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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ルートパスコストを送信する第１の転送装置と、前記ルートパスコストに基づいて経路
を選択する第２の転送装置の間に設けられ、互いにＷＡＮを介して接続する複数の中継装
置であって、
　前記第１の転送装置と該第１の転送装置とＬＡＮを介して接続されている中継装置との
間の接続リンクのリンク速度と、前記第２の転送装置と該第２の転送装置とＬＡＮを介し
て接続されている中継装置との間の接続リンクのリンク速度と、前記ＷＡＮの転送速度と
のうち隘路の速度に基づいて前記ルートパスコストを書き換えるコスト書換部を有するこ
とを特徴とする中継装置。
【請求項２】
　前記ＷＡＮの転送速度を通知するＷＡＮ側のポートと、
　前記第２の転送装置との間の接続リンクのリンク速度を通知するＬＡＮ側のポートと、
　前記通知された前記ＷＡＮの転送速度、及び前記第２の転送装置との間の接続リンクの
リンク速度と、自装置と接続している中継装置から送信されて来る、転送速度が低い方の
前記第１の転送装置と該中継装置との間のリンク速度又は前記ＷＡＮの転送速度とに基づ
いて、隘路の速度を調べるポート管理部と
を有し、
　前記コスト書換部は、前記ポート管理部からの隘路の速度に合わせてルートパスコスト
を書き換えることを特徴とする請求項１に記載の中継装置。
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【請求項３】
　前記ＷＡＮの転送速度を通知するＷＡＮ側のポートと、
　前記第２の転送装置との間の接続リンクのリンク速度を通知するＬＡＮ側のポートと、
　前記通知された前記ＷＡＮの転送速度、及び前記第２の転送装置との間の接続リンクの
リンク速度と、自装置と接続している中継装置から送信されて来る該中継装置と前記第１
の転送装置との間のリンク速度とに基づいて、隘路の速度を調べるポート管理部と
を有し、
　前記コスト書換部は、前記ポート管理部からの隘路の速度に合わせてルートパスコスト
を書き換えることを特徴とする請求項１に記載の中継装置。
【請求項４】
　前記ＷＡＮの転送速度を計測する計測部と、
　前記第２の転送装置との間の接続リンクのリンク速度を通知するＬＡＮ側のポートと、
　前記通知された前記ＷＡＮの転送速度、及び前記第２の転送装置との間の接続リンクの
リンク速度と、自装置と接続している中継装置から送信されて来る、転送速度が低い方の
前記第１の転送装置と該中継装置との間のリンク速度又は前記ＷＡＮの転送速度とに基づ
いて、隘路の速度を調べるポート管理部と
を有し、
　前記コスト書換部は、前記ポート管理部からの隘路の速度に合わせてルートパスコスト
を書き換えることを特徴とする請求項１に記載の中継装置。
【請求項５】
　同一網内に設けられている転送装置から同報通知されるＷＡＮの転送遅延を転送速度に
変換する変換部と、
　前記第２の転送装置との間の接続リンクのリンク速度を通知するＬＡＮ側のポートと、
　前記変換された前記ＷＡＮの転送速度と、前記通知された前記第２の転送装置との間の
接続リンクのリンク速度と、自装置と接続している中継装置から送信されて来る該中継装
置と前記第１の転送装置との間のリンク速度とに基づいて、隘路の速度を調べるポート管
理部と
を有し、
　前記コスト書換部は、前記ポート管理部からの隘路の速度に合わせてルートパスコスト
を書き換えることを特徴とする請求項１に記載の中継装置。
【請求項６】
　前記ＷＡＮの転送速度を通知するＷＡＮ側のポートと、
　前記第２の転送装置との間の接続リンクのリンク速度を通知するＬＡＮ側のポートと
を有し、
　前記コスト書換部は、前記通知された前記ＷＡＮの転送速度、及び前記第２の転送装置
との間の接続リンクのリンク速度に基づいて、自装置と接続している中継装置が転送速度
が低い方の前記第１の転送装置と該中継装置のリンク速度又は前記ＷＡＮの転送速度に基
づいて書き換えたルートパスコストを書き換えることを特徴とする請求項１に記載の中継
装置。
【請求項７】
　前記コスト書換部は、ＶＬＡＮ毎に設定された帯域の利用割合に応じて書き換えるコス
トを決定することを特徴とする、請求項１から請求項６のいずれかに記載の中継装置。
【請求項８】
　ルートパスコストを送信する第１の転送装置と、
　前記ルートパスコストに基づいて経路を選択する第２の転送装置と、
　前記第１の転送装置と前記第２の転送装置との間に設けられ、互いにＷＡＮを介して接
続する第１の中継装置第２の中継装置とを有し、
　前記第１及び第２の中継装置の各々が、前記第１の転送装置と前記第１の中継装置との
間の接続リンクのリンク速度と、前記第２の転送装置と前記第２の中継装置との間の接続
リンクのリンク速度と、前記ＷＡＮの転送速度とのうち隘路の速度に基づいて前記ルート
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パスコストを書き換えるコスト書換部を有することを特徴とする経路選択システム。
【請求項９】
　前記中継装置は、
　前記ＷＡＮの転送速度を通知するＷＡＮ側のポートと、
　前記第２の転送装置と前記第２の中継装置との接続リンクのリンク速度を通知するＬＡ
Ｎ側のポートと、
　前記通知された前記ＷＡＮの転送速度、及び前記第２の転送装置と前記第２の中継装置
との間の接続リンクのリンク速度と、自装置と接続している中継装置から送信されて来る
、転送速度が低い方の前記第１の転送装置のリンク速度又は前記ＷＡＮの転送速度とに基
づいて、隘路の速度を調べるポート管理部と
を有し、
　前記コスト書換部は、前記ポート管理部からの隘路の速度に合わせてルートパスコスト
を書き換えることを特徴とする請求項８に記載の経路選択システム。
【請求項１０】
　前記中継装置は、
　前記ＷＡＮの転送速度を通知するＷＡＮ側のポートと、
　前記第２の転送装置と前記第２の中継装置と間の接続リンクのリンク速度を通知するＬ
ＡＮ側のポートと、
　前記通知された前記ＷＡＮの転送速度、及び前記第２の転送装置と前記第２の中継装置
との間の接続リンクのリンク速度と、自装置と接続している中継装置から送信されて来る
前記第１の転送装置のリンク速度とに基づいて、隘路の速度を調べるポート管理部と
を有し、
　前記コスト書換部は、前記ポート管理部からの隘路の速度に合わせてルートパスコスト
を書き換えることを特徴とする請求項８に記載の経路選択システム。
【請求項１１】
　前記中継装置は、
　前記ＷＡＮの転送速度を計測する計測部と、
　前記第２の転送装置と前記第２の中継装置との間の接続リンクのリンク速度を通知する
ＬＡＮ側のポートと、
　前記通知された前記ＷＡＮの転送速度、及び前記第２の転送装置と前記第２の中継装置
との間の接続リンクのリンク速度と、自装置と接続している中継装置から送信されて来る
、転送速度が低い方の前記第１の転送装置と前記第１の中継装置との間のリンク速度又は
前記ＷＡＮの転送速度とに基づいて、隘路の速度を調べるポート管理部と
を有し、
　前記コスト書換部は、前記ポート管理部からの隘路の速度に合わせてルートパスコスト
を書き換えることを特徴とする請求項８に記載の経路選択システム。
【請求項１２】
　前記中継装置は、
　同一網内に設けられている転送装置から同報通知されるＷＡＮの転送遅延を転送速度に
変換する変換部と、
　前記第２の転送装置と前記第２の中継装置との間の接続リンクのリンク速度を通知する
ＬＡＮ側のポートと、
　前記変換された前記ＷＡＮの転送速度と、前記通知された前記第２の転送装置と前記第
２の中継装置との間の接続リンクのリンク速度と、自装置と接続している中継装置から送
信されて来る前記第１の転送装置と前記第１の中継装置との間のリンク速度とに基づいて
、隘路の速度を調べるポート管理部と
を有し、
　前記コスト書換部は、前記ポート管理部からの隘路の速度に合わせてルートパスコスト
を書き換えることを特徴とする請求項８に記載の経路選択システム。
【請求項１３】
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　前記中継装置は、
　前記ＷＡＮの転送速度を通知するＷＡＮ側のポートと、
　前記第２の転送装置と前記第２の中継装置との間の接続リンクのリンク速度を通知する
ＬＡＮ側のポートと
を有し、
　前記コスト書換部は、前記通知された前記ＷＡＮの転送速度、及び前記第２の転送装置
と前記第２の中継装置との間の接続リンクのリンク速度に基づいて、自装置に接続してい
る中継装置が転送速度が低い方の前記第１の転送装置と前記第１の中継装置との間のリン
ク速度又は前記ＷＡＮの転送速度に基づいて書き換えたルートパスコストを書き換えるこ
とを特徴とする請求項８に記載の経路選択システム。
【請求項１４】
　前記コスト書換部は、ＶＬＡＮ毎に設定された帯域の利用割合に応じて書き換えるコス
トを決定することを特徴とする請求項８から請求項１３のいずれかに記載の経路選択シス
テム。
【請求項１５】
　第１の転送装置がルートパスコストを送信する送信ステップと、
　第２の転送装置が前記送信されたルートパスコストに基づいて経路を選択する選択ステ
ップと、
　前記第１の転送装置と前記第２の転送装置との間に設けられ、互いにＷＡＮを介して接
続する第１の中継装置第２の中継装置との各々が、前記第１の転送装置と前記第１の中継
装置との間の接続リンクのリンク速度と、前記第２の転送装置と前記第２の中継装置との
間の接続リンクのリンク速度と、前記ＷＡＮの転送速度とのうち隘路の速度に基づいて前
記ルートパスコストを書き換えるコスト書換ステップと
を有することを特徴とする経路選択方法。
【請求項１６】
　前記コスト書換ステップは、
　前記第１の転送装置と前記第１の中継装置との間のリンク速度の方が前記ＷＡＮの転送
速度の方が大きい場合に前記ルートパスコストを書き換える第１のコスト書換ステップと
、
　前記第２の転送装置と前記第２の中継装置との間の接続リンクのリンク速度と、前記Ｗ
ＡＮの転送速度とのうち隘路の速度に基づいて前記書き換えられたルートパスコストを書
き換える第２のコスト書換ステップと
を有することを特徴とする請求項１５に記載の経路選択方法。
【請求項１７】
　前記第１の転送装置と前記第１の中継装置との間のリンク速度を通知する通知ステップ
と、
　前記通知された前記第１の転送装置と前記第１の中継装置との間のリンク速度と、前記
ＷＡＮの転送速度と、前記第２の転送装置と前記第２の転送装置との間の接続リンクのリ
ンク速度とに基づいて、隘路の速度を調べる調査ステップと
を有し、
　前記コスト書換ステップは、前記調査ステップにおいて調べられた隘路の速度に合わせ
てルートパスコストを書き換えることを特徴とする請求項１５に記載の経路選択方法。
【請求項１８】
　前記ＷＡＮの転送速度を計測する計測ステップと、
　前記第１の転送装置と前記第１の中継装置との間のリンク速度又は前記計測されたＷＡ
Ｎの転送速度のうち転送速度が低い方の速度を通知する通知ステップと、
　前記通知された速度と、前記ＷＡＮの転送速度と、前記第２の転送装置と前記第２の中
継装置との間の接続リンクのリンク速度とに基づいて、隘路の速度を調べる調査ステップ
と
を有し、
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　前記コスト書換ステップは、前記調査ステップにおいて調べられた隘路の速度に合わせ
てのルートパスコストを書き換えることを特徴とする請求項１５に記載の経路選択方法。
【請求項１９】
　前記第１の転送装置と前記第１の中継装置との間のリンク速度を通知する通知ステップ
と、
　同一網内に設けられている転送装置から同報通知されるＷＡＮの転送遅延を転送速度に
変換する変換ステップと、
　前記変換された前記ＷＡＮの転送速度と、前記第２の転送装置と前記第２の中継装置と
の間の接続リンクのリンク速度と、前記通知された前記第１の転送装置と前記第２の中継
装置との間のリンク速度とに基づいて、隘路の速度を調べる調査ステップと
を有し、
　前記コスト書換ステップは、前記調査ステップにおいて調べられた隘路の速度に合わせ
てのルートパスコストを書き換えることを特徴とする請求項１５に記載の経路選択方法。
【請求項２０】
　前記コスト書換ステップは、
　前記第１の転送装置と前記中継装置との間のリンク速度と、前記ＷＡＮの転送速度との
うち低い方の速度に合わせて前記ルートパスコストを書き換える第１のコスト書換ステッ
プと、
　前記第２の転送装置と前記第２の中継装置との間の接続リンクのリンク速度と、前記Ｗ
ＡＮの転送速度とのうち隘路の速度に基づいて前記書き換えられたルートパスコストを書
き換える第２のコスト書換ステップと
を有することを特徴とする請求項２０に記載の経路選択方法。
【請求項２１】
　前記コスト書換ステップは、ＶＬＡＮ毎に設定された帯域の利用割合に応じて書き換え
るコストを決定することを特徴とする請求項１５から請求項２０のいずれかに記載の経路
選択方法。
【請求項２２】
　ルートパスコストを送信する第１の転送装置と、前記ルートパスコストに基づいて経路
を選択する第２の転送装置の間に設けられ、互いにＷＡＮを介して接続する複数の中継装
置のプログラムであって、前記プログラムは、前記中継装置を、
　前記第１の転送装置と該第１の転送装置とＬＡＮを介して接続されている中継装置との
間の接続リンクのリンク速度と、前記第２の転送装置と該第２の転送装置とＬＡＮを介し
て接続されている中継装置との間の接続リンクのリンク速度と、前記ＷＡＮの転送速度と
のうち隘路の速度に基づいて前記ルートパスコストを書き換えるコスト書換部として機能
させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、経路冗長化により信頼性向上を図る通信技術に関し、特に、接続リンクの物
理帯域によって、接続リンクのコストを自動計算する経路制御プロトコル（ＳＴＰ等）が
動作する装置（ブリッジ等）が存在する網において、前記ブリッジ等の間の経路における
実際の利用可能速度（隘路の帯域）と、前記ブリッジ等の接続リンクのリンク速度との間
に差異がある場合に、前記経路制御プロトコルが動作する装置（ブリッジ等）に設定や修
正を加えることなく、隘路の帯域をコストに反映し、最適経路を選択し、網利用効率を向
上させるための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　（従来技術１）
　従来、イーサネット（登録商標）の信頼性を経路冗長化により図ろうとする場合、フレ
ームがブリッジ間をループ上に繰り返し転送されることを防止するために、スパニングツ
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リープロトコル（ＳＴＰ：Ｓｐａｎｎｉｎｇ　Ｔｒｅｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を適用し、
仮想的にツリー構造のネットワークを構築することが一般的となっている。（例えば、非
特許文献１）
　スパニングツリープロトコルでは、スパニングツリープロトコルが動作する装置（ブリ
ッジ）の各ポートに接続された接続リンクのリンク速度をもとに、各ポートのコスト（ポ
ートパスコスト）を設定し、経路計算に利用する。
（従来技術２）
　また、従来、スパニングツリープロトコルの制御フレーム（ＢＰＤＵ）にタグを付加す
ることで、キャリアネットワーク内の装置（ブリッジ等）がＢＰＤＵを処理しないように
、すなわち透過するようにし、デュアルホーミングによりキャリアネットワークと接続さ
れたユーザネットワークとの間において、ループの生じない網を構築する技術が公開され
ている（例えば、特許文献１）。
【０００３】
　この技術は、キャリアネットワークをまたいでスパニングツリープロトコルを利用する
場合に発生するループを防止する技術である。
（従来技術３）
　また、従来、接続リンクのコスト計算を行う経路制御プロトコルが動作している装置（
例えば、ブリッジ等）において、接続リンクの物理帯域によってリンクのコストを計算し
て、このコストに基づいてトポロジを構築する技術が公開されている（例えば特許文献２
）。
（構成の説明）
　図１は、従来技術２に基づくネットワーク構成を示すブロック図である。
【０００４】
　中継装置１は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ：Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ）とワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ：Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
）との中継を行う装置である。
【０００５】
　中継装置１は、ユーザネットワーク等のＬＡＮとキャリアネットワーク等のＷＡＮとを
接続するために必要なヘッダ、タグ、フラグ等を付加または削除し、さらにＬＡＮとＷＡ
Ｎとの速度差を吸収するためにバッファリングを行い、さらに伝送距離を伸ばすための符
号化および復号化などを行う。一般的には伝送装置やトンネル装置とも呼ばれる。
【０００６】
　中継装置１は、スパニングツリープロトコルの処理を行わない（ＢＰＤＵ透過）。この
ためＳＴＰからは中継装置１の存在が判らず、中継装置１はＳＴＰの経路計算時には考慮
されない。
【０００７】
　中継装置２～４は、中継装置１と同様の中継装置である。
【０００８】
　ブリッジ５は、複数のポートを収容し、入力されたフレームの宛先ＭＡＣアドレスによ
り転送先ポートを決定する装置であり、例えば、スイッチやスイッチングハブである。こ
のブリッジ５はスパニングツリープロトコル（ＳＴＰ）対応であり、ＳＴＰ制御フレーム
（ＢＰＤＵ）を送受信して、他のブリッジとの間でツリーを作成する。
【０００９】
　ブリッジ６は、ブリッジ５と同様のブリッジである。
【００１０】
　経路９１は、ブリッジ５、中継装置１、中継装置２、ブリッジ６を結ぶ経路である。例
えば、ブリッジ５と中継装置１との間のＬＡＮを１００Ｍｂｐｓ、中継装置２とブリッジ
６との間のＬＡＮを１００Ｍｂｐｓ、中継装置１と中継装置２との間のＷＡＮを１Ｍｂｐ
ｓであるとすると、経路としての最大帯域は隘路の帯域、つまり１Ｍｂｐｓになる。
【００１１】
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　経路９２は、ブリッジ５、中継装置３、中継装置４、ブリッジ６を結ぶ経路である。例
えば、ブリッジ５と中継装置３との間のＬＡＮを１０Ｍｂｐｓ、中継装置４とブリッジ６
との間のＬＡＮを１０Ｍｂｐｓ、中継装置３と中継装置４との間のＷＡＮを１０Ｍｂｐｓ
であるとすると、経路としての最大帯域は隘路の帯域、つまり１０Ｍｂｐｓになる。
（動作の説明）
　図１に示すネットワークでは、ブリッジ５とブリッジ６との間でスパニングツリープロ
トコルが動作している。また、ブリッジ５がルートノードであるとする。
【００１２】
　ブリッジ５およびブリッジ６内のＳＴＰは、経路９１側のポートが１００Ｍｂｐｓでリ
ンクアップすることから、経路９１側のポートにコスト値（ポートパスコスト）として２
０００００を設定する。さらに経路９２側のポートが１０Ｍｂｐｓでリンクアップするこ
とから、経路９２側のポートにコスト値（ポートパスコスト）として２００００００を設
定する。
【００１３】
　ブリッジ５およびブリッジ６内のＳＴＰは、各経路のポートパスコストの設定が完了す
ると、各ポートにＢＰＤＵを送信し、トポロジ情報を広告する。このＢＰＤＵは、中継装
置をそのまま通過して、ブリッジ６およびブリッジ５に到達する。
【００１４】
　ブリッジ５およびブリッジ６内のＳＴＰは、それぞれブリッジ６およびブリッジ５内の
ＳＴＰからＢＰＤＵを受信し、経路毎のコスト（パスコスト）を計算する。このとき、ブ
リッジ５およびブリッジ６内のＳＴＰは、中継装置１～中継装置４の存在が判らないため
、ブリッジ５とブリッジ６との間は、帯域１００Ｍｂｐｓの経路９１と、帯域１０Ｍｂｐ
ｓの経路９２の、２つの経路で接続されていると認識する。
【００１５】
　このため、ブリッジ６は、経路９２側のポートを閉塞し、経路９２側のポートからフレ
ームの送受信を行わないようにする。つまり、ブリッジ５とブリッジ６との間の通信は、
すべて経路９１を通じて行われるようになる。
【００１６】
　経路９１の最大帯域（１Ｍｂｐｓ）と経路９２の最大帯域（１０Ｍｂｐｓ）とを比較す
ると、経路９２の最大帯域のほうが大きい。したがって、本来の最適経路は経路９２とな
る筈だが、従来技術を用いると経路９１が選択されてしまう。
【非特許文献１】ＩＥＥＥ　Ｐ８０２．１Ｄ／Ｄ４　Ｄｒａｆｔ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　ｆ
ｏｒ　Ｌｏｃａｌ　ａｎｄ　Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ：
　Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　（ＭＡＣ）　Ｂｒｉｄｇｅｓ，Ｐ．１４
８　Ｔａｂｌｅ１７－３　Ｐｏｒｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔ　ｖａｌｕｅｓ
【特許文献１】ＷＯ２００４／０６６５６３
【特許文献２】特開２００６－１０９１８８
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　上記に説明した従来技術２のように、ＳＴＰをＷＡＮ（キャリアネットワーク等）をま
たいだＬＡＮ（ユーザネットワーク等）間で利用する場合、以下に挙げる４つの課題が発
生する。
（１）経路上の実際の利用可能速度（隘路の帯域）と、経路制御プロトコル（ＳＴＰ等）
が動作する装置（ブリッジ等）の接続リンクのリンク速度との間に差異がある場合に、コ
スト計算が狂い、最適経路が選択されず、網利用効率が落ちる。
（２）経路制御プロトコルが動作する機器を、隘路の帯域に合わせて設定変更する作業が
煩雑である。
（３）中継装置の接続リンクに隘路がない場合、隘路の帯域が判らない。
（４）ＷＡＮ回線の帯域が変動したり、リンクアップ速度とＷＡＮ網内の隘路の帯域とが
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異なったりする場合、隘路の帯域が判らない。
【００１８】
　なお、上記に説明した従来技術２では明示していないが、以下に挙げる２つの課題も同
時に存在する。
（５）広帯域よりも低遅延を優先した経路選択ができない。
（６）ＶＬＡＮ設定の集中するリンクが経路として選ばれ、ＶＬＡＮ間の公平性が失われ
、網利用効率が落ちる。
【００１９】
　また、従来技術３では、ブリッジにおいて各種制御を行わなければならず、ブリッジに
多大な付加を与えてしまい、通信能力が低下してしまう。
【００２０】
　そこで、本発明が解決しようとする課題は、接続リンクの物理帯域によってリンクのコ
ストを自動計算する経路制御プロトコル（ＳＴＰ等）が動作する装置（ブリッジ等）が存
在する網において、ブリッジ等の間の経路における実際の利用可能速度（隘路の帯域）と
、ブリッジ等の接続リンクのリンク速度との間に差異がある場合に、経路制御プロトコル
が動作する装置（ブリッジ等）に設定や修正を加えることなく隘路の帯域をコストに反映
し、最適経路を選択して網利用効率を向上させることを可能とする技術を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　上記課題を解決するための本発明は、ルートパスコストを送信する第１の転送装置と、
前記ルートパスコストに基づいて経路を選択する第２の転送装置の間に設けられ、互いに
ＷＡＮを介して接続する複数の中継装置であって、前記第１の転送装置と該第１の転送装
置とＬＡＮを介して接続されている中継装置との間の接続リンクのリンク速度と、前記ル
ートパスコストに基づいて経路を選択する第２の転送装置の接続リンクのリンク速度と、
前記第２の転送装置と該第２の転送装置とＬＡＮを介して接続されている中継装置との間
の接続リンクのリンク速度と、前記ＷＡＮの転送速度とのうち隘路の速度に基づいて前記
ルートパスコストを書き換えるコスト書換部を有することを特徴とする。
【００２３】
　上記課題を解決するための本発明は、ルートパスコストを送信する第１の転送装置と、
前記ルートパスコストに基づいて経路を選択する第２の転送装置と、前記第１の転送装置
と前記第２の転送装置との間に設けられ、互いにＷＡＮを介して接続する第１の中継装置
第２の中継装置とを有し、前記第１及び第２の中継装置の各々が、前記第１の転送装置と
前記第１の中継装置との間の接続リンクのリンク速度と、前記第２の転送装置と前記第２
の中継装置との間の接続リンクのリンク速度と、前記ＷＡＮの転送速度とのうち隘路の速
度に基づいて前記ルートパスコストを書き換えるコスト書換部を有することを特徴とする
。
【００２５】
　上記課題を解決するための本発明は、第１の転送装置がルートパスコストを送信する送
信ステップと、第２の転送装置が前記送信されたルートパスコストに基づいて経路を選択
する選択ステップと、前記第１の転送装置と前記第２の転送装置との間に設けられ、互い
にＷＡＮを介して接続する第１の中継装置第２の中継装置との各々が、前記第１の転送装
置と前記第１の中継装置との間の接続リンクのリンク速度と、前記第２の転送装置前記第
２の中継装置との間の接続リンクのリンク速度と、前記ＷＡＮの転送速度とのうち隘路の
速度に基づいて前記ルートパスコストを書き換えるコスト書換ステップとを有することを
特徴とする。
【００２７】
　上記課題を解決するための本発明は、ルートパスコストを送信する第１の転送装置と前
記ルートパスコストに基づいて経路を選択する第２の転送装置との間に設けられ、互いに
ＷＡＮを介して接続する複数の中継装置のプログラムであって、前記プログラムは、前記
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中継装置を、前記第１の転送装置と該第１の転送装置とＬＡＮを介して接続されている中
継装置との間の接続リンクのリンク速度と、前記第２の転送装置と該第２の転送装置とＬ
ＡＮを介して接続されている中継装置との間の接続リンクのリンク速度と、前記ＷＡＮの
転送速度とのうち隘路の速度に基づいて前記ルートパスコストを書き換えるコスト書換部
として機能させることを特徴とする。
【００２９】
　上記課題を解決するための本発明の中継装置は、ポートからリンク速度の通知を受けて
ＷＡＮ側もしくはＬＡＮ側のどちらが隘路（ボトルネック）となるかを調べるポート管理
器と、前記ポート管理器から通知を受けた隘路の速度に合わせてＢＰＤＵ内のルートパス
コストフィールドを書き換えるコスト書換器と、前記ポートおよび前記コスト書換器から
到着するフレームの宛先ＭＡＣアドレス、入力ポートおよび付加情報をキーに、出力ポー
トを決定して適宜バッファのうえ送信する転送制御を備える。
【００３０】
　このような構成を採用し、前記中継装置内のポート管理部がポートからリンク速度の通
知を受けてＷＡＮ側もしくはＬＡＮ側のどちらが隘路（ボトルネック）となるかを調べ、
前記中継装置内のコスト書換器が隘路の速度に合わせてＢＰＤＵ内のルートパスコストフ
ィールドを書き換え、隘路の帯域をコストに反映し、接続リンクの物理帯域によって前記
リンクのコストを自動計算する経路制御プロトコル（ＳＴＰ等）に最適経路を選択させ、
網利用効率を向上させることにより、本発明の目的を達成することができる。
【００３１】
　上記課題を解決するための本発明の中継装置は、ポートからリンク速度の通知を受けて
ＷＡＮ側もしくはＬＡＮ側のどちらが隘路（ボトルネック）となるかを調べるポート管理
器と、前記ポート管理器から通知を受けた隘路の速度に合わせてＢＰＤＵ内のルートパス
コストフィールドを書き換えるコスト書換器と、前記ポート管理器から通知を受けた自身
の直近の隘路の速度を対向の中継装置に通知し、逆に対向の中継装置からの通知を受信し
て前記ポート管理部に通知する速度通知部と、前記ポート、前記コスト書換器、および前
記速度通知部から到着するフレームの宛先ＭＡＣアドレス、入力ポートおよび付加情報を
キーに、出力ポートを決定して適宜バッファのうえ送信する転送制御を備える。
【００３２】
　このような構成を採用し、前記中継装置内の速度通知部が自身の直近の隘路の速度を対
向の中継装置に通知し、逆に対向の中継装置からの通知を受信してポート管理部に通知し
、前記中継装置内のポート管理部がポートからリンク速度の通知を受けてＷＡＮ側もしく
はＬＡＮ側のどちらが隘路（ボトルネック）となるかを調べ、前記中継装置内のコスト書
換器が隘路の速度に合わせてＢＰＤＵ内のルートパスコストフィールドを書き換え、前記
ブリッジ等の間の経路における実際の利用可能速度（隘路の帯域）をコストに反映し、接
続リンクの物理帯域によって前記リンクのコストを自動計算する経路制御プロトコル（Ｓ
ＴＰ等）に最適経路を選択させ、網利用効率を向上させることにより、本発明の目的を達
成することができる。
【００３３】
　上記課題を解決するための本発明の中継装置は、ポートからリンク速度の通知を受けて
ＷＡＮ側もしくはＬＡＮ側のどちらが隘路（ボトルネック）となるかを調べるポート管理
器と、前記ポート管理器から通知を受けた隘路の速度に合わせてＢＰＤＵ内のルートパス
コストフィールドを書き換えるコスト書換器と、前記ＷＡＮ側ポートのリンクアップ通知
を受けて対向の中継装置と測定フレームを送受信してＷＡＮの帯域を計測し、前記ポート
管理器にＷＡＮ速度を通知する速度遅延測定器と、前記ポート、前記コスト書換器、およ
び前記速度遅延測定器から到着するフレームの宛先ＭＡＣアドレス、入力ポートおよび付
加情報をキーに、出力ポートを決定して適宜バッファのうえ送信する転送制御を備える。
【００３４】
　このような構成を採用し、前記中継装置内の速度遅延測定部が、測定フレームを送受信
することで、ＷＡＮの帯域を計測し、前記中継装置内のポート管理部がポートからリンク
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速度の通知を受けてＷＡＮ側もしくはＬＡＮ側のどちらが隘路（ボトルネック）となるか
を調べ、前記中継装置内のコスト書換器が隘路の速度に合わせてＢＰＤＵ内のルートパス
コストフィールドを書き換え、前記ブリッジ等の間の経路における実際の利用可能速度（
隘路の帯域）をコストに反映し、接続リンクの物理帯域によって前記リンクのコストを自
動計算する経路制御プロトコル（ＳＴＰ等）に最適経路を選択させ、網利用効率を向上さ
せることにより、本発明の目的を達成することができる。
【００３５】
　上記課題を解決すための本発明の中継装置は、ポートからリンク速度の通知を受けてＷ
ＡＮ側もしくはＬＡＮ側のどちらが隘路（ボトルネック）となるかを調べるポート管理器
と、前記ポート管理器から通知を受けた隘路の速度に合わせてＢＰＤＵ内のルートパスコ
ストフィールドを書き換えるコスト書換器と、前記ポート管理器から通知を受けた自身の
直近の隘路の速度を対向の中継装置に通知し、逆に対向の中継装置からの通知を受信して
前記ポート管理部に通知する速度通知部と、前記ＷＡＮ側ポートのリンクアップ通知を受
けて対向の中継装置と測定フレームを送受信してＷＡＮの帯域を計測し、前記ポート管理
器にＷＡＮ速度を通知する速度遅延測定器と、前記ポート、前記コスト書換器、前記速度
通知部、および前記速度遅延測定器から到着するフレームの宛先ＭＡＣアドレス、入力ポ
ートおよび付加情報をキーに、出力ポートを決定して適宜バッファのうえ送信する転送制
御を備える。
【００３６】
　このような構成を採用し、前記中継装置内の速度遅延測定部が、測定フレームを送受信
することで、ＷＡＮの帯域を計測し、前記中継装置内の速度通知部が自身の直近の隘路の
速度を対向の中継装置に通知し、逆に対向の中継装置からの通知を受信してポート管理部
に通知し、前記中継装置内のポート管理部がポートからリンク速度の通知を受けてＷＡＮ
側もしくはＬＡＮ側のどちらが隘路（ボトルネック）となるかを調べ、前記中継装置内の
コスト書換器が隘路の速度に合わせてＢＰＤＵ内のルートパスコストフィールドを書き換
え、前記ブリッジ等の間の経路における実際の利用可能速度（隘路の帯域）をコストに反
映し、接続リンクの物理帯域によって前記リンクのコストを自動計算する経路制御プロト
コル（ＳＴＰ等）に最適経路を選択させ、網利用効率を向上させることにより、本発明の
目的を達成することができる。
【００３７】
　上記課題を解決するための本発明の中継装置は、ポートからリンク速度の通知を受けて
ＷＡＮ側もしくはＬＡＮ側のどちらが隘路（ボトルネック）となるかを調べるポート管理
器と、前記ポート管理器から通知を受けた隘路の速度に合わせてＢＰＤＵ内のルートパス
コストフィールドを書き換えるコスト書換器と、前記ＷＡＮ側ポートのリンクアップ通知
を受けて対向の中継装置と測定フレームを送受信してＷＡＮの帯域を計測し、前記ポート
管理器にＷＡＮ速度を通知する速度遅延測定器と、前記速度遅延測定器から通知を受けた
遅延を網内の他の中継装置に同報通知し、逆に網内の他の中継装置からの遅延量の通知を
受信して、その相対遅延を帯域（速度）に置き換えた上で、前記ポート管理部に通知する
結果管理部と、前記ポート、前記コスト書換器、前記速度遅延測定器、および前記結果管
理部から到着するフレームの宛先ＭＡＣアドレス、入力ポートおよび付加情報をキーに、
出力ポートを決定して適宜バッファのうえ送信する転送制御を備える。
【００３８】
　このような構成を採用し、前記中継装置内の速度遅延測定部が、測定フレームを送受信
することで、ＷＡＮの遅延を計測し、前記中継装置内の結果管理部が速度遅延測定から通
知を受けた遅延を網内の他の中継装置に同報通知し、逆に網内の他の中継装置からの遅延
量の通知を受信して、その相対遅延を帯域（速度）に置き換えた上で、ポート管理部に通
知し、前記中継装置内のポート管理部がポートからリンク速度の通知を受けてＷＡＮ側も
しくはＬＡＮ側のどちらが隘路（ボトルネック）となるかを調べ、前記中継装置内のコス
ト書換器が隘路の速度に合わせてＢＰＤＵ内のルートパスコストフィールドを書き換え、
前記ブリッジ等の間の経路における実際の利用可能速度（隘路の帯域）をコストに反映し
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、接続リンクの物理帯域によって前記リンクのコストを自動計算する経路制御プロトコル
（ＳＴＰ等）に最適経路を選択させ、網利用効率を向上させることにより、本発明の目的
を達成することができる。
【００３９】
　上記課題を解決するための本発明の中継装置は、ポートからリンク速度の通知を受ける
ポート管理器と、前記ポート管理器から通知を受けたリンク速度に合わせてＢＰＤＵ内の
ルートパスコストフィールドを書き換えるコスト書換器と、前記ポートおよび前記コスト
書換器から到着するフレームの宛先ＭＡＣアドレス、入力ポートおよび付加情報をキーに
、出力ポートを決定して適宜バッファのうえ送信する転送制御を備える。
【００４０】
　このような構成を採用し、前記中継装置内のポート管理部がポートからリンク速度の通
知を受け、前記中継装置内のコスト書換器が入出力リンクの速度に合わせてＢＰＤＵ内の
ルートパスコストフィールドを書き換え、隘路の帯域をコストに反映し、接続リンクの物
理帯域によって前記リンクのコストを自動計算する経路制御プロトコル（ＳＴＰ等）に最
適経路を選択させ、網利用効率を向上させることにより、本発明の目的を達成することが
できる。
【００４１】
　上記課題を解決するための本発明の中継装置は、ポートからリンク速度の通知を受けて
ＷＡＮ側もしくはＬＡＮ側のどちらが隘路（ボトルネック）となるかを調べるポート管理
器と、前記ポート管理器から通知を受けた隘路の速度に合わせてＢＰＤＵ内のルートパス
コストフィールドを書き換えるコスト書換器と、前記ポートおよび前記コスト書換器から
到着するフレームの宛先ＭＡＣアドレス、入力ポートおよび付加情報をキーに、出力ポー
トを決定して適宜バッファのうえ送信する転送制御を備える。
【００４２】
　このような構成を採用し、前記中継装置内のポート管理部がポートからリンク速度の通
知を受けてＷＡＮ側もしくはＬＡＮ側のどちらが隘路（ボトルネック）となるかを調べ、
前記中継装置内のコスト書換器が隘路の速度および、ＶＬＡＮごとの帯域利用割合に応じ
て、ＢＰＤＵ内のルートパスコストフィールドを書き換え、隘路の帯域をコストに反映し
、接続リンクの物理帯域によって前記リンクのコストを自動計算する経路制御プロトコル
（ＳＴＰ等）に最適経路を選択させ、網利用効率を向上させることにより、本発明の目的
を達成することができる。
【００４３】
　上記課題を解決するための本発明の中継装置は、ポートからリンク速度の通知を受けて
ＷＡＮ側もしくはＬＡＮ側のどちらが隘路（ボトルネック）となるかを調べ、ＷＡＮ側も
しくはＬＡＮ側のいずれか低いリンク速度に合わせてリンク速度を制御するポート管理器
と、前記ポート管理器からの指示を受けてリンク速度を変化させ、また前記ポート管理器
にリンク速度を通知するポートと、前記ポートから到着するフレームを適宜バッファのう
え送信する転送制御を備える。
【００４４】
　このような構成を採用し、前記中継装置内のポート管理部がポートからリンク速度の通
知を受けてＷＡＮ側もしくはＬＡＮ側のどちらが隘路（ボトルネック）となるかを調べ、
さらに前記ポート管理部がＷＡＮ側もしくはＬＡＮ側のいずれか低いリンク速度に合わせ
てリンク速度を制御し、隘路の帯域をコストに反映し、接続リンクの物理帯域によって前
記リンクのコストを自動計算する経路制御プロトコル（ＳＴＰ等）に最適経路を選択させ
、網利用効率を向上させることにより、本発明の目的を達成することができる。
【００４５】
　上記課題を解決するための本発明の中継装置は、ポートからリンク速度の通知を受けて
ＷＡＮ側もしくはＬＡＮ側のどちらが隘路（ボトルネック）となるかを調べ、ＷＡＮ側も
しくはＬＡＮ側のいずれか低いリンク速度に合わせてリンク速度を制御するポート管理器
と、前記ポート管理器からの指示を受けてリンク速度を変化させ、また前記ポート管理器
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にリンク速度を通知するポートと、前記ＷＡＮ側ポートのリンクアップ通知を受けて対向
の中継装置と測定フレームを送受信してＷＡＮの帯域を計測し、前記ポート管理器にＷＡ
Ｎ速度を通知する速度遅延測定器と、前記ポート、および前記速度遅延測定器から到着す
るフレームの宛先ＭＡＣアドレスおよび入力ポートをキーに、出力ポートを決定して適宜
バッファのうえ送信する転送制御を備える。
【００４６】
　このような構成を採用し、前記中継装置内の速度遅延測定部が、測定フレームを送受信
することで、ＷＡＮの帯域を計測し、前記中継装置内のポート管理部がポートからリンク
速度の通知を受けてＷＡＮ側もしくはＬＡＮ側のどちらが隘路（ボトルネック）となるか
を調べ、さらに前記ポート管理部がＷＡＮ側もしくはＬＡＮ側のいずれか低いリンク速度
に合わせてリンク速度を制御し、隘路の帯域をコストに反映し、接続リンクの物理帯域に
よって前記リンクのコストを自動計算する経路制御プロトコル（ＳＴＰ等）に最適経路を
選択させ、網利用効率を向上させることにより、本発明の目的を達成することができる。
【００４７】
　上記課題を解決するための本発明の中継装置は、ポートからリンク速度の通知を受けて
ＷＡＮ側もしくはＬＡＮ側のどちらが隘路（ボトルネック）となるかを調べ、ＷＡＮ側も
しくはＬＡＮ側のいずれか低いリンク速度に合わせてリンク速度を制御するポート管理器
と、前記ポート管理器からの指示を受けてリンク速度を変化させ、また前記ポート管理器
にリンク速度を通知するポートと、前記ポート管理器から通知を受けた自身の直近の隘路
の速度を対向の中継装置に通知し、逆に対向の中継装置からの通知を受信して前記ポート
管理部に通知する速度通知部と、前記ＷＡＮ側ポートのリンクアップ通知を受けて対向の
中継装置と測定フレームを送受信してＷＡＮの帯域を計測し、前記ポート管理器にＷＡＮ
速度を通知する速度遅延測定器と、前記ポート、前記速度通知部、および前記速度遅延測
定器から到着するフレームの宛先ＭＡＣアドレスおよび入力ポートをキーに、出力ポート
を決定して適宜バッファのうえ送信する転送制御を備える。
【００４８】
　このような構成を採用し、前記中継装置内の速度遅延測定部が、測定フレームを送受信
することで、ＷＡＮの帯域を計測し、前記中継装置内の速度通知部が自身の直近の隘路の
速度を対向の中継装置に通知し、逆に対向の中継装置からの通知を受信してポート管理部
に通知し、前記中継装置内のポート管理部がポートからリンク速度の通知を受けてＷＡＮ
側もしくはＬＡＮ側のどちらが隘路（ボトルネック）となるかを調べ、さらに前記ポート
管理部がＷＡＮ側もしくはＬＡＮ側のいずれか低いリンク速度に合わせてリンク速度を制
御し、隘路の帯域をコストに反映し、接続リンクの物理帯域によって前記リンクのコスト
を自動計算する経路制御プロトコル（ＳＴＰ等）に最適経路を選択させ、網利用効率を向
上させることにより、本発明の目的を達成することができる。
【００４９】
　上記課題を解決するための本発明の中継装置は、ポートからリンク速度の通知を受けて
ＷＡＮ側もしくはＬＡＮ側のどちらが隘路（ボトルネック）となるかを調べ、ＷＡＮ側も
しくはＬＡＮ側のいずれか低いリンク速度に合わせてリンク速度を制御するポート管理器
と、前記ポート管理器からの指示を受けてリンク速度を変化させ、また前記ポート管理器
にリンク速度を通知するポートと、前記ＷＡＮ側ポートのリンクアップ通知を受けて対向
の中継装置と測定フレームを送受信してＷＡＮの帯域を計測し、前記ポート管理器にＷＡ
Ｎ速度を通知する速度遅延測定器と、前記速度遅延測定器から通知を受けた遅延を網内の
他の中継装置に同報通知し、逆に網内の他の中継装置からの遅延量の通知を受信して、そ
の相対遅延を帯域（速度）に置き換えた上で、前記ポート管理部に通知する結果管理部と
、前記ポート、前記結果管理部、および前記速度遅延測定器から到着するフレームの宛先
ＭＡＣアドレスおよび入力ポートをキーに、出力ポートを決定して適宜バッファのうえ送
信する転送制御を備える。
【００５０】
　このような構成を採用し、前記中継装置内の速度遅延測定部が、測定フレームを送受信
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することで、ＷＡＮの遅延を計測し、前記中継装置内の結果管理部が速度遅延測定から通
知を受けた遅延を網内の他の中継装置に同報通知し、逆に網内の他の中継装置からの遅延
量の通知を受信して、その相対遅延を帯域（速度）に置き換えた上で、ポート管理部に通
知し、前記中継装置内のポート管理部がポートからリンク速度の通知を受けてＷＡＮ側も
しくはＬＡＮ側のどちらが隘路（ボトルネック）となるかを調べ、さらに前記ポート管理
部がＷＡＮ側もしくはＬＡＮ側のいずれか低いリンク速度に合わせてリンク速度を制御し
、隘路の帯域をコストに反映し、接続リンクの物理帯域によって前記リンクのコストを自
動計算する経路制御プロトコル（ＳＴＰ等）に最適経路を選択させ、網利用効率を向上さ
せることにより、本発明の目的を達成することができる。
【発明の効果】
【００５１】
　次に、本発明の効果について説明する。
【００５２】
　本発明による第１の効果は、接続リンクの物理帯域によってリンクのコストを自動計算
する経路制御プロトコル（ＳＴＰ等）が動作する装置（ブリッジ等）が存在する網におい
て、ブリッジ等の間の経路における実際の利用可能速度（隘路の帯域）と、ブリッジ等の
接続リンクのリンク速度との間に差異がある場合に、経路制御プロトコルが動作する装置
（ブリッジ等）に設定や修正を加えることなく、隘路の帯域をコストに反映し、最適経路
を選択して網利用効率を向上させることができる。
【００５３】
　これは、ブリッジ等の間に挿入される中継装置（伝送装置やトンネル装置等）において
、中継装置内のポート管理部がポートからリンク速度の通知を受けてＷＡＮ側もしくはＬ
ＡＮ側のどちらが隘路（ボトルネック）となるかを調べ、中継装置内のコスト書換器が隘
路の速度に合わせてＢＰＤＵ内のルートパスコストフィールドを書き換えるためである。
【００５４】
　また、ブリッジ等の間に挿入される中継装置（伝送装置やトンネル装置等）において、
中継装置内のポート管理部がポートからリンク速度の通知を受けてＷＡＮ側もしくはＬＡ
Ｎ側のどちらが隘路（ボトルネック）となるかを調べ、さらにポート管理部がＷＡＮ側も
しくはＬＡＮ側のいずれか低いリンク速度に合わせてリンク速度を制御するからである。
【００５５】
　また、ブリッジ等の間に挿入される中継装置（伝送装置やトンネル装置等）において、
中継装置内のポート管理部がポートからリンク速度の通知を受け、中継装置内のコスト書
換器が入出力リンクの速度に合わせてＢＰＤＵ内のルートパスコストフィールドを書き換
えるからである。
【００５６】
　本発明による第２の効果は、ルートパスコストを書き換える中継装置の接続リンクに隘
路がない場合でも、ブリッジ等の間の経路における実際の利用可能速度（隘路の帯域）を
コストに反映し、最適経路を選択して網利用効率を向上させることができる。
【００５７】
　これは、ブリッジ等の間に挿入される中継装置（伝送装置やトンネル装置等）において
、中継装置内の速度通知部が自身の直近の隘路の速度を対向の中継装置に通知し、逆に対
向の中継装置からの通知を受信してポート管理部に通知するからである。
【００５８】
　また、ブリッジ等の間に挿入される中継装置（伝送装置やトンネル装置等）において、
入力側リンクの帯域に合わせてコストを加算するからである。
【００５９】
　本発明による第３の効果は、ＷＡＮ回線の帯域が変動したり、リンクアップ速度とＷＡ
Ｎ網内の隘路の帯域とが異なったりする場合、隘路の帯域をコストに反映し、最適経路を
選択し、網利用効率を向上させることができる。
【００６０】



(14) JP 4816957 B2 2011.11.16

10

20

30

40

50

　これは、ブリッジ等の間に挿入される中継装置（伝送装置やトンネル装置等）において
、中継装置内の速度遅延測定部が、測定フレームを送受信することで、ＷＡＮの帯域を計
測するためである。
【００６１】
　本発明による第４の効果は、広帯域よりも低遅延を優先した経路を選択することができ
る。
【００６２】
　これは、ブリッジ等の間に挿入される中継装置（伝送装置やトンネル装置等）において
、中継装置内の結果管理部が速度遅延測定部から通知を受けた遅延を網内の他の中継装置
に同報通知し、逆に網内の他の中継装置からの遅延量の通知を受信して、その相対遅延を
帯域（速度）に置き換えた上で、ポート管理部に通知するからである。
【００６３】
　本発明による第５の効果は、ＩＥＥＥ８０２．１ｓに規定されるマルチプルスパニング
ツリーで構成されるネットワークにおいて、ＶＬＡＮ設定の集中する過密経路を避け、Ｖ
ＬＡＮ間の公平性を保ち、網利用効率を向上させることができる。
【００６４】
　これは、ブリッジ等の間に挿入される中継装置（伝送装置やトンネル装置等）において
、中継装置内のコスト書換器が、ＶＬＡＮごとの帯域利用割合に応じて、Ｒｏｏｔ　Ｐａ
ｔｈ　Ｃｏｓｔを書き換えるためである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６５】
　本発明の特徴を説明するために、以下において、図面を参照して具体的に述べる。
　本発明を実施するための第１の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００６６】
（第１の実施の形態）
　本発明の第１の実施の形態は、接続リンクの物理帯域によってリンクのコストを自動計
算する経路制御プロトコル（ＳＴＰ等）が動作する転送装置（ブリッジ等）が存在する網
において、ブリッジ等の間の経路における実際の利用可能速度（隘路の帯域）と、ブリッ
ジ等の接続リンクのリンク速度との間に差異がある場合に、ブリッジ等の間に挿入される
中継装置（伝送装置やトンネル装置等）において、中継装置がポートからリンク速度の通
知を受けてＷＡＮ側もしくはＬＡＮ側のどちらが隘路（ボトルネック）となるかを調べ、
さらにＢＰＤＵをスヌーピングして隘路の速度に合わせてＢＰＤＵ内のルートパスコスト
フィールドを書き換えることで、経路制御プロトコルが動作する装置（ブリッジ等）に設
定や修正を加えることなく、隘路の帯域をコストに反映し、最適経路を選択し、網利用効
率を向上させる。
【００６７】
（構成の説明）
　図２を参照して、本実施の形態における構成について説明する。
【００６８】
　中継装置１は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ：Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ）とワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ：Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
）との中継を行う装置である。
【００６９】
　中継装置１は、例えば一般に伝送装置やトンネル装置と呼ばれる装置である、ユーザネ
ットワーク等のＬＡＮとキャリアネットワーク等のＷＡＮとを接続するために必要なヘッ
ダ、タグ、フラグ等を必要に応じて付加または削除する。さらに、中継装置１は、ＬＡＮ
とＷＡＮとの速度差を吸収するために必要に応じてバッファリングを行い、伝送距離を伸
ばすための符号化および復号化を必要に応じて行う。また、中継装置１は、スパニングツ
リープロトコルの処理を行わない（ＢＰＤＵ透過）。このためＳＴＰからは中継装置１の
存在が判らず、中継装置１はＳＴＰの経路計算時には考慮されない。
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【００７０】
　中継装置２～４は、中継装置１と同様の中継装置である。
【００７１】
　ブリッジ５は、例えば一般にスイッチもしくはスイッチングハブと呼ばれるものであり
、複数のポートを収容し、入力されたフレームの宛先のＭＡＣアドレスにより転送先ポー
トを決定する装置である。ブリッジ５はスパニングツリープロトコル（ＳＴＰ）対応であ
り、ＳＴＰ制御フレーム（ＢＰＤＵ）を送受信して、他のブリッジとの間でツリーを作成
する。
【００７２】
　ブリッジ６は、ブリッジ５と同様のブリッジである。
【００７３】
　経路９１は、ブリッジ５より、中継装置１および中継装置２を通過し、ブリッジ６に至
る経路である。
【００７４】
　経路９２は、ブリッジ５より、中継装置３および中継装置４を通過し、ブリッジ６に至
る経路である。
【００７５】
　ここで、中継装置１の構成について詳細に説明する。
【００７６】
　中継装置１は、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２、転送制御部１３、ポー
ト管理部１４、及びコスト書換部１５を有する。
【００７７】
　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１は、ユーザネットワークであるＬＡＮ側のイーサネットリンクを
収容するポートで、リンクアップ時にリンク速度をポート管理部１４に通知し、さらにリ
ンクダウン時にリンクダウンした事実をポート管理部１４に通知する。
【００７８】
　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２は、キャリアネットワークであるＷＡＮ側のリンク（イーサネッ
ト等）を収容するポートで、リンクアップ時にリンク速度をポート管理部１４に通知し、
さらにリンクダウン時にリンクダウンした事実をポート管理部１４に通知する。また、必
要に応じて、電気信号から光信号への変換や、伝送距離を伸ばすための符号化および復号
化等の処理も行う。ここでいうリンク速度は、イーサネットのリンクアップ速度のみなら
ず、ＡＤＳＬリンクアップ速度、モデムネゴシエーション速度、ＲＳ２３２やＵＳＢ等の
速度、無線プロトコルのリンク速度等を含む。
【００７９】
　転送制御部１３は、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２、およびコスト書換
部１５からフレームを受信した場合、入力ポート、宛先ＭＡＣアドレス、および宛先ポー
トを参照し、図３に示すテーブルに従って動作および出力ポート等を決定し、ＬＡＮ　Ｐ
ＯＲＴ１１、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２、およびコスト書換部１５にフレームを転送する。ま
た必要に応じて、対向する中継装置（中継装置２）との間でトンネルを構築するためにヘ
ッダ、タグ、もしくはフラグ等を付加または削除する。さらに、フレーム衝突を回避し、
またＬＡＮとＷＡＮとの速度差を吸収するために、バッファリングも行う。
【００８０】
　転送制御部１３は、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１もしくはＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２からＢＰＤＵ
フレームが入力された場合には、ＢＰＤＵフレームに付加情報として入力ポート識別情報
（ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１またはＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２）を付加してコスト書換部１５に転
送する。また、コスト書換部１５から宛先ポート識別情報（ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１または
ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２）が付加されたＢＰＤＵフレームを受け、指定された出力ポート（
ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１またはＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２）に転送する。このとき、出力ポート
識別情報を削除したうえで転送する。
【００８１】
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　ポート管理部１４は、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２からリンクアップ
時やリンクダウン時にリンク速度の通知を受け、図４に示すテーブルに従って動作を決定
し、コスト書換部１５にＢＰＤＵフレーム書換に必要なパラメータ（指定速度およびＬＡ
Ｎ速度）を伝える。また通知を受けた速度は、次回の通知があるまで保持する。また、ポ
ート管理部１４は、一定周期ごとに、過去に受けた通知により保持している速度情報を用
いて、図４に示すテーブルに従って動作を決定し、コスト書換部１５にＢＰＤＵフレーム
書換に必要なパラメータ（指定速度およびＬＡＮ速度）を伝える。
【００８２】
　コスト書換部１５は、ポート管理部１４からＢＰＤＵフレーム書換に必要なパラメータ
（指定速度およびＬＡＮ速度）の通知を受けて、これらパラメータを次回の通知があるま
で保持し、書換の際に利用する。なお、指定速度もしくはＬＡＮ速度のどちらか一方でも
０が指定された場合は、書換を停止する。指定速度とは、コスト計算に用いられるべき速
度のことであり、通常は経路上のボトルネックリンクの速度である。またＬＡＮ速度は、
ブリッジが付加するであろうコストをあらかじめ差し引いておくために通知を受ける。
【００８３】
　コスト書換部１５は、転送制御部１３からＢＰＤＵフレームおよび付加情報（入力ポー
ト）を受信した場合、ＢＰＤＵフレーム内のタイプ情報（ＢＰＤＵ　Ｔｙｐｅ）、ＢＰＤ
ＵフレームのＦｌａｇｓフィールド内のポート状態（Ｐｏｒｔ　Ｒｏｌｅ）、さらに付加
情報である入力ポートをもとに、図５に示すテーブルに従って動作および宛先ポートを決
定する。もし書換処理が必要な場合は、ＢＰＤＵフレーム内のＲｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏ
ｓｔフィールド内に記録されているコストを書換える。　そして付加情報として宛先ポー
ト情報を付加して、転送制御部１３に返送する。なお、指定速度もしくはＬＡＮ速度のど
ちらか一方でも０が指定されている場合は、書換をせずにそのままフレームを転送（ＬＡ
Ｎ→ＷＡＮ，ＷＡＮ→ＬＡＮ）する。
【００８４】
　続いて中継装置２について説明する。
【００８５】
　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ２１は、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１と同様の構成を有し、同様の動作を行
う。
【００８６】
　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ２２は、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２と同様の構成を有し、同様の動作を行
う。
【００８７】
　転送制御部２３は、転送制御部１３と同様の構成を有し、同様の動作を行う。
【００８８】
　ポート管理部２４は、ポート管理部１４と同様の構成を有し、同様の動作を行う。
【００８９】
　コスト書換部２５は、コスト書換部１５と同様の構成を有し、同様の動作を行う。
【００９０】
　続いて、中継装置３の構成について説明する。
【００９１】
　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ３１は、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１と同様の構成を有し、同様の動作を行
う。
【００９２】
　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ３２は、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２と同様の構成を有し、同様の動作を行
う。
【００９３】
　転送制御部３３は、転送制御部１３と同様の構成を有し、同様の動作を行う。
【００９４】
　ポート管理部３４は、ポート管理部１４と同様の構成を有し、同様の動作を行う。
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【００９５】
　コスト書換部３５は、コスト書換部１５と同様の構成を有し、同様の動作を行う。
【００９６】
　続いて、中継装置４の構成について説明する。
【００９７】
　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ４１は、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１と同様の構成を有し、同様の動作を行
う。
【００９８】
　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ４２は、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２と同様の構成を有し、同様の動作を行
う。
【００９９】
　転送制御部４３は、転送制御部１３と同様の構成を有し、同様の動作を行う。
【０１００】
　ポート管理部４４は、ポート管理部１４と同様の構成を有し、同様の動作を行う。
【０１０１】
　コスト書換部４５は、コスト書換部１５と同様の構成を有し、同様の動作を行う。
【０１０２】
　続いて、ブリッジ５の構成について説明する。
【０１０３】
　ブリッジ５は、ブリッジ制御部５１、ＳＴＰ処理部５２、ＰＯＲＴ５３、ＰＯＲＴ５４
、及びＰＯＲＴ５５を有する。
【０１０４】
　ブリッジ制御部５１は、ＰＯＲＴ５３、ＰＯＲＴ５４、ＰＯＲＴ５５、およびＳＴＰ処
理部５２からフレームを受信し、入力ポートおよび宛先ＭＡＣアドレスを参照して出力ポ
ートを決定し、ＰＯＲＴ５３、ＰＯＲＴ５４、ＰＯＲＴ５５、およびＳＴＰ処理部５２の
いずれかにフレームを転送する。このとき必要に応じて、フレームの同報（ブロードキャ
スト）も行う。さらに、フレーム衝突を回避し、また各ポートの速度差を吸収するために
、バッファリングも行う。
【０１０５】
　また、ブリッジ制御部５１は、ＢＰＤＵフレームがＰＯＲＴ５３～５５のいずれかより
入力されたときは、ＳＴＰ処理部５２に転送する。またＳＴＰ処理部５２よりＢＰＤＵフ
レームを受信した場合には、ＳＴＰ処理部５２に指定されたポートからＢＰＤＵフレーム
を出力する。
【０１０６】
　ＳＴＰ処理部５２は、ブリッジ制御部５１との間でＢＰＤＵフレームの送受信を行い、
ブリッジ５におけるスパニングツリープロトコルの処理を行う。
【０１０７】
　ＰＯＲＴ５３は、イーサネットリンクを収容するポートである。
【０１０８】
　ＰＯＲＴ５４は、イーサネットリンクを収容するポートである。
【０１０９】
　ＰＯＲＴ５５は、イーサネットリンクを収容するポートである。
【０１１０】
　続いて、ブリッジ６の構成について説明する。
【０１１１】
　ブリッジ制御部６１は、ブリッジ制御部５１と同様の構成を有し、同様の動作を行う。
【０１１２】
　ＳＴＰ処理部６２は、ＳＴＰ処理部５２と同様の構成を有し、同様の動作を行う。
【０１１３】
　ＰＯＲＴ６３は、ＰＯＲＴ５３と同様の構成を有し、同様の動作を行う。
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【０１１４】
　ＰＯＲＴ６４は、ＰＯＲＴ５４と同様の構成を有し、同様の動作を行う。
【０１１５】
　ＰＯＲＴ６５は、ＰＯＲＴ５５と同様の構成を有し、同様の動作を行う。
【０１１６】
　ここで、転送制御部１３の詳細について説明する。
【０１１７】
　図３は、第１の実施の形態における転送制御部１３が、各ポートよりフレームを受信し
た場合に、フレームの転送先（出力ポート）、付加情報、および動作を決定するために参
照する表である。
【０１１８】
　条件１３１は、入力フレームに応じて動作１３２を検索するための索引（インデックス
、キー）である。条件１３１には、入力ポート、宛先ＭＡＣ、付加情報の項目がある。転
送制御部１３は、入力フレームの入力ポートや宛先ＭＡＣに応じて付加情報を参照したり
、コスト書換部１５からの入力の場合には付加情報を参照したりして、動作１３２を決定
する。
【０１１９】
　動作１３２は、条件１３１を索引として検索される動作である。動作１３２には、出力
ポート、付加情報、動作の各項目がある。転送制御部１３は、動作１３２に記載されてい
る内容に従い、フレームを取り扱う。
【０１２０】
　次に、ポート管理部１４の詳細について説明する。
【０１２１】
　図４は、第１の実施の形態におけるポート管理部１４が、ポートからリンクアップ速度
を受信した場合に、動作を決定するために参照する表である。
【０１２２】
　条件１４１は、ポートから通知を受けたリンクアップ速度に応じて動作１４２を検索す
るための索引（インデックス、キー）である。条件１４１には、ＬＡＮとＷＡＮの速度関
係の項目がある。ポート管理部１４は、ポート１１およびポート１２からのリンクアップ
速度通知の受信時に条件１４１を検索し、動作１４２を決定する。
【０１２３】
　動作１４２は、条件１４１を索引として検索される動作である。動作１４２には、コス
ト書換部１５に対してコストの書換を要求する場合に、どのような速度で書き換えるよう
指示するかが記載されている。なおコスト書換１５に対して指示を行う場合は、コスト計
算の基準となる速度である指定速度、およびＬＡＮ側の機器が付加するであろうコストを
予測する基準となる速度であるＬＡＮ速度を通知する。
【０１２４】
　次に、コスト書換部１５の詳細について説明する。
【０１２５】
　図５は、第１の実施の形態におけるコスト書換１５が、転送制御部１３よりＢＰＤＵフ
レームを受信した際に、ＢＰＤＵフレームの取り扱いを決定するために参照する表である
。
【０１２６】
　条件１５１は、入力ＢＰＤＵフレームに応じて動作１５２を検索するための索引（イン
デックス、キー）である。条件１５１には、ＢＰＤＵ種別、入力ポート、ポート状態の項
目がある。コスト書換部１５は、ＢＰＤＵフレーム内のＢＰＤＵ　Ｔｙｐｅ、付加情報内
の入力ポート、およびＢＰＤＵフレーム内のＦｌａｇｓに記録されているＰｏｒｔ　Ｒｏ
ｌｅをそれぞれ参照し、動作１３２を決定する。
【０１２７】
　動作１５２は、条件１５１を索引として検索される動作である。動作１５２には、動作
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および宛先ポートの各項目があり、コスト書換部１５は動作１５２に記載されている内容
に従い、ＢＰＤＵフレームを取り扱う。
【０１２８】
（動作例）
　以下、図２を参照して、本実施の形態における動作を、図１に示した従来技術２におい
て問題が発生していた構成と同様のネットワーク構成およびリンク速度の場合を例に、説
明する。
【０１２９】
（動作例：前提条件と初期動作）
　ここで、ブリッジ５とブリッジ６とにおいて、スパニングツリープロトコル（旧ＩＥＥ
Ｅ８０２．１ｗで規定されているラピッドスパニングツリー）が動作しているものとする
。また、ブリッジ５がルートノードであるとする。
【０１３０】
　ＳＴＰ処理部５２は、ＰＯＲＴ５３が１００Ｍｂｐｓでリンクアップすることから、Ｐ
ＯＲＴ５３にコスト値（ポートパスコスト）として２０００００を設定する。さらにＰＯ
ＲＴ５４が１０Ｍｂｐｓでリンクアップすることから、ＰＯＲＴ５４にコスト値（ポート
パスコスト）として２００００００を設定する。
【０１３１】
　ＳＴＰ処理部６２は、ＰＯＲＴ６３が１００Ｍｂｐｓでリンクアップすることから、Ｐ
ＯＲＴ６３にコスト値（ポートパスコスト）として２０００００を設定する。さらにＰＯ
ＲＴ６４が１０Ｍｂｐｓでリンクアップすることから、ＰＯＲＴ６４にコスト値（ポート
パスコスト）として２００００００を設定する。
【０１３２】
　ここで、中継装置１と中継装置２との間のリンクは、１Ｍｂｐｓでリンクアップしてい
るものとする。
【０１３３】
　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２は、ポート管理部１４に、１Ｍｂｐｓでリンクアップしたことを
通知する。同様に、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ２２は、ポート管理部２４に、１Ｍｂｐｓでリンク
アップしたことを通知する。
【０１３４】
　ここで、中継装置３と中継装置４との間のリンクは、１０Ｍｂｐｓでリンクアップして
いるものとする。
【０１３５】
　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ３２は、ポート管理部３４に、１０Ｍｂｐｓでリンクアップしたこと
を通知する。同様に、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ４２は、ポート管理部４４に、１０Ｍｂｐｓでリ
ンクアップしたことを通知する。
【０１３６】
　ここで、中継装置１とブリッジ５との間のリンク、および中継装置２とブリッジ６との
間のリンクは、それぞれ１００Ｍｂｐｓでリンクアップしているものとする。
【０１３７】
　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１は、ポート管理部１４に、１００Ｍｂｐｓでリンクアップしたこ
とを通知する。同様に、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ２１は、ポート管理部２４に、１００Ｍｂｐｓ
でリンクアップしたことを通知する。
【０１３８】
　ここで、中継装置３とブリッジ５との間のリンク、および中継装置４とブリッジ６との
間のリンクは、それぞれ１０Ｍｂｐｓでリンクアップしているものとする。
【０１３９】
　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ３１は、ポート管理部３４に、１０Ｍｂｐｓでリンクアップしたこと
を通知する。同様に、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ４１は、ポート管理部４４に、１０Ｍｂｐｓでリ
ンクアップしたことを通知する。
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【０１４０】
　ポート管理部１４は、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ　１１およびＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２からリンク
アップの通知を受け、通知された速度を条件１４１に照らし合わせる。そして、ＬＡＮ速
度が１００Ｍｂｐｓ、ＷＡＮ速度が１Ｍｂｐｓである、すなわち、ＷＡＮ＜ＬＡＮである
ことから、コスト書換部１５に対して、指定速度をＷＡＮ速度である１Ｍｂｐｓ、ＬＡＮ
速度を１００Ｍｂｐｓとして、ＢＰＤＵフレームが到着した場合にフレームを書き換える
よう指示する。
【０１４１】
　ポート管理部２４は、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ　２１およびＷＡＮ　ＰＯＲＴ２２からリンク
アップの通知を受け、通知された速度を条件１４１に照らし合わせる。そして、ＬＡＮ速
度が１００Ｍｂｐｓ、ＷＡＮ速度が１Ｍｂｐｓである、すなわち、ＷＡＮ＜ＬＡＮである
ことから、コスト書換部２５に対して、指定速度をＷＡＮ速度である１Ｍｂｐｓ、ＬＡＮ
速度を１００Ｍｂｐｓとして、ＢＰＤＵフレームが到着した場合にフレームを書き換える
よう指示する。
【０１４２】
　ポート管理部３４は、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ　３１およびＷＡＮ　ＰＯＲＴ３２からリンク
アップの通知を受け、通知された速度を条件１４１に照らし合わせる。そして、ＬＡＮ速
度が１０Ｍｂｐｓ、ＷＡＮ速度が１０Ｍｂｐｓである、すなわち、ＷＡＮ＝ＬＡＮである
ことから、コスト書換部３５に対して、指定速度を０Ｍｂｐｓ、ＬＡＮ速度を０Ｍｂｐｓ
として、ＢＰＤＵフレームを書き換えずそのまま転送するよう指示する。
【０１４３】
　ポート管理部４４は、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ　４１およびＷＡＮ　ＰＯＲＴ４２からリンク
アップの通知を受け、通知された速度を条件１４１に照らし合わせる。そして、ＬＡＮ速
度が１０Ｍｂｐｓ、ＷＡＮ速度が１０Ｍｂｐｓである、すなわち、ＷＡＮ＝ＬＡＮである
ことから、コスト書換部４５に対して、指定速度を０Ｍｂｐｓ、ＬＡＮ速度を０Ｍｂｐｓ
として、ＢＰＤＵフレームを書き換えずそのまま転送するよう指示する。
【０１４４】
（動作例：経路９１における往路のＢＰＤＵの動作の説明）
　上述したとおり、ブリッジ５はルートノードになっている。このブリッジ５内のＳＴＰ
処理部５２は、ブリッジ制御部５１を通じて、ＰＯＲＴ５３にＲＳＴ－ＢＰＤＵフレーム
を送信する。このフレームは、ＲＰＣ（ルートパスコスト）が０、ポート状態がＤｅｓｉ
ｇｎａｔｅｄ、宛先ＭＡＣがＢＰＤＵ－ＭＡＣと設定されている。
【０１４５】
　中継装置１内の転送制御部１３は、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレー
ムを受信し、入力ポートおよび宛先ＭＡＣを、図３に示されているテーブルの条件１３１
に照らし合わせる。そして、入力ポートがＬＡＮポート、宛先ＭＡＣがＢＰＤＵ－ＭＡＣ
であることから、動作１３２を参照し、入力されたフレームに付加情報（入力ポート）と
してＬＡＮポートを付加し、このＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームをコスト書換部１５に出力す
る。
【０１４６】
　コスト書換部１５は、転送制御部１３からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームを受信すると、図
５に示されているテーブルの条件１５１を参照して、入力ポートがＬＡＮ、ポート状態が
Ｄｅｓｉｇｎａｔｅｄであることから、そのまま転送制御部１３に送り返す。この際、付
加情報（宛先ポート）としてＷＡＮを設定する。
【０１４７】
　転送制御部１３は、コスト書換部１５からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームおよび宛先ポート
としてＷＡＮを受信し、図３に示されているテーブルの条件１３１および動作１３２に従
って、そのフレームをＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２に出力する。この際、付加情報を削除する。
【０１４８】
　中継装置２内の転送制御部２３は、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ２２からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレー
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ムを受信し、入力ポートおよび宛先ＭＡＣを、図３の条件１３１に照らし合わせる。そし
て、入力ポートがＷＡＮポート、宛先ＭＡＣがＢＰＤＵ－ＭＡＣであることから、動作１
３２を参照し、入力されたフレームに付加情報（入力ポート）としてＷＡＮポートを付加
し、ＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームをコスト書換部２５に出力する。
【０１４９】
　コスト書換部２５は、転送制御部２３からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームを受信すると、入
力ポートがＷＡＮ、ポート状態がＤｅｓｉｇｎａｔｅｄであることから、図５の条件１５
１に照らし合わせ、対応する動作１５２を参照する。
【０１５０】
　コスト書換部２５は、すでにポート管理部２４から、指定速度を１Ｍｂｐｓ、ＬＡＮ速
度を１００Ｍｂｐｓとして、ＢＰＤＵフレームが到着した場合にフレームを書き換えるよ
う指示されている為、１Ｍｂｐｓ分のコストを２０００００００、１００Ｍｂｐｓ分のコ
ストを２０００００とすると、新Ｒｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔ＝旧Ｒｏｏｔ　Ｐａｔｈ
　Ｃｏｓｔ（０）＋２０００００００－２０００００＝１９８０００００より、Ｒｏｏｔ
　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔを１９８０００００に書換えた後、転送制御部１３に送り返す。こ
の際、付加情報（宛先ポート）としてＬＡＮを設定する。
【０１５１】
　転送制御部２３は、コスト書換部２５からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームおよび宛先ポート
としてＬＡＮを受信し、図３に示す条件１３１および動作１３２に従って、フレームをＬ
ＡＮ　ＰＯＲＴ２１に出力する。この際、付加情報を削除する。
【０１５２】
　ブリッジ６内のブリッジ制御部６１は、ＰＯＲＴ６３からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームが
到着すると、ＳＴＰ処理部６２に転送する。
【０１５３】
　ＳＴＰ処理部６２は、ブリッジ制御部６１よりＲＳＴ－ＢＰＤＵを受信し、経路９１の
ルートパスコストを計算する。このとき、ＰＯＲＴ６３が１００Ｍｂｐｓでリンクアップ
しており、さらに入力されたＲＳＴ－ＢＰＤＵのＲｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔ値に１９
８０００００が設定されていることから、ＳＴＰ処理部６２は経路９１のルートパスコス
トを１９８０００００＋２０００００＝２０００００００と認識する。つまり経路９１は
１Ｍｂｐｓであると認識する。
【０１５４】
　なお、以上に述べた経路９１の往路における動作は、旧ＩＥＥＥ８０２．１ＤのＣＦＧ
－ＢＰＤＵに対しても、ほぼ同様に適用することができる。しかし以下に述べる経路９１
における復路の動作は、旧ＩＥＥＥ８０２．１ＤのＣＦＧ－ＢＰＤＵでは発生しない。
（動作例：経路９１における復路のＢＰＤＵの動作の説明）
　以下の説明は、ブリッジ５が送信した往路のＲＳＴ－ＢＰＤＵにＰｒｏｐｏｓａｌフラ
グが設定されており、ブリッジ６がブリッジ５に対してＡｇｒｅｅｍｅｎｔフラグ付きの
ＢＰＤＵを返送する場合の動作である。
【０１５５】
　上述したとおり、ブリッジ５がルートノードであるため、ブリッジ６は従属ノードにな
っている。このブリッジ６のＳＴＰ処理部６２は、ブリッジ制御部６１を通じて、ＰＯＲ
Ｔ６３にＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームを送信する。このフレームにはＲＰＣ（ルートパスコ
スト）として１９８０００００、ポート状態としてＲｏｏｔが設定されている。
【０１５６】
　中継装置２内の転送制御部２３は、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ２１からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレー
ムを受信し、入力ポートおよび宛先ＭＡＣを、図３の条件１３１に照らし合わせる。そし
て、入力ポートがＬＡＮポート、宛先ＭＡＣがＢＰＤＵ－ＭＡＣであることから、動作１
３２を参照し、入力されたフレームに付加情報（入力ポート）としてＬＡＮポートを付加
し、ＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームをコスト書換ポートに出力する。
【０１５７】
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　コスト書換部２５は、転送制御部２３からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームを受信すると、入
力ポートがＬＡＮ、ポート状態がＲｏｏｔであることから、図５の条件１５１に照らし合
わせ、対応する動作１５２を参照する。
【０１５８】
　コスト書換部２５は、すでにポート管理部２４から、指定速度を１Ｍｂｐｓ、ＬＡＮ速
度を１００Ｍｂｐｓとして、ＢＰＤＵフレームが到着した場合にフレームを書き換えるよ
う指示されている為、１Ｍｂｐｓ分のコストを２０００００００、１００Ｍｂｐｓ分のコ
ストを２０００００とすると、新Ｒｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔ＝旧Ｒｏｏｔ　Ｐａｔｈ
　Ｃｏｓｔ（１９８０００００）－（２０００００００－２０００００）＝０より、Ｒｏ
ｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔを０に書換えた後、転送制御部１３に送り返す。この際、付加
情報（宛先ポート）としてＷＡＮを設定する。
【０１５９】
　転送制御部２３は、コスト書換部からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームおよび宛先ポートとし
てＷＡＮを受信し、図３に示す条件１３１および動作１３２に従って、フレームをＷＡＮ
　ＰＯＲＴ２２に出力する。この際、付加情報を削除する。
【０１６０】
　中継装置１内の転送制御部１３は、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレー
ムを受信し、入力ポートおよび宛先ＭＡＣを、図３の条件１３１に照らし合わせる。そし
て、入力ポートがＷＡＮポート、宛先ＭＡＣがＢＰＤＵ－ＭＡＣであることから、動作１
３２を参照し、入力されたフレームに付加情報（入力ポート）としてＷＡＮポートを付加
し、ＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームをコスト書換ポートに出力する。
【０１６１】
　コスト書換部１５は、転送制御部１３からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームを受信すると、入
力ポートがＷＡＮ、ポート状態がＲｏｏｔであることから、そのまま転送制御部１３に送
り返す。この際、付加情報（宛先ポート）としてＬＡＮを設定する。
【０１６２】
　転送制御部１３は、コスト書換部からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームおよび宛先ポートとし
てＬＡＮを受信し、図３に示す条件１３１および動作１３２に従って、フレームをＬＡＮ
　ＰＯＲＴ１１に出力する。この際、付加情報を削除する。
【０１６３】
　ブリッジ５内のブリッジ制御部５１は、ＰＯＲＴ５３からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームが
到着すると、ＳＴＰ処理部５２に転送する。
【０１６４】
　ＳＴＰ処理部５２は、ブリッジ制御部５１よりＲＳＴ－ＢＰＤＵを受信し、ポート状態
としてＲｏｏｔが設定されていることから、これまでの状態（ブリッジ５がルートノード
であり、ＰＯＲＴ５３はＤｅｓｉｇｎａｔｅｄポートである）を維持する。
【０１６５】
　なお、復路の書換処理は、往路の書換処理で書き換える前の元のＲｏｏｔ　Ｐａｔｈ　
Ｃｏｓｔに書き戻す処理であるため、今後の動作の説明では、往路のＢＰＤＵの書換処理
についてのみ説明し、復路のＢＰＤＵの書換処理については省略する。
【０１６６】
　なお、以上に述べた経路９１における復路の動作は、旧ＩＥＥＥ８０２．１ＤのＣＦＧ
－ＢＰＤＵでは発生しない。
【０１６７】
（動作例：経路９２における動作の説明）
　ブリッジ５内のＳＴＰ処理部５２は、ブリッジ制御部５１を通じて、ＰＯＲＴ５４にＲ
ＳＴ－ＢＰＤＵフレームを送信する。このフレームにはＲＰＣ（ルートパスコスト）とし
て０、ポート状態としてＤｅｓｉｇｎａｔｅｄが設定されている。（ブリッジ５はルート
ノードになっている）
　中継装置３内の転送制御部３３は、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ３１からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレー
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ムを受信し、入力ポートおよび宛先ＭＡＣを、図３の条件１３１に照らし合わせる。そし
て、入力ポートがＬＡＮポート、宛先ＭＡＣがＢＰＤＵ－ＭＡＣであることから、動作１
３２を参照し、入力されたフレームに付加情報（入力ポート）としてＬＡＮポートを付加
し、ＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームをコスト書換ポートに出力する。
【０１６８】
　コスト書換部３５は、転送制御部３３からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームを受信すると、入
力ポートがＬＡＮ、ポート状態がＤｅｓｉｇｎａｔｅｄであることから、そのまま転送制
御部３３に送り返す。この際、付加情報（宛先ポート）としてＷＡＮを設定する。
【０１６９】
　転送制御部３３は、コスト書換部からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームおよび宛先ポートとし
てＷＡＮを受信し、図３に示す条件１３１および動作１３２に従って、フレームをＷＡＮ
　ＰＯＲＴ３２に出力する。この際、付加情報を削除する。
【０１７０】
　中継装置４内の転送制御部４３は、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ３２からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレー
ムを受信し、入力ポートおよび宛先ＭＡＣを、図３の条件１３１に照らし合わせる。そし
て、入力ポートがＷＡＮポート、宛先ＭＡＣがＢＰＤＵ－ＭＡＣであることから、動作１
３２を参照し、入力されたフレームに付加情報（入力ポート）としてＷＡＮポートを付加
し、ＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームをコスト書換ポートに出力する。
【０１７１】
　コスト書換部４５は、転送制御部４３からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームを受信すると、入
力ポートがＷＡＮ、ポート状態がＤｅｓｉｇｎａｔｅｄであることから、図５の条件１５
１に照らし合わせ、対応する動作１５２を参照する。
【０１７２】
　コスト書換部４５は、すでにポート管理部４４から、ＢＰＤＵフレームを書き換えずそ
のまま転送するよう指示されている為、ＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームをそのまま転送制御部
４３に送り返す。この際、付加情報（宛先ポート）としてＬＡＮを設定する。
【０１７３】
　転送制御部４３は、コスト書換部からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームおよび宛先ポートとし
てＬＡＮを受信し、図３に示す条件１３１および動作１３２に従って、フレームをＬＡＮ
　ＰＯＲＴ４１に出力する。この際、付加情報を削除する。
【０１７４】
　ブリッジ６内のブリッジ制御部６１は、ＰＯＲＴ６３からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームが
到着すると、ＳＴＰ処理部６２に転送する。
【０１７５】
　ＳＴＰ処理部６２は、ブリッジ制御部６１よりＲＳＴ－ＢＰＤＵを受信し、経路９２の
ルートパスコストを計算する。このとき、ＰＯＲＴ６４が１０Ｍｂｐｓでリンクアップし
ており、さらに入力されたＲＳＴ－ＢＰＤＵのＲｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔ値に０が設
定されていることから、ＳＴＰ処理部６２は経路９２のルートパスコストを０＋２０００
０００＝２００００００と認識する。つまり経路９２は１０Ｍｂｐｓであると認識する。
【０１７６】
　経路９２では、上記に述べた往路のＢＰＤＵの転送で、コスト書換処理は発生しなかっ
た。このため復路の転送でも、コスト書換処理は発生しない。
【０１７７】
　なお、以上に述べた経路９２の往路における動作は、旧ＩＥＥＥ８０２．１ＤのＣＦＧ
－ＢＰＤＵに対しても、ほぼ同様に適用することができる。しかし経路９２における復路
の動作は、旧ＩＥＥＥ８０２．１ＤのＣＦＧ－ＢＰＤＵでは発生しない。
【０１７８】
（動作例：ブリッジ６における経路選択）
　ブリッジ６内のＳＴＰ処理部６２は、これまでに述べた動作によって、経路９１のルー
トパスコストは２０００００００（１Ｍｂｐｓ）、経路９２のルートパスコストは２００
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００００（１０Ｍｂｐｓ）であると認識している。このため、経路９１側のポートを閉塞
し、経路９１側のポートからフレームの送受信を行わないようにする。つまり、ブリッジ
５とブリッジ６の間の通信は、すべて経路９２を通じて行われるようになる。
【０１７９】
　経路９１の最大帯域（１Ｍｂｐｓ）と経路９２の最大帯域（１０Ｍｂｐｓ）を比較する
と、経路９２の最大帯域のほうが大きい。したがって、最適経路を選択できた。
【０１８０】
　以上の説明により、ＳＴＰをＷＡＮ（キャリアネットワーク等）をまたいだＬＡＮ（ユ
ーザネットワーク等）間で利用する場合、実際の利用可能速度と接続リンクのリンク速度
の間に差異が生じる場合でも、本実施の形態に示す構成を適用することで、コスト計算が
正常に行われ、最適経路が選択れることを示した。
【０１８１】
（発明の効果）
　次に、本実施の形態の効果について説明する。
【０１８２】
　本実施の形態に挙げた発明を利用すると、接続リンクの物理帯域によってリンクのコス
トを自動計算する経路制御プロトコル（ＳＴＰ等）が動作する装置（ブリッジ等）が存在
する網において、ブリッジ等の間の経路における実際の利用可能速度（隘路の帯域）と、
ブリッジ等の接続リンクのリンク速度との間に差異がある場合に、経路制御プロトコルが
動作する装置（ブリッジ等）に設定や修正を加えることなく、隘路の帯域をコストに反映
し、最適経路を選択し、網利用効率を向上させることができる。
【０１８３】
　これは、ブリッジ等の間に挿入される中継装置（伝送装置やトンネル装置等）において
、中継装置内のポート管理部がポートからリンク速度の通知を受けてＷＡＮ側、もしくは
ＬＡＮ側のどちらが隘路（ボトルネック）となるかを調べ、中継装置内のコスト書換部が
隘路の速度に合わせてＢＰＤＵ内のルートパスコストフィールドを書き換えるからである
。
【０１８４】
（第２の実施の形態）
　本発明の第２の実施の形態は、接続リンクの物理帯域によってリンクのコストを自動計
算する経路制御プロトコル（ＳＴＰ等）が動作する装置（ブリッジ等）が存在する網にお
いて、ブリッジ等の間の経路における実際の利用可能速度（隘路の帯域）と、ブリッジ等
の接続リンクのリンク速度との間に差異がある場合に、ブリッジ等の間に挿入される中継
装置（伝送装置やトンネル装置等）において、中継装置がポートからリンク速度の通知を
受けてＷＡＮ側もしくはＬＡＮ側のどちらが隘路（ボトルネック）となるかを調べ、また
ＢＰＤＵをスヌーピングして隘路の速度に合わせてＢＰＤＵ内のルートパスコストフィー
ルドを書き換えることで、経路制御プロトコルが動作する装置（ブリッジ等）に設定や修
正を加えることなく、隘路の帯域をコストに反映し、最適経路を選択し、網利用効率を向
上させる。
【０１８５】
　さらに上記中継装置において、自身の直近の隘路の速度を対向の中継装置に通知し、ま
た対向の中継装置から隘路の速度の情報を受信することで、ルートパスコストの書換を行
う中継装置の接続リンクに隘路がない場合でも、ルートパスコスト書換を行う中継装置が
隘路の帯域を知り、ブリッジ等の間の経路における実際の利用可能速度（隘路の帯域）を
コストに反映し、最適経路を選択し、網利用効率を向上させる。
【０１８６】
　本発明の第２の実施の形態は、第１の実施の形態に速度通知部を追加し、速度通知部が
自身の直近の隘路の速度を対向の中継装置に通知し、ポート管理部が通知された隘路の速
度を考慮してコスト書換えの指示を行う点において異なる。
【０１８７】
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（構成の説明）
　図６を参照して、本実施の形態における構成について説明する。
【０１８８】
　本発明の第２の実施の形態では、第１の実施の形態に対して、速度通知部１６を追加し
、転送制御部１３Ａおよびポート管理部１４Ａにおける処理方法を変更している。尚、上
記実施の形態と同様の構成については同一番号を付し、その詳細な説明は省略する。
【０１８９】
　転送制御部１３Ａは、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２、コスト書換部１
５、および速度通知部１６からフレームを受信した場合、入力ポート、宛先ＭＡＣアドレ
ス、および宛先ポートを参照し、図７に示すテーブルに従って動作および出力ポート等を
決定し、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２、コスト書換部１５、および速度
通知部１６にフレームを転送する。また必要に応じて、対向の中継装置（中継装置２）と
の間でトンネルを構築するためにヘッダ、タグ、もしくはフラグ等を付加または削除する
。さらに、フレーム衝突を回避し、またＬＡＮとＷＡＮの速度差を吸収するために、バッ
ファリングも行う。
【０１９０】
　転送制御部１３Ａは、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１もしくはＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２からＢＰＤ
Ｕフレームが入力された場合には、ＢＰＤＵフレームに付加情報として入力ポート識別情
報（ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１またはＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２）を付加してコスト書換部１５に
転送する。また、コスト書換部１５から宛先ポート識別情報（ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１また
はＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２）が付加されたＢＰＤＵフレームを受け、指定された出力ポート
（ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１またはＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２）に転送する。このとき、出力ポー
ト識別情報は削除したうえで転送する。
【０１９１】
　ポート管理部１４Ａは、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２からリンクアッ
プ時やリンクダウン時にリンク速度の通知を受け、図４に示すテーブルに従って動作を決
定し、コスト書換部１５にＢＰＤＵフレーム書換に必要なパラメータ（指定速度およびＬ
ＡＮ速度）を伝え、また必要に応じて速度通知部１６にＬＡＮ速度を対向の中継装置（中
継装置２）に伝えるよう指示する。また通知を受けた速度は、次回の通知があるまで保持
する。
【０１９２】
　ポート管理部１４Ａは、速度通知部１６から対向の中継装置（中継装置２）のＬＡＮ速
度を受信した場合、図４に示すテーブルに従って動作を決定し、コスト書換部１５にＢＰ
ＤＵフレーム書換に必要なパラメータ（指定速度およびＬＡＮ速度）を伝え、また必要に
応じて速度通知部１６にＬＡＮ速度を対向の中継装置（中継装置２）に伝えるよう指示す
る。また通知を受けた速度は、次回の通知があるまで保持する。
【０１９３】
　ポート管理部１４Ａは、一定周期ごとに、過去に受けた通知により保持している速度情
報を用いて、図４に示すテーブルに従って動作を決定し、コスト書換部１５にＢＰＤＵフ
レーム書換に必要なパラメータ（指定速度およびＬＡＮ速度）を伝え、また必要に応じて
速度通知部１６に対し、ＬＡＮ速度を対向の中継装置（中継装置２）に伝えるよう指示す
る。
【０１９４】
　速度通知部１６は、ポート管理部１４ＡからＬＡＮ速度の通知を受けた場合、対向の中
継装置（中継装置２）にＬＡＮ速度を伝える。この通知は、宛先ＭＡＣアドレスに速度通
知ＭＡＣ（例：００－００－４Ｃ－００－００－０１等の特別に予約したＭＡＣアドレス
）、送信元ＭＡＣアドレスに中継装置１のＭＡＣアドレスをもつ速度通知フレームを作成
して行う。速度通知フレームは、速度通知部１６、転送制御部１３Ａ、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ
１２、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ２２、転送制御部２３Ａ、速度通知部２６の順に転送される。
【０１９５】
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　速度通知部１６は、転送制御部１３Ａから速度通知フレームを受信した場合、速度通知
フレーム内に含まれる対向の中継装置（中継装置２）のＬＡＮ速度を、ポート管理部１４
Ａに伝える。
【０１９６】
　転送制御部２３Ａは、転送制御部１３Ａと同様の構成を有し、同様の動作を行う。
【０１９７】
　ポート管理部２４Ａは、ポート管理部１４Ａと同様の構成を有し、同様の動作を行う。
【０１９８】
　速度通知部２６は、速度通知部１６と同様の構成を有し、同様の動作を行う。
【０１９９】
　転送制御部３３Ａは、転送制御部１３Ａと同様の構成を有し、同様の動作を行う。
【０２００】
　ポート管理部３４Ａは、ポート管理部１４Ａと同様の構成を有し、同様の動作を行う。
【０２０１】
　速度通知部３６は、速度通知部１６と同様の構成を有し、同様の動作を行う。
【０２０２】
　転送制御部４３Ａは、転送制御部１３Ａと同様の構成を有し、同様の動作を行う。
【０２０３】
　ポート管理部４４Ａは、ポート管理部１４Ａと同様の構成を有し、同様の動作を行う。
【０２０４】
　速度通知部４６は、速度通知部１６と同様の構成を有し、同様の動作を行う。
【０２０５】
　図７は、第２の実施の形態における転送制御部１３Ａが、各ポートよりフレームを受信
した場合に、フレームの転送先（出力ポート）、付加情報、および動作を決定するために
参照する表である。
【０２０６】
　条件１３１Ａは、入力フレームに応じて動作１３２Ａを検索するための索引（インデッ
クス、キー）である。条件１３１Ａには、入力ポート、宛先ＭＡＣ、付加情報の項目があ
り、入力フレームの入力ポート、宛先ＭＡＣ、およびコスト書換部からの入力の場合は付
加情報を参照し、動作１３２Ａを決定する。
【０２０７】
　動作１３２Ａは、条件１３１Ａを索引として検索される動作である。動作１３２Ａには
、出力ポート、付加情報、動作の各項目があり、転送制御部１３Ａは動作１３２Ａに記載
されている内容に従い、フレームを取り扱う。
【０２０８】
　図８は、第２の実施の形態におけるポート管理部１４Ａが、リンクアップ速度もしくは
速度通知を受信した場合に、動作を決定するために参照する表である。
【０２０９】
　条件１４１Ａは、通知を受けたリンクアップ速度もしくは速度通知に応じて動作１４２
Ａを検索するための索引（インデックス、キー）である。条件１４１Ａには、ＬＡＮとＷ
ＡＮの速度関係、および速度通知受信の有無の項目があり、ポート１１およびポート１２
からのリンクアップ速度通知の受信時、もしくは速度通知部１６の受信時に条件１４１Ａ
を検索し、動作１４２Ａを決定する。
【０２１０】
　動作１４２Ａは、条件１４１Ａを索引として検索される動作である。動作１４２Ａには
、コスト書換部１５に対してコスト書換を要求する場合に、どのような速度で書き換える
よう指示するか、および、速度通知部１６に対して対向の中継装置に対して速度通知を依
頼する場合に、どの速度を通知するかが記載されている。なおコスト書換部１５に対して
指示を行う場合は、指定速度（コスト計算の基準となる速度）およびＬＡＮ速度（ＬＡＮ
側の機器が付加するであろうコストを予測する基準となる速度）を通知する。
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【０２１１】
（動作例）
　以下、図６を参照して、本実施の形態における動作を、ルートノード（ブリッジ５）接
続リンクの帯域が経路上で最も小さい場合における、従属ノード（ブリッジ６）の動作を
例に説明する。
【０２１２】
（動作例：前提条件と初期動作）
　ここで、ブリッジ５とブリッジ６とにおいて、スパニングツリープロトコル（旧ＩＥＥ
Ｅ８０２．１ｗで規定されているラピッドスパニングツリー）が動作しているものとする
。また、ブリッジ５がルートノードであるとする。
【０２１３】
　ＳＴＰ処理部５２は、ＰＯＲＴ５３が１０Ｍｂｐｓでリンクアップすることから、ＰＯ
ＲＴ５３にコスト値（ポートパスコスト）として２００００００を設定する。さらにＰＯ
ＲＴ５４が１Ｍｂｐｓでリンクアップすることから、ＰＯＲＴ５４にコスト値（ポートパ
スコスト）として２０００００００を設定する。
【０２１４】
　ＳＴＰ処理部６２は、ＰＯＲＴ６３が１０Ｍｂｐｓでリンクアップすることから、ＰＯ
ＲＴ６３にコスト値（ポートパスコスト）として２００００００を設定する。さらにＰＯ
ＲＴ６４が１００Ｍｂｐｓでリンクアップすることから、ＰＯＲＴ６４にコスト値（ポー
トパスコスト）として２０００００を設定する。
【０２１５】
　ここで、中継装置１と中継装置２の間のリンクは、１００Ｍｂｐｓでリンクアップして
いるものとする。
【０２１６】
　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２は、ポート管理部１４Ａに、１００Ｍｂｐｓでリンクアップした
ことを通知する。
【０２１７】
　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ２２は、ポート管理部２４Ａに、１００Ｍｂｐｓでリンクアップした
ことを通知する。
【０２１８】
　ここで、中継装置３と中継装置４の間のリンクは、１０Ｍｂｐｓでリンクアップしてい
るものとする。
【０２１９】
　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ３２は、ポート管理部３４Ａに、１０Ｍｂｐｓでリンクアップしたこ
とを通知する。
【０２２０】
　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ４２は、ポート管理部４４Ａに、１０Ｍｂｐｓでリンクアップしたこ
とを通知する。
【０２２１】
　ここで、中継装置１とブリッジ５の間のリンク、および中継装置２とブリッジ６の間の
リンクは、それぞれ１０Ｍｂｐｓでリンクアップしているものとする。
【０２２２】
　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１は、ポート管理部１４Ａに、１０Ｍｂｐｓでリンクアップしたこ
とを通知する。
【０２２３】
　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ２１は、ポート管理部２４Ａに、１０Ｍｂｐｓでリンクアップしたこ
とを通知する。
【０２２４】
　ここで、中継装置３とブリッジ５の間のリンクは、１Ｍｂｐｓでリンクアップしている
ものとする。
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【０２２５】
　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ３１は、ポート管理部３４Ａに、１Ｍｂｐｓでリンクアップしたこと
を通知する。
【０２２６】
　ここで、中継装置４とブリッジ６の間のリンクは、１００Ｍｂｐｓでリンクアップして
いるものとする。
【０２２７】
　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ４１は、ポート管理部４４Ａに、１００Ｍｂｐｓでリンクアップした
ことを通知する。
【０２２８】
　ポート管理部１４Ａは、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ　１１およびＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２からリン
クアップの通知を受け、通知された速度を条件１４１Ａに照らし合わせる。そして、ＬＡ
Ｎ速度が１０Ｍｂｐｓ、ＷＡＮ速度が１００Ｍｂｐｓであり、さらに速度通知を受信して
いないことから、コスト書換部１５に対して、指定速度を０Ｍｂｐｓ、ＬＡＮ速度を０Ｍ
ｂｐｓとして、ＢＰＤＵフレームを書き換えずそのまま転送するよう指示する。また、速
度通知部１６に対して、ＬＡＮ速度（１０Ｍｂｐｓ）を速度通知部２６に通知するよう指
示する。
【０２２９】
　ポート管理部２４Ａは、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ　２１およびＷＡＮ　ＰＯＲＴ２２からリン
クアップの通知を受け、通知された速度を条件１４１Ａに照らし合わせる。そして、ＬＡ
Ｎ速度が１０Ｍｂｐｓ、ＷＡＮ速度が１００Ｍｂｐｓであり、さらに速度通知を受信して
いないことから、コスト書換部２５に対して、指定速度を０Ｍｂｐｓ、ＬＡＮ速度を０Ｍ
ｂｐｓとして、ＢＰＤＵフレームを書き換えずそのまま転送するよう指示する。また、速
度通知部２６に対して、ＬＡＮ速度（１０Ｍｂｐｓ）を速度通知部１６に通知するよう指
示する。
【０２３０】
　ポート管理部３４Ａは、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ　３１およびＷＡＮ　ＰＯＲＴ３２からリン
クアップの通知を受け、通知された速度を条件１４１Ａに照らし合わせる。そして、ＬＡ
Ｎ速度が１Ｍｂｐｓ、ＷＡＮ速度が１０Ｍｂｐｓであり、さらに速度通知を受信していな
いことから、コスト書換部１５に対して、指定速度を０Ｍｂｐｓ、ＬＡＮ速度を０Ｍｂｐ
ｓとして、ＢＰＤＵフレームを書き換えずそのまま転送するよう指示する。また、速度通
知部３６に対して、ＬＡＮ速度（１Ｍｂｐｓ）を速度通知部４６に通知するよう指示する
。
【０２３１】
　ポート管理部４４Ａは、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ　４１およびＷＡＮ　ＰＯＲＴ４２からリン
クアップの通知を受け、通知された速度を条件１４１Ａに照らし合わせる。そして、ＬＡ
Ｎ速度が１００Ｍｂｐｓ、ＷＡＮ速度が１０Ｍｂｐｓであり、さらに速度通知を受信して
いないことから、コスト書換部４５に対して、指定速度を１０Ｍｂｐｓ、ＬＡＮ速度を１
００Ｍｂｐｓとして、ＢＰＤＵフレームが到着した場合にフレームを書き換えるよう指示
する。
【０２３２】
　速度通知部１６は、ポート管理部１４ＡからＬＡＮ速度を通知するよう指示を受けると
、速度通知用フレームを作成し、転送制御部１３Ａ、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２、ＷＡＮ　Ｐ
ＯＲＴ２２、転送制御部２３Ａを経由し、速度通知部２６にＬＡＮ速度を通知する。速度
通知部２６は、速度通知部１６が送信した速度通知フレームを受信すると、ポート管理部
２４Ａに中継装置１のＬＡＮ側速度（１０Ｍｂｐｓ）を通知する。
【０２３３】
　速度通知部２６は、ポート管理部２４ＡからＬＡＮ速度を通知するよう指示を受けると
、速度通知用フレームを作成し、転送制御部２３Ａ、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ２２、ＷＡＮ　Ｐ
ＯＲＴ１２、転送制御部１３Ａを経由し、速度通知部１６にＬＡＮ速度を通知する。速度
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通知部１６は、速度通知部２６が送信した速度通知フレームを受信すると、ポート管理部
１４Ａに中継装置４のＬＡＮ側速度（１０Ｍｂｐｓ）を通知する。
【０２３４】
　速度通知部３６は、ポート管理部３４ＡからＬＡＮ速度を通知するよう指示を受けると
、速度通知用フレームを作成し、転送制御部３３Ａ、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ３２、ＷＡＮ　Ｐ
ＯＲＴ４２、転送制御部４３Ａを経由し、速度通知部４６にＬＡＮ速度を通知する。速度
通知部４６は、速度通知部３６が送信した速度通知フレームを受信すると、ポート管理部
４４Ａに中継装置３のＬＡＮ側速度（１Ｍｂｐｓ）を通知する。
【０２３５】
　ポート管理部１４Ａは、速度通知部１６から対向装置のＬＡＮ速度の通知を受け、既に
保持しているＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１の速度（１０Ｍｂｐｓ）、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２の速
度（１００Ｍｂｐｓ）と、今回通知された通知された受信速度（１０Ｍｂｐｓ）を条件１
４１Ａに照らし合わせる。そして、ＬＡＮ速度が１０Ｍｂｐｓ、ＷＡＮ速度が１００Ｍｂ
ｐｓであり、さらに速度通知を受信しており、受信速度＝ＬＡＮ速度であることから、コ
スト書換部１５に対して、指定速度を０Ｍｂｐｓ、ＬＡＮ速度を０Ｍｂｐｓとして、ＢＰ
ＤＵフレームを書き換えずそのまま転送するよう指示する。
【０２３６】
　ポート管理部２４Ａは、速度通知部２６から対向装置のＬＡＮ速度の通知を受け、既に
保持しているＬＡＮ　ＰＯＲＴ２１の速度（１０Ｍｂｐｓ）、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ２２の速
度（１００Ｍｂｐｓ）と、今回通知された通知された受信速度（１０Ｍｂｐｓ）を条件１
４１Ａに照らし合わせる。そして、ＬＡＮ速度が１０Ｍｂｐｓ、ＷＡＮ速度が１００Ｍｂ
ｐｓであり、さらに速度通知を受信しており、受信速度＝ＬＡＮ速度であることから、コ
スト書換部２５に対して、指定速度を０Ｍｂｐｓ、ＬＡＮ速度を０Ｍｂｐｓとして、ＢＰ
ＤＵフレームを書き換えずそのまま転送するよう指示する。
【０２３７】
　ポート管理部４４Ａは、速度通知部４６から対向装置のＬＡＮ速度の通知を受け、既に
保持しているＬＡＮ　ＰＯＲＴ４１の速度（１００Ｍｂｐｓ）、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ４２の
速度（１０Ｍｂｐｓ）と、今回通知された通知された受信速度（１Ｍｂｐｓ）を条件１４
１Ａに照らし合わせる。そして、ＬＡＮ速度が１００Ｍｂｐｓ、ＷＡＮ速度が１０Ｍｂｐ
ｓであり、さらに速度通知を受信しており、受信速度＜ＬＡＮ速度であることから、コス
ト書換部４５に対して、指定速度を１Ｍｂｐｓ、ＬＡＮ速度を１００Ｍｂｐｓとして、Ｂ
ＰＤＵフレームが到着した場合にフレームを書き換えるよう指示する。
【０２３８】
（動作例：経路９１における動作の説明）
　ブリッジ５内のＳＴＰ処理部５２は、ブリッジ制御部５１を通じて、ＰＯＲＴ５３にＲ
ＳＴ－ＢＰＤＵフレームを送信する。このフレームにはＲＰＣ（ルートパスコスト）とし
て０、ポート状態としてＤｅｓｉｇｎａｔｅｄが設定されている。（ブリッジ５はルート
ノードになっている）
　中継装置１内の転送制御部１３Ａは、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレ
ームを受信し、入力ポートおよび宛先ＭＡＣを、図３の条件１３１に照らし合わせる。そ
して、入力ポートがＬＡＮポート、宛先ＭＡＣがＢＰＤＵ－ＭＡＣであることから、動作
１３２を参照し、入力されたフレームに付加情報（入力ポート）としてＬＡＮポートを付
加し、ＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームをコスト書換ポートに出力する。
【０２３９】
　コスト書換部１５は、転送制御部１３ＡからＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームを受信すると、
入力ポートがＬＡＮ、ポート状態がＤｅｓｉｇｎａｔｅｄであることから、そのまま転送
制御部１３Ａに送り返す。この際、付加情報（宛先ポート）としてＷＡＮを設定する。
【０２４０】
　転送制御部１３Ａは、コスト書換部１５からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームおよび宛先ポー
トとしてＷＡＮを受信し、図７に示す条件１３１Ａおよび動作１３２Ａに従って、フレー
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ムをＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２に出力する。この際、付加情報を削除する。
【０２４１】
　中継装置２内の転送制御部２３Ａは、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ２２からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレ
ームを受信し、入力ポートおよび宛先ＭＡＣを、図７の条件１３１Ａに照らし合わせる。
そして、入力ポートがＷＡＮポート、宛先ＭＡＣがＢＰＤＵ－ＭＡＣであることから、動
作１３２Ａを参照し、入力されたフレームに付加情報（入力ポート）としてＷＡＮポート
を付加し、ＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームをコスト書換ポートに出力する。
【０２４２】
　コスト書換部２５は、転送制御部２３ＡからＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームを受信すると、
入力ポートがＷＡＮ、ポート状態がＤｅｓｉｇｎａｔｅｄであることから、図５の条件１
５１に照らし合わせ、対応する動作１５２を参照する。
【０２４３】
　コスト書換部２５は、すでにポート管理部２４Ａから、ＢＰＤＵフレームを書き換えず
そのまま転送するよう指示されている為、ＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームをそのまま転送制御
部２３Ａに送り返す。この際、付加情報（宛先ポート）としてＬＡＮを設定する。
【０２４４】
　転送制御部２３Ａは、コスト書換部２５からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームおよび宛先ポー
トとしてＬＡＮを受信し、図７に示す条件１３１Ａおよび動作１３２Ａに従って、フレー
ムをＬＡＮ　ＰＯＲＴ２１に出力する。この際、付加情報を削除する。
【０２４５】
　ブリッジ６内のブリッジ制御部６１は、ＰＯＲＴ６３からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームが
到着すると、ＳＴＰ処理部６２に転送する。
【０２４６】
　ＳＴＰ処理部６２は、ブリッジ制御部６１よりＲＳＴ－ＢＰＤＵを受信し、経路９１の
ルートパスコストを計算する。このとき、ＰＯＲＴ６３が１０Ｍｂｐｓでリンクアップし
ており、さらに入力されたＲＳＴ－ＢＰＤＵのＲｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔ値に０が設
定されていることから、ＳＴＰ処理部６２は経路９１のルートパスコストを０＋２０００
０００＝２００００００と認識する。つまり経路９１は１０Ｍｂｐｓであると認識する。
【０２４７】
　経路９１では、上記に述べた往路のＢＰＤＵの転送で、コスト書換処理は発生しなかっ
た。このため復路の転送でも、コスト書換処理は発生しない。
【０２４８】
（動作例：経路９２における動作の説明）
　ＳＴＰ処理部５２は、ブリッジ制御部５１を通じて、ＰＯＲＴ５４にＲＳＴ－ＢＰＤＵ
フレームを送信する。このフレームにはＲＰＣ（ルートパスコスト）として０、ポート状
態としてＤｅｓｉｇｎａｔｅｄが設定されている。
【０２４９】
　中継装置３内の転送制御部３３Ａは、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ３１からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレ
ームを受信し、入力ポートおよび宛先ＭＡＣを、図７の条件１３１Ａに照らし合わせる。
そして、入力ポートがＬＡＮポート、宛先ＭＡＣがＢＰＤＵ－ＭＡＣであることから、動
作１３２Ａを参照し、入力されたフレームに付加情報（入力ポート）としてＬＡＮポート
を付加し、ＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームをコスト書換ポートに出力する。
【０２５０】
　コスト書換部３５は、転送制御部３３ＡからＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームを受信すると、
入力ポートがＬＡＮ、ポート状態がＤｅｓｉｇｎａｔｅｄであることから、そのまま転送
制御部３３Ａに送り返す。この際、付加情報（宛先ポート）としてＷＡＮを設定する。
【０２５１】
　転送制御部３３Ａは、コスト書換部３５からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームおよび宛先ポー
トとしてＷＡＮを受信し、図７に示す条件１３１Ａおよび動作１３２Ａに従って、フレー
ムをＷＡＮ　ＰＯＲＴ３２に出力する。この際、付加情報を削除する。
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【０２５２】
　中継装置４内の転送制御部４３Ａは、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ３２からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレ
ームを受信し、入力ポートおよび宛先ＭＡＣを、図７の条件１３１Ａに照らし合わせる。
そして、入力ポートがＷＡＮポート、宛先ＭＡＣがＢＰＤＵ－ＭＡＣであることから、動
作１３２Ａを参照し、入力されたフレームに付加情報（入力ポート）としてＷＡＮポート
を付加し、ＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームをコスト書換ポートに出力する。
【０２５３】
　コスト書換部４５は、転送制御部４３ＡからＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームを受信すると、
入力ポートがＷＡＮ、ポート状態がＤｅｓｉｇｎａｔｅｄであることから、図５の条件１
５１に照らし合わせ、対応する動作１５２を参照する。
【０２５４】
　コスト書換部４５は、すでにポート管理部４４Ａから、指定速度を１Ｍｂｐｓ、ＬＡＮ
速度を１００Ｍｂｐｓとして、ＢＰＤＵフレームが到着した場合にフレームを書き換える
よう指示されている為、１Ｍｂｐｓ分のコストを２０００００００、１００Ｍｂｐｓ分の
コストを２０００００とすると、新Ｒｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔ＝旧Ｒｏｏｔ　Ｐａｔ
ｈ　Ｃｏｓｔ（０）＋２０００００００－２０００００＝１９８０００００より、Ｒｏｏ
ｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔを１９８０００００に書換えた後、転送制御部４３Ａに送り返す
。この際、付加情報（宛先ポート）としてＬＡＮを設定する。
【０２５５】
　転送制御部４３Ａは、コスト書換部４５からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームおよび宛先ポー
トとしてＬＡＮを受信し、図７に示す条件１３１Ａおよび動作１３２Ａに従って、フレー
ムをＬＡＮ　ＰＯＲＴ４１に出力する。この際、付加情報を削除する。
【０２５６】
　ブリッジ６内のブリッジ制御部６１は、ＰＯＲＴ６３からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームが
到着すると、ＳＴＰ処理部６２に転送する。
【０２５７】
　ＳＴＰ処理部６２は、ブリッジ制御部６１よりＲＳＴ－ＢＰＤＵを受信し、経路９２の
ルートパスコストを計算する。このとき、ＰＯＲＴ６４が１００Ｍｂｐｓでリンクアップ
しており、さらに入力されたＲＳＴ－ＢＰＤＵのＲｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔ値に１９
８０００００が設定されていることから、ＳＴＰ処理部６２は経路９２のルートパスコス
トを１９８０００００＋２０００００＝２０００００００と認識する。つまり経路９２は
１Ｍｂｐｓであると認識する。
【０２５８】
　経路９２では、上記に述べた往路のＢＰＤＵの転送で、ルートパスコストが０から１９
８０００００に書き換えられた。このため復路の転送では、ＢＰＤＵは１９８０００００
から０に書き戻されることになる。
【０２５９】
（動作例：ブリッジ６における経路選択）
　ブリッジ６内のＳＴＰ処理部６２は、これまでに述べた動作によって、経路９１のルー
トパスコストは２００００００（１０Ｍｂｐｓ）、経路９２のルートパスコストは２００
０００００（１Ｍｂｐｓ）であると認識している。このため、経路９２側のポートを閉塞
し、経路９２側のポートからフレームの送受信を行わないようにする。つまり、ブリッジ
５とブリッジ６の間の通信は、すべて経路９１を通じて行われるようになる。
【０２６０】
　経路９１の最大帯域（１０Ｍｂｐｓ）と経路９２の最大帯域（１Ｍｂｐｓ）を比較する
と、経路９１の最大帯域のほうが大きい。したがって、最適経路を選択できた。
【０２６１】
　以上の説明により、ＳＴＰをＷＡＮ（キャリアネットワーク等）をまたいだＬＡＮ（ユ
ーザネットワーク等）間で利用する場合、実際の利用可能速度と接続リンクのリンク速度
の間に差異が生じる場合でも、本実施の形態に示す構成を適用することで、コスト計算が
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正常に行われ、最適経路が選択れることを示した。
【０２６２】
（発明の効果）
　次に、本実施の形態の効果について説明する。
【０２６３】
　本実施の形態に挙げた発明を利用すると、接続リンクの物理帯域によってリンクのコス
トを自動計算する経路制御プロトコル（ＳＴＰ等）が動作する装置（ブリッジ等）が存在
する網において、ブリッジ等の間の経路における実際の利用可能速度（隘路の帯域）と、
ブリッジ等の接続リンクのリンク速度との間に差異がある場合に、経路制御プロトコルが
動作する装置（ブリッジ等）に設定や修正を加えることなく、隘路の帯域をコストに反映
し、最適経路を選択し、網利用効率を向上させることができる。
【０２６４】
　これは、ブリッジ等の間に挿入される中継装置（伝送装置やトンネル装置等）において
、中継装置内のポート管理部がポートからリンク速度の通知を受けてＷＡＮ側もしくはＬ
ＡＮ側のどちらが隘路（ボトルネック）となるかを調べ、中継装置内のコスト書換部が隘
路の速度に合わせてＢＰＤＵ内のルートパスコストフィールドを書き換えるからである。
【０２６５】
　また、本実施の形態に挙げた発明を利用すると、ルートパスコストの書換を行う中継装
置の接続リンクに隘路がない場合でも、ブリッジ等の間の経路における実際の利用可能速
度（隘路の帯域）をコストに反映し、最適経路を選択し、網利用効率を向上させることが
できる。
【０２６６】
　これは、ブリッジ等の間に挿入される中継装置（伝送装置やトンネル装置等）において
、中継装置内の速度通知部が自身の直近の隘路の速度を対向の中継装置に通知し、逆に対
向の中継装置からの通知を受信してポート管理部に通知するからである。
【０２６７】
（第３の実施の形態）
　本発明の第３の実施の形態は、第２の実施の形態においてＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２、ＷＡ
ＮＰＯＲＴ２２、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ３２、およびＷＡＮ　ＰＯＲＴ４２において、リンク
アップ速度によりＷＡＮ回線の速度を取得し、これをコスト計算に利用していたのに対し
て、速度遅延測定部１７、速度遅延測定部２７、速度遅延測定部３７、そして速度遅延測
定部４７を設け、測定用フレームを送受信することでＷＡＮ回線の速度を取得し、コスト
計算を行う点において異なる。
【０２６８】
　これにより、ＷＡＮ回線のリンク速度が変動するような場合でも、コストを正確に求め
ることができる。
【０２６９】
（構成の説明）
　図９を参照して、本実施の形態における構成について説明する。
【０２７０】
　本発明の第３の実施の形態では、第２の実施の形態に対して、速度遅延測定部を追加し
、ＷＡＮ　ＰＯＲＴからポート管理部へのリンク速度の通知を廃止し、代わりにＷＡＮ　
ＰＯＲＴから速度遅延測定部へリンクアップを通知している。尚、上記実施の形態と同様
の構成については同一番号を付し、その詳細な説明は省略する。
【０２７１】
　転送制御部１３Ｂは、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２、コスト書換部１
５、転送通知１６、および速度遅延測定部１７からフレームを受信した場合、入力ポート
、宛先ＭＡＣアドレス、および宛先ポートを参照し、図１０に示すテーブルに従って動作
および出力ポート等を決定し、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２、コスト書
換部１５、速度通知部１６、および速度遅延測定部１７にフレームを転送する。また必要
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に応じて、対向の中継装置（中継装置２）との間でトンネルを構築するためにヘッダ、タ
グ、もしくはフラグ等を付加または削除する。さらに、フレーム衝突を回避し、またＬＡ
ＮとＷＡＮの速度差を吸収するために、バッファリングも行う。
【０２７２】
　転送制御部１３Ｂは、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１もしくはＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２からＢＰＤ
Ｕフレームが入力された場合には、ＢＰＤＵフレームに付加情報として入力ポート識別情
報（ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１またはＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２）を付加してコスト書換部１５に
転送する。また、コスト書換部１５から宛先ポート識別情報（ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１また
はＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２）が付加されたＢＰＤＵフレームを受け、指定された出力ポート
（ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１またはＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２）に転送する。このとき、出力ポー
ト識別情報は削除したうえで転送する。
【０２７３】
　速度遅延測定部１７は、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２よりリンクアップの通知を受けた場合、
もしくはユーザから要求を受けた場合に、対向する速度遅延測定部（速度遅延測定部２７
）との間で、測定用フレームを送受信し、計測した速度をポート管理部１４Ａに通知する
。測定用フレームは、速度遅延測定部１７、転送制御部１３Ｂ、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ　１２
、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ２２、転送制御部２３Ｂを経由して、速度遅延測定部２７に到達する
。
【０２７４】
　速度遅延測定部１７はまた、速度遅延測定部２７に対して測定用フレームの送信要求や
測定結果の通知要求を行い、送られてきた測定フレームから、速度や遅延を計算する。こ
こで速度計算の結果については、結果をポート管理部１４Ａに通知する。
【０２７５】
　このとき、ポート管理部１４Ａは、速度遅延測定部１７から通知された速度を、ＷＡＮ
　ＰＯＲＴ１２から通知されたＷＡＮ速度と同様のものとして取り扱う（ポート管理部１
４Ａの動作は、第２の実施の形態と同様になる）。
【０２７６】
　転送制御部２３Ｂは、転送制御部１３Ｂと同様である。
【０２７７】
　転送制御部３３Ｂは、転送制御部１３Ｂと同様である。
【０２７８】
　転送制御部４３Ｂは、転送制御部１３Ｂと同様である。
【０２７９】
　速度遅延測定部２７は、速度遅延測定部１７と同様である。
【０２８０】
　速度遅延測定部３７は、速度遅延測定部１７と同様である。
【０２８１】
　速度遅延測定部４７は、速度遅延測定部１７と同様である。
【０２８２】
（動作の説明）
　以下、図９を参照して、本実施の形態における速度遅延測定部１７の動作を説明する。
測定完了後の動作については、実施の形態２と同様であるため省略する。
【０２８３】
　速度遅延測定部１７は、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２からリンクアップの通知を受けると、あ
らかじめ決められた量（ＷＡＮリンクの帯域を数秒間使い切るほどの量）の測定フレーム
を、対向の中継装置に対して送信する。測定フレームのＭＡＣ　ＤＡには速度遅延測定Ｍ
ＡＣ、ＭＡＣ　ＳＡには中継装置１のＭＡＣアドレスが設定されており、速度遅延測定部
１７から送信された測定フレームは、転送制御部１３Ｂ、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２、ＷＡＮ
　ＰＯＲＴ２２、転送制御部２３Ｂを経由して、速度遅延測定部２７に到達する。
【０２８４】
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　速度遅延測定部２７は、測定フレームを受信すると、帯域の計測を開始する。そして測
定フレームの受信が完了すると、測定結果フレームを送信し、速度遅延測定部１７に測定
結果を返答する。測定結果フレームのＭＡＣ　ＤＡには速度遅延測定ＭＡＣ、ＭＡＣ　Ｓ
Ａには中継装置２のＭＡＣアドレスが設定されており、速度遅延測定部２７から送信され
た測定結果フレームは、転送制御部２３Ｂ、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ２２、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１
２、転送制御部１３Ｂを経由して、速度遅延測定部１７に到達する。
【０２８５】
　速度遅延測定部１７は、測定結果フレームを受信すると、測定結果フレーム内に記載さ
れている速度をポート管理部１４Ａに通知する。
【０２８６】
　ポート管理部１４Ａは、速度遅延測定部１７からＷＡＮ速度の通知を受け、通知された
速度を条件１４１Ａに照らし合わせる。そして、ＬＡＮ速度が１００Ｍｂｐｓ、ＷＡＮ速
度が１０Ｍｂｐｓであり、さらに速度通知を受信していないことから、コスト書換部１５
に対して、指定速度を１０Ｍｂｐｓ、ＬＡＮ速度を１００Ｍｂｐｓとして、ＢＰＤＵフレ
ームが到着した場合にフレームを書き換えるよう指示する。
【０２８７】
　なお、本動作例では、速度遅延測定部１７から速度遅延測定部２７に測定フレームを送
信し、速度遅延測定部２７から速度遅延測定部１７に測定結果フレームを返送しているが
、これとは逆に、速度遅延測定部１７から速度遅延測定部２７に測定要求フレームを送信
し、速度遅延測定部２７から速度遅延測定部１７に測定フレームを返送しても良い。また
上記双方を併用しても良い。
【０２８８】
　また、本動作例では、測定フレームを送信して測定しているが、遅延帯域積が一定とな
ることを利用し、遅延から帯域を求めても良い。
【０２８９】
（発明の効果）
　次に、本実施の形態の効果について説明する。
【０２９０】
　本実施の形態に挙げた発明を利用すると、接続リンクの物理帯域によってリンクのコス
トを自動計算する経路制御プロトコル（ＳＴＰ等）が動作する装置（ブリッジ等）が存在
する網において、ブリッジ等の間の経路における実際の利用可能速度（隘路の帯域）と、
ブリッジ等の接続リンクのリンク速度との間に差異がある場合に、経路制御プロトコルが
動作する装置（ブリッジ等）に設定や修正を加えることなく、隘路の帯域をコストに反映
し、最適経路を選択し、網利用効率を向上させることができる。
【０２９１】
　これは、ブリッジ等の間に挿入される中継装置（伝送装置やトンネル装置等）において
、中継装置内のポート管理部がポートからリンク速度の通知を受けてＷＡＮ側もしくはＬ
ＡＮ側のどちらが隘路（ボトルネック）となるかを調べ、中継装置内のコスト書換部が隘
路の速度に合わせてＢＰＤＵ内のルートパスコストフィールドを書き換えるからである。
【０２９２】
　また、本実施の形態に挙げた発明を利用すると、ルートパスコストの書換を行う中継装
置の接続リンクに隘路がない場合でも、ブリッジ等の間の経路における実際の利用可能速
度（隘路の帯域）をコストに反映し、最適経路を選択し、網利用効率を向上させることが
できる。
【０２９３】
　これは、ブリッジ等の間に挿入される中継装置（伝送装置やトンネル装置等）において
、中継装置内の速度通知部が自身の直近の隘路の速度を対向の中継装置に通知し、逆に対
向の中継装置からの通知を受信してポート管理部に通知するからである。
【０２９４】
　また、本実施の形態に挙げた発明を利用すると、ＷＡＮ回線の帯域が変動したり、リン
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クアップ速度とＷＡＮ網内の隘路の帯域とが異なったりする場合、隘路の帯域をコストに
反映し、最適経路を選択し、網利用効率を向上させることができる。
【０２９５】
　これは、ブリッジ等の間に挿入される中継装置（伝送装置やトンネル装置等）において
、中継装置内の速度遅延測定部が、測定フレームを送受信することで、ＷＡＮの帯域を計
測するためである。
【０２９６】
（第４の実施の形態）
　本発明の第４の実施の形態は、第３の実施の形態における速度通知部１６を、結果管理
部１８に置き換え、遅延測定結果を網内の中継装置間で共有し、相対的な遅延量からコス
トを決定する点において異なる。
【０２９７】
　これにより、広帯域よりも低遅延を優先した経路選択ができる。
【０２９８】
（構成の説明）
　図１１を参照して、本実施の形態における構成について説明する。
【０２９９】
　本発明の第２の実施の形態では、第３の実施の形態に対して、速度通知部１６を廃止し
、代わりに結果管理部１８を用いている。さらに速度遅延測定部１７から結果管理部１８
へ、遅延量の情報を送っている。
【０３００】
　転送制御部１３Ｃは、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２、コスト書換部１
５、結果管理部１８、および速度遅延測定部１７からフレームを受信した場合、入力ポー
ト、宛先ＭＡＣアドレス、および宛先ポートを参照し、図１２に示すテーブルに従って動
作および出力ポート等を決定し、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２、コスト
書換部１５、結果管理部１８、および速度遅延測定部１７にフレームを転送する。また必
要に応じて、対向の中継装置（中継装置２）との間でトンネルを構築するためにヘッダ、
タグ、もしくはフラグ等を付加または削除する。さらに、フレーム衝突を回避し、またＬ
ＡＮとＷＡＮの速度差を吸収するために、バッファリングも行う。
【０３０１】
　転送制御部１３Ｃは、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１もしくはＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２からＢＰＤ
Ｕフレームが入力された場合には、ＢＰＤＵフレームに付加情報として入力ポート識別情
報（ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１またはＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２）を付加してコスト書換部１５に
転送する。また、コスト書換部１５から宛先ポート識別情報（ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１また
はＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２）が付加されたＢＰＤＵフレームを受け、指定された出力ポート
（ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１またはＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２）に転送する。このとき、出力ポー
ト識別情報は削除したうえで転送する。
【０３０２】
　転送制御部２３Ｃは、転送制御部１３Ｃと同様である。
【０３０３】
　転送制御部３３Ｃは、転送制御部１３Ｃと同様である。
【０３０４】
　転送制御部４３Ｃは、転送制御部１３Ｃと同様である。
【０３０５】
　速度遅延測定部１７は、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２よりリンクアップの通知を受けた場合、
もしくはユーザから要求を受けた場合に、対向する速度遅延測定部（速度遅延測定部２７
）との間で、測定用フレームを送受信し、計測した速度をポート管理部１４Ａに通知する
。測定用フレームは、速度遅延測定部１７、転送制御部１３Ｃ、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ　１２
、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ２２、転送制御部２３Ｃを経由して、速度遅延測定部２７に到達する
。
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【０３０６】
　速度遅延測定部１７はまた、速度遅延測定部２７に対して測定用フレームの送信要求や
測定結果の通知要求を行い、送られてきた測定フレームから、速度や遅延を計算する。こ
こで速度計算の結果については、結果をポート管理部１４Ａに通知し、遅延量については
、結果を結果管理部１８に通知する。
【０３０７】
　このとき、ポート管理部１４Ａは、速度遅延測定部１７から通知された速度を、ＷＡＮ
　ＰＯＲＴ１２から通知されたＷＡＮ速度と同様のものとして取り扱う（その他のポート
管理部１４Ａの動作は、第３の実施の形態と同様になる）。
【０３０８】
　速度遅延測定部２７は、速度遅延測定部１７と同様である。
【０３０９】
　速度遅延測定部３７は、速度遅延測定部１７と同様である。
【０３１０】
　速度遅延測定部４７は、速度遅延測定部１７と同様である。
【０３１１】
　結果管理部１８は、速度遅延測定部１７から遅延の通知を受けた場合、この遅延量を記
録すると同時に、ネットワーク内の他の全ての中継装置（中継装置２、中継装置３、中継
装置４）に遅延を伝える。結果管理フレームには、宛先ＭＡＣアドレスに結果管理ＭＡＣ
（例：００－００－４Ｃ－００－００－０２等の特別に予約したＭＡＣアドレス）、送信
元ＭＡＣアドレスに中継装置１のＭＡＣアドレスをもつ結果管理フレームを作成して行う
。結果管理フレームは、結果管理部１８から送信されると、転送制御部１３ＣでＬＡＮ、
ＷＡＮ双方に同報（ブロードキャスト）される。
【０３１２】
　結果管理部１８は、転送制御部１３Ｃから結果管理フレームを受信した場合、結果管理
フレーム内に含まれる遅延量を、結果管理フレームの送信元ＭＡＣアドレスと共に記録す
る。そして既に記録されている、これまでに受信した遅延量と、速度遅延測定部１７から
受信した遅延量を比較し、速度遅延測定部１７から通知された遅延の相対的な大きさを計
算する。例えば、速度遅延測定部１７より通知された遅延が１ｍｓで、中継装置３から通
知された遅延が１００ｍｓ、中継装置４から通知された遅延が１０ｍｓである場合、ポー
ト管理部１４Ａに受信速度＝１００Ｍｂｐｓとして帯域の申告を行う。
【０３１３】
　このとき、ポート管理部１４Ａは、結果管理部１８から通知された速度を、速度通知部
１６から通知された対向の中継装置のＬＡＮ速度と同様のものとして取り扱う（その他の
ポート管理部１４Ａの動作は、第３の実施の形態と同様になる）。
【０３１４】
　結果管理部２８は、結果管理部１８と同様である。
【０３１５】
　結果管理部３８は、結果管理部１８と同様である。
【０３１６】
　結果管理部４８は、結果管理部１８と同様である。
【０３１７】
（動作の説明）
　以下、図１１を参照して、本実施の形態における結果管理部１８の動作を説明する。
【０３１８】
　ここで、スパニングツリーにより、ブリッジ６のＰＯＲＴ６４が閉塞されているとする
。
【０３１９】
　ここで、既に中継装置２内の結果管理部２８から遅延１ｍｓ、中継装置３内の結果管理
部３８から遅延１００ｍｓ、中継装置４内の結果管理部４８から遅延１０ｍｓが、各中継
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装置にブロードキャストされているとする。
【０３２０】
　速度遅延測定部１７は、第３の実施の形態にの動作の説明に記載した方法で、ＷＡＮ帯
域の測定を行い、結果をポート管理部１４Ａに通知する。
【０３２１】
　速度遅延測定部１７は、さらに、遅延測定フレームを、対向の中継装置に対して送信す
る。遅延測定フレームのＭＡＣ　ＤＡには速度遅延測定ＭＡＣ、ＭＡＣ　ＳＡには中継装
置１のＭＡＣアドレスが設定されており、速度遅延測定部１７から送信された遅延測定フ
レームは、転送制御部１３Ｃ、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ２２、転送制御
部２３Ｃを経由して、速度遅延測定部２７に到達する。
【０３２２】
　速度遅延測定部２７は、遅延測定フレームを受信すると、即座に遅延返答フレームを送
信し、速度遅延測定部１７に送り返す。測定結果フレームのＭＡＣ　ＤＡには速度遅延測
定ＭＡＣ、ＭＡＣ　ＳＡには中継装置２のＭＡＣアドレスが設定されており、速度遅延測
定部２７から送信された遅延返答フレームは、転送制御部２３Ｃ、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ２２
、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２、転送制御部１３Ｃを経由して、速度遅延測定部１７に到達する
。
【０３２３】
　速度遅延測定部１７は、遅延返答フレームを受信すると、送信時刻と受信時刻の差分か
ら往復遅延を計算し、結果を結果管理部１８に通知する。以降は、仮に遅延が１ｍｓであ
ったとして説明を続ける。
【０３２４】
　結果管理部１８は、速度遅延測定部１７から遅延の通知を受け、通知された遅延量（１
ｍｓ）を記録する。そして以下の（１）（２）に示す動作を行う。
（１）既に受信している結果管理フレームから得た遅延と、速度遅延測定部１７から受信
した遅延量（１ｍｓ）を比較し、速度遅延測定部１７から通知された遅延の相対的な大き
さを計算する。ここで、既に結果管理部１８に、中継装置３から１００ｍｓ、中継装置４
から１０ｍｓの遅延が通知されていたとすると、結果管理部１８はポート管理部１４Ａに
受信速度＝１００Ｍｂｐｓとして帯域の申告を行う。
（２）ネットワーク内の他の全ての中継装置（中継装置２、中継装置３、中継装置４）に
遅延を伝えるために、結果管理フレームをブロードキャスト送信する。結果管理フレーム
には、宛先ＭＡＣアドレスに結果管理ＭＡＣ、送信元ＭＡＣアドレスに中継装置１のＭＡ
Ｃアドレスが設定されており、結果管理部１８から送信されると、転送制御部１３ＣでＬ
ＡＮ、ＷＡＮ双方に同報（ブロードキャスト）される。なお、本実施の形態の動作例では
、ネットワーク内の最小遅延が１ｍｓ、最大遅延が１００ｍｓであるため、最大遅延の箇
所を１Ｍｂｐｓ、最小遅延の箇所を１００Ｍｂｐｓとして扱った（もし最大遅延が１００
０ｍｓである場合は、最小遅延の箇所を１０００Ｍｂｐｓとして扱う）。遅延を速度に置
き直すのは、ポート管理部１４Ａが遅延ではなく速度で動作の判定を行っているからであ
る。
【０３２５】
　ポート管理部１４Ａは、結果管理部１８から速度の通知（１０Ｍｂｐｓ）を受けると、
これを第２の実施の形態における速度通知部２６からの速度通知と同様に扱い、必要であ
ればコスト書換部１５にコスト書換に関する指示を出す。
【０３２６】
　結果管理フレームのうち、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２側に送信されたフレームは、中継装置
２内の転送制御部２３Ｃで結果管理部２８とＬＡＮ　ＰＯＲＴ２１側に同報される。
【０３２７】
　結果管理部２８は、転送制御部２３Ｃから結果管理フレームを受信した場合、結果管理
フレーム内に含まれる遅延量（１ｍｓ）を、結果管理フレームの送信元ＭＡＣアドレス（
中継装置１のＭＡＣアドレス）と共に記録する。そして既に受信している結果管理フレー
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ムから得た遅延と、速度遅延測定部２７から受信した遅延量（１ｍｓ）を比較し、速度遅
延測定部２７から通知された遅延の相対的な大きさを計算する。ここで、既に結果管理部
２８に、中継装置３から１００ｍｓ、中継装置４から１０ｍｓの遅延が通知されていたと
すると、結果管理部２８はポート管理部２４Ａに受信速度＝１００Ｍｂｐｓとして帯域の
申告を行う。
【０３２８】
　ポート管理部２４Ａは、結果管理部２８から速度の通知（１０Ｍｂｐｓ）を受けると、
これを第２の実施の形態における速度通知部２６からの速度通知と同様に扱い、必要であ
ればコスト書換部２５にコスト書換に関する指示を出す。
【０３２９】
　結果管理フレームのうち、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ２１側に同報されたフレームは、ブリッジ
６内のブリッジ制御部６１でも、ＰＯＲＴ６４とＰＯＲＴ６５にブロードキャストされる
。しなしながらＰＯＲＴ６４側にブロードキャストされたフレームは、ＰＯＲＴ６４が閉
塞されているため廃棄される。またＰＯＲＴ６５側に送信されたフレームは、以降のＬＡ
Ｎセグメント内でもブロードキャストされ続け、いずれ消滅する。
【０３３０】
　結果管理フレームのうち、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１側に送信されたフレームは、ブリッジ
５内のブリッジ制御部５１でも、ＰＯＲＴ５４とＰＯＲＴ５５にブロードキャストされる
。ＰＯＲＴ５５側に送信されたフレームは、以降のＬＡＮセグメント内でもブロードキャ
ストされ続け、いずれ消滅する。
【０３３１】
　ＰＯＲＴ５４側にブロードキャストされたフレームは、中継装置３内の転送制御部３３
Ｃで結果管理部３８とＷＡＮ　ＰＯＲＴ３２側に同報される。
【０３３２】
　結果管理部３８は、転送制御部３３Ｃから結果管理フレームを受信した場合、結果管理
フレーム内に含まれる遅延量（１ｍｓ）を、結果管理フレームの送信元ＭＡＣアドレス（
中継装置１のＭＡＣアドレス）と共に記録する。そして既に受信している結果管理フレー
ムから得た遅延と、速度遅延測定部３７から受信した遅延量を比較し、速度遅延測定部３
７から通知された遅延（１００ｍｓ）の相対的な大きさを計算する。ここで、既に結果管
理部３８に、中継装置２から１ｍｓ、中継装置４から１０ｍｓの遅延が通知されていたと
すると、結果管理部３８はポート管理部３４Ａに受信速度＝１Ｍｂｐｓとして帯域の申告
を行う。
【０３３３】
　ポート管理部３４Ａは、結果管理部３８から速度の通知（１Ｍｂｐｓ）を受けると、こ
れを第２の実施の形態における速度通知部３６からの速度通知と同様に扱い、必要であれ
ばコスト書換部３５にコスト書換に関する指示を出す。
【０３３４】
　結果管理フレームのうち、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ３２側に同報されたフレームは、中継装置
４内の転送制御部４３Ｃで結果管理部４８とＬＡＮ　ＰＯＲＴ４１側に同報される。
【０３３５】
　結果管理部４８は、転送制御部４３Ｃから結果管理フレームを受信した場合、結果管理
フレーム内に含まれる遅延量（１ｍｓ）を、結果管理フレームの送信元ＭＡＣアドレス（
中継装置１のＭＡＣアドレス）と共に記録する。そして既に受信している結果管理フレー
ムから得た遅延と、速度遅延測定部４７から受信した遅延量を比較し、速度遅延測定部４
７から通知された遅延（１０ｍｓ）の相対的な大きさを計算する。ここで、既に結果管理
部４８に、中継装置２から１ｍｓ、中継装置３から１００ｍｓの遅延が通知されていたと
すると、結果管理部４８はポート管理部４４Ａに受信速度＝１０Ｍｂｐｓとして帯域の申
告を行う。
【０３３６】
　ポート管理部４４Ａは、結果管理部４８から速度の通知（１０Ｍｂｐｓ）を受けると、
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これを第２の実施の形態における速度通知部４６からの速度通知と同様に扱い、必要であ
ればコスト書換部４５にコスト書換に関する指示を出す。
【０３３７】
　上記動作完了後の、コスト書換部１５におけるコスト書換や、ブリッジ６における経路
選択動作等については、実施の形態１と同様であるため省略する。
【０３３８】
（発明の効果）
　次に、本実施の形態の効果について説明する。
【０３３９】
　本実施の形態に挙げた発明を利用すると、接続リンクの物理帯域によってリンクのコス
トを自動計算する経路制御プロトコル（ＳＴＰ等）が動作する装置（ブリッジ等）が存在
する網において、ブリッジ等の間の経路における実際の利用可能速度（隘路の帯域）と、
ブリッジ等の接続リンクのリンク速度との間に差異がある場合に、経路制御プロトコルが
動作する装置（ブリッジ等）に設定や修正を加えることなく、隘路の帯域をコストに反映
し、最適経路を選択し、網利用効率を向上させることができる。
【０３４０】
　これは、ブリッジ等の間に挿入される中継装置（伝送装置やトンネル装置等）において
、中継装置内のポート管理部がポートからリンク速度の通知を受けてＷＡＮ側もしくはＬ
ＡＮ側のどちらが隘路（ボトルネック）となるかを調べ、中継装置内のコスト書換部が隘
路の速度に合わせてＢＰＤＵ内のルートパスコストフィールドを書き換えるからである。
【０３４１】
　また、本実施の形態に挙げた発明を利用すると、ＷＡＮ回線の帯域が変動したり、リン
クアップ速度とＷＡＮ網内の隘路の帯域が異なったりする場合、隘路の帯域をコストに反
映し、最適経路を選択し、網利用効率を向上させることができる。
【０３４２】
　これは、ブリッジ等の間に挿入される中継装置（伝送装置やトンネル装置等）において
、中継装置内の速度遅延測定部が、測定フレームを送受信することで、ＷＡＮの帯域を計
測するためである。
【０３４３】
　また、本実施の形態に挙げた発明を利用すると、広帯域よりも低遅延を優先した経路選
択を行うことができる。
【０３４４】
　これは、ブリッジ等の間に挿入される中継装置（伝送装置やトンネル装置等）において
、中継装置内の結果管理部が速度遅延測定部から通知を受けた遅延を網内の他の中継装置
に同報通知し、逆に網内の他の中継装置からの遅延量の通知を受信して、その相対遅延を
帯域（速度）に置き換えた上で、ポート管理部に通知するからである。
【０３４５】
（第５の実施の形態）
　本発明の第５の実施の形態は、第１の実施の形態におけるコスト書換部１５においてＶ
ＬＡＮを意識せずにコスト計算を行っていたのに対して、コスト書換部１５Ａにおいて、
あらかじめ通過するＶＬＡＮと利用する帯域の割合を設定しておき、ＩＥＥＥ８０２．１
ｓに規定されるマルチプルスパニングツリーで構成されるネットワークにおいて、ＶＬＡ
Ｎ間に公平もしくは設定された割合で帯域を割当てる。これにより、多数のＶＬＡＮが通
過する過密地点を迂回し、ネットワーク全体の利用効率向上を行うことができる。
【０３４６】
（構成の説明）
　図２および図１３を参照して、本実施の形態における構成について説明する。
【０３４７】
　本発明の第５の実施の形態は、図２に示す第１の実施の形態おけるコスト書換部１５を
、コスト書換部１５Ａに置き換え、ＶＬＡＮごとにコスト計算を行うものである。
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【０３４８】
　コスト書換部１５Ａは、第１の実施の形態におけるコスト書換部１５の動作のほか、以
下に示す５つの機能を有する。
１）図１３に示した設定例のように、リンクを通過するＶＬＡＮと、ＶＬＡＮごとの帯域
利用割合の設定を受け付ける。
２）Ｒｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔの書換時に、あらかじめ設定されているＶＬＡＮごと
の帯域利用割合に応じてコストを計算する。
３）ＶＬＡＮタグが付加されていないＢＰＤＵフレームが到着した場合は、ＶＬＡＮ　Ｉ
Ｄ＝Ｎｏ　Ｔａｇに記載されている帯域利用割合でコストを計算する。
４）ＶＬＡＮ　ＩＤ１５３に登録されていないＶＬＡＮ　ＩＤのフレームが到着した場合
は、ＶＬＡＮ　ＩＤその他に記載されている帯域利用割合でコストを計算する。
５）１）に示した手動設定のほか、到着したＢＰＤＵフレームのＶＬＡＮ　ＩＤを学習し
、各ＶＬＡＮ間で公平に帯域を割り当てるよう、図１３のＶＬＡＮ　ＩＤ１５３および帯
域利用割合１５４を自動設定することもできる。
【０３４９】
　コスト書換部２５Ａは、コスト書換部１５Ａと同様である。
【０３５０】
　コスト書換部３５Ａは、コスト書換部１５Ａと同様である。
【０３５１】
　コスト書換部４５Ａは、コスト書換部１５Ａと同様である。
【０３５２】
（動作例）
　以下、図２および図１３を参照して、本実施の形態におけるコスト書換部１５Ａおよび
コスト書換部２５Ａの動作を説明する。
【０３５３】
（動作例：前提条件と初期動作）
　コスト書換部１５Ａ、コスト書換部２５Ａ、コスト書換部３５Ａ、およびコスト書換部
４５Ａに、図１３に示すような設定を行う。
【０３５４】
　ブリッジ５とブリッジ６において、マルチプルスパニングツリープロトコル（ＩＥＥＥ
８０２．１ｓで規定されているマルチプルラピッドスパニングツリー）が動作しているも
のとする。また、全てのＳＴＰ面（ＶＬＡＮ）において、ブリッジ５がルートノードであ
るとする。
【０３５５】
　その他の前提条件と初期動作は、実施の形態１における動作例（前提条件と初期動作）
に従う。
【０３５６】
（動作例：経路９１における動作の説明）
　ブリッジ５内のＳＴＰ処理部５２は、ブリッジ制御部５１を通じて、ＰＯＲＴ５３にＲ
ＳＴ－ＢＰＤＵフレームを送信する。このフレームにはＶＬＡＮタグ（ＶＬＡＮ　ＩＤ　
０００２）が付加され、ＲＰＣ（ルートパスコスト）として０、ポート状態としてＤｅｓ
ｉｇｎａｔｅｄが設定されている。（ブリッジ５はルートノードになっている）
　中継装置１内の転送制御部１３は、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレー
ムを受信し、入力ポートおよび宛先ＭＡＣを、図３の条件１３１に照らし合わせる。そし
て、入力ポートがＬＡＮポート、宛先ＭＡＣがＢＰＤＵ－ＭＡＣであることから、動作１
３２を参照し、入力されたフレームに付加情報（入力ポート）としてＬＡＮポートを付加
し、ＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームをコスト書換ポートに出力する。なお転送制御部１３の動
作は、ＶＬＡＮタグの有無やＶＬＡＮ　ＩＤに関わらず同様である。
【０３５７】
　コスト書換部１５Ａは、転送制御部１３からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームを受信すると、
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入力ポートがＬＡＮ、ポート状態がＤｅｓｉｇｎａｔｅｄであることから、そのまま転送
制御部１３に送り返す。この際、付加情報（宛先ポート）としてＷＡＮを設定する。
【０３５８】
　転送制御部１３は、コスト書換部からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームおよび宛先ポートとし
てＷＡＮを受信し、図３に示す条件１３１および動作１３２に従って、フレームをＷＡＮ
　ＰＯＲＴ１２に出力する。この際、付加情報を削除する。
【０３５９】
　中継装置２内の転送制御部２３は、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ２２からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレー
ムを受信し、入力ポートおよび宛先ＭＡＣを、図３の条件１３１に照らし合わせる。そし
て、入力ポートがＷＡＮポート、宛先ＭＡＣがＢＰＤＵ－ＭＡＣであることから、動作１
３２を参照し、入力されたフレームに付加情報（入力ポート）としてＷＡＮポートを付加
し、ＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームをコスト書換ポートに出力する。なお転送制御部２３の動
作は、ＶＬＡＮタグの有無やＶＬＡＮ　ＩＤに関わらず同様である。
【０３６０】
　コスト書換部２５Ａは、転送制御部２３からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームを受信すると、
入力ポートがＷＡＮ、ポート状態がＤｅｓｉｇｎａｔｅｄであることから、図５の条件１
５１に照らし合わせ、対応する動作１５２を参照する。
【０３６１】
　コスト書換部２５Ａは、すでにポート管理部２４から、指定速度を１Ｍｂｐｓ、ＬＡＮ
速度を１００Ｍｂｐｓとして、ＢＰＤＵフレームが到着した場合にフレームを書き換える
よう指示されているが、図１３に示すＶＬＡＮＩＤ１５３を参照すると、ＶＬＡＮ　ＩＤ
０００２に対応する帯域利用割合１５４は１０％であるため、Ｒｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏ
ｓｔの計算は、指定速度１Ｍｂｐｓの１０％、つまり１００ｋｂｐｓになるように行う。
よって、１００ｋｂｐｓ分のコストを２００００００００、１００Ｍｂｐｓ分のコストを
２０００００とすると、新Ｒｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔ＝旧Ｒｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏ
ｓｔ（０）＋２００００００００－２０００００＝１９９８０００００と書換えた後、転
送制御部２３に送り返す。この際、付加情報（宛先ポート）としてＬＡＮを設定する。
【０３６２】
　転送制御部２３は、コスト書換部からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームおよび宛先ポートとし
てＬＡＮを受信し、図３に示す条件１３１および動作１３２に従って、フレームをＬＡＮ
　ＰＯＲＴ２１に出力する。この際、付加情報を削除する。
【０３６３】
　ブリッジ６内のブリッジ制御部６１は、ＰＯＲＴ６３からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームが
到着すると、ＳＴＰ処理部６２に転送する。
【０３６４】
　ＳＴＰ処理部６２は、ブリッジ制御部６１よりＶＬＡＮ　ＩＤ　０００２つきのＲＳＴ
－ＢＰＤＵを受信し、経路９１のルートパスコストを計算する。このとき、ＰＯＲＴ６３
が１００Ｍｂｐｓでリンクアップしており、さらに入力されたＲＳＴ－ＢＰＤＵのＲｏｏ
ｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔ値に１９９８０００００が設定されていることから、ＳＴＰ処理
部６２は経路９１のルートパスコストを１９９８０００００＋２０００００＝２００００
００００と認識する。つまりＶＬＡＮ０００２における経路９１の帯域は１００ｋｂｐｓ
であると認識する。
【０３６５】
　上記に述べた往路のＢＰＤＵの転送で、ルートパスコストが０から１９９８０００００
に書き換えられた。このため復路のＢＰＤＵの転送では、ＢＰＤＵは１９９８０００００
から０に書き戻されることになる。
【０３６６】
　なお、本動作例では、図１３に示すＶＬＡＮ　ＩＤ１５３および帯域利用割合１５４を
手動設定する場合の例を示したが、コスト書換部１５Ａが到着したＢＰＤＵフレームのＶ
ＬＡＮ　ＩＤを学習し、各ＶＬＡＮ間で公平に帯域を割り当てるよう、図１３のＶＬＡＮ
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　ＩＤ１５３および帯域利用割合１５４を自動設定することもできる。
【０３６７】
（発明の効果）
　次に、本実施の形態の効果について説明する。
【０３６８】
　本実施の形態に挙げた発明を利用すると、接続リンクの物理帯域によってリンクのコス
トを自動計算する経路制御プロトコル（ＳＴＰ等）が動作する装置（ブリッジ等）が存在
する網において、ブリッジ等の間の経路における実際の利用可能速度（隘路の帯域）と、
ブリッジ等の接続リンクのリンク速度との間に差異がある場合に、経路制御プロトコルが
動作する装置（ブリッジ等）に設定や修正を加えることなく、隘路の帯域をコストに反映
し、最適経路を選択し、網利用効率を向上させることができる。
【０３６９】
　これは、ブリッジ等の間に挿入される中継装置（伝送装置やトンネル装置等）において
、中継装置内のポート管理部がポートからリンク速度の通知を受けてＷＡＮ側もしくはＬ
ＡＮ側のどちらが隘路（ボトルネック）となるかを調べ、中継装置内のコスト書換部が隘
路の速度に合わせてＢＰＤＵ内のルートパスコストフィールドを書き換えるからである。
【０３７０】
　また、本実施の形態に挙げた発明を利用すると、ＩＥＥＥ８０２．１ｓに規定されるマ
ルチプルスパニングツリーで構成されるネットワークにおいて、ＶＬＡＮ設定の集中する
過密経路を避け、ＶＬＡＮ間の公平性を保ち、網利用効率を向上させることができる。
【０３７１】
　これは、ブリッジ等の間に挿入される中継装置（伝送装置やトンネル装置等）において
、中継装置内のコスト書換部が、ＶＬＡＮごとの帯域帯域利用割合に応じて、Ｒｏｏｔ　
Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔを書き換えるためである。
【０３７２】
（第６の実施の形態）
　本発明の第６の実施の形態は、接続リンクの物理帯域によってリンクのコストを自動計
算する経路制御プロトコル（ＳＴＰ等）が動作する装置（ブリッジ等）が存在する網にお
いて、ブリッジ等の間の経路における実際の利用可能速度（隘路の帯域）と、ブリッジ等
の接続リンクのリンク速度との間に差異がある場合に、ブリッジ等の間に挿入される中継
装置（伝送装置やトンネル装置等）において、中継装置がポートからリンク速度の通知を
受けてＷＡＮ側もしくはＬＡＮ側のどちらが隘路（ボトルネック）となるかを調べ、さら
にＷＡＮ側もしくはＬＡＮ側のいずれか低いリンク速度に合わせてリンク速度を制御する
ことで、経路制御プロトコルが動作する装置（ブリッジ等）に設定や修正を加えることな
く、隘路の帯域をコストに反映させ、最適経路を選択し、網利用効率を向上させる。
【０３７３】
　本発明の第６の実施の形態は、第２の実施の形態がボトルネックリンクの速度に応じて
コスト書換部１５においてＢＰＤＵに含まれるコストを書き換えていたのに対して、ポー
ト管理部１４Ｄが、ＬＡＮ側速度とＷＡＮ側速度を低いほうの速度に一致させる点におい
て異なる。ＬＡＮ側速度とＷＡＮ側速度を低いほうの速度に一致させることで、ブリッジ
間の経路上のボトルネック帯域の速度に、全リンクの速度が一致するため、各ブリッジは
経路計算を正しく行うことができる。尚、上記実施の形態と同様の構成については同一番
号を付し、その詳細な説明は省略する。
【０３７４】
（構成の説明）
　図１４を参照して、本実施の形態における構成について説明する。
【０３７５】
　本実施の形態における中継装置１は、第２の実施の形態におけるコスト書換部１５およ
び速度通知部１６がなくなり、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１の代わりにＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１Ａ
、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２の代わりにＷＡＮ　ＰＯＲＴ　１２Ａ、転送制御部１３の代わり
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に転送制御部１３Ｄ、ポート管理部１４の代わりにポート管理部１４Ｄを有する。
【０３７６】
　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１Ａは、ＬＡＮ側のイーサネットリンクを収容するポートで、リン
クアップ時にリンク速度をポート管理部１４Ｄに通知し、さらにリンクダウン時にリンク
ダウンした事実をポート管理部１４Ｄに通知する。さらにポート管理部１４Ｄからリンク
速度を指定された場合には、リンク速度を指定された速度になるよう変更する。
【０３７７】
　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２Ａは、ＷＡＮ側のリンク（イーサネット等）を収容するポートで
、リンクアップ時にリンク速度をポート管理部１４Ｄに通知し、さらにリンクダウン時に
リンクダウンした事実をポート管理部１４Ｄに通知する。また、必要に応じて、電気信号
から光信号への変換や、伝送距離を伸ばすための符号化および復号化等の処理も行う。さ
らにポート管理部１４Ｄからリンク速度を指定された場合には、リンク速度を指定された
速度になるよう変更する。
【０３７８】
　転送制御部１３Ｄは、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１Ａからフレームを受信し、必要に応じて、
対向の中継装置（中継装置２）との間でトンネルを構築するためにヘッダ、タグ、もしく
はフラグ等を付加し、さらにＬＡＮとＷＡＮの速度差を吸収するためにバッファリングを
行い、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２Ａに出力する。
【０３７９】
　転送制御部１３Ｄはまた、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２Ａからフレームを受信し、必要に応じ
て、対向の中継装置（中継装置２）との間でトンネルを構築するためにヘッダ、タグ、も
しくはフラグ等を削除し、さらにＬＡＮとＷＡＮの速度差を吸収するためにバッファリン
グを行い、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１Ａに出力する。
【０３８０】
　ポート管理部１４Ｄは、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１Ａ、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２Ａからリンク
アップ時やリンクダウン時にオートネゴシエーションなどにより決定されたリンク速度の
通知を受け、図１５に示すテーブルに従って動作を決定し、必要に応じてＬＡＮ　ＰＯＲ
Ｔ１１ＡもしくはＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２Ａに、リンク速度を変更するよう指示する。なお
通知を受けた速度は、次回の通知があるまで保持する（保持する速度はリンク速度をポー
ト管理部１４Ｄが変更を指示した後の速度ではなく、ポートから通知された速度変更前の
オートネゴシエーションなどにより決定されたリンク速度である）。またテーブルを参照
した動作の決定は、リンク速度の通知を受けた時のほか、一定周期ごとにも行われる。
【０３８１】
　図１５は第６の実施の形態におけるポート管理部１４Ｄが、リンクアップ速度もしくは
速度通知を受信した場合に、動作を決定するために参照する表である。
【０３８２】
　条件１４１Ｄは、通知を受けたリンクアップ速度もしくは速度通知に応じて動作１４２
Ｄを検索するための索引（インデックス、キー）である。条件１４１Ｄには、ＬＡＮとＷ
ＡＮの速度関係の項目があり、ポート１１Ａおよびポート１２Ａからのリンクアップ速度
通知の受信時に条件１４１Ｄを検索し、動作１４２Ｄを決定する。
【０３８３】
　動作１４２Ｄは、条件１４１Ｄを索引として検索される動作である。動作１４２Ｄには
、リンク速度をどのように変更するよう指示するかが記載されている。
【０３８４】
（動作例１）
　以下、図１４を参照して、本実施の形態における動作を、図１に示した従来技術におい
て問題が発生していた構成と同様のネットワーク構成およびリンク速度の場合を例に、説
明する。
【０３８５】
（動作例１：前提条件と初期動作）
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　ここで、ブリッジ５とブリッジ６において、スパニングツリープロトコル（旧ＩＥＥＥ
８０２．１ｗで規定されているラピッドスパニングツリー）が動作しているものとする。
また、ブリッジ５がルートノードであるとする。
【０３８６】
　ここで、中継装置１と中継装置２の間のリンクは、１Ｍｂｐｓでリンクアップしている
ものとする。
【０３８７】
　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２Ａは、ポート管理部１４Ｄに、１Ｍｂｐｓでリンクアップしたこ
とを通知する。
【０３８８】
　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ２２Ａは、ポート管理部２４Ｄに、１Ｍｂｐｓでリンクアップしたこ
とを通知する。
【０３８９】
　ここで、中継装置３と中継装置４の間のリンクは、１０Ｍｂｐｓでリンクアップしてい
るものとする。
【０３９０】
　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ３２Ａは、ポート管理部３４Ｄに、１０Ｍｂｐｓでリンクアップした
ことを通知する。
【０３９１】
　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ４２Ａは、ポート管理部４４Ｄに、１０Ｍｂｐｓでリンクアップした
ことを通知する。
【０３９２】
　ここで、中継装置１とブリッジ５の間のリンク、および中継装置２とブリッジ６の間の
リンクは、それぞれ１００Ｍｂｐｓでリンクアップしているものとする。
【０３９３】
　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１Ａは、ポート管理部１４Ｄに、１００Ｍｂｐｓでリンクアップし
たことを通知する。
【０３９４】
　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ２１Ａは、ポート管理部２４Ｄに、１００Ｍｂｐｓでリンクアップし
たことを通知する。
【０３９５】
　ここで、中継装置３とブリッジ５との間のリンク、および中継装置４とブリッジ６の間
のリンクは、それぞれ１０Ｍｂｐｓでリンクアップしているものとする。
【０３９６】
　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ３１Ａは、ポート管理部３４Ｄに、１０Ｍｂｐｓでリンクアップした
ことを通知する。
【０３９７】
　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ４１Ａは、ポート管理部４４Ｄに、１０Ｍｂｐｓでリンクアップした
ことを通知する。
【０３９８】
　ポート管理部１４Ｄは、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ　１１ＡおよびＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２Ａから
リンクアップの通知を受け、通知された速度を条件１４１Ｄに照らし合わせる。そして、
ＬＡＮ速度が１００Ｍｂｐｓ、ＷＡＮ速度が１Ｍｂｐｓであることから、ＬＡＮ　ＰＯＲ
Ｔ１１Ａに対して、リンクアップ速度を１Ｍｂｐｓに変更するよう指示する。
【０３９９】
　ポート管理部２４Ｄは、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ　２１ＡおよびＷＡＮ　ＰＯＲＴ２２Ａから
リンクアップの通知を受け、通知された速度を条件１４１Ｄに照らし合わせる。
【０４００】
　そして、ＬＡＮ速度が１００Ｍｂｐｓ、ＷＡＮ速度が１Ｍｂｐｓであることから、ＬＡ
Ｎ　ＰＯＲＴ１１Ａに対して、リンクアップ速度を１Ｍｂｐｓに変更するよう指示する。



(45) JP 4816957 B2 2011.11.16

10

20

30

40

50

【０４０１】
　ポート管理部３４Ｄは、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ　３１ＡおよびＷＡＮ　ＰＯＲＴ３２Ａから
リンクアップの通知を受け、通知された速度を条件１４１Ｄに照らし合わせる。そして、
ＬＡＮ速度が１０Ｍｂｐｓ、ＷＡＮ速度が１０Ｍｂｐｓであることから、特に何もせずに
、ポート速度の監視を継続する。
【０４０２】
　ポート管理部４４Ｄは、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ　４１ＡおよびＷＡＮ　ＰＯＲＴ４２Ａから
リンクアップの通知を受け、通知された速度を条件１４１Ｄに照らし合わせる。そして、
ＬＡＮ速度が１０Ｍｂｐｓ、ＷＡＮ速度が１０Ｍｂｐｓであることから、特に何もせずに
、ポート速度の監視を継続する。
【０４０３】
　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１Ａは、ポート管理部１４Ｄからリンクアップ速度を１Ｍｂｐｓに
変更するよう指示を受け、リンクアップ速度を１Ｍｂｐｓに落とす。
【０４０４】
　ＰＯＲＴ５３は、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１Ａがリンクアップ速度を１Ｍｂｐｓに落とした
ため、オートネゴシエーションにより、リンクアップを１Ｍｂｐｓに落とす。
【０４０５】
　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ２１Ａは、ポート管理部２４Ｄからリンクアップ速度を１Ｍｂｐｓに
変更するよう指示を受け、リンクアップ速度を１Ｍｂｐｓに落とす。
【０４０６】
　ＰＯＲＴ６３は、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ２１Ａがリンクアップ速度を１Ｍｂｐｓに落とした
ため、オートネゴシエーションにより、リンクアップを１Ｍｂｐｓに落とす。
【０４０７】
（動作例１：経路９１における動作の説明）
　ブリッジ５内のＳＴＰ処理部５２は、ブリッジ制御部５１を通じて、ＰＯＲＴ５３にＲ
ＳＴ－ＢＰＤＵフレームを送信する。このフレームにはＲＰＣ（ルートパスコスト）とし
て０、ポート状態としてＤｅｓｉｇｎａｔｅｄが設定されている。（ブリッジ５はルート
ノードになっている）
　中継装置１内の転送制御部１３Ｄは、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１ＡからＲＳＴ－ＢＰＤＵフ
レームを受信し、フレームをＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２Ａに出力する。
【０４０８】
　中継装置２内の転送制御部２３Ｄは、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ２２ＡからＲＳＴ－ＢＰＤＵフ
レームを受信し、フレームをＬＡＮ　ＰＯＲＴ２１Ａに出力する。
【０４０９】
　ブリッジ６内のブリッジ制御部６１は、ＰＯＲＴ６３からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームが
到着すると、ＳＴＰ処理部６２に転送する。
【０４１０】
　ＳＴＰ処理部６２は、ブリッジ制御部６１よりＲＳＴ－ＢＰＤＵを受信し、経路９１の
ルートパスコストを計算する。このとき、ＰＯＲＴ６３が１Ｍｂｐｓでリンクアップして
おり、さらに入力されたＲＳＴ－ＢＰＤＵのＲｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔ値に０が設定
されていることから、ＳＴＰ処理部６２は経路９１のルートパスコストを０＋２００００
０００＝２０００００００と認識する。つまり経路９１は１Ｍｂｐｓであると認識する。
【０４１１】
（動作例１：経路９２における動作の説明）
　ブリッジ５内のＳＴＰ処理部５２は、ブリッジ制御部５１を通じて、ＰＯＲＴ５４にＲ
ＳＴ－ＢＰＤＵフレームを送信する。このフレームにはＲＰＣ（ルートパスコスト）とし
て０、ポート状態としてＤｅｓｉｇｎａｔｅｄが設定されている。（ブリッジ５はルート
ノードになっている）
【０４１２】
　中継装置３内の転送制御部３３Ｄは、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ３１ＡからＲＳＴ－ＢＰＤＵフ
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レームを受信し、フレームをＷＡＮ　ＰＯＲＴ３２Ａに出力する。
【０４１３】
　中継装置４内の転送制御部４３Ｄは、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ４２ＡからＲＳＴ－ＢＰＤＵフ
レームを受信し、フレームをＬＡＮ　ＰＯＲＴ４１Ａに出力する。
【０４１４】
　ブリッジ６内のブリッジ制御部６１は、ＰＯＲＴ６４からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームが
到着すると、ＳＴＰ処理部６２に転送する。
【０４１５】
　ＳＴＰ処理部６２は、ブリッジ制御部６１よりＲＳＴ－ＢＰＤＵを受信し、経路９２の
ルートパスコストを計算する。このとき、ＰＯＲＴ６４が１０Ｍｂｐｓでリンクアップし
ており、さらに入力されたＲＳＴ－ＢＰＤＵのＲｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔ値に０が設
定されていることから、ＳＴＰ処理部６２は経路９２のルートパスコストを０＋２０００
０００＝２００００００と認識する。つまり経路９２は１０Ｍｂｐｓであると認識する。
【０４１６】
（動作例１：ブリッジ６における経路選択）
　ブリッジ６内のＳＴＰ処理部６２は、これまでに述べた動作によって、経路９１のルー
トパスコストは２０００００００（１Ｍｂｐｓ）、経路９２のルートパスコストは２００
００００（１０Ｍｂｐｓ）であると認識している。このため、経路９１側のポートを閉塞
し、経路９１側のポートからフレームの送受信を行わないようにする。つまり、ブリッジ
５とブリッジ６の間の通信は、すべて経路９２を通じて行われるようになる。
【０４１７】
　経路９１の最大帯域（１Ｍｂｐｓ）と経路９２の最大帯域（１０Ｍｂｐｓ）を比較する
と、経路９２の最大帯域のほうが大きい。したがって、最適経路を選択できた。
【０４１８】
　以上の説明により、ＳＴＰをＷＡＮ（キャリアネットワーク等）をまたいだＬＡＮ（ユ
ーザネットワーク等）間で利用する場合、実際の利用可能速度と接続リンクのリンク速度
の間に差異が生じる場合でも、本実施の形態に示す構成を適用することで、コスト計算が
正常に行われ、最適経路が選択れることを示した。
【０４１９】
（動作例２）
　以下、図１６を参照して、本実施の形態における動作を、ルートノード（ブリッジ５）
接続リンクの帯域が経路上で最も小さい場合における、従属ノード（ブリッジ６）の動作
を例に説明する。
【０４２０】
（動作例２：前提条件と初期動作）
　ここで、ブリッジ５とブリッジ６において、スパニングツリープロトコル（旧ＩＥＥＥ
８０２．１ｗで規定されているラピッドスパニングツリー）が動作しているものとする。
また、ブリッジ５がルートノードであるとする。
【０４２１】
　ここで、中継装置１と中継装置２の間のリンクは、１００Ｍｂｐｓでリンクアップして
いるものとする。
【０４２２】
　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２Ａは、ポート管理部１４Ｄに、１００Ｍｂｐｓでリンクアップし
たことを通知する。
【０４２３】
　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ２２Ａは、ポート管理部２４Ｄに、１００Ｍｂｐｓでリンクアップし
たことを通知する。
【０４２４】
　ここで、中継装置３と中継装置４の間のリンクは、１０Ｍｂｐｓでリンクアップしてい
るものとする。
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【０４２５】
　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ３２Ａは、ポート管理部３４Ｄに、１０Ｍｂｐｓでリンクアップした
ことを通知する。
【０４２６】
　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ４２Ａは、ポート管理部４４Ｄに、１０Ｍｂｐｓでリンクアップした
ことを通知する。
【０４２７】
　ここで、中継装置１とブリッジ５の間のリンクは、１０Ｍｂｐｓでリンクアップしてい
るものとする。
【０４２８】
　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１Ａは、ポート管理部１４Ｄに、１０Ｍｂｐｓでリンクアップした
ことを通知する。
【０４２９】
　ここで、中継装置２とブリッジ６の間のリンクは、１０Ｍｂｐｓでリンクアップしてい
るものとする。
【０４３０】
　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ２１Ａは、ポート管理部２４Ｄに、１０Ｍｂｐｓでリンクアップした
ことを通知する。
【０４３１】
　ここで、中継装置３とブリッジ５の間のリンクは、１Ｍｂｐｓでリンクアップしている
ものとする。
【０４３２】
　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ３１Ａは、ポート管理部３４Ｄに、１Ｍｂｐｓでリンクアップしたこ
とを通知する。
【０４３３】
　ここで、中継装置４とブリッジ６の間のリンクは、それぞれ１００Ｍｂｐｓでリンクア
ップしているものとする。
【０４３４】
　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ４１Ａは、ポート管理部４４Ｄに、１００Ｍｂｐｓでリンクアップし
たことを通知する。
【０４３５】
　ポート管理部１４Ｄは、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ　１１ＡおよびＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２Ａから
リンクアップの通知を受け、通知された速度を条件１４１Ｄに照らし合わせる。
【０４３６】
　そして、ＬＡＮ速度が１０Ｍｂｐｓ、ＷＡＮ速度が１０Ｍｂｐｓであることから、ＷＡ
Ｎ　ＰＯＲＴ１２Ａに対して、リンクアップ速度を１０Ｍｂｐｓに変更するよう指示する
。
【０４３７】
　ポート管理部２４Ｄは、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ　２１ＡおよびＷＡＮ　ＰＯＲＴ２２Ａから
リンクアップの通知を受け、通知された速度を条件１４１Ｄに照らし合わせる。そして、
ＬＡＮ速度が１０Ｍｂｐｓ、ＷＡＮ速度が１０Ｍｂｐｓであることから、ＷＡＮ　ＰＯＲ
Ｔ２２Ａに対して、リンクアップ速度を１０Ｍｂｐｓに変更するよう指示する。
【０４３８】
　ポート管理部３４Ｄは、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ　３１ＡおよびＷＡＮ　ＰＯＲＴ３２Ａから
リンクアップの通知を受け、通知された速度を条件１４１Ｄに照らし合わせる。そして、
ＬＡＮ速度が１Ｍｂｐｓ、ＷＡＮ速度が１０Ｍｂｐｓであることから、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ
３２Ａに対して、リンクアップ速度を１Ｍｂｐｓに変更するよう指示する。
【０４３９】
　ポート管理部４４Ｄは、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ　４１ＡおよびＷＡＮ　ＰＯＲＴ４２Ａから
リンクアップの通知を受け、通知された速度を条件１４１Ｄに照らし合わせる。そして、
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ＬＡＮ速度が１００Ｍｂｐｓ、ＷＡＮ速度が１０Ｍｂｐｓであることから、ＬＡＮ　ＰＯ
ＲＴ４１Ａに対して、リンクアップ速度を１０Ｍｂｐｓに変更するよう指示する。
【０４４０】
　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２Ａは、ポート管理部１４Ｄからリンクアップ速度を１０Ｍｂｐｓ
に変更するよう指示を受け、リンクアップ速度を１０Ｍｂｐｓに落とす。
【０４４１】
　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ２２Ａは、ポート管理部２４Ｄからリンクアップ速度を１０Ｍｂｐｓ
に変更するよう指示を受け、リンクアップ速度を１０Ｍｂｐｓに落とす。
【０４４２】
　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ３２Ａは、ポート管理部３４Ｄからリンクアップ速度を１Ｍｂｐｓに
変更するよう指示を受け、リンクアップ速度を１Ｍｂｐｓに落とす。
【０４４３】
　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ４２Ａは、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ３１Ａがリンクアップ速度を１Ｍｂｐｓ
に落としたため、オートネゴシエーションにより、リンクアップを１Ｍｂｐｓに落とす。
【０４４４】
　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ４２Ａは、ポート管理部４４Ｄに、リンクアップ速度が１Ｍｂｐｓに
変更になったことを通知する。
【０４４５】
　ポート管理部４４Ｄは、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ　４２Ａからリンクアップ速度変更の通知を
受け、通知された速度を条件１４１Ｄに照らし合わせる。そして、ＬＡＮ速度が１０Ｍｂ
ｐｓ、ＷＡＮ速度が１Ｍｂｐｓであることから、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ４１Ａに対して、リン
クアップ速度を１Ｍｂｐｓに変更するよう指示する。
【０４４６】
　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ４１Ａは、ポート管理部４４Ｄからリンクアップ速度を１Ｍｂｐｓに
変更するよう指示を受け、リンクアップ速度を１Ｍｂｐｓに落とす。
【０４４７】
　ＰＯＲＴ６４は、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ４１Ａがリンクアップ速度を１Ｍｂｐｓに落とした
ため、オートネゴシエーションにより、リンクアップを１Ｍｂｐｓに落とす。
【０４４８】
（動作例２：経路９１における動作の説明）
　ブリッジ５内のＳＴＰ処理部５２は、ブリッジ制御部５１を通じて、ＰＯＲＴ５３にＲ
ＳＴ－ＢＰＤＵフレームを送信する。このフレームにはＲＰＣ（ルートパスコスト）とし
て０、ポート状態としてＤｅｓｉｇｎａｔｅｄが設定されている。（ブリッジ５はルート
ノードになっている）
【０４４９】
　中継装置１内の転送制御部１３Ｄは、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１ＡからＲＳＴ－ＢＰＤＵフ
レームを受信し、フレームをＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２Ａに出力する。
【０４５０】
　中継装置２内の転送制御部２３Ｄは、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ２２ＡからＲＳＴ－ＢＰＤＵフ
レームを受信し、フレームをＬＡＮ　ＰＯＲＴ２１Ａに出力する。
【０４５１】
　ブリッジ６内のブリッジ制御部６１は、ＰＯＲＴ６３からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームが
到着すると、ＳＴＰ処理部６２に転送する。
【０４５２】
　ＳＴＰ処理部６２は、ブリッジ制御部６１よりＲＳＴ－ＢＰＤＵを受信し、経路９１の
ルートパスコストを計算する。このとき、ＰＯＲＴ６３が１０Ｍｂｐｓでリンクアップし
ており、さらに入力されたＲＳＴ－ＢＰＤＵのＲｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔ値に０が設
定されていることから、ＳＴＰ処理部６２は経路９１のルートパスコストを０＋２０００
０００＝２００００００と認識する。つまり経路９１は１０Ｍｂｐｓであると認識する。
【０４５３】
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（動作例２：経路９２における動作の説明）
　ブリッジ５内のＳＴＰ処理部５２は、ブリッジ制御部５１を通じて、ＰＯＲＴ５４にＲ
ＳＴ－ＢＰＤＵフレームを送信する。このフレームにはＲＰＣ（ルートパスコスト）とし
て０、ポート状態としてＤｅｓｉｇｎａｔｅｄが設定されている。（ブリッジ５はルート
ノードになっている）
　中継装置３内の転送制御部３３Ｄは、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ３１ＡからＲＳＴ－ＢＰＤＵフ
レームを受信し、フレームをＷＡＮ　ＰＯＲＴ３２Ａに出力する。
【０４５４】
　中継装置４内の転送制御部４３Ｄは、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ４２ＡからＲＳＴ－ＢＰＤＵフ
レームを受信し、フレームをＬＡＮ　ＰＯＲＴ４１Ａに出力する。
【０４５５】
　ブリッジ６内のブリッジ制御部６１は、ＰＯＲＴ６４からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームが
到着すると、ＳＴＰ処理部６２に転送する。
【０４５６】
　ＳＴＰ処理部６２は、ブリッジ制御部６１よりＲＳＴ－ＢＰＤＵを受信し、経路９２の
ルートパスコストを計算する。このとき、ＰＯＲＴ６４が１Ｍｂｐｓでリンクアップして
おり、さらに入力されたＲＳＴ－ＢＰＤＵのＲｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔ値に０が設定
されていることから、ＳＴＰ処理部６２は経路９２のルートパスコストを０＋２００００
０００＝２０００００００と認識する。つまり経路９２は１Ｍｂｐｓであると認識する。
【０４５７】
（動作例２：ブリッジ６における経路選択）
　ブリッジ６内のＳＴＰ処理部６２は、これまでに述べた動作によって、経路９１のルー
トパスコストは２００００００（１０Ｍｂｐｓ）、経路９２のルートパスコストは２００
０００００（１Ｍｂｐｓ）であると認識している。このため、経路９２側のポートを閉塞
し、経路９２側のポートからフレームの送受信を行わないようにする。つまり、ブリッジ
５とブリッジ６の間の通信は、すべて経路９１を通じて行われるようになる。
【０４５８】
　経路９１の最大帯域（１０Ｍｂｐｓ）と経路９２の最大帯域（１Ｍｂｐｓ）を比較する
と、経路９１の最大帯域のほうが大きい。したがって、最適経路を選択できた。
【０４５９】
　以上の説明により、ＳＴＰをＷＡＮ（キャリアネットワーク等）をまたいだＬＡＮ（ユ
ーザネットワーク等）間で利用する場合、実際の利用可能速度と接続リンクのリンク速度
の間に差異が生じる場合でも、本実施の形態に示す構成を適用することで、コスト計算が
正常に行われ、最適経路が選択れることを示した。
【０４６０】
（発明の効果）
　次に、本実施の形態の効果について説明する。
【０４６１】
　本実施の形態に挙げた発明を利用すると、接続リンクの物理帯域によってリンクのコス
トを自動計算する経路制御プロトコル（ＳＴＰ等）が動作する装置（ブリッジ等）が存在
する網において、ブリッジ等の間の経路における実際の利用可能速度（隘路の帯域）と、
ブリッジ等の接続リンクのリンク速度との間に差異がある場合に、経路制御プロトコルが
動作する装置（ブリッジ等）に設定や修正を加えることなく、隘路の帯域をコストに反映
し、最適経路を選択し、網利用効率を向上させることができる。
【０４６２】
　これは、ブリッジ等の間に挿入される中継装置（伝送装置やトンネル装置等）において
、中継装置内のポート管理部がポートからリンク速度の通知を受けてＷＡＮ側もしくはＬ
ＡＮ側のどちらが隘路（ボトルネック）となるかを調べ、さらにポート管理部がＷＡＮ側
もしくはＬＡＮ側のいずれか低いリンク速度に合わせてリンク速度を制御するからである
。
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【０４６３】
（第７の実施の形態）
　本発明の第７の実施の形態は、第６の実施の形態においてＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２Ａ、Ｗ
ＡＮ　ＰＯＲＴ２２Ａ、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ３２Ａ、およびＷＡＮ　ＰＯＲＴ４２Ａにおい
て、リンクアップ速度によりＷＡＮ回線の速度を取得していたのに対して、速度遅延測定
部１７、速度遅延測定部２７、速度遅延測定部３７、そして速度遅延測定部４７を設け、
測定用フレームを送受信することでＷＡＮ回線の速度を取得し、コスト計算を行う点にお
いて異なる。
【０４６４】
　これにより、ＷＡＮ回線のリンク速度が変動するような場合でも、コストを正確に求め
ることができる。
【０４６５】
（構成の説明）
　図１７を参照して、本実施の形態における構成について説明する。
【０４６６】
　本発明の第７の実施の形態では、第６の実施の形態に対して、速度遅延測定部および速
度通知部を追加し、ＷＡＮ　ＰＯＲＴからポート管理へのリンク速度の通知を廃止し、代
わりにＷＡＮ　ＰＯＲＴから速度遅延測定部へリンクアップを通知している。
【０４６７】
　転送制御部１３Ｅは、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１Ａ、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２、速度通知部１
６、および速度遅延測定部１７からフレームを受信した場合、入力ポート、宛先ＭＡＣア
ドレス、および宛先ポートを参照し、図１８に示すテーブルに従って動作および出力ポー
ト等を決定し、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１Ａ、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２、速度通知部１６、およ
び速度遅延測定部１７にフレームを転送する。また必要に応じて、対向の中継装置（中継
装置２）との間でトンネルを構築するためにヘッダ、タグ、もしくはフラグ等を付加また
は削除する。さらに、フレーム衝突を回避し、またＬＡＮとＷＡＮの速度差を吸収するた
めに、バッファリングも行う。
【０４６８】
　ポート管理部１４Ｅは、リンクアップ時やリンクダウン時に、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１Ａ
からＬＡＮ速度、速度遅延測定部１７からＷＡＮ速度の通知をそれぞれ受け、図１９に示
すテーブルに従って動作を決定し、必要に応じてＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１Ａに、リンク速度
を変更するよう指示する。また必要に応じて速度通知部１６にＬＡＮ速度を対向の中継装
置（中継装置２）に伝えるよう指示する。なお通知を受けた速度は、次回の通知があるま
で保持する。
【０４６９】
　ポート管理部１４Ｅは、速度通知部１６から対向の中継装置（中継装置２）のＬＡＮ速
度を受信した場合、図１９に示すテーブルに従って動作を決定し、必要に応じてＬＡＮ　
ＰＯＲＴ１１Ａに、リンク速度を変更するよう指示する。また必要に応じて速度通知部１
６にＬＡＮ速度を対向の中継装置（中継装置２）に伝えるよう指示する。なお通知を受け
た速度は、次回の通知があるまで保持する（保持する速度は変更前の速度である）。
【０４７０】
　ポート管理部１４Ｅは、一定周期ごとに、過去に受けた通知により保持している速度情
報を用いて、図１９に示すテーブルに従って動作を決定し、必要に応じてＬＡＮ　ＰＯＲ
Ｔ１１Ａに、リンク速度を変更するよう指示する。また必要に応じて速度通知部１６にＬ
ＡＮ速度を対向の中継装置（中継装置２）に伝えるよう指示する。
【０４７１】
（動作の説明）
　以下、図１７を参照して、本実施の形態における動作を説明する。
【０４７２】
（動作例：経路９１）
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　速度遅延測定部１７は、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２からリンクアップの通知を受けると、あ
らかじめ決められた量（ＷＡＮリンクの帯域を数秒間使い切るほどの量）の測定フレーム
を、対向の中継装置に対して送信する。測定フレームのＭＡＣ　ＤＡには速度遅延測定Ｍ
ＡＣ、ＭＡＣ　ＳＡには中継装置１のＭＡＣアドレスが設定されており、速度遅延測定部
１７から送信された測定フレームは、転送制御部１３Ｅ、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２、ＷＡＮ
　ＰＯＲＴ２２、転送制御部２３Ｅを経由して、速度遅延測定部２７に到達する。
【０４７３】
　速度遅延測定部２７は、測定フレームを受信すると、帯域の計測を開始する。そして測
定フレームの受信が完了すると、測定結果フレームを送信し、速度遅延測定部１７に測定
結果を返答する。測定結果フレームのＭＡＣ　ＤＡには速度遅延測定ＭＡＣ、ＭＡＣ　Ｓ
Ａには中継装置２のＭＡＣアドレスが設定されており、速度遅延測定部２７から送信され
た測定結果フレームは、転送制御部２３Ｅ、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ２２、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１
２、転送制御部１３Ｅを経由して、速度遅延測定部１７に到達する。
【０４７４】
　速度遅延測定部１７は、測定結果フレームを受信すると、測定結果フレーム内に記載さ
れている速度をポート管理部１４Ｅに通知する。
【０４７５】
　ポート管理部１４Ｅは、速度遅延測定部１７からＷＡＮ速度の通知を受け、通知された
速度を条件１４１Ｅに照らし合わせる。そして、ＬＡＮ速度が１００Ｍｂｐｓ、ＷＡＮ速
度が１０Ｍｂｐｓであり、さらに速度通知を受信していないことから、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ
１１Ａに対して、リンク速度を１０Ｍｂｐｓに変更するよう指示する。
【０４７６】
　なお、本動作例では、速度遅延測定部１７から速度遅延測定部２７に測定フレームを送
信し、速度遅延測定部２７から速度遅延測定部１７に測定結果フレームを返送しているが
、これとは逆に、速度遅延測定部１７から速度遅延測定部２７に測定要求フレームを送信
し、速度遅延測定部２７から速度遅延測定部１７に測定フレームを返送しても良い。また
上記双方を併用しても良い。
【０４７７】
　上記と同様の動作は中継装置２ででも行われ、この結果ＬＡＮ　ＰＯＲＴ２１Ａは１０
Ｍｂｐｓでリンクアップする。
【０４７８】
（動作例：経路９２）
　速度遅延測定部３７は、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ３２からリンクアップの通知を受けると、あ
らかじめ決められた量（ＷＡＮリンクの帯域を数秒間使い切るほどの量）の測定フレーム
を、対向の中継装置に対して送信する。測定フレームのＭＡＣ　ＤＡには速度遅延測定Ｍ
ＡＣ、ＭＡＣ　ＳＡには中継装置３のＭＡＣアドレスが設定されており、速度遅延測定部
１７から送信された測定フレームは、転送制御部３３Ｅ、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ３２、ＷＡＮ
　ＰＯＲＴ４２、転送制御部４３Ｅを経由して、速度遅延測定部４７に到達する。
【０４７９】
　速度遅延測定部４７は、測定フレームを受信すると、帯域の計測を開始する。そして測
定フレームの受信が完了すると、測定結果フレームを送信し、速度遅延測定部３７に測定
結果を返答する。測定結果フレームのＭＡＣ　ＤＡには速度遅延測定ＭＡＣ、ＭＡＣ　Ｓ
Ａには中継装置４のＭＡＣアドレスが設定されており、速度遅延測定部４７から送信され
た測定結果フレームは、転送制御部４３Ｅ、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ４２、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ３
２、転送制御部１３Ｅを経由して、速度遅延測定部３７に到達する。
【０４８０】
　速度遅延測定部３７は、測定結果フレームを受信すると、測定結果フレーム内に記載さ
れている速度をポート管理部３４Ｅに通知する。
【０４８１】
　ポート管理部３４Ｅは、速度遅延測定部３７からＷＡＮ速度の通知を受け、通知された
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速度を条件１４１Ｅに照らし合わせる。そして、ＬＡＮ速度が１Ｍｂｐｓ、ＷＡＮ速度が
１０Ｍｂｐｓであり、さらに速度通知を受信していないことから、速度通知部３６に対し
てＬＡＮ速度（１Ｍｂｐｓ）を速度通知部４６に通知するよう指示する。
【０４８２】
　速度通知部３６は、ポート管理部３４ＥからＬＡＮ速度を通知するよう指示を受けると
、速度通知用フレームを作成し、転送制御部３３Ｅ、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ３２、ＷＡＮ　Ｐ
ＯＲＴ４２、転送制御部４３Ｅを経由し、速度通知部４６にＬＡＮ速度を通知する。速度
通知部４６は、速度通知部３６が送信した速度通知フレームを受信すると、ポート管理部
４４Ｅに中継装置３のＬＡＮ側速度（１Ｍｂｐｓ）を通知する。
【０４８３】
　ポート管理部４４Ｅは、速度通知部４６から対向装置のＬＡＮ速度の通知を受け、既に
保持しているＬＡＮ　ＰＯＲＴ４１Ａの速度（１００Ｍｂｐｓ）、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ４２
の速度（１０Ｍｂｐｓ）と、今回通知された通知された受信速度（１Ｍｂｐｓ）を条件１
４１Ｅに照らし合わせる。そして、ＬＡＮ速度が１００Ｍｂｐｓ、ＷＡＮ速度が１０Ｍｂ
ｐｓであり、さらに速度通知を受信しており、受信速度＜ＬＡＮ速度であることから、Ｌ
ＡＮ　ＰＯＲＴ４１Ａに対して、リンク速度を１Ｍｂｐｓに変更するよう指示する。
【０４８４】
　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ４１Ａは、ポート管理部４４Ｅからリンクアップ速度を１Ｍｂｐｓに
変更するよう指示を受け、リンクアップ速度を１Ｍｂｐｓに落とす。
【０４８５】
　ＰＯＲＴ６４は、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ４１Ａがリンクアップ速度を１Ｍｂｐｓに落とした
ため、オートネゴシエーションにより、リンクアップを１Ｍｂｐｓに落とす。
【０４８６】
（動作例：ブリッジ６における経路選択）
　ブリッジ６内のＳＴＰ処理部６２は、これまでに述べた動作によって、経路９１のルー
トパスコストは２００００００（１０Ｍｂｐｓ）、経路９２のルートパスコストは２００
０００００（１Ｍｂｐｓ）であると認識している。このため、経路９２側のポートを閉塞
し、経路９２側のポートからフレームの送受信を行わないようにする。つまり、ブリッジ
５とブリッジ６の間の通信は、すべて経路９１を通じて行われるようになる。
【０４８７】
　経路９１の最大帯域（１０Ｍｂｐｓ）と経路９２の最大帯域（１Ｍｂｐｓ）を比較する
と、経路９１の最大帯域のほうが大きい。したがって、最適経路を選択できた。
【０４８８】
　以上の説明により、ＳＴＰをＷＡＮ（キャリアネットワーク等）をまたいだＬＡＮ（ユ
ーザネットワーク等）間で利用する場合、実際の利用可能速度と接続リンクのリンク速度
の間に差異が生じる場合でも、本実施の形態に示す構成を適用することで、コスト計算が
正常に行われ、最適経路が選択れることを示した。
【０４８９】
（発明の効果）
　次に、本実施の形態の効果について説明する。
【０４９０】
　本実施の形態に挙げた発明を利用すると、接続リンクの物理帯域によってリンクのコス
トを自動計算する経路制御プロトコル（ＳＴＰ等）が動作する装置（ブリッジ等）が存在
する網において、ブリッジ等の間の経路における実際の利用可能速度（隘路の帯域）と、
ブリッジ等の接続リンクのリンク速度との間に差異がある場合に、経路制御プロトコルが
動作する装置（ブリッジ等）に設定や修正を加えることなく、隘路の帯域をコストに反映
し、最適経路を選択し、網利用効率を向上させることができる。
【０４９１】
　これは、ブリッジ等の間に挿入される中継装置（伝送装置やトンネル装置等）において
、中継装置内のポート管理部がポートからリンク速度の通知を受けてＷＡＮ側もしくはＬ
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ＡＮ側のどちらが隘路（ボトルネック）となるかを調べ、さらにポート管理部がＷＡＮ側
もしくはＬＡＮ側のいずれか低いリンク速度に合わせてリンク速度を制御するからである
。
【０４９２】
　また、本実施の形態に挙げた発明を利用すると、ルートパスコストの書換を行う中継装
置の接続リンクに隘路がない場合でも、ブリッジ等の間の経路における実際の利用可能速
度（隘路の帯域）をコストに反映し、最適経路を選択し、網利用効率を向上させることが
できる。
【０４９３】
　これは、ブリッジ等の間に挿入される中継装置（伝送装置やトンネル装置等）において
、中継装置内の速度通知部が自身の直近の隘路の速度を対向の中継装置に通知し、逆に対
向の中継装置からの通知を受信してポート管理部に通知するからである。
【０４９４】
　また、本実施の形態に挙げた発明を利用すると、ＷＡＮ回線の帯域が変動したり、リン
クアップ速度とＷＡＮ網内の隘路の帯域が異なったりする場合、隘路の帯域をコストに反
映し、最適経路を選択し、網利用効率を向上させることができる。
【０４９５】
　これは、ブリッジ等の間に挿入される中継装置（伝送装置やトンネル装置等）において
、中継装置内の速度遅延測定部が、測定フレームを送受信することで、ＷＡＮの帯域を計
測するためである。
【０４９６】
（第８の実施の形態）
　本発明の第８の実施の形態は、第２の実施の形態において、速度通知部により経路計算
を行うブリッジの最も近い中継装置に隘路の情報を集約した上で、コスト書換部において
コストの書換を行っていたのに対し、経路上のすべての中継装置において、入力側リンク
の帯域に合わせてコストを加算していく。（逆にＲＳＴ－ＢＰＤＵで、ポート状態がＲｏ
ｏｔ，Ｂａｃｋｕｐ，Ａｌｔｅｒｎａｔｅである、復路のＢＰＤＵに関しては、出力側リ
ンクの帯域に合わせてコストを減算していく。）
　これにより、速度通知フレーム等を用いずに、隘路の帯域をコストに反映し、最適経路
を選択し、網利用効率を向上させることができる。
【０４９７】
（構成の説明）
　図２０を参照して、本実施の形態における構成について説明する。
【０４９８】
　本発明の第８の実施の形態は、図２に示す第１の実施の形態おけるポート管理部１４を
ポート管理部１４Ｆに、コスト書換部１５をコスト書換部１５Ｆに、それぞれ置き換え、
経路上のすべての中継装置において、入力側リンクの帯域に合わせてコストを加算してい
く。尚、上記実施の形態と同様の構成については同一番号を付し、その詳細な説明は省略
する。
【０４９９】
　ポート管理部１４Ｆは、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２からリンクアッ
プ時やリンクダウン時にリンク速度の通知を受け、コスト書換部１５Ｆに、ＬＡＮおよび
ＷＡＮの速度と、リンクアップ状態かリンクダウン状態かの別を伝える。なお、ポートか
ら通知を受けた速度は、次回の通知があるまで保持する。
【０５００】
　ポート管理部１４Ｆは、一定周期ごとに、過去に受けた通知により保持している速度情
報およびリンクアップ・ダウン情報を、コスト書換部１５Ｆに伝える。
【０５０１】
　コスト書換部１５Ｆは、ポート管理部１４ＦからＬＡＮ速度およびＷＡＮ速度の通知を
受けて、これらパラメータを次回の通知があるまで保持し、書換の際に利用する。
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【０５０２】
　コスト書換部１５Ｆは、転送制御部１３からＢＰＤＵフレームおよび付加情報（入力ポ
ート）を受信した場合、ＢＰＤＵフレーム内のタイプ情報（ＢＰＤＵ　Ｔｙｐｅ）、ＢＰ
ＤＵフレームのＦｌａｇｓフィールド内のポート状態（Ｐｏｒｔ　Ｒｏｌｅ）、さらに付
加情報である入力ポートをもとに、図２１に示すテーブルに従って動作および宛先ポート
を決定する。もし書換処理が必要な場合は、ＢＰＤＵフレーム内のＲｏｏｔ　Ｐａｔｈ　
Ｃｏｓｔフィールド内に記録されているコストを書換える。そして付加情報として宛先ポ
ート情報を付加して、転送制御部１３に返送する。
【０５０３】
　ポート管理部２４Ｆは、コスト書換部１４Ｆと同様である。
【０５０４】
　ポート管理部３４Ｆは、コスト書換部１４Ｆと同様である。
【０５０５】
　ポート管理部４４Ｆは、コスト書換部１４Ｆと同様である。
【０５０６】
　コスト書換部２５Ｆは、コスト書換部１５Ｆと同様である。
【０５０７】
　コスト書換部３５Ｆは、コスト書換部１５Ｆと同様である。
【０５０８】
　コスト書換部４５Ｆは、コスト書換部１５Ｆと同様である。
【０５０９】
（動作例）
　以下、図２０を参照して、本実施の形態における動作を、図１に示した従来技術２にお
いて問題が発生していた構成と同様のネットワーク構成およびリンク速度の場合を例に、
説明する。
（動作例：前提条件と初期動作）
　ここで、ブリッジ５とブリッジ６において、スパニングツリープロトコル（旧ＩＥＥＥ
８０２．１ｗで規定されているラピッドスパニングツリー）が動作しているものとする。
また、ブリッジ５がルートノードであるとする。
【０５１０】
　ＳＴＰ処理部５２は、ＰＯＲＴ５３が１００Ｍｂｐｓでリンクアップすることから、Ｐ
ＯＲＴ５３にコスト値（ポートパスコスト）として２０００００を設定する。さらにＰＯ
ＲＴ５４が１０Ｍｂｐｓでリンクアップすることから、ＰＯＲＴ５４にコスト値（ポート
パスコスト）として２００００００を設定する。
【０５１１】
　ＳＴＰ処理部６２は、ＰＯＲＴ６３が１００Ｍｂｐｓでリンクアップすることから、Ｐ
ＯＲＴ６３にコスト値（ポートパスコスト）として２０００００を設定する。さらにＰＯ
ＲＴ６４が１０Ｍｂｐｓでリンクアップすることから、ＰＯＲＴ６４にコスト値（ポート
パスコスト）として２００００００を設定する。
【０５１２】
　ここで、中継装置１と中継装置２の間のリンクは、１Ｍｂｐｓでリンクアップしている
ものとする。
【０５１３】
　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２は、ポート管理部１４Ｆに、１Ｍｂｐｓでリンクアップしたこと
を通知する。
【０５１４】
　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ２２は、ポート管理部２４Ｆに、１Ｍｂｐｓでリンクアップしたこと
を通知する。
【０５１５】
　ここで、中継装置３と中継装置４の間のリンクは、１０Ｍｂｐｓでリンクアップしてい
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るものとする。
【０５１６】
　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ３２は、ポート管理部３４Ｆに、１０Ｍｂｐｓでリンクアップしたこ
とを通知する。
【０５１７】
　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ４２は、ポート管理部４４Ｆに、１０Ｍｂｐｓでリンクアップしたこ
とを通知する。
【０５１８】
　ここで、中継装置１とブリッジ５の間のリンク、および中継装置２とブリッジ６の間の
リンクは、それぞれ１００Ｍｂｐｓでリンクアップしているものとする。
【０５１９】
　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１は、ポート管理部１４Ｆに、１００Ｍｂｐｓでリンクアップした
ことを通知する。
【０５２０】
　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ２１は、ポート管理部２４Ｆに、１００Ｍｂｐｓでリンクアップした
ことを通知する。
【０５２１】
　ここで、中継装置３とブリッジ５の間のリンク、および中継装置４とブリッジ６の間の
リンクは、それぞれ１０Ｍｂｐｓでリンクアップしているものとする。
【０５２２】
　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ３１は、ポート管理部３４Ｆに、１０Ｍｂｐｓでリンクアップしたこ
とを通知する。
【０５２３】
　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ４１は、ポート管理部４４Ｆに、１０Ｍｂｐｓでリンクアップしたこ
とを通知する。
【０５２４】
　ポート管理部１４Ｆは、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ　１１およびＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２からリン
クアップの通知を受け、コスト書換部１５Ｆに対して、ＬＡＮ速度を１００Ｍｂｐｓ、Ｗ
ＡＮ速度を１Ｍｂｐｓと通知する。
【０５２５】
　ポート管理部２４Ｆは、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ　２１およびＷＡＮ　ＰＯＲＴ２２からリン
クアップの通知を受け、コスト書換部２５Ｆに対して、ＬＡＮ速度を１００Ｍｂｐｓ、Ｗ
ＡＮ速度を１Ｍｂｐｓと通知する。
【０５２６】
　ポート管理部３４Ｆは、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ　３１およびＷＡＮ　ＰＯＲＴ３２からリン
クアップの通知を受け、コスト書換部３５Ｆに対して、ＬＡＮ速度を１０Ｍｂｐｓ、ＷＡ
Ｎ速度を１０Ｍｂｐｓと通知する。
【０５２７】
　ポート管理部４４Ｆは、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ　４１およびＷＡＮ　ＰＯＲＴ４２からリン
クアップの通知を受け、コスト書換部４５Ｆに対して、ＬＡＮ速度を１０Ｍｂｐｓ、ＷＡ
Ｎ速度を１０Ｍｂｐｓと通知する。
【０５２８】
（動作例：経路９１における往路のＢＰＤＵの動作の説明）
　ブリッジ５内のＳＴＰ処理部５２は、ブリッジ制御部５１を通じて、ＰＯＲＴ５３にＲ
ＳＴ－ＢＰＤＵフレームを送信する。このフレームにはＲＰＣ（ルートパスコスト）とし
て０、ポート状態としてＤｅｓｉｇｎａｔｅｄが設定されている。（ブリッジ５はルート
ノードになっている）
【０５２９】
　中継装置１内の転送制御部１３は、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ１１からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレー
ムを受信し、入力ポートおよび宛先ＭＡＣを、図３の条件１３１に照らし合わせる。そし
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て、入力ポートがＬＡＮポート、宛先ＭＡＣがＢＰＤＵ－ＭＡＣであることから、動作１
３２を参照し、入力されたフレームに付加情報（入力ポート）としてＬＡＮポートを付加
し、ＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームをコスト書換ポートに出力する。
【０５３０】
　コスト書換部１５Ｆは、転送制御部１３からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームを受信すると、
入力ポートがＬＡＮ、ポート状態がＤｅｓｉｇｎａｔｅｄであることから、図２１の条件
１５１Ｆに照らし合わせ、対応する動作１５２Ｆを参照する。
【０５３１】
　コスト書換部１５Ｆは、すでにポート管理部１４Ｆから、ＬＡＮ速度１００Ｍｂｐｓ、
ＷＡＮ速度１Ｍｂｐｓと通知されている為、１００Ｍｂｐｓ分のコストを２０００００と
すると、新Ｒｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔ＝旧Ｒｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔ（０）＋２
０００００＝２０００００より、Ｒｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔを２０００００に書換え
た後、転送制御部１３に送り返す。この際、付加情報（宛先ポート）としてＷＡＮを設定
する。
【０５３２】
　転送制御部１３は、コスト書換部からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームおよび宛先ポートとし
てＷＡＮを受信し、図３に示す条件１３１および動作１３２に従って、フレームをＷＡＮ
　ＰＯＲＴ１２に出力する。この際、付加情報を削除する。
【０５３３】
　中継装置２内の転送制御部２３は、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ２２からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレー
ムを受信し、入力ポートおよび宛先ＭＡＣを、図３の条件１３１に照らし合わせる。そし
て、入力ポートがＷＡＮポート、宛先ＭＡＣがＢＰＤＵ－ＭＡＣであることから、動作１
３２を参照し、入力されたフレームに付加情報（入力ポート）としてＷＡＮポートを付加
し、ＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームをコスト書換ポートに出力する。
【０５３４】
　コスト書換部２５Ｆは、転送制御部２３からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームを受信すると、
入力ポートがＷＡＮ、ポート状態がＤｅｓｉｇｎａｔｅｄであることから、図２１の条件
１５１Ｆに照らし合わせ、対応する動作１５２Ｆを参照する。
【０５３５】
　コスト書換部２５Ｆは、すでにポート管理部２４Ｆから、ＬＡＮ速度１００Ｍｂｐｓ、
ＷＡＮ速度１Ｍｂｐｓと通知されている為、１Ｍｂｐｓ分のコストを２０００００００と
すると、新Ｒｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔ＝旧Ｒｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔ（２０００
００）＋２０００００００＝２０２０００００より、Ｒｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔを２
０２０００００に書換えた後、転送制御部１３に送り返す。この際、付加情報（宛先ポー
ト）としてＬＡＮを設定する。
【０５３６】
　転送制御部２３は、コスト書換部からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームおよび宛先ポートとし
てＬＡＮを受信し、図３に示す条件１３１および動作１３２に従って、フレームをＬＡＮ
　ＰＯＲＴ２１に出力する。この際、付加情報を削除する。
【０５３７】
　ブリッジ６内のブリッジ制御部６１は、ＰＯＲＴ６３からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームが
到着すると、ＳＴＰ処理部６２に転送する。
【０５３８】
　ＳＴＰ処理部６２は、ブリッジ制御部６１よりＲＳＴ－ＢＰＤＵを受信し、経路９１の
ルートパスコストを計算する。このとき、ＰＯＲＴ６３が１００Ｍｂｐｓでリンクアップ
しており、さらに入力されたＲＳＴ－ＢＰＤＵのＲｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔ値に２０
２０００００が設定されていることから、ＳＴＰ処理部６２は経路９１のルートパスコス
トを２０２０００００＋２０００００＝２０４０００００と認識する。
【０５３９】
　なお、以上に述べた経路９１の往路における動作は、旧ＩＥＥＥ８０２．１ＤのＣＦＧ
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－ＢＰＤＵに対しても、ほぼ同様に適用することができる。しかし以下に述べる経路９１
における復路の動作は、旧ＩＥＥＥ８０２．１ＤのＣＦＧ－ＢＰＤＵでは発生しない。
【０５４０】
（動作例：経路９１における復路のＢＰＤＵの動作の説明）
　以下の説明は、ブリッジ５が送信した往路のＲＳＴ－ＢＰＤＵにＰｒｏｐｏｓａｌフラ
グが設定されており、ブリッジ６がブリッジ５に対してＡｇｒｅｅｍｅｎｔフラグ付きの
ＢＰＤＵを返送する場合の動作である。
【０５４１】
　ＳＴＰ処理部６２は、ブリッジ制御部６１を通じて、ＰＯＲＴ６３にＲＳＴ－ＢＰＤＵ
フレームを送信する。このフレームにはＲＰＣ（ルートパスコスト）として２０２０００
００、ポート状態としてＲｏｏｔが設定されている。（ブリッジ５がルートノード、ブリ
ッジ６が従属ノードになっている）
　中継装置２内の転送制御部２３は、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ２１からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレー
ムを受信し、入力ポートおよび宛先ＭＡＣを、図３の条件１３１に照らし合わせる。そし
て、入力ポートがＬＡＮポート、宛先ＭＡＣがＢＰＤＵ－ＭＡＣであることから、動作１
３２を参照し、入力されたフレームに付加情報（入力ポート）としてＬＡＮポートを付加
し、ＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームをコスト書換ポートに出力する。
【０５４２】
　コスト書換部２５Ｆは、転送制御部２３からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームを受信すると、
入力ポートがＬＡＮ、ポート状態がＲｏｏｔであることから、図２１の条件１５１Ｆに照
らし合わせ、対応する動作１５２Ｆを参照する。
【０５４３】
　コスト書換部２５Ｆは、すでにポート管理部２４Ｆから、ＬＡＮ速度１００Ｍｂｐｓ、
ＷＡＮ速度１Ｍｂｐｓと通知されている為、１Ｍｂｐｓ分のコストを２０００００００と
すると、新Ｒｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔ＝旧Ｒｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔ（２０２０
００００）－２０００００００＝２０００００より、Ｒｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔを２
０００００に書換えた後、転送制御部１３に送り返す。この際、付加情報（宛先ポート）
としてＷＡＮを設定する。
【０５４４】
　転送制御部２３は、コスト書換部からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームおよび宛先ポートとし
てＷＡＮを受信し、図３に示す条件１３１および動作１３２に従って、フレームをＷＡＮ
　ＰＯＲＴ２２に出力する。この際、付加情報を削除する。
【０５４５】
　中継装置１内の転送制御部１３は、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ１２からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレー
ムを受信し、入力ポートおよび宛先ＭＡＣを、図３の条件１３１に照らし合わせる。そし
て、入力ポートがＷＡＮポート、宛先ＭＡＣがＢＰＤＵ－ＭＡＣであることから、動作１
３２を参照し、入力されたフレームに付加情報（入力ポート）としてＷＡＮポートを付加
し、ＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームをコスト書換ポートに出力する。
【０５４６】
　コスト書換部１５Ｆは、転送制御部１３からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームを受信すると、
入力ポートがＬＡＮ、ポート状態がＲｏｏｔであることから、図２１の条件１５１Ｆに照
らし合わせ、対応する動作１５２Ｆを参照する。
【０５４７】
　コスト書換部１５Ｆは、すでにポート管理部１４Ｆから、ＬＡＮ速度１００Ｍｂｐｓ、
ＷＡＮ速度１Ｍｂｐｓと通知されている為、１００Ｍｂｐｓ分のコストを２０００００と
すると、新Ｒｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔ＝旧Ｒｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔ（２０００
００）－２０００００＝０より、Ｒｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔを０に書換えた後、転送
制御部１３に送り返す。この際、付加情報（宛先ポート）としてＬＡＮを設定する。
【０５４８】
　転送制御部１３は、コスト書換部からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームおよび宛先ポートとし
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てＬＡＮを受信し、図３に示す条件１３１および動作１３２に従って、フレームをＬＡＮ
　ＰＯＲＴ１１に出力する。この際、付加情報を削除する。
【０５４９】
　ブリッジ５内のブリッジ制御部５１は、ＰＯＲＴ５３からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームが
到着すると、ＳＴＰ処理部５２に転送する。
【０５５０】
　ＳＴＰ処理部５２は、ブリッジ制御部５１よりＲＳＴ－ＢＰＤＵを受信し、ポート状態
としてＲｏｏｔが設定されていることから、これまでの状態（ブリッジ５がルートノード
であり、ＰＯＲＴ５３はＤｅｓｉｇｎａｔｅｄポートである）を維持する。
【０５５１】
　なお、以上に述べた経路９１における復路の動作は、旧ＩＥＥＥ８０２．１ＤのＣＦＧ
－ＢＰＤＵでは発生しない。
【０５５２】
（動作例：経路９２における動作の説明）
　ブリッジ５内のＳＴＰ処理部５２は、ブリッジ制御部５１を通じて、ＰＯＲＴ５４にＲ
ＳＴ－ＢＰＤＵフレームを送信する。このフレームにはＲＰＣ（ルートパスコスト）とし
て０、ポート状態としてＤｅｓｉｇｎａｔｅｄが設定されている。（ブリッジ５はルート
ノードになっている）
【０５５３】
　中継装置３内の転送制御部３３は、ＬＡＮ　ＰＯＲＴ３１からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレー
ムを受信し、入力ポートおよび宛先ＭＡＣを、図３の条件１３１に照らし合わせる。そし
て、入力ポートがＬＡＮポート、宛先ＭＡＣがＢＰＤＵ－ＭＡＣであることから、動作１
３２を参照し、入力されたフレームに付加情報（入力ポート）としてＬＡＮポートを付加
し、ＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームをコスト書換ポートに出力する。
【０５５４】
　コスト書換部３５Ｆは、転送制御部３３からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームを受信すると、
入力ポートがＬＡＮ、ポート状態がＤｅｓｉｇｎａｔｅｄであることから、図２１の条件
１５１Ｆに照らし合わせ、対応する動作１５２Ｆを参照する。
【０５５５】
　コスト書換部３５Ｆは、すでにポート管理部３４Ｆから、ＬＡＮ速度１０Ｍｂｐｓ、Ｗ
ＡＮ速度１０Ｍｂｐｓと通知されている為、１０Ｍｂｐｓ分のコストを２００００００と
すると、新Ｒｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔ＝旧Ｒｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔ（０）＋２
００００００＝２００００００より、Ｒｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔを２００００００に
書換えた後、転送制御部１３に送り返す。この際、付加情報（宛先ポート）としてＷＡＮ
を設定する。
【０５５６】
　転送制御部３３は、コスト書換部からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームおよび宛先ポートとし
てＷＡＮを受信し、図３に示す条件１３１および動作１３２に従って、フレームをＷＡＮ
　ＰＯＲＴ３２に出力する。この際、付加情報を削除する。
【０５５７】
　中継装置４内の転送制御部４３は、ＷＡＮ　ＰＯＲＴ３２からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレー
ムを受信し、入力ポートおよび宛先ＭＡＣを、図３の条件１３１に照らし合わせる。そし
て、入力ポートがＷＡＮポート、宛先ＭＡＣがＢＰＤＵ－ＭＡＣであることから、動作１
３２を参照し、入力されたフレームに付加情報（入力ポート）としてＷＡＮポートを付加
し、ＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームをコスト書換ポートに出力する。
【０５５８】
　コスト書換部４５Ｆは、転送制御部４３からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームを受信すると、
入力ポートがＬＡＮ、ポート状態がＤｅｓｉｇｎａｔｅｄであることから、図２１の条件
１５１Ｆに照らし合わせ、対応する動作１５２Ｆを参照する。
【０５５９】
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　コスト書換部４５Ｆは、すでにポート管理部４４Ｆから、ＬＡＮ速度１０Ｍｂｐｓ、Ｗ
ＡＮ速度１０Ｍｂｐｓと通知されている為、１０Ｍｂｐｓ分のコストを２００００００と
すると、新Ｒｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔ＝旧Ｒｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔ（２０００
０００）＋２００００００＝４００００００より、Ｒｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔを４０
０００００に書換えた後、転送制御部４３に送り返す。この際、付加情報（宛先ポート）
としてＬＡＮを設定する。
【０５６０】
　転送制御部４３は、コスト書換部からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームおよび宛先ポートとし
てＬＡＮを受信し、図３に示す条件１３１および動作１３２に従って、フレームをＬＡＮ
　ＰＯＲＴ４１に出力する。この際、付加情報を削除する。
【０５６１】
　ブリッジ６内のブリッジ制御部６１は、ＰＯＲＴ６３からＲＳＴ－ＢＰＤＵフレームが
到着すると、ＳＴＰ処理部６２に転送する。
【０５６２】
　ＳＴＰ処理部６２は、ブリッジ制御部６１よりＲＳＴ－ＢＰＤＵを受信し、経路９２の
ルートパスコストを計算する。このとき、ＰＯＲＴ６４が１０Ｍｂｐｓでリンクアップし
ており、さらに入力されたＲＳＴ－ＢＰＤＵのＲｏｏｔ　Ｐａｔｈ　Ｃｏｓｔ値に０が設
定されていることから、ＳＴＰ処理部６２は経路９２のルートパスコストを４０００００
０＋２００００００＝６００００００と認識する。
【０５６３】
　経路９２では、上記に述べた往路のＢＰＤＵの転送で、コスト書換処理は発生しなかっ
た。このため復路の転送でも、コスト書換処理は発生しない。
【０５６４】
　なお、以上に述べた経路９２の往路における動作は、旧ＩＥＥＥ８０２．１ＤのＣＦＧ
－ＢＰＤＵに対しても、ほぼ同様に適用することができる。しかし経路９２における復路
の動作は、旧ＩＥＥＥ８０２．１ＤのＣＦＧ－ＢＰＤＵでは発生しない。
【０５６５】
（動作例：ブリッジ６における経路選択）
　ブリッジ６内のＳＴＰ処理部６２は、これまでに述べた動作によって、経路９１のルー
トパスコストは２０４０００００、経路９２のルートパスコストは６００００００である
と認識している。このため、経路９１側のポートを閉塞し、経路９１側のポートからフレ
ームの送受信を行わないようにする。つまり、ブリッジ５とブリッジ６の間の通信は、す
べて経路９２を通じて行われるようになる。
【０５６６】
　経路９１の最大帯域（１Ｍｂｐｓ）と経路９２の最大帯域（１０Ｍｂｐｓ）を比較する
と、経路９２の最大帯域のほうが大きい。したがって、最適経路を選択できた。
【０５６７】
　以上の説明により、ＳＴＰをＷＡＮ（キャリアネットワーク等）をまたいだＬＡＮ（ユ
ーザネットワーク等）間で利用する場合、実際の利用可能速度と接続リンクのリンク速度
の間に差異が生じる場合でも、本実施の形態に示す構成を適用することで、コスト計算が
正常に行われ、最適経路が選択れることを示した。
【０５６８】
　なお、本実施の形態は、コスト計算上は、中継装置をブリッジに見立てた場合と等価に
なる。つまり、ブリッジが通常行うコスト計算処理を、中継装置でも行っていることにな
る。従来のブリッジは、コスト計算と経路選択の両方を行っていたが、本実施の形態では
、コスト計算処理をブリッジのみならず中継装置でも行い、正確なコストに基づく正確な
経路選択を可能にしている。
【０５６９】
（発明の効果）
　次に、本実施の形態の効果について説明する。
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【０５７０】
　本実施の形態に挙げた発明を利用すると、接続リンクの物理帯域によってリンクのコス
トを自動計算する経路制御プロトコル（ＳＴＰ等）が動作する装置（ブリッジ等）が存在
する網において、ブリッジ等の間の経路における実際の利用可能速度（隘路の帯域）と、
ブリッジ等の接続リンクのリンク速度との間に差異がある場合に、経路制御プロトコルが
動作する装置（ブリッジ等）に設定や修正を加えることなく、隘路の帯域をコストに反映
し、最適経路を選択し、網利用効率を向上させることができる。
【０５７１】
　これは、ブリッジ等の間に挿入される中継装置（伝送装置やトンネル装置等）において
、中継装置内のポート管理部がポートからリンク速度の通知を受け、中継装置内のコスト
書換部が入出力リンクの速度に合わせてＢＰＤＵ内のルートパスコストフィールドを書き
換えるからである。
【０５７２】
　また、本実施の形態に挙げた発明を利用すると、ルートパスコストの書換を行う中継装
置の接続リンクに隘路がない場合でも、ブリッジ等の間の経路における実際の利用可能速
度（隘路の帯域）をコストに反映し、最適経路を選択し、網利用効率を向上させることが
できる。
【０５７３】
　これは、ブリッジ等の間に挿入される中継装置（伝送装置やトンネル装置等）において
、入力側リンクの帯域に合わせてコストを加算するからである。
【０５７４】
　第２の実施の形態、第３の実施の形態、および第７の実施の形態では、速度通知を用い
て隘路（ボトルネック）の速度を対向の中継装置に通知したが、このような速度通知を用
いる代わりに、中継装置をＢＰＤＵフレームが通過するごとに、単純にコストを加算（往
路の場合）もしくは減算（復路の場合）してもよい。
【０５７５】
　以上の実施の形態及び実施例では、フレームという用語を用いたが、フレームはイーサ
ネットフレームと同義である。また、パケットはフレームの一部分（フレームのうち、レ
イヤ３以上のデータ列）であり、フレームに含まれる。
【０５７６】
　以上好ましい実施の形態及び実施例をあげて本発明を説明したが、本発明は必ずしも上
記実施の形態及び実施例に限定されるものではなく、その技術的思想の範囲内において様
々に変形して実施することができる。当然ながら、以上に述べた実施の形態及び実施例を
、相互に組み合わせて実施することもできる。例えば第７の実施の形態で示した構成にお
ける速度通知部１６の代わりに、第４の実施の形態で示した結果管理部１８を適用しても
良い。
【０５７７】
　尚、上述した本発明の端末は、上記説明からも明らかなように、ハードウェアで構成す
ることも可能であるが、コンピュータプログラムにより実現することも可能である。
【０５７８】
　この場合、プログラムメモリに格納されているプログラムで動作するプロセッサによっ
て、上述した実施の形態と同様の機能、動作を実現させる。尚、上述した実施の形態の一
部の機能のみをコンピュータプログラムにより実現することも可能である。
【０５７９】
　上述した本発明によれば、離れたＬＡＮ同士をＷＡＮを介して接続する広域イーサネッ
トサービスの加入者側の終端装置等に適用できる。また、インターネットＶＰＮ装置やイ
ンターネットＶＰＮシステムにも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０５８０】
【図１】従来技術１および従来技術２に基づくネットワーク構成を示すブロック図である
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。
【図２】本発明の第１の実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図３】転送制御部１３におけるテーブル構成を示す表である。
【図４】ポート管理部１４におけるテーブル構成を示す表である。
【図５】コスト書換部１５におけるテーブル構成を示す表である。
【図６】本発明の第２の実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図７】転送制御部１３Ａにおけるテーブル構成を示す表である。
【図８】ポート管理部１４Ａにおけるテーブル構成を示す表である。
【図９】本発明の第３の実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図１０】転送制御部１３Ｂにおけるテーブル構成を示す表である。
【図１１】本発明の第４の実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図１２】転送制御部１３Ｃにおけるテーブル構成を示す表である。
【図１３】本発明の第５の実施の形態におけるコスト書換部１５Ａの設定例を示す表であ
る。
【図１４】本発明の第６の実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図１５】ポート管理部１４Ｄにおけるテーブル構成を示す表である。
【図１６】本発明の第６の実施の形態における実施例２の構成を示すブロック図である。
【図１７】本発明の第７の実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図１８】転送制御部１３Ｅにおけるテーブル構成を示す表である。
【図１９】ポート管理部１４Ｅにおけるテーブル構成を示す表である。
【図２０】本発明の第８の実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図２１】コスト書換部１５Ｆにおけるテーブル構成を示す表である。
【符号の説明】
【０５８１】
１　　　　中継装置
２　　　　中継装置
３　　　　中継装置
４　　　　中継装置
５　　　　ブリッジ
６　　　　ブリッジ
１１　　　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ
１２　　　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ
１３　　　転送制御部
１４　　　ポート管理部
１５　　　コスト書換部
１６　　　速度通知部
１７　　　速度遅延測定部
１８　　　結果管理部
１１Ａ　　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ
１２Ａ　　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ
１３Ａ　　転送制御部
１３Ｂ　　転送制御部
１３Ｃ　　転送制御部
１３Ｄ　　転送制御部
１３Ｅ　　転送制御部
１４Ａ　　ポート管理部
１４Ｄ　　ポート管理部
１４Ｅ　　ポート管理部
１４Ｆ　　ポート管理部
１５Ａ　　コスト書換部
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１５Ｆ　　コスト書換部
２１　　　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ
２２　　　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ
２３　　　転送制御部
２４　　　ポート管理部
２５　　　コスト書換部
２６　　　速度通知部
２７　　　速度遅延測定部
２８　　　結果管理部
２１Ａ　　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ
２２Ａ　　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ
２３Ａ　　転送制御部
２３Ｂ　　転送制御部
２３Ｃ　　転送制御部
２３Ｄ　　転送制御部
２３Ｅ　　転送制御部
２４Ａ　　ポート管理部
２４Ｄ　　ポート管理部
２４Ｅ　　ポート管理部
２４Ｆ　　ポート管理部
２５Ａ　　コスト書換部
２５Ｆ　　コスト書換部
３１　　　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ
３２　　　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ
３３　　　転送制御部
３４　　　ポート管理部
３５　　　コスト書換部
３６　　　速度通知部
３７　　　速度遅延測定部
３８　　　結果管理部
３１Ａ　　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ
３２Ａ　　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ
３３Ａ　　転送制御部
３３Ｂ　　転送制御部
３３Ｃ　　転送制御部
３３Ｄ　　転送制御部
３３Ｅ　　転送制御部
３４Ａ　　ポート管理部
３４Ｄ　　ポート管理部
３４Ｅ　　ポート管理部
３４Ｆ　　ポート管理部
３５Ａ　　コスト書換部
３５Ｆ　　コスト書換部
４１　　　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ
４２　　　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ
４３　　　転送制御部
４４　　　ポート管理部
４５　　　コスト書換部
４６　　　速度通知部
４７　　　速度遅延測定部
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４８　　　結果管理部
４１Ａ　　ＬＡＮ　ＰＯＲＴ
４２Ａ　　ＷＡＮ　ＰＯＲＴ
４３Ａ　　転送制御部
４３Ｂ　　転送制御部
４３Ｃ　　転送制御部
４３Ｄ　　転送制御部
４３Ｅ　　転送制御部
４４Ａ　　ポート管理部
４４Ｄ　　ポート管理部
４４Ｅ　　ポート管理部
４４Ｆ　　ポート管理部
４５Ａ　　コスト書換部
４５Ｆ　　コスト書換部
５１　　　ブリッジ制御部
５２　　　ＳＴＰ処理部
５３　　　ＰＯＲＴ
５４　　　ＰＯＲＴ
５５　　　ＰＯＲＴ
６１　　　ブリッジ制御部
６２　　　ＳＴＰ処理部
６３　　　ＰＯＲＴ
６４　　　ＰＯＲＴ
６５　　　ＰＯＲＴ
９１　　　経路
９２　　　経路
１３１　　条件
１３２　　動作
１４１　　条件
１４２　　動作
１５１　　条件
１５２　　動作
１５３　　条件
１５４　　動作
１３１Ａ　条件
１３２Ａ　動作
１３１Ｂ　条件
１３２Ｂ　動作
１３１Ｃ　条件
１３２Ｃ　動作
１３１Ｅ　条件
１３２Ｅ　動作
１４１Ａ　条件
１４２Ａ　動作
１４１Ｄ　条件
１４２Ｄ　動作
１４１Ｅ　条件
１４２Ｅ　動作
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