
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

　 自ドメイン内の経路情報を交換して
選択を行う自ドメイン内経路選択手段と、

　 経路情報を受信し
選択を行うドメイン間経路選択手段と、

　 宛先ノードに対して要求
取得する宛先ドメ

イン受信経路候補取得手段と
　 自ドメイン内経路 と、 ドメイン間経路 と、

とに基づいて End-to-End 最適経路を選択する
　 ことを特徴とするインタードメインルーティング装置。
【請求項２】
　

　 自ドメイン内の経路情報を交換して
選択を行う自ドメイン内経路選択手段と、

　 経路情報を受信し
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自ドメイン内のノードと宛先ドメイン内の宛先ノードとの間の経路を選択するインター
ドメインルーティング装置において、

前記 前記ノードの前記宛先ドメインに対する自ドメ
イン内経路候補の

前記自ドメインと前記宛先ドメインとの間の 前記自ドメインから前記
宛先ドメインまでのドメイン間経路候補の

前記 することで、前記宛先ドメインにおける前記宛先ノードへ
の経路として可能な宛先ドメイン受信経路候補を、前記宛先ノードから

、
前記 候補 前記 候補 前記宛先ドメイン受信経路

候補 の End-to-End経路選択手段と、
を有する

自ドメイン内のノードと送信側ドメイン内の送信ノードとの間の経路を選択するインタ
ードメインルーティング装置において、

前記 前記ノードの前記送信側ドメインに対する自ド
メイン内経路候補の

前記自ドメインと前記送信側ドメインとの間の 前記自ドメインから前



選択を行うドメイン間経路選択手段と、
　 送信ノードから受信した前記送信ノードから前記自ドメインまでの経路候補と、

を 返答するドメイン受信経路候補返答手段
　

を特徴とするインタードメインルーティング装置。
【請求項３】
　

　 送信ノード
　　 ドメイン内の経路情報を交換して

選択を行う ドメイン内経路選択手段と、
　　 経路情報を受信し

選択を行う ドメイン間
経路選択手段と、
　　 宛先ノードに対して要求

取得する宛先ド
メイン受信経路候補取得手段と
　　 ドメイン内経路 と、 ドメイン間経路 と、

とに基づいて End-to-End 最適経路を選択する

　を備え、
　 宛先ノード 、
　　 ドメイン内の経路情報を交換して

選択を行う ドメイン内経路選択手段と、
　　 経路情報を受信し

選択を行う ドメイン間
経路選択手段と、
　　 送信ノードからの要求に応じて、

を
返答する ドメイン受信経路候補返答手段

　を備えたことを特徴とするインタードメインルーティング 。
【請求項４】
　前記自ドメイン内経路選択手段が、ドメイン内のネットワークのトポロジー及びリンク
の帯域メトリック、並びに QoS メトリック等のリンクリソース情報を交換する手段を備え
たことを特徴とする請求項１ に記載のインタードメインルーティング装置。
【請求項５】
　前記ドメイン間経路選択手段が、ドメイン間のネットワークのトポロジー及びリンクの
帯域メトリック、並びに QoS メトリック等のリンクリソース情報とを交換する手段を備え
たことを特徴とする請求項１ に記載のインタードメインルーティング装置。
【請求項６】
　 ドメイン間経路選択手段が、ドメイン間のネットワークのトポロジー及びリンクの
帯域メトリック、並びに QoS メトリック等のリンクリソース情報とを交換する手段を備え
たことを特徴とする請求項１ に記載のインタードメインルーティング装置
【請求項７】
　前記ドメイン間経路選択手段を、 ノード以外の外部ノー
ドに存在させ、 外部ノードに存在する ドメイン間経路選択手段に問い合わせを行
うことにより を取得することを特徴とする請求項１ に記
載のインタードメインルーティング装置。
【請求項８】
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記送信側ドメインまでのドメイン間経路候補の
前記 前

記自ドメイン内経路候補と、前記ドメイン間経路候補と、に基づいて選択された自ドメイ
ン受信経路候補 前記送信ノードへ と、

を有し、前記送信ノードが前記自ドメイン受信経路候補に基づいて End-to-Endの最適経
路を選択すること

送信側ドメイン内の送信ノードと宛先ドメイン内の宛先ノードとの間の経路を選択する
インタードメインルーティングシステムにおいて、

前記 は、
前記送信側 前記宛先ドメインに対する送信側ドメイ

ン内経路候補の 送信側
前記送信側ドメインと前記宛先ドメインとの間の 前記送信側ドメイ

ンから前記宛先ドメインまでの送信側ドメイン間経路候補の 送信側

前記 することで、前記宛先ドメインにおける前記宛先ノード
への経路として可能な宛先ドメイン受信経路候補を、前記宛先ノードから

、
前記送信側 候補 前記送信側 候補 前記宛先ドメ

イン受信経路候補 の End-to-End経路選択手段
と、

前記 は
前記宛先 前記送信側ドメインに対する宛先ドメイン

内経路候補の 宛先
前記宛先ドメインと前記送信側ドメインとの間の 前記宛先ドメイン

から前記送信側ドメインまでの宛先側ドメイン間経路候補の 宛先側

前記 前記宛先ドメイン内経路候補と前記宛先側ドメ
イン間経路候補とに基づいて選択された前記宛先ドメイン受信経路候補 前記送信ノード
へ 宛先 と、

システム

または２

または２

前記

または２

前記自ドメイン内であって前記
前記 前記

前記ドメイン間経路候補 または２



　
ことを特徴とする請求項１ に記載のインタードメインルーティング装置。

【請求項９】
　

　 自ドメイン内の経路情報を交換して
選択を行う自ドメイン内経路選択手段と、

　 経路情報を受信し
選択を行うドメイン間経路選択手段と、

　 宛先ノードに対して要求
取得する宛先ドメイン

送信経路候補取得手段と
　 自ドメイン内経路 と、 ドメイン間経路 と、

とに基づいて End-to-End 最適経路を選択する
　 ことを特徴とするインタードメインルーティング装置。
【請求項１０】
　

　 自ドメイン内の経路情報を交換して
選択を行う自ドメイン内経路選択手段と、

　 経路情報を受信し
選択を行うドメイン間経路選択手段と、

　 送信ノードから受信した前記送信ノードから前記自ドメインまでの経路候補と、

を 返答するドメイン送信経路候補返答手段
　

を特徴とするインタードメインルーティング装置。
【請求項１１】
　

　 送信ノード
　　 ドメイン内の経路情報を交換して

選択を行う ドメイン内経路選択手段と、
　　 経路情報を受信し

選択を行う ドメイン間
経路選択手段と、
　　 宛先ノードに対して要求

取得する宛先ドメイ
ン送信経路候補取得手段と
　　 ドメイン内経路 と、 ドメイン間経路 と、

とに基づいて End-to-End 最適経路を選択する

　を備え、
　 宛先ノード 、
　　 ドメイン内の経路情報を交換して

選択を行う ドメイン内経路選択手段と、
　　 経路情報を受信し

選択を行う ドメイン間
経路選択手段と、
　　 送信ノードからの要求に応じて、
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前記ノードは、少なくとも１つの通信端末に相互接続されたプロキシ（ PROXY）ノード
である または２

自ドメイン内のノードと宛先ドメイン内の宛先ノードとの間の経路を選択するインター
ドメインルーティング装置において、

前記 前記ノードの前記宛先ドメインに対する自ドメ
イン内経路候補の

前記自ドメインと前記宛先ドメインとの間の 前記自ドメインから前記
宛先ドメインまでのドメイン間経路候補の

前記 することで、前記宛先ドメインにおける前記ノードへの経
路として可能な宛先ドメイン送信経路候補を、前記宛先ノードから

、
前記 候補 前記 候補 前記宛先ドメイン送信経路

候補 の End-to-End経路選択手段と、
を有する

自ドメイン内のノードと送信側ドメイン内の送信ノードとの間の経路を選択するインタ
ードメインルーティング装置において、

前記 前記ノードから前記送信側ドメインへの自ドメ
イン内経路候補の

前記自ドメインと前記送信側ドメインとの間の 前記自ドメインから前
記送信側ドメインまでのドメイン間経路候補の

前記 前
記自ドメイン内経路候補と、前記ドメイン間経路候補と、に基づいて選択された自ドメイ
ン送信経路候補 前記送信ノードへ と、

を有し、前記送信ノードが前記自ドメイン送信経路候補に基づいて End-to-Endの最適経
路を選択すること

送信側ドメイン内の送信ノードと宛先ドメイン内の宛先ノードとの間の経路を選択する
インタードメインルーティングシステムにおいて、

前記 は、
前記送信側 前記宛先ドメインに対する送信側ドメイ

ン内経路候補の 送信側
前記送信側ドメインと前記宛先ドメインとの間の 前記送信側ドメイ

ンから前記宛先ドメインまでの送信側ドメイン間経路候補の 送信側

前記 することで、前記宛先ドメインにおける前記ノードへの
経路として可能な宛先ドメイン送信経路候補を、前記宛先ノードから

、
前記送信側 候補 前記送信側 候補 前記宛先ドメ

イン送信経路候補 の End-to-End経路選択手段
と、

前記 は
前記宛先 前記送信側ドメインに対する宛先ドメイン

内経路候補の 宛先
前記宛先ドメインと前記送信側ドメインとの間の 前記宛先ドメイン

から前記送信側ドメインまでの宛先側ドメイン間経路候補の 宛先側

前記 前記宛先ドメイン内経路候補と前記宛先側ドメ



を
返答する ドメイン送信経路候補返答手段

　を備えたことを特徴とするインタードメインルーティング 。
【請求項１２】
　前記宛先ドメイン 経路候補取得手段は、前記宛先ドメイン内の

と 宛先ドメインから ドメインへのドメイン間の経路 との両者を取
得する機能を備えたことを特徴とする請求項９ 記載のインタードメインルーティング装
置。
【請求項１３】
　前記自ドメイン内経路選択手段が、 ドメイン内のネットワークのトポロジー及び
リンクの帯域メトリック、並びに QoS メトリック等のリンクリソース情報を交換する手段
を備えたことを特徴とする請求項９ に記載のインタードメインルーティング装
置。
【請求項１４】
　前記ドメイン間経路選択手段が、ドメイン間のネットワークのトポロジー及びリンクの
帯域メトリック、並びに QoS メトリック等のリンクリソース情報を交換する手段を備えた
ことを特徴とする請求項９ に記載のインタードメインルーティング装置。
【請求項１５】
　前記 ドメイン内経路選択手段が、 ドメイン内のネットワークのトポロジー及び
リンクの帯域メトリック、並びに QoS メトリック等のリンクリソース情報を交換する手段
を備え、前記ドメイン間経路選択手段が、ドメイン間のネットワークのトポロジー及びリ
ンクの帯域メトリック、並びに QoS メトリック等のリンクリソース情報とを交換する手段
を備えたことを特徴とする請求項９ に記載のインタードメインルーティング装
置。
【請求項１６】
　前記ドメイン間経路選択手段を、 ノード以外の外部ノー
ドに存在させ、前記外部ノードに存在する ドメイン間経路選択手段に問い合わせを行
うことにより を取得することを特徴とする請求項９ に
記載のインタードメインルーティング装置。
【請求項１７】
　

ことを特徴とする請求項９ に記載のインタードメインルーティング装置
。
【請求項１８】
　

　 自ドメイン内の経路情報を交換して
選択を行う自ドメイン内経路選択手段と、

　 経路情報を受信し
選択を行うドメイン間経路選択手段と、

　

　 自ドメイン内経路 と、 ドメイン間経路 と、

を選択するサービスノード経路選択手段と、
　 ことを特徴とするインタードメインルーティング装置。
【請求項１９】
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イン間経路候補とに基づいて選択された前記宛先ドメイン送信経路候補 前記送信ノード
へ 宛先 と、

システム

送信 前記自ドメインへの
経路候補 前記 前記自 候補

に

前記自

または１０

または１０

自 前記自

または１０

前記自ドメイン内であって前記
前記

前記ドメイン間経路候補 または１０

前記ノードは、少なくとも１つの通信端末に相互接続されたプロキシ（ PROXY）ノード
である または１０

自ドメイン内のノードと複数のサービスノードを含む送信側ドメイン内の送信ノードと
の間で経路を選択し、前記ノードへサービスを送信するサービスノードを選択するインタ
ードメインルーティング装置において、

前記 前記ノードの前記送信側ドメインに対する自ド
メイン内経路候補の

前記自ドメインと前記送信側ドメインとの間の 前記自ドメインから前
記送信側ドメインまでのドメイン間経路候補の

前記送信ノードに対して要求することで、前記送信側ドメインにおける前記ノードへの
経路として可能な自ドメイン受信経路候補と前記複数のサービスノードの処理負荷とを、
前記送信ノードから取得する自ドメイン受信経路候補取得手段と、

前記 候補 前記 候補 前記自ドメイン受信経路候
補と、前記複数のサービスノードの処理負荷とに基づいて、 End-to-Endの最適経路と最適
なサービスノードと

を有する

複数のサービスノードを含む自ドメイン内のノードと宛先ドメイン内の宛先ノードとの



　 自ドメイン内の経路情報を交換して
選択を行う自ドメイン内経路選択手段と、

　 経路情報を受信し
選択を行うドメイン間経路選択手段と、

　前記複数のサービスノードの処理負荷をモニタするサービスノード負荷モニタ と、
　 ノードからの要求に応じて

返答するドメイン受信
経路候補返答手段
　

を特徴
とするインタードメインルーティング装置。
【請求項２０】
　

　
　　 ドメイン内の経路情報を交換して

選択を行う宛先ドメイン内経路選択手段と、
　　 経路情報を受信し

選択を行う宛先側ドメイン間
経路選択手段と、
　　

　　 ドメイン内経路 と、 ドメイン間経路 と、

を選択するサービスノード経路選択手段と、
　
　
　　前記送信側ドメイン内の経路情報を交換して

と、
　　 経路情報を受信し

、
　　 サービスノードの処理負荷をモニタするサービスノード負荷モニタ と
、
　　 ノードからの要求に応じて

返答
するドメイン受信経路候補返答手段
　 ことを特徴とするインタードメインルーティング 。
【請求項２１】
　前記自ドメイン内経路選択手段が、ドメイン内のネットワークのトポロジー及びリンク
の帯域メトリック、並びに QoS メトリック等のリンクリソース情報を交換する手段を備え
たことを特徴とする請求項１８ に記載のインタードメインルーティング装置。
【請求項２２】
　前記ドメイン間経路選択手段が、ドメイン間のネットワークのトポロジー及びリンクの
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間で経路を選択し、前記宛先ノードへサービスを送信するサービスノードを選択するイン
タードメインルーティング装置において、

前記 前記ノードの前記宛先ドメインに対する自ドメ
イン内経路候補の

前記自ドメインと前記宛先ドメインとの間の 前記自ドメインから前記
宛先ドメインまでのドメイン間経路候補の

手段
前記宛先 、前記自ドメイン内経路候補および前記ドメイン間

経路候補に基づいて選択される前記宛先ドメインへの経路として可能な自ドメイン受信経
路候補および前記サービスノードの処理負荷を、前記宛先ノードへ

と、
を有し、前記宛先ノードが前記自ドメイン受信経路候補および前記サービスノードの処

理負荷に基づいて End-to-Endの最適経路および最適サービスノードを選択すること

宛先ドメイン内の宛先ノードと複数のサービスノードを含む送信側ドメイン内の送信ノ
ードとの間で経路を選択し、前記宛先ノードへサービスを送信するサービスノードを選択
するインタードメインルーティングシステムにおいて、

前記宛先ノードは、
前記宛先 前記宛先ノードの前記送信側ドメインに対

する宛先ドメイン内経路候補の
前記宛先ドメインと前記送信側ドメインとの間の 前記宛先ドメイン

から前記送信側ドメインまでの宛先側ドメイン間経路候補の

前記送信ノードに対して要求することで、前記送信側ドメインにおける前記宛先ノー
ドへの経路として可能な宛先ドメイン受信経路候補と前記複数のサービスノードの処理負
荷とを、前記送信ノードから取得する宛先ドメイン受信経路候補取得手段と、

前記宛先 候補 前記宛先側 候補 前記宛先ドメイ
ン受信経路候補と、前記複数のサービスノードの処理負荷とに基づいて、 End-to-Endの最
適経路と最適なサービスノードと

を有し、
前記送信ノードは、

前記送信ノードの前記宛先ドメインに対
する送信側ドメイン内経路候補の選択を行う送信側ドメイン内経路選択手段

前記送信側ドメインと前記宛先ドメインとの間の 前記送信側ドメイ
ンから前記宛先ドメインまでの送信側ドメイン間経路候補の選択を行う送信側ドメイン間
経路選択手段と

前記複数の 手段

前記宛先 、前記送信側ドメイン内経路候補および前記送信
側ドメイン間経路候補に基づいて選択される前記宛先ドメインへの経路として可能な送信
側ドメイン受信経路候補および前記サービスノードの処理負荷を、前記宛先ノードへ

と、
を有する システム

または１９



帯域メトリック、並びに QoS メトリック等のリンクリソース情報とを交換する手段を備え
たことを特徴とする請求項１８ に記載のインタードメインルーティング装置。
【請求項２３】
　前記自ドメイン内経路選択手段が、ドメイン内のネットワークのトポロジー及びリンク
の帯域メトリック、並びに QoS メトリック等のリンクリソース情報とを交換する手段を備
え、前記ドメイン間経路選択手段が、ドメイン間のネットワークのトポロジー及びリンク
の帯域メトリック、並びに QoS メトリック等のリンクリソース情報とを交換する手段を備
えたことを特徴とする請求項１８ に記載のインタードメインルーティング装置
。
【請求項２４】
　前記ドメイン間経路選択手段を、 ノード以外の外部ノー
ドに存在させ、 ドメイン間経路選択手段に問い合わせを行
うことにより を取得することを特徴とする請求項１８
に記載のインタードメインルーティング装置。
【請求項２５】
　 ことを特徴とする請求項１８
に記載のインタードメインルーティング装置。
【請求項２６】
　

　

　

　

　

　 ことを特徴とするインタードメインルーティング装置。
【請求項２７】
　前記宛先ノードが 送信ノードに対してセッションを設立し、

送信ノードが、必要に応じて前記宛先ノードに他の送信ノードのアドレスを通知する
ことによりセッションを切り替えることを特徴とする請求項２６記載のインタードメイン
ルーティング装置。
【請求項２８】
　前記サービスノードの処理負荷として、サービス処理のＣＰＵ負荷に加えて、サービス
結果を通信する際のネットワーク負荷をも用いることを特徴とする請求項

に記載のインタードメインルーティング装置。
【請求項２９】
　 サービスノードとして Web サーバを用いることを特徴とする記載の請求項

に記載のインタードメインルーティング装置。
【請求項３０】
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または１９

または１９

前記自ドメイン内であって前記
前記外部ノードに存在する前記

前記ドメイン間経路候補 または１９

前記ノードはプロキシ（ PROXY）ノードである または１９

それぞれ異なるドメイン内にある複数の送信ノードの１つと宛先ドメイン内の宛先ノー
ドとの間で経路を選択し、選択された送信ノードのサービスノードから前記宛先ノードへ
サービスを送信するインタードメインルーティング装置において、

自ドメイン内の経路情報を交換して前記ノードの前記宛先ドメインに対する自ドメイン
内経路候補の選択を行う自ドメイン内経路選択手段と、

前記自ドメインと前記宛先ドメインとの間の経路情報を受信し前記自ドメインから前記
宛先ドメインまでのドメイン間経路候補の選択を行うドメイン間経路選択手段と、

前記複数の送信ノードのサービスノードの処理負荷を収集するサービスノード負荷収集
手段と、

前記宛先ノードからのアドレス解決要求に応じて、前記自ドメイン内経路候補および前
記ドメイン間経路候補に基づいて選択される End-to-Endの最適経路で、負荷の最も低いサ
ービスノードの送信ノードのアドレスを選択するアドレス解決手段と、

を有する

前記選択された 前記選択さ
れた

１８、１９また
は２６

前記 １８、１
９または２６

宛先ドメイン内の宛先ノードとの間の経路を選択する自ドメイン内のノードにおけるイ
ンタードメインルーティング方法において、

前記自ドメイン内の経路情報を交換して前記ノードの前記宛先ドメインに対する自ドメ
イン内経路候補を選択し、
　前記自ドメインと前記宛先ドメインとの間の経路情報を受信し前記自ドメインから前記
宛先ドメインまでのドメイン間経路候補を選択し、



【請求項３１】
　

　

【請求項３２】
　

　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はインタードメインルーティング装置に関し、あるドメイン内のノードにおいて、
ルーティング情報が通知されない他のドメイン内の経路情報を利用することで、 End-to-E
ndにネットワークリソースを考慮した経路選択を可能とするルーティング装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来のインタードメインルーティング装置として、インタードメイン QoS ルーティング装
置の一例が、 2000年にアイイーティーエフ（ IETF）のインターネットドラフト（ Internet
 Draft）として発行された  draft-abarbanel-idr-bgp4-te-01.txt の第 1 頁ないし第 13頁
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　前記宛先ノードに対して要求することで、前記宛先ドメインにおける前記宛先ノードへ
の経路として可能な宛先ドメイン受信経路候補を、前記宛先ノードから取得し、
　前記自ドメイン内経路候補と、前記ドメイン間経路候補と、前記宛先ドメイン受信経路
候補とに基づいて End-to-Endの最適経路を選択する、
　ことを特徴とするインタードメインルーティング方法。

送信側ドメイン内の送信ノードとの間の経路を選択する自ドメイン内のノードにおける
インタードメインルーティング方法において、

前記自ドメイン内の経路情報を交換して前記ノードの前記送信側ドメインに対する自ド
メイン内経路候補を選択し、
　前記自ドメインと前記送信側ドメインとの間の経路情報を受信し前記自ドメインから前
記送信側ドメインまでのドメイン間経路候補を選択し、
　前記送信ノードから受信した前記送信ノードから前記自ドメインまでの経路候補と、前
記自ドメイン内経路候補と、前記ドメイン間経路候補と、に基づいて選択された自ドメイ
ン受信経路候補を前記送信ノードへ返答し、
　前記送信ノードにおいて、前記自ドメイン受信経路候補に基づいて End-to-Endの最適経
路を選択する、
　ことを特徴とするインタードメインルーティング方法。

送信側ドメイン内の送信ノードと宛先ドメイン内の宛先ノードとの間の経路を選択する
インタードメインルーティング方法において、

前記送信ノードは、
　　前記送信側ドメイン内の経路情報を交換して前記宛先ドメインに対する送信側ドメイ
ン内経路候補を選択し、
　　前記送信側ドメインと前記宛先ドメインとの間の経路情報を受信し前記送信側ドメイ
ンから前記宛先ドメインまでの送信側ドメイン間経路候補を選択し、
　　前記宛先ノードに対して要求することで、前記宛先ドメインにおける前記宛先ノード
への経路として可能な宛先ドメイン受信経路候補を、前記宛先ノードから取得し、
　　前記送信側ドメイン内経路候補と、前記送信側ドメイン間経路候補と、前記宛先ドメ
イン受信経路候補とに基づいて End-to-Endの最適経路を選択し、
　前記宛先ノードは、
　　前記宛先ドメイン内の経路情報を交換して前記送信側ドメインに対する宛先ドメイン
内経路候補を選択し、
　　前記宛先ドメインと前記送信側ドメインとの間の経路情報を受信し前記宛先ドメイン
から前記送信側ドメインまでの宛先側ドメイン間経路候補を選択し、
　　前記送信ノードからの要求に応じて、前記宛先ドメイン内経路候補と前記宛先側ドメ
イン間経路候補とに基づいて選択された前記宛先ドメイン受信経路候補を前記送信ノード
へ返答する、
　ことを特徴とするインタードメインルーティング方法。



に掲載された「 BGP-4 Support for Traffic Engineering 」と題する  B.Abarbanel氏によ
る提案書に記載されている。
【０００３】
この従来のインタードメイン QoS ルーティング装置は、 Border Gateway Protocol (BGP) 
に、残余帯域、遅延などの新しいリンクメトリックを追加し、これらのリンクメトリック
を最適化するように Autonomous System (AS)ドメイン間のルーティング制御を行うことで
負荷分散、あるいは QoS(Quality of Service) を考慮したルーティングを実現する方式 (B
GP-TE 方式 ) である。
【０００４】
このリンクメトリックは大きく分けて、 AS間のリンク、 AS内を中継するリンクの２通りの
リンクに対して割り当てられる。 AS間のリンクは、物理リンクの残余帯域、遅延などから
パラメータを抽出することが可能である。 AS間のリンクの情報は、 ASの Border Router 間
で設定される External BGP(E-BGP) セッションによって経路情報が交換される。
【０００５】
一方、 AS内を中継するリンクの場合、 AS内に存在する複数ルータ、複数のリンクを経由し
た論理的なリンクに対して残余帯域、遅延などのパラメータを割り当てなければならない
。 AS内の中継の論理リンクの情報は、 AS内の AS Border Router間で  Internal BGP(I-BGP)
セッションを確立し、それにより経路情報を交換する。 I-BGP セッションの経路が論理リ
ンクの経路となり、その経路上の残余帯域、遅延の値を求め、論理リンクのメトリックに
反映させる必要がある。
【０００６】
そのため、 AS内の  Intradomain Gateway Protocol (IGP) 、たとえば Open Shortest Path
 First (OSPF) 、 Integrated Intermediate System Intermediate System (Integrated I
S-IS) を拡張し、物理リンクに対する残余帯域、遅延などのパラメータを交換する方式（
IGP-TE方式）を用いることにより、上記論理リンクの経路上の残余帯域、遅延などの値を
求めることができ、その値を I-BGP へ通知することによって実現する。
【０００７】
以上の手順によって、 AS間の  E-BGPセッション、 AS内を経由する I-BGP セッションそれぞ
れの経路上に残余帯域、遅延などのメトリックを追加することができる。
【０００８】
上述した従来技術の BGP-TE方式、ならびに IGP-TE方式の両者を用いることで、ある AS-A内
の端末、あるいはルータから他の AS-B内の端末、あるいはルータまで、残余帯域、ならび
に遅延を考慮した経路選択を行う時、以下のような経路選択が行われる。 AS-A内の端末、
あるいはルータから AS-Bへルーティング可能な AS Border Router候補がまず IGP-TE情報か
ら抽出される。
【０００９】
たとえば IGP として OSPFを用いる場合 AS External LSA を用いて AS-A内の AS Border Rout
erから外部の ASへのアドレスへの到達性 (Reachability)が配布されることにより認識する
ことができる。しかしながら、一般に IGP-TE情報だけでは、 AS Border Routerから AS外部
へのアドレスの到達性はわかるもののどの外部の ASに対してはどれくらいの帯域、遅延な
どで到達できるかというリソース情報についてはわからない。
【００１０】
ここで、 BGP-TE方式で提案しているように、 AS-A内の端末、あるいはルータが特に  IGP-T
E プロトコルを動作させ、かつ I-BGP セッションを AS-A内の AS Border Routerとの間で設
定して BGP-TE protocol 情報を受信することが可能な場合、 AS-A内の AS Border Router候
補から AS-Bまでの経路候補を  BGP-TE 情報から抽出することができるため、 IGP-TE情報と
併せて経路計算を行うことにより、  AS-A 内の端末、ルータから  AS-A 内の Border Route
r を介して AS-Bへ到達するための経路選択を残余帯域、ならびに遅延を考慮した最適経路
選択が可能となる。
【００１１】
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しかしながら、この経路選択は、 AS-A内の端末、ルータから AS-Bの AS Border Routerまで
の経路選択は行なうことができるが、最終 ASである AS-B内の AS Border Routerから AS-B内
の宛先の端末、ルータまでの経路選択を行うことができない。さらに言えば、 AS-B内の経
路選択結果を考慮して、 AS-B内の宛先端末、ルータへ到達するために最適な AS Border Ro
uterの選択を行うことができないという問題がある。
【００１２】
この問題は、例えば AS-A内の端末、ルータから AS-Bの AS Border Routerまでの経路選択は
最適だとしても、 AS-Bの AS Border Routerから AS-B内の宛先端末、ルータまでの経路が輻
輳し、残余帯域が少なく、かつ遅延が大きいような経路しかないために結果的に End-to-E
ndの尺度で見ると最適ではない場合がありえる。従って、従来技術では、インタードメイ
ンの QoS ルーティングを行う場合、全経路を通じての（ End-to-Endでの）最適経路選択は
行うことができないという問題がある。
【００１３】
更に、関連類似技術として従来のインタードメインルーティング装置の例（インタードメ
インの QoS ルーティング装置ではない）をあげる。この種装置の一例が、 1999年にシスコ
社のホワイトペーパとして発行された第 1 頁ないし第 19頁に掲載された「 Cisco Distribu
tedDirector 」と題する K. Delgadillo 氏による技術説明書に記載されている。
【００１４】
同書開示の技術は、 Web クライアントが Web サーバにアクセスする場合に、複数の Web の
ミラーサーバがネットワークにある状況を想定し、処理負荷の低い Web サーバで、かつネ
ットワークの経路がなるべく短い経路を選択する Web の負荷分散システムとして提案され
ている。 Web 環境では Web クライアント側からの HTTP GET requestがサーバへ要求され、
Web サーバから Web クライアント側へ HTTP response が返答されるトランザクション処理
が行われる。
【００１５】
一般に HTTP response の転送情報量が多いため、経路選択を行う場合、 Web サーバから We
b クライアント向きの最適経路が性能に大きく影響する。つまり、複数の Web のミラーサ
ーバがある場合、いずれのミラーサーバから Web クライアント行きの経路が最短経路か、
あるいは Web のミラーサーバ自体の処理負荷はいずれが低いかを総合的に判断する必要が
ある。
【００１６】
これを実現するために、本技術は Director Response Protocol (DRP)を提案し、 Web クラ
イアントサイトの DRP agent が複数の Web のミラーサーバサイトに存在する DRP serverに
対して、ミラーサーバから Web クライアント向きの最短経路、ならびに Web ミラーサーバ
の処理負荷をすべて収集することができ、収集結果から最適な Web ミラーサーバを選択す
ることが可能である。この際に、想定するネットワークはインタードメインネットワーク
で、 BGP(Border Gateway Protocol)レベルの  AS のホップ数、ならびに IGP(Intradomain 
Gateway Protocol) レベルのルータのホップ数の両者の情報を取得することにより、 Web 
ミラーサーバから Web クライアント向きの最短経路を求めている。
【００１７】
つまり、インタードメインルーティングにおいて、 BGP レベルと IGP レベルの両方の情報
を用いて最短経路を求めている点、ならびに Web クライアントにとって通信をするべき We
b サーバの選択のために、受信方向のネットワークの最短経路を考慮した方式をとってい
る点の２点が特徴的である。
【００１８】
しかしながら、 DRP protocolも前述の BGP-TEと同様に、最終段の AS内の最適な AS Border 
Routerの選択、ならびに AS Border Routerから Web クライアントまでの経路選択について
は考慮していないため、 End-to-Endの最適経路選択を行うことができないという同様な問
題がある。
【００１９】
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【発明が解決しようとする課題】
上述したように従来のインタードメインルーティングには幾つかの問題点が見られる。す
なわち、第１の問題点は、インタードメインのネットワークにおいて End-to-Endで帯域、
遅延などのネットワークリソースを考慮した経路選択ができないということである。その
理由は、従来の BGP-TE方式、 IGP-TE方式だけを用いる場合は、送信側の AS内の経路選択、
送信 ASから宛先 ASまでの経路選択はネットワークリソースを用いて行うことができるが、
宛先 AS内の最適な AS Border Routerの選択、ならびに選択された AS Border Routerから宛
先端末、ルータまでの最適な経路選択をおこなうことができないからである。
【００２０】
第２の問題点は、 End-to-Endで帯域、遅延などのネットワークリソースを考慮した経路選
択を行う場合に、受信方向の最適な経路選択ができなかったという点である。 DRP を用い
る場合には、受信方向の経路を返すことはできるものの、送信ドメインの経路情報を組み
合わせていないため最適化が図れていないため、ならびに BGP-TE、 IGP-TEだけを用いる場
合には、特に BGP-TEが送信方向のみの経路情報しか持たないため、両者を総合しても送信
方向の最適経路選択しか行うことができなかったからである。
【００２１】
第３の問題点は、ネットワークの経路の残余帯域や遅延などの QoS パラメータだけでなく
サーバの負荷も考慮して、最適なサーバ、ならびにそれに対する最適なネットワーク経路
とを同時に満足する経路選択を行うことができなかったという点である。その理由は、サ
ーバの負荷情報とネットワークの経路候補情報ならびに QoS メトリック情報とをすべて通
知できる機能がなかったためである。
【００２２】
本発明は上記問題点を解消すべくなされたもので、その第１の目的は、インタードメイン
ネットワークにおいて、 End-to-Endで帯域、遅延などのネットワークリソースを考慮した
経路選択が可能な装置、つまり宛先 AS内の最適な AS Border Routerの選択、ならびに選択
された AS Border Routerから宛先端末、ルータまでの最適な経路選択がおこなえるインタ
ードメインルーティング装置を提供することにある。
【００２３】
本発明の第２の目的は、送信方向だけでなく、受信方向に対しても End-to-Endで帯域、遅
延などのネットワークリソースを考慮した最適な経路選択もできる装置を提供することに
ある。
【００２４】
本発明の第３の目的は、ネットワークの経路の残余帯域や遅延などの QoS パラメータだけ
でなくサーバの負荷をも考慮して、最適なサーバ、ならびにそれに対する最適なネットワ
ーク経路とを同時に満足する経路選択を行うことができる装置を提供することになる。
【００２５】
【課題を解決するための手段】
本発明によれば、インタードメインルーティング装置を、ノードが、自ドメイン内の経路
情報を交換して経路選択を行う自ドメイン内経路選択手段と、ドメイン間の経路情報を受
信し経路選択を行うドメイン間経路選択手段と、宛先ノードに対して要求し当該ノードか
ら当該宛先ノード方向への経路候補群を取得する宛先ドメイン受信経路候補取得手段と、
End-to-End経路選択手段とを含み構成され、当該 End-to-End経路選択手段が、当該ノード
のドメイン内経路と、当該ドメインから当該宛先ドメインまでのドメイン間経路と、当該
宛先ノードのドメイン内経路とに基づいて End-to-Endに最適経路を選択するようにする。
【００２６】
また、本発明では、インタードメインルーティング装置を、ノードが、自ドメイン内の経
路情報を交換して経路選択を行う自ドメイン内経路選択手段と、ドメイン間の経路情報を
受信し経路選択を行うドメイン間経路選択手段と、送信ノードからの要求に応じて当該送
信ノードから当該ノード方向への経路候補群を返答するドメイン受信経路候補返答手段と
を含み構成する。
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【００２７】
前記自ドメイン内経路選択手段が、ドメイン内のネットワークのトポロジー及びリンクの
帯域メトリック、並びに QoS メトリック等のリンクリソース情報を交換する手段を備える
ようにしても良い。また、前記ドメイン間経路選択手段が、ドメイン間のネットワークの
トポロジー及びリンクの帯域メトリック、並びに QoS メトリック等のリンクリソース情報
とを交換する手段を備えるようにしても良い。
【００２８】
また、前記ドメイン間経路選択手段を、送信ノードあるいは宛先ノード以外の外部ノード
に存在させ、前記送信ノード、あるいは前記宛先ノードが外部ノードに存在する当該ドメ
イン間経路選択手段に問い合わせを行うことにより経路情報を取得するようにしても良い
。送信ノードとして中継の任意のノードを送信 PROXY ノードに選択し、宛先ノードとして
中継の任意のノードを宛先 PROXY ノードに選択することができる。
【００２９】
上述の宛先度メイン受信経路候補取得手段に替えて、宛先ノードに対し要求して当該宛先
ノードから当該ノード方向への経路候補群を取得する宛先ドメイン送信経路候補取得手段
を含む構成とし、 End-to-End経路選択手段は、宛先ノードのドメイン内経路と、当該宛先
ドメインから当該ドメインまでのドメイン間経路と、当該ノードのドメイン内経路とに基
づいて End-to-Endに最適経路を選択するようにしても良い。宛先ノードは、自ドメイン内
経路選択手段、ドメイン間経路選択手段と、当該送信ノードからの要求に応じて当該宛先
ノードから当該送信ノード方向への経路候補群を返答する宛先ドメイン送信経路候補返答
手段を備える。経路となる各ネットワークのトポロジー及びリンクの帯域メトリック、並
びに QoS メトリック等のリンクリソース情報を交換する手段を備える構成も考えられる。
ドメイン間経路選択手段を、送信ノードあるいは宛先ノード以外の外部ノードに存在させ
た構成も採れる。また、送信ノード、宛先ノードとして中継の任意のノードを PROXY ノー
ドに選択しても良い。
【００３０】
また、本発明ではインタードメインルーティング装置を、ノードが、自ドメイン内経路選
択手段、ドメイン間経路選択手段と、当該宛先ノード候補のそれぞれから当該ノード方向
への経路候補群ならびに当該サービスオブジェクト処理を行うサービスノードの処理負荷
を取得する宛先ドメイン送信経路候補取得手段と、各サービスノードの処理負荷と当該宛
先ノードのドメイン内経路と当該宛先ドメインから当該送信ドメインまでのドメイン間経
路と当該送信ノードのドメイン内経路とに基づいて End-to-Endの経路コストを比較するこ
とにより、最適なサービスノードならびに End-to-Endの経路を選択するサービスノード経
路選択手段とを含む構成とする。
【００３１】
また、ノードが、自ドメイン内経路選択手段、ドメイン間経路選択手段と、サービスノー
ドの処理負荷をモニターするサービスノード負荷モニター手順と、送信ノードからの要求
に応じて当該ノードから当該送信ノード方向の経路候補群ならびにサービスノード負荷を
返答する宛先ドメイン送信経路候補返答手段を備えるようにしても良い。
【００３２】
この場合も、自ドメイン内経路選択手段、ドメイン間経路選択手段が、ネットワークのト
ポロジー及びリンクの帯域メトリック、並びに QoS メトリック等のリンクリソース情報と
を交換する手段を備える構成が考えられる。また、ドメイン間経路選択手段を、送信ノー
ドあるいは宛先ノード以外の外部ノードに存在させた構成も採れる。送信ノード、宛先ノ
ードとして中継の任意のノードを PROXY ノードに選択して良い。
【００３３】
更には、宛先ノードがアドレス解決要求手段をもち、複数の送信ノードのいずれかをアド
レス解決サーバ機能により選択するように構成できる。この場合には、宛先ノードが選択
送信ノードに対してセッションを設立して前記選択送信ノードが、必要に応じて宛先ノー
ドに他の送信ノードのアドレスを通知することによりセッションを切り替えるようにでき
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る。
【００３４】
サービスノードの処理負荷として、サービス処理のＣＰＵ負荷に加えて、サービス結果を
通信する際のネットワーク負荷も用いるようにしても良い。サービスオブジェクトとして
URL (Uniform Resource Locator)を用い、前記サービスノードとして Web サーバを用いる
ことができる。
【００３５】
【発明の実施の形態】
本発明では、インタードメインルーティング装置（システム）が、宛先ドメイン受信経路
候補取得手段と、宛先ドメイン受信経路候補返答手段と、 End-to-End経路選択手段とを備
え、送信ドメイン内経路、送信ドメインから宛先ドメイン間の経路、宛先ドメイン内の経
路すべての情報を用いて最適経路選択がおこなえるように動作する。このような構成を採
用し、さらにドメイン内ルーティング、ドメイン間ルーティングを帯域メトリック、Ｑｏ
Ｓメトリックを対応させることにより、本発明の目的である End-to-Endで帯域、遅延など
のネットワークリソースを考慮した経路選択を達成することができる。
【００３６】
また、本発明のインタドメインルーティング装置は、宛先ドメイン送信経路候補取得手段
と、宛先ドメイン送信経路候補返答手段と、 End-to-End経路選択手段とを備え、宛先ドメ
イン内の経路、送信ドメインから宛先ドメイン間の経路、送信ドメイン内経路のすべての
情報を用いて受信方向の最適経路選択がおこなえるように動作する。このような構成を採
用し、さらにドメイン内ルーティング、ドメイン間ルーティングを帯域メトリック、Ｑｏ
Ｓメトリックを対応させることにより、本発明の目的である送信方向だけでなく、受信方
向に対しても End-to-Endで帯域、遅延などのネットワークリソースを考慮した最適な経路
選択も達成することができる。
【００３７】
更には、本発明のインタドメインルーティング装置は、宛先ドメイン送信経路候補取得手
段と、宛先ドメイン送信経路候補返答手段と、サービスノード経路選択手段と、を備え、
宛先ドメイン内の経路、送信ドメインから宛先ドメイン間の経路、送信ドメイン内経路の
すべての情報を用いて受信方向の最適経路選択、ならびにサービスノードの負荷の両者を
考慮して、低負荷なサービスノードで最適なネットワーク経路選択がおこなえるように動
作する。このような構成を採用し、さらにドメイン内ルーティング、ドメイン間ルーティ
ングを帯域メトリック、ＱｏＳメトリックを対応させることにより、本発明の目的である
ネットワークの経路の残余帯域や遅延などの QoS パラメータだけでなくサーバの負荷も考
慮して、最適なサーバ、ならびにそれに対する最適なネットワーク経路とを同時に満足す
る経路選択を達成することができる。
【００３８】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して更に詳細に説明する。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であり、図２は、同じ実施の形態の構成
をより詳細に示したブロック図である。図１と図２とを参照し、かつ図１と図２との対応
関係を説明して本実施の形態を説明する。なお、本実施の形態は請求項１～１７の各請求
項に対応している。
【００３９】
図１を参照すると、第１の実施の形態は、ドメインＡ；１５５とドメインＢ；１６５のネ
ットワークドメインがインタドメインで相互接続されている状況で、ドメインＡ；１５５
内の送信ノード１５４、ドメインＢ；１６５内の宛先ノード１６４とが存在するネットワ
ーク構成で、送信ノード１５４が、自ドメイン内経路選択手段１５０、ドメイン間経路選
択手段１５１、宛先ドメイン受信経路候補取得手段１５２、 End-to-End経路選択手段１５
３とから構成され、宛先ノード１６４が自ドメイン内経路選択手段１６０、ドメイン間経
路選択手段１６１、宛先ドメイン受信経路候補返答手段１６２とから構成されている。
【００４０】
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宛先ドメイン受信経路候補取得手段１５２は宛先ノード１６４に対して、 Path discovery
 request１７０を送信し、宛先ドメイン受信経路候補返答手段１６２により経路候補の結
果が Path discovery reply１７１として返答される。 End-to-End経路選択手段１５３は、
自ドメイン内経路選択手段１５０、ドメイン間経路選択手段１５１、宛先ドメイン受信経
路候補取得手段１５２で得られる部分的な経路候補情報を総合して、送信ノード内経路、
送信ドメインから宛先ドメインまでのドメイン間経路、宛先ドメイン内の経路の全体を見
渡した最適な経路を求めることができる。
【００４１】
図１の各手段の動作を詳しく説明するために、図２を用いる。図２と図１の両ブロック図
は以下のような形で対応がとれており、それぞれの手段の対応を説明した後、以後図２を
用いて実施の形態を説明する。
【００４２】
図２におけるドメインをインターネットのある管理ドメイン AS(Autonoumous System)とし
、ノードをルータと対応させた場合について以下対応関係を述べる。図２を参照すると、
Autonomous System AS-A；１９０と AS-B；１９２の両ネットワークドメインが、 BGP によ
り外部ネットワーク１９１と相互接続されているネットワーク構成で、 AS-A；１９０内に
は送信ルータ１４０、 AS内中継ルータ１４１、 AS境界ルータ（ AS Border Router (ASBR) 
） ASBR-A1;１４２が存在し、また、  AS-B;１９２内には宛先ルータ１４５、 AS内中継ルー
タ１４４、 AS境界ルータ（ AS Border Router (ASBR) ） ASBR-B1;１４３が存在する。
【００４３】
図１に於けるドメインＡ；１５５、ドメインＢ；１６５はそれぞれ、 Autonomous System 
AS-A; １９０、 Autonomous System AS-B; １９２とに対応し、また、送信ノード１５４、
宛先ノード１６４は送信ルータ１４０、宛先ルータ１４５と対応する。
【００４４】
図２内の上記６種類のルータは、それぞれ以下のような手段から構成されている。先ず、
AS-A内の送信ルータ１４０は、 AS内での動的ルーティング情報交換手順として OSPF-TE 手
段１００を用い（その他の AS内のルーティング情報交換手順、たとえば ISIS-TE 手順など
でもかまわない）、 AS間の動的ルーティング情報取得手順として  BGP-TE 情報を取得する
ための  I-BGP手段１１０を用い、宛先ドメイン内の経路候補取得手段 Path discovery pro
tocol 手段１３０と、 End-to-Endのインタードメインの最適経路検索手段である End-to-E
nd経路選択手段１３２とから構成される。
【００４５】
AS-A内の中継ルータ１４１は OSPF-TE 手段１０１を持つ。 AS境界ルータ１４２は OSPF-TE 
手段１０２、 AS間の動的ルーティング情報交換のための  E-BGP手段１２１、 E-BGP 手段１
２１の情報を AS-A内のその他のルータへ通知するための I-BGP 手段１１１とを持つ。
【００４６】
ちなみに、上記構成における OSPF-TE 手段１００は、図１の自ドメイン内経路選択手段１
５０と対応し、 I-BGP 手段１１０は、ドメイン間経路選択手段１５１と対応し、 Path dis
covery protocol １３０は宛先ドメイン受信経路候補取得手段１５２、宛先ドメイン受信
経路候補返答手段１６２と対応し、 End-to-End経路選択手段１３２と End-to-End経路選択
手段１５３とはそれぞれ対応する。
【００４７】
そして、 AS-B内の宛先ルータ１４５は、 OSPF-TE 手段１０５、 I-BGP 手段１１３、 AS-Aの
送信ルータとの間で最適経路検索を行うための Path discovery protocol 手段１３１とか
ら構成される。
【００４８】
AS-B内の中継ルータ１４４は OSPF-TE 手段１０４を持つ。 AS境界ルータ１４３は、 OSPF-T
E 手段１０３、 I-BGP 手段１１２、 E-BGP 手段１２２とを持つ。
【００４９】
このとき、 OSPF-TE 手段１０５は、自ドメイン内経路選択手段１６０と対応し、 I-BGP 手
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段１１３は、ドメイン間経路選択手段１６１と対応し、 Path discovery protocol;１３１
は宛先ドメイン受信経路候補返答手段１６２とそれぞれ対応する。また、 Path discovery
 request；１３３は Path discovery request；１７０と対応し、 Path discovery reply；
１３４は、 Path discovery reply；１７１と対応する。
【００５０】
上述各手段はそれぞれ概略、以下のように動作する。図３、図４、図５を適宜用いながら
説明を行う。
【００５１】
図２において、 E-BGP 手段１２１、１２２は外部ネットワークと BGP プロトコル、特に E-
BGP により相互接続され、パスベクター手法を用いて分散的にルーティング情報を交換す
る。その結果、宛先 IPアドレス（あるいは宛先 IPアドレスの Prefix）に対して ASをどのよ
うに経由して到達できるかという AS Path の情報を取得することができる。 AS Path は基
本的には ASの IDを連結することにより経路を表現するものである。
【００５２】
図３のネットワーク経路を示すブロック図は、 AS-A１９０から AS-B１９２内の AS-B内の受
信ルータ１４５までの経路が [AS-A （１９０）、 AS-x1 （２００）、 AS-x2 （２０１）、
AS-B( １９１ )]の順に経由する経路候補と、 [AS-A （１９０）、 AS-x３（２０２）、 AS-x
4 （２０３）、 AS-B( １９２ )]の順に経由する経路候補の 2 通りが存在することを示して
いる。
【００５３】
AS境界ルータ１４２上の E-BGP 手段１２１、ならびに AS境界ルータ２１１上の E-BGP 手段
は、それぞれ上記 2 つの経路候補のうち [AS-A （１９０）、 AS-x1 （２００）、 AS-x2 （
２０１）、 AS-B( １９２ )]という AS Path 情報を取得している。一方、 AS境界ルータ２１
２は、上記２つの経路候補のうち、 [AS-A （１９０）、 AS-x３（２０２）、 AS-x4 （２０
３）、 AS-B( １９２ )]という AS Path を取得している。
【００５４】
AS境界ルータ１４２上の E-BGP 手段１２１は、 AS-B内の宛先ルータ１４５に到達するため
の AS Path 情報 [AS-A （１９０）、 AS-x1 （２００）、 AS-x2 （２０１）、 AS-B( １９２
)]を I-BGP 手段１１１を用いて送信ルータ１４０の I-BGP 手段１１０へ通知する。図３で
示すように送信ルータ１４０は、その他 AS境界ルータ２１１、２１２からも I-BGP 手段を
通して AS Path 情報を入手し、上記の AS Path に加えて代替 AS Path として [AS-A （１９
０）、 AS-x３（２０２）、 AS-x4 （２０３）、 AS-B( １９２ )]を取得する。
【００５５】
以上より、送信ルータ１４０の I-BGP 手段は、 AS-A１９０から、 AS-B１９２へ至るすべて
の BGP レベルの経路を取得する。
【００５６】
逆に、 AS境界ルータ１４３内の E-BGP 手段１２２は、 AS-B１９２から AS-A１９０への AS P
ath 情報を取得し、本情報を I-BGP 手段１１２を介して宛先ルータ１４５内の I-BGP 手段
１１３へ通知を行う。
【００５７】
図２において、 OSPF-TE 手段１００、１０１、１０２は AS-A；１９０内のルータの接続性
のトポロジー、ならびにルータ間のリンクの残余帯域や遅延などの QoS パラメータを、リ
ンクステートルーティング手法を用いて分散的に交換し、 AS-A；１９０内全体のトポロジ
ーならびにリンク情報を知ることができる。 OSPF-TE 手段１００、１０１、１０２はこの
情報から任意のルータから任意のルータまでの最適経路を計算することができる。全く同
様に OSPF-TE 手段１０３，１０４、１０５は AS-B内の全体のトポロジーならびにリンク情
報を知ることができる。
【００５８】
図４のネットワーク経路を示すブロック図は、 AS-A；１９０内において送信ルータ１４０
から受信ルータ１４５への経路へ到達可能な、経由する AS境界ルータ１４２、２１１、２
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１２に対して送信ルータ１４０上の OSPF-TE 手段により送信ドメイン内経路候補３００、
３０１、３０２、３１０、３１１、３２１、３２３を求めた状況を示している。
【００５９】
つまり、送信ルータ１４０は、 I-BGP 手段１１０の情報からインタドメインの経路候補 AS
 Path を知り、通過するべき AS境界ルータ１４２，２１１，２１２の抽出を行い、 OSPF-T
E 手段１００の情報をさらに組み合わせることで、送信ルータからこれらの AS境界ルータ
１４２，２１１，２１２への経路候補情報内経路候補３００、３０１、３０２、３１０、
３１１、３２１、３２３を求めることができ、その結果、送信ルータ１４０から宛先ルー
タ１４５までの経路候補のうち、帯域、遅延を考慮した AS-Aと AS-B間の経路候補群を絞り
込むことができる。
【００６０】
送信ルータ１４０内の Path discovery protocol 手段１３０は、本経路候補群を宛先ルー
タ１４５内の Path discovery protocol 手段１３１へと送信する（図２における Path dis
covery requestメッセージ１３３）。これにより宛先ルータ１４５内の Path discovery p
rotocol 手段１３１は I-BGP 手段１１３の持つ経路情報を参照し、本経路候補群に対応す
る AS-B内の AS境界ルータ１４３、４０１、４０２を選択する（図５；ネットワーク経路ブ
ロック図参照）。
【００６１】
次に、宛先ルータ１４５内の OSPF-TE 手段１０５の経路情報を参照することで、 AS境界ル
ータ１４３、４０１、４０２から、宛先ルータ１４５までの宛先ドメイン内経路候補４１
０，４１１，４１２，４１３、４１４、４１５を求める。そして、 Path discovery proto
col 手段１３０から通知された AS-Aと AS-B間の経路候補群と、 AS-B内の経路候補群の両者
から、帯域、遅延を考慮した最適な経路を選択する。
【００６２】
宛先ルータ１４５内の Path discovery protocol 手段１３１は、選択した AS-A；１９０か
ら AS-B；１９２への最適経路、ならびに AS-B内の AS境界ルータから宛先ルータ１４５まで
の最適経路の両者の情報を送信ルータ１４０の Path discovery protocol 手段１３０へ通
知する（図２における Path discovery replyメッセージ１３４）。
【００６３】
以上の結果から、送信ルータ１４０は、宛先ルータ１４５までの End-to-Endで残余帯域、
遅延などの QoS を考慮した経路選択を行うことができる。本経路選択の結果、例えば MPLS
技術を用いることにより、送信ルータが明示的に指定した任意の最適化経路でのデータ転
送が可能となる。
【００６４】
次に、図２及び図６、図７のフローチャートを参照して本実施の形態の全体の動作につい
て詳細に説明する。
【００６５】
図６のフローチャートは送信ルータ１４０における経路選択の手順について示している。
まず、送信ルータ１４０内の I-BGP 手段１１０は送信ドメインのＡＳ；１９０から宛先ド
メインのＡＳ；１９２までの AS Path 候補群 (A) を抽出し、それらの Pathの残余帯域等の
帯域メトリック、遅延等のＱｏＳメトリックを取得、ならびに AS Path 候補群に対応する
送信ＡＳ内の AS Border Routerアドレス１４２、２１１，２１２を取得する（図６の９０
０）。
【００６６】
次に、 OSPF-TE 手段１００の経路情報を用いて送信ルータ１４０から送信ＡＳ；１９０内
の AS Border Router１４２、２１１，２１２への経路候補群 (B) 、ならびにそれらの Path
の帯域メトリックと QoS メトリック等を取得する（図６の９０１）。
【００６７】
Path discovery protocol 手段１３０は、宛先ルータ１４５に対して上記取得  AS Path候
補群 (A) を通知する（図６の９０２）。また、 Path discovery protocol 手段１３０は AS
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 Path 候補群 (A) に対応させて、宛先ＡＳ１９２内の AS Border Routerから宛先ルータ１
４５までの経路候補 (C) ならびにそれらの帯域メトリックと QoS メトリックを宛先ルータ
１４５から受信する（図６の９０３）。
【００６８】
最後に、 End-to-End経路選択手段１３２は、送信ルータ１４０から送信ＡＳ内の AS Borde
r Routerへの経路候補群 (B) 、送信ＡＳから宛先ＡＳまでの AS Path 候補群 (A) 、宛先Ａ
Ｓ；１９２内の AS Border Router群から宛先ルータ１４５経路候補群 (C) の３つの経路候
補の帯域メトリックとＱｏＳメトリックをそれぞれ用いて送信ルータ１４０から宛先ルー
タ１４５までの最適経路を計算する（図６の９０４）。
【００６９】
一方、図７のフローチャートは、宛先ルータ１４５における経路選択の手順について示し
ている。 Path discovery protocol 手段１３１が送信ルータ１４０から AS Path 候補群 (A
) を通知される（図７の１０００）。 I-BGP 手段１１３の経路情報を用い、 AS Path 候補
群 (A) に対応する宛先ＡＳ内の AS Border Routerアドレス１４３，４０１，４０２を取得
する（図７の１００１）。次いで、 OSPF-TE 手段１０５の経路情報を用いて宛先ＡＳ内の
AS Border Routerから宛先ノードへの経路候補群 (C) を取得する（図７の１００２）。
【００７０】
最後に、 Path discovery protocol 手段１３１は、 AS Path 候補群 (A) に対応して、宛先
ＡＳ内の AS Border Routerから宛先ルータ１４５への経路候補群 (C) 、ならびにそれらの
Pathの帯域メトリックと QoS メトリックを送信ルータ１４０へ通知する（図７の１００３
）。
【００７１】
以上説明した第１の実施形態において、送信ノード内の機能の一部を他のノードへ移した
形態（図８）を採ることができる。また、送信ノード、宛先ノードを送信、受信の Proxy 
ノードとして運用する形態 ( 図９ ) を採ることができる。以下、これらの実施形態につい
て説明する。なお、図８の実施態様は、請求項７と請求項１６に、図９の実施態様は請求
項８と請求項１７に対応している。
【００７２】
図８の概略構成を示すブロック図に示す実施の態様では、図１の態様における送信ノード
１５４内のドメイン間経路選択手段１５１の機能を、送信ノード外のノード１５６（ここ
ではインタドメイン経路情報ノード）内のドメイン間経路選択手段１８０の位置に移して
いる。送信ノード１５４はドメイン間経路情報の取得、ならびに経路選択のために、ドメ
イン間経路取得手段１８１によって、ノード１５６内のドメイン間経路選択手段１８０と
の間で通信を行い情報を入手する。情報は、 Interdomain route request （１８２）、 In
terdomain route reply （１８３）のペアで実現される。なお、ドメイン間経路選択手段
以外の各モジュールの動作についてはすべて先の図２の場合と同じである。また、本実施
の形態の全体の動作についても、図２の場合の動作に順ずる（図６、図７のフローチャー
ト参照）。
【００７３】
図９の概略構成を示すブロック図に示す実施の態様は、図１の態様における送信ノード１
５４および宛先ノード１６４がそれぞれドメイン内のネットワークを介して送信端末１９
０，１９１，１９２、宛先端末１９３，１９４，１９５と相互接続されているモデルであ
り、送信ノード１５４、宛先ノード１６４が送信端末、宛先端末の Proxy として動作して
いる状態を示す。
【００７４】
送信端末１９０，１９１，１９２は宛先端末との通信のために、送信ノード１５４を経由
するため、送信ノード１５４以後の経路選択は前述の図１，図２の最適経路を実現できる
。この際、送信端末１９０，１９１，１９２から送信ノード１５４までの経路については
、ドメイン内の経路選択（ OSPF-TE ）のみに依存した経路選択がおこなわれる。
【００７５】
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一方、宛先端末１９３，１９４，１９５宛の通信は宛先ノード１６４を経由するため、送
信ノード１５４から宛先ノード１６４までの経路選択は最適経路が実現できる。宛先ノー
ド１６４から宛先端末１９３，１９４，１９５もドメイン内の経路選択（ OSPF-TE ）のみ
に依存した経路選択がおこなわれる。なお、送信ノード１５４、宛先ノード１６４のその
他の各モジュールの動作についてはすべて先の図１ , 図２の場合と同じであり説明は省略
する。また、本実施の形態の全体の動作については、図２の場合の動作に順ずる（図６、
図７のフローチャート参照）。
【００７６】
〔効果〕以上説明した本実施の形態によれば、 Path discovery protocol 手段１３０と１
３１との連携により宛先ＡＳ内の経路候補を抽出できるように構成されているため、 End-
to-Endにおいて帯域メトリックやＱｏＳメトリックを考慮した最適経路選択をすることが
できる。
【００７７】
続いて、本発明の第２の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。以下では、
図１０と図１１，図１２とを参照し、かつそれぞれの図の対応関係を示して本発明の第２
の実施の形態を説明する。なお、本実施の形態は、請求項１８～２５、２８に対応する。
【００７８】
図１０の概略構成を示すブロック図を参照すると、本実施の形態は以下のような構成をと
る。ドメインＡ；５５５とドメインＢ；５６５のネットワークドメインがインタドメイン
で相互接続されており、ドメインＡ；５５５内の送信ノード５５４、ドメインＢ；５６５
内の宛先ノード５６４とが存在するネットワーク構成になっている。
【００７９】
そして、前記送信ノード５５４は、自ドメイン内経路選択手段５５０、ドメイン間経路選
択手段５５１、宛先ドメイン送信経路候補返答手段５５２、サービスノード負荷モニター
手段５５３とから構成される。また、前記宛先ノード５６４は、自ドメイン内経路選択手
段５６０、ドメイン間経路選択手段５６１、宛先ドメイン送信経路候補取得手段５６２と
、サービスノード経路選択手段５６３から構成されている。ここで定義する宛先ノード５
６４の配下にはサービスクライアント５６７が接続されている。また、送信ノード５５４
の配下には複数のサービスノード５５８，５５７，５５６が接続され、宛先ノード５６４
に接続されたサービスクライアント５６７からの要求に対してサービスを行う。
【００８０】
サービスノードの例としては Web サーバがあげられ、サービスクライアントとしては Web 
クライアントがあげられる。 Web サーバの場合は、 Web クライアントのリクエストに応じ
て Web コンテンツを送信するため、 Web コンテンツの送信方向を考えて、ここでは２つの
ノードをそれぞれ送信ノード、あて先ノードと定義している。
【００８１】
　宛先ドメイン送信経路候補取得手段５６２は送信ノード５５４に対して、 Path discove
ry request；６７０を送信し、送信ドメイン送信経路候補返答手段５５２によって経路候
補の結果ならびにサービスノードの負荷とを併せて Path discovery reply； ７１として
返答がなされる。サービスノード経路選択手段５６３は、自ドメイン内経路選択手段５６
０、ドメイン間経路選択手段５６１、宛先ドメイン送信経路候補取得手段５６２で得られ
る部分的な経路候補情報を総合して、送信ドメイン内経路、送信ドメインから宛先ドメイ
ンまでのドメイン間経路、宛先ドメイン内の経路の全体を見渡した最適な経路、かつサー
ビスノードの負荷の低いものを選択することができる。
【００８２】
図１０の概略ブロック図は、図１１、図１２の各ブロック図と以下のような形で対応がと
れており、先ずそれぞれの手段の対応を説明し、以後は図１１，図１２を用いて実施の形
態を説明する。
【００８３】
ちなみに、前実施形態（図２参照）と対比してみると、第２の実施の形態は、 AS-A；１９
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０内の送信ノード１４０が WWW の Web のクラスタリングサーバの Dispatcher（例えば IPパ
ケット内の HTTPの、 URL 単位に経路制御を行う Layer 7 スイッチ）として動作し、配下に
複数の Web のミラーサーバ、あるいは Web の URL コンテンツのディレクトリーを  URLの pr
efix単位等でグループ分けして分割して保持する Web Sub-treeサーバを持ち、かつ図２の
AS-A；１９２内の宛先ノード１４５が Web クライアントからのアクセスをネットワークを
介して負荷分散する動作を行うような状況に相当している。
【００８４】
図１１の示すように、 AS-A；１９０内の AS境界ルータ１４２、中継ルータ１４１は、既述
した図１の場合と同じ機能を具備している。送信ルータ６０１における I-BGP 手順１１０
および OSPF-TE 手順１００は、図２の送信ルータ１４０の場合と同じ機能を具備するが、
URL path discovery protocol 手順；６１１、 Server resource monitor 手順；６１２、
URL switching 手順；６３０は異なる機能である。
【００８５】
また、図１２の示すように、 AS-B；１９２内の宛先ルータ７０１における、 I-BGP 手順；
１１３、 OSPF-TE 手順；１０５は、図２の宛先ルータ１４５と同じ機能を具備するが、 UR
L path discovery protocol 手順７１１、ならびに URL switching 手順７２０については
異なる機能である。
【００８６】
ここで、自ドメイン内経路選択手段５５０、５６０はそれぞれ OSPF-TE 手段１００、１０
５と対応し、ドメイン間経路選択手段５５１、５６１はそれぞれ I-BGP 手段１１０、１１
３と対応し、宛先ドメイン送信経路候補返答手段５５２、宛先ドメイン送信経路候補取得
手段５６２はそれぞれ URL Path discovery protocol;６１ 1 、７１１とに対応し、サービ
スノード負荷モニター手段５５３は Server resource monitor;６１２と対応し、サービス
ノード経路選択手段５６３はサービスノード経路選択手段７１２と対応する。
【００８７】
図１１において、送信ルータ６０１は、 Server resource monitor 手順６１２により、 We
b ミラーサーバ（ Sub-treeサーバ）；６２０，６２１，６２２それぞれのもつ、 Web コン
テンツの URL のリスト、 CPU 処理負荷、ならびに Web の TCP 処理コネクション数、ならび
に Web サーバが送信帯域、受信帯域として使うことのできる空き帯域（これをネットワー
ク負荷と定義）などの負荷情報を定期的にモニターする。
【００８８】
URL のリストは、 URL の prefix部分のみを通知することにより URL 情報量を削減を図るこ
とが可能である。 Server resource monitor 手順６１２が取得する情報はそれ以外のサー
バのリソースを表現する情報を加えることも可能であるし、リソースの必要なもののみを
選択的にモニターすることも可能である。
【００８９】
Server resource monitor 手順６１２が Web ミラーサーバ；６２０，６２１，６２２の持
つ Server resource monitor 手順６１３、６１４，６１５に対して定期的に Polling を行
って情報取得することも可能であるし、 Server resource monitor 手順６１３、６１４，
６１５が Server resource monitor 手順６１２に対して定期的に、あるいは URL のリスト
の変更、あるいは CPU 処理負荷がある閾値を超えたり、負荷の変化率が閾値を超えた場合
に（イベント毎に）登録手順を行うことも可能である。
【００９０】
図１２に示すように、 AS-B；１９２内の宛先ルータ７０１配下には Web クライアント７３
０が存在する。 Web クライアント７３０は特定の URL に対して通信を求める場合には、宛
先ルータ７０１内の URL path discovery protocol 手順７１１、ならびに URL switching 
手順７２０とが従来とは異なる。 Web クライアント７３０から  HTTP GET Request が来る
場合、 HTTPのセッション、つまり TCP のセッションを終端し、パケット内の URL を覗き見
て URL path discovery protocol 手順７１１を用いて最適な Web サーバサイトの探索要求
がだされる。
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【００９１】
宛先ルータ７０１内の URL path discovery protocol 手順７１１では、 HTTPパケットを受
け取った時点で URL を調べ、 URL に対する最適な Web mirrorサイト、 sub-treeサーバサイ
ト情報がキャッシュされている場合、そのキャッシュを用いる。
【００９２】
一方、キャッシュがミスヒットすると、 URL path discovery protocol 手順７１１は、送
信ルータ６０１内の URL path discovery protocol 手順６１１に対して、 URL 情報を送信
する。 URL path discovery protocol 手順６１１は、通知された URL に対応する負荷の低
い Web mirror、あるいは sub-treeサーバを選択し、かつ送信Ｗｅｂサーバサイトから Web 
クライアント向きの経路のうちネットワーク負荷の低く遅延の短い（ QoS を満たす）経路
を探索し、その結果を宛先ルータ７０１内の URL path discovery protocol 手順７１１へ
返す。
【００９３】
この場合、返答結果を、 (1);単に Web mirror、あるいは sub-treeサーバサイトの送信ルー
タ６０１の IPアドレスを返す、あるいは (2); (1)の送信ルータ６０１の IPアドレスだけで
なく、送信ルータ６０１から宛先ルータ７０１までの最適な経路も併せて通知する、の両
者が可能である。
【００９４】
図１３の動作説明図に示すように、 Web クライアント７３０が AS-B；８９２内の宛先ルー
タ７０１（ Layer 7 switch）に対して TCP セッションを確立し（手順８００、８０１，８
０２）、その後で HTTP GET requestパケットが転送される（手順８０３）。 AS-B；８９２
内の宛先ルータ７０１を Dispatcherとし、 HTTP GET Request内の URL に対応する Web サー
バは、同一コンテンツを保持したサイトが複数ある場合、複数のサイト ;d1, d2 に対して
、宛先ルータ７０１が URL path discovery requestメッセージ８１０，８１２を送信し、
それぞれのメッセージに対する URL path discovery replyメッセージ ; ８１１、８１３を
受信する。
【００９５】
受信ルータは返答結果すべてを考慮し、最終的にいずれの Web サイトを選択すれば最適か
、ならびに選択した Web サイトから宛先ルータへの方向の経路が最適なのかを求める。宛
先ルータ７０１は、 Web mirrorサイト、 Web sub-treeサーバサイトなどの最適選択を行う
と、選択したサイトに対して  TCPセッションの設定８１４，８１５、８１６をしてから  H
TTP GET Request パケット８１７が転送される。
【００９６】
また、送信ルータ (Layer 7 switch)６０１は、 Server Resource Monitor;６１２のデータ
を参照し、 Backend Web server; ８３０、８３１、８３２、８３３のうち、 CPU 処理負荷
、あるいは TCP コネクション数、あるいはならびに Web サーバの送信帯域、受信帯域とし
て使うことのできる空き帯域などを参照することで最適な Web サーバを選択する。ここで
は、 Web サーバ８３１を選択し、 TCP セッションの設定８２０，８２１，８２２をしてか
ら HTTP GET Requestパケット８２３が転送される。
【００９７】
続いて、図１１，図１２のブロック図、及び図１４，図１５のフローチャートを参照して
本実施の形態の全体の動作について詳細に説明する。
【００９８】
まず、図１４のフローチャートは宛先ルータ７０１における経路選択の手順について示し
ている。宛先ルータ７０１内の URL Path discovery手段７１１は、 URL に対応する複数の
Web サーバサイト（複数の送信ノード）に対して経路候補群を要求する（図１４の１１０
１）。
【００９９】
また、 URL path discovery手順７１１は、複数の候補ノードそれぞれから返事を受信し、
その情報としてＵＲＬに対応するサーバのＣＰＵ処理負荷、コネクション処理数などの負
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荷情報（Ｄ）、ならびに AS-A；８９０内における送信ルータから AS Border Routerへの経
路候補群（Ｂ）、 AS-A；８９０から AS-B；８９２までのＡＳ　ＰＡＴＨ候補群（Ａ）、な
らびにそれらのＰＡＴＨの帯域メトリックとＱＯＳメトリックを受信する（図１４の１１
０２）。
【０１００】
I-BGP 手段１１３は AS Path 候補群（Ａ）に対応する自ＡＳ内の AS Border Routerアドレ
スを取得し ( 図１４の１１０３ ) 、 OSPF-TE 手段１０５の経路情報を用いて、自ＡＳ８９
２内の AS Border Routerから自ルータ７０１への経路候補群（Ｃ）を取得（図１４の１１
０４）。
【０１０１】
サービスノード経路選択手段７１２により、ＵＲＬに対するサーバ負荷情報（Ｄ）から負
荷の低い送信ルータ候補の抽出、ならびにそれぞれの送信ルータ候補に対して送信ＡＳ内
の送信ルータから AS Border Routerへの経路候補群（Ｂ），送信ＡＳから自ＡＳまでのＡ
Ｓ　ＰＡＴＨ候補群（Ａ）、自ＡＳ内での AS Border Router群から自ルータへの経路候補
群（Ｃ）の２つの経路候補の帯域メトリックとＱＯＳメトリックをそれぞれ用いて、送信
ルータ候補から自ルータまでの最適経路を計算し、最適な送信ルータを一つ、あるいは少
数選択する（図１４の１１０５）。
【０１０２】
ここで選ばれた送信ルータはつまり Web サーバへの Dispatcherとしての送信ルータであり
、最適な送信ルータを選択することはすなわち最適な Web サーバを選択することにほかな
らない。
【０１０３】
図１５のフローチャートは、送信ルータ６０１における経路選択の手順について示してい
る。 URL Path discovery protocol 手段６１２が自ノードから宛先ノードへの経路候補群
の要求受信する（図１５の１２０１）。 I-BGP 手段１１０の経路情報を用い、自ＡＳ；１
９０から宛先ＡＳ；１９２までのＡＳ　ＰＡＴＨ候補群（Ａ）を抽出し、それらのＰＡＴ
Ｈの帯域メトリックとＱＯＳメトリックを取得し、更にＡＳ　ＰＡＴＨ候補群に対応する
自ＡＳ内の AS Border Routerアドレス１４２、２１１，２１２を取得（図１５の１２０２
）する。
【０１０４】
ＯＳＰＦ－ＴＥ手段１００の経路情報を用いて、自ノードから自ＡＳ内のＡＳＢＯＲＤＥ
Ｒ　ＲＯＵＴＥＲ；１４２、２１１，２１２への経路候補群（Ｂ）を取得（図１５の１２
０３）。 Server resource monitor 手段６１２をもちいて、ＵＲＬに対応するサーバのＣ
ＰＵ負荷、コネクション処理数、あるいは Web サーバの送信帯域負荷などの負荷情報（Ｄ
）を取得（図１５の１２０４）。
【０１０５】
URL Path discovery protocol 手段を用いて、ＵＲＬに対応するサーバの負荷情報（Ｄ）
、自ＡＳ；１９０内の自ノードから AS Border Routerへの経路候補群（Ｂ）、自ＡＳから
送信ＡＳまでのＡＳ  Path 候補群（Ａ）と本ＰＡＴＨの帯域メトリックとＱＯＳメトリッ
クを送信する（図１５の１２０５）。
【０１０６】
〔効果〕本実施の形態では、 URL Path discovery protocol 手段６１２と７１１との連携
により送信Ｗｅｂサーバのうち負荷の低いものを選択し、かつＷｅｂサーバサイトから送
信方向のＰＡＴＨを抽出できるように構成されているため、最適なサーバ、 End-to-Endに
おいて帯域メトリックやＱｏＳメトリックを考慮した最適なネットワーク経路とを同時に
満足する経路選択を行うことができる装置を提供することになる。
【０１０７】
次に、本発明の第３の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、本実施
形態は、請求項２６，２７，２８に対応している。第３の実施の形態は図１６の概略構成
ブロック図に示す要素から構成される。
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【０１０８】
図１６を参照すると、複数のドメイン ; Ａ５５５、Ｂ１３００、Ｃ１３０１が Web サーバ
; ５５６，５５７，５５８，１３１０，１３１１，１３１２，１３２０，１３２１，１３
２２を持ち、それぞれが Web のコンテンツをすべて同じものをコピーして持っている（ミ
ラー化）か、あるいは Web のコンテンツを Directory で複数のサーバに分割して保持する
（ Sub-tree化）のいずれかの形式でもっているものとする。
【０１０９】
ドメイン ; Ｄ１３０２には、図２ , 図１０の宛先ドメインのような高機能な宛先ノードが
存在せずに、 Domain Name System (DNS)のような単純なアドレス解決手順しかもたない宛
先ノード１３３０が存在し、このノード１３３０はノード内にアドレス解決クライアント
１３３２を持つとする。
【０１１０】
ドメイン；Ｄ１３０２内にはローカルアドレス解決サーバ１３３１が存在し、宛先ノード
１３３０からのアドレス解決要求に従い、アドレス管理を行っている大元のアドレス解決
サーバ１３３２へ要求を転送する。
【０１１１】
アドレス解決サーバ１３３２は、各ドメイン；Ａ５５５，Ｂ１３００、Ｃ１３０１のいず
れのＷｅｂサーバサイトの送信ノード (Layer 7 switch)５５４、１３１３、１３２３のい
ずれかのアドレスを返す。いずれのアドレスを返すかを決めるために、送信ノード５５４
，１３１３，１３２３に対して問い合わせを行い、（１）ドメイン間経路選択手段と自ド
メイン内経路選択手段のみの経路情報を用いて End-to-End経路選択手段により経路計算を
行い、（２）サーバの負荷とを収集する。その結果アドレス解決サーバにおいて、最も最
適な経路で、かつ負荷の低いＷｅｂサーバを保持する送信ノードのアドレスを選択する。
【０１１２】
アドレスの解決結果は、たとえば返信アドレスを送信ノード５５４だとすると、宛先ノー
ド１３３０は、送信ノード５５４に対してＴＣＰセッションを設定し、 HTTP GET Request
を送信する。送信ノード５５４は、 HTTP GET Request内の URL を参照し、自分の配下の We
b サーバ；５５６，５５７，５５８のうち、対応するＵＲＬのコンテンツを持ち、かつ負
荷の低い Web サーバを選択する。
【０１１３】
また、図１６において、Ｗｅｂクライアント（宛先ノード）１３３０は選択した送信ノー
ド (Layer 7 switch)５５４に対して一旦ＴＣＰセッションを設立する。
【０１１４】
通信を行っている最中に、 Layer 7 switch；５５４配下の Web サーバの負荷が高くなった
り、あるいは障害がおこったりして、通信の性能が悪くなる場合、再び送信ノードは前述
のアドレス解決サーバ１３３２に依頼して、現状の最適な送信ノードの検索を行う。その
結果得られた最適な送信ノードのアドレスをＷｅｂクライアント１３３０へ通知する。Ｗ
ｅｂクライアント１３３０は該通知に基づいて、新たな Layer 7 switchに対してＴＣＰセ
ッションを設定し最適なＷｅｂサーバとの通信を再開することができる。
【０１１５】
本実施の形態の効果について説明する。本実施では、宛先ノードがＷｅｂのクライアント
、あるいはＷ ebのプロキシーサーバだとして、それらが単機能のＤＮＳのアドレス解決機
能しか持たないような場合にでも Web サーバサイトの URL ベースの負荷分散機能を利用で
きることができる。ＤＮＳのアドレス解決により、Ｗｅｂサーバサイト側の Layer 7 swit
ch（送信ノードと定義）のアドレスを返すことで、 Layer 7 switchでの URL レベルでの負
荷分散機能を用いることができるからである。
【０１１６】
【発明の効果】
本発明による第１の効果は、インタードメインネットワークにおいて、 End-to-Endで帯域
、遅延などのネットワークリソースを考慮した経路選択をおこなうことができる。その理
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由は、 BGP-TEを用いることにより自 ASから宛先 ASまでの BGP レベルの経路候補を選択、 IG
P-TEを用いることで、自 AS内の自ノードから AS境界ノードまでの経路候補の選択、ならび
に宛先 AS内の AS Border Routerから宛先端末、ルータまでの経路候補の選択ができ、 End-
to-Endでの経路情報を取得でき、それに基づき最適経路計算を行うことができるからであ
る。
【０１１７】
第２の効果は、送信方向だけでなく、受信方向に対しても End-to-Endで帯域、遅延などの
ネットワークリソースを考慮した最適な経路選択も行うことができるようになる。その理
由は、宛先ノードからみて送信方向の経路候補群を通知してもらう機能、あるいは宛先ノ
ードから見て受信方向の経路候補群のいずれも、送信ノードに対して通知してもらう機能
を具備しているため、両方向の経路情報の最適化を行うことができるためである。
【０１１８】
第３の効果は、ネットワークの経路の残余帯域や遅延などの QoS パラメータだけでなくサ
ーバの負荷をも考慮して、最適なサーバ、ならびにそれに対する最適なネットワーク経路
とを同時に満足する経路選択を行うことができることになる。その理由は、サーバの負荷
情報とネットワークの経路候補情報ならびに QoS メトリック情報とをすべて通知できる機
能を具備しているためである。
【図面の簡単な説明】
【図１】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である。
【図２】本発明の第１の実施の形態の構成を詳細に示すブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態におけるネットワーク経路を示すブロック図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態におけるネットワーク経路を示すブロック図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態におけるネットワーク経路を示すブロック図である。
【図６】本発明の第１の実施の形態における動作を説明するフローチャートである。
【図７】本発明の第１の実施の形態における動作を説明するフローチャートである。
【図８】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である。
【図９】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である。
【図１０】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である。
【図１１】本発明の第２の実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図１２】本発明の第２の実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図１３】本発明の第２の実施の形態の動作を説明する図である。
【図１４】本発明の第２の実施の形態のフローチャートである。
【図１５】本発明の第２の実施の形態のフローチャートである。
【図１６】本発明の第３の実施の形態の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
100,101,102,103,104,105 … OSPF-TE
110,111,112,113 … I-BGP(BGP-TE)
121,122 … E-BGP(BGP-TE)
130,131 … Path discovery protocol
133,170 … Path discovery request
134,171 … Path discovery reply
141,144 …中継ノード
142,143,211,212,401,402 … AS境界ノード (ASBR)
150,160,550,560 …自ドメイン内経路選択手段
151,161,180,551,561 …ドメイン間経路選択手段
152 …宛先ドメイン受信経路候補取得手段
153,132 … End-to-End経路選択手段
154,140,554,601,1313,1323 …送信ノード
155,165,555,565,1300,1301,1302…ドメイン
156 …インタドメイン経路情報ノード
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162 …宛先ドメイン受信経路候補返答手段
164,145,564,701,840,1330…宛先ノード
181 …ドメイン間経路取得手段
182 … Interdomain route request
183 … Interdomain route reply
190,192,200,201,202,203 …ＡＳ
191 … BGP level (AS-PATH)
300,301,302 ,310,311,321,322,323…送信ドメイン内経路候補
410,411,412,413,414,415 …宛先ドメイン内経路候補
552 …宛先ドメイン送信経路候補返答手段
553 …サービスノード負荷モニター手段
556,557,558 …サービスノード
556,557,558,1310,1311,1312,1320,1321,1322 … Web サーバ
562 …宛先ドメイン送信経路候補取得手段
563,712 …サービスノード経路選択手段
567 …サービスクライアント
611,711 … URL Path discovery protocol
612,613,614,615 … Server Resource monitor
670,810,812 … URL Path discovery request
671,811,813 … URL Path discovery reply
620,621,622,830,831,832,833 … Web mirror(sub-tree)サーバ
630,720 … URL switching
631 … URL response
632,633,721,722 … IP forwarding
730 … Web クライアント
800,814,820 … TCP SYN
801,815,821 … TCP SYN/ACK
802,816,822 … TCP ACK
803,817,823 … HTTP GET Request
824 … HTTP Response
1331…ローカルアドレス解決サーバ
1332…アドレス解決クライアント
1332…アドレス解決サーバ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

(25) JP 3729051 B2 2005.12.21



【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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