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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンドシステムと、ルーティングを行うパケット通信装置と、認証機能を持ったアクセ
ス管理サーバで構成されたネットワークのアクセス管理方法であって、
　前記アクセス管理サーバでセション毎に通信相手に認証を行い、通信相手から許可され
た通信のみを許可し、
　前記パケット通信装置で前記通信相手から拒否されたパケットの条件と一致するパケッ
トを破棄するよう前記パケット通信装置に設けられたフィルタを設定し、
　受信したパケットの通信元の条件が、通信相手から拒否されたとき通信を拒否する通信
元の条件を登録した拒否リストと一致したとき、前記認証を行う前に、前記受信したパケ
ットを破棄するよう前記パケット通信装置を設定することを特徴とするアクセス管理方法
。
【請求項２】
　エンドシステムと、ルーティングを行うパケット通信装置とともにネットワークを構成
する認証機能を持ったアクセス管理サーバであって、
　前記アクセス管理サーバでセション毎に通信相手に認証を行い、通信相手から許可され
た通信のみを許可する通信許可手段と、
　前記通信相手から拒否されたパケットの条件と一致するパケットを破棄するよう前記パ
ケット通信装置に設けられたフィルタ手段を設定する破棄設定手段と、
　通信相手から拒否されたとき通信を拒否する通信元の条件を登録した拒否リストを有し
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、
　受信したパケットの通信元の条件が前記拒否リストと一致したとき、前記認証を行う前
に、前記受信したパケットを破棄するよう前記破棄設定手段で前記パケット通信装置を設
定することを特徴とするアクセス管理サーバ。
【請求項３】
　請求項２記載のアクセス管理サーバにおいて、
　前記拒否リストは、通信相手から拒否されたとき通信元からの通信を一定時間拒否する
よう登録されることを特徴とするアクセス管理サーバ。
【請求項４】
　請求項２記載のアクセス管理サーバにおいて、
　前記拒否リストは、一定時間内に同じ通信相手から複数回拒否されたとき通信元からの
全ての通信を一定時間拒否するよう登録されることを特徴とするアクセス管理サーバ。
【請求項５】
　請求項２記載のアクセス管理サーバにおいて、
　前記拒否リストは、一定時間内に複数の通信相手から拒否されたとき通信元からの全て
の通信を一定時間拒否するよう登録されることを特徴とするアクセス管理サーバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アクセス管理方法及びその装置に関し、エンドシステムと、ルーティングを
行うパケット通信装置と、認証機能を持ったアクセス管理サーバで構成されたネットワー
クのアクセス管理方法及びその装置ブリッジ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年はパーソナルコンピュータの急速な普及と共に、コンピュータやネットワーク自体
の高機能化、高性能化も進んでいる。企業内ではビジネスを円滑に進めるためのツールと
して、ネットワークの重要度は増しており、ネットワーク上で重要なデータのやり取りが
行われている。そのため、不正アクセスやウイルスなどの攻撃に対して、ファイアウォー
ル等のセキュリティ装置を用いてそれらのデータを守る対策が採られている。
【０００３】
　特許文献１には、認証サーバと新規な基地局が相互認証を行うことで、事業者が一般ユ
ーザの設置した基地局の安全性を保証し、また、新規無線端末がアクセスしたとき、最初
に新規無線端末，基地局間で相互認証し、基地局は相互認証が成功するまでは新規無線端
末が送信したパケットを事業者側ネットワークに転送しないことで認証を装ったＤｏＳ（
Ｄｅｎｉａｌ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）攻撃を防止することが記載されている。
【０００４】
　特許文献２には、利用者の認証をしたうえで、ルータに対して通信相手のＩＰアドレス
の許可リストを持たせて通信の管理を行うことが記載されている。
【特許文献１】特開２００３－２４９９４４号公報
【特許文献２】特開２００３－８６６０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、近年のデータ漏洩などの問題や、ウイルスによるネットワークへの攻撃の問題
があり、対応が求められており、いくつかの方法が提案されているが、これといった解決
策は存在しない。
【０００６】
　特許文献２に記載のものは、利用者の認証をしたうえで、ルータに対して通信相手のＩ
Ｐアドレスの許可リストを持たせて通信の管理を行っているが、ＩＰアドレスを基にして
しか管理が出来ないほか、アクセス管理サーバに通信可否の情報を設定されており、その



(3) JP 4376711 B2 2009.12.2

10

20

30

40

50

情報のみで管理されるため、通信相手が一時的に通信を拒否したい場合に臨機応変に対応
したり、セション毎など細かい条件に応じて通信可否を決めたりする等のフレキシブルな
対応ができない。動的に対応できないため、通常許可されている相手先がウイルスに感染
して攻撃してきた場合には、対処することができない。また、端末の数が増えた場合に、
リストが大きくなるため、ルータの性能が落ち、スケールアップしにくいという問題があ
る。
【０００７】
　セション毎の認証としてはＳＳＬ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｓｏｃｋｅｔｓ　Ｌａｙｅｒ）など
の技術を使って対応することができ、一般的に使われているものの、この方法はエンドシ
ステム側で対応するため、ＤｏＳ攻撃などの正規の手順をとりながら攻撃をしてくるもの
に対して対応することが出来ないといった問題がある。
【０００８】
　以上の問題点についてまとめてみると、次の３点に集約できる。
（１）加入者認証しか出来ないため、管理者の異なるネットワークをまたがってユーザの
認証を行うことが出来ない。また、セション毎の認証を行うことが出来ない。
（２）固定的に設定された通信可否情報を元に処理するため、ウイルスなどの攻撃により
、その端末が一時的に攻撃者になった場合に対応が出来ない。
（３）セション認証をエンドシステムで行い、フィルタをしたとしても、ＤｏＳ攻撃の場
合、エンドシステムまで通信が届くことが問題でありうまく防ぐことが出来ない。
【０００９】
　本発明は、上記の点に鑑みなされたものであり、ネットワークへの攻撃に対しセション
毎にフレキシブルな対応ができるアクセス管理方法及びその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】
【００１０】
　請求項１に記載の発明は、エンドシステムと、ルーティングを行うパケット通信装置と
、認証機能を持ったアクセス管理サーバで構成されたネットワークのアクセス管理方法で
あって、
　前記アクセス管理サーバでセション毎に通信相手に認証を行い、通信相手から許可され
た通信のみを許可し、
　前記パケット通信装置で前記通信相手から拒否されたパケットの条件と一致するパケッ
トを破棄するよう前記パケット通信装置に設けられたフィルタを設定し、
　受信したパケットの通信元の条件が、通信相手から拒否されたとき通信を拒否する通信
元の条件を登録した拒否リストと一致したとき、前記認証を行う前に、前記受信したパケ
ットを破棄するよう前記パケット通信装置を設定することにより、ネットワークへの攻撃
に対しセション毎に細かい条件に応じて通信可否を決めることができフレキシブルな対応
が可能となる。
【００１１】
　請求項２に記載の発明は、エンドシステムと、ルーティングを行うパケット通信装置と
ともにネットワークを構成する認証機能を持ったアクセス管理サーバであって、
　前記アクセス管理サーバでセション毎に通信相手に認証を行い、通信相手から許可され
た通信のみを許可する通信許可手段と、
　前記通信相手から拒否されたパケットの条件と一致するパケットを破棄するよう前記パ
ケット通信装置に設けられたフィルタ手段を設定する破棄設定手段と、
　通信相手から拒否されたとき通信を拒否する通信元の条件を登録した拒否リストを有し
、
　受信したパケットの通信元の条件が前記拒否リストと一致したとき、前記認証を行う前
に、前記受信したパケットを破棄するよう前記破棄設定手段で前記パケット通信装置を設
定することにより、ネットワークへの攻撃に対しセション毎に細かい条件に応じて通信可
否を決めることができフレキシブルな対応が可能となる。
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【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、ネットワークへの攻撃に対しセション毎に細かい条件に応じて通信可
否を決めることができフレキシブルな対応が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、図面に基づいて本発明の実施形態について説明する。
【００１７】
　本発明では、ＲＡＤＩＵＳ（Ｒｅｍｏｔｅ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｄｉａｌ
　Ｉｎ　Ｕｓｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）サーバやＤＮＳ（Ｄｏｍａｉｎ　Ｎａｍｅ　Ｓｙｓ
ｔｅｍ）サーバ、ＳＩＰ（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）
サーバ等、通信を開始する時に最初にアクセスするサーバ（以降「アクセス管理サーバ」
と呼ぶ）でユーザ認証を行った上で、更に通信相手となるクライアント自身にセッション
レベルでの通信許可／拒否を決めさせ、それを元に、通信元のセションレベルでのアクセ
ス管理を行う。
【００１８】
　ユーザが、通信を開始する前に、アクセス管理サーバに対して通信相手への通信許可を
求めると、アクセス管理サーバが通信相手のエンドシステム（クライアントおよびサーバ
）に対して通信を許可するか拒否するかを確認する。通信許可が下りた場合は、アクセス
管理サーバが相手先の正しい情報を返し、通信が出来るようにするが、そうでない場合は
正しくない情報を返したり、パケット通信装置に対してフィルタを設定したりすることで
通信が出来ないようにする。これにより、細かいレベルでアクセス管理を行いながらセキ
ュアな通信を実現することができる。
【００１９】
　本発明は、特定のプロトコル上の動作について規定するものではないが、ＳＩＰを使っ
た実施形態（ＳＩＰサーバがアクセス管理サーバとして動く場合）を例にとって説明する
。なお、この仕組み自体は、ＳＩＰにのみ適用可能というものではなく、ＲＡＤＩＵＳサ
ーバやＤＮＳサーバの認証機能など、他の仕組みにも適用可能である。
【００２０】
　まず、一般的なＳＩＰのシーケンスについて図１を用いて説明する。同図中、エンドシ
ステムＡはアクセス管理サーバに対して、ＩＮＶＩＴＥ（セション参加要求）メッセージ
を送信する。ＩＮＶＩＴＥメッセージを受けたアクセス管理サーバは、通信相手のエンド
システムＢに対してＩＮＶＩＴＥメッセージを転送する。その後、エンドシステムＡに対
して‘１００’暫定レスポンスを返す（２－１）。
【００２１】
　エンドシステムＢはエンドシステムＡからのＩＮＶＩＴＥメッセージが問題ないもので
あれば、ＩＮＶＩＴＥメッセージに対する応答として‘２００’成功レスポンスをアクセ
ス管理サーバ経由でエンドシステム１１に返す（２－２）。
【００２２】
　エンドシステムＡは‘２００’成功レスポンスを受信すると、それに対するＡＣＫ（応
答）メッセージをアクセス管理サーバ経由でエンドシステムＢ宛に送信する（２－３）。
ここまでの動作でセッションが確立され通信が可能となる（２－４）。
【００２３】
　一通り、通信を完了すると、セションを終了するための処理を行う。セションの終了は
どちらから行ってもよいが、ここでは開始側で行う場合を説明している。エンドシステム
ＡはＢＹＥ（終了）メッセージをアクセス管理サーバ経由でエンドシステムＢに送信する
（２－５）。
【００２４】
　ＢＹＥメッセージを受けたエンドシステムＢはそれに対する応答メッセージとして‘２
００’成功レスポンスをアクセス管理サーバ経由でエンドシステム１１に送り、これでセ
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ションが終了する（２－６）。
【００２５】
　以上のようにＳＩＰは、テキストベースの単純なやりとりを用いて、通信をするエンド
システム間でセションの確立と終了を行うプロトコルである。
（１）従前からのＳＩＰヘッダの一例を以下に示す。
【００２６】
　Ｖｉａ：このリクエストに対する応答の受信を望むアドレスと、このトランザクション
を識別するｂｒａｎｃｈパラメータを含む。
【００２７】
　Ｔｏ：このリクエストの宛先の表示名とＳＩＰ＿ＵＲＩ（表示名はなくてもよい）。
【００２８】
　Ｆｒｏｍ：このリクエストの発信元の表示名とＳＩＰ＿ＵＲＩ（表示名はなくてもよい
）。このヘッダーフィールドは、識別に使われるタグ・パラメータも持つ。
【００２９】
　Ｃａｌｌ－ＩＤ：この呼のグローバルに一意な識別子（Ｔｏ　ｔａｇ，Ｆｒｏｍ　ｔａ
ｇから生成）。
【００３０】
　ＣＳｅｑ：整数値とメソッド名（整数値はインクリメントされる）。
【００３１】
　Ｃｏｎｔａｃｔ：応答の受信を望むアドレス応答の受信を望むアドレス。今後のリクエ
ストをどこに送ってほしいのかを他のエレメントに伝える。
【００３２】
　Ｃｏｎｔｅｎｔ－Ｔｙｐｅ：メッセージボディの説明。
【００３３】
　Ｃｏｎｔｅｎｔ－Ｌｅｎｇｔｈ：メッセージボディの長さ。
（２）本実施形態で使用する従前からのＳＩＰメソッドを以下に示す。
【００３４】
　ＩＮＶＩＴＥ：セション参加リクエスト
　ＡＣＫ：ＩＮＶＩＴＥに対する最終レスポンスの確認
　ＢＹＥ：セションの終了
（３）本実施形態で使用する従前からのＳＩＰレスポンスコードを以下に示す。
【００３５】
　１ｘｘ（暫定レスポンス）：リクエスト処理中でまだ完了していない。
【００３６】
　２ｘｘ（成功）：リクエストがきちんと受理された。
【００３７】
　４ｘｘ（クライアントエラー）：リクエストにエラーが発生したため処理できない。エ
ラーを修正すれば再試行可能。
（４）本発明の拡張メッセージのＳＩＰヘッダを以下に示す。
【００３８】
　Ｄｅｆａｕｌｔ－ＧＷ：このメッセージを送信した側のデフォルトゲートウェイを示す
。ＳＩＰサーバのみが判別し、設定を変更するルータを特定する。
【００３９】
　Ｐｏｒｔ－ｔｙｐｅ：エンドシステム間で使用されるポート番号（ＵＤＰ／ＴＣＰ）を
示す。
【００４０】
　Ａｃｃｅｓｓ－Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｅ－ＭＤ５：ＵＳＥＲ－ＡＵＴＨメソッドでＭ
Ｄ５（Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｄｉｇｅｓｔ　Ａｌｇｏｒｉｓｍ　５：ＲＦＣ１３２１で規定）
を使った認証を行うときに使われるフィールド。中には下記の情報が含まれる。
【００４１】
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　－ｕｓｅｒ：ユーザ名とｒｅａｌｍから構成される。認証の際のユーザ名を示す。
【００４２】
　－ｃｈａｌｌｅｎｇｅ：ＳＩＰサーバから送られる鍵。
【００４３】
　－ｒｅｓｐｏｎｓｅ：エンドシステムからＳＩＰサーバへの応答。ｃｈａｌｌｅｎｇｅ
の中の鍵を使ってユーザ名とパスワードのハッシュ値が入る。
（５）本発明の拡張メッセージのＳＩＰメソッドを以下に示す。
【００４４】
　ＵＳＥＲ－ＡＵＴＨ：エンドシステムからのＩＮＶＩＴＥメッセージをＳＩＰサーバが
受信した時点で、発信元と宛先に対して、認証を行うように指示をするリクエスト。
【００４５】
　ＵＳＥＲ－ＡＵＴＨ－ＡＣＫ：ＵＳＥＲ－ＡＵＴＨに対する最終レスポンスの確認。
（６）本発明の拡張メッセージのＳＩＰレスポンスコードを以下に示す。
【００４６】
　４９８（ＤＥＮＩＡＬ：拒否応答）：通信元または通信内容に対して通信が拒否された
ことを通知。
【００４７】
　４９９（ＡＵＴＨ－ＥＲＲ：認証処理エラー）：認証時にエラーが発生したことを通知
。
以上である。
【００４８】
　図２は、本発明が適用されるネットワークの一実施形態の構成図を示す。同図中、ネッ
トワーク１０は、エンドシステム（クライアントおよびサーバ）１１，アクセス管理サー
バ１３，パケット通信装置１４，フィルタ装置１５を有しており、ネットワーク２０は、
エンドシステム２１，２２，アクセス管理サーバ２３，パケット通信装置２４を有してい
る。
【００４９】
　図３は、本発明で使用されるアクセス管理サーバの一実施形態のブロック図を示す。同
図中、アクセス管理サーバは、ＳＩＰメッセージのヘッダを識別するヘッダ識別部３１と
、全体を制御する処理部３２と、認証処理を行う認証処理部３３と、認証が許可される端
末のアドレスが登録された認証用ＤＢ（データベース）３４と、拒否リストＤＢ３９を参
照してアクセス管理を行うアクセス管理部３５と、メッセージを生成するメッセージ生成
部３６と、拒否リストの時間管理を行うタイマ部３８と、パケット通信装置のフィルタを
変更するための指示方法が設定されているフィルタ設定ＤＢ３７と、拒否するエンドシス
テムのアドレスが登録された拒否リストＤＢ３９より構成されている。
【００５０】
　図４は、本発明で使用されるエンドシステムの一実施形態のブロック図を示す。同図中
、エンドシステムは、ＳＩＰメッセージのヘッダを識別するヘッダ識別部４１と、全体を
制御する処理部４２と、認証処理を行う認証処理部４３と、認証が許可される端末のＩＤ
とパスワードが登録された認証用データ４４と、アクセスを管理するアクセス許可管理部
４５と、メッセージを生成するメッセージ生成部４６より構成されている。
【００５１】
　図５は、本発明で使用されるパケット通信装置の一実施形態のブロック図を示す。同図
中、パケット通信装置は、複数の受信ポート５１１～５１ｎと、複数の送信ポート５２１

～５２ｎと、パケット判定部５５１～５５ｎと、パケットの破棄を行うフィルタ処理部５
６と、破棄するパケットの条件が記述されたフィルタデータ５７と、ルーティングテーブ
ルを含む転送機能部５８より構成されている。
【００５２】
　図６は、本発明方法における正常動作の実施形態のシーケンスを示す。同図中、セッシ
ョン毎にエンドシステム１１はアクセス管理サーバ１３に対して、ＩＮＶＩＴＥメッセー
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ジを送信する（２－１）。本発明では、ＩＮＶＩＴＥメッセージにエンドシステム間で使
用されるポート番号を示すＰｏｒｔ－ｔｙｐｅフィールドを追加し、相手先に対して細か
い通知ができるように拡張している。
【００５３】
　ＩＮＶＩＴＥメッセージを受信したアクセス管理サーバ１３は、ヘッダ識別部３１にて
ＳＩＰメッセージの識別を行う。ＩＮＶＩＴＥメッセージであることを判別すると、処理
部３２でメッセージの処理を行う。まず処理部３２では、アクセス管理部３５に対してＩ
ＮＶＩＴＥメッセージを送ってきたエンドシステムが拒否リストＤＢ３９に記載されてい
ないか問い合わせを行ない、記載されていないことを確認した上で、要求元のエンドシス
テム１１と宛先のエンドシステム２１宛に認証処理を行うためのメッセージを送るようメ
ッセージ生成部３６に指示を出す。
【００５４】
　本実施形態では、宛先のエンドシステムについてはアクセス管理サーバ１３が所属する
ネットワーク１０の管理下にないため、該当するネットワーク２０のアクセス管理サーバ
２３に対して転送をして処理を続ける。この時、最初のアクセス管理サーバ１３はプロキ
シ・サーバとして動作する。
【００５５】
　また、この時、アクセス管理サーバ２３の拒否リストＤＢ３９にエンドシステム２１が
登録されている場合は、アクセス管理サーバ２３のポリシーに従って処理されるが、具体
的な動作については後述する。メッセージ生成部３６は、ＵＳＥＲ－ＡＵＴＨメッセージ
（Ａｃｃｅｓｓ－Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｅ－ＭＤ５フィールドにｃｈａｌｌｅｎｇｅ値
を入れたもの）を生成して送信する（３－１）。ここでは、ＭＤ５による認証の場合につ
いて説明しているが、これ以外の認証方法を用いてもよい。
【００５６】
　アクセス管理サーバ２３から送信されたＵＳＥＲ－ＡＵＴＨメッセージを受信したエン
ドシステム２１はＳＩＰメッセージの識別をヘッダ識別部４１で行う。ＵＳＥＲ－ＡＵＴ
Ｈメッセージであることを確認すると、認証処理部４３で処理を行う。認証用データ４４
には、ＩＤとパスワードの情報が格納されており、認証処理部４３はＩＤとパスワードを
メッセージ中のｃｈａｌｌｅｎｇｅ値でハッシュをかけて処理部４２に渡す。
【００５７】
　処理部４２は、そのハッシュの値をｒｅｓｐｏｎｓｅ値とし、ｕｓｅｒ値に値をいれて
メッセージをアクセス管理サーバ２３に返信するようにメッセージ生成部４６に指示を出
す。なお、このメッセージには、メッセージを送信した側のデフォルトゲートウェイを示
すＤｅｆａｕｌｔ－ＧＷフィールドが含まれる。また、上記動作は要求元エンドシステム
においても上記宛先エンドシステムと同様に行われる（３－２）。
【００５８】
　ＵＳＥＲ－ＡＵＴＨメッセージに対する応答を受け取ったアクセス管理サーバ１３は、
ヘッダ識別部３１で識別を行い、認証処理部３３でユーザの認証を行う。認証処理部３３
では、認証用データＤＢ３４に問い合わせをして、許可された端末であるか確認する。
【００５９】
　認証の結果、許可された端末であった場合には、ＵＳＥＲ－ＡＵＴＨ－ＡＣＫメッセー
ジを使ってユーザのエンドシステム１１，２１に対して確認メッセージを送信する（３－
３）。もし、この時、認証で失敗した場合には、‘４９９’認証処理エラーレスポンスで
応答を返す。
【００６０】
　認証処理が完了した時点で、アクセス管理サーバ１３はＩＮＶＩＴＥメッセージの転送
を行う（２－１’）。このとき、通信相手となるエンドシステム２１は、相手との通信内
容を確認し通信の可否を決定する。
【００６１】
　エンドシステム２１はヘッダ識別部４１でＩＮＶＩＴＥメッセージを受信したことがわ
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かると、処理部４２に送って処理をする。処理部４２は、アクセス許可管理部４５でユー
ザにより設定されたポリシーに従って通信の可否を決定する。使う情報としては、通信を
要求している通信元のポート番号（または通信元のポート番号とＩＰアドレス）や、通信
元のＩＰアドレス、通信元が所属するサブネットアドレスや通信元が所属するドメイン名
などがあり、これらを組み合わせて使ってもよい。
【００６２】
　通信を許可した場合について説明する。許可する場合、処理部４２はメッセージ生成部
４６に対してアクセス管理サーバ１３宛の‘２００’成功レスポンスを生成して送信する
ように指示を出す（２－２）。
【００６３】
　通常の処理同様、ＩＮＶＩＴＥメッセージに対する‘２００’成功レスポンスを受信し
たエンドシステム１１はＡＣＫメッセージを送信し（２－３）、このＡＣＫメッセージは
アクセス管理サーバ１３を経由して通信相手のエンドシステム２１に送られることで、通
信可能な状態になる（２－４）。
【００６４】
　以上の処理によりエンドシステム１１は許可されたプロトコルを使って、エンドシステ
ム２１と通信を行うことができる。通信が終われば普通のＳＩＰと同様、ＢＹＥメッセー
ジを使ってセションを終了する。（２－５，２－６）
　図７は、本発明方法における失敗時のフィルタ処理の実施形態のシーケンスを示す。同
図中、セッション毎にエンドシステム１１はアクセス管理サーバ１３に対して、ＩＮＶＩ
ＴＥメッセージを送信し（２－１）、（３－１，３－２，３－３）による認証後、ＩＮＶ
ＩＴＥメッセージがエンドシステム２１に転送され（２－１’）、前述のようにポート番
号、ＩＰアドレス、サブネットアドレス、ドメイン名などの情報を元に通信可否を決める
。
【００６５】
　この時、エンドシステム２１の処理部４２が通信を拒否することを決定した場合、メッ
セージ生成部４６に対し、‘４９８’拒否応答レスポンスをアクセス管理サーバ１３経由
で通信要求元のエンドシステム１１に送信するように指示を出す（４－１ａ）。‘４９８
’拒否応答レスポンスには、何故拒否になったかの情報が含まれている。
【００６６】
　‘４９８’拒否応答レスポンスを受信したアクセス管理サーバ１３では、処理部３２が
アクセス管理部３５にこれらの情報と拒否した側のＩＰアドレス情報を渡し、拒否リスト
ＤＢ３９にデータを書き込む。例えばＩＰアドレスが拒否項目であった場合、通信先ＩＰ
として拒否した側のＩＰアドレス（依頼元）、拒否項目「ＩＰアドレス」とＩＰアドレス
値を含むリストを作成する処理が行われる。
【００６７】
　その後、処理部３２は、この情報を基にパケット通信装置１４に対して上記の条件に該
当するパケットは破棄するようにフィルタを設定するメッセージを生成し、パケット通信
装置１４のフィルタデータ５７を変更する（４－２ａ）。パケット通信装置１４に対する
指示方法はフィルタ設定ＤＢ３７に設定されており、そのルールに合わせてフィルタを設
定するメッセージが生成され送信される。
【００６８】
　これにより、パケット通信装置１４のフィルタデータ５７が変更され、フィルタ処理部
５６はパケット受信ポート５１１～５１ｎそれぞれで受信されたパケットが条件に該当す
るパケットであるか否かをパケット判別部５５１～５５ｎそれぞれに判別させ、条件に該
当するパケットはフィルタ処理部５６で廃棄する。条件に該当しないパケットはパケット
判別部５５から転送機能部５８に供給され、送信ポート５２１～５２ｎのいずれかから転
送先に向けて送出される。
【００６９】
　アクセス管理サーバ１３に構成される拒否リストＤＢ３９に登録される拒否リストは、
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タイマ部３８によりリスト登録時から一定時間を過ぎると削除されるように管理されてい
るが、パケット通信装置１４に設定されたフィルタデータは、該当する条件のＩＮＶＩＴ
Ｅメッセージに対する‘２００’成功レスポンスが通信元のエンドシステム１１にて受信
されるまでは解除されない。
【００７０】
　以上の図６、図７の仕組みによって、許可した通信のみを行い、それ以外の通信をフィ
ルタで破棄することができる。
【００７１】
　なお、フィルタ処理については図２に示すフィルタ装置１５のようにフィルタ用の処理
装置をパケット通信装置１４に併設して処理してもよい。この場合、パケット通信装置１
４は受信したパケットを必ずこのフィルタ装置１５に転送し、フィルタ装置１５から帰っ
てきたパケットだけルーティング処理することで、パケット通信装置１４の負担を軽くす
ることができる。
【００７２】
　上記実施形態では、パケット通信装置に対してフィルタの設定を行い、パケットをフィ
ルタリングする方法をとったが、パケット通信装置の性能がそれなりに高いものを要求し
たり、一部機能を強化したりする必要がある。既存のパケット通信装置で構成されたネッ
トワークに本発明を適用する場合について図８を用いて説明する。
【００７３】
　図８は、本発明方法における失敗時の偽情報付与処理の実施形態のシーケンスを示す。
同図中、セッション毎にエンドシステム１１はアクセス管理サーバ１３に対して、ＩＮＶ
ＩＴＥメッセージを送信し（２－１）、（３－１，３－２，３－３）による認証後、ＩＮ
ＶＩＴＥメッセージがエンドシステム２１に転送され（２－１’）、前述のようにポート
番号、ＩＰアドレス、サブネットアドレス、ドメイン名などの情報を元に通信可否を決め
る。
【００７４】
　この時、エンドシステム２１の処理部４２が通信を拒否することを決定した場合、メッ
セージ生成部４６に対し、‘４９８’拒否応答レスポンスをアクセス管理サーバ１３に送
信するように指示を出す（４－１ｂ）。‘４９８’拒否応答レスポンスには、何故拒否に
なったかの情報が含まれている。
【００７５】
　 ‘４９８’拒否応答レスポンスを受信したアクセス管理サーバ１３は、これを‘２０
０’成功レスポンスに書き換え、Ｄｅｆａｕｌｔ－ＧＷフィールドにあるパケット通信装
置１４のループバックポートに合わせたアドレスを宛先とするダミー情報を通信要求元の
エンドシステム１１に対して回答する。
【００７６】
　通信要求元のエンドシステム１１は、正しい場合と同様にＡＣＫメッセージを返し（４
－２ｂ）、セションが確立したもの（４－３ｂ）として通信を行うが、実際は最初のデフ
ォルトゲートウェイであるパケット通信装置１４のループバックポートにおいてパケット
が破棄され、相手先に対して通信が行えない。この方法であれば、パケット通信装置１４
にフィルタ機能のような特別な機能がなくとも対応可能であり、フィルタに比べて負荷も
小さいため都合がよい。
【００７７】
　また、パケット通信装置１４のループバックポートのアドレスを使用せずに、ハニーポ
ットのようなオトリまたはダミーネットワークに導くアドレスを返す方法も使用すること
ができる。
【００７８】
　次に、アクセス管理サーバの拒否リストＤＢ３９にエンドシステムが登録されている場
合の処理（失敗時）について説明する。
【００７９】
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　図９に、拒否リストＤＢ３９の構成例を示す。拒否リストには、依頼元（エンドシステ
ムやアクセス管理サーバ）のＩＰアドレスと、拒否項目（拒否レベル）と、拒否対象のＩ
Ｐアドレス（複数指定可能）と、処理開始時刻が登録される。拒否リストに登録された当
初は拒否レベルの値は‘０’とされている。
【００８０】
　アクセス管理サーバは、１回何らかの理由で拒絶されたことがあり、拒否リストＤＢ３
９に拒否対象として登録されているエンドシステムから通信要求がきた場合、図６～図８
における（３－１～３－３）の認証動作を行わずに、直接応答を返す。例えば、フィルタ
方式であれば、‘４９８’拒否応答レスポンスを送信し、偽情報付与方式であれば、‘２
００’成功レスポンスとダミー情報を送信することで、認証に関する通信を省略して対応
することができる。
【００８１】
　図１０は、アクセス管理サーバの処理部３２が実行する拒否処理の一実施形態のフロー
チャートを示す。この拒否処理は通信要求を行ったエンドシステムが拒否リストＤＢ３９
に登録されているときに実行される。
【００８２】
　同図中、ステップＳ１０で当該通信要求の拒否リストＤＢ３９における拒否レベルが‘
０’か否かを判別する。拒否レベルが‘０’の場合はステップＳ１１で他のエンドシステ
ムから拒否されているか、つまり、複数の拒否対象が登録されているか否かを判別し、他
のエンドシステムから拒否されていない場合はステップＳ１２で通信要求している通信元
のポート番号（アプリケーションに対応）、もしくは通信元のポート番号とＩＰアドレス
で指定される特定通信のみを遮断する。これとともに、当該通信要求の拒否リストＤＢ３
９における拒否レベルを‘１’に変更する。
【００８３】
　一方、ステップＳ１０で拒否レベルが‘０’でない場合はステップＳ１３で拒否レベル
が‘１’か否かを判別する。拒否レベルが‘１’の場合はステップＳ１４に進む。また、
ステップＳ１１で他のエンドシステムから拒否されている場合のステップＳ１４に進む。
ステップＳ１４では通信元のＩＰアドレスで指定される特定通信のみを遮断する。これと
ともに、当該通信要求の拒否リストＤＢ３９における拒否レベルを‘２’に変更する。
【００８４】
　また、ステップＳ１３で拒否レベルが‘１’でない場合はステップＳ１５で拒否レベル
が‘２’か否かを判別する。拒否レベルが‘２’の場合はステップＳ１６に進む。ステッ
プＳ１６では通信元のＩＰアドレスが属するサブネットアドレスからの特定通信を全て遮
断する。これとともに、当該通信要求の拒否リストＤＢ３９における拒否レベルを‘３’
に変更する。
【００８５】
　更に、ステップＳ１４で拒否レベルが‘２’でない場合はステップＳ１７に進む。ステ
ップＳ１７では通信元のＩＰアドレスが属するドメインからの特定通信を全て遮断する。
これとともに、当該通信要求の拒否リストＤＢ３９における拒否レベルを‘４’に変更す
る。
【００８６】
　このように、通信を要求している通信元のポート番号（＋ＩＰアドレス）や、通信元の
ＩＰアドレス、通信元が所属するサブネットアドレスや通信元が所属するドメイン名など
を拒否回数に応じて変更し、拒否する範囲を順次広げることができる。
【００８７】
　また、一定時間内に例えば通信ポートＡで拒否された通信元からのパケットが通信ポー
トＢで拒否された場合や、一定時間内に複数の通信相手からの通信要求を拒否した場合は
、通信元のエンドシステムがウイルスなどの影響により他のエンドシステムに対してアタ
ックを仕掛けている可能性があるので、本実施形態では、これらの通信により他のエンド
システムの負荷が増えないようにするため、アクセス管理サーバで受信した通信元のエン
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ドシステムからのパケットを一定時間すべて破棄し、その通信元のエンドシステムとの通
信をすべて拒否する。
【００８８】
　このようにして、アプリケーションなどの情報や通信の時間帯などの細かい条件毎に通
信をコントロールすることができ、ネットワークのセキュリティを利便性と共存させなが
ら高めることができる。また、近年注目されているＳＩＰを使ったＩＰ電話にも応用でき
、ＩＰ電話での迷惑電話対策の一つとして効果が期待できる。また、ＤｏＳ攻撃など攻撃
者に近いところで遮断すべき攻撃に対処できるなど、従来はうまく対処できなかったこと
に対処でき、ネットワークのセキュリティを確保できる。
【００８９】
　なお、処理部３２，認証処理部３３，認証用ＤＢ３４，メッセージ生成部３６が請求項
記載の通信許可手段に対応し、処理部３２，アクセス管理部３５，メッセージ生成部３６
，フィルタ設定ＤＢ３７，拒否リストＤＢ３９が破棄設定手段に対応し、フィルタ処理部
５６，フィルタデータ５７がフィルタ手段に対応する。
（付記１）
　エンドシステムと、ルーティングを行うパケット通信装置と、認証機能を持ったアクセ
ス管理サーバで構成されたネットワークのアクセス管理方法であって、
　前記アクセス管理サーバでセション毎に通信相手に認証を行い、通信相手から許可され
た通信のみを許可し、
　前記パケット通信装置で前記通信相手から拒否されたパケットの条件と一致するパケッ
トを前記パケット通信装置で破棄させることを特徴とするアクセス管理方法。
（付記２）
　エンドシステムと、ルーティングを行うパケット通信装置とともにネットワークを構成
する認証機能を持ったアクセス管理サーバであって、
　前記アクセス管理サーバでセション毎に通信相手に認証を行い、通信相手から許可され
た通信のみを許可する通信許可手段と、
　前記通信相手から拒否されたパケットの条件と一致するパケットを破棄するよう前記パ
ケット通信装置を設定する破棄設定手段を
有することを特徴とするアクセス管理サーバ。
（付記３）
　付記２記載のアクセス管理サーバにおいて、
　前記破棄設定手段は、前記通信相手から拒否されたパケットの条件と一致するパケット
を廃棄するよう前記パケット通信装置に設けられたフィルタ手段を設定することを特徴と
するアクセス管理サーバ。
（付記４）
　付記２記載のアクセス管理サーバにおいて、
　前記破棄設定手段は、前記通信相手から拒否されたパケットの通信元に偽情報を与え、
前記パケット通信装置で前記通信元からのパケットを廃棄することを特徴とするアクセス
管理サーバ。
（付記５）
　付記２記載のアクセス管理サーバにおいて、
　通信を拒否する通信元の条件を登録した拒否リストを有し、
　受信したパケットの通信元の条件が前記拒否リストと一致したとき、前記認証を行う前
に、前記受信したパケットを破棄するよう前記破棄設定手段で前記パケット通信装置を設
定することを特徴とするアクセス管理サーバ。
（付記６）
　付記２記載のアクセス管理サーバにおいて、
　前記破棄設定手段は、前記通信相手から拒否されたパケットの通信元に偽情報を与え、
前記通信元からのパケットをオトリのネットワークに導いて廃棄することを特徴とするア
クセス管理サーバ。
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（付記７）
　付記５記載のアクセス管理サーバにおいて、
　前記拒否リストにおける通信を拒否する通信元の条件は、通信元のポート番号であるこ
とを特徴とするアクセス管理サーバ。
（付記８）
　付記５記載のアクセス管理サーバにおいて、
　前記拒否リストにおける通信を拒否する通信元の条件は、通信元のＩＰアドレスである
ことを特徴とするアクセス管理サーバ。
（付記９）
　付記５記載のアクセス管理サーバにおいて、
　前記拒否リストにおける通信を拒否する通信元の条件は、通信元のサブネットアドレス
であることを特徴とするアクセス管理サーバ。
（付記１０）
　付記５記載のアクセス管理サーバにおいて、
　前記拒否リストにおける通信を拒否する通信元の条件は、通信元のドメイン名であるこ
とを特徴とするアクセス管理サーバ。
（付記１１）
　付記５記載のアクセス管理サーバにおいて、
　前記拒否リストは、通信相手から拒否されたとき通信元からの通信を一定時間拒否する
よう登録されることを特徴とするアクセス管理サーバ。
（付記１２）
　付記５記載のアクセス管理サーバにおいて、
　前記拒否リストは、一定時間内に同じ通信相手から複数回拒否されたとき通信元からの
全ての通信を一定時間拒否するよう登録されることを特徴とするアクセス管理サーバ。
（付記１３）
　付記５記載のアクセス管理サーバにおいて、
　前記拒否リストは、一定時間内に複数の通信相手から拒否されたとき通信元からの全て
の通信を一定時間拒否するよう登録されることを特徴とするアクセス管理サーバ。
（付記１４）
　付記３記載のアクセス管理サーバにおいて、
　前記フィルタ手段は、前記パケット通信装置とは別体とされ、前記パケット通信装置に
併設されたことを特徴とするアクセス管理サーバ。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】一般的なＳＩＰのシーケンスを示す図である。
【図２】本発明が適用されるネットワークの一実施形態の構成図である。
【図３】本発明で使用されるアクセス管理サーバの一実施形態のブロック図である。
【図４】本発明で使用されるエンドシステムの一実施形態のブロック図である。
【図５】本発明で使用されるパケット通信装置の一実施形態のブロック図である。
【図６】本発明方法における正常動作の実施形態のシーケンスである。
【図７】本発明方法における失敗時のフィルタ処理の実施形態のシーケンスである。
【図８】本発明方法における失敗時の偽情報付与処理の実施形態のシーケンスである。
【図９】拒否リストＤＢの構成例を示す図である。
【図１０】アクセス管理サーバの処理部が実行する拒否処理の一実施形態のフローチャー
トである。
【符号の説明】
【００９１】
　１０，２０　ネットワーク
　１１，２１，２２　エンドシステム
　１４，２４　パケット通信装置
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　１３，２３　アクセス管理サーバ
　１５　フィルタ装置
　３１，４１　ヘッダ識別部
　３２，４２　処理部
　３３，４３　認証処理部
　３４　認証用ＤＢ
　３５　アクセス管理部
　３６　メッセージ生成部
　３７　フィルタ設定ＤＢ
　３８　タイマ部
　３９　拒否リストＤＢ
　４４　認証用データ
　４５　アクセス許可管理部
　４６　メッセージ生成部
　５１１～５１ｎ　受信ポート
　５２１～５２ｎ　送信ポート
　５５１～５５ｎ　パケット判定部
　５６　フィルタ処理部
　５７　フィルタデータ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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