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(57)【要約】
【課題】インターネット等の通信網へのアクセスに関し
、アクセス元の通信アドレスが変動しても、アクセス先
が、アクセス元に基づくアクセス制限を行うことを可能
にする情報通信技術を提供することを課題とする。
【解決手段】インターネットＮの通信を中継する中継装
置１に、インターネットＮと通信可能なローカルネット
ワークＬに設置されたＶＰＮサービスアダプタ５と関連
付けて、当該ＶＰＮサービスアダプタ５を経由した通信
を他の通信と識別するグローバルＩＰアドレスを記憶す
る中継データベースＤ１１と、ＶＰＮサービスアダプタ
５から転送されたＩＰパケットを受信した場合に、転送
元のＶＰＮサービスアダプタ５に関連付けられたグロー
バルＩＰアドレスを送信元ＩＰアドレスとしたＩＰパケ
ットを、当該受信したＩＰパケットの宛先へ送信して中
継する中継部Ｆ１２を備えた。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信網の通信を中継する中継装置であって、
　前記通信網と通信可能なローカルネットワークに設置された転送装置と関連付けて、前
記転送装置を経由した通信を他の通信と識別する通信識別情報を記憶する通信識別情報記
憶手段と、
　前記転送装置から転送されたデータを受信した場合に、前記受信したデータとともに、
前記転送元の転送装置に関連付けられた通信識別情報を、前記受信したデータの宛先へ送
信して、前記データを中継する中継手段と
　を備える中継装置。
【請求項２】
　前記通信識別情報は、前記中継装置に割り当てられた、前記通信網において通信ノード
それぞれを識別する論理アドレスであり、
　前記中継手段は、前記中継するデータを含む、前記転送元の転送装置に関連付けられた
論理アドレスが送信元アドレスの値に設定された前記通信網の通信データを、前記宛先へ
送信する、
　請求項１に記載の中継装置。
【請求項３】
　前記中継装置は、
　前記通信網を介して転送装置を認証し、前記認証された転送装置と前記中継装置との間
で、データに制御情報を付加して、前記データを前記通信網を経由して伝送する第１伝送
路を確立する第１伝送路確立手段を更に備え、
　前記中継手段は、前記確立された第１伝送路を介して前記転送装置から転送されたデー
タを受信した場合に、前記データを中継する、
　請求項１または２に記載の中継装置。
【請求項４】
　前記中継装置は、
　前記転送装置から転送されたデータを受信した場合に、前記転送装置を識別する転送装
置識別情報を含む伝送路確立要求を前記データの宛先へ送信して、前記宛先と前記中継装
置との間で前記通信網を経由してデータを伝送する第２伝送路を確立する第２伝送路確立
手段を更に備え、
　前記通信識別情報は、確立された第２伝送路による通信を他の通信と識別する第２伝送
路識別情報であり、
　第２伝送路における伝送では、前記第２伝送路による通信を識別する第２伝送路識別情
報が伝送されるデータに付加され、
　前記中継手段は、前記第２伝送路を介して、前記データを前記宛先へ送信する、
　請求項１に記載の中継装置。
【請求項５】
　前記確立される第２伝送路は、データリンク層より上位層の通信により前記通信網を経
由してデータリンク層のフレームを伝送する伝送路であり、
　前記中継装置は、
　前記転送装置と前記中継装置との間で、データリンク層より上位層の通信により前記通
信網を経由してデータリンク層のフレームを伝送する第１伝送路を確立する第１伝送路確
立手段を更に備え、
　前記転送装置は、前記データを、前記データの送信元の物理アドレスが付加されたデー
タリンク層のフレームとして前記確立された第１伝送路を介して転送し、
　前記中継手段は、前記データを、前記第１伝送路からデータリンク層のフレームとして
受信して、前記第２伝送路を介して前記宛先へ転送する、
　請求項４に記載の中継装置。
【請求項６】
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　前記中継手段によって中継が行われた場合に、前記宛先へのアクセスがあったことを報
知するデータを、前記転送元の転送装置に関連付けられて記憶された通知先へ通知する通
知手段を更に備える、
　請求項１から５の何れか一項に記載の中継装置。
【請求項７】
　通信網に接続されたサーバと、
　前記サーバを宛先とする通信を中継する中継装置と、
　前記通信網と通信可能なローカルネットワークに設置される転送装置と
　を有する通信システムであって、
　前記中継装置は、
　前記転送装置と関連付けて、前記転送装置を経由した通信を他の通信と識別する通信識
別情報を記憶する通信識別情報記憶手段と、
　前記転送装置から転送されたデータを受信した場合に、前記受信したデータとともに、
前記転送元の転送装置に関連付けられた通信識別情報を、前記受信したデータの宛先へ送
信して、前記データを中継する中継手段と
　を備え、
　前記サーバは、前記データとともに前記中継装置から受信した通信識別情報に基づいて
、認証処理を実行する、
　通信システム。
【請求項８】
　前記サーバは、第１の認証方式及び第２の認証方式による認証処理を実行し、
　前記第２の認証方式の認証処理では、前記中継装置から受信された通信識別情報が、ユ
ーザごとに登録されている通信識別情報のうち、前記第１の認証方式により認証されたユ
ーザに対して登録されている通信識別情報と一致した場合に、認証が成功したと判定され
る、
　請求項７に記載の通信システム。
【請求項９】
　通信網の通信を中継する中継装置であって、
　前記通信網と通信可能なローカルネットワークに設置された転送装置と関連付けて、前
記転送装置を経由した通信を他の通信と識別する通信識別情報を記憶する通信識別情報記
憶手段を有する中継装置が、
　前記転送装置から転送されたデータを受信した場合に、前記受信したデータとともに、
前記転送元の転送装置に関連付けられた通信識別情報を、前記受信したデータの宛先へ送
信して、前記データを中継する中継ステップを実行する、
　情報処理方法。
【請求項１０】
　通信網の通信を中継する中継装置であって、
　前記通信網と通信可能なローカルネットワークに設置された転送装置と関連付けて、前
記転送装置を経由した通信を他の通信と識別する通信識別情報を記憶する通信識別情報記
憶手段を有する中継装置に、
　前記転送装置から転送されたデータを受信した場合に、前記受信したデータとともに、
前記転送元の転送装置に関連付けられた通信識別情報を、前記受信したデータの宛先へ送
信して、前記データを中継する中継ステップを実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、中継装置、通信システム、情報処理方法、及び、プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネット等の広域の通信網を介して、オンラインバンキングや電子商取引等の各
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種オンラインサービスが提供されている。オンラインサービスのユーザを認証するために
、例えば、パスワード等の認証情報が用いられている。
【０００３】
　近年、キーボードからの入力を監視して記録するキーロガーや、正規のオンラインサー
ビスを提供するサイト等を装う偽装サイト等が用いられて、パスワード等の認証情報が詐
取されることがある。そして、詐取された認証情報が悪用され、なりすましによるオンラ
インサービスの不正利用等が行われることがある。
【０００４】
　従来、上述のなりすましを抑制するための技術として、トークンと呼ばれる専用機器に
より生成された、一度限り有効な認証情報であるワンタイムパスワードを用いた認証技術
が提案されている（例えば特許文献１を参照）。また、予め登録されたＩＰ（Ｉｎｔｅｒ
ｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）アドレスをアクセス元とするアクセスがあった場合に、オン
ラインバンキングサービスの取引の実行を許可する認証方法が提案されている（例えば非
特許文献１を参照）。ワンタイムパスワードを用いた認証技術では、例えば、オンライン
サービスの利用の都度、ワンタイムパスワードの生成操作や入力操作が求められるため、
ユーザの操作負担が生じ得る。予め登録されたＩＰアドレスを用いた認証技術では、この
ようなユーザの操作負担を軽減することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－２２６７６３号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】”ＩＰ制限サービス｜セキュリティ｜楽天銀行”、[online]、楽天銀行
株式会社、[平成２６年９月９日検索]、インターネット<ＵＲＬ：http://www.rakuten-ba
nk.co.jp/security/howto/enhanced/ip_limit/>
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　いわゆるホームネットワーク等における一般的なインターネットの接続環境では、ＩＳ
Ｐ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｐｒｏｖｉｄｅｒ）等により割り当てられるグ
ローバルＩＰアドレスが変動し得る。そのため、上述の予め登録されたＩＰアドレスを用
いた認証方法が有効に機能しない場合がある。例えば、正規のユーザが操作する端末であ
っても、予め登録されたＩＰアドレスと異なったグローバルＩＰアドレスがインターネッ
トの通信に割り当てられてしまうと、認証が失敗してオンラインサービスが利用不可能と
なる。
【０００８】
　このような状況に鑑み、本発明は、インターネット等の通信網へのアクセスに関し、ア
クセス元の通信アドレスが変動しても、アクセス先が、アクセス元に基づくアクセス制限
を行うことを可能にする情報通信技術を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明では、上記課題を解決するために、以下の手段を採用した。すなわち、本発明は
、通信網の通信を中継する中継装置によって例示できる。この中継装置は、通信網と通信
可能なローカルネットワークに設置された転送装置と関連付けて、当該転送装置を経由し
た通信を他の通信と識別する通信識別情報を記憶する通信識別情報記憶手段と、転送装置
から転送されたデータを受信した場合に、受信したデータとともに、転送元の転送装置に
関連付けられた通信識別情報を、受信したデータの宛先へ送信して、データを中継する中
継手段とを備える。
【００１０】
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　このような中継装置によれば、通信網へのアクセスに関し、宛先であるアクセス先が、
アクセスに係るデータの転送をした転送装置に関連付けられた通信識別情報を取得できる
。そのため、アクセス先は、アクセスに係るデータが、転送装置が設置された、アクセス
の許可されたローカルネットワークからのものであるか否かを取得した通信識別情報によ
り判別できる。よって、アクセス元のローカルネットワークで通信アドレスが変動する通
信網の接続環境が用いられても、アクセス先が、アクセス元に基づくアクセス制限を行う
ことが可能となる。
【００１１】
　また、本発明に係る中継装置は、次の特徴を有するものであってもよい。通信識別情報
は、中継装置に割り当てられた、通信網において通信ノードそれぞれを識別する論理アド
レスであり、中継手段は、中継するデータを含む、転送元の転送装置に関連付けられた論
理アドレスが送信元アドレスの値に設定された通信網の通信データを、宛先へ送信する。
【００１２】
　このような中継装置によれば、通信網で用いられる論理アドレスに基づいてアクセス制
限を行うことが可能となる。アクセス制限にあたり、アクセスの起点となる端末及びその
アクセス先は、通信網のプロトコルによる通信機能を備えれば足り、特別なプロトコルの
通信機能を備えることを要さない。よって、より導入しやすい、アクセス元に基づくアク
セス制限を行うことが可能な通信環境を提供できる。
【００１３】
　また、本発明に係る中継装置は、次の特徴を有するものであってもよい。中継装置は、
通信網を介して転送装置を認証し、認証された転送装置と中継装置との間で、データに制
御情報を付加して、データを通信網を経由して伝送する第１伝送路を確立する第１伝送路
確立手段を更に備え、中継手段は、確立された第１伝送路を介して転送装置から転送され
たデータを受信した場合に、データを中継する。
【００１４】
　このような中継装置では、論理的な伝送路が、新たな物理回線の敷設等なく、通信網を
隔てて認証された転送装置との間で確立され、中継されるデータの送受に用いられる。そ
のため、中継先がより正確にアクセス元を識別してアクセス制限を行うことが可能な通信
環境を簡易迅速に構築できる。
【００１５】
　また、本発明に係る中継装置は、次の特徴を有するものであってもよい。中継装置は、
転送装置から転送されたデータを受信した場合に、転送装置を識別する転送装置識別情報
を含む伝送路確立要求をデータの宛先へ送信して、宛先と中継装置との間で通信網を経由
してデータを伝送する第２伝送路を確立する第２伝送路確立手段を更に備え、通信識別情
報は、確立された第２伝送路による通信を他の通信と識別する第２伝送路識別情報であり
、第２伝送路における伝送では、第２伝送路による通信を識別する第２伝送路識別情報が
伝送されるデータに付加され、中継手段は、第２伝送路を介して、データを宛先へ送信す
る。
【００１６】
　このような中継装置では、宛先であるアクセス先が、データを受信する際に、第２伝送
路の通信を識別する第２伝送路識別情報を取得できる。第２伝送路の確立の際には、伝送
路確立要求によってデータを転送する転送装置を識別する転送装置識別情報が当該中継先
に送信されている。そのため、アクセス先は、受信したデータが、何れの転送装置を経由
したか否かを第２伝送路識別情報により判別できる。よって、アクセス先が、アクセスの
経由に基づくアクセス制限を行うことが可能となる。
【００１７】
　また、本発明に係る中継装置は、次の特徴を有するものであってもよい。確立される第
２伝送路は、データリンク層より上位層の通信により通信網を経由してデータリンク層の
フレームを伝送する伝送路であり、中継装置は、転送装置と中継装置との間で、データリ
ンク層より上位層の通信により通信網を経由してデータリンク層のフレームを伝送する第
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１伝送路を確立する第１伝送路確立手段を更に備え、転送装置は、データを、データの送
信元の物理アドレスが付加されたデータリンク層のフレームとして確立された第１伝送路
を介して転送し、中継手段は、データを、第１伝送路からデータリンク層のフレームとし
て受信して、第２伝送路を介して宛先へ転送する。
【００１８】
　ここで、データリンク層とは、ＯＳＩ（Ｏｐｅｎ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎ
ｎｅｃｔｉｏｎ）基本参照モデルにおける、レイヤ２の層である。データリンク層のフレ
ームは、物理アドレスを用いた物理層の通信で運ばれる。このような中継装置によれば、
中継先が、アクセス元により送信されたデータリンク層のフレームを受信するため、アク
セス元の物理アドレスを参照してアクセス制限を行うことができる。
【００１９】
　また、本発明に係る中継装置は、次の特徴を有するものであってもよい。中継手段によ
って中継が行われた場合に、宛先へのアクセスがあったことを報知するデータを、転送元
の転送装置に関連付けられて記憶された通知先へ通知する通知手段を更に備える。
【００２０】
　このような中継装置によれば、アクセスを報知するデータが通知されるため、通知を受
けた者が意図しないアクセスがあった場合に、その事実を知得することができる。例えば
、マルウェアに感染した端末から、端末のユーザの意図しない不正なアクセスが発生した
場合に、当該アクセスをユーザ等が早期に把握して、被害等の拡大を抑制できる。
【００２１】
　また、本発明は、通信システムによっても例示できる。この通信システムは、通信網に
接続されたサーバと、サーバを宛先とする通信を中継する中継装置と、通信網と通信可能
なローカルネットワークに設置される転送装置とを有する通信システムであって、中継装
置は、転送装置と関連付けて、転送装置を経由した通信を他の通信と識別する通信識別情
報を記憶する通信識別情報記憶手段と、転送装置から転送されたデータを受信した場合に
、受信したデータとともに、転送元の転送装置に関連付けられた通信識別情報を、受信し
たデータの宛先へ送信して、データを中継する中継手段とを備え、サーバは、データとと
もに中継装置から受信した通信識別情報に基づいて、認証処理を実行する。
【００２２】
　このような通信システムによれば、アクセス元のローカルネットワークで通信アドレス
が変動する通信網の接続環境が用いられても、サーバが、転送装置に関連付けられた通信
識別情報によって、アクセス元に基づく認証処理を行うことが可能となる。
【００２３】
　また、本発明に係る通信システムは、次の特徴を有するものであってもよい。サーバは
、第１の認証方式及び第２の認証方式による認証処理を実行し、第２の認証方式の認証処
理では、中継装置から受信された通信識別情報が、ユーザごとに登録されている通信識別
情報のうち、第１の認証方式により認証されたユーザに対して登録されている通信識別情
報と一致した場合に、認証が成功したと判定される。
【００２４】
　このような通信システムによれば、サーバにおいて、第１の認証方式に加えて、アクセ
ス元に基づく認証が行われるため、より強固な認証を行うことができる。
【００２５】
　また、本発明は、コンピュータその他の装置、機械等（以下、「コンピュータ等」とも
表記する）によって実行される情報処理方法、または情報処理方法をコンピュータ等に実
行させるためのプログラムとしても把握することが可能である。また、本発明は、そのよ
うなプログラムをコンピュータ等が読み取り可能な記録媒体に記録したものとしても把握
できる。ここで、コンピュータ等が読み取り可能な記録媒体とは、データやプログラム等
の情報を電気的、磁気的、光学的、機械的、または化学的作用によって蓄積し、コンピュ
ータ等から読み取ることができる記録媒体をいう。
【発明の効果】
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【００２６】
　本発明によれば、インターネット等の通信網へのアクセスに関し、アクセス元の通信ア
ドレスが変動しても、アクセス先が、アクセス元に基づくアクセス制限を行うことができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図１は、実施形態１における認証の概要を説明する説明図である。
【図２】図２は、実施形態１における通信システムを例示する図である。
【図３】図３は、実施形態１における各装置のハードウェア構成を例示する図である。
【図４】図４は、実施形態１における通信システムの論理的なネットワーク構成を例示す
る図である。
【図５】図５は、実施形態１に係る各装置の機能構成を例示する図である。
【図６Ａ】図６Ａは、アクセス元情報テーブルを例示する図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、アクセス通知先テーブルを例示する図である。
【図７】図７は、ユーザ認証情報テーブルを例示する図である。
【図８】図８は、ＶＰＮサービスアダプタとＬ２中継装置との間のトンネル確立の処理の
流れを例示する図である。
【図９】図９は、アクセス元の登録処理の流れを例示する図である。
【図１０】図１０は、中継処理の流れを例示する図である。
【図１１】図１１は、実施形態２に係る各装置の機能構成を例示する図である。
【図１２】図１２は、実施形態２におけるアクセス元情報テーブルを例示する図である。
【図１３】図１３は、実施形態２におけるユーザ認証情報テーブルを例示する図である。
【図１４】図１４は、実施形態２における認証の流れを説明する説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明の実施の形態を、図面に基づいて説明する。実施の形態では、「通信網」
は、インターネットとして説明され、「転送装置」は、ＶＰＮ（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｐｒｉ
ｖａｔｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）サービスアダプタ（図面等において「ＳＡ」と表記すること
がある）として説明される。なお、以下に説明する実施の形態は、本発明を実施する一例
を示すものであって、本発明を以下に説明する具体的な構成に限定するものではない。
【００２９】
　説明は、次の順序で記載される。
　１．実施形態１
　　概要
　　システム構成
　　ハードウェア構成
　　ネットワーク構成
　　機能構成
　　処理の流れ
　　作用効果
　　変形例
　　その他
　２．実施形態２
　　ハードウェア構成
　　機能構成
　　通信の中継の流れ
　　作用効果
【００３０】
　≪１．実施形態１≫
　＜概要＞
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　実施形態１（以下、「本実施形態」とも表記する）について説明する。本実施形態では
、「通信識別情報」は、グローバルＩＰアドレスとして説明される。ここで、グローバル
ＩＰアドレスは、インターネットの通信に用いられ、ＩＣＡＮＮ（Ｔｈｅ　Ｉｎｔｅｒｎ
ｅｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ａｓｓｉｇｎｅｄ　Ｎａｍｅｓ　ａｎｄ　Ｎｕ
ｍｂｅｒｓ）やＪＰＮＩＣ（Ｊａｐａｎ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｃ
ｅｎｔｅｒ）等の調整機関によって全世界的に割り当てや管理がされるＩＰアドレスであ
る。ＩＰアドレスは、ＩＰ通信網において通信ノードそれぞれを識別し、ハードウェアに
固定されずに割り当てられる論理アドレスである。
【００３１】
　本実施形態における通信システムでは、インターネットを介してオンラインサービスを
提供するサーバにおいて、アクセス元のグローバルＩＰアドレスに基づく認証が行われる
。また、当該通信システムでは、同一の拠点のローカルネットワークを経由したサーバへ
のアクセスに対して、アクセスの時点に依存しない不変のアクセス元のグローバルＩＰア
ドレスが割り当てられ、当該認証が適切に実施されることが支援される。ここで、拠点は
、例えば住居やオフィスである。拠点の詳細については、後述する。
【００３２】
　図１は、本実施形態における認証の概要を説明する説明図である。図１には、中継装置
１、オンラインサービスを提供するサーバ２、サーバ２にアクセスする端末３Ａ、３Ｂ、
オンラインサービスの正規のユーザがいる拠点Ｂ１、オンラインサービスの正規のユーザ
ではない悪意ある者がいる拠点ＢＮ、拠点Ｂ１に設置されたＶＰＮサービスアダプタ５Ａ
、及びインターネットＮが示されている。図１には、正規のユーザ及び悪意ある者のそれ
ぞれが、拠点Ｂ１にある端末３Ａ、拠点ＢＮにある３Ｂそれぞれを用いてインターネット
Ｎを介してサーバ２へログインする際の通信データの流れが矢印ＤＦ１１～ＤＦ１３を用
いて例示されている。
【００３３】
　正規のユーザがオンラインサービスの提供を受けようとする場合、まず、当該正規のユ
ーザによって操作される端末３Ａが、サーバ２宛てのユーザＩＤ及びパスワードを含むロ
グインを要求するＩＰパケットを拠点Ｂ１に設置されたローカルネットワークへ送信する
。当該ＩＰパケットは、拠点Ｂ１に設置されたＶＰＮサービスアダプタ５Ａと中継装置１
との間でインターネットＮを介して確立された仮想的な回線であるトンネルＴ（「第１伝
送路」の一例）を通って中継装置１へ到達する（ＤＦ１１）。トンネルＴの詳細は後述す
る。中継装置１では、ＩＰパケットの送信元ＩＰアドレスが、ＶＰＮサービスアダプタ５
Ａに関連付けられたグローバルＩＰアドレスに書き換えられる。次に、書き換えられた送
信元ＩＰアドレスを有するＩＰパケットが、インターネットＮへ送信され、サーバ２へ到
達する（ＤＦ１２）。
【００３４】
　サーバ２では、ログインの処理として２方式の認証処理が実行される。１つは、受信さ
れたＩＰパケットに含まれたパスワードによる認証処理（「第１の認証方式」の一例）で
ある。もう１つは、当該パケットに含まれる送信元ＩＰアドレスを、事前に登録されたＩ
Ｐアドレスと照合するアクセス元による認証処理（「第２の認証方式」の一例）である。
ここでは両方式の認証処理が成功し、ログインが許可されると、サーバ２が端末３Ａのユ
ーザに対してオンラインサービスを提供するようになる。
【００３５】
　一方、悪意ある者によって操作された端末３Ｂが、サーバ２にログインを要求するＩＰ
パケットを拠点ＢＮからインターネットＮを介してサーバ２へ送信し、当該ＩＰパケット
がサーバ２に到達したとする（ＤＦ１３）。ここでは、当該ＩＰパケットに、悪意者によ
って詐取された正規のユーザのユーザＩＤとパスワードが含まれているとする。サーバ２
では、上述のように２方式の認証処理が実行されるが、受信されたＩＰパケットの送信元
ＩＰアドレスが、正規のユーザのアクセス用のグローバルＩＰアドレスと異なり、登録さ
れた送信元ＩＰアドレスと一致しない。そのため、パスワードによる認証が成功したとし
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ても、アクセス元による認証処理が失敗し、サーバ２では、端末３Ｂからのログインが不
許可とされ、オンラインサービスの不正な利用が抑制される。
【００３６】
　以下では、このような通信システムの詳細について説明する。
【００３７】
　＜システム構成＞
　図２は、本実施形態における通信システムを例示する図である。図２には、中継装置１
、サーバ２、端末３、Ｌ２中継装置４、インターネットＮ、及び拠点Ｂ１、Ｂ２（Ｂと総
称する）が示されている。拠点Ｂ１、Ｂ２それぞれには、ローカルネットワークＬ１、Ｌ
２（Ｌと総称する）が設置されている。ローカルネットワークＬ１、Ｌ２それぞれには、
端末３、ＶＰＮサービスアダプタ５、及びルータ６が接続されている。
【００３８】
　中継装置１は、ローカルネットワークＬに接続される端末３とそのアクセス先たるサー
バ２との間のインターネットＮの通信を中継するコンピュータである。中継装置１は、デ
ータセンタ等に設置される。中継装置１には、インターネットＮへのアクセスのためのグ
ローバルＩＰアドレスが複数割り当てられている。
【００３９】
　サーバ２は、オンラインバンキング、電子商取引、ＳＮＳ（Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）、ｅラーニング等のオンラインサービスを、インターネッ
トＮを介して正規のユーザに提供するコンピュータである。本実施形態のサーバ２は、端
末３等のＷｅｂクライアントのリクエストに応じて、取引処理やコンテンツの送信処理等
を実行するＷｅｂサーバである。
【００４０】
　端末３は、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）の通信を行う通信部、デ
ィスプレイ等の情報表示を行う表示部、及び、ポインティングデバイスやキーボード等の
操作部を有する情報機器である。端末３は、例えば、パーソナルコンピュータ、タブレッ
ト端末、スマートフォン、Ｗｅｂブラウザを搭載したテレビジョン受像機やゲーム機、ス
マートグラス等である。端末３は、拠点Ｂ１に示されるように、ＶＰＮサービスアダプタ
５に有線で接続され、ＶＰＮサービスアダプタ５を介してローカルネットワークＬ（Ｌ１
）に接続される。また、端末３は、拠点Ｂ２に示されるように、ＶＰＮサービスアダプタ
５を介さずにローカルネットワークＬ（Ｌ２）に直接に接続されてもよい。この場合、端
末３のデフォルトゲートウェイには、拠点Ｂ２のＶＰＮサービスアダプタ５に割り当てら
れたＩＰアドレスが設定され、端末３から送出されたインターネットＮへ向かうＩＰパケ
ットは、ＶＰＮサービスアダプタ５へ誘導される。この設定は、例えば、ＤＨＣＰ（Ｄｙ
ｎａｍｉｃ　Ｈｏｓｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）により端末３
にＩＰアドレスが割り当てられる際に、ＶＰＮサービスアダプタ５のＩＰアドレスがデフ
ォルトゲートウェイのＩＰアドレスとして提供されることで実現できる。なお、端末３は
、無線ＬＡＮを介してＶＰＮサービスアダプタ５やローカルネットワークＬに接続されて
もよい。
【００４１】
　Ｌ２中継装置４は、中継装置１とＶＰＮサービスアダプタ５との間でＭＡＣ（Ｍｅｄｉ
ａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）フレームを中継する機能を有し、データリンク層の
ＶＰＮの接続サービスを提供するコンピュータである。Ｌ２中継装置４は、データセンタ
等に設置される。Ｌ２中継装置４における中継の詳細については後述する。
【００４２】
　ＶＰＮサービスアダプタ５は、ローカルネットワークＬに設置される通信装置である。
ＶＰＮサービスアダプタ５は、中継装置１との間でＭＡＣフレームを伝送するデータリン
ク層のトンネルを確立する機能を有する。ＶＰＮサービスアダプタ５は、設置されると、
特別な操作を受け付けなくても自動的に当該トンネルを確立する。当該トンネルの詳細に
ついては後述する。また、ＶＰＮサービスアダプタ５は、ローカルネットワークＬまたは
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接続された端末３と、確立されたトンネルとの間で、ＭＡＣフレームを中継する機能を有
する。このようなＶＰＮサービスアダプタ５の通信機能によって、中継装置１とローカル
ネットワークＬとの間のデータリンク層のＶＰＮ接続が可能となる。このＶＰＮはＬ２Ｖ
ＰＮ（レイヤ２　ＶＰＮ）とも呼ばれる。また、ＶＰＮサービスアダプタ５には、当該Ｖ
ＰＮサービスアダプタ５を他のＶＰＮサービスアダプタ５と識別する固有のアダプタＩＤ
が割り当てられ、記憶されている。また、ＶＰＮサービスアダプタ５には、中継装置１に
自装置を認証させるための認証キーが記憶されている。また、ＶＰＮサービスアダプタ５
は、ＬＡＮのハブ機能を有し、ハブのポートには、端末３が接続できる。
【００４３】
　ルータ６は、ローカルネットワークＬに接続され、ローカルネットワークＬとインター
ネットＮとを接続するためのゲートウェイの機能を持つルータである。ルータ６は、例え
ば、ブロードバンドルータである。ルータ６は、例えば、ＮＡＰＴ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａ
ｄｄｒｅｓｓ　ａｎｄ　Ｐｏｒｔ　Ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ）やＮＡＴ（Ｎｅｔｗｏｒｋ
　Ａｄｄｒｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｌａｔｏｒ）の機能を備え、インターネットＮにおけるグ
ローバルＩＰアドレスとローカルネットワークにおけるプライベートＩＰアドレスとを相
互に変換して、ローカルネットワークＬとインターネットＮとの間でＩＰパケットによる
通信を中継する。ルータ６が利用するグローバルＩＰアドレスは、ＩＳＰ等によって割り
当てられる。ここで割り当てられるグローバルＩＰアドレスは、インターネットＮとの接
続の都度変動する、いわゆる動的ＩＰアドレスである。
【００４４】
　インターネットＮは、世界規模の公衆パケット通信網であり、中継装置１、サーバ２、
Ｌ２中継装置４、各ローカルネットワークＬ等を接続する。なお、インターネットＮの代
わりに、ＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）やその他の通信網が採用されて
もよい。
【００４５】
　拠点Ｂは、インターネットＮへのアクセスのための通信環境を端末３へ提供する施設で
あり、端末３が接続可能なローカルネットワークＬが設置される。拠点Ｂは、例えば、ホ
ームネットワークを有する一軒家やマンション等の住居や、ＬＡＮを有するオフィスであ
る。拠点Ｂは、出入り口が施錠される施設や出入りが監視される施設等、出入り可能な者
が限定される施設であることが好ましい。
【００４６】
　ローカルネットワークＬは、拠点Ｂに設置されるＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）のネッ
トワークである。本実施形態のローカルネットワークＬでは、プライベートＩＰアドレス
を用いた通信が行われる。なお、ローカルネットワークＬは、無線の通信ネットワークで
あってもよい。この場合、ＷＰＡ（Ｗｉ－Ｆｉ　Ｐｒｏｔｅｃｔｅｄ　Ａｃｃｅｓｓ）等
によりローカルネットワークＬにアクセス可能な端末３が限定されることが好ましい。
【００４７】
　＜ハードウェア構成＞
　図３は、本実施形態における各装置のハードウェア構成を例示する図である。図３には
、中継装置１、サーバ２、Ｌ２中継装置４、及びＶＰＮサービスアダプタ５のハードウェ
ア構成が示されている。
【００４８】
　中継装置１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１１、Ｒ
ＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１２、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ
　Ｍｅｍｏｒｙ）１３、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）等の補助記憶装置１
４、データセンタ等内においてＬ２中継装置４と接続されるＮＩＣ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉ
ｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）１５Ａ、及びゲートウェイ等を介してインタ
ーネットＮに接続される１５Ｂを備えたコンピュータである。ＣＰＵ１１は、中央処理装
置であり、ＲＡＭ１２等に展開された命令及びデータを処理することで、ＲＡＭ１２、補
助記憶装置１４等を制御する。ＲＡＭ１２は、主記憶装置であり、ＣＰＵ１１によって制
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御され、各種命令やデータが書き込まれ、読み出される。補助記憶装置１４は、不揮発性
の記憶装置であり、各種プログラム、永続的な保存が求められるデータ等が記憶される。
図３では、中継装置１が１台のコンピュータで例示されているが、中継装置１は、例えば
、ネットワークで接続された複数台のコンピュータであってもよい。
【００４９】
　サーバ２は、ＣＰＵ２１、ＲＡＭ２２、ＲＯＭ２３、ＨＤＤ等の補助記憶装置２４、及
びゲートウェイ等を介してインターネットＮに接続されるＮＩＣ２５を備えるコンピュー
タである。
【００５０】
　Ｌ２中継装置４は、ＣＰＵ４１、ＲＡＭ４２、ＲＯＭ４３、補助記憶装置４４、ＮＩＣ
４５Ａ、ＮＩＣ４５Ｂ等を備えたコンピュータである。ＮＩＣ４５Ａは、中継装置１と接
続され、ＮＩＣ４５Ｂはゲートウェイ等を介してインターネットＮと接続される。なお、
本実施形態では、Ｌ２中継装置４が１台のコンピュータであるが、Ｌ２中継装置４の代わ
りに、中継装置１に論理的に接続されるコンピュータ、及び、ＶＰＮサービスアダプタ５
にインターネットＮを介して論理的に接続されるコンピュータの２台のコンピュータを含
む中継システムが採用されてもよい。
【００５１】
　ＶＰＮサービスアダプタ５は、ＣＰＵ５１、ＲＡＭ５２、ＲＯＭ５３、ＥＥＰＲＯＭ（
Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ－
Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）等の補助記憶装置５４、ルータ６と接続されたＮＩＣ５５Ａ、
端末３と接続されたＮＩＣ５５Ｂ等を備えたコンピュータである。なお、汎用のＣＰＵ５
１の代わりに、専用プロセッサやその他の回路が採用されてよい。
【００５２】
　＜ネットワーク構成＞
　図４は、本実施形態における通信システムの論理的なネットワーク構成を例示する図で
ある。図４には、拠点Ｂ１に設置されたローカルネットワークＬ１、及び、拠点Ｂ２に設
置されたローカルネットワークＬ２に関するネットワーク構成が示されている。ローカル
ネットワークＬ１、Ｌ２それぞれは、独立したネットワークであり、ローカルネットワー
クＬ１、Ｌ２それぞれに設置されたＶＰＮサービスアダプタ５Ａ、５ＢのアダプタＩＤに
より識別可能である。なお、図４では、結線によって接続が示されているが、これらの接
続は論理的なものであり、物理的な通信線等による接続を示しているとは限らない。
【００５３】
　ローカルネットワークＬ１は、データリンク層のトンネルＴ１、及び、中継装置１内で
トンネルＴ１と繋がるインターネット回線Ｃ１を介してインターネットＮに論理的に接続
される。この接続では、中継装置１がローカルネットワークＬ１とインターネットＮとを
接続するゲートウェイの役割を担う。また、ローカルネットワークＬ１は、ゲートウェイ
の役割を担うルータ６Ａを介してインターネットＮに接続される。ローカルネットワーク
Ｌ１からインターネットＮへ向かうＩＰパケットは、ＶＰＮサービスアダプタ５Ａによる
進路の振り分けによって、中継装置１またはルータ６Ａをゲートウェイとして、インター
ネットＮへ送出されることになる。ＶＰＮサービスアダプタ５Ａによる進路の振り分けの
詳細は、後述する。同様に、ローカルネットワークＬ２は、データリンク層のトンネルＴ
２及びインターネット回線Ｃ２を介して、インターネットＮに論理的に接続され、更に、
ルータ６Ｂを介して、インターネットＮに接続される。以下、データリンク層のトンネル
Ｔ１、Ｔ２、及びインターネット回線Ｃ１、Ｃ２を介したインターネットＮとの接続につ
いて、詳細を説明する。
【００５４】
　中継装置１には、仮想ネットワークアダプタが構築されている。図３において、仮想ネ
ットワークアダプタは、仮想ネットワークアダプタＶ１及びＶ２として示されている。仮
想ネットワークアダプタは、中継装置１のＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）上
でＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）のＮＩＣをシミュレートするネットワークドライバであ
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る。仮想ネットワークアダプタは、物理インタフェースとしてのＮＩＣ１５Ａを介してＬ
２中継装置４と通信し、所定プロトコルのトンネリングによってＭＡＣフレームを伝送す
るトンネルを、Ｌ２中継装置４との間で確立する。図４において、Ｌ２中継装置４との間
で確立されるトンネルは、トンネルＴ１Ａ及びＴ２Ａとして示されている。これらのトン
ネルは、データリンク層より上位層のネットワーク層のプロトコルであるＩＰにより、Ｍ
ＡＣフレームをカプセル化するトンネルである。トンネルＴ１Ａ、Ｔ２Ａは、例えば、Ｇ
ＲＥ（Ｇｅｎｅｒｉｃ　Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ｅｎｃａｐｓｕｌａｔｉｏｎ）［ＲＦＣ１７０
１］により実現される。
【００５５】
　中継装置１の仮想ネットワークアダプタＶ１及びＶ２は、中継装置１に搭載されたプロ
グラムによって生成され、ＯＳにインストールされる。中継装置１が新たな拠点Ｂの端末
３からの通信の中継を提供する場合には、当該拠点ＢのローカルネットワークＬに接続す
るための新たな仮想ネットワークアダプタが生成される。そのため、物理的なＮＩＣを新
たに準備することを要さずに、中継装置１が、新たな拠点ＢのローカルネットワークＬと
通信可能になる。
【００５６】
　Ｌ２中継装置４にも、同様にＮＩＣをシミュレートする仮想ネットワークアダプタが構
築されている。仮想ネットワークアダプタＶ４１Ａ、Ｖ４２Ａそれぞれは、物理インタフ
ェースとしてのＮＩＣ４５Ａを介して中継装置１と通信し、上述のトンネルＴ１Ａ及びＴ
２Ａを中継装置１の仮想ネットワークアダプタＶ１、Ｖ２それぞれとの間で確立する。
【００５７】
　また、仮想ネットワークアダプタＶ４１Ｂ、Ｖ４２Ｂそれぞれは、ＮＩＣ４５Ｂを介し
て、インターネットＮを経由して各拠点Ｂ１、Ｂ２のＶＰＮサービスアダプタ５Ａ、５Ｂ
それぞれと通信してトンネルＴ１Ｂ、Ｔ２Ｂそれぞれを確立する。トンネルＴ１Ｂ及びＴ
２Ｂは、トンネルＴ１Ａ、Ｔ２Ａと同様に、ＩＰによってＭＡＣフレームをカプセル化す
るトンネルであり、通信データが暗号化される伝送路である。トンネルＴ１Ｂ、Ｔ２Ｂは
、例えば、Ｌ２ＴＰ（Ｌａｙｅｒ　２　Ｔｕｎｎｅｌｉｎｇ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）／ＩＰ
ｓｅｃ［ＲＦＣ３１９３］によるトンネリングや、ＩＰｓｅｃ及びＥｔｈｅｒＩＰ［ＲＦ
Ｃ３３７８］によるトンネリングによって実現される。
【００５８】
　Ｌ２中継装置４は、中継装置１との間で確立されたトンネルＴ１Ａ及びＴ２Ａと、ＶＰ
Ｎサービスアダプタ５Ａ、５Ｂとの間で確立されたトンネルＴ１Ｂ及びＴ２Ｂとを繋げる
ように、ＭＡＣフレームを中継する仮想的なブリッジＢＲ１、ＢＲ２を構築している。図
４では、Ｌ２中継装置４は、トンネルＴ１ＡとＴ１Ｂとの間、及び、トンネルＴ２ＡとＴ
２Ｂとの間で、ＭＡＣフレームを中継する。Ｌ２中継装置４は、設定に従ってこのような
中継を行う。このようなＭＡＣフレームの中継は、例えば、仮想ネットワークアダプタＶ
４１Ａ、Ｖ４２Ａ、Ｖ４１Ｂ、Ｖ４２ＢをポートとしたＯｐｅｎＦｌｏｗ技術による経路
制御により実現される。
【００５９】
　ＶＰＮサービスアダプタ５Ａ、５Ｂそれぞれは、Ｌ２中継装置４との間でトンネルＴ１
Ｂ、Ｔ２Ｂそれぞれを確立し、トンネルＴ１Ｂ、Ｔ２Ｂそれぞれとローカルネットワーク
Ｌ１、Ｌ２それぞれとの間でＭＡＣフレームを中継する。
【００６０】
　このような仕組みによって、中継装置１とローカルネットワークＬ（Ｌ１、Ｌ２）との
間で、Ｌ２中継装置４、インターネットＮ、及びＶＰＮサービスアダプタ５（５Ａ、５Ｂ
）を経由してＭＡＣフレームを伝送するトンネルＴ（Ｔ１、Ｔ２）が、論理的に構築され
ることになる。そして、トンネルＴ（Ｔ１、Ｔ２）によって、中継装置１がローカルネッ
トワークＬ（Ｌ１、Ｌ２）に直接に接続された通信ノードのように振る舞うことが可能な
Ｌ２ＶＰＮが構築されることになる。なお、構築されるＬ２ＶＰＮそれぞれは、互いに独
立しており、データが混在されずに通信可能である。
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【００６１】
　更に、中継装置１は、ローカルネットワークＬ１、Ｌ２それぞれを、物理インタフェー
スとしてのＮＩＣ１５Ｂを用いてインターネットＮと接続する論理的なインターネット回
線Ｃ１、Ｃ２（Ｃと総称する）を構築する。インターネット回線Ｃ１、Ｃ２それぞれのＩ
Ｐ通信には、互いに異なるグローバルＩＰアドレスが用いられ、中継装置１では、各イン
ターネット回線の通信が、混在しないように処理される。
【００６２】
　以上の仕組みによって、中継装置１がローカルネットワークＬ１、Ｌ２それぞれとイン
ターネットＮとを接続するゲートウェイとして振る舞うことできる。中継装置１とローカ
ルネットワークＬ１、Ｌ２とのＬ２ＶＰＮの接続は、インターネットＮを経由した、物理
的に敷設等された回線に依存しないものである。そのため、様々な場所の拠点Ｂのローカ
ルネットワークＬとインターネットＮとを接続するゲートウェイの通信環境を簡易、迅速
に構築できる。なお、本実施形態では、Ｌ２ＶＰＮが構築されたが、Ｌ２ＶＰＮの代わり
に、レイヤ３のパケットのトンネリングを行うＶＰＮが構築され、ＩＰパケットが中継さ
れてもよい。
【００６３】
　＜機能構成＞
　図５は、本実施形態に係る各装置の機能構成を例示する図である。図５には、中継装置
１、サーバ２、及びＶＰＮサービスアダプタ５の主な機能が示されている。各装置の機能
について、順に説明する。
【００６４】
　（中継装置１の機能）
　中継装置１は、補助記憶装置１４に記憶されているプログラムが、ＲＡＭ１２に読み出
され、ＣＰＵ１１によって実行されることで、中継データベースＤ１１、第１伝送路確立
部Ｆ１１、中継部Ｆ１２、及び、アクセス通知部Ｆ１３を備えるコンピュータとして機能
する。中継データベースＤ１１は、実行されるＤＢＭＳ（データベース管理システム）の
プログラムが、補助記憶装置１４に記憶されるデータを管理することで構築される。中継
データベースＤ１１、第１伝送路確立部Ｆ１１、中継部Ｆ１２、及び、アクセス通知部Ｆ
１３は、それぞれ、「通信識別情報記憶手段」、「第１伝送路確立手段」、「中継手段」
、「アクセス通知手段」の一例である。
【００６５】
　なお、本実施形態において、中継装置１の備える各機能は、汎用プロセッサであるＣＰ
Ｕ１１によって実行されるが、これらの機能の一部または全部は、１または複数の専用プ
ロセッサ、ハードウェアの演算回路等によって実行されてもよい。ここで、ハードウェア
の演算回路とは、例えば、論理ゲートを組み合わせた加算回路、乗算回路、フリップフロ
ップ等をいう。また、これらの機能の一部は、別途のコンピュータにおいて実行されても
よい。
【００６６】
　中継データベースＤ１１は、インターネットＮの通信の中継に関する情報を格納するデ
ータベースである。中継データベースＤ１１は、例えば、リレーショナルデータベースと
して構築される。中継データベースＤ１１は、アクセス元情報テーブル及びアクセス通知
先テーブルを有する。アクセス元情報テーブルは、ＶＰＮサービスアダプタ５を経由した
ローカルネットワークＬからインターネットＮへのアクセスを他のアクセスと識別するグ
ローバルＩＰアドレスを格納する。また、アクセス通知先テーブルは、アクセスがあった
ことを報知するメッセージデータの通知先を格納する。なお、中継データベースＤ１１は
、中継装置１とネットワークで接続されるデータベースサーバに構築されてもよい。
【００６７】
　図６Ａは、アクセス元情報テーブルを例示する図である。アクセス元情報テーブルに格
納されるレコード１件は、１台のＶＰＮサービスアダプタ５に関連付けられたグローバル
ＩＰアドレスの設定情報１件を表す。図６Ａの例が示すように、アクセス元情報テーブル
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のレコードは、アダプタＩＤ、及びグローバルＩＰアドレスのフィールドを有する。
【００６８】
　アダプタＩＤのフィールドは、グローバルＩＰアドレスと関連付けられたＶＰＮサービ
スアダプタ５を表し、当該ＶＰＮサービスアダプタ５を識別するアダプタＩＤの値をとる
。グローバルＩＰアドレスのフィールドは、関連付けられたＶＰＮサービスアダプタ５を
経由したアクセスに対して設定された、アクセス元のグローバルＩＰアドレスを表し、中
継装置１に割り当てられた複数のグローバルＩＰアドレスのうちの何れか１つの値をとる
。
【００６９】
　図６Ｂは、アクセス通知先テーブルを例示する図である。アクセス通知先テーブルに格
納されるレコード１件は、１台のＶＰＮサービスアダプタ５に関連付けられた通知先の情
報１件を表す。図６Ｂの例が示すように、アクセス通知先テーブルのレコードは、アダプ
タＩＤ、及び通知先メールアドレスのフィールドを有する。
【００７０】
　アダプタＩＤのフィールドは、通知先メールアドレスと関連付けられたＶＰＮサービス
アダプタ５を表し、当該ＶＰＮサービスアダプタ５を識別するアダプタＩＤの値をとる。
通知先メールアドレスのフィールドは、関連付けられたＶＰＮサービスアダプタ５を経由
したアクセスに対して設定された、通知先の電子メールのアドレスを表す。通知先メール
アドレスには、例えば、拠点ＢのＶＰＮサービスアダプタ５を管理する者による申請に従
った、サーバ２の正規のユーザが受信可能な電子メールのアドレスが設定される。通知先
メールアドレスは、メールアドレスが設定されていないことを示す「未設定」の値をとる
ことができる。
【００７１】
　第１伝送路確立部Ｆ１１は、ローカルネットワークＬに設置されたＶＰＮサービスアダ
プタ５を認証し、認証したＶＰＮサービスアダプタ５と中継装置１との間で、ＩＰ通信に
よりインターネットＮを経由してＭＡＣフレームを伝送するトンネルＴを確立する。伝送
されるＭＡＣフレームには、トンネリングプロトコルのヘッダ等の制御情報が付加される
。上述のように、トンネルＴの中継装置１側の終端は、仮想ネットワークアダプタである
。第１伝送路確立部Ｆ１１は、終端となる仮想ネットワークアダプタが未生成である場合
は、新たに仮想ネットワークアダプタを生成した上でトンネルＴを確立する。
【００７２】
　中継部Ｆ１２は、トンネルＴで中継装置１と接続されたローカルネットワークＬ側と、
インターネット回線Ｃで中継装置１と接続されたインターネットＮ側との間で、ＩＰによ
る通信を中継する。ローカルネットワークＬ側からＶＰＮサービスアダプタ５によって転
送されたＩＰパケットを受信すると、受信したＩＰパケットをインターネットＮへ送信す
る。この際、送信元ＩＰアドレスは、転送元のＶＰＮサービスアダプタ５に関連付けられ
たグローバルＩＰアドレスに書き換えられる。ＩＰパケットとともに、送信元ＩＰアドレ
スとしてのグローバルＩＰアドレスが送信されることになる。また、中継部Ｆ１２は、Ｖ
ＰＮサービスアダプタ５に関連付けられたグローバルＩＰアドレス宛てのＩＰパケットを
インターネットＮから受信すると、受信したＩＰパケットを、当該ＶＰＮサービスアダプ
タ５が設置されたローカルネットワークＬへ送信する。
【００７３】
　アクセス通知部Ｆ１３は、中継部Ｆ１２によるインターネットＮ側への中継が行われた
場合に、中継先へのアクセスがあったことを報知するメッセージを含む電子メールを、ア
クセス元のＶＰＮサービスアダプタ５に関連付けられた通知先のメールアドレスへ通知す
る。
【００７４】
　（サーバ２の機能）
　サーバ２は、補助記憶装置２４に記憶されているプログラムが、ＲＡＭ２２に読み出さ
れ、ＣＰＵ２１によって実行されることで、ユーザデータベースＤ２１、及び認証部Ｆ２
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１を備えるコンピュータとして機能する。なお、これらの機能の一部または全部は、１ま
たは複数の専用プロセッサ、ハードウェアの演算回路等によって実行されてもよい
【００７５】
　ユーザデータベースＤ２１は、オンラインサービスを提供するユーザに関する情報を格
納するデータベースであり、例えば、リレーショナルデータベースとして構築される。ユ
ーザデータベースＤ２１は、ユーザ認証情報テーブルを有する。ユーザ認証情報テーブル
は、オンラインサービスを提供するユーザごとに登録される認証情報を格納する。
【００７６】
　図７は、ユーザ認証情報テーブルを例示する図である。ユーザ認証情報テーブルに格納
されるレコード１件は、１名のユーザを認証するために登録される認証情報を表す。図７
の例が示すように、ユーザ認証情報テーブルのレコードは、ユーザＩＤ、パスワード、及
び許可ＩＰアドレスのフィールドを有する。なお、パスワードと許可ＩＰアドレスとは、
別々のテーブルに格納されてもよい。
【００７７】
　ユーザＩＤのフィールドは、オンラインサービスの正規のユーザそれぞれを識別する識
別情報を表す。パスワードのフィールドは、ユーザ本人であることを認証するために用い
られるパスワードを表す。許可ＩＰアドレスのフィールドは、ユーザに対して許可される
アクセス元を表し、グローバルＩＰアドレスの値をとる。なお、本実施形態では、許可Ｉ
Ｐアドレスのフィールドに、１つの許可ＩＰアドレスが格納されるが、複数の許可ＩＰア
ドレスの集合を示す情報が格納され、複数の許可ＩＰアドレスが設定されてもよい。
【００７８】
　認証部Ｆ２１は、アクセス元のユーザがオンラインサービスの正規のユーザであるか否
かを確認する認証処理を実行する。本実施形態の認証部Ｆ２１は、パスワードによる認証
処理と送信元ＩＰアドレスを照合するアクセス元による認証処理との２方式の認証処理を
実行する。
【００７９】
　（ＶＰＮサービスアダプタ５の機能）
　ＶＰＮサービスアダプタ５は、ＲＯＭ５３や補助記憶装置５４に記憶されているプログ
ラムが、ＣＰＵ５１によって実行されることで、伝送路確立部Ｆ５１及び振分部Ｆ５２を
備えるコンピュータとして機能する。なお、これらの機能の一部または全部は、１または
複数の専用プロセッサ、ハードウェアの演算回路等によって実行されてもよい。
【００８０】
　伝送路確立部Ｆ５１は、ＶＰＮサービスアダプタ５と中継装置１との間で、ＩＰ通信に
よりインターネットＮを経由してＭＡＣフレームを伝送するトンネルＴを確立する。
【００８１】
　振分部Ｆ５２は、端末３から受信したＩＰパケットを、当該ＩＰパケットの宛先ＩＰア
ドレスに基づいて、中継装置１またはルータ６へ転送して、転送先の中継装置１またはル
ータ６に、転送したＩＰパケットをインターネットＮへ中継させる。
【００８２】
　＜処理の流れ＞
　本実施形態の通信システムの主な処理の流れを説明する。なお、説明される処理の内容
及び順序は一例であり、処理の内容及び順序には、実施の形態に適したものが適宜採用さ
れることが好ましい。
【００８３】
　（Ｌ２ＶＰＮの構築）
　アクセス元に基づく認証が行われる前提として、ローカルネットワークＬに設置された
ＶＰＮサービスアダプタ５と中継装置１との間で、トンネルＴが確立されて、Ｌ２ＶＰＮ
が構築される。まず、ＶＰＮサービスアダプタ５とＬ２中継装置４との間でトンネル（図
４のＴ１ＢまたはＴ２Ｂ）が確立され、次に、Ｌ２中継装置４と中継装置２との間でトン
ネル（図４のＴ１ＡまたはＴ２Ａ）が確立される。そして、両トンネルがＬ２中継装置４



(16) JP 2016-66298 A 2016.4.28

10

20

30

40

50

によって論理的に接続され、ＶＰＮサービスアダプタ５と中継装置１との間が接続された
Ｌ２ＶＰＮが構築される。
【００８４】
　図８は、ＶＰＮサービスアダプタ５とＬ２中継装置４との間のトンネル確立の処理の流
れを例示する図である。この処理の流れは、ユーザが、ＶＰＮサービスアダプタ５をロー
カルネットワークＬに設置したことを契機に開始する。
【００８５】
　ステップＳ１０１では、ＶＰＮサービスアダプタ５が起動する。ステップＳ１０２では
、ＶＰＮサービスアダプタ５が、自装置の自動設定を行う。ＶＰＮサービスアダプタ５は
、インターネットＮを介して、各種設定を含む設定情報をＬ２中継装置４へ要求し、Ｌ２
中継装置４が要求に応じて設定情報を応答する。設定情報には、アクセス元に基づく認証
を行う対象となるサーバのＩＰアドレスの集合である認証対象サーバＩＰアドレスリスト
が含まれる。ＶＰＮサービスアダプタ５は、設定情報を受信して、自装置内に記憶された
設定を更新する。
【００８６】
　ステップＳ１０３では、ＶＰＮサービスアダプタ５の伝送路確立部Ｆ５１が、Ｌ２中継
装置４との間でトンネルを確立するＶＰＮの接続処理を実行する。当該処理は、ユーザの
操作等を介さずに自動的に実行される。具体的には、まず、伝送路確立部Ｆ５１が、イン
ターネット６を介してＬ２中継装置４に接続要求を通知する。接続要求には、通知元のＶ
ＰＮサービスアダプタ５を識別するアダプタＩＤ及び認証キーが含まれる。次に、Ｌ２中
継装置４が、通知された接続要求に含まれるアダプタＩＤ及び認証キーに基づいて、接続
要求元のＶＰＮサービスアダプタ５がトンネルを確立する権限を有することを確認する認
証処理を実行する。当該認証処理が成功すると、Ｌ２中継装置４と接続要求元のＶＰＮサ
ービスアダプタ５との間で、トンネル（図４のＴ１ＢまたはＴ２Ｂ）が確立される。
【００８７】
　その後、中継装置１の第１伝送路確立部Ｆ１１は、拠点ＢのローカルネットワークＬと
接続するためのインタフェースを作成する要求であるインタフェース作成要求を、Ｌ２中
継装置４へ通知する。当該インタフェース作成要求には、接続先のローカルネットワーク
Ｌに設置されたＶＰＮサービスアダプタ５を識別するアダプタＩＤが含まれる。中継装置
１の第１伝送路確立部Ｆ１１及びＬ２中継装置４は、互いに協調して、アダプタＩＤが示
すＶＰＮサービスアダプタ５と中継装置１との間を接続するトンネルＴを確立する。
【００８８】
　具体的には、まず、中継装置１上及びＬ２中継装置４上のそれぞれに、仮想ネットワー
クアダプタが作成され、両仮想ネットワークアダプタを終端とするトンネル（図４のＴ１
ＡまたはＴ２Ａ）が確立される。次に、Ｌ２中継装置４は、当該確立されたトンネルと、
ステップＳ１０３で確立されたトンネルとの間を論理的に接続する仮想的なブリッジを構
築し、ＶＰＮサービスアダプタ５と中継装置１との間を接続するＬ２ＶＰＮが構築される
。
【００８９】
　（アクセス元の登録）
　図９は、アクセス元の登録処理の流れを例示する図である。図９は、ユーザに対して許
可されるアクセス元を示す許可ＩＰアドレスを登録する処理の流れを例示している。この
処理の流れは、例えば、端末３で動作するＷｅｂブラウザが、サーバ２に対して許可ＩＰ
アドレスを登録する申請情報を送信するための操作を、ユーザから受け付けたことを契機
に開始する。
【００９０】
　ステップＳ２０１では、端末３が、許可ＩＰアドレスを登録する申請情報を、インター
ネットＮを介してサーバ２へ送信する。申請情報には、サーバ２が提供するオンラインサ
ービスのユーザＩＤ、及びユーザが利用する拠点Ｂに設置されたＶＰＮサービスアダプタ
５のアダプタＩＤが含まれる。当該ユーザＩＤ及びアダプタＩＤは、例えば、ユーザが、
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サーバ２により提供された申請画面のＷｅｂページに対して、端末３を操作して入力した
ものである。
【００９１】
　ステップＳ２０２では、サーバ２が、申請情報を受信し、アクセス元となるローカルネ
ットワークＬからのアクセスに割り当てられるアクセス元のＩＰアドレスの情報を要求す
るアクセス元情報要求を中継装置１へ送信する。当該アクセス元情報要求には、サーバ２
によって受信された申請情報のアダプタＩＤが含まれる。
【００９２】
　ステップＳ２０３では、中継装置１が、アクセス元情報要求を受け付ける。なお、この
際、中継装置１が、アクセス元情報要求の要求元が、オンラインサービスを提供する正規
のサーバ２であることを電子証明書や認証技術等により確認してもよい。このようにする
ことで、アクセスに用いられるＩＰアドレスが、悪意ある者等に知得されることが抑制さ
れる。
【００９３】
　ステップＳ２０４では、中継装置１が、アクセス元情報要求に含まれるアダプタＩＤが
識別するＶＰＮサービスアダプタ５に関連付けられたグローバルＩＰアドレスを、アクセ
ス元情報として、要求元のサーバ２へ応答する。この際、中継装置１は、中継データベー
スＤ１１のアクセス元情報テーブルを参照して、当該グローバルＩＰアドレスを取得する
。
【００９４】
　ステップＳ２０５では、サーバ２が、当該グローバルＩＰアドレスをアクセス元情報と
して、受領する。ステップＳ２０６では、サーバ２が、アクセス元情報としての当該グロ
ーバルＩＰアドレスを、ユーザデータベースＤ２１のユーザ認証情報テーブルに登録する
。当該グローバルＩＰアドレスは、ステップＳ２０２で受信した申請情報に含まれるユー
ザＩＤの値を有するレコードの許可ＩＰアドレスのフィールドに格納される。
【００９５】
　（通信の中継）
　図１０は、中継処理の流れを例示する図である。図１０は、ＵＭＬ（Ｕｎｉｆｉｅｄ　
Ｍｏｄｅｌｉｎｇ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）のアクティビティ図として記載されている。図１
０は、ＶＰＮサービスアダプタ５が設置された拠点Ｂの端末３からサーバ２にログインを
行うためのＷｅｂアクセスに関する通信の中継処理の流れを例示している。この処理の流
れは、例えば、端末３で動作するＷｅｂブラウザが、インターネットＮ上のサーバ２に対
してログイン要求を行うための操作を受け付けたことを契機に開始する。当該操作は、例
えば、ユーザが、インターネットＮ上のサーバ２が提供したログイン画面のためのＷｅｂ
ページに対して、ユーザＩＤ及びパスワードを入力し、ログインの実行ボタンを押下する
操作である。なお、Ｗｅｂアクセス以外のＩＰ通信に対して通信の中継処理が行われても
よい。
【００９６】
　ステップＳ３０１では、端末３が、ログイン要求を行う。具体的には、端末３は、サー
バ２を宛先としたＨＴＴＰ（Ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ
）のリクエストメッセージを送信する。リクエストメッセージには、ログインの実行を要
求するＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）、ユーザによって
入力されたユーザＩＤ及びパスワードが含まれる。送信されるリクエストメッセージを運
ぶＩＰパケットにおける宛先ＩＰアドレスには、サーバ２のグローバルＩＰアドレスが設
定され、送信元ＩＰアドレスには、ローカルネットワークＬで端末３に割り当てられたプ
ライベートＩＰアドレスが設定される。送信されたリクエストメッセージは、ＶＰＮサー
ビスアダプタ５に到達する。ここで、端末３とＶＰＮサービスアダプタ５とがローカルネ
ットワークＬを介して接続されている通信環境（図４の拠点Ｂ２を参照）では、リクエス
トメッセージを運ぶＭＡＣフレームの宛先ＭＡＣアドレスに、端末３のデフォルトゲート
ウェイであるＶＰＮサービスアダプタ５のＭＡＣアドレスが設定される。このような宛先
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ＭＡＣアドレスの設定によって、リクエストメッセージがＶＰＮサービスアダプタ５へ誘
導される。なお、ログイン要求には、ＨＴＴＰＳ（ＨＴＴＰ　Ｓｅｃｕｒｅ）等のセキュ
アな通信プロトコルが用いられてもよい。
【００９７】
　ステップＳ３０２～Ｓ３０４では、ＩＰパケットの上述の進路の振り分けが行われる。
ステップＳ３０２では、ＶＰＮサービスアダプタ５が、リクエストメッセージをＭＡＣフ
レームとして受信し、当該リクエストメッセージの転送先を決定する。ここで、ＶＰＮサ
ービスアダプタ５の振分部Ｆ５２は、当該リクエストメッセージを運ぶＩＰパケットの宛
先ＩＰアドレスが認証対象サーバＩＰアドレスリストに含まれるか否かを判定する。当該
宛先ＩＰアドレスが認証対象サーバＩＰアドレスリストに含まれると判定された場合、振
分部Ｆ５２は、転送先を中継装置１に決定する。この場合、処理はステップＳ３０３へ進
む。ステップＳ３０３では、振分部Ｆ５２が、当該リクエストメッセージを運ぶＭＡＣフ
レームを、中継装置１との間で確立されたトンネルＴ（図４のＴ１、Ｔ２）を介して転送
する。
【００９８】
　一方、当該宛先ＩＰアドレスが認証対象サーバＩＰアドレスリストに含まれると判定さ
れなかった場合、振分部Ｆ５２は、転送先をルータ６に決定する。この場合、処理はステ
ップＳ３０４へ進む。ステップＳ３０４では、振分部Ｆ５２が、リクエストメッセージを
運ぶＭＡＣフレームを、ローカルネットワークＬを介してルータ６へ転送する。ルータ６
は、ＭＡＣフレームに含まれるＩＰパケットの宛先ＩＰアドレスがローカルネットワーク
Ｌ外のホストを示すグローバルＩＰアドレスであると判定すると、当該ＩＰパケットをイ
ンターネットＮへ送信する。ここで、インターネットＮへ送信されるＩＰパケットの送信
元アドレスには、ＩＳＰによって提供された、ローカルネットワークＬからインターネッ
トＮへアクセスするためのグローバルＩＰアドレスが設定される。
【００９９】
　ステップＳ３０３でＶＰＮサービスアダプタ５から転送されたリクエストメッセージを
運ぶＭＡＣフレームは、インターネットＮ及びＬ２中継装置４を経由して中継装置１に到
達し、中継装置１の中継部Ｆ１２によって受信される。ステップＳ３０５では、中継装置
１の中継部Ｆ１２が、受信したＭＡＣフレームからＩＰパケットを抽出し、当該ＩＰパケ
ットの送信元ＩＰアドレスを書き換える。まず、中継部Ｆ１２は、ＭＡＣフレームを受信
したトンネルＴが何れのＶＰＮサービスアダプタ５との間で確立されたものであるかに基
づいて、転送元のＶＰＮサービスアダプタ５のアダプタＩＤを割り出す。次に、中継部Ｆ
１２は、当該アダプタＩＤに関連付けられたグローバルＩＰアドレスを、中継データベー
スＤ１１のアクセス元情報テーブルから抽出する。次に、中継部Ｆ１２は、上述のＩＰパ
ケットの送信元アドレスを、抽出されたグローバルＩＰアドレスに書き換える。ここで、
書き換え前の送信元ＩＰアドレスは、後述するインターネットＮ側からの応答に関する中
継処理のために、ＲＡＭ１２に記憶される。
【０１００】
　ステップＳ３０６では、中継装置１の中継部Ｆ１２が、送信元ＩＰアドレスを書き換え
たＩＰパケットを、インターネット回線Ｃを介してインターネットＮへ送信する。インタ
ーネットＮに送信されたＩＰパケットは、ログインの実行を要求するリクエストメッセー
ジを運ぶものであり、サーバ２に到達し、処理はステップＳ３０７へ進む。なお、ステッ
プＳ３０５及びＳ３０６は、「中継ステップ」の一例である。
【０１０１】
　一方、ステップＳ３０６の処理の実行後、ステップＳ３０７と並行して、ステップＳ３
５１の処理も実行される。ステップＳ３５１では、中継装置１のアクセス通知部Ｆ１３が
、サーバ２へのアクセスがあった旨を示すメッセージを含む電子メールを、転送元のＶＰ
Ｎサービスアダプタ５に関連付けられて登録されている通知先のメールアドレスへ通知す
る。この際、アクセス通知部Ｆ１３は、中継データベースＤ１１のアクセス通知先テーブ
ルを参照して、通知先のメールアドレスを割り出す。また、電子メールのメッセージには



(19) JP 2016-66298 A 2016.4.28

10

20

30

40

50

、サーバ２のグローバルＩＰアドレスやドメイン名、ステップＳ３０６の送信処理が実施
された日時等も含まれる。なお、アクセス通知部Ｆ１３は、通知先メールアドレスの値が
「未設定」の場合は、当該メッセージを通知しない。また、電子メールに限らず、電子的
に情報を伝える他の通知方式が採用されてもよい。また、通知のタイミングは、ステップ
Ｓ３０６の直後に限らず、所定の時刻や時間帯であってもよい。
【０１０２】
　ステップＳ３０７～Ｓ３０９では、ログインの処理が実行される。まず、ステップＳ３
０７では、サーバ２が、ログインの実行を要求するリクエストメッセージを受け付ける。
【０１０３】
　ステップＳ３０８では、サーバ２がパスワードによる認証処理を実行する。サーバ２は
、リクエストメッセージに含まれるユーザＩＤ及びパスワードを抽出し、抽出されたユー
ザＩＤ及びパスワードの組とユーザ認証情報テーブルに含まれるユーザＩＤ及びパスワー
ドの組とを照合して、パスワードによる認証の成否を判定する。パスワードに基づく認証
に成功したと判定された場合、処理はステップＳ３０９へ進む。パスワードに基づく認証
に成功したと判定されなかった場合、処理はステップＳ３１１へ進む。
【０１０４】
　ステップＳ３０９では、サーバ２がアクセス元による認証の処理を実行する。サーバ２
は、受け付けられたリクエストメッセージを運んだＩＰパケットの送信元ＩＰアドレスと
、パスワードによる認証により認証されたユーザに対して登録された許可ＩＰアドレスと
を照合してアクセス元による認証の成否を判定する。ここで、照合される許可ＩＰアドレ
スは、ユーザデータベースＤ２１のユーザ認証情報テーブルのレコードのうち、受け付け
られたリクエストメッセージに含まれたユーザＩＤを有するレコードの許可ＩＰアドレス
である。送信元ＩＰアドレスと許可ＩＰアドレスとが一致した場合に、当該送信元ＩＰア
ドレスによる認証が成功したと判定される。送信元ＩＰアドレスを用いたアクセス元によ
る認証が成功したと判定された場合、処理はステップＳ３１０へ進む。送信元ＩＰアドレ
スによる認証が成功したと判定されなかった場合、処理はステップＳ３１３へ進む。
【０１０５】
　ステップＳ３１０～Ｓ３１２では、ログインの成功を示すレスポンスメッセージが端末
３へ送信される。
【０１０６】
　まず、ステップＳ３１０では、サーバ２が、ログインの成功の応答を送信する。サーバ
２は、ユーザとのセッションの開始処理等の所定処理によりユーザへのオンラインサービ
スの提供を許可した上で、ログインの成功を示すメッセージを含むレスポンスメッセージ
を生成する。本実施形態のレスポンスメッセージには開始されたセッションを識別するセ
ッションＩＤが含まれる。サーバ２は、生成したレスポンスメッセージを、受け付けられ
たリクエストメッセージを運んだＩＰパケットの送信元ＩＰアドレスを宛先としてインタ
ーネットＮへ送信する。送信されるレスポンスメッセージは、その宛先が中継装置１に割
り当てられたグローバルＩＰアドレスであるため、中継装置１に到達する。
【０１０７】
　次に、ステップＳ３１１では、中継装置１の中継部Ｆ１２が、当該レスポンスメッセー
ジを運ぶＩＰパケットを受信し、端末３へ中継する。中継先の端末３は、中継部Ｆ１２が
ステップＳ３０５及びＳ３０６で中継したリクエストメッセージの送信元の端末３である
。まず、中継部Ｆ１２は、中継データベースＤ１１のアクセス元情報テーブルを参照し、
受信したＩＰパケットの宛先ＩＰアドレスと関連付けられたＶＰＮサービスアダプタ５を
割り出す。中継部Ｆ１２は、割り出されたＶＰＮサービスアダプタ５と繋がるトンネルＴ
を用いて、当該レスポンスメッセージを送信する。ここで、レスポンスメッセージを運ぶ
ＩＰパケットの宛先ＩＰアドレスには、ステップＳ３０５で記憶された、書き換え前のリ
クエストメッセージを運んだＩＰパケットの送信元ＩＰアドレスが設定される。送信され
たレスポンスメッセージは、ＶＰＮサービスアダプタ５を経由して端末３へ到達する。
【０１０８】
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　次に、ステップＳ３１２では、端末３が、ログインの成功を示すレスポンスメッセージ
を受信し、当該レスポンスメッセージの含むメッセージを表すＷｅｂページを表示する。
端末３が当該レスポンスメッセージに含まれるセッションＩＤを用いてサーバ２へアクセ
スすることで、端末３のユーザは、サーバ２から所定のサービスを受けることができるよ
うになる。
【０１０９】
　ステップＳ３１３～Ｓ３１５では、ログインの失敗を示すレスポンスメッセージが端末
３へ送信される。まず、ステップＳ３１３では、サーバ２が、受け付けられたリクエスト
メッセージに対する応答として、ログインの失敗を示すメッセージを含むレスポンスメッ
セージを生成してインターネットＮを介して送信する。次に、ステップＳ３１４では、中
継装置１の中継部Ｆ１２が、当該レスポンスメッセージを受信し、端末３へ中継する。レ
スポンスメッセージは、トンネルＴ、ＶＰＮサービスアダプタ５を経由して端末３へ到達
する。ステップＳ３１５では、端末３が、ログインの失敗を示すレスポンスメッセージを
受信し、当該レスポンスメッセージの含むメッセージを表すＷｅｂページを表示する。
【０１１０】
　＜作用効果＞
　以上説明した本実施形態では、端末３からのインターネットＮへのアクセスに関し、ア
クセス先のサーバ２が、アクセスに関するＩＰパケットを転送したＶＰＮサービスアダプ
タ５に関連付けられたグローバルＩＰアドレスを、送信元ＩＰアドレスとして取得できた
。そのため、サーバ２は、アクセスに関するＩＰパケットが、ＶＰＮサービスアダプタ５
が設置され、アクセスの許可されたローカルネットワークＬからのものであるか否かを、
送信元ＩＰアドレスにより判別できる。よって、アクセス元のローカルネットワークＬで
グローバルＩＰアドレスが変動するインターネットＮの接続環境が用いられても、サーバ
２が、アクセス元のＩＰアドレスに基づくアクセス制限や認証を行うことができる。
【０１１１】
　また、本実施形態では、サーバ２において、パスワードによる認証処理と、送信元ＩＰ
アドレスを照合するアクセス元による認証処理との２方式の認証処理が行われた。アクセ
ス元による認証は、ＶＰＮサービスアダプタ５という物理的な機器に依拠している。その
ため、アクセス元による認証は、パスワード等の認証情報と異なり、詐取に対して耐性が
ある。よって、より強固な認証が実現可能となる。
【０１１２】
　また、本実施形態では、ローカルネットワークＬと中継装置１との間が、Ｌ２ＶＰＮの
トンネルで結ばれ、ＶＰＮサービスアダプタ５と関連付けられたグローバルＩＰアドレス
によるインターネットＮへのアクセスが、インターネットＮを介したクラウド型で提供さ
れた。そのため、各拠点Ｂと接続する物理回線等を敷設等せずに、簡易迅速に、グローバ
ルＩＰアドレスを用いた各ローカルネットワークＬからインターネットＮへのアクセスを
可能とする通信環境を構築できる。
【０１１３】
　また、本実施形態では、対象サーバＩＰアドレスリストに含まれない宛先ＩＰアドレス
のＩＰパケットを、中継装置１へ転送せずに、ルータ６に、インターネットＮへ送信させ
た。そのため、このようなＩＰパケットでは、ＶＰＮサービスアダプタ５に関連付けられ
たグローバルＩＰアドレスが送信元ＩＰアドレスに設定されない。よって、端末３からの
インターネットＮへの全てのアクセスに対して当該グローバルＩＰアドレスが設定される
場合と比べ、当該グローバルＩＰアドレスの値が悪意ある者等に知得されて悪用されるリ
スクを低減できる。
【０１１４】
　＜変形例＞
　以上説明した実施形態１の通信システムでは、拠点ＢにおいてローカルネットワークＬ
に接続された端末３からのサーバ２へのアクセスについて、中継装置１がグローバルＩＰ
アドレスの書き換えを伴った中継を行った。別の例として、拠点Ｂ外部にあり、ローカル
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ネットワークＬにＶＰＮ接続された端末３からのアクセスについても、中継装置１がグロ
ーバルＩＰアドレスの書き換えを伴って中継を行ってもよい。
【０１１５】
　この例のＬ２ＶＰＮの構成について説明する。まず、Ｌ２中継装置４が、ＶＰＮ接続要
求を、インターネットＮを介して拠点Ｂ外にある端末３から受け付ける。ＶＰＮ接続要求
には、接続先のローカルネットワークＬに設置されたＶＰＮサービスアダプタ５を識別す
るアダプタＩＤが含まれる。次に、Ｌ２中継装置４が、当該端末３が接続先のローカルネ
ットワークＬへの接続権限を有することを認証処理により確認した上で、Ｌ２中継装置４
と当該端末３との間でデータリンク層のトンネルを確立する。次に、Ｌ２中継装置４は、
ＶＰＮ接続要求に含まれたアダプタＩＤが識別するＶＰＮサービスアダプタ５との間で確
立されたトンネル（例えば図４のＴ１Ｂ）が接続されるブリッジ（例えば図４のＢＲ１）
に、当該端末３との間で確立されたトンネルを接続する。このような接続により、拠点Ｂ
外にある端末３がローカルネットワークＬとＬ２ＶＰＮで接続されるとともに、当該端末
３と中継装置１とがデータリンク層の通信を行うことが可能となる。
【０１１６】
　中継装置１では、上述の図１０のステップＳ３０５、Ｓ３０６の例と同様に、端末３か
らサーバ２へのアクセスに関する通信の中継処理が行われる。中継装置１の中継部Ｆ１２
は、サーバ２を宛先としたリクエストメッセージを運ぶＭＡＣフレームを、確立されたト
ンネルを介して受信する。そして、中継部Ｆ１２は、ＭＡＣフレームから抽出したＩＰパ
ケットを、送信元ＩＰアドレスを書き換えた上で、サーバ２へ送信する。
【０１１７】
　このような通信システムによれば、アクセス先のサーバ３が、アクセスの許可されたロ
ーカルネットワークＬにＶＰＮで接続された端末３からのアクセスについても、送信元Ｉ
Ｐアドレスにより判別し、アクセス元に基づく認証を行うことができる。
【０１１８】
　＜その他＞
　実施形態１では、課題を解決するための手段における「中継装置」が、中継装置として
実施されたが、「中継装置」は、中継装置１及びＬ２中継装置４を含むシステムや、中継
装置１の機能及びＬ２中継装置４の機能を兼ね備えた１台の装置として実施されてもよい
。
【０１１９】
　また、実施形態１では、ログインの際の認証処理において、送信元ＩＰアドレスが照合
されたが、ログインの際の処理に限らず、端末３からのＩＰパケットを用いたアクセスの
都度、送信元ＩＰアドレスが照合され、アクセス制限の処理が行われてもよい。
【０１２０】
　また、例えば、個人を識別することを要さないオンラインサービスを適用するサーバ等
では、パスワードによる認証を実行せずに、アクセス元による認証処理のみが行われても
よい。このような認証処理は、例えば、特定の学校の教室に設置された複数台の端末全て
に対してオンライン教材へのアクセスを許可するサーバに採用できる。
【０１２１】
　≪２．実施形態２≫
　上述の実施形態１の通信システムでは、「通信識別情報」が、グローバルＩＰアドレス
として説明され、オンラインサービスを提供するサーバ２において、アクセス元のグロー
バルＩＰアドレスを用いた認証が行われた。これに対し、実施形態２の通信システムでは
、「通信識別情報」が、確立されたトンネルによる通信を他の通信と識別するトンネルＩ
Ｄとして説明され、サーバにおいて、アクセス元のアダプタＩＤ（「転送装置識別情報」
の一例）に基づくアクセス経路に関する認証が行われる。更に、実施形態２では、サーバ
において、アクセス元のＭＡＣアドレス（「物理アドレス」の一例）に基づく認証も行わ
れる。実施形態２では、課題を解決するための手段における「中継装置」が、Ｌ２中継装
置として実施される。以下、実施形態２について、実施形態１と異なる点を中心に説明す
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る。
【０１２２】
　＜ハードウェア構成＞
　Ｌ２中継装置は、実施形態１のＬ２中継装置４と同様に、ＣＰＵ４１、ＲＡＭ４２、Ｒ
ＯＭ４３、補助記憶装置４４、ＮＩＣ４５Ａ、ＮＩＣ４５Ｂ等を備えたコンピュータであ
る。実施形態２では、ＮＩＣ４５Ａ及びＮＩＣ４５Ｂは、何れも、ゲートウェイ等を介し
てインターネットＮと接続される。実施形態２では、実施形態１と異なり、通信システム
は中継装置１を含まない。サーバ２、端末３、ＶＰＮサービスアダプタ５、及びルータ６
のハードウェアは、実施形態１と同様である。
【０１２３】
　＜機能構成＞
　図１１は、実施形態２に係る各装置の機能構成を例示する図である。図１１には、Ｌ２
中継装置４Ａ及びサーバ２の主な機能構成が示されている。各装置の機能について、順に
説明する。
【０１２４】
　（Ｌ２中継装置４Ａの機能）
　Ｌ２中継装置４Ａは、補助記憶装置４４に記憶されているプログラムが、ＲＡＭ４２に
読み出され、ＣＰＵ４１によって実行されることで、中継データベースＤ４１、第１伝送
路確立部Ｆ４１、中継部Ｆ４２、及び、第２伝送路確立部Ｆ４３を備えるコンピュータと
して機能する。中継データベースＤ４１、第１伝送路確立部Ｆ４１、中継部Ｆ４２、及び
、第２伝送路確立部Ｆ４３は、それぞれ、「通信識別情報記憶手段」、「第１伝送路確立
手段」、「中継手段」、「第２伝送路確立手段」の一例である。なお、これらの機能の一
部または全部は、１または複数の専用プロセッサ、ハードウェアの演算回路等によって実
行されてもよい。
【０１２５】
　図１２は、実施形態２におけるアクセス元情報テーブルを例示する図である。アクセス
元情報テーブルは、中継データベースＤ４１が有するテーブルである。アクセス元情報テ
ーブルに格納されるレコード１件は、１台のＶＰＮサービスアダプタ５に関連付けられた
トンネルＩＤの設定情報１件を表す。アクセス元情報テーブルのレコードは、アダプタＩ
Ｄ、及びトンネルＩＤのフィールドを有する。アダプタＩＤのフィールドは、トンネルＩ
Ｄと関連付けられたＶＰＮサービスアダプタ５を表し、当該ＶＰＮサービスアダプタ５を
識別するアダプタＩＤの値をとる。トンネルＩＤのフィールドは、関連付けられたＶＰＮ
サービスアダプタ５を経由したアクセスに対して確立されたトンネルを識別するトンネル
ＩＤ（「第２伝送路識別情報」の一例）を表す。確立されたトンネルが存在しない場合、
トンネルＩＤのフィールドは、未設定値となる。
【０１２６】
　第１伝送路確立部Ｆ４１は、実施形態１の第１伝送路確立部Ｆ１４と同様に、ローカル
ネットワークＬに設置されたＶＰＮサービスアダプタ５とＬ２中継装置４Ａとの間で、Ｉ
Ｐ通信によりインターネットＮを経由してＭＡＣフレームを伝送する第１トンネル（「第
１伝送路」の一例）を確立する。
【０１２７】
　中継部Ｆ４２は、ＶＰＮサービスアダプタ５との間で確立された第１トンネルとサーバ
２との間で確立された第２トンネル（「第２伝送路」の一例）との間でＭＡＣフレームを
中継して通信を中継する。
【０１２８】
　第２伝送路確立部Ｆ４３は、ＶＰＮサービスアダプタ５から転送されたＩＰパケットを
運ぶＭＡＣフレームを受信した場合に、ＩＰパケットの宛先のサーバ２とＬ２中継装置４
Ａとの間で、インターネットＮを経由してＭＡＣフレームを伝送する第２トンネルを確立
する。
【０１２９】
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　（サーバ２の機能）
　サーバ２は、補助記憶装置２４に記憶されているプログラムが、ＲＡＭ２２に読み出さ
れ、ＣＰＵ２１によって実行されることで、ユーザデータベースＤ２１、認証部Ｆ２１及
び伝送路確立部Ｆ２２として備えるコンピュータとして機能する。なお、これらの機能の
一部または全部は、１または複数の専用プロセッサ、ハードウェアの演算回路等によって
実行されてもよい。
【０１３０】
　ユーザデータベースＤ２１は、実施形態１同様に、ユーザ認証情報テーブルを有する。
図１３は、実施形態２におけるユーザ認証情報テーブルを例示する図である。実施形態２
のユーザ認証情報テーブルのレコードは、ユーザＩＤ、パスワード、許可アダプタＩＤ及
び許可ＭＡＣアドレスのフィールドを有する。
【０１３１】
　ユーザＩＤ及びパスワードのフィールドは、実施形態１と同様である。許可アダプタＩ
Ｄのフィールドは、ユーザに対して許可されるアクセスの経路を表し、経由を要するＶＰ
Ｎサービスアダプタ５を識別するアダプタＩＤの値をとる。許可ＭＡＣアドレスのフィー
ルドは、許可されるアクセス元の端末３のＭＡＣアドレスを表す。許可アダプタＩＤ、許
可ＭＡＣアドレスのフィールドの値は、ユーザの申請に従って設定される。この申請は、
例えば、ユーザがサーバ２により提供される申請画面のＷｅｂページに、アダプタＩＤ及
び許可ＭＡＣアドレスの値を入力することによって行われる。
【０１３２】
　認証部Ｆ２１は、実施形態１と同様に、アクセス元のユーザがオンラインサービスの正
規のユーザであるか否かを確認する認証処理を行う。実施形態２の認証部Ｆ２１は、パス
ワードによる認証処理と、アクセス元のアダプタＩＤに基づくアクセス経路に関する認証
処理と、アクセス元のＭＡＣアドレスによる認証処理との３方式の認証処理を行う。
【０１３３】
　伝送路確立部Ｆ２２は、サーバ２とＬ２中継装置４Ａとの間で、ＩＰ通信によりインタ
ーネットＮを経由してＭＡＣフレームを伝送する第２トンネルを確立する。
【０１３４】
　＜通信の中継の流れ＞
　図１４は、実施形態２における認証の流れを説明する説明図である。図１４には、サー
バ２、サーバ２にアクセスする端末３Ａ、３Ｂ、Ｌ２中継装置４Ａ、ＶＰＮサービスアダ
プタ５Ａ、オンラインサービスの正規のユーザがいる拠点Ｂ１、オンラインサービスの正
規のユーザではない悪意ある者がいる拠点ＢＮ、及びインターネットＮが示されている。
図１４には、正規のユーザ及び悪意ある者のそれぞれが、端末３Ａ、３Ｂを用いてインタ
ーネットＮを介してサーバ２へログインする際の通信データの流れが矢印ＤＦ２１～ＤＦ
２３を用いて例示されている。なお、この認証の流れが行われる前提として、許可アダプ
タＩＤ及び許可ＭＡＣアドレスを含む正規のユーザに関する認証情報が、サーバ２のユー
ザ認証情報テーブルに登録されていることを要する。
【０１３５】
　正規のユーザがオンラインサービスの提供を受けようとする場合、まず、当該正規のユ
ーザによって操作される端末３Ａが、サーバ２宛てのユーザＩＤ及びパスワードを含んだ
ログインを要求するＩＰパケットを、拠点Ｂ１に設置されたローカルネットワークへ送信
する。ここで、端末３のＮＩＣ３５からローカルネットワークＬへ送信されるＩＰパケッ
トを運ぶＭＡＣフレームの送信元ＭＡＣアドレスには、端末３に割り当てられたＭＡＣア
ドレス、すなわち、端末３が備えるＮＩＣに固有に割り当てられたＭＡＣアドレスが設定
される。当該ＭＡＣフレームは、拠点Ｂ１に設置されたＶＰＮサービスアダプタ５ＡとＬ
２中継装置４Ａとの間でインターネットＮを介して確立された第１トンネルＴを通ってＬ
２中継装置４Ａへ到達する（ＤＦ２１）。ここで、第１トンネルＴは、例えばＬ２ＴＰ／
ＩＰｓｅｃによるトンネリングによって実現される。
【０１３６】
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　Ｌ２中継装置４Ａは、当該ＭＡＣフレームを第１トンネルＴから受信する。そして、Ｌ
２中継装置４Ａの第２伝送路確立部Ｆ４３は、受信元の第１トンネルＴを終端するＶＰＮ
サービスアダプタ５を識別するアダプタＩＤを含む伝送路確立要求を、当該ＭＡＣフレー
ムを運ぶＩＰパケットの宛先のサーバ２へインターネットＮを介して送信する。Ｌ２中継
装置４Ａの第２伝送路確立部Ｆ４３と、伝送路確立要求を受信したサーバ２の伝送路確立
Ｆ２２とが協調して、両者の間で第２トンネルＴＳを確立する。第２トンネルＴＳは、具
体的には、Ｌ２ＴＰ／ＩＰｓｅｃによるトンネリングによって実現される。
【０１３７】
　第２トンネルＴＳが確立されると、確立された第２トンネルＴＳを識別するためのトン
ネルＩＤが新たに割り振られ、当該トンネルＩＤは、Ｌ２ＴＰの通信メッセージにおける
ヘッダに付加されることになる。サーバ２は、受信した伝送路確立要求に含まれたアダプ
タＩＤと当該割り当てられたトンネルＩＤとを関連付けて記憶する。サーバ２は、第２ト
ンネルＴＳと当該アダプタＩＤが識別するＶＰＮサービスアダプタ５Ａとの関連付けを記
憶したことになる。一方、Ｌ２中継装置４Ａは、当該トンネルＩＤを、アクセス元情報テ
ーブルのレコードのうち、当該アダプタＩＤの値を有するレコードに格納する。Ｌ２中継
装置４Ａも、第２トンネルＴＳとＶＰＮサービスアダプタ５Ａとの関連付けを記憶したこ
とになる。
【０１３８】
　次に、Ｌ２中継装置４Ａの中継手段Ｆ４２は、ＤＦ２１でＬ２中継装置４Ａに到達した
ＭＡＣフレームを、確立された第２トンネルＴＳを介してサーバ２へ送信する（ＤＦ２２
）。このとき、送信されるＭＡＣフレームには、上述のトンネルＩＤを含むヘッダがＬ２
ＴＰのプロトコルに従って付加される。当該ＭＡＣフレームはサーバ２へ到達し、サーバ
２では、認証部Ｆ２１によって、ログインの処理として３方式の認証処理が順に実行され
る。１つ目は、受信されたＩＰパケットに含まれたパスワードによる認証処理である。２
つ目は、アクセス元のアダプタＩＤに基づくアクセス経路に関する認証処理である。３つ
目は、アクセス元のＭＡＣアドレスによる認証処理である。これら３方式の認証処理が成
功し、ログインが許可されると、サーバ２が端末３Ａのユーザにオンラインサービスを提
供するようになる。
【０１３９】
　認証処理の各方式の詳細順に説明する。パスワードによる認証処理は、実施形態１と同
様である（図１０のステップＳ３０９を参照）。
【０１４０】
　アクセス元のアダプタＩＤに基づくアクセス経路に関する認証処理では、まず、サーバ
２の認証部Ｆ２１が、受信されたＭＡＣフレームを運んだＬ２ＴＰのメッセージのトンネ
ルＩＤを抽出する。次に、認証部Ｆ２１は、抽出したトンネルＩＤと関連付けられて記憶
されたアダプタＩＤが割り出す。次に、認証部Ｆ２１は、ユーザデータベースＤ２１のユ
ーザ認証情報テーブルを参照して、当該割り出されたアダプタＩＤと、パスワードによる
認証により認証されたユーザに対して登録された許可アダプタＩＤとを照合して認証の成
否を判定する。ここでは、第２トンネルを経由したか否かが判定されており、アクセス経
路が認証されることになる。
【０１４１】
　アクセス元のＭＡＣアドレスによる認証処理では、まず、サーバ２の認証部Ｆ２１が、
受信されたＭＡＣフレームの送信元ＭＡＣアドレスを抽出する。次に、認証部Ｆ２１は、
ユーザデータベースＤ２１のユーザ認証情報テーブルを参照して、抽出した送信元ＭＡＣ
アドレスと、パスワードによる認証により認証されたユーザに対して登録された許可ＭＡ
Ｃアドレスとを照合して認証の成否を判定する。
【０１４２】
　正規のユーザをアクセス元としたログインの要求については、このような３方式の認証
処理が全て成功することになる。一方、悪意ある者によって操作された端末３Ｂが、サー
バ２にログインを要求するＩＰパケットを拠点ＢＮからインターネットＮを介してサーバ
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該ＩＰパケットには、詐取された正規のユーザのユーザＩＤとパスワードが含まれていた
とする。この場合、当該ＩＰパケットは、第２トンネルＴＳを経由しないため、サーバ２
において、アクセス元のアダプタＩＤに基づくアクセス経路に関する認証処理が失敗する
ことになる。また、仮に、悪意ある者が、拠点Ｂ１に進入して、拠点Ｂ１のローカルネッ
トワークＬに接続された端末３Ｂを操作したとしても、正規のユーザの端末３ＡのＭＡＣ
アドレスと悪意ある者の端末３ＢのＭＡＣアドレスが異なるため、アクセス元のＭＡＣア
ドレスによる認証処理が失敗することになる。サーバ２は、端末３Ｂからのログインの要
求を不許可とし、アクセスを拒否することができる。
【０１４３】
　なお、本実施形態では、Ｌ２中継装置４Ａの中継手段Ｆ４２は、所定時間経過しても第
２トンネルＴＳを用いて中継するＭＡＣフレームを受信しない場合、確立された第２トン
ネルＴＳを破棄してもよい。このようにすることで、ログイン等が許可されるアクセス経
路となる第２トンネルＴＳが確立されている時間を制限して、セキュリティリスクを軽減
するとともに、第２トンネルＴＳを維持することに伴うサーバ２の処理負荷の軽減を図る
ことができる。特に、サーバ２が、より多くの正規のユーザに対してオンラインサービス
を提供する場合には、より多くの処理負荷の軽減が期待できる。
【０１４４】
　＜作用効果＞
　以上説明した実施形態２では、サーバ２が、ＭＡＣフレームを受信した第２トンネルの
トンネルＩＤ及びトンネルＩＤに関連付けられたアダプタＩＤを用いて、ＭＡＣフレーム
によるアクセスが、許可されたＶＰＮサービスアダプタ５を経由したか否かを判別できた
。よって、アクセス先のサーバ２が、アクセス元のローカルネットワークＬに設置された
ＶＰＮサービスアダプタ５に基づくアクセス制限や認証を行うことができる。
【０１４５】
　更に、実施形態２では、サーバ２が、アクセスの起点である端末３から送信されたＭＡ
Ｃフレームを受信するため、送信元ＭＡＣアドレスによるアクセス元の認証が行われた。
この際、サーバ２へアクセスを行う端末３のユーザは、当該認証のための特別な操作を要
しなかった。そのため、簡単な操作で、アクセスが許可される端末を限定した、よりセキ
ュリティ強度の高い認証を行うことができる。
【符号の説明】
【０１４６】
　１　中継装置
　２　サーバ
　３、３Ａ、３Ｂ　端末
　４　Ｌ２中継装置
　４Ａ　Ｌ２中継装置（中継装置）
　５、５Ａ、５Ｂ　ＶＰＮサービスアダプタ
　６、６Ａ、６Ｂ　ルータ
　Ｄ１１　中継データベース
　Ｄ２１　ユーザデータベース
　Ｄ４１　中継データベース
　Ｂ、Ｂ１、Ｂ２、ＢＮ　拠点
　Ｌ、Ｌ１、Ｌ２　ローカルネットワーク
　Ｎ　インターネット（通信網）
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