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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク間接続のためのネットワーク間接続インターフェイスを備えた伝送装置で
あって、
　前記ネットワーク間接続インターフェイスから出力されるカプセル化されたフレームに
当該の伝送装置において該カプセル化される前のフレームを受信したポートを特定するポ
ート位置情報を埋め込む埋込手段と、
　前記ネットワーク間接続インターフェイスで受信されたカプセル化されたフレームに該
フレームの出力先を指定するポート位置情報が埋め込まれていた場合に、該ポート位置情
報により特定されるポートへ、前記フレームをデカプセル化したフレームを出力すること
を決定する経路決定手段と
　を備えたことを特徴とする伝送装置。
【請求項２】
　前記経路決定手段は、前記ネットワーク間接続インターフェイスで受信されたフレーム
に該フレームの出力先を指定するポート位置情報が埋め込まれていなかった場合に、前記
ネットワーク間接続インターフェイスを除く全ての経路へ前記フレームを出力することを
決定することを特徴とする請求項１に記載の伝送装置。
【請求項３】
　前記ネットワーク間接続インターフェイスでフレームが受信された場合に、該フレーム
の送信元アドレスと、前記ネットワーク間接続インターフェイスの識別情報と、該フレー



(2) JP 4564433 B2 2010.10.20

10

20

30

40

50

ムに含まれる対向装置のポート位置情報とを関連付けて学習情報として記憶手段に記憶さ
せる学習手段と、
　転送対象のフレームの送信先アドレスをキーとして前記記憶手段に記憶された学習情報
を検索した結果、該フレームの出力先が前記ネットワーク間接続インターフェイスである
ことがわかった場合に、該フレームの送信先アドレスと関連付けられて記憶されているポ
ート位置情報を該フレームの出力先を指定する情報として該フレームに埋め込み、該フレ
ームを前記ネットワーク間接続インターフェイスから出力するフレーム転送手段と
　をさらに備えたことを特徴とする請求項１または２に記載の伝送装置。
【請求項４】
　ネットワーク間接続のためのネットワーク間接続インターフェイスを含んだ伝送装置に
おけるフレーム転送方法であって、
　前記ネットワーク間接続インターフェイスから出力されるカプセル化されたフレームに
当該の伝送装置において該カプセル化される前のフレームを受信したポートを特定するポ
ート位置情報を埋め込む埋込工程と、
　前記ネットワーク間接続インターフェイスで受信されたカプセル化されたフレームに該
フレームの出力先を指定するポート位置情報が埋め込まれていた場合に、該ポート位置情
報により特定されるポートへ、前記フレームをデカプセル化したフレームを出力すること
を決定する経路決定工程と
　を含んだことを特徴とするフレーム転送方法。
【請求項５】
　ネットワーク間接続のためのネットワーク間接続インターフェイスを含んだ伝送装置に
おけるフレーム転送方法であって、
　前記ネットワーク間接続インターフェイスから出力されるフレームの送信元アドレスと
該フレームを受信したポートとを関連付けて学習情報として記憶手段に記憶させる学習工
程と、
　前記ネットワーク間接続インターフェイスで受信されたフレームに該フレームの出力先
を指定するポート位置情報が埋め込まれていた場合に、該ポート位置情報により特定され
るポートへ前記フレームを出力し、該ポート位置情報が埋め込まれていない場合に、該フ
レームの送信先アドレスをキーに学習情報を検索し、該フレームの出力先が学習されてい
ることがわかった場合には該ポートへ前記フレームを出力し、学習されていないことがわ
かった場合は前記ネットワーク間接続インターフェイスを除く全ての経路へ前記フレーム
を出力することを決定する経路決定工程と
　を含んだことを特徴とする請求項４に記載のフレーム転送方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ネットワーク間接続のためのインターフェイスを備えた伝送装置およびそ
の伝送装置におけるフレーム転送方法に関し、特に、フレーム転送の性能を劣化させるこ
となく学習機能を簡略化することが可能な伝送装置およびフレーム転送方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　レイヤ２スイッチ（以下、「Ｌ２スイッチ」と略す。）は、経路情報を学習し、ＭＡＣ
（Media Access Control）フレームの転送先を自ら解決する機能を有する。すなわち、Ｍ
ＡＣフレームの送信元ＭＡＣアドレスと受信したポートの位置の関係を学習しておき、そ
の後、フレームを受信した時に、そのフレーム内にある宛先ＭＡＣアドレスがすでに学習
済であれば、その情報を基にして必要なポートへのみＭＡＣフレームを送信する。
【０００３】
　このように、経路の学習の機能をもつことによって、ＭＡＣフレームを全てのポートへ
複製する必要がなくなり、無駄なトラフィックの発生を防ぐことができる。このような経
路の学習は、複数のネットワーク間を接続するＡＴＭ（Asynchronous Transfer Mode）網
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等においてもおこなわれている（たとえば、特許文献１）。
【０００４】
【特許文献１】特開平８－１８５７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年のネットワークの高速化にともない、Ｌ２スイッチ等の伝送装置は、経路の解決を
高速に処理することが求められるようになり、経路の学習情報をＣＡＭ（Content Addres
sable Memory）と呼ばれる高速な検索が可能なメモリに保持することが多くなっている。
【０００６】
　しかしながら、ＣＡＭは高価なメモリであるため、これを使用することにより伝送装置
のコストが上昇してしまうという問題がある。特に、シャーシ型と呼ばれる複数の通信ユ
ニットから構成される伝送装置の場合、通信ユニットごとに経路の学習情報を保持する必
要があるため、大量のＣＡＭの量が必要になり、その分だけコストが上昇する。
【０００７】
　この発明は、上述した従来技術による問題点を解消するためになされたものであり、フ
レーム転送の性能を劣化させることなく学習機能を簡略化することが可能な伝送装置およ
びフレーム転送方法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】
【０００８】
　本発明の一実施態様は、ネットワーク間接続のためのネットワーク間接続インターフェ
イスを備えた伝送装置であって、前記ネットワーク間接続インターフェイスから出力され
るカプセル化されたフレームに当該の伝送装置において該カプセル化される前のフレーム
を受信したポートを特定するポート位置情報を埋め込む埋込手段と、前記ネットワーク間
接続インターフェイスで受信されたカプセル化されたフレームに該フレームの出力先を指
定するポート位置情報が埋め込まれていた場合に、該ポート位置情報により特定されるポ
ートへ、前記フレームをデカプセル化したフレームを出力することを決定する経路決定手
段とを備えたことを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の他の実施態様は、ネットワーク間接続のためのネットワーク間接続イン
ターフェイスを含んだ伝送装置におけるフレーム転送方法であって、前記ネットワーク間
接続インターフェイスから出力されるカプセル化されたフレームに当該の伝送装置におい
て該カプセル化される前のフレームを受信したポートを特定するポート位置情報を埋め込
む埋込工程と、前記ネットワーク間接続インターフェイスで受信されたカプセル化された
フレームに該フレームの出力先を指定するポート位置情報が埋め込まれていた場合に、該
ポート位置情報により特定されるポートへ、前記フレームをデカプセル化したフレームを
出力することを決定する経路決定工程とを含んだことを特徴とする。
【００１０】
　この発明によれば、伝送装置がフレームをネットワーク間接続インターフェイスへ送信
する際に、そのフレームを受信したポートの位置情報をフレームの一部に埋め込むことで
自装置におけるＭＡＣアドレスとポートとの関連を対向装置に通知し、ネットワーク間接
続の対向装置からポートの位置情報を含むフレームを受信した場合は、その位置情報が示
すポートへフレームを転送するように構成したので、伝送装置に学習機能をもたせること
なく、フラッディングを極力発生させない効率的なフレーム転送を実現することができる
。
【００１１】
　また、本発明の他の実施態様は、上記の発明において、前記経路決定手段は、前記ネッ
トワーク間接続インターフェイスで受信されたフレームに該フレームの出力先を指定する
ポート位置情報が埋め込まれていなかった場合に、前記ネットワーク間接続インターフェ
イスを除く全ての経路へ前記フレームを出力することを決定することを特徴とする。
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【００１２】
　この発明によれば、ネットワーク間接続の対向装置から受信したフレームにポートの位
置情報が含まれない場合にはフラッディングをおこなうように構成したので、ネットワー
ク間接続の対向装置から受信したフレームにポートの位置情報が含まれない場合にもフレ
ームを宛先の装置まで届けることができる。
【００１３】
　また、本発明の他の実施態様は、上記の発明において、前記ネットワーク間接続インタ
ーフェイスでフレームが受信された場合に、該フレームの送信元アドレスと、前記ネット
ワーク間接続インターフェイスの識別情報と、該フレームに含まれる対向装置のポート位
置情報とを関連付けて学習情報として記憶手段に記憶させる学習手段と、転送対象のフレ
ームの送信先アドレスをキーとして前記記憶手段に記憶された学習情報を検索した結果、
該フレームの出力先が前記ネットワーク間接続インターフェイスであることがわかった場
合に、該フレームの送信先アドレスと関連付けられて記憶されているポート位置情報を該
フレームの出力先を指定する情報として該フレームに埋め込み、該フレームを前記ネット
ワーク間接続インターフェイスから出力するフレーム転送手段とをさらに備えたことを特
徴とする。
【００１４】
　この発明によれば、ネットワーク間接続の対向装置から受信したフレームの送信元アド
レスを学習する際に同フレームに含まれていたポート位置情報も記憶しておき、この学習
情報に基づいてフレームの出力先を決定した場合にフレームにポート位置情報を埋め込ん
で送信するように構成したので、ネットワーク間接続の対向装置において学習テーブルを
参照することなくフレームの出力先を決定することができる。
【００１５】
　また、本発明の他の実施態様は、上記の発明において、ネットワーク間接続のためのネ
ットワーク間接続インターフェイスを含んだ伝送装置におけるフレーム転送方法であって
、前記ネットワーク間接続インターフェイスから出力されるフレームの送信元アドレスと
該フレームを受信したポートとを関連付けて学習情報として記憶手段に記憶させる学習工
程と、前記ネットワーク間接続インターフェイスで受信されたフレームに該フレームの出
力先を指定するポート位置情報が埋め込まれていた場合に、該ポート位置情報により特定
されるポートへ前記フレームを出力し、該ポート位置情報が埋め込まれていない場合に、
該フレームの送信先アドレスをキーに学習情報を検索し、該フレームの出力先が学習され
ていることがわかった場合には該ポートへ前記フレームを出力し、学習されていないこと
がわかった場合は前記ネットワーク間接続インターフェイスを除く全ての経路へ前記フレ
ームを出力することを決定する経路決定工程とを含んだことを特徴とする。
【００１６】
　この発明によれば、ネットワーク間接続インターフェイスへ出力するフレームについて
もそのフレームの送信元アドレスと受信ポートの位置情報を関連付けて自装置内で学習す
ることとし、ネットワーク間接続インターフェイスから受信したフレームに出力先を指定
するポート位置情報が埋め込まれていない場合にはこの学習情報に従って経路を決定する
ように構成したので、ネットワーク間接続インターフェイスへ出力するフレームに受信ポ
ートの位置情報を埋め込まない伝送装置がネットワーク間接続の対抗装置に含まれる場合
でも、フラッディングを極力発生させない効率的なフレーム転送を実現することができる
。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、伝送装置がフレームをネットワーク間接続インターフェイスへ送信す
る際に、そのフレームを受信したポートの位置情報をフレームの一部に埋め込むことで自
装置におけるＭＡＣアドレスとポートとの関連を対向装置に通知し、ネットワーク間接続
の対向装置からポートの位置情報を含むフレームを受信した場合は、その位置情報が示す
ポートへフレームを転送するように構成したので、伝送装置に学習機能をもたせることな
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く、フラッディングを極力発生させない効率的なフレーム転送を実現することができると
いう効果を奏する。
【００１８】
　また、本発明によれば、ネットワーク間接続の対向装置から受信したフレームにポート
の位置情報が含まれない場合にはフラッディングをおこなうように構成したので、ネット
ワーク間接続の対向装置から受信したフレームにポートの位置情報が含まれない場合にも
フレームを宛先の装置まで届けることができるという効果を奏する。
【００１９】
　また、本発明によれば、ネットワーク間接続の対向装置から受信したフレームの送信元
アドレスを学習する際に同フレームに含まれていたポート位置情報も記憶しておき、この
学習情報に基づいてフレームの出力先を決定した場合にフレームにポート位置情報を埋め
込んで送信するように構成したので、ネットワーク間接続の対向装置において学習テーブ
ルを参照することなくフレームの出力先を決定することができるという効果を奏する。
【００２０】
　また、本発明によれば、ネットワーク間接続インターフェイスへ出力するフレームにつ
いてもそのフレームの送信元アドレスと受信ポートの位置情報を関連付けて自装置内で学
習することとし、ネットワーク間接続インターフェイスから受信したフレームに出力先を
指定するポート位置情報が埋め込まれていない場合にはこの学習情報に従って経路を決定
するように構成したので、ネットワーク間接続インターフェイスへ出力するフレームに受
信ポートの位置情報を埋め込まない伝送装置がネットワーク間接続の対抗装置に含まれる
場合でも、フラッディングを極力発生させない効率的なフレーム転送を実現することがで
きるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下に添付図面を参照して、本発明に係る伝送装置およびフレーム転送方法の好適な実
施の形態を詳細に説明する。以下の実施例では、本発明に係るフレーム転送方式をシャー
シ型のＬ２スイッチに適用した場合を例にして説明することとし、実施例の説明に先立っ
て、従来のシャーシ型のＬ２スイッチについて説明をおこなう。
【００２２】
　なお、本発明に係るフレーム転送方式の適用対象は、シャーシ型のＬ２スイッチに限ら
れるものではなく、他の伝送装置においても有効である。
【００２３】
（従来のシャーシ型Ｌ２スイッチについて）
　Ｌ２スイッチの構成の１種類として、挿抜の可能な複数のラインユニットをバックボー
ドにて接続する、シャーシ型と呼ばれるものがある。図１－１は、シャーシ型のＬ２スイ
ッチの一例を示すサンプル図である。同図に示すＬ２スイッチ１０００は、ラインユニッ
ト１１００、ラインユニット１１０１およびラインユニット１１０２という３つのライン
ユニットをバックボードに接続して構成されている。
【００２４】
　ラインユニットは、複数のインターフェイスのポート（たとえば、１００Ｍｂｐｓのイ
ーサネット（登録商標）のポート）とフレーム転送機能とが搭載されたプリント回路板で
あり、バックボードとコネクタを介して接続する。
【００２５】
　このようなシャーシ型の構造とすることにより、装置の用途に応じてラインユニットの
組合せを変更することが可能となり、装置を多様に利用することができる。たとえば、ラ
インユニットを１００Ｍｂｐｓのイーサネット（登録商標）のユニットで統一したり、一
部のラインユニットを１Ｇｂｐｓのイーサネット（登録商標）のユニットやＡＴＭインタ
ーフェイスのユニットにしたりというように使用するユニット構成を変えることによって
、様々な構成のＬ２スイッチを同一のシャーシで実現することができる。
【００２６】
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　また、一部のポートもしくはラインユニットに故障が発生しても、装置全体を交換する
ことなく、該当するラインユニットのみを交換することで対応することができ、装置の可
用性を高めることができる。
【００２７】
　シャーシ型のＬ２スイッチにおいて各ラインユニットを相互に接続する形態として、バ
ックボードの配線を経由して各ラインユニットをメッシュ状に接続する形態がある。たと
えば、３つのユニットから構成されるシャーシ型のＬ２スイッチにおいて各ラインユニッ
トをメッシュ状に接続する場合、図１－２に示すように、各ラインユニットは、バックボ
ードとの間に３方路の出力と３方路の入力をもつこととなる。
【００２８】
　このようにラインユニット同士をバックボードを介して直接接続する場合、入力側のラ
インユニットがフレームの転送先を決定することが必要になる。もし、入力側のラインユ
ニットがフレームの転送先を決定せずに、バックボードを介して接続されているラインユ
ニットに転送したとすると、各ラインユニットにおいて本来処理する必要のないフレーム
の転送先を判定する必要が生じて負荷が増大するためである。
【００２９】
　このため、前述したＭＡＣアドレスの学習機能は、全ての入力側のラインユニットにそ
れぞれ搭載することが必要になる。シャーシ型のＬ２スイッチにおいては、通常、いずれ
のラインユニットも通信方向に応じて入力側と出力側の双方になりうるため、実質的には
全てのラインユニットにＭＡＣアドレスの学習機能を搭載することが必要になる。
【００３０】
　すなわち、シャーシ型のＬ２スイッチにおいては、高速な検索を可能とするために、高
価なＣＡＭを全てのラインユニットに搭載する必要があり、このことが装置のコストを上
げる要因となっていた。
【００３１】
　次に、シャーシ型のＬ２スイッチに搭載されるラインユニットの構成について説明する
。図１－３は、イーサネット（登録商標）インターフェイスをもつラインユニットの構成
を示すブロック図である。同図は、ラインユニット１１００の構成を示しているが、ライ
ンユニット１１０１およびラインユニット１１０２も同様の構成を有する。
【００３２】
　同図に示すように、ラインユニット１１００は、少なくとも一つのイーサネット（登録
商標）ポートと、入力監視部１１１０と、入力フレーム転送部１１２０と、送出側バック
ボードインターフェイス部１１３０と、受信側バックボードインターフェイス部１１４０
と、出力フレーム転送部１１５０と、学習／検索部１１６０とを有する。
【００３３】
　各イーサネット（登録商標）ポートには、他のポートと識別するためのポート番号が付
与されている。また、各ラインユニットには、他のラインユニットと識別するためのユニ
ークなユニット番号が付与されている。以下の説明ではｎ番目のポート番号を＃Ｐｎと表
現し、ｎ番目のユニット番号を＃ｎと表現する。
【００３４】
　入力監視部１１１０は、各イーサネット（登録商標）ポートがＭＡＣフレームを受信し
たか否かを監視し、いずれかのイーサネット（登録商標）ポートが正常なＭＡＣフレーム
を受信したならば、これに装置内フレームヘッダを付与して入力フレーム転送部１１２０
へ転送する処理部である。
【００３５】
　図１－４は、イーサネット（登録商標）ポートにて受信されるＭＡＣフレームのフォー
マットを示す構成図である。同図に示すように、ＭＡＣフレームは、送信先を示す宛先Ｍ
ＡＣアドレス（ＤＡ、Destination Address）と、送信元を示す送信元ＭＡＣアドレス（
ＳＡ、Source Address）と、Ｔｙｐｅ／Ｌｅｎｇｔｈと、目的に応じたデータが格納され
るペイロードと、誤り検出のためのＦＣＳ（Flame Check Sequence）とからなる。Ｔｙｐ
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ｅ／Ｌｅｎｇｔｈの部分は、上位レイヤのプロトコルを示す場合はＴｙｐｅとして使われ
、フレームの長さを示す場合はＬｅｎｇｔｈとして使われる。
【００３６】
　図１－５は、装置内フレームヘッダのフォーマットを示す構成図である。同図に示すよ
うに、装置内フレームヘッダは、宛先ユニットビットマップと、宛先ポート番号と、受信
ユニット番号と、受信ポート番号とを有する。
【００３７】
　宛先ユニットビットマップは、宛先となるラインユニットをビットで表現し、宛先とな
るユニットに１を設定する。一例としては、各ビットを各ラインユニットに一対一に対応
させる。このとき、宛先ユニットビットマップは、Ｌ２スイッチ１０００に搭載可能なラ
インユニット数以上のビット数を有することになる。宛先ポート番号は、フレームをライ
ンユニット内のどのポートへ出力するかを示す。受信ユニット番号と受信ポート番号はフ
レームを受信したユニットとポートの番号を示す。
【００３８】
　入力監視部１１１０は、フレームに付与した装置内フレームヘッダの受信ユニット番号
に自身が記憶している自ユニット番号１１１１を設定し、受信ポート番号にそのＭＡＣフ
レームを受信したポートのポート番号を設定し、宛先ユニットビットマップと宛先ポート
番号については初期状態のままとする。
【００３９】
　入力フレーム転送部１１２０は、ＭＡＣフレームの転送先を判定し、判定結果を装置内
フレームヘッダに反映し、その後にＭＡＣフレームを送出側バックボードインターフェイ
ス部１１３０へ転送する処理部である。
【００４０】
　入力フレーム転送部１１２０は、ＭＡＣフレームの宛先ＭＡＣアドレスを取得し、この
アドレスがマルチキャストもしくはブロードキャストを示すアドレスであるか否かを判定
する。イーサネット（登録商標）の規定によれば、先頭の１バイト目の最下位ビットが１
のＭＡＣアドレスは、マルチキャストかブロードキャストであることを示す。
【００４１】
　そして、入力フレーム転送部１１２０は、宛先ＭＡＣアドレスがマルチキャストもしく
はブロードキャストを示すアドレスであった場合は、Ｌ２スイッチ１０００に実装されて
いる全てのラインユニットが転送先となるように宛先ユニットビットマップを設定する。
具体的には、自身が記憶している実装ユニット情報１１２１を参照し、Ｌ２スイッチ１０
００に実装されているラインユニットに対応するビットがすべて１になるように宛先ユニ
ットビットマップを設定する。
【００４２】
　上記した実装ユニット情報１１２１は、Ｌ２スイッチ１０００に実際に搭載されている
ラインユニットを示すものであり、例えば、宛先ビットマップにおける、どのビット位置
のラインユニットが実装されているかを示す情報である。
【００４３】
　なお、マルチキャストフレームもしくはブロードキャストフレームの場合には、転送先
のポートは特定せず、宛先ポート番号にはポートを特定しないことを示す、例えば０を設
定する。
【００４４】
　このような設定をおこなうことにより、ＭＡＣフレームは、受信したポートを除いて、
Ｌ２スイッチ１０００に搭載されている全てのラインユニットの全てのポートから出力さ
れることになる。このようにＭＡＣフレームを受信したポート以外の全てのポートへ出力
することをフラッディングという。
【００４５】
　また、入力フレーム転送部１１２０は、ＭＡＣフレームから取得した宛先ＭＡＣアドレ
スが特定の送信先を示すものであった場合は、学習／検索部１１６０に宛先ＭＡＣアドレ
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スを引き渡して、このＭＡＣアドレスに対応する学習情報を検索させる。ここで、学習情
報が存在した場合は、その学習情報に従って宛先ユニットビットマップと宛先ポート番号
を設定し、ＭＡＣフレームが特定のラインユニットの特定のポートからのみ出力されるよ
うにする。
【００４６】
　一方、学習情報が存在しなかった場合は、入力フレーム転送部１１２０は、マルチキャ
ストもしくはブロードキャストを示すアドレスであった場合と同様に、Ｌ２スイッチ１０
００に搭載されている全てのラインユニットが転送先となるように宛先ユニットビットマ
ップを設定し、宛先ポート番号に０を設定し、ＭＡＣフレームをフラッディングさせる。
【００４７】
　送出側バックボードインターフェイス部１１３０は、バックボードとのバス接続インタ
ーフェイスであり、入力フレーム転送部１１２０から転送されたＭＡＣフレームを複製し
て全ての方路へ向けて転送する。
【００４８】
　受信側バックボードインターフェイス部１１４０は、バックボードとのバス接続インタ
ーフェイスであり、バックボードを経由して他のラインユニットから転送されたＭＡＣフ
レーム、および、自ユニットの送出側バックボードインターフェイス部１１３０から転送
され自ユニットへ折り返されたＭＡＣフレームを受信し、バッファに一時的に格納する。
【００４９】
　そして、バッファに格納されたＭＡＣフレームを逐次読み出し、装置内フレームヘッダ
の宛先ユニットビットマップを参照して自身が記憶している自ユニット番号１１４１に対
応するビットの値を検査する。ここで、自ユニットを示すビットの値が１であればそのＭ
ＡＣフレームを出力フレーム転送部１１５０へ転送し、ビットの値が０であればそのＭＡ
Ｃフレームを破棄する。
【００５０】
　出力フレーム転送部１１５０は、転送されたＭＡＣフレームの装置内フレームヘッダを
除去し、装置内フレームヘッダを除去したフレームを指定されたポートへ出力する処理部
である。指定されたポートとは、装置内フレームヘッダの宛先ポート番号の値が０であれ
ば全てのポートであり、宛先ポート番号の値が０でない場合はそのポート番号に対応する
ポートである。
【００５１】
　ただし、装置内フレームヘッダの宛先ポート番号の値が０の場合であっても、そのＭＡ
Ｃフレームが自ユニットで受信されたフレームの場合は、そのフレームを受信したポート
にはフレームを出力させない。これは、フレームの重複やループを回避するためである。
【００５２】
　また、出力フレーム転送部１１５０は、転送されたＭＡＣフレームの送信元ＭＡＣアド
レスと、同ＭＡＣフレームに付与されていた装置内フレームヘッダの受信ユニット番号お
よび受信ポート番号を学習／検索部１１６０に引き渡して学習させる。
【００５３】
　学習／検索部１１６０は、出力フレーム転送部１１５０から引き渡された送信元ＭＡＣ
アドレスと、受信ユニット番号と、受信ポート番号とを関連付けてＣＡＭ１１６１に学習
情報として記憶する処理部である。そして、入力フレーム転送部１１２０の問い合わせに
応じてＣＡＭ１１６１を検索し、問い合わされたＭＡＣアドレスと同一のＭＡＣアドレス
が記憶されていれば、それに対応する受信ユニット番号と受信ポート番号を応答する。
【００５４】
　このような学習機能を備えることにより、フラッディングの発生を最小限にすることが
でき、フラッディングにともなうＬ２スイッチ１０００およびネットワーク全体の負荷の
増大を抑制することができる。
【００５５】
　次に、Ｌ２スイッチ１０００の処理手順について説明する。ここでは、Ｌ２スイッチ１
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０００を含むネットワークの構成が図１－６のようになっているものとして説明をおこな
う。
【００５６】
　図１－６の例において、Ｌ２スイッチ１０００は、ラインユニット１１００と、ライン
ユニット１１０１と、ラインユニット１１０２とを搭載し、ネットワークを通じて端末１
１～１６と接続されている。ラインユニット１１００は、＃１というユニット番号を有し
、ラインユニット１１０１は、＃２というユニット番号を有し、ラインユニット１１０２
は、＃３というユニット番号を有している。
【００５７】
　端末１１は、１６進表現で００００００００００１１というＭＡＣアドレスを有し（以
下、ＭＡＣアドレスにおける上位の連続した０は省略して記述する）、ラインユニット１
１００のポート＃Ｐ１に接続されている。端末１２は、１２というＭＡＣアドレスを有し
、ラインユニット１１００のポート＃Ｐ２に接続されている。端末１３は、１３というＭ
ＡＣアドレスを有し、ラインユニット１１００のポート＃Ｐ３に接続されている。
【００５８】
　端末１４は、１４というＭＡＣアドレスを有し、ラインユニット１１０１のポート＃Ｐ
１に接続されている。端末１５は、１５というＭＡＣアドレスを有し、ラインユニット１
１０１のポート＃Ｐ１に接続されている。端末１６は、１６というＭＡＣアドレスを有し
、ラインユニット１１０２のポート＃Ｐ２に接続されている。
【００５９】
　かかる構成のネットワークにおいて、Ｌ２スイッチ１０００が全く経路の学習をおこな
っていない状態のときに、端末１１が端末１６へ向けてＭＡＣフレームを送信した場合の
Ｌ２スイッチ１０００の処理手順を図１－７と図１－８をもちいて説明する。
【００６０】
　図１－７は、イーサネット（登録商標）ポートで受信したフレームを送出側バックボー
ドインターフェイス部へ送出するまでの処理手順を示すフローチャートである。
【００６１】
　ラインユニット１１００の入力監視部１１１０は、各イーサネット（登録商標）ポート
からのフレームの受信を監視する（ステップＳ１－１）。この例の場合、端末１１が送信
したＭＡＣフレームをユニット番号＃１のラインユニットのポート＃Ｐ１で受信すること
になる。
【００６２】
　そして、受信したＭＡＣフレームが正常なフレームかどうかを確認する。イーサネット
（登録商標）の仕様に照らして正常なフレームでないと判断した場合は（ステップＳ１－
２否定）、そのフレームは廃棄して、次の受信フレームを監視する処理へ移る（ステップ
Ｓ１－３）。
【００６３】
　正常なフレームであった場合は（ステップＳ１－２肯定）、フレームに装置内フレーム
ヘッダに付与し、フレームを受信したユニットとポートの番号を装置内フレームヘッダの
受信ユニット番号と受信ポート番号に設定する（ステップＳ１－４）。この例では、ユニ
ット＝＃１、ポート＝＃Ｐ１となる。受信したフレームは、装置内フレームヘッダととも
に、入力フレーム転送部１１２０へ渡される。
【００６４】
　入力フレーム転送部１１２０は、フレームの宛先ＭＡＣアドレスを調べ、これがマルチ
キャストかブロードキャストを示すアドレスの場合は（ステップＳ１－５肯定）、フレー
ムがフラッディングであることを示す情報として、装置内フレームヘッダの宛先ポート番
号に０を設定し、宛先ユニットビットマップには全ての実装ユニットに１を設定して送出
側バックボードインターフェイス部１１３０へ転送する（ステップＳ１－１０）。
【００６５】
　この例の場合、宛先ＭＡＣアドレスは、端末１１のＭＡＣアドレスため、マルチキャス
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トでもブロードキャストでもないと判断され（ステップＳ１－５否定）、入力フレーム転
送部１１２０は、学習／検索部１１６０に学習情報の検索処理をおこなわせる（ステップ
Ｓ１－６）。
【００６６】
　学習情報の検索処理とは、宛先ＭＡＣアドレスが学習テーブルに登録されているかどう
かを調べる処理である。図１－９は、学習テーブルの構成例を示すサンプル図である。同
図に示すように、学習テーブルは、ＭＡＣアドレスと、ユニット番号と、ポート番号とを
対応付けてＣＡＭ１１６１に記憶するものであるが、この時点では何も学習がされておら
ず、空であるものとする。
【００６７】
　この例の場合、宛先ＭＡＣアドレスに一致する情報は検索されず（ステップＳ１－７否
定）、入力フレーム転送部１１２０は、宛先ＭＡＣアドレスがマルチキャストかブロード
キャストを示すアドレスの場合と同様にステップＳ１－１０を実行する。
【００６８】
　図１－１０は、上記の処理の結果としてバックボードに送出されるフレームの装置内フ
レームヘッダのサンプル図である。同図に示すように、宛先ユニットビットマップのライ
ンユニット１１００、ラインユニット１１０１およびラインユニット１１０２に対応する
ビットに１が設定され、宛先ポート番号に０が設定される。そして、受信ユニット番号に
は１が設定され、受信ポート番号には１が設定される。
【００６９】
　上記の処理の結果、装置内フレームヘッダを付与されたＭＡＣフレームは、Ｌ２スイッ
チ１０００に搭載された全てのラインユニット、すなわち、ラインユニット１１００、ラ
インユニット１１０１およびラインユニット１１０２に送出される。
【００７０】
　以下、ラインユニット１１０２の場合を例にして、各ラインユニットがバックボードか
らＭＡＣフレームを受信した後の処理手順を説明する。なお、ラインユニット１１０２は
、ラインユニット１１００と同様の構成を有するものとする。
【００７１】
　図１－８は、バックボードより受信したフレームをイーサネット（登録商標）ポートへ
送出するまでの処理手順を示すフローチャートである。
【００７２】
　受信側バックボードインターフェイス部１１４０は、各ユニットから送られてきたフレ
ームがバッファに格納されているか否かを監視する（ステップＳ２－１）。そして、フレ
ームがバッファに格納されていたならば（ステップＳ２－２肯定）、宛先ユニットビット
マップを検査して自ユニット宛か否かを判定し、自ユニット宛でなければ（ステップＳ２
－３否定）、そのフレームを破棄する（ステップＳ２－４）。
【００７３】
　この例の場合、フレームは自ユニット宛であるので（ステップＳ２－３肯定）、破棄さ
れずに出力フレーム転送部１１５０へ転送され、出力フレーム転送部１１５０は、フレー
ムの送信元ＭＡＣアドレスと、装置内フレームヘッダの受信ユニット番号と受信ポート番
号を学習／検索部１１６０に引き渡して学習テーブルに登録させる（ステップＳ２－５）
。
【００７４】
　そして、出力フレーム転送部１１５０は、装置内フレームヘッダの宛先ポート番号が０
か否かを検査する。この例の場合、宛先ポート番号は０なので（ステップＳ２－６肯定）
、出力フレーム転送部１１５０は、装置内フレームヘッダを除去したフレームを全てのイ
ーサネット（登録商標）ポート（ただし、そのフレームを受信したポートを除く）へ出力
する（ステップＳ２－８）。
【００７５】
　上記の処理は、ラインユニット１１００およびラインユニット１１０１でも同様におこ
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なわれる。その結果、端末１１が送出した端末１６宛てのＭＡＣフレームは、受信したポ
ートを除く全てのポートに出力され、＃３のラインユニット１１０２のポート＃Ｐ２から
出力されたフレームを、端末１６が受信することができる。
【００７６】
　そして、各ラインユニットにおいて端末１１のＭＡＣアドレスが学習テーブルで学習さ
れた状態となる。図１－１１は、学習後の学習テーブルを示すサンプル図である。同図に
示すように、ＭＡＣフレームの送信元ＭＡＣアドレスである１１と、受信ラインユニット
のユニット番号である＃１と、受信ラインユニットにおける受信ポートのポート番号であ
る＃Ｐ１とが対応付けられて記憶される。
【００７７】
　続いて、先ほどと反対方向に、端末１６から端末１１へ向けてフレームが送信された場
合のＬ２スイッチ１０００の処理手順を図１－７と図１－８をもちいて説明する。この場
合の処理手順は、宛先のＭＡＣアドレスが学習されている場合の処理手順となる。
【００７８】
　ラインユニット１１０２がポート＃Ｐ２でＭＡＣフレームを受信し、バックボードへ送
出するまでの処理手順のうち、図１－７のステップＳ１－６までは既に説明した手順と同
一であるので説明を省略する。
【００７９】
　図１－１１に示したように、宛先ＭＡＣアドレスである１１は学習テーブルに学習され
ているので、ステップＳ１－６の検索の結果、入力フレーム転送部１１２０は、ＭＡＣア
ドレスが学習済と判定する（ステップＳ１－７肯定）。そして、学習されているユニット
とポートの情報を取り出し（ステップＳ１－８）、装置内フレームヘッダの宛先ユニット
番号と宛先ポート番号に設定してフレームを送出側バックボードインターフェイス部１１
３０へ転送する（ステップＳ１－９）。
【００８０】
　図１－１２は、上記の処理の結果としてバックボードに送出されるフレームの装置内フ
レームヘッダのサンプル図である。同図に示すように、宛先ユニットビットマップのうち
ラインユニット１１００に対応するビットのみに１が設定され、宛先ポート番号に１が設
定される。そして、受信ユニット番号には３が設定され、受信ポート番号には２が設定さ
れる。
【００８１】
　このフレームの装置内フレームヘッダをもったフレームは、バックボードのバスを介し
て全てのラインユニットに送信されるが、宛先ユニットビットマップを参照するとライン
ユニット１１００に対応するビットのみに１が設定されているため、ラインユニット１１
００以外のラインユニットでは破棄されることとなる。
【００８２】
　続いて、ラインユニット１１００が、バックボードからフレームを受信し、イーサネッ
ト（登録商標）ポートよりフレームを出力するまでの処理手順について説明する。この処
理手順のうち、図１－８のステップＳ２－５までは既に説明した手順と同一であるので説
明を省略する。
【００８３】
　出力フレーム転送部１１５０は、ステップＳ２－５において学習／検索部１１６０に学
習をおこなわせた後、装置内フレームヘッダの宛先ポート番号に０が設定されているか否
かを検査する。この例の場合、宛先ポート番号は１なので（ステップＳ２－６否定）、出
力フレーム転送部１１５０は、装置内フレームヘッダを除去したフレームを宛先ポート番
号が示すイーサネット（登録商標）ポート（この例の場合、ポート＃Ｐ１）へ出力する（
ステップＳ２－７）。
【００８４】
　このように、端末１３のＭＡＣアドレスが学習テーブルに学習されていた結果、先に記
述したようなフラッディングは発生しない。また、端末１６から端末１１に対してＭＡＣ
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フレームが送信された結果、図１－１３に示すように、端末１６のＭＡＣアドレスがライ
ンユニット１１００の学習テーブルに学習されることになるので、次回端末１１～１３が
端末１４宛にＭＡＣフレームを送信する場合もフラッディングは発生しない。
【００８５】
　上記で説明したように、Ｌ２スイッチ１０００は、未学習のＭＡＣアドレス宛にフレー
ムを転送する場合はフラッディングをおこなうが、その際に送信元のアドレスを学習して
おくことで、その後、反対方向のフレームが転送される時には特定のポートへのみフレー
ムを転送する。このように学習をおこなうことで、余計な帯域を使わない効率的な転送が
可能となる。
【００８６】
　ところで、遠隔のＬＡＮ（Local Area Network）同士を透過的に接続するために、Ｌ２
スイッチにＡＴＭのインターフェイスの機能を搭載し、広域のＡＴＭ網でＬ２スイッチ同
士を接続する方式がもちいられることがある。
【００８７】
　このような構成のネットワークを、シャーシ型のＬ２スイッチにて実現する場合は、Ａ
ＴＭインターフェイスをもつラインユニット（以下、「ＡＴＭユニット」という。）とイ
ーサネット（登録商標）インターフェイスをもつラインユニット（以下、「イーサネット
（登録商標）ユニット」という）とを組み合わせて搭載することになる。
【００８８】
　この構成においても、前述したように、ラインユニット単位にＭＡＣアドレスの学習と
検索の機能をもつことの必要性は変わらない。さらに、ＡＴＭユニットは、学習の機能に
加えて、ＡＴＭのカプセル化、デカプセル化等の機能が必要になるため、装置のコストが
高くなる。
【００８９】
　図１－１４は、複数のＬＡＮ間をＡＴＭ網で接続して構成したネットワークの一例を示
すサンプル図である。同図に示すように、この例に示すネットワークは、Ｌ２スイッチ２
０００とＬ２スイッチ２００１の間、および、Ｌ２スイッチ２０００とＬ２スイッチ２０
０２の間をＡＴＭ網で接続して構成されている。
【００９０】
　Ｌ２スイッチ２０００は、イーサネット（登録商標）ユニットであるラインユニット２
１００およびラインユニット２１０１と、ＡＴＭユニットであるラインユニット２２００
とを搭載する。ラインユニット２１００は、＃１というユニット番号を有し、ラインユニ
ット２１０１は、＃２というユニット番号を有し、ラインユニット２２００は、＃３とい
うユニット番号を有している。
【００９１】
　Ｌ２スイッチ２０００は、ＬＡＮによって端末２１～２２と接続される。端末２１は、
２１というＭＡＣアドレスを有し、ラインユニット２１００のポート＃Ｐ１に接続されて
いる。端末２２は、２２というＭＡＣアドレスを有し、ラインユニット２１０１のポート
＃Ｐ１に接続されている。
【００９２】
　Ｌ２スイッチ２００１は、イーサネット（登録商標）ユニットであるラインユニット２
１０２およびラインユニット２１０３と、ＡＴＭユニットであるラインユニット２２０１
とを搭載する。ラインユニット２１０２は、＃２というユニット番号を有し、ラインユニ
ット２１０３は、＃３というユニット番号を有し、ラインユニット２２０１は、＃１とい
うユニット番号を有している。
【００９３】
　Ｌ２スイッチ２００１は、ＬＡＮによって端末３１～３２と接続される。端末３１は、
３１というＭＡＣアドレスを有し、ラインユニット２１０２のポート＃Ｐ１に接続されて
いる。端末３２は、３２というＭＡＣアドレスを有し、ラインユニット２１０３のポート
＃Ｐ２に接続されている。
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【００９４】
　Ｌ２スイッチ２００２は、イーサネット（登録商標）ユニットであるラインユニット２
１０４と、ＡＴＭユニットであるラインユニット２２０２とを搭載する。ラインユニット
２１０４は、＃２というユニット番号を有し、ラインユニット２２０２は、＃１というユ
ニット番号を有している。
【００９５】
　Ｌ２スイッチ２００２は、ＬＡＮによって端末４１～４２と接続される。端末４１は、
４１というＭＡＣアドレスを有し、ラインユニット２１０４のポート＃Ｐ１に接続されて
いる。端末４２は、４２というＭＡＣアドレスを有し、ラインユニット２１０４のポート
＃Ｐ２に接続されている。
【００９６】
　各Ｌ２スイッチ間には、ポイントツーポイントのＡＴＭコネクションが設定される。Ｍ
ＡＣフレームは、ＡＡＬ５（ATM Adaptation Layer 5）にカプセリングされ、ＡＴＭセル
に分割されて、ＡＴＭポートとＶＰＩとＶＣＩの値により識別されるＡＴＭコネクション
を使って、ＡＴＭ網を転送される。
【００９７】
　図１－１５は、ＭＡＣフレームのカプセル化について説明するための説明図である。同
図に示すように、まず、インターネット標準であるＩＥＴＦ　ＲＦＣ２６８４の「ＬＬＣ
　Ｅｎｃａｐｓｕｌａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｂｒｉｄｇｅｄ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ」にて規定
されるヘッダがＭＡＣフレームの先頭に付加される。
【００９８】
　ＲＦＣ２６８４ヘッダのＬＬＣとＯＵＩはＭＡＣフレームをＡＴＭ網で転送する場合の
固定のヘッダ情報である。ＰＩＤはＭＡＣフレームのＦＣＳを付加しているか付加してい
ないかを示す２バイトの情報であり、０ｘ０００１は付加することを意味し、０ｘ０００
７は付加しないことを意味する。ＰＡＤは、現在未使用のパディングの領域である。
【００９９】
　ＲＦＣ２６８４ヘッダが付加されたＭＡＣフレームは、ＡＴＭのＡＡＬ５のフレームと
するためにＡＡＬ５のトレーラがフレームの最後尾に付加される。そして、４８バイトず
つに分割された後に５バイトのＡＴＭセルヘッダが付加され、５３バイトのＡＴＭセルと
してＡＴＭ網へ転送される。
【０１００】
　ＡＴＭインターフェイスでＡＴＭセルを受信した後にデカプセル化してＭＡＣフレーム
に組み立てる処理は、上記の処理を逆の方向へ順におこなうことで実現される。
【０１０１】
　これらの、ＭＡＣフレームをＡＴＭセルにカプセル化して転送する技術、および、ＡＴ
Ｍセルをデカプセル化してＭＡＣフレームを組み立てる技術は、ＡＴＭの標準のＡＡＬ５
機能とインターネット標準のＲＦＣ２６８４によりすでに公知の技術であるので、詳細な
説明は省略する。
【０１０２】
　図１－１４の例におけるＡＴＭのコネクション設定状態を説明する。一般的に、ＡＴＭ
のコネクションのＶＰＩ、ＶＣＩの値は両端の終端点では同じ値にならない。これは、途
中のＡＴＭスイッチでＶＰＩ、ＶＣＩが書き換えられるためである。そのため、各コネク
ションの終端点ごとにコネクションの情報の設定はおこなわれる。
【０１０３】
　Ｌ２スイッチ２０００とＬ２スイッチ２００１にはＡＴＭのＰＶＣ（Permanent Virtua
l connection）が設定されており、Ｌ２スイッチ２００１のラインユニット２２００側は
、そのＰＶＣを、ＰＶＣ番号＝２０、Ｐｏｒｔ＝＃１、ＶＰＩ＝１、ＶＣＩ＝２００で識
別するように構成されている。一方、Ｌ２スイッチ２００１のラインユニット２２０１側
は、ＰＶＣ番号＝３０、Ｐｏｒｔ＝＃１、ＶＰＩ＝３、ＶＣＩ＝３００でＰＶＣを識別す
るように構成されている。
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【０１０４】
　同様に、Ｌ２スイッチ２０００とＬ２スイッチ２００２にもＡＴＭのＰＶＣが設定され
ており、Ｌ２スイッチ２０００のラインユニット２２００側は、そのＰＶＣを、ＰＶＣ番
号＝２１、Ｐｏｒｔ＝＃２、ＶＰＩ＝２、ＶＣＩ＝２１０で識別するように構成されてい
る。一方、Ｌ２スイッチ２００２のラインユニット２２０２側は、ＰＶＣ番号＝４０、Ｐ
ｏｒｔ＝＃１、ＶＰＩ＝４、ＶＣＩ＝４００でＰＶＣを識別するように構成されている。
【０１０５】
　ここで、ＰＶＣ番号を使用するのは、装置内でＡＴＭコネクションを識別するためにポ
ート番号とＶＰＩとＶＣＩの組合せを使用すると、情報量が多くなり装置内のメモリ量な
どが増加してしまうためである。そこで、ポート番号とＰＶＣ番号の組合せに変換して情
報量を少なくし、装置内のメモリ量の節約を図っている。
【０１０６】
　ＰＶＣ番号を変換するために、図１－１６および図１－１７に示すような変換テーブル
をＡＴＭユニットは備える。図１－１６は、ポート番号とＶＰＩとＶＣＩの値から、ＰＶ
Ｃ番号を求めるためのテーブルである。図１－１７は、ポート番号とＰＶＣ番号からＶＰ
Ｉ、ＶＣＩを求めるためのテーブルである。
【０１０７】
　図１－１６に示した変換テーブルは、後述するＰＶＣ番号管理テーブル２２１２に相当
し、図１－１７に示した変換テーブルは、後述するＰＶＣ番号管理テーブル２２６１に相
当する。いずれのテーブルもポート番号、ＰＶＣ番号、ＶＰＩおよびＶＣＩの値の対応が
予め登録される。
【０１０８】
　次に、図１－１４に示したラインユニットの構成について説明する。イーサネット（登
録商標）ユニットであるラインユニット２１００、ラインユニット２１０１、ラインユニ
ット２１０２、ラインユニット２１０３およびラインユニット２１０４は、図１－３に示
したラインユニット１１００と同様の構成を有するので説明は省略する。また、ＡＴＭユ
ニットであるラインユニット２２００、ラインユニット２２０１およびラインユニット２
２０２は、それぞれ同様の構成を有するので、ここではラインユニット２２００を例にし
て説明することとする。
【０１０９】
　図１－１８は、ＡＴＭインターフェイスをもつラインユニットの構成を示すブロック図
である。同図に示すように、ラインユニット２２００は、少なくとも一つのＡＴＭポート
と、ＡＴＭデカプセル部２２１０と、入力フレーム転送部２２２０と、送出側バックボー
ドインターフェイス部２２３０と、受信側バックボードインターフェイス部２２４０と、
出力フレーム転送部２２５０と、ＡＴＭカプセル化部２２６０と、学習／検索部２２７０
とを有する。
【０１１０】
　入力フレーム転送部２２２０、送出側バックボードインターフェイス部２２３０、受信
側バックボードインターフェイス部２２４０、出力フレーム転送部２２５０および学習／
検索部２２７０は、それぞれ、図１－３に示した入力フレーム転送部１１２０、送出側バ
ックボードインターフェイス部１１３０、受信側バックボードインターフェイス部１１４
０、出力フレーム転送部１１５０および学習／検索部１１６０と同様の処理部であるので
ここでは説明を省略し、処理の相違点については、後述する処理手順の説明の中で説明す
る。
【０１１１】
　ＡＴＭデカプセル部２２１０は、各ＡＴＭポートがＡＴＭセルを受信したか否かを監視
し、受信されたＡＴＭセルをＭＡＣフレームに組み立てるＡＡＬ５アッセンブリー処理を
おこない、これに装置内フレームヘッダを付与して入力フレーム転送部２２２０へ転送す
る処理部である。
【０１１２】
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　図１－１９は、Ｌ２スイッチ２０００における装置内フレームヘッダのフォーマットの
一例を示す構成図である。同図に示すように、ＡＴＭユニットを有するＬ２スイッチにお
いて付与される装置内フレームヘッダは、図１－５に示した項目に加えて宛先ＰＶＣ番号
と受信ＰＶＣ番号という項目を有する。宛先ＰＶＣ番号は、そのフレームの転送先のＡＴ
Ｍコネクションを識別するためのＰＶＣ番号であり、受信ＰＶＣ番号は、そのフレームを
受信したＡＴＭコネクションを識別するためのＰＶＣ番号である。
【０１１３】
　ＡＴＭデカプセル部２２１０は、フレームに付与した装置内フレームヘッダの受信ユニ
ット番号に自身が記憶している自ユニット番号２２１１を設定し、受信ポート番号にフレ
ームを受信したポートのポート番号を設定する。そして、ポート番号、ＶＰＩおよびＶＣ
Ｉを検索キーとして自身が記憶するＰＶＣ番号管理テーブル２２１２を検索し、ＡＴＭセ
ルを受信したＡＴＭコネクションのＰＶＣ番号を取得して受信ＰＶＣ番号に設定する。宛
先ユニットビットマップ、宛先ポート番号および宛先ＰＶＣ番号については初期状態のま
まとする。
【０１１４】
　ＡＴＭカプセル化部２２６０は、出力フレーム転送部２２５０から転送されたＭＡＣフ
レームの装置内フレームヘッダを除去し、装置内フレームヘッダを除去したフレームをＡ
ＴＭセルへカプセル化してＡＴＭポートへ出力する処理部である。
【０１１５】
　ＡＴＭカプセル化部２２６０は、装置内フレームヘッダの宛先ポート番号の値が０でな
い場合、宛先ポート番号および宛先ＰＶＣ番号を検索キーとして自身が記憶するＰＶＣ番
号管理テーブル２２６１を検索し、ＡＴＭコネクションのＶＰＩおよびＶＣＩを取得して
、これらによって識別されるＡＴＭコネクションに対してＡＴＭセルを送信する。
【０１１６】
　また、装置内フレームヘッダの宛先ポート番号の値が０の場合は、ＰＶＣ番号管理テー
ブル２２６１に登録されている全てのＡＴＭコネクションに対してＡＴＭセルを送信する
。
【０１１７】
　次に、図１－１４に示したＬ２スイッチの処理手順について説明する。まず、各Ｌ２ス
イッチが全く経路の学習をおこなっていない状態のときに、端末２１が端末３１へ向けて
ＭＡＣフレームを送信した場合のＬ２スイッチ２０００およびＬ２スイッチ２００１の処
理手順を図１－２０～図１－２３をもちいて説明する。
【０１１８】
　端末２１から送信されるＭＡＣフレームのフォーマットは、図１－４に示した通りであ
り、宛先ＭＡＣアドレスには３１が設定され、送信元ＭＡＣアドレスには２１が設定され
る。
【０１１９】
　また、端末２１からＭＡＣフレームが送信された時点では、図１－２４に示すように各
ラインユニットの学習テーブルは何も学習していない。なお、同図に示すように、図１－
１４に示した各イーサネット（登録商標）ユニットが備える学習テーブルは、図１－９に
示した学習テーブルと比べて、ＰＶＣ番号の項目が増えている。
【０１２０】
　図１－２０は、イーサネット（登録商標）インターフェイスをもつユニットがイーサネ
ット（登録商標）ポートで受信したフレームをバックボードへ送出するまでの処理手順を
示すフローチャートである。
【０１２１】
　ラインユニット２１００がポート＃Ｐ１でＭＡＣフレームを受信し、バックボードへ送
出するまでの処理手順のうち、図１－２０のステップＳ３－７までの手順は既に説明した
手順と同一であるので説明を省略する。
【０１２２】
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　図１－２４に示したように、学習テーブルには何も学習されていないので、入力フレー
ム転送部１１２０は、ＭＡＣアドレスが学習されていないと判定し（ステップＳ３－７否
定）、フラッディングをおこなうように装置内フレームヘッダを設定する（ステップＳ３
－１０）。
【０１２３】
　具体的には、フレームがフラッディングであることを示す情報として、装置内フレーム
ヘッダの宛先ポート番号と宛先ＰＶＣ番号に０を設定し、宛先ユニットビットマップの全
ての実装ユニットのビットに１を設定して送出側バックボードインターフェイス部１１３
０へ転送する。
【０１２４】
　図１－２５は、上記の処理の結果としてバックボードに送出されるフレームの装置内フ
レームヘッダのサンプル図である。同図に示すように、宛先ユニットビットマップのライ
ンユニット２１００、ラインユニット２１０１およびラインユニット２２００に対応する
ビットに１が設定され、宛先ポート番号と宛先ＰＶＣ番号に０が設定される。
【０１２５】
　そして、受信ユニット番号にはラインユニット２１００のユニット番号である１が設定
され、受信ポート番号にはフレームを受信したポートのポート番号である１が設定される
。また、ＡＴＭインターフェイスからフレームを受信したわけではないので、受信ＰＶＣ
番号には０が設定される。
【０１２６】
　図１－２１は、ＡＴＭインターフェイスをもつユニットがバックボードより受信したフ
レームをＡＴＭカプセル化してＡＴＭポートへ送出するまでの処理手順を示すフローチャ
ートである。
【０１２７】
　受信側バックボードインターフェイス部２２４０は、各ユニットから送られてきたフレ
ームがバッファに格納されているか否かを監視する（ステップＳ４－１）。そして、フレ
ームがバッファに格納されていたならば（ステップＳ４－２肯定）、自身が記憶する自ユ
ニット番号２２４１に対応する宛先ユニットビットマップのビットを検査して自ユニット
宛か否かを判定し、自ユニット宛でなければ（ステップＳ４－３否定）、そのフレームを
破棄する（ステップＳ４－４）。
【０１２８】
　この例の場合、フレームは自ユニット宛であるので（ステップＳ４－３肯定）、破棄さ
れずに出力フレーム転送部２２５０へ転送され、出力フレーム転送部２２５０は、フレー
ムの送信元ＭＡＣアドレスと、装置内フレームヘッダの受信ユニット番号と受信ポート番
号を学習／検索部２２７０に引き渡して学習テーブルに登録させる（ステップＳ４－５）
。
【０１２９】
　そして、出力フレーム転送部２２５０は、ＡＴＭカプセル化部２２６０にフレームを転
送し、ＡＴＭカプセル化部２２６０は、装置内フレームヘッダの宛先ポート番号が０か否
かを検査する。この例の場合、宛先ポート番号は０なので（ステップＳ４－６肯定）、Ａ
ＴＭカプセル化部２２６０は、装置内フレームヘッダを除去したフレームをＡＴＭカプセ
ル化し、自身が記憶するＰＶＣ番号管理テーブル２２６１を参照して全てのＡＴＭコネク
ションへ出力する（ステップＳ４－８）。
【０１３０】
　上記の処理の結果、端末２１が送出した端末３１宛てのＭＡＣフレームは、Ｌ２スイッ
チ２００１のラインユニット２２０１とＬ２スイッチ２００２のラインユニット２２０２
に送信される。なお、ラインユニット２１００がバックボードへ送出したフレームは、ラ
インユニット２１００とラインユニット２１０１にも受信され、フラッディングによって
当該フレームの受信ポートを除く全てのポートへ送信される。
【０１３１】
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　また、Ｌ２スイッチ２０００の各ラインユニットにおいて端末２１のＭＡＣアドレスが
学習テーブルで学習された状態となる。図１－２６は、ＡＴＭユニットにおける学習後の
学習テーブルを示すサンプル図である。同図に示すように、ＭＡＣフレームの送信元ＭＡ
Ｃアドレスである２１と、受信ラインユニットのユニット番号である＃１と、受信ライン
ユニットにおける受信ポートのポート番号である＃Ｐ１とが対応付けられて記憶される。
【０１３２】
　続いて、ＡＴＭカプセル化されたフレームをＬ２スイッチ２００１のラインユニット２
２０１が受信した後の処理について説明する。図１－２２は、ＡＴＭインターフェイスを
もつユニットがＡＴＭポートで受信したＡＴＭカプセル化されたフレームをバックボード
へ送出するまでの処理手順を示すフローチャートである。
【０１３３】
　ラインユニット２２０１のＡＴＭデカプセル化部２２１０は、各ＡＴＭポートからのＡ
ＴＭセルの受信を監視し、受信したＡＴＭセルをデカプセル化してフレームを組み立てる
（ステップＳ５－１）。この例の場合、ＡＴＭセルをユニット番号＃１のラインユニット
のポート＃Ｐ１で受信することになる。
【０１３４】
　そして、デカプセル化したフレームが正常なフレームかどうかを確認する。イーサネッ
ト（登録商標）の仕様に照らして正常なフレームでないと判断した場合は（ステップＳ５
－２否定）、そのフレームは廃棄して、次のＡＴＭセルを監視する処理へ移る（ステップ
Ｓ５－３）。
【０１３５】
　正常なフレームであった場合は（ステップＳ５－２肯定）、フレームに装置内フレーム
ヘッダに付与し、ＡＴＭセルを受信したユニットとポートの番号を装置内フレームヘッダ
の受信ユニット番号と受信ポート番号に設定する。また、ＡＴＭセルを受信したポートの
ポート番号と、ＡＴＭコネクションのＶＰＩおよびＶＣＩと検索キーとして自身が記憶す
るＰＶＣ番号管理テーブル２２１２を検索してＰＶＣ番号を取得し、これを受信ＰＶＣ番
号として装置内フレームヘッダに設定し、その後、フレームを入力フレーム転送部２２２
０へ転送する（ステップＳ５－４）。
【０１３６】
　入力フレーム転送部２２２０は、フレームの宛先ＭＡＣアドレスを調べ、これがマルチ
キャストかブロードキャストを示すアドレスの場合は（ステップＳ５－５肯定）、フレー
ムがフラッディングであることを示す情報として、装置内フレームヘッダの宛先ポート番
号と宛先ＰＶＣ番号に０を設定し、宛先ユニットビットマップには全てのイーサネット（
登録商標）ユニットに１を設定して送出側バックボードインターフェイス部２２３０へ転
送する（ステップＳ５－９）。
【０１３７】
　入力フレーム転送部２２２０は、フラッディングを指定する場合に、実装ユニットのう
ちイーサネット（登録商標）ユニットのみを宛先とするように宛先ユニットビットマップ
を設定する。これは、ＡＴＭユニットで受信したフレームをＡＴＭ側へフラッディングさ
せると、ＡＴＭ網の帯域を効率的に使用できないためである。
【０１３８】
　このため、入力フレーム転送部２２２０が記憶する実装ユニット情報２２２１は、ライ
ンユニットごとにイーサネット（登録商標）ユニットかＡＴＭユニットかの識別情報を有
する。図１－２７は、実装ユニット情報２２２１の一例を示すサンプル図である。同図に
示すように、ラインユニット２２０１の入力フレーム転送部２２２０が記憶する実装ユニ
ット情報２２２１は、ユニットごとに実装の有無を示す情報とともに、ユニットの種別を
示す情報を保持する。
【０１３９】
　この例の場合、宛先ＭＡＣアドレスは、端末３１のＭＡＣアドレスため、マルチキャス
トでもブロードキャストでもないと判断され（ステップＳ５－５否定）、入力フレーム転
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送部２２２０は、学習／検索部２２７０に学習テーブルの検索処理をおこなわせる（ステ
ップＳ５－６）。
【０１４０】
　この例の場合、学習テーブルは学習をおこなっていないため、宛先ＭＡＣアドレスに一
致する情報は検索されず（ステップＳ５－７否定）、入力フレーム転送部２２２０は、宛
先ＭＡＣアドレスがマルチキャストかブロードキャストを示すアドレスの場合と同様にス
テップＳ５－９を実行する。
【０１４１】
　図１－２８は、上記の処理の結果としてバックボードに送出されるフレームの装置内フ
レームヘッダのサンプル図である。同図に示すように、宛先ユニットビットマップのライ
ンユニット２１０２およびラインユニット２１０３に対応するビットに１が設定され、Ａ
ＴＭユニットであるラインユニット２２０１に対応するビットには０が設定される。そし
て、宛先ポート番号と宛先ＰＶＣ番号に０が設定され、受信ユニット番号に１が設定され
、受信ポート番号に１が設定され、受信ＰＶＣ番号に３０が設定される。
【０１４２】
　上記の処理の結果、バックボードに送出されたＭＡＣフレームは、ラインユニット２１
０２およびラインユニット２１０３に受信され、ラインユニット２２０１では破棄される
。以下、ラインユニット２１０２の場合を例にして、各ラインユニットがバックボードか
らＭＡＣフレームを受信した後の処理手順を説明する。
【０１４３】
　図１－２３は、イーサネット（登録商標）インターフェイスをもつユニットがバックボ
ードより受信したフレームをイーサネット（登録商標）ポートへ送出するまでの処理手順
を示すフローチャートである。
【０１４４】
　ラインユニット２１０２がバックボードからフレームを受信し、イーサネット（登録商
標）ポートへ送出するまでの処理手順のうち、図１－２３のステップＳ６－４までの手順
は既に説明した手順と同一であるので説明を省略する。
【０１４５】
　この例の場合、フレームは自ユニット宛であるので（ステップＳ６－３肯定）、破棄さ
れずに出力フレーム転送部１１５０へ転送される。そして、出力フレーム転送部１１５０
は、フレームの送信元ＭＡＣアドレスと、装置内フレームヘッダの受信ユニット番号と受
信ポート番号と受信ＰＶＣ番号を学習／検索部１１６０に引き渡して学習テーブルに登録
させる（ステップＳ６－５）。
【０１４６】
　そして、出力フレーム転送部１１５０は、装置内フレームヘッダの宛先ポート番号が０
か否かを検査する。この例の場合、宛先ポート番号は０なので（ステップＳ６－６肯定）
、出力フレーム転送部１１５０は、装置内フレームヘッダを除去したフレームを全てのイ
ーサネット（登録商標）ポートへ出力する（ステップＳ６－８）。
【０１４７】
　上記の処理の結果、端末２１が送出した端末３１宛てのＭＡＣフレームは、ラインユニ
ット２１０２の全てのイーサネット（登録商標）ポートに出力され、ポート＃Ｐ１から出
力されたフレームが端末３１へ到達する。
【０１４８】
　なお、ラインユニット２２０１がバックボードに送出したフレームは、ラインユニット
２１０３にも受信され、全てのイーサネット（登録商標）ポートからフラッディングされ
る。また、ラインユニット２２００がＡＴＭ網へ送信したＡＴＭセルはＬ２スイッチ２０
０２のラインユニット２２０２にも受信され、ＭＡＣフレーム化された後にバックボード
を介してラインユニット２１０４に送信され、全てのイーサネット（登録商標）ポートか
らフラッディングされる。
【０１４９】
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　この結果、Ｌ２スイッチ２００１とＬ２スイッチ２００２の各イーサネット（登録商標
）ユニットにおいて端末２１のＭＡＣアドレスが学習テーブルで学習された状態となる。
図１－２９は、ラインユニット２１０２における学習後の学習テーブルを示すサンプル図
である。同図に示すように、ＭＡＣフレームの送信元ＭＡＣアドレスである２１と、受信
ラインユニットのユニット番号である＃１と、受信ラインユニットにおける受信ポートの
ポート番号である＃Ｐ１と、ＡＴＭセルを受信したＡＴＭコネクションのＰＶＣ番号であ
る３０とが対応付けられて記憶される。
【０１５０】
　続いて、先ほどと反対方向に、端末３１から端末２１へ向けてフレームが送信された場
合の処理手順を図１－２０～図１－２３をもちいて説明する。この場合の処理手順は、宛
先のＭＡＣアドレスが学習されている場合の処理手順となる。
【０１５１】
　端末３１から送信されるＭＡＣフレームのフォーマットは、図１－４に示した通りであ
り、宛先ＭＡＣアドレスには２１が設定され、送信元ＭＡＣアドレスには３１が設定され
る。
【０１５２】
　ラインユニット２１０２がポート＃Ｐ１でＭＡＣフレームを受信し、バックボードへ送
出するまでの処理手順のうち、図１－２０のステップＳ３－６までは既に説明した手順と
同一であるので説明を省略する。
【０１５３】
　図１－２９に示したように、宛先ＭＡＣアドレスである２１は学習テーブルに学習され
ているので、ステップＳ３－６の検索の結果、入力フレーム転送部１１２０は、ＭＡＣア
ドレスが学習済と判定する（ステップＳ３－７肯定）。そして、学習されているユニット
とポートとＰＶＣの情報を取り出し（ステップＳ３－８）、装置内フレームヘッダの宛先
ユニットビットマップと宛先ポート番号と宛先ＰＶＣ番号に設定してフレームを送出側バ
ックボードインターフェイス部１１３０へ転送する（ステップＳ３－９）。
【０１５４】
　図１－３０は、上記の処理の結果としてバックボードに送出されるフレームの装置内フ
レームヘッダのサンプル図である。同図に示すように、宛先ユニットビットマップのうち
ラインユニット２２０１に対応するビットのみに１が設定され、宛先ポート番号に１が設
定され、宛先ＰＶＣ番号に３０が設定される。そして、受信ユニット番号には２が設定さ
れ、受信ポート番号には１が設定され、受信ＰＶＣ番号には０が設定される。
【０１５５】
　このフレームの装置内フレームヘッダをもったフレームは、バックボードのバスを介し
て全てのラインユニットに送信されるが、宛先ユニットビットマップを参照するとライン
ユニット２２０１に対応するビットのみに１が設定されているため、ラインユニット２２
０１以外のラインユニットでは破棄されることとなる。
【０１５６】
　続いて、ラインユニット２２０１が、バックボードからフレームを受信し、カプセル化
をおこなってＡＴＭポートよりＡＴＭセルを出力するまでの処理手順について説明する。
この処理手順のうち、図１－２１のステップＳ４－５までは既に説明した手順と同一であ
るので説明を省略する。
【０１５７】
　出力フレーム転送部２２５０がステップＳ４－５において学習／検索部２２７０に学習
をおこなわせた後、ＡＴＭカプセル化部２２６０は、装置内フレームヘッダの宛先ポート
番号に０が設定されているか否かを検査する。この例の場合、宛先ポート番号は１なので
（ステップＳ４－６否定）、ＡＴＭカプセル化部２２６０は、装置内フレームヘッダを除
去したフレームをＡＴＭカプセル化し、装置内フレームヘッダの宛先ポート番号と宛先Ｐ
ＶＣ番号を検索キーとして自身が記憶するＰＶＣ番号管理テーブル２２６１を検索してＶ
ＰＩとＶＣＩを取得し、宛先ポート番号、ＶＰＩおよびＶＣＩによって識別されるＡＴＭ
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コネクションへＡＴＭセルを出力する。
【０１５８】
　この結果、端末３１が送出した端末２１宛てのＭＡＣフレームは、Ｌ２スイッチ２００
１のラインユニット２２０１のポート＃Ｐ１よりＶＰＩ＝３、ＶＣＩ＝３００のＰＶＣに
送出され、ＡＴＭ網を経由してＬ２スイッチ２０００のラインユニット２２００のポート
＃Ｐ１にてＶＰＩ＝１、ＶＣＩ＝２００のＰＶＣで受信される。
【０１５９】
　ラインユニット２２００がポート＃Ｐ１でＡＴＭセルを受信し、ＭＡＣフレームに組み
立ててバックボードへ送出するまでの処理手順のうち、図１－２２のステップＳ５－６ま
では既に説明した手順と同一であるので説明を省略する。
【０１６０】
　図１－２６に示したように、宛先ＭＡＣアドレスである２１は学習テーブルに学習され
ているので、ステップＳ５－６の検索の結果、入力フレーム転送部１１２０は、ＭＡＣア
ドレスが学習済と判定する（ステップＳ５－７肯定）。そして、学習されているユニット
とポートの情報を取り出し、装置内フレームヘッダの宛先ユニット番号と宛先ポート番号
に設定してフレームを送出側バックボードインターフェイス部２２３０へ転送する（ステ
ップＳ５－８）。
【０１６１】
　図１－３１は、上記の処理の結果としてバックボードに送出されるフレームの装置内フ
レームヘッダのサンプル図である。同図に示すように、宛先ユニットビットマップのライ
ンユニット２１００に対応するビットのみに１が設定される。そして、宛先ポート番号に
１が設定され、宛先ＰＶＣ番号に０が設定される。受信ユニット番号には３が設定され、
受信ポート番号には１が設定され、受信ＰＶＣ番号には２０が設定される。
【０１６２】
　続いて、ラインユニット２１００が、バックボードからフレームを受信し、イーサネッ
ト（登録商標）ポートより出力するまでの処理手順について説明する。この処理手順のう
ち、図１－２３のステップＳ６－５までは既に説明した手順と同一であるので説明を省略
する。
【０１６３】
　出力フレーム転送部１１５０は、ステップＳ６－５において学習／検索部１１６０に学
習をおこなわせた後、装置内フレームヘッダの宛先ポート番号に０が設定されているか否
かを検査する。この例の場合、宛先ポート番号は１なので（ステップＳ６－６否定）、装
置内フレームヘッダを除去したフレームを宛先ポート番号が示すイーサネット（登録商標
）ポート（この例の場合、ポート＃Ｐ１）へ出力する（ステップＳ６－７）。
【０１６４】
　上記の処理の結果、端末３１が送出した端末２１宛てのＭＡＣフレームは、ラインユニ
ット２１００のポート＃Ｐ１に出力され、端末２１が受信することができる。また、端末
３１のＭＡＣアドレスが各ラインユニットの学習テーブルで学習された状態となる。
【０１６５】
　端末３１が送出した端末２１宛てのフレームは、すでに端末２１のＭＡＣアドレスが学
習テーブルに学習されていた結果、未学習時のようなフラッディング動作を発生させない
。また、次に端末２１が端末３１宛てのフレームを送信する場合も、学習テーブルに端末
３１のＭＡＣアドレスが学習されていることから、フラッディングは発生しない。
【０１６６】
　上述してきたように、無駄なフラッディングを抑止し帯域を効率的に利用するために、
従来のＬ２スイッチは、ＡＴＭユニットを含む各ラインユニットで学習テーブルを備えて
学習をおこなっていた。しかし、近年、ネットワークの高速化にともなって転送処理のレ
イテンシを低減することが重要となり、学習テーブルの検索を高速化することが必要とな
った。検索を高速化するには学習テーブルの記憶手段として高価なＣＡＭを使用する必要
があり、このことが装置のコストを上げる要因となっていた。
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【実施例】
【０１６７】
　まず、本実施例に係るフレーム転送方式の原理について説明する。図１－１５に示した
通り、ＭＡＣフレームをＡＴＭカプセル化する際に付加されるＲＦＣ２６８４ヘッダのＰ
ＡＤ部はリザーブであり現在使われていない。本実施例に係るフレーム転送方式では、こ
のＰＡＤ部の２バイトを利用して、学習テーブルを利用することなくフレームを効率よく
転送することを可能にする。
【０１６８】
　図２－１は、本実施例におけるＲＦＣ２６８４ヘッダのフォーマットを示すサンプル図
である。同図に示すように、ＰＡＤ部の１バイト目に出力先装置ポート情報を設定し、２
バイト目に送信元装置ポート情報を設定する。
【０１６９】
　送信元装置ポート情報には、イーサネット（登録商標）ポートで受信したフレームをＡ
ＴＭカプセル化してＡＴＭ網へ出力する際に、フレームを受信したイーサネット（登録商
標）ポートの位置情報を設定する。本実施例の場合、Ｌ２スイッチはシャーシ型であるの
で、イーサネット（登録商標）ポートの位置情報は、ユニット番号とポート番号の組合せ
となる。なお、シャーシ型以外のＬ２スイッチでは、ポート番号のみでポートの位置を示
すことができる場合もある。
【０１７０】
　ＡＴＭ網よりフレームを受信したＬ２スイッチでは、イーサネット（登録商標）ユニッ
トに搭載される学習テーブルに、従来通り送信元ＭＡＣアドレスと、そのＬ２スイッチに
おいてフレームを受信した位置を示すユニット番号とポート番号を学習することに加え、
ＲＦＣ２６８４ヘッダのＰＡＤ部の１バイト目に設定されている送信元装置ポート情報も
学習する。
【０１７１】
　出力先装置ポート情報には、イーサネット（登録商標）ポートで受信したフレームをＡ
ＴＭカプセル化してＡＴＭ網へ出力する時に、宛先ＭＡＣアドレスを検索キーとして学習
テーブルより取得した送信元装置ポート情報を設定する。この情報は、送信先のＬ２スイ
ッチにおいてフレームを出力すべきポートの位置を示す。
【０１７２】
　本実施例では、１バイト中にユニット番号とポート番号の組合せ保持するため、１バイ
ト中の上位４ビットにユニット番号を設定し、下位４ビットにポート番号を設定するもの
とする。そして、以下の説明の中では、ユニット番号＃１のポート番号＃Ｐ２のポートの
位置情報を１６進数表現で１２のように表現する。
【０１７３】
　ＲＦＣ２６８４ヘッダのＰＡＤ部の２バイト目にポートの位置情報が設定されているフ
レームを受信したＬ２スイッチでは、学習テーブルの検索をおこなわずに、このポート情
報に基づいてフレームを出力するポートを決定する。
【０１７４】
　このように、ＡＴＭ網を介して送信するフレームにそのフレームを自装置のどのポート
で受信したかを示す位置情報を埋め込んでおき、他のＬ２スイッチから送信されたフレー
ムにこの位置情報が含まれていた場合は、その位置情報に基づいてフレームを出力するポ
ートを決定するように構成することにより、学習テーブルをもちいることなく、無駄なフ
ラッディングをおこさずに効率よくフレームを転送することができる。
【０１７５】
　すなわち、ＡＴＭ網からＡＴＭカプセル化されたイーサネット（登録商標）フレームを
受信したＬ２スイッチは、ＡＴＭデカプセル化したイーサネット（登録商標）フレームを
、学習テーブルを検索することなく適切な転送先ポートに出力できる。
【０１７６】
　また、従来のＡＴＭ網に対応するユニットにおいては、ＡＴＭデカプセル化したイーサ



(22) JP 4564433 B2 2010.10.20

10

20

30

40

50

ネット（登録商標）フレームのＳＡに基づいて対応するポートを学習テーブルに登録し、
他のユニットから転送されて来るイーサネット（登録商標）フレームのＤＡに基づいて前
記学習テーブルを検索して、対応するポートに転送していた。本実施例を適用したＡＴＭ
網に対応するユニットにおいては、前記のとおり、ＡＴＭ網からのＡＴＭカプセル化され
たイーサネット（登録商標）フレームについては、埋め込まれている位置情報に基づいて
装置内フレームヘッダを付加することにより、適切なユニット、ポートに転送でき、他の
ユニットからのイーサネット（登録商標）フレームについては、その装置内フレームヘッ
ダにより適切なポートに転送できるので、学習テーブルが不要となる。このため図１－１
８に示した、学習テーブルへの登録処理、検索処理を行う学習／検索部２２７０、および
学習テーブルを格納するＣＡＭ２２７１が不要となり、学習／検索処理、およびＣＡＭに
関するコストを低減できる。
【０１７７】
　次に、本実施例に係るフレーム転送方式を適用するネットワークの構成例を示す。図２
－２は、複数のＬＡＮ間をＡＴＭ網で接続して構成したネットワークの一例を示すサンプ
ル図である。同図に示したネットワーク構成は、図１－１２に示したネットワーク構成に
おいてＬ２スイッチ２０００、Ｌ２スイッチ２００１およびＬ２スイッチ２００２を、そ
れぞれ、Ｌ２スイッチ３０００、Ｌ２スイッチ３００１およびＬ２スイッチ３００２へ置
き換えたものである。
【０１７８】
　同図に示したＬ２スイッチ３０００は、ＡＴＭユニットとしてラインユニット２２００
の代わりにラインユニット３２００を搭載する以外は、図１－１４に示したＬ２スイッチ
２０００と同様である。また、Ｌ２スイッチ３００１は、ラインユニット２２０１の代わ
りにラインユニット３２０１を搭載する以外は、Ｌ２スイッチ２００１と同様であり、Ｌ
２スイッチ３００２は、ラインユニット２２０２の代わりにラインユニット３２０２を搭
載する以外は、Ｌ２スイッチ２００２と同様である。
【０１７９】
　次に、図２－２に示したラインユニットの構成について説明する。イーサネット（登録
商標）ユニットであるラインユニット２１００、ラインユニット２１０１、ラインユニッ
ト２１０２、ラインユニット２１０３およびラインユニット２１０４は、図１－３に示し
たラインユニット１１００と同様の構成を有するので説明は省略する。また、ＡＴＭユニ
ットであるラインユニット３２００、ラインユニット３２０１およびラインユニット３２
０２は、それぞれ同様の構成を有するので、ここではラインユニット３２００を例にして
説明することとする。
【０１８０】
　図２－３は、ＡＴＭインターフェイスをもつラインユニットの構成を示すブロック図で
ある。同図に示すように、ラインユニット３２００は、少なくとも一つのＡＴＭポートと
、ＡＴＭデカプセル部３２１０と、入力フレーム転送部３２２０と、送出側バックボード
インターフェイス部３２３０と、受信側バックボードインターフェイス部３２４０と、Ａ
ＴＭカプセル化部３２５０とを有する。
【０１８１】
　送出側バックボードインターフェイス部３２３０および受信側バックボードインターフ
ェイス部３２４０は、それぞれ、図１－１８に示した送出側バックボードインターフェイ
ス部２２３０および受信側バックボードインターフェイス部２２４０と同様の処理部であ
るので説明を省略する。
【０１８２】
　ＡＴＭデカプセル部３２１０は、各ＡＴＭポートがＡＴＭセルを受信したか否かを監視
し、受信されたＡＴＭセルをＭＡＣフレームに組み立てるＡＡＬ５アッセンブリー処理を
おこない、これに装置内フレームヘッダを付与して入力フレーム転送部３２２０へ転送す
る処理部である。
【０１８３】
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　図２－４は、Ｌ２スイッチ３０００において付与される装置内フレームヘッダのフォー
マットの一例を示す構成図である。同図に示すように、本実施例においてＬ２スイッチに
おいて付与される装置内フレームヘッダは、図１－１９に示した項目に加えて出力先装置
ポート情報と送信元装置ポート情報という項目を有する。
【０１８４】
　出力先装置ポート情報は、イーサネット（登録商標）ユニットが宛先ＭＡＣアドレスを
学習済であった場合に学習していた送信元装置ポート情報を設定する項目であり、ＡＴＭ
ユニットにてフレームをカプセル化する際にＲＦＣ２６８４ヘッダのＰＡＤ部の出力先装
置ポート情報へ設定される。
【０１８５】
　送信元装置ポート情報は、ＡＴＭ網へフレームを送信する側のＬ２スイッチにおいてフ
レームを受信したイーサネット（登録商標）ポートの位置情報を設定する項目であり、Ａ
ＴＭユニットにてフレームをカプセル化する際にＲＦＣ２６８４ヘッダのＰＡＤ部の送信
元装置ポート情報へ設定される。この情報は、ＡＴＭ網を経由してフレームを受信した側
のＬ２スイッチのイーサネット（登録商標）ユニットにおいて受信ユニット番号等ととも
に送信元のＭＡＣアドレスと対応付けられて学習される。
【０１８６】
　ＡＴＭデカプセル部３２１０は、フレームに付与した装置内フレームヘッダの受信ユニ
ット番号に自身が記憶している自ユニット番号３２１１を設定し、受信ポート番号にＡＴ
Ｍセルを受信したポートのポート番号を設定する。そして、ポート番号、ＶＰＩおよびＶ
ＣＩを検索キーとして自身が記憶するＰＶＣ番号管理テーブル３２１２を検索し、ＡＴＭ
セルを受信したＡＴＭコネクションのＰＶＣ番号を取得して受信ＰＶＣ番号に設定する。
【０１８７】
　また、出力先装置ポート情報と送信元装置ポート情報には、受信したフレームのＲＦＣ
２６８４ヘッダのＰＡＤ部の出力先装置ポート情報と送信元装置ポート情報を設定する。
宛先ユニットビットマップ、宛先ポート番号および宛先ＰＶＣ番号については初期状態の
ままとする。
【０１８８】
　入力フレーム転送部３２２０は、ＭＡＣフレームの転送先を判定し、判定結果を装置内
フレームヘッダに反映し、その後にＭＡＣフレームを送出側バックボードインターフェイ
ス部３２３０へ転送する処理部である。
【０１８９】
　入力フレーム転送部３２２０は、装置内フレームヘッダの出力先装置ポート情報を参照
し、この値が００であった場合は、フラッディングを示す情報を装置内フレームヘッダに
設定に設定する。具体的には、宛先ポート番号および宛先ＰＶＣ番号に０を設定し、自身
が記憶する実装ユニット情報３２２１を参照して宛先ユニットビットマップのイーサネッ
ト（登録商標）ユニットに対応するビットを全て１に設定する。
【０１９０】
　また、出力先装置ポート情報が００以外であった場合は、その上位４ビットをユニット
番号とみなして、宛先ユニットビットマップのビットのうちそのユニット番号に対応する
ビットに１を設定する。そして、下位４ビットをポート番号とみなして宛先ポート番号に
設定する。
【０１９１】
　ＡＴＭカプセル化部３２５０は、受信側バックボードインターフェイス部３２４０から
転送されたＭＡＣフレームの装置内フレームヘッダを除去し、装置内フレームヘッダを除
去したフレームをＡＴＭセルへカプセル化してＡＴＭポートへ出力する処理部である。
【０１９２】
　ＡＴＭカプセル化部３２５０は、装置内フレームヘッダの宛先ポート番号の値が０でな
い場合、宛先ポート番号および宛先ＰＶＣ番号を検索キーとして自身が記憶するＰＶＣ番
号管理テーブル３２５１を検索し、ＡＴＭコネクションのＶＰＩおよびＶＣＩを取得して
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、これらによって識別されるＡＴＭコネクションに対してＡＴＭセルを送信する。
【０１９３】
　このとき、ＲＦＣ２６８４ヘッダのＰＡＤ部の１バイト目には、装置内フレームヘッダ
の出力先装置ポート情報の値を設定する。そして、２バイト目の上位４ビットに装置内フ
レームヘッダの受信ユニット番号の値を設定し、下位４ビットに受信ポート番号の値を設
定する。
【０１９４】
　また、装置内フレームヘッダの宛先ポート番号の値が０の場合は、ＰＶＣ番号管理テー
ブル３２５１に登録されている全てのＡＴＭコネクションに対してＡＴＭセルを送信する
。このとき、ＲＦＣ２６８４ヘッダのＰＡＤ部の１バイト目に００を設定し、２バイト目
の上位４ビットに装置内フレームヘッダの受信ユニット番号の値を設定し、下位４ビット
に受信ポート番号の値を設定する。
【０１９５】
　このように、本実施例に係るＡＴＭユニットは、フレームの転送に際して学習テーブル
をもちいないため、高価なＣＡＭを備える必要がなく、装置としてのコストを低減させる
ことができる。
【０１９６】
　次に、図２－２に示したＬ２スイッチの処理手順について説明する。まず、各Ｌ２スイ
ッチが全く経路の学習をおこなっていない状態のときに、端末２１が端末３１へ向けてＭ
ＡＣフレームを送信した場合のＬ２スイッチ３０００およびＬ２スイッチ３００１の処理
手順を図２－５～図２－８をもちいて説明する。
【０１９７】
　端末２１から送信されるＭＡＣフレームのフォーマットは、図１－４に示した通りであ
り、宛先ＭＡＣアドレスには３１が設定され、送信元ＭＡＣアドレスには２１が設定され
る。
【０１９８】
　また、端末２１からＭＡＣフレームが送信された時点では、図２－９に示すように各イ
ーサネット（登録商標）ユニットの学習テーブルは何も学習していない。なお、同図に示
すように、図２－２に示した各イーサネット（登録商標）ユニットが備える学習テーブル
は、図１－２４に示した学習テーブルと比べて、送信元装置ポート情報の項目が増えてい
る。
【０１９９】
　図２－５は、イーサネット（登録商標）インターフェイスをもつユニットがイーサネッ
ト（登録商標）ポートで受信したフレームをバックボードへ送出するまでの処理手順を示
すフローチャートである。
【０２００】
　ラインユニット２１００がポート＃Ｐ１でＭＡＣフレームを受信し、バックボードへ送
出するまでの処理手順のうち、図２－５のステップＳ７－７までの手順は既に説明した手
順と同一であるので説明を省略する。
【０２０１】
　図２－９に示したように、学習テーブルには何も学習されていないので、入力フレーム
転送部１１２０は、ＭＡＣアドレスが学習されていないと判定し（ステップＳ７－７否定
）、フラッディングをおこなうように装置内フレームヘッダを設定する（ステップＳ７－
１０）。
【０２０２】
　具体的には、フレームがフラッディングであることを示す情報として、装置内フレーム
ヘッダの宛先ポート番号と宛先ＰＶＣ番号に０を設定し、出力先装置ポート情報に００を
設定する。そして、宛先ユニットビットマップの全ての実装ユニットのビットに１を設定
して送出側バックボードインターフェイス部１１３０へ転送する。
【０２０３】
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　図２－１０は、上記の処理の結果としてバックボードに送出されるフレームの装置内フ
レームヘッダのサンプル図である。同図に示すように、宛先ユニットビットマップのライ
ンユニット２１００、ラインユニット２１０１およびラインユニット３２００に対応する
ビットに１が設定され、宛先ポート番号と宛先ＰＶＣ番号に０が設定され、出力先装置ポ
ート情報に００が設定される。
【０２０４】
　そして、受信ユニット番号にはラインユニット２１００のユニット番号である１が設定
され、受信ポート番号にはフレームを受信したポートのポート番号である１が設定され、
送信元装置ポート情報に１１が設定される。また、ＡＴＭインターフェイスからフレーム
を受信したわけではないので、受信ＰＶＣ番号には０が設定される。
【０２０５】
　図２－６は、ＡＴＭインターフェイスをもつユニットがバックボードより受信したフレ
ームをＡＴＭカプセル化してＡＴＭポートへ送出するまでの処理手順を示すフローチャー
トである。
【０２０６】
　受信側バックボードインターフェイス部３２４０は、各ユニットから送られてきたフレ
ームがバッファに格納されているか否かを監視する（ステップＳ８－１）。そして、フレ
ームがバッファに格納されていたならば（ステップＳ８－２肯定）、自身が記憶する自ユ
ニット番号３２４１に対応する宛先ユニットビットマップのビットを検査して自ユニット
宛か否かを判定し、自ユニット宛でなければ（ステップＳ８－３否定）、そのフレームを
破棄する（ステップＳ８－４）。
【０２０７】
　この例の場合、フレームは自ユニット宛であるので（ステップＳ８－３肯定）、破棄さ
れずにＡＴＭカプセル化部３２５０へ転送される（ステップＳ８－５）。従来のＡＴＭユ
ニットでは、ここでＭＡＣアドレス等の学習をおこなっていたが、本実施例に係るＡＴＭ
ユニットは学習をおこなわない。
【０２０８】
　ＡＴＭカプセル化部３２５０は、装置内フレームヘッダの宛先ポート番号が０か否かを
検査する。この例の場合、宛先ポート番号は０なので（ステップＳ８－６肯定）、ＡＴＭ
カプセル化部３２５０は、装置内フレームヘッダを除去したフレームをＡＴＭカプセル化
し、自身が記憶するＰＶＣ番号管理テーブル３２５１を参照して全てのＡＴＭコネクショ
ンへ出力する（ステップＳ４－８）。
【０２０９】
　このとき、ＲＦＣ２６８４ヘッダ部のＰＡＤ部の１バイト目には出力先装置ポート情報
として００を設定する。この値は、後にＡＴＭ網の対向装置でフレームが受信されたとき
に、このフレームがフラッディング対象であることを示す。また、ＰＡＤ部の２バイト目
には、装置内フレームヘッダより受信ユニット番号と受信ポート番号を取り出して設定す
る。この値は、Ｌ２スイッチ３０００にてこのＭＡＣフレームを受信したイーサネット（
登録商標）ポートの位置を示し、ＡＴＭ網の対向装置で受信された後、イーサネット（登
録商標）ユニットにおいて送信元ＭＡＣアドレス等と対応付けられて学習される。
【０２１０】
　図２－１１は、ＲＦＣ２６８４ヘッダ部のＰＡＤ部の設定状態を示すサンプル図である
。同図に示すように、ＰＡＤ部の１バイト目には出力先装置ポート情報として００が設定
される。ＰＡＤ部の２バイト目の上位４ビットには、フレームを受信したイーサネット（
登録商標）ユニットのユニット番号である１が設定され、下位４ビットにはフレームを受
信したポートのポート番号である１が設定される。
【０２１１】
　上記の処理の結果、端末２１が送出した端末３１宛てのＭＡＣフレームは、Ｌ２スイッ
チ３００１のラインユニット３２０１とＬ２スイッチ３００２のラインユニット３２０２
に送信される。なお、ラインユニット２１００がバックボードへ送出したフレームは、ラ
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インユニット２１００とラインユニット２１０１にも受信され、フラッディングによって
当該フレームの受信ポートを除く全てのポートへ送信される。
【０２１２】
　続いて、ＡＴＭカプセル化されたフレームをＬ２スイッチ３００１のラインユニット３
２０１が受信した後の処理について説明する。図２－７は、ＡＴＭインターフェイスをも
つユニットがＡＴＭポートで受信したＡＴＭカプセル化されたフレームをバックボードへ
送出するまでの処理手順を示すフローチャートである。
【０２１３】
　ラインユニット３２０１のＡＴＭデカプセル化部３２１０は、各ＡＴＭポートからのＡ
ＴＭセルの受信を監視し、受信したＡＴＭセルをデカプセル化してフレームを組み立てる
（ステップＳ９－１）。この例の場合、ＡＴＭセルをユニット番号＃１のラインユニット
のポート＃Ｐ１で受信することになる。
【０２１４】
　そして、デカプセル化したフレームが正常なフレームかどうかを確認する。イーサネッ
ト（登録商標）の仕様に照らして正常なフレームでないと判断した場合は（ステップＳ９
－２否定）、そのフレームは廃棄して、次のＡＴＭセルを監視する処理へ移る（ステップ
Ｓ９－３）。
【０２１５】
　正常なフレームであった場合は（ステップＳ９－２肯定）、フレームに装置内フレーム
ヘッダに付与し、ＡＴＭセルを受信したユニットとポートの番号を装置内フレームヘッダ
の受信ユニット番号と受信ポート番号に設定する。また、ＡＴＭセルを受信したポートの
ポート番号と、ＡＴＭコネクションのＶＰＩおよびＶＣＩと検索キーとして自身が記憶す
るＰＶＣ番号管理テーブル３２１２を検索してＰＶＣ番号を取得し、これを受信ＰＶＣ番
号として装置内フレームヘッダに設定する（ステップＳ９－４）。
【０２１６】
　さらに、ＲＦＣ２６８４ヘッダ部のＰＡＤ部の１バイト目から出力先装置ポート情報を
取得し、２バイト目から送信元装置ポート情報を取得し、これらも装置内フレームヘッダ
に設定し、その後、フレームを入力フレーム転送部３２２０へ転送する（ステップＳ９－
５）。
【０２１７】
　入力フレーム転送部３２２０は、装置内フレームヘッダの出力先装置ポート情報を調べ
る。この例の場合、出力先装置ポート情報の値が００なので（ステップＳ９－６肯定）、
入力フレーム転送部３２２０は、フレームがフラッディングであることを示す情報として
、装置内フレームヘッダの宛先ポート番号と宛先ＰＶＣ番号に０を設定し、宛先ユニット
ビットマップには全てのイーサネット（登録商標）ユニットに１を設定して送出側バック
ボードインターフェイス部３２３０へ転送する（ステップＳ９－８）。
【０２１８】
　図２－１２は、上記の処理の結果としてバックボードに送出されるフレームの装置内フ
レームヘッダのサンプル図である。同図に示すように、宛先ユニットビットマップのライ
ンユニット２１０２およびラインユニット２１０３に対応するビットに１が設定され、Ａ
ＴＭユニットであるラインユニット３２０１に対応するビットには０が設定される。そし
て、宛先ポート番号と宛先ＰＶＣ番号に０が設定され、出力先装置ポート情報には００が
設定される。また、受信ユニット番号に１が設定され、受信ポート番号に１が設定され、
受信ＰＶＣ番号に３０が設定され、送信元装置ポート情報に１１が設定される。
【０２１９】
　上記の処理の結果、装置内フレームヘッダを付与されたＭＡＣフレームは、ラインユニ
ット２１０２およびラインユニット２１０３に送出される。以下、ラインユニット２１０
２の場合を例にして、各ラインユニットがバックボードからＭＡＣフレームを受信した後
の処理手順を説明する。
【０２２０】
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　図２－８は、イーサネット（登録商標）インターフェイスをもつユニットがバックボー
ドより受信したフレームをイーサネット（登録商標）ポートへ送出するまでの処理手順を
示すフローチャートである。
【０２２１】
　ラインユニット２１０２がバックボードからフレームを受信し、イーサネット（登録商
標）ポートへ送出するまでの処理手順のうち、図２－８のステップＳ１０－４までの手順
は既に説明した手順と同一であるので説明を省略する。
【０２２２】
　この例の場合、フレームは自ユニット宛であるので（ステップＳ１０－３肯定）、破棄
されずに出力フレーム転送部１１５０へ転送される。そして、出力フレーム転送部１１５
０は、フレームの送信元ＭＡＣアドレスと、装置内フレームヘッダの受信ユニット番号、
受信ポート番号、受信ＰＶＣ番号および送信元装置ポート情報を学習／検索部１１６０に
引き渡して学習テーブルに登録させる（ステップＳ１０－５）。
【０２２３】
　そして、出力フレーム転送部１１５０は、装置内フレームヘッダの宛先ポート番号が０
か否かを検査する。この例の場合、宛先ポート番号は０なので（ステップＳ１０－６肯定
）、出力フレーム転送部１１５０は、装置内フレームヘッダを除去したフレームを全ての
イーサネット（登録商標）ポートへ出力する（ステップＳ１０－８）。
【０２２４】
　上記の処理の結果、端末２１が送出した端末３１宛てのＭＡＣフレームは、ラインユニ
ット２１０２の全てのイーサネット（登録商標）ポートに出力され、ポート＃Ｐ１から出
力されたフレームが端末３１へ到達する。
【０２２５】
　なお、ラインユニット３２０１がバックボードに送出したフレームは、ラインユニット
２１０３にも受信され、全てのイーサネット（登録商標）ポートからフラッディングされ
る。また、ラインユニット３２００がＡＴＭ網へ送信したＡＴＭセルはＬ２スイッチ３０
０２のラインユニット３２０２にも受信され、ＭＡＣフレーム化された後にバックボード
を介してラインユニット２１０４に送信され、全てのイーサネット（登録商標）ポートか
らフラッディングされる。
【０２２６】
　この結果、Ｌ２スイッチ３００１とＬ２スイッチ３００２の各イーサネット（登録商標
）ユニットにおいて端末２１のＭＡＣアドレスが学習テーブルで学習された状態となる。
図２－１３は、ラインユニット２１０２における学習後の学習テーブルを示すサンプル図
である。同図に示すように、ＭＡＣフレームの送信元ＭＡＣアドレスである２１と、受信
ラインユニットのユニット番号である＃１と、受信ラインユニットにおける受信ポートの
ポート番号である＃Ｐ１と、ＡＴＭセルを受信したＡＴＭコネクションのＰＶＣ番号であ
る３０と、ＡＴＭ網の対向装置にてＭＡＣフレームを受信したポートの位置情報である１
１とが対応付けられて記憶される。
【０２２７】
　続いて、先ほどと反対方向に、端末３１から端末２１へ向けてフレームが送信された場
合の処理手順を図２－５～図２－８をもちいて説明する。この場合の処理手順は、宛先の
ＭＡＣアドレスが学習されている場合の処理手順となる。
【０２２８】
　端末３１から送信されるＭＡＣフレームのフォーマットは、図１－４に示した通りであ
り、宛先ＭＡＣアドレスには２１が設定され、送信元ＭＡＣアドレスには３１が設定され
る。
【０２２９】
　ラインユニット２１０２がポート＃Ｐ１でＭＡＣフレームを受信し、バックボードへ送
出するまでの処理手順のうち、図２－５のステップＳ７－６までは既に説明した手順と同
一であるので説明を省略する。
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【０２３０】
　図２－１３に示したように、宛先ＭＡＣアドレスである２１は学習テーブルに学習され
ているので、ステップＳ７－６の検索の結果、入力フレーム転送部１１２０は、ＭＡＣア
ドレスが学習済と判定する（ステップＳ７－７肯定）。そして、学習されているユニット
番号、ポート番号、ＰＶＣ番号および送信元装置ポート情報を取り出し（ステップＳ７－
８）、装置内フレームヘッダの宛先ユニットビットマップ、宛先ポート番号、宛先ＰＶＣ
番号および出力先装置ポート情報に設定してフレームを送出側バックボードインターフェ
イス部１１３０へ転送する（ステップＳ７－９）。
【０２３１】
　図２－１４は、上記の処理の結果としてバックボードに送出されるフレームの装置内フ
レームヘッダのサンプル図である。同図に示すように、宛先ユニットビットマップのうち
ラインユニット３２０１に対応するビットのみに１が設定され、宛先ポート番号に１が設
定され、宛先ＰＶＣ番号に３０が設定され、出力先装置ポート情報に１１が設定される。
そして、受信ユニット番号には２が設定され、受信ポート番号には１が設定され、受信Ｐ
ＶＣ番号に０が設定され、送信元装置ポート情報に２１が設定される。
【０２３２】
　このフレームの装置内フレームヘッダをもったフレームは、バックボードのバスを介し
て全てのラインユニットに送信されるが、宛先ユニットビットマップを参照するとライン
ユニット３２０１に対応するビットのみに１が設定されているため、ラインユニット３２
０１以外のラインユニットでは破棄されることとなる。
【０２３３】
　続いて、ラインユニット３２０１が、バックボードからフレームを受信し、カプセル化
をおこなってＡＴＭポートよりＡＴＭセルを出力するまでの処理手順について説明する。
この処理手順のうち、図２－６のステップＳ８－５までは既に説明した手順と同一である
ので説明を省略する。
【０２３４】
　ＡＴＭカプセル化部３２５０は、受信側バックボードインターフェイス部３２４０から
転送されたフレームの装置内フレームヘッダの宛先ポート番号が０か否かを検査する。こ
の例の場合、宛先ポート番号は１なので（ステップＳ８－６否定）、ＡＴＭカプセル化部
３２５０は、装置内フレームヘッダを除去したフレームをＡＴＭカプセル化し、装置内フ
レームヘッダの宛先ポート番号と宛先ＰＶＣ番号を検索キーとして自身が記憶するＰＶＣ
番号管理テーブル３２５１を検索してＶＰＩとＶＣＩを取得し、宛先ポート番号、ＶＰＩ
およびＶＣＩによって識別されるＡＴＭコネクションへＡＴＭセルを出力する。
【０２３５】
　このとき、ＲＦＣ２６８４ヘッダ部のＰＡＤ部の１バイト目には装置内フレームヘッダ
の出力先装置ポート情報の値を設定する。また、ＰＡＤ部の２バイト目には、装置内フレ
ームヘッダより受信ユニット番号と受信ポート番号を取り出して設定する。
【０２３６】
　図２－１５は、ＲＦＣ２６８４ヘッダ部のＰＡＤ部の設定状態を示すサンプル図である
。同図に示すように、ＰＡＤ部の１バイト目には出力先装置ポート情報として１１が設定
される。これは、対応装置においてフレームを出力すべきポートがユニット番号＃１のラ
インユニットのポート＃ｐ１であることを意味する。ＰＡＤ部の２バイト目の上位４ビッ
トには、フレームを受信したイーサネット（登録商標）ユニットのユニット番号である２
が設定され、下位４ビットにはフレームを受信したポートのポート番号である１が設定さ
れる。
【０２３７】
　この結果、端末３１が送出した端末２１宛てのＭＡＣフレームは、Ｌ２スイッチ３００
１のラインユニット３２０１のポート＃Ｐ１よりＶＰＩ＝３、ＶＣＩ＝３００のＰＶＣに
送出され、ＡＴＭ網を経由してＬ２スイッチ３０００のラインユニット３２００のポート
＃Ｐ１にてＶＰＩ＝１、ＶＣＩ＝２００のＰＶＣで受信される。
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【０２３８】
　ラインユニット３２００がポート＃Ｐ１でＡＴＭセルを受信し、ＭＡＣフレームに組み
立ててバックボードへ送出するまでの処理手順のうち、図２－７のステップＳ９－５まで
は既に説明した手順と同一であるので説明を省略する。
【０２３９】
　入力フレーム転送部３２２０は、ＡＴＭデカプセル化部３２１０から転送されたフレー
ムの装置内フレームヘッダの出力先装置ポート情報を調べる。この例の場合、出力先装置
ポート情報の値が１１なので（ステップＳ９－６否定）、この情報を基にして装置内フレ
ームヘッダの宛先ユニット番号と宛先ポート番号を設定し、フレームを送出側バックボー
ドインターフェイス部３２３０へ転送する（ステップＳ９－７）。
【０２４０】
　具体的には、出力先装置ポート情報の上位４ビットの値である１を装置内フレームヘッ
ダの宛先ユニット番号に設定し、下位４ビットの値である１を宛先ポート番号に設定する
。
【０２４１】
　図２－１６は、上記の処理の結果としてバックボードに送出されるフレームの装置内フ
レームヘッダのサンプル図である。同図に示すように、宛先ユニットビットマップのライ
ンユニット２１００に対応するビットのみに１が設定される。そして、宛先ポート番号に
１が設定され、宛先ＰＶＣ番号に０が設定され、出力先装置ポート情報に１１が設定され
る。そして、受信ユニット番号に３が設定され、受信ポート番号に１が設定され、受信Ｐ
ＶＣ番号に２０が設定され、送信元装置ポート情報に２１が設定される。
【０２４２】
　続いて、ラインユニット２１００が、バックボードからフレームを受信し、イーサネッ
ト（登録商標）ポートより出力するまでの処理手順について説明する。この処理手順のう
ち、図２－８のステップＳ１０－４までは既に説明した手順と同一であるので説明を省略
する。
【０２４３】
　この例の場合、フレームは自ユニット宛であるので（ステップＳ１０－３肯定）、破棄
されずに出力フレーム転送部１１５０へ転送される。そして、出力フレーム転送部１１５
０は、フレームの送信元ＭＡＣアドレスと、装置内フレームヘッダの受信ユニット番号、
受信ポート番号、受信ＰＶＣ番号および送信元装置ポート情報を学習／検索部１１６０に
引き渡して学習テーブルに登録させる（ステップＳ１０－５）。
【０２４４】
　そして、出力フレーム転送部１１５０は、装置内フレームヘッダの宛先ポート番号が０
か否かを検査する。この例の場合、宛先ポート番号は１なので（ステップＳ１０－６否定
）、装置内フレームヘッダを除去したフレームを宛先ポート番号が示すイーサネット（登
録商標）ポート（この例の場合、ポート＃Ｐ１）へ出力する（ステップＳ１０－７）。
【０２４５】
　上記の処理の結果、端末３１が送出した端末２１宛てのＭＡＣフレームは、ラインユニ
ット２１００のポート＃Ｐ１に出力され、端末２１が受信することができる。また、端末
３１のＭＡＣアドレスが各ラインユニットの学習テーブルで学習された状態となる。
【０２４６】
　上述してきたように、本実施例ではＡＴＭユニットがフレームをＡＴＭカプセル化して
ＡＴＭ網へ送信する際に、そのフレームを受信したイーサネット（登録商標）ポートの位
置情報をＲＦＣ２６８４ヘッダの一部に埋め込むことで自装置におけるＭＡＣアドレスと
ポートとの関連を対向装置に通知し、ＡＴＭ網の対向装置から出力先としてイーサネット
（登録商標）ポートの位置情報を指定するフレームを受信した場合は、その情報に従って
フレームを転送するように構成したので、ＡＴＭユニットに学習機能をもたせることなく
、フラッディングを極力発生させない効率的なフレーム転送を実現することができる。
【０２４７】
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　また、学習テーブルを検索することなくフレームを転送することができるため、フレー
ム転送の遅延を小さくすることができるという効果もある。
【０２４８】
　なお、上記の実施例では、ＬＡＮ間を接続するのにＡＴＭを利用する場合について説明
したが、ＳＯＮＥＴ（Synchronous Optical Network）等の他の方式でネットワーク間を
接続する場合にも本実施例に係るフレーム転送方式は有効である。ネットワークの接続方
式がいかなるものであっても、フレームの一部にポートの位置情報を埋め込むことができ
れば本実施例に係るフレーム転送方式を実現することができる。
【０２４９】
　また、ＶＬＡＮによってブロードキャストドメインを制限する場合でも、本実施例に係
るフレーム転送方式は、ＶＬＡＮ－ＩＤを意識するものではなく、ポート番号を対象にす
るものであるので、ＶＬＡＮ機能をもつＬ２スイッチにも本実施例に係るフレーム転送方
式を適用することが可能である。
【０２５０】
　ところで、本実施例に係るＬ２スイッチは、ＡＴＭ網の対向装置から出力先ポートの指
定がおこなわれることを前提として動作するが、ＡＴＭ網に従来のＬ２スイッチが混在し
ていた場合は、ＡＴＭ網の対向装置から出力先ポートの指定がおこなわれずにフラッディ
ングが多発することになる。
【０２５１】
　このような環境でＬ２スイッチを動作させる必要がある場合は、本実施例に係るＬ２ス
イッチのＡＴＭユニットにも学習機能をもたせるように構成してもよい。学習機能をもた
せることにより装置のコストは高くなるが、ＡＴＭ網の対向装置から出力先ポートの指定
がおこなわれた場合にはその情報を優先して使用するように構成することにより、学習テ
ーブルを検索する頻度を低くすることができ、フレーム転送の遅延を小さくすることがで
きる。
【０２５２】
（付記１）ネットワーク間接続のためのネットワーク間接続インターフェイスを備えた伝
送装置であって、
　前記ネットワーク間接続インターフェイスから出力されるフレームに当該の伝送装置に
おいて該フレームを受信したポートを特定するポート位置情報を埋め込む埋込手段と、
　前記ネットワーク間接続インターフェイスで受信されたフレームに該フレームの出力先
を指定するポート位置情報が埋め込まれていた場合に、該ポート位置情報により特定され
るポートへ前記フレームを出力することを決定する経路決定手段と
　を備えたことを特徴とする伝送装置。
【０２５３】
（付記２）前記経路決定手段は、前記ネットワーク間接続インターフェイスで受信された
フレームに該フレームの出力先を指定するポート位置情報が埋め込まれていなかった場合
に、前記ネットワーク間接続インターフェイスを除く全ての経路へ前記フレームを出力す
ることを決定することを特徴とする付記１に記載の伝送装置。
【０２５４】
（付記３）前記ネットワーク間接続インターフェイスでフレームが受信された場合に、該
フレームの送信元アドレスと、前記ネットワーク間接続インターフェイスの識別情報と、
該フレームに含まれる対向装置のポート位置情報とを関連付けて学習情報として記憶手段
に記憶させる学習手段と、
　転送対象のフレームの送信先アドレスをキーとして前記記憶手段に記憶された学習情報
を検索した結果、該フレームの出力先が前記ネットワーク間接続インターフェイスである
ことがわかった場合に、該フレームの送信先アドレスと関連付けられて記憶されているポ
ート位置情報を該フレームの出力先を指定する情報として該フレームに埋め込み、該フレ
ームを前記ネットワーク間接続インターフェイスから出力するフレーム転送手段と
　をさらに備えたことを特徴とする付記１または２に記載の伝送装置。
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【０２５５】
（付記４）前記伝送装置は、少なくとも２つの通信ユニットを相互接続して構成された伝
送装置であって、
　前記埋込手段は、前記ネットワーク間接続インターフェイスから出力されるフレームに
該フレームを受信したポートの識別情報と該ポートが設けられている通信ユニットの識別
情報とを該フレームを受信したポートを特定するポート位置情報として埋め込むことを特
徴とする付記１～３のいずれか一つに記載の伝送装置。
【０２５６】
（付記５）ネットワーク間接続のためのネットワーク間接続インターフェイスを含んだ伝
送装置におけるフレーム転送方法であって、
　前記ネットワーク間接続インターフェイスから出力されるフレームに当該の伝送装置に
おいて該フレームを受信したポートを特定するポート位置情報を埋め込む埋込工程と、
　前記ネットワーク間接続インターフェイスで受信されたフレームに該フレームの出力先
を指定するポート位置情報が埋め込まれていた場合に、該ポート位置情報により特定され
るポートへ前記フレームを出力することを決定する経路決定工程と
　を含んだことを特徴とするフレーム転送方法。
【０２５７】
（付記６）前記経路決定工程は、前記ネットワーク間接続インターフェイスで受信された
フレームに該フレームの出力先を指定するポート位置情報が埋め込まれていなかった場合
に、前記ネットワーク間接続インターフェイスを除く全ての経路へ前記フレームを出力す
ることを決定することを特徴とする付記５に記載のフレーム転送方法。
【０２５８】
（付記７）前記ネットワーク間接続インターフェイスでフレームが受信された場合に、該
フレームの送信元アドレスと、前記ネットワーク間接続インターフェイスの識別情報と、
該フレームに含まれる対向装置のポート位置情報とを関連付けて学習情報として記憶手段
に記憶させる学習工程と、
　転送対象のフレームの送信先アドレスをキーとして前記記憶手段に記憶された学習情報
を検索した結果、該フレームの出力先が前記ネットワーク間接続インターフェイスである
ことがわかった場合に、該フレームの送信先アドレスと関連付けられて記憶されているポ
ート位置情報を該フレームの出力先を指定する情報として該フレームに埋め込み、該フレ
ームを前記ネットワーク間接続インターフェイスから出力するフレーム転送工程と
　をさらに含んだことを特徴とする付記５または６に記載のフレーム転送方法。
【０２５９】
（付記８）前記伝送装置は、少なくとも２つの通信ユニットを相互接続して構成された伝
送装置であって、
　前記埋込工程は、前記ネットワーク間接続インターフェイスから出力されるフレームに
該フレームを受信したポートの識別情報と該ポートが設けられている通信ユニットの識別
情報とを該フレームを受信したポートを特定するポート位置情報として埋め込むことを特
徴とする付記５～７のいずれか一つに記載のフレーム転送方法。
【０２６０】
（付記９）ネットワーク間接続のためのネットワーク間接続インターフェイスを含んだ伝
送装置におけるフレーム転送方法であって、
　前記ネットワーク間接続インターフェイスから出力されるフレームの送信元アドレスと
該フレームを受信したポートとを関連付けて学習情報として記憶手段に記憶させる学習工
程と、
　前記ネットワーク間接続インターフェイスで受信されたフレームに該フレームの出力先
を指定するポート位置情報が埋め込まれていない場合に、該フレームの送信先アドレスを
キーに学習情報を検索し、該フレームの出力先が学習されていることがわかった場合には
該ポートへ前記フレームを出力し、学習されていないことがわかった場合は前記ネットワ
ーク間接続インターフェイスを除く全ての経路へ前記フレームを出力することを決定する
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経路決定工程と
　を含んだことを特徴とする付記５に記載のフレーム転送方法。
【産業上の利用可能性】
【０２６１】
　以上のように、本発明に係る伝送装置およびフレーム転送方法は、ネットワーク間接続
におけるフレームの転送に有用であり、特に、フレーム転送の性能を劣化させることなく
学習機能を簡略化することが必要な場合に適している。
【図面の簡単な説明】
【０２６２】
【図１－１】シャーシ型のＬ２スイッチの一例を示すサンプル図である。
【図１－２】ラインユニットの接続状態の一例を示すサンプル図である。
【図１－３】イーサネット（登録商標）インターフェイスをもつラインユニットの構成を
示すブロック図である。
【図１－４】イーサネット（登録商標）ポートにて受信されるＭＡＣフレームのフォーマ
ットを示す構成図である。
【図１－５】装置内フレームヘッダのフォーマットを示す構成図である。
【図１－６】ネットワーク構成の一例を示すサンプル図である。
【図１－７】イーサネット（登録商標）ポートで受信したフレームを送出側バックボード
インターフェイス部へ送出するまでの処理手順を示すフローチャートである。
【図１－８】バックボードより受信したフレームをイーサネット（登録商標）ポートへ送
出するまでの処理手順を示すフローチャートである。
【図１－９】学習テーブルの構成例を示すサンプル図である。
【図１－１０】バックボードに送出されるフレームの装置内フレームヘッダのサンプル図
である。
【図１－１１】学習後の学習テーブルを示すサンプル図である。
【図１－１２】バックボードに送出されるフレームの装置内フレームヘッダのサンプル図
である。
【図１－１３】学習後の学習テーブルを示すサンプル図である。
【図１－１４】複数のＬＡＮ間をＡＴＭ網で接続して構成したネットワークの一例を示す
サンプル図である。
【図１－１５】ＭＡＣフレームのカプセル化について説明するための説明図である。
【図１－１６】ＰＶＣ番号管理テーブルの一例を示すサンプル図である。
【図１－１７】ＰＶＣ番号管理テーブルの一例を示すサンプル図である。
【図１－１８】ＡＴＭインターフェイスをもつラインユニットの構成を示すブロック図で
ある。
【図１－１９】装置内フレームヘッダのフォーマットの一例を示す構成図である。
【図１－２０】イーサネット（登録商標）インターフェイスをもつユニットがイーサネッ
ト（登録商標）ポートで受信したフレームをバックボードへ送出するまでの処理手順を示
すフローチャートである。
【図１－２１】ＡＴＭインターフェイスをもつユニットがバックボードより受信したフレ
ームをＡＴＭカプセル化してＡＴＭポートへ送出するまでの処理手順を示すフローチャー
トである。
【図１－２２】ＡＴＭインターフェイスをもつユニットがＡＴＭポートで受信したＡＴＭ
カプセル化されたフレームをバックボードへ送出するまでの処理手順を示すフローチャー
トである。
【図１－２３】イーサネット（登録商標）インターフェイスをもつユニットがバックボー
ドより受信したフレームをイーサネット（登録商標）ポートへ送出するまでの処理手順を
示すフローチャートである。
【図１－２４】学習テーブルの構成例を示すサンプル図である。
【図１－２５】バックボードに送出されるフレームの装置内フレームヘッダのサンプル図
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である。
【図１－２６】学習後の学習テーブルを示すサンプル図である。
【図１－２７】実装ユニット情報の一例を示すサンプル図である。
【図１－２８】バックボードに送出されるフレームの装置内フレームヘッダのサンプル図
である。
【図１－２９】学習後の学習テーブルを示すサンプル図である。
【図１－３０】バックボードに送出されるフレームの装置内フレームヘッダのサンプル図
である。
【図１－３１】バックボードに送出されるフレームの装置内フレームヘッダのサンプル図
である。
【図２－１】本実施例におけるＲＦＣ２６８４ヘッダのフォーマットを示すサンプル図で
ある。
【図２－２】複数のＬＡＮ間をＡＴＭ網で接続して構成したネットワークの一例を示すサ
ンプル図である。
【図２－３】ＡＴＭインターフェイスをもつラインユニットの構成を示すブロック図であ
る。
【図２－４】装置内フレームヘッダのフォーマットの一例を示す構成図である。
【図２－５】イーサネット（登録商標）インターフェイスをもつユニットがイーサネット
（登録商標）ポートで受信したフレームをバックボードへ送出するまでの処理手順を示す
フローチャートである。
【図２－６】ＡＴＭインターフェイスをもつユニットがバックボードより受信したフレー
ムをＡＴＭカプセル化してＡＴＭポートへ送出するまでの処理手順を示すフローチャート
である。
【図２－７】ＡＴＭインターフェイスをもつユニットがＡＴＭポートで受信したＡＴＭカ
プセル化されたフレームをバックボードへ送出するまでの処理手順を示すフローチャート
である。
【図２－８】イーサネット（登録商標）インターフェイスをもつユニットがバックボード
より受信したフレームをイーサネット（登録商標）ポートへ送出するまでの処理手順を示
すフローチャートである。
【図２－９】学習テーブルの構成例を示すサンプル図である。
【図２－１０】バックボードに送出されるフレームの装置内フレームヘッダのサンプル図
である。
【図２－１１】ＲＦＣ２６８４ヘッダ部のＰＡＤ部の設定状態を示すサンプル図である。
【図２－１２】バックボードに送出されるフレームの装置内フレームヘッダのサンプル図
である。
【図２－１３】ラインユニット２１０２における学習後の学習テーブルを示すサンプル図
である。
【図２－１４】バックボードに送出されるフレームの装置内フレームヘッダのサンプル図
である。
【図２－１５】ＲＦＣ２６８４ヘッダ部のＰＡＤ部の設定状態を示すサンプル図である。
【図２－１６】バックボードに送出されるフレームの装置内フレームヘッダのサンプル図
である。
【符号の説明】
【０２６３】
　１１～１６、２１～２２、３１～３２、４１～４２　端末
　１０００　Ｌ２スイッチ
　１１００　ラインユニット
　１１０１　ラインユニット
　１１０２　ラインユニット
　１１１０　入力監視部
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　１１１１　自ユニット番号
　１１２０　入力フレーム転送部
　１１２１　実装ユニット情報
　１１３０　送出側バックボードインターフェイス部
　１１４０　受信側バックボードインターフェイス部
　１１４１　自ユニット番号
　１１５０　出力フレーム転送部
　１１６０　学習／検索部
　１１６１　ＣＡＭ
　２０００～２００２　Ｌ２スイッチ
　２１００～２１０４　ラインユニット
　２２００～２２０２　ラインユニット
　２２１０　ＡＴＭデカプセル化部
　２２１１　自ユニット番号
　２２１２　ＰＶＣ番号管理テーブル
　２２２０　入力フレーム転送部
　２２２１　実装ユニット情報
　２２３０　送出側バックボードインターフェイス部
　２２４０　受信側バックボードインターフェイス部
　２２４１　自ユニット番号
　２２５０　出力フレーム転送部
　２２６０　ＡＴＭカプセル化部
　２２６１　ＰＶＣ番号管理テーブル
　２２７０　学習／検索部
　２２７１　ＣＡＭ
　３０００～３００２　Ｌ２スイッチ
　３２００～３２０２　ラインユニット
　３２１０　ＡＴＭデカプセル部
　３２１１　自ユニット番号
　３２１２　ＰＶＣ番号管理テーブル
　３２２０　入力フレーム転送部
　３２２１　実装ユニット情報
　３２３０　送出側バックボードインターフェイス部
　３２４０　受信側バックボードインターフェイス部
　３２４１　自ユニット番号
　３２５０　ＡＴＭカプセル化部
　３２５１　ＰＶＣ番号管理テーブル
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