
JP 4125109 B2 2008.7.30

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　イーサネットフレームとＳＯＮＥＴフレームとを変換可能なインターフェース装置にお
いて、
　該イーサネットフレームの特定ＶＬＡＮ識別子とＳＯＮＥＴフレームの特定ＳＴＳパス
識別子とを対応付けて保持する第１保持部と、
　入力された複数のイーサネットフレームのうちの該第１保持部にて保持された該特定Ｓ
ＴＳパス識別子に対応する特定ＶＬＡＮ識別子と一致するＶＬＡＮ識別子を有するイーサ
ネットフレームを通過させ、前記入力された複数のイーサネットフレームのうちの前記特
定ＳＴＳパス識別子に対応する特定ＶＬＡＮ識別子とは異なるＶＬＡＮ識別子を有するイ
ーサネットフレームを破棄し、前記通過したイーサネットフレームを多重化する多重化部
とをそなえて構成されたことを特徴とする、インターフェース装置。
【請求項２】
　該多重化部は、複数の特定ＳＴＳパス識別子に対応して複数設けられ、
　該イーサネットフレームが、前記複数の多重化部に対してマルチキャストされることを
特徴とする、請求項１に記載のインターフェース装置。
【請求項３】
　イーサネットインターフェース装置とＳＯＮＥＴインターフェース装置とをそなえたＳ
ＯＮＥＴ多重分離装置において、
　該イーサネットインターフェース装置が、
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　該イーサネットフレームの特定ＶＬＡＮ識別子とＳＯＮＥＴフレームの特定ＳＴＳパス
識別子とを対応付けて保持する第１保持部と、
　入力された複数のイーサネットフレームのうちの該第１保持部にて保持された該特定Ｓ
ＴＳパス識別子に対応する特定ＶＬＡＮ識別子と一致するＶＬＡＮ識別子を有するイーサ
ネットフレームを通過させ、前記入力された複数のイーサネットフレームのうちの前記特
定ＳＴＳパス識別子に対応する特定ＶＬＡＮ識別子とは異なるＶＬＡＮ識別子を有するイ
ーサネットフレームを破棄し、前記通過したイーサネットフレームを多重化する多重化部
とをそなえて構成されたことを特徴とする、ＳＯＮＥＴ多重分離装置。
【請求項４】
　イーサネットインターフェース装置とＳＯＮＥＴインターフェース装置とを有するＳＯ
ＮＥＴ多重分離装置を複数そなえた伝送システムにおいて、
　該複数のＳＯＮＥＴ多重分離装置のうちの第１のＳＯＮＥＴ多重分離装置が、
　該イーサネットフレームの特定ＶＬＡＮ識別子とＳＯＮＥＴフレームの特定ＳＴＳパス
識別子とを対応付けて保持する第１保持部と、
　入力された複数のイーサネットフレームのうちの該第１保持部にて保持された該特定Ｓ
ＴＳパス識別子に対応する特定ＶＬＡＮ識別子と一致するＶＬＡＮ識別子を有するイーサ
ネットフレームを通過させ、前記入力された複数のイーサネットフレームのうちの前記特
定ＳＴＳパス識別子に対応する特定ＶＬＡＮ識別子とは異なるＶＬＡＮ識別子を有するイ
ーサネットフレームを破棄し、前記通過したイーサネットフレームを多重化する多重化部
とをそなえるとともに、
　該複数のＳＯＮＥＴ多重分離装置のうちの第２のＳＯＮＥＴ多重分離装置が、該ＳＯＮ
ＥＴフレームの特定ＳＴＳパス識別子とイーサネットフレームの特定ＶＬＡＮ識別子とを
対応付けて保持する第２保持部と、
　該ＳＯＮＥＴフレームに起因するフレームから各イーサネットフレームと該ＳＯＮＥＴ
フレームのＳＴＳパス識別子とを抽出し、抽出した各イーサネットフレームに、該第２保
持部にて保持された該ＳＴＳパス識別子に対応するＶＬＡＮ識別子を付与する分離部とを
そなえて構成されたことを特徴とする、伝送システム。
【請求項５】
　イーサネットフレームとＳＯＮＥＴフレームとを変換可能なインターフェース装置にお
けるフレーム伝送方法であって、
　該インターフェース装置に入力された複数のイーサネットフレームのうちの、該イーサ
ネットフレームの特定ＶＬＡＮ識別子とＳＯＮＥＴフレームの特定ＳＴＳパス識別子とを
対応付けて保持する保持部にて保持された該特定ＳＴＳパス識別子に対応する特定ＶＬＡ
Ｎ識別子と一致するＶＬＡＮ識別子を有するイーサネットフレームを通過させ、
　前記インターフェース装置に入力された複数のイーサネットフレームのうちの前記特定
ＳＴＳパス識別子に対応する特定ＶＬＡＮ識別子とは異なるＶＬＡＮ識別子を有するイー
サネットフレームを破棄し、
　前記通過させたイーサネットフレームを多重化することを特徴とする、フレーム伝送方
法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えばＳＯＮＥＴ（Synchronous Optical Network：同期光伝送ネットワーク
）パスを利用したイーサネット（登録商標）又はEthernet（登録商標）フレームのインタ
ーフェース技術に関し、特に、１個のイーサネットフレームから複数個のＳＯＮＥＴフレ
ームに分岐して１対Ｎのパスで行なうインターフェースに用いて好適な、インターフェー
ス装置，ＳＯＮＥＴ多重分離装置，伝送システムおよびフレーム伝送方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、イーサネットを用いたデータ伝送が爆発的に増加している。特に、ＳＯＮＥＴベー



(3) JP 4125109 B2 2008.7.30

10

20

30

40

50

スの広域イーサネットは、既存のネットワークを利用しているので、この広域イーサネッ
トの利用サービスが広く提供されている。このため、ＳＯＮＥＴのデータトラフィックを
マッピングするイーサネットオーバーＳＯＮＥＴ技術が要請されている。
【０００３】
図８はフレーム伝送システム（伝送システム）の概略的な構成図である。この図８に示す
フレーム伝送システム５００は、例えばパーソナルコンピュータ（パソコン）のクライア
ント端末４３が、遠距離のＬＡＮ（Local Area Network）又は後述するＶＬＡＮ（Virtua
l Local Area Network, Virtual ＬＡＮ，仮想ＬＡＮ）を用いてイーサネットオーバーＳ
ＯＮＥＴ伝送を利用できるようにしたものであって、光ファイバからなるリング伝送路５
０ｆと、各イーサネットインターフェースおよびＳＯＮＥＴインターフェース間をインタ
ーフェースするＳＯＮＥＴ多重分離装置５００ａ～５００ｄと、イーサネット対応のＬＡ
Ｎスイッチ４００ａ～４００ｄとをそなえて構成されている。なお、ＳＯＮＥＴ多重分離
装置は、ＳＯＮＥＴ－ＡＤＭ（同期光伝送ネットワークおよびアドドロップ多重装置 [Sy
nchronous Optical NETwork & Add & Drop Multiplexer]）装置，ＡＤＭ装置，ＡＤＭ又
はＡＤＭノードとも称することがあり、以下、特に断らない限り、単にＡＤＭノードと称
する。
【０００４】
フレーム伝送システム５００の伝送レートは、ＯＣ（Optical Carrier）－４８であって
、このＯＣ－４８は、北米のディジタルハイアラーキとして規定されている複数の伝送レ
ートＯＣ－１，ＯＣ－３等の一つである。また、各伝送レートにおいて、情報データを伝
送するためのコンテナ容量（又は単にコンテナ）が規定されており、図８に示すＡＤＭノ
ード５００ａとＡＤＭノード５００ｂとの間のコンテナ容量は、ＳＴＳ（Synchronous Tr
ansport Signal）－３ｃであり、ＡＤＭノード５００ａとＡＤＭノード５００ｃとの間、
およびＡＤＭノード５００ａとＡＤＭノード５００ｄとの間のコンテナ容量は、それぞれ
、ＳＴＳ－３ｃ×２，ＳＴＳ－１として規定されている。
【０００５】
これにより、サーバ４１から送信されたイーサネットフレームは、ＡＤＭノード５００ａ
にてＳＯＮＥＴフレームに変換され、このＳＯＮＥＴフレームはリング伝送路５０ｆを介
して、ＡＤＭノード５００ｂ～５００ｄのそれぞれに伝送され、そして、各クライアント
端末４３に受信される。
また、フレーム伝送システム５００は、プロテクションのためのＵＰＳＲ（Unidirection
al Path Switched Ring）とを用いている。このＵＰＳＲは、リング伝送路５０ｆの切り
替え方式の一つであって、送信側のＡＤＭノード５００ａ～５００ｄが同一のＳＯＮＥＴ
フレームを、リング伝送路５０ｆの右回りと左回りとの２チャネルで送信し、かつ受信側
のＡＤＭノード５００ａ～５００ｄが受信した２チャネルのうちのいずれか一方を選択す
るためのものである。そして、ＡＤＭノード５００ａ～５００ｄが、受信したＳＯＮＥＴ
フレームに含まれる断または劣化を通知する情報を検出すると、リング伝送路５０ｆに設
定していたパスを切り替える。
【０００６】
次に、各ＡＤＭノード５００ａ～５００ｄは、ＳＯＮＥＴインターフェース部（図示省略
）と、イーサネットインターフェース部とを有する。
図９はＬ２スイッチ使用時のイーサネットオーバーＳＯＮＥＴインターフェース部のブロ
ック図である。この図９に示すイーサネットインターフェース部１３０は、１ギガビット
イーサネットカード（ＧｂＥ：1 Giga Bit Ethernet Card）１０ｅと、この１ギガビット
イーサネットカード１０ｅからのイーサネットフレームとＳＯＮＥＴフレームとを相互変
換する光電気変換部１０ｄと、ＳＯＮＥＴフレームについて、１対Ｎにスイッチングし複
数のＳＯＮＥＴフレームを送信する送信フレーム送信部１３５と、スイッチングしたＮ種
類のＳＯＮＥＴフレームをＳＴＳ－１等のフォーマットを有するタイムスロットにマッピ
ングする第１ＳＴＳインターフェース部１０ａと、タイムスロットから自局宛のＳＯＮＥ
Ｔフレームを選択するセレクタ１０ｃと、選択されたＳＯＮＥＴフレームを複数に分離す
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るフレーム受信部１３６とをそなえて構成されている。
【０００７】
これにより、フレーム送信部１３５において、入力された１個のイーサネットフレームは
、１対Ｎスイッチ部１３１ａにて、Ｎ本のＳＯＮＥＴパスにスイッチングされ、複数の多
重化部１１７にて、カプセル化されて１対Ｎ（ポイントトゥマルチポイント：Point to M
ultipoint）のＳＴＳパスＩＤ（Identification）が付与される。そして、第１ＳＴＳイ
ンターフェース部１０ａにて、複数の多重化部１１７からのＳＯＮＥＴフレームは、ＳＴ
Ｓ－１単位に基づいてリング伝送路５０に出力される。
【０００８】
また、これにより、フレーム受信部１３６のセレクタ１０ｃにおいて、自ＡＤＭノード宛
のタイムスロットが選択され、そのタイムスロットのＳＯＮＥＴフレームが分離され分離
されたＳＯＮＥＴフレームが出力され、そして、その分離されたＳＯＮＥＴフレームのフ
ォーマットが処理される。
また、従来、ＬＡＮスイッチ４００ａ～４００ｄが、サーバ４１又はクライアント端末４
３に対してイーサネットフレームを出力する場合に、各ＬＡＮスイッチ４００ａ～４００
ｄに設けられた１個のイーサネットポートから複数個のイーサネットポートに送信フレー
ムをコピー又は分離するためには、Ｌ２スイッチ（レイヤ２スイッチ）が用いられていた
。
【０００９】
Ｌ２スイッチは、ＯＳＩレイヤでいうデータリンクレイヤ以上の上位レイヤのアプリケー
ションをも扱うものであり、通常のＬ２スイッチが用いられた場合、ＳＴＳパスＩＤの中
に複数のタグをもったＳＯＮＥＴフレームが伝送する。一方、通常のＬＡＮスイッチは、
データリンクレイヤ（Ｌ２：Ｌａｙｅｒ２）よりも下位のレイヤを扱う（狭義のＬＡＮ）
。
【００１０】
このＬ２スイッチはブリッジ機能を有し、ＭＡＣフレームのＭＡＣ（Media Access Contr
ol）アドレス（送信元アドレスＳＡ［Source Address］および送信先アドレスＤＡ［Dest
ination Address］）を用いることにより、Ｌ２スイッチ内部においてアドレス学習とフ
ィルタリングとを行なっている。Ｌ２スイッチは、この学習によりＭＡＣアドレスを読み
出すと、その受信フレームをブリッジ接続している別の送信先へ転送するか否かを判断す
る。Ｌ２スイッチは、そのＭＡＣアドレスが、内部のＭＡＣアドレステーブル（アドレス
一覧表）に登録されているか否かを確認し、登録されていない場合は、受信フレームを同
一のＶＬＡＮに属する装置又は端末にマルチキャストする等を判断する。従って、ＳＯＮ
ＥＴプロトコルを用いて遠距離のＬＡＮが実現され、広域イーサネットが実現できる。
【００１１】
ところで、イーサネットオーバーＳＯＮＥＴにおいては、ＶＬＡＮが用いられることが多
い。ＶＬＡＮおよび通常のＬＡＮは、いずれも、複数のクライアント端末４３が物理的に
接続されている。通常のＬＡＮにおいては、物理的に接続された複数のクライアント端末
４３のアドレスは、Ｌ２スイッチによって認識される。
【００１２】
また、従来、提案された技術のうちの複数のユーザ側装置は、既存のＬＡＮアダプタを使
用して、ＡＴＭネットワークを介して相互接続することが可能となり、ＡＴＭスイッチ構
造を含むネットワーク全体が一つのＶＬＡＮとして機能させるようになっている（例えば
、特許文献１参照）。
特許文献１記載のコンピュータ通信ネットワークは、インターフェース装置によって、Ａ
ＴＭスイッチの内のいくつかをそれぞれＬＡＮインターフェース・アダプタに接続するも
のであり、そのインターフェースは、ＬＡＮフレームを、ＡＴＭネットワークでの伝送用
に適応させる。これにより、ユーザ側の装置は、これらのＬＡＮインターフェース・アダ
プタを介して透過的にワイド・エリア・ネットワークと通信できる。
【００１３】
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【特許文献１】
特表平９－５０７７３１号公報
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、Ｌ２スイッチを用いたイーサネットフレームの送受信は、受信フレームお
よび送信フレームが学習したＭＡＣアドレスを、ルーティングテーブル（図示省略）のテ
ーブルデータとしてＬ２スイッチ内部に記憶する必要がある。そのうえ、Ｌ２スイッチは
、ＭＰＵ（Micro Processing Unit），ＬＳＩ（Large Scale Integration）およびバッフ
ァメモリ等が不可欠であり、また、それらＭＰＵ等の機構が複雑である。従って、Ｌ２ス
イッチは、ハードウェアに課する負荷が大きいという課題がある。
【００１５】
さらに、ＡＤＭノード５００ａ等をサポートする場合、イーサネットフレームのカプセリ
ング時において、予め定義したＶＬＡＮＩＤ（ＶＩＤ）をＳＴＳパスＩＤとして容易に識
別できることが好ましい。加えて、ネットワークにおける各装置の信頼度を向上させるこ
とが望まれている。
本発明は、このような課題に鑑み創案されたもので、ＶＬＡＮを用いたイーサネットオー
バーＳＯＮＥＴ技術において、Ｌ２スイッチのＭＡＣアドレス学習のためのハードウェア
の負荷を低減させ、イーサネットおよびＳＯＮＥＴ間のフレーム伝送を容易にし、さらに
、各装置の信頼度を向上させることを目的とする。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
　このため、本発明のインターフェース装置は、イーサネットフレームとＳＯＮＥＴフレ
ームとを変換可能なインターフェース装置において、イーサネットフレームの特定ＶＬＡ
Ｎ識別子とＳＯＮＥＴフレームの特定ＳＴＳパス識別子とを対応付けて保持する第１保持
部と、入力された複数のイーサネットフレームのうちの第１保持部にて保持された特定Ｓ
ＴＳパス識別子に対応する特定ＶＬＡＮ識別子と一致するＶＬＡＮ識別子を有するイーサ
ネットフレームを通過させ、入力された複数のイーサネットフレームのうちの特定ＳＴＳ
パス識別子に対応する特定ＶＬＡＮ識別子とは異なるＶＬＡＮ識別子を有するイーサネッ
トフレームを破棄し、通過したイーサネットフレームを多重化する多重化部とをそなえて
構成されたことを特徴としている（請求項１）。
【００１７】
　また、多重化部は、複数の特定ＳＴＳパス識別子に対応して複数設けられ、イーサネッ
トフレームが、複数の多重化部に対してマルチキャストされてもよい（請求項２）。
【００１８】
　さらに、本発明のＳＯＮＥＴ多重分離装置は、イーサネットインターフェース装置とＳ
ＯＮＥＴインターフェース装置とをそなえたＳＯＮＥＴ多重分離装置において、イーサネ
ットインターフェース装置が、イーサネットフレームの特定ＶＬＡＮ識別子とＳＯＮＥＴ
フレームの特定ＳＴＳパス識別子とを対応付けて保持する第１保持部と、入力された複数
のイーサネットフレームのうちの第１保持部にて保持された特定ＳＴＳパス識別子に対応
する特定ＶＬＡＮ識別子と一致するＶＬＡＮ識別子を有するイーサネットフレームを通過
させ、入力された複数のイーサネットフレームのうちの特定ＳＴＳパス識別子に対応する
特定ＶＬＡＮ識別子とは異なるＶＬＡＮ識別子を有するイーサネットフレームを破棄し、
通過したイーサネットフレームを多重化する多重化部とをそなえて構成されたことを特徴
としている（請求項３）。
【００１９】
　そして、本発明の伝送システムは、イーサネットインターフェース装置とＳＯＮＥＴイ
ンターフェース装置とを有するＳＯＮＥＴ多重分離装置を複数そなえた伝送システムにお
いて、複数のＳＯＮＥＴ多重分離装置のうちの第１のＳＯＮＥＴ多重分離装置が、イーサ
ネットフレームの特定ＶＬＡＮ識別子とＳＯＮＥＴフレームの特定ＳＴＳパス識別子とを
対応付けて保持する第１保持部と、入力された複数のイーサネットフレームのうちの第１



(6) JP 4125109 B2 2008.7.30

10

20

30

40

50

保持部にて保持された特定ＳＴＳパス識別子に対応する特定ＶＬＡＮ識別子と一致するＶ
ＬＡＮ識別子を有するイーサネットフレームを通過させ、入力された複数のイーサネット
フレームのうちの特定ＳＴＳパス識別子に対応する特定ＶＬＡＮ識別子とは異なるＶＬＡ
Ｎ識別子を有するイーサネットフレームを破棄し、通過したイーサネットフレームを多重
化する多重化部とをそなえるとともに、複数のＳＯＮＥＴ多重分離装置のうちの第２のＳ
ＯＮＥＴ多重分離装置が、ＳＯＮＥＴフレームの特定ＳＴＳパス識別子とイーサネットフ
レームの特定ＶＬＡＮ識別子とを対応付けて保持する第２保持部と、ＳＯＮＥＴフレーム
に起因するフレームから各イーサネットフレームとＳＯＮＥＴフレームのＳＴＳパス識別
子とを抽出し、抽出した各イーサネットフレームに、第２保持部にて保持されたＳＴＳパ
ス識別子に対応するＶＬＡＮ識別子を付与する分離部とをそなえて構成されたことを特徴
としている（請求項４）。
【００２０】
　また、本発明のフレーム伝送方法は、イーサネットフレームとＳＯＮＥＴフレームとを
変換可能なインターフェース装置におけるフレーム伝送方法であって、インターフェース
装置に入力された複数のイーサネットフレームのうちの、イーサネットフレームの特定Ｖ
ＬＡＮ識別子とＳＯＮＥＴフレームの特定ＳＴＳパス識別子とを対応付けて保持する保持
部にて保持された特定ＳＴＳパス識別子に対応する特定ＶＬＡＮ識別子と一致するＶＬＡ
Ｎ識別子を有するイーサネットフレームを通過させ、インターフェース装置に入力された
複数のイーサネットフレームのうちの特定ＳＴＳパス識別子に対応する特定ＶＬＡＮ識別
子とは異なるＶＬＡＮ識別子を有するイーサネットフレームを破棄し、通過させたイーサ
ネットフレームを多重化することを特徴としている（請求項５）。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
（Ａ）本発明の一実施形態の説明
図１は本発明が適用されるフレーム伝送システムの概略的な構成図である。この図１に示
すフレーム伝送システム９９は、イーサネットインターフェース部（イーサネットユニッ
ト，イーサネットインターフェース装置：ＩＦと表示されたもの）１０と、このＳＯＮＥ
Ｔインターフェース部（ＳＯＮＥＴインターフェース装置）１０とを有するＡＤＭノード
（ＳＯＮＥＴ多重分離装置）５０ａ～５０ｄを一例として４台そなえて構成されている。
これらのＡＤＭノード５０ａ～５０ｄのいずれかにおいて入力されたイーサネットフレー
ムは、同期光伝送ネットワークであるＳＯＮＥＴのＳＴＳパスＩＤ（ＳＴＳパス識別子）
を挿入されたＳＯＮＥＴフレームにカプセル化される。そして、ＳＯＮＥＴフレームは、
超高速伝送する光ファイバを介して、他のＡＤＭノード５０ａ～５０ｄのいずれかに伝送
（１対１伝送）され、又は他のＡＤＭノード５０ａ～５０ｄのうちの自ＡＤＭノード以外
のいずれかの複数のＡＤＭノードに伝送（１対Ｎ伝送）され、これにより、広域イーサネ
ットが形成されている。
【００２２】
このフレーム伝送システム９９は、ＳＯＮＥＴフレームを伝送するリング伝送路５０ｆと
、リング伝送路５０ｆに設けられたＡＤＭノード５０ａ～５０ｄと、ＡＤＭノード５０ａ
～５０ｄのそれぞれに接続されたＬＡＮスイッチ４２ａ～４２ｄと、ＬＡＮスイッチ４２
ａに接続されたサーバ４１と、ＬＡＮスイッチ４２ｂ～４２ｄに接続されたクライアント
端末４３と、ＡＤＭノード５０ａ～５０ｄに接続されたネットワーク制御装置９９ａとを
そなえて構成されている。
【００２３】
（１）サーバ４１，クライアント端末４３
サーバ４１の一例は、多数のファイルを保持するものであり、多数のファイルは、それぞ
れ、ＶＬＡＮを用いて仮想的に分割された複数のグループ毎に共有されるようになってい
る。さらに、クライアント端末４３は、例えば、フレームの送受信機能を有するパソコン
，ワークステーション又は無線回線（図示省略）を介して接続された携帯端末等である。
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【００２４】
サーバ４１およびクライアント端末４３は、いずれも、送信するイーサネットフレームに
、ＶＬＡＮＩＤと、送信元アドレス（Source Address：ＳＡ），送信先アドレス（Destin
ation Address：ＤＡ）と、情報データとを挿入する機能を有する。
（２）ＬＡＮスイッチ４２ａ～４２ｄ
（２－１）ＬＡＮスイッチ４２ａおよびＬＡＮスイッチ４２ｂ～４２ｄの機能ＬＡＮスイ
ッチ４２ａは、イーサネットフレームの入出力側の両方向に複数のポートを設け、サーバ
４１又はＡＤＭノード５０ａからのイーサネットフレームを、それぞれ、ＡＤＭノード５
０ａ又はサーバ４１に対して、スイッチ（ブリッジ）する（以下、ブリッジ機能と称する
。）。また、ＬＡＮスイッチ４２ａは、サーバ４１からのイーサネットフレームに、各Ａ
ＤＭノード５０ｂ～５０ｄを識別するＶＬＡＮＩＤ（例えば１～３）を挿入して出力する
。
【００２５】
ここで、ＡＤＭノード５０ａへのブリッジ機能は、サーバ４１からの１個のイーサネット
フレームをコピーしてＮ個（図１に示す例はＮが３の場合である。）のイーサネットフレ
ームを生成し、Ｎ個のイーサネットフレームをＡＤＭノード５０ａに出力する。また、サ
ーバ４１へのブリッジ機能は、ＡＤＭノード５０ａからのＮ個のイーサネットフレームを
多重化して出力することを意味する。このＮ個のイーサネットフレームの多重とは、以下
、特に断らない限り、ＶＬＡＮＩＤ＝１，２，…，Ｎのそれぞれを有するＮ種類のイーサ
ネットフレームを、例えば１カ所のポートに出力することを意味する。
【００２６】
また、ＬＡＮスイッチ４２ｂ～４２ｄは、いずれも、イーサネットフレームの入出力側の
両方向に複数のポートを設け、複数のクライアント端末４３からの１個のイーサネットフ
レームをＮ個のイーサネットフレームにコピーしそのＮ個のイーサネットフレームをＡＤ
Ｍノード５０ｂ～５０ｄに出力する機能を有するとともに、ＡＤＭノード５０ｂ～５０ｄ
からのＮ個のイーサネットフレームを多重化して１又は複数のクライアント端末４３に出
力する。
【００２７】
これにより、サーバ４１が、例えば３個のイーサネットフレーム（図１参照）をＬＡＮス
イッチ４２ａに出力する。出力された３個のイーサネットフレームは、それぞれ、データ
Ａ，Ｂ，Ｃと３種類のＶＬＡＮＩＤとを含む。ここで、各データＡ，Ｂ，ＣがＡＤＭノー
ド５０ｂ～５０ｄ宛の場合、ＡＤＭノード５０ａは、ＡＤＭノード５０ｂとの間において
、予め割り当てられたＳＴＳパスＩＤを含むデータＡを送信する。そして、ＡＤＭノード
５０ｂは、ＳＯＮＥＴフレームのうちの前記ＳＴＳパスＩＤを有するものを受信すると、
ＳＴＳパスＩＤを削除して、データＡをクライアント端末４３に転送する。なお、データ
Ｂ，Ｃについても、データＡの転送方法と同一である。
【００２８】
（２－２）ＬＡＮスイッチ４２ａ～４２ｄのフレーム送信部
図２は本発明の一実施形態に係るＬＡＮスイッチ４２ａのフレーム送信部の要部を示す図
であって、この図２に示すフレーム送信部４４は、サーバ４１からのイーサネットフレー
ムを送信するものであって、例えば４個の入力イーサネットポート（以下、入力ポートと
称する。）１１０と、パケットバッファ（イーサネットフレームバッファ）１１１と、４
個の出力バッファ１１４と、４個の出力イーサネットポート（以下、出力ポートと称する
。）１１５と、ヘッダＦＩＦＯバッファ（Header First-In-First-Out buffer）１１１ｂ
と、ネットワークプロセッサ（Network Processor）１１２と、ルーティングテーブル１
１３とをそなえて構成されている。そして、入力ポート１１０，パケットバッファ１１１
，出力バッファ１１４，出力ポート１１５が１本の送信ラインを形成しており、また、４
本の送信ラインは、ネットワークプロセッサ１１２およびルーティングテーブル１１３を
共有している。
【００２９】
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ここで、入力ポート１１０は、例えばサーバ４１又はクライアント端末４３等の複数の方
路から、イーサネットフレームを入力されるものであり、パケットバッファ１１１はイー
サネットフレームを一時的に保持するものであり、出力バッファ１１４は、出力フォーマ
ットのイーサネットフレームを保持するものである。これらのパケットバッファ１１１，
出力バッファ１１４が設けられることにより、後段の処理においてタイミングが調整され
る。
【００３０】
さらに、出力ポート１１５は、出力バッファ１１４に保持されたイーサネットフレームを
出力するものである。また、ヘッダＦＩＦＯバッファ１１１ｂは先入れ先出し方式により
イーサネットフレームのヘッダを保持又は出力するものである。ルーティングテーブル１
１３はルーティング経路等のルーティング情報を保持し、過去のルーティング結果を学習
する学習テーブルとして機能している。ネットワークプロセッサ１１２は、ヘッダＦＩＦ
Ｏバッファ１１１ｂに保持された各ヘッダ領域に、ルーティングテーブル１１３にて学習
されたルーティング経路を選択し、その選択したルーティング経路等のルーティング情報
を書き込むものである。
【００３１】
図２に示すフレーム送信部４４におけるスイッチング方法をさらに詳述する。
ヘッダとＶＬＡＮＩＤとデータとを有するイーサネットフレームが、入力ポート１１０か
ら入力されると、ヘッダはヘッダＦＩＦＯバッファ１１１ｂに書き込まれ、また、ＶＬＡ
ＮＩＤおよびデータは、いずれも、パケットバッファ１１１に書き込まれる。そして、ネ
ットワークプロセッサ１１２は、パケットバッファ１１１に保持されたＶＬＡＮＩＤと、
ヘッダＦＩＦＯバッファ１１１ｂの先頭のヘッダに含まれる送信先アドレスとを読み出し
て、４個の出力ポート１１５に振り分ける。これにより、１対４のスイッチング（以下、
単にスイッチングと称する。）が行なわれる。
【００３２】
なお、ＬＡＮスイッチ４２ｂ～４２ｄのフレーム送信部４４も、ＬＡＮスイッチ４２ａの
フレーム送信部４４と同一構成なので、重複した説明を省略する。
（２－３）ＬＡＮスイッチ４２ａ～４２ｄのフレーム受信部４５
図３は本発明の一実施形態に係るＬＡＮスイッチ４２ａのフレーム受信部４５の要部を示
す図である。この図３に示すフレーム受信部４５は、ＡＤＭノード５０ａ（図１参照）か
らのイーサネットフレームを受信する４個の入力ポート１２０と、データおよびＶＬＡＮ
ＩＤを含む受信したイーサネットフレームを一時的に保持する４個の入力バッファ１２１
と、４個の入力バッファ１２１に保持されたイーサネットフレームについてヘッダ処理さ
れたパケットを保持する４個のパケットバッファ１２５と、４個のパケットバッファ１２
５に保持されたパケットを出力する４個の方路出力ポート（出力ポート）１２６と、ヘッ
ダを保持するヘッダＦＩＦＯバッファ１２２とをそなえて構成されている。
【００３３】
また、入力ポート１２０と、入力バッファ１２１と、パケットバッファ１２５と、方路出
力ポート１２６とが１本の受信ラインとして機能しており、また、４本の受信ラインは、
ヘッダＦＩＦＯバッファ１２２，ネットワークプロセッサ１１２およびルーティングテー
ブル１１３をともに共有している。
なお、これら以外のもので上述したものと同一符号のものは同一のものを表す。また、Ｌ
ＡＮスイッチ４２ｂ～４２ｄも、ＬＡＮスイッチ４２ａと同一構成であるので、重複した
説明を省略する。
【００３４】
これにより、各入力ポート１２０からのイーサネットフレームは、それぞれ、入力バッフ
ァ１２１に書き込まれ、また、各イーサネットフレームのヘッダは、ヘッダＦＩＦＯバッ
ファ１２２に書き込まれる。さらに、ネットワークプロセッサ１１２は、入力バッファ１
２１およびヘッダＦＩＦＯバッファ１２２から、ＶＬＡＮＩＤおよびヘッダを読み出し、
ルーティングテーブル１１３を参照して、フレームを出力すべき方路出力ポート１２６を
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選択する。そして、ネットワークプロセッサ１１２は、ＶＬＡＮＩＤ，ヘッダおよびデー
タからなるフレームをパケットバッファ１２５にて生成してその生成したパケットを、そ
の転送方路に基づいて方路出力ポート１２６から出力する。
【００３５】
そして、これにより、例えばＡＤＭノード５０ａにおいてアド（Ａｄｄ）されたサーバ４
１からのイーサネットフレームは、例えばＡＤＭノード５０ｂに伝送され、ＡＤＭノード
５０ｂにて、伝送されたＳＯＮＥＴフレームがデカプセル化されて、方路出力ポート１２
６から出力されるのである。
このようにして、ＡＤＭノード５０ｂにおいては、受信したイーサネットフレームが透過
的に処理されて、３方向の方路出力ポート１２６に分岐され、広域のＶＬＡＮが実現され
る。
【００３６】
（３）ＶＬＡＮの概略的な説明
（３－１）ＶＬＡＮの一例
ＶＬＡＮは、ネットワークに接続されたクライアント端末４３を、そのクライアント端末
４３の物理的な接続，構成等に関係なく仮想的な複数のグループのうちのいずれかのグル
ープに属するようにグループ化したものである。また、複数のグループ毎にファイルが共
有される。このグループ化の方法は、予め管理者が、各クライアント端末４３について、
第１グループ，第２グループ，…，第Ｎグループのいずれかのグループに所属するように
設定することにより行なう。従って、グループ化は、論理的な設定によって実現される。
【００３７】
図４はＶＬＡＮの一例を説明するための図である。この図４に示すＶＬＡＮ４９は、例え
ば企業等のネットワークであって、本社のグループ（ネットワーク）５３と、支社Ａのグ
ループ（ネットワーク）５１と支社Ｂのグループ（ネットワーク）５２とをそなえて構成
されている。
このグループ５３は、ＶＬＡＮをサポートするＬＡＮスイッチ５４，営業部のクライアン
ト端末５３ａ，５３ｂ，研究部のクライアント端末５３ｃと、営業部又は研究部に属さな
いクライアント端末５３ｄとを有する。また、グループ５１は、ＶＬＡＮをサポートする
ＬＡＮスイッチ５６，営業部のクライアント端末５１ａ，研究部のクライアント端末５１
ｂ，５１ｃを有する。さらに、グループ５２は、ＶＬＡＮをサポートするＬＡＮスイッチ
５６，営業部のクライアント端末５２ａ，５２ｂおよび研究部のクライアント端末５２ｃ
を有する。なお、ＬＡＮスイッチ５４，５５，５６は、それぞれ、ＬＡＮスイッチ４２ａ
～４２ｄと同一機能を有する。各クライアント端末５３ａ，５３ｂ，５３ｃ，５３ｄおよ
び５１ａ，５１ｂ，５１ｃおよび５２ａ，５２ｂ，５２ｃは、いずれも、クライアント端
末４３と同一機能を有する。
【００３８】
ここで、ＬＡＮスイッチ５４，５５および５６が、通常のスイッチ機能を発揮する場合、
ＬＡＮスイッチ５４は、各クライアント端末５３ａ～５３ｄ，５１ａ～５１ｃおよび５２
ａ～５２ｃを、全て同一ネットワークに属すると認識し、また、各クライアント端末５３
ａ～５３ｄ，５１ａ～５１ｃおよび５２ａ～５２ｃは相互に通信可能である。このため、
管理者は、クライアント端末５３ａ，５３ｂ，５１ａおよび５２ａを営業グループに設定
し、クライアント端末５３ｄ，５１ｂ，５１ｃおよび５２ｃを研究グループに設定する。
【００３９】
これにより、営業グループに属するクライアント端末５３ａ，５３ｂ，５１ａおよび５２
ａは相互に通信でき、また、これらのクライアント端末４３から送信されたブロードキャ
ストフレームはクライアント端末５３ａ，５３ｂ，５１ａおよび５２ａのみにブロードキ
ャストされる。研究グループに属する５３ｄ，５１ｂ，５１ｃおよび５２ｃも相互に通信
でき、また、これらのクライアント端末４３から送信されたブロードキャストフレームは
クライアント端末５３ｄ，５１ｂ，５１ｃおよび５２ｃのみにブロードキャストされる。
【００４０】
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図１に示すクライアント端末４３についても、管理者による設定によって予めグループ化
され、グループ内の相互通信およびブロードキャストが実現される。
これに対して、クライアント端末５３ａ～５３ｄと、クライアント端末５１ａ～５１ｃと
，クライアント端末５２ｂ，５２ｃとにおける通信はレイヤ３機能を有するルータ（図示
省略）を介さなければならない。この理由は、ＶＬＡＮのグループ化は、レイヤ２のＭＡ
Ｃフレームが送受信可能な範囲において行なわれているからである。
【００４１】
従って、図４に示すＶＬＡＮ４９およびフレーム伝送システム９９（図１参照）は、グル
ープ化によって、ブロードキャストフレームを物理的に接続されたクライアント端末５３
ａ～５３ｄ，５１ａ～５１ｃ，５２ａ～５２ｃ（以下、クライアント端末５３ａ等と称す
る。）およびクライアント端末４３に対する中継が不要となり、特定のグループのみに中
継することが可能となる。これにより、ネットワークの負荷が軽減され、セキュリティが
向上する。
【００４２】
（３－２）１対１接続および１対Ｎ接続
また、図４に示すクライアント端末５３ａ等とＬＡＮスイッチ５４～５６との間が１対１
接続の場合、管理者は、ＬＡＮスイッチ５４～５６のポートにＶＬＡＮＩＤを割り当てる
必要はない。つまり、各クライアント端末５３ａ等に入力するイーサネットフレームのＶ
ＬＡＮＩＤは同一（同一種類）であり、この場合、タグも不要である。
【００４３】
一方、ＬＡＮスイッチ５４～５６と、クライアント端末５３ａ等との間が１対Ｎ接続の場
合、ＬＡＮスイッチ５４は、ＬＡＮスイッチ５５，５６の双方と接続され、かつＬＡＮス
イッチ５５は、グループ５１、５３および５２に接続されている。このため、ＬＡＮスイ
ッチ５４のポート２～４において送受信されるイーサネットフレームは、クライアント端
末５３ｄ、クライアント端末５１ａおよびクライアント端末５２ａの３種類のＶＬＡＮＩ
Ｄを有する。従って、ＬＡＮスイッチ５４のポート２～４は、いずれも、ポート５および
ＬＡＮスイッチ５５を介して、ＶＬＡＮＩＤの異なる３種類のイーサネットフレームが流
入される。この場合、ＬＡＮスイッチ５４は、３種類のＶＬＡＮＩＤを有するイーサネッ
トフレームを多重化し、その多重化したイーサネットフレームをポート２からクライアン
ト端末５３ａに対して出力する。そして、クライアント端末５３ａは、３種類のＶＬＡＮ
ＩＤが多重化されたイーサネットフレームから、各ＶＬＡＮＩＤを分離するのである。
【００４４】
これらの１対１接続および１対Ｎ接続は、図１に示すフレーム伝送システム９９において
も同様である。
このように、グループ化は、１台のスイッチングハブを用いた場合に限られずに、複数の
スイッチングハブに属するポートをも用いることができ、また、図４に示すポート３のよ
うに複数のグループに属するように重複設定可能である。
【００４５】
（３－３）ポート方式を用いたＶＬＡＮＩＤの割り当て
個々のイーサネットフレームおよびＶＬＡＮＩＤの割り当てルールは種々のものが知られ
ている。このＶＬＡＮＩＤの割り当てルールの一つが、ＬＡＮスイッチのポート毎に一つ
のＶＬＡＮＩＤを管理者が付与する方法（ポート方法）である。
【００４６】
図４において、ＬＡＮスイッチ５４のポート番号２、３、４を有するポートは、それぞれ
、グループ５３に属するクライアント端末５３ａ、５３ｂおよび５３ｃに接続されており
、また、ポート番号５、６を有するポートは、それぞれ、ＬＡＮスイッチ５５、ＬＡＮス
イッチ５６に接続されている。管理者は、例えばポート数６のＬＡＮスイッチ５４につい
て、ポート１をグループ５２に割り当てし、また、ポート２，３をグループ５３に、ポー
ト５，６を、それぞれ、ＬＡＮスイッチ５５，５６に割り当てる。すなわち、管理者は、
ポートを単位としてグループを形成する。
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【００４７】
これにより、管理者が、それぞれ、ＶＬＡＮをサポートする設定に変更した場合、ＬＡＮ
スイッチ５４～５６によって、設定によるＶＬＡＮグループが形成され、サーバおよびフ
ァイルを共有できる。
このように、ＶＬＡＮ４９は、物理的には単一ネットワークのようにみえるが、実際は仮
想的に３種類の独立ネットワークからなる。
【００４８】
（４）ＡＤＭノード５０ａ～５０ｄ
ＡＤＭノード５０ａ～５０ｄ（図１参照）は、ＳＯＮＥＴを適用されたＳＯＮＥＴ多重伝
送装置であって、高速かつ大容量のデータを送受信でき、ＡＴＭ（非同期転送モード）交
換と、ＡＴＭ多重と、低速データの多重とが、それぞれ、同一のＡＤＭノード５０ａ～５
０ｄを用いて可能である。さらに、各ＡＤＭノード５０ａ～５０ｄは、ＳＯＮＥＴパスの
帯域切り替えが可能であり、複数の回線インターフェースをサポートできる。
【００４９】
（５）ＳＯＮＥＴパスとＳＴＳパスＩＤとの設定
ＳＯＮＥＴパスの設定は、管理者がＡＤＭノード５０ａ～５０ｄのうちの１台（例えば、
ＡＤＭノード５０ａ）に対して、手動によりまたはソフトウェアを用いて行なわれる。
具体的には、管理者は、ネットワーク制御装置９９ａ（図１参照）を介して、ＡＤＭノー
ド５０ａのＳＯＮＥＴパスを設定し、これにより、ＡＤＭノード５０ａのスイッチファブ
リック（ＳＯＮＥＴインターフェース装置，ＳＴＳ－ＳＦ又はＳＴＳスイッチとも称する
。）１２に対して、例えばタイムスロットの順番に関する情報を通知する。ここで、ネッ
トワーク制御装置９９ａは、フレーム伝送システム９９の回線管理および障害監視および
各種の制御を行なうものである。
【００５０】
また、ＳＴＳパスＩＤの設定は、ＳＯＮＥＴパスの設定の一部として、管理者による手動
またはソフトウェアを用いて自動的に行なわれる。この設定されたＳＴＳパスＩＤは、Ａ
ＤＭノード５０ａ内部の制御インターフェース部９９ｂにて受信され、ＡＤＭノード５０
ａ内部の各要素のＬＳＩのレジスタ等（例えば、後述するレジスタ１１ａ，１１ｂ）に書
き込まれる。
【００５１】
（６）ＡＤＭノード５０ａ～５０ｄの構成
図５は本発明の一実施形態に係るＡＤＭノード５０ａ～５０ｄのブロック図である。この
図５に示すＡＤＭノード５０ａ～５０ｄは、いずれも、一例として２０台（＃１～＃２０
）のイーサネットインターフェース部１０と、制御インターフェース部９９ｂと、制御部
１１と、複数のスイッチファブリック（ＳＴＳ－ＳＦ）１２とをそなえて構成されている
。
【００５２】
ここで、イーサネットインターフェース部１０の機能は、例えばインターフェースカード
により実現され、ラインインターフェースカード＃１～＃１０と、トリビュータリインタ
ーフェースカード＃１１～＃２０とからなる。そして、各ラインインターフェースカード
＃１～＃１０と、トリビュータリインターフェースカード＃１１～＃２０との間を、これ
らのインターフェースカードの帯域に応じた数のＳＴＳ－１フレームが伝送し、これによ
り、スイッチファブリック１２を介して、ＳＴＳ－１単位で接続されるようになっている
。
【００５３】
制御インターフェース部９９ｂは、ネットワーク制御装置９９ａからのＶＬＡＮＩＤを受
信するものである。
また、制御部１１は、ラインインターフェースカード＃１～＃１０およびトリビュータリ
インターフェースカード＃１１～＃２０のそれぞれと接続され各インターフェースカード
＃１～＃２０の動作を制御し、制御インターフェース部９９ｂからのＶＬＡＮＩＤを保持
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可能なものであって、レジスタ（第１保持部）１１ａ，レジスタ（第２保持部）１１ｂを
有する。
【００５４】
そして、複数のスイッチファブリック１２は、それぞれ、入力されたイーサネットフレー
ムをＳＯＮＥＴフレームに多重するとともに、ＳＯＮＥＴフレームからイーサネットフレ
ームを分離するものであり、ＳＴＳ－１単位に応じて設けられている。これらのスイッチ
ファブリック１２は、それぞれ、ラインスイッチ１３ａ，１３ｂと、スイッチ部（ＢＬＳ
Ｒスイッチ＆ブリッジ）１４と、タイムスロットインターチェンジ（ＴＳＩ）１５とをそ
なえて構成されている。
【００５５】
ここで、ラインスイッチ１３ａ，１３ｂは、それぞれ、各インターフェースカード＃１～
＃２０から出力されたイーサネットフレーム（電気フレーム）をＳＯＮＥＴフレーム（光
フレーム）に変換するものであって、例えばインターフェースカードによりこの機能は実
現される。これにより、イーサネットインターフェースカード＃１～＃２０のイーサネッ
トフレームが、ラインスイッチ１３ａ，１３ｂのインターフェースカード（例えばＯＣ－
４８ユニット）を経由してＳＯＮＥＴのリング伝送路５０ｆに乗り替えられる。
【００５６】
また、スイッチ部１４は、ラインスイッチ１３ａ，１３ｂから入力されたＳＯＮＥＴフレ
ームを、ＢＬＳＲ（Bidirectional Line Switch Ring：双方向回線交換リング）のスイッ
チング方式に基づいてスイッチするものである。リング伝送路５０ｆは、ＡＤＭノード５
０ａ～５０ｄの間をそれぞれ現用光ファイバと予備用光ファイバとを用いて接続し、スイ
ッチ部１４は、これらの光ファイバが切断等したときにＳＯＮＥＴフレームの伝送方向を
切り替えるのである。具体的には、スイッチ部１４は、現用および予備用の切り替え、伝
送方向の変更（例えば、左廻りから右廻りに変更）等を実施して、ＳＯＮＥＴフレームを
破棄せずに、確実に伝送するために回線切り替えを行なう。
【００５７】
また、タイムスロットインターチェンジ１５は、スイッチ部１４にてスイッチされたＳＯ
ＮＥＴフレームをリング伝送路５０ｆにアドするものである。具体的には、タイムスロッ
トインターチェンジ１５は、入力フレーム列に含まれる例えば１５個のタイムスロット１
～１５のうちの２個のタイムスロット４，１２の順番（フレーム列の先頭からの相対的な
位置）を入れ替えて、そのタイムスロットの順番４，１２を入れ替えた後のフレーム列を
出力フレーム列として出力する。スイッチ部（ＳＴＳ－ＳＷ）として機能している。また
、タイムスロットインーチェンジ１５は、二重化されており、イーサネットインターフェ
ース部１０以外の装置等（例えばＳＯＮＥＴのＯＣ－３インターフェース部）においても
同様の構成である。
【００５８】
また、レジスタ１１ａは、イーサネットフレームの特定ＶＬＡＮＩＤ（予め設定された特
定のＶＬＡＮＩＤ）とＳＯＮＥＴフレームの特定ＳＴＳパスＩＤ（予め設定された特定の
ＳＴＳパスＩＤ）とを対応付けて保持するものであり、このレジスタ１１ａに保持された
特定のＶＬＡＮＩＤは、以下に述べるイーサネットインターフェース部１０の振り分け処
理部２０によって参照されるようになっている。そして、レジスタ１１ｂは、ＳＯＮＥＴ
フレームの特定ＳＴＳパスＩＤとイーサネットフレームの特定ＶＬＡＮＩＤとを対応付け
て保持するものである。以下、レジスタ１１ａ，１１ｂの保持内容は、同一のものとして
説明する。
【００５９】
次に、イーサネットインターフェース部１０の構成について図６等を用いて詳述する。
（７）イーサネットインターフェース部１０の構成
図６は本発明の一実施形態に係るイーサネットインターフェース部１０のブロック図であ
る。この図６に示すイーサネットインターフェース部１０は、通常のイーサネットとＳＯ
ＮＥＴパスとの１対Ｎ（ポイントトゥマルチポイント：Point to Multipoint）変換をす
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るものであって、１ギガビットイーサネットカード１０ｅと、光電気変換部１０ｄと、振
り分け処理部２０と、第１ＳＴＳインターフェース部（ＳＴＳＩＮＦ－Ｒ）１０ａと、第
２ＳＴＳインターフェース部（ＳＴＳＩＮＦ－Ｔ）１０ｂと、イーサネットインターフェ
ース多重化部３０と、セレクタ１０ｃとをそなえて構成されている。
【００６０】
ここで、第１ＳＴＳインターフェース部１０ａは、例えばＳＴＳ－ｃ（１５０Ｍｂｐｓ）
，ＳＴＳ－１２ｃ（６００Ｍｂｐｓ）等のフレーム形式を有するイーサネットフレームを
ＳＴＳ－１等のＳＴＳフレームのペイロードにマッピングするものであり、複数のＳＴＳ
フレーム変換回路（図示省略）を有する。これらのＳＴＳフレーム変換回路と複数のスイ
ッチファブリック１２（図５参照）との間における転送容量は、物理的には２．５Ｇｂｐ
ｓ（２４８８．３２Ｍｂｐｓ）であり、オーバーヘッドを除いたペイロード部分について
は２．４Ｇｂｐｓである（ＯＣ－４８分に相当する。）。
【００６１】
ここで、ＳＴＳ－1は、物理的には４８本分のパスを有するが、ＳＴＳ－1を３本用いて、
ＳＴＳ－３ｃ（ＳＴＳ－１×３コンカチネーション［連結］）として用いることもできる
。また、ＳＴＳ－1は、５２Ｍｂｐｓに相当し、ＳＴＳ－３ｃは１５６Ｍｂｐｓに相当す
る。
そして、第１ＳＴＳインターフェース部１０ａは、ＶＬＡＮＩＤに応じて、フレーム宛先
を分離し、分離した例えば３方路のそれぞれについて、ＳＴＳ－1またはＳＴＳ－３ｃ，
ＳＴＳ－１２ｃ等のＳＴＳフレームのペイロードにイーサネットフレームをマッピングす
る。
【００６２】
これにより、図５に示すスイッチ部（ＳＴＳ－ＳＷ）１５と、イーサネットインターフェ
ース部１０との間は、例えば３本のＳＴＳパスが割り当てられるのである。そして、スイ
ッチファブリック（ＳＴＳ－ＳＦ）１２は、リング伝送路５０ｆに各イーサネットインタ
ーフェース部１０のＳＴＳパスを多重してアド（Ａｄｄ）する。
【００６３】
一方、各ＡＤＭノード５０ａ～５０ｄ（図１参照）において、リング伝送路５０ｆからの
自局宛のＳＯＮＥＴフレームはセレクタ１０ｃにて選択され、その選択されたＳＯＮＥＴ
フレームは、第２ＳＴＳインターフェース部１０ｂにてドロップされ、ドロップされたＳ
ＯＮＥＴフレームがイーサネットインターフェース多重化部３０に入力される。
【００６４】
また、１ギガビットイーサネットカード１０ｅ（図６参照）は、イーサネットフレームを
送受信するインターフェースカードであり、光電気変換部１０ｄは、本実施形態において
は、例えばギガビットイーサネットを用いており、１０００Ｂａｓｅ－ＳＸ又は１０００
Ｂａｓｅ－ＬＸ等の光インターフェースである。なお、電気の１０００Ｂａｓｅ－Ｔ等を
用いることもできる。
【００６５】
（７－１）イーサネットインターフェース部１０の振り分け処理部２０の構成
振り分け処理部２０は、光電気変換部１０ｄからのイーサネットフレームをカプセル化す
るものであって、入力された複数のイーサネットフレームの物理レイヤについて終端する
第１物理終端部２０ａと、第１物理終端部２０ａにて終端されたイーサネットフレームの
ＭＡＣレイヤについて終端する第１フレーム終端部２０ｂと、入力された複数のイーサネ
ットフレームのＶＬＡＮＩＤのうちのレジスタ１１ａにて保持された特定ＳＴＳパスＩＤ
に対応する特定ＶＬＡＮＩＤを有するイーサネットフレームを多重化する複数の多重化部
１７と、イーサネットフレームの伝送が切断されたことを検出する断検出部１９ａとをそ
なえて構成されている。
【００６６】
多重化部１７についてさらに詳述する。
複数の多重化部１７は、それぞれ、ＳＴＳパスＩＤに対応して設けられ、フィルタリング
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部１７ａと、バッファ１７ｂと、カプセル化部１７ｃと、ＩＤ挿入部（ＩＤ－ＩＮＳ）１
７ｄと、フラグ挿入部（ＩＤ－ＩＮＳ）１７ｅとをそなえて構成されている。ここで、フ
ィルタリング部１７ａは、複数のイーサネットフレームのうちの特定ＶＬＡＮＩＤを有す
るイーサネットフレームを通過させるものであり、このフィルタリング機能は、例えばＬ
ＳＩ等のハードウェアにより実現される。また、バッファ１７ｂは、フィルタリング部１
７ａを通過したイーサネットフレームを一時的に保持するものである。
【００６７】
さらに、カプセル化部１７ｃは、フィルタリング部１７ａを通過したイーサネットフレー
ム（ＭＡＣフレーム）に含まれる情報データをカプセル化するものである。すなわち、Ｍ
ＡＣフレームに含まれる実体的な情報データが抽出されるのである。
（７－２）イーサネットフレームのフォーマット
ＩＤ挿入部１７ｄによるＶＬＡＮＩＤの挿入は、このＶＬＡＮＩＤを含むイーサネットフ
レームを送信する側によって行なわれる。例えば図４において、ＬＡＮスイッチ４２ａが
サーバ４１に送信するイーサネットフレームについて、ＬＡＮスイッチ４２ａがＶＬＡＮ
ＩＤを挿入し、また、サーバ４１がＬＡＮスイッチ４２ａに送信するイーサネットフレー
ムについては、サーバ４１がＶＬＡＮＩＤ（VLAN Protocol IDentifier）を挿入する。
【００６８】
図７（ａ）は本発明の一実施形態に係るイーサネットフレームのフォーマットを示す図で
あり、この図７（ａ）に示すイーサネットのＭＡＣフレームは、実体データ領域にＶＬＡ
ＮＩＤが書き込まれる。また、ＶＬＡＮＩＤとともに、送信先アドレス（Destination Ad
dress），送信元アドレス（Source Address）とを有し、これにより、コネクション概念
のないＭＡＣフレームに、仮想的なパス概念が導入される。さらに、ＡＤＭノード５０ａ
～５０ｄは、コネクション型サービスを提供でき、コネクション毎にセキュリティが確保
される。
【００６９】
なお、ＶＬＡＮＩＤ等のほかに、このイーサネットフレームには、プリアンブル（Preamb
le），フレーム開始（Start of Frame Delimiter），タグ制御情報（Tag Control Info）
，長さ又はタイプ（Length又はType），ＭＡＣクライアントデータ（MAC Client Data）
，パッド領域（PAD），誤り検出ビット（FCS）の各領域が設けられ、通常のパケット通信
もサポートされている。従って、既存のプロトコルをそのまま利用でき、また、各種のク
ライアント端末４３および装置の設計変更をともなわずに、汎用的な通信が可能となって
いる。
【００７０】
なお、オクテット（Octet）は８ビットを表し、ＭＳＢ（Most Significant Bit），ＬＳ
Ｂ（Least Significant Bit）は、それぞれ、最上位ビット，最下位ビットを表す。
（７－３）ＩＤ挿入部１７ｄ
ＩＤ挿入部１７ｄ（図６参照）は、カプセル化部１７ｃにてカプセル化されたイーサネッ
トフレーム（ＭＡＣフレーム）に対向する自局以外のフレーム受信先の各対向ＡＤＭノー
ド５０ｂ～５０ｄのＳＴＳパスＩＤを挿入するものである。各ＳＴＳパスＩＤが挿入され
ることによって、ＳＯＮＥＴフレームに変換されたイーサネットフレームデータが、対向
ＡＤＭノード５０ｂ～５０ｄに確実に送信される。また、対向ＡＤＭノード５０ｂ～５０
ｄは、受信したＳＯＮＥＴフレームに含まれるイーサネットフレームについて、指定ＶＬ
ＡＮポートＩＤを有するもののみをフィルタリングして受信フレームを識別する。
【００７１】
なお、フラグ挿入部１７ｅは、カプセル化部１７ｃにてカプセル化されたイーサネットフ
レーム（ＭＡＣフレーム）に、入力側のイーサネットフレームの伝送障害を表すフラグを
挿入するものである。このフラグが、フレームのカプセリングの際に挿入され、送信側の
ＡＤＭノード５０ａにおいて発生したイーサネットの障害が、対向ＡＤＭノード５０ｂ～
５０ｄに通知される。
【００７２】
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これにより、１ギガビットイーサネットカード１０ｅからの多重化されたイーサネットフ
レームは、ＳＴＳパスＩＤに応じて、複数の多重化部１７にマルチキャストされる。この
多重化されたイーサネットフレームは、例えばＮ種類のＳＴＳパスＩＤについて多重化さ
れている。そして、マルチキャストされたイーサネットフレームは、それぞれ、多重化部
１７に入力される。
【００７３】
ここで、１本の多重化部１７に着目すると、マルチキャストされたイーサネットフレーム
は、ＶＬＡＮＩＤが定義されたフィルタリング部１７ａにて識別され、ＶＬＡＮＩＤがレ
ジスタに保持したフィルタ用のＩＤと一致したフレームだけがこのフィルタリング１７ａ
を通過する。また、フィルタリング部１７ａは、フィルタ用のＶＬＡＮＩＤとフレームＶ
ＬＡＮＩＤとが異なる場合はそのフレームを破棄する。そして、カプセル化部１７ｃにお
いて、各ＭＡＣフレームは、カプセル化され、ＩＤ挿入部１７ｄにおいて、対向ＡＤＭノ
ード５０ｂ～５０ｄのＳＴＳパスＩＤを付与される。また、１ギガビットイーサネットイ
ンターフェース１０ｅ側に障害が発生した場合には、多重化部１７は、断検出部１９ａか
ら障害発生を通知され、フラグ挿入部１７ｅにおいて、フラグがＭＡＣフレームに挿入さ
れる。
【００７４】
そして、Ｎ種類の多重化部１７は、それぞれ、ＳＴＳパスＩＤを付与されたイーサネット
フレームを出力する。従って、１ギガビットイーサネットインターフェース１０ｅ側から
入力された多数のイーサネットフレームは、Ｎ種類の各方路に分離され、この分離された
後に、第１ＳＴＳインターフェース部１０ａにてＳＯＮＥＴフレームにマッピングされる
のである。また、各方路に分離された後は、スイッチファブリック１２において、ライン
側（ここではリング側）のどの方路に多重するかを設定し、リング伝送路５０ｆを介して
伝送する。
【００７５】
このように、カプセル化部１７ｃの前段において、ＶＬＡＮＩＤに基づいてフィルタリン
グされ、多重化されたＭＡＣフレームは、ＳＴＳパスＩＤにより分離され、ポートＩＤと
フラグが追加された後、ＳＯＮＥＴフレームに変換される。
（７－４）ＳＯＮＥＴフレームのフォーマット
図７（ｂ）は本発明の一実施形態に係るＳＯＮＥＴフレームのフォーマットを示す図であ
る。この図７（ｂ）に示すＳＯＮＥＴフレームは、ＳＴＳパスＩＤ，フラグ（Flag），ア
ドレス（Address），制御情報（Control）を挿入され、また、ＭＡＣフレームに含まれる
長さ又はタイプ（Length or Type），ＭＡＣクライアントデータ（MAC Client Data），
パッド領域（PAD），誤り検出ビット（FCS）等がＳＯＮＥＴフレームにマッピングされる
。
【００７６】
また、ＳＯＮＥＴパスは、送信側の装置又はクライアント端末４３と、受信側の装置又は
クライアント端末４３とが、１対１に接続されたものであるので、各ＳＯＮＥＴパスは、
１個のＩＤを割り当てられている。
（７－５）セレクタ１０ｃおよび第２ＳＴＳインターフェース部１０ｂ
セレクタ１０ｃ（図６参照）はスイッチファブリック１２からの多重化されたイーサネッ
トフレームのうちの自局宛のものを選択するものである。
【００７７】
また、第２ＳＴＳインターフェース部１０ｂは、セレクタ１０ｃにて選択された多重化さ
れたイーサネットフレームを分離し、分離したイーサネットフレームをイーサネットイン
ターフェース多重化部３０に出力するのである。
（７－６）イーサネットインターフェース部１０のイーサネットインターフェース多重化
部３０の構成
イーサネットインターフェース多重化部３０は、複数の分離部１８と、イーサネット多重
化部３０ａと、第２フレーム終端部３０ｂと、第２物理終端部３０ｃと、論理回路３０ｄ
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とをそなえて構成されている。
【００７８】
分離部１８は、複数のイーサネットフレームを多重化されたＳＯＮＥＴフレームのうちの
スイッチファブリック１２（図５参照）にて選択されて電気イーサネットフレームに変換
されたフレームから各イーサネットフレームとＳＯＮＥＴフレームのＳＴＳパスＩＤとを
抽出し、抽出した複数のイーサネットフレームに、レジスタ１１ｂ（図５参照）にて保持
されたＳＴＳパスＩＤに対応するＶＬＡＮＩＤを付与するものである。
【００７９】
この分離部１８は、ＳＯＮＥＴフレームに含まれるフラグを検出するフラグ検出部１８ａ
と、ＳＯＮＥＴフレームに含まれるＳＴＳパスＩＤと、レジスタ１１ｂにて保持された特
定の特定ＶＬＡＮＩＤとに基づいて特定ＶＬＡＮＩＤを有するイーサネットフレームだけ
を通過させるＩＤ検出部（ＩＤ－ＭＳＫ［ID－Mask］）１８ｂと、検出されたＶＬＡＮＩ
Ｄを有するＳＯＮＥＴフレームをデカプセル化するデカプセル化部１８ｃと、デカプセル
化部１８ｃにてデカプセル化されたイーサネットフレームを一時的に保持するバッファ１
８ｄと、フラグ検出部１８ａにて検出されたフラグを保持するフラグ保持部１８ｅ（この
フラグ保持部１８ｅはフラグ検出部１８ａに設けてもよい。）とをそなえて構成されてい
る。
【００８０】
これにより、第１のＡＤＭノード５０ａ～５０ｄの多重化部１７が、入力側のイーサネッ
トフレームの伝送障害を表すフラグをＳＯＮＥＴフレームに挿入するとともに、第２のＡ
ＤＭノード５０ａ～５０ｄの分離部１８が、受信したＳＯＮＥＴフレームを変換した電気
イーサネットフレームからフラグの検出により、送信すべきイーサネットフレームの出力
を停止する
また、イーサネット多重化部３０ａは、分離部１８にて付与された複数のイーサネットフ
レームをイーサネットインターフェースに多重するものである。すなわち、カプセル化さ
れたイーサネットフレームは、イーサネットインターフェースに多重される。
【００８１】
また、第２フレーム終端部３０ｂは、イーサネットインターフェース多重化部３０にてデ
カプセル化されたイーサネットフレームについてＭＡＣレイヤの送信処理するものである
。また、論理回路３０ｄは、論理和回路であって、フラグ保持部１８ｅに保持されたフラ
グの有無を表す例えばビット１又は０と接続されてこれらのフラグ保持部１８ｅのビット
の論理和を第２物理終端部３０ｃに入力するものである。さらに、第２物理終端部３０ｃ
は、第２フレーム終端部３０ｂにて処理されたイーサネットフレームについて物理レイヤ
処理し、また、障害フラグの有無に応じた回線制御を行なうものである。第２物理終端部
３０ｃの回線制御は、論理回路３０ｄからの論理和がフラグ有りを示すものである場合に
は、１ギガビットイーサネットカード１０ｅからのフレーム送信を停止（シャットダウン
）させるものである。
【００８２】
これにより、対向ＡＤＭノード５０ｂ～５０ｄにてイーサネットフレームがカプセル化さ
れる。このときに、ＡＤＭノード５０ａは、ＳＯＮＥＴフレームに変換したデータを確実
に対向ＡＤＭノード５０ｂ～５０ｄに送信するため、各対向ＡＤＭノード５０ｂ～５０の
ＳＯＮＥＴパスにＳＴＳパスＩＤを挿入し、ＳＯＮＥＴフレームを送信する。
【００８３】
そして、対向ＡＤＭノード５０ｂ～５０ｄのイーサネットインターフェース多重化部３０
は、指定されたＶＬＡＮポートＩＤのみ通過するように受信フレームを識別する。また、
イーサネットインターフェース多重化部３０は、ＳＯＮＥＴフレームを変換されて得られ
た電気イーサネットフレームからポートＩＤとフラグとをいずれも削除し、カプセリング
の解除されたフレームを、イーサネットフレームに変換し、ギガビットイーサネットイン
ターフェース１０ｅに多重化して伝送する。
【００８４】
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また、フラグ挿入部１７ｅによって、イーサネット側の入力がダウンしていることを示す
フラグが付与され、対向ＡＤＭノード５０ｂ～５０ｄのいずれかのＡＤＭノードに入力さ
れる。そして、対向側のイーサネットインターフェース多重化部３０は、フラグ検出部１
８ａにおける検出により、フラグが挿入されていることを検出すると、自動的にイーサネ
ット側出力をシャットダウンする。一方、フラグが挿入されていない場合はそのまま伝送
する。
【００８５】
なお、ＡＤＭノード５０ｂから自局以外のＡＤＭノード５０ａ，５０ｃ，５０ｄに対して
イーサネットフレームを送信する場合、およびＡＤＭノード５０ｃ～５０ｄからＡＤＭノ
ード５０ａ～５０ｄのうちの自局以外のＡＤＭノードに対してイーサネットフレームを送
信する場合についても、ＡＤＭノード５０ａからＡＤＭノード５０ｂ～５０ｄに対する場
合と同一であるので、重複した説明を省略する。
【００８６】
（７－７）本発明のフレーム伝送システム９９
従って、本発明のフレーム伝送システム９９は、イーサネットインターフェース部１０と
スイッチファブリック１２とを有するＡＤＭノード５０ａ～５０ｄをそなえている。そし
て、ＡＤＭノード５０ａ～５０ｄのうちのＡＤＭノード５０ａが、イーサネットフレーム
のＶＬＡＮＩＤとＳＯＮＥＴフレームのＳＴＳパスＩＤとを対応付けて保持するレジスタ
１１ａと、入力された複数のイーサネットフレームのＶＬＡＮＩＤのうちのレジスタ１１
ａにて保持されたＳＴＳパスＩＤに対応するＶＬＡＮＩＤを有する複数のイーサネットフ
レームを多重化する多重化部１７とをそなえるとともに、ＡＤＭノード５０ａ～５０ｄの
うちのＡＤＭノード５０ｂが、ＳＯＮＥＴフレームのＳＴＳパスＩＤとイーサネットフレ
ームのＶＬＡＮＩＤとを対応付けて保持するレジスタ１１ｂと、ＳＯＮＥＴフレームに起
因するフレームから各イーサネットフレームとＳＯＮＥＴフレームのＳＴＳパスＩＤとを
抽出し、抽出した各イーサネットフレームに、レジスタ１１ｂにて保持されたＳＴＳパス
ＩＤに対応するＶＬＡＮＩＤを付与する分離部１８とをそなえて構成されたことになる。
なお、レジスタ１１ａ，レジスタ１１ｂは、ともに同一内容を保持している。
【００８７】
（８）作用説明
上述のごとく構成された本発明の一実施形態のフレーム伝送システム１００におけるＶＬ
ＡＮＩＤフィルタリングおよびＳＯＮＥＴパスへのフレーム転送方法について詳述する。
本発明のフレーム伝送方法は、例えば図６に示すイーサネットフレームとＳＯＮＥＴフレ
ームとを変換可能なインターフェース装置１０におけるフレーム伝送方法である。
【００８８】
インターフェース装置１０は、複数のイーサネットフレームを入力され、複数のイーサネ
ットフレームのうちの特定ＶＬＡＮＩＤを有するイーサネットフレームを通過させ、通過
させたイーサネットフレームを伝送用ＳＯＮＥＴフレームのＳＴＳパスＩＤ領域に多重化
する。
これにより、イーサネットフレームは、目的の対向伝送装置に確実に伝送され、かつ、Ｌ
ＡＮスイッチ４２ａ～４２ｄにおけるアドレス学習が不要となるので、ハードウェアの負
荷が減少し、また、装置機構が簡素化し、イーサネットインターフェース部１０の性能向
上に寄与する。
【００８９】
また、本発明のフレーム伝送方法は、複数のイーサネットフレームを多重化されたＳＯＮ
ＥＴフレームを受信し、多重化されたＳＯＮＥＴフレームを変換した電気イーサネットフ
レームから各イーサネットフレームとＳＯＮＥＴフレームのＳＴＳパスＩＤとを抽出し、
抽出した各イーサネットフレームに、抽出したＳＴＳパスＩＤに対応するＶＬＡＮＩＤを
付与する。これにより、障害時の自動シャットダウン機能により、装置に対する信頼度が
向上する。
【００９０】
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また、図１において、ＬＡＮスイッチ４２ａに接続したＡＤＭノード５０ａは、イーサネ
ットのＭＡＣフレームにはそれぞれＶＬＡＮＩＤ＝１、ＶＬＡＮＩＤ＝２、ＶＬＡＮＩＤ
＝３が付与されている。このＡＤＭノード５０ａ～５０ｄにおいて、ＶＬＡＮＩＤによる
フィルタリングをした後に、ＳＯＮＥＴフレームにカプセリングし、ヘッダに挿入したＶ
ＬＡＮＩＤによるＳＴＳパスＩＤを識別する。図１において、ＶＬＡＮＩＤ＝１のフレー
ム（データＡ）はＳＴＳパスＩＤ＝１のパス（ＳＴＳ－３ｃ）を通りＬＡＮスイッチ４２
ｂに伝送される。同様に、ＶＬＡＮＩＤ＝２のフレーム（データＢ）はＳＴＳパスＩＤ＝
２のパス（ＳＴＳ－３ｃ×２）を通りＬＡＮスイッチ４２ｃへ、ＶＬＡＮＩＤ＝３のフレ
ーム（データＣ）は、ＳＴＳパスＩＤ＝３のパス（ＳＴＳ－１）を通ってＬＡＮスイッチ
４２ｄへ伝送される。
【００９１】
従って、イーサネットフレームに書き込まれたＶＬＡＮＩＤが識別され、指定したＳＴＳ
パスＩＤに等しいＶＬＡＮＩＤをもつフレームだけをＳＴＳパスＩＤにマッピングされる
。
このように、フレームは確実にＬＡＮスイッチ４２ａ～４２ｄにて受信可能となる。
【００９２】
さらに、このように、各ＡＤＭノード５０ａ～５０ｄは、各データフレーム内のＶＬＡＮ
ＩＤだけを使用して、ＭＡＣアドレス学習をすることなく、ＭＡＣフレームを各ポートに
振り分けすることが可能である。
このようにして、１対Ｎの伝送が可能となる。
（Ｂ）その他
本発明は上述した実施態様に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で
、種々変形して実施することができる。
【００９３】
変形例について説明する。
例えば、本フレーム伝送システム９９は、デュアルホーミング方式（デュアルホーミング
）を用いて構成することもできる。このデュアルホーミングとは、各ＡＤＭノード５０ａ
～５０ｄ間のリング伝送路５０ｆが、上り下りからなる２本（一対）の光ファイバを例え
ば４本（２対）にしたネットワーク構成である。
【００９４】
具体的には、イーサネットインターフェース部１０において、ＡＤＭノード５０ａ～５０
ｄ側に、２基（一対）のＬＡＮスイッチ（マスタＬＡＮスイッチおよびスレーブＬＡＮス
イッチ）が設けられ、これらのＬＡＮスイッチが、それぞれ、現用および予備用として機
能するようになっている。
このような構成によって、通常時は現用パスを用いて情報データが伝送され、予備用パス
を用いて制御管理用のＳＯＮＥＴフレームが伝送される。そして、リング伝送路５０ｆの
いずれかにおいて、障害が発生すると、マスタＬＡＮスイッチおよびスレーブＬＡＮスイ
ッチが、相互にスレーブＬＡＮスイッチおよびマスタＬＡＮスイッチに切り替わる。
【００９５】
このようにして、現用イーサネットフレームの破棄が回避され、適切な伝送保護が可能と
なる。
このほかに、上記の実施態様においては、ＳＯＮＥＴの代わりに、ＳＤＨを用いることが
できる。
また、ＳＯＮＥＴ多重分離装置とＬＡＮスイッチとを一体化させてもよい。
【００９６】
例えば、ＡＤＭノード数、クライアント端末４３の数等は、例示であり、上述したものに
限定されず、種々の値を用いて実施可能である。
（Ｃ）付記
（付記１）　イーサネットフレームとＳＯＮＥＴフレームとを変換可能なインターフェー
ス装置において、
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該イーサネットフレームの特定ＶＬＡＮ識別子とＳＯＮＥＴフレームの特定ＳＴＳパス識
別子とを対応付けて保持する第１保持部と、
入力された複数のイーサネットフレームのＶＬＡＮ識別子のうちの該第１保持部にて保持
された該特定ＳＴＳパス識別子に対応する特定ＶＬＡＮ識別子を有するイーサネットフレ
ームを多重化する多重化部とをそなえて構成されたことを特徴とする、インターフェース
装置。
【００９７】
（付記２）　該多重化部が、
該複数のイーサネットフレームのうちの該特定ＶＬＡＮ識別子を有するイーサネットフレ
ームを通過させるフィルタリング部と、
該フィルタリング部を通過したイーサネットフレームに含まれる情報データをカプセル化
する第１カプセル化部とをそなえて構成されたことを特徴とする、付記１記載のインター
フェース装置。
【００９８】
（付記３）　該多重化部が、
該第１カプセル化部にてカプセル化されたイーサネットフレームに、対向する対向ＳＯＮ
ＥＴ伝送装置のＳＴＳパス識別子を挿入するＩＤ挿入部をそなえて構成されたことを特徴
とする、付記２記載のインターフェース装置。
（付記４）　該多重化部が、
該第１カプセル化部にてカプセル化されたイーサネットフレームに、入力側のイーサネッ
トフレームの伝送障害を表すフラグを挿入するフラグ挿入部をそなえて構成されたことを
特徴とする、付記２又は付記３記載のインターフェース装置。
【００９９】
（付記５）　イーサネットフレームとＳＯＮＥＴフレームとを変換可能なインターフェー
ス装置において、
該ＳＯＮＥＴフレームの特定ＳＴＳパス識別子とイーサネットフレームの特定ＶＬＡＮ識
別子とを対応付けて保持する第２保持部と、
複数のイーサネットフレームを多重化されたＳＯＮＥＴフレームに起因するフレームから
各イーサネットフレームと該ＳＯＮＥＴフレームのＳＴＳパス識別子とを抽出し、抽出し
た複数のイーサネットフレームに、該第２保持部にて保持された該ＳＴＳパス識別子に対
応するＶＬＡＮ識別子を付与する分離部とをそなえて構成されたことを特徴とする、イン
ターフェース装置。
【０１００】
（付記６）　該分離部にて付与された該複数のイーサネットフレームをイーサネットイン
ターフェースに多重するイーサネット多重化部をそなえて構成されたことを特徴とする、
付記５記載のインターフェース装置。
（付記７）　イーサネットフレームとＳＯＮＥＴフレームとを変換可能なインターフェー
ス装置において、
該イーサネットフレームの特定ＶＬＡＮ識別子とＳＯＮＥＴフレームの特定ＳＴＳパス識
別子とを対応付けて保持する第１保持部と、
入力された複数のイーサネットフレームのＶＬＡＮ識別子のうちの該第１保持部にて保持
された該特定ＳＴＳパス識別子に対応する特定ＶＬＡＮ識別子を有するイーサネットフレ
ームを多重化する多重化部と、
該特定ＳＴＳパス識別子と該特定ＶＬＡＮ識別子とを対応付けて保持する第２保持部と、
複数のイーサネットフレームを多重化されたＳＯＮＥＴフレームに起因するフレームから
各イーサネットフレームと該ＳＯＮＥＴフレームのＳＴＳパス識別子とを抽出し、抽出し
た複数のイーサネットフレームに、該第２保持部にて保持された該ＳＴＳパス識別子に対
応するＶＬＡＮ識別子を付与する分離部とをそなえて構成されたことを特徴とする、イン
ターフェース装置。
【０１０１】
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（付記８）　イーサネットインターフェース装置とＳＯＮＥＴインターフェース装置とを
そなえたＳＯＮＥＴ多重分離装置において、
該イーサネットインターフェース装置が、
該イーサネットフレームの特定ＶＬＡＮ識別子とＳＯＮＥＴフレームの特定ＳＴＳパス識
別子とを対応付けて保持する第１保持部と、
入力された複数のイーサネットフレームのＶＬＡＮ識別子のうちの該第１保持部にて保持
された該特定ＳＴＳパス識別子に対応する特定ＶＬＡＮ識別子を有するイーサネットフレ
ームを多重化する多重化部とをそなえて構成されたことを特徴とする、ＳＯＮＥＴ多重分
離装置。
【０１０２】
（付記９）　イーサネットインターフェース装置とＳＯＮＥＴインターフェース装置とを
そなえたＳＯＮＥＴ多重分離装置において、
該イーサネットインターフェース装置が、
該ＳＯＮＥＴフレームの特定ＳＴＳパス識別子とイーサネットフレームの特定ＶＬＡＮ識
別子とを対応付けて保持する第２保持部と、
複数のイーサネットフレームを多重化されたＳＯＮＥＴフレームに起因するフレームから
各イーサネットフレームと該ＳＯＮＥＴフレームのＳＴＳパス識別子とを抽出し、抽出し
た各イーサネットフレームに、該第２保持部にて保持された該ＳＴＳパス識別子に対応す
るＶＬＡＮ識別子を付与する分離部とをそなえて構成されたことを特徴とする、ＳＯＮＥ
Ｔ多重分離装置。
【０１０３】
（付記１０）　イーサネットインターフェース装置とＳＯＮＥＴインターフェース装置と
を有するＳＯＮＥＴ多重分離装置を複数そなえた伝送システムにおいて、
該複数のＳＯＮＥＴ多重分離装置のうちの第１のＳＯＮＥＴ多重分離装置が、
該イーサネットフレームの特定ＶＬＡＮ識別子とＳＯＮＥＴフレームの特定ＳＴＳパス識
別子とを対応付けて保持する第１保持部と、
入力された複数のイーサネットフレームのＶＬＡＮ識別子のうちの該第１保持部にて保持
された該特定ＳＴＳパス識別子に対応する特定ＶＬＡＮ識別子を有する複数のイーサネッ
トフレームを多重化する多重化部とをそなえるとともに、
該複数のＳＯＮＥＴ多重分離装置のうちの第２のＳＯＮＥＴ多重分離装置が、
該ＳＯＮＥＴフレームの特定ＳＴＳパス識別子とイーサネットフレームの特定ＶＬＡＮ識
別子とを対応付けて保持する第２保持部と、
該ＳＯＮＥＴフレームに起因するフレームから各イーサネットフレームと該ＳＯＮＥＴフ
レームのＳＴＳパス識別子とを抽出し、抽出した各イーサネットフレームに、該第２保持
部にて保持された該ＳＴＳパス識別子に対応するＶＬＡＮ識別子を付与する分離部とをそ
なえて構成されたことを特徴とする、伝送システム。
【０１０４】
（付記１１）　該第１のＳＯＮＥＴ多重分離装置の多重化部が、入力側のイーサネットフ
レームの伝送障害を表すフラグを該ＳＯＮＥＴフレームに挿入するとともに、
該第２のＳＯＮＥＴ多重分離装置の分離部が、該ＳＯＮＥＴフレームに起因するフレーム
から該フラグの検出により、送信すべきイーサネットフレームの出力を停止するように構
成されたことを特徴とする、付記１０記載の伝送システム。
【０１０５】
（付記１２）　イーサネットフレームとＳＯＮＥＴフレームとを変換可能なインターフェ
ース装置におけるフレーム伝送方法であって、
複数のイーサネットフレームを入力され、
該複数のイーサネットフレームのうちの該特定ＶＬＡＮ識別子を有するイーサネットフレ
ームを通過させ、
通過させたイーサネットフレームを多重化することを特徴とする、フレーム伝送方法。
【０１０６】
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（付記１３）　イーサネットフレームとＳＯＮＥＴフレームとを変換可能なインターフェ
ース装置におけるフレーム伝送方法であって、
複数のイーサネットフレームを多重化されたＳＯＮＥＴフレームを受信し、
該多重化されたＳＯＮＥＴフレームに起因するフレームから各イーサネットフレームと該
ＳＯＮＥＴフレームのＳＴＳパス識別子とを抽出し、
抽出した各イーサネットフレームに、抽出したＳＴＳパス識別子に対応するＶＬＡＮ識別
子を付与することを特徴とする、フレーム伝送方法。
【０１０７】
（付記１４）　イーサネットインターフェース装置とＳＯＮＥＴインターフェース装置と
を有するＳＯＮＥＴ多重分離装置を複数そなえた伝送システムにおけるフレーム伝送方法
であって、
該複数のＳＯＮＥＴ多重分離装置のうちの第１のＳＯＮＥＴ多重分離装置が、複数のイー
サネットフレームを入力され、
該複数のイーサネットフレームのうちの該特定ＶＬＡＮ識別子を有するイーサネットフレ
ームを通過させ、
通過させたイーサネットフレームを多重化し、
該複数のＳＯＮＥＴ多重分離装置のうちの第２のＳＯＮＥＴ多重分離装置が、該複数のイ
ーサネットフレームを多重化されたＳＯＮＥＴフレームを受信し、
該多重化されたＳＯＮＥＴフレームに起因するフレームから各イーサネットフレームと該
ＳＯＮＥＴフレームのＳＴＳパス識別子とを抽出し、
抽出した各イーサネットフレームに、抽出したＳＴＳパス識別子に対応するＶＬＡＮ識別
子を付与することを特徴とする、フレーム伝送方法。
【０１０８】
【発明の効果】
　以上詳述したように、本発明のインターフェース装置，ＳＯＮＥＴ多重分離装置，伝送
システムおよびフレーム伝送方法によれば、以下のような効果ないしは利点がある。
　（１）本発明のインターフェース装置によれば、イーサネットフレームとＳＯＮＥＴフ
レームとを変換可能なインターフェース装置において、イーサネットフレームの特定ＶＬ
ＡＮ識別子とＳＯＮＥＴフレームの特定ＳＴＳパス識別子とを対応付けて保持する第１保
持部と、入力された複数のイーサネットフレームのＶＬＡＮ識別子のうちの第１保持部に
て保持された特定ＳＴＳパス識別子に対応する特定ＶＬＡＮ識別子を有するイーサネット
フレームを多重化する多重化部とをそなえて構成されているので、例えばフレームのＶＬ
ＡＮＩＤとＳＴＳパスのＩＤとが定義付けられ、インターフェース装置の機構を簡略化で
き、また、信頼性の向上を図ることができる。
【０１０９】
（２）多重化部が、複数のイーサネットフレームのうちの特定ＶＬＡＮ識別子を有するイ
ーサネットフレームを通過させるフィルタリング部と、フィルタリング部を通過したイー
サネットフレームに含まれる情報データをカプセル化する第１カプセル化部とをそなえて
構成されてもよく、このようにすれば、ＭＡＣアドレス学習をせずにフィルタリングを用
いるので、より簡単にＶＬＡＮＩＤの識別をすることができ、また、学習しない分、機構
が簡略化できる。
【０１１０】
（３）多重化部が、第１カプセル化部にてカプセル化されたイーサネットフレームに対向
する対向ＳＯＮＥＴ伝送装置のＳＴＳパス識別子を挿入するＩＤ挿入部をそなえて構成さ
れてもよく、このようにすれば、フレームを対向ＳＯＮＥＴ装置に確実に伝送でき、かつ
、ＬＡＮスイッチ内でのアドレス学習の必要がなくなるる。
【０１１１】
（４）多重化部が、第１カプセル化部にてカプセル化されたイーサネットフレームに、入
力側のイーサネットフレームの伝送障害を表すフラグを挿入するフラグ挿入部をそなえて
構成されてもよく、このようにすれば、イーサネット側の障害を検出でき、インターフェ
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ース装置の信頼度が向上する。
（５）本発明のインターフェース装置によれば、ＳＯＮＥＴフレームの特定ＳＴＳパス識
別子とイーサネットフレームの特定ＶＬＡＮ識別子とを対応付けて保持する第２保持部と
、複数のイーサネットフレームを多重化されたＳＯＮＥＴフレームから各イーサネットフ
レームとＳＯＮＥＴフレームのＳＴＳパス識別子とを抽出し、抽出した複数のイーサネッ
トフレームに、第２保持部にて保持されたＳＴＳパス識別子に対応するＶＬＡＮ識別子を
付与する分離部とをそなえて構成されているので、ＳＴＳパスＩＤからＶＬＡＮＩＤへの
変換によるフレームのカプセル化の解除が容易に可能となる。
【０１１２】
　（６）分離部にて付与された複数のイーサネットフレームをイーサネットインターフェ
ースに多重するように構成されてもよく、このようにすれば、ハードウェアへの負荷が減
り、装置機構が簡素化し、イーサネットインターフェース部の性能向上に寄与する。
　（７）本発明のＳＯＮＥＴ多重分離装置によれば、イーサネットインターフェース装置
とＳＯＮＥＴインターフェース装置とをそなえたＳＯＮＥＴ多重分離装置において、イー
サネットインターフェース装置が、イーサネットフレームの特定ＶＬＡＮ識別子とＳＯＮ
ＥＴフレームの特定ＳＴＳパス識別子とを対応付けて保持する第１保持部と、入力された
複数のイーサネットフレームのＶＬＡＮ識別子のうちの第１保持部にて保持された特定Ｓ
ＴＳパス識別子に対応する特定ＶＬＡＮ識別子を有するイーサネットフレームを多重化す
る多重化部とをそなえて構成されているので、各イーサネットフレームに固有のＶＬＡＮ
ＩＤの使用によってＭＡＣアドレスが不要になる。
【０１１３】
　（８）本発明のＳＯＮＥＴ多重分離装置によれば、イーサネットインターフェース装置
が、ＳＯＮＥＴフレームの特定ＳＴＳパス識別子とイーサネットフレームの特定ＶＬＡＮ
識別子とを対応付けて保持する第２保持部と、複数のイーサネットフレームを多重化され
たＳＯＮＥＴフレームから各イーサネットフレームとＳＯＮＥＴフレームのＳＴＳパス識
別子とを抽出し、抽出した各イーサネットフレームに、第２保持部にて保持されたＳＴＳ
パス識別子に対応するＶＬＡＮ識別子を付与する分離部とをそなえて構成されているので
、例えばＶＬＡＮＩＤとＳＴＳパスＩＤとの対比によって確実に指定パスを受信側に伝送
できる。
【０１１４】
　（９）本発明の伝送システムによれば、イーサネットインターフェース装置とＳＯＮＥ
Ｔインターフェース装置とを有するＳＯＮＥＴ多重分離装置を複数そなえた伝送システム
において、複数のＳＯＮＥＴ多重分離装置のうちの第１のＳＯＮＥＴ多重分離装置が、イ
ーサネットフレームの特定ＶＬＡＮ識別子とＳＯＮＥＴフレームの特定ＳＴＳパス識別子
とを対応付けて保持する第１保持部と、入力された複数のイーサネットフレームのＶＬＡ
Ｎ識別子のうちの第１保持部にて保持された特定ＳＴＳパス識別子に対応する特定ＶＬＡ
Ｎ識別子を有する複数のイーサネットフレームを多重化する多重化部とをそなえるととも
に、複数のＳＯＮＥＴ多重分離装置のうちの第２のＳＯＮＥＴ多重分離装置が、ＳＯＮＥ
Ｔフレームの特定ＳＴＳパス識別子とイーサネットフレームの特定ＶＬＡＮ識別子とを対
応付けて保持する第２保持部と、ＳＯＮＥＴフレームに起因するフレームから各イーサネ
ットフレームとＳＯＮＥＴフレームのＳＴＳパス識別子とを抽出し、抽出した各イーサネ
ットフレームに、第２保持部にて保持されたＳＴＳパス識別子に対応するＶＬＡＮ識別子
を付与する分離部とをそなえて構成されているので、障害時の自動シャットダウン機能に
より、装置信頼度の向上できる。
【０１１５】
（１０）第１のＳＯＮＥＴ多重分離装置の多重化部が、入力側のイーサネットフレームの
伝送障害を表すフラグをＳＯＮＥＴフレームに挿入するとともに、第２のＳＯＮＥＴ多重
分離装置の分離部が、ＳＯＮＥＴフレームに起因するフレームからフラグの検出により、
送信すべきイーサネットフレームの出力を停止するように構成されてもよく、このように
すれば、障害時は受信側ＳＯＮＥＴ多重分離装置の送信側イーサネットポートの出力を自
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動的にシャットダウンできる。
【０１１６】
　（１１）本発明のフレーム伝送方法によれば、イーサネットフレームとＳＯＮＥＴフレ
ームとを変換可能なインターフェース装置におけるフレーム伝送方法であって、複数のイ
ーサネットフレームを入力され、複数のイーサネットフレームのうちの特定ＶＬＡＮ識別
子を有するイーサネットフレームを通過させ、通過させたイーサネットフレームをＳＯＮ
ＥＴフレームのＳＴＳパス識別子領域に多重化するので、フレームを目的の対向伝送装置
に確実に伝送でき、かつ、ＬＡＮスイッチ内でのアドレス学習の必要がなくなることで、
ハードウェアへの負荷が減り、装置機構が簡素化し、イーサネットインターフェース部の
性能向上に寄与する。
【０１１７】
（１２）本発明のフレーム伝送方法によれば、複数のイーサネットフレームを多重化され
たＳＯＮＥＴフレームを受信し、多重化されたＳＯＮＥＴフレームに起因するフレームか
ら各イーサネットフレームとＳＯＮＥＴフレームのＳＴＳパス識別子とを抽出し、抽出し
た各イーサネットフレームに、抽出したＳＴＳパス識別子に対応するＶＬＡＮ識別子を付
与するので、障害時の自動シャットダウン機能により、装置信頼度の向上できる。
【０１１８】
（１３）本発明のフレーム伝送方法によれば、イーサネットインターフェース装置とＳＯ
ＮＥＴインターフェース装置とを有するＳＯＮＥＴ多重分離装置を複数そなえた伝送シス
テムにおけるフレーム伝送方法であって、複数のＳＯＮＥＴ多重分離装置のうちの第１の
ＳＯＮＥＴ多重分離装置が、複数のイーサネットフレームを入力され、複数のイーサネッ
トフレームのうちの特定ＶＬＡＮ識別子を有するイーサネットフレームを通過させ、通過
させたイーサネットフレームを多重化し、複数のＳＯＮＥＴ多重分離装置のうちの第２の
ＳＯＮＥＴ多重分離装置が、複数のイーサネットフレームを多重化されたＳＯＮＥＴフレ
ームを受信し、多重化されたＳＯＮＥＴフレームに起因するフレームから各イーサネット
フレームとＳＯＮＥＴフレームのＳＴＳパス識別子とを抽出し、抽出した各イーサネット
フレームに、抽出したＳＴＳパス識別子に対応するＶＬＡＮ識別子を付与するので、やは
り、複数のＳＯＮＥＴ多重分離装置は各データフレーム内のＶＬＡＮＩＤだけを使用して
ＭＡＣアドレス学習をすることなくＭＡＣフレームを各ポートに振り分けでき、１対Ｎの
伝送が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明が適用されるフレーム伝送システムの概略的な構成図である。
【図２】本発明の一実施形態に係るＬＡＮスイッチの送信部の要部を示す図である。
【図３】本発明の一実施形態に係るＬＡＮスイッチの受信部の要部を示す図である。
【図４】ＶＬＡＮの一例を説明するための図である。
【図５】本発明の一実施形態に係るＡＤＭノードのブロック図である。
【図６】本発明の一実施形態に係るイーサネットインターフェース部のブロック図である
。
【図７】（ａ）は本発明の一実施形態に係るイーサネットフレームのフォーマットを示す
図であり、（ｂ）は本発明の一実施形態に係るＳＯＮＥＴフレームのフォーマットを示す
図である。
【図８】イーサネットオーバーＳＯＮＥＴシステムの概略的な構成図である。
【図９】Ｌ２スイッチ使用時のイーサネットオーバーＳＯＮＥＴインターフェース部のブ
ロック図である。
【符号の説明】
１０　イーサネットインターフェース部（イーサネットユニット）
１０ａ　第１ＳＴＳインターフェース部
１０ｂ　第２ＳＴＳインターフェース部
１０ｃ　セレクタ
１０ｄ　光電気変換部
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１０ｅ　１ギガビットイーサネットカード
１１　制御部
１１ａ　レジスタ（第１保持部）
１１ｂ　レジスタ（第２保持部）
１２　スイッチファブリック（ＳＴＳ－ＳＦ）
１３ａ，１３ｂ　ラインスイッチ
１４　スイッチ部（ＢＬＳＲスイッチ＆ブリッジ）
１５　タイムスロットインターチェンジ（ＴＳＩ）
１７　多重化部
１７ａ　フィルタリング部
１７ｂ　バッファ
１７ｃ　カプセル化部
１７ｃ　ＩＤ挿入部
１７ｅ　フラグ挿入部
１８　分離部
１９ａ　断検出部
２０　振り分け処理部
２０ａ　第１物理終端部
２０ｂ　第１フレーム終端部
３０　イーサネットインターフェース多重化部
３０ａ　イーサネット多重化部
３０ｂ　第２フレーム終端部
３０ｃ　第２物理終端部
３０ｄ　論理回路
４１　サーバ
４２ａ～４２ｄ，５４　ＬＡＮスイッチ
４３，５２ａ，５２ｂ，５２ｃ，５３ａ，５３ｂ，５３ｃ，５３ｄ　クライアント端末
４４　フレーム送信部
４５　フレーム受信部
４９　ＶＬＡＮ
５０ａ～５０ｄ　ＳＯＮＥＴ多重分離装置（ＡＤＭノード）
５０ｆ　リング伝送路
５１～５３　グループ（ネットワーク）
５１ａ，５１ｂ，５１ｃ　クライアント端末
９９　フレーム伝送システム
９９ａ　ネットワーク制御装置
９９ｂ　制御インターフェース部
１１０　入力イーサネットポート（入力ポート）
１１１　パケットバッファ
１１１ｂ　ヘッダＦＩＦＯバッファ
１１２　ネットワークプロセッサ
１１３　ルーティングテーブル
１１４　出力バッファ
１１５　出力イーサネットポート（出力ポート）
１２０　入力ポート
１２１　入力バッファ
１２５　ネットワークプロセッサ
１２６　方路出力ポート
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