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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動通信システムにおいてデータサービスのセキュリティを実現する方法であって、
　ユーザ端末のセキュリティ関連配置情報をポリシーサービスエンティティによって取得
することと、
　ユーザ端末のセキュリティ関連配置情報及び記憶されたセキュリティポリシー情報に基
づいて、ユーザ端末に対するセキュリティポリシーを前記ポリシーサービスエンティティ
によって確定し、且つ確定したセキュリティポリシーを前記ポリシーサービスエンティテ
ィによってパケットサービスサポートノードに送信することと、
　セキュリティポリシーを受信したパケットサービスサポートノードがセキュリティポリ
シーに基づいて制御処理を完成することと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ユーザ端末のセキュリティ関連配置情報を取得することは、ユーザ端末が現在収集
した自身のセキュリティ関連配置情報を周期的に、又は定時的に、又は自身のセキュリテ
ィ関連配置情報に変化が発生するときに、主動的に前記ポリシーサービスエンティティに
報告することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ユーザ端末のセキュリティ関連配置情報を取得することは、
　セキュリティ関連配置情報の報告をユーザ端末に要求する要求をユーザ端末に送信する



(2) JP 4499161 B2 2010.7.7

10

20

30

40

50

ことと、
　前記要求を受信した後、ユーザ端末がポリシーサービスエンティティのニーズに応じて
、自身のセキュリティ関連配置情報を収集し、且つ収集したセキュリティ関連配置情報を
前記ポリシーサービスエンティティに報告することと
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記セキュリティ関連配置情報の報告をユーザ端末に要求する要求をユーザ端末に送信
する前に、パケットサービスサポートノードが前記ポリシーサービスエンティティにポリ
シー要求を送信し、
　前記要求を受信した後、セキュリティ関連配置情報の報告をユーザ端末に要求する要求
をユーザ端末に送信することをさらに含むことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記セキュリティ関連配置情報が、ユーザ端末のオペレーティングシステムバージョン
情報、又はウイルス防止ソフトウェア情報、又はパッチソフトウェアのインストール状況
、又は三者の任意の組合せを含むことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項６】
　前記パケットサービスサポートノードが、サービングGPRSサポートノード(SGSN)であり
、又はゲートウェイGPRSサポートノード(GGSN)であり、又はパケットデータサポートノー
ド(PDSN)であることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記パケットサービスサポートノードがGGSNであり、前記パケットサービスサポートノ
ード及び／又はユーザ端末がセキュリティポリシーに基づいて制御処理を完成することは
、セキュリティポリシーを受信したGGSNが、セキュリティポリシーに基づいて相応の制御
処理を完成することをSGSN又はRNCに通知することをさらに含むことを特徴とする請求項
１に記載の方法。
【請求項８】
　前記パケットサービスサポートノードがGGSNであり、
G　GSNが現在受信したデータパケットをセキュリティゲートウェイデバイスにリダイレク
トしてセキュリティ処理を行うことと、
　セキュリティ処理の後、セキュリティゲートウェイデバイスがデータパケットをGGSNに
返信することと
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記セキュリティゲートウェイデバイスがウイルス防止ゲートウェイであり、前記セキ
ュリティ処理が、受信したデータパケットに対してウイルス走査とウイルス駆除を行うこ
とを含むことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　移動通信システムにおいてデータサービスのセキュリティを実現するシステムであって
、
　パケットサービスサポートノードと、
　移動通信ネットワークを通じてパケットサービスサポートノードと接続するユーザ端末
と、
　ユーザ端末のセキュリティ関連配置情報を取得し、相応のユーザ端末に対するセキュリ
ティポリシーを確定し、セキュリティポリシーをパケットサービスサポートノードに送信
し、パケットサービスサポートノードと接続されているポリシーサービスエンティティと
を含み、
前記パケットサービスサポートノードは、前記セキュリティポリシーに基づいて制御処理
を完成するよう構成されることを特徴とするシステム。
【請求項１１】
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　前記ユーザ端末とパケットサービスサポートノードには、ポリシーサービスエンティテ
ィとインターワーキングを行うセキュリティポリシー処理の機能モジュールがそれぞれ設
置されて、ポリシーサービスエンティティの指令情報を受信し、指令情報に基づいて相応
の処理を完成し、及び／又はポリシーサービスエンティティにセキュリティ関連配置情報
を送信することを特徴とする請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　パケットサービスサポートノードによってリダイレクトされてきたデータパケットに対
してセキュリティ処理を行うセキュリティゲートウェイデバイスをさらに含むことを特徴
とする請求項１０に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記セキュリティゲートウェイデバイスがウイルス防止ゲートウェイであることを特徴
とする請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記ポリシーサービスエンティティが単独のポリシーサーバであり、又はネットワーク
デバイスに設置された機能モジュールであり、又はポリシー管理機能を有するカードであ
ることを特徴とする請求項１０～１３のいずれかに記載のシステム。
【請求項１５】
　前記パケットサービスサポートノードがSGSNであり、又はGGSNであり、又はPDSNである
ことを特徴とする請求項１０～１４のいずれかに記載のシステム。
【請求項１６】
　前記ユーザ端末が移動知能端末及び／又はカードスロット付きのポータブル端末である
ことを特徴とする請求項１０～１３のいずれかに記載のシステム。
【請求項１７】
　移動通信システムにおいてデータサービスのセキュリティを実現する装置であって、
　ユーザ端末と接続し、且つユーザ端末のセキュリティ関連配置情報を取得し、取得した
セキュリティ関連配置情報をセキュリティポリシー確定モジュールに送信するセキュリテ
ィ情報取得モジュールと、
　セキュリティ関連配置情報、及びセキュリティポリシー記憶モジュールに記憶されたセ
キュリティポリシー情報に基づいて、セキュリティポリシーを確定し、確定したセキュリ
ティポリシーをセキュリティポリシー分配モジュールに送信するセキュリティポリシー確
定モジュールと、
　セキュリティポリシー情報を保存するセキュリティポリシー記憶モジュールと、
　受信したセキュリティポリシーを、前記セキュリティポリシーに基づいて制御処理を完
成するよう構成されるパケットサービスサポートノードに送信するセキュリティポリシー
分配モジュールと
　を含むことを特徴とする装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はセキュリティ(security)通信技術に関し、特に移動通信システムにおいてデー
タサービスのセキュリティを実現する方法、システム及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信システムにおけるデータサービスの応用、特に移動端末の知能化への発展の趨
勢に伴って、移動端末においては一般的な音声通信能力のほかに、パーソナルデジタルア
シスタント(PDA:personal digital assistant)などの機能も備え、知能オペレーティング
システムプラットフォーム及び応用ソフトウェアを提供することが可能となっている。ま
た、PCMCIA(personal computer memory card international association)カードの応用
の普及に伴って、益々多くのユーザがポータブル(portable)機へカードを挿入することに
よって、移動データネットワークを通じてネットワークサービスを実現している。しかし
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、ポータブル機にもWINDOWS（登録商標）オペレーティングシステム及び様々な応用ソフ
トウェアが存在するため、移動端末の作用が既にコンピュータと緊密に結ばれ、現在の固
定ネットワークにて発生するウイルス問題が移動ネットワークにも同様に存在している。
【０００３】
　移動ネットワークにおいて、一般的なウイルス防止方法は主に以下の２種類である。
　１)端末側にウイルス防止ソフトウェアをインストールし、データの伝送が必要な場合
、端末がインストールされたウイルス防止ソフトウェアにより、伝送されるデータに対し
て走査及びウイルス駆除を行う。
　２)ネットワークにウイルス防止ゲートウェイをインストールして、データフローがゲ
ートウェイを経過中に、オンライン走査及びウイルス駆除を行う。ただし、当該方法での
ウイルス防止ゲートウェイには、より高い性能が要求される。例えば、ショートメッセー
ジからのウイルスに対して、ショートメッセージゲートウェイでウイルスの走査と防護を
行うのが必要である。
【０００４】
　上記方法からわかるように、一般的なウイルス防止方法として、データが経過するデバ
イスにウイルス駆除ソフトウェアをインストールして、経過するデータに対して走査及び
ウイルス駆除を行う。したがって、現在使用している全てのウイルス駆除ソフトウェアは
既知のウイルスだけに対しては検出や駆除を行うことができる。その一方、未知のウイル
スの蔓延を防止することは困難であり、一部の無名のウイルスによるネットワークトラフ
ィックへの侵害につながる。
【０００５】
　また、ウイルスとワームの影響は、オペレーティングシステムバージョン、ウイルス防
止ソフトウェアバージョン及びウイルス防止ソフトウェアの能力などを含む多様な要素に
よってもたらされるものである。例えば、オペレーティングシステムのバージョンパッチ
(version patch)が適時にインストールされていないことによって、オペレーティングシ
ステムが大攻撃を受けるおそれがあること、ブラスターワーム(Worm.Blaster)ウイルスが
主にｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）オペレーティングシステムのバグを利用して生じられる
ことなどである。実際にウイルスの爆発前に、オペレーティングシステムのプロバイダが
みなパッチの報告を公表しているが、一般的に、大量なＰＣ機にパッチが適時にインスト
ールされていないため、ウイルスの広範囲な伝播につながる。また、ウイルス防止ソフト
ウェアをインストールした端末にとって、ウイルス防止ソフトウェアバージョンの更新も
非常に重要である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は上記に鑑みてなされたものであって、移動通信ネットワーク中の各種のウイル
スに対して処理と抑制を有効に行うことができる、移動通信システムにおいてデータサー
ビスのセキュリティを実現する方法を提供することを主な目的とする。
【０００７】
　また、本発明は、ネットワークと端末が連合にしてセキュリティ処理を行うメカニズム
を形成する。さらに、移動通信ネットワーク中の各種ウイルスに対する防御を高める、移
動通信システムにおいてデータサービスのセキュリティを実現するシステムを提供するこ
とを他の目的とする。
【０００８】
　さらに、本発明は、セキュリティポリシーを確定・保存・分配することができる、移動
通信システムにおいてデータサービスのセキュリティを実現する装置を提供することを他
の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明の技術案は以下のように実現される。
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【００１０】
　本発明による、移動通信システムにおいてデータサービスのセキュリティを実現する方
法は、
　ユーザ端末のセキュリティ関連配置情報を取得することと、
　ユーザ端末のセキュリティ関連配置情報及び記憶されたセキュリティポリシー情報に基
づいて、ユーザ端末に対するセキュリティポリシーを確定し、且つ確定したセキュリティ
ポリシーをパケットサービスサポートノード及び／又はユーザ端末に送信することと、
　セキュリティポリシーを受信したパケットサービスサポートノード及び／又はユーザ端
末がセキュリティポリシーに基づいて制御処理を完成することとを含む。
【００１１】
　本発明による、移動通信システムにおいてデータサービスのセキュリティを実現するシ
ステムは、
パケットサービスサポートノードと、
　移動通信ネットワークを通じてパケットサービスサポートノードと接続するユーザ端末
と、
　ユーザ端末のセキュリティ関連配置情報を取得し、相応のユーザ端末に対するセキュリ
ティポリシーを確定し、セキュリティポリシーをパケットサービスサポートノード及び／
又はユーザ端末に送信し、パケットサービスサポートノードと接続されているポリシーサ
ービスエンティティとを含む。
【００１２】
　本発明による、移動通信システムにおいてデータサービスのセキュリティを実現する装
置は、
　ユーザ端末と接続し、且つユーザ端末のセキュリティ関連配置情報を取得し、取得した
セキュリティ関連配置情報をセキュリティポリシー確定モジュールに送信するセキュリテ
ィ情報取得モジュールと、
　セキュリティ関連配置情報、及びセキュリティポリシー記憶モジュールに記憶されたセ
キュリティポリシー情報に基づいて、セキュリティポリシーを確定し、確定したセキュリ
ティポリシーをセキュリティポリシー分配モジュールに送信するセキュリティポリシー確
定モジュールと、
　セキュリティポリシー情報を保存するセキュリティポリシー記憶モジュールと、
　受信したセキュリティポリシーを指定のネットワークエンティティに送信するセキュリ
ティポリシー分配モジュールとを含む。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に提供された移動通信システムにおいてデータサービスのセキュリティを実現す
る方法、システム及び装置は、従来の移動通信ネットワークにポリシーサービスエンティ
ティを追加して、セキュリティポリシーを保存し、且つユーザ端末のセキュリティ関連配
置状況に基づいてセキュリティポリシーを制定することができ、ネットワーク側パケット
サービスサポートノード及び／又はユーザ端末に、相応の防御処理を行うことを通知する
。そのため、本発明は以下のような利点と特点を備える。
　１)本発明でのポリシーサービスエンティティは端末とネットワークとの間のセキュリ
ティポリシーを関連付けして、ネットワークと端末が連合にしてセキュリティ処理を行う
メカニズムを提供して、端末側とネットワーク側が連合で総合的に防備することにより、
全方位からセキュリティ防護を行って、既知のウイルスを防止するだけでなく、未知のウ
イルスも防止して、全面防護の目的を達する。
　２)セキュリティ脅威がみな端末から出されるため、本発明の方法は端末から報告され
たセキュリティ関連配置情報に基づいて、相応のセキュリティポリシーを確定することに
より、ユーザ端末に対して制御を行う。そのため、本発明はセキュリティの源地への制御
を行うことができ、端末に対する有効な制御により、脅威の拡散を防止することができる
。同時に、ネットワークの協力により、ウイルストラフィックに対して有効な処理と抑制
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を行うことができる。
　３)今後ますます厳しくなる携帯電話のウイルスに対して、本発明のセキュリティシス
テムアーキテクチャーを利用し、有効なセキュリティ技術を採用して移動通信ネットワー
ク内のウイルスを抑制することにより、携帯電話ウイルスの拡散を制御することができる
。
　４)本発明はユーザ端末のセキュリティ状況を適時に取得し、ユーザ端末のセキュリテ
ィ状況のバグに対して、相応のセキュリティポリシーを適時に制定し、且つセキュリティ
ポリシーに基づいて制御を行うことをパケットサービスサポートノード及び／又はユーザ
端末に通知することができるため、ネットワークが侵害されないように有効に保護するこ
とができ、とりわけ、ワームウイルスの発生によるネットワークへの影響を防止すること
ができる。
　５)パケットサービスサポートノードがGGSNである場合、本発明はアップリンク／ダウ
ンリンクデータパケットに対するセキュリティ制御をサポートできて、移動ネットワーク
から公衆ネットワークに対する攻撃、又は公衆ネットワークから移動ネットワークに対す
る攻撃を有効に防止することができる。そして、この状況で、セキュリティポリシーがGG
SNで実行されてもよく、GGSNによりSGSN又はRNCに相応の制御操作の実行を通知してもよ
いことで、実現方式が多様で、柔軟である。
　６)本発明はパケットサービスサポートノード、ユーザ端末、セキュリティゲートウェ
イデバイスの機能処理モジュールに対して少し変更して、又は簡単なプロトコルを追加す
るだけで、有効なセキュリティインターワーキングを実現し、且つデータパケットに対す
るセキュリティ処理を実現することができて、実現が簡単で、便利であり、且つハードウ
ェアのコストを増加しない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明の核心的発明思想として、従来の移動通信ネットワークにポリシーサービスエン
ティティを設置し、ポリシーサービスエンティティによりユーザ端末のセキュリティ関連
配置情報に基づいてセキュリティポリシーを制定し、且つネットワーク側パケットサービ
スサポートノードデバイス及び／又はユーザ端末に、制定のセキュリティポリシーに基づ
いて相応の防御処理を行うことを通知する。
【００１５】
　ここで、前記ポリシーサービスエンティティはポリシーサーバ、又は他のネットワーク
エンティティに嵌め込んだ機能モジュール、又はカードであってよい。前記ユーザ端末と
は主に移動知能端末及び／又はカードスロット付きのポータブル端末を指すものである。
前記ネットワーク側パケットサービスサポートノードはサービングGPRSサポートノード(S
GSN)、又はゲートウェイGPRSサポートノード(GGSN)、又はパケットデータサポートノード
(PDSN)であってよい。
【００１６】
　図１に示すように、本発明に係る一つの実施例に提出された、移動通信システムにおい
てデータサービスのセキュリティを実現するシステムには、主にポリシーサービスエンテ
ィティ、SGSN及び複数のユーザ端末を含む。ここで、ポリシーサービスエンティティは移
動通信ネットワークに並列接続されており、セキュリティポリシーを制定するように、直
接に又はネットワークを介してSGSNと接続されることができる。ポリシーサービスエンテ
ィティはSGSNを介してユーザ端末とやりとりを行って、ユーザ端末のセキュリティ関連配
置情報を取得し、またユーザ端末のセキュリティ関連配置情報と自身に記憶されたセキュ
リティポリシー情報に基づいて、異なるユーザ端末に対して相応のセキュリティポリシー
を制定し、且つ制定したセキュリティポリシーをユーザ端末又はSGSNに送信することがで
きる。ポリシーサービスエンティティは、また、コアネットワークデバイスから送信され
たセキュリティポリシーを保存することができ、直接に配置されたセキュリティポリシー
を保存することもできる。
【００１７】
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　ここで、ポリシーサービスエンティティは、単独のポリシーサーバであり、又はネット
ワークデバイスに設置された例えばSGSNのような機能モジュールであり、又はSGSNに嵌め
込んだ、ポリシー管理機能を有するカードであることができる。前記ユーザ端末は移動知
能端末及び／又はカードスロット付きのポータブル端末であってよいが、これに限らず、
ポリシーサービスエンティティとの間でセキュリティ情報のやりとりを行うことができ、
且つ移動性を備えた端末デバイスであればよい。
【００１８】
　ポリシーサービスエンティティとインターワーキングを行うため、ポリシーサービスエ
ンティティとの間のやりとりをサポートするように、ユーザ端末に、セキュリティポリシ
ー処理の機能モジュールを追加して設置する必要がある。当該セキュリティポリシー処理
の機能モジュールは、主にポリシーサービスエンティティからの指令情報を受信し、指令
情報に応じて相応の操作を行うものである。例えば、ポリシーサービスエンティティから
ユーザ端末に、セキュリティ関連配置情報を取得する必要があるという要求が送信され、
当該要求を受信したセキュリティポリシー処理の機能モジュールは、自身のセキュリティ
関連配置情報を収集して、ポリシーサービスエンティティに報告する。これにより、ポリ
シーサービスエンティティは、ユーザ端末のセキュリティポリシー処理の機能モジュール
によって、例えばユーザ端末のオペレーティングシステムバージョン情報、ウイルス防止
ソフトウェア情報、パッチソフトウェアのインストール状況等のような、ユーザ端末のセ
キュリティ関連配置情報を収集することができる。
【００１９】
　該セキュリティポリシー処理の機能モジュールは定時的に、又は周期的に、又は自身の
配置情報に変化が発生するときに、自身のセキュリティ関連配置情報をポリシーサービス
エンティティに主動的に報告することができる。該セキュリティポリシー処理の機能モジ
ュールが一つの独立のソフトウェアであることができて、ポリシーサービスエンティティ
とインターワーキングするユーザ端末は該ソフトウェアをインストールするだけでよい。
該セキュリティポリシー処理の機能モジュールにウイルス防止ソフトウェアが保存される
こともできる。
【００２０】
　SGSNと接続されているポリシーサービスエンティティはユーザ端末のセキュリティ関連
配置情報を保存する。ポリシーサービスエンティティと、ユーザ端末のセキュリティポリ
シー処理の機能モジュールとの間でセキュリティプロトコルネゴシエーションを確立した
後、即ち、相互のセキュリティ信頼関係を確立した後、ポリシーサービスエンティティが
ユーザ端末にポリシー情報を収集する必要があるという要求を送信することができ、ユー
ザ端末は、例えばウイルス防止ソフトウェア情報、パッチソフトウェアのインストール状
況等のようなセキュリティ関連配置情報を報告する。
【００２１】
　ポリシーサービスエンティティのニーズに応じて、相応のユーザ端末に対して制御を行
うことをSGSNに可能とするため、SGSNにも、ポリシーサービスエンティティとインターワ
ーキングするセキュリティポリシー処理の機能モジュール、及びポリシーサービスエンテ
ィティとネゴシエーションするプロトコルが追加されて、これにより、SGSNがポリシーサ
ービスエンティティから与えられたセキュリティポリシーに基づいて、相応のユーザ端末
に対して制御を行うことができ、一方、SGSNがポリシーサービスエンティティに相応のセ
キュリティポリシーサポートニーズを提供することもできる。ここで、前記SGSNとポリシ
ーサービスエンティティがネゴシエーションするプロトコルは、双方によりネゴシエーシ
ョンできた、やりとりを行う方式及びメッセージフォーマットなどを指すものである。
【００２２】
　図２に示すように、本発明に係るもう一つの実施例に提出された、移動通信システムに
おいてデータサービスのセキュリティを実現するシステムには、主にポリシーサービスエ
ンティティ、GGSN及び複数のユーザ端末を含み、SGSN、RNCと基地局NodeBも含む。ここで
、ポリシーサービスエンティティは移動通信ネットワークに並列接続されており、セキュ
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リティポリシーを制定するように、直接に又はネットワークを介してGGSNと接続されるこ
とができる。ポリシーサービスエンティティはGGSNを介して、またSGSN、RNCとNodeBを経
由してユーザ端末とやりとりを行って、ユーザ端末のセキュリティ関連配置情報を取得し
、またユーザ端末のセキュリティ関連配置情報と自身に記憶されたセキュリティポリシー
情報に基づいて、異なるユーザ端末に対して相応のセキュリティポリシーを制定し、且つ
制定したセキュリティポリシーをユーザ端末とGGSNに送信することができる。ポリシーサ
ービスエンティティは、また、コアネットワークデバイスから送信されたセキュリティポ
リシー情報を保存することができ、直接に配置されたセキュリティポリシー情報を保存す
ることもできる。
【００２３】
　ここで、ポリシーサービスエンティティは、単独のポリシーサーバであり、又はネット
ワークデバイスに設置された例えばGGSNのような機能モジュールであり、又はGGSNに嵌め
込んだ、ポリシー管理機能を有するカードであることができる。前記ユーザ端末は移動知
能端末及び／又はカードスロット付きのポータブル端末であってよいが、これに限らず、
ポリシーサービスエンティティとの間でセキュリティ情報のやりとりを行うことができ、
且つ移動性を備えた端末デバイスでさえあればよい。
【００２４】
　ポリシーサービスエンティティとインターワーキングを行うため、ポリシーサービスエ
ンティティとの間のやりとりをサポートするように、ユーザ端末に、セキュリティポリシ
ー処理の機能モジュールを追加して設置する必要がある。当該セキュリティポリシー処理
の機能モジュールは、主にポリシーサービスエンティティからの指令情報を受信し、指令
情報に応じて相応の操作を行うものである。例えば、ポリシーサービスエンティティから
ユーザ端末に、セキュリティ関連配置情報を取得する必要があるという要求が送信され、
当該要求を受信したセキュリティポリシー処理の機能モジュールは、自身のセキュリティ
関連配置情報を収集して、ポリシーサービスエンティティに報告する。これにより、ポリ
シーサービスエンティティは、ユーザ端末のセキュリティポリシー処理の機能モジュール
によって、例えばユーザ端末のオペレーティングシステムバージョン情報、ウイルス防止
ソフトウェア情報、パッチソフトウェアのインストール状況等のような、ユーザ端末のセ
キュリティ関連配置情報を収集することができる。
【００２５】
　該セキュリティポリシー処理の機能モジュールは定時的に、又は周期的に、又は自身の
配置情報に変化が発生するときに、自身のセキュリティ関連配置情報をポリシーサービス
エンティティに主動的に報告することができる。該セキュリティポリシー処理の機能モジ
ュールが一つの独立のソフトウェアであることができて、ポリシーサービスエンティティ
とインターワーキングするユーザ端末は該ソフトウェアをインストールするだけでよい。
該セキュリティポリシー処理の機能モジュールにウイルス防止ソフトウェアが保存される
こともできる。
【００２６】
　実際の応用において、ポリシーサービスエンティティがGGSN、SGSN、RNCとNodeBを介し
て、ユーザ端末と情報のやりとりを行うが、そのうち、SGSN、RNCとNodeBにおいてやりと
り情報はただ透過的に伝送されるだけである。
【００２７】
　GGSNと接続されているポリシーサービスエンティティはユーザ端末のセキュリティ関連
配置情報を保存する。ポリシーサービスエンティティと、ユーザ端末のセキュリティポリ
シー処理の機能モジュールとの間でセキュリティプロトコルネゴシエーションを確立した
後、即ち、相互のセキュリティ信頼関係を確立した後、ポリシーサービスエンティティが
ユーザ端末にポリシー情報を収集する必要があるという要求を送信することができ、ユー
ザ端末は、例えばウイルス防止ソフトウェア情報、パッチソフトウェアのインストール状
況等のようなセキュリティ関連配置情報を報告する。
【００２８】
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　ポリシーサービスエンティティのニーズに応じて、相応のユーザ端末に対して制御を行
うことをGGSNに可能とするため、GGSNにも、ポリシーサービスエンティティとインターワ
ーキングするセキュリティポリシー処理の機能モジュール、及びポリシーサービスエンテ
ィティとネゴシエーションするプロトコルが追加されて、これにより、GGSNがポリシーサ
ービスエンティティから与えられたセキュリティポリシー情報に基づいて、相応のユーザ
端末に対して制御を行うことができ、一方、GGSNがポリシーサービスエンティティに相応
のセキュリティポリシーサポートニーズを提供することもできる。
【００２９】
　GGSNがアップリンク、ダウンリンクIPデータパケットの７層での解析を行うことができ
、リダイレクション機能を備えるため、本実施例のシステムには、異なるセキュリティ保
障機能を完成する、又は異なるウイルスを検出する一つ又は複数のセキュリティゲートウ
ェイデバイスをさらに含むことができ、GGSNが相応のデータパケットを相応のセキュリテ
ィゲートウェイデバイスにリダイレクトしてセキュリティ検出を行うことができる。例え
ば、ウイルス防止ゲートウェイにリダイレクトして、ウイルス防止ゲートウェイによりデ
ータパケットに対してウイルス駆除を行い、且つウイルス駆除を経たデータパケットをGG
SNに返信して、GGSNを介してInternetのような公衆ネットワークに送信する。
【００３０】
　相応に、GGSNは公衆ネットワークからのIPパケットをセキュリティゲートウェイデバイ
スにリダイレクトして、セキュリティゲートウェイデバイスの処理を通過した後、例えば
、ウイルス防止ゲートウェイのウイルス駆除を経た後、またGGSNに返信して、SGSN、RNC
とNodeBを介して、IPパケットを移動端末のようなユーザ端末に送信する。ここで、GGSN
がどのIPパケットをどのセキュリティゲートウェイデバイスに伝送して処理を行うべきで
あるかは、ポリシーサービスエンティティによって確定されたセキュリティポリシーに基
づいて制御される。例えば、ネットワークには、それぞれ異なるIPアドレスからのIPパケ
ットを検出する三つのセキュリティゲートウェイデバイスが設置されており、がポリシー
サービスエンティティは、１０．１０．１０．０～１０．１０．１０．２５６のIPアドレ
スから送信されたIPパケットを第一セキュリティゲートウェイデバイスにリダイレクトし
てセキュリティ検出を行うよう決定する。
【００３１】
　図２に示したシステムにおいて、GGSNが相応のセキュリティポリシーを取得した後、自
分で実行しなく、例えばユーザ情報の非アクティブ(deactivate)のような関連のセキュリ
ティポリシー制御情報をSGSN、RNCに送信して、SGSN又はRNCで相応の操作を完成してもよ
い。また、ポリシーサービスエンティティが直接にSGSNと接続して単方向制御を提供する
こともできる。ここで、SGSNがデータパケットの解析を行うことができないため、例えば
あるIPアドレスのユーザを阻止するような簡単なセキュリティポリシーしか実施できない
。
【００３２】
　図１、図２に示したシステムに基づき、ポリシーサービスエンティティがポリシーサー
バであることを例とし、且つSGSN、GGSNをパケットサービスサポートノードと総称する場
合、本発明の実現方法は図３に示すように、具体的に以下のステップを含む。
【００３３】
　ステップ３０１で、ポリシーサーバはあるユーザ端末に要求情報を送信して、当該ユー
ザ端末のセキュリティ関連配置情報の報告を該ユーザ端末に要求する。ここで、ユーザ端
末は移動知能端末及び／又はカードスロット付きのポータブル端末であることができるが
、これに限られない。
【００３４】
　本ステップにおいて、前記要求がポリシーサーバによって随時に開始されることができ
、且つ該要求情報はSGSNを介してユーザ端末に透過的に伝送され、同時に、当該必要な情
報の指示、例えば、ユーザ端末のパッチソフトウェアのインストール情報を報告するよう
に該ユーザ端末に要求する指示が該要求情報に含まれる。要求情報の具体的なフォーマッ
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トについては、ポリシーサーバとユーザ端末とのネゴシエーションによって予め確定され
たフォーマットを採用してよい。例えば、異なるフィールドが、ポリシーサーバが取得す
る必要のある異なるタイプの情報を表すことなどである。
【００３５】
　ステップ３０２で、ユーザ端末はポリシーサーバからの要求を受信した後、ポリシーサ
ーバのニーズに応じて、自身のセキュリティポリシー処理の機能モジュールにより、自身
のセキュリティ関連配置情報を収集し、且つ収集したセキュリティ関連配置情報をポリシ
ーサーバに報告する。
【００３６】
　ステップ３０３で、ユーザ端末のセキュリティ関連配置情報を受信した後、ポリシーサ
ーバはユーザ端末のセキュリティ関連配置情報及び自身に記憶されたセキュリティポリシ
ー情報に基づいて、相応のユーザ端末に対するユーザ制御情報を確定し、また確定したユ
ーザ制御情報をセキュリティポリシーとしてパケットサービスサポートノード及び／又は
ユーザ端末に送信する。
【００３７】
　ここで、ポリシーサーバの記憶したセキュリティポリシー情報は、ユーザ端末がインス
トールすべきパッチソフトウェア情報、ユーザ端末がインストールすべきウイルス防止ソ
フトウェア情報などを含むことができるが、これに限られない。前記パケットサービスサ
ポートノードはGGSNであり、又はSGSNであり、又はPDSNである。
【００３８】
　ステップ３０４で、パケットサービスサポートノード及び／又はユーザ端末は相応のセ
キュリティポリシーを受信した後、ポリシーサーバのニーズに応じて相応の制御処理を行
う。例えば、GGSNにとって、セキュリティポリシーが、あるユーザ端末が伝送したデータ
に対してあるウイルスの検出を要求することである場合、GGSNが指定のIPアドレスからの
データ又は指定のIPアドレスへのデータを受信した後、相応のデータを指定のセキュリテ
ィゲートウェイデバイスに伝送してウイルス走査とウイルス駆除を行うこと、あるいは、
GGSNがある種類のデータを指定のセキュリティゲートウェイデバイスを介して伝送するこ
となどである。
【００３９】
　図１に示したシステムに対して、ポリシーサーバはセキュリティポリシーをSGSNに送信
し、SGSNにより、受信したセキュリティポリシーに基づいて、相応の制御操作を完成する
。図２に示したシステムに対して、ポリシーサーバはセキュリティポリシーをGGSNに送信
し、GGSNにより、受信したセキュリティポリシーに基づいて、相応の制御操作を完成し、
あるいは、GGSNによりSGSNに相応の処理を行い通知する。例えばあるIPアドレスのユーザ
端末から送信されたIPパケットを阻止するように通知する。
【００４０】
　ここで、GGSNは必要に応じて、指定のアップリンク／ダウンリンクIPデータパケットを
セキュリティゲートウェイデバイスにリダイレクトして、例えばウイルス走査とウイルス
駆除のような相応のセキュリティ処理を行うことができる。セキュリティ処理を経た後で
、セキュリティゲートウェイデバイスから、処理を経たIPデータパケットをGGSNに返信し
て、後続の伝送と処理を継続する。
【００４１】
　実際の応用において、パケットサービスサポートノードからポリシーサーバにポリシー
要求情報を送信して、要求がポリシーサーバに受信された後で、また上記ステップ３０１
～３０４を実行してよい。または、ユーザ端末からポリシーサーバに自身のセキュリティ
関連配置情報を主動的に報告して、ポリシーサーバに受信された後で、ステップ３０３と
ステップ３０４を実行してもよい。ここで、周期的に報告し、又は定時的に報告し、又は
自身の配置情報に変化が発生するときに報告するなどの方式を採用することができる。
【００４２】
　具体的な応用の実現プロセスにおいて、ポリシーサービスエンティティがカードとして
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GGSN又はSGSNのようなパケットサービスサポートノードに嵌め込まれて、相応のセキュリ
ティサービスを提供することもできる。
【００４３】
　本発明ではポリシーサービスエンティティがセキュリティポリシーを制定することによ
り、ネットワーク側でユーザ端末の置かれたセキュリティ状態を判別することができ、且
つセキュリティ脅威情報又は潜在脅威をポリシーサービスエンティティに通知して、ポリ
シーサービスエンティティにより判断と選択によって、ユーザ端末に対して実施する相応
のセキュリティポリシーを確定し、且つパケットサービスサポートノードがユーザ端末に
対する制御により、脅威の拡散を防止することができる。
【００４４】
　ここで、パッチソフトウェアをインストールして管理する例をあげる。現在、多くのワ
ームウイルスの拡散はみなユーザ端末に相応のパッチソフトウェアが適時にインストール
されていないためであり、また、「ブラスター」、「サッサー」(Sasser)等のようなウイ
ルスもみなこの状況に属する。本発明の方法によっては、パッチソフトウェアが適時にイ
ンストールされていないため、ウイルスがネットワークに対する攻撃が拡散されることを
防止することができる。
【００４５】
　本例において、パケットサービスサポートノードはSGSNである。ポリシーサービスエン
ティティはポリシーサーバであり、当該ポリシーサーバには全てのインストールすべきパ
ッチソフトウェア情報が記憶され、個々のパッチソフトウェア情報の関連情報、例えば重
要程度などがさらに保存されることができる。ユーザ端末のセキュリティ関連配置情報は
パッチソフトウェアの配置状況である。本例において、データサービスのセキュリティを
実現する方法の具体的な実現プロセスは以下の通りである。
　１)ポリシーサーバはユーザ端末Mに、オペレーティングシステムのパッチ配置情報のニ
ーズを送信して、ユーザ端末Mに、ユーザ端末Mのパッチソフトウェアの配置状況を返信す
ることを要求する。
　２)ユーザ端末Mは要求を受信した後、自身のセキュリティポリシー処理の機能モジュー
ルにより、自身のオペレーティングシステムにインストールされたパッチソフトウェアの
状況を取り出し、且つ取り出したパッチソフトウェアのインストール情報をポリシーサー
バにアップロードする。
　３)ポリシーサーバはユーザ端末Mのパッチソフトウェアのインストール情報を受信した
後、取得したユーザ端末Mのパッチソフトウェアのインストール情報及び自身に記憶され
たインストールすべきパッチソフトウェア情報に基づいて、ユーザ端末Mのパッチインス
トール状況に対して判断を行い、その結果、ユーザ端末Mが一つの重要なパッチをインス
トールしていないことを発見する。例えば、ユーザ端末の基本的なセキュリティ状態を保
証するためには、個々のユーザ端末が少なくともA、B、C、Dという四つのパッチプログラ
ムのインストールを必要とするが、現在ユーザ端末MにただA、C、Dだけがインストールさ
れており、Bはインストールされていない。
　４)ポリシーサーバは、あるパッチプログラムがインストールされていないという通知
情報を該ユーザ端末Mに送信し、例えば、パッチプログラムＢがインストールされていな
いということをユーザ端末Mに通知する。同時に、ポリシーサーバが現在取得した情報に
基づいてセキュリティポリシーを制定することができ、例えば、当該ユーザ端末Mに対し
て帯域幅を制限し、その後、ポリシーサーバがSGSNに該ユーザ端末Mの帯域幅制限情報を
送信する。
　５)SGSNは該ユーザ端末Mの帯域幅制限情報を受信した後、当該ユーザ端末Mに対して帯
域幅制限を行い、当該ネットワーク接続阻止まで該ユーザ端末Mに対して行う。
【００４６】
　ユーザ端末Mは、ステップ４)での通知に基づいて、パッチプログラムＢをインストール
するかどうかを決定することができる。
【００４７】
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　上記パッチソフトウェアをインストールして管理する例において、パケットサービスサ
ポートノードがGGSNである場合、ユーザデータパケットがGGSNに伝送された時に、GGSNが
現在受信されたデータパケットをセキュリティゲートウェイデバイス、例えばウイルス防
止ゲートウェイにリダイレクトすることができ、ウイルス防止ゲートウェイにより相応の
セキュリティ検出及びウイルス駆除を行い、その後、GGSNに返信する。
【００４８】
　実際の応用において、上記のポリシーサービスエンティティを移動通信システムにおい
てデータサービスのセキュリティを実現する一つの単独の装置としてもよい。図４に示す
ように、当該装置にはセキュリティ情報取得モジュール、セキュリティポリシー確定モジ
ュール、セキュリティポリシー記憶モジュール及びセキュリティポリシー分配モジュール
をさらに含む。
【００４９】
　ここで、セキュリティ情報取得モジュールは、ユーザ端末と接続して、ユーザ端末との
やりとりにより、ユーザ端末のセキュリティ関連配置情報を取得し、且つ取得したセキュ
リティ関連配置情報をセキュリティポリシー確定モジュールに送信する。セキュリティポ
リシー確定モジュールは、取得したユーザ端末のセキュリティ関連配置情報及びセキュリ
ティポリシー記憶モジュールに記憶されたセキュリティポリシー情報に基づいて、実行す
べきセキュリティポリシーを確定し、且つ確定したセキュリティポリシーをセキュリティ
ポリシー分配モジュールに送信して分配し、セキュリティポリシー記憶モジュールは、ユ
ーザ端末のセキュリティポリシー情報を記憶し、セキュリティポリシー分配モジュールは
、受信したセキュリティポリシーを、例えばユーザ端末、SGSN、GGSNなどのような指定の
ネットワークエンティティに送信する。
【００５０】
　また、セキュリティ情報取得モジュールは、セキュリティポリシー記憶モジュールと直
接に接続され、取得したセキュリティ関連配置情報をそのままセキュリティポリシー情報
として記憶することができる。セキュリティポリシー記憶モジュールは、例えばコアネッ
トワークデバイスのような外部デバイスと接続され、外部デバイスによって配置されたセ
キュリティポリシー情報を直接に取得して保存することもできる。セキュリティポリシー
記憶モジュールはマン・マシーン・インターフェース(MMI:man machine interface)を通
じて、配置命令により配置されたセキュリティポリシー情報を取得することもできる。
【００５１】
　本発明は2GのGPRSシステム、EDGEシステム及び3GのWCDMAシステム、TD-SCDMAシステム
、CDMA2000システムに適用することができる。とにかく、以上述べたのはあくまでも本発
明の好ましい実施例にすぎず、本発明の精神と請求の範囲を限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】図１は本発明のシステムに係る一つの実施例の構成を示す図である。
【図２】図２は本発明のシステムに係るもう一つの実施例の構成を示す図である。
【図３】図３は本発明の方法に係る実施例を実現するフローチャートである。
【図４】図４は本発明の装置の構成図である。
【符号の説明】
【００５３】
　３０１　ポリシーサーバはユーザ端末にセキュリティ関連配置情報を取得することを要
求する要求情報を送信
　３０２　ユーザ端末は自身のセキュリティ関連配置情報を収集し、ポリシーサーバに報
告
　３０４　パケットサービスサポートノード及び／又はユーザ端末は、受信したセキュリ
ティポリシーに基づいて、相応の制御処理を行う
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