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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも汎用ポートが割り当てられるとともにアプリケーションからのアクセス要求
に応答して通信網を介した通信をおこなう通信デバイスに対する各アプリケーションから
のアクセス要求を制御するアクセス要求制御方法であって、
　特定のアプリケーションのアクセス要求に先立って該特定のアプリケーションだけが使
用する専用のアプリケーション・プログラミング・インタフェースを用いて行う利用許可
要求に応答して前記通信デバイスの利用許可をおこなう利用許可工程と、
　前記利用許可工程による利用許可の有無に基づいて前記特定のアプリケーションから前
記通信デバイスに対するアクセス要求を受け付けるか否かを制御する制御工程と、
　を含んだことを特徴とするアクセス要求制御方法。
【請求項２】
　前記通信デバイスは、データ通信と音声通話を同時に実行可能な通信デバイスであり、
前記利用許可工程は、所定の音声通話アプリケーションに対して該通信デバイスに対する
利用許可をおこなうことを特徴とする請求項１に記載のアクセス要求制御方法。
【請求項３】
　前記利用許可工程は、前記専用アプリケーション・プログラミング・インタフェースと
してデバイス入出力制御を用いた前記特定のアプリケーションからのアクセスフラグの設
定要求に応答して該特定のアプリケーションによる前記通信デバイスに対するアクセス許
可を示すアクセスフラグを前記利用許可として設定し、前記制御工程は、前記特定のアプ
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リケーションからアクセス要求を受け付けた際に、当該アプリケーションにアクセスフラ
グが設定されているか否かに基づいて前記通信デバイスに対するアクセス要求を受け付け
るか否かを制御することを特徴とする請求項１または２に記載のアクセス要求制御方法。
【請求項４】
　少なくとも汎用ポートが割り当てられるとともにアプリケーションからのアクセス要求
に応答して通信網を介した通信をおこなう通信デバイスに対応する通信デバイス用ドライ
バプログラムであって、
　特定のアプリケーションがアクセス要求に先立って該特定のアプリケーションだけが使
用する専用のアプリケーション・プログラミング・インタフェースを用いておこなう利用
許可要求に応答して前記通信デバイスの利用許可をおこなう利用許可手順と、
　前記利用許可手順による利用許可の有無に基づいてアプリケーションから前記通信デバ
イスに対するアクセス要求を受け付けるか否かを制御する制御手順と、
　をコンピュータに実行させることを特徴とする通信デバイス用ドライバプログラム。
【請求項５】
　少なくとも汎用ポートが割り当てられるとともにアプリケーションからのアクセス要求
に応答して通信網を介した通信をおこなう通信デバイスであって、
　特定のアプリケーションがアクセス要求に先立って該特定のアプリケーションだけが使
用する専用のアプリケーション・プログラミング・インタフェースを用いておこなう利用
許可要求に応答して利用許可をおこなう利用許可手段と、
　前記利用許可手段による利用許可の有無に基づいてアプリケーションからアクセス要求
を受け付けるか否かを制御する制御手段と、
　を備えたことを特徴とする通信デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、少なくとも汎用ポートが割り当てられるとともにアプリケーションからの
アクセス要求に応答して通信網を介した通信をおこなう通信デバイスに対する各アプリケ
ーションからのアクセス要求を制御するアクセス要求制御方法、通信デバイス用ドライバ
プログラムおよびに通信デバイスに関し、特に、複数のアプリケーションのうちの特定の
アプリケーションのみに汎用ポートが割り当てられた通信デバイスへのアクセスを許可し
、もってこの通信デバイスへの他のアプリケーションからの誤ったアクセスや不正なアク
セスを防止することができるアクセス要求制御方法、通信デバイス用ドライバプログラム
および通信デバイスに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、Windows（登録商標、以下同様）を搭載したパーソナルコンピュータ（以下「Ｐ
Ｃ」と言う）には、汎用ポートであるＣＯＭ(Communication)ポート（シリアルポート）
が設けられており、このＣＯＭポートには、モデム機能を有するモデムカードや無線通信
機能を有する無線通信カードなどのいわゆるＰＣカードと呼ばれるデバイスが割り当てら
れる。
【０００３】
　そして、このＣＯＭポートにＰＣカードが割り当てられた場合には、Windows上で起動
する各種アプリケーションが、かかるＣＯＭポートを介してＰＣカードにアクセスできる
ようになる。たとえば、モデムカードがＰＣに接続されるとともにこのモデムカードがＣ
ＯＭ２ポートに割り当てられた場合には、ハイパーターミナル（HyperTerminal）などの
モデムを使用する汎用のアプリケーションが、このＣＯＭ２ポートを介してモデムカード
にアクセスすることが可能となる。
【０００４】
　しかしながら、かかるＣＯＭポートが汎用ポートであるからと言って、すべてのアプリ
ケーションがＣＯＭポートに割り当てられたＰＣカードにアクセスできることとすると、
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あるアプリケーションから誤ってＰＣカードにアクセスする場合や不正なアプリケーショ
ンがＰＣカードにアクセスする場合に問題が生ずる。具体的には、従来のＰＣカードおよ
び該ＰＣカードのデバイスドライバ（シリアルドライバ）では、ＣＯＭポートを介してＰ
Ｃカードにアクセスするアプリケーションが何であるのかを確認することができないため
、ＰＣカードにアクセスさせるべきでないアプリケーションであっても、ＣＯＭポートを
介したＰＣカードのアクセスを許してしまう結果となる。
【０００５】
　特に、音声通話とパケット通信を同時におこなうマルチアクセス機能を有するＰＣカー
ドを考えた場合には深刻な問題が生ずる。具体的には、このＰＣカードをＰＣに接続する
とともにＣＯＭポートを割り当て、このＰＣカードのパケット通信を利用してＷＥＢ上の
ホームページを閲覧していた場合に、ホームページからJava（登録商標、以下同様）スク
リプトなどで記述された不正なアプリケーションをダウンロードしてしまうと、この不正
なアプリケーションの起動により、ＰＣカードを介した自動的なダイアルアップ接続がお
こなわれ、後日利用者が意図しない電話料金の課金を強いられる結果となる。
【０００６】
　したがって、この発明は、複数のアプリケーションのうちの特定のアプリケーションの
みに汎用ポートが割り当てられた通信デバイスへのアクセスを許可し、もってこの通信デ
バイスへの他のアプリケーションからの誤ったアクセスや不正なアクセスを防止すること
ができるアクセス要求制御方法、通信デバイス用ドライバプログラムおよび通信デバイス
を提供することを目的とする。
【発明の開示】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明は、少なくとも汎用ポートが割り
当てられるとともにアプリケーションからのアクセス要求に応答して通信網を介した通信
をおこなう通信デバイスに対する各アプリケーションからのアクセス要求を制御するアク
セス要求制御方法であって、特定のアプリケーションがアクセス要求に先立って該特定の
アプリケーションだけが使用する専用のアプリケーション・プログラミング・インタフェ
ースを用いておこなう利用許可要求に応答して前記通信デバイスの利用許可をおこなう利
用許可工程と、前記利用許可工程による利用許可の有無に基づいて前記特定のアプリケー
ションから前記通信デバイスに対するアクセス要求を受け付けるか否かを制御する制御工
程と、を含んだことを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明は、少なくとも汎用ポートが割り当てられるとともにアプリケーションか
らのアクセス要求に応答して通信網を介した通信をおこなう通信デバイスに対応する通信
デバイス用ドライバプログラムであって、特定のアプリケーションがアクセス要求に先立
って該特定のアプリケーションだけが使用する専用のアプリケーション・プログラミング
・インタフェースを用いておこなう利用許可要求に応答して前記通信デバイスの利用許可
をおこなう利用許可手順と、前記利用許可手順による利用許可の有無に基づいてアプリケ
ーションから前記通信デバイスに対するアクセス要求を受け付けるか否かを制御する制御
手順と、をコンピュータに実行させることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明は、少なくとも汎用ポートが割り当てられるとともにアプリケーションか
らのアクセス要求に応答して通信網を介した通信をおこなう通信デバイスであって、特定
のアプリケーションがアクセス要求に先立って該特定のアプリケーションだけが使用する
専用のアプリケーション・プログラミング・インタフェースを用いておこなう利用許可要
求に応答して利用許可をおこなう利用許可手段と、前記利用許可手段による利用許可の有
無に基づいてアプリケーションからアクセス要求を受け付けるか否かを制御する制御手段
と、を備えたことを特徴とする。
【００１０】
　かかる発明によれば、特定のアプリケーションがアクセス要求に先立って該特定のアプ
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リケーションだけが使用する専用のアプリケーション・プログラミング・インタフェース
を用いておこなう利用許可要求に応答して通信デバイスの利用許可をおこない、利用許可
の有無に基づいてアプリケーションから通信デバイスに対するアクセス要求を受け付ける
か否かを制御することとしたので、複数のアプリケーションのうちの特定のアプリケーシ
ョンのみに汎用ポートが割り当てられた通信デバイスへのアクセスを許可し、もってこの
通信デバイスへの他のアプリケーションからの誤ったアクセスや不正なアクセスを防止す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、添付図面を参照して、この発明に係るアクセス要求制御方法、通信デバイス用ド
ライバプログラム、および通信デバイスの好適な実施の形態を詳細に説明する。
【００１２】
実施の形態１．
　まず、本実施の形態１に係るＣＯＭポート接続デバイスへのアクセス許可の概念につい
て説明する。第１図は、本実施の形態１に係るＣＯＭポート接続デバイスへのアクセス許
可の概念を説明するための説明図である。同図において、アクセスフラグは、ＣＯＭポー
トを介したモデムカードへのアプリケーションからのアクセスを許可するか否かを示すフ
ラグであり、このアクセスフラグが設定されている場合には、モデムカードへのアプリケ
ーションからのアクセスが許可され、このアクセスフラグが未設定の場合には、モデムカ
ードへのアプリケーションからのアクセスは許可されない。
【００１３】
　すなわち、同図（ａ）に示すように、特定アプリケーションは、シリアルドライバに対
して、モデムカードを使用するためにＣＯＭポートのオープンを要求する前に、専用イン
タフェース（Ｉ／Ｆ）を用いてアクセスフラグ設定要求をおこなう。そして、アクセスフ
ラグ設定後、特定アプリケーションがＣＯＭポートのオープンを要求し、シリアルドライ
バがアクセスフラグを調べると、アクセスフラグが設定されているので、ＣＯＭポートの
オープン処理をおこない、ＣＯＭポートのオープンが成功したことを特定アプリケーショ
ンに知らせる。そして、特定アプリケーションはＡＴコマンド等を発行し、モデムカード
を使って通信を開始することができる。
【００１４】
　これに対して、同図（ｂ）に示すように、他のアプリケーションがモデムカードに誤っ
たアクセスや不正なアクセスをしようとした場合には、そのアプリケーションがシリアル
ドライバに対してＣＯＭポートのオープンを要求し、シリアルドライバがアクセスフラグ
を調べると、アクセスフラグが設定されていないので、ＣＯＭポートのオープン処理をお
こなうことなく、ＣＯＭポートのオープンが失敗したことをそのアプリケーションに伝え
る。
【００１５】
　このように、本実施の形態１では、シリアルドライバ内にモデムカードへのアクセスを
許可するか否かを示すアクセスフラグを設け、このアクセスフラグが設定されている場合
にだけＣＯＭポートのオープンが成功することとしたので、アクセスフラグを事前に設定
した特定アプリケーションだけがＣＯＭポートを介してモデムカードにアクセスすること
ができ、このモデムカードへの他のアプリケーションからの誤ったアクセスや不正なアク
セスを防止することができる。
【００１６】
　次に、本実施の形態１に係るマルチアクセス装置の構成について説明する。ここで、マ
ルチアクセス装置とは、音声通話とパケット通信を同時におこなうことができる装置であ
る。第２図は、本実施の形態１に係るマルチアクセス装置の構成を示す機能ブロック図で
ある。同図に示すように、このマルチアクセス装置は、ＰＣ１００と、マルチアクセス通
信カード２００と、マウス１０と、キーボード２０と、マイク付イアホン３０と、表示装
置４０とを有する。
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【００１７】
　ＰＣ１００は、Windowsを搭載したコンピュータであり、マルチアクセス通信カード２
００を用いてマルチアクセス機能を実現する。具体的には、データ通信アプリケーション
と音声通話のアプリケーションを同時に実行し、マルチアクセス機能を実現する。
【００１８】
　マルチアクセス通信カード２００は、ＰＣ１００が移動体通信網を用いてパケット通信
と音声通話を同時におこなうことを可能とするＰＣカードであり、モデムおよびモデムに
接続する二つのＣＯＭポートを有する。なお、ここでは、これら二つのＣＯＭポートをＣ
ＯＭ２ポートおよびＣＯＭ３ポートとし、パケット通信にはＣＯＭ２ポートを、音声通話
にはＣＯＭ３ポートを使用することとする。また、ＣＯＭ３ポートを介したマルチアクセ
ス通信カード２００へのアクセスは、音声通話をおこなうアプリケーションだけに制限す
る。その理由は、このマルチアクセス通信カード２００への他のアプリケーションからの
誤ったアクセスや不正なアクセスによって電話接続が自動的におこなわれ、利用者の意図
しない電話接続がおこなわれてしまうことを防ぐためである。
【００１９】
　マウス１０は、表示画面上の任意の場所を指定するための装置であり、アプリケーショ
ンウィンドウの選択、メニューの選択などに使われ、キーボード２０は、ＰＣ１００への
処理の指示およびデータの入力をおこなうための装置であり、メイル、ＵＲＬ、電話番号
などの入力に使われる。
【００２０】
　マイク付イアホン３０は、ＰＣ１００との間で音声入出力をおこなうための装置であり
、音声通話のアプリケーションとの音声入出力に使われ、表示装置４０は、ＰＣ１００の
出力を表示する装置であり、メイルの表示、Ｗｅｂ画面の表示、音声通話画面の表示など
に使われる。
【００２１】
　次にＰＣ１００の構成について説明する。第２図に示すように、ＰＣ１００は、ダイア
ルアップアプリケーション１１０と、音声通話アプリケーション１２０と、シリアルドラ
イバ１３０と、ＰＣカードドライバ１４０とを有する。なお、このＰＣ１００は、図示し
ていないが、ダイアルアップ接続を使用するＷｅｂブラウザ、メイルソフトなどのアプリ
ケーションプログラム、ダイアルアップ接続のためのＴＣＰ／ＩＰ、ＰＰＰなどの通信ラ
イブラリ、マイク付イアホン３０のデバイスドライバなどのプログラムを有する。
【００２２】
　ダイアルアップアプリケーション１１０は、ダイアルアップ接続をおこなうためのアプ
リケーションであり、マルチアクセス通信カード２００のＣＯＭ２ポートを用いてデータ
通信をおこなう。
【００２３】
　音声通話アプリケーション１２０は、マイク付イアホン３０を用いて音声通話をおこな
うためのアプリケーションであり、マルチアクセス通信カード２００のＣＯＭ３ポートを
介してモデムとの通信をおこなう。この音声通話アプリケーション１２０は、シリアルド
ライバ１３０に対して、ＣＯＭ３ポートのオープン要求をおこなう前に、ＣＯＭ３ポート
へのアクセスを許可するか否かを示すアクセスフラグの設定要求をおこなう。また、この
音声通話アプリケーション１２０は、ＣＯＭ３ポートをクローズした後に、アクセスフラ
グのクリア要求をおこなう。
【００２４】
　シリアルドライバ１３０は、ダイアルアップアプリケーション１１０および音声通話ア
プリケーション１２０がＣＯＭポートを介してマルチアクセス通信カード２００とシリア
ル通信をおこなうための処理部であり、ＣＯＭポートオープン処理ルーチン１３１と、ア
クセスフラグ設定処理ルーチン１３２と、アクセスフラグクリア処理ルーチン１３３と、
アクセスフラグ１３４とを有する。なお、このシリアルドライバ１３０は、図示していな
いが、マルチアクセス通信カード２００からの割込みを処理する割込処理ルーチン、マル
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チアクセス通信カード２００とのデータ授受をおこなうためのＲｅａｄ処理ルーチンおよ
びＷｒｉｔｅ処理ルーチン、プラグアンドプレイ機能を実現するためのＰｎＰ処理ルーチ
ン、電源管理をおこなうためのＰｏｗｅｒ処理ルーチンなどを有する。
【００２５】
　ＣＯＭポートオープン処理ルーチン１３１は、アプリケーションからの要求に応じてＣ
ＯＭポートをオープンする処理部であり、オープンするＣＯＭポートがＣＯＭ３ポートで
あるか否かを判定し、ＣＯＭ３ポートであれば、アクセスフラグ１３４が設定されている
場合にだけオープン処理をおこなう。一方、オープンするＣＯＭポートがＣＯＭ３ポート
でない場合には、無条件でオープン処理をおこなう。
【００２６】
　このように、このＣＯＭポートオープン処理ルーチン１３１がアクセスフラグ１３４を
調べ、アクセスフラグ１３４が設定されている場合にだけＣＯＭ３ポートのオープン処理
をおこなうこととしたので、ＣＯＭ３ポートを介したマルチアクセス通信カード２００へ
の他のアプリケーションからの誤ったアクセスや不正なアクセスを防止することができる
。
【００２７】
　アクセスフラグ設定処理ルーチン１３２は、アクセスフラグ１３４を設定する処理部で
あり、音声通話アプリケーション１２０によって使用される。具体的には、このアクセス
フラグ設定処理ルーチン１３２は、DeviceIoControlを用いて呼び出される。
【００２８】
　アクセスフラグクリア処理ルーチン１３３は、アクセスフラグ１３４をクリアする処理
部であり、音声通話アプリケーション１２０によって使用される。このアクセスフラグク
リア処理ルーチン１３３は、アクセスフラグ設定処理ルーチン１３２と同様に、DeviceIo
Controlを用いて呼び出される。
【００２９】
　アクセスフラグ１３４は、ＣＯＭ３ポートを介したマルチアクセス通信カード２００へ
のアクセスを許可するか否かを記憶した記憶部であり、このアクセスフラグ１３４が設定
されている場合には、マルチアクセス通信カード２００へのアクセスが許可され、このア
クセスフラグ１３４が未設定の場合には、マルチアクセス通信カード２００へのアクセス
は許可されない。このアクセスフラグ１３４がＣＯＭ３ポートを介したマルチアクセス通
信カード２００へのアクセス可否を記憶することにより、音声通話アプリケーション１２
０だけがＣＯＭ３ポートを介してマルチアクセス通信カード２００にアクセスできるよう
に制御することができる。
【００３０】
　ＰＣカードドライバ１４０は、アプリケーションがＰＣカードを利用できるようにＰＣ
カードを管理する処理部であり、具体的には、ＰＣカードスロットの状態や割込みレベル
などを管理する。
【００３１】
　次に、第２図に示したマルチアクセス装置によるアクセスフラグ設定処理の処理手順に
ついて説明する。第３図は、第２図に示したマルチアクセス装置によるアクセスフラグ設
定処理の処理手順を示すフローチャートである。
【００３２】
　同図に示すように、このマルチアクセス装置では、音声通話アプリケーション１２０が
シリアルドライバ１３０に対してＣＯＭ３ポートのオープンを要求する前にアクセスフラ
グ１３４の設定を要求する（ステップＳ３０１）。なお、音声通話アプリケーション１２
０は、この要求を、DeviceIoControlを用いてシリアルドライバ１３０に対して直接おこ
なうことができる。
【００３３】
　そして、アクセスフラグ１３４の設定要求を受けたシリアルドライバ１３０は、アクセ
スフラグ１３４が既に設定されているか否かを調べ（ステップＳ３０２）、アクセスフラ
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グ１３４が設定されていない場合には、アクセスフラグ１３４を設定する（ステップＳ３
０３）。そして、処理結果に「正常終了」を設定し（ステップＳ３０４）、この処理結果
を音声通話アプリケーション１２０に知らせる（ステップＳ３０６）。一方、アクセスフ
ラグ１３４が既に設定されている場合には、何らかの誤りが発生しているので、処理結果
に「異常終了」を設定し（ステップＳ３０５）、この処理結果をアプリケーションに知ら
せる（ステップＳ３０６）。
【００３４】
　このように、音声通話アプリケーション１２０が、シリアルドライバ１３０に対してＣ
ＯＭ３ポートのオープンを要求する前にアクセスフラグ１３４の設定を要求することとし
たので、この音声通話アプリケーション１２０だけが、ＣＯＭ３ポートを介してマルチア
クセス通信カード２００にアクセスできるように制限することができる。
【００３５】
　次に、第２図に示したＣＯＭポートオープン処理ルーチン１３１の処理手順について説
明する。第４図は、第２図に示したＣＯＭポートオープン処理ルーチン１３１の処理手順
を示すフローチャートである。
【００３６】
　同図に示すように、このＣＯＭポートオープン処理ルーチン１３１は、アプリケーショ
ンがＣＯＭポートのオープンを要求すると、まずオープンするＣＯＭポートがＣＯＭ３ポ
ートであるか否かを調べる（ステップＳ４０１）。そして、オープンするＣＯＭポートが
ＣＯＭ３ポートである場合には、アクセスフラグ１３４が設定されているか否かを調べ（
ステップＳ４０２）、アクセスフラグ１３４が設定されている場合には、音声通話アプリ
ケーション１２０からのＣＯＭ３ポートのオープン要求であると判断し、ＣＯＭ３ポート
のオープン処理をおこなう（ステップＳ４０３）。そして、処理結果に「オープン成功」
を設定し（ステップＳ４０４）、この処理結果をアプリケーションに知らせる（ステップ
Ｓ４０６）。
【００３７】
　一方、アクセスフラグ１３４が設定されていない場合には、他のアプリケーションによ
るＣＯＭ３ポートの誤ったオープン要求または不正なオープン要求であると判断し、ＣＯ
Ｍ３ポートのオープン処理をおこなうことなく、処理結果に「オープン失敗」を設定し（
ステップＳ４０５）、この処理結果をアプリケーションに知らせる（ステップＳ４０６）
。また、オープンするＣＯＭポートがＣＯＭ３ポートでない場合には、ステップＳ４０３
に進んでＣＯＭポートのオープン処理をおこなう。
【００３８】
　このように、このＣＯＭポートオープン処理ルーチン１３１が、アプリケーションから
のＣＯＭポートオープン要求に対して、オープンを要求されたＣＯＭポートがＣＯＭ３ポ
ートであるか否かを調べ、ＣＯＭ３ポートである場合には、さらにアクセスフラグ１３４
を調べ、アクセスフラグ１３４が設定されている場合にのみＣＯＭ３ポートをオープンす
ることとしたので、アクセスフラグ１３４を事前に設定した音声通話アプリケーション１
２０だけにＣＯＭ３ポートの使用を制限することができる。
【００３９】
　次に、第２図に示したマルチアクセス装置によるアクセスフラグクリア処理の処理手順
について説明する。第５図は、第２図に示したマルチアクセス装置によるアクセスフラグ
クリア処理の処理手順を示すフローチャートである。同図に示すように、このマルチアク
セス装置では、音声通話アプリケーション１２０がＣＯＭ３ポートの使用を終了すると、
シリアルドライバ１３０に対して、アクセスフラグ１３４のクリアを要求する（ステップ
Ｓ５０１）。なお、音声通話アプリケーション１２０は、この要求を、アクセスフラグ１
３４の設定要求と同様に、DeviceIoControlを用いてシリアルドライバ１３０に対して直
接おこなうことができる。
【００４０】
　そして、アクセスフラグ１３４のクリア要求を受けたシリアルドライバ１３０は、アク
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セスフラグ１３４が設定されているか否かを調べ（ステップＳ５０２）、アクセスフラグ
１３４が設定されている場合には、アクセスフラグ１３４をクリアする（ステップＳ５０
３）。そして、処理結果に「正常終了」を設定し（ステップＳ５０４）、この処理結果を
音声通話アプリケーション１２０に知らせる（ステップＳ５０６）。一方、アクセスフラ
グ１３４が設定されていない場合には、アクセスフラグ１３４のクリア要求に問題がある
ので、処理結果に「異常終了」を設定し（ステップＳ５０５）、この処理結果をアプリケ
ーションに知らせる（ステップＳ５０６）。
【００４１】
　上述したように、本実施の形態１では、シリアルドライバ１３０内にＣＯＭ３ポートを
介したマルチアクセス通信カード２００へのアクセスを許可するか否かを示すアクセスフ
ラグ１３４を設け、マルチアクセス通信カード２００にアクセスする音声通話アプリケー
ション１２０は、ＣＯＭ３ポートのオープンを要求する前にアクセスフラグ１３４を設定
し、ＣＯＭポートオープン処理ルーチン１３１は、アプリケーションからのＣＯＭポート
オープン要求に対してアクセスフラグ１３４を調べ、アクセスフラグ１３４が設定されて
いる場合にだけＣＯＭ３ポートをオープンすることとしたので、音声通話アプリケーショ
ン１２０のみにマルチアクセス通信カード２００へのアクセスを許可することができ、こ
のマルチメディア通信カード２００への他のアプリケーションからの誤ったアクセスや不
正なアクセスを防止することができる。
【００４２】
実施の形態２．
　ところで、上記実施の形態１では、ＣＯＭ３ポートを介したマルチアクセス通信カード
２００へのアクセス許可を示すアクセスフラグ１３４が設定されているか否かの判定は、
ＣＯＭポートオープン処理ルーチン１３１がおこなう場合を説明したが、アクセスフラグ
の判定は、ＣＯＭポートオープン処理ルーチン１３１以外でもおこなうことができる。そ
こで、本実施の形態２では、アクセスフラグの判定をＣＯＭポートのオープン処理時では
なく、ＣＯＭポートのオープンが成功した後、アプリケーションがマルチアクセス通信カ
ード２００へ送付するコマンドレベルでおこなうマルチアクセス装置について説明する。
【００４３】
　まず、本実施の形態２に係るＣＯＭポート接続デバイスへのアクセス許可の概念につい
て説明する。第６図は、本実施の形態２に係るＣＯＭポート接続デバイスへのアクセス許
可の概念を説明するための説明図である。
【００４４】
　同図（ａ）に示すように、特定アプリケーションは、シリアルドライバに対して、モデ
ムカードを使用するために通常のＣＯＭポートオープンを要求する。そして、ＣＯＭポー
トのオープンが成功すると、モデムカードへのコマンドを用いてアクセスフラグの設定を
おこなう。なお、ここでは、ＣＯＭポートのオープン後にアクセスフラグを設定すること
としたが、このアクセスフラグの設定はＣＯＭポートのオープンの前におこなうこともで
きる。
【００４５】
　そして、特定アプリケーションがＡＴコマンド等を発行し、ＡＴコマンド等を受け取っ
たシリアルドライバがアクセスフラグを調べると、アクセスフラグが設定されているので
、発行されたコマンドをモデムカードに送り、特定アプリケーションはモデムカードを使
って通信をおこなうことができる。
【００４６】
　これに対して、同図（ｂ）に示すように、他のアプリケーションがモデムカードに誤っ
たアクセスや不正なアクセスをしようとした場合には、そのアプリケーションは、シリア
ルドライバに対してＣＯＭポートのオープンを要求し、ＣＯＭポートのオープン成功後Ａ
Ｔコマンド等を発行する。そして、ＡＴコマンド等を受け取ったシリアルドライバがアク
セスフラグを調べると、アクセスフラグが設定されていないので、コマンドエラーをその
アプリケーションに返す。
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【００４７】
　このように、本実施の形態２では、シリアルドライバ内にモデムカードへのアクセスを
許可するか否かを示すアクセスフラグを設け、シリアルドライバは、このアクセスフラグ
が設定されている場合にだけモデムカードへコマンドを送り、アクセスフラグが未設定の
場合にはアプリケーションにコマンドエラーを返すこととしたので、アクセスフラグを事
前に設定した特定アプリケーションだけがＣＯＭポートを介してモデムカードにアクセス
することができ、このモデムカードへの他のアプリケーションからの誤ったアクセスや不
正なアクセスを防止することができる。
【００４８】
　次に、本実施の形態２に係るマルチアクセス装置の構成について説明する。第７図は、
本実施の形態２に係るマルチアクセス装置の構成を示す機能ブロック図である。なお、こ
こでは説明の便宜上、第２図に示した各部と同様の役割を果たす機能部については同一符
号を付すこととしてその詳細な説明を省略する。
【００４９】
　同図に示すように、このＰＣ１００は、ダイアルアップアプリケーション１１０と、音
声通話アプリケーション７２０と、シリアルドライバ７３０と、ＰＣカードドライバ１４
０とを有する。
【００５０】
　音声通話アプリケーション７２０は、シリアルドライバ７３０に対して、ＣＯＭ３ポー
トのオープンに成功した後、アクセスフラグ設定コマンドを発行する。そして、アクセス
フラグを設定した後、ＡＴコマンド等を発行して音声通話を実行する。また、音声通話を
終了する場合には、ＣＯＭ３ポートをクローズした後にアクセスフラグクリアコマンドを
発行し、アクセスフラグをクリアする。
【００５１】
　シリアルドライバ７３０は、Ｗｒｉｔｅ処理ルーチン７３１とＣＯＭポートオープン処
理ルーチン７３２とを有し、また、図示しない割込処理ルーチン、Ｒｅａｄ処理ルーチン
、ＰｎＰ処理ルーチン、Ｐｏｗｅｒ処理ルーチンなどを有する。
【００５２】
　Ｗｒｉｔｅ処理ルーチン７３１は、アプリケーションが発行するコマンドをマルチアク
セス通信カード２００に送信する処理部であり、アクセスフラグ７３３を有する。そして
、このＷｒｉｔｅ処理ルーチン７３１は、アプリケーションが発行するコマンドの送信に
使用するＣＯＭポートを判定し、ＣＯＭポートがＣＯＭ３ポートである場合には、アクセ
スフラグ７３３を調べ、アクセスフラグ７３３が設定されている場合にだけアプリケーシ
ョンが発行するコマンドをマルチアクセス通信カード２００に送る。
【００５３】
　また、このＷｒｉｔｅ処理ルーチン７３１は、アプリケーションが発行するコマンドを
調べ、コマンドがアクセスフラグ設定コマンドである場合にはアクセスフラグ７３３を設
定し、コマンドがアクセスフラグクリアコマンドである場合にはアクセスフラグ７３３を
クリアする。
【００５４】
　このように、このＷｒｉｔｅ処理ルーチン７３１が、アプリケーションがマルチアクセ
ス通信カード２００へのコマンドの送信に使用するＣＯＭポートを調べ、ＣＯＭポートが
ＣＯＭ３ポートである場合には、さらにアクセスフラグ７３３を調べ、アクセスフラグ７
３３が設定されている場合にだけコマンドをマルチアクセス通信カード２００に送ること
としたので、このマルチアクセス通信カード２００への他のアプリケーションからの誤っ
たアクセスや不正なアクセスを防止することができる。
【００５５】
　ＣＯＭポートオープン処理ルーチン７３２は、ＣＯＭポートのオープンをおこなう処理
部である。ただし、このＣＯＭポートオープン処理ルーチン７３２は、ＣＯＭポートオー
プン処理ルーチン１３１とは異なり、オープンするＣＯＭポートがＣＯＭ３ポートである
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か否かの調査や、アクセスフラグが設定されているか否かの調査などの特別な処理はおこ
なわない。
【００５６】
　次に、Ｗｒｉｔｅ処理ルーチン７３１の処理手順について説明する。第８図は、Ｗｒｉ
ｔｅ処理ルーチン７３１の処理手順を示すフローチャートである。同図に示すように、こ
のＷｒｉｔｅ処理ルーチン７３１は、アプリケーションが出力するＣＯＭポートがＣＯＭ
３ポートであるか否かを調べ（ステップＳ８０１）、ＣＯＭ３ポートである場合には、ア
プリケーションから出力されたマルチアクセス通信カード２００へのコマンドを調べる（
ステップＳ８０２）。
【００５７】
　そして、アプリケーションから出力されたコマンドがアクセスフラグ設定コマンドであ
る場合には、さらにアクセスフラグ７３３が設定されているか否かを調べ（ステップＳ８
０３）、アクセスフラグ７３３が設定されていなければ、アクセスフラグ７３３を設定す
る（ステップＳ８０４）。そして、処理結果に「正常終了」を設定し（ステップＳ８０５
）、この処理結果をアプリケーションに知らせる（ステップＳ８１５）。一方、アクセス
フラグ７３３が設定されていれば、何らかの誤りが発生しているので、処理結果に「異常
終了」を設定し（ステップＳ８０６）、この処理結果をアプリケーションに知らせる（ス
テップＳ８１５）。
【００５８】
　また、アプリケーションから出力されたマルチアクセス通信カード２００へのコマンド
がアクセスフラグクリアコマンドである場合には、さらにアクセスフラグ７３３が設定さ
れているか否かを調べ（ステップＳ８０７）、アクセスフラグ７３３が設定されていれば
、アクセスフラグ７３３をクリアし（ステップＳ８０８）、処理結果に「正常終了」を設
定し（ステップＳ８０９）、この処理結果をアプリケーションに知らせる（ステップＳ８
１５）。一方、アクセスフラグ７３３が設定されていなければ、処理結果に「異常終了」
を設定し（ステップＳ８１０）、この処理結果をアプリケーションに知らせる（ステップ
Ｓ８１５）。
【００５９】
　また、アプリケーションから出力されたマルチアクセス通信カード２００へのコマンド
がその他のコマンド等である場合には、アクセスフラグ７３３が設定されているか否かを
調べ（ステップＳ８１１）、アクセスフラグ７３３が設定されていなければ、マルチアク
セス通信カード２００への他のアプリケーションからの誤ったアクセスや不正なアクセス
であるので、処理結果に「異常終了」を設定し（ステップＳ８１２）、この処理結果をア
プリケーションに知らせる（ステップＳ８１５）。一方、アクセスフラグ７３３が設定さ
れていれば、音声通話アプリケーション７２０からＣＯＭ３ポートを介したマルチアクセ
ス通信カード２００への正しいアクセスであるので、コマンドをマルチアクセス通信カー
ド２００へ送付し（ステップＳ８１３）、処理結果に「正常終了」を設定し（ステップＳ
８１４）、この処理結果を音声通話アプリケーション７２０に知らせる（ステップＳ８１
５）。
【００６０】
　上述したように、本実施の形態２では、音声通話アプリケーション７２０がシリアルド
ライバ７３０に対してマルチアクセス通信カード２００へのコマンドを用いてアクセスフ
ラグ設定を要求し、シリアルドライバ７３０のＷｒｉｔｅ処理ルーチン７３１がコマンド
を解析してアクセスフラグ７３３を設定し、アクセスフラグ７３３設定後、音声通話アプ
リケーション７２０がＣＯＭ３ポートを介してマルチアクセス通信カード２００へのコマ
ンドを発行することとしたので、音声通話アプリケーション７２０だけがマルチアクセス
通信カード２００へアクセスすることができ、このマルチアクセス通信カード２００への
他のアプリケーションからの誤ったアクセスや不正なアクセスを防止することができる。
【００６１】
実施の形態３．
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　上記実施の形態１および２では、シリアルドライバ内にアクセスフラグを設け、音声通
話アプリケーションがこのアクセスフラグを設定した後、ＣＯＭ３ポートを介してマルチ
アクセス通信カードにアクセスする場合について説明したが、アクセスフラグは、シリア
ルドライバ内ではなく、マルチアクセス通信カード内に設けることもできる。そこで、本
実施の形態３では、アクセスフラグをマルチアクセス通信カード内に設けた場合について
説明する。
【００６２】
　第９図は、本実施の形態３に係るＣＯＭポート接続デバイスへのアクセス許可の概念を
説明するための説明図である。同図（ａ）に示すように、特定アプリケーションは、シリ
アルドライバに対して、モデムカードを使用するために通常のＣＯＭポートオープンを要
求する。そして、ＣＯＭポートのオープンが成功すると、モデムカードに対してアクセス
フラグ設定コマンドを発行し、アクセスフラグ設定コマンドを受け取ったモデムカードが
カード内のアクセスフラグを設定する。
【００６３】
　そして、特定アプリケーションがＡＴコマンド等を発行し、ＡＴコマンド等を受け取っ
たモデムカードがアクセスフラグを調べると、アクセスフラグが設定されているので、発
行されたコマンドを実行する。
【００６４】
　これに対して、同図（ｂ）に示すように、他のアプリケーションがモデムカードに誤っ
たアクセスや不正なアクセスをしようとした場合には、そのアプリケーションは、シリア
ルドライバに対してＣＯＭポートのオープンを要求し、ＣＯＭポートのオープン成功後Ａ
Ｔコマンド等を発行する。そして、ＡＴコマンド等を受けったモデムカードがアクセスフ
ラグを調べると、アクセスフラグが設定されていないのでコマンドエラーをそのアプリケ
ーションに返す。
【００６５】
　このように、本実施の形態３では、モデムカード内にアクセスフラグを設け、モデムカ
ードは、このアクセスフラグが設定されている場合にだけアプリケーションから送られた
コマンドを実行し、アクセスフラグが未設定の場合にはアプリケーションにコマンドエラ
ーを返すこととしたので、アクセスフラグを事前に設定した特定アプリケーションだけが
モデムカードにアクセスすることができ、このモデムカードへの他のアプリケーションか
らの誤ったアクセスや不正なアクセスを防止することができる。
【００６６】
　次に、本実施の形態３に係るマルチアクセス装置の構成について説明する。第１０図は
、本実施の形態３に係るマルチアクセス装置の構成を示す機能ブロック図である。なお、
ここでは説明の便宜上、第２図および第７図に示した各部と同様の役割を果たす機能部に
ついては同一符号を付すこととしてその詳細な説明を省略する。
【００６７】
　同図に示すように、このマルチアクセス装置は、ＰＣ１００と、マルチアクセス通信カ
ード１０００と、マウス１０と、キーボード２０と、マイク付イアホン３０と、表示装置
４０とを有する。また、ＰＣ１００は、ダイアルアップアプリケーション１１０と、音声
通話アプリケーション７２０と、シリアルドライバ１０３０と、ＰＣカードドライバ１４
０とを有する。
【００６８】
　シリアルドライバ１０３０は、シリアルドライバ１３０やシリアルドライバ７３０とは
異なり、ＣＯＭポートがＣＯＭ３ポートであっても特別な処理をおこなうことはない。
【００６９】
　マルチアクセス通信カード１０００は、二つのＣＯＭポートに加えてコマンド処理ルー
チン１０１０を有する。このコマンド処理ルーチン１０１０は、アプリケーションが発行
するコマンドを解釈実行する処理部であり、アクセスフラグ１０１１を有する。そして、
このコマンド処理ルーチン１０１０は、アプリケーションが使用するＣＯＭポートを判定
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し、使用するＣＯＭポートがＣＯＭ３ポートである場合には、アクセスフラグ１０１１を
調べ、アクセスフラグ１０１１が設定されている場合にだけアプリケーションが発行する
コマンドを実行する。
【００７０】
　また、このコマンド処理ルーチン１０１０は、アプリケーションが発行するコマンドを
調べ、コマンドがアクセスフラグ設定コマンドである場合にはアクセスフラグ１０１１を
設定し、コマンドがアクセスフラグクリアコマンドである場合にはアクセスフラグ１０１
１をクリアする。
【００７１】
　このように、このコマンド処理ルーチン１０１０がアクセスフラグ１０１１を調べ、ア
クセスフラグ１０１１が設定されている場合にだけコマンドを実行することとしたので、
マルチアクセス通信カード１０００への他のアプリケーションからの誤ったアクセスや不
正なアクセスを防止することができる。
【００７２】
　上述したように、本実施の形態３では、音声通話アプリケーション７２０がマルチアク
セス通信カード１０００に対してコマンドを用いてアクセスフラグ設定を要求し、マルチ
アクセス通信カード１０００のコマンド処理ルーチン１０１０がコマンドを解析してアク
セスフラグ１０１１を設定し、アクセスフラグ１０１１設定後、音声通話アプリケーショ
ン７２０がＣＯＭ３ポートを介してマルチアクセス通信カード１０００へのコマンドを発
行することとしたので、音声通話アプリケーション７２０だけがマルチアクセス通信カー
ド１０００へアクセスすることができ、このマルチアクセス通信カード１０００への他の
アプリケーションからの誤ったアクセスや不正なアクセスを防止することができる。
【００７３】
　また、本実施の形態３では、コマンド処理ルーチン１０１０およびアクセスフラグ１０
１１をマルチアクセス通信カード１０００内に設け、マルチアクセス通信カード１０００
へのアクセス制限をマルチアクセス通信カード１０００自身でおこなうこととしたので、
シリアルドライバ１０３０はＣＯＭ３ポートに対して特別な処理が不要となり、シリアル
ドライバの変更を不要とすることができる。
【００７４】
　以上説明したように、本発明によれば、特定のアプリケーションがアクセス要求に先立
って該特定のアプリケーションだけが使用する専用のアプリケーション・プログラミング
・インタフェースを用いておこなう利用許可要求に応答して通信デバイスの利用許可をお
こない、利用許可の有無に基づいてアプリケーションから通信デバイスに対するアクセス
要求を受け付けるか否かを制御することとしたので、複数のアプリケーションのうちの特
定のアプリケーションのみに汎用ポートが割り当てられた通信デバイスへのアクセスを許
可し、もってこの通信デバイスへの他のアプリケーションからの誤ったアクセスや不正な
アクセスを防止することができるという効果を奏する。
【産業上の利用可能性】
【００７５】
　以上のように、本発明に係るアクセス要求制御方法、通信デバイス用ドライバプログラ
ムおよび通信デバイスは、汎用ポートを介した通信を特定のアプリケーションだけが利用
できるように制限する必要があるコンピュータシステムに適している。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】第１図は、本実施の形態１に係るＣＯＭポート接続デバイスへのアクセス許可の
概念を説明するための説明図である。
【図２】第２図は、本実施の形態１に係るマルチアクセス装置の構成を示す機能ブロック
図である。
【図３】第３図は、第２図に示したマルチアクセス装置によるアクセスフラグ設定処理の
処理手順を示すフローチャートである。
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【図４】第４図は、第２図に示したＣＯＭポートオープン処理ルーチンの処理手順を示す
フローチャートである。
【図５】第５図は、第２図に示したマルチアクセス装置によるアクセスフラグクリア処理
の処理手順を示すフローチャートである。
【図６】第６図は、本実施の形態２に係るＣＯＭポート接続デバイスへのアクセス許可の
概念を説明するための説明図である。
【図７】第７図は、本実施の形態２に係るマルチアクセス装置の構成を示す機能ブロック
図である。
【図８】第８図は、Ｗｒｉｔｅ処理ルーチンの処理手順を示すフローチャート図である。
【図９】第９図は、本実施の形態３に係るＣＯＭポート接続デバイスへのアクセス許可の
概念を説明するための説明図である。
【図１０】第１０図は、本実施の形態３に係るマルチアクセス装置の構成を示す機能ブロ
ック図である。

【図１】 【図２】
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