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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークへの接続に必要な証明書情報を保持する外部装置と１対１の接続が可能な
第１の通信手段と、
　前記証明書情報の発行に必要なワンタイムパスワードを発行するパスワード生成手段と
、
　前記第１の通信手段により、前記ワンタイムパスワードを用いてログインした前記外部
装置から前記証明書情報を取得する取得手段と、
　前記取得手段が取得した前記証明書情報を記憶する記憶手段と、
　前記ネットワークへの接続を許可するか否かの認証を行う通信管理装置に、前記記憶手
段に記憶した前記証明書情報を用いて前記ネットワークへの接続を要求する接続要求手段
と、
　前記通信管理装置によって前記ネットワークへの接続が許可された場合、前記ネットワ
ークに接続する第２の通信手段と、
　を有し、
　前記ネットワークに接続した後、前記記憶手段に記憶した前記証明書情報を消去又は無
効化する通信装置。
【請求項２】
　前記第１の通信手段は、前記外部装置と有線で接続する第１の有線通信手段であること
を特徴とする請求項１記載の通信装置。
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【請求項３】
　前記第２の通信手段は、前記ネットワークに無線で接続する第１の無線通信手段である
ことを特徴とする請求項２記載の通信装置。
【請求項４】
　前記第２の通信手段は、前記ネットワークに有線で接続する第２の有線通信手段である
ことを特徴とする請求項２記載の通信装置。
【請求項５】
　前記第１の通信手段は、前記外部装置と無線で接続する第２の無線通信手段であること
を特徴とする請求項１記載の通信装置。
【請求項６】
　前記通信管理装置によって前記ネットワークへの接続が許可された場合、前記ネットワ
ークに無線で接続する第１の無線通信手段をさらに有する特徴とする請求項４記載の通信
装置。
【請求項７】
　前記第１の通信手段による前記外部装置との通信は暗号化されている通信であることを
特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に記載の通信装置。
【請求項８】
　前記第１の通信手段による前記外部装置への接続のためのログインに必要な認証情報を
表示する表示手段と、
　前記表示手段に表示された前記認証情報を用いて、前記ログインが許可されるか否かを
認証するログイン認証手段と、
　を有し、
　前記接続要求手段は、前記ログイン認証手段が前記ログインを許可した場合、前記通信
管理装置に前記証明書情報を用いて前記ネットワークへの接続を要求する請求項１乃至７
のいずれか一項に記載の通信装置。
【請求項９】
　前記認証情報は、前記表示手段に表示される度に異なる情報である前記ワンタイムパス
ワードを含む請求項８に記載の通信装置。
【請求項１０】
　前記認証情報を入力させるウェブページを提供するウェブページ提供手段をさらに有す
る請求項８又は９に記載の通信装置。
【請求項１１】
　前記第１の通信手段によって前記外部装置と接続を行う場合、前記第２の通信手段は無
効となることを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の通信装置。
【請求項１２】
　前記請求項１乃至１１のいずれか一項に記載の通信装置と、外部装置と、を有する通信
システムであって、
　前記外部装置は、
　前記通信装置と１対１の接続が可能な通信手段と、
　前記ネットワークへの接続に必要な証明書情報を記憶する手段と、
　前記通信装置と接続が可能な通信手段を介して前記証明書情報を前記通信装置に送信す
る手段と、
　を有する通信システム。
【請求項１３】
　ネットワークへの接続に必要な証明書情報を保持する外部装置と１対１の接続が可能な
第１の通信手段と、前記ネットワークに接続する第２の通信手段とを有する通信装置に、
　前記証明書情報の発行に必要なワンタイムパスワードを発行するステップと、
　前記第１の通信手段により、前記ワンタイムパスワードを用いてログインした前記外部
装置から前記証明書情報を取得するステップと、
　前記取得するステップで取得した前記証明書情報を記憶するステップと、
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　前記ネットワークへの接続を許可するか否かの認証を行う通信管理装置に、前記記憶す
るステップで記憶した前記証明書情報を用いて前記ネットワークへの接続を要求するステ
ップと、
　前記通信管理装置によって前記ネットワークへの接続が許可された場合、前記第２の通
信手段により前記ネットワークに接続するステップと、
　前記ネットワークに接続した後、前記記憶するステップで記憶した前記証明書情報を消
去又は無効化するステップと、
　を実行させる、プログラム。
【請求項１４】
　前記第１の通信手段による前記外部装置のログインに必要な前記ワンタイムパスワード
を含む認証情報を表示するステップと、
　前記認証情報を用いてログインを要求する前記外部装置を認証するステップと、
　前記外部装置の認証が許可された場合、前記外部装置から前記証明書情報を取得するス
テップと、
　を前記通信装置に実行させる、請求項１３記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信装置、通信システム及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インターネット等の通信ネットワークを介して遠隔地との間で遠隔会議を行う遠
隔会議システムが普及している。この遠隔会議システムで使用する通信装置を、無線ＬＡ
Ｎ等の無線通信を使って通信ネットワークに接続することにより、有線ＬＡＮと比較して
設置場所の自由度が増し、利用者の利便性を向上させることができる。
【０００３】
　一方、無線通信は有線通信とは異なり、電波を傍受された際にデータを盗み見られると
いう無線通信特有の問題がある。この問題を解決するために、無線ＬＡＮの暗号化規格で
あるＷＥＰ（Wired Equivalent Privacy）、ＷＰＡ（Wi-Fi Protected Access）、ＷＰＡ
２等によって伝送路を暗号化する技術が実用化されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　また、端末と送受信を行う情報の漏洩をユーザに負担をかけることなく防止するため、
端末との接続形態に応じて、端末との間で送受信するデータを処理する情報処理装置が知
られている（例えば、特許文献２参照）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の技術は、機器の情報の漏洩の防止を強化しつつ、セキュリティ情報の設定を利用
者が簡便に行うことには困難を伴っていた。
【０００６】
　本発明は、上記問題点を鑑みてなされたものであって、情報の漏洩の防止を強化しつつ
、セキュリティ情報の設定を利用者が簡便に行うことができる通信装置を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、通信装置は、ネットワークへの接続に必要な証明書情報を保
持する外部装置と１対１の接続が可能な第１の通信手段と、前記証明書情報の発行に必要
なワンタイムパスワードを発行するパスワード生成手段と、前記第１の通信手段により、
前記ワンタイムパスワードを用いてログインした前記外部装置から前記証明書情報を取得
する取得手段と、前記取得手段が取得した前記証明書情報を記憶する記憶手段と、前記ネ
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ットワークへの接続を許可するか否かの認証を行う通信管理装置に、前記記憶手段に記憶
した前記証明書情報を用いて前記ネットワークへの接続を要求する接続要求手段と、前記
通信管理装置によって前記ネットワークへの接続が許可された場合、前記ネットワークに
接続する第２の通信手段と、を有し、前記ネットワークに接続した後、前記記憶手段に記
憶した前記証明書情報を消去又は無効化する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、情報の漏洩の防止を強化しつつ、セキュリティ情報の設定を利用者が
簡便に行うことができる通信装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】一実施形態に係る伝送システムの概略図である。
【図２】一実施形態に係る通信装置の外観図である。
【図３】一実施形態に係る通信装置のハードウェア構成図である。
【図４】一実施形態に係る外部入力装置のハードウェア構成図である。
【図５】第１の実施の形態に係る通信システムの概略図である。
【図６】第１の実施の形態に係る通信システムの機能構成図である。
【図７】第１の実施の形態に係る通信システムの処理の流れを示すシーケンスチャートで
ある。
【図８】第１の実施の形態に係るログイン情報の表示の例である。
【図９】第１の実施の形態に係るログイン画面の表示の例である。
【図１０】第１の実施の形態に係る証明書選択画面の表示の例である。
【図１１】第１の実施の形態に係る結果表示画面の表示の例である。
【図１２】第２の実施の形態に係る通信システムの機能構成図である。
【図１３】第２の実施の形態に係るアドホックモードの設定情報の表示の例である。
【図１４】第３の実施の形態に係る通信システムの機能構成図である。
【図１５】第３の実施の形態に係る通信システムの処理の流れを示すシーケンスチャート
である。
【図１６】第３の実施の形態に係るログイン情報の表示の例である。
【図１７】第３の実施の形態に係るワンタイムパスワードの入力画面の表示の例である。
【図１８】第４の実施の形態に係る通信システムの機能構成図である。
【図１９】第５の実施の形態に係る通信システムの構成例を示す図である。
【図２０】第５の実施形態に係る通信装置のハードウェアの構成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に、本発明の実施の形態について、添付の図面を参照して説明する。
【００１１】
　＜伝送システムの全体構成＞
　図１は、一実施形態に係る伝送システム１の全体構成図である。伝送システムには、伝
送管理システムを介して一方の伝送端末から他方の伝送端末に一方向でコンテンツデータ
を伝送するデータ提供システムや、伝送管理システムを介して複数の伝送端末間で情報や
感情等を相互に伝達するコミュニケーションシステムが含まれる。このコミュニケーショ
ンシステムは、コミュニケーション管理システム（「伝送管理システム」に相当）を介し
て複数のコミュニケーション端末（「伝送端末」に相当）間で情報や感情等を相互に伝達
するためのシステムである。このコミュニケーションシステムの例として、テレビまたは
ビデオ会議システム、テレビ電話システム、音声会議システム、音声電話システム、ＰＣ
（Personal Computer）画面共有システム等が挙げられる。
【００１２】
　本実施形態では、コミュニケーションシステムの一例としてのテレビまたはビデオ会議
システム、コミュニケーション管理システムの一例としてのテレビまたはビデオ会議管理
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システム、およびコミュニケーション端末の一例としてのテレビまたはビデオ会議端末を
想定した上で、伝送システム、伝送管理システム、および伝送端末について説明する。即
ち、本発明の伝送端末および伝送管理システムは、テレビまたはビデオ会議システムに適
用されるだけでなく、コミュニケーションシステム、または伝送システムにも適用される
。
【００１３】
　図１に示す伝送システム１は、複数の通信装置（１０ａａ，１０ａｂ，…，１０ｄｂ）
、各通信装置（１０ａａ，１０ａｂ，…，１０ｄｂ）用のディスプレイ（１２０ａａ，１
２０ａｂ，…，１２０ｄｂ）、複数の中継装置（３０ａ，３０ｂ，３０ｃ，３０ｄ）、お
よび伝送管理システム５０、プログラム提供システム９０およびメンテナンスシステム１
００によって構築されている。
【００１４】
　なお、本実施形態では、通信装置（１０ａａ，１０ａｂ，…，１０ｄｂ）のうち任意の
通信装置を示す場合には「通信装置１０」を用いる。また、ディスプレイ（１２０ａａ，
１２０ａｂ，…，１２０ｄｂ）のうち任意のディスプレイを示す場合には「ディスプレイ
１２０」を用い、中継装置（３０ａ，３０ｂ，３０ｃ，３０ｄ）のうち任意の中継装置を
示す場合には「中継装置３０」を用いる。
【００１５】
　通信装置１０は、他の通信装置１０との間で、画像データ、音声データ等の送受信を行
う。本実施形態では、画像データの画像が動画の場合について説明するが、動画だけでな
く静止画であってもよい。また、画像データの画像には、動画と静止画の両方が含まれて
もよい。なお、通信装置（１０ａａ，１０ａｂ，…，１０ｄｂ）のうち、通信装置１０ｄ
ａ及び１０ｄｂは、無線ＬＡＮインタフェースを有しており、無線ＬＡＮのアクセスポイ
ント６０を介して通信ネットワーク２に接続されている。また、通信管理装置８０は、Ｉ
ＥＥＥ８０２．１１Ｘの認証サーバである。
【００１６】
　中継装置３０は、複数の通信装置１０の間で、画像データおよび音声データの中継を行
う。伝送管理システム５０は、通信装置１０および中継装置３０を一元的に管理する。外
部入力装置４０は、通信装置１０と接続され、通信装置１０に対して資料データを表示す
るための表示データを送信する。ここでの資料データとは、たとえば、文書作成ソフトウ
ェア、表計算ソフトウェア、プレゼンテーション用ソフトウェア等を用いて利用されるデ
ータを表す。
【００１７】
　また、図１に示されている複数のルータ（７０ａ，７０ｂ，…，７０ｆ）は、画像デー
タおよび音声データの最適な経路の選択を行う。なお、本実施形態では、ルータ（７０ａ
，７０ｂ，…，７０ｆ）のうち任意のルータを示す場合には「ルータ７０」を用いる。プ
ログラム提供システム９０は、通信装置１０に各種機能または各種手段を実現させるため
の通信装置用プログラムが記憶された、不図示のＨＤ(Hard Disk)を備えており、通信装
置１０に、通信装置用プログラムを送信することができる。
【００１８】
　また、プログラム提供システム９０のＨＤには、中継装置３０に各種機能または各種手
段を実現させるための中継装置用プログラムも記憶されており、中継装置３０に、中継装
置用プログラムを送信することができる。更に、プログラム提供システム９０のＨＤには
、伝送管理システム５０に各種機能または各種手段を実現させるための伝送管理用プログ
ラムも記憶されており、伝送管理システム５０に、伝送管理用プログラムを送信すること
ができる。
【００１９】
　また、通信装置１０ａａ、通信装置１０ａｂ、中継装置３０ａ、およびルータ７０ａは
、ＬＡＮ２ａによって通信可能に接続されている。通信装置１０ｂａ、通信装置１０ｂｂ
、中継装置３０ｂ、およびルータ７０ｂは、ＬＡＮ２ｂによって通信可能に接続されてい
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る。また、ＬＡＮ２ａおよびＬＡＮ２ｂは、ルータ７０ｃが含まれた専用線２ａｂによっ
て通信可能に接続されており、所定の地域Ａ内で構築されている。例えば、地域Ａは日本
であり、ＬＡＮ２ａは東京の事業所内で構築されており、ＬＡＮ２ｂは大阪の事業所内で
構築されている。
【００２０】
　一方、通信装置１０ｃａ、通信装置１０ｃｂ、中継装置３０ｃ、およびルータ７０ｄは
、ＬＡＮ２ｃによって通信可能に接続されている。通信装置１０ｄａ、通信装置１０ｄｂ
、中継装置３０ｄ、通信管理装置８０およびルータ７０ｅは、ＬＡＮ２ｄによって通信可
能に接続されている。また、ＬＡＮ２ｃおよびＬＡＮ２ｄは、ルータ７０ｆが含まれた専
用線２ｃｄによって通信可能に接続されており、所定の地域Ｂ内で構築されている。例え
ば、地域Ｂはアメリカであり、ＬＡＮ２ｃはニューヨークの事業所内で構築されており、
ＬＡＮ２ｄはワシントンＤ．Ｃ．の事業所内で構築されている。地域Ａおよび地域Ｂは、
それぞれルータ（７０ｃ，７０ｆ）からインターネット２ｉを介して通信可能に接続され
ている。
【００２１】
　また、伝送管理システム５０、およびプログラム提供システム９０は、インターネット
２ｉを介して、通信装置１０、および中継装置３０と通信可能に接続されている。伝送管
理システム５０、およびプログラム提供システム９０は、地域Ａまたは地域Ｂに設置され
ていてもよいし、これら以外の地域に設置されていてもよい。
【００２２】
　なお、本実施形態では、ＬＡＮ２ａ、ＬＡＮ２ｂ、専用線２ａｂ、インターネット２ｉ
、専用線２ｃｄ、ＬＡＮ２ｃ、およびＬＡＮ２ｄによって、本実施形態の通信ネットワー
ク２が構築されている。
【００２３】
　また、図１において、各通信装置１０、各中継装置３０、伝送管理システム５０、各ル
ータ７０、およびプログラム提供システム９０の下に示されている４組の数字は、一般的
なＩＰｖ４におけるＩＰアドレスを簡易的に示している。例えば、通信装置１０ａａのＩ
Ｐアドレスは「１．２．１．３」である。また、ＩＰｖ４ではなく、ＩＰｖ６を用いても
よいが、説明を簡略化するため、ＩＰｖ４を用いて説明する。
【００２４】
　＜通信装置のハードウェア構成＞
　次に、一実施形態に係る通信装置１０のハードウェア構成を説明する。
【００２５】
　図２は、一実施形態に係る通信装置１０の外観図である。以下、通信装置１０の長手方
向をＸ軸方向、水平面内でＸ軸方向に直交する方向をＹ軸方向、Ｘ軸方向およびＹ軸方向
に直交する方向（鉛直方向）をＺ軸方向として説明する。
【００２６】
　図２に示されているように、通信装置１０は、筐体１１００、アーム１２００、および
カメラハウジング１３００を備えている。このうち、筐体１１００の前側壁面１１１０に
は、複数の吸気孔によって形成された不図示の吸気面が設けられており、筐体１１００の
後側壁面１１２０には、複数の排気孔が形成された排気面１１２１が設けられている。こ
れにより、筐体１１００に内蔵された冷却ファンの駆動によって、不図示の吸気面を介し
て通信装置１０の前方の外気を取り込み、排気面１１２１を介して通信装置１０の後方へ
排気することができる。筐体１１００の右側壁面１１３０には、収音用孔１１３１が形成
され、後述する内蔵型のマイク１１４によって音声、物音、雑音等の音が収音可能となっ
ている。
【００２７】
　筐体１１００の右側壁面１１３０側には、操作パネル１１５０が形成されている。この
操作パネル１１５０には、後述の複数の操作ボタン（１０８ａ～１０８ｅ）、後述の電源
スイッチ１０９、および後述のアラームランプ１１９が設けられている。また、後述の内
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蔵型のスピーカ１１５からの出力音を通すための複数の音声出力孔によって形成された音
出面１１５１が形成されている。また、筐体１１００の左側壁面１１４０側には、アーム
１２００およびカメラハウジング１３００を収容するための凹部としての収容部１１６０
が形成されている。
【００２８】
　筐体１１００の右側壁面１１３０には、後述の外部機器接続Ｉ／Ｆ１１８に対して電気
的にケーブルを接続するための複数の接続口（１１３２ａ～１１３２ｃ）が設けられてい
る。一方、筐体１１００の左側壁面１１４０には、後述の外部機器接続Ｉ／Ｆ１１８に対
して電気的にディスプレイ１２０用のケーブル１２０ｃを接続するための不図示の接続口
が設けられている。
【００２９】
　なお、以下では、操作ボタン（１０８ａ～１０８ｅ）のうち任意の操作ボタンを示す場
合には「操作ボタン１０８」を用い、接続口（１１３２ａ～１１３２ｃ）のうち任意の接
続口を示す場合には「接続口１１３２」を用いて説明する。
【００３０】
　次に、アーム１２００は、トルクヒンジ１２１０を介して筐体１１００に取り付けられ
ており、アーム１２００が筐体１１００に対して、１３５度のチルト角θ１の範囲で、上
下方向に回転可能に構成されている。図２は、チルト角θ１が９０度の状態を示している
。
【００３１】
　カメラハウジング１３００には、内蔵型のカメラ１０２１が設けられており、利用者、
書類、および部屋等を撮像することができる。また、カメラハウジング１３００には、ト
ルクヒンジ１３１０が形成されている。カメラハウジング１３００は、トルクヒンジ１３
１０を介して、アーム１２００に取り付けられている。また、カメラハウジング１３００
がアーム１２００に対して、図２で示されている状態を０度として±１８０度のパン角θ
２の範囲で、且つ、±４５度のチルト角θ３の範囲で、上下左右方向に回転可能に構成さ
れている。
【００３２】
　図３は、本発明の一実施形態に係る通信装置１０のハードウェア構成図である。図３に
示されているように、通信装置１０は、一般的なコンピュータの構成を含んでおり、例え
ば、ＣＰＵ(Central Processing Unit)１０１、ＲＯＭ(Read Only Memory)１０２、ＲＡ
Ｍ(Random Access Memory)１０３、フラッシュメモリ１０４、ＳＳＤ（Solid State Driv
e）１０５、メディアドライブ１０７、操作ボタン１０８、電源スイッチ１０９、ネット
ワークＩ／Ｆ１１１、カメラ１１２、撮像素子Ｉ／Ｆ１１３、マイク１１４、スピーカ１
１５、音声入出力Ｉ／Ｆ１１６、ディスプレイＩ／Ｆ１１７、外部機器接続Ｉ／Ｆ１１８
、アラームランプ１１９、無線ＬＡＮＩ／Ｆ１２１および上記各構成要素を図３に示され
ているように電気的に接続するためのアドレスバスやデータバス等のバスライン１１０等
を備えている。
【００３３】
　ＣＰＵ１０１は、ＲＯＭ１０２等からプログラムやデータを読出し、処理を実行するこ
とで、通信装置１０が備える各機能を実現する演算装置である。ＲＯＭ１０２は、通信装
置１０のプログラム等を記憶する不揮発性のメモリで、例えば、フラッシュＲＯＭ等で構
成される。ＲＡＭ１０３は、ＣＰＵ１０１のワークエリアとして利用される揮発性のメモ
リである。ＣＰＵ１０１、ＲＯＭ１０２及びＲＡＭ１０３は、制御部１２２として、通信
装置１０のプログラムを実行する。フラッシュメモリ１０４は、画像データ、音声データ
等の各種データを記憶する不揮発性のメモリである。ＳＳＤ１０５は、ＣＰＵ１０１の制
御に従って、フラッシュメモリ１０４に対する各種データの読出し又は書込みを制御する
。
【００３４】
　メディアドライブ１０７は、メモリカード等の記録メディア１０６に対するデータの読
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出し又は書込み（記憶）を制御する。操作ボタン１０８は、通信装置１０の各種操作を行
うための入力部であり、例えば、タッチパネル等、ボタン以外の入力手段であっても良い
。電源スイッチ１０９は、通信装置１０の電源のＯＮ／ＯＦＦを切替えるためのスイッチ
である。ネットワークＩ／Ｆ１１１は、ネットワークを利用してデータの送受信を行う有
線ＬＡＮ等のインタフェースである。
【００３５】
　カメラ１１２は、ＣＰＵ１０１の制御に従って被写体を撮像するデバイスであり、レン
ズや、光を電荷に変換して被写体の画像（映像）を電子化する固体撮像素子を含む。尚、
固体撮像素子としては、ＣＭＯＳ(Complementary Metal Oxide Semiconductor)や、ＣＣ
Ｄ（Charge Coupled Device）等が用いられる。撮像素子Ｉ／Ｆ１１３は、撮像用のカメ
ラ１１２から出力される画像信号を所定の画像データとして取り込むインタフェースであ
る。マイク１１４は、音声を入力し音声信号に変換する。スピーカ１１５は、入力された
音声信号を音声に変換する。音声入出力Ｉ／Ｆは、ＣＰＵ１０１の制御に従って、マイク
１１４から入力された音声信号を所定の音声データとして取り込む。また、出力する音声
データをスピーカ１１５で再生可能な音声信号に変換する。
【００３６】
　ディスプレイＩ／Ｆ１１７は、ディスプレイ１２０に、例えば、通信先の画像、メニュ
ー画面、設定画面等の各種画像を出力するインタフェースである。ディスプレイ１２０は
、被写体の画像や操作用アイコン等を表示する液晶や有機ＥＬによって構成された表示部
である。また、ディスプレイ１２０は、ケーブル１２０ｃによってディスプレイＩ／Ｆ１
１７に接続される。このケーブル１２０ｃは、アナログＲＧＢ（ＶＧＡ）信号用のケーブ
ルであってもよいし、コンポーネントビデオ用のケーブルであってもよい。または、ＨＤ
ＭＩ（登録商標）(High-Definition Multimedia Interface)やＤＶＩ(Digital Video Int
eractive)信号用のケーブルであってもよい。
【００３７】
　尚、通信装置１０とディスプレイ１２０は、一体型であっても良い。また、一体型とし
た場合、通信装置１０は、ディスプレイ１２０に代えてプロジェクタの構成を備えるもの
であっても良い。
【００３８】
　外部機器接続Ｉ／Ｆ１１８は、外部の装置と各種データを送受信するインタフェースで
、例えばＵＳＢ（Universal Serial Bus）等を含む。外部機器接続Ｉ／Ｆ１１８には、図
２に示されている筐体１１００の接続口１１３２に差し込まれたＵＳＢケーブル等によっ
て、外付けカメラ、外付けマイク、および外付けスピーカ等の外部機器がそれぞれ電気的
に接続可能である。外付けカメラが接続された場合には、ＣＰＵ１０１の制御に従って、
内蔵型のカメラ１１２に優先して、外付けカメラが駆動する。同じく、外付けマイクが接
続された場合や、外付けスピーカが接続された場合には、ＣＰＵ１０１の制御に従って、
それぞれが内蔵型のマイク１１４や内蔵型のスピーカ１１５に優先して、外付けマイクや
外付けスピーカが駆動する。
【００３９】
　尚、通信装置１０の外部機器接続Ｉ／Ｆ１１８は、セキュリティの観点から、上記外付
けのカメラ、マイク、及びスピーカ等、予め定められた機器しか認識しないように設定さ
れている。このようなシステムでは、外付けのＵＳＢメモリ、ハードディスク装置等を接
続しても、データの読み書きができないので、ネットワークへの接続に必要な証明書情報
を通信装置１０にインポートすることは困難であった。
【００４０】
　アラームランプ１１９は、通信装置１０の各種機能の異常や動作状態等を表示する。無
線ＬＡＮＩ／Ｆ１２１は、ネットワークを利用してデータの送受信を行う無線ＬＡＮのイ
ンタフェースである。バスライン１１０は、図３に示すように上記各構成要素を接続して
、アドレスバス、データバス及び各種制御信号等を伝達する。
【００４１】
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　なお、記録メディア１０６は、通信装置１０に対して着脱自在な構成となっている。ま
た、フラッシュメモリ１０４は、ＣＰＵ１０１の制御にしたがってデータの読み出しまた
は書き込みを行う不揮発性メモリであれば、フラッシュメモリに限らず、ＥＥＰＲＯＭ（
Electrically Erasable and Programmable ROM）等であってもよい。
【００４２】
　また、上記通信装置用プログラムは、インストール可能な形式または実行可能な形式の
ファイルで、上記記録メディア１０６等の、コンピュータで読み取り可能な記録媒体に記
録して流通させるようにしてもよい。
【００４３】
　＜外部入力装置のハードウェア構成＞
　図４は、一実施形態に係る外部入力装置４０のハードウェア構成図である。外部入力装
置４０は、一般的なコンピュータの構成を有しており、例えば、ＣＰＵ２０１、ＲＯＭ２
０２、ＲＡＭ２０３、ＨＤ(Hard Disk)２０４、ＨＤＤ(Hard Disk Drive)２０５、メディ
アドライブ２０７、ディスプレイ２０８、ネットワークＩ／Ｆ２０９、キーボード２１１
、マウス２１２、光学ドライブ２１４、バスライン２１０等を有している。
【００４４】
　ＣＰＵ２０１は、ＲＯＭ２０２やＨＤ２０４等からプログラムやデータを読み出し、処
理を実行することで、外部入力装置４０が備える各機能を実現する演算装置である。ＲＯ
Ｍ２０２は、外部入力装置４０のプログラム等を記憶する不揮発性のメモリで、例えば、
フラッシュＲＯＭ等で構成される。ＲＡＭ２０３は、ＣＰＵ２０１のワークエリアとして
利用される揮発性のメモリである。
【００４５】
　ＨＤ２０４は、ＣＰＵ２０１により実行される様々な処理に必要とされる各種ソフトウ
ェア、データ、画像データ、音声データ等を格納する。ＨＤＤ２０５は、ＣＰＵ２０１の
制御に従って、ＨＤ２０４に対する各種データの読出し又は書込みを制御する。メディア
ドライブ２０７は、例えば、メモリカード等の記録メディアであるメディア２０６に対す
るデータの読出し又は書込みを制御する。ディスプレイ２０８は、カーソル、メニュー、
ウィンドウ、文字、画像、映像等の各種情報を表示する。尚、ディスプレイ２０８は、外
部入力装置の外部に設けられていても良い。
【００４６】
　ネットワークＩ／Ｆ２０９は、ネットワークを介してデータの送受信を行うインタフェ
ースで、例えば、有線ＬＡＮ及び／又は無線ＬＡＮ等を含む。キーボード２１１は、文字
等のキー入力を行う。マウス２１２は、各種指示の選択や実行、処理対象の選択、カーソ
ルの移動等を行う手段であり、例えば、タッチパネルやタッチパッド等の他のポインティ
ングデバイスであっても良い。光学ドライブ２１４は、例えば、ＣＤ（Compact Disc）、
ＤＶＤ、ブルーレイ等の光ディスクに対するデータの読出し又は書き込みを制御する。
【００４７】
　外部装置Ｉ／Ｆ２１５は、外部の装置と各種データの入出力を行うためのインタフェー
スで、例えば、ＵＳＢインタフェース等を含む。バスライン２１０は、アドレスバス、デ
ータバス及び各種制御信号等を伝達する。
【００４８】
　尚、ＲＯＭ２０２には、外部入力装置４０を制御するための外部入力装置用プログラム
が記録されている。この外部入力装置用プログラムは、インストール可能な形式又は実行
可能な形式のファイルで、コンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録して流通させる
ようにしても良い。
【００４９】
　［第１の実施の形態］
　本実施の形態は、無線ＬＡＮ等によってネットワークに接続する通信装置のセキュリテ
ィ情報の設定に関する。本実施の形態では、無線通信の設定で使用する認証技術として、
ＷＰＡ（WiFi Protected Access）／ＷＰＡ２エンタープライズモードを例に上げて説明
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する。尚、ＷＰＡ／ＷＰＡ２のモードには、他にもホーム（ＷＰＡ－ＰＳＫ）モードがあ
る。ＷＰＡ／ＷＰＡ２エンタープライズモードが企業向けであるのに対し、ＷＰＡ／ＷＰ
Ａ２ホームモードは、個人や小規模なオフィス等で採用されることが多い。
【００５０】
　ＷＰＡ／ＷＰＡ２エンタープライズモードでは、例えば、ＩＥＥＥ８０２．１Ｘ対応の
認証サーバ等を用いて利用者（通信装置）の認証を行う。ＩＥＥＥ８０２．１Ｘでは、例
えば、ＥＡＰ（Extensible Authentication Protocol）という認証プロトコル等を使って
通信装置の認証を行う。そして、認証が成功した場合に、通信装置のネットワークへの接
続を許可し、認証が失敗した場合には、通信装置のネットワークへの接続を許可しない。
【００５１】
　ＥＡＰにも複数の方式があるが、本実施の形態では電子証明書を使って利用者（通信装
置）の認証を行うものとする。
【００５２】
　＜システムの構成＞
　図５は、第１の実施の形態に係る通信システム５００の構成図である。通信システム５
００は、通信装置１０ｄａ、１０ｄｂ、外部入力装置４０ｄａ、４０ｄｂ、ＬＡＮ（Loca
l Area Network）５０１のアクセスポイント６０ａ、６０ｂ、及び通信管理装置８０を有
している。また、通信装置１０ｄａ、１０ｄｂは、それぞれ、ディスプレイ１２０ｄａ、
１２０ｄｂが接続されている。
【００５３】
　アクセスポイント６０ａ、６０ｂは、例えば所定の建物内の会議室５０２、５０３にそ
れぞれ設置されている。アクセスポイント６０ａ、６０ｂは、通信装置１０ｄａ、１０ｄ
ｂとそれぞれ無線通信を行う。この無線通信の通信方式は、例えば、ＩＥＥＥ８０２．１
１により規格化された無線ＬＡＮ方式である。尚、ＩＥＥＥ８０２．１１には、ＩＥＥＥ
８０２．１１ｂ／ａ／ｇ／ｎ等、複数の方式が規格化されているが、本実施の形態では、
方式を特定しない。また、アクセスポイント６０ａ、６０ｂは、ＷＰＡ／ＷＰＡ２エンタ
ープライズモード、又はＩＥＥＥ８０２．１Ｘ等の規格に対応している。
【００５４】
　通信装置１０ｄａ、ｄｂは、例えば、遠隔会議用の端末であり、アクセスポイント６０
ａ、６０ｂ等を介して、ＬＡＮ５０１、通信ネットワーク２等に接続し、他の通信装置等
と通信を行う。通信装置１０ｄａ、ｄｂは、アクセスポイント６０ａ、６０ｂが対応する
一又は複数の無線ＬＡＮ規格のうちの少なくとも一つによって、アクセスポイント６０ｂ
、６０ａと通信可能に構成されている。また、通信装置１０ｄａ、ｄｂは、ＷＰＡ／ＷＰ
Ａ２エンタープライズモード、又はＩＥＥＥ８０２．１Ｘ等の規格に対応している。
【００５５】
　外部入力装置４０ｄａ、４０ｄｂは、例えば、ノートＰＣであり、通信装置１０ｄａ、
１０ｄｂとそれぞれ、所定の通信方式で通信可能である。尚、外部入力装置４０ｄａ、４
０ｄｂは、ノートＰＣに限らず、デスクトップＰＣ、スマートフォン、タブレット端末等
の情報処理装置であっても良い。尚、外部入力装置４０ｄａ、４０ｄｂと通信装置１０ｄ
ａ、ｄｂとの間の上記所定の通信方式は、例えば、クロスＬＡＮケーブルによるピアツー
ピア接続、又は無線ＬＡＮのアドホックモード等による相互接続である。
【００５６】
　ここで、相互接続とは、通信装置１０と外部入力装置４０との間を、サーバ等を介さず
に相互に接続する１対１の接続であるものとする。相互接続の具体的な例として、前述し
たクロスＬＡＮケーブル等によるピアツーピア接続、無線ＬＡＮのアドホックモードによ
る接続等の他にも、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等の近距離無線通信による
１対１の接続等がある。
【００５７】
　外部入力装置４０ｄａ、４０ｄｂは、ＬＡＮ５０１、通信ネットワーク２等のネットワ
ークへの接続に必要な証明書情報を保持する。尚、外部入力装置４０ｄａ、４０ｄｂは、
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本発明に係る外部装置の一例である。
【００５８】
　通信管理装置８０は、例えば、ＬＡＮ５０１、通信ネットワーク２等のネットワークに
接続されたサーバ装置であり、通信装置１０ｄａ、１０ｄｂ等からのネットワークへの接
続要求に対して、ネットワークへの接続を許可するか否かの認証を行う。
【００５９】
　＜機能構成＞
　次に、図６を用いて、通信システム５００の機能構成について説明する。図６は、通信
装置１０ｄａ、外部入力装置４０ｄａ、アクセスポイント６０ａ、及び通信管理装置８０
の機能構成図である。尚、図５の通信装置１０ｄｂは、通信装置１０ｄａと同様の機能を
有しており、アクセスポイント６０ｂは、アクセスポイント６０ａと同様の機能を有して
いる。
【００６０】
　通信装置１０ｄａは、無線通信手段６０１、有線通信手段６０２、表示手段６０３、取
得手段６０４、接続要求手段６０５、記憶手段６０６、及び入力手段６０７を有している
。
【００６１】
　無線通信手段６０１は、例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１等により規格化されている無線
ＬＡＮによって、データの送受信を行う手段で、例えば、図３の無線ＬＡＮＩ／Ｆ１２１
及びその制御を行うソフトウェア等を含む。有線通信手段６０２は、例えば、外部入力装
置４０ｄａと、クロスのＬＡＮケーブル又はルータを介したピアツーピア接続等により、
ＬＡＮ５０１やサーバ等を介さずに、外部入力装置４０ｄａと１対１の相互接続が可能な
通信手段である。
【００６２】
　有線通信手段６０２は、例えば、図３のネットワークＩ／Ｆ１１１及びその制御ソフト
ウェア等を含む。尚、有線通信手段６０２は、ＬＡＮ５０１等のネットワークにストレー
トのＬＡＮケーブルにより接続することにより、通常のＬＡＮインタフェースとしても機
能する。
【００６３】
　表示手段６０３は、有線通信手段６０２に相互接続された外部入力装置４０ｄａから通
信装置１０ｄａにログインする際に必要な認証情報であるログイン情報を表示する手段で
ある。表示手段６０３は、例えば、図３のディスプレイ１２０、ディスプレイＩ／Ｆ１１
７、及びその制御ソフトウェア等を含む。
【００６４】
　取得手段６０４は、無線通信手段６０１によるネットワークへの接続に必要な証明書情
報を、有線通信手段６０２によって接続された外部入力装置４０ｄａから取得する手段で
、例えば、図３の制御部１２２等で動作するプログラムによって実現される。また、取得
手段６０４は、サーバ手段６０８、ログイン認証手段６０９、パスワード生成手段６１０
を有している。
【００６５】
　パスワード生成手段６１０は、表示手段６０３が表示するログイン情報に含まれるパス
ワードを生成する手段である。本実施の形態では、パスワード生成手段６１０は、表示手
段６０３に表示される度に異なる情報であるワンタイムパスワードを生成する。サーバ手
段６０８は、有線通信手段６０２を介して、表示手段６０３が表示したワンタイムパスワ
ード等のログイン情報を入力させるウェブページを提供する。
【００６６】
　ログイン認証手段６０９は、表示手段６０３に表示された認証情報であるログイン情報
を用いて、ログインが許可されるか否かを認証する。ログイン認証手段６０９は、例えば
、サーバ手段６０８が提供するウェブページに入力されたログイン情報が、表示手段６０
３が表示したワンタイムパスワードを含む場合に、外部入力装置４０ｄａのログインを許



(12) JP 6357778 B2 2018.7.18

10

20

30

40

50

可する。
【００６７】
　接続要求手段６０５は、外部入力装置４０ｄａから正しいワンタイムパスワードが入力
され、ログインが許可された場合に、取得手段６０４が取得した証明書情報を用いて、無
線通信手段６０１によるネットワークへの接続を通信管理装置８０に要求する。記憶手段
６０６は、取得手段６０４が取得した証明書情報や、通信管理装置８０による認証が成功
した場合に通知される暗号鍵等を記憶する手段で、例えば、図３のＲＡＭ１０３又はフラ
ッシュメモリ１０４等に含まれる。入力手段６０７は、通信装置１０ｄａの利用者が、通
信装置１０ｄａの操作やキー入力等を行う手段で、例えば、図３の操作パネルを含む。
【００６８】
　上記構成により、通信装置１０ｄａは、表示手段６０３にワンタイムパスワードを含む
ログイン情報を表示させる。そして、サーバ手段６０８は、有線通信手段６０２に相互接
続された外部入力装置４０ｄａに、ログイン情報を入力するウェブページを表示させる。
ウェブページにログイン情報が入力されると、ログイン認証手段６０９は、入力されたロ
グイン情報に、表示手段６０３が表示したワンタイムパスワードが含まれるか否かを判断
する。そして、正しいワンタイムパスワードが含まれる場合に、外部入力装置４０ｄａの
ログインを許可する。
【００６９】
　取得手段６０４は、外部入力装置４０ｄａから、ネットワークの認証に用いる証明書情
報を取得する。そして、接続要求手段６０５は、外部入力装置４０ｄａのログインが許可
された場合、取得手段６０４が取得した証明書情報を用いて、通信管理装置８０に無線通
信手段６０１によるネットワークへの接続を要求する。通信装置１０ｄａは、通信管理装
置８０によってネットワークへの接続が許可された場合、接続が許可されたネットワーク
に、無線通信手段６０１を用いて無線接続することができる。
【００７０】
　上記動作により、通信装置１０ｄａは、外部入力装置４０ｄａから安全、かつ容易にネ
ットワーク認証に必要な証明書情報を取得すること、すなわち、通信設定を行うことがで
きるようになる。
【００７１】
　次に、外部入力装置４０ｄａの機能構成について説明する。外部入力装置４０ｄａは、
通信手段６１１、証明書記憶手段６１２、制御手段６１３、操作入力手段６１４及び画面
表示手段６１５を有する。通信手段６１１は、有線ＬＡＮのインタフェースを使ってデー
タの送受信を行う手段であり、クロスのＬＡＮケーブル又はハブ等を介したピアツーピア
接続により、ＬＡＮ５０１等のネットワークを介さずに、通信装置１０ｄａと相互接続が
可能である。尚、通信手段６１１は、例えば、コンピュータが備える一般的な有線ＬＡＮ
インタフェースであってもよい。
【００７２】
　証明書記憶手段６１２は、通信管理装置８０との間で、例えば、ＥＡＰ－ＴＬＳ（Tran
sport Layer Security）等による認証を行う際に用いる電子証明書等の証明書情報を記憶
する手段であり、例えば、図４のＨＤ２０４、ＲＡＭ２０３等に含まれる。この電子証明
書は、例えば、ＩＴＵ－Ｔ（International Telecommunication Union-Telecommunicatio
n sector）のＸ．５０９で規定されたものである。電子証明書には、例えば、電子署名ア
ルゴリズム、発行者名、有効期限、ユーザ名、ユーザの公開鍵情報等が含まれる。
【００７３】
　制御手段６１３は、外部入力装置４０ｄａの各種プログラムを実行する手段で、例えば
、図４のＣＰＵ２０１、ＲＯＭ２０２、ＲＡＭ２０３等を含む。制御手段６１３は、証明
書管理手段６１６及びブラウザ手段６１７を有している。
【００７４】
　証明書管理手段６１６は、証明書記憶手段６１２に記憶する証明書を管理する手段で、
例えば、認証局から取得した証明書情報を証明書記憶手段６１２に記憶する。また、通信
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手段６１１を介して接続された通信装置１０ｄａに、証明書記憶手段６１２に記憶した証
明書情報を送信する機能等を有する。
【００７５】
　ブラウザ手段６１７は、通信手段６１１を介して接続された通信装置１０ｄａが提供す
るウェブページを画面表示手段６１５に表示させ、操作入力手段６１４等からウェブペー
ジに入力されたワンタイムパスワード等のログイン情報を通信装置１０ｄａに送信する。
【００７６】
　次に通信管理装置８０と、アクセスポイント６０ａについて説明を行う。尚、通信管理
装置８０及びアクセスポイント６０ａは、公知技術であるため、概要のみ説明する。
【００７７】
　通信管理装置８０は、例えば、一般的なコンピュータのハードウェア構成を有するサー
バ装置等であり、送受信部６２２、認証管理データベース６２３、及び認証部６２１を有
している。送受信部６２２は、通信管理装置８０をネットワークに接続し、データの送受
信を行う。認証管理データベース６２３は、認証局によって発行された電子証明書を記憶
する。認証部６２１は、認証管理データベース６２３に基づいて、接続を要求するユーザ
（通信装置）の認証を行う。通信管理装置８０は、ネットワークへの接続を要求する通信
装置１０ｄａ、１０ｄｂ等の認証を行う認証サーバであり、例えば、ＩＥＥＥ８０２．１
ＸのＲＡＤＩＵＳ（Remote Authentication Dial-in User Service）認証サーバ等として
知られている。
【００７８】
　アクセスポイント６０ａは、有線送受信部６１８、接続部６１９、及び無線送受信部６
２０を有している。有線送受信部６１８は、ＬＡＮ５０１等のネットワークに接続され、
ネットワークに接続された通信管理装置８０等の機器とデータの送受信を行う。無線送受
信部６２０は、通信装置１０ｄａ等の無線ＬＡＮ端末とのデータの送受信を行う。接続部
６１９は、有線送受信部６１８と無線送受信部６２０との間の接続を制御する。
【００７９】
　通信装置１０ｄａは、アクセスポイント６０ａへの接続の際、証明書情報を含む接続要
求を通信管理装置８０へ送信する。この接続要求は、アクセスポイント６０ａにより、通
信管理装置８０に転送される。尚、このとき、アクセスポイント６０ａにおいて、パケッ
トの変換等が行われるが、認証自体は通信装置１０ｄａと通信管理装置８０との間で行わ
れる。
【００８０】
　通信管理装置８０は、通信装置１０ｄａからの接続要求に含まれる証明書情報を、認証
管理データベース６２３に基づいて認証を行う。通信管理装置８０で認証が成功した場合
、通信管理装置８０は、認証が成功したことをアクセスポイント６０ａに通知する。通知
を受けたアクセスポイント６０ａの接続部６１９は、通信装置１０ｄａのネットワークへ
の通信を許可する。一方、認証に失敗した場合には、接続部６１９は、通信装置１０ｄａ
のネットワークへの通信を許可しない。すなわち、接続部６１９は、接続要求を除いて、
認証されていない通信装置からの通信を遮断し、認証された通信装置の通信を許可する。
【００８１】
　次に、図７を用いて、通信システム５００の動作の概要について説明する。図７は、第
１の実施の形態に係る通信システム５００の処理の流れを示すシーケンスチャートである
。通信装置１０ｄａは、入力手段６０７等から、無線通信設定の開始を指示する入力を受
け付けると、無線通信設定の処理を開始する。尚、入力手段６０７からの入力は一例であ
って、例えば、有線通信手段６０２にクロスのＬＡＮケーブル等で外部入力装置４０ｄａ
が相互接続された場合に処理を開始するものであっても良い。
【００８２】
　通信装置１０ｄａの取得手段６０４は、パスワード生成手段６１０によりワンタイムパ
スワードを生成する。また、生成されたワンタイムパスワードと接続先のＵＲＬ（Unifor
m Resource Locator）等の情報を含むログイン情報を表示手段６０３に表示させる（ステ
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ップＳ７０１）。図８に、ログイン情報の表示の例を示す。図８において、通信装置１０
ｄａは、例えば、図３のディスプレイ１２０に、接続先のＵＲＬ８０１とワンタイムパス
ワード８０２を表示する。接続先のＵＲＬ８０１は、通信装置１０ｄａのサーバ手段６０
８が提供するログイン用のウェブページのアドレスを示している。
【００８３】
　図７に戻って、外部入力装置４０ｄａのブラウザ手段６１７は、操作入力手段６１４か
らの接続先のＵＲＬの入力を受け付ける（ステップＳ７０２）。この入力は利用者によっ
て行われ、その内容はステップＳ７０１で表示された接続先のＵＲＬ８０１を想定してい
る。ブラウザ手段６１７は、ＵＲＬの入力を受け付けると、入力されたＵＲＬに対して、
ＨＴＴＰＳ（HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer）プロトコルで、
通信手段６１１を介して通信装置１０ｄａに接続要求を送信する（ステップＳ７０３）。
【００８４】
　尚、通信装置１０ｄａが、通信手段６１１以外にもＬＡＮポート等のネットワークへの
接続手段を有している場合、通信手段６１１以外のネットワークへの接続手段はインター
ネットに接続される可能性がある。この場合、インターネット側から盗聴やなりすまし等
の攻撃が懸念される。本実施の形態では、ＨＴＴＰＳプロトコルによって、通信装置１０
ｄａと外部入力装置４０ｄａとの間の相互接続による通信経路を暗号化することにより、
情報を盗聴やなりすましによる攻撃から保護する。すなわち、セキュリティ（安全性）が
向上する。また、より好適な例として、外部入力装置４０ｄａは、通信手段６１１により
通信装置１０ｄａと通信を行う間、通信手段６１１以外の通信手段を無効化する機能を有
していても良い。
【００８５】
　通信装置１０ｄａのサーバ手段６０８は、外部入力装置４０ｄａからの接続要求を受け
付けると（ステップＳ７０４）、ログイン画面のＨＴＭＬ（Hyper Text Markup Language
）を外部入力装置４０ｄａへ送信する（ステップＳ７０５）。外部入力装置４０ｄａのブ
ラウザ手段６１７は、ログイン画面を画面表示手段６１５に表示させ、利用者のワンタイ
ムパスワードの入力を受け付ける（ステップＳ７０６）。
【００８６】
　図９に、外部入力装置４０ｄａのブラウザが表示するログイン画面９０１の表示の例を
示す。図９において、ログイン画面９０１に、ワンタイムパスワードの入力欄９０２と、
ログインボタン９０３を表示する。ワンタイムパスワードの入力欄９０２には、通信装置
１０ｄａの表示手段６０３が表示したワンタイムパスワードが利用者により入力されるこ
とを想定している。利用者により、入力欄９０２にワンタイムパスワードが入力され、ロ
グインボタン９０３が押下されると、ブラウザ手段６１７は、通信装置１０ｄａへ、入力
されたワンタイムパスワードを含むログイン要求を送信する（ステップＳ７０７）。
【００８７】
　通信装置１０ｄａの取得手段６０４は、外部入力装置４０ｄａからログイン要求を受信
すると、ログイン認証手段６０９により、ログイン要求に含まれるワンタイムパスワード
を、パスワード生成手段６１０が生成したワンタイムパスワードと照合する。ログイン要
求のワンタイムパスワードとパスワード生成手段６１０が生成したワンタイムパスワード
が一致した場合には、ログインを許可し、一致しない場合にはログインを拒否する（ステ
ップＳ７０８）。
【００８８】
　このログイン認証処理により、外部入力装置４０ｄａ以外の第三者からの要求を取得手
段６０４が処理することを防止する。これにより、外部入力装置４０ｄａの利用者による
通信であることを保証できるため、通信装置１０ｄａは、安全に証明書情報をインポート
することができる。さらに、本実施の形態では、ログイン情報をワンタイムパスワードと
しているため、さらに安全性を強化することができる。
【００８９】
　ログイン認証手段６０９が、外部入力装置４０ｄａのログインを許可すると、サーバ手
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段６０８は、証明書選択画面を外部入力装置のブラウザに表示させるＨＴＭＬを、有線通
信手段６０２を介して送信する（ステップＳ７０９）。図１０に、外部入力装置４０ｄａ
のブラウザが表示する証明書選択画面１００１の表示の例を示す。利用者は、参照ボタン
１００２を押下して、証明書のファイルを選択した後、送信ボタン１００３を押下する。
これに応じて、証明書管理手段６１６は、証明書記憶手段６１２から証明書情報（証明書
ファイル）を読出し（ステップＳ７１０）、読み出された証明書情報を通信装置１０ｄａ
に送信する（ステップＳ７１１）。
【００９０】
　通信装置１０ｄａの取得手段６０４は、サーバ手段６０８が外部入力装置４０ｄａから
受信した証明書情報を記憶手段６０６に記憶する（ステップＳ７１２）。サーバ手段６０
８は、送信結果を外部入力装置４０ｄａのブラウザに表示するためのＨＴＭＬを、有線通
信手段６０２を介して、外部入力装置４０ｄａへ送信する（ステップＳ７１３）。図１１
に、外部入力装置４０ｄａのブラウザが表示する結果表示画面１１０１の表示の例を示す
。図１１において、結果表示画面１１０１に、送信結果（成功）１１０２を表示している
。尚、送信結果が失敗した場合には、その旨を送信結果１１０２として表示する。
【００９１】
　次に、通信装置１０ｄａの接続要求手段６０５は、記憶手段６０６から証明書情報を読
み出す（ステップＳ７１４）。また、接続要求手段６０５は、読み出した証明書情報を含
む接続許可要求を、無線通信手段６０１及びアクセスポイント６０ａを介して、通信管理
装置８０へ送信する（ステップＳ７１５）。
【００９２】
　アクセスポイント６０ａの接続部６１９は、無線送受信部６２０を介して、通信装置１
０ｄａから受信した接続要求を、優先送受信部６１８を介して、接続可否要求として通信
管理装置８０へ送信する（ステップＳ７１６）。尚、このとき、アクセスポイント６０ａ
は、接続要求の転送を行い、認証処理自体は通信装置１０ｄａと通信管理装置８０との間
で行われる。
【００９３】
　通信管理装置８０の認証部６２１は、送受信部６２２を介して、アクセスポイント６０
ａから証明書情報を含む接続可否要求を受信すると、認証管理データベース６２３に問合
せを行い、認証処理を行う（ステップＳ７１７）。次に、認証部６２１は、送受信部６２
２を介して、アクセスポイント６０ａへ認証の結果を通知する（ステップＳ７１８）。
【００９４】
　アクセスポイント６０ａの接続部６１９は、通信管理装置８０から接続可否要求に対す
る認証結果を受信すると、認証結果を確認し、認証が成功した場合には、通信装置１０ｄ
ａのネットワークへの接続を許可する（ステップＳ７１９）。これにより、通信装置１０
ｄａは、ネットワークに接続され、例えば、他の拠点に設置された通信装置等と通信が可
能になる（ステップＳ７２０）。すなわち、無線通信で遠隔会議を行う準備が整う。一方
、認証結果が失敗だった場合には、接続部６１９は、通信装置１０ｄａのネットワークへ
の接続を許可しない。
【００９５】
　尚、通信装置１０ｄａは、外部入力装置４０ｄａから取得した証明書情報を、例えば、
図３のフラッシュメモリ等の記憶手段６０６に記憶するが、ネットワークに接続した後は
、記憶した証明書情報認証を記憶手段６０６から消去しても良い。証明書情報を記憶手段
６０６から消去することにより、証明書の不正な読出し等を防止することができる。
【００９６】
　また、通信装置１０ｄａは、ネットワークに接続した際に、証明書情報に関する情報を
別のセキュアな領域、例えば、レジストリ等に登録した後で、記憶手段６０６の証明書情
報を消去するものであっても良い。この場合、通信装置１０ｄａは、記憶手段６０６に記
憶した証明書情報を削除しても、レジストリ等に登録された情報に基づいて、再度ネット
ワークに接続することができる。



(16) JP 6357778 B2 2018.7.18

10

20

30

40

50

【００９７】
　さらに、好適な例として、通信装置１０ｄａは、通信を終えた後、電源をＯＦＦした後
、又は利用者が所定の操作を行った場合等、予め定められた条件に応じて、外部入力装置
４０ｄａから取得した証明書情報を消去又は無効化するものであっても良い。この場合、
再度ネットワークに接続する場合は、改めて外部入力装置４０ｄａから証明書情報をイン
ポートする必要があるので、第三者による端末の不正利用による情報の漏洩等を効果的に
防止することができる。
【００９８】
　以上、本実施の形態によれば、外部入力装置４０ｄａから、安全かつ容易に、ネットワ
ーク接続に必要な証明書をインポートすることが可能となる。具体的には、通信装置１０
ｄａの有線ＬＡＮポート等の有線通信手段６０２を利用して、安全、かつ容易に、無線Ｌ
ＡＮの接続に必要な証明書をインポートすることができる。また、通信装置１０ｄａと外
部入力装置４０ｄａとを、クロスＬＡＮケーブル等を用いて、サーバ等を介さずに相互接
続することにより、第三者による盗聴や、なりすましを低減することができる。
【００９９】
　さらに、通信装置１０ｄａは、ログイン認証手段６０９を有し、外部入力装置４０ｄａ
のログイン認証を行うので、より安全に証明書をインポートすることができる。さらにま
た、通信装置１０ｄａは、パスワード生成手段６１０を有し、パスワード生成手段６１０
が生成したワンタイムパスワードによるログイン認証を行うので、さらにセキュリティを
強化することができる。
【０１００】
　［第２の実施の形態］
　第１の実施の形態では、通信装置１０ｄａと外部入力装置４０ｄａとを、クロスケーブ
ル等で相互接続するものとして説明を行ったが、通信装置１０ｄａと外部入力装置４０ｄ
ａとの相互接続は、無線通信によるものであっても良い。
【０１０１】
　図１２は、第２の実施の形態に係る通信システムの機能構成図である。図１２において
、通信装置１０ｄａは、図６の形態の有線通信手段６０２に代えて、第２無線通信手段１
２０１を有している。また、図１２において、外部入力装置４０ｄａは、図６の通信手段
６１１に代えて、或いは、通信手段６１１に加えて、第３無線通信手段１２０２を有して
いる。尚、他の構成は第１の実施の形態と同じであるため、ここでは第１の実施の形態と
の違いを中心に説明する。
【０１０２】
　第２無線通信手段１２０１及び第３無線通信手段１２０２は、例えば、ＩＥＥＥ８０２
．１１等で規格化された無線ＬＡＮによりデータの送受信を行う手段であり、アドホック
モードで相互接続が可能な構成となっている。
【０１０３】
　尚、通信装置１０ｄａと外部入力装置４０ｄａをアドホックモードで接続するためには
、ネットワークの接続情報の設定が必要になる。本実施の形態では、通信装置１０ｄａは
、アドホック通信モードの設定情報を表示手段６０３に表示させる。図１３に、アドホッ
クモードの設定情報の表示の例を示す。
【０１０４】
　図１３において、通信装置１０ｄａは、例えば、図３のディスプレイ１２０に、通信装
置１０ｄａのネットワーク名１３０１及びセキュリティキー１３０２等、アドホックモー
ドの通信設定に必要な情報を表示する。その後、利用者は通信装置１０ｄａに表示された
ネットワーク名１３０１及びセキュリティキー１３０２を、外部入力装置４０ｄａのネッ
トワーク設定画面に入力することにより、アドホックモードによる無線相互接続を行うこ
とができる。
【０１０５】
　また、より好適な例として、通信装置１０ｄａは、図１３のアドホックモードの設定情
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報を表示する度に、セキュリティキー１３０２の値を変更すると良い、これにより、セキ
ュリティをさらに高めることができる。
【０１０６】
　上記操作により、通信装置１０ｄａと外部入力装置４０ｄａ間のアドホックモードによ
る通信が確立した後は、第１の実施の形態と同様に、図７のシーケンスチャートに従って
、無線通信手段６０１によるネットワークへの接続を行うことができる。
【０１０７】
　以上、本実施の形態によれば、クロスケーブルを使用することなく、通信装置１０ｄａ
と外部入力装置４０ｄａとの間の通信を確立することができる。従って、一般的に有線Ｌ
ＡＮポートを有していない、スマートフォンやタブレット端末等を外部入力装置４０ｄａ
として利用することができるようになる。
【０１０８】
　尚、無線ＬＡＮは、第２無線通信手段１２０１及び第３無線通信手段１２０２の通信方
式の一例であって、本発明の範囲を限定するものではない。例えば、第２無線通信手段１
２０１及び第３無線通信手段１２０２の通信方式は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈや、ＵＷＢ（Ul
tra Wide Band）等の無線通信によるものであっても良い。
【０１０９】
　また、通信装置１０ｄａと外部入力装置４０ｄａとの相互接続が無線ＬＡＮの場合には
、通信装置１０ｄａは、必ずしも２つの無線ＬＡＮインタフェースを有している必要はな
い。例えば、図３の無線ＬＡＮＩ／Ｆ１２１を、無線通信手段６０１（第1無線通信手段
）と第２無線通信手段１２０１とが共用するものであっても良い。或いは、通信装置１０
ｄａは、無線通信手段６０１を備えず、外部入力装置４０ｄａとの相互接続により証明書
情報を取得した第２無線通信手段１２０１を使って、ネットワークへ接続するものであっ
ても良い。さらに、図１２において、通信装置１０ｄａの無線通信手段６０１は、有線通
信手段であっても良い。
【０１１０】
　［第３の実施の形態］
　図１４は、第３の実施の形態に係る通信システム１４００の機能構成図である。本実施
の形態では、通信装置１０ｄａ及び外部入力装置４０ｄａが、それぞれＮＦＣ（Near Fie
ld Communication）による通信手段である第１ＮＦＣ通信手段１４０１及び第２ＮＦＣ通
信手段１４０２を有している。
【０１１１】
　第１ＮＦＣ通信手段１４０１及び第２ＮＦＣ通信手段１４０２は、ＮＦＣ規格による非
接触の近距離無線通信（以下、ＮＦＣ通信と称す）を行う。通信装置１０ｄａの第１ＮＦ
Ｃ通信手段１４０１は、外部入力装置４０ｄａの第２ＮＦＣ通信手段１４０２が通信圏内
（例えば、１０ｃｍ以内）に接近した場合、ＮＦＣ通信により、第２ＮＦＣ通信手段１４
０２から所定のデータを受信する。このとき、通信装置１０ｄａは、ＮＦＣ通信による通
信相手が、正しい通信相手であることを確認する必要がある。本実施の形態では、通信装
置１０ｄａは、ＮＦＣ通信による通信相手を認証するために、第１及び第２の実施の形態
と同様に、ワンタイムパスワードを利用する。
【０１１２】
　図１５は、第３の実施の形態に係る通信システムの処理の流れを示すシーケンスチャー
トである。通信装置１０ｄａは、例えば、入力手段６０７等から、無線通信設定の開始を
指示する入力を受け付けると、パスワード生成手段６１０が生成したワンタイムパスワー
ドを表示手段６０３に表示させる（ステップＳ１５０１）。この時に表示する画面の一例
を図１６に示す。図１６において、通信装置１０ｄａは、例えば、図３のディスプレイ１
２０に、ワンタイムパスワード１６０１を表示する。
【０１１３】
　次に、外部入力装置４０ｄａは、ワンタイムパスワードの入力を受け付ける（ステップ
Ｓ１５０２）。具体的には、外部入力装置４０ｄａの制御手段６１３は、画面表示手段６
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１５に、例えば、図１７のようなワンタイムパスワード入力画面を表示させる。図１７の
例では、外部入力装置４０ｄａのディスプレイ２０８に、パスワード入力欄１７０１、複
数の証明書入力キー１７０２、１７０３、ＯＫ入力キー１７０４、及びクリア入力キー１
７０５を表示させている。利用者は、パスワード入力欄１７０１に、通信装置１０ｄａが
表示したワンタイムパスワードを、例えば、図４のマウス２１２、キーボード２１１等を
使って入力する。また、証明書情報が複数ある場合には、証明書入力キー１７０２、１７
０３を表示させて、ユーザに証明書を選択させても良い。また、入力を確定させるＯＫ入
力キー１７０４及び入力をクリアするクリア入力キー１７０５を表示させても良い。さら
に、必要に応じてユーザＩＤ等、他の情報の入力を要求するものであっても良い。
【０１１４】
　利用者がパスワード入力欄１７０１に、通信装置１０ｄａが表示したワンタイムパスワ
ードを入力した後で、外部入力装置４０ｄａの第２ＮＦＣ通信手段１４０２を、通信装置
１０ｄａの第１ＮＦＣ通信手段１４０１に近接させるとＮＦＣ通信が確立される。ＮＦＣ
通信が確立されると、外部入力装置４０ｄａの第２ＮＦＣ通信手段１４０２は、少なくと
も利用者により入力されたワンタイムパスワードを含む認証情報を、通信装置１０ｄａの
第１ＮＦＣ通信手段に送信する（ステップＳ１５０３）。
【０１１５】
　一方、通信装置１０ｄａは、上記認証情報を受信すると、ログイン認証手段６０９が、
認証情報に含まれるワンタイムパスワードを、パスワード生成手段６１０が生成したワン
タイムパスワードと照合する（ステップＳ１５０４）。認証情報のワンタイムパスワード
とパスワード生成手段６１０が生成したワンタイムパスワードが一致した場合、通信装置
１０ｄａから、外部入力装置４０ｄａへ、認証が成功したことを示す認証結果を送信する
（ステップＳ１５０５）。
【０１１６】
　尚、認証情報に含まれるワンタイムパスワードが、パスワード生成手段６１０が生成し
たワンタイムパスワードが一致しなかった場合には、通信装置１０ｄａから外部入力装置
４０ｄａへ、認証を棄却したことを示す認証結果を送信する。認証を棄却したことを示す
認証結果を受信した外部入力装置４０ｄａは、画面表示手段６１５にエラーが発生したこ
とを表示させ、処理を終了する。
【０１１７】
　外部入力装置４０ｄａは、通信装置１０ｄａから認証が成功したことを示す認証結果を
受信すると、証明書管理手段６１６が、例えば、証明書入力キー１７０２、１７０３等で
指定された証明書情報を証明書記憶手段６１２から読み出す（ステップＳ１５０６）。さ
らに、証明書管理手段６１６は、読み出した証明書情報を、第２ＮＦＣ通信手段を介して
通信装置１０ｄａに送信する（ステップＳ１５０７）。
【０１１８】
　通信装置１０ｄａの取得手段６０４は、外部入力装置４０ｄａから受信した証明書情報
を記憶手段６０６に記憶する（ステップＳ１５０８）。続いて、通信装置１０ｄａの接続
要求手段６０５は、記憶手段６０６から証明書情報を読み出す（ステップＳ１５０９）。
さらに、接続要求手段６０５は、読み出した証明書情報を含む接続許可要求を、無線通信
手段６０１を介して、通信管理装置８０へ送信する（ステップＳ１５１０）。アクセスポ
イント６０ａは、通信装置１０ｄａからの接続許可要求を接続可否要求として、通信管理
装置８０へ転送する（ステップＳ１５１１）。
【０１１９】
　通信管理装置８０の認証部６２１は、送受信部６２２を介して、アクセスポイント６０
ａから証明書情報を含む接続可否要求を受信すると、認証管理データベース６２３に問合
せを行い、認証処理を行う（ステップＳ１５１２）。次に、認証部６２１は、送受信部６
２２を介して、アクセスポイント６０ａへ認証の結果を通知する（ステップＳ１５１３）
。
【０１２０】
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　アクセスポイント６０ａの接続部６１９は、通信管理装置８０から接続可否要求に対す
る認証結果を受信すると、認証結果を確認し、認証が成功した場合には、通信装置１０ｄ
ａのネットワークへの接続を許可する（ステップＳ１５１４）。これにより、通信装置１
０ｄａは、ネットワークに接続され、例えば、他の拠点に設置された通信装置と通信が可
能になる（ステップＳ１５１５）。
【０１２１】
　以上、本実施の形態によれば、通信装置１０ｄａ及び外部入力装置４０ｄａのＮＦＣ通
信手段を利用して、安全、かつ容易に、無線ＬＡＮの接続に必要な証明書をインポートす
ることができる
　さらに、通信装置１０ｄａは、ログイン認証手段６０９及びパスワード生成手段６１０
を有し、パスワード生成手段６１０が生成したワンタイムパスワードによる認証を行うた
め、第三者による盗聴や、なりすましを低減することができる。
【０１２２】
　（変形例）
　第３の実施の形態では、ＮＦＣ通信により証明書情報を通信する場合の例について説明
を行ったが、ＮＦＣ通信を使って、例えば、図１４の第２無線通信手段１２０１と第３無
線通信手段１２０２との間のアドホックモードの設定を行うことも可能である。
【０１２３】
　例えば、図１５のステップＳ１５０６においてネットワークへの接続に必要な証明書情
報を読み出す代わりに、図１４の第３無線通信手段の接続設定情報（ＳＳＩＤ、セキュリ
ティキー等）を読出し、読み出した接続設定情報を通信装置１０ｄａへ送信する。通信装
置１０ｄａは、ＮＦＣ通信により外部入力装置４０ｄａから受信した接続設定情報に基づ
いて、第２無線通信手段１２０１と第３無線通信手段１２０２との間のアドホックモード
の設定を行う。
【０１２４】
　上記動作により、通信装置１０ｄａと外部入力装置４０ｄａとの間の、無線ＬＡＮによ
るアドホックモードの接続設定を容易化することができる。
【０１２５】
　尚、無線ＬＡＮによるアドホックモードは、無線通信による相互接続の一例であって、
上記ＮＦＣによる接続設定の容易化は、他の無線方式、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈや、
ＵＷＢ等の接続設定にも応用できることは言うまでもない。
【０１２６】
　［第４の実施の形態］
　第１～第３の実施の形態では、ＬＡＮ５０１、通信ネットワーク２等のネットワークへ
の接続が無線通信手段６０１による無線ＬＡＮ接続である場合について説明を行った。し
かし、ＩＥＥＥ８０２．１Ｘは、有線ＬＡＮ及び無線ＬＡＮにおける認証について規定し
たプロトコルであり、本発明は、有線ＬＡＮによるネットワーク接続を行う場合にも適用
できる。
【０１２７】
　図１８は、第４の実施の形態に係る通信システム１８００の機能構成図である。本実施
の形態の通信装置１０ｄａは、第１の実施の形態の無線通信手段６０１に代えて、第２有
線通信手段１８０１を有している。また、第１の実施の形態のアクセスポイント６０ａに
代えて、ＩＥＥＥ８０２．１Ｘ対応のスイッチ１８０２を有している。
【０１２８】
　第２有線通信手段は、ＬＡＮ５０１等のネットワークと有線ＬＡＮによるデータの送受
信を行う手段で、例えば、図３のネットワークＩ／Ｆ１１１及びその制御ソフトウェア等
を含む。ＩＥＥＥ８０２．１Ｘ対応スイッチは、無線ＬＡＮにおけるアクセスポイント６
０ａと同様の機能を有しており、通信管理装置８０によって認証された機器をネットワー
クに接続し、認証されていない機器をネットワークに接続しない制御を行う。
【０１２９】
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　本実施の形態に係る処理の流れは、図７のアクセスポイント６０ａが、ＩＥＥＥ８０２
．１Ｘ対応スイッチに置き換わっただけで、処理の流れは第１の実施の形態と同じで良い
。
【０１３０】
　以上、本実施の形態によれば、安全、かつ容易に、有線ＬＡＮの接続に必要な証明書を
インポートすることができる。
【０１３１】
　尚、上記構成は一例であって、本発明の範囲を限定するものではない。例えば、通信装
置１０ｄａは、必ずしも２つの有線ＬＡＮインタフェースを有する必要はなく、図３のネ
ットワークＩ／Ｆ１１１を、有線通信手段６０２と第２有線通信手段１８０１とで共用す
るものであっても良い。或いは、通信装置１０ｄａは、第２有線通信手段１８０１を備え
ず、外部入力装置４０ｄａとの相互接続により証明書情報を取得する有線通信手段６０２
によって、ネットワークへ接続するものであっても良い。
【０１３２】
　また、例えば、図１８において、有線通信手段６０２（第一の通信手段）によって外部
入力装置４０ｄａから証明書をインポートする場合、第２有線通信手段１８０１（第二の
通信手段）を無効にする制御を追加しても良い。例えば、図７のシーケンスチャートにお
いて、ログイン情報を表示するステップＳ７０１の前に、外部入力装置４０ｄａと相互接
続を行う通信手段以外の通信手段を無効にすると良い。また、必要に応じて、ネットワー
クと接続するステップＳ７２０の後に、無効にした通信手段を再び有効にする処理を加え
ても良い。
【０１３３】
　このように、外部入力装置４０ｄａから証明書をインポートする通信手段以外の通信手
段を無効にすることにより、証明書情報が、例えば第２有線通信手段１８０１等の他の通
信手段を介して盗み取られる危険が無くなる。従って、通信装置１０ｄａは、さらに安全
にネットワークとの通信を確立できるようになる。
【０１３４】
　また、通信手段を無効にする操作を利用者に行わせても良い。例えば、通信装置１０ｄ
ａと外部入力装置４０ｄａを相互接続する際に、通信装置１０ｄａの他の有線通信手段が
有効であるか無効であるかを検知する手段を設ける。そして、通信装置１０ｄａと外部入
力装置４０ｄａを相互接続する際に、他の有線通信手段が有効であることを検知した場合
には、その旨を表示するメッセージを表示させ、利用者に他の有線通信手段を無効にする
操作を促すものであっても良い。
【０１３５】
　［第５の実施の形態］
　本発明は、通信機能を有する様々な機器やシステムに適用が可能である。例えば、通信
装置１０は、通信機能を有するカーナビゲーション装置として用いられても良い。本実施
の形態では、通信装置１０がカーナビゲーション装置として採用された場合の例について
説明する。
【０１３６】
　図１９は、第５の実施の形態に係る通信システムの構成例を示す図である。尚、基本的
な構成は、第１の実施の形態と同様なので、ここでは差分を中心に説明する。
【０１３７】
　図１９において、通信システム１９００は、例えば、自動車１９０１、１９０２等に搭
載されたカーナビゲーション装置である通信装置１０ｄａ、１０ｄｂ、外部入力装置４０
ａ、４０ｂ、アクセスポイント６０ａ、６０ｂ、通信管理装置８０等を有する。
【０１３８】
　本実施の形態では、アクセスポイント６０ａ、６０ｂは、例えば、無線ＬＡＮ、ＷｉＭ
ＡＸ（登録商標）、携帯電話等の無線通信システムの基地局やアクセスポイント等を想定
している。通信管理装置８０は、通信ネットワーク２に接続されたサーバ等の装置であり
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、通信装置１０ｄａ、１０ｄｂ等からの通信ネットワーク２への接続要求に対して、通信
ネットワーク２への接続を許可するか否かの認証を行う。通信装置１０ｄａ、１０ｄｂは
、アクセスポイント６０ａ又はアクセスポイント６０ｂ等と無線通信が可能なカーナビゲ
ーション装置である。通信装置１０ｄａ、１０ｄｂは、通信管理装置８０によって認証が
許可された場合、アクセスポイント６０ａ、アクセスポイント６０ｂ等のアクセスポイン
トを介して、通信ネットワーク２によるデータ通信等が可能となる。尚、図１９のアクセ
スポイントの数は一例であって、通信システム１９００は、さらに多くのアクセスポイン
トを有していても良い。
【０１３９】
　図２０は、第５の実施形態に係る通信装置のハードウェアの構成例を示す図である。尚
、基本的な構成は、図３に示した通信装置１０のハードウェア構成図と同様なので、ここ
では差分を中心に説明する。
【０１４０】
　図２０において、通信装置１０は、図３の構成に加えて、ＧＰＳ（Global Positioning
 System）受信機２１０１、車速センサ２１０２、ジャイロセンサ２１０３等を有する。
さらに、通信装置１０は、図３の無線ＬＡＮ Ｉ／Ｆ１２１に代えて、アクセスポイント
６０ａ、６０ｂに対応する通信方式で無線通信を行うための無線通信Ｉ／Ｆ２１０４を有
している。また、図２０において、通信装置１０は、ディスプレイ１２０を内蔵している
。
【０１４１】
　尚、図２０において、図３のネットワークＩ／Ｆ１１１及びアラームランプ１１９が省
略されているが、通信装置１０は、ネットワークＩ／Ｆ１１１及びアラームランプ１１９
を有していても良い。
【０１４２】
　制御部１２２は、例えば、ＲＯＭ１０２、フラッシュメモリ１０４、メディア１０６等
に格納されたプログラムを実行することにより、通信装置１０をカーナビゲーション装置
として機能させる。また、制御部１２２は、同様にプログラムを実行することにより、通
信装置１０を図６の機能構成図に示す通信装置１０ｄａの各手段として機能させる。
【０１４３】
　ＧＰＳ受信機２１０１は、ＧＰＳ衛星を捕捉して現在位置の座標を出力する。車速セン
サ２１０２は、自動車の速度（車輪の回転速度）を検出するセンサである。ジャイロセン
サ２１０３は、角速度を検出するセンサであり、角速度を積分することで車両の走行方向
が検出可能となる。
【０１４４】
　フラッシュメモリ１０４、メディア１０６等には、道路地図データ等が格納される。道
路地図データは、例えば、道路をノードとリンクの組み合わせで表したデータであり、外
部からダウンロードするものであっても良い。道路地図は、ディスプレイ１２０に表示さ
れる。
【０１４５】
　また、通信装置１０は、音楽やテレビ放送等を出力するオーディオ機能を有していても
良い。さらに、ウェブサイトを表示するブラウザ機能を有していても良い。
【０１４６】
　上記構成において、通信装置１０は、ＧＰＳ受信機２１０１が検出する位置情報に、ジ
ャイロセンサ２１０３が検出する走行方向に車速センサ２１０２が検出する走行距離を累
積する自立航法を適用して自車位置を推定する。自車位置は、自車マーク等により道路地
図上に表示される。
【０１４７】
　また、通信装置１０は、外部機器接続Ｉ／Ｆ１１８を介して、外部入力装置４０と有線
又は無線により１対１の相互接続を行い、外部入力装置４０から通信ネットワーク２への
接続に必要な証明書情報等の認証情報を取得することができる。通信装置１０は、例えば
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、取得した証明書情報を用いて通信管理装置８０に通信ネットワーク２への接続を要求す
る。通信管理装置８０による認証が成功すると、通信装置１０は、無線通信Ｉ／Ｆ２１０
４を用いて通信ネットワーク２に接続することができる。通信ネットワーク２に接続され
た通信装置１０は、搭載場所が移動体になるだけで、オフィス内の通信装置１０と同様に
各種データの送受信が可能となる。
【０１４８】
　尚、図２０のハードウェア構成は一例であって、本発明の範囲を限定するものではない
。例えば、カメラ１１２、マイク１１４、スピーカ１１５等は、通信装置１０の外部に設
けられていても良い。また、通信装置１０は、カメラ１１２、マイク１１４、スピーカ１
１５等を必ずしも有していなくても良い。
【０１４９】
　また、通信装置１０は、通信装置１０を制御する制御部１２２とは別に、カーナビゲー
ション機能を実現する制御部をさらに有していても良い。さらに、通信装置１０を構成す
る各構成要素は、例えば、カーナビゲーション装置と通信装置等、複数の装置に分割され
て自動車内に設けられていても良い。或いは、自動車１９０１、１９０２等の車両自体が
通信装置１０であっても良い。
【０１５０】
　さらに、通信装置１０は、車速センサ２１０２等を有さない、可搬型のナビゲーション
装置等であっても良い。
【符号の説明】
【０１５１】
　２　　通信ネットワーク
　１０、１０ｄａ、１０ｄｂ　　通信装置
　４０、４０ｄａ、４０ｄｂ　　外部入力装置（外部装置）
　５００、１４００、１８００、１９００　　通信システム
　５０１　　ＬＡＮ
　６０ａ、６０ｂ　　アクセスポイント
　８０　　通信管理装置
　６０１　　無線通信手段
　６０２　　有線通信手段（通信手段）
　６０３　　表示手段
　６０４　　取得手段
　６０５　　接続要求手段
　６０８　　サーバ手段
　６０９　　ログイン認証手段
　６１０　　パスワード生成手段
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