
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＡＴＭネットワーク内で使用するための交換装置において、
　ＡＴＭセルを交換するためのスイッチ体、
　ＡＴＭセルからパケットを再組立てするための再組立て手段、
　交換装置に送信されたＡＴＭセルを受信するように接続され、また第１のデータ送達経
路手段により前記スイッチ体へ接続され、そして第１のデータ送達経路手段とは分離した
第２のデータ送達経路手段によって前記再組立て手段へ接続されており、さらに、そのデ
フォルトルーティングモードで、予め定めたデフォルト入力仮想チャネルを介し前記交換
装置において受信されたインターネットプロトコルパケットに属する受信ＡＴＭセルを識
別するように動作可能であると共にこのような識別されたセル以外の受信セルを、前記ス
イッチ体による交換のため前記第１のデータ送達経路手段を介して前記スイッチ体に送信
するように動作可能であり、そして前記の識別されたセルを、再組立て手段によりパケッ
トに再組立てするため、前記第２のデータ送達経路手段を介して、前記再組立て手段に送
信するように動作可能であるトラフィック管理手段、および
　前記交換装置を通るパケットフローを検出すべくかかる再組立て後のインターネットプ
ロトコルパケットを検査するための前記再組立て手段と接続されたインターネットプロト
コルスイッチ制御装置手段、を有し、
　ここに前記トラフィック管理手段は、前記のパケットフローが前記インターネットプロ
トコルスイッチ制御装置手段によって検出されたときに、前記予め定められたデフォルト
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入力仮想チャネルとは異なる新しい入力仮想チャネルを介して前記の検出されたパケット
フローを構成する後続パケットのセルが該トラフィック管理手段により受信され、前記再
組立て手段には送信されることなく前記第１のデータ送達経路手段を介して前記スイッチ
体に直接送信されるような、カットスルー交換モードにて動作するように、交換可能であ

　

　

交換装置。
【請求項２】
　前記交換装置の動作を制御するためのホスト手段であって、前記再組立て手段によって
再組立てされたパケットをこの再組立て手段より受信するため前記再組立て手段に接続さ
れているホスト手段をさらに含んでなる請求項１に記載の交換装置。
【請求項３】
　前記第２のデータ送達経路手段によってまた前記トラフィック管理手段に接続されるセ
グメント化手段をさらに含み、このセグメント化手段は、前記交換装置内でローカルに生
成されたパケットを、複数のＡＴＭセルへセグメント化し、前記複数のセルを、前記第２
のデータ送達経路手段を介して該トラフィック管理手段へ送信するように動作可能である
請求項１又は２に記載の交換装置。
【請求項４】
　前記トラフィック管理手段には、前記スイッチ体によって形成されたデータ転送経路を
介してＡＴＭセルを交換するための前記第１のデータ送達経路手段によって前記スイッチ
体にそれぞれ接続されている複数の個別トラフィック管理デバイスが含まれており、そし
て前記第２のデータ送達経路手段は、前記再組立て手段に前記複数の個別トラフィック管
理デバイスを共通に接続するバス手段からなる請求項１～３のいずれか一項記載の交換装
置。
【請求項５】
　前記パケットフローに属するものとして前記インターネットプロトコルスイッチ制御装
置手段によって検出されない再組立てパケットが、複数のセルにセグメント化され、これ
らのセルは前記スイッチ体へ送信するために前記トラフィック管理手段に戻るように転送
され、
　前記スイッチ体を通過した後、前記複数のセルが、予め定められたデフォルト出力仮想
チャネルを介して、前記ＡＴＭネットワークの下流ノードに出力され、
　前記カットスルー交換モードでの前記トラフィック管理手段の動作中に、前記の検出さ
れたパケットフローを構成する前記後続パケットのセルが、前記予め定められたデフォル
ト出力仮想チャネルとは異なる新しい出力仮想チャネルを介して、前記トラフィック管理
手段によって出力される請求項１～ のいずれか一項記載の交換装置。
【請求項６】
　かかるパケットフローを前記インターネットプロトコルスイッチ制御装置手段が検出し
たときに、前記トラフィック管理手段は、前記スイッチ体を介して検出されたパケットフ
ローのセルを交換するための帯域幅を確保する請求項１～ のいずれか一項記載の交換装
置。
【請求項７】
　ＡＴＭネットワーク内で使用するための交換装置において、
　ＡＴＭセルを交換するためのスイッチ体、
　前記交換装置を通るインターネットプロトコルフローを検出するためのインターネット
プロトコルスイッチ制御装置手段であって、該インターネットプロトコルフローの各々は

10

20

30

40

50

(2) JP 3920436 B2 2007.5.30

り、
また前記パケットフローに属するものとして前記インターネットプロトコルスイッチ制

御装置手段によって検出されない再組立てパケットが、複数のセルにセグメント化され、
これらのセルは前記スイッチ体へ送信するために前記トラフィック管理手段に戻るように
転送され、

さらに前記スイッチ体を通過した後、前記複数のセグメント化されたセルが、予め定め
られたデフォルト出力仮想チャネルを介して、前記ＡＴＭネットワークの下流ノードに出
力される

４

５



一連のインターネットプロトコルパケットからなり、各該インターネットプロトコルパケ
ットは、複数のＡＴＭセルにセグメント化されているようなインターネットプロトコルス
イッチ制御装置手段、および
　前記交換装置に送達されたＡＴＭセルを受信するように接続され、また第１のデータ送
達経路手段により前記スイッチ体にまた該第１のデータ送達経路手段とは分離した第２の
データ送達経路手段により前記インターネットプロトコルスイッチ制御装置手段に接続さ
れ、しかもそのデフォルトルーティグモードにおいてかかるフローに属するものとして検
出されなかったインターネットプロトコルパケットを構成するような受信ＡＴＭセルをデ
フォルトルーティングセルとして識別し、これらのセルを前記第２のデータ送達経路手段
を介して前記インターネットプロトコルスイッチ制御装置手段に送信するように動作可能
であるトラフィック管理手段、
を含んでなり、ここに
　前記インターネットプロトコルスイッチ制御装置手段は、前記トラフィック管理手段に
よって送信された前記デフォルトルーティングセルをインターネットプロトコルパケット
に再組立て可能であり、かつ該インターネットプロトコルスイッチ制御装置手段は、該再
組立てパケットを検査することによってかかるパケットフローを検出可能であり、
　前記トラフィック管理手段はまた、かかるパケットフローに属するパケットを構成する
ような前記の受信されたＡＴＭセルが前記第１のデータ送達経路手段を介して前記スイッ
チ体に直接送信されるカットスルー交換モードでも動作可能であ
　

　

交換装置。
【請求項８】
　前記トラフィック管理手段は、
　前記デフォルトルーティングモードにおいてデフォルト入力仮想チャネルを介してパケ
ットを構成するセルを受信するように機能し、
　それらのパケットがかかるパケットフローを構成することを前記インターネットプロト
コルスイッチ制御装置手段が検出したとき、該デフォルトルーティングモードから前記カ
ットスルー交換モードへと切り換えることができ、
　前記カットスルー交換モードにおいて、前記トラフィック管理手段は、前記デフォルト
入力仮想チャネルとは異なるもう１つの入力仮想チャネルを介して前記の検出されたパケ
ットフローの後続パケットを構成するセルを受信するように機能する請求項 記載の交換
装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、非同期転送モード（ＡＴＭ）交換装置内でのセグメント化－および－再組立て
（ＳＡＲ：ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ－ａｎｄ－ｒｅａｓｓｅｍｂｌｙ）デバイスに対す
るインターフェイシングに関する。
【０００２】
【従来の技術】
添付図面の図１は、ＡＴＭ通信ネットワーク内で使用するための従来の交換装置の各部分
を示す。図１の装置は、複数Ｎ－１の物理レイヤデバイス２ 1  ，２ 2  …２ N - 1  および対応
する複数Ｎ－１のトラフィック管理デバイス４ 1  ，４ 2  …４ N - 1  を含んでなる。各々のト
ラフィック管理デバイス４ i  は、双方向データ送達経路６ i  によってその対応する物理レ
イヤデバイス２ i  に接続されている。
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り、
また前記パケットフローに属するものとして前記インターネットプロトコルスイッチ制

御装置手段によって検出されない再組立てパケットが、複数のセルにセグメント化され、
これらのセルは前記スイッチ体へ送信するために前記トラフィック管理手段に戻るように
転送され、

さらに前記スイッチ体を通過した後、前記複数のセグメント化されたセルが、予め定め
られたデフォルト出力仮想チャネルを介して、前記ＡＴＭネットワークの下流ノードに出
力される

７



【０００３】
図１の装置はまた、例えばＮ×Ｎのクロス－コネクト交換ユニットであるスイッチ体８を
も含んでいる。実際にスイッチ体８は、Ｎ個の入力ポートとＮ個の出力ポートを有する。
各々のトラフィック管理デバイス４ i  は、双方向データ送達経路１０ i  によって、１つの
入力ポートおよび１つの出力ポートからなる１つのポート対に接続される。したがって、
簡略化のために、図１にはポート対のみが示されている。
【０００４】
図１の装置はまた、双方向データ送達経路１０ N  によりスイッチ体８のポート対Ｎに接続
されているセグメント化－および－再組立て（ＳＡＲ）デバイス１２も含んでいる。この
ＳＡＲデバイス１２はというと、付随するメモリ１４に接続されている。最後に、装置１
は、トラフィック管理デバイス４ 1  ～４ N - 1  の各々とメモリが１４とに接続されたホスト
プロセッサ（またはスイッチ制御装置）１６を含む。
【０００５】
図１の装置の使用において、物理レイヤデバイス２ 1  ～２ N - 1  は、装置１に対し、物理レ
イヤ伝送ラインに接続されている複数の双方向ポート（ユーザーネットワークインタフェ
ースまたはＵＮＩポート）を提供する。これらの物理レイヤ伝送ラインは、例えば、同期
デジタルハイアラーキ（ＳＤＨ）または同期光通信網（ＳＯＮＥＴ）伝送ライン（ＩＴＵ
－Ｔ規格Ｇ．７０９）、プレシオクロナスデジタルハイアラーキ（ＰＤＨ）伝送ライン（
ＩＴＵ－Ｔ　Ｇ．７０３規格）、またはファイバ分布データインタフェース（ＦＤＤＩ）
伝送ライン（ＡＴＭフォーラムにより規定された４ｂ／５ｂ規格）であってよい。ＡＴＭ
ネットワーク内では、これらの伝送ラインは、関係する伝送ラインを提供するのに用いら
れる特定の物理媒体に応じたフォーマットをもつビットストリーム形式でＡＴＭセルを伝
送する。データ受信方向（セルが交換装置内に受入れられる方向）において、物理レイヤ
デバイス２ 1  ～２ N - 1  は、装置のＵＮＩポートで受信されたビットストリームを、それぞ
れのデータ送達経路６ 1  ～６ N - 1  を介してトラフィック管理デバイス４ 1  ～４ N - 1  に送達
されるＡＴＭセルのストリームへと変換する。
【０００６】
トラフィック管理デバイス４ 1  ～４ N - 1  は、スイッチ体８へのＡＴＭセルの送信を制御す
る。スイッチ体８は、その入力ポートのうちの選択されたものから、その出力ポートのう
ちの選択されたものへのデータ輸送を可能にするのに各々役立つ最高Ｎ本の同時データ転
送経路を提供することができる。トラフィック管理デバイスは、ＡＴＭセルを同期的にイ
クスチェンジ（交換）するためにこれらのデータ転送経路を使用する。イクスチェンジプ
ロセスの全体的な制御は、通常、トラフィックフロー条件を監視し、装置の中を通る異な
るセルフローの間での交換資源の公平な割当てを提供する目的で、連続するタイムスロッ
ト内のデータ転送経路を選択するホストプロセッサ１６によって実行される。
【０００７】
トラフィック管理デバイス４は、スイッチ体により提供されるデータ転送経路の１つを通
してＡＴＭセルを受信した後、そのセルをデータ送達経路６を介してその対応する物理レ
イヤデバイスに転送する。各物理レイヤデバイス２は、それが受信したＡＴＭセルのスト
リームを、当該物理レイヤデバイスのＵＮＩポートに接続されたＡＴＭ伝送ライン上の伝
送に適したビットストリームへと変換する。
【０００８】
図１の装置が使用されるＡＴＭネットワークでは、伝送されるＡＴＭセルトラフィックの
全てとはいわないまでも大部分が、音声信号、ビデオ信号、ファイル等のいずれを表すに
せよ、ユーザデータである。しかしながら、ネットワークにより伝送されるトラフィック
の中には、不可避的に、シグナリングメッセージといったような制御情報を含んでいるも
のもある。このようなシグナリングメッセージは、例えば呼出を設定するために必要とさ
れる。さらに、いわゆる「ホスト間通信メッセージ」を用いて、ＡＴＭネットワーク（図
１に示されているホストプロセッサ１６を含む）の異なるノードにおいてホストプロセッ
サが互いにやりとりすることが必要とされることもある。
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【０００９】
シグナリングメッセージおよびホスト間通信メッセージは、普通のデータトラフィックと
全く同じようにＡＴＭセルの形でＡＴＭネットワーク内を転送される。ただし、このよう
なメッセージを構成するセルは、通常各セルのヘッダ内に含まれている仮想パス識別子（
ＶＰＩ）および仮想チャネル識別子（ＶＣＩ）情報によって、データを表すセルとは、あ
る意味で区別される。シグナリングメッセージおよびホスト間通信メッセージは一般に、
単一のＡＴＭセルのペイロード内に収まるには長過ぎる。したがって、このような各メッ
セージの発信元において、該メッセージは複数のＡＴＭセルに変換され、これらのセルは
次にネットワーク内に連続的に送り込まれる。このプロセスは、セグメント化と呼ばれる
。メッセージの着信先にて、そして場合によっては当該メッセージに対しアクセスするこ
とが望まれるＡＴＭネットワークの任意の中間ノードにて、そのメッセージを構成するＡ
ＴＭセルは、再組立てと呼ばれるプロセスの中で組合わされてもとのメッセージを再生す
る。図１に示されている交換装置においては、これらのセグメント化および再組立てプロ
セスは、従来スイッチ体８の独自の専用ポート対（図１内のポートＮ）を備えるセグメン
ト化および再組立て（ＳＡＲ：ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ－ａｎｄ－ｒｅａｓｓｅｍｂｌ
ｙ）デバイス１２によって実施される。したがって、それがシグナリングメッセージまた
はホスト間通信メッセージに属することをそのＶＰＩ／ＶＣＩフィールドにて表示してい
るＡＴＭセルが、トラフィック管理デバイス４の１つ（「ソース」トラフィック管理デバ
イス）によって受信されたという情報をホストコンピュータ１６が受けたときに、ホスト
プロセッサ１６は、ソーストラフィック管理デバイスが接続されているスイッチ体８の入
力ポート（例えば、トラフィック管理デバイス４ 1  の場合の入力ポート１）から、スイッ
チ体８の出力ポートＮまでデータ転送経路を形成させ、かくして当該セルはソーストラフ
ィック管理デバイスからＳＡＲデバイス１２まで送信され得るようになる。このときＳＡ
Ｒデバイス１２は、メモリ１４を用いて、このセルを、同じメッセージに属するその他の
セルと組合わせ、ひとたびそのメッセージについての再組立てプロセスが完了すると、ホ
ストプロセッサ１６によりメッセージを読み取ることが可能となる。
【００１０】
ホストプロセッサ１６がシグナリングメッセージまたはホスト間通信メッセージの発信元
である場合、これはそのメッセージをメモリ１４に送信し、ＳＡＲデバイス１２は次にメ
ッセージをセグメント化して、複数のＡＴＭセルを生成する。これらのセルは次に、メッ
セージの着信先に到達するようセルがそれを通ってルーティングされなくてはならない伝
送ラインに、その対応する物理レイヤデバイスが接続されているトラフィック管理デバイ
スであるようなトラフィック管理デバイスのうちの１つ（「デスティネーション」トラフ
ィック管理デバイス）に連続的に転送される。ホストプロセッサ１６の制御のもとで、ス
イッチ体８の入力ポートＮからデスティネーション（宛先）トラフィック管理デバイスが
接続されているスイッチ体の出力ポートまで、メッセージの連続する各セルについて、１
つのデータ転送経路が提供される。このデスティネーショントラフィック管理デバイス４
に到達した後、セルは次にデータ送達経路６を介して対応する物理レイヤデバイス２まで
渡され、メッセージの着信先へさらに伝送するためＵＮＩポートの１つを通して、要求さ
れた伝送ラインへと出力される。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
図１の装置において、ＳＡＲデバイス１２には、スイッチ体上で独自の専用ポート対（ポ
ートＮ）が具備されており、したがってシグナリングメッセージおよびホスト間通信メッ
セージは全てスイッチ体８を通過する。このようなメッセージに関与するＡＴＭセルの数
は、スイッチ体を通るＡＴＭセルの合計数に比べて比較的少ないものの、シグナリングお
よびホスト間通信メッセージを構成するＡＴＭセルをスイッチ体の中に通す必要性は、不
可避的にスイッチ体内の輻輳を招き、ユーザーデータを表すＡＴＭセルを交換する機会の
数を少なくする。その上、スイッチ体のポート対の１つがＳＡＲデバイス１２専用でなく
てはならないことから、トラフィック管理デバイスとの接続に利用できるポート対の数は
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１つ減る。このことは究極的に、全体として交換装置のＵＮＩポートの数を制限する。
【００１２】
したがって本発明は、上記問題を解決することのできる、ＡＴＭネットワークにおける、
交換装置、トラフィック管理デバイスおよび交換方法を提供することを目的とするもので
ある。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
本発明の第１の形態によると、ＡＴＭネットワーク内で使用するための交換装置において
、ＡＴＭセルを交換するためのスイッチ体；ＡＴＭセルからのパケットを再組立てするた
めの再組立て手段、および、交換装置に送信されたＡＴＭセルを受信するように接続され
、また第１のデータ送達経路手段により前記スイッチ体へそして第１のデータ送達経路手
段とは分離した第２のデータ送達経路手段によって、前記再組立て手段へ接続されており
、さらに、再組立て手段による再組立てを必要とする１または複数の予め定められたパケ
ットタイプに属する受信ＡＴＭセルをそれぞれの再組立てセルとして識別するように作動
可能であると共に、このような識別された再組立てセル以外の受信セルを、また前記スイ
ッチ体による交換のため前記第１のデータ送達経路手段を介してスイッチ体に対し送信す
るように作動可能であり、そして前記再組立てセルを、再組立て手段によりパケットに再
組立てするため前記第２のデータ送達経路手段を介して前記再組立て手段に送信するよう
に作動可能であるトラフィック管理手段；を含んでなる交換装置が提供されている。
【００１４】
本発明の第２の形態によると、ＡＴＭ交換装置に送信されたＡＴＭセルを交換するための
スイッチ体を有し、またＡＴＭ交換装置に送信されたＡＴＭセルからパケットを再組立て
するための再組立て手段をも有する該ＡＴＭ交換装置内で使用するためのトラフィック管
理デバイスにおいて、ＡＴＭセルを受信するためのセル受信手段；前記セル受信手段に接
続され、ＡＴＭ交換装置の前記再組立て手段による再組立てを必要とする１または複数の
予め定められたパケットタイプに属するような受信セルをそれぞれの再組立てセルとして
識別するように作動するセル識別手段；およびデバイスが使用中であるときに前記スイッ
チ体に接続するように適合されている第１のポート手段をもち、またデバイスが使用中で
あるときに前記再組立て手段に接続するよう適合されている、前記第１のポート手段とは
分離した第２のポート手段を有し、識別された再組立てセル以外の受信セルを前記第１の
ポート手段に送信し、前記再組立てセルを前記第２のポート手段に送信するように作動可
能である、セル出力手段、を含んでなるトラフィック管理デバイスが提供されている。
【００１５】
本発明の第３の形態によると、ＡＴＭセルを交換するためのスイッチ体、ＡＴＭセルから
パケットを再組立てするための再組立て手段およびＡＴＭネットワーク交換装置に送信さ
れたＡＴＭセルを受信するためのトラフィック管理手段を含む該ＡＴＭネットワーク交換
装置内で使用するための交換方法において、再組立て手段による再組立てを必要とする１
または複数の予め定められたパケットタイプに属するような受信ＡＴＭセルが、それぞれ
の再組立てセルとしてトラフィック管理手段によって識別され；そしてかかる識別された
再組立てセル以外の受信セルがトラフィック管理手段によって第１のデータ送達経路手段
を介してスイッチ体に送信され、スイッチ体により交換され、識別された再組立てセルは
、第１のデータ送達経路手段とは分離した第２のデータ送達経路手段を介して、トラフィ
ック管理手段から再組立て手段まで送信され、再組立て手段によりパケットに再組立てさ
れる、交換方法が提供されている。
【００１６】
本発明の第１から第３の形態においては、再組立てを必要とするセルは、スイッチ体の中
を通ることなく再組立て手段に直接送ることができる。したがって、スイッチ体のスイッ
チポートは全て、非再組立てセルを交換するために、トラフィック管理手段による使用が
可能である。したがって、スイッチスループットは増大し交換装置内での回線争奪の問題
も軽減される。
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【００１７】
再組立てを必要とするパケットは、例えば、シグナリングメッセージ（特にＡＡＬ５メッ
セージ）またはホスト間通信メッセージ（特にＡＴＭユーザ・ネットワークインタフェー
ス（ＵＮＩ）管理エンティティの間の中間ローカル管理インタフェース（ＩＬＭＩ）通信
）であってよい。
再組立てを必要とするパケットにはまた、インターネットプロトコルパケットが含まれる
。この場合、装置に好ましくはさらに、交換装置を通るパケットフローを検出すべく、こ
のような再組立てされたインターネットプロトコルパケットを検査するため前記再組立て
手段と接続されたインターネットプロトコルスイッチ制御装置手段も含んでいる。このと
き、トラフィック管理手段は、インターネットプロトコルスイッチ制御装置手段により必
要とされるセルを、スイッチ体の中に通すことなく直接この手段に送ることができる。
好ましくは、トラフィック管理手段は、そのデフォルトルーティングモードで、予め定め
られたデフォルト入力仮想チャネルを介してＡＴＭネットワークの上流ノードからのイン
ターネットプロトコルパケットを受信し、前記予め定められたデフォルト入力仮想チャネ
ルに属する受信ＡＴＭセルをこのような再組立てセルとして識別し、前記インターネット
プロトコルスイッチ制御装置手段が、再組立てされたパケットの検査によりパケットフロ
ーを検出できるようにすべく前記再組立て手段に対し前記第２のデータ送達経路手段を介
してこれらのセルを送信するように作動可能である。
【００１８】
トラフィック管理手段はまたこのようなパケットフローが前記インターネットプロトコル
スイッチ制御装置手段によって検出されたときに、前記予め定められたデフォルト入力仮
想チャネルとは異なる新しい入力仮想チャネルを介してトラフィック管理手段により、検
出後のパケットフローを構成する後続パケットのセルが受信され、かかる再組立てセルと
してこれらのセルが識別されず、前記第１のデータ送達経路手段を介してスイッチ体に対
し直接送信される、カットスルー交換モードにて作動するように交換が可能である。
【００１９】
このようにして、検出されたフローに属するセルは、フローのうちのセルが直接ハードウ
ェア内にルーティングされるいわゆるカットスルー交換を実現すべく、インターネットプ
ロトコルスイッチ制御装置手段により交換装置内で再組立てされることなく交換装置を通
ってルーティングされ得る。例えば、前記インターネットプロトコルスイッチ制御装置手
段がかかるパケットフローを検出したときは、トラフィック管理手段は、前記スイッチ体
を介して検出されたパケットフローのセルを交換するための帯域幅を確保させられる。
【００２０】
好ましくは、前記インターネットプロトコルスイッチ制御装置手段によってパケットフロ
ーに属するものとして検出されず再組立てされたパケットは、フローに属さないＩＰパケ
ットの蓄積交換ルーティングを実行すべく、前記スイッチ体への送信のためトラフィック
管理手段に戻すように転送される複数のセルに、セグメント化される。前記スイッチ体を
通過した後、前記複数のうちのセルは次に、予め定められたデフォルト出力仮想チャネル
を介してＡＴＭネットワークの下流ノードに出力され得る。一方、トラフィック管理手段
が前記カットスルー交換モードで作動している間、検出されたパケットフローを構成する
前記後続パケットのセルは、好ましくは、前記予め定められたデフォルト出力仮想チャネ
ルとは異なる新しい出力仮想チャネルを介してトラフィック管理手段によって出力される
。
【００２１】
１つの実施例においては、前記トラフィック管理手段には、各受信ＡＴＭセルのヘッダの
仮想パス識別子および／または仮想チャネル識別子フィールドを検査し、かかる検査の結
果に基づいて当該セルがこのような再組立てセルとして識別されるべきか否かを決定すべ
く作動可能なセル識別手段が含まれている。こうして、再組立てセルを迅速かつ容易に識
別することが可能となっている。
【００２２】
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好ましくは、装置にはさらに、セグメント化手段（セグメント化手段および再組立て手段
は、同一のセグメント化および再組立てデバイスの一部をなす）が含まれ、このセグメン
ト化手段はまた前記第２のデータ送達経路手段によって前記トラフィック管理手段に接続
され、装置内でローカルに生成されたパケットを複数のＡＴＭセルへセグメント化し、前
記第２のデータ送達経路手段を介してトラフィック管理手段へ前記複数のうちのセルを送
信するように作動可能である。この構成において、セグメント化の結果として得られるセ
ルはまた、スイッチ体を通過することなくトラフィック管理手段に送信され得る。
【００２３】
この場合、第２のデータ送達経路手段にはそれぞれの単方向送信受信経路手段が含まれ、
その受信経路手段はトラフィック管理手段から再組立て手段まで、識別された再組立てセ
ルを送信するように機能し、その送信経路手段は、前記セグメント化手段からトラフィッ
ク管理手段まで前記複数のうちのセルを送信するように機能する。
【００２４】
好ましい実施例では、前記トラフィック管理手段には、スイッチ体によって提供されたデ
ータ転送経路を介してＡＴＭセルを交換するため前記第１のデータ送達経路手段により前
記スイッチ体にそれぞれ接続されている複数の個別トラフィック管理デバイスが含まれて
おり、前記第２のデータ送達経路手段には、再組立て手段に対し、そして具備されている
場合には前記セグメント化手段に対して、個別トラフィック管理デバイスを共通に接続す
るバス手段（例えば、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ－Ｔｅｓｔ－ａｎｄ－Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ－
ＰＨＹ－Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ－ｆｏｒ－ＡＴＭ（ＵＴＯＰＩＡ）レベル２「ルックアライ
ク（ｌｏｏｋａｌｉｋｅ）」バス手段）が含まれている。この構成では、各トラフィック
管理デバイスは、スイッチ体の１または複数の付随する入力ポートに対するセルの送信を
制御し、各トラフィック管理デバイスは、バス手段を用いて再組立て手段に直接、任意の
再組立てセルを送ることができる。
【００２５】
異なるトラフィック管理デバイスがバス手段を共有できるようにするためには、前記再組
立て手段が前記バス手段のマスターデバイスとして作動可能であり、各トラフィック管理
デバイスがこのバス手段のスレーブデバイスとして作動可能であることが好ましい。この
場合、例えば前記再組立て手段には、トラフィック管理デバイスのいずれかが受信したＡ
ＴＭセルをそのような再組立てセルとして識別したか否かを決定すべく、該トラフィック
管理デバイスをポーリングするためのポーリング手段および前記トラフィック管理デバイ
スのうちの１つがそのような再組立てセルを識別したことを前記ポーリング手段が決定し
た場合に、そのセルを有するトラフィック管理デバイスが前記バス手段を介して再組立て
手段にそれを送信するようにさせるべく作動可能なデータ読取り手段、が含まれている。
【００２６】
本発明の第４の形態によると、ＡＴＭネットワーク内で使用するための交換装置において
：ＡＴＭセルを交換するためのスイッチ体；交換装置内でローカルに生成されたパケット
を複数のＡＴＭセルにセグメント化するためのセグメント化手段；および第１のデータ送
達経路手段により前記スイッチ体に接続され、またこの第１のデータ送達経路手段とは分
離した第２のデータ送達経路手段によって、前記セグメント化手段に接続され、しかも、
スイッチ体によって交換されたセルを前記第１のデータ送達経路手段を介してスイッチ体
から受信しかつ前記複数のセルを前記第２のデータ送達経路手段を介してセグメント化手
段から受信し、スイッチ体から受信した交換後のセルおよびセグメント化手段から受信し
た前記複数のセルを含むＡＴＭセルストリームを出力するように作動するトラフィック管
理手段、を含んでなる交換装置が提供されている。
【００２７】
本発明の第５の実施形態によると、ＡＴＭ交換装置に送達されたＡＴＭセルを交換するた
めのスイッチ体を有し、またＡＴＭ交換装置から出力されるべき複数のＡＴＭセルへと、
装置によってローカルに生成されたパケットを、セグメント化するためのセグメント化手
段も有するＡＴＭ交換装置の中で使用するためのトラフィック管理デバイスにおいて、デ
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バイスが使用中であるとき前記スイッチ体に接続するように適合された第１のポート手段
をもち、またデバイスが使用中であるとき前記セグメント化手段に接続するように適合さ
れた、前記第１のポート手段とは分離した第２のポート手段をも有し、しかも、スイッチ
体によって交換されたセルを前記第１のポート手段で受信し前記複数のセルを前記第２の
ポート手段で受信するように作動可能であるセル入力手段；およびスイッチ体から受信さ
れた交換後のセルを含み、また前記複数のセルをも含むＡＴＭセルストリームを出力する
ためのセル出力手段を含んでなるトラフィック管理デバイスが提供されている。
【００２８】
本発明の第６の形態によると、ＡＴＭセルを交換するためのスイッチ体、ＡＴＭ交換装置
内でローカルに生成されたパケットを複数のＡＴＭセルにセグメント化するためのセグメ
ント化手段および、交換されたセルを出力するためのトラフィック管理手段を含む該ＡＴ
Ｍネットワーク交換装置内で使用される交換方法において：
スイッチ体によって交換されたセルが、第１のデータ送達経路手段を介してスイッチ体か
らトラフィック管理手段によって受信され；セグメント化手段によって生成された複数の
セルが、前記第１のデータ送達経路手段とは分離した第２のデータ送達経路手段を介して
トラフィック管理手段によって受信され；スイッチ体から受信された交換後のセルおよび
セグメント化手段から受信された前記複数のセルを含むＡＴＭセルストリームが、トラフ
ィック管理手段によって出力される、交換方法が提供されている。
【００２９】
本発明の第４～第６の形態においては、本発明の第１～第３の形態により達成された利点
に対応する利点が、交換装置が再組立て手段をもたない場合でさえ得ることができる。セ
グメント化の結果として得られたセルは、スイッチ体を通過することなくトラフィック管
理手段に対し直接転送され得、非セグメント化セルのためのスイッチ体のスイッチポート
を解放し、輻輳を軽減する。
【００３０】
本発明の第７の形態によると、ＡＴＭネットワーク内で使用するための交換装置において
：ＡＴＭセルを交換するためのスイッチ体；交換装置を通るインターネットプロトコルフ
ローを検出するためのインターネットプロトコルスイッチ制御装置手段；および該交換装
置に送信されたＡＴＭセルを受信するために接続され、また第１のデータ送達経路手段に
より前記スイッチ体にまた第１のデータ送達経路手段とは分離した第２のデータ送達経路
手段により前記インターネットプロトコルスイッチ制御装置手段に接続され、しかもその
デフォルトルーティングモードにおいて、予め定められたデフォルト入力仮想チャネルに
属する受信ＡＴＭセルをデフォルトルーティングセルとして識別し、前記第２のデータ送
達経路手段を介して前記インターネットプロトコルスイッチ制御装置手段にこれらのセル
を送信して、前記インターネットプロトコルスイッチ制御装置手段が送信されたセルの検
査からかかるフローを検出できるようにすべく作動可能であり、しかもこのようなフロー
が前記インターネットプロトコルスイッチ制御装置手段によって検出されたときに、前記
予め定められたデフォルト入力仮想チャネルとは異なる新しい入力仮想チャネルを介して
トラフィック管理手段により検出されたフローを構成する後続して受信されたセルが受信
されかかるデフォルトルーティングセルとしてこれらのセルが識別されず前記第１のデー
タ送達経路手段を介してスイッチ体に直接送信されるようなカットスルー交換モードにて
作動するように交換が可能であるトラフィック管理手段を含んでなる交換装置が提供され
る。
【００３１】
本発明の第８の実施形態によると、装置に送信されたＡＴＭセルを交換するためのスイッ
チ体を有しまた交換装置を通るインターネットプロトコルフローを検出するためのインタ
ーネットプロトコルスイッチ制御装置手段をも有するＡＴＭ交換装置内で使用するための
トラフィック管理デバイスにおいて：ＡＴＭセルを受信するためのセル受信手段；デバイ
スが使用中であるときに前記スイッチ体に接続するように適合されている第１のポート手
段をもち、またデバイスが使用中であるときに前記インターネットプロトコルスイッチ制

10

20

30

40

50

(9) JP 3920436 B2 2007.5.30



御装置手段に接続するよう適合されている、前記第１のポート手段とは分離した第２のポ
ート手段を有するセル出力手段；および前記セル受信手段に接続され、そのデフォルトル
ーティングモードにおいて、予め定められたデフォルト入力仮想チャネルに属するような
受信ＡＴＭセルをデフォルトルーティングセルとして識別しかつ前記インターネットプロ
トコルスイッチ制御装置への転送のため前記第２のポート手段にこれらのセルを送信して
前記インターネットプロトコルスイッチ制御装置手段が送信されたセルの検査によりかか
るフローを検出できるようにすべく作動可能であり、しかもこのようなフローが前記イン
ターネットプロトコルスイッチ制御装置手段によって検出された時点で、前記予め定めら
れたデフォルト入力仮想チャネルとは異なる新しい入力仮想チャネルを介してトラフィッ
ク管理デバイスにより検出されたフローを構成する後続して受信されたセルが受理されか
かるデフォルトルーティングセルとしてこれらのセルが識別されずスイッチ体に対する直
接的転送のため第１のポート手段に送信されるようなカットスルー交換モードにて作動す
るように、交換が可能であるセル識別手段を含んでなるトラフィック管理デバイスが提供
される。
【００３２】
本発明の第７および第８の形態においては、インターネットプロトコルスイッチ制御装置
手段が、トラフィック管理手段から受信された識別後のデフォルトルーティングセルを再
組立てするための再組立て手段をもつことは不要である。
ここで、例として、添付図面を参照する。
【００３３】
【発明の実施の形態】
図２は、本発明を実施するＡＴＭ交換装置の各部分を示す。図２では、図１を参照して前
述した各部分に対応する部分が同じ参照番号で表されている。
図２の交換装置２１では、各々のトラフィック管理デバイス２４ 1  ～２４ N  は、図１にお
いて述べたトラフィック管理デバイス４ 1  ～４ N - 1  に比べて修正されている。図１の装置
と同様に、各々のトラフィック管理デバイス２４ i  はデータ送達経路６ i  （ｉ＝１～Ｎ）
を用いてその対応する物理レイヤデバイス２ i  に接続される。各々のデータ送達経路６ i  

は、最高６２２ Mbps（クロック周波数≦５０ MHz ）でのデータ転送のための１６ビットの
データ経路を各方向に提供するＵｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｓｔ　ａｎｄ　Ｏｐｅｒａｔｉ
ｏｎｓ　ＰＨＹインタフェース（ＵＴＯＰＩＡ）レベル２である。したがって、各々の物
理レイヤデバイス２および各々のトラフィック管理デバイス４は２つのポート（１つは送
信、もう１つは受信用）をもち、両方のポート共、同じプロトコルおよびインタフェース
定義を使用する。
【００３４】
簡略化のため、図２では各々のトラフィック管理デバイス２４ i  に接続された状態で１つ
の物理レイヤデバイス２ i  だけが示されているが、ＵＴＯＰＩＡレベル２経路６ i  は実際
には、ＡＴＭレイヤが１５５ Mbpsで作動する場合にはｎ≦８，ＡＴＭレイヤが６２２ Mbps
で作動する場合にはｎ≦４として、各トラフィック管理デバイスに対し最高ｎ個の物理レ
イヤデバイスの接続を可能にする。ＵＴＯＰＩＡレベル２のインタフェースは、５つのア
ドレッシングラインを含み、かくして最高８個の物理レイヤデバイス上で最高３１のポー
トについての仮想空間を提供する。
【００３５】
ＵＴＯＰＩＡレベル２インタフェースのさらに完全な記述は、ＡＴＭ　Ｆｏｒｕｍが刊行
した「ＵＴＯＰＩＡ」，ＡＴＭ－ＰＨＹインタフェース仕様書、レベル２、バージョン１
．０″，１９９５年６月、に見出すことができる。
各トラフィック管理デバイス２４ i  はまた、データ送達経路１０ i  によって、入力ポート
および出力ポートからなるスイッチ体８のポート対に接続される。データ送達経路１０ i  

は、並列または直列の適切なあらゆるタイプのものであってよいが、当該実施例において
は、トラフィック管理デバイス２４ i  において具備されたデータ送達経路１０ i  に対する
インタフェースは、ＵＴＯＰＩＡレベル２「ルックアライク（ｌｏｏｋａｌｉｋｅ）」（
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ＵＬ２ＬＡＬ）インタフェースである。これは基本的に、ＡＴＭ　Ｆｏｒｕｍにより公表
された上述のＵＴＯＰＩＡレベル２標準インタフェースと同じ特性を有するが、ＵＴＯＰ
ＩＡ標準インタフェースは物理レイヤデバイスに対しＡＴＭレイヤデバイス（例えばトラ
フィック管理デバイス）に接続するように意図されているのであって、トラフィック管理
デバイスやスイッチ体といったような２つのＡＴＭレイヤデバイス間の接続を提供するこ
とを目的としていないため、標準インタフェースの「ルックアライク（類似した）」イン
タフェースであるものとして記述されている。
【００３６】
また、データ送達経路１０ i  が並列／直列コンバータを含み、かくして経路がトラフィッ
ク管理デバイス２４ i  に接続された端部では並列となるようにそしてスイッチ体に接続さ
れた端部では直列となるようにすることも可能である。こうして、スイッチ体８上の接続
ピンの数を、本出願人の同時係属英国特許出願第９６１７１１０．３号に記述されている
ように減少させることが可能となる。代替的または付加的に、ここでもまた、当該出願人
の同時係属出願番号第９６１７１１０．３号に記述されているように、スイッチ体８上に
必要とされる接続ピンの数を減少させる目的で、時分割多重化ベースで同じポート対に複
数のトラフィック管理デバイスを接続することができる。この出願および当該出願人のも
う１つの同時係属英国特許出願第９６１７１００．４号の内容は、本明細書に参考として
含まれている。
【００３７】
各トラフィック管理デバイス２４ i  はまた、ホストバス２８を介してホストプロセッサ１
６に接続される。ホストバスは例えば、Ｎ個の異なるトラフィック管理デバイス２４ 1  ～
２４ N  を個々にアドレス（ポーリング）するのに充分な数のアドレスラインを備えた双方
向３２ビット幅のデータ経路である。
図２に示されている交換装置２１は、まず第１に、以下ＳＡＲバスと呼ぶもう１本のバス
２６が、“セグメント化および再組立て”（ＳＡＲ）デバイス１２へ各トラフィック管理
デバイス２４ 1  ～２４ N  を接続するために具備されているという事実によって、図１に示
されている交換装置１とは異なっている。したがって、図１の交換装置の場合とは異なり
、ＳＡＲデバイス１２は、スイッチ体８のポート対の１つに接続されていない。ＳＡＲバ
ス２６は、好ましくは１／２幅（各方向に８ビットのデータ）のＵＬ２ＬＡＬインタフェ
ースである。この場合、ＳＡＲデバイス１２は、ＳＡＲバス２６に対する制御を有するマ
スターデバイスであり、各々のトラフィック管理デバイス２４ 1  ～２４ N  はスレーブデバ
イスである。あるいは、ＳＡＲバス２６は、トラフィック管理デバイス２４およびＳＡＲ
デバイス１２のピン数（ｐｉｎ　ｃｏｕｎｔ）を減少させるために、高速直列バスであっ
てもよい。第２のバスは、低圧差信号（ＬＶＤＳ：Ｌｏｗ　Ｖｏｌｔａｇｅ　Ｄｉｆｆｅ
ｒｅｎｔｉａｌ　Ｓｉｇｎａｌｓ）を転送するのに用いることができる。
【００３８】
ＳＡＲデバイス１２は、例えば、出願人が製造しているＭＢ８６６８７Ａタイプであって
もよい。
ここで図２の装置の動作について記述する。ただし、装置の詳細な説明について記述する
前に、図２の交換装置を使用することのできる広帯域デジタル統合サービス網（Ｂ－ＩＳ
ＤＮ）について図３を参照しながら概略的に説明しておく。図２の交換装置がＢ－ＩＳＤ
Ｎ内での使用にだけ供されるものではなく、Ｂ－ＩＳＤＮには本発明の実施例が実際に取
り扱おうとしている種類の多数のシグナリングメッセージ（およびホスト間通信メッセー
ジ）を発生させるコネクション型通信プロトコルを含むことから、説明を目的とした好例
を提供するのにＢ－ＩＳＤＮが役立つということも理解できるであろう。しかしながら、
ＡＴＭネットワーク内で使用される全ての通信プロトコルには、コネクションレス型プロ
トコルさえも、そして不可避的にシグナリングメッセージの生成および処理も含み、本発
明の実施例はこのようなネットワーク全てに有利に適用できる。
【００３９】
図３に示されているＢ－ＩＳＤＮネットワーク１００は、異なる顧客宅内にそれぞれ対応
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する複数の顧客宅内（ＣＰ：Ｃｕｓｔｏｍｅｒ　ｐｒｅｍｉｓｅｓ）ノード１０２をもつ
。各ＣＰノードにおいて、ユーザが供給する任意にフォーマットされた情報はＡＴＭセル
ストリームへと変換され、逆方向より、ネットワークから受信されたＡＴＭセルストリー
ムは、必要とされるフォーマットのユーザ情報へと変換される。これらの変換は、ターミ
ナルアダプタの機能を果たすＣＰノード内のＡＴＭアダプテーションレイヤ（ＡＡＬ）に
よって実行される。低帯域ＡＴＭセルストリームを生成し受信するだけのＣＰノードは、
通常、固定点伝送設備により、遠隔マルチプレクサノード（ＲＭＮ）１０６に接続され、
ここで個々の低帯域ＡＴＭセルストリームは、統計的に集線リンク１０８へ多重化または
ここから分離される。いくつかのこのような集線リンク１０８はアクセスノード（ＡＮ）
１１０に接続され、このアクセスノードには、リンク１１２により、より高い帯域のＣＰ
ノード１０２を接続することもできる。アクセスノード１１０から出現する高度に多重化
されたＡＴＭセルストリームは、ローカル交換ノード（ＬＥＮ）１１４まで伝送され、こ
のノード１１４にはその他のＲＭＮ１０６さらには超高帯域ＣＰノード１０２もまた接続
できる。図２の交換装置は、例えば、ＬＥＮ１１４内で使用できる。ＬＥＮ１１４は、Ｌ
ＥＮ１１４よりも大きいＡＴＭスイッチであるタンデム交換ノード（ＴＥＮ）１１６に接
続される。ここでもまた、図２の交換装置をＴＥＮ１１６内で使用することができる。
【００４０】
図３内に示されているＢ－ＩＳＤＮネットワーク１００は、コネクション型通信プロトコ
ルを必要とするコネクション型ネットワークである。コネクション型プロトコルは、異な
るＣＰノード間の情報フローが、ルーティング情報を含むヘッダフィールドを伴うＡＴＭ
セルの形をしていようとも、コールセットアップ手順を必要とする。コールセットアップ
手順は、コネクションを伴う全てのＡＴＭセルによって使用されるべき経路またはルート
を選択し、例えば図３中のリンク１０８といったネットワークの各物理リンクに現れる呼
量は、そのリンクを共有するコネクションの数を制限することによって、制御される。経
路は、輻輳を回避する目的で、全てのネットワークリンクおよびパケット交換ノード（例
えばＬＥＮ１１４およびＴＥＮ１１６）の間での全負荷を公平に分散するように、選択さ
れる。
【００４１】
新しいコネクションが許容される場合には、そのコネクションに対し「仮想コネクション
」番号（すなわち特定の仮想パス識別子（ＶＰＩ）および仮想チャネル識別子（ＶＣＩ）
値）が割当てられ、そしてその番号は、そのコネクションに属する全てのＡＴＭセルのＶ
ＰＩ／ＶＣＩフィールド内に現れる。仮想コネクション番号は、呼設定のときに各パケッ
トについての発呼元および着呼先の両方を暗示的に識別する。選択された経路に沿った各
スイッチは、割当てられた仮想コネクション番号についての情報を、シグナリングメッセ
ージを用いて受けると、その仮想コネクション番号を含むＡＴＭセルが到着する毎に、各
スイッチには従うべきルーティング命令が与えられる。
【００４２】
コネクション型通信プロトコルは、呼処理機能によって実行される。この機能は一般に、
地域的に分布した各ＣＰノードに備えられたプロセッサへの機能分散であるが、説明の都
合上、呼処理機能は単一の中央プロセッサにより実行されるものと見なしてもよい。各Ｃ
Ｐノードは、中央のコールプロセッサとの通信のためそれに割当てられたパーマネント仮
想チャネル番号を有し、中央のコールプロセッサは、通常のＣＰノードを通してトランス
ポートネットワークに接続される。したがってトランスポートネットワークには、そのコ
ールプロセッサが、その他の何らかのユーザまたはアプリケーションであるかのように見
える。特定のＣＰノード（「ソース」ＣＰノード）でのユーザは、もう１つの所望のＣＰ
ノード（「デスティネーション」ＣＰノード）に対するコネクションを要求すべくそのＣ
Ｐノードからコールプロセッサまでのパーマネント仮想コネクションを使用することがで
きる。要求されたコネクションは、全二重動作を可能にすべく、双方向であってよい。コ
ールプロセッサは、デスティネーションＣＰノードに、該ＣＰノードが要求されたコネク
ションを受入れたいか否かを照会するため、該コールプロセッサからデスティネーション
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ＣＰノードまでのパーマネント仮想コネクションを用いる。受入れたい場合、コールプロ
セッサは、要求された新しい仮想コネクションがロードされた時点でなおも、その経路を
すでに用いている他のコネクションの各々が現在享受しているサービスの質が保証最低レ
ベル以上に維持され得るようにする、１本の経路を見い出そうと試みる。
【００４３】
デスティネーションＣＰノードが、そのコネクションを受入れることを拒絶した場合また
は適当な経路を発見できない場合、コネクションは阻止され、ソースＣＰノードは、コー
ルプロセッサからソースＣＰノードまでのパーマネント仮想コネクションを介して送られ
るシグナリングメッセージを用いてその事実についての情報を受ける。一方、コネクショ
ンを設定できる場合、選択された経路に沿った全ての交換ノードはプロセッサにより新し
い仮想コネクション番号についての情報を受け、適当なルーティング命令を受ける。この
目的のため、シグナリングメッセージは、パーマネント仮想コネクションを介してコール
プロセッサから当該交換ノードまで送られる。これらのシグナリングメッセージは、例え
ば図２の交換装置内のホストプロセッサ１６といった交換ノード内のホストプロセッサに
送信される必要がある。図２の装置自体の中でシグナリングメッセージが取扱われる方法
については、後でさらに詳細に考察する。
【００４４】
ちなみに、パーマネント（予め構成された）仮想コネクションに加えて、交換された（ダ
イアルアップコネクティビティ）仮想コネクションもまた、シグナリングメッセージを伝
送するのに使用できる。
呼がひとたび設定されたならば、ソースおよびデスティネーションＣＰノードは、割当て
られた経路（もしくは２重化コネクションの場合には、複数の経路）を通して情報の交換
を行う。割当てられた経路に沿って通過する各ＡＴＭセルは、そのヘッダ内に割当てられ
た仮想コネクション番号を含み、要求されたルーティングを決定するために交換ノードに
よりヘッダのみが（実時間で、好ましくは可能なかぎりＶＬＳＩ回路を用いて）処理され
る。したがって、与えられた仮想コネクションを伴う全てのセルは、ネットワークを通し
て同じルートを進み、これらのセルが生成されたのと同じ順序で送信される。
【００４５】
ソースまたはデスティネーションＣＰノードのいずれかが呼を終了することを望む場合、
呼設定のときと同様のプロセスが呼の復旧を行うのに使用される。ここでもまた、ソース
およびデスティネーションＣＰノードとコールプロセッサおよびコールプロセッサと当該
交換ノードとの間でシグナリングメッセージを送るのに、パーマネント仮想コネクション
が用いられる。
【００４６】
図３のネットワークでは、ユーザ情報がＡＴＭセルの形で伝送されるのと全く同様に、ソ
ースおよびデスティネーションＣＰノードとの間およびコールプロセッサと交換ノードと
の間のシグナリングメッセージは、ＡＴＭセルの形で伝送される。ユーザ情報およびシグ
ナリングメッセージのＡＴＭセルへの変換は、ＡＴＭアダプテーションレイヤ（ＡＡＬ）
の機能である。
【００４７】
図３に示されているＣＰノードの中の１つのＣＰノードの動作に関係するプロトコルを示
す図４を参照すると、ＣＰノードのためのＡＴＭアダプテーションレイヤは、複数のタイ
プのサービスを支援する必要があろう。ユーザサービスには、コネクション型、コネクシ
ョンレス型そして場合によってはその他のタイプの可変ビットレート（ＶＢＲ）サービス
、および固定ビットレート（ＣＢＲ）サービスが含まれる。ＶＢＲサービスは、さまざま
な異なるピークデータ転送速度をもつ非持続型のトラフィック、例えばバーストデータト
ラフィック、イメージファイル、大形データベースファイル転送、パケットビデオおよび
パケットボイスを支援する。一方、ＣＢＲサービスの方は、例えばデジタルビデオおよび
６４Ｋビット／秒のデジタルボイスといった、長時間にわたる一定のデータ転送速度をも
つ持続型トラフィックを支援する。さらにもう１つのＶＢＲサービスとして、制御信号（
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シグナリングメッセージ）が提供される。
【００４８】
ＡＡＬは、ユーザが生成した情報信号を受信するユーザインタフェースと、制御信号を受
信する制御インタフェースとを有する。ＡＡＬは、情報および制御信号をＡＴＭネットワ
ーク内へ導入するに先立ってＡＴＭに適した標準フォーマットに変換し、また、ユーザお
よび制御インタフェースへの出力に先立ちネットワークから到着したＡＴＭセルから情報
信号および制御信号を再構成するためのものである。
【００４９】
ＡＡＬの方は、図４に示されているように２つのサブレイヤに分割される。コンバージェ
ンスサブレイヤ（ＣＳ）は、ユーザ生成信号および制御信号のためのカプセル化／非カプ
セル化機能を果す。実際、図５に示されているとおり、例えばＡＡＬ３／４およびＡＡＬ
５といったある種のタイプのＡＡＬにおいては、ＣＳサブレイヤはさらに共通部コンバー
ジョンサブレイヤ（ＣＰＣＳ：ｃｏｍｍｏｎ　ｐａｒｔ　ｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎ　ｓｕｂ
－ｌａｙｅｒ）とサービス特定コンバージェンスサブレイヤ（ＳＳＣＳ）に細分される。
特定ＡＡＬユーザサービスを支援するために、一定数のＳＳＣＳプロトコルがすでに定義
づけられており、また現在開発中である。ＡＡＬ５は一般に、シグナリングメッセージの
ために使用される。
【００５０】
ＡＡＬ５に関係する図６に示されているとおり、ソースＣＰノードにおいて、ＡＴＭネッ
トワークを通して伝送され究極的にはデスティネーションＣＰノードに送信されるべきも
とのユーザ生成情報信号または制御信号が、（備わっている場合にはＳＳＣＳ内での処理
の後で）ＣＰＣＳサービスデータユニット（ＣＰＣＳ－ＳＤＵ）の形でＣＰＣＳに送信さ
れる。ＣＰＣＳにおいては、信号（ＣＰＣＳ－ＳＤＵ）は、図７に示されているように、
そのペイロードとしてＣＰＳ５プロトコルデータユニット（ＣＰＣＳ－ＰＤＵ）内にカプ
セル化される。ＣＰＣＳ－ＰＤＵはまた、最高で長さ４７オクテットでありうるパディン
グフィールドおよび図７にそのフォーマットがさらに詳しく示されている８オクテットの
トレーラも有している。ＣＰＣＳ－ユーザ－ツー－ユーザ（ＣＰＳ－ＵＵ）インジケーシ
ョンフィールドが、ＣＰＣＳユーザ－ツー－ユーザ情報をトランスペアレントに転送する
ために用いられる。現在、トレーラの６４ビットのアラインメントを指示するのに共通部
インジケータ（ＣＰＩ）のみが使用され、０にセッされているが、将来的な機能としては
、障害監視の目的等のための管理メッセージの識別およびオペレーションおよびメンテナ
ンス（ＯＡＭ）メッセージの識別が含まれる。長さフィールドは単にＣＰＣＳ－ＰＤＵペ
イロードの長さを表示する。ペイロードの長さは、１～６５５３５オクテットの範囲内に
あり、オクテット整列されていなければならない。情報の喪失または取得を検出するため
、受信部はその長さフィールドを用いる。長さフィールドは、オクテットの数の２進コー
ドである。ＣＰＣＳ－ＰＤＵ内のビットエラーを検出するために巡回冗長検査（ＣＲＣ）
フィールドが使用される。ＣＲＣの対象範囲は、パディングフィールド、ＣＰＣＳ－ＵＵ
，ＣＰＩおよび長さフィールドを含めたＣＰＣＳ－ＰＤＵ全体を網羅する。
【００５１】
図６に示されているように、ＣＰＣＳ－ＰＤＵはヘッダを有していないものの、サービス
特定コンバージェンスサブレイヤ（ＳＳＣＳ）によりヘッダがすでに付加されている可能
性もあり、その場合には、そのヘッダはそれ相応にＣＰＣＳ－ＳＤＵの一部をなすことに
なる。
このときＣＰＣＳ－ＰＤＵ全体は、可変長の単一フィールドとしてＣＰＣＳ－ＰＤＵを処
理するＳＡＲサブレイヤ（図４）に移される。図６に示されているとおり、このときＳＡ
Ｒ機能は、ＣＰＣＳ－ＰＤＵを、各々１つのＳＡＲ－ＰＤＵのペイロードを構成する４８
オクテットのセグメントに分割することである。最後のセグメントは、全４８オクテット
のペイロードを形成すべくパディングを必要とすることもあろう。ＳＡＲ－ＰＤＵはさら
に、図８に示されているとおり５バイトのヘッダを含む。
【００５２】
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ＡＡＬ５　ＳＡＲ機能においては、その主な焦点は効率性にあり、したがって、ユーザま
たは制御情報を伝送するのに、ＡＴＭセルペイロード内で利用可能な４８オクテットが全
て用いられる。したがって、メッセージの始め、続きまたは終りを指示するのに、ＳＡＲ
－ＰＤＵペイロードのオクテットのいずれをも利用できない。その代わり、メッセージの
始め、続きおよび終りを、ＳＡＲ機能によって検出するのに、ＡＴＭセルヘッダのペイロ
ードタイプ（ＰＴ）フィールドが用いられる。ＰＴフィールド内で通常のＰＴ情報がなお
も伝送されるが、図８に示されているペイロードタイプのコーティングを生成するために
ＡＴＭ－レイヤ－ユーザ－ツ－ＡＴＭ－レイヤ－ユーザ（ＡＵＵ）パラメータで符号化さ
れる。
【００５３】
こうして、ＡＡＬ５レイヤによって実行されたセグメント化プロセスは完了する。再組立
てプロセスは、基本的にセグメント化プロセスの逆であり、複数のＳＡＲ－ＳＤＵからメ
ッセージ（ＣＰＣＳ－ＳＤＵまたは該当する場合にはＳＳＣＳ－ＳＤＵ）を再構成するの
に役立つ。
図４内のＡＴＭレイヤは、５３オクテットのＡＴＭセルを形成すべく、各ＳＡＲ－ＰＤＵ
へまたはそこから５バイトのヘッダを付加または除去する働きをする。物理レイヤは、伝
送リンク媒体へセルを乗せまたはこの伝送リンク媒体からセルを受信する働きをする。シ
グナリングメッセージがそれに特定的に向けられている場合を除いて、図３に示されたＡ
ＴＭネットワークのノードすなわち遠隔マルチプレクサ、アクセス、ローカル交換機およ
びタンデム交換ノードは、ＡＴＭセルヘッダ上のみで動作する。ここに４８バイトのセル
ペイロードは、ＡＴＭネットワークエンティティによって処理されず、また読取られるこ
とさえない。
【００５４】
図４に示されているさまざまなレイヤに加えて、図３のＢ－ＩＳＤＮネットワークのため
のプロトコルレイヤモデルはまた、ＣＰノード内の全てのユーザおよび制御レイヤの管理
を担う管理プレーンを含む。管理プレーンは、例えばコールセットアップ手順に関与する
。管理プレーンのレイヤ管理エンティティが、ユーザおよび制御レイヤの各々をインタフ
ェースする働きをし、これらのレイヤが（ローカル管理の目的かまたは遠隔ＣＰノードの
管理プレーンへの伝送のため）これらのレイヤに命令を与える役目と（いくつかの遠隔Ｃ
Ｐノードの管理プレーン内で生成されたかまたはローカルに生成された）これらのレイヤ
からの応答を受け取る役目とを果す。
【００５５】
ここで図２に戻ると、交換装置２１は、図３に示されたＡＴＭネットワークの交換ノード
、例えばそのローカル交換ノード（ＬＥＮＳ）１１４またはタンデム交換ノード（ＴＥＮ
ｓ）１１６に具備される。装置２１の４Ｎ個のＵＮ１ポートは、その交換ノードをその他
の交換ノードにリンクするまたはアクセスノード（ＡＮ）１１０の１つまたは顧客宅内（
ＣＰ）ノード１０２の１つといったようなＡＴＭネットワークエンティティにリンクする
、異なるそれぞれのＡＴＭ伝送ラインに接続される。
物理レイヤデバイス２ 1  ～２ N  は、ＵＮＩポートに接続されたＡＴＭ伝送ラインから受信
されたそれぞれのビットストリームを、ＡＴＭレイヤデバイスであるトラフィック管理デ
バイス２４ 1  ～２４ N  への伝送のために適したＡＴＭセルストリームへと変換する。物理
レイヤデバイス２により実行される機能としては、セル速度のデカップリング（ｄｅｃｏ
ｕｐｌｉｎｇ）、ヘッダエラー制御（ＨＥＣ）ヘッダ順序生成（ｓｅｑｕｅｎｃｅ　ｇｅ
ｎｅｒａｔｉｏｎ）／確認（ｖｅｒｉｆｉｃａｔｉｏｎ）；セルのデニリエーション（ｄ
ｅｌｉｎｅａｔｉｏｎ）；伝送フレームアダプテーション；伝送フレーム生成および再生
；およびビットタイミング、が含まれる。伝送フレームアダプテーション、生成および再
成機能が必要とされるのは、物理レイヤにおける情報か、例えばＩＴＵ－Ｔ　Ｇ．７０７
，Ｇ．７０８、およびＧ．７０９同期デジタルハイアラーキ（ＳＤＨ）フォーマット、Ｓ
ＴＭ－１フォーマット（１５５．５２ Mbit／秒）またはＩＴＵ－Ｔ　Ｇ．７５１プレシオ
クロナスデジタルハイアラーキ（ＰＤＨ）Ｅ３フォーマット（３４．３６８ Mbit／秒）と
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いった、任意の適当なフレームフォーマットで伝送されるからである。その他の適当なフ
ォーマットとしては、ＡＴＭ　Ｆｏｒｕｍにより規定されているようなファイバ分散デー
タインタフェース（ＦＤＤＩ）４ｂ／５ｂがある。
【００５６】
物理レイヤデバイス２ 1  ～２ N  によって生成されるそれぞれのＡＴＭセルストリームは、
それぞれのデータ送達経路６ i  ～６ N  を介して対応するトラフィック管理デバイス２４ 1  

～２４ N  に転送される。
図９は、トラフィック管理デバイス２４の１つの概略図である。トラフィック管理デバイ
スは、入力部３２と出力部３４を含む。入力部３２は、セル受信回路３２２、セル識別（
ＩＤ）回路３２４、およびセル出力回路３２６を含む。セル出力回路３２６は、入力部３
２をスイッチ体に付随する入力ポートにリンクするデータ送達経路１０の伝送部分に接続
された第１のポートＰ１および、入力部３２をＳＡＲデバイス１２にリンクするための、
ＳＡＲバス２６に接続された第２のポートＰ２を有する。
【００５７】
物理レイヤデバイス２から入力部３２に到着したセルは、セル受信回路３２２によって受
信される。
セル受信回路３２２の制御下で、トラフィック管理デバイスに到着したセルは通常、トラ
フィック管理デバイスの一部をなすかまたはさらに通常は図９に示されているように１本
のバスでトラフィック管理デバイスに接続されたスタティックＲＡＭといった別のメモリ
デバイスである受信メモリ３６に、一時的にバッファされる。受信メモリ３６は、例えば
、Ｎ個の異なるトラフィック管理デバイスにそれぞれ対応する複数の受信待ち行列ＲＱ 1  

～ＲＱ N  として形成することができる。以下でさらに詳しく説明するように、もう１つの
受信待ち行列（ｒｅｃｅｉｖｅ　ｑｕｅｕｅ）ＲＱ S A R  もまた受信メモリ３６内に設けら
れる。
【００５８】
各受信待ち行列ＲＱはまた、異なるトラフィックプライオリティレベルにそれぞれ対応す
る複数のサブ待ち行列ＳＱ 0  ～ＳＱ 3  に細分化することもできる。図９では、プライオリ
ティレベル３（最下位レベル）は、利用可能ビットレート（ＡＢＲ）および非特定ビット
レート（ＶＢＲ）トラフィックに対応し、プライオリティレベル２は、非実時間（ｎｏｎ
－ｒｅａｌ－ｔｉｍｅ）可変ビットレート（ＮＲＴ－ＶＢＲ）ドラフィックに対応し、プ
ライオリティレベル１は、実時間（ＲＴ）ＶＢＲトラフィックに対応し、プライオリティ
レベル０（最高位レベル）は固定ビットレート（ＣＢＲ）トラフィックに対応する。
【００５９】
セル識別回路３２４において、各受信セルのセルヘッダは、もう１つのＡＴＭネットワー
クエンティティのホストプロセッサから発信されたシグナリングメッセージまたはホスト
間通信メッセージの一部をそのセルが形成しているか否かを決定するために検査される。
このようなセルは、セルヘッダのＶＰＩ／ＶＣＩフィールドに基づいて、ユーザデータセ
ルと区別できる。例えば、このようなシグナリングおよびホスト間通信メッセージの通信
のために確保されたパーマネント仮想コネクションは全て５という特別なＶＣＩ値（ただ
し任意の適当なＶＰＩ値）を有することができる。こうして、シグナリングおよびホスト
間通信メッセージに属するセルを、通常のデータメッセージを構成する他のセルと区別す
ることができる。
【００６０】
シグナリングメッセージの例としては、（前述した通りの）コールセットアップメッセー
ジおよびポイントツーマルチポイント接続のセットアップメッセージが含まれる。ポイン
トツーマルチポイントのシグナリングメッセージはまた、個々のリンクが一度に１つずつ
別々にセットアップされることから、５というＶＣＩ値を使用する。専用シグナリングメ
ッセージの他の例としては、メタ（Ｍｅｔａ）シグナリングメッセージ（ＶＰＩ＝任意、
ＶＣＩ＝１）および一般同報通信（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ）シグナリング
（ＶＰＩ＝任意、ＶＣＩ＝２）が含まれる。さらにホスト間通信メッセージは、メッセー
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ジを構成するセルに特別なＶＰＩ／ＶＣＩの組合せを割当てることによって識別されるユ
ーザ定義メッセージを含むことができる。さらに、ホスト間通信メッセージにはまた、「
ＡＴＭユーザ－ネットワークインタフェース仕様書」、第３．１版、第４節：中間ローカ
ル管理インタフェース仕様の中でさらに詳しく記述されているように、隣接するＡＴＭ　
ＵＮＩ管理エンティティ（ＵＭＥｓ：ＵＮＩ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｉｅｓ
）間の中間ローカル管理インタフェース（ＩＬＭＩ：Ｉｎｔｅｒｉｕｍ　Ｌｏｃａｌ　Ｍ
ａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）通信も含むことができる。このようなＩＬＭ
Ｉ通信メッセージに属するセルにはまた、単数または複数の特定のＶＰＩ／ＶＣＩ値（例
えばＶＣＩ＝１６，ＶＣＩ＝任意の適当な値）が割り振られることになる。
【００６１】
受信セルがユーザ－データセルであることをセル識別回路３２４が決定すると、当該セル
のためのデスティネーショントラフィック管理デバイスが、入力部によってアクセス可能
なルーティングテーブルを用いて、識別される、そしてセルは、デスティネーショントラ
フィック管理デバイス（およびセルプライオリティレベル）に対応する受信待ち行列ＲＱ
（および備わっている場合にはサブ待ち行列ＳＱ）の中に格納される。ホストプロセッサ
が交換装置内の輻輳を検出できるようにする目的で、ホストバス２８を介してホストプロ
セッサ１６により、異なる受信待ち行列の充てんレベルを定期的に読み取ることができる
。
【００６２】
トラフィック管理デバイスは、連続するタイムスロット内にて同期的に動作する。各タイ
ムスロットにおいて、各トラフィック管理デバイスのセル出力回路３２６は、装置内のト
ラフィック管理デバイスのうちのもう１つのトラフィック管理デバイスに対して１つ（ま
たは場合によって複数の）ＡＴＭセルを転送でき、スイッチ体８は、入力ポートの１つと
出力ポートの１つとの間にあるデータ転送経路を最高Ｎ個備える。セルは、セル出力回路
３２６の第１のポートＤ１から出力される。伝送すべきセルをどの受信待ち行列から取り
出すかの選択は、ホストプロセッサ１６よりトラフィック管理デバイスに与えられたスケ
ジューリング情報に基づいて、セル出力回路３２６によって行われる。スケジューリング
を決定する上で、ホストプロセッサは、輻輳の可能性を考慮するが、スイッチ体内の回線
争奪の問題を避けるため、トラフィック管理デバイスのためのソース－デスティネーショ
ン対も選択する。これらの事項については、本出願人の同時係属英国特許出願第９６１７
１１０．３号の中でさらに詳述されている。
【００６３】
スイッチ体を通過した後、デスティネーショントラフィック管理デバイスの出力部３４に
達したセルは再び、送信メモリ３８内に一時的にバッファされる。この送信メモリは、受
信メモリ３６と同様、複数の送信待ち行列ＴＱ X  ～ＴＱ X + 3  として形成できる。各送信待
ち行列ＴＱは、当該トラフィック管理デバイス２４に接続された物理レイヤデバイス２に
よって制御される異なるＵＮＩポートＸ～Ｘ＋３にそれぞれ対応する。各送信待ち行列は
、（送信待ち行列ＴＱ X + 3  の場合のように）、当該ＵＮＩポートを用いて異なる仮想コネ
クションＶＣ W  ～ＶＣ Z  または（送信待ち行列ＴＱ X  の場合のように）異なるプライオリ
ティレベルに対応する複数のサブ待ち行列ＳＱ 0  ～ＳＱ 3  に細分化され得る。
【００６４】
一方、トラフィック管理デバイス２４の入力部３２内のセル識別回路３２２が、その対応
する物理レイヤデバイス２から受信したセルが信号シグナリングメッセージまたはホスト
間通信メッセージに属するということを決定した場合、セルは、ＳＡＲデバイス１２に対
応するさらなる受信待ち行列ＲＱ S A R  の中に一時的に格納される。
【００６５】
異なるトラフィック管理デバイス２４ 1  ～２４ N  にリンクさせるＳＡＲバス２６にとって
のマスターデバイスであるＳＡＲデバイス１２は、連続的にトラフィック管理デバイスを
ポーリングしてそれらのうちのいずれかがシグナリングまたはホスト間通信メッセージに
属するセルを受信したか否かを見付け出す。トラフィック管理デバイスの１つから、かか
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るセルが受信されたという情報を受けたとき、このデバイスは、当該トラフィック管理デ
バイスのセル出力回路３２６に対し受信待ち行列ＲＱ S A R  からのセルを読取り、そのセル
を、ＳＡＲバス２６を通して第２のポートＰ２を介してＳＡＲデバイスに伝送するように
命令する。このとき、転送されたセルは、ＳＡＲデバイス１２により、同じメッセージに
属する他のセルと一緒に再組立てされ、セルのペイロード部はＳＡＲ－ＳＤＵとして扱わ
れ、（メッセージがＡＡＬ５メッセージであると仮定して）セルヘッダのＰＴフィールド
内のペイロードタイプ（ＰＴ）情報は、メッセージの始め、続きおよび終りのＳＡＲ－Ｓ
ＤＵを検出するのに必要とされるＡＴＭ－レイヤ－ユーザ－ツー－ＡＴＭ－レイヤ－ユー
ザ（ＡＵＵ）パラメータを抽出すべく復号化される（上述の図６～８参照）。ＳＡＲデバ
イス１２に接続されたメモリデバイス１４は、メッセージの再組立て中に個々のＳＡＲ－
ＳＤＵを格納するのに用いられる。同一のメッセージに属する異なるＳＡＲ－ＳＤＵは、
ＣＰＣＳ－ＰＤＵのセグメントを提供する。このＰＤＵは、メッセージの発信元にてＡＡ
Ｌ機能により付加されたＣＰＣＳ－ＰＤＵトレーラを含む。トレーラ内の長さフィールド
は、情報の喪失または取得を検出すべく、ＳＡＲデバイス１２によって使用される。同様
に、ＣＰＣＳ－ＰＤＵ内のビットエラーを検出するために、ＳＡＲデバイスはＣＲＣフィ
ールドを用いる。ＣＰＣＳ－ＰＤＵペイロードから、再組立てされたメッセージ（ＣＰＣ
Ｓ－ＳＤＵ）が次に抽出され、ホストプロセッサ１６がそれを利用できる状態になる。
【００６６】
ちなみに、ＳＡＲデバイス１２は、もし備わっている場合にはサービス特定のコンバージ
ェンスサブレイヤ（ＳＳＣＳ）を実行するのに使用することもでき、その場合、ＣＰＣＳ
－ＳＤＵは、ホストプロセッサへのそのＳＤＵの送信に先立って、ＳＳＣＳによって、要
求された最終的メッセージ（ＳＳＣＳ－ＳＤＵ）に変換される。
【００６７】
ホストプロセッサ１６では、再組立てされたメッセージが検査され、それに応えた適当な
アクションがとられる。例えば、新しい呼がセットアップされた場合、ＡＴＭネットワー
クの呼処理機能によりシグナリングメッセージが送られ、その新しいコネクションに属す
るセルに割振られたＶＰＩ／ＶＣＩフィールドについてホストプロセッサに情報を与え、
新しいコネクションが使用すべき装置のＵＮＩポートを識別する。これらのシグナリング
メッセージ内に含まれたその情報は、ホストプロセッサ１６によって記録され、また、こ
の新しいコネクションに属するセルをそれらが交換装置に入ってくるにつれて受信しセル
を適当なデスティネーショントラフィック管理デバイスまでルーティングするようにする
トラフィック管理デバイスのスイッチルーティングテーブル（またはアドレス翻訳回路）
を更新するためにも、上記の情報はホストプロセッサによって使用される。
【００６８】
ホストプロセッサ１６が、シグナリングメッセージまたはホスト間通信メッセージを受信
するよりもむしろ送信することを要求する場合には、ホストプロセッサは、ＳＡＲデバイ
ス１２によるセグメント化がいつでもできる状態でメモリ１４内にメッセージを格納する
。ＳＡＲデバイス１２は、メッセージをＣＰＣＳ－ＳＤＵとして扱う（もしＳＡＲデバイ
ス１２内にＳＳＣＳが具備されている場合には、もとのメッセージはＳＳＣＳ－ＳＤＵと
して扱われ、まずＣＰＣＳ－ＳＤＵに変換される）。次に、そのペイロードとしてのＣＰ
ＣＳ－ＳＤＵ、パディングフィールドおよびＣＰＣＳ－ＰＤＵトレーラを有するＣＰＣＳ
－ＰＤＵが形成される（図７）。ＣＰＣＳ－ＰＤＵはその後ＳＡＲ－ＳＤＵにセグメント
化され、ＡＴＭセルのペイロードを提供するために各ＳＡＲ－ＳＤＵが使用される。セル
ヘッダのＰＴフィールド内のＰＴ情報は、ＡＵＵパラメータを伝送すべく図８に示されて
いるように符号化される（メッセージの始めおよび続きを構成するセルについてはＡＵＵ
＝０、メッセージの終りを構成するセルについてはＡＵＵ＝１）。セルを意図されたデス
ティネーションにルーティングするのに必要とされるＶＰＩ／ＶＣＩ値はまた、各セルの
ＶＰＩ／ＶＣＩフィールド内にロードされる。例えば、ホストプロセッサ１６とデスティ
ネーションＣＰノードまたはその他の交換ノード内のホストプロセッサの間の通信のため
に、パーマネント仮想コネクションが確保されている可能性がある。この場合、そのパー
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マネント仮想コネクションに割当てられた特別なＶＰＩ／ＶＣＩ値（例えばＶＣＩ＝５，
ＶＰＩ値＝任意）は、各セルのＶＰＩ／ＶＣＩフィールド内にロードされる。
【００６９】
ＳＡＲデバイスはまた、メッセージに属するセルのためのデスティネーショントラフィッ
ク管理デバイスも識別し、このデバイスは、これに対応する物理レイヤデバイスが、セル
が交換装置から出力されるべきＵＮＩポートを制御するようなトラフィック管理デバイス
である。このときＳＡＲデバイス１２は、ＳＡＲバス２６を介してセルをデスティネーシ
ョントラフィック管理デバイスまで転送し、そしてそのセルは、セルが出力されるべきＵ
ＮＩポートに対応する送信待ち行列の中の１つの送信メモリ３８内に格納される。セルは
その後当該送信待ち行列から、トラフィック管理デバイスの出力部３４の制御のもとで、
物理レイヤデバイス２を介してＵＮＩポートまで転送される。
【００７０】
ＳＡＲデバイスがスイッチ体のポートに接続された図１の交換装置とは異なり、図２の装
置では、シグナリングおよびホスト間通信メッセージを構成するＡＴＭセルは、トラフィ
ック管理デバイスからＳＡＲデバイスまで直接伝送され得る、ということがわかるであろ
う。したがって、スイッチ体のポートは全て、交換すべき優先的情報であるユーザ情報を
表すセルを交換するために利用可能である。したがって、図２の装置がサポートすること
のできるＵＮＩポートの数は、図１の装置がサポート可能な数よりも多い。その上、ＳＡ
Ｒデバイスに向けられたセルは、スイッチ体の中を通ることなしに、トラフィック管理デ
バイスによりＳＡＲデバイスに直接迂回させられることから、シグナリングおよびその他
のメッセージによってひき起こされるスイッチ体内の回線争奪は回避される。
【００７１】
前述の実施例では、ＡＡＬ５通信プロトコルが使用されていたものの、これは本発明にと
って必要不可欠なことではなく、本発明の実施例では、セグメント化および再組立て機能
を必要とする適当なあらゆる通信プロトコルを使用することができるというとがわかるで
あろう。
さらに、上述の実施例ではシグナリングメッセージおよびホスト間通信メッセージに属す
るセルは、それに割当てられたＶＰＩ／ＶＣＩ値に基づいてその他のセルから区別される
ようになっているが、この他に、ユーザ－データセルからシグナリング／ホスト間通信メ
ッセージセルを区別する他の適当なあらゆる方法も使用することができる。
【００７２】
本発明のもう１つの実施例について、以下図１０～１５を参照しながら説明する。この実
施例においては、図１０に示されているように、ＡＴＭネットワークの上流ノード６０と
下流ノード７０の間に配置されているインターネットプロトコル（ＩＰ）スイッチ５０を
実現するのに、交換装置が使用される。上流および下流ノードは、インターネットプロト
コルを用いて通信する。
【００７３】
ここで、この実施例における交換装置５０の構成を示す図１１を参照すると、図２を参照
しながら前述した構成要素に加えて、交換装置５０はさらに、独自のメモリ５４およびＩ
Ｐスイッチプロセッサ５６を有するＩＰスイッチ制御装置５２を含んでいる。メモリ５４
およびＩＰスイッチプロセッサ５６は両方共ホストバス２８に接続されており、このホス
トバスは交換装置のホストプロセッサ１６を各トラフィック管理デバイス２４ 1  ～２４ N  

にリンクする。
【００７４】
ＳＡＲデバイス１２は、ＩＰスイッチ制御装置５２の一部として図１１に示されているが
、これは必要不可欠ではなく、ＳＡＲデバイス１２はホストプロセッサ１６およびＩＰス
イッチプロセッサ５６の両方によって使用されることから、ＩＰスイッチ制御装置５２の
外部にあってもよい。ＳＡＲデバイス１２は内部メモリ５４に接続されまたＩＰスイッチ
制御装置５２内のＩＰスイッチプロセッサ５６と、ホストバス２８の延長によって、接続
される。
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【００７５】
図１１においては、ＩＰスイッチ制御装置５２はホストプロセッサ１６とは分離して示さ
れているが、交換装置のサイズに応じて、ホストプロセッサ１６およびＩＰスイッチプロ
セッサ５６を提供するための単一のプロセッサを使用することも可能である。この場合、
メモリ１４および５４を組合せて単一のメモリとすることもできる。
【００７６】
ここで、図１２～１５を参照しながら、図１１の交換装置の作動について記述する。
ちなみに、図１２～１５においては、各トラフィック管理デバイス２４（図９参照）の入
力部３２および出力部３４は、物理的には例えば入力部３２ 1  と出力部３４ 1  の両方が同
じトラフィック管理デバイス２４ 1  の一部をなすことになるであろうが、単なる例示のた
めに分離して示している。
【００７７】
図１２では、装置の初期動作条件が示されていて、ここに上流ノード６０は予め定められ
た入力仮想チャネルＩＶＣ D E F  を確立しており、このＩＶＣ D E F  は、当初ノード６０とＩ
Ｐスイッチ５０との間のＩＰパケットのためのデフォルト転送（ｆｏｒｗａｒｄｉｎｇ）
チャネルとして用いられる。図１２に示されているとおり、この場合、デフォルト転送チ
ャネルＩＶＣ D E F  は、そのソーストラフィック管理デバイスとしてトラフィック管理デバ
イス２４ 1  を有するということが想定されている。
【００７８】
交換装置５０から下流ノード７０までＩＰパケットを転送するのに使用するため、デフォ
ルト出力仮想チャネルＯＶＣ D E F  もまた初期化される。図１２に示されているとおり、こ
の場合、仮想チャネルＯＶＣ D E F  のデフォルトは、デスティネーショントラフィック管理
デバイス２４ N  によって制御されるものと想定される。
【００７９】
上流および下流ノード６０および７０は、通信のためにインターネットプロトコルを用い
る。ＩＰパケットは、交換装置５０を介して、上流ノード６０から下流ノード７０まで送
られる。これらのパケットは例えば、長さが最高６４Ｋバイトであってよく、したがって
各パケットは、複数の個々のＡＴＭセルにセグメント化されなくてはならない。当初、各
々のセルは、上流ノード６０から交換装置５０まで転送されているときに、デフォルト入
力仮想チャネルＩＶＣ D E F  に対応する第１のＶＰＩ／ＶＣＩの組合せをそのヘッダ部内に
有し、交換装置５０から下流ノード７０まで転送されているときは、デフォルト出力仮想
チャネルＯＶＣ D E F  に対応していて第１のＶＰＩ／ＶＣＩの組合せとは異なる第２のＶＰ
Ｉ／ＶＣＩの組合せを有する。第１のＶＰＩ／ＶＣＩの組合せから第２のＶＰＩ／ＶＣＩ
の組合せへの必要な交換は、例えばソーストラフィック管理デバイス２４ 1  の入力部３２

1  によって交換装置内にて行われる。
【００８０】
ＩＰパケットが、デフォルト入力仮想チャネルＩＶＣ D E F  を介してソーストラフィック管
理デバイス２４ 1  の入力部３２ 1  によりセル毎に受信されたとき、そのパケットを構成す
る個々のセルは、各セルヘッダがデフォルト入力仮想チャネルＩＶＣ D E F  に対応する第１
のＶＰＩ／ＶＣＩの組合せを有することから、入力部３２ 1  によってその他のセルから区
別される。
【００８１】
以下にさらに詳述する理由で、入力部３２ 1  は、ＩＰパケットのセルを、ＳＡＲバス２６
を介して、ＳＡＲデバイス１２まで通過させる。ＳＡＲデバイス１２においては、同じＩ
Ｐパケットに属する各セルは、ＩＰスイッチ制御装置５２の内部メモリ５４を用いて、パ
ケットを再組立てするために組合わされる。
ＩＰスイッチプロセッサ５６は、いわゆるＩＰフローを識別することを目的として、メモ
リ５４内の再組立てされたパケットを検査するためのインテリジェントルーティングソフ
トウェアを走らせる。検査されるとき、ネットワークトラフィックを、短命（ｓｈｏｒｔ
－ｌｉｖｅｄ）トラフィックまたはより長い「フロー」指向の伝送に分類することができ

10

20

30

40

50

(20) JP 3920436 B2 2007.5.30



る。これらのフローは、例えばファイル転送（ＦＴＰ）といったようなタイプを決定する
ために各パケットを検査すること、または会話対（ｃｏｎｖｅｒｓａｔｉｏｎａｌ　ｐａ
ｉｒｓ）を識別することのいずれかによって、識別される。会話対は、同じ発信元および
着信先アドレスを含む一連のパケットによって、特徴づけられる。フローは本質的に単方
向であり、交換形のコネクションを介して伝送されるのに適しており、かくして通常のル
ーティングプロセスの場合のように、個々のパケットの検査に伴う処理オーバーヘッドお
よび遅延を回避する。
【００８２】
交換装置が、フローを検出し、そしてフローを構成すると決定されたパケットを、かかる
フローを構成するものとして識別されていないパケットとは別個に処理することを可能に
するために、ＩＰスイッチ制御装置５２が、設けられている。図１３に示されているよう
に、パケットがフローの一部をなしていない場合、それは単に個々のセルに再びセグメン
ト化され、そしてセルは、トラフィック管理デバイスのうちの選択された１つのデバイス
の入力部（例えば、図１３において、トラフィック管理デバイス２４ 2  の入力部３２ 2  ）
に転送される。この場合トラフィック管理デバイス２４ N  であるデスティネーショントラ
フィック管理デバイスまで、スイッチ体を介して上記セルを転送するためである。ここか
ら、セルは、デフォルト出力仮想チャネルＯＶＣ D E F  を介して下流ノード７０に出力され
る。これは、従来の（蓄積交換（ｓｔｏｒｅ－ａｎｄ－ｆｏｒｗａｒｄ））ルーティング
プロセスに対応する。
【００８３】
ちなみに、セグメント化されたパケットのセルが、ＩＰスイッチ制御装置によって送出さ
れるべきトラフィック管理デバイスの選択は、例えば交換装置内の輻輳／回線争奪を避け
るために、一般的な（ｐｒｅｖａｉｌｉｎｇ）トラフィック条件に従って決定することが
できる。あるいは、セグメント化されたセルをもとのソーストラフィック管理デバイス（
この例では２４ 1  ）に送り返すことは常に可能である。
【００８４】
ただし、この従来のプロセスは、ＩＰパケット全体がＩＰスイッチ制御装置５２によって
受信され、格納され、そしてその後送り出されなくてはならないことから、比較的ゆっく
りしたものである。
例えば、各々再組立てされたパケットにより運ばれるパケットタイプ識別子に基づいてあ
るいは与えられた期間内に同じ発信元および着信先アドレスを有する再組立てされたパケ
ットの数に基づいて、フローが存在するということをＩＰスイッチ制御装置５２は、決定
した場合には、該制御装置５２はシグナリングメッセージＡ（図１４参照）を生成する。
このメッセージＡは、ＳＡＲデバイス１２（これはシグナリングメッセージをＡＴＭセル
にセグメント化する）およびトラフィック管理デバイス２４の１つを介して、上流ノード
６０に転送される。シグナリングメッセージＡは、上流ノード６０に対して、フローが検
出されたということを伝え、そして該上流ノードに対して、デフォルト入力仮想チャネル
ＩＶＣ D E F  を用いる代わりに、新しい入力仮想チャネルＩＶＣ N E W  を用いて交換装置５０
にそのフローに属するパケットを送るように要求する。交換装置５０は、新しい仮想チャ
ネルＩＶＣ N E W  のためのＶＰＩ／ＶＣＩの組合せを提案する。
【００８５】
上流ノードが、上記の要求および提案されたＶＰＩ／ＶＣＩの組合せに同意した場合、該
上流ノードは、トラフィック管理デバイス２４の１つおよびＳＡＲデバイス１２を介して
、ＩＰスイッチ制御装置５２までシグナリングメッセージＢ（図４参照）を送り返し、こ
の地点以降において、該上流ノードは、新しい入力仮想チャネル（ＩＶＣ N E W  ）に対応す
る指定されたＶＰＩ／ＶＣＩの組合せをヘッダに有する検出フローのパケットに属する各
セル、を送る。
【００８６】
同時に、ＩＰスイッチ制御装置はさらなるシグナリングメッセージＣ（図１４参照）を、
ＳＡＲデバイス１２およびトラフィック管理デバイス２４の１つを介して下流ノード７０
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に送る。シグナリングメッセージＡと同様に、シグナリングメッセージＣは、下流ノード
に対し、１つのフローが検出されたことを知らせ、そのフローに属するトラフィックを、
デフォルト出力仮想チャネルＯＶＣ D E F  を使用する代わりに、新しい出力仮想チャネルＯ
ＶＣ N E W  を用いて下流ノードへと送る許可を要求する。ここでもまた、ＩＰスイッチ制御
装置５２は、新しい出力仮想チャネルＯＶＣ N E W  のためのＶＰＩ／ＶＣＩの組合せを提案
する。下流ノード７０がこの要求および提案されたＶＰＩ／ＶＣＩの組合せに同意した場
合、該下流ノードはシグナリングメッセージＤ（図１４参照）をＩＰスイッチ制御装置５
２まで送り返す。
【００８７】
ひとたび新しい入力および出力仮想チャネルＩＶＣ N E W  およびＯＶＣ N E W  が、上流ノード
６０、下流ノード７０およびＩＰスイッチ制御装置５２の間で同意されたならば、ＩＰス
イッチ制御装置５２は、ハードウェア内で直接フローをルーティングすべく、交換装置５
０内でトラフィック管理デバイスに対しプログラムする。例えば、図１５に示されている
ように、新しい入力仮想チャネルＩＶＣ N E W  が、トラフィック管理デバイス２４ N  （新し
い「ソース」トラフィック管理デバイス）の入力部３２ N  に、セルを送達し、そして新し
い出力仮想チャネルＯＶＣ N E W  が、トラフィック管理デバイス２４ 2  （新しい「デスティ
ネーション」トラフィック管理デバイス）の出力部３４ 2  から下流ノード７０に、セルを
送信した場合には、ＩＰスイッチ制御装置５２は適当なアドレス翻訳データをもって新し
いソーストラフィック管理デバイス２４ N  に対しプログラムし、これにより、新しい入力
仮想チャネルＩＶＣ N E W  を介して受信されたセルが、識別され、かつ、スイッチ体を介し
てソーストラフィック管理デバイス２４ N  によりデスティネーショントラフィック管理デ
バイス２４ 2  まで通過せしめられ、そしてそこから上記セルは出力仮想チャネルＯＶＣ N E

W  を介して下流ノード７０に出力される。したがって、検出されたフローに属するセルは
もはや、再組立ておよびルーティングのために、ソーストラフィック管理デバイス２４ N  

からＳＡＲデバイス１２まで転送されず、セル毎に「自動的に」交換装置を通して転送さ
れる。ＩＰスイッチ制御装置５２は、フローに属するセルを交換装置を通して転送するた
め、ソーストラフィック管理デバイス２４ N  とデスティネーショントラフィック管理デバ
イス２４ 2  との間で、適当な帯域幅ＢＷ R E S  を有効に確保する。
【００８８】
検出されたフローがＩＰスイッチ制御装置をバイパスする能力によって、交換装置は、配
下にあるスイッチエンジン（ｓｗｉｔｃｈ　ｅｎｇｉｎｅ）の総スループットによっての
み制限されるような速度をもって、かかるフローに属するパケットを転送することが可能
となる。その上、交換装置内でＡＴＭセルをＩＰパケット内に再組立てする必要は全くな
いので、スループットはネットワーク全体で最適化された状態に保たれる。
【００８９】
上述の例では、入力仮想チャネルへの交換の結果、ソーストラフィック管理デバイスの変
更がもたらされるが、その他のケースでは、ソーストラフィック管理デバイスがデフォル
トおよび新しい入力仮想チャネルの両方について同じであり得る、ということがわかるだ
ろう。例えば、上流ノード６０を、交換装置の単一のＵＮＩポートにリンクする物理経路
が１つしかない場合等に（この場合、新しい仮想チャネルを選択するのにＶＣＩのみを変
更するだけでよく、ＶＰＩは同じのままである）、同じことは、新しい出力仮想チャネル
を提供するのに用いられるデスティネーショントラフィック管理デバイスにもあてはまる
。デフォルト出力仮想チャネルを提供するのに用いられるものと同じトラフィック管理デ
バイスであっても、又そうでなくてもよいが、これは、交換装置と下流ノードとの間の物
理経路の配置に依存する。
【００９０】
図１０～１５を参照して前述した実施例においては、ソーストラフィック管理デバイスか
らＩＰスイッチ制御装置５２まで、ＩＰスイッチ制御装置５２によりデフォルト蓄積交換
ベースでルーティングされるべきパケットを送出するために、ＳＡＲバス２６が利用され
る。したがって、ＩＰスイッチ制御装置をスイッチ体のポートに接続する必要はなく、か
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くしてスイッチ体の全てのポートはトラフィック管理デバイスに自由に接続できる状態の
ままである。
【００９１】
　ＳＡＲバス２６はまた、フローに対し上流および下流ノードに対しアラームを出すのに
必要とされるシグナリングメッセージＡ～Ｄに属するセルを伝送するためにも使用できる
（ただし、好ましい場合には、ホストバス２８を介してシグナリングメッセージをトラフ
ィック管理デバイスまで送信することも可能である）。
　以上詳しく述べた本発明の実施形態は以下のとおりである。
　（付記１）ＡＴＭネットワーク内で使用するための交換装置において、　ＡＴＭセルを
交換するためのスイッチ体；
　ＡＴＭセルからパケットを再組立てするための再組立て手段；および、
　交換装置に送信されたＡＴＭセルを受信するように接続され、また第１のデータ送達経
路手段により前記スイッチ体へ接続され、そして第１のデータ送達経路手段とは分離した
第２のデータ送達経路手段によって前記再組立て手段へ接続されており、さらに、再組立
て手段による再組立てを必要とする１または複数の予め定められたパケットタイプに属す
る受信ＡＴＭセルを、それぞれの再組立てセルとして識別するように作動可能であると共
に、このような識別された再組立てセル以外の受信セルを、前記スイッチ体による交換の
ため前記第１のデータ送達経路手段を介してスイッチ体に送信するように作動可能であり
、そして前記再組立てセルを、再組立て手段によりパケットに再組立てするため、前記第
２のデータ送達経路手段を介して、前記再組立て手段に送信するように作動可能であるト
ラフィック管理手段；
を含んでなる交換装置。
　（付記２）場合に応じて、前記予め定められたタイプのパケットまたは前記予め定めら
れた複数のタイプのうちの１つのタイプのパケットが、シグナリングメッセージを構成す
る付記１に記載の装置。
　（付記３）交換装置の作動を制御するためのホスト手段であって、再組立て手段によっ
て再組立てされたパケットをこの再組立て手段より受信するため前記再組立て手段に対し
作動的に接続されているようなホスト手段をさらに含んでなる付記１または２に記載の装
置。
　（付記４）場合に応じて前記予め定められたタイプのまたは前記予め定められた複数の
タイプのうちの１つのタイプのパケットが、もう１つのＡＴＭネットワークエンティティ
のホスト手段によって交換装置の前記ホスト手段に向けられたホスト間通信メッセージを
構成している付記３に記載の装置。
　（付記５）場合に応じて、前記予め定められたタイプのまたは前記予め定められた複数
のタイプのうちの１つのタイプのパケットが、ＡＡＬ５メッセージを含む付記１～４のい
ずれか一項に記載の装置。
　（付記６）前記トラフィック管理手段にはセル識別手段を含み、このセル識別手段は、
受信した各ＡＴＭセルのヘッダの仮想パス識別子および／または仮想チャネル識別子フィ
ールドを検査し、かかる検査の結果に応じて当該セルがこのような再組立てセルとして識
別されるべきか否かを決定すべく作動可能である付記１～５のいずれか一項に記載の装置
。
　（付記７）前記第２のデータ送達経路手段によってまた前記トラフィック管理手段に接
続されるセグメント化手段をさらに含み、このセグメント化手段は、交換装置内でローカ
ルに生成されたパケットを、複数のＡＴＭセルへセグメント化し、前記複数のセルを、前
記第２のデータ送達経路手段を介してトラフィック管理手段へ送信するように作動可能で
ある付記１～６のいずれか一項に記載の装置。
　（付記８）前記第２のデータ送達経路手段にはそれぞれの単方向送信受信経路手段が含
まれ、その受信経路手段は、トラフィック管理手段から再組立て手段まで識別された再組
立てセルを送信するように機能し、その送信経路手段は、前記セグメント化手段からトラ
フィック管理手段まで前記複数のセルを送信するように機能する付記７に記載の装置。
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　（付記９）前記セグメント化手段および前記再組立て手段が、同一のセグメント化およ
び再組立てデバイスの各一部をなす付記７または８に記載の装置。
　（付記１０）前記トラフィック管理手段には、スイッチ体によって形成されたデータ転
送経路を介してＡＴＭセルを交換するための前記第１のデータ送達経路手段によって前記
スイッチ体にそれぞれ接続されている複数の個別トラフィック管理デバイスが含まれてお
りそして前記第２のデータ送達経路手段は、再組立て手段に対し、そして具備されている
場合には前記セグメント化手段に対して、個別トラフィック管理デバイスを共通に接続す
るバス手段からなる付記１～９のいずれか一項に記載の装置。
　（付記１１）前記再組立て手段が、前記バス手段のマスターデバイスとして作動可能で
あり、各トラフィック管理デバイスがこのバス手段のスレーブデバイスとして作動可能で
あり、
　前記再組立て手段には、
　前記トラフィック管理デバイスのいずれかが受信したＡＴＭセルがそのような再組立て
セルとして識別したか否かを決定するために、各該トラフィック管理デバイスに対してポ
ーリングを行うポーリング手段および
　前記トラフィック管理デバイスのうちの１つがそのような再組立てセルを識別したこと
を前記ポーリング手段が決定した場合に、そのセルを有するトラフィック管理デバイスが
前記バス手段を介して再組立て手段にそれを送信するように作動可能なデータ読取り手段
、
が含まれている付記１０に記載の装置。
　（付記１２）前記バス手段が、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ－Ｔｅｓｔ－ａｎｄ－Ｏｐｅｒａｔ
ｉｏｎｓ－ＰＨＹ－Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ－ｆｏｒ－ＡＴＭ（ＵＴＯＰＩＡ）レベル２（ル
ックアライク）バス手段である付記１０または１１に記載の装置。
　（付記１３）交換装置が使用中であるとき、ビットストリームを伝送するＡＴＭネット
ワーク伝送ラインに接続するための少なくとも１つのデータポート；および
　その伝送ラインまたは各伝送ラインが伝送するビットストリームを１または複数の対応
するＡＴＭセルストリームに変換して前記トラフィック管理手段まで送信するための前記
トラフィック管理手段とデータポートまたは各データポートとの間に接続された物理レイ
ヤ手段をさらに含んでなる付記１～１２のいずれか一項に記載の装置。
　（付記１４）ＡＴＭネットワーク内で使用するための交換装置において、
　ＡＴＭセルを交換するためのスイッチ体、
　交換装置内でローカルに生成されたパケットを複数のＡＴＭセルにセグメント化するた
めのセグメント化手段、および
　第１のデータ送達経路手段により前記スイッチ体に接続され、またこの第１のデータ送
達経路手段とは分離した第２のデータ送達経路手段によって前記セグメント化手段に接続
され、しかも、スイッチ体によって交換されたセルを前記第１のデータ送達経路手段を介
してスイッチ体から受信しかつ前記複数のセルを前記第２のデータ送達経路手段を介して
セグメント化手段から受信し、スイッチ体から受信した交換後のセルおよびセグメント化
手段から受信した前記複数のセルを含むＡＴＭセルストリームを出力するように作動する
トラフィック管理手段
を含んでなる交換装置。
　（付記１５）ＡＴＭ交換装置に送信されたＡＴＭセルを交換するためのスイッチ体を有
し、またＡＴＭ交換装置に送信されたＡＴＭセルからパケットを再組立てするための再組
立て手段をも有するＡＴＭ交換装置内で使用するためのトラフィック管理デバイスにおい
て、
　ＡＴＭセルを受信するためのセル受信手段、
　前記セル受信手段に接続され、ＡＴＭ交換装置の前記再組立て手段による再組立てを必
要とする１または複数の予め定められたパケットタイプに属するような受信セルをそれぞ
れの再組立てセルとして識別するように作動するセル識別手段、および
　デバイスが使用中であるときに前記スイッチ体に接続するように適合されている第１の
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ポート手段をもち、またデバイスが使用中であるときに前記再組立て手段に接続するよう
適合されている、前記第１のポート手段とは分離した第２のポート手段を有し、識別され
た再組立てセル以外の受信セルを前記第１のポート手段に送信し、前記再組立てセルを前
記第２のポート手段に送信するように作動可能である、セル出力手段
を含んでなるトラフィック管理デバイス。
　（付記１６）前記セル識別手段は、受信されたＡＴＭセルの各々のヘッダにおける仮想
パス識別子および／または仮想チャネル識別子フィールドを検査するようにまたこのよう
な検査の結果に基づいて当該セルをこのような再組立てセルとして識別すべきか否かを決
定するように作動可能である付記１５に記載のデバイス。
　（付記１７）ＡＴＭ交換装置に送達されたＡＴＭセルを交換するためのスイッチ体を有
し、またＡＴＭ交換装置によってローカルに生成されたパケットを、ＡＴＭ交換装置から
出力されるべき複数のＡＴＭセルへセグメント化するためのセグメント化手段も有する該
ＡＴＭ交換装置の中で使用するためのトラフィック管理デバイスにおいて、
　デバイスが使用中であるとき前記スイッチ体に接続するように適合された第１のポート
手段を有し、またデバイスが使用中であるとき前記セグメント化手段に接続するように適
合された、前記第１のポート手段から分離した第２のポート手段をも有し、しかも、スイ
ッチ体によって交換されたセルを前記第１のポート手段で受信し前記複数のセルを前記第
２のポート手段で受信するように作動可能である、セル入力手段；および
　スイッチ体から受信された交換後のセルを含みまた前記複数のセルも含むＡＴＭセルス
トリームを出力するためのセル出力手段
を含んでなるトラフィック管理デバイス。
　（付記１８）場合に応じて、前記予め定められたタイプまたは前記複数の予め定められ
たタイプのうちの１つのタイプのパケットは、インターネットプロトコルパケットであり
、さらに交換装置を通るパケットフローを検出すべくかかる再組立て後のインターネット
プロトコルパケットを検査するための前記再組立て手段と接続されたインターネットプロ
トコルスイッチ制御装置手段をさらに含んでなる付記１～１７のいずれか一項に記載の装
置。
　（付記１９）トラフィック管理手段は、
　そのデフォルトルーティングモードで、予め定められたデフォルト入力仮想チャネルを
介してＡＴＭネットワークの上流ノードからのインターネットプロトコルパケットを受信
し、前記予め定められたデフォルト入力仮想チャネルに属する受信ＡＴＭセルをこのよう
な再組立てセルとして識別し、前記インターネットプロトコルスイッチ制御装置手段が再
組立てされたパケットの検査によってパケットフローを検出できるようにすべく前記再組
立て手段に対し前記第２のデータ送達経路手段を介してこれらのセルを送信するように作
動可能であり、
　このようなパケットフローが前記インターネットプロトコルスイッチ制御装置手段によ
って検出されたときに、前記予め定められたデフォルト入力仮想チャネルとは異なる新し
い入力仮想チャネルを介してトラフィック管理手段により検出されたパケットフローを構
成する後続パケットのセルが受信されかかる再組立てセルとしてこれらのセルが識別され
ず前記第１のデータ送達経路手段を介してスイッチ体に直接送信されるようなカットスル
ー交換モードにて作動するように、交換可能である付記１８に記載の装置。
　（付記２０）パケットフローに属するものとして前記インターネットプロトコルスイッ
チ制御装置手段によって検出されない再組立てパケットが、複数のセルにセグメント化さ
れ、これらのセルは前記スイッチ体へ送信するためにトラフィック管理手段に戻るように
転送される付記１８または１９に記載の装置。
　（付記２１）前記スイッチ体を通過した後、前記複数のセルが、予め定められたデフォ
ルト出力仮想チャネルを介して、ＡＴＭネットワークの下流ノードに出力される付記２０
に記載の装置。
　（付記２２）前記カットスルー交換モードでのトラフィック管理手段の作動中に、検出
されたパケットフローを構成する前記後続パケットのセルが、前記予め定められたデフォ
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ルト出力仮想チャネルとは異なる新しい出力仮想チャネルを介して、トラフィック管理手
段によって出力される付記２１に記載の装置。
　（付記２３）かかるパケットフローを前記インターネットプロトコルスイッチ制御装置
手段が検出したときに、トラフィック管理手段は、前記スイッチ体を介して検出されたパ
ケットフローのセルを交換するための帯域幅を確保することになる付記１９～２２のいず
れか一項に記載の装置。
　（付記２４）ＡＴＭネットワーク内で使用するための交換装置において、
　ＡＴＭセルを交換するためのスイッチ体、
　交換装置を通るインターネットプロトコルフローを検出するためのインターネットプロ
トコルスイッチ制御装置手段、および
　交換装置に送達されたＡＴＭセルを受信するように接続され、また第１のデータ送達経
路手段により前記スイッチ体にまた第１のデータ送達経路手段とは分離した第２のデータ
送達経路手段により前記インターネットプロトコルスイッチ制御装置手段に接続され、し
かもそのデフォルトルーティグモードにおいてかかるフローに属するものとして検出され
なかったパケットを構成するような受信ＡＴＭセルをデフォルトルーティングセルとして
識別し、これらのセルを前記第２のデータ送達経路手段を介して前記インターネットプロ
トコルスイッチ制御装置手段に送信するように作動可能であるトラフィック管理手段、
を含んでなり、ここに
　トラフィック管理手段はまた、かかるフローに属するパケットを構成するような受信さ
れたＡＴＭセルが前記第１のデータ送達経路手段を介してスイッチ体に直接送信されるカ
ットスルー交換モードでも作動可能である
交換装置。
　（付記２５）トラフィック管理手段は、
　前記デフォルトルーティングモードにおいてデフォルト入力仮想チャネルを介してパケ
ットを構成するセルを受信するように機能し、
　それらのパケットがかかるフローを構成することをインターネットプロトコルスイッチ
制御装置手段が検出した時点でデフォルトルーティングモードからカットスルー交換モー
ドへと切換えることができ、
　前記カットスルーモードにおいて、トラフィック管理手段は、前記デフォルト入力仮想
チャネルとは異なるもう１つの入力仮想チャネルを介して検出されたフローの後続パケッ
トを構成するセルを受信するように機能する付記２４に記載の装置。
　（付記２６）ＡＴＭ交換装置に送達されたＡＴＭセルを交換するためのスイッチ体を有
し、また交換装置を通るインターネットプロトコルフローを検出するためのインターネッ
トプロトコルスイッチ制御装置手段をも有するＡＴＭ交換装置内で使用するためのトラフ
ィック管理デバイスにおいて、
　ＡＴＭセルを受信するためのセル受信手段、
　デバイスが使用中であるときに前記スイッチ体に接続するように適合されている第１の
ポート手段を有し、またデバイスが使用中であるときに前記インターネットプロトコルス
イッチ制御装置手段に接続するよう適合されている、前記第１のポート手段とは分離した
第２のポート手段を有するセル出力手段；および
　前記セル受信手段に接続されるセル識別手段であって、
　そのデフォルトルーティングモードにおいて、かかるフローに属するものとして検出さ
れなかったパケットを構成するような受信ＡＴＭセルをデフォルトルーティングセルとし
て識別し、そして前記インターネットプロトコルスイッチ制御装置手段に対する転送のた
め前記第２のポート手段にこれらのセルを送信するように作動可能であり、
　またかかるフローに属するものとして検出されたパケットを構成するような受信ＡＴＭ
セルを、スイッチ体への直接転送のために第１のポート手段まで送信するカットスルー交
換モードでも作動可能である、セル識別手段
を含んでなるトラフィック管理デバイス。
　（付記２７）ＡＴＭセルを交換するためのスイッチ体、ＡＴＭセルからパケットを再組

10

20

30

40

50

(26) JP 3920436 B2 2007.5.30



立てするための再組立て手段およびＡＴＭネットワーク交換装置に送信されたＡＴＭセル
を受信するためのトラフィック管理手段を含む、該ＡＴＭネットワーク交換装置内で使用
するための交換方法において、
　再組立て手段による再組立てを必要とする１または複数の予め定められたパケットタイ
プに属するような受信ＡＴＭセルが、それぞれの再組立てセルとしてトラフィック管理手
段によって識別され、
　かかる識別された再組立てセル以外の受信セルが、トラフィック管理手段によって第１
のデータ送達経路手段を介しスイッチ体に送信され、スイッチ体により交換され、
　識別された再組立てセルは、第１のデータ送達経路手段とは分離した第２のデータ送達
経路手段を介して、トラフィック管理手段から再組立て手段まで送信され、再組立て手段
によりパケットに再組立てされる
交換方法。
　（付記２８）ＡＴＭセルを交換するためのスイッチ体、ＡＴＭネットワーク交換装置内
でローカルに生成されたパケットを複数のＡＴＭセルにセグメント化するためのセグメン
ト化手段および、交換されたセルを出力するためのトラフィック管理手段を含む該ＡＴＭ
ネットワーク交換装置内で使用される交換方法において、
　スイッチ体によって交換されたセルが、第１のデータ送達経路手段を介してスイッチ体
からトラフィック管理手段によって受信され、
　セグメント化手段によって生成された複数のセルが、前記第１のデータ送達経路手段と
は分離した第２のデータ送達経路手段を介して、トラフィック管理手段によって受信され
、
　スイッチ体から受信された交換後のセルおよびセグメント化手段から受信された前記複
数のセルを含むＡＴＭセルストリームが、トラフィック管理手段によって出力される
交換方法。
　（付記２９）ＡＴＭセルを交換するためのスイッチ体、インターネットプロトコルネッ
トワーク交換装置を通るインターネットプロトコルフローを検出するためのインターネッ
トプロトコルスイッチ制御装置手段および該インターネットプロトコルネットワーク交換
装置に送信されたＡＴＭセルを受信するためのトラフィック管理手段を含む該インターネ
ットプロトコルネットワーク交換装置内で使用される交換方法において、
　かかるフローに属するものとして検出されたパケットを構成するような受信ＡＴＭセル
が、第１のデータ送達経路手段を介してトラフィック管理手段からスイッチ体まで転送さ
れ、
　かかるフローに属するものとして検出されなかったパケットを構成するような受信ＡＴ
Ｍセルが、トラフィック管理手段から、前記第１のデータ送達経路手段とは分離した第２
のデータ送達経路手段を介してインターネットプロトコルスイッチ制御装置手段まで転送
される
交換方法。
【図面の簡単な説明】
【図１】ＡＴＭネットワーク内で使用するために以前に考慮された交換装置の各部分を示
す図である。
【図２】本発明の第１の実施例によるＡＴＭ交換装置の各部分を示す図である。
【図３】図２の装置を使用することができる広帯域総合サービスデジタル通信網（Ｂ－Ｉ
ＳＤＮ）の概略を示す図である。
【図４】図３のネットワークで使用される通信プロトコルを説明するために使用するレイ
ヤモデルを示す図である。
【図５】図４のモデルに示されているＡＴＭアダプテーションレイヤ（ＡＡＬ）を図４よ
りもさらに詳細に示す図である。
【図６】ＡＡＬの１つのタイプによるセグメント化および再組立てプロセスを説明するた
めに使用する概略図である。
【図７】図６のセグメント化および再組立てプロセスで利用されるデータエンティティの
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１つを図６よりもさらに詳細に示す図である。
【図８】図６のセグメント化および再組立てプロセスで利用されるＡＴＭセルのフォーマ
ットを示す図である。
【図９】装置の動作を説明するために使用する、図２の交換装置内で利用されるトラフィ
ック管理デバイスの概略を示す図である。
【図１０】本発明の第２の実施例による交換装置を含むＡＴＭネットワークの各部分を示
すブロックダイヤグラムである。
【図１１】本発明の第２の実施例によるＡＴＭ交換装置の各部分を示す図である。
【図１２】図１１の装置の動作を説明するために使用する模式図（その１）である。
【図１３】図１１の装置の動作を説明するために使用する模式図（その２）である。
【図１４】図１１の装置の動作を説明するために使用する模式図（その３）である。
【図１５】図１１の装置の動作を説明するために使用する模式図（その４）である。
【符号の説明】
２ 1  ～２ N - 1  …物理デバイス
４ 1  ～４ N - 1  ，２４ 1  ～２４ N  …トラフィック管理デバイス
８…スイッチ体
１０…データ送達経路
１２…ＳＡＲ（セグメント化および再組立て）デバイス
１４…メモリ
１６…ホストプロセッサ
５２…ＩＰスイッチ制御装置
６０…上流ノード
７０…下流ノード
１００…Ｂ－ＩＳＤＮネットワーク
１０２…顧客宅内ノード
１０６…遠隔マルチプレクサノード
１１２…リンク
１１４…ローカル交換ノード
１１６…タンデム交換ノード
３２２…セル受信回路
３２４…セル識別回路
３２６…セル入力回路
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

(32) JP 3920436 B2 2007.5.30



フロントページの続き

(72)発明者  ドミニック　クリストファー　オネイル
            イギリス国，マンチェスター　エム３４　３エフジェイ，デントン，ベイトゥリー　アベニュ　５
(72)発明者  スティーブン　マーチン　エルビー
            イギリス国，マンチェスター　エム２５　９ピーエックス，プレストウィッチ，ローザー　ロード
            ，ブレントフォード　コート　５６
(72)発明者  グレーム　ロイ　スミス
            イギリス国，バーレイ　ビーエル９　８ジェイエフ，アンスワース，ホーリンズ　マウント，チャ
            ーチ　メドー　５８

    審査官  衣鳩　文彦

(56)参考文献  特開平０８－０７９２７０（ＪＰ，Ａ）
              特開平０７－０１５４６２（ＪＰ，Ａ）
              特開平０４－０３８０３７（ＪＰ，Ａ）
              特開平０６－１８８９１８（ＪＰ，Ａ）
              特開平０５－１６７６０５（ＪＰ，Ａ）
              特開平０７－２９７８３１（ＪＰ，Ａ）
              特開平０５－２９２１１６（ＪＰ，Ａ）
              特開平０６－１５２６３４（ＪＰ，Ａ）
              特開平０９－０９８１８９（ＪＰ，Ａ）
              設楽　常巳，ユーザー・ネットワークをパフォーマンスアップＩＰスイッチング－各社テクノロ
              ジーの魅力－　イプシロンネットワークス：ルーティングとＡＴＭスイッチングで実現した伝送
              パフォーマンス５．３Ｍｐｐｓの世界，コンピュータ＆ネットワークＬＡＮ，１９９６年１２月
              　１日，第14巻,第12号，p.2～12

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

(33) JP 3920436 B2 2007.5.30


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

