
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
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通信装置と、この通信装置にネットワークを介して接続されたサーバ装置との間に配置
され、
　前記通信装置からの単位時間あたりのパケット受信回数に基づく重み付け値を、受信し
たパケットの送信元アドレスの所定の部分の値ごとに記憶する記憶手段と、
　前記通信装置から前記サーバ装置に対して送信された接続要求パケットを受信する接続
要求受信手段と、
　前記接続要求受信手段で受信した接続要求パケットの送信元アドレスの所定の部分の値
に対応する重み付け値を前記記憶手段から取得する重み検出手段と、
　前記重み検出手段で取得した重み付け値が予め設定された値を超えるときは、前記通信
装置に接続されることにより前記サーバ装置のハードウェアまたはソフトウェア資源が所
定の値以上消費されると判断して受信した接続要求パケットを破棄して前記通信装置から
前記サーバ装置への接続要求を拒否し、前記重み検出手段で取得した重み付け値が予め設
定された値以下の適正範囲のときは前記通信装置から前記サーバ装置への接続処理を行う
接続制御手段と、
　前記接続制御手段で接続処理が行われたときは、前記記憶手段に記憶されている前記接
続要求パケットの送信元アドレスの所定の部分の値の重み付け値に、所定の演算により算
出された重みを加える重み加算手段と、
　前記接続制御手段で接続処理が行われたときに、前記通信装置と前記サーバ装置とを接



【請求項２】
　

【請求項３】
　

【請求項４】
　

【請求項５】
　

【請求項６】
　

【請求項７】
　

【請求項８】
　

【請求項９】
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続するために、取得した接続要求パケットを前記サーバ装置に送信するパケット送信手段
と、
を具備することを特徴とする通信制御装置。

前記送信元アドレスはＩＰｖ６アドレスであり、前記送信元アドレスの所定の部分の値
は、ネットワークプレフィクスの一部または全部である
ことを特徴とする請求項１に記載の通信制御装置。

前記接続要求受信手段で受信した接続要求パケットが正当な接続要求によるものである
ことが証明されたときは、前記接続制御手段において前記重み付け値が予め設定された値
を超えると判断されたときでも接続処理を行う
ことを特徴とする請求項１または２に記載の通信制御装置。

前記記憶手段は、前記重み付け値の履歴を記憶し、
　前記接続制御手段は、前記重み検出手段で取得した重み付け値を前記重み付け値の履歴
に基づいて加算または減算により調整し、この調整された重み付け値を基に前記サーバ装
置への接続要求を拒否するかまたは接続処理を行うかを判断する
ことを特徴とする請求項１～３いずれか１項に記載の通信制御装置。

前記重み加算手段において、重みを算出するための所定の演算はハッシュ処理により行
われる
ことを特徴とする請求項１～４いずれか１項に記載の通信制御装置。

通信装置にネットワークを介して接続され、
　前記通信装置からの単位時間あたりのパケット受信回数に基づく重み付け値を、受信し
たパケットの送信元アドレスの所定の部分の値ごとに記憶する記憶手段と、
　前記通信装置から送信された接続要求パケットを受信する接続要求受信手段と、
　前記接続要求受信手段で受信した接続要求パケットの送信元アドレスの所定の部分の値
に対応する重み付け値を前記記憶手段から取得する重み検出手段と、
　前記重み検出手段で取得した重み付け値が予め設定された値を超えるときは、前記通信
装置と接続することによりハードウェアまたはソフトウェア資源を所定の値以上消費する
と判断して受信した接続要求パケットを破棄して前記通信装置からの接続要求を拒否し、
前記重み検出手段で取得した重み付け値が予め設定された値以下の適正範囲のときは前記
通信装置からの接続処理を行う接続制御手段と、
　前記接続制御手段で接続処理が行われたときは、前記記憶手段に記憶されている前記接
続要求パケットの送信元アドレスの所定の部分の値の重み付け値に、所定の演算により算
出された重みを加える重み加算手段と、
を具備することを特徴とする通信制御付サーバ装置。

前記送信元アドレスはＩＰｖ６アドレスであり、前記送信元アドレスの所定の部分の値
は、ネットワークプレフィクスの一部または全部である
ことを特徴とする請求項６に記載の通信制御装置。

前記接続要求受信手段で受信した接続要求パケットが正当な接続要求によるものである
ことが証明されたときは、前記接続制御手段において前記重み付け値が予め設定された値
を超えると判断されたときでも接続処理を行う
ことを特徴とする請求項６または７に記載の通信制御付サーバ装置。

前記記憶手段は、前記重み付け値の履歴を記憶し、
　前記接続制御手段は、前記重み検出手段で取得した重み付け値を前記重み付け値の履歴



【請求項１０】
　

【請求項１１】
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に基づいて加算または減算により調整し、この調整された重み付け値を基に前記接続要求
を拒否するかまたは接続処理を行うかを判断する
ことを特徴とする請求項６～８いずれか１項に記載の通信制御付サーバ装置。

前記重み加算手段において、重みを算出するための所定の演算はハッシュ処理により行
われる
ことを特徴とする請求項６～９いずれか１項に記載の通信制御付サーバ装置。

通信装置と、この通信装置にネットワークを介して接続されたサーバ装置との間に配置
された通信制御装置が、
　前記通信装置からの単位時間あたりのパケット受信回数に基づく重み付け値を、受信し
たパケットの送信元アドレスの所定の部分の値ごとに記憶し、
　前記通信装置から前記サーバ装置に対して送信された接続要求パケットを受信し、
　受信した接続要求パケットの送信元アドレスの所定の部分の値に対応する重み付け値を
、記憶している単位時間あたりのパケット受信回数に基づいて算出された重み付け値の中
から検出して取得し、
　取得した重み付け値が予め設定された値を超えるときは、前記通信装置と接続されるこ
とにより前記サーバ装置のハードウェアまたはソフトウェア資源が所定の値以上消費され
ると判断して受信した接続要求パケットを破棄して前記通信装置から前記サーバ装置への
接続要求を拒否し、取得した重み付け値が予め設定された値以下の適正範囲のときは前記
通信装置から前記サーバ装置への接続処理を行い、
　前記接続処理が行われたときは、記憶している前記接続要求パケットの送信元アドレス
の所定の部分の値の重み付け値に、所定の演算により算出された重みを加え、
　前記接続処理が行われたときに、前記通信装置と前記サーバ装置とを接続するために、
取得した接続要求パケットを前記サーバ装置に送信する
ことを特徴とする通信制御方法。

前記送信元アドレスはＩＰｖ６アドレスであり、前記送信元アドレスの所定の部分の値
は、ネットワークプレフィクスの一部または全部である
ことを特徴とする請求項１１に記載の通信制御方法。

前記通信制御装置は、受信した接続要求パケットが正当な接続要求によるものであるこ
とが証明されたときは、前記重み付け値が予め設定された値を超えると判断したときでも
接続処理を行う
ことを特徴とする請求項１１または１２に記載の通信制御方法。

前記通信制御装置は、前記重み付け値の履歴を記憶し、
　取得した前記重み付け値を、前記重み付け値の履歴に基づいて加算または減算により調
整し、この調整された重み付け値を基に前記サーバ装置への接続要求を拒否するかまたは
接続処理を行うかを判断する
ことを特徴とする請求項１１～１３いずれか１項に記載の通信制御方法。

前記通信制御装置は、前記重みを算出するための所定の演算はハッシュ処理により行う
ことを特徴とする請求項１１～１４いずれか１項に記載の通信制御方法。

通信装置にネットワークを介して接続された通信制御付サーバ装置が、
　前記通信装置からの単位時間あたりのパケット受信回数に基づく重み付け値を、受信し
たパケットの送信元アドレスの所定の部分の値ごとに記憶し、
　前記通信装置から送信された接続要求パケットを受信し、
　受信した接続要求パケットの送信元アドレスの所定の部分の値に対応する重み付け値を
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、記憶している単位時間あたりのパケット受信回数に基づいて算出された重み付け値の中
から検出して取得し、
　取得した重み付け値が予め設定された値を超えるときは、前記通信装置と接続すること
によりハードウェアまたはソフトウェア資源が所定の値以上消費されると判断して受信し
た接続要求パケットを破棄して前記通信装置からの接続要求を拒否し、取得した重み付け
値が予め設定された値以下の適正範囲のときは前記通信装置からの接続処理を行い、
　前記接続処理が行われたときは、記憶している前記接続要求パケットの送信元アドレス
の所定の部分の値の重み付け値に、所定の演算により算出された重みを加える
ことを特徴とする通信制御付サーバ装置による通信制御方法。

前記送信元アドレスはＩＰｖ６アドレスであり、前記送信元アドレスの所定の部分の値
は、ネットワークプレフィクスの一部または全部である
ことを特徴とする請求項１６に記載の通信制御付サーバ装置による通信制御方法。

前記通信制御付サーバ装置は、受信した接続要求パケットが正当な接続要求によるもの
であることが証明されたときは、前記重み付け値が予め設定された値を超えると判断した
ときでも接続処理を行う
ことを特徴とする請求項１６または１７に記載の通信制御付サーバ装置による通信制御方
法。

前記通信制御付サーバ装置は、前記重み付け値の履歴を記憶し、
　取得した前記重み付け値を、前記重み付け値の履歴に基づいて加算または減算により調
整し、この調整された重み付け値を基に前記サーバ装置への接続要求を拒否するかまたは
接続処理を行うかを判断する
ことを特徴とする請求項１６～１８いずれか１項に記載の通信制御付サーバ装置による通
信制御方法。

前記通信制御付サーバ装置は、前記重みを算出するための所定の演算はハッシュ処理に
より行う
ことを特徴とする請求項１６～１９いずれか１項に記載の通信制御付サーバ装置による通
信制御方法。

通信装置と、この通信装置にネットワークを介して接続されたサーバ装置との間に配置
されたコンピュータに、
　前記通信装置からの単位時間あたりのパケット受信回数に基づく重み付け値を、受信し
たパケットの送信元アドレスの所定の部分の値ごとに記憶する機能と、
　前記通信装置から前記サーバ装置に対して送信された接続要求パケットを受信する機能
と、
　受信した接続要求パケットの送信元アドレスの所定の部分の値に対応する重み付け値を
、記憶している単位時間あたりのパケット受信回数に基づいて算出された重み付け値の中
から検出して取得する機能と、
　取得した重み付け値が予め設定された値を超えるときは、前記通信装置と接続されるこ
とにより前記サーバ装置のハードウェアまたはソフトウェア資源が所定の値以上消費され
ると判断して受信した接続要求パケットを破棄して前記通信装置から前記サーバ装置への
接続要求を拒否し、取得した重み付け値が予め設定された値以下の適正範囲のときは前記
通信装置から前記サーバ装置への接続処理を行う機能と、
　前記接続処理が行われたときに、記憶している前記接続要求パケットの送信元アドレス
の所定の部分の値の重み付け値に、所定の演算により算出された重みを加える機能と、
　前記接続処理が行われたときに、前記通信装置と前記サーバ装置とを接続するために、
取得した接続要求パケットを前記サーバ装置に送信する機能と、



【請求項２２】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＩＰｖ６アドレスを用いた環境において、不適切な接続要求を制限する為の通
信制御装置、通信制御方法、通信制御付サーバ装置、通信制御付サーバ装置による通信制
御方法及び通信制御プログラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、世界最大のコンピュータネットワーク「インターネット (Internet)」の利用が普及
している。利用者側はインターネットと接続して公開されている情報やサービスを利用す
る。逆に、企業側は、インターネットを通してアクセスしてくる利用者に対し、情報やサ
ービスを提供することで、新たなコンピュータビジネスを開拓している。このインターネ
ットの利用に関しての新たな技術開発及びその展開は近年目覚ましい。インターネットの
世界では、各端末はＩＰアドレスと呼ばれる識別子をもち、このＩＰアドレスを元にパケ
ットの交換が行われている。一例として、トランスミッション・コントロール・プロトコ
ル（ＴＣＰ）（例えば、非特許文献１参照。）では、送受信者それぞれのＩＰアドレスと
ポート番号の４つ組でその接続が識別される。ＴＣＰはコネクション型プロトコルである
為、各端末はＴＣＰの接続を行なった場合には最低でもこの４つ組を記憶する必要がある
。悪意の第三者は、この性質を利用して、必要の無い接続を要求し、対象となる端末のハ
ードウェア及びソフトウェアの資源（以下、「資源」と記載）を枯渇させる攻撃を行なう
ことがある。
【０００３】
現在主に使われているインターネットプロトコルバージョン４（ＩＰｖ４）では、アドレ
ス空間は３２ビットで、アドレスの枯渇にともないユーザに割り当てられるアドレスは非
常に少ないものとなりつつある。この為、同じＩＰアドレスからの接続数を制限すること
により、このような資源を枯渇させる攻撃を回避してきた。
【０００４】
近年はインターネットプロトコルバージョン６（ＩＰｖ６）の開発及び実用化が進んでい
る。ＩＰｖ６では、アドレス空間は１２８ビットに拡張されている。
【０００５】
【非特許文献１】
IETF RFC793 Transmission Control Protocol, Darpa Internet Program, Protocol spec
ification、 September 1981
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を実行させる通信制御プログラム。

通信装置にネットワークを介して接続された通信制御付サーバ装置が、
　前記通信装置からの単位時間あたりのパケット受信回数に基づく重み付け値を、受信し
たパケットの送信元アドレスの所定の部分の値ごとに記憶する機能と、
　前記通信装置から送信された接続要求パケットを受信する機能と、
　受信した接続要求パケットの送信元アドレスの所定の部分の値に対応する重み付け値を
、記憶している単位時間あたりのパケット受信回数に基づいて算出された重み付け値の中
から検出して取得する機能と、
　取得した重み付け値が予め設定された値を超えるときは、前記通信装置と接続すること
によりハードウェアまたはソフトウェア資源が所定の値以上消費されると判断して受信し
た接続要求パケットを破棄して前記通信装置からの接続要求を拒否し、取得した重み付け
値が予め設定された値以下の適正範囲のときは前記通信装置からの接続処理を行う機能と
、
　前記接続処理が行われたときは、記憶している前記接続要求パケットの送信元アドレス
の所定の部分の値の重み付け値に、所定の演算により算出された重みを加える機能と、
を実行させる通信制御プログラム。



【０００６】
【非特許文献２】
IETF RFC2460 Internet Protocol, Version 6(IPv6) Specification, December 1998
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、ＩＰｖ６では、アドレス空間が１２８ビットに拡張されている分、一つのネット
ワークは６４ビット分のアドレスを収容可能となっている。ＩＰｖ６ではこの広大なアド
レス空間を利用した有益性が多数存在するが、一方でこのアドレス空間の広さが悪意の第
三者に対して有益に働くという問題がある。つまり、あるネットワークに端末を接続した
悪意の第三者はほぼ６４ビットのアドレス幅を利用して対象となる端末の攻撃を行なうこ
とが可能となる。更に、ＩＰｖ６では個人でも複数のネットワークを収容可能とする為、
より広いアドレス空間を割り当てることが考えられる。この為、ＩＰｖ６では、悪意の第
三者による資源を枯渇させる攻撃等に対し、従来のＩＰｖ４のような単純なアドレスの比
較では攻撃を回避することは出来ない。
【０００８】
本発明は上記問題点を解決する為になされたものであり、ＩＰｖ６アドレスを用いた通信
において、送信元の正当性を検証し不適切な接続要求を制限することにより悪意の第三者
による資源枯渇の攻撃を回避する為の通信制御装置、通信制御方法、通信制御付サーバ装
置、通信制御付サーバ装置による通信制御方法及び通信制御プログラムに関する。
【０００９】
【課題を解決するための手段】

前記通信装置からの単位時
間あたりのパケット受信回数に基づく重み付け値を、受信したパケットの送信元アドレス
の所定の部分の値ごとに記憶する記憶手段と、

【００１０】
前記通信装

置からの単位時間あたりのパケット受信回数に基づく重み付け値を、受信したパケットの
送信元アドレスの所定の部分の値ごとに記憶する記憶手段と、
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　上記の問題点を解決するための本発明の第１の特徴は、通信装置と、この通信装置にネ
ットワークを介して接続されたサーバ装置との間に配置され、

前記通信装置から前記サーバ装置に対して
送信された接続要求パケットを受信する接続要求受信手段と、前記接続要求受信手段で受
信した接続要求パケットの送信元アドレスの所定の部分の値に対応する重み付け値を前記
記憶手段から取得する重み検出手段と、前記重み検出手段で取得した重み付け値が予め設
定された値を超えるときは、前記通信装置に接続されることにより前記サーバ装置のハー
ドウェアまたはソフトウェア資源が所定の値以上消費されると判断して受信した接続要求
パケットを破棄して前記通信装置から前記サーバ装置への接続要求を拒否し、前記重み検
出手段で取得した重み付け値が予め設定された値以下の適正範囲のときは前記通信装置か
ら前記サーバ装置への接続処理を行う接続制御手段と、前記接続制御手段で接続処理が行
われたときは、前記記憶手段に記憶されている前記接続要求パケットの送信元アドレスの
所定の部分の値の重み付け値に、所定の演算により算出された重みを加える重み加算手段
と、前記接続制御手段で接続処理が行われたときに、前記通信装置と前記サーバ装置とを
接続するために、取得した接続要求パケットを前記サーバ装置に送信するパケット送信手
段とを具備する通信制御装置であることを要旨とする。

　また、本発明の第２の特徴は、通信装置にネットワークを介して接続され、

前記通信装置から送信され
た接続要求パケットを受信する接続要求受信手段と、前記接続要求受信手段で受信した接
続要求パケットの送信元アドレスの所定の部分の値に対応する重み付け値を前記記憶手段
から取得する重み検出手段と、前記重み検出手段で取得した重み付け値が予め設定された
値を超えるときは、前記通信装置と接続することによりハードウェアまたはソフトウェア
資源を所定の値以上消費すると判断して受信した接続要求パケットを破棄して前記通信装
置からの接続要求を拒否し、前記重み検出手段で取得した重み付け値が予め設定された値
以下の適正範囲のときは前記通信装置からの接続処理を行う接続制御手段と、前記接続制
御手段で接続処理が行われたときは、前記記憶手段に記憶されている前記接続要求パケッ



【００１１】

【００１２】

【００１３】

【００１４】
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トの送信元アドレスの所定の部分の値の重み付け値に、所定の演算により算出された重み
を加える重み加算手段とを具備する通信制御付サーバ装置であることを要旨とする。

　本発明の第３の特徴は、通信装置と、この通信装置にネットワークを介して接続された
サーバ装置との間に配置された通信制御装置が、前記通信装置からの単位時間あたりのパ
ケット受信回数に基づく重み付け値を、受信したパケットの送信元アドレスの所定の部分
の値ごとに記憶し、前記通信装置から前記サーバ装置に対して送信された接続要求パケッ
トを受信し、受信した接続要求パケットの送信元アドレスの所定の部分の値に対応する重
み付け値を、記憶している単位時間あたりのパケット受信回数に基づいて算出された重み
付け値の中から検出して取得し、取得した重み付け値が予め設定された値を超えるときは
、前記通信装置と接続されることにより前記サーバ装置のハードウェアまたはソフトウェ
ア資源が所定の値以上消費されると判断して受信した接続要求パケットを破棄して前記通
信装置から前記サーバ装置への接続要求を拒否し、取得した重み付け値が予め設定された
値以下の適正範囲のときは前記通信装置から前記サーバ装置への接続処理を行い、前記接
続処理が行われたときは、記憶している前記接続要求パケットの送信元アドレスの所定の
部分の値の重み付け値に、所定の演算により算出された重みを加え、前記接続処理が行わ
れたときに、前記通信装置と前記サーバ装置とを接続するために、取得した接続要求パケ
ットを前記サーバ装置に送信する通信制御方法であることを要旨とする。

　本発明の第４の特徴は、通信装置にネットワークを介して接続された通信制御付サーバ
装置が、前記通信装置からの単位時間あたりのパケット受信回数に基づく重み付け値を、
受信したパケットの送信元アドレスの所定の部分の値ごとに記憶し、前記通信装置から送
信された接続要求パケットを受信し、受信した接続要求パケットの送信元アドレスの所定
の部分の値に対応する重み付け値を、記憶している単位時間あたりのパケット受信回数に
基づいて算出された重み付け値の中から検出して取得し、取得した重み付け値が予め設定
された値を超えるときは、前記通信装置と接続することによりハードウェアまたはソフト
ウェア資源が所定の値以上消費されると判断して受信した接続要求パケットを破棄して前
記通信装置からの接続要求を拒否し、取得した重み付け値が予め設定された値以下の適正
範囲のときは前記通信装置からの接続処理を行い、前記接続処理が行われたときは、記憶
している前記接続要求パケットの送信元アドレスの所定の部分の値の重み付け値に、所定
の演算により算出された重みを加えることを特徴とする通信制御付サーバ装置による通信
制御方法であることを要旨とする。

　本発明の第５の特徴は、通信装置と、この通信装置にネットワークを介して接続された
サーバ装置との間に配置されたコンピュータに、前記通信装置からの単位時間あたりのパ
ケット受信回数に基づく重み付け値を、受信したパケットの送信元アドレスの所定の部分
の値ごとに記憶する機能と、前記通信装置から前記サーバ装置に対して送信された接続要
求パケットを受信する機能と、受信した接続要求パケットの送信元アドレスの所定の部分
の値に対応する重み付け値を、記憶している単位時間あたりのパケット受信回数に基づい
て算出された重み付け値の中から検出して取得する機能と、取得した重み付け値が予め設
定された値を超えるときは、前記通信装置と接続されることにより前記サーバ装置のハー
ドウェアまたはソフトウェア資源が所定の値以上消費されると判断して受信した接続要求
パケットを破棄して前記通信装置から前記サーバ装置への接続要求を拒否し、取得した重
み付け値が予め設定された値以下の適正範囲のときは前記通信装置から前記サーバ装置へ
の接続処理を行う機能と、前記接続処理が行われたときに、記憶している前記接続要求パ
ケットの送信元アドレスの所定の部分の値の重み付け値に、所定の演算により算出された
重みを加える機能と、前記接続処理が行われたときに、前記通信装置と前記サーバ装置と
を接続するために、取得した接続要求パケットを前記サーバ装置に送信する機能とを実行
させる通信制御プログラムであることを要旨とする。



【００１５】
【発明の実施の形態】
（第１の実施の形態）
（通信接続システム）
本発明の第１の実施の形態に係る通信接続システムは、図１に示すように、通信制御装置
１００、通信サーバ装置１、ＬＡＮケーブル２に接続する通信装置２ａ、２ｂ、ＬＡＮケ
ーブル３に接続する通信装置３ａ、ＬＡＮケーブル４に接続する通信装置４ａ、ＬＡＮケ
ーブル５に接続する通信装置５ａ、各通信装置と通信サーバ装置１を接続するネットワー
ク６等から構成される。尚、ネットワーク６とは、有線、無線等を問わず、通信媒体を介
してデータ伝送を行うインターネット等の通信網を指すものとする。
【００１６】
各ＬＡＮケーブルに接続された通信装置２ａ、２ｂ、３ａ、４ａ、５ａは、ネットワーク
６を介して、通信サーバ装置１に対し適宜接続を要求する。この際、通信制御装置１００
は、通信装置２ａ、２ｂ、３ａ、４ａ、５ａの内に、接続の要求を不必要に多発させ、通
信サーバ装置１の資源を多量に使用している通信装置が存在するか否かを監視する。この
監視はパケットの送信元アドレスに「重み」を付加し、この重みにより、そのパケットの
送信元がどれぐらい偏っているかを測定することにより行なわれる。つまり、同じ送信元
から資源消費が行なわれるパケットがくるたびに、その送信元アドレスは重くなっていく
ように処理する。又、通信制御装置１００は、その重みに従って、対象となるパケットの
処理を決定する。例えば、非常に重いパケットは、接続の要求を不必要に多発させている
通信装置からのものであると判断し、その通信装置からの接続要求は通信サーバ装置１に
送信せず廃棄する等の制御を行なう。尚、通信制御装置１００の機能は、コンピュータに
所定の機能を実現するソフトウェアプログラムをインストールすること等により実現され
る。
【００１７】
（通信制御装置）
　本発明の第１の実施の形態に係る通信制御装置１００は、図２に示すように、記憶装置
１０、入力装置１１、出力装置１２、通信制御装置１３、主記憶装置１４及び処理制御装
置（ＣＰＵ）１５等を備えている。記憶装置１０は、受信パケット記憶装置１６、資源記
憶装置１７、パケット分割記憶装置１８、重み記憶装置１９、重み判断記憶装置２０及び

記憶装置 等から構成される。
【００１８】
受信パケット記憶装置１６は、通信装置２ａ、２ｂ、３ａ、４ａ、５ａから送信された接
続要求の為のパケットを受信し、一時記憶する。資源記憶装置１７は、受信したパケット
の資源カテゴリ情報を記憶する。
【００１９】
　パケット分割記憶装置１８は、パケットが保持するアドレスの分割位置を定めたアドレ
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　本発明の第６の特徴は、通信装置にネットワークを介して接続された通信制御付サーバ
装置が、前記通信装置からの単位時間あたりのパケット受信回数に基づく重み付け値を、
受信したパケットの送信元アドレスの所定の部分の値ごとに記憶する機能と、前記通信装
置から送信された接続要求パケットを受信する機能と、受信した接続要求パケットの送信
元アドレスの所定の部分の値に対応する重み付け値を、記憶している単位時間あたりのパ
ケット受信回数に基づいて算出された重み付け値の中から検出して取得する機能と、取得
した重み付け値が予め設定された値を超えるときは、前記通信装置と接続することにより
ハードウェアまたはソフトウェア資源が所定の値以上消費されると判断して受信した接続
要求パケットを破棄して前記通信装置からの接続要求を拒否し、取得した重み付け値が予
め設定された値以下の適正範囲のときは前記通信装置からの接続処理を行う機能と、前記
接続処理が行われたときは、記憶している前記接続要求パケットの送信元アドレスの所定
の部分の値の重み付け値に、所定の演算により算出された重みを加える機能とを実行させ
る通信制御プログラムであることを要旨とする。

プログラム ３１



ス構造を記憶する。重み記憶装置１９は、図５に示すように、分割部分の現在の重み、パ
ケットの分割部毎の加重変数及び加重後の重みを記憶する。重み判断記憶装置２０は、重
みを検出した結果、その重みが基準値以上であるか以下であるかを判定するための基準値
テーブルを記憶する。又、判定の結果、そのパケットに対しどのような処理を行うかにつ
いても記憶する。 記憶装置 は、ＣＰＵ１５が処理を行うプログラムを記憶
する。
【００２０】
ＣＰＵ１５は、接続要求受信手段１５ａ、資源検出手段１５ｂ、パケット分割手段１５ｃ
、重み検出手段１５ｄ、接続制御手段１５ｅ、重み加算手段１５ｆ及びパケット送信手段
１５ｇ等を備えている。
【００２１】
接続要求受信手段１５ａは、通信装置２ａ、２ｂ、３ａ、４ａ、５ａから送信された接続
要求を受信するモジュールである。資源検出手段１５ｂは、第１の検出手段であり、受信
したパケットの資源を検出するモジュールである。例えば、受信パケットがシンクロナイ
ズフラグパケット（ＳＹＮパケット）であった場合、ＳＹＮパケットはＴＣＰのコネクシ
ョン確立要求のパケットである為、この資源カテゴリはＴＣＰであると検出する。パケッ
ト分割手段１５ｃは、パケット分割記憶装置１８に記憶されるパケットの分割情報を基に
、受信パケットの分割を行なうモジュールである。パケット分割手段１５ｃは、このアド
レス構造の特徴を考慮してパケットの分割を行なう。例として図３では、１２８ビットの
パケットを４８ビット目、６４ビット目にて単純に３分割する。結果、Ｐ１領域４８ビッ
ト、Ｐ２領域１６ビット及びＰ３領域６４ビットに分割する構造となる。図４では、パケ
ットを４８ビット目、６４ビット目にて３分割し、先頭ビットからの累積値をとる。よっ
て、Ｐ１領域４８ビット、Ｐ２領域６４ビット及びＰ３領域１２８ビットに分割する構造
となる。
【００２２】
重み検出手段１５ｄは、第２の検出手段であり、接続要求が資源の所定の値以上を消費す
るか否かを検出するモジュールである。更に、記憶装置１０に記憶されたアドレスに関す
る情報が同一若しくは近隣のネットワークに属する通信装置のアドレスに基づくものであ
るか否かを検出するモジュールである。具体的には、重み検出手段１５ｄは、受信パケッ
トの送信元アドレスの重みを、重み記憶装置１９内の情報より検出し、この重みを基に、
一定以上の資源を消費するか、同一通信装置又は近隣のネットワークに属する通信装置か
ら送信されているか否かを判断する。尚、ＩＰｖ６アドレスは上位のネットワーク部の書
き換えが可能である為、近隣のネットワークを指すアドレスを偽って、同一通信装置より
送信されていることもありえる。接続制御手段１５ｅは、検出された送信元アドレスの重
みを基に、通信サーバ装置１に接続するか否かの判断を制御するモジュールである。重み
加算手段１５ｆは、送信元アドレスの重みが適正範囲であると判定され、通信サーバ装置
１に送信される場合、この送信元アドレスの重みに新たな重みを加えるモジュールである
。パケット送信手段１５ｇは、接続許可された受信パケット、例えばＳＹＮパケットを通
信サーバ装置１に送信するモジュールである。
【００２３】
入力装置１１は、通信装置２ａ、２ｂ、３ａ、４ａ、５ａ等からＳＹＮパケット等のパケ
ットを受信するインタフェースである。出力装置１２は、通信サーバ装置１に対し、接続
可能と許可したＳＹＮパケット等のパケットを送信するインタフェースである。通信制御
装置１３は、無線、有線等の通信回線を介してパケットを他の通信装置等のノード及びル
ータ等に送受信する為の制御信号を生成する。主記憶装置１４は、処理の手順を記述した
プログラムや処理されるべきパケット等のデータを一時的に記憶し、ＣＰＵ１５の要請に
従ってプログラムの機械命令やデータを引き渡す。ＣＰＵ１５で処理されたデータは主記
憶装置に書き込まれる。主記憶装置１４とＣＰＵ１５はアドレスバス、データバス、制御
信号等で結ばれている。
【００２４】
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プログラム ３１



（通信制御方法）
次に、通信制御装置１００の動作について図７を用いて説明する。
【００２５】
（ａ）ステップＳ１０１において、通信制御装置１００の接続要求受信手段１５ａは、通
信装置２ａ、２ｂ、３ａ、４ａ、５ａのいずれかから送信されたパケットを受信し、受信
パケット記憶装置１６にて一時記憶させる。
【００２６】
（ｂ）ステップＳ１０２において、資源検出手段１５ｂは、受信パケット記憶装置１６に
て一時記憶されているパケットを取り出し、このパケットの資源カテゴリを検出する。例
えば、ＳＹＮパケットであった場合、このパケットはＴＣＰの資源カテゴリに属すると検
出される。
【００２７】
（ｃ）ステップＳ１０３において、パケット分割手段１５ｃは、パケット分割記憶装置１
８内の情報を基に、受信パケットの送信元アドレスを図３及び図４のように分割する。
【００２８】
（ｄ）ステップＳ１０４において、重み検出手段１５ｄは、重み記憶装置１９を基に、分
割された受信パケットの、分割部分毎の重みを検出する。例えば、重み記憶装置１９の、
図５（ａ）の分割部分の現在の重み「Ｐ１：１、Ｐ２：２、Ｐ３：３」の部分を検出する
。
【００２９】
（ｅ）ステップＳ１０５において、接続制御手段１５ｅは、検出された現在の分割部分の
重みが基準値内であるか否かを判断する。この基準値はプログラム等によって予め設定さ
れている。
【００３０】
（ｆ）重みが基準値内であると判断された場合、ステップＳ１０６に進み、重みが基準値
内であっても、ある特徴が発見されたパケットに対しては一定の送信条件を設定する。送
信条件の設定は図６の重み判断記憶装置２０の内容を基に行なう。例えば、重みが基準値
内であっても、単位時間内の重みの差分が大きい、つまり、短時間に集中的に一定の通信
装置よりパケットを受信している場合、悪意がある可能性が高いと判断し、通信サーバ装
置１へこのパケットを送信することを大幅に遅延させる。又、現在の全体の重み平均より
重い場合、つまり他の通信装置と比較し、若干パケットの受信回数が多い場合は、悪意が
ある可能性が低いにせよ考えられると判断して、通信サーバ装置１へこのパケットを送信
することを少し遅延させる。尚、全体の重み平均より軽い場合は、通常どおりの速度にて
送信処理をおこなう。
【００３１】
（ｇ）ステップＳ１０７においては、重み加算手段１５ｆが、パケットの重みを加える。
加重は重み記憶装置１９に記憶される「重み」と「分割部分の加重変数」を基に行なう。
加重変数は基準の重みに対する加算、掛算等の為に用いる。Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３の各加重変
数は全部同じ値にしても良いし、一部の分割部分に高い加重をかけてもよい。ＩＰｖ６ア
ドレスにおいては図３及び図４のネットワークプレフィックス部（Ｐ１ +Ｐ２）は可変長
で上位のネットワークを特定する。これに対しインタフェースＩＤ部（Ｐ３）は通信装置
２ａ、２ｂ、３ａ、４ａ、５ａが各々有するユニークなＭＡＣアドレスを基に作成される
ので通信装置２ａ、２ｂ、３ａ、４ａ、５ａを特定することができる。つまり、Ｐ１やＰ
１＋Ｐ２が同じであれば近い若しくは同じネットワークに存在する通信装置からのパケッ
トであり、Ｐ１ +Ｐ２ +Ｐ３が同じであると、全く同じ通信装置からのパケットであるとい
える。この為、Ｐ１≦Ｐ２≦Ｐ３と加重をかけるのが好ましい。図５（ｃ）では加重後の
重みはＰ１：１（１＊１）、Ｐ２：２（１＊２）Ｐ３：６（２＊３）となる。
【００３２】
尚、重みは、通信サーバ装置１に現在の資源の消費がどの送信元アドレスからきているか
をすべて問い合わせ、攻撃の可能性があると判断される通信装置を特定し、この特定され
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た通信装置のみのアドレスを受信パケット記憶装置に１６に記憶してから計算してもよい
。
【００３３】
（ｈ）最後にステップＳ１０８では、パケット送信手段１５ｇは、重みを加えられたパケ
ットを通信サーバ装置１に対して送信する。
【００３４】
本発明の第１の実施の形態に係る通信制御装置１００によると、資源検出及び重み検出を
行なうことにより、パケットの送信元の正当性を検証することができる。更に、この検証
結果を基に、接続制御手段が不適切な接続要求を受信拒否する等の制限を行なうことによ
り悪意の第三者による資源枯渇の攻撃を回避することが可能となる。
【００３５】
通信制御装置１００はブリッジやルータに埋め込んでもよい。通信制御装置１００は、保
護対象の通信サーバ装置１の為に通信サーバ装置１宛のパケットを他の独自の手法により
処理してもよいし、通信サーバ装置１に受信したパケットの重みを通知してもよい。通知
方式にはフローラベル（ flow label）やトラフィッククラス（ traffic class)の値を適宜
書き換える等の手法が考えられる。あるいは通信制御装置１００自体がディフサーブ（ di
ffserv）のようなサービス管理手法を利用して通信サーバ装置１へのトラフィックを制御
してもよい。例として、通信サーバ装置１及び通信制御装置１００のメンテナンスする側
と攻撃者側が、近いネットワークに属している場合は、重みによる通信制御を行なってい
ても攻撃が発生する。その為、通信制御装置１００は、特別な条件を満たせば「重み」に
関係なく接続を受け入れられる領域を持っても良い。具体的には、正しくＩＰｓｅｃが行
なわれていれば「重い」送信元アドレスからでも接続を受け入れるというような方法が考
えられる。この場合、以下の第２の実施の形態に述べるような、通信制御装置１００が通
信サーバ装置１内に搭載されている装置の方が有利である。
【００３６】
（第２の実施の形態）
（通信接続システム）
次に、図１の通信制御装置１００が通信サーバ装置１内に搭載されている通信制御付サー
バ装置２００について説明する。その他の装置については図１の通信制御装置１００の通
信接続システムと同様である為説明を省略する。
【００３７】
（通信制御付サーバ装置）
本発明の第２の実施の形態に係る通信制御付サーバ装置２００は、図８に示すように、記
憶装置４０、入力装置２１、出力装置２２、通信制御装置２３、主記憶装置２４及び処理
制御装置（ＣＰＵ）２５等を備えている。
【００３８】
記憶装置４０は、受信パケット記憶装置２６、資源記憶装置２７、パケット分割記憶装置
２８、重み記憶装置２９、重み判断記憶装置３０、プログラム記憶装置３１、重み履歴記
憶装置３２及びサーバ処理記憶装置３３等から構成される。
【００３９】
重み履歴記憶装置３２は、同一若しくは近くのネットワークに属する送信元から受信した
パケットの重みの変化、つまり重みの履歴を、図９に示すように単位時間毎に記憶する。
【００４０】
サーバ処理記憶装置３３は、通常のクライアントサーバ接続を行い、通信端末に対し一定
のサービス処理を行なう際に必要な情報を記憶する。
【００４１】
　ＣＰＵ は、接続要求受信手段２５ａ、資源検出手段２５ｂ、パケット分割手段２５
ｃ、重み検出手段２５ｄ、接続制御手段２５ｅ、重み加算手段２５ｆ、重み減算手段２５
ｇ、接続応答送信手段２５ｈ及びサーバ処理手段２５ｉ等を備えている。重み減算手段２
５ｇは、送信元アドレスの重みが適正範囲であると判定され、通信サーバ装置１に送信さ
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れる場合、この送信元アドレスの重みを減らすモジュールである。サーバ処理手段２５ｉ
は、通常のクライアントサーバ接続を行い、通信端末に対し一定のサービス処理を行うモ
ジュールである。その他の装置については第１の実施の形態と同様のものを使用するため
説明を省略する。
【００４２】
（通信制御方法）
次に、通信制御付サーバ装置２００の動作について図１０を用いて説明する。
【００４３】
（ａ）ステップＳ２０１において、通信制御付サーバ装置２００の接続要求受信手段２５
ａは、通信装置２ａ、２ｂ、３ａ、４ａ、５ａのいずれかから送信されたパケットを受信
し、受信パケット記憶装置２６にて一時記憶させる。
【００４４】
（ｂ）ステップＳ２０２において、資源検出手段２５ｂは、受信パケット記憶装置２６に
て一時記憶されているパケットを取り出し、このパケットの資源カテゴリを検出する。
【００４５】
（ｃ）ステップＳ２０３において、パケット分割手段２５ｃは、パケット分割記憶装置２
８内の情報を基に、受信パケットの送信元アドレスを図３及び図４のように分割する。
【００４６】
（ｄ）ステップＳ２０４において、重み検出手段２５ｄは、重み記憶装置２９を基に、分
割された受信パケットの、分割部分毎の重みを検出する。
【００４７】
（ｆ）ステップＳ２０５において、重み検出手段２５ｄは、重み履歴記憶装置３２より、
分割された受信パケットの、分割部分毎の重みの履歴を検出する。
【００４８】
（ｅ）ステップＳ２０６において、接続制御手段２５ｅは、検出された現在の分割部分の
重みが基準値内であるか否かを判断する。この基準値は 等によって予め設定さ
れている。更に、重みの履歴が適正であるか否かを判断する。例えば、同一若しくはそれ
に近いネットワークに属する通信装置より僅か数時間の間に通常の域を越える量のパケッ
トが送られてきた結果の重みであるか、通常の域で単純にパケットが送られてきた結果の
重みであるか等を判断する。
【００４９】
（ｇ）ステップＳ２０７においては、ステップＳ２０６で、重みが基準値 であり、且つ
、重みの履歴が正常であった場合、何らかの事情により一定期間に接続要求が集中しただ
けであるとみなし、重み減算手段２５ｇはそのパケットの重みを減算する。
【００５０】
（ｈ）ステップＳ２０８においては、ステップＳ２０６で、重みが基準値内であった場合
、重み加算手段１５ｆが、パケットの重みを加える。加重は重み記憶装置１９に記憶され
る「重み」と「分割部分の加重変数」を基に行なう。
【００５１】
（ｉ）ステップＳ２０９においては、ステップＳ２０６で、重みが基準値外であり、且つ
、重みの履歴が異常であった場合、このパケットの送信元通信装置は敵意を持って攻撃し
ているとみなし、このパケットを廃棄する。
【００５２】
（ｊ）ステップＳ２１０においては、ステップＳ２０７及びＳ２０８で重みが基準値内で
あっても、ある特徴が発見されたパケットに対し、図６の重み判断記憶装置３０

を基に、サーバ処理手段２５ｉでの処理条件を設定する。サーバ処理手段２５ｉ
では、アクノレッジメント（ＡＣＫ）パケット、ＡＣＫ /ＳＹＮパケット等の接続応答パ
ケットを作成する。
【００５３】
（ｋ）最後にステップＳ２１１では、接続応答送信手段２５ｈは、接続応答パケットを受
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信したパケットの送信元アドレスに対して送信する。
【００５４】
本発明の第２の実施の形態に係る通信制御付サーバ装置２００によると、資源、重み及び
その重みの履歴の検出を行なうことにより、パケットの送信元の正当性及び攻撃性を具体
的に検証することができる。更に、この検証結果を基に、接続制御手段が不適切な接続要
求を受信拒否する等の制限を行なうことにより悪意の第三者による資源枯渇の攻撃を回避
することが可能となる。
【００５５】
通信制御付サーバ装置２００は、通信制御機能とサーバ機能を備えている為、ＩＰｓｅｃ
ペイロードの正当性を判断する為のセキュリティアソシエイションの譲渡が行ないやすい
。この為、通信サーバ装置１及び通信制御装置１００のメンテナンスする側と攻撃者側が
、近いネットワークに属している場合に発生する攻撃に対しても、特別な条件を満たせば
「重み」に関係なく接続を受け入れることができる。具体的には、正しくＩＰｓｅｃが行
なわれていれば「重い」送信元アドレスからでも接続を受け入れる等の手法がある。
【００５６】
（重み計算処理の実施例）
通信装置２ａ、２ｂ、３ａ、４ａ、５ａ等から多くの接続要求等を受ける通信サーバでは
、重みを求める処理の割合が非常に高くなる。この為、多少重みにずれが生じても、近似
的且つ効率的に重みを計算できる手法が望ましい。一例としてハッシュ表を用いた計算処
理の手法について、図１１を参照して説明する。
【００５７】
（ａ）先ず、あるパケットのＰ１、Ｐ２、Ｐ３のハッシュ表を作成する。ハッシュ表はＰ
１、Ｐ２、Ｐ３をハッシュ演算して小さめな有限のビット長ｋで表せる値にする。つまり
、ハッシュ表の配列のインデックス値をｋとする。その後この配列の中にＰ１をハッシュ
演算した値Ｈ (Ｐ１）と、Ｐ２をハッシュ演算した値Ｈ (Ｐ２）と、Ｐ３をハッシュ演算し
た値Ｈ (Ｐ３）をそれぞれ入力する。Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３アドレスを数値化した値を、図３
のように単純分割して計算する場合、木構造のハッシュ表を作成し、図４のように累積し
て計算する場合、Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３用の３つのハッシュ表を作成する。
【００５８】
（ｂ）作成したＰ１のハッシュ表には、該当領域のハッシュ演算の通過回数（重みの値）
が記述されている。つまり、ハッシュ表内の同配列領域を演算が通過した回数をそのまま
重みの値としてカウントする。例えば配列のインデックスが３で、アドレス（０）（１）
（２）を有していた場合、ハッシュ表作成の際に、アドレス（１）を通過した演算が１回
あった場合には重みは１、アドレス（２）を通過した演算が２回あった場合には重みは２
、アドレス（３）を通過した演算が３回あった場合には重みは３となる。重みの値は図示
しない重み記憶領域に加算され、記憶される。この重みの値をＷ１とする。
【００５９】
又、Ｐ１のハッシュ表には、Ｈ (Ｐ２ )のハッシュ表の位置 (例えばその領域へのポインタ )
が記述されている。これに従って次のハッシュ表Ｈ (Ｐ２ )に進む。
【００６０】
（ｃ）Ｐ２のハッシュ表には、該当領域のハッシュ演算の通過回数（重みの値）が記述さ
れている。その重みの値を図示しない重み記憶領域に加算し、記憶する。この重みの値を
Ｗ２とする。又、Ｐ２のハッシュ表には、Ｈ (Ｐ３ )のハッシュ表の位置 (例えばその領域
へのポインタ )が記述されている。これに従って次のハッシュ表Ｈ (Ｐ３ )に進む。
【００６１】
（ｄ）Ｐ３のハッシュ表には、該当領域のハッシュ演算の通過回数（重みの値）が記述さ
れている。その重みの値を図示しない重み記憶領域に加算し、記憶する。この重みの値を
Ｗ３とする。
【００６２】
（ｅ）つまり、重み記憶領域には、図５（ｂ）の分割部分の加重変数を用いた、
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重み＝Ｗ１＊ (Ｐ１の加重変数 )＋Ｗ２＊ (Ｐ２の加重変数 )
＋Ｗ３＊ (Ｐ３の加重変数 )…（１）
で表される重みが入力されている。重み検出の計算時には、Ｗ１、Ｗ２、Ｗ３の各領域の
重みを計算しながら処理してもよい。この例では重みは単純に同じ量だけ増加させ、
重み＝Ｗ１＊１＋ (Ｗ２＊２ )＋ (Ｗ３＊３ )…（２）
この式２の様に算出時に加重を加味している。この他、重みを増やす際に加重を考慮して
増加させ、計算時には単純に
重み＝Ｗ１＋Ｗ２＋Ｗ３…（３）
と計算する方法も考えられる。
【００６３】
（ｆ）更に、資源が解放されるようなパケット、例えば資源カテゴリがＴＣＰであった場
合のＦＩＮパケット等を観測した場合は、このパケットの送信元アドレスに対応する重み
を減らす。重みの減らし方は、重みの増加手法と同様の手法にて減らしてもよいし、異な
る手法にて異なる重み量を減らしても良い。
【００６４】
上記の実施例による重みの計算方法を用いて、その重みの検出を行なうことにより、パケ
ットの送信元の正当性及び攻撃性を具体的に検証することができる。更に、この検証結果
を基に、不適切な接続要求を受信拒否する等の制限を行なうことができる。
【００６５】
又、（ｆ）に記載の方法によると、悪意の第三者が、資源を埋め切らせずに常にサーバを
重い状態にしておくことが目的として攻撃している場合、通信制御付サーバ装置２００側
でこの攻撃を識別出来る可能性がある。
【００６６】
【発明の効果】
本発明によると、ＩＰｖ６アドレスを用いた通信において、送信元の正当性を検証し不適
切な接続要求を制限することにより悪意の第三者による資源枯渇の攻撃を回避する為の通
信制御装置、通信制御方法、通信制御付サーバ装置、通信制御付サーバ装置による通信制
御方法及び通信制御プログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施の形態に係る通信制御装置を用いたシステムの概要図である。
【図２】本発明の第１実施の形態に係る通信制御装置の構成を示す構成図である。
【図３】ＩＰｖ６アドレスのデータの構造を示すデータ構造図である。
【図４】ＩＰｖ６アドレスのデータの構造を示すデータ構造図である。
【図５】重み記憶装置内の重みデータを示す図である。
【図６】重み判断記憶装置内の重み判断データを示す図である。
【図７】通信制御装置の動作を示すフローチャートである。
【図８】本発明の第２実施の形態に係る通信制御付サーバ装置の構成を示す構成図である
。
【図９】重み履歴記憶装置内の重み履歴データを示す図である。
【図１０】通信制御付サーバ装置の動作を示すフローチャートである。
【図１１】ハッシュ演算による重み管理表を示す図である。
【符号の説明】
１…通信サーバ装置
２、３、４、５…ＬＡＮケーブル
２ａ、３ａ、４ａ、５ａ…通信装置
６…ネットワーク
１０…記憶装置
１１…入力装置
１２…出力装置
１３…通信制御装置
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１４…主記憶装置
１５…ＣＰＵ
１５ａ…接続要求受信手段
１５ｂ…資源検出手段
１５ｃ…パケット分割手段
１５ｄ…検出手段
１５ｅ…接続制御手段
１５ｆ…加算手段
１５ｇ…パケット送信手段
１６…受信パケット記憶装置
１７…資源記憶装置
１８…パケット分割記憶装置
１９…記憶装置
２０…重み判断記憶装置
１００…通信制御装置
２１…入力装置
２２…出力装置
２３…通信制御装置
２４…主記憶装置
２５ａ…接続要求受信手段
２５ｂ…資源検出手段
２５ｃ…パケット分割手段
２５ｄ…検出手段
２５ｅ…接続制御手段
２５ｆ…加算手段
２５ｇ…減算手段
２５ｈ…接続応答送信手段
２５ｉ…サーバ処理手段
２６…受信パケット記憶装置
２７…資源記憶装置
２８…パケット分割記憶装置
２９…重み記憶装置
３０…重み判断記憶装置
３１…プログラム記憶装置
３２…重み履歴記憶装置
３３…サーバ処理記憶装置
３３…プログラム記憶装置
４０…記憶装置
２００…通信制御付サーバ装置
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】
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