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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークのノード対間の増分ネットワークコストを計算する、コンピュータに実装
される方法であって、
　前記ネットワークのノードから取得したトラフィック統計に基づいてトラフィック需要
マトリックスを生成する段階と、
　前記ネットワークの複数のリンクの各リンクについて、前記ネットワークの各ノード対
のトラフィック需要に関する全安定状態トラフィックフローを、前記トラフィック需要マ
トリックスに基づいて生成する段階と、
　前記ネットワークの複数のリンクの各リンクについて、前記ネットワークの各ノード対
のトラフィック需要に関する全復元トラフィックフローを、前記トラフィック需要マトリ
ックスに基づいて生成する段階と、
　前記ネットワークの複数のリンクの各リンクについて、前記ネットワークの各ノード対
のトラフィック需要に関する全ネットワークトラフィックフローコストを、前記トラフィ
ック需要マトリックスに基づいて生成する段階と、
　前記トラフィック需要マトリックスに基づいて前記ネットワークの各リンクに対する容
量割り当てを決定する段階と、
　前記ネットワークの各リンクに対する前記容量割り当てに基づいて、任意のノード対の
間で送受信される単位トラフィックあたりのコストを計算する段階と
　を備え、
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　前記ネットワークの各リンクに対する前記容量割り当てを決定する段階は、
　前記ネットワークの各ノード対のトラフィック需要に関する安定状態容量割り当てを、
前記トラフィック需要マトリックスに基づいて決定する段階と、
　前記ネットワークの各ノード対のトラフィック需要に関する復元容量割り当てを、前記
トラフィック需要マトリックスに基づいて決定する段階と
を有し、
　前記安定状態容量割り当ては、各リンクが各ノード対について有する安定状態トラフィ
ックフローの相対比率を示し、
　前記復元容量割り当ては、各リンクが各ノード対について有する復元トラフィックフロ
ーの相対比率を示し、
　前記単位トラフィックあたりのコストを計算する段階は、
　各リンクについて、前記安定状態容量割り当てと前記復元容量割り当てとの合計と、前
記全ネットワークトラフィックフローコストとを乗算する段階
を有する
コンピュータに実装される方法。
【請求項２】
　前記トラフィック需要マトリックスを生成する段階は、
　特定の時間範囲において前記ネットワークの各物理リンクにおいてトラフィック計測値
をサンプリングする段階
を有する請求項１に記載のコンピュータに実装される方法。
【請求項３】
　任意のリンクに対する前記容量割り当ては、前記ネットワークの各ノード対について別
個に決定される
請求項１または２に記載のコンピュータに実装される方法。
【請求項４】
　前記安定状態容量割り当ては、通常のネットワーク処理中における、前記ネットワーク
の各ノード対間の最適なルートに対するトラフィックフローを表す
請求項１から３のいずれか一項に記載のコンピュータに実装される方法。
【請求項５】
　ネットワーク不具合が生じると、各リンクにおけるトラフィックフローの前記復元容量
の割り当てが決定される
請求項１から４のいずれか一項に記載のコンピュータに実装される方法。
【請求項６】
　前記ネットワークにおいて少なくとも１つのリンクに不具合が生じた場合に任意のリン
クが対処するべきネットワークトラフィックの量を推定する段階
をさらに備える請求項５に記載のコンピュータに実装される方法。
【請求項７】
　前記ネットワークにおいて少なくとも１つのノードに不具合が生じた場合に任意のリン
クが対処するべきネットワークトラフィックの量を推定する段階
をさらに備える請求項５に記載のコンピュータに実装される方法。
【請求項８】
　前記安定状態容量割り当ておよび前記復元容量割り当ては、前記ネットワークの複数の
都市の対のノードの各々に関するトラフィックフローに起因する
請求項１から７のいずれか一項に記載のコンピュータに実装される方法。
【請求項９】
　前記単位トラフィックあたりのコストは、前記ネットワークの運営コスト、機器コスト
、施設コスト、および設置コストに基づく
請求項１から８のいずれか一項に記載のコンピュータに実装される方法。
【請求項１０】
　前記ネットワークの各リンクに対する前記容量割り当ては、ネットワーク容量計画アル
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ゴリズムにより生成される
請求項１から９のいずれか一項に記載のコンピュータに実装される方法。
【請求項１１】
　前記任意のノード対は、都市の対を表す
請求項１から７のいずれか一項に記載のコンピュータに実装される方法。
【請求項１２】
　前記単位トラフィックあたりのコストを、グラフィックユーザインタフェースに表示す
る段階
をさらに備える請求項１から１１のいずれか一項に記載のコンピュータに実装される方法
。
【請求項１３】
　前記ネットワークの各リンクについて任意のノード対の間で送受信される前記単位トラ
フィックあたりのコストの合計を算出し、前記単位トラフィックあたりのコストの前記合
計を、前記トラフィック需要マトリックスで提供される対応するノード対に関するネット
ワークトラフィック需要で除算することにより、任意のノード対の間の増分ネットワーク
コストを算出する段階
をさらに備える請求項１から１２のいずれか一項に記載のコンピュータに実装される方法
。
【請求項１４】
　ネットワークのノード対間の増分ネットワークコストを計算するシステムであって、
　それぞれが前記ネットワークの各ノードに関連付けられた複数のコアルータと、
　前記複数のコアルータから取得された、サンプリングされたトラフィック計測値からト
ラフィック需要マトリックスを生成するトラフィックフローモジュールと、
　前記トラフィック需要マトリックスに基づいて前記ネットワークのノード間の各リンク
に対する容量割り当てを決定するコスト分析モジュールと
　を備え、
　前記コスト分析モジュールは、前記ネットワークの各リンクに対する前記容量割り当て
に基づいて、任意のノード対の間で送受信される単位トラフィックあたりのコストを計算
し、
　前記トラフィックフローモジュールは、前記ネットワークの複数のリンクの各リンクに
ついて、前記ネットワークの各ノード対のトラフィック需要に関する全安定状態トラフィ
ックフローを、前記トラフィック需要マトリックスに基づいて決定し、前記ネットワーク
の複数のリンクの各リンクについて、前記ネットワークの各ノード対のトラフィック需要
に関する全復元トラフィックフローを、前記トラフィック需要マトリックスに基づいて決
定し、前記ネットワークの複数のリンクの各リンクについて、前記ネットワークの各ノー
ド対のトラフィック需要に関する全ネットワークトラフィックフローコストを、前記トラ
フィック需要マトリックスに基づいて決定し、
　前記コスト分析モジュールは、前記ネットワークの各ノード対のトラフィック需要に関
する安定状態容量割り当てを、前記トラフィック需要マトリックスに基づいて決定し、前
記ネットワークの各ノード対のトラフィック需要に関する復元容量割り当てを、前記トラ
フィック需要マトリックスに基づいて決定し、
　前記安定状態容量割り当ては、各リンクが各ノード対について有する安定状態トラフィ
ックフローの相対比率を示し、
　前記復元容量割り当ては、各リンクが各ノード対について有する復元トラフィックフロ
ーの相対比率を示し、
　前記コスト分析モジュールは、前記単位トラフィックあたりのコストを計算する場合に
、各リンクについて、前記安定状態容量割り当てと前記復元容量割り当てとの合計と、前
記全ネットワークトラフィックフローコストとを乗算する
システム。
【請求項１５】
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　前記安定状態容量割り当ては、前記ネットワークの各ノード対の間の最適ルートについ
て計測される
請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記ネットワークにおいて少なくとも１つのリンクに不具合が生じた場合に各リンクが
対処するべきネットワークトラフィックの量を推定することにより、各リンクに対する前
記復元容量割り当てが決定される
請求項１４または１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記コスト分析モジュールはさらに、前記ネットワークの各リンクについて任意のノー
ド対の間で送受信される前記単位トラフィックあたりのコストの合計を算出し、前記単位
トラフィックあたりのコストの前記合計を、前記トラフィックフローモジュールによって
生成される対応するノード対に関するネットワークトラフィック需要で除算することによ
り、任意のノード対の間の増分ネットワークコストを算出する
請求項１４から１６のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１８】
　プログラムであって、コンピュータに、
　ネットワークのノードから取得したネットワークトラフィック統計に基づいてトラフィ
ック需要マトリックスを生成する段階と、
　前記ネットワークの複数のリンクの各リンクについて、前記ネットワークの各ノード対
のトラフィック需要に関する全安定状態トラフィックフローを、前記トラフィック需要マ
トリックスに基づいて生成する段階と、
　前記ネットワークの複数のリンクの各リンクについて、前記ネットワークの各ノード対
のトラフィック需要に関する全復元トラフィックフローを、前記トラフィック需要マトリ
ックスに基づいて生成する段階と、
　前記ネットワークの複数のリンクの各リンクについて、前記ネットワークの各ノード対
のトラフィック需要に関する全ネットワークトラフィックフローコストを、前記トラフィ
ック需要マトリックスに基づいて生成する段階と、
　前記トラフィック需要マトリックスに基づいて前記ネットワークの各リンクに対する容
量割り当てを決定する段階と、
　前記ネットワークの各リンクに対する前記容量割り当てに基づいて、任意のノード対の
間で送受信される単位トラフィックあたりのコストを計算する段階と
　を実行させ、
　前記ネットワークの各リンクに対する前記容量割り当てを決定する段階は、
　前記ネットワークの各ノード対のトラフィック需要に関する安定状態容量割り当てを、
前記トラフィック需要マトリックスに基づいて決定する段階と、
　前記ネットワークの各ノード対のトラフィック需要に関する復元容量割り当てを、前記
トラフィック需要マトリックスに基づいて決定する段階と
を有し、
　前記安定状態容量割り当ては、各リンクが各ノード対について有する安定状態トラフィ
ックフローの相対比率を示し、
　前記復元容量割り当ては、各リンクが各ノード対について有する復元トラフィックフロ
ーの相対比率を示し、
　前記単位トラフィックあたりのコストを計算する段階は、
　各リンクについて、前記安定状態容量割り当てと前記復元容量割り当てとの合計と、前
記全ネットワークトラフィックフローコストとを乗算する段階
を有する
プログラム。
【請求項１９】
　前記安定状態容量割り当ては、前記ネットワークの各ノード対間の最適なルートについ
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て計測される
請求項１８に記載のプログラム。
【請求項２０】
　前記ネットワークにおいて少なくとも１つのリンクに不具合が生じた場合に任意のリン
クが対処するべきネットワークトラフィックの量を推定することにより、前記ネットワー
クの各リンクにおける復元容量割り当てが決定される
請求項１８または１９に記載のプログラム。
【請求項２１】
　前記ネットワークの各リンクについて任意のノード対の間で送受信される前記単位トラ
フィックあたりのコストの合計を算出し、前記単位トラフィックあたりのコストの前記合
計を、前記トラフィック需要マトリックスで提供される対応するノード対に関するネット
ワークトラフィック需要で除算することにより、任意のノード対の間の増分ネットワーク
コストを算出する段階
をさらに備える請求項１８から２０のいずれか一項に記載のプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、自己の２００９年２月２日に提出された「ネットワークトラフィックの分析（
Analysis of Network Traffic）」なる名称の米国仮特許出願第６１／１４９，１３０号
明細書、および、２００９年９月２日に提出された「ネットワークコストの分析（Networ
k Cost Analysis）」なる名称の米国特許出願第１２／５５２，９８３号明細書の恩恵を
請求し、その全体を全ての目的で参照として組み込む。
【０００２】
　本実施形態は、概してネットワーク通信に係る。より具体的には、ここに開示する実施
形態は、ネットワークトラフィックデータのモニタリングおよび相関付け、および、ネッ
トワークコストの分析に係る。
【背景技術】
【０００３】
　自律システム（ＡＳｓ）等のネットワークは、ユーザに効率的な性能を保証するために
継続的なモニタリングおよび管理を必要とするデバイス（ルータ、スイッチ、ゲートウェ
イ等）および様々なルーティングプロトコルからなる複雑なシステムである。ネットワー
クのオペレータは、これら複雑なシステムをモニタリングおよび管理するために従来技術
を利用する場合が多い。これら従来技術の１つは、簡易ネットワーク管理プロトコル（Ｓ
ＮＭＰ）を利用して実行される。
【０００４】
　例えば、ＳＮＭＰプロセスまたはエージェントが、ネットワークデバイス（ルータ、ス
イッチ等）上で実行され、オクテット列、ネットワークアドレス（インターネットプロト
コル「ＩＰ」アドレス）、オブジェクト識別子等のネットワークトラフィック情報をモニ
タリングする。エージェントプロセスは、ＳＮＭＰを介して１以上の中央または管理ネッ
トワークデバイスに、モニタリングしたネットワークトラフィック情報を周期的に報告す
る。そこでは管理ネットワークデバイスが、ネットワーク周辺からのネットワークデータ
を収集して報告する複数のエージェントプロセスからのネットワークトラフィック情報を
集計および処理することができる。
【０００５】
　加えて、大きなネットワークの運営および維持には、コストが多くかかる。コストのな
かには、例えば、ファイバ、ルータおよびスイッチ等の機器、コロケーション施設、電力
、等が含まれうる。
【発明の概要】
【０００６】
　概して開示する実施形態は、複数の二次ネットワークと通信する一次ネットワークに関
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するネットワークトラフィックデータのモニタリングおよび相関付けを行う方法およびシ
ステムを含む。例えば方法は、一次ネットワークと複数の二次ネットワークとの間（例え
ばカスタマネットワークとピアネットワークとの間）のネットワークトラフィックをモニ
タリングすることにより、ネットワークトラフィックデータセットを生成するネットワー
ク相関器を含む。ネットワーク相関器はさらに、一次ネットワークと複数の二次ネットワ
ークとの間のインター・ネットワークルーティング情報をモニタリングすることにより、
ネットワーク接続のマッピングを判断する。加えてネットワーク相関器は、一次ネットワ
ークと複数の二次ネットワークとの間のネットワーク利用統計をモニタリングすることに
より、トラフィック計測データを生成することができる。
【０００７】
　この情報を利用することにより、ネットワーク相関器は、ネットワークトラフィックデ
ータセット、ネットワーク接続のマッピング、および、トラフィック計測データセットを
相関付けることにより、一次ネットワークと複数の二次ネットワークとの間の関係ネット
ワークマッピングを計算することができる。関係ネットワークマッピングは、様々な設定
パラメータに従ってグラフィックユーザインタフェースに表示されてよい。
【０００８】
　さらに実施形態は、ネットワークの論理上の都市の対の間の増分ネットワークコストを
計算する方法およびシステムを含む（各都市の対は、１以上の物理リンクを介してネット
ワークにおいて通信する）。例えば、方法は、ネットワークの各物理リンクに対して、ネ
ットワークの各都市の対に関する安定状態容量割り当てを決定し、同様に、ネットワーク
の各都市の対に関する復元容量割り当てを決定するコスト分析器を含む。コスト分析器は
、任意の都市の対の単位トラフィックあたりの増分コストを、ｉ）該都市の対に関する安
定状態容量割り当ておよび復元容量割り当てを、ｉｉ）ネットワークの各都市の対に関す
る安定状態容量割り当ておよび復元容量割り当ての総量と比較することで計算することが
できる。
【０００９】
　一実施形態は、ネットワークのノード対間の増分ネットワークコストを計算するシステ
ムを含む。本システムは、それぞれがネットワークの各ノードに関連付けられた複数のコ
アルータを含んでよい。システムはさらに、複数のコアルータから取得された、サンプリ
ングされたトラフィック計測値からトラフィック需要マトリックスを生成するトラフィッ
クフローモジュールを含む。加えてシステムは、トラフィック需要マトリックスに基づい
てネットワークのノード間の各リンクに対する容量割り当てを決定するコスト分析モジュ
ールを含む。さらに、コスト分析モジュールは、ネットワークの各リンクに対する容量割
り当てに基づいて、任意のノード対の間で送受信される単位トラフィックあたりのコスト
を計算する。
【００１０】
　本発明の前述した目的、特徴、および利点は、添付図面に示した本発明の具体的な実施
形態の以下の説明から明らかになり、添付図面においては、同様の参照符号が付された部
材同士は異なる図面においても同様の部材であることを示す。図面は必ずしも実際の縮尺
率に即して描かれているわけではなく、本発明の原理に従って強調して描かれている部材
が存在する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】一実施形態におけるネットワークトラフィックデータをモニタリングして相関付
けるネットワーク環境のブロック図である。
【００１２】
【図２】一実施形態におけるネットワークトラフィックデータをモニタリングして相関付
けるネットワーク設定のブロック図である。
【００１３】
【図３】一実施形態におけるネットワークトラフィックデータをモニタリングして相関付
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けるネットワーク環境のブロック図である。
【００１４】
【図４Ａ】一実施形態における関係ネットワークマッピング設定のグラフィック表現であ
る。
【図４Ｂ】一実施形態における関係ネットワークマッピング設定のグラフィック表現であ
る。
【図４Ｃ】一実施形態における関係ネットワークマッピング設定のグラフィック表現であ
る。
【００１５】
【図５】一実施形態における影響分析を実行するためのネットワーク環境のブロック図で
ある。
【００１６】
【図６】一実施形態におけるバイパス分析を実行するためのネットワーク環境のブロック
図である。
【００１７】
【図７】一実施形態におけるネットワークコストを分析および計算する処理環境のブロッ
ク図である。
【００１８】
【図８Ａ】一実施形態におけるコスト分析計算を示す図および表である。
【図８Ｂ】一実施形態におけるコスト分析計算を示す図および表である。
【図８Ｃ】一実施形態におけるコスト分析計算を示す図および表である。
【図８Ｄ】一実施形態におけるコスト分析計算を示す図および表である。
【図８Ｅ】一実施形態におけるコスト分析計算を示す図および表である。
【００１９】
【図９】一実施形態におけるネットワークモニタリングおよびデータ相関付けを実行する
のに適したコンピュータシステムのブロック図である。
【００２０】
【図１０】一実施形態においてネットワーク相関器が実行するプロセス処理を示すフロー
チャートである
【００２１】
【図１１】一実施形態においてネットワーク相関器が実行するプロセス処理を示すフロー
チャートである。
【００２２】
【図１２】一実施形態においてネットワーク相関器が実行するプロセス処理を示すフロー
チャートである。
【００２３】
【図１３】一実施形態においてネットワーク相関器が実行するプロセス処理を示すフロー
チャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　全図面において、同様の参照番号を付した部材およびコンポーネント同士は、同様の部
材およびコンポーネントを示す。
【００２５】
　ここで開示する実施形態は、原ネットワークデータをモニタリングおよび処理して、ネ
ットワークトラフィックの統計および振る舞いを評価する分析フレームワークを作成する
ための、向上した方法およびシステムを提供する。加えて、実施形態はさらに、ネットワ
ークにおけるトラフィックフローおよびコスト割り当てを分析する方法およびシステムを
記載する。これら向上は、以下の実施形態および関連図の説明により明らかになる。
【００２６】
　図１は、一次ネットワーク１０５と複数の二次ネットワークとを含むネットワーク環境
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１００のブロック図である。二次ネットワークは、カスタマネットワーク１１０、カスタ
マネットワーク１１５、ピアネットワーク１２０、および、ピアネットワーク１２５を含
む。ネットワーク相関器１５０は、ネットワークフロー収集モジュール１６０、トラフィ
ック計測値集計モジュール１７０、およびネットワークマッピング改良モジュール１８０
を含む。関係ネットワークマッピング１９０は、ネットワーク相関器１５０により生成さ
れる。
【００２７】
　一次ネットワーク１０５は、様々な二次ネットワークと通信する複数のイングレス／エ
グレス（ingress/egress）ルータを含む。例えば、一次ネットワーク１０５のエッジルー
タ１３０－１は、カスタマネットワーク１１０のエッジルータ１４０－１とインタフェー
スして、一次ネットワーク１０５のエッジルータ１３０－２は、カスタマネットワーク１
１５のエッジルータ１４５－１とインタフェースして、一次ネットワーク１０５のエッジ
ルータ１３０－３は、ピアネットワーク１２０のエッジルータ１４７－１とインタフェー
スして、一次ネットワーク１０５のエッジルータ１３０－４は、ピアネットワーク１２５
のエッジルータ１４９－１とインタフェースする。エッジルータ１３０－１、１３０－２
、１３０－３、および１３０－４が、一次ネットワークに含まれる他のルータの複数の繰
り返しおよびホッピングにより、一次ネットワーク１０５を介して互いに通信することが
できることは、両矢印の線の楕円内に示されているとおりである。
【００２８】
　カスタマネットワーク１１０のエッジルータ１４０－１は、１以上のルータホッピング
によりルータ１４０－Ｎと通信することができ、ルータ１４０－Ｎは、別のネットワーク
、ゲートウェイ、エンドユーザ等とインタフェースすることができる。同様に、カスタマ
ネットワーク１１５のエッジルータ１４５－１は、１以上のルータホッピングによりルー
タ１４５－Ｎと通信することができ、ルータ１４５－Ｎは、別のネットワーク、ゲートウ
ェイ、エンドユーザ等とインタフェースすることができる。ピアネットワーク１２０のエ
ッジルータ１４７－１は、１以上のルータホッピングによりルータ１４７－Ｎと通信する
ことができ、ルータ１４７－Ｎは、別のネットワーク、ゲートウェイ、エンドユーザ等と
インタフェースすることができる。加えて、ピアネットワーク１２５のエッジルータ１４
９－１は、１以上のルータホッピングによりルータ１４９－Ｎと通信することができ、ル
ータ１４９－Ｎは、別のネットワーク、ゲートウェイ、エンドユーザ等とインタフェース
することができる。
【００２９】
　２つのカスタマネットワークおよび２つのピアネットワークのみを図１の実施形態では
示しているが、開示された実施形態を説明する目的からは、これより多い（またはこれよ
り少ない）数のカスタマおよび／またはピアネットワークが一次ネットワーク１０５と直
接インタフェースしてもよい。
【００３０】
　一般的な処理においては、ネットワーク相関器１５０は、一次ネットワーク１０５と二
次ネットワークとの相互作用による情報をモニタリングおよび収集する。ネットワーク相
関器１０５の各モジュールは、様々なネットワークデータおよび統計をモニタリングおよ
び収集して、ネットワーク相関器１０５が関係ネットワークマッピング１９０を生成する
ことができるようにする。関係ネットワークマッピング１９０は、その後、二次ネットワ
ーク間に送受信される（二次ネットワークに送信され受信された）ネットワークトラフィ
ックに対する一次ネットワーク１０５のネットワークの振る舞いおよびトラフィックパタ
ーンを評価するための、ユーザ（ネットワークオペレータ）のための設定可能なグラフィ
ックインタフェースで表すことができる。改良されたネットワークデータのロバストな設
定機能および集積性により、関係ネットワークマッピング１９０は、従来は達成できなか
ったビジネスチャンスとネットワーク運営戦略とに対して重要な洞察を提供することがで
きる。これらの利点は、以下の実施形態および関連図の説明により明らかになる。
【００３１】
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　ここに開示する実施形態では、ネットワーク相関器１５０（および関連モジュール）は
、例えば、一次ネットワーク１０５のみが供給するネットワークデータおよび統計で関係
ネットワークマッピング１９０を生成することができるが、ネットワーク相関器１５０の
実装に必要ではない。言い換えると、ネットワーク相関器１５０は、関係ネットワークマ
ッピング１９０を生成するために他のネットワーク（二次ネットワーク）からネットワー
クデータを直接受信したり抽出したりする必要はない。
【００３２】
　さらに、ネットワーク相関器１０５の一部として示しているが、各モジュール（ネット
ワークフロー収集器１６０、トラフィック計測値集計モジュール１７０、およびネットワ
ークマッピング改良モジュール１８０）は、同じまたは別のデバイス（例えばルータ、サ
ーバ、ＰＣ等）上で実行される異なるプロセスとして、ネットワーク相関器１０５とは独
立して処理することができる。図１のモジュールは、例示目的のみからネットワーク相関
器１０５モジュール／プロセスの一部として示されている。
【００３３】
　一次ネットワークが「一次」と指定されている理由は、これが、ネットワーク相関器が
分析するネットワークであるからである。ここに開示する実施形態において、この目的の
任意の他のネットワークをネットワーク相関器により精査することで、同様の統計的およ
び行動的分析（例えば関係ネットワークマッピング）を行うこともできる。
【００３４】
　図２は、一次ネットワーク２０５およびネットワーク相関器２５０を含むネットワーク
処理環境２００のブロック図である。一次ネットワークは、ルータインタフェース２１０
、簡易ネットワーク管理プロトコル（ＳＮＭＰ）カウンタ２２０、およびボーダ・ゲート
ウェイ・プロトコル（ＢＧＰ）表２３０によって、ネットワーク相関器１５０に情報を供
給する。図１同様に、ネットワーク相関器１５０は、ネットワークフロー収集モジュール
１６０、トラフィック計測値集計モジュール１７０、およびネットワークマッピング改良
モジュール１８０を含む。ネットワークフロー収集モジュール１６０はネットワークトラ
フィックデータセット２６０を提供し、トラフィック計測値集計モジュールは、トラフィ
ック計測データセット２７０を提供し、ネットワークマッピング改良モジュール１８０は
、ネットワーク接続のマッピング２８０を提供する。
【００３５】
　一般的な処理において、ネットワーク相関器１５０は、ネットワークトラフィックデー
タセット２６０、トラフィック計測データセット２７０、およびネットワーク接続のマッ
ピング２８０の処理および相関付けを行い、関係ネットワークマッピング１９０を生成す
る。つまり、ネットワーク相関器１５０は、一実施形態においては、トラフィック計測デ
ータセット２７０およびネットワーク接続のマッピング２８０により、ネットワークトラ
フィックデータセット２６０を改良して、関係ネットワークマッピング１９０を作成する
。
【００３６】
　一般的に、ネットワークフロー収集モジュール１６０は、ネットワークデータおよび統
計を収集して、一次ネットワーク２０５の特定のルータインタフェース２１０（例えばイ
ングレスルータ）でネットワークトラフィックを送受信する実体に関する情報を（ネット
ワークトラフィックデータセット２６０によって）提供する。特に、この情報には、例え
ば、ルータ識別子、各ルータに固有のネットワークインタフェースが複数ある場合に、そ
のルータのインタフェース識別子、送信元の自律システム（ＡＳ）番号、送信先のＡＳ番
号等が含まれてよい。これら情報はさらに、そのイングレスインタフェースで送受信され
るトラフィックの量またはレートの推定値または概算を含んでもよい。
【００３７】
　同様に、トラフィック計測値集計モジュール１７０は、ネットワークデータおよび統計
を収集して、一次ネットワーク２０５の特定のルータインタフェース２１０で送受信した
データ量（またはレート）に関する情報を（ネットワークトラフィックデータセット２７
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０によって）提供する。この、トラフィック計測収集モジュール１７０が出すネットワー
クトラフィックの量（またはレート）の計測値は、ネットワークフロー収集モジュール１
６０が提供するトラフィック計測値より精度がかなり高い。しかし、トラフィック計測値
集計モジュール１７０は、ルータインタフェース２１０を介したネットワークトラフィッ
クの送信元または送信先について知らない。つまり、トラフィック計測値集計モジュール
１７０は、イングレス・ルータ・インタフェース２１０に対して送信され受信されるネッ
トワークトラフィックの量（またはレート）を判断することはできるが、一般的にはこの
ネットワークトラフィックを送受信する実体について知らない。
【００３８】
　例えば、ネットワークフロー収集モジュール１６０は、一定の期間中に、特定のルータ
インタフェース２１０が、カスタマネットワークＢに対するカスタマネットワークＡから
のネットワークトラフィックを毎秒約３メガビット（Ｍｂｐｓ）で受信することを検知す
る。さらにネットワークフロー収集モジュール１６０が、特定のルータインタフェースが
、カスタマＣに対するカスタマＡからのネットワークトラフィックを約６Ｍｂｐｓで受信
しており、さらにカスタマＤに対するネットワークを９Ｍｂｐｓで受信している、と検知
したと仮定する。合計すると、ネットワークフロー収集モジュール１６０は、一定の期間
中に、特定のルータインタフェース２１０で、カスタマＡから受信した（カスタマＢ、Ｃ
、およびＤ宛の）約１８Ｍｂｐｓのネットワークトラフィックを検知する。この情報はネ
ットワークトラフィックデータセット２６０に反映される。
【００３９】
　次に、一定の期間中に、トラフィック計測値集計器１７０は、特定のルータインタフェ
ース２１０が、カスタマＡから合計２４Ｍｂｐｓのネットワークトラフィックを受信した
ことを検知するが、これは、この２４Ｍｂｐｓのネットワークトラフィックの送信先を知
らずに行われる。この情報はトラフィック計測データセット２７０に反映される（例えば
、ルータインタフェース２１０が、５分のサンプリング間隔中にカスタマＡから２４Ｍｂ
ｐｓのレートでネットワークトラフィックを受信した旨）。
【００４０】
　上述の例の説明を続けると、ネットワーク相関器１５０は、ネットワークトラフィック
データセット２６０およびトラフィック計測データセット２７０の処理および相関付けを
行い、一定の期間中に特定のルータインタフェース２１０が受信したネットワークトラフ
ィックのより正確な（正規化された）表現を提示する。従ってトラフィック計測データセ
ット２７０は、一定の期間（例えば５分）におけるネットワークフロー収集モジュール１
６０が出すトラフィック計測値を正規化して、特定のルータインタフェース２１０に関す
るネットワークトラフィックフローのより正確な計測値および査定値を提供する。例えば
、カスタマＢに対するカスタマＡからのネットワークトラフィックが４Ｍｂｐｓに正規化
され、カスタマＣに対するカスタマＡからのネットワークトラフィックが８Ｍｂｐｓに正
規化され、カスタマＤに対するカスタマＡからのネットワークトラフィックが１２Ｍｂｐ
ｓに正規化されるので、全体で２４Ｍｂｐｓとなり、トラフィック計測データセット２７
０が表すトラフィック計測値集計モジュール１７０が検知するネットワークトラフィック
の量／レートと同じになる。なお、これは、ネットワーク相関器１５０がデータを処理す
る一例にすぎず、この例には、後述するネットワーク接続のマッピング２８０の利用によ
る、より改良された技術は含まれていない。
【００４１】
　別の実施形態においては、トラフィック計測値集計器１７０は、ＳＮＭＰカウンタ２２
０およびＳＮＭＰメッセージング機能を利用してネットワークトラフィックの量およびレ
ートをモニタリングおよび収集する。通常、ＳＮＭＰカウンタ２２０は、所定のサンプリ
ングレート（例えば５分）に従ってネットワークトラフィックデータ（例えばパケットオ
クテット）を正規化する。正規化は、一定のサンプリング期間中にルータインタフェース
２１０を介して送受信したネットワークトラフィックの関連するデータレートに対する、
そのサンプリング期間中にルータインタフェース２１０を介して送受信したデータ量を計
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測することにより決定することができる。一実施形態では、ＳＮＭＰカウンタ２２０は、
ＳＮＭＰメッセージ／メッセージングによりネットワーク相関器１５０と通信する。
【００４２】
　図２の実施形態の参照を続けると、ネットワークマッピング改良モジュール１８０は、
一次ネットワーク２０５の、対応する二次ネットワークとの接続関係に関連付けられたＢ
ＧＰ表の情報をモニタリングおよび収集する。ＢＧＰ表は、例えば、二次ネットワークが
アドバタイズするルーティング表を含む。ルーティング表は、一次ネットワーク２０５の
エグレスルータとインタフェースする二次ネットワークのイングレスルータがアクセス可
能な送信先を提供する接続情報（例えばＩＰアドレス、ＡＳ経路等）を有する。さらに、
様々な二次ネットワークに関するＢＧＰ表は、一次ネットワーク内の１以上の集計された
ＢＧＰ表にローカライズされることで、一次ネットワークの、対応する二次ネットワーク
との接続の、よりグローバルで完全な全貌を提供することができる。特に、詳細を後述す
るように、ネットワーク接続のマッピング２８０により、ネットワークトラフィックに関
するエグレスＡＳ番号が提供される。エグレスＡＳ番号により、トラフィックの（一次ネ
ットワーク２０５のエグレス・ルータ・インタフェースを介した）送信先である二次ネッ
トワーク（直接インタフェースされたネットワーク）を決定することができる。
【００４３】
　図２の実施形態に示すように、ネットワーク相関器１５０は、ネットワークトラフィッ
クデータセット２６０、トラフィック計測データセット２７０、およびネットワーク接続
のマッピング２８０の処理および相関付けを行い、関係ネットワークマッピング１９０を
生成する。
【００４４】
　ネットワークトラフィックデータセット２６０、トラフィック計測データセット２７０
、およびネットワーク接続のマッピング２８０の詳細については、図３を参照して後述す
る。
【００４５】
　図３は、ＡＳ数ＡＳ５を持つ一次ネットワーク３１０、ＡＳ番号ＡＳ１を持つネットワ
ーク３１０、ＡＳ番号ＡＳ２を持つネットワーク３２０、ＡＳ番号ＡＳ３を持つネットワ
ーク３３０、および、ＡＳ番号ＡＳ４を持つネットワーク３４０を含むネットワーク設定
３００の一例のブロック図である。ネットワーク３２０およびネットワーク３１０の間の
楕円、ネットワーク３３０およびネットワーク３４０の間の楕円は、１以上のネットワー
クが、それぞれのネットワークの間に存在しうることを示す。
【００４６】
　図３の実施形態は、ネットワーク３１０のルータ３５０が、ネットワークトラフィック
（例えばビデオストリーム）をネットワーク３４０のルータ３６０に送信していることを
示す（トラフィック通過線３０２が示すように）。ネットワークトラフィックは、ネット
ワーク３２０、一次ネットワーク３０５、およびネットワーク３３０を、ネットワーク３
４０の宛先ルータ３６０へ移動する間に、通過する。さらに、ルータ３５０が送信するネ
ットワークトラフィックは、一次ネットワーク３０５のイングレス・ルータ・インタフェ
ース３７０およびエグレス・ルータ・インタフェース３７５を通過する。
【００４７】
　この例のようなデータ送信３０２の場合には、ネットワークフロー収集モジュール１６
０は、ネットワークデータおよび統計を収集して、例えばルータ３５０の送信元ＩＰアド
レス、ルータ３６０の送信先ＩＰアドレス、ネットワーク３１０の送信元ＡＳ（ＡＳ）１
）、ネットワーク３４０の送信先ＡＳ（ＡＳ４）、ネットワーク３２０のイングレスＡＳ
（ＡＳ２）等の情報を有するネットワークトラフィックデータセット２６０を作成する。
ネットワークトラフィックデータセット２６０は、さらに、イングレス・ルータ・インタ
フェース３７０におけるデータ送信に関するネットワークトラフィックの概算量および／
またはレートを含みうる。
【００４８】



(12) JP 5403440 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

　さらに、トラフィック計測値集計器１７０は、ネットワークデータおよび統計を収集し
て、トラフィック計測データセット２７０を作成する。前述したように、一定のサンプリ
ング期間中にトラフィック計測値集計器１７０は、特定のイングレスインタフェース（例
えばこの例におけるイングレスインタフェース３７０）で送受信されるネットワークトラ
フィックの量および／またはレートを正規化する。トラフィック計測データセット２７０
は、一次ネットワーク３０５を介して送信されるデータの量（またはレート）をより正確
に表すために利用することができる。
【００４９】
　図３の参照を続けると、ネットワークマッピング改良モジュール１８０は、データおよ
び統計を収集して、ネットワーク接続のマッピング２８０を作成する。例えば、ルータ３
５０とルータ３６０との間のデータ送信、ネットワーク接続のマッピング２８０は、例え
ばＡＳ経路（ＡＳ１、・・・、ＡＳ２、ＡＳ５、ＡＳ３、・・・、ＡＳ４）、ネットワー
ク３３０のエグレスＡＳ（ＡＳ３）、ネットワーク３４０の送信先ＡＳ（ＡＳ４）等の情
報を含むことができる。一例では、ネットワーク３３０のエグレスＡＳ（ＡＳ３）は、ネ
ットワークトラフィックが、一次ネットワーク３０５のエグレス・ルータ・インタフェー
ス３７５を通過することを判断して、この情報を利用して、ネットワーク３３０によりエ
グレス・ルータ・インタフェース３７５にアドバタイズされたＢＧＰ表から関連するエグ
レスＡＳを見つけることで確かめることができる。
【００５０】
　別の実施形態では、ネットワーク相関器１５０（例えば、ネットワークフロー収集モジ
ュール１６０を介して）は、ネットワークデータ（例えばルータインタフェース識別子、
ＡＳ番号等）を利用して、データ送信の送信先および送信元を判断することができる。例
えば、ネットワーク相関器（またはその他のプロセス）は、ルータインタフェース識別子
（例えばＩＰアドレス、ルータデバイス識別子等）を利用してカスタマデータベースのデ
ータルックアップを実行して、送信の送信元であるカスタマネットワークまたはピアネッ
トワークを判断することができる。同様に、このようなネットワークデータは、データ送
信（例えば送信元および／または送信先ＩＰアドレスに関する）の送信者／受信者の地理
的位置または近接位置を判断するためのジオロケーションの目的で利用することができる
。例えば、ネットワークトラフィックの送信者／受信者のＩＰアドレスを利用して、第三
者のジオロケーションサーバのデータベースにおいてテーブルルックアップを実行するこ
とができる。このような情報は、二次ネットワークとの間の様々なデータ送信中に利用さ
れる一次ネットワークのより具体的な地理的範囲を判断する際に有益でありうる。
【００５１】
　図４Ａから図４Ｃは、関係ネットワークマッピング１９０の地理的表現を示す。一実施
形態では、ネットワーク相関器１５０は、これらのグラフィック表現をグラフィックユー
ザインタフェースに表示する。
【００５２】
　関係ネットワークマッピング１９０は、ネットワークパラメータに応じて設定すること
で、一次ネットワークのトラフィックの振る舞いのより詳細な概略を示すことができる。
これらパラメータの設定可能性は、少なくとも部分的に、ここに開示するモジュールが提
供する様々なネットワークデータおよび統計をモニタリングして相関付けることにより実
行可能になる。
【００５３】
　例えば、関係ネットワークマッピング１９０は、領域パラメータに従って設定すること
ができる。領域パラメータは、ネットワークがサポートする様々な領域へのネットワーク
トラフィックの表示を狭めることができる。例えば送信元ＡＳ、送信先ＡＳ、イングレス
ＡＳ等のデータを利用して、関係ネットワークマッピングが、特定の領域（例えば米国、
ヨーロッパ、東海岸等）で送受信されるネットワークトラフィックのみを示すように選択
的に設定することができる。
【００５４】
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　図４Ａは、領域パラメータに従って設定された関係ネットワークマッピング１９０の明
示を示す２つのパイチャートの例を示す。左のパイチャートは、一定の期間中（例えば１
か月）に一次ネットワークの領域１（例えば米国）でカスタマ１から送信されたネットワ
ークトラフィックの内訳を示す。つまり、カスタマＣ２、カスタマＣ４、ピアＰ３、およ
びピアＰ６はそれぞれ、パイの各部分の比率が表す、一定の期間中に一次ネットワークの
領域１でカスタマ１から送信された全ネットワークトラフィックにおける一部を受け取る
。
【００５５】
　同様に、図４Ａの右のパイチャートは、（例えば１か月）に一次ネットワークの領域２
（例えばヨーロッパ）でカスタマ１により受信されたネットワークトラフィックの内訳を
示す。つまり、カスタマＣ１、カスタマＣ５、およびピアＰ２はそれぞれ、パイの各部分
の比率が表す、一定の期間中に一次ネットワークの領域２でカスタマ１に送信された全ネ
ットワークトラフィックにおける一部を受け取る。
【００５６】
　別の実施形態では、関係ネットワークマッピングは、トラフィックタイプ・パラメータ
に従って設定することができる。トラフィックタイプ・パラメータは、ネットワークがサ
ポートする様々なトラフィックタイプにネットワークトラフィックの表示を狭めることが
できる。例えばイングレスＡＳ、ネットワークインタフェース識別子等のデータを利用し
て、関係ネットワークマッピング１９０が、特定のトラフィックタイプ（オンネット、オ
フネット等）に従って送受信されるネットワークトラフィックを示すように選択的に設定
することができる。一般的に、オンネットトラフィックとは、一次ネットワークのカスタ
マネットワークにより送信または受信されるトラフィックのことである。他方で、通常、
オフネットトラフィックとは、一次ネットワークのピアネットワークにより送信または受
信されるネットワークトラフィックのことである。
【００５７】
　図４Ｂは、トラフィックタイプ・パラメータに従って設定された関係ネットワークマッ
ピング１９０の明示を示す２つのパイチャートの例を示す。左のパイチャートは、一定の
期間中（例えば１週間）に一次ネットワークでカスタマ１に送信されたオンネットのネッ
トワークトラフィックの内訳を示す。つまり、カスタマＣ２、カスタマＣ２、カスタマＣ
５、カスタマＣ７、およびカスタマＣ９はそれぞれ、パイの各部分の比率が表す、一定の
期間中に一次ネットワークでカスタマ１に送信された全ネットワークトラフィックにおけ
る一部を送信した。本実施形態では、パラメータは、「オンネット」として設定されてい
るので、一次ネットワークのカスタマネットワークのみがパイチャートに示されているこ
とに留意されたい。
【００５８】
　同様に、図４Ｂの右のパイチャートは、一定の期間中（例えば１週間）に一次ネットワ
ークでカスタマ１から受信されたオフネットのネットワークトラフィックの内訳の例を示
す。つまり、ピアＰ３、ピアＰ４、ピアＰ６、およびピアＰ８はそれぞれ、パイの各部分
の比率が表す、一定の期間中に一次ネットワークでカスタマ１に送信された全ネットワー
クトラフィックにおける一部を受け取る。図４Ｂでは、パラメータは、「オフネット」と
して設定されているので、一次ネットワークのピアネットワークのみがパイチャートに示
されていることに留意されたい。
【００５９】
　別の実施形態では、関係ネットワークマッピングは、送信パラメータに従って設定され
てもよい。送信パラメータは、ネットワークがサポートする様々な送信タイプにネットワ
ークトラフィックの表示を狭めることができる。例えば送信元ＡＳ、送信先ＡＳ、イング
レスＡＳ、エグレスＡＳ等のデータを利用することで、関係ネットワークマッピング１９
０は、送信タイプ（例えばバックボーン、長距離等）に従って送受信されるネットワーク
トラフィックを示すよう選択的に設定することができる。
【００６０】
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　図４Ｃは、送信パラメータに従って設定された関係ネットワークマッピング１９０の明
示を示す２つのパイチャートの例を示す。左のパイチャートは、一定の期間中（例えば１
か月）に一次ネットワークのバックボーンでカスタマ１に送信されたオンネットのネット
ワークトラフィックの内訳を示す。つまり、カスタマＣ３、カスタマＣ４、ピアＰ２、お
よびピアＰ５はそれぞれ、パイの各部分の比率が表す、一定の期間中に一次ネットワーク
のバックボーンでカスタマ１への全ネットワークトラフィックにおける一部を受け取る。
【００６１】
　同様に、図４Ｃの右のパイチャートは、一定の期間中（例えば１か月）に一次ネットワ
ークの長距離送信部でカスタマ１から受信されたネットワークトラフィックの内訳を示す
。つまり、カスタマＣ５、カスタマＣ７、およびピアＰ３はそれぞれ、パイの各部分の比
率が表す、一定の期間中に一次ネットワークの長距離送信部でカスタマ１に全ネットワー
クトラフィックにおける一部を送る。
【００６２】
　パラメータはそれぞれ（つまり、領域、トラフィックタイプおよび送信）、同時に設定
され、または、様々な組み合わせで設定されることで、関係ネットワークマッピング１９
０の表現をさらに調整することができる。このようなロバストな設定可能性により、ネッ
トワークの運営統計の分析に顕著な改良がなされ、ネットワークの振る舞いを、様々な固
有の観点から同時に評価することができるようになる。
【００６３】
　例えば、関係ネットワークマッピングを、特定のカスタマまたはピアネットワークが一
次ネットワークを介して送受信したネットワークトラフィックについて領域１、オンネッ
トトラフィック、およびバックボーントラフィックに従って設定することができる。さら
に、関係ネットワークマッピングは、前述したパラメータの１以上の設定可能な組み合わ
せに加えて、一次ネットワークを介して特定のカスタマまたはピアネットワークに対して
送信または受信されたネットワークトラフィックのいずれかを示すよう設定することがで
きる。
【００６４】
　これら実施形態に記載したパラメータ（領域、トラフィックタイプ、および送信）は、
排他的リストを表すわけではないので、ネットワークトラフィックフローの統計データを
表すのに適した他の設定可能なパラメータを、関係ネットワークマッピングを設定するた
めに実装することもできる。
【００６５】
　また、図４Ａから図４Ｃのパイチャートはあくまで例示であることに留意されたい。統
計データ（線グラフ、バーグラフ、ベン図等）を表す他の共通の公知の方法を利用して、
関係ネットワークマッピングおよびその様々な設定をグラフィック表示することもでき、
このような技術および方法も本実施形態の範囲に含まれる。
　＜影響分析＞
【００６６】
　図５は、ここで説明する実施形態における影響分析を実行するためのシナリオの一例を
示すネットワーク環境５００のブロック図である。一次ネットワーク５０５は、カスタマ
ネットワーク５１０と直接インタフェースする。そしてカスタマネットワーク５１０は、
ネットワーク５２０、ネットワーク５３０、およびネットワーク５４０と通信する。
【００６７】
　一般的には、ネットワーク相関器１５０が行う（かつ関係ネットワークマッピング１９
０が明示する）影響分析は、直接インタフェースされたネットワーク（カスタマネットワ
ーク５１０または不図示の任意のカスタマまたはピアネットワーク）との接続を停止する
ことの、ビジネスに対する影響を判断する際に有用でありうる。図５の設定例を参照する
と、一次ネットワーク５０５は、ネットワーク５２０、ネットワーク５３０、およびネッ
トワーク５４０に、カスタマネットワーク５１０を介して、アクセス（または間接的に通
信）することができる。しかし、一次ネットワーク５０５は、カスタマネットワーク５１
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０を介してのみネットワーク５２０およびネットワーク５３０に接続することができるの
で、カスタマネットワーク５１０との接続が停止されることになると、一次ネットワーク
はネットワーク５２０およびネットワーク５３０への接続を失うことになる。とはいえ、
一次ネットワーク５０５は既にネットワーク５４０と通信可能に連結されているので（間
接的にであっても）、一次ネットワーク５０５は、カスタマネットワーク５１０への接続
が停止されることになっても、ネットワーク５４０への接続を失うことはない。
【００６８】
　一実施形態では、（関係ネットワークマッピング１９０が明示するように）ネットワー
ク相関器１５０は、カスタマネットワーク５１０を介してアクセス可能であるＡＳ番号（
およびネットワーク）を判断することにより影響分析を行うことができる。次いで、ネッ
トワーク相関器１５０は、これらのＡＳ番号を、カスタマネットワーク５１０を介して接
続しない一次ネットワーク５０５がアクセス可能な全てのＡＳ番号のセットと比較する。
そして、比較されたＡＳ番号群と重複しないＡＳ番号が、カスタマネットワーク５１０を
介してのみアクセス可能なネットワークを表す。つまり、一次ネットワーク５０５は、一
次ネットワーク５０５がカスタマネットワーク５１０との接続を停止／終了等された場合
、これらの重複しない（故に、カスタマネットワーク５１０を介してのみアクセス可能で
ある）ＡＳ番号との接続を失うことになる。その結果、特定のカスタマまたはピアネット
ワークとの接続を停止することの全体的な影響に応じて、ビジネスにおける決定を促した
り、やめさせたりすることができる。
【００６９】
　ネットワーク相関器１５０は、影響分析を行う他の技術および／またはパラメータを利
用することができ、図５の実施形態はあくまで例示であることに留意されたい。
【００７０】
　さらに、本実施形態においては、関係ネットワークマッピング１９０は、影響分析の結
果を処理して、グラフィックユーザインタフェースに表示するよう選択的に設定すること
もできる。例えば、関係ネットワークマッピング１９０は、直接インタフェースされたネ
ットワークおよび全ての、この結果一次ネットワーク５０５がアクセスすることができな
くなるネットワーク（またはＡＳ番号）を停止することに関する影響分析を提供（および
グラフィックユーザインタフェースに表示）することができる。
　＜バイパス検知＞
【００７１】
　図６は、ここで開示する実施形態におけるバイパス検知を実行するためのシナリオの一
例を示すネットワーク環境６００のブロック図である。一次ネットワーク６０５は、カス
タマネットワーク６１０（ＡＳ番号ＡＳ１を有する）、ピアネットワーク６２０（ＡＳ番
号ＡＳ２を有する）、および、カスタマネットワーク６３０（ＡＳ番号ＡＳ３を有する）
と直接インタフェースする。本実施形態では、カスタマネットワーク６１０のルータ６４
０は、カスタマネットワーク６３０のルータ６５０でネットワークトラフィックを送受信
する（トラフィック通過線６６０が示すように）。ネットワークトラフィックは、カスタ
マネットワーク６１０から一次ネットワーク６０５へ直接流れるのではなく、ピアネット
ワーク６２０を介して間接的に流れる。つまり、ピアネットワーク６２０は、一次ネット
ワーク６０５がカスタマネットワーク６１０と直接インタフェースする場合であっても、
一次ネットワーク６０５とカスタマネットワーク６１０との間の仲介ネットワークである
（トラフィック通過線６６０が示すように、少なくとも一部のネットワークトラフィック
については）。
【００７２】
　一般的には、ネットワーク相関器１５０が行う（かつ関係ネットワークマッピング１９
０が明示する）バイパス検知は、一次ネットワーク６０５の処理に関する潜在的に実行不
可能なビジネスチャンスを判断する際に有用となりうる。図６の設定例を参照すると、カ
スタマネットワーク６１０は必ずしも、カスタマネットワーク６３０にアクセスするため
にピアネットワーク６２０との間でネットワークトラフィックを送受信する必要がないの
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で、一次ネットワーク６０５の所有者／オペレータ等は、カスタマネットワーク６１０か
ら直接ビジネス（新規のまたはさらなる接続関係）を誘致することができる。これは、一
次ネットワーク６０５の所有者／オペレータ等にとっては、従来のピア関係ではなんら収
益がなかった（あるいは些細な収益しかなかった）ことを考えると、利点であり、例えば
図６の実施形態において、一次ネットワーク６０５は、少なくともネットワークトラフィ
ック６６０の送信を行う目的上は、ピアネットワーク６２０とインタフェースする（カス
タマネットワーク６１０とインタフェースするのではなくて）ので、ネットワークトラフ
ィック６６０を送受信する際に収益を受け取らない（少なくともカスタマネットワーク６
１０からは）ことを参照のこと。従って、ネットワークトラフィック６６０に関して、カ
スタマネットワーク６１０と直接接続して、その結果、ピアネットワーク６２０を介する
接続をバイパスすることにより、一次ネットワーク６０５は、さらなる収益をあげて、以
前には検知できなかったビジネスチャンスを実現することができる。この直接の接続関係
は、図６のトラフィック通過線６６５に例示されており、ここでネットワーク６２０がも
はや、一次ネットワーク６０５とカスタマネットワーク６１０との間のネットワークトラ
フィック通過経路６６５の一部ではない点に留意されたい。
【００７３】
　一実施形態においては、ネットワーク相関器１５０は、ネットワーク接続のマッピング
２８０を利用して、ネットワーク送信（ネットワークトラフィック６６０等）の送信元Ａ
Ｓ（または送信先ＡＳ）を、既に一次ネットワーク６０５に関連付けられているイングレ
スまたはエグレスＡＳ番号およびそれと直接インタフェースされているネットワークと比
較する。ネットワーク送信の送信元ＡＳ（または送信先ＡＳ）が、一次ネットワーク６０
５のイングレスまたはエグレスＡＳと同じであり、送信元または送信先ＡＳおよび一次ネ
ットワークの間のＡＳ経路には１以上のＡＳ番号がある場合には、ネットワーク相関器１
５０は、潜在的なバイパスの機会を検知する（つまり、送信元または送信先ＡＳおよび一
次ネットワークの間のＡＳ経路の１以上のＡＳ番号をバイパスすることにより）。
【００７４】
　ネットワーク相関器１５０は、バイパス検知を行う他の技術および／またはパラメータ
を利用することもでき、図５の実施形態は、あくまで例示であることに留意されたい。
【００７５】
　さらに、本実施形態においては、関係ネットワークマッピング１９０は、バイパス検知
分析の結果を処理して、グラフィックユーザインタフェースに表示するよう選択的に設定
することもできる。例えば、関係ネットワークマッピング１９０は、これも一次ネットワ
ーク６０５と直接インタフェースする別のネットワーク（通常はピアネットワーク）を介
して間接的に自身のネットワークトラフィックの少なくとも一部を送受信する、直接イン
タフェースされたカスタマネットワークに関する情報を提供することができる。この例で
は、グラフィック表示は、潜在的なカスタマネットワークと、一次ネットワーク６０５が
バイパスすることができる潜在的なピアネットワークとを示してよい。
【００７６】
　＜コスト分析＞
【００７７】
　大きなネットワークの処理および維持に必要なコストは多大になる場合がある。これら
コストの複雑度および動的な性質により、ネットワークの論理的および物理的なパラダイ
ムに従って一定のコスト（ひいては、カスタマに対する価格）を分類および割り当てるこ
とは難しくなる（例えば、都市の対ベース、地域ベース、カスタマごと等）。従って、従
来のネットワークコストおよび価格システムは、レートが均一で、距離に左右されないフ
ォーマットに基づいていた。つまり、通常のネットワーク処理中のトラフィックを送信す
るコストは、トラフィックの送信元／送信先、および、トラフィックがネットワーク上の
どこで送信されるか、または受信されるか、に関らず一般的に同じである。ここで記載す
る実施形態は、より粒度の高いレベル（例えばノード対ベース）でネットワークコストを
割り当てる、向上した方法およびシステムを提供する。
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【００７８】
　図７は、ノード対に従ってネットワークコストを分析および計算する処理環境７００の
ブロック図である。処理環境７００は、コスト分析器７０５、関係ネットワークマッピン
グ７１０（例えばトラフィックフローデータ）、トラフィック需要マトリックス７１０、
ネットワーク最適化モジュール７１５、安定状態容量割り当てモジュール７２０、不具合
タイプ入力７２５、不具合シナリオ７３０、復元容量割り当てモジュール７３５、コスト
割り当てモジュール７４０、ネットワークコスト７４５、およびコスト分析レポート７５
０を含む。
【００７９】
　一般的な処理中には、関係ネットワークマッピング７１０は、コスト分析器７０５に対
して、トラフィック需要マトリックス７１０の形で、トラフィックフローデータを提供す
る。図７のコンテキストでは関係ネットワークマッピング７１０が利用されているが、こ
の例の実施形態（ＮｅｔＦｌｏｗ（登録商標））を実装する目的からは任意のトラフィッ
クフロー入力データを利用することができる。トラフィックフローデータは例えば、ネッ
トワーク上の様々なノードの間で一定の期間に、トラフィックスループットまたは量の複
数のサンプルを含んでよい。次に、トラフィックデータを間引く（pare）ことにより、一
定の期間（例えば、２つのノード間で一ヶ月間にとられたＭｂｐｓで表されるサンプリン
グされたトラフィックフローの９５番目のパーセンタイル）において送受信されたトラフ
ィックの量のより正確な計算値（account）を特定する。このようにして、トラフィック
需要マトリックス７１０は、ネットワーク上の各ノードの間の一定の期間における特定の
トラフィックフローを集合的に表す。図１から図４Ｃを参照して前述したように、トラフ
ィックフローはさらにカスタマ、領域、オンネット対オフネットトラフィック等に応じて
、分類およびフィルタリングすることができる。
【００８０】
　図７の実施形態の参照を続けると、ネットワーク最適化モジュール７１５は、当技術分
野で共通に利用されているネットワーク容量技術およびアルゴリズムに従って（例えば最
短経路ルーティング、リンク重量の最適化等）、トラフィック需要マトリックス７１０（
例えば、ネットワークのノード間のトラフィックフローデータまたは統計）を処理する。
ネットワーク最適化モジュール７１５は、具体的な不具合タイプ７２５に従って自身の処
理を調節することができる。例えば、不具合タイプには、リンク不具合（例えばファイバ
切断）、ノード不具合（例えば機器の故障）等が含まれてよいが、これらに限定はされな
い。各不具合タイプ７２５は、ネットワーク最適化モジュール７１５に、ネットワークの
設定およびトポロジーに対応する一式の不具合シナリオ７３０を生成させる。
【００８１】
　一実施形態では、ネットワーク最適化モジュール７１５は、単一のリンク不具合に対す
る不具合タイプ７２５に従ってトラフィック需要マトリックス７１０を処理する。この例
においては、ネットワーク最適化モジュール７１５は、ネットワーク上のリンク不具合の
各インスタンスに対してネットワーク上の各ノード間のネットワークフローに対する影響
を判断する。そしてネットワーク最適化モジュール７１５が、各不具合シナリオが単一の
リンク不具合を表すような、一式の不具合シナリオ７３０を生成する。つまり、ネットワ
ークの各リンクに対して別個の不具合シナリオを生成する。もちろん、ネットワーク最適
化モジュール７１５は、２以上のリンク不具合（あるいは他の同様の不具合シナリオタイ
プ）の各インスタンスのネットワークフローに対する影響を判断することもできる。
【００８２】
　図８Ａから図８Ｅに関して後述するように、ネットワーク最適化モジュール７１５は、
不具合タイプ７２５に従ってトラフィック需要マトリックス７１５を処理してから、安定
状態フローおよびバックアップ（または復元）フローを、ネットワークの各論理ノード対
の間に提供する。これら安定状態およびバックアップフローは、その後、ネットワークの
様々なトラフィックフロー（ひいてはトラフィックコスト）割り当てを判断するために利
用される。
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【００８３】
　論理ノード対は、必ずしも単一の（物理）リンクを介して直接通信しなくてもよいノー
ド対（例えば都市の対）である。つまり、論理ノード対は、ネットワーク設定およびトポ
ロジーに従って１以上のリンクにより接続される２つのネットワークノードである。
【００８４】
　図７の参照を続けると、安定状態容量割り当てモジュール７２０は、ネットワーク最適
化モジュール７１５からのデータを利用して、ネットワークの各リンクに対するトラフィ
ックフローの安定状態割り当てを判断する。安定状態トラフィックフローおよび割り当て
は、一般的には、通常のネットワーク処理条件（例えば何も不具合シナリオがない場合）
について計算される。安定状態トラフィックフローおよび割り当ての例は、それぞれ図８
Ａおよび図８Ｃを参照しながら後述する。
【００８５】
　復元容量割り当てモジュール７３５は、ネットワーク最適化モジュール７１５からのデ
ータを利用して、不具合シナリオ７３０に従ってネットワークの各リンクに対するトラフ
ィックフローの復元割り当てを判断する。復元（バックアップ）トラフィックフローおよ
び割り当ては、ネットワーク最適化モジュール７１５が提供する各不具合シナリオに対し
て別個に計算される。例えば単一のリンク不具合シナリオにおいて、復元トラフィックフ
ローおよび割り当ては、一般的には、安定状態トラフィックフローおよび割り当てとは異
なっている。これは、不具合リンクについてのネットワークトラフィックは、そのネット
ワーク（ネットワーク最適化モジュール７１５が判断する）における他の稼動しているリ
ンクの上を再ルーティングされねばならないからである。従って、復元トラフィックフロ
ーおよび割り当てにおいては、不具合リンクがネットワークトラフィックを送受信するこ
とができなかった結果、各リンクが対処しなければならないであろう、さらなる帯域幅が
考慮に入れられる。一実施形態では、ネットワーク最適化モジュール７１５は、各不具合
シナリオの不具合リンクからのトラフィックの各部分に対処する（または割り当てる）こ
とができねばならないリンクを判断する。復元トラフィックフローおよび割り当ての例は
、それぞれ図８Ｂおよび図８Ｄを参照しながら後述する。
【００８６】
　コスト割り当てモジュール７４０は、安定状態容量割り当てモジュール７２０および復
元容量割り当てモジュール７３５からのデータを利用して、不具合タイプ７２５に基づい
てコスト分析レポート７５０を生成する。コスト割り当てモジュール７４０は、分析中に
、ネットワークコスト７４５を利用して、ネットワークトラフィックのリンクおよびノー
ドにおける単位トラフィックあたりのコストを計算する（to figure）。一実施形態では
、コスト分析レポート７５０は、ネットワークにおける各論理ノード対（例えば都市の対
）の相対コストを表している。コスト分析表の一例は、図８Ｅを参照して後述する。
【００８７】
　ネットワークにおける各リンクに対して安定状態および復元トラフィックフロー割り当
てを割り当てることにより、ネットワークオペレータおよび管理者は、増分ネットワーク
コストの観点から、相対的に費用のかかる、または費用のかからないリンクおよび／また
はノード対を判断することができる。従って、ネットワークの価格を、ネットワークにお
けるノード対においてトラフィックを送受信する際の相対コストに基づいて決定すること
ができる。
【００８８】
　加えて、ネットワークオペレータまたは管理者は、ネットワークに関する様々な不具合
シナリオおよび／またはコスト割り当てを設定する目的から、（グラフィックユーザイン
タフェース経由で）不具合タイプ７２５、トラフィック需要マトリックス７１０、ネット
ワークコスト７４５、その他の関連するパラメータを、コスト分析器７０５に入力するこ
とができる。
【００８９】
　図８Ａから図８Ｅは、一実施形態におけるコスト分析計算を示す図および表を示す。
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【００９０】
　図８Ａは、一例であるネットワークトポロジー８００、トラフィック需要表８０５、お
よび安定状態トラフィックフロー表８１０を示す。この例におけるネットワークトポロジ
ー８００は、ネットワークノード（つまり、ネットワークノードに関連付けられている都
市）であるデンバー（ＤＥＮ）、ダラス（ＤＡＬ）、ロサンジェルス（ＬＡＸ）、よびサ
ンノゼ（ＳＪＣ）を含む。ネットワークリンクＡは、ＤＥＮとＤＡＬとの間にあり、リン
クＢはＤＡＬとＬＡＸとの間にあり、リンクＣはＬＡＸとＳＪＣとの間にあり、リンクＤ
はＳＪＣとＤＥＮとの間にある。例えば、ネットワークトラフィックがＤＥＮとＬＡＸと
の間を移動するためには、経路Ａ－Ｂまたは経路Ｄ－Ｃを通る必要があろう。ノード対間
の具体的なルートおよび経路は、通常、ネットワーク最適化モジュール７１５により決定
される。
【００９１】
　トラフィック需要表８０５は、ネットワークトポロジー８００における各ノード対に対
するトラフィック需要の例を示す。簡略にするために、各ノード対のトラフィック需要は
、単位１（例えば毎月１Ｍｂｐｓ）が想定されている。前述したように、各リンクにおけ
るトラフィック需要は、関係ネットワークマッピング７１０により（または任意の他のト
ラフィックフローデータおよび統計レポジトリおよび／または分配システムにより）提供
されうる。
【００９２】
　安定状態トラフィックフロー表８１０は、各リンクの各ノード対に対する安定状態トラ
フィックフローを示す。例えば、ＤＥＮ－ＬＡＸノード対のリンクＣは、安定状態トラフ
ィクフロー単位「３」を有する。これは、経路Ｄ－Ｃを経由するＤＥＮ－ＬＡＸのトラフ
ィックフロー（「１」の需要単位）、経路Ｃを経由するＳＪＣ－ＬＡＸのトラフィックフ
ロー（「１」の需要単位）、経路Ｂ－Ｃを経由するＤＡＬ－ＳＪＣのトラフィックフロー
（「１」の需要単位）が累積されたものであり、全体で「３」単位のトラフィックフロー
となるからである。しかしＤＡＬ－ＳＪＣのトラフィックが経路Ａ－Ｄを通る場合には、
ＤＥＮ－ＬＡＸノード対のリンクＣは、「２」単位の安定状態トラフィックフローを有す
ることになる。前述したように、安定状態トラフィックフローは、ネットワーク最適化モ
ジュール７１５が決定するルートおよび経路に基づいて決定される。
【００９３】
　表８１０においては、リンクＡを介した各ノード対の安定状態トラフィックフローの合
計は「１」であり、リンクＢを介すると「２」であり、リンクＣを介すると「５」であり
、リンクＤを介すると「４」である。安定状態トラフィックフローの合計は、さらに、通
常のネットワーク処理条件下で各リンクが処理するべき（従って割り当てるべき）容量を
も表している。
【００９４】
　図８Ｂは、単一のリンク不具合シナリオにおけるネットワークトポロジー８００のバッ
クアップ（復元）トラフィックフロー表を示す。リンク不具合Ａバックアップフロー表８
１５は、リンクＡに不具合が生じている間の各リンクに関する各ノード対のバックアップ
トラフィックフローを示す。リンク不具合Ｂバックアップフロー表８２０は、リンクＢに
不具合が生じている間の各リンクに関する各ノード対のバックアップトラフィックフロー
を示す。リンク不具合Ｃバックアップフロー表８２５は、リンクＣに不具合が生じている
間の各リンクに関する各ノード対のバックアップトラフィックフローを示す。リンク不具
合Ｄバックアップフロー表８３０は、リンクＤに不具合が生じている間の各リンクに関す
る各ノード対のバックアップトラフィックフローを示す。
【００９５】
　表８１５において、リンクＡに不具合が生じておりネットワークトラフィックを送受信
することができないことから、リンクＡのトラフィックフローは、各ノード対についてゼ
ロである。この計測は、それぞれリンクＢ、Ｃ、およびＤに対する表８２０、８２５、お
よび８３０におけるものと同じである。さらに表８１５、８２０、８２５、および８３０
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でもそれぞれ、全てのノード対について合計した後の各リンクに対する一番右の列に、復
元・バックアップトラフィックフローの合計が示されている。バックアップトラフィック
フローの合計はさらに、各リンクが各不具合シナリオに対して対処することができるべき
（従って割り当てることができるべき）容量を表している。
【００９６】
　図８Ｃは、全リンクコスト表８３５および安定状態フローコスト割り当て表８４０を示
す。表８３５は、ネットワークトポロジー８００のコスト／単位、リンク毎の安定状態フ
ロー、リンク毎のバックアップ（復元）フロー、リンク毎の全コスト、安定状態フローの
合計、バックアップ（復元）フローの合計、および、累積された全コストを示している。
この例においても、簡略にするために、コスト／単位は「１」と想定している。コスト／
単位は、図７に関して前述したように、ネットワークコスト７４５が提供することができ
る。
【００９７】
　表８３５における安定状態フローは、表８１０の全安定状態フローの合計である。
【００９８】
　各リンクにおける全コスト（表８３５の一番右の列）は、表８１５、８２０、８２５、
および８３０における（または、異なる不具合シナリオを想定する全てのバックアップト
ラフィックフロー表における）一番大きなバックアップトラフィックフロー数の合計でコ
スト／単位を乗算したものである。例えば、リンクＤの合計コストは、コスト／単位「１
」を「６」で乗算したものであり、この「６」は、「５」（表８１５の一番右の列）、「
６」（表８２０の一番右の列）、「３」（表８２５の一番右の列）、および、「０」（表
８２５の一番右の列）のうちの最高値または最大値である。
【００９９】
　表８３５のバックアップフロー列は、全コスト列（コスト／単位で除算したもの）と、
安定状態列との間の差異である。例えば、リンクＤのバックアップフロー「２」は、安定
状態フロー「４」を、全コスト（「６」をコスト／単位「１」で除算したもの）から差し
引くことで求められる。
【０１００】
　図８Ｃの参照を続けると、表８４０は、各リンクにおける各ノード対の安定状態フロー
コスト割り当てを示す。表の各エントリは、任意のリンクが１つのノード対（例えば都市
の対）について有する全安定状態ネットワークトラフィックフロー（または容量）の相対
比率を示す。一実施形態では、任意のノード対の任意のリンクに対する安定状態フローコ
スト割り当ては、該ノードの該リンクの安定状態トラフィックフロー（つまり、表８１０
の対応するエントリ）を、該リンクの安定状態フローおよびバックアップフローの全トラ
フィックフローの合計（つまり、表８１０、８１５、８２０、８２５、および８３０にお
ける該リンクの総計）で除算したものである。
【０１０１】
　例えば、ノード対ＤＡＬ－ＬＡＸのリンクＢに対する安定状態フローコスト割り当ては
、８％となる（表８４０より）。これは、ＤＡＬ－ＬＡＸのリンクＢの安定状態トラフィ
ックフロー（表８１０において「１」）を、安定状態のリンクＢの全トラフィックフロー
（表８１０から「２」）およびバックアップフロー（表８１５から「３」、表８２０から
「０」、表８２５から「３」、表８３０から「４」）の合計で除算したものである。従っ
て、ノード対ＤＡＬ－ＬＡＸにおけるリンクＢの安定状態フローコスト割り当てを計算す
ると、1/(2+3+0+3+4)=8%となる。
【０１０２】
　一実施形態では、安定状態容量割り当てモジュール７２０は、図８Ｃを参照して記載す
るように安定状態コスト割り当て計算を行う。
【０１０３】
　図８Ｄは、ネットワークトポロジー８００に関するリンク不具合フローコスト割り当て
表を示す。リンク不具合Ａフローコスト割り当て表８４５は、リンクＡに不具合が生じた
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ときの各リンクのフローコスト割り当てを示す。リンク不具合Ｂフローコスト割り当て表
８５０は、リンクＢに不具合が生じたときの各リンクのフローコスト割り当てを示す。リ
ンク不具合Ｃフローコスト割り当て表８５５は、リンクＣに不具合が生じたときの各リン
クのフローコスト割り当てを示す。リンク不具合Ｄフローコスト割り当て表８６０は、リ
ンクＤに不具合が生じたときの各リンクのフローコスト割り当てを示す。
【０１０４】
　表８４５、８５０、８５５、および８６０の各エントリは、任意のリンクが一定の不具
合シナリオにおいて１つのノード対について有する全バックアップネットワークトラフィ
ックフロー（または容量）の相対比率を示す。一実施形態では、任意の不具合シナリオに
おける任意のノード対の任意のリンクに対するバックアップ（復元）フローコスト割り当
ては、該不具合シナリオにおける該ノードの該リンクのバックアップトラフィックフロー
（つまり、表８１５、８２０、８２５、または８３０の対応するエントリ）を、該リンク
の安定状態フローおよびバックアップフローの全トラフィックフローの合計（つまり、表
８１０、８１５、８２０、８２５、および８３０における該リンクの総計）で除算したも
のである。
【０１０５】
　一例では、リンクＢに不具合が生じたシナリオにおけるノード対ＤＥＮ－ＬＡＸのリン
クＣに対するバックアップフローコスト割り当ては、１６％となる（表８５０より）。こ
れは、リンクＢに不具合が生じた場合のＤＥＮ－ＬＡＸのリンクＣに対するバックアップ
トラフィックフロー（表８２０から「３」）を、安定状態のリンクＣの全トラフィックフ
ロー（表８１０から「５」）、バックアップフロー（表８１５から「６」、表８２０から
「５」、表８２５から「０」、表８３０から「３」）の合計で除算したものである。従っ
て、リンクＢに不具合が生じたシナリオにおけるノード対ＤＥＮ－ＬＡＸにおけるリンク
Ｃのバックアップフローコスト割り当てを計算すると、3/(5+6+5+0+3)=16%となる。これ
ら計算は、不具合シナリオ毎およびノード対毎に、各リンクに対して繰り返すことができ
る。
【０１０６】
　別の実施形態では、復元容量割り当てモジュール７３５は、図８Ｄを参照して記載する
ようにバックアップコスト割り当て計算を行う。
【０１０７】
　図８Ｅは、ネットワークトポロジー８００の各ノード対に関するネットワークトラフィ
ックの単位毎の全コストを示すコスト分析表８６５を示している。表８６５が供給するこ
れら情報は、ネットワークオペレータおよび管理者により、銘々のネットワークでノード
対（または都市の対）の相対コストを特定する目的に利用することができる。
【０１０８】
　表８６５のデータセットの例を参照すると、任意のノード対の任意のリンクのコストは
、該リンクの全コスト／単位（表８３５の一番右の列）を、ｉ）該ノード対の該リンクの
安定状態フローコスト割り当て、およびｉｉ）該ノード対の該リンクのバックアップフロ
ーコスト割り当ての合計で乗算することで求めることができる。
【０１０９】
　例えば、ノード対ＤＥＮ－ＬＡＸのリンクＤのコストは、表８６５から「３．０」であ
る。これは、リンクＤの全コスト／単位（表８３５から「６」）を、ｉ）ＤＥＮ－ＬＡＸ
のリンクＤの安定状態フローコスト割り当て（表８４０から「０．１７」）、およびｉｉ
）ＤＥＮ－ＬＡＸのリンクＤのバックアップフローコスト割り当て（表８４５から「０．
１７」、表８５０から「「０．１７」、表８５５から「０．０」、表８６０から「０．０
」）の合計で乗算することで求めることができる。従って、ノード対ＤＥＮ－ＬＡＸのリ
ンクＤのコストを計算すると、6* (0.17+0.17+0.17+0+0)=3.0となる。これら計算は、表
８６５に示すノード対毎に、各リンクに対して繰り返すことができる。
【０１１０】
　加えて、任意のノード対の全コストは、該ノード対に関する各リンクのコストを加算す
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ることで求めることができる。例えば、表８６５で、ＤＡＬ－ＳＪＣノード対の全コスト
は0.7+1.0+0.9+0.7=3.3として求められる。次に、全コスト／トラフィック需要を、全コ
スト（表８６５の最終行の次の行）を、表８０５の対応するノード対のトラフィック需要
の数値で除算することで求めることができる。この段落の例の説明を続けると、ＤＡＬ－
ＳＪＣノード対の全コスト／トラフィック需要は、「３．３」を、「１」のトラフィック
需要（表８０５）で除算したものであり、ＤＡＬ－ＳＪＣに対する需要を１とした場合に
「３．３」のコストが導き出される。この例のネットワークトポロジー８００においては
、ＤＥＮ－ＬＡＸノード対（トラフィック需要１に対して「７．２」の全コスト）が示さ
れており、これは、銘々のノード対においてネットワークトラフィックを送受信する場合
に、例えばノード対ＤＡＬ－ＳＪＣ（トラフィック需要１に対して「３．３」の全コスト
）よりも相対的にコストが高いことが分かる。
【０１１１】
　一実施形態では、コスト分析表８６５に関するデータは、コスト割り当てモジュール７
４０により、図７を参照して上述したコスト分析システム７０５の一部として生成される
。
【０１１２】
　図８Ａから図８Ｅを参照して開示された実施形態は、ネットワークパラメータの例を利
用する、あくまで例示である。当業者であれば、これら実施形態を、様々な異なる不具合
シナリオ（例えばノードの不具合）を有する、より複雑なネットワーク構成およびトポロ
ジーに対するネットワークコスト分析の実行に適用可能であることを理解する。
【０１１３】
　図９は、本発明の実施形態を実行および実装可能なコンピュータシステム９００の概略
図である。例えば、１以上のコンピューティングデバイス９００（例えばサーバ、ルータ
、ゲートウェイ等）を利用して、リンク毎、ノード毎、都市の対毎、カスタマ毎、および
／または、これらのいずれかの組み合わせ、ネットワーク処理および管理に関する様々な
コストの評価に適した任意の他のメトリックで、増分ネットワークコストを管理すること
ができる。
【０１１４】
　本例においては、コンピュータシステム９００は、バス９０１（インターコネクト）、
少なくとも１つのプロセッサ９０２、少なくとも１つの通信ポート９０３、メインメモリ
９０４、取り外し可能格納媒体９０５、読み取り専用メモリ９０６、および大容量ストレ
ージ９０７を含む。プロセッサ（１または複数）９０２は、Ｉｎｔｅｌ（登録商標）Ｉｔ
ａｎｉｕｍ（登録商標）またはＩｔａｎｉｕｍ２（登録商標）プロセッサ、ＡＭＤ（登録
商標）Ｏｐｅｔｒｏｎ（登録商標）またはＡｔｈｌｏｎＭＰ（登録商標）プロセッサ、ま
たはＭｏｔｏｒｏｌａ（登録商標）ラインのプロセッサ等であるがこれらに限定はされな
い任意の公知のプロセッサであってよい。通信ポート９０３は、モデムに基づくダイアル
アップ接続に利用されるＲＳ－２３２ポート、１０／１００Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標
）ポート、銅製またはファイバ製のギガビットポート、またはＵＳＢポートのうちいずれ
であってもかまわない。通信ポート９０３は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、
ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）、またはコンピュータシステム９００が接続する任
意のネットワーク（例えばネットワーク９９０）等のネットワークに従って選択されてよ
い。コンピュータシステム９００は、入出力（Ｉ／Ｏ）ポート９０９を介して周辺デバイ
ス（例えばグラフィックユーザインタフェース９３０、入力デバイス９１６）に接続され
てよい。
【０１１５】
　メインメモリ９０４は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、または当技術分野でよく
知られている任意の他の動的格納デバイスであってよい。読み取り専用メモリ９０６は、
プロセッサ９０２の命令等の静的情報を格納するためのプログラマブル読み取り専用メモ
リ（ＰＲＯＭ）チップ等の静的格納デバイスであってよい。大容量ストレージ９０７は、
情報および命令を格納するために利用することができる。例えば、スカジー（ＳＣＳＩ）
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ドライブのＡｄａｐｔｅｃ（登録商標）ファミリー等のハードディスク、光ディスク、Ｒ
ＡＩＤ（Redundant Array of Independent Disks：レイド）ドライブのＡｄａｐｔｅｃ（
登録商標）ファミリー等のＲＡＩＤ等のディスクアレイ、または任意の他の大容量格納デ
バイスを利用することができる。
【０１１６】
　バス９０１は、プロセッサ９０２を、他のメモリ、ストレージ、および通信ブロックと
通信可能に連結する。バス９０１は、利用される格納デバイスに応じて、ＰＣＩ／ＰＣＩ
－Ｘ、ＳＣＳＩ、またはユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）に基づくシステムバス（そ
の他）であってよい。取り外し可能格納媒体９０５は、任意の種類の外部ハードドライブ
、フロッピー（登録商標）ドライブ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＯＭ等であ
ってよい。
【０１１７】
　ここに開示する実施形態は、処理を実行するコンピュータ（その他の電子デバイス）の
プログラミングに利用することのできる、命令を格納した機械可読媒体を含んでよいコン
ピュータプログラムプロダクトとして提供されてよい。機械可読媒体は、フロッピー（登
録商標）ディスク、光ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気光ディスク、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＥＰ
ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、磁気カードまたは光カード、フラッシュメモリ、電子命令の格納
に適したその他の種類の媒体／機械可読媒体を含んでよいが、これらに限定はされない。
さらにここに開示する実施形態は、プログラムが遠隔コンピュータから要求を発するコン
ピュータへと、通信リンク（例えばモデムまたはネットワーク接続）を介して搬送波その
他の伝播媒体に具現化されるデータ信号により転送されうるコンピュータプログラムプロ
ダクトとしてダウンロードすることもできる。
【０１１８】
　図示されているように、メインメモリ９０４は、上述した機能をサポートするコスト分
析アプリケーション７０５－１により符号化されてよく、これについては後述する。コス
ト分析アプリケーション７０５－１（および／またはここで記載する他のリソース）は、
ここに記載する異なる実施形態による処理機能をサポートするデータおよび／または論理
命令（例えばメモリ、またはディスク等の任意のコンピュータ可読媒体に格納されるコー
ド）等のソフトウェアコードとして具現化することができる。一実施形態の処理中に、プ
ロセッサ９０２は、バス９０１を利用して、メインメモリ９０４にアクセスして、コスト
分析アプリケーション７０５－１の論理命令を起動、運用、実行、解釈、または行う。コ
スト分析アプリケーション７０５－１を実行することによって、コスト分析プロセス７０
５－２の処理機能が達成される。つまり、コスト分析プロセス７０５－２は、コンピュー
タシステム９００のプロセッサ９０２内で、またはその上で行われるコスト分析アプリケ
ーション７０５－１の１以上の部分を表す。
【０１１９】
　ここに記載する方法の処理を実行するコスト分析プロセス７０５－２に加えて、ここに
記載する他の実施形態として、コスト分析アプリケーション７０５－１自身（つまり、ま
だ未実行または未だ行われていない論理命令および／またはデータ）が含まれる。コスト
分析アプリケーション７０５－１は、フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク
、または光媒体等のコンピュータ可読媒体（例えばレポジトリ）に格納されてよい。他の
実施形態においては、コスト分析アプリケーション７０５－１は、ファームウェア、読み
取り専用メモリ（ＲＯＭ）等のメモリタイプのシステムに、または本例では、メインメモ
リ９１０４内の（例えばランダムアクセスメモリまたはＲＡＭ内の）実行可能コードとし
て、格納されてもよい。例えば、コスト分析アプリケーション７０５－１は、取り外し可
能格納媒体９０５、読み取り専用メモリ９０６、および／または、大容量格納デバイス９
０７に格納されてもよい。
【０１２０】
　これらの実施形態に加えて、さらに、ここに記載する他の実施形態として、コスト分析
プロセス７０５－２として、プロセッサ９０２内のコスト分析アプリケーション７０５－
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１を実行することが含まれてよいことに留意されたい。従って当業者であれば、コンピュ
ータシステム９００が、割り当ておよびハードウェアリソースの利用を制御するオペレー
ティングシステム等、または、ネットワーク収集器１５０、ネットワークフロー収集モジ
ュール１６０、トラフィック計測値集計器１７０、および／または、ネットワークマッピ
ング改良モジュール１８０のインスタンス等の他のプロセスおよび／またはソフトウェア
およびハードウェアコンポーネントを含みうることを理解する。従ってコスト分析器７０
５（アプリケーション７０５－１およびプロセス７０５－２）、ネットワークフロー収集
器１５０（アプリケーション１５０－１およびプロセス１５０－２）、ネットワークフロ
ー収集モジュール１６０（アプリケーション１６０－１およびプロセス１６０－２）、ト
ラフィック計測値集計器１７０（アプリケーション１７０－１およびプロセス１７０－２
）、および、ネットワークマッピング改良モジュール１８０（アプリケーショオン１８０
－１およびプロセス１８０－２）は、同様に、または別個に実行されるプロセスと同様の
コンピュータ化されたデバイス（computerized device）９００上に、または、同様に、
または別個に実行されるプロセスとして様々な組み合わせの別のデバイス上に実装するこ
とができる。
【０１２１】
　ここで記載するように、本発明の実施形態は、様々なステップおよび処理を含む。様々
なこれらステップをハードウェアコンポーネントにより実行することができ、あるいは、
機械実行可能命令に具現化することができ、これらを利用することで、汎用または専用プ
ロセッサを、処理を実行させる命令でプログラミングすることができる。あるいは、これ
らステップは、ハードウェア、ソフトウェア、および／または、ファームウェアの組み合
わせにより実行することができる。
【０１２２】
　図１０－図１３は、ここに記載する実施形態におけるフローチャートを含む。図示され
ている矩形のエレメントは、「ステップ」として記されており、これら機能を実行するコ
ンピュータソフトウェア命令または命令群を表す。フローダイアグラムは、必ずしも特定
のプログラミング言語のシンタックスを示す必要はない。フローダイアグラムは、ここに
記載する特徴を実行するために、当業者が回路を作成したり、コンピュータソフトウェア
を生成したりするために利用することができる機能情報を示している。
【０１２３】
　フローチャートでは、数多くのルーチンプログラムエレメント（ループおよび変数等）
および一時的な変数の利用が特有である。当業者であれば、そうではないと明記しない限
り、ここに記載する特定のシーケンスが例示のみを目的としたものであり、本発明の精神
から逸脱しない範囲の変更が可能であることを理解する。従って、以下に記載するステッ
プは、そうではないと明記しない限り、可能な限りにおいて任意の便利なまたは所望の順
序で実行可能である。
【０１２４】
　具体的な説明として、図１０は、一実施形態において、コスト分析器７０５（つまり、
コスト分析アプリケーション７０５－１、および／または、コスト分析プロセス７０５－
２のランタイム実装）により実行されるプロセス処理を示す処理ステップのフローチャー
ト１０００である。
【０１２５】
　ステップ１００５で、ネットワークの各物理リンクに対して、コスト分析器７０５は、
ネットワークの各ノード対（例えば都市の対）に関する安定状態容量割り当てを判断する
。
【０１２６】
　ステップ１０１０で、コスト分析器７０５は、通常または典型的なネットワーク処理条
件下において任意の物理リンクが対処することができねばならないトラフィックの量を推
定する。
【０１２７】
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　ステップ１０１５で、ネットワークの各物理リンクに対して、コスト分析器７０５は、
ネットワークの各ノード対（例えば都市の対）に関する復元容量割り当てを決定する。
【０１２８】
　ステップ１０２０で、コスト分析器７０５は、ネットワークの少なくとも１つの他の物
理リンクに不具合が生じたときに、任意の物理リンクが対処することができねばならない
トラフィックの量を推定する。
【０１２９】
　ステップ１０２５で、コスト分析器７０５は、任意のノード対（例えば都市の対）の単
位トラフィックあたりの増分コストを、ｉ）該ノード対に関する安定状態容量割り当てお
よび復元容量割り当てを、ｉｉ）ネットワークの各ノード対に関する安定状態容量割り当
ておよび復元容量割り当ての総量と比較することで計算する。
【０１３０】
　ステップ１０３０で、コスト分析器７０５は、さらに、特定の時間範囲（例えば一ヶ月
にサンプリングされたトラフィックの量の９５番目のパーセンタイル）におけるネットワ
ークの各物理リンクでサンプリングされたトラフィック計測値を表すトラフィック需要マ
トリックスに基づいて、任意のノード対（例えば都市の対）の単位トラフィックあたりの
増分コストを計算する。別の実施形態では、安定状態容量割り当ておよび復元容量割り当
ては、少なくとも部分的に、ネットワーク容量計画アルゴリズム（例えばネットワーク最
適化、トラフィック工学、最短経路ルーティング、リンク重量最適化等）により決定され
る。例えば、トラフィックフローモジュールは、サンプリングされたトラフィック計測値
に基づいてトラフィック需要マトリックスを生成するよう設定することができる。
【０１３１】
　図１１は、一実施形態におけるコスト分析器７０５が実行するプロセス処理を示すプロ
セスステップのフローチャート１１００である。
【０１３２】
　ステップ１１０５で、コスト分析器７０５は、ネットワークのノードから取得したトラ
フィック統計に基づいてトラフィック需要マトリックスを生成する。例えば、統計は、前
述したように、関係ネットワークマッピング７１０から供給されてよい。
【０１３３】
　ステップ１１１０で、コスト分析器７０５は、トラフィック需要マトリックスに基づい
てネットワークの各リンクの容量割り当てを決定する。例えば、容量割り当ては、様々な
不具合シナリオ（例えばリンクの不具合、ノードの不具合等）に鑑みた、各ノード対の各
リンクにおける安定状態および／またはバックアップ（復元）トラフィックフローを考慮
に入れて決定される。
【０１３４】
　ステップ１１１５で、コスト分析器７０５は、ネットワークの各リンクの容量割り当て
に基づいて、任意のノード対間で送受信される単位トラフィックあたりのコストを計算す
る。
【０１３５】
　図１２は、一実施形態においてコスト分析器７０５が実行するプロセス処理を示すフプ
ロセスステップを示すフローチャート１２００である。
【０１３６】
　ステップ１２０５で、コスト分析器７０５は、ネットワークの各ノード対について別個
に各リンクの容量割り当てを決定する。ノード対は、論理的に連結されてよく、必ずしも
単一の物理リンクで接続される必要はない。
【０１３７】
　ステップ１２１０で、コスト分析器７０５は、各リンクにおける（ノード対毎の）トラ
フィックフローの安定状態容量を決定する。一実施形態においては、安定状態容量は、通
常のネットワーク処理中（ネットワーク最適化アルゴリズムにより判断される）に、ネッ
トワークの各ノード対間の最適なルートに対するトラフィックフローを計測する。
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【０１３８】
　ステップ１２１５で、コスト分析器７０５は、ネットワーク不具合が生じると（つまり
不具合シナリオにおいて）、各リンクにおけるトラフィックフローの復元（バックアップ
）容量を決定する。
【０１３９】
　ステップ１２２０で、コスト分析器７０５は、ネットワークにおいて少なくとも１つの
リンクに不具合が生じた場合に任意のリンクが対処しなくてはならないネットワークトラ
フィックの量を推定する。
【０１４０】
　ステップ１２２５で、コスト分析器７０５は、ネットワークにおいて少なくとも１つの
ノードに不具合が生じた場合に任意のリンクが対処しなくてはならないネットワークトラ
フィックの量を推定する。
【０１４１】
　図１３は、一実施形態においてコスト分析器７０５が実行するプロセス処理を示すフプ
ロセスステップを示すフローチャート１３００である。
【０１４２】
　ステップ１３０５で、コスト分析器７０５は、特定の時間範囲におけるネットワークの
各物理リンクにおいてトラフィック計測値をサンプリングすることにより、トラフィック
需要マトリックスを生成する。または、コスト分析器７０５が、前述したように関係ネッ
トワークマッピング７１０からこれらのトラフィックデータおよび統計を提供されてもよ
い。
【０１４３】
　ステップ１３１０で、コスト分析器７０５は、任意のノード対間で送受信される単位ト
ラフィックあたりのコストを、少なくとも部分的に、ｉ）該ノード対間で送受信されるネ
ットワークトラフィックの各リンクの全容量割り当ての、ｉｉ）ネットワークの各都市の
対の間で送受信されるネットワークトラフィックの各リンクの全容量割り当ての総量に対
する比率に基づいて計算する。一実施形態においては、コスト分析器７０５は、各リンク
に対して、ネットワークの複数の都市の対のノードの各々に関するトラフィックフローに
起因した安定状態容量および復元容量を計算することで、容量割り当てを決定する。
【０１４４】
　ステップ１３１５で、コスト分析器７０５は、少なくとも部分的に、ネットワークの運
営コスト、機器コスト、施設コスト、および設置コストのいずれか１つに基づいて、任意
のノード対間で送受信される単位トラフィックあたりのコストを計算する。
【０１４５】
　一実施形態では、コスト分析器７０５は、単位トラフィックあたりのコストを、グラフ
ィックユーザインタフェースに表示する。
【０１４６】
　［項目１］ネットワークの論理上の都市の対の間の増分ネットワークコストを計算する
、コンピュータに実装される方法であって、各都市の対は、１以上の物理リンクを介して
前記ネットワークにおいて通信して、前記コンピュータにより実装される方法は、前記ネ
ットワークの各物理リンクに対して、前記ネットワークの各都市の対に関する安定状態容
量割り当てを決定する段階と、前記ネットワークの各都市の対に関する復元容量割り当て
を決定する段階と、任意の都市の対の単位トラフィックあたりの増分コストを、ｉ）当該
都市の対に関する安定状態容量割り当ておよび復元容量割り当てを、ｉｉ）前記ネットワ
ークの各都市の対に関する安定状態容量割り当ておよび復元容量割り当ての総量と比較す
ることで計算する段階とを備えるコンピュータに実装される方法。［項目２］任意の物理
リンクに対して安定状態容量割り当てを決定する段階は、当該物理リンクが通常のネット
ワーク処理条件下で対処するべきトラフィックの量を推定する段階を有する項目１に記載
のコンピュータに実装される方法。［項目３］任意の物理リンクに対して復元容量割り当
てを決定する段階は、前記ネットワークの少なくとも１つの他の物理リンクに不具合が生
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じたときに、当該物理リンクが対処するべきトラフィックの量を推定する段階を有する項
目１に記載のコンピュータに実装される方法。［項目４］前記任意の都市の対の単位トラ
フィックあたりの増分コストを計算する段階は、さらに、特定の時間範囲における前記ネ
ットワークの各物理リンクでサンプリングされたトラフィック計測値を表すトラフィック
需要マトリックスに基づく項目１に記載のコンピュータに実装される方法。［項目５］前
記安定状態容量割り当ておよび前記復元容量割り当ては、少なくとも部分的にネットワー
ク容量計画アルゴリズムにより決定される項目１に記載のコンピュータ実装される方法。
［項目６］ネットワークのノード対間の増分ネットワークコストを計算する、コンピュー
タに実装される方法であって、前記ネットワークのノードから取得したトラフィック統計
に基づいてトラフィック需要マトリックスを生成する段階と、前記トラフィック需要マト
リックスに基づいて前記ネットワークの各リンクに対する容量割り当てを決定する段階と
、前記ネットワークの各リンクに対する前記容量割り当てに基づいて、任意のノード対の
間で送受信される単位トラフィックあたりのコストを計算する段階とを備えるコンピュー
タに実装される方法。［項目７］前記トラフィック需要マトリックスを生成する段階は、
特定の時間範囲において前記ネットワークの各物理リンクにおいてトラフィック計測値を
サンプリングする段階を有する項目６に記載のコンピュータに実装される方法。［項目８
］任意のリンクに対する前記容量割り当ては、前記ネットワークの各ノード対について別
個に決定される項目６に記載のコンピュータに実装される方法。［項目９］前記ネットワ
ークの各リンクに対する前記容量割り当てを決定する段階は、各リンクにおけるトラフィ
ックフローに対して安定状態容量を決定する段階を有する項目６に記載のコンピュータに
実装される方法。［項目１０］前記安定状態容量は、通常のネットワーク処理中に、前記
ネットワークの各ノード対間の最適なルートに対するトラフィックフローを計測する項目
９に記載のコンピュータに実装される方法。［項目１１］前記ネットワークの各リンクに
対する前記容量割り当てを決定する段階は、ネットワーク不具合が生じると、各リンクに
おけるトラフィックフローの復元容量を決定する段階を有する項目６に記載のコンピュー
タに実装される方法。［項目１２］前記ネットワークにおいて少なくとも１つのリンクに
不具合が生じた場合に任意のリンクが対処するべきネットワークトラフィックの量を推定
する段階をさらに備える項目１１に記載のコンピュータに実装される方法。［項目１３前
記ネットワークにおいて少なくとも１つのノードに不具合が生じた場合に任意のリンクが
対処するべきネットワークトラフィックの量を推定する段階をさらに備える項目１１に記
載のコンピュータに実装される方法。［項目１４］前記容量割り当てを決定する段階は、
各リンクに対して、前記ネットワークの複数の都市の対のノードの各々に関するトラフィ
ックフローに起因した安定状態容量および復元容量を計算する段階を有する項目６に記載
のコンピュータに実装される方法。［項目１５］任意のノード対間で送受信される単位ト
ラフィックあたりのコストを計算する段階は、少なくとも部分的に、ｉ）当該ノード対間
で送受信されるネットワークトラフィックの各リンクの全容量割り当ての、ｉｉ）前記ネ
ットワークの各都市の対の間で送受信されるネットワークトラフィックの各リンクの全容
量割り当ての総量に対する比率に基づく項目６に記載のコンピュータに実装される方法。
［項目１６］前記単位トラフィックあたりのコストは、前記ネットワークの運営コスト、
機器コスト、施設コスト、および設置コストに基づく項目６に記載のコンピュータに実装
される方法。［項目１７］前記ネットワークの各リンクに対する前記容量割り当ては、ネ
ットワーク容量計画アルゴリズムにより生成される項目６に記載のコンピュータに実装さ
れる方法。［項目１８］前記任意のノード対は、都市の対を表す項目６に記載のコンピュ
ータに実装される方法。［項目１９］前記単位トラフィックあたりのコストを、グラフィ
ックユーザインタフェースに表示する項目６に記載のコンピュータに実装される方法。［
項目２０］ネットワークのノード対間の増分ネットワークコストを計算するシステムであ
って、それぞれが前記ネットワークの各ノードに関連付けられた複数のコアルータと、前
記複数のコアルータから取得された、サンプリングされたトラフィック計測値からトラフ
ィック需要マトリックスを生成するトラフィックフローモジュールと、前記トラフィック
需要マトリックスに基づいて前記ネットワークのノード間の各リンクに対する容量割り当
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てを決定するコスト分析モジュールとを備え、前記コスト分析モジュールは、前記ネット
ワークの各リンクに対する前記容量割り当てに基づいて、任意のノード対の間で送受信さ
れる単位トラフィックあたりのコストを計算する、システム。［項目２１］前記コスト分
析モジュールはさらに、前記ネットワークの各リンクにおけるトラフィックフローの安定
状態容量を決定し、前記安定状態容量は、前記ネットワークの各ノード対の間の最適ルー
トについて計測される項目２０に記載のシステム。［項目２２］前記コスト分析モジュー
ルはさらに、前記ネットワークにおいて少なくとも１つのリンクに不具合が生じた場合に
各リンクが対処するべきネットワークトラフィックの量を推定することにより、各リンク
に対する復元容量を決定する項目２０に記載のシステム。［項目２３］前記コスト分析モ
ジュールはさらに、前記任意のノード対間で送受信される単位トラフィックあたりのコス
トを、ｉ）当該ノード対間で送受信されるネットワークトラフィックの各リンクの全容量
割り当ての、ｉｉ）前記ネットワークの各都市の対の間で送受信されるネットワークトラ
フィックの各リンクの全容量割り当ての総量に対する比率を求めることにより、計算する
項目２０に記載のシステム。［項目２４］命令が格納された有形のコンピュータ可読媒体
であって、前記命令は、処理デバイスにより実行されると、前記処理デバイスに、ネット
ワークのノードから取得したネットワークトラフィック統計に基づいてトラフィック需要
マトリックスを生成する段階と、前記トラフィック需要マトリックスに基づいて前記ネッ
トワークの各リンクに対する容量割り当てを決定する段階と、前記ネットワークの各リン
クに対する前記容量割り当てに基づいて、任意のノード対の間で送受信される単位トラフ
ィックあたりのコストを計算する段階とを実行させる有形のコンピュータ可読媒体。［項
目２５］前記容量割り当てを決定する段階は、各リンクにおけるトラフィックフローに対
して安定状態容量を決定する段階を有し、前記安定状態容量は、前記ネットワークの各ノ
ード対間の最適なルートについて計測される項目２４に記載の有形のコンピュータ可読媒
体。［項目２６］前記容量割り当てを決定する段階は、ネットワークにおいて少なくとも
１つのリンクに不具合が生じた場合に任意のリンクが対処するべきネットワークトラフィ
ックの量を推定することにより、前記ネットワークの各リンクにおける復元容量を決定す
る段階を有する項目２４に記載の有形のコンピュータ可読媒体。本発明を様々な実施形態
を参照しながら記載してきたが、本発明がこれら詳細に限定されない点は理解されたい。
当業者であれば様々な変形例および代替例について想到するであろう。これらの代替例は
全てが添付請求項が定義する本発明の範囲内に含まれることが意図されている。
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