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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者装置によるネットワーク接続を制御するネットワーク事業者装置と、前記利用者
装置によるサイトアクセスを制御するサービス事業者装置とを、ネットワークを介して接
続されるサービスシステムであって、
　前記ネットワーク事業者装置は、
　利用者登録を行った上で前記ネットワーク接続を許可した利用者装置の利用者に関する
利用者情報を、当該利用者装置が接続する回線に関する回線情報と対応付けて記憶する利
用者情報記憶手段と、
　前記サービス事業者装置から前記利用者装置を経由するリダイレクト通信によって当該
利用者装置の利用者認証を要求する利用者認証要求を受信した場合に、当該利用者装置が
接続されている回線に関する回線情報を取得する回線情報取得手段と、
　前記回線情報取得手段によって取得された回線情報に対応付けられた利用者情報を前記
利用者情報記憶手段から取得し、当該利用者情報を用いて前記利用者認証を行って得られ
る利用者認証結果を、前記利用者装置を経由するリダイレクト通信によって前記サービス
事業者装置に送信する利用者認証結果送信手段と、
　前記サービス事業者装置は、
　前記利用者装置からサイトアクセスの要求を受け付けた場合に、当該利用者装置のネッ
トワーク接続を許可して前記利用者情報と回線情報とを対応付けて記憶する前記ネットワ
ーク事業者装置を経由する当該利用者装置を介したリダイレクト通信によって、当該利用
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者装置の利用者認証を要求する利用者認証要求を前記ネットワーク事業者装置に送信する
利用者認証要求送信手段と、
　前記ネットワーク事業者装置から前記利用者装置を経由するリダイレクト通信によって
当該利用者装置の利用者認証結果を受信した場合に、当該利用者認証結果を用いて前記サ
イトアクセスを制御するアクセス制御手段と、
　を備えたことを特徴とするサービスシステム。
【請求項２】
　前記利用者認証結果送信手段は、前記利用者情報に加えて、前記回線情報を用いて前記
利用者認証を行って得られる利用者認証結果を前記サービス事業者装置に送信することを
特徴とする請求項１に記載のサービスシステム。
【請求項３】
　前記利用者認証要求送信手段は、前記利用者装置の利用者認証を要求する利用者認証要
求とともに、前記利用者装置と前記サービス事業者装置との間における契約管理を要求す
る契約管理要求をさらに送信し、
　前記利用者情報記憶手段は、前記サービス事業者装置から前記契約管理要求を受信した
場合には、前記利用者情報に対応付けて、前記利用者装置と前記サービス事業者装置との
間における契約に関する契約情報を記憶することを特徴とする請求項１に記載のサービス
システム。
【請求項４】
　前記利用者認証結果送信手段は、前記利用者認証結果に加えて、当該利用者認証結果の
有効期限を示す有効期限情報を前記サービス事業者装置に送信し、
　前記アクセス制御手段は、前記ネットワーク事業者装置から前記利用者認証結果に加え
て前記有効期限情報を受信した場合に、当該有効期限情報に示される有効期限を満たすこ
とを条件に、前記利用者認証結果を用いて前記サイトアクセスを制御することを特徴とす
る請求項１に記載のサービスシステム。
【請求項５】
　前記利用者認証結果送信手段は、前記利用者認証結果に加えて、前記ネットワーク事業
者装置が署名する電子署名を前記サービス事業者装置に送信し、
　前記アクセス制御手段は、前記ネットワーク事業者装置から前記利用者認証結果に加え
て前記電子署名を受信した場合に、当該電子署名が正当であることを条件に、前記利用者
認証結果を用いて前記サイトアクセスを制御することを特徴とする請求項１に記載のサー
ビスシステム。
【請求項６】
　前記利用者認証結果送信手段は、前記サービス事業者装置から前記利用者認証要求に加
えて、当該サービス事業者装置が署名する電子署名を受信した場合に、当該電子署名が正
当であることを条件に、前記利用者認証結果を当該サービス事業者装置に送信し、
　前記利用者認証要求送信手段は、前記利用者認証要求に加えて、前記電子署名を前記ネ
ットワーク事業者装置に送信することを特徴とする請求項１に記載のサービスシステム。
【請求項７】
　利用者装置によるネットワーク接続を制御するネットワーク事業者装置と、前記利用者
装置によるサイトアクセスを制御するサービス事業者装置とを、ネットワークを介して接
続されるサービスシステムを制御するサービスシステム制御方法であって、
　前記ネットワーク事業者装置は、
　利用者登録を行った上で前記ネットワーク接続を許可した利用者装置の利用者に関する
利用者情報を、当該利用者装置が接続する回線に関する回線情報と対応付けて記憶する利
用者情報記憶工程と、
　前記サービス事業者装置から前記利用者装置を経由するリダイレクト通信によって当該
利用者装置の利用者認証を要求する利用者認証要求を受信した場合に、当該利用者装置が
接続されている回線に関する回線情報を取得する回線情報取得工程と、
　前記回線情報取得工程によって取得された回線情報に対応付けられた利用者情報を前記
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利用者情報記憶工程から取得し、当該利用者情報を用いて前記利用者認証を行って得られ
る利用者認証結果を、前記利用者装置を経由するリダイレクト通信によって前記サービス
事業者装置に送信する利用者認証結果送信工程と、
　前記サービス事業者装置は、
　前記利用者装置からサイトアクセスの要求を受け付けた場合に、当該利用者装置のネッ
トワーク接続を許可して前記利用者情報と回線情報とを対応付けて記憶する前記ネットワ
ーク事業者装置を経由する当該利用者装置を介したリダイレクト通信によって、当該利用
者装置の利用者認証を要求する利用者認証要求を前記ネットワーク事業者装置に送信する
利用者認証要求送信工程と、
　前記ネットワーク事業者装置から前記利用者装置を経由するリダイレクト通信によって
当該利用者装置の利用者認証結果を受信した場合に、当該利用者認証結果を用いて前記サ
イトアクセスを制御するアクセス制御工程と、
　を含んだことを特徴とするサービスシステム制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、利用者装置によるネットワーク接続を制御するネットワーク事業者装置と
、前記利用者装置によるサイトアクセスを制御するサービス事業者装置とを、ネットワー
クを介して接続されるサービスシステムおよびサービスシステム制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、インターネットの普及や回線速度の高速化に伴い、サービス提供事業者（Ｓ
Ｐ：Service  Provider）は、各種アプリケーションサービス（電子メール、音楽コンテ
ンツ、映像コンテンツ、ショッピング、オークションなど）を利用者に提供している。こ
のような各種アプリケーションサービスを、サービス提供事業者が利用者に提供するため
には、まず、ネットワーク事業者が、利用者の利用者登録を行うことが前提となる。ここ
で、ネットワーク事業者とは、例えば、ｘＤＳＬ（x  Digital　Subscriber　Line）や光
ファイバーなどの固定ネットワークによるアクセスサービスを提供する事業者、無線ＬＡ
Ｎ（Local  Area  Network）によるアクセスサービスを提供する事業者、その他インター
ネットへのアクセスサービスを提供する事業者（ＩＳＰ：Internet　Services　Provider
）などのことである。
【０００３】
　ネットワーク事業者が行う利用者登録について具体的に説明すると、ネットワーク事業
者は、運転免許証などの身分証明書とともに利用者によってオフラインで提示された利用
者情報（例えば、利用者の氏名、住所、クレジットカード番号など）を取得し、身分証明
書による利用者の本人確認を行った上で利用者登録し、利用者のアカウントおよびパスワ
ードの払い出しを行うのが通常である。こうして利用者登録を完了すると、ネットワーク
事業者は、利用者から送信されたアカウントとパスワードとを利用者認証することによっ
て、利用者によるインターネットなどのネットワーク利用を可能にする。
【０００４】
　次に、各種アプリケーションサービスを、サービス提供事業者が利用者に提供するため
には、上記したようなネットワーク事業者による利用者登録が完了し、利用者によるイン
ターネットなどのネットワーク利用が可能になった上で、サービス提供事業者が、利用者
の利用者登録（もしくは利用者認証）を行わなければならない。サービス提供事業者が行
う利用者登録について具体的に説明すると、サービス提供事業者は、利用者情報（例えば
、利用者の氏名、住所、クレジットカード番号など）を、利用者からオンラインで送信さ
れることで取得し、取得した利用者情報に基づいて利用者登録を行う。
【０００５】
　例えば、特許文献１では、サービス提供事業者とは異なる第三者認証機関としての役割
を持つ認証サーバが利用者登録（もしくは、利用者認証）を行い、その結果をサービス提
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供事業者に提供することで、サービス提供事業者が各種アプリケーションサービスを利用
者に提供する手法が開示されている。
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－３５５０７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、上記した従来技術では、以下に説明するように、サービス事業者装置におい
て、信用性の高いサイトアクセス制御（例えば、利用者登録、利用者認証など）を実現す
ることができないという課題がある。すなわち、サイトアクセス制御のひとつであるサー
ビス事業者における利用者登録についていえば、サービス提供事業者は、サービス提供事
業者装置または第三者認証機関としての役割を持つ認証サーバにおいて、運転免許証など
の身分証明書とともに利用者によってオフラインで提示された利用者情報に基づいて、利
用者の本人確認を行った上で利用者登録を行うわけではないことから、サービス事業者装
置において、信用性の高い利用者登録を実現することができない。
【０００８】
　そこで、この発明は、上述した従来技術の課題を解決するためになされたものであり、
サービス事業者装置において、信用性の高いサイトアクセス制御を実現することが可能な
サービスシステムおよびサービスシステム制御方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明は利用者装置によるネットワーク
接続を制御するネットワーク事業者装置と、前記利用者装置によるサイトアクセスを制御
するサービス事業者装置とを、ネットワークを介して接続されるサービスシステムであっ
て、前記ネットワーク事業者装置は、前記ネットワーク接続が許可される利用者装置の利
用者に関する利用者情報を、当該利用者装置が接続する回線に関する回線情報と対応付け
て記憶する利用者情報記憶手段と、前記サービス事業者装置から前記利用者装置を経由す
るリダイレクト通信によって当該利用者装置の利用者認証を要求する利用者認証要求を受
信した場合に、当該利用者装置が接続されている回線に関する回線情報を取得する回線情
報取得手段と、前記回線情報取得手段によって取得された回線情報に対応付けられた利用
者情報を前記利用者情報記憶手段から取得し、当該利用者情報を用いて前記利用者認証を
行って得られる利用者認証結果を、前記利用者装置を経由するリダイレクト通信によって
前記サービス事業者装置に送信する利用者認証結果送信手段と、前記サービス事業者装置
は、前記利用者装置からサイトアクセスの要求を受け付けた場合に、当該利用者装置を経
由するリダイレクト通信によって、当該利用者装置の利用者認証を要求する利用者認証要
求を前記ネットワーク事業者装置に送信する利用者認証要求送信手段と、前記ネットワー
ク事業者装置から前記利用者装置を経由するリダイレクト通信によって当該利用者装置の
利用者認証結果を受信した場合に、当該利用者認証結果を用いて前記サイトアクセスを制
御するアクセス制御手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明は、上記の発明において、前記利用者認証結果送信手段は、前記利用者情
報に加えて、前記回線情報を用いて前記利用者認証を行って得られる利用者認証結果を前
記サービス事業者装置に送信することを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明は、上記の発明において、前記利用者認証要求送信手段は、前記利用者装
置の利用者認証を要求する利用者認証要求とともに、前記利用者装置と前記サービス事業
者装置との間における契約管理を要求する契約管理要求をさらに送信し、前記利用者情報
記憶手段は、前記サービス事業者装置から前記契約管理要求を受信した場合には、前記利
用者情報に対応付けて、前記利用者装置と前記サービス事業者装置との間における契約に
関する契約情報を記憶することを特徴とする。
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【００１２】
　また、本発明は、上記の発明において、前記利用者認証結果送信手段は、前記利用者認
証結果に加えて、当該利用者認証結果の有効期限を示す有効期限情報を前記サービス事業
者装置に送信し、前記アクセス制御手段は、前記ネットワーク事業者装置から前記利用者
認証結果に加えて前記有効期限情報を受信した場合に、当該有効期限情報に示される有効
期限を満たすことを条件に、前記利用者認証結果を用いて前記サイトアクセスを制御する
ことを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明は、上記の発明において、前記利用者認証結果送信手段は、前記利用者認
証結果に加えて、前記ネットワーク事業者装置が署名する電子署名を前記サービス事業者
装置に送信し、前記アクセス制御手段は、前記ネットワーク事業者装置から前記利用者認
証結果に加えて前記電子署名を受信した場合に、当該電子署名が正当であることを条件に
、前記利用者認証結果を用いて前記サイトアクセスを制御することを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明は、上記の発明において、前記利用者認証結果送信手段は、前記サービス
事業者装置から前記利用者認証要求に加えて、当該サービス事業者装置が署名する電子署
名を受信した場合に、当該電子署名が正当であることを条件に、前記利用者認証結果を当
該サービス事業者装置に送信し、前記利用者認証要求送信手段は、前記利用者認証要求に
加えて、前記電子署名を前記ネットワーク事業者装置に送信することを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明は、利用者装置によるネットワーク接続を制御するネットワーク事業者装
置と、前記利用者装置によるサイトアクセスを制御するサービス事業者装置とを、ネット
ワークを介して接続されるサービスシステムを制御するサービスシステム制御方法であっ
て、前記ネットワーク事業者装置は、前記ネットワーク接続が許可される利用者装置の利
用者に関する利用者情報を、当該利用者装置が接続する回線に関する回線情報と対応付け
て記憶する利用者情報記憶工程と、前記サービス事業者装置から前記利用者装置を経由す
るリダイレクト通信によって当該利用者装置の利用者認証を要求する利用者認証要求を受
信した場合に、当該利用者装置が接続されている回線に関する回線情報を取得する回線情
報取得工程と、前記回線情報取得工程によって取得された回線情報に対応付けられた利用
者情報を前記利用者情報記憶工程から取得し、当該利用者情報を用いて前記利用者認証を
行って得られる利用者認証結果を、前記利用者装置を経由するリダイレクト通信によって
前記サービス事業者装置に送信する利用者認証結果送信工程と、前記サービス事業者装置
は、前記利用者装置からサイトアクセスの要求を受け付けた場合に、当該利用者装置を経
由するリダイレクト通信によって、当該利用者装置の利用者認証を要求する利用者認証要
求を前記ネットワーク事業者装置に送信する利用者認証要求送信工程と、前記ネットワー
ク事業者装置から前記利用者装置を経由するリダイレクト通信によって当該利用者装置の
利用者認証結果を受信した場合に、当該利用者認証結果を用いて前記サイトアクセスを制
御するアクセス制御工程と、を含んだことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、ネットワーク事業者装置は、ネットワーク接続が許可される利用者装
置の利用者に関する利用者情報を、当該利用者装置が接続する回線に関する回線情報と対
応付けて記憶し、サービス事業者装置から利用者装置を経由するリダイレクト通信によっ
て当該利用者装置の利用者認証を要求する利用者認証要求を受信した場合に、当該利用者
装置が接続されている回線に関する回線情報を取得し、取得された回線情報に対応付けら
れた利用者情報を取得し、当該利用者情報を用いて利用者認証を行って得られる利用者認
証結果を、利用者装置を経由するリダイレクト通信によってサービス事業者装置に送信し
、サービス事業者装置は、利用者装置からサイトアクセスの要求を受け付けた場合に、当
該利用者装置を経由するリダイレクト通信によって、当該利用者装置の利用者認証を要求
する利用者認証要求をネットワーク事業者装置に送信し、ネットワーク事業者装置から利
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用者装置を経由するリダイレクト通信によって当該利用者装置の利用者認証結果を受信し
た場合に、当該利用者認証結果を用いてサイトアクセスを制御するので、サービス事業者
装置において、信用性の高いサイトアクセス制御を実現することが可能である。
【００１７】
　また、ネットワーク事業者にて認証処理を行う結果、サービス事業者装置で認証処理を
行う必要がなく、サービス事業者装置の処理負荷を軽減することが可能である。さらに、
サービス事業者装置で利用者情報（例えば、契約情報など）を管理する必要がないので、
サービス事業者装置における利用者情報管理に関するコストや処理負荷を削減することが
可能である。
【００１８】
　また、本発明によれば、利用者認証情報に加えて、回線情報を用いて利用者認証を行っ
て得られる利用者認証結果をサービス事業者装置に送信するので、利用者情報のみを用い
てサイトアクセスを制御する手法に比較して、サービス事業者装置において、信用性の高
いサイトアクセス制御を高度に実現することが可能になる。
【００１９】
　すなわち、利用者装置が接続する回線に関する回線情報を用いて、利用者装置が接続す
る場所や回線速度などを特定できることから、例えば、利用者装置が接続する場所や回線
速度によってはサイトアクセスを許可／拒否を決定し、あるいは、場所や回線速度に応じ
て提供するサービスを選択することなど、サービス事業者装置において、信用性の高いサ
イトアクセス制御を高度に実現することが可能になる。具体的に例を挙げて説明すると、
回線情報によって特定されるネットワークへの接続場所が、「自宅」以外の場所の場合に
は、オークションサービスの提供を許可しないことや、回線情報によって特定される回線
速度が高速な場合には、高解像度の映像コンテンツサービスを提供することなどが可能に
なる。
【００２０】
　また、本発明によれば、利用者装置の利用者認証を要求する利用者認証要求とともに、
利用者装置とサービス事業者装置との間における契約管理を要求する契約管理要求をさら
に送信し、サービス事業者装置から契約管理要求を受信した場合には、利用者情報に対応
付けて、利用者装置とサービス事業者装置との間における契約に関する契約情報を記憶す
るので、サービス事業者装置における処理負荷をさらに軽減することが可能であるととも
に、サービス事業者装置における利用者情報管理に関するコストや処理負荷をさらに削減
することが可能である。
【００２１】
　また、本発明によれば、利用者認証結果に加えて、当該利用者認証結果の有効期限を示
す有効期限情報をサービス事業者装置に送信し、ネットワーク事業者装置から利用者認証
結果に加えて有効期限情報を受信した場合に、当該有効期限情報に示される有効期限を満
たすことを条件に、利用者認証結果を用いてサイトアクセスを制御するので、利用者情報
をサービス事業者装置に送信する際に有効期限情報を送信しない手法に比較して、サービ
ス事業者装置において、信用性の高いサイトアクセス制御を安全に実現することが可能に
なる。
【００２２】
　すなわち、利用者情報をサービス事業者装置に送信する際に有効期限情報を送信しない
手法では、例えば、利用者装置を経由するリダイレクト通信において、利用者装置が利用
者情報その他の制御情報などを不正に取得し、不正に情報を取得した利用者装置が不正に
サイトアクセスするおそれなどがあるが、有効期限情報（例えば、有効期限は、数秒、数
十秒といったオーダーで設定される）を送信することで、これらのおそれを回避できるこ
とから、サービス事業者装置において、信用性の高いサイトアクセス制御を安全に実現す
ることが可能になる。
【００２３】
　また、本発明によれば、利用者認証結果に加えて、ネットワーク事業者が署名する電子
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署名をサービス事業者装置に送信し、ネットワーク事業者装置から利用者認証結果に加え
て電子署名を受信した場合に、当該電子署名が正当であることを条件に、利用者認証結果
を用いてサイトアクセスを制御するので、ネットワーク事業者装置が利用者認証要求とと
もに電子署名を送信しない場合に比べて、サービス事業者装置において、信用性の高いサ
イトアクセス制御をより安全に実現することが可能になる。例えば、電子署名を送信しな
い場合、本当に正当なネットワーク事業者装置が送信した利用者認証要求であるか否かを
判定することができないが、電子署名を送信した場合では、正当なサービス事業者が送信
した利用者認証要求であるか否かを判定することができる。
【００２４】
　また、本発明によれば、サービス事業者装置から利用者認証要求に加えて、当該サービ
ス事業者装置が署名する電子署名を受信した場合に、当該電子署名が正当であることを条
件に、利用者認証結果を当該サービス事業者装置に送信し、利用者認証要求に加えて、電
子署名をネットワーク事業者装置に送信するので、サービス事業者装置が利用者認証要求
とともに電子署名を送信しない場合に比べて、サービス事業者装置において、信用性の高
いサイトアクセス制御をより安全に実現することが可能になる。例えば、電子署名を送信
しない場合、本当に正当なサービス事業者装置が送信した利用者認証要求であるか否かを
判定することができないが、電子署名を送信した場合では、正当なサービス事業者が送信
した利用者認証要求であるか否かを判定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下に添付図面を参照して、この発明に係るサービスシステムの実施例を詳細に説明す
る。なお、以下の実施例で用いる主要な用語、実施例１に係るサービスシステムの概要お
よび特徴、実施例１に係るサービスシステムの構成および処理の手順、実施例１の効果を
順に説明し、続いて、他の実施例について説明する。
【実施例１】
【００２６】
［用語の説明］
　まず最初に、以下の実施例で用いる主要な用語を説明する。「利用者装置」とは、パー
ソナルコンピュータや携帯電話などで構成され、利用者によって操作される装置のことで
ある。具体的には、「利用者装置」は、インターネットなどのネットワークに接続し、ネ
ットワーク上で公開されている各種アプリケーションサービス（例えば、電子メール、音
楽コンテンツ、映像コンテンツ、ショッピング、オークションなど）の情報を、ネットワ
ーク上の他のコンピュータから受信してモニタやスピーカーなどに出力したり、利用者に
よって入力された情報を、ネットワーク上の他のコンピュータに送信したりすることで、
各種アプリケーションサービスを利用者に提供する。
【００２７】
　ところで、この「利用者装置」が、ネットワーク上の各種アプリケーションサービスの
情報を他のコンピュータと送受信するためには、「ネットワーク事業者装置」によって、
ネットワーク接続を制御されることと、「サービス事業者装置」によって、サイトアクセ
スを制御されることとが必要になる。
【００２８】
　具体的に説明すると、「ネットワーク事業者装置」とは、汎用的なコンピュータなどで
構成され、ネットワーク事業者によって運営される装置のことである。また、ネットワー
ク事業者とは、利用者登録した利用者によって操作される「利用者装置」に対して、イン
ターネットなどのネットワークに接続するための回線を提供する事業者のことである。例
えば、ネットワーク事業者とは、ｘＤＳＬ（x  Digital　Subscriber　Line）や光ファイ
バーなどの固定ネットワークによるアクセスサービスを提供する事業者、無線ＬＡＮ（Lo
cal  Area  Network）によるアクセスサービスを提供する事業者、その他インターネット
へのアクセスサービスを提供する事業者（ＩＳＰ：Internet　Services　Provider）など
のことであり、「利用者装置」は、まず、ネットワーク事業者によって運営される「ネッ
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トワーク事業者装置」に利用者登録されて、ネットワーク接続を制御されることで（イン
ターネットなどのネットワークに接続するための回線への接続を許可されることで）、イ
ンターネットなどのネットワークに接続できるようになる。なお、ネットワーク上には、
多数のネットワーク事業者が存在し、多数の「ネットワーク事業者装置」が存在するが、
「利用者装置」は、任意の「ネットワーク事業者装置」によってネットワーク接続を制御
されることで、インターネットなどのネットワークに接続する。
【００２９】
　こうして、「ネットワーク事業者装置」にネットワーク接続を制御されることで、イン
ターネットなどのネットワークに接続できるようになった「利用者装置」は、次に、各種
アプリケーションサービスの提供を受けるために、「サービス事業者装置」に利用者登録
（もしくは利用者認証）されなければならない。「サービス事業者装置」とは、汎用的な
コンピュータなどで構成され、サービス提供事業者によって運営される装置のことである
。また、サービス提供事業者とは、利用者登録（もしくは利用者認証）した利用者によっ
て操作される「利用者装置」に対して、各種アプリケーションサービスを提供する事業者
のことである。例えば、サービス提供事業者とは、ネットワーク上で各種アプリケーショ
ンサービス（例えば、電子メール、音楽コンテンツ、映像コンテンツ、ショッピング、オ
ークションなど）を提供する事業者などのことであり、「利用者装置」は、サービス提供
事業者によって運営される「サービス事業者装置」に利用者登録（もしくは利用者認証）
されて、サイトアクセスを制御されることで、各種アプリケーションサービスの提供を受
けることができるようになる。なお、「ネットワーク事業者装置」同様、ネットワーク上
には、多数のサービス提供事業者が存在し、多数の「サービス事業者装置」が存在するが
、「利用者装置」は、任意の「サービス事業者装置」によってサイトアクセスを制御され
ることで、任意のアプリケーションサービスの提供を受ける。
【００３０】
　ここで、「サイトアクセス」とは、例えば、利用者登録していない利用者によって操作
される「利用者装置」が「サービス事業者装置」に接続した際に、「サービス事業者装置
」において利用者登録を行うことや、利用者登録した利用者によって操作される「利用者
装置」が接続した際に、利用者認証を行うことで「利用者装置」にアプリケーションサー
ビスを提供することや、利用者登録していない利用者によって操作される「利用者装置」
が接続した際に、利用者登録を行わずにワンタイムで利用者認証を行うことで「利用者装
置」にアプリケーションサービスを提供することなどを総称したものである。「サービス
事業者装置」が提供するアプリケーションサービスの種類や利用局面などに応じて、「サ
イトアクセス」を制御する制御内容は異なってくる。
【００３１】
　このように、「ネットワーク事業者装置」が「利用者装置」によるネットワーク接続を
制御し、「サービス事業者装置」が「利用者装置」によるサイトアクセスを制御するシス
テムを、「サービスシステム」というが、「サービスシステム」においては、なりすまし
やクレジットカード番号の悪用など、さまざまな脅威が存在する。このため、「サービス
システム」においては、信用性の高いサイトアクセス制御をいかにして実現するかが、特
に重要な点になる。
【００３２】
［実施例１に係るサービスシステムの概要および特徴］
　続いて、図１を用いて、実施例１に係るサービスシステムの概要および特徴を説明する
。図１は、実施例１に係るサービスシステムの概要および特徴を説明するための図である
。なお、以下の実施例では、ひとつの「利用者装置」によるネットワーク接続を、ひとつ
の「ネットワーク事業者装置」が制御し、ひとつの「利用者装置」によるサイトアクセス
を、ひとつの「サービス事業者装置」が制御する構成を説明するが、この発明はこれに限
られるものではなく、ひとつまたは複数の「利用者装置」によるネットワーク接続を、ひ
とつまたは複数の「ネットワーク事業者装置」が制御し、ひとつまたは複数の「利用者装
置」によるサイトアクセスを、ひとつまたは複数の「サービス事業者装置」が制御する構
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成にも、この発明を同様に適用することができる。なお、実施例１に係るサービス事業者
装置は、一つのアプリケーションサービスを提供するものとする。
【００３３】
　実施例１に係るサービスシステムは、上記したように、利用者装置によるネットワーク
接続を制御するネットワーク事業者装置と、利用者装置によるサイトアクセスを制御する
サービス事業者装置とを、ネットワークを介して接続されることを概要とし、サービス事
業者装置において、信用性の高いサイトアクセス制御を実現することを主たる特徴とする
。
【００３４】
　この主たる特徴について簡単に説明すると、実施例１におけるネットワーク事業者装置
は、利用者装置の利用者について、あらかじめ利用者登録しており、利用者装置のネット
ワーク接続を許可しているものとする。すなわち、ネットワーク事業者装置は、図１に示
すように、ネットワーク接続が許可される利用者装置の利用者に関する利用者情報（例え
ば、契約者名、住所、クレジットカード番号など）を、利用者装置が接続する回線に関す
る回線情報（例えば、回線の識別子、回線の収容位置、回線種別、回線速度など）と対応
づけて、利用者管理データベース部（利用者管理ＤＢ）に記憶している。例えば、図１に
おいては、利用者アカウントＡＡＡに関する利用者情報（「ＡＡＡの利用者情報」）を、
回線情報（「ＡＡＡの回線情報」）と対応づけて、利用者管理ＤＢに記憶している。
【００３５】
　一方、実施例１におけるサービス事業者装置は、利用者装置の利用者について、利用者
登録していないものとする。すなわち、利用者装置は、サービス事業者装置が提供するア
プリケーションサービスの提供を受けることができない状態にある。なお、実施例１にお
いて、サービス事業者装置が提供するアプリケーションサービスは、利用者アカウントを
作成することなく一時的な利用を許可する『シングルサインオン』で提供できるタイプの
アプリケーションサービスであるとするが、この発明はこれに限られるものではなく、利
用者登録を行うことで永続的に利用できるタイプのアプリケーションサービスにも、適用
することができる。
【００３６】
　また、実施例１におけるネットワーク事業者装置とサービス事業者装置との間では、『
ネットワーク事業者装置がサービス事業者装置に代わって利用者認証を行うこと』につい
て、あらかじめ取り決めがなされているものとする。さらに、ネットワーク事業者装置と
サービス事業者装置との間では、あらかじめ信頼関係が成立しているものとする。すなわ
ち、ネットワーク事業者装置においては、サービス事業者装置が署名する電子署名が正当
であることを検証するための公開鍵情報（サービス事業者装置の電子証明書など）を管理
し、サービス事業者装置においては、ネットワーク事業者装置が署名する電子署名が正当
であることを検証するための公開鍵情報（ネットワーク事業者装置の電子証明書など）を
管理しているものとする。なお、実施例１においては、ネットワーク事業者装置およびサ
ービス事業者装置において、互いの公開鍵情報を管理する手法を説明するが、この発明は
これに限られるものではなく、信頼される第三者機関によって発行される公開鍵情報を用
いて電子署名が正当であることを検証する手法など、電子署名が正当であることを検証す
る手法はいずれでもよい。また、必ずしも電子署名を送信する必要はない。
【００３７】
　このような構成のもと、実施例１におけるネットワーク事業者装置は、まず、利用者装
置から、ネットワーク接続要求を受信する（図１の（１）を参照）。具体的には、ネット
ワーク事業者装置は、利用者装置から、ネットワーク接続要求として、回線認証情報（例
えば、利用者アカウント、パスワードなど）を受信する。例えば、図１においては、利用
者アカウントＡＡＡとパスワードとを受信する。なお、回線認証情報として、利用者装置
から、電子署名等を受信してもよい。
【００３８】
　次に、ネットワーク事業者装置は、ネットワーク事業者装置において、認証処理を行う
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（図１の（２）を参照）。具体的には、ネットワーク事業者装置は、利用者装置から受信
した回線認証情報と、利用者管理ＤＢに管理する回線認証情報（例えば、利用者アカウン
ト、パスワードなど）とを照合し、利用者装置を認証する。例えば、図１においては、利
用者管理ＤＢに管理する利用者アカウントＡＡＡと図示しないパスワードとを照合し、利
用者装置を認証する。
【００３９】
　そして、ネットワーク事業者装置は、利用者装置に、ネットワーク接続応答を送信する
（図１の（３）を参照）。具体的には、ネットワーク事業者装置は、利用者装置に対して
、インターネットなどのネットワークに接続するための回線（アクセスネットワーク）へ
のアクセスパスをＰＰＰｏＥ（Point  to  Point　Protocol　over　Ethernet（登録商標
））などで設定し、ＩＰアドレスを払い出し、利用者装置に送信する。また、ネットワー
ク事業者装置は、利用者装置に対して払い出したＩＰアドレスを、利用者管理ＤＢに格納
する。
【００４０】
　その結果、利用者装置は、インターネットなどのネットワークに接続し、続いて、サー
ビス事業者装置は、利用者装置から、ＳＰサイトアクセス要求を受信する（図１の（４）
を参照）。具体的には、サービス事業者装置は、利用者装置から、ＳＰサイトアクセス要
求として、サービス事業者装置が提供するアプリケーションサービスが公開されているＳ
ＰサイトのＵＲＬ（Uniform  Resource  Locator）などを受信する。
【００４１】
　すると、サービス事業者装置は、利用者装置に対して、ＳＰサイトアクセス応答を送信
する（図１の（５）を参照）。具体的には、サービス事業者装置は、Ｗｅｂページを取得
し、ＳＰサイトアクセス応答として、Ｗｅｂページを送信する。ここで、実施例１におけ
るサービス事業者装置から送信されるＷｅｂページは、利用者装置の利用者について、ア
プリケーションサービスをシングルサインオンで使用するためにシングルサインオン要求
を促すＷｅｂページである。
【００４２】
　次に、サービス事業者装置は、利用者装置から、シングルサインオン要求を受信する（
図１の（６）を参照）。具体的には、利用者装置において、シングルサインオン要求を促
すＷｅｂページのアイコン（「シングルサインオン要求」など）がワンクリックされるこ
となどによって、シングルサインオン要求を受信する。
【００４３】
　続いて、サービス事業者装置は、利用者装置からサイトアクセスの要求（シングルサイ
ンオン要求）を受け付けた場合に、当該利用者装置を経由するリダイレクト通信によって
、当該利用者装置の利用者認証を要求する利用者認証要求をネットワーク事業者装置に送
信する（図１の（７）および（８）を参照）。
【００４４】
　すると、実施例１におけるネットワーク事業者装置は、利用者装置が接続されている回
線に関する回線情報を取得する（図１の（９）を参照）。具体的には、ネットワーク事業
者装置は、サービス事業者装置から、利用者装置を経由するリダイレクト通信によって当
該利用者装置の利用者認証を要求する利用者認証要求を受信した場合に、利用者装置が接
続する回線を特定することで、回線情報を取得する。
【００４５】
　続いて、ネットワーク事業者装置は、取得された回線情報に対応付けられた利用者情報
を取得し、当該利用者情報を用いて利用者認証を行って得られる利用者認証結果を、利用
者装置を経由するリダイレクト通信によってサービス事業者装置に送信する（図１の（１
０）および（１１）参照）。上記した例で具体的に説明すると、ネットワーク事業者装置
は、取得された回線情報「回線識別子（123）」に対応付けられた利用者情報（「tarou、
123、＃A500、光、・・・）を取得し、当該利用者情報がネットワーク事業者装置により
登録されている利用者装置であることを根拠に、利用者認証結果として「認証通過」を、
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利用者装置を経由するリダイレクト通信によってサービス事業者装置に送信する。
【００４６】
　つまり、ここで、ネットワーク事業者装置は、取得した回線情報がネットワーク事業者
装置に記憶される利用者情報であるか否かによって、利用者認証を行い、判定した認証結
果（例えば、認証通過や認証失敗）を、利用者装置を経由するリダイレクト通信によって
サービス事業者装置に送信する。
【００４７】
　そして、サービス事業者装置は、ネットワーク事業者装置から利用者装置を経由するリ
ダイレクト通信によって当該利用者装置の利用者認証結果を受信した場合に、当該利用者
認証結果を用いてサイトアクセスを制御する（図１の（１２）参照）。具体的に説明する
と、サービス事業者装置は、ネットワーク事業者装置から利用者装置を経由するリダイレ
クト通信によって「認証通過」を受信した場合には、シングルサインオンによるサイトア
クセスを許可し、アプリケーションサービスの提供を開始するＷｅｂページを送信する。
「認証拒否」を受信した場合には、シングルサインオンによるサイトアクセスを拒否する
。
【００４８】
　このようなことから、上記した主たる特徴のごとく、サービス事業者装置において、信
用性の高いサイトアクセス制御を実現することが可能である。また、ネットワーク事業者
にて認証処理を行う結果、サービス事業者装置で認証処理を行う必要がなく、サービス事
業者装置の処理負荷を軽減することが可能である。さらに、サービス事業者装置で利用者
認証のために利用者情報（例えば、契約情報など）を管理する必要がないので、サービス
事業者装置における利用者情報管理に関するコストや処理負荷を削減することが可能であ
る。
【００４９】
［実施例１に係るサービスシステムの構成］
　次に、図２～図９を用いて、実施例１に係るサービスシステムの構成を説明する。図２
は、実施例１に係るサービスシステムの構成を示すブロック図であり、図３と図４は、サ
ービス事業者装置が利用者装置に送信するＷｅｂページを説明するための図であり、図５
～図９は、ネットワーク事業者装置における利用者管理データベース部を説明するための
図である。
【００５０】
　図２に示すように、実施例１に係るサービスシステムは、利用者装置３００によるネッ
トワーク接続を制御するネットワーク事業者装置１００と、利用者装置３００によるサイ
トアクセスを制御するサービス事業者装置２００とから構成される。以下では、ネットワ
ーク事業者装置１００とサービス事業者装置２００とを順に説明する。
【００５１】
［ネットワーク事業者装置１００］
　実施例１におけるネットワーク事業者装置１００は、汎用的なコンピュータなどで構成
され、特にこの発明に密接に関連するものとしては、図２に示すように、通信制御Ｉ／Ｆ
部１１０と、記憶部１２０と、制御部１３０とを備える。
【００５２】
　通信制御Ｉ／Ｆ部１１０は、利用者装置３００やサービス事業者装置２００との間でや
り取りする各種情報に関する通信を制御する。具体的には、利用者装置３００からネット
ワーク接続要求を受信したり、サービス事業者装置２００から利用者装置３００を経由す
るリダイレクト通信によって当該利用者装置の利用者認証を要求する利用者認証要求を受
信したりする。
【００５３】
　記憶部１２０は、制御部１３０における各種制御に用いられるデータを記憶し、特にこ
の発明に密接に関連するものとしては、図２に示すように、利用者管理データベース部１
２１と、サービス事業者管理データベース部１２２とを備える。なお、利用者管理データ
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ベース部１２１は、特許請求の範囲に記載の「利用者情報記憶手段」に対応する。
【００５４】
　利用者管理データベース部１２１は、ネットワーク接続が許可される利用者装置３００
の利用者に関する利用者情報を記憶する。具体的には、利用者管理データベース部１２１
は、ネットワーク接続が許可される利用者装置３００の利用者に関する利用者情報を、利
用者装置３００が接続する回線に関する回線情報と対応付けて記憶し、記憶する利用者情
報および回線情報は、後述する認証処理部１３１、回線情報取得部１３２、および利用者
認証結果部１３３による処理に利用される。なお、実施例１において、利用者管理データ
ベース部１２１は、以下に説明するように、利用者アカウントとＩＰアドレスとを対応づ
けて記憶し、利用者アカウントと利用者情報とを対応づけて記憶し、利用者アカウントと
回線情報とを対応づけて記憶し、利用者アカウントとＳＰ　ＩＤとを対応づけて記憶し、
ＲＤＢＭＳ（Relational　DataBase　Management　System）プログラムなどを稼動させる
ことで、利用者装置３００の利用者に関する利用者情報を回線情報と対応付けて記憶する
が、この発明はこれに限られるものではなく、利用者情報を回線情報と対応付けて記憶す
るものであれば、データベースの構築手法はいずれでもよい。
【００５５】
　例えば、実施例１における利用者管理データベース部１２１は、図５に示すように、利
用者アカウント（『ＮＷ利用者アカウント』の列を参照）とＩＰアドレス（『ＩＰアドレ
ス』の列を参照）とを対応づけて記憶する。ここで、利用者アカウントと対応付けて記憶
されるＩＰアドレスとは、ネットワーク事業者装置１００が、後述する認証処理部１３１
において利用者装置３００にネットワーク接続応答を送信する際に、利用者装置３００に
対して、インターネットなどのネットワークに接続するための回線（アクセスネットワー
ク）へのアクセスパスをＰＰＰｏＥ（Point  to  Point　Protocol　over　Ethernet（登
録商標））などで設定し、利用者装置３００に対して払い出したＩＰアドレスである。利
用者管理データベース部１２１は、認証処理部１３１において払い出されたＩＰアドレス
を記憶する。
【００５６】
　図５の１行目に示すように、例えば、利用者管理データベース部１２１は、利用者アカ
ウント「tarou」と「192.168.x.x」とを対応づけて記憶する。なお、実施例においては、
説明の便宜上からＩＰアドレスを「192.168.x.x」のように特定の数字とアルファベット
とを組合せた表記をするが、実際は、ネットワーク事業者装置から払いだされる一般的な
ＩＰアドレスであって、特定の数字とアルファベットとの組合せや選択に何ら特別の意味
があるものではない。
【００５７】
　また、例えば、実施例１における利用者管理データベース部１２１は、図６に示すよう
に、利用者アカウント（『ＮＷ利用者アカウント』の列を参照）と、利用者情報（『契約
者名』、『住所（請求書の送付先）』、『クレジットカード番号』、および『通信料の支
払い有無』の列を参照）とを対応づけて記憶する。ここで、利用者アカウントと対応付け
て記憶される利用者情報とは、ネットワーク事業者装置１００が、オフラインで提示され
た利用者情報を利用者登録したものである。すなわち、実施例１におけるネットワーク事
業者装置１００は、利用者装置３００の利用者についてあらかじめ利用者登録を行ってい
ることを前提としているが、この利用者登録は、運転免許証などの身分証明書とともに利
用者によってオフラインで提示された利用者情報を、ネットワーク事業者が身分証明書に
よる利用者の本人確認を行った上で利用者登録した信用性の高い情報である。利用者管理
データベース部１２１は、ネットワーク事業者装置１００を操作する操作者などによって
ネットワーク事業者装置１００に入力された利用者情報を、あらかじめ記憶している。
【００５８】
　図６の１行目に示すように、例えば、利用者管理データベース部１２１は、利用者アカ
ウント「tarou」と、契約者名「特許　太郎」と、住所「東京都・・・・」と、クレジッ
トカード番号「1111-1111-1111-1111」と、通信料の支払い有無「有」とを対応づけて記
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憶する。なお、実施例においては、利用者情報として、契約者名、住所、クレジットカー
ド番号、および通信料の支払い有無を記憶する場合を説明したが、この発明はこれに限ら
れるものではなく、性別や年齢などの情報をさらに記憶する場合や、通信料の支払い有無
を記憶しない場合など、ネットワーク事業者装置およびサービス事業者装置において必要
な利用者情報を含む場合であれば、いずれでもよい。
【００５９】
　また、例えば、実施例１における利用者管理データベース部１２１は、図７に示すよう
に、利用者アカウント（『ＮＷ利用者アカウント』の列を参照）と、回線情報（『回線の
識別子』、『回線の収容位置』、『回線種別』、『回線速度』、および『回線認証情報（
パスワードなど）』の列を参照）とを対応づけて記憶する。ここで、利用者アカウントと
対応付けて記憶される回線情報とは、ネットワーク事業者装置１００が、利用者情報を利
用者登録するとともに、ネットワーク事業者において収集された回線情報を登録したもの
である。すなわち、実施例１におけるネットワーク事業者装置１００は、利用者装置３０
０の利用者についてあらかじめ利用者登録を行っていることを前提としているが、この利
用者登録の際に（もしくは利用者登録の前後に）、利用者登録された利用者によって操作
される利用者装置３００の回線情報を、併せて登録している。この回線情報は、ネットワ
ーク事業者装置１００を運営するネットワーク事業者によって収集される情報であること
から、信用性の高い情報である。利用者管理データベース部１２１は、ネットワーク事業
者装置１００を操作する操作者などによってネットワーク事業者装置１００に入力された
回線情報を、あらかじめ記憶している。
【００６０】
　図７の１行目に示すように、例えば、利用者管理データベース部１２１は、利用者アカ
ウント「tarou」と、回線の識別子「１２３」と、回線の収容位置「＃Ａ５００」と、回
線種別「光」と、回線速度「１００Ｍｂｐｓ／１００Ｍｂｐｓ」と、回線認証情報「＊＊
＊＊＊＊」とを対応づけて記憶する。なお、実施例においては、回線情報として、回線の
識別子、回線の収容位置、回線種別、回線速度、および回線認証情報を記憶する場合を説
明したが、この発明はこれに限られるものではなく、回線の収容位置を記憶しない場合な
ど、ネットワーク事業者装置およびサービス事業者において必要な回線情報を含む場合で
あれば、いずれでもよい。また、実施例においては、回線の識別子や回線の収容位置など
、説明の便宜上から特定の数字や記号を組み合わせた表記をするが、実際は、ネットワー
ク事業者装置において規定される情報であり、特定の数字や記号に何ら特別の意味がある
ものではない。
【００６１】
　また、例えば、実施例１における利用者管理データベース部１２１は、図８に示すよう
に、利用者アカウント（『ＮＷ利用者アカウント』の列を参照）と、ＳＰ　ＩＤ（『ＳＰ
　ＩＤ』の列を参照）とを対応づけて記憶する。ここで、ＳＰ　ＩＤとは、ネットワーク
事業者装置１００において、サービス事業者装置２００を識別するための識別子のことで
ある。図８の１行目に示すように、例えば、利用者管理データベース部１２１は、利用者
アカウント「tarou」と、ＳＰ　ＩＤ「１」および「３」とを対応づけて記憶する。ここ
で、利用者管理データベース部１２１が、利用者アカウント「tarou」と複数のＳＰ　Ｉ
Ｄとを対応づけて記憶するのは、ひとつの利用者アカウントについて、複数のサービス事
業者装置２００との間で、アカウントの対応づけを保持することが可能であることを示し
ている。したがって、利用者管理データベース部１２１が、ひとつの利用者アカウントに
ついて、ひとつのＳＰ　ＩＤを対応づけて記憶する場合や、ひとつの利用者アカウントに
ついて、３つ以上の複数のＳＰ　ＩＤを対応づけて記憶する場合にも、この発明を同様に
適用することができる。
【００６２】
　また、図８の４行目に示すように、例えば、利用者管理データベース部１２１は、利用
者アカウント「ichiro」と、ＳＰ　ＩＤ「２」とを対応づけて記憶する。この場合、利用
者アカウント「ichiro」によって操作される利用者装置３００がサイトアクセスを制御さ
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れるサービス事業者装置２００は、ＳＰ　ＩＤ「２」で識別されるサービス事業者装置２
００であることを示している。
【００６３】
　サービス事業者管理データベース部１２２は、サービス事業者装置２００に関する情報
を記憶する。具体的には、サービス事業者管理データベース部１２２は、サービス事業者
装置２００に関する情報として、ＳＰ　ＩＤと公開鍵情報（サービス事業者装置２００の
電子証明書など）とを対応づけて記憶し、記憶するＳＰ　ＩＤおよび公開鍵情報は、後述
する回線情報取得部１３２による処理に利用される。ここで、公開鍵情報とは、実施例１
においては、ネットワーク事業者装置１００とサービス事業者装置２００との間で、あら
かじめ信頼関係が成立しているものとするので、ネットワーク事業者装置１００において
、サービス事業者装置２００が署名する電子署名が正当であることを検証するための公開
鍵情報である。
【００６４】
　なお、実施例１においては、図９に示すように、サービス事業者管理データベース部１
２２が公開鍵情報を記憶する場合を説明したが、この発明はこれに限られるものではなく
、例えば、信頼される第三者機関によって発行される公開鍵情報を用いて電子署名が正当
であることを検証する手法では、サービス事業者管理データベース部１２２が公開鍵情報
を記憶する必要はない。また、実施例１において、サービス事業者管理データベース部１
２２は、ＲＤＢＭＳプログラムなどを稼動させることで、ＳＰ　ＩＤと公開鍵情報とを対
応づけて記憶するが、この発明はこれに限られるものではなく、サービス事業者装置２０
０を識別する識別子を記憶するものであれば、データベースの構築手法はいずれでもよい
。
【００６５】
　制御部１３０は、ネットワーク事業者装置１００における各種制御を行い、特にこの発
明に密接に関連するものとしては、図２に示すように、認証処理部１３１と、回線情報取
得部１３２と、利用者認証結果送信部１３３とを備える。なお、回線情報取得部１３２は
、特許請求の範囲に記載の「回線情報取得手段」に対応し、利用者認証結果送信部１３３
は、特許請求の範囲に記載の「利用者認証結果送信手段」に対応する。
【００６６】
　認証処理部１３１は、利用者装置３００の認証処理を行い、利用者装置３００によるネ
ットワーク接続を制御する。具体的には、認証処理部１３１は、利用者装置３００からネ
ットワーク接続要求を回線認証情報とともに受信し、受信した回線認証情報と利用者管理
データベース部１２１に記憶される回線認証情報（例えば、利用者アカウント、パスワー
ドなど）とを照合することで利用者装置を認証し、認証結果に応じてネットワーク接続応
答を利用者装置３００に送信するなどする。
【００６７】
　また、認証処理部１３１は、利用者装置３００にネットワーク接続応答を送信する際に
、利用者装置３００に対して、インターネットに接続するための回線へのアクセスパスを
ＰＰＰｏＥなどで設定し、利用者装置３００に対してＩＰアドレスを払い出し、払い出し
たＩＰアドレスを、利用者装置３００に送信するとともに、利用者管理データベース部１
２１に記憶させる。例えば、認証処理部１３１は、利用者装置３００の利用者アカウント
「tarou」にネットワーク接続応答を送信する際に、利用者装置３００に対してＩＰアド
レス「192.168.x.x」を払い出す。
【００６８】
　回線情報取得部１３２は、利用者装置３００が接続されている回線に関する回線情報を
取得する。具体的には、回線情報取得部１３２は、サービス事業者装置２００から利用者
装置３００を経由するリダイレクト通信によって利用者装置３００の利用者情報の取得を
要求する利用者情報取得要求を受信した場合に、利用者装置３００が接続されている回線
に関する回線情報を取得し、取得した回線情報を、利用者認証結果送信部１３３に送信す
る。
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【００６９】
　例えば、回線情報取得部１３２は、利用者装置３００が接続する回線を特定することで
取得された回線情報に対応づけられた回線情報を、利用者管理データベース部１２１から
取得する。すなわち、回線情報取得部１３２は、利用者装置３００が接続する回線を特定
した結果、利用者装置３００が接続する回線の識別子が「１２３」であることが特定され
た場合に、利用者管理データベース部１２１から、回線情報として、例えば、回線の識別
子「１２３」、回線の収容位置「＃Ａ５００」、回線種別「光」、回線速度「１００Ｍｂ
ｐｓ／１００Ｍｂｐｓ」などを取得する。なお、実施例１においては、利用者管理データ
ベース部１２１から取得した回線情報をサービス事業者装置２００に送信する手法を説明
したが、この発明はこれに限られるものではなく、利用者装置３００が接続する回線を特
定することで取得された回線情報をサービス事業者装置２００に送信する手法にも、この
発明を同様に適用することができる。
【００７０】
　利用者認証結果送信部１３３は、回線情報取得部１３２によって取得された回線情報に
対応付けられた利用者情報を利用者管理データベース部１２１から取得し、当該利用者情
報を用いて利用者認証を行って得られる利用者認証結果を、利用者装置３００を経由する
リダイレクト通信によってサービス事業者装置２００に送信する。具体的に例を挙げれば
、回線情報取得部１３２により回線識別子「123」が取得され、当該回線識別子「123」に
対応する回線情報「tarou、123、#A500、光、100Mbps／100Mbps、******」が利用者管理
データベース部１２１から取得されると、利用者認証結果送信部１３３は、回線情報取得
部１３２によって取得された回線情報（回線識別子：123）と、当該回線情報に対応付け
られた利用者情報（tarou、123、#A500、光、100Mbps／100Mbps、******）が利用者管理
データベース部１２１に記憶されていることを根拠にし、正当な利用者装置３００である
という認証結果（認証通過）を、利用者装置３００を経由するリダイレクト通信によって
サービス事業者装置２００に送信する。
【００７１】
　一方、回線情報取得部１３２により回線識別子「123」が取得され、当該回線識別子「1
23」に対応する回線情報「tarou、123、#A500、光、100Mbps／100Mbps、******」が利用
者管理データベース部１２１から取得できない場合、利用者認証結果送信部１３３は、当
該回線情報に対応付けられた利用者情報が利用者管理データベース部１２１に記憶されて
いないことを根拠にし、不正な利用者装置３００であるという認証結果（認証拒否）を、
利用者装置３００を経由するリダイレクト通信によってサービス事業者装置２００に送信
する。
【００７２】
［サービス事業者装置２００］
　実施例１におけるサービス事業者装置２００は、汎用的なコンピュータなどで構成され
、特にこの発明に密接に関連するものとしては、図２に示すように、通信制御Ｉ／Ｆ部２
１０と、記憶部２２０と、制御部２３０とを備える。
【００７３】
　記憶部２２０は、制御部２３０による各種処理に必要なデータおよびプログラムを格納
する。具体的に例を挙げれば、通信制御Ｉ／Ｆ部３１により受信された利用者認証結果や
サイトアクセス要求を一時的に記憶したり、ＳＰサイトアクセス応答部２３１により送信
されるサービス事業者装置２００が提供するＷｅｂ画面などを記憶する。
【００７４】
　制御部２３０は、ＯＳ（Operating  System）などの制御プログラム、各種の処理手順
などを規定したプログラムおよび所要データを格納するための内部メモリを有するととも
に、特に本発明に密接に関連するものとして、利用者認証要求送信部２３２と、アクセス
制御部２３３とを備え、利用者によって種々の処理を実行する。なお、利用者認証要求送
信部２３２は、特許請求の範囲に記載の「利用者認証要求送信手段」に対応し、アクセス
制御部２３３は、同様に、「アクセス制御手段」に対応する。
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【００７５】
　利用者認証要求送信部２３２は、利用者装置３００からシングルサインオンによるサイ
トアクセスの要求を受け付けた場合に、当該利用者装置３００を経由するリダイレクト通
信によって、当該利用者装置３００の利用者認証を要求する利用者認証要求をネットワー
ク事業者装置１００に送信する。具体的に例を挙げれば、図３に示したように、利用者装
置において、シングルサインオン要求を促すＷｅｂページのアイコン（「シングルサイン
オン要求」など）がワンクリックされることによって、シングルサインオン要求を受信す
ると、利用者認証要求送信部２３２は、当該利用者装置３００を経由するリダイレクト通
信によって、当該利用者装置３００の利用者認証を要求する利用者認証要求をネットワー
ク事業者装置１００に送信する。
【００７６】
　アクセス制御部２３３は、ネットワーク事業者装置１００から利用者装置３００を経由
するリダイレクト通信によって当該利用者装置３００の利用者認証結果を受信した場合に
、当該利用者認証結果を用いてサイトアクセスを制御する。具体的に例を挙げると、ネッ
トワーク事業者装置１００から利用者装置３００を経由するリダイレクト通信によって、
認証通過（認証許可）を受信すると、アクセス制御部２３３は、図４に示すような、当該
サイトアクセスに対応するアプリケーションサービスの利用を利用者装置３００に対して
許可する。一方、認証拒否を受信すると、アクセス制御部２３３は、当該サイトアクセス
に対応するアプリケーションサービスの利用を利用者装置３００に対して拒否する。
【００７７】
［実施例１に係るサービスシステムによる処理の手順］
　次に、図１０を用いて、実施例１に係るサービスシステムによる処理の手順を説明する
。図１０は、実施例１に係るサービスシステムによる処理の手順を示すシーケンス図であ
る。ここで、実施例１におけるネットワーク事業者装置１００は、利用者装置３００の利
用者について、あらかじめ利用者登録しており、利用者装置３００のネットワーク接続を
許可しているものとする。一方、実施例１におけるサービス事業者装置２００は、利用者
装置３００の利用者について、利用者登録をしていないものとする。すなわち、利用者装
置３００は、サービス事業者装置２００が提供するアプリケーションサービスの提供を受
けることができない状態にある。以下では、利用者装置３００がネットワークへの接続を
行う処理（図１０の（１）を参照）と、利用者装置３００がＳＰサイトへアクセスする処
理（図１０の（２）を参照）と、ネットワーク事業者装置１００が利用者装置３００を認
証する利用者認証処理（図１０の（３）を参照）とについて、順に説明する。
【００７８】
［（１）ネットワークへの接続］
　まず、ネットワーク事業者装置１００における認証処理部１３１は、利用者装置３００
から、ネットワーク接続要求を受信する（ステップＳ１）。具体的には、ネットワーク事
業者装置１００における認証処理部１３１は、利用者装置３００から、ネットワーク接続
要求として、回線認証情報（例えば、利用者アカウント、パスワードなど）を受信する。
【００７９】
　次に、ネットワーク事業者装置１００における認証処理部１３１は、利用者装置３００
の認証処理を行う（ステップＳ２）。具体的には、ネットワーク事業者装置１００におけ
る認証処理部１３１は、利用者装置３００から受信した回線認証情報と、利用者管理デー
タベース部１２１に管理する回線認証情報（例えば、利用者アカウント、パスワードなど
）とを照合し、利用者装置３００を認証する。
【００８０】
　そして、ネットワーク事業者装置１００における認証処理部１３１は、利用者装置３０
０に、ネットワーク接続応答を送信する（ステップＳ３）。具体的には、ネットワーク事
業者装置１００における認証処理部１３１は、利用者装置３００に対して、インターネッ
トに接続するための回線（アクセスネットワーク）へのアクセスパスをＰＰＰｏＥ（Poin
t  to  Point　Protocol　over　Ethernet（登録商標））などで設定し、ＩＰアドレスを
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払い出し、利用者装置３００に送信する。また、ネットワーク事業者装置１００における
認証処理部１３１は、利用者装置３００に対して払いだしたＩＰアドレスを、利用者管理
データベース部１２１に格納する。
【００８１】
［（２）ＳＰサイトへアクセス］
　続いて、利用者装置３００は、インターネットに接続し、サービス事業者装置２００に
おけるＳＰサイトアクセス応答部２３１は、利用者装置３００から、ＳＰサイトアクセス
要求を受信する（ステップＳ４）。具体的には、サービス事業者装置２００におけるＳＰ
サイトアクセス応答部２３１は、利用者装置３００から、ＳＰサイトアクセス要求として
、ＳＰサイトのＵＲＬ（Uniform  Resource  Locator）などを受信する。
【００８２】
　すると、サービス事業者装置２００におけるＳＰサイトアクセス応答部２３１は、Ｗｅ
ｂページを取得する（ステップＳ５）。具体的には、サービス事業者装置２００における
ＳＰサイトアクセス応答部２３１は、受信したＵＲＬにより、利用者装置３００に対して
シングルサインオン要求を促すＷｅｂページを取得する。
【００８３】
　そして、サービス事業者装置２００におけるＳＰサイトアクセス応答部２３１は、利用
者装置３００に対して、ＳＰサイトアクセス応答を送信する（ステップＳ６）。具体的に
は、サービス事業者装置２００におけるＳＰサイトアクセス応答部２３１は、利用者装置
３００に対して、シングルサインオン要求を促すＷｅｂページを送信する。
【００８４】
［（３）利用者認証］
　次に、利用者装置３００は、サービス事業者装置２００に対してＮＷ機能を利用したシ
ングルサインオン要求を送信する（ステップＳ７）。そして、サービス事業者装置２００
における利用者認証要求送信部２３２は、当該利用者装置３００の利用者認証を要求する
利用者認証要求をネットワーク事業者装置１００に送信する（ステップＳ８）。具体的に
は、サービス事業者装置２００における利用者認証要求送信部２３２は、利用者装置３０
０を経由するリダイレクト通信によって、利用者認証要求を、ＳＰ　ＩＤと電子署名とと
もに、ネットワーク事業者装置１００に送信する。
【００８５】
　すると、ネットワーク事業者装置１００における回線情報取得部１３２は、利用者装置
３００が接続されている回線を特定し、回線情報を取得する（ステップＳ９）。
【００８６】
　次に、ネットワーク事業者装置１００における利用者認証結果送信部１３３は、回線を
特定することで取得された回線情報に対応づけられた利用者情報を利用者管理データベー
ス部１２１から取得し、利用者認証を行い（ステップＳ１０）、認証結果をサービス事業
者装置２００へ送信する（ステップＳ１１）。具体的には、ネットワーク事業者装置１０
０における利用者認証結果送信部１３３は、当該回線情報に対応付けられた利用者情報が
利用者管理データベース部１２１に記憶されていることを根拠に、当該利用者装置３００
を正当な利用者装置と判定し、認証結果として「認証通過（許可）」をサービス事業者装
置２００に送信する。
【００８７】
　そして、サービス事業者装置２００におけるアクセス制御部２３３は、受信した認証結
果に基づいて、サイトアクセスを制御する（ステップＳ１２）。具体的には、サービス事
業者装置２００におけるアクセス制御部２３３は、認証通過（許可）を受信すると、利用
者装置３００のサイトアクセスを許可し、認証拒否を受信すると、サイトアクセスを拒否
する。
【００８８】
　なお、実施例１においては、サービス事業者装置２００における利用者認証要求送信部
２３２は、利用者装置３００を経由するリダイレクト通信によって、利用者認証要求を、
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ＳＰ　ＩＤと電子署名とともに、ネットワーク事業者装置１００に送信する場合について
説明したが、本発明はこれに限定されるわけではなく、利用者認証要求とＳＰ　ＩＤのみ
を送信してもよい。
【００８９】
［実施例１の効果］
　上述したように、実施例１によれば、ネットワーク事業者装置は、ネットワーク接続が
許可される利用者装置の利用者に関する利用者情報を、当該利用者装置が接続する回線に
関する回線情報と対応付けて記憶し、サービス事業者装置から利用者装置を経由するリダ
イレクト通信によって当該利用者装置の利用者認証を要求する利用者認証得要求を受信し
た場合に、当該利用者装置が接続されている回線に関する回線情報を取得し、取得された
回線情報に対応付けられた利用者情報を取得し、当該利用者情報を用いて利用者認証を行
って得られる利用者認証結果を、利用者装置を経由するリダイレクト通信によってサービ
ス事業者装置に送信し、サービス事業者装置は、利用者装置からサイトアクセスの要求を
受け付けた場合に、当該利用者装置を経由するリダイレクト通信によって、当該利用者装
置の利用者認証を要求する利用者認証要求をネットワーク事業者装置に送信し、ネットワ
ーク事業者装置から利用者装置を経由するリダイレクト通信によって当該利用者装置の利
用者認証結果を受信した場合に、当該利用者認証結果を用いてサイトアクセスを制御する
ので、サービス事業者装置において、信用性の高いサイトアクセス制御を実現することが
可能である。
【００９０】
　また、実施例１によれば、ネットワーク事業者にて認証処理を行う結果、サービス事業
者装置で認証処理を行う必要がなく、サービス事業者装置の処理負荷を軽減することが可
能である。さらに、サービス事業者装置で利用者認証のために利用者情報（例えば、契約
情報など）を管理する必要がないので、サービス事業者装置における利用者情報管理に関
するコストや処理負荷を削減することが可能である。
【００９１】
　また、実施例１によれば、サービス事業者装置から利用者認証要求に加えて、当該サー
ビス事業者装置が署名する電子署名を受信した場合に、当該電子署名が正当であることを
条件に、利用者認証結果を当該サービス事業者装置に送信し、利用者認証要求に加えて、
電子署名をネットワーク事業者装置に送信するので、サービス事業者装置が利用者認証要
求とともに電子署名を送信しない場合に比べて、サービス事業者装置において、信用性の
高いサイトアクセス制御をより安全に実現することが可能になる。例えば、電子署名を送
信しない場合、本当に正当なサービス事業者が送信した利用者認証要求であるか否かを判
定することができないが、電子署名を送信した場合では、正当なサービス事業者が送信し
た利用者認証要求であるか否かを判定することができる。
【実施例２】
【００９２】
　ところで、実施例１では、利用者装置が、サービス事業者装置が提供するサービスを利
用する場合についてのみ説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、サービス
事業者装置が複数のサービスを提供するものであって、各サービスの新規契約や追加契約
をする場合にも、本発明を適用してもよい。
【００９３】
　そこで、実施例２では、利用者装置が、サービス事業者装置が提供するサービスについ
て新規契約や追加契約をする場合について、図１１と図１２を用いて説明する。図１１は
、実施例２に係るサービスシステムの概要および特徴を説明するための図であり、図１２
は、実施例２に係るネットワーク事業者装置における利用者管理データベース部を説明す
るための図である。
【００９４】
　図１１に示すように、実施例２におけるサービスシステムは、実施例１と同様、ネット
ワーク事業者装置と、サービス事業者装置と、利用者装置とから構成され、また、利用者
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装置とネットワーク事業者装置とは、アクセスネットワークを介して接続され、ネットワ
ーク事業者装置とサービス事業者装置とは、インターネットなどのネットワークを介して
接続される。
【００９５】
　そして、実施例２におけるネットワーク事業者装置は、実施例１と同様に、利用者情報
を回線情報と対応づけて、利用者管理データベース部（利用者管理ＤＢ）に記憶しており
、さらに、図１２に示すように、契約管理情報を『利用者装置を一意に識別する「ＮＷ利
用者アカウント」と、サービス事業者装置を一意に識別する「ＳＰ　ＩＤ」と、契約して
いるサービス名を示す「サービス名」』として「tarou、３、メール・音楽・映像」や「h
ana、３、メール」などを記憶する点が実施例１とは異なる。
【００９６】
　このような構成において、実施例１と同様に、利用者装置は、ネットワーク事業者装置
に認証されてインターネットに接続し、サービス事業者装置は、利用者装置からＳＰサイ
トアクセス要求を受信すると（図１１の（１）～（４）参照）、ＳＰサイトアクセス応答
を送信し、利用者装置は、ＳＰのＷｅｂページを取得する（図１１の（５）参照）。
【００９７】
　次に、サービス事業者装置は、利用者装置からサービス追加要求を受信する（図１１の
（６）を参照）。具体的には、利用者装置において、サービス追加要求を促すＷｅｂペー
ジのアイコン（「サービス追加要求」など）がワンクリックされることなどによって、サ
ービス追加要求を受信する。
【００９８】
　そして、サービス事業者装置は、利用者装置の利用者認証を要求する利用者認証要求と
ともに、利用者装置とサービス事業者装置との間における契約管理を要求する契約管理要
求を、利用者装置を経由するリダイレクト通信によって、ネットワーク事業者装置に送信
する（図１１の（７）および（８）参照）。具体的に例を挙げれば、サービス事業者装置
は、利用者認証要求とともに、契約管理要求として『契約の処理を示す「処理種別」と処
理対象となる「サービス名」をネットワーク事業者装置に送信する。契約管理要求の例を
挙げれば、「契約追加、地図検索サービス」などである。
【００９９】
　続いて、利用者認証要求とともに、契約管理要求を受信したネットワーク事業者装置は
、実施例１と同様に、利用者装置が接続されている回線に関する回線情報を取得して（図
１１の（９）参照）、利用者認証を行い（図１１の（１０）参照）、認証結果が認証通過
の場合に、受信した契約管理要求に基づいて利用者管理ＤＢを更新するとともに（図１１
の（１１）参照）、認証結果（認証通過）をサービス事業者装置に送信する（図１１の（
１２）参照）。
【０１００】
　具体的に説明すると、利用者認証の結果が「認証通過（成功）」の場合に、受信した契
約管理要求が「処理種別＝追加、サービス名＝地図検索サービス」だとすると、取得した
回線情報に対応する利用者管理ＤＢに「地図検索サービス」を追加するとともに、認証結
果（認証通過）をサービス事業者装置に送信する。一方、利用者認証の結果が「認証拒否
（失敗）」の場合に、受信した契約管理要求が「処理種別＝追加、サービス名＝地図検索
サービス」だとすると、利用者管理ＤＢへの追加を行わず、認証結果（認証拒否）をサー
ビス事業者装置に送信する。
【０１０１】
　そして、実施例１と同様に、サービス事業者装置は、受信した認証結果に基づいて、ア
クセス制御を行う（図１１の（１３）参照）。具体的には、認証通過（認証許可）を受信
すると、サービス事業者装置は、当該サイトアクセスに対応するアプリケーションサービ
スの利用を利用者装置に対して許可する。一方、認証拒否を受信すると、サービス事業者
装置は、当該サイトアクセスに対応するアプリケーションサービスの利用を利用者装置に
対して拒否する。
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【０１０２】
　このように、実施例２によれば、利用者装置の利用者認証を要求する利用者認証要求と
ともに、利用者装置とサービス事業者装置との間における契約管理を要求する契約管理要
求をさらに送信し、サービス事業者装置から契約管理要求を受信した場合には、利用者情
報に対応付けて、利用者装置とサービス事業者装置との間における契約に関する契約情報
を記憶するので、新規契約や追加契約を行うために、別の機能や記憶部を用意する必要な
く、利用者認証とともに実施することができる結果、サービス事業者装置における処理負
荷をさらに軽減することが可能であるとともに、サービス事業者装置における利用者情報
管理に関するコストや処理負荷をさらに削減することが可能である。
【実施例３】
【０１０３】
　さて、これまで本発明の実施例１～２では、利用者認証について説明したが、本発明は
上述した実施例以外にも、種々の異なる形態にて実施されてよいものである。そこで、以
下に示すように、（１）回線情報も用いた利用者認証、（２）有効期限付きで利用者認証
結果を取得、（３）電子署名付きで利用者認証結果を取得、にそれぞれ区分けして異なる
実施例を説明する。
【０１０４】
（１）回線情報も用いた利用者認証
　例えば、実施例１と２では、取得された回線情報に対応付けられた利用者情報を用いて
利用者認証を行う場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、利
用者認証情報に加えて、回線情報を用いて利用者認証を行ってもよい。
【０１０５】
　具体的に図２を用いて説明すると、具体的に例を挙げれば、回線情報取得部１３２によ
り回線識別子「123」が取得され、当該回線識別子「123」に対応する回線情報「tarou、1
23、#A500、光、100Mbps／100Mbps、******」が利用者管理データベース部１２１から取
得されると、利用者認証結果送信部１３３は、回線情報取得部１３２によって取得された
回線情報（回線識別子：123）と、当該回線情報に対応付けられた利用者情報（tarou、12
3、#A500、光、100Mbps／100Mbps、******）が利用者管理データベース部１２１に記憶さ
れていることを根拠にし、正当な利用者装置３００であるという利用者認証を行ったが、
さらに、取得した回線情報「tarou、123、#A500、光、100Mbps／100Mbps、******」を用
いることで、特定できる利用者装置が接続する場所や回線速度などを利用者認証に用いて
もよい。
【０１０６】
　これにより、例えば、利用者装置が接続する場所や回線速度によってはサイトアクセス
を許可／拒否を決定し、あるいは、場所や回線速度に応じて提供するサービスを選択する
ことなど、サービス事業者装置において、信用性の高いサイトアクセス制御を高度に実現
することが可能になる。具体的に例を挙げて説明すると、回線情報によって特定されるネ
ットワークへの接続場所が、「自宅」以外の場所の場合には、オークションサービスの提
供を許可しないことや、回線情報によって特定される回線速度が高速な場合には、高解像
度の映像コンテンツサービスを提供することなどが可能になる。また、このように利用者
情報と回線情報の両方を用いて、利用者認証を行うことで、さらに利用者に対してアクセ
ス制限を行うことが可能である。例えば、「子供」の利用者には「深夜サイト」「アダル
トサイト」「高額ショッピングサイト」の閲覧を禁止したりすることが可能である。
【０１０７】
　なお、ネットワーク事業者装置では、利用者管理ＤＢに管理される回線情報のうち、ど
の情報を利用者認証に用いるか具体的な項目について、サービス事業者装置から利用者認
証要求とともに受信してもよく、あらかじめ取り決めがなされていてもよい。
【０１０８】
（２）有効期限付きで利用者認証結果を取得
　また、実施例１と２では、利用者情報を用いて利用者認証を行って得られる利用者認証
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結果をサービス事業者装置に送信する場合について説明したが、本発明はこれに限定され
るものではなく、利用者認証結果に加えて、当該利用者認証結果の有効期限を示す有効期
限情報をサービス事業者装置に送信してもよい。
【０１０９】
　具体的には、ネットワーク事業者装置は、利用者認証結果に加え、有効期限情報（例え
ば、有効期限は、数日、数秒、数十秒といったオーダーで設定される）をサービス事業者
装置に送信し、サービス事業者装置は、ネットワーク事業者装置から利用者認証結果に加
えて有効期限情報を受信した場合に、当該有効期限情報に示される有効期限を満たすこと
を条件に、利用者認証結果を用いてサイトアクセスを制御する。例を挙げると、利用者情
報をサービス事業者装置に送信する際に有効期限情報を送信しない手法では、利用者装置
を経由するリダイレクト通信において、利用者装置が利用者情報その他の制御情報などを
不正に取得し、不正に情報を取得した利用者装置が不正にサイトアクセスするおそれなど
があるが、有効期限情報（例えば、有効期限は、数日、数秒、数十秒といったオーダーで
設定される）を送信することで、これらのおそれを回避できることから、サービス事業者
装置において、信用性の高いサイトアクセス制御を安全に実現することが可能になる。
【０１１０】
（３）電子署名付きで利用者認証結果を取得
　また、実施例１では、サービス事業者装置は、利用者認証要求と電子署名をネットワー
ク事業者装置に送信し、ネットワーク事業者装置は、利用者認証結果をサービス事業者装
置に送信する場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、ネット
ワーク事業者装置も、利用者認証結果と電子署名をサービス事業者装置に送信するように
してもよい。
【０１１１】
　具体的には、ネットワーク事業者装置が利用者認証要求とともに電子署名を送信しない
場合に比べて、サービス事業者装置において、信用性の高いサイトアクセス制御をより安
全に実現することが可能になる。例えば、電子署名を送信しない場合、本当に正当なネッ
トワーク事業者装置が送信した利用者認証要求であるか否かを判定することができないが
、電子署名を送信した場合では、正当なサービス事業者が送信した利用者認証要求である
か否かを判定することができる。
【実施例４】
【０１１２】
　さて、これまで本発明の実施例１～３では、利用者アカウントを作成せず、シングルサ
インオンを行うことを説明してきたが、本発明はこれに限定されるものではなく、サービ
ス事業者装置で利用者アカウントを作成して利用者管理するようにしてもよい。
【０１１３】
　そこで、以下では、図１３～図１５を用いて、ネットワーク事業者装置がサービス事業
者装置に代わって利用者認証を行うとともに、サービス事業者装置で利用者アカウントを
作成して記憶する場合を実施例４として説明する。図１３は、実施例４に係るサービスシ
ステムの概要および特徴を説明するための図であり、図１４と図１５は、実施例４に係る
ネットワーク事業者装置における利用者管理データベース部を説明するための図である。
【０１１４】
　図１３に示すように、実施例４におけるネットワーク事業者装置は、実施例１と同様に
、利用者情報を回線情報と対応づけて、利用者管理データベース部（利用者管理ＤＢ）に
記憶している。そして、実施例４におけるサービス事業者装置は、自身が提供するサービ
スを利用する利用者装置の利用者アカウントを利用者管理ＤＢに記憶している点が実施例
１とは異なる。
【０１１５】
　また、実施例４では、実施例１で説明した、各サービス事業者装置が一つのアプリケー
ションサービスを提供している場合と異なり、各サービス事業者装置は、複数のサービス
を提供しており、各サービスごとに利用者管理を行っている。
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【０１１６】
　一方、実施例４におけるサービス事業者装置は、利用者装置の利用者について、利用者
登録していないものとする。すなわち、利用者装置は、サービス事業者装置が提供するア
プリケーションサービスの提供を受けることができない状態にある。なお、実施例４にお
いて、サービス事業者装置が提供するアプリケーションサービスは、利用者登録を行うこ
とで永続的に（もしくは、一時的に）利用できるタイプのアプリケーションサービスであ
る。
【０１１７】
　このような構成のもと、実施例１と同様に、実施例４におけるネットワーク事業者装置
は、まず、利用者装置から、ネットワーク接続要求を受信して認証処理を行い、そして、
利用者装置は、インターネットに接続し、サービス事業者装置は、利用者装置からＳＰサ
イトアクセス要求を受信すると（図１３の（１）～（４）参照）、ＳＰサイトアクセス応
答を送信し、利用者装置は、ＳＰのＷｅｂページを取得する（図１３の（５）参照）。
【０１１８】
　次に、サービス事業者装置は、利用者装置から、利用者登録要求を受信する（図１３の
（６）参照）。具体的には、利用者装置において、利用者登録要求を促すＷｅｂページの
アイコン（「利用者登録要求」など）がワンクリックされることなどによって、利用者登
録要求を受信する。
【０１１９】
　そして、利用者登録要求を受信すると、サービス事業者装置は、利用者アカウントを作
成する（図１３の（７）参照）。例えば、図１３において、サービス事業者装置は、利用
者アカウントＢＢＢを作成する。なお、利用者アカウントＢＢＢは、永続的な（もしくは
、一時的な）利用者アカウントである。
【０１２０】
　続いて、サービス事業者装置は、当該利用者装置を経由するリダイレクト通信によって
、当該利用者装置の利用者認証を要求する利用者認証要求をネットワーク事業者装置に送
信する（図１３の（８）参照）。
【０１２１】
　すると、実施例４におけるネットワーク事業者装置は、利用者装置が接続されている回
線に関する回線情報を取得し（図１３の（９）参照）、取得された回線情報に対応付けら
れた利用者情報を取得し、当該利用者情報を用いて利用者認証を行い（図１３の（１０）
参照）、得られた利用者認証結果を、利用者装置を経由するリダイレクト通信によってサ
ービス事業者装置に送信する（図１３の（１１）参照）。具体的には、実施例１と同様に
、ネットワーク事業者装置が当該回線情報に対応付けられた利用者情報を記憶しているこ
とを根拠に、当該利用者装置を正当な利用者装置と判定し、認証結果として「認証通過（
許可）」をサービス事業者装置に送信する。
【０１２２】
　そして、サービス事業者装置は、ネットワーク事業者装置から利用者装置を経由するリ
ダイレクト通信によって当該利用者装置の利用者認証結果を受信した場合に、当該利用者
認証結果を用いてサイトアクセスを制御する（図１３の（１２）参照）。具体的には、サ
ービス事業者装置は、認証結果として「認証通過」を受信した場合、当該利用者アカウン
トＢＢＢを自身の利用者管理ＤＢに登録し、当該サービスの利用を許可する。一方、認証
結果として「認証拒否」を受信した場合、当該利用者アカウントＢＢＢを自身の利用者管
理ＤＢに登録せず、当該サービスの利用を拒否する。
【０１２３】
　ところで、実施例４では、サービス事業者装置は、利用者管理ＤＢに作成した利用者ア
カウントのみを管理する場合を説明したが、本発明はこれに限定されるわけではなく、例
えば、利用者アカウントの回線情報および利用者情報を管理してもよい。この場合、ネッ
トワーク事業者装置は、利用者認証結果とともに、利用者情報や回線情報を送信する。な
お、ネットワーク事業者装置は、サービス事業者装置に送信する具体的な送信項目につい
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て、サービス事業者装置によって指定された送信項目を送信してもよく、サービス事業者
装置に送信する具体的な送信項目の取り決めや指定のタイミングは、いずれでもよい。
【０１２４】
　そして、ネットワーク事業者装置が、利用者認証結果とともに、利用者情報や回線情報
を送信した場合、サービス事業者装置において、サービス事業者装置の利用者管理ＤＢは
、図１４に示すように、利用者情報として『利用者を一意に識別する「利用者アカウント
」、利用者名を示す「契約者」、利用者の住所を示す「住所」、利用料金を払う「クレジ
ットカード番号」、通信料の支払い有無を示す「通信料支払いの有無」』として「tarou
、特許太郎、東京都・・・、1111-1111-1111-1111、有」などを記憶したり、また、図１
５に示すように、回線情報として『利用者を一意に識別する「利用者アカウント」、回線
を一意に識別する「回線識別子」、回線の収容位置を示す「回線収容位置」、契約回線の
種別を示す「回線種別」、契約回線の回線速度を示す「回線速度」、回線の認証情報を示
す「回線認証情報」』として「natsu、798、＃C900、xDSL、47Mbps～5Mbps、*********」
などを記憶する。
【０１２５】
　このように、実施例４によれば、サービス事業者装置で利用者アカウントを管理するこ
とで、サービス事業者装置における利用者認証による処理負荷を軽減したまま、利用者ア
カウントを管理することが可能である。
【実施例５】
【０１２６】
　さて、これまで本発明の実施例について説明したが、本発明は上述した実施例以外にも
、種々の異なる形態にて実施されてよいものである。そこで、以下に異なる実施例を説明
する。
【０１２７】
［回線情報］
　例えば、上記した実施例１～実施例３においては、回線情報として、回線の識別子、回
線の収容位置、回線種別、回線速度、および回線認証情報を用いる手法を説明したが、こ
の発明はこれに限られるものではなく、回線情報として、回線に付与された論理的な番号
（電話番号、ＩＰアドレスなど）を用いる手法や、回線の設置場所（住所、緯度経度など
）を用いる手法など、回線に関する情報を用いる手法であれば、いずれでもよい。
【０１２８】
［システム構成等］
　また、本実施例において説明した各処理のうち、自動的におこなわれるものとして説明
した処理の全部または一部（例えば、電子署名の送信など）を手動的におこなう（例えば
、電子署名を送信するか否かの確認画面をモニタなどに出力し、操作する者に確認同意を
入力させてから、電子署名を送信するなど）こともできる。この他、上記文書中や図面中
で示した処理手順、制御手順、具体的名称、各種のデータやパラメータを含む情報（例え
ば、利用者管理データベース部１２１とサービス事業者管理データベース部１２２など）
については、特記する場合を除いて任意に変更することができる。
【０１２９】
　また、図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示
の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図
示（例えば、図２など）のものに限られず、その全部または一部を、各種の負荷や使用状
況などに応じて、任意の単位で機能的または物理的に分散・統合して構成することができ
る（例えば、利用者管理データベース部１２１とサービス事業者管理データベース部１２
２とをひとつのデータベースで構築するなど）。さらに、各装置にて行なわれる各処理機
能は、その全部または任意の一部が、ＣＰＵおよび当該ＣＰＵにて解析実行されるプログ
ラムにて実現され、あるいは、ワイヤードロジックによるハードウェアとして実現され得
る。
【０１３０】
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　なお、本実施例で説明した各機能部の処理（例えば、図１０に示した処理など）は、あ
らかじめ用意されたプログラムをパーソナルコンピュータやワークステーションなどのコ
ンピュータで実行することによって実現することができる。このプログラムは、インター
ネットなどのネットワークを介して配布することができる。また、このプログラムは、ハ
ードディスク、フレキシブルディスク（ＦＤ）、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤなどのコン
ピュータで読み取り可能な記録媒体に記録され、コンピュータによって記録媒体から読み
出されることによって実行することもできる。
【産業上の利用可能性】
【０１３１】
　以上のように、本発明に係るサービスシステムおよびサービスシステム制御方法は、利
用者装置によるネットワーク接続を制御するネットワーク事業者装置と、前記利用者装置
によるサイトアクセスを制御するサービス事業者装置とを、ネットワークを介して接続さ
れることに有用であり、特に、サービス事業者装置において、信用性の高いサイトアクセ
ス制御を実現することに適する。
【図面の簡単な説明】
【０１３２】
【図１】実施例１に係るサービスシステムの概要および特徴を説明するための図である。
【図２】実施例１に係るサービスシステムの構成を示すブロック図である。
【図３】サービス事業者装置が利用者装置に送信するＷｅｂページを説明するための図で
ある。
【図４】サービス事業者装置が利用者装置に送信するＷｅｂページを説明するための図で
ある。
【図５】ネットワーク事業者装置における利用者管理データベース部を説明するための図
である。
【図６】ネットワーク事業者装置における利用者管理データベース部を説明するための図
である。
【図７】ネットワーク事業者装置における利用者管理データベース部を説明するための図
である。
【図８】ネットワーク事業者装置における利用者管理データベース部を説明するための図
である。
【図９】ネットワーク事業者装置における利用者管理データベース部を説明するための図
である。
【図１０】実施例１に係るサービスシステムによる処理の手順を示すシーケンス図である
。
【図１１】実施例２に係るサービスシステムの概要および特徴を説明するための図である
。
【図１２】実施例２に係るネットワーク事業者装置における利用者管理データベース部を
説明するための図である。
【図１３】実施例４に係るサービスシステムの概要および特徴を説明するための図である
。
【図１４】実施例４に係るネットワーク事業者装置における利用者管理データベース部を
説明するための図である。
【図１５】実施例４に係るネットワーク事業者装置における利用者管理データベース部を
説明するための図である。
【符号の説明】
【０１３３】
　１００　ネットワーク事業者装置
　１１０　通信制御Ｉ／Ｆ部
　１２０　記憶部
　１２１　利用者管理データベース部
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　１２２　サービス事業者管理データベース部
　１３０　制御部
　１３１　認証処理部
　１３２　回線情報取得部
　１３３　利用者認証結果送信部
　２００　サービス事業者装置
　２１０　通信制御Ｉ／Ｆ部
　２２０　記憶部
　２３０　制御部
　２３１　ＳＰサイトアクセス応答部
　２３２　利用者認証要求送信部
　２３３　アクセス制御部
　３００　利用者装置

【図１】 【図２】
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