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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分散型ロード・バランサ・システムであって、
　１つまたは複数のクライアントからのパケット・フロー内のパケットを単一のパブリッ
クＩＰアドレスにより受信するように構成されたルータと、
　複数のサーバ・ノードと、
　前記分散型ロード・バランサ・システムの入口サーバとしてそれぞれ構成された複数の
ロード・バランサ・ノードと、
　を含み、
　前記入口サーバはすべて同じ前記単一のパブリックＩＰアドレスを前記ルータに広告し
、
　前記ルータは、さらに、前記パケット・フロー内の前記パケットのソース及び宛先アド
レス情報に適用されたハッシュ化多重パス経路指定技法により前記複数の入口サーバ間に
前記パケット・フローを分散させるように構成され、
　各入口サーバは、前記ルータによって前記入口サーバに分散されたそれぞれのパケット
・フローのために、前記複数のサーバ・ノード間から前記パケット・フローを受信するサ
ーバ・ノードを、ランダムに選択し、選択された前記サーバ・ノードへの前記パケット・
フローのマッピングを維持するように構成され、
　前記ルータからの１つまたは複数のパケット・フロー内のパケットを受信し、前記パケ
ット・フローのそれぞれにマッピングされた前記複数のサーバ・ノードの１つまたは複数
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に前記パケットを分散させ、
　各ロード・バランサ・ノードが１つまたは複数の他のロード・バランサ・ノードにより
前記ルータに広告される、
分散型ロード・バランサ・システム。
【請求項２】
　前記ハッシュ化多重パス経路指定技法が、等コスト多重パス（ＥＣＭＰ）経路指定技法
である、請求項１に記載された分散型ロード・バランサ・システム。
【請求項３】
　前記１つまたは複数の他のロード・バランサ・ノードのそれぞれが前記ルータと境界ゲ
ートウェイ・プロトコル（ＢＧＰ）セッションを確立して前記ロード・バランサ・ノード
を前記ルータに広告する、請求項１に記載された分散型ロード・バランサ・システム。
【請求項４】
　 前記ロード・バランサ・ノードを前記ルータに広告する前記１つまたは複数の他のロ
ード・バランサ・ノードのそれぞれがさらに、
　前記ルータに広告されている前記ロード・バランサ・ノードが故障したことを検出し、
　前記検出に応答して、前記ロード・バランサ・ノードを前記ルータに広告するＢＧＰセ
ッションを終了する、
ように構成されている、請求項３に記載された分散型ロード・バランサ・システム。
【請求項５】
　前記ルータが、さらに、前記１つまたは複数の他のロード・バランサ・ノードが前記Ｂ
ＧＰセッションを終了するのに応答して、前記ハッシュ化多重パス経路指定技法により前
記複数の入口サーバの間に前記パケット・フローを再分散させるように構成された、請求
項４に記載された分散型ロード・バランサ・システム。
【請求項６】
　パケットの前記ソース及び宛先アドレス情報が、クライアントＩＰアドレス、クライア
ント・ポート、サーバ・パブリックＩＰアドレス、及びサーバ・ポートを含む、請求項１
に記載された分散型ロード・バランサ・システム。
【請求項７】
　ルータで、パブリックＩＰアドレスにより１つまたは複数のクライアントからのパケッ
ト・フロー内のパケットを受信することと、
　前記ルータで、前記パケット・フロー内の前記パケットのソース及び宛先アドレス情報
に適用されたハッシュ化多重パス経路指定技法により、１つまたは複数のＩＰアドレスを
共有する複数のロード・バランサ・ノード間に前記パケット・フローを分散させることと
、
　前記複数のロード・バランサ・ノードのそれぞれで、複数のサーバ・ノード間から、前
記ルータによって対応する前記ロード・バランサ・ノードに分散されたそれぞれのパケッ
ト・フローを受信するサーバ・ノードを、ランダムに選択することと、選択された前記サ
ーバ・ノードへの前記パケット・フローのマッピングを維持することと、
　前記複数のロード・バランサ・ノードのそれぞれで、前記ルータから受信した１つまた
は複数のパケット・フロー内の前記パケットを、前記それぞれのパケット・フローにマッ
ピングされた複数のサーバ・ノードのうちの１つまたは複数のサーバ・ノードに分散させ
ることと、
　各ロード・バランサ・ノードが他の少なくとも１つのロード・バランサ・ノードを前記
ルータに広告することをさらに含み、各ロード・バランサ・ノードは、１つまたは複数の
前記他のロード・バランサ・ノードによって前記ルータに広告されること、
　を含む、
方法。
【請求項８】
　前記ハッシュ化多重パス経路指定技法が、等コスト多重パス（ＥＣＭＰ）経路指定技法
である、請求項７に記載された方法。
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【請求項９】
　ロード・バランサ・ノードを広告する前記１つまたは複数の他のロード・バランサ・ノ
ードが、前記ロード・バランサ・ノードの特定の順序付けに従う前記ロード・バランサ・
ノードの左右の隣接ロード・バランサ・ノードを含む、請求項７に記載された方法。
【請求項１０】
　前記広告が、前記ロード・バランサ・ノードが前記ルータに広告する他のそれぞれのロ
ード・バランサ・ノードの前記ルータと境界ゲートウェイ・プロトコル（ＢＧＰ）セッシ
ョンを確立する各ロード・バランサ・ノードから成る、請求項７に記載された方法。
【請求項１１】
　ロード・バランサ・ノードによって前記ルータに広告されている別のロード・バランサ
・ノードが故障したことを前記ロード・バランサ・ノードで検出することと、
　前記検出することに応答して、前記他のロード・バランサ・ノードを広告する前記ルー
タとの前記ＢＧＰセッションを終了することと、
　をさらに含む、請求項１０に記載された方法。
【請求項１２】
　前記ルータで、ロード・バランサ・ノードを広告する１つまたは複数のＢＧＰセッショ
ンが終了したと判断することに応答して、前記ハッシュ化多重パス経路指定技法により前
記パケット・フローを前記複数のロード・バランサ・ノードの間に再分散させること、を
さらに含む、請求項１１に記載された方法。
【請求項１３】
　パケットの前記ソース及び宛先アドレス情報が、クライアントＩＰアドレス、クライア
ント・ポート、サーバＩＰアドレス、及びサーバ・ポートを含む、請求項７に記載された
方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　従来のロード・バランサは複数のネットワーク・インターフェイス・コントローラ（Ｎ
ＩＣ）（例えば８つのＮＩＣ）を含む単一の専用のボックスであり、これらＮＩＣのいく
つかはクライアントからのインバウンド・トラフィック／クライアントへのアウトバウン
ド・トラフィックを扱い、その他のＮＩＣはホスト装置（例えば、ウェブ・サーバなどの
サーバ）からのアウトバウンド・トラフィック／ホスト装置へのインバウンド・トラフィ
ックを扱っており、それらはロード・バランシングされている。これら従来のロード・バ
ランサの帯域幅または処理能力は、一般的に、クライアント側で４０ギガビット毎秒（Ｇ
ｂｐｓ）、サーバ側で４０Ｇｂｐｓの範囲にある。ネットワーク・ベースのアプリケーシ
ョンおよびクラウド・コンピューティング・サービスなどのネットワーク・ベースのサー
ビスの規模と範囲が増大するにつれて、データ・センタはロード・バランシングを必要と
する何百または何千ものホスト装置（例えば、ウェブ・サーバ）を収容する場合がある。
従来のロード・バランサでは、かかる環境でうまくスケールアップできない。
【０００２】
　さらに、従来のロード・バランサは、一般的に、ホスト装置から集められたデータに適
用される最大接続、ラウンド・ロビン、及び／または、最小接続などの技法を用いてどの
ホスト装置が接続を扱うのかを選択する。加えて、従来のロード・バランサは、一般的に
、それが面するホスト装置がプロキシの役割をし、したがって、クライアントからの接続
（たとえば、通信制御プロトコル（ＴＣＰ）接続）を終了させ、ホスト装置とロード・バ
ランサとの間に確立されたＴＣＰ接続上でクライアント・トラフィックをホスト装置に送
る。したがって、ホスト装置とクライアントは、これら従来のロード・バランサを使用す
るときには直接のＴＣＰ接続上で通信しない。
【図面の簡単な説明】
【０００３】
【図１】図１は、少なくともいくつかの実施形態による、分散型ロード・バランサ・シス



(4) JP 6393742 B2 2018.9.19

10

20

30

40

50

テムの一例のブロック図である。
【図２】図２は、少なくともいくつかの実施形態による、図１の分散型ロード・バランサ
・システムによって実装することができるロード・バランシング法の高レベルのフローチ
ャートである。
【図３】図３は、少なくともいくつかの実施形態による、入口コンポーネント、出口コン
ポーネント、及びフロー・トラッカ・コンポーネントを含むロード・バランサ・ノードの
一例を示す。
【図４】図４は、少なくともいくつかの実施形態による、分散型ロード・バランサの経路
指定及びパケット・フローを示している。
【図５】図５は、少なくともいくつかの実施形態による、エッジ・ルータへの入口ノード
の広告を示している。
【図６】図６は、少なくともいくつかの実施形態による、多重パス経路指定法のフローチ
ャートである。
【図７】図７は、少なくともいくつかの実施形態による、非対称パケット・フローを図示
している。
【図８】図８は、少なくともいくつかの実施形態による、分散型ロード・バランシング・
システムでのパケット・フローを示している。
【図９Ａ】図９Ａは、少なくともいくつかの実施形態による、分散型ロード・バランシン
グ・システムで接続を確立するときのパケット・フローのフローチャートを提供する。
【図９Ｂ】図９Ｂは、少なくともいくつかの実施形態による、分散型ロード・バランシン
グ・システムで接続を確立するときのパケット・フローのフローチャートを提供する。
【図１０Ａ】図１０Ａは、少なくともいくつかの実施形態による、分散型ロード・バラン
シング・システムでのパケット・フローを示す。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、少なくともいくつかの実施形態による、分散型ロード・バラン
シング・システムでのパケット・フローを示す。
【図１０Ｃ】図１０Ｃは、少なくともいくつかの実施形態による、分散型ロード・バラン
シング・システムでのパケット・フローを示す。
【図１０Ｄ】図１０Ｄは、少なくともいくつかの実施形態による、分散型ロード・バラン
シング・システムでのパケット・フローを示す。
【図１０Ｅ】図１０Ｅは、少なくともいくつかの実施形態による、分散型ロード・バラン
シング・システムでのパケット・フローを示す。
【図１０Ｆ】図１０Ｆは、少なくともいくつかの実施形態による、分散型ロード・バラン
シング・システムでのパケット・フローを示す。
【図１０Ｇ】図１０Ｇは、少なくともいくつかの実施形態による、分散型ロード・バラン
シング・システムでのパケット・フローを示す。
【図１１Ａ】図１１Ａは、少なくともいくつかの実施形態による、ロード・バランサ・ノ
ード・コンシステント・ハッシュ・リングのメンバー数に影響を及ぼす事象の取り扱いを
示す。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、少なくともいくつかの実施形態による、ロード・バランサ・ノ
ード・コンシステント・ハッシュ・リングのメンバー数に影響を及ぼす事象の取り扱いを
示す。
【図１１Ｃ】図１１Ｃは、少なくともいくつかの実施形態による、ロード・バランサ・ノ
ード・コンシステント・ハッシュ・リングのメンバー数に影響を及ぼす事象の取り扱いを
示す。
【図１１Ｄ】図１１Ｄは、少なくともいくつかの実施形態による、ロード・バランサ・ノ
ード・コンシステント・ハッシュ・リングのメンバー数に影響を及ぼす事象の取り扱いを
示す。
【図１２】図１２は、少なくともいくつかの実施形態による、健全性チェック間隔にした
がって各ロード・バランサ・ノードが行うことができる健全性チェック法の高レベルなフ
ローチャートである。
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【図１３】図１３は、少なくともいくつかの実施形態による、別のロード・バランサ・ノ
ードからあるロード・バランサ・ノードの健全性のチェックをする方法を示す。
【図１４】図１４は、少なくともいくつかの実施形態による、１つまたは複数の他のロー
ド・バランサ・ノードの健全性をチェックする１つのロード・バランサ・ノードを図示す
る。
【図１５】図１５は、少なくともいくつかの実施形態による、サーバ・ノードの健全性を
チェックするロード・バランサ・ノードを示す。
【図１６】図１６は、少なくともいくつかの実施形態による、ロード・バランサ・ノード
１１０により維持することができる別のノードの健全性の図を図示する。
【図１７】図１７は、少なくともいくつかの実施形態による、各ロード・バランサ・ノー
ドにより維持することができる健全性情報を示す。
【図１８Ａ】図１８Ａは、少なくともいくつかの実施形態による、ロード・バランサ・ノ
ードの故障の取り扱いを示す。
【図１８Ｂ】図１８Ｂは、少なくともいくつかの実施形態による、ロード・バランサ・ノ
ードの故障の取り扱いを示す。
【図１９】図１９Ａ、図１９Ｂは、少なくともいくつかの実施形態による、接続公表技法
を図示する。
【図２０】図２０は、少なくともいくつかの実施形態による、各ロード・バランサ・モジ
ュールにより実施することができる接続公表法の高レベルなフローチャートである。
【図２１】図２１は、少なくともいくつかの実施形態による、接続公表パケット内で受信
されたアクティブな接続情報を標的ロード・バランサ・ノードに分散させる方法のフロー
チャートである。
【図２２】図２２は、少なくともいくつかの実施形態による、接続公表パケット内で受信
されたアクティブな接続情報を標的ロード・バランサ・ノードに分散させる代替方法のフ
ローチャートである。
【図２３】図２３は、少なくともいくつかの実施形態によるロード・バランサ・ノードの
ソフトウェア・スタック・アーキテクチャの例を示す。
【図２４】図２４は、実施形態に用いることができるコア・パケット処理技術の態様を示
す。
【図２５】図２５は、少なくともいくつかの実施形態による、ロード・バランサ・ノード
上のデータ・フローを処理する多重コア・パケット・プロセッサの例を示す。
【図２６】図２６は、少なくともいくつかの実施形態による、ロード・バランサ・ノード
上のデータ・フローを処理する多重コア・パケット・プロセッサの別の例を示す。
【図２７】図２７は、少なくともいくつかの実施形態による、ロード・バランサ・ノード
・プロセスによる着信パケットの処理を示す。
【図２８】図２８は、少なくともいくつかの実施形態による、ロード・バランサ・ノード
・プロセスによる発信パケットの処理を示す。
【図２９】図２９は、少なくともいくつかの実施形態による、生産環境で分散型ロード・
バランサを含むロード・バランシング・システムを示す。
【図３０】図３０は、少なくともいくつかの実施形態による、複数の分散型ロード・バラ
ンシング・システム・コンポーネントが単一のプロセスでまたは単一のプロセスとして構
成され実行されることを可能にするメッセージ・バス・メカニズムを取り込んだ分散型ロ
ード・バランサ・テスト・システムを示す。
【図３１】図３１は、少なくともいくつかの実施形態による、メッセージ・バス・パケッ
ト・アダプタ及びパケット・パイプラインを示す。
【図３２】図３２は、少なくともいくつかの実施形態による、メッセージ・バス・パケッ
ト・アダプタ及びパケット・パイプラインを示す。
【図３３Ａ】図３３Ａは、少なくともいくつかの実施形態による、プロバイダ・ネットワ
ーク環境の例を示す。
【図３３Ｂ】図３３Ｂは、少なくともいくつかの実施形態による、図３３Ａに示すような
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プロバイダ・ネットワーク環境の例における分散型ロード・バランサ実装を示す。
【図３４Ａ】図３４Ａは、少なくともいくつかの実施形態による、分散型ロード・バラン
サ及びサーバ・ノードの物理的なラック実装の例を示す。
【図３４Ｂ】図３４Ｂは、少なくともいくつかの実施形態による、分散型ロード・バラン
サ及びサーバ・ノードの物理的なラック実装の別の例を示す。
【図３５】図３５は、少なくともいくつかの実施形態による、１つ、２つまたはそれ以上
の分散型ロード・バランサがネットワークに実装されたネットワーキング環境の例を示す
。
【図３６】図３６は、いくつかの実施形態で用いることができるコンピュータ・システム
の例を示すブロック・ダイアグラムである。
【０００４】
　本明細書でいくつかの実施形態及び説明図面の例により実施形態を説明してきたが、当
業者なら、実施形態が説明した実施形態または図面に限定されないことが分かるであろう
。図面及びその詳細な説明は、実施形態を開示された特定の形態に限定することを意図せ
ず、反対に、添付した請求項に規定された精神と範疇内に当てはまるすべての修正形態、
等価形態、及び代替形態を網羅する意図であることを理解すべきである。本明細書に用い
られた表題は構成上の目的のためだけに用いられたものであり、明細書または請求項の範
囲を限定するために使用されたものではない。本出願全体にわたって使用されるとき、用
語「ｍａｙ」は義務的な意味（すなわち、ねばならないの意味）ではなく許容的な意味（
すなわち、～する可能性を有する意味）で用いられる。同様に用語「ｉｎｃｌｕｄｅ」、
「ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ」、及び「ｉｎｃｌｕｄｅｓ」は、～に限定はされないが含む、の
意味である。
【発明の詳細な説明】
【０００５】
　ネットワーク環境における分散化されたロード・バランシングの方法及びシステムの様
々な実施形態が記載されている。様々なネットワーク環境における分散型ロード・バラン
サの実施形態により実施することができる分散化されたロード・バランシングの方法及び
システムの実施形態が記載される。分散型ロード・バランサの実施形態は、例えば、イン
ターネット及び宛先などの外部ネットワーク、一般的には、図３３Ａ及び３３Ｂに示され
るプロバイダ・ネットワーク１９００などのローカル・ネットワーク上のサーバ（例えば
、ウェブ・サーバ、アプリケーション・サーバ、データ・サーバ等）上のクライアント間
のパケット・フロー（例えば、ＴＣＰ技術パケット・フロー）を促進および維持するため
に使用することができる。本明細書では、実施形態が、主としてＴＣＰパケット・フロー
の処理に関連して記載されているが、実施形態はＴＣＰ以外の他のデータ通信プロトコル
及びパケット・フローの処理以外の他のアプリケーションにも適用することができること
に留意されたい。
【０００６】
　分散型ロード・バランサは、特定のクライアントと選択されたサーバ（例えば、ウェブ
・サーバ）との間のＴＣＰパケット・フローを促進及び維持する作用をすることができる
。しかし、分散型ロード・バランサは、クライアントからのＴＣＰフローを終了させない
、また、従来のロード・バランサにおいてなされるようにサーバに対するプロキシの働き
をすることはない。その代わり、分散型ロード・バランサのロード・バランサ・ノードは
クライアントから受け取ったＴＣＰパケットを標的サーバに経路指定し、これらのサーバ
はそのＴＣＰスタックを用いてクライアントへのＴＣＰ接続を管理する。言い換えれば、
これらのサーバがクライアントからのＴＣＰパケット・フローを終了させる。
【０００７】
　加えて、従来のロード・バランサ技術でなされるようにサーバから集められた情報に適
用されるロード・バランシング技法またはアルゴリズムに基づいてどのサーバが接続要請
にサービスをするのかをロード・バランサ・ノードが決定する代わりに、ロード・バラン
サ・ノードは新たな接続要請を受けるサーバをランダムに選択することができ、サーバ・
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ノードに存在する分散型ロード・バランサのコンポーネントが、選択されたサーバが新た
な接続要請を受けるか拒否するかにつきそれぞれのサーバの現状の１つまたは複数の指標
に基づいて局所的に決定する。したがって、どのサーバが接続要請を受けるかについての
決定は、ロード・バランサ・ノードから接続を扱うであろうサーバ・ノードに移行する。
言い換えれば、この決定は、接続要請がサービスを受ける場所および時間のより近くに移
行される。
【０００８】
　クライアントとサーバとの間のパケット・フローを促進し維持するために、分散型ロー
ド・バランサの実施形態は、限定はされないが、多重パス経路指定技術、コンシステント
・ハッシング技術、分散化ハッシュ・テーブル（ＤＨＴ）技術、境界ゲートウェイ・プロ
トコル（ＢＧＰ）技術、メンバー数の追跡、健全性チェック、接続公表、並びに、パケッ
トのカプセル化及びデカプセル化、を含む様々な技法または技術を採用することができる
。分散型ロード・バランシング・システムのこれらの態様並びに他の態様を以下に図面を
参照して説明する。
　分散型ロード・バランシング・システム
【０００９】
　図１は、少なくともいくつかの実施形態による分散型ロード・バランシング・システム
の一例のブロック図である。分散型ロード・バランサの実施形態は、ネットワーク１００
、例えば図３３Ａ、３３Ｂに示すサービス・プロバイダのプロバイダ・ネットワーク１９
００で実装することができる。分散型ロード・バランンサ・システムでのクライアント・
パケットの取り扱いの高レベルな概要として、ネットワーク１００の１つまたは複数のク
ライアント１６０は、例えばインターネットなどの外部ネットワーク１５０を介して、ネ
ットワーク１００の境界ルータ１０２に接続することができる。境界ルータ１０２はクラ
イアント１６０からの着信パケット（例えば、ＴＣＰパケット）を、分散型ロード・バラ
ンサ・システムのロード・バランサ・ノード層内のロード・バランサ（ＬＢ）ノード１１
０にこれらの着信パケットを経路指定する分散型ロード・バランサのエッジ・ルータ１０
４のコンポーネントに経路指定することができる。少なくともいくつかの実施形態におい
て、エッジ・ルータ１０４は、フロー単位ハッシュ化多重パス経路指定技術、例えば、等
コスト多重パス（ＥＣＭＰ）ハッシュ技術によって経路指定の決定を行なうことができる
。ロード・バランサ・ノード１１０はこれらのパケットを（例えば、ユーザー・データグ
ラム・プロトコル（ＵＤＰ）にしたがって）順次カプセル化しそれらのカプセル化パケッ
トをネットワーク１００のネットワーク・ファブリック１２０（例えば、Ｌ３ネットワー
ク）を介してサーバ・ノード１３０上のローカル・ロード・バランサ・モジュール１３２
に経路指定する。ファブリック１２０は、限定はされないが、スイッチ、ルータ及びケー
ブルを含む１つまたは複数のネットワークキング装置またはコンポーネントを含むことが
できる。サーバ・ノード１３０では、ローカル・ロード・バランサ・モジュール１３２が
これらのパケットをデカプセル化しサーバ１３４のＴＣＰスタックにこれらのクライアン
トＴＣＰパケットを送信する。サーバ・ノード１３０のサーバ１３４は、その後、そのＴ
ＣＰスタックを用いてクライアント１６０への接続を管理する。
【００１０】
　図２は、少なくともいくつかの実施形態による図１の分散型ロード・バランサ・システ
ムによって実施することができるロード・バランシング法の高レベルのフローチャートで
ある。分散型ロード・バランサ・システムの実施形態は、従来のロード・バランサで行わ
れるように、多数の宛先（例えばウェブ・サーバ）の間に負荷を割り当てるという困難な
問題を解決することができない。例えば、従来のロード・バランサは、一般的に、最大接
続、ラウンド・ロビン及び／または最小接続の技法などの技法すなわちアルゴリズムを用
いてどのサーバが接続を扱うかを選択する。しかし、これらの技法には欠点があり、特に
、ロード・バランシングの決定に用いたデータがしばしばほとんどすぐに古くなる分散型
システムにおいては成功裏に行なうのは困難である。分散型ロード・バランサ・システム
の少なくともいくつかの実施形態では、従来のロード・バランサで行われるように１つま
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たは複数のロード・バランシング技術を使用することによってサーバ・ノード１３０を選
択して接続要請を満たすように試みる代わりに、ロード・バランサ・ノード層のロード・
バランサ・ノード１１０がランダムにサーバ・ノード１３０を決定してクライアントの接
続要請を受けることができる。このサーバ・ノード１３０は、自身が過負荷であると考え
たときは、ロード・バランサ・ノード１１０にこの接続要請を送り返すことができ、した
がって、ロード・バランサ・ノード１１０にサーバ・ノード１３０が現在接続を扱えない
ことを知らせることができる。ロード・バランサ・ノード層は、その後、接続要請を受け
取る別のサーバ・ノード１３０をランダムに決定することができ、あるいはその代わりに
、要請中のクライアント１６０にエラー・メッセージを返して現在接続が設定できないこ
とを知らせることもできる。
【００１１】
　図２の１０で示したように、分散型ロード・バランサ・システムのロード・バランサ・
ノード層は、ソースから通信セッション（例えばＴＣＰ接続）の要請を受ける。このソー
スは、例えば、分散型ロード・バランサ・システムを実施するネットワーク１００への外
部ネットワーク１５０上のクライアント１６０でよい。少なくともいくつかの実施形態で
は、この要請をネットワーク１００の境界ルータ１０２でクライアント１６０から受ける
ことができ、また、例えば、フロー単位等コスト多重パス（ＥＣＭＰ）ハッシュ技術を用
いてクライアント１６０からの特定の接続要請を経路指定するロード・バランサ（ＬＢ）
ノード１１０を擬似ランダムに選択して、着信パケットをロード・バランサ・ノード層の
ロード・バランサ・ノード１１０に経路指定することができるエッジ・ルータ１０４に、
経路指定することができる。
【００１２】
　２０で示したように、ロード・バランサ・ノード層は、宛先ノードをランダムに選択し
、選択した宛先ノードに接続要請を送る。この宛先ノードは、例えば、ロード・バランサ
によって率いられた複数のサーバ・ノード１３０のうちの１つでよい。少なくともいくつ
かの実施形態では、ロード・バランサ層のロード・バランサ・ノード１１０は、すべての
既知のサーバ・ノード１３０の中から接続要請を受けるサーバ・ノード１３０をランダム
に選択することができる。しかし、いくつかの実施形態では、すべての既知のサーバ・ノ
ード１３０の中からの純粋にランダムな選択以外の他の方法を用いて接続要請を受けるこ
ともできるサーバ・ノード１３０をランダムに選択することができる。例えば、いくつか
の実施形態では、ロード・バランサ・ノード１１０がサーバ・ノード１３０に関する情報
を用いてサーバ・ノード１３０のランダムな選択に重み付けすることができる。一例とし
て、ロード・バランサ・ノード１１０が、異なるサーバ・ノード１３０が異なるタイプの
装置であるか、または、異なるＣＰＵで構成されており、したがって異なる能力またはキ
ャパシティを持つことを知っている場合、その情報を用いてサーバ・ノード１３０の特定
のタイプまたは構成の方に（または、避けて）ランダムな選択にバイアスをかけることが
できる。
【００１３】
　３０で示したように、宛先ノードは自身が通信セッションを受け入れることができるか
どうかを判断する。少なくともいくつかの実施形態では、サーバ・ノード１３０上のロー
カル・ロード・バランサ（ＬＢ）モジュール１３２が、サーバ・ノード１３０上のそれぞ
れのサーバ１３４の１つまたは複数の指標に基づいてそれぞれのサーバ１３４が新たな接
続を受け入れることができるかどうかを判断する。
【００１４】
　４０では、接続要請が受理された場合は、５０で示されるようにその後、宛先ノードが
自身が接続を扱うことができることをロード・バランサ・ノード層に知らせる。６０で示
されるように、その後、ロード・バランサ・ノード層を介してソース（例えば、クライア
ント１６０）と宛先ノード（例えば、サーバ・ノード１３０上のサーバ１３４）との間に
通信セッションが設定される。少なくともいくつかの実施形態では、サーバ・ノード１３
０上のサーバ１３４は、ＴＣＰスタックを使用してクライアント１６０への接続を管理す
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る。
【００１５】
　４０では、接続要請が受理されなかった場合は、７０で示されるように、その後、宛先
ノードがロード・バランサ・ノード層に通知し、本方法はエレメント２０に戻ることがで
きる。ロード・バランサ・ノード層は、その後、２０で別の宛先ノードをランダムに選択
することができるか、またはその代わりに、要請中のクライアント１６０に接続が現在設
定できないことを知らせることができる。クライアント１６０は、必ずしも必要ではない
が、接続要請を再提出して本方法をエレメント１０で再開することもできることに留意さ
れたい。
【００１６】
　再度、図１を参照すると、分散型ロード・バランサ・システムの少なくともいくつかの
実施形態では、商品ハードウェアを使用してネットワーク１００上のエッジ・ルータ１０
４で受けたクライアント・トラフィックをネットワーク１００上のサーバ・ノード１３０
に経路指定することができる。分散型ロード・バランサの少なくともいくつかの実施形態
では、複数のロード・バランサ・ノード１１０を含んだロード・バランサ・ノード層を含
むことができる。少なくともいくつかの実施形態では、ロード・バランサ・ノード１１０
はそれぞれ、ロード・バランサ・ノード層での複数の役割のうちの１つまたは複数の役割
を果たすことができる。ロード・バランサ・ノード１１０のこれらの役割には、入口ノー
ド、出口ノード、及び、フロー・トラッカ・ノード（所与のパケット・フローの一次フロ
ー・トラッカまたは二次フロー・トラッカとしての）が含まれ得る。少なくともいくつか
の実施形態では、各ロード・バランサ・ノード１１０は、商品のラックマウントのコンピ
ューティング・デバイスなどの個別のコンピューティング・デバイスとしてまたはそのデ
バイス上で、ロード・バランサ・ノード層内に実装することができる。少なくともいくつ
かの実施形態では、各ロード・バランサ・ノード１１０は、入口ノード、出口ノード、及
び、フロー・トラッカ・ノード（パケット・フローの一次フロー・トラッカまたは二次フ
ロー・トラッカとしての）の３つの役割のそれぞれを果たすことができ、一般には、ロー
ド・バランサ・ノード１１０は特定のパケット・フローに対する役割のうちのただ１つの
み（しかし、可能性としては２つまたは３つ）を果たしている。しかし、少なくともいく
つかの実施形態では、ロード・バランサ・ノード１１０は、特定のパケット・フローに対
する一次フロー・トラッカ及び二次フロー・トラッカの両方の役割は許容されないことに
留意されたい。あるいは、いくつかの実施形態では、各ロード・バランサ・ノード１１０
は、３つの役割のうちの１つのみを果たすことができる。この実施形態では、コンピュー
ティング・デバイスの別個の組をロード・バランサ・ノード層に入口ノード、出口ノード
及びフロー・トラッカ・ノードとして特異的に実装することができる。
【００１７】
　少なくともいくつかの実施形態では、コンシステント・ハッシング技術とコンシステン
ト・ハッシュ・リング技術を適用してパケット・フローに対する一次と二次のフロー・ト
ラッカを決定することができる。クライアントからの各パケット・フローは、例えば、ク
ライアントＩＰアドレス、クライアント・ポート、サーバ（パブリック）ＩＰアドレス及
びサーバ・ポートからなる４要素の組によって一意的に識別することができる。この識別
子は、クライアント及びパブリックの終点対を示すＣＰまたはＣｃＰｐと短縮することが
できる。任意の与えられたＴＣＰフロー（またはＣＰ対）に関連したパケットは、エッジ
・ルータ１０４からのハッシュ化多重パス（例えば、ＥＣＭＰ）フロー分布のせいで入口
サーバ１１２として動作する任意のロード・バランサ・ノード１１０上に現れることがで
きる。コンシステント・ハッシングを用いて、パケットが入口ノードとして働くロード・
バランサ・ノード１１０に到達したときにこの入口ノードがパケット・フローの状態を維
持する責任を負うロード・バランサ・ノード１１０（すなわち、一次フロー・トラッカ・
ノード）を決定することができる。ＣＰ対が入口ノードによってコンシステント・ハッシ
ュ・リングにハッシングされ、どのロード・バランサ・ノード１１０がパケット・フロー
の状態情報を維持する責任を負うのかを決定することができる。コンシステント・ハッシ
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ュ・リング内のパケット・フローのＣＰ対のコンシステント・ハッシングにしたがって決
定されるノード１１０は、パケット・フローに対する一次フロー・トラッカとして働くノ
ード１１０である。少なくともいくつかの実施形態では、コンシステント・ハッシュ・リ
ング内のサクセサ・ノードがパケット・フローに対する二次フロー・トラッカとして働く
。
【００１８】
　図３は、少なくともいくつかの実施形態により３つの役割（入口、出口及びフロー・ト
ラッカ）を実装するコンポーネントを含むロード・バランサ（ＬＢ）ノード１１０の例を
示す。この例では、入口サーバ１１２コンポーネントは、クライアントから入ってくるＴ
ＣＰパケットを受け取りこのＴＣＰパケットをカプセル化パケットとしてサーバに送る、
入口の役割を行う。出口サーバ１１４コンポーネントは、サーバから出て行くデカプセル
化パケットを受け取りこのデカプセル化ＴＣＰパケットをクライアントに送る、出口の役
割を行う。フロー・トラッカ１１６コンポーネントは、クライアント１６０とサーバ１３
４の間で確立された１つまたは複数のパケット・フローに対する一次または二次フロー・
トラッカとして働く。入口サーバ１１２もロード・バランサ・ノード１１０上のフロー・
トラッカ１１６または別のロード・バランサ・ノード１１０上のフロー・トラッカ１１６
と通信し、クライアントとサーバ１３４のうちの１つの間にそれぞれのクライアント１６
０から受けた接続要請に応答してＴＣＰ接続を開始するか、またはパケット・フローのマ
ッピング情報を得ることができる。もし出口サーバが、
ロード・バランサ・ノード
【００１９】
　図１を再び参照すると、少なくともいくつかの実施形態では、ロード・バランサ・ノー
ド層内のロード・バランサ・ノード１１０が、ネットワーク上の１つまたは複数のルータ
１０４からのクライアント・トラフィック（パケット、例えば、ＴＣＰパケット）を受け
ファブリック１２０上の分散型ロード・バランサ・システムが用いるプロトコル（例えば
ユーザ・データグラム・プロトコル（ＵＤＰ））にしたがってこのパケットをカプセル化
する。ロード・バランサ・ノード層は、その後、このカプセル化パケットをファブリック
１２０上で宛先サーバ・ノード１３０に転送する。各サーバ・ノード１３０は、ロード・
バランサ・システムのコンポーネントであるローカル・モジュール１３２を含む。このモ
ジュール１３２は、本明細書では、ロード・バランサ・モジュールまたは単にＬＢモジュ
ールと呼び、サーバ・ノード１３０上のソフトウェア、ハードウェアまたはそれらの組合
せで実装することができる。各サーバ・ノード１３０では、それぞれのロード・バランサ
・モジュール１３２がパケットをデカプセル化しこのＴＣＰパケットを通常のＴＣＰ処理
のためにローカルＴＣＰスタックに送る。少なくともいくつかの実施形態では、ロード・
バランサ・ノード層はすべてのクライアント・サーバＴＣＰフローの状態情報を維持する
ことができるが、しかし、ロード・バランサ・ノード層内のロード・バランサ・ノード１
１０はＴＣＰフローに関して何も読み取ることができない。各フローは、それぞれのサー
バ・ノード１３０上のサーバ１３４とクライアント１６０の間で管理される。分散型ロー
ド・バランサ・システムは、ＴＣＰパケットが正しい宛先サーバ１３４に到着することを
保証する。各サーバ・ノード１３０でのロード・バランサ・モジュール１３２は、ロード
・バランサ・ノード１１０から受けたクライアント接続要請に応じてそれぞれのサーバ１
３４が新しい接続を受けるか拒否するかについての決定を行なう。
【００２０】
　少なくともいくつかの実施形態では、分散型ロード・バランシング・システムは、コン
システント・ハッシング技術を使用して、例えば、どのサーバ・ノード１３０が特定のＴ
ＣＰパケット・フローに責任を負うのかを記憶するロード・バランサ・ノード１１０を決
定することができる。ロード・バランサ・ノード層内のロード・バランサ・ノード１１０
は、コンシステント・ハッシング技術を用いてコンシステント・ハッシュ・リングとして
見ることができる。また、ロード・バランサ・ノード１１０は、このリング内のメンバー
数のトラックを保持し、コンシステント・ハッシング関数によって特定のパケット・フロ
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ーに責任を負うリング内の特定のメンバー数を決定することができる。少なくともいくつ
かの実施形態では、クライアント１６０とサーバ１３４の間の各パケット・フローを追跡
する責任を負う２つのロード・バランサ・ノード１１０があり、これらのノード１１０は
一次フロー・トラッカ（ＰＦＴ）ノードおよび二次フロー・トラッカ（ＳＦＴ）ノードと
呼ぶことができる。少なくともいくつかの実施形態では、一次フロー・トラッカは、フロ
ーに対するコンシステント・ハッシュ・リング上の第１ロード・バランサ・ノード１１０
であり、二次フロー・トラッカは、一次フロー・トラッカ・ノードとは異なるコンシステ
ント・ハッシュ・リング上の次のまたはその後のロード・バランサ・ノード１１０である
。この配置で一次フロー・トラッカ・ノードが失敗した場合は、二次フロー・トラッカ・
ノードが新たな一次フロー・トラッカになり、別のロード・バランサ・ノード１１０（例
えば、コンシステント・ハッシュ・リング上の次のノード１１０）が二次フロー・トラッ
カの役割を引き継ぐことができる。少なくともいくつかの実施形態では、ロード・バラン
サ・ノード１１０が与えられたパケット・フローに対する一次フロー・トラッカと二次フ
ロー・トラッカの両方の働きをすることは許容されないことに留意されたい。コンシステ
ント・ハッシュ・リング内のこのメンバー数の変更及び他のメンバー数の変更については
、後ほど本文書で論じる。少なくともいくつかの実施形態では、ロード・バランサ実装（
例えば、現在実装されているロード・バランサ・ノード１１０及びサーバ・ノード１３０
の正式なリスト）の構成情報は、例えば、ファブリック１２０を介してロード・バランサ
・ノード１１０に結合している１つまたは複数のサーバ装置に実装することができる分散
型ロード・バランシング・システムの構成サービス１２２コンポーネントにより維持する
ことができる。
【００２１】
　少なくともいくつかの実施形態では、ロード・バランサ・ノード１１０は、一次及び二
次のフロー・トラッカ・ノードとして働くことに加えて、さらに、与えられたフローに対
する他の２つの役割（入口ノードの役割と出口ノードの役割）のうちの１つを果たすこと
もできる。パケット・フローに対する入口ノードは、エッジ・ルータ１０４からそれぞれ
のパケット・フローを受け取り、ファブリック１２０を介してサーバ・ノード１３０上の
選択されたサーバ１３４へパケット・フロー（カプセル化パケットとして）を転送するロ
ード・バランサ・ノード１１０である。入口ノードは、実際のクライアント・データ（Ｔ
ＣＰデータ・パケット）をそれぞれの宛先サーバ・ノード１３０に移動させる唯一のロー
ド・バランサ・ノード１１０である。入口ノードは、宛先サーバ・ノード１３０上のそれ
ぞれのロード・バランサ・モジュール１３２へのＴＣＰフローのマッピングを維持して、
入口ノードがどのロード・バランサ・モジュール１３２がクライアント・トラフィックを
転送するのかが分かるようにする。出口ノードは、ファブリック１２０を介してサーバ・
ノード１３０から受け取ったパケット・フローの応答トラフィックを境界ネットワークを
介してそれぞれのクライアント１６０に転送する責任を負ったロード・バランサ・ノード
１１０である。ロード・バランサ・モジュール１３２は、ロード・バランサ・プロトコル
（例えば、ＵＤＰ）にしたがってサーバ１３４から得た応答パケットをカプセル化して、
このカプセル化された応答パケットをファブリック１２０を介してそのフローのそれぞれ
の出口ノードに送る。出口ノードはステートレスであり、このパケットを単にデカプセル
化し、外部ネットワーク１５０を介してそれぞれのクライアント１６０に送達するための
境界ネットワーク上の境界ルータ１０２にこの応答パケット（例えば、ＴＣＰパケット）
を送る。
【００２２】
　先に述べたように、少なくともいくつかの実施形態では、各ロード・バランサ・ノード
１１０は、異なるパケット・フローに対する入口ノード、出口ノード及び／またはフロー
・トラッカ・ノード（一次または二次のフロー・トラッカのうちのいずれかとして)の役
割を果たすことができる。ロード・バランサ・ノード層内の単一のロード・バランサ・ノ
ード１１０は、このノードが処理しているパケット・フローに応じて、これら役割のうち
の任意の１つを果たすことができる。例えば、少なくともいくつかの実施形態では、ロー
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ド・バランサ・ノード１１０は、１つのパケット・フローに対する入口ノード、別のパケ
ット・フローに対する一次または二次のフロー・トラッカ、及び、さらに別のパケット・
フローに対する出口ノードとしての役割を果たすことができる。加えて、少なくともいく
つかの実施形態では、ロード・バランサ・ノード１１０が同一のパケット・フローに対し
て複数の役割（例えば、ある与えられたパケット・フローに対する入口ノード及び一次（
または二次）フロー・トラッカ・ノードとしての役割）を果たすことができる。しかし、
少なくともいくつかの実施形態では、冗長性と回復の目的のために、ロード・バランサ・
ノード１１０が同一のパケット・フローに対して一次と二次のフロー・トラッカ・ノード
両方の役割を果たすことは許容されない。
【００２３】
　上記では、各ロード・バランサ・ノード１１０が、入口サーバ、出口サーバ及びフロー
・トラッカの３つの役割のうちの任意の役割を果たすことができる実施形態を説明してい
る。しかし、いくつかの実施形態では、異なるグループのコンピューティング装置はロー
ド・バランシング・システムの異なる役割に割り当てることができる。例えば、いくつか
の実施形態では、それぞれが別個のコンピューティング装置上に実装された入口ノード、
出口ノード及びフロー・トラッカ・ノードの個別の組が存在できる。別の例として、いく
つかの実施形態では、１組のコンピューティング装置が入口ノード及びフロー・トラッカ
・ノードの両方の働きをすることができ、他方で、別の組のコンピューティング装置は出
口ノードとしてのみ働くことができる。
　ロード・バランサ・モジュール
【００２４】
　前に述べたように、各サーバ・ノード１３０は、ロード・バランサ・システムのコンポ
ーネントであるローカル・ロード・バランサ・モジュール１３２を含む。モジュール１３
２は、サーバ・ノード１３０上のソフトウェア、ハードウェアまたはそれらの組合せにお
いて実装することができる。少なくともいくつかの実施形態では、サーバ・ノード１３０
上のロード・バランサ・モジュール１３２は３つの主な役割（外出パケットをカプセル化
すること、着信パケットをデカプセル化すること及びノード１３０上のサーバ１３４に対
するローカル・ロード・バランシングの決定を下し接続を公表すること）を果たすことが
できる。これらの３つの役割は、以下に簡潔に記述され、その後、本明細書により詳細に
記述されている。
【００２５】
　少なくとも分散型ロード・バランシング・システムのいくつかの実施形態では、ＴＣＰ
接続が終了されず、パケットのなりすましがなされない。すなわち、ロード・バランサ・
ノード層によって送られたすべてのパケットのソースと宛先のＩＰアドレスは、パケット
・フローに関与する終点（すなわち、クライアント１６０及びサーバ１３４）の実際のＩ
Ｐアドレスである。なりすましの代わりに、これらの実施形態では、ファブリック１２０
上のロード・バランサ・ノード１１０とサーバ・ノード１３０との間に送られるすべての
パケットが、例えばＵＤＰパケットとしてカプセル化される。パケット・フロー内の入口
ノードとして働くロード・バランサ・ノード１１０からサーバ・ノード１３０に到着する
パケット・フロー内のインバウンド・パケットはロード・バランサ・ノード１１０によっ
てカプセル化されるので、これらのパケットをデカプセル化しノード１３０上のサーバ１
３４のローカルホストＴＣＰフローに向け直す必要がある。ノード１３０上のロード・バ
ランサ・モジュール１３２がこのデカプセル化を行う。同様に、サーバ１３４からのパケ
ット・フローの発信パケットはロード・バランサ・モジュール１３２によってカプセル化
され、パケット・フローの出口ノードとして働くロード・バランサ・ノード１１０にファ
ブリック１２０を介して送られる。
【００２６】
　少なくともいくつかの実施形態では、サーバ・ノード１３０上のロード・バランサ・モ
ジュール１３２も、それぞれのサーバ・ノード１３０上のサーバ１３４のロード・バラン
シングに関してローカルに決定を行う。具体的には、ノード１３０上のロード・バランサ
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・モジュール１３２は、新たなＴＣＰ接続要請を受けてそれぞれのサーバ１３４が別のＴ
ＣＰフローを受けるかどうかを決定する。先に述べたように、ロード・バランサ・ノード
１１０がロード・バランサ・モジュール１３２に送られるすべてのパケットをカプセル化
し、したがって、ロード・バランサ・モジュール１３２は実際にクライアント１６０から
のＴＣＰ同期（ＳＹＮ）パケットを受け取らず、その代わり、ロード・バランサ・モジュ
ール１３２は、カプセル化プロトコル（例えば、ＵＤＰ）にしたがって、ロード・バラン
サ・モジュール１３２が受理するかまたは拒否することができる接続要請メッセージをフ
ロー・トラッカ１１６から受け取る。ロード・バランサ・モジュール１３２が接続要請メ
ッセージを受理すると、ロード・バランサ・モジュール１３２はローカルホストに向かう
ＳＹＮパケットを生成する。ローカルホストが接続を受理するときに、これはそれぞれの
クライアント接続を扱う実際のＴＣＰスタックになる。
【００２７】
　少なくともいくつかの実施形態では、接続要請メッセージを受理すべきかどうかに関す
る決定をするために、ロード・バランサ・モジュール１３２は、サーバ・ノード１３０上
の現在のリソース消費量に関する１つまたは複数の指標を見る。そして、新しい接続を取
り扱うことができる十分なリソースがあるならば、ロード・バランサ・モジュール１３２
は接続を受理する。少なくともいくつかの実施形態では、ロード・バランサ・モジュール
１３２が考慮することができるリソース指標は、限定はされないが、ＣＰＵ利用率、最近
の帯域幅消費量及び確立した接続数のうちの１つまたは複数のものを含むことができる。
いくつかの実施形態では、これらの指標の代わりに、またはそれらに加えて他の指標を考
慮することができる。例えば、いくつかの実施形態では、ロード・バランサ・モジュール
は、指標としてサーバ待ち時間（すなわち、要請時間はサーバの接続処理待ちで消費され
る）を考慮することができ、サーバ待ち時間が閾値を超えると接続要請を拒否することが
できる。これらの指標及び／または他の指標を用いて、ロード・バランサ・モジュール１
３２は、それぞれのサーバ１３４につき新たなパケット・フローを受け入れるか拒否する
かを決定することができる。少なくともいくつかの実施形態では、リソースの使用割合（
例えば、使用率Ｎ％）を指標から個々にまたは閾値（例えば、９０％）との組み合わせ及
び比較で決定することができる。決定したリソース使用率が閾値となるかまたは閾値を超
えるなら、あるいは、接続を追加すると使用率が閾値を超えるならば、接続要請を拒絶す
ることができる。
【００２８】
　少なくともいくつかの実施形態では、ロード・バランサ・モジュール１３２は、接続要
請メッセージを拒絶すべきかどうかを決定する確立論的方法を実装することができる。リ
ソース使用率が閾値であるか閾値を超えている場合、上記のようにすべての接続要請を拒
絶する代わりに、この方法では、２つまたはそれを超える異なるレベルの使用率において
異なる確率で接続要請を拒絶することができる。例えば、リソース使用率が８０％ならば
、ロード・バランサ・モジュール１３２は２０％の確率で接続要請を拒絶することができ
、リソース使用率が９０％ならば、ロード・バランサ・モジュール１３２は２５％の確率
で接続要請を拒絶することができ、リソース使用率が９５％ならば、ロード・バランサ・
モジュール１３２は５０％の確率で接続要請を拒絶することができ、リソース使用率が９
８％ならば、ロード・バランサ・モジュール１３２はすべての接続要請を拒絶することが
できる。
【００２９】
　少なくともいくつかの実施形態では、各接続要請メッセージは、接続要請メッセージが
ロード・バランサ・モジュール１３２に何回拒絶されたかの表示を含むことができる。ロ
ード・バランサ・モジュール１３０が受け取った接続要請メッセージが閾値の回数を超え
て拒絶されたことを表示していれば、ロード・バランサ・モジュール１３０は、たとえサ
ーバ・ノード１３０の性能指標が接続要請を拒絶すべきであると示していても接続を受理
することができる。
【００３０】
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　いくつかの場合では、接続要請メッセージが送られるすべてのロード・バランサ・モジ
ュール１３２が接続要請を拒絶することができる可能性がある。少なくともいくつかの実
施形態では、接続要請メッセージが無期限にロード・バランサ・モジュール１３２からロ
ード・バランサ・モジュール１３２に飛び込んでいくのを防ぐために、各接続要請メッセ
ージに生存時間を与えることができる。生存時間が終わると、フロー・トラッカ・ノード
は要請を終了し、それぞれのクライアント１６０に要請が現在なされ得ないことを知らせ
ることができる。
【００３１】
　少なくともいくつかの実施形態では、サーバ・ノード１３０上のロード・バランサ・モ
ジュール１３２はまた、ロード・バランサ・ノード１１０に接続公表を行うこともできる
。少なくともいくつかの実施形態では、定期的にまたは非定期に（例えば、１秒に一回）
接続公表を行なうために、各ロード・バランサ・モジュール１３２はサーバ・ノード１３
０をルーティング・テーブル（例えば、ネットスタット・ルーティング・テーブル)で見
て、ロード・バランサ・ノード１１０にアクティブな接続（ＴＣＰフロー）のリストを公
表する。ある所与のパケット・フローの存在につき通知する必要のあるロード・バランサ
・ノード１１０は、それぞれのパケット・フローに対する入口ノード及び一次と二次のフ
ロー・トラッカの働きをするロード・バランサ・ノード１１０である。いくつかの実施形
態では、ロード・バランサ・モジュール１３２は、コンシステント・ハッシング技術を用
いてサーバ・ノード１３０上のアクティブなＴＣＰフローにつき通知する必要のあるロー
ド・バランサ・ノード１１０のリストをフィルタリングすることができる。例えば、ロー
ド・バランサ・モジュール１３２は、コンシステント・ハッシュ・リングによって、どの
ロード・バランサ・ノード１１０がそれぞれ与えられたパケット・フローに対する一次及
び二次のフロー・トラッカとしての働きをしているのかを決定することができる。いくつ
かの実施形態では、ロード・バランサ・モジュール１３２は、どのバランサ・ノード１１
０がロード・バランサ・モジュール１３２に各パケット・フローに対するデータ・パケッ
トを最後に送ったのかを追跡し、この情報を用いてどのロード・バランサ・ノード１１０
がパケット・フローの入口ノードとして働くかを決定する。なぜなら、入口ノードのみが
クライアント・データをロード・バランサ・モジュール１３２に転送するからである。い
くつかの実施形態では、その後、ロード・バランサ・モジュール１３２は、パケット・フ
ローを通知する必要があると自身が決定した各ロード・バランサ・ノード１１０に対する
メッセージを策定し、各ロード・バランサ・ノード１１０にメッセージを送信してそれぞ
れのサーバ・ノード１３０がクライアント１６０への接続を依然として維持していること
を当該ノード１１０に知らせる。ロード・バランサ・モジュール１３２がロード・バラン
サ・ノード１１０に行なうこの接続公表は、ロード・バランサ・ノード１１０のリース期
間の延長とみなすことができる。ロード・バランサ・ノード１１０がある時間（例えば、
１０秒）内に特別なパケット・フローを示す接続公表メッセージを受け取らないならば、
その後、ロード・バランサ・ノード１１０はそれぞれのパケット・フローにつき自由に忘
れることができる。
　ロード・バランサ・ノードへの多重パス経路指定
【００３２】
　図４は、少なくともいくつかの実施形態による、分散型ロード・バランサでの経路指定
及びパケット・フローの態様を示す。少なくともいくつかの実施形態では、各入口ノード
（入口ノードは入口サーバ１１２として図４に示されている）は、例えば、境界ゲートウ
ェイ・プロトコル（ＢＧＰ）を介して１つまたは複数のパブリック終点（例えば、ＩＰア
ドレスとポート）を分散型ロード・バランサのエッジ・ルータ１０４に経路指定する自身
の能力を広告する。少なくともいくつかの実施形態では、ＢＧＰセッションを介してエッ
ジ・ルータ１０４に自身を広告する各入口ノードではなく、図５に示すように、１つまた
は複数の他の入口ノード（例えば、２つの隣接ノード）がエッジ・ルータ１０４とＢＧＰ
セッションを確立して当該入口ノードを広告することもできる。
【００３３】
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　従来のロード・バランサは、一般に、単一のパブリック終点のみの働きをすることがで
きる。対照的に、分散型ロード・バランサの実施形態では、多数のロード・バランサ・ノ
ード１１０が単一のパブリック終点を提供することができる。これによって、ルータの能
力に依存して、すべての入口サーバ１１２に経路指定された単一のパブリックＩＰアドレ
スが、エッジ・ルータ１０４によって全帯域幅（例えば、１６０Ｇｂｐｓ）を扱うことが
できる構成が可能になる。少なくともいくつかの実施形態では、この構成を達成するため
に、エッジ・ルータ１０４は４層フロー単位ハッシュ化多重パス経路指定技法（例えば、
等コスト多重パス（ＥＣＭＰ）経路指定技法）を利用してそれぞれが同じパブリックＩＰ
アドレスを広告する複数の入口サーバ１１２全体にわたってトラフィックを分散させる。
フローの４層ソース及び宛先ポートをエッジ・ルータ１０４の一部として用いて着信パケ
ットをすべての入口サーバ１１２に分散させることで、フロー・ハッシュは、一般的に、
乱れたパケットを回避するために入口サーバ１１２として働く同一のロード・バランサ・
ノード１１０に経路指定された各接続に対するパケットを保持することができる。しかし
、いくつかの実施形態では、エッジ・ルータ１０４は、他の技法を用いてトラフィックを
入口サーバ１１２全体にわたって分散させることができることに留意されたい。
【００３４】
　図４は、また、２つ以上の分散型ロード・バランサをネットワーク１００上に実装する
こともできることも示している。これらの２つ以上の分散型ロード・バランサは、それぞ
れ、複数のサーバ１３０を率い、異なるパブリックＩＰアドレスを広告する独立したロー
ド・バランサとして働くことができる。またはその代わりに、図４に示すように２つ以上
の分散型ロード・バランサがそれぞれ同一のＩＰアドレスを広告することもできる。また
、ハッシング技術（例えば、４層フロー単位ハッシュ化多重パス経路指定技法）を境界ル
ータ１０２で用いて、パケット・フローを次々にそれらの対応する入口サーバ１１２に分
散させるエッジ・ルータ１０４にパケット・フローを分散させることができる。
【００３５】
　図５は、少なくともいくつかの実施形態により、境界ゲートウェイ・プロトコル（ＢＧ
Ｐ）を用いてエッジ・ルータに入口ノードを広告することを示す。この例において、ロー
ド・バランサ実装で入口ノード１１０Ａ～１１０Ｄの働きをする４つのロード・バランサ
・ノードが存在する。エッジ・ルータ１０４はクライアント（図示せず）からロード・バ
ランサ・ノード１１０まで着信パケットを経路指定する。少なくともいくつかの実施形態
では、エッジ・ルータ１０４が、４層フロー単位ハッシュ化多重パス経路指定技法（例え
ば、等コスト多重パス（ＥＣＭＰ）経路指定技法）によって経路指定の決定をすることが
できる。
【００３６】
　少なくともいくつかの実施形態では、エッジ・ルータ１０４は、ロード・バランサ実装
において、入口ノード１１０によって開始されたセッションを広告する境界ゲートウェイ
・プロトコル（ＢＧＰ）技術を介してクライアント・トラフィックを現在受け取ることが
できる入口ノード１１０を見つける。各入口ノード１１０はＢＧＰを用いて自身をエッジ
・ルータ１０４に広告することができるはずである。しかし、ＢＧＰは、一般的に、収束
するのに比較的長い時間（３秒以上）を要する。各入口ノード１１０がＢＧＰを介して自
身を広告するこの技法を用いると、入口ノード１１０が故障した場合、エッジ・ルータ１
０４上のＢＧＰセッションが中断し、それによって、エッジ・ルータ１０４が故障中止を
知り現在のＴＣＰフローを入口ノード１１０に再度経路指定するのに、ネットワーク上の
期間としてはかなりの時間（３秒以上）を要し得る。
【００３７】
　ＢＧＰに関連する収束問題を回避しノード１１０の故障をより速く回復するために、少
なくともいくつかの実施形態では、ＢＧＰセッションを介してエッジ・ルータ１０４に自
身を広告する入口ノード１１０の代わりに、ロード・バランサ実装における少なくとも１
つの他の入口ノード１１０がＢＧＰセッションを介してエッジ・ルータ１０４に当該の入
口ノード１１０を広告する責任を負う。例えば、図５に示すようないくつかの実施形態で
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は、ある与えられた入口ノード１１０の左隣と右隣の入口ノード１１０、例えば、ノード
１１０の整列されたリスト（例えば、ノード１１０によって形成されるコンシステント・
ハッシュ・リング）での左隣と右隣が、この与えられた入口ノード１１０をエッジ・ルー
タ１０４に広告することができる。例えば、図５では、入口ノード１１０Ａが入口ノード
１１０Ｂ、１１０Ｄを広告し、入口ノード１１０Ｂが入口ノード１１０Ａ、１１０Ｃを広
告し、入口ノード１１０Ｃが入口ノード１１０Ｂ、１１０Ｄを広告し、そして、入口ノー
ド１１０Ｄが入口ノード１１０Ｃ、１１０Ａを広告する。入口ノード１１０は、後ほど本
明細書で説明するように、互いの健全性をチェックしうわさとして広める。説明されるよ
うな健全性チェック法を用いると、不健全なノードを検出し、１秒未満、例えば１００ミ
リ秒（ｍｓ）、でノード１１０の間にこの情報を広めることができる。ある入口ノード１
１０が健全ではないと決定すると、不健全なノードを広告する入口ノード１１０はこの不
健全なノード１１０を広告することを直ちに止めることができる。少なくともいくつかの
実施形態では、入口ノード１１０は、ＢＧＰセッションに対するＴＣＰ閉鎖メッセージま
たは類似のメッセージをエッジ・ルータ１０４に送ることにより、エッジ・ルータ１０４
とのＢＧＰセッションを終了する。したがって、あるノード１１０の故障を検出するため
にこの故障ノード１１０が確立したＢＧＰセッションの中断を待たなければならないので
はなく、故障ノード１１０の代わりに広告し、ノード１１０が不健全であることを検出す
ると、このノード１１０を広告する他の入口ノードがエッジ・ルータ１０４とのＢＧＰセ
ッションを終了させるときにこの故障ノード１１０を発見することができる。ロード・バ
ランサ・ノードの故障の取り扱いは、本明細書で図１８Ａ、１８Ｂに関して後程論じる。
【００３８】
　図６は、分散型ロード・バランシング・システムの少なくともいくつかの実施形態によ
る、多重パス経路指定法のフローチャートである。９００で示されたように、ロード・バ
ランサ実装での入口ノード１１０は、それらの隣接ノード１１０をエッジ・ルータ１０４
に広告する。少なくともいくつかの実施形態では、入口ノード１１０は、コンシステント
・ハッシュ・リングなどのノード１１０の整列したリストに従ってそれらの隣接ノード１
１０を決定することができる。少なくともいくつかの実施形態では、入口ノード１１０は
、ＢＧＰセッションを用いてそれらの隣接ノード１１０をエッジ・ルータ１０４に広告し
、これらのＢＧＰセッションは広告された各ノード１１０に対して１つのＢＧＰセッショ
ンがエッジ・ルータ１０４と確立される。
【００３９】
　９０２で示されるように、エッジ・ルータ１０４は、フロー単位ハッシュ化多重パス経
路指定技法（例えば、等コスト多重パス（ＥＣＭＰ）経路指定技術）にしたがって、クラ
イアント１６０から受け取ったトラフィックをアクティブな（広告された）入口ノード１
１０に分散させる。少なくともいくつかの実施形態では、エッジ・ルータ１０４はクライ
アント１６０にパブリックＩＰアドレスを公表し、すべての入口ノード１１０がエッジ・
ルータ１０４に同じパブリックＩＰアドレスを広告する。エッジ・ルータは、４層ソース
及び宛先ポートをエッジ・ルータ１０４のフロー・ハッシュの一部として使用して入口ノ
ード１１０の間に着信パケットを分散させる。これによって、一般的に、同一の入口ノー
ド１１０に経路指定された各接続に対するパケットが保持される。
【００４０】
　９０２で示されるように、入口ノードはデータ・フローを標的サーバ・ノード１３０に
転送する。少なくともいくつかの実施形態では、入口ノード１１０は、データ・フローに
対する一次及び二次のフロー・トラッカ・ノードと相互に作用してデータ・フローを標的
サーバ・ノード１３０にマッピングする。したがって、各入口ノード１１０は、標的サー
バ・ノード１３０に受け取ったパケットを適切に転送するのに使用することができるノー
ド１１０によってアクティブなデータ・フローのマッピングを維持することができる。
【００４１】
　要素９０６～９１０は、入口ノード１１０の故障を検知し故障から回復することに関す
る。９０６に示すように、入口ノード１１０は、ある入口ノード１１０が故障したことを
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、例えば、本明細書で記載したような健全性チェック技法によって、検出することができ
る。この入口ノード１１０が故障したことを検出すると、その隣接ノード１１０はエッジ
・ルータ１０４へのこの入口ノード１１０の広告を停止する。少なくともいくつかの実施
形態では、このことはそれぞれのＢＧＰセッションのエッジ・ルータ１０４にＴＣＰ閉鎖
メッセージを送ることを伴う。
【００４２】
　９０８で示されるように、エッジ・ルータ１０４は、ＢＧＰセッションの閉鎖を介して
入口ノード１１０が故障したことを検出すると、フロー単位ハッシュ化多重パス経路指定
技法に従って、クライアント１６０からの着信トラフィックを残りの入口ノード１１０に
再分散させる。したがって、少なくともいくつかのデータ・フローを異なる入口ノード１
１０に経路指定することができる。
【００４３】
　９１０で示されるように、入口ノード１１０は、必要に応じて、マッピングを回復し、
データ・フローを適切な標的サーバ・ノードに転送することができる。入口ノード１１０
のノード１１０故障から回復する方法は、本明細書の別の箇所で論じられる。一例として
、ある入口ノード１１０は、現在のマッピングを持っていないパケットを受け取ると、コ
ンシステント・ハッシュ関数を用いてコンシステント・ハッシュ・リングによるデータ・
フローに対するフロー・トラッカ・ノードを決定し、このフロー・トラッカ・ノードから
マッピングを回復することができる。
　非対称なパケット・フロー
【００４４】
　少なくともいくつかの実施形態では、入口ノード帯域幅及びＣＰＵ使用を効率的に利用
するために、インバウンド・データに対するアウトバウンド・トラフィックの比率が１以
上であるときに分散型ロード・バランシング・システムは、図７に示すようにサーバ・ノ
ード１３０から多数の出口ノードへアウトバウンド・パケットを転送する。少なくともい
くつかの実施形態では、各接続に対して、それぞれのサーバ・ノード１３０上のロード・
バランサ・モジュール１３２は、クライアント終点／パブリック終点の組をハッシングし
、コンシステント・ハッシュ・アルゴリズムを用いてそれぞれのアウトバウンド・パケッ
ト・フローの出口サーバ１１４の働きをするロード・バランサ・ノード１１０を選択する
。しかし、いくつかの実施形態では、他の方法及び／またはデータを用いて接続の出口サ
ーバ１１４を選択することもできる。選択された出口サーバ１１４は、必ずではないが一
般的に、接続の入口サーバ１１２の働きをするロード・バランサ・ノード１１０とは異な
るロード・バランサ・ノード１１０であり得る。少なくともいくつかの実施形態では、こ
のロード・バランサ・ノード１１０／出口サーバ１１４の故障がなければ、この特別な接
続のアウトバウンド・パケットは乱れたパケットを回避するためにすべて同じ出口サーバ
１１４に転送されるであろう。
【００４５】
　少なくともいくつかの実施形態では、サーバ・ノード１３０による出口サーバ１１４の
選択に使用される方法およびデータは、エッジ・ルータ１０４によってなされる入口サー
バ１１２の選択に使用される方法及びデータとは異なってよい。異なった方法及びデータ
を使用することで、一般に、ある与えられた接続の出口ノードとして選択されるロード・
バランサ・ノード１１０は、この接続の入口ノードとして選択されたロード・バランサ・
ノード１１０とは異なる結果となり得る。そして、多数のロード・バランサ・ノード１１
０が選択されて、入口ノードとして働く単一のロード・バランサ・ノード１１０を通過す
る接続用の発信トラフィックを扱う結果となり得る。
【００４６】
　図７は、少なくともいくつかの実施形態による、非対称のパケット・フローを図示して
いる。少なくとも１つの接続が、外部ネットワーク１５０上のクライアント１６０から入
口サーバ１１２を通ってサーバ・ノード１３０Ａ、１３０Ｂ、１３０Ｃ、１３０Ｄのそれ
ぞれとに確立される。少なくともいくつかの実施形態では、各接続に対して、接続用出口
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ノードを選ぶために、それぞれのサーバ・ノード１３０上のロード・バランサ・モジュー
ル１３２は、クライアント終点／パブリック終点の組をハッシングし、コンシステント・
ハッシュ・アルゴリズムを用いてそれぞれのアウトバウンド・パケット・フローの出口サ
ーバ１１４として働くべきロード・バランサ・ノード１１０を選択する。例えば、サーバ
・ノード１３０Ａはある１つの接続の出口サーバ１１４Ａを選択しており、サーバ・ノー
ド１３０Ｂは１つの接続の出口サーバ１１４Ａと別の接続の出口サーバ１１４Ｂを選択し
ている。しかし、いくつかの実施形態では、他の方法及び／またはデータを用いて接続の
出口ノードを選択することができる。
　クライアント接続停止のないロード・バランサ・ノード故障からの回復
【００４７】
　ロード・バランサ・ノード１１０は、コンシステント・ハッシングを用いてどのサーバ
・ノード１３０がクライアント・トラフィックを受け取るべきかを決定することができる
一方、いくつかの接続の長い寿命により、この手法は、新しいサーバ・ノード１３０がコ
ンシステント・ハッシングのメンバーに加わり、後に入口ロード・バランサ・ノード１１
０の故障が発生した場合、既存のフローを維持できない。この状況では、サーバ１３０の
コンシステント・ハッシュ・リングが異なるメンバーを持つはずなので、故障ノード１１
０からのフローを引き継ぐロード・バランサ・ノード１１０は、選択された元のマッピン
グを決定することができない。したがって、少なくともいくつかの実施形態では、ロード
・バランサ・ノード１１０が、分散型ハッシュ・テーブル（ＤＨＴ）技術を用いて接続の
サーバ・ノード１３０を選び、パケットをこの選択されたサーバ・ノード１３０に経路指
定することができる。一旦、サーバ・ノード１３０がＤＨＴによって選択されて特別な接
続を受けており、かつ、サーバ・ノード１３０が健全であり続け、サーバ・ノード１３０
上のロード・バランサ・モジュール１３２がこのアクティブな接続の状況をＤＨＴに定期
的に送信すること（例えば、接続公表を介して）でリース期間を延長し続けたと仮定する
と、ＤＨＴは接続が完了するまでマッピングを保持するであろう。入口ノード１１０の故
障は、エッジ・ルータ１０４から残りのロード・バランサ・ノード１１０までのパケット
の分布に影響を与え、その結果、ロード・バランサ・ノード１１０が異なる組のクライア
ント接続からのトラフィックを受け取る。しかし、ＤＨＴがアクティブな接続をすべて追
跡するので、ロード・バランサ・ノード１１０は、ＤＨＴに尋ねて任意のアクティブなマ
ッピングに対するリースを得ることができる。その結果、すべてのロード・バランサ・ノ
ード１１０は、トラフィックを正しいサーバ・ノード１３０に渡し、これにより、入口ロ
ード・バランサ・ノード１１０の故障の場合でさえアクティブなクライアント接続の失敗
を防ぐであろう。
　分散型ロード・バランシング・システムでのパケット・フロー
【００４８】
　図８は、少なくともいくつかの実施形態による、分散型ロード・バランシング・システ
ムでのパケット・フローを示す。図８で、矢印つき実線はＴＣＰパケットを表わしている
一方、矢印つき点線はＵＤＰパケットを表わしていることに留意されたい。図８では、入
口サーバ１１２はエッジ・ルータ１０４を介して１つまたは複数のクライアント１６０か
らＴＣＰパケットを受け取る。ＴＣＰパケットを受け取ると、入口サーバ１１２は、自身
がこのＴＣＰパケット・フローのサーバ・ノード１３０へのマッピングを有しているかど
うかを判断する。入口サーバ１１２がＴＣＰパケット・フローのマッピングを有している
ならば、サーバ１１２は（例えば、ＵＤＰによって）ＴＣＰパケットをカプセル化し、こ
のカプセル化パケットを標的サーバ・ノード１３０に送る。入口サーバ１１２がＴＣＰパ
ケット・フローのマッピングを有していないならば、入口サーバ１１２はＴＣＰパケット
から抽出されたＴＣＰパケット・フローに関する情報を含んだＵＤＰメッセージを一次フ
ロー・トラッカ１１６Ａに送りサーバ・ノード１３０への接続を確立することができ、か
つ／または、ＴＣＰパケット・フローのマッピングを得ることができる。図９Ａ、９Ｂ、
及び図１０Ａ～１０Ｇは、クライアント１６０とサーバ・ノード１３０との間に接続を確
立する方法を示す。サーバ・ノード１３０上のロード・バランサ・モジュール１３２は、
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サーバ・ノード１３０上のＴＣＰ接続の出口サーバ１１４として働くべきロード・バラン
サ・ノード１１０をランダムに選択し、出口サーバ１１４を介してＵＤＰカプセル化ＴＣ
Ｐ応答パケットをクライアント１６０に送る。
【００４９】
　図９Ａ、９Ｂは、少なくともいくつかの実施形態による、分散型ロード・バランシング
・システム内で接続を確立する場合のパケット・フローのフローチャートを提供する。図
９Ａの２００に示すように、入口サーバ１１２は、エッジ・ルータ１０４を介してクライ
アント１６０からＴＣＰパケットを受け取る。２０２では、入口サーバ１１２がサーバ・
ノード１３０までのＴＣＰフローのマッピングを有していれば、２０４で示すように、入
口サーバ１１２はＴＣＰパケットをカプセル化しそれぞれのサーバ・ノード１３０に送る
。入口サーバ１１２は、１つ、２つ、またはそれを超えるクライアント１６０からの１つ
、２つ、またはそれを超えるＴＣＰフローのパケットを絶えず受け取ることができ、かつ
処理することができていることに留意されたい。
【００５０】
　２０２では、入口サーバ１１２がＴＣＰフローのマッピングを有していないならば、こ
のパケットはクライアント１６０からのＴＣＰ同期（ＳＹＮ）パケットであり得る。２０
６で示されるように、ＳＹＮパケットを受け取ると、入口サーバ１１２はこのＳＹＮパケ
ットからデータを抽出してこのデータを、例えば、ＵＤＰメッセージの形で、一次フロー
・トラッカ１１６Ａに転送する。少なくともいくつかの実施形態では、入口サーバ１１２
は、コンシステント・ハッシュ関数によりＴＣＰフローの一次フロー・トラッカ１１６Ａ
及び／または二次フロー・トラッカ１１６Ｂを決定することができる。２０８で、一次フ
ロー・トラッカ１１６Ａは、データを例えばハッシュ・テーブルに格納し、ＴＣＰ接続の
サーバ・ノード１３０側の最初のＴＣＰシーケンス番号を生成し、二次フロー・トラッカ
１１６Ｂにデータ及びＴＣＰシーケンス番号を転送する。２１０では、二次フロー・トラ
ッカ１１６Ｂも、データを格納し、少なくともＴＣＰシーケンス番号を含むＳＹＮ／ＡＣ
Ｋパケットを作りクライアント１６０に送ることができる。
【００５１】
　２１２で示されるように、入口サーバ１１２は、エッジ・ルータ１０４を介してクライ
アント１６０からＴＣＰ認識（ＡＣＫ）パケットを受け取る。入口サーバ１１２はこの時
点でサーバ・ノード１３０へのＴＣＰフローのマッピングを有していない、それ故、２１
４で、入口サーバ１１２は、ＡＣＫパケットから抽出されたデータを含むメッセージを一
次フロー・トラッカ１１６Ａへ送信する。２１６で示されるように、メッセージを受け取
ると、一次フロー・トラッカ１１６Ａは保存されたデータによってＴＣＰフローを確認し
、かつＡＣＫパケットからの認識されたシーケンス番号（＋１）がＳＹＮ／ＡＣＫで送ら
れた値と一致することを確認する。一次フロー・トラッカ１１６Ａは、その後、サーバ・
ノード１３０を選択してＴＣＰフローを受け取り、データ、ＴＣＰシーケンス番号、及び
選択されたサーバ・ノード１３０上のローカル・ロード・バランサ・モジュール１３２の
ＩＰアドレスを含むメッセージを二次フロー・トラッカ１１６Ｂに送る。２１８で示され
るように、二次フロー・トラッカ１１６Ｂはまた、データ及びＴＣＰシーケンス番号を確
認し、ＳＹＮメッセージを作製し、この作製したＳＹＮメッセージを選択されたサーバ・
ノード１３０上のローカル・ロード・バランサ・モジュール１３２に送る。この手法は、
図９Ｂの要素２２０で継続する。
【００５２】
　図９Ｂの２２０で示されたように、ロード・バランサ・モジュール１３２は、作製され
たＳＹＮメッセージに応答して、サーバ・ノード１３０の１つまたは複数の指標を検査し
てサーバ・ノード１３０が接続を受理できるかを判断することができる。２２２では、ロ
ード・バランサ・モジュール１３２がサーバ・ノード１３０が現在接続を受理できないと
判断するならば、ロード・バランサ・モジュール１３２は２２４で二次フロー・トラッカ
１１６Ｂにメッセージを送る。二次フロー・トラッカ１１６Ｂは、以前に格納していたフ
ローの情報を削除することができる。２２６では、二次フロー・トラッカ１１６Ｂが一次
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フロー・トラッカ１１６Ａにメッセージを送る。一次フロー・トラッカ１１６Ａは、その
後、新たな標的サーバ・ノード１３０を選択し、図９Ａの２１６で示されるような二次フ
ロー・トラッカ１１６Ｂにメッセージを送ることができる。
【００５３】
　２２２で、ロード・バランサ・モジュール１３２が、サーバ・ノード１３０が接続を受
理できると判断すると、図９Ｂの２２８に示されるように、ローカル・ロード・バランサ
・モジュール１３２が作製されたＳＹＮからＴＣＰ・ＳＹＮパケットを構築し、このＴＣ
Ｐ・ＳＹＮパケットをサーバ・ノード１３０上のサーバ１３４に送る。ＴＣＰ・ＳＹＮパ
ケットのソースＩＰアドレスは、サーバ１３４がクライアント１６０への直接のＴＣＰ接
続を受け取ったと信じるようにクライアント１６０の実際のＩＰアドレスで占められてい
る。ロード・バランサ・モジュール１３２は、ＴＣＰフローに関連する詳細を、例えば、
ローカル・ハッシュ・テーブルに格納する。２３０で示されるように、サーバ１３４は、
ロード・バランサ・モジュール１３２が傍受するＳＹＮ／ＡＣＫパケットに応答する。２
３２に示されるように、ロード・バランサ・モジュール１３２は、その後、接続情報を含
むメッセージを二次フロー・トラッカ１１６Ｂに送り接続が受理されたことを知らせる。
このメッセージを受け取って、二次フロー・トラッカ１１６Ｂは、２３４で、サーバ１３
４へのマッピングを記録し、やはりマッピング情報を記録する一次フロー・トラッカ１１
６Ａに同様なメッセージを送る。２３６で示されるように、一次フロー・トラッカ１１６
Ａは、その後、マッピング・メッセージを入口サーバ１１２へ転送する。入口サーバ１１
２は、今や、クライアント１６０からサーバ１３０へのＴＣＰフローのマッピングを有し
ている。
【００５４】
　２３８で、入口サーバ１１２は、データ・フローのいかなるバッファされたデータ・パ
ケットもカプセル化し、サーバ・ノード１３０上のローカル・ロード・バランサ・モジュ
ール１３２に転送する。入口サーバ１１２が受け取ったクライアント１６０からのデータ
・フローの追加の着信パケットは、カプセル化され、ロード・バランサ・モジュール１３
２に直接転送される。ロード・バランサ・モジュール１３２は、このパケットをデカプセ
ル化しサーバ１３４に送る。
【００５５】
　２４０では、ロード・バランサ・モジュール１３２が、データ・フローの出口サーバ１
１４を任意に選択する。サーバ１３４からの後続のアウトバウンドＴＣＰパケットは、ロ
ード・バランサ・モジュール１３２によって傍受され、ＵＤＰによりカプセル化され、そ
して、任意に選択された出口サーバ１１４に転送される。出口サーバ１１４は発信パケッ
トをデカプセル化し、ＴＣＰパケットをクライアント１６０に送る。
【００５６】
　上で述べたように、２０２で、入口サーバ１１２が受信したパケットのＴＣＰフローの
マッピングを有していないならば、このパケットはクライアント１６０からのＴＣＰ同期
（ＳＹＮ）パケットであり得る。しかし、このパケットはＴＣＰ・ＳＹＮパケットとなる
ことはできない。例えば、ロード・バランサ・ノード１１０のメンバー数が、ロード・バ
ランサ・ノード１１０の追加または故障のせいで変化すると、エッジ・ルータ１０４は、
１つまたは複数のＴＣＰフローのパケットをこのパケットのマッピングを有していない入
口サーバ１１２に経路指定することを開始することができる。少なくともいくつかの実施
形態では、入口サーバ１１２は、入口サーバ１１２がマッピングを有していないパケット
を受け取ると、コンシステント・ハッシュ関数を用いてＴＣＰフローの一次フロー・トラ
ッカ１１６Ａ及び／または二次フロー・トラッカ１１６Ｂをコンシステント・ハッシュ・
リングにより決定し、一次フロー・トラッカ１１６Ａまたは二次フロー・トラッカ１１６
Ｂのどちらかにメッセージを送りマッピングを要請することができる。フロー・トラッカ
１１６からＴＣＰフローのマッピングを受け取ると、入口サーバ１１２はこのマッピング
を格納し、ＴＣＰフローのＴＣＰパケットをカプセル化し正しい宛先サーバ・ノード１３
０に転送することを開始することができる。



(21) JP 6393742 B2 2018.9.19

10

20

30

40

50

　ロード・バランサ・ノードの詳細
【００５７】
　少なくともいくつかの実施形態では、ロード・バランサ・ノード１１０には各々３つの
役割がある：
・入口－クライアント接続でのクライアント１６０からの着信パケットをすべて受け取り
、マッピングが知られているならパケットをサーバ・ノード１３０に経路指定し、マッピ
ングが知られていないならフロー・トラッカにメッセージを送ること。入口ノードからの
発信パケットは、この入口ノードによりカプセル化される（例えば、ＵＤＰにより）。
・フロー・トラッキング－接続状況の追跡（例えば、どのサーバ・ノード１３０／サーバ
１３４が各クライアント接続にサービスを提供するように割り当てられてきたのかの）を
保つこと。フロー・トラッカはまた、クライアント１６０とサーバ１３４の間の接続を確
立することに参加もする。
・出口－サーバー１３４から受け取ったアウトバウンド・パケットをデカプセル化しクラ
イアント１６０に転送すること。
【００５８】
　少なくともいくつかの実施形態では、入口の役割で、ロード・バランサ・ノード１１０
はクライアント->サーバのマッピングが知られているときにパケットをサーバ１３４に転
送する責任を負い、またはマッピングが知られていないときに要請をフロー・トラッカに
転送する責任を負う。少なくともいくつかの実施形態では、特別なクライアント接続／デ
ータ・フローの入口ノードとして働く、ロード・バランサ・ノード１１０はまた、クライ
アント接続の一次フロー・トラッカまたは二次フロー・トラッカのどちらかの働きをする
こともできるが両方の働きはできない。
【００５９】
　少なくともいくつかの実施形態では、フロー・トラッカの役割において、ロード・バラ
ンサ・ノード１１０は、依然確立されている接続の状態を維持する責任ならびに確立され
た接続のクライアント->サーバのマッピングを維持する責任を負う。２つのフロー・トラ
ッカは個々のクライアント接続にかかわり、一次フロー・トラッカ及び二次フロー・トラ
ッカと呼ばれる。少なくともいくつかの実施形態では、クライアント接続に関連したフロ
ー・トラッカをコンシステント・ハッシュ・アルゴリズムを用いて決定することができる
。フロー・トラッカはまた、限定はされないが、新たなクライアント接続それぞれのサー
バ・ノード１３０を擬似ランダムに選択することを含むロード・バランシング機能も果た
す。選択されたサーバ・ノード１３０上のローカル・ロード・バランサ・モジュール１３
２がサーバ１３４は接続を扱うことができないと判断するならば、このローカル・ロード
・バランサ・モジュール１３２は接続要請を拒絶することができることに留意されたい。
このことが起きたならばフロー・トラッカは別のサーバ・ノード１３０を選択しこの別の
サーバ・ノード１３０に接続要請を送ることができる。少なくともいくつかの実施形態で
は、与えられた接続の一次フロー・トラッカの役割及び二次フロー・トラッカの役割は、
異なるロード・バランサ・ノード１１０によって果たされる。
【００６０】
　少なくともいくつかの実施形態では、出口の役割において、ロード・バランサ・ノード
１１０はステートレスであり、サーバ・ノード１３０から受け取った着信パケットをデカ
プセル化し、いくつかの検証を行い、そして、アウトバウンドＴＣＰパケットをそれぞれ
のクライアント１６０に転送する。少なくともいくつかの実施形態では、サーバ・ノード
１３０上のローカル・ロード・バランサ・モジュール１３２はある与えられた接続のロー
ド・バランサ・ノード１１０を任意に選択することができる。
　ロード・バランサ・ノード・コンシステント・ハッシュ・リングのトポロジ
【００６１】
　少なくともいくつかの実施形態では、ロード・バランサ・ノード１１０は、入力キー空
間（クライアント終点、パブリック終点）のコンシステント・ハッシングに基づいてリン
グ・トポロジを形成する。入力キー空間は利用可能なフロー・トラッカ・ノードの間で分
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割することができる。そして、すべてのフロー・トラッカ・ノードはそのキー空間に対応
する質問に答える責任を持つことができる。少なくともいくつかの実施形態では、コンシ
ステント・ハッシュ・リング（例えば、二次のフロー・トラッカ・ノードがサクセサ・ノ
ード、またはコンシステント・ハッシュ・リング内の一次フロー・トラッカ・ノードに対
するネクスト・ノード）内のサクセサに基づいて、データを一次及び二次のフロー・トラ
ッカ・ノードに複製することができる。あるフロー・トラッカ・ノードがなんらかの理由
で故障したならば、コンシステント・ハッシュ・リング内のネクスト・ロード・バランサ
ー・ノードが故障したノードのキー空間を獲得する。新たなフロー・トラッカ・ノードが
加わるときに、このノードは、他のロード・バランサ・ノードがロード・バランサ実装内
の構成変化、したがって、コンシステント・ハッシュ・リング内の構成変化につき学習す
ることができるように、自身の終点を登録する（例えば、図１に示すような構成サービス
１２２により）。コンシステント・ハッシュ・リング内でのフロー・トラッカの追加及び
故障の取り扱いは図１１Ａ～図１１Ｄを参照してより詳細に論じる。
　入口ノード<->フロー・トラッカ・ノードの通信
【００６２】
　少なくともいくつかの実施形態では、入口ノードとして働くロード・バランサ・ノード
１１０は、構成サービス１２２からのフロー・トラッカ・ノードとして働くロード・バラ
ンサ・ノード１１０につき学習することができる。入口ノードは、ロード・バランサ実装
内の、したがってコンシステント・ハッシュ・リング内のメンバー数の変化につき構成サ
ービス１２２をモニターすることができる。入口ノードがクライアント１６０からのパッ
ケットを受け取りそのパケットに対するマッピングを有していないときに、この入口ノー
ドはコンシステント・ハッシュ関数を用いてどのフロー・トラッカ・ノードがパケットに
サービスすべきかを決定することができる。少なくともいくつかの実施形態では、ハッシ
ュ関数への入力は、パケットからの（クライアント終点、パブリック終点の）ペアである
。少なくともいくつかの実施形態では、入口ノードとフロー・トラッカ・ノードは、ＵＤ
Ｐメッセージを用いて通信する。
【００６３】
　一次フロー・トラッカ・ノードが新たなパケット・フローの入口ノードからメッセージ
を受け取るとき、一次フロー・トラッカ・ノードはランダムにＴＣＰシーケンス番号を決
定し、二次フロー・トラッカ・ノードへ別のメッセージを転送する。二次フロー・トラッ
カ・ノードは、クライアントに対するＴＣＰ・ＳＹＮ／ＡＣＫメッセージを生成する。両
フロー・トラッカはクライアント接続終点ペアとＴＣＰシーケンス番号を思い出し、メモ
リ圧力及び期限切れによって状態が除去されるまで、この情報を保持する。
【００６４】
　一次フロー・トラッカ・ノードがＴＣＰ・ＡＣＫパケットを受信した入口ノードからメ
ッセージを受け取るときに、一次フロー・トラッカ・ノードは認識されたＴＣＰシーケン
ス番号がＳＹＮ／ＡＣＫパケット内に送られていた格納値と一致することを検証し、要請
にサービスすべきサーバ・ノード１３０を選択し、そして、二次フロー・トラッカ・ノー
ドへメッセージを転送する。二次フロー・トラッカ・ノードは、選択されたサーバ・ノー
ド１３０上のロード・バランサ・モジュール１３２にメッセージを送って、サーバ・ノー
ド１３０上のＴＣＰスタックとの実際のＴＣＰ接続を開始し、その後、サーバ・ノード１
３０からの認識応答を待つ。
【００６５】
　二次フロー・トラッカ・ノードが、サーバ・ノード１３０上のロード・バランサ・モジ
ュール１３２から接続認識を受け取るときに、両ノードのサーバ・ノード１３０に関連す
る情報を格納した、一次フロー・トラッカを通じた入口ノードへの逆向きのメッセージ・
フローが起きる。これ以降、入口ノードに受信された追加のＴＣＰパケットはサーバ・ノ
ード１３０上のロード・バランサ・モジュール１３２に直接転送される。
　ロード・バランサ・モジュール<->ロード・バランサ・ノードの通信
【００６６】
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　少なくともいくつかの実施形態では、すべてのロード・バランサ・モジュール１３２は
、自身の終点を構成サービス１２２に登録し、ロード・バランサ・ノード層のメンバー数
変化につき構成サービス１２２を絶えずモニターする。以下に、少なくともいくつかの実
施形態によるロード・バランサ・モジュール１３２の機能につき説明する。
・接続公表：各サーバ・ノード１３０上のアクティブな接続（クライアント終点、パブリ
ック終点）の組を、これらの接続に責任を負う一次及び二次の両フロー・トラッカ・ノー
ド、ならびにこれらの接続に対するロード・バランサ・モジュール１３２のパケットを最
後に送信した入口ノードに、定期的にまたは不定期に公表する。この接続公表機能は、責
任のあるロード・バランサ・ノード１１０での接続状態のリースを更新する。
・ロード・バランサ層のメンバー数変化のモニター：メンバー数が変化したならば、ロー
ド・バランサ・モジュール１３２は、この変化情報を用いて現在接続に責任を負っている
ロード・バランサ・ノードにアクティブな接続を直ちに送ることができる。
　分散型ロード・バランシング・システム内のパケット・フロー：詳細
【００６７】
　分散型ロード・バランシング・システムは多数のロード・バランサ・ノード１１０を含
むことができる。少なくともいくつかの実施形態では、分散型ロード・バランシング・シ
ステム内の各ロード・バランサ・ノード１１０は、サーバ１３４へのクライアント１６０
接続に対するフロー・トラッカ・ノード、出口ノード及び入口ノードの役割を果たすこと
ができる。分散型ロード・バランシング・システムはまた、各サーバ・ノード１３０上に
ロード・バランサ・モジュール１３２を含むこともできる。
【００６８】
　図１０Ａ～１０Ｇは、少なくともいくつかの実施形態による、分散型ロード・バランシ
ング・システム内のパケット・フローを示す。図１０Ａ～１０Ｇでは、ロード・バランサ
・ノード１１０間で交換されたパケット及びロード・バランサ・ノード１１０とサーバ・
ノード１３０との間で交換されたパケットは、ＵＤＰメッセージまたはＵＤＰカプセル化
クライアントＴＣＰパケットのどちらかである。少なくともいくつかの実施形態では、ク
ライアントＴＣＰパケットは、境界ルータ１０２へのトランシット及び境界ルータ１０２
からのトランシットにおいてロード・バランサ・ノード１１０の北側でネットワーク１０
０上にデカプセル化された形でのみ存在できる(図１参照)。図１０Ａ～１０Ｇで実線矢印
はＴＣＰパケットを表す一方、点線矢印はＵＤＰパケットを表すことに留意されたい。
【００６９】
　少なくともいくつかの実施形態では、分散型ロード・バランシング・システムは、単一
のロード・バランサ・ノード１１０が故障した際に、確立されている接続を保つように試
みることができる。少なくともいくつかの実施形態では、一次フロー・トラッカ・ノード
と二次フロー・トラッカ・ノードの接続詳細を複製して、これらのノードのどちらかが故
障すれば、残りのフロー・トラッカ・ノードによって接続のクライアント->サーバのマッ
ピングが回復できるようにすることで、これを実現することができる。少なくともいくつ
かの実施形態では、ノード故障の際にいくらかのパケット損失が生じ得るが、しかし、ク
ライアント／サーバのＴＣＰパケット再送信によって失われたパケットを回復することが
できる。
【００７０】
　クライアントからのＴＣＰ接続はそれぞれＴＣＰフローと呼ぶことができ、クライアン
トＩＰアドレス、クライアント・ポート、サーバ（パブリック）ＩＰアドレス及びサーバ
・ポートから成る４要素の組により一意的に識別される。この識別子は、クライアント終
点とパブリック終点のペアを示すＣＰまたはＣｃＰｐと短縮することができる。任意の与
えられたＴＣＰフロー(またはＣＰペア)に関連するパケットは、上流のエッジ・ルータ１
０４からのハッシュ化等コスト多重パス（ＥＣＭＰ）フロー分布のせいで、入口サーバ１
１２として作動する任意のロード・バランサ・ノード１１０に現れることができる。しか
し、ＴＣＰフローのパケットは一般的に、ＴＣＰフローの向きを変えるリンクまたはロー
ド・バランサ・ノード１１０の故障がなければ、同じロード・バランサ・ノード１１０に
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到着し続けることができる。上流のルータ１０４からのＴＣＰフローのパケットを受信す
るロード・バランサ・ノード１１０は、ＴＣＰフローの入口ノードと呼ばれる。
【００７１】
　少なくともいくつかの実施形態では、コンシステント・ハッシングを用いて、パケット
がＴＣＰフローの入口ノードとして働くロード・バランサ・ノード１１０に到着するとき
にこの入口ノードがどのロード・バランサ・ノード１１０がＴＣＰフローの状態を含む（
すなわち、フロー・トラッカ・ノードである）のかを判断することができるようにする。
ＣＰペアを入口ノードによってコンシステント・ハッシュ・リング内にハッシングして、
どのロード・バランサ・ノード１１０がＴＣＰフローに関する状態を維持する責任がある
のかを判断することができる。このノードはＴＣＰフローの一次フロー・トラッカとして
働く。コンシステント・ハッシュ・リング内のサクセサ・ノードはＴＣＰフローの二次フ
ロー・トラッカとして働く。
【００７２】
　少なくともいくつかの実施形態では、すべてのロード・バランサ・ノード１１０が入口
ノード、一次フロー・トラッカ・ノード及び二次フロー・トラッカ・ノードの働きをする
ことができる。ＴＣＰフローのコンシステント・ハッシングの結果に応じて、ＴＣＰフロ
ーの入口ノードとして働くロード・バランサ・ノード１１０がＴＣＰフローの一次または
二次のフロー・トラッカ・ノードとして働くこともできる。しかし、少なくともいくつか
の実施形態では、異なる物理的なロード・バランサ・ノード１１０が、ＴＣＰフローの一
次フロー・トラッカ及び二次フロー・トラッカの役割を果たす。
　接続を確立させること
【００７３】
　図１０Ａを参照すると、クライアント１６０からの新たな接続がクライアントＴＣＰ同
期（ＳＹＮ）パケットによって引き起こされ得る。ロード・バランサ・ノード１１０はＳ
ＹＮパケットを受信した際に、サーバ・ノード１３０との接続を実際に確立させない、ま
た、これらは、サーバ・ノード１３０を直ちに選択して接続を受け取ることもしない。代
わりに、ロード・バランサ・ノード１１０は、クライアントのＳＹＮパケットから関連デ
ータを格納し、まだ選択されていないサーバ・ノード１３０の代わりにＳＹＮ／ＡＣＫパ
ケットを生成する。図１０Ｃを参照すると、一旦クライアント１６０がＴＣＰ３方向ハン
ドシェイク内の第一のＡＣＫパケットに応答すると、ロード・バランサ・ノード１１０は
サーバ・ノード１３０を選択し、サーバ・ノード１３０の等価ＳＹＮパケットを生成し、
サーバ・ノード１３０と実際のＴＣＰ接続を確立しようと試みる。
【００７４】
　再度、図１０Ａを参照すると、ＴＣＰフローの入口サーバ１１２として働くロード・バ
ランサ・ノード１１０でクライアントＳＹＮパケットを受信した際に、入口サーバ１１２
はＳＹＮパケットからデータ・フィールドを抽出し、ＴＣＰフローの一次フロー・トラッ
カ１１６Ａにデータを転送する。一次フロー・トラッカ１１６Ａはデータを、例えば、ハ
ッシュ・テーブルに格納し、最初のＴＣＰシーケンス番号（ＴＣＰ接続のサーバ側の）を
生成し、同じデータを二次フロー・トラッカ１１６Ｂに転送する。二次フロー・トラッカ
１１６Ｂは、クライアント１６０の、このサーバＴＣＰシーケンス番号を含むＳＹＮ／Ａ
ＣＫパケットを作製する。
【００７５】
　図１０Ａで、入口サーバ１１２、一次フロー・トラッカ１１６Ａ及び二次フロー・トラ
ッカ１１６Ｂの役割がそれぞれ、異なるロード・バランサ・ノード１１０によって果たさ
れる。しかし、いくつかの事例では、ＴＣＰフローの入口サーバ１１２として働くロード
・バランサ・ノード１１０は、ＴＣＰフローの一次フロー・トラッカ１１６Ａまたは二次
フロー・トラッカ１１６Ｂとして働く（しかし、両方ではない）のと同じノード１１０と
なることができる。パケット・フローの入口サーバ１１２がこのフローのフロー・トラッ
カ１１６と同じノード１１０上にあることができるのは、エッジ・ルータ１０４がフロー
単位ハッシュ化多重パス経路指定技法（例えば、ＥＣＭＰ経路指定技法）によって擬似ラ



(25) JP 6393742 B2 2018.9.19

10

20

30

40

50

ンダムに入口サーバ１１２を選択し、一方で、パケット・フローのフロー・トラッカ１１
６はパケット・フローのアドレス情報に適用されたコンシステント・ハッシュ関数により
コンシステント・ハッシュ・リング上に決定されるという理由からである。パケット・フ
ローの入口サーバ１１２がパケット・フローのフロー・トラッカ１１６と同じノード１１
０上にあるならば、ＳＹＮパケットからのデータを、入口サーバ１１２を実装するノード
１１０から他のフロー・トラッカ１１６ノード１１０に転送するだけでよい。例えば、図
１０Ｂでは、一次フロー・トラッカ１１６ＡがＴＣＰフローの入口サーバ１１２と同じロ
ード・バランサ・ノード１１０Ａ上にある一方で、二次フロー・トラッカ１１６Ｂが異な
るロード・バランサ・ノード１１０Ｂ上にあり、したがって、ＳＹＮパケットからのデー
タは、（フロー・トラッカ１１６Ａによって）ノード１１０Ａからロード・バランサ・ノ
ード１１０Ｂ上の二次フロー・トラッカ１１６Ｂに転送される
【００７６】
　図１０Ｃを参照すると、この入口サーバ１１２は、非ＳＹＮパケットが入口サーバ１１
２に到着するときに、どのサーバ・ノード１３０にパケットを転送するのかを知っている
か知らないのかのどちらかである。ＴＣＰフローの入口サーバ１１２に到着すべき第一の
非ＳＹＮパケットは、ＴＣＰの３方向ハンドシェイク内の第一ＴＣＰ認識（ＡＣＫ）パケ
ット（できるだけ後続のデータ・パケット）であるべきであり、このＴＣＰ認識番号フィ
ールドは図１０ＡのＳＹＮ／ＡＣＫパケットに送られたサーバ・シーケンス番号（＋１）
と一致する。入口サーバ１１２がそのサーバ・マッピングを持っていない非ＳＹＮパケッ
トを受信するとき、入口サーバ１１２は、シーケンス番号などのＡＣＫパケットからの情
報を含むか、またはその代わりにＡＣＫパケット自体を含んだメッセージをＴＣＰフロー
の一次フロー・トラッカ１１６Ａに転送する。少なくともいくつかの事例では、一次フロ
ー・トラッカ１１６ＡはＴＣＰフローの保存されたデータを引き出し、認識されたシーケ
ンス番号（＋１）がＳＹＮ／ＡＣＫパケット内のクライアント１６０に送られていた値と
一致することを確認する。一次フロー・トラッカは、その後、ＴＣＰフローのサーバ・ノ
ード１３０を選択し、以前に格納したＴＣＰフローのデータ、サーバ・シーケンス番号、
及びその選択されたサーバ・ノード１３０上のロード・バランサ・モジュール１３２のＩ
Ｐアドレスを含む別のメッセージを二次フロー・トラッカ１１６Ｂに転送する。二次フロ
ー・トラッカ１１６Ｂはサーバ・シーケンス番号を確認し、情報を記録し、作製されたＳ
ＹＮメッセージを選択されたサーバ・ノード１３０上のロード・バランサ・モジュール１
３２に送る。今や、ＴＣＰフローのＣＰ終点ペアが、ロード・バランサ・モジュール１３
２／サーバ・ノード１３０にマッピングされる。サーバ・ノード１３０上のロード・バラ
ンサ・モジュール１３２は、作製されたＳＹＮメッセージを二次フロー・トラッカ１１６
Ｂから受信するとき、サーバ・ノード１３０上のサーバ１３４の正当なＴＣＰ・ＳＹＮパ
ケットを作製する責任を負う。ＳＹＮパケットを作製する際に、ソースＩＰアドレスは、
サーバ１３４がクライアント１６０から直接のＴＣＰ接続要請を受け取ったと信じるよう
に、クライアント１６０の実際のＩＰアドレスで占められる。ロード・バランサ・モジュ
ール１３２は、ＴＣＰフローに関連する詳細を、例えば、ローカル・ハッシュ・テーブル
に格納し、ＴＣＰ・ＳＹＮパケットをサーバ１３４に送信する（例えば、サーバ１３４の
ＬｉｎｕｘカーネルにＳＹＮパケットを注入する）。
【００７７】
　図１０Ｃでは、入口サーバ１１２、一次フロー・トラッカ１１６Ａ及び二次フロー・ト
ラッカ１１６Ｂの役割はそれぞれ、相異なるロード・バランサ・ノード１１０によって果
たされる。しかし、いくつかの事例では、ＴＣＰフローの入口サーバ１１２として働くロ
ード・バランサ・ノード１１０は、ＴＣＰフローの一次フロー・トラッカ１１６Ａまたは
二次フロー・トラッカ１１６Ｂとして働く（しかし、両方ではない）同じノード１１０に
なるであろう。例えば、図１０Ｄでは、二次フロー・トラッカ１１６Ｂが、ＴＣＰフロー
の入口サーバ１１２と同じロード・バランサ・ノード１１０Ａ上にある一方で、一次フロ
ー・トラッカ１１６Ａは異なるロード・バランサ・ノード１１０Ｂ上にある。
【００７８】
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　図を１０Ｅ参照すると、サーバ１３４（例えば、Ｌｉｎｕｘカーネル）は、ロード・バ
ランサ・モジュール１３２にも傍受されるＳＹＮ／ＡＣＫパケットに応答する。このＳＹ
Ｎ／ＡＣＫパケットは、生成されたＳＹＮ／ＡＣＫ内のクライアント１６０に二次フロー
・トラッカ１１６Ｂからもともと配られたものとは異なるＴＣＰシーケンス番号を含むこ
とができる（図１０Ａ参照）。ロード・バランサ・モジュール１３２は、着信パケット及
び発信パケットにシーケンス番号デルタを適用する責任を負う。サーバ１３４からのＳＹ
Ｎ／ＡＣＫパケットもまた、ロード・バランサ・モジュール１３２から二次フロー・トラ
ッカ１１６Ｂに戻るメッセージ（例えば、ＵＤＰメッセージ）を発して選択されたサーバ
・ノード１３０／ロード・バランサ・モジュール１３２／サーバ１３４への接続が成功し
たことを示す。このメッセージを受信した際に、二次フロー・トラッカ１１６Ａは、委託
されたように、クライアント１６０とサーバ１３４間のクライアント終点及びパブリック
終点ペア（ＣＰ）のマッピングを記録することができ、同様なメッセージをやはりＣＰマ
ッピングを記録する一次フロー・トラッカ１１６Ａに送信する。一次フロー・トラッカ１
１６Ａは、その後、ＣＰマッピング・メッセージを入口サーバ１１２に転送することがで
き、これは、入口サーバ１１２に、接続のいかなるバッファされたデータ・パケットもカ
プセル化データ・パケットとしてサーバ・ノード１３０上のローカル・ロード・バランサ
・モジュール１３２へ転送させる。
【００７９】
　図１０Ｆを参照すると、接続のＣＰマッピングは入口サーバに知られており、接続用の
入口サーバ１１２が受信した着信ＴＣＰパケットは、カプセル化でき（例えば、ＵＤＰに
より）、カプセル化データ・パケットとしてサーバ・ノード１３０上のローカル・ロード
・バランサ・モジュール１３２に直接転送され得る。ロード・バランサ・モジュール１３
２はデータ・パケットをデカプセル化し、例えば、カーネルのＴＣＰスタック上にＴＣＰ
パケットを注入することによって、サーバ・ノード１３０上のサーバ１３４にＴＣＰパケ
ットを送信する。サーバ１３４からのアウトバウンド・パケットは、サーバ・ノード１３
０上のロード・バランサ・モジュール１３２によって傍受され、カプセル化され（例えば
、ＵＤＰにより）、そして、ロード・バランサ・モジュール１３２がこの接続の出口サー
バ１１４としてランダムに選択した任意のロード・バランサ・ノード１１０に転送される
。出口サーバ１１４はパケットをデカプセル化し、デカプセル化されたパケットをクライ
アント１１６に送信する。選択されたロード・バランサ・ノード１１０の出口機能はステ
ートレスであり、それゆえ、出口サーバとして働くロード・バランサ・ノード１１０の故
障の際に異なるロード・バランサ・ノード１１０を接続の出口サーバ１１４として選択す
ることができる。しかし、一般的には、同じロード・バランサ・ノード１１０が接続の間
の出口サーバ１１４として用いられて、アウトバウンド・パケットの再配列が縮小または
除去される。
【００８０】
　図１０Ｇを参照すると、少なくともいくつかの実施形態では、一次フロー・トラッカ１
１６Ａによって選択されたサーバ・ノード１３０Ａの上のロード・バランサ・モジュール
１３２Ａ（図１０Ｃ参照）は、自身が過負荷であると判断したならば、二次フロー・トラ
ッカ１１６Ｂ（図１０Ｃ参照）から受け取った作製されたＳＹＮメッセージを拒絶する選
択肢を有している。少なくともいくつかの実施形態では、作製されたＳＹＮメッセージは
寿命（ＴＴＬ）値すなわち拒絶の最大数を考慮したカウンタを含む。少なくともいくつか
の実施形態では、このＴＴＬ値がゼロになるならば、ロード・バランサ・モジュール１３
２Ａは接続を受理するかまたは接続を止めて負荷を減らすかのどちらかを行うことができ
る。ロード・バランサ・モジュール１３２Ａが接続を拒絶することを決定するならば、そ
れはＴＴＬ値を減少させ、二次フロー・トラッカ１１６Ｂに拒絶メッセージを送る。二次
フロー・トラッカ１１６ＢはＣＰマッピングをリセットし、同じことをするために一次フ
ロー・トラッカ１１６Ａに開放メッセージを送る。一次フロー・トラッカ１１６Ａは、別
のサーバ・ノード１３０Ｂ上の新たなロード・バランサ・モジュール１３２Ｂを選び、そ
して、新たな標的メッセージを、新たに作製したＳＹＮメッセージを新たに選ばれたロー
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ド・バランサ・モジュール１３２Ｂに送る二次フロー・トラッカ１１６Ｂに送る。パケッ
ト停止の結果このシーケンス減衰が終了し得るが、しかし、クライアント１６０からの再
送信によってロード・バランサ・モジュール選択プロセスを一次フロー・トラッカ１１６
Ａで再度開始させることができ、この一次フロー・トラッカ１１６Ａは、必ずではないが
、作製されたＳＹＮパケットの以前の拒絶を学習していないならば、接続に同じロード・
バランサ・モジュール１３２を選択することができることに留意されたい。
【００８１】
　少なくともいくつかの実施形態では、ＴＴＬカウンタを用いてサーバ・ノード１３０に
連続的に接続要請を送ること（これは、例えば、サーバ・ノード１３０がすべて使用中な
らば起こり得る）を防ぐことができる。少なくともいくつかの実施形態では、ロード・バ
ランサ・モジュール１３２がそれぞれのサーバ・ノード１３０の代わりに接続要請を拒絶
する度に、ロード・バランサ・モジュール１３２はＴＴＬカウンタを減少させる。フロー
・トラッカ・ノード１１６は、ＴＴＬカウンタをモニターすることができ、また、ＴＴＬ
カウンタがゼロ（またはある指定された閾値を超える値）でない限り、別のサーバ・ノー
ド１３０を選択して再度試みることができる。ＴＴＬカウンタがゼロ（または指定された
閾値を超える値）になるならば、接続要請は停止され、フロー・トラッカ・ノード１１６
はその接続のサーバ・ノード１３０のうちの選択された１つに更なる接続要請を試みない
。少なくともいくつかの実施形態では、それぞれのクライアント１６０にエラー・メッセ
ージを送ることができる。
【００８２】
　少なくともいくつかの実施形態では、分散型ロード・バランサ・システムが多数のパブ
リックＩＰアドレスを支援する。これによって、クライアント１６０が同じクライアント
・ポート番号から２つの異なるパブリックＩＰアドレスへの２つのＴＣＰ接続を開始する
ことができる。これらのＴＣＰ接続は、クライアント１６０の視点とは異なるが、しかし
、内部では、分散型ロード・バランサは、同じサーバ・ノード１３０への接続をマッピン
グする可能性があり、衝突に帰着するはずである。少なくともいくつかの実施形態では、
ロード・バランサ・モジュール１３２は、図１０Ｃ、１０Ｄに示すように二次フロー・ト
ラッカ１１６Ｂから作製されたＳＹＮパケットを受け取る際に、可能性のある衝突を検出
し対処するためにアドレス情報を自身のアクティブな接続と比較して、接続が衝突を起こ
すようであれば、図１０Ｇに示すように接続要請を拒絶することができる。
　ロード・バランサ・ノードの故障及び追加の取り扱い
【００８３】
　多くの従来のロード・バランサでは、いくつかのまたはすべての既存の接続がロード・
バランサの故障の際に失われる。少なくともいくつかの実施形態では、分散型ロード・バ
ランシング・システムは、単一のロード・バランサ・ノード１１０の故障の際には、少な
くとも確立している接続のうちのいくつかを維持して、接続を介して接続が正常に完了す
るまでクライアントとサーバがパケットを交換し続けることができるようにすることがで
きる。加えて、この分散型ロード・バランシング・システムは、故障時に確立される過程
にあった接続サービスを維持することができる。
【００８４】
　分散型ロード・バランシング・システムの少なくともいくつかの実施形態では、単一の
ロード・バランサ・ノード１１０の故障の際に既存のクライアント接続を回復することが
できる故障回復プロトコルを実装することができる。しかし、多数のロード・バランサ・
ノード１１０の故障はクライアント接続の喪失に帰着し得る。少なくともいくつかの実施
形態では、クライアント１６０とサーバ１３４との間のＴＣＰ再送信をロード・バランサ
・ノード１１０の故障に続く回復手段として使用することができる。
【００８５】
　ロード・バランサ・ノード１１０の潜在的な故障に加えて、新たなロード・バランサ・
ノード１１０が分散型ロード・バランサ・システムに加えられる場合がある。これらの新
たなノード１１０は、ロード・バランサ層に、したがってコンシステント・ハッシュ・リ
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ングに加えられることができる。そして、既存のクライアント接続に関するロード・バラ
ンサ・ノード１１０の役割は、この変化により必要に応じて調整することができる。
【００８６】
　少なくともいくつかの実施形態では、各接続が確立される（例えば、図１０Ａ～１０Ｇ
参照）につれて、接続状態情報が、ハッシュ関数入力として例えば、(クライアントＩＰ
：ポート、パブリックＩＰ：ポート)の組を用いるコンシステント・ハッシュ・アルゴリ
ズムを用いて決定され得る一次及び二次フロー・トラッカと呼ばれる２つのロード・バラ
ンサ・ノード１１０に通される。単一のロード・バランサ・ノード１１０の故障の際には
、少なくとも１つの残存するロード・バランサ・ノード１１０が、コンシステント・ハッ
シュ関数を介してマッピングされ続け、パケットを選択された接続用サーバ・ノード１３
０に向けるのに必要な接続状態情報を含むことができる。加えて、ロード・バランサ・ノ
ード１１０をコンシステント・ハッシュ・リングに追加する事例では、接続状態情報を適
切なフロー・トラッカに対してリフレッシュすることができる。
【００８７】
　図１１Ａ～１１Ｄは、少なくともいくつかの実施形態による、ロード・バランサ・ノー
ドのコンシステント・ハッシュ・リング内のメンバー数に影響を及ぼす事象の取り扱いを
示す。これらの事象には、限定はされないが、新たな一次フロー・トラッカ・ノードを追
加すること、新たな二次フロー・トラッカ・ノードを追加すること、一次フロー・トラッ
カ・ノードの故障及び二次フロー・トラッカ・ノードの故障が含まれ得る。
【００８８】
　図１１Ａは、コンシステント・ハッシュ・リングに新たな一次フロー・トラッカ・ノー
ドを追加する取り扱いを示す。図１１Ａの上列は、１つまたは複数のクライアント接続の
一次フロー・トラッカとしてのフロー・トラッカ１１６Ａ及び同じ接続の二次フロー・ト
ラッカとしてのフロー・トラッカ・ノード１１６Ｂを示す。図１１Ａの下列では、新たな
フロー・トラッカ・ノード１１６Ｃが追加され、クライアント接続の一次フロー・トラッ
カとなる。フロー・トラッカ・ノード１１６Ａ（以前は、一次フロー・トラッカ）が二次
フロー・トラッカになる一方、フロー・トラッカ・ノード１１６Ｂ（以前は、二次フロー
・トラッカ）がコンシステント・ハッシュ・リング内の次のフロー・トラッカになる。フ
ロー・トラッカ１１６Ａ及び１１６Ｂが維持したクライアント接続の状態情報を新たな一
次フロー・トラッカ１１６Ｃに提供することができる。加えて、フロー・トラッカ１１６
Ｂは、二次フロー・トラッカの役割で以前に追跡していた接続を「忘れる」ことができる
。
【００８９】
　図１１Ｂは、コンシステント・ハッシュ・リングに新たな二次フロー・トラッカ・ノー
ドを追加する取り扱いを示す。図１１Ｂの上列は、１つまたは複数のクライアント接続の
一次フロー・トラッカとしてのフロー・トラッカ１１６Ａ及び同じ接続の二次フロー・ト
ラッカとしてのフロー・トラッカ・ノード１１６Ｂを示す。図１１Ｂの下列では、新たな
フロー・トラッカ・ノード１１６Ｃが追加され、クライアント接続の二次フロー・トラッ
カとなる。フロー・トラッカ・ノード１１６Ａは接続の一次フロー・トラッカとして残る
一方、フロー・トラッカ・ノード１１６Ｂ（以前は、二次フロー・トラッカ）はコンシス
テント・ハッシュ・リング内の次のフロー・トラッカになる。フロー・トラッカ１１６Ａ
及び１１６Ｂが維持したクライアント接続の状態情報を新たな二次フロー・トラッカ１１
６Ｃに提供することができる。加えて、フロー・トラッカ１１６Ｂは、二次フロー・トラ
ッカの役割で以前に追跡していた接続を「忘れる」ことができる。
【００９０】
　図１１Ｃはコンシステント・ハッシュ・リング内の一次フロー・トラッカ・ノードの故
障の取り扱いを示す。図１１Ｃの上列は、１つまたは複数のクライアント接続の一次フロ
ー・トラッカとしてのフロー・トラッカ１１６Ａ、同じ接続の二次フロー・トラッカとし
てのフロー・トラッカ・ノード１１６Ｂ及びコンシステント・ハッシュ・リング内の次の
フロー・トラッカとしてのフロー・トラッカ・ノード１１６Ｃを示す。図１１Ｃの下列で
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は、一次フロー・トラッカ・ノード１１６Ａが故障している。フロー・トラッカ・ノード
１１６Ｂが接続の一次フロー・トラッカとなる一方、フロー・トラッカ・ノード１１６Ｃ
は接続の二次フロー・トラッカとなる。クライアント接続の状態情報はフロー・トラッカ
１１６Ｂに維持され、新たな二次フロー・トラッカ１１６Ｃに提供され得る。
【００９１】
　図１１Ｄはコンシステント・ハッシュ・リング内の二次フロー・トラッカ・ノードの故
障の取り扱いを示す。図１１Ｄの上列は、１つまたは複数のクライアント接続の一次フロ
ー・トラッカとしてのフロー・トラッカ１１６Ａ、同じ接続の二次フロー・トラッカとし
てのフロー・トラッカ・ノード１１６Ｂ及びコンシステント・ハッシュ・リング内の次の
フロー・トラッカとしてのフロー・トラッカ・ノード１１６Ｃを示す。図１１Ｄの下列で
は、二次フロー・トラッカ・ノード１１６Ｂが故障している。フロー・トラッカ・ノード
１１６Ａは接続の一次フロー・トラッカとして残る一方、フロー・トラッカ・ノード１１
６Ｃは接続の二次フロー・トラッカとなる。クライアント接続の状態情報はフロー・トラ
ッカ１１６Ｂに維持され、新たな二次フロー・トラッカ１１６Ｃに提供され得る。
【００９２】
　少なくともいくつかの実施形態では、サーバ・ノード１３０上のロード・バランサ・モ
ジュール１３２は、ロード・バランサ・ノード１１０に接続公表を行なう。少なくともい
くつかの実施形態では、接続公表は、定期的に（例えば、１秒に一回）または非定期にサ
ーバ・ノード１３０からの現在の接続状態情報をフロー・トラッカ・ノード及び入口ノー
ドとして働くロード・バランサ・ノード１１０に公表する。このことは、接続の一次と二
次の両フロー・トラッカ・ノードに対する接続マッピングをリフレッシュまたは回復させ
る働きをする。少なくともいくつかの実施形態では、例えば、図１１Ａ～１１Ｄに示すよ
うに、ロード・バランサ・モジュール１３２はフロー・トラッカのメンバー数変化を検出
することができる。これを受けて、ロード・バランサ・モジュール１３２は、接続公表を
行って一次及び二次のフロー・トラッカ・ノード内にメンバー数が変化したときに接続に
対して変わったかもしれない接続状態情報を読み込むことができる。接続公表は、複数の
ロード・バランサ・ノードの故障の際に、少なくともいくつかの確立された接続を回復さ
せることができることに留意されたい。
　故障に関連したメッセージ・フロー
【００９３】
　少なくともいくつかの実施形態では、一次及び二次のフロー・トラッカ・ノード間のプ
ロトコルは、補正機能または同期機能を含むことができる。例えば、図１１Ａを参照する
と、新たな一次フロー・トラッカ・ノード１１６Ｃがコンシステント・ハッシュ・リング
に加わるときに、この新たなノード１１６Ｃはいくらかの数(約１／Ｎ)の接続のコンシス
テント・ハッシュのキー空間の権利を主張し、エッジ・ルータ１０４からこれらの接続に
関するトラフィックの受け取りを開始することができる。しかし、新たな一次フロー・ト
ラッカ・ノード１１６Ｃは、これらの接続に対して格納されたいかなる状態も有していな
いので、各パケット上でパケットがあたかもクライアント１６０から受け取られた最初の
パケットであるかのように動作することができる。一次フロー・トラッカは、ＳＹＮパケ
ット（例えば、図１０Ａ参照）に応じてサーバのＴＣＰシーケンス番号を生成し、かつ、
クライアント１６０からの最初のＡＣＫパケット（例えば、図１参照）に応答してサーバ
・ノード１３０を選択する責任を負う。これらの生成された値は、以前の一次フロー・ト
ラッカ（図１１Ａのフロー・トラッカ・ノード１１６Ａ）によって選ばれた値と一致しな
い場合がある。しかし、少なくともいくつかの実施形態では、コンシステント・ハッシュ
・アルゴリズムは前の一次フロー・トラッカ（図１１Ａのフロー・トラッカ・ノード１１
６Ａ）に二次フロー・トラッカの役割を割り当て、このフロー・トラッカは以前格納して
いた接続状態を依然として保持している。したがって、少なくともいくつかの実施形態で
は、二次フロー・トラッカ（図１１Ａのフロー・トラッカ・ノード１１６Ａ）は、一次フ
ロー・トラッカ１１６Ｃから受け取った情報に矛盾を検出したときに、一次フロー・トラ
ッカ１１６Ｃに最新版メッセージを逆に送ってフロー・トラッカとして働く２つのロード
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・バランサ・ノード１１０を同期させることができる。コンシステント・ハッシュ・リン
グのメンバー数のその他の変化の後にも同様な方法を用いてフロー・トラッカを同期させ
ることができる。
ロード・バランサ・モジュールの詳細
【００９４】
　少なくともいくつかの実施形態では、ロード・バランサ・モジュール１３２は、サーバ
・ノード１３０それぞれの上にある分散型ロード・バランサ・システムのコンポーネント
である。ロード・バランサ・ノード１３２の役割には、限定はされないが、ロード・バラ
ンサ・ノード１１０から受信したパケットをデカプセル化し、デカプセル化されたパケッ
トをサーバ・ノード１３０上のサーバ１３４に送ること、及び、サーバ１３４からの発信
パケットをカプセル化し、カプセル化されたパケットをロード・バランサ・ノード１１０
に送信することが含まれる。
【００９５】
　少なくともいくつかの実施形態では、入口サーバ１１２として働くロード・バランサ・
ノード１１０からサーバ・ノード１３０上のロード・バランサ・モジュール１３２への着
信パケットは、実際のクライアント・データ・パケットをカプセル化するステートレス・
プロトコル（例えば、ＵＤＰ）パケットである。各カプセル化クライアント・データ・パ
ケットは、ソース・アドレスとしてそれぞれのクライアント１６０の元のクライアントＩ
Ｐポート及び宛先アドレスとしてサーバ１３４のパブリックＩＰポートを有する。ロード
・バランサ・モジュール１３２はクライアント・データ・パケットからカプセルを剥ぎ、
例えば、このパケットをローカルホストのＴＣＰフローに転送することによりサーバ・ノ
ード１３０上のそれぞれのサーバ１３４にパケットを送信する。
【００９６】
　少なくともいくつかの実施形態では、サーバ１３４から出口サーバ１１４として働くロ
ード・バランサ・ノード１１０への発信パケットは、発信ＩＰパケットをカプセル化する
ステートレス・プロトコル（例えば、ＵＤＰ）パケットである。ロード・バランサ・モジ
ュール１３２は発信ＩＰパケットをカプセル化し、ファブリック１２０を介してこのカプ
セル化パケットを出口サーバ１１４に送信する。各カプセル化発信ＩＰパケットは、ソー
ス・アドレスとしてサーバ１３４のパブリックＩＰ：ポート及び宛先アドレスとしてそれ
ぞれのクライアント１６０のクライアントＩＰ：ポートを有する。
ロード・バランサ・モジュールの機能
【００９７】
　少なくともいくつかの実施形態では、サーバ・ノード１３０上のロード・バランサ・モ
ジュール１３２の機能は、限定はされないが、以下のうちの１つまたは複数の機能を含む
ことができる。
・ロード・バランサ・ノード１１０からの、例えば、接続を扱う入口サーバ１１２からク
ライアント１６０までの、ＵＤＰトンネルを終了させること。これには、入口サーバ１１
２から受信した着信クライアント・データ・パケットからＵＤＰカプセル化を剥ぐことが
含まれる。
・接続の発信トラフィックを受信する出口サーバ１１４を選択すること。
・それぞれのサーバ１３４への接続上の発信ＩＰパケットを傍受し、接続の発信ＩＰパケ
ットをカプセル化し、出口サーバ１１４にカプセル化されたパケットを送信すること。
・着信パケット及び発信パケット内のシーケンス番号をマングリングして、フロー・トラ
ッカ・ノード１１６がＳＹＮ／ＡＣＫをクライアント１６０に送信したときにこのシーケ
ンス番号がフロー・トラッカ・ノード１１６によって生成されるシーケンス番号とつなが
るようにすること。
・それぞれのサーバ１３４の接続を受け入れるか、または拒絶するかの決定を、例えば、
それぞれのサーバ１３４の現在の負荷を示す１つまたは複数の指標に基づいて、行うこと
。
・クライアントＩＰ：ポート・アドレスからそれぞれのサーバ１３４への接続を検出し、
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クライアントＩＰ：ポート・アドレスに対するアクティブな接続が存在するならば、衝突
を回避するために同じクライアントＩＰ：ポート・アドレスからそれぞれのサーバ１３４
への接続を拒絶すること。
・接続を追跡すること及び接続を公表すること。
　ロード・バランサ・モジュール構成の情報
【００９８】
　少なくともいくつかの実施形態では、各ロード・バランサ・モジュール１３２は、限定
はされないが、その構造に対する以下の情報の組のうちの１つまたは複数の組を獲得し、
ローカルに格納することができる。
一組のロード・バランサ・ノード１１０の終点
ロード・バランサ・モジュール１３２がサービスを提供する一組の有効なパブリックＩＰ
アドレス
それぞれのサーバ１３４が着信接続を受け入れるポート数
少なくともいくつかの実施形態では、この情報は、図１に示すような分散型ロード・バラ
ンサ・システムの構成サービス１２２コンポーネントにアクセスするか尋ねることにより
、得られるか、更新することができる。いくつかの実施形態では、情報を得る他の方法を
用いることもできる。
　ロード・バランサ・モジュールのパケットの取り扱い
【００９９】
　下記に、少なくともいくつかの実施形態による、インバウンド・トラフィック及びアウ
トバウンド・トラフィックに対するロード・バランサ・モジュール１３２の取り扱いにつ
き説明する。少なくともいくつかの実施形態では、インバウンド・データ・パケットがロ
ード・バランサ・モジュール１３２によって受信されるとき、データ・パケットはＵＤＰ
パケットからデカプセル化され、デカプセル化されたＴＣＰパケット内の宛先アドレスが
構成された１組の有効なパブリックＩＰアドレスにつき最初に確認される。一致しないな
らば、このパケットは除かれるかまたは無視される。少なくともいくつかの実施形態では
、ロード・バランサ・モジュール１３２は、コンスタント・デルタによってＴＣＰヘッダ
内のシーケンス番号を調整してこのシーケンス番号がＳＹＮ／ＡＣＫパケットをクライア
ント１６０に送ったフロー・トラッカ・ノード１１６によって生成されランダムに選ばれ
たシーケンス番号と一致するようにすることができる。ロード・バランサ・モジュール１
３２は、〔クライアント：パブリック〕終点から〔クライアント：サーバ〕終点までのマ
ッピングを内部状態として記録する。
【０１００】
　少なくともいくつかの実施形態では、サーバ１３４からのアウトバウンドＴＣＰパケッ
トに対して、ロード・バランサ・モジュール１３２は、先ず、その内部状態をチェックし
てこのパケットがロード・バランサ・モジュールが管理しているアクティブな接続に対す
るものかどうかを判断する。もし、それがそうでなければ、ロード・バランサ・モジュー
ル１３２はパケットを単に通過させる。もし、それがそうであるならば、ロード・バラン
サ・モジュール１３２は発信ＴＣＰパケットを例えばＵＤＰによってカプセル化し、カプ
セル化されたパケットをこの接続の出口サーバ１１４として選ばれたロード・バランサ・
ノード１１０に転送する。少なくともいくつかの実施形態では、ロード・バランサ・モジ
ュール１３４は発信ＴＣＰパケット内のシーケンス番号をコンスタント・デルタによって
調整してこのシーケンス番号がＳＹＮ／ＡＣＫパケットをクライアント１６０に送信した
フロー・トラッカ・ノード１１６によって生成されたシーケンス番号とつながるようにす
ることができる。
接続の追跡
【０１０１】
　少なくともいくつかの実施形態では、各サーバ・ノード１３０上のロード・バランサ・
モジュール１３２は、それぞれのサーバ１３４へのすべてのアクティブな接続の接続詳細
を含むハッシュ・テーブルを管理する。少なくともいくつかの実施形態では、ハッシュ・
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テーブルのキーは（クライアントＩＰ：ポート、パブリックＩＰ：ポート）の組である。
少なくともいくつかの実施形態では、各クライアント接続の接続状態は、限定はされない
が、以下のうちの１つまたは複数のものを含むことができる。
・クライアントＩＰ：ポート
・パブリックＩＰ：ポート
・フロー・トラッカ・ノード１１６によって提供される最初のサーバＴＣＰシーケンス番
号
・サーバＴＣＰシーケンス番号デルタ
・元の一次フロー・トラッカのＩＰアドレス
・元の二次フロー・トラッカのＩＰアドレス
・最後の検出された入口サーバ１１２のＩＰアドレス。
・このエントリーの認証有効時間
・最も長く使用されていない（ＬＲＵ）／衝突インデックス
【０１０２】
　少なくともいくつかの実施形態では、各ロード・バランサ・モジュール１３２は、すべ
てのアクティブなクライアント接続の一次及び二次のフロー・トラッカ・ノードへの接続
公表メッセージを生成する。少なくともいくつかの実施形態では、Ｌｉｎｕｘカーネルが
接続の追跡を止めるまで／ｐｒｏｃ／ｎｅｔ／ｔｃｐのコンテントがこれらの接続がフロ
ー・トラッカ・ノードに公表され続けられるように、ロード・バランサ・モジュールのハ
ッシュ・テーブルのアクティブな接続でスキャンされ傍受される。接続公表については、
本明細書で後ほど詳細に論じる。
　シーケンス番号のマングリング
【０１０３】
　以前に説明したように、少なくともいくつかの実施形態では、ロード・バランサ・ノー
ド１１０はサーバ１３４の代わりにクライアント１６０のＳＹＮパケットに応答してＳＹ
Ｎ／ＡＣＫパケットを生成する。クライアント１６０がＡＣＫパケット（ＴＣＰ３方向ハ
ンドシェイク）を送信した後にだけ、ロード・バランサ・モジュール１１０は、サーバ・
ノード１３０上のロード・バランサ・モジュール１３２に任意のデータを送る。クライア
ント接続を確立するように最初に指示されたときに、ロード・バランサ・モジュール１３
２はＳＹＮパケットをローカルに作製してサーバ・ノード１３０上のサーバ１３４とＴＣ
Ｐ接続を開始し、サーバ１３４の対応するＳＹＮ／ＡＣＫパケットを傍受する。一般的に
、サーバ１３４（例えば、サーバ・ノード１３０上のＬｉｎｕｘカーネル）は、クライア
ントがＳＹＮ／ＡＣＫパケット内でロード・バランサ・ノード１１０から受け取ったもの
とは完全に異なるＴＣＰシーケンス番号を選択する。したがって、少なくともいくつかの
実施形態では、ロード・バランサ・モジュール１３２は、クライアント１６０とサーバ１
３４との間のＴＣＰ接続でのすべてのパケット内のシーケンス番号を訂正することができ
る。少なくともいくつかの実施形態では、ロード・バランサ・モジュール１３２は、ロー
ド・バランサ・ノード１１０によって生成されたシーケンス番号と、サーバ１３４によっ
て生成されたシーケンス番号間の差を計算し、この差をデルタ値としてＴＣＰ接続のハッ
シュ・テーブルのエントリに格納する。接続中のクライアント１６０から着信データ・パ
ケットが到着するとき、ＴＣＰヘッダはサーバ１３４によって使用されるシーケンス番号
とつながらない認識番号を含むであろう。したがって、ロード・バランサ・モジュール１
３２はＴＣＰヘッダ内のシーケンス番号値からデルタ値（例えば、２の補数を使用して）
を差し引く。ロード・バランサ・モジュールは、また、接続中のサーバ１３４からクライ
アント１３０までのアウトバウンド・パケット内のシーケンス番号へのデルタ値の加算も
おこなう。
　分散型ロード・バランサ・システムにおける健全性のチェック
【０１０４】
　分散型ロード・バランサ・システムの少なくともいくつかの実施形態では、各ロード・
バランサ・ノード１１０には、少なくとも以下の理由により、ロード・バランサ実装時に
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健全なメンバー（すなわち、健全なロード・バランサ・ノード１１０及びサーバ・ノード
１３０）のコンシスタントな視野を必要とする。
・ロード・バランシング：ロード・バランサ・ノード１１０は、サーバ・ノード１３０の
故障を検出し、クライアント・トラフィックを受信することができる健全なサーバ・ノー
ド１３０の組に集まる必要がある。
・分散状態の管理：ロード・バランサは、複数のロード・バランサ・ノード１１０にわた
って状態が共有／複製されている分散型システム（例えば、コンシステント・ハッシング
・メカニズムによる）である。クライアント・トラフィックを適切に取り扱うために、各
ロード・バランサ・ノード１１０は、ロード・バランサ実装時に健全なメンバー・ノード
１１０の最終的にコンシスタントな視野を有する必要がある。
【０１０５】
　これを達成するために、分散ロード・バランサ・システムの少なくともいくつかの実施
形態では、ロード・バランサ実装時のノードをモニターし、できるだけ早く健全でないノ
ードを検出する健全性チェック・プロトコルの実施形態を実装することができる。健全性
チェック・プロトコルは、ロード・バランサ実装時のノード間で健全性情報を伝達するこ
とができ、また、ノードが一組の健全なノードに集まることができるようにする方法を提
供することができる。加えて、健全性チェック・プロトコルは、ロード・バランサ実装時
の健全／非健全なノード及び状態変化を報告するメカニズムを提供することができる。
【０１０６】
　少なくともいくつかの実施形態では、健全性チェック・プロトコルは、次の仮定の１つ
以上に基づくことができるが、これに限定されない。
・ロード・バランサ実装時のすべてのノードが知られている。（すなわち、健全性チェッ
ク・プロトコルは、発見をすることができない）
・すべてのノード故障は、フェイル・ストップである。
・ノード間のすべてのメッセージはステートレス・プロトコル（例えば、ＵＤＰ）メッセ
ージであり、メッセージは脱落、遅延、重複、または破損する場合がある。メッセージの
送達が保証されない。
【０１０７】
　少なくともいくつかの実施形態では、ロード・バランサ実装時のノード（例えば、ロー
ド・バランサ・ノード１１０またはサーバ・ノード１３０）を、次の条件に基づいて健全
であるとみなすことができる。
・ノードの全ての内部コンポーネントが、レディ状態（クライアント・トラフィックを処
理する準備ができている）である。
・ノードの着信／送信ネットワーク・リンクが健全である（少なくともクライアント・ト
ラフィックが流れるネットワーク・インターフェイス・コントローラ（ＮＩＣ）に対して
)。
【０１０８】
　図１２は、少なくともいくつかの実施形態による、各ロード・バランサ・ノードが健全
性チェックのインターバルにより行うことができる健全性チェック法の高レベルのフロー
チャートである。１０００に示すように、例えば１００ミリ秒ごとの各ロード・バランサ
のインターバルにおいて、各ロード・バランサ（ＬＢ）ノード１１０は、少なくとも他の
１つのＬＢノード１１０及び少なくとも１つのサーバ・ノード１３０の健全性をチェック
することができる。１００２に示すように、ロード・バランサ・ノード１１０は、健全性
チェックより、ローカルに格納された健全性情報を更新することができる。１００４に示
すように、ロード・バランサ・ノード１１０は、さらに、少なくとも他の１つのロード・
バランサ・ノード１１０をランダムに選択することができ、その健全性情報を選択したロ
ード・バランサ・ノード１１０に送信することができる。少なくともいくつかの実施形態
では、ノード１１０は、健全なロード・バランサ・ノード１１０のリストを、１つまたは
複数のサーバ・ノード１３０、例えば、ノード１１０が健全性をチェックした同一のサー
バ・ノード１３０に送信することもできる。図１２の各要素については、次の論議で更に
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詳細に説明する。
【０１０９】
　少なくともいくつかの健全性チェック・プロトコルの実施形態では、ロード・バランサ
・ノード１１０は、それ自身の健全性を、他のロード・バランサ・ノード１１０に表明し
ない。代わりに、他の１つまたは複数のロード・バランサ・ノード１１０が、このノード
１１０の健全性をチェックすることができる。例えば、少なくともいくつかの実施形態で
は、各ロード・バランサ・ノード１１０は、健全性チェックのために他の１つまたは複数
のノード１１０を定期的にまたは非定期にランダムに選択することができる。別の例とし
て、少なくともいくつかの実施形態では、他の１つまたは複数のロード・バランサ・ノー
ド１１０、例えば、コンシステント・ハッシュ・リングなどの整列したノード１１０のリ
スト上にある所定のロード・バランサ・ノード１１０の最近接の２つのロード・バランサ
・ノード１１０は、それぞれ、その所定のノード１１０の健全性を定期的にまたは非定期
にチェックすることができる。少なくともいくつかの実施形態では、ノード１１０の健全
性チェックは、図２３に図示するノード１１０上のＮＩＣ１１１４に送信する健全性につ
いてのピングを用いることを含むことができる。少なくともいくつかの実施形態において
、第１のノード１１０は、健全性チェックによって第２のノード１１０を健全であると決
定する場合、ロード・バランサ・ノード１１０のローカルな健全性情報の中に蓄積する第
２のノード１１０の鼓動カウンタを更新する（例えば、増加させる）ことができる。第１
のノード１１０は、自身のローカルな健全性情報を、ロード・バランサ実装中の他の１つ
以上のロード・バランサ・ノード１１０に、定期的にまたは非定期に送信する。これらの
ロード・バランサ・ノード１１０は、その情報に応じて、自身のローカルな健全性情報を
（例えば、第２のノードの鼓動カウンタを増加させることによって）更新することができ
る。また、その更新したローカルな健全性情報を他の１つまたは複数のノード１１０に送
信することができる。第２のノード１１０の鼓動情報を、ロード・バランサ実装時の他の
ノード１１０にこのように伝達することができる。第２のノード１１０が健全な限り、第
２のノード１１０から到達可能な他のすべてのノード１１０は、このように、例えば１秒
につき１回または１０秒ごとに１回の一貫した基調に基づいて増加される第２のノード１
１０の鼓動カウンタを見るべきである。第２のノード１１０の健全性をチェックするノー
ド１１０が、第２のノード１１０を非健全であると検出する場合、健全性をチェックする
ノード１１０は、第２のノード１１０の鼓動を送信しない。さらに、ある時間の限度を超
えた後に、ロード・バランサ実装時の他のノード１１０は、問題のノード１１０を非健全
、または故障しているとみなす。
【０１１０】
　少なくともいくつかの実施形態において、ロード・バランサ・ノード１１０は、自身の
内部状態の１つまたは複数の側面をチェックすることができる。また、そのノード１１０
が何らかの理由で非健全であることを、自身が検出する場合、そのノード１１０は、その
健全性をチェックする他のノード１１０からの健全性についてのピングに応答することを
止めることができる。したがって、非健全なノード１１０の健全性をチェックするノード
１１０は、このノード１１０を非健全であるとみなすことができるので、このノード１１
０の代わりに鼓動の増加を伝達することができない。
　健全性チェック・プロトコルの詳細
【０１１１】
　少なくともいくつかの実施形態において、健全性チェック・プロトコルには、鼓動カウ
ンタ技法及びゴシップ・プロトコル技術を活用することができる。この健全性チェック・
プロトコルは、２つの主要部分：健全性のチェック、及びゴシップ／故障の検出、を有す
るとみなすことができる。
【０１１２】
　健全性のチェック：ロード・バランサ実装時のすべてのロード・バランサ・ノード１１
０は、定期的にまたは非定期に、実装された他の１つまたは複数のノード１１０の健全性
をチェックすることができる。他の１つ以上のノードを決定する方法は、後で述べる。健
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全性のチェックの中核となる考え方は、あるノード１１０が、別のノード１１０の健全性
をチェックして、その別のノード１１０が健全であると判断するならば、チェックを行う
ノード１１０が、その別ノード１１０の鼓動カウンタを増加させ、伝達することによって
、その別のノード１１０が健全であると、主張することである。換言すれば、このノード
１１０は、他のノードに対して自身の健全性を主張しない。代わりに、他の１つまたは複
数のノード１１０が、ロード・バランサ実装時の各ノード１１０の健全性をチェックし、
主張する。
【０１１３】
　ゴシップ／故障検出：少なくともいくつかの実施形態では、健全性チェック・プロトコ
ルには、ロード・バランサ実装時に、そのメンバーであるロード・バランサ・ノード１１
０の間にロード・バランサ・ノード１１０の健全性情報を伝達するために、ゴシップ・プ
ロトコルを活用することができる。このゴシップ・プロトコルは、急速に集まって、分散
型ロード・バランシング・システムのために充分となる、最終的一貫性に対する保証を提
供する。少なくともいくつかの実施形態では、各ロード・バランサ・ノード１１０は、ゴ
シップ・プロトコルを用いて、ロード・バランサ実装時の他の各ノード１１０の鼓動カウ
ンタを、例えば、鼓動リスト内に保持する。各ロード・バランサ・ノード１１０は、上記
の少なくとも他の１つのロード・バランサ・ノード１１０の健全性チェックを定期的にま
たは非定期に行い、チェックされたノード１１０が健全であることを健全性チェックを経
て決定すると直ちに、ノード１１０の鼓動カウンタを増加させる。少なくともいくつかの
実施形態において、各ロード・バランサ・ノード１１０は、その時点の鼓動リストを送る
、ロード・バランサ実装時の他の少なくとも１つのノード１１０を、定期的にまたは非定
期にランダムに選択する。別のノード１１０からの鼓動リストを受信すると直ちに、ロー
ド・バランサ・ノード１１０は、この２種類のリスト（受信したリスト及び自身のリスト
）のノード１１０ごとに最大の鼓動カウンタを決定し、決定した最大の鼓動カウンタを自
身の鼓動リストに用いることによって、受信したリストの鼓動情報を自身の鼓動リストと
組み合わせる。今度は、この鼓動リストが別のランダムに選択されたノード１１０に送信
され、それに応じて、そのノード１１０が自身の鼓動リストを更新する。以下同様に行わ
れる。この技法を用いて、個々の健全なノード１１０の鼓動情報は、やがて（例えば、数
秒で）、ロード・バランサ実装時の他の全てのロード・バランサ・ノード１１０に伝達さ
れる。所定のロード・バランサ・ノード１１０について、鼓動カウンタが増加し続ける限
り、そのノード１１０は、他のノード１１０から健全であるとみなされる。ロード・バラ
ンサ・ノード１１０の鼓動カウンタが、指定された時間、健全性チェック及びゴシップの
方法で増加しないならば、他のロード・バランサ・ノード１１０は、非健全であるとみな
されたロード・バランサ・ノード１１０に集中することができる。
　ロード・バランサ・ノードの健全性チェック
【０１１４】
　以下は、少なくともいくつかの実施形態による、ロード・バランサ・ノード１１０が実
施することのできる、別のロード・バランサ・ノード１１０の健全性をチェックする方法
を述べている。図２３を参照すると、少なくともいくつかの実施形態では、以下の条件の
うち一つまたは複数のものがロード・バランサ・ノード１１０で確認されるならば、その
ノード１１０を健全であるとみなすことができる。
・ノード１１０のプロセッサ・スレッド（例えば、コア・パケット処理コード１１０８の
スレッド）がレディ状態（内部）である。
・ノード１１０が、エッジ・ルータ１０４のＩＰアドレス及び／またはＭＡＣアドレス（
内部）を認知している。
・ノード１１０の全てのスレッド及び／またはプロトコル・ハンドラがレディ状態（内部
）である。
・北側（エッジルータ１０４／境界ネットワーク）及び南側（サーバ１３０／生産ネット
ワーク）からの着信リンク及び発信リンクがアクティブ（外部）である。
・ノード１１０は、ロード・バランサ実装時に用いられるネットワーク・インターフェイ
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ス・コントローラ（ＮＩＣ）を介して、パケットを受信し、発信することができる。例え
ば、図２３に示すロード・バランサ・ノード１１０の実施形態の例において、このノード
１１０は、北向きのＮＩＣ１１１４Ａ及び南向きのＮＩＣ１１１４Ｂを介してパケットを
受信すること及び発信することに成功するはずである。
【０１１５】
　これらの健全性の条件のうち１つまたは複数のものが所定のノード１１０にあてはまら
ないならば、そのノード１１０は健全でないとみなすことができる。なお、いくつかの実
施形態では、上記の条件の全てがノード１１０にあてはまるならば、ノード１１０は必ず
健全であるとみなされることに留意されたい。
【０１１６】
　少なくともいくつかの実施形態では、上記の健全性についての条件に加えて、例えばコ
ントロール・プレーンの通信のために用いることができる、ＮＩＣ１１１４Ｃとして図２
３に示す、各ロード・バランサ・ノード１１０上の第３のＮＩＣも、このＮＩＣに対して
パケットを送信し、そこからパケットを受信することによって、健全性をチェックするノ
ード１１０でチェックすることもできる。この第３のＮＩＣのチェックが失敗するならば
、チェックを受けているノード１１０は健全ではないとみなすことができる。
【０１１７】
　図１３は、少なくともいくつかの実施形態による、ロード・バランサ・ノードの健全性
を、別のロード・バランサ・ノードからチェックする方法の例を示している。この例では
、ロード・バランサ・ノード１１０Ａが、ロード・バランサ・ノード１１０Ｂの健全性を
チェックしている。各ノード１１０Ａ及び１１０Ｂは、北向きのＮＩＣ（図２３のＮＩＣ
１１１４Ａ）、及び南向きのＮＩＣ（図２３のＮＩＣ１１１４Ｂ）を有する。１で、ノー
ド１１０Ａがエッジ・ルータ１０４を介して北向きのＮＩＣからノード１１０Ｂの北向き
のＮＩＣまでパケット（例えば、ピングパケット）を送信する。ノード１１０Ｂが、その
北向きのＮＩＣにパケットを受信し、上記リストに示した条件が満たされるとすると、２
で、ファブリック１２０を介してその北向きのＮＩＣからノード１１０Ａの北向きのＮＩ
Ｃに応答を送信する。ノード１１０Ａが、その北向きのＮＩＣでこの応答を受信した後に
、３で、ファブリック１２０を介してその南向きのＮＩＣからノード１１０Ｂの南向きの
ＮＩＣまでパケット（例えば、ピングパケット）を送信する。ノード１１０Ｂが、その南
向きのＮＩＣでパケットを受信し、上記リストに示した条件が満たされるなら、４で、エ
ッジ・ルータ１０４を介してその南向きのＮＩＣからノード１１０Ａの南向きのＮＩＣに
応答を送信する。ノード１１０Ａは、その南向きのＮＩＣでこの応答を受信すると直ちに
、ノード１１０Ｂが健全であるとみなし、ノード１１０Ｂのローカルな鼓動カウンタを増
加させる。その後、このことを、以前に説明したようなゴシップ・プロトコルにより他の
ノード１１０にさらに伝達することができる。
【０１１８】
　上記に代わるものとして、いくつかの実施形態では、ロード・バランサ・ノード１１０
Ｂは、その北向きのＮＩＣで受信した最初のピング・メッセージに対して、その南向きの
ＮＩＣを介してノード１１０Ａの南向きのＮＩＣへと応答することができ、その南向きの
ＮＩＣで受信した２つ目のピング・メッセージに対して、その北向きのＮＩＣを介してノ
ード１１０Ａの北向きのＮＩＣへと応答することができる。
【０１１９】
　加えて、いくつかの実施形態では、ノード１１０Ａは、自身の第３のＮＩＣからノード
１１０Ｂの第３のＮＩＣのネットワーク接続を確認すること、及び、ノード１１０Ｂが健
全であるならば、ノード１１０Ｂの第３のＮＩＣから自身の第３のＮＩＣにピング・メッ
セージへの応答を受信することによって、コントロール・プレーンの通信に用いるノード
１１０Ｂの第３のＮＩＣ（図２３にＮＩＣ１１１４Ｃとして示す）の健全性をチェックす
ることもできる。ピング・メッセージ及びその応答は、１つまたは複数のコントロール・
プレーン・デバイス１７０、例えば、ネットワークスイッチを通過することができる。
【０１２０】
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　上記の健全性チェック・メカニズムは、全方向（北、南、及びコントロール・プレーン
通過）へのノード１１０Ｂの全ての着信リンクと発信リンク及びデータ経路、並びにノー
ド１１０Ｂの全てのＮＩＣを動作させる。また、同メカニズムは、ピング・パケットが、
クライアント・パケットと同様にノード１１０Ｂの内部キュー及びディスパッチングを通
り抜けるとき、ノード１１０Ｂの内部の健全性を確かめる。
　ロード・バランサ・ノードへの健全性チェックの責任の割り当て
【０１２１】
　少なくともいくつかの実施形態では、ロード・バランサ実装時の各ロード・バランサ・
ノード１１０は、ロード・バランサ実装時に他の全てのロード・バランサ・ノード１１０
のリスト（例えば、整列リスト）に、例えばコンフィギュレーション機能によって、及び
／または、図１に示すコンフィギュレーション・サービス１２２のコンポーネントによっ
てアクセスする。少なくともいくつかの実施形態では、各ロード・バランサ・ノード１１
０は、このリスト上の他の１つまたは複数のノード１１０をランダムに選択し、健全性チ
ェック・インターバルごとに健全性をチェックし、健全である判断した場合、その鼓動カ
ウンタを増加させることができる。なお、このリストは、その時点で健全性チェック機構
が健全、または非健全のいずれとみなすかにかかわらず、ロード・バランサ実装時のすべ
てのロード・バランサ・ノード１１０を含む。そして、その時点で非健全なノード１１０
をこのリストからランダムに選択し、健全なノード１１０と同様に健全性をチェックする
ことができる。したがって、ノード１１０の健全性をチェックする１つまたは複数のノー
ド１１０は、その時点で非健全なノード１１０を健全であると判断することができ、その
鼓動カウンタを増加させ、他のノード１１０に伝達することができ、したがって、非健全
なノード１１０を、健全なステータスに戻すことができる。
【０１２２】
　あるいはこの代わりに、いくつかの実施形態では、各ロード・バランサ・ノード１１０
は、このリスト中の他の１つまたは複数のノード１１０の健全性をチェックし、健全であ
ると判断した場合、その鼓動カウンタを増加させることに対して責任を負うことができる
。例えば、いくつかの実施形態では、各ノード１１０は、他の２つのノード、例えば、こ
のリスト中にある「左」（または、前）及び「右」（または、次）の最近接のノード１１
０に対して責任を負うことができる。なお、このリストは円形であるとみなすことができ
、このリストの「最後」のノード１１０はこのリストの「最初」のノード１１０の健全性
のチェックに責任を負うことができる。逆もまた同じ。いくつかの実施形態では、他の２
つのノード１１０を、例えばこのリスト上の次にある最近接の２つとして、別途選択する
ことができる。いくつかの実施形態では、各ノード１１０は、このリスト上の他の２つ以
上のノード１１０、例えば、他の３つまたは４つのノード１１０の健全性チェックについ
ての責任を負うことができる。少なくともいくつかの実施形態では、ノード１１０がチェ
ックする隣接のノード１１０を非健全であると判断するならば、このノード１１０は、こ
の非健全な隣接ノード１１０がチェックする義務を負っていたリスト上の少なくとも１つ
のノードの健全性をチェックする責任を負うことができる。少なくともいくつかの実施形
態では、その隣接ノード１１０（例えば、「左」及び「右」の近傍ノード）の健全性をチ
ェックすることに加えて、各ロード・バランサ・ノード１１０は、また、定期的にまたは
非定期にリングの中のノード１１０をランダムに選択することができ、そのランダムに選
択したノード１１０の健全性をチェックすることができ、健全であれば、このランダムな
ノード１１０の鼓動を増加させ、伝達することができる。少なくともいくつかの実施形態
では、この順序リストの他の全てのノード１１０を、それが以前健全であるとみなされた
かどうかに関わらず、ランダム抽出及び健全性チェックの対象として考慮する。
【０１２３】
　少なくともいくつかの実施形態では、各ノード１１０は、ランダムに選択した１つまた
は複数のノード１１０、または、代替的に、隣接ノード１１０及びランダムに選択したノ
ードの健全性チェックを、健全性チェック・インターバルと呼ぶことができる通常の間隔
で行う。例えば、いくつかの実施形態では、鼓動インターバルは１００ミリ秒であっても
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よいが、より短いか、またはより長いインターバルを用いることもできる。加えて、少な
くともいくつかの実施形態では、各ノード１１０は、その時点の鼓動リストを少なくとも
１つのランダムに選択した他のノード１１０に、ゴシップ・インターバルと呼ぶことがで
きる通常のインターバルで送信、または「うわさを広める」。いくつかの実施形態では、
健全性チェック・インターバル及びゴシップ・インターバルは同じであってもよいが、必
ずしも同じではない。
【０１２４】
　図１４は、少なくともいくつかの実施形態による、他の１つまたは複数のロード・バラ
ンサ・ノードの健全性をチェックするロード・バランサ・ノードを視覚的に示している。
この例では、ロード・バランサ実装時に８つのロード・バランサ・ノード１１０Ａ～１１
０Ｈがある。ドットの円は、実装されたすべてのノード１１０の順序リストを表現してい
る。いくつかの実施形態では、各ノード１１０は、各インターバルで健全性をチェックす
るために、リスト上の１つまたは複数の他のノード１１０をランダムに選択することがで
きる。選択肢の１つとして、いくつかの実施形態では、各ロード・バランサ・ノード１１
０は、順序リスト上の１つまたは複数の特定のノード１１０をチェックする責任を負うこ
とができる。例えば、ノード１１０Ａは、図１４に示す、順序リストに従った、ノード１
１０Ａの最隣接の２つのノード１１０Ｂ及び１１０Ｈの健全性をチェックする責任を負う
ことができる。加えて、ロード・バランサ・ノードは、個々の健全性チェック・インター
バルで順序リストから別のノード１１０をランダムに選択することもできる。この例に示
すように、ノード１１０Ａは、健全性をチェックするノード１１０Ｆもランダムに選択し
ている。ゴシップ・インターバルで、ノード１１０Ａは、ある他の健全なノード１１０、
例えばノード１１０Ｄをランダムに選択して、その時点の鼓動リストを選択した他のノー
ド１１０に、例えば、ＵＤＰメッセージで送信する。ノード１１０は、別のノード１１０
から鼓動リストを受信すると直ちに、それに応じて自身の鼓動リストを更新し、この鼓動
リストを、ランダムに選択した１つまたは複数のノード１１０に、次のゴシップ・インタ
ーバルで伝達することができる。
　サーバ・ノードの健全性のチェック
【０１２５】
　ロード・バランサ・ノード１１０の健全性を、上述したようにチェックすることに加え
て、この健全性チェック・プロトコルの実施形態は、サーバ・ノード１３０上のロード・
バランサ・モジュール１３２及びサーバ１３４を含むサーバ・ノード１３０の健全性をチ
ェックすることができる。少なくともいくつかの実施形態では、以下の条件の一方または
両方がサーバ・ノード１３０に確認される場合、サーバ・ノード１３０を健全であるとみ
なすことができる：
・ロード・バランサ・モジュール１３２が健全である。
・サーバ・ノード１３０が健全性ピング（例えば、Ｌ７健全性ピング）への応答に成功す
る。
【０１２６】
　図１５は、少なくともいくつかの実施形態による、サーバ・ノードの健全性をチェック
するロード・バランサ・ノードを示している。少なくともいくつかの実施形態では、ロー
ド・バランサ実装時の各ロード・バランサ・ノード１１０は、ロード・バランサ実装時の
他の全てのロード・バランサ・ノード１１０のリスト、及び、ロード・バランサ実装時の
全てのサーバ・ノード１３０のリストにアクセスする。リストは、例えば、コンフィギュ
レーション機能によって、及び／または、図１に示すコンフィギュレーション・サービス
１２２のコンポーネントによって取得及び更新することができる。少なくともいくつかの
実施形態では、サーバ・ノード１３０を、図１５に示したコンシステント・ハッシュ・リ
ングを形成する健全なロード・バランサ・ノード１１０に対してコンシステント・ハッシ
ュすることができる。少なくともいくつかの実施形態では、このリングの中の各サーバ・
ノード１３０の健全性を、このリングの中の２つの健全なロード・バランサ・ノード１１
０でチェックする。例えば、図１５において、サーバ・ノード１３０Ａの健全性を、ロー
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ド・バランサ・ノード１１０Ａ及び１１０Ｃによってチェックする。この２つのノード１
１０を、コンシステント・ハッシュ・リングの中のサーバ・ノード１３０に対する第１（
ノード１１０Ａ）及び第２（ノード１１０Ｂ）の健全性チェック・ノード１１０と呼ぶこ
とができる。なお、所定の健全なロード・バランサ・ノード１１０は、１つまたは複数の
サーバ・ノード１３０の健全性をチェックすることができる。例えば、図１５において、
ロード・バランサ・ノード１１０Ａは、サーバ・ノード１３０Ｂ及び１３０Ｃの健全性も
チェックする。加えて、所定のロード・バランサ・ノード１１０は、１つまたは複数のサ
ーバ・ノード１３０の第１の健全性チェック・ノード、及び１つまたは複数の他のサーバ
・ノード１３０の第２の健全性チェック・ノードとなることができる。例えば、図１５に
おいて、ロード・バランサ・ノード１１０Ａは、サーバ・ノード１３０Ａ及び１３０Ｂの
第１の健全性チェッカ・ノードであり、サーバ・ノード１３０Ｃ及び１３０Ｄの第２の健
全性チェッカ・ノードである。
【０１２７】
　少なくともいくつかの実施形態では、ロード・バランサ・ノード１１０が故障している
場合、コンシステント・ハッシュ・リングの帰属関係が変化し、なお健全で、したがって
、なおコンシステント・ハッシュ・リングに留まる、他の１つまたは複数のロード・バラ
ンサ・ノード１１０が、故障しているノード１１０が以前健全性をチェックしていたサー
バ・ノード１３０の健全性チェックに対する責任を負うことができる。
【０１２８】
　少なくともいくつかの実施形態では、各健全なノード１１０は、割り当てられたサーバ
・ノード１３０の健全性チェックを、通常のインターバルで行う。このインターバルを、
サーバ・チェック・インターバルと呼ぶことができる。少なくともいくつかの実施形態で
は、サーバ・チェック・インターバルは、前述したゴシップ・インターバルより長いかま
たは同じでよい。
【０１２９】
　少なくともいくつかの実施形態では、サーバ・ノード１３０の健全性チェックを行うた
めに、健全なロード・バランサ・ノード１１０（例えば、図１５のノード１１０Ａ）は、
サーバ・ノード１３０（例えば、図１５のサーバ・ノード１３０Ａ）に、健全性ピング・
メッセージ（例えば、Ｌ７　ＨＴＴＰ健全性ピング・メッセージ）送信を開始する。健全
であれば、サーバ・ノード１３０は、ピング応答をロード・バランサ・ノード１１０に送
り返す。少なくともいくつかの実施形態では、サーバ・ノード１３０上のロード・バラン
サ・モジュール１３２がピング・メッセージを受信し、処理するので、成功すれば、サー
バ・ノード１３０上のモジュール１３２が健全であることが、健全性チェック・ピングに
よって証明される。このピングに対する応答を受信すると直ちに、ロード・バランサ・ノ
ード１１０はサーバ・ノード１３０が健全であるとみなし、サーバ・ノード１３０の鼓動
カウンタを増加させる。
【０１３０】
　少なくともいくつかの実施形態では、所定の健全なロード・バランサ・ノード１１０に
よって健全性をチェックした全てのサーバ・ノード１３０の鼓動カウンタを、他のロード
・バランサ・ノード１１０に伝達することができる。この伝達は、例えば、ロード・バラ
ンサ・ノード１１０の鼓動カウンタに関して前述したゴシップ技法に従う。このゴシップ
技法では、各ノード１１０が、その鼓動リストを、通常のインターバル（ゴシップ・イン
ターバル）でランダムに選択した少なくとも他の１つのノード１１０に送信し、受信ノー
ド１１０が、２種類のリスト中の最大値によって自身の鼓動リストを更新する。
　故障検出及びゴシップ
【０１３１】
　少なくともいくつかの実施形態では、ロード・バランサ実装時の全てのロード・バラン
サ・ノードがコンシステントな視野を保持できるように、上述したロード・バランサ・ノ
ード１１０及びサーバ・ノード１３０の健全性チェックによって得た情報を、ロード・バ
ランサ実装時のすべてのノード１１０に伝達することが必要である場合がある。上述した
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ように、少なくともいくつかの実施形態では、ロード・バランサ・ノード１１０は、ゴシ
ップ・プロトコルによって互いに通信し、この健全性情報を交換し、伝達し、ロード・バ
ランサ・ノード１１０及びサーバ・ノード１３０の故障を検出することができる。
【０１３２】
　少なくともいくつかの実施形態では、通常のインターバル（ゴシップ・インターバルと
呼ぶことができる）で、各ロード・バランサ・ノード１１０は、別のロード・バランサ・
ノード１１０をランダムに選択し、その別のノード１１０に、ロード・バランサ・ノード
１１０及びサーバ・ノード１３０の鼓動カウンタとともに健全なロード・バランサ・ノー
ド１１０及びサーバ・ノード１３０についての自身の見解を送信する。ロード・バランサ
・ノードまたはサーバ・ノード１３０が健全な限り、当該のノードは健全性チェックを合
格し、その鼓動カウンタは増加し続ける。あるノードの鼓動カウンタが指定されたインタ
ーバル（これは、故障のタイム・インターバルと呼ぶことができる）の間変化しないなら
ば、ロード・バランサ・ノード１１０は、そのノードが故障していると疑う。いったんノ
ードが故障していると疑うと、ロード・バランサ・ノード１１０は、このノードを非健全
であると判断する前に、指定されたインターバル（これを、非健全なタイム・インターバ
ルと呼ぶことができる）を待つことができる。この非健全なタイム・インターバルによっ
て、ロード・バランサ・ノード１１０は、このノードが故障していることをすべてのロー
ド・バランサ・ノード１１０が知るまで待つことができる。
【０１３３】
　図１６は、少なくともいくつかの実施形態による、ロード・バランサ・ノード１１０が
保持することのできる、別のノード（ロード・バランサ・ノード１１０またはサーバ・ノ
ード１３０）の健全性の状態、または健全性についての見解を視覚的に示している。３０
０で示すように、ロード・バランサ・ノード１１０が、問題とするノードが健全であると
の見解からスタートすることを仮定されたい。これは、このノードの鼓動カウンタがそれ
まで増加していたことを示唆する。しかし、ノードの鼓動カウンタが３０２に示すように
指定されたインターバル（故障タイム・インターバル）の間増加しないならば、ロード・
バランサ・ノード１１０は、３０４に示すように、このノードが故障していると疑う。ノ
ードの鼓動カウンタが３０６に示すように指定されたインターバル（非健全なタイム・イ
ンターバル）の間増加しないならば、ロード・バランサ・ノード１１０は、３０８に示す
ように、このノードを非健全であるとみなす。しかし、非健全なタイム・インターバルが
終了する前に、３１０に示すようにノードの鼓動カウンタが増加するならば、ロード・バ
ランサ・ノード１１０は、このノードを健全である３００と再びみなす。同様に、３１２
に示すように、非健全なノードに対する鼓動の増加を受信すれば、このノードを健全であ
る３００とみなすことができる。
【０１３４】
　ノードが非健全であると判断すると、非健全なノードがロード・バランサ・ノード１１
０であるかサーバ・ノード１３０であるかによって、また、ロード・バランサ・ノード１
１０の非健全なノードとの関係によって、本明細書の他の箇所でも述べているように、ロ
ード・バランサ・ノード１１０を様々に動作させることができる。
　ロード・バランサ・ノードのデータ
【０１３５】
　少なくともいくつかの実施形態では、各ロード・バランサ・ノード１１０は、ロード・
バランサ実装時の状態についてのデータを保持することができる。少なくともいくつかの
実施形態では、このデータを、１つまたは複数のデータ構造で、各ロード・バランサ・ノ
ード１１０上に保持することができる。このデータ構造は、限定はされないが、健全なロ
ード・バランサ・ノード・リスト、疑惑のロード・バランサ・ノード・リスト及び鼓動リ
ストを含む。図１７は、健全なロード・バランサ・ノード・リスト３２０、疑惑のロード
・バランサ・ノード・リスト３２２、非健全なロード・バランサ・ノード・リスト３２４
及びロード・バランサ・ノード鼓動リスト３２６を保持するロード・バランサ・ノード１
１０の例を示す。
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【０１３６】
　少なくともいくつかの実施形態では、各ロード・バランサ・ノード１１０は、健全なロ
ード・バランサ・ノード・リスト３２０を保持することができる。このリストは、例えば
、どのノード１１０が健全であり、したがってゴシップ・プロトコルに関与しているかを
決定するために用いることができる健全なロード・バランサ・ノード１１０のリストであ
る。リスト３２０上のノード１１０のみが、ゴシップ・プロトコルによるロード・バラン
サ情報の伝達に関与し、リスト３２０上のノード１１０のみが、コンシステント・ハッシ
ュ・リングに存在するとみなされ、また、このリストのノード１１０のみが、サーバ・ノ
ード１３０の健全性をチェックする。ノード１１０は、このリスト３２０から、鼓動情報
を送信する先とする別のノード１１０をランダムに選択することができる。加えて、鼓動
カウンタを、健全なロード・バランサ・ノード・リスト３２０にその時あるノード１１０
とのみ交換する。少なくともいくつかの実施形態では、ロード・バランサ・ノードＮがロ
ード・バランサ・ノード１１０による健全性チェックに合格する場合、または、ロード・
バランサ・ノード１１０が、ある他のリスト３２０上のロード・バランサ・ノードからノ
ードＮについてのゴシップ・メッセージを受信するならば、ノードＮを、別のロード・バ
ランサ・ノード１１０の健全なロード・バランサ・ノード・リスト３２０に追加すること
ができる。
【０１３７】
　少なくともいくつかの実施形態では、各ロード・バランサ・ノード１１０は、疑惑のロ
ード・バランサ・ノード・リスト３２２を保持することができる。これは、指定されたイ
ンターバル（故障タイム・インターバルと呼ばれる）の間、その鼓動カウンタ（鼓動リス
ト３２６を参照）が増加しなかったロード・バランサ・ノードのリストである。ロード・
バランサ・ノードＥがロード・バランサ・ノード１１０の疑惑のロード・バランサ・ノー
ド・リスト３２２の中にあるならば、ロード・バランサ・ノード１１０は、ノードＥにつ
いてゴシップしない。健全なリスト３２０上の、ある他のロード・バランサ・ノード１１
０が、ノード１１０の鼓動リスト３２６のノードＥのカウンタより高い鼓動カウンタでノ
ードＥについてロード・バランサ・ノード１１０にうわさを広めるならば、ノードＥは、
疑惑のリスト３２２から健全なリスト３２０に移動される。ノードＥがロード・バランサ
・ノード１１０の疑惑のリスト３２２に指定されたインターバル（非健全なタイム・イン
ターバルと呼ばれる）の間留まる場合、ノードＥは、ロード・バランサ・ノード１１０に
よって非健全であるとみなされ、非健全なノード・リスト３２４上に移動される。ノード
Ｇがノード１１０による健全性チェックに合格すると直ちに、または、別のノード１１０
からのノードＧの鼓動カウンタの更新を受信すると直ちに、非健全なノード・リスト３２
４上のノード１１０（この例では、ノードＧ）を、ロード・バランサ・ノード１１０の健
全なノード・リスト３２０に移動させることができる。
【０１３８】
　少なくともいくつかの実施形態では、各ロード・バランサ・ノード１１０は、すべての
既知のロード・バランサ・ノード１１０の鼓動リスト３２６を保持することができる。各
ノード１１０に対して、このリスト３２６は、鼓動カウンタがいつ最後に変化したかを示
す鼓動カウンタ及びタイムスタンプを含むことができる。
【０１３９】
　少なくともいくつかの実施形態では、各ロード・バランサ・ノード１１０は、すべての
既知のサーバ・ノードの鼓動リストを保持することもできる。これは、図１７には示して
いない。このリストは、ロード・バランサ・ノード鼓動リスト３２６に類似していてもよ
い。いくつかの実施形態では、２種類のリストを併合することができる。少なくともいく
つかの実施形態では、サーバ・ノード１３０についての鼓動情報を、例えばゴシップ・プ
ロトコルにより、ロード・バランサ・ノード１１０についての鼓動情報とともに、または
、それに加えてロード・バランサ・ノード１１０の間に伝達することができる。
【０１４０】
　図１７は４つの分離したリストを示すが、２個以上のリストを単一のリストに結合する
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ことができる点に注意するべきである。例えば、いくつかの実施形態では、すべてのノー
ド１１０についての単一のリストを、各ロード・バランサ・ノード１１０上に保持するこ
とができ、各ノードがその時点で健全であるか、疑わしいか、または非健全であるかどう
かを示すために、ビット・フラグまたは他のデータ構造を用いることができる。
　サーバ・ノードのデータ
【０１４１】
　少なくともいくつかの実施形態では、サーバ・ノード１３０、及びノード１３０上のロ
ーカル・ロード・バランサ・モジュール１３２は、ロード・バランサ・ノード１１０を用
いたゴシップ・プロトコルに関与しない。ロード・バランサ・ノード１１０は、それら自
身の間でのみ、ロード・バランサ・ノードに対する健全性チェックの方法によって得られ
る、他のロード・バランサ・ノード１１０についての鼓動情報、及び、サーバ・ノードに
対する健全性チェックの方法によって得られる、サーバ・ノード１３０についての鼓動情
報を広める（具体的には、各ロード・バランサ・ノード１１０は、その時点で、健全なロ
ード・バランサ・ノード・リスト３２０上にあるノードのみに情報を伝える）。
【０１４２】
　しかし、サーバ・ノード１３０が出力クライアント・トラフィックを転送することので
きる先であるロード・バランサ・ノード１１０（とりわけ、出口ノード）を、サーバ・ノ
ード１３０が決定できるように、また、どのロード・バランサ・ノードに接続公表情報を
送信するべきであるかをサーバ・ノード１３０が判断できるように、各サーバ・ノード１
３０／ロード・バランサ・モジュール１３２は、ロード・バランサ実装時の健全なロード
・バランサ・ノード１１０についての情報を必要とする場合がある。少なくともいくつか
の実施形態では、この情報をサーバ・ノード１３０に提供するために、ロード・バランサ
・ノード１１０は、その時点での健全なロード・バランサ・ノード１１０を識別する情報
（例えば、図１７の健全なロード・バランサ・ノード・リスト３２０）で、サーバ・ノー
ド１３０を定期的にまたは非定期に更新することができる。少なくともいくつかの実施形
態では、所定のサーバ・ノード１３０（図１５を参照）の健全性をチェックする責任を負
うロード・バランサ・ノード１１０は、その時点の健全なロード・バランサ・ノードを識
別する情報をサーバ１３０に提供する責任を負う。例えば、図１５では、ロード・バラン
サ・ノード１１０Ａは、その健全なロード・バランサ・ノードリスト３２０を、サーバ・
ノード１３０Ａ、１３０Ｂ、１３０Ｃ及び１３０Ｄに送信することができる。また、ロー
ド・バランサ・ノード１１０Ｂは、その健全なロード・バランサ・ノードリスト３２０を
、サーバ・ノード１３０Ｃ、１３０Ｄ及び１３０Ｅに送ることができる。以下同様である
。
　ロード・バランサ・ノード故障の取り扱い
【０１４３】
　図１８Ａ，１８Ｂは、少なくともいくつかの実施形態による、ロード・バランサ・ノー
ド故障への対処を示している。図１８Ａは、ロード・バランサ実装の例を示す。ここでは
ロード・バランサ実装中の４つのロード・バランサ・ノード１１０Ａ～１１０Ｄがある。
エッジ・ルータ１０４は、着信パケットをクライアント（図示せず）からロード・バラン
サ・ノード１１０まで経路指定する。少なくともいくつかの実施形態では、エッジ・ルー
タ１０４は、４層フロー単位ハッシュ化多重パス経路指定技法、例えば等コスト・多重パ
ス（ＥＣＭＰ）経路指定技法により経路指定を行うことができる。少なくともいくつかの
実施形態では、エッジ・ルータ１０４は、ロード・バランサ・ノード１１０の広告、例え
ば、このロード・バランサ・ノード１１０で開始される境界ゲートウェイ・プロトコル（
ＢＧＰ）技術セッションを介した広告によって、クライアント・トラフィックを受信する
ためにロード・バランサ実装時に利用できるロード・バランサ・ノード１１０についての
情報を得る。しかし、少なくともいくつかの実施形態では、ＢＧＰセッションによって自
身をエッジ・ルータ１０４に広告するロード・バランサ・ノード１１０の代わりに、ロー
ド・バランサ実装時の他の少なくとも１つのノード１１０が、ＢＧＰによってそのノード
１１０をエッジ・ルータ１０４に広告する責任を負う。例えば、図１８Ａに示すいくつか
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の実施形態では、所定のノード１１０の左右に隣接するノード１１０が、その所定のノー
ド１１０をエッジ・ルータ１０４に広告する。例えば、ロード・バランサ・ノード１１０
Ａはノード１１０Ｂ及び１１０Ｄを広告し、ロード・バランサ・ノード１１０Ｂはノード
１１０Ａ及び１１０Ｃを広告し、また、ロード・バランサ・ノード１１０Ｃはノード１１
０Ｂ及び１１０Ｄを広告する。
【０１４４】
　また、図１８Ａの例に示すように、各ロード・バランサ・ノード１１０は、他の１つま
たは複数のロード・バランサ・ノード１１０の健全性を定期的にチェックする。例えば、
１つまたは複数のランダムに選択されたノード１１０、ロード・バランサ・ノードの順序
リストによって決定された１つまたは複数の隣接するノード１１０、または、１つまたは
複数の隣接するノード１１０及び１つまたは複数のランダムに選択されたノードである。
加えて、各ロード・バランサ・ノード１１０は、少なくとも１つのサーバ・ノード１３０
の健全性を定期的にチェックすることができるし、健全なロード・バランサ・ノード１１
０についてのリストを、健全性チェックを行うサーバ・ノードに送信することもできる。
ロード・バランサ・ノード１１０及びサーバ・ノード１３０の健全性情報をノード１１０
の間で伝達することができるが、これを、例えばゴシップ・プロトコルによって行うこと
ができる。
【０１４５】
　図１８Ｂは、図１８Ａのロード・バランサ実装時の例において、１つのロード・バラン
サ・ノード１１０の故障の取り扱いを示している。この例では、ロード・バランサ・ノー
ド１１０Ｂが、何かの理由で故障している。例えば、ノード１１０Ａ及び１１０Ｃはノー
ド１１０Ｂの健全性をチェックすることができ、両方とも、ノード１１０Ｂがその健全性
チェックに不合格であることを検出することができる。例えば、ノード１１０Ａ及び１１
０Ｃは、ノード１１０Ｂの鼓動カウンタを増加させない。ノード１１０Ａ及び１１０Ｂの
双方からの鼓動情報を、他の健全なロード・バランサ・ノード１１０（この例では、唯一
の他のロード・バランサ・ノードはノード１１０Ｄである）に、ゴシップ・プロトコルに
よって伝達する。全ての健全なロード・バランサ・ノード１１０（この例では、ノード１
１０Ａ、１１０Ｃ及び１１０Ｄ）がノード１１０Ｂの故障に集中するとすぐに、限定はさ
れないが、１つまたは複数の次の事象が生じる可能性がある。なお、これらの事象は必ず
しもこの順序で起こるわけではない。
 ・ノード１１０Ａ及び１１０Ｃは、ノード１１０Ｂをエッジ・ルータ１０４に広告する
のを止める。これは、少なくともいくつかの実施形態では、ノード１１０がノード１１０
Ｂを広告するためにエッジ・ルータ１０４と確立したＢＧＰセッションを終わらせること
を含む。なお、各ノード１１０は、エッジ・ルータ１０４と、広告する他のノードごとに
、別々のＢＧＰセッションを確立するので、ノード１１０Ｂに対するＢＧＰセッションを
終わらせても、他の広告されているノード１１０に影響を及ぼさない。少なくともいくつ
かの実施形態では、ノード１１０は、ＢＧＰセッションに対するエッジ・ルータ１０４へ
のＴＣＰ終了または類似のメッセージを送信することによって、エッジ・ルータ１０４と
のＢＧＰセッションを終了させる。
 ・エッジ・ルータ１０４は、ノード１１０Ｂが、もはやいずれのノードからも広告され
ていないことが検出されたことに応答して、ノード１１０Ｂに対するクライアント・デー
タ・パケットの経路指定を停止する。また、エッジ・ルータ１０４は、クライアントから
のパケット・フローを、残っている健全なロード・バランサ・ノード１１０、特に、ノー
ド１１０上の入口サーバ１１２に再分散させるために、多重パス（例えば、ＥＣＭＰ）ハ
ッシングを調整する。入口サーバ１１２に経路指定されたパケット・フローであって、そ
れに対して入口サーバ１１２がクライアント->サーバ・マッピングを有していない、いか
なるパケット・フローについても、そのマッピングを、このクライアント->サーバ接続の
フロー・トラッカ・ノード（ｆｌｏｗ　ｔｒａｃｋｅｒ　ｎｏｄｅ）から得ることができ
る。または、代わりに、図１０Ａ～１０Ｇに図示する技法に従って、新しいクライアント
->サーバ接続を確立することができる。
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 ・ノード１１０Ａ及び１１０Ｃは、相互に広告するために、それぞれ、エッジ・ルータ
１０４にＢＧＰセッションを開設することができる。なお、ノード１１０Ａ及び１１０Ｃ
はともに、ロード・バランサ・ノード１１０Ｂ同様、ノード１１０Ｄによってもエッジ・
ルータ１０４に広告されるので、ノード１１０Ｂが故障しているときノード１１０Ａ及び
１１０Ｂの広告を停止することができるという事実によって、エッジ・ルータ１０４が、
これら２つのノード１１０へのパケットの経路指定を停止するということにはならない。
 ・少なくともいくつかの実施形態では、ノード１１０Ａ及び１１０Ｃは、今や隣接する
ノード１１０であるので、相互に健全性をチェックする責任を負うことができる。なお、
ノード１１０Ｂを非健全であるとみなしているにもかかわらず、他の１つまたは複数のノ
ード１１０は、それでもランダムに健全性をチェックすることができる。
 ・残っている１つまたは複数の健全なロード・バランサ・ノード１１０は、以前にノー
ド１１０Ｂによってフローをトラッキングしたフロー・トラッキング接続の責任を負うこ
とができる。例えば、ノード１１０Ｃ及び／またはノード１１０Ｄは、ノード１１０Ｂが
その一次またはニ次のフロー・トラッカであった１つまたは複数の接続を、図１１Ｃおよ
び１１Ｄに示す一次またはニ次のフロー・トラッカとして引き継ぐことができる。
 ・残っている１つまたは複数の健全なロード・バランサ・ノード１１０は、以前ノード
１１０Ｂが健全性をチェックしたサーバ・ノード１３０の健全性をチェックする責任を負
うことができる。サーバ・ノード１３０を、残っているロード・バランサ・ノード１１０
による健全なロード・バランサ・ノード・リスト（今やノード１１０Ｂを含んでいない）
で更新する。例えば、図１８Ｂにおいて、ロード・バランサ・ノード１１０Ａはサーバ・
ノード１３０Ｃの健全性チェック及び更新を開始し、ロード・バランサ・ノード１１０Ｃ
は、サーバ・ノード１３０Ｂの健全性チェック及び更新を開始する。
・エッジ・ルータ１０４上では、故障しているノード１１０ＢからのＢＧＰセッションが
、やがてタイムアウトになる。あるいは、エッジ・ルータ１０４が、ノード１１０Ｂの故
障を認識して、ＢＧＰセッションを終了することができる。
【０１４６】
　２つのロード・バランサ・ノード１１０が、同時に、または、ほとんど同時に故障する
場合がありうる。２つの故障したロード・バランサ・ノードが互いに隣接していない場合
、故障は独立しており、別々の単独のノード１１０故障として図１８Ｂに示す方法によっ
て取り扱うことができる。しかし、２つの故障したノードが互いに隣接している場合（例
えば、図１８Ａのノード１１０Ｂ及び１１０Ｃ）、全ての健全なロード・バランサ・ノー
ド１１０（この例では、ノード１１０Ａ及び１１０Ｄ）が故障を検出し、故障に集中する
と直ちに、限定はされないが、１つまたは複数の、次の事象が生じる場合がある。なお、
これらの事象は必ずしもこの順序で生じるわけではないことに留意されたい。
・ノード１１０Ａが、ノード１１０Ｂの代わりにエッジ・ルータ１０４に対するＢＧＰセ
ッションを終了させる。
・ノード１１０Ｄが、ノード１１０Ｃの代わりにエッジ・ルータ１０４に対するＢＧＰセ
ッションを終了させる。
・ノード１１０Ａ及び１１０Ｄが、互いを広告するエッジ・ルータ１０４とのＢＧＰセッ
ションを開始する。
・ノード１１０Ａ及び１１０Ｄは、互いの健全性チェックを開始することができる。なお
、ノード１１０Ａ及び１１０Ｄは、故障しているノード１１０の健全性チェックを継続す
ることもできる。
・残っている健全なノード１１０が、健全なロード・バランサ・ノード・リストでサーバ
・ノード１３０を更新する。
・ノード１１０Ｂ及びノード１１０Ｃが互いをエッジ・ルータ１０４に広告し続けること
ができるので、トラフィックがエッジ・ルータ１０４からノード１１０Ｂ及び／またはノ
ード１１０Ｃに流れ続けることができる。しかし、これらのＢＧＰセッションはやがてタ
イムアウトになり、それに応じてエッジ・ルータ１０４が残っている広告されたノード１
１０にこのフローを再分散させる。
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・ノード１１０Ｂ及び１１０Ｃがノード１１０Ａ及び１１０Ｄをなお健全であると考えて
いるならば、ノード１１０Ｂ及び１１０Ｃは、それぞれがノード１１０Ａ及び１１０Ｄを
広告する先であるエッジ・ルータ１０４とのＢＧＰセッションを閉じることができる。
　接続公表
【０１４７】
　再び図１を参照すると、少なくともいくつかの実施形態では、ロード・バランサ実装時
のロード・バランサ・ノード１１０は、サーバ１３０に対するクライアントのＴＣＰ接続
の状態情報を保持している。この状態情報は、ロード・バランサ・ノード１１０が、エッ
ジ・ルータ１０４からＴＣＰ接続に対して責任を負うサーバ・ノード１３０まで着信クラ
イアント・トラフィックを経路指定できるようにする。サーバ・ノード１３０上のロード
・バランサ・モジュール１３２は、それぞれのサーバ１３４に対するアクティブなＴＣＰ
接続のリストを保持している。接続公表は、サーバ・ノード１３０上のロード・バランサ
・モジュール１３２がロード・バランサ・ノード１１０に対するアクティブなクライアン
トＴＣＰ接続のリストを公表することができるメカニズムであり、このメカニズムによっ
てそれを公表する。少なくともいくつかの実施形態では、接続公表パケットを、通常のイ
ンターバルでロード・モジュール１３２によってロード・バランサ・ノード１１０に対し
て形成し、公表する。この通常のインターバルを接続公表インターバルと呼ぶことができ
る。
【０１４８】
　少なくともいくつかの実施形態では、ロード・バランサ・ノード１１０が保持する接続
状態情報を、キャッシュの形態で見ることができる。また、特定の接続についての状態情
報を保持することは、その接続についてロード・バランサ・ノード１１０に対するリース
を継続することとみることができる。キャッシュエントリが更新されない限り、ロード・
バランサ・ノード１１０はデータ・フローを取り扱うサーバ・ノード１３０にクライアン
ト・データ・フローを経路指定することができてはいけない。接続公表メカニズムは定期
的に、サーバ・ノード１３０からのその時点の接続状態を有する、ロード・バランサ・ノ
ード１１０上のキャッシュを、したがってリースを更新し、こうして、クライアント１６
０から適切なサーバ・ノード１３０へのＴＣＰパケットの流れを保持する。クライアント
１６０がサーバ１３４へのＴＣＰ接続を終了するとき、この接続と関連するサーバ・ノー
ド１３０上のロード・バランサ・モジュール１３２は、そのアクティブな接続のリストか
らこの接続を削除し、したがって、このＴＣＰ接続を、もはや接続公表メカニズムを通じ
て公表しない。したがって、この接続（とりわけ、この接続のための入口サーバ１１２並
びに一次及び二次のフロー・トラッカ１１６）と関連するロード・バランサ・ノード１１
０上のこの接続の接続状態情報（キャッシュ・エントリ）はもはや更新されず、この接続
は、ロード・バランサ・ノード１１０から外される。少なくともいくつかの実施形態では
、この接続の１つまたは複数のキャッシュ・エントリは、他のなんらかのアクティブな接
続のためにメモリが求められるまで、ロード・バランサ・ノード１１０上のキャッシュに
残ることができる。
【０１４９】
　こうして、接続公表メカニズムは、入口サーバ１１２並びに一次及び二次のフロー・ト
ラッカ１１６に関する接続リースを定期的または非定期に延長し、クライアント・トラフ
ィックの流れを保持する。加えて、接続公表メカニズムは、少なくともいくつかのロード
・バランサ・ノード１１０の故障からの回復を支援することができる。クライアント接続
の状態情報を保持する１つまたは複数のロード・バランサ・ノード１１０が故障している
ときに、いくつかの事例で、残っているロード・バランサ・ノード１１０に接続公表によ
って提供されるアクティブな接続情報を用いて接続を回復することができる。
【０１５０】
　接続公表メカニズムを用いることで、サーバ・ノード１３０は、サーバ１３４とクライ
アント１６０の間の接続状態に関する信頼すべき情報源となる。加えて、サーバ１３４へ
の接続の終了は、サーバ・ノード１３０上のロード・バランサ・モジュール１３２とロー
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ド・バランサ・ノード１１０により受動的に取り扱われる。ハンドシェイキングは、サー
バ・ノード１３０とロード・バランサ・ノード１１０の間では求められない。換言すれば
、ロード・バランサ・モジュール１３２は、特定の接続が終了したことをロード・バラン
サ・ノード１１０に積極的に通知するために、このノードにメッセージを送信する必要は
ない。サーバ１３４が接続を終了するときに、サーバ１３４は接続に関する内部状態を消
去する。ロード・バランサ・モジュール１３２は、サーバ１３４の内部状態を用いて接続
公表パケットにデータを追加する。この接続はもはやサーバ１３４の内部状態にないので
、接続は、ロード・バランサ・ノード１１０に公表されない。ロード・バランサ・ノード
１１０上での接続のリースはこのように終了し、ロード・バランサ・ノード１１０はこの
接続に関して受動的に忘れる。この接続に用いられたロード・バランサ・ノード１１０の
キャッシュ内のメモリは、その後、必要に応じて、他の接続に用いることができる。
【０１５１】
　いくつかの実施形態では、ロード・バランサ・ノード１１０によって維持される接続の
リースには、キャッシュ内の、接続に関するタイムスタンピング・エントリを含めること
ができる。接続についてのリースを接続公表パケットによって更新するときには、タイム
スタンプを更新することができる。接続が、サーバ・ノード１３０上のロード・バランサ
・モジュール１３２によりもはや公表されていないという理由で、接続についてのリース
が更新されないならば、タイムスタンプはもはや更新されない。少なくともいくつかの実
施形態では、接続についてのエントリをメモリが必要となるまでキャッシュ内に残すこと
のできるレイジィー・ガーベジ・コレクション法を用いることができる。例えば、少なく
ともいくつかの実施形態では、キャッシュ・エントリに対するタイムスタンプは、リース
更新時の閾値と比較することができ、キャッシュ・エントリに対するタイムスタンプがこ
の閾値よりも古いならば、このエントリは古いままであり再利用することができる。しか
し、いくつかの実施形態では、古いままであるエントリを、積極的にガーベジ・コレクシ
ョンすることができる。
　受け側の接続公表
【０１５２】
　少なくともいくつかの実施形態では、クライアントＴＣＰ接続ごとに、接続状態を維持
する３つのロード・バランサ・ノード１１０：入口サーバ１１２として働くノード１１０
、一次フロー・トラッカ１１６として働くノード１１０、及び二次フロー・トラッカ１１
６として働くノード、がある。所定のＴＣＰフローに対して、例えばロード・バランサ・
ノード１１０によって、コンシステント・ハッシュ関数をＴＣＰフローに適用して、一次
フロー・トラッカ１１６ノード及び、それを継承するコンシステント・ハッシュ・リング
内のノードを見つけることによって、一次及び二次のフロー・トラッカ１１６を決定する
ことができる。ＴＣＰフローに対して入口サーバ１１２として働くロード・バランサ・ノ
ード１１０は、エッジ・ルータ１０４の内部多重パス（例えば、ＥＣＭＰ）ハッシュ関数
に基づいてエッジ・ルータ１０４からのＴＣＰフローのトラフィックを受信するノード１
１０である。ノード１１０の故障または追加があるならば、入口サーバ１１２として働く
ロード・バランサ・ノード１１０は、多くのアクティブなＴＣＰフローに対して変わるこ
とができる。そして、少なくともいくつかのアクティブなＴＣＰフローのフロー・トラッ
カとして働くロード・バランサ・ノード１１０は、変わることができる（図１１Ａ～１１
Ｄ参照）。サーバ・ノード１３０上のサーバ１３２に対するＴＣＰフローごとに、どのロ
ード・バランサ・ノード１１０がそのＴＣＰフローの入口サーバ１１２であるかを示す状
態情報を、サーバ・ノード１３０上のロード・バランサ・モジュール１３２が維持してい
る。それは、そのロード・バランサ・モジュール１３２がそのロード・バランサ・ノード
１１０からトラフィックを受信するからである。しかし、少なくともいくつかの実施形態
では、ロード・バランサ・モジュール１３２は、ＴＣＰフローに対して、どのロード・バ
ランサ・ノード１１０が一次及び二次のフロー・トラッカとして働くのかを知ることはで
きないし、決定する能力を有することはできない。なぜなら、ロード・バランサ・モジュ
ール１３２は、用いられるコンシステント・ハッシュ関数を知ることができないからであ
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る。換言すれば、少なくともいくつかの実施形態では、ロード・バランサ・モジュール１
３２は、コンシステント・ハッシングを行わない。
　アクティブな接続情報の公表
【０１５３】
　図１９Ａ、１９Ｂは、少なくともいくつかの実施形態による、接続公表技法を視覚的に
示している。図１９Ａは、ロード・バランサ・ノードに対してアクティブな接続の情報を
公表するロード・バランサ（ＬＢ）モジュールを示す。少なくともいくつかの実施形態で
は、各ロード・バランサ・モジュール１３２は、サーバ・ノード１３０上でアクティブな
ＴＣＰフローごとに情報を収集して、接続公表パケットを形成する。所定のＴＣＰフロー
の情報は、フローに対する入口サーバ１１２として働くロード・バランサ・ノード１１０
を識別する情報を含む。接続公表パケットの準備ができている（例えば、接続公表インタ
ーバルに達しているとき）とき、ロード・バランサ・モジュール１３２は、ロード・バラ
ンサ・ノード１１０をランダムに選択するが、その選択は、例えば、健全なロード・バラ
ンサ・ノード１１０のリストからであり、そのリストはロード・バランサ・ノード１１０
からサーバ・ノード１３０に定期的に送信され、そのロード・バランサ・ノード１１０は
、前述のとおりサーバ・ノード１３０の健全性をチェックする。その後、ロード・バラン
サ・モジュール１３２は、選択したノード１１０に接続公表パケットを送信する。例えば
、図１９Ａにおいて、ロード・バランサ・モジュール１３２Ａは、ロード・バランサ・ノ
ード１１０Ａに１つの接続公表パケットを既に送信しているが、その後、ロード・バラン
サ・ノード１１０Ｂに、別の接続公表パケットを送る。
【０１５４】
　図２０は、少なくともいくつかの実施形態による、各ロード・バランサ・モジュール１
３２が行うことのできる接続公表方法についてのハイレベルのフローチャートである。５
００に示すように、ロード・バランサ（ＬＢ）モジュール１３２は、それぞれのサーバ・
ノード１３０上のアクティブな各ＴＣＰフローに対して接続公表エントリを作成する。少
なくともいくつかの実施形態では、ロード・バランサ・モジュール１３２が、サーバ・ノ
ード１３０上のサーバ１３４が対処するアクティブなＴＣＰ接続の一式を、例えばサーバ
・ノード１３０上の／ｐｒｏｃ／ｎｅｔ／ｔｃｐから読み出す。アクティブな各ＴＣＰ接
続に対して、ロード・バランサ・モジュール１３２は、（例えば、ローカルに保持されて
いるアクティブな接続の表の中で）そのＴＣＰフローに対して入口サーバ１１２の役割を
果たすロード・バランサ・ノード１１０を探し、この接続に対するＴＣＰタプルを示す接
続公表エントリ（例えば、以下からなる４－タプル：クライアントＩＰアドレス、クライ
アント・ポート、サーバの（公開）ＩＰアドレス、及びサーバ・ポート）並びにこの接続
のための入口サーバ１１２を作成する。なお、各ロード・バランサ・モジュール１３２は
、アクティブなＴＣＰ接続ごとの情報を保持し、その情報は、その接続が受け取ったパケ
ットの出所である最後のロード・バランサ・ノード１１０を示すことに留意されたい。ま
た、ロード・バランサ・モジュール１３２は、この情報を、個々のアクティブな接続に対
する入口ノード１１０を識別するために用いることができる。
【０１５５】
　５０２に示すように、ロード・バランサ・モジュール１３２は、（１つまたは複数の接
続公表エントリを含み、アクティブなＴＣＰ接続ごとに１つのエントリを有する）接続公
表パケットが送信されることになっているロード・バランサ・ノード１１０をランダムに
選択する。少なくともいくつかの実施形態では、接続公表パケットを送信する準備ができ
ているとロード・バランサ・モジュール１３２が判断したとき、ロード・バランサ・モジ
ュール１１０を、ランダムに選択することができる。少なくともいくつかの実施形態では
、この判断を、接続公表インターバルに従って行う。非限定的な例として、この接続公表
インターバルを、１００ミリ秒（ｍｓ）または１秒とすることができる。少なくともいく
つかの実施形態では、ロード・バランサ・モジュール１１０を、ロード・バランサ・ノー
ド１１０のうちの１つから以前に受信した健全なロード・バランサ・ノード１１０のリス
トから選択する。５０４で示すように、ロード・バランサ・モジュールは、この後、接続
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公表パケットを、選択したロード・バランサ・ノード１１０に公表する。少なくともいく
つかの実施形態では、接続公表パケットはステートレス・パケット、例えばＵＤＰパケッ
トである。いくつかの実施形態では、この接続公表パケットを、標的のロード・バランサ
・ノード１１０に送信する前に圧縮することができる。少なくともいくつかの実施形態で
は、接続公表情報を、２つ以上のパケットで標的のロード・バランサ・ノード１１０に送
信することができる。
【０１５６】
　要素５０４から要素５００に返っている矢で示すように、ロード・バランサ・モジュー
ル１３２は、連続的に、接続公表パケットを構築し、ランダムなノード１１０を選択し、
また、選択したノードにパケットを送信することができる。上記したように、これを、接
続公表インターバルに従って行うことができるので、ロード・バランサ・ノード１１０を
、その時点のアクティブな接続の情報で比較的定期的にリフレッシュすることができ、ロ
ード・バランサ・ノード１１０上の接続リースを継続することができる。
【０１５７】
　少なくともいくつかの実施形態では、接続公表パケットは、ロード・バランサ・モジュ
ールによってロード・バランサ・ノード１１０にランダムに分散されるので、接続公表パ
ケットを受信するロード・バランサ・ノード１１０は、接続公表パケット内のアクティブ
な接続情報を、接続の正しい入口／一次／二次の各ノード１１０に分散させる義務を負う
。図１９Ｂ及び図２１、２２は、少なくともいくつかの実施形態で用いることができるア
クティブな接続情報を分散させる方法を示す。
【０１５８】
　図１９Ｂは、少なくともいくつかの実施形態による、ロード・バランサ・ノード１１０
の間へのアクティブな接続情報の分散化を示している。ロード・バランサ・ノード１１０
がロード・バランサ・モジュール１３２から接続公表パケットを受信するとき、ロード・
バランサ・ノード１１０は、そのときに示されるＴＣＰフローごとの情報を分析して、そ
のフローの入口ノード並びに一次及びニ次のフロー・トラッカ・ノードを決定することが
できる。ロード・バランサ・ノード１１０がフローに対してそれらの役割の１つの働きを
しているならば、ロード・バランサ・ノード１１０は、（例えば、状態情報についてその
キャッシュを更新することによって）フローの情報を消費する。少なくともいくつかの実
施形態では、ロード・バランサ・ノード１１０はまた、パケットにフローの情報を入れて
、フローに対する他の役割を担う１つまたは複数の他のノード１１０に送信することもで
きる。接続公表パケットが示す残りのフローに対しては、ロード・バランサ・ノード１１
０は、アクティブな接続情報を２つ以上のより小さなパケットに分割して、それぞれのパ
ケットを１つまたは複数の他のロード・バランサ・ノード１１０に送信する。例えば、少
なくともいくつかの実施形態では、１つまたは複数のフローのアクティブな接続情報を含
むパケットを、フローの入口サーバ１１２、一次フロー・トラッカ１１６Ａ及び二次フロ
ー・トラッカ１１６Ｂとして働くロード・バランサ・ノード１１０に送信することができ
る。
【０１５９】
　図２１は、少なくともいくつかの実施形態による、接続公表パケット内に受信されたア
クティブな接続情報を、標的ロード・バランサ・ノード１１０に分散させる方法のフロー
チャートである。５２０に示すように、ロード・バランサ・ノード１１０はロード・バラ
ンサ・モジュール１３２から接続公表パケットを受信する。このロード・バランサ・モジ
ュール１３２は、例えば、図１９Ａ、２０を参照して上記で説明したように、パケットを
生成して、このパケットを受信するロード・バランサ・ノード１１０を選択した。接続公
表パケットは、パケットを受信するサーバ・ノード１３０を識別する情報（例えば、サー
バ・ノード１３０上のロード・バランサ・モジュール１３２のＩＰアドレス）、及びアク
ティブなＴＣＰ接続を識別するエントリのリスト（例えば、各接続に対するクライアント
ＩＰアドレス、クライアント・ポート、サーバの（パブリック）ＩＰアドレス、及びサー
バ・ポートの４要素からなる組）を含むことができる。
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【０１６０】
　図２１の要素５２２～５３０において、ロード・バランサ・モジュール１１０は、受信
した接続公表パケットに示されるアクティブなＴＣＰ接続情報を繰り返し処理する。５２
２に示すように、ロード・バランサ・ノード１１０は、パケット内の次のＴＣＰフローの
エントリを分析して、それぞれのＴＣＰフローの入口ノード１１０並びに一次及び二次の
フロー・トラッカ・ノード１１０を決定する。少なくともいくつかの実施形態では、ロー
ド・バランサ・ノード１１０は、この接続公表エントリから入口ノード１１０の識別情報
を得る。少なくともいくつかの実施形態では、ＴＣＰフローの一次及び二次のフロー・ト
ラッカ・ノード１１０を、コンシステント・ハッシュ関数により決定することができる。
５２４では、ロード・バランサ・ノード１１０が、調査中のＴＣＰフローに対して１つの
役割を担うならば、その後、５２６で、ロード・バランサ・ノード１１０は、例えば、そ
のキャッシュを状態情報に対して更新することによって、このフローの情報を消費する。
５２８で示されるように、ロード・バランサ・ノード１１０は、ＴＣＰフローの接続公表
エントリを、別のロード・バランサ・ノード１１０に送信されるべき構築中のパケットに
追加することができる。５３０では、接続公表パケット内に、フローの接続公表エントリ
がもっとあるならば、この方法は、５２２に戻って次のエントリを処理する。そうでない
ならば、ロード・バランサ・ノードは、それぞれが、元の接続公表パケットからの接続公
表エントリのサブセットを含む新らたに構築されたパケットを、５３２で示すように、パ
ケットの標的ロード・バランサ・ノード１１０に送信する。少なくともいくつかの実施形
態では、標的ロード・バランサ・ノード１１０に送信されたパケットは、ステートレス・
パケット、例えば、ＵＤＰパケットである。いくつかの実施形態では、このパケットを、
標的のロード・バランサ・ノード１１０に送信する前に圧縮することができる。
【０１６１】
　このように、少なくともいくつかの実施形態では、図２１の要素５２２～５２８におい
て、フロー・トラッカ・ノード１１０は、受信した接続公表パケット内の接続公表エント
リから、５２２で決定された情報によりそれぞれ他のノード１１０のうちの特定の１つに
送信される１つまたは複数のパケット（例えば、ＵＤＰパケット）を構築する。少なくと
もいくつかの実施形態では、別のノード１１０に送信されたパケットは、ＴＣＰフローの
エントリを含み、この標的ノード１１０はＴＣＰフローの入口ノード１１０、一次フロー
・トラッカ・ノード１１０または二次フロー・トラッカ・ノード１１０として働く。なお
、いくつかの実施形態では、所定のロード・バランサ・ノード１１０は、ＴＣＰフローの
入口ノード及び一次フロー・トラッカ・ノードの両方、または、ＴＣＰフローの入口ノー
ド及びニ次フロー・トラッカ・ノードの両方の働きをすることができることに留意された
い。
【０１６２】
　図２２は、少なくともいくつかの実施形態による、接続公表パケット内に受信されたア
クティブな接続情報を、標的ロード・バランサ・ノード１１０に分散させる代替の方法を
示している。５５０に示すように、ロード・バランサ・ノード１１０は、ロード・バラン
サ・モジュール１３２から、接続公表パケットを受信する。この方法では、５５２で示す
ように、ロード・バランサ・モジュール１１０上のプロセスが、このパケット内の接続公
表エントリを分析し、それに応じて、この受信したパケットを１つまたは複数のより小さ
なパケットに分割する。ロード・バランサ・モジュール１１０は、このプロセスの間、フ
ロー情報をローカルに消費しない。一旦、接続公表パケットが１つまたは複数のパケット
に分割されると、これらのパケットは、その後、５５４～５６０に示すように処理される
。５５４では、パケットの標的ノード１１０がこのロード・バランサ・ノード１１０であ
れば、このロード・バランサ・ノード１１０は、５５６で示すようにパケットをローカル
に消費する。そうでないなら、このパケットは、標的ロード・バランサ・ノード１１０に
送信される。５６０で、処理するべきパケットがもっとあれば、この方法は、次に５５４
に戻る。そうでないなら、この方法は終了される。
【０１６３】
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　このように、ロード・バランサ・モジュール１３２から接続公表パケットを受信するロ
ード・バランサ・ノード１１０は、接続公表パケットを他のロード・バランサ・ノード１
１０のうちの特定のものに特異的な２つ以上のより小さなパケットに分割し、それに応じ
てパケットを分散させることができ、一方、ロード・バランサ・ノード１１０がその時点
で取り扱ういかなるＴＣＰフローについても、そのフロー情報が内部的に消費される。そ
の間に、他のロード・バランサ・ノード１１０は、ロード・バランサ・モジュール１３２
から接続公表パケットを受信し、接続公表エントリを複数のより小さなパケットに分割し
、さらに、これらのより小さなパケットを標的ノード１１０に送信し、それによって、ア
クティブな接続情報をノード１１０間に分散させることもできる。
　接続公表のトリガ
【０１６４】
　少なくともいくつかの実施形態では、接続公表は、１つまたは複数の異なる事象によっ
て、ロード・バランサ・モジュール１３２上で始動され得る。既に述べたように、いくつ
かの実施形態では、接続公表パケットが生成され、接続公表インターバル、例えば１００
ミリ秒または１秒のインターバルにより、ランダムに選択されたロード・バランサ・ノー
ド１１０に送信されて、このロード・バランサ・ノード１１０上のＴＣＰ接続のリースが
更新され得る。いくつかの実施形態では、ロード・バランサ・ノード１１０のメンバー数
の変化は、接続公表の事象を直ちに始動させることができる。少なくともいくつかの実施
形態では、ロード・バランサ・モジュール１３２は、それぞれのサーバ・ノード１３０の
健全性をチェックするロード・バランサ・ノード１１０のうちの１つが送る健全なロード
・バランサ・ノード１１０のリストから、変化について知ることができる。ロード・バラ
ンサ・モジュール１３２は、このリストによる変化（削除または追加）を検出すると直ち
に、接続公表パケットを生成し、ロード・バランサ・ノード１１０に送信することができ
るので、この変化に影響を受けたＴＣＰ接続を、ロード・バランサ・ノード１１０によっ
て、より速く回復させることができる。
　パケット・ループの防止
【０１６５】
　接続公表パケットを処理している間にロード・バランサ層のメンバー数が変化するなら
ば、接続公表パケット・ループが生じる可能性がある。第１のノード１１０は、ロード・
バランサ・モジュール１３２から接続公表パケットを受信し、より小さなパケットを第２
のノード１１０に送信することができる。しかし、メンバー数が変化したならば、第２の
ノードは、パケットが第１のノード１１０に行くこと決定することができ、このため、パ
ケットを第１のノード１１０に転送することができる。少なくともいくつかの実施形態で
は、このループの発生を防止するために、さまざまなポート番号を、ロード・バランサ・
モジュール１３２及びロード・バランサ・ノード１１０から受信する接続公表パケットに
用いることができる。また、ロード・バランサ・ノード１１０は、別のロード・バランサ
・ノード１１０から受信した接続公表パケットを再分散させない。
　接続公表パケット分散の代替案
【０１６６】
　上記の接続公表の方法において、ロード・バランサ・モジュール１３２は、接続公表パ
ケットを送信する相手であるロード・バランサ・ノード１１０をランダムに選択する。し
かし、いくつかの実施形態では、他の方法を用いてロード・バランサ・ノード１１０を選
択することができる。例えば、いくつかの実施形態では、ロード・バランサ・ノード１３
２は、１つまたは複数のアクティブなＴＣＰフローを取り扱う特定の入口ノード１１０に
それぞれ向けられた１つまたは複数の接続公表パケットを構築することができ、パケット
を標的入口ノード１１０に送信した。この入口ノード１１０は、アクティブな接続情報を
、その接続の一次及び二次のフロー・トラッカに、さらに再分散させた。他の例として、
いくつかの実施形態では、接続公表パケットを、ランダムに選択した単一のノード１１０
に送信する代わりに、各接続公表パケットを、ロード・バランサ・モジュール１３２によ
って、２つ以上の健全なノード１１０、または、全ての健全なノード１１０に送信するこ
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とができる。
　ロード・バランサ・ノードのアーキテクチャ
【０１６７】
　図２３は、少なくともいくつかの実施形態によるロード・バランサ・ノード１１０のソ
フトウェア・スタックのアーキテクチャの例を示したものであり、これに限定する意図は
ない。このソフトウェア・スタック・アーキテクチャの例では、ロード・バランサ・ノー
ド１１０は、ジャバ・ネイティブ・インターフェイス（ＪＮＩTM）１１０４を用いて、ロ
ード・バランサ・サーバのネイティブ・コード１１０６及び、例えば、インテルTM・デー
タプレーン開発キット（ＤＰＤＫ）技術コードのコア・パケット処理コード１１０８を含
むことができるネイティブ・コードの層を管理する単一のジャバTM技術プロセス１１０２
内で動作する。このネイティブ・コードは２つのネットワーク・インターフェイス・コン
トローラ（ＮＩＣ１１１４Ａ及び１１１４Ｂ）をインターフェイス接続することができる
。第一のＮＩＣ（ＮＩＣ１１１４Ａ）は「北」、すなわち、エッジ・ルータ１０４の方に
面することができる。第二のＮＩＣ（ＮＩＣ１１１４Ｂ）は「南」、すなわち、サーバ・
ノード１３０の方に面することができる。少なくともいくつかの実施形態では、ＮＩＣ１
１１４Ａ及び１１１４ＢはＴＣＰスタックを維持することができない。したがって、少な
くともいくつかの実施形態では、ロード・バランサ・ノード１１０が制御プレーンを介し
てプロセスと通信することができるように、ＴＣＰ接続をサポートする第三のＮＩＣ１１
１４Ｃを含むことができるし、逆もまた同様である。あるいは、いくつかの実施形態では
、ロード・バランサ・ノード１１０は北に面する第一のＮＩＣ１１１４Ａと南に面する第
二のＮＩＣ１１１４Ｂのみを実装することができて、南に面するＮＩＣ１１１４ＢがＴＣ
Ｐスタックを実装することができ、それを介してロード・バランサ・ノード１１０がプロ
セスとのコントロール・プレーンを介した通信をすることができる。ロード・バランサ・
ノード１１０はまた、オペレーティング・システム（ＯＳ）技術ソフトウェア１１１２（
例えば、リナックスTMカーネル）並びに、ＯＳ技術ソフトウェア１１１２及びＪＮＩ１１
０４技術の上にあるジャバ・バーチャル・マシーン（ＪＶＭTM）技術ソフトウェア１１１
０レイヤー、も含む。
【０１６８】
　少なくともいくつかの実施形態では、分散型ロード・バランシング・システム内の各ロ
ード・バランサ・ノード１１０は、高いパケット・レートで多くのデータ・フローを同時
に処理しなければならない場合がある。少なくともいくつかの実施形態では、処理能力の
必要なレベルを達成するために、ロード・バランサ・ノード１１０は高性能パケット処理
用のインテルTM・データプレーン開発キット（ＤＰＤＫ）技術を利用することができる。
ＤＰＤＫ技術は、ユーザ空間プログラムがパケットを直接ネットワーク・インターフェイ
ス・コントローラ（ＮＩＣ）から読み取り／ネットワーク・インターフェイス・コントロ
ーラ（ＮＩＣ）に書き込むことを可能にし、リナックス・カーネル・ネットワーキング・
スタック（リナックスｉｘｇｂｅベースＮＩＣドライバを除く）の多くの層を迂回する。
パケット処理へのＤＰＤＫアプローチは、ビジー・ループにＮＩＣハードウェアを直接投
入する専用のＣＰＵコアを選択して割り込みハンドラーベースの入力を拒絶する。このア
プローチは、ビジー・ループ内に専用のＣＰＵコアを連続的に走らせることによる熱出力
の増加を犠牲にして、はるかに高いパケット・レートを可能にすることができる。ＤＰＤ
Ｋ技術はまた、ＣＰＵコア・マネジメント、ロックフリー・キュー、メモリ・プール及び
同期プリミティブを含むパケット処理ツールを提供することができる。図２４に示すよう
に、ＤＰＤＫ技術では、専用のＣＰＵコア６００を個々の特別なタスクに使用することが
できる。そして、作業は非停止キュー６０２を用いてあるＣＰＵコア６００Ａから別のＣ
ＰＵコア６００Ｂに渡される。
【０１６９】
　ＤＰＤＫキュー６０２は高速の２の累乗リング・バッファを用いて実装され、単一及び
多数の生産者／消費者のバリアントを支援することができる。この多数の生産者／消費者
のバリアントは比較交換（ＣＡＳ）ループを含んでアクセスを同期させるので、真にロッ
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ク・フリーではない。パケット・バッファ・メモリはすべて、バッファへのポインタだけ
がキュー６０２に読み書きされるようにメモリ・プール内にあらかじめ割り当てることが
できる。メモリ・プールは、キューとして実装することができ、最適化してメモリ・チャ
ンネルとランク全体にわたって分散させることができ、不均等メモリ・アクセス（ＮＵＭ
Ａ）で最適化された割り当てをサポートすることができる。少なくともいくつかの実施形
態では、パケット・バッファは、各パケット・バッファ内に十分なヘッドルーム及びテイ
ルルームを過剰に割り当てて、バッファのコピーを必要とせずに外部ネットワーク層のヘ
ッダを追加／削除することができるカプセル化／デカプセル化の操作をサポートするエム
バフ（Ｍｂｕｆ）パラダイムなどの方法を用いることができる。
【０１７０】
　ロード・バランサ・ノード１１０の少なくともいくつかの実施形態では、ＤＰＤＫ技術
を活用するコア・パケット処理アーキテクチャを実装することができる。各ロード・バラ
ンサ・ノード１１０は、コア・パケット処理アーキテクチャにより実装された少なくとも
１つの多重コア・パケット・プロセッサを含むことができる。コア・パケット処理アーキ
テクチャは、多重コア・パケット・プロセッサのキュー及びコアによって単一生産者／単
一消費者のパラダイムをパケット・フローに用いることができる。このパラダイムでは、
各キューは、それがパケットを供給するコアを唯一のコアに入力し、各コアはそれがパケ
ットを供給するコアを唯一のコアに互いに出力する。加えて、多重コア・パケット・プロ
セッサ内のコアが使用するメモリは共有されない。すなわち、各コアは固有の分離したメ
モリ領域を有している。したがって、コア間でのメモリまたはキューの共有はなく、メモ
リまたはキューのコンテンションはなく、かつ、所有権の要求（ＲＦＯ）または比較交換
（ＣＡＳ）などのメモリまたはキューを共有するメカニズムの必要性はない。図２５、２
６は、コア・パケット処理アーキテクチャにより実装された多重コア・パケット・プロセ
ッサの例を示す。
【０１７１】
　図２５は、少なくともいくつかの実施形態による、データ・フロー処理にＤＰＤＫ技術
を活用するコア・パケット処理アーキテクチャにより実装された多重コア・パケット・プ
ロセッサの例を示す。コア・パケット処理アーキテクチャは、単一生産者／単一消費者の
パラダイムによる多重コア・パケット・プロセッサとして実装することができる。少なく
ともいくつかの実施形態では、図２３に示すように、ロード・バランサ・ノード１１０は
各々２つのネットワーク・インターフェイス・コントローラ（ＮＩＣ）、すなわち、境界
ネットワーク／エッジ・ルータ１０４に面する北向きＮＩＣ１１１４Ａと生産ネットワー
ク／サーバ・ノード１３０に面する南向きＮＩＣ１１１４Ｂ、を有する。少なくともいく
つかの実施形態では、ＮＩＣ１１１４は１０ＧｐｂｓＮＩＣであってよい。ロード・バラ
ンサ・ノード１１０を通って流れる大多数のパケットは、これらの２つのＮＩＣのうちの
１つ（ＮＩＣ１１１４ＡまたはＮＩＣ１１１４Ｂのいずれか）で受け取られ、処理され（
例えば、カプセル化されるか、またはデカプセル化される)、そして、他のＮＩＣ（ＮＩ
Ｃ１１１４ＢまたはＮＩＣ１１１４Ａのいずれか）に送信される。
【０１７２】
　図２５を参照すると、少なくともいくつかの実施形態では、ロード・バランサ・ノード
１１０は、各ＮＩＣ１１１４に対して、２つのＣＰＵコア、受信（ＲＸ）コア６１０およ
び送信（ＴＸ）コア６３０に回転をつける。ロード・バランサ・ノード１１０はまた、両
方向の両ＮＩＣ１１１４のパケットを処理するいくつかのワーカ・コア６２０にも回転を
つけ、この例では、ワーカ・コア６２０Ａ～６２０Ｄが使用されている。受信コア６１０
はそれらの入力キューからの着信パケット群がＮＩＣ１１１４に到達したときこれらを読
み、各パケットに対する作業のほとんどを行うワーカ・コア６２０にこれらのパケットを
分散させるが、その際、各受信コア６１０は各ワーカ・コア６２０のそれぞれのワーカ入
力キュー６１２にパケットを供給する。少なくともいくつかの実施形態では、受信コア６
１０は、いかなる特別なクライアント接続（そのＩＰアドレスとポートによって区別され
る）も同じワーカ・コア６２０で処理されることを保障しつつ各着信パケットに４層「フ
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ロー・ハッシュ」技法（以前に説明したような、エッジ・ルータ１０４が用いることがで
きるフロー単位ハッシュ化多重パス経路指定技法に類似）を実施してワーカ・コア６２０
にパケットを分散させることができる。これは、各ワーカ・コア６２０がパケットの同じ
サブセットを常に見ることができ、ロックを必要としないように、ワーカ・コア６２０に
よって管理されたステート・データ上のコンテンションを除去することを意味する。受信
パケットへのポインタは、ワーカ・コア６２０が絶えず新しい入力をモニターするワーカ
・キュー６２２全体にわたって分散させることができる。ワーカ・コア６２０は、各接続
の状態（例えば、指定されたサーバ・ノード１３０）を管理する責任を負い、パケットを
自身のアウトバウンド・キュー６３２の１つに転送する前にパケットのＵＤＰカプセル化
またはデカプセル化を行うことができる。送信コア６３０は、ワーカ・コア６２０のアウ
トバウンド・キュー６３２を巡回して出力パケットがキュー６３２上に現れるときにこの
出力パケットを自身の対応するＮＩＣ１１１４に記入する。
【０１７３】
　図２６は、少なくともいくつかの実施形態による、データ・フロー処理のＤＰＤＫ技術
を活用するコア・パケット処理アーキテクチャによって実装された別の多重コア・パケッ
ト・プロセッサの例を示す。コア・パケット処理アーキテクチャは、単一生産者／単一消
費者のパラダイムによる多重コア・パケット・プロセッサとして実装することができる。
少なくともいくつかの実施形態では、高スループット・クライアントＴＣＰフローの処理
に加えて、ロード・バランサ・ノード１１０に関するＤＰＤＫコア・アーキテクチャはま
た、ＡＲＰ、ＤＨＣＰ及びＢＧＰなどの他のプロトコルの場合に北及び南に面するＮＩＣ
１１１４上でパケットを送受信するために使用することもできる。図２６に示される実施
形態では、ワーカ・コア６２０Ａはこれら他のプロトコルの場合のパケットの取り扱いに
専念する。これらのパケットの処理が一般にクライアントＴＣＰフローの処理よりゆっく
りと起こるので、このワーカ・コア６２０Ａを「遅い」ワーカ・コアと呼ぶ場合があり、
一方、クライアントＴＣＰフローのみを処理する他のワーカ・コア６２０Ｂ－６２０Ｄを
速いワーカ・コアと呼ぶ場合がある。北に面するＮＩＣ１１１４及び南に面するＮＩＣ１
１１４上の着信パケットを取り扱う受信コア６１０Ａ及び受信コア６１０Ｂは、それぞれ
、遅いワーカ・コア６２０Ａで取り扱われるべきパケットを識別し、これらのパケットを
遅いワーカ・コア６２０Ａの入力キュー６２２に向けることができる。遅いワーカ・コア
６２０Ａはまた、Ｊａｖａ／ＪＮＩによって生成されたパケットの入力キュー６２２及び
Ｊａｖａ／ＪＮＩへの出力パケットの出力キュー６３４をモニターすることもできる。遅
いワーカ・コア６２０Ａはまた、遅いワーカ・コア６２０Ａが、速いワーカ・コア６２０
Ｂ～６２０Ｄのそれぞれにパケット（例えば、接続公表パケット）を送ることができるよ
うに、速いワーカ・コア６２０Ｂ～６２０Ｄのそれぞれの入力キュー６２２に出力もする
。遅いワーカ・コア６２０Ａはまた、送信コア６３０Ａ及び６３０Ｂのそれぞれに配給さ
れるアウトバウンド・キュー６３２も有している。
【０１７４】
　少なくともいくつかの実施形態では、速いワーカ・コア６２０Ｂ～６２０Ｄそれぞれの
第三の入力キュー６２２は、遅いワーカ・コア６２０Ａからの出力キューである。少なく
ともいくつかの実施形態では、この第三の入力キュー６２２は、例えば、それぞれが接続
状態情報を含む接続公表パケットを速いワーカ・キュー６２０Ｂ～６２０Ｄが受信し処理
するのに用いることができる。これらの接続公表パケットの少なくともいくつかに関して
は、送信コア６３０への出力が存在しない場合がある。その代わり、パケット内の接続状
態情報は、速いワーカ・コア６２０により、例えば、それぞれの速いワーカ・コア６２０
が維持する格納された１つまたは複数のパケット・フローの状態を更新するのに消費され
る場合がある。したがって、速いワーカ・コア６２０Ｂ～６２０Ｄに入力する、遅いワー
カ・コア６２０Ａからの出力キューは、入力キュー６２２以外の、速いワーカ・コアに格
納された状態を更新する受信コア６１０からの直接的な経路を提供することができる。
【０１７５】
　少なくともいくつかの実施形態では、図２５、２６の多重コア・パケット・プロセッサ
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は、着信パケットにフィルターをかけ、有効なパケットだけを処理し出力することができ
る。例えば、少なくともいくつかの実施形態では、受理コア６１０は、パケットにフィル
ターをかけてワーカ・コア６２０のどれにも支援されないプロトコルのパケットを取り除
き、これらのパケットがワーカ・コア６２０に送られないようにすることができる。少な
くともいくつかの実施形態では、ワーカ・コア６２０はそれぞれ、パケットを処理する際
に、それぞれのワーカ入力キュー６２２から読んだパケットを先ず分析してこれらのパケ
ットを更に処理して送信コア６３０に出力することが受理されるかどうかを判断し、受理
されたパケットの処理及び送信コア６３０への出力のみを終了し、受理されないパケット
を廃棄することができる。例えば、ワーカ・コア６２０は各パケットのアドレス情報を見
て、負荷分散された有効なアドレスで標的とされたパケットのみを受理し、他のいかなる
パケットも廃棄することができる。
　境界ゲートウェイ・プロトコル（ＢＧＰ）データの取り扱い
【０１７６】
　少なくともいくつかの実施形態では、コア・アーキテクチャの中外でＢＧＰクライアン
トに関連したパケット・フローは、以下のように扱うことができる。ＮＩＣ１１１４Ａ及
び１１１４Ｂは、リナックス・カーネルに結合していないので、エッジ・ルータ１０４へ
のＴＣＰ接続は、図２６に示すようなコア・アーキテクチャによって傍受され、出力キュ
ー６３４経由でＢＧＰパケットをジャバ空間に伝える遅いワーカ・コア６２２Ａによって
処理される。これらのＴＣＰパケットは、ＴＣＰ接続を管理しパケットを効果的にＴＣＰ
ストリーム内に移動させるためのリナックス・カーネルによる処理を含んで、ＢＧＰクラ
イアントに送達される前にロード・バランサ・ノード１１０上の１つまたは複数のモジュ
ールによってさらに処理される。このデザインにより、標準的なジャバＴＣＰソケット・
ライブラリを用いてＢＧＰクライアントを書くことが可能になる。
【０１７７】
　図２７は、少なくともいくつかの実施形態にしたがう、ロード・バランサ（ＬＢ）ノー
ド・プロセス６５０による着信ＢＧＰ ＴＣＰパケットの処理を示す。エッジ・ルータ１
０４からのパケットは北に面するＮＩＣ６４０に到着し、受信コア６５２の入力キュー６
４０に入る。受信コア６５２は、キュー６４０からのパケットを読み、このパケットをＢ
ＧＰパケットとして識別し、遅いワーカ・コア６５６の入力キュー６５４にパケットを載
置する。遅いワーカ・コア６５６はパケットを認証し、ＪＮＩ出力キュー６５８にそれを
載置する。ＪＮＩパケットのレシーバ６６０はＪＮＩを介してキュー６５８からのパケッ
トを読み、ソース／宛先アドレスをマングリングし、パケットをロウ（ｒａｗ）ソケット
６４４に書きこむ。リナックス・カーネル６４６は、ロウ（ｒａｗ）パケットを受信し、
それをＴＣＰプロトコルにより取り扱い、ペイロード・データをＴＣＰソケットの入力ス
トリームに追加する。パケットからのデータは、その後、ＢＧＰクライアント６６２内の
ジャバＴＣＰソケットに送達される。
【０１７８】
　図２８は、少なくともいくつかの実施形態による、ロード・バランサ（ＬＢ）ノード・
プロセス６５０による発信ＢＧＰ・ＴＣＰパケットの処理を示す。ＢＧＰクライアント６
６２はリナックス・カーネル６４６のジャバＴＣＰソケットにデータを書きこむ。リナッ
クス・カーネル６４６はＴＣＰプロトコルによってデータを取り扱い、データをＴＣＰパ
ケットに変換する。少なくともいくつかの実施形態では、ＴＣＰパケットは１２７．ｘ．
ｘ．ｘ　ｉpｔａｂｌｅｓ規則と一致する。ＴＣＰパケットは出力キュー６４８、例えば
、Ｎｅｔｆｉｌｔｅｒ　ＬＯＣＡＬ＿ＯＵＴキューに載置される。ＪＮＩを介してキュー
６４８をモニターするＪＮＩパケット・レシーバ６７０のジャバ・スレッドは、ＴＣＰパ
ケットを受信し、各ＮＦ＿ＳＴＯＬＥＮをマークしてカーネル６４６にそれらを忘れさせ
る。ジャバ・スレッドは、ソース／宛先アドレスをマングリングし、ＪＮＩを介して遅い
ワーカ・コア６５６のＪＮＩ入力キュー６７２にパケットを加える。遅いワーカ・コア６
５６はそのＪＮＩ入力キュー６７２からＴＣＰパケットを受信し、このパケットを北に面
するＮＩＣ６４０の送信コア６６６のアウトバウンド・キュー６６４に載置する。送信コ
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ア６６６はその入力キュー６６４からＴＣＰパケットを読み取り、それらを北に面するＮ
ＩＣ６４０に書き込む。ＴＣＰパケットはＮＩＣ６４０によりエッジ・ルータ１０４に送
られる。
　分散型ロード・バランサのシミュレーション及びテスト
【０１７９】
　本明細書に記述されたロード・バランサは、多くの独立したコンポーネント（例えば、
ルータ、ロード・バランサ・ノード、ロード・バランサ・モジュールなど）の相互作用を
必要とする分散型システムである。分散されたコンポーネント、ロジック、プロトコルの
テストを行ない、かつ、ノード故障、メッセージ欠落、遅延などのシナリオをシュミュレ
ートするために、複雑なネットワーク技術（例えば、生産ネットワーク）における多数の
ホストに設置すべきコードを必要とせずに相互作用をテストできる単一のプロセスで分散
型ロード・バランサを動作させることができるテスト・システムの実施形態が記述される
。これを達成するために、ロード・バランサの多数のコンポーネントが構成され、単一の
プロセスでまたは単一のプロセスとして実行されることが可能となるメッセージ・バスと
呼ばれるソフトウェア・メカニズムが記述される。この単一のプロセスは単一のホスト・
システム上で実行することができる。メッセージ・バスのメカニズムは、分散型ロード・
バランサ・システムを、例えば、単一のホスト・システム上で、単一のシステムとしてテ
ストできるようにする。一方、ロード・バランサのコンポーネント（例えば、ロード・バ
ランサ・ノード及びロード・バランサ・モジュール）に対しては、これらのコンポーネン
トは実際の生産ネットワーク上で動作するように見える。
【０１８０】
　メッセージ・バスは、分散型ロード・バランサが単一のプロセスとして動作できるよう
にする枠組みを提供する。このプロセスでの１つまたは複数のメッセージ・バス層のそれ
ぞれは、分散型ロード・バランサのコンポーネント間のネットワーク（例えば、イーサネ
ット）セグメントをシミュレートする。分散型ロード・バランサ・システムのソフトウェ
ア・コンポーネントは、コンポーネントがメッセージ・バス環境で動作できるようにする
ために特別な様式で書かれる必要はない。代わりに、メッセージ・バスの枠組みでは、分
散型ロード・バランサ・システムのコンポーネントが生成するパケットを傍受し、実際の
物理的なネットワークではなくメッセージ・バス層によって提供されるシミュレートされ
たネットワークにパケットを向け、標的のコンポーネント＜メッセージ・バスＮＩＣまた
はパケット・アダプタと処され得る）にパケットを送達する。メッセージ・バス層は、コ
ンポーネント間の通信用のＴＣＰ／ＩＰスタックを実装しない。代わりに、メッセージ・
バス層は、ホスト・システムのオペレーティングシステム（ＯＳ）とインターフェイス接
続し、ホスト・システムのＴＣＰ／ＩＰスタックを使用する。メッセージ・バス層は、Ｏ
Ｓによって提供されるＴＣＰ／ＩＰスタックを利用して、クライアントとサーバが予測す
るＴＣＰストリームをメッセージ・バスが傍受して送達する個々のパケットに変換し、か
つそれらのパケットから変換する。
【０１８１】
　少なくともいくつかの実施形態では、メッセージ・バスとインターフェイス接続するた
めに、ロード・バランサのコンポーネントが、それぞれが有効なメディア・アクセス・コ
ントロール（ＭＡＣ）アドレスを有しており、物理的なネットワークではなくメッセージ
・バス擬似ネットワーク環境にパケットを送信し、そこからパケットを受信する少なくと
も１つのメッセージ・バス・ネットワーク・インターフェイス・コントローラ（ＮＩＣ）
を備えることができる。メッセージ・バスＮＩＣは、物理的なネットワークにではなくメ
ッセージ・バスに取り付けられた仮想のネットワーク・インターフェイス・コントローラ
である。メッセージ・バスによって通信する必要のあるロード・バランサのコンポーネン
トは、それぞれ、少なくとも１つのメッセージ・バスＮＩＣを必要とする。メッセージ・
バスＮＩＣは、メッセージ・バスへのパイプライン出口及びコンポーネントへのパイプラ
イン入口の働きをする。コンポーネントは、各メッセージ・バスＮＩＣに対する多数のメ
ッセージ・バス・ネットワーク・インターフェイスを実証することができる。
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【０１８２】
　メッセージ・バス・ネットワーク・インターフェイスは、コンポーネントがメッセージ
・バスＮＩＣを介してメッセージ・バスに結合するメカニズムである。メッセージ・バス
・ネットワーク・インターフェイスは、メッセージ・バス・ネットワーク・インターフェ
イスが物理的なネットワークにではなくメッセージ・バスに結合するという違いはあるが
、リナックス技術でのインターフェイス構成（ｉｆｃｏｎｆｉｇ）インターフェイスと同
意語であり得る。メッセージ・バス・ネットワーク・インターフェイスは、ＩＰアドレス
を有しており、メッセージ・バスＮＩＣの上に位置する。メッセージ・バス・ネットワー
ク・インターフェイスは、コンポーネントがメッセージ・バスからパケットを受け取るた
めに使用することができるパケット・ソース・インターフェイスと、コンポーネントがメ
ッセージ・バスにパケットを送るために使用することができるパケット・シンク・インタ
ーフェイスとを露出させる。
【０１８３】
　各ロード・バランサ・ノードは、パケット・ソース・インターフェイスとパケット・シ
ンク・インターフェイスの実装によって送達され送られた個々のネットワーク・パケット
を処理する。メッセージ・バス環境内で動作するときは、これらのインターフェイスは、
２層イーサネット・ヘッダ（これがカーネル・ネットワーク・スタックによって行なわれ
ることを予測するロード・バランサ・ノードの）を追加または除去するメッセージ・バス
・ネットワーク・インターフェイスによって実装される。図２９に示すような生産環境で
は、パケット・ソース・インターフェイスとパケット・シンク・インターフェイスの実装
で、実際のネットワーク・インターフェイス上でパケットを送受信する。図３０に示すよ
うなメッセージ・バス環境では、パケット・ソース・インターフェイスとパケット・シン
ク・インターフェイスの実装で、メッセージ・バス層からパケットを受信し、メッセージ
・バス層にパケットを送信する。
【０１８４】
　単純化のために、メッセージ・バスＮＩＣ及びメッセージ・バス・インターフェイスを
メッセージ・バス・パケット・アダプタ、または単にパケット・アダプタと総称すること
ができる。例えば、図３１、３２を参照されたい。
【０１８５】
　図２９は、少なくともいくつかの実施形態による、生産環境での分散型ロード・バラン
サ７００を含むロード・バランシング・システムを示す。ロード・バランサ７００はこの
説明では単純化されている。ロード・バランサ７００は、ロード・バランサ７００を実装
するデータ・センタなどのネットワーク設備の境界ルータ７０２を介して外部ネットワー
ク７４０上のクライアント７４２と接続することができる。ロード・バランサ７００は、
数種類のコンポーネント、すなわち、それぞれ分離したサーバ・ノード（図示せず）上に
実装された、少なくとも１つのエッジ・ルータ７０４、２つまたはそれ以上のロード・バ
ランサ（ＬＢ）ノード７１０、２つまたはそれ以上のロード・バランサ（ＬＢ）モジュー
ル７３２、ルータまたはスイッチなどのファブリック７２０を形成する２つまたはそれ以
上のネットワーク・コンポーネント、及び、少なくともいくつかの実施形態では、構成サ
ービス７２２を、含む。少なくともいくつかの実施形態では、ロード・バランサ７００の
各コンポーネントは、市販のラックマウント方式のコンピューティング・デバイスなどの
個別のコンピュータとして実装することができ、または個別のコンピューティング・デバ
イス上に実装することができる。
【０１８６】
　図３０は、少なくともいくつかの実施形態による、分散型ロード・バランシング・シス
テムの多数のコンポーネントが構成され単一のプロセスでまたは単一のプロセスとして実
施できるようにするメッセージ・バス・メカニズムを組込んだ分散型ロード・バランサ評
価システム８００を示す。図２９に示すロード・バランサ７００には、各ロード・バラン
サ・ソフトウェア・コンポーネントが別個のコンピューティング・デバイス（例えば、ロ
ード・バランサ・ノード７１０上のロード・バランサ・ソフトウェア、及びサーバ・ノー



(57) JP 6393742 B2 2018.9.19

10

20

30

40

50

ド上のロード・バランサ・モジュール７３２）にインストールされ実行される。これらの
ロード・バランサ・ソフトウェア・コンポーネントが単一のプロセスで実行できるように
するために、各ロード・バランサ・ソフトウェア・コンポーネント（図３０にロード・バ
ランサ（ＬＢ）ノード８１０及びロード・バランサ（ＬＢ）モジュール８３２として示す
）は、ロード・バランサ・ソフトウェアの内外のパケットも、物理的なネットワーク上に
送受信されるのではなくメッセージ・バス・メカニズムによって傍受され経路指定され得
るようにコンポーネントのネットワーク接続性を抽象化するコードを含むことができる。
【０１８７】
　少なくともいくつかの実施形態では、分散型ロード・バランサ・テスト・システム８０
０では、メッセージ・バス・メカニズムは、コンポーネント間の通信用のＴＣＰスタック
を実装していない。代わりに、メッセージ・バス・メカニズムは、ホスト・システムのオ
ペレーティング・システム（ＯＳ）とインターフェイス接続し、ホスト・システムのＴＣ
Ｐスタックを使用する。少なくともいくつかの実施形態では、メッセージ・バスの機能性
は、ＩＰテーブルを介して、ユーザ層の下のホスト・システムのＯＳのカーネル（例えば
、リナックス・カーネル）に、すなわち、カーネルの機能性に結合する。メッセージ・バ
スの機能性は、カーネルのレベルでＩＰテーブルに接続し、パケットを傍受し、経路指定
用のメッセージ・バス・プロセスにこれらのパケットを送る。
【０１８８】
　図３０の擬似のエッジ・ルータ８６２及び擬似のファブリック８６４により示されるよ
うに、物理的なネットワーク・コンポーネント（例えば、図２９のエッジ・ルータ７０４
及びファブリック７２０）の機能は、クライアント８６０、サーバ８３４及び構成サービ
ス８６６ができるように、ソフトウェアの中でシミュレーションすることができる。しか
し、少なくともいくつかの実施形態では、擬似ではない実際のサーバ８３４を、分散型ロ
ード・バランサ・テスト・システム８００で使用することができることに留意されたい。
図３０のメッセージ・バス層８５０は物理的なネットワーク・インフラに置き換わる。し
たがって、ロード・バランサ・ソフトウェア・コンポーネント（ロード・バランサ・ノー
ド８１０及びロード・バランサ・モジュール８３２）は、図２９に示すような生産ネット
ワーク環境で実行していないことに気付かずにロード・バランサ・テスト・システム８０
０内で動作することができる。
【０１８９】
　いくつかのコンポーネント（例えば、擬似のルータ）は、ネットワーク・セグメントを
シミュレーションする相異なるメッセージ・バス層８５０にパケットを渡しかつそれらの
メッセージ・バス層８５０からパケットを受け取るために、２つ以上のメッセージ・バス
層８５０に接続することができる。
【０１９０】
　分散型ロード・バランス・テスト・システム８００のメッセージ・バス層８５０に実装
されたメッセージ・バス・メカニズムは、ネットワーク・セグメントの「ワイヤ」をシミ
ュレーションする。少なくともいくつかの実施形態では、メッセージ・バス・メカニズム
は、コンポーネントのＭＡＣアドレスに基づいて分散型ロード・バランス・テスト・シス
テム８００の宛先コンポーネントにパケットを送達する。したがって、各ロード・バラン
サ・ソフトウェア・コンポーネント（ロード・バランサ・ノード８１０およびロード・バ
ランサ・モジュール８３２）は、ロード・バランサ・ソフトウェア・コンポーネントが分
散型ロード・バランス・テスト・システム８００の他のコンポーネントから送られたパケ
ットを受信できるように接続されているメッセージ・バス層８５０にＭＡＣアドレスを提
供する。
　メッセージ・バス・パケット・アダプタ
【０１９１】
　図３１、３２は、少なくともいくつかの実施形態による、メッセージ・バス・パケット
・アダプタを示す。少なくともいくつかの実施形態では、ロード・バランサ（ＬＢ）ソフ
トウェアの各コンポーネントは、パケット・ソース・インターフェイス及びパケット・シ
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ンク・インターフェイスの実装を通して送達され送られる個々のネットワーク・パケット
を有している。図３１を参照すると、分散型ロード・バランス・テスト・システム８００
で動作するとき、これらのインターフェイス（パケット・ソース・インターフェイス８６
２及びパケット・シンク・インターフェイス８６４として示されている）は、メッセージ
・バス層８５０とロード・バランサ・ソフトウェア・コンポーネント８７０の間のパケッ
ト・アダプタ８６０によって実装されることができる。このパケット・アダプタ８６０は
、これがカーネル・ネットワーク・スタックによって行われると予測するロード・バラン
サ・ソフトウェア・コンポーネント８７０に対する２層イーサネット・ヘッダを加えるか
または削除する。図２９に示すような生産環境では、ロード・バランサ・ソフトウェア・
コンポーネントに対してパケット・ソース及びパケット・シンクを実装することにより、
これらのコンポーネントが実装されている物理的なデバイスの実際のネットワーク・イン
ターフェイス上のパケットが送受信される。
【０１９２】
　図３１を参照すると、少なくともいくつかの実施形態では、ロード・バランサ・ソフト
ウェア・コンポーネント８７０がパケットを送信するときに、パケット・シンク・インタ
ーフェイス８６４の送信パケット法を呼び出す実行スレッドは、パケット・アダプタ８６
０内及びメッセージ・バス層８５０内の一連の機能を横切っていき宛先コンポーネントの
入力キューにパケットを加えることにより最終的に宛先コンポーネントのパケットを送達
する。少なくともいくつかの実施形態では、ロード・バランサ・ソフトウェア・コンポー
ネント８７０がパケットを受信するときに、ロード・バランサ・ソフトウェア・コンポー
ネント８７０はパケット・ソース・インターフェイス８６２の受信パケット法を呼び出し
、その入力キューからパケットを読む。少なくともいくつかの実施形態では、メッセージ
・バス・メカニズムは、パケットを送達するのに自身のどんな追加のスレッドも必要とし
ない。
　メッセージ・バス・パケット・パイプライン
【０１９３】
　図３２を参照すると、少なくともいくつかの実施形態では、パケット・ソース・インタ
ーフェイス８６２及びパケット・シンク・インターフェイス８６４のメッセージ・バス８
５０側に、パケット・パイプラインのフィーチャーが提供される。ロード・バランサ・ソ
フトウェア・コンポーネント８７０がパケット・シンク・インターフェイス８６４を介し
てパケットを送信するとき、パケット・データはメッセージ・バス層８５０に到達する前
に一連の段階（パケット・パイプライン８８０）を横切っていくことができる。これらの
段階では、パケットを修正し、パケットを落とし、パケットを複製し、パケットを遅らせ
る等のことができる。一旦、パケットがパケット・パイプライン８８０を横切っていき、
メッセージ・バス層８５０が宛先コンポーネント８７０を選択すると、パケットはまた、
宛先コンポーネント８７０の入力キューに加えられる前に宛先コンポーネント８７０に関
連した２番目の一連のパイプライン段階（パケット・パイプライン８８２）を横切ってい
くこともできる。
　プロバイダ・ネットワーク環境の例
【０１９４】
　このセクションでは、分散型ロード・バランシングの方法及び装置の実施形態を実装す
ることができるプロバイダ・ネットワーク環境について説明する。しかし、これらのプロ
バイダ・ネットワーク環境の例は、それらに限定することは意図されていない。
【０１９５】
　図３３Ａは、少なくともいくつかの実施形態による、プロバイダ・ネットワーク環境の
例を示す。プロバイダ・ネットワーク１９００は、クライアントが、限定するものではな
いが、プロバイダ・ネットワーク内あるいは１つまたは複数のデータ・センタ内のデバイ
スに実装された計算リソース及びストレージ・リソースを含む仮想化されたリソースの実
例１９１２にアクセスし、それを購入し、それを借り、または別の方法でそれを取得する
ことができるようにする１つまたは複数の仮想化サービス１９１０を介して、クライアン
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トにリソース仮想化を提供することができる。プライベートＩＰアドレス１９１６は、リ
ソースの実例１９１２と関連付けることができ、プライベートＩＰアドレスは、プロバイ
ダ・ネットワーク１９００上のリソース実例１９１２の内部ネットワーク・アドレスであ
る。いくつかの実施形態では、プロバイダ１９００はまた、クライアントがプロバイダ１
９００から得ることができるパブリックＩＰアドレス１９１４及び／またはパブリックＩ
Ｐアドレス領域（例えばインターネット・プロトコル・バージョン４（ＩＰｖ４）または
インターネット・プロトコル・バージョン６（ＩＰｖ６）のアドレス）も提供することが
できる。
【０１９６】
　従来は、プロバイダ・ネットワーク１９００は、仮想化サービス１９１０を介して、サ
ービス・プロバイダのクライアント（例えばクライアント・ネットワーク１９５０Ａを運
営するクライアント）がクライアントに割り当てられた少なくともいくつかのパブリック
ＩＰアドレス１９１４をクライアントに割り当てられた特別なリソース実例１９１２を結
びつけることができるようにする。プロバイダ・ネットワーク１９００はまた、クライア
ントが、クライアントに割り当てられた１つの仮想化計算リソース実例１９１２に以前に
マッピングされたパブリックＩＰアドレス１９１４を、クライアントに割り当てられた別
の仮想化計算リソース実例１９１２に再マッピングすることができるようにする。サービ
ス・プロバイダに提供された仮想化計算リソース実例１９１２とパブリックＩＰアドレス
１９１４を用いて、クライアント・ネットワーク１９５０Ａのオペレータなどのサービス
・プロバイダのクライアントは、例えば、クライアントに特有なアップリケーションを実
装し、インターネットなどの中間ネットワーク１９４０上にクライアントのアプリケーシ
ョンを提示することができる。中間のネットワーク１９４０上の他のネットワーク実体１
９２０は、その後、クライアント・ネットワーク１９５０Ａによって公表された、宛先パ
ブリックＩＰアドレス１９１４へのトラフィックを生成することができる。このトラフィ
ックは、サービス・プロバイダ・データ・センタに経路指定され、このデータ・センタで
ネットワーク基板を介して宛先パブリックＩＰアドレス１９１４に現在マッピングされて
いる仮想化計算リソース実例１９１２のプライベートＩＰアドレス１９１６に経路指定さ
れる。同様に、仮想化計算リソース実例１９１２からの応答トラフィックはネットワーク
基板を介して中間ネットワーク１９４０に戻ってソース実体１９２０まで経路指定され得
る。
【０１９７】
　本明細書で使用されるようなプライベートＩＰアドレスは、プロバイダ・ネットワーク
でのリソース・インスタンスの内部ネットワーク・アドレスを参照する。プライベートＩ
Ｐアドレスは、プロバイダ・ネットワーク内でのみ経路指定することができる。プロバイ
ダ・ネットワークの外部に起因するネットワーク・トラフィックはプライベートＩＰアド
レスに直接経路指定されず、代わりに、このトラフィックはリソース・インスタンスにマ
ッピングされたパブリックＩＰアドレスを用いる。プロバイダ・ネットワークは、ネット
ワーク・アドレス変換（ＮＡＴ）または類似の機能を提供してパブリックＩＰアドレスか
らプライベートＩＰアドレスへのマッピング及びその逆も行うネットワーク・デバイスま
たはアプライアンスを含むことができる。
【０１９８】
　本明細書で使用されるようなパブリックＩＰアドレスは、サービス・プロバイダまたは
クライアントのどちらかによってリソース・インスタンスに割り当てられる、インターネ
ット経路指定可能なネットワーク・アドレスである。パブリックＩＰアドレスに経路指定
されたトラフィックは、例えば、１：１ネットワーク・アドレス変換（ＮＡＴ）を介して
変換され、リソース・インスタンスのそれぞれのプライベートＩＰアドレスに転送される
。
【０１９９】
　いくつかのパブリックＩＰアドレスを、プロバイダ・ネットワーク・インフラによって
特別のリソース・インスタンスに割り当てることができ、これらのパブリックＩＰアドレ
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スは、標準パブリックＩＰアドレスまたは単に標準ＩＰアドレスと呼ぶことができる。少
なくともいくつかの実施形態では、標準ＩＰアドレスのリソース・インスタンスのプライ
ベートＩＰアドレスへのマッピングは、リソース・インスタンス・タイプすべての初期立
上げ構成である。
【０２００】
　少なくともいくつかのパブリックＩＰアドレスはプロバイダ・ネットワーク１９００の
クライアントに割り当てられるか、またはこのクライアントが獲得することができる。そ
の後、クライアントはこれらの割り当てられたパブリックＩＰアドレスをクライアントに
割り当てられた特別なリソース・インスタンスにあてがうことができる。これらのパブリ
ックＩＰアドレスをクライアント・パブリックＩＰアドレス、または単にクライアントＩ
Ｐアドレスと呼ぶことができる。クライアントＩＰアドレスは、標準ＩＰアドレスの場合
のようにプロバイダ・ネットワーク１９００によりリソース・インスタンスにあてがわれ
る代わりに、クライアントにより、例えば、サービス・プロバイダにより提供されたＡＰ
Ｉを介してあてがわれることができる。標準ＩＰアドレスとは異なり、クライアントＩＰ
アドレスは、それぞれのクライアントによりクライアント・アカウントに割り当てられ、
必要に応じて、または望むなら、他のリソース・インスタンスに再マッピングされること
ができる。クライアントＩＰアドレスは特別のリソース・インスタンスにではなくクライ
アントのアカウントに関連付けられている。そして、クライアントがこのＩＰアドレスを
手放すことを選択するまで、クライアントはこのＩＰアドレスをコントロールする。従来
の静的なＩＰアドレスと異なり、クライアントＩＰアドレスは、クライアントがクライア
ントのアカウントに関連付けられた任意のリソース・インスタンスにクライアントのパブ
リックＩＰアドレスを再マッピングすることにより、リソース・インスタンスまたは利用
可能ゾーンの故障を覆うことができるようにする。クライアントＩＰアドレスは、例えば
、クライアントが、代替リソース・インスタンスにクライアントＩＰアドレスを再マッピ
ングすることでクライアントのリソース・インスタンスまたはソフトウェアの問題を、巧
みに処理できるようにする。
【０２０１】
　図３３Ｂは、少なくともいくつかの実施形態による、図３３Ａで示したプロバイダ・ネ
ットワーク環境の例における分散型ロード・バランサの実装を示す。プロバイダ・ネット
ワーク１９００は、クライアント１９６０に、サービス１９１０、例えば、仮想化ストレ
ージ・サービスを提供することができる。クライアント１９６０は、例えば、サービス１
９１０への１つまたは複数のＡＰＩを介して、サービス１９１０にアクセスしてプロバイ
ダ・ネットワーク１９００の生産ネットワーク部の複数のサーバ・ノード１９９０上に実
装されたリソース（例えば、ストレージ・リソースまたは計算リソース）の利用を得るこ
とができる。サーバ・ノード１９９０はそれぞれ、サーバ(図示せず)（例えば、ウェブ・
サーバまたはアプリケーション・サーバ）、並びに、ローカル・ロード・バランサ（ＬＢ
）モジュール１９９２を実装することができる。１つまたは複数の分散型ロード・バラン
サ１９８０は、境界ネットワークと生産ネットワークの間のロード・バランサ層に実装す
ることができる。境界ルータ１９７０は、インターネットなどの中間ネットワーク１９４
０を介して、クライアント１９６０からのパケット・フローのパケット（例えば、ＴＣＰ
パケット）を受信し、境界ネットワークを介して分散型ロード・バランサ１９８０のエッ
ジ・ルータにこれらのパケットを転送することができる。パケットは、分散型ロード・バ
ランサ１９８０のエッジ・ルータによって公表されたパブリックＩＰアドレスを標的にす
ることができる。各分散型ロード・バランサ１９８０のエッジ・ルータは、分散型ロード
・バランサ１９８０それぞれのロード・バランサ・ノード間にパケット・フローを分散さ
せることができる。少なくともいくつかの実施形態では、入口ノードとして働くロード・
バランサ・ノードはそれぞれ、同じパブリックＩＰアドレスをエッジ・ルータに広告し、
エッジ・ルータは、クライアント１９６０からのパケット・フローを、フロー単位ハッシ
ュ化多重パス経路指定技法（例えば、等コスト多重パス（ＥＣＭＰ）ハッシング技法）に
より、入口サーバ間に分散させる。ロード・バランサ・ノードは、本明細書で説明した接
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続プロトコルを用いてパケット・フローの標的サーバ・ノード１９９０を決定し、サーバ
とクライアント１９６０の間の接続を促すことができる。一旦接続が確立されれば、入口
ノードは、フロー・トラッカ・ノードが接続の状態を維持する間に、生産ネットワーク上
の標的サーバ・ノード１９９０へのフロー用に受信したパケットをカプセル化し送信する
。サーバ・ノード１９９０上のロード・バランサ・モジュール１９９２は、サーバ・ノー
ド１９６０上のそれぞれのサーバが接続を受理するかどうかについての決定を行うことが
できる。ロード・バランサ・モジュールは入口ノードからパケットを受信してデカプセル
化し、サーバ・ノード１９９０上のそれぞれのサーバにデカプセル化したパケット（例え
ば、ＴＣＰパケット）を送信する。ロード・バランサ・モジュール１９９２はまた、パケ
ット・フローの出口ノードとしてロード・バランサ・ノードを選択し、生産ネットワーク
を介して、選択した出口ノードにフローの発信パケットを送信することもできる。出口ノ
ードは、次に、パケットをデカプセル化し、それぞれのクライアント１９６０に送達する
ためにデカプセル化パケットを境界ネットワークに送信する。
【０２０２】
　図３４Ａは、少なくともいくつかの実施形態による分散型ロード・バランサ及びサーバ
・ノードの物理的なラック実装の例を示すが、これに限定する意図はない。少なくともい
くつかの実施形態では、分散型ロード・バランサの様々なコンポーネントを市販のラック
・マウント方式のコンピューティング・デバイス上にまたはかかるコンピューティング・
デバイスとして実装することができる。ラック１９０は、それぞれロード・バランサ・ノ
ード（ＬＢノード１１０Ａ～１１０Ｆ）として働く複数のコンピューティング・デバイス
及びそれぞれサーバ・ノード（サーバ・ノード１３０Ａ～１３０Ｌ）として働く複数のコ
ンピューティング・デバイスを含むことができる。ラック１９０はまた、少なくとも１つ
のエッジ・ルータ１０４、ファブリック１２０を形成する１つまたは複数のラックマウン
ト方式のネットワーキング・デバイス（ルータ、スイッチなど）、及び１つまたは複数の
他のコンポーネント１８０（他のネットワーキング・デバイス、パッチパネル、電源、冷
却システム、バスなど）も含むことができる。図３３Ａ、３３Ｂのプロバイダ・ネットワ
ーク１９００を実装する１つまたは複数のデータ・センタなどのネットワーク１００の設
備は１つまたは複数のラック１９０を含むことができる。
【０２０３】
　図３４Ｂは、少なくともいくつかの実施形態による分散型ロード・バランサ及びサーバ
・ノードの物理的なラック実装の別の例を示すが、これに限定する意図はない。図３４Ｂ
は、スロット・マウント方式のコンピューティング・デバイス、例えば、ラック１９０内
のブレード・サーバとして実装されたＬＢノード１１０及びサーバ・ノード１３０を示す
。
【０２０４】
　図３５は、少なくともいくつかの実施形態による、サーバ・ノードが別個に実装されて
１つ、２つまたはそれ以上の分散型ロード・バランサがネットワークに実装できるネット
ワーキング環境の例を示す。この例では、２つの分散型ロード・バランサ１９８０Ａ、１
９８０Ｂが示されている。分散型ロード・バランサ１９８０はそれぞれ、境界ネットワー
クを介してクライアント１９６０からパケット・フローを受信し、本明細書で説明したロ
ード・バランシング法を行って複数のサーバ・ノード１９９０全体にわたってパケット・
フローを分散させることができる。いくつかの実装形態では、各分散型ロード・バランサ
１９８０は図３４Ａ、３４Ｂに示したラック１９０に類似しているが、ロード・バランサ
・ラックに取り付けられたサーバ・ノードがないラック実装形態であり得る。サーバ・ノ
ード１９９０は、データ・センタ内の１つまたは複数の別個のラックに取り付けられたブ
レード・サーバなどのラックマウント方式のコンピューティング・デバイスでよい。いく
つかの実装形態では、サーバ・ノード１９９０は、プロバイダ・ネットワークによって提
供される２つ以上の異なるサービスを実装することができ、各サービスは異なる１つまた
は複数のロード・バランサ１９８０よって率いられる。
例示的システム
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【０２０５】
　少なくともいくつかの実施形態では、本明細書で説明したような分散型ロード・バラン
シングの方法及び装置の一部またはすべてを実装するサーバは、図３６に示したようなコ
ンピュータ・システム２０００などの１つまたは複数のコンピュータ・アクセス可能なメ
ディアを含むか、または、かかるメディアにアクセスするように構成された汎用コンピュ
ータ・システムを含むことができる。例示した実施形態では、コンピュータ・システム２
０００は、入出力（Ｉ／Ｏ）インターフェイス２０３０を介してシステム・メモリ２０２
０に結合した１つまたは複数のプロセッサ２０１０を含む。コンピュータ・システム２０
００は、Ｉ／Ｏインターフェイス２０３０に結合したネットワーク・インターフェイス２
０４０をさらに含む。
【０２０６】
　様々な実施形態では、コンピュータ・システム２０００は、１つのプロセッサ２０１０
を含むユニプロセッサ・システム、または数個（例えば２、４、８個またはその他の適切
な個数）のプロセッサ２０１０を含む多重プロセッサ・システムであってよい。プロセッ
サ２０１０は命令を実行することができる任意の適切なプロセッサであってよい。例えば
、様々な実施形態では、プロセッサ２０１０は、ｘ８６、パワーＰＣ、ＳＰＡＲＣ、また
はＭＩＰＳ・ＩＳＡなどの様々な任意の命令セット・アーキテクチャ（ＩＳＡ）、あるい
は他の任意の適切なＩＳＡを実装している汎用プロセッサまたは埋め込みプロセッサであ
ってよい。重プロセッサ・システムでは、各プロセッサ２０１０は、必ずではないが、通
常、同じＩＳＡを実装することができる。
【０２０７】
　システム・メモリ２０２０は、プロセッサ２０１０によりアクセス可能な命令及びデー
タを格納するように構成することができる。様々な実施形態では、システム・メモリ２０
２０は、スタティック・ランダム・アクセス・メモリ（ＳＲＡＭ）、シンクロナス・ダイ
ナミックＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、不揮発性／フラッシュ型メモリ、または、他の任意のタ
イプのメモリなどの任意の適切なメモリ技術を用いて実装され得る。例示した実施形態で
は、分散型ロード・バランシングの方法と装置につき上記で説明した方法、技術、及びデ
ータの機能などの１つまたは複数の所望の機能を実装するプログラム命令及びデータが、
システム・メモリ２０２０内にコード２０２４及びデータ２０２６として格納されて示さ
れている。
【０２０８】
　１つの実施形態では、Ｉ／Ｏインターフェイス２０３０は、プロセッサ２０１０、シス
テム・メモリ２０２０、及び、ネットワーク・インターフェイス２０４０または他の周辺
インターフェイスを含むデバイス内の任意の周辺デバイスの間のＩ／Ｏトラフィックを調
整するように構成することができる。いくつかの実施形態では、Ｉ／Ｏインターフェイス
２０３０は、いかなる必要なプロトコル、タイミングまたは他のデータの変換も実行して
、１つのコンポーネント（例えば、システム・メモリ２０２０）からのデータ信号を別の
コンポーネント（例えば、プロセッサ２０１０）が用いるのに適したフォーマットに変換
することができる。いくつかの実施形態では、例えば、Ｉ／Ｏインターフェイス２０３０
は、例えば、周辺装置相互接続（ＰＣＩ）バス標準または汎用シリアル・バス（ＵＳＢ）
標準の変形などの様々なタイプの周辺バスを通して取り付けられたデバイス用のサポート
を含むことができる。いくつかの実施形態では、Ｉ／Ｏインターフェイス２０３０の機能
を、例えば、北ブリッジ及び南ブリッジなどの１つまたは複数の別個のコンポーネントに
分割することができる。また、いくつかの実施形態では、システム・メモリ２０２０に対
するインターフェイスなどのＩ／Ｏインターフェイス２０３０の機能のいくつかまたはす
べてを直接プロセッサ２０１０に組み込むこともできる。
【０２０９】
　ネットワーク・インターフェイス２０４０は、例えば、図１～３５で説明したような他
のコンピュータシステムまたはデバイスのような、ネットワーク２０５０に取り付けられ
たコンピュータ・システム２０００及び他のデバイス２０６０の間でデータが交換される



(63) JP 6393742 B2 2018.9.19

10

20

30

40

50

ことを可能とするよう構成されてよい。様々な実施形態において、ネットワーク・インタ
ーフェイス２０４０は、例えば、イーサネット・ネットワークのタイプのような、任意の
適切な有線若しくは無線の一般データ・ネットワークを介した通信をサポートすることが
できる。加えて、ネットワーク・インターフェイス２０４０は、アナログ・ボイス・ネッ
トワーク若しくはディジタル・ファイバー・コミュニケーション・ネットワークのような
テレコミュニケーション／テレフォニー・ネットワーク、ファイバー・チャンネル・ＳＡ
Ｎのようなストレージ・エリア・ネットワーク、または、任意の他の適切なタイプのネッ
トワーク及び／またはプロトコル、を介した通信をサポートすることができる。
【０２１０】
　いくつかの実施形態では、システム・メモリ２０２０は、分散型ロード・バランシング
・システムの実施形態の実装に対して上記で図１～３５につき説明したようなプログラム
命令及びデータを格納するように構成されたコンピュータ・アクセス可能な媒体の一実施
形態でよい。しかし、他の実施形態では、プログラム命令及び／またはデータを、異なる
タイプのコンピュータ・アクセス可能な媒体で受信し、かかる媒体に送信し、またはかか
る媒体に格納することができる。一般的にいえば、コンピュータ・アクセス可能な媒体は
、磁気媒体または光学媒体（例えば、Ｉ／Ｏインターフェイス２０３０を介してコンピュ
ータ・システム２０００に結合したディスク、またはＤＶＤ／ＣＤ）などの非一時的なス
トレージ媒体またはメモリ媒体を含むことができる。非一時的なコンピュータ・アクセス
可能なストレージ媒体はまた、コンピュータ・システム２０００のいくつかの実施形態で
システム・メモリ２０２０または別のタイプのメモリとして含むことができるＲＡＭ（例
えば、ＳＤＲＡＭ、ＤＤＲ ＳＤＲＡＭ、ＲＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ等）、ＲＯＭなどの任意
の揮発性または不揮発性の媒体を含むこともできる。さらに、コンピュータ・アクセス可
能な媒体は、伝送媒体または、ネットワーク・インターフェイス２０４０を介して実装で
きるようなネットワーク及び／または無線リンクなどの通信媒体を介して伝えられる電気
信号、電磁気信号またはディジタル信号などの伝送信号を含むことができる。
【０２１１】
　本開示の実施形態は、以下の条項を考慮して説明することができる：
　[項１]
　１つまたは複数のクライアントからのパケット・フロー内のパケットを自身の単一のパ
ブリックＩＰアドレスにより受信するように構成されたルータと、
　複数のサーバ・ノードと、
　前記分散型ロード・バランサ・システムの入口サーバとしてそれぞれ構成された複数の
ロード・バランサ・ノードと、
を含み、
　前記入口サーバはすべて前記同じ単一のパブリックＩＰアドレスを前記ルータに広告し
、
　前記ルータは、さらに、前記パケット・フロー内の前記パケットのソース及び宛先アド
レス情報に適用されたハッシュ化多重パス経路指定技法により前記複数の入口サーバ間に
前記パケット・フローを分散させるように構成され、
　各入口サーバは、さらに、前記ルータからの１つまたは複数のパケット・フロー内のパ
ケットを受信し、前記パケット・フローのそれぞれにマッピングされた１つまたは複数の
前記サーバ・ノードに前記パケットを分散させる、分散型ロード・バランサ・システム。
　[項２]
　前記ハッシュ化多重パス経路指定技法が、等コスト多重パス（ＥＣＭＰ）経路指定技法
である、項１に記載された分散型ロード・バランサ・システム。
　[項３]
　各ロード・バランサ・ノードが１つまたは複数の他のロード・バランサ・ノードにより
前記ルータに広告される、項１に記載された分散型ロード・バランサ・システム。
　[項４]
　前記１つまたは複数の他のロード・バランサ・ノードのそれぞれが前記ルータと境界ゲ
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ートウェイ・プロトコル（ＢＧＰ）セッションを確立して前記ロード・バランサ・ノード
を前記ルータに広告する、項３に記載された分散型ロード・バランサ・システム。
　[項５]
　前記ロード・バランサ・ノードを前記ルータに広告する前記１つまたは複数の他のロー
ド・バランサ・ノードのそれぞれがさらに、
　前記ルータに広告されている前記ロード・バランサ・ノードが故障したことを検出し、
　前記検出に応答して、前記ロード・バランサ・ノードを前記ルータに広告するＢＧＰセ
ッションを終了する、
　ように構成されている、項４に記載された分散型ロード・バランサ・システム。
　[項６]
　前記ルータが、さらに、前記１つまたは複数の他のロード・バランサ・ノードがＢＧＰ
セッションを終了するのに応答して、前記ハッシュ化多重パス経路指定技法により前記複
数の入口サーバの間に前記パケット・フローを再分散させるように構成された、項５に記
載された分散型ロード・バランサ・システム。
　[項７]
　パケットの前記ソース及び宛先アドレス情報が、クライアントＩＰアドレス、クライア
ント・ポート、サーバ・パブリックＩＰアドレス、及びサーバ・ポートを含む、項１に記
載された分散型ロード・バランサ・システム。
　[項８]
　ルータで、パブリックＩＰアドレスにより１つまたは複数のクライアントからのパケッ
ト・フロー内のパケットを受信することと、
　前記ルータで、前記パケット・フロー内の前記パケットのソース及び宛先アドレス情報
に適用されたハッシュ化多重パス経路指定技法により複数のロード・バランサ・ノード間
に前記パケット・フローを分散させ、ここで、複数のロード・バランサ・ノードが１つま
たは複数のＩＰアドレスを共有し、することと、
　前記１つまたは複数のロード・バランサ・ノードのそれぞれで、前記ルータから受信し
た１つまたは複数のパケット・フロー内の前記パケットを、前記それぞれのパケット・フ
ローにマッピングされた複数のサーバ・ノードのうちの複数のサーバ・ノードのうちの１
つまたは複数のサーバ・ノードに分散させることと、
　を含む、 
　方法。
　[項９]
　前記ハッシュ化多重パス経路指定技法が、等コスト多重パス（ＥＣＭＰ）経路指定技法
である、項８に記載された方法。
　[項１０]
　各ロード・バランサが他の少なくとも１つのロード・バランサ・ノードを前記ルータに
広告することをさらに含み、各ロード・バランサ・ノードは、１つまたは複数の前記他の
ロード・バランサ・ノードによって前記ルータに広告される、項８に記載された方法。
　[項１１]
　ロード・バランサ・ノードを広告する前記１つまたは複数の他のロード・バランサ・ノ
ードが、前記ロード・バランサ・ノードの特定の順序付けに従う前記ロード・バランサ・
ノードの左右の隣接ロード・バランサ・ノードを含む、項１０に記載された方法。
　[項１２]
　　前記広告が、前記ロード・バランサ・ノードが広告する他のそれぞれのロード・バラ
ンサ・ノードの前記ルータと境界ゲートウェイ・プロトコル（ＢＧＰ）セッションを確立
する各ロード・バランサ・ノードから成る、請求項１０に記載された方法。　
　[項１３]
　ロード・バランサ・ノードによって前記ルータに広告されている別のロード・バランサ
・ノードが故障したことを前記ロード・バランサ・ノードで検出することと、
　前記検出することに応答して、前記他のロード・バランサ・ノードを広告する前記ルー



(65) JP 6393742 B2 2018.9.19

10

20

30

40

50

タとの前記ＢＧＰセッションを終了することと、
　をさらに含む、項１２に記載された方法。
　[項１４]
　前記ルータで、ロード・バランサ・ノードを広告する１つまたは複数のＢＧＰセッショ
ンが終了したと判断することに応答して、前記ハッシュ化多重パス経路指定技法により前
記パケット・フローを前記複数のロード・バランサ・ノードの間に再分散させること、を
さらに含む、項１３に記載された方法。
　[項１５]
　パケットの前記ソース及び宛先アドレス情報が、クライアントＩＰアドレス、クライア
ント・ポート、サーバＩＰアドレス、及びサーバ・ポートを含む、項８に記載された方法
。
　[項１６]
　複数のロード・バランサ・ノードで、前記ロード・バランサ・ノードに共有されている
１つまたは複数のパブリックＩＰアドレスをルータに広告することと、
　前記ルータで、単一のパブリックＩＰアドレスにより１つまたは複数のクライアントか
らのパケット・フロー内のパケットを受信することと、
　前記ルータで、前記パケット・フロー内の前記パケットのソース及び宛先アドレス情報
に適用されたハッシュ化多重パス経路指定技法により複数のロード・バランサ・ノード間
に前記パケット・フローを分散させることと、
　１つまたは複数のロード・バランサ・ノードのそれぞれで、前記ルータから受信した１
つまたは複数のパケット・フロー内の前記パケットを、複数のサーバ・ノードのうちの１
つまたは複数のサーバ・ノードに分散させることと、
　を実装するためのコンピュータ実行可能なプログラム命令を格納する、非一時的コンピ
ュータ・アクセス可能なストレージ媒体。
　[項１７]
　前記広告において、各ロード・バランサー・ノードが、他のロード・バランサー・ノー
ドの１つまたは複数により前記ルータに広告される、項１６に記載された非一時的コンピ
ュータ・アクセス可能なストレージ媒体。
　[項１８]
　他のロード・バランサー・ノードの１つまたは複数のそれぞれが、前記ルータと境界ゲ
ートウェイ・プロトコル（ＢＧＰ）セッションを確立して、前記ロード・バランサ・ノー
ドを前記ルータに広告する、請求項１７に記載された非一時的コンピュータ・アクセス可
能なストレージ媒体。
　[項１９]
　前記プログラム命令が、
　ロード・バランサ・ノードによって前記ルータに広告されている別のロード・バランサ
・ノードが故障したことを前記ロード・バランサ・ノードで検出することと、
　前記検出することに応答して、前記他のロード・バランサ・ノードを広告する前記ルー
タとの前記ＢＧＰセッションを終了することと、
　をさらに実装するためのコンピュータ実行可能なものである、項１７に記載された非一
時的コンピュータ・アクセス可能なストレージ媒体。
　[項２０]
　前記プログラム命令が、前記ルータで、前記複数のロード・バランサ・ノードのうちの
１つが前記他のロード・バランサ・ノードによって広告されていないと判断することに応
答して、前記ハッシュ化多重パス経路指定技法により、前記パケット・フローを前記複数
のロード・バランサ・ノードの間に再分散させることをさらに実装するためのコンピュー
タ実行可能なものである、項１７に記載された非一時的コンピュータ・アクセス可能なス
トレージ媒体。
　結論
【０２１２】
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　様々な実施形態は、先の説明に従って実装された命令及び／またはデータを、コンピュ
ータ・アクセス可能な媒体上で、受信し、送信し、格納することをさらに含むことができ
る。一般的に言って、コンピュータ・アクセス可能な媒体は、例えば、ディスクまたはＤ
ＶＤ／ＣＤ－ＲＯＭ、ＲＡＭ（例えば、ＳＤＲＡＭ、ＤＤＲ、ＲＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ等）
などの揮発性または非揮発性媒体、ＲＯＭ等、並びに、ネットワーク及び／または無線リ
ンクなどの通信媒体を介して伝えられる電気信号、電磁気信号またはディジタル信号など
の伝送媒体または信号を含むことができる。
【０２１３】
　図で示され、本明細書で説明されたような様々な方法は、方法の例示的な実施形態を表
わしている。これらの方法は、ソフトウェア、ハードウェアまたそれらの組合せで実装す
ることができる。方法の順序は変えることができ、様々な要素を追加し、記録し、組み合
わせ、省略し、修正する等のことが可能である。
【０２１４】
　本開示の利益を有する当業者なら明白であるはずであるが、本開示の様々な修正および
変更を加えることができる。かかる修正及び変更のすべてが包含されることが意図されて
おり、したがって、上記の説明は限定する意味ではなく例示的なものであるとみなすべき
である。

【図１】 【図２】
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