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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アプリケーション、ユーザ、接続元、接続先、及び端末のうち少なくとも１つを所定の
対象とし、前記所定の対象と前記所定の対象の属性とを対応付けて登録するための属性対
応テーブルと、
　前記所定の対象に係る無線通信を介した通信の要求を検出した際、前記所定の対象を特
定し、前記属性対応テーブルを参照し、前記所定の対象の属性を判定する属性判定手段と
、
　前記所定の対象の属性と利用可能な接続設定とを対応付けて登録し、前記所定の対象の
属性毎に優先順位を設定するための接続設定対応テーブルと、
　前記接続設定対応テーブルを参照し、前記所定の対象の属性に応じて、接続設定を変更
する接続設定手段と、
　前記所定の対象が複数であり、前記複数の対象の各々に係る無線通信が同時に重複して
行われた場合、前記複数の対象の各々の属性の優先順位に基づいて、最も優先順位が高い
属性に応じた接続設定に基づいて、前記無線通信のための接続処理を行い、前記複数の対
象の各々に係る無線通信が順次に重複して行われた場合、先の対象の属性に応じた接続設
定を継続して使用する接続処理手段と
を具備する
　ネットワーク接続装置。
【請求項２】
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　請求項１に記載のネットワーク接続装置であって、
　前記接続処理手段は、前記属性判定手段が前記属性対応テーブルを参照することができ
ない場合、或いは、前記接続設定手段が前記接続設定対応テーブルを参照することができ
ない場合、前記無線通信のための接続処理を制限する
　ネットワーク接続装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のネットワーク接続装置であって、
　前記属性対応テーブル及び前記接続設定対応テーブルのうち少なくとも１つは、外部の
記憶領域に存在し、
　前記接続処理手段は、前記無線通信により前記外部の記憶領域にアクセスする必要があ
る場合、前記所定の対象の属性に依存しない初期設定の接続設定に基づいて、前記無線通
信のための接続処理を行い、前記外部の記憶領域にアクセスする
　ネットワーク接続装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載のネットワーク接続装置であって、
　前記接続設定対応テーブルに、前記所定の対象の属性のうち１つの属性に対して複数の
接続設定が関連付けて登録され、前記複数の接続設定の各々の優先順位が設定され、
　前記接続設定手段は、前記複数の接続設定から選択された接続設定により前記接続処理
手段で接続処理を行うことができなかった場合、前記選択された接続設定の次に優先順位
が高い接続設定を改めて選択する
　ネットワーク接続装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載のネットワーク接続装置であって、
　前記接続設定対応テーブルは、前記所定の対象の属性、利用可能な接続設定、及びネッ
トワークインタフェースの対応表であり、
　前記接続設定手段は、前記所定の対象の属性に応じたネットワークインタフェースが前
記無線通信に対応していれば、前記ネットワークインタフェースに対して、前記所定の対
象の属性に応じた接続設定を行う
　ネットワーク接続装置。
【請求項６】
　アプリケーション、ユーザ、接続元、接続先、及び端末のうち少なくとも１つを所定の
対象とし、前記所定の対象と前記所定の対象の属性とを対応付けて属性対応テーブルに登
録するステップと、
　前記所定の対象の属性と利用可能な接続設定とを対応付けて接続設定対応テーブルに登
録するステップと、
　前記接続設定対応テーブルに、前記所定の対象の属性毎に優先順位を設定するステップ
と、
　前記所定の対象に係る無線通信を介した通信の要求を検出した際、前記所定の対象を特
定するステップと、
　前記属性対応テーブルを参照し、前記所定の対象の属性を判定するステップと、
　前記接続設定対応テーブルを参照し、前記所定の対象の属性に応じて、接続設定を変更
するステップと、
　前記所定の対象が複数であり、前記複数の対象の各々に係る無線通信が同時に重複して
行われた場合、前記複数の対象の各々の属性の優先順位に基づいて、最も優先順位が高い
属性に応じた接続設定に基づいて、前記無線通信のための接続処理を行うステップと、
　前記複数の対象の各々に係る無線通信が順次に重複して行われた場合、先の対象の属性
に応じた接続設定を継続して使用するステップと
を含む
　接続設定方法。
【請求項７】
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　請求項６に記載の接続設定方法であって、
　前記属性対応テーブルを参照することができない場合、或いは、前記接続設定対応テー
ブルを参照することができない場合、前記無線通信のための接続処理を制限するステップ
を更に含む
　接続設定方法。
【請求項８】
　請求項６又は７に記載の接続設定方法であって、
　前記属性対応テーブル及び前記接続設定対応テーブルのうち少なくとも１つが外部の記
憶領域に存在し、前記無線通信により前記外部の記憶領域にアクセスする必要がある場合
、前記所定の対象の属性に依存しない初期設定の接続設定に基づいて、前記無線通信のた
めの接続処理を行い、前記外部の記憶領域にアクセスするステップ
を更に含む
　接続設定方法。
【請求項９】
　請求項６乃至８のいずれか一項に記載の接続設定方法であって、
　前記接続設定対応テーブルに、前記所定の対象の属性のうち１つの属性に対して複数の
接続設定が関連付けて登録され、前記複数の接続設定の各々の優先順位が設定されており
、前記複数の接続設定から選択された接続設定により前記接続処理手段で接続処理を行う
ことができなかった場合、前記選択された接続設定の次に優先順位が高い接続設定を改め
て選択するステップ
を更に含む
　接続設定方法。
【請求項１０】
　請求項６乃至９のいずれか一項に記載の接続設定方法であって、
　前記接続設定対応テーブルが前記所定の対象の属性、利用可能な接続設定、及びネット
ワークインタフェースの対応表であり、前記所定の対象の属性に応じたネットワークイン
タフェースが前記無線通信に対応していれば、前記ネットワークインタフェースに対して
、前記所定の対象の属性に応じた接続設定を行うステップ
を更に含む
　接続設定方法。
【請求項１１】
　アプリケーション、ユーザ、接続元、接続先、及び端末のうち少なくとも１つを所定の
対象とし、前記所定の対象と前記所定の対象の属性とを対応付けて属性対応テーブルに登
録するステップと、
　前記所定の対象の属性と利用可能な接続設定とを対応付けて接続設定対応テーブルに登
録するステップと、
　前記接続設定対応テーブルに、前記所定の対象の属性毎に優先順位を設定するステップ
と、
　前記所定の対象に係る無線通信を介した通信の要求を検出した際、前記所定の対象を特
定するステップと、
　前記属性対応テーブルを参照し、前記所定の対象の属性を判定するステップと、
　前記接続設定対応テーブルを参照し、前記所定の対象の属性に応じて、接続設定を変更
するステップと、
　前記所定の対象が複数であり、前記複数の対象の各々に係る無線通信が同時に重複して
行われた場合、前記複数の対象の各々の属性の優先順位に基づいて、最も優先順位が高い
属性に応じた接続設定に基づいて、前記無線通信のための接続処理を行うステップと、
　前記複数の対象の各々に係る無線通信が順次に重複して行われた場合、先の対象の属性
に応じた接続設定を継続して使用するステップと
をコンピュータに実行させるための
　接続設定用プログラム。
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【請求項１２】
　請求項１１に記載の接続設定用プログラムであって、
　前記属性対応テーブルを参照することができない場合、或いは、前記接続設定対応テー
ブルを参照することができない場合、前記無線通信のための接続処理を制限するステップ
を更にコンピュータに実行させるための
　接続設定用プログラム。
【請求項１３】
　請求項１１又は１２に記載の接続設定用プログラムであって、
　前記属性対応テーブル及び前記接続設定対応テーブルのうち少なくとも１つが外部の記
憶領域に存在し、前記無線通信により前記外部の記憶領域にアクセスする必要がある場合
、前記所定の対象の属性に依存しない初期設定の接続設定に基づいて、前記無線通信のた
めの接続処理を行い、前記外部の記憶領域にアクセスするステップ
を更にコンピュータに実行させるための
　接続設定用プログラム。
【請求項１４】
　請求項１１乃至１３のいずれか一項に記載の接続設定用プログラムであって、
　前記接続設定対応テーブルに、前記所定の対象の属性のうち１つの属性に対して複数の
接続設定が関連付けて登録され、前記複数の接続設定の各々の優先順位が設定されており
、前記複数の接続設定から選択された接続設定により前記接続処理手段で接続処理を行う
ことができなかった場合、前記選択された接続設定の次に優先順位が高い接続設定を改め
て選択するステップ
を更にコンピュータに実行させるための
　接続設定用プログラム。
【請求項１５】
　請求項１１乃至１４のいずれか一項に記載の接続設定用プログラムであって、
　前記接続設定対応テーブルが前記所定の対象の属性、利用可能な接続設定、及びネット
ワークインタフェースの対応表であり、前記所定の対象の属性に応じたネットワークイン
タフェースが前記無線通信に対応していれば、前記ネットワークインタフェースに対して
、前記所定の対象の属性に応じた接続設定を行うステップ
を更にコンピュータに実行させるための
　接続設定用プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワーク接続装置に関し、特に無線通信用のネットワーク接続装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信ネットワークの代表的な例の１つとして、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ
　Ｎｅｔｗｏｒｋ）がある。無線ＬＡＮは、電波を使って通信するため、有線ＬＡＮと違
って複数のアクセスポイントと交信可能になる状態が生じる可能性がある。このため、無
線ＬＡＮのアクセスポイントと各端末にＳＳＩＤ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　Ｉｄｅｎｔ
ｉｆｉｅｒ）と呼ばれる無線識別子を設定することで、ＳＳＩＤが一致する端末としか通
信しないようにすることが多い。なお、現在では、ＳＳＩＤは、ＥＳＳＩＤ（Ｅｘｔｅｎ
ｄｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を指すことが多い。
【０００３】
　ＰＣ（パソコン）等の端末で用いられる無線ＬＡＮ接続ユーティリティソフトウェアの
１つとして、ＷＺＣ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｚｅｒｏ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）が知
られている。ＷＺＣでは、無線ＬＡＮ接続設定において、ＳＳＩＤの優先度を指定する。
また、ＷＺＣでは、無線ＬＡＮの電波を受信して、接続可能なＳＳＩＤを判断し、優先度
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に応じて接続する。しかし、ＷＺＣでは、使用する側のアプリケーション属性やユーザ属
性等の状況に関係なく優先順位が決められているため、設計ポリシーに即した運用ができ
ない。
【０００４】
　関連する技術として、特開２０００－２４４６０１号公報（特許文献１）にデータ回線
選択方法およびデータ回線選択装置が開示されている。
　この関連技術では、アプリケーション毎に接続するデータ回線に優先順位をつける。し
かし、この関連技術では、同一種類のデータ回線については区別されないため、設計ポリ
シーに従って同一種類のデータ回線を異なる設定で使用したい場合に対応できない。
【０００５】
　また、特開２００５－２８６５８５号公報（特許文献２）に無線ＬＡＮ自動選択接続シ
ステム、自動選択接続機能を備えた無線情報端末、および自動選択接続方法が開示されて
いる。
　この関連技術では、端末における無線ＬＡＮの接続の際に、接続するサーバが提供する
それぞれのサービス内容の情報に応じて、接続先無線ＬＡＮを選択して接続する。なお、
この関連技術では、端末が接続先無線ＬＡＮを選択する際に、接続するサーバが提供する
それぞれのサービス内容の情報を特定する必要があると考えられる。
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－２４４６０１号公報
【特許文献２】特開２００５－２８６５８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　無線ＬＡＮ等の無線通信ネットワークでは、複数の利用者（ユーザ）が同じ帯域を使用
して通信する場合、通信回線の混雑が発生しやすい。しかし、例えば、無線ＬＡＮでは、
同一の無線ＬＡＮのアクセスポイントへのアクセスが許可された各端末には、同一のＳＳ
ＩＤが設定され、同じ接続設定で無線通信を行うような運用を行うことが多い。
【０００８】
　そのため、無線ＬＡＮ等の無線通信ネットワークにおいて、個々の端末毎の状況に合わ
せて、個別の接続設定を行うための手段が要求されている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明のネットワーク接続装置は、「所定の対象」と「所定の対象の属性」とを対応付
けて登録するための属性対応テーブルと、所定の対象に係る無線通信の要求を検出した際
、所定の対象を特定し、属性対応テーブルを参照し、所定の対象の属性を判定する属性判
定手段と、「所定の対象の属性」と「利用可能な接続設定」とを対応付けて登録するため
の接続設定対応テーブルと、接続設定対応テーブルを参照し、所定の対象の属性に応じて
、接続設定を変更する接続設定手段と、接続設定に基づいて、無線通信のための接続処理
を行う接続処理手段とを具備する。なお、「所定の対象」は、無線通信における接続元と
接続先のうち少なくとも一方に関係する。所定の対象の例として、無線通信を利用するア
プリケーションやユーザ、通信対象となるサーバ、当該ネットワーク接続装置を介して無
線通信を行う端末等が考えられる。
【００１０】
　本発明の接続設定方法は、「所定の対象」と「所定の対象の属性」とを対応付けて属性
対応テーブルに登録するステップと、「所定の対象の属性」と「利用可能な接続設定」と
を対応付けて接続設定対応テーブルに登録するステップと、所定の対象に係る無線通信の
要求を検出した際、所定の対象を特定するステップと、属性対応テーブルを参照し、所定
の対象の属性を判定するステップと、接続設定対応テーブルを参照し、所定の対象の属性
に応じて、接続設定を変更するステップと、接続設定に基づいて、無線通信のための接続
処理を行うステップとを含む。
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【００１１】
　本発明の接続設定用プログラムは、「所定の対象」と「所定の対象の属性」とを対応付
けて属性対応テーブルに登録するステップと、「所定の対象の属性」と「利用可能な接続
設定」とを対応付けて接続設定対応テーブルに登録するステップと、所定の対象に係る無
線通信の要求を検出した際、所定の対象を特定するステップと、属性対応テーブルを参照
し、所定の対象の属性を判定するステップと、接続設定対応テーブルを参照し、所定の対
象の属性に応じて、接続設定を変更するステップと、接続設定に基づいて、無線通信のた
めの接続処理を行うステップとをコンピュータに実行させるためのプログラムである。
【発明の効果】
【００１２】
　無線通信を行う際の様々な要因に対して付随された属性を考慮し、個別の属性に応じて
、接続設定を変更することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下に、本発明の第１実施形態について添付図面を参照して説明する。
　図１を参照すると、本発明のネットワーク接続装置は、属性対応テーブル１０と、属性
判定部２０と、接続設定対応テーブル３０と、接続設定部４０と、接続処理部５０と、ネ
ットワークインタフェース６０を備える。
【００１４】
　属性対応テーブル１０は、「所定の対象」と「当該対象に付随する属性」とを関連付け
た表である。ここでは、「所定の対象」と「当該対象に付随する属性」は、１対１で対応
するものとする。「所定の対象」と「当該対象に付随する属性」とは、属性対応テーブル
１０に登録されることにより対応付けられる。すなわち、所定の対象に付随する属性は、
任意に変更可能である。本実施形態では、属性対応テーブル１０の例として、アプリケー
ション属性対応テーブル１１を使用する。
【００１５】
　図２を参照して、アプリケーション属性対応テーブル１１の形式の例について説明する
。
　アプリケーション属性対応テーブル１１は、「アプリケーション」と、「アプリケーシ
ョン属性」を含む。「アプリケーション」と「アプリケーション属性」は、相互に関連付
けられている。「アプリケーション」は、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ）を介して通信を行うアプリケーションの識別情報を示す。アプリケーションの識
別情報の例として、アプリケーションの固有番号、アプリケーションのデータの形式や識
別子等が考えられる。「アプリケーション属性」は、当該アプリケーションに付随する属
性を示す。ここでは、「アプリケーション」として、ＡＰＰ＿１、ＡＰＰ＿２、ＡＰＰ＿
３を例示している。ＡＰＰ＿１のアプリケーション属性は、Ｗｅｂ会議である。ＡＰＰ＿
２のアプリケーション属性は、ソフトフォンである。ＡＰＰ＿３のアプリケーション属性
は、グループウェアである。なお、アプリケーション属性を持たないアプリケーションに
対しては、初期設定（ｄｅｆａｕｌｔ）のアプリケーション属性を割り当てるようにして
も良い。例えば、アプリケーション属性を持たないアプリケーションは、無条件でアプリ
ケーション属性をグループウェアとすることが考えられる。
【００１６】
　属性判定部２０は、所定の対象に係る無線ＬＡＮを介した通信の要求を検出した際、当
該対象を特定し、属性対応テーブル１０を参照し、当該対象の属性を判定する。本実施形
態では、属性判定部２０は、無線ＬＡＮを使用するアプリケーションの起動又は通信の開
始を検出した際、アプリケーション属性対応テーブル１１を参照し、当該アプリケーショ
ンの属性を判定する。
【００１７】
　接続設定対応テーブル３０は、「所定の対象の属性」と「利用可能な接続設定」とを関
連付けた表である。「所定の対象の属性」と「利用可能な接続設定」とは、属性対応テー
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ブル１０に登録されることにより対応付けられる。すなわち、所定の対象の属性に対応す
る接続設定は、任意に変更可能である。本実施形態では、接続設定対応テーブル３０の例
として、アプリケーション属性接続設定対応テーブル３１を使用する。
【００１８】
　図３を参照して、アプリケーション属性接続設定対応テーブル３１の形式の例について
説明する。
　アプリケーション属性接続設定対応テーブル３１は、「アプリケーション属性」と、「
接続設定」を含む。「アプリケーション属性」と「接続設定」は、相互に関連付けられて
いる。「アプリケーション属性」は、所定のアプリケーションの属性を示し、アプリケー
ション属性対応テーブル１１における「アプリケーション属性」に対応する。「接続設定
」は、当該属性を持つアプリケーションに対する接続設定を示す。例えば、「接続設定」
は、当該属性を持つアプリケーションがネットワークインタフェース６０を用いて通信す
る際の接続設定を示す。ここでは、「アプリケーション属性」として、Ｗｅｂ会議、ソフ
トフォン、グループウェアを例示している。Ｗｅｂ会議に対する接続設定は、ＳＳＩＤ＿
１である。ソフトフォンに対する接続設定は、ＳＳＩＤ＿２である。グループウェアに対
する接続設定は、ＳＳＩＤ＿３である。ＳＳＩＤ＿１、ＳＳＩＤ＿２、ＳＳＩＤ＿３は、
それぞれＳＳＩＤ、或いはＥＳＳＩＤを示す。
【００１９】
　なお、アプリケーション属性を持たないアプリケーションには、接続設定を行わないよ
うにしても良い。この場合、アプリケーション属性を持たないアプリケーションには、い
かなるＳＳＩＤも割り当てない。これにより、予め許可されたアプリケーションのみ通信
可能とすることができる。また、アプリケーション属性を持たないアプリケーションには
、初期設定（ｄｅｆａｕｌｔ）の接続設定を割り当てるようにしても良い。例えば、アプ
リケーション属性を持たないアプリケーションは、無条件で接続設定をＳＳＩＤ＿３とす
ることができる。
【００２０】
　接続設定部４０は、属性判定部２０から所定の対象の属性に関する通知を受け取り、接
続設定対応テーブル３０を参照し、所定の対象の属性に応じた接続設定を行う。本実施形
態では、接続設定部４０は、アプリケーション属性に応じて、接続設定対応テーブル３０
から適切な接続設定を選択し決定する。
【００２１】
　接続処理部５０は、接続設定部４０による接続設定に基づいて接続処理を行う。本実施
形態では、接続処理部５０は、接続設定に基づいて、ネットワークインタフェース６０を
用いて通信するための接続処理を行う。
【００２２】
　ネットワークインタフェース６０は、無線通信に対応した通信用インタフェース（Ｉｎ
ｔｅｒｆａｃｅ（Ｉ／Ｆ））である。ここでは、ネットワークインタフェース６０は、無
線ＬＡＮを介して通信を行う。
【００２３】
　属性対応テーブル１０、及び接続設定対応テーブル３０を格納する記憶手段の例として
、メモリ等の半導体記憶装置、ハードディスク等の外部記憶装置（ストレージ）、又は、
記憶媒体（メディア）等が考えられる。但し、実際には、これらの例に限定されない。
【００２４】
　属性判定部２０、接続設定部４０、及び接続処理部５０の例として、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔ
ｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）やマイクロプロセッサ（ｍｉｃｒｏｐｒｏｃ
ｅｓｓｏｒ）等の処理装置、又は同様の機能を有する半導体集積回路（Ｉｎｔｅｇｒａｔ
ｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ（ＩＣ））等が考えられる。なお、属性判定部２０、接続設定部４
０、及び接続処理部５０は、各々の機能をコンピュータに実行させるためのプログラムで
も良い。但し、実際には、これらの例に限定されない。
【００２５】
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　ネットワークインタフェース６０の例として、無線ＬＡＮカード等のＮＩＣ（Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｃａｒｄ）や、無線ＬＡＮコンバータ等のメディアコンバ
ータ（ｍｅｄｉａ　ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）等が考えられる。但し、実際には、これらの例
に限定されない。
【００２６】
　次に、図４を参照して、無線ＬＡＮの設計例について説明する。
　本実施形態では、同じ場所で、異なるＳＳＩＤを使用して、無線チャネル（無線伝送経
路媒体（以下、チャネルと呼ぶ））が異なる設定でサービスを提供する場合について説明
する。ここでは、ＳＳＩＤとして、ＳＳＩＤ＿１、ＳＳＩＤ＿２、ＳＳＩＤ＿３を例示し
ている。ＳＳＩＤ＿１では、チャネルとして、「４６ｃｈ」を使用するように設定してい
る。ＳＳＩＤ＿２では、チャネルとして、「１ｃｈ」、「６ｃｈ」、「１１ｃｈ」、「１
４ｃｈ」を使用するように設定している。ＳＳＩＤ＿３では、チャネルとして、「３４ｃ
ｈ」、「３８ｃｈ」、「４２ｃｈ」を使用するように設定している。例えば、接続設定が
ＳＳＩＤ＿１であれば、１つのチャネルを複数の利用者が共有して使用することになる。
また、接続設定がＳＳＩＤ＿２であれば、４つのチャネルを利用可能であり、使用される
アクセスポイントによって、使用されるチャネルが異なることになる。
【００２７】
　図５を参照して、本発明の処理フローについて説明する。
　（１）ステップＳ１０１
　ネットワーク接続装置は、所定の対象を識別する。本実施形態では、ネットワーク接続
装置は、ユーザ操作により起動されたアプリケーションを、使用アプリケーションとして
決定する。ここでは、ネットワーク接続装置は、ＡＰＰ＿１を選択する。
　（２）ステップＳ１０２
　属性判定部２０は、属性対応テーブル１０を参照して、所定の対象の属性を判定する。
本実施形態では、属性判定部２０は、アプリケーション属性対応テーブル１１を参照して
、使用アプリケーションに対応するアプリケーション属性を判定する。ここでは、属性判
定部２０は、ＡＰＰ＿１のアプリケーション属性をＷｅｂ会議と判定する。
　（３）ステップＳ１０３
　接続設定部４０は、接続設定対応テーブル３０を参照し、所定の対象の属性に応じた接
続設定を行う。本実施形態では、接続設定部４０は、アプリケーション属性接続設定対応
テーブル３１を参照し、判定されたアプリケーション属性に対して使用されるＳＳＩＤを
選択して設定する。ここでは、接続設定部４０は、Ｗｅｂ会議に対して使用されるＳＳＩ
Ｄ＿１を選択して設定する。
　（４）ステップＳ１０４
　接続処理部５０は、接続設定部４０による接続設定に基づいて接続処理を行う。本実施
形態では、接続処理部５０は、選択されたＳＳＩＤに基づいて、ネットワークインタフェ
ース６０を用いて接続処理を行う。ここでは、接続処理部５０は、ＳＳＩＤ＿１で接続可
能なアクセスポイントに対して、ネットワークインタフェース６０を用いて、無線ＬＡＮ
通信を行う。
【００２８】
　接続処理部５０は、接続設定部４０による接続設定に基づいて接続処理を行うことがで
きない場合、他の接続設定を要求するようにしても良い。この場合、アプリケーション属
性接続設定対応テーブル３１において、１つのアプリケーション属性に、複数の接続設定
を対応付け、当該複数の接続設定の各々の優先順位を決めておく。例えば、アプリケーシ
ョン属性接続設定対応テーブル３１において、「Ｗｅｂ会議」に、「ＳＳＩＤ＿１、ＳＳ
ＩＤ＿２、ＳＳＩＤ＿３」を対応付けておく。「ＳＳＩＤ＿１、ＳＳＩＤ＿２、ＳＳＩＤ
＿３」は、優先順位の高い順（降順）に並んでいるものとする。接続処理部５０は、アプ
リケーション属性がＷｅｂ会議であるアプリケーションの起動の際、回線の混雑等の理由
によりＳＳＩＤ＿１での接続処理に失敗した場合、接続設定部４０に別の接続設定を要求
する。接続設定部４０は、Ｗｅｂ会議に対してＳＳＩＤ＿２を選択して設定する。
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【００２９】
　複数のアプリケーションを同時に使用する場合、接続設定の優先順位を決めておくこと
が考えられる。このとき、アプリケーション属性自体に優先順位を決めておくようにして
も良い。例えば、Ｗｅｂ会議の優先順位をソフトフォンよりも高く設定しておき、アプリ
ケーション属性がソフトフォンであるアプリケーションの利用中に、アプリケーション属
性がＷｅｂ会議であるアプリケーションを起動した場合、接続設定部４０は、接続設定を
ＳＳＩＤ＿２からＳＳＩＤ＿１に切り換える。これは、ソフトフォンというアプリケーシ
ョン属性にＳＳＩＤ＿２の接続設定が対応し、Ｗｅｂ会議というアプリケーション属性に
ＳＳＩＤ＿１の接続設定が対応していると仮定したとき、当初ソフトフォンのみを使用し
ている状態で、より優先順位の高いＷｅｂ会議が開始されれば、ソフトフォンに対応する
ＳＳＩＤ＿２から、Ｗｅｂ会議に対応するＳＳＩＤ＿１に切り替える、ということである
。或いは、接続設定部４０は、先に起動されたアプリケーションの接続設定を継続して使
用するようにしても良い。これは、接続設定を変更してしまうと、短時間ではあるが一度
回線が切断され、品質の劣化の可能性が生じるためである。例えば、アプリケーション属
性がグループウェアであるアプリケーションの利用中に、アプリケーション属性がソフト
フォンであるアプリケーションが起動した場合、接続設定部４０は、グループウェアに対
する接続設定であるＳＳＩＤ＿３を継続して使用する。
【００３０】
　なお、本発明において、属性対応テーブル１０及び接続設定対応テーブル３０を、サー
バや無線ＬＡＮアクセスポイントから取得する場合が考えられる。この場合、接続処理部
５０は、属性に依存しない初期設定（ｄｅｆａｕｌｔ）の接続設定を用いて、属性対応テ
ーブル１０及び接続設定対応テーブル３０が格納されているサーバ又は無線ＬＡＮアクセ
スポイントに接続するようにしても良い。例えば、接続処理部５０は、アプリケーション
の起動の際に、無条件にＳＳＩＤ＿３を使用して、属性対応テーブル１０及び接続設定対
応テーブル３０が格納されているサーバ又は無線ＬＡＮアクセスポイントに接続し、属性
判定部２０及び接続設定部４０から属性対応テーブル１０及び接続設定対応テーブル３０
を参照可能にする。
【００３１】
　属性対応テーブル１０及び接続設定対応テーブル３０をサーバ側で管理するようにすれ
ば、属性対応テーブル１０及び接続設定対応テーブル３０を介して、個々のネットワーク
接続装置の無線ＬＡＮ接続をサーバ側で管理できるようになる。この結果、運用中にＳＳ
ＩＤの設計方針を変更したとしても、端末の設定をサーバ側から動的に変更することによ
って、継続的に設計方針に沿った運用を行うことが可能となる。また、属性対応テーブル
１０及び接続設定対応テーブル３０を無線ＬＡＮアクセスポイントで管理するようにすれ
ば、当該無線ＬＡＮアクセスポイントを利用する際にのみネットワーク接続装置に属性対
応テーブル１０及び接続設定対応テーブル３０を提供するため、属性対応テーブル１０及
び接続設定対応テーブル３０が個々のネットワーク接続装置から部外者に取得される可能
性を減少させることができる。
【００３２】
　また、本発明において、属性対応テーブル１０及び接続設定対応テーブル３０を、外部
記憶媒体から取得する場合が考えられる。例えば、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒ
ｉａｌ　Ｂｕｓ）メモリやＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）、
或いは無線ＬＡＮ用のＮＩＣに、属性対応テーブル１０及び接続設定対応テーブル３０が
格納されているとする。属性判定部２０及び接続設定部４０は、属性対応テーブル１０及
び接続設定対応テーブル３０が格納されているＵＳＢメモリやＤＶＤ、或いは無線ＬＡＮ
用のＮＩＣにアクセスし、属性対応テーブル１０及び接続設定対応テーブル３０を参照す
る。
【００３３】
　接続処理部５０は、属性判定部２０が属性対応テーブル１０を参照できない場合、或い
は、接続設定部４０が接続設定対応テーブル３０を参照できない場合、接続処理を制限す
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るようにすると好適である。例えば、接続処理部５０は、属性判定部２０が属性対応テー
ブル１０を参照できない場合、或いは、接続設定部４０が接続設定対応テーブル３０を参
照できない場合、接続処理を禁止したり、特定のＳＳＩＤしか使用できないようにしたり
する。
【００３４】
　以下に、本発明の第２実施形態について説明する。
　本実施形態では、アプリケーション属性の代わりに、ユーザ属性を用いる場合について
説明する。例えば、特別料金を支払ったプレミアムユーザに、専用のチャネルを用意する
ことで、一般のユーザとの差別化を図る事例が考えられる。
【００３５】
　本実施形態では、属性対応テーブル１０の例として、ユーザ属性対応テーブル１２を使
用する。
【００３６】
　図６を参照して、ユーザ属性対応テーブル１２の形式の例について説明する。
　ユーザ属性対応テーブル１２は、「ユーザ」と、「ユーザ属性」を含む。「ユーザ」と
「ユーザ属性」は、相互に関連付けられている。「ユーザ」は、無線ＬＡＮを介して通信
を行うユーザの識別情報を示す。ユーザの識別情報の例として、ログインＩＤや社員番号
等が考えられる。「ユーザ属性」は、当該ユーザに付随する属性を示す。ここでは、「ユ
ーザ」として、ユーザ＿１、ユーザ＿２、ユーザ＿３を例示している。ユーザ＿１のユー
ザ属性は、役員である。ユーザ＿２のユーザ属性は、管理職である。ユーザ＿３のユーザ
属性は、従業員である。なお、ユーザ属性を持たないユーザに対しては、初期設定（ｄｅ
ｆａｕｌｔ）のユーザ属性を割り当てるようにしても良い。例えば、ユーザ属性を持たな
いユーザは、無条件でユーザ属性を従業員とすることが考えられる。
【００３７】
　また、本実施形態では、接続設定対応テーブル３０の例として、ユーザ属性接続設定対
応テーブル３２を使用する。
【００３８】
　図７を参照して、ユーザ属性接続設定対応テーブル３２の形式の例について説明する。
　ユーザ属性接続設定対応テーブル３２は、「ユーザ属性」と、「接続設定」を含む。「
ユーザ属性」と「接続設定」は、相互に関連付けられている。「ユーザ属性」は、所定の
ユーザの属性を示し、ユーザ属性対応テーブル１２における「ユーザ属性」に対応する。
「接続設定」は、当該属性を持つユーザに対する接続設定を示す。例えば、「接続設定」
は、当該属性を持つユーザがネットワークインタフェース６０を用いて通信する際の接続
設定を示す。ここでは、「ユーザ属性」として、従業員、役員、管理職を例示している。
従業員に対する接続設定は、ＳＳＩＤ＿１である。役員に対する接続設定は、ＳＳＩＤ＿
２である。管理職に対する接続設定は、ＳＳＩＤ＿３である。ＳＳＩＤ＿１、ＳＳＩＤ＿
２、ＳＳＩＤ＿３は、それぞれＳＳＩＤ、或いはＥＳＳＩＤを示す。
【００３９】
　なお、ユーザ属性を持たないユーザには、接続設定を行わないようにしても良い。この
場合、ユーザ属性を持たないユーザには、いかなるＳＳＩＤも割り当てない。これにより
、予め許可されたユーザのみ通信可能とすることができる。また、ユーザ属性を持たない
ユーザには、初期設定（ｄｅｆａｕｌｔ）の接続設定を割り当てるようにしても良い。例
えば、ユーザ属性を持たないユーザには、無条件で接続設定をＳＳＩＤ＿３とすることが
考えられる。
【００４０】
　他については、第１実施形態と同様である。
【００４１】
　以下に、本発明の第３実施形態について説明する。
　本実施形態では、アプリケーション属性の代わりに、接続先属性を用いる場合について
説明する。例えば、業務用サーバに対する無線ＬＡＮ通信と、一般的なＷｅｂサーバに対



(11) JP 5278792 B2 2013.9.4

10

20

30

40

50

する無線ＬＡＮ通信とで、異なるＳＳＩＤを割り当てる事例が考えられる。
【００４２】
　なお、属性判定部２０は、接続先がサーバ等であれば、送信パケット又はフレームに含
まれる宛先ＩＰアドレス（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ａｄｄｒｅｓｓ）等に
より、接続先を特定することが可能である。また、属性判定部２０は、接続先が特定のア
プリケーション等であれば、送信パケット又はフレームに含まれるデータの形式やアプリ
ケーション識別子等により、接続先を特定することが可能である。
【００４３】
　本実施形態では、属性対応テーブル１０の例として、接続先属性対応テーブル１３を使
用する。
【００４４】
　図８を参照して、接続先属性対応テーブル１３の形式の例について説明する。
　接続先属性対応テーブル１３は、「接続先」と、「接続先属性」を含む。「接続先」と
「接続先属性」は、相互に関連付けられている。「接続先」は、無線ＬＡＮを介して通信
を行う際の接続先の識別情報を示す。接続先の識別情報の例として、ＩＰアドレスやドメ
インネーム等が考えられる。「接続先属性」は、当該接続先に付随する属性を示す。ここ
では、「接続先」として、接続先＿１、接続先＿２、接続先＿３を例示している。接続先
＿１の接続先属性は、業務用サーバである。接続先＿２の接続先属性は、研究開発用サー
バである。接続先＿３の接続先属性は、公開サーバである。なお、接続先属性を持たない
接続先に対しては、初期設定（ｄｅｆａｕｌｔ）の接続先属性を割り当てるようにしても
良い。例えば、接続先属性を持たない接続先は、無条件で接続先属性を公開サーバとする
ことが考えられる。
【００４５】
　また、本実施形態では、接続設定対応テーブル３０の例として、接続先属性接続設定対
応テーブル３３を使用する。
【００４６】
　図９を参照して、接続先属性接続設定対応テーブル３３の形式の例について説明する。
　接続先属性接続設定対応テーブル３３は、「接続先属性」と、「接続設定」を含む。「
接続先属性」と「接続設定」は、相互に関連付けられている。「接続先属性」は、所定の
接続先の属性を示し、接続先属性対応テーブル１３における「接続先属性」に対応する。
「接続設定」は、当該属性を持つ接続先に対する接続設定を示す。例えば、「接続設定」
は、当該属性を持つ接続先がネットワークインタフェース６０を用いて通信する際の接続
設定を示す。ここでは、「接続先属性」として、公開サーバ、業務用サーバ、研究開発用
サーバを例示している。公開サーバに対する接続設定は、ＳＳＩＤ＿１である。業務用サ
ーバに対する接続設定は、ＳＳＩＤ＿２である。研究開発用サーバに対する接続設定は、
ＳＳＩＤ＿３である。ＳＳＩＤ＿１、ＳＳＩＤ＿２、ＳＳＩＤ＿３は、それぞれＳＳＩＤ
、或いはＥＳＳＩＤを示す。
【００４７】
　なお、接続先属性を持たない接続先には、接続設定を行わないようにしても良い。この
場合、接続先属性を持たない接続先には、いかなるＳＳＩＤも割り当てない。これにより
、予め許可された接続先のみ通信可能とすることができる。また、接続先属性を持たない
接続先には、初期設定（ｄｅｆａｕｌｔ）の接続設定を割り当てるようにしても良い。例
えば、接続先属性を持たない接続先は、無条件で接続設定をＳＳＩＤ＿１とすることが考
えられる。
【００４８】
　他については、第１実施形態と同様である。
【００４９】
　なお、実際には、本発明のネットワーク接続装置は、第１実施形態で説明したアプリケ
ーション属性、第２実施形態で説明したユーザ属性、及び本実施形態で説明した接続先属
性の全てを考慮した接続設定を行うようにしても良い。すなわち、本発明のネットワーク
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接続装置は、「所定の対象」として、接続元と接続先の双方を対象とすることができる。
【００５０】
　以下に、本発明の第４実施形態について説明する。
　本実施形態では、本発明のネットワーク接続装置が中継機器である場合について説明す
る。例えば、本発明のネットワーク接続装置が、無線ＬＡＮスポットと端末との間に設け
られている事例が考えられる。
【００５１】
　中継機器の例として、無線ＬＡＮコンバータ等のメディアコンバータ、ルータ、スイッ
チ、ゲートウェイ、ファイアウォール、プロキシ、アクセスポイント、或いは、ルータと
して機能するコンピュータ等が考えられる。これらの中継機器は、無線通信に対応してい
るものとする。但し、実際には、これらの例に限定されない。
【００５２】
　本実施形態のネットワーク接続装置は、無線ＬＡＮスポットと端末との間に設けられた
際、端末と有線通信し、無線ＬＡＮスポットと無線通信すると好適である。但し、実際に
は、本実施形態のネットワーク接続装置は、無線ＬＡＮスポット及び端末とそれぞれ無線
通信するようにしても良い。この場合、本実施形態のネットワーク接続装置は、ＷＡＮ回
線として無線回線を使用するモバイルルータとして機能することができる。
【００５３】
　本実施形態のネットワーク接続装置は、端末と無線ＬＡＮスポットとの通信を中継する
際、端末から所定の対象の識別情報を取得し、当該対象の属性に応じた接続設定を行う。
例えば、本実施形態のネットワーク接続装置は、端末から受信したパケットに基づいて、
アプリケーションの種別や接続先に関する情報を取得し、該当するアプリケーション属性
や接続先属性に応じた接続設定を行う。
【００５４】
　以下に、本発明の第５実施形態について説明する。
　本実施形態では、ネットワーク接続装置が中継機器である場合において、アプリケーシ
ョン属性の代わりに、端末属性を用いる場合について説明する。例えば、ＰＣによる無線
ＬＡＮ通信と、ゲーム機による無線ＬＡＮ通信とで、異なるＳＳＩＤを割り当てる事例が
考えられる。
【００５５】
　本実施形態のネットワーク接続装置は、無線ＬＡＮスポットと端末との間に設けられて
いるものとする。基本的に、本実施形態のネットワーク接続装置は、第４実施形態と同様
である。
【００５６】
　本実施形態では、属性対応テーブル１０の例として、端末属性対応テーブル１４を使用
する。
【００５７】
　図１０を参照して、端末属性対応テーブル１４の形式の例について説明する。
　端末属性対応テーブル１４は、「端末」と、「端末属性」を含む。「端末」と「端末属
性」は、相互に関連付けられている。「端末」は、無線ＬＡＮを介して通信を行う端末の
識別情報を示す。端末の識別情報の例として、製品番号やメーカー情報等が考えられる。
「端末属性」は、当該端末に付随する属性を示す。ここでは、「端末」として、端末＿１
、端末＿２、端末＿３を例示している。端末＿１の端末属性は、ＰＣである。端末＿２の
端末属性は、ゲーム機である。端末＿３の端末属性は、その他の機器である。なお、端末
属性を持たない端末に対しては、初期設定（ｄｅｆａｕｌｔ）の端末属性を割り当てるよ
うにしても良い。例えば、端末属性を持たない端末は、無条件で端末属性をその他の機器
とすることが考えられる。
【００５８】
　また、本実施形態では、接続設定対応テーブル３０の例として、端末属性接続設定対応
テーブル３４を使用する。
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【００５９】
　図１１を参照して、端末属性接続設定対応テーブル３４の形式の例について説明する。
　端末属性接続設定対応テーブル３４は、「端末属性」と、「接続設定」を含む。「端末
属性」と「接続設定」は、相互に関連付けられている。「端末属性」は、所定の端末の属
性を示し、端末属性対応テーブル１４における「端末属性」に対応する。「接続設定」は
、当該属性を持つ端末に対する接続設定を示す。例えば、「接続設定」は、当該属性を持
つ端末がネットワークインタフェース６０を用いて通信する際の接続設定を示す。ここで
は、「端末属性」として、その他の機器、ＰＣ、ゲーム機を例示している。その他の機器
に対する接続設定は、ＳＳＩＤ＿１である。ＰＣに対する接続設定は、ＳＳＩＤ＿２であ
る。ゲーム機に対する接続設定は、ＳＳＩＤ＿３である。ＳＳＩＤ＿１、ＳＳＩＤ＿２、
ＳＳＩＤ＿３は、それぞれＳＳＩＤ、或いはＥＳＳＩＤを示す。
【００６０】
　なお、端末属性を持たない端末には、接続設定を行わないようにしても良い。この場合
、端末属性を持たない端末には、いかなるＳＳＩＤも割り当てない。これにより、予め許
可された端末のみ通信可能とすることができる。また、端末属性を持たない端末には、初
期設定（ｄｅｆａｕｌｔ）の接続設定を割り当てるようにしても良い。例えば、端末属性
を持たない端末は、無条件で接続設定をＳＳＩＤ＿１とすることが考えられる。
【００６１】
　本実施形態のネットワーク接続装置は、端末と無線ＬＡＮスポットとの通信を中継する
際、端末から当該端末の種別に関する情報を取得し、当該端末の属性に応じた接続設定を
行う。例えば、本実施形態のネットワーク接続装置は、端末から受信したパケットに基づ
いて、端末の種別に関する情報を取得し、該当する端末属性に応じた接続設定を行う。
【００６２】
　以下に、本発明の第６実施形態について説明する。
　本実施形態では、ネットワークインタフェースが複数である場合について説明する。例
えば、ネットワーク接続装置が、無線ＬＡＮ用のＮＩＣを複数搭載している事例が考えら
れる。
【００６３】
　本実施形態では、ネットワークインタフェース６０は、複数であるものとする。
【００６４】
　本実施形態では、属性対応テーブル１０の例として、第１実施形態と同じく、アプリケ
ーション属性対応テーブル１１を使用する。アプリケーション属性対応テーブル１１は、
図２に示す通りである。
【００６５】
　また、本実施形態では、接続設定対応テーブル３０の例として、アプリケーション属性
接続設定Ｉ／Ｆ対応テーブル３５を使用する。
【００６６】
　図１２を参照して、アプリケーション属性接続設定Ｉ／Ｆ対応テーブル３５の形式の例
について説明する。
　アプリケーション属性接続設定Ｉ／Ｆ対応テーブル３５は、「アプリケーション属性」
と、「接続設定」と、「Ｉ／Ｆ」を含む。「アプリケーション属性」と「接続設定」は、
相互に関連付けられている。「アプリケーション属性」は、所定のアプリケーションの属
性を示し、アプリケーション属性対応テーブル１１における「アプリケーション属性」に
対応する。「接続設定」は、当該属性を持つアプリケーションに対する接続設定を示す。
例えば、「接続設定」は、当該属性を持つアプリケーションがネットワークインタフェー
ス６０を用いて通信する際の接続設定を示す。「Ｉ／Ｆ」は、当該属性を持つアプリケー
ションが利用可能なネットワークインタフェースを示す。ここでは、「アプリケーション
属性」として、Ｗｅｂ会議、ソフトフォン、グループウェアを例示している。Ｗｅｂ会議
に対する接続設定は、ＳＳＩＤ＿１であり、Ｉ／Ｆはｅｔｈ＿０である。ソフトフォンに
対する接続設定は、ＳＳＩＤ＿２であり、Ｉ／Ｆはｅｔｈ＿１である。グループウェアに
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対する接続設定は、ＳＳＩＤ＿３であり、Ｉ／Ｆはｅｔｈ＿１である。ＳＳＩＤ＿１、Ｓ
ＳＩＤ＿２、ＳＳＩＤ＿３は、それぞれＳＳＩＤ、或いはＥＳＳＩＤを示す。ｅｔｈ＿０
、ｅｔｈ＿１は、それぞれネットワークインタフェースの識別情報を示す。
【００６７】
　このとき、Ｉ／Ｆには、１つのアプリケーション属性に対して、優先順位の高い順（降
順）に複数のネットワークインタフェースを登録するようにしても良い。接続設定部４０
は、最優先のネットワークインタフェースが利用できない場合、次に優先順位の高いネッ
トワークインタフェースを選択するようにする。接続処理部５０は、接続設定部４０によ
る接続設定に応じたネットワークインタフェース６０を用いて接続処理を行う。
【００６８】
　ここでは、「アプリケーション属性」を例に説明しているが、実際には、「ユーザ属性
」等の他の属性でも良い。
【００６９】
　なお、本実施形態では、規格が異なる複数のネットワークインタフェースの中から、任
意のネットワークインタフェースを選択して、接続処理を行うようにすることも可能であ
る。例えば、無線ＬＡＮを利用するネットワークインタフェースと、携帯電話網を利用す
るネットワークインタフェースのいずれかを選択可能にすることが考えられる。このとき
、アプリケーション属性接続設定Ｉ／Ｆ対応テーブル３５は、無線ＬＡＮを利用するネッ
トワークインタフェースが用いられる場合のみ、接続設定にＳＳＩＤを登録する。すなわ
ち、アプリケーション属性接続設定Ｉ／Ｆ対応テーブル３５において、Ｉ／Ｆが無線ＬＡ
Ｎを利用するネットワークインタフェースではない場合、接続設定にＳＳＩＤを登録する
必要は無い。接続設定部４０は、Ｉ／Ｆが無線ＬＡＮを利用するネットワークインタフェ
ースである場合のみ、ＳＳＩＤを選択する。なお、無線ＬＡＮを利用しないネットワーク
インタフェースについては、ＳＳＩＤの代わりに、そのネットワークインタフェースが利
用する通信方式における接続設定を、アプリケーション属性接続設定Ｉ／Ｆ対応テーブル
３５に登録するようにしても良い。
【００７０】
　この場合、複数のネットワークインタフェース６０は、有線通信に対応した通信用イン
タフェースを含んでいても良い。
【００７１】
　複数のネットワークインタフェース６０が利用可能な無線ＬＡＮ以外の通信方式の例と
して、携帯電話網、ＷｉＭＡＸ、３Ｇ（第３世代携帯電話）、専用線、ＩｒＤＡ（Ｉｎｆ
ｒａｒｅｄ　Ｄａｔａ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等
が考えられる。但し、実際には、これらの例に限定されない。
【００７２】
　無線ＬＡＮ以外の通信方式を利用するネットワークインタフェース６０の例として、Ｎ
ＩＣ等のネットワークアダプタ、アンテナ等の通信装置、接続口（コネクタ）等の通信ポ
ート等が考えられる。但し、実際には、これらの例に限定されない。
【００７３】
　本発明の各実施形態は、組み合わせて実施することも可能である。例えば、アプリケー
ション属性やユーザ属性といった複数の属性に応じて、細分化されたＳＳＩＤの割り当て
を行うようにしても良い。
【００７４】
　なお、本発明のネットワーク接続装置は、端末や中継機器そのものではなく、端末や中
継機器に搭載される装置や、端末や中継機器に接続される周辺機器でも良い。例えば、本
発明のネットワーク接続装置は、無線ＬＡＮ用のＮＩＣや、その他の拡張ボード、或いは
、通信制御用の半導体集積回路でも良い。
【００７５】
　以上のように、本発明では、無線ネットワークを利用する機器が、無線ネットワークを
利用する際の所定の対象毎に、それぞれ異なる接続設定（ＳＳＩＤ）で使用することによ
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り、ネットワーク設計ポリシーに従った利用を促進する。
【００７６】
　同一のネットワーク資源を設計ポリシーによって区別して使用したい場合、無線ネット
ワークより手前の端末側でポリシーを反映させる機構が必要となる。本発明では、端末側
でのネットワーク設計ポリシーに応じた運用と、対象の属性に応じた通信の品質確保を実
現する。
【００７７】
　本発明の利用分野の１つとして、無線ＬＡＮ接続ユーティリティソフトウェアへの実装
が考えられる。
【００７８】
　なお、ここでは、無線ＬＡＮを例に説明しているが、実際には、無線ＬＡＮに限定され
ない。例えば、チャネル等の無線リソースを自由に使用して無線通信ネットワークを構築
することが可能であれば、任意の無線リソースを使用する接続設定を用意して、本発明を
実施することができる。この場合、当該無線通信ネットワークにおいて、ＳＳＩＤに相当
する無線識別子を用意し、このような無線識別子に対して、任意の無線リソースを割り当
てることが考えられる。
【００７９】
　本発明の主たる特徴は、「対象に付随する属性に応じた接続設定の変更が可能」な点で
あるが、他にも、対象、属性、及び接続設定の「対応関係」が「任意に変更可能」になっ
ている点で特徴がある。すなわち、「対象、属性、接続設定の対応関係が固定ではない」
という点が、本発明の特徴の１つと考えられる。また、後日、属性や接続設定等の変更が
必要になった際に、属性対応テーブルや接続設定対応テーブル等のいずれかのテーブルの
登録内容を変更するだけで、対応関係を容易に変更することができるため、本発明を適用
しない場合に比べて柔軟に対応できる点にも本発明の特徴があると考えられる。
【００８０】
　以上、本発明の実施形態を詳述してきたが、実際には上記の実施形態に限られるもので
はなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の変更があっても本発明に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】図１は、本発明のネットワーク接続装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】図２は、アプリケーション属性対応テーブルの形式の例を示す図である。
【図３】図３は、アプリケーション属性接続設定対応テーブルの形式の例を示す図である
。
【図４】図４は、無線ＬＡＮの設計例を示す図である。
【図５】図５は、本発明の動作を示すフローチャートである。
【図６】図６は、ユーザ属性対応テーブルの形式の例を示す図である。
【図７】図７は、ユーザ属性接続設定対応テーブルの形式の例を示す図である。
【図８】図８は、接続先属性対応テーブルの形式の例を示す図である。
【図９】図９は、接続先属性接続設定対応テーブルの形式の例を示す図である。
【図１０】図１０は、端末属性対応テーブルの形式の例を示す図である。
【図１１】図１１は、端末属性接続設定対応テーブルの形式の例を示す図である。
【図１２】図１２は、アプリケーション属性接続設定Ｉ／Ｆ対応テーブルの形式の例を示
す図である。
【符号の説明】
【００８２】
　　１０…　属性対応テーブル
　　１１…　アプリケーション属性対応テーブル
　　１２…　ユーザ属性対応テーブル
　　１３…　接続先属性対応テーブル
　　１４…　端末属性対応テーブル
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　　２０…　属性判定部
　　３０…　接続設定対応テーブル
　　３１…　アプリケーション属性接続設定対応テーブル
　　３２…　ユーザ属性接続設定対応テーブル
　　３３…　接続先属性接続設定対応テーブル
　　３４…　端末属性接続設定対応テーブル
　　３５…　アプリケーション属性接続設定Ｉ／Ｆ対応テーブル
　　４０…　接続設定部
　　５０…　接続処理部
　　６０…　ネットワークインタフェース

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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