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(57)【要約】
【課題】ＩＰ系ネットワークにおいて、常にユーザデー
タの特性に合致した最適な品質経路をユーザに提供する
。
【解決手段】入口機器と出口機器が連携して優先度毎及
び経路毎の遅延時間を算出し、その遅延時間に基づき経
路制御を変更することができるので、現在のネットワー
ク状態に合致した経路制御を行ってＱｏＳの優先度に応
じた通信品質を安定して維持することができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
入口機器となるネットワーク装置と出口機器となるネットワーク装置を備え、必要に応じ
て入口機器と出口機器の経路の間に中継機器となるネットワーク装置を備えて入口機器か
ら出口機器へ遅延測定パケットを送信し、当該遅延測定パケットの受信に応じて出口機器
が入口機器へ返信遅延測定パケットを返信するネットワークシステムにおいて、
　入口機器は、ＱｏＳ定義された優先度をパケットに書き込み、予め設定された出口機器
となるネットワーク装置のアドレスを送信先アドレスに書き込んだパケットを遅延測定パ
ケットとして生成する遅延測定パケット生成手段と、遅延測定パケットの経路を設定した
遅延測定パケット生成用設定情報から遅延測定パケットの経路に従ったポートを用いて遅
延測定パケットを送出する遅延測定パケット送信手段とを備え、
　出口機器は、送信先アドレスが自己のアドレスである遅延測定パケットを受信する遅延
測定パケット受信手段と、遅延測定パケット受信手段で受信した遅延測定パケットの送信
元アドレスを送信先アドレスとして返信遅延測定パケットを遅延測定パケットを受信した
ポートを用いて返信する遅延測定パケット返信手段とを備え、
　入口機器は、送信先アドレスが自己のアドレスである返信遅延測定パケットを受信する
返信遅延測定パケット受信手段と、生成パケット送信手段が遅延測定パケットを送信した
時刻と返信遅延測定パケット受信手段が返信遅延測定パケットを受信した時刻とから遅延
時間を算出する遅延算出手段とをさらに含むネットワークシステム。
【請求項２】
入口機器は、遅延算出手段で算出した遅延時間に基づき優先度及び経路毎に用意された新
たな入口機器から出口機器までの経路制御に変更する遅延結果分析経路変更手段とをさら
に含む
　前記請求項１に記載のネットワークシステム。
【請求項３】
前記入口機器が、タイムフラグを遅延測定パケットに書き込み、
　前記出口機器が、返信遅延測定パケットに含まれるタイムフラグ値を更新し、
　前記入口機器は、返信遅延測定パケット内のタイムフラグ値が更新されているか否かを
判断し、タイムフラグ値が更新されている場合に返信遅延測定パケットを使用して前記遅
延算出手段により遅延時間を算出し、タイムフラグ値が更新されていない場合に返信遅延
測定パケットを使用しない
　前記請求項１または２に記載のネットワークシステム。
【請求項４】
前記入口機器から出口機器までのネットワークシステムがＭＰＬＳネットワークシステム
であり、
　入口機器は、遅延測定パケットを生成する際に、遅延測定パケットのＭＰＬＳヘッダの
ＥｘｐフィールドにＱｏＳ定義された優先度を設定する
　前記請求項１または２に記載のネットワークシステム。
【請求項５】
遅延測定の結果、ＱｏＳ定義された優先度に合わせてＭＰＬＳのＣｌａｓｓｉｆｙ／Ｍａ
ｒｋｉｎｇ（ＭＰＬＳのＥｘｐ設定）を動的に変更可能な機能を具備する
　前記請求項４に記載のネットワークシステム。
【請求項６】
ＭＰＬＳネットワークシステム上の入口機器と出口機器の間にＶＰＮを設定し、
　遅延測定の結果、ＱｏＳ定義された優先度に合わせて経路を動的に変更可能な機能を具
備する
　前記請求項４に記載のネットワークシステム。
【請求項７】
ＱｏＳ定義された優先度をパケットに書き込み、予め設定された出口機器となるネットワ
ーク装置のアドレスを送信先アドレスに書き込んだパケットを遅延測定パケットとして生
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成する遅延測定パケット生成手段と、
　遅延測定パケットの経路を設定した遅延測定パケット生成用設定情報から遅延測定パケ
ットの経路に従ったポートを用いて遅延測定パケットを送出する遅延測定パケット送信手
段と、
　送信先アドレスが自己のアドレスである遅延測定パケットを受信する遅延測定パケット
受信手段と、
　遅延測定パケット受信手段で受信した遅延測定パケットの送信元アドレスを送信先アド
レスとして返信遅延測定パケットを遅延測定パケットを受信したポートを用いて返信する
遅延測定パケット返信手段と、
　送信先アドレスが自己のアドレスである返信遅延測定パケットを受信する返信遅延測定
パケット受信手段と、
　生成パケット送信手段が遅延測定パケットを送信した時刻と返信遅延測定パケット受信
手段が返信遅延測定パケットを受信した時刻とから遅延時間を算出する遅延算出手段と、
　遅延算出手段で算出した遅延時間に基づき優先度及び経路毎に用意された新たな入口機
器から出口機器までの経路制御に変更する遅延結果分析経路変更手段とを含むネットワー
ク装置。
【請求項８】
入口機器となるネットワーク装置と出口機器となるネットワーク装置を用い、必要に応じ
て入口機器と出口機器の経路の間に中継機器となるネットワーク装置を用いて入口機器か
ら出口機器へ遅延測定パケットを送信し、当該遅延測定パケットの受信に応じて出口機器
が入口機器へ返信遅延測定パケットを返信するネットワーク経路変更方法において、
　入口機器が、ＱｏＳ定義された優先度をパケットに書き込み、予め設定された出口機器
となるネットワーク装置のアドレスを送信先アドレスに書き込んだパケットを遅延測定パ
ケットとして生成する遅延測定パケット生成ステップと、
　入口機器が、遅延測定パケットの経路を設定した遅延測定パケット生成用設定情報から
遅延測定パケットの経路に従ったポートを用いて遅延測定パケットを送出する遅延測定パ
ケット送信ステップと、
　出口機器が、送信先アドレスが自己のアドレスである遅延測定パケットを受信する遅延
測定パケット受信ステップと、
　出口機器が、遅延測定パケット受信ステップで受信した遅延測定パケットの送信元アド
レスを送信先アドレスとして返信遅延測定パケットを遅延測定パケットを受信したポート
を用いて返信する遅延測定パケット返信ステップと、
　入口機器が、送信先アドレスが自己のアドレスである返信遅延測定パケットを受信する
返信遅延測定パケット受信ステップと、
　入口機器が、生成パケット送信ステップで遅延測定パケットを送信した時刻と返信遅延
測定パケット受信ステップが返信遅延測定パケットを受信した時刻とから遅延時間を算出
する遅延算出ステップと、
　入口機器が、遅延算出ステップで算出した遅延時間に基づき優先度及び経路毎に用意さ
れた新たな入口機器から出口機器までの経路制御に変更する遅延結果分析経路変更ステッ
プとを含むネットワーク経路変更方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入口機器のネットワーク装置及び出口機器のネットワーク装置からなるネッ
トワークシステムにおいて入口機器から出口機器までの遅延時間を算出し、算出した遅延
時間に基づき経路を変更するネットワークシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　背景技術として、下記特許文献１及び特許文献２が開示されている。
　特許文献１の背景技術は、ネットワークの入力側に設置された入エッジルータと出力側
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に設置された出エッジルータとの間で試験用パケットを送受信したり、あるいは、ユーザ
情報を含むＩＰパケットにタイムスタンプを付与することにより、各ルートにおける実際
のラウンドトリップディレイあるいは伝播遅延時間を測定し、この測定結果にしたがって
パケットを送信するルートを選択するパケットネットワークである。これによれば、実際
のトラヒック状況を反映したルート選択を行うことができる。また、複数の測定結果を平
滑化して使用する技術も開示されている。
　特許文献２の背景技術は、特許文献１と比べ、中継回線の回線使用率、通信データ量も
用いて適切なルートを選択する技術が開示されており、中継回線の負荷分散、レスポンス
タイムの平滑化及び回線の有効利用を図ることができる。
【特許文献１】特開２００２－４４１２５号公報
【特許文献２】特開平９－１９１３２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１又は特許文献２に開示される背景技術は、遅延測定パケットを使用し実際に
ネットワーク上での遅延を測定している。しかしながら、近年のＩＰネットワークにおけ
るＱｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（以下ＱｏＳという）制御を適応したネットワ
ークにおいて、高優先パケットと低優先パケットを区別した測定が実現できておらず、ユ
ーザデータの特性に応じた遅延測定が実施できていない。
　また、遅延測定の結果を経路選択に反映する際には、外部のネットワーク管理装置から
の経路情報設定にて実現している。
【０００４】
　一般のＩＰ機器においては、ＲＩＰ(Routing Information Protocol)／ＯＳＰＦ(Open 
Shortest Path First)に代表される動的な経路管理を実施し、パケットの宛先アドレスに
て経路選択を実施している。また、ユーザデータの特性に合わせた経路選択に関しては、
ポリシールーティングに代表されるように、静的にユーザデータの特性にあわせて経路情
報を設定する仕組みとなっており、動的に変化するネットワークの状態（遅延状態）を把
握して、ユーザデータの特性に合わせた最適な経路選択が実現出来ていないという課題を
有する。
【０００５】
　ＯＳＰＦでは、ＩＰ機器毎にリンクステートを作成して他のＩＰ機器に配信する。他の
ＩＰ機器は、受け取ったリンクステートに基づきリンクステートデータベースを構築する
。このリンクステートデータベースによりＩＰ機器はネットワーク・トポロジを把握する
ことができる。また、ＯＳＰＦでは回線の帯域幅により定まるコスト値を用い、このコス
ト値の低い経路を最適経路として経路選択する。このＯＳＰＦに対応したＩＰ機器からな
るネットワークではネットワーク障害が生じた場合でも、他の経路選択がなされ迅速に収
束する。しかし、前説したように、ネットワーク障害を除くネットワークの状態を把握し
てユーザデータの特性に合わせた最適な経路選択を実現することはできない。具体的には
、ＩＰ機器が決定した最適経路の中に輻輳状態若しくは輻輳に近い状態にある回線が含ま
れても、ネットワーク障害としては認識されないため経路選択が変更されることはない。
この場合、大幅な遅延が生じることとなりリアルタイムの要求が厳しいサービスにおいて
は致命的な課題となる。
　本発明は前記課題を解決するものであり、ＩＰ系ネットワークにおいて、常にユーザデ
ータの特性に合致した最適な品質経路をユーザに提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　ＩＰネットワークを構成する各機器（ルータ、Ｌ２－ＳＷ（レイヤー２スイッチ））に
おいて、先ずは、そのネットワークの入口に位置する機器にユーザデータの特性に合わせ
た遅延測定のパケット生成を行い、ネットワークの出口に位置する機器に対して第一優先
経路と第二優先経路（第三優先経路以降の３経路以上の場合も同様）にこれを送信する。
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出口に位置する機器が本遅延測定パケットを受信した場合には、そのパケットを入口の機
器に同じ経路で返送する。これによりネットワークの入口と出口間での遅延測定が可能と
なり、本測定値を元に実際のユーザデータの経路を決定する。本発明の特徴となる「ユー
ザデータの特性に合わせた遅延パケットの生成」と「遅延測定結果から経路選択を動的に
実施」の２点に関して以下に詳細を説示する。
【０００７】
（ユーザデータの特性に合わせた遅延測定パケット生成の具体的手段）
　ＩＰネットワークにおいては、ユーザデータの特性に合わせてＱｏＳを設定し、画像情
報等は高優先パケット、一般データを低優先パケットとして扱い、ネットワーク全体で優
先制御を実現している。例えば、ＩＰｖ４ネットワークにおいてはＩＰヘッダのＴＯＳ（
Ｔｙｐｅ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）フィールドを使用して優先パケットを明確にし且つ、
本値に従いネットワークを構成する全ての機器において同一の優先制御を提供する事で実
現している。
【０００８】
　本発明においては、ＩＰネットワークで実施しているＱｏＳ定義に合わせて、ＩＰヘッ
ダのＴＯＳ／ＤｉｆｆＳｅｒｖｅフィールドの設定を含めた遅延測定のパケットを生成し
、ユーザデータの特性を忠実に再現した遅延測定手段によって、リアルタイムに変化する
ネットワークの遅延測定を実現する事が可能となる。
【０００９】
（経路選択の具体的手段）
　ＩＰネットワークの構築に関しては、可用性を考慮して経路の冗長化設計を行う。複数
存在する経路の選択に関しては、ＲＩＰ／ＯＳＰＦを代表とするダイナミックルーティン
グを用いる事が主流である。この経路選択においては、ユーザデータの宛先アドレスにて
経路を選択する仕組みであり、ユーザデータの特性に合わせた経路選択を実現するために
は、ポリシールーティング等を併用して適応することなる。
【００１０】
　しかし、ポリシールーティングに関しては、ユーザデータの特性に合わせて。スタティ
ックに経路を選択する仕組みであり、動的に変化するネットワークの状態を随時追従する
ことができない。また、ＭＰＬＳ網におけるトラフィックエンジニアリングでのＬＳＰ（
優先経路・非優先経路）に関しもスタティックにＣｌａｓｓｉｆｙ条件を設定しており、
遅延状態にて動的に切替える事が出来ない。
　本発明においては、前述の手段にて得た遅延結果にてポリシールーティング／Ｃｌａｓ
ｓｉｆｙ条件等の情報を動的に変更することで、ネットワークの品質状態に合わせた経路
選択を可能とする。
【００１１】
　（１）遅延算出＆遅延結果に基づく経路変更
　本発明に係るネットワークシステムは、入口機器となるネットワーク装置と出口機器と
なるネットワーク装置を備え、必要に応じて入口機器と出口機器の経路の間に中継機器と
なるネットワーク装置を備えて入口機器から出口機器へ遅延測定パケットを送信し、当該
遅延測定パケットの受信に応じて出口機器が入口機器へ返信遅延測定パケットを返信する
ネットワークシステムであって、入口機器は、ＱｏＳ定義された優先度をパケットに書き
込み、予め設定された出口機器となるネットワーク装置のアドレスを送信先アドレスに書
き込んだパケットを遅延測定パケットとして生成する遅延測定パケット生成手段と、遅延
測定パケットの経路を設定した遅延測定パケット生成用設定情報から遅延測定パケットの
経路に従ったポートを用いて遅延測定パケットを送出する遅延測定パケット送信手段とを
備え、出口機器は、送信先アドレスが自己のアドレスである遅延測定パケットを受信する
遅延測定パケット受信手段と、遅延測定パケット受信手段で受信した遅延測定パケットの
送信元アドレスを送信先アドレスとして返信遅延測定パケットを遅延測定パケットを受信
したポートを用いて返信する遅延測定パケット返信手段とを備え、入口機器は、送信先ア
ドレスが自己のアドレスである返信遅延測定パケットを受信する返信遅延測定パケット受
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信手段と、生成パケット送信手段が遅延測定パケットを送信した時刻と返信遅延測定パケ
ット受信手段が返信遅延測定パケットを受信した時刻とから遅延時間を算出する遅延算出
手段とをさらに含むものである。
【００１２】
　本発明に係るネットワークシステムは必要に応じて、入口機器は、遅延算出手段で算出
した遅延時間に基づき優先度及び経路毎に用意された新たな入口機器から出口機器までの
経路制御に変更する遅延結果分析経路変更手段とをさらに含むネットワークシステム。
　このように本発明によれば、入口機器と出口機器が連携して優先度毎及び経路毎の遅延
時間を算出し、その遅延時間に基づき経路制御を変更することができるので、現在のネッ
トワーク状態に合致した経路制御を行なってＱｏＳの優先度に応じた通信品質を安定して
維持することができるという効果を奏する。
【００１３】
　具体的には、ＩＰネットワークをＩＰｖ４にて構成している場合に、入口機器の遅延測
定パケット生成手段が遅延測定用のパケットを生成する際に、ＩＰヘッダのＴＯＳフィー
ルドもしくは、ＤｉｆｆＳｅｒｖｅのフィールドを、ＱｏＳ定義されている優先度に設定
する。また、ＩＰネットワークをＩＰｖ６にて構成している場合に、入口機器の遅延測定
パケット生成手段が遅延測定用のパケットを生成する際に、ＩＰヘッダのＴｒａｆｆｉｃ
　Ｃｌａｓｓフィールドを、ＱｏＳ定義されている優先度に設定する。
【００１４】
　遅延結果分析経路変更手段が、遅延時間に基づき新たな経路制御に変更する具体的な方
法としては、後説する実施形態で説示しているように、ポリシールーティングを変更する
手法、ＯＳＰＦのコスト値を変更する手法、ＶＰＮのパスを変更する手法、ＶＬＡＮのコ
スト値を変更してブロッキングポートを変える手法がある。また、遅延時間に基づきとは
、遅延時間が所定閾値を超えているか否かだけでなく、同じ優先レベルの異なる入口機器
から出口機器までの経路の遅延時間を比較すること（比較の後に最適な経路を選択し、選
択には遅延時間だけでなく帯域も判断事項に含めることが望ましい）も含まれる。
【００１５】
　（２）タイムフラグ
　本発明に係るネットワークシステムは必要に応じて、前記入口機器が、タイムフラグを
遅延測定パケットに書き込み、前記出口機器が、返信遅延測定パケットに含まれるタイム
フラグ値を更新し、前記入口機器は、返信遅延測定パケット内のタイムフラグ値が更新さ
れているか否かを判断し、タイムフラグ値が更新されている場合に返信遅延測定パケット
を使用して前記遅延算出手段により遅延時間を算出し、タイムフラグ値が更新されていな
い場合に返信遅延測定パケットを使用しないものである。
【００１６】
　このように本発明によれば、送出時にタイムフラグを遅延測定パケットに含ませ、返信
時にタイムフラグ値を更新させ、タイムフラグ値が更新されている場合に返信遅延測定パ
ケットを受信して遅延時間を求めるので、返信時の処理が適切になされていない返信遅延
測定パケットを無視して適切に動作することができるという効果を有する。
【００１７】
　タイムフラグ値が更新されていない場合に返信遅延測定パケットを使用しないとは、具
体的には、タイムフラグ値が更新されていない返信遅延測定パケットを前記返信遅延測定
パケット受信手段が受信しない手法、前記返信遅延測定パケット受信手段は取り敢えずタ
イムフラグ値の更新の有無にかかわらず受信してタイムフラグ値が更新されていない返信
遅延測定パケットである場合には破棄する手法が含まれる。
【００１８】
　以上のように本発明は現行のＩＰネットワーク上の経路変更を伴う各種慣用プロトコル
を適用したネットワークにおいても適用することができる汎用的な技術である。
　また、これまで、ネットワークシステムとして本発明を把握したが、所謂当業者であれ
ば、ネットワーク遅延時間測定方法、ネットワーク経路変更方法、ネットワーク装置とし
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ても把握することができる。
　これら前記の発明の概要は、本発明に必須となる特徴を列挙したものではなく、これら
複数の特徴のサブコンビネーションも発明となり得る。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によりユーザデータの特性を保持した動的な経路選択が可能となり、ユーザデー
タに対して、より品質の高いサ－ビスの提供が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　　（本発明の第１の実施形態）
［１．システム構成］
　図１は本実施形態に係るネットワーク装置のネットワーク構成図である。コンピュータ
ＸとコンピュータＹがＩＰ通信を行うために経由するいくつかのネットワーク装置Ａ、Ｂ
、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆを示している。ただし、コンピュータＸとネットワーク装置Ａの間、コ
ンピュータＹとネットワーク装置Ｄの間に他のネットワーク装置が配設した構成であって
もよい。また、コンピュータＸとコンピュータＹの通信経路は、図１で示すように、矢印
付き実線、矢印付き点線から２経路であるが、３経路以上あってもよい。
【００２１】
［１．１　ブロック構成］
　図２は本実施形態に係るネットワーク装置のブロック構成図である。
　本実施形態に係るネットワーク装置は、ルーティングテーブル１１、パケット中継手段
１２、遅延測定パケット生成手段１３、生成パケット送信手段１４、返信遅延測定パケッ
ト受信手段１７、遅延算出手段１８、遅延結果分析経路変更手段１９、経路情報記憶手段
２０、遅延測定パケット受信手段１５及び遅延測定パケット返信手段１６からなる。なお
、ルーティングテーブル１１、経路情報記憶手段２０は経路ＤＢ（データベース）として
構築されている。なお、ルーティングテーブル１１に記録している情報と経路情報記憶手
段２０に記録している情報それぞれ別々に記録してもよい。
　ルーティングテーブル１１、パケット中継手段１２は一般的なルータが有する構成要素
である。
【００２２】
　遅延測定パケット生成手段１３は、優先レベルに応じた遅延測定パケットを生成する機
能を有する。優先レベル毎に経路制御可能な経路毎に遅延測定パケットを生成する。例え
ば、高優先と低優先の優先レベルがあり、経路がそれぞれ１つである場合には２種類の遅
延測定パケットを生成することができる。同様に、高優先と低優先の優先レベルがあり、
経路がそれぞれ２つである場合には４種類の遅延測定パケットを生成することができる。
【００２３】
　生成パケット送信手段１４は、遅延測定パケット生成手段１３により生成された遅延測
定パケットを出口機器であるネットワーク装置に送信する機能を有する。
　遅延測定パケット受信手段１５は、遅延測定パケットを送信したネットワーク装置から
遅延測定パケットを受信する機能を有する。
　遅延測定パケット返信手段１６は、遅延測定パケット受信手段１５により受信した遅延
測定パケットをこの遅延測定パケットを送信したネットワーク装置に返信する機能を有す
る。
【００２４】
　返信遅延測定パケット受信手段１７は、遅延測定パケットを受信したネットワーク装置
から送信された返信遅延測定パケットを受信する機能を有する。
　遅延算出手段１８は、遅延測定パケットが送信された時刻を記録し、返信遅延測定パケ
ットを受信した時刻を記録し、これら記憶した時刻から遅延測定パケットが送信されて返
信遅延測定パケットを受信するまでの時間を遅延時間として算出する機能を有する。
　遅延結果分析経路変更手段１９は、遅延結果に基づき必要に応じて経路変更を実行する
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機能を有する。
　経路情報記憶手段２０は、遅延結果分析経路変更手段１９が経路変更を実行する場合の
経路情報を記録している。
【００２５】
　図２を参照すると分かるように、遅延測定時では、入口機器において遅延測定パケット
生成手段１３、生成パケット送信手段１４、返信遅延測定パケット受信手段１７、遅延算
出手段１８、遅延結果分析経路変更手段１９及び経路情報記憶手段２０を機能させ、中継
機器においてルーティングテーブル１１及びパケット中継手段１２を機能させ、出口機器
において遅延測定パケット受信手段１５及び遅延測定パケット返信手段１６を機能させる
。
【００２６】
　よって、中継機器の役割のみを果たすルータは既存のルータを使用してもよい。図１で
は中継機器として示されているネットワーク装置が、他のネットワークでは入口機器に相
当する場合もあり、このような場合には中継機器も入口機器も荷うために既存のルータで
はなく本発明の構成要素を具備するネットワーク装置を用いる必要がある。また、入口機
器だけでなく、中継機器、出口機器も荷うネットワーク装置も必要となる場合もあり、ネ
ットワーク装置の汎用性を考慮すると、入口機器の機能、中継機器並びに出口機器の機能
を有するネットワーク装置を用意することが望ましい。そうすることで、設定によりそれ
ぞれの機器の役割を果たすことになる。
【００２７】
［１．２　ＯＳＰＦ］
　ＯＳＰＦについて図に基づき説明する。図３は図１のルータのルーティングテーブルの
例である。
　図１ではコンピュータＸとコンピュータＹが通信する場合に利用する通信経路上のルー
タを示している。図１のネットワーク構成は一例であり、例えば、コンピュータとネット
ワーク装置との間、ネットワーク装置間に他のネットワーク装置が配設され、その配設さ
れたネットワーク装置を介した通信にも適用することができる。図１において入口機器は
コンピュータＸからコンピュータＹへの通信を前提とした場合には上流側のコンピュータ
Ｘから送信されたパケットを最初に受信するネットワーク装置のことである。図１におい
て出口機器は下流側のコンピュータＹへコンピュータＸからのパケットを中継する最後の
ネットワーク装置のことである。言い換えれば、コンピュータＸからコンピュータＹへの
通信におけるネットワーク装置Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、ＦからなるＩＰネットワークでの入
口となるネットワーク装置Ａが入口機器であり、出口となるネットワーク装置Ｄが出口機
器である。
【００２８】
　コンピュータＸとコンピュータＹの通信においては二通りの経路をとることができる。
つまり、（Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ）の経路と（Ａ→Ｅ→Ｆ→Ｄ）の経路をとることができる。Ｏ
ＳＰＦではそれぞれのルータ間にコスト値が設定され、コスト値を積算することで求まる
経路のコスト値が最も小さい経路が最適経路として選択される。図１では（Ａ→Ｂ→Ｃ→
Ｄ）の経路のコスト値が２５で、（Ａ→Ｅ→Ｆ→Ｄ）の経路のコスト値が３０であり、前
者の経路のコスト値が小さく（Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ）の経路が最適経路として選択される。そ
うすると、コンピュータＸからのパケットをルータＡが受信すると、ルータＡはｐ１のイ
ンタフェースに受信したパケットを送出する。コンピュータＸからのパケットは即時性が
要求されるパケットも即時性が要求されないパケットも同じ経路でコンピュータＹへ送ら
れる。
【００２９】
［１．３　ＱｏＳ］
　ＯＳＰＦのみによる経路制御ではデータ特性に合わせた経路制御を実現することができ
ず、これを実現するためにポリシールーティングを用いることができる。例えば、画像デ
ータは通常データに優先させて異なる経路で送信するというポリシーが策定された場合に
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、図４（ａ）に示すポリシールーティングを定義することで、図１に示すように画像デー
タは高優先で（ルータＡ→Ｂ→Ｃ→Ｄ）の経路が選択されて送信され、通常データは低優
先で（ルータＡ→Ｅ→Ｆ→Ｄ）の経路が選択されて送信される。このように優先データ毎
にルータＡのポートをスタティックに定義することでポリシールーティングが可能となる
。ただし、ポリシールーティングでは動的なネットワークの状態（遅延状態）を把握して
ユーザデータを保ちながら最適な経路を把握することができない。
【００３０】
　図４（ａ）のようにポリシールーティングを策定する他、図４（ｂ）に示すようにＱｏ
Ｓを優先定義することもできる。つまり、インタフェース毎にデータ種類を割り当てる設
定以外に、さらに、インタフェースの帯域を分割し、分割した帯域にデータ種類を割り当
てる。そうすることで、同一の経路であっても異なるデータ種類のパケットを送信するこ
とができる。つまり、異なる優先度のパケットを同一の経路を介して送信することができ
る。なお、帯域の分割割合の指定も可能である。図４（ｂ）のＱｏＳの優先定義であれば
、主に（ルータＡ→Ｂ→Ｃ→Ｄ）の経路を介して高優先の画像データのパケットを送信し
、主に（ルータＡ→Ｅ→Ｆ→Ｄ）の経路を介して低優先の通常データのパケットを送信す
る。
【００３１】
　図６（ａ）に示すようにネットワークを構成する各ネットワーク装置のインタフェース
にＱｏＳ優先定義がなされている場合に、ユーザからのパケットをデータ特性に合わせて
経路制御するためにＱｏＳではＩＰパケットのヘッダ部のＴＯＳフィールドに優先度を格
納する。
【００３２】
　ＩＰパケット（ｖ４）のヘッダ部は、バージョン、ヘッダ長、サービス・タイプ（ＴＯ
Ｓ）、パケット長、ＩＤ、フラグ、フラグメント・オフセット、ＴＴＬ、プロトコル、ヘ
ッダ・チェックサム、送信元ＩＰアドレス、宛先ＩＰアドレス、オプション、パディング
からなる（図５（ａ）参照）。
【００３３】
　ＴＯＳフィールドはＩＰヘッダの先頭から３番目に位置し、８ビットからなる。ＴＯＳ
フィールドの８ビットのうち０ビット目から２ビット目までの３ビットを用いて優先度を
表現する（図６（ｂ）（ｃ）参照）。
【００３４】
［１．４　タイムフラグ(Time Flag)］
　本実施形態に係るネットワーク装置においては、ＩＰパケットのデータ部の先頭にタイ
ムフラグ（ＴＦ）を設けている（図５（ａ）参照）。遅延測定パケットの生成時はこのタ
イムフラグに「１」を格納し、返信遅延測定パケットの返信時はこのタイムフラグに「０
」を格納する。このようにタイムフラグに値を格納することで、タイムフラグを参照すれ
ば遅延測定パケットか返信遅延測定パケットかを識別することができる。
【００３５】
［１．５　経路変更］
　遅延結果分析経路変更手段１９は遅延結果に基づき経路変更を実行する。経路変更は、
ＯＳＰＦを用いているネットワークであれば該当部分のコスト値を更新すること、リンク
ステート情報が更新されて実行される。また、ポリシールーティングを変更することでも
経路の変更を行うことができる。変更前後のポリシールーティング又はＯＳＰＦのコスト
値が経路情報記憶手段２０に記録されている。
【００３６】
［２．動作］
　ＱｏＳの定義を図４（ｂ）で定義済みであるとする。また、入口機器であるネットワー
ク装置Ａと出口機器であるネットワーク装置Ｄにはそのネットワーク装置間で遅延測定を
実施する設定を予め行っている。具体的には、ネットワーク装置Ａには入口機器であるこ
と、出口機器であるネットワーク装置Ｄのアドレスを設定し、ネットワーク装置Ｄには出
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口機器であること、入口機器であるネットワーク装置Ａのアドレスを設定する。入口機器
であるネットワーク装置Ａのみに遅延測定を実施する設定を予め行う構成であってもよい
。具体的には、ネットワーク装置Ａには入口機器であること、出口機器であるネットワー
ク装置Ｄのアドレスを設定する。このようにした場合であっても、出口機器であるネット
ワーク装置Ｄは、遅延測定パケットのＩＰヘッダ情報を参照して送信元アドレスからネッ
トワーク装置Ａに対して返信遅延測定パケットを送信することができる。
【００３７】
　入口機器の遅延測定パケット生成手段１３は、ユーザデータの特性に合わせた遅延測定
パケットを生成する（図２＜１＞）。図５（ａ）では、「ＩＰヘッダのＴＯＳフィールド
を高優先に設定」した遅延測定パケットを示している。なお、コンピュータＸがコンピュ
ータＹに送信する実データのＩＰヘッダのＴｏＳフィールドはコンピュータＸがアプリケ
ーションプログラムに従って値を書き込むことがある。遅延測定パケットの送信先アドレ
スは出口機器となる。
【００３８】
　この遅延測定パケットは、ＱｏＳ定義されている優先度毎で且つ経路毎に生成すること
ができる。例えば、図１において高優先又は低優先毎と、第１経路又は第２経路との組み
合せに対して生成することができる。遅延測定パケット生成手段１３は図５（ｂ）に示す
遅延測定パケット生成用設定情報に基づき遅延測定パケットを生成する。この遅延測定パ
ケット生成用設定情報は使用者により入口機器に設定される。現在経路として使用されて
いる経路を入口機器が使用者の管理者用端末（使用者がネットワーク装置の設定に使用す
る端末）に対して使用者の要求に応じて出力することで、遅延測定パケット生成用設定情
報の経路設定を容易に行う構成にすることもできる。遅延用の経路は現在使用されていな
いために、使用者が設定する必要がある。ただし、遅延発生時のポリシールーティングを
取り込む構成、又は、ＯＳＰＦのコスト値を変化させた場合の経路を取り込む構成とした
場合には、同様に使用者に対して遅延発生時の経路を提示することができ設定を支援する
ことができる。このように通常時、遅延時の経路も入口機器が把握することもでき、遅延
測定パケット生成用設定情報を自動的に生成し、使用者は既存の設定を行うことで本発明
を適用したネットワークを構築することもできる。また、必要に応じて入口機器は、中継
機器又は出口機器に対して遅延測定パケット生成用設定情報を配信することもできる。
　また、遅延測定パケット生成手段１３は、［１．４　タイムフラグ］で前説したように
、ＩＰパケットのデータ部のＴＦ（Ｔｉｍｅ　Ｆｌａｇ）に’１’を立てる。
【００３９】
　遅延測定パケットの生成条件としては、例えば、遅延測定パケット生成用設定情報を設
定した場合であり、その際に遅延測定パケット生成用設定情報に従った優先度毎のパケッ
トを経路毎に生成する。図６では４種類の遅延測定パケットが生成される。ただし、同時
に全ての種類の遅延測定パケットを生成するのではなく、パケット生成から遅延算出まで
を種類毎に実行する構成にすることもできる。このとき、ある種類の遅延測定から他の種
類の遅延測定までの時間経過が長い場合には同一のネットワーク状況で測定された遅延と
ならないこともあり、できる限りその時間経過は短いことが望ましい。
【００４０】
　遅延測定パケットの送信契機としては、例えば、遅延測定パケット生成用設定情報の設
定後であり、その際にパケットを生成し、そのインタフェースに向けて送信する。送信時
のインタフェースは、遅延測定パケットの経路及び優先度から決定される。ルーティング
テーブルのみに従ってインタフェースを決定した場合には現在の経路のみが選択されるか
らである。
【００４１】
　入口機器の生成パケット送信手段１４は、遅延測定パケットの生成後、ネットワークの
出口機器宛てに本パケットを遅延測定パケット生成用設定情報に従って定期的に送信する
（図２＜２＞）。なお、送信周期は入口機器にて任意に設定可能である。また、出口機器
のアドレスは通常入口機器のルーティングテーブルに含まれる。
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【００４２】
　送信後は、ＱｏＳ優先定義の対象となる機器の一部である中継機器を経て出口機器に到
達する（ＱｏＳに準じたルートを経て送信）。図７では（Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ）の経路では中
継機器であるルータＢ、Ｃを経て出口機器に遅延測定パケットが到達し、（Ａ→Ｅ→Ｆ→
Ｄ）の経路では中継機器であるルータＥ、Ｆを経て出口機器に遅延測定パケットが到達す
る。つまり、ネットワーク装置Ｂ、Ｃ、Ｅ、Ｆのパケット中継手段１２を用いて、遅延測
定パケットを中継している（図２＜３＞）。
【００４３】
　出口機器の遅延測定パケット受信手段１５は、遅延測定パケットを受信する（図２＜４
＞）。図７は、出口機器であるネットワーク装置Ｄが、ネットワーク装置Ｃから高優先（
及び低優先）の遅延測定パケットを受信し、ネットワーク装置Ｆから低優先（及び高優先
）の遅延測定パケットを受信していることを示す。
【００４４】
　出口機器の遅延測定パケット返信手段１６は、図２＜５＞に示すように、入口機器に向
かって同優先定義を経て本パケットを返信する（ＱｏＳに準じたルートを経て返信する）
。ここで、返信の際は、ＩＰパケットのデータ部のＴＦを’０’にして返す。通常、返信
経路は出口機器が返信遅延測定パケットを同じインタフェース側に送出することでなされ
るが、前説した入口機器からの遅延測定パケット生成用設定情報の配信を受け、この遅延
測定パケット生成用設定情報に基づき返信を行ってもよい。遅延測定パケット生成用設定
情報内での受信した遅延測定パケットの識別は、経路及び優先度から特定する方法、遅延
測定パケットの識別情報（遅延測定パケット＃）をＩＰヘッダ部又はデータ部に入口機器
で書き込み、出口機器で読み出す方法を取ることができる。
【００４５】
　中継機器は遅延測定パケットの中継と同様に逆側に返信遅延測定パケットを中継する（
図２＜６＞）。
　入口機器の返信遅延測定パケット受信手段１７は、返信遅延測定パケットを受信する（
図２＜７＞）。このとき、受信したパケットのデータ部のＴＦが「０」になっていること
を確認して受信する構成でもよいし、一旦受信して「０」でなければパケットを破棄する
構成であってもよい。
【００４６】
　入口機器の遅延算出手段１８は、遅延測定パケットの送信時のタイムスタンプと返信遅
延測定パケットの受信時の時刻よりパケットの往復時間を算出する（図２＜８＞）。ここ
で、入口機器は出口機器宛の遅延測定パケットを送信した時刻をタイムスタンプとしてバ
ッファ内に記録する。送信先アドレス、優先度及び経路もバッファ内にタイムスタンプと
関連付けて記録しておくことが好ましく、この送信先アドレス、優先度及び経路によりタ
イムスタンプを特定することができる。他の方法として、遅延測定パケットのデータ部に
パケットを一意に識別可能な識別情報を格納することもできる。そして、この識別情報と
タイムスタンプを関連付けて記録しておき、識別情報に基づきタイムスタンプを特定する
。この識別情報は単独でパケットを一意に識別できるように識別情報を作成してもよいし
、アドレスや優先度の他の情報と共に一意に識別できるように識別情報を作成してもよい
。
【００４７】
　入口機器がテストパケット（返信）を受信したとき、ＩＰデータ内のＴＦを参照し、’
０’の値を含むＩＰデータのみを受信時刻と認識し、入口機器と出口機器の間の往復時間
を算出する。なお、入口機器から出口機器までの片道の遅延時間を代わりに求めて用いる
こともできる。その前提として、入口機器と出口機器がそれぞれ時計部を具備し、入口機
器の時計部と出口機器の時計部の時刻が一致している必要がある。時刻を一致させる方法
（例えば、ＮＴＰ(Network Time Protocol)）は既に所謂当業者であれば明らかであるの
でここでは詳説しない。入口機器では遅延測定パケットの送信時刻を保持し、出口機器で
は受信時刻をタイムスタンプとしてＩＰヘッダ部又はデータ部に書き込み、入口機器で返
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信遅延測定パケットからタイムスタンプを読み出し、読み出したタイムスタンプの時刻か
ら保持している送信時刻を減算し、入口機器から出口機器までの片道の遅延時間を求める
ことができる。
【００４８】
　また、ユーザデータ(ＱｏＳ)の定義が変更、または障害等による遅延測定パケット認識
不可時は、タイムアウトタイマ値によって再度定期的な送信を行う。図８では遅延測定の
タイムチャートの一例である。この例では、入口機器は送信周期タイマ「ｔ」毎に遅延測
定パケットを出口機器へ送信し、遅延測定パケットを出口機器へ送信してから送信周期タ
イマアウトタイマ「ＴＯ」経過した場合に再度遅延測定パケットを出口機器へ送信する。
入口機器が送信周期タイマ毎に遅延測定パケットを送信するのは返信遅延測定パケットを
出口機器から受信している場合である。入口機器が送信周期タイマアウトタイマ毎に遅延
測定パケットを送信するのは返信遅延測定パケットを出口機器から受信していない場合で
ある。なお、バッファには遅延測定パケットの送信時刻がタイムスタンプとして格納され
ているので、入口機器において遅延測定パケットの送信からの経過時間は求めることがで
きる。図８では入口機器から１回目の遅延測定パケットに対しては出口機器からの返信遅
延測定パケットの返信があり、そのため２回目の遅延測定パケットを１回目の遅延測定パ
ケットの送信から送信周期タイマ「ｔ」経過した時点で送信している。一方、２回目の遅
延測定パケットに対しては出口機器からの返信遅延測定パケットが入口機器に到達してい
ないため、２回目の遅延測定パケットの送信から送信周期タイマアウトタイマ「ＴＯ」経
過した後に遅延測定パケットを再送している。２回目の遅延測定パケットに対応する２回
目の返信遅延測定パケットが入口機器に到達しなかった理由は、たとえば、ネットワーク
障害、出口機器故障、ルート変更などが理由として挙げられる。遅延測定パケットの再送
を所定回数以上繰り返した後に、ネットワーク管理者の使用するコンピュータ又はネット
ワーク管理システムのＳＮＭＰマネージャに通知することが好ましい。なお、送信周期タ
イマ、送信周期タイマアウトタイマは運用者が決定する。
【００４９】
　入口機器は、これまでの動作を「画像情報」「データ」のユーザデータ毎に、定期的に
実施する事で、ネットワークの各経路における遅延状況を把握することができる。
　入口機器の遅延結果分析経路変更手段１９は、遅延状況の把握によって、ユーザデータ
の特性に合わせた経路選択を適宜変更することを可能とする（図２＜９＞）。経路選択の
変更時は、経路情報記憶手段２０から条件に合致する他のポリシールーティングの定義を
読み出して自動的に変更する。例示として、前説した図４（ａ）のポリシールーティング
から図４（ｃ）のポリシールーティングへ変更される。例えば、図９（ａ）に示すように
高優先のパケットの遅延時間が３０［ｓ］となり、低優先のパケットの遅延時間１［ｓ］
と比べても大幅に長い時間であり、入口機器の遅延結果分析経路変更手段１９がポリシー
ルーティングの定義を更新し、高優先のパケットも低優先のパケットが通る経路を通るこ
とになる（図９（ｂ）参照）。図９（ｂ）は経路（Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ）の矢印付点線から経
路（Ａ→Ｅ→Ｆ→Ｄ）の矢印付実線へ高優先の画像データの経路が切り替わったことを示
す。図４（ｂ）のＱｏＳの優先定義の場合には、高優先の画像データの経路が経路（Ａ→
Ｅ→Ｆ→Ｄ）に移行した場合でも、高優先の画像データ用に帯域は２０［％］しか確保さ
れていないため、図９（ｃ）に示すように高優先の画像データ用の帯域を８０［％］に変
更することが望ましい。ところで、経路（Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ）での遅延が所定閾値以下にな
る場合には元の経路に復帰して経路（Ａ→Ｅ→Ｆ→Ｄ）の優先度毎の帯域分けも戻す。遅
延結果に基づくＱｏＳの優先定義の変更については、後記［遅延による経路変更に伴うＱ
ｏＳ定義の更新］で説示する。
【００５０】
　なお、ある優先度のパケットの遅延時間と他の優先度のパケット遅延時間の対比により
入口機器の遅延結果分析経路変更手段１９がポリシールーティングの定義の更新をするか
否かを判断しているが、より簡単に所定遅延時間を越えているか否かを判断し、超えてい
ればポリシールーティングの定義を更新し、超えていなければポリシールーティングの定
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義を更新しない構成とすることもできる。
【００５１】
　また、遅延時間が元に戻った場合はポリシールーティングをもとに戻して遅延発生前の
高優先の経路に切替える。遅延測定パケットは、遅延前後に拘ることなく、現在のポリシ
ールーティングに従わず、遅延測定パケット生成用設定情報に基づき遅延測定を実行する
。
　さらに、本実施形態では経路変更のためにポリシールーティングを用いているが、前説
したようにＯＳＰＦのコスト値の変更により経路変更を実施してもよい。
　本実施形態に係るネットワーク装置によれば、上記変更により、ユーザデータの特性に
合わせた経路選択を、常時変化するネットワーク条件に動的に適合させることができる。
【００５２】
　　（本発明の第２の実施形態：ＭＰＬＳ　Ｑｏｓ）
　図１０は本実施形態に係るＭＰＬＳ網での遅延測定パケットの説明図である。前記第１
の実施形態ではＱｏＳを用いたＩＰネットワーク上で本発明を説示したが、本実施形態で
は、さらに、ＭＰＬＳを適用したネットワーク上で本発明を実装した例を説示する。つま
り、ルーティングプロトコルをＯＳＰＦとし、ＭＰＬＳ　ＱｏＳの実装されたＩＰネット
ワークに本発明を適用した例である。
【００５３】
　図１１で示すネットワーク構成上のネットワーク装置Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆはラベル
スイッチドルータ（ＬＳＲ）である。本実施形態に係るラベルスイッチドルータであって
も、前記第１の実施形態に係るネットワーク装置と同様に、経路テーブル（ＬＦＩＢ(Lab
el Forwarding Information Base)）、パケット中継手段１２、遅延測定パケット生成手
段１３、生成パケット送信手段１４、返信遅延測定パケット受信手段１７、遅延算出手段
１８、遅延結果分析経路変更手段１９、経路情報記憶手段２０、遅延測定パケット受信手
段１５及び遅延測定パケット返信手段１６を具備する。なお、入口機器であるネットワー
ク装置Ａ及び出口機器であるネットワーク装置ＤはＬＳＲの中でもラベルエッジルータ（
ＬＥＲ）となる場合がある。
【００５４】
　遅延測定パケット生成手段１３は、前記第１の実施形態と異なりＩＰヘッダのＴｏＳフ
ィールドではなく、ＭＰＬＳラベルのＥＸＰフィールドに優先度を書き込む。なお、コン
ピュータＸからコンピュータＹへの実データの送信の中継においては、ネットワーク装置
Ａの前にラベルスイッチドルータが存在する場合にはＭＰＬＳラベルのＥＸＰフィールド
に優先度が書き込まれている場合があるが、ネットワーク装置ＡがＭＰＬＳのラベルエッ
ジルータである場合にはネットワーク装置Ａの遅延測定パケット生成手段１３が優先度を
ＥＸＰフィールドに書き込む。図１０（ｂ）に示すように、本実施形態ではＥＸＰ値「１
」を高優先、「２」を低優先とした。ＭＰＬＳ　ＱｏＳでも前記第１の実施形態と同様に
、例えば、図１０（ｃ）のようにＱｏＳの優先レベル毎に帯域を確保することができる。
【００５５】
　図１１（ａ）に示すように高優先の画像データも、低優先のその他のデータも経路（Ａ
→Ｂ→Ｃ→Ｄ）をとる経路制御を実行しているとする。入口機器の遅延測定パケット生成
手段１３が、遅延測定パケット生成用設定情報に基づき遅延測定パケットを生成する。入
口機器の遅延測定パケット生成手段１３が、目的とする経路となるラベルを書き込み、Ｅ
ＸＰフィールドに優先度を書き込んだシムヘッダをＩＰパケットの先頭に付加して遅延測
定パケットを生成する。入口機器の生成パケット送信手段１４は生成した遅延測定パケッ
トを送信する。
【００５６】
　中継機器のパケット中継手段１２がラベルを付け替えてフォワーディング（Forwarding
：受け取ったパケットの宛先情報を調べて、適切な相手先に届けられるように送出するこ
と）するＳｗａｐを実行する。出口機器の遅延測定パケット受信手段１５が遅延測定パケ
ットを受信し、出口機器の遅延測定パケット返信手段１６が同じ経路で逆側となるラベル
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を遅延測定パケットを複製した返信遅延測定パケットのシムヘッダに書き込んで送信する
。なお、遅延測定パケット返信手段１６がＩＰヘッダのＴＦを「１」から「０」にする。
中継機器のパケット中継手段１２がラベルを付け替えて先ほどとは逆側にフォワーディン
グする。
【００５７】
　入口機器の返信遅延測定パケット受信手段１７が返信遅延測定パケットを受信する。遅
延算出手段１８は遅延測定パケットの送信時刻と返信遅延測定パケットの受信時刻から遅
延時間を求める。高優先の遅延測定パケット及び低優先の遅延測定パケットを経路（Ａ→
Ｂ→Ｃ→Ｄ→Ｃ→Ｂ→Ａ）で送信した場合に算出した遅延時間が所定閾値以上である場合
に、遅延結果分析経路変更手段１９がＯＳＰＦのネットワーク装置Ａとネットワーク装置
Ｂ間のコスト値を悪化させる（「１０」→「２０」）ことで、リンクステート情報が更新
される。さらに、ＭＰＬＳの経路テーブルも更新されることで、図１１（ｂ）に示すネッ
トワーク状態、つまり、高優先の画像データも、低優先のその他のデータも経路（Ａ→Ｅ
→Ｆ→Ｄ）をとる。高優先の画像データは遅延発生前の矢印付き点線の経路から遅延発生
により矢印付実線の経路となった。低優先のその他のデータは遅延発生前の矢印付き２点
鎖線の経路から遅延発生により矢印付１点鎖線の経路となった。これはＯＳＰＦやポリシ
ールーティングを変更させることで、ＭＰＬＳのＬＦＩＢも自動的に変更されるからであ
る。前記第１の実施形態では遅延結果によりポリシールーティングを更新したが、本実施
形態でも遅延によりポリシールーティングを更新する構成とすることもできる。
【００５８】
　なお、同様にラベルスイッチドルータのネットワーク装置からネットワークが構成され
る場合において、ＭＰＬＳ－ＴＥ(Traffic Engineering)の定義によりＶＰＮ(Virtual Pr
ivate Network)の経路が経路（Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ）のＷｏｒｋｉｎｇと経路（Ａ→Ｅ→Ｆ→
Ｄ）のＰｒｏｔｅｃｔｉｏｎをとる構成とした図１２において、Ｗｏｒｋｉｎｇの低優先
又は高優先の遅延測定パケット及び返信遅延測定パケットにより求めた遅延結果が所定閾
値以上生じることになった場合に、図１２（ａ）のＷｏｒｋｉｎｇ経路から図１２（ｂ）
のＰｒｏｔｅｃｔｉｏｎ経路へ移行する構成とすることもできる。
【００５９】
　　（本発明の第３の実施形態：ＶＬＡＮ）
　図１３はバーチャルＬＡＮ(Virtual Local Area Network)のＶＬＡＮ－Ｔａｇフレーム
フォーマットである（Ｌ２階層のフォーマット）。この図１３（ａ）のフレームフォーマ
ットのＰＲＩフィールドの値を優先度に合わせて図１３（ｂ）に示すように入口機器の遅
延測定パケット生成手段１３が書き込む。
【００６０】
　図１４で示すネットワーク構成上のネットワーク装置Ａ、Ｂ、ＣはＬＡＮスイッチであ
る。本実施形態に係るＬＡＮスイッチであっても、前記第１の実施形態に係るネットワー
ク装置と同様に、経路テーブル（ＡＲＰテーブル）、パケット中継手段１２、遅延測定パ
ケット生成手段１３、生成パケット送信手段１４、返信遅延測定パケット受信手段１７、
遅延算出手段１８、遅延結果分析経路変更手段１９、経路情報記憶手段２０、遅延測定パ
ケット受信手段１５及び遅延測定パケット返信手段１６を具備する。
【００６１】
　遅延測定パケット生成手段１３は、前記第１の実施形態と異なりＩＰヘッダのＴｏＳフ
ィールドではなく、ＶＬＡＮ－ＴａｇフレームフォーマットのＰＲＩフィールドに優先度
を書き込んで、図１４（ｂ）の遅延測定パケット生成用設定情報に基づき遅延測定パケッ
トを生成する。出口機器に関するＶＬＡＮのＩＤをＶＬＡＮ　ＩＤに書き込み、出口機器
のＭＡＣアドレスを書き込む。入口機器の生成パケット送信手段１４が遅延測定パケット
を送信する。
　中継機器を介する場合には、ＶＬＡＮ　ＩＤに基づき遅延測定パケットを送出する。
【００６２】
　出口機器の遅延測定パケット受信手段１５は遅延測定パケットを受信する。出口機器の
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遅延測定パケット返信手段１６は、受信した遅延測定パケットを複製し、入口機器に関す
るＶＬＡＮのＩＤをＶＬＡＮ　ＩＤに書き込み、入口機器のＭＡＣアドレスを書き込む。
なお、出口機器の遅延測定パケット返信手段１６がＩＰヘッダのＴＦを「１」から「０」
にする。出口機器の遅延測定パケット返信手段１６が返信遅延測定パケットを送信し、中
継機器を介して、入口機器の返信遅延測定パケット受信手段１７が受信する。入口機器の
遅延算出手段１８は遅延測定パケットの送信時刻と返信遅延測定パケットの受信時刻から
遅延時間を求める。
【００６３】
　Ｌ２－ＶＬＡＮ網においてスパニングツリープロトコルでのネットワークで、ルートコ
ストにより（Ａ→Ｃ）を実データの経路としているが、遅延測定パケット及び返信遅延測
定パケットはブロッキングポートを有するＢを介して（Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｂ→Ａ）の経路もと
る。
【００６４】
　図１５（ａ）は各ネットワーク装置のルートコスト定義である。Ｌ２網でのスパニング
ツリープロトコルの特性にて各装置のポートに「ルートコスト」を定義することでその経
路を決定できる。「ルートコスト」は値が小さい程優先される。よって、装置Ａのｐ２で
定義するルートコスト値が「１０」であるため、経路は（Ａ→Ｃ）となる（図１４（ａ）
）。
【００６５】
　例えば、遅延測定の結果経路Ａ～Ｃに遅延が生じた場合は、遅延結果分析経路変更手段
１９が装置Ａのｐ２のルートコスト値を「１０」→「１５」に自動的に変更する。そうす
ることで、図１５（ｂ）に示すように、ブロッキングポートがネットワーク装置Ｃの「ｐ
２」から「ｐ１」に切り替わり、経路も（Ａ→Ｂ→Ｃ）となる。
【００６６】
　　（その他の実施形態）
［遅延による経路変更に伴うＱｏＳ定義の更新］
　前記各実施形態において経路制御を更新するためにポリシールーティング、ＯＳＰＦの
コスト値、ＶＰＮ経路、ＶＬＡＮのコスト値を更新したが、それに合わせてＱｏＳ定義も
更新することができる。そうすることにより、遅延発生前の経路を変えていないネットワ
ーク状況において最適なＱｏＳ定義が遅延発生後の変更後のネットワーク状況においては
別のＱｏＳ定義となって経路制御に合致した最適なＱｏＳ制御を実行することができる。
【００６７】
　図１のネットワーク構成において、ＱｏＳ定義が図１６（ａ）である場合に、経路（Ａ
→Ｂ→Ｃ→Ｄ）で遅延が生じて高優先の画像データ用の経路が経路（Ａ→Ｅ→Ｆ→Ｄ）に
移行した場合に、図１６（ａ）のままであっては高優先の画像データ用の帯域が経路（Ａ
→Ｅ→Ｆ→Ｄ）では確保されていないためにコンピュータＸからの高優先の画像データが
フォワーディングできない。そこで、高優先の画像データ用の経路についてのＱｏＳ定義
はそのままにしておき、低優先の画像データ用の経路について帯域を２分割して経路（Ａ
→Ｅ→Ｆ→Ｄ）での高優先の画像データ用の帯域を「５０［％］」確保する設定とした（
図１６（ｂ））。これにより、高優先の画像データが経路（Ａ→Ｅ→Ｆ→Ｄ）によりコン
ピュータＸからコンピュータＹへ送信される。他方、経路（Ａ→Ｅ→Ｆ→Ｄ）で遅延が生
じた場合には、逆に低優先のその他データ用に経路（Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ）での低優先のその
他データ用の帯域を「２０［％］」確保する設定とした（図１６（ｃ））。さらに、低優
先のその他データ用の経路を経路（Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ）に移行し、低優先のその他データ用
の帯域を「２０［％］」確保するＱｏＳ定義を設定しても、遅延が所定レベルまでに改善
されない場合には高優先の画像データでの遅延が発生していないときに、図１６（ｄ）に
示すように、低優先のその他データ用の帯域を「５０［％］」に拡大する。次に、図１６
（ｃ）から図１６（ｄ）に移行する場合のネットワーク装置の処理をより具体的に説明す
る。経路（Ａ→Ｅ→Ｆ→Ｄ）で遅延が生じた場合のために経路（Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ）につい
て遅延第１閾値レベルの場合のＱｏＳ優先定義を図１６（ｃ）とし、遅延第２閾値レベル
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の場合のＱｏＳ優先定義を図１６（ｄ）として使用者が予め設定する。ここで、遅延第２
閾値レベル（例えば、２０［秒］）が遅延第１閾値レベル（例えば、１０［秒］）よりも
遅延の程度が大きい。そして、経路（Ａ→Ｅ→Ｆ→Ｄ）で遅延第２閾値レベルを超える遅
延が発生した場合であっても、遅延結果分析経路変更手段１９は取り敢えず遅延第１閾値
レベルの場合のＱｏＳ優先定義を使用し、それによる遅延改善を遅延算出手段１８からの
遅延時間から遅延第１閾値レベルの場合のＱｏＳ優先定義を使用する前の遅延時間と対比
してそれでも尚遅延第２閾値レベルを超えている場合に、高優先の画像データの経路（Ａ
→Ｂ→Ｃ→Ｄ）での遅延（遅延第１閾値レベル及び遅延第２閾値レベル）が生じていない
場合に遅延第２閾値レベルの場合のＱｏＳ優先定義を使用する。ただし、低優先のその他
データのための遅延第１閾値レベル又は遅延第２閾値レベルの場合のＱｏＳ優先定義に移
行した場合に、高優先の画像での遅延が生じた場合には低優先のその他データについて前
の状態の経路及びＱｏＳ優先定義に戻す。要するに、遅延状態を複数レベルに分け、その
各複数レベル及び各優先度についてＱｏＳ優先定義を予め設定し、遅延状態が生じた場合
に直ちに遅延状態に合致したＱｏＳ優先定義を用いるのではなく該当遅延状態までにいく
つかの遅延状態がある場合にはそのいくつかの遅延状態に係るＱｏＳ優先定義を用いるこ
とによる遅延状態の変化に応じて用いるＱｏＳ優先定義を変更しつつ、用いるＱｏＳ優先
定義の変更により現在対象としている優先度以外の（好ましくはその現在対象としている
優先度よりも高い）優先度において遅延が生じた場合又は遅延状態が悪化した場合には現
在対象としている優先度のＱｏＳ優先定義を元に戻す。そうすることで、他の優先度に悪
影響を与えない範囲での最適なネットワークサービス品質を保持することができる。
　このように遅延の程度に合わせて優先度毎の帯域割合を変更する構成をとることで、安
定した品質のネットワークを構築することができる。
【００６８】
［遅延発生時の経路変更］
　遅延結果に基づく経路変更は、変更しようとしている経路の遅延結果のみに基づくので
はなく、変更後の経路の遅延結果にも基づいて決定することが望ましい。そうすることで
、変更後の経路の方が大きな遅延となるとの状況を回避することができる。例えば、図１
では高優先について経路（Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ）で８０［％］の帯域を確保し、経路（Ａ→Ｅ
→Ｆ→Ｄ）で２０［％］の帯域を確保しており、経路（Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ）の高優先の遅延
測定パケットにより遅延測定を実施し、他方、経路（Ａ→Ｅ→Ｆ→Ｄ）の高優先の遅延測
定パケットにより遅延測定を実施し、経路（Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ）の遅延時間が第１の閾値を
超えているだけで高優先のパケットの経路を経路（Ａ→Ｅ→Ｆ→Ｄ）に変えるのではなく
、経路（Ａ→Ｅ→Ｆ→Ｄ）の遅延時間が第２の閾値を超えていない場合に高優先のパケッ
トの経路を経路（Ａ→Ｅ→Ｆ→Ｄ）に変え、経路（Ａ→Ｅ→Ｆ→Ｄ）の遅延時間が第２の
閾値を超える場合に高優先のパケットの経路を経路（Ａ→Ｅ→Ｆ→Ｄ）に変えず経路（Ａ
→Ｂ→Ｃ→Ｄ）を維持する。
【００６９】
　また、遅延後の経路は現在他の優先度のパケットの経路となっている場合であっても遅
延測定パケットを送出して遅延測定を実施する。より望ましくは、遅延測定時のみだけ遅
延後の経路及びＱｏＳ定義にして遅延測定を実施することが望ましい。ただし、経路変更
により影響を受ける経路のネットワーク使用率が少ない場合に遅延測定を実施することが
好ましい。
【００７０】
［遅延結果に基づくＣｌａｓｓｉｆｙ／Ｍａｒｋｉｎｇの変更］
　前記各実施形態においては遅延結果に基づき、ＯＳＰＦからポリシールーティングへの
移行、ポリシールーティングからＯＳＰＦへの移行、ＯＳＰＦのコスト値の変更、ポリシ
ールーティングの変更、ＶＰＮパスの変更、ＶＬＡＮのコスト値変更などを説示した。こ
こでは、遅延結果に基づきＣｌａｓｓｉｆｙ／Ｍａｒｋｉｎｇを変更する構成について説
明する。通常のパケットを処理する場合にネットワーク装置は、パケットの宛先アドレス
（ＩＰアドレス）、アプリケーション識別番号（ポート番号）、受信ポート、パケット長
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、ＭＰＬＳラベル、ＴｏＳなどにより分類し、分類したパケットをグループ化して優先度
を設定している。そして、分類及びマーキングを経たパケットはキューイングされてスケ
ジューラに従って優先度に応じた経路へ転送されることになる。したがって、分類基準（
クラスマップ）を変更することで変更前の分類基準と異なる優先度を付与されたパケット
の経路が変わることになって経路制御を変更することができることになる。
【００７１】
　ポート番号等を見て分類している場合に現状では図１７（ａ）に示すように画像データ
はｃｌａｓｓ１に分類されて図１の経路（Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ）を通り、その他データはｃｌ
ａｓｓ２に分類されて図１の経路（Ａ→Ｅ→Ｆ→Ｄ）を通る。ここで、クラスマップを変
更すると、図１７（ｂ）に示すように画像データもｃｌａｓｓ２に分類されて図１の経路
（Ａ→Ｅ→Ｆ→Ｄ）を通る。このように遅延結果に基づいてクラスマップの該当部分を変
更する構成にする。ただし、例示した図１７でｃｌａｓｓ１に分類されていた全てのパケ
ットをｃｌａｓｓ２に分類必要もなく、部分的な分類となるようにクラスマップを変更す
る構成にする。これらの構成にするために、遅延に該当する優先度及び経路に対応して変
更後のクラスマップを事前に設定する必要がある。例示として、図１８（ｂ）に示すよう
に、遅延測定パケットでの優先度と遅延状態の優先度遅延状態表にそれぞれの組み合せの
場合のクラスマップを登録しておく。現在の状態を遅延前だとし、高優先を優先とする構
成の場合にはクラスマップ１が適用されたネットワークとなる。ここでは、遅延を遅延第
１閾値レベル（例えば、１０（秒））、遅延第２閾値レベル（例えば、２０（秒））とし
たが、遅延閾値レベルの数は任意であり、優先度毎に値を設定することも可能である。既
に、遅延前の状態で説示したが、遅延第１閾値レベルに低優先がある場合には高優先の遅
延前よりも優先させることもできる。すなわち、優先度遅延状態表の複数の項目にネット
ワークが該当する状態にある場合に項目間の優先順位に基づき一の項目を特定し、その項
目に係るクラスマップを適用することになる。なお、クラスマップとしているが、標準的
なクラスマップを用意し、そのクラスマップに対する差分情報を各項目に関連付けて記録
する構成とすることもできる。これまで、クラスマップの変更について説示してきたが、
図１８（ａ）に示すようにポリシールーティングの変更もこの優先度遅延状態表により実
行することができ、ＯＳＰＦのコスト値、ＶＰＮパスなども同様に優先度遅延状態表に関
連付けて記録しておくことにより遅延結果に基づく経路変更を実現することができる（例
えば、ある項目に図４（ａ）のポリシールーティング、他の項目に図４（ｃ）のポリシー
ルーティングを関連付けて記録する）。また、優先度遅延状態表は複数種類の情報を関連
付けて記録することもでき、ある項目にはポリシールーティングを、他の項目にはＯＳＰ
Ｆのコスト値を関連付けて記録することもできる。経路情報記憶手段２０が優先度遅延状
態表を保持する。さらに、前説［遅延による経路変更に伴うＱｏＳ定義の更新］のＱｏＳ
定義もクラスマップ等と共に項目毎に関連付けて記録しておくことが望ましい。
【００７２】
　以上の前記各実施形態により本発明を説明したが、本発明の技術的範囲は実施形態に記
載の範囲には限定されず、これら各実施形態に多様な変更又は改良を加えることが可能で
ある。そして、かような変更又は改良を加えた実施の形態も本発明の技術的範囲に含まれ
る。このことは、特許請求の範囲及び課題を解決する手段からも明らかなことである。
【００７３】
　前記実施形態に関して次の付記を示す。
（付記）
　　（付記１）　入口機器となるネットワーク装置と出口機器となるネットワーク装置を
備え、必要に応じて入口機器と出口機器の経路の間に中継機器となるネットワーク装置を
備えて入口機器から出口機器へ遅延測定パケットを送信し、当該遅延測定パケットの受信
に応じて出口機器が入口機器へ返信遅延測定パケットを返信するネットワークシステムに
おいて、入口機器は、ＱｏＳ定義された優先度をパケットに書き込み、予め設定された出
口機器となるネットワーク装置のアドレスを送信先アドレスに書き込んだパケットを遅延
測定パケットとして生成する遅延測定パケット生成手段と、遅延測定パケットの経路を設
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定した遅延測定パケット生成用設定情報から遅延測定パケットの経路に従ったポートを用
いて遅延測定パケットを送出する遅延測定パケット送信手段とを備え、出口機器は、送信
先アドレスが自己のアドレスである遅延測定パケットを受信する遅延測定パケット受信手
段と、遅延測定パケット受信手段で受信した遅延測定パケットの送信元アドレスを送信先
アドレスとして返信遅延測定パケットを遅延測定パケットを受信したポートを用いて返信
する遅延測定パケット返信手段とを備え、入口機器は、送信先アドレスが自己のアドレス
である返信遅延測定パケットを受信する返信遅延測定パケット受信手段と、生成パケット
送信手段が遅延測定パケットを送信した時刻と返信遅延測定パケット受信手段が返信遅延
測定パケットを受信した時刻とから遅延時間を算出する遅延算出手段とをさらに含むネッ
トワークシステム。
【００７４】
　　（付記２）　入口機器は、遅延算出手段で算出した遅延時間に基づき優先度及び経路
毎に用意された新たな入口機器から出口機器までの経路制御に変更する遅延結果分析経路
変更手段とをさらに含む前記付記１に記載のネットワークシステム。
【００７５】
　　（付記３）　前記入口機器が、タイムフラグを遅延測定パケットに書き込み、
　前記出口機器が、返信遅延測定パケットに含まれるタイムフラグ値を更新し、
　前記入口機器は、返信遅延測定パケット内のタイムフラグ値が更新されているか否かを
判断し、タイムフラグ値が更新されている場合に返信遅延測定パケットを使用して前記遅
延算出手段により遅延時間を算出し、タイムフラグ値が更新されていない場合に返信遅延
測定パケットを使用しない前記付記１または２に記載のネットワークシステム。
【００７６】
　　（付記４）　前記入口機器から出口機器までのネットワークシステムがＭＰＬＳネッ
トワークシステムであり、入口機器は、遅延測定パケットを生成する際に、遅延測定パケ
ットのＭＰＬＳヘッダのＥｘｐフィールドにＱｏＳ定義された優先度を設定する
　前記付記１または２に記載のネットワークシステム。
【００７７】
　　（付記５）　遅延測定の結果、ＱｏＳ定義された優先度に合わせてＭＰＬＳのＣｌａ
ｓｓｉｆｙ／Ｍａｒｋｉｎｇ（ＭＰＬＳのＥｘｐ設定）を動的に変更可能な機能を具備す
る前記付記４に記載のネットワークシステム。
【００７８】
　　（付記６）　ＭＰＬＳネットワークシステム上の入口機器と出口機器の間にＶＰＮを
設定し、遅延測定の結果、ＱｏＳ定義された優先度に合わせて経路を動的に変更可能な機
能を具備する前記付記４に記載のネットワークシステム。
【００７９】
　　（付記７）　前記ネットワークシステムをＬ２－ＳＷ「ＶＬＡＮ」にて構成し、
　入口機器は、遅延測定パケットを生成する際に、ＶＬＡＮ－ＴａｇのＰＲＩフィールド
に優先度を設定する前記付記１または２に記載のネットワークシステム。
【００８０】
　　（付記８）　遅延測定の結果、ＱｏＳ定義された優先度に合わせてＶＬＡＮのＣｌａ
ｓｓｉｆｙ／Ｍａｒｋｉｎｇ（ＶＬＡＮ－ＴａｇのＰＲＩ設定）を動的に変更可能な機能
を具備する前記付記７に記載のネットワークシステム。
【００８１】
　　（付記９）　ＱｏＳ定義された優先度をパケットに書き込み、予め設定された出口機
器となるネットワーク装置のアドレスを送信先アドレスに書き込んだパケットを遅延測定
パケットとして生成する遅延測定パケット生成手段と、遅延測定パケットの経路を設定し
た遅延測定パケット生成用設定情報から遅延測定パケットの経路に従ったポートを用いて
遅延測定パケットを送出する遅延測定パケット送信手段と、送信先アドレスが自己のアド
レスである遅延測定パケットを受信する遅延測定パケット受信手段と、遅延測定パケット
受信手段で受信した遅延測定パケットの送信元アドレスを送信先アドレスとして返信遅延
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測定パケットを遅延測定パケットを受信したポートを用いて返信する遅延測定パケット返
信手段と、送信先アドレスが自己のアドレスである返信遅延測定パケットを受信する返信
遅延測定パケット受信手段と、生成パケット送信手段が遅延測定パケットを送信した時刻
と返信遅延測定パケット受信手段が返信遅延測定パケットを受信した時刻とから遅延時間
を算出する遅延算出手段と、遅延算出手段で算出した遅延時間に基づき優先度及び経路毎
に用意された新たな入口機器から出口機器までの経路制御に変更する遅延結果分析経路変
更手段とを含むネットワーク装置。
【００８２】
　　（付記１０）　入口機器となるネットワーク装置と出口機器となるネットワーク装置
を用い、必要に応じて入口機器と出口機器の経路の間に中継機器となるネットワーク装置
を用いて入口機器から出口機器へ遅延測定パケットを送信し、当該遅延測定パケットの受
信に応じて出口機器が入口機器へ返信遅延測定パケットを返信するネットワーク経路変更
方法において、入口機器が、ＱｏＳ定義された優先度をパケットに書き込み、予め設定さ
れた出口機器となるネットワーク装置のアドレスを送信先アドレスに書き込んだパケット
を遅延測定パケットとして生成する遅延測定パケット生成ステップと、入口機器が、遅延
測定パケットの経路を設定した遅延測定パケット生成用設定情報から遅延測定パケットの
経路に従ったポートを用いて遅延測定パケットを送出する遅延測定パケット送信ステップ
と、出口機器が、送信先アドレスが自己のアドレスである遅延測定パケットを受信する遅
延測定パケット受信ステップと、出口機器が、遅延測定パケット受信ステップで受信した
遅延測定パケットの送信元アドレスを送信先アドレスとして返信遅延測定パケットを遅延
測定パケットを受信したポートを用いて返信する遅延測定パケット返信ステップと、
　入口機器が、送信先アドレスが自己のアドレスである返信遅延測定パケットを受信する
返信遅延測定パケット受信ステップと、入口機器が、生成パケット送信ステップで遅延測
定パケットを送信した時刻と返信遅延測定パケット受信ステップが返信遅延測定パケット
を受信した時刻とから遅延時間を算出する遅延算出ステップと、入口機器が、遅延算出ス
テップで算出した遅延時間に基づき優先度及び経路毎に用意された新たな入口機器から出
口機器までの経路制御に変更する遅延結果分析経路変更ステップとを含むネットワーク経
路変更方法。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るネットワーク装置のネットワーク構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係るネットワーク装置のブロック構成図である。
【図３】図１のルータのルーティングテーブルの例である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係るポリシールーティング、ＱｏＳ定義の一例である
。
【図５】本発明の第１の実施形態に係るＩＰヘッダフォーマット及び遅延測定パケット生
成用設定情報である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係るＴｏＳフィールドを用いた優先制御の説明図であ
る。
【図７】本発明の第１の実施形態に係る優先度毎の遅延測定パケットの経路説明図である
。
【図８】本発明の第１の実施形態に係る入口機器と出口機器のシーケンス図である。
【図９】本発明の第１の実施形態に係る遅延発生による経路変更説明図である。
【図１０】本発明の第２の実施形態に係るＭＰＬＳ網での遅延測定パケットの説明図であ
る。
【図１１】本発明の第２の実施形態に係るＭＰＬＳ　ＱｏＳでの遅延測定に基づく経路制
御の変更の説明図である。
【図１２】本発明の第２の実施形態に係るＭＰＬＳ　ＶＰＮでの遅延測定に基づく経路制
御の変更の説明図である。
【図１３】本発明の第３の実施形態に係るＶＬＡＮ－Ｔａｇフレームフォーマットの説明
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図である。
【図１４】本発明の第３の実施形態に係るネットワーク構成（遅延発生前）である。
【図１５】本発明の第３の実施形態に係るネットワーク構成（遅延発生後）である。
【図１６】本発明のその他の実施形態に係る遅延結果に基づくＱｏＳ優先定義の更新説明
図である。
【図１７】本発明のその他の実施形態に係る遅延結果に基づくＣｌａｓｓｉｆｙ／Ｍａｒ
ｋｉｎｇの変更説明図である。
【図１８】本発明のその他の実施形態に係る経路変更用設定情報である。
【符号の説明】
【００８４】
　　１０、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ　ネットワーク装置
　　１１　ルーティングテーブル
　　１２　パケット中継手段
　　１３　遅延測定パケット生成手段
　　１４　生成パケット送信手段
　　１５　遅延測定パケット受信手段
　　１６　遅延測定パケット返信手段
　　１７　返信遅延測定パケット受信手段
　　１８　遅延算出手段
　　１９　遅延結果分析経路変更手段
　　２０　経路情報記憶手段
　　Ｘ、Ｙ　コンピュータ

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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