
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＩＰ網と電話網を相互接続する制御装置と主信号処理装置とを有するゲートウェイシステ
ムであって、
前記制御装置または前記主信号処理装置は、前記ＩＰ網で生じた障害を検出した場合、障
害検出契機の判別を行い、
前記制御装置は、
障害検出契機が障害発生時の場合には、障害を検出した前記制御装置または前記主信号処
理装置に収容されている回線の閉塞指示を行い、
一方、前記電話網からのアクセスを契機に障害が検出された場合は、前記電話網からの着
信時に前記電話網に対し、前記ゲートウェイの障害が検出された制御装置または主信号処
理装置とは異なる制御装置または主信号処理装置への回線の迂回を指示することを特徴と
するゲートウェイシステム。
【請求項２】
ＩＰ網と電話網を相互接続するゲートウェイシステムであって、
前記電話網とＩＳＤＮの信号チャネル又は網間接続を行う共通線により接続され、前記Ｉ
Ｐ網に接続されているサーバにアクセスする制御装置と、
前記電話網と回線インターフェースにより接続され、前記サーバとアクセスする主信号処
理装置とを有し、
前記制御装置または前記主信号処理装置は、前記ＩＰ網で生じた障害を検出した場合、障
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害検出契機の判別を行い、
前記制御装置は、
障害検出契機が障害発生時の場合には、障害を検出した前記制御装置または前記主信号処
理装置に収容されている回線の閉塞指示を行い、
一方、前記電話網からのアクセスを契機に障害が検出された場合は、前記電話網からの着
信時に前記電話網に対し、前記ゲートウェイの障害が検出された制御装置または主信号処
理装置とは異なる制御装置または主信号処理装置への回線の迂回を指示することを特徴と
するゲートウェイシステム。
【請求項３】
請求項２記載のゲートウェイシステムにおいて、
前記制御装置は、
前記電話網からのアクセスを契機に障害が検出された場合において、前記異なる制御装置
または主信号処理装置への迂回を指示した後、アクセスエラー頻度の計測を行うことを特
徴とするゲートウェイシステム。
【請求項４】
請求項２記載のゲートウェイシステムにおいて、
前記制御部は、前記主信号処理装置内の送信バッファの状態を監視するリソース管理部を
有することを特徴とするゲートウェイシステム。
【請求項５】
請求項２記載のゲートウェイシステムにおいて、
前記制御装置は、アクセス要求パケットを前記ＩＰ網に送出した際にタイマ設定を行い、
前記アクセス要求パケットに対応する応答パケットを受信するまでの時間を計数するタイ
マと、前記タイマの係数値が所定時間を超過した場合に障害が発生したと判断するタイマ
管理部を有することを特徴とするゲートウェイシステム。
【請求項６】
請求項２記載のゲートウェイシステムにおいて、
前記主信号処理装置は、アクセス要求パケットを前記ＩＰ網に送出した際にタイマ設定を
行い、前記アクセス要求パケットに対応する応答パケットを受信するまでの時間を計数す
るタイマと、前記タイマの係数値が所定時間を超過した場合に障害が発生したと判断する
タイマ管理部を有することを特徴とするゲートウェイシステム。
【請求項７】
請求項２記載のゲートウェイシステムにおいて、
前記制御装置または前記主信号処理装置は、
前記電話網を介してユーザから発行されたアクセス要求に対し、当該ユーザの認証を行う
認証サーバにアクセスし、当該認証サーバから認証されたユーザのアクセス要求に対して
ＩＳＰ網に接続処理を行うことを特徴とするゲートウェイシステム。
【請求項８】
ＩＰ網と電話網を相互接続するゲートウェイシステムであって、
前記電話網とＩＳＤＮの信号チャネル又は網間接続を行う共通線により接続され、前記Ｉ
Ｐ網に接続されているサーバにアクセスする制御装置と、
前記電話網と回線インターフェースにより接続され、前記サーバとアクセスする主信号処
理装置とを有し、
前記制御装置または前記主信号処理装置は、前記ＩＰ網で生じた障害を検出した場合、障
害検出契機の判別を行い、
前記制御装置は、
障害検出契機が障害発生時の場合には、障害を検出した前記制御装置または前記主信号処
理装置に収容されている回線の閉塞指示を行い、
一方、前記電話網からのアクセスを契機に障害が検出された場合は、前記電話網からの着
信時に前記電話網に対し、前記ゲートウェイの障害が検出された制御装置または主信号処
理装置とは異なる制御装置または主信号処理装置への回線の迂回を指示し、
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さらに前記制御装置は、
アクセス要求パケットを前記ＩＰ網に送出した際にタイマ設定を行い、前記アクセス要求
パケットに対応する応答パケットを受信するまでの時間を計数するタイマと、前記タイマ
の係数値が所定時間を超過した場合に障害が発生したと判断するタイマ管理部を有し、
前記タイマ管理部により障害が発生したと判断される回数が所定回数を超える場合、当該
所定回数の障害が発生している回線を閉塞するよう、前記電話網に指示することを特徴と
するゲートウェイシステム。
【請求項９】
請求項８記載のゲートウェイシステムにおいて、
前記制御装置は、
前記ＩＰ網と接続されるインタフェース部と、
前記電話網と接続される電話網インタフェースと、
前記主信号処理装置インタフェース部と接続される主信号処理装置インタフェース部とを
有することを特徴とするゲートウェイシステム。
【請求項１０】
ＩＰ網と電話網を相互接続するゲートウェイシステムの迂回方法であって、
前記ＩＰ網で生じた障害を検出した場合、障害検出契機の判別を行い、
障害検出契機が障害発生時の場合には、障害を検出した前記制御装置または前記主信号処
理装置に収容されている回線の閉塞指示を行い、
一方、前記電話網からのアクセスを契機に障害が検出された場合は、前記電話網からの着
信時に前記電話網に対し、前記ゲートウェイの障害が検出された制御装置または主信号処
理装置とは異なる制御装置または主信号処理装置への回線の迂回を指示することを特徴と
する迂回制御方法。
【請求項１１】
請求項１０記載の迂回制御方法において、
前記電話網からのアクセスを契機に障害が検出された場合において、前記異なる制御装置
または主信号処理装置への迂回を指示した後、アクセスエラー頻度の計測を行うことを特
徴とする迂回制御方法。
【請求項１２】
請求項１０記載の迂回制御方法において、
前記ＩＰ網の障害を検出するために、前記主信号処理装置内の送信バッファの状態を監視
することを特徴とする迂回制御方法。
【請求項１３】
請求項１０記載の迂回制御方法において、
前記ゲートウェイシステムは、アクセス要求パケットを前記ＩＰ網に送出した際にタイマ
設定を行い、前記アクセス要求パケットに対応する応答パケットを受信するまでの時間を
計数し、前記タイマの係数値が所定時間を超過した場合に障害が発生したと判断すること
を特徴とする迂回制御方法。
【請求項１４】
請求項１０記載の迂回制御方法において、
前記電話網を介してユーザから発行されたアクセス要求に対し、当該ユーザの認証を行う
認証サーバにアクセスし、当該認証サーバから認証されたユーザのアクセス要求に対して
ＩＳＰ網に接続処理を行うことを特徴とする迂回制御方法。
【請求項１５】
ＩＰ網と電話網を相互接続するゲートウェイシステムの回線迂回制御方法であって、
前記ＩＰ網で生じた障害を検出した場合、障害検出契機の判別を行い、
障害検出契機が障害発生時の場合には、障害を検出した前記制御装置または前記主信号処
理装置に収容されている回線の閉塞指示を行い、
一方、前記電話網からのアクセスを契機に障害が検出された場合は、前記電話網からの着
信時に前記電話網に対し、前記ゲートウェイの障害が検出された制御装置または主信号処

10

20

30

40

50

(3) JP 3747740 B2 2006.2.22



理装置とは異なる制御装置または主信号処理装置への回線の迂回を指示し、
アクセス要求パケットを前記ＩＰ網に送出した際にタイマ設定を行い、前記アクセス要求
パケットに対応する応答パケットを受信するまでの時間を計数し、前記タイマの係数値が
所定時間を超過した場合に障害が発生したと判断し、
前記タイマ管理部により障害が発生したと判断される回数が所定回数を超える場合、当該
所定回数の障害が発生している回線を閉塞するよう、前記電話網に指示することを特徴と
する迂回制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は電話網とＩＰ網（インターネットプロトコル網）との接続方法、障害検出方法及
び迂回制御方法に係わる。本発明は、特に、シグナリングゲートウェイ／メディアゲート
ウェイ制御装置、ゲートウェイ装置より構成されるインターネットゲートウェイシステム
において、ゲートウェイ装置のＩＰ網インタフェースの障害を検出し、前段の電話網へ回
線閉塞、迂回指示を行う電話網とＩＰ網との接続方法に係わる。
【０００２】
【従来の技術】
現在、電話網においてノード間の障害を検出する手段としては、ネットワーク間インタフ
ェースにおける対向ノードとの間の共通線信号リンク状態の監視、通話回線のフレームビ
ットの監視、およびユーザ・網インタフェースにおける網側と端末との間の回線状態の監
視などが行われており、また、ネットワークを構成する各ノードに対して障害や輻輳の通
知や迂回指示を行う手段として、ネットワーク間インタフェースのＮｏ．７共通線信号の
メッセージ転送部（ＭＴＰ： Message Transfer Part）による共通線信号の障害通知、迂
回指示、およびＩＳＤＮユーザ部（ＩＳＵＰ： ISDN User Part）による通話回線の閉塞信
号による閉塞指示、およびＴＴＣ（ Telecommunication Technology Commitee： (社 )電信
電話技術委員会 )）標準リダイレクション手順やＩＴＵ－Ｔ（ International Telecommuni
cation Union）勧告／ＴＴＣ標準ピボット手順による迂回指示を行う手段が実現されてい
る。
【０００３】
また、ユーザ・網インタフェースについてはＩＰ網とのゲートウェイ装置を含むユーザ側
装置より電話網に対して障害通知、迂回指示を行う手段はなく、網側での回線状態監視、
着信転送による迂回などが行われている。この他に迂回の実現が可能な手段としてＩＮ（
Intelligent Network Internetwork Interface）手順におけるサービス制御点（ＳＣＰ :S
ervice Control Point）での着信番号を変換する際に、ネットワークの状態により変換後
の番号を切り替えることににより迂回と同等な制御を行う手段がある。
【０００４】
一方、ＩＰ網においてノード間の障害を検出する手段としては対向ノード間でＩＥＴＦ（
Internet Engineering Task Force）のＲＦＣ（ Request for Comments）７９２で規定さ
れる ICMP(Internet Control Message Protocol）の ping等のメッセージを送受信すること
により対向ノードとの間の輻輳／障害を検出する方法や、ＲＦＣ１１５７で規定されるＳ
ＮＭＰ（ Simple Network Management Protocol）マネージャやゲートキーパ等の網管理装
置にてネットワークを構成する各ノードの装置状態を収集する方法がある。また、障害や
輻輳の通知や迂回指示を行う方法として、ルータ、またはＳＮＭＰマネージャやゲートキ
ーパ等の網管理装置よりＲＦＣ２４５３で規定されるＲＩＰ（ Routing Information Prot
ocol）、ＲＦＣ２３２８で規定されるＯＳＰＦ（ Open Shortest Path Fast）、ＲＦＣ１
７７１で規定されるＢＧＰ（ border gateway protocol）等のダイナミックルーティング
プロトコルを用いてネットワークを構成する各ノードにルーチング情報を配信することに
より迂回指示する方法が行われている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
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一つまたは複数の着番号で複数の回線を共有している複数のゲートウェイ装置より構成さ
れるゲートウェイシステムを介して電話網とＩＰ網とが相互接続されるサービス形態にお
いては、電話網、ＩＰ網それぞれのネットワーク内での障害の検出を行い迂回制御を行う
方法については前記のように実現されているが、電話網においてＩＰ網内での障害／輻輳
を認識できないため、同一着番号であっても正常に着信できる回線群が存在するにも拘わ
らず、ＩＰ網で障害となっているルーティング経路を使用する回線群に対して、着信が行
われ、呼損、通信品質のサービス低下を引き起こすこととなる。
【０００６】
本発明の目的はゲートウェイシステムを介して電話網とＩＰ網とが相互接続されるサービ
ス形態において、ゲートウエイシステムによってゲートウエイシステム内の装置及びＩＰ
網の障害を検出し、電話網に対して迂回を指示することにより上記障害経路を使用する回
線群が選択されることを回避し、電話網とＩＰ網の相互接続サービスにおける接続品質を
保証できるゲートウェイ及び迂回制御方法を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明では、ゲートウェイシステムのＩＰ網インタフェース障害または輻輳を検出する手
段の一つとして、ゲートウェイシステムにおいてゲートウェイシステム内部の滞留パケッ
ト数や内部リソースの監視を行い、ゲートウェイシステム内及びＩＰ網へのアクセス経路
の障害状態を検出することにより電話網からＩＰ網への接続に対する回線状態の検出を行
う機能を有する。
【０００８】
また、上記ゲートウェイ装置より認証・課金やＩＰアドレス情報の取得のためにＩＰ網の
各種サーバに対してＩＰパケットを送出した場合のサーバからの応答時間についてタイマ
監視を行い、応答がタイムアウトする頻度や要求送出からの応答時間の遅延状況を測定す
ることにより、ゲートウェイシステムからＩＰ網への接続に対するネットワーク障害・輻
輳の検出を行う機能を有する。
【０００９】
また、上記ゲートウェイシステムはゲートキーパ装置や網管理装置からのＩＰ網内の障害
情報を受信または問合せを行なう事により、サーバ群、ルータ等のＩＰ網を構成する各ノ
ードへのパケット送出可／不可情報を取得し、電話網からＩＰ網への接続に対する回線状
態の検出を行う機能を有する。
【００１０】
また、上記ゲートウェイシステムはルータ等ＩＰ網を構成する各ノードより特定ルートに
対するルーチング不可通知を受信した情報を分析することによりゲートウェイシステムか
らＩＰ網への接続に対するネットワーク障害を検出する機能を有する。
【００１１】
さらに本発明では上記手順によりＩＰ網に接続する際にネットワーク障害や輻輳を検出し
たゲートウェイシステムは、障害／輻輳を検出した事を契機に、電話網に対してＩＰ網へ
インタワークするために障害の発生しているゲートウェイシステム内装置への接続を規制
し、他の装置への迂回を指示する手段として、電話網との回線インタフェースが使用不能
である事を通知し、電話網が当該回線群を使用せずＩＰ網へのアクセスに支障の無い回線
に迂回を促す機能を有する。
【００１２】
さらに本発明では、電話網に対して回線が使用不能である事を通知したのち障害がなくな
った事を検出し、回線の使用が可能になった事を通知する機能を有する。また呼毎に障害
を検出した場合には障害頻度によって回線が使用不能である事を電話網に通知する機能を
有し、タイマにより使用解除を通知する機能を有する。また呼毎に障害を検出した場合に
は障害頻度によって回線が使用不能である事を一部の回線に対して電話網に通知し、残っ
た回線への着信時の障害頻度を監視する事により障害からの復旧を検出して電話網に対し
て使用解除を通知する機能を有する。
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【００１３】
また、前記ゲートウェイシステムと電話網は、収容する回線群のうちゲートウエイシステ
ム内の装置毎にルーティングできる着番号を電話網が管理していており、ゲートウエイシ
ステムから使用可能な回線へのその迂回可能な着番号を電話網に対して指示する事により
電話網に迂回を積極的に行わせる機能を有する。または当該呼が迂回可能である事をゲー
トウエイシステムから電話網に対して指示する事により電話網内にて有するＳＣＰ等をも
ちいた迂回機能を利用して、使用可能な回線に対して呼毎に迂回させる機能を有する。
【００１４】
【発明の実施の形態】
図１，図２は本発明におけるゲートウェイシステムを介した電話網とＩＰ網（インターネ
ットプロトコル）の網間相互接続の構成図の一例である。電話網（１０１）とＩＰ網（１
０２）は制御装置（１１０－ a， b）および主信号処理装置（１２０－ａ，ｂ）より構成さ
れるゲートウェイシステム（１０３）を介して網間相互接続される。
【００１５】
ＩＰ網はゲートウエイシステム，及びゲートウエイシステムを収容しているＬＡＮ，サー
バを収容するＬＡＮ，インターネット網により構成される。
【００１６】
電話網（１０１）と制御装置（１１０－ a， b）はＩＳＤＮのユーザ・網インタフェースの
信号チャネル (Ｄｃｈ）、あるいは網間接続インタフェースのＮｏ．７共通線信号により
接続され、電話網（１０１）と主信号処理装置（１２０－ a,b，１１０－ｂ）はＩＳＤＮ
のＢｃｈ、Ｈ０ｃｈ、Ｈ１ｃｈ、あるいはＳＤＨ（ Synchronous Digital Hierarchy）、
２Ｍ  ＴＴＣ、Ｔ１、Ｅ１等の回線インタフェースにより接続される。電話網（１０１）
からの制御信号は制御装置（１１０－ a， b）により呼処理信号の制御処理を行い、主信号
処理装置（１２０－ａ，ｂ，１１０－ b）に対し、呼処理制御を行う。制御装置と主信号
処理装置は物理的に分散されていても，制御装置（１１０－ b）のように同一装置に収容
されていても構わない。また、１つの制御装置 (１１０－ a，１１０－ b)によって主信号処
理装置（１２０－ b）のような分散して配置された複数の主信号処理装置の制御を行うこ
とも可能である。図ではユーザ（１５０）がゲートウエイシステム（１０３）の主信号処
理装置１，２，３が収容する回線群に対して電話網（１０１）でルーティングされる着電
話番号により発信し，主信号処理装置１（１２０－ a）が収容する回線に対してルーティ
ングされた場合を示している。
【００１７】
電話網からの接続要求を制御装置が受け付けた場合，制御装置と主信号処理装置のどちら
か又は双方は認証／課金／アドレス管理サーバにアクセスを行ってアクセス IPアドレスの
取得，ユーザ認証，等を行ったのち、ＩＳＰ網（インターネットサービスプロバイダ網）
や他ゲートウエイシステムにアクセスを行なう。認証・課金サーバへのアクセス手順とし
て、例えば、ＲＦＣ２１３８、２１３９で規定される RADIUS（ Remote Authentication Di
al In User Service)を用いる。また、アクセスＩＰアドレスの取得手段として、例えば
、ＩＥＴＦのＲＦＣ１３３２で規定される IPCP（ Internet Protocol Control Protocol）
を用いる。
【００１８】
図１では制御装置１（１１０－ a）が主信号処理装置１（１２０－ a）を制御し主信号処理
装置１（１２０－ a）よりサーバ類（１３０）に制御のためのアクセスを行いＩＳＰ網／
他ゲートウェイシステム（１４０）（以下、単にＩＳＰ網という）に発信ユーザからの主
信号のアクセスを行う例を示し、図２は制御装置（１１０－ a）がサーバ類（１３０）に
制御のためのアクセスを行い主信号処理装置（１２０－ a）を制御するとともにＩＳＰ網
（１４０）に制御のためのアクセスを行い主信号処理装置（１２０－ a）からＩＳＰ網（
１４０）に主信号のアクセスを行う例を示している。
【００１９】
図３はゲートウェイシステムの制御装置の構成図である。制御装置（１１０）は、例えば
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、プロセッサ装置（１１１）、記憶装置（１１６）、電話網インタフェース部（１１７）
、ＩＰ網インタフェース部（１１９）、主信号処理装置インタフェース部（１１８）を主
要なハードウェア構成要素として実現される。制御装置と主信号処理装置がＩＰ網を介し
て接続される場合はＩＰ網インタフェース部が主信号処理装置インタフェース部を兼ねる
場合も考えられる。
【００２０】
プロセッサ装置（１１１）は、基本制御部（１１２）、タイマ管理部（１１３）、リソー
ス管理部（１１４）、主信号処理装置制御部（１１５）の機能ブロックを主要要素として
構成される。基本制御部（１１２）は各装置とのインタフェースを実現するとともにタイ
マ管理部、リソース管理部、主信号処理装置制御部が実装されたソフトウェアまたはハー
ドウェアの実行制御を行う。主信号処理装置制御部（１１５）は主信号処理装置状態の制
御、電話網の信号の中継、サーバ群へのアクセス等の外部装置との通信を実現するアルゴ
リズムが実装される。リソース管理部（１１４）は制御装置にて主信号処理装置の通信状
態の管理を実現するアルゴリズムが実装され、記憶装置（１１６）内の状態管理テーブル
の参照、更新機能を実現する。タイマ管理部（１１３）は制御装置内のタイマ（１１３１
）を制御し、主信号装置状態、閉塞／迂回制御のタイマ監視を実現するアルゴリズムが実
装されている。上記機能ブロックを構成するモジュールは、記憶装置上に記憶しておき、
プロセッサ装置が上記モジュールを実行する際にはプロセッサ装置上のメモリに読み込ん
で動作させることを可能とする。
【００２１】
図４はゲートウェイシステムの主信号処理装置の構成図である。主信号処理装置（１２０
）は例えば、プロセッサ装置（１２１）、記憶装置（１２４）、ＩＰ網インタフェース部
（１２５）、回線インタフェース部（１２７）、制御装置インタフェース部（１２６）を
主要なハードウェア構成要素として実現される。制御装置と主信号処理装置がＩＰ網を介
して接続される場合はＩＰ網インタフェース部が制御装置インタフェース部を兼ねる場合
も考えられる。
【００２２】
プロセッサ装置（１２１）は、基本制御部（１２２）、インタフェース状態管理部（１２
３）、タイマ（１２９）、タイマ管理部（１２８）の機能ブロックを主要要素として構成
される。基本制御部（１２２）は各装置とのインタフェースを実現するとともにインタフ
ェース状態管理部、タイマ管理部の実行制御を行う。インタフェース状態管理部（１２３
）は制御装置（１１０）より送られてくる制御信号より記憶装置（１２４）内の管理テー
ブルの参照・更新機能をもち、主信号処理装置内の回線／ＩＰ網インタフェース状態の管
理を行うアルゴリズムを実装する。タイマ管理部（１２８）は主信号処理装置内のタイマ
（１２９）を制御し、ＩＰ網インタフェースからの応答パケットのタイマ監視を実現する
アルゴリズムが実装されている。上記機能ブロックを構成するモジュールは、記憶装置上
に記憶しておき、プロセッサ装置が上記モジュールを実行する際にはプロセッサ装置上の
メモリに読み込んで動作させることを可能とする。
【００２３】
電話網よりゲートウェイシステムへの接続要求が発生した場合、電話網（１０１）より呼
制御信号を受信した制御装置（１１０）は呼制御信号内の情報に基づき主信号処理装置（
１２０）に対してアクセス制御を行う。制御装置が主信号処理装置を制御するために認証
・課金サーバ等のサーバ群へのアクセスを必要とする場合は、制御装置のＩＰ網インタフ
ェース部（１１９）を介して、サーバ群に対してアクセスを行う。主信号処理装置は制御
装置より送出される制御信号に基づき電話網インタフェースおよびＩＰ網インタフェース
のパスを開きユーザ端末とＩＰ網との接続および電話網とＩＰ網との間のインタフェース
変換処理を行う。主信号処理装置がユーザ端末をＩＰ網に接続するために認証・課金サー
バ等のサーバ群へのアクセスが必要な場合は、例えば、 RADIUSプロトコルによるユーザ認
証を実施する。
【００２４】
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図５は制御装置から電話網に対して迂回指示を行う契機となる障害のケースを示している
。ケース (1)は制御装置から被制御対象である１つまたは複数の主信号処理装置への制御
アクセス経路に障害があるケースを示す。ケース (2)は主信号処理装置からサーバ群への
アクセス経路に障害があるケースを示す。ケース (3)は制御装置からサーバ群へのアクセ
ス経路に障害があるケースを示す。ケース (4)は制御装置からＩＳＰ網へのアクセス経路
に障害があるケースを示す。ケース (5)は主信号処理装置からＩＳＰ網へのアクセス経路
に障害があるケースを示す。ケース (6)は主信号処理装置に障害があるケースを示す。
【００２５】
上記ケース (1)から (6)の障害については、障害個所および障害契機によりゲートウェイシ
ステムから電話網に対して行う迂回指示方法を切り替えることが可能である。
【００２６】
図６はゲートウェイシステム（１０３）にてＩＰ網障害を検出または網管理装置を含むサ
ーバ群（１３０）から障害通知を受信した場合における電話網への迂回指示方法の選択フ
ローの例を示している。
【００２７】
ゲートウェイシステムはＩＰ網障害を検出または網管理装置を含むサーバ群より障害通知
を受信した場合（Ｓ６０１）、その障害検出個所の判別を行い（Ｓ６０２）、ケース (1)
、 (2)、 (3)、 (6)の場合（Ｓ６０３）には、さらに障害検出契機の判別を行い（Ｓ６０４
）、障害検出契機が障害発生時（Ｓ６０５）の場合には、該当制御装置（１１０）または
主信号処理装置（１２０）を介しての接続不可であると判断し、後に示す迂回指示方法１
を用いて、制御装置より電話網（１０１）に対して該当制御装置／主信号処理装置に収容
されている回線の閉塞指示を行い（Ｓ６０６）、障害復旧を検出するまでの間該当回線を
閉塞する（Ｓ６０７）。
【００２８】
電話網からのアクセスを契機に障害が検出された場合（Ｓ６０８）には、電話網からの着
信時にアクセスエラーが発生するたびに後に示す迂回指示手順２または迂回指示方法３を
用いて電話網に対し正常運用されている別の制御装置／主信号処理装置への回線の迂回を
指示した後（Ｓ６０９）、アクセスエラー頻度の計測を行う（Ｓ６１０）。
【００２９】
アクセスエラーが制御装置／主信号処理装置に予め設定されたしきい値を越えた場合には
、後に示す迂回指示方法４または迂回指示方法５を用いて該当制御装置／主信号処理装置
に収容されている回線のタイマ監視による一時閉塞や部分閉塞を行う（Ｓ６１１）。
【００３０】
障害個所がケース (4)、 (5)の場合（Ｓ６１２）には、迂回指示方法２または迂回指示方法
３を用いて電話網からの着信時に着番号／ＩＰアドレス／ドメイン名等の情報より該当経
路へのアクセス可否の判定を行い、該当経路へのアクセス不可と判断された場合には電話
網に対して迂回指示を行う（Ｓ６１３）。
【００３１】
上に示した迂回指示手順１から５を用いることにより、ゲートウェイシステムの一部にお
いてＩＰ網障害が検出されている場合においてもユーザに障害を意識させることなくネッ
トワークとしてサービスを継続することが可能となる。
【００３２】
次にケース (1)から (6)の障害を検出する手段の例を示す。
【００３３】
ケース (1)の障害を検出する方法１としては、制御装置がその内部に設けられている主信
号処理装置への送信バッファ、等内部リソースを監視し、アクセス要求パケットが送出す
る事ができずに内部リソースがオーバフローを起こしてパケット廃棄するような状況に陥
っている事を検出する事によりケース (1)のアクセスで障害が起こっている事を検出する
。
【００３４】
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ケース (1)の障害を検出する方法２としては、制御装置がアクセス要求パケットをＩＰ網
に送出した際にタイマ設定を行って応答パケット受信までの時間を監視することにより検
出する方法である。タイマ管理部は応答パケットが監視時間内に到着しない場合、または
応答パケットが到着するが到着までの時間が著しく遅くなっている事が頻発する場合はケ
ース (1)のアクセスで障害が起こっていると判断する。
【００３５】
ケース (1)の障害を検出する方法３としては、ＩＰ網内の網管理装置からの通知、または
制御装置から網管理装置への問い合わせにより主信号制御装置へのアクセス経路に障害が
発生していることを検出する方法である。網管理機能はサーバ類に配備されている場合、
ゲートウエイシステム内部に配備されている場合、またはゲートウエイシステムが収容さ
れているＬＡＮに収容されている場合が可能である。簡易には、制御装置から主信号制御
装置あるいは主信号処理装置へのアクセス経路にあるルータのＩＰ網内のルーティング装
置に対して ping、あるいは上位レイヤのパケット等により定期的に問い合わせを行い障害
を検出する方法や、主信号処理装置あるいはアクセス経路にあるルータ、等のＩＰ網内の
ルーティング装置、例えばルータから定期的にパケット送出し、制御装置で監視すること
により障害を検出する方法も可能である。
【００３６】
ケース (1)の障害を検出する方法４としては、制御装置から送出したＩＰパケットに対し
てＩＰ網内の装置より送達不可通知を受信して検出する方法である。制御装置はそれぞれ
の方法で検出したケース (1)のアクセス経路の障害により制御が行えなくなった主信号処
理装置への着信呼を他の主信号処理装置に対して迂回が行えるように、後で述べる方法に
より電話網に迂回指示を行う事によりケース (1)の障害が生じてもネットワークとしてユ
ーザに対してサービスを提供する事が可能となる。
【００３７】
ケース (2)の障害を検出する方法１としては、主信号処理装置がその内部に設けているサ
ーバ群への送信バッファ等の内部リソースを監視し、アクセス要求パケットが送出する事
ができずに内部リソースがオーバフローを起こしてパケット廃棄するような状況に陥って
いる事を検出し、制御装置に当該主信号処理装置が使用できなくなっている事を通知する
事によりケース (2)のアクセスで障害が起こっている事を検出する。制御装置はその通知
を受けて当該主信号処理装置が使用できなくなっている事を検出する事ができる。
【００３８】
ケース (2)の障害を検出する方法２としては、主信号処理装置がアクセス要求パケットを
ＩＰ網に送出した際にタイマ設定を行って応答パケット受信までの時間を監視することに
より検出し、その旨を制御装置に通知する方法である。タイマ管理部は応答パケットが監
視時間内に到着しない場合、または応答パケットが到着するが到着までの時間が著しく遅
くなっている事が頻発する場合はケース (2)のアクセスで障害が起こっていると判断して
主信号処理装置から制御装置に通知を行い、制御装置はその通知を受けて当該主信号処理
装置が使用できなくなっている事を検出する。
【００３９】
ケース (2)の障害を検出する方法３としては、ＩＰ網内の網管理装置からの通知、または
制御装置から網管理装置への問い合わせにより主信号制御装置からサーバ群へのアクセス
経路に障害が発生していることを検出する方法である。網管理機能はゲートウェイシステ
ム内部に配備されている場合、またはゲートウエイシステムが収容されているＬＡＮに収
容されている場合が可能である。障害の通知は主信号処理装置に対して行われた後、方法
１、２と同様に制御装置に通知される場合と、直接制御装置に通知される場合がありうる
。簡易には、主信号処理装置からサーバ群あるいはサーバ群へのアクセス経路にあるルー
タのＩＰ網内のルーティング装置に対して Ping、あるいは上位レイヤのパケット等により
定期的に問い合わせを行い障害を検出する方法や、サーバ群あるいはアクセス経路にある
ルータのＩＰ網内のルーティング装置から定期的なパケット送出し、その定期的なパケッ
トを主信号処理装置で監視することにより障害を検出することも可能である。
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【００４０】
ケース (2)の障害を検出する方法４としては、主信号処理装置から送出したＩＰパケット
に対してＩＰ網内のルーティング装置より送達不可通知を受信して主信号処理装置で検出
し、制御装置に通知する方法である。
【００４１】
制御装置はそれぞれの方法で検出したケース (2)のアクセス経路の障害により使用できな
くなった主信号処理装置への着信呼を他の主信号処理装置に対して迂回が行えるように、
後で述べる方法により電話網に迂回指示を行う事によりケース (2)の障害が生じてもネッ
トワークとしてユーザに対してサービスを提供する事が可能となる。
【００４２】
ケース (3)の障害を検出する方法１としては、制御装置がその内部に設けられているサー
バ群への送信バッファ等の内部リソースを監視し、アクセス要求パケットが送出する事が
できずに内部リソースがオーバフローを起こしてパケット廃棄するような状況に陥ってい
る事を検出する事によりケース (3)のアクセスで障害が起こっている事を検出する。
【００４３】
ケース (3)の障害を検出する方法２としては、制御装置がアクセス要求パケットをＩＰ網
に送出した際にタイマ設定を行って応答パケット受信までの時間を監視することにより検
出する方法である。応答パケットが監視時間内に到着しない場合、または応答パケットが
到着するが到着までの時間が著しく遅くなっている事が頻発する場合はケース (3)のアク
セスで障害が起こっていると判断する。
【００４４】
ケース (3)の障害を検出する方法３としては、ＩＰ網内の網管理装置からの通知、または
制御装置から網管理装置への問い合わせによりサーバ群へのアクセス経路に障害が発生し
ていることを検出する方法である。網管理機能はゲートウエイシステム内部に配備されて
いる場合、またはゲートウエイシステムが収容されているＬＡＮに収容されている場合が
可能である。簡易には、制御装置からサーバ群あるいはサーバ群へのアクセス経路にある
ルータのＩＰ網内のルーティング装置に対して Ping、あるいは上位レイヤのパケット等に
より定期的に問い合わせを行い障害を検出する方法や、サーバ群あるいはアクセス経路に
あるルータのＩＰ網内のルーティング装置から定期的なパケット送出し、その定期的なパ
ケットを制御装置で監視することにより障害を検出する方法も方法の３の実現方法のひと
つである。
【００４５】
ケース (3)の障害を検出する方法４としては、制御装置から送出したＩＰパケットに対し
てＩＰ網内の装置より送達不可通知を受信して検出する方法である。
【００４６】
制御装置はそれぞれの方法で検出したケース (3)のアクセス経路の障害により当該制御装
置によって電話網からの着信呼の制御が行えなくなった事を検出し、当該制御装置の被制
御装置である１つまたは複数の主信号処理装置への着信呼を他の主信号処理装置に対して
迂回が行えるように、後で述べる方法により電話網に迂回指示を行う事によりケース (3)
の障害が生じてもネットワークとしてユーザに対してサービスを提供する事が可能となる
。
【００４７】
ケース (4)の障害を検出する方法１としては、制御装置内部のＩＳＰ網への送信バッファ
等の内部リソースを監視し、当該ＩＳＰ網へのアクセス要求パケットが送出する事ができ
ずに内部リソースがオーバフローを起こしてパケット廃棄のような状況に陥っている事を
検出する事によりケース (4)のアクセスで障害が起こっている事を検出する。
【００４８】
ケース (4)の障害を検出する方法２としては、制御装置がアクセス要求パケットをＩＰ網
に送出した際にタイマ設定を行って応答パケット受信までの時間を監視することにより検
出する方法である。応答パケットが監視時間内に到着しない場合、または応答パケットが
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到着するが到着までの時間が著しく遅くなっている事が頻発する場合はケース (4)のアク
セスで障害が起こっていると判断する。
【００４９】
ケース (4)の障害を検出する方法３としては、ＩＰ網内の網管理装置からの通知、または
制御装置から網管理装置への問い合わせにより当該ＩＳＰ網へのアクセス経路に障害が発
生していることを検出する方法である。網管理機能はサーバ群に配備される場合、ゲート
ウエイシステム内部に配備されている場合、またはゲートウエイシステムが収容されてい
るＬＡＮに収容されている場合がある。簡易には、制御装置から当該ＩＳＰ網あるいは当
該ＩＳＰ網へのアクセス経路にあるルータのＩＰ網内のルーティング装置に対して Ping、
あるいは上位レイヤのパケット等により定期的に問い合わせを行い障害を検出する方法や
、当該ＩＳＰ網あるいはアクセス経路にあるルータのＩＰ網内のルーティング装置から定
期的にパケットを送出し、その定期的なパケットを制御装置で監視することにより障害を
検出する方法も方法３の実現方法のひとつである。
【００５０】
ケース (4)の障害を検出する方法４としては、制御装置から送出したＩＰパケットに対し
てＩＰ網内の装置より送達不可通知を受信して検出する方法である。
【００５１】
制御装置はそれぞれの方法で検出したケース (4)のアクセス経路の障害により当該制御装
置から当該ＩＳＰ網に対するアクセスが行えなくなった事を当該ＩＳＰ網のＩＰアドレス
単位／ＩＰアドレスのネットワークアドレス単位、またはネットワークより上位のアドレ
ス単位に検出、管理し、当該制御装置の被制御装置である１つまたは複数の主信号処理装
置を使用する当該単位アドレスへの着信呼を他の主信号処理装置に対して迂回が行えるよ
うに、後で述べる方法により電話網に迂回指示を行う事によりケース (4)の障害が生じて
もネットワークとしてユーザに対してサービスを提供する事が可能となる。
【００５２】
ケース (5)の障害を検出する方法１としては、主信号処理装置内部のＩＳＰ網への送信バ
ッファ等の内部リソースを監視し、当該ＩＳＰ網へのアクセス要求パケットが送出する事
ができずに内部リソースがオーバフローを起こしてパケット廃棄するような状況に陥って
いる事を検出し、制御装置に対して通知する事によりケース (5)）のアクセスで障害が起
こっている事を検出する。
【００５３】
ケース (5)の障害を検出する方法２としては、主信号処理装置がアクセス要求パケットを
ＩＰ網に送出した際にタイマ設定を行って応答パケット受信までの時間を監視することに
より検出する方法である。応答パケットが監視時間内に到着しない場合、または応答パケ
ットが到着するが到着までの時間が著しく遅くなっている事が頻発する場合はケース (5)
のアクセスで障害が起こっていると判断し、制御装置に通知する方法である。
【００５４】
ケース (5)の障害を検出する方法３としては、ＩＰ網内の網管理装置からの通知、または
主信号処理装置から網管理装置への問い合わせにより当該ＩＳＰ網へのアクセス経路に障
害が発生していることを検出し、制御装置へ通知する方法である。網管理装置からの通知
は制御装置に対して直接行われても構わない。
【００５５】
網管理機能はサーバ群に配備される場合、ゲートウエイシステム内部に配備されている場
合、またはゲートウエイシステムが収容されているＬＡＮに収容されている場合がある。
簡易には、主信号処理装置から当該ＩＳＰ網あるいは当該ＩＳＰ網へのアクセス経路にあ
るルータのＩＰ網内のルーティング装置に対して Ping、あるいは上位レイヤのパケット等
により定期的に問い合わせを行い障害を検出する方法や、当該ＩＳＰ網あるいはアクセス
経路にあるルータのＩＰ網内のルーティング装置から定期的なパケット送出を行い、その
定期的なパケットを主信号処理装置で監視することにより障害を検出する方法も方法３の
実現方法のひとつである。
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【００５６】
ケース (5)の障害を検出する方法４としては、主信号処理装置から送出したＩＰパケット
に対してＩＰ網内の装置より送達不可通知を受信して検出し、制御装置に通知する方法で
ある。
【００５７】
制御装置はそれぞれの方法で検出したケース (5)のアクセス経路の障害により当該制御装
置から当該ＩＳＰ網に対するアクセスが行えなくなった事を当該ＩＳＰ網のＩＰアドレス
単位／ＩＰアドレスのネットワークアドレス単位、またはネットワークより上位のアドレ
ス単位に検出、管理し、当該制御装置の被制御装置である１つまたは複数の主信号処理装
置を使用する当該管理単位のＩＰアドレスに対する着信呼を他の主信号処理装置に対して
迂回が行えるように、後で述べる方法により電話網に迂回指示を行う事によりケース (5)
の障害が生じてもネットワークとしてユーザに対してサービスを提供する事が可能となる
。
【００５８】
ケース (6)の障害を検出する方法としては主信号処理装置の障害部位によって異なる。
【００５９】
制御装置とのインタフェースまたは主信号処理装置の内部主装置に障害が生じた場合には
ケース (1)の方法１、２、３により検出する事が可能である。サーバ群とのインタフェー
スで障害が生じた場合にはケース (2)の方法１、２、３により検出する事が可能である。
ＩＳＰ網とのインタフェースで障害が生じた場合にはケース (5)の方法１、２、３により
検出する事が可能である。電話網とのインタフェースで障害が生じた場合には主信号処理
装置内部にて装置状態を監視し、回線障害、装置障害を検出した事を契機に制御装置に通
知する事により検出が可能である。
【００６０】
制御装置は既に述べた障害検出方法により障害を検出した場合には、それぞれ検出方法に
応じた動作により電話網に対して迂回を指示する。電話網とのインタフェース障害を検出
した場合には障害を検出した回線に該当する着信呼を当該主信号処理装置の他の電話網と
のインタフェース、または他の主信号処理装置に対して迂回を行なうよう電話網に指示す
る事によりケース (6)の障害が生じてもネットワークとしてユーザに対してサービスを提
供する事が可能となる。
【００６１】
以下に電話網への迂回指示方法の実施例について述べる。
【００６２】
迂回指示方法１の例としてケース (2)の障害を方法３の手段で検出した場合の迂回指示方
法１の手順の例を図７に、図８にシーケンス図の例を示す。
【００６３】
図７および図８では制御装置と電話網がＮｏ．７共通線で接続接続されている場合におい
て、電話網に対して回線が使用できない事をＩＴＵーＴ勧告ＩＳＵＰの閉塞信号により指
示する例を示している。
【００６４】
主信号処理装置１（１２０－ａ）のプロセッサ装置（１２１）において、サーバ群との間
での状態問い合わせパケット（Ｓ８０１）に対する応答パケット（Ｓ８０２）が到着しな
いことからケース (2)の障害であることを検出し (７０１）、制御装置１（１１０－ａ）に
対して主信号処理装置１が使用不可であることを通知する（７０２、Ｓ８０３）。制御装
置１のプロセッサ装置（１１１）および電話網インタフェース部（１１７）は、電話網（
１０１）との間でＩＳＵＰの閉塞信号である BLO（Ｓ８０７）、 BLA（Ｓ８０８）を送受す
ることにより主信号処理装置１に収容した回線群１の閉塞を行う（７０３、Ｓ８０４）。
電話網は制御装置（１１０ー a）から回線群１（１６０－ a）が閉塞された事により（Ｓ８
０９）、ユーザ（１５０）が発信した SETUP（Ｓ８１０）の着信番号によるルーティング
先回線群１、２、３のうち回線群２、３のみをルーティング先として選択し（７０４－ａ
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、７０４－ｂ）、ユーザへ CALL PROC（Ｓ８１２）を、制御装置１へは着信回線群２、３
が選択された IAM（Ｓ８１１）を送出するため、ユーザにはケース (2)の障害を意識させず
にネットワークとしてサービスを提供し続ける事が可能となる。
【００６５】
制御装置１はルーティング先として選択された主信号処理装置３（１２０－ｂ）との間で
着信処理を（７０５、Ｓ８１３～Ｓ８１６）、また電話網へは ACM（Ｓ８１７）、 ANM（Ｓ
８１８）を送出してＩＰ網と接続されたことを通知する。電話網はユーザに CONNを送出し
（Ｓ８１９）、迂回接続を実現し、通信状態となる（Ｓ８２０）。
【００６６】
次に主信号処理装置３はサーバ群との間でユーザとＩＳＰ網との接続性確認を行い（７０
６）、正常応答の場合、主信号処理装置３を介してユーザとＩＳＰ網との相互接続が確立
される（７０７）。
【００６７】
ケース (3)の障害では当該制御装置の制御する主信号処理装置はすべて使用できない為、
共通線の制御リンクをリンクレベルまたは物理レベルにて使用不可の状態にすることによ
り同様の効果を得る事が可能である。
【００６８】
ゲートウェイシステムと電話網がＩＳＤＮ加入者線で接続されている場合で、Ｄｃｈと使
用できない回線が別のＩＳＤＮ回線に収容されている場合にはレイヤ１能力を消失してい
る旨をＩＴＵ－Ｔ勧告Ｉ．４３０およびＩ．４３１に従ってレイヤ１信号または電気的に
信号を送らない、等により電話網側に通知する方法により同様の効果が得られる。ゲート
ウエイシステムと電話網がＩＳＤＮ加入者線で接続されている場合でケース (3)の障害の
場合は、当該制御装置の制御する主信号処理装置はすべて使用できない為、Ｄｃｈの制御
リンクをリンクレベルまたは物理レベルにて使用不可の状態にする事により同様の効果を
得る事が可能である。
【００６９】
迂回指示方法２の例として、ケース (4)の障害を方法３の手段によって検出した場合の迂
回指示方法２の手順の例を図９に、図１０にシーケンス図の例、図１１にテーブル設定図
の例を示す。
【００７０】
また、迂回指示方法３の例としてケース (5)の障害を方法３の手順によって検出した場合
の迂回指示方法３の手順の例を図１２に、図１３にシーケンス図の例、図１４にテーブル
設定図の例を示す。
【００７１】
ケース (4)、 (5)の方法３で検出する障害は障害が生じた時点で制御装置が検出し得る障害
であるが、該当する制御装置、及び主信号処理装置に関連する回線と管理されているＩＰ
アドレス、またはＩＰアドレスの上位アドレス単位に依存する為、電話網に対しては呼毎
に迂回指示を行う必要がある。そのため制御装置または主信号処理装置は制御装置・主信
号処理装置の記憶装置内（１１６、１２４）にＩＰアドレス、またはＩＰアドレスの上位
アドレス単位にテーブルを備え、ＩＳＰ網への宛先ＩＰアドレスが管理された障害経路に
一致する場合のみ迂回を指示する。
【００７２】
図９、１０、１１では制御装置と電話網がＮｏ．７共通線により接続されており、電話網
は回線群１、２、３に共通してルーティングする１つまたは複数の着番号以外に回線群１
、２、３それぞれに対してのみルーティング可能な１つまたは複数の着番号をトランスレ
ータによって備えいる。この場合においてケース (4)の方法３で検出した時に他の制御装
置／主信号処理装置に迂回可能な着信番号先に再発信することにより迂回指示を行なう場
合の例を示す。
【００７３】
制御装置１（１１０－ａ）のプロセッサ装置（１１１）において、ＩＳＰ網または他のゲ
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ートウェイシステム（１４０）に対する状態問い合わせパケット（Ｓ１００１）に対する
応答パケット（Ｓ１００２）が到着しないことからケース (4)の障害により、当該ＩＳＰ
網／ゲートウェイシステムへの経路がないことを認識し（９０１）、制御装置の記憶装置
内（１１６）内の経路管理テーブル（１１６－１）の経路状態を障害に書き換える（Ｓ１
００３）。次に電話網（１０１）より制御装置１に接続要求が行われると（９０２－ａ、
９０２－ｂ、Ｓ１００６～Ｓ１００９）、制御装置１のプロセッサ装置は着信番号情報よ
りサーバ群へ接続先のＩＰアドレス情報の取得を要求を行い（９０３、Ｓ１０１０、Ｓ１
０１１）、制御装置１は取得したＩＰアドレスより制御装置の記憶装置内の経路管理テー
ブルを参照することにより当該ＩＰアドレスへの経路がないことを認識し（９０４）、同
記憶装置内の迂回先番号管理テーブル（１１６－２）を参照してケース (4)の障害時の場
合の迂回先番号を取得し（Ｓ１０１２）、電話網に対して迂回先番号を通知する（Ｓ１０
１３）。迂回先番号を受信した電話網は迂回先である制御装置２に対して接続要求を行い
（９０５、Ｓ１０１４）、制御装置２／主信号処理装置２はサーバ群およびＩＳＰ網／他
ゲートウェイへのアクセスが正常に行われることにより（９０６、Ｓ１０１５、Ｓ１０１
６、Ｓ１０１８、Ｓ１０１９）、電話網との接続が行われ（Ｓ１０１７、Ｓ１０２０、Ｓ
１０２１）、ユーザ（１５０）とＩＳＰ網とが通信状態となり（Ｓ１０２２）、制御装置
２および主信号処理装置２を介してユーザ（１５０）とＩＳＰ／他ゲートウェイシステム
との接続が行われる（９０７、９０８）。
【００７４】
図１１では、ＩＰアドレスが 192.168.228.101の経路に対してケース (4)の障害が検出され
た場合のテーブル参照・更新方法の例を示している。
【００７５】
制御装置内記憶装置（１１６）は制御装置内プロセッサよりケース (4)で 192.168.228.101
の経路が障害である通知を受けることにより（１１０１）、ＩＳＰ網／ゲートウェイシス
テム経路管理テーブル（１１６－１）を検索し、 192.168.228.101のフィールドの経路状
態を障害に書き換える（１１０２）。
【００７６】
次に、ケース (4)において制御装置（１１０）内プロセッサ装置（１１１）より 192.168.2
28.101の経路へのアクセスが行われると（１１０３）、記憶装置（１１６）の上記テーブ
ルの検索を行い、 192.168.228.101の経路が障害であり迂回が必要であることを検出し（
１１０４）、迂回先番号管理テーブルの検索を行い（１１０６）、ケース (4)の迂回先番
号 3-3456-7890を読み出す（１１０５）。
【００７７】
ゲートウェイシステムからの迂回指示方法としてＩＴＵ勧告／ＴＴＣ標準のピボット手順
を起動し、電話網に対して迂回指示を行なう事によっても同様の効果を得る事が可能であ
る。また、制御装置と電話網がＩＳＤＮ加入者線で接続されている場合には迂回先番号に
対して着信転送手順を起動する事により同様の効果が得られる。
【００７８】
図１２、１３、１４では電話網内にＳＣＰを備えている場合において、ケース (5)の障害
を方法３で障害を検出し、ある特定の切断要因を含めた切断信号を電話網側に送出する事
により、ＳＣＰで管理される迂回先番号に迂回を行なう方法を示す。
【００７９】
主信号処理装置１（１２０－ａ）のプロセッサ装置（１２１）において、ＩＳＰ網または
他のゲートウェイシステム（１４０）に対する状態問い合わせパケット（Ｓ１３０１）に
対する応答パケット（Ｓ１３０２）が到着しないことからケース (5)の障害により、当該
ＩＳＰ網／ゲートウェイシステムへの経路がないことを認識し（１２０１）、主信号処理
装置の記憶装置内（１２４）内の経路管理テーブル（１２４－１）の経路状態を障害に書
き換える（Ｓ１３０３）。
【００８０】
次にＳＣＰを介して電話網（１０１）より制御装置１／主信号処理装置１に接続要求が行
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われると（１２０２、Ｓ１３０６～Ｓ１３０９）、主信号処理装置１のプロセッサ装置は
着信番号情報よりサーバ群へ接続先のＩＰアドレス情報の取得要求を行い（１２０３、Ｓ
１３１０、Ｓ１３１１）、主信号処理装置１は取得したＩＰアドレスより制御装置の記憶
装置内の経路管理テーブルを参照し、当該ＩＰアドレスへの経路がないことを認識し（１
２０４、Ｓ１３１２）、制御装置１に対して経路無しによる受付不可応答を返送し（１２
０５、Ｓ１３１３）、制御装置１は迂回を行う理由表示を設定した RELを電話網に送出す
る（１２０６、Ｓ１３１４）。電話網ではＳＣＰにおいて受信した理由表示より着番号の
迂回先番号への変換を行い（Ｓ１３１５）、迂回先である主信号処理装置３への着信を行
い（１２０７、Ｓ１３１６、Ｓ１３１７）、主信号処理装置３を介してサーバ群およびＩ
ＳＰ網／他ゲートウェイ網との接続が行われる（１２０８～１２１０、Ｓ１３１９～Ｓ１
３２５）。
【００８１】
図１４では、ＩＰアドレスが 192.168.228.101の経路に対してケース (5)の障害が検出され
た場合のテーブル参照・更新方法の例を示している。
【００８２】
主信号処理装置内記憶装置（１２４）は主信号処理装置内プロセッサ装置よりケース (5)
で 192.168.228.101の経路が障害である通知を受けることにより（１４０１）、ＩＳＰ網
／ゲートウェイシステム経路管理テーブル（１２４－１）を検索し、 192.168.228.101の
フィールドの経路状態を障害に書き換える（１４０２）。
【００８３】
次に、ケース (5)において主信号処理装置内プロセッサより 192.168.228.101の経路へのア
クセスが行われると（１４０３）、記憶装置の上記テーブルの検索を行い、 192.168.228.
101の経路が障害であり迂回が必要であることを検出し（１４０４）、ルーティング経路
が障害であるため着呼受付不可であることを通知する（１４０５）。
【００８４】
本方法（迂回指示方法３）は制御装置と電話網がＮｏ．７共通線で接続されていてもＩＳ
ＤＮで接続されていても同様の効果を得る事が可能である。
【００８５】
ケース (1)、 (2)、（ 3）、 (4）、 (5)の方法１、２、４で検出する障害は障害が生じた時点
ではなく、電話網からの着信が生じた事によるそれぞれのアクセスを契機に検出される。
迂回指示は呼毎に行なうことが有効である為、迂回指示方法２、及び３を適用する事が可
能である。
【００８６】
図１５に制御装置と電話網がＮｏ．７共通線で接続されている場合において、ケース (2)
の方法２により障害を検出し、迂回指示方法３を適用した場合の手順の例を、図１６にシ
ーケンス図の例を示す。
【００８７】
本ケースの場合、電話網（１０１）より制御装置１（１１０－ａ）／主信号処理装置１（
１２０－ａ）に着信が行われ（１５０１、１５０２、Ｓ１６０１～Ｓ１６０４）、主信号
処理装置のプロセッサ装置（１２１）よりサーバ群（１３０）へのＩＳＰ網へのＩＰアド
レス取得要求（Ｓ１６０５）に対する応答がタイムアウトすることによりケース (2)の障
害を検出し（１５０３、Ｓ１６０７）、主信号処理装置１から制御装置１に対してサーバ
アクセス不可による受付不可応答が返送され（１５０４、Ｓ１６０８）、制御装置１は迂
回を行う理由表示が設定された RELを電話網に返送する（１５０５、Ｓ１６０９）。以後
図１３の場合と同様の手順により主信号処理装置３への迂回接続が行われる（１５０６～
１５０９、Ｓ１６１０～Ｓ１６１９）。
【００８８】
ケース (1)、 (2)， (3)の方法１、２、４で検出する障害は、上記に述べたように、呼毎に
検出される障害であるが、障害の要因自体はルータの故障、等の様に固定的である場合が
ありうる。そのため、制御装置においてその障害をケース毎、方法毎に検出したときに設
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けたカウンタにより障害検出頻度を計測し、設定したしきい値を超えた場合には固定的な
障害であると判断して、迂回指示方法１を適用することも可能である。上記ケースの場合
、制御装置および主審号処理装置自体の要因による障害ではないため、障害の復旧を検出
し、迂回指示を解除する手段が必要となる。迂回指示および迂回指示解除を実現する手段
として固定的な障害と判断した経路に対して障害監視タイマを設定し、タイマ起動中の間
、迂回指示を行い、タイマ満了後に迂回指示を解除する手段をとることが可能である。
【００８９】
これを迂回指示方法４とし、図１７に制御装置と電話網がＮｏ．７共通線により接続され
ている場合において、ケース (3)の方法２により障害を検出し、迂回指示方法１により電
話網に対して回線閉塞を指示し、さらに該当経路に対して制御装置内のタイマ管理部（１
１３）にて障害監視タイマを起動し、タイマ満了後に閉塞解除を行なうことにより迂回指
示および迂回指示解除を行う例を、図１８にシーケンス図の例を、図１９にフローの例を
示す。
【００９０】
制御装置１（１１０－ａ）のプロセッサ装置（１１１）は、ユーザ（１５０）からの着信
（１７０１）に対して着番号よりサーバ群（１３０）に対するＩＳＰ網のＩＰアドレス取
得要求タイムアウトによりケース (3)の障害であることを検出することにより（１７０２
、Ｓ１８０５）、呼の切断が行われた後に（Ｓ１８０７、Ｓ１８０８）、アクセスエラー
頻度比較判定を開始し、アクセスエラーが障害しきい値を上回った場合（Ｓ１８０９、Ｓ
１９０３）、電話網に対し制御装置１が管理している回線群１、３の回線閉塞指示を行い
（１７０３、Ｓ１８１０、Ｓ１８１１）、閉塞監視タイマを起動する（Ｓ１９０４）。ア
クセスエラー頻度がしきい値を下回っている場合はアクセスエラーカウンタをカウントア
ップする（Ｓ１９０５）。回線群１、３閉塞中は回線群２に対して着信が行われ（１７０
４）、制御装置２／主信号処理装置２（１１０－ｂ）を介して電話網とＩＰ網の接続が行
われる（１７０５、１７０６、Ｓ１８１２～Ｓ１８１９）。
【００９１】
次に、制御装置１のプロセッサ装置は閉塞監視タイマがタイムアウトすることにより回線
群１、３に対して閉塞解除を行い（Ｓ１８２０～Ｓ１８２２）、回線群１～３への着信が
復旧する（Ｓ１８２３～Ｓ１８２６）。
【００９２】
また、迂回指示および迂回指示解除を実現する手段として、固定的な障害と判断した経路
に対して　部分閉塞指示を行った状態で該当経路に対する障害頻度を測定し、制御装置ま
たは主審号処理装置で管理しているしきい値を下回った場合に障害復旧と判断し、迂回指
示を解除する手段をとることが可能である。これを迂回指示方法５とし、図２０に制御装
置と電話網がＮｏ．７共通線により接続されている場合において、ケース (3)の方法２に
より障害を検出し、迂回指示方法５により電話網に対して回線の５０％の閉塞を指示し、
その後も障害頻度がしきい値を超える場合にさらに５０％の閉塞を指示し、障害頻度が閉
塞を解除するしきい値を下回った時に、回線の閉塞を一部解除していく事により使用不可
の状態から復旧させる場合のネットワーク図の例を、図２１にシーケンス図の例を、図２
２にフローの例を示す。
【００９３】
制御装置１（１１０－ａ）のプロセッサ装置（１１１）はユーザ（１５０、Ｓ２０６）か
らの着信（２００１）に対して着番号よりサーバ群（１３０）に対するＩＳＰ網のＩＰア
ドレス取得要求タイムアウトによりケース (3)の障害であることを検出することにより（
２００２、Ｓ２１０５、Ｓ２１０６）、呼の切断が行われた後に（Ｓ２１０７、Ｓ２１０
８）、アクセスエラー頻度比較判定を開始し、アクセスエラー頻度が障害検出しきい値を
上回った場合（Ｓ２１０９、Ｓ２２０４）、電話網に対し回線群１、３の非閉塞回線の内
の５０％に対する閉塞指示を行う（２００３、Ｓ２２０５）。
【００９４】
このとき回線群１、３が部分閉塞状態にあるため一部の着信呼が回線群２へ迂回され（２
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００４）、制御装置２／主信号処理装置２（１２０－ｂ）を介して電話網とＩＰ網との接
続が行われる（２００５、２００６、Ｓ２１１２～Ｓ２１１９）。
【００９５】
回線群１、３が部分閉塞中に回線群１、３への着信が行われた場合（Ｓ２１２０～Ｓ２１
２１）において、制御装置１からサーバ群へのＩＳＰ網のＩＰアドレス取得が正常に行わ
れた場合、プロセッサ装置において再度アクセスエラー頻度比較判定を開始し、アクセス
エラー頻度が復旧検出しきい値を下回っている場合は（Ｓ２１２５、Ｓ２２０３）、回線
群１、３の閉塞中の回線の閉塞解除指示を行う（Ｓ２１２６、Ｓ２１２７）。
【００９６】
ケース (1)、 (2)、 (3)、（４）、（５）の方法１、２、４で検出する障害については障害
が生じた時点でなく、電話網からの着信が生じたことによるそれぞれのアクセスを契機に
検出され、迂回指示は呼毎に行うことが有効であるため、迂回指示方法２または迂回指示
方法３を用いることが適切である。前記障害がルータやサーバ類といったＩＰ網を構成す
る装置の固定的障害等の原因により多発する場合には、迂回指示方法４または迂回指示方
法５による方法が適切となる。また、ケース (1)、 (2)、 (3)の方法３で検出する障害につ
いては障害が生じた時点で制御装置が検出し得る障害であり、該当する回線に対する着信
呼全てに迂回指示を行うことが有効であるため、迂回指示方法１を用いて制御装置より電
話網に対して迂回指示を行うことが適切となる。
【００９７】
また、ケース (4)、 (5)の方法３で検出する障害については障害が生じた時点で制御装置が
検出し得る障害であるが該当する制御装置および主信号処理装置に関連する回線と管理さ
れているＩＰアドレスやネットワークアドレス単位に依存するため、電話網に対しては呼
毎に迂回指示を行うことが有効であるため、迂回指示方法２または迂回指示方法３を用い
て制御装置より電話網に対して迂回指示を行うことが適切である。
【００９８】
以上に述べたケース (1)、 (2)、 (3)、 (4)、 (5)の方法１、２、３、４及びケース (6)の障害
検出方法と迂回指示方法１、２、３、４、５はそれぞれ組み合わせにより独立して適用可
能であり、さまざまな組み合わせで同時にシステムに対して適用されても問題無く発明の
効果を得る事が可能である。
【００９９】
【発明の効果】
本発明のインタネットゲートウェイシステムにおける迂回制御方式を利用することで例え
ば以下の効果が生じる。
【０１００】
（１）電話網よりＩＰ網への接続を行う際にＩＰ網インタフェース状態に合わせたゲート
ウェイ装置の接続制御を行うことが可能となり、リモートアクセスサービスにおける通信
品質を向上させることができる。
【０１０１】
（２）同一エリア内に複数のゲートウェイ装置が存在する場合にリモートアクセスユーザ
にＩＰ網インタフェース状態に合わせた最適な接続先を選ぶことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明におけるゲートウェイシステムを介した電話網とＩＰ網の網間相互接続の
構成、及びゲートウェイシステムの主信号処理装置からサーバ類へのアクセスを行なう場
合の手順を示した図である。
【図２】本発明におけるゲートウェイシステムを介した電話網とＩＰ網の網間相互接続の
構成、及びゲートウエイシステムの制御装置からサーバ類へのアクセスを行なう場合の手
順を示した図である。
【図３】本発明における制御装置の構成を示した図である。
【図４】本発明における主信号処理装置の構成を示した図である。
【図５】本発明におけるゲートウェイシステムを介した電話網とＩＰ網の網間相互接続時
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の障害ケースを示した図である。
【図６】本発明におけるゲートウェイシステムを介した電話網とＩＰ網の網間相互接続時
の障害ケースにおける迂回指示方法の選択フローを示した図である。
【図７】本発明におけるケース (2)の障害を方法３で検出し、迂回指示方法１で迂回を行
なう場合の手順を示す図である。
【図８】本発明におけるケース (2)の障害を方法３で検出し、迂回指示方法１で迂回を行
なう場合のシーケンスを示す図である。
【図９】本発明におけるケース (4)の障害を方法３で検出し、迂回指示方法２で迂回を行
なう場合の手順を示す図である。
【図１０】本発明におけるケース (4)の障害を方法３で検出し、迂回指示方法２で迂回を
行なう場合のシーケンスを示す図である。
【図１１】本発明におけるケース (4)の障害を方法３で検出する場合の、装置内部での手
順を示す図である。
【図１２】本発明におけるケース (5)の障害を方法３で検出し、迂回指示方法３で迂回を
行なう場合の手順を示す図である。
【図１３】本発明におけるケース (5)の障害を方法３で検出し、迂回指示方法３で迂回を
行なう場合のシーケンスを示す図である。
【図１４】本発明におけるケース (5)の障害を方法３で検出する場合の、装置内部での手
順を示す図である。
【図１５】本発明におけるケース (2)の障害を方法２で検出し、迂回指示方法３で迂回を
行なう場合の手順を示す図である。
【図１６】本発明におけるケース (2)の障害を方法２で検出し、迂回指示方法３で迂回を
行なう場合のシーケンスを示す図である。
【図１７】本発明におけるケース (3)の障害を方法２で検出し、迂回指示方法４で迂回を
行なう場合の手順を示す図である。
【図１８】本発明におけるケース (3)の障害を方法２で検出し、迂回指示方法４で迂回を
行なう場合のシーケンスを示す図である。
【図１９】本発明におけるケース (3)の障害を方法２で検出し、迂回指示方法４で迂回を
行なう場合のフローを示す図である。
【図２０】本発明におけるケース (3)の障害を方法２で検出し、迂回指示方法５で迂回を
行なう場合の手順を示す図である。
【図２１】本発明におけるケース (3)の障害を方法２で検出し、迂回指示方法５で迂回を
行なう場合のシーケンスを示す図である。
【図２２】本発明におけるケース (3)の障害を方法２で検出し、迂回指示方法５で迂回を
行なう場合のフローを示す図である。
【符号の説明】
１０３・・・ゲートウェイシステム
１１０・・・制御装置
１２０・・・主信号処理装置
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 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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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】
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