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明 細 苫

ネットワークスイツチ、経路設定方法およびプログラム

技術分野

０００1 本発明は、複数の計算機を相互に結合する相互結合網を構成するネットフークスイ

ッチ、経路設定方法ぉょびプログラムに関する。ょり詳細には、本発明は、指定され

た複数の計算機に対してデータを一斉配信するマルチキヤスト通信のパケットを好適

にルーティングするための経路情報の設定機能と、設定された経路情報に基づいて

マルチキヤスト通信を実行する機能とに関する。

背景技術

０００2 一般的に大規模な問題を高速に処理するために、複数の計算ノードを相互結合網

で接続した並列計算機システムが用いられる。この並列計算機システムでは、対象と

なる問題を複数の計算ノードで分割して処理するが、その際、各計算ノード間で偵算

に必要なデータや偵算結果のデータを相互に通信する必要がある。そのため、一つ

の計算ノードから別の計算ノードに対するデータ転送は、相互結合網を介して行わ

れる。

０００3 一つの計算ノードから複数の計算ノードに同一のデータを含むパケットを送信する

場合、伝送元の計算ノードから互いに典なる伝送先の各計算ノードにパケットをそれ

ぞれ送信すれば、所定の日的を達成できる。しかし、データ転送されるパケットを複

製して複数の計算ノードに送信する機能を相互結合網が有しているのであれば、伝

送元の計算ノードが相互結合網に与える負荷が低減され、データ転送に要するデー

タ転送時間の短縮が可能になる。このょぅに一つの計算ノードから複数の計算ノード

に同一のデータを送信する機能をマルチキヤスト通信機能と呼ぶ。

０００4 並列計算機上で実行するプログラムを記述する一般的な方式として知られる P (

Message ass ng n e ace)では、互いに通信を行ぅプロセスの集合をコミュニケータ

として管理し、このコミュニケータに含まれるプロセスに対してマルチキヤスト通信を行

ぅ関数が複数準備されている。

０００5 例えば、 P が定める「MP B a s 」は、あるプロセスが保持するデータを、同一のコ



ミュニケータに含まれる全プロセスに送る関数である。このコミュニケータは、システム

全体のプロセスの集合を指定することもあるが、プロセスの部分集合を指定することも

ある。また、「 P A ga h e 」は、指定されたデータを、コミュニケータ内のいずれかの

プロセスから同一のコミュニケータに含まれる全プロセスに送る関数である。

０００6 「MP Bcas 」や「MP A ga he 」のようなマルチキヤスト通信を行う関数が有する機能

は、 対 の通信であるユニキヤスト通信を複数回実行することでも実現できるが、相

互結合網がパケットを複製して複数の計算ノードに送信する機能を有している場合、

相互結合網が有する機能を利用することが望ましい。これによって、データ転送時間

の短縮を図り、プログラム全体の実行性能を向上させる観点からである。

０００7 このようなデータ転送時間を低減し、プログラム全体の実行性能を向上させるための

各種技術が提案されている。

０００8 例えば、特許公開 996 ０5649 号公報に開示されているように、一般的な交換

スイッチにおいてマルチキヤスト用バッフアを設け、マルチキヤストパケットの送信時に

出力ポートの空きがない場合、いずれかの出力ポートが使用可能な状態になるまで

の間、送信予定のマルチキヤストパケットをマルチキヤスト用バッフアに格納するマル

チキヤスト方法が考えられている。

０００9 また、マルチキヤスト通信の際に、データの転送先となるシステム中の計算機を指定

して、データ転送を実行する技術が提案されている。

００1０ 例えば、特許258 286 号公報に開示されているように、宛先ノード番号の最小値と

最大値によって指定される範囲に属する計算ノードに対してパケットを伝送する網制

御方法が考えられている。

００1 1 また、特許公表 2００4 ０3 5 号公報に開示されているように、格子状に計算ノー

ドが配置されたネットワークにおいて、同一の行に配置されている計算ノード、あるい
は、同一の列に配置されている計算ノードに対して、メッセージをマルチキヤスト転送

するクラス・ネットワーク経路指定が考えられている。

００12 また、特許公開2０００ 6787 号公報に開示されているように、個々のパケットに

複数の宛先をコード化して、ヘッダ上の固定長フィールドに記述する並列計算機が

考えられている。この並列計算機では、少ない宛先ビットで複数の宛先の指定を行う



とともに、宛先を指定するためのデータ長が固定長フィールドを超過する場合には、

００1 3 また、特許公開 993 ０2 8 2 2 号公報に開示されているように、ネットワークスイッ

チが経路情報を保持し、その経路情報に従ってマルチキヤスト転送を行うブロードキ

ヤスト方法が考えられている。このブロードキヤスト方法では、外部のプログラムによっ
て経路情報を事前に算出し、算出された経路情報を設定する。

００1 4 また、特許公開 997 977 6号公報に開示されているように、プログラムから設

定可能なアドレスレジスタを受信装置内に設け、マルチキヤストパケットの受信先 (宛

先プロセッザ ) は、パケットのへツダを用いて各アドレスレジスタを選択し、選択したア

ドレスレジスタのレジスタ値に受信先のアドレスを菩き込むプロセッザ間通信方法が

００1 5 マルチキヤスト通信においては、複数の転送先と各転送先にそれぞれ対応する伝送

経路とを指定する必要がある。一般的な技術では、複雑な宛先パターンを記述でき

ないおそれや、プロセスを実行する計算ノードの物理的位置が特定できるまで宛先

パターンを記述できないおそれがあるという問題点がある。

００1 6 また、上述の一般的な技術では、以下のような問題点がある。

００1 7 特許258 286 号公報および特許公表 2 ００4 533０3 5 号公報に開示された技術

では、マルチキヤスト通信の宛先ノードが、相互結合網上における計算ノードの物理

的な配置と密接に関連している。そのため、宛先ノードとして指定できるパターンが限

定されるおそれがあるという問題点がある。

００1 8 特許公開2 ０００ 6787 号公報に開示された技術では、マルチキヤスト通信の宛

先ノードのパターンが複雑で固定長ビット列への符号化が困難な場合、複数のマル

チキヤスト通信を実行するためにマルチキヤスト機能の効果が低減するおそれがある

とレぢ問題点がある。

００1 9 特許公開 993 ０2 8 2 2 号公報に開示された技術では、経路指定用の経路情報

を外部のプログラムによって事前に設定するため、マルチキヤスト通信をユーザプロ

グラムから実行する場合、経路を指定できない。このため、プロセスがどの計算ノード

上で動作するかをマルチキヤスト通信の実行前に確定する必要があり、柔軟で効率



的なシステムの逆用が困難なおそれがあるといぅ問題点がある。

００2０ さらに、上記特許ドキュメントそれぞれに開示された技術では、プログラム実行時に

計算ノードの番号が仮想ィヒされている場合や、プロセスが動作する計算ノードを事前

に識別できない場合、マルチキヤスト通信を実行する際に、先ず、物理的な計算ノー

ドの位置を特定してからマルチキヤスト通信の宛先を指定する必要がある。そのため

、経路の指定に要する時間がプログラム実行上のオーバーヘッドになるといぅ共通の

問題点がある。

発明の開示

００2 1 本発明は、上述した課題を解決するネットワークスイッチ、経路設定方法およびプロ

グラムを提供することを目的とする。

００22 上記課題を解決するために、本発明のネットワークスイッチは、複数の入カポートと

該入カポートにそれぞれ対応付けられた複数の出カポートとを有し、前記出カポート

からマルチキヤストパケットを出力するネットワークスイッチにおいて、前記複数の出

カポートのぅちから前記マルチキヤストパケットを出力するための出カポートを指定す

るマルチキヤスト制御情報保持部と、前記マルチキヤスト制御情報保持部が指定した

出カポートに対して、前記マルチキヤストパケットの伝送経路を設定する伝送経路設

定を行ぅマルチキヤスト制御部と、前記マルチキヤスト制御部が前記伝送経路設定を

完了したプロセス数である経路設定完了プロセス数をヵウントする加算部と、前記加

算部がヵウントした経路設定完了プロセス数と、前記マルチキヤスト通信を実行させ

るプロセス数とが一致するか否かを半 男 し、一致すると半 男 したときにマルチキヤスト

通信の伝送経路設定が完了したことを識別する比較部とを有することを特徴とする。

００23 上記課題を解決するために、本発明の経路設定方法は、複数の入カポートと該入

カポートにそれぞれ対応付けられた複数の出カポートとを有し、前記出カポートから

マルチキヤストパケットを出力するネットワークスイッチにおける経路設定方法であっ
て、前記複数の出カポートのぅちから前記マルチキヤストパケットを出力するための出

カポートを指定するマルチキヤスト制御情報保持処理と、前記マルチキヤスト制御情

報保持処理にて指定した出カポートに対して、前記マルチキヤストパケットの伝送経

路を設定する伝送経路設定を行ぅマルチキヤスト制御処理と、前記マルチキヤスト制



御処理にて前記伝送経路設定を完了したプロセス数である経路設定完了プロセス

数をヵなントする加算処理と、前記加算処理にてヵなントした経路設定完了プロセス

数と、前記マルチキヤスト通信を実行させるプロセス数とが一致するか否かを半 男 し、

一致すると半 男 したときにマルチキヤスト通信の伝送経路設定が完了したことを識別

する比較処理とを有する。

００24 また、コンピュータに実行させるプログラムであって、ネットワークスイッチが具備する

複数の入カポートにそれぞれ対応付けられた複数の出カポートのぅちから、マルチキ

ヤストパケットを出力するための前記出カポートを指定するマルチキヤスト制御情報保

持手順と、前記マルチキヤスト制御情報保持手順にて指定した出カポートに対して、

前記マルチキヤストパケットの伝送経路の設定である伝送経路設定を行ぅマルチキヤ

スト制御手順と、前記マルチキヤスト制御手順にて前記伝送経路設定を完了したプロ

セス数である経路設定完了プロセス数をヵなントする加算手順と、前記加算手順にて

ヵウントした経路設定完了プロセス数と、前記マルチキヤスト通信を実行させるプロセ

ス数とが一致するか否かを半 男 し、一致すると半 男 したときにマルチキヤスト通信の

転送経路設定が完了したことを識別する比較手順とをコンピュータに実行させる。

００25 本発明によれば、複数の入カポートと入カポートにそれぞれ対応付けられた複数の

出カポートとを有し、出カポートからマルチキヤストパケットを出力するネットワークスイ

、ソチにおいて、複数の出カポートのぅちからマルチキヤストパケットを出力するための

出カポートを指定し、指定した出カポートに対して、マルチキヤストパケットの伝送経

路を設定し、伝送経路設定を完了したプロセス数である経路設定完了プロセス数を

ヵウントし、ヵウントした経路設定完了プロセス数と、マルチキヤスト通信を実行させる

プロセス数とが一致するか否かを判別し、一致するど判別したときにマルチキヤスト通

信の伝送経路設定が完了したことを識別する構成としたため、マルチキヤスト通信に

おける宛先および伝送経路を高速に設定できる。

図面の簡単な説明

００26 図 本発明の実施形態に従った並列計算機システムの構成を示す図である。

図2 図 に示したネットワークスイッチの構成を示す図である。

図3 図2に示したマルチキヤスト制御部の構成を示す図である。



図4 図3に示したマルチキヤスト制御情報保持部の構成を示す図である。

図5 本発明における、マルチキヤスト通信用の伝送経路設定処理およびマルチキヤ

スト通信処理を示す動作シーケンスである。

図6 図5に示した経路設定コマンド受信処理を示すフローチヤートである。

図7 経路設定コマンドのデータ構造の一例を示す図である。

図8 図5に示した経路設定完了通知処理を示すフローチヤートである。

図9 並列計算機システムの「経路設定処理」における、各構成要素間のデータの流

れを示す図である。

図1０並列計算機システムの「経路設定完了通知処理」における、各構成要素間の

データの流れを示す図である。

図11 並列計算機システムの「マルチキヤスト通信処理」における、各構成要素間の

データの流れを示す図である。

発明を実施するための最良の形態

００27 以下、本発明の実施形態に従った並列計算機システム (ネットワークスイッチ、経路

設定方法、プログラムを含む)を説明する。

００28 先ず、本実施形態の並列計算機システムの構成を説明する。図 に示すよぅに、並

列計算機システムは、計算ノード群 と相互結合網2とから構成される。計算ノード群

に含まれる各計算ノード ～ 2 ～2 3 ～3 および

4 ～4 (以下、「計算ノード ０」と総称する) は、相互結合網2にそれぞれ接

続されている。相互結合網2のネットワーク形態は特に限定せず、例えば、多段結合

網などのネットワークであってもよいが、以下の例ではッリ一型のネットワークを例に

挙げて説明する。

００29 計算ノード ０は、演算器とメモりとをそれぞれ有する互いに独立した計算機である。

計算ノード ０は、必要に応じて相互結合網2を介して互いにデータ伝送を了 、刊 、所

定の処理を実行する。また、計算ノード ０は、「経路設定コマンド発行処理」を実行し

、後述する「経路設定コマンド」を発行する機能を有する。さらに、計算ノード ０は、

マルチキヤスト通信により特定の複数の宛先に送信されるマルチキヤストパケットを発

行する機能を有する。ここでマルチキヤストパケットの形態については特に限定しな



いか、本実施形態のマルチキヤストパケノトは、そのマルチキヤストパケノトか後述の

マルチキヤスト制御スイノチに到達したか否かを示すための「制御都到達ヒノト」を含

むものとする。

００3０ 相互結合網2は、複数のネノトワークスイノチて構成されている。ネノトワークスイノチ

22 ～22 (以下、「ネノトワークスイノチ22」と総称する) は、計算ノート群 と直

接接続されている。

００3 1 ネノトワークスイノチ2 ほ、各ネノトワークスイノチ22 ～22 を相互に接続

する。例えは、計算ノート から計算ノート ヘテータ伝迭を行う場合、ネノ

トワークスイノチ22 を経由してテータか伝迭される。また、計算ノート から

計算ノート 3 へのテータ伝迭は、ネノトワークスイノチ22 2 22 を

順吹経由して実行される。なお、ネノトワークスイノチ2 の数は本実施形態ては「

」てあるか、複数てあってもよい。このため、以下ては、相互結合網2上てネノトワー

クスイノチ2 と同一の階層に設けられたネノトワークスイノチを「ネノトワークスイノ

チ2 」と総称する。

００32 つきに、本実施形態のネノトワークスイノチ2 およひ22 ～22 の構成を

脱明する。図2に示すように、ネノトワークスイノチ2 およひ22 ～22 は、

入カポートの数か「5」、出カポートの数か「5」(以下、「5入力5出力」とレづ)てあるクロ

スハスイノチにより構成される。

００33 図 に示したように、ネノトワークスイノチ2 は、使用している入カポートの数か「

4」、使用している出カポートの数か「4」となっており(以下、「4入力4出力」とレぢ) 、5

番 目の入カポートおよひ5番 目の出カポートはともに未使用の状態にある。また、本

実施形態の脱明例ては、ネノトワークスイノチ2 およひ22か有する入カポートおよひ

出カポートは、互いに1対 1て対応付けられているものてある。例えは、 番 目の入カ

ポートは 番 目の出カポートに対応付けられている。入カポートと出カポートとの対応

付方怯は、一般的な対応付方怯てもよい。なお、各ネノトワークスイノチ2 およひ22

の入カポート数およひ出カポート数は「5」に限らす、それそれ任首の自然数てあれ

はよい。

００34 図2の例ては、各ネノトワークスイノチ2 およひ22 ～22 か有する5つの



ポートのうち、ポート ～4は、図 における下り方向 (ネットワークスイッチ2 から

各ネットワークスイッチ22 ～22 に向かう方向) に対して接続されており、ポート

5は図 の上り方向 (各ネットワークスイッチ22 ～22 からネットワークスイッチ2

に向かう方向) に対して接続されている。

００35 つぎに、ネットワークスイッチ2 および22がそれぞれ有する各構成要素を説明する

。なお、ネットワークスイッチ2 および22は、それぞれ同一の構成を有するとともに同

一の機能を果たすため、以下でほネットワークスイッチ22 の例で説明する。

００36 図2に示すように、ネットワークスイッチ22 は、入カバッフア部2０ ～2０

(以下、「入カバッフア部2０ 」と総称する) と、出カバッフア部2０2 ～2０2 (以

下、「出カバッフア部2０2」と総称する) と、クロスバスイッチ2０3と、クロスバ制御部2０

4と、マルチキヤスト制御部2０5とを有する。

００37 入カバッフア部2０ ～2０ は、ネットワークスイッチ22 の各人力ポートに

入力されたパケットを保持し、デコードし、出力する。なお、本実施形態では、各人カ

バッフア部2０ ～2０ は、各人力ポート ～5に対応するものとする。

００38 出カバッフア部2０2 ～2０2 は、クロスバスイッチ2０3から出力されたパケット

を保持し、各出力ポートを介して、保持しているパケットをネットワークスイッチ2

22 ～22 や計算ノード群 に出力する。なお、本実施形態では、各出カバッ

フア部2０2 ～2０2 は、各出力ポート ～5にそれぞれ対応するものとする。

００39 クロスバスイッチ2０3は、クロスバ制御部2０4の制御下で、入カバッフア部2０ ～
2０ から出力されたパケットを、クロスバ制御部2０4によって指定された出カバッ

フア部2０2 ～2０2 に送信する動作 (ルーティング)を行う。

００4０ クロスバ制御部2０4は、入カバッフア部2０ ～2０ でデコードされた行先情

報の入力を受け、入力された行先情報に従って、クロスバスイッチ2０3のルーティン

グを制御する。

００4 1 マルチキヤスト制御部2０5は、入カバッフア部2０ ～2０ からマルチキヤスト

パケットが入力された場合、マルチキヤストパケットのコピーを生成し、適切な出カバ

ッフア部2０2 ～2０2 にマルチキヤストパケットのコピーを出力する。

００42 なお、入カバッフア部2０からマルチキヤスト制御部2０5に入力されたパケットが、後



述する経路設定コマンドであるとする。この場合、マルチキヤスト制御部2０5は、伝送

経路の設定時に、マルチキヤストパケットの転送元として経路設定コマンドの転送先 (

ネットワークスイッチ2 または22) を設定する。また、マルチキヤスト制御部2０5は、マ

ルチキヤストパケットの伝送先として経路設定コマンドの伝送元 (計算ノード ０)を設

定する。このマルチキヤストパケットは、設定された伝送経路を用いたマルチキヤスト

通信により送信されるパケットである。

００43 また、マルチキヤスト制御部2０5は、図3に示すように、パケット入力部3０ と、パケッ

ト出力部3０2と、プロセス数保持部3０3と、プロセス数カウンタ部3０4と、マルチキヤス

ト制御情報保持部3０5と、加算部3０6と、比較部3０7と、完了通知生成部3０8と、宛

先一致判別部3０9とを有する。

００44 パケット入力部3０ は、入カバッフア部2０ ～2０ からのパケット入力を受け

、入力されたパケットをパケット出力部3０2に出カする。パケット入力部3０ が入力す

るパケットとは、マルチキヤスト通信により送信されるマルチキヤストパケット、計算ノー

ド ０により発行された経路設定コマンドなどである。経路設定コマンドが計算ノード

0から送信されてきた場合、パケット入力部3０ は、後述する「経路設定コマンド受信

処理」を実行し、経路設定コマンドを受信する。また、パケット入力部3０ は、受け取

った経路設定コマンド内に格納されている所定の制御情報 (例えば、後述するマル

チキヤスト1 )を、プロセス数保持部3０3、プロセス数カウンタ部3０4、マルチキヤスト

制御情報保持部3０5に通知する機能を有する。

００45 パケット出力部3０2は、パケット入力部3０もしくは完了通知生成部3０8からパケット

(経路設定コマンド、マルチキヤストパケットなど)を受け取り、受け取ったパケットを図

2に示した各出カバッフア部2０2 ～2０2 に出力する。また、パケット出力部3０

2は、マルチキヤストパケットの出力先 (伝送先)を指定するための伝送経路情報であ

る「マルチキヤスト制御情報3０5 」を、マルチキヤスト制御情報保持部3０5から受け

取る。

００46 プロセス数保持部3０3は、「プロセス数保持処理」を実行し、「グループ所属プロセス

数」を保持するレジスタ群である。ここに、「グループ所属プロセス数」とは、マルチキ

ヤスト通信を実行する計算ノード ０上の各プロセスグループに所属するプロセス数で



ある。また、ここでいうプロセスグループは、例えば、 P にて、通信を行うプロセスの

集合として扱われるコミュニケータに相当する。また、プロセス数保持部3０3は、パケ

ット入力部3０からマルチキヤスト の入力を受け、そのマルチキヤスト で指定さ

れるレ、ジスタ値 (グループ所属プロセス数 )を比較部3０7に出力する。

００47 プロセス数ヵウンタ部3０4は、「プロセス数ヵウント処理」を実行し、マルチキヤスト通

信におけるマルチキヤストパケットの伝送経路の設定処理である「伝送経路設定」に

関するレ、ジスタ値を保持するレ、ジスタ群である。より具体的には、プロセス数ヵウンタ

部3０4は、マルチキヤスト通信を行う計算ノード ０上のプロセスに対して伝送経路設

定が完了した数 (以下、「経路設定完了プロセス数」という)を保持する。プロセス数ヵ
ウンタ部3０4は、パケット入力部3０からマルチキヤスト の入力を受け、マルチキヤ

スト1 で指定されるレ、ジスタ値 (経路設定完了プロセス数 )を加算部3０6に出力する

００48 マルチキヤスト制御情報保持部3０5は、「マルチキヤスト制御情報保持処理」を実行

し、マルチキヤストパケットのコピーを出力させる出カポート番号を指定するための情

報である「マルチキヤスト制御情報3０5 」を保持する。なお、マルチキヤスト制御情報

保持部3０5は、パケット入力部3０ が計算ノード ０上の つのプロセスから つの経

路設定コマンドを受信したときに、そのプロセスに対する経路設定処理を実行する。

そのため、プロセス数ヵウンタ部3０4がヵウントする経路設定完了プロセス数は、ネッ

トワークスイッチ22 が受信した経路設定コマンドの数と同一である。

００49 また、マルチキヤスト制御情報保持部3０5は、パケット入力部3０ ～3０ か

らの入力を受け、パケット出力部3０2 ～3０2 に制御信号 (伝送経路情報 )を

出力する。なお、マルチキヤスト制御情報保持部3０5は、パケット入力部3０ ～3

０ のうちから、入カバッフア部2０ (入カポート)からパケットが入力されたパケッ
ト入力部を識別する機能を有する。

００5０ 加算部3０6は、加算器で構成され、「加算処理」を実行し、プロセス数ヵウンタ部3０

4が保持するレジスタ値の更新により、マルチキヤスト制御部2０5がパケットの伝送経

路設定を完了した経路設定完了プロセス数をヵウントする。なお、加算部3０6は、プ

ロセス数ヵウンタ部3０4が保持する「経路設定完了プロセス数」に加算処理を施した



後に、加算処理後の結果をプロセス数ヵウンタ部3０4が保持するレジスタ値に菩き戻

す。また、加算部3０6は、加算結果を比較部3０7に出力する。

００5 1 比較部3０7は、比較器で構成され、「比較処理」を実行することにより、加算部3０6と

プロセス数保持部3０3とからそれぞれ値の入力を受け、加算部3０6からの入力値と

プロセス数保持部3０3からの入力値とを比較し、比較結果を完了通知生成部3０8に

出力する。また、比較部3０7は、比較結果が一致したときに、マルチキヤスト通信の

経路設定が完了したと識別する。経路設定が完了としたと識別した場合、比較部3０

7は、「完了通知指示処理」を実行し、完了通知生成部3０8に、経路設定完了の旨を

通知するためのパケットである「経路設定完了通知」を生成するよぅ指示する。

００5 2 完了通知生成部3０8は、「完了通知生成処理」を実行し、比較部3０7の「完了通知

指示処理」による指示に従って、「経路設定完了通知」を生成する。また、完了通知

生成部3０8は、「完了通知送信処理」を実行し、生成した経路設定完了通知をパケッ
ト出力部3０2に出力する。これにより、経路設定完了通知が計算ノード ０に送信され

る。

００5 3 宛先一致判別部3０9は、「宛先一致判別処理」を実行し、経路設定コマンドの伝送

先情報が示す経路設定コマンドの最終的な宛先が 自己のネットワークスイッチに一

致するか否かを半 男 し、一致すると半 男 した場合、自己のネットワークスイッチがパケ

ットの最終的な伝送先であることを識別する。そして、宛先一致判別部3０9は、経路

設定コマンド中に格納されている「経路設定コマンドの最終的な宛先」の識別結果を

、プロセス数ヵウンタ部3０4に通知する。

００54 また、宛先一致判別部3０9は、マルチキヤスト通信の際に、計算ノード ０から送信さ

れてきたマルチキヤストパケットの宛先が 自己に一致するか否かを判別する機能を有

する。自己に一致すると半 男 した場合、宛先一致判別部3０9は、マルチキヤストパケ

ット中の「制御部到達ビット」を「 」に菩き換える。

００5 5 なお、プロセス数保持部3０3、プロセス数ヵウンタ部3０4およびマルチキヤスト制御

情報保持部3０5は、複数セットの情報 (図3中の つのグループ所属プロセス数と、

図3中の つの経路設定完了プロセス数と、後述する図4の つのビット列とを セット

とする情報 )をそれぞれ保持できるよぅ構成することが望ましい。この場合に、マルチ



キヤスト通信を実行する計算ノード ０上のプロセスグループに、各プロセスグループ

をそれぞれ識別するための番号 (以下、「マルチキヤスト 」という)を付与したものす

る。これにより、各プロセスグループが、マルチキヤスト に基づいて、複数セットの情

報のうちから自己のプロセスグループに対応する情報を選択することが可能になる。

これにより、複数のプロセスグループによるマルチキヤスト通信を同時に実行すること

が可能になるからである。

００56 つぎに、マルチキヤスト制御情報保持部3０5の構成を詳細に説明する。図4に示す

ように、マルチキヤスト制御情報保持部3０5が保持する「マルチキヤスト制御情報3０5

」には、長さが 「5」である 個のビット列 ～ が登録されている。ここに、ビット列

～ をm個設けているのは、複数 ( 個 ) のマルチキヤスト通信用の転送経路を

設定可能にするためである。

００5 7 マルチキヤスト制御情報保持部3０5は、計算ノード ０から送信されてきた経路設定

コマンドに含まれるマルチキヤスト により、ビット列 ～ のうちから特定のビット

列を指定する。各ビット列 ～ 中にそれぞれ含まれる5つのビットは、5つの各出

カポート(各出力ポートに対応する出カバッフア部2０2 ～2０2 にそれぞれ対

応付けられている。なお、上述したようにネットワークスイッチが有する入力ポートおよ

び出力ポートは互いに 対 で対応付けられている。そのため、マルチキヤスト制御情

報保持部3０5は、外部から経路設定コマンドが入力された入力ポート番号に対して、

その入力ポート番号に対応する出力ポート番号に応じたビット列 ～ 内のビット

を識別することが可能である。

００58 なお、マルチキヤスト制御情報保持部3０5は、各ビット列 ～ において、マルチ

キヤストパケットを出力さぜる出力ポート番号に対応するビットに対しては「1」を設定

する。また、マルチキヤスト制御情報保持部3０5は、マルチキヤストパケットを出力さ

せない出力ポート番号に対応するビットに対しては「０」を設定する。図4に示したビッ
ト列 の例では、 番 目のビットに対応する出力ポート(出力ポート番号「 」) が、マ

ルチキヤストパケット送信用に設定されている。

００59 なお、図4に示した例でほ、マルチキヤストパケットの出力先を、ネットワークスイッチ

2 および22が具備する出力ポートの数と同じ数のビットを有するビット列で示してい



るが、マルチキヤスト制御情報3０5 の形態は特に限定しない。マルチキヤスト制御

情報3０5 は、例えば、マルチキヤストパケットの出力先となる出カポート番号が登録

されたリストであってもよい。

００6０ 次に、上記構成を有する並列計算機システムにて、マルチキヤスト通信用の伝送経

路を設定する「伝送経路設定処理」の動作シーケンスを説明する。図5に示すように、

この一連の動作シーケンスは、計算ノード ０と、ネットワークスイッチ2 と、ネットワー

クスイッチ22との3者の間で実行されるものである。

００6 1 なお、この一連の「伝送経路設定処理」において、計算ノード ０では、ステッ の

「事前準備処理」と、ステップ 2の「経路設定コマンド発行処理」と、ステッ の「経

路設定完了通知受取処理」と、ステッ 4の「マルチキヤスト通信処理」とを実行する

００62 また、この一連の「伝送経路設定処理」において、ネットワークスイッチ2 または22

は、ステッ 2 または3 の「経路設定コマンド受信処理」と、ステッ 22または32の「

経路設定処理」とを実行する。なお、ステッ の「経路設定コマンド伝送処理」、ス

テッ 3 3の「経路設定完了通知処理」およびステッ 24の「経路設定完了通知伝送

処理」は、経路設定コマンドの最終的な宛先であるか否かに応じて実行される。

００63 以下、上述の各処理について、その概要を説明する。

００64 ステッ の「事前準備処理」は、計算ノード ０において、マルチキヤスト通信を実

行するプロセスグループに所属する各プロセスが、プロセスグループ識別用の「マル

チキヤスト 」や各プロセスグループに属するプロセス数などの情報を事前に共有す

るために行われる。

００65 ステッ 2の「経路設定コマンド発行処理」は、計算ノード ０において、マルチキヤ

スト通信を実行するプロセスグループの各プロセスが、ネットワークスイッチ2 22に

伝送経路の設定を指示するための「経路設定コマンド」を発行するために行われる。

この「経路設定コマンド」のデータ構造については、詳細な説明を後述する。

００66 ステッ 2 または3 の「経路設定コマンド受信処理」は、ネットワークスイッチ2 、2

2において、計算ノード ０のプロセスグループの各プロセスから「経路設定コマンド発

行処理」により送信されてきた「経路設定コマンド」を受信するために行われる。



００67 なお、図6に示すように、ステッ 2 の「経路設定コマンド受信処理」では、ステッ 2

の「経路設定コマンド受信処理」と、ステッ の「宛先一致判別処理」とが実行

される。ステッ の「経路設定コマンド受信処理」は、パケット入力部3０ により実

行され、経路設定コマンドを受信するために行われる。また、ステッ の「宛先一

致判別処理」は、宛先一致判別部3０9により実行され、後述する「マルチキヤスト制

御スイッチ番号」が示す経路設定コマンドの最終的な宛先と自己のネットワークスイッ

チとが一致するか否かを判別するために行われる。

００68 図6のステッ にて oであり、宛先一致判別部3０9が、自己のネットワークスイ

、ソチは最終的な宛先でないと半 男 した場合、図5に示したようにステッ の「経路

設定処理」の実行後に、ステッ 23の「経路設定コマンド伝送処理」が実行される。ま

た、図6のステッ にて esであり、宛先一致判別部3０9が、自己のネットワーク

スイッチは最終的な宛先であると判別した場合、図5に示したようにステッ 32の「経

路設定処理」の実行後に、ステッ 33の「経路設定完了通知処理」が実行される。

００69 図5に示すステッ または32の「経路設定処理」は、「経路設定コマンド受信処理

」により「経路設定コマンド」を受信したネットワークスイッチ2 22において、受信し

た「経路設定コマンド」に某づいて行われる。各ネットワークスイッチ2 および22では

、計算ノード ０から受信した経路設定コマンドの指示に従って、各ネットワークスイッ

チ2 および22のマルチキヤスト制御部2０5が、マルチキヤスト制御情報3０5 を設定

する。

００7０ ステッ 23の「経路設定コマンド伝送処理」は、計算ノード ０のプロセスグループの

各プロセスから送信されてきた「経路設定コマンド」を、その最終的な宛先 (後述の「

マルチキヤスト制御スイッチ」) のネットワークスイッチに送信するために行われる。

００7 1 ステッ 33の「経路設定完了通知処理」は、経路設定コマンドの最終的な宛先であ

るネットワークスイッチ2 または22において、「経路設定処理」の完了によりマルチキ

ヤスト通信に用いられる経路の設定が完了したことを、経路設定コマンドの発行元で

ある計算ノード ０に通知するために行われる。

００72 また、マルチキヤスト制御スイッチから計算ノード ０に至る伝送経路上のネットワーク

スイッチは、ステッ 24の「経路設定完了通知伝送処理」を実行する。これにより、ネ



ットワークスイッチ2 または22は、マルチキヤスト制御スイッチが送信した経路設定完

了通知を中継し、経路設定コマンドの発行元の計算ノードに伝送する。

００73 ステッ 3の「経路設定完了通知受取処理」は、計算ノード ０のプロセスグルーブ

内の各プロセスにて実行される。この「経路設定完了通知受取処理」では、ステッ 2

3の「経路設定完了通知処理」によってマルチキヤスト制御スイッチであるネットワーク

スイッチから送信された「経路設定完了通知」を、プロセスグループが受信する。これ

により、受信したプロセスグルーブ内の各プロセスは、自己が 「経路設定コマンド」の

送信により要求したマルチキヤスト通信の経路設定が、経路設定コマンドの最終的な

宛先であるネットワークスイッチ上で完了したことを認識する。そのため、「経路設定

完了通知」を受信したプロセスグループに対して、マルチキヤスト通信を行うためのマ

ルチキヤスト通信コマンドを発行可能となる。

００74 ステッ 3の「経路設定完了通知受取処理」の完了後、「経路設定完了通知」を受

信したプロセスグルーブ内のプロセスは、プログラムによってマルチキヤスト通信の実

行を指示された際に、ステッ 4の「マルチキヤスト通信処理」を実行し、マルチキヤ

スト通信を実行する。なお、一且経路を設定してしまえば、そのプロセスグループに

対するマルチキヤスト通信は、「マルチキヤスト通信処理」を繰り返し実行することによ

り、複数回実行可能である。

００75 つぎに、計算ノード ０によるステッ ～4の各処理、ネットワークスイッチ22

によるステッ 2 ～24の各処理、ネットワークスイッチ2 によるステッ 3 ～33

の各処理について詳細に説明する。なお、以下では、図 に示す並列計算機システ

ム上で、5つのプロセスからなるプロセスグループがマルチキヤスト通信を実行する場

合を例に挙げて説明する。5つのプロセスは、計算ノード ～ 2 ～
2 3 ～3 4 ～4 上でそれぞれ動作しているものである。

００76 まず、計算ノード ０上にて実行されるステッ の「事前準備処理」について説明

する。図5に示した「事前準備処理」において、マルチキヤスト通信を実行するプロセ

スグループの各プロセスは、マルチキヤスト通信の経路設定前に、(a) マルチキヤスト

と、(b)マルチキヤスト通信を制御するネットワークスイッチを指定するための番号 (

以下、「マルチキヤスト制御スイッチ番号」という) と、(c) プロセスグループに含まれる



プロセス数 (以下、「グループ所属プロセス数」という) とを示す情報を共有しておく。

００77 「マルチキヤスト 」は、計算ノード ０上で動作する各プロセスグループをそれぞれ

識別するための番号を示す「識別情報」である。以下の例では、マルチキヤスト は「

」であるものとする。

００78 「マルチキヤスト制御スイッチ番号」は、マルチキヤスト通信を制御するネットワークス

イッチを指定するための情報である。また、「マルチキヤスト制御スイッチ番号」で指定

されるネットワークスイッチを、以下でほ「マルチキヤスト制御スイッチ」という。ツリー構

造を有するネットワークでは、図9に示す最上段のネットワークスイッチ (ネットワークス

イッチ2 )を指定するのが最も効率的である。そのため、この例では、「ネットワー

クスイッチ2 」をマルチキヤスト制御スイッチ番号で指定するものとする。なお、マ

ルチキヤスト制御スイッチ番号は、マルチキヤスト制御スイッチに経路設定コマンドを

伝送するための転送経路情報であってもよい。

００79 「グループ所属プロセス数」は、計算ノード ０にて、「マルチキヤスト 」が付与され

たプロセスグループに所属しているプロセスの数である。「マルチキヤスト 」はマル

チキヤスト通信を実行するプロセスグループに対して付与されるため、「グループ所

属プロセス数」は、マルチキヤスト通信に参加させ、マルチキヤスト通信を実行させる

プロセス数を示す「マルチキヤスト実行プロセス数」である。以下の例では、「グループ

所属プロセス数」は「5」であるものとする。

００8０ 以上で、ステッ の「事前準備処理」が終了する。

００8 1 つぎに、計算ノード ０上にて実行されるステッ の「経路設定コマンド発行処理」

について説明する。ステッ 2の「経路設定コマンド発行処理」において、計算ノー

ド ０のうちでマルチキヤスト通信を実行するプロセスグループの各プロセスが、「経路

設定コマンド」をそれぞれ発行する。そして、発行された経路設定コマンドは、図9に

示す相互結合網2上に設けられた特定のネットワークスイッチ2 22が有するマルチ

キヤスト制御部2０5に伝送される。

００82 この「経路設定コマンド」は、ネットワーク2 または22が有するマルチキヤスト制御部

2０5に対して、マルチキヤスト通信用の転送経路設定を指示するためのコマンドを含



００83 また、経路設定コマンドは、「事前準備処理」においてマルチキヤスト通信を行うプロ

セス間にて共有された情報を含むものである。すなわち、図7に示すように、経路設

定コマンドは、マルチキヤスト1 (二 「 」) と、マルチキヤスト制御スイッチ番号 (二 「ネッ

トワークスイッチ2 」) と、グループ所属プロセス数 (二 「5」) とを含んでいる。なお

、マルチキヤスト制御スイッチ番号は、マルチキヤスト通信を制御するマルチキヤスト

制御スイッチに経路設定コマンドを伝送するための経路情報である「経路設定コマン

ドの転送先情報」である。

００84 次に、ネットワークスイッチ2 22によるステッ 2 の「経路設定コマンド受信処理」

について説明する。図5に示したステッ 2 の「経路設定コマンド受信処理」では、ネ

ットワークスイッチ2 22は、「経路設定コマンド発行処理」により計算ノードが発行し

た経路設定コマンドを受信する。このとき、ネットワークスイッチ2 22のパケット入力

部3０ は、経路設定コマンドを、計算ノード ０から、または、計算ノード ０から受信し

た経路設定コマンドを伝送してきた他のネットワークスイッチから受信する。

００85 つぎに、計算ノード ０により発行された経路設定コマンドを受信したときの、ネットワ

ークスイッチの動作について説明する。以下では、図5に示したように、計算ノード

が発行した経路設定コマンドをネットワークスイッチ22 または2 が受信し

た場合を例に挙げて説明する。そして、この例では、計算ノード が発行した経

路設定コマンドが、図7に示した経路設定コマンドであるものとし、「ネットワークスイッ

チ2 」がマルチキヤスト制御スイッチとして指定されている。

００86 なお、ネットワークスイッチの動作は、ネットワークスイッチが経路設定コマンドの最終

的な宛先であるか否か(マルチチヤネル制御スイッチであるか否か) に応じて典なる。

そのため、まず、「マルチチヤネル制御スイッチ」でないネットワークスイッチ22 か
ら説明する。

００87 ネットワークスイッチ22 は、図5に示したステッ 2 の「経路設定コマンド受信処

理」にて、図6に示したステッ 2 の「経路設定コマンド受信処理」を実行し、計算ノ

ード が発行した経路設定コマンドを受信する。その後、ネットワークスイッチ22

一 の入カバッフア部2０ 一 ほ、経路設定コマンドをデコードし、マルチキヤスト制

御部2０5に供給する。マルチキヤスト制御部2０5が有するパケット入力部3０ は、入



カバッフア部2０ から供給された経路設定コマンドから、マルチキヤスト制御スイ

、ソチ番号およびマルチキヤスト を抽出する。

００88 続いて、宛先一致判別部3０9は、図6に示したステッ 2 2の「宛先一致判別処理」

を実行し、経路設定コマンド内の伝送先情報 (マルチキヤスト制御スイッチ番号) が示

す経路設定コマンドの最終的な宛先と自己のネットワークスイッチ22 とが一致す

るか否かを判別する。この例では、マルチキヤスト制御スイッチ番号はネットワークスイ

、ソチ2 を示しており、ネットワークスイッチ22 は最終的な伝送先でない。その

ため、宛先一致判別部3０9は、自己のネットワークスイッチが最終的な伝送先でない

と判別する。この場合、スイッチ22 では、マルチキヤスト制御部2０5は、ステッ 2

2の「経路設定処理」の実行後、ステッ の「経路設定コマンド伝送処理」を実行す

る。

００89 つぎに、図6に示したステッ の「経路設定処理」について説明する。ステッ

の「経路設定処理」は、マルチキヤスト制御情報保持部3０5が、自ら保持するマルチ

キヤスト制御情報3０5 を更新することにより実行される。マルチキヤスト制御情報保

持部3０5は、経路設定コマンド中のマルチキヤスト によって指定されたビット列に

おいて、経路設定コマンドを受信した入カポート番号に対応するビットの値を「 」に

設定する。この例では、マルチキヤスト は「 」を示しているため、図4に示した「 番

目のビット列 」が指定される。さらに、経路設定コマンドを受信した入カポート番号

が 「 」であったものとする。この場合、マルチキヤスト制御情報保持部3０5は、マルチ

キヤスト で指定されたビット列 において、入カポート番号「 」に対応する「1番 目

の出カポートに対応するビット」の値を、「 」に設定する。以下、このよぅな動作を「ビ

、ソト設定動作」と う。

００9０ 「経路設定処理」(ビット設定動作 ) の終了後、ネットワークスイッチ22 は、ステッ

プ23の「経路設定コマンド伝送処理」を実行する。パケット入力部3０ は、ネットワー

クスイッチ22 が受信した経路設定コマンドを、パケット出力部3０2を経由して出カ

バッフア部2０2 に入力する。ネットワークスイッチ22 の出カバッフア部2０2

は、「経路設定コマンド伝送処理」を実行し、経路設定コマンドを、その最終的な宛先

であるネットワークスイッチ2 に伝送する。



００9 1 つぎに、「経路設定コマンドの最終的な宛先 (マルチキヤスト制御スイッチ)である」ス

イッチ2 の動作を説明する。スイッチ2 は、ステッ7 3 の「経路設定コマンド

受信処理」により、ネットワークスイッチ22 から伝送されてきた経路設定コマンドを

受信すると、入カバッフア部2０ によりデコードされた経路設定コマンドをマルチ

キヤスト制御部2０5に供給する。マルチキヤスト制御部2０5のパケット入力部3０ は、

経路設定コマンドから、マルチキヤスト制御スイッチ番号およびマルチキヤスト を抽

出する。抽出されたマルチキヤスト制御スイッチ番号 (転送先情報) が示す宛先はスイ

ッチ2 であるため、この伝送先情報を現在参照しているネットワークスイッチ2

は、計算ノード から発行された経路設定コマンドの最終的な宛先そのもの

である。

００92 この場合、ネットワークスイッチ2 が有する宛先一致判別部3０9は、図6に示し

たステッ の宛先一致判別処理にて esであり、伝送先情報が示す宛先のネッ

トワークスイッチが 自己のネットワークスイッチ2 に一致すると半 男 し、自己が最

終的な伝送先であることを識別する。そのため、ネットワークスイッチ2 では、マ

ルチキヤスト制御情報保持部3０5によるステッ の「経路設定処理」と、マルチキヤ

スト制御情報保持部3０5および完了通知生成部3０8によるステッ の「経路設定

完了通知処理」とが実行される。

００93 ネットワークスイッチ2 の「経路設定処理」の動作は、上述のネットワークスイッチ

22 が 「経路設定処理」にて実行したビット設定動作と同一である。すなわち、ネッ

トワークスイッチ2 にて、マルチキヤスト制御情報保持部3０5は、マルチキヤスト

制御情報3０5 のうちから、マルチキヤスト にの例では「 」)で指定される「1番 目

のビット列 」を特定する。さらに、マルチキヤスト制御情報保持部3０5は、特定した

ビット列 において、経路設定コマンドを受信した入カポートの番号 (例えば、「 」)

に対応する出カポートの番号のビット( 番 目のビット) の値を「 」に設定する。この設

定動作により、経路設定コマンドの発行元である計算ノード に対して、ネットワ

ークスイッチ2 がマルチキヤストパケットを伝送する際に、ネットワークスイッチ2

一 が有する出カポート番号 の出カポートが用いられる。

００94 また、ネットワークスイッチ2 のステッ の「経路設定完了通知処理」は以下



のよぅに行われる。まず、パケット入力部3０ は、経路設定コマンドから抽出したマル

チキヤスト1 をプロセス数保持部3０3に通知する。プロセス数保持部3０3は、通知さ

れたマルチキヤスト により指定されたレ、ジスタの値 (グループ所属プロセス数 )を、

比較部3０7に出力する。

００95 また、パケット入力部3０ は、マルチキヤスト1 をプロセス数ヵウンタ部3０4に通知

する。プロセス数ヵウンタ部3０4は、「プロセス数ヵウント処理」を実行し、通知された

マルチキヤスト によって指定されたレジスタに格納されている値 (経路設定完了プ

ロセス数 )を、加算部3０6に出力する。

００96 図8に示すよぅに、加算部3０6は、マルチキヤスト制御情報保持部3０5がマルチキヤ

スト制御情報3０5 中のビット列 ～ に含まれるビットを つ設定するごとに、ステ

ッ 33 の「加算処理」を実行する。この「加算処理」にて、加算部3０6は、プロセス

数ヵウンタ部3０4から出力されたレジスタの値である経路設定完了プロセス数に を

加算する。続いて、加算部3０6は、加算後の結果をプロセス数ヵウンタ部3０4に菩き

戻すとともに、加算後の結果を比較部3０7にも出力する。

００97 比較部3０7は、ステッ 332 の「比較処理」を実行し、プロセス数保持部3０3から入

力された値 (計算ノード ０上でマルチキヤスト通信を行ぅプロセスグループのグルー

プ所属プロセス数 ) と、加算部3０6から入力された値 (加算部3０6が加算処理を施し

た後の経路設定完了プロセス数 ) とを比較する。ステッ の「比較処理」にて es

であり、各人力値が互いに一致すると半 男 した場合、マルチキヤスト通信を実行する

プロセスグループに含まれるすべてのプロセスから経路設定コマンドが到達した場合

に相当する。このとき、比較部3０7は、マルチキヤスト通信のための経路設定が完了
したと識別するとともに、完了通知生成部3０8に「経路設定完了通知」を発行するよぅ

指示する。一方、ステッ 332 にて oであり、グループ所属プロセス数と経路設定完

了プロセス数とが一致しないと半 男 した場合、比較部3０7は、経路設定が完了してい
。

ないと識別し、加算部3０6が、ステッフ33 の処理を実行する。

００98 ネットワークスイッチ2 がステッ の「経路設定処理」を実行し、経路設定コマ

ンドがすべてのプロセスからスイッチ2 に到達すると、各ネットワークスイッチ2

22 ～2 のマルチキヤスト制御情報保持部3０5における1番 目のビット列



は、図9に示す 2 ～ 2 のよぅにそれぞれ設定される。また、スイッチ

2 では、加算部3０6が出力した値とプロセス数保持部3０3が出力した値とが一

致するため、比較部3０7が、経路設定が完了したことを識別する。この場合、比較部

3０7は、「完了通知指示処理」を実行し、完了通知生成部3０8に「経路設定完了通

知」の発行を指示する。

００99 完了通知生成部3０8は、ステッ 333 の「完了通知生成処理」により、経路設定完

了通知を生成し、生成した経路設定完了通知をパケット出力部3０2に出カする。な

お、この経路設定完了通知には、マルチキヤスト通信を実行するプロセスグループを

特定するためのマルチキヤスト にの例では「1」) が記述されている。

０1００ ネットワークスイッチ2 のパケット出力部3０2は、「完了通知生成処理」により生

成された経路設定完了通知を、完了通知生成部3０8から受信する。また、パケット出

力部3０2は、「経路設定処理」により設定された経路情報を、マルチキヤスト制御情

報保持部3０5から受信する。そして、パケット出力部3０2は、「完了通知送信処理」に

より、経路情報で指定された出カバッファ部2０2 (出カポート)を用いて、経路設定完

了通知のコピーを出力する。これにより、伝送経路に従って、経路設定完了通知が、

計算ノード 宛に送信される。例えば、図 ０の例では、スイッチ2 のパケッ
ト出力部3０2は、マルチキヤスト で指定されたマルチキヤスト制御情報3０5 内の「

1番 目のビット列 」の設定に対応する各出カポート(出カポート番号 ～3) に、

経路設定完了通知を出力する。以上で、ステッ 33の「経路設定完了通知処理」が

終了する。

０1０1 なお、図5においては、マルチキヤスト通信用の伝送経路が、ネットワークスイッチ2

、ネットワークスイッチ22 、計算ノード の順に設定されている。そのため

、ネットワークスイッチ22 による中継処理であるステッ の「経路設定完了通知

伝送処理」が行われる。

０1０2 つぎに、ステッ の「経路設定完了通知伝送処理」について説明する。ネットワー

クスイッチ22 は、ネットワークスイッチ2 から送信されてきた「経路設定完了
通知」を受信すると、マルチキヤスト制御部2０5のパケット入力部3０ に経路設定完

了通知を入力する。パケット入力部3０ は、マルチキヤスト制御情報保持部3０5に対



して、経路設定完了適知に含まれるマルチキヤスト にの例ては「1」)を適知する。

また、パケノト入力部3０ は、入力された経路設定完了適知をパケノト出力部3０2に

伝迭する。ネノトワークスイノチ22 のパケノト出力部3０2は、マルチキヤスト制御

清報3０5 内の図 ０のヒノト列 2 に含まれるヒノトによって指定されるポートに、

パケノトを出力する。これにより、ネノトワークスイノチ2 か発行した「経路設定完

了適知」か、ネノトワークスイノチ22 から、計算ノート て動作するプロセスク

ループの各プロセスに迭信される。なお、経路設定完了コマントにより経路設定の完

了を各プロセスに適知する方怯は任首てある。例えは、計算ノート ０の指定された

番地に対応するメモりまたは計算ノート ０の指定されたレシスタへの所定値の設定、

計算ノート ０への割込の報告、なとの一般的な方怯てもよい。

０1０3 経路設定完了適知の宛先てある計算ノート は、ステノ の「経路設定完了
適知受取処理」を実行し、経路設定完了適知を、プロセスクループの各プロセスによ

り受信する。以上て、「伝迭経路設定処理」か終了する。

０1０4 つきに、一庫の「伝迭経路設定処理」によって設定された伝迭経路を用いて、計算

ノート かマルチキヤスト面信するときのステノ 4の「マルチキヤスト面信処理」

について脱明する。なお、「マルチキヤスト面信処理」を実行するプロセスクループの

5つのプロセスは、マルチキヤスト面信する機能をそれそれ有する。ここては、計算ノ

ート か、プロセスクルーブ内の5つのすへてのプロセスを用いてマルチキヤス

ト面信を行う場合を例に挙けて脱明する。

０1０5 計算ノート 上て動作するプロセスクループのプロセスか、マルチキヤストパケ

ノトを発行したものとする。このとき、図 に示すように、計算ノート から迭信さ

れたマルチキヤストパケノトは、そのプロセスクループのマルチキヤスト面信を制御す

るマルチキヤスト制御スイノチまて伝迭される。なお、マルチキヤスト制御スイノチは、

ステノ の「事前準備処理」て設定された「マルチキヤスト制御スイノチ番号」によ

って指定される。そのため、計算ノート かマルチキヤストパケノトを発行するとき

の宛先清報には、「ネノトワークスイノチ2 」か設定されている。また、初期状態に

おいて、計算ノート か発行するマルチキヤストパケ外中の「制御部到達ヒ外 」

は、そのマルチキヤストパケノトかマルチキヤスト制御スイノチ2 に到達していな



いことを示すために、「０」に設定されている。

０1０6 「マルチキヤスト制御スイツチでない」ネットワークスイッチ22 では、宛先一致判別

部3０9が、計算ノード から受信したマルチキヤストパケット中の制御部到達ビッ

トが 「０」に設定されていることを識別する。その後、ネットワークスイッチ22 のパケ

ット出力部3０2が、マルチキヤストパケットをマルチキヤスト制御スイッチ (ネットワーク

スイッチ2 )宛に伝送する。

０1０7 「マルチキヤスト制御スイツチである」ネットワークスイッチ2 では、ネットワークス

イッチ22 から伝送されてきたマルチキヤストパケットを受信すると、宛先一致判別

部3０9が、マルチキヤストパケットがその最終的な宛先 (ネットワークスイッチ2 )

に到達したことを識別する。そのため、宛先一致判別部3０9は、マルチキヤストパケッ
ト中の制御部到達ビットを「1」に菩き換え、マルチキヤスト制御部2０5のパケット入力

部3０ に伝送する。パケット入力部3０ は、マルチキヤスト をマルチキヤスト制御情

報保持部3０5に通知するとともに、マルチキヤストパケット本体をパケット出力部3０2

に伝送する。

０1０8 さらに、ネットワークスイッチ2 では、マルチキヤスト制御情報保持部3０5が、マ

ルチキヤスト で指定されるマルチキヤストパケットの発行元 (計算ノード ) のプ

ロセスグループに対して設定した出力ポートを示すビット列 (経路情報 )を読み出し、

読み出した経路情報をパケット出力部3０2に送信する。パケット出力部3０2は、設定

済の転送経路を用いてマルチキヤストパケットを送信するために、経路情報に従って

指定された出カバッフア部2０2にマルチキヤストパケットを出力する。図 の例では

、マルチキヤスト制御スイッチであるネットワークスイッチ2 を介して、計算ノード

から送信されたマルチキヤストパケットが、ネットワークスイッチ22 22 22

宛に伝送される。

０1０9 各ネットワークスイッチ22 ～22 では、ネットワークスイッチ2 から伝送さ

れてきたマルチキヤストパケット中の制御部到達ビットが 「 」に設定されていることを

識別し、そのマルチキヤストパケットがマルチキヤスト制御スイッチに到達済であること

を判別する。その後、判別したマルチキヤストパケットを、マルチキヤスト制御 の

パケット入力部3０ に伝送する。パケット入力部3０ は、マルチキヤスト をマルチキ



ヤスト制御情報保持部3０5に通知するとともに、マルチキヤストパケットをパケット出力

部3０2に転送する。

０11０ マルチキヤスト制御情報保持部3０5は、パケット入力部3０から通知されたマルチキ

ヤスト が指定するビット列 (出カポートの経路情報 )を読み出し、この経路情報をパ

ケット出力部3０2に供給する。パケット出力部3０2は、供給された経路情報が指定す

る出カバッフア部2０2 ～2０2 のいずれかにマルチキヤストパケットを出力する

。これにより、ネットワークスイッチ22 は、上述の伝送経路設定処理により設定さ

れた伝送経路に従って、マルチキヤストパケットを転送する。なお、このマルチキヤスト

パケットの伝送動作は、ステッ 24の「経路設定完了通知伝送処理」にて伝送経路

設定処理により設定された伝送経路を用いて設定完了コマンドを伝送する動作と同

一である。

０ 1 以上で、ステッ 4の「マルチキヤスト通信処理」が終了する。

０112 以上説明したように、本発明の並列計算機システムによれば、ネットワークスイッチ2

および22が、少なくとも つの出カポートを指定し、指定した出カポートに対して人

カポートから入力されたパケットのコピーの伝送経路を設定し、伝送経路の設定を完

了したプロセス数と、予め保持するマルチキヤスト通信を実行させるプロセス数とが一

致するか否かを半 男 し、一致すると半 男 したときにマルチキヤスト通信の経路設定が

完了したことを識別する。

０113 これにより、相互結合網2に接続された計算ノード ０の物理的な位置を把握すること

なく、マルチキヤスト通信における宛先および伝送経路を高速に設定できる。

０114 また、本発明の並列計算機システムによれば、マルチキヤスト通信における宛先と伝

送経路が高速に設定完了されるため、マルチキヤスト通信機能を用いるプログラム全

体の処理性能を向上させることができる。

０115 さらに、本発明の並列計算機システムによれば、ネットワークスイッチ2 1 および2

2において、完了通知生成部3０8は、マルチキヤスト制御部2０5によるマルチキヤスト

通信の経路設定が完了したことを、経路設定コマンドの発行元である計算ノード ０

に通知する。これにより、経路設定コマンドの発行元において、マルチキヤスト通信の

実行が可能になったことを認識することが可能になる。



０116 なお、本発明の要旨を逸脱しない範囲で各種の変形が可能である。

０117 図2に示した構成例では、マルチキヤストパケットがマルチキヤスト制御部2０5に人

力された後に、マルチキヤスト制御部2０5から出カバッフア部2０2に対して複数のコ

ピーが出力される。しかし、ネットワークスイッチ内部でマルチキヤスト通信を行う方法

は、これに限らず、例えば、マルチキヤスト制御部2０5にはパケット中の制御情報の

数のパケットのコピーが出力されるようにしてもよい。

０118 また、上述の動作例では、事前にプロセスグループに属するプロセス数をプロセス

数保持部3０3に設定しておいたが、各経路設定コマンドがプロセス数を保持し、加

算部3０6の出力結果とコマンドが保持していたプロセス数とを逐次比較することにより

、経路設定の完了を識別するようにしてもよい。

０119 なお、本発明においては、ネットワークスイッチ2 内の処理は上述の専用のハ

ードウェアにより実現されるもの以外に、その機能を実現するためのプログラムを、ネ

ットワークスイッチ2 として動作させるコンピュータにて読取可能な記録媒体に記

録し、この記録媒体に記録されたプログラムをそのコンピュータに読み込ませ、実行

するものであってもよい。ネットワークスイッチ2 として動作させるコンピュータに

て読取可能な記録媒体とは、フロッピーディスク (登録商標 ) 、光磁気ディスク、

C などの移設可能な記録媒体の他、そのコンピュータに内蔵された 等を指

す。この記録媒体に育俄求されたプログラムは、例えば、ネットワークスイッチ2 とし

て動作させるコンピュータが有するマルチキヤスト制御部2０5として動作するプロセッ

ザにて読み込まれ、そのプロセッザの制御によって、上述したものと同様の処理が行

われる。

０12０ ここで、マルチキヤスト制御部2０5として動作するプロセッザは、プログラムが記録さ

れた記録媒体から読み込まれたプログラムを実行するものである。なお、上述のプロ

グラムは、各ネットワークスイッチ22 ～22 についても同様に適用可能である。

０12 1 また、本発明のネットワークスイッチのマルチキヤスト制御情報保持部は、マルチキヤ

スト制御部に転送経路設定を指示するコマンドである経路設定コマンドが入力された

入力ポートに基づいて、複数の出力ポートのうちからマルチキヤストパケットを出力す



るための出カポートを指定してもよい。

０122 また、本発明のネットワークスイッチのマルチキヤスト制御情報保持部は、複数の出

カポートにそれぞれ対応付けられた複数のビットを含むマルチキヤスト制御情報を保

持し、ビットに設定されている値の更新により、更新したビットに対応する出カポートを

、マルチキヤストパケットを出力する出カポートとして指定してもよい。

０123 また、本発明のネットワークスイッチのマルチキヤスト制御情報保持部は、更新の対

象とするビットを含むマルチキヤスト制御情報を、マルチキヤスト によって指定して

もよい。

０124 また、本発明のネットワークスイッチは、入カポートに経路設定コマンドが入力された

ときに、経路設定コマンドの伝送先情報が示す宛先と、経路設定コマンドが入力され

たネットワークスイッチとが一致するか否かを判別する宛先一致判別部、を有し、加算

部は、宛先一致判別部が一致すると半 男 した場合、経路設定完了プロセス数をヵウ

０125 また、本発明のネットワークスイッチは、経路設定コマンドに含まれるマルチキヤスト

通信を実行させるプロセス数を保持するプロセス数保持部、を有し、比較部は、加算

部がヵウントした経路設定完了プロセス数と、プロセス数保持部が保持しているマル

チキヤスト通信を実行させるプロセス数とが一致するか否かを半 男 してもよい。

０126 また、本発明のネットワークスイッチは、比較部がマルチキヤスト通信の伝送経路設

定が完了したことを識別した場合、伝送経路設定が完了したことを示す経路設定完

了通知を生成し、生成した経路設定完了通知を、入カポートに入力された経路設定

コマンドの送信元に伝送する完了通知生成部、を有してもよい。

０127 また、本発明のネットワークスイッチの完了通知生成部は、マルチキヤスト制御部が

設定した伝送経路に従って行われるマルチキヤスト通信により、経路設定完了通知

を伝送してもよい。

０128 また、本発明のネットワークスイッチでは、経路設定コマンドによってマルチキヤスト

制御部が伝送経路を設定する際に、マルチキヤストパケットは、相互結合網上を経路

設定コマンドが転送された方向と逆向きに転送されるよう、転送経路を設定してもよい



０129 また、本発明の経路設定方法のマルチキヤスト制御情報保持処理では、

スト制御処理にて伝送経路設定を指示するコマンドである経路設定コマンドが入力さ

れた入カポートに某づいて、複数の出カポートのぅちからマルチキヤストパケットを出

力するための出カポートを指定してもよい。

０13０ また、本発明の経路設定方法のマルチキヤスト制御情報保持処理では、複数の出

カポートにそれぞれ対応付けられた複数のビットを含むマルチキヤスト制御情報を保

持し、ビットに設定されている値の更新により、更新したビットに対応する出カポートを

、マルチキヤストパケットを出力する出カポートとして指定してもよい。

０13 1 また、本発明の経路設定方法のマルチキヤスト制御情報保持処理では、更新の対

象とするビットを含むマルチキヤスト制御情報を、マルチキヤスト によって指定して

もよい。

０132 また、本発明の経路設定方法は、入カポートに経路設定コマンドが入力されたとき

に、経路設定コマンドの転送先情報が示す宛先と、経路設定コマンドが入力された

ネットワークスイッチとが一致するか否かを判別する宛先一致判別処理、を有し、加

算処理では、宛先一致判別処理にて一致すると半 男 した場合、経路設定完了プロセ

ス数をヵウントしてもよい。

０133 また、本発明の経路設定方法は、経路設定コマンドに含まれるマルチキヤスト通信を

実行させるプロセス数を保持するプロセス数保持処理、を有し、比較処理では、加算

処理にてヵウントした経路設定完了プロセス数と、プロセス数保持処理にて保持して

いるマルチキヤスト通信を実行させるプロセス数とが一致するか否かを半 男 してもよい

０134 また、本発明の経路設定方法は、比較処理にてマルチキヤスト通信の伝送経路設

定が完了したことを識別した場合、伝送経路設定が完了したことを示す経路設定完

了通知を生成し、生成した経路設定完了通知を、入カポートに入力された経路設定

コマンドの送信元に伝送する完了通知生成処理、を有してもよい。

０135 また、本発明の経路設定方法の完了通知生成処理では、マルチキヤスト制御処理

にて設定した転送経路に従って行われるマルチキヤスト通信により、経路設定完了
通知を伝送してもよい。



０136 また、本発明の経路設定方法では、経路設定コマンドによってマルチキヤスト制御処

理にて転送経路を設定する際に、マルチキヤストパケットは、相互結合網上を経路設

定コマンドが伝送された方向と逆向きに伝送されるよう、伝送経路を設定してもよい。

０137 また、本発明のプログラムのマルチキヤスト制御情報保持手順では、マルチキヤスト

制御手順にて伝送経路設定を指示するコマンドである経路設定コマンドが入力され

た入カポートに某づいて、複数の出カポートのうちからマルチキヤストパケットを出力

するための出カポートを指定してもよい。

０138 また、本発明のプログラムのマルチキヤスト制御情報保持手順では、複数の出カポ

ートにそれぞれ対応付けられた複数のビットを含むマルチキヤスト制御情報を保持し

、ビットに設定されている値の更新により、更新したビットに対応する出カポートを、マ

ルチキヤストパケットを出力する出カポートとして指定してもよい。

０139 また、本発明のプログラムのマルチキヤスト制御情報保持手順でほ、更新の対象と

するビットを含むマルチキヤスト制御情報を、マルチキヤスト によって指定してもよ

０14０ また、本発明のプログラムは、入カポートに経路設定コマンドが入力されたときに、

経路設定コマンドの伝送先情報が示す宛先と、経路設定コマンドが入力されたネット

ワークスイッチとが一致するか否かを判別する宛先一致判別手順、を有し、加算手順

では、宛先一致判別手順にて一致すると半 男 した場合、経路設定完了プロセス数を

０14 1 また、本発明のプログラムは、経路設定コマンドに含まれるマルチキヤスト通信を実

行させるプロセス数を保持するプロセス数保持手順、を有し、比較手順では、加算手

順にてヵなントした経路設定完了プロセス数と、プロセス数保持手順にて保持してい
るマルチキヤスト通信を実行させるプロセス数とが一致するか否かを半 男 してもよい。

０142 また、本発明のプログラムは、比較手順にてマルチキヤスト通信の伝送経路設定が

完了したことを識別した場合、伝送経路設定が完了したことを示す経路設定完了通

知を生成し、生成した経路設定完了通知を、入カポートに入力された経路設定コマ

ンドの送信元に伝送する完了通知生成手順、を有してもよい。

０143 また、本発明のプログラムの完了通知生成手順では、マルチキヤスト制御手順にて



設定した伝送経路に従って行われるマルチキヤスト通信により、経路設定完了通知

を伝送してもよい。

０144 また、本発明のプログラムでは、経路設定コマンドによってマルチキヤスト制御手順

にて伝送経路を設定する際に、マルチキヤストパケットは、相互結合網上を経路設定

コマンドが伝送された方向と逆向きに伝送されるよぅ、伝送経路を設定してもよい。

０145 以上、本実施形態を参照して本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に限定

されるものではない。本発明の構成や詳細には、本発明の要旨を逸脱しない範囲で

当業者が理解し得る各種の変形が可能である。

０146 この出願は、2００8年2月 8 日に出願された日本出願特願2００8 ０2889 ０を基礎と

する優先権を主張し、その開示のすべてをここに取り込む。



請求の範囲

複数の入カポートと該入カポートにそれぞれ対応付けられた複数の出カポートとを

有し、前記出カポートからマルチキヤストパケットを出力するネットワークスイッチにお

いて、

前記複数の出カポートのぅちから前記マルチキヤストパケットを出力するための出カ

ポートを指定するマルチキヤスト制御情報保持部と、

前記マルチキヤスト制御情報保持部が指定した出カポートに対して、前記マルチキ

ヤストパケットの伝送経路を設定する伝送経路設定を行ぅマルチキヤスト制御部と、

前記マルチキヤスト制御部が前記伝送経路設定を完了したプロセス数である経路設

定完了プロセス数をヵウントする加算部と、

前記加算部がヵウントした経路設定完了プロセス数と、前記マルチキヤスト通信を実

行させるプロセス数とが一致するか否かを半 男 し、一致すると半 男 したときにマルチ

キヤスト通信の伝送経路設定が完了したことを識別する比較部とを有することを特徴

2 前記マルチキヤスト制御情報保持部は、

前記マルチキヤスト制御部に伝送経路設定を指示するコマンドである経路設定コマ

ンドが入力された入カポートに某づいて、前記複数の出カポートのうちから前記マル

チキヤストパケットを出力するための出カポートを指定することを特徴とする請求項

に記載のネットワークスイッチ。

3 前記マルチキヤスト制御情報保持部は、

前記複数の出カポートにそれぞれ対応付けられた複数のビットを含むマルチキヤス

ト制御情報を保持し、

前記ビットに設定されている値の更新により、該更新したビットに対応する出カポート

を、前記マルチキヤストパケットを出力する出カポートとして指定することを特徴とする

請求項2に記載のネットワークスイッチ。

4 前記マルチキヤスト制御情報保持部は、前記更新の対象とするビットを含むマルチ

キヤスト制御情報を、マルチキヤスト によって指定することを特徴とする請求項3に

記載のネットワークスイッチ。



5 前記入カポートに前記経路設定コマンドが入力されたときに、該経路設定コマンド

の伝送先情報が示す宛先と、該経路設定コマンドが入力されたネットワークスイッチと

が一致するか否かを判別する宛先一致判別部、を有し、

前記加算部は、前記宛先一致判別部が一致すると半 男 した場合、前記経路設定完

了プロセス数をヵウントすることを特徴とする請求項2に記載のネットワークスイッチ。

6 前記経路設定コマンドに含まれるマルチキヤスト通信を実行させるプロセス数を保持

するプロセス数保持部、を有し、

前記比較部は、前記加算部がヵウントした経路設定完了プロセス数と、前記プロセ

ス数保持部が保持している前記マルチキヤスト通信を実行させるプロセス数とが一致

するか否かを判別することを特徴とする請求項2に記載のネットワークスイッチ。

7 前記比較部がマルチキヤスト通信の伝送経路設定が完了したことを識別した場合、

該伝送経路設定が完了したことを示す経路設定完了通知を生成し、該生成した経路

設定完了通知を、前記入カポートに入力された経路設定コマンドの送信元に伝送す

る完了通知生成部、を有することを特徴とする請求項2に記載のネットワークスイッチ

8 前記完了通知生成部は、前記マルチキヤスト制御部が設定した伝送経路に従って

行われるマルチキヤスト通信により、前記経路設定完了通知を伝送することを特徴と

する請求項7に記載のネットワークスイッチ。

9 前記経路設定コマンドによって前記マルチキヤスト制御部が伝送経路を設定する際

に、前記マルチキヤストパケットは、 つまたは複数のネットワークスイッチで構成され

る相互結合網上を、前記経路設定コマンドが伝送された方向と逆向きに伝送されるよ

ぅ、前記伝送経路を設定することを特徴とする請求項2に記載のネットワークスイッチ

０ 複数の入カポートと該入カポートにそれぞれ対応付けられた複数の出カポートとを

有し、前記出カポートからマルチキヤストパケットを出力するネットワークスイッチにお

ける経路設定方法であって、

前記複数の出カポートのぅちから前記マルチキヤストパケットを出力するための出カ

ポートを指定するマルチキヤスト制御情報保持処理と、



前記マルチキヤスト制御情報保持処理にて指定した出カポートに対して、前記マル

理と、

前記マルチキヤスト制御処理にて前記伝送経路設定を完了したプロセス数である経

路設定完了プロセス数をヵウントする加算処理と、

前記加算処理にてヵウントした経路設定完了プロセス数と、前記マルチキヤスト通信

を実行させるプロセス数とが一致するか否かを半 男 し、一致すると半 男 したときにマ

ルチキヤスト通信の伝送経路設定が完了したことを識別する比較処理とを有する経

路設定方法。

前記マルチキヤスト制御情報保持処理では、

前記マルチキヤスト制御処理にて伝送経路設定を指示するコマンドである経路設定

コマンドが入力された入カポートに某づいて、前記複数の出カポートのうちから前記

マルチキヤストパケットを出力するための出カポートを指定することを特徴とする請求

項 ０に記載の経路設定方法。

2 前記マルチキヤスト制御情報保持処理では、

前記複数の出カポートにそれぞれ対応付けられた複数のビットを含むマルチキヤス

ト制御情報を保持し、

前記ビットに設定されている値の更新により、該更新したビットに対応する出カポート

を、前記マルチキヤストパケットを出力する出カポートとして指定することを特徴とする

請求項 に記載の経路設定方法。

3 前記マルチキヤスト制御情報保持処理では、前記更新の対象とするビットを含むマ

ルチキヤスト制御情報を、マルチキヤスト によって指定することを特徴とする詰求項

2に記載の経路設定方法。

4 前記入カポートに前記経路設定コマンドが入力されたときに、該経路設定コマンド

の伝送先情報が示す宛先と、該経路設定コマンドが入力されたネットワークスイッチと

が一致するか否かを判別する宛先一致判別処理、を有し、

前記加算処理では、前記宛先一致判別処置にて一致すると半 男 した場合、前記経

路設定完了プロセス数をヵウントすることを特徴とする請求項 に記載の経路設定



方法。

5 前記経路設定コマンドに含まれるマルチキヤスト通信を実行させるプロセス数を保持

するプロセス数保持処理、を有し、

前記比較処理では、前記加算処理にてヵウントした経路設定完了プロセス数と、前

記プロセス数保持処理にて保持している前記マルチキヤスト通信を実行させるプロセ

ス数とが一致するか否かを判別することを特徴とする請求項 に記載の経路設定方

法。

6 前記比較処理にてマルチキヤスト通信の伝送経路設定が完了したことを識別した場

合、該伝送経路設定が完了したことを示す経路設定完了通知を生成し、該生成した

経路設定完了通知を、前記入カポートに入力された経路設定コマンドの送信元に伝

送する完了通知生成処理、を有することを特徴とする請求項 に記載の経路設定

方法。

7 前記完了通知生成処理では、前記マルチキヤスト制御処理にて設定した伝送経路

に従って行われるマルチキヤスト通信により、前記経路設定完了通知を伝送すること

を特徴とする請求項 6に記載の経路設定方法。

8 前記マルチキヤスト制御処理では、前記マルチキヤストパケットは、 つまたは複数の

ネットワークスイッチで構成される相互結合網上を、前記経路設定コマンドが伝送さ

れた方向と逆向きに伝送されるよぅ、前記伝送経路を設定することを特徴とする請求

項 に記載の経路設定方法。

9 ネットワークスイッチが具備する複数の入カポートにそれぞれ対応付けられた複数の

出カポートのぅちから、マルチキヤストパケットを出力するための前記出カポートを指

定するマルチキヤスト制御情報保持手順と、

前記マルチキヤスト制御情報保持手順にて指定した出カポートに対して、前記マル

チキヤストパケットの伝送経路の設定である伝送経路設定を行ぅマルチキヤスト制御

手順と、

前記マルチキヤスト制御手順にて前記伝送経路設定を完了したプロセス数である経

路設定完了プロセス数をヵウントする加算手順と、

前記加算手順にてヵウントした経路設定完了プロセス数と、前記マルチキヤスト通信



を実行させるプロセス数とが一致するか否かを半 男 し、一致すると半 男 したときにマ

ルチキヤスト通信の伝送経路設定が完了したことを識別する比較手順とをコンピュー

タに実行させるプログラム。

2０ 前記マルチキヤスト制御情報保持手順では、

前記マルチキヤスト制御手順にて伝送経路設定を指示するコマンドである経路設定

コマンドが入力された入カポートに某づいて、前記複数の出カポートのぅちから前記

マルチキヤストパケットを出力するための出カポートを指定することを特徴とする請求

項 9に記載のプログラム。

2 前記マルチキヤスト制御情報保持手順では、

前記複数の出カポートにそれぞれ対応付けられた複数のビットを含むマルチキヤス

ト制御情報を保持し、

前記ビットに設定されている値の更新により、該更新したビットに対応する出カポート

を、前記マルチキヤストパケットを出力する出カポートとして指定することを特徴とする

請求項2０に記載のプログラム。

22 前記マルチキヤスト制御情報保持手順では、前記更新の対象とするビットを含むマ

ルチキヤスト制御情報を、マルチキヤスト によって指定することを特徴とする請求項

2 に記載のプログラム。

23 前記入カポートに前記経路設定コマンドが入力されたときに、該経路設定コマンド

の伝送先情報が示す宛先と、該経路設定コマンドが入力されたネットワークスイッチと

が一致するか否かを判別する宛先一致判別手順、を有し、

前記加算手順では、前記宛先一致判別手順にて一致すると半 男 した場合、前記経

路設定完了プロセス数をヵウントすることを特徴とする請求項2０に記載のプログラム

24 前記経路設定コマンドに含まれるマルチキヤスト通信を実行させるプロセス数を保持

するプロセス数保持手順、を有し、

前記比較手順では、前記加算手順にてヵウントした経路設定完了プロセス数と、前

記プロセス数保持手順にて保持している前記マルチキヤスト通信を実行させるプロセ

ス数とが一致するか否かを判別することを特徴とする請求項2０に記載のプログラム。



25 前記比較手順にてマルチキヤスト通信の伝送経路設定が完了したことを識別した場

合、該伝送経路設定が完了したことを示す経路設定完了通知を生成し、該生成した

経路設定完了通知を、前記入カポートに入力された経路設定コマンドの送信元に伝

送する完了通知生成手順、を有することを特徴とする請求項2０に記載のプログラム。

26 前記完了通知生成手順では、前記マルチキヤスト制御手順にて設定した伝送経路

に従って行われるマルチキヤスト通信により、前記経路設定完了通知を伝送すること

を特徴とする請求項25に記載のプログラム。

27 前記マルチキヤスト制御手順では、前記マルチキヤストパケットは、 つまたは複数の

ネットワークスイッチで構成される相互結合網上を、前記経路設定コマンドが伝送さ

れてきた方向と逆向きに転送されるよぅ、前記伝送経路を設定することを特徴とする

請求項2０に記載のプログラム。
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