
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自装置が入口ルータとなってラベルスイッチパスを設定する際に出口ルータの目標とす
べきルータ装置であってラベルスイッチパスの出口ルータとして動作することのできるル
ータ装置又はラベルスイッチパスの出口ルータとして動作することのできるルータ装置の
下流側に接続された出口ルータとして動作することのできないルータ装置の識別情報を記
憶するための第１の記憶手段と、
　前記第１の記憶手段に記憶されたルータ装置までラベルスイッチパスを設定すべく制御
を行う制御手段と、
　前記制御手段の制御に基づいて設定されたラベルスイッチパスの識別情報と前記第１の
記憶手段に記憶されたルータ装置を経由するパケットの持つべきアドレス情報とを対応付
けて記憶するための第２の記憶手段と、
　前記制御手段の制御により設定されたラベルスイッチパスの識別情報と該ラベルスイッ
チパスを設定するもととなった前記第１の記憶手段に記憶されたルータ装置のアドレス情
報とを、前記第２の記憶手段に登録する第１の登録手段と、
　前記制御手段の制御により設定されたラベルスイッチパスを設定するもととなった前記
第１の記憶手段に記憶されたルータ装置を経由してパケット転送する１または複数のネッ
トワークのアドレス情報と該ラベルスイッチパスの識別情報とを、前記第２の記憶手段に
登録する第２の登録手段とを具備し、
　前記第１の登録手段は、前記制御手段により前記ラベルスイッチパスが設定された際に
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前記登録を行い、
　前記第２の登録手段は、他のルータ装置との間で転送される所定の経路制御プロトコル
の情報に基づいて前記第１の記憶手段に記憶されたルータ装置の下流側に接続するネット
ワークが存在することもしくは追加されたことを認識した場合に、前記登録を

　

とを特徴とするルータ装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、他のルータ装置との間で転送される所定の経路制御プロトコルの情報
に基づいて前記第１の記憶手段に記憶されたルータ装置が存在することもしくは追加され
たことを認識したことを契機として、前記制御を開始することを特徴とする請求項１に記
載のルータ装置。
【請求項３】
　前記第１の記憶手段に記憶させる前記ルータ装置を、同一の経路制御プロトコルが動作
する範囲の境界部分に位置するルータ装置とすることを特徴とする請求項１または２に記
載のルータ装置。
【請求項４】
　前記第１の記憶手段に記憶させる前記ルータ装置を、ラベルスイッチパスを延長可能な
範囲の境界部分に位置するルータ装置とすることを特徴とする請求項１または２に記載の
ルータ装置。
【請求項５】
　前記第１の記憶手段に記憶させる前記ルータ装置を、同一の経路制御プロトコルが動作
する範囲とラベルスイッチパスを延長可能な範囲とが重なり合う範囲における境界部分に
位置するルータ装置とすることを特徴とする請求項１または２に記載のルータ装置。
【請求項６】
　他のルータ装置との間で転送される所定の経路制御プロトコルの情報に基づいて、前記
第１の記憶手段に記憶されたルータ装置が削除されたことを認識した場合、該ルータ装置
に対応するラベルスイッチパスを削除する制御を行うとともに該ラベルスイッチパスの識
別情報に関して前記第２の記憶手段の内容を更新し、前記第１の記憶手段に記憶されたル
ータ装置の下流に接続されたネットワークが削除されたことを認識した場合、該ネットワ
ークのアドレス情報に関して前記第２の記憶手段の内容を更新することを特徴とする請求
項１ないし５のいずれか１項に記載のルータ装置。
【請求項７】
　自装置が入口ルータとなってラベルスイッチパスを設定する際に出口ルータの目標とす
べきルータ装置であってラベルスイッチパスの出口ルータとして動作することのできるル
ータ装置又はラベルスイッチパスの出口ルータとして動作することのできるルータ装置の
下流側に接続された出口ルータとして動作することのできないルータ装置の識別情報を記
憶するための第１の記憶手段と、前記制御手段の制御に基づいて設定されたラベルスイッ
チパスの識別情報と前記第１の記憶手段に記憶されたルータ装置を経由するパケットの持
つべきアドレス情報とを対応付けて記憶するための第２の記憶手段とを備えたルータ装置
におけるラベルスイッチパス制御方法であって、
　前記第１の記憶手段に記憶されたルータ装置までラベルスイッチパスを設定すべく制御
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行うととも
に、

ラベルスイッチパスの終点となったルータ装置により送信されるメッセージであって該
ルータ装置から下流へはラベルスイッチパスを延長できなかった旨を示すものを、自ルー
タ装置の下流の或るルータ装置から、異なる複数のラベルスイッチパス及び出口ルータの
目標とすべきルータ装置についてそれぞれ受信したことによって、前記制御手段の制御に
より自ルータ装置から該或るルータ装置へ複数のラベルスイッチパスが設定されて、或る
アドレス情報を持つパケットについてこれを該複数のラベルスイッチパスのいずれによっ
ても転送し得る状況に至ったことが認識された場合には、該複数のラベルスイッチパスの
うちから、該アドレス情報を持つパケットの転送に使用するものを所定の基準に従って１
つだけ選択して、前記第２の記憶手段に、該選択したラベルスイッチパスの識別情報と該
アドレス情報とを対応付けて記憶させるこ



を行う制御ステップと、
　前記制御ステップの制御により設定されたラベルスイッチパスの識別情報と該ラベルス
イッチパスを設定するもととなった前記第１の記憶手段に記憶されたルータ装置のアドレ
ス情報とを、前記第２の記憶手段に登録する第１の登録ステップと、
　前記制御ステップの制御により設定されたラベルスイッチパスを設定するもととなった
前記第１の記憶手段に記憶されたルータ装置を経由してパケット転送する１または複数の
ネットワークのアドレス情報と該ラベルスイッチパスの識別情報とを、前記第２の記憶手
段に登録する第２の登録ステップとを有し、
　前記第１の登録ステップは、前記制御ステップにより前記ラベルスイッチパスが設定さ
れた際に前記登録を行い、
　前記第２の登録ステップは、他のルータ装置との間で転送される所定の経路制御プロト
コルの情報に基づいて前記第１の記憶手段に記憶されたルータ装置の下流側に接続するネ
ットワークが存在することもしくは追加されたことを認識した場合に、前記登録を

　

とを特徴とするラベルスイッチパス制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ラベルスイッチングの機能を有するルータ装置及びラベルスイッチパス制御方
法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
昨今、ＩＰ（インターネットプロトコル）を用いた通信網として、いわゆるインターネッ
ト（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ）の利用が急速に普及しており、トラヒック量や接続ノード数が急
速に増大している。インターネットのようにＩＰを用いた通信網は、ベストエフォート型
の通信網と呼ばれており、ルータ装置は最善の努力にてＩＰパケットの処理を試みるが、
ルータ装置にトラヒックが集中した場合にＩＰパケットの廃棄が発生するなど、転送品質
は保証されないものである。しかし、ＩＰ通信網においても転送遅延値やＩＰパケット廃
棄率といった転送品質の保証に対する要望があり、例えばＱｏＳ（Ｑｕａｒｉｔｙ　ｏｆ
　Ｓｅｒｖｉｃｅ）やＣｏＳ（Ｃｌａｓｓ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）が要求されてきてい
る。
【０００３】
このような背景から、ＩＰ通信網、特にインターネットにおいて、その基本要素であるル
ータ装置の高速／高機能化が必要となってきている。ラベルスイッチ技術は、このような
要求を満たす技術として開発・標準化作業が推進されている。ラベルスイッチ技術を用い
たラベルスイッチルータ（ＬＳＲ；Ｌａｂｅｌ　Ｓｗｉｔｃｈ　Ｒｏｕｔｅｒ）は、ｌａ
ｙｅｒ－３パケットを従来のｌａｙｅｒ－３アドレス情報を用いて転送するだけでなく、
ｌａｙｅｒ－３アドレス情報に対応させた固定長ラベルによって転送することで高性能パ
ケット転送を実現するものである。
【０００４】
ラベルスイッチ技術によりパケット転送を高速化するためのラベルスイッチ技術手法とし
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行うと
ともに、

ラベルスイッチパスの終点となったルータ装置により送信されるメッセージであって該
ルータ装置から下流へはラベルスイッチパスを延長できなかった旨を示すものを、自ルー
タ装置の下流の或るルータ装置から、異なる複数のラベルスイッチパス及び出口ルータの
目標とすべきルータ装置についてそれぞれ受信したことによって、前記制御手段の制御に
より自ルータ装置から該或るルータ装置へ複数のラベルスイッチパスが設定されて、或る
アドレス情報を持つパケットについてこれを該複数のラベルスイッチパスのいずれによっ
ても転送し得る状況に至ったことが認識された場合には、該複数のラベルスイッチパスの
うちから、該アドレス情報を持つパケットの転送に使用するものを所定の基準に従って１
つだけ選択して、前記第２の記憶手段に、該選択したラベルスイッチパスの識別情報と該
アドレス情報とを対応付けて記憶させるこ



て、例えば、ＭＰＬＳ（Ｍｕｌｔｉ－Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ＬａｂｅｌＳｗｉｔｃｈｉｎｇ
；例えば、Ｒ．　Ｃａｌｌｏｎ，　ｅｔ　ａｌ．，　“ＡＦｒａｍｅｗｏｒｋ　ｆｏｒ　
Ｍｕｌｔｉｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｌａｂｅｌ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ”，　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ
　Ｄｒａｆｔ　ｄｒａｆｔ－ｉｅｔｆ－ｍｐｌｓ－ｆｒａｍｅｗｏｒｋ－０２．ｔｘｔ，
　Ｎｏｖｅｍｂｅｒ　１９９７参照）方式がある。ＭＰＬＳは、ラベルスイッチルータ（
ＬＳＲ）間で特定の管理単位に属するパケットに特定の「ラベル」を割り当て、各ラベル
スイッチルータ（ＬＳＲ）で入力側のラベルと出力側のラベルとを関連付けて記憶してお
き、この情報を参照してラベルスイッチングを行うことにより、ＩＰ処理を省略し、高速
なパケット転送が可能となる。例えば、リンクレイヤがＡＴＭの場合、ＶＰＩ（Ｖｉｒｔ
ｕａｌ　Ｐａｔｈ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）／ＶＣＩ（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ
　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）がラベルとして使用される。パケットがラベルスイッチングさ
れる経路をラベルスイッチパス（ＬＳＰ；Ｌａｂｅｌ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ　Ｐａｔｈ）と
呼ぶ。
【０００５】
なお、ラベルスイッチルータを用いてラベルスイッチパスを生成する場合は、２つの方式
がある。
【０００６】
１つの方法は、経路表の１つのエントリに対して、１つのラベルスイッチパスを生成する
トポロジードリブンの方式である。また、この方式は、実際のトラフィック状態に関わら
ず、経路表の全エントリ（例えば、全宛先）に対するラベルスイッチパスを常設するもの
である。
【０００７】
もう１つの方法は、特定のパケットが到着したときに、その発信元アドレスと宛先アドレ
スに対してラベルスイッチパスを作るトラフィックドリブンがある。また、この方式は、
実際にパケット転送している発信元アドレス・宛先アドレス対についてのみラベルスイッ
チパスを設定するものである。
【０００８】
ところで、このような方式をインターネットに適用した場合を考えてみると、トポロジー
ドリブンで経路表の１つのエントリについて１つのラベルスイッチパスを割り当てる方式
を用いる場合、現在、インターネットバックボーンでは約５００００個の経路情報を持っ
ているので、ラベルスイッチパス数が約５００００個も必要になってしまう。また、トラ
フィックドリブンで実際にパケット転送している送信元アドレスと宛先アドレスの組に対
してラベルスイッチパスを割り当てる方式も、現在のインターネットバックボーンに用い
た場合には、かなり多くのラベルスイッチパス数（例えば５０００～１００００個）が必
要であることが分かっている。
【０００９】
このようにラベルスイッチパス数が多くなると、ラベルスイッチパスに多くの資源が必要
になり、実装が困難になり、コストがかかるものになる。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
以上のように、従来のラベルスイッチでは、ネットワーク規模が大きくなると、かなり多
数のラベルスイッチパスを設定する必要があり、実装やコストの面で、非常に大きな問題
があった。
【００１１】
本発明は、上記事情を考慮してなされたもので、ラベルスイッチパスの設定数を減少させ
、装置実装を容易にしたルータ装置及びラベルスイッチパス制御方法を提供することを目
的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係るルータ装置は、自装置が入口ルータとなってラベルスイッチパスを設定す

10

20

30

40

50

(4) JP 3699837 B2 2005.9.28



る際に出口ルータの目標とすべきルータ装置であってラベルスイッチパスの出口ルータと
して動作することのできるルータ装置又はラベルスイッチパスの出口ルータとして動作す
ることのできるルータ装置の下流側に接続された出口ルータとして動作することのできな
いルータ装置の識別情報を記憶するための第１の記憶手段と、前記第１の記憶手段に記憶
されたルータ装置までラベルスイッチパスを設定すべく制御を行う制御手段と、前記制御
手段の制御に基づいて設定されたラベルスイッチパスの識別情報と前記第１の記憶手段に
記憶されたルータ装置を経由するパケットの持つべきアドレス情報とを対応付けて記憶す
るための第２の記憶手段と、前記制御手段の制御により設定されたラベルスイッチパスの
識別情報と該ラベルスイッチパスを設定するもととなった前記第１の記憶手段に記憶され
たルータ装置のアドレス情報とを、前記第２の記憶手段に登録する第１の登録手段と、前
記制御手段の制御により設定されたラベルスイッチパスを設定するもととなった前記第１
の記憶手段に記憶されたルータ装置を経由してパケット転送する１または複数のネットワ
ークのアドレス情報と該ラベルスイッチパスの識別情報とを、前記第２の記憶手段に登録
する第２の登録手段とを具備し、前記第１の登録手段は、前記制御手段により前記ラベル
スイッチパスが設定された際に前記登録を行い、前記第２の登録手段は、他のルータ装置
との間で転送される所定の経路制御プロトコルの情報に基づいて前記第１の記憶手段に記
憶されたルータ装置の下流側に接続するネットワークが存在することもしくは追加された
ことを認識した場合に、前記登録を行うとともに、ラベルスイッチパスの終点となったル
ータ装置により送信されるメッセージであって該ルータ装置から下流へはラベルスイッチ
パスを延長できなかった旨を示すものを、自ルータ装置の下流の或るルータ装置から、異
なる複数のラベルスイッチパス及び出口ルータの目標とすべきルータ装置についてそれぞ
れ受信したことによって、前記制御手段の制御により自ルータ装置から該或るルータ装置
へ複数のラベルスイッチパスが設定されて、或るアドレス情報を持つパケットについてこ
れを該複数のラベルスイッチパスのいずれによっても転送し得る状況に至ったことが認識
された場合には、該複数のラベルスイッチパスのうちから、該アドレス情報を持つパケッ
トの転送に使用するものを所定の基準に従って１つだけ選択して、前記第２の記憶手段に
、該選択したラベルスイッチパスの識別情報と該アドレス情報とを対応付けて記憶させる
ことを特徴とする。
【００１３】
ここで、ルータ装置とは、ＩＰなどのネットワーク層の経路表を持つもののことを言うも
のとする。
【００１４】
なお、出口ルータになって欲しいルータ装置までラベルスイッチパスを設定すべく制御を
行った場合に、そのルータ装置の設定とネットワーク構成（特に同一プロトコルの範囲等
）との関係などによって、そのルータ装置までラベルスイッチパスが設定されない場合が
ある。ただし、この場合でも、そのルータ装置に至る途中のルータ装置まではラベルスイ
ッチパスが設定される（もしくは設定され得る）。また、このように目標とした経路の途
中まででもラベルスイッチパスが設定された場合には、当該入口ルータ装置は、当該（出
口ルータとしての）目標としたルータ装置までラベルスイッチパスが設定されたものと認
識して経路表等の設定を行って構わない。
【００１７】
好ましくは、前記制御手段は、他のルータ装置との間で転送される所定の経路制御プロト
コルの情報に基づいて前記第１の記憶手段に記憶されたルータ装置が存在することもしく
は追加されたことを認識したことを契機として、前記制御を開始するようにしてもよい。
【００１８】
好ましくは、前記第１の記憶手段に記憶させる前記ルータ装置を、同一の経路制御プロト
コルが動作する範囲の境界部分に位置するルータ装置とするようにしてもよい。
【００１９】
好ましくは、前記第１の記憶手段に記憶させる前記ルータ装置を、ラベルスイッチパスを
延長可能な範囲の境界部分に位置するルータ装置とするようにしてもよい。
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【００２０】
好ましくは、前記第１の記憶手段に記憶させる前記ルータ装置を、同一の経路制御プロト
コルが動作する範囲とラベルスイッチパスを延長可能な範囲とが重なり合う範囲における
境界部分に位置するルータ装置とするようにしてもよい。
【００２１】
好ましくは、他のルータ装置との間で転送される所定の経路制御プロトコルの情報に基づ
いて、前記第１の記憶手段に記憶されたルータ装置が削除されたことを認識した場合、該
ルータ装置に対応するラベルスイッチパスを削除する制御を行うとともに該ラベルスイッ
チパスの識別情報に関して前記第２の記憶手段の内容を更新し、前記第１の記憶手段に記
憶されたルータ装置の下流に接続されたネットワークが削除されたことを認識した場合、
該ネットワークのアドレス情報に関して前記第２の記憶手段の内容を更新するようにして
もよい。
【００２３】
　本発明に係るラベルスイッチパス制御方法は、自装置が入口ルータとなってラベルスイ
ッチパスを設定する際に出口ルータの目標とすべきルータ装置であってラベルスイッチパ
スの出口ルータとして動作することのできるルータ装置又はラベルスイッチパスの出口ル
ータとして動作することのできるルータ装置の下流側に接続された出口ルータとして動作
することのできないルータ装置の識別情報を記憶するための第１の記憶手段と、前記制御
手段の制御に基づいて設定されたラベルスイッチパスの識別情報と前記第１の記憶手段に
記憶されたルータ装置を経由するパケットの持つべきアドレス情報とを対応付けて記憶す
るための第２の記憶手段とを備えたルータ装置におけるラベルスイッチパス制御方法であ
って、前記第１の記憶手段に記憶されたルータ装置までラベルスイッチパスを設定すべく
制御を行う制御ステップと、前記制御ステップの制御により設定されたラベルスイッチパ
スの識別情報と該ラベルスイッチパスを設定するもととなった前記第１の記憶手段に記憶
されたルータ装置のアドレス情報とを、前記第２の記憶手段に登録する第１の登録ステッ
プと、前記制御ステップの制御により設定されたラベルスイッチパスを設定するもととな
った前記第１の記憶手段に記憶されたルータ装置を経由してパケット転送する１または複
数のネットワークのアドレス情報と該ラベルスイッチパスの識別情報とを、前記第２の記
憶手段に登録する第２の登録ステップとを有し、前記第１の登録ステップは、前記制御ス
テップにより前記ラベルスイッチパスが設定された際に前記登録を行い、前記第２の登録
ステップは、他のルータ装置との間で転送される所定の経路制御プロトコルの情報に基づ
いて前記第１の記憶手段に記憶されたルータ装置の下流側に接続するネットワークが存在
することもしくは追加されたことを認識した場合に、前記登録を行うとともに、ラベルス
イッチパスの終点となったルータ装置により送信されるメッセージであって該ルータ装置
から下流へはラベルスイッチパスを延長できなかった旨を示すものを、自ルータ装置の下
流の或るルータ装置から、異なる複数のラベルスイッチパス及び出口ルータの目標とすべ
きルータ装置についてそれぞれ受信したことによって、前記制御手段の制御により自ルー
タ装置から該或るルータ装置へ複数のラベルスイッチパスが設定されて、或るアドレス情
報を持つパケットについてこれを該複数のラベルスイッチパスのいずれによっても転送し
得る状況に至ったことが認識された場合には、該複数のラベルスイッチパスのうちから、
該アドレス情報を持つパケットの転送に使用するものを所定の基準に従って１つだけ選択
して、前記第２の記憶手段に、該選択したラベルスイッチパスの識別情報と該アドレス情
報とを対応付けて記憶させることを特徴とする。
【００２４】
従来のトポロジードリブン方式では、経路表の全エントリ毎にラベルスイッチパスを設定
するため、出口ルータに対して多数のラベルスイッチパスを必要としていたが、本発明に
よれば、経路表の全エントリのうち、ある入口ルータからある出口ルータまでの経路を同
じくするエントリ群（の全部または一部）に対しその出口ルータへ向けて設定した１つの
ラベルスイッチパスを割り当てる（複数のエントリに１つのラベルスイッチパス識別情報
を書き込む）ようにできるため、ラベルスイッチパス数を効果的に減らすことができる。
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【００２５】
なお、装置に係る本発明は方法に係る発明としても成立し、方法に係る本発明は装置に係
る発明としても成立する。
【００２６】
また、装置または方法に係る本発明は、コンピュータに当該発明に相当する手順を実行さ
せるための（あるいはコンピュータを当該発明に相当する手段として機能させるための、
あるいはコンピュータに当該発明に相当する機能を実現させるための）プログラムを記録
したコンピュータ読取り可能な記録媒体としても成立する。
【００２７】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しながら発明の実施の形態を説明する。
【００２８】
（第１の実施形態）
第１の実施形態では、経路プロトコルの一例としてＯＳＰＦ（Ｏｐｅｎ　Ｓｈｏｒｔｅｓ
ｔ　Ｐａｔｈ　Ｆａｓｔ；例えば、Ｊ．　Ｍｏｙ，“ＯＳＰＦ　Ｖｅｒｓｉｏｎ　２”，
　Ｉｎｔｅｎｒｔ　ＲＦＣ２３２８，　Ａｐｒｉｌ　１９９８参照）が用いられるものと
し、ルータ間で転送されるＯＳＰＦの経路情報を利用して、入口ルータから出口ルータに
１つのラベルスイッチパス（ＬＳＰ；Ｌａｂｅｌ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ　Ｐａｔｈ）を生成
する方法について説明する。
【００２９】
従来のトポロジードリブン方式では、経路表（ルーティングテーブル）のエントリ毎にラ
ベルスイッチパスを設定するため、出口ルータに対して多数のラベルスイッチパスを必要
としていたが、本実施形態によれば、出口ルータに対して１つのラベルスイッチパスを設
定するため、ラベルスイッチパス数を効果的に減らすことができる。
【００３０】
なお、入口ルータはラベルスイッチパスの始点になるルータであり、出口ルータはラベル
スイッチパスの終点になるルータである。入口ルータと出口ルータとの間のルータは、Ｉ
Ｐ処理をすることなく、高速にパケット転送することができる。
【００３１】
さて、ラベルスイッチパスを設定するためには、入口ルータにおいて、出口ルータのＩＰ
アドレスもしくはルータＩＤを知る必要がある。本実施形態では、出口ルータのルータＩ
Ｄは、システム管理者などがマニュアルで設定するものとする（すなわち、全ての入口ル
ータに当該入口ルータに対する出口ルータのルータＩＤを設定することになる）。なお、
例えばＯＳＰＦ　Ｏｐａｑｕｅ　ＬＳＡを用いるなどして、出口ルータのルータＩＤを各
入口ルータに自動的に設定するようにしてもよい。
【００３２】
入口ルータから認識できる出口ルータは、基本的に、同一のＯＳＰＦエリア（Ａｒｅａ）
の範囲内に存在するルータである。このため、ラベルスイッチパスの設定は、同一ＯＳＰ
エリア内に入口ルータと出口ルータが存在する場合に可能になる。ただし、入口ルータａ
に対する別ＯＳＰＦエリアの出口ルータｂがＡＳＢＲ（ＡＳ（Ａｕｔｏｎｏｍｏｕｓ　Ｓ
ｙｓｔｅｍ）　ボーダルータ）である場合には、このルータｂが別ＯＳＰＦエリア内のル
ータである入口ルータａから存在を確認できるので、ＡＳＢＲであるルータｂへは、ルー
タａからラベルスイッチパスを設定できる（２以上のＯＳＰＦエリアを跨いだラベルスイ
ッチパスを設定できる）。
【００３３】
一方、上記とは別に、ラベルスイッチパスを設定できる範囲は、ＭＰＬＳ（Ｍｕｌｔｉ－
Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｌａｂｅｌ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）のドメイン（Ｄｏｍａｉｎ）の範
囲内に制限される。なお、ラベルスイッチパスを、ＭＰＬＳのドメインの範囲を越えて設
定するような制御を行った場合には、ラベルスイッチパスが全く設定されずに終わるので
はなく、ラベルスイッチパスがＭＰＬＳのドメインの範囲内で設定されることになる。
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【００３４】
以下では、ＯＳＰＦとＭＰＬＳとは独立したものである（ＯＳＰＦのエリアとＭＰＬＳの
ドメインとは独立に設定可能である）ことから、ＯＳＰＦのエリアとＭＰＬＳのドメイン
との関係について、（１）ＯＳＰＦのエリアとＭＰＬＳのドメインとが同じ場合、（２）
ＯＳＰＦのエリアがＭＰＬＳのドメインより大きい場合、（３）ＯＳＰＦのエリアが複数
ある場合の３つのケースについてそれぞれ説明する。
【００３５】
最初に、（１）ＯＳＰＦのエリアとＭＰＬＳドメインとが一致している場合について説明
する。
【００３６】
図１に、ＯＳＰＦのエリアとＭＰＬＳドメインとが一致しているような、ネットワークの
構成例を示す。
【００３７】
図１に示されるように、このネットワークでは、ＯＳＰＦのエリア（実線ａ１の範囲）＝
ＭＰＬＳドメイン（一点鎖線ｄ１の範囲）の中に、ルータＲ１～Ｒ５が存在している。
【００３８】
ＭＰＬＳネットワーク内のルータＲ１～Ｒ５はいずれもラベルスイッチルータ（ＬＳＲ）
であり、それ以外はＬＳＲ以外のルータとする。
【００３９】
また、ルータＲ４の当該ＭＰＬＳドメインの外側にはネットワーク（Ｎｅｔｗｏｒｋ）　
Ａとネットワーク（Ｎｅｔｗｏｒｋ）　Ｂが接続され、ルータＲ５の当該ＭＰＬＳドメイ
ンの外側にはネットワーク（Ｎｅｔｗｏｒｋ）　Ｃとネットワーク（Ｎｅｔｗｏｒｋ）　
Ｄが接続されているものとする。
【００４０】
ここでは、ルータＲ１が入口ルータとなる場合を考える（なお、実際には、ルータＲ１以
外のルータも入口ルータになることができ、逆にルータＲ１も他の入口ルータに対する出
口ルータになることができるが、どのルータが入口／出口になっても基本的には同様であ
るので、ここでは、ルータＲ１が入口ルータとなるケースのみについて説明する）。
【００４１】
図２に、入口ルータが用いる各種情報の形式例と、その内容の具体例を示す。（ａ）は出
口ルータリストの例、（ｂ）は経路表の例、（ｃ）は出口ルータを通るネットワークリス
トの例である。
【００４２】
まず、図３に示した入口ルータの設定手順例を参照しながら、図１に例示したネットワー
ク（ラベルスイッチパス＃１，＃２は、まだ設定されていないものとする）における、入
口ルータＲ１によるラベルスイッチパスの設定手順について説明する。
【００４３】
なお、本実施形態では、入口ルータＲ１は、ＯＳＰＦプロトコルに従ってルータ間で転送
されるＯＳＰＦの経路情報から、同一ＯＳＰＦエリア内のルータのトポロジーや、出口ル
ータの先に繋がるルータもしくはネットワークを認識する。
【００４４】
さて、予め、ルータＲ１には、出口ルータの情報として、図２（ａ）に例示するように、
ルータＲ４，Ｒ５のルータＩＤが設定される。また、この時点では、経路表（図２（ｂ）
）と出口ルータを通るネットワークリスト（図２（ｃ））は空であるものとする。
【００４５】
まず、ルータＲ１がＯＳＰＦの経路情報によりルータＲ２を認識したとする。図３の手順
に従って、ルータＲ２が出口ルータリスト（図２（ａ））に無いことがわかる（ステップ
Ｓ１０１にてＮｏ）。続いて、ステップＳ１０４に移り、出口ルータを通るネットワーク
リストの更新の処理となるが、この時点では出口ルータが１つも見つかっていないので、
何もしない。また、ネットワークリストが更新されていないのでステップＳ１０５でも何
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もしない。
【００４６】
次に、ルータＲ１がＯＳＰＦの経路情報によりルータＲ３を認識したとする。ルータＲ３
に関しても上記ルータＲ２と同じ動作を行うことになる。
【００４７】
次に、ルータＲ１がルータＲ４を認識したとする。
【００４８】
ルータＲ４は、出口ルータリスト（図２（ａ））を参照すると、出口ルータであることが
わかる（ステップＳ１０１にてＹｅｓ）。
【００４９】
したがって、ルータＲ４に対しては、（後述する構成例ではＬＤＰ制御部１０により）、
ラベルスイッチパスを作成する（ステップＳ１０２）。図１の例では、ラベルスイッチパ
ス（＃１）が作成されている。
【００５０】
続いて、このラベルスイッチパス（＃１）をネットワークリスト（図２（ｃ））に追加す
る（ステップＳ１０３）。ここでは、出口ルータ＝Ｒ４、Ｎｅｔｗｏｒｋ＝Ｒ４、ＬＳＰ
＝＃１の組情報が記述される。
【００５１】
続いて、ＯＳＰＦの経路情報により出口ルータＲ４を通るネットワークは、ルータＲ４で
あることがわかる（ステップＳ１０４）ので、ルータＲ４へは、ラベルスイッチパス（＃
１）で到達できることを経路表（図２（ｂ））に記入する（ステップＳ１０５）。ここで
は、宛先＝Ｒ４、ＬＳＰ＝＃１の組情報が記述される。
【００５２】
次に、ルータＲ１がネットワークＡを認識したとする。
【００５３】
ネットワークＡは、出口ルータリスト（図２（ａ））を参照すると、出口ルータではない
ので（ステップＳ１０１にてＮｏ）、ＯＳＰＦの経路情報によりネットワークリスト（図
２（ｃ））を更新する（ステップＳ１０４）。ここでは、ＯＳＰＦの経路情報により、ネ
ットワークＡは出口ルータＲ４を通ることがわかるので、ネットワークリストの出口ルー
タ＝Ｒ４に対応するＮｅｔｗｏｒｋの項目にネットワークＡを追加する。また、ネットワ
ークリストのルータＲ４のエントリにネットワークＡを追加したので、経路表にルータＲ
４宛のラベルスイッチパス番号である＃１とネットワークＡとの対応を記入する。
【００５４】
ルータＲ４に接続しているもう１つのネットワークＢ、もう１つの出口ルータＲ５、この
出口ルータＲ５に接続している２つのネットワークＣ，Ｄについても、上記と同様の各手
順により各設定が行われる。
【００５５】
この例における最終的な経路表とネットワークリストの内容は、それぞれ図２（ｂ），（
ｃ）のようになる。
【００５６】
そして、入口ルータＲ１は、この経路表をもとにラベルスイッチパスで転送するパケット
を検索する。パケットの宛先を見て、この経路表にあるものに関しては、対応するラベル
スイッチパスで転送することになる。
【００５７】
このように本実施形態によれば、従来方法では出口ノードへのラベルスイッチパスが複数
あるのに対して、出口ノードへのラベルスイッチパスが１本にアグリゲートできるため、
ラベルスイッチパスを減少させることができる。
【００５８】
上記では、ラベルスイッチパスの生成の方法とラベルスイッチパスに流すパケット流の設
定方法について説明してきた。次に、ネットワークや出口ルータの削除について説明する
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。
【００５９】
図４に、この場合の削除手順の一例を示す。
【００６０】
まず、ネットワークの削除の処理について説明する。
【００６１】
ここでは、図１でラベルスイッチパス（＃１，＃２）が設定された状態で、ネットワーク
Ａが削除された場合を例に取る。
【００６２】
ルータＲ１は、ＯＳＰＦの経路情報によって、ネットワークＡが削除されたことを認識す
る。ステップＳ２０１で認識したルータが出口ルータかをチェックする。この場合、出口
ルータではないので、ステップＳ２０４へ処理を進める。ここでは、ＯＳＰＦの経路情報
によりネットワークＡが削除されたことがわかるので、ネットワークリストに記憶してい
るネットワークリストＡを削除する（ステップＳ２０４）。続いて、経路表からネットワ
ークＡの項目を削除する（ステップＳ２０５）。
【００６３】
次に、出口ルータの削除の処理について説明する。
【００６４】
ここでは、図１でラベルスイッチパス（＃１，＃２）が設定された状態で、ルータ５が削
除された場合を例に取る。
【００６５】
ルータＲ１は、ＯＳＰＦの経路情報によって、ルータＲ５が削除されたことを認識する。
ルータＲ５は出口ルータであるので（ステップＳ２０１にてＹｅｓ）、ルータＲ５へのラ
ベルスイッチパスを、（後述する構成例ではＬＤＰ制御部１０により）、削除する（ステ
ップＳ２０２）。削除したルータＲ５とラベルスイッチパス（図１の例の場合、＃２）を
ネットワークリストから削除する。
【００６６】
次に、経路表からルータＲ５への経路を削除する。
【００６７】
さらに、ネットワークリストで、ルータＲ５から到達可能であるネットワークＣ，Ｄも削
除する。ルータＲ５と同様に経路表からもネットワークＣ，Ｄへの経路を削除する（ステ
ップＳ２０３）。
【００６８】
続いて、ステップＳ２０４でネットワークリストを更新するが、このネットワークで、ル
ータＲ５が削除されたときは、ルータＲ５とネットワークＣ，Ｄを削除した後では、ネッ
トワーク経路の変更がないので、何もしない。ステップＳ２０５も同様に何もしない。
【００６９】
ところで、図３の設定手順のステップＳ１０５の処理では、ステップＳ１０４のネットワ
ークリスト更新において、あるネットワークについて、これを出口ルータに対応するネッ
トワークリストから削除した場合は、経路表からこのネットワークと対応するＬＳＰを削
除する、という処理があり、図４の削除手順のステップＳ２０５の処理では、ステップＳ
２０４のネットワークリスト更新において、あるネットワークについて、これを出口ルー
タに対応するネットワークリストに追加した場合は、経路表にこのネットワークと対応す
るＬＳＰを追加する、という処理があるが、これらは、例えば、ラベルスイッチパスを設
定する際に既設定の別のラベルスイッチパスを削除する必要があるケース、あるいは既設
定のラベルスイッチパスを削除する際に別のラベルスイッチパスを設定する必要があるケ
ース、より具体的には例えば経路変更が発生するケース、などに行われるものである。
【００７０】
ここで、入口ルータの内部構成について説明する。
【００７１】
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図５に、入口ルータの概略構成例を示す。なお、本構成例は、第２の実施形態や第３の実
施形態の入口ルータの構成例としても成立する。
【００７２】
図５に示されるように、このルータは、ＬＤＰ制御部１０、経路表１１、経路制御部１２
、アグリゲート制御部１３、出口ルータリスト１４、パケット転送処理部１５を含んで構
成される。
【００７３】
パケット転送部１５は、レイヤ３パケットの転送処理を行う。例えば、入力したデータパ
ケットを経路表１１に従い所定のラペルスイッチパスへ送出する。また、ＬＤＰ制御部１
０や経路制御部１２のための制御パケットを隣接ルータとの間でやり取りする。
【００７４】
経路制御部１２は、経路制御プロトコル（第１の実施形態ではＯＳＰＦ、第２の実施形態
ではＢＧＰ、第３の実施形態ではＯＳＰＦとＢＧＰ）を動作させる部分であり、経路制御
に関わる制御メッセージの送受信のための処理や、経路制御プロトコルに基づき管理する
経路情報を記憶する経路表１１の管理を行う。経路表１１は、図２（ｃ）に例示したもの
である。
【００７５】
ＬＤＰ制御部１０は、ＬＤＰプロトコル（Ｌａｂｅｌ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｐｒ
ｏｔｏｃｏｌ；例えば、Ｌ．　Ａｎｄｅｒｓｓｏｎ，　ｅｔ　ａｌ．，　“ＬＤＰ　Ｓｐ
ｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ”，　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｄｒａｆｔ　ｄｒａｆｔ－ｉｅｔｆ－
ｍｐｌｓ－ｌｐｄ－０１．ｔｘｔ，　Ａｕｇｕｓｔ１９９８参照）を動作させる部分であ
り、ラベルスイッチパス制御（設定・解放、隣接認識など）に関わる制御メッセージの送
受信のための処理や、ラベルスイッチパスの状態管理や設定・解放制御に関わる処理を行
う。
【００７６】
アグリゲート制御部１３は、出口ルータリスト１４および経路制御プロトコルの経路情報
（第１の実施形態ではＯＳＰＦの経路情報）から認識する出口ルータ／ネットワークの追
加／削除に基づいたラベルスイッチパスの追加・削除（設定・解）やそのための経路表１
１／ネットワークリスト（図示せず）の更新に関する制御を全体的に司る部分である。出
口ルータリスト１４は、図２（ａ）に例示したものである。ネットワークリストは、図２
（ｂ）に例示したものである。
【００７７】
例えば、アグリゲート制御部１３は、出口ルータリスト１４に登録されている出口ルータ
が経路制御部１３から認識できたことを通知されると（第１の実施形態では、ＯＳＰＦの
経路情報により認識する）、ＬＤＰ制御部１０に出口ルータまでラベルスイッチパスを設
定するように命令する。
【００７８】
ラベルスイッチパスを設定するように命令されたＬＤＰ制御部１０は、ラベルスイッチパ
スの設定のためにＬＤＰプロトコルを用いて、ラベルスイッチパスを設定する。
【００７９】
ラベルスイッチパスの設定が終わると、アグリゲート制御部１３は、経路制御部１２から
出口ルータより先にあるネットワークを取得し、ラベルスイッチパスに流すネットワーク
情報の経路表１１への登録などを行う。
【００８０】
実際のパケット転送は、パケットの宛先アドレスと経路表１１を比較して、マッチしたラ
ベルスイッチパスを使ってパケット転送が行われる。
【００８１】
さて、次に、（２）ＯＳＰＦエリアがＭＰＬＳドメインより大きい場合について説明する
。
【００８２】
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入口ルータの設定手順、入口ルータの削除手順、入口ルータの構成については、前述と同
様である（図３～図５）。
【００８３】
図６に、ＯＳＰＦエリアがＭＰＬＳドメインより大きいような、ネットワークの構成例を
示す。
【００８４】
図６に示されるように、このネットワークでは、ＯＳＰＦのエリア（実線ａ２の範囲）が
、ＭＰＬＳドメイン（一点鎖線ｄ２の範囲）より大きくなっており、ルータＲ１からＲ６
までがＯＳＰＦのエリアであるが、ＭＰＬＳドメインはルータＲ１からＲ５までである。
【００８５】
また、ルータＲ４の当該ＭＰＬＳドメインの外側にはネットワーク　Ａとネットワーク　
Ｂが接続され、ルータＲ６の当該ＭＰＬＳドメインの外側にはネットワーク　Ｃとネット
ワーク　Ｄが接続されているものとする。
【００８６】
ここでも、ルータＲ１が入口ルータとなる場合を考える。
【００８７】
ここでは上記のような状況において、入口ルータＲ１には、出口ルータとして、図７（ａ
）に示すように、ＭＰＬＳドメインの境界であるルータＲ４とルータＲ５を登録するもの
とする。
【００８８】
入口ルータＲ１がルータＲ４を認識した際の動作は、図１の例と同様である。これによっ
て、図６のように、ラベルスイッチパス（＃３）が設定される。
【００８９】
入口ルータＲ１がルータＲ５を認識した際に、図１の例と相違する点は、ルータＲ１は、
出口ルータであるルータＲ５にラベルスイッチパス（＃４）を設定した後、ルータＲ５を
通る宛先ネットワークがネットワークＣ，ＤとルータＲ５，Ｒ６であることがわかるので
、設定したラベルスイッチパスでこれらのパケットを転送するように設定する点である。
【００９０】
この例における設定後の最終的な経路表とネットワークリストの内容を、それぞれ図７（
ｂ），（ｃ）に示す。
【００９１】
経路の追加／変更／削除は、図１の例と同様に行う。
【００９２】
なお、上記では、入口ルータＲ１に、出口ルータとしてＭＰＬＳドメインの境界であるル
ータＲ４とルータＲ５を登録したが、出口ルータとしてＯＳＰＦエリアの境界であるルー
タＲ４とルータＲ６を登録する方法もある。
【００９３】
この場合、設定されるラベルスイッチパスは図６と同様である。ただし、入口ルータ１は
、ラベルスイッチパスがルータＲ４とルータＲ６まで設定されているものと認識して、リ
ストや表の設定を行う。
【００９４】
さて、次に、（３）複数のＯＳＰＦエリアが存在する場合のラベルスイッチパス設定につ
いて説明する。
【００９５】
入口ルータの設定手順、入口ルータの削除手順、入口ルータの構成については、前述と同
様である（図３～図５）。
【００９６】
図８に、複数のＯＳＰＦエリアが存在するような、ネットワークの構成例を示す。
【００９７】
図８に示されるように、このネットワークでは、ルータＲ１からＲ３までのＯＳＰＦエリ
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ア（実線ａ３－１の範囲）と、ルータＲ３からＲ５までのＯＳＰＦエリア（実線ａ３－２
の範囲）との、２つのＯＳＰＦエリアが存在する。また、ＭＰＬＳドメイン（一点鎖線ｄ
３の範囲）は、ＯＳＰＦエリアａ３－１の全体と、ＯＳＰＦエリアａ３－２の一部を包含
するような形になっている。
【００９８】
また、ルータＲ５の当該ＭＰＬＳドメインの外側にはネットワーク　Ａとネットワーク　
Ｂが接続されているものとする。
【００９９】
まず、ＯＳＰＦエリアａ３－１のルータＲ１が入口ルータとなる場合を考える。
【０１００】
ここでは上記のような状況において、入口ルータＲ１には、出口ルータとして、図９（ａ
）に示すように、ＯＳＰＦエリアの境界であるルータＲ３を登録する。すなわち、ＭＰＬ
Ｓドメインｄ３としては、ルータＲ４が最出口のルータになるが、ＯＳＰＦエリアａ３－
１の入口ルータであるルータＲ１は、同一ＯＳＰＦエリア内のルータのみしか認識できな
いので、同一ＯＳＰＦエリア内のルータＲ３が出口ルータとなっている。
【０１０１】
まず、入口ルータＲ１は、ルータＲ３にラベルスイッチパスを設定する。この手順は、こ
れまでの例と同じ手順である。その後、ルータＲ３を通り到達できるネットワークである
ネットワークＡ，ＢとルータＲ３，Ｒ４，Ｒ５へのパケットを設定したラベルスイッチパ
スで転送できるように設定する。これにより、ルータＲ１からルータＲ３へのアグリゲー
ト・ラベルスイッチパス（＃５）が設定できる。
【０１０２】
この例における設定後の最終的な経路表とネットワークリストの内容を、それぞれ図９（
ｂ），（ｃ）に示す。
【０１０３】
経路変更や経路削除の場合は、エリア内のＯＳＰＦの場合と同様である。
【０１０４】
なお、ＯＳＰＦエリアａ３－２でルータＲ３が入口ルータとなる場合については、図４の
例と同様である。すなわち、出口ルータとして図１０（ａ）に示すようＭＰＬＳドメイン
の境界であるルータＲ３が登録されるとすると、ラベルスイッチパス（＃６）が設定され
、経路表とネットワークリストの内容は、それぞれ図１０（ｂ），（ｃ）のようになる。
【０１０５】
なお、以上の本実施形態において、対象となるネットワークの構成によってあるネットワ
ークについて異なる出口ルータに対して設定された２以上のラベルスイッチパスのいずれ
をも使用可能となった場合には、経路表ではある宛先に対するラベルスイッチパスを唯一
に特定しておく必要があるため、何らかの方法で使用するラベルスイッチパスを１つだけ
選択するようにする。
【０１０６】
（第２の実施形態）
第１の実施形態ではＯＳＰＦを用いたが、第２の実施形態では、ＢＧＰ（Ｂｏｒｄｅｒ　
Ｇａｔｅｗａｙ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ；例えば、Ｙ．　Ｒｅｋｈｔｅｒ，　Ｔ．Ｌｉ，　“
Ａ　Ｂｏｒｄｅｒ　Ｇａｔｅｗａｙ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　４（ＢＧＰ－４）”，Ｉｎｔｅ
ｒｎｅｔ　ＲＦＣ１７７１，　Ｍａｒｃｈ　１９９５参照）の経路情報を用いて、ラベル
スイッチパスの数を減少させるアグリゲーション方式について説明する。本実施形態では
、ラベルスイッチパス設定には、ＢＧＰのメッセージを交換する相手アドレスを利用する
。入口ルータからＢＧＰの相手アドレスに対して、１本のラベルスイッチパスを生成する
ことで、最大でもＢＧＰ相手ルータとラベルスイッチルータ（ＬＳＲ）の入口の数の積の
ラベルスイッチパス数で十分になる。
【０１０７】
入口ルータの設定手順、入口ルータの削除手順、入口ルータの構成については、基本的に
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は、第１の実施形態と同様である（図３～図５）。
【０１０８】
以下では、ＢＧＰとＭＰＬＳとは独立したものであることから、（１）ＡＳ（Ａｕｔｏｎ
ｏｍｏｕｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）とＭＰＬＳドメインとが同じ場合（図１１）、（２）ＡＳ内
部にＭＰＬＳドメイン存在している場合（図１３）、についてそれぞれ説明する。
【０１０９】
最初に、（１）ＡＳとＭＰＬＳドメインとが同じ場合について説明する。
【０１１０】
図１１に、ＡＳとＭＰＬＳドメインとが同じであるような、ネットワークの構成例を示す
。
【０１１１】
図１１に示されるように、このネットワークでは、ＡＳ（実線ｓ４の範囲）＝ＭＰＬＳド
メイン（一点鎖線ｄ４の範囲）であり、ルータＲ２からルータＲ５がこの同一ＡＳに属し
ており、ルータＲ１とルータＲ６がそれぞれ別のＡＳに属している。
【０１１２】
また、ハッチングしていないルータＲ１，２，５，６が、ＢＧＰスピーカー（Ｓｐｅａｋ
ｅｒ）であり、ルータＲ１とルータＲ２、ルータＲ２とルータＲ５、ルータＲ５とルータ
Ｒ６がそれぞれＢＧＰで話している。
【０１１３】
以下、ＢＧＰの情報を使ったラベルスイッチパス設定方法について説明する。
【０１１４】
ここでは、ルータＲ２が入口ルータとなる場合を考える。
【０１１５】
入口ルータＲ２には、出口ルータとして、図１２（ａ）に示すように、ＢＧＰで話してい
る相手ルータのルータＲ５を登録する。
【０１１６】
ルータＲ２は、ルータＲ５に対してラベルスイッチパス（＃７）を設定した後、ルータＲ
５を通り到達することの出来るルータＲ６宛のパケットをこのラベルスイッチパスで転送
するように経路表を変更する。ルータＲ５を通り到達することの出来るネットワークは、
ＢＧＰの経路情報により、取得する。
【０１１７】
この例における設定後の最終的な経路表とネットワークリストの内容を、それぞれ図１２
（ｂ），（ｃ）に示す。
【０１１８】
なお、ＢＧＰでは、ＢＧＰの相手先ルータから、宛先ネットワークとそこまでの距離等の
情報を取得する。もし、異なるＢＧＰ相手先ルータから同一の宛先ネットワークへの情報
を取得した場合は、一番好ましい経路を入口ルータが選択する。経路選択の方法には、種
々のものあるが、例えば、距離が一番近いものを選択する。このように選択された、宛先
ネットワークが通るＢＧＰ相手先ルータがわかるので、そのルータを通り到達できる宛先
ネットワークがわかる。
【０１１９】
経路が変更した場合や経路が追加された場合、削除された場合は、第１の実施形態と同様
にラベルスイッチパスで運ぶネットワーク情報を変更する。
【０１２０】
次に、（２）ＡＳ内部にＭＰＬＳドメイン存在している場合について説明する。
【０１２１】
図１３に、ＡＳ内部にＭＰＬＳドメイン存在しているような、ネットワークの構成例を示
す。
【０１２２】
図１３に示されるように、このネットワークでは、ＡＳ（実線ｓ５の範囲）の内部にＭＰ

10

20

30

40

50

(14) JP 3699837 B2 2005.9.28



ＬＳドメイン（一点鎖線ｄ５の範囲）が存在している。また、ルータＲ２からルータＲ７
がこの同一ＡＳに属しており、ルータＲ１とルータＲ８，Ｒ９がそれぞれ別のＡＳに属し
ている。また、これらルータのうちＭＰＬＳドメインに属しているのは、ルータＲ３～Ｒ
５だけである。
【０１２３】
さらに、ハッチングしていないルータＲ１，２，６，７，８，９が、ＢＧＰスピーカー（
Ｓｐｅａｋｅｒ）であり、ルータＲ１－Ｒ２、Ｒ２－Ｒ３、Ｒ２－Ｒ６、Ｒ２－Ｒ７、Ｒ
３－Ｒ６、Ｒ３－Ｒ７、Ｒ６－Ｒ８、Ｒ７－Ｒ９がそれぞれＢＧＰで話している。
【０１２４】
以下、ＢＧＰの情報を使ったラベルスイッチパス設定方法について説明する。
【０１２５】
ここでは、ルータＲ３が入口ルータとなる場合を考える。
【０１２６】
入口ルータＲ３には、出口ルータとして、図１４（ａ）に示すように、ＢＧＰで話してい
る相手ルータのルータＲ５とルータＲ７を登録するものとする（この場合、ルータＲ５は
ＢＧＰの話をできないＮｏｎ　ＢＧＰ　Ｓｐｅａｋｅｒであるので、出口ルータに設定で
きない）。
【０１２７】
ルータＲ３は、ルータＲ６とルータＲ７とＢＧＰで話しているので、出口ルータがルータ
Ｒ６およびルータＲ７であることがわかる。そこで、ルータＲ３は、ルータＲ６へのラベ
ルスイッチパスと、ルータＲ７へのラベルスイッチパスを設定するように制御するが、図
１３の構成例ではＭＰＬＳドメインがルータＲ５までであるので、ルータＲ３からルータ
Ｒ５へのラベルスイッチパスが２つ設定される結果となる。１つのラベルスイッチパス（
＃８）がルータＲ６宛のもので、もう１つのラベルスイッチパス（＃９）がルータＲ７宛
のものである。
【０１２８】
ルータＲ６を通過するネットワークは、この例では、ルータＲ８なので、ルータＲ６宛の
ラベルスイッチパス（＃８）ではルータＲ８宛のパケットを転送するように入口ルータＲ
３の経路表に設定される。ルータＲ７宛のラベルスイッチパス（＃９）には、ルータＲ９
宛のパケットが転送されるようにルータＲ３の経路表に設定される。
【０１２９】
この例における設定後の最終的な経路表とネットワークリストの内容を、それぞれ図１４
（ｂ），（ｃ）に示す。
【０１３０】
ところで、上の例では、ルータＲ３からルータＲ５へのラベルスイッチパスが２つ設定さ
れたが、例えば、実際のラベルスイッチパスの終点となったルータ（Ｒ５）が、そのルー
タから下流へはラベルスイッチパスを延長できなかった旨のメッセージを入口ルータ（Ｒ
３）に通知し、入口ルータ（Ｒ３）は、下流の同じルータから上記メッセージを異なるラ
ベルスイッチパス／出口ルータについて２以上受信した場合に、自ルータからその通知を
したルータへのラベルスイッチパスが２つ設定されたことを認識して、自ルータからその
ルータへのラベルスイッチパスが１つになるように、ラベルスイッチパスの削除やネット
ワークリスト／経路表の変更を行うようにしてもよい。
【０１３１】
（第３の実施形態）
第１の実施形態はＯＳＰＦを用い、第２の実施形態はＢＧＰを用いたが、第３の実施形態
では、ＯＳＰＦとＢＧＰの両方が動作しているネットワークにおけるラベルスイッチパス
の設定方法について説明する。
【０１３２】
本実施形態の入口ルータにおいては、基本的には、ＯＳＰＦ対応部分とＢＧＰ対応部分が
独立して動作する。すなわち、基本的には、第１の実施形態の入口ルータの機能と第２の
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実施形態の入口ルータの機能とを持つことになり、入口ルータの構成としては、基本的に
は、図５の構成例と同様でもよい。ただし、経路制御部１２は、ＯＳＰＦ対応部分とＢＧ
Ｐ対応部分を持つことになる。また、アグリゲート制御部１３は、ＯＳＰＦによるラベル
スイッチパスの設定・削除と、ＢＧＰによるラベルスイッチパスの設定・削除とを、独立
して制御することになる。また、図１６（ａ），（ｃ）に例示するように、出口ルータリ
ストとネットワークロストは、ＯＳＰＦとＢＧＰに区別できるような形にする。
【０１３３】
ただし、ある宛先についてＯＳＰＦにより設定されたラベルスイッチパスとＢＧＰにより
設定されたラベルスイッチパスとの２種類のものが存在し得るが、経路表では、図１６（
ｂ）に例示するように、ある宛先に対するラベルスイッチパスを唯一に特定しておく必要
がある。このため、例えば、ある宛先についてＯＳＰＦにより設定されたラベルスイッチ
パスとＢＧＰにより設定されたラベルスイッチパスとの２種類のものが存在する場合には
、ＢＧＰによるラベルスイッチパスを優先させる、などの何らかの選択基準を予め設ける
。この選択処理は、例えば、アグリゲート制御部１３の指示の下で経路制御部１２にて行
う。
【０１３４】
本実施形態では、ＯＳＰＦ対応の処理とＢＧＰ対応の処理を独立して行うので、入口ルー
タの設定手順や入口ルータの削除手順は、基本的には、ＯＳＰＦ部分については第１の実
施形態、ＢＧＰについては第２の実施形態と同様であり、上記のように経路表の処理が若
干相違するものである。
【０１３５】
以下、本実施形態におけるラベルスイッチパス設定について説明する。
【０１３６】
図１に、ＯＳＰＦとＢＧＰの両方が動作しているネットワークの構成例を示す。
【０１３７】
図１に示されるように、このネットワークでは、ＡＳ（点線ｓ６の範囲）とＭＰＬＳドメ
イン（一点鎖線ｄ６の範囲）が一致しており、その中に、２つに分割されたＯＳＰＦエリ
アａ６－１，ａ６－２が存在する。ルータＲ１からルータＲ６がこの同一ＡＳかつ同一Ｍ
ＰＬＳドメインに属しており、ルータＲ１からルータＲ３までが同一ＯＳＰＦエリアａ６
－１に属しており、ルータＲ３からルータＲ６までが同一ＯＳＰＦエリアａ６－２に属し
ている。
【０１３８】
また、ルータＲ５の当該ＭＰＬＳドメインの外側にはネットワーク（Ｎｅｔｗｏｒｋ）　
Ａとネットワーク（Ｎｅｔｗｏｒｋ）　Ｂが接続されている。また、ルータＲ６に、別の
ＡＳに属しているルータＲ７が接続されている。
【０１３９】
また、ハッチングしていないルータＲ１，６，７が、ＢＧＰスピーカー（Ｓｐｅａｋｅｒ
）であり、ルータＲ１とルータＲ６がＩＢＧＰ（Ｉｎｔｅｒｎａｌ　ＢＧＰ）で話をして
おり、ルータＲ６とルータＲ７がＥＢＧＰ（Ｅｘｔｅｒｎａｌ　ＢＧＰ）でＢＧＰを話し
ている。
【０１４０】
ＯＳＰＦを用いたラベルスイッチパスは、ＯＳＰＦのエリア内のみのラベルスイッチパス
を作るので、ルータＲ１とルータＲ３、ルータＲ３とルータＲ５、ルータＲ５とルータＲ
６、ルータＲ６とルータＲ３にラベルスイッチパスが作られる。
【０１４１】
ＢＧＰによるラベルスイッチパスは、ルータＲ１とルータＲ６の間に設定される。
【０１４２】
これらのラベルスイッチパスで転送されるネットワークの設定方法は、第１の実施形態、
第２の実施形態と同様である。
【０１４３】
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ここで、入口ルータＲ１に着目してみる。
【０１４４】
入口ルータＲ１に対して、ＯＳＰＦに関する出口ルータとしては、図１６（ａ）に示すよ
うに、ルータＲ３を登録する。この場合、第１の実施形態のような処理の結果、ラベルス
イッチパス（＃１０）が設定され、ＯＳＰＦに関して図１６（ｃ）に示すようなネットワ
ークリストとなる。
【０１４５】
また、入口ルータＲ１に対して、ＢＧＰに関する出口ルータとしては、図１６（ａ）に示
すように、ＢＧＰで話している相手ルータのルータＲ６を登録する。この場合、第２の実
施形態のような処理の結果、ラベルスイッチパス（＃１１）が設定され、ＢＧＰに関して
図１６（ｃ）に示すようなネットワークリストとなる。
【０１４６】
ここで、宛先として、ルータＲ６，Ｒ７については、ラベルスイッチパス（＃１０）とラ
ベルスイッチパス（＃１１）のいずれも採用しうるが、ここではＢＧＰによるラベルスイ
ッチパス（＃１１）を優先させるものとすると、結局、入口ルータＲ１の経路表は、図１
６（ｂ）に示すようになる。
【０１４７】
なお、第１～３の実施形態では、経路制御プロトコルとしてＯＳＰＦおよび／またはＢＧ
Ｐを例にとって説明してきたが、本発明は、ＯＳＰＦやＢＧＰだけでなく、他の経路制御
プロトコルによるものにも適用可能である。また、ＯＳＰＦとＢＧＰとが併用される第３
の実施形態のように、ＯＳＰＦやＢＧＰと他の経路制御プロトコルとの併用、他の経路制
御プロトコル同士の併用、３以上の経路制御プロトコルの併用によるものにも、本発明は
適用可能である。
【０１４８】
また、本実施形態では、ラベルスイッチ技術手法としてＭＰＬＳを用いたが、本発明は、
他のラベルスイッチ技術手法によるものにも適用可能である。
【０１４９】
なお、以上の各機能は、ソフトウェアとしても実現可能である。
【０１５０】
また、本実施形態は、コンピュータに所定の手段を実行させるための（あるいはコンピュ
ータを所定の手段として機能させるための、あるいはコンピュータに所定の機能を実現さ
せるための）プログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体としても実施する
こともできる。
【０１５１】
本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、その技術的範囲において種々
変形して実施することができる。
【０１５２】
【発明の効果】
本発明によれば、ラベルスイッチパスの設定数を減少させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係るルータ装置を含むネットワークの第１の構成例を示す
図
【図２】出口ルータリスト、経路表及びネットワークリストの構成例並びにそれらの内容
の具体例を示す図
【図３】入口ルータとなるルータ装置の設定手順の一例を示すフローチャート
【図４】入口ルータとなるルータ装置の削除手順の一例を示すフローチャート
【図５】同実施形態に係るルータ装置の構成例を示す図
【図６】同実施形態に係るルータ装置を含むネットワークの第２の構成例を示す図
【図７】出口ルータリスト、経路表及びネットワークリストの構成例並びにそれらの内容
の具体例を示す図
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【図８】同実施形態に係るルータ装置を含むネットワークの第３の構成例を示す図
【図９】出口ルータリスト、経路表及びネットワークリストの構成例並びにそれらの内容
の具体例を示す図
【図１０】出口ルータリスト、経路表及びネットワークリストの構成例並びにそれらの内
容の具体例を示す図
【図１１】同実施形態に係るルータ装置を含むネットワークの第４の構成例を示す図
【図１２】出口ルータリスト、経路表及びネットワークリストの構成例並びにそれらの内
容の具体例を示す図
【図１３】同実施形態に係るルータ装置を含むネットワークの第５の構成例を示す図
【図１４】出口ルータリスト、経路表及びネットワークリストの構成例並びにそれらの内
容の具体例を示す図
【図１５】同実施形態に係るルータ装置を含むネットワークの第６の構成例を示す図
【図１６】出口ルータリスト、経路表及びネットワークリストの構成例並びにそれらの内
容の具体例を示す図
【符号の説明】
１０…ＬＤＰ制御部
１１…経路表
１２…経路制御部
１３…アグリゲート制御部
１４…出口ルータリスト
１５…パケット転送処理部
Ｒ１～Ｒ７…ルータ
Ｎｅｔｗａｏｋ　Ａ～Ｄ…ネットワーク
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

(22) JP 3699837 B2 2005.9.28



フロントページの続き

(72)発明者  永見　健一
            東京都日野市旭が丘３丁目１番地の１　株式会社東芝日野工場内
(72)発明者  南　政樹
            神奈川県川崎市幸区小向東芝町１番地　株式会社東芝研究開発センター内

    審査官  玉木　宏治

(56)参考文献  特開平１０－３３６２４９（ＪＰ，Ａ）
              仙波　伸広　他，ラベルスイッチングにおけるラベルディストリビューションプロトコルの評価
              ，情報処理学会研究報告　97-DSM-8-5，１９９７年１１月２１日
              鈴木　洋　他，ATMインターネットプロトコル，bit，共立出版株式会社，１９９８年　４月　１
              日，第30巻、第４号，pp.71-81
              北爪　秀雄　他，ATM網上でのマルチプロトコルルーティング方式の検討，信学技報　IN93-106
              ，１９９４年　１月
              Eric C. Rosen et al.，A Proposed Architecture for MPLS，１９９７年　８月，internet-dra
              ft:draft-ietf-mpls-arch-00.txt
              R. Callon et al.，A Framework for Multiprotocol Label Switching，１９９７年１１月，int
              ernet-draft:draft-ietf-mpls-framework-02.txt

(58)調査した分野(Int.Cl.7，ＤＢ名)
              H04L 12/56

(23) JP 3699837 B2 2005.9.28


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

