
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
有線伝送路で構築されるネットワークとのインターフェース機能を備え、無線ＬＡＮエリ
ア内で複数の移動局とデータリンク接続を行うアクセスポイント装置において、
複数の移動局とのデータリンク確立を行うためのアソシエーション手順と認証手順を実行
する認証／アソシエーション実行手段と、
前記エリア内の移動局が、前記アソシエーション手順を開始する前に前記認証手順を行お
うとする場合に、前記ＬＡＮを管理するネットワーク管理者に対し、認証手順の最終的な
許可を得るために、認証を求めている移動局がいることを通知する通知手段と、
前記通知を受けた前記ネットワーク管理者による、前記認証を求めている移動局に対して
の認証の許可又は拒否の指示が入力される入力手段と、
を備えることを特徴とするアクセスポイント装置。
【請求項２】
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前記通知手段は、前記ネットワーク管理者に対して、前記認証手順の最終的な許可を通知
するとともに、最終認証が行われるまでの最大待ち時間を設定した認証待ちタイマをスタ
ートし、
前記認証待ちタイマがタイムアウトする前に、前記ネットワーク管理者による、前記認証
を求めている前記移動局に対しての認証の許可の指示が入力されたとき、認証応答メッセ
ージを、認証許可として前記移動局に返信することを特徴とする請求項１記載のアクセス
ポイント装置。



【請求項３】
有線伝送路で構築されるネットワークとのインターフェース機能を備え、無線ＬＡＮエリ
ア内で複数の移動局とデータリンク接続を行うアクセスポイント装置の認証処理方法にお
いて、
前記移動局から前記アクセスポイント装置ヘの認証要求により、前記移動局及び前記アク
セスポイント装置が、所定の認証手続を開始する第１ステップと、
前記認証手続により、前記アクセスポイント装置が、前記移動局への認証を許可しようと
するとき、前記認証手続における最終メッセージである認証応答メッセージを前記移動局
に返信する前に、前記ＬＡＮを管理するネットワーク管理者に対して、前記認証手順の最
終的な許可を通知するとともに、最終認証が行われるまでの最大待ち時間を設定した認証
待ちタイマをスタートさせる第２ステップと、
前記ネットワーク管理者が、前記アクセスポイント装置に対して、前記認証待ちタイマが
タイムアウトする前に、最終の認証の許可又は拒否を指示する第３ステップと、
前記ネットワーク管理者により、前記認証待ちタイマがタイムアウトする前に、最終の認
証許可が指示されると、前記アクセスポイント装置が、前記認証応答メッセージを、認証
許可として前記移動局に返信する第４ステップと、
前記認証応答メッセージを受信した前記移動局が、アソシエーションの手順を開始する第
５ステップと、
を実行することにより前記移動局の認証が完了し、アソシエーション手順を開始する
ことを特徴とするアクセスポイント装置の認証処理方法。
【請求項４】
前記第３ステップでは、前記ネットワーク管理者が、認証を拒否する指示を前記アクセス
ポイント装置に指示した場合に、前記認証応答メッセージを、認証拒否として前記移動局
に返信する
ことを特徴とする請求項 記載のアクセスポイント装置の認証処理方法。
【請求項５】
前記第３ステップでは、前記ネットワーク管理者が、認証を拒否又は許可する指示を前記
アクセスポイント装置に指示する前に、前記認証待ちタイマがタイムアウトすると、前記
認証応答メッセージを、認証拒否として前記移動局に返信する
ことを特徴とする請求項 記載のアクセスポイント装置の認証処理方法。
【請求項６】
前記認証手続は、ＩＥＥＥ８０２．１１が規定する Shared Key Authentication手順であ
ることを特徴とする請求項 乃至 のいずれかに記載のアクセスポイント装置の認証処理
方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、アクセスポイント装置及びその認証処理方法に関し、詳細には、無線を利用し
た、ワイヤレスＬＡＮシステムにおいて、悪意を持った侵入者の移動局からの不正なアク
セスを防止するためのアクセスポイント装置及びその認証処理方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、インターネットの爆発的な普及に伴い、オフィス、家庭等で、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ
　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）を構築するケースが増えてきている。デジタル無線通信技
術の進歩も手伝い、ケーブル配線の煩わしさから、無線でＬＡＮを構築する、いわゆるワ
イヤレスＬＡＮのニーズも非常に高まっており、さらに、ノート型パソコンに代表される
移動端末での移動環境下における、使用が可能であることも手伝い、将来的には、かなり
の数の普及台数が期待されている。このワイヤレスＬＡＮの代表的な技術としては、既に
、ＩＥＥＥ（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒ
ｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）において、標準化されている、ＩＥＥＥ８０２．１１
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がある。この標準化された技術は、ＯＳＩモデルにおける、物理層から、データリンクの
下位副層であるＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ：媒体アクセス制御
）層までを規定しており、有線のＬＡＮ伝送路である、イーサーネットと置きかえること
ができ、さらに、ワイヤレスであるが故の付加機能として、ローミング（ｒｏａｍｉｎｇ
）機能も提供できる仕様になっている。
【０００３】
さて、有線のイーサーネット等で、ＬＡＮを構築する場合、ＬＡＮに接続することは、物
理的に、ハブ等にケーブルを接続するため、データリンクレベルのセキュリティレベルは
非常に高い。つまり、侵入者が、オフィス等に不正に侵入し、端末等をネットワークに接
続しようと思っても、ケーブル接続という物理的な作業が必要であり、それを、密かに行
うことは、一般的なＬＡＮの配置状況（特に、比較的中小規模のＬＡＮ）からして、非常
に困難である。何故なら、そのＬＡＮの利用者と、そのＬＡＮを構成するハブやルーター
等が、同一の居室内に存在するケースが殆どだからである。一方、ワイヤレスＬＡＮシス
テムの場合は、前記、イーサーネット等のケーブル接続の作業は、自動的なアソシエーシ
ョン（Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）手順により置き換わる。前記、既存のＩＥＥＥ８０２．
１１等のシステムにおいて、このアソシエーション手順とは、移動端末が有線等のバック
ボーン・ネットワークに接続されているアクセスポイントに対して、自分自身の存在を認
識してもらうための手順であり、この手順が完了すれば、データ通信を行うことができる
。この手順においては、アクセスポイント（ａｃｃｅｓｓ　ｐｏｉｎｔ）のカバーする有
限エリアにいる移動端末は、前記アクセスポイントに対して、アソシエーションを行う前
に、オプションの認証手続きをすることにより、データリンクレベルのセキュリティを確
保することになる。
【０００４】
このアソシエーション手順によれば、前記移動局は、アソシエーション要求を、前記アク
セスポイントに対して行う場合、そのアソシエーション要求メッセージ中に、ＳＳＩＤ（
Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　Ｉｎｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を含ませ、これを受信したアクセス
ポイントは、前記ＳＳＩＤにて、前記移動局を識別し、予め決められたアソシエーション
許可ルールに従い、そのアソシエーションを許可するかどうかを決定し、許可する場合は
、アソシエーション許可の返信メッセージを、拒否する場合は、アソシエーション拒否の
返信メッセージを、前記移動局に送信する。したがって、このアソシエーション手順だけ
では、悪意を持ってネットワークに侵入しようとする者が、このＳＳＩＤさえ入手してし
まえば、簡単にアソシエーションが可能になってしまう。それを避けて、本アソシエーシ
ョン手順を実行するために、認証手続きを行うオプションが設けられている。つまり、認
証手続きを行うオプションを設ける方式によれば、前記移動端末は、本認証手続きを完了
しなければ、アソシエーションができないため、データ通信を開始することができず、こ
れは、物理的な接続作業を必要としない、前記有限エリア内の、悪意を持った移動端末か
らの、不正なアソシエーションを防ぐ有効な機能を提供することになる。
【０００５】
ＩＥＥＥ８０２．１１においては、この認証手続きは、Ｓｈａｒｅｄ　Ｋｅｙ　Ａｕｔｈ
ｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ手順として定義されており、この手順を図５及び図６により説明す
る。　　図５は、従来のワイヤレスＬＡＮシステムの概略構成を示す図、図６は、従来の
認証手順とアソシエーション手順の制御シーケンスを示す図である。
【０００６】
図５において、１はワイヤレス・エリア・ネットワーク、２はアクセスポイントＡＰ、３
は移動局ＭＴ１、４は移動局ＭＴ２、５は移動局ＭＴ３、６は移動局ＭＴ４、７はワイヤ
レス・エリア・ネットワーク１外の他ネットワークである。
【０００７】
ある有線伝送路により実現される、他ネットワーク７に接続されたアクセスポイントＡＰ
２と、そのアクセスポイントＡＰ２がカバーする、有限なエリアに存在する、移動局ＭＴ
１、ＭＴ２、ＭＴ３、ＭＴ４から構成されるワイヤレス・エリア・ネットワーク１におい
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て、ある移動局（例えば、ＭＴ１）が、電源を投入するなどの動作により、前記アクセス
ポイントＡＰ２に対して、アソシエーション前の認証手続きをする場合のシーケンスは、
図６に示される。
【０００８】
まず、移動局ＭＴ１は、Ｓｈａｒｅｄ　Ｋｅｙ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ方法によ
る認証手続きを開始するための、認証要求メッセージ１を、アクセスポイントＡＰ２に送
信する。ＡＰ認証処理８（ＡＰ認証処理「１」）として、このメッセージを受信したＡＰ
２は、この認証手続きの度に、任意に決めることができる、Ｉｎｉｔｉａｌｉｚａｔｉｏ
ｎ　ＶｅｃｔｏｒとＳｅｃｒｅｔ　Ｋｅｙの値を、パラメータとし、ＷＥＰ（Ｗｉｒｅｄ
　Ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ　Ｐｒｉｖａｃｙ）ＰＲＮＧ（Ｐｓｅｕｄｏｒａｎｄｏｍ　Ｎｕ
ｍｂｅｒ　Ｇｅｎｅｒａｔｏｒ）のアルゴリズムに従い数値演算を行い、１２８０ｃｔｅ
ｔの、一意に決まるＣｈａｌｌｅｎｇｅ　Ｔｅｘｔの値を算出し、この値を含めた認証応
答メッセージ１を、移動局ＭＴ１に送信する。
【０００９】
次に、ＭＴ認証処理９（ＡＰ認証処理「２」）として、本認証応答メッセージ１を受信し
た移動局ＭＴ１は、その中含まれる前記Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ　Ｔｅｘｔの値を、ＷＥＰの
暗号化アルゴリズムに従い、Ｓｈａｒｅｄ　Ｓｅｃｒｅｔ　Ｄａｔａと、Ｉｎｉｔｉａｌ
ｉｚａｔｉｏｎ　Ｖｅｃｔｏｒをパラメータに、暗号化を行い、その値を、前記Ｉｎｉｔ
ｉａｌｉｚａｔｉｏｎ　Ｖｅｃｔｏｒと共に、認証要求メッセージ２に含めて、前記アク
セスポイントＡＰ２に返信する。
【００１０】
さらに、ＡＰ認証処理１０（ＡＰ認証処理「２」）として、本認証要求メッセージ２を受
信した、アクセスポイントＡＰ２は、受信した暗号化されたＣｈａｌｌｅｎｇｅ　Ｔｅｘ
ｔの値を、同時に受信したＩｎｉｔｉａｌｉｚａｔｉｏｎ　Ｖｅｃｔｏｒと、予め知って
いる前記Ｓｈａｒｅｄ　Ｓｅｃｒｅｔ　Ｄａｔａを基にデコードし、その結果と、前述の
元のＣｈａｌｌｅｎｇｅ　Ｔｅｘｔの値を比較し、それが同一であれば、認証許可とし、
同一でなければ、認証拒否とし、その結果を認証応答メッセージ２として、移動局ＭＴ１
に返信する。そこで、本認証応答メッセージ２を受信した移動局ＭＴ１は、その結果が、
許可であれば、次のアソシエーションの手順に入ることができ、拒否の場合は、認証失敗
ということで、アソシエーション手続きを行うことはできない。
【００１１】
ここでのアソシエーション処理は、前述の通り、移動局ＭＴ１からの、アソシエーション
要求メッセージ中の、ＳＳＩＤ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を受
信したアクセスポイントＡＰ２が、前記ＳＳＩＤにて、移動局を識別し、予め決められた
アソシエーション許可ルールに従い、そのアソシエーションを許可するかどうかを決定し
、許可する場合は、アソシエーション許可のアソシエーション応答メッセージを、拒否す
る場合は、アソシエーション拒否のアソシエーション応答メッセージを移動局ＭＴ１に送
信する。なお、ここでのＷＥＰのアルゴリズムは、ＲＳＡ　Ｄａｔａ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ
　Ｉｎｃ．のＲＣ４技術により規定されている。
【００１２】
つまり、この認証方法によれば、アクセスポイントと移動局が、あらじめ、秘密のＫｅｙ
であるＳｈａｒｅｄ　Ｓｅｃｒｅｔ　Ｋｅｙを持ち合うことで、アクセスポイントが特定
の移動局への認証／アソシエーションを許可する仕組みを実現している。ここで、移動局
側は、本Ｓｈａｒｅｄ　Ｓｅｃｒｅｔ　Ｋｅｙを、一般ユーザから、読み取れない実装形
態にし、悪意を持った侵入者からの盗難（読み取り）を防ぎ、本Ｋｅｙ自体が無線伝送路
を行き交うことがないので、傍受されることもなく、ある程度のセキュリティレベルを確
保している。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このような従来のアクセスポイント装置の認証処理方法にあっては、認証
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のためのアルゴリズムと、その認証のためのＫｅｙが、悪意を持ってネットワークに侵入
しようとする者に、不正に盗まれることがないという前提でのセキュリティの確保であり
、この前提は１００％担保できるものではない。すなわち、正式手順によってアクセスポ
イントに、認証可能な端末の全くのコピーが、作られないという保証はなく、また、その
ユーザからアクセスできないメモリに、格納されているＫｅｙが、特殊な機器を使うこと
で、不正に読み取られる可能性もないとは言いきれない。よって、これらの不正な行為に
よって、悪意を持ってネットワークに、侵入しようとする者が、ある端末を不正にアソシ
エーションすることができれば、有線のケーブル接続のような物理的な作業なしに、アク
セスポイントのカバーするエリアであれば、物理的に、隠れてネットワークに侵入するこ
とができる。つまり、ある閉じられた空間（オフィスや、家庭）内で、ワイヤレスネット
ワークを構築した場合で、その中心にあるアクセスポイントのカバーするエリア内であれ
ば、その閉じられた区間の外部、つまり、壁等で隔てられた死角にある、悪意を持ってネ
ットワークに侵入しようとする者の端末からのアソシエーションを許してしまう可能性が
あるという問題があった。
【００１４】
本発明は、このような課題に鑑みてなされたものであって、ワイヤレスＬＡＮシステムに
おいて、セキュリティレベルを飛躍的に向上させることができるアクセスポイント装置及
びその認証処理方法を提供する。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
本発明のアクセスポイント装置は、有線伝送路で構築されるネットワークとのインターフ
ェース機能を備え、無線ＬＡＮエリア内で複数の移動局とデータリンク接続を行うアクセ
スポイント装置において、

前記エリア内の移動
局が、 アソシエーション手順を開始する前に 認証手順を行おうとする場合に、前
記ＬＡＮを管理するネットワーク管理者に対し、認証手順の最終的な許可を得るために、
認証を求めている移動局がいることを通知する通知手段と、前記通知を受けた前記ネット
ワーク管理者による、前記認証を求めている移動局に対しての認証の許可又は拒否の指示
が入力される入力手段と、を備えることを特徴とする。
【００１６】
本発明のアクセスポイント装置の認証処理方法は、有線伝送路で構築されるネットワーク
とのインターフェース機能を備え、無線ＬＡＮエリア内で複数の移動局とデータリンク接
続を行うアクセスポイント装置の認証処理方法において、前記移動局から前記アクセスポ
イント装置ヘの認証要求により、前記移動局及び前記アクセスポイント装置が、所定の認
証手続を開始する第１ステップと、前記認証手続により、前記アクセスポイント装置が、
前記移動局への認証を許可しようとするとき、前記認証手続における最終メッセージであ
る認証応答メッセージを前記移動局に返信する前に、前記ＬＡＮを管理するネットワーク
管理者に対して、前記認証手順の最終的な許可を通知するとともに、最終認証が行われる
までの最大待ち時間を設定した認証待ちタイマをスタートさせる第２ステップと、前記ネ
ットワーク管理者が、前記アクセスポイント装置に対して、前記認証待ちタイマがタイム
アウトする前に、最終の認証の許可又は拒否を指示する第３ステップと、前記ネットワー
ク管理者により、前記認証待ちタイマがタイムアウトする前に、最終の認証許可が指示さ
れると、前記アクセスポイント装置が、前記認証応答メッセージを、認証許可として前記
移動局に返信する第４ステップと、前記認証応答メッセージを受信した前記移動局が、ア
ソシエーションの手順を開始する第５ステップと、を実行することにより前記移動局の認
証が完了し、アソシエーション手順を開始することを特徴とする。
【００１７】
また、前記第３ステップでは、前記ネットワーク管理者が、認証を拒否する指示を前記ア
クセスポイント装置に指示した場合に、前記認証手続における最終メッセージである認証
応答メッセージを、認証拒否として前記移動局に返信するものであってもよい。
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【００１８】
また、前記第３ステップでは、前記ネットワーク管理者が、認証を拒否又は許可する指示
を前記アクセスポイント装置に指示する前に、前記認証待ちタイマがタイムアウトすると
、前記認証手続における最終メッセージである認証応答メッセージを、認証拒否として前
記移動局に返信するものであってもよい。
また、好ましい具体的な態様としては、前記認証手続は、ＩＥＥＥ８０２．１１が規定す
るＳｈａｒｅｄ　Ｋｅｙ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ手順であってもよい。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面を参照しながら本発明の好適なアクセスポイント装置及びその認証処理方
法の実施の形態について詳細に説明する。
図１は、本発明の実施の形態のアクセスポイント装置の概略構成を示す図である。
【００２０】
本実施の形態のアクセスポイント装置１８は、前記図５のアクセスポイントＡＰ２に置き
換えて設置される。すなわち、前記図５において、ある有線伝送路により実現される、他
ネットワーク７に接続された、アクセスポイントＡＰ２と、そのＡＰ２がカバーする、有
限なエリアに存在する移動局ＭＴ１、ＭＴ２、ＭＴ３、ＭＴ４から構成される、ワイヤレ
ス・エリア・ネットワーク１において、前記アクセスポイントＡＰ２は、図１に示すアク
セスポイント装置１８に置き換えて構成される。
【００２１】
図１において、アクセスポイント装置１８は、複数の移動局ＭＴ１、ＭＴ２、ＭＴ３、Ｍ
Ｔ４との無線接続を実現するために、無線変復調部、ベースバンド信号処理部及びデータ
リンク制御部からなる無線通信処理手段１２と、無線通信処理手段１２に接続される無線
送受信用のアンテナ１９と、他ネットワーク７と任意の有線伝送路１７によりデータリン
ク接続し、無線通信処理手段１２により送受信されるデータをインターフェースする機能
を実現するネットワークインターフェース手段１４と、無線通信処理手段１２が、複数の
移動局とのデータリンク確立を行うためのアソシエーション手順と認証手順を実行し、そ
こで、必要になる、移動局ＭＴ１、ＭＴ２、ＭＴ３、ＭＴ４と交換される制御メッセージ
を無線通信処理手段１２とやりとりする機能を実現する認証／アソシエーション処理手段
１３と、認証／アソシエーション処理手段１３が、認証処理を行う場合に、最終的にそれ
を許可し、認証許可すべき移動局に認証許可のメッセージを送信する前に、それを通知す
ることで、ワイヤレス・エリア・ネットワーク１を管理するユーザに、表示デバイスやス
ピーカ等で認証要求している移動局の存在を通知する機能を実現する認証要求表示手段１
６（通知手段）と、認証要求表示手段１６により認証要求している移動局の存在が通知さ
れた後に、ワイヤレス・エリア・ネットワーク１を管理するユーザが、それを許可又は拒
否することを、認証／アソシエーション処理手段１３に通知するためにボタン等の人間の
物理的な入力を受け付ける機能を実現する認証入力手段１５（入力手段）とから構成され
る。
【００２２】
以下、上述のように構成されたアクセスポイント装置の認証処理方法の動作を説明する。
ここでは、ある移動局が、電源投入等の動作により、認証処理手順とアソシエーション処
理手順が実行され、アクセスポイント装置１８とのデータリンク接続が確立される場合と
認証が拒否される場合のシーケンスを説明する。
【００２３】
前記図５における移動局ＭＴ１を、認証処理を行う対象の移動局とし、移動局ＭＴ２、Ｍ
Ｔ３、ＭＴ４は、既にアクセスポイント装置１８とアソシエーションまで完了し、データ
リンクが確立しているものとする。
まず、移動局ＭＴ１が、認証手続きにより、ネットワークを管理するユーザが、その認証
を許可し、その後、アソシエーション手続きにより、アクセスポイント装置１８とのデー
タリンクが確立される場合を、図２及び図４を参照して説明する。
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【００２４】
図２は、認証許可の場合の認証手順の制御シーケンスを示す図である。
移動局ＭＴ１が、電源投入等の動作により、まず、Ｓｈａｒｅｄ　Ｋｅｙ　Ａｕｔｈｅｎ
ｔｉｃａｔｉｏｎ方法による認証手続きを開始するための認証要求メッセージ１をアクセ
スポイント装置１８に送信する。
【００２５】
アクセスポイント装置１８において、無線通信処理手段１２を介して、このメッセージを
受信した認証／アソシエーション処理手段１３は、ＡＰ認証処理１（図２の番号２０参照
）として、この認証手続きの度に、任意に決めることができる、Ｉｎｉｔｉａｌｉｚａｔ
ｉｏｎ　ＶｅｃｔｏｒとＳｅｃｒｅｔ　Ｋｅｙの値をパラメータとし、ＷＥＰ（Ｗｉｒｅ
ｄ　Ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ　Ｐｒｉｖａｃｙ）ＰＲＮＧ（Ｐｓｅｕｄｏｒａｎｄｏｍ　Ｎ
ｕｍｂｅｒ　Ｇｅｎｅｒａｔｏｒ）のアルゴリズムに従い数値演算を行い、１２８０ｃｔ
ｅｔの一意に決まるＣｈａｌｌｅｎｇｅ　Ｔｅｘｔの値を算出し、この値を含めた認証応
答メッセージ１を無線通信処理手段１２を介して移動局ＭＴ１に送信する。
【００２６】
次に、ＭＴ認証処理２１として、本認証応答メッセージ１を受信した、移動局ＭＴ１は、
その中に含まれるＣｈａｌｌｅｎｇｅ　Ｔｅｘｔの値を、ＷＥＰの暗号化アルゴリズムに
従い、Ｓｈａｒｅｄ　Ｓｅｃｒｅｔ　ＤａｔａとＩｎｉｔｉａｌｉｚａｔｉｏｎ　Ｖｅｃ
ｔｏｒをパラメータにして暗号化を行い、その値をＩｎｉｔｉａｌｉｚａｔｉｏｎ　Ｖｅ
ｃｔｏｒと共に、認証要求メッセージ２に含めてアクセスポイント装置１８に返信する。
さらに、アクセスポイント装置１８において、無線通信処理手段１２を介して、このメッ
セージを受信した認証／アソシエーション処理手段１３は、ＡＰ認証処理２（図２の番号
２２参照）として、受信した暗号化されたＣｈａｌｌｅｎｇｅ　Ｔｅｘｔの値を、同時に
受信したＩｎｉｔｉａｌｉｚａｔｉｏｎ　Ｖｅｃｔｏｒと予め知っているＳｈａｒｅｄ　
Ｓｅｃｒｅｔ　Ｄａｔａを基にデコードし、その結果と前述の元のＣｈａｌｌｅｎｇｅ　
Ｔｅｘｔの値を比較し、それが同一であれば、ＡＰ認証処理３（図２の番号２３参照）の
手順を実行する。この手順を示したのが図４に示すフローのステップＳ３０～ステップＳ
３３の処理である。
【００２７】
図４は、上記アクセスポイントの認証処理を示すフローチャートである。
まず、この手順においては、アクセスポイント装置１８の認証／アソシエーション処理手
順１３は、認証要求表示手段１６に対して、認証待ちであることを通知し（ステップＳ３
０）、それと同時に、任意の時間に設定された認証待ちタイマをスタートさせ（ステップ
Ｓ３１）、認証入力待ち（ステップＳ３２）の状態に入る。一方、認証待ちであることの
通知を受けた、認証要求表示手段１６は、直ぐに、ネットワークを管理するユーザに対し
て表示デバイスやスピーカ等で認証要求している移動局が存在することを通知する。
【００２８】
ここで、認証／アソシエーション処理手順１３は、認証待ちタイマがタイムアウトする前
に認証入力手段１６からのネットワークを管理するユーザの認証許可の入力による認証許
可入力の通知を受ければ、認証許可を示した認証応答メッセージ２を無線通信処理手段１
２を介して移動局ＭＴ１に送信する（ステップＳ３３）。
【００２９】
図２に戻って、本認証応答メッセージ２を受信した移動局ＭＴ１は、その結果が、許可で
あることから、次のアソシエーションの手順に入り、アソシエーション要求メッセージを
、アクセスポイント装置１８へ送信する。
【００３０】
ここで、アクセスポイント装置１８においては、無線通信処理手段１２を介して、このメ
ッセージを受信した認証／アソシエーション処理手段１３は、アソシエーション処理（図
２の番号２４参照）として、アソシエーション要求メッセージ中のＳＳＩＤ（Ｓｅｒｖｉ
ｃｅ　Ｓｅｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）にて、移動局ＭＴ１を識別し、予め決められたア
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ソシエーション許可ルールに従い、そのアソシエーションを許可するかどうかを決定し、
それを許可するときは、無線通信処理手段１２を介して移動局ＭＴ１へアソシエーション
許可を示したアソシエーション応答メッセージを送信する。このアソシエーション応答メ
ッセージを移動局ＭＴ１が受信すれば、移動局ＭＴ１とアクセスポイント装置１８の間で
データリンクが確立され、以降、データの通信が可能になる。
【００３１】
次に、移動局ＭＴ１が、認証手続きにおいて、ネットワークを管理するユーザにより、そ
の認証を拒否される場合、及び、認証待ちタイマがタイムアウトして、自動的に、認証が
拒否される場合を図３及び図４を参照して説明する。
【００３２】
図３は、認証拒否／タイムアウト場合の認証手順の制御シーケンスを示す図である。
図３において、移動局ＭＴ１が、電源投入等の動作により、Ｓｈａｒｅｄ　Ｋｅｙ　Ａｕ
ｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ方法による認証手続きを開始するための認証要求メッセージ１
をアクセスポイント装置１８に送信する。
【００３３】
アクセスポイント装置１８において、無線通信処理手段１２を介して、このメッセージを
受信した認証／アソシエーション処理手段１３は、ＡＰ認証処理１（図３の番号２５参照
）としてこの認証手続きの度に、任意に決めることができる、Ｉｎｉｔｉａｌｉｚａｔｉ
ｏｎ　ＶｅｃｔｏｒとＳｅｃｒｅｔ　Ｋｅｙの値をパラメータとし、ＷＥＰ（Ｗｉｒｅｄ
　Ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ　Ｐｒｉｖａｃｙ）ＰＲＮＧ（Ｐｓｅｕｄｏｒａｎｄｏｍ　Ｎｕ
ｍｂｅｒ　Ｇｅｎｅｒａｔｏｒ）のアルゴリズムに従い数値演算を行い、１２８０ｃｔｅ
ｔの一意に決まるＣｈａｌｌｅｎｇｅ　Ｔｅｘｔの値を算出し、この値を含めた認証応答
メッセージ１を、無線通信処理手段１２を介して、移動局ＭＴ１に送信する。
【００３４】
次に、ＭＴ認証処理（図３の番号２６参照）として、本認証応答メッセージ１を受信した
移動局ＭＴ１は、その中含まれるＣｈａｌｌｅｎｇｅ　Ｔｅｘｔの値を、ＷＥＰの暗号化
アルゴリズムに従い、Ｓｈａｒｅｄ　Ｓｅｃｒｅｔ　Ｄａｔａと、Ｉｎｉｔｉａｌｉｚａ
ｔｉｏｎ　Ｖｅｃｔｏｒをパラメータに暗号化を行い、その値をＩｎｉｔｉａｌｉｚａｔ
ｉｏｎ　Ｖｅｃｔｏｒと共に、認証要求メッセージ２に含めてアクセスポイント装置１８
に返信する。さらに、アクセスポイント装置１８において、無線通信処理手段１２を介し
て、このメッセージを受信した認証／アソシエーション処理手段１３は、ＡＰ認証処理２
（図３の番号２７参照）として受信した暗号化されたＣｈａｌｌｅｎｇｅ　Ｔｅｘｔの値
を、同時に受信したＩｎｉｔｉａｌｉｚａｔｉｏｎ　Ｖｅｃｔｏｒと予め知っているＳｈ
ａｒｅｄ　Ｓｅｃｒｅｔ　Ｄａｔａを基にデコードし、その結果と前述の元のＣｈａｌｌ
ｅｎｇｅ　Ｔｅｘｔの値を比較し、それが同一であればＡＰ認証処理３（図３の番号２８
参照）の手順を実行する。この手順を示したのが図４に示すフローのステップＳ３０～ス
テップＳ３２、ステップＳ３４の処理である。
【００３５】
まず、この手順においては、アクセスポイント装置１８の認証／アソシエーション処理手
順１３は、認証要求表示手段１６に対して認証待ちであることを通知し（ステップＳ３０
）、それと同時に、任意の時間に設定された認証待ちタイマをスタートさせ（ステップＳ
３１）、認証入力待ち（ステップＳ３２）の状態に入る。一方、認証待ちであることの通
知を受けた認証要求表示手段１６は、直ぐに、ネットワークを管理するユーザに対して表
示デバイスやスピーカ等で認証要求している移動局が存在することを通知する。
【００３６】
ここで、認証／アソシエーション処理手順１３は、認証待ちタイマがタイムアウトする前
に認証入力手段１６からのネットワークを管理するユーザの認証拒否の入力による認証拒
否入力の通知を受ければ、認証拒否を示した認証応答メッセージ２を無線通信処理手段１
２を介して移動局ＭＴ１に送信する（ステップＳ３４）。同様に、認証入力待ち（ステッ
プＳ３２）の状態において、認証待ちタイマがタイムアウトすれば、認証拒否を示した認
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証応答メッセージ２を無線通信処理手段１２を介して移動局ＭＴ１に送信する（ステップ
Ｓ３４）。
【００３７】
図３に戻って、本認証応答メッセージ２を受信した移動局ＭＴ１は、その結果が拒否であ
ることから次のアソシエーションの手順には入れず、必要があれば、ユーザに対して認証
が失敗したことを通知する（図３の番号２９参照）。よって、この場合は、移動局ＭＴ１
は、データ通信を行うことができない。
【００３８】
なお、ここで言及している、ＷＥＰのアルゴリズムは、ＲＳＡ　Ｄａｔａ　Ｓｅｃｕｒｉ
ｔｙ　Ｉｎｃ．のＲＣ４技術により規定されており、また、アソシエーション処理（図２
の番号２４参照）も、ＩＥＥＥ８０２．１１で規定されるアソシエーション手順と同一で
あることとする。
【００３９】
また、ここでの認証待ちタイマに設定されている任意の時間とは、ネットワークを管理す
るユーザが、認証要求表示手段により、認証待ちの移動局が存在することを認識してから
、それを許可するために、認証入力手段により、許可の入力をするまでに必要な時間から
換算される妥当な値として、ネットワークを管理するユーザが、任意に設定可能であるも
のとする。
【００４０】
以上述べたように、本実施の形態では、アクセスポイント装置１８は、エリア内の移動局
が、アソシエーション手順を開始する前に認証手順を行う場合に、アクセスポイント装置
１８が、ＬＡＮを管理するネットワーク管理者に対し、認証手順の最終的な許可を得るた
めに、認証を求めている移動局がエリア内にいることを通知する認証要求表示手段１６と
、通知を受けたネットワーク管理者が、認証を求めている移動局に対して認証の許可又は
拒否を指示する認証入力手段１５とを備え、物理的に目視できないがために、悪意を持っ
た、ネットワークヘの侵入者の攻撃を受けやすい、ワイヤレスＬＡＮシステムにおいて、
移動局のアソシエーション前の認証手続きで、アクセスポイントがそれを許可することを
自動的に行わず、そのネットワークを管理するユーザが、誰がアソシエーションしようと
しているのかを目視した上で、その許可を与えることができるので、セキュリティレベル
を飛躍的に向上させることができる。
【００４１】
また、この認証の手順は、ＩＥＥＥ８０２．１１で、オプションとして規定されている、
Ｓｈａｒｅｄ　Ｋｅｙ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ手順を実装しているワイヤレスＬ
ＡＮシステムにおいては、アクセスポイント装置についてのみ追加の実装が必要であり、
移動局装置は、なんら変更をすることなく機能させることが可能である。
【００４２】
【発明の効果】
以上、詳述したように、本発明によれば、ワイヤレスＬＡＮシステムにおいて、セキュリ
ティレベルを飛躍的に向上させることができ、また、移動局装置は、なんら変更をするこ
となく実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態のアクセスポイント装置の概略構成を示す図である。
【図２】本実施の形態のアクセスポイント装置の認証許可の場合の認証手順の制御シーケ
ンスを示す図である。
【図３】本実施の形態のアクセスポイント装置の認証拒否／タイムアウト場合の認証手順
の制御シーケンスを示す図である。
【図４】本実施の形態のアクセスポイント装置のアクセスポイントの認証処理を示すフロ
ーチャートである。
【図５】従来のワイヤレスＬＡＮシステムの概略構成を示す図である。
【図６】従来のワイヤレスＬＡＮシステムの認証手順とアソシエーション手順の制御シー
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ケンスを示す図である。
【符号の説明】
１　ワイヤレス・エリア・ネットワーク
３　移動局ＭＴ１
４　移動局ＭＴ２
５　移動局ＭＴ３
６　移動局ＭＴ４
７　他ネットワーク
１２　無線通信処理手段
１３　認証／アソシエーション処理手段
１４　ネットワークインターフェース手段
１５　認証入力手段（入力手段）
１６　認証要求表示手段（通知手段）
１７　有線伝送路
１８　アクセスポイント装置
１９　無線送受信用のアンテナ
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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