のなされたクライアントＭＡＣアドレスとして登録する処理
を実行する登録処理ステップを有することを特徴とする。
【００２５】
さらに、本発明のアクセス制御処理方法の一実施態様において、前記アクセス制御処理方
法は、さらに、前記ＭＡＣアドレステーブルに自動登録のなされたクライアントＭＡＣア
ドレスとして登録されたＭＡＣアドレスについて、予め規定されたＭＡＣアドレス登録処
理シーケンスに従ったマニュアル登録処理が実行されたことを条件として、前記ＭＡＣア
ドレステーブルの自動登録クライアントＭＡＣアドレスエントリをマニュアル登録クライ
アントＭＡＣアドレスエントリとする設定変更処理を実行する登録処理ステップを有する
ことを特徴とする。
【００２６】
さらに、本発明の第３の側面は、
情報処理装置におけるアクセス制御処理を実行するコンピュータ・プログラムであり、
情報処理装置に設定されたアクセス制御モードが、自動登録アクセス制御モードであるか
、登録デバイスアクセス制御モードであるかを判定するモード判定ステップと、
設定アクセス制御モードが、自動登録アクセス制御モードである場合は、アクセス要求ク
ライアントのＭＡＣアドレスを、ＭＡＣアドレステーブルの規定登録限度数：Ｎに至るま
で登録し、該登録処理を条件としてクライアントのアクセスを許容するアクセス制御処理
を実行し、
設定アクセス制御モードが、登録デバイスアクセス制御モードである場合は、アクセス要
求クライアントのＭＡＣアドレスが、前記ＭＡＣアドレステーブルに、マニュアル登録さ
れたＭＡＣアドレスとして登録されていることを条件としてクライアントのアクセスを許
容するアクセス制御処理を実行するアクセス制御ステップと、
を有することを特徴とするコンピュータ・プログラムにある。
【００２７】
【作用】
本発明の構成においては、マニュアル登録のなされたクライアントＭＡＣアドレスと、自
動登録処理のなされたクライアントＭＡＣアドレスとを識別可能な態様で登録したＭＡＣ
アドレステーブルを設定し、アクセス制御モードが、自動登録アクセス制御モードである
場合は、アクセス要求クライアントのＭＡＣアドレスを、ＭＡＣアドレステーブルの規定
登録限度数：Ｎに至るまで登録し、該登録処理を条件としてクライアントのアクセスを許
容するアクセス制御処理を実行し、アクセス制御モードが、登録デバイスアクセス制御モ
ードである場合は、アクセス要求クライアントのＭＡＣアドレスが、ＭＡＣアドレステー
ブルに、マニュアル登録されたＭＡＣアドレスとして登録されていることを条件としてク
ライアントのアクセスを許容するアクセス制御処理を実行する構成としたので、ユーザに
よるマニュアル登録処理を実行しない場合においても、無制限なアクセスが防止され、例
えば不特定多数クライアントからのサーバ格納コンテンツの取得等を防止することが可能
となり、さらに、モードを、登録デバイスアクセス制御モードに設定することにより、厳
格なアクセス制御を実行することも可能となる。
【００２８】
さらに、本発明の構成によれば、自動登録アクセス制御モードにおいて、クライアントの
アクセス要求種別を識別し、識別されたアクセス要求種別が予め定めたアクセス制御を実
行すべき要求種別、例えばＨＴＴＰ (Hyper Text Transfer Protocol)－ＧＥＴメソッドに
基づくコンテンツ要求処理、またはＳＯＡＰ（ Simple Object Access Protocol）に基づ
く制御要求処理である場合にのみ、クライアントのＭＡＣアドレスを、ＭＡＣアドレステ
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ーブルの規定登録限度数：Ｎに至るまで登録し、該登録処理を条件としたアクセス許容を
実行する構成としたので、ＵＰｎＰ等における機器発見処理、情報取得処理等において不
必要なアクセス制御を行うことが防止される。
【００２９】
なお、本発明のコンピュータ・プログラムは、例えば、様々なプログラム・コードを実行
可能な汎用コンピュータ・システムに対して、コンピュータ可読な形式で提供する記憶媒
体、通信媒体、例えば、ＣＤやＦＤ、ＭＯなどの記憶媒体、あるいは、ネットワークなど
の通信媒体によって提供可能なコンピュータ・プログラムである。このようなプログラム
をコンピュータ可読な形式で提供することにより、コンピュータ・システム上でプログラ
ムに応じた処理が実現される。
【００３０】
本発明のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する本発明の実施例や添付する図面に基づ
く、より詳細な説明によって明らかになるであろう。なお、本明細書においてシステムと
は、複数の装置の論理的集合構成であり、各構成の装置が同一筐体内にあるものには限ら
ない。
【００３１】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しながら、本発明の情報処理装置、およびアクセス制御処理方法、並び
にコンピュータ・プログラムの詳細について説明する。
【００３２】
［システム概要およびＭＡＣアドレステーブル］
まず、図１を参照して、本発明の適用可能なネットワーク構成例について説明する。図１
は、様々なクライアント機器からの処理要求に応じて処理を実行するサーバ１０１と、サ
ーバ１０１に対して処理要求を行なうクライアント機器としてのＰＣ１２１，１２２，１
２４、ＰＤＡ、携帯電話等の携帯通信端末１２３，１２５がネットワーク１００を介して
接続された構成、例えばホームネットワーク構成を示している。
【００３３】
サーバ１０１がクライアントからの要求に応じて実行する処理は、例えばサーバ１０１の
保有するハードディスク等の記憶手段に格納されたコンテンツの提供、あるいはサーバの
実行可能なアプリケーションプログラムの実行によるデータ処理サービス等である。なお
、図１においては、サーバ１０１と、その他のクライアント機器としてのＰＣ１２１，１
２２，１２４、ＰＤＡ、携帯電話等の携帯通信端末１２３，１２５とを区別して示してい
るが、クライアントからの要求に対するサービスを提供する機器をサーバとして示してい
るものであり、いずれのクライアント機器も、自己のデータ処理サービスを他のクライア
ントに提供する場合には、サーバとしての機能を提供可能となる。従って、図１に示すネ
ットワーク接続されたクライアント機器もサーバとなり得る。
【００３４】
ネットワーク１００は、有線、無線等いずれかのネットワークであり、各接続機器は、Ｍ
ＡＣ (Media Access Control)アドレスを有している。各ネットワーク接続機器は、宛先Ｍ
ＡＣアドレスおよび送信元ＭＡＣアドレスをヘッダ情報に持つパケット、例えばイーサネ
ット（登録商標）フレームをネットワーク１００を介して送受信する。すなわち、クライ
アントは、イーサネットフレームのデータ部に処理要求情報を格納したフレームをサーバ
１０１に送信することにより、サーバ１０１に対するデータ処理要求を実行する。サーバ
１０１は、処理要求フレームの受信に応じて、後述するアクセス権限判定処理を行ない、
権限ありの判定を条件としてデータ処理を実行し、必要に応じてデータ処理結果としての
結果データをイーサネットフレームのデータ部に格納し、各クライアントに送信する。
【００３５】
ネットワーク接続機器は、例えばユニバーサルプラグアンドプレイ（ＵＰｎＰ： Universa
l Plug and Play）対応機器によって構成される。従って、ネットワークに対する接続機
器の追加、削除が容易な構成である。ネットワークに新たに接続する機器は、
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（１）ＩＰアドレス等の自己のデバイスＩＤを取得するアドレッシング処理。
（２）ネットワーク上の各デバイスの検索を行ない、各デバイスから応答を受信し、応答
に含まれるデバイス種別、機能等の情報を取得するディスカバリ処理。
（３）ディスカバリ処理で取得した情報に基づいて、各デバイスにサービスを要求するサ
ービス要求処理。
上記処理手順を行なうことで、ネットワーク接続された機器を適用したサービスを受領す
ることが可能となる。
【００３６】
図１に示すサーバおよびクライアント機器を構成するＰＣ等の情報処理装置のハードウェ
ア構成例について図２を参照して説明する。
【００３７】
ＣＰＵ (Central Processing Unit)３０１は、ＲＯＭ (Read Only Memory)３０２、または
ＨＤＤ３０４等に記憶されているプログラムに従って、各種の処理を実行し、データ処理
手段、あるいは通信制御処理手段として機能する。ＲＡＭ３０３には、ＣＰＵ３０１が実
行するプログラムやデータが適宜記憶される。ＣＰＵ３０１、ＲＯＭ３０２、およびＲＡ
Ｍ３０３、ＨＤＤ３０４は、バス３０５を介して相互に接続されている。
【００３８】
バス３０５には、入出力インタフェース３０６が接続されており、この入出力インタフェ
ース３０６には、例えば、ユーザにより操作されるキーボード、スイッチ、ボタン、ある
いはマウス等により構成される入力部３０７、ユーザに各種の情報を提示するＬＣＤ、Ｃ
ＲＴ、スピーカ等により構成される出力部３０８が接続される。さらに、データ送受信手
段として機能する通信部３０９、さらに、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などのリムーバブル記録媒体３１１を装着可能で、これらのリムーバ
ブル記録媒体３１１からのデータ読み出しあるいは書き込み処理を実行するドライブ３１
０が接続される。
【００３９】
図２に示す構成は、図１に示すネットワーク接続機器の一例としてのサーバ、パーソナル
コンピュータ（ＰＣ）の例であるが、ネットワーク接続機器はＰＣに限らず、図１に示す
ように携帯電話、ＰＤＡ等の携帯通信端末、その他の様々な電子機器、情報処理装置によ
って構成することが可能である。従って、それぞれの機器固有のハードウェア構成を持つ
ことが可能であり、そのハードウェアに従った処理を実行する。
【００４０】
本発明において、アクセス制御を行なうネットワーク接続機器としての情報処理装置は、
アクセス権限を有するネットワーク接続機器の機器リストとしてアクセス権限を有するネ
ットワーク接続機器のＭＡＣアドレスを登録したＭＡＣアドレステーブルを格納し、ＭＡ
Ｃアドレステーブルに基づくアクセス制御処理を実行する。
【００４１】
ＭＡＣアドレステーブルに基づくアクセス制御を実行する情報処理装置は、２つのアクセ
ス制御モードを持つ。すなわち、
（１）自動登録アクセス制御モード
（２）登録デバイスアクセス制御モード
の２つのモードである。
【００４２】
（１）自動登録アクセス制御モードは、ＭＡＣアドレステーブルに基づくアクセス制御を
実行する情報処理装置が、外部機器（クライアント）からのアクセス要求を受信した場合
に、アクセス要求パケットから送信元ＭＡＣアドレス（クライアントＭＡＣアドレス）を
取得し、情報処理装置に格納したＭＡＣアドレステーブルに登録された登録済みＭＡＣア
ドレスと一致するか否かを判定し、一致する場合には、アクセスを許可する。一致しない
場合には、アクセス要求パケットから取得したＭＡＣアドレスをＭＡＣアドレステーブル
に自動登録し、登録処理が実行されたことを条件としてアクセスを許容する。
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【００４３】
ただし、ＭＡＣアドレステーブルに対するＭＡＣアドレス登録数には予め登録限度数：Ｎ
（例えばＮ＝５，１０，１５，６３など）が設定され、ＭＡＣアドレステーブルの登録Ｍ
ＡＣアドレス数が登録限度数：Ｎに達していない場合に限り、ＭＡＣアドレスの自動登録
処理が実行され、自動登録処理の後、アクセスが許可される。
【００４４】
（２）登録デバイスアクセス制御モードは、ＭＡＣアドレステーブルに基づくアクセス制
御を実行する情報処理装置が、外部機器（クライアント）からのアクセス要求を受信した
場合に、アクセス要求パケットから送信元ＭＡＣアドレス（クライアントＭＡＣアドレス
）を取得し、情報処理装置に格納したＭＡＣアドレステーブルに登録された登録済みＭＡ
Ｃアドレス中、予め規定されたＭＡＣアドレス登録処理シーケンスに従ったマニュアル登
録処理がなされたマニュアル登録ＭＡＣアドレスと一致するか否かを判定し、マニュアル
登録ＭＡＣアドレスと一致する場合には、アクセスを許可する。一致しない場合には、ア
クセスを許可しない処理を実行するモードである。
【００４５】
本発明の情報処理装置においては、上記２つのモードを適宜切り替えることを可能とし、
各設定モードにおいて、上記態様でのアクセス制御を行う。
【００４６】
本発明の情報処理装置がアクセス制御を行うために、記憶部に格納するＭＡＣアドレステ
ーブル（ＭＡＣリスト）の構成例について、図３を参照して説明する。アクセス制御を行
なうネットワーク接続機器としての情報処理装置４１０は、ネットワークを介して接続さ
れる様々な情報処理装置４２１～４２３からアクセス要求を受領し、そのアクセス要求に
含まれる送信元ＭＡＣアドレスと、ＭＡＣアドレステーブル（ＭＡＣリスト）４１１に格
納されたＭＡＣアドレスとの照合を行う。
【００４７】
情報処理装置４１０が記憶部に格納しているＭＡＣアドレステーブル（ＭＡＣリスト）４
１１は、図に示すように、登録限度数：Ｎまでのエントリを格納することを許容したテー
ブル構成を持ち、上述の自動登録アクセス制御モードまたは、予め定められたシーケンス
に従ってマニュアル登録がなされたＭＡＣアドレスデータが格納されている。
【００４８】
さらに、ＭＡＣアドレステーブル（ＭＡＣリスト）４１１には、登録ＭＡＣアドレスがマ
ニュアル登録されたデータであるか否かのデータが各ＭＡＣアドレスに対応付けられたデ
ータとして設定される。
【００４９】
すなわち、予め設定された登録シーケンスに従ったマニュアル登録処理によって登録され
たＭＡＣアドレスであるか、あるいは上述の自動登録アクセス制御モードにおいて自動登
録されたアドレスであるかを示すマニュアル登録識別データが、ＭＡＣアドレステーブル
４１１に各登録ＭＡＣアドレスに対応して設定される。図３において、マニュアル登録欄
に○の設定されたエントリが予め設定された登録シーケンスに従ったマニュアル登録処理
によって登録されたＭＡＣアドレスである。
【００５０】
ＭＡＣアドレステーブルは、アクセス制御を行なうネットワーク接続機器としての情報処
理装置（サーバ）内の記憶部（不揮発性メモリ）に格納される。ＭＡＣアドレステーブル
は、スロット単位で、各クライアントの登録データを格納する構成を有し、１スロット毎
に１つの登録クライアント情報を格納する。なお、登録情報には、図に示すようにクライ
アントのＭＡＣアドレスと、マニュアル登録か否かの情報の他、図には示していないが、
ユーザが任意に設定可能なクライアント名、登録日時等の情報を格納してもよい。
【００５１】
［モードに応じたアクセス制御処理］
次に、アクセス制御を行なうネットワーク接続機器としての情報処理装置が実行するアク
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セス制御処理シーケンスについて図４のフローを参照して説明する。
【００５２】
ステップＳ１０１において、アクセス制御を行なうネットワーク接続機器としての情報処
理装置は、他のネットワーク接続機器からのアクセス要求を受信する。アクセス制御を行
なうネットワーク接続機器としての情報処理装置をサーバ、アクセス要求を実行する情報
処理装置をクライアントとして説明する。
【００５３】
クライアントから送信されるアクセス要求パケット（イーサネットフレーム）の構成例を
図５に示す。パケットは、ヘッダ部、データ部、トレーラ部に区分され、ヘッダ部には、
同期信号、パケット開始符号、宛先ＭＡＣアドレス、送信元ＭＡＣアドレス、およびパケ
ット長，タイプが含まれる。
【００５４】
データ部には、例えばＴＣＰ／ＩＰ通信プロトコルに従って生成されたデータが含まれ、
例えば送信元、送信先ＩＰアドレスを含むＩＰパケットが格納される。
【００５５】
サーバは自己のアクセス制御モードが（１）自動登録アクセス制御モード、（２）登録デ
バイスアクセス制御モードのいずれにあるかによって異なる処理を実行することになる。
サーバはステップＳ１０２において自己のモードを識別し、（１）自動登録アクセス制御
モードにある場合は、ステップＳ１０３以下の処理を実行する。
【００５６】
ステップＳ１０３では、クライアントからの受信パケットからアクセス要求元のＭＡＣア
ドレスを取得し、サーバの記憶部に格納したＭＡＣアドレステーブル（図３参照）に登録
されたＭＡＣアドレスとの照合処理を実行し、登録済みか否かを判定する。登録済みであ
る場合（ステップＳ１０３：Ｙｅｓ）は、ステップＳ１０６に進み、アクセスを許可し、
クライアントの要求に応じた処理を実行する。
【００５７】
登録済みでない場合（ステップＳ１０３：Ｎｏ）は、ステップＳ１０４に進み、ＭＡＣア
ドレステーブルにすでに登録されたＭＡＣアドレスがサーバに設定した登録限度数：Ｎに
達していないか、すなわち、登録ＭＡＣアドレス＜登録限度数：Ｎであるか否かを判定す
る。
【００５８】
登録ＭＡＣアドレス＜登録限度数：Ｎである場合（ステップＳ１０４：Ｙｅｓ）は、クラ
イアントからの受信パケットのヘッダ部に設定されている送信元ＭＡＣアドレスをＭＡＣ
アドレステーブルに登録し、その後、ステップＳ１０６においてアクセスを許可し、クラ
イアントの要求に応じた処理を実行する。
【００５９】
登録ＭＡＣアドレス＜登録限度数：Ｎでない場合（ステップＳ１０４：Ｎｏ）、すなわち
、ＭＡＣアドレステーブルに既に登録限度数：ＮのＭＡＣアドレスが登録済みである場合
は、これ以上の自動登録を実行できないので、ＭＡＣアドレスの登録処理を実行すること
なく、ステップＳ１０７において、クライアントからのアクセス要求を拒絶する。
【００６０】
一方、ステップＳ１０２において、自己のモードが、（２）登録デバイスアクセス制御モ
ードであると判定した場合は、ステップＳ１１１に進み、クライアントからの受信パケッ
トからアクセス要求元のＭＡＣアドレスを取得し、サーバの記憶部に格納したＭＡＣアド
レステーブル（図３参照）に登録されたＭＡＣアドレス中、予め規定されたＭＡＣアドレ
ス登録処理シーケンスに従ったマニュアル登録処理がなされたマニュアル登録ＭＡＣアド
レスと一致するか否かを判定する。
【００６１】
すなわち、図３において、マニュアル登録欄に○の設定されたエントリのみが照合処理対
象のＭＡＣアドレスエントリとなる。送信元ＭＡＣアドレス（クライアントＭＡＣアドレ

10

20

30

40

50

(11) JP 3800198 B2 2006.7.26



ス）が、マニュアル登録されたＭＡＣアドレスエントリと一致する場合（ステップＳ１１
１：Ｙｅｓ）には、ステップＳ１０６に進み、アクセスを許可し、クライアントの要求に
応じた処理を実行する。
【００６２】
一方、送信元ＭＡＣアドレスが、マニュアル登録されたＭＡＣアドレスエントリと一致し
ない場合（ステップＳ１１１：Ｎｏ）には、ステップＳ１１２に進み、アクセスを拒絶す
る。
【００６３】
登録デバイスアクセス制御モードにある場合は、送信元ＭＡＣアドレスが、ＭＡＣアドレ
ステーブルに自動登録されたＭＡＣアドレスと一致する場合であってもアクセスを拒絶す
ることになる。
【００６４】
なお、アクセス制御を行なうネットワーク接続機器としての情報処理装置（サーバ）が（
１）自動登録アクセス制御モードにある場合、サーバは、クライアントからの要求態様を
判定し、特定のカテゴリのアクセス要求である場合にのみ、アクセス制御を実行、すなわ
ち、ＭＡＣアドレステーブルとの照合および自動登録処理を実行し、特定のカテゴリのア
クセス要求でない場合には、アクセス制御を実行することなく、すなわち、ＭＡＣアドレ
ステーブルとの照合および自動登録処理を実行することなくクライアントからの要求に応
じる構成としてもよい。
【００６５】
特定のカテゴリのアクセス要求とは、例えば、サーバの保有するコンテンツの取得要求や
、サーバに対する制御要求である。例えばＵＰｎＰ機器において、サーバの保有するコン
テンツの取得要求は、コンテンツの識別子としてのコンテンツＵＲＬ（ Uniform Resource
 Locators）を指定したＨＴＴＰ (Hyper Text Transfer Protocol)ＧＥＴメソッドに基づ
いて実行される。また、サーバに対する制御要求はＳＯＡＰ（ Simple Object Access Pro
tocol）プロトコルが利用される。
【００６６】
アクセス制御を行なうネットワーク接続機器としての情報処理装置（サーバ）が（１）自
動登録アクセス制御モードにある場合、クライアントからの要求が、コンテンツＵＲＬ（
Uniform Resource Locators）を指定したＨＴＴＰ (Hyper Text Transfer Protocol)ＧＥ
Ｔメソッドであるか、あるいは、ＳＯＡＰ（ Simple Object Access Protocol）プロトコ
ルに基づくサーバに対する制御要求である場合にのみ、アクセス制御処理としてのＭＡＣ
アドレステーブルとの照合および自動登録処理を実行し、ＭＡＣアドレステーブルに登録
済みであることを条件としてアクセス要求を許容する。クライアントからのアクセスがＨ
ＴＴＰ－ＧＥＴメソッドに基づくコンテンツ取得要求、あるいはＳＯＡＰに基づく制御要
求以外、例えば、ＵＰｎＰにおける機器発見処理としてのディスカバリ要求である場合な
どには、アクセス制御処理としてのＭＡＣアドレステーブルとの照合および自動登録処理
を実行することなく、無条件にクライアントの要求を受領し、応答を実行する。
【００６７】
サーバにおいて、クライアントからの要求種別を判別して、アクセス制御処理としてのＭ
ＡＣアドレステーブルとの照合および自動登録処理を実行するか否かを判定して処理を実
行するシーケンスについて、図６のフローチャートを参照して説明する。
【００６８】
図６の処理フローは、アクセス制御を行なうネットワーク接続機器としての情報処理装置
（サーバ）が自動登録アクセス制御モードにある場合の処理である。
【００６９】
ステップＳ２０１において、アクセス制御を行なうネットワーク接続機器としての情報処
理装置は、他のネットワーク接続機器からのアクセス要求を受信する。ステップＳ２０２
では、クライアントからのアクセス要求が、ＨＴＴＰ－ＧＥＴメソッドに基づくコンテン
ツ取得要求、あるいはＳＯＡＰに基づく制御要求であるか否かを判定する。
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【００７０】
クライアントからのアクセス要求が、ＨＴＴＰ－ＧＥＴメソッドに基づくコンテンツ取得
要求、あるいはＳＯＡＰに基づく制御要求である場合（ステップＳ２０２：Ｙｅｓ）には
、ステップＳ２０３において、受信パケットからアクセス要求元のＭＡＣアドレスを取得
し、サーバの記憶部に格納したＭＡＣアドレステーブル（図３参照）に登録されたＭＡＣ
アドレスとの照合処理を実行し、登録済みか否かを判定する。登録済みである場合（ステ
ップＳ２０３：Ｙｅｓ）は、ステップＳ２０６に進み、アクセスを許可し、クライアント
の要求に応じた処理を実行する。
【００７１】
登録済みでない場合（ステップＳ２０３：Ｎｏ）は、ステップＳ２０４に進み、ＭＡＣア
ドレステーブルにすでに登録されたＭＡＣアドレスがサーバに設定した登録限度数：Ｎに
達していないか、すなわち、登録ＭＡＣアドレス＜登録限度数：Ｎであるか否かを判定す
る。
【００７２】
登録ＭＡＣアドレス＜登録限度数：Ｎである場合（ステップＳ２０４：Ｙｅｓ）は、ステ
ップＳ２０５において、クライアントからの受信パケットのヘッダ部に設定されている送
信元ＭＡＣアドレスをＭＡＣアドレステーブルに登録し、その後、ステップＳ２０６にお
いてアクセスを許可し、クライアントの要求に応じた処理を実行する。
【００７３】
登録ＭＡＣアドレス＜登録限度数：Ｎでない場合（ステップＳ２０４：Ｎｏ）、すなわち
、ＭＡＣアドレステーブルに既に登録限度数：ＮのＭＡＣアドレスが登録済みである場合
は、これ以上の自動登録を実行できないので、ＭＡＣアドレスの登録処理を実行すること
なく、ステップＳ２０７において、クライアントからのアクセス要求を拒絶する。
【００７４】
一方、ステップＳ２０２において、クライアントからのアクセス要求が、ＨＴＴＰ－ＧＥ
Ｔメソッドに基づくコンテンツ取得要求、あるいはＳＯＡＰに基づく制御要求でないと判
定した場合には、ＭＡＣアドレステーブルとの照合、自動登録処理を実行することなく、
ステップＳ２０６に進み、アクセスを許可し、クライアントの要求に応じた処理を実行す
る。
【００７５】
図７に、アクセス制御を実行するネットワーク接続機器（サーバ）のアクセス制御処理を
説明する機能ブロック図を示す。サーバは、ネットワークを介したパケットの送受信を実
行するパケット送受信部５０１、パケット送受信部５０１を介して受信するパケットの解
析および、パケット送受信部５０１を介して送信するパケットを生成するパケット生成、
解析部５０２、クライアントから受信するパケットに基づいてＭＡＣアドレステーブルに
対する登録可否を判定し、登録可と判定した場合にＭＡＣアドレスの登録処理を実行する
登録処理実行部５０３、ＭＡＣアドレステーブルを格納した記憶部５０４、さらに、サー
バに対する様々なデータ処理要求パケットに基づいて、データ処理要求クライアントがＭ
ＡＣアドレステーブルに登録されているか否か等を判断し、アクセス可否判定処理を実行
するアクセス制御処理実行部５０５、アクセス制御処理実行部５０５におけるアクセス可
の判定を条件として、クライアントの要求するデータ処理を実行するデータ処理部５０７
、サーバが（１）自動登録アクセス制御モードにあるか、（２）登録デバイスアクセス制
御モードにあるかのモード情報を記憶したモード情報記憶部５０６を有する。
【００７６】
登録処理実行部５０３、アクセス制御処理実行部５０５は、モード情報記憶部５０６に設
定されたモード設定情報、すなわち、（１）自動登録アクセス制御モード、（２）登録デ
バイスアクセス制御モードの２つのモードのいずれのモードにあるかに応じて異なる処理
を実行する。例えば、（１）自動登録アクセス制御モードにある場合は、登録処理実行部
５０３は、記憶部５０４に記憶されたＭＡＣアドレステーブルの登録エントリ数に基づい
て、自動登録が許容されるか否かの判定を実行し、限度数以内であることを条件とした登
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録処理を実行する。
【００７７】
また、登録処理実行部５０３は、マニュアル登録処理実行時における登録可否判定処理も
実行する。すなわち予め決められたマニュアル登録処理シーケンスに応じた処理が実行さ
れているか否かを判定する処理などを実行する。なお、マニュアル登録処理の詳細例につ
いては後述する。
【００７８】
図８にアクセス制御を実行するネットワーク接続機器（サーバ）においてディスプレイに
表示されるＭＡＣアドレステーブルおよびモード設定処理を実行するためのユーザインタ
フェースの例を示す。
【００７９】
サーバのディスプレイ６５０には、クライアント機器名、ＭＡＣアドレス、マニュアル登
録か否かを示すデータからなるＭＡＣアドレステーブル６５１が表示され、さらに、現在
の設定モード情報表示部６５２、モード切り替え部６５４とマニュアル登録処理において
ＭＡＣアドレスを登録する際の登録確認ボタン６５５を持つユーザ入力部６５３、さらに
ＭＡＣアドレステーブル６５１に登録されたエントリを削除するための削除ボタン６５６
を持つユーザインタフェース（ＵＩ）が表示される。
【００８０】
クライアントからのアクセス要求である、すべてのＨＴＴＰ－ＧＥＴメソッドおよびＳＯ
ＡＰには、図９のような送信者の情報を示すＨＴＴＰ拡張ヘッダ（Ｘ－ＡＶ－Ｃｌｉｅｎ
ｔ－Ｉｎｆｏ）が付加されており、ディスプレイ６５０には、この情報に基づく表示処理
がなされる。すなわち、例えば、図９に示すように、
GET /tracks/track?id=254 HTTP/1.1 ¥r¥n
Host:192.254.32.11:80 ¥r¥n
X-AV-Client-Info: av=2.0 ; cn =Sony Corporation ;mn=Linux-Sample-CP ; mv=2002-11
-22-2.0 ¥r¥n
からなるＨＴＴＰ拡張ヘッダ（Ｘ－ＡＶ－Ｃｌｉｅｎｔ－Ｉｎｆｏ）がクライアントから
送信される。
【００８１】
ユーザは、図８に示すようなＵＩをサーバのディスプレイに表示し、モードの切り替えを
実行し、また、ＭＡＣアドレステーブルに登録されたＭＡＣアドレスの確認を実行するこ
とができ、さらに、必要に応じてＭＡＣアドレステーブルに登録されたＭＡＣアドレスの
削除処理を実行する。
【００８２】
［マニュアル登録処理］
次に、アクセス制御を実行する情報処理装置が実行するＭＡＣアドレスのマニュアル登録
処理の手順について、図１０のシーケンス図を参照して説明する。なお、図１０に示す例
は、マニュアルによるＭＡＣアドレス登録処理の一例であり、必ずしもこの例に従ったマ
ニュアル登録を行うことが必須ではない。ただし、あらかじめ定められたマニュアル登録
を行ったクライアントのＭＡＣアドレスのみが、図３に示すＭＡＣアドレステーブル（Ｍ
ＡＣリスト）にマニュアル登録されたＭＡＣアドレスとしてエントリが設定される。
【００８３】
図１０に示すシーケンスは、パスワードを用いた機器認証に基づくＭＡＣ登録処理シーケ
ンスである。まず、ステップＳ３０１において、ユーザがクライアント（コントローラ）
側に設けられた登録ボタンを押下する。すると、クライアント装置は登録ボタンの押下に
応じて発生するユーザシグナルＡ（ＵＳＡ）に従い、ステップＳ３０２において、ＭＡＣ
アドレス登録要求をネットワークを介してブロードキャスト送信する。ＭＡＣアドレス登
録要求のブロードキャスト送信は、例えば３秒毎に数分間継続して実行される。
【００８４】
クライアント（コントローラ）側に設けられた登録ボタンを押下した後、ユーザはサーバ
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（デバイス）側に移動する。そして、ステップＳ３０３において、サーバ側に設けられた
確認ボタンを押下する。すると、サーバは確認ボタンの押下に応じて発生するユーザシグ
ナルＢ（ＵＳＢ）に従い、ステップＳ３０４において、ＭＡＣアドレス登録要求を規定時
間、例えば１０秒間受信する。
【００８５】
１０秒間に同一の送信元（ＭＡＣアドレス）からＭＡＣアドレス登録要求を受信した場合
、サーバはそのＭＡＣアドレスをＭＡＣアドレステーブル（ＭＡＣリスト）（図３参照）
に仮記憶した後、ユーザに対して「機器を発見しました。登録しますか？」なるメッセー
ジを表示するデバイスシグナルＡ（ＤＳＡ）を発生（Ｓ３０５）し、その状態で所定時間
（たとえば１分間）待機する。
【００８６】
なお、サーバは、ＭＡＣアドレステーブルを参照し、既にマニュアル登録済みのクライア
ントからのＭＡＣアドレス登録要求であると判定した場合、ＭＡＣ登録完了を意味する通
知をクライアントに送信してＭＡＣアドレス登録処理を終了する。すなわちサーバは同一
のＭＡＣアドレスの二重登録は行わない。
【００８７】
ただし、マニュアル登録されていないが、自動登録処理によってＭＡＣアドレステーブル
に登録されているＭＡＣアドレスと一致するＭＡＣアドレスのマニュアル登録処理である
場合は、サーバは、ＭＡＣアドレステーブルに登録されているＭＡＣアドレスデータエン
トリを自動登録エントリからマニュアル登録エントリへ変更する処理を行う。
【００８８】
この変更処理においては、サーバは、ＭＡＣアドレステーブルの自動登録処理のなされた
ＭＡＣアドレスデータのエントリに対応するマニュアル登録フィールドにマニュアル登録
がなされたことを示す識別子を設定する処理を実行することになる。
【００８９】
サーバが、ステップＳ３０５において、「機器を発見しました。登録しますか？」なるメ
ッセージを表示するデバイスシグナルＡ（ＤＳＡ）を発生した状態で所定時間（例えば１
分間）待機している間に、ステップＳ３０６において、ユーザがサーバ側に設けられた確
認ボタン（図８の登録確認ボタン６５５）を押下する。すると、サーバは確認ボタンの押
下に応じて発生するユーザシグナルＣ（ＵＳＣ）に従い、ステップＳ３０７において、Ｍ
ＡＣ登録確認要求をクライアントに対して送信する。ＭＡＣ登録確認要求には、パスワー
ド要求フラグが付加される。
【００９０】
クライアントは、パスワード要求フラグが付加されたＭＡＣ登録確認要求をサーバから受
信すると、ステップＳ３０８において、受信したＭＡＣ登録確認要求に含まれるパスワー
ド要求フラグに基づき、ユーザに対して「デバイス“ＸＸＸＸ”のパスワードを入力して
ください。」なるメッセージを表示するデバイスシグナルＢ（ＤＳＢ）を発生し、パスワ
ードの入力を所定時間（例えば５分間）待機する。
【００９１】
さらに、クライアントは、ＭＡＣアドレス登録要求の送信を停止し、ステップＳ３０９に
おいて、サーバへＭＡＣ登録確認レスポンスを返信する。
【００９２】
サーバは、このＭＡＣ登録確認レスポンスを受信すると、ステップＳ３１０において、パ
スワード（ワンタイムパスワード）を生成し、ユーザに対して「クライアント（コントロ
ーラ）“ＹＹＹＹ”のためのパスワードは”○○○○”です。」なるメッセージを表示す
るデバイスシグナルＣ（ＤＳＣ）を発生し、パスワードを提示した状態で規定時間（例え
ば５分間）待機する。
【００９３】
一方、クライアント側では、パスワードの入力待機中に、ステップＳ３１１で、ユーザが
パスワードを入力すると、ステップＳ３１２で、クライアントから入力パスワードがサー

10

20

30

40

50

(15) JP 3800198 B2 2006.7.26



バに送信される。
【００９４】
サーバは、パスワードをクライアントから受信すると、ステップＳ３１０で生成しサーバ
側でユーザに対して提示したパスワードと、受信パスワードとの照合処理を実行する。ク
ライアントからの受信パスワードと生成パスワードとが一致すると、ステップＳ３１３に
おいて、サーバはＭＡＣアドレステーブル（ＭＡＣリスト）（図３参照）にクライアント
のＭＡＣアドレスを正式エントリとして設定するとともに、マニュアル登録であることを
示す識別データ（フラグなど）を設定する。または自動登録エントリをマニュアル登録エ
ントリに変更する。
【００９５】
サーバはＭＡＣアドレスの登録が済むと、ステップＳ３１４において、ユーザに対して「
クライアント（コントローラ）“ＹＹＹＹ”を登録しました。」なるメッセージを表示す
るデバイスシグナルＤ（ＤＳＤ）を発生し、ステップＳ３１５において、クライアントに
照合ＯＫを付加したパスワードレスポンスを返信する。
【００９６】
クライアントは、サーバからパスワード照合ＯＫに基づくＭＡＣアドレス登録通知として
のパスワードレスポンスを受信すると、ステップＳ３１６において、ＭＡＣアドレスが認
証登録されたとして、ユーザに対して「デバイス“ＸＸＸＸ”に登録されました。」なる
メッセージを表示するデバイスシグナルＥ（ＤＳＥ）を発生してＭＡＣアドレスの機器認
証を伴うマニュアル登録処理を終える。
【００９７】
なお、クライアントから送られてきたパスワードが不正、すなわちクライアントからの受
信パスワードとサーバの生成パスワードが不一致であると、サーバはクライアントに照合
ＮＧを付加したパスワードレスポンスを返信し、クライアントから再度パスワード入力さ
れるのを待機し、待機期間中にパスワード照合ＮＧが３回連続すると、サーバはパスワー
ド入力の再試行を中止させ、ユーザに対して「コントローラ“ＹＹＹＹ”を登録できませ
ん。」なるメッセージを表示し、クライアントのＭＡＣアドレス登録を実行することなく
処理を終了する。
【００９８】
上述したＭＡＣアドレスのマニュアル登録処理を実行したクライアントのＭＡＣアドレス
のみが、ＭＡＣアドレステーブルにマニュアル登録ＭＡＣアドレスとして登録されること
になる。
【００９９】
サーバが「登録デバイスアクセス制御モード」にある場合は、これらのマニュアル登録さ
れたクライアントのみが、アクセスを許容されることになる。
【０１００】
　　［サーバおよびクライアントの機能構成］
　サーバおよびクライアント装置のハードウェア構成については、先に図２を参照して説
明した通りであり、上述した各種の処理は、サーバ クライアントそれぞれの記憶部
に格納されたプログラムに従って制御部としてのＣＰＵが実行する。
【０１０１】
ＣＰＵによって実行される処理は、例えばサーバ側では、クライアントからの要求を入力
し、入力情報の解析、解析結果に基づくＭＡＣアドレステーブル（ＭＡＣリスト）、すな
わちアクセス制御情報へ登録する処理、クライアントと送受信するパケット生成、解析処
理、さらに、登録処理における各種メッセージ出力、ユーザ入力情報の解析処理等である
。クライアント側の処理としては、サーバに対する各種要求パケットの生成、送信、サー
バから受信するパケット解析処理、さらに、登録処理における各種メッセージ出力、ユー
ザ入力情報の解析処理等である
【０１０２】
基本的にこれらの処理は、サーバ、クライアント装置の制御部としてのＣＰＵの制御の下
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に予め格納された処理プログラムに従って実行される。制御部としてのＣＰＵが実行する
処理および記憶部の格納データ等について、図１１および図１２を参照して説明する。図
１１は、サーバの主要機能構成を説明するブロック図であり、図１２は、クライアントの
主要機能構成を説明するブロック図である。
【０１０３】
　まず、図１１のサーバの機能構成を示すブロック図を参照してサーバの機能構成につい
て説明する。パケット送受信部７０１は、クライアントに対 パケット 、クラ
イアントからのパケットを受信する。パケット生成、解析部７０２は、送信パケットの生
成処理、受信パケットの解析処理を行う。パケットのアドレス設定、アドレス認識、パケ
ットのデータ格納部に対するデータ格納、データ格納部からのデータ取得処理などである
。
【０１０４】
データ入力部７０３は、ユーザによるデータ入力を実行するためのキーボード、ユーザイ
ンタフェースなどである。データ出力部７０４は、メッセージデータ等を表示するディス
プレイ等の出力部である。
【０１０５】
アクセス制御処理実行部７０５は、先に図４、図６を参照して説明した（１）自動登録ア
クセス制御モードにおけるアクセス制御処理、（２）登録デバイスアクセス制御モードに
おけるアクセス制御処理を実行する。
【０１０６】
登録処理部７０６は、（１）自動登録アクセス制御モードにおけるアクセスに対応して実
行するＭＡＣアドレス登録処理と、先に図１０を参照して説明したマニュアル登録処理を
実行する。すなわち、登録処理部７０６は、例えば、図１０を参照して説明したマニュア
ル登録処理のように、予め規定されたＭＡＣアドレス登録処理シーケンスに従った処理が
実行されたことを条件として、クライアントＭＡＣアドレスをＭＡＣアドレステーブルに
マニュアル登録ＭＡＣアドレスとして登録する処理を実行する。
【０１０７】
さらに、登録処理部７０６は、予め規定されたＭＡＣアドレス登録処理シーケンスに従っ
たマニュアル登録処理が実行されたＭＡＣアドレスが、自動登録ＭＡＣアドレスとしてテ
ーブルに登録されている場合は、自動登録クライアントＭＡＣアドレスエントリをマニュ
アル登録クライアントＭＡＣアドレスエントリとする設定変更処理を実行する。
【０１０８】
データ処理部７０７は、アクセスの許可されたクライアントからの要求、例えばコンテン
ツ取得処理等に対応する処理を実行する。記憶部７０８には、アクセス制御処理実行部７
０５において実行するアクセス制御処理プログラム７１１、登録処理部７０６において実
行するＭＡＣアドレス登録処理プログラム７１２等の各種データ処理プログラムが格納さ
れ、さらに、図３を参照して説明したＭＡＣアドレステーブル７１３、さらにサーバに設
定されたモード情報７１４が格納される。なお、サーバはさらにクライアントに提供する
コンテンツ、コンテンツに対応するメタデータ等を格納している。
【０１０９】
　次に、クライアント装置の機能構成について、図１２を参照して説明する。パケット送
受信部８０１は、サーバに対 パケット 、サーバからのパケットを受信する。
パケット生成、解析部８０２は、送信パケットの生成処理、受信パケットの解析処理を行
う。パケットのアドレス設定、アドレス認識、パケットのデータ格納部に対するデータ格
納、データ格納部からのデータ取得処理などである。
【０１１０】
データ入力部８０３は、ユーザによるデータ入力を実行するためのキーボード、ユーザイ
ンタフェースなどである。データ出力部８０４は、メッセージデータ等を表示するディス
プレイ等の出力部である。
【０１１１】
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アクセス要求処理実行部８０５は、コンテンツ取得要求、制御要求等のサーバに対する各
種のアクセス要求処理を実行する。アドレス登録処理実行部８０６は、図１０を参照して
説明したＭＡＣアドレスのマニュアル登録処理を実行する。
【０１１２】
　データ処理部 は、サーバから取得したコンテンツの再生処理など、様々なデータ
処理を実行する。記憶部８０８には、アドレス登録処理実行部８０６において実行するア
ドレス登録処理プログラム８１１他の処理プログラム、さらにクライアントのＭＡＣアド
レス８１２などが格納される。
【０１１３】
　サーバ、およびクライアントは、機能的には図１１、図１２に示す各機能を有し、上述
した各処理を実行する。ただし、図１１、図１２に示すブロック図は、機能を説明するブ
ロック図であり、サーバ クライアントが図１１、図１２に示すブロックに対応する
ハードウェアを有することは必須ではない。具体的には、図２に示すＰＣ等の構成におけ
るＣＰＵの制御の下に各種の処理プログラムが実行され、図１１、図１２に示す各ブロッ
クを参照して説明した処理、あるいは上述の発明の詳細な説明において説明した各処理が
実行される。
【０１１４】
以上、特定の実施例を参照しながら、本発明について詳解してきた。しかしながら、本発
明の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実施例の修正や代用を成し得ることは自明である
。すなわち、例示という形態で本発明を開示してきたのであり、限定的に解釈されるべき
ではない。本発明の要旨を判断するためには、冒頭に記載した特許請求の範囲の欄を参酌
すべきである。
【０１１５】
なお、明細書中において説明した一連の処理はハードウェア、またはソフトウェア、ある
いは両者の複合構成によって実行することが可能である。ソフトウェアによる処理を実行
する場合は、処理シーケンスを記録したプログラムを、専用のハードウェアに組み込まれ
たコンピュータ内のメモリにインストールして実行させるか、あるいは、各種処理が実行
可能な汎用コンピュータにプログラムをインストールして実行させることが可能である。
【０１１６】
例えば、プログラムは記録媒体としてのハードディスクやＲＯＭ（ Read Only Memory)に
予め記録しておくことができる。あるいは、プログラムはフレキシブルディスク、ＣＤ－
ＲＯＭ (Compact Disc Read Only Memory)，ＭＯ (Magneto optical)ディスク，ＤＶＤ (Dig
ital Versatile Disc)、磁気ディスク、半導体メモリなどのリムーバブル記録媒体に、一
時的あるいは永続的に格納（記録）しておくことができる。このようなリムーバブル記録
媒体は、いわゆるパッケージソフトウエアとして提供することができる。
【０１１７】
なお、プログラムは、上述したようなリムーバブル記録媒体からコンピュータにインスト
ールする他、ダウンロードサイトから、コンピュータに無線転送したり、ＬＡＮ (Local A
rea Network)、インターネットといったネットワークを介して、コンピュータに有線で転
送し、コンピュータでは、そのようにして転送されてくるプログラムを受信し、内蔵する
ハードディスク等の記録媒体にインストールすることができる。
【０１１８】
なお、明細書に記載された各種の処理は、記載に従って時系列に実行されるのみならず、
処理を実行する装置の処理能力あるいは必要に応じて並列的にあるいは個別に実行されて
もよい。また、本明細書においてシステムとは、複数の装置の論理的集合構成であり、各
構成の装置が同一筐体内にあるものには限らない。
【０１１９】
【発明の効果】
以上、説明したように、本発明の構成においては、マニュアル登録のなされたクライアン
トＭＡＣアドレスと、自動登録処理のなされたクライアントＭＡＣアドレスとを識別可能
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な態様で登録したＭＡＣアドレステーブルを設定し、アクセス制御モードが、自動登録ア
クセス制御モードである場合は、アクセス要求クライアントのＭＡＣアドレスを、ＭＡＣ
アドレステーブルの規定登録限度数：Ｎに至るまで登録し、該登録処理を条件としてクラ
イアントのアクセスを許容するアクセス制御処理を実行し、アクセス制御モードが、登録
デバイスアクセス制御モードである場合は、アクセス要求クライアントのＭＡＣアドレス
が、ＭＡＣアドレステーブルに、マニュアル登録されたＭＡＣアドレスとして登録されて
いることを条件としてクライアントのアクセスを許容するアクセス制御処理を実行する構
成としたので、ユーザによるマニュアル登録処理を実行しない場合においても、無制限な
アクセスが防止され、例えば不特定多数クライアントからのサーバ格納コンテンツの取得
等を防止することが可能となり、さらに、モードを、登録デバイスアクセス制御モードに
設定することにより、厳格なアクセス制御を実行することも可能となる。
【０１２０】
さらに、本発明の構成によれば、自動登録アクセス制御モードにおいて、クライアントの
アクセス要求種別を識別し、識別されたアクセス要求種別が予め定めたアクセス制御を実
行すべき要求種別、例えばＨＴＴＰ (Hyper Text Transfer Protocol)－ＧＥＴメソッドに
基づくコンテンツ要求処理、またはＳＯＡＰ（ Simple Object Access Protocol）に基づ
く制御要求処理である場合にのみ、クライアントのＭＡＣアドレスを、ＭＡＣアドレステ
ーブルの規定登録限度数：Ｎに至るまで登録し、該登録処理を条件としたアクセス許容を
実行する構成としたので、ＵＰｎＰ等における機器発見処理、情報取得処理等において不
必要なアクセス制御を行うことが防止される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の適用可能なネットワーク構成例を示す図である。
【図２】ネットワーク接続機器の構成例について説明する図である。
【図３】本発明の情報処理装置の有するＭＡＣアドレステーブルおよびアクセス制御処理
について説明する図である。
【図４】本発明の情報処理装置の実行するアクセス制御処理について説明するフロー図で
ある。
【図５】クライアントがソウシンするパケット構成を示す図である。
【図６】本発明の情報処理装置の実行するアクセス制御処理について説明するフロー図で
ある。
【図７】本発明の情報処理装置のアクセス制御処理構成を示す機能ブロック図である。
【図８】アクセス制御処理を実行する情報処理装置のディスプレイに表示されるユーザイ
ンタフェース構成例を示す図である。
【図９】クライアントからのアクセス要求に含まれるＨＴＴＰ－ＧＥＴヘッダのデータ例
を示す図である。
【図１０】ＭＡＣアドレスのマニュアル登録処理シーケンスの例を示すシーケンス図であ
る。
【図１１】サーバの機能構成を示すブロック図である。
【図１２】クライアントの機能構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【符号の説明】
１００　ネットワーク
１０１　サーバ
１２１，１２２，１２４　パーソナルコンピュータ（ＰＣ）
１２３　携帯電話
１２５　ＰＤＡ
３０１　ＣＰＵ
３０２　ＲＯＭ
３０３　ＲＡＭ
３０４　ＨＤＤ
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３０５　バス
３０６　入出力インタフェース
３０７　入力部
３０８　出力部
３０９　通信部
３１０　ドライブ
３１１　リムーバブル記録媒体
４１０　情報処理装置
４１１　ＭＡＣアドレステーブル
４２１～４２３　情報処理装置
５００　データ送受信部
５０１　パケット送受信部
５０２　パケット生成解析部
５０３　登録処理実行部
５０４　記憶部
５０５　アクセス制御処理実行部
５０６　モード情報記憶部
５０７　データ処理部
６５０　ディスプレイ
６５１　ＭＡＣアドレステーブル
６５２　モード設定部
６５３　ユーザ入力部
６５４　モード切り替え部
６５５　登録確認ボタン
６５６　削除ボタン
７０１　パケット送受信部
７０２　パケット生成、解析部
７０３　データ入力部
７０４　データ出力部
７０５　アクセス制御処理実行部
７０６　登録処理実行部
７０７　データ処理部
７０８　記憶部
７１１　アクセス制御処理プログラム
７１２　マニュアル登録処理プログラム
７１３　ＭＡＣアドレステーブル
７１４　モード設定情報
８０１　パケット送受信部
８０２　パケット生成、解析部
８０３　データ入力部
８０４　データ出力部
８０５　アクセス要求処理実行部
８０６　アドレス登録処理実行部
８０７　データ処理部
８０８　記憶部
８１１　アドレス登録処理プログラム
８１２　クライアントＭＡＣアドレス
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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