
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　既存電話網とＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）網とを接続するためのシグ
ナリングゲートウェイを用いるゲートウェイシステムであって、
　前記シグナリングゲートウェイに設けられかつ前記既存電話網の信号と前記ＩＰ網の信
号との相互変換を行う複数の信号変換手段と、前記複数の信号変換手段各々における相互
変換に必要な情報を一元管理しかつ前記複数の信号変換手段各々の状態及びネットワーク
の状態を基にルーティングテーブルを作成してその内容を前記複数の信号変換手段各々に
通知して転送先を指示する共通管理手段とを有することを特徴とするゲートウェイシステ
ム。
【請求項２】
　前記共通管理手段は、前記複数の信号変換手段における負荷分散と、障害時の前記複数
の信号変換手段の切り替えと、初期状態への復帰を行う切り戻しとを行うよう構成したこ
とを特徴とする請求項１記載のゲートウェイシステム。
【請求項３】
　前記共通管理手段は、前記シグナリングゲートウェイの設定情報を当該シグナリングゲ
ートウェイに割り当てる機能を含むことを特徴とする請求項１または請求項２記載のゲー
トウェイシステム。
【請求項４】
　前記設定情報は、他のシグナリングゲートウェイへの通信のためのアドレス及びネット
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ワークを構成するシグナリングゲートウェイの動作状態各々の情報を少なくとも含むこと
を特徴とする請求項３記載のゲートウェイシステム。
【請求項５】
　前記共通管理手段は、前記シグナリングゲートウェイの増設、減設、変更に応じて前記
設定情報を生成するよう構成したことを特徴とする請求項３または請求項４記載のゲート
ウェイシステム。
【請求項６】
　前記共通管理手段は、前記シグナリングゲートウェイの入出力経路の障害及び前記複数
の信号変換手段各々の障害のいずれかに応答して前記複数の信号変換手段への変換処理の
割り振り及び前記複数の信号変換手段各々のルーティングを行うよう構成したことを特徴
とする請求項１から請求項５のいずれか記載のゲートウェイシステム。
【請求項７】
　前記共通管理手段は、前記シグナリングゲートウェイの出力経路の障害時に前記複数の
信号変換手段各々の処理結果の出力先を割り振るよう構成したことを特徴とする請求項６
記載のゲートウェイシステム。
【請求項８】
　前記共通管理手段は、前記シグナリングゲートウェイの入力経路の障害時に使用可能な
入力経路からの信号に対する処理を前記複数の信号変換手段各々に割り振りかつ前記複数
の信号変換手段各々に対応する出力経路から出力するよう構成したことを特徴とする請求
項６または請求項７記載のゲートウェイシステム。
【請求項９】
　前記共通管理手段は、前記複数の信号変換手段のいずれかに障害が発生した時に前記入
力経路からの信号に対する処理を使用可能な信号変換手段に割り振りかつ当該信号変換手
段に対応する出力経路から出力するよう構成したことを特徴とする請求項６から請求項８
のいずれか記載のゲートウェイシステム。
【請求項１０】
　既存電話網とＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）網とを接続するためのｎ個
（ｎは１以上の整数）のシグナリングゲートウェイと、前記ＩＰ網上で前記既存電話網用
のインタフェースに基づく呼処理を行うｍ個（ｍは１以上の整数）のコールエージェント
とを含むゲートウェイシステムであって、
　前記ｎ個のシグナリングゲートウェイに設けられかつ前記既存電話網の信号と前記ＩＰ
網の信号との相互変換を行う複数の信号変換手段と、前記複数の信号変換手段各々におけ
る相互変換に必要な情報を一元管理しかつ前記複数の信号変換手段各々の状態及びネット
ワークの状態を基にルーティングテーブルを作成してその内容を前記複数の信号変換手段
各々に通知して転送先を指示する共通管理手段とを有することを特徴とするゲートウェイ
システム。
【請求項１１】
　前記共通管理手段は、前記複数の信号変換手段における負荷分散と、障害時の前記複数
の信号変換手段の切り替えと、初期状態への復帰を行う切り戻しとを行うよう構成したこ
とを特徴とする請求項１０記載のゲートウェイシステム。
【請求項１２】
　前記共通管理手段は、前記ｎ個のシグナリングゲートウェイ及び前記ｍ個のコールエー
ジェント各々の設定情報を前記シグナリングゲートウェイ及び前記コールエージェントに
割り当てる機能を含むことを特徴とする請求項１０または請求項１１記載のゲートウェイ
システム。
【請求項１３】
　前記設定情報は、他のシグナリングゲートウェイ及びコールエージェントへの通信のた
めのアドレスの情報とネットワークを構成するシグナリングゲートウェイ及びコールエー
ジェントの動作状態の情報とを少なくとも含むことを特徴とする請求項１２記載のゲート
ウェイシステム。
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【請求項１４】
　前記共通管理手段は、前記シグナリングゲートウェイ及び前記コールエージェントの増
設、減設、変更に応じて前記設定情報を生成するよう構成したことを特徴とする請求項１
２または請求項１３記載のゲートウェイシステム。
【請求項１５】
　前記共通管理手段は、前記シグナリングゲートウェイの入出力経路の障害及び前記複数
の信号変換手段各々の障害のいずれかに応答して前記複数の信号変換手段への変換処理の
割り振り及び前記複数の信号変換手段各々のルーティングを行うよう構成したことを特徴
とする請求項１０から請求項１４のいずれか記載のゲートウェイシステム。
【請求項１６】
　前記共通管理手段は、前記シグナリングゲートウェイの出力経路の障害時に前記複数の
信号変換手段各々の処理結果の出力先を割り振るよう構成したことを特徴とする請求項１
５記載のゲートウェイシステム。
【請求項１７】
　前記共通管理手段は、前記シグナリングゲートウェイの入力経路の障害時に使用可能な
入力経路からの信号に対する処理を前記複数の信号変換手段各々に割り振りかつ前記複数
の信号変換手段各々に対応する出力経路から出力するよう構成したことを特徴とする請求
項１５または請求項１６記載のゲートウェイシステム。
【請求項１８】
　前記共通管理手段は、前記複数の信号変換手段のいずれかに障害が発生した時に前記入
力経路からの信号に対する処理を使用可能な信号変換手段に割り振りかつ当該信号変換手
段に対応する出力経路から出力するよう構成したことを特徴とする請求項１５から請求項
１７のいずれか記載のゲートウェイシステム。
【請求項１９】
　既存電話網とＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）網とを接続するためのｎ個
（ｎは１以上の整数）のシグナリングゲートウェイと、前記ＩＰ網上で前記既存電話網用
のインタフェースに基づく呼処理を行うｍ個（ｍは１以上の整数）のコールエージェント
とを含むゲートウェイシステムであって、
　前記ｎ個のシグナリングゲートウェイ及び前記ｍ個のコールエージェント各々の状態及
びネットワークの状態を基に設定情報を前記ｎ個のシグナリングゲートウェイ及び前記ｍ
個のコールエージェント各々に割り当てる共通管理手段を有
　

ことを特徴とするゲートウ
ェイシステム。
【請求項２０】
　前記設定情報は、他のシグナリングゲートウェイ及びコールエージェントへの通信のた
めのアドレスの情報とネットワークを構成するシグナリングゲートウェイ及びコールエー
ジェントの動作状態の情報とを少なくとも含むことを特徴とする請求項１９記載のゲート
ウェイシステム。
【請求項２１】
　既存電話網とＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）網とを接続するためのシグ
ナリングゲートウェイを用いるゲートウェイシステムのマネジメント一括管理方法であっ
て、
　前記シグナリングゲートウェイに設けられかつ前記既存電話網の信号と前記ＩＰ網の信
号との相互変換を行う複数の信号変換手段各々における相互変換に必要な情報を一元管理
しかつ前記複数の信号変換手段各々の状態及びネットワークの状態を基にルーティングテ
ーブルを作成してその内容を前記複数の信号変換手段各々に通知して転送先を指示するス
テップを有することを特徴とするマネジメント一括管理方法。
【請求項２２】
　前記情報を一元管理するステップは、前記複数の信号変換手段における負荷分散と、障
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し、
前記共通管理手段は、前記シグナリングゲートウェイ及び前記コールエージェントの増

設、減設、変更に応じて前記設定情報を生成するよう構成した



害時の前記複数の信号変換手段の切り替えと、初期状態への復帰を行う切り戻しとを行う
ようにしたことを特徴とする のマネジメント一括管理方法。
【請求項２３】
　前記情報を一元管理するステップは、前記シグナリングゲートウェイの設定情報を当該
シグナリングゲートウェイに割り当てるようにしたことを特徴とする

のマネジメント一括管理方法。
【請求項２４】
　前記設定情報は、他のシグナリングゲートウェイへの通信のためのアドレス及びネット
ワークを構成するシグナリングゲートウェイの動作状態各々の情報を少なくとも含むこと
を特徴とする のマネジメント一括管理方法。
【請求項２５】
　前記情報を一元管理するステップは、前記シグナリングゲートウェイの増設、減設、変
更に応じて前記設定情報を生成するようにしたことを特徴とする

のマネジメント一括管理方法。
【請求項２６】
　前記情報を一元管理するステップは、前記シグナリングゲートウェイの入出力経路の障
害及び前記複数の信号変換手段各々の障害のいずれかに応答して前記複数の信号変換手段
への変換処理の割り振り及び前記複数の信号変換手段各々のルーティングを行うようにし
たことを特徴とする のマネジメント一括管理方
法。
【請求項２７】
　前記情報を一元管理するステップは、前記シグナリングゲートウェイの出力経路の障害
時に前記複数の信号変換手段各々の処理結果の出力先を割り振るようにしたことを特徴と
する のマネジメント一括管理方法。
【請求項２８】
　前記情報を一元管理するステップは、前記シグナリングゲートウェイの入力経路の障害
時に使用可能な入力経路からの信号に対する処理を前記複数の信号変換手段各々に割り振
りかつ前記複数の信号変換手段各々に対応する出力経路から出力するようにしたことを特
徴とする のマネジメント一括管理方法。
【請求項２９】
　前記情報を一元管理するステップは、前記複数の信号変換手段のいずれかに障害が発生
した時に前記入力経路からの信号に対する処理を使用可能な信号変換手段に割り振りかつ
当該信号変換手段に対応する出力経路から出力するようにしたことを特徴とする

のマネジメント一括管理方法。
【請求項３０】
　既存電話網とＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）網とを接続するためのｎ個
（ｎは１以上の整数）のシグナリングゲートウェイと、前記ＩＰ網上で前記既存電話網用
のインタフェースに基づく呼処理を行うｍ個（ｍは１以上の整数）のコールエージェント
とを含むゲートウェイシステムのマネジメント一括管理方法であって、
　前記ｎ個のシグナリングゲートウェイに設けられかつ前記既存電話網の信号と前記ＩＰ
網の信号との相互変換を行う複数の信号変換手段各々における相互変換に必要な情報を一
元管理しかつ前記複数の信号変換手段各々の状態及びネットワークの状態を基にルーティ
ングテーブルを作成してその内容を前記複数の信号変換手段各々に通知して転送先を指示
するステップを有することを特徴とするマネジメント一括管理方法。
【請求項３１】
　前記情報を一元管理するステップは、前記複数の信号変換手段における負荷分散と、障
害時の前記複数の信号変換手段の切り替えと、初期状態への復帰を行う切り戻しとを行う
ようにしたことを特徴とする のマネジメント一括管理方法。
【請求項３２】
　前記情報を一元管理するステップは、前記ｎ個のシグナリングゲートウェイ及び前記ｍ
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請求項２１記載

請求項２１または請
求項２２記載

請求項２３記載

請求項２３または請求項
２４記載

請求項２１から請求項２５のいずれか記載

請求項２６記載

請求項２６または請求項２７記載

請求項２
６から請求項２８のいずれか記載

請求項３０記載



個のコールエージェント各々の設定情報を前記シグナリングゲートウェイ及び前記コール
エージェントに割り当てるようにしたことを特徴とする
のマネジメント一括管理方法。
【請求項３３】
　前記設定情報は、他のシグナリングゲートウェイ及びコールエージェントへの通信のた
めのアドレスの情報とネットワークを構成するシグナリングゲートウェイ及びコールエー
ジェントの動作状態の情報とを少なくとも含むことを特徴とする のマネジ
メント一括管理方法。
【請求項３４】
　前記情報を一元管理するステップは、前記シグナリングゲートウェイ及び前記コールエ
ージェントの増設、減設、変更に応じて前記設定情報を生成するようにしたことを特徴と
する のマネジメント一括管理方法。
【請求項３５】
　前記情報を一元管理するステップは、前記シグナリングゲートウェイの入出力経路の障
害及び前記複数の信号変換手段各々の障害のいずれかに応答して前記複数の信号変換手段
への変換処理の割り振り及び前記複数の信号変換手段各々のルーティングを行うようにし
たことを特徴とする のマネジメント一括管理方
法。
【請求項３６】
　前記情報を一元管理するステップは、前記シグナリングゲートウェイの出力経路の障害
時に前記複数の信号変換手段各々の処理結果の出力先を割り振るようにしたことを特徴と
する のマネジメント一括管理方法。
【請求項３７】
　前記情報を一元管理するステップは、前記シグナリングゲートウェイの入力経路の障害
時に使用可能な入力経路からの信号に対する処理を前記複数の信号変換手段各々に割り振
りかつ前記複数の信号変換手段各々に対応する出力経路から出力するようにしたことを特
徴とする のマネジメント一括管理方法。
【請求項３８】
　前記情報を一元管理するステップは、前記複数の信号変換手段のいずれかに障害が発生
した時に前記入力経路からの信号に対する処理を使用可能な信号変換手段に割り振りかつ
当該信号変換手段に対応する出力経路から出力するようにしたことを特徴とする

のマネジメント一括管理方法。
【請求項３９】
　既存電話網とＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）網とを接続するためのｎ個
（ｎは１以上の整数）のシグナリングゲートウェイと、前記ＩＰ網上で前記既存電話網用
のインタフェースに基づく呼処理を行うｍ個（ｍは１以上の整数）のコールエージェント
とを含むゲートウェイシステムのマネジメント一括管理方法であって、
　前記ｎ個のシグナリングゲートウェイ及び前記ｍ個のコールエージェント各々の状態及
びネットワークの状態を基に設定情報を前記ｎ個のシグナリングゲートウェイ及び前記ｍ
個のコールエージェント各々に割り当てるステップを有
　

ことを特徴
とするマネジメント一括管理方法。
【請求項４０】
　前記設定情報は、他のシグナリングゲートウェイ及びコールエージェントへの通信のた
めのアドレスの情報とネットワークを構成するシグナリングゲートウェイ及びコールエー
ジェントの動作状態の情報とを少なくとも含むことを特徴とする のマネジ
メント一括管理方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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請求項３０または請求項３１記載

請求項３２記載

請求項３２または請求項３３記載

請求項３０から請求項３４のいずれか記載

請求項３５記載

請求項３５または請求項３６記載

請求項３
５から請求項３７のいずれか記載

し、
前記設定情報を割り当てるステップは、前記シグナリングゲートウェイ及び前記コール

エージェントの増設、減設、変更に応じて前記設定情報を生成するようにした

請求項３９記載



【発明の属する技術分野】
本発明はゲートウェイシステム及びそれに用いるマネジメント一括管理方法に関し、特に
ゲートウェイシステムにおけるシグナリングゲートウェイ（Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　Ｇａｔ
ｅｗａｙ）の増設／減設／変更の管理方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ネットワークにおいては、既存電話網とＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ）網とを接続するためのシグナリングゲートウェイ（ＳＧ）（以下、ゲートウェイとす
る）やコールエージェント（ＣＡ：Ｃａｌｌ　Ａｇｅｎｔ）（以下、エージェントとする
）を増設／減設／変更する度に、既存のゲートウェイやエージェントの情報を増設／減設
／変更したゲートウェイやエージェントに登録しなくてはならない。
【０００３】
例えば、ゲートウェイを増設する場合、既存のゲートウェイと接続されているエージェン
トが現用系－予備系（ＡＣＴ－ＳＴＡＮＤＢＹ）の構成をとると、ゲートウェイやエージ
ェントが各アドレス情報に加え、どちらのエージェントが現用系（ＡＣＴ）として働いて
いるのか、どちらが予備系（ＳＴＡＮＤＢＹ）として待機しているのか等の情報を収集し
なくてはならず、増減設に多大な手間を伴っている。
【０００４】
また、従来の管理方法では、ゲートウェイやエージェントの各装置に割り当てるアドレス
情報等を各装置自身で設定しなくてはならず、設定情報の重複チェックも必要である。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
上述した従来のネットワークでは、ゲートウェイにおける具体的な負荷分散する方式が実
現されておらず、ＩＰネットワークに依存した必要なシステム容量を提供することが困難
である。
【０００６】
また、上記のように、従来のネットワークでは、ゲートウェイやエージェントを増設／減
設／変更する度に、既存のゲートウェイやエージェントの情報を増設／減設／変更したゲ
ートウェイやエージェントに登録しなくてはならず、増減設に多大な手間が伴うという問
題がある。
【０００７】
さらに、従来のネットワークでは、ゲートウェイやエージェントの各装置に割り当てるア
ドレス情報等を各装置で設定しなくてはならず、設定情報の重複チェックが必要になると
いう問題がある。
【０００８】
そこで、本発明の目的は上記の問題点を解消し、スケーラブルな機能を実現することがで
き、その処理能力も高めることができるゲートウェイシステム及びそれに用いるマネジメ
ント一括管理方法を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明によるゲートウェイシステムは、既存電話網とＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏ
ｔｏｃｏｌ）網とを接続するためのシグナリングゲートウェイを用いるゲートウェイシス
テムであって、前記シグナリングゲートウェイに設けられかつ前記既存電話網の信号と前
記ＩＰ網の信号との相互変換を行う複数の信号変換手段と、前記複数の信号変換手段各々
における相互変換に必要な情報を一元管理

する共通管理手段とを備えている。
【００１０】
　本発明による他のゲートウェイシステムは、既存電話網とＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐ
ｒｏｔｏｃｏｌ）網とを接続するためのｎ個（ｎは１以上の整数）のシグナリングゲート
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しかつ前記複数の信号変換手段各々の状態及び
ネットワークの状態を基にルーティングテーブルを作成してその内容を前記複数の信号変
換手段各々に通知して転送先を指示



ウェイと、前記ＩＰ網上で前記既存電話網用のインタフェースに基づく呼処理を行うｍ個
（ｍは１以上の整数）のコールエージェントとを含むゲートウェイシステムであって、前
記ｎ個のシグナリングゲートウェイに設けられかつ前記既存電話網の信号と前記ＩＰ網の
信号との相互変換を行う複数の信号変換手段と、前記複数の信号変換手段各々における相
互変換に必要な情報を一元管理

する共通管理手段とを備えている。
【００１１】
　本発明による別のゲートウェイシステムは、既存電話網とＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐ
ｒｏｔｏｃｏｌ）網とを接続するためのｎ個（ｎは１以上の整数）のシグナリングゲート
ウェイと、前記ＩＰ網上で前記既存電話網用のインタフェースに基づく呼処理を行うｍ個
（ｍは１以上の整数）のコールエージェントとを含むゲートウェイシステムであって、
　前記ｎ個のシグナリングゲートウェイ及び前記ｍ個のコールエージェント各々の状態及
びネットワークの状態を基に設定情報を前記ｎ個のシグナリングゲートウェイ及び前記ｍ
個のコールエージェント各々に割り当てる共通管理手段を備え
　

ている。
【００１２】
　本発明によるマネジメント一括管理方法は、既存電話網とＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐ
ｒｏｔｏｃｏｌ）網とを接続するためのシグナリングゲートウェイを用いるゲートウェイ
システムのマネジメント一括管理方法であって、前記シグナリングゲートウェイに設けら
れかつ前記既存電話網の信号と前記ＩＰ網の信号との相互変換を行う複数の信号変換手段
各々における相互変換に必要な情報を一元管理

するステップを備えている。
【００１３】
　本発明による他のマネジメント一括管理方法は、既存電話網とＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ
　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）網とを接続するためのｎ個（ｎは１以上の整数）のシグナリングゲ
ートウェイと、前記ＩＰ網上で前記既存電話網用のインタフェースに基づく呼処理を行う
ｍ個（ｍは１以上の整数）のコールエージェントとを含むゲートウェイシステムのマネジ
メント一括管理方法であって、前記ｎ個のシグナリングゲートウェイに設けられかつ前記
既存電話網の信号と前記ＩＰ網の信号との相互変換を行う複数の信号変換手段各々におけ
る相互変換に必要な情報を一元管理

するステップを備えている。
【００１４】
　本発明による別のマネジメント一括管理方法は、既存電話網とＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ
　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）網とを接続するためのｎ個（ｎは１以上の整数）のシグナリングゲ
ートウェイと、前記ＩＰ網上で前記既存電話網用のインタフェースに基づく呼処理を行う
ｍ個（ｍは１以上の整数）のコールエージェントとを含むゲートウェイシステムのマネジ
メント一括管理方法であって、
　前記ｎ個のシグナリングゲートウェイ及び前記ｍ個のコールエージェント各々の状態及
びネットワークの状態を基に設定情報を前記ｎ個のシグナリングゲートウェイ及び前記ｍ
個のコールエージェント各々に割り当てるステップを備え
　

ている。
【００１５】
すなわち、本発明のゲートウェイシステムは、シグナリングゲートウェイ（ＳＧ：Ｓｉｇ
ｎａｌｉｎｇ　Ｇａｔｅｗａｙ）システム構成として一つのＳＧ共通管理装置と、シグナ
リングゲートウェイの信号変換機能を実現する複数の信号変換装置（ＳＧＰ：Ｓｉｇｎａ
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しかつ前記複数の信号変換手段各々の状態及びネットワー
クの状態を基にルーティングテーブルを作成してその内容を前記複数の信号変換手段各々
に通知して転送先を指示

、
前記共通管理手段は、前記シグナリングゲートウェイ及び前記コールエージェントの増

設、減設、変更に応じて前記設定情報を生成するよう構成し

しかつ前記複数の信号変換手段各々の状態
及びネットワークの状態を基にルーティングテーブルを作成してその内容を前記複数の信
号変換手段各々に通知して転送先を指示

しかつ前記複数の信号変換手段各々の状態及びネット
ワークの状態を基にルーティングテーブルを作成してその内容を前記複数の信号変換手段
各々に通知して転送先を指示

、
前記設定情報を割り当てるステップは、前記シグナリングゲートウェイ及び前記コール

エージェントの増設、減設、変更に応じて前記設定情報を生成するようにし



ｌｉｎｇ　Ｇａｔｅｗａｙ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）とを有し、スケーラブルな機能及び複
数の信号変換装置への負荷分散を可能とすることを特徴としている。
【００１６】
また、本発明のゲートウェイシステムでは、複数のシグナリングゲートウェイやコールエ
ージェント（ＣＡ：Ｃａｌｌ　Ａｇｅｎｔ）の情報をＳＧ共通管理装置がとりまとめるた
め、ネットワーク（Ｎｅｔｗｏｒｋ）状況や保守情報を一元管理することが可能となり、
増設／減設／変更等のネットワーク構築を容易にすることが可能となる。
【００１７】
従来のネットワークではシグナリングゲートウェイにおいて具体的に負荷分散する方式が
実現されておらず、ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）ネットワークに依存し
た必要なシステム容量を提供するのは困難である。
【００１８】
本発明では、ＳＳ７（Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｎｏ．７：Ｎｏ．７共通線信
号方式）信号流量にあわせて、予め用意された信号変換装置へ負荷分散することによって
、スケーラブルなシステム構築を可能としている。
【００１９】
また、従来の管理方法では、既存ネットワークにシグナリングゲートウェイやコールエー
ジェントを増設／減設／変更する度に、ネットワークを構成する全てのシグナリングゲー
トウェイやコールエージェントに、増設／減設／変更したシグナリングゲートウェイやコ
ールエージェントの情報を含む設定情報を登録しなくてはならない。
【００２０】
例えば、シグナリングゲートウェイ増設時には、既存のシグナリングゲートウェイに接続
されているコールエージェントが現用系－予備系（ＡＣＴ－ＳＴＡＮＤＢＹ）の構成をと
っている場合、シグナリングゲートウェイやコールエージェントの各アドレス情報に加え
、どちらのコールエージェントが現用系（ＡＣＴ）として働いているのか、どちらが予備
系（ＳＴＡＮＤＢＹ）として待機しているのか等の情報を収集しなくてはならず、増設や
減設に多大な手間が伴っている。
【００２１】
本発明では、ＳＧ共通管理装置にネットワークに属する全てのシグナリングゲートウェイ
やコールエージェントの情報を登録しておくことによって情報の共有を図り、シグナリン
グゲートウェイやコールエージェントの増設や減設等、ネットワーク構成に応じたゲート
ウェイ機能の適用を容易にすることが可能となる。
【００２２】
さらに、従来の管理方法では、シグナリングゲートウェイやコールエージェントの各装置
に割り当てるアドレス情報等を各装置で設定しなくてはならず、設定情報の重複チェック
も必要である。
【００２３】
本発明では、ＳＧ共通管理装置を使用することによって、この問題を解決している。具体
的には、ＳＧ共通管理装置が現在空きになっている設定情報を認識し、シグナリングゲー
トウェイやそれに属する信号変換装置、及びコールエージェントに割り当てる。この方法
をとることによって、設定の重複を避けること及び設定の簡略化を実現することが可能と
なる。
【００２４】
したがって、本発明では、負荷分散、切り替え、切り戻し機能付加によってスケーラブル
な機能を実現すること、ＩＰ網に接続するためのシグナリングゲートウェイ網の能力をス
タック型に並べて容易にシステム容量を増やすこと、管理部を一元に持つことによって増
設や減設を容易に実行すること、現用系－予備系の構成等のフレキシブルな網構成を容易
に実行すること、網構成構築の際の設定情報を自動割り当てにし、各種装置に設定情報を
持たなくても良くすること、プラグアンドプレイ機能によって容易に増設や減設を行うこ
と、各装置の増設に伴ってさらなる負荷分散を図ることがそれぞれ可能となる。
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【００２５】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の一実施例について図面を参照して説明する。図１は本発明の一実施例によ
るネットワークの構成例を示すブロック図である。図１において、本発明の一実施例によ
るネットワークはＳＳ７（Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｎｏ．７：Ｎｏ．７共通
線信号方式）信号網１００と、既存電話網とＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ
）網とを接続するためのシグナリングゲートウェイ（ＳＧ：Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　Ｇａｔ
ｅｗａｙ）（以下、ゲートウェイとする）１と、ＳＧ共通管理装置（Ｍａｎａｇｅｍｅｎ
ｔ）２と、コールエージェント（ＣＡ：Ｃａｌｌ　Ａｇｅｎｔ）（以下、エージェントと
する）３とから構成されている。
【００２６】
ゲートウェイ１はＳＳ７信号網１００の信号とＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ）網（図示せず）の信号との相互変換を行う信号変換装置［ＳＧＰ（Ｓｉｇｎａｌｉｎ
ｇ　Ｇａｔｅｗａｙ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）＃０～＃３］１１～１４を備えている。信号
変換装置１１～１４はそれぞれ相互に接続されるとともに、ＳＧ共通管理装置２にそれぞ
れ接続されている。
【００２７】
また、信号変換装置１１～１４はＳＳ７側信号分配経路（ｓｌｎ０～ｓｌｎ３）１０１～
１０４によってＳＳ７信号網１００に接続され、ＩＰ側信号分配経路（ＳｔＩＤ０～Ｓｔ
ＩＤ３）１１１～１１４によってエージェント３に接続されている。この場合、信号変換
装置１１～１４は図示せぬ入出力管理テーブルに基づいてＳＳ７信号網１００及びエージ
ェント３への入出力経路を選択するように構成されている。尚、信号変換装置１１～１４
はハードウェアでも、ソフトウェアやファームウェアでも実現可能であり、それらに限定
されない。
【００２８】
ＳＧ共通管理装置２は入出力信号経路（ＳＳ７側信号分配経路１０１～１０４、ＩＰ側信
号分配経路１１１～１１４）の障害情報、信号変換装置１１～１４各々の状態、ルーティ
ング情報をそれぞれ図示せぬテーブルを用いて管理する。尚、ＳＧ共通管理装置２はルー
ティング情報を管理するルーティングテーブル（図示せず）の内容を変更すると、変更後
のルーティングテーブルの内容を信号変換装置１１～１４各々に通知する。
【００２９】
エージェント３はＩＰ網上で、公衆電話回線網用インタフェースであるＳＳ７に基づく呼
処理を実現するもので、ゲートウェイ１からのＩＰパケットデータをＩＰ網に、ＩＰ網か
らのＩＰパケットデータをゲートウェイ１にそれぞれ送出する。
【００３０】
図２は図１のＳＧ共通管理装置２で用いられる設定情報ファイルの一例を示す図である。
図２において、設定情報ファイルはＩＰアドレス「ａａａ．ｂｂｂ．ｃｃｃ．ｄｄｄ」，
「ａａａ．ｂｂｂ．ｃｃｃ．ｄｄｅ」，「ａａａ．ｂｂｂ．ｃｃｃ．ｄｄｆ」，「ａａａ
．ｂｂｂ．ｃｃｃ．ｄｄｇ」，「ａａａ．ｂｂｂ．ｃｃｃ．ｄｄｈ」，「ａａａ．ｂｂｂ
．ｃｃｃ．ｄｄｉ」と、ポート番号「８１」，「８２」，「８３」，「８４」，「８５」
，「８６」と、フラグ「１」，「０」とから構成されている。
【００３１】
図３は図１のエージェント３において入出力されるＩＰパケットデータの構成を示す図で
ある。図３において、ＩＰパケットデータはヘッダ情報とユーザデータとからなり、ユー
ザデータは信号ユニットとデータとからなる。信号ユニットはラベルを含み、ラベルはル
ーチングラベルを含む。このルーチングラベルは着信号局コード（ＤＰＣ）と発信号局コ
ード（ＯＰＣ）と、ＳＬＳ（Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　Ｌｉｎｋ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ：信号
リンク選択）とからなる。ＳＬＳは複数の経路が選択可能である場合、負荷分散を行うた
めに用いられる。
【００３２】
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図４～図７は本発明の一実施例によるネットワークの動作を示すフローチャートである。
これら図１～図７を参照して本発明の一実施例によるネットワークの動作について説明す
る。
【００３３】
ＳＳ７信号網１００からの信号はＳＳ７側信号分配経路１０１～１０４を経由してゲート
ウェイ１に送信され、ゲートウェイ１で信号変換された後、ＩＰ側信号分配経路１１１～
１１４を経由してエージェント３に送信される。
【００３４】
また逆に，エージェント３からの信号はＩＰ側信号分配経路１１１～１１４を経由してゲ
ートウェイ１に送信され、ゲートウェイ１で信号変換された後、ＳＳ７側信号分配経路１
０１～１０４を経由してＳＳ７信号網１００に送信される。
【００３５】
以下の説明では、例えばＳＳ７信号網１００→ゲートウェイ１→エージェント３の経路を
とるものとする。尚、本実施例で示す構成例では、４本のＳＳ７側信号分配経路１０１～
１０４と、ＳＳ７側信号分配経路１０１～１０４と同数の４つの信号変換装置１１～１４
と、ＳＳ７側信号分配経路１０１～１０４と同数の４本のＩＰ側信号分配経路１１１～１
１４とが配設され、ＳＳ７側信号分配経路１０１～１０４とＩＰ側信号分配経路１１１～
１１４とは正常時の状態で信号変換装置１１～１４を挟んで１対１に対応しているものと
する。但し、信号経路に障害が起こった場合には迂回経路をとることが可能である。
【００３６】
ＳＳ７信号網１００から送信された信号は（図４ステップＳ１）、ＳＳ７信号分配機能（
図示せず）によってＳＳ７側信号分配経路１０１～１０４の経路に分散される（図４ステ
ップＳ２）。この状態でＳＳ７側の負荷分散は達成される。
【００３７】
分散された信号はゲートウェイ１内部の各信号変換装置１１～１４に入り（図４ステップ
Ｓ３）、各信号変換装置１１～１４によって信号変換（ＳＳ７信号網側信号→ＩＰ網側信
号）され、信号変換された信号は対応するＩＰ側信号分配経路１１１～１１４を通ってエ
ージェント３に送信される（図４ステップＳ４）。
【００３８】
逆に、エージェント３から送信された信号は（図４ステップＳ１）、ＩＰ側信号分配経路
１１１～１１４の処理能力にしたがって分散される（図４ステップＳ５）。この状態でＩ
Ｐ網側の負荷分散は達成される。
【００３９】
分散された信号はゲートウェイ１内部の各信号変換装置１１～１４に入り（図４ステップ
Ｓ６）、各信号変換装置１１～１４によって信号変換（ＩＰ網側信号→ＳＳ７信号網側信
号）され、信号変換された信号は対応するＳＳ７側信号分配経路１０１～１０４を通って
ＳＳ７信号網１００に送信される（図４ステップＳ７）。以上が正常時の負荷分散の手順
である。
【００４０】
　しかしながら、上記で説明した方式だけでは、ネットワークに障害が起きた場合等に十
分な対応を行うことができなくなる。そこで、ＳＧ共通管理装置２に各信号変換装置１１
～１４の状態及びネットワークの状態（例えば、回線使用不可等）の管理を各種テーブル
を用いて行わせる。 そ の情報を基にルーティングテーブルを作
成し、各信号変換装置１１～１４にルーティングテーブルの内容を通知して転送先を指示
する。その動作例について以下に説明する。
【００４１】
まず初めに、上記のネットワークに障害がない場合の動作例について説明する。上記のネ
ットワークに障害がない場合（図５ステップＳ１１）、ＳＧ共通管理装置２は正常時の経
路（迂回経路を用いていない状態の経路）を利用し、正常時の状態のルーティングテーブ
ルを各信号変換装置１１～１４に通知することで（図５ステップＳ１２）、各信号変換装
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置１１～１４はその情報の中の自装置に関連する部分を入出力管理テーブルに保持した後
に、その情報を基にルーティングを行う。
【００４２】
例えば、ＳＳ７信号網１００→信号変換装置１１→エージェント３に行く時のルートは、
ＳＳ７信号網１００→ＳＳ７側信号分配経路１０１→信号変換装置１１→ＩＰ側信号分配
経路１１１→エージェント３となる。
【００４３】
この場合、信号変換装置１１はＳＳ７側信号分配経路（ｓｌｎ０）１０１を通って送信さ
れてくるＳＳ７信号網１００からの信号に対して信号変換を行い、対応するＩＰ側信号分
配経路（ＳｔＩＤ０）１１１に信号を送信する（図５ステップＳ１３）。
【００４４】
次に、出力側のＩＰ側信号分配経路１１１，１１２が障害で使用不可だったとする。この
場合、ＳＧ共通管理装置２がその障害の発生を検知し、ＳＳ７側で負荷分散されてＳＳ７
側信号分配経路１０１を流れてきた信号上のＳＬＳの情報を基に振り分け先を決定する（
図５ステップＳ１４，Ｓ１５）。
【００４５】
まず、ＳＧ共通管理装置２はＳＬＳの４ビットの情報を数字に変換して数値化する（図５
ステップＳ１６）。その場合、数値としては０－１５の数字が出てくる可能性があるので
、例えばＳＧ共通管理装置２はその数値を現在使用可能なリンクにサイクリックに割り当
てる（図５ステップＳ１７）。尚、この割り当て方法はサイクリックな方法とは限らず、
割り当て先の数に応じてほぼ等分となるように割り当てることも可能である。
【００４６】
今、ＩＰ側信号分配経路１１３，１１４が使用可能なので、ＩＰ側信号分配経路１１３に
は０，２，４，６，８，１０，１２，１４の数値になった信号を流し、ＩＰ側信号分配経
路１１４には１，３，５，７，９，１１，１３，１５の数値になった信号を流せばよいこ
とになる。ＳＧ共通管理装置２はこの情報を基にルーティングテーブルを作成して各信号
変換装置１１～１４に通知するので（図５ステップＳ１８）、各信号変換装置１１～１４
はその作成されたルーティングテーブルの情報を基に信号を流すことになる（図５ステッ
プＳ１９）。
【００４７】
上記のように、ゲートウェイ１０を通して使用可能な経路に流された信号が順序保証が必
要な場合でも、信号上のＳＬＳが変更されることはないため、順序性が保証されることと
なる。今、ＳＳ７側信号分配経路１０１を流れてきた信号で、ＳＬＳの値が１２になった
とすると、ＩＰ側信号分配経路１１３を使って信号が送出されることが決定され、ＳＧ共
通管理装置２でルーティングテーブルが作成される。
【００４８】
この場合、信号はＳＳ７信号網１００→ＳＳ７側信号分配経路１０１→信号変換装置１１
→信号変換装置１３→ＩＰ側信号分配経路１１３→エージェント３というように、迂回路
を通って流れることになる。また、この場合には呼が損失することなく、信号転送される
ことになる。
【００４９】
ここで、信号変換装置１１は信号変換を行うものとし、信号変換後、図２に示す対応する
ＩＰ側信号分配経路（ＳｔＩＤ２）１１３に付属する信号変換装置１３に信号が転送され
、信号変換装置１３はＩＰ側信号分配経路１１３に信号を送るだけの役割となる。この機
能によって、切り替え機能が実現される。また、信号変換機能は迂回先の信号変換装置１
３を使うのではなく、入力経路に付随した信号変換装置１１を使うため、信号変換装置１
１～１４の処理能力も無駄にならない。
【００５０】
障害状況が回復された場合（図５ステップＳ２０）、ＳＧ共通管理装置２はルーティング
テーブルを正常時の状態に戻し、各信号変換装置１１～１４に通知する（図５ステップＳ

10

20

30

40

50

(11) JP 3678161 B2 2005.8.3



２１）。これによって、各信号変換装置１１～１４を正常時の状態に戻す切り戻し機能を
提供することができる。
【００５１】
一方、上記と反対に、エージェント３→信号変換装置１１→ＳＳ７信号網１００に行く場
合、出力経路であるＳＳ７側信号分配経路１０１，１０２に障害が発生すると、ＳＬＳを
キーにＳＧ共通管理装置２でルーティングテーブルが生成されて各信号変換装置１１～１
４に通知される。
【００５２】
よって、エージェント３からＳＳ７信号網１００に行くルートに対しても、上記のような
切り替え処理を行うことができる。また、障害状態が回復した場合には、ＳＧ共通管理装
置２が障害状態の回復を認識し、ルーティングテーブルを正常時の状態に戻すことによっ
て切り戻し機能も提供することができる。
【００５３】
次に、入力経路が障害だった場合の動作例について説明する。例えば、ＳＳ７信号網１０
０→信号変換装置１１→エージェント３に行くルートにおいて、ＳＳ７側信号分配経路１
０１，１０２に障害が起こったとする。この場合、負荷分散機能によって信号はＳＳ７側
信号分配経路１０３，１０４を使用して伝送されることになる（図６ステップＳ２２，Ｓ
２３）。
【００５４】
ここで、入力経路であるＳＳ７側信号分配経路１０３，１０４に対応する信号変換装置１
３，１４を使用して信号変換処理を行った場合、通常にＳＳ７側信号分配経路１０３，１
０４を通ってくる信号と、ＳＳ７側信号分配経路１０１，１０２から迂回してきた信号と
を処理しなくてはならなくなり、信号変換装置１３，１４の負荷が高まる。また、信号変
換装置１１，１２はアイドル（ｉｄｌｅ）状態となり、信号変換装置１１～１４の使用効
率が悪くなってしまう。
【００５５】
この問題を解決するために、入力経路が障害を起こしている場合、ＳＧ共通管理装置２は
利用可能な入力経路を通して入ってきた信号を、活動中の全ての信号変換装置１１～１４
に均等に割り振って処理をさせる方式をとる（図６ステップＳ２４）。これによって、上
記の使用効率の低下を解決することができる。ここでも、各信号を信号変換装置１１～１
４に割り当てるためのキーとしてＳＬＳが使用される。
【００５６】
信号変換装置１１～１４での信号変換処理後に、各信号変換装置１１～１４は各々対応す
る正常時の経路（ＩＰ側信号分配経路１１１～１１４）を使用して信号を転送する（図６
ステップＳ２５）。また、エージェント３→信号変換装置１１→ＳＳ７信号網１００のル
ートの場合にも、上述した処理と同等の処理が行われ、上記の使用効率の低下を解決する
ことができる。
【００５７】
最後に、信号変換装置１１～１４が障害だった場合について説明する。信号変換装置１１
～１４が障害だった場合（図６ステップＳ２６）、その障害装置に対応する入力経路及び
出力経路が使用不可となる。すなわち、残りの正常な信号経路と信号変換装置１１～１４
とで処理することになる（図６ステップＳ２７）。この場合にも、ＳＬＳに伴うルーティ
ングテーブルを使う点と、入力経路が障害の場合に使用可能な信号変換装置１１～１４に
信号を割り振って処理する点とについては、上記の動作と同様である。
【００５８】
また、ＳＧ共通管理装置２は設定情報の自動割り当てを行っている。例えば、図１に示す
構成の場合、ＳＧ共通管理装置２は装置起動時に信号変換装置１１～１４及びエージェン
ト３に設定情報を割り当てる。例えば、ＩＰアドレス、ポート番号を割り当てるものとす
ると、ＳＧ共通管理装置２は所有する設定情報ファイル（図２参照）のフラグ部分をチェ
ックする（図７ステップＳ３１）。
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【００５９】
今、「０」の部分が未使用情報とする。ＳＧ共通管理装置２は未使用情報を基に信号変換
装置１１～１４及びエージェント３に設定情報を割り当てる（図７ステップＳ３２）。エ
ージェント３は割り当てられた情報を基に各信号変換装置１１～１４にコネクションを張
ることが可能になる（図７ステップＳ３３）。また、この機能によって信号変換装置１１
～１４及びエージェント３は、従来のようにアドレス情報等を各装置で設定する必要も、
また設定情報の重複チェックを行う必要もなくなる。
【００６０】
図８は本発明の他の実施例によるネットワークの構成例を示すブロック図である。図８に
おいて、本発明の他の実施例によるネットワークはＳＳ７信号網１００と、ゲートウェイ
（ＳＧ＃１，ＳＧ＃２）１－１，１－２と、ＳＧ共通管理装置２と、エージェント（ＣＡ
＃１，ＣＡ＃２）３－１，３－２とから構成されている。ＳＧ共通管理装置２は各ゲート
ウェイ１－１，１－２及びエージェント３－１，３－２の情報（アドレス情報等）及び各
ゲートウェイ１－１，１－２及びエージェント３－１，３－２の状態情報等を持つものと
する。
【００６１】
図９及び図１０は本発明の他の実施例によるネットワークの動作を示すフローチャートで
ある。これら図８～図１０を参照して本発明の他の実施例によるネットワークの動作につ
いて説明する。
【００６２】
ＳＧ共通管理装置２は全てのゲートウェイ１－１，１－２及びエージェント３－１，３－
２の情報を共有して一元管理する。例えば、図８に示す構成において、初期時に、ＳＳ７
信号網１００とゲートウェイ１－１とＳＧ共通管理装置２とエージェント３－１，３－２
との網構成であれば、ＳＧ共通管理装置２はゲートウェイ１－１及びエージェント３－１
，３－２の情報を所有していることとなる。
【００６３】
この場合、ゲートウェイ１－２を増設すると（図９ステップＳ４１）、従来の管理方法で
はゲートウェイ１－２でゲートウェイ１－１及びエージェント３－１，３－２の情報を収
集して所有しなければならない。
【００６４】
しかしながら、本実施例では増設されたゲートウェイ１－２が一度ＳＧ共通管理装置２に
情報送信要求を行えば（図９ステップＳ４２）、現在のネットワークの状態［ゲートウェ
イ１－１及びエージェント３－１，３－２への通信のためのアドレス、ゲートウェイ１－
１及びエージェント３－１，３－２の状態（活動中、停止中、休止中等）等］を取得する
ことができるため（図９ステップＳ４３）、即座にネットワークに対応することができる
。
【００６５】
それ以降、ネットワークの状態が変更（ゲートウェイ１－１，１－２及びエージェント３
－１，３－２の増設／減設／変更）される度に（図９ステップＳ４４）、ＳＧ共通管理装
置２から情報の送付が受けられるため（図９ステップＳ４５）、例えば、ゲートウェイ１
－１が障害になれば、即座にゲートウェイ１－２が代わりに機能する現用系－予備系（Ａ
ＣＴ－ＳＴＡＮＤＢＹ）の構成を実現することができる等、柔軟なネットワーク構築が可
能になる。
【００６６】
次に、図８に示す構成の場合、ネットワークにゲートウェイ１－２を増設する例を示して
いる。この場合、既存網はＳＳ７信号網１００とゲートウェイ１－１とＳＧ共通管理装置
２とエージェント３－１，３－２とから構成されているものとし、新規にゲートウェイ１
－２を増設するものとする。
【００６７】
ゲートウェイ１－２が増設されると、まずゲートウェイ１－２の持つ仮のローカルアドレ
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スとＳＧ共通管理装置２が持つ固定された初期接続用ローカルアドレスとによってゲート
ウェイ１－２とＳＧ共通管理装置２とが接続される（図１０ステップＳ５１，Ｓ５２）。
【００６８】
この接続後、ゲートウェイ１－２にはＳＧ共通管理装置２から局条件設定情報が送信され
、その後に一度ＳＧ共通管理装置２との接続が切断される（図１０ステップＳ５３）。ゲ
ートウェイ１－２はＳＧ共通管理装置２から送られてきた局条件設定情報を基に、起動時
に他装置との接続を完了する（図１０ステップＳ５４）。
【００６９】
また、既存網から装置を取り外す場合（図１０ステップＳ５５）、ＳＧ共通管理装置２が
該当装置から取り外し信号を受信すると、設定情報ファイルの対応部分のフラグを空きと
して「０」に設定する（図１０ステップＳ５６）。この機能によって、設定情報ファイル
の使い回しも可能になる。また、増設や減設にプラグアンドプレイ機能を持たせることが
可能になる。
【００７０】
図１１は本発明の他の実施例によるネットワークにおいてエージェントを増設した場合の
信号経路を示す図であり、図１２は本発明の他の実施例によるネットワークにおいてゲー
トウェイを増設した場合の信号経路を示す図である。これら図１１及び図１２を用いて本
発明の他の実施例によるネットワークにおける負荷分散について説明する。
【００７１】
本発明の他の実施例では、主に設定情報ファイルの使い回し、増設や減設にプラグアンド
プレイ機能を持たせることについて述べたが、ＳＧ共通管理装置２は上述したような本発
明の一実施例による負荷分散の機能も合わせ持っている。したがって、図１１に示すよう
に、エージェント３－２を増設する場合、あるいは図１２に示すように、ゲートウェイ１
－２を増設する場合に、それらの増設が容易であることは上述した通りである。
【００７２】
しかも、これらの場合にはＳＳ７信号網１００とゲートウェイ１，１－１，１－２とエー
ジェント３，３－１，３－２との間の信号経路が増加することとなるので、より一層の負
荷分散を図ることができる。したがって、どの信号経路の増加を図るのかに応じてゲート
ウェイ１，１－１，１－２やエージェント３，３－１，３－２の増設／減設／変更を設定
情報ファイルの使い回しやプラグアンドプレイ機能を用いて行えばよい。
【００７３】
このように、負荷分散、切り替え、切り戻し機能を実現することによって、スケーラブル
なシグナリングゲートウェイ機能を提供することができ、シグナリングゲートウェイの処
理能力も高めることができる。
【００７４】
また、ネットワーク内のゲートウェイ１，１－１，１－２及びエージェント３，３－１，
３－２の情報を共有することによって、容易にゲートウェイ１，１－１，１－２及びエー
ジェント３，３－１，３－２の増設／減設／変更が可能になり、現用系－予備系（ＡＣＴ
－ＳＴＡＮＤＢＹ）の構成も素早く実現することができ、柔軟な網構成を構築することが
できる。
【００７５】
さらに、ＳＧ共通管理装置２の設定情報自動割り当て機能によって、ネットワーク内のゲ
ートウェイ１，１－１，１－２及びエージェント３，３－１，３－２が初期局条件設定フ
ァイルを持つことなく、かつ既存網の使用設定情報を気にすることなく、増設や減設を行
うことができる。
【００７６】
尚、上記の実施例ではＳＳ７信号網１００からの経路及びエージェント３からの経路が複
数ある場合について述べたが、入力信号が大容量の一回線しかない場合でも、信号を複数
の信号変換装置１１～１４に割り振って処理させることによって、負荷分散を行うことが
できる。
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【００７７】
したがって、本発明では、負荷分散、切り替え、切り戻し機能付加によってスケーラブル
な機能を実現すること、ＩＰ網に接続するためのシグナリングゲートウェイ網の能力をス
タック型に並べて容易にシステム容量を増やすこと、管理部を一元に持つことによって増
設や減設を容易に実行すること、現用系－予備系の構成等のフレキシブルな網構成を容易
に実行すること、網構成構築の際の設定情報を自動割り当てにし、各種装置に設定情報を
持たなくても良くすること、プラグアンドプレイ機能によって容易に増設や減設を行うこ
と、各装置の増設に伴ってさらなる負荷分散を図ることをそれぞれ実現することができる
。
【００７８】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、既存電話網とＩＰ網とを接続するためのシグナリン
グゲートウェイと、ＩＰ網における入出力に用いられるコールエージェントとを含むゲー
トウェイシステムにおいて、既存電話網の信号とＩＰ網の信号との相互変換を行う複数の
信号変換装置をシグナリングゲートウェイに設け、複数の信号変換装置における相互変換
に必要な情報を共通管理装置で一元管理することによって、スケーラブルな機能を実現す
ることができ、その処理能力も高めることができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例によるネットワークの構成例を示すブロック図である。
【図２】図１のＳＧ共通管理装置で用いられる設定情報ファイルの一例を示す図である。
【図３】図１のコールエージェントにおいて入出力されるＩＰパケットデータの構成を示
す図である。
【図４】本発明の一実施例によるネットワークの動作を示すフローチャートである。
【図５】本発明の一実施例によるネットワークの動作を示すフローチャートである。
【図６】本発明の一実施例によるネットワークの動作を示すフローチャートである。
【図７】本発明の一実施例によるネットワークの動作を示すフローチャートである。
【図８】本発明の他の実施例によるネットワークの構成例を示すブロック図である。
【図９】本発明の他の実施例によるネットワークの動作を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の他の実施例によるネットワークの動作を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の他の実施例によるネットワークにおいてコールエージェントを増設し
た場合の信号経路を示す図である。
【図１２】本発明の他の実施例によるネットワークにおいてシグナリングゲートウェイを
増設した場合の信号経路を示す図である。
【符号の説明】
１，１－１，１－２　シグナリングゲートウェイ
２　ＳＧ共通管理装置
３，３－１，３－２　コールエージェント
１１～１４，１１－１～１３－１，
１１－１～１３－２　信号変換装置
１００　ＳＳ７信号網
１０１～１０４　ＳＳ７側信号分配経路
１１１～１１４　ＩＰ側信号分配経路

10

20

30

40

(15) JP 3678161 B2 2005.8.3



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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