
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク上で伝送制御を行う伝送装置において、
　ブリッジポートを有し、レイヤ２レベルでの通信を行う ブリッジと、
　回線を通じてフレームの送受信が行われる物理ポートと、
　ブリッジポートのブロッキングまたは非ブロッキングの状態を監視するブリッジポート
状態監視部と、自装置に関する、ブリッジポートの状態、ブリッジポート及び物理ポート
の対応関係と、対向装置に関する、ブリッジポート及び物理ポートの対応関係とを含むポ
ート対応関係テーブルを格納管理するポート対応関係テーブル管理部と、前記ポート対応
関係テーブルにもとづいて、ブリッジポートからの送信フレームを対応する物理ポートか
ら送出し、物理ポートからの受信フレームを対応するブリッジポートに転送して、論理的
に切断された回線を他の通信サービスに利用できるように、ブリッジポートと物理ポート
とのスイッチングを行うスイッチ部と、対向装置と情報交換のためのポート状態情報の送
受信を行うポート状態管理制御部と、から構成されるポート間スイッチ制御部と、
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複数の

を有し
て対向装置との間で複数のスパニングツリーネットワークを収容し、
　前記ポート状態管理制御部は、対向装置に収容される各ブリッジの各ブリッジポート及
び物理ポートと、自装置の各ブリッジポート及び物理ポートの対応関係を認識するために
、前記ポート状態情報の送受信を行い、前記ポート状態情報から自装置と対向装置間で互
いのポートの状態変化を認識して、ブリッジポートがブロッキング状態に遷移したことを
認識した場合には、前記スイッチ部は、ブロッキング状態のブリッジポートに対応する物



を特徴とする伝送装置。
【請求項２】
　

【請求項３】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は伝送装置に関し、特に、ネットワーク上でマルチブリッジの伝送制御を行う伝送
装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、インターネットの普及に伴い、マルチサイトを相互接続するブリッジ機能を搭載し
た伝送装置が開発されており、ネットワークの規模や効用を拡大することが盛んに行われ
ている。
【０００３】
ブリッジは、レイヤ２（データリンク層）レベルで動作して（イーサネット（Ｒ）ならば
、ＭＡＣアドレスを含むイーサネットヘッダの解釈が可能）、フレームの中継を行うもの
であり、ルータやスイッチ等に対する基本的なインタフェース機能にもなっている。
【０００４】
ブリッジの仕様は、 IEEE802.1Dに準拠しているものが多く、 IEEE802.1Dでは、スパニング
ツリープロトコルが定義されている。スパニングツリープロトコルは、ネットワーク内の
ループを検出し、そのループ内の一点を論理的に切断 (ブロッキング状態 )して、ツリー構
造を形成することにより、ループにより生じるフレーム輻輳（巡回）を回避するためのも
のである。
【０００５】
図２９～図３１はスパニングツリープロトコルの概要を説明するための図である。ブリッ
ジａ～ｃは、それぞれブリッジＩＤを持っており、ここでは単純にブリッジａはブリッジ
ＩＤが１、ブリッジｂは２、ブリッジｃは３とする。そして、ブリッジａ―ｂ間の通信回
線を１００Ｍｂｐｓ、ブリッジｂ―ｃ間とブリッジａ―ｃ間の通信回線を１０Ｍｂｐｓと
する。
【０００６】
最初、ブリッジａ、ｂ、ｃは、互いにＢＰＤＵ（ Bridge Protocol Data Unit）と呼ばれ
るデータをやり取りして、ブリッジＩＤを認識し合う。そして、ブリッジＩＤが最小のも
のがルートブリッジに選ばれる。図３０はブリッジａがルートブリッジに選ばれたことを
示している。
【０００７】
ルートブリッジが決まると、次にＤＰ（ Designated Port）とＲＰ（ Root Port）が決めら
れる。ＤＰは、各セグメントからルートブリッジに一番近いポートとなる。そして、各ブ
リッジからルートブリッジに一番近いポートをＲＰとして選択する。なお、ＤＰ、ＲＰの
ポートはブロックされない。
【０００８】
図３１を用いて、ブリッジａ―ｂ間のセグメントについて考えると、ルートブリッジ（ブ
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理ポートを、別のスパニングツリーネットワークで使用するように、非ブロッキング状態
のブリッジポートと接続するようにスイッチングすること

前記スイッチ部は、物理ポートからフレームを受信した際、フレームタイプの判定を行
い、情報フレームの場合は、スイッチ切り替え後のブリッジに転送し、スパニングツリー
プロトコル用フレームの場合は、スイッチ切り替え前のブリッジに転送し、前記ポート状
態情報の場合は、前記ポート状態管理制御部へ転送することを特徴とする請求項１記載の
伝送装置。

ブリッジポートに対する優先順位及び割り当て上限帯域をユーザから任意に設定できる
優先順位設定部をさらに有し、前記優先順位及び前記割り当て上限帯域にもとづいて、ス
イッチングを行うことを特徴とする請求項１記載の伝送装置。



リッジａ）に一番近いのはブリッジａのポート＃１である（直接つながっているから）。
同じように、ブリッジａ―ｃ間では、ルートブリッジに一番近いのはブリッジａのポート
＃２となる（これも直接つながっているから）。したがって、ブリッジａのポート＃１、
＃２は、ともにＤＰとして選択される。
【０００９】
また、ＲＰについては、ブリッジｂではポート＃１とポート＃２のうち、ポート＃１の方
がルートブリッジに近くなる。ブリッジｃでも、ポート＃１の方がルートブリッジに近い
。したがって、ＲＰとしてブリッジｂのポート＃１、ブリッジｃのポート＃１が選択され
る。
【００１０】
次にブリッジｂ―ｃ間のセグメントについて考えると、ブリッジａ―ｂ間は１００Ｍｂｐ
ｓ、ブリッジａ―ｃ間は１０Ｍｂｐｓなので、ブリッジａ―ｂ間を通る方が近道になる。
したがって、ブリッジｂのポート＃２がＤＰとなる。そして、ＤＰにもＲＰにもならない
、残ったブリッジｃのポート＃２がブロッキング状態になる。ここをブロックすることで
、ネットワーク全体のループ構造をなくしている。
【００１１】
このようにして、ネットワーク内にループが発生した場合、スパニングツリープロトコル
の働きにより、ループ構造を解消している。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
上記のような、ブリッジ機能が搭載された従来の伝送装置や、その規格である IEEE802.1D
は、ＬＡＮでの利用を前提にしていたため、スパニングツリープロトコルにより論理的に
切断された回線が生じたとしても、その回線は比較的低コストのものであるため、切断中
の回線利用については考慮されてはいない。
【００１３】
しかし、キャリアネットワークのような広域ネットワークの回線は、一般に高コストで非
常に貴重であり、このようなキャリアネットワークに対して、ブリッジ機能を搭載した伝
送装置を使用した場合、伝送装置間を結ぶ回線をスパニングツリープロトコルにより論理
的に切断して、トラフィック伝送に利用できなくすることは大きな無駄となり、通信品質
の低下を引き起こすといった問題があった。
【００１４】
本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、スパニングツリープロトコルにより
ブロッキング状態になったポートにつながる回線を有効に利用して、通信品質の向上を図
った伝送装置を提供することを目的とする。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
本発明では上記課題を解決するために、図１に示すような、ネットワーク上で伝送制御を
行う伝送装置１において、ブリッジポートを有し、レイヤ２レベルでの通信を行うブリッ
ジＢｒ－１～Ｂｒ－ｍと、回線を通じてフレームの送受信が行われる物理ポートと、ブリ
ッジポートのブロッキングまたは非ブロッキングの状態を監視するブリッジポート状態監
視部１１と、自装置に関する、ブリッジポートの状態、ブリッジポート及び物理ポートの
対応関係と、対向装置に関する、ブリッジポート及び物理ポートの対応関係とを含むポー
ト対応関係テーブルＴを格納管理するポート対応関係テーブル管理部１２と、ポート対応
関係テーブルＴにもとづいて、ブリッジポートからの送信フレームを対応する物理ポート
から送出し、物理ポートからの受信フレームを対応するブリッジポートに転送して、論理
的に切断された回線を他の通信サービスに利用できるように、ブリッジポートと物理ポー
トとのスイッチングを行うスイッチ部１３と、対向装置と情報交換のためのポート状態情
報の送受信を行うポート状態管理制御部１４と、から構成されるポート間スイッチ制御部
１０と、を有することを特徴とする伝送装置１が提供される。
【００１６】
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ここで、ブリッジＢｒ－１～Ｂｒ－ｍは、ブリッジポートを有し、レイヤ２レベルでの通
信を行う。物理ポートは、回線を通じてフレームの送受信が行われる。ブリッジポート状
態監視部１１は、ブリッジポートのブロッキングまたは非ブロッキングの状態を監視する
。ポート対応関係テーブル管理部１２は、自装置に関する、ブリッジポートの状態、ブリ
ッジポート及び物理ポートの対応関係と、対向装置に関する、ブリッジポート及び物理ポ
ートの対応関係とを含むポート対応関係テーブルＴを格納管理する。スイッチ部１３は、
ポート対応関係テーブルＴにもとづいて、ブリッジポートからの送信フレームを対応する
物理ポートから送出し、物理ポートからの受信フレームを対応するブリッジポートに転送
して、論理的に切断された回線を他の通信サービスに利用できるように、ブリッジポート
と物理ポートとのスイッチングを行う。ポート状態管理制御部１４は、対向装置と情報交
換のためのポート状態情報の送受信を行う。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。図１は本発明の伝送装置の原理図
である。伝送装置１は、ポイントツーポイント型の接続形態のネットワーク上で、マルチ
ブリッジの伝送制御を行う装置である。
【００１８】
ブリッジＢｒ－１～Ｂｒ－ｍは、レイヤ２レベルでの通信を行い、それぞれブリッジポー
ト＃１～＃ｒを有している。なお、これらのブリッジＢｒ－１～Ｂｒ－ｍは、ネットワー
ク内にループが存在する場合には、あるブリッジポートをブロッキング状態にしてフレー
ム輻輳回避を行うための、 IEEE802.1Dに規定されているスパニングツリープロトコルが動
作するブリッジである。
【００１９】
ポート間スイッチ制御部 (ポート間スイッチング装置 )１０は、ブリッジポート状態監視部
１１、ポート対応関係テーブル管理部１２、スイッチ部１３、ポート状態管理制御部１４
、優先順位設定部１５から構成される。
【００２０】
ブリッジポート状態監視部１１は、ブリッジポートのブロッキングまたは非ブロッキング
の状態をポーリング監視する。
ポート対応関係テーブル管理部１２は、自装置に関する、ブリッジポートの状態、ブリッ
ジポート及び物理ポート（回線を通じてフレームの送受信が行われる物理的なポート＃１
～＃ｎである）の対応関係と、対向装置に関する、ブリッジポート及び物理ポートの対応
関係とを含む、ポート対応関係テーブルＴを格納管理する。
【００２１】
スイッチ部１３は、ポート対応関係テーブルＴにもとづいて、ブリッジポートからの送信
フレームを対応する物理ポートから送出し、物理ポートからの受信フレームを対応するブ
リッジポートに転送して、論理的に切断された回線を他の通信サービスに利用できるよう
に、ブリッジポートと物理ポートとのスイッチングを行う。
【００２２】
ポート状態管理制御部１４は、対向装置と情報交換のために、ポート状態情報を生成して
、自装置と対向装置間でポート状態情報の送受信を行う。ポート状態情報としては、後述
の状態通知フレーム、切り替え要求フレーム、応答フレームがある。優先順位設定部１５
は、ブリッジポートに対して、優先順位及び割り当て上限帯域を設定する。優先順位及び
割り当て上限帯域は、ユーザから任意に設定可能である。
【００２３】
なお、ポート対応関係テーブル管理部１２は、ブリッジポート状態監視部１１の監視結果
及びポート状態管理制御部１４が受信した対向側のポート状態情報から、情報更新が行わ
れて、あらたな対応関係からなるポート対応関係テーブルＴが生成される。
【００２４】
次に従来の問題点及び本発明の動作概要について説明する。図２は問題点を説明するため
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の図であり、図３は本発明の動作概要を説明するための図である。キャリアネットワーク
上に伝送装置１Ａ、１Ｂ、１Ｃが配置され、伝送装置１Ａは、ブリッジＢｒ１、Ｂｒ４を
有し、伝送装置１Ｂは、ブリッジＢｒ２を有し、伝送装置１Ｃは、ブリッジＢｒ３、Ｂｒ
５を有している。
【００２５】
ブリッジＢｒ１は、顧客Ａのサイト＃１と接続し、ブリッジＢｒ４は、顧客Ｂのサイト＃
１と接続し、ブリッジＢｒ２は、顧客Ａのサイト＃２と接続し、ブリッジＢｒ３は、顧客
Ａのサイト＃３と接続し、ブリッジＢｒ５は、顧客Ｂのサイト＃２と接続している。
【００２６】
また、ブリッジＢｒ１、Ｂｒ２は、回線Ｌ１で接続し、ブリッジＢｒ２、Ｂｒ３は、回線
Ｌ２で接続して、互いに通信を行う（顧客Ａ用の通信を行う）。また、ブリッジＢｒ４、
Ｂｒ５は、回線Ｌ４で接続して互いに通信を行う（顧客Ｂ用の通信を行う）。
【００２７】
ここで、図２に示すように、ブリッジＢｒ１、Ｂｒ３を接続する回線Ｌ３は、スパニング
ツリープロトコルにより、ブリッジＢｒ１、Ｂｒ３のいずれかのブリッジポートの一端が
ブロッキング状態となって、論理的に切断される（回線Ｌ３を用いての顧客Ａの通信は行
われない）。従来では、このような切断中の回線利用については何ら考慮されてはいなか
った。
【００２８】
しかし、通信サービス事業者が提供するキャリアネットワークの回線は、コストが高く、
キャリアネットワーク上でスパニングツリープロトコルが働いて、論理的に切断され、ト
ラフィック伝送に利用できない回線が生じることは非常に無駄である。
【００２９】
このような状態に対し、本発明では図３に示すように、顧客Ａ用の回線Ｌ３がスパニング
ツリープロトコルにより、論理的に切断されている間、顧客Ｂ用にこの回線Ｌ３を利用で
きるようにする。すなわち、ブリッジＢｒ４、Ｂｒ５は、回線Ｌ３、Ｌ４の２本を用いて
通信を行えるようにする。
【００３０】
これにより、高コスト回線のキャリアネットワークに対して、スパニングツリープロトコ
ルによって、ブロッキング状態になったポートにつながる回線が発生しても、その回線を
他の通信サービス用として利用できるので、ネットワーク内の回線が有効利用され、通信
品質の向上を図ることが可能になる。
【００３１】
次にポート状態情報及びポート対応関係テーブルＴについて説明する。ポート状態情報は
、対向装置との情報交換のための専用フレームであり、状態通知フレーム、切り替え要求
フレーム、応答フレームがある。
【００３２】
本発明では、 IEEE802.1Dに規定されているＢＰＤＵタイプ (Configuration BPDUと Topolog
y Change Notification BPDU)以外の新たなＢＰＤＵタイプを規定して、上述の３つのフ
レームを使用する。なお、以降では、状態通知フレームを状態通知ＢＰＤＵ、切り替え要
求フレームを切り替え要求ＢＰＤＵ、応答フレームを切り替えＡＣＫ  ＢＰＤＵと呼ぶ。
【００３３】
図４は IEEE802.1Dに規定されている Configuration ＢＰＤＵのフォーマットを示す図であ
る。 BPDU Typeの値によりＢＰＤＵのタイプが識別される。 IEEE802.1Dでは、 Configurati
on BPDUまたは Topology Change Notification BPDUの２種類があるが、本発明では BPDU T
ypeに新たな値を設定して、状態通知ＢＰＤＵ、切り替え要求ＢＰＤＵ、切り替えＡＣＫ  
ＢＰＤＵを規定する。
【００３４】
図５は状態通知ＢＰＤＵのフォーマットを示す図である。 Protocol IDはプロトコルの識
別子であり、スパニングツリープロトコルを示す値が設定される。 Protocol Version ID
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は０固定である。 BPDU Typeは状態通知ＢＰＤＵを示す値が設定される。
【００３５】
物理ポートＩＤは、伝送装置１が有する物理ポートのＩＤが設定される。元ブリッジＩＤ
は、その物理ポートに対応する切り替え前のブリッジのＩＤが設定され、元ブリッジポー
トＩＤは、切り替え前のブリッジポートのＩＤが設定される。
【００３６】
図６は切り替え要求ＢＰＤＵのフォーマットを示す図である。 Protocol IDは、スパニン
グツリープロトコルを示す値が設定され、 Protocol Version IDは０固定である。 BPDU Ty
peは切り替え要求ＢＰＤＵを示す値が設定される。
【００３７】
切り替え元物理ポートＩＤは、ポート切り替えが行われる切り替え元の物理ポートのＩＤ
が設定され、切り替え先ブリッジＩＤは、切り替え先のブリッジのＩＤが設定され、切り
替え先ブリッジポートＩＤは、切り替え先のブリッジポートのＩＤが設定される。
【００３８】
図７は切り替えＡＣＫ  ＢＰＤＵのフォーマットを示す図である。 Protocol IDは、スパニ
ングツリープロトコルを示す値が設定され、 Protocol Version IDは０固定である。 BPDU 
Typeは切り替えＡＣＫ  ＢＰＤＵを示す値が設定される。
【００３９】
また、切り替えＡＣＫ  ＢＰＤＵ内の切り替え元物理ポートＩＤ、切り替え先ブリッジＩ
Ｄ、切り替え先ブリッジポートＩＤの内容は、切り替え要求ＢＰＤＵのそれぞれの値と同
一である（すなわち、 BPDU TypeをＡＣＫにして送り返すだけである）。
【００４０】
図８はポート対応関係テーブルＴの構成を示す図である。ポート対応関係テーブルＴは、
自装置側のポート対応関係の情報と、対向装置側のポート対応関係の情報とから構成され
る。
【００４１】
自装置側のフィールドは、物理ポートＩＤ、新ブリッジＩＤ、新ブリッジポートＩＤ、ブ
リッジポート状態、元ブリッジＩＤ、元ブリッジポートＩＤからなり、対向装置側のフィ
ールドは、物理ポートＩＤ、ブリッジＩＤ、ブリッジポートＩＤらなる。新ブリッジＩＤ
、新ブリッジポートＩＤは切り替え後の情報であり、元ブリッジＩＤ、元ブリッジポート
ＩＤは切り替え前の情報である。
【００４２】
次に状態通知ＢＰＤＵ、切り替え要求ＢＰＤＵ、切り替えＡＣＫ  ＢＰＤＵ及びポート対
応関係テーブルＴに具体的な値を設定して、伝送装置１の全体動作について詳しく説明す
る。図９～図１６は状態１から状態４の伝送装置の動作シーケンス及びポート対応関係テ
ーブルを示す図である。
【００４３】
図９は状態１の伝送装置の状態を示し、図１０は状態１のポート対応関係テーブルを示す
図である。（Ａ）は伝送装置Ａのポート対応関係テーブルＴ１Ａ、（Ｂ）は伝送装置Ｂの
ポート対応関係テーブルＴ１Ｂを示している。
【００４４】
伝送装置Ａは、ブリッジａ、ｂを含み、ブリッジａはブリッジポートＡａ－１を有し、ブ
リッジｂはブリッジポートＡｂ－１を有する。そして、状態１のときは、スイッチ部１３
を介して、ブリッジポートＡａ－１は、物理ポートＡ－１と接続し、ブリッジポートＡｂ
－１は、物理ポートＡ－２と接続する。
【００４５】
伝送装置Ｂは、ブリッジｃ、ｄを含み、ブリッジｃはブリッジポートＢｃ－１を有し、ブ
リッジｄはブリッジポートＢｄ－１を有する。そして、状態１のときは、スイッチ部１３
を介して、ブリッジポートＢｃ－１は、物理ポートＢ－１と接続し、ブリッジポートＢｄ
－１は、物理ポートＢ－２と接続する。
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【００４６】
また、物理ポートＡ－１と物理ポートＢ－１は、回線Ｌ１で接続し、物理ポートＡ－２と
物理ポートＢ－２は、回線Ｌ２で接続する。
伝送装置Ａ、Ｂ内では、それぞれ自身のポート情報により、ポート対応関係テーブルＴ１
Ａ、Ｔ１Ｂの自装置情報を生成する。ポート対応関係テーブルＴ１Ａの自装置情報の＃１
行では、物理ポートＩＤはＡ－１、新ブリッジＩＤはａ、新ブリッジポートＩＤはＡａ－
１、ブリッジポート状態は非ブロッキング状態（ No‐ blk）、元ブリッジＩＤはａ、元ブ
リッジポートＩＤはＡａ－１である。
【００４７】
自装置情報の＃２行では、物理ポートＩＤはＡ－２、新ブリッジＩＤはｂ、新ブリッジポ
ートＩＤはＡｂ－１、ブリッジポート状態は No‐ blk、元ブリッジＩＤはｂ、元ブリッジ
ポートＩＤはＡｂ－１である。
【００４８】
ポート対応関係テーブルＴ１Ｂの自装置情報の＃１行では、物理ポートＩＤはＢ－１、新
ブリッジＩＤはｃ、新ブリッジポートＩＤはＢｃ－１、ブリッジポート状態は No‐ blk、
元ブリッジＩＤはｃ、元ブリッジポートＩＤはＢｃ－１である。
【００４９】
自装置情報の＃２行では、物理ポートＩＤはＢ－２、新ブリッジＩＤはｄ、新ブリッジポ
ートＩＤはＢｄ－１、ブリッジポート状態は No‐ blk、元ブリッジＩＤはｄ、元ブリッジ
ポートＩＤはＢｄ－１である。
【００５０】
一方、伝送装置Ａ、Ｂのポート状態管理制御部１４は、互いに状態通知ＢＰＤＵを送受信
しあって、相手のポート情報を交換する。伝送装置Ａのポート状態管理制御部１４は、物
理ポートＡ－１から、自装置情報を含む状態通知ＢＰＤＵｍ１ａを送信する。また、物理
ポートＡ－１を通じて、状態通知ＢＰＤＵｍ１ｂを受信して、ポート対応関係テーブルＴ
１Ａに対して、対向装置の情報更新を行う。
【００５１】
同様に、伝送装置Ａのポート状態管理制御部１４は、物理ポートＡ－２から、自装置情報
を含む状態通知ＢＰＤＵｍ２ａを送信する。また、物理ポートＡ－２を通じて、状態通知
ＢＰＤＵｍ２ｂを受信して、ポート対応関係テーブルＴ１Ａに対して、対向装置の情報更
新を行う。
【００５２】
さらに、伝送装置Ｂのポート状態管理制御部１４は、物理ポートＢ－１から、自装置情報
を含む状態通知ＢＰＤＵｍ１ｂを送信する。また、物理ポートＢ－１を通じて、状態通知
ＢＰＤＵｍ１ａを受信して、ポート対応関係テーブルＴ１Ｂに対して、対向装置の情報更
新を行う。
【００５３】
同様に、伝送装置Ｂのポート状態管理制御部１４は、物理ポートＢ－２から、自装置情報
を含む状態通知ＢＰＤＵｍ２ｂを送信する。また、物理ポートＢ－２を通じて、状態通知
ＢＰＤＵｍ２ａを受信して、ポート対応関係テーブルＴ１Ｂに対して、対向装置の情報更
新を行う。
【００５４】
ここで、状態通知ＢＰＤＵｍ１ａは、物理ポートＩＤがＡ－１、元ブリッジＩＤがａ、元
ブリッジポートＩＤがＡａ－１と設定され、状態通知ＢＰＤＵｍ２ａは、物理ポートＩＤ
がＡ－２、元ブリッジＩＤがｂ、元ブリッジポートＩＤがＡｂ－１と設定される。
【００５５】
状態通知ＢＰＤＵｍ１ｂは、物理ポートＩＤがＢ－１、元ブリッジＩＤがｃ、元ブリッジ
ポートＩＤがＢｃ－１と設定され、状態通知ＢＰＤＵｍ２ｂは、物理ポートＩＤがＢ－２
、元ブリッジＩＤがｄ、元ブリッジポートＩＤがＢｄ－１と設定される。
【００５６】
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このような状態通知ＢＰＤＵのやりとりを行って、ポート対応関係テーブルＴ１Ａ、Ｔ１
Ｂの対向装置情報を生成する。ポート対応関係テーブルＴ１Ａの対向装置情報の＃１では
、物理ポートＩＤはＢ－１、ブリッジＩＤはｃ、ブリッジポートＩＤはＢｃ－１であり、
対向装置情報の＃２では、物理ポートＩＤはＢ－２、ブリッジＩＤはｄ、ブリッジポート
ＩＤはＢｄ－１となる。
【００５７】
ポート対応関係テーブルＴ１Ｂの対向装置情報の＃１では、物理ポートＩＤはＡ－１、ブ
リッジＩＤはａ、ブリッジポートＩＤはＡａ－１であり、対向装置情報の＃２では、物理
ポートＩＤはＡ－２、ブリッジＩＤはｂ、ブリッジポートＩＤはＡｂ－１である。
【００５８】
図１１は状態２の伝送装置の状態を示し、図１２は状態２のポート対応関係テーブルを示
す図である。（Ａ）は伝送装置Ａのポート対応関係テーブルＴ２Ａ、（Ｂ）は伝送装置Ｂ
のポート対応関係テーブルＴ２Ｂを示している。なお、ポート対応関係テーブルＴ２Ｂは
、伝送装置Ｂが切り替え要求ＢＰＤＵを受信して情報更新する前のテーブルである（した
がって、ポート対応関係テーブルＴ１Ｂと同じ内容）。
【００５９】
状態２は、伝送装置ＡのブリッジポートＡａ－１がブロッキング状態に遷移して、伝送装
置Ａがテーブル更新をし、伝送装置Ａ→Ｂで切り替え要求ＢＰＤＵの送受信が行われたと
ころまでの状態を示している。
【００６０】
伝送装置Ａのブリッジポート状態監視部１１が、ブリッジポートＡａ－１がブロッキング
状態に遷移したことを検出すると、ポート対応関係テーブルＴ１Ａに対して自装置の情報
更新を行い、状態変化通知をポート状態管理制御部１４へ送信する。そして、ポート状態
管理制御部１４は、状態変化通知を受信すると、物理ポートＡ－２から、切り替え要求Ｂ
ＰＤＵｍ３を伝送装置Ｂへ送信する。
【００６１】
状態２のポート対応関係テーブルＴ２Ａの自装置情報では、＃１の行に対するブリッジポ
ート状態がブロッキング状態（ blk）になり、その他（対向装置情報を含め）は、状態１
のポート対応関係テーブルＴ１Ａと同じ内容である。
【００６２】
ここで、切り替え要求ＢＰＤＵｍ３は、切り替え元物理ポートＩＤがＡ－１、切り替え先
ブリッジＩＤがｂ、切り替え先ブリッジポートＩＤがＡｂ－１と設定される。
【００６３】
図１３は状態３の伝送装置の状態を示し、図１４は状態３のポート対応関係テーブルを示
す図である。（Ａ）は伝送装置Ａのポート対応関係テーブルＴ３Ａ、（Ｂ）は伝送装置Ｂ
のポート対応関係テーブルＴ３Ｂを示している。なお、ポート対応関係テーブルＴ３Ａは
、伝送装置Ａが切り替えＡＣＫ  ＢＰＤＵを受信して情報更新する前のテーブルである（
したがって、ポート対応関係テーブルＴ２Ａと同じ内容）。
【００６４】
状態３では、切り替え要求ＢＰＤＵを受信した伝送装置Ｂが、テーブル更新、スイッチ切
り替えを行ったところまでの状態を示している。
伝送装置Ｂのポート状態管理制御部１４は、切り替え要求ＢＰＤＵｍ３を物理ポートＢ－
２から受信すると、対向の物理ポートＡ－１に接続されている自装置の物理ポートＢ－１
を検出し、ポート対応関係テーブルＴ３Ｂを更新する。
【００６５】
状態３のポート対応関係テーブルＴ３Ｂの自装置情報では、＃１の行に対する新ブリッジ
ポートＩＤがｄ、新ブリッジポートＩＤがＢｄ－１になり、その他（対向装置情報を含め
）は状態２のポート対応関係テーブルＴ２Ｂと同じ内容である。
【００６６】
そして、伝送装置Ｂのスイッチ部１３は、ポート対応関係テーブルＴ３Ｂにもとづいて、
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物理ポートＢ－１をブリッジポートＢｄ－１にスイッチング切り替えを行う。
【００６７】
図１５は状態４の伝送装置の状態を示し、図１６は状態４のポート対応関係テーブルを示
す図である。（Ａ）は伝送装置Ａのポート対応関係テーブルＴ４Ａ、（Ｂ）は伝送装置Ｂ
のポート対応関係テーブルＴ４Ｂを示している。なお、ポート対応関係テーブルＴ４Ｂは
、状態３のポート対応関係テーブルＴ３Ｂと同じ内容である。
【００６８】
状態４では、切り替えを行った伝送装置Ｂが切り替えＡＣＫ  ＢＰＤＵ（設定内容は切り
替え要求ＢＰＤＵｍ３と同じ）ｍ４を物理ポートＢ－２から送信し、それを受信した伝送
装置Ａが、テーブル更新、スイッチ切り替えを行って、伝送装置Ａ、Ｂ共にポート切り替
えが終了した状態を示している。
【００６９】
伝送装置Ａのポート状態管理制御部１４は、切り替えＡＣＫ  ＢＰＤＵｍ４を物理ポート
Ａ－２から受信すると、ポート対応関係テーブルＴ４Ａを更新する。状態４のポート対応
関係テーブルＴ４Ａの自装置情報では、＃１行に対する新ブリッジＩＤがｂ、新ブリッジ
ポートＩＤがＡｂ－１になり、その他（対向装置情報を含め）は状態３のポート対応関係
テーブルＴ３Ａと同じ内容である。そして、伝送装置Ａのスイッチ部１３は、ポート対応
関係テーブルＴ４Ａにもとづいて、物理ポートＡ－１をブリッジポートＡｂ－１にスイッ
チング切り替えする。
【００７０】
次に優先順位設定部１５について説明する。優先順位設定部１５は、ユーザにより、ブリ
ッジポートに対する優先順位の設定及び割り当て上限帯域の設定を可能にする。この優先
順位及び割り当て上限帯域は、ブリッジポートと物理ポートの対応関係変更の際に使用さ
れ、ユーザが意図した特定ポートに物理ポートを割り当てることができる。
【００７１】
図１７は優先順位／割り当て上限帯域設定テーブルを示す図である。優先順位／割り当て
上限帯域設定テーブルｔは、優先順位設定部１５内で管理される。テーブルフィールドと
しては、ブリッジＩＤ、ブリッジポートＩＤ、優先順位、割り当て上限帯域がある。
【００７２】
図１８は優先順位及び割り当て上限帯域が設定された場合の動作例を示す図である。伝送
装置１は、ブリッジＢｒ－（１）～Ｂｒ－（ｎ）を有しており、ブリッジＢｒ－（ｎ－１
）のブリッジポートをＰ１、ブリッジＢｒ－（ｎ）のブリッジポートをＰ２とする。
【００７３】
また、優先順位／割り当て上限帯域設定テーブルｔは、ブリッジＢｒ－（ｎ－１）のブリ
ッジポートＰ１の優先順位を最も高くして、割り当て上限帯域を１００Ｍｂｐｓと設定し
、ブリッジＢｒ－（ｎ）のブリッジポートＰ２の優先順位を２番目に高くして、割り当て
上限帯域を３０Ｍｂｐｓと設定したとする。
【００７４】
このような場合、ブリッジＢｒ－（１）～Ｂｒ－（ｎ）の中で（ブリッジＢｒ－（ｎ－１
）を除く）、ブロッキング状態になったブリッジポートが生じた場合には、優先順位／割
り当て上限帯域設定テーブルｔの内容により、ブリッジＢｒ－（ｎ－１）のポートＰ１が
、ブロッキング状態になったブリッジポートに接続していた物理ポートと接続して、論理
的に切断されていた回線を使用することになる。ただし、ブリッジＢｒ－（ｎ－１）のポ
ートＰ１は、１００Ｍｂｐｓまで使用可能である。
【００７５】
そして、ブロッキング状態になったブリッジポートがさらに生じて（ブリッジＢｒ－（ｎ
）を除く）、ブリッジＢｒ－（ｎ－１）のポートＰ１が、このときの回線を使用すると、
１００Ｍｂｐｓを超えてしまうような場合には、優先順位が２番目に設定されているブリ
ッジＢｒ－（ｎ）のポートＰ２が、この回線を使用することになる。ただし、ブリッジＢ
ｒ－（ｎ）のポートＰ２は、３０Ｍｂｐｓまで使用可能である。
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【００７６】
次に伝送装置１の各構成部の立ち上げ時の処理について説明する。伝送装置１の立ち上げ
時、ポート対応関係テーブルＴの自装置情報のフィールドである、物理ポートＩＤ、新ブ
リッジＩＤ、新ブリッジポートＩＤ、元ブリッジＩＤ、元ブリッジポートＩＤは、伝送装
置１に搭載されている物理ポート、ブリッジ、各ブリッジのブリッジポートの各ＩＤの小
さいものから順に値が書き込まれて初期化される。また、ブリッジポート状態は、非ブロ
ッキング状態で初期化される。対向装置情報のフィールドである物理ポートＩＤ、ブリッ
ジＩＤ、ブリッジポートＩＤは無効な値で初期化される。
【００７７】
優先順位／割り当て上限帯域設定テーブルｔのブリッジＩＤ、ブリッジポートＩＤの各フ
ィールドは、伝送装置１に搭載されているブリッジの各ＩＤとブリッジポートの各ＩＤの
小さいものから順に値が書き込まれることにより初期化される。
【００７８】
優先順位のフィールドは、最低優先順位で初期化され（最も優先順位が高いものを１、最
も低いものを５として、１～５までの設定が可能ならば、初期化時はすべて５に設定され
る）、割り当て上限帯域は制限無しで初期化される。そして、優先順位設定部１５は、立
ち上げ直後からユーザからのコマンド投入を待ち受ける。
【００７９】
スイッチ部１３は、立ち上げ直後からポート対応関係テーブルＴをもとに送受信フレーム
のスイッチングを行う。ブリッジポート状態監視部１１は、立ち上げ直後は、ブリッジポ
ート監視を行わず、搭載されている全ブリッジの中で最大の Bridge Forward Delay（ブリ
ッジ立ち上げ時には、ポートの状態が Listening→ Learning→ Forwardingと遷移する。各
状態間の遷移時間を Bridge Forward Delayと呼ぶ）値の２倍の時間を待ち、全ブリッジで
スパニングツリーが構築されブリッジポート状態が安定するのを待つ。その後、各ブリッ
ジのブリッジポートの状態監視を開始する。
【００８０】
ポート状態管理制御部１４は、立ち上げ直後に、ポート対応関係テーブルＴにもとづいて
、各物理ポートに対応する状態通知ＢＰＤＵを作成し、該当の物理ポートから送出する。
【００８１】
次にスイッチ部１３が物理ポートからフレームを受信した場合の処理について説明する。
図１９はスイッチ部１３が物理ポートからフレームを受信した時の処理フローである。
〔Ｓ１〕物理ポートからフレームを受信する。
〔Ｓ２〕受信フレームがＢＰＤＵか否かを判定する。ＢＰＤＵでなければ（フレームがデ
ータ転送用の情報フレームならば）ステップＳ５へ、ＢＰＤＵならばステップＳ３へ行く
。
【００８２】
〔Ｓ３〕受信フレームが、スパニングツリープロトコル用ＢＰＤＵか否かを判定する。ス
パニングツリープロトコル用ＢＰＤＵの場合（ Configuration BPDUまたは Topology Chang
e Notification BPDU）はステップＳ６へ、スパニングツリープロトコル用ＢＰＤＵでな
ければ（本発明の状態通知ＢＰＤＵ、切り替え要求ＢＰＤＵ、切り替えＡＣＫ  ＢＰＤＵ
のいずれか）ステップＳ４へ行く。
〔Ｓ４〕受信ＢＰＤＵをポート状態管理制御部１４へ転送する。以降の処理について図２
３～図２６で後述する。
【００８３】
〔Ｓ５〕ポート対応関係テーブルＴの自装置情報の物理ポートＩＤフィールドから、受信
物理ポートを検索する。そして、その受信物理ポートに対応する、新ブリッジＩＤと新ブ
リッジポートＩＤの組を取得する（すでに切り替えられているブリッジに、情報フレーム
を渡すために、切り替え後の新ブリッジＩＤと新ブリッジポートＩＤの組を取得している
）。そして、ステップＳ７へ行く。
〔Ｓ６〕ポート対応関係テーブルＴの自装置情報の物理ポートＩＤフィールドから受信物

10

20

30

40

50

(10) JP 3822083 B2 2006.9.13



理ポートを検索し、対応する元ブリッジＩＤと元ブリッジポートＩＤの組を取得する。
【００８４】
ここで、スパニングツリープロトコル用ＢＰＤＵの内容としては、ブロッキング状態から
他の状態へ遷移せよ、といった旨を表す内容のＢＰＤＵである可能性もある。このような
場合には、切り替え前のブリッジにこの情報を渡す必要がある。したがって、切り替え前
の元ブリッジＩＤと元ブリッジポートＩＤの組を取得している。
〔Ｓ７〕スイッチ部１３は、取得したブリッジのブリッジポートに、受信フレームを転送
する。
【００８５】
次にスイッチ部１３がブリッジポートからフレームを受信した場合の処理について図２０
～図２２を用いて説明する。図２０はスイッチ部１３がブリッジポートからフレームを受
信した時の処理フローである。
〔Ｓ１１〕ブリッジポートからフレームを受け取る。
【００８６】
〔Ｓ１２〕フレームがＢＰＤＵか否かを判定する。ＢＰＤＵの場合は（ブリッジが出力す
るＢＰＤＵは、 Configuration BPDU、 Topology Change Notification BPDUのいずれかで
ある）ステップＳ１３へ、ＢＰＤＵでなければ（情報フレーム）ステップＳ１５へ行く。
〔Ｓ１３〕ポート対応関係テーブルＴの元ブリッジＩＤと元ブリッジポートＩＤの組の中
から、フレームを受信したスイッチ部１３のポート（ブリッジＩＤとブリッジポートＩＤ
の組で示されている）と等しいエントリを検索する。
【００８７】
〔Ｓ１４〕該当エントリに対応する物理ポートからフレームを送出する。
〔Ｓ１５〕ポート対応関係テーブルＴの新ブリッジＩＤと新ブリッジポートＩＤの組の中
から、フレームを受信したスイッチ部１３のポート（ブリッジＩＤとブリッジポートＩＤ
の組で示されている）と等しいエントリをすべて検索する。そして、該当エントリがなけ
ればステップＳ１６へ、あればステップＳ１７へ行く。
【００８８】
〔Ｓ１６〕受信フレームを廃棄する。
〔Ｓ１７〕該当エントリが単一か複数あるかを判定する。単一の場合はステップＳ１４へ
、複数の場合はステップＳ１８へ行く。
〔Ｓ１８〕前回フレーム送出時に使用した物理ポートの次のＩＤを持つ物理ポートＩＤか
らフレームを送出する (前回が最後尾ＩＤなら先頭ＩＤを使用 )。例えば、物理ポート＃１
～＃３ならば、＃１→＃２→＃３→＃１→＃２→…というようにフレームを送信する。
【００８９】
図２１は図２０のステップＳ１３、Ｓ１４を説明するための図である。ブリッジａは、ブ
リッジポートＡａ－１を有し、スイッチ部１３のポート（ａ、Ａａ－１）と接続する。な
お、ブリッジポートと接続するスイッチ部１３のポートは、ブリッジＩＤとブリッジポー
トＩＤの組で示される識別子が付いている。
【００９０】
ブリッジｂは、ブリッジポートＡｂ－１を有し、スイッチ部１３のポート（ｂ、Ａｂ－１
）と接続する。また、ポート対応関係テーブルＴは、図のように設定されているとする（
自装置情報のみ示す）。
【００９１】
スイッチ部１３のポート（ａ、Ａａ－１）は、ＢＰＤＵを受信している。このＢＰＤＵを
物理ポートから対向側へ送信する場合、使用すべき物理ポートは、切り替え前の物理ポー
トである。したがって、スイッチ部１３は、ブリッジ側からＢＰＤＵを受信した場合には
、まず、ポート対応関係テーブルＴの元ブリッジＩＤと元ブリッジポートＩＤの組の中か
ら、フレームを受信したスイッチ部１３のポートと等しいエントリを検索する。
【００９２】
ここでは、ポート（ａ、Ａａ－１）でＢＰＤＵを受信しているので、ポート対応関係テー
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ブルＴから、元ブリッジＩＤがａ、元ブリッジポートＩＤがＡａ－１の組を検索すること
になる。
【００９３】
すると、この組に対応する物理ポートはＡ－１であるから、スイッチ部１３は、ポート（
ａ、Ａａ－１）で受信したＢＰＤＵを、物理ポートＡ－１から送信することになる。
【００９４】
図２２は図２０のステップＳ１５～Ｓ１８を説明するための図である。ブリッジａは、ブ
リッジポートＡａ－１を有し、スイッチ部１３のポート（ａ、Ａａ－１）と接続する。ブ
リッジｂは、ブリッジポートＡｂ－１を有し、スイッチ部１３のポート（ｂ、Ａｂ－１）
と接続する。
【００９５】
また、ポート対応関係テーブルＴは、図のように設定されているとする（自装置情報のみ
示す）。そして、ブリッジａのブリッジポートＡａ－１がブロッキング状態となり、図の
ようにスイッチングされているとする。
【００９６】
スイッチ部１３は、ブリッジ側から情報フレームを受信した場合には、まず、ポート対応
関係テーブルＴの新ブリッジＩＤと新ブリッジポートＩＤの組の中から、フレームを受信
したスイッチ部１３のポートと等しいエントリを検索する。
【００９７】
ここでは、ポート（ｂ、Ａｂ－１）で情報フレームを受信しているので、ポート対応関係
テーブルＴから、新ブリッジＩＤがｂ、新ブリッジポートＩＤがＡｂ－１の組を検索する
ことになる。
【００９８】
すると、この組に対応する物理ポートはＡ－１、Ａ－２の複数あるから、スイッチ部１３
は、ポート（ｂ、Ａｂ－１）で受信した情報フレームを、物理ポートＡ－１、Ａ－２から
交互に送信することになる。
【００９９】
このように、スイッチ部１３は、物理ポートからフレームを受信したときや、ブリッジポ
ートからフレームを受信したときのように、ポート対応関係テーブルＴの内容によって、
任意のブリッジポートと物理ポートの間を論理的に自由に接続することが可能である。
【０１００】
次に伝送装置１が状態通知ＢＰＤＵ、切り替え要求ＢＰＤＵ、切り替えＡＣＫＢＰＤＵを
受信した時の処理について説明する。物理ポートで受信されたこれらのＢＰＤＵは、まず
スイッチ部１３で処理される。すなわち、スイッチ部１３では、受信フレームがＢＰＤＵ
であり、スパニングツリープロトコル用ＢＰＤＵではないことを判断して、受信ＢＰＤＵ
をポート状態管理制御部１４へ転送する (図１９で上述 )。
【０１０１】
図２３は受信ＢＰＤＵの判定及び状態通知ＢＰＤＵ受信時の処理フローである。
〔Ｓ２１〕ポート状態管理制御部１４は、スイッチ部１３からＢＰＤＵを受け取る。
〔Ｓ２２〕ポート状態管理制御部１４は、ＢＰＤＵのタイプを判定する。状態通知ＢＰＤ
ＵならステップＳ２６へ、そうでなければステップＳ２３へ行く。
〔Ｓ２３〕受信ＢＰＤＵが切り替え要求ＢＰＤＵか否かを判定し、切り替え要求ＢＰＤＵ
ならステップＳ３１へ、そうでなければステップＳ２４へ行く。
【０１０２】
〔Ｓ２４〕受信ＢＰＤＵが切り替えＡＣＫ  ＢＰＤＵか否かを判定し、切り替えＡＣＫ  Ｂ
ＰＤＵならステップＳ４１へ、そうでなければステップＳ２５へ行く。
〔Ｓ２５〕受信ＢＰＤＵを廃棄する。
〔Ｓ２５ａ〕状態通知ＢＰＤＵを受信した物理ポートＩＤに対応するポート対応関係テー
ブルＴ中の対向装置情報部分の物理ポートＩＤ、ブリッジＩＤ、ブリッジポートＩＤの各
フィールドの値が、受信した状態通知ＢＰＤＵ中の物理ポートＩＤ、元ブリッジＩＤ、元
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ブリッジポートＩＤの値と異なればステップＳ２６へ、等しければ終了する。
【０１０３】
〔Ｓ２６〕状態通知ＢＰＤＵを受信した物理ポートＩＤに対応するポート対応関係テーブ
ルＴ中の対向装置情報部分の物理ポートＩＤ、ブリッジＩＤ、ブリッジポートＩＤの各フ
ィールドに、状態通知ＢＰＤＵ中の物理ポートＩＤ、元ブリッジＩＤ、元ブリッジポート
ＩＤの値を書き込む。
〔Ｓ２７〕状態通知ＢＰＤＵを受信した物理ポートＩＤと、それに対応する元ブリッジＩ
Ｄ、元ブリッジポートＩＤの値を用いて、状態通知ＢＰＤＵを作成し、該当物理ポートか
ら対向側へ送出する。
【０１０４】
ここで、ステップＳ２６、Ｓ２７について、図９、図１０を例にして説明する。伝送装置
Ａの物理ポートＡ－１で、状態通知ＢＰＤＵｍ１ｂを受信する。状態通知ＢＰＤＵｍ１ｂ
は、物理ポートＩＤがＢ－１、元ブリッジＩＤがｃ、元ブリッジポートＩＤがＢｃ－１と
設定されており、これらの値がポート対応関係テーブルＴ１Ａの対向装置情報中に書き込
まれる。
【０１０５】
そして、状態通知ＢＰＤＵｍ１ｂを受信した物理ポートＡ－１に対し、物理ポート＝Ａ－
１、元ブリッジＩＤ＝ａ、元ブリッジポートＩＤ＝Ａａ－１の値を状態通知ＢＰＤＵｍ１
ａに書き込み、物理ポートＡ－１から送出する。
【０１０６】
このように、状態通知ＢＰＤＵを受信した時に、対向装置のポート情報を取り込むととも
に、自装置のポート情報を対向装置に送信することにより、自装置及び対向装置間で物理
ポートとブリッジポートの対応情報を共有することができる。
【０１０７】
図２４、図２５は切り替え要求ＢＰＤＵの受信処理フローである。
〔Ｓ３１〕切り替え要求ＢＰＤＵの切り替え元物理ポートＩＤを、ポート対応関係テーブ
ルＴの対向装置情報の物理ポートＩＤフィールドから検索する。該当のエントリがあれば
ステップＳ３２へ、なければステップＳ３６へ行く。
〔Ｓ３２〕該当エントリの新ブリッジＩＤと新ブリッジポートＩＤの組が元ブリッジＩＤ
と元ブリッジポートＩＤの組と等しいか判定する (他の物理ポートで使用中でないことを
確認 )。等しければステップＳ３３へ、等しくなければステップＳ３６へ行く。
【０１０８】
〔Ｓ３３〕切り替え要求ＢＰＤＵの切り替え先ブリッジＩＤと切り替え先ブリッジポート
ＩＤの組を、ポート対応関係テーブルＴの対向装置情報のブリッジＩＤとブリッジポート
ＩＤフィールドから検索する。該当のエントリがあればステップＳ３４へ、なければステ
ップＳ３６へ行く。
〔Ｓ３４〕該当エントリの元ブリッジＩＤと元ブリッジポートＩＤの組を、切り替え元物
理ポートＩＤに対応する自装置の物理ポートＩＤに対応する新ブリッジＩＤと新ブリッジ
ポートＩＤの組に上書きする。
〔Ｓ３５〕切り替え要求ＢＰＤＵの切り替え元物理ポートＩＤ、切り替え先ブリッジＩＤ
、切り替え先ブリッジポートＩＤを用いて、切り替えＡＣＫ  ＢＰＤＵを作成し、切り替
えＢＰＤＵを受信した物理ポートから対向側へ送出する。
〔Ｓ３６〕切り替え要求ＢＰＤＵを廃棄する。
【０１０９】
ここで、ステップＳ３１～Ｓ３５について、図１１～図１４を例にして説明する。ステッ
プＳ３１について、図１１、図１２を用いて説明すると、伝送装置Ｂは、切り替え要求Ｂ
ＰＤＵｍ３内の切り替え元物理ポートＩＤ＝Ａ－１を、ポート対応関係テーブルＴ２Ｂの
対向装置情報の物理ポートＩＤフィールドから検索する。この場合には＃１行にエントリ
があるのでステップＳ３２へ行くことになる。すなわち、対向装置（伝送装置Ａ）の物理
ポートＡ－１に対応する自装置（伝送装置Ｂ）の物理ポートは、この検索処理によりＢ－
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１と認識できる（ブロッキング状態になって、論理的に切断されている物理ポートＡ－１
に対応する、自身の物理ポートはＢ－１だと認識している）。
【０１１０】
ステップＳ３２について、図１１、図１２を用いて説明すると、ポート対応関係テーブル
Ｔ２Ｂの＃１行の新ブリッジＩＤと新ブリッジポートＩＤの組が、元ブリッジＩＤと元ブ
リッジポートＩＤの組と等しい（新ブリッジＩＤ＝元ブリッジＩＤ＝ｃ、新ブリッジポー
トＩＤ＝元ブリッジポートＩＤ＝Ｂｃ－１）。したがって、ステップＳ３３へ行く。
【０１１１】
すなわち、このステップＳ３２では、ブリッジｃのブリッジポートＢｃ－１が物理ポート
Ｂ－１に接続しているのか、他の物理ポートに接続しているのかを判定している。物理ポ
ートＢ－１に対応する、新ブリッジＩＤと新ブリッジポートＩＤの組が、元ブリッジＩＤ
と元ブリッジポートＩＤの組と等しければ、ブリッジポートＢｃ－１が物理ポートＢ－１
に接続していることになり、等しくなければ、ブリッジポートＢｃ－１は、物理ポートＢ
－１に接続していないことになる（他の物理ポートに接続していることになる。もし、他
の物理ポートに接続しているのならば、ブリッジポートＢｃ－１は、切り替え制御を行う
必要はない）。
【０１１２】
ステップＳ３３について、図１１、図１２を用いて説明すると、切替要求ＢＰＤＵｍ３の
切り替え先ブリッジＩＤ＝ｂ、切り替え先ブリッジポートＩＤ＝Ａｂ－１の組を、ポート
対応関係テーブルＴ２Ｂの対向装置情報のブリッジＩＤとブリッジポートＩＤフィールド
から検索する。＃２行に該当エントリがあるのでステップＳ３４へ行く。
【０１１３】
ここでは、切り替え先の伝送装置Ａの切り替え先ブリッジＩＤ＝ｂ、切り替え先ブリッジ
ポートＩＤ＝Ａｂ－１の組に対応する、自装置の元ブリッジＩＤと元ブリッジポートＩＤ
の組（元ブリッジＩＤ＝ｄ、元ブリッジポートＩＤ＝Ｂｄ－１）があるかないかを検索し
ていることになる。
【０１１４】
ステップＳ３４について、図１３、図１４を用いて説明すると、ポート対応関係テーブル
Ｔ２Ｂの＃２行の元ブリッジＩＤ＝ｄと、元ブリッジポートＩＤ＝Ｂｄ－１の組を、物理
ポートＢ－１に対応する新ブリッジＩＤと新ブリッジポートＩＤの組に上書きしてポート
対応関係テーブルＴ３Ｂを生成する。そして、切り替えＡＣＫ  ＢＰＤＵを物理ポートＢ
－１から送出する。
【０１１５】
図２６は切り替えＡＣＫ  ＢＰＤＵを受信した場合の処理フローである。
〔Ｓ４１〕切り替えＡＣＫ  ＢＰＤＵの切り替え元物理ポートＩＤで示される物理ポート
のブリッジポート状態がブロッキング状態であるか否かを判定する。ブロッキング状態な
らステップＳ４３へ、そうでなければステップＳ４２へ行く。
〔Ｓ４２〕切り替えＡＣＫ  ＢＰＤＵを廃棄する。
〔Ｓ４３〕切り替え元物理ポートＩＤに対応する新ブリッジＩＤと新ブリッジポートＩＤ
の組を、切り替えＡＣＫ  ＢＰＤＵの切り替え先ブリッジＩＤと切り替え先ブリッジポー
トＩＤの組で上書きする。
【０１１６】
ステップＳ４１、Ｓ４３について、図１５、図１６を例に説明する。切り替えＡＣＫ  Ｂ
ＰＤＵの切り替え元物理ポートＩＤはＡ－１であり、物理ポートＡ－１に対応するブリッ
ジポートはブロッキング状態であるので、ステップＳ４３へ行く。
【０１１７】
そして、切り替えＡＣＫ  ＢＰＤＵの切り替え先ブリッジＩＤ＝ｂ、と切り替え先ブリッ
ジポートＩＤ＝Ａｂ－１の組を、ポート対応関係テーブルＴ３Ａの物理ポートに対応する
新ブリッジＩＤと新ブリッジポートＩＤに上書きして、ポート対応関係テーブルＴ４Ａを
生成する。
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【０１１８】
次にブリッジポートの状態変化時の処理について説明する。図２７はブリッジポートの状
態変化時の処理フローを示す図である。ブロッキング状態→非ブロッキング状態に遷移し
た場合の処理フローを示している。
〔Ｓ５１〕ブリッジポート状態監視部１１は、ブリッジポートのブロッキング状態→非ブ
ロッキング状態への変化を検出する。
〔Ｓ５２〕ブリッジポート状態監視部１１は、検出結果にもとづき、ポート対応関係テー
ブルＴを更新する。
【０１１９】
〔Ｓ５３〕ポート状態管理制御部１４は、ブリッジポート状態監視部１１から、状態が変
化したブリッジポートに関するブリッジＩＤとブリッジポートＩＤと共に、ブロッキング
状態→非ブロッキング状態になった旨が通知されると、ポート対応関係テーブルＴ中の元
ブリッジＩＤと元ブリッジポートＩＤの組が、通知されたブリッジＩＤとブリッジポート
ＩＤの組に等しいエントリを検索する。そして、元ブリッジＩＤと元ブリッジポートＩＤ
の組に対応付けられている物理ポートＩＤを取得する。
〔Ｓ５４〕取得した物理ポートＩＤ、元ブリッジＩＤ、元ブリッジポートＩＤを用いて、
切り替え要求ＢＰＤＵを作成し、該当の物理ポートから送出する。
【０１２０】
図２８はブリッジポートの状態変化時の処理フローを示す図である。非ブロッキング状態
→ブロッキング状態に遷移した場合の処理フローを示している。
〔Ｓ６１〕ブリッジポート状態監視部１１は、ブリッジポートの非ブロッキング状態→ブ
ロッキング状態への変化を検出する。
〔Ｓ６２〕ブリッジポート状態監視部１１は、検出結果にもとづき、ポート対応関係テー
ブルＴを更新する。
【０１２１】
〔Ｓ６３〕ポート状態管理制御部１４は、ブリッジポート状態監視部１１から、状態が変
化したブリッジポートに関するブリッジＩＤとブリッジポートＩＤと共に、ブロッキング
状態→非ブロッキング状態になった旨を通知されると、ポート対応関係テーブルＴ中の元
ブリッジＩＤと元ブリッジポートＩＤの組が、通知されたブリッジＩＤとブリッジポート
ＩＤの組に等しいエントリを検索する。そして、元ブリッジＩＤと元ブリッジポートＩＤ
の組に対応付けられている物理ポートＩＤを取得する。
【０１２２】
〔Ｓ６４〕優先順位／割り当て上限帯域設定テーブルｔから優先順位の最も高いポートを
検索する。単一エントリの場合はステップＳ６６へ、複数エントリの場合はステップＳ６
５へ行く。
〔Ｓ６５〕ブリッジＩＤ、ブリッジポートＩＤの中で値の最小のエントリを選択する。
【０１２３】
〔Ｓ６６〕選択されたエントリのブリッジＩＤ・ブリッジポートＩＤと等しい新ブリッジ
ＩＤ・新ブリッジポートＩＤに対応付けられている物理ポートを、ポート対応関係テーブ
ルＴから検索し、全物理帯域を算出する。
〔Ｓ６７〕すべての物理帯域がブリッジポート優先順位管理テーブルの割り当て上限帯域
以上であった場合、選択したブリッジポートを検索対象から外して、ブリッジポート優先
順位管理テーブルの検索をし直す。また、選択エントリのブリッジポートが切替中であっ
た場合も検索をしなおす。
〔Ｓ６８〕選択されたブリッジＩＤとブリッジポートＩＤを取得し、かつ空き物理ポート
ＩＤを使用して、切り替え要求ＢＰＤＵを作成して、ブリッジＩＤとブリッジポートＩＤ
に対応付けられている物理ポートから送出する。
【０１２４】
以上説明したように、本発明の伝送装置１では、スパニングツリー上のブロッキングポー
トが使用していた物理回線を、他のネットワークに貸与することができるので、帯域を有
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効利用することが可能になる。
【０１２５】
また、ネットワーク管理者の意図通りのポートをネットワーク設計によって、ブロッキン
グ状態にし、かつ本発明によるブリッジポート優先度と割り当て上限帯域を利用すること
により、“最低限の品質しか保証しないが、他ネットワークからの貸与分増量された帯域
を提供できる回線メニュー”をサービスメニューとして、あらたに提供できる。これによ
り、エンドユーザーは、大きな帯域を低コストで利用することが可能となる。
【０１２６】
（付記１）　ネットワーク上で伝送制御を行う伝送装置において、
ブリッジポートを有し、レイヤ２レベルでの通信を行うブリッジと、
回線を通じてフレームの送受信が行われる物理ポートと、
ブリッジポートのブロッキングまたは非ブロッキングの状態を監視するブリッジポート状
態監視部と、自装置に関する、ブリッジポートの状態、ブリッジポート及び物理ポートの
対応関係と、対向装置に関する、ブリッジポート及び物理ポートの対応関係とを含むポー
ト対応関係テーブルを格納管理するポート対応関係テーブル管理部と、前記ポート対応関
係テーブルにもとづいて、ブリッジポートからの送信フレームを対応する物理ポートから
送出し、物理ポートからの受信フレームを対応するブリッジポートに転送して、論理的に
切断された回線を他の通信サービスに利用できるように、ブリッジポートと物理ポートと
のスイッチングを行うスイッチ部と、対向装置と情報交換のためのポート状態情報の送受
信を行うポート状態管理制御部と、から構成されるポート間スイッチ制御部と、
を有することを特徴とする伝送装置。
【０１２７】
（付記２）　前記ポート状態管理制御部は、対向装置のポートの対応関係を認識するため
に、前記ポート状態情報として、状態通知フレームの送受信を行うことを特徴とする付記
１記載の伝送装置。
【０１２８】
（付記３）　前記ポート状態管理制御部は、ブリッジポートの状態変化を認識した場合、
前記ポート状態情報として、切り替え要求フレームと応答フレームの送受信を行い、自装
置と対向装置間で互いのポートの状態変化を認識して、前記スイッチ部は、ブリッジポー
トと物理ポートとのスイッチングを行うことを特徴とする付記１記載の伝送装置。
【０１２９】
（付記４）　前記スイッチ部は、物理ポートからフレームを受信した際、フレームタイプ
の判定を行い、情報フレームの場合は、スイッチ切り替え後のブリッジに転送し、スパニ
ングツリープロトコル用フレームの場合は、スイッチ切り替え前のブリッジに転送し、前
記ポート状態情報の場合は、前記ポート状態管理制御部へ転送することを特徴とする付記
１記載の伝送装置。
【０１３０】
（付記５）　前記スイッチ部は、ブリッジポートからフレームを受信した際、フレームタ
イプの判定を行い、スパニングツリープロトコル用フレームの場合は、スイッチ切り替え
前の物理ポートから送出し、情報フレームの場合は、スイッチ切り替え後の物理ポートを
選択し、前記物理ポートが複数ある場合は、前記物理ポートを巡回させて送出することを
特徴とする付記１記載の伝送装置。
【０１３１】
（付記６）　ブリッジポートに対する優先順位及び割り当て上限帯域をユーザから任意に
設定できる優先順位設定部をさらに有し、前記優先順位及び前記割り当て上限帯域にもと
づいて、スイッチングを行うことを特徴とする付記１記載の伝送装置。
【０１３２】
(付記７ )　マルチブリッジ機能が搭載された伝送装置に設置され、ブリッジが有するブリ
ッジポートと、回線を通じてフレームの送受信が行われる物理ポートと、の接続制御を行
うポート間スイッチング装置において、
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ブリッジポートのブロッキングまたは非ブロッキングの状態を監視するブリッジポート状
態監視部と、
自装置に関する、ブリッジポートの状態、ブリッジポート及び物理ポートの対応関係と、
対向装置に関する、ブリッジポート及び物理ポートの対応関係とを含むポート対応関係テ
ーブルを格納管理するポート対応関係テーブル管理部と、
前記ポート対応関係テーブルにもとづいて、ブリッジポートからの送信フレームを対応す
る物理ポートから送出し、物理ポートからの受信フレームを対応するブリッジポートに転
送して、論理的に切断された回線を他の通信サービスに利用できるように、ブリッジポー
トと物理ポートとのスイッチングを行うスイッチ部と、
対向装置と情報交換のためのポート状態情報の送受信を行うポート状態管理制御部と、
を有することを特徴とするポート間スイッチング装置。
【０１３３】
（付記８）　前記ポート状態管理制御部は、対向装置のポートの対応関係を認識するため
に、前記ポート状態情報として、状態通知フレームの送受信を行うことを特徴とする付記
７記載のポート間スイッチング装置。
【０１３４】
（付記９）　前記ポート状態管理制御部は、ブリッジポートの状態変化を認識した場合、
前記ポート状態情報として、切り替え要求フレームと応答フレームの送受信を行い、自装
置と対向装置間で互いのポートの状態変化を認識して、前記スイッチ部は、ブリッジポー
トと物理ポートとのスイッチングを行うことを特徴とする付記７記載のポート間スイッチ
ング装置。
【０１３５】
（付記１０）　前記スイッチ部は、物理ポートからフレームを受信した際、フレームタイ
プの判定を行い、情報フレームの場合は、スイッチ切り替え後のブリッジに転送し、スパ
ニングツリープロトコル用フレームの場合は、スイッチ切り替え前のブリッジに転送し、
前記ポート状態情報の場合は、前記ポート状態管理制御部へ転送することを特徴とする付
記７記載のポート間スイッチング装置。
【０１３６】
（付記１１）　前記スイッチ部は、ブリッジポートからフレームを受信した際、フレーム
タイプの判定を行い、スパニングツリープロトコル用フレームの場合は、スイッチ切り替
え前の物理ポートから送出し、情報フレームの場合は、スイッチ切り替え後の物理ポート
を選択し、前記物理ポートが複数ある場合は、前記物理ポートを巡回させて送出すること
を特徴とする付記７記載のポート間スイッチング装置。
【０１３７】
（付記１２）　ブリッジポートに対する優先順位及び割り当て上限帯域をユーザから任意
に設定できる優先順位設定部をさらに有し、前記優先順位及び前記割り当て上限帯域にも
とづいて、スイッチングを行うことを特徴とする付記７記載のポート間スイッチング装置
。
【０１３８】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明の伝送装置は、ブリッジポートの状態を監視し、対向装置
とポート状態情報の送受信を行って、ブリッジポートと物理ポートの対応関係が管理され
たポート対応関係テーブルにもとづいて、論理的に切断された回線を他の通信サービスに
利用できるように、ブリッジポートと物理ポートとのスイッチング制御を行う構成とした
。これにより、

有効利 図ることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の伝送装置の原理図である。
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ブロッキング状態のブリッジポートに対応する物理ポートを、非ブロッキ
ング状態のブリッジポートと接続するようにスイッチングすることにより、ブロッキング
状態で論理的に切断されたリンクを、別のスパニングツリーネットワークで利用して、帯
域の 用を



【図２】問題点を説明するための図である。
【図３】本発明の動作概要を説明するための図である。
【図４】　 IEEE802.1Dに規定されている Configuration ＢＰＤＵのフォーマットを示す図
である。
【図５】状態通知ＢＰＤＵのフォーマットを示す図である。
【図６】切り替え要求ＢＰＤＵのフォーマットを示す図である。
【図７】切り替えＡＣＫ  ＢＰＤＵのフォーマットを示す図である。
【図８】ポート対応関係テーブルの構成を示す図である。
【図９】状態１の伝送装置の状態を示す図である。
【図１０】状態１のポート対応関係テーブルを示す図である。（Ａ）は伝送装置Ａのポー
ト対応関係テーブル、（Ｂ）は伝送装置Ｂのポート対応関係テーブルを示している。
【図１１】状態２の伝送装置の状態を示す図である。
【図１２】状態２のポート対応関係テーブルを示す図である。（Ａ）は伝送装置Ａのポー
ト対応関係テーブル、（Ｂ）は伝送装置Ｂのポート対応関係テーブルを示している。
【図１３】状態３の伝送装置の状態を示す図である。
【図１４】状態３のポート対応関係テーブルを示す図である。（Ａ）は伝送装置Ａのポー
ト対応関係テーブル、（Ｂ）は伝送装置Ｂのポート対応関係テーブルを示している。
【図１５】状態４の伝送装置の状態を示す図である。
【図１６】状態４のポート対応関係テーブルを示す図である。（Ａ）は伝送装置Ａのポー
ト対応関係テーブル、（Ｂ）は伝送装置Ｂのポート対応関係テーブルを示している。
【図１７】優先順位設定テーブルを示す図である。
【図１８】優先順位及び割り当て上限帯域が設定された場合の動作例を示す図である。
【図１９】スイッチ部が物理ポートからフレームを受信した時の処理フローである
【図２０】スイッチ部がブリッジポートからフレームを受信した時の処理フローである。
【図２１】図２０のステップＳ１３、Ｓ１４を説明するための図である。
【図２２】図２０のステップＳ１５～Ｓ１８を説明するための図である。
【図２３】受信ＢＰＤＵの判定及び状態通知ＢＰＤＵ受信時の処理フローである。
【図２４】切り替え要求ＢＰＤＵの受信処理フローである。
【図２５】切り替え要求ＢＰＤＵの受信処理フローである。
【図２６】切り替えＡＣＫ  ＢＰＤＵを受信した場合の処理フローである。
【図２７】ブリッジポートの状態変化時の処理フローを示す図である。
【図２８】ブリッジポートの状態変化時の処理フローを示す図である。
【図２９】スパニングツリープロトコルの概要を説明するための図である。
【図３０】スパニングツリープロトコルの概要を説明するための図である。
【図３１】スパニングツリープロトコルの概要を説明するための図である。
【符号の説明】
１　伝送装置
１０　ポート間スイッチ制御部
１１　ブリッジポート状態監視部
１２　ポート対応関係テーブル管理部
１３　スイッチ部
１４　ポート状態管理制御部
１５　優先順位設定部
Ｂｒ－１～Ｂｒ－ｍ　ブリッジ
Ｔ　ポート対応関係テーブル
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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