
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　公衆網と私設網と公衆無線ＬＡＮシステムとを具備し、前記公衆網を介して前記私設網
に設置された網中継装置とＩＰ secトンネルを確立し移動無線端末装置との間でＩＰ secト
ンネルを確立して前記移動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムから前記私設網へ
の接続を中継する仮想私設網中継装置と、前記公衆無線ＬＡＮシステムに設置され前記移
動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続を認証する接続認証サーバと、前
記移動無線端末装置と前記接続認証サーバとの間で行われる公衆無線ＬＡＮの接続認証手
順を中継する無線ＬＡＮアクセスポイントと、を具備する移動無線通信システムにおける
移動無線端末装置であって、
　前記接続認証サーバに対して前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続認証処理を行う認証
処理部と、前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続が許可された時に前記接続認証サーバか
ら前記仮想私設網中継装置のＩＰアドレスを取得するアドレス取得部と、前記移動無線端
末装置のＩＰアドレスを前記接続認証サーバに通知するアドレス通知部と、前記仮想私設
網中継装置のＩＰアドレスを用いて前記仮想私設網中継装置とＩＰ sec鍵交換を行うＩＰ s
ec鍵交換部と、を具備する移動無線端末装置。
【請求項２】
　公衆網と私設網と公衆無線ＬＡＮシステムとを具備し、前記公衆網を介して前記私設網
に設置された網中継装置とＩＰ secトンネルを確立し移動無線端末装置との間でＩＰ secト
ンネルを確立して前記移動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムから前記私設網へ
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の接続を中継する仮想私設網中継装置と、前記公衆無線ＬＡＮシステムに設置され前記移
動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続を認証する接続認証サーバと、前
記移動無線端末装置と前記接続認証サーバとの間で行われる公衆無線ＬＡＮの接続認証手
順を中継する無線ＬＡＮアクセスポイントと、を具備する移動無線通信システムにおける
移動無線端末装置であって、
　前記接続認証サーバに対して前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続認証処理を行う認証
処理部と、前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続が許可された時に前記接続認証サーバか
ら前記仮想私設網中継装置との間で行うＩＰ sec鍵交換に用いるＩＰ sec事前共有秘密鍵を
取得するＩＰ sec共有鍵取得部と、前記ＩＰ sec事前共有秘密鍵を用いて前記仮想私設網中
継装置とＩＰ sec鍵交換を行うＩＰ sec鍵交換部と、を具備する移動無線端末装置。
【請求項３】
　公衆網と私設網と公衆無線ＬＡＮシステムとを具備し、前記公衆網を介して前記私設網
に設置された網中継装置とＩＰ secトンネルを確立し移動無線端末装置との間でＩＰ secト
ンネルを確立して前記移動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムから前記私設網へ
の接続を中継する仮想私設網中継装置と、前記移動無線端末装置の移動制御を行うホーム
エージェントと、前記公衆無線ＬＡＮシステムに設置され前記移動無線端末装置の前記公
衆無線ＬＡＮシステムへの接続を認証する接続認証サーバと、前記移動無線端末装置と前
記接続認証サーバとの間で行われる公衆無線ＬＡＮの接続認証手順を中継する無線ＬＡＮ
アクセスポイントと、を具備する移動無線通信システムにおける移動無線端末装置であっ
て、
　前記接続認証サーバに対して前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続認証処理を行う認証
処理部と、前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続が許可された時に前記接続認証サーバか
ら前記ホームエージェントとの間で行うモバイルＩＰ登録に用いる事前共有秘密鍵を取得
するＭＩＰ共有鍵取得部と、前記事前共有秘密鍵を用いて前記ホームエージェントへモバ
イルＩＰ登録を行うＭＩＰ登録部と、を具備する移動無線端末装置。
【請求項４】
　公衆網と私設網と公衆無線ＬＡＮシステムとを具備し、前記公衆網を介して前記私設網
に設置された網中継装置とＩＰ secトンネルを確立し移動無線端末装置との間でＩＰ secト
ンネルを確立して前記移動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムから前記私設網へ
の接続を中継する仮想私設網中継装置と、前記移動無線端末装置の移動制御を行うホーム
エージェントと、前記公衆無線ＬＡＮシステムに設置され前記移動無線端末装置の前記公
衆無線ＬＡＮシステムへの接続を認証する接続認証サーバと、前記移動無線端末装置と前
記接続認証サーバとの間で行われる公衆無線ＬＡＮの接続認証手順を中継する無線ＬＡＮ
アクセスポイントと、を具備する移動無線通信システムにおける移動無線端末装置であっ
て、
　前記接続認証サーバに対して前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続認証処理を行う認証
処理部と、前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続が許可された時に前記接続認証サーバか
ら前記仮想私設網中継装置のＩＰアドレスを取得するアドレス取得部と、前記移動無線端
末装置のＩＰアドレスを前記接続認証サーバに通知するアドレス通知部と、前記接続認証
サーバから前記仮想私設網中継装置との間で行うＩＰ sec鍵交換に用いるＩＰ sec事前共有
秘密鍵を取得するＩＰ sec共有鍵取得部と、前記接続認証サーバから前記ホームエージェ
ントとの間で行うモバイルＩＰ登録に用いるＭＩＰ事前共有秘密鍵を取得するＭＩＰ共有
鍵取得部と、前記仮想私設網中継装置のＩＰアドレスと前記ＩＰ sec事前共有秘密鍵を用
いて前記仮想私設網中継装置とＩＰ sec鍵交換を行うＩＰ sec鍵交換部と、前記ＭＩＰ事前
共有秘密鍵を用いて前記ホームエージェントへモバイルＩＰ登録を行うＭＩＰ登録部と、
を具備する移動無線端末装置。
【請求項５】
　公衆網と私設網と公衆無線ＬＡＮシステムとを具備し、前記公衆網を介して前記私設網
に設置された網中継装置とＩＰ secトンネルを確立し移動無線端末装置との間でＩＰ secト
ンネルを確立して前記移動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムから前記私設網へ
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の接続を中継する仮想私設網中継装置と、前記公衆無線ＬＡＮシステムに設置され前記移
動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続を認証する接続認証サーバと、前
記移動無線端末装置と前記接続認証サーバとの間で行われる公衆無線ＬＡＮの接続認証手
順を中継する無線ＬＡＮアクセスポイントと、を具備する移動無線通信システムにおける
仮想私設網中継装置であって、
　前記接続認証サーバから前記移動無線端末装置のＩＰアドレスを受信するアドレス取得
部と、前記移動無線端末装置のＩＰアドレスを用いて前記移動無線端末装置とＩＰ sec鍵
交換を行うＩＰ sec鍵交換部と、を具備する仮想私設網中継装置。
【請求項６】
　公衆網と私設網と公衆無線ＬＡＮシステムとを具備し、前記公衆網を介して前記私設網
に設置された網中継装置とＩＰ secトンネルを確立し移動無線端末装置との間でＩＰ secト
ンネルを確立して前記移動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムから前記私設網へ
の接続を中継する仮想私設網中継装置と、前記公衆無線ＬＡＮシステムに設置され前記移
動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続を認証する接続認証サーバと、前
記移動無線端末装置と前記接続認証サーバとの間で行われる公衆無線ＬＡＮの接続認証手
順を中継する無線ＬＡＮアクセスポイントと、を具備する移動無線通信システムにおける
仮想私設網中継装置であって、
　前記接続認証サーバから前記移動無線端末装置との間で行うＩＰ sec鍵交換に用いる事
前共有秘密鍵を受信するＩＰ sec共有鍵取得部と、前記事前共有秘密鍵を用いて前記移動
無線端末装置とＩＰ sec鍵交換を行うＩＰ sec鍵交換部と、を具備する仮想私設網中継装置
。
【請求項７】
　公衆網と私設網と公衆無線ＬＡＮシステムとを具備し、前記公衆網を介して前記私設網
に設置された網中継装置とＩＰ secトンネルを確立し移動無線端末装置との間でＩＰ secト
ンネルを確立して前記移動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムから前記私設網へ
の接続を中継する仮想私設網中継装置と、前記公衆無線ＬＡＮシステムに設置され前記移
動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続を認証する接続認証サーバと、前
記移動無線端末装置と前記接続認証サーバとの間で行われる公衆無線ＬＡＮの接続認証手
順を中継する無線ＬＡＮアクセスポイントと、を具備する移動無線通信システムにおける
仮想私設網中継装置であって、
　前記接続認証サーバから前記移動無線端末装置のＩＰアドレスを受信するアドレス取得
部と、前記接続認証サーバから前記移動無線端末装置との間で行うＩＰ sec鍵交換に用い
る事前共有秘密鍵を受信するＩＰ sec共有鍵取得部と、前記移動無線端末装置のＩＰアド
レスと前記事前共有秘密鍵を用いて前記移動無線端末装置とＩＰ sec鍵交換を行うＩＰ sec
鍵交換部と、を具備する仮想私設網中継装置。
【請求項８】
　公衆網と私設網と公衆無線ＬＡＮシステムとを具備し、前記公衆網を介して前記私設網
に設置された網中継装置とＩＰ secトンネルを確立し移動無線端末装置との間でＩＰ secト
ンネルを確立して前記移動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムから前記私設網へ
の接続を中継する仮想私設網中継装置と、前記公衆無線ＬＡＮシステムに設置され前記移
動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続を認証する接続認証サーバと、前
記移動無線端末装置と前記接続認証サーバとの間で行われる公衆無線ＬＡＮの接続認証手
順を中継する無線ＬＡＮアクセスポイントと、を具備する移動無線通信システムにおける
接続認証サーバであって、
　前記移動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続認証を行う認証処理部と
、前記移動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続を許可する時に前記移動
無線端末装置のＩＰアドレスを前記移動無線端末装置から受信するアドレス取得部と、前
記仮想私設網中継装置のＩＰアドレスを前記移動無線端末装置に通知し、かつ、前記移動
無線端末装置のＩＰアドレスを前記仮想私設網中継装置に通知するアドレス通知部と、を
具備する接続認証サーバ。
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【請求項９】
　公衆網と私設網と公衆無線ＬＡＮシステムとを具備し、前記公衆網を介して前記私設網
に設置された網中継装置とＩＰ secトンネルを確立し移動無線端末装置との間でＩＰ secト
ンネルを確立して前記移動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムから前記私設網へ
の接続を中継する仮想私設網中継装置と、前記公衆無線ＬＡＮシステムに設置され前記移
動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続を認証する接続認証サーバと、前
記移動無線端末装置と前記接続認証サーバとの間で行われる公衆無線ＬＡＮの接続認証手
順を中継する無線ＬＡＮアクセスポイントと、を具備する移動無線通信システムにおける
接続認証サーバであって、
　前記移動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続認証を行う認証処理部と
、前記移動無線端末装置の公衆無線ＬＡＮシステムへの接続を許可する時に前記移動無線
端末装置と前記仮想私設網中継装置との間で行うＩＰ sec鍵交換に用いる事前共有秘密鍵
を前記移動無線端末装置と前記仮想私設網中継装置にそれぞれ配布するＩＰ sec共有鍵配
布部と、を具備する接続認証サーバ。
【請求項１０】
　公衆網と私設網と公衆無線ＬＡＮシステムとを具備し、前記公衆網を介して前記私設網
に設置された網中継装置とＩＰ secトンネルを確立し移動無線端末装置との間でＩＰ secト
ンネルを確立して前記移動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムから前記私設網へ
の接続を中継する仮想私設網中継装置と、前記移動無線端末装置の移動制御を行うホーム
エージェントと、前記公衆無線ＬＡＮシステムに設置され前記移動無線端末装置の前記公
衆無線ＬＡＮシステムへの接続を認証する接続認証サーバと、前記移動無線端末装置と前
記接続認証サーバとの間で行われる公衆無線ＬＡＮの接続認証手順を中継する無線ＬＡＮ
アクセスポイントと、を具備する移動無線通信システムにおける接続認証サーバであって
、
　前記移動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続認証を行う認証処理部と
、前記移動無線端末装置の公衆無線ＬＡＮシステムへの接続を許可する時に前記移動無線
端末装置と前記ホームエージェントとの間で行うモバイルＩＰ登録に用いる事前共有秘密
鍵を前記移動無線端末装置と前記ホームエージェントにそれぞれ配布するＭＩＰ共有鍵配
布部と、を具備する接続認証サーバ。
【請求項１１】
　公衆網と私設網と公衆無線ＬＡＮシステムとを具備し、前記公衆網を介して前記私設網
に設置された網中継装置とＩＰ secトンネルを確立し移動無線端末装置との間でＩＰ secト
ンネルを確立して前記移動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムから前記私設網へ
の接続を中継する仮想私設網中継装置と、前記移動無線端末装置の移動制御を行うホーム
エージェントと、前記公衆無線ＬＡＮシステムに設置され前記移動無線端末装置の前記公
衆無線ＬＡＮシステムへの接続を認証する接続認証サーバと、前記移動無線端末装置と前
記接続認証サーバとの間で行われる公衆無線ＬＡＮの接続認証手順を中継する無線ＬＡＮ
アクセスポイントと、を具備する移動無線通信システムにおける接続認証サーバであって
、
　前記移動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続認証を行う認証処理部と
、前記移動無線端末装置の公衆無線ＬＡＮシステムへの接続を許可する時に前記移動無線
端末装置のＩＰアドレスを前記移動無線端末装置から受信するアドレス取得部と、前記仮
想私設網中継装置のＩＰアドレスを前記移動無線端末装置に通知し、かつ、前記移動無線
端末装置のＩＰアドレスを前記仮想私設網中継装置に通知するアドレス通知部と、前記移
動無線端末装置と前記仮想私設網中継装置との間で行うＩＰ sec鍵交換に用いるＩＰ sec事
前共有秘密鍵を前記移動無線端末装置と前記仮想私設網中継装置にそれぞれ配布するＩＰ
sec共有鍵配布部と、前記移動無線端末装置と前記ホームエージェントとの間で行うモバ
イルＩＰ登録に用いるＭＩＰ事前共有秘密鍵を前記移動無線端末装置と前記ホームエージ
ェントにそれぞれ配布するＭＩＰ共有鍵配布部と、を具備する接続認証サーバ。
【請求項１２】
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　公衆網と私設網と公衆無線ＬＡＮシステムとを具備し、前記公衆網を介して前記私設網
に設置された網中継装置とＩＰ secトンネルを確立し移動無線端末装置との間でＩＰ secト
ンネルを確立して前記移動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムから前記私設網へ
の接続を中継する仮想私設網中継装置と、前記移動無線端末装置の移動制御を行うホーム
エージェントと、前記公衆無線ＬＡＮシステムに設置され前記移動無線端末装置の前記公
衆無線ＬＡＮシステムへの接続を認証する接続認証サーバと、前記移動無線端末装置と前
記接続認証サーバとの間で行われる公衆無線ＬＡＮの接続認証手順を中継する無線ＬＡＮ
アクセスポイントと、を具備する移動無線通信システムにおける無線ＬＡＮアクセスポイ
ントであって、
　前記移動無線端末装置と前記接続認証サーバとの間で行われる公衆無線ＬＡＮの接続認
証手順において確立した安全な通信路を用いて、前記接続認証サーバから送信されるＩＰ
アドレスとＩＰ sec事前共有鍵、 Mobile ＩＰ事前共有鍵を前記移動無線端末装置に送信し
、かつ、前記移動無線端末装置から送信されるＩＰアドレスを前記接続認証サーバへ送信
する認証中継部と、を具備する無線ＬＡＮアクセスポイント。
【請求項１３】
　公衆網と私設網と公衆無線ＬＡＮシステムとを具備し、前記公衆網を介して前記私設網
に設置された網中継装置とＩＰ secトンネルを確立し移動無線端末装置との間でＩＰ secト
ンネルを確立して前記移動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムから前記私設網へ
の接続を中継する仮想私設網中継装置と、前記移動無線端末装置の移動制御を行うホーム
エージェントと、前記公衆無線ＬＡＮシステムに設置され前記移動無線端末装置の前記公
衆無線ＬＡＮシステムへの接続を認証する接続認証サーバと、前記移動無線端末装置と前
記接続認証サーバとの間で行われる公衆無線ＬＡＮの接続認証手順を中継する無線ＬＡＮ
アクセスポイントと、を具備する移動無線通信システムにおけるホームエージェントであ
って、
　前記接続認証サーバから前記移動無線端末装置のモバイルＩＰ登録に用いる事前共有秘
密鍵を受信するＭＩＰ共有鍵取得部と、前記事前共有秘密鍵を用いて前記移動無線端末装
置からのモバイルＩＰ登録を処理するＭＩＰ処理部と、を具備するホームエージェント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、公衆無線ＬＡＮシステムなどの公衆網から私設網へアクセスするようなモバ
イルＶＰＮ接続環境において、セキュリティの高い通信路を確立するため 動無線端末
装置、仮想私設網中継装置及び接続認証サーバに関する。
【背景技術】
【０００２】
　公衆網から私設網への接続において、セキュアな通信路を確立するためにＩＰ sec技術
がＩＥＴＦにより標準化されている。ＩＰ v６では、このＩＰ sec技術をサポートすること
が必須とされている。移動無線端末装置が公衆網と私設網を自由に移動可能なモバイル環
境にＩＰ secを適用し、移動無線端末装置が公衆網から私設網へ接続することを想定する
。この場合、移動無線端末装置は移動先の公衆網で使用可能なＩＰアドレスが移動の度に
ＤＨＣＰ（ Dynamic Host Configuration Protocol）などにより割り当てられる。即ち、
移動無線端末装置の移動先によりＩＰアドレスが変化することになる。
【０００３】
　このため、私設網に設置されたＩＰ secトンネルの確立先であるセキュリティゲートウ
ェイでは、各移動先でのＩＰアドレスが既知である必要があるため、移動無線端末装置の
ＩＰアドレスを用いたＩＰ sec鍵交換を実施することが困難となるから、メインモードに
よるＩＰ secトンネルの確立が事実上不可能となる。従って、アグレッシブモードによる
ＩＰ secトンネルの確立が必要となるため、ＩＰ secユーザＩＤ（ＩＳＡＫＡＭＰＩＤペイ
ロード）がネットワークを暗号化されない状態で流れることになるから、セキュリティの
低下を招く。
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【０００４】
　また、ＩＰ secでは、ＩＰ secトンネルを確立する双方において相互認証を行うための事
前共有秘密鍵方式をサポートすることが必須となっている。しかし、一つの事前共有秘密
鍵を使用し続けることによるセキュリティの低下が懸念される。そこで、事前共有秘密鍵
を定期に変更しセキュリティを保つことが考えられるが、ユーザ及び管理者の双方の負担
が大きくなる。
【０００５】
　これまで、ＩＰ secの認証に用いる事前共有秘密鍵を動的に配布するためのプロトコル
として、ＩＥＴＦ（ Internet Engineering Task Force）においてＰＩＣ（ Pre-IKE Crede
ntial Provisioning Protocol）が提案されている（非特許文献１参照）。
【０００６】
　ＰＩＣは、ＩＰ secでも利用されているＩＳＡＫＭＰ（ Internet Security Association
 and Key Management Protocol）を用いて移動無線端末装置と認証サーバとの間に安全な
通信路を確立し、ＰＩＣにおける認証に必要とされる認証情報を交換して認証を行う。こ
の認証が成功すると、認証サーバはクレデンシャルと呼ばれるその後のＩＰ secの認証で
利用する認証情報（例えば、事前共有秘密鍵及び公開鍵証明書）を移動無線端末装置に発
行する。
【非特許文献１】“ PIC, A Pre-IKE Credential Provisioning Protocol”、 draft-ietf-
ipsra-pic-06.txt、 http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-ipsra-pic-06.tx
t
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　移動無線端末装置が公衆無線ＬＡＮシステムなどの公衆網おいて、社内ネットワークな
どの私設網に接続する場合に、移動無線端末装置はＩＰ secを用いて私設網とセキュアな
通信路、即ちＩＰ secトンネルを確立することが考えられる。
【０００８】
　しかし、この場合に、移動無線端末装置が公衆網と私設網を自由に移動可能なモバイル
環境にＩＰ secを適用した場合には、移動無線端末装置のＩＰアドレスが移動の度に変化
するため、ＩＰ secメインモードによるＩＰ sec鍵交換が困難である。このため、アグレッ
シブモードのＩＰ sec鍵交換によるトンネルの確立が余儀なくされ、ＩＰ secユーザＩＤが
ネットワークを暗号化されない状態で流れることとなりセキュリティの低下を招くことに
なるという問題がある。
【０００９】
　また、ＩＰ secメインモードの鍵交換によるトンネルを確立するためには、移動無線端
末装置の移動先でのＩＰアドレスが既知である必要がある。しかし、公衆無線ＬＡＮシス
テムなどの公衆網においてはＤＨＣＰによりＩＰアドレスが割り当てられることが多いた
め、移動無線端末装置のＩＰアドレスを予め知ることは難しい。仮に移動無線端末装置の
公衆無線ＬＡＮシステムにおけるＩＰアドレスが既知である場合でも、公衆無線ＬＡＮシ
ステムにおける各ＩＰアドレスに対してセキュリティポリシーを記述しておく必要がある
ため、セキュリティゲートウェイの性能が劣化し、また、管理者の管理の負担となるとい
う問題がある。
【００１０】
　また、ＩＰ secトンネルを確立する際の相互認証方式として、事前共有秘密鍵方式を適
用した場合に、一つの事前共有鍵を使用し続けることは、時間と共にセキュリティが低下
していくという問題がある。さらに、定期的に事前共有鍵を変更することが考えられるが
、この場合には利用者と管理者の双方の負担となるという問題がある。
【００１１】
　前記問題を解決するために、ＩＰ secの認証に用いる事前共有秘密鍵を動的に配布する
プロトコルとしてＰＩＣが提案されている。しかし、ＰＩＣを利用するためには、既存の
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装置にＰＩＣプロトコル機能を新たに追加する必要があるという問題がある。さらに、Ｉ
Ｐ secトンネル確立手順にＰＩＣを適用した場合に、ＰＩＣによる移動無線端末装置と接
続認証サーバとの間でＩＳＡＫＭＰ通信路の確立と、移動無線端末装置とセキュリティゲ
ートウェイとの間でのＩＳＡＫＭＰ通信路の確立という移動無線端末装置にとって２度の
ＩＳＡＫＭＰによる通信路を確立することになるため、手順が冗長であるから、ＩＰ sec
トンネルの確立に要する時間が長くなるという問題がある。
【００１２】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、セキュリティの低下を防ぐことがで
き、ユーザ及び管理者の特別な作業を必要とせず、かつ、モバイルＶＰＮ接続環境におけ
るＩＰ secトンネルの確立に要する時間を短縮することができ 動無線端末装置、仮想
私設網中継装置及び接続認証サーバを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　 移動無線端末装置は、公衆網と私設網と公衆無線ＬＡＮシステムとを具備し、
前記公衆網を介して前記私設網に設置された網中継装置とＩＰ secトンネルを確立し移動
無線端末装置との間でＩＰ secトンネルを確立して前記移動無線端末装置の前記公衆無線
ＬＡＮシステムから前記私設網への接続を中継する仮想私設網中継装置と、前記公衆無線
ＬＡＮシステムに設置され前記移動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続
を認証する接続認証サーバと、前記移動無線端末装置と前記接続認証サーバとの間で行わ
れる公衆無線ＬＡＮの接続認証手順を中継する無線ＬＡＮアクセスポイントと、を具備す
る移動無線通信システムにおける移動無線端末装置であって、前記接続認証サーバに対し
て前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続認証処理を行う認証処理部と、前記公衆無線ＬＡ
Ｎシステムへの接続が許可された時に前記接続認証サーバから前記仮想私設網中継装置の
ＩＰアドレスを取得するアドレス取得部と、前記移動無線端末装置のＩＰアドレスを前記
接続認証サーバに通知するアドレス通知部と、前記仮想私設網中継装置のＩＰアドレスを
用いて前記仮想私設網中継装置とＩＰ sec鍵交換を行うＩＰ sec鍵交換部と、を具備する構
成を採る。
【００１６】
　この構成によれば、移動無線端末装置は仮想私設網中継装置のＩＰアドレスを取得する
ことができ、かつ、仮想私設網中継装置は移動無線端末装置のＩＰアドレスを取得するこ
とができるため、移動無線端末装置と仮想私設網中継装置とはそれぞれのＩＰアドレスを
用いてＩＰ secメインモードによる鍵交換を開始することができるから、セキュリティの
低下を防ぐことができ、かつ、ユーザ及び管理者の特別な作業を必要としない。また、こ
の構成によれば、移動無線端末装置と接続認証サーバにおいて接続認証手順により確立さ
れたセキュアな通信路を用いてＩＰアドレスを送信することにより、ＩＰアドレスを配布
するためのセキュアな通信路を改めて確立する必要がないため、モバイルＶＰＮ接続環境
におけるＩＰ secトンネルの確立に要する時間を短縮することができる。
【００１７】
　 移動無線端末装置は、公衆網と私設網と公衆無線ＬＡＮシステムとを具備し、
前記公衆網を介して前記私設網に設置された網中継装置とＩＰ secトンネルを確立し移動
無線端末装置との間でＩＰ secトンネルを確立して前記移動無線端末装置の前記公衆無線
ＬＡＮシステムから前記私設網への接続を中継する仮想私設網中継装置と、前記公衆無線
ＬＡＮシステムに設置され前記移動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続
を認証する接続認証サーバと、前記移動無線端末装置と前記接続認証サーバとの間で行わ
れる公衆無線ＬＡＮの接続認証手順を中継する無線ＬＡＮアクセスポイントと、を具備す
る移動無線通信システムにおける移動無線端末装置であって、前記接続認証サーバに対し
て前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続認証処理を行う認証処理部と、前記公衆無線ＬＡ
Ｎシステムへの接続が許可された時に前記接続認証サーバから前記仮想私設網中継装置と
の間で行うＩＰ sec鍵交換に用いるＩＰ sec事前共有秘密鍵を取得するＩＰ sec共有鍵取得
部と、前記ＩＰ sec事前共有秘密鍵を用いて前記仮想私設網中継装置とＩＰ sec鍵交換を行
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うＩＰ sec鍵交換部と、を具備する構成を採る。
【００１８】
　この構成によれば、移動無線端末装置と仮想私設網中継装置が同一のＩＰ sec事前共有
秘密鍵を取得することが可能であり、かつ、移動無線端末装置の公衆無線ＬＡＮシステム
への接続の度にＩＰ sec事前共有秘密鍵を更新することができるため、セキュリティの低
下を防ぐことができ、かつ、ユーザ及び管理者の特別な作業を必要としない。また、この
構成によれば、移動無線端末装置と接続認証サーバにおいて接続認証手順により確立され
たセキュアな通信路を用いてＩＰ sec事前共有秘密鍵を送信することにより、ＩＰ sec事前
共有秘密鍵を配布するためのセキュアな通信路を改めて確立する必要がないため、モバイ
ルＶＰＮ接続環境におけるＩＰ secトンネルの確立に要する時間を短縮することができる
。
【００１９】
　 移動無線端末装置は、公衆網と私設網と公衆無線ＬＡＮシステムとを具備し、
前記公衆網を介して前記私設網に設置された網中継装置とＩＰ secトンネルを確立し移動
無線端末装置との間でＩＰ secトンネルを確立して前記移動無線端末装置の前記公衆無線
ＬＡＮシステムから前記私設網への接続を中継する仮想私設網中継装置と、前記移動無線
端末装置の移動制御を行うホームエージェントと、前記公衆無線ＬＡＮシステムに設置さ
れ前記移動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続を認証する接続認証サー
バと、前記移動無線端末装置と前記接続認証サーバとの間で行われる公衆無線ＬＡＮの接
続認証手順を中継する無線ＬＡＮアクセスポイントと、を具備する移動無線通信システム
における移動無線端末装置であって、前記接続認証サーバに対して前記公衆無線ＬＡＮシ
ステムへの接続認証処理を行う認証処理部と、前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続が許
可された時に前記接続認証サーバから前記ホームエージェントとの間で行うモバイルＩＰ
登録に用いる事前共有秘密鍵を取得するＭＩＰ共有鍵取得部と、前記事前共有秘密鍵を用
いて前記ホームエージェントへモバイルＩＰ登録を行うＭＩＰ登録部と、を具備する構成
を採る。
【００２０】
　この構成によれば、移動無線端末装置とホームエージェントが同一のＭＩＰ事前共有秘
密鍵を取得することが可能であり、かつ、移動無線端末装置の公衆無線ＬＡＮシステムへ
の接続の度にＭＩＰ事前共有秘密鍵を更新することができるため、セキュリティの低下を
防ぐことが可能であり、かつ、ユーザ及び管理者の特別な作業を必要としない。また、移
動無線端末装置と接続認証サーバにおいて接続認証手順により確立されたセキュアな通信
路を用いてＭＩＰ事前共有秘密鍵を送信することにより、ＭＩＰ事前共有秘密鍵を配布す
るためのセキュアな通信路を改めて確立する必要がないため、モバイルＶＰＮ接続環境に
おけるＩＰ secトンネルの確立に要する時間を短縮することができる。
【００２１】
　 移動無線端末装置は、公衆網と私設網と公衆無線ＬＡＮシステムとを具備し、
前記公衆網を介して前記私設網に設置された網中継装置とＩＰ secトンネルを確立し移動
無線端末装置との間でＩＰ secトンネルを確立して前記移動無線端末装置の前記公衆無線
ＬＡＮシステムから前記私設網への接続を中継する仮想私設網中継装置と、前記移動無線
端末装置の移動制御を行うホームエージェントと、前記公衆無線ＬＡＮシステムに設置さ
れ前記移動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続を認証する接続認証サー
バと、前記移動無線端末装置と前記接続認証サーバとの間で行われる公衆無線ＬＡＮの接
続認証手順を中継する無線ＬＡＮアクセスポイントと、を具備する移動無線通信システム
における移動無線端末装置であって、前記接続認証サーバに対して前記公衆無線ＬＡＮシ
ステムへの接続認証処理を行う認証処理部と、前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続が許
可された時に前記接続認証サーバから前記仮想私設網中継装置のＩＰアドレスを取得する
アドレス取得部と、前記移動無線端末装置のＩＰアドレスを前記接続認証サーバに通知す
るアドレス通知部と、前記接続認証サーバから前記仮想私設網中継装置との間で行うＩＰ
sec鍵交換に用いるＩＰ sec事前共有秘密鍵を取得するＩＰ sec共有鍵取得部と、前記接続
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認証サーバから前記ホームエージェントとの間で行うモバイルＩＰ登録に用いるＭＩＰ事
前共有秘密鍵を取得するＭＩＰ共有鍵取得部と、前記仮想私設網中継装置のＩＰアドレス
と前記ＩＰ sec事前共有秘密鍵を用いて前記仮想私設網中継装置とＩＰ sec鍵交換を行うＩ
Ｐ sec鍵交換部と、前記ＭＩＰ事前共有秘密鍵を用いて前記ホームエージェントへモバイ
ルＩＰ登録を行うＭＩＰ登録部と、を具備する構成を採る。
【００２２】
　この構成によれば、移動無線端末装置は仮想私設網中継装置のＩＰアドレスを取得する
ことができ、かつ、仮想私設網中継装置は移動無線端末装置のＩＰアドレスを取得するこ
とができるため、それぞれのＩＰアドレスを用いてＩＰ secメインモードによる鍵交換を
開始することができ、かつ、移動無線端末装置と仮想私設網中継装置とは同一のＩＰ sec
事前共有秘密鍵を取得することが可能であるため移動無線端末装置の公衆無線ＬＡＮシス
テムへの接続の度にＩＰ sec事前共有秘密鍵を更新することができる。さらに、この構成
によれば、移動無線端末装置とホームエージェントとは同一のＭＩＰ事前共有秘密鍵を取
得することが可能であり、かつ、移動無線端末装置の公衆無線ＬＡＮシステムへの接続の
度にＭＩＰ事前共有秘密鍵を更新することができる。これにより、セキュリティの低下を
防ぐことが可能であり、かつ、ユーザ及び管理者の特別な作業を必要としない。
【００２３】
　さらに、この構成によれば、移動無線端末装置と接続認証サーバにおいて接続認証手順
により確立されたセキュアな通信路を用いてＩＰアドレスとＩＰ sec事前共有秘密鍵とＭ
ＩＰ事前共有秘密鍵を送信することにより、これらを配布するためのセキュアな通信路を
改めて確立する必要がないため、モバイルＶＰＮ接続環境におけるＩＰ secトンネルの確
立に要する時間を短縮することができる。
【００２４】
　 仮想私設網中継装置は、公衆網と私設網と公衆無線ＬＡＮシステムとを具備し
、前記公衆網を介して前記私設網に設置された網中継装置とＩＰ secトンネルを確立し移
動無線端末装置との間でＩＰ secトンネルを確立して前記移動無線端末装置の前記公衆無
線ＬＡＮシステムから前記私設網への接続を中継する仮想私設網中継装置と、前記公衆無
線ＬＡＮシステムに設置され前記移動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接
続を認証する接続認証サーバと、前記移動無線端末装置と前記接続認証サーバとの間で行
われる公衆無線ＬＡＮの接続認証手順を中継する無線ＬＡＮアクセスポイントと、を具備
する移動無線通信システムにおける仮想私設網中継装置であって、前記接続認証サーバか
ら前記移動無線端末装置のＩＰアドレスを受信するアドレス取得部と、前記移動無線端末
装置のＩＰアドレスを用いて前記移動無線端末装置とＩＰ sec鍵交換を行うＩＰ sec鍵交換
部と、を具備する構成を採る。
【００２５】
　この構成によれば、仮想私設網中継装置は移動無線端末装置のＩＰアドレスを取得する
ことができるため、そのＩＰアドレスを用いてＩＰ secメインモードによる鍵交換を開始
することができるから、セキュリティの低下を防ぐことが可能であり、ユーザ及び管理者
の特別な作業を必要とせず、かつ、モバイルＶＰＮ接続環境におけるＩＰ secトンネルの
確立に要する時間を短縮することができる。
【００２６】
　 仮想私設網中継装置は、公衆網と私設網と公衆無線ＬＡＮシステムとを具備し
、前記公衆網を介して前記私設網に設置された網中継装置とＩＰ secトンネルを確立し移
動無線端末装置との間でＩＰ secトンネルを確立して前記移動無線端末装置の前記公衆無
線ＬＡＮシステムから前記私設網への接続を中継する仮想私設網中継装置と、前記公衆無
線ＬＡＮシステムに設置され前記移動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接
続を認証する接続認証サーバと、前記移動無線端末装置と前記接続認証サーバとの間で行
われる公衆無線ＬＡＮの接続認証手順を中継する無線ＬＡＮアクセスポイントと、を具備
する移動無線通信システムにおける仮想私設網中継装置であって、前記接続認証サーバか
ら前記移動無線端末装置との間で行うＩＰ sec鍵交換に用いる事前共有秘密鍵を受信する

10

20

30

40

50

(9) JP 3955025 B2 2007.8.8

本発明の

本発明の



ＩＰ sec共有鍵取得部と、前記事前共有秘密鍵を用いて前記移動無線端末装置とＩＰ sec鍵
交換を行うＩＰ sec鍵交換部と、を具備する構成を採る。
【００２７】
　この構成によれば、移動無線端末装置と仮想私設網中継装置とは同一のＩＰ sec事前共
有秘密鍵を取得することが可能であり、かつ、移動無線端末装置の公衆無線ＬＡＮシステ
ムへの接続の度にＩＰ sec事前共有秘密鍵を更新することができるため、セキュリティの
低下を防ぐことが可能であり、ユーザ及び管理者の特別な作業を必要とせず、かつ、モバ
イルＶＰＮ接続環境におけるＩＰ secトンネルの確立に要する時間を短縮することができ
る。
【００２８】
　 仮想私設網中継装置は、公衆網と私設網と公衆無線ＬＡＮシステムとを具備し
、前記公衆網を介して前記私設網に設置された網中継装置とＩＰ secトンネルを確立し移
動無線端末装置との間でＩＰ secトンネルを確立して前記移動無線端末装置の前記公衆無
線ＬＡＮシステムから前記私設網への接続を中継する仮想私設網中継装置と、前記公衆無
線ＬＡＮシステムに設置され前記移動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接
続を認証する接続認証サーバと、前記移動無線端末装置と前記接続認証サーバとの間で行
われる公衆無線ＬＡＮの接続認証手順を中継する無線ＬＡＮアクセスポイントと、を具備
する移動無線通信システムにおける仮想私設網中継装置であって、前記接続認証サーバか
ら前記移動無線端末装置のＩＰアドレスを受信するアドレス取得部と、前記接続認証サー
バから前記移動無線端末装置との間で行うＩＰ sec鍵交換に用いる事前共有秘密鍵を受信
するＩＰ sec共有鍵取得部と、前記移動無線端末装置のＩＰアドレスと前記事前共有秘密
鍵を用いて前記移動無線端末装置とＩＰ sec鍵交換を行うＩＰ sec鍵交換部と、を具備する
構成を採る。
【００２９】
　この構成によれば、仮想私設網中継装置は移動無線端末装置のＩＰアドレスを取得する
ことができるため、そのＩＰアドレスを用いてＩＰ secメインモードによる鍵交換を開始
することができる。また、この構成によれば、移動無線端末装置と仮想私設網中継装置と
は同一のＩＰ sec事前共有秘密鍵を取得することが可能であり、かつ、移動無線端末装置
の公衆無線ＬＡＮシステムへの接続の度にＩＰ sec事前共有秘密鍵を更新することができ
る。これにより、セキュリティの低下を防ぐことが可能であり、ユーザ及び管理者の特別
な作業を必要とせず、かつ、モバイルＶＰＮ接続環境におけるＩＰ secトンネルの確立に
要する時間を短縮することができる。
【００３０】
　 接続認証サーバは、公衆網と私設網と公衆無線ＬＡＮシステムとを具備し、前
記公衆網を介して前記私設網に設置された網中継装置とＩＰ secトンネルを確立し移動無
線端末装置との間でＩＰ secトンネルを確立して前記移動無線端末装置の前記公衆無線Ｌ
ＡＮシステムから前記私設網への接続を中継する仮想私設網中継装置と、前記公衆無線Ｌ
ＡＮシステムに設置され前記移動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続を
認証する接続認証サーバと、前記移動無線端末装置と前記接続認証サーバとの間で行われ
る公衆無線ＬＡＮの接続認証手順を中継する無線ＬＡＮアクセスポイントと、を具備する
移動無線通信システムにおける接続認証サーバであって、前記移動無線端末装置の前記公
衆無線ＬＡＮシステムへの接続認証を行う認証処理部と、前記移動無線端末装置の前記公
衆無線ＬＡＮシステムへの接続を許可する時に前記移動無線端末装置のＩＰアドレスを前
記移動無線端末装置から受信するアドレス取得部と、前記仮想私設網中継装置のＩＰアド
レスを前記移動無線端末装置に通知し、かつ、前記移動無線端末装置のＩＰアドレスを前
記仮想私設網中継装置に通知するアドレス通知部と、を具備する構成を採る。
【００３１】
　この構成によれば、移動無線端末装置は仮想私設網中継装置のＩＰアドレスを取得する
ことができ、かつ、仮想私設網中継装置は移動無線端末装置のＩＰアドレスを取得するこ
とができるため、移動無線端末装置と仮想私設網中継装置とはそれぞれのＩＰアドレスを
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用いてＩＰ secメインモードによる鍵交換を開始することができるから、セキュリティの
低下を防ぐことが可能であり、かつ、ユーザ及び管理者の特別な作業を必要としない。ま
た、この構成によれば、移動無線端末装置と接続認証サーバにおいて接続認証手順により
確立されたセキュアな通信路を用いてＩＰアドレスを送信することにより、ＩＰアドレス
を配布するためのセキュアな通信路を改めて確立する必要がないため、モバイルＶＰＮ接
続環境におけるＩＰ secトンネルの確立に要する時間を短縮することができる。
【００３２】
　 接続認証サーバは、公衆網と私設網と公衆無線ＬＡＮシステムとを具備し、前
記公衆網を介して前記私設網に設置された網中継装置とＩＰ secトンネルを確立し移動無
線端末装置との間でＩＰ secトンネルを確立して前記移動無線端末装置の前記公衆無線Ｌ
ＡＮシステムから前記私設網への接続を中継する仮想私設網中継装置と、前記公衆無線Ｌ
ＡＮシステムに設置され前記移動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続を
認証する接続認証サーバと、前記移動無線端末装置と前記接続認証サーバとの間で行われ
る公衆無線ＬＡＮの接続認証手順を中継する無線ＬＡＮアクセスポイントと、を具備する
移動無線通信システムにおける接続認証サーバであって、前記移動無線端末装置の前記公
衆無線ＬＡＮシステムへの接続認証を行う認証処理部と、前記移動無線端末装置の公衆無
線ＬＡＮシステムへの接続を許可する時に前記移動無線端末装置と前記仮想私設網中継装
置との間で行うＩＰ sec鍵交換に用いる事前共有秘密鍵を前記移動無線端末装置と前記仮
想私設網中継装置にそれぞれ配布するＩＰ sec共有鍵配布部と、を具備する構成を採る。
【００３３】
　この構成によれば、移動無線端末装置と仮想私設網中継装置とは同一のＩＰ sec事前共
有秘密鍵を取得することが可能であり、かつ、移動無線端末装置の公衆無線ＬＡＮシステ
ムへの接続の度にＩＰ sec事前共有秘密鍵を更新することができるため、セキュリティの
低下を防ぐことが可能であり、かつ、ユーザ及び管理者の特別な作業を必要としない。ま
た、この構成によれば、移動無線端末装置と接続認証サーバにおいて接続認証手順により
確立されたセキュアな通信路を用いてＩＰ sec事前共有秘密鍵を送信することにより、Ｉ
Ｐ sec事前共有秘密鍵を配布するためのセキュアな通信路を改めて確立する必要がないた
め、モバイルＶＰＮ接続環境におけるＩＰ secトンネルの確立に要する時間を短縮するこ
とができる。
【００３４】
　 接続認証サーバは、公衆網と私設網と公衆無線ＬＡＮシステムとを具備し、前
記公衆網を介して前記私設網に設置された網中継装置とＩＰ secトンネルを確立し移動無
線端末装置との間でＩＰ secトンネルを確立して前記移動無線端末装置の前記公衆無線Ｌ
ＡＮシステムから前記私設網への接続を中継する仮想私設網中継装置と、前記移動無線端
末装置の移動制御を行うホームエージェントと、前記公衆無線ＬＡＮシステムに設置され
前記移動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続を認証する接続認証サーバ
と、前記移動無線端末装置と前記接続認証サーバとの間で行われる公衆無線ＬＡＮの接続
認証手順を中継する無線ＬＡＮアクセスポイントと、を具備する移動無線通信システムに
おける接続認証サーバであって、前記移動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムへ
の接続認証を行う認証処理部と、前記移動無線端末装置の公衆無線ＬＡＮシステムへの接
続を許可する時に前記移動無線端末装置と前記ホームエージェントとの間で行うモバイル
ＩＰ登録に用いる事前共有秘密鍵を前記移動無線端末装置と前記ホームエージェントにそ
れぞれ配布するＭＩＰ共有鍵配布部と、を具備する構成を採る。
【００３５】
　この構成によれば、移動無線端末装置とホームエージェントとは同一のＭＩＰ事前共有
秘密鍵を取得することが可能であり、かつ、移動無線端末装置の公衆無線ＬＡＮシステム
への接続の度にＭＩＰ事前共有秘密鍵を更新することができるため、セキュリティの低下
を防ぐことが可能であり、かつ、ユーザ及び管理者の特別な作業を必要としない。また、
この構成によれば、移動無線端末装置と接続認証サーバにおいて接続認証手順により確立
されたセキュアな通信路を用いてＭＩＰ事前共有秘密鍵を送信することにより、ＭＩＰ事
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前共有秘密鍵を配布するためのセキュアな通信路を改めて確立する必要がないため、モバ
イルＶＰＮ接続環境におけるＩＰ secトンネルの確立に要する時間を短縮することができ
る。
【００３６】
　 接続認証サーバは、公衆網と私設網と公衆無線ＬＡＮシステムとを具備し、前
記公衆網を介して前記私設網に設置された網中継装置とＩＰ secトンネルを確立し移動無
線端末装置との間でＩＰ secトンネルを確立して前記移動無線端末装置の前記公衆無線Ｌ
ＡＮシステムから前記私設網への接続を中継する仮想私設網中継装置と、前記移動無線端
末装置の移動制御を行うホームエージェントと、前記公衆無線ＬＡＮシステムに設置され
前記移動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続を認証する接続認証サーバ
と、前記移動無線端末装置と前記接続認証サーバとの間で行われる公衆無線ＬＡＮの接続
認証手順を中継する無線ＬＡＮアクセスポイントと、を具備する移動無線通信システムに
おける接続認証サーバであって、前記移動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムへ
の接続認証を行う認証処理部と、前記移動無線端末装置の公衆無線ＬＡＮシステムへの接
続を許可する時に前記移動無線端末装置のＩＰアドレスを前記移動無線端末装置から受信
するアドレス取得部と、前記仮想私設網中継装置のＩＰアドレスを前記移動無線端末装置
に通知し、かつ、前記移動無線端末装置のＩＰアドレスを前記仮想私設網中継装置に通知
するアドレス通知部と、前記移動無線端末装置と前記仮想私設網中継装置との間で行うＩ
Ｐ sec鍵交換に用いるＩＰ sec事前共有秘密鍵を前記移動無線端末装置と前記仮想私設網中
継装置にそれぞれ配布するＩＰ sec共有鍵配布部と、前記移動無線端末装置と前記ホーム
エージェントとの間で行うモバイルＩＰ登録に用いるＭＩＰ事前共有秘密鍵を前記移動無
線端末装置と前記ホームエージェントにそれぞれ配布するＭＩＰ共有鍵配布部と、を具備
する構成を採る。
【００３７】
　この構成によれば、移動無線端末装置は仮想私設網中継装置のＩＰアドレスを取得する
ことができ、かつ、仮想私設網中継装置は移動無線端末装置のＩＰアドレスを取得するこ
とができるため、移動無線端末装置と仮想私設網中継装置とはそれぞれのＩＰアドレスを
用いてＩＰ secメインモードによるトンネル確立を開始することができる。また、この構
成によれば、移動無線端末装置と仮想私設網中継装置とは同一のＩＰ sec事前共有秘密鍵
を取得することが可能であり、かつ、移動無線端末装置の公衆無線ＬＡＮシステムへの接
続の度にＩＰ sec事前共有秘密鍵を更新することができる。さらに、この構成によれば、
移動無線端末装置とホームエージェントが同一のＭＩＰ事前共有秘密鍵を取得することが
可能であり、かつ、移動無線端末装置の公衆無線ＬＡＮシステムへの接続の度にＭＩＰ事
前共有秘密鍵を更新することができる。これにより、セキュリティの低下を防ぐことが可
能であり、かつ、ユーザ及び管理者の特別な作業を必要としない。
【００３８】
　またさらに、この構成によれば、移動無線端末装置と接続認証サーバにおいて接続認証
手順により確立されたセキュアな通信路を用いてＩＰアドレスとＩＰ sec事前共有秘密鍵
とＭＩＰ事前共有秘密鍵を送信することにより、これらを配布するためのセキュアな通信
路を改めて確立する必要がないため、モバイルＶＰＮ接続環境におけるＩＰ secトンネル
の確立に要する時間を短縮することができる。
【００３９】
　 無線ＬＡＮアクセスポイントは、公衆網と私設網と公衆無線ＬＡＮシステムと
を具備し、前記公衆網を介して前記私設網に設置された網中継装置とＩＰ secトンネルを
確立し移動無線端末装置との間でＩＰ secトンネルを確立して前記移動無線端末装置の前
記公衆無線ＬＡＮシステムから前記私設網への接続を中継する仮想私設網中継装置と、前
記移動無線端末装置の移動制御を行うホームエージェントと、前記公衆無線ＬＡＮシステ
ムに設置され前記移動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続を認証する接
続認証サーバと、前記移動無線端末装置と前記接続認証サーバとの間で行われる公衆無線
ＬＡＮの接続認証手順を中継する無線ＬＡＮアクセスポイントと、を具備する移動無線通
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信システムにおける無線ＬＡＮアクセスポイントであって、前記移動無線端末装置と前記
接続認証サーバとの間で行われる公衆無線ＬＡＮの接続認証手順において確立した安全な
通信路を用いて、前記接続認証サーバから送信されるＩＰアドレスとＩＰ sec事前共有鍵
、 Mobile ＩＰ事前共有鍵を前記移動無線端末装置に送信し、かつ、前記移動無線端末装
置から送信されるＩＰアドレスを前記接続認証サーバへ送信する認証中継部と、を具備す
る構成を採る。
【００４０】
　この構成によれば、移動無線端末装置が仮想私設網中継装置のＩＰアドレスを取得する
ことができ、かつ、仮想私設網中継装置は移動無線端末装置のＩＰアドレスを取得するこ
とができるため、移動無線端末装置と仮想私設網中継装置とはそれぞれのＩＰアドレスを
用いてＩＰ secメインモードによる鍵交換を開始することができる。また、この構成によ
れば、移動無線端末装置と仮想私設網中継装置とは同一のＩＰ sec事前共有秘密鍵を取得
することが可能であり、かつ、移動無線端末装置の公衆無線ＬＡＮシステムへの接続の度
にＩＰ sec事前共有秘密鍵を更新することができる。これにより、セキュリティの低下を
防ぐことが可能であり、かつ、ユーザ及び管理者の特別な作業を必要としない。
【００４１】
　さらに、この構成によれば、移動無線端末装置と接続認証サーバにおいて接続認証手順
により確立されたセキュアな通信路を用いてＩＰアドレスとＩＰ sec事前共有秘密鍵とＭ
ＩＰ事前共有秘密鍵を送信することにより、これらを配布するためのセキュアな通信路を
改めて確立する必要がないため、モバイルＶＰＮ接続環境におけるＩＰ secトンネルの確
立に要する時間を短縮することができる。
【００４２】
　 ホームエージェントは、公衆網と私設網と公衆無線ＬＡＮシステムとを具備し
、前記公衆網を介して前記私設網に設置された網中継装置とＩＰ secトンネルを確立し移
動無線端末装置との間でＩＰ secトンネルを確立して前記移動無線端末装置の前記公衆無
線ＬＡＮシステムから前記私設網への接続を中継する仮想私設網中継装置と、前記移動無
線端末装置の移動制御を行うホームエージェントと、前記公衆無線ＬＡＮシステムに設置
され前記移動無線端末装置の前記公衆無線ＬＡＮシステムへの接続を認証する接続認証サ
ーバと、前記移動無線端末装置と前記接続認証サーバとの間で行われる公衆無線ＬＡＮの
接続認証手順を中継する無線ＬＡＮアクセスポイントと、を具備する移動無線通信システ
ムにおけるホームエージェントであって、前記接続認証サーバから前記移動無線端末装置
のモバイルＩＰ登録に用いる事前共有秘密鍵を受信するＭＩＰ共有鍵取得部と、前記事前
共有秘密鍵を用いて前記移動無線端末装置からのモバイルＩＰ登録を処理するＭＩＰ処理
部と、を具備する構成を採る。
【００４３】
　この構成によれば、ホームエージェントはＭＩＰ事前共有秘密鍵を取得することが可能
であり、かつ、移動無線端末装置の公衆無線ＬＡＮシステムへの接続の度にＭＩＰ事前共
有秘密鍵を更新することができるため、セキュリティの低下を防ぐことが可能であり、ユ
ーザ及び管理者の特別な作業を必要とせず、かつ、モバイルＶＰＮ接続環境におけるＩＰ
secトンネルの確立に要する時間を短縮することができる。
【発明の効果】
【００４４】
　以上説明したように、本発明によれば、セキュリティの低下を防ぐことが可能であり、
ユーザ及び管理者の特別な作業を必要とせず、かつ、モバイルＶＰＮ接続環境におけるＩ
Ｐ secトンネルの確立に要する時間を短縮することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４５】
　本発明の骨子は、移動無線端末装置が公衆無線ＬＡＮシステムから公衆網を介して私設
網に接続する時に移動無線端末装置と接続認証サーバとの間で行う接続認証手順において
確立した暗号化通信路を用いて、移動無線端末装置と仮想私設網中継装置のＩＰアドレス
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を互いに通知する。
【００４６】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
　（一実施の形態）
　図１に示すように、本発明の一実施の形態に係る移動無線通信システム１００は、公衆
網１０１、私設網１０２、公衆無線ＬＡＮシステム１０３、網中継装置１０４、仮想私設
網中継装置１０５及びホームエージェント１０６を具備している。公衆無線ＬＡＮシステ
ム１０３は、公衆無線ＬＡＮ１０７、接続認証サーバ１０８、無線ＬＡＮアクセスポイン
ト１０９及び複数の移動無線端末装置１１０（１つのみが図示されている）を具備してい
る。
【００４７】
　仮想私設網中継装置１０５は、私設網１０２に設置された網中継装置１０４と公衆網１
０１を介してＩＰ secトンネルを静的に確立しており、仮想私設網中継装置１０５と私設
網１０２との間のセキュアな通信を実現している。また、仮想私設網中継装置１０５は、
公衆無線ＬＡＮシステム１０３に存在する移動無線端末装置１１０との間でＩＰ secトン
ネルを確立し、移動無線端末装置１１０の公衆無線ＬＡＮシステム１０３から私設網１０
２への接続を中継する。なお、仮想私設網中継装置１０５と移動無線端末装置１１０との
ＩＰ secトンネルは、移動無線端末装置１１０の公衆無線ＬＡＮシステム１０３への接続
の度に動的に確立し、また、移動無線端末装置１１０からの私設網１０２への接続要求の
度に動的に確立する。
【００４８】
　接続認証サーバ１０８は、移動無線端末装置１１０の公衆無線ＬＡＮ１０７への接続認
証を行う。この時に、無線ＬＡＮアクセスポイント１０９は、移動無線端末装置１１０と
接続認証サーバ１０８との間で行われる接続認証手順を中継する役割を果たす。
【００４９】
　図２は、本発明の一実施の形態に係る移動無線端末装置１１０の構成を示すブロック図
である。図３は、本発明の一実施の形態に係る仮想私設網中継装置１０５の構成を示すブ
ロック図である。図４は、本発明の一実施の形態に係る接続認証サーバ１０８の構成を示
すブロック図である。図５は、本発明の一実施の形態に係る無線ＬＡＮアクセスポイント
１０９の構成を示すブロック図である。図６は、本発明の一実施の形態に係るホームエー
ジェント１０６の構成を示すブロック図である。
【００５０】
　図２に示すように、移動無線端末装置１１０は、認証処理部２０１、アドレス通知部２
０２、アドレス取得部２０３、ＩＰ sec共有鍵取得部２０４、ＩＰ sec鍵交換部２０５、Ｍ
ＩＰ共有鍵取得部２０６及びＭＩＰ登録部２０７を具備している。なお、移動無線端末装
置１１０は、移動無線通信を行う装置（図示せず）を具備している。
【００５１】
　図３に示すように、仮想私設網中継装置１０５は、アドレス取得部３０１、ＩＰ sec共
有鍵取得部３０２及びＩＰ sec鍵交換部３０３を具備している。図４に示すように、接続
認証サーバ１０８は、認証処理部４０１、アドレス通知部４０２、アドレス取得部４０３
、ＩＰ sec共有鍵配布部４０４及びＭＩＰ共有鍵配布部４０５を具備している。図５に示
すように、無線ＬＡＮアクセスポイント１０９は、認証中継部５０１を具備している。図
６に示すように、ホームエージェント１０６は、ＭＩＰ共有鍵取得部６０１及びＭＩＰ処
理部６０２を具備している。
【００５２】
　次に、公衆無線ＬＡＮシステム１０３に存在する移動無線端末装置１１０が私設網１０
２に接続する場合の手順を例にとって説明する。
【００５３】
　移動無線端末装置１１０が公衆無線ＬＡＮシステム１０３の通信範囲内に存在する時に
、移動無線端末装置１１０の認証処理部２０１は、公衆無線ＬＡＮシステム１０３に接続
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するために、無線ＬＡＮアクセスポイント１０９の認証中継部５０１を介して接続認証サ
ーバ１０８の認証処理部４０１へ接続要求を送信する。公衆無線ＬＡＮシステム１０３へ
接続するためのプロトコルとして、ＩＥＥＥ  （ the Institute of Electrical and Elect
ronics Engineers）で規定されている８０２ .１ xなどが挙げられる。
【００５４】
　以下、説明の簡単のため、８０２ .１ xを用いた場合の手順を説明する。８０２ .１ xの枠
組みでは、移動無線端末装置１１０と無線ＬＡＮアクセスポイント１０９との間では、Ｅ
ＡＰ  （ Extensible Authentication Protocol）プロトコルが適用される。また、無線Ｌ
ＡＮアクセスポイント１０９と接続認証サーバ１０８との間では、ＲＡＤＩＵＳ  （ Remot
e Authentication Dial In User Service）プロトコルなどが適用される。無線ＬＡＮア
クセスポイント１０９は、前記両者のプロトコルを中継するブリッジ機能を有する。
【００５５】
　接続認証サーバ１０８の認証処理部４０１は、最初に、移動無線端末装置１１０の認証
処理部２０１から送信されてくる接続要求の認証を行う。この認証は、ＥＡＰ－ＭＤ５、
ＥＡＰ－ＴＬＳ、ＥＡＰ－ＬＥＡＰ又はＰＥＡＰといった種々の認証方式より行われる。
ここでは説明の簡単のため、ＥＡＰ－ＴＬＳを適用した場合の手順を説明する。ＥＡＰ－
ＴＬＳでは、移動無線端末装置１１０と接続認証サーバ１０８との間で電子証明書を交換
することにより、相互の認証を行う。
【００５６】
　また、同時に、移動無線端末装置１１０と接続認証サーバ１０８は、乱数を交換して擬
似乱数関数などによる演算処理を行うことにより、相互に共通のマスターシークレットを
保持する。移動無線端末装置１１０と接続認証サーバ１０８は、前記マスターシークレッ
トからＰＭＫ  （ Pairwise Master Key）を生成する。そして、接続認証サーバ１０８にお
いて移動無線端末装置１１０の認証が成功した場合、移動無線端末装置１１０と接続認証
サーバ１０８は前記マスターシークレットを用いて、接続認証サーバ１０８と移動無線端
末装置１１０との間の通信路を暗号化する。
【００５７】
　この時、無線ＬＡＮアクセスポイント１０９の認証中継部５０１は前記通信路を中継す
る役割を果たすため、移動無線端末装置１１０と接続認証サーバ１０８の秘匿通信が可能
となる。即ち、移動無線端末装置１１０の認証処理部２０１と無線ＬＡＮアクセスポイン
ト１０９の認証中継部５０１と接続認証サーバ１０８の認証処理部４０１との間でセキュ
アな通信路が確立されたことになる。以後、特別な断りがない限り、移動無線端末装置１
１０と無線ＬＡＮアクセスポイント１０９と接続認証サーバ１０８との通信は、このセキ
ュアな通信路を用いて行う。
【００５８】
　そして、接続認証サーバ１０８は、この暗号化されたセキュアな通信路を用いて無線Ｌ
ＡＮアクセスポイント１０９にＰＭＫを送信する。これにより、移動無線端末装置１１０
と無線ＬＡＮアクセスポイント１０９は、共有するＰＭＫからＷＥＰキーを生成し、公衆
無線ＬＡＮシステム１０３における無線通信区間通信路をＷＥＰキーにより暗号化する。
（図７のステップＳＴ１）。
【００５９】
　次に、移動無線端末装置１１０と接続認証サーバ１０８との間で共有するマスターシー
クレットにより暗号化された通信路を用いて、移動無線端末装置１１０と仮想私設網中継
装置１０５のＩＰアドレスを交換する。接続認証サーバ１０８のアドレス通知部４０２は
、無線ＬＡＮアクセスポイント１０９の認証中継部５０１を中継して移動無線端末装置１
１０のアドレス取得部２０３へ仮想私設網中継装置１０５のＩＰアドレスを送信する（図
７のステップＳＴ２）。
【００６０】
　なお、接続認証サーバ１０８は仮想私設網中継装置１０５のＩＰアドレスを予め保持し
ておくことなどが考えられる。仮想私設網中継装置１０５のＩＰアドレスを受信した移動
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無線端末装置１１０のアドレス取得部２０３は、アドレス通知部２０２へ信号を送る。そ
して、その信号を受信したアドレス通知部２０２は、自身に割り当てられたＩＰアドレス
を無線ＬＡＮアクセスポイント１０９の認証中継部５０１を介して接続認証サーバ１０８
のアドレス取得部４０３へ送信する（図７のステップＳＴ３）。
【００６１】
　また、接続認証サーバ１０８と移動無線端末装置１１０とがＩＰアドレスを送受信する
ために、ＥＡＰプロトコルとＥＡＰＯＬプロトコルは拡張される。接続認証サーバ１０８
の認証処理部４０１と無線ＬＡＮアクセスポイント１０９の認証中継部５０１とがＩＰア
ドレスを送受信するために、ＥＡＰプロトコルのメッセージタイプにＥＡＰ－ＩＰＡＤＤ
Ｒが新たに定義される。そして、接続認証サーバ１０８の認証処理部４０１は、無線ＬＡ
Ｎアクセスポイント１０９の認証中継部５０１へＲＡＤＩＵＳプロトコルの vendor speci
ficフィールドの属性値としてＩＰアドレスを送信する。
【００６２】
　一方、移動無線端末装置１１０の認証処理部２０１と無線ＬＡＮアクセスポイント１０
９の認証中継部５０１とがＩＰアドレスを送受信するために、図８に示すＥＡＰＯＬプロ
トコルのパケットタイプにＥＡＰＯＬ－ＩＰＡＤＤＲが新たに定義され、属性値としてＩ
Ｐアドレスを通知するためのａｄｄｒフォーマット（図９）は追加される。このＥＡＰＯ
Ｌ－ＩＰＡＤＤＲメッセージの受信は、移動無線端末装置１１０にとっては仮想私設網中
継装置１０５のＩＰアドレスの受信を示し、無線ＬＡＮアクセスポイント１０９にとって
は移動無線端末装置１１０のＩＰアドレスの受信をそれぞれ示す。
【００６３】
　そして、接続認証サーバ１０８のアドレス通知部４０２は、移動無線端末装置１１０の
ＩＰアドレスを仮想私設網中継装置１０５のアドレス取得部３０１へ送信する（図７のス
テップＳＴ４）。
【００６４】
　以上の手順により、移動無線端末装置１１０と仮想私設網中継装置１０５は相互のＩＰ
アドレスを取得することができる。そして、移動無線端末装置１１０のＩＰ sec鍵交換部
２０５と仮想私設網中継装置１０５のＩＰ sec鍵交換部３０３は、取得したＩＰアドレス
を用いて、ＩＰ secメインモードによる鍵交換を開始することができる。
【００６５】
　さらに、接続認証サーバ１０８は、移動無線端末装置１１０と接続認証サーバ１０８と
の間で共有するマスターシークレットにより暗号化された通信路を用いて、移動無線端末
装置１１０と仮想私設網中継装置１０５との間で行われるＩＰ secトンネル確立時に用い
るＩＰ sec事前共有秘密鍵を、移動無線端末装置１１０と仮想私設網中継装置１０５とに
配布する。接続認証サーバ１０８の認証中継部４０１は、無線ＬＡＮアクセスポイント１
０９の認証中継部５０１にＩＰ sec事前共有秘密鍵を送信する。このＩＰ sec事前共有秘密
鍵を受信した無線ＬＡＮアクセスポイント１０９の認証中継部５０１は、ＩＰ sec事前共
有秘密鍵をそのまま移動無線端末装置１１０の認証処理部２０１へ送信する（図７のステ
ップＳＴ４）。
【００６６】
　なお、接続認証サーバ１０８の認証処理部４０１から移動無線端末装置１１０の認証処
理部２０１へＩＰ sec事前共有秘密鍵を送信するために、ＥＡＰプロトコルとＥＡＰＯＬ
プロトコルは拡張される。接続認証サーバ１０８の認証処理部４０１が無線ＬＡＮアクセ
スポイント１０９の認証中継部５０１へＩＰ sec事前共有秘密鍵を送信するために、ＥＡ
ＰプロトコルのメッセージタイプにＥＡＰ -ＩＰ SECKEYを新たに定義する。そして、ＲＡ
ＤＩＵＳプロトコルの vendor specificフィールドの属性値としてＩＰ sec事前共有秘密鍵
を送信する。一方、無線ＬＡＮアクセスポイント１０９の認証中継部５０１から移動無線
端末装置１１０の認証処理部２０１へＩＰ sec事前共有秘密鍵を送信するためにＥＡＰＯ
Ｌプロトコルの鍵配布メッセージを用いる。この時、 key descriptionフォーマットの des
criptor typeをＩＰ secとして、 keyフィールドを用いてＩＰ sec事前共有秘密鍵を通知す
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る。
【００６７】
　そして、接続認証サーバ１０８のＩＰ sec共有鍵配布部４０４は、移動無線端末装置１
１０に送信したＩＰ sec事前共有秘密鍵と同一のＩＰ sec事前共有秘密鍵を仮想私設網中継
装置１０５のＩＰ sec共有鍵取得部３０２へ送信する。
【００６８】
　なお、接続認証サーバ１０８から仮想私設網中継装置１０５への通信路は、ＩＰ secト
ンネルを静的に確立し、ＩＰ sec事前共有秘密鍵が盗聴されないセキュアな通信路を実現
する。さらに、接続認証サーバ１０８で保持するＩＰ sec事前共有秘密鍵は、接続認証サ
ーバ１０８が動的に生成することも可能であるし、また、別の鍵生成サーバなどから受信
することなどが可能である。
【００６９】
　以上の手順により、移動無線端末装置１１０と仮想私設網中継装置１０５とは同一のＩ
Ｐ sec事前共有秘密鍵を共有する。移動無線端末装置１１０のＩＰ sec鍵交換部２０５と仮
想私設網中継装置１０５のＩＰ sec鍵交換部３０３は、共有したＩＰ sec事前共有秘密鍵を
用いて、ＩＰ secメインモードによる鍵交換を開始する。仮想私設網中継装置１０５のＩ
Ｐ sec鍵交換部３０３は、移動無線端末装置１１０のＩＰ sec鍵交換部２０５からの認証要
求に記載のＩＰ sec事前共有秘密鍵とＩＰアドレスとユーザＩＤが仮想私設網中継装置１
０５で保持するＩＰ sec事前共有秘密鍵とＩＰアドレスとユーザＩＤと一致する場合に、
移動無線端末装置１１０の認証を許可してＩＰ secトンネルを確立する。
【００７０】
　また、接続認証サーバ１０８は、移動無線端末装置１１０と接続認証サーバ１０８との
間で共有するマスターシークレットにより暗号化された通信路を用いて、移動無線端末装
置１１０がホームエージェント１０６への登録に用いるＭＩＰ事前共有秘密鍵を移動無線
端末装置１１０へ送信する。接続認証サーバ１０８の認証処理部４０１は、ＭＩＰ事前共
有秘密鍵を無線ＬＡＮアクセスポイント１０９の認証中継部５０１に送信する。このＭＩ
Ｐ事前共有秘密鍵を受信した無線ＬＡＮアクセスポイント１０９の認証中継部５０１は、
ＭＩＰ事前共有秘密鍵を移動無線端末装置１１０の認証処理部２０１へ送信する。
【００７１】
　なお、接続認証サーバ１０８の認証処理部４０１が移動無線端末装置１１０の認証処理
部２０１へＭＩＰ事前共有秘密鍵を送信するために、ＥＡＰプロトコルとＥＡＰＯＬプロ
トコルは拡張される。接続認証サーバ１０８の認証処理部４０１が無線ＬＡＮアクセスポ
イント１０９の認証中継部５０１へＭＩＰ事前共有秘密鍵を送信するために、ＥＡＰプロ
トコルのメッセージタイプにＥＡＰ－ＭＩＰＫＥＹは新たに定義される。そして、続認証
サーバ１０８の認証処理部４０１は、無線ＬＡＮアクセスポイント１０９の認証中継部５
０１へＲＡＤＩＵＳプロトコルの vendor specificフィールドの属性値としてＭＩＰ事前
共有秘密鍵を送信する。
【００７２】
　一方、無線ＬＡＮアクセスポイント１０９の認証中継部５０１が移動無線端末装置１１
０の認証処理部２０１へＭＩＰ事前共有秘密鍵を送信するためにＥＡＰＯＬプロトコルの
鍵配布メッセージが用いられる。この時、 key descriptionフォーマットの descriptor ty
peをＭＩＰとして、 keyフィールドを用いてＭＩＰ事前共有秘密鍵が通知される。
【００７３】
　そして、接続認証サーバ１０８のＭＩＰ共有鍵配布部４０５は、移動無線端末装置１１
０に送信したＭＩＰ事前共有秘密鍵と同一のＭＩＰ事前共有秘密鍵と移動無線端末装置１
１０のＩＰアドレスをホームエージェント１０６のＭＩＰ共有鍵取得部６０１へ送信する
（図７のステップＳＴ５）。
【００７４】
　なお、接続認証サーバ１０８からホームエージェント１０６への通信路は、ＩＰ secト
ンネルを静的に確立し、ＭＩＰ事前共有秘密鍵が盗聴されないセキュアな通信路を実現す
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る。さらに、接続認証サーバ１０８で保持するＭＩＰ事前共有秘密鍵は、接続認証サーバ
１０８が動的に生成することも可能であるし、また、別の鍵生成サーバなどから受信する
ことなどが可能である。
【００７５】
　以上の手順により、移動無線端末装置１１０とホームエージェント１０６は、同一のＭ
ＩＰ事前共有秘密鍵を共有する。移動無線端末装置１１０のＭＩＰ登録部２０７は、ＭＩ
Ｐ事前共有鍵を用いてホームエージェント１０６のＭＩＰ処理部６０２に対してモバイル
ＩＰ登録（ Binding Update）を行う。ホームエージェント１０６のＭＩＰ処理部６０２は
、移動無線端末装置１１０のＭＩＰ登録部２０７からのモバイルＩＰ登録メッセージの認
証フィールドに記載のＭＩＰ事前共有秘密鍵とＳＰＩがホームエージェント１０６で保持
するＭＩＰ事前共有秘密鍵とＳＰＩと一致する場合に、移動無線端末装置１１０のモバイ
ルＩＰ登録の認証を許可する。なお、既に移動無線端末装置１１０と仮想私設網中継装置
１０５との間にはＩＰ secトンネルが確立されているため、移動無線端末装置１１０とホ
ームエージェント１０６との通信路はセキュアである。
【００７６】
　このように、本発明の一実施の形態によれば、移動無線端末装置１１０が公衆無線ＬＡ
Ｎシステム１０３などの公衆網から私設網へ接続するようなモバイルＶＰＮ接続環境にお
いて、ＩＰ secメインモードによるＩＰ secトンネルを確立することが可能となる。また、
本発明の一実施の形態によれば、移動無線端末装置１１０の公衆無線ＬＡＮシステム１０
３へのアクセスの度にＩＰ sec事前共有鍵とＭＩＰ事前共有鍵を動的に更新することがで
きる。したがって、本発明の一実施の形態によれば、セキュリティの低下を防ぐことがで
き、ユーザ及び管理者の特別な作業を必要とせず、かつ、モバイルＶＰＮ接続環境におけ
るＩＰ secトンネルの確立に要する時間を短縮することができる。
【産業上の利用可能性】
【００７７】
　本発明は、移動無線端末装置が公衆無線ＬＡＮシステムから公衆網を介して私設網へア
クセスするモバイルＶＰＮ環境を提供する移動無線通信システムとして好適である。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】本発明の一実施の形態に係る移動無線通信システムの構成を示す図
【図２】本発明の一実施の形態に係る移動無線端末装置の構成を示すブロック図
【図３】本発明の一実施の形態に係る仮想私設網中継装置の構成を示すブロック図
【図４】本発明の一実施の形態に係る接続認証サーバの構成を示すブロック図
【図５】本発明の一実施の形態に係る無線アクセスポイントの構成を示すブロック図
【図６】本発明の一実施の形態に係るホームエージェントの構成を示すブロック図
【図７】本発明の一実施の形態に係る移動無線通信システムを説明するためのシーケンス
図
【図８】本発明の一実施の形態に係る移動無線通信システムに用いられるＥＡＰＯＬメッ
セージフォーマットを説明するための図
【図９】本発明の一実施の形態に係る移動無線通信システムに用いられる addrメッセージ
フォーマットを説明するための図
【符号の説明】
【００７９】
　１００　移動無線通信システム
　１０１　公衆網
　１０２　私設網
　１０３　公衆無線ＬＡＮシステム
　１０４　網中継装置
　１０５　仮想私設網中継装置
　１０６　ホームエージェント
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　１０７　公衆無線ＬＡＮ
　１０８　接続認証サーバ
　１０９　無線ＬＡＮアクセスポイント
　１１０　移動無線端末装置
　２０１　認証処理部
　２０２　アドレス通知部
　２０３　アドレス取得部
　２０４　ＩＰ sec共有鍵取得部
　２０５　ＩＰ sec鍵交換部
　２０６　ＭＩＰ共有鍵取得部
　２０７　ＭＩＰ登録部
　３０１　アドレス取得部
　３０２　ＩＰ sec共有鍵取得部
　３０３　ＩＰ sec鍵交換部
　４０１　認証処理部
　４０２　アドレス通知部
　４０３　アドレス取得部
　４０４　ＩＰ sec共有鍵配布部
　４０５　ＭＩＰ共有鍵配布部
　５０１　認証中継部
　６０１　ＭＩＰ共有鍵取得部
　６０２　ＭＩＰ処理部
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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