
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数のブリッジが相互に回線接続されるメッシュ型ネットワーク（１）に回線接続され、
最短経路を構築するための手段（１１）と複数のメッシュ接続ポート（３）とを有するメ
ッシュ型ネットワーク用ブリッジ（２）において、
　前記複数のメッシュ接続ポートと該複数のメッシュ接続ポートと関連付けられた少なく
とも１つの論理ポートとを記憶する論理ポート記憶部（１８）と
　前記複数のメッシュ接続ポートのいずれかのポートからＢＰＤＵを受信したときには該
ＢＰＤＵを前記論理ポートから受信したと読み替える読み替え手段（１３）と、
　前記読み替え手段からのＢＰＤＵを受信するＢＰＤＵ受信手段（１４）と、
　前記メッシュ接続ポートから受信したＢＰＤＵに基づいて、前記論理ポートのＳＴＰ状
態を決定するＳＴＰ情報管理手段（１６）と、
　該ＳＴＰ情報管理手段から前記ＳＴＰ状態の情報を受けて記憶するＳＴＰ情報記憶部（
１９）と、
　前記ＳＴＰ情報管理手段で決定されたＳＴＰ状態に基づ ＢＰＤＵを
送信するＢＰＤＵ送信手段であって、前記論理ポートに送信するときは、同一のルートパ
スコストとポートプライオリティとを持つＢＰＤＵを、当該論理ポートに関連付けられた
前記複数のメッシュ接続ポート全てから送信する前記ＢＰＤＵ送信手段（１５）と、
同一論理ポートに関連付けられた全てのメッシュ接続ポートを該論理ポートの状態に設定
するポート状態設定手段（１７）と、
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、

き、ＳＴＰに従って



　を有するＳＴＰ処理部（５）を備えたことを特徴とするメッシュ型ネットワーク用ブリ
ッジ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数のブリッジが相互に回線接続されるメッシュ型ネットワークに回線接続さ
れ最短経路を構築するための手段と複数のメッシュ接続ポートとを有するブリッジに関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
ネットワークの形態の一つとして、複数のブリッジが相互に回線接続されたメッシュ型ネ
ットワークがある。なかでも、各ブリッジ間に少なくとも１つの回線を持つように複数の
ブリッジの全てが相互に回線接続されたフルメッシュ型ネットワーク（以下、ＦＭＮとい
う）が良く知られている。図２３はこの種のＦＭＮの一例を示している。
【０００３】
ここでは、メッシュ接続されているブリッジをメッシュ型ネットワーク用ブリッジと称し
、メッシュ接続されたネットワークを、それ以外の部分と区別する意味でメッシュ型ドメ
インと記述する。また、メッシュ型ドメインがフルメッシュで接続されている場合、ＦＭ
Ｎドメインと記述する場合がある。
【０００４】
図２４に示すように、各メッシュ型ネットワーク用ブリッジ３２は、メッシュ接続される
メッシュ接続ポート３３と、それ以外の非メッシュ接続ポート３４を有している。メッシ
ュ接続ポート３３は、他のメッシュ型ネットワーク用ブリッジ３２と回線接続を行うため
に用いられる。また、非メッシュ接続ポート３４には、例えばノード３７やメッシュ型ネ
ットワーク用ブリッジ３２ではない外部ネットワークを構築するためのブリッジ３６など
が接続される。
【０００５】
ところで、複数のブリッジによる冗長経路を含むネットワークでは、経路を決定する際に
スパニングツリープロトコル（ＳＴＰ）が一般的に用いられる。
【０００６】
例えば図２５に示すように、ＬＡＮ１とＬＡＮ２がブリッジＡによって接続され、ＬＡＮ
１にパソコン等のノードｎ１が接続され、更にＬＡＮ２にハブＡが接続されたネットワー
クの場合、ノードｎ１から送信されたパケットは、ＬＡＮ１→ブリッジＡ→ＬＡＮ２→ハ
ブＡを介してハブＡに接続されるパソコン等のノードｎ２を含むブロードキャストドメイ
ンの全てのノードに送信されることになる。そして、このようなネットワークに対して、
ＬＡＮ１とＬＡＮ２との間にブリッジＡと並列にハブＢを接続すると、ノードｎ１から送
信されたパケットは、ネットワーク上をループし、トラフィックが増大し、その結果、ノ
ードｎ１以外のノード（ノードｎ１を除くその他のブロードキャストドメインのノード）
からパケットを送信することができなくなる。
【０００７】
そこで、図２５に示すようなブリッジＡとハブＢでネットワークを構成した場合、あるノ
ードから送信されたパケットがネットワーク上をループするのを防ぐためにスパニングツ
リープロトコルが用いられる。
【０００８】
また、図２６に示すように、パソコン等のノードｎ１が接続されたＬＡＮ１と、ハブＡが
接続されたＬＡＮ２との間に２つのブリッジＡ，Ｂを並列に接続し、ノードｎ１とハブＡ
に接続されたパソコン等の各ノードｎ２，ｎ３，ｎ４，…との間で通信を行う場合、通常
は一方のブリッジＡを使用して通信を行い、ブリッジＡがリンクダウンしたときにブリッ
ジＢを使用して通信を行うことで、ネットワークに冗長性を持たせるためにスパニングツ
リープロトコルが用いられる。
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【０００９】
ここで、スパニングツリープロトコルの基本的なアルゴリズムは下記（１）～（５）から
なる。
【００１０】
（１） Configuration Bridge Protocol Data Units（以下ＢＰＤＵ）という特別なフレー
ムをブリッジ間で交換する。交換したＢＰＤＵにもとづいて以下の作業を行う。
（２）ネットワークのルートブリッジを選択する。ルートブリッジはブリッジ接続された
ＬＡＮ全体に１個だけ存在する。
（３）各ブリッジはルートブリッジに至る最短経路を計算する（ルートブリッジへの最短
経路を与えるポートはルートポートと呼ばれる）。
（４）各ＬＡＮに対し、そのＬＡＮに接続されているブリッジから「指定ブリッジ（ desi
gnated bridge)」を選択する。
（５）各ブリッジはスパニングツリーに属するポート（指定ポート： designated port)と
そうでないポート（ブロッキングポート： blocked port) を選択する。ブロッキングポー
トで受信したデータフレームはすべて廃棄される。また、ブロッキングポートからのフレ
ームの送信は一切行われない。なお、受信したＢＰＤＵは一切フォワーディングされない
。
【００１１】
上述したＢＰＤＵのデータ部分には少なくともルートＩＤ、ブリッジＩＤ、ルートパス・
コストが含まれている。ルートＩＤは、ルートブリッジ（と仮定されたブリッジ）のＩＤ
であり、ブリッジのＭＡＣアドレスおよび管理者が指定する優先度から作成される。ブリ
ッジＩＤは、ＢＰＤＵを送信したブリッジＩＤであり、ブリッジのＭＡＣアドレスおよび
管理者が指定する優先度から作成される。ルートパス・コストは、ＢＰＤＵを送信したブ
リッジからルートブリッジに至る最短（と思われる）経路のコストである。
【００１２】
初期状態（電源投入時）では、各ブリッジは自分自身がルートブリッジであり、ルートパ
ス・コストは０として動作する。各ブリッジは、ＢＰＤＵの初期値をすべてのポートに送
信すると、ほかのブリッジから送信されたＢＰＤＵをすべてのポートから受信する。ブリ
ッジがあるポートからよりよいＢＰＤＵを受信した場合、ブリッジはそのポートに対する
ＢＰＤＵの送信を停止し、その後自分自身が送信するＢＰＤＵの値を変更する。これによ
り、スパニングツリーが安定状態になった場合、スパニングツリーを構成するＬＡＮのな
かで１個のブリッジのみが定期的にＢＰＤＵを送信するようになる。
【００１３】
上記ＢＰＤＵの優劣は、例えばＢＰＤＵ１とＢＰＤＵ２がある場合、下記（１）～（４）
の規則にもとづいて優劣の判断がなされる。
（１）ＢＰＤＵ１のルートＩＤがＢＰＤＵ２のルートＩＤよりも数値的に小さい場合には
、ＢＰＤＵ１はＢＰＤＵ２よりもよいＢＰＤＵと判断される。
（２）ＢＰＤＵ１のルートＩＤがＢＰＤＵ２のルートＩＤと数値的に等しい場合には、Ｂ
ＰＤＵ１のルートパス・コストがＢＰＤＵ２のルートパス・コストよりも小さければ、Ｂ
ＰＤＵ１はＢＰＤＵ２よりもよいＢＰＤＵと判断される。
（３）ＢＰＤＵ１のルートＩＤがＢＰＤＵ２のルートＩＤと数値的に等しく、かつＢＰＤ
Ｕ１のルートパス・コストがＢＰＤＵ２のルートパス・コストと等しい場合には、ＢＰＤ
Ｕ１のブリッジＩＤがＢＰＤＵ２のブリッジＩＤよりも数値的に小さければ、ＢＰＤＵ１
はＢＰＤＵ２よりもよいＢＰＤＵと判断される。
（４）ＢＰＤＵ１のルートＩＤがＢＰＤＵ２のルートＩＤと数値的に等しく、かつＢＰＤ
Ｕ１のルートパス・コストがＢＰＤＵ２のルートパス・コストと等しく、かつＢＰＤＵ１
のブリッジＩＤがＢＰＤＵ２のブリッジＩＤと数値的に等しい場合には、ＢＰＤＵ１のポ
ートＩＤがＢＰＤＵ２のポートＩＤよりも小さければ、ＢＰＤＵ１はＢＰＤＵ２よりもよ
いＢＰＤＵと判断される。
【００１４】
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そして、各ブリッジは自身のＢＰＤＵの初期値と、全ポートから受信した他のブリッジか
らのＢＰＤＵを比較し、もっともよいＢＰＤＵからルートＩＤを選択する。次に、各ブリ
ッジは、〈ルートパス・コスト〉＝〈もっともよいＢＰＤＵ中のルートパス・コスト〉＋
パスコストに従って自分自身のルートパス・コストを計算する。なお、パスコストとは、
各ポートが個別にもっているルートへのコストであり、その値は管理者が設定可能である
。
【００１５】
いったんルートＩＤ、ルートポート、ルートパス・コストが定まると、これらの値にもと
づいて各ブリッジはそれ以降に自分自身が送信するＢＰＤＵの内容を更新する。さらに、
更新した自分自身のＢＰＤＵとルートポート以外のポートから受信したＢＰＤＵを比較し
、ルートポート以外の各ポートに対して、自分自身が指定ブリッジになるかどうか判断す
る。指定ブリッジとなったポートは指定ポートと呼ばれ、指定ブリッジとならなかったポ
ートはブロッキングポートと呼ばれる。
【００１６】
そして、ルートポート、指定ポート、ブロッキングポートに対する、ＢＰＤＵの送信およ
びデータフレームのフォワーディングは、ルートポートではＢＰＤＵを送信せずデータフ
レームをフォワーディングし、指定ポートではＢＰＤＵを送信してデータフレームをフォ
ワーディングし、ブロッキングポートではＢＰＤＵを送信せずデータフレームをフォワー
ディングしない。
【００１７】
以上のようにしてスパニングツリーがいったん構成されると、各ブリッジは下記の（１）
～（４）に示す定常動作を行う。この定常動作は、ブリッジの故障や新たなブリッジの追
加によっていったん構成したスパニングツリーを再構成するために必要な動作である。
【００１８】
（１）ＢＰＤＵには、「 message age 」という要素が含まれている。この値は、ルートブ
リッジがこのＢＰＤＵに対応するＢＰＤＵを生成してからの経過時間を示す。
（２）ルートブリッジは、全ポートに対して、定期的に自分自身のＢＰＤＵを送信する。
このとき、 message age は０に設定される。
（３）各ブリッジは受信したＢＰＤＵを保存する。また、各ポートのＢＰＤＵの message 
age の値を時間の経過とともに増加させる（ message age タイマー）。
（４）ルートブリッジ以外のブリッジは、ルートポートからＢＰＤＵを受信すると、自分
自身のＢＰＤＵを全指定ポートに送信する。この際、 message age の値には、ルートポー
トの message age と等しいかそれより大きく、受信ＢＰＤＵの message age よりも大きい
値が使われる。
【００１９】
ここで、スパニングツリーの再構成は下記（１）、（２）に示すような場合に発生する。
【００２０】
（１）保存されているＢＰＤＵの message age タイマーがタイムアウトした場合（ max ag
e を超えた場合）
（２）あるポートに保存してあるＢＰＤＵよりもよいＢＰＤＵや、 message age の値が小
さなＢＰＤＵを同じポートから受信した場合
上記の事象が発生した場合、ブリッジはルートＩＤ、ルートパスコスト、ルートポートの
再計算を行う。
【００２１】
ところで、スパニングツリーの構成（再構成）が開始されてからネットワーク上のすべて
のブリッジが定常状態にならないうちに、データフレームの送信を行うのは非常に危険で
ある。それは、スパニングツリー構成中には一時的なループが発生している可能性がある
ためである。したがって、各ブリッジは自分自身の指定ポートを決定してもすぐにはデー
タフレームのフォワーディングを開始しない。
【００２２】
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ブリッジの各ポートの状態（ＳＴＰ状態）としては下記の５種類がある。
（１） listening ：データフレームに関する作業は何もおこなわない。
（２） learning：始点ＭＡＣアドレスの学習はおこなうがフォワーディングはおこなわな
い。
（３） forwarding：データフレームのフォワーディングもおこなう。
（４） Blocking：フォワーディングはおこなわないが、ＢＰＤＵの受信だけはおこなう。
（５） Disable：ポートを完全に閉塞した状態。一切のパケットの送受信をおこなわない
。
listening 状態および learning状態の長さは forward delay と呼ばれ、ルートブリッジが
その値を決定し、ＢＰＤＵにその値を入れて各ブリッジに伝える。
また、 listening 状態および learning状態で用いられるタイマーは forwardingタイマーと
呼ばれる。
【００２３】
スパニングツリーの再構成が発生すると、ホストの位置が変化し、旧い学習テーブルの内
容が正しくなくなる場合がある。このため、スパニングツリーに対応しているブリッジは
学習テーブル aging タイマーのタイムアウト値として以下の２種類の値をもっている。
（１）通常値：この値は数分といった長い時間に設定される。
（２）ＳＴＰ状態変化後に使用される値：この値は forward delay の値と同じ値になる。
【００２４】
ブリッジはスパニングツリーの再構成を検知すると、一定期間学習テーブル aging タイマ
ーのタイムアウト値を forward delay と同じ値に設定する。
【００２５】
ところで、スパニングツリー・アルゴリズムは、下記（１）～（５）に示すように、スパ
ニングツリーの再構成が発生したことをすべてのブリッジに通知する仕組みをもっている
。
【００２６】
（１）ブリッジがＳＴＰ状態の変化を検知すると、そのブリッジはＴＣＮ－ＢＰＤＵ (Top
ology Change Notification ＢＰＤＵ）と呼ばれるフレームをルートポートに hello time
間隔で送信する。ルートポートからＴＣＡ (Topology Change Acknowledgment)フラグが立
ったＢＰＤＵを受信するまでこれを継続する。
（２）ＴＣＮ－ＢＰＤＵを受信したブリッジもまた、ＴＣＮ－ＢＰＤＵをそれ自身のルー
トポートに送信する。一方、ＴＣＮ－ＢＰＤＵを受信したポートに対しては次のＢＰＤＵ
の送信時に、ＢＰＤＵのＴＣＡフラグを立ててＢＰＤＵを送信する。
（３）ルートブリッジはＴＣＮ－ＢＰＤＵを受信するか、あるいは自分自身のポートの状
態が変化した場合、その時点から max age ＋ forward delay 時間のあいだＴＣ (Topology 
Change) フラグの立ったＢＰＤＵを送信する。
（４）ＴＣフラグの立ったＢＰＤＵをルートポートから受信したブリッジは、自分自身の
ＢＰＤＵについてもＴＣフラグを立てて送信する。これは、ルートポートからＴＣフラグ
が立っていないＢＰＤＵを受信するまで継続する。
（５）ルートポートからＴＣフラグの立ったＢＰＤＵを受信しているあいだ、ブリッジは
forward delay の値を学習テーブル aging タイマーのタイムアウト値として用いる。
【００２７】
このように、スパニングツリーは、冗長なブリッジ・ネットワークにおいてループを自動
的に取り除くとともに、機器の故障やケーブル不良などによるネットワーク・トポロジー
の変更を自動的に検知し、ループが発生しないようにネットワーク・トポロジーを動的に
変更するアルゴリズムである。
【００２８】
そして、上述したスパニングツリープロトコルを適用したＩＥＥＥ　８０２．１Ｄに従う
ネットワーク構成では、自動的に閉鎖ポートを作成し、ネットワークのループを回避し、
ループのない経路が利用できるようになっている。
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【００２９】
しかしながら、上述したスパニングツリーを適用したＩＥＥＥ　８０２．１Ｄを例えば図
２７に示すようなＦＭＮに採用した構成では、ＦＭＮにおいて必ずしも最適ではない経路
が出来てしまうという問題がある。
【００３０】
図２７はスパニングツリーを適用したＩＥＥＥ　８０２．１ＤをＦＭＮに採用した場合の
ネットワーク構成（図２３と同一）の一例を示している。なお、図２７において、ブリッ
ジａ～ｄがメッシュ型ネットワーク用ブリッジ３２である。図２７のネットワーク構成で
は、ブリッジａがルートブリッジとなり、ブリッジｂとブリッジｄとの間のブリッジｄ側
のポート、ブリッジｂとブリッジｃとの間のブリッジｃ側のポート、ブリッジｃとブリッ
ジｄとの間のブリッジｄ側のポートがスパニングツリープロトコルにより各々閉鎖ポート
に設定される。
【００３１】
従って、図２７のネットワーク構成において、ノードａからノードｂに通信を行う場合、
最短経路のブリッジｅ→ブリッジｄ→ブリッジｂを通らず、ブリッジｅ→ブリッジｄ→ブ
リッジａ→ブリッジｂを通る。このため、ノードａからノードｂへの通信が遠回りするこ
とになり、遅延を生じるという問題があった。
【００３２】
また、上記従来のネットワーク構成では、一部のノードに対して過度な負荷がかかるとい
う問題があった。例えば図２７のネットワーク構成の場合、スパニングツリープロトコル
により閉鎖ポートが設定されているので、ブリッジ間で通信を行う際にルートブリッジで
あるブリッジａを必ず経由することになり、ブリッジａに過度な負荷がかかる。しかも、
一部の回線に対する負荷がかかり、効率的な回線利用が行えず、回線利用率の問題も招い
ていた。
【００３３】
さらに、上述したメッシュ型ネットワークをインターネット上に構築し、Ｌ２ＴＰ（Ｌａ
ｙｅｒ２  Ｔｕｎｎｅｌｉｎｇ  Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を利用してイーサネット（Ｒ）フレー
ムをインターネットに流すような場合には、余計な課金が生じるという問題があった。Ｌ
２ＴＰは、ＥｔｈｅｒｎｅｔやＰＰＰなどのＬ２フレームをＩＰにカプセル化して、イン
ターネットに送信する手段である。例えば図２７に示すメッシュ型ネットワークをインタ
ーネット上に構築した場合、ノードａからノードｂへの通信では、メッシュ型ネットワー
ク用ブリッジｄ→メッシュ型ネットワーク用ブリッジａの間と、メッシュ型ネットワーク
用ブリッジａとメッシュ型ネットワーク用ブリッジｂとの間でインターネット上を通るた
め、２度の課金が生じて料金が倍になってしまう。
【００３４】
そこで、ＦＭＮにおけるフォワーディングの最適化を図るため、 CE-based Virtual Priva
te LAN(http://www.ietf.org/internet-draft/draft-lee-ce-based-vpl-00.txt)において
、ＦＭＮブリッジ間の通信にＩＥＥＥ　８０２．１Ｄを改良したオプティマイズド・フォ
ワーディングを利用するものが提案されている。この提案では、スパニングツリーを動作
させないことを前提としている。
【００３５】
そして、このオプティマイズド・フォワーディングでは、ブリッジ間で通信を行う場合、
ＦＭＮ上の最短経路を通り、かつループフリーになるように、以下のアルゴリズムが適用
される。
【００３６】
（１）ＦＭＮ接続ポートから受信したユニキャストパケットをフラッティングするときは
全ての非ＦＭＮ接続ポートにフラッティングする。他のＦＭＮ接続ポートにはフラッティ
ングしない。
（２）ＦＭＮ接続ポートから受信したマルチキャストパケットをマルチキャストするとき
は全ての非ＦＭＮ接続ポートにマルチキャストする。他のＦＭＮ接続ポートにはマルチキ
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ャストしない。
（３）非ＦＭＮ接続ポートから受信したユニキャストパケットをフラッティングするとき
は全てのＦＭＮ接続ポートと非ＦＭＮ接続ポートにフラッティングする。
（４）非ＦＭＮ接続ポートから受信したマルチキャストパケットをマルチキャストすると
きは全てのＦＭＮ接続ポートと非ＦＭＮ接続ポートにマルチキャストする。回線効率をさ
らに向上させるため、ＩＧＭＰ　Ｓｎｏｏｐｉｇを併用し、不要な配信を回避することを
推奨する。
【００３７】
そして、上述したオプティマイズド・フォワーディングを図２３のＦＭＮに採用すれば、
例えばブリッジｃと他のブリッジ（ブリッジａ、ブリッジｂ、ブリッジｄ）との間で通信
を行う場合、ブリッジｃからのパケットを受けた各ブリッジは、パケットを他のメッシュ
型ネットワーク用ブリッジにフラッティングしない。このため、ブリッジ間で通信を行う
場合、遠回りによる遅延を生じることなく、最短経路を使用して通信を行うことができ、
スパニングツリーを適用したＩＥＥＥ　８０２．１Ｄの問題を解消することができるとい
う利点を有している。
【００３８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、オプティマイズド・フォワーディングを利用した場合でも、以下に説明す
るような問題点が考えられる。
【００３９】
上述したオプティマイズド・フォワーディングでは、スパニングツリーを動作させないこ
とを前提とするので、ブリッジ間で通信を行う場合、回線障害が起きても冗長経路を使用
できないという問題があった。例えば図２８のネットワーク構成において、ノードｃから
ノードｂに通信を行う場合、ブリッジｂとブリッジｃとの間で回線障害が起きると、ノー
ドｃからのパケットはブリッジａおよびブリッジｄに対してフラッティングされるが、ブ
リッジａおよびブリッジｄが受けたパケットがブリッジｂにはフラッティングされない。
このため、冗長経路を使用できず、ノードｃからのパケットをノードｂに送出することが
できない。
【００４０】
また、図２９に示すように、ブリッジａとブリッジｃとの間に新たにブリッジｆおよびブ
リッジｇを増設してバックアップ経路を形成すると、ブリッジａ、ブリッジｃ、ブリッジ
ｆ、ブリッジｇによってループが形成される。しかしながら、上述したオプティマイズド
・フォワーディングでは、スパニングツリーを動作させないことを前提とするので、万一
ネットワーク上の経路にループが発生しても、そのループを検出して閉鎖ポートを設定す
ることができない。このため、あるノードから送出されたパケットがループを形成する経
路上に流れ、回線効率を低下させるという問題を招く。
【００４１】
そこで、本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、経路の遠回りによる遅延の
減少、一部の装置に対する過度な負荷の減少、回線利用率の向上を図るとともに、メッシ
ュ型ドメイン外部でのループを回避で メッシュ型ネットワーク用ブリッジを提供する
ことを目的としている。
【００４２】
【課題を解決するための手段】
上記目的のメッシュ型ドメイン外部でのループを回避するため、請求項１の発明は、複数
のブリッジが相互に回線接続されるメッシュ型ネットワークに回線接続され、最短経路を
構築するための手段と複数のメッシュ接続ポートとを有するメッシュ型ネットワーク用ブ
リッジにおいて、
前記複数のメッシュ接続ポートと該複数のメッシュ接続ポートと関連付けられた少なくと
も１つの論理ポートとを記憶する論理ポート記憶部と
前記複数のメッシュ接続ポートのいずれかのポートからＢＰＤＵを受信したときには該Ｂ
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ＰＤＵを前記論理ポートから受信したと読み替える読み替え手段と、
前記読み替え手段からのＢＰＤＵを受信するＢＰＤＵ受信手段と、
前記メッシュ接続ポートから受信したＢＰＤＵに基づいて、前記論理ポートのＳＴＰ状態
を決定するＳＴＰ情報管理手段と、
該ＳＴＰ情報管理手段から前記ＳＴＰ状態の情報を受けて記憶するＳＴＰ情報記憶部と、
前記ＳＴＰ情報管理手段で決定されたＳＴＰ状態に基づ ＢＰＤＵを送
信するＢＰＤＵ送信手段であって、前記論理ポートに送信するときは、同一のルートパス
コストとポートプライオリティとを持つＢＰＤＵを、当該論理ポートに関連付けられた前
記複数のメッシュ接続ポート全てから送信する前記ＢＰＤＵ送信手段と、
同一論理ポートに関連付けられた全てのメッシュ接続ポートを該論理ポートの状態に設定
するポート状態設定手段と、
を有するＳＴＰ処理部を備えている。
【００４５】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明の第１の実施の形態の概略構成を示すブロック図、図４は本発明によるメ
ッシュ型ネットワーク用ブリッジを採用したメッシュ型ネットワークの一例を示す図、図
５は図４のメッシュ型ネットワークにおいてスパニングツリープロトコル（ＳＴＰ）がメ
ッシュ接続ポートを論理的に一つのポートと見なしてＢＰＤＵを送出する概念図、図６（
ａ）～（ｄ）はＢＰＤＵのフレーム・フォーマットを示す図、図７は本発明によるメッシ
ュ型ネットワーク用ブリッジのＢＰＤＵの送信処理のフローチャート、図８は本発明によ
るメッシュ型ネットワーク用ブリッジのＢＰＤＵの受信処理のフローチャート、図９（ａ
），（ｂ）は本発明によるメッシュ型ネットワーク用ブリッジを採用したメッシュ型ネッ
トワークをＳＴＰから見た等価図、図１９は第１の実施の形態の論理ポート記憶部のフォ
ーマットを示す図、図２０はＳＴＰ情報記憶部のフォーマットを示す図、図２１はメッシ
ュ型ネットワーク用ブリッジが論理ポートを複数持つ場合を説明するための図、図２２は
メッシュ型ネットワーク用ブリッジ間で回線が複数ある場合を説明するための図である。
【００４６】
スパニングツリープロトコルは、メッシュ型ドメイン内では前述のように適用されない。
しかし、メッシュ型ドメイン外部とのループ回避が必要となるため、メッシュ型ドメイン
外部を含むネットワーク全体としては、スパニングツリープロトコルのやり取りが必要と
なる。
【００４７】
本発明は、最短経路構築手段（オプティマイズド・フォワーディングをするための手段）
を適用したメッシュ型ドメインとメッシュ型ドメイン外部とのループを回避するため、メ
ッシュ型ドメインとメッシュ型ドメイン外部とを含むネットワーク全体にスパニングツリ
ープロトコルを適用することを実現したものである。
【００４８】
以下に図１に基づいて第１の実施の形態を説明する。
最短経路構築手段１１は、パケット送受信手段１２からパケットを受け取り、パケットを
適切なポートに対して出力処理する。このとき、ＩＥＥＥ  ８０２．１Ｄ  のルールに基づ
いたフォワーディング＆ラーニングが行われ、フォワーディングテーブルを参照し、宛先
ポートが分かっているときは、その宛先ポートに出力し、宛先が不明なときは、フラッテ
ィング処理が行われる。ＩＥＥＥ  ８０２．１Ｄ  によれば、フラッティング処理は全ポー
トに対して出力が行われることになるが、前述しているオプティマイズド・フォワーディ
ング・アルゴリズムの４つのルール（段落〔００３６〕参照）が適用されることで、最短
経路を構築する。
【００４９】
パケット送受信手段１２は、自ポート（メッシュ接続ポート３、非メッシュ接続ポート４
）に接続された他のメッシュ型ネットワーク用ブリッジ２、ノード７やメッシュ型ネット
ワーク用ブリッジ２以外のブリッジ６（例えば図２におけるブリッジ６ｅ）との間でのパ
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ケットの送受信を行う手段である。送受信されるパケットの種類としては、例えばＢＰＤ
Ｕ、後述する隣接通知パケットやバックアップ依頼・解除パケットを含むメッシュ制御パ
ケット、その他のパケットなどである。
【００５０】
パケット送受信手段１２の内部的な動きとしては、第１の実施の形態では、受信したＢＰ
ＤＵを受信ポート番号と共に読み替え手段１３に渡し、ＢＰＤＵ送信手段１５から渡され
たＢＰＤＵを指定されたポートに送出する。
【００５１】
ＳＴＰ処理部５は、自ポート（メッシュ接続ポート３、非メッシュ接続ポート４）から受
信したＢＰＤＵに基づいてＳＴＰ情報記憶部を管理し、ＳＴＰの状態を決定し、自ポート
にＢＰＤＵを送出するスパニングツリープロトコルを制御する処理部である。同一論理ポ
ートに関連付けられたメッシュ接続ポートは、論理的に１つのポートとして処理する。Ｓ
ＴＰ処理部５は、読み替え手段１３～ＳＴＰ情報記憶部１９の７ブロックを有する。以下
に各々のブロックについて説明する。
【００５２】
読み替え手段１３は、パケット送受信手段１２から受け取ったＢＰＤＵをＢＰＤＵ受信手
段１４に渡す。このとき、受け取ったＢＰＤＵが論理ポート１０に関連付けられたメッシ
ュ接続ポート３からのとき、関連付けられた論理ポート１０から受け取ったと読み替える
。
【００５３】
ＢＰＤＵ受信手段１４は、読み替え手段１３からのＢＰＤＵを受信し、ＳＴＰ情報管理手
段１６に受信ポート番号（読み替えられた場合、読み替えられた後の論理ポートの番号）
とＢＰＤＵ全体を渡す。
【００５４】
ＢＰＤＵ送信手段１５は、ＳＴＰ情報管理手段１６の要求により、ＢＰＤＵをポートに送
出するようにパケット送受信手段１２に依頼する。このとき送出先が論理ポート１０のと
きは、当該論理ポートに関連付けられている全てのメッシュ接続ポート３，３，３から同
一のルートパスコストとポートプライオリティとを持つＢＰＤＵを送出するように依頼す
る。
【００５５】
ＳＴＰ情報管理手段１６は、ＢＰＤＵ受信手段１４から受け取った情報に基づいて、ＳＴ
Ｐ状態を決定し、ＳＴＰ情報記憶部１９に記憶する。以下の場合、スパニングツリープロ
トコルに従い、送出先ポート番号のポートにＢＰＤＵを送信することをＢＰＤＵ送信手段
１５に要求する。
１）ＳＴＰ状態に変化が生じたとき
２）自身がルートブリッジのとき、タイマ駆動による定期的なハローパケットの送信
３）自身がルートブリッジでないときで、ハローパケットを受け取った場合、ルートブリ
ッジ以外へ送信
【００５６】
ポート状態設定手段１７は、ＳＴＰ情報管理手段１６によって決定されたＳＴＰ状態をポ
ート３，３，３，４に設定する。論理ポートに状態を設定するときは、論理ポート記憶部
から当該論理ポート１０に関連付けられたメッシュ接続ポート３，３，３の番号（物理番
号）を参照し、当該論理ポート１０に関連付けられている全てのメッシュ接続ポートを同
一のＳＴＰ状態に合わせる。
【００５７】
論理ポート記憶部１８は、論理ポート１０と論理ポート１０に関連付けられた複数のメッ
シュ接続ポート３，３，３が図１９に示すようなテーブルとして記憶している。ブリッジ
内には、複数の論理ポートがあっても良い。図４に示すようなメッシュ型ネットワークに
本発明のメッシュ型ネットワーク用ブリッジを用いるときは、論理ポートは１つで足りる
が、図２１に示すように２つのメッシュ型ネットワークを接続する位置に用いられるメッ
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シュ型ネットワーク用ブリッジでは、２つの論理ポートが必要となる。そして、それぞれ
の論理ポート毎に異なるメッシュ接続ポートが関連付けられる。１つのメッシュ接続ポー
トに対して関連付けられる論理ポートは１つであって、複数の論理ポートに関連付けられ
ることはない。
【００５８】
複数の論理ポートを持つ場合のオプティマイズド・フォワーディングは、２つの論理ポー
トを持つ図２１のメッシュ型ネットワーク用ブリッジ２ｃを例に説明すると、次のように
行われる。
【００５９】
メッシュ型ネットワーク１ａに接続されているメッシュ接続ポートから受け取ったパケッ
トは、該メッシュ接続ポートが関連付けられている論理ポートから受け取ったと見なされ
、該論理ポートに関連付けられている（すなわち、メッシュ型ネットワーク１ａに接続さ
れている）他のメッシュ接続ポートには送らない。そして、もう１つの論理ポートに関連
付けられている（すなわち、メッシュ型ネットワーク１ｂに接続されている）全てのメッ
シュ接続ポートに送る。
【００６０】
論理ポートが複数ある場合の処理は、上記のように行えば良いが、図２１は、ブリッジ２
ａとブリッジ２ｃが、メッシュ型ネットワーク１ａ，１ｂで相互接続されている例である
。この場合、上記のように単純にオプティマイズド・フォワーディングを行った場合、ブ
リッジ２ａとブリッジ２ｃとの間でループが発生することになる。しかし、このような場
合は、２つの論理ポートでスパニングツリープロトコルが適用され、一方が閉鎖ポートに
設定されるため、ループが発生することはない。例えば、ブリッジ２ｃのメッシュ型ネッ
トワーク１ａに接続されているメッシュ接続ポートが閉鎖ポートに設定された場合、ブリ
ッジ２ｃからブリッジ２ｂへのデータは、ブリッジ２ａを経由して送られる。つまり、冗
長経路を持ったネットワーク構成と等価になる。
【００６１】
ＳＴＰ情報記憶部１９は、ポート番号毎にポートの状態と最後に受けたＢＰＤＵに関する
情報とを図２０に示すようなテーブルとして記憶している。
【００６２】
ここで、本実施の形態では、出力ＢＰＤＵも一つの論理ポートからの出力として処理し、
全てのメッシュ接続ポートのポート番号（ＢＰＤＵ内のポートＩＤ）に同一の論理ポート
番号を設定しているが、それを受信する接続先メッシュ型ネットワーク用ブリッジはＢＰ
ＤＵ内のポート番号を無視するため、必ずしも同一のポート番号を設定する必要はない。
【００６３】
次に、メッシュ型ドメイン外部でのループ回避を行うために送出されるＢＰＤＵのフォー
マット構成について図６（ａ）～（ｄ）を参照しながら説明する。図６（ａ）はＢＰＤＵ
本体のフレーム・フォーマットを示す図、図６（ｂ）はＢＰＤＵのデータに含まれるフラ
グ（ flags）のフレーム・フォーマットを示す図、図６（ｃ）はＢＰＤＵのデータに含ま
れるルートＩＤ（ root ID）、ブリッジＩＤ（ bridge ID）のフレーム・フォーマットを示
す図、図６（ｄ）はＳＴＰ状態の変化を検出したときに送信されるＴＣＮ－ＢＰＤＵのフ
レーム・フォーマットを示す図である。
【００６４】
図６（ａ）に示すように、ＢＰＤＵは、ヘッダ部分とデータ部分から構成される。図６（
ｂ）に示すように、フラグは、ＴＣＡ、未使用領域、ＴＣから構成される。ＴＣＡのｂｉ
ｔが立ったＢＰＤＵをルートポートから受信したブリッジは、ルートポートへのＴＣＮ－
ＢＰＤＵの送信を停止する。ＴＣのｂｉｔが立ったＢＰＤＵをルートポートから受信した
ブリッジは、ＴＣフラグの立っていないＢＰＤＵを受信するまで、学習テーブル aging タ
イマーのタイムアウト値を forward delay の値に設定し、自分自身もＴＣフラグの立った
ＢＰＤＵを送信する。
【００６５】
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図６（ｃ）に示すように、ルートＩＤおよびブリッジＩＤは、上位２ octet は管理者が設
定する priority、下位６ octet はブリッジのＭＡＣアドレスである。ルートＩＤおよびブ
リッジＩＤは、上位２ octet の管理者が設定する priorityが優先され、ＭＡＣアドレスを
含めた全体の大小によってブリッジの上位下位の判別ができるようになっている。例えば
各ブリッジのＢＰＤＵのルートＩＤの上位２ octet をデフォルトの状態とした場合、ルー
トＩＤのＭＡＣアドレスの一番小さいブリッジがルートブリッジとなる。
【００６６】
その他、ルートパス・コスト（ root path cost）は、ルートへの最短（と思われる）コス
トである。ポートＩＤ（ port ID）は、上位１ octet は管理者が設定する priority、下位
１ octet はブリッジに固有のＩＤである。このポートＩＤは、メッシュ接続の場合、受信
時には無視されるので、下位１ octet は設定の必要はないが、本実装による同一論理ポー
トに関連付けされた全てのメッシュ接続ポート３のときは、同一のＩＤが用いられる。
【００６７】
message age は、ルートブリッジからの経過時間を示し、単位は１／２５６秒である。し
たがって、この値が２５６の場合、ルートは１秒前にこのＢＰＤＵに対応するＢＰＤＵを
送信したことになる。
【００６８】
max age は、ＢＰＤＵの有効期間を示し、単位は１／２５６秒である。また、 hello time
は、ルートブリッジがＢＰＤＵを送信する時間間隔を示し、単位は１／２５６秒である。
すなわち、ルートブリッジは hello time間隔でＢＰＤＵを送信する。
【００６９】
forward delay は、 listening の期間、 learningの期間、スパニングツリーの再構成が発
生した場合の学習テーブル aging タイマーに用いられるパラメータを示し、単位は１／２
５６秒である。
【００７０】
トポロジーチェンジタイマーは、図６（ｄ）に示すフラグのＴＣを立てる期間を計測する
タイマーである。
【００７１】
また、メッシュ型ドメイン内で論理ポートが閉鎖ポートになる場合は、そのメッシュ型ネ
ットワーク用ブリッジ２の同一の論理ポートに関連付けされた全てのメッシュ接続ポート
３を閉鎖するようにし、同一の論理ポートに関連付けされたメッシュ接続ポート３を部分
的には閉鎖しない。これにより、オプティマイズド・フォワーディングとの矛盾を回避し
ている。
【００７２】
なお、上述したＢＰＤＵのポートＩＤとして与えられる上記論理ポートの論理ポート番号
は、物理ポート（実際にメッシュ型ネットワーク用ブリッジ２と接続されるメッシュ接続
ポート３）とは異なる番号か、もしくはメッシュ接続ポート番号（物理ポート）の中の代
表番号を用いることができる。
【００７３】
次に、ＢＰＤＵ送信処理の動作について図７のフローチャートを参照しながら説明する。
なお、図７において、Ｘは全てのポートにＢＰＤＵを出すため、処理ループを実現するた
めの変数であり、Ｘ＝１，２，３，…ＭＡＸＰＯＲＴとインクリメントされながらループ
を回る。本実施の形態では、処理を簡単にするため、実装されているポート数をｎとする
とｎに続くｎ＋１，ｎ＋２，・・・ＭＡＸＰＯＲＴを論理ポート番号としている。ＭＡＸ
ＰＯＲＴは装置に実装しているポートの数＋論理ポートの数である。Ｎは全てのメッシュ
接続ポートに同一ＢＰＤＵを出すためにメッシュ接続ポートを探しながらループするため
の変数である。
【００７４】
このＢＰＤＵ送信処理では、まずＸ＝１とし（ＳＴ１）、Ｘ≦ＭＡＸＰＯＲＴ（最大ポー
ト）か否かを判別する（ＳＴ２）。Ｘ≦ＭＡＸＰＯＲＴでないと判断したときには（ＳＴ
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２－Ｎｏ）、すなわちポートが最大ポートを超えたと判断したときには処理を終了する。
これに対し、Ｘ≦ＭＡＸＰＯＲＴと判断すると（ＳＴ２－Ｙｅｓ）、Ｘが論理ポートか否
かを判別する（ＳＴ３）。すなわち、論理ポートのとき関連付けられた全てのメッシュ接
続ポート３を一つのポートとするか否かを判別する。
【００７５】
そして、Ｘが論理ポートでないと判断すると（ＳＴ３－Ｎｏ）、Ｘがメッシュ接続ポート
か否かを判別する（ＳＴ４）。メッシュ接続ポートでないと判断すると（ＳＴ４－Ｎｏ）
、ポートＸ用（非メッシュ接続ポート番号）のＢＰＤＵをポートに送信し（ＳＴ５）、Ｘ
＝Ｘ＋１にする（ＳＴ６）。その後、ＳＴ２の処理に戻る。メッシュ接続ポートと判断す
ると（ＳＴ４－Ｙｅｓ）、論理ポートに対する送信処理のところで送信されるので、ここ
では送信せずＳＴ６の処理に移行する。Ｘが論理ポートと判断されると（ＳＴ３－Ｙｅｓ
）、Ｎ＝１とし（ＳＴ７）、Ｎ≦ＭＡＸＰＯＲＴ（最大ポート数）か否かを判別する（Ｓ
Ｔ８）。
【００７６】
そして、Ｎ≦ＭＡＸＰＯＲＴでないと判断すると（ＳＴ８－Ｎｏ）、ＳＴ６の処理に移行
する。これに対し、Ｎ≦ＭＡＸＰＯＲＴと判断すると（ＳＴ８－Ｙｅｓ）、ポート番号Ｎ
が論理ポートＸに関連付けられたメッシュ接続ポートか否かを判別する（ＳＴ９）。ポー
ト番号Ｎが論理ポートＸに関連付けられたメッシュ接続ポートと判断すると（ＳＴ９－Ｙ
ｓｅ）、ポート番号ＮにポートＸ用（論理ポート番号）のＢＰＤＵを送信する（ＳＴ１０
）。そして、Ｎ＝Ｎ＋１とし（ＳＴ１１）、ＳＴ８の処理に戻る。これに対し、ポート番
号Ｎが論理ポートＸに関連付けられたメッシュ接続ポートでないと判断すると（ＳＴ９－
Ｎｏ）、ＳＴ１１の処理に移行する。
【００７７】
次に、ＢＰＤＵ受信処理の動作について図８のフローチャートを参照しながら説明する。
このＢＰＤＵ受信処理では、パケットを受信すると（ＳＴ２１）、ＢＰＤＵか否か判断す
る（ＳＴ２２）。ＢＰＤＵでないと判断すると（ＳＴ２２－Ｎｏ）、そのままパケットを
フォワードする（ＳＴ２３）。ＢＰＤＵと判断すると（ＳＴ２２－Ｙｅｓ）、受信ポート
がメッシュ接続ポート３か否か判別する（ＳＴ２４）。受信ポートがメッシュ接続ポート
３と判断すると（ＳＴ２４－Ｙｅｓ）、受信ポート番号に関連付けられた論理ポート番号
を用いる（ＳＴ２５）。これに対し、受信ポートがメッシュ接続ポート３でないと判断す
ると（ＳＴ２４－Ｎｏ）、受信ポート番号に実際の物理ポート番号を用いる（ＳＴ２６）
。そして、上記のように受信ポートに用いる番号が決定すると、ＢＰＤＵ受信処理を行い
（ＳＴ２７）、ＳＴＰ情報の管理を行い（ＳＴ２８）、ポートの状態を設定する（ＳＴ２
９）、ＩＥＥＥ  ８０２．１Ｄに準拠したスパニングツリープロトコルによるＢＰＤＵの
受信処理が行われる。上記ＳＴ２９のポートの状態設定は、論理ポートに対する設定の場
合、該論理ポートに関連付けされた全てのメッシュ接続ポートに設定することになる。
【００７８】
ここで、図９（ａ）に示すように、例えばブリッジ２ａとブリッジ２ｃとの間にバックア
ップ経路（外部ネットワーク）としてブリッジ６ｆおよびブリッジ６ｇ（いずれもメッシ
ュ型ネットワーク用ブリッジ２ではない）を接続すると、ブリッジ２ａ、ブリッジ２ｃ、
ブリッジ６ｆ、ブリッジ６ｇによってループが形成される。
【００７９】
しかし、本実施の形態のメッシュ型ネットワーク用ブリッジ２では、メッシュ接続ポート
３から受信したＢＰＤＵは、関連付けられた論理ポートから受信したものと見なし、受信
したＢＰＤＵに基づいてＳＴＰ状態を決定している。
【００８０】
これにより、スパニングツリープロトコルは、図９（ｂ）に示すように、一本のバス型Ｌ
ＡＮに対して複数台（図９（ｂ）の例ではブリッジ２ａ～２ｄの４台）のメッシュ型ネッ
トワーク用ブリッジが接続されているものとして認識する。そして、受信したＢＰＤＵに
基づいて閉鎖ポートを設定する。図９（ｂ）の例では、ブリッジ６ｆとブリッジ６ｇとの
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間でブリッジ６ｇ側のポートを閉鎖ポートに設定する。
【００８１】
このように、本実施の形態のメッシュ型ネットワーク用ブリッジ２によれば、全てのメッ
シュ接続ポート３を論理的に一つのポートと見なし、全てのメッシュ接続ポート３に同一
のＢＰＤＵを送出している。また、メッシュ接続ポート３から受信したＢＰＤＵは、全て
関連付けられた一つの論理ポートから受信したものと見なし、受信したＢＰＤＵに基づい
てＳＴＰ情報記憶部を構築している。
【００８２】
これにより、スパニングツリープロトコルは、一本のバス型ＬＡＮに対して複数台のメッ
シュ型ネットワーク用ブリッジ２が接続されているものとして認識し、受信したＢＰＤＵ
に基づいて閉鎖ポートを設定するので、メッシュ型ドメインとメッシュ型ドメイン外部と
のループを回避することができる。しかも、メッシュ型ドメイン内において、メッシュ型
ネットワーク用ブリッジ間に回線障害が無ければ、メッシュ型ネットワーク用ブリッジ間
の最短経路で通信を行うことができる。これにより、経路の遠回りにより遅延の減少、一
部の装置に対する過度な負荷の減少、回線利用率の向上を図ることができる。
【００８３】
ところで、上述した実施の形態では、メッシュ型ネットワーク１を構成する各メッシュ型
ネットワーク用ブリッジ２，２間を接続する回線が一つの場合について図示して説明した
が、各メッシュ型ネットワーク用ブリッジ２，２間を２つ以上の回線で接続する構成にし
ても良い。但し、対向接続されるメッシュ型ネットワーク用ブリッジ２，２間の回線を２
本以上同一の論理ポートに関連付けるときは、Ｌｉｎｋ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ（ＩＥ
ＥＥ　８０２．３ａｄ）により束ねられている必要がある。Ｌｉｎｋ  Ａｇｇｒｅｇａｔ
ｉｏｎ  により束ねられていると、対向接続されるメッシュ型ネットワーク用ブリッジ間
の複数の回線が１つのポートと見なされる。そして本発明を適用すると、その１つのポー
トは、１つの論理ポートに関連付けられる。（図２２参照）
【００８４】
さて、前述したオプティマイズド・フォワーディングは、メッシュ型ドメイン内で送信す
べき回線が利用可能であることが前提になっており、回線障害が発生すると通信が遮断さ
れ、その回線に接続されているブリッジへは到達不能となる。
【００８５】
そこで、本発明は、メッシュ型ネットワーク用ブリッジ２を採用したメッシュ型ネットワ
ーク１で、回線障害を検出したメッシュ型ネットワーク用ブリッジ２は、継続してメッシ
ュ型ドメイン内に残り、到達不能となったメッシュ型ネットワーク用ブリッジ２と接続し
ている他のメッシュ型ネットワーク用ブリッジ２を経由して、到達不能になったブリッジ
にパケットを到達させる。
【００８６】
図２は、本発明の第２の実施の形態の概略構成を示すブロック図、図１０および図１１は
本発明によるメッシュ型ネットワーク用ブリッジを採用したメッシュ型ネットワークにお
いてバックアップ依頼による経路の形成を行った場合の説明図、図１２は本発明によるメ
ッシュ型ネットワーク用ブリッジが持つバックアップ候補記憶部の一例を示す図、図１３
は本発明によるメッシュ型ネットワーク用ブリッジが持つバックアップ受付テーブルの一
例を示す図、図１４はメッシュ制御パケットのフォーマットを示す図、図１５は図１４の
フォーマットにおいて隣接通知を行う場合のオプションのフォーマットを示す図、図１６
は図１４のフォーマットにおいてバックアップ依頼・解除を行う場合のオプションのフォ
ーマットを示す図、図１７は本発明によるメッシュ型ネットワーク用ブリッジの回線障害
検出時のバックアップ依頼処理のフローチャート、図１８は本発明によるメッシュ型ネッ
トワーク用ブリッジのバックアップ受付処理のフローチャートである。
【００８７】
以下に図２に基づいて第２の実施の形態を説明する。なお、第１の実施の形態と同じ部分
については、その説明を省略するが、第２の実施形態では、パケット送受信手段１２の内
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部的な動きは、次のようになる。受信したバックアップ依頼パケットをバックアップ依頼
受付手段２４に渡し、バックアップ依頼送出手段２３から渡されたバックアップ依頼パケ
ットを指定されたポートに送出する。
【００８８】
回線障害検出手段２１は、自ポート（メッシュ接続ポート３、非メッシュ接続ポート４）
とそのポートに接続されているポートとの間の回線障害を検出する手段であり、例えばポ
ートを介してリンクダウンなどのイベントを検出すると、そのイベントをバックアップブ
リッジ選択手段２２に通知する。
【００８９】
なお、回線障害検出の方法としては、後述するメッシュ制御パケットの一種として用意さ
れる隣接ブリッジ通知用パケットをメッシュ型ネットワーク用ブリッジ２，２間で交換し
て相手ブリッジに一定時間内に届くか否かにより回線障害を検出するキープアライブによ
る検出、通常導通しているメッシュ型ネットワーク用ブリッジ２，２同志のポート間の接
続が外れたときに発生する割込信号によって回線障害を検出するリンクダウンによる方法
、定期的にやり取りするパケットが所定時間経過しても来ないことにより回線障害を検出
する方法など様々なものが考えられる。
【００９０】
バックアップブリッジ選択手段２２は、回線障害検出手段２１から回線障害が発生したポ
ート番号が通知されると、そのポートがメッシュ接続ポート３のとき、バックアップ候補
記憶部２７から、通知されたポート番号に接続されている隣接ブリッジ（到達不能ブリッ
ジ）を見つけ、その到達不能ブリッジをバックアップ候補に持つ隣接ブリッジを依頼先ブ
リッジとして選択し、バックアップ依頼送出手段２３に通知する。このとき、障害が通知
された接続ポートに障害が発生したことを示すため、バックアップ候補記憶部２７の当該
接続ポートの残り時間を“０”に書き換える。
【００９１】
バックアップ依頼送出手段２３は、バックアップブリッジ選択手段２２から到達不能ブリ
ッジと依頼先ブリッジが通知されると、▲１▼依頼先ブリッジに対する、バックアップタ
ーゲットを到達不能ブリッジとし、バックアップソースを自分としたバックアップ依頼パ
ケットの送信をパケット送受信手段１２に依頼し、▲２▼宛先が到達不能ブリッジである
パケットを受け取ったときには、（到達不能ブリッジへではなく）依頼先ブリッジに送出
するような経路を形成するように経路制御手段２５に依頼する。
【００９２】
バックアップ依頼受付手段２４は、パケット送受信手段１２を経由して他のブリッジから
のバックアップ依頼パケットを受け取ると、▲１▼該パケットを受信した接続ポートと該
パケットで示されたバックアップターゲット（到達不能ブリッジ）とバックアップソース
（依頼元ブリッジ）と監視用の残り時間とを合わせてバックアップ受付テーブル２８に登
録し、▲２▼バックアップソースから宛先がバックアップターゲットであるパケットを受
け取ったときにはバックアップターゲットに送出するような経路を形成するように経路制
御手段２５に依頼する。受信したバックアップ依頼パケットが示すバックアップソースと
バックアップターゲットの組み合せが既にバックアップ受付テーブル２８にある場合は、
残り時間を初期値にする。残り時間を定期的に監視し残り時間がなくなったとき、または
、パケット送受信手段１２からバックアップ解除依頼を受け取ったときは、バックアップ
受付テーブル２８からそのバックアップ経路の項目（バックアップソース、バックアップ
ターゲット、残り時間）を削除するとともに経路制御手段２５にバックアップ経路の停止
を依頼する。
【００９３】
経路制御手段２５は、バックアップ依頼送出手段２３またはバックアップ依頼受付手段２
４から、バックアップ経路の形成を依頼されたとき、依頼されたバックアップ経路を形成
するように最短経路構築手段１１にオプティマイズド・フォワーディングの例外処理を依
頼する。また、バックアップ経路の解除を要求されたときは、最短経路構築手段１１に、
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指定のバックアップ経路の例外処理を止めることを依頼する。
【００９４】
バックアップ候補記憶部制御手段２６は、メッシュ接続ポート３，３，３に回線接続され
ているブリッジが、自身の存在と、自身とメッシュ接続している他のブリッジ（隣接ブリ
ッジ）の情報とを含む隣接通知パケットを定期的に送出し、隣接通知パケットを受け取っ
たとき、受信ポート番号、ソースアドレス、隣接ブリッジの情報を取り出し、受信ポート
をバックアップ候補テーブルの接続ポートとして、ソースアドレスを該テーブルの隣接ブ
リッジとして、隣接ブリッジを該テーブルのバックアップ候補として、回線障害を検出す
るための残り時間とともにバックアップ候補記憶部２７に記憶する。また、バックアップ
候補記憶部２７に記憶された残り時間を定期的に監視し、一定期間隣接通知パケットが通
知されていないことを検出したとき、回線障害が発生したことを回線障害検出手段２１に
通知する。
【００９５】
バックアップ候補記憶部２７は、前述のバックアップ候補テーブルを記憶している。該バ
ックアップ候補テーブルは、図１２に示すように、接続ポート・隣接ブリッジ・バックア
ップ候補、および残り時間を書き込むようになっている。その書き込みについては、バッ
クアップブリッジ選択手段２２とバックアップ候補記憶部制御手段２６の説明で述べたの
で省略する。
【００９６】
次に、本例のメッシュ型ネットワーク用ブリッジ２を採用したメッシュ型ネットワーク１
内での回線障害を検出したときのバックアップ経路形成の動作について説明する。
【００９７】
本例のメッシュ型ネットワーク用ブリッジ２は、他のメッシュ型ネットワーク用ブリッジ
２との間での回線障害を検出したときに、到達不能になったメッシュ型ネットワーク用ブ
リッジ２との間の迂回路（バックアップ経路）を別の到達可能なメッシュ型ネットワーク
用ブリッジ２との間に形成するシグナリングプロトコルを有している。
【００９８】
このシグナリングプロトコルによるバックアップ要求時には、以下の処理が実行される。
まず、後述する図１４に示すメッシュ制御パケットの一種として用意される隣接通知パケ
ットをメッシュ型ネットワーク用ブリッジ２，２相互間で交換する（図１０参照）。この
隣接通知パケットによる通知は、一定時間（例えば２秒）間隔で全てのメッシュ型ネット
ワーク用ブリッジ２に通知される。隣接通知パケットを受信したメッシュ型ネットワーク
用ブリッジ２は、その隣接通知パケットを送ってきたメッシュ型ネットワーク用ブリッジ
２の存在とそのメッシュ型ネットワーク用ブリッジ２との回線が利用可能であることを認
識する。これに対し、隣接通知パケットによる通知が一定時間（例えば８秒）届かなけれ
ば、そのメッシュ型ネットワーク用ブリッジ２との間に回線障害が起きたことを検出する
。
【００９９】
上記隣接通知パケットには、自分と隣接関係にある他のメッシュ型ネットワーク用ブリッ
ジ２のブリッジＩＤ（ＭＡＣアドレス）が格納される。これにより、隣接通知パケットを
受信したメッシュ型ネットワーク用ブリッジ２は、隣接通知パケットを送信したメッシュ
型ネットワーク用ブリッジ２が到達不能ブリッジとなったときのバックアップ依頼先の情
報が含まれるバックアップ候補テーブルを管理することが可能となる。
【０１００】
回線障害を検出したメッシュ型ネットワーク用ブリッジ２は、バックアップ候補テーブル
から到達不能ブリッジへのバックアップが可能なメッシュ型ネットワーク用ブリッジ２を
見つけ出し、バックアップ依頼を行う。例えば図１１に示すように、ブリッジ２ｃとブリ
ッジ２ｄとの間で回線障害が発生した場合には、ブリッジ２ｃからブリッジ２ａに対して
バックアップ依頼を行う。このバックアップ依頼は、到達不能ブリッジと自分のブリッジ
のＭＡＣアドレスをそれぞれ「バックアップターゲット」、「バックアップソース」とし
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て指定したバックアップ依頼パケットをブリッジ２ａに送出することで行なう。
【０１０１】
そして、バックアップ依頼を受けたメッシュ型ネットワーク用ブリッジ２ａは、「バック
アップターゲット」と接続しているポートと「バックアップソース」と接続しているポー
トとの間でフラッティングとマルチキャストの配信を行い、バックアップ経路を形成する
。
【０１０２】
この例では、バックアップしなければならない回線を指定するために、到達不能ブリッジ
を識別できる識別情報として、到達不能ブリッジのＭＡＣアドレスを用いているが、バッ
クアップ対象回線を指定するために、回線番号を設定しておき、その回線番号を指定して
、バックアップ依頼する方法もある。
【０１０３】
ここで、上述したバックアップ経路の形成時に用いられるバックアップ候補テーブルにつ
いて図１２を参照しながら説明する。このバックアップ候補テーブルは、メッシュ接続ポ
ート３の数分だけ用意する。図１２はメッシュ接続ポート３が４つの場合の例を示してい
る。隣接通知パケットをメッシュ接続ポート３から受信したときに、そのメッシュ接続ポ
ートに接続されたメッシュ型ネットワーク用ブリッジ２を隣接ブリッジとして登録し、隣
接通知パケット内の隣接ブリッジは、バックアップ候補として登録する。そして、残り時
間を１０（例えば１０秒に相当）に初期化する。なお、残り時間は、毎秒減算され、再び
隣接通知パケットをメッシュ接続ポート３から受信すると１０に再初期化される。
【０１０４】
この残り時間が“０”になったとき、つまり隣接通知パケットが１０秒間来ない場合、そ
の接続ポートで回線障害が発生したこととする。
【０１０５】
次に、図１３に示すバックアップ受付テーブル２８について説明する。メッシュ型ネット
ワーク用ブリッジ２がバックアップ依頼を受け付けると、受信した接続ポート、バックア
ップターゲット、バックアップソースの情報と合わせて残り時間を記録する。
【０１０６】
また、バックアップソースのつながっているポートとバックアップターゲットのつながっ
ているポートの間でのパケットのフラッディングとマルチキャストの経路の形成を経路制
御手段２５に依頼する。
【０１０７】
上記バックアップ依頼は、所定時間（例えば２秒）毎に送られて来るので、その都度、残
り時間を１０に初期化する。そして、バックアップ解除パケットを受けるか、残り時間が
０になると、そのエントリを削除し、経路制御手段２５にバックアップソースのつながっ
ているポートとバックアップターゲットのつながっているポートの間でのパケットのフラ
ッディングとマルチキャストフォワーディングの停止を指示する。
【０１０８】
次に、上述した隣接通知パケットおよびバックアップ依頼パケットを含むメッシュ制御パ
ケットについて図１４を参照しながら説明する。
【０１０９】
このメッシュ制御パケットは、図１４に示すように、あて先ソース、ソースアドレス、パ
ケット長、ＬＬＣ　ＤＳＡＰ、ＬＬＣ　ＳＳＡＰ、ＬＬＣ制御、プロトコルＩＤ、プロト
コルバージョン、コマンド、オプション、パディング、ＦＣＳによって構成される。以下
に、一般的な用語の説明は省略し、本発明に関連して新しく作成した「コマンド」と「オ
プション」について説明する。
【０１１０】
本例では、上記メッシュ制御パケットのコマンドは、以下のコマンドコードを割り当てて
いる。０ｘ００…隣接通知、０ｘ０１…バックアップ依頼、０ｘ０２…バックアップ解除
。

10

20

30

40

50

(16) JP 3799010 B2 2006.7.19



【０１１１】
また、オプションは、コマンド毎に異なり、以下のように定義している。隣接通知では、
隣接ブリッジリストをオプションに格納する。オプションフィールドのフォーマットは、
例えば図１５に示すように構成される。例えば隣接ブリッジ数を０～１５（最大）とし、
隣接通知は２秒毎に行う。これにより、メッシュ型ネットワーク用ブリッジ２は、自分の
バックアップ候補テーブルを参照し、隣接ブリッジの一覧を全メッシュ接続ポート３に送
出する。
【０１１２】
バックアップ依頼・解除では、図１６に示すように、バックアップターゲットとバックア
ップソースをオプションに格納する。バックアップ依頼は、バックアップ候補から選択し
たブリッジに出力する。バックアップを依頼したメッシュ型ネットワーク用ブリッジ２か
ら隣接通知パケットを受けると、バックアップターゲットが隣接に含まれているかチェッ
クし、隣接していなかった場合は、バックアップ解除を送り、別の候補ブリッジを選択し
てバックアップ依頼を送り直す。また、バックアップ依頼にはレスポンスがないので、隣
接通知パケットを受けるたびに毎回バックアップ依頼を送る。そして、バックアップ依頼
を受けたメッシュ型ネットワーク用ブリッジ２は、バックアップ受付テーブル２８に記録
し、バックアップターゲットと、バックアップソースの間のフォワーディングを開始する
。バックアップ依頼が１０秒間来ない場合は、バックアップ処理を停止し、バックアップ
受付テーブル２８から削除する。
【０１１３】
このように、上述したバックアップ依頼プロトコルによりバックアップ経路を形成するこ
とができる。
【０１１４】
回線障害検出時のバックアップ依頼の処理について図１７のフローチャートを参照しなが
ら説明する。このバックアップ依頼の処理では、回線障害を検出すると（ＳＴ３１）、障
害を検出したポートがメッシュ接続ポート３か否か判断する（ＳＴ３２）。メッシュ接続
ポート３でないと判断すると（ＳＴ３２－Ｎｏ）、処理を終了する。メッシュ接続ポート
３と判断すると（ＳＴ３２－Ｙｅｓ）、バックアップ候補テーブルを検索し、障害を検出
したポートから隣接ブリッジ（到達不能ブリッジ）のアドレスを求め、アドレスをＸとす
る（ＳＴ３３）。このとき、回線障害を検出したポートであることを示すため残り時間を
“０”にする。
【０１１５】
次に、バックアップ候補を選択する。ここでＮは、バックアップ候補テーブルに登録され
ている全てのメッシュ接続ポートを検索するため、Ｎ＝１，２，３，・・・ＭＡＸＰＯＲ
Ｔとインクリメントする変数である。Ｎを１にする（ＳＴ３４）。Ｎがメッシュ接続ポー
ト数内かどうかを判断し（ＳＴ３５）、Ｎがメッシュ接続ポート数を超えたとき（ＳＴ３
５－Ｎｏ）、処理を終了する。Ｎがメッシュ接続ポート内のとき（ＳＴ３５－Ｙｅｓ）、
ポート番号Ｎに隣接ブリッジがあるか否か判断する（ＳＴ３６）。隣接ブリッジがないと
きは（ＳＴ３６－Ｎｏ）、Ｎを＋１し（ＳＴ４２）ＳＴ３５へ進む。隣接ブリッジがある
ときは（ＳＴ３６－Ｙｅｓ）、その隣接ブリッジが回線接続されているか判断する（ＳＴ
３７）。（回線障害が発生していないか調べるため、残り時間が“０”でないことを確認
する。）回線接続されていないときは（ＳＴ３７－Ｎｏ）、Ｎを＋１し（ＳＴ４２）ＳＴ
３５へ進む。回線接続されているときは（ＳＴ３７－Ｙｅｓ）、隣接ブリッジのアドレス
をバックアップ候補アドレスＹとする（ＳＴ３８）。ポート番号Ｎのバックアップ候補の
中に到達不能ブリッジＸがあるか検索する（ＳＴ３９）。バックアップ候補の中にＸがな
いときは（ＳＴ３９－Ｎｏ）、Ｎを＋１し（ＳＴ４２）ＳＴ３５へ進む。バックアップ候
補の中にＸがあるときは（ＳＴ３９－Ｙｅｓ）、ＹとＸとの回線が接続されているので、
ブリッジＹにブリッジＸのバックアップを依頼し（ＳＴ４０）、ブリッジＸへ送るパケッ
トはブリッジＹに送る経路を形成し（ＳＴ４１）終了する。
【０１１６】
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すなわち、このバックアップ依頼の処理では、回線障害を検出すると、まずバックアップ
候補テーブルを見て、そのポートがメッシュ接続ポート３かどうかを確認する。そして、
そのポートがメッシュ接続ポート３であれば、そのポートの隣接ブリッジのアドレス（Ｘ
）を取り出し、今度はそのアドレス（Ｘ）と接続されている、つまり、Ｘをバックアップ
候補に持つ回線接続された隣接ブリッジがあるかどうかを再びバックアップ候補テーブル
から検索する。自分と回線接続されていて、かつ、到達不能ブリッジＸとも回線接続され
ている隣接ブリッジが見つかれば、その隣接ブリッジを依頼先ブリッジ（Ｙ）とする。そ
して、依頼先ブリッジが見つかると、自分のＭＡＣアドレスをバックアップソースとして
、到達不能ブリッジのアドレス（Ｘ）をバックアップターゲットとして依頼先ブリッジ（
Ｙ）に送信する。
【０１１７】
次に、バックアップ依頼を受け付ける処理ついて図１８のフローチャートを参照しながら
説明する。このバックアップ依頼受付の処理では、バックアップ依頼パケットを受け取り
（ＳＴ５１）、受信したポートをＳとし（ＳＴ５２）、バックアップ依頼パケットのター
ゲットブリッジをＸとする（ＳＴ５３）。
【０１１８】
次に、ターゲットブリッジの接続ポートを選択するため、ポート検索用変数Ｎを１にする
（ＳＴ５４）。Ｎがメッシュ接続ポート数内かどうかを判断し（ＳＴ５５）、Ｎがメッシ
ュ接続ポート数を超えたとき（ＳＴ５５－Ｎｏ）、処理を終了する。Ｎがメッシュ接続ポ
ート内のとき（ＳＴ５５－Ｙｅｓ）、ポート番号Ｎの隣接ブリッジがＸか否か判断する（
ＳＴ５６）。隣接ブリッジがＸでないときは（ＳＴ５６－Ｎｏ）、Ｎを＋１し（ＳＴ６０
）、ＳＴ５５へ進む。隣接ブリッジがＸのときは（ＳＴ５６－Ｙｅｓ）、回線障害を検出
しているかどうか判断する（ＳＴ５７）。残り時間を参照し、回線障害を検出していると
き（ＳＴ５７－Ｙｅｓ）、処理を終了する。回線障害を検出していないとき（ＳＴ５７－
Ｎｏ）、ターゲットブリッジに接続されているポートをＴとする（ＳＴ５８）。ポートＳ
からきたブリッジＸへ送るパケットはポートＴに送る経路を形成し（ＳＴ５９）終了する
。
【０１１９】
このように、本実施の形態によれば、回線障害を検出したメッシュ型ネットワーク用ブリ
ッジ２は、到達不能ブリッジに隣接するメッシュ型ネットワーク用ブリッジ２を見つけ出
し、この見つけ出したメッシュ型ネットワーク用ブリッジ２に対し、到達不能ブリッジの
ＭＡＣアドレスをバックアップターゲットとし、かつ自分のＭＡＣアドレスをバックアッ
プソースとするバックアップ依頼パケットを送出している。そして、バックアップ依頼パ
ケットを受けたメッシュ型ネットワーク用ブリッジ２は、バックアップ依頼パケットに含
まれるバックアップターゲットと接続しているポートとバックアップソースと接続してい
るポートとの間でフラッティングとマルチキャストの配信を行ってバックアップ経路を形
成している。これにより、回線障害時の経路のバックアップを行うことができる。
【０１２０】
以上、第１の実施の形態のブリッジは、メッシュ型ネットワークにオプティマイズド・フ
ォワーディングを適用しながら、そのメッシュ型ネットワークに接続される外部のネット
ワーク全体にＳＴＰを適用できるようなメッシュ型ネットワーク用ブリッジであり、第２
の実施の形態のブリッジは、メッシュ型ネットワークに全体としては、オプティマイズド
・フォワーディングを適用しながら、回線障害が発生した場合でも通信が可能なメッシュ
型ネットワーク用ブリッジである。図４は、第１の実施の形態と第２の実施の形態とを合
わせたメッシュ型ネットワーク用ブリッジを示した。このようにすれば、前述の第１の実
施の形態と第２の実施の形態の特長を合わせ持ったメッシュ型ネットワーク用ブリッジと
することができる。
【０１２１】
【発明の効果】
以上の説明で明らかなように、本発明によれば、メッシュ型ネットワーク用ブリッジ間の
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最短経路で通信を行うことで、経路の遠回りによる遅延の減少、一部の装置に対する過度
な負荷の減少、回線利用率の向上を図るとともに、複数のメッシュ接続ポートを１つの論
理ポートに関連付けることで、メッシュ型ドメインとメッシュ型ドメイン外部とでスパニ
ングツリーを構築し、メッシュ型ドメイン外部でのループを回避することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明によるメッシュ型ネットワーク用ブリッジの第１の実施の形態の概略構成
を示すブロック図
【図２】本発明によるメッシュ型ネットワーク用ブリッジの第２の実施の形態の概略構成
を示すブロック図
【図３】本発明によるメッシュ型ネットワーク用ブリッジの第１の実施の形態と第２の実
施の形態とを合わせた形態の概略構成を示すブロック図
【図４】本発明によるメッシュ型ネットワーク用ブリッジを採用したメッシュ型ネットワ
ークの一例を示す図
【図５】図４のメッシュ型ネットワークにおいてＳＴＰがメッシュ接続ポートを論理的に
一つのポートと見なしてＢＰＤＵを送出する概念図
【図６】ＢＰＤＵのフレーム・フォーマットを示す図であり
（ａ）は、ＢＰＤＵ本体のフォーマット示す図
（ｂ）は、ＢＰＤＵに含まれる  flags のフォーマットを示す図
（ｃ）は、ＢＰＤＵに含まれる  root ID, bridge IDのフォーマットを示す図
（ｄ）は、ＴＣＮ－ＢＰＤＵのフォーマットを示す図
【図７】本発明によるメッシュ型ネットワーク用ブリッジを採用したメッシュ型ネットワ
ークにおけるＢＰＤＵの送信処理のフローチャート
【図８】本発明によるメッシュ型ネットワーク用ブリッジを採用したメッシュ型ネットワ
ークにおけるＢＰＤＵの受信処理のフローチャート
【図９】本発明によるメッシュ型ネットワーク用ブリッジを採用したメッシュ型ネットワ
ークにおいてＳＴＰを動作させたときのネットワークの状態を説明するための図であり、
（ａ）は、メッシュ型ネットワークの一例を示す図
（ｂ）は、（ａ）の示したネットワークにおいてＳＴＰを動作させたときのネットワーク
の状態の等価図
【図１０】本発明によるメッシュ型ネットワーク用ブリッジを採用したメッシュ型ネット
ワークにおける隣接通知パケットとバックアップ候補テーブルとの関係の説明図
【図１１】本発明によるメッシュ型ネットワーク用ブリッジを採用したメッシュ型ネット
ワークにおいてバックアップ依頼による経路の復旧を行う場合の説明図
【図１２】本発明によるメッシュ型ネットワーク用ブリッジが持つバックアップ候補テー
ブルの一例を示す図
【図１３】本発明によるメッシュ型ネットワーク用ブリッジが持つバックアップ受付テー
ブルの一例を示す図
【図１４】メッシュ制御パケットのフォーマットを示す図
【図１５】図１４のフォーマットにおいて隣接通知を行う場合のオプションのフォーマッ
トを示す図
【図１６】図１４のフォーマットにおいてバックアップ依頼・解除を行う場合のオプショ
ンのフォーマットを示す図
【図１７】本発明によるメッシュ型ネットワーク用ブリッジを採用したメッシュ型ネット
ワークにおける回線障害検出時のバックアップ依頼処理のフローチャート
【図１８】本発明によるメッシュ型ネットワーク用ブリッジを採用したメッシュ型ネット
ワークにおけるバックアップ受付処理のフローチャート
【図１９】本発明によるメッシュ型ネットワーク用ブリッジにおける論理ポートテーブル
の一例を示す図
【図２０】本発明によるメッシュ型ネットワーク用ブリッジにおけるＳＴＰ情報テーブル
の一例を示す図
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【図２１】本発明によるメッシュ型ネットワーク用ブリッジを採用した２つのメッシュ型
ネットワークを含むネットワークの一例を示す図
【図２２】本発明によるメッシュ型ネットワーク用ブリッジを採用したメッシュ型ネット
ワークにおいてブリッジ間で回線が複数ある場合を示す図
【図２３】ＦＭＮの一例を示す図
【図２４】ＦＭＮに使用されているメッシュ型ネットワーク用ブリッジの概念図
【図２５】スパニングツリーの目的を説明するための図
【図２６】スパニングツリーの目的を説明するための図
【図２７】スパニングツリーを適用したメッシュ型ネットワークの一例を示す図
【図２８】メッシュ型ネットワークにオプティマイズド・フォワーディングを採用した場
合の問題点を説明するための図
【図２９】メッシュ型ネットワークにオプティマイズド・フォワーディングを採用した場
合の問題点を説明するための図
【符号の説明】
１…メッシュ型ネットワーク、２…メッシュ型ネットワーク用ブリッジ、３…メッシュ接
続ポート、４…非メッシュ接続ポート、５…ＳＴＰ処理部、６…非メッシュ型ネットワー
ク用ブリッジ、７…ノード、１０…論理ポート、１１…最短経路構築手段、１２…パケッ
ト送受信手段、１３…読み替え手段、１４…ＢＰＤＵ受信手段、１５…ＢＰＤＵ送信手段
、１６…ＳＴＰ情報管理手段、１７…ポート状態設定手段、１８…論理ポート記憶部、１
９…ＳＴＰ情報記憶部、２０…フォワーディングテーブル、２１…回線障害検出手段、２
２…バックアップブリッジ選択手段、２３…バックアップ依頼送出手段、２４…バックア
ップ依頼受付手段、２５…経路制御手段、２６…バックアップ候補記憶部制御手段、２７
…バックアップ候補記憶部、２８…バックアップ受付テーブル、３１…メッシュ型ネット
ワーク、３２…メッシュ型ネットワーク用ブリッジ、３３…メッシュ接続ポート、３４…
非メッシュ接続ポート、３６…非メッシュ型ネットワーク用ブリッジ、３７…ノード。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】
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【 図 ２ ２ 】 【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】 【 図 ２ ５ 】
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【 図 ２ ６ 】 【 図 ２ ７ 】

【 図 ２ ８ 】 【 図 ２ ９ 】
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