
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＰパケット通信サービスを提供する固定通信網とローカル網との間を中継するゲート
ウェイ・サービスを提供するゲートウェイ装置と、ＩＰパケット通信を行う機能並びにＩ
Ｐパケット通信サービスを提供する移動通信網に接続する機能及び前記ローカル網に接続
する機能を有する移動端末装置とを含む通信システムにおいて、
　前記移動端末装置は、
　前記ローカル網から前記ゲートウェイ装置を介して前記固定通信網にアクセスしてＩＰ
パケット通信を行おうとする際、自移動端末装置の機器識別情報と自移動端末装置の所属
する前記移動通信網の事業者識別情報とを、前記ゲートウェイ装置に通知するための手段
を備え、
　前記ゲートウェイ装置は、
　予め前記ローカル網への接続が許可されている装置の機器識別情報を登録したリスト情
報を記憶する手段と、
　前記移動端末装置から通知された前記機器識別情報が、前記リスト情報に登録されたも
のではない場合に、前記移動端末装置が自ゲートウェイ装置を介して前記固定通信網にア
クセスしてＩＰパケット通信を行う際の課金条件を、前記移動端末装置へ通知するための
手段を備え、
　前記移動端末装置は、
　前記ゲートウェイ装置から通知された前記課金条件に対するユーザの了承または拒絶の
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旨を、前記ゲートウェイ装置へ通知するための手段を更に備え、
　前記ゲートウェイ装置は、
　前記移動端末装置から前記了承の旨が通知された場合には、前記移動端末装置から通知
された前記機器識別情報および前記事業者識別情報ならびにそれら識別情報に係る移動端
末装置のユーザが前記事業者識別情報で示される移動通信網事業者を介して前記固定通信
網事業者へ前記課金条件に従う代金を支払うことを了承した旨を前記固定通信網側へ通知
するための手段とを備え、
　前記ゲートウェイ装置は、
　前記移動端末装置から通知された前記機器識別情報が、前記リスト情報に登録されたも
のである場合、または、前記移動端末装置から前記了承の旨が通知された場合に、前記移
動端末装置に対して前記ゲートウェイ・サービスを提供することを特徴とする通信システ
ム。
【請求項２】
　ＩＰパケット通信サービスを提供する固定通信網とローカル網との間を中継するゲート
ウェイ・サービスを提供するゲートウェイ装置と、ＩＰパケット通信を行う機能並びにＩ
Ｐパケット通信サービスを提供する移動通信網に接続する機能及び前記ローカル網に接続
する機能を有する移動端末装置とを含む通信システムにおいて、
　前記移動端末装置は、
　前記ローカル網から前記ゲートウェイ装置を介して前記固定通信網にアクセスしてＩＰ
パケット通信を行おうとする際、自移動端末装置の機器識別情報と自移動端末装置の所属
する前記移動通信網の事業者識別情報とを、前記ゲートウェイ装置に通知するための手段
を備え、
　前記ゲートウェイ装置は、
　予め前記ローカル網への接続が許可されている装置の機器識別情報を登録したリスト情
報を記憶する手段と、
　前記移動端末装置から通知された前記機器識別情報が、前記リスト情報に登録されたも
のではない場合に、前記移動端末装置から通知された前記機器識別情報および前記事業者
識別情報に基づいて、前記移動端末装置が、過去に前記固定通信網に対して不正なアクセ
スを行ったユーザに係るものとして登録されているものであるか否かを検索するための手
段と、
　前記検索の結果、前記移動端末装置が、過去に前記固定通信網に対して不正なアクセス
を行ったユーザに係るものとして登録されているものではなかった場合に、前記移動端末
装置の前記固定通信網へのアクセスを許可するとともに、前記移動端末装置に係るユーザ
が前記固定通信網に対して不正なアクセスを行った場合に前記固定通信網に対して不正な
アクセスを行ったユーザに係るものとしての登録を行うために、前記移動端末装置が自ゲ
ートウェイ装置を介して前記固定通信網に対して行うアクセスを監視する処理を開始させ
るための手段と、
　前記移動端末装置から通知された前記機器識別情報が、前記リスト情報に登録されたも
のである場合、または、前記検索の結果、前記移動端末装置が、過去に前記固定通信網に
対して不正なアクセスを行ったユーザに係るものとして登録されているものではなかった
場合に、前記移動端末装置に対して前記ゲートウェイ・サービスを提供することを特徴と
する通信システム。
【請求項３】
　ＩＰパケット通信サービスを提供する移動通信網とローカル網の双方に接続可能な移動
端末装置であって、
　前記移動通信網に対しデータを入出力するための第１の通信インタフェースと、
　前記ローカル網に対しデータを入出力するための第２の通信インタフェースと、
　前記第１の通信インタフェースを介したＩＰパケット通信と、前記第２の通信インタフ
ェースを介したＩＰパケット通信とを行うためのパケット通信手段と、
　前記第２の通信インタフェースを介し、ＩＰパケット通信サービスを提供する固定通信
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網と前記ローカル網との間を中継するゲートウェイ装置を経由して、該固定通信網にアク
セスしてＩＰパケット通信を行おうとする際、自移動端末装置の機器識別情報と自移動端
末装置の所属する前記移動通信網の事業者識別情報とを、該ゲートウェイ装置に通知する
ための手段と、
　前記機器識別情報および前記事業者識別情報を通知した後に前記ゲートウェイ装置から
、自移動端末装置が前記ゲートウェイ装置を介して前記固定通信網に接続するための条件
を提示された場合に、該条件に対するユーザの了承または拒絶を、前記ゲートウェイ装置
へ通知するための手段とを備えたことを特徴とする移動端末装置。
【請求項４】
　前記条件は、前記移動端末装置のユーザが前記事業者識別情報で示される移動通信網事
業者を介して前記固定通信網事業者へ支払う利用料金に関する課金条件であることを特徴
とする請求項３に記載の移動端末装置。
【請求項５】
　前記条件は、前記移動端末装置によるアクセスに関するログ情報を記録するという条件
であることを特徴とする請求項３に記載の移動端末装置。
【請求項６】
　前記第２の通信インタフェースに接続されるローカル網としてＢｌｕｅｔｏｏｔｈをサ
ポートすることを特徴とする請求項３に記載の移動端末装置。
【請求項７】
　音声通話のための手段を更に備えたことを特徴とする請求項３ないし６のいずれか１項
に記載の移動端末装置。
【請求項８】
　ＩＰパケット通信サービスを提供する固定通信網とローカル網との間を中継するゲート
ウェイ・サービスを提供するゲートウェイ装置であって、
　前記固定動通信網に対しデータを入出力するための第１の通信インタフェースと、
　前記ローカル網に対しデータを入出力するための第２の通信インタフェースと、
　前記第１の通信インタフェースを介したＩＰパケット通信と、前記第２の通信インタフ
ェースを介したＩＰパケット通信とを行うためのパケット通信手段と、
　予め前記ローカル網への接続が許可されている装置の機器識別情報を登録したリスト情
報を記憶する手段と、
　ＩＰパケット通信を行う機能並びにＩＰパケット通信サービスを提供する移動通信網に
接続する機能及び前記ローカル網に接続する機能を有する移動端末装置から、前記第２の
通信インタフェースを介して、前記固定通信網に接続するための手続きを要求された場合
に、該移動端末装置から通知された機器識別情報が、前記リスト情報に登録されたもので
はないならば、該移動端末装置が自ゲートウェイ装置を介して前記固定通信網にアクセス
してＩＰパケット通信を行う際の課金条件を、該移動端末装置へ通知するための手段と、
　前記第２の通信インタフェースを介して前記移動端末装置からそのユーザの前記課金条
件に対する了承の旨が通知された場合には、前記移動端末装置から通知された前記機器識
別情報およ 業者識別情報ならびにそれ
ら識別情報に係る移動端末装置のユーザが前記事業者識別情報で示される移動通信網事業
者を介して前記固定通信網事業者へ前記課金条件に従う代金を支払うことを了承した旨を
前記第１の通信インタフェースを介して前記固定通信網側へ通知するための手段とを備え
、
　前記移動端末装置から通知された前記機器識別情報が、前記リスト情報に登録されたも
のである場合、または、前記移動端末装置から前記了承の旨が通知された場合に、前記移
動端末装置に対して前記ゲートウェイ・サービスを提供することを特徴とするゲートウェ
イ装置。
【請求項９】
　ＩＰパケット通信サービスを提供する固定通信網とローカル網との間を中継するゲート
ウェイ・サービスを提供するゲートウェイ装置であって、
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　前記固定動通信網に対しデータを入出力するための第１の通信インタフェースと、
　前記ローカル網に対しデータを入出力するための第２の通信インタフェースと、
　前記第１の通信インタフェースを介したＩＰパケット通信と、前記第２の通信インタフ
ェースを介したＩＰパケット通信とを行うためのパケット通信手段と、
　予め前記ローカル網への接続が許可されている装置の機器識別情報を登録したリスト情
報を記憶する手段と、
　ＩＰパケット通信を行う機能並びにＩＰパケット通信サービスを提供する移動通信網に
接続する機能及び前記ローカル網に接続する機能を有する移動端末装置から、前記第２の
通信インタフェースを介して、前記固定通信網に接続するための手続きを要求された場合
に、該移動端末装置から通知された機器識別情報が、前記リスト情報に登録されたもので
はないならば、該移動端末装置から通知された前記機器識別情報およ

業者識別情報に基づいて、該移動端末装置が、過去に前記
固定通信網に対して不正なアクセスを行ったユーザに係るものとして登録されているもの
であるか否かを検索するための手段と、
　前記検索の結果、前記移動端末装置が、過去に前記固定通信網に対して不正なアクセス
を行ったユーザに係るものとして登録されているものではなかった場合に、前記移動端末
装置の前記固定通信網へのアクセスを許可するとともに、前記移動端末装置に係るユーザ
が前記固定通信網に対して不正なアクセスを行った場合に前記固定通信網に対して不正な
アクセスを行ったユーザに係るものとしての登録を行うために前記移動端末装置が自ゲー
トウェイ装置を介して前記固定通信網に対して行うアクセスを監視する処理を開始させる
ための手段とを備え、
　前記移動端末装置から通知された前記機器識別情報が、前記リスト情報に登録されたも
のである場合、または、前記検索の結果、前記移動端末装置が、過去に前記固定通信網に
対して不正なアクセスを行ったユーザに係るものとして登録されているものではなかった
場合に、前記移動端末装置に対して前記ゲートウェイ・サービスを提供することを特徴と
するゲートウェイ装置。
【請求項１０】
　前記第２の通信インタフェースに接続されるローカル網としてＢｌｕｅｔｏｏｔｈをサ
ポートすることを特徴とする請求項８または 9に記載のゲートウェイ装置。
【請求項１１】
　ＩＰパケット通信サービスを提供する移動通信網とローカル網の双方に接続可能な移動
端末装置の通信制御方法であって、
　前記ローカル網を介し、ＩＰパケット通信サービスを提供する固定通信網と前記ローカ
ル網との間を中継するゲートウェイ装置を経由して、該固定通信網にアクセスしてＩＰパ
ケット通信を行おうとする際、自移動端末装置の機器識別情報と自移動端末装置の所属す
る前記移動通信網の事業者識別情報とを、該ゲートウェイ装置に通知するステップと、
　前記機器識別情報および前記事業者識別情報を通知した後に前記ゲートウェイ装置から
、自移動端末装置が前記ゲートウェイ装置を介して前記固定通信網に接続するための条件
を提示された場合に、該条件に対するユーザの了承または拒絶を、前記ゲートウェイ装置
へ通知するステップとを有することを特徴とする通信制御方法。
【請求項１２】
　ＩＰパケット通信サービスを提供する固定通信網とローカル網との間を中継するゲート
ウェイ・サービスを提供するゲートウェイ装置の通信制御方法であって、
　予め前記ローカル網への接続が許可されている装置の機器識別情報を登録したリスト情
報を記憶手段に記憶するステップと、
　ＩＰパケット通信を行う機能並びにＩＰパケット通信サービスを提供する移動通信網に
接続する機能及び前記ローカル網に接続する機能を有する移動端末装置から、前記ローカ
ル網を介して、前記固定通信網に接続するための手続きを要求された場合に、該移動端末
装置から通知された機器識別情報が、前記リスト情報に登録されたものではないならば、
該移動端末装置が自ゲートウェイ装置を介して前記固定通信網にアクセスしてＩＰパケッ
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ト通信を行う際の課金条件を、該移動端末装置へ通知するステップと、
　前記ローカル網を介して前記移動端末装置からそのユーザの前記課金条件に対する了承
の旨が通知された場合には、前記移動端末装置から通知された前記機器識別情報およ

業者識別情報ならびにそれら識別情報に係
る移動端末装置のユーザが前記事業者識別情報で示される移動通信網事業者を介して前記
固定通信網事業者へ前記課金条件に従う代金を支払うことを了承した旨を前記固定通信網
側へ通知するステップと、
　前記移動端末装置から通知された前記機器識別情報が、前記リスト情報に登録されたも
のである場合、または、前記移動端末装置から前記了承の旨が通知された場合に、前記移
動端末装置に対して前記ゲートウェイ・サービスを提供するステップとを有することを特
徴とする通信制御方法。
【請求項１３】
　ＩＰパケット通信サービスを提供する固定通信網とローカル網との間を中継するゲート
ウェイ・サービスを提供するゲートウェイ装置の通信制御方法であって、
　予め前記ローカル網への接続が許可されている装置の機器識別情報を登録したリスト情
報を記憶手段に記憶するステップと、
　ＩＰパケット通信を行う機能並びにＩＰパケット通信サービスを提供する移動通信網に
接続する機能及び前記ローカル網に接続する機能を有する移動端末装置から、前記第２の
通信インタフェースを介して、前記固定通信網に接続するための手続きを要求された場合
に、該移動端末装置から通知された機器識別情報が、前記リスト情報に登録されたもので
はないならば、該移動端末装置から通知された前記機器識別情報およ

業者識別情報に基づいて、該移動端末装置が、過去に前記
固定通信網に対して不正なアクセスを行ったユーザに係るものとして登録されているもの
であるか否かを検索するステップと、
　前記検索の結果、前記移動端末装置が、過去に前記固定通信網に対して不正なアクセス
を行ったユーザに係るものとして登録されているものではなかった場合に、前記移動端末
装置の前記固定通信網へのアクセスを許可するとともに、前記移動端末装置に係るユーザ
が前記固定通信網に対して不正なアクセスを行った場合に前記固定通信網に対して不正な
アクセスを行ったユーザに係るものとしての登録を行うために、前記移動端末装置が自ゲ
ートウェイ装置を介して前記固定通信網に対して行うアクセスを監視する処理を開始させ
るステップと、
　前記移動端末装置から通知された前記機器識別情報が、前記リスト情報に登録されたも
のである場合、または、前記検索の結果、前記移動端末装置が、過去に前記固定通信網に
対して不正なアクセスを行ったユーザに係るものとして登録されているものではなかった
場合に、前記移動端末装置に対して前記ゲートウェイ・サービスを提供するステップとを
有することを特徴とする通信制御方法。
【請求項１４】
　ＩＰパケット通信サービスを提供する移動通信網とローカル網の双方に接続可能な移動
端末装置の内蔵するコンピュータに通信制御を実行させるためのプログラムを記録したコ
ンピュータ読取り可能な記録媒体であって、
　前記ローカル網を介し、ＩＰパケット通信サービスを提供する固定通信網と前記ローカ
ル網との間を中継するゲートウェイ装置を経由して、該固定通信網にアクセスしてＩＰパ
ケット通信を行おうとする際、自移動端末装置の機器識別情報と自移動端末装置の所属す
る前記移動通信網の事業者識別情報とを、該ゲートウェイ装置に通知するためのステップ
と、
　前記機器識別情報および前記事業者識別情報を通知した後に前記ゲートウェイ装置から
、自移動端末装置が前記ゲートウェイ装置を介して前記固定通信網に接続するための条件
を提示された場合に、該条件に対するユーザの了承または拒絶を、前記ゲートウェイ装置
へ通知するためのステップとを、前記移動端末装置の内蔵するコンピュータに実行させる
ためのプログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体。
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【請求項１５】
　ＩＰパケット通信サービスを提供する固定通信網とローカル網との間を中継するゲート
ウェイ・サービスを提供するゲートウェイ装置としてコンピュータを機能させるためのプ
ログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体であって、
　予め前記ローカル網への接続が許可されている装置の機器識別情報を登録したリスト情
報を記憶手段に記憶するステップと、
　ＩＰパケット通信を行う機能並びにＩＰパケット通信サービスを提供する移動通信網に
接続する機能及び前記ローカル網に接続する機能を有する移動端末装置から、前記ローカ
ル網を介して、前記固定通信網に接続するための手続きを要求された場合に、該移動端末
装置から通知された機器識別情報が、前記リスト情報に登録されたものではないならば、
該移動端末装置が自ゲートウェイ装置を介して前記固定通信網にアクセスしてＩＰパケッ
ト通信を行う際の課金条件を、該移動端末装置へ通知するためのステップと、
　前記ローカル網を介して前記移動端末装置からそのユーザの前記課金条件に対する了承
の旨が通知された場合には、前記移動端末装置から通知された前記機器識別情報およ

業者識別情報ならびにそれら識別情報に係
る移動端末装置のユーザが前記事業者識別情報で示される移動通信網事業者を介して前記
固定通信網事業者へ前記課金条件に従う代金を支払うことを了承した旨を前記固定通信網
側へ通知するためのステップと、
　前記移動端末装置から通知された前記機器識別情報が、前記リスト情報に登録されたも
のである場合、または、前記移動端末装置から前記了承の旨が通知された場合に、前記移
動端末装置に対して前記ゲートウェイ・サービスを提供するための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を記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体。
【請求項１６】
　ＩＰパケット通信サービスを提供する固定通信網とローカル網との間を中継するゲート
ウェイ・サービスを提供するゲートウェイ装置としてコンピュータを機能させるためのプ
ログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体であって、
　予め前記ローカル網への接続が許可されている装置の機器識別情報を登録したリスト情
報を記憶手段に記憶するステップと、
　ＩＰパケット通信を行う機能並びにＩＰパケット通信サービスを提供する移動通信網に
接続する機能及び前記ローカル網に接続する機能を有する移動端末装置から、前記第２の
通信インタフェースを介して、前記固定通信網に接続するための手続きを要求された場合
に、該移動端末装置から通知された機器識別情報が、前記リスト情報に登録されたもので
はないならば、該移動端末装置から通知された前記機器識別情報およ

業者識別情報に基づいて、該移動端末装置が、過去に前記
固定通信網に対して不正なアクセスを行ったユーザに係るものとして登録されているもの
であるか否かを検索するためのステップと、
　前記検索の結果、前記移動端末装置が、過去に前記固定通信網に対して不正なアクセス
を行ったユーザに係るものとして登録されているものではなかった場合に、前記移動端末
装置の前記固定通信網へのアクセスを許可するとともに、前記移動端末装置に係るユーザ
が前記固定通信網に対して不正なアクセスを行った場合に前記固定通信網に対して不正な
アクセスを行ったユーザに係るものとしての登録を行うために、前記移動端末装置が自ゲ
ートウェイ装置を介して前記固定通信網に対して行うアクセスを監視する処理を開始させ
るためのステップと、
　前記移動端末装置から通知された前記機器識別情報が、前記リスト情報に登録されたも
のである場合、または、前記検索の結果、前記移動端末装置が、過去に前記固定通信網に
対して不正なアクセスを行ったユーザに係るものとして登録されているものではなかった
場合に、前記移動端末装置に対して前記ゲートウェイ・サービスを提供するためのステッ
プとをコンピュータに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読取り可能な
記録媒体。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、移動通信網とローカル網の双方に接続可能な移動端末装置、固定通信網とロ
ーカル網との間を中継するゲートウェイ装置、それらを含む通信システム及び通信制御方
法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
携帯電話の爆発的普及と、インターネットの広がりに伴い、携帯電話を端末とするインタ
ーネットサービスの展開が各移動通信事業者により進められている。携帯電話内にインタ
ーネットで使用されるＴＣＰ／ＩＰという通信プロトコルを処理するモジュールを組み込
んで、ＷＷＷサービスやメールの配信、画像情報の転送などを行うものである。これによ
り、通信事業者内にのみ閉じた情報のみならず、全世界に広がるインターネット内の情報
を自由にアクセスできるという利点があり、ユーザ数も急速に拡大している。
【０００３】
さて、膨大なユーザ数を抱える携帯電話インターネットサービスにとって、どのように各
端末にアドレスを割り当てるか、という重大な問題がある。現在、インターネットにおい
ては、拡大するノード（ルータや端末）の数に対してＩＰアドレスの枯渇が問題であると
言われており、一般に現状のＩＰｖ４では、例えば企業網などでは、プライベートアドレ
スという内部に閉じたアドレス対系を使用し、外部へのアクセスのみをアドレス変換を行
ってグローバルアドレスで行う、という方法が採られている。携帯電話によるインターネ
ットサービスの場合も、携帯電話会社のＩＰパケット網とグローバルインターネットとの
境界にアドレス変換装置（ＮＡＴ：Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｄｄｒｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｌａｔ
ｏｒ）を配置することで、携帯電話網内をプライベートアドレスで構築することで対応し
ているのが現状である。
【０００４】
一方、次世代のＩＰ規約としてＩＰｖ６というものが検討されている。ＩＰｖ６では、Ｉ
Ｐｖ４で３２ビット幅であったＩＰアドレスを、１２８ビット幅まで拡張することで、Ｉ
Ｐｖ４より遥かに多数のノードを収容できるようになる。携帯電話インターネットにおい
ても、ＩＰｖ６を採用することで、全ての端末に対しユニークなグローバルアドレスを割
り当てることができる。これにより、広いアドレス空間を用いて、経路途中にＮＡＴなど
の中継装置を介することなく、エンド間をシームレスに接続した通信ができ、セキュリテ
ィや通信品質の保証など様々な面で有利であると言われている。また、ＩＰｖ６では、各
ルータが管理するネットワークＩＤと、機器固有のＩＤから自動的にアドレスを生成する
、アドレス自動構成という機能があり、末端のホストの運用が容易であるという特徴があ
る。
【０００５】
また、最近になり、無線技術の発展に伴い、各種の機器を無線網でローカルに接続する技
術が広がりを見せている。一例として、近距離の機器間を２．４ＧＨｚ　Ｕｎｌｉｃｅｎ
ｓｅｄな電波帯を使って接続するＢｌｕｅｔｏｏｔｈという無線標準がある。Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈでは、ｐｉｃｏ－ｎｅｔと呼ばれるａｄ－ｈｏｃ網を機器が構成し、相互でデー
タ通信を行うことができる。同様のネットワーク規約として、家庭内ネットワークを目指
すＨｏｍｅＲＦなどもある。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ここで、例えば携帯電話網でＩＰｖ６方式に基づいてパケットサービスを導入しＩＰｖ６
により携帯電話網およびＩＳＰ網を経由してインターネットアクセスできるという状況を
想定する。ここでは、家庭網内においては、ゲートウェイ装置を経由してインターネット
接続が行われ、ゲートウェイ装置はｂｌｕｅｔｏｏｔｈなどのローカル（無線）網により
、各種の機器と接続されているものとする。一方、携帯端末は、携帯電話網を介してイン
ターネット接続が可能で、かつ、別の通信インタフェースでＢｌｕｅｔｏｏｔｈ網とも接
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続可能であるとする。すなわち、携帯電話のユーザは、家の外では携帯電話網のＩＰネッ
トワークに接続してサービスを受け、家の中では固定ＩＳＰ網に接続するゲートウェイに
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ網経由で接続してサービスを受ける、という状況を想定する。
【０００７】
さて、ここで、ある携帯端末が、家庭内のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ網に接続する場合に、全て
の携帯端末が接続可能であるとは限らない。家庭内ということを考えると、家族が所有す
る携帯端末などのように、アクセス権限あるいはアクセス資格を持つ携帯端末は接続でき
るが、それ以外の携帯端末がＢｌｕｅｔｏｏｔｈ網で接続するのは許可しない、という制
御が考えられる。しかし、この方法では、家族以外の来訪者が、家庭網を使ってインター
ネットにアクセスするのを全く許さないので、融通性がない、ポリシーであるといえる。
特に、家庭に限らない固定アクセス網の場合、会員資格を持った端末は無償で接続できる
が、非会員であってもしかるべき対価を支払えば接続できるように制御することが望まし
い。もしくは、課金することはしなくても、少なくとも予め許諾されていない端末がアク
セス網に接続する場合、そのログ情報だけは取得して、悪意を持ったユーザが不正行為な
どをしないように監視することが必要である。
【０００８】
以上をまとめると、単にユーザ登録を行った携帯端末のみに接続を許可するのではなく、
予め許諾されていない端末についても、所定の課金、ログ取得といった処理を行った上で
接続を許可することが望ましい。
【０００９】
また、逆方向に、固定網内の機器や、ゲートウェイ経由でインターネットからなされるア
クセスを、どのように携帯電話網内のリソースにアクセスさせるか、という点も問題であ
る。これは一般に全てのアクセスが携帯電話ユーザの責任に帰せられるので、しかるべき
認証シーケンスを経た上で、携帯電話がｐｒｏｘｙとして動作する必要がある。例えば、
携帯電話との間で予め定めたメッセージ、認証コードを通信したり、ゲートウェイ内に設
けた携帯網アクセスリストにエントリすることにより、アクセスの正当性を証明し、これ
をクリアした場合のみ、携帯端末は電話網側リソースをアクセスさせ、これ以外のメッセ
ージはフィルタすることで、電話網側リソースが攻撃、不正使用されることを防ぐ必要が
ある。
【００１０】
本発明は、上記事情を考慮してなされたもので、ある通信事業者網に所属する移動端末装
置が、あるローカル網／ゲートウェイを経由してある固定通信網にアクセスする権限ある
いは資格を予め持っていない場合であっても、該ローカル網／ゲートウェイを経由して該
固定通信網へアクセスすることを可能とする通信システム、移動端末装置、ゲートウェイ
装置及び通信制御方法を提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、ＩＰパケット通信サービスを提供する固定通信網とローカル網との間を中継
するゲートウェイ・サービスを提供するゲートウェイ装置と、ＩＰパケット通信を行う機
能並びにＩＰパケット通信サービスを提供する移動通信網に接続する機能及び前記ローカ
ル網に接続する機能を有する移動端末装置とを含む通信システムにおいて、前記移動端末
装置は、前記ローカル網から前記ゲートウェイ装置を介して前記固定通信網にアクセスし
てＩＰパケット通信を行おうとする際、自移動端末装置の機器識別情報と自移動端末装置
の所属する前記移動通信網の事業者識別情報とを、前記ゲートウェイ装置に通知するため
の手段を備え、前記ゲートウェイ装置は、予め前記ローカル網への接続が許可されている
装置の機器識別情報を登録したリスト情報を記憶する手段と、前記移動端末装置から通知
された前記機器識別情報が、前記リスト情報に登録されたものではない場合に、前記移動
端末装置が自ゲートウェイ装置を介して前記固定通信網にアクセスしてＩＰパケット通信
を行う際の課金条件を、前記移動端末装置へ通知するための手段を備え、前記移動端末装
置は、前記ゲートウェイ装置から通知された前記課金条件に対するユーザの了承または拒

10

20

30

40

50

(8) JP 3776705 B2 2006.5.17



絶の旨を、前記ゲートウェイ装置へ通知するための手段を更に備え、前記ゲートウェイ装
置は、前記移動端末装置から前記了承の旨が通知された場合には、前記移動端末装置から
通知された前記機器識別情報および前記事業者識別情報ならびにそれら識別情報に係る移
動端末装置のユーザが前記事業者識別情報で示される移動通信網事業者を介して前記固定
通信網事業者へ前記課金条件に従う代金を支払うことを了承した旨を前記固定通信網側へ
通知するための手段とを備え、前記ゲートウェイ装置は、前記移動端末装置から通知され
た前記機器識別情報が、前記リスト情報に登録されたものである場合、または、前記移動
端末装置から前記了承の旨が通知された場合に、前記移動端末装置に対して前記ゲートウ
ェイ・サービスを提供することを特徴とする。
　また、本発明は、ＩＰパケット通信サービスを提供する固定通信網とローカル網との間
を中継するゲートウェイ・サービスを提供するゲートウェイ装置と、ＩＰパケット通信を
行う機能並びにＩＰパケット通信サービスを提供する移動通信網に接続する機能及び前記
ローカル網に接続する機能を有する移動端末装置とを含む通信システムにおいて、前記移
動端末装置は、
　前記ローカル網から前記ゲートウェイ装置を介して前記固定通信網にアクセスしてＩＰ
パケット通信を行おうとする際、自移動端末装置の機器識別情報と自移動端末装置の所属
する前記移動通信網の事業者識別情報とを、前記ゲートウェイ装置に通知するための手段
を備え、前記ゲートウェイ装置は、予め前記ローカル網への接続が許可されている装置の
機器識別情報を登録したリスト情報を記憶する手段と、前記移動端末装置から通知された
前記機器識別情報が、前記リスト情報に登録されたものではない場合に、前記移動端末装
置から通知された前記機器識別情報および前記事業者識別情報に基づいて、前記移動端末
装置が、過去に前記固定通信網に対して不正なアクセスを行ったユーザに係るものとして
登録されているものであるか否かを検索するための手段と、前記検索の結果、前記移動端
末装置が、過去に前記固定通信網に対して不正なアクセスを行ったユーザに係るものとし
て登録されているものではなかった場合に、前記移動端末装置の前記固定通信網へのアク
セスを許可するとともに、前記移動端末装置に係るユーザが前記固定通信網に対して不正
なアクセスを行った場合に前記固定通信網に対して不正なアクセスを行ったユーザに係る
ものとしての登録を行うために、前記移動端末装置が自ゲートウェイ装置を介して前記固
定通信網に対して行うアクセスを監視する処理を開始させるための手段と、前記移動端末
装置から通知された前記機器識別情報が、前記リスト情報に登録されたものである場合、
または、前記検索の結果、前記移動端末装置が、過去に前記固定通信網に対して不正なア
クセスを行ったユーザに係るものとして登録されているものではなかった場合に、前記移
動端末装置に対して前記ゲートウェイ・サービスを提供することを特徴とする。
【００２１】
なお、装置に係る本発明は方法に係る発明としても成立し、方法に係る本発明は装置に係
る発明としても成立する。
また、装置または方法に係る本発明は、コンピュータに当該発明に相当する手順を実行さ
せるための（あるいはコンピュータを当該発明に相当する手段として機能させるための、
あるいはコンピュータに当該発明に相当する機能を実現させるための）プログラムを記録
したコンピュータ読取り可能な記録媒体としても成立する。
【００２２】
本発明によれば、ある通信事業者網に所属する移動端末装置が、あるローカル網／ゲート
ウェイを経由してある固定通信網にアクセスする権限あるいは資格を予め持っていない場
合であっても、該携帯端末装置のユーザから該固定通信網事業者へ対価を支払うための手
続きや、該携帯端末装置を監視するための手続きを経ることによって、該ローカル網／ゲ
ートウェイを経由して該固定通信網へアクセスすることが可能になる。
【００２３】
また、本発明によれば、認証あるいはアクセス許可の手続きを経ることによって、ある移
動端末装置とは別の装置がローカル網から該移動端末装置を介して該移動端末装置の所属
する通信事業者網内のリソースにアクセスすることが可能になる。
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【００２４】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しながら発明の実施の形態を説明する。
【００２５】
図１に、本実施形態に係る通信システムの構成例を示す。
【００２６】
図１において、１２で示す点線で囲まれた範囲内が、移動通信事業者網の部分である。移
動通信事業者網１２内では、携帯電話網６やルータ装置４を介して、複数のネットワーク
リンクが接続されている。ルータ装置４は、少なくとも、通常のルータ（例えばＩＰｖ４
あるいはＩＰｖ６に対応するルータ）としての機能を有するものとする。
【００２７】
移動通信事業者網１２は、もともと通常の音声通話のサービスを提供するものである場合
を想定するが、図１では、通常の音声通話のサービスを提供するための構成は省略してい
る。なお、本実施形態では、１つの移動通信事業者が、自身の提供するパケット通信網を
１つの管理ドメインとして管理する場合を例にとって説明するが、その他にも、１つの移
動通信事業者が複数の管理ドメインを持つケースや、複数の移動通信事業者が提携するな
どして共通の１つの管理ドメインを持つケースもあり、またそれらの組み合わせも考えら
れる。
【００２８】
移動端末装置（例えば、携帯端末、携帯電話）２０は、それが存在する地理的位置に応じ
た無線基地局５を介して、該当するネットワークリンクに接続されることになる。そして
、移動端末装置２０は、同一のネットワークリンク内のノードや、ルータ装置４を介した
同一管理ドメイン内のノードや、ルータ装置４からインターネット７を介した管理ドメイ
ン外部のノード（例えば、サーバ８）と、（ＩＰｖ４あるいはＩＰｖ６などにより）パケ
ット通信が可能になる。携帯電話網６内に会員専用サービスを行うためのサーバ１４が存
在する場合には、該サーバ１４と（ＩＰｖ４あるいはＩＰｖ６などにより）パケット通信
可能である。
【００２９】
なお、異なる移動通信事業者により運営される複数の移動通信事業者網１２があってもよ
い。この場合に、移動端末装置２０は、いずれか１つの移動通信事業者に属するものであ
るとする。
【００３０】
一方、図１において、１１で示す点線で囲まれた範囲内が、ホームネットワークの部分で
ある。ホームネットワーク１１内では、家庭内ローカル網３を介して、各種の機器２やゲ
ートウェイ装置１が接続される。本実施形態では、家庭内ローカル網３は、ローカル無線
網であり、その具体例としてＢｌｕｅｔｏｏｔｈである場合を例にとって説明する。移動
端末装置２０は、家庭内ローカル網３に接続するための機能をも有する。
【００３１】
１つのＩＳＰ網９には、複数のホームネットワーク１１～１１’が接続され得る。各々の
ホームネットワーク１１～１１’は基本的な構成は同じである（具体的な構成は異なり得
る）。
【００３２】
ホームネットワーク１１のゲートウェイ装置１は、固定通信網（ここでは、ＩＳＰ網とす
る）９を介して外部のインターネット７と接続される。なお、本実施形態では、１つのＩ
ＳＰ事業者が、自身の提供するＩＳＰ網を１つの管理ドメインとして管理する場合を例に
とって説明するが、その他にも、１つの事業者が複数の管理ドメインを持つケースや、複
数の事業者が提携するなどして共通の１つの管理ドメインを持つケースもあり、またそれ
らの組み合わせも考えられる。
【００３３】
家庭内ローカル網３に接続された移動端末装置２０や機器２は、（所定の手続きを経た上
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で）ゲートウェイ装置１およびＩＳＰ網９を介してインターネット７上のサーバ８と（Ｉ
Ｐｖ４あるいはＩＰｖ６などにより）パケット通信可能である。さらに、例えばＩＳＰ網
９内に会員専用サービスを行うためのサーバ１０が存在する場合に該サーバ１０と（ＩＰ
ｖ４あるいはＩＰｖ６などにより）パケット通信可能である。
【００３４】
なお、１１や１２で示す点線は、基本的な構成を論理的に説明するためのものであり、無
線網のカバーエリアを示すものではない。本実施形態では、移動端末装置２０は、移動通
信事業者網１２と家庭内ローカル網３とに同時接続可能とする。
【００３５】
図２に、本実施形態のゲートウェイ装置１の構成例を示す。
【００３６】
このゲートウェイ装置１は、ＩＳＰ網９と接続するための第１の通信インタフェース３１
、家庭内ローカル網３と接続するための第２の通信インタフェース３２、これら通信イン
タフェースを中継するデータ中継部３３、ローカル網接続許可リスト３４、電話網アクセ
ス許可リスト３５、認証・課金処理部３６を備えている。なお、必要であれば、データ中
継装置３３は、これら通信インタフェースを中継する際にプロトコル変換やメディア変換
などを行う機能を含んでもよい。
【００３７】
ローカル網接続許可リスト３４は、第２の通信インタフェース３２側のローカル網３に接
続可能な装置の機器ＩＤのリストを保持するためのものである。認証・課金処理部３６は
、移動端末装置２０からのメッセージをもとに、必要な課金サーバ、ログサーバなどのサ
ーバ群を探索し、必要なトランザクションを行うためのものである。電話網アクセス許可
リスト３５は、ＩＳＰ網９側から、当該ゲートウェイ装置１／家庭内ローカル通信網３／
移動端末装置２０を介して、携帯電話網６側に直接アクセス可能とする、ソース・アドレ
ス、プロトコル種別、ポート番号などを示すリストである。
【００３８】
なお、ローカル網接続許可リスト３４は、課金やログの機能をサポートする構成を採用す
る場合に必要となる。認証・課金処理部３６は、課金の機能をサポートする構成を採用す
る場合に必要となる。電話網アクセス許可リスト３５は、移動端末装置２０がローカル網
３側からの携帯電話網６への中継を行い且つゲートウェイ装置１でその許否を判断する構
成を採用する場合に必要となる。
【００３９】
図３に、本実施形態の移動端末装置２０の構成例を示す。
【００４０】
図３に示されるように、この移動端末装置２０は、移動通信事業者網１２と接続するため
の第１の通信インタフェース２３、家庭内ローカル網３と接続するための第２の通信イン
タフェース２４、通常の音声通話のための音声通話機構２１、（ＩＰｖ４あるいはＩＰｖ
６などによる）パケット通信のためのパケット通信機構２２、ＩＤレジスタ２５、識別メ
ッセージ生成部２６、認証部２７を備えている。
【００４１】
移動端末装置２０の機器ＩＤ（機器を一意に識別する情報）や所属事業者情報（所属する
移動通信事業者を一意に識別する情報である所属事業者ＩＤ等）などの識別情報は、ＩＤ
レジスタ２５に格納されている。識別メッセージ生成部２６は、必要な場合に、該識別情
報を含むメッセージを生成し、適当なインタフェースを経由して、転送する。認証部２７
は、認証鍵格納メモリ２８と認証処理部２９を含み、ローカル網３側からの携帯電話網６
へのアクセスに際して、所定の認証処理を行う。
【００４２】
なお、ＩＤレジスタ２５、識別メッセージ生成部２６は、課金やログの機能をサポートす
る構成を採用する場合に必要となる。認証部２７は、移動端末装置２０がローカル網３側
からの携帯電話網６への中継を行う構成を採用する場合に必要となる。
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【００４３】
以下では、本実施形態の動作について詳しく説明する。
【００４４】
ここで、まず、移動端末装置がローカル網に接続する場合の認証ポリシーを考える。一般
に、任意の端末がローカル網に繋がるというのは、セキュリティ上、好ましくないので、
何らかの認証処理が必要である。例えば、家庭網を考えると、家族が所有する携帯電話の
みがローカル網に繋がるというケースである。すなわち、機器のＩＤを調べ、これを予め
登録しておいたアクセス許可リストと照合し、合致した機器のみに接続を許可する、とい
うポリシーである。しかし、この場合、例えば来客がその家庭網を経由してＩＳＰアクセ
スを行うというサービスは、設定ファイルを書き換えるといった煩雑な処理を行わないと
できなくなる。本実施形態では、そのような未登録のユーザにもある程度のサービスを条
件付きで行うということを考える。
【００４５】
さて、不特定のユーザにローカル網を使われたくないという理由を考えると、主に以下の
２つの理由である。
【００４６】
（１）ローカル網の利用に対する対価を負担して欲しい
これは、家庭網だけでなく、例えば公共のエリアに対するローカル無線サービスを携帯事
業者Ａが行うような例を考えるとより明確になる（図４参照）。このローカル無線網はＢ
ｌｕｅｔｏｏｔｈのようなオープンな規格で構成されているので、携帯電話事業者Ａ向け
の携帯端末だけでなく、他の携帯電話事業者ＢやＣの携帯端末を保持するユーザであって
も無線規格の面ではサービス可能であるが、携帯電話事業者Ａとしては、自身が設備投資
したローカル無線網を、何らの対価なしに、他事業者の契約者に使用させることはできな
いと考えられる。しかし、携帯電話事業者ＢやＣの携帯端末を使用するユーザに適当な使
用料を課金できる仕組みがあれば、ユーザの利便性を考えて、課金を了承したユーザに限
って、そのローカル無線網への接続に応じるということも考えられる。すなわち、未登録
ユーザであっても、使用料を負担してくれるユーザであれば、接続に応じてもよい、とい
う場合がある。このためには、課金機構、認証機構とのリンクが必要になる。
【００４７】
（２）悪意を持ったネットワーク攻撃など、不正行為を行わないように監視した上で、使
用を許可したい
一方、もし悪意を持ってネットワーク攻撃などの不正行為を行うユーザがいた場合、セキ
ュリティの点からも、現行のＩＳＰ契約ではローカル網を保持するユーザに保証責任が及
ぶという点からも、不特定の機器に使用を許可することは望ましくないという考え方があ
る。すなわち、接続しているユーザのジョブを所定のサーバで監視し、このユーザが不正
行為などを行わないようログ管理することを条件として、接続を許可するというポリシー
があり得る。もちろん、過去に不正行為などがあったユーザに対しては接続を拒絶するな
どのアクションも起こりうる。
【００４８】
以上の条件を満足するためには、移動端末装置の識別情報、移動通信事業者の課金サーバ
、ＩＳＰ網のユーザ履歴情報サーバなど、複数のサーバ、クライアントを渡る認証課金メ
ッセージ体系が必要である。
【００４９】
まず、図５を参照しながら、上記の（１）に示したローカル網接続の対価を移動端末装置
２０のユーザが負担する場合について説明する。
【００５０】
　なお、あるホームネットワーク１１のゲートウェイ装置１のローカル網接続許可リスト
３４には、その１または複数のユーザが使用する１または複数の移動端末装置２０の機器
ＩＤや、その他の機器２の機器ＩＤが、予め登録されているものとする。
【００５１】
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移動端末装置２０は、（ＩＳＰ網９を利用するために）家庭内ローカル網３に接続する際
、まず、ゲートウェイ装置１に、自装置の機器ＩＤを含むメッセージを通知する。なお、
機器２についても同様である。
【００５２】
　このメッセージを受信したゲートウェイ装置１は、メッセージに含まれる機器ＩＤがロ
ーカル網接続許可リスト３４に登録されているか否か調べ、登録されているならば、ゲー
トウェイ装置１は、該移動端末装置２０に対してゲートウェイ・サービスを提供し、該移
動端末装置２０は、ゲートウェイ装置１を介してＩＳＰ網９に接続することができる（ゲ
ートウェイ装置１から移動端末装置２０にその旨のメッセージを送信するようにしてもよ
い）。この場合は、ＩＳＰ網９の使用料は、契約者に課金される。なお、登録されている
機器２についても同様である。
【００５３】
　一方、機器ＩＤがゲートウェイ装置１のローカル網接続許可リスト３４に登録されてい
ないならば、ゲートウェイ装置１は、その旨を示すメッセージを移動端末装置２０に返信
する。
【００５４】
このメッセージを受信した移動端末装置２０は、所属事業者ＩＤなどの所属事業者情報を
含むメッセージをゲートウェイ装置１に送信する。図６に、このメッセージの一例を示す
。
【００５５】
なお、上記では、機器ＩＤと所属事業者情報を別々のメッセージで送信したが、移動端末
装置２０からゲートウェイ装置１へ、機器ＩＤおよび所属事業者情報を１つのメッセージ
で送信するようにしてもよい。
【００５６】
　さて、ゲートウェイ装置１は、ローカル網接続許可リスト３４に登録されていなかった
移動端末装置２０について、自身の接続するＩＳＰ網９の課金サーバ１０１を調べるとと
もに、移動端末装置２０から通知された所属事業者情報に基づき、インターネット７上で
移動端末装置２０が所属する移動通信事業者の課金サーバ１０２を調べる（なお、課金サ
ーバ１０１と課金サーバ１０２のいずれかにアクセスできなかった場合には、処理を終了
するものとする）。また、ＩＳＰ網９のゲスト利用について予め定められた料金体系（こ
の情報を予め記憶しておいてもよいし、必要時に例えば課金サーバ１０２などから入手し
てもよい）に基づき、ＩＳＰ事業者側の料金負担額等の条件を移動端末装置２０に提示し
、これを了承するか否かを問い合わせるメッセージを送信する。
【００５７】
このメッセージを受信した移動端末装置２０では、料金負担額等の条件に関する情報をユ
ーザに提示するとともに、その料金負担条件でのＩＳＰ網９の利用を了承するか否かにつ
いてのユーザからの入力を受け付ける。
【００５８】
ユーザからその料金負担条件での利用を了承する旨またはそれを拒絶する旨が入力された
ならば、移動端末装置２０は、その了承または拒絶の旨のメッセージを、ゲートウェイ装
置１に送信する。
【００５９】
ゲートウェイ装置１が移動端末装置２０から拒絶の旨のメッセージを受信した場合には、
ゲートウェイ装置１は、処理を終了させる（ゲートウェイ装置１は、この移動端末装置２
０にゲートウェイ・サービスを提供しないことになる）。
【００６０】
ゲートウェイ装置１が移動端末装置２０から了承の旨のメッセージを受信した場合には、
ゲートウェイ装置１は、その移動端末装置２０の機器ＩＤおよび所属事業者情報を含む了
承の旨のメッセージを、ＩＳＰ網９の課金サーバ１０１に中継する（ゲートウェイ装置１
は、この移動端末装置２０にゲートウェイ・サービスを提供することになる）。
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【００６１】
移動端末装置２０からのメッセージを受信したＩＳＰ網９の課金サーバ１０１は、移動端
末装置２０が所属する移動通信事業者の課金サーバ１０２に、課金メッセージを送り、料
金の振り替えを受ける（なお、ゲートウェイ装置１が課金サーバ１０２に課金メッセージ
を送るようにしてもよい）。この金額は、固定料金とは限らず、接続時間に応じた従量課
金の場合もあるので、その場合は、ＩＳＰ事業者側で接続時間を計測し、その結果に応じ
て移動通信事業者の課金サーバ１０２に課金メッセージを送る。
【００６２】
なお、移動端末装置２０から了承の旨のメッセージを受信したゲートウェイ装置１は、こ
れに対する確認応答のメッセージを移動端末装置２０に返し、移動端末装置２０は、この
確認応答のメッセージを受信した後に、通信を開始するようにしてもよい。
【００６３】
なお、上記では、移動端末装置２０のユーザが了承または拒絶を入力したが、予め移動端
末装置２０に、料金負担額等の条件と、了承または拒絶との間の関係を（例えばテーブル
あるいは関数などを用いて）設定しておき、ユーザに条件を提示して了承または拒絶の確
認を取ることなく、自動的に判断して応答するようにしてもよい。
【００６４】
また、図６のメッセージに、移動端末装置２０の属する通信事業者（図６の通信事業者Ｉ
Ｄで示される通信事業者）におけるユーザ・クラス（例えばユーザ・クラスによって料金
体系や享受できるサービスの内容等が相違する）の情報を付加し、ユーザ・クラスに応じ
て制御内容を変えることも可能である。例えば、この通信事業者側のユーザ・クラスに応
じてＩＳＰ網９側でも移動端末装置２０（のユーザ）に対する課金の料金体系や提供する
サービスの内容等を異ならせるようにしてもよい。あるいは、一定以上のサービス・クラ
スを持つ移動端末装置２０のみ（前述のユーザの了承を条件に）ＩＳＰ網９にアクセス可
能とすることもできる。
【００６５】
次に、図７を参照しながら、前述の（２）の移動端末装置２０のユーザのアクションをロ
グ管理する場合について説明する。
【００６６】
　なお、あるホームネットワーク１１のゲートウェイ装置１のローカル網接続許可リスト
３４には、その１または複数のユーザが使用する１または複数の移動端末装置２０の機器
ＩＤや、その他の機器２の機器ＩＤが、予め登録されているものとする。
【００６７】
移動端末装置２０は、（ＩＳＰ網９を利用するために）家庭内ローカル網３に接続する際
、まず、ゲートウェイ装置１に、自装置の機器ＩＤを含むメッセージを通知する。なお、
機器２についても同様である。
【００６８】
　このメッセージを受信したゲートウェイ装置１は、メッセージに含まれる機器ＩＤがロ
ーカル網接続許可リスト３４に登録されているか否か調べ、登録されているならば、ゲー
トウェイ装置１は、該移動端末装置２０に対してゲートウェイ・サービスを提供し、該移
動端末装置２０は、ゲートウェイ装置１を介してＩＳＰ網９に接続することができる（ゲ
ートウェイ装置１から移動端末装置２０にその旨のメッセージを送信するようにしてもよ
い）。なお、登録されている機器２についても同様である。
【００６９】
　一方、機器ＩＤがゲートウェイ装置１のローカル網接続許可リスト３４に登録されてい
ないならば、ゲートウェイ装置１は、その旨を示すメッセージを移動端末装置２０に返信
する。
【００７０】
このメッセージを受信した移動端末装置２０は、所属事業者ＩＤなどの所属事業者情報を
含むメッセージ（例えば図６）をゲートウェイ装置１に送信する。
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【００７１】
なお、上記では、機器ＩＤと所属事業者情報を別々のメッセージで送信したが、移動端末
装置２０からゲートウェイ装置１へ、機器ＩＤおよび所属事業者情報を１つのメッセージ
で送信するようにしてもよい。
【００７２】
　さて、ゲートウェイ装置１は、ローカル網接続許可リスト３４に登録されていなかった
移動端末装置２０について、機器ＩＤと所属事業者情報に基づいて、ＩＳＰ網７内のログ
サーバ２０１を検索する。
【００７３】
ゲートウェイ装置１が最初に移動端末装置２０のユーザ情報を含む機器ＩＤおよび所属事
業者情報を含む検索メッセージをログサーバ２０１に送った際には、ログサーバ２０１で
は、ユーザ情報リストを調べ、過去に不正なアクセスを行った履歴を示す不正ユーザマー
クがないかどうかをチェックする。
【００７４】
移動端末装置２０に対して不正ユーザマークが記録されていた場合は、ログサーバ２０１
はゲートウェイ装置１にアクセスを拒絶する旨のメッセージを送信し、ゲートウェイ装置
１は該メッセージを移動端末装置２０に返答する（この移動端末装置２０はＩＳＰ網９に
アクセスすることができないことになる）。
【００７５】
移動端末装置２０に対して不正ユーザマークが記録されていなかった場合は、ログサーバ
２０１はゲートウェイ装置１にアクセスを許可する旨のメッセージを送信し、ゲートウェ
イ装置１は該メッセージを移動端末装置２０に返答する（この移動端末装置２０はＩＳＰ
網９にアクセスすることができることになる）。
【００７６】
移動端末装置２０（のユーザ）に対してアクセス許可がなされると、それ以降の移動端末
装置２０のアクションでゲートウェイ装置１が把握したもの全て（またはそのうちＩＳＰ
網７側ジョブのみ）が、ゲートウェイ装置１からログサーバ２０１に転送される。ログサ
ーバ２０１には、ユーザ情報リストとログ情報が格納されており、移動端末装置２０のＩ
ＳＰ網７側ジョブのログが保存される。ログ解析は、バックエンドのログ解析サーバ（図
示せず）により行われ、もし不正なアクションが含まれる場合、ユーザ情報リストに不正
ユーザマークを行う。
【００７７】
なお、移動端末装置２０から了承の旨のメッセージを受信したゲートウェイ装置１は、こ
れに対する確認応答のメッセージを移動端末装置２０に返し、移動端末装置２０は、この
確認応答のメッセージを受信した後に、通信を開始するようにしてもよい。
【００７８】
以上の手続きを未登録の移動端末装置２０でのＩＳＰアクセス毎に行う。
【００７９】
なお、（１）と同様にして、未登録の移動端末装置２０から接続の条件としてログを記録
することについての了承（あるいは、ログを記録し、不正アクセスが認められた場合には
、不正ユーザとして登録され、以降、アクセスを拒絶することになるということについて
の了承）を得た場合に、接続可能とするようにしてもよい
また、図７ではＩＳＰ網７側に専用のログサーバ２０１が配置される場合を例にとって説
明したが、ログサーバは例えばゲートウェイ装置１に附属して設置するなどしてもよい。
【００８０】
ところで、図５で説明した（１）課金に関する構成と、図７で説明した（２）ログに関す
る構成とは、組み合わせて実施することが可能である。この場合には、登録されていない
移動端末装置２０のユーザが課金に了承し、かつ、該移動端末装置２０に対して不正ユー
ザマークがなかったときに、該移動端末装置２０はゲートウェイ装置１を介してＩＳＰ網
９にアクセスすることが可能になる。
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【００８１】
図８に、以上をまとめた動作を示す。
【００８２】
移動端末装置２０は、家庭内ローカル網３に接続する際に、自身の機器ＩＤだけでなく、
所属事業者ＩＤなどＩＤレジスタ２５の内容をもとに識別メッセージを識別メッセージ生
成部２６で生成し、これを第２の通信インタフェース２４を経由して、ゲートウェイ装置
１に転送する（ステップＳ１）。
【００８３】
ゲートウェイ装置１側では、まず、ローカル網接続許可リスト３４の内容と移動端末装置
２０の機器ＩＤとを比較し、該当するエントリがあるかどうかを判断する。
【００８４】
該当するエントリがあればアクセス可能である（ステップＳ２）。
【００８５】
該当するエントリがない場合、所属事業者ＩＤ、ユーザ情報などをもとにアクセス条件を
ＩＳＰ網７側の認証サーバ（図示せず）に問い合わせる（ステップＳ３）。
【００８６】
認証サーバは、移動端末装置２０がＩＳＰ網７を使用する条件（課金、ログ管理など）を
提示するので（ステップＳ４）、ゲートウェイ装置１は、この条件を中継し（ステップＳ
５）、移動端末装置２０のユーザからの応答を待つ。
【００８７】
ユーザが了承したら（ステップＳ６）、必要な条件処理を行う。
【００８８】
課金を行う場合、ＩＳＰ網７の課金サーバ１０１に、課金先のサーバ（例えば移動通信事
業者の課金サーバ１０２）と課金条件を通知する（ステップＳ７）。この結果、使用量に
従って課金が行われる。
【００８９】
また、ログ取得を行う場合、ログサーバ２０１内の不正ユーザリストとの照合を行い（ス
テップＳ７）、不正履歴がなければ、ログ取得する旨をセットして、使用可能である旨を
移動端末装置２０に通知する。
【００９０】
さて、次に、図９を参照しながら、移動端末装置２０が携帯電話網６と家庭内ローカル網
３とをブリッジした状態で、家庭内ローカル網３側の機器２が携帯電話網６側にあるリソ
ース（サーバ）３０１をアクセスする場合について説明する。
【００９１】
例えば、家庭内ローカル網３に接続されたＰＤＡ機器２が、携帯電話網６側にあるＰＩＭ
データ（例えばスケジュール表など）３０１をアクセスして同期処理する、などの例が考
えられる。また、家庭内ローカル網３側から携帯電話網６へのアクセスは、家庭内ローカ
ル網３に直接接続する機器２だけとは限らず、例えばＩＳＰ網７側からゲートウェイ装置
１を経由して行われることもあり得る。
【００９２】
この場合、移動端末装置２０が家庭内ローカル網３側からのアクセスに自身のアクセス権
を貸与するわけであるから、移動端末装置２０が利用を許可した場合のみ、アクセスを許
すという手続きが必要である。
【００９３】
また、ＩＳＰ網７側からのアクセスに対しては、ゲートウェイ装置１内に設けた電話網ア
クセス許可リスト３５にエントリすることにより、アクセスの正当性を証明し、これをク
リアした場合のみ、移動端末装置２０は、携帯電話網６側リソースをアクセスさせ、これ
以外のメッセージは、フィルタすることで、携帯電話網６側のリソース３０１が攻撃、不
正使用されることを防ぐ必要がある。
【００９４】
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具体的に、移動端末装置２０が双方のインタフェース２３，２４で接続している場合に、
ある機器２が携帯電話網６へのアクセスを希望した場合を想定する。
【００９５】
図１０に、この場合の異動端末装置２０の処理の一例を示す。
【００９６】
この場合、この機器２は、予め携帯電話網６側にアクセス登録を行って、認証のための鍵
を登録してあるものとする。その鍵は、移動端末装置２０の認証鍵格納メモリ２８に、当
該機器２のＩＤ情報とペアで格納されている。
【００９７】
機器２が携帯電話網６をアクセスする場合、この認証鍵を使って例えばＭＤ５などの一方
向ハッシュ関数によるメッセージ認証コードを所定の形式のメッセージに付与して移動端
末装置２０へ送る。
【００９８】
移動端末装置２０は、このメッセージを受信すると（ステップＳ１１）、認証処理を行う
（ステップＳ１２）。例えば、メッセージのヘッダのＩＤ情報（例えばＩＰアドレス）を
キーに認証鍵を検索し、機器２がメッセージ認証コードを生成したときと同じ方式（例え
ばＭＤ５）によりメッセージ認証コードを計算し、メッセージに付与されている（機器２
により生成された）メッセージ認証コードと、自装置が生成したメッセージ認証コードと
が一致するかどうかを検査する。
【００９９】
認証に成功した場合、例えば上記の例で２つのメッセージ認証コードが一致した場合には
（ステップＳ１２）、機器２にＡｃｋを返し、以後の機器２からのアクセスを携帯電話網
６に転送する（ステップＳ１３）。
【０１００】
一方、認証に失敗した場合、例えば上記の例で２つのメッセージ認証コードが一致しなか
った場合には（ステップＳ１２）、機器２にＮａｃｋを返す（ステップＳ１３）。以後の
機器２からのアクセスの携帯電話網６への転送は行われない。
【０１０１】
また、ある装置のＩＳＰ網７側からのゲートウェイ装置１経由でのアクセスが、移動端末
装置２０を経由して、携帯電話網６側にアクセスすることを希望する場合も、同様に、認
証鍵の共有と、メッセージ認証コードによるシーケンスが使用できる（図１０参照）。
【０１０２】
ただし、一般的に、ＩＳＰ網７側からのアクセスが少ない場合には、ゲートウェイ装置１
内の電話網アクセス許可リスト３５と、送信元アドレス、プロトコル種別、ポート番号な
どのマッチングを検査することで、（ゲートウェイ装置１が）アクセス許可を与えるよう
にしてもよい。この場合、移動端末装置２０は、ゲートウェイ装置１を介して転送されて
きたパケットについては、上記のような認証は行わない。
【０１０３】
以上説明してきたように、本実施形態によれば、ある移動端末装置がローカル網（Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈなど）／ゲートウェイを経由してＩＳＰ網にアクセスできるが、予めＩＳＰ
網へのアクセス権限あるいはアクセス資格を持っていないような場合に、携帯端末装置の
ユーザからＩＳＰ事業者へ対価を支払うための手続きや、携帯端末装置に対するログを記
録して監視するための手続きを経ることによって、該ある移動端末装置がローカル網／ゲ
ートウェイを経由してＩＳＰ網にアクセスできるようになる。
また、ある移動端末装置が携帯電話網とローカル網に接続可能な場合に、ローカル網上の
機器あるいは固定通信網上の装置（ゲートウェイ／ローカル網を経由するもの）は、認証
あるいはアクセス許可の手続きを経ることによって、該移動端末装置を経由して、携帯電
話網側のリソースへアクセスできるようになる。　本実施形態では、ゲートウェイ上のア
クセス制御リストと、携帯電話がゲートウェイ経由で送信する認証、課金メッセージを組
み合わせることで、前者の要求に対応し、また家庭網機器と異動端末装置との間の認証シ
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ーケンスを定義し、これをクリアしたもののみに携帯電話網側リソースをアクセスさせる
ことで、認証された電話網アクセスを可能とすることができる。
さらに、これら詳細の設定条件は、各種ネットワーク（家庭網、携帯電話網、固定通信網
など）のポリシーに合わせて細かく調整することも可能である。例えば、携帯電話網事業
者Ａに対しては、固定通信網事業Ｂ側でアクセスログの処理を代行するなどの提携関係が
ある場合、これを考慮して、認証、課金メッセージの転送を行うことも可能である。この
ようなカスタム化は、（各ネットワークの基本ポリシーを覆さない範囲で）自由に考えら
れる。
【０１０４】
なお、これまでは、移動端末装置は、通常の音声通話機能を有するものを想定して説明し
たが、この機能とともにまたはこの機能に代えて、文字通信やその他の形態の情報につい
ての通信機能を持つものであってもよい。また、インターネットサービスのみを利用可能
な装置であってもよい。移動通信事業者が提供するサービスについても、同様である。
【０１０５】
また、以上では、ホームネットワークを例にとって説明したが、もちろん、他のローカル
ネットワークであっても本発明は同様に適用可能である。
【０１０６】
また、本発明は、既存のＩＰｖ４あるいはＩＰｖ６機器の動作を変更せずに適用すること
も可能であり、また、従来のＩＰｖ４あるいはＩＰｖ６のアドレッシングアーキテクチャ
を変更せずに適用することも可能である。したがって、既存機器との互換性などの点でも
望ましい。
【０１０７】
なお、本実施形態は、様々な移動通信事業者のネットワーク管理ポリシーに合わせ、容易
に拡張可能である。また、本発明は、ＩＰｖ４あるいはＩＰｖ６にとらわれることなく、
現在種々提案されている携帯電話によるパケット通信網に対しても適用可能で、上述した
実施の形態に限定されず、その技術的範囲において種々変形して実施することができる。
【０１０８】
なお、以上の各機能は、ソフトウェアとしても実現可能である。
また、本実施形態は、コンピュータに所定の手段を実行させるための（あるいはコンピュ
ータを所定の手段として機能させるための、あるいはコンピュータに所定の機能を実現さ
せるための）プログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体としても実施する
こともできる。
【０１０９】
なお、各実施形態で例示した構成は一例であって、それ以外の構成を排除する趣旨のもの
ではなく、例示した構成の一部を他のもので置き換えたり、例示した構成の一部を省いた
り、例示した構成に別の機能を付加したり、それらを組み合わせたりすることなどによっ
て得られる別の構成も可能である。また、例示した構成と論理的に等価な別の構成、例示
した構成と論理的に等価な部分を含む別の構成、例示した構成の要部と論理的に等価な別
の構成なども可能である。また、例示した構成と同一もしくは類似の目的を達成する別の
構成、例示した構成と同一もしくは類似の効果を奏する別の構成なども可能である。
また、各種構成部分についての各種バリエーションは、適宜組み合わせて実施することが
可能である。
また、各実施形態は、個別装置としての発明、関連を持つ２つ以上の装置についての発明
、システム全体としての発明、個別装置内部の構成部分についての発明、またはそれらに
対応する方法の発明等、種々の観点、段階、概念またはカテゴリに係る発明を包含・内在
するものである。
従って、この発明の実施の形態に開示した内容からは、例示した構成に限定されることな
く発明を抽出することができるものである。
【０１１０】
本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、その技術的範囲において種々
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変形して実施することができる。
【０１１１】
【発明の効果】
本発明によれば、ある通信事業者網に所属する移動端末装置が、あるローカル網／ゲート
ウェイを経由してある固定通信網にアクセスする権限あるいは資格を予め持っていない場
合であっても、該携帯端末装置のユーザから該固定通信網事業者へ対価を支払うための手
続きや、該携帯端末装置を監視するための手続きを経ることによって、該ローカル網／ゲ
ートウェイを経由して該固定通信網へアクセスすることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係る通信システムの基本構成例を示す図
【図２】同実施形態に係るゲートウェイ装置の構成例を示す図
【図３】同実施形態に係る移動端末装置の構成例を示す図
【図４】公共のエリアに対するローカル無線サービスを事業者が行う場合について説明す
るための図
【図５】ローカル網接続の対価を携帯電話ユーザが負担する例について説明するための図
【図６】所属事業者情報を含むメッセージの一例を示す図
【図７】移動端末装置のアクションをログ管理する例について説明するための図
【図８】移動端末装置がローカル網に入る場合の処理シーケンスの一例を示す図
【図９】ローカル網側の機器が携帯電話網側にあるリソースをアクセスする例を説明する
ための図
【図１０】移動端末装置がパケット通信を中継する場合の処理手順の一例を示すフローチ
ャート
【符号の説明】
１…ゲートウェイ装置
２…機器
３…家庭内ローカル網
４…ルータ装置
５…無線基地局
６…携帯電話網
７…インターネット
８…サーバ装置
９…ＩＳＰ網
１０…ＩＳＰ網内サーバ
１４…携帯電話網内サーバ
２０…移動端末装置
２１…音声通話機構
２２…パケット通信機構
２３，２４，３１，３２…通信インタフェース
２５…ＩＤレジスタ
２６…識別メッセージ生成部
２７…認証部
３３…データ中継部
３４…ローカル網接続許可リスト
３５…電話網アクセス許可リスト
３６…認証・課金処理部
１０１，１０２…課金サーバ
２０１…ログサーバ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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