
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２台の情報処理装置間を複数本の通信回線で相互に接続し通信データフレームを前記複
数本の回線に分配して送信することにより各回線に通信負荷を分散してデータ通信を行う
データ通信システムの通信フレーム分配方法において、
　送信側情報処理装置では、前記各回線に送信した通信データフレームのバイト数を前記
回線毎に累積して記録し、該記録を相互に比較し最も値が小さい回線を判別し、該情報処
理装置から次の通信データフレームを送信する際には該判別した回線を選択して該選択し
た回線にデータフレームを送信する処理をおこない、
　受信側情報処理装置では前記各回線から受信した該通信データフレームを受信した順番
で順次受信処理することを特徴とする通信フレーム分配方法。
【請求項２】
　２台の情報処理装置間を複数本の通信回線で相互に接続し通信データフレームを前記複
数本の回線に分配して送信することにより各回線に通信負荷を分散してデータ通信を行う
データ通信システムの通信フレーム順序補正方法において、
　送信側情報処理装置では通信データフレーム送信時に、該通信データフレームの以前に
送信済みの通信データフレームの個数を数えた番号を記録しておき、その値に１加算した
番号を該通信データフレームの送信順序を示す順序情報として生成し、該通信データフレ
ームを送信側情報処理装置で送信する際に上記順序情報を該通信データフレームに挿入し
て送信し、
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受信側情報処理装置では前記各回線から受信した該通信データフレームを各回線から受信
される通信データフレームに挿入された前記順序情報で相互に比較し、送信側情報処理装
置における送信順序と一致するよう通信データフレームの順序入れ替え処理を行うことを
特徴とする通信フレーム順序補正方法。
【請求項３】
　２台の情報処理装置間を複数本の通信回線で相互に接続し通信データフレームを前記複
数本の回線に分配して送信することにより各回線に通信負荷を分散してデータ通信を行う
データ通信システムの通信フレーム順序補正方法において、
　送信側情報処理装置では通信データフレーム送信時に、該通信データフレームの以前に
送信済みの通信データフレームの個数を数えた番号を記録しておき、その値に１加算した
番号を該通信データフレームの送信順序を示す順序情報として生成し、該通信データフレ
ームを送信側情報処理装置で送信する際に上記順序情報を該通信データフレームに挿入し
て送信し、
　受信側情報処理装置では前記各回線から受信した該通信データフレームを各回線から受
信される通信データフレームに挿入された前記順序情報で相互に比較し、送信側情報処理
装置における送信順序と一致するよう通信データフレームの順序入れ替え処理を行い、
　

　ことを特徴とする通信フレーム順序補正方法。
【請求項４】
　２台の情報処理装置間を複数本の通信回線で相互に接続しデータフレームを前記複数本
の回線に分配して送信することにより各回線に通信負荷を分散してデータ通信を行うデー
タ通信システムの通信フレーム順序補正方法において、
　送信側情報処理装置では通信データフレーム送信時に、該通信データフレームの次に送
信する次通信データフレームを送信する回線をフレーム分配方法に従い上記１本以上の回
線内から予め選択、決定して該回線の回線番号を順序情報として生成し、該通信データフ
レームを送信する際に上記順序情報を該通信データフレームに挿入して送信し、
　受信側情報処理装置では該通信データフレームの１フレーム前に受信した通信データフ
レームに挿入された順序情報から該通信データフレームの受信回線を上記複数本の回線の
中から特定して該通信データフレームを受信し、以上の処理を繰り返して該通信データフ
レームに挿入されている前記順序情報から次に受信する通信データフレームの受信回線を
特定することで、各通信データフレームの順序情報に示される回線順に順次上記各回線か
ら受信し、送信側情報処理装置における送信順序と一致するよう通信データフレームの受
信処理を行うことを特徴とする通信フレーム順序補正方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
複数本の回線で相互に接続されたシステムにおいて複数本の回線を集約し仮想的な１本の
論理回線として通信する回線集約通信に関する。
【０００２】
【従来の技術】
２台のシステムを複数本の回線で相互に接続し、通信する場合を想定する。
【０００３】
複数本の回線を集約し仮想的な１本の論理回線と考え、送信側システムでは本来１本の回
線に送信するデータ列を通信フレーム単位で複数本の回線に分配して送信する。受信側シ
ステムでは複数の回線から受信される通信フレームを収集し、元のデータ列に再構成する
。このような通信技術を総じて回線集約通信技術と呼ぶ。
【０００４】
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さらに、前記送信側情報処理装置では、前記各回線に送信した通信データフレームのバ
イト数を前記回線毎に累積して記録し、該記録を相互に比較し最も値が小さい回線を判別
し、該情報処理装置から次の通信データフレームを送信する際には該判別した回線を選択
して該選択した回線にデータフレームを送信する処理を行う



回線集約通信技術では送信側システムにおいてフレームを複数回線に分配して送信する方
法が問題となる。一般的に次の２種の方法が利用されることが多い。１つ目はフレームの
種類による分配方法、２つ目はラウンドロビン分配方法である。前者は同一アプリケーシ
ョンプログラムから送信されるフレーム、同一あて先ホストへ送信されるフレーム、また
は同一送り元ホストから送信されるフレームを同一の種類と考え、各々同一の回線に送出
するする方法であり、後者は全回線に送信するパケット数が均等になるように分配する方
法である。
【０００５】
【発明が解決しようとしている課題】
回線集約通信では、本来独立に制御される複数の回線を集約し１本の論理的な回線として
通信することから、通信中に送信システムにおける分配前のフレーム順序と受信システム
における収集後のフレーム順序の不一致が生じる。このような送信側と受信側でのフレー
ム順序の不一致による通信不良を起さないためには、送信側システムと受信側システムと
でフレーム順序を保障する機構が必要である。
【０００６】
先に述べたフレームの種類による分配方法では異なる回線に送出されるフレームの間には
データの関連性は無いため、異なる回線を流れるフレームとの間に順序の入れ替わりが生
じても通信に影響をおよぼさない。この分配方法はフレームのアドレス情報、アプリケー
ション情報から抽出した回線選択のための情報を使ってフレームを各回線に分配した時に
各回線に流れるフレーム数が統計的に分散することで、各回線へ負荷をバランスよく分散
でき通信帯域が向上することを期待している。しかし２台のシステムを１対１に接続した
場合のように、送信するすべてのフレームが同じアドレス情報、アプリケーション情報を
持つような通信にこの分配方法を用いた場合、送信のために選択される回線は常に一定と
なる。フレームが特定の回線に集中し、全回線の通信帯域を使う事ができない。すなわち
この分配方法ではフレームの順序保障はできるが、集約している全回線の通信帯域を有効
に利用できない。
【０００７】
一方ラウンドロビンによる分配方法では全回線に送信するフレーム数が均等になるため、
フレームの種類による分配方法と比較すれば回線を有効に利用できる。しかし逆にフレー
ムの順序保障はできないため、送信フレームの順序回復は上位層の通信プロトコルに頼ら
ざるを得ない。
【０００８】
本発明の目的は、回線集約通信において、ラウンドロビンによる分配方法以上に回線の利
用効率を高めて通信帯域を有効利用すると同時に、フレームの順序を保障する事である。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
送信側システム、受信側システムをそれぞれＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉ
ｎｇ　Ｕｎｉｔ）、記憶手段、ＬＡＮ（Ｌｏａｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）制御
部で構成する。アプリケーションプログラムをＣＰＵが実行し、送信側システムから受信
側システムへ送信するデータを記憶手段内に作成する。
【００１０】
ＬＡＮ制御部は回線制御部１～Ｎ、プロトコル処理部、回線集約通信制御部で構成し、回
線制御部１～Ｎをそれぞれ回線１～Ｎに接続する。
【００１１】
プロトコル処理部はＯＳＩ（Ｏｐｅｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ
）基本モデルで示されるプレゼンテーション層からネットワーク層までの機能に加え、デ
ータリンク層の一部機能までを実現する処理部である。ＩＥＥＥ（Ｔｈｅ　Ｉｎｓｔｉｔ
ｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅ
ｅｒｓ）８０２．３で規定されるＣＳＭＡ／ＣＤ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｅｎｓｅ　Ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ　ｗｉｔｈ　Ｃｏｌｌｉｓｉｏｎ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）方式
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によるネットワークを例にとるなら、ＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ）アドレスを送信データに付加する機能までを実現しているとする。
【００１２】
回線制御部１～Ｎは各々回線１～Ｎを制御し、各回線のフレーム送受信機能を提供する。
回線集約通信制御部は回線集約通信を実現するために回線制御部とプロトコル処理部の間
に設けられたものであり、送信制御部、受信制御部、回線集約通信プロトコル処理部で構
成される。回線集約通信プロトコルは、回線集約通信を実現するために接続されている両
システムにおいて回線集約通信に関する各種情報を交換するためのプロトコルである。回
線集約通信プロトコル処理部は回線集約通信における各種状態管理、回線管理、回線集約
通信プロトコルによるの情報交換処理などを行う処理部である。論理回線を構成する回線
の変更を検知し、回線の加入、脱退を送信制御部、受信制御部に通知する。
【００１３】
本発明では上記課題を解決するために、送信制御部を回線選択制御部、順序情報挿入制御
部、送信回線決定部で構成し、受信制御部を受信順序制御部、順序情報削除部で構成する
。
【００１４】
送信処理時、アプリケーションプログラムが作成した通信データをプロトコル処理部でネ
ットワークへ送出するフレーム形式に変換した後、プロトコル処理部は送信制御部内送信
回線決定部へフレームを出力する。送信回線決定部では送信フレームのフレーム長を抽出
し、回線選択制御部にて回線選択をする。回線選択制御部では集約している複数本の回線
各々で、それ以前に送信したデータ量の累積を記憶しており、フレームの送出回線を選択
する時点で最小の累積量を示す回線を送出回線に選ぶ。次に順序情報挿入制御部でこれま
でに送信したフレームの数であるシーケンス番号、もしくは送信したデータをバイト単位
でカウントしたデータ量型シーケンス番号などの順序情報をフレームに付加する。これら
の処理の後、送信回線決定部はフレームを選択された送出回線を制御する回線制御部へ出
力し、回線制御部が回線へフレームを送出する。
【００１５】
受信処理時、回線制御部１～Ｎは受信制御部内受信順序制御部へ受信を通知する。受信順
序制御部では受信フレームを即座に受信処理をするのではなく、一旦保留する。受信順序
制御部ではその一つ前に受信したフレームのシーケンス番号、データ量型シーケンス番号
などの順序情報を記憶しており、この順序情報と先の処理で保留されている受信フレーム
の順序情報とを比較する。合致したフレームから順に順序情報削除部でフレームの順序情
報を削除した後、プロトコル処理部に出力して受信処理を行う。
【００１６】
【発明の実施の形態】
（実施例１）
本発明を示す一実施例について説明する。
【００１７】
図 1は本実施例におけるデータ通信システムの構成を示すブロック図である。
【００１８】
ホストＡ１００１とホストＢ１１０１を複数本の回線１～Ｎ１２００で相互に接続しその
複数回線を使って通信する場合を考える。この時ホストＡ１００１、ホストＢ１１０１は
回線１～Ｎ１２００に通信フレームを該複数回線に分配して送受信することで、１本の論
理回線として通信する。本実施例ではこのように複数本の回線を集約し、１本の論理回線
として通信することを回線集約通信と定義する。ホストＡ１００１とホストＢ１１０１は
上記の回線集約通信機能を備えている。両者の通信機能は同じであるため、以下ホストＡ
１００１を例として機能ブロックの説明をする。すなわち、ホストＡが持つ機能ブロック
１０ｘｘとホストＢが持つ機能ブロック１１ｘｘは同じ機能を持つブロックである。
【００１９】
ホストＡ１００１はＣＰＵ１００２、記憶手段１００３、ＬＡＮ制御部１００４から構成
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される。ホストＡにおいて、ＣＰＵ１００２上でアプリケーションプログラムが動作し、
ホストＢ１１０１へ送信するデータを記憶手段１００３内部に用意する。
【００２０】
まずＬＡＮ制御部１００４の構成、各部の機能について説明した後、フレームの送受信処
理手順を説明する。
【００２１】
ＬＡＮ制御部１００４は、プロトコル処理部１００６、回線集約通信制御部１００７、回
線制御部１～Ｎ１００５で構成する。
【００２２】
プロトコル処理部１００６はＯＳＩ（Ｏｐｅｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃ
ｔｉｏｎ）基本モデルのプレゼンテーション層からネットワーク層までの機能に加え、デ
ータリンク層の一部機能までを実現する処理部である。ＩＥＥＥ（Ｔｈｅ　Ｉｎｓｔｉｔ
ｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅ
ｅｒｓ）８０２．３で規定されるＣＳＭＡ／ＣＤ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｅｎｓｅ　Ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ　ｗｉｔｈ　Ｃｏｌｌｉｓｉｏｎ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）方式
によるネットワークを例にとるなら、ＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ）アドレスを送信データに付加し、アプリケーションプログラムが扱うデータ形式をネ
ットワーク上に送出できるフレーム形式に変換する機能までを実現する。
【００２３】
回線制御部１～Ｎ１００５は各々回線１～Ｎ１２００を制御し、各回線に送受信する機能
を提供する。受信処理時にはフレーム自体を本制御部内に蓄え、受信通知を後述する回線
集約通信制御部１００７内受信制御部１０１０に出力する。
【００２４】
回線集約通信制御部１００７は回線集約通信機能を提供するための各種機能を備えた制御
部である。回線集約通信制御部１００７は回線集約通信プロトコル処理部１００８、送信
制御部１００９、受信制御部１０１０で構成する。回線集約通信プロトコル処理部１００
８とは回線集約通信における各種状態管理、回線管理、ホストＢ１１０１との回線集約通
信プロトコルによる情報交換処理、フラッシュ処理などを行う。フラッシュ処理について
は後述する。回線集約通信プロトコルは接続されている両ホストにおいて回線集約通信に
関する各種情報を交換するためのプロトコルである。上記各種管理情報の変更等を対ホス
トに通知するために用いられる。回線集約通信プロトコル処理部１００８は上記の各種処
理を行い、１本の論理回線を構成している集約された回線の組である回線集約通信グルー
プへの回線の加入または脱退を送信制御部１００９、受信制御部１０１０に通知する機能
を提供する。以後回線集約通信グループのことをグループと略す。
【００２５】
グループへの回線の加入とは上記グループに属する回線の本数を増やすこと、また逆に回
線の脱退とは回線の本数を減らす事を指す。回線の加入、脱退はホストＡ１００１または
ホストＢ１１０１においてグループに属する回線本数の設定情報が変更された時に起きる
。しかし設定情報が変更された以外にも加入、脱退が起きる場合がある。例えばリンクア
グリゲーションと呼ばれる回線集約通信技術がある。リンクアグリゲーションとはＯＳＩ
基本モデルの第２層において回線集約通信機能を提供する。このリンクアグリゲーション
では接続している回線の障害を検出し、該回線を自動でグループから脱退する。また逆に
自動脱退された回線の復旧を検出し、該回線を自動でグループに加入する。
【００２６】
本発明に関する各制御部は、加入、脱退が設定変更によるものかまたは回線障害によるも
のかは区別しない。どちらの場合でも単に回線の加入、脱退の処理として扱う。設定変更
による回線の加入、脱退の場合には後述する回線加入処理、回線脱退処理手順のように加
入処理、脱退処理前にフラッシュ処理を行うことでフレームの喪失は起きない。しかし回
線障害に伴う自動脱退の場合は障害の起きた回線のバッファにすでに蓄えられているフレ
ームを送信することは困難であり、フレームの喪失を避けられない。本実施例で示すよう
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な通信フレームの順序保障を行った場合、喪失したフレームを受信側ホストでは待ち続け
ることから受信処理が停止する。これを回避するために後述の受信手順で説明するように
受信処理タイマ１１２１を導入し、一定時間順序の正しいフレームを受信しない場合はフ
レームの喪失が生じたとし、受信を復旧するよう処理する。
【００２７】
本実施例では上記すべての回線集約通信に伴う処理を回線集約通信プロトコル処理部１０
０８が行う。しかしこれらの各種処理、また回線集約通信プロトコルについては本発明の
範囲外であるため詳細は説明しない。
【００２８】
送信制御部１００９は分配方法指示部１０１１、送信回線決定部１０１２、順序情報挿入
制御部１０１５、回線選択制御部１０１３で構成される。
【００２９】
分配方法指示部１０１１は従来の回線集約通信における通信フレームの分配方法と本発明
による分配方法の切替を指示する。
【００３０】
送信回線決定部１０１２は分配方法指示部１０１１から指示された分配方法により、フレ
ームの送信回線を決定する。送信するフレームから抽出したフレーム長を後述する回線選
択制御部１０１３へ出力する。またそのフレームを順序情報挿入制御部１０１５へ出力し
、順序情報を送信フレームに挿入する。以上の処理を終えた後、フレーム送出のために選
択された回線を制御する回線制御部１００５へフレームを出力する。また後述するが従来
の回線集約通信における分配方法による分配機能は本決定部１０１２が有し、分配方法指
示部１０１１からの指示に応じて回線決定を行う。
【００３１】
順序情報挿入制御部１０１５は内部に順序番号カウンタ１０１６を備え、この順序番号カ
ウンタ１０１６によって保持されている順序情報をフレームに挿入する機能をもつ。順序
番号カウンタ１０１６はそれ以前に送信したフレームの個数をカウントしている。現在の
カウントに１加算した番号が次に送信するフレームの順序番号となる。フレームへ順序情
報を挿入する際の書式については処理手順の説明で触れる。
【００３２】
ここでは送信したフレームの個数をカウントした順序番号の説明をしたが、送信したデー
タ量をバイト単位でカウントした順序番号を適用しても良い。この場合、順序番号カウン
タ１０１６がカウントする値がフレームの個数からデータのバイト数へ変わるが、これ以
外の機能／モジュール構成は全く同じで良い。以降の説明では特に断らない限り前者のフ
レームの個数をカウントした順序番号を使うものとするが、バイト数をカウントした順序
番号を用いる場合も処理内容は基本的には同じである。
【００３３】
回線選択制御部１０１３は内部に回線テーブル１０１４を備える。回線テーブル１０１４
の構成例を図２に示す。回線テーブル１０１４には現在ホストＡ１００１においてグルー
プに属している回線の番号２００１に対応して、ホストＢ１１０１における該回線の回線
番号２００２、該回線でそれ以前に送出した送信データ量の積算である送信済フレームバ
イトカウンタ２００３がそれぞれ記録される。送信済フレームバイトカウンタ２００３は
その回線に送出できる最大フレーム長より充分に大きい値を記録できるだけのビット数を
必要とする。回線テーブル１０１３は集約したグループごとにそれぞれ１個持ち、集約し
た回線の本数だけエントリを持つ。
【００３４】
送信済フレームバイトカウンタ２００３は初期値を０に設定する。グループに属する全回
線の送信済フレームバイトカウンタ２００３のうち、１個以上のカウンタ値が記録できる
最大値から回線の最大フレーム長のバイト数を減算した値に最も近くかつその値以下にな
った時点でリセット処理を行う。実際には前記の条件に当てはまる閾値を設定し、その閾
値を越えたらリセットすると良い。ここではリセット処理を次のように定義する。すなわ
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ち、処理をする時点で全回線の送信済フレームバイトカウンタ２００３の値を相互に比較
して最小のカウンタ値を得て、全回線の送信済フレームバイトカウンタ２００３の値から
前記最小のカウンタ値またはその値より小さな値を減算する。このように処理することで
、各回線に送信したフレームのデータバイト数の関係を維持したままカウンタのオーバー
フローを防ぐことができる。
【００３５】
回線テーブル１０１４は回線集約通信プロトコル処理部１００８が常時管理・更新し、グ
ループに属する回線の追加・削除を反映する。回線の追加・削除処理手順は後述する。回
線選択制御部１０１３には送信回線決定部１０１２から次に送出するフレームのフレーム
長が入力され、回線テーブル１０１４の送信済フレームバイトカウンタ２００３を参照し
、送出する回線を選択する。回線選択制御の詳細は後述の送信処理手順の説明で述べる。
【００３６】
受信制御部１０１０は受信順序制御部１０１８、順序情報削除部１０１７で構成する。
【００３７】
受信順序制御部１０１８は内部に受信処理テーブル１０２０と順序番号カウンタ１０１９
、受信処理タイマ１０２１を備える。受信処理テーブル１０２０の構成例を図３に示す。
受信処理テーブル１０２０はホストＡ１００１においてグループに属している回線の回線
番号３００１と各回線で受信したフレームの数を数える受信処理待ちフレームカウンタ３
００２で構成される。受信処理待ちフレームカウンタの初期値は０に設定する。順序番号
カウンタ１０１９はそれ以前に受信処理したフレームの個数をカウントする。現在のカウ
ントに１加算した値と一致する順序情報を持つフレームが次に受信処理すべきフレームと
判別する。回線制御部１～Ｎ１００５で回線１～Ｎ１２００からの通信フレームを受信し
、受信順序制御部１０１８が受信通知を受けた時、該回線に対応する受信処理待ちフレー
ムカウンタ３００２をカウントアップする。カウンタ３００２をカウントアップすること
で受信通知を保持し、即座に受信処理をするのではなく一旦保留する機能を持つ。順序番
号カウンタ１０１９が示すカウンタ値により次に受信すべきフレームの順序番号を特定し
、フレームに挿入されている順序情報と比較する事で、受信処理が保留されている複数個
のフレームの中から次に受信処理すべきフレームを判別する。上記の機能により複数回線
から受信したフレームの順序を直すことができる。詳しくは受信処理フローで述べる。
【００３８】
なお、送信側の順序番号カウンタ１０１６の説明で述べた送信したデータ量の合計バイト
数による順序番号を用いる場合には、受信側の順序番号カウンタ１０１９はそれ以前に受
信したフレームの個数をカウントするのではなく、最後に受信処理したフレームに付いて
いた順序番号を記憶する。このため、次に受信処理すべきフレームを判断する際の判断基
準も異なる。これについても詳しくは受信処理フローで述べる。
【００３９】
順序情報削除部１０１７は受信順序制御部１０１８によって受信順序が直された後のフレ
ームから、不要になった順序情報を削除する。順序情報を削除した後のフレームを、プロ
トコル処理部１００６へ出力する。
【００４０】
次に送受信処理の手順を説明する。ホストＡ１００１とホストＢ１１０１は同一の機能を
持ち、両者の送受信機能は同じ物である。ここではホストＡ１００１で送信し、ホストＢ
１１０１で受信する処理を例として説明する。まず、ホストＡ１００１のデータをホスト
Ｂ１１０１に対して送信する手順を図５を使って説明する。
【００４１】
はじめに、ＣＰＵ１００２上で動作するアプリケーションプログラムが記憶手段１００３
内部に用意したデータをプロトコル処理部１００６がネットワーク上に送信できるフレー
ムの形式に変換し、その後そのフレームを回線集約通信制御部１００７の送信制御部１０
０９に与える（処理５００２）。送信制御部１００９は与えられたフレームを自管理下に
ある複数の回線 1～ N１２００に回線制御部１～Ｎ１００５を介し分配して送信する。
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【００４２】
フレームをどの回線に分配して送信するか決定するのは送信回線決定部１０１２である。
送信回線決定部１０１２は送信する回線を決定する際、分配方法指示部１０１１の指示内
容により決定方法を変える（処理５００３）。分配方法指示部１０１１が本発明による分
配方法とは異なる分配方法を適用するよう指示している場合にはこの方法に従う。例えば
ハッシュ方式やラウンドロビン方式などによる分配方法を使う場合がこれに相当する。ハ
ッシュ方式とはフレームのあて先アドレスなどを特定のビット演算を行う関数に与え、得
たビット列を回線番号とみなしてフレームを分配する方法である。またラウンドロビン方
式とは全回線を巡回し１フレームずつ送信し、各回線に送信するフレーム数を均等にする
方法である。これらの場合の送信回線決定方法は本発明の範囲外であるのでここでは説明
しない。
【００４３】
本発明の方法により送信フレームを分配する場合、送信回線決定部１０１２は次の処理を
する。まず、送信フレームのフレーム長を調べ、この値を回線選択制御部１０１３に与え
る（処理５００６）。回線選択制御部１０１３は自送信制御部１００９が管理する全回線
１～Ｎ１２００の回線テーブル１０１４を参照し、送信済フレームバイトカウンタ２００
３を相互に比較して最小値を持つエントリの回線番号を得て（処理５００７）、この回線
に対して次のフレームを送信するよう送信回線決定部１０１２に対して指示する（処理５
００８）。その後、回線選択制御部１０１３は送信回線決定部１０１２から与えられた送
信フレームのフレーム長（バイト数）を送信回線決定部１０１２に対して指示した回線に
対応するカウンタエントリ２００３に加算することにより回線テーブル１０１４を更新す
る（処理５００９）。
【００４４】
次に、順序情報挿入制御部１０１５が送信するフレームに順序情報を挿入する。この処理
は前述の送信回線決定部１０１２の処理（処理５００６～処理５００９）と並行して実行
しても構わないし、先に実施しても構わない。また、前述の分配方法指示部１０１１が本
発明による分配方法とは異なる分配方法を適用するよう指示している場合には、適用する
分配方法によっては本制御部１０１５において順序情報を挿入しない。例えば、ハッシュ
方式やラウンドロビンによる分配方法を使う場合がこれに相当する。順序情報を挿入する
場合には順序情報挿入制御部１０１５はその内部に備えている順序番号カウンタ１０１６
に１加算し（処理５０１０）、加算後のカウンタ値をフレームに挿入する（処理５０１１
）。フレーム長が長いフレームを１個送信する間に短いフレームは何個も送信できるため
、ある１本の回線に回線の最大フレーム長のフレームが１個流れ、グループに属するその
他の全ての回線に最小フレーム長のフレームが多数流れた場合でもフレームの順序を回復
できるように、順序番号カウンタ１０１６のビット数は集約する回線の本数、回線の最大
フレーム長、最小フレーム長に応じて決定する必要がある。
【００４５】
なお、順序情報として送信したデータ量の合計バイト数を用いる場合には、処理５０１０
において順序番号カウンタ１０１６に送信するフレームのバイト数を加算し、処理５０１
１において加算後のカウンタ値をフレームに挿入する。この場合、順序番号カウンタ１０
１６のビット数は送信フレームのバイト数を加算した結果カウンタの値がラップアラウン
ドした場合でも受信側でフレームの順序を判別できる程度に長いビット数を持つ必要があ
る。本実施例では順序情報としてフレームの数を用いる場合にもデータのバイト数を用い
る場合にも順序番号カウンタ１０１６のビット数が１６ビットであると仮定して説明する
。カウンタ値をタグとしてフレームに挿入する際の書式を図４、図９を用いて説明する。
【００４６】
ここではイーサネットフレーム（イーサネットは富士ゼロックス株式会社の登録商標であ
る）とＩＥＥＥ８０２．３形式のフレームを例として説明する。図９にイーサネットフレ
ームのフォーマットを、図４にＩＥＥＥ８０２．３形式フレームのフォーマットを示す。
まずイーサネットフレームの場合、図９に示すようにフレームの先頭部分には、宛先ＭＡ
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Ｃアドレス（４８ビット）９００１、発信元ＭＡＣアドレス（４８ビット）９００２、タ
イプフィールド（４８ビット）９００３がありその後に上位層のヘッダやデータが続いて
いる。本実施例では、発信元ＭＡＣアドレスフィールド９００２とタイプフィールド９０
０３の間に順序情報を挿入する。順序情報は順序情報が挿入されていることを示すタグＩ
Ｄ（１６ビット）９００６、および順序情報（本実施例では１６ビット）９００７の 2つ
のフィールドで構成する。図４に示したＩＥＥＥ８０２．３形式フレームではイーサネッ
トと同様、フレームの先頭部分には、宛先ＭＡＣアドレス（４８ビット）４００１、発信
元ＭＡＣアドレス（４８ビット）４００２があり、イーサネットフレームにおけるタイプ
フィールド９００３と同じ場所にはフレーム長（１６ビット）４００３がある。その後に
上位層のヘッダやデータが続いている。ＩＥＥＥ８０２．３形式フレームにおいてもイー
サネットフレームの場合と同書式の順序情報を、発信元ＭＡＣアドレスフィールド４００
２とフレーム長フィールド４００３の間に挿入する。
【００４７】
上記イーサネットフレームのタイプフィールド９００３は以下に続くデータのタイプを特
定し、用途毎に特定の値が割り当てられている。タグＩＤ９００６、４０１１の値にはタ
イプフィールド９００３の値として別の用途に割り当てられていない値でかつフレーム長
４００３として取り得ない値を用いる。また、順序情報フィールド９００７、４０１２の
長さは上記の例のように順序番号カウンタ１０１６を１６ビットにする場合にはこれと同
じ１６ビットとすることが考えられる。またＩＥＥＥ８０２．１Ｑで定義されるＶＬＡＮ
（Ｖｉｒｔｕａｌ　ＬＡＮ）ＴＡＧが挿入されているフレームについてはそのＶＬＡＮ　
ＴＡＧの前に順序情報を挿入する。本実施例で挿入する順序情報はＶＬＡＮ　ＴＡＧが解
読されるより前の処理で削除されるため矛盾は生じない。
【００４８】
なお、ＣＳＭＡ／ＣＤ方式以外のネットワークで用いられるフレーム形式でも上記方法に
準じて順序情報を挿入すれば同様の機能を実現できる。
【００４９】
以上の処理をした後、送信フレームは送信回線決定部１０１２で決定した回線１２００に
対応する回線制御部１００５に送られ（処理５０１２）、回線制御部１００５から回線１
２００に送出される。複数のフレームを送信する際には以上の送信処理手順を繰り返し実
行する。
【００５０】
次にホストＡ１００１から送信されたデータをホストＢ１１０１で受信する手順を図６を
使って説明する。ホストＡ１００１から送信されたフレームは回線１～Ｎ１２００を介し
てホストＢ１１０１の回線制御部１～Ｎ１１０５で受信される。フレーム受信により処理
を開始する（処理６００１）。フレームを受信した回線制御部１～Ｎ１１０５は受信制御
部１１１０内の受信順序制御部１１１８に受信を通知する（処理６００２）。受信制御部
１１１０では複数の回線で受信されるフレームを収集・受信し、受信フレームの順序を直
してからプロトコル処理部へ出力する。
【００５１】
受信通知を受けた受信順序制御部１１１８はそのフレームを即座に受信処理するのではな
く、処理するフレームを順序情報に従って選択する。まず受信したフレームを保留するた
め、受信処理テーブル１１２０の受信処理待ちフレームカウンタ３００２に受信したフレ
ーム数を加算する（処理６００３）。受信順序制御部１１１８ではこの受信処理待ちフレ
ームカウンタ３００２を参照する事で、各回線における受信処理待ちフレームの有無を知
る事ができる。もし全ての回線１～Ｎの受信処理待ちフレームカウンタ３００２が０であ
れば（処理６０１０）受信処理を終了する（処理６０１４）。もし１個でも受信処理待ち
フレームがあり、かつ受信処理タイマが動作していなければタイマをスタートさせる（処
理６０１６）。タイマの初期値は０で、時間と共に値が増加する。次に回線１～Ｎについ
て、受信処理待ちのフレームを一つ以上有する回線を受信処理待ちフレームカウンタ３０
０２から判別する。それら各回線の処理待ちフレームからホストＡ１００１での送信時に
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付加された順序情報を抽出し、順序番号カウンタ１１１９とその順序情報の比較を行う（
処理６００５）。一致するフレームがある場合、そのフレームを次に受信すべきフレーム
と判断し、該フレームの受信処理をする。
【００５２】
受信処理はまず順序番号カウンタ１１１９に１加算し（処理６００６）、処理したフレー
ムを有していた回線の受信処理待ちフレームカウンタ３００２から１減算する（処理６０
０７）。その後、順序情報削除部１１１７でフレームから不用になった順序情報を削除し
（処理６００８）、プロトコル処理部１１０６へフレームを出力する（処理６００９）。
ここで受信処理タイマ１１２１を初期値に戻し止める（処理６００４）。プロトコル処理
部１１０６はフレームをネットワーク上を流れるフレーム形式からアプリケーションプロ
グラムが受け取れるデータ形式へ変換し、アプリケーションプログラムへ渡す。
【００５３】
一方、処理６００５において一致するフレームが検出できない場合、受信処理タイマが満
了していないかを調べる（処理６０１１）。受信処理タイマが満了していない場合は、次
のフレームを受信して受信通知が来るのを待つために一連の処理を終える（処理６０１４
）。
【００５４】
受信処理タイマが満了した場合には次に受信すべきフレームが失われたと判断できるため
、失われたフレームの受信を待たず次のフレームの受信処理に進む。このためフレームの
受信とは非同期に受信処理を開始する（処理６０１５）。処理６０１０、６０１６、６０
０５、６０１１を経た後、まず回線１～Ｎが有するすべての受信処理待ちフレームの順序
情報の中から最小の順序番号を検索する（処理６０１２）。検索された順序番号を順序番
号カウンタ１１１９に設定し（処理６０１３）、そのフレームの受信処理から順次受信処
理を再開する。
【００５５】
なお、受信処理タイマは何らかの理由でホストＡ１００１からホストＢ１１０１への通信
の途中でフレームの喪失が起き順序番号に欠落が生じた時に、ホストＢ１１０１で欠落を
検知して復旧処理を行うために用いられる。タイマの満了時間Ｔの目安は、集約している
通信回線１２００に送出することのできる最大フレーム長のデータをホストＡ１００１か
らホストＢ１１０１へ送信するのに要する時間をＬとするとＴは少なくとも２Ｌよりも大
きな値にすることが望ましい。受信処理タイマを導入する事で、フレームの喪失が生じた
時でも受信側ホストＢ１１０１で順序情報の不一致で受信処理が停止するのを防止できる
。
【００５６】
なお、順序情報として送信したデータ量の合計バイト数を用いる場合には、処理６００５
において順序番号カウンタ１１１９の値と受信したフレームのタグから抽出した値から受
信したフレームのバイト数を減算した値を比較する。また、処理６００６では受信したフ
レームのタグから抽出した値を順序番号カウンタ１１１９に上書きする。
【００５７】
次にグループへの回線加入・回線脱退処理手順を説明する。
【００５８】
先に説明したようにホストＡ１００１内回線集約通信プロトコル処理部１００８とホスト
Ｂ１１０１内回線集約通信プロトコル処理部１１０８は集約した回線の状態を別個に管理
しており、回線集約通信プロトコルを用いて管理情報を互いに交換することで、両ホスト
において同期して回線の加入・脱退処理を行う。回線の加入・脱退処理は、設定変更によ
る場合と回線障害による場合を区別せず同様に処理する。
【００５９】
例えば、ホストＢ内の回線集約通信プロトコル処理部１００８で設定の変更や障害の発生
／回復により回線の加入または脱退をした場合、回線１２００を介してホストＡ内回線集
約通信プロトコル処理部１００８へ回線の変更が通知される。通知を受けた回線集約通信
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プロトコル処理部１００８は回線の加入または脱退を回線テーブル１０１４へ反映する。
【００６０】
回線加入処理手順を図９を使って説明する。
【００６１】
回線集約通信プロトコル処理部１００８は回線の加入・脱退に先立ち、まずフラッシュ処
理を行う（処理７００２）。フラッシュ処理とはグループへ回線を加入またはグループか
ら回線を脱退をさせる時に、回線の送出バッファ等にすでに蓄えられているフレームを一
旦すべて放出するために行う。回線がグループに加入する場合には該回線とその他の回線
との間で蓄えられているフレーム数の偏りを無くすためにフラッシュ処理を実行する。
【００６２】
フラッシュ処理を行った後、回線テーブル１０１４における全回線の送信データ量カウン
タを０にクリアする（処理７００３）。これは回線加入後に送信データ量の累積が少ない
新たに加えられた回線にのみ、送信が集中することを防ぐためである。また、回線テーブ
ル１０１４に加入する回線のホストＡ１００１における回線番号とホストＢ１１０１にお
ける回線番号を記録し、新たにエントリを作成する（処理７００４）。以上で回線加入処
理を完了する（処理７００５）。
【００６３】
回線脱退処理手順を図１０を使って説明する。
【００６４】
回線加入処理手順と同様に、まずフラッシュ処理を行う（処理８００２）。回線がグルー
プから脱退する場合にはその回線に蓄えられているフレームを喪失しないために行う。し
かし障害による自動脱退の場合にはフラッシュ処理をしてもフレームの喪失は避けられな
い。回線テーブル１０１４における全回線の送信データ量カウンタを０にクリアする（処
理８００３）。脱退する回線のホストＡ１００１における回線番号とホストＢ１１０１に
おける回線番号に該当するエントリを削除する（処理８００４）。以上で脱退処理を完了
する（処理８００５）。
【００６５】
なお、本実施例ではＩＥＥＥ８０２．３型ネットワークまたはイーサネットへの適用例を
挙げて記述したが、本発明はこの２つのネットワークへ限定的に適用されるものではなく
、ＡＴＭ（Ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｍｏｄｅ）ネットワーク、Ｆ
ＤＤＩ（Ｆｉｂｅｒ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｄａｔａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）ネット
ワーク、さらにはＷＤＭ（Ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ
ｘｉｎｇ）ネットワークなどあらゆる種類の回線を複数本を使った通信においても適用で
きる。ＡＴＭネットワークの場合、フレームをセルと呼ばれるＡＴＭネットワークにおけ
る通信データ形式へ変換する前にフレームレベルで本発明方法を適用すればよい。ＦＤＤ
Ｉネットワークの場合、ＳＡＣ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ａｔｔａｃｈｍｅｎｔ　Ｃｏｎｃｅｎｔ
ｒａｔｏｒ）とＳＡＳ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ａｔｔａｃｈｍｅｎｔ　Ｓｔａｔｉｏｎ）の接続
回線において適用すれば同様である。またＷＤＭネットワークでは多重化する各波長の信
号を本実施例の回線と考えればよい。
【００６６】
本実施例は、集約した各回線に流れるデータ量を均等にするために、送信済みフレームバ
イトカウンタ２００３を持ちその値が最も少ない回線に次のフレームを送信する方法を述
べた。これに対し、次のような方法も考えられる。すなわち、送信済みフレームバイトカ
ウンタ２００３の代わりに各回線毎の送信待ちキューに積まれたフレームのバイト数を数
えるカウンタを各回線毎に持ち、次フレームを送信する回線としては上記の説明と同様に
最もカウンタの値が小さい回線を選択する。このカウンタの値の更新方法は次のようにす
る。（１）初期値は０で回線をグループに加入させたり脱退させる時に初期化する。（２
）プロトコル処理部１００６から送信制御部１００９に対して送信要求が来た場合、選択
した回線の送信待ちキューにフレームを積む際に該カウンタの値にフレーム長を加算する
。（２）実際にフレームを回線上に送出し終わったら該カウンタから送信し終わったフレ
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ームのフレーム長を減算する。このようにすることにより該カウンタの値は常に各回線毎
の送信待ちキューに積まれているフレームのバイト数を示しグループに属する回線間で該
カウンタの値が均等になるように動作するため、各回線に流れるデータバイト数は均等に
なる。なお、順序保証をするためのタグの方式は上記と全く同じでよい。
【００６７】
（実施例２）（次リンク番号による順序情報）
次に本発明の第二の実施例について説明する。図１０は第二の実施例におけるデータ通信
システムの構成を示すブロック図である。
【００６８】
第一の実施例と同様に、ホストＡ１００１とホストＢ１１０１を複数本の回線１～Ｎ１２
００で相互に接続しその複数回線を使って通信する場合を考える。この時ホストＡ１００
１、ホストＢ１１０１は回線１～Ｎ１２００に通信フレームを分配して送受信することで
、１本の論理的な回線とみなして通信する。本実施例においても第一の実施例と同じくこ
のように複数本の回線を集約し、１本の論理回線として通信することを回線集約通信と定
義する。ホストＡ１００１とホストＢ１１０１は上記の回線集約通信機能を備えている。
両者の通信機能は同じであるためホストＡ１００１を例として説明する。
【００６９】
ホストＡ１００１の構成は第一の実施例における送信制御部１００９内順序情報挿入制御
部１０１５に送出回線番号記憶１０００２、次送出回線番号記憶１０００１を、受信制御
部１０１０内受信順序制御部１０１８に次受信回線番号記憶１０００３を追加した構成に
なる。各記憶については後述の手順説明で述べる。本実施例では、第一の実施例でフレー
ムの順序保障を行うためにフレームに挿入した順序情報をさらに拡張する。フレームに挿
入する順序情報として第一の実施例と同様の順序番号と、該フレームの次に送信するフレ
ームの送出回線番号を予め算出し、回線情報として新たに付け加えて挿入する。以下の例
で説明する。
【００７０】
ホストＡ１００１からフレーム１、フレーム２、フレーム３の順序でホストＢ１１０１に
向けて送信する場合を考える。ホストＡ１００１で送信する際、フレーム１に（１）フレ
ーム１の順序番号、（２）フレーム２を送出する回線の回線番号という２つの情報を含ん
だ順序情報を挿入する。情報（２）はフレームの分配方法に従い、フレーム１を送出する
時点で予めフレーム２を送出する回線を算出してこれをフレームに挿入する。フレーム２
を送信する際も同様に、（１）フレーム２の順序番号と（２）フレーム３を送出する回線
の回線番号を順序情報としてフレーム２に挿入する。フレーム４、５、６以降も同様であ
る。
【００７１】
ホストＢ１１０１において受信順序を直す処理で、上記の例ではフレーム１を受信した時
点で得られる順序情報の（２）フレーム２を送出する回線の回線番号から、ホストＢ１１
０１は次に受信するフレーム２の受信回線を特定できる。それゆえその回線のみに受信監
視を集中すれば良く、集約する回線数が大きくなった場合でも効率の低下を防ぐ事ができ
る。
【００７２】
送受信処理の手順を説明する。まず、ホストＡ１００１のデータをホストＢ１１０１に対
して送信する手順を図１１を使って説明する。
【００７３】
第一の実施例と同様にフレームを送信回線決定部１０１２へ入力する（１１００２）。送
信回線決定部１０１２では送信する回線を決定する際、第一の実施例と同様に分配方法を
選択した後（１１００３）、該フレームのフレーム長を調べ、この値を回線選択制御部１
０１３に与える（処理１１００４）。回線選択制御部１０１３ではこの時点で送出回線番
号記憶１０００２に前フレームの送出に選択した回線の番号、次送出回線番号記憶１００
０１に前フレームの送出時に順序情報として算出した該フレームの送出回線の番号が記憶
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されている。それゆえ次送出回線番号記憶１０００１に記憶されている回線番号を該フレ
ームを送出する回線とするため、送出回線番号記憶１０００２に複写する（処理１１００
５）。そして送信回線決定部１０１２から与えられた該フレームのフレーム長（バイト数
）を上記の処理で送出回線番号記憶が指す回線（該フレームの送出回線）に対応するカウ
ンタエントリに加算することにより回線テーブル１０１４を更新する（処理１１００６）
。
【００７４】
次に該フレームに順序情報として挿入する該フレームの次に送出する次フレームの送出回
線番号を算出する。回線テーブル１０１４を参照し、送信済フレームバイトカウンタ２０
０３を相互に比較して最小値を持つエントリの回線番号を得てこれを次送出回線番号記憶
１０００１に記憶する（処理１１００７）。
【００７５】
回線選択制御部１０１３は送出回線番号記憶１０００２に記憶されている該フレームの送
出回線番号を送出する回線の番号として、次送出回線番号記憶１０００１に記憶されてい
る次フレームの送出回線番号を該フレームに挿入する順序情報として送信回線決定部１０
１２へ出力する（処理１１００８）。
【００７６】
以上の処理を終えた後、順序情報挿入制御部１０１５が該フレームに順序情報を挿入する
。この処理は前述の送信回線決定部１０１２の処理の後に実施する。順序情報挿入制御部
１０１５はその内部に備えている順序番号カウンタ１０１６を１加算し（処理１１００９
）、加算後の該カウンタ値と回線選択制御部１０１３で算出された次フレームの送出回線
番号を該フレームに挿入する（処理１１０１０）。
【００７７】
カウンタ値と次フレームの送出回線番号を該フレームに挿入する際の書式は、第一の実施
例における書式と同様で良い。順序情報フィールド４０１２、９００７を順序番号と回線
番号とで分割しても良いし、新たに回線番号分の領域を加えてもよい。
【００７８】
該フレームは送信回線決定部１０１２で決定した回線１２００に対応する回線制御部１０
０５へ出力され（処理１１０１３）、回線制御部１００５から回線１２００に送出される
。
【００７９】
複数のフレームを送信する際には以上の送信処理手順を繰り返し実行する。
【００８０】
次にホストＡ１００１から送信されたデータをホストＢ１１０１で受信する手順を図１２
を使って説明する。
【００８１】
第一の実施例と同様に、ホストＡ１００１から送信されたフレームは回線１～Ｎ１２００
を介してホストＢ１１０１の回線制御部１～Ｎ１１０５で受信される。フレーム受信によ
り処理を開始する（処理１２００１）。フレームを受信した回線制御部１～Ｎ１１０５は
受信制御部１１１０内の受信順序制御部１１１８に受信を通知する（処理１２００２）。
受信制御部１１１０では複数の回線で受信されるフレームを収集・受信し、受信フレーム
の順序を直してからプロトコル処理部へ出力する。
【００８２】
受信通知を受けた受信順序制御部１１１８はそのフレームを即座に受信処理するのではな
く、処理するフレームを順序情報に従って選択する。まず受信したフレームを保留するた
め、受信処理テーブル１１２０の受信処理待ちフレームカウンタ３００２に受信したフレ
ーム数を加算する（処理１２００３）。受信順序制御部１１１８ではこの受信処理待ちフ
レームカウンタ３００２を参照する事で、各回線における受信処理待ちフレームの有無を
知る事ができる。もし全ての回線１～Ｎの受信処理待ちフレームカウンタ３００２が０で
あれば（処理１２０１１）受信処理を終了する（処理１２０１７）。もし１個でも受信処
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理待ちフレームがあり、かつ受信処理タイマが動作していなければタイマをスタートさせ
る（処理１２０１７）。タイマの初期値は０で、時間と共に値が増加する。
【００８３】
前フレームの受信処理を行った際に、順序情報に記されていた次フレームの受信回線番号
が受信順序制御部１１１８内次受信回線番号記憶１０１０３に記憶されている。該記憶１
０１０３が指す回線のフレームカウンタ３００２を調べる（処理１２００５）。フレーム
カウンタが０でなければ次に受信すべきフレームがある事を意味し、該フレームの受信処
理をする。
【００８４】
受信処理はまず順序番号カウンタ１１１９に１加算し（処理１２００６）、処理したフレ
ームを有していた回線の受信処理待ちフレームカウンタ３００２から１減算する（処理１
２００７）。次に該フレームの次に受信するフレームの受信回線番号を記憶する。該フレ
ームに挿入された順序情報に含まれる次送出回線番号をキーにして回線テーブル１０１４
のホストＡの回線番号２００１フィールドを検索し、対応するホストＢの回線番号２００
２を得る。この検索で得られたホストＢの回線番号２００２を次受信回線番号記憶１０１
０３に記憶する（処理１２００８）。この記憶された次受信回線番号を参照する事で次に
受信通知を受けた時、受信順序制御部１１１８は受信フレームの有無を検索する回線を特
定できる。
その後、順序情報削除部１１１７でフレームから不用になった順序情報を削除し（処理１
２００９）、プロトコル処理部１１０６へフレームを出力する（処理１２０１０）。ここ
で受信処理タイマ１１２１を初期値に戻し止める（処理１２００４）。プロトコル処理部
１１０６はフレームをネットワーク上を流れるフレーム形式からアプリケーションプログ
ラムが受け取れるデータ形式へ変換し、アプリケーションプログラムへ渡す。
【００８５】
一方、処理１２００５において次受信回線番号記憶１０１０３が指す回線のフレームカウ
ンタ３００２が０である場合、受信処理タイマが満了していないかを調べる（処理１２０
１２）。受信処理タイマが満了していない場合は、次のフレームを受信して受信通知が来
るのを待つために一連の処理を終える（処理１２０１７）。
【００８６】
受信処理タイマが満了した場合には次に受信すべきフレームが失われたと判断できるため
、失われたフレームの受信を待たず次のフレームの受信処理に進む。このためフレームの
受信とは非同期に受信処理を開始する（処理１２０１６）。処理１２０１１、１２０１７
、１２００５、１２０１２を経た後、全回線１～Ｎが有するすべての受信処理待ちフレー
ムの中から、順序番号カウンタ１１１９が示すカウンタ値と一致する順序番号をもつフレ
ームを検索する（処理１２０１３）。検索の結果、一致するフレームがある場合には、そ
のフレームを受信した回線の番号を次受信回線番号記憶１０１０３に記憶し（処理１２０
１４）、以降そのフレームから受信処理を再開する。一致するフレームが無い場合には、
全回線１～Ｎが有するすべての受信処理待ちフレームの中から、最小の順序番号をもつフ
レームを検索する。検索されたフレームから受信処理を再開するために、このフレームの
順序番号を順序番号カウンタ１１１９に保存し（処理１２０１５）、先と同様にそのフレ
ームを受信した回線の番号を次受信回線番号記憶１０１０３に記憶する（処理１２０１４
）。以上の処理で、フレーム喪失が起きたことにより停止した受信処理を再開する事がで
きる。
【００８７】
受信処理タイマ満了時間の設定等、その他の処理については第一の実施例に従う。
【００８８】
（実施例３）（順序情報なし）
次に本発明の第三の実施例について説明する。図１３は第三の実施例におけるデータ通信
システムの構成を示すブロック図である。ホストＡ１００１、ホストＢ１１０１の構造は
同じであるため、ホストＡ１００１を例に説明する。
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【００８９】
第一の実施例における送信制御部１００９から順序情報挿入制御部１０１５を、受信制御
部１０１０から順序情報削除部１０１７、受信順序制御部１０１８およびその一部である
順序番号カウンタ１０１９、受信処理テーブル１０２０、受信処理タイマ１０２１を省い
た構成となる。すなわち第一の実施例との違いは順序情報の挿入、削除機能、順序情報に
従った受信フレームの順序回復機能を省いたものである。
【００９０】
ホストＡ１００１とホストＢ１１０１との通信においてＴＣＰ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏ
ｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）プロトコルのように受信データの順序を直す機
能を有する通信プロトコルが使われ、ホストＡ１００１からホストＢ１１０１への途中経
路で上記プロトコルによる順序修正機能で修正できない程の大幅なフレーム順序の入れ替
わりが発生しないネットワーク構成であるときに適用可能である。図１４、１５に送信処
理手順、受信処理手順をそれぞれ示した。第一の実施例と比較して、順序情報の挿入、削
除、それに伴う受信処理での順序入れ替え処理を省いたもので、その他の処理手順は全く
同じである。
【００９１】
【発明の効果】
送出側システムの送信制御部において各回線の送信待ちキューに積まれたフレームのバイ
ト数を比較し、フレームを送出する時点で常に該バイト数が最小の回線をフレーム送出に
用いる回線に選択する。これにより集約している全回線に均等にデータ量を分配すること
ができ、全回線の通信帯域を有効に利用できる。
【００９２】
また、送信側システムの送信制御部においてフレームに順序情報を挿入し、受信側システ
ムの受信制御部でフレームの受信時にフレームに挿入された順序情報からそのフレームの
順序を判断し、順序を直して収集・受信処理を行うことでフレームの順序保障ができる。
【００９３】
このフレームの分配方法と順序保障の機構により、複数回線に通信フレームを分配し、１
本の論理回線として通信する回線集約通信において、最大限に回線の利用効率を高め通信
帯域を拡大すると同時に、フレームの順序保障を可能とする。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第一の実施例におけるデータ通信システムの構成例を示す図である。
【図２】本発明の実施例における回線テーブルの構成例を示す図である。
【図３】本発明の実施例における受信処理テーブルの構成例を示す図である。
【図４】本発明の実施例におけるＩＥＥＥ８０２．３形式フレームへの順序情報挿入書式
の例を示す図である。
【図５】本発明の第一の実施例における送信処理手順である。
【図６】本発明の第一の実施例における受信処理手順である。
【図７】本発明の実施例における回線追加処理手順である。
【図８】本発明の実施例における回線削除処理手順である。
【図９】本発明の実施例におけるイーサネットフレームへの順序情報挿入書式の例を示す
図である。
【図１０】本発明の第二の実施例におけるデータ通信システムの構成例を示す図である。
【図１１】本発明の第二の実施例における送信処理手順である。
【図１２】本発明の第二の実施例における受信処理手順である。
【図１３】本発明の第三の実施例におけるデータ通信システムの構成例を示す図である。
【図１４】本発明の第三の実施例における送信処理手順である。
【図１５】本発明の第三の実施例における受信処理手順である。
【符号の説明】
１００１　ホストＡ
１００２　ＣＰＵ
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１００３　記憶手段
１００４　ＬＡＮ制御部
１００５　回線制御部
１００６　プロトコル処理部
１００７　回線集約通信制御部
１００８　回線集約通信プロトコル処理部
１００９　送信制御部
１０１０　受信制御部
１０１１　分配方法指示部
１０１２　送信回線決定部
１０１３　回線選択制御部
１０１４　回線テーブル
１０１５　順序情報挿入制御部
１０１６　順序番号カウンタ
１０１７　順序情報削除部
１０１８　受信順序制御部
１０１９　順序番号カウンタ
１０２０　受信処理テーブル
１０２１　受信処理カウンタ
１２００　回線１～Ｎ
１０００１　次送出回線番号記憶
１０００２　送出回線番号記憶
１０００３　次受信回線番号記憶
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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