
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＩＰアドレスを割り当てる方法において、
メッセージをクライアント・システムから受け取るステップであってサーバ・システムに
より実行されるステップを備え、
前記メッセージはＩＰアドレスの割り当てを要求し、かつ前記メッセージは信頼された識
別子を含み、当該信頼された識別子は前記クライアント・システムにより捏造されること
ができないオブジェクトであ

信頼された識別子を前記メッセージから抽出するステップであって、サーバ・システムに
より実行されるステップと、
信頼された識別子に割り当てられたＩＰアドレスの数をカウントするステップであってサ
ーバ・システムにより実行されるステップと、
信頼された識別子に対して割り当てられたＩＰアドレスの数が所定の限定数より小さい場
合ＩＰアドレスを前記クライアント・システムのため割り当てるステップであってサーバ
・システムにより実行されるステップと、をさらに備える方法。
【請求項２】
前記メッセージはブロードキャストＤＨＣＰＲＥＱＵＥＳＴメッセージである請求項１記
載の方法。
【請求項３】
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り、前記信頼された識別子は前記クライアント・システムと
前記サーバ・システムとの間の中間装置により前記メッセージに加えられ、



記メッセージに含まれている信頼された識別子を用いてリース識別子を形成するステッ
、

前記リース識別子が関連したＩＰアドレス・リースを有するか判断するステッ

前記リー
ス識別子が関連したＩＰアドレス・リースを有する場合、前記リース識別子と関連したＩ
Ｐアドレス・リースに従って前記クライアント・システムのため ＩＰアドレスを割り
当てるステッ

方法。
【請求項４】

請求項３記載の方法。
【請求項５】
前記メッセージはリース識別クッキーを含み、
前記リース識別子は、信頼された識別子とリース識別クッキーとを組み合わせることによ
り形成される
請求項３記載の方法。
【請求項６】

メッセージを クライアント・システムから受け取るステッ 前記
メッセージは ＩＰアドレスの割り当てを要求し、かつ前記 メッセージ

は 送信元アドレスを含み、当該 送信元アドレスの妥当性は安全な中継エージ
ェントにより保証されており、

、
前記 送信元アドレスを前記 メッセージから抽出するステッ 、
前記 送信元アドレスと関連した ＩＰアドレス・リースを検索するステッ
、
前記 ＩＰアドレス・リースに従って前記クライアント・システムのため ＩＰ
アドレスを割り当てるステッ

方法。
【請求項７】
前記 メッセージがユニキャストＤＨＣＰＲＥＱＵＥＳＴメッセージである請求項６
記載の方法。
【請求項８】

１つ以上のクライアント・システムを含むコンピュータ・ネットワークにおいてＩＰアド
レスを割り当てる 各クライアント・システムが関連した信頼された識別子
を有し、当該信頼された識別子が前記クライアント・システムにより捏造されることがで
きないオブジェクトである、

ッセージをクライアント・システムから受け取る 前記メッセージがＩＰ
アドレスの割り当てを要求し、かつ前記メッセージが当該メッセージを送っているクライ
アント・システムの信頼された識別子を含

記信頼された識別子を前記メッセージから抽出する
記信頼された識別子に割り当てられたＩＰアドレスの数をカウントする
記信頼された識別子に割り当てられたＩＰアドレスの数が所定の限定数より小さい場合

、前記クライアント・システムのためＩＰアドレスを割り当てる
。

【請求項９】
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前
プと

プと、を更
に備え、
ＩＰアドレスを前記クライアント・システムのため割り当てる前記ステップが、

前記
プを備える

請求項１記載の

前記信頼された識別子が、前記クライアント・システムと前記中間装置との間に配置され
たＩ／Ｏ装置の固有且つ一意の識別子を備える

第２の 第２の プであって、
第２の 第２の 第２の

第２の 第２の
前記安全な中継エージェントが前記第２のクライアント・

システムと前記サーバ・システムとの間に配置された１又ははそれより多くのＩ／Ｏ装置
を備える、前記受け取るステップと

第２の 第２の プと
第２の 第２の プと

第２の 第２の
プと

をさらに備える請求項１記載の

第２の

コンピュータに、

手順であって、

前記割り当てる手順と、
メ 手順であって、

み、前記信頼された識別子が前記クライアント
・システムと前記サーバ・システムとの間の中間装置により前記メッセージに加えられる
、前記受け取る手順と、
前 手順と、
前 手順と、
前

手順と
を実行させるためのプログラム



前記メッセージが、ブロードキャストＤＨＣＰＲＥＱＵＥＳＴメッセージである請求項８
記載の 。
【請求項１０】

１つ以上のクライアント・システムを含むコンピュータ・ネットワークにおいてＩＰアド
レスを割り当てる 各クライアント・システムが関連した信頼された識別子
を有し、当該信頼された識別子が前記クライアント・システムにより捏造されることがで
きないオブジェクトであ

ッセージをクライアント・システムから受け取る 前記メッセージがＩＰ
アドレスの割り当てを要求し、かつ前記メッセージが信頼された識別子を含み、当該信頼
された識別子が前記クライアント・システムにより捏造されることができないオブジェク
トである

記メッセージに含まれている信頼された識別子を用いてリース識別子を形成する

ース識別子が関連のＩＰアドレス・リースを有するか判断する
ース識別子が関連のＩＰアドレス・リースを有する場合、リース識別子と関連したＩＰ

アドレス・リースに従って前記クライアント・システムのためＩＰアドレスを割り当てる

。
【請求項１１】
前記メッセージが、ブロードキャストＤＨＣＰＲＥＱＵＥＳＴメッセージである請求項１
０記載のプログラム。
【請求項１２】
前記メッセージが、リース識別クッキーを含み、
前記リース識別子が、信頼された識別子とリース識別クッキーとを組み合わせることによ
り形成される
請求項１０記載のプログラム。
【請求項１３】

１つ以上のクライアント・システムを含むコンピュータ・ネットワークにおいてＩＰアド
レスを割り当てる 各クライアント・システムが関連した信頼された識別子
を有し、当該信頼された識別子が前記クライアント・システムにより捏造されることがで
きないオブジェクトであ

ッセージをクライアント・システムから受け取る 前記メッセージがＩＰ
アドレスの割り当てを要求し、かつ前記メッセージが送信元アドレスを含み、当該送信元
アドレスの妥当性が安全な中継エージェントにより保証されている、

信元アドレスをメッセージから抽出する
信元アドレスと関連したＩＰアドレス・リースを検索する
Ｐアドレス・リースに従って前記クライアント・システムのためＩＰアドレスを割り当

てる
。

【請求項１４】
前記メッセージが、ユニキャストＤＨＣＰＲＥＱＵＥＳＴメッセージである請求項１３記
載の 。
【請求項１５】
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プログラム

コンピュータに、

手順であって、

り、前記信頼された識別子が前記クライアント・システムと前記
サーバ・システムとの間の中間装置により前記メッセージに加えられる、前記割り当てる
手順と、
メ 手順であって、

、前記受け取る手順と、
前 手順と
、
リ 手順と、
リ

手順と
を実行させるためのプログラム

コンピュータに、

手順であって、

り、前記信頼された識別子が、前記クライアント・システムと前
記サーバ・システムとの間の中間装置により前記メッセージに加えられる、前記割り当て
る手順と、
メ 手順であって、

前記受け取る手順と
、
送 手順と、
送 手順と、
Ｉ

手順と
を実行させるためのプログラム

プログラム



１つ以上のクライアント・システムを含むコンピュータ・ネットワークにおいてＩＰアド
レスを割り当てる装置であって、各クライアント・システムが関連の信頼された識別子を
有し、当該信頼された識別子は前記クライアント・システムにより捏造されることができ
ない、 において、
コンピュータ・システムがメッセージをクライアント・システムから受け取るのを可能に
するよう構成された第１の部分であって、前記メッセージがＩＰアドレスの割り当てを要
求し、かつ前記メッセージが当該メッセージを送っているクライアント・システムの信頼
された識別子を含

第１の部分と、
コンピュータ・システムが信頼された識別子をメッセージから抽出するようにさせるべく
構成された第２の部分と、
コンピュータ・システムが信頼された識別子に割り当てられたＩＰアドレスの数をカウン
トするようにさせるべく構成された第３の部分と、
コンピュータ・システムが信頼された識別子に割り当てられたＩＰアドレスの数が所定の
限定数より小さい場合前記クライアント・システムのためＩＰアドレスを割り当てるよう
にさせるべく構成された第４の部分と
を備える装置。
【請求項１６】
前記メッセージは、ブロードキャストＤＨＣＰＲＥＱＵＥＳＴメッセージである請求項１
５記載の装置。
【請求項１７】
１つ以上のクライアント・システムを含むコンピュータ・ネットワークにおいてＩＰアド
レスを割り当てる装置であって、各クライアント・システムが関連の信頼された識別子を
有し、当該信頼された識別子が前記クライアント・システムにより捏造されることができ
ない、 において、
コンピュータ・システムがメッセージをクライアント・システムから受け取るのを可能に
するよう構成された第１の部分であって、前記メッセージがＩＰアドレスの割り当てを要
求し、かつ前記メッセージが信頼された識別子を含み、当該信頼された識別子が前記クラ
イアント・システムにより捏造されることができないオブジェクトであ

第１の部分と、
コンピュータ・システムがメッセージに含まれている信頼された識別子を用いてリース識
別子を形成するようにさせるべく構成された第２の部分と、
コンピュータ・システムがリース識別子が関連のＩＰアドレス・リースを有するかを判断
するようにさせるべく第３の部分と、
コンピュータ・システムがリース識別子が関連のＩＰアドレス・リースを有する場合リー
ス識別子と関連したＩＰアドレス・リースに従って前記クライアント・システムのためＩ
Ｐアドレスを割り当てるようにさせるべく構成された第４の部分と
を備える装置。
【請求項１８】
前記メッセージは、ブロードキャストＤＨＣＰＲＥＱＵＥＳＴメッセージである請求項１
７記載の装置。
【請求項１９】
前記メッセージはリース識別クッキーを含み、
前記リース識別子は、信頼された識別子とリース識別クッキーとを組み合わせることによ
り形成される
請求項１７記載の装置。
【請求項２０】
１つ以上のクライアント・システムを含むコンピュータ・ネットワークにおいてＩＰアド
レスを割り当てる装置において、
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前記装置

み、前記信頼された識別子が前記クライアント・システムと前記サーバ
・システムとの間の中間装置により前記メッセージに加えられる、

前記装置

り、前記信頼され
た識別子が前記クライアント・システムと前記サーバ・システムとの間の中間装置により
前記メッセージに加えられる、



コンピュータ・システムがメッセージをクライアント・システムから受け取るのを可能に
するよう構成された第１の部分であって、前記メッセージはＩＰアドレスの割り当てを要
求し、前記メッセージが送信元アドレス を含み、当該送信元アドレ
スの妥当性が安全な中継エージェントにより保証されて

第１の部分と、
コンピュータ・システムが送信元アドレスをメッセージから抽出ようにさせるべく構成さ
れた第２の部分と、
コンピュータ・システムが送信元アドレスと関連したＩＰアドレス・リースを検索するよ
うにさせるべく第３の部分と、
コンピュータ・システムがＩＰアドレス・リースに従って前記クライアント・システムの
ためＩＰアドレスを割り当てるようにさせるべく構成された第４の部分と
を備える装置。
【請求項２１】
前記メッセージは、ユニキャストＤＨＣＰＲＥＱＵＥＳＴメッセージである請求項２０記
載の装置。
【発明の詳細な説明】
発明の分野
本発明は一般的にコンピュータ・ネットワークにおけるセキュリティに関する。詳細には
、本発明は、ＤＨＣＰサーバのクライアントの間でのＩＰアドレスの誤用（悪用）の確率
を低減する方法及び装置である。
発明の背景
インターネット・プロトコルを用いるコンピュータ・ネットワークは、通常「ＩＰアドレ
ス」と呼ばれている。ＩＰネットワーク内で、ホスト・システム及び他のオブジェクトは
、インターネット・プロトコル・アドレス（ＩＰアドレス）として知られている３２ビッ
ト番号により識別される。ＩＰアドレスは、ＩＰネットワーク内で送られたメッセージの
送信元（ソース）及び宛先（デスティネーション）を識別するための単純な機構を提供す
る。
ＩＰネットワーク内のＩＰアドレスは、動的ホスト構成プロトコル（ＤＨＣＰ）を用いて
ますます割り当てられている。ＤＨＣＰプロトコルを用いるネットワークにおいて、クラ
イアント・システムはＩＰアドレスをＤＨＣＰサーバから要求する。ＤＨＣＰサーバは、
要求しているクライアント・システムによる使用のためＩＰアドレスを割り当て、クライ
アント・システムにどのＩＰアドレスを用いるべきかを告げるメッセージをクライアント
に送る。
ＤＨＣＰサーバにより割り当てられたＩＰアドレスは、クライアント・システムに対して
固定の時間期間「リース」される。続いて、クライアント・システムは、ＩＰアドレスの
リースを周期的に更新する責任がある。クライアント・システム及びＤＨＣＰサーバは、
クライアント・リースを識別するためリース識別クッキー（ｃｏｏｋｉｅ）として知られ
るオブジェクトを用いる。クライアント・システムは、ＤＨＣＰサーバにクライアント識
別子を送ることによりリース識別クッキーを選定してよい。代替として、ＤＨＣＰサーバ
は、クライアント・システムのＩＥＥＥスタイルＭＡＣアドレスをリース識別クッキーと
して用いる。クライアント・システムは、リース識別クッキーを含むＤＨＣＰサーバにリ
ース更新メッセージを送ることにより自身のリースを周期的に更新する。
不都合にも、伝統的なＤＨＣＰサーバを用いるＩＰアドレスの割り当ては、幾つかの可能
な攻撃を受けやすい。１つのそのような攻撃は、通常「ＩＰアドレス・ハイジャッキング
」として知られている。ＩＰアドレス・ハイジャッキングは、第１のクライアント・シス
テムが第２のクライアント・システムのＩＰアドレスを獲得するとき起こる。第１のクラ
イアントは、第２のクライアント・システムのリース識別クッキーを用いてリース更新メ
ッセージをＤＨＣＰサーバに送ることによりハイジャックされたＩＰアドレスを維持する
。実際、ホスト名は、共通にリース識別クッキーとして用いられるので、この種の攻撃は
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及び信頼された識別子
おり、前記信頼された識別子が前

記クライアント・システムと前記サーバ・システムとの間にある中継エージェントにより
前記メッセージに加えられる、



偶然に起こる可能性すらある。ＩＰアドレス・ハイジャッキングは、単一のＩＰアドレス
が２以上のホストによりここで用いられるので、ネットワークを混乱させる。その結果、
ネットワーク性能は低下する。
第２のタイプの攻撃は、「ＩＰアドレス・ホッギング（ｈｏｇｇｉｎｇ）」として知られ
ている。この種の攻撃に対して、クライアント・システムは、ＩＰアドレス・リースをＤ
ＨＣＰサーバから繰り返し得ることによりＩＰアドレスの供給を消耗しようとする。一旦
クライアント・システムが使用可能なＩＰアドレス・リースのすべてをリースしてしまう
と、合法のユーザはＩＰアドレスを待つことを強制されるので、ネットワーク性能は低下
する。
前述のことに基づいて、ＩＰアドレス・ハイジャッキング及びＩＰアドレス・ホッギング
の両方を思い止どまらせるＤＨＣＰサーバに対する必要性があることが認められるであろ
う。
発明の概要
本発明の好適な実施形態は、ＩＰアドレス悪用を思い止どまらせるＩＰアドレスの割り当
てのための方法及び装置である。詳細には、本発明にとっての好適な環境は、一連のクラ
イアント・システムを含むコンピュータ・ネットワークである。各クライアント・システ
ムは対応するケーブル・モデムに接続され、次いでそのケーブル・モデムはルータに接続
される。ルータは、クライアント・システムと１つ以上のサーバ・システムとの間でパケ
ットを転送する。ネットワークは、インターネットＲＦＣ１５４１で定義された動的ホス
ト構成プロトコル（ＤＨＣＰ）に従ってＩＰアドレスの割り当てを与える１つ以上のＤＨ
ＣＰサーバ・システムを含む。
ネットワークはまた、ＤＨＣＰメッセージをクライアント・システムとＤＨＣＰサーバと
の間で転送する安全なＤＨＣＰ中継エージェントを含む。幾つかのケースにおいては、安
全なＤＨＣＰ中継エージェントはルータに含まれている。他のケースにおいては、安全な
ＤＨＣＰ中継エージェントを別個のネットワーク構成要素として含むのが好ましい。安全
なＤＨＣＰ中継エージェントは、ネットワーク内のＩＰパケットをモニタし、ＤＨＣＰブ
ロードキャスト・メッセージを検出する。ＤＨＣＰブロードキャスト・メッセージが検出
されると、安全なＤＨＣＰ中継エージェントは、ＤＨＣＰブロードキャスト・メッセージ
のベンダー特定情報内の「信頼された識別子」を符号化する。信頼された識別子は、ＤＨ
ＣＰブロードキャスト・メッセージの送信元と関連した捏造不能な値である。本発明の好
適な実施形態においては、信頼された識別子は、ＤＨＣＰブロードキャスト・メッセージ
をルータに送っているクライアント・システムを接続するケーブル・モデムのモデムｉｄ
である。
ネットワーク内で、ケーブル・モデム及びケーブル・ルータは安全なＩＰ中継エージェン
トとして働く。安全なＤＨＣＰ中継エージェントと作動して、安全なＩＰ中継エージェン
トは、ＤＨＣＰサーバによるクライアント・システムへの割り当てをモニタする。ＩＰア
ドレスのクライアント・システムへの割り当て後に、安全なＩＰ中継エージェントは、割
り当てられたＩＰアドレスを含まないクライアント・システムから発するすべてのＩＰパ
ケットを捨てる。このようにして、安全なＩＰ中継エージェントは、クライアント・シス
テムが捏造された送信元アドレスをもつＩＰパケットを送るのを阻止する。
本発明の好適な実施形態において用いられるように、ＤＨＣＰサーバは、リース識別子イ
ンデックス及びＩＰアドレス・インデックスを有するリース・データベースを含む。リー
ス識別子インデックスの中の各エントリは、リース識別クッキーと信頼された識別子との
組合わせである。ＩＰアドレス・インデックスの中の各エントリはＩＰアドレスである。
リース・データベースの中の各レコードはＩＰアドレス・リースである。ＤＨＣＰサーバ
はまた信頼された識別子データベースを含む。信頼された識別子データベースは単一のイ
ンデックスを有し、そのインデックスの中の各エントリは信頼された識別子である。信頼
された識別子データベースの中の各レコードは１つ以上のＩＰアドレス・リースである。
ＤＨＣＰサーバに到達したブロードキャストＤＨＣＰメッセージは、最初に安全なＤＨＣ
Ｐ中継エージェントを通る。ブロードキャストＤＨＣＰメッセージは、次いでＤＨＣＰサ
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ーバに対してユニキャストされる。ＤＨＣＰ中継エージェントを通る結果、ＤＨＣＰサー
バに到達する各ＤＨＣＰメッセージは、安全なＤＨＣＰ中継エージェントにより埋め込ま
れた信頼された識別子を含む。ＤＨＣＰサーバはＤＨＣＰメッセージを受け取ると、ＤＨ
ＣＰサーバは、最初メッセージを検査して、それが存在するＩＰアドレス・リースへのア
クセスを要求するメッセージのタイプであるかを判断する。そうである場合、ＤＨＣＰサ
ーバは、そのメッセージに含まれている信頼された識別子及びリース識別クッキーを抽出
する。次いで、信頼された識別子及びリース識別クッキーは、存在するリースをリース・
データベースから（そのリース・データベースのリース識別子インデックスを用いて）検
索するため組み合わされる。このようにして、クライアント・システムは、クライアント
・システムの信頼された識別子と関連しないＩＰアドレス・リースにアクセスするのを阻
止される。特に、クライアント・システムはそれら自身のリースを更新するのみである。
リースが認可される前に、ＤＨＣＰサーバは信頼された識別子を用いて、信頼された識別
子データベースを問い合わせる。信頼された識別子データベースが信頼された識別子に対
応するレコードを含む場合、そのレコードは検索される。代わりに、信頼された識別子デ
ータベースが信頼された識別子に対応するレコードを含まない場合、ＤＨＣＰサーバは新
しいレコードを生成する。その新しいレコードはＩＰアドレス・リースを含まない。検索
されたまたは新しいレコードを用いて、ＤＨＣＰサーバは、信頼された識別子に割り当て
られたＩＰアドレス・リースの数を集計（ｔａｂｕｌａｔｅ）する。この数がプリセット
された限定数を越える場合、ＤＨＣＰサーバは要求されたＩＰアドレス・リースを認可し
ない。このようにして、ＤＨＣＰサーバは、単一のクライアント・システムが過度の数の
ＩＰアドレス・リースを得るのを阻止する。ＩＰアドレス・リースが認可される場合、Ｄ
ＨＣＰサーバは、信頼された識別子に対応するレコードに新しいリースを加える。
ＤＨＣＰサーバに到達したユニキャストＤＨＣＰメッセージは、安全なＤＨＣＰ中継エー
ジェントを通らない。その結果、信頼された識別子は、ユニキャストＤＨＣＰメッセージ
に含まれない。ＤＨＣＰメッセージがこの種のメッセージを受け取ると、ＤＨＣＰサーバ
は、そのメッセージに含まれている送信元アドレスを抽出する（送信元アドレスは、実際
にはＩＰメッセージを備える１つまたは複数のＩＰパケットから抽出される。）。次いで
、抽出された送信元ＩＰアドレスを用いて、（リース・データベースのＩＰアドレスイン
デックスを用いて）問題としているＩＰアドレス・リースをリース・データベースから検
索する。安全なＩＰ中継エージェントは、ユニキャストＤＨＣＰメッセージの送信元アド
レスの捏造不可能性を保証するので、クライアント・システムは、他のクライアント・シ
ステムのＩＰアドレス・リースにアクセスするのを阻止される。特に、クライアント・シ
ステムはそれら自身のリースを更新するだけでよい。
本発明の目的に従って、本明細書に示されかつ広く記載されているように、本発明は、Ｉ
Ｐアドレスを割り当てる方法において、メッセージをクライアント・システムから受け取
るステップであってサーバ・システムにより実行されるステップを備え、前記メッセージ
はＩＰアドレスの割り当てを要求し、かつ前記メッセージは信頼された識別子を含み、当
該信頼された識別子は前記クライアント・システムにより捏造されることができないオブ
ジェクトであり、信頼された識別子を前記メッセージから抽出するステップであってサー
バ・システムにより実行されるステップと、信頼された識別子に割り当てられたＩＰアド
レスの数をカウントするステップであってサーバ・システムにより実行されるステップと
、信頼された識別子に対して割り当てられたＩＰアドレスの数が所定の限定数より小さい
場合ＩＰアドレスを前記クライアント・システムのため割り当てるステップであってサー
バ・システムにより実行されるステップと、をさらに備える方法である。
本発明の目的にさらに従って、本明細書に示されかつ広く記載されているように、本発明
は、ＩＰアドレスを割り当てる方法において、メッセージをクライアント・システムから
受け取るステップであってサーバ・システムにより実行されるステップを備え、前記メッ
セージはＩＰアドレスの割り当てを要求し、かつ前記メッセージは信頼された識別子を含
み、当該信頼された識別子は前記クライアント・システムにより捏造されることができな
いオブジェクトであり、前記メッセージに含まれている信頼された識別子を用いてリース
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識別子を形成するステップであってサーバ・システムにより実行されるステップと、前記
リース識別子が関連したＩＰアドレス・リースを有するか判断するステップであってサー
バ・システムにより実行されるステップと、前記リース識別子が関連したＩＰアドレス・
リースを有する場合、前記リース識別子と関連したＩＰアドレス・リースに従って前記ク
ライアント・システムのためＩＰアドレスを割り当てるステップであってサーバ・システ
ムにより実行されるステップと、をさらに備える方法である。
本発明の利点は、一部以下の記載において説明され、そして一部、その記載から当業者に
理解され、また本発明の実施により学習され得るであろう。本発明の利点は、添付請求の
範囲において特に指摘された構成要素及び組合わせ及びその均等物により実現されかつ達
成されるであろう。
【図面の簡単な説明】
この明細書の一部に組み込まれその一部を構成する添付図面は、本発明の若干の実施形態
を図示し、この記載と共に本発明の原理を説明するのに役立つ。
図１は、本発明の好適な実施形態にとって代表的環境として示されるコンピュータ・ネッ
トワークのブロック図である。
図２は、本発明の好適な実施形態により用いられるルータのブロック図である。
図３は、本発明の好適な実施形態により用いられるＤＨＣＰサーバのブロック図である。
図４は、本発明の好適な実施形態により用いられるＤＨＣＰメッセージ・フォーマットの
ブロック図である。
図５は、本発明の好適な実施形態において用いられるリース・データベースのブロック図
である。
図６は、本発明の好適な実施形態において用いられる信頼された識別子データベースのブ
ロック図である。
図７は、本発明のＩＰアドレス・リース更新方法の好適な実施形態に係わるステップを示
すフローチャートである。
図８は、本発明のＩＰアドレス割り当て方法の好適な実施形態に係わるステップを示すフ
ローチャートである。
図９は、本発明のＩＰアドレス・リース更新方法の第２の好適な実施形態に係わるステッ
プを示すフローチャートである。
好適な実施形態の詳細な説明
ここで本発明の好適な実施形態に詳細に言及するが、その実施形態の例は添付図面に示さ
れている。可能なときは常に、同一参照番号が同一または類似の構成要素を言及するため
図面全体を通して用いられている。
図１は、コンピュータ・ネットワーク１００を本発明にとっての代表的環境として示す。
構造的に、コンピュータ・ネットワーク１００は一連のクライアント・システム１０２を
含み、そのうちのクライアント・システム１０２ａから１０２ｆが代表している。各クラ
イアント・システム１０２は、図１に示されるパーソナル・コンピュータを含むが、それ
に限定されない種々のデバイスの範囲から選定されてよい。ケーブル・モデム１０４が各
クライアント・システム１０２に接続される。次いで、各モデム１０４は、ケーブル・ル
ータ１０６に接続される。ケーブル・ルータ１０６が一連のサーバ・システム１０８に接
続され、そのうちのサーバ・システム１０８ａから１０８ｃが代表している。ケーブル・
ルータ１０６及びケーブル・モデム１０４の使用も例示を意図し、他のネットワーキング
技術及びトポロジーが等しく実際に役立つことが認められるべきである。多数の異なるケ
ーブル・モデム及びケーブル・ルータが種々の製造会社から入手可能であることも認めら
れるはずである。特に、ケーブル・モデム１０４はＣｙｂｅｒＳＵＲＦケーブル・モデム
であってよく、ケーブル・ルータ１０６はＣａｂｌｅＭＡＳＴＲケーブル・ルータであっ
てよく、その両方はモトローラ社により供給されている。
ルータ１０６が、図２に詳細にコンピュータ・システム２０２を含むよう示され、そのコ
ンピュータ・システム２０２は１つまたは複数のプロセッサ２０４及びメモリ２０６を含
む。入力デバイス２０８及び出力デバイス２１０は、コンピュータ・システム２０２に接
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続され、ディスク・ドライブ、キーボード、モデム、ネットワーク・アダプタ、プリンタ
及びディスプレイのような広範囲の種々のＩ／Ｏデバイスを表す。任意の適切なドライブ
のタイプであるディスク・ドライブ２１２が、コンピュータ・システム２０２に接続され
て示されている。ＤＨＣＰ中継プロセス２１４が、コンピュータ・システム２０２のメモ
リ２０６に常駐しているよう示されている。
ＤＨＣＰサーバ・システム１１０はまた、コンピュータ・ネットワーク１００に含まれて
いて、ケーブル・ルータ１０６に接続されている。ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、
インターネットＲＦＣ１５４１に定義される動的ホスト構成プロトコル（ＤＨＣＰ）を実
行するコンピュータまたは他のシステムである。ＤＨＣＰサーバ・システム１１０が、図
３に詳細にコンピュータ・システム３０２を含むよう示され、そのコンピュータ・システ
ム３０２は１つまたは複数のプロセッサ３０４及びメモリ３０６を含む。入力デバイス３
０８及び出力デバイス３１０は、コンピュータ・システム３０２に接続され、ディスク・
ドライブ、キーボード、モデム、ネットワーク・アダプタ、プリンタ及びディスプレイの
ような広範囲の種々のＩ／Ｏデバイスを表す。任意の適切なドライブのタイプであるディ
スク・ドライブ３１２が、コンピュータ・システム３０２に接続されて示されている。Ｄ
ＨＣＰサーバ・プロセス３１４、リース・データベース３１６及び信頼された識別子デー
タベース３１８が、コンピュータ・システム３０２のメモリ３０６に常駐しているよう示
されている。
クライアント・システム１０２及びＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、ＤＨＣＰメッセ
ージを用いて通信する。これらのメッセージにとって好適なフォーマットが、図４に示さ
れ、全体的に４００で示されている。構造的には、ＤＨＣＰメッセージは、ｏｐフィール
ド４０２及びｏｐｔｉｏｎｓ（オプションズ）フィールド４０８を含む（図４をよく見る
と、各メッセージがまた多数の他のフィールドを含むことを示している。簡潔のため、こ
れらのフィールドは特に説明しない。）。機能的には、各ＤＨＣＰメッセージは、ＤＨＣ
ＰＤＩＳＣＯＶＥＲ、ＤＨＣＰＯＦＦＥＲ、ＤＨＣＰＲＥＱＵＥＳＴまたはＤＨＣＰＡＣ
Ｋのようなタイプを有する。各ＤＨＣＰメッセージのタイプが、ｏｐｔｉｏｎｓフィール
ド４０８の中に符号化される。ｏｐｔｉｏｎｓフィールドはまた、ベンダー特定情報の符
号化を含む多数の他の目的のため用いられる。各ＤＨＣＰメッセージは、それがクライア
ント・システム１０２またはＤＨＣＰサーバ・システム１１０から送られているかを指示
するためマークされる。このマーキングは、ｏｐ４０２をＢＯＯＴＲＥＱＵＥＳＴまたは
ＢＯＯＴＲＥＰＬＹにセットすることにより実行される。メッセージ内で、ｃｉａｄｄｒ
フィールド４０４は、ある一定のタイプのＤＨＣＰメッセージ４００のため、ＤＨＣＰサ
ーバ・システム１１０とクライアント・システム１０２との間を通されている識別子を含
む。ｃｈａｄｄｒフィールド４０６は、クライアント・システム１０２の機械アドレス（
ＭＡＣアドレスとしても知られている。）のため用いられる。
ケーブル・モデム１０４とケーブル・ルータ１０６の組合わせは、「安全なＩＰ中継エー
ジェント」を提供する。安全なＩＰ中継エージェントが、クライアント・システム１０２
で発するＩＰパケットのＩＰヘッダに含まれている送信元アドレスの妥当性を保証するこ
とは重要である。詳細には、安全なＩＰ中継エージェントは、各クライアント・システム
１０２に割り当てられたＩＰアドレスを「学習」する。ＩＰパケットがクライアント・シ
ステム１０２から受け取られると、ＩＰパケットの送信元アドレスは、安全なＩＰ中継エ
ージェントにより学習されたＩＰアドレスと比較される。ＩＰパケットの送信元アドレス
が学習されたＩＰアドレスと一致しない場合、ＩＰパケットは捨てられる。
ルータ１０６に含まれているＤＨＣＰ中継プロセス２１４は、安全なＤＨＣＰ中継エージ
ェントを与える。安全なＤＨＣＰ中継エージェントは、信頼された識別子がいずれかのク
ライアント・システム１０２で発する各ＤＨＣＰブロードキャスト・メッセージに含まれ
ていることを保証する。詳細には、信頼された識別子は、単一のクライアント・システム
１０２と関連した中継エージェントを特に識別するデータ・オブジェクトである。ネット
ワーク１００のケースにおいては、ケーブル・モデム１０４は、単一のクライアント・シ
ステム１０２と特に関連した中継エージェントである。各モデム１０４は、独特のモデム
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ｉｄを含むのが好ましい。このモデムｉｄは信頼された識別子として用いられる。他のネ
ットワーキング技術及びトポロジーが用いられる場合、他の値またはオブジェクトが信頼
された識別子として一層適切に用いられよい。
機能的には、信頼された識別子が用いられて、ＩＰパケットの発信元であるクライアント
・システム１０２を識別し、ならびにＩＰパケットを特定のクライアント・システム１０
２に特に指向させる。本発明の好適な実施形態にとって、ルータ１０６に含まれているＤ
ＨＣＰ中継プロセス２１４は、各ＤＨＣＰブロードキャスト・メッセージのｏｐｔｉｏｎ
ｓフィールド４０８に含まれているベンダー特定情報の中に信頼された識別子を符号化す
る。ＤＨＣＰブロードキャスト・メッセージがＤＨＣＰサーバ・システム１１０へ転送さ
れる前にＤＨＣＰ中継プロセス２１４により処理されるので、ＤＨＣＰサーバ・システム
１１０は、この種の各メッセージが正しい信頼された識別子を含むことを保証される。
ネットワーク１００内で、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、ＩＰアドレスをクライア
ント・システム１０２に動的に割り当てる。この割り当ては、インターネットＲＦＣ１５
４１に定義されたＤＨＣＰプロトコルに従って実行される。このようにして割り当てられ
たＩＰアドレスはクライアント・システム１０２により「学習」される。これらのリース
を周期的に更新しないクライアント・システム１０２は、それらの割り当てられたＩＰア
ドレスを失う危険がある。各クライアント・システム１０２は、リース識別クッキーを用
いて、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０に対するそのリースを識別する。クライアント・
システム１０２は、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０にクライアント識別子を送ることに
よりリース識別クッキーを選定し得る。代わりに、クライアント・システムがクライアン
ト識別子を送らない場合、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、クライアント・システム
１０２のＩＥＥＥスタイルＭＡＣアドレスをリース識別クッキーとして用いる。クライア
ント・システム１０２は、リース識別クッキーを含むＤＨＣＰサーバ・システム１１０に
ＤＨＣＰメッセージを送ることによりそのリースを更新する。
ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、ＩＰアドレス・リースをリース・データベース３１
６に維持する。リース・データベース３１６が図５により明瞭に１つ以上のレコード５０
０を含むよう示されており、その各レコードはＩＰアドレス・リースを含む。リース・デ
ータベース３１６は、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０によりリースされ得る各ＩＰアド
レスに対して１個のレコード５００を含む。各レコード５００は、ＩＰアドレス・インデ
ックス５０２を用いてアクセス可能である。ＩＰアドレス・インデックス５０２の中のエ
ントリは、ＩＰアドレスに対応する。機能的には、ＩＰアドレス・インデックス５０２は
、ＩＰアドレスをＩＰアドレス・リースと関連付ける装置を提供する。
クライアント・システム１０２に割り当てられるまたは割り当てられてしまったＩＰアド
レス・リースを含むリース・データベース３１６の中のレコード５００は、リース識別子
インデックス５０４を用いてアクセス可能である。リース識別子インデックス５０４の中
のエントリは、信頼された識別子５０６とリース識別クッキー５０８の組合わせであるリ
ース識別子に対応する。図５において、信頼された識別子５０６及びリース識別クッキー
５０８の組合わせが連結として示されている。連結の使用は例示を意図するものであり、
信頼された識別子５０６とリース識別クッキー５０８をリース識別子の中へ組み合わせる
他の方法が等しく実際に役立つ。機能的には、リース識別子インデックス５０４は、リー
ス識別子をＩＰアドレス・リースと関連付ける装置を提供する。記載された実施形態にと
って、クライアント・システム１０２に決して割り当てられなかったＩＰアドレス・リー
スを含む。レコード５００は、リース識別子インデックス５０４に含まれない。代わりに
、これらのレコード５００は、リース識別子インデックス５０４に含まれている特別の「
割り当てられない」エントリに割り当てられ得る。
ＤＨＣＰサーバ・システム１１０はまた信頼された識別子データベース３１８を維持する
。信頼された識別子データベース３１８は１つ以上のレコード６００を含む各レコード６
００は、１つ以上のリースを含み、信頼された識別子インデックス６０２を用いてアクセ
ス可能である。信頼された識別子インデックス６０２の中のエントリは信頼された識別子
に対応する。機能的には、信頼された識別子インデックス６０２は、ＩＰアドレス・リー
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スが信頼された識別子と関連付けられるのを可能にする装置を提供する。代替として、信
頼された識別子データベース３１８は、信頼された識別子インデックスをリース・データ
ベース３１６に対して与えることにより排除され得る。リース・データベース３１６の信
頼された識別子インデックスにおける各エントリは特定の信頼された識別子に対応し、各
エントリが用いられて、その特定の信頼された識別子と関連したＩＰアドレス・リースを
検索し得る。
ＤＨＣＰサーバ・システム１１０によるＩＰアドレス・リースの更新のための好適な方法
が、図７に示され、全体的に７００で示されている。方法はステップ７０２で始まり、そ
こでＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、ブロードキャストＤＨＣＰＲＥＱＵＥＳＴメッ
セージをクライアント・システム１０２から受け取る。説明の目的のため、ＤＨＣＰＲＥ
ＱＵＥＳＴメッセージは特別のＤＨＣＰサーバ・システム１１０を識別しないと仮定する
。したがって、ＤＨＣＰプロトコルに従って、受け取られたメッセージはクライアント・
システム１０２からの存在するリースの更新に対する要求である。
ステップ７０４において、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は信頼された識別子を受け取
ったメッセージから抽出する。詳細には、そして先に述べたように、ＤＨＣＰサーバ・シ
ステム１１０に到着した各ブロードキャストＤＨＣＰメッセージは信頼された識別子を含
む。ステップ７０４において、この信頼された識別子は、受け取ったメッセージのｏｐｔ
ｉｏｎｓフィールド４０８に含まれているベンダー特定情報からＤＨＣＰサーバ・システ
ム１１０により検索される。
ＤＨＣＰプロトコルは、クライアント・システム１０２がリース更新のため各ＤＨＣＰＲ
ＥＱＵＥＳＴメッセージのｃｉａｄｄｒフィールド４０４にリース識別クッキーを含むの
を可能にする。代わりに、リース識別クッキーがｃｉａｄｄｒフィールド４０４に含まれ
ていない場合、ＤＨＣＰプロトコルは、ｃｈａｄｄｒフィールド４０６の内容がリース識
別クッキーとして用いられることを要求する。ステップ７０６において、ＤＨＣＰサーバ
・システム１１０は、受け取ったメッセージのｃｉａｄｄｒフィールド４０４またはｃｈ
ａｄｄｒフィールド４０６からリース識別クッキーを抽出する。
ステップ７０８において、ステップ７０４で検索された信頼された識別子及びステップ７
０６で検索されたリース識別クッキーが組み合わされてリース識別子を生成する。一般的
に、信頼された識別子とリース識別クッキーとを組み合わせることは、連結を含むがそれ
に限定されない多くの技術により実行される。しかしながら、組合わせの特定の方法は、
リース・データベース３１６のリース識別子インデックス５０４の中にエントリを発生す
るため用いられる方法と互換可能である。
ステップ７１０において、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、ステップ７０８で発生さ
れたリース識別子を用いて、レコード５００をリース・データベース３１６から検索する
。詳細には、ステップ７１０において、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、ステップ７
０８で発生されたリース識別子と整合するエントリについてリース・データベース３１６
のリース識別子インデックス５０４を探索する。整合したエントリが見つけられると、リ
ース・データベース３１６の中の対応するレコード５００が検索される。代わりに、リー
ス識別子インデックス５０４の中のエントリがリース識別子と整合しない場合、リース・
データベース３１６の探索は終了する。信頼された識別子とリース識別クッキーの組合わ
せを用いたリース・データベース３１６の探索が、各クライアント・システム１０２がそ
のクライアント・システム１０２と関連したレコード５００を検索するだけでよいことを
保証するのが重要である。こうして、クライアント・システム１０２は、ステップ７０２
で受け取られたＤＨＣＰＲＥＱＵＥＳＴメッセージに含まれているリース識別クッキーに
無関係にそれら自身のリースをアクセスするのみである。
ステップ７１０にステップ７１２が続き、そこでＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、リ
ース・データベース３１６の探索の結果を解析する。ステップ７１２がリース・データベ
ース３１６の探索がレコード５００を捜し出すことなしに終了したと決定する場合、方法
７００の実行がステップ７１４で継続する。ステップ７１４において、ＤＨＣＰＮＡＫメ
ッセージは、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０がクライアント・システム１０２のＩＰア
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ドレス・リースを拡張するための要求に応ずることができなかったことを指示するクライ
アント・システム１０２に対してＤＨＣＰサーバ・システム１１０により送られる。通常
、ステップ７１４は、クライアント・システム１０２が存在しないさもなければ無効のＩ
Ｐアドレス・リースを拡張するのを試みてしまったとき実行される。
ステップ７１２がリース・データベース３１６の探索がレコード５００を捜し出したと判
断した場合、方法７００の実行がステップ７１６で継続する。ステップ７１６において、
ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、検索されたレコード５００に含まれているリースを
ステップ７０２で受け取られたＤＨＣＰＲＥＱＵＥＳＴメッセージと比較する。リースの
継続期間がＤＨＣＰサーバ・システム１１０に対して受け入れ可能でない場合、方法７０
０はステップ７１８で継続し、そこでＤＨＣＰサーバ・システム１１０はＤＨＣＮＡＫメ
ッセージをクライアント・システム１０２に戻す。通常、ステップ７１８は、クライアン
ト・システム１０２がＩＰアドレス・リースの期間（ＤＨＣＰＲＥＱＵＥＳＴメッセージ
の一部として）を変えるよう試みてしまったとき実行される。
リースの継続期間がＤＨＣＰサーバ・システム１１０に対して受け入れ可能である場合、
方法７００はステップ７２０で継続する。ステップ７２０において、ＤＨＣＰサーバ・シ
ステム１１０は、検索されたレコード５００に含まれているリースが満期になったかを判
断する。満期になっていない場合、方法７００はステップ７２２で継続し、そこでＤＨＣ
Ｐサーバ・システム１１０はリース・データベース３１６を更新して、検索されたレコー
ド５００に含まれているリースがクライアント・システム１０２により更新されてしまっ
たことを指示する。ステップ７２２にステップ７２４が続き、そこでＤＨＣＰサーバ・シ
ステム１１０はクライアント・システム１０２にＤＨＣＰＡＣＫメッセージを送る。ＤＨ
ＣＰＡＣＫメッセージは、ＩＰアドレス・リースが更新されてしまったことをクライアン
ト・システム１０２に知らせる。
ＤＨＣＰサーバ１１０が、ステップ７２０において、検索されてレコード５００に含まれ
ているリースが満期になってしまったと判断した場合、方法７００はステップ７２６で継
続する。ステップ７２６において、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、ステップ７０４
で抽出された信頼された識別子を用いて、信頼された識別子データベース３１８を探索す
る。詳細には、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、検索された信頼された識別子を用い
て、信頼された識別子データベース３１８の信頼された識別子インデックス６０２を探索
する。エントリが検索された信頼された識別子と整合する信頼された識別子インデックス
６０２の中に見つけられた場合、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は対応するレコード６
００を検索する。
ステップ７２８において、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、信頼された識別子と関連
したクライアント・システム１０２に対して現在リースされているＩＰアドレスの計数を
発生する。これは、ステップ７２６で検索されたレコード６００に含まれている各ＩＰア
ドレス・リースをカウントすることによりなされる。レコードがステップ７２６で検索さ
れない場合、計数はゼロにセットされる。ステップ７２８で発生された計数は、ステップ
７３０でプリセットされた限定数と比較される。計数がプリセットされた限定数を越えた
場合、実行はステップ７３２で継続し、そこでＤＨＣＰＮＡＫメッセージがＤＨＣＰサー
バ・システム１１０によりクライアント・システム１０２に送られる。ステップ７３２の
実行は、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０がクライアント・システム１０２が単一のクラ
イアント・システム１０２に対して入手可能な最大数のＩＰアドレス・リースを既にリー
スしてしまったことを判断する。このようにして、クライアント・システム１０２は、Ｉ
Ｐアドレス・リースを「ホッギング」するのを阻止する。
ステップ７３０がクライアント・システム１０２が最大数の許されたＩＰアドレス・リー
スを越えなかったと判断した場合、方法７００の実行はステップ７３４で継続する。ステ
ップ７３４において、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、リース・データベース３１６
を更新して、新しいＩＰアドレス・リースがクライアント・システム１０２に認可されて
しまったことを指示する。リース・データベース３１６は、ステップ７１０で検索された
レコードを修正することにより更新され、クライアント・システムに認可されたＩＰアド
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レス・リースの期間を含む。信頼された識別子データベース３１８も更新される。詳細に
は、信頼された識別子データベース３１８が信頼された識別子に対応するレコード６００
を含む場合、新しいＩＰアドレス・リースがこのレコード６００に追加される。代わりに
、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、新しいレコード６００を生成し、新しいＩＰアド
レス・リースをその新しいレコード６００に含む。ステップ７３４にステップ７３６が続
き、そこでＤＨＣＰサーバ・システム１１０はクライアント・システム１０２にＤＨＣＰ
ＡＣＫメッセージを送る。ＤＨＣＰＡＣＫメッセージはクライアント・システム１０２に
そのクライアント・システム１０２がＩＰアドレス・リースを認可してしまったことを知
らせる。
ＤＨＣＰサーバ・システム１１０によるＩＰアドレスの割り当てのための好適な方法が、
図８に示され、全体的に８００で示されている。方法８００はステップ８０２で始まり、
そこでＤＨＣＰサーバ・システム１１０はブロードキャストＤＨＣＰＤＩＳＣＯＶＥＲメ
ッセージをクライアント・システム１０２から受け取る。ステップ８０４において、ＤＨ
ＣＰサーバ・システム１１０は、信頼された識別子を受け取ったメッセージから抽出する
。詳細には、そして前述したように、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０に到達した各ブロ
ードキャストＤＨＣＰメッセージは信頼された識別子を含む。ステップ８０４において、
この信頼された識別子は、受け取ったメッセージのｏｐｔｉｏｎｓフィールド４０８に含
まれているベンダー特定情報からＤＨＣＰサーバ・システム１１０により検索される。
ＤＨＣＰプロトコルは、クライアント・システム１０２がリース更新のため各ＤＨＣＰＤ
ＩＳＣＯＶＥＲメッセージのｃｉａｄｄｒフィールド４０４の中にリース識別クッキーを
含むのを可能にする。代わりに、リース識別クッキーがｃｉａｄｄｒフィールド４０４に
含まれていない場合、ＤＨＣＰプロトコルは、ｃｈａｄｄｒフィールド４０６の内容がリ
ース識別クッキーとして用いられることを要求する。ステップ８０６において、ＤＨＣＰ
サーバ・システム１１０は、受け取ったメッセージのｃｉａｄｄｒフィールド４０４また
はｃｈａｄｄｒフィールド４０６からリース識別クッキーを抽出する。
ステップ８０８において、ステップ８０４で検索された信頼された識別子とステップ８０
６で検索されたリース識別クッキーとが組み合わされ、リース識別子を生成する。一般的
に、信頼された識別子とリース識別クッキーとを組み合わせることは、連結を含むがそれ
に限定されない多くの技術により実行され得る。しかしながら、組合わせのための特定の
方法は、リース・データベース３１６のリース識別子インデックス５０４の中にエントリ
を発生するため用いられる方法と互換可能である。
ステップ８１０において、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、ステップ８０８で発生さ
れたリース識別子を用いて、レコード５００をリース・データベース３１６から検索する
。詳細には、ステップ８１０において、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、ステップ８
０８で発生されたリース識別子と整合するエントリのためリース・データベース３１６の
リース識別子インデックス５０４を探索する。整合するエントリが見つけられると、リー
ス・データベース３１６の中の対応するレコード５００が検索される。代わりに、リース
識別子インデックス５０４の中のエントリがリース識別子と整合しない場合、リース・デ
ータベース３１６の探索は終了する。信頼された識別子とリース識別クッキーの組合わせ
を用いたリース・データベース３１６の探索は、各クライアント・システム１０２がその
クライアント・システム１０２と関連したレコード５００を検索するだけでよいことを保
証する。こうして、クライアント・システム１０２は、ステップ８０２で受け取られたＤ
ＨＣＰＤＩＳＣＯＶＥＲメッセージに含まれているリース識別クッキーに無関係にそれら
自身のリースにアクセスするだけでよい。
ステップ８１０にステップ８１２が続き、そこでＤＨＣＰサーバ・システム１１０はリー
ス・データベース３１６の探索の結果を解析する。ステップ８１２がリース・データベー
ス３１６の探索がレコード５００を捜し出したと判断した場合、方法８００の実行はステ
ップ８１４で継続する。ステップ８１４において、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、
検索されたレコード５００に含まれているリースが満期になってしまったかを判断する。
満期でない場合、方法８００はステップ８１６で継続し、そこでＤＨＣＰサーバ・システ
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ム１１０はリース・データベース３１６を更新して、検索されたレコード５００に含まれ
ているリースがクライアント・システム１０２に割り当てられてしまったことを指示する
。検索されたレコード５００が、ＤＨＣＰサーバ１１０により更新され、クライアント・
システム１０２に割り当てられたＩＰアドレス・リースを比較的短い持続時間に制限する
のが好ましい。その比較的短い持続時間は、クライアント・システム１０２のためＩＰア
ドレスを保持し、そして後続のＤＨＣＰＲＥＱＵＥＳＴメッセージを用いてＩＰアドレス
・リースを拡張するための制限された機会をクライアント・システム１０２に認可する。
ステップ８１６にステップ８１８が続き、そこでＤＨＣＰサーバ・システム１１０はクラ
イアント・システム１０２にＤＨＣＰＯＦＦＥＲメッセージを送る。そのＤＨＣＰＯＦＦ
ＥＲメッセージは、クライアント・システム１０２が後続のＤＨＣＰＲＥＱＵＥＳＴメッ
セージを用いてＩＰアドレス・リースを確認し得ることをクライアント・システム１０２
に知らせる。
ＤＨＣＰサーバ・システム１１０が、ステップ８１４において、検索されたレコード５０
０に含まれているリースが満期になってしまったと判断した場合、方法８００はステップ
８２０で継続する。ステップ８２０において、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、ステ
ップ８０４で抽出された信頼された識別子を用いて、信頼された識別子データベース３１
８を探索する。詳細には、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、検索された信頼された識
別子を用いて、信頼された識別子データベース３１８の信頼された識別子インデックス６
０２を探索する。エントリが検索された信頼された識別子と整合する信頼された識別子イ
ンデックス６０２の中に見つけられた場合、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は対応する
レコード５００を検索する。
ステップ８２２において、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、信頼された識別子と関連
したクライアント・システム１０２に現在リースされているＩＰアドレスの計数を発生す
る。これは、ステップ８２０で検索されたレコード６００に含まれている各ＩＰアドレス
・リースをカウントすることによりなされる。レコードがステップ８２２で検索されなか
った場合、計数はゼロにセットされる。ステップ８２２で発生された計数は、ステップ８
２４で、プリセットされた限定数と比較される。計数がプリセットされた限定数を越えた
場合、方法８００の実行はステップ８２６で終わる。ＤＨＣＰサーバ・システム１１０が
クライアント・システム１０２が単一のクライアント・システム１０２に入手可能な最大
数のＩＰアドレス・リースを既にリースしてしまったと判断したとき、方法８００はステ
ップ８２６に到達する。このようにして、クライアント・システム１０２は、ＩＰアドレ
ス・リースを「ホッギング」するのを阻止される。
ステップ８２４がクライアント・システム１０２が最大数の許されたＩＰアドレス・リー
スを越えなかった場合、方法８００の実行はステップ８２８で継続する。ステップ８２８
において、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、リース・データベース３１６を更新して
、検索されたレコード５００に含まれているリースがクライアント・システム１０２に割
り当てられたしまったことを指示する。検索されたレコード５００が、ＤＨＣＰサーバ・
システム１１０により更新され、クライアント・システム１０２に割り当てられたＩＰア
ドレス・リースを比較的短い持続時間に制限する。その比較的短い持続時間は、クライア
ント・システム１０２のためＩＰアドレス・リースを保持し、後続のＤＨＣＰＲＥＱＵＥ
ＳＴメッセージを用いてＩＰアドレス・リースを拡張する制限された機会をクライアント
・システム１０２に認可する。ＤＨＣＰサーバ・システム１１０はまたステップ８２８に
おいて信頼された識別子データベース３１８を更新する。詳細には、信頼された識別子デ
ータベース３１８が信頼された識別子に対応するレコード６００を含む場合、新しいＩＰ
アドレス・リースがこのレコード６００に追加される。代わりに、ＤＨＣＰサーバ・シス
テム１１０は、新しいレコード６００を生成し、新しいＩＰアドレス・リースをその新し
いレコード６００の中に含める。
ステップ８２８にステップ８３０が続き、そこでＤＨＣＰサーバ・システム１１０はクラ
イアント・システム１０２にＤＨＣＰＯＦＦＥＲメッセージを送る。ＤＨＣＰＯＦＦＥＲ
メッセージは、クライアント・システム１０２が後続のＤＨＣＰＲＥＱＵＥＳＴメッセー
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ジを用いてＩＰアドレス・リースを確認し得ることをクライアント・システム１０２に知
らせる。
ＤＨＣＰサーバ・システム１１０が、ステップ８１２において、リース・データベース３
１６がレコード５００を見つけることなく終わったと判断した場合、方法８００はステッ
プ８３２で継続する。ステップ８３２において、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、ス
テップ８０４で抽出された信頼された識別子を用いて、信頼された識別子データベース３
１８を探索する。詳細には、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、検索された信頼された
識別子を用いて、信頼された識別子データベース３１８の信頼された識別子インデックス
６０２を探索する。エントリが検索された信頼された識別子と整合する信頼された識別子
インデックス６０２の中に見つけられた場合、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は対応す
るレコード６００を検索する。
ステップ８３４において、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、信頼された識別子と関連
したクライアント・システム１０２に現在リースされているＩＰアドレスの計数を発生す
る。これは、ステップ８２０で検索されたレコード６００に含まれている各ＩＰアドレス
・リースをカウントすることによりなされる。レコードがステップ８３２において検索さ
れなかった場合、計数はゼロにセットされる。ステップ８３４で発生された計数は、ステ
ップ８３６で、プリセットされた限定数と比較される。計数がプリセットされた限定数を
越えた場合、方法８００の実行はステップ８３８で終わる。ＤＨＣＰサーバ・システム１
１０がクライアント・システム１０２が単一のクライアント・システム１０２に対して使
用可能な最大数のＩＰアドレス・リースを既にリースしてしまっていると判断したとき、
方法８００はステップ８３８に到達する。このようにして、クライアント・システム１０
２は、ＩＰアドレス・リースを「ホッギング」するのを阻止される。
ステップ８３６がクライアント・システム１０２が最大数の許されたＩＰアドレス・リー
スを越えていなかったと判断した場合、方法８００の実行はステップ８４０で継続する。
ステップ８４０において、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、割り当てのため使用可能
なＩＰアドレスを含むレコード５００についてリース・データベース３１６を探索する。
一般的に、探索は、ＩＰアドレス・インデックス５０２を用いることにより実行される。
ステップ８４２において、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０はステップ８４０の探索の結
果を解析する。割り当てのため使用可能なＩＰアドレス・リースを含むレコード５００が
ステップで捜し出されなかった場合、方法８００はステップ８４４で終了する。すべての
使用可能なＩＰアドレスがクライアント・システム１０２に割り当てられてしまってとき
、方法８００はステップ８４４に到達する。
代わりに、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０が、ステップ８４２において、割り当てのた
め使用可能なＩＰアドレス・リースを含むレコード５００がステップ８４０で捜し出され
たと判断した場合、方法８００はステップ８４６で継続する。ステップ８４６において、
ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、リース・データベース３１６を更新して、８４０で
検索されたレコード５００に含まれているリースがクライアント・システム１０２に割り
当てられてしまったことを指示する。検索されたレコード５００がＤＨＣＰサーバ・シス
テム１１０により更新され、クライアント・システム１０２に割り当てられたＩＰアドレ
ス・リースを比較的短い持続時間に制限するのが好ましい。その比較的短い持続時間は、
クライアント・システム１０２のためＩＰアドレス・リースを保持し、後続のＤＨＣＰＲ
ＥＱＵＥＳＴメッセージを用いてＩＰアドレス・リースを拡張するための制限された機会
を認可する。ＤＨＣＰサーバ・システム１１０はまた、ステップ８４６で信頼された識別
子データベース３１８を更新する。詳細には、信頼された識別子データベース３１８が信
頼された識別子に対応するレコード６００を含む場合、新しいＩＰアドレス・リースがこ
のレコード６００に追加される。代わりに、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、新しい
レコード６００を生成し、新しいＩＰアドレス・リースをその新しいレコード６００に含
める。
ステップ８４６にステップ８４８が続き、そこでＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、ク
ライアント・システム１０２にＤＨＣＰＯＦＦＥＲメッセージを送る。ＤＨＣＰＯＦＦＥ
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Ｒメッセージは、クライアント・システム１０２が後続のＤＨＣＰＲＥＱＵＥＳＴメッセ
ージを用いてＩＰアドレス・リースを確認し得るのをクライアント・システム１０２に知
らせる。
ＤＨＣＰサーバ・システム１１０によるＩＰアドレス・リースの更新のための第２の好適
な方法が、図９に示され、全体的に９００で示されている。方法はステップ９０２で始ま
り、そこでＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、ユニキャストＤＨＣＰＲＥＱＵＥＳＴメ
ッセージをクライアント・システム１０２から受け取る。本発明の目的のため、受け取っ
たメッセージがユニキャスト・メッセージである事実が、そのメッセージが、必然的に、
存在するリースの更新の要求であることを指示する。
ステップ９０４において、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、受け取られたメッセージ
を作るＩＰパケット（単数または複数）のヘッダからＩＰアドレス・リースを抽出する。
重要なことには、そして前述したように、安全なＤＨＣＰ中継エージェントは、ＩＰパケ
ット・ヘッダに含まれている送信元アドレスの正しさを保証する。その結果、ＤＨＣＰサ
ーバ・システム１１０は、ステップ９０４で抽出されたＩＰ送信元アドレスが実際にステ
ップ９０２で受け取られたＤＨＣＰＲＥＱＵＥＳＴメッセージを送っているクライアント
・システム１０２のＩＰアドレスであると仮定する。
ステップ９０６において、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、ステップ９０４で抽出さ
れたＩＰアドレスを用いて、レコード５００をリース・データベース３１６から検索する
。詳細には、ステップ９０６において、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、抽出された
ＩＰアドレスと整合するエントリについてリース・データベース３１６のＩＰアドレス・
インデックス５０２を探索する。整合するエントリが見つけられると、リース・データベ
ース３１６の中の対応するレコード５００が検索される。
ステップ９０６にステップ９０８が続き、そこでＤＨＣＰサーバ・システム１１０はリー
ス・データベース３１６の探索の結果を解析する。ステップ９０８がリース・データベー
ス３１６の探索がレコード５００を捜し出すことなく終了したと判断した場合、方法８０
０の実行はステップ９１０で継続する。ステップ９１０において、ＤＨＣＰＮＡＫメッセ
ージは、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０がクライアント・システム１０２のＩＰアドレ
ス・リースを拡張するための要求に応ずることができなかったことを指示するクライアン
ト・システム１０２に対してＤＨＣＰサーバ・システム１１０により送られる。通常、ス
テップ９１０は、クライアント・システム１０２が存在しないまたはさもなければ無効の
ＩＰアドレス・リースを拡張するのを試みてしまったとき実行される。
ステップ９０８がリース・データベース３１６の探索がレコード５００を捜し出したと判
断した場合、方法８００の実行はステップ９１２で継続する。ステップ９１２において、
ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、検索されたレコード５００に含まれているリースを
ステップ９０２で受け取られたＤＨＣＰＲＥＱＵＥＳＴメッセージと比較する。リース継
続期間がＤＨＣＰサーバ・システム１１０に対して受け入れ可能でない場合、方法９００
はステップ９１４で継続し、そこでＤＨＣＰサーバ・システム１１０はＤＨＣＰＮＡＫメ
ッセージをクライアント・システム１０２に戻す。通常、ステップ９１４は、クライアン
ト・システム１０２がＩＰアドレス・リースの期間（ＤＨＣＰＲＥＱＵＥＳＴメッセージ
の一部として）を変えるよう試みてしまったとき実行される。
リース継続期間がＤＨＣＰサーバ・システム１１０に対して受け入れ可能である場合、方
法９００はステップ９１６で継続する。ステップ９１６において、ＤＨＣＰサーバ・シス
テム１１０は、検索されたレコード５００に含まれているリースが満期になってしまった
かを判断する。満期になっていない場合、方法９００はステップ９１８で継続し、そこで
ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、リース・データベース３１６を更新して、検索され
たレコード５００に含まれているリースがクライアント・システム１０２により更新され
てしまったことを指示する。ステップ９１８にステップ９２０が続き、そこでＤＨＣＰサ
ーバ・システム１１０はクライアント・システム１０２にＤＨＣＰＡＣＫメッセージを送
る。ＤＨＣＰＡＣＫメッセージは、ＩＰアドレス・リースが更新されてしまったことをク
ライアント・システム１０２に知らせる。
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ＤＨＣＰサーバ・システム１１０が、ステップ９１６において、検索されたレコード５０
０に含まれているリースが満期になってしまったと判断する場合、方法９００はステップ
９２２で継続する。ステップ９２２において、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、検索
されたレコード５００のインデックス５０４から信頼された識別子を抽出する。
ステップ９２４において、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、ステップ９２２で抽出さ
れた信頼された識別子を用いて、信頼された識別子データベース３１８を探索する。詳細
には、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、検索された信頼された識別子を用いて、信頼
された識別子データベース３１８の信頼された識別子インデックス６０２を探索する。エ
ントリが検索された信頼された識別子と整合する信頼された識別子インデックス６０２の
中に見つけられる場合、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は対応するレコード６００を検
索する。
ステップ９２６において、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、信頼された識別子と関連
したクライアント・システム１０２に対して現在リースされているＩＰアドレスの計数を
発生する。これは、ステップ９２４で検索されたレコード６００に含まれている各ＩＰア
ドレス・リースを計数することによりなされる。レコードがステップ９２４で検索されな
かった場合、計数はゼロにセットされる。ステップ９２６で発生された計数は、ステップ
９２８で、プリセットされた限定数と比較される。計数がプリセットされた限定数を越え
た場合、実行はステップ９３０で継続し、そこでＤＨＣＰＮＡＫメッセージはＤＨＣＰサ
ーバ・システム１１０によりクライアント・システム１０２に送られる。ＤＨＣＰサーバ
・システム１１０がクライアント・システム１０２が単一のクライアント・システム１０
２に対して使用可能な最大数のＩＰアドレス・リースを既にリースされてしまっていると
判断したとき、ステップ９３０の実行が起こる。このようにして、クライアント・システ
ム１０２は、ＩＰアドレス・リースを「ホッギング」するのを阻止する。
ステップ９２８がクライアント・システム１０２が最大数の許されたＩＰアドレス・リー
スを越えてないと判断した場合、方法９００の実行はステップ９３２で継続する。ステッ
プ９３４において、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、リース・データベース３１６更
新して、新しいＩＰアドレス・リースがクライアント・システム１０２に対して認可され
てしまったことを指示する。リース・データベース３１６は、クライアント・システムに
認可されたＩＰアドレス・リースの期間を含むようステップ９０６で検索されたレコード
を修正することにより更新される。信頼された識別子データベース３１８も更新される。
詳細には、信頼された識別子データベース３１８が信頼された識別子に対応するレコード
６００を含む場合、新しいＩＰアドレス・リースがこのレコード６００に追加される。代
わりに、ＤＨＣＰサーバ・システム１１０は、新しいレコード６００を生成し、新しいＩ
Ｐアドレス・リースをその新しいレコード６００に含める。ステップ９３２にステップ９
３４が続き、そこでＤＨＣＰサーバ・システム１１０はクライアント・システム１０２に
ＤＨＣＰＡＣＫメッセージを送る。ＤＨＣＰＡＣＫメッセージは、クライアント・システ
ム１０２がＩＰアドレス・リースを認可してしまったことをクライアント・システム１０
２に知らせる。
他の実施形態が当業者にはここに開示された本発明の記載及び実施を考慮すれば明らかで
あろう。記載及び例は例示としてのみ考えられ、本発明の真の範囲は以下の請求の範囲及
び均等物により示されることを意図している。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ９ 】

【 図 ８ 】

(19) JP 3989557 B2 2007.10.10



フロントページの続き

(74)代理人           
            弁理士　小林　泰
(74)代理人           
            弁理士　田中　英夫
(72)発明者  リム，スウィー・ビー
            アメリカ合衆国カリフォルニア州９５０１４，クーパーチノ，ティンバー・スプリング・コート　
            １１６９１
(72)発明者  ラディア，サンジェイ
            アメリカ合衆国カリフォルニア州９４５３９，フレモント，ボアー・サークル　８８３
(72)発明者  ワング，トーマス・ケイ
            アメリカ合衆国カリフォルニア州９４５６６，プレザントン，マタロ・コート　１１１８
(72)発明者  ツィリゴティス，パナジオティス
            アメリカ合衆国カリフォルニア州９４０４０，マウンテン・ビュー，ウエスト・エル・カミノ・リ
            アル　８０１，ナンバー　１４２
(72)発明者  ゴードマン，ロバート・ジェイ
            アメリカ合衆国カリフォルニア州９４３０３，パロ・アルト，ホリー・オーク・ドライブ　７５５

    審査官  小曳　満昭

(56)参考文献  R. Droms, Authentication for DHCP Messages, INTERNET DRAFT, 米国, IETF, １９９６年１１
              月, draft-ietf-dhc-authentication-03.txt, pp4-6

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04L 12/28
              H04L 12/56

(20) JP 3989557 B2 2007.10.10


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

