
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
インターネットに接続されるルータ間にＩＰトンネルを構成し、このＩＰトンネル上に網
資源予約型プロトコルを起動させることにより同ＩＰトンネルの伝送帯域幅の予約を行う
ことを特徴とする帯域確保型ＶＰＮ構築方法。
【請求項２】
ＩＰトンネル上のルータのトラヒック制御として、同ルータ内部の入力プロセッサ及び出
力プロセッサが処理するパケットの送出頻度を、各ＩＰトンネルに予約した伝送帯域幅の
比で割り当てることを特徴とする請求項１に記載の帯域確保型ＶＰＮ構築方法。
【請求項３】
ＩＰトンネル上の各ルータに予約スケジュール機能を持たせ、帯域確保型ＶＰＮの使用時
間の管理を行うことを特徴とする請求項１または２に記載の帯域確保型ＶＰＮ構築方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はインターネット（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ）上にＶＰＮ（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｐｒｉｖａ
ｔｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（バーチャルプライベートネットワーク：仮想的専用網）の略記表
示）を構築する方法に関し、特に、所望の伝送帯域幅の予約或いは確保をホスト単位或い
はサブネット単位で可能にするものである。
【０００２】
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【従来の技術】
ＶＰＮとは、インターネット等の公衆網上で論理的なグループを構成し、且つ、そのグル
ープ間で閉域性を保つ仕組みを設けたネットワークのことである。
【０００３】
インターネット等の公衆網には、通常、不特定多数のユーザが接続している。そのため、
基本的には特定のユーザだけの通信は出来ず、第三者による不正なアクセスが避けられな
いといったセキュリティ上の問題がある。
【０００４】
そこで、近年、Ｅｎｄ－Ｅｎｄ　（エンド－エンド）でセキュリティ対策を施すことによ
りインターネット上に仮想的に専用線を構築し、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔ
ｗｏｒｋの略記表示）間接続の基幹回線として利用するＶＰＮ技術が注目されている。
【０００５】
具体的には、従来のＶＰＮでは、エンド－エンドでのデータの暗号化、ユーザ認証及びア
クセス制御等のセキュリティを施した上で、特定の拠点間をインターネットを介して接続
し、閉域性の有るグループを提供している。
【０００６】
このようなＶＰＮを公衆網上に実現することにより、特定のユーザだけの通信が可能にな
り、インターネット等を仮想的な専用網として利用することができる。しかし、従来のＶ
ＰＮはその仕様上、帯域等の網資源（ネットワークリソース）を保証していない。
【０００７】
つまり、従来のＶＰＮは本来の専用線とは異なり、他のトラヒックの影響を受けて帯域幅
が変動するため、通信特性を予測し難いといった問題がある。
【０００８】
一方、ＱｏＳ　（Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅの略記表示：帯域、遅延、揺ら
ぎ等のサービス品質のこと）を重視した網資源予約型プロトコルであるＲＳＶＰ（Ｒｅｓ
ｏｕｒｃｅ　Ｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　の略記）が提案されている。
【０００９】
具体的には、図７に示すように、インターネット１００に接続される特定のＬＡＮ２００
Ａと２００Ｂのホスト（端末）２０１全て、並びに、ＬＡＮ２００Ａと２００Ｂ間のルー
タ３００Ａ、３００及び３００Ｂ全てに、アプリケーション単位でＲＳＶＰをサポートさ
せている。図７中、記号ＲはＲＳＶＰのサポートを表す。
【００１０】
そして、個々のアプリケーション毎にＲＳＶＰにより、特定のサービス品質を満たす網資
源、例えば特定の帯域幅をネットワークに要求して予約し確保する。つまり従来は、エン
ド－エンドで、ＲＳＶＰによりアプリケーション単位に網資源を予約している。
【００１１】
因みに、図８に示すように、ルータ３００Ａ、３００及び３００Ｂだけにアプリケーショ
ン単位でＲＳＶＰをサポートさせたとしても、両端のルータ３００Ａと３００Ｂで終端さ
れてしまうため、ＲＳＶＰ上のアプリケーション２０２は双方のＬＡＮ２００Ａ、２００
Ｂへは接続されない。
【００１２】
さて、従来のＶＰＮにＲＳＶＰを組み合わせればＶＰＮの帯域を確保できるようにも思え
るが、実際には、下記（１）、（２）の問題がある。
（１）従来は、ＲＳＶＰによりエンド－エンドで網資源（例えば帯域）を確保するので、
ＶＰＮに接続した既存の全てのホストがＲＳＶＰをサポートしなければならない。
（２）現在のＶＰＮ利用方法の観点から見るとアプリケーション単位よりもホスト単位、
サブネット単位の管理が望まれる場合も多く、そのような場合には、従来のアプリケーシ
ョン単位での帯域確保は適さない。なお、サブネットとは、ＩＰアドレスのホスト部を更
に分割（ネットワーク部とホスト部）して作成されたネットワークであり、図７や図８中
でいえばＬＡＮ２００Ａ、２００Ｂを細分化したネットワークである。
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【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記問題点に鑑み、ホスト単位或いはサブネット単位で伝送帯域幅を確保する
ことができる帯域確保型ＶＰＮを構築する方法を提供することを目的とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため、本発明の帯域確保型ＶＰＮ構築方法は、インターネットに接続
されるルータ間にＩＰトンネルを構成し、このＩＰトンネル上に網資源予約型プロトコル
を起動させることにより同ＩＰトンネルの伝送帯域幅の予約を行うことを特徴とする。
【００１５】
また、本発明の帯域確保型ＶＰＮ構築方法は、上記に加えて、ＩＰトンネル上のルータの
トラヒック制御として、同ルータ内部の入力プロセッサ及び出力プロセッサが処理するパ
ケットの送出頻度を、各ＩＰトンネルに予約した伝送帯域幅の比で割り当てることを特徴
とする。
【００１６】
更に、本発明の他の帯域確保型ＶＰＮ構築方法は、上記に加えて、ＩＰトンネル上の各ル
ータに予約スケジュール機能を持たせ、帯域確保型ＶＰＮの使用時間の管理を行うことを
特徴とする。
【００１７】
【発明の実施の形態】
（発明の原理）
次に、図９（ａ）（ｂ）と図１０を参照して、本発明に係る帯域確保型ＶＰＮ構築方法の
原理を説明する。
【００１８】
図９（ａ）に示す例では、インターネット１００に接続されるルータ３００Ａと３００Ｂ
間にＩＰトンネル１０１を構成する。ここで、ＩＰとはインターネットプロトコル（Ｉｎ
ｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）の略記表示である。また、ＩＰトンネル１０１とは、
周知の如く、ルータ３００Ａと３００Ｂ（ＩＰトンネル１０１の始点と終点）のＩＰアド
レス等が記述されたＩＰヘッダを元のパケットに付加（カプセル化）することによって構
成されるパケットが存在する区間である。終点のルータ例えば３００Ｂでは逆に、付加さ
れたＩＰヘッダを外す。
【００１９】
従って、両端のルータ３００Ａと３００Ｂがそれぞれ属するネットワーク（図９ではＬＡ
Ｎ）２００Ａ、２００Ｂ間のトラヒックを全てＩＰトンネル１０１に通すことにより、Ｉ
Ｐトンネル１０１がＬＡＮ２００Ａ及び２００ＢにとってのＶＰＮとなる。
【００２０】
このようなＩＰトンネル１０１上の各ルータ３００Ａ、３００及び３００ＢにＲＳＶＰ（
網資源予約型プロトコル）をサポートさせ、ＩＰトンネル１０１上にＲＳＶＰを起動させ
る。この結果、ＲＳＶＰによる帯域確保はＩＰトンネル１０１即ちルータ間にて行われる
ため、双方のＬＡＮ２００Ａ、２００Ｂ上のアプリケーション２０２はＩＰトンネルの始
点にてカプセル化され、ルータ３００Ａ～３００Ｂ間でＲＳＶＰ対応アプリケーションの
データとしてＩＰトンネル１０１上に確保された網資源（例えば帯域）を利用することが
可能である。ここで、図９（ｂ）に示すように、ＩＰトンネル１０１区間はＲＳＶＰの帯
域確保区間（本例ではルータ３００Ａ～３００Ｂ間）１０２を含む範囲にあれば良い。つ
まり、ＩＰトンネル１０１毎に伝送帯域幅の予約を行うことができる。また、伝送帯域幅
の予約は従来のアプリケーション単位ではなく、各ＬＡＮ２００Ａと２００Ｂ上の各ホス
ト単位或いはサブネット単位で行われる。更に、各ホスト２０１はＲＳＶＰをサポートす
る必要がなくなる。
【００２１】
また、伝送帯域幅の予約を解除するには、ＩＰトンネル１０１の一端のルータ３００Ａ（
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または３００Ｂ）から他のルータ３００及び３００Ｂ（または３００及び３００Ａ）に対
して、ＲＳＶＰプロトコルにより解除メッセージを送信すれば良い。
【００２２】
このように、ＲＳＶＰプロトコル上で伝送帯域幅の確保が行われることから、各ノードの
パラメータを手作業で変更する必要がなく、人的コストを削減でき、短期的な帯域需要に
対して迅速且つ柔軟に帯域幅を割り当てることが可能である。また、帯域確保の解除も容
易である。
【００２３】
以上のように、ＩＰトンネル１０１と網資源予約型プロトコル（ＲＳＶＰ）を組み合わせ
ることにより、他のトラヒックの影響を受けず、ホスト２０１単位またはサブネット単位
の帯域確保が可能なＶＰＮを構築することができる。
【００２４】
ところで、ＲＳＶＰは網資源の予約や確立を行うプロトコルであるが、ルータやホストに
おけるＱｏＳ（帯域、遅延、揺らぎ等）を保証するための具体的な制御方法については、
何も規定していない。従って、ネットワークにおけるＱｏＳ保証はルータやスイッチのト
ラヒック制御の実装に大きく依存する。パケットやスケジューリングのアルゴリズムとし
て報告されているＷＦＱ（Ｗｅｉｇｈｔｅｄ　Ｆａｉｒ　Ｑｕｅｕｅｉｎｇ）等は、アプ
リケーションのトラヒック特性に応じて優先度を決定し帯域や遅延特性を制御するもので
あり、複雑なアルゴリズムである。
【００２５】
本例では、ＩＰトンネル１０１毎に網資源パラメータとして伝送帯域幅のみを予約するの
で、帯域保証のための制御は、上記複雑なアルゴリズムではなく、図１０に示すような単
純なパケットスケジューリングのアルゴリズムで対応可能である。特に、各ルータ３００
Ａ、３００、３００Ｂ内部の入力プロセッサ及び出力プロセッサによって処理されるパケ
ット数を、各ＩＰトンネル１０１に予約した伝送帯域幅の比で割り当てるというアルゴリ
ズムを用いることにより、ＩＰトンネル１０１上の各ルータ３００Ａ、３００、３００Ｂ
のトラヒック制御が極めて簡素化する。
【００２６】
図１０の場合は、パケットスケジューラ４０１と、＃１から＃ｎの複数のＲＳＶＰ用（Ｉ
Ｐトンネル用）バッファ４０２と、非ＲＳＶＰ用バッファ４０３とでパケットスケジュー
リングを行う。即ち、隣接する任意のルータ間の帯域は複数のＩＰトンネルの分とそれ以
外（非ＩＰトンネル）の分に区分されるので、ルータ内のバッファスペースも同様に、複
数のＲＳＶＰ用バッファ４０２と、非ＲＳＶＰ用バッファ４０３に分ける。ＩＰトンネル
内ではアプリケーションを特定する必要がないため、各ＲＳＶＰ用バッファ４０２に到着
するパケットは同じトラヒック特性分布を有すると仮定する。そして、各ＲＳＶＰ用バッ
ファ４０２のバッファサイズ及びパケットスケジューラ４０１による各ＲＳＶＰ用バッフ
ァ４０２からのパケット送出頻度を、各ＩＰトンネルに予約した伝送帯域幅の比によって
振り分けることで、アルゴリズムを簡素化する。
【００２７】
なお、非ＲＳＶＰ用バッファ４０３からのパケット送出は、ＲＳＶＰ用バッファ４０２に
パケットが無い場合に行う等、優先度を低くする。
【００２８】
更に、本来ＲＳＶＰを用いた網資源の予約では、網資源を必要とする時にしか予約を行わ
ないものである。しかし、ＩＰトンネル１０１上の各ルータ３００Ａ、３００、３００Ｂ
に予約スケジュール機能を持たせて帯域確保型ＶＰＮの使用時間の管理を行うことにより
、従来のＲＳＶＰを拡張し、日時を指定して伝送帯域幅を予約することができる。
【００２９】
（実施例）
次に、図１～図６を参照して、本発明の実施例を説明する。図１は本発明を適用したネッ
トワークモデルを示す。図２はルータ内部のトラヒック制御の構成例を示し、図３は図２
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の構成におけるトラヒック制御手順を示す。図４はトラヒック制御におけるパケットキュ
ーイングの説明図である。図５と図６はルータにおけるＶＰＮ予約スケジュールの処理手
順（その１、その２）を示す。
【００３０】
図１のネットワークモデルでは、インターネット１００に３個のＬＡＮ２００Ａ、２００
Ｂ、２００ＣがＲＳＶＰをサポートしたルータ３００Ａ、３００Ｂ、３００Ｃを介して接
続されている。インターネット１００のルータ３００もＲＳＶＰをサポートしている。そ
して、各２個のルータ３００Ａと３００Ｂ間、３００Ｂと３００Ｃ間、３００Ｃと３００
Ａ間にそれぞれＩＰトンネル（図では１０１のみ示す）を設定し、ＬＡＮ２００Ａと２０
０Ｂ間のトラヒックは全てＩＰトンネル１０１を通し、ＬＡＮ２００Ｂと２００Ｃ間のト
ラヒックは全て該当するＩＰトンネル（図示省略）を通し、ＬＡＮ２００Ｃと２００Ａ間
のトラヒックも全て該当するＩＰトンネル（図示省略）を通すようにしてある。
【００３１】
このようなＩＰトンネル１０１の設定は、ＩＰトンネル両端のマシン（ＩＰトンネルサー
バ）上にのみＩＰトンネル機能を付加することにより行われる。つまり、ＩＰトンネル一
端のルータ例えば３００Ａが他端のルータ例えば３００Ｂに対してＩＰトンネルの設定を
要求することにより行われる。前述のように、ＩＰトンネル始点（又は終点）によるＩＰ
パケットのカプセル化（又はカプセル解除）はＲＳＶＰによる帯域確保区間（図９の１０
２参照）を含む範囲にて行われれば良いので、ＩＰトンネル機能の付加は伝送帯域の提供
者（例えば通信事業者）が行う場合も考えられ、また、図９（ｂ）に示すように伝送帯域
のユーザがＬＡＮ２００Ａ、２００Ｂ上にＩＰトンネルサーバ２０３で設定する場合もあ
る。
【００３２】
なお、本実施例では、各２個のＬＡＮ２００Ａと２００Ｂ間、２００Ｂと２００Ｃ間、２
００Ｃと２００Ａ間を、従来のＶＰＮと同様、それぞれエンド－エンドでのデータの暗号
化、ユーザ認証及びアクセス制御等のセキュリティを施した上でインターネット１００を
介して接続している。
【００３３】
ルータ内部は、トラヒック制御のために、図２に示す構成としてある。一般に、ルータは
入力側と出力側に複数のインターフェースを持つので、本実施例では、双方２つのインタ
ーフェースを持つものとして説明する。
【００３４】
そこで、ルータ内部には、データ伝送に先立つ網資源予約型プロトコル（ＲＳＶＰ）によ
る帯域確保の過程において、入力側にはＩＰトンネル数（予約数）と同数Ｎ個のＲＳＶＰ
用入力バッファ３０１と、１個の非ＲＳＶＰ用（非予約型パケット用）入力バッファ３０
２が作成される。また、出力側にはＩＰトンネル数（予約数）以上のＬ＋Ｍ個のＲＳＶＰ
用出力バッファ３０３と、各出力インターフェース毎に１個の非ＲＳＶＰ用（非予約型パ
ケット用）出力バッファ３０４が作成される。但し、各バッファ容量は各ＩＰトンネルに
予約した伝送帯域幅に応じて可変であるものとしている。
【００３５】
更に、ルータ内部には、入力用プロセッサ３０５及び各出力インターフェース毎の出力用
プロセッサ３０６に加えて、予約識別用プロセッサ３０７と、これに連携する予約データ
ベース３０８が設けられている。予約データベース３０８には、帯域予約の有無、各予約
内容（送／受信側ＩＰアドレス、Ｐｏｒｔ（ポート）番号、プロトコルＩＤ、予約帯域幅
等）の識別・照合・確認に必要なデータが格納される。図２中、３１１は元のパケット（
ＩＰデータグラム）３０９にＩＰトンネル両端のルータのＩＰアドレス等が記述されたＩ
Ｐヘッダ３１０を付加（カプセル化）したパケットを示す。
【００３６】
ＩＰトンネルに伝送帯域幅を予約するには、基本的には、ＬＡＮ上のホスト或いはサブネ
ットが伝送帯域を必要とする時に、同ホスト或いはサブネットがＲＳＶＰ帯域確保区間の
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一端のルータに伝送帯域確保の要求を通知し、また、ＩＰトンネル上の送／受信側ＩＰア
ドレス、ポート番号、プロトコルＩＤ、予約帯域幅等の予約内容を通知する。同ルータは
ＲＳＶＰによりこれらの通知を次々に途中のルータ及びＩＰトンネル他端のルータに転送
する。各ルータは帯域予約とその内容を予約データベース３０８に格納する。いずれかの
ルータで帯域確保が不可能であれば、ＲＳＶＰは帯域予約の要求を棄却する旨を始点のル
ータに通知する。
【００３７】
次に、図２及び図３、図４を参照して、ルータにおけるトラヒック制御を説明すると、下
記（１）～（５）のようになる。
【００３８】
（１）図３のステップＳ１、Ｓ２のように、各入力インターフェースに到着したパケット
に対し、予約識別用プロセッサ３０７がそれに連携する予約データベース３０８を参照し
て、帯域予約の有無、各予約内容（送／受信側ＩＰアドレス、ポート番号、プロトコルＩ
Ｄ、予約帯域幅等）の識別・照合・確認を行う。
【００３９】
（２）これら帯域予約の有無と各予約内容の識別等の後、予約識別用プロセッサ３０７は
パケットを各々予約したＩＰトンネルに対応する入力バッファへ割り振る（図３のステッ
プＳ３）。
【００４０】
（３）入力プロセッサ３０５はパケット配信処理の際に、優先度の高い入力バッファから
パケットを取り出す（図３のステップＳ４）。具体的には、図４を例に説明すると、下記
▲１▼▲２▼のようになる。
▲１▼今、図４に示すように、ＲＳＶＰ用（帯域予約用）入力バッファ３０１が＃１、＃
２，＃３の３個、非ＲＳＶＰ用（非予約型パケット用）入力バッファ３０２が１個有り、
各ＩＰトンネルの予約帯域幅及び非予約型帯域幅の比がｉ：ｊ：ｋ：ｘであるとする。
▲２▼入力プロセッサ３０５は各帯域幅比に応じた頻度ｆｍ 　 で各入力バッファにアクセ
スして同バッファよりパケットを取り出す。具体的には、ｆｍ 　 ＝ｍ／（ｉ＋ｊ＋ｋ＋ｘ
）で表される頻度である。但し、ｍはｉ、ｊ，ｋ、ｘの何れかである。このようにしてＲ
ＳＶＰ用入力バッファ＃１、＃２，＃３をアクセスした時、取り出すべきパケットがなけ
れば、非ＲＳＶＰ用入力バッファ３０２内のパケットを、若しそこにパケットがあれば取
り出す。
【００４１】
（４）上記入力バッファからのパケット取出処理の後、入力プロセッサ３０５は、パケッ
トを対応する出力バッファへ送る（図３のステップＳ５）。
【００４２】
（５）その後、出力バッファ内のパケットを、各インターフェース毎に用意される出力プ
ロセッサ３０６によって取り出し、ネットワークへ送出する（図３のステップＳ６とＳ７
）。出力プロセッサ３０６が出力バッファ内のパケットを取り出す機能は、入力プロセッ
サ３０５を出力プロセッサ３０６と読み替え、入力バッファ＃１～＃３を出力バッファ＃
１～＃３と読み替えるだけで上記（３）と同様であり、下記▲１▼▲２▼のようになる。
▲１▼今、図４に示すように、ＲＳＶＰ用（帯域予約用）出力バッファ３０３が＃１、＃
２，＃３の３個、非ＲＳＶＰ用（非予約型パケット用）入力バッファ３０４が１個有り、
各ＩＰトンネルの予約帯域幅及び非予約型帯域幅の比がｉ：ｊ：ｋ：ｘであるとする。
▲２▼出力プロセッサ３０６は各帯域幅比に応じた頻度ｆｍ 　 で各出力バッファにアクセ
スして同バッファよりパケットを取り出す。具体的には、ｆｍ 　 ＝ｍ／（ｉ＋ｊ＋ｋ＋ｘ
）で表される頻度である。但し、ｍはｉ、ｊ，ｋ、ｘの何れかである。このようにしてＲ
ＳＶＰ用出力バッファ＃１、＃２，＃３をアクセスした時、取り出すべきパケットがなけ
れば、非ＲＳＶＰ用出力バッファ３０４内のパケットを、若しそこにパケットがあれば取
り出す。
【００４３】
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次に、図５と図６を参照して、ＶＰＮの予約スケジュール機能を説明する。前述の如く、
ＲＳＶＰを用いた網資源予約では、本来、資源を必要とする時にしか伝送帯域の予約がで
きないが、本実施例では、下記（Ｉ）～（Ｖ）の処理により、指定した日時での伝送帯域
の予約を可能にしている。なお、図５のステップＳ２８は図６のステップＳ２９に続く。
【００４４】
（Ｉ）帯域確保型ＶＰＮ使用の事前予約が生じたら（図５のステップＳ２１）、ＲＳＶＰ
（網資源予約型プロトコル）によりＩＰトンネル用の経路を設定可能かどうかを確認する
（図５のステップＳ２２）。設定不可能であれば、事前予約を棄却する（図５のステップ
Ｓ２３、Ｓ２４）。
【００４５】
（ＩＩ）設定可能であれば、そのＩＰトンネル用経路上の全ルータ内の予約データベース
（図２の３０８参照）を参照して、当該日時に要求するだけの伝送帯域幅を確保可能かど
うか確認する（図５のステップＳ２３、Ｓ２５）。確保不可能であれば、事前予約を棄却
する（図５のステップＳ２６、Ｓ２４）。
【００４６】
（ＩＩＩ）確保可能な場合は、ＩＰトンネル用経路上の全ルータ内の予約データベースに
必要な予約情報（日時、予約帯域幅、送／受信側ＩＰアドレス、ポート番号、プロトコル
ＩＤ等）を登録する（図５のステップＳ２６、Ｓ２７）。
【００４７】
（ＩＶ）指定日時になったら、下記▲１▼～▲２▼の処理をして、予約した伝送帯域幅の
提供を開始する（図５のステップＳ２８～図６のステップＳ３１）。
▲１▼一定時間監視した後、予約者からのトラヒックが無いと判断される場合は、その事
前予約を棄却する（図５のステップＳ２８、Ｓ２４）。
▲２▼事前予約されてないトラヒック（スケジュール外トラヒック）による帯域不足が生
じる場合は、そのスケジュール外トラヒックの種別により以下（ａ）（ｂ）の処理でトラ
ヒック抑制を行う（図６のステップＳ２９、Ｓ３０）。
（ａ）スケジュール外トラヒックが非ＲＳＶＰプロトコル（非網資源予約型プロトコル）
の場合は、同トラヒックを全て棄却する。
（ｂ）スケジュール外トラヒックがＲＳＶＰプロトコルの場合は、それの利用者に予約解
除の旨のメッセージを送出し、予約を解除する。
【００４８】
（Ｖ）指定日時が経過したら、予約した伝送帯域幅の提供を終了する（図６のステップＳ
３２）。
【００４９】
【発明の効果】
本発明によれば、インターネットに接続されるルータ間にＩＰトンネルを構成し、このＩ
Ｐトンネル上に網資源予約型プロトコルを起動させることにより同ＩＰトンネルの伝送帯
域幅の予約を行うので、他のトラヒックの影響を避けることができ、従来のＶＰＮよりも
安定したトラヒック特性が得られる。また、網資源予約型プロトコルによる帯域確保がル
ータ間（ＩＰトンネル）にて行われるので、アプリケーション毎の網資源の予約が不要に
なり、ＬＡＮ上の個々のホスト或いはサブネットは網資源予約型プロトコルをサポートし
なくても良い。更に、帯域確保は網資源予約型プロトコルにより行われるので、帯域確保
の設定及び解除が容易である。従って、各ノードのパラメータを手作業で変更する必要が
なく、人的コストが削減できる。また、短期的な帯域需要に対して迅速且つ柔軟に伝送帯
域幅を割り当てることができ、短期間の利用で大容量のデータ伝送が必要とされる場合に
極めて有効である。
【００５０】
また、本発明によれば、ＩＰトンネル上のルータのトラヒック制御として、同ルータ内部
の入力プロセッサ及び出力プロセッサが処理するパケット送出頻度を、各ＩＰトンネルに
予約した伝送帯域幅の比で割り当てることにより、トラヒック制御のアルゴリズムが極め
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て簡素化する。
【００５１】
更に、本発明によれば、ＩＰトンネル上の各ルータに予約スケジュール機能を持たせ、帯
域確保型ＶＰＮの使用時間の管理を行うことにより、網資源予約型プロトコルを用いた予
約では本来網資源を必要とする時にしか予約できないものが、将来の指定した日時での伝
送帯域幅を確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用したネットワークモデルを示す図。
【図２】ルータ内部のトラヒック制御の構成例を示す図。
【図３】図２の構成におけるトラヒック制御手順を示す図。
【図４】トラヒック制御におけるパケットキューイングの説明図。
【図５】ルータにおけるＶＰＮ予約スケジュールの処理手順（その１）を示す図。
【図６】ルータにおけるＶＰＮ予約スケジュールの処理手順（その２）を示す図。
【図７】従来のＲＳＶＰを示す図。
【図８】ＬＡＮのホストがＲＳＶＰをサポートしない場合の従来のＲＳＶＰの欠点を示す
図。
【図９】本発明の原理を示す図。
【図１０】パケットスケジューリングのアルゴリズム簡素化の説明図。
【符号の説明】
１００　インターネット
１０１　ＩＰトンネル
１０２　ＲＳＶＰによる帯域確保区間
２００Ａ、２００Ｂ、２００Ｃ　ＬＡＮ
２０１　ホスト
２０２　アプリケーション
２０３　ＩＰトンネルサーバ
３００Ａ、３００Ｂ、３００Ｃ、３００　ルータ
３０１　ＲＳＶＰ用入力バッファ
３０２　非ＲＳＶＰ用入力バッファ
３０３　ＲＳＶＰ用出力バッファ
３０４　非ＲＳＶＰ用出力バッファ
３０５　入力プロセッサ
３０６　出力プロセッサ
３０７　予約識別用プロセッサ
３０８　予約データベース
３０９　ＩＰデータグラム
３１０　ＩＰヘッダ
４０１　パケットスケジューラ
４０２　ＲＳＶＰ用（ＩＰトンネル用）バッファ
４０３　非ＲＳＶＰ用バッファ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

(10) JP 3591996 B2 2004.11.24



【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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