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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下位層のプロトコルを用いて隣接する機器と接続し、上位層のプロトコルを用いて通信
を中継し、上位層の通信が休止していると判断した場合には、上位層のプロトコルが用い
るリソースを維持したまま、下位層のプロトコルが用いるリソースを解放することにより
リソースの有効利用を図る通信中継装置であって、
　上位層の通信が休止している通信リンク群を決定する休止候補リンク群決定手段と、
　前記休止候補リンク群決定手段が決定した通信リンク群から、上位層の通信が休止して
いるときに上位層のためのリソースを維持したまま下位層のリソースを解放する休止機能
を有していない隣接する機器への通信リンクを除外し、除外されなかった通信リンクから
なる通信リンク群を示す情報を、休止状態とする通信リンク群を示す情報として出力する
休止非対応リンク除外手段と、
　前記休止非対応リンク除外手段が出力した情報が示す通信リンク群について、各通信リ
ンク毎に、下位層のリソースを解放させる制御を行う休止手段とを備えた
　ことを特徴とする通信中継装置。
【請求項２】
　休止候補リンク群決定手段は、上位層の通信が休止しているとの判断基準として、所定
の閾値以上の時間、上位層の通信が流れなかったことを用いる
　請求項１記載の通信中継装置。
【請求項３】
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　中継する上位層の通信プロトコルとして、コネクションレス型のプロトコルを用い、
　休止候補リンク群決定手段は、下位層のプロトコルによって実現される通信リンク毎に
、上位層の通信が休止しているか否か判断し、上位層の通信が休止している通信リンク群
を決定する
　請求項１記載の通信中継装置。
【請求項４】
　中継する上位層の通信プロトコルとして、コネクション型のプロトコルを用い、
　休止候補リンク群決定手段は、上位層のプロトコルによって実現される通信コネクショ
ン毎に上位層の通信が休止しているか否か判断して上位層の通信が休止状態である通信コ
ネクション群を決定し、決定した通信コネクション群にもとづいて、上位層の通信が全て
休止している通信リンク群を決定する
　請求項１記載の通信中継装置。
【請求項５】
　休止非対応リンク除外手段は、あらかじめ自機に設定された情報にもとづいて、隣接す
る機器が下位層のリソースを解放する機能を有しているか否か判断する
　請求項１記載の通信中継装置。
【請求項６】
　休止非対応リンク除外手段は、隣接する機器との下位層プロトコルによる通信に含まれ
る情報にもとづいて、隣接する機器が下位層のリソースを解放する機能を有しているか否
か判断する
　請求項１記載の通信中継装置。
【請求項７】
　休止非対応リンク除外手段は、隣接する機器が下位層のリソースを解放する機能を有し
ているか否か判断する場合に、隣接する機器への通信による問い合わせに対する隣接する
機器からの応答にもとづいて、隣接する機器が下位層のリソースを解放する機能を有して
いるか否か判断する
　請求項１記載の通信中継装置。
【請求項８】
　休止非対応リンク除外手段は、隣接する機器が下位層のリソースを解放する機能を有し
ているか否か不明である場合には、隣接する機器が当該機能を有していないと判断する
　請求項１記載の通信中継装置。
【請求項９】
　休止状態である通信リンクに含まれ、かつ、その通信リンクを通じて送信されるべき上
位層の通信データは、本通信中継装置が受信して送信待ちになっている通信リンクからな
る通信リンク群を、復帰させる通信リンク群に決定する復帰リンク群出力手段と、
　前記復帰リンク群決定手段が決定した通信リンク群に含まれる各通信リンクについて、
下位層リソースを再確保して通信リンクを復帰させる復帰手段とを備えた
　請求項１から請求項８のうちのいずれかに記載の通信中継装置。
【請求項１０】
　下位層のプロトコルを用いて隣接する機器と接続し上位層のプロトコルを用いて通信を
中継する複数の通信中継装置が設けられた通信システムにおいて、
　少なくとも１つの通信中継装置は、
　上位層の通信が休止していると判断した場合には、上位層のプロトコルが用いるリソー
スを維持したまま、下位層のプロトコルが用いるリソースを解放することによりリソース
の有効利用を図る機能を有し、
　上位層の通信が休止している通信リンク群を決定する休止候補リンク群決定手段と、
　前記休止候補リンク群決定手段が決定した通信リンク群から、上位層の通信が休止して
いるときに上位層のためのリソースを維持したまま下位層のリソースを解放する休止機能
を有していない隣接する機器への通信リンクを除外し、除外されなかった通信リンクから
なる通信リンク群を示す情報を、休止状態とする通信リンク群を示す情報として出力する
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休止非対応リンク除外手段と、
　前記休止非対応リンク除外手段が出力した情報が示す通信リンク群について、各通信リ
ンク毎に、下位層のリソースを解放させる制御を行う休止手段とを備えた
　ことを特徴とする通信システム。
【請求項１１】
　下位層のプロトコルを用いて隣接する機器と接続し、上位層のプロトコルを用いて通信
を中継する通信中継装置に適用されるリソース解放方法であり、上位層の通信が休止して
いると判断した場合には、上位層のプロトコルが用いるリソースを維持したまま、下位層
のプロトコルが用いるリソースを解放することによりリソースの有効利用を図るリソース
解放方法であって、
　上位層の通信が休止している通信リンク群を決定し、
　決定した前記通信リンク群から、上位層の通信が休止しているときに上位層のためのリ
ソースを維持したまま下位層のリソースを解放する休止機能を有していない隣接する機器
への通信リンクを除外し、
　除外されなかった通信リンクからなる通信リンク群について、各通信リンク毎に、下位
層のリソースを解放させる制御を行う
　ことを特徴とするリソース解放方法。
【請求項１２】
　上位層の通信が休止している通信リンク群を決定する際に、上位層の通信が休止してい
るとの判断基準として、所定の閾値以上の時間、上位層の通信が流れなかったことを用い
る
　請求項１１記載のリソース解放方法。
【請求項１３】
　中継する上位層の通信プロトコルとして、コネクションレス型のプロトコルを用い、
　上位層の通信が休止している通信リンク群を決定する際に、下位層のプロトコルによっ
て実現される通信リンク毎に、上位層の通信が休止しているか否か判断し、上位層の通信
が休止している通信リンク群を決定する
　請求項１１記載のリソース解放方法。
【請求項１４】
　中継する上位層の通信プロトコルとして、コネクション型のプロトコルを用い、
　上位層の通信が休止している通信リンク群を決定する際に、上位層のプロトコルによっ
て実現される通信コネクション毎に上位層の通信が休止しているか否か判断して上位層の
通信が休止状態である通信コネクション群を決定し、決定した通信コネクション群にもと
づいて、上位層の通信が全て休止している通信リンク群を決定する
　請求項１１記載のリソース解放方法。
【請求項１５】
　休止機能を有していない隣接する機器への通信リンクを除外する際に、あらかじめ自機
に設定された情報にもとづいて、隣接する機器が下位層のリソースを解放する機能を有し
ているか否か判断する
　請求項１１記載のリソース解放方法。
【請求項１６】
　休止機能を有していない隣接する機器への通信リンクを除外する際に、隣接する機器と
の下位層プロトコルによる通信に含まれる情報にもとづいて、隣接する機器が下位層のリ
ソースを解放する機能を有しているか否か判断する
　請求項１１記載のリソース解放方法。
【請求項１７】
　隣接する機器が下位層のリソースを解放する機能を有しているか否か判断する場合に、
隣接する機器への通信による問い合わせに対する隣接する機器からの応答にもとづいて、
隣接する機器が下位層のリソースを解放する機能を有しているか否か判断する
　請求項１１記載のリソース解放方法。
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【請求項１８】
　休止機能を有していない隣接する機器への通信リンクを除外する際に、隣接する機器が
下位層のリソースを解放する機能を有しているか否か不明である場合には、隣接する機器
が当該機能を有していないと判断する
　請求項１１記載のリソース解放方法。
【請求項１９】
　休止状態である通信リンクに含まれ、かつ、その通信リンクを通じて送信されるべき上
位層の通信データは、本通信中継装置が受信して送信待ちになっている通信リンクからな
る通信リンク群を、復帰させる通信リンク群に決定し、
　決定した通信リンク群に含まれる各通信リンクについて、下位層リソースを再確保して
通信リンクを復帰させる
　請求項１１から請求項１８のうちのいずれかに記載のリソース解放方法。
【請求項２０】
　下位層のプロトコルを用いて隣接する機器と接続し、上位層のプロトコルを用いて通信
を中継する通信中継装置に搭載されるプログラムであり、上位層の通信が休止していると
判断した場合には、上位層のプロトコルが用いるリソースを維持したまま、下位層のプロ
トコルが用いるリソースを解放することによりリソースの有効利用を図るためのプログラ
ムであって、
　通信中継装置に、
　上位層の通信が休止している通信リンク群を決定する休止候補リンク群決定処理と、
　前記休止候補リンク群決定処理で決定した通信リンク群から、上位層の通信が休止して
いるときに上位層のためのリソースを維持したまま下位層のリソースを解放する休止機能
を有していない隣接する機器への通信リンクを除外し、除外されなかった通信リンクから
なる通信リンク群を示す情報を、休止状態とする通信リンク群を示す情報として出力する
休止非対応リンク除外処理と、
　前記休止非対応リンク除外処理で出力された情報が示す通信リンク群について、各通信
リンク毎に、下位層のリソースを解放させる休止処理と
　を実行させるためのプログラム。
【請求項２１】
　休止候補リンク群決定処理で、上位層の通信が休止しているとの判断基準として、所定
の閾値以上の時間、上位層の通信が流れなかったことを用いる
　請求項２０記載のプログラム。
【請求項２２】
　通信中継装置は、中継する上位層の通信プロトコルとして、コネクションレス型のプロ
トコルを用い、
　休止候補リンク群決定処理で、下位層のプロトコルによって実現される通信リンク毎に
、上位層の通信が休止しているか否か判断し、上位層の通信が休止している通信リンク群
を決定するための
　請求項２０記載のプログラム。
【請求項２３】
　通信中継装置は、中継する上位層の通信プロトコルとして、コネクション型のプロトコ
ルを用い、
　休止候補リンク群決定処理で、上位層のプロトコルによって実現される通信コネクショ
ン毎に上位層の通信が休止しているか否か判断して上位層の通信が休止状態である通信コ
ネクション群を決定し、決定した通信コネクション群にもとづいて、上位層の通信が全て
休止している通信リンク群を決定するための
　請求項２０記載のプログラム。
【請求項２４】
　休止非対応リンク除外処理で、あらかじめ自機に設定された情報にもとづいて、隣接す
る機器が下位層のリソースを解放する機能を有しているか否か判断するための
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　請求項２０記載のプログラム。
【請求項２５】
　休止非対応リンク除外処理で、隣接する機器との下位層プロトコルによる通信に含まれ
る情報にもとづいて、隣接する機器が下位層のリソースを解放する機能を有しているか否
か判断するための
　請求項２０記載のプログラム。
【請求項２６】
　休止非対応リンク除外処理で、隣接する機器が下位層のリソースを解放する機能を有し
ているか否か判断する場合に、隣接する機器への通信による問い合わせに対する隣接する
機器からの応答にもとづいて、隣接する機器が下位層のリソースを解放する機能を有して
いるか否か判断するための
　請求項２０記載のプログラム。
【請求項２７】
　休止非対応リンク除外処理で、隣接する機器が下位層のリソースを解放する機能を有し
ているか否か不明である場合には、隣接する機器が当該機能を有していないと判断するた
めの
　請求項２０記載のプログラム。
【請求項２８】
　休止状態である通信リンクに含まれ、かつ、その通信リンクを通じて送信されるべき上
位層の通信データは、本通信中継装置が受信して送信待ちになっている通信リンクからな
る通信リンク群を、復帰させる通信リンク群に決定する復帰リンク群出力処理と、
　前記復帰リンク群決定処理で決定された通信リンク群に含まれる各通信リンクについて
、下位層リソースを再確保して通信リンクを復帰させる復帰処理と
　を実行させるための請求項２０から請求項２７のうちのいずれか１項に記載のプログラ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信ネットワークにおいて用いられる通信中継装置、リソース解放方法およ
び通信中継装置のプログラムに関し、特に、通信の上位層が休止した際に、上位層のため
のリソースを維持したまま、下位層のためのリソースを解放することによって通信ネット
ワーク機器のリソースを有効利用する通信中継装置、リソース解放方法および通信中継装
置のプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信ネットワーク機器のリソース（メモリリソース、帯域割当てリソース、電力リソー
スなど）を有効に利用する方法として、通信プロトコルが、ＯＳＩ参照モデルが示すよう
な多層構造をなしていることに着目し、上位層の通信がアイドル状態（通信が行われず、
データが流れない状態）になった際に、上位層のためのリソースを維持したまま、下位層
のためのリソースを解放する休止状態に移行する。さらに、上位層の通信がアイドル状態
から脱した際には、下位層のためのリソースを再度割当てて、維持しておいた上位層のリ
ソースを利用して、上位層の通信を再開する方法がある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　なお、上位層とは、通信ネットワーク機器が中継する通信層であり、通信ネットワーク
機器にとって、ＯＳＩ参照モデルにおけるネットワーク層に相当する。ただし、ＯＳＩ参
照モデルにおけるネットワーク層は、ＩＰ通信のようなコネクションレス型の通信におけ
る層を意味するが、本明細書では、ネットワーク層は、コネクションレス型の通信おける
層に限らず、例えば回線交換方式の電話網のようなコネクション型の通信おける層も含む
とする。
【０００４】
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　また、下位層とは、通信ネットワーク機器が、自機と隣接する通信ネットワーク機器と
の通信に用いる通信層であり、通信ネットワーク機器にとって、ＯＳＩ参照モデルにおけ
るデータ通信リンク層に相当する。
【０００５】
　また、リソースの有効利用とは、例えば、メモリリソースの場合、休止状態における上
位層に対する下位層のために割当てられているメモリを開放して休止状態でない他の上位
層に対する下位層のために割当てるメモリの余地を増やすことを意味する。また、例えば
、帯域割当てリソースの場合、休止状態でない他の上位層に対する下位層の通信に帯域の
割当を移すことを意味する。また、例えば、電力リソースの場合、電力利用料金を削減す
ることを意味する。
【０００６】
　特許文献１に記載された技術による通信ネットワーク機器は、以下のように動作する。
通信ネットワーク機器は、上位層の通信がアイドル状態であるか否かを判定するために、
上位層の通信を監視する。上位層の通信がアイドル状態であるとの判定は、例えば、通信
ネットワーク機器が上位層の通信を中継しない時間が、所定の閾値を超えるか否かによっ
て行われる。
【０００７】
　通信ネットワーク機器は、上位層の通信がアイドル状態であると判定した場合には、上
位層のリソースを解放せずに維持したまま、アイドル状態の上位層に対する下位層のため
のリソースを解放する。すなわち、休止状態に移行する。上位層がコネクションレス型で
あった場合には、典型的には上位層のルーティングテーブルを維持したまま、下位層のリ
ソースを解放する。また、上位層がコネクション型であった場合には、典型的には上位層
のコネクション管理テーブルを維持したまま、下位層のリソースを解放する。
【０００８】
　コネクションレス型について例を挙げて説明する。通信ネットワーク機器が下位層とし
て無線ＬＡＮを用い、上位層としてＩＰ通信を用いる無線ルータ機器であった場合を例に
する。無線ルータ機器は、所定の閾値を越える時間にわたってＩＰパケットが流れなかっ
た無線ＬＡＮ通信リンクについて、無線ＬＡＮ通信リンクを休止して、無線ＬＡＮのリソ
ース（帯域割当て、帰属管理用メモリなど）を解放する。しかし、ＩＰのルーティングテ
ーブルを維持する。その後に到着したＩＰパケットについて、ＩＰのルーティングテーブ
ルを参照して、休止中の無線ＬＡＮ通信リンクへと送出することが決定された場合には、
休止中の無線ＬＡＮ通信リンクを再度アクティブにし、ＩＰパケットを中継するように動
作する。
【０００９】
　コネクション型について例を挙げて説明する。通信ネットワーク機器が下位層としてＴ
ＣＰ／ＩＰ通信を用い、上位層にＨＴＴＰ通信を用いるような、ＨＴＴＰプロキシ機器で
あった場合を例にする。ＨＴＴＰプロキシ機器は、所定の閾値を超える時間にわたってＨ
ＴＴＰ通信が流れなかった下位層のＴＣＰコネクションについて、ＴＣＰコネクションを
切断することにより、ＴＣＰコネクションのリソース（ポート番号、シーケンス番号記憶
メモリ、ウィンドウサイズ記憶メモリ）を解放する。しかし、ＨＴＴＰコネクション管理
のためのリソース（宛先ＵＲＬ）を維持する。ＨＴＴＰコネクション上を再度データが流
れた場合には、データの送出元の側から、ＨＴＴＰコネクション管理リソースにもとづい
て、ＴＣＰコネクションを再接続し、ＨＴＴＰコネクション上のデータを中継するように
動作する。
【００１０】
　なお、上位層の通信がアイドル状態になったときに上位層のためのリソースを維持した
まま下位層のためのリソースを解放する技術を用いない通信ネットワーク機器では、下位
層のリソース解放が、上位層のリソース解放を誘発する。下位層のリソースを解放すると
、下位層が断絶したとみなして上位層に信号が上がり、上位層のリソースを解放するよう
に動作するためである。そのため、上位層がコネクションレス型の通信であった場合には
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、上位層のルーティングテーブルから、下位層に対応するテーブルエントリが削除される
。また、上位層がコネクション型の通信であった場合には、上位層のコネクション管理テ
ーブルから、下位層に対応するコネクション管理テーブルエントリが削除される。
【００１１】
【特許文献１】特表２００２－５１９９６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　上位層の通信がアイドル状態になったときに上位層のためのリソースを維持したまま下
位層のためのリソースを解放する方法では、「上位層の休止（アイドル状態）に連動して
、上位層のリソースを維持したまま、下位層のリソースを解放する」技術（以下、休止技
術という。）に対応する機器と対応しない機器が混在する通信ネットワークにおいて、リ
ソースを有効利用することができない。休止技術に対応したネットワーク機器と休止技術
に対応していないネットワーク機器とが通信リンクで結ばれていた場合に、休止技術に対
応したネットワーク機器が、下位層のリソースを解放すると、休止技術に対応していない
ネットワーク機器は、下位層のリソース解放に伴って、上位層に下位層が切断した旨の信
号を上げ、上位層のリソースを解放してしまう。その結果、上位層のリソースを維持した
まま下位層のリソースを解放することによってネットワーク機器のリソースを有効利用す
るという所望の目的が達成できないからである。
【００１３】
　なお、通信ネットワーク機器間に下位層によって設定される通信経路を「通信リンク」
という。
【００１４】
　そこで、本発明は、休止技術に対応した機器と休止技術に対応しない機器とが混在する
通信ネットワークにおいて、通信ネットワーク機器としての通信中継装置のリソースを有
効利用できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明による通信中継装置は、上位層の通信が休止している通信リンクからなる通信リ
ンク群を決定する休止候補リンク群決定手段と、休止候補リンク群決定手段が決定した通
信リンク群から、上位層の通信が休止しているときに上位層のためのリソースを維持した
まま下位層のリソースを解放する休止機能を有していない隣接する機器への通信リンクを
除外し、除外されなかった通信リンクからなる通信リンク群を示す情報を、休止状態とす
る通信リンク群を示す情報として出力する休止非対応リンク除外手段と、休止非対応リン
ク除外手段が出力した情報が示す通信リンク群について、各通信リンク毎に、各通信リン
クに対応する下位層プロトコルスタックに、下位層のリソースを解放させる制御を行う休
止手段とを備えたことを特徴とする。
【００１６】
　本発明の好ましい態様では、通信中継装置は、以下のように構成される。すなわち、リ
ンク休止管理手段は、自機が通信リンクを介して隣接している、自機以外の各通信ネット
ワーク機器全てについて、休止技術に対応しているか否かにもとづいて、各通信リンクが
休止可能か否かを記憶する。リンク状態管理手段は、自機の全ての通信リンクについて、
各通信リンクの状態が「接続状態」、「切断状態」、「休止状態」のいずれの状態である
かを記憶する。中継管理手段は、自機が中継している上位層の各通信が、どの通信リンク
上を流れるかを記憶する。
【００１７】
　休止候補リンク群決定手段は、ある上位層の通信が休止した際に、中継管理手段が記憶
する情報とリンク状態管理手段が記憶する情報とにもとづいて、休止した上位層の通信が
通じていた通信リンクを検索し、検索結果として得られた通信リンク群を、通信リンクを
休止状態にして下位層のリソースを解放する候補である休止候補リンク群として出力する
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。休止非対応リンク除外手段は、リンク休止管理手段が記憶する情報にもとづいて、休止
技術に対応していない機器との通信リンクを検索し、検索結果として得られた通信リンク
群を休止候補リンク群から除外し、休止させる通信リンク群として出力する。
【００１８】
　休止手段は、休止させる通信リンク群に含まれる各通信リンクについて、上位層のリソ
ースを維持したまま、通信リンクを休止状態にして下位層のリソースを解放する。
【００１９】
　また、復帰リンク群出力手段は、休止していた上位層に再度通信データが流れた場合に
、中継管理手段が記憶する情報とリンク状態管理手段が記憶する情報とにもとづいて復帰
させる通信リンク群を示す情報を出力する。復帰手段は、復帰させる通信リンク群に含ま
れる各通信リンクについて、下位層のリソースを再確保して通信リンクを復帰する。すな
わち、復帰させる通信リンク群に含まれる通信リンクについて、下位層に再びリソースを
割り当て、通信リンクを再度有効にする。
【００２０】
　上記のように各手段が動作することによって、休止技術に対応した機器間の通信リンク
のみを選択的に休止状態にして通信リンクに対応する下位層のリソースを解放し、休止技
術に対応した機器と対応しない機器との間の通信リンクを休止しないで維持することによ
って、休止技術に対応した機器と対応しない機器とのいずれでも上位層のリソースを維持
したまま、休止技術に対応した機器についてのみ下位層のリソースを解放することができ
る。よって、休止技術に対応した機器と対応していない機器とが混在する通信ネットワー
クにおいて、通信ネットワーク機器のリソースを有効に利用することができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、休止技術に対応した中継装置と、対応していない中継装置が混在する
通信ネットワークにおいて、上位層の通信が休止中のときに、休止中の上位層に対応する
下位層のリソースのうち、休止技術に対応した隣接する中継装置への通信リンクのリソー
スを解放することにより、リソースを有効活用できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
実施の形態１．
　次に、本発明の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。図１本発明の第１の実施
の形態（実施の形態１）の通信中継装置（以下、中継装置という。）を示すブロック図で
ある。図１に示す中継装置１００は、１０５とを備えている。
【００２３】
　中継装置１００は、下位層プロトコルスタック１０３および下位層プロトコルスタック
１０５によって、隣接した通信中継装置との通信を行う。すなわち、上位層プロトコルス
タック１０１が、下位層プロトコルスタック１０３および下位層プロトコルスタック１０
５に制御命令を発行し、応答や通信断絶などのイベントを下位層プロトコルスタック１０
３および下位層プロトコルスタック１０５から受け取るといったデータの授受を行いつつ
、通信の中継を行う。中継装置１００に接続される各通信リンクには、識別のために、機
器内で一意な通信リンク識別子が割り振られているとする。なお、図１には通信リンクが
２本の場合の構成が例示されているが、中継装置に接続される通信リンクは３本以上存在
してもよい。また、下位層および上位層は相対的な概念である。
【００２４】
　中継装置１００として、例えば、下位層の通信としてイーサネット（登録商標）通信を
用い、上位層の通信としてＩＰ通信を用いるＩＰルータ機器を想定することができる。ま
た、中継装置１００として、例えば、下位層の通信としてＴＣＰ通信を用い、上位層の通
信としてＨＴＴＰ通信を用いるＨＴＴＰプロキシ機器を想定することができる。
【００２５】
　上位層プロトコルスタック１０１は、コネクションレス型の通信を中継する操作を行い
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、動作のために上位層リソース１０２を利用する。上位層リソース１０２は、メモリ、帯
域割当て、電力などを含む概念である。同様に、下位層プロトコルスタック１０３は下位
層リソース１０４を利用し、下位層プロトコルスタック１０５は下位層リソース１０６を
利用する。上位層プロトコルスタック１０１がリソースを解放すると、その中継装置では
上位層の通信を中継が行えなくなり、上位層の通信が断絶する。また、下位層プロトコル
スタック１０３または下位層プロトコルスタック１０５がリソースを解放すると、その中
継装置では下位層の通信が行えなくなり、下位層の通信が断絶する。
【００２６】
　休止管理手段１０７は、上位層の通信の中継状況情報を上位層プロトコルスタック１０
１から受け取る。中継状況情報とは、中継している上位層の通信が通じている通信リンク
の識別情報、および上位層の通信の休止／非休止情報である。休止管理手段１０７は、中
継状況情報にもとづいて、下位層プロトコルスタックに休止命令および復帰命令を送る。
自機の内部の休止管理手段１０７からの休止命令を受け取った下位層プロトコルスタック
１０５は、隣接する中継装置に通信リンクを通じて休止命令を送り、その後に上位層プロ
トコルスタック１０１に通信断絶イベントを送ることなく、自身の利用する下位層リソー
スを解放する。なお、自機の内部の休止管理手段１０７から送られる休止命令と、隣接す
る中継装置に送る休止命令は同じ形式でなくてもよい。
【００２７】
　隣接する中継装置から通信リンクを通じて休止命令を受け取った下位層プロトコルスタ
ック１０５は、その直後に、隣接する中継装置から通信リンクが切断された場合には、上
位層プロトコルスタック１０１に通信断絶イベントを送ることなく、自身の利用する下位
層リソースを解放する。
【００２８】
　なお、通信リンクの切断の原因が休止命令ではない場合、つまり下位層プロトコルスタ
ックが何らかの通信異常を検知したり、隣接する中継装置が休止命令なしに通信リンクを
切断した場合には、下位層プロトコルスタック１０５は、下位層リソースを解放して上位
層プロトコルスタック１０１に通信断絶イベントを送る。その場合には、上位層プロトコ
ルスタック１０１は、上位層の通信の断絶リソースの解放や、上位層の通信経路を別の通
信リンクに迂回させるなどの対応をすることになる。
【００２９】
　自機の内部の休止管理手段１０７からの復帰命令を受け取った下位層プロトコルスタッ
クは、再び下位層リソースを確保し、隣接する中継装置との通信リンクを接続する。
【００３０】
　図２は、休止管理手段１０７の構成例を示すブロック図である。図２に示す休止管理手
段１０７は、中継管理手段２０１と、リンク状態管理手段２０２と、リンク休止管理手段
２０３と、休止候補リンク群決定手段２０４と、休止非対応リンク除外手段２０５と、休
止手段２０６と、復帰リンク群決定手段２０７と、復帰手段２０８とを備えている。
【００３１】
　なお、中継装置を、プログラムに従って制御を行うＣＰＵを含む構成とし、休止管理手
段１０７における各手段を、ソフトウェアで実現することができる。
【００３２】
　中継管理手段２０１は、上位層プロトコルスタック１０１から受け取った中継状況情報
にもとづいて、自機が中継している各通信の状況を記憶する。記憶は、上位層プロトコル
スタック１０１から中継状況情報を受け取ったときに随時更新される。中継管理手段２０
１が記憶する情報は、通信リンク識別子と、その通信リンクを通じる上位層の通信データ
が、本中継装置に到着した時刻情報との組を、全ての通信リンク識別子について並べたテ
ーブルになる。なお、ある上位層の通信に関して、該当する通信リンクが上位層の通信の
入力側で用いられた場合には、該当する通信リンク識別子と時刻情報の組は、「通信リン
ク識別子が示す通信リンク上を、上位層のデータが通じて、時刻情報が示す時刻に本中継
装置が該データを受信した」ことを示す。また、ある上位層の通信に関して、該当する通
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信リンクが上位層の通信の出力側に指定された場合には、該当する通信リンク識別子と時
刻情報の組は、「時刻情報が示す時刻に本中継装置が受信した上位層のデータは、本中継
装置中で送信待ちとなっており、通信リンク識別子が示す通信リンクを通じて、本中継装
置が送信する予定である」ことを示す。
【００３３】
　中継状況情報は、上位層プロトコルスタック１０１から一定時間ごとに送信される。中
継状況情報には、直前の中継状況情報作成時から現在までに上位層のデータが通じた通信
リンク識別子、および現在上位層プロトコルスタック１０１においてバッファリングされ
ている上位層のデータが今後送出される予定の通信リンク識別子が含まれている。
【００３４】
　リンク状態管理手段２０２は、下位層プロトコルスタックから受け取った通信リンク状
態情報にもとづいて、各通信リンクの状態を記憶する。通信リンクの状態は、接続状態、
切断状態、および休止状態の３状態である。接続状態とは、上位層と下位層の双方にリソ
ースが割り当てられている状態である。休止状態とは、上述したように、上位層の通信が
休止したときにすなわちアイドル状態になったときに上位層のためのリソースを維持した
まま下位層のためのリソースを解放する状態である。ただし、下位層プロトコルスタック
の種類によっては切断状態と休止状態の区別が不要である場合があるので、その場合には
、接続状態と切断状態との２状態でもよい。リンク状態管理手段２０２が記憶する情報は
、通信リンク識別子と通信リンクの状態との組を、全ての通信リンク識別子について並べ
たテーブルになる。
【００３５】
　リンク休止管理手段２０３は、各通信リンクが休止可能なリンクであるか否かを、通信
リンク識別子と休止可能かのブーリアン値との組について、全ての通信リンク識別子につ
いて並べたテーブルとして記憶する。通信リンクの両端の機器がともに休止状態になるこ
とが可能である場合に、その通信リンクは、休止可能な通信リンク（休止状態になりうる
通信リンク）である。
【００３６】
　各通信リンクが休止可能か否かの判定方法として、幾つかの方法が考えられる。例えば
、設定情報として中継装置１００に事前に与えられる場合が考えられる。設定情報は、具
体的には、隣接する機器が下位層のリソースを解放する機能を有しているか否かを示す情
報である。また、下位層の通信の特徴から判定できる場合が考えられる。下位層の通信の
特徴から判定できるとは、例えば、下位層の通信のプロトコルの特徴として、機器（中継
装置１００から見ると隣接機器）が対応する通信機器仕様のバージョン情報が通信ヘッダ
情報中に含まれていて、仕様のバージョンから機器が休止状態に対応しているか否か、す
なわち休止状態になる機能である休止機能を有しているか否かを判定できるといったこと
である。また、例えば、下位層の通信機器仕様は、その機器（中継装置１００から見ると
隣接機器）に対して休止機能の問い合わせを行うことが可能であるか否かといったことで
ある。休止機能の問い合わせを行うことが可能である場合には、中継装置１００は、隣接
機器に対して通信によって問い合わせを行って、隣接機器からの応答をリンク休止管理手
段２０３に記憶させる。
【００３７】
　なお、休止非対応リンク除外手段２０５が、隣接機器が休止可能か否かを明確には判定
できない場合も考えられる。例えば、通信ヘッダ情報中に仕様のバージョン情報を含める
のが必須ではなく、オプションであるような下位層プロトコルであった場合に、隣接する
機器が休止状態に対応しているとも、していないとも判定できないといったことである。
このような場合には、該当する隣接する通信機器は、休止状態に対応していないと判定し
てもよい。その場合には、リソースの有効利用はできないが、上位層の通信の休止時に誤
って通信経路を断絶してしまうことは避けられる。
【００３８】
　休止候補リンク群決定手段２０４は、中継管理手段２０１の記憶する情報と、リンク状
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態管理手段２０２の記憶する情報にもとづいて、休止候補の通信リンク群を出力する。休
止候補の通信リンク群は、通信リンク識別子の集合として表現される。休止候補に選択さ
れる基準は、最後に上位層の通信データが流れた時刻から選択時の時刻までの時間が、所
定の閾値を超えているか否かである。
【００３９】
　休止非対応リンク除外手段２０５は、休止候補リンク群決定手段２０４が出力した休止
候補の通信リンク群から、リンク休止管理手段２０３が記憶する情報にもとづいて、休止
状態に対応していない隣接する中継装置への通信リンクを取り除いて休止させる通信リン
ク群とし、休止させる通信リンク群を示す情報を出力する。
【００４０】
　休止手段２０６は、休止非対応リンク除外手段２０５が出力した情報が示す休止させる
通信リンク群について、各通信リンク毎に、各通信リンクに対応する下位層プロトコルス
タックに休止命令を送り、下位層の通信リソースの解放を指示する。
【００４１】
　復帰リンク群決定手段２０７は、中継管理手段２０１が記憶する情報とリンク状態管理
手段２０２が記憶する情報とにもとづいて、復帰させる通信リンク群を決定し、復帰させ
る通信リンク群を示す情報を出力する。復帰させる通信リンク群を示す情報は、通信リン
ク識別子の集合として表現される。復帰させる通信リンク群に選択される基準は、中継管
理手段２０１が記憶する情報にもとづく上位層のデータが通じることになっている通信リ
ンクのうち、リンク状態管理手段２０２が記憶する情報にもとづく休止状態になっている
通信リンクである。なお、上位層がデータを受信している状態で、データを送信すべき通
信リンクが休止状態の場合には、休止管理手段１０７が通信リンクを復帰させるまでの間
、上位層プロトコルスタック１０１がデータをバッファリングして送信を待機する。
【００４２】
　復帰手段２０８は、復帰リンク群決定手段２０７が出力した情報が示す通信リンク群（
復帰させる通信リンク群）について、各通信リンク毎に、各通信リンクに対応する下位層
プロトコルスタックに復帰命令を送り、下位層の通信リソースの再確保を指示する。
【００４３】
　次に、本発明の第１の実施の形態の中継装置の動作を、図面を参照して説明する。図３
には、ＵＭＬのアクティビティ図の形式で、中継装置の動作の概要が示されている。上位
層プロトコルスタック１０１からの中継状況情報を休止管理手段１０７が受信した場合（
図３におけるステップＳ３００）には、まず、中継管理手段２０１が、記憶している情報
を、受信した中継状況情報と現在時刻とにもとづいて更新する（ステップＳ３０１）。次
に、休止候補リンク群決定手段２０４が休止候補リンク群を決定する（ステップＳ３０２
）。休止候補リンク群決定手段２０４の決定動作については後述する。
【００４４】
　次に、休止非対応リンク除外手段２０５が、休止候補リンク群決定手段２０４が決定し
た休止候補リンク群から、休止不能な通信リンクを取り除き、休止させる通信リンク群を
決定する（ステップＳ３０３）。次いで、休止手段２０６が、休止非対応リンク除外手段
２０５が決定した休止させる通信リンク群に含まれる各通信リンクについて、対応する下
位層プロトコルスタックに休止命令を送る。休止命令を受信した下位層プロトコルスタッ
クは、下位層リソースを解放して、通信リンクを休止する（ステップＳ３０４）。
【００４５】
　また、復帰リンク群決定手段２０７は、復帰させる通信リンク群を決定する（ステップ
Ｓ３０５）。復帰リンク群決定手段２０７の決定動作については後述する。
【００４６】
　次に、復帰手段２０８が、復帰リンク群決定手段２０７が決定した復帰させる通信リン
ク群に含まれる各通信リンクについて、対応する下位層プロトコルスタックに復帰命令を
送る。復帰命令を受信した下位層プロトコルスタックは、下位層リソースを再確保して、
通信リンクを復帰する（ステップＳ３０６）。
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【００４７】
　なお、ステップＳ３０２～ステップＳ３０４の処理の一連の流れと、ステップＳ３０５
～ステップＳ３０６の処理の一連の流れとは、どちらが先に実行されてもよいし、並列に
実行されてもよい。また、中継装置の各機能がソフトウェアで実装される場合には、タス
ク切り替えによる擬似並行処理として実行されてもよい。
【００４８】
　下位層プロトコルスタックからの通信リンク状態情報を休止管理手段１０７が受信した
場合には（図３中のステップＳ３０７）、リンク状態管理手段２０２は、記憶している情
報を、受信した通信リンク状態情報にもとづいて更新する（ステップＳ３０８）。
【００４９】
　図４には、ＵＭＬのアクティビティ図の形式で、休止候補リンク群決定手段２０４の決
定動作（ステップＳ３０２）の例が示されている。休止候補リンク群決定手段２０４は、
まず、休止候補リンク群の初期値として、空集合を設定する（ステップＳ４００）。次に
、自機に接続されている全ての通信リンク（下位層のプロトコルによって実現される通信
リンク）の各々について、以下の処理を行う。
【００５０】
　休止候補リンク群決定手段２０４は、通信リンクの状態が接続状態であるか否かを、リ
ンク状態管理手段２０２が記憶している情報（上位層プロトコルスタック１０１から受け
取った中継状況情報にもとづく自機が中継している各通信の状況を示す情報）にもとづい
て調査する（ステップＳ４０１）。接続状態でない場合には、この通信リンクについての
処理を終了する。接続状態である場合には、休止候補リンク群決定手段２０４は、通信リ
ンクにデータが通じていない時間を算出する。具体的には、現在時刻を取得し、中継管理
手段２０１に記憶されている情報にもとづいて、通信リンクを最後にデータが通じた時刻
を取得し、現在時刻から最後にデータが通じた時刻を引くことによって通信リンクにデー
タが通じていない時間を算出する（ステップＳ４０２）。
【００５１】
　次に、休止候補リンク群決定手段２０４は、算出した経過時間が、所定の閾値以上か否
かを調査する。経過時間が閾値以上でない（閾値未満である）場合には、この通信リンク
についての処理を終了する（ステップＳ４０３）。経過時間が閾値以上である場合には、
その通信リンクは上位層の通信が休止している通信リンクであると判断し、その通信リン
クを、休止状態にさせる候補の通信リンクとして休止候補リンク群に追加する（ステップ
Ｓ４０４）。
【００５２】
　図４に示されているような動作によって、休止候補リンク群決定手段２０４は、上位層
の通信が休止している通信リンクからなる休止候補リンク群を決定し、休止候補リンク群
を示す情報を出力する。
【００５３】
　図５には、ＵＭＬのアクティビティ図の形式で、復帰リンク群決定手段２０７の決定動
作（ステップＳ３０５）の例が示されている。復帰リンク群決定手段２０７は、まず、復
帰させる通信リンク群の初期値として、空集合を設定する（ステップＳ５００）。次に、
自機に接続されている全ての通信リンクの各々について、以下の処理を行う。
【００５４】
　復帰リンク群決定手段２０７は、通信リンクの状態が休止状態であるかを、リンク状態
管理手段２０２が記憶している情報にもとづいて調査する（ステップＳ５０１）。休止状
態でない場合には、この通信リンクについての処理を終了する。
【００５５】
　休止状態である場合には、復帰リンク群決定手段２０７は、通信リンクに通じるべきデ
ータが到着してからの経過時間を算出する。具体的には、現在時刻を取得し、中継管理手
段２０１に記憶されている情報にもとづいて、通信リンクを通じるべきデータが最後に中
継装置に到着した時刻を取得し、現在時刻から最後にデータが通じた時刻を引くことによ
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って、通信リンクに通じるべきデータが最後に到着してからの経過時間を算出する（ステ
ップＳ５０２）。
【００５６】
　次に、復帰リンク群決定手段２０７は、算出した経過時間が、所定の閾値未満か否かを
調査する。閾値未満でない（閾値以上である）場合には、この通信リンクについての処理
を終了する（ステップＳ５０３）。閾値未満である場合には、復帰リンク群決定手段２０
７は、復帰させる通信リンク群に、この通信リンクを追加する（ステップＳ５０４）。
【００５７】
　なお、上位層プロトコルスタック１０１から休止管理手段１０７への中継状況情報の受
け渡しは、上位層プロトコルスタック１０１から通知する形式でも、休止管理手段１０７
が問い合わせる形式でもよい。ただし、中継状況情報の受け渡しの間隔は、所定の閾値よ
りも短くなければならない。また、下位層プロトコルスタックから休止管理手段１０７へ
の通信リンク状態情報の受け渡しは、下位層プロトコルスタックから通知する形式でも、
休止管理手段１０７が問い合わせる形式でもよい。ただし、通信リンク状態情報の受け渡
しの間隔は、所定の閾値よりも短くなければならない。
【００５８】
　図６は、休止状態に対応している中継装置と、休止状態（「上位層の休止に連動して、
上位層のリソースを維持したまま、下位層のリソースを解放する」状態）に対応していな
い中継装置すなわち休止機能を有していない中継装置が混在する通信網での、本実施の形
態の中継装置の動作を示す説明図である。なお、図６に示す例では、エンドノード６００
とエンドノード６０６間で、上位層の通信が流れている状態が、「通信中」として示され
ている。
【００５９】
　中継装置６０１、中継装置６０３、中継装置６０４、中継装置６０５が本実施の形態の
中継装置である。中継装置６０２は、休止状態に対応していない中継装置であるとする。
なお、エンドノード６００およびエンドノード６０６は休止状態に対応していない機器で
あるが、例えば、エンドノード６００として休止状態に対応している機器を想定したい場
合には、休止状態に対応していないエンドノード６００と中継装置６０１とが、同一の筺
体に格納されているとして扱えばよい。
【００６０】
　図６（Ａ）に示す状態では、中継装置６０１、中継装置６０２、中継装置６０３、中継
装置６０４、中継装置６０５、エンドノード６０６の間の全ての通信リンクが接続状態で
あり、エンドノード６００からエンドノード６０６までの上位層の通信経路が通じている
。
【００６１】
　図６（Ｂ）に示す状態は、エンドノード６００’とエンドノード６０６’間で上位層の
通信が休止している状態、すなわち「休止中」の状態である。図６において、休止中の状
態における各機器には「’」が付されている。つまり、図６（Ｂ）において「n’」の符
号が振られた機器は、図６（Ａ）における「n」の符号が振られた機器と同一である。
【００６２】
　中継装置６０３’～中継装置６０４’間、中継装置６０４’～中継装置６０５’間の通
信リンクは、本実施の形態の技術によって通信リンクが休止状態であり、これらの通信リ
ンクのための下位層リソースが節約されている。
【００６３】
　エンドノード６００’～中継装置６０１’間、中継装置６０１’～中継装置６０２’間
、中継装置６０２’～中継装置６０３’間、中継装置６０５’～エンドノード６０６’間
の通信リンクは接続状態である。よって、休止状態に対応していないエンドノード６００
’，６０５’および中継装置６０２において、上位層の通信リソースが解放されることは
ない。その結果、エンドノード６００’～エンドノード６０６’間の上位層の通信経路は
維持されたままである。
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【００６４】
　節約した下位層リソースを、中継装置内のほかの部分で利用してもよい。例えば電力リ
ソースであれば、電力料金を下げるために節約したままにしておいてもよい。本実施の形
態では、上位層の通信経路を維持したまま、リソースを有効に利用するという所望の目的
が達成される。
実施の形態２．
【００６５】
　次に、本発明の第２の実施の形態（実施の形態２）を説明する。ここでは、第１の実施
の形態と異なる点のみ説明する。第１の実施の形態と本実施の形態の差異は、第１の実施
の形態ではコネクションレス型の通信であったのに対して、本実施の形態では中継する上
位層の通信がコネクション型であるという点である。
【００６６】
　中継管理手段２０１が記憶する情報は、コネクション識別子、コネクションが通じてい
る通信リンクの通信リンク識別子群、およびコネクションで最後に上位層の通信データが
中継された時刻情報の組を、全てのコネクション識別子について並べたテーブルになる。
通信リンクの通信リンク識別子群は分岐をしないコネクションであれば２個の通信リンク
識別子からなり、分岐するコネクションであれば３個以上の通信リンク識別子からなる場
合がある。
【００６７】
　本発明の第２の実施の形態の動作を説明する。第２の実施の形態の動作の概要は、第１
の実施の形態の動作の概要と同様である。すなわち、図３にＵＭＬのアクティビティ図の
形式で示された動作と同様である。
【００６８】
　図７には、本実施の形態における休止候補リンク群決定手段２０４の決定動作（ステッ
プＳ３０２）が、ＵＭＬのアクティビティ図の形式で示されている。本実施の形態では、
休止候補リンク群決定手段２０４は、まず、休止候補リンク群の初期値として、自機に接
続されている全ての通信リンクの集合を設定する（ステップＳ７００）。次に、自機が中
継している全てのコネクション（上位層のプロトコルによって実現される通信コネクショ
ン）の各々について、以下の処理を行う。
【００６９】
　まず、休止候補リンク群決定手段２０４は、通信リンクにデータが通じていない時間を
算出する。具体的には、現在時刻を取得し、中継管理手段２０１に記憶されている情報に
もとづいて、通信リンクを最後にデータが通じた時刻を取得し、現在時刻から最後にデー
タが通じた時刻を引くことによって、通信リンクをデータが通じていない時間を算出する
（ステップＳ７０１）。
【００７０】
　次に、算出した経過時間が、所定の閾値以上か否かを調査する。経過時間が閾値以上で
ある場合には、このコネクションについての処理を終了する（ステップＳ７０２）。経過
時間が閾値以上でない（閾値未満である）場合には、このコネクションを構成している全
ての通信リンクの各々について、休止候補リンク群から、この通信リンクを除外する（ス
テップＳ７０３）。以上の動作により、休止候補リンク群決定手段２０４は休止候補リン
ク群を出力する。
【００７１】
　図８には、本実施の形態における復帰リンク群決定手段２０７の決定動作（ステップＳ
３０５）が、ＵＭＬのアクティビティ図の形式で示されている。本実施の形態では、復帰
リンク群決定手段２０７は、まず、復帰させる通信リンク群の初期値として、空集合を設
定する（ステップＳ８００）。次に、自機が中継している全てのコネクションの各々につ
いて、以下の処理を行う。
【００７２】
　復帰リンク群決定手段２０７は、まず、通信リンクに通じるべきデータが最後に到着し
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てからの経過時間を算出する。具体的には、現在時刻を取得し、中継管理手段２０１に記
憶されている情報にもとづいて、通信リンクを通じるべきデータが最後に到着した時刻を
取得し、現在時刻から最後にデータが通じた時刻を引くことによって、通信リンクを通じ
るべきデータが最後に到着してからの経過時間を算出する（ステップＳ８０１）。
【００７３】
　次に、算出した経過時間が、所定の閾値未満か否かを調査する。閾値以上である場合に
は、このコネクションについての処理を終了する（ステップＳ８０２）。経過時間が閾値
以上でない（閾値未満である）場合には、コネクションを構成している全ての通信リンク
の各々について、復帰させる通信リンク群に通信リンクを追加する（ステップＳ８０３）
。以上の動作によって、復帰リンク群決定手段２０７は、復帰させる通信リンク群を出力
する。
【００７４】
　図９は、休止状態に対応している中継装置と、休止状態（「上位層の休止に連動して、
上位層のリソースを維持したまま、下位層のリソースを解放する」状態）対応していない
中継装置が混在する通信網での、本実施の形態の中継装置の動作を示す説明図である。
【００７５】
　図９における上段では、エンドノード９００とエンドノード９０２間に上位層のコネク
ションが張られ、上位層の通信が流れている状態が、「上位層経路１：通信中」として示
されている。また、エンドノード９０１とエンドノード９０３間に上位層のコネクション
が張られ、上位層の通信が流れている状態が、「上位層経路２：通信中」として示されて
いる。
【００７６】
　中継装置９０４、中継装置９０５、中継装置９０６、中継装置９０７、中継装置９０８
、中継装置９０９、中継装置９１１が本実施の形態の中継装置である。中継装置９１０は
、休止状態に対応していない中継装置であるとする。
【００７７】
　なお、エンドノード９００、エンドノード９０１、エンドノード９０２およびエンドノ
ード９０３は休止状態に対応していない機器としているが、例えばエンドノード９０２と
して休止状態に対応している機器を想定したい場合には、休止状態に対応していないエン
ドノード９０２と中継装置９０８とが、同一の筺体に格納されているとして扱えばよい。
【００７８】
　ここで、上位層経路１について、中継装置９０４、中継装置９０５、中継装置９０６、
中継装置９０７、中継装置９０８、エンドノード９０２の間の、全ての通信リンクが接続
状態であり、エンドノード９００からエンドノード９０２までの上位層の通信経路が通じ
ている。
【００７９】
　また、上位層経路２について、中継装置９０４、中継装置９０５、中継装置９０９、中
継装置９１０、中継装置９１１、エンドノード９０３の間の全ての通信リンクが接続状態
であり、エンドノード９０１からエンドノード９０３までの上位層の通信経路が通じてい
る。
【００８０】
　図９における下段では、エンドノード９０１’とエンドノード９０３’間で、上位層の
通信が休止している状態が、「上位層経路２：休止中」として示されている。図９におけ
る下段では各機器に「’」が付されているが、「ｎ’」の符号が振られた機器は、図９の
下段における「n」の符号が振られた機器と同一である。
【００８１】
　中継装置９０５’～中継装置９０９’間の通信リンクは、本実施の形態の技術によって
通信リンクが休止状態であり、この通信リンクのための下位層リソースが節約されている
。
【００８２】
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　エンドノード９０１’～中継装置９０４’間、中継装置９０９’～中継装置９１０’間
、中継装置９１０’～中継装置９１１’間、中継装置９１１’～エンドノード９０３’間
の通信リンクは、通信リンクが接続状態である。よって、休止状態に対応していないエン
ドノード９０１’および中継装置中継装置９１０’において、上位層の通信リソースが解
放されることはない。その結果、エンドノード９０１’～エンドノード９０３’間の上位
層の通信経路は維持されたままである。さらに、中継装置９０４’～中継装置９０５’間
の通信リンクは上位層経路１と上位層経路２で共用されているので、上位層経路２が休止
中となっても、通信リンクは休止状態にならない。
【００８３】
　節約した下位層リソースは、中継装置内のほかの部分で利用してもよいし、例えば電力
リソースであれば、電力料金を下げるために節約したままにしておいてもよい。このよう
にして、上位層の通信経路を維持したまま、リソースを有効に利用するという所望の目的
が達成される。
【実施例】
【００８４】
実施例１．
　コネクションレス型の通信の中継装置に、本発明を適用する実施例について説明する。
【００８５】
　上位層の通信にＩＰ通信を用い、下位層の通信に無線ＬＡＮを用いる通信網のためのＩ
Ｐルータにおいて、所定の閾値の時間を超えてＩＰパケットが通じなかった無線ＬＡＮ通
信リンクについては、本発明に対応したＩＰルータ間の無線ＬＡＮ接続のみを休止する。
このことによって、無線ＬＡＮで使用する消費電力を削減することができる。この際に、
上位層のリソースであるＩＰ網のルーティングテーブルを、そのまま維持する。
【００８６】
　本発明に対応していないＩＰルータ（休止機能を有していないＩＰルータ）と本発明に
対応したＩＰルータ間の無線ＬＡＮ通信リンクを、そのまま維持する。よって、本発明に
対応していないＩＰルータのルーティングテーブルを、そのまま維持する。その後、維持
されていたルーティングテーブルに従って、ＩＰパケットを中継する際に、本発明に対応
したＩＰルータにおいて、休止している無線ＬＡＮ通信リンクを通す必要が生じた際には
、無線ＬＡＮ通信リンクを再度接続する。
【００８７】
　隣接するＩＰルータが本発明に対応しているか否かを、判定する方法として、複数の方
法があり得る。例えば、本発明に対応したＩＰルータに、自機以外の本発明に対応したＩ
ＰルータのＩＰアドレスを、あらかじめ設定ファイルとして書き込んでおく方式がある。
また、例えば、ＩＰアドレスの代わりに、ＭＡＣアドレスを設定ファイルとして書き込む
方法もある。また、例えば、本発明に対応したＩＰルータのＳＳＩＤに、目印として特定
の接頭辞を含めておき、本発明に対応していないＩＰルータのＳＳＩＤの先頭には、その
接頭辞が含まれないように設定しておく方式がある。
【００８８】
　また、例えば、隣接している中継装置に、ＳＮＭＰ（Simple Network Management Prot
ocol）等を用いて、本発明に対応しているか問い合わせる方式もあり得る。
【００８９】
　なお、ＩＰ網において、ある程度の時間が経過するごとにルータ間で通信を行うことに
よって、ルーティングテーブルを更新するよう動作するものが多い。そのため、本発明に
関わる各パラメータを、以下の３本の不等式の関係を満たすよう設定することによって、
本発明の所望の効果を得られる。
　Ｔｒｏｕｔｉｎｇ＞Ｔｔｈｒｅｓｈ

　Ｔｔｈｒｅｓｈ＞Ｔｌａｓｔｔｉｍｅ

　Tｔｈｒｅｓｈ＞Ｔｌｉｎｋ

【００９０】
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　なお、各変数の意味は以下のとおりである。
　Ｔｒｏｕｔｉｎｇ：ルーティングテーブル更新のための通信の時間間隔
　Ｔｔｈｒｅｓｈ：無線ＬＡＮ通信リンクを休止する判断に用いる所定の閾値
　Ｔｌａｓｔｔｉｍｅ：中継状況情報を更新する時間間隔
　Ｔｌｉｎｋ：通信リンク状態情報を更新する時間間隔
【００９１】
実施例２．
　次に、コネクション型の通信の中継装置に、本発明を適用する実施例について説明する
。
【００９２】
　通常のＨＴＴＰクライアント（例えば、Ｗｅｂブラウザ）が動作しているエンドノード
と、通常のＨＴＴＰサーバが動作しているエンドノードと、ＷｅｂブラウザからＨＴＴＰ
サーバの間に介在する多段のＨＴＴＰプロキシとのうちの一部のＨＴＴＰプロキシにのみ
本発明が適用されたＨＴＴＰ中継網において、上位層のＨＴＴＰ通信に、所定の閾値の時
間を超えてデータが流れなかった場合、本発明に対応したＨＴＴＰプロキシ間のＴＣＰコ
ネクションのみを切断する。
【００９３】
　このことによって、ＨＴＴＰプロキシにおいてＴＣＰコネクションの管理に使用するメ
モリを削減することができる。この際に、上位層のリソースであるＨＴＴＰ網の中継情報
（接続先のＵＲＬ）を、そのまま維持する。本発明に対応していないＨＴＴＰプロキシと
、本発明に対応したＨＴＴＰプロキシの間のＴＣＰコネクションを、そのまま維持する。
よって、本発明に対応していないＨＴＴＰプロキシでは、ＨＴＴＰコネクションが切断さ
れることなく維持される。その後、ＨＴＴＰクライアント側とＨＴＴＰサーバ側との何れ
かからデータが流れてきたときには、本発明に対応したＨＴＴＰプロキシにおいて、維持
されていたＴＣＰコネクションを再度接続する。
【００９４】
　なお、ＨＴＴＰ網において、ある程度の時間が経過するまでは、ＨＴＴＰ通信のデータ
が流れなくても、ＨＴＴＰクライアント～サーバ間のコネクションを維持するオプション
（Keep Aliveオプション）が用いられる場合がある。そのため、本発明に関わる各パラメ
ータを、以下の３本の不等式の関係を満たすよう設定することによって、本発明の所望の
効果が得られる。
【００９５】
　Tｋｅｅｐａｌｉｖｅ＞Tｔｈｒｅｓｈ

　Tｔｈｒｅｓｈ＞Tｌａｓｔｔｉｍｅ

　Tthresh＞Tｌｉｎｋ

【００９６】
　なお、各変数の意味は以下のとおりである。
　Tｋｅｅｐａｌｉｖｅ：ＨＴＴＰクライアントとＨＴＴＰサーバ間にてKeep Aliveオプ
ションで指定される時間
　Tｔｈｒｅｓｈ：ＴＣＰコネクションを休止する判断に用いる所定の閾値
　Tｌａｓｔｔｉｍｅ：中継状況情報を更新する時間間隔
　Tｌｉｎｋ：通信リンク状態情報を更新する時間間隔
【産業上の利用可能性】
【００９７】
　本発明を、インターネットを構成する中継装置に適用できる。また、ＬＡＮを構成する
中継装置にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００９８】
【図１】本発明の第１の実施の形態の中継装置を示すブロック図である。
【図２】休止管理手段の構成例を示すブロック図である。
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【図３】ＵＭＬのアクティビティ図の形式で中継装置の動作の概要を示す説明図である。
【図４】ＵＭＬのアクティビティ図の形式で休止候補リンク群決定手段の決定動作を示す
説明図である。
【図５】ＵＭＬのアクティビティ図の形式で復帰リンク群決定手段の決定動作を示す説明
図である。
【図６】休止状態に対応していない中継装置が混在する通信網での第１の実施の形態の中
継装置の動作を示す説明図である。
【図７】ＵＭＬのアクティビティ図の形式で第２の実施の形態における休止候補リンク群
決定手段の決定動作を示す説明図である。
【図８】ＵＭＬのアクティビティ図の形式で復帰リンク群決定手段の決定動作を示す説明
図である。
【図９】休止状態に対応していない中継装置が混在する通信網での第２の実施の形態の中
継装置の動作を示す説明図である。
【符号の説明】
【００９９】
　１００　中継装置
　１０１　上位層プロトコルスタック
　１０２　上位層リソース
　１０３　下位層プロトコルスタック
　１０４　下位層リソース
　１０５　下位層プロトコルスタック
　１０６　下位層リソース
　１０７　休止管理手段
　２０１　中継管理手段
　２０２　リンク状態管理手段
　２０３　リンク休止管理手段
　２０４　休止候補リンク群決定手段
　２０５　休止非対応リンク除外手段
　２０６　休止手段
　２０７　復帰リンク群決定手段
　２０８　復帰手段
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