
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データを伝送するための方法であって、
　 パケットにおけるデータグラムアドレスを使用し 接続指向
型のパケット交換ネットワーク内の複数の論理リンクを介して 非同期的に
転送することを含み、
　上記複数の論理リンクは、発信元ノードと宛先ノードとの間に伝送経路を形成し、
　上記転送に先行して、上記ネットワーク内のノードは、上記複数の論理リンクに沿った
リソースの測定された使用量に基づいて上記転送を承認し、
　上記データグラムアドレスの部分的なアドレスサブフィールドにおけるアドレス情報は
、それ自体で、上記パケットを、上記複数の論理リンクのサブセットである複数のトップ
ダウンの論理リンクを介するように方向付け、
　上記パケットは、上記複数の論理リンクにおける複数のリンクに沿って転送されるとき
に不変のままであり、
　上記データグラムアドレスは、データリンク層のアドレス及びネットワーク層のアドレ
スの両方として動作する方法。
【請求項２】
　データを伝送するためのシステムであって、
　複数の論理リンクを含む、接続指向型のパケット交換ネットワークと、
　上記複数の論理リンクを非同期的に通過する複数のデータパケットとを備え、上記パケ
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ットの各々は、ヘッダフィールドと、マルチメディアデータを含むペイロードフィールド
とを備え、
　　上記ヘッダフィールドは、複数の部分的なアドレスサブフィールドを含むデータグラ
ムアドレスを含み、上記部分的なアドレスサブフィールドにおけるアドレス情報は、それ
自体で、上記パケットを、上記複数の論理リンクのサブセットである複数のトップダウン
の論理リンクを介するように方向付け、上記データグラムアドレスは、データリンク層の
アドレス及びネットワーク層のアドレスの両方として動作し、
　上記複数の論理リンクは、発信元ノードと宛先ノードとの間に伝送経路を形成し、
　上記通過に先行して、上記ネットワーク内のノードは、上記複数の論理リンクに沿った
リソースの測定された使用量に基づいて上記通過を承認し、
　上記パケットの各々は、上記複数の論理リンクにおける複数のリンクに沿って転送され
るときに不変のままであるシステム。
【請求項３】
　パケットのためのデータ構造であって、
　複数の部分的なアドレスサブフィールドを含むデータグラムアドレスを含むヘッダフィ
ールドを備え、
　　上記部分的なアドレスサブフィールドにおけるアドレス情報は、それ自体で、上記パ
ケットを、接続指向型のパケット交換ネットワーク内の複数の論理リンクのサブセットを
形成する複数のトップダウンの論理リンクを介するように方向付け、
　　上記データグラムアドレスは、データリンク層のアドレス及びネットワーク層のアド
レスの両方として動作し、
　上記データ構造は、
　マルチメディアデータを含むペイロードフィールドを備え、
　上記複数の論理リンクは、発信元ノードと宛先ノードとの間に伝送経路を形成し、
　上記パケットは上記複数の論理リンクを介して非同期的に転送され、
　上記転送に先行して、上記ネットワーク内のノードは、上記複数の論理リンクに沿った
リソースの測定された使用量に基づいて上記転送を承認し、
　上記パケットは、上記複数の論理リンクにおける複数のリンクに沿って転送されるとき
に不変のままであるデータ構造。
【請求項４】
　ネットワークを介してデータを伝送するための実行可能なプログラム命令を含むコンピ
ュータが読み取り可能な媒体であって、上記実行可能なプログラム命令は、実行されると
き、上記ネットワークに、
　 パケットにおけるデータグラムアドレスを使用し 接続指向
型のパケット交換ネットワーク内の複数の論理リンクを介して 非同期的に
転送させ、
　上記複数の論理リンクは、発信元ノードと宛先ノードとの間に伝送経路を形成し、
　上記転送に先行して、上記ネットワーク内のノードは、上記複数の論理リンクに沿った
リソースの測定された使用量に基づいて上記転送を承認し、
　上記データグラムアドレスの部分的なアドレスサブフィールドにおけるアドレス情報は
、それ自体で、上記パケットを、上記複数の論理リンクのサブセットである複数のトップ
ダウンの論理リンクを介するように方向付け、
　上記パケットは、上記複数の論理リンクにおける複数のリンクに沿って転送されるとき
に不変のままであり、
　上記データグラムアドレスは、データリンク層のアドレス及びネットワーク層のアドレ
スの両方として動作するコンピュータが読み取り可能な媒体。
【請求項５】
　データを伝送するための方法であって、
　 パケットにおけるデータグラムアドレスを使用し 接続指向
型のパケット交換ネットワーク内の複数の論理リンクを介して 転送するこ
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とを含み、
　上記データグラムアドレスの部分的なアドレスサブフィールドにおけるアドレス情報は
、それ自体で、上記パケットを、上記複数の論理リンクのサブセットである複数のトップ
ダウンの論理リンクを介するように方向付け、
　上記パケットは、上記複数の論理リンクにおける複数のリンクに沿って転送されるとき
に不変のままであり、
　上記データグラムアドレスは、データリンク層のアドレス及びネットワーク層のアドレ
スの両方として動作する方法。
【請求項６】
　データを伝送するためのシステムであって、
　複数の論理リンクを含む、接続指向型のパケット交換ネットワークと、
　上記複数の論理リンクを通過する複数のデータパケットとを備え、上記パケットの各々
は、ヘッダフィールドと、マルチメディアデータを含むペイロードフィールドとを備え、
　　上記ヘッダフィールドは、複数の部分的なアドレスサブフィールドを含むデータグラ
ムアドレスを含み、上記部分的なアドレスサブフィールドにおけるアドレス情報は、それ
自体で、上記パケットを、上記複数の論理リンクのサブセットである複数のトップダウン
の論理リンクを介するように方向付け、上記データグラムアドレスは、データリンク層の
アドレス及びネットワーク層のアドレスの両方として動作し、
　上記パケットの各々は、上記複数の論理リンクにおける複数のリンクに沿って転送され
るときに不変のままであるシステム。
【請求項７】
　
　
　
　
　
　
　

。
【請求項８】
　
　

。
【請求項９】
　パケットのためのデータ構造であって、
　複数の部分的なアドレスサブフィールドを含むデータグラムアドレスを含むヘッダフィ
ールドを備え、
　　上記部分的なアドレスサブフィールドにおけるアドレス情報は、それ自体で、上記パ
ケットを、接続指向型のパケット交換ネットワーク内の複数の論理リンクのサブセットを
形成する複数のトップダウンの論理リンクを介するように方向付け、
　　上記データグラムアドレスは、データリンク層のアドレス及びネットワーク層のアド
レスの両方として動作し
　上記データ構造は、
　マルチメディアデータを含むペイロードフィールドを備え、
　上記パケットは、上記ネットワーク内の上記複数の論理リンクにおける複数のリンクに
沿って転送されるときに不変のままであるデータ構造。
【請求項１０】
　ネットワークを介してデータを伝送するための実行可能なプログラム命令を含むコンピ
ュータが読み取り可能な媒体であって、上記実行可能なプログラム命令は、実行されると
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上記パケット交換ネットワークは、
上記ネットワークにノードが追加されるとき上記ノードを自動的に構成することと、
上記通過に先行して上記通過を承認することと、
上記パケットの転送に先行して支払者のアカウントを照合することと、
使用量データを測定し、収集しかつ記憶することと、
パケットのフローを調整することと、
フィルタ基準のセットに基づいて上記パケットをフィルタリングすることと

のうちの少なくとも１つを実行する請求項６記載のシステム

上記マルチメディアデータはユーザ端末装置上に表示され、
上記ユーザ端末装置は、メディアネットワークプロトコル及び非メディアネットワーク

プロトコルの両方のネットワークへのアクセスを提供する、セットトップボックス又はテ
レピュータのいずれかである請求項６記載のシステム



き、上記ネットワークに、
　 パケットにおけるデータグラムアドレスを使用し 接続指向
型のパケット交換ネットワーク内の複数の論理リンクを介して 転送させ、
　上記データグラムアドレスの部分的なアドレスサブフィールドにおけるアドレス情報は
、それ自体で、上記パケットを、上記複数の論理リンクのサブセットである複数のトップ
ダウンの論理リンクを介するように方向付け、
　上記パケットは、上記複数の論理リンクにおける複数のリンクに沿って転送されるとき
に不変のままであり、
　上記データグラムアドレスは、データリンク層のアドレス及びネットワーク層のアドレ
スの両方として動作するコンピュータが読み取り可能な媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はマルチメディア通信の分野に関する。特に、本発明は、パケット交換ネットワ
ークを介したビデオのマルチキャスティング、ビデオ・オン・デマンド、リアルタイムの
対話型ビデオ電話、及び高忠実度の音声会議のような、高品質のマルチメディア通信サー
ビスを伝送するための高効率のプロトコルに基づいている。本発明は、方法、システム及
びデータ構造を含む、さまざまな種類に表現されることが可能である。
【背景技術】
【０００２】
　電気通信ネットワーク（インターネットを含む）は、複数の個人及び複数の組織が情報
及び他のリソースを交換することを可能にする。ネットワークは、典型的には、アクセス
、トランスポート、信号方式、及びネットワーク管理の技術を含む。これらの技術は多数
の文献に記載されている。概略として、スチーブン・シェパード（ Steven Shepherd）に
よる「電気通信の集中（ Telecommunications Convergence）」（マグローヒル（ McGraw-H
ill），２０００年）、アナベル・ゼッド・ドッド（ Annabel Z. Dodd）による「電気通信
入門（ The Essential Guide to Telecommunications）」第３版（プレンティスホールＰ
ＴＲ（ Prentice Hall PTR），２００１年）、あるいは、レイ・ホラク（ Ray Horak）によ
る「通信システム及びネットワーク（ Communications Systems and Networks）」第２版
（Ｍ＆Ｔブックス（ M&T Books），２０００年）が参照される。これらの技術における以
前の発展は、情報伝送の速度、品質及びコストを十分に改善した。
【０００３】
　広域のトランスポートネットワークにユーザを接続するアクセス技術（すなわち、ネッ
トワークのエッジ部におけるエンドユーザ装置及びローカルループ）は、１４．４，２８
．８及び５６Ｋのモデムから発展し、サービス総合ディジタル網（「ＩＳＤＮ」）、Ｔ１
、ケーブルモデム、ディジタル加入者線（「ＤＳＬ」）、イーサネット（登録商標）、及
び無線技術を含むまでになっている。
【０００４】
　現在、広域ネットワークで使用されるトランスポート技術は、同期光ネットワーク（「
ＳＯＮＥＴ」）、高密度波長分割多重（「ＤＷＤＭ」）、フレームリレー、非同期転送モ
ード（「ＡＴＭ」）、及びレジリアントパケットリング（「ＲＰＲ」）を含む。
【０００５】
　各種の信号方式の技術（例えば、あるネットワークにわたって通信を確立し、保持し、
終了する際に用いられるプロトコル及び方法）のすべてのうちで、インターネットプロト
コル（「ＩＰ」）は最も偏在したありふれたものとなった。実際に、ほとんどすべての電
気通信及びネットワーキングの専門家らは、音声（例えば電話）、ビデオ及びデータのネ
ットワークが、単一のＩＰに基づくネットワーク（例えばインターネット）に集中化され
る（一体化される）ことが不可避であると信じている。ある記者は以下のように述べてい
る。「１つのことが明らかである。ＩＰ集中化の列車は駅を離れた。乗客のうちの何人か
は、旅に対して猛烈に熱狂的となり、他の乗客は、ＩＰの多数の欠点を数えあげることで
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騒々しく文句を言いながら引きずられている。しかし、どんな欠点があろうとも、ＩＰは
決着がついたものであり、それはもう標準として採用された。終わり。ＩＰが勢いと発展
の作用を有し、見わたす限り他には何も存在しない。」スーザン・ブライデンバック，“
ＩＰの集中化：未来を構築する”，ネットワークワールド，１９９８年８月１０日（ Susa
n Breidenbach, "IP Convergence: Building the Future", Network World, August 10, 
1998）。
【０００６】
　コンピュータネットワークをモニタリングし、修復し、再構成する、簡易ネットワーク
管理プロトコル（「ＳＮＭＰ」）や共通管理情報プロトコル（「ＣＭＩＰ」）のようなネ
ットワーク管理技術が開発されている。
【０００７】
　これら進歩のため、コンピュータネットワークは、簡単なテキストメッセージを伝送す
ることから、音声と静止画像と基本的なマルチメディアサービスとを提供するに至るまで
発展している。
【０００８】
　最近、ケーブルテレビジョン（「ＣＡＴＶ」）、ディジタルバーサタイルディスク（「
ＤＶＤ」）又は高品位テレビジョン（「ＨＤＴＶ」）に匹敵する画像及び音声の品質を備
えたマルチメディア通信サービスをコンピュータネットワークが提供できるように試みて
いる既存の技術を拡張するために、又はそのような新たな技術を作成するために、非常に
多くの努力が注がれた。これらのサービスを提供するため、マルチメディアネットワーク
には、広い帯域幅と、短い遅延と、小さなジッタとを有することが必要である。広範な使
用を促進するために、マルチメディアネットワークはまた、１）拡張容易性（スケーラビ
リティー）と、２）他のネットワークとの間での相互の操作可能性と、３）最小の情報損
失と、４）管理能力（例えば、モニタリング、修復及び再構成）と、５）セキュリティと
、６）信頼性と、７）アカウント処理能力も有する必要がある。
【０００９】
　最近の努力は、ＩＰプロトコルの現在のバージョンであるＩＰバージョン４（「ＩＰｖ
４」）に取って代わる、ＩＰバージョン６（「ＩＰｖ６」）を開発することを含む。ＩＰ
ｖ６では、ＩＰｖ６ヘッダにおいてフローラベル及び優先度のサブフィールドを含み、こ
れらのサブフィールドは、ＩＰｖ６ルータから特別な処理を受ける必要のあるデータパケ
ットを識別するために、例えば、リアルタイムのマルチメディアサービスを提供するため
に使用されるデータパケットを識別するために、ホストコンピュータによって使用される
ことが可能である。予約プロトコル（ ReSerVation Protocol：「ＲＳＶＰ」）、差別化さ
れたサービス（「ＤｉｆｆＳｅｒｖｅ」）、及びマルチプロトコルラベルスイッチング（
「ＭＰＬＳ」）を含む、サービス品質（「ＱｏＳ」）のプロトコル及びアーキテクチャも
開発中である。それに加えて、ネットワークルータ及びサーバは、そのシリコンに基づい
たマイクロプロセッサが改善し続けるのに従って、その速度及びパワーが増大し続けてい
る。
【００１０】
　これらの努力にもかかわらず、従来の技術は、広範に使用可能な高性能のマルチメディ
アネットワークを生成することに失敗した。この失敗は、主に２つの原因にさかのぼるこ
とができる。
【００１１】
　第１に、いくつかのネットワークは、単に、マルチメディアサービスを提供するように
設計されていなかった。例えば、公衆交換電話網（「ＰＳＴＮ」）は、ビデオではなく音
声を伝送するために設計された。同様に、インターネットは、本来は、ビデオではなく、
テキスト及びデータファイルを伝送するために設計された。あるコンピュータネットワー
クの教科書は次のように説明している。「［マルチメディアの］アプリケーションに対す
るサービスの必要条件は、ウェブのテキスト／画像、電子メール、ＦＴＰ、及びＤＮＳの
アプリケーションのような伝統的なデータ指向のアプリケーションに対するそれとは著し
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く異なっている。…特に、マルチメディアサービスは、エンド・ツー・エンドの延遅と延
遅の変動とには非常に敏感であるが、時折発生するデータ損失を許容できる。これらの根
本的に異なるサービスの必要条件は、本来データ通信のために設計されたネットワークア
ーキテクチャが、マルチメディアアプリケーションをサポートすることにあまり適してい
ない場合があるという事実を示唆する。実際に、いま、これらの新しいマルチメディアア
プリケーションに係るサービスの必要条件に対する明示的なサポートを提供するようにイ
ンターネットのアーキテクチャを拡張するために、多くの努力が進行中である。」ジェイ
ムズ・エフ・クロセ及びキース・ダブリュー・ロス，“コンピュータネットワーキング：
インターネットを用いたトップダウンのアプローチ”（アディソン・ウェズレー），ｐ．
４８３，２００１年（ James F. Kurose and Keith W. Ross, Computer Networking: A To
p-Down Approach Featuring the Internet (Addison Wesley, 2001), p. 483）。上述の
ように、インターネットのアーキテクチャを拡張するためのこれらの努力は、ＩＰｖ６、
ＲＳＶＰ、ＤｉｆｆＳｅｒｖｅ、ＭＰＬＳを含んでいる。
【００１２】
　第２に、かつより重要なものとして、「シリコンのボトルネック」の問題に対して包括
的な解決方法を展開できたものがいないということがある。シリコンに基づいた集積回路
チップの速度は、過去３０年にわたって、ムーアの法則、すなわち１８ヶ月毎に速度がほ
ぼ倍になるという法則に従ってきた。しかし、シリコンの速度におけるこの増大は、ファ
イバ光分配システムの帯域幅の増大と比べると、ひけをとっている。この帯域幅の増大は
、６ヶ月毎にほぼ倍になっている。従って、ネットワークの速度における主要なボトルネ
ックは、主に、シリコンプロセッサの処理速度にあり、帯域幅にあるのではない。
【００１３】
　シリコンのボトルネックの問題に対する以前の解決方法は、単に、より速いシリコンチ
ップを用いてより強力なスイッチ及びルータを製造すること、あるいは、既存のネットワ
ークアーキテクチャ及びプロトコルに対してわずかな変更を施すことに焦点が合わされて
いた。これらの従来の解決方法は、よくても暫定的な処置である。長期にわたって必要と
されるものであり、かつ本発明が提供するものは、シリコンのボトルネックの問題に取り
組みながらなお、既存のデータを中心とするネットワーク（例えばインターネット）と共
存しかつ相互に操作可能である、新規な、マルチメディアを中心とするネットワークアー
キテクチャ及びプロトコルである。
【００１４】
　図１（ａ）のように、電気通信ネットワークはいくつかの主要なカテゴリーに分割され
ることが可能である。［例えば、ジェイムズ・エフ・クロセ及びキース・ダブリュー・ロ
ス，“コンピュータネットワーキング：インターネットを用いたトップダウンのアプロー
チ”（アディソン・ウェズレー，２００１年），第１章が参照される。］最も高いレベル
の区別は、回線交換型ネットワークとパケット交換型ネットワークとの間でされる。回線
交換ネットワークは、その通信セッションの継続時間中に、２つ（又はそれよりも多く）
のホスト間でエンド・ツー・エンドの専用回線を確立する。回線交換ネットワークの例は
、電話ネットワーク（ＰＳＴＮ）及びＩＳＤＮを含む。
【００１５】
　パケット交換ネットワークは、ホスト間で通信するために、エンド・ツー・エンドの専
用回線を使用しない。パケット交換ネットワークは、むしろ、仮想的な回線に基づくルー
ティングか又はデータグラムのアドレスに基づくルーティングかのいずれかを用いて、ホ
スト間でデータパケットを送信する。
【００１６】
　仮想的な回線に基づくルーティングにおいては、ネットワークは、当該ネットワークを
介してデータパケットを転送するために、当該データパケットに関連付けられた仮想的な
回線番号を用いる。この仮想的な回線番号は、典型的にはデータパケットのヘッダに含ま
れ、典型的には、送信者と（複数の）受信者との間の各中間ノードにおいて変更される。
仮想的な回線に基づくルーティングを用いたパケット交換ネットワークの例は、ＳＮＡ、
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Ｘ．２５、フレームリレー、及びＡＴＭネットワークを含む。このカテゴリーには、デー
タパケットを転送するために仮想的な回線に類似した番号を当該データパケットに付加す
るＭＰＬＳを使用したネットワークも含む。
【００１７】
　データグラムのアドレスに基づくルーティングにおいては、ネットワークは、当該ネッ
トワークを介してデータパケットを転送するために、当該データパケットに含まれた宛先
アドレスを用いる。データグラムのアドレスに基づくルーティングは、コネクションレス
型か、又はコネクション指向型かのいずれかが可能である。
【００１８】
　コネクションレス型ネットワークにおいては、データパケットを送信する前のセットア
ップフェーズは存在せず、例えば、データパケットを送信する前に制御パケットは送信さ
れない。コネクションレス型ネットワークの例は、イーサネット（登録商標）、ユーザデ
ータグラムプロトコル（ＵＤＰ）を用いたＩＰネットワーク、及び交換型マルチメガビッ
トデータサービス（ＳＭＤＳ）を含む。
【００１９】
　逆に、コネクション指向型ネットワークにおいては、データパケットを送信する前のセ
ットアップフェーズが存在する。例えば、伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）を用いたＩＰネ
ットワークでは、データパケットを送信する前のハンドシェーク手順の一部として制御パ
ケットが送信される。「コネクション指向型」という用語が使用されているのは、送信者
と受信者が、ただゆるく接続されているにずぎないからである。仮想的な回線に基づくル
ーティングを用いたパケット交換ネットワークも、コネクション指向型である。
【００２０】
　パケット交換ネットワークにおけるシリコンのボトルネックは、パケットがネットワー
クを伝搬する際に、データパケットに対して非常に多くの処理ステップが実行されること
によって引き起こされる。例えば、図１（ｂ）に概略的に示したように、１つのイーサネ
ット（登録商標）のローカルエリアネットワークからインターネットを介して第２のイー
サネット（登録商標）ＬＡＮまで伝搬する１つのデータパケットについて考察する。
【００２１】
　パケットをその発信元からその宛先に送信する際に、２種類のアドレスが関与する。す
なわち、ネットワーク層のアドレスとデータリンク層のアドレスである。
【００２２】
　ネットワーク層のアドレスは、典型的には、インターネットワーク（すなわち、複数の
ネットワークにてなるネットワーク）における任意の場所にパケットを送信ために使用さ
れる。（各種の参考文献は、ネットワーク層のアドレスを「論理アドレス」とも「プロト
コルアドレス」とも呼んでいる。）この例では、関心が持たれたネットワーク層のアドレ
スは、宛先のホスト［すなわち、図１（ｂ）におけるＬＡＮ２上のＰＣ２］のＩＰアドレ
スである。ＩＰアドレスフィールドは、２つのサブフィールド、すなわちネットワーク識
別子のサブフィールドとホスト識別子のサブフィールドとに分割される。
【００２３】
　データリンク層のアドレスは、典型的には、あるノードに対する物理的なネットワーク
インターフェースを識別するために使用される。（各種の参考文献は、データリンク層の
アドレスを「物理アドレス」とも「メディアアクセス制御（ＭＡＣ）アドレス」とも呼ん
でいる。）この例では、関心が持たれたデータリンク層のアドレスは、宛先のホストと、
パケットが宛先のホストまで送信される際のその経路上に存在するルータとの、イーサネ
ット（登録商標）（ＩＥＥＥ８０２．３）ＭＡＣアドレスである。
【００２４】
　イーサネット（登録商標）ＭＡＣのアドレスは、各イーサネット（登録商標）の構成要
素に永久に割り当てられた（典型的には、構成要素の製造業者によって割り当てられた）
、地球上で一意的な４８ビットの２進数である。そのため、イーサネット（登録商標）の
構成要素が、異なるイーサネット（登録商標）ＬＡＮに物理的に移動される場合でも、イ
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ーサネット（登録商標）ＭＡＣアドレスは変わらずにその構成要素に留まっている。従っ
て、イーサネット（登録商標）は平坦なアドレス指定の構造を有する。すなわち、イーサ
ネット（登録商標）ＭＡＣのアドレスは、パケットのルーティングを援助するために使用
可能なネットワークトポロジーについての情報を提供しない。しかしながら、一般的には
、データリンク層のアドレスは、地球上で一意的である必要はなく、また、特定のノード
に対して永久に割り当てられている必要もない。
【００２５】
　データを発信元のホスト（例えば、ＬＡＮ１上のＰＣ１）から（複数の）宛先のホスト
に転送するために、データは多数のデータパケットに分割される。各データパケットは、
宛先のホストのＩＰアドレスを含んだヘッダを含む。このＩＰアドレスは、データパケッ
トが多数の論理リンクを介して宛先のホストまで転送される際に、不変のままである。し
かしながら、いかに説明するように、データパケットの他の多数の部分が、当該パケット
が転送される際に変更される。
【００２６】
　図１（ｂ）に示されたように、データパケットのヘッダはまた、最初に、パケットが宛
先のホストに向かって伝搬する際に当該パケットが送信される第１のルータのＭＡＣアド
レス［すなわち、図１（ｂ）における「ルータ１のＭＡＣアドレス」］も含んでいる。（
ちなみに、ここで用いられている「ヘッダ」及び「データパケット」という用語は、開放
型システム間相互接続（ＯＳＩ）モデルにおいて用いられている用語とは多少異なってい
るということを注意する。ＯＳＩにおける用語を用いた場合、ＩＰデータパケットは、ペ
イロードデータをカプセル化するＩＰヘッダから構成されている。代わって、イーサネッ
ト（登録商標）フレームは、ＩＰデータパケットをカプセル化したイーサネット（登録商
標）ヘッダ及びトレーラから構成されている。ここで使用された用語では、ＩＰヘッダと
イーサネット（登録商標）ヘッダとトレーラは互いにひとまとめにされていて、「ヘッダ
」と呼ばれ、イーサネット（登録商標）フレームは「データパケット」と呼ばれている。
）
【００２７】
　ルータ１は、発信元ホストからデータパケットを受信したとき、パケットがたどるパス
における次のホップを決定する必要がある。この決定を行うために、ルータ１は、パケッ
トから、宛先のホストのＩＰアドレス［すなわち、図１（ｂ）における「ＰＣ２のＩＰア
ドレス」］を抽出し、ＩＰアドレス中のネットワーク識別子サブフィールドから、宛先の
ホストのＩＰネットワークを確定する。ルータ１は、ルーティングテーブルの中で宛先Ｉ
Ｐネットワークを探す。ルーティングテーブルは、典型的にはリアルタイムで計算されか
つ更新され、複数のＩＰネットワークと対応する複数のＩＰアドレスとのリストを含む。
ここで、上記対応する複数のＩＰアドレスは、これらのＩＰネットワークに向かってパケ
ットを送信する次のホップのＩＰアドレスである。ルータ１はルーティングテーブルを用
いて、宛先ネットワークに向かってパケットを送信する次のホップのＩＰアドレス（すな
わち、ルータ２のＩＰアドレス）を識別する。ルータ１は、パケット上の現在のイーサネ
ット（登録商標）ＭＡＣアドレス［すなわち、図１（ｂ）における「ルータ１のＭＡＣア
ドレス」］を除去し、次のホップのＩＰアドレスをイーサネット（登録商標）ＭＡＣアド
レスに翻訳してこのＭＡＣアドレスをパケットに付加し［すなわち、図１（ｂ）における
「ルータ２のＭＡＣアドレス」］、パケット中の「存続時間（ time-to-live）」フィール
ドをデクリメントし、新たなチェックサムを再計算してパケットに付加し、パケットをそ
の経路上でルータ２に送信する。
【００２８】
　宛先のホストを含む宛先ＩＰネットワークに直接に接続された図１（ｂ）におけるルー
タＮのようなルータにデータパケットが到着するまで、ルータ１において生じたものと同
じ広範囲にわたる処理は、ルータ２と各中間のルータにおいて反復される。ルータＮは、
パケット上の現在のイーサネット（登録商標）ＭＡＣアドレス［すなわち、図１（ｂ）に
おける「ルータＮのＭＡＣアドレス」］を除去し、宛先ＩＰアドレスをイーサネット（登
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録商標）ＭＡＣアドレスに翻訳してこのＭＡＣアドレスをパケットに付加し［すなわち、
図１（ｂ）における「ＰＣ２のＭＡＣアドレス」］、パケット中の「存続時間」フィール
ドをデクリメントし、新たなチェックサムを再計算してパケットに付加し、パケットを宛
先のホスト（例えば、ＬＡＮ２上のＰＣ２）に送信する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２９】
　この例が示すように、従来技術のパケット交換ネットワークは、データパケットを転送
するために非常に多くの処理ステップを使用し、それによって、シリコンのボトルネック
の問題をもたらす。この例は、データグラムのアドレスに基づいたルーティングを用いた
ときの処理のオーバーヘッドを説明しているが、同様の処理のオーバーヘッドは、仮想的
な回線に基づくルーティングを用いたときにも発生する。例えば、上述のように、仮想的
な回線のデータパケットにおける仮想的な回線番号は、典型的には、発信元と（複数の）
宛先との間の各中間のリンクにおいて変更される。
【課題を解決するための手段】
【００３０】
　以下詳細に議論するように、ここに開示される本発明は、シリコンのボトルネックの問
題に取り組み、かつ高品質のマルチメディアサービスが広範に使用されることを可能にす
る、データグラムのアドレスに基づくルーティングを用いた新型のパケット交換ネットワ
ークに関する。
【００３１】
　本発明は、パケット交換ネットワークを介したビデオのマルチキャスティング、ビデオ
・オン・デマンド、リアルタイムのインタラクティブなビデオ電話、及び高忠実度の音声
会議のような、高品質のマルチメディア通信サービスを配信するための効率のよいプロト
コルを提供することによって、従来技術の限界及び欠点を克服する。本発明は、シリコン
のボトルネックの問題に取り組み、高品質のマルチメディア通信サービスが広範に使用さ
れることを可能にする。本発明は、方法、システム及びデータ構造を含むさまざまな種類
で表現されることが可能である。
【００３２】
　本発明に係る１つの態様は、パケットに含まれたデータグラムのアドレスを用いて、接
続指向型のパケット交換ネットワークにおける複数の論理リンクを介してマルチメディア
データのパケットを転送する方法（すなわち、データグラムアドレスに基づくルーティン
グ）に関する。データグラムアドレスは、データリンク層のアドレス及びネットワーク層
のアドレスの両方として動作する。データグラムアドレスの部分的なアドレスサブフィー
ルドにおけるアドレス情報は、それ自体で、パケットを、複数のトップダウンの論理リン
クを介するように方向付ける。（この複数のトップダウンの論理リンクは、複数の論理リ
ンクのサブセットである。）パケットは、それが複数の論理リンクにおける複数のリンク
に沿って転送されるときに、不変のままである。
【００３３】
　本発明に係るもう１つの態様は、複数の論理リンクを含んだ、接続指向型のパケット交
換ネットワークを含むシステムに関する。このシステムはまた、複数の論理リンクを通過
する複数のデータパケットを含む。パケットのそれぞれは、所定のヘッダフィールドを含
む。このヘッダフィールドは、複数の部分的なアドレスサブフィールドを含んだデータグ
ラムのアドレスを含む。データグラムアドレスは、データリンク層のアドレス及びネット
ワーク層のアドレスの両方として動作する。この部分的なアドレスサブフィールドにおけ
るアドレス情報は、それ自体で、各パケットを、複数のトップダウンの論理リンクを介す
るように方向付ける。パケットのそれぞれはまた、マルチメディアデータを含んだペイロ
ードフィールドを含む。パケットのそれぞれは、それが複数の論理リンクにおける複数の
リンクに沿って転送されるときに、不変のままである。
【００３４】
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　本発明に係るもう１つの態様は、ヘッダフィールドとペイロードフィールドとを含んだ
パケットのためのデータ構造に関する。このヘッダフィールドは、複数の部分的なアドレ
スサブフィールドを含んだデータグラムアドレスを含む。データグラムアドレスは、デー
タリンク層のアドレス及びネットワーク層のアドレスの両方として動作する。これら部分
的なアドレスサブフィールドにおけるアドレス情報は、それ自体で、パケットを、接続指
向型のパケット交換ネットワークにおける複数の論理リンクのサブセットを形成する複数
のトップダウンの論理リンクを介するように方向付ける。ペイロードフィールドはマルチ
メディアデータを含む。パケットは、それがネットワーク中の複数の論理リンクにおける
複数のリンクに沿って転送されるときに、不変のままである。
【００３５】
　本発明に係る以上説明した実施形態及び態様と他の実施形態及び態様とは、当業者には
、添付の請求の範囲及び付属の図面とともに以下の発明の詳細な説明を参照することで明
らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　高品質なマルチメディア通信サービスを提供するためのコンピュータシステム、方法、
及びデータ構造が説明される。以下の説明では、本発明の完全な理解をもたらすために多
くの特別な詳細事項が述べられている。しかしながら、当該技術分野において通常の技能
を有するものには、これらの特別な詳細事項によらなくとも本発明が実施可能であるとい
うことは明らかであろう。別の例では、例えば、光ファイバケーブル、光信号、より対線
、同軸ケーブル、開放型システム間相互接続（ＯＳＩ）モデル、電気電子技術者協会（「
ＩＥＥＥ」）の８０２標準、無線技術、帯域内信号方式、帯域外信号方式、リーキーバケ
ット（ leaky bucket）モデル、小型コンピュータシステムインターフェース（「ＳＣＳＩ
」）、インテグレイテッド・ドライブ・エレクトロニクス（「ＩＤＥ」）、エンハンスト
ＩＤＥ及びエンハンスト・スモールデバイス・インターフェース（「ＥＳＤＩ」）、フラ
ッシュ技術、ディスクドライブ技術、同期ダイナミックランダムアクセスメモリ（「ＳＤ
ＲＡＭ」）のようなネットワーキングの構成要素及び技術が公知であって、従って詳細に
説明する必要はない。
【００３７】
１．　定義．
　多くの場合、異なる情報源はネットワーキングにおける用語に多少異なった意味及び範
囲を与える。例えば、「ホスト」という用語は、１）ユーザがネットワーク上の他のコン
ピュータと通信できるようにするコンピュータ、２）１つあるいはそれよりも多くのウェ
ブサイトのためにウェブページを提供するウェブサーバを備えたコンピュータ、３）メイ
ンフレームコンピュータ、あるいは、４）何らかのより小さいか又は能力が低い装置又は
プログラムにサービスを提供する装置又はプログラム、を意味する可能性がある。従って
、本明細書と請求の範囲において、以下の用語についてこのセクションに説明された定義
を参照するものとする。
【００３８】
アクセスネットワーク（「ＡＣＮ」）．
　ＡＣＮとは、一般に、１つあるいはそれよりも多くの中間スイッチ（「ＭＸ」）を示す
。これらの中間スイッチは全体として、サービスゲートウェイ（「ＳＧＷ」）と、ネット
ワークのバックボーンと、ＳＧＷに接続された他のネットワークとに対するアクセスを家
庭用ゲートウェイ（「ＨＧＷ」）に提供する。
【００３９】
非同期．
　非同期とは、設定された時間スロットの間にノードがデータを他のノード送信する／伝
送するように制限されていないことを示す。非同期とは、同期の対義語である。
　（注意して欲しいこととして、ネットワーキングにおいて「非同期」が用いられる第２
の意味、すなわち、データ伝送の方法を記述するための意味が存在する。この場合、デー
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タは、典型的には単一のキャラクタに対応しかつ５乃至８ビットを含む、小さな固定され
たサイズの複数のグループで伝送され、ビットのタイミングは、何らかの形式のクロック
によって直接的に決定されるのではない。データの各グループは、典型的には、スタート
ビットを先頭に有し、停止ビットを後尾に有する。この非同期の第２の意味は、「同期」
の第２の意味、すなわち、付随したクロック情報を備えたより大きなブロックでデータが
伝送されるデータ伝送の方法と対比されることが可能である。例えば、実際のデータ信号
は、受信機においてデータ信号からクロック信号が復元されることが可能な方法で、送信
機によって符号化されてもよい。ここに開示された技術によって、第２の意味に係る非同
期伝送よりもずっと高いデータレートを許容する第２の意味に係る同期伝送が使用される
。しかしながら、本明細書と請求の範囲が同期及び非同期という用語を用いるとき、これ
らは、固定された時間スロットの間にノードが他のノードにデータを伝送するように制限
されているか否かということを示す。）
【００４０】
ボトムアップの論理リンク．
　ボトムアップの論理リンクは、発信元のホストと、発信元のホストを管理するサーバ群
に関連付けられたスイッチとの間でデータパケットが通過する論理リンクである。スイッ
チとサーバ群は、典型的には、発信元のホストに対して論理的に最も近接したサービスゲ
ートウェイの一部である。
【００４１】
回線交換ネットワーク．
　回線交換ネットワークは、２つの（あるいはそれよりも多くの）ホストの間で、それら
の通信セッションの継続時間にわたって、専用のエンド・ツー・エンドの回線を確立する
。回線交換ネットワークの例は、電話網とＩＳＤＮを含む。
【００４２】
カラーサブフィールド．
　カラーサブフィールドはパケット内のアドレスサブフィールドであり、これは、例えば
、パケットが提供しているサービスのタイプ（例えば、ユニキャスト通信と多地点通信）
、及び／又は、パケットが送信されている宛先又は発信元のノードのタイプについての情
報を与えることによって、パケットの転送を促進する。カラーサブフィールドにおける情
報は、伝送経路に沿ったノードによるパケットの処理を直接的に援助する。
【００４３】
コンピュータが読み取り可能な媒体．
　自動化された検出装置によってアクセスされることが可能な形式のデータを含む媒体で
ある。コンピュータが読み取り可能な媒体の例は、（ａ）磁気ディスク、磁気カード、磁
気テープ、及び磁気ドラムと、（ｂ）光ディスクと、（ｃ）固体（ソリッドステート）メ
モリと、（ｄ）搬送波とを含むが、これらに限定されるものではない。
【００４４】
コネクションレス型．
　コネクションレス型ネットワークは、データパケットを送信する前のセットアップフェ
ーズが存在しない、パケット交換ネットワークである。例えば、データパケットを送信す
る前に制御パケットが送信されない。コネクションレス型ネットワークの例は、イーサネ
ット（登録商標）、ユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）を用いたＩＰネットワーク
、及び交換型マルチメガビットデータサービス（ＳＭＤＳ）を含む。
【００４５】
コネクション指向型．
　コネクション指向型ネットワークは、データパケットを送信する前のセットアップフェ
ーズが存在する、パケット交換ネットワークである。例えば、伝送制御プロトコル（ＴＣ
Ｐ）を用いたＩＰネットワークでは、データパケットを送信する前のハンドシェーク手順
の一部として制御パケットが送信される。「コネクション指向型」という用語が使用され
ているのは、送信者と受信者が、ただゆるく接続されているにずぎないからである。仮想
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的な回線に基づくルーティングを用いたパケット交換ネットワークも、コネクション指向
型である。
【００４６】
制御パケット．
　帯域外信号方式の制御を容易化する（促進する）制御情報を含んだペイロードを有する
パケットである。
【００４７】
データグラムのアドレスに基づくルーティング．
　データグラムのアドレスに基づくルーティングにおいて、ネットワークは、当該ネット
ワークを介してデータパケットを転送するために、当該データパケットに含まれた宛先の
アドレスを用いる。データグラムのアドレスに基づくルーティングは、コネクションレス
型か、又はコネクション指向型かのいずれかが可能である。
【００４８】
データグラムのアドレス．
　データグラムのアドレスに基づいたルーティングシステムにおいてパケットを発信元か
ら宛先まで転送するために使用される、パケット内のアドレスである。
【００４９】
データリンク層のアドレス．
　データリンク層のアドレスには、その通常の意味が与えられる。すなわち、このアドレ
スは、ＯＳＩモデルにおけるデータリンク層のいくつか又はすべての機能を実行するため
に用いられるアドレスである。データリンクアドレスは、典型的には、ノードに対する物
理的なネットワークインターフェースを識別するために使用される。各種の参考文献は、
データリンク層のアドレスを「物理アドレス」とも「メディアアクセス制御（ＭＡＣ）ア
ドレス」とも呼んでいる。ネットワークは、ＯＳＩモデルにおけるデータリンク層のいく
つか又はすべての機能を実装するために、完全なＯＳＩモデルの実装を必要とするわけで
はないということを注意する。例えば、イーサネット（登録商標）が完全なＯＳＩモデル
を実装してなくても、イーサネット（登録商標）のネットワークにおけるＭＡＣアドレス
は、データリンク層のアドレスである。
【００５０】
データパケット．
　マルチメディアデータあるいはカプセル化されたパケットのようなデータを含むペイロ
ードを有するパケットである。データパケットのペイロードもまた、帯域内信号方式の制
御を容易化する制御情報を含んでいてもよい。
【００５１】
フィルタ．
　フィルタは、条件及び／又は基準のセットに基づいてパケットを分離したり、あるいは
分類したりする。
【００５２】
平坦なアドレス指定構造．
　平坦なアドレス指定構造は、（米国の社会保障番号と同様の方法で）単一のグループに
組織化されている。従って、これは、パケットのルーティングを援助するために使用可能
なネットワークトポロジーについての情報を提供しない。イーサネット（登録商標）のＭ
ＡＣアドレスは、平坦なアドレス指定構造の１つの例である。
【００５３】
転送（スイッチングあるいはルーティング）．
　転送とは、パケットを入力論理リンクから出力論理リンクに移動させることを意味する
。ここに開示されかつ請求の範囲に記載された技術では、転送、スイッチング及びルーテ
ィングという用語は、相互に入れ替えて使用可能である。同様に、スイッチ及びルータ（
すなわち、パケットの転送を実行する装置）という用語は、相互に入れ替えて使用可能で
ある。一方、従来技術においては、スイッチングとは、データリンク層においてフレーム
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を転送することであり、ルーティングとは、ネットワーク層においてパケットを転送する
ことであり、スイッチとは、データリンク層においてフレームを転送する装置であり、ル
ータとは、ネットワーク層においてパケットを転送する装置である。いくつかのコンテキ
ストにおいて、ルーティングとは、パケットの伝送経路あるいはその一部（例えば、次の
ホップ）を決定することである。
【００５４】
フレーム．
　パケットを参照。
【００５５】
ヘッダ．
　ペイロードに先行するパケットの一部であり、典型的には、宛先アドレスと他のフィー
ルドとを含んでいる。
【００５６】
階層型アドレス指定構造．
　階層型アドレス指定構造は、非常に多くの部分的なアドレスサブフィールドを含み、こ
の部分的なアドレスサブフィールドは、アドレスを、当該アドレスが単一のノードを指示
するまで（街路の住所と同様の方法で）逐次に狭めて限定する。階層型アドレス指定構造
は、１）ネットワークのトポロジー構造を反映することができ、２）パケットの転送を援
助することができ、３）ネットワーク上のノードの、正確な、又は近似的な地理的場所を
識別することができる。
【００５７】
ホスト．
　ユーザがネットワーク上の他のコンピュータと通信することを可能にするコンピュータ
である。
【００５８】
インタラクティブゲームボックス（「ＩＧＢ」）．
　ＩＧＢは、一般に、オンラインゲームを操作するゲームコンソールであって、そのユー
ザがネットワーク上の他のユーザらと対話することを可能にするゲームコンソールである
。
【００５９】
インテリジェント家庭用機器（「ＩＨＡ」）．
　ＩＨＡは、一般に、意志決定能力を有する機器を示す。例えば、スマートエアーコンデ
ショナは、室温の変化に従って自動的に冷気の出力を調節するＩＨＡである。もう１つの
例は、毎月の特定の時間に自動的に水道メータを読み取って、メータの情報を水道局に送
信する、スマートメータ読み取りシステムである。
【００６０】
論理リンク．
　２つのノードの間の論理的な接続である。論理リンクを介してパケットを転送すること
は、パケットが実際には１つあるいはそれよりも多くの物理リンクを介して転送されるこ
とを意味するということが理解されるであろう。
【００６１】
メディアブロードキャスト（「ＭＢ」）．
　ＭＰネットワークにおけるＭＢは、マルチキャストのタイプであって、ここで、メディ
アプログラムソースは、当該メディアプログラムソースに接続している任意のユーザにメ
ディアプログラムを送信する。ユーザの視点からは、ＭＢは、伝統的な放送技術（例えば
、テレビジョン及びラジオ）と同様に見える。しかしながら、システムの視点からは、ユ
ーザが接続を要求しない限りメディアプログラムはこのユーザに送信されないので、ＭＢ
は伝統的な放送とは異なっている。
【００６２】
メディアマルチキャスト（「ＭＭ」）．
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　ＭＭとは、単一の発信元と多数の指定された宛先との間でマルチメディアデータを伝送
することを示す。
【００６３】
ＭＰ準拠．
　ＭＰに準拠しているとは、メディアネットワークプロトコル（“ＭＰ”）のプロトコル
要件を厳守した、構成要素、装置、ノード、又はメディアプログラムを示す。
【００６４】
マルチメディアデータ．
　マルチメディアデータは、オーディオデータ、ビデオデータ、あるいは、オーディオデ
ータとビデオデータとの両方の組み合わせを含むが、それに限定されるものではない。ビ
デオデータは、静的なビデオデータとストリーム伝送をするビデオデータとを含むが、そ
れに限定されるものではない。
【００６５】
ネットワークのバックボーン．
　ネットワークのバックボーンとは、広義では、さまざまなノードあるいは終端装置を接
続する伝送媒体である。例えば、光ファイバケーブルと光信号を使用してデータを伝送す
る光ネットワークが、ネットワークのバックボーンである。
【００６６】
ネットワーク層のアドレス．
　ネットワーク層のアドレスとは、その通常の意味で与えられる。すなわち、ネットワー
ク層のアドレスは、ＯＳＩモデルにおけるネットワーク層のいくつか又はすべての機能を
実行するために使用されるアドレスである。ネットワークアドレスは、典型的には、イン
ターネットワークにおける任意の場所にパケットを送信ために使用される。各種の参考文
献は、ネットワーク層のアドレスを「論理アドレス」とも「プロトコルアドレス」とも呼
んでいる。ネットワークは、ＯＳＩモデルにおけるネットワーク層のいくつか又はすべて
の機能を実装するために、完全なＯＳＩモデルの実装を必要とするわけではないというこ
とを注意する。例えば、ＴＣＰ／ＩＰが完全なＯＳＩモデルを実装してなくても、ＴＣＰ
／ＩＰネットワークにおけるＩＰアドレスは、ネットワーク層のアドレスである。
【００６７】
ノード（リソース）．
　ノードとは、ネットワークに接続された、アドレス指定可能な装置である。
【００６８】
非ピア・ツー・ピア．
　非ピア・ツー・ピアとは、階層型ネットワーク内の同じレベルにおける２つのノードが
、互いに直接的にパケットを送信できないことを意味する。実際、パケットは、その２つ
のノードの（複数の）親ノードを通過する必要がある。例えば、同じＨＧＷに接続された
２つのＵＴは、パケットを互いに直接に送信するのではなく、そのＨＧＷを介してパケッ
トを互いに送信する必要がある。同様に、同じＳＧＷに接続された２つのＭＸは、パケッ
トを互いに直接に送信するのではなく、そのＳＧＷを介してパケットを互いに送信する必
要がある。異なるＳＧＷに接続された２つのＭＸは、パケットを互いに直接に送信するの
ではなく、それらの親ＳＧＷを介してパケットを互いに送信する必要がある。
【００６９】
パケット．
　パケット交換ネットワークにおける伝送のために使用される、データの小さなブロック
である。パケットは、ヘッダとペイロードを含む。ここに開示されかつ請求の範囲に記載
された技術の場合、パケット、フレーム及びデータグラムという用語は、相互に入れ替え
て使用可能である。一方、従来技術では、フレームとは、データリンク層におけるデータ
ユニットを示し、パケット／データグラムとは、ネットワーク層におけるデータユニット
を示す。
【００７０】
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パケット交換ネットワーク．
　パケット交換ネットワークは、仮想的な回線に基づくルーティングか、又はデータグラ
ムのアドレスに基づくルーティングかのいずれかを用いて、複数のホストの間でデータパ
ケットを送信する。パケット交換ネットワークは、複数のホストの間で通信するために、
専用のエンド・ツー・エンドの回線を使用しない。
【００７１】
物理リンク．
　２つのノード間の実際の接続である。
【００７２】
リソース．
　ノードを参照。
【００７３】
ルーティング．
　転送を参照。
【００７４】
それ自体による方向付け（ self-direct）．
　もし、あるパケットが、一連の論理リンクを介して転送されるように当該パケットを方
向付ける情報を含むならば、そのパケットはその一連の論理リンクを介してそれ自体で方
向付ける。ここに開示した技術のうちのいくつかでは、部分的なアドレスサブフィールド
における情報が、パケットを、一連のトップダウンの論理リンクを介して転送されるよう
に方向付ける。それに対して、通常のルーティングでは、パケットのアドレスが使用され
て、ルーティングテーブルにおいて次のホップのエントリが検索される。クロスカントリ
ー的な道をたどる旅行との類推によれば、前者の場合は、フリーウェイの最後の出口から
あなたの最終的な行先への方向付け（道）の組を有することと同様であるのに対して、後
者の場合は、交差点毎に停止して道を尋ねなければならないということと同様である。ま
た、ここに開示した技術のうちのいくつかでは、パケットがそれ自体で方向付けられる際
に通過する一連のトップダウンの論理リンクは、すべてのトップダウンの論理リンクを含
まない場合があるということ、例えば、パケットは、ＭＰのＬＡＮにおいて、ローカルな
ブロードキャストを介して宛先ノードに到着してもよいということを注意する。それにも
かかわらず、パケットはなお、一連のトップダウンの論理リンクを介してそれ自体で方向
付けられ、ルーティングテーブルはなお、トップダウンの論理リンクを介することを要求
されない。
【００７５】
サーバ群．
　複数のサーバシステムにてなる集合物。
【００７６】
サーバシステム．
　ネットワークにおいて、当該ネットワークに接続された他のシステムに対して１つ又は
複数のサービスを提供するシステムである。
【００７７】
スイッチング．
　転送を参照。
【００７８】
同期．
　同期とは、ノードが、設定された時間スロットの間に他のノードにデータを送信する／
伝送するように制限されていることである。同期は非同期の対義語である。（これらの２
つの用語が使用されてる同期の２番目のコンテキストを参照せよ。）
【００７９】
テレピュータ（ teleputer）．
　テレピュータは、一般に、ＭＰパケットと非ＭＰパケット（例えば、ＩＰパケット）の
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両方を処理できる単一の装置を示す。
【００８０】
トップダウンの論理リンク．
　トップダウンの論理リンクは、宛先のホストと、当該宛先のホストを管理するサーバ群
に関連付けられたスイッチとの間においてデータパケットが通過する論理リンクである。
スイッチとサーバ群は、典型的には、宛先のホストに論理的に最も近接したサービスゲー
トウェイの一部である。
【００８１】
伝送経路．
　伝送経路は、発信元ノードと宛先ノードの間でパケットが伝搬する論理リンクのセット
である。
【００８２】
不変パケット．
　パケットが第１の論理リンク及び第２の論理リンクに沿って転送される際に、もし、こ
のパケットが、第１の論理リンクにおいて有していたものと同じビットを第２の論理リン
クにおいて有しているならば、このパケットは不変のままである。パケットが、第１及び
第２の論理リンクの間のスイッチ／ルータを介して伝搬する際に変更されて次いで復元さ
れた場合に、このパケットはなお、これらの論理リンクに沿って不変であったとされるこ
とを注意する。例えば、パケットは、当該パケットがスイッチ／ルータに入るときに当該
パケットに付加されかつ当該パケットがスイッチ／ルータから離れるときに除去される内
部タグを有することが可能であり、それによって、当該パケットが第１の論理リンクにお
いて有していたものと同じビットを、第２の論理リンクにおいて当該パケットに残すこと
が可能である。また、物理層ヘッダ及び／又はトレーラはパケットの一部ではないので、
もし第１及び第２の論理リンクにおいて任意の物理層ヘッダ及び／又はトレーラ（例えば
、ストリームの開始部とストリームの終了部のデリミッタ）が異なるなら、パケットはな
お不変であるとされる。
【００８３】
ユニキャスト．
　ユニキャストは、単一の発信元と単一の指定された宛先との間のマルチメディアデータ
の伝送を示す。
【００８４】
ユーザ端末装置（「ＵＴ」）．
　ＵＴは、パーソナルコンピュータ（「ＰＣ」）、電話機、インテリジェント家庭用機器
（「ＩＨＡ」）、インタラクティブなゲームボックス（「ＩＧＢ」）、セットトップボッ
クス（「ＳＴＢ」）、テレピュータ、家庭用サーバシステム、メディア記憶装置、あるい
は、ネットワークを介してマルチメディアデータを送受信するためにエンドユーザによっ
て使用される他の任意の装置を含むが、これらに限定されるものではない。
【００８５】
仮想的な回線に基づくルーティング．
　仮想的な回線に基づくルーティングでは、ネットワークは、データパケットに関連付け
られた仮想的な回線番号を用いて、当該ネットワークを介してそのデータパケットを転送
する。この仮想的な回線番号は、典型的にはデータパケットのヘッダに含まれ、典型的に
は送信者と（複数の）受信者との間の各中間ノードにおいて変更される。仮想的な回線に
基づくルーティングを用いたパケット交換ネットワークの例は、ＳＮＡ、Ｘ．２５、フレ
ームリレーと、ＡＴＭネットワークを含む。われわれは、このカテゴリーの中に、データ
パケットを転送するために当該データパケットに仮想的な回線に類似した番号（ラベル）
を付加した、ＭＰＬＳを用いたネットワークも含む。
【００８６】
ワイヤスピード．
　スイッチは、パケットがこのスイッチに到着する速度と同じ速度でパケットを転送する
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ことができるならば、ワイヤスピード（有線回線での速度）で動作している。
【００８７】
２．　概論．
　ＭＰネットワークは、データパケットがＭＰネットワークを介して伝搬する際に当該デ
ータパケットに対して実行される必要のある処理量を減少させるシステム、方法及びデー
タ構造を用いることによって、シリコンのボトルネックの問題に取り組んでいる。例えば
、図１（ｃ）に概略的に示したように、１つのＭＰのＬＡＮ［例えば、ＭＰの家庭用ゲー
トウェイ（ＨＧＷ）と、それに関連付けられた複数のユーザスイッチ（ＵＸ）及び複数の
ユーザ端末装置（ＵＴ）］から第２のＭＰのＬＡＮに伝搬する、ＭＰデータパケット１０
について考察する。
【００８８】
　マルチメディアデータのＭＰパケットをその発信元からその宛先に送信するために、Ｍ
Ｐネットワークは、データリンク層のアドレス及びネットワーク層のアドレスの両方とし
て動作する単一のデータグラムアドレスを用いる。ＭＰデータグラムのアドレスは、ＭＰ
のグローバルネットワーク、ＭＰの全国的ネットワークあるいはＭＰの都市圏ネットワー
クにおける任意の場所にＭＰパケットを送信するために使用可能である。ＭＰデータグラ
ムのアドレスは、あるノードに対する物理ネットワークのインターフェースを識別するこ
とにも使用される。この例では、関心の持たれたＭＰデータグラムのアドレスは、宛先ホ
スト８０［例えば、図１（ｃ）におけるＬＡＮ２上のＵＴ２］のＭＰアドレスである。
【００８９】
　ＭＰデータグラムのアドレスは、ＭＰネットワークにおいて、ＭＰに準拠した構成要素
のネットワークに接続するポイント（ポート）を一意的に識別する。従って、もし、ある
ポートにバインドされたＭＰに準拠した構成要素が、ＭＰネットワークの異なるポートに
対して物理的に移動されるならば、ＭＰアドレスはポートにとどまるのであって、構成要
素にとどまるのではない。（しかしながら、ＭＰに準拠した構成要素は、グローバルに一
意的なハードウェア識別子をオプションで含んでいてもよい。このハードウェア識別子は
、構成要素に対して永久にバインドされ、ネットワーク管理の目的、アカウント処理、及
び／又は無線におけるアドレス指定のアプリケーションに使用可能である。）
【００９０】
　ＭＰアドレスフィールドは、ＭＰネットワークによってサービスの提供を受ける領域の
階層を表す、部分的なアドレスサブフィールドを含む。以下に説明されるように、部分的
なアドレスサブフィールドのうちのあるものは、ネットワークの接続ポイントに至るトッ
プダウンの経路に対応するので、この階層的なアドレス指定の構造は、一連のトップダウ
ンの論理リンクを介して（複数の）宛先ホストに向かってＭＰデータパケットをそれ自体
で方向付けるために使用される。
【００９１】
　ＭＰアドレスフィールドは、オプションとして、１つあるいは複数のカラーサブフィー
ルドを含む。カラーサブフィールドは、例えば、ＭＰパケットが提供しているサービスの
タイプ、及び／又はパケットが送信されている発信元又は宛先のノードのタイプについて
の情報を提供することによって、ＭＰパケットの転送を促進する。
【００９２】
　データを発信元ホスト２０（例えば、ＭＰのＬＡＮ１上のＵＴ１）から（複数の）宛先
ホスト８０に転送するために、当該データは多数のＭＰデータパケットに分割される。各
ＭＰデータパケットは、宛先ホスト（例えば、ＭＰのＬＡＮ２上のＵＴ２）のＭＰアドレ
スを含んだヘッダを含む。このＭＰアドレスは、データパケット１０が複数の論理リンク
を介して宛先ホスト８０までに転送される際に、通常は不変のままである。それに加えて
、以下に説明されるように、「背景技術」のセクション［図１（ｂ）］において考察した
従来技術のデータパケットとは著しく対象的なこととして、ＭＰデータパケット１０の全
体は、発信元ホスト２０と宛先ホスト８０の間の複数の論理リンクのうちの、複数のリン
クに沿って転送されるとき、不変のままである。
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【００９３】
　図１（ｃ）に示されたように、ＭＰデータパケット１０は、最初に、サービスゲートウ
ェイ１　４０におけるスイッチに向かう。簡単さと、図１（ｂ）との比較を容易化するこ
ととのために、図１（ｃ）は、ＭＰパケット１０が通過する複数のボトムアップの論理リ
ンク３０（すなわち、ＵＴ１と、家庭用ゲートウェイと、複数の中間スイッチにてなるア
クセス制御ネットワークと、サービスゲートウェイ１におけるスイッチとの間の複数の論
理リンク）を、発信元ホスト２０とサービスゲートウェイ１　４０との間の単一の矢印と
して表す。ユーザ端末装置、家庭用ゲートウェイ、及びアクセス制御ネットワークの非ピ
ア・ツー・ピアの性質のため、この一連のスイッチを介したボトムアップのパケット伝送
は、いかなる転送／スイッチング／ルーティングテーブルも使わずに実行可能である。言
い換えれば、ＭＰネットワークのトポロジーのために、あるＵＴによって生成されるＭＰ
パケットは、当該ＵＴを管理するサービスゲートウェイにおけるスイッチに対してルーテ
ィングされるように自動的に転送される（パケットが、同じ家庭用ゲートウェイにおける
他のＵＴを宛先として指定されている場合を除く）。
【００９４】
　サービスゲートウェイ１　４０が、発信元ホスト２０からＭＰデータパケットを受信し
た後で、サービスゲートウェイ１　４０は、ＭＰパケットがたどる経路における次のホッ
プを決定する。この決定を行うために、サービスゲートウェイ１　４０は、ＭＰアドレス
から、部分的なアドレスサブフィールドのうちのあるものを抽出し、これらのサブフィー
ルドを用いて、転送テーブルにおいて次のホップのスイッチ（例えば、サービスゲートウ
ェイ２におけるスイッチ）を検索する。ＭＰネットワークにあるトラフィックフローは予
測可能であるので、この転送テーブルはオフラインで計算可能である。トラフィックフロ
ーが予測可能であるのは、部分的には、大量のトラフィックを典型的に構成するビデオス
トリームが予測可能なフローを有するからであり、部分的には、ＭＰネットワークが、（
例えば、パケットを追加することによってか、又はパケットを遅延させることによって）
パケットのフローを平滑化する要素（パケット等化器）を含む場合があるからである。
【００９５】
　次のホップを識別した後、サービスゲートウェイ１　４０は、サービスゲートウェイ２
　５０に向かう、一般には不変の、ＭＰパケットを送信する。ＭＰデータグラムのアドレ
スは、ネットワーク層のアドレス及びデータリンク層のアドレスの両方として動作するの
で、典型的にはパケットを変更する必要はない。（次に述べるように、ユニキャストサー
ビスにおいてはパケットを変更する必要はないが、多地点通信サービスの場合、ＭＰパケ
ットにおけるセッション番号がサービスゲートウェイ内のスイッチにおいて変更される可
能性のあるいくつかの例が存在する。しかしながら、これらの例においてさえも、ＭＰパ
ケットはなお、変更されることなく複数の論理リンクを通過する。）さらに、ＭＰパケッ
トは、「存続時間」フィールドを含む必要がないので、各ホップにおいてこのフィールド
をデクリメントする必要がない。それに加えて、パケットが不変であるならば、ＭＰパケ
ットのチェックサムを再計算する必要がない。
【００９６】
　ＭＰパケット１０が、宛先ホスト８０を制御する図１（ｃ）におけるサービスゲートウ
ェイＮ　６０のようなサービスゲートウェイに到着するまで、サービスゲートウェイ１　
４０において生じるものと同様のタイプの処理が、サービスゲートウェイ２　５０中と各
中間のサービスゲートウェイとにおいて反復される。簡単さと、図１（ｂ）との比較を容
易化することとのために、図１（ｃ）は、ＭＰパケット１０が通過する複数のトップダウ
ンの論理リンク７０（すなわち、サービスゲートウェイＮにおけるスイッチと、複数の中
間スイッチにてなるアクセス制御ネットワークと、家庭用ゲートウェイと、ＵＴ２との間
の複数の論理リンク）を、サービスゲートウェイＮ　６０と宛先ホスト８０との間の単一
の矢印として表す。ＭＰデータグラムのアドレスの部分的なアドレスサブフィールドのう
ちのあるものにおけるアドレス情報はそれ自体で、ルーティングテーブルを使うことなく
、これらのトップダウンの論理リンク７０を介するようにＭＰパケット１０を伝送する。
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従って、ＭＰパケット１０は、ルーティングテーブルを用いたりあるいは計算したりする
ことなく、発信元と宛先との間に論理リンクの大部分に沿って転送されることが可能であ
る。それに加えて、この転送は、オプションとしてワイヤスピードで実行可能である。
【００９７】
　この例が示すように、ＭＰネットワークでは、従来技術に係る大量の処理ステップは簡
単化されあるいは除去され、それによって、シリコンのボトルネックの問題に取り組んで
いる。
【００９８】
　本発明において用いられる方法、システム及びデータ構造に係るこれらの実施形態及び
他の実施形態は、以下でより詳細に説明される。
【００９９】
３．　ネットワークのアーキテクチャ．
３．１　メディアネットワークプロトコルの都市圏ネットワーク．
　図１ｄは、例示的なメディアネットワークプロトコル（「ＭＰ」）の都市圏ネットワー
ク、又はＭＰの都市圏ネットワーク１０００のブロック図である。ＭＰの都市圏ネットワ
ークは、一般に、ネットワークのバックボーンと、ＭＰに準拠した多数のサービスゲート
ウェイ（「ＳＧＷ」）と、ＭＰに準拠した多数のアクセスネットワーク（「ＡＣＮ」）と
、ＭＰに準拠した多数の家庭用ゲートウェイ（「ＨＧＷ」）と、メディア記憶装置及びユ
ーザ端末装置（「ＵＴ」）のようなＭＰに準拠した多数の終端装置とを含む。議論の目的
のために、図１ｄにおいて、上述されたネットワークのバックボーン、ＳＧＷ、ＡＣＮ、
ＨＧＷ、及びＭＰに準拠した終端装置の間に図示された、１２９０，１４６０，１４４０
，１１５０，１０１０，１０３０，１１１０，１０５０，１０７０，１０９０及び１３１
０のような接続は、論理リンクとする。以下の議論では、各論理リンクが単一の物理リン
クを用いると仮定しているが、それらの論理リンクは複数の物理リンクを用いることもで
きる。例えば、一実施形態に係る論理リンク１０３０は、ＳＧＷ１０２０と都市圏ネット
ワークのバックボーン１０４０との間の複数の物理的な接続を用いる。
【０１００】
　それに加えて、ＭＰに準拠した構成要素は、これらの論理リンクに接続する１つ又はそ
れよりも多くのネットワーク接続ポイント（又はポート）を有する。例えば、図１ｄに示
されたように、ＵＴ１３２０は、ポート１４７０を介してＨＧＷ１１００に接続する。同
様に、ＨＧＷ１２００は、ポート１１７０を介してＭＸ１１８０に接続する。
【０１０１】
　「ＭＰに準拠した」とは、ＭＰのプロトコル要件を厳守する構成要素、装置、ノード、
又はメディアプログラムを示す。ＡＣＮは、一般に、１つ又はそれよりも多くの中間スイ
ッチ（「ＭＸ」）を示し、これは、共同して、上述したＳＧＷと、ネットワークのバック
ボーンと、上記ＳＧＷに接続された他のネットワークとに対するアクセスを、複数のＨＧ
Ｗに提供する。後のメディアネットワークプロトコルのセクションと動作例のセクション
とは、ＭＰについてのより詳細な議論を提供する。
【０１０２】
　ＭＰの都市圏ネットワーク１０００において、ＳＧＷ１０６０、ＳＧＷ１１２０及びＳ
ＧＷ１１６０は、都市圏ネットワークのバックボーン１０４０に接続されたいくつかの例
示的なノードである。これらのＳＧＷは、都市圏ネットワークのバックボーン１０４０の
エッジ部においてインテリジェント装置を所有することで、ＭＰの都市圏ネットワーク１
０００内においてＭＰに従ってデータ及びサービスを配信し、及び／又は、非ＭＰネット
ワーク１３００のような他の非ＭＰネットワークに対してＭＰに従ってデータ及びサービ
スを配信する。非ＭＰネットワーク１３００のいくつかの例は、任意のＩＰに基づくネッ
トワークか、ＰＳＴＮか、あるいは、移動体通信（「ＧＳＭ」）、汎用パケット無線サー
ビス（ General Packet Radio Service：「ＧＲＲＳ」）、符号分割多重アクセス（「ＣＤ
ＭＡ」）又はローカル多地点配信サービス（ Local Multipoint Distribution Services：
「ＬＭＤＳ」）に基づくネットワークのような、任意の無線技術に基づくネットワークか
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を含むが、これらに限定されるものではない。それに加えて、ＳＧＷ１０２０は、ＭＰの
都市圏ネットワーク１０００と、図２に示されたＭＰの都市圏ネットワーク２０３０のよ
うなＭＰの他の都市圏ネットワークとの間の通信を促進する。図１ｄ及び図２は、議論の
目的のために、ＳＧＷ１０２０が、ＭＰの都市圏ネットワーク１０００内のＳＧＷではな
くＭＰの全国的ネットワーク２０００内のＳＧＷであるものとして図示しているが、当該
技術分野において通常の技能を有する者には、本発明の範囲を超えることなくＳＧＷ１０
２０を他の方法で記述すること（例えば、ＳＧＷ１０２０はＭＰの都市圏ネットワーク１
０００の一部である。）は明らかであろう。
【０１０３】
　一実施形態に係るＭＰの都市圏ネットワーク１０００は、さらに、「エッジ部における
インテリジェント装置」を２つのタイプのＳＧＷに分配する。特に、ＳＧＷのうちの１つ
は、「都市圏のマスターのネットワークマネージャ装置」になるのに対して、都市圏ネッ
トワークのバックボーン１０４０上に存在する他の複数のＳＧＷは、都市圏のマスターの
ネットワークマネージャ装置に対する「スレーブ」になる。従って、ＳＧＷ１１６０が都
市圏のマスターのネットワークマネージャ装置としてサービスを提供する場合、ＳＧＷ１
０６０及び１１２０は、ＳＧＷ１１６０に対する「都市圏のスレーブのネットワークマネ
ージャ装置」になる。スレーブＳＧＷが、それに従属するＡＣＮ、ＨＧＷ及びＵＴの制御
を担当し続けかつそれらへの応答を担当し続けるのに対して、マスターＳＧＷ１１６０は
、スレーブＳＧＷには利用可能でない機能を実行することができる。これら機能のいくつ
かの例は、スレーブＳＧＷの構成と、ＭＰの都市圏ネットワーク１０００の帯域幅及び処
理リソースを検査、保持及び管理とを含むが、これらに限定されるものではない。
【０１０４】
　ネットワークのバックボーン（例えば、１０４０、２０１０及び３０２０）と非ＭＰネ
ットワーク（例えば、１３００）への接続に加えて、ＳＧＷは、さまざまなタイプのＭＰ
に準拠した構成要素及びアクセスネットワークへの接続もサポートする。例えば、図１ｄ
に示されたように、ＳＧＷ１０６０は、論理リンク１０７０を介して、ＡＣＮ１０８５に
おけるＭＸ１０８０と接続する。同様に、ＳＧＷ１１６０は、論理リンク１４４０と１４
６０をそれぞれ介して、ＡＣＮ１１９０におけるＭＸ１１８０とＭＸ１２４０と接続する
。後のサービスゲートウェイのセクションは、ＳＧＷについてのより詳細な議論を提供す
る。
【０１０５】
　ＭＰの都市圏ネットワーク１０００における例示的なＡＣＮ１０８５及びＡＣＮ１１９
０の中のＭＸの動作は、検査と、スイッチングと、適切な宛先に向かってパケットを伝送
することとを含むが、これらに限定されるものではない。ＳＧＷに接続することに加えて
、ＡＣＮにおけるＭＸは、１つあるいはそれよりも多くのＨＧＷに接続することもできる
。図１ｄに示されたように、ＡＣＮ１０８５中のＭＸ１０８０は、論理リンク１０９０を
介してＨＧＷ１１００に接続する。ＡＣＮ１１９０において、ＭＸ１１８０はＨＧＷ１２
００及びＨＧＷ１２２０と接続するが、ＭＸ１２４０はＨＧＷ１２６０及びＨＧＷ１２８
０と接続する。後のアクセスネットワークのセクションは、ＡＣＮ及びＭＸについてのよ
り詳細な議論を提供する。
【０１０６】
　例示的なＨＧＷ１１００、ＨＧＷ１２００、ＨＧＷ１２２０、ＨＧＷ１２６０及びＨＧ
Ｗ１２８０は、ＵＴが接続することと、接続されたＵＴが互いに通信するかあるいは他の
終端のシステムと通信することのための共通のプラットホームを広く提供する。例えば、
ＵＴ１３２０はＨＧＷ１１００に接続され、従って、ＵＴ１３４０、ＵＴ１３６０、ＵＴ
１３８０、ＵＴ１４００、ＵＴ１４２０、及び（図３に示されたような）ＭＰのグローバ
ルネットワーク３０００に存在するＵＴのうちの任意のものと通信できる。それに加えて
、ＵＴ１３２０は、メディア記憶装置１１４０及び１１４５に対するアクセスを有する。
ＵＴは、一般に、ユーザと対話し、ユーザの要求に応答し、ＨＧＷからのパケットを処理
し、エンドユーザに、ユーザが要求したデータ及び／又はサービスを配信しかつ提供する
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。後の家庭用ゲートウェイとユーザ端末装置のセクションは、ＨＧＷとＵＴとについてそ
れぞれより詳細な議論を提供する。
【０１０７】
　例示的なメディア記憶装置１１４０と１１４５は、マルチメディアコンテンツを記憶す
る、コストについて効率的な記憶装置技術を広く示す。このコンテンツは、映画、テレビ
ジョン番組、ゲーム、及びオーディオ番組を含むが、これらに限定されるものではない。
後のメディア記憶装置のセクションは、メディア記憶装置についてより詳細な議論を提供
する。
【０１０８】
　図１ｄにあるＭＰの都市圏ネットワーク１０００は、１つの例示的な構成において、特
定の個数のＭＰに準拠した構成要素を含んでいるが、当該技術分野において通常の技能を
有する者には、本発明の範囲を越えることなく、異なる個数及び／又は異なる構成のＭＰ
に準拠した構成要素を用いてＭＰの都市圏ネットワーク１０００を設計できかつ実装でき
るということは明らかであろう。
【０１０９】
３．２　メディアネットワークプロトコルの全国的ネットワーク．
　図２は、例示的なＭＰの全国的ネットワーク２０００のブロック図である。ＭＰの都市
圏ネットワーク１０００上のマスター及びスレーブのＳＧＷと同様に、ＭＰの全国的ネッ
トワーク２０００も、ＳＧＷ１０２０を「全国的なマスターのネットワークマネージャ装
置」として指定するによって、全国的ネットワークのバックボーン２０１０上におけるそ
の複数のＳＧＷのインテリジェント装置を分割する。ＳＧＷ１０２０の動作は、全国的ネ
ットワークのバックボーン２０１０上の他の複数のＳＧＷを構成することと、全国的ネッ
トワーク２０００の帯域幅及び処理リソースを検査し、保持し、管理することとを含むが
、これらに限定されるものではない。
【０１１０】
３．３　メディアネットワークプロトコルのグローバルネットワーク．
　図３は、例示的なＭＰのグローバルネットワーク３０００のブロック図である。ＭＰの
グローバルネットワーク３０００は、ＳＧＷ２０２０を「グローバルなマスターのネット
ワークマネージャ装置」と指定する。ＳＧＷ２０２０の動作は、グローバルネットワーク
のバックボーン２０１０上の他の複数のＳＧＷを構成することと、ＭＰのグローバルネッ
トワーク３０００の帯域幅及び処理リソースを検査し、保持し、管理することとを含むが
、これらに限定されるものではない。
【０１１１】
　議論されたＭＰネットワーク（すなわち、ＭＰの都市圏ネットワーク１０００、ＭＰの
全国的ネットワーク２０００、ＭＰのグローバルネットワーク３０００）のそれぞれは、
１つの指定されたマスターのネットワークマネージャ装置を有するが、当該技術分野にお
ける通常の技能を有する者には、本発明の範囲を超えることなく、ネットワークのバック
ボーンのエッジ部におけるインテリジェント装置を１つより多くのマスターＳＧＷにさら
に分配するということが明らかであろう。それに加えて、マスターＳＧＷに動作不良が発
生した場合、バックアップ用のＳＧＷが、故障したマスターＳＧＷに取って代わることが
できる。
【０１１２】
４．　メディアネットワークプロトコル（「ＭＰ」）．
　図４はＭＰの例示的なネットワークアーキテクチャを示す。特に、ＭＰは、３つの独立
した層、すなわち、物理層、論理層及びアプリケーション層を有する。ホストＡ４０６０
上の物理層４０７０のような物理層が、ノードＢ４０００上の物理層４０１０のようなも
う１つの物理層と通信することを可能にするルール及び協定が、集合的に、物理層のプロ
トコル４０５０として知られている。同様に、論理層のプロトコル４０４０及びアプリケ
ーション層のプロトコル４１４０が、論理層４０９０及び４０３０の間の通信と、アプリ
ケーション層４１３０及び４１１０の間の通信とをそれぞれ促進する。
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【０１１３】
　それに加えて、物理層４０７０と論理層４０９０や、あるいは論理層４０９０とアプリ
ケーション層４１３０のような、各一対の隣接した層の間には、それぞれ、論理－物理イ
ンターフェース４０８０や、アプリケーション－論理インターフェース４１２０のような
インターフェースが存在する。これらのインターフェースは、下位層から上位層に提供す
る基本的動作（ primitive operations）とサービスを定義する。
【０１１４】
４．１　物理層．
　物理層４０１０のようなＭＰの物理層は、論理層４０３０のようなＭＰの論理層に対し
て所定のサービスを提供し、物理層４０１０実装上の詳細事項から論理層４０３０を遮蔽
する。それに加えて、物理層４０１０及び４０７０は、物理層－伝送媒体インターフェー
ス４１５０及び４１２０のような、伝送媒体４１００に対するインターフェースを提供す
ることと、伝送媒体４１００を介して構造化されていないビットを伝送することとにも責
務を有する。伝送媒体４１００のいくつかの例は、より対線、同軸ケーブル、光ファイバ
ケーブル、及び搬送波を含むが、これらに限定されるものではない。
【０１１５】
　ＭＰの都市圏ネットワーク１０００（図１ｄ）のような一実施形態に係るＭＰネットワ
ークにおいて、論理リンク１０１０，１０３０，１０４０，１０５０，１０７０，１０９
０，１３１０，１１１０，１４４０，１４６０，１１５０，１５２０，１５３０，及び１
２９０によって使用される物理リンクは、異なる伝送媒体を有してもよい。例えば、論理
リンク１３１０をサポートする伝送媒体は同軸ケーブルであることが可能であり、論理リ
ンク１０５０のための伝送媒体は、光ファイバケーブルであることが可能である。当該技
術分野において通常の技能を有する者には、議論はされていないが本発明の範囲内になお
含まれる他の伝送媒体の組み合わせを用いてＭＰの都市圏ネットワーク１０００を実装す
ることは明らかであろう。
【０１１６】
　ＭＰの都市圏ネットワーク１０００が、異なる伝送媒体を使用する場合、ネットワーク
のＭＰに準拠した構成要素は、これらの媒体とインターフェースをとる複数の物理層にて
なる別個のセットを有する。例えば、論理リンク１３１０をサポートする伝送媒体が同軸
ケーブルであり、論理リンク１０７０のための伝送媒体が光ファイバケーブルである場合
、ＨＧＷ１１００及びＵＴ１３２０は、ＳＧＷ１０６０及びＭＸ１０８０が共用するセッ
トとは異なる物理層の１セットを共用する。同軸ケーブルとインターフェースをとる物理
層は、光ファイバケーブルとインターフェースをとる物理層とは異なるように、ケーブル
に対するインターフェースの物理的特性と、ビットの表現と、ビット伝送手順とを指定す
る場合があるが、これらの物理層はなお、構造化されていないビットの伝送を促進する。
言い換えると、あるＭＰネットワーク中のさまざまなタイプの伝送媒体（例えば、同軸ケ
ーブルと光ファイバケーブル）はすべて、構造化されていないビットを伝送する。
【０１１７】
４．２　論理層．
　ＭＰの論理層４０３０及び４０９０（図４）は、ＯＳＩモデルのデータリンク層、ネッ
トワーク層、トランスポート層、セッション層及びプレゼンテーション層によって典型的
に実行される機能を含む。これらの機能は、ビットをパケットに組織化することと、パケ
ットをルーティングすることと、システム間の接続を確立し、保持し、終了することとを
含むが、これらに限定されるものではない。
【０１１８】
　ＭＰの論理層の機能のうちの１つは、ＭＰの物理層からの構造化されていないビットを
パケットに組織化することである。図５は、ＭＰパケット５０００の例示的なフォーマッ
トを示す。ＭＰパケット５０００は、プリアンブル５０６０、パケット開始部のデリミッ
タ５０７０、及びパケットチェックシーケンス（ＰＣＳ）５０８０を含む。プリアンブル
５０６０は、ホストＢ４０００のクロックがホストＡ４０６０のクロックと同期化する（
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回復する）ことを可能にする特定のビットパターンを含む。パケット開始部のデリミッタ
５０７０は、パケット自体の開始部を示すもう１つのビットパターンを含む。ＰＣＳフィ
ールド５０５０は、受信されたＭＰパケットにおけるエラーを検出するための巡回冗長チ
ェック値を含む。
【０１１９】
　ＭＰパケット５０００は、可変長パケットであることが可能であり、宛先アドレス（「
ＤＡ」）フィールド５０１０、発信元アドレス（「ＳＡ」）フィールド５０２０、長さ（
「ＬＥＮ」）フィールド５０３０、予約済みフィールド５０４０、及びペイロードフィー
ルド５０５０を有する。
【０１２０】
　ＤＡフィールド５０１０は、ＭＰパケット５０００の宛先情報を含み、ＳＡフィールド
５０２０は、ＭＰパケット５０００の発信元情報を含む。ＬＥＮフィールド５０３０は、
ＭＰパケット５０００の長さの情報を含む。ペイロードフィールド５０５０は、マルチメ
ディアデータかあるいは制御情報かのいずれかを含む。当該技術分野の通常の技能を有す
る者には、議論されたＭＰパケット５０００のフォーマットとは異なるパケットフォーマ
ットを有するがなおＭＰの範囲内に含まれるＭＰを実装すること（例えば、フィールドの
シーケンスを再配置するか、あるいは新たなフィールドを付加すること）は明らかであろ
う。
【０１２１】
　例示的な実施形態に係るＭＰの論理層は、２つのタイプのＭＰパケット、すなわち、
ＭＰ制御パケットとＭＰデータパケットを定義した。ＭＰ制御パケットは、ペイロードフ
ィールド５０５０（図５）において制御情報を伝送するのに対し、ＭＰデータパケットは
、ペイロードフィールド５０５０において、マルチメディアデータや又はカプセル化され
たパケットのようなデータ伝送する。しかしながら、いくつかのＭＰデータパケットは、
ペイロードフィールド５０５０においてデータとともに制御情報も含んでいてもよい。従
って、帯域外信号方式の制御を容易化するＭＰ制御パケットに対して、このようなＭＰデ
ータパケットは、帯域内信号方式の制御を容易化する。以下のＭＰパケットの表において
、いくつかの例示的なＭＰパケットを示す。
【０１２２】
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【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１２３】
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【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１２４】
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【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１２５】
　次のセクションは、これらのＭＰパケットのうちのいくつかについてさらに説明する。
しかしながら、当該技術分野の通常の技能を有する者には、上記の表は、ＭＰパケットの
タイプについての、網羅的ではなく例示的なリストを含むということは明らかであろう。
【０１２６】
　非ＭＰネットワークと相互に操作するため、一実施形態に係るＭＰの論理層は、非ＭＰ
データ、あるいは非ＭＰネットワーク（例えば、ＩＰ、ＰＳＴＮ、ＧＳＭ、ＧＰＲＳ、Ｃ
ＤＭＡ及びＬＭＤＳ）がサポートするデータをカプセル化して、ＭＰでカプセル化された
パケットにする。ＭＰでカプセル化されたパケットはなお、ＭＰパケット５０００と同じ
フォーマットに従うが、そのペイロードフィールド５０５０は非ＭＰデータを含む。パケ
ット交換される非ＭＰネットワークの場合、ペイロードフィールド５０５０は、全体的に
か又は部分的にかのいずれかで非ＭＰパケットを含む。
【０１２７】
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　ＭＰ論理層のもう１つの機能は、１）ＭＰネットワーク内で、２）ＭＰネットワーク間
で、及び３）ＭＰネットワークと非ＭＰネットワークの間で、パケットの配信を可能にす
るアドレス指定の方式をサポートすることにある。サポートされたいくつかのアドレスの
タイプは、ユーザ名、ユーザアドレス及びネットワークアドレスを含むが、これらに限定
されるものではない。それに加えて、一実施形態に係るＭＰの論理層は、ハードウェアの
識別（ハードウェアＩＤ）もサポートする。ハードウェアＩＤはアドレス指定に使用可能
であるが（例えば、無線アプリケーション）、より典型的には、アカウント処理あるいは
ネットワーク管理の目的に使用される（下記を参照）。
【０１２８】
　ある例示的なＭＰネットワークにおいて、ＭＰに準拠した各構成要素は一意的なハード
ウェアＩＤを有し、このハードウェアＩＤは、典型的には、産業グループとＭＰに準拠し
た構成要素の製造業者とによって生成されて割り当てられる。１つの実施形態において、
このＭＰネットワークに係る上述の「マスターのネットワークマネージャ装置」と「スレ
ーブのネットワークマネージャ装置」との両方はこのハードウェアＩＤを用いて、ネット
ワーク上の構成要素が、１）権限を有しかつＭＰに準拠した製造業者によって製造される
こと、及び／又は、２）このネットワーク上に存在することが許可されていることを保証
する。
【０１２９】
　ハードウェアＩＤに加えて、例示的なＭＰの論理層は、ＭＰネットワーク上のユーザら
に対する複数のタイプの識別子をサポートする。特に、これらの識別子は、ユーザ名、ユ
ーザアドレス及びネットワークアドレスを含む。あるユーザ名は１つあるいはそれよりも
多くのユーザアドレスに対応し、１つのユーザアドレスは、１つのネットワークアドレス
にマッピングされる。例えば、ユーザ名「 WWW.MediaNet_Support.com」は、ある会社サポ
ート部門の従業員１のユーザアドレス「６５０－４７０－０００１」と、従業員２の「６
５０－４７０－０００２」と、従業員３の「６５０－４７０－０００３」に対応すること
が可能である。代わって、ユーザアドレス「６５０－４７０－０００１」は、従業員１が
使用するＵＴに対応するネットワーク接続ポイント（ポート）を識別する、１つのネット
ワークアドレスにマッピングされる。同様に、ユーザアドレス「６５０－４７０－０００
２」及び「６５０－４７０－０００３」は、従業員２及び従業員３がそれぞれ使用するＵ
Ｔに対応するポートを識別するネットワークアドレスにマッピングされる。
【０１３０】
　一実施形態に係るＭＰネットワークにおけるＭＰに準拠した構成要素のネットワークア
ドレスが、このＭＰに準拠した構成要素によって使用されるポートにバインドされる。こ
のネットワークアドレスは、ポートに直接的に接続するＭＰに準拠した構成要素を識別す
る。ＳＧＷ１１６０が、ＨＧＷ１２００のポート１２１０に対して、ネットワークアドレ
ス「０／１／１／１／２３／４５／７８／２（一般的なカラーのサブフィールド６０１０
／データタイプのサブフィールド６０７０／ＭＰサブフィールド６０８０／国サブフィー
ルド６０２０／都市サブフィールド６０３０／コミュニティサブフィールド６０４０／階
層化されたスイッチのサブフィールド６０５０／ユーザ端末装置のサブフィールド６０６
０）」を割り当てると仮定する。ＵＴ１４２０はポート１２１０を介して直接にＨＧＷ１
２００に接続されているので、「０／１／１／１／２３／４５／７８／２」がＵＴ１４２
０の割り当てられたネットワークアドレスになる。従って、上述の例における従業員１が
ＵＴ１４２０を使う場合、前述のユーザアドレス「６５０－４７０－０００１」が、ネッ
トワークアドレス「０／１／１／１／２３／４５／７８／２」にマッピングされる。［ネ
ットワークアドレスにおける部分的なアドレスのサブフィールドについて以下でより詳細
に説明するということを注記する。］
【０１３１】
　ユーザアドレスは、ＵＴ以外の他のネットワーク構成要素に割り当てられる。例えば、
前述の産業グループ及び製造業者は、ＡＣＮにおけるＭＸのような、ＭＰに準拠した他の
構成要素において、ユーザアドレスを生成し、割り当て、記憶してもよい。同様に、テレ
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ビジョン番組の作成者やメディア・オン・デマンドサービス（要求に応答してメディアコ
ンテンツを配信するサービス）のオペレータのような、メディアプログラムのオペレータ
は、メディアプログラムに対して、ユーザアドレスを生成して割り当ててもよい。
【０１３２】
　ユーザ名及びユーザアドレスは、典型的には、ネットワークのオペレータによってか、
あるいは当該ネットワークのオペレータが使用する独立した第三者の組織によって割り当
てられる。ネットワークアドレスは、ネットワーク構成の間にＳＧＷによって割り当てら
れる（以下のサービスゲートウェイのセクションにおいて説明する）。例として、図１ｄ
におけるＨＧＷ１２００に接続された複数のＵＴが、集合的に
として知られることを、ネットワークのオペレータが希望している場合を仮定する。これ
を行うために、ＳＧＷ１１６０を構成しているネットワークのオペレータは、ユーザ名「
WWW.MediaNet_Support.com」を生成し、このユーザ名を、ＨＧＷ１２００に接続された複
数のＵＴのユーザアドレスにマッピングすることができる。
【０１３３】
　ポートにバインドされたネットワークアドレスとは異なり、割り当てられたユーザ名及
びユーザアドレスは、基礎となるＭＰネットワークのトポロジーに対する変更（例えば、
ＭＰに準拠した１つ又はそれよりも多くの構成要素の付加、除去あるいは移転を含む、ネ
ットワークの再構成）が生じる場合であっても、不変のままであることが可能である。例
えば、従業員１によって使用されるＵＴがＵＴ１３２０であることと、ＭＰの都市圏ネッ
トワーク１０００を管理するネットワークオペレータが、ポート１４９０を介して、（Ｈ
ＧＷ１１００の代わりに）ＨＧＷ１２２０にＵＴ１３２０を接続するように決定すること
とを仮定する場合、ＵＴ１３２０を識別するネットワークアドレスは、（ポート１４７０
をバインドするネットワークアドレスの代わりに）ポート１４９０をバインドするネット
ワークアドレスに変化する。このネットワークアドレスの変化にも関わらず、従業員１の
ユーザ名及びーザアドレスは同じままでであることが可能である。
【０１３４】
　上で議論したように、ＭＰの論理層は、ユーザ名及びユーザアドレスのような識別子の
層をネットワークアドレスにマッピングする。あるＭＰネットワークアドレスはいくつか
の機能を提供する。それは、ＭＰネットワーク上のＭＰに準拠した構成要素のようなノー
ドに対する、物理的なネットワークインターフェースを識別する。それを用いて、ＭＰイ
ンターネットワーク内の任意の場所にパケットを送信することができる。ＭＰネットワー
クのトポロジー構造を反映するその階層的構造のために、ＭＰネットワークアドレスはま
た、パケットを転送することと、ＭＰネットワーク上におけるノードの地理的場所を正確
又は近似的に識別することとを援助することもできる。ＭＰネットワークアドレスは、（
例えば、一連の論理リンクを通るようにパケットを方向付けるための部分的なアドレスサ
ブフィールドを用いて、あるいは、パケット配信機構を選択するためのカラーサブフィー
ルドを用いて）ノードが実行するタスクを指定することもできる。
【０１３５】
　図６は、図１ｄにおけるＵＴ１３２０のような、ＭＰのグローバルネットワーク３００
０上のＭＰに準拠したＵＴのネットワーク接続ポイント（ポート）を識別する、ネットワ
ークアドレス６０００である。ネットワークアドレス６０００は、一般的なカラーのサブ
フィールド６０１０と、データタイプのサブフィールド６０７０と、ＭＰサブフィールド
６０８０と、部分的なアドレスのサブフィールドの階層とを含み、上記部分的なアドレス
のサブフィールドの階層は、例えば、国サブフィールド６０２０、都市サブフィールド６
０３０、コミュニティサブフィールド６０４０、階層化されたスイッチのサブフィールド
６０５０、及びＵＴサブフィールド６０６０を含む。この階層的なアドレス指定の構造は
、ＭＰのグローバルネットワーク３０００のネットワークトポロジーを反映する。これら
のネットワークアドレスサブフィールドのうちのいくつかには、地理的な意味（例えば、
国サブフィールド６０２０、都市サブフィールド６０３０、及びコミュニティサブフィー
ルド６０４０）が暗示されているが、当業者には、これらのサブフィールドが、ＭＰネッ
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トワークによってサービスの提供を受ける領域の階層を表すにすぎないということは明ら
かであろう。
【０１３６】
　ネットワークアドレス６０００の一般的なカラーのサブフィールド６０１０は、パケッ
トの転送を促進する、ＭＰパケットについての「カラー情報」を含む。ＭＰパケットの受
信者は、部分的にはこのカラー情報に基づくことによって、パケット全体を検査／解析す
ることを必要とせずパケットを処理することができる。（このこととは別に、「受信者」
は、ＵＴのようなＭＰパケットの最終的な受信者に制限されず、例えばＭＰパケット処理
するＭＸであるがそれに限らない複数の中間のネットワーク構成要素も含むということを
注意する。）いくつかの例示的なタイプのカラー情報が、以下のＭＰカラーの表に示され
ている。ＭＰカラーの表に与えられた例は、様々なタイプのサービス（例えば、ユニキャ
スト通信と多地点通信）に対するカラー情報を記述するが、当該技術分野における通常の
技能を有する者には、パケットが送信されてくる装置のタイプ（発信元ノード）又はパケ
ットが送信されていく装置のタイプ（宛先ノード）を識別するような、他の目的にそのカ
ラー情報を使用することは明らかであろう。以下で議論されるように、カラー情報は、ス
イッチによるパケットの処理を指示することを援助し、それによって、より簡単なスイッ
チの使用を可能にする。
【０１３７】
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【表４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１３８】
　ネットワークアドレス６０００は、オプションとして、データタイプのサブフィールド
６０７０とＭＰサブフィールド６０８０を有する。一実施形態において、データタイプの
サブフィールド６０７０は、交換されるデータタイプを示す。このデータタイプは、オー
ディオデータ、ビデオデータ、あるいはこれら２つの組み合わせを含むが、これらに限定
されるものではない。ＭＰサブフィールド６０８０は、ネットワークアドレス６０８０を
伝送するパケットのタイプを示す。例えば、パケットは、ＭＰパケットであるか、又はＭ
Ｐでカプセル化されたパケットであるかのいずれかが可能である。それに代わって、デー
タタイプのサブフィールド６０７０及び／又はＭＰサブフィールド６０８０に提供された
情報は、一般的なカラーのサブフィールド６０１０あるいはペイロードフィールド５０５
０に組み込まれることが可能である。
【０１３９】
　図７は、階層化されたスイッチのサブフィールド６０５０をさらに分割する、例示的な
ネットワークアドレス６０００の変形例を示す。ネットワークアドレス７０００は、複数
のＭＸの複数の層を備えたＡＣＮを包含するＭＰネットワークにおけるあるＵＴのネット
ワーク接続ポイント（ポート）を識別する。特に、図６における階層化されたスイッチの
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サブフィールド６０５０は、ビレッジスイッチ（「ＶＸ」）サブフィールド７０７０と、
ビルディングスイッチ（「ＢＸ」）サブフィールド７０８０と、ユーザスイッチ（「ＵＸ
」）サブフィールド７０９０とにさらに分割されて、階層化されたＶＸ、ＢＸ及びＵＸの
構造を反映する。図８及び図９ａは、階層化されたスイッチのサブフィールド６０５０に
対する異なる分割を用いた他の変形例を示す。図８において、ネットワークアドレス７０
００と同様に、ネットワークアドレス８０００は、ネットワークアドレス６０００の階層
化されたスイッチのサブフィールド６０５０に対応する、ＶＸサブフィールド８０７０と
、カーブ（ curb：ふち石）スイッチ（「ＣＸ」）サブフィールド８０８０と、ＵＸ８０９
０とを有する。図９ａにおいて、ネットワークアドレス９０００は、オフィススイッチ（
「ＯＸ」）９０７０とＵＸ９０８０とを有する。
【０１４０】
　別に特に言及していない限り、以下でネットワークアドレス６０００に言及する際には
、一般に、その派生したフォーマット（すなわち、階層化されたスイッチのサブフィール
ド６０５０をさらに分割する、７０００、８０００及び９０００のようなネットワークア
ドレス）を含んでいる。また、後のアクセスネットワークと家庭用ゲートウェイのセクシ
ョンは、これらの派生したフォーマットについてのより詳細な議論を提供する。
【０１４１】
　前述のＶＸ及びＯＸサブフィールドは、主に、ＳＧＷが管理するビレッジスイッチ及び
オフィススイッチを識別するために使用されるが、これらは、ＳＧＷ内のＭＰに準拠した
構成要素を識別するためにも使用可能である。図９ｂは、ＳＧＷ内のＭＰに準拠した構成
要素（例えば、ＥＸ、サーバ群、ゲートウェイ、及びメディア記憶装置）を識別する、例
示的なネットワークアドレスのフォーマット（すなわち、９１００）を示す。ＭＰパケッ
トがＳＧＷ内におけるメディア記憶装置とは異なる構成要素に方向付けられることを示す
ために、ネットワークアドレス９１００のＶＸサブフィールド９１７０は、すべて零を含
む（「００００」）。残りのビット（構成要素番号サブフィールド９１８０）は、当該Ｓ
ＧＷ内の特定の構成要素を識別するために使用された。ＳＧＷ１１６０（図１０）を例と
して用いると、ＥＸ１００００、サーバ群１００１０及びゲートウェイ１００２０を識別
するネットワークアドレスは、ネットワークアドレス９１００のフォーマットを厳守する
。これらのネットワークアドレスは、国サブフィールド９１４０、都市サブフィールド９
１５０、コミュニティサブフィールド９１６０、及びＶＸサブフィールド９１７０（「０
０００」）において同一の情報を共有しているが、構成要素番号サブフィールド９１８０
において異なる情報を含み、これらの構成要素を識別する。例えば、ＥＸ１００００が、
構成要素番号サブフィールド９１８０において１の構成要素番号に対応する場合があるの
に対して、サーバ群１００１０が２に対応し、ゲートウェイ１００２０が３に対応する。
【０１４２】
　一方、ＭＰパケットが、ＳＧＷ内のメディア記憶装置に方向付けられることを示すため
に、ネットワークアドレス９１００のＶＸサブフィールド９１７０は「０００１」を含む
。残りのビット（構成要素番号サブフィールド９１８０）は、当該ＳＧＷ内の特定のメデ
ィア記憶装置を識別するために使用される。ＳＧＷ１１２０（図１０）を例として用いる
と、メディア記憶装置１１４０及びメディア記憶装置１１４５を識別するネットワークア
ドレスは、ネットワークアドレス９１００のフォーマットを厳守する。これら２つのネッ
トワークアドレスは、国サブフィールド９１４０、都市サブフィールド９１５０、コミュ
ニティサブフィールド９１６０、及びＶＸサブフィールド９１７０（「０００１」）にお
いて同一の情報を共有するが、構成要素番号サブフィールド９１８０において異なる情報
を含み、２つのメディア記憶装置の構成要素を識別する。例えば、メディア記憶装置１１
４０が、構成要素番号サブフィールド９１８０において１の構成要素番号に対応する場合
があるのに対して、メディア記憶装置１１４５が２に対応する。しかしながら、メディア
記憶装置がＵＴ（すなわち、ＳＧＷ内に存在しないメディア記憶装置）に対応する場合に
は、このＵＴメディア記憶装置を識別するネットワークアドレスは、上で議論されたネッ
トワークアドレス９１００のフォーマットの代わりに、ネットワークアドレス６０００の
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フォーマットに従う。
【０１４３】
　当該技術分野において通常の技能を有する者には、開示されたネットワークアドレス指
定方式の範囲を越えることなく、ＳＧＷ内の構成要素をアドレス指定するために使用され
るフラグが、異なるビットシーケンス（すなわち、「００００」と「０００１」のいずれ
かと異なる）、異なる長さ（すなわち、４ビットのビット長より長いか又は短い）、及び
／又はＭＰパケットにおける異なる位置を有する可能性があることが明らかであろう。
【０１４４】
　いくつかのタイプの多地点通信［例えば、メディアマルチキャスト（「ＭＭ」）とメデ
ィアブロードキャスト（「ＭＢ」）］では、３つのネットワークアドレスのフォーマット
が使用された。特に、ＭＰ制御パケットをそれらの宛先に向かって転送するために、ネッ
トワークアドレス６０００及び９１００のフォーマットが使用された。ＭＰデータパケッ
トをそれらの宛先に向かって転送するために、ネットワークアドレス９２００のフォーマ
ットが使用された。ＭＰパケットが多地点通信のためのデータパケットであることを示す
ために、ネットワークアドレス９２００の一般的なカラーのサブフィールド９２１０が、
特定のビットシーケンスを含む。セッション番号フィールド９２７０は、ＭＰの都市圏ネ
ットワーク内でＭＰパケットが属する特定のセッションを識別する。セッション番号フィ
ールド９２７０はｎビットの長さを有すると仮定する。このとき、ネットワークアドレス
９２００のフォーマットを採用したＭＰの都市圏ネットワークは、２ｎ 個の異なる多地点
通信セッションをサポートする。当該技術において通常の技能を有する者には、開示され
たネットワークアドレス指定方式の範囲を越えることなく、セッションサブフィールド９
２７０が、異なる長さ（例えば、予約済みサブフィールド９２６０を含む。）及び／又は
ＭＰパケットにおける異なる位置を有する可能性があることが明らかであろう。
【０１４５】
　いくつかのネットワークアドレスのフォーマットが例証されたが、当業者は、変形例の
フォーマットが、あるノードに対する物理的なネットワークインターフェースを識別し、
インターネットワークにおける任意の場所にパケットを送信するために使用可能であり、
及び／又は、階層型アドレス構造を用いて、パケットをその宛先に向かって方向付けるこ
とを援助する場合には、ＭＰの範囲が、議論されたフォーマットの他の上記変形例のフォ
ーマットをカバーすることを認識するであろう。オプションとして、（複数の）カラーサ
ブフィールドもパケットの転送をできる。当該技術分野において通常の技能を有する者に
は、ＵＴに対する議論されたネットワークアドレスのフォーマットを、ＭＸのような、Ｍ
Ｐに準拠した他の構成要素に適用することは明らかであろう。例えば、ＭＸ１０８０のネ
ットワークアドレスはネットワークアドレス６０００のフォーマットに従うが、ＵＴサブ
フィールド６０６０は、すべて０か又はすべて１かのいずれかであるような特定のビット
パターンによって充填される。それに代わって、ＵＴ１４２０を識別するネットワークア
ドレス（「 UT_network_address」）がネットワークアドレス６０００のフォーマットに従
う場合には、ＭＸ１０８０を識別するための１つの可能なネットワークアドレスは、その
一般的なカラーのサブフィールド６０１０が（ＵＴ装置のタイプ情報の代わりに）ＭＸ装
置のタイプ情報を含む場合を例外として、 UT_network_addressと同じ情報を有する。
【０１４６】
　ＭＰの論理層に係るもう１つの機能は、予測可能で、安全（セキュリティが保たれてい
る）で、アカウント処理可能で、かつ迅速な方法で、ＭＰパケットあるいはＭＰでカプセ
ル化されたパケットの転送を提供することにある。例示的なＭＰの論理層は、サービスを
提供する（すなわち、呼の通信段階の）前にマルチメディアサービスをセットアップする
こと（すなわち、呼のセットアップ段階）によって、このタイプの転送を促進する。呼の
セットアップ段階の間に、関与する複数の当事者間の伝送経路は、アドミション制御（リ
ソース管理）の目的で確定される。伝送経路に沿ったＭＰに準拠した複数の構成要素は、
サービスを管理する（複数の）サーバ群に、現在の帯域幅使用量データを提供する。それ
に続く呼の通信段階において、伝送経路に沿ったＭＰに準拠した構成要素はまた、ポリシ
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ー制御（例えば、許容できるフローのタイプ、トラフィックフロー、及び当事者の資格）
の実装を援助するためにセットアップされる。後のサービスゲートウェイ、アクセスネッ
トワーク及び家庭用ゲートウェイのセクションは、アドミション制御及びポリシー制御の
いくつかの実装についてさらに説明する。
【０１４７】
　呼のセットアップ段階の後、例示的なＭＰの論理層は、例えば、最小レート遅延等化器
（「ＭＤＲＥ」）を用いてＭＰネットワーク上のＭＰパケットのフローを調整することに
よって、また、上述のアドミション制御及び／又はポリシー制御によって指定されるパラ
メータに従ってパケットを拒絶するか又は進入許可することによって、トラフィックポリ
シーの設定をサポートする。トラフィックポリシーの設定は、呼の通信段階の間における
ＭＰネットワーク上のトラフィックの予測可能性及び完全性を保証する。より具体的には
、一実施形態において、データパケットを生成してＭＰネットワークに送信する複数の発
信元ホスト（例えば、ＵＴ、メディア記憶装置、及びサーバ群）が、まず、複数のＭＤＲ
Ｅモジュールを介してデータパケットを伝送する。一実施形態に係るＭＤＲＥは、公知の
リーキーバケットモデルに従い、結果として、等しく離間されたデータパケットをＭＰネ
ットワークに出力する。ＭＤＲＥモデルが受信したＭＰデータパケットの数が、ＭＤＲＥ
のバッファの容量を超える場合には、ＭＤＲＥモジュールは、オーバーフローしたＭＰデ
ータパケットを廃棄する。一方、ＭＰデータパケットがＭＤＲＥモジュールに予め設定さ
れた値より低いレートで到着する場合には、ＭＤＲＥモジュールは「充填物（ filler）」
のＭＰデータパケットをＭＰネットワークに送信して、一定かつ予測可能なデータレート
を保持する。
【０１４８】
　それに加えて、ＭＰネットワーク上のＭＰに準拠した他の構成要素は、呼の通信段階の
間に、発信元ホストからの等しく離間されたＭＰデータパケットをフィルタリングして、
望ましくないパケットがＳＧＷのサーバ群に到着するを防止する。後のアップリンクのパ
ケットフィルタのセクションは、上述のトラフィックポリシー設定機能を実行するフィル
タについての詳細を提供する。
【０１４９】
　例示的なＭＰの論理層はまた、呼の通信段階の間に使用量情報を測定するアカウント処
理ポリシーをサポートする。後のサーバ群のセクションと動作例のセクションは、アカウ
ント処理機能の実装についてさらに説明する。
【０１５０】
　例示的なＭＰの論理層は、呼の通信段階の間における複数の論理リンクを介したＭＰデ
ータパケットの高速転送を促進する。例えば、ＵＴ１３２０がＵＴ１４２０にユニキャス
トＭＰデータパケットを送信すると仮定する。以下で説明するように、ＭＰネットワーク
の非ピア・ツー・ピアの構造のために、ＭＰデータパケットは、ルーティングテーブルを
計算したりあるいは用いたりすることなく、論理リンク１３１０、１０９０及び１０７０
に沿って、ＵＴ１３２０からＳＧＷ１０６０に伝送されることが可能である。発信元ホス
ト（ＵＴ１３２０）と、発信元ホストに論理的に最も近接したＳＧＷ（ここではＳＧＷ１
０６０）との間の論理リンクが、ボトムアップの論理リンクと呼ばれる。そして、マルチ
メディアデータの予測可能性（例えば、ＭＰネットワークのトラフィックの大部分を構成
するであろうビデオストリームが、予測可能なフローを有すること）と、（上述された）
ＭＰネットワーク上のトラフィックフローの調整とのために、ＳＧＷ１０６０は、オフラ
インで計算可能な転送テーブルを用いて、論理リンク１０５０、１０４０及び１１５０に
沿ってＭＰデータパケットをＳＧＷ１１６０に伝送することができる。最後に、ＵＴ１４
２０に最も近接したＳＧＷ（すなわちＳＧＷ１１６０）は、パケットをそれ自体で方向付
けるための部分的なアドレスのルーティング（以下で説明する）を用いて、論理リンク１
１４０、１５２０及び１５３０に沿ってＭＰデータパケットをＵＴ１４２０に伝送するこ
とができる。
【０１５１】
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　宛先ホスト（ここではＵＴ１４２０）と、宛先ホストに論理的に最も近接したＳＧＷ（
ここではＳＧＷ１１６０）との間の論理リンクは、トップダウンの論理リンクと呼ばれる
。トップダウンの論理リンクに沿った部分的なアドレスのルーティングの使用はまた、ル
ーティングテーブルの使用も除去する。従って、ＭＰデータパケットは、ルーティングテ
ーブルを計算したりあるいは用いたりすることなく、ＵＴ１３２０とＵＴ１４２０の間の
リンクの大部分に沿って転送可能である。それに加えて、転送テーブルを用いる少数のリ
ンクの場合、この転送テーブルはオフラインで計算できる。（当然ながら、ルーティング
の計算はリアルタイムでも実行可能である。）
【０１５２】
　データ伝送をさらに説明するため、いま提示した例（ＵＴ１３２０がＵＴ１４２０にＭ
Ｐデータパケットを送信する例）についてより詳しく考察する。ＭＰデータパケットのＤ
Ａフィールドにおけるネットワークアドレスが、（図６に示されたネットワークアドレス
６０００のフォーマットに従って）下記の情報を含むと仮定する。
【０１５３】
・国サブフィールド６０２０－ＳＧＷ２０２０を識別し、ＵＴ１４２０がＭＰの全国的ネ
ットワーク２０００に属することを示す（図２）。
・都市サブフィールド６０３０－ＳＧＷ１０２０を識別し、図１ｄに示されたように、Ｕ
Ｔ１４２０がＭＰの都市圏ネットワーク１０００に属することを示す。
・コミュニティサブフィールド６０４０－ＳＧＷ１１６０を識別し、ＳＧＷ１１６０がＵ
Ｔ１４２０を管理することを示す。
・階層化されたスイッチのサブフィールド６０５０－２つのサブフィールドに分割され、
一方のサブフィールドはポート１５００に対応し、ＭＸ１１８０を識別し、他方のサブフ
ィールドはポート１１７０に対応し、パケットを配信するためのＨＧＷ１２００を識別す
る。
・ＵＴサブフィールド６０６０－ポート１２１０に対応し、パケットの宛先となるＵＴ１
４２０を識別する。
【０１５４】
　このユニキャストの例におけるデータ伝送は、３つの異なる段階に分けられる。すなわ
ち、発信元ホスト（ＵＴ１３２０）から発信元ホストを管理するＳＧＷ（すなわち、発信
元ホストに論理的に最も近接したＳＧＷ）（ＳＧＷ１０６０）への複数の論理リンク（ボ
トムアップの論理リンク）を介するパケットのボトムアップの伝送と、発信元ホストを管
理するＳＧＷから宛先ホストを管理するＳＧＷ（すなわち、宛先ホストに論理的に最も近
接したＳＧＷ）（ＳＧＷ１１６０）へのパケットの伝送と、宛先ホストを管理するＳＧＷ
から宛先ホスト（ＵＴ１４２０）への複数の論理リンク（トップダウンの論理リンク）を
介するパケットのトップダウンの伝送とである。
【０１５５】
　ボトムアップの伝送の場合、ＵＴ１３２０が、その発信するＭＰデータパケットを論理
リンク１３１０上に配置する。この発信するＭＰパケットが、ＨＧＷ１１００に接続され
たもう１つのＵＴに対するものではない場合、ＨＧＷ１１００は、この発信するＭＰデー
タパケットを、次のアップストリームの、ＭＰに準拠した構成要素に、すなわちＭＸ１０
８０に転送する。１つの実装において、ＨＧＷ１１００からＭＸ１０８０への発信するＭ
Ｐパケットのこの転送は、ＨＧＷ間の非ピア・ツー・ピアのアーキテクチャ（すなわち、
同じＭＸに接続された２つのＨＧＷは、互いに直接に通信することができず、ＭＸにバイ
パスする）のために、パケットにおけるＤＡを解析することを含んでいない。言い換えれ
ば、ＨＧＷ１１００は、パケットを異なるＨＧＷの下にある別のＵＴに到達させるために
は、パケットをアップストリームに転送することを除いて選択肢を持たない。同様に、Ａ
ＣＮにおけるＭＸも非ピア・ツー・ピア（すなわち、同じＳＧＷに接続された２つのＭＸ
は、互いに直接に通信することができず、ＳＧＷにバイパスする）であるので、ＭＸ１０
８０もまた、パケットにおけるＤＡを検査することなく、ＳＧＷ１０６０にパケットを転
送する。
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【０１５６】
　ＳＧＷ間の伝送の場合、発信元ホストを管理するＳＧＷ（ＳＧＷ１０６０）は、ＭＰデ
ータパケットのＤＡにおける国サブフィールド６０２０、都市サブフィールド６０３０及
びコミュニティサブフィールド６０４０を検査する。その３つのサブフィールドのすべて
が、ＳＧＷ１０６０のネットワークアドレスにおける対応するサブフィールドに一致する
場合には、宛先ホストはＳＧＷ１０６０によって管理され、トップダウンの伝送が開始す
る。国サブフィールド６０２０及び都市サブフィールド６０３０が、ＳＧＷ１０６０のネ
ットワークアドレスにおける対応するサブフィールドに一致するが、コミュニティサブフ
ィールドが一致しない場合には、宛先ホストは、ＭＰの同じ都市圏ネットワークに存在す
るが、異なるＳＧＷによって管理される。国サブフィールドが一致するが、都市サブフィ
ールドが一致しない場合には、宛先ホストは、ＭＰの同じ全国的ネットワークに存在する
が、ＭＰの異なる都市圏ネットワークにおけるＳＧＷによって管理される。国サブフィー
ルドが一致しない場合には、宛先ホストが、ＭＰの異なる全国的ネットワークにおけるＳ
ＧＷによって管理される。
【０１５７】
　この例では、国サブフィールド及び都市サブフィールドが一致するが、コミュニティサ
ブフィールドが一致しない。従って、ＳＧＷ１０６０は、パケットのＤＡにおけるコミュ
ニティサブフィールドに一致するコミュニティサブフィールドを有する、ＭＰの都市圏ネ
ットワーク１０００におけるＳＧＷ（ＳＧＷ１１６０）に対して、パケットを送信する。
パケットを送信するために、ＳＧＷ１０６０は、ＤＡの国、都市及びコミュニティに対す
る部分的なアドレスのサブフィールドを転送テーブルにおいて検索して、ＳＧＷ１１６０
に至る経路における次のホップを決定する。次いで、ＳＧＷ１０６０は、転送テーブルに
よって指定された次のホップにパケットを送信する。次のホップにパケットを転送するた
めに部分的なアドレスのサブフィールドを解析しかつ転送テーブルを用いる処理は、パケ
ットのＤＡにおける対応するサブフィールドと一致する国、都市及びコミュニティサブフ
ィールドを有するＳＧＷ（ＳＧＷ１１６０）にパケットが到着するまで継続される。その
後、トップダウンの伝送が開始する。
【０１５８】
　トップダウンの伝送の場合、ＳＧＷ１１６０は、階層化されたスイッチのサブフィール
ド６０５０における部分的なアドレス情報とカラー情報とに基づいて、ＭＰデータパケッ
トをＭＸ１１８０に送信する（これはワイヤスピードで可能である）。より具体的には、
ＳＧＷ１１６０は、パケットをそれ自体で方向付けるためにＤＡの一部を用いることによ
って、そのパケットルーティングの決定を簡単化する。ＳＧＷ１１６０はまた、カラー情
報を利用してパケット配信機構を選択する（すなわち、ユニキャストアドレス指定モード
とマルチキャストアドレス指定モードのためのパケット配信機構は、異なる場合がある）
。言い換えれば、例示的なＳＧＷ１１６０は、パケットをそれ自体で方向付けるために部
分的なアドレスのサブフィールドのうちのあるものを用いることによって、かつ有効なパ
ケット配信機構を利用することによって、ワイヤスピードの効率を達成する。
【０１５９】
　同様の方法で、ＭＸ１１８０も、階層化されたスイッチのサブフィールド６０５０にお
ける部分的なアドレス情報を用いて、ＭＰデータパケットをＨＧＷ１２００に中継する。
代わって、ＨＧＷ１２００は、ＵＴサブフィールド６０６０における部分的なアドレス情
報を用いて、パケットをその最終的な宛先に送信する。複数のトップダウンの論理リンク
（例えば、論理リンク１４４０、１５２０及び１５３０）を介したＭＰデータパケットの
伝送の全体は、ルーティングテーブルを計算することも、あるいは用いることもなく実行
可能である。
【０１６０】
　上述の例では、ＭＰの同じ都市圏ネットワークにおける２つのＵＴ間のＭＰデータパケ
ットのユニキャスト転送について考察している。ここで、他の２つの可能性について、す
なわち、１）ＭＰの２つの都市圏ネットワークの間（例えば、ＭＰの都市圏ネットワーク
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２０３０における発信元ＵＴと、ＭＰの都市圏ネットワーク１０００におけるＵＴ１４２
０の間）におけるＭＰデータパケットのユニキャスト転送と、２）ＭＰの２つの全国的ネ
ットワークの間（例えば、ＭＰの全国的ネットワーク３０３０における発信元ＵＴと、Ｍ
Ｐの全国的ネットワーク２０００におけるＵＴ１４２０の間）におけるＭＰデータパケッ
トのユニキャスト転送とについて、考慮しておくことも都合がよい。これらの２つの可能
性に係るボトムアップとトップダウンの伝送段階は、上述の例において説明されたものと
類似しており、ここで繰り返す必要はない。しかしながら、ＳＧＷ間の伝送は、上述の例
と異なるので、次に説明する。
【０１６１】
　第１のシナリオ、すなわちＭＰの同じ全国的ネットワークにおける異なる２つの都市圏
ネットワークの間のＭＰパケット伝送は、国サブフィールドが一致するが都市サブフィー
ルドが一致しない場合に対応する。この場合、宛先ホストは、発信元ホストと同じＭＰ全
国的ネットワーク（ＭＰの全国的ネットワーク２０００）に存在するが、ＭＰの異なる都
市圏ネットワーク（ＭＰの都市圏ネットワーク１０００）におけるＳＧＷによって管理さ
れる。ここで、発信元ホストを管理するＳＧＷは、ＭＰの都市圏ネットワーク２０３０を
全国的ネットワークのバックボーン２０１０に接続する都市圏アクセスＳＧＷ（ＳＧＷ２
０５０）に、ＭＰパケットを送信する。次いで、ＳＧＷ２０５０は、ＭＰのもう１つの都
市圏ネットワーク（ＭＰの都市圏ネットワーク１０００）を全国的ネットワークのバック
ボーン２０１０に接続しかつＭＰパケットのＤＡにおける都市サブフィールドと一致する
都市サブフィールドを有する都市圏アクセスＳＧＷ（ＳＧＷ１０２０）に、当該パケット
を送信する。より具体的には、ＳＧＷ２０５０は、転送テーブルにおいて、ＤＡの国及び
都市に対する部分的なアドレスのサブフィールドのセットを検索し、ＳＧＷ１０２０に至
る経路における次のホップを決定する。次いで、ＳＧＷ２０５０は、転送テーブルによっ
て指定された次のホップにパケットを送信する。パケットを次のホップに転送するために
部分的なアドレスのサブフィールドを解析しかつ転送テーブルを用いる処理は、パケット
がＳＧＷ１０２０に到着するまで継続される。
【０１６２】
　次に、ＳＧＷ１０２０は、転送テーブルにおいて、ＤＡの国、都市及びコミュニティに
対する部分的なアドレスのサブフィールドのセットを検索し、宛先ホストを管理するＳＧ
Ｗ（ＳＧＷ１１６０）に至る経路における次のホップを決定する。次に、ＳＧＷ１０２０
は、転送テーブルによって指定された次のホップにパケットを送信する。パケットを次の
ホップに転送するために部分的なアドレスのサブフィールドを解析しかつ転送テーブルを
用いる処理は、パケットがＳＧＷ１１６０に到着するまで継続される。次に、トップダウ
ンの伝送が開始する。
【０１６３】
　第２のシナリオ、すなわちＭＰの同じグローバルネットワークにおけるＭＰの２つの異
なる全国的ネットワークの間でのＭＰパケットの伝送は、国サブフィールドが一致しない
場合に対応する。この場合、宛先ホストは、発信元ホストと同じＭＰグローバルネットワ
ーク（ＭＰのグローバルネットワーク３０００）に存在するが、ＭＰの異なる全国的ネッ
トワーク（ＭＰの全国的ネットワーク２０００）におけるＳＧＷによって管理される。こ
こでは、発信元ホストを管理するＳＧＷは、ＭＰの全国的ネットワーク３０３０における
都市圏アクセスＳＧＷにＭＰパケットを送信する。次いで、都市圏アクセスＳＧＷは、Ｍ
Ｐの全国的ネットワーク３０３０をグローバルネットワークのバックボーン３０２０に接
続する全国的アクセスＳＧＷ（ＳＧＷ３０４０）に、パケットを送信する。
【０１６４】
　次に、ＳＧＷ３０４０は、ＭＰのもう１つの全国的ネットワーク（ＭＰの全国的ネット
ワーク２０００）をグローバルネットワークのバックボーン３０２０に接続しかつＭＰパ
ケットのＤＡにおける国サブフィールドと一致する国サブフィールドを有する全国的アク
セスＳＧＷ（ＳＧＷ２０２０）に、当該パケットを送信する。より具体的には、ＳＧＷ３
０４０は、転送テーブルにおいてＤＡの国サブフィールドを検索し、ＳＧＷ２０２０に至
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る経路における次のホップを決定する。次いで、ＳＧＷ３０４０は、転送テーブルによっ
て指定された次のホップにパケットを送信する。パケットを次のホップに転送するために
部分的なアドレスのサブフィールドを解析しかつ転送テーブルを用いる処理は、パケット
がＳＧＷ２０２０に到着するまで継続される。
【０１６５】
　次に、ＳＧＷ２０２０は、転送テーブルにおいて、ＤＡの国及び都市に対する部分的な
アドレスのサブフィールドのセットを検索し、ＭＰの都市圏ネットワーク１０００を全国
的ネットワークのバックボーン２０１０に接続する都市圏アクセスＳＧＷ（ＳＧＷ１０２
０）に至る経路における次のホップを決定する。次いで、ＳＧＷ２０２０は、転送テーブ
ルによって指定された次のホップにパケットを送信する。パケットを次のホップに転送す
るために部分的なアドレスのサブフィールドを解析しかつ転送テーブルを用いる処理は、
パケットがＳＧＷ１０２０に到着するまで継続される。
【０１６６】
　次いで、ＳＧＷ１０２０は、転送テーブルにおいて、ＤＡの国、都市及びコミュニティ
に対する部分的なアドレスのサブフィールドのセットを検索し、宛先ホストを管理するＳ
ＧＷ（ＳＧＷ１１６０）に至る経路における次のホップを決定する。次に、ＳＧＷ１０２
０は、転送テーブルによって指定された次のホップにパケットを送信する。パケットを次
のホップに転送するために部分的なアドレスのサブフィールドを解析しかつ転送テーブル
を用いる処理は、パケットがＳＧＷ１１６０に到着するまで継続される。次に、トップダ
ウンの伝送が開始する。
【０１６７】
　上述のアクセスＳＧＷ（例えば、都市圏アクセスＳＧＷ１０２０と全国的アクセスＳＧ
Ｗ２０２０）がマスターのネットワークマネージャ装置として機能してもよいということ
は、注意される必要がある。２つのＵＴ間における３つの段階でのＭＰデータパケットの
ユニキャスト伝送を促進する一実施形態に係るＭＰの論理層を説明するために、特定の詳
細事項が上記のように与えられたが、当該技術分野における通常の技能を有する者には、
開示されたＭＰの論理層の範囲がこの詳細事項に制限されないと認識することは明らかで
あろう。
【０１６８】
　ＭＰパケットあるいはＭＰでカプセル化されたパケットを予測可能、安全、アカウント
可能かつ迅速な方法で配信するために、ＭＰに準拠した構成要素が従うようにＭＰの論理
層が確立することが可能な他のルールは、下記のものを含むが、これらに限定されるもの
ではない。
【０１６９】
　ａ）各ＭＰネットワークは、１つあるいはそれよりも多くのＳＧＷを有し（例えば、あ
るＳＧＷは、他のＳＧＷに対するバックアップとして動作可能である）、これらのＳＧＷ
は、集合的に、上で説明されたような「マスターのネットワークマネージャ装置」として
機能する。ここで、マスターのネットワークマネージャ装置は、「スレーブのネットワー
クマネージャ装置」に対する所定の制御を有する（例えば、マスターのネットワークマネ
ージャ装置は、スレーブのネットワークマネージャ装置のすべてから情報を収集し、収集
された情報をスレーブのネットワークマネージャ装置に対して選択的に配信する）。
　ｂ）ＳＧＷは、それら自体のポートのうちのいくつか（例えば、図１０に示されたポー
ト１００８０及び１００９０）と、当該ＳＧＷに依存する、ＭＰに準拠した構成要素のポ
ート（例えば、図１ｄに示されたポート１１７０、１１７５及び１２１０）とに対して、
ネットワークアドレスを割り当てる責務を有する。後のサービスゲートウェイのセクショ
ンは、このネットワークアドレスの割り当て処理についてさらに説明する。
　ｃ）ＭＰに準拠した構成要素に対するネットワーク接続ポイント（ポート）にバインド
されるネットワークアドレスは、当該構成要素に留まる（追随する）のではなく、むしろ
当該ポートに「留まる」（「追随する」）。例えば、図１０におけるＳＧＷ１１６０のサ
ーバ群１００１０が、あるネットワークアドレスをポート１２１０に割り当てる場合には
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、この割り当てられたネットワークアドレスはポート１２１０に追随する。ＵＴ１４２０
がＨＧＷ１２００に接続した後でありかつサーバ群１００１０がＵＴ１４２０を受け入れ
た後では、ポート１２１０にバインドされたネットワークアドレスが、ＵＴ１４２０の割
り当てられたネットワークアドレスになる。従って、ＵＴ１４２０がＭＰの都市圏ネット
ワーク１０００から除去されて、代わりにＭＰの都市圏ネットワーク２０３０（図２）に
設けられた場合には、新しい場所におけるＵＴ１４２０は、もはや、ポート１２１０にバ
インドされるネットワークアドレスを持たない。
　ｄ）ＳＧＷは、ネットワークリソースのモニタリングとサービス要求の処理とに対して
責務を有する。ＳＧＷは、要求されたサービスを承認する前に、予め決められた伝送経路
上で適切なリソース（例えば、帯域幅、パケットの処理能力）が利用可能であることを保
証する。
　ｅ）ＳＧＷは、要求されたサービスに関与する当事者のアカウント処理の状態を照合す
ることに責務を有する。
　ｆ）ＳＧＷは、以下のことに従って、ＭＰネットワークへのパケットの進入を制限する
ポリシー制御を確立する。すなわち、１）パケットの発信元について、パケットが、許可
されたポートから、かつ許可された構成要素から着信していることを保証することと、２
）パケットの宛先について、パケットが許可されたポートに発信することを保証すること
と、３）所定のフローパラメータについて、パケットが、当該フローパラメータを越えて
トラフィックを伝送しないことを保証することと、４）パケットのデータコンテンツにつ
いて、パケットが、第三者の知的所有権を侵害するコンテンツを伝送しないことを保証す
ることとに従うが、これらに制限されない。これらのポリシー制御の強制は、典型的には
、例えば、限定するものではないがＡＣＮにおけるＭＸ及び／又はＳＧＷにおけるＥＸの
ような、ＭＰに準拠した多数の構成要素にアウトソーシングされる。
【０１７０】
　ＭＰに準拠したさまざまな構成要素及びさまざまな動作例についての後の議論は、これ
らのルールの実装上の詳細事項について詳述する。
【０１７１】
　論理層のセクションの最初で議論したように、ＭＰの論理層のもう１つの機能は、シス
テム間において接続を確立し、保持し、終了することにある。後の動作例のセクションは
、呼のセットアップ、呼の通信、及び呼の解放について、さらなる詳細を提供する。
【０１７２】
４．３　アプリケーション層．
　ＭＰのアプリケーション層４１３０及び４１１０（図４）は、ＭＰの物理層とＭＰの論
理層のサービスを利用し、また、より下方の層にアプリケーションデータを提供する。例
示的なＭＰのアプリケーション層は、ＭＰネットワークのためのアプリケーションを開発
者が容易に設計しかつ実装することを可能にする、複数のアプリケーションプログラマブ
ルインターフェース（「ＡＰＩ」）のセットを含む。そのようなアプリケーションは、メ
ディアサービス（例えば、メディア電話、メディア・オン・デマンド、メディアマルチキ
ャスト、メディアブロードキャスト、メディア転送）や、インタラクティブゲームなどを
含むが、これらに限定されない。しかしながら、当該技術分野における通常の技能を有す
る者には、開示されたＭＰ技術の範囲を越えることなく、ＭＰの論理層のサービスを直接
に呼び出すアプリケーションを開発することは明らかであろう。
【０１７３】
５．　ネットワークの構成要素．
５．１　サービスゲートウェイ（「ＳＧＷ」）．
　上で議論されたように、ＳＧＷは、家庭用ネットワーク、メディア記憶装置、レガシー
（既存の）サービス及び広域ネットワークを含むがこれらに限定されないものに対する、
ネットワークのバックボーンのエッジ部からのアクセスを管理しかつ制御するために必要
なインテリジェント装置を所有する。例として図１ｄを用いると、上述の家庭用ネットワ
ークはＨＧＷを示し、メディア記憶装置はメディア記憶装置１１４０に対応し、レガシー
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サービスは、非ＭＰネットワーク１３００が提供するサービスを示す。最後に、都市圏の
バックボーンネットワーク１０４０が広域ネットワークの一例である。
【０１７４】
　図１０は、図１ｄにおけるＳＧＷ１１６０のような、例示的なＳＧＷのブロック図であ
る。ＳＧＷ１１６０はＥＸ１００００を含み、このＥＸ１００００は、リンク１１５０を
介してネットワークのバックボーン１０４０に接続し、ゲートウェイ１００２０を介して
非ＭＰネットワーク１３００に接続し、複数のＡＣＮ及びＨＧＷを介して多数のＵＴに接
続する。ゲートウェイ１００２０は、非ＭＰパケットをＭＰパケットに変換する（翻訳す
る）ことと、その逆を実行することとによって、ＭＰの都市圏ネットワーク１０００（図
１ｄ）のようなＭＰネットワークと、非ＭＰネットワーク１３００のような非ＭＰネット
ワークとの間の通信を可能にする。後のゲートウェイのセクションは、このパケットの変
換処理についてさらに説明する。一方、サーバ群１００１０は、ＥＸ１００００から受信
した情報を処理し、命令及び／又は応答を定式化し、定式化された命令及び／又は応答を
、ＥＸ１００００と直接的又は間接的に接続された装置に対してＥＸ１００００を介して
送信する。
【０１７５】
　図１１ａは、ＳＧＷ１０２０のような、第２のタイプに係るＳＧＷのブロック図である
。ＳＧＷ１０２０は、ＭＰに準拠した構成要素と対話するために、ＥＸ１１０１０及びサ
ーバ群１１０２０を利用する。しかしながら、ＳＧＷ１０２０は、家庭用ネットワークに
対する直接的なアクセスを提供するものではない。論理リンク１０１０を介した全国的ネ
ットワークのバックボーン２０１０（図２）への接続に加えて、ＳＧＷ１０２０における
ＥＸ１１０１０はまた、論理リンク１０３０を介して都市圏ネットワークのバックボーン
１０４０と接続する。
【０１７６】
　図１１ｂは、ＳＧＷ１１２０のような、第３のタイプに係るＳＧＷのブロック図である
。ＳＧＷ１１２０もまた、家庭用ネットワークに対する直接的なアクセスを提供するもの
ではない。論理リンク１１１０を介した都市圏ネットワークのバックボーン１０４０への
接続に加えて、ＳＧＷ１１２０におけるＥＸ１１０３０はまた、メディア記憶装置１１４
０と接続する。
【０１７７】
　ＳＧＷの３つの実施形態について説明したが、当該技術分野における通常の技能を有す
る者には、開示されたＳＧＷの範囲を越えることなく、説明された機能ブロックを組み合
わせたり、あるいはさらに分割したりすることは明らかであろう。例えば、代替の実施形
態に係るＳＧＷ１１６０は、ＭＰに準拠したメディア記憶装置をさらに含む。さらに、Ｍ
Ｐの都市圏ネットワークにおいて異なるタイプのＳＧＷを利用することの代わりとして、
当該技術分野における通常の技能を有する者には、本発明の範囲内になお含まれながら、
当該ＭＰネットワークの全体にわたって、上述のＳＧＷ１１６０、ＳＧＷ１０２０及びＳ
ＧＷ１１２０の機能を組み合わせた１つのタイプのＳＧＷを展開することは明らかであろ
う。
【０１７８】
５．１．１　サーバ群．
　図１２は、サーバ群１００１０のような、例示的なサーバ群のブロック図である。この
実施形態は、通信ラックシャーシ１２０００と多数のアドイン回路基板を含む。各回路基
板は、１つのサーバシステムである。これらのサーバシステムのいくつかの例は、呼処理
サーバシステム１２０１０、アドレスマッピングサーバシステム１２０２０、ネットワー
ク管理サーバシステム１２０３０、アカウント処理サーバシステム１２０４０、及びオフ
ラインルーティングサーバシステム１２０５０を含むが、これらに限定されない。当該技
術分野における通常の技能を有する者には、開示されたサーバ群の範囲を越えることなく
、図１２に示された実施形態とは異なる個数及び／又は異なるタイプのサーバシステムを
用いてサーバ群１００１０を実装することは明らかであろう。
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【０１７９】
　１つの実装では、通信ラックシャーシ１２０００は、上述されたサーバシステムに加え
て、１つ又はそれよりも多くの「プログラミングされていない」アドイン回路基板も含ん
でいる。ＳＧＷ１０２０（図２）におけるサーバ群が、ＳＧＷ１１６０におけるサーバ群
１００１０を管理することを仮定する。従って、呼処理サーバシステム１２０１０のよう
な、サーバ群１００１０におけるサーバシステムのうちの１つの障害に応答して、ＳＧＷ
１０２０におけるサーバ群は、これらのプログラミングされていないアドイン回路基板の
うちの１つをプログラミングし、呼処理サーバシステムとして動作させる。しかしながら
、当該技術分野における通常の技能を有する者には、開示されたサーバ群の技術の範囲内
になお含まれながら説明されたサーバシステムをバックアップするための、既知の他の多
数の方法を用いることが明らかであろう。
【０１８０】
　図１３は、サーバシステムの例示的なブロック図である。特に、サーバシステム１３０
００は、処理エンジン１３０１０、メモリサブシステム１３０２０、システムバス１３０
３０、及びインターフェース１３０４０を含む。処理エンジン１３０１０、メモリサブシ
ステム１３０２０及びインターフェース１３０４０は、システムバス１３０３０に接続さ
れる。それに代わって、メモリの構成要素１３０２０は、システムコントローラ（図１３
には示さず。）を介してシステムバス１３０３０に間接的に接続されてもよい。
【０１８１】
　これらのサーバシステムの構成要素は、当該技術分野において公知の、その通常の機能
を実行する。さらに、当該技術分野における通常の技能を有する者には、複数の処理エン
ジンと、図示されたものより多いか又は少ない構成要素とを用いて、サーバシステム１３
０００を設計することは明らかであろう。処理エンジン１３０１０のいくつかの例は、デ
ィジタル信号プロセッサ（「ＤＰＳ」）、汎用プロセッサ、プログラム可能な論理装置（
「ＰＬＤ」）、及び特定用途の集積回路（「ＡＳＩＣ」）を含むが、これらに限定されな
い。また、メモリサブシステム１３０２０は、ネットワーク情報、サーバシステム１３０
００の識別情報、及び／又は処理エンジン１３０１０が実行する命令を記憶するために使
用されてもよい。
【０１８２】
　一実施形態に係るサーバ群１００１０では、各アドイン回路基板がそれ自体の処理機能
と入力／出力機能とを持つことが可能であるので、上述されたサーバシステムのそれぞれ
は、他のサーバシステムとは独立して動作可能である。この実装は、さらに、特定の機能
を特定のサーバシステムに分配する。従って、ＭＰネットワーク全体の管理及び制御によ
って過負荷が与えられているサーバシステムは存在せず、これらのサーバシステムを設計
する課題は、汎用サーバシステムを設計する課題と比べると大幅に簡単化される。通用ラ
ックシャーシ１２０００は、これらのアドイン回路基板のための筐体を提供し、基板の間
の物理的接続と、基板とＥＸ１００００の間の物理的接続も提供する。
【０１８３】
　それに代わって、汎用サーバシステムの価格対性能の比は低下し続けているので、当該
技術分野における通常の技能を有する者には、汎用サーバシステムの価格対性能の比がＭ
Ｐネットワークの設計パラメータ内に含まれるならば、当該汎用サーバシステムを用いて
サーバ群１１０１０を実装することは明らかであろう。そのような１つの実装においては
、当該技術分野における通常の技能を有する者は、汎用サーバシステム上で動作しかつサ
ーバ群１１０１０の特定の機能を独立に実行する、個別のソフトウェアモジュールを開発
することができる。
【０１８４】
　図１４は、サーバ群１００１０（図１０）のような例示的なサーバ群が実行する、１つ
のワークフロー処理のフローチャートである。特に、サーバ群１００１０は、ＭＰネット
ワークがマルチメディアサービスをエンドユーザに配信することを可能にする機能を実行
することに責務を有する。そのような機能は、ブロック１４０００におけるネットワーク
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構成、ブロック１４０１０のにおける複数の呼チェック処理（ multiple call check proc
essing：ＭＣＣＰ）及びアドミション制御、ブロック１４０３０におけるセットアップ、
ブロック１４０４０及び１４０６０におけるサービスの課金、及びブロック１４０５０に
おけるトラフィックのモニタリング及び操作を含むが、これらに限定されない。
【０１８５】
　しかしながら、ブロック１４０００においてサーバ群１００１０がそのタスクを実行す
る前に、ネットワークオペレータ（例えば、地域の交換局のキャリア事業者、電気通信サ
ービスプロバイダ、あるいはネットワークオペレータのグループ）は、図１５のフェーズ
１に示されたネットワークの確立及び初期化処理に従う。特に、ネットワークオペレータ
は、フェーズ１において、ネットワークトポロジーを確立し、このトポロジーを管理して
制御するために適当なマスターのネットワークマネージャ装置を指定する。
【０１８６】
　ブロック１５０００において、ネットワークオペレータは、所定数のエンドユーザをそ
れぞれサポートする所定数のＳＧＷをサポートする、ＭＰの都市圏ネットワークのトポロ
ジーを設計する。例えば、その内部の財務計画に基づいて、ネットワークオペレータは、
人口が密集したコミュニティにおける１０００人のエンドユーザにサービスを提供するた
めに十分な機器をまず展開するように決定してもよい。機器のコスト、能力及び利用可能
性（例えば、１つのＳＧＷがサポートできるＭＸの数、１つのＭＸに接続できるＨＧＷの
数、１つのＨＧＷがサポートできるＵＴの数、各ＵＴがサポートできるエンドユーザの数
、及びネットワークオペレータらが機器上で費やすことができる量）に依存して、ネット
ワークオペレータは、彼らの必要性を満たすネットワークを構成することができる。ネッ
トワークオペレータは、１つのＭＰ全国的ネットワークがサポートする多数のＭＰ都市圏
ネットワークと、１つのＭＰグローバルネットワークがサポートする多数のＭＰ全国的ネ
ットワークとを確立することによって、このネットワークトポロジーをされに拡張するこ
とができる。
【０１８７】
　次いで、ブロック１５０１０において、ネットワークオペレータは、上述のネットワー
クトポロジーにおいて定義されたＭＰの都市圏ネットワークと、ＭＰの全国的ネットワー
クと、ＭＰのグローバルネットワークとに対して、適当なマスターのネットワークマネー
ジャ装置を指定する。あるネットワークの確立及び初期化処理において、ネットワークオ
ペレータはまた、フェーズ２の動作を実行するための、指定されたマスターのネットワー
クマネージャ装置を構成する。これは図１４におけるブロック１４０００に対応する。マ
スターのネットワークマネージャ装置の構成は、マスター及びスレーブのマネージャ装置
のポートに対してネットワークアドレスを予め割り当てることと、これらの予め割り当て
られたネットワークアドレスと、フェーズ２の動作を実行するためのソフトウェアルーチ
ンとを、上記２つのタイプのマネージャ装置のローカルメモリサブシステムに記憶するこ
ととを伴うが、これらに限定されるものではない。
【０１８８】
　図１５におけるフェーズ２は、例示的なサーバ群１００１０が、そのネットワーク構成
のタスクを実行するために行う１つの処理を示す。説明のために、以下の議論では、ネッ
トワークオペレータが、図１ｄ及び図２に示されたＭＰの都市圏ネットワーク１０００及
びＭＰの全国的ネットワーク２０００のネットワークトポロジーを採用したことと、ＳＧ
Ｗ１１６０及びＳＧＷ１０２０をそれぞれ、都市圏のマスターのネットワークマネージャ
装置と全国的なマスターのネットワークマネージャ装置に指定したこととを仮定する。ま
た、この特定の例は、主に、ＭＰの都市圏主ネットワークにおけるマスターのネットワー
クマネージャ装置によって実行されるネットワーク構成について説明しているが、同様の
手順は、ＭＰの全国的ネットワークとＭＰのグローバルネットワークを構成するマスター
のネットワークマネージャ装置によって行われる。
【０１８９】
　ブロック１５０２０において、ＳＧＷ１０２０は、ＭＰの全国的ネットワーク２０００
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上の全国的なマスターのネットワークマネージャ装置であるので、ＳＧＷ１０２０のサー
バ群は、図１０に示されたＳＧＷ１１６０におけるＥＸ１００００のポート１００５０及
び１００７０に対してネットワークアドレスを割り当てる。当該技術分野における通常の
技能を有する者には、開示されたＭＰ技術は例示されたポート数に限定されるものではな
いと認識することは明らかであろう。例えば、図１０に示されたＳＧＷ１１６０のＥＸ１
００００はまた、メディア記憶装置に接続できるので、接続をサポートするためのもう１
つのポートを有する。
【０１９０】
　一実施形態に係るＳＧＷ１１６０のサーバ群１００１０は、ＳＧＷに依属しかつＭＰに
準拠した構成要素に対する直接的な接続を有することが可能なＥＸ１００００のポートに
対して、そのようなポートに構成要素が現時点において接続されているか否かにかかわら
ず、ネットワークアドレスを割り当てる。ＳＧＷ１１６０の場合、ＡＣＮ１１９０のＭＸ
１１８０及びＭＸ１２４０は、図１０に示されたようにポート１００８０及び１００９０
にそれぞれ接続され、ＳＧＷに依属しかつＭＰに準拠した例示的な構成要素である。ＥＸ
１００００は、ネットワークアドレスが割り当てられているが現時点においてそれに対し
てＭＰに準拠した構成要素が接続されていない、他のポート（図１０には図示せず。）を
有していてもよい。
【０１９１】
　都市圏のマスターのネットワークマネージャ装置として、ＳＧＷ１１６０のサーバ群１
００１０はまた、都市圏のスレーブのネットワークマネージャ装置（例えば、ＳＧＷ１０
６０とＳＧＷ１１２０）におけるＥＸの所定のポートに対してネットワークアドレスを割
り当てる。例えば、サーバ群１００１０は、ＳＧＷ１０６０のサーバ群が直接に接続する
ＳＧＷ１０６０のＥＸポートに対して、ネットワークアドレスを割り当てる。
【０１９２】
　サーバ群１００１０が、ＥＸ１００００のポートと、都市圏のスレーブのネットワーク
マネージャ装置における他のＥＸのポートとに対してネットワークアドレスを割り当てた
後、ネットワークオペレータがネットワークトポロジーを変化させない限り、ネットワー
クアドレスは、これらのポートにバインドされたままである。
【０１９３】
　ネットワークアドレスの割り当てに加えて、サーバ群１００１０は、ブロック１５０２
０においてＳＧＷデータベースをセットアップしかつ初期化する。これらのＳＧＷデータ
ベースは、メモリサブシステム１３０２０（図１３）か、又はサーバ群がアクセスを有す
る外部のメモリサブシステム（図示せず。）かのいずれかにおいてサーバ群１００１０が
保持する情報のエントリを表す。サーバ群１００１０は、ＭＰに準拠した構成要素の登録
情報とユーザアドレスとの間の、当該構成要素のユーザ名とユーザアドレスとの間の、及
び／又は、当該構成要素のユーザアドレスとネットワークアドレスとの間のマッピング関
係を、ＳＧＷデータベースに記憶する。
【０１９４】
　いくつかの例では、サーバ群１００１０は、それ自体の照会機構を用いて、上述のマッ
ピング情報の一部を抽出する。ブロック１５０３０についての後の議論は、この機構につ
いてさらに詳述する。他の例では、サーバ群１００１０は、他のサーバ及びデータベース
からマッピング情報の一部を取得する。例えば、独立の産業グループあるいはＭＰに準拠
した構成要素の製造業者は、それら自体のサーバ及びデータベースに、適正な許可状態（
又は権限）で生成された各構成要素に対する（ハードウェアＩＤのような）一意的な識別
情報を生成させかつ保持させることができる。この許可状態を有する構成要素が適正に登
録された場合、上述のサーバ及びデータベースは、さらに「登録されたリスト」を生成し
て保持してもよい。上記「登録されたリスト」は、１つの実装においては、構成要素に対
応したユーザアドレスと登録状態情報を含む。ある構成要素の適正な登録は、産業グルー
プあるいは製造業者のデータベースにおいて、構成要素でローカルに記憶された識別情報
に一致するエントリを見つけることを伴う。
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【０１９５】
　一実施形態に係るサーバ群１００１０は、産業グループあるいは製造業者のサーバ及び
データベースからこの「登録されたリスト」の情報を取得して、この取得された情報を適
当なＳＧＷデータベースに記憶する。この登録情報と、関連したマッピング情報とは、サ
ーバ群１００１０が、権限を持たない及び／又は登録されていない構成要素によるＭＰネ
ットワークの使用を防止することを可能にする。
【０１９６】
　上述のサーバ群１００１０の照会機構に関しては、サーバ群１００１０は、ブロック１
５０３０において、ＭＰに準拠した構成要素がオンラインになっているのか否かを検出し
ようとする際にＳＧＷが管理する構成されたポート（すなわち、ネットワークアドレスが
割り当てられたポート）のそれぞれに対して、状態照会パケットを送信する。これらの照
会パケットの送信間隔は、固定されているか、あるいは調節可能な時間期間であるかのい
ずれかが可能である。ＭＰに準拠した構成要素が、構成されたポートのうちの１つに接続
されている場合、当該構成要素は、状態照会パケットに対する応答として応答パケットを
サーバ群１００１０に送信する。１つの実装において、応答パケットは、構成要素に係る
何らかの識別情報を含む。この識別情報は、ハードウェアＩＤ、ユーザ名、ユーザアドレ
ス、又は、構成要素に関連付けられたネットワークアドレスであってさえもよい。それに
加えて、一実施形態に係るサーバ群１００１０は、ＭＰに準拠した構成要素がそれの応答
パケットのＤＡとしてサーバ群のネットワークアドレスを検索して使えるように、サーバ
群１００１０のネットワークアドレスを状態照会パケットに含ませる。
【０１９７】
　ブロック１５０４０において、ＭＰに準拠した構成要素からの応答パケットに応答して
、サーバ群１００１０は、パケットからの構成要素に係る識別情報を検索して取得する手
順に進み、構成要素をポートのネットワークアドレスにバインドし、それに応じて、ＳＧ
Ｗデータベースを更新する。例えば、ＭＸ１１８０がＥＸ１００００（図１０）に最初に
接続した後、ＭＸ１１８０は、サーバ群に応答パケットを送信することによって、サーバ
群１００１０の照会に応答する。応答パケットは、ＭＸ１１８０のユーザアドレスを含む
。上でブロック１５０２０に関して議論したように、サーバ群１００１０はすでに、ポー
ト１００８０にネットワークアドレスを割り当てている。応答パケットを受信した後で、
サーバ群１００１０は、ＭＸ１１８０をポート１００８０のネットワークアドレスにバイ
ンドする手順に進み、ＭＸ１１８０のユーザアドレスとネットワークアドレスの間の新た
なマッピング関係を反映するようにＳＧＷデータベースを更新する。
【０１９８】
　サーバ群１００１０は、一般に、上述したばかりの手順に従って、ＳＧＷデータベース
を更新し、かつ、ＭＸ１１８０を除く他のタイプの新たに接続されたＭＰに準拠した構成
要素のポートにネットワークアドレスを割り当てる。さらに、これらの手順から、ＭＰネ
ットワークに単に接続された（プラグインされた）だけのＭＰに準拠した装置は自動的に
認証され、ＭＰネットワーク上で動作するように構成される。
【０１９９】
　他の例において、サーバ群１００１０は、ＳＧＷデータベースを更新する前に所定のア
ドレスマッピング機能を実行する。例えば、サーバ群１００１０が、新たに接続されたＭ
Ｐに準拠した構成要素からユーザアドレスの代わりにユーザ名を受信する場合には、サー
バ群１００１０は、適当なＳＧＷデータベース（例えば、ＳＧＷにおけるネットワーク管
理サーバシステムのデータベース）を更新する前に、まず、ユーザ名に対応する適当なユ
ーザアドレスを識別する。
【０２００】
　ＭＰに準拠した構成要素を、ＭＰの都市圏ネットワーク１０００（図１ｄ）上に存在す
るものとして許可した後、サーバ群１００１０は、ＭＰの都市圏ネットワーク１０００の
リソース情報を収集し、ブロック１５０５０におけるネットワーク情報分配手順（「ＮＩ
ＤＰ」）を用いて、関連した情報を許可された構成要素に分配する。より具体的には、Ｎ
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ＩＤＰの一部は、サーバ群１００１０が、リソース情報のために、ＭＰの都市圏ネットワ
ーク１０００における許可された構成要素にリソース照会パケットを送信することを含む
。それに応じて、サーバ群１００１０は、ＥＸと、ＡＣＮのＭＸと、ＨＧＷとからのスイ
ッチ帯域幅の使用量と、メディア記憶装置からのメディア帯域幅使用量とに関する情報を
受信することが可能であるが、これらに制限されるものではない。サーバ群１００１０は
、この収集された情報を適当なＳＧＷデータベースに記憶して組織化する。
【０２０１】
　ＮＩＤＰの他の部分は、ＭＰに準拠した複数の構成要素に情報を分配することを含む。
構成要素のタイプに基づいて、一実施形態に係るサーバ群１００１０は、ＳＧＷデータベ
ースから構成要素に関する情報を選択し、告示（ bulletin）パケットを用いて、選択され
た情報を構成要素に分配する。例えば、ＭＸ１１８０及び１２４０と、ＨＧＷ１２００，
１２２０，１２６０及び１２８０と、ＵＴ１３４０，１３６０，１３８０，１４００，１
４２０及び１４５０とが、サーバ群１００１０（図１０）にＭＰ制御パケットを送信でき
るので、サーバ群１００１０は、告示パケットを用いて、その割り当てられたネットワー
クアドレスをこれらのＭＸ、ＨＧＷ及びＵＴに送信する。都市圏のマスターのネットワー
クマネージャ装置（ここではＳＧＷ１１６０）におけるサーバ群は、ＳＧＷ１１６０に直
接的には依属しない、ＭＰに準拠した構成要素に情報をさらに分配することができる。例
えば、サーバ群１００１０は、ＳＧＷ１１２０とＳＧＷ１０６０のような、都市圏のスレ
ーブの他のネットワークマネージャ装置に、その割り当てられたネットワークアドレスを
分配することができる。
【０２０２】
　ＳＧＷ１１２０及び１０６０（図１ｄ）のサーバ群のような、議論されたサーバ群１０
０１０とは異なるサーバ群もまた、当該サーバ群が管理するＭＰに準拠した構成要素から
リソース情報を収集しかつ関連した情報を当該ＭＰに準拠した構成要素に分配するために
、上述のＮＩＤＰを行うということに注意することは重要である。それに加えて、当該技
術分野における通常の技能を有する者には、本発明の範囲内になお含まれながら、議論さ
れた方法とは異なる方法でＮＩＤＰを実装することは明らかであろう。
【０２０３】
　ポートを構成することとリソース情報を収集することとに加えて、ＭＰの都市圏ネット
ワーク１０００に係る都市圏のマスターのネットワークマネージャ装置（ここではＳＧＷ
１１６０）のサーバ群はまた、ブロック１５０６０において、ＭＰネットワークのＥＸ間
においてルーティング経路を確立する。特に、このサーバ群は、ＳＧＷ１１６０のＥＸと
、ＳＧＷ１１２０及び１１６０のようなスレーブＳＧＷのＥＸとに対して、リソース照会
パケットを送信する。複数のＥＸからの応答に基づき、このサーバ群は、ＥＸの利用可能
なスイッチングの能力を判断し、ＭＰの都市圏ネットワーク１０００中のＥＸのうちで、
パケットを移送するために適当な伝送経路を識別し、このパケット移送情報をＥＸ転送テ
ーブルに保持する。そのＥＸ転送テーブルは、ＳＧＷ内に格納されてもよく、あるいはＳ
ＧＷと通信する外部の場所に格納されてもよい。
【０２０４】
　都市圏のマスターのネットワークマネージャ装置ＳＧＷの例示的なサーバ群は、それが
アイドル状態である場合、あるいはその処理能力が所定のしきい値より低い場合、ブロッ
ク１５０６０のタスクを実行する。それに代わって、このサーバ群は、ブロック１５０６
０のタスクを実行するために、他のサーバあるいはサーバ群に依存してもよい。当該技術
分野における通常の技能を有する者には、サーバ群１００１０によるパケット及びサービ
スの配信速度を低下させる手段でない限り、ＥＸ間のルーティング経路を計算するために
議論された手段とは異なる手段を用いることは明らかであろう。
【０２０５】
　ブロック１４０００（図１４）においてＭＰネットワークを構成することに加えて、サ
ーバ群１００１０はまた、サービス要求パケットに対して応答することに責務を有する。
サービス要求パケットは、ビデオ電話、ビデオのマルチキャスト、ビデオ・オン・デマン
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ド、マルチメディア転送、マルチメディアのブロードキャスト、あるいは実質的に他の任
意のタイプのマルチメディアサービスのような、サービスを要求することができる。後の
動作例のセクションは、例示的なマルチメディアサービスについての詳細な議論を提供す
る。サービス要求パケットはＭＰ制御パケットであり、典型的には、サービスのタイプと
、優先度と、要求されたサービスに関与する当事者のアドレスとについての情報を含む。
　
【０２０６】
　サーバ群１００１０は、サービス要求パケットを受信した後で、ブロック１４０１０に
おけるＭＣＣＰ手順を行って、関与する当事者についての所定のアカウント処理情報を照
合し、要求されたサービスを実行するためのリソースの利用可能性を判断する。図１６は
、ＭＣＣＰを実行するためにサーバ群１００１０が行う１つのワークフロー処理に係るフ
ローチャートである。
【０２０７】
　ブロック１６０００において、サーバ群１００１０は、サービス要求パケットから、関
与する当事者のネットワークアドレスを検索して読み出す。関与する当事者とは、一般に
、発呼者、被呼者、支払者、及び被支払者を示す。上で議論された転送テーブルにおける
当事者らのネットワークアドレス及び伝送経路情報を用いて、サーバ群１００１０は、要
求されたサービスを実行するために必要とされる、複数の論理リンクに沿ったリソースを
識別することができる。
【０２０８】
　例として、ＵＴ１４２０が、発呼者と支払者との両方であることと、ＵＴ１３２０が被
呼者であることとを仮定する（図１ｄ）。サービス要求パケットから検索して読み出され
た発呼者のネットワークアドレスに基づき、サーバ群１００１０は、要求されたサービス
を実行するために、ボトムアップの論理リンクに沿ったＳＧＷ１１６０、ＭＸ１１８０、
ＨＧＷ１２００及びＵＴ１４２０を識別する。またサービス要求パケットから検索して読
み出された被呼者のネットワークアドレスに基づき、サーバ群１００１０は、要求された
サービスを実行するために、トップダウンの論理リンクに沿ったＳＧＷ１０６０、ＭＸ１
０８０、ＨＧＷ１１００及びＵＴ１３２０を識別する。それに加えて、サーバ群１００１
０は、転送テーブルを参照して、要求されたサービスを実行するために、ＳＧＷ１１６０
のＥＸ（図１０におけるＥＸ１００００）とＳＧＷ１０６０のＥＸ（図１ｄ）との間の論
理リンクに沿ったノードを識別する。従って、サーバ群１００１０は、ＵＴ１４２０から
ＵＴ１３２０までのエンド・ツー・エンドの伝送経路に沿ったノード（リソース）を識別
し、要求されたサービスに対してアドミション制御及びポリシー制御を適用する処理に進
むことができる。
【０２０９】
　サーバ群１００１０は、ブロック１６０１０において当事者らのアカウント処理の状態
を検査し、支払者の財務状態（ financial standing）を照合する。サーバ群１００１０は
、支払者の借方又は貸方の差引勘定や、過去の支払いパターンのような、多数の公知のフ
ァクタに基づいて、満足できるアカウント処理状態のための基準を確立することができる
。支払者が基準を満たすことに失敗した場合には、サーバ群１００１０は、ブロック１４
０２０においてサービス要求を拒絶する（図１４）。それに代わって、サーバ群１００１
０は、要求を拒絶する前に支払うように、支払者のクレジットカード会社のような第三方
に依頼する。
【０２１０】
　それに加えて、サーバ群１００１０は、要求されたサービスのために必要とされるリソ
ースを調べ、リソースが十分であることを保証する。サーバ群１００１０は、内部に保持
している情報あるいは外部から受信する情報に基づき、要求されたサービスの要求内容を
決める。サーバ群１００１０は、それがサポートするサービスと、これらのサービスのた
めのネットワークリソースに対する対応する要求内容とに係る予め決められたリストを保
持する。従って、サービス要求パケットが受信された後、サーバ群１００１０は、当該パ
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ケットからサービスのタイプを識別し、及び、上記予め決められたリストからネットワー
クリソースの必要条件を確立することができる。それに代わって、サーバ群１００１０は
、ネットワークリソースの必要条件をサービス要求パケットに含ませるために、サービス
を要求する当事者に依存してもよい。
【０２１１】
　上述のように、サーバ群１００１０は、図１５のブロック１５０５０に示されたような
ＮＩＤＰの処理からネットワークリソース情報を取得する。ネットワークリソースの例は
、ＥＸ間の経路や、ＳＧＷ、ＡＣＮ、ＨＧＷ及び他の任意のノードのスイッチング能力を
含むが、これらに限定されない。
【０２１２】
　要求されたサービスを提供するために必要とされるＭＰに準拠した構成要素を識別した
後、サーバ群１００１０は、ブロック１６０３０において、これらの構成要素の能力を、
要求されたサービスの要求内容と比較して、ブロック１４０３０に進むか否かを決定する
。例示的なサーバ群１００１０は、識別されたＭＰに準拠した構成要素に対して以下の式
を適用する。
【０２１３】
［数１］
Ａ＝要求されたサービスの優先度（サーバ群１００１０は、サービス要求パケットからこ
の値を取得する。）
［数２］
Ｂ＝ＭＰに準拠した構成要素の最大容量
［数３］
Ｃ＝現在使用されている、ＭＰに準拠した同じ構成要素の容量（ＭＰに準拠した構成要素
は、典型的には、この現在の使用量の値を更新しかつ追跡する。）
［数４］
Ｄ＝要求されたサービスのために要求される容量
［数５］
Ｅ＝（Ａ×Ｂ）－Ｃ－Ｄ
【０２１４】
　Ａは０と１の間の数であり、ここで、例示的な値は、低い優先度に対して０．８となり
、通常の優先度に対して０．９となり、高い優先度に対して１．０になる。サービスを提
供するために必要とされるＭＰに準拠した構成要素のうちの任意のものに対してＥが０未
満である場合には、サーバ群１００１０は、ブロック１４０２０においてサービス要求を
拒絶する。さもなければ、サーバ群１００１０は、サービス要求を承認して、（複数の）
伝送経路に沿った構成要素をセットアップし（例えば、ＵＬＰＦと多地点通信ルックアッ
プテーブルをセットアップする。以下を参照。）、図１４と図１６に示されたようなブロ
ック１４０３０においてサービスを実行する処理に進む。多地点通信の場合、一実施形態
に係るサーバ群１００１０はまた、ブロック１４０３０において１つのセッション番号を
予約する。特に、サーバ群１００１０は、選択元となる一意的なセッション番号のプール
を有する。ある多地点通信セッションを表示するためのセッション番号が選択された後で
、選択されたセッション番号は、表示されたセッションが終了されるまで利用不可能にさ
れる。サービス要求が利用不可能なセッション番号を要求する場合には、サーバ群１００
１０は、予約されたセッション番号を利用可能なセッション番号にマッピングし、伝送経
路に沿った構成要素に対して、マッピングについて通知する。
【０２１５】
　当該技術分野における通常の技能を有する者には、ＭＣＣＰの範囲内になお含まれなが
ら、開示されたものとは異なる式、異なるパラメータ、及び／又は異なる機構を用いるこ
とは明らかであろう。例えば、議論されたサーバ群１００１０は、リソースを管理する（
すなわち、リソースの利用可能性に基づいてサービス要求を承認するか、又は承認しない
）にもかかわらず、能動的にはリソースを予約しないものであるが、サーバ群１００１０
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は、開示されたサーバ群の技術の範囲を越えることなく、上の式におけるＣの値を、実際
に測定された使用量を超えて増加させることによって、リソースを予約することができる
。さらに、代替の実施形態において、高い優先度のサービスのためのリソースを解放する
ように低い優先度のサービスが終了されない場合には、サーバ群１００１０は、要求され
た動作の要求内容を満たすために、進行中の動作のうちのいくつかからのリソースを再割
り当てしてもよい。リソースの再割り当てが可能である場合（すなわち、進行中のサービ
ス及び現在のサービス要求の両方の要求内容を満たすことができる場合）には、サーバ群
１００１０は、Ｃの値を調節することによって再割り当てしてもよい。
【０２１６】
　当該技術分野における通常の技能を有する者には、ＭＣＣＰ技術の範囲を超えることな
く、議論されたＭＣＣＰ手順のシーケンスを再配置することは明らかであろう。例えば、
代替の実装に係るＭＣＣＰは、ブロック１６０１０等でアカウント処理の状態を照合する
前に、ブロック１６０３０等でリソースの利用可能性をチェックする。
【０２１７】
　ネットワークリソースが利用可能であることと、（複数の）関連した当事者のアカウン
ト処理の状態が満足できるものであることとをＭＣＣＰ手順が示す場合には、サーバ群１
００１０は、ブロック１４０３０において、サービス要求を承認し、（複数の）適当な伝
送経路に沿った構成要素を（ユニキャスト／多地点通信セットアップパケットを用いて）
セットアップする処理に進む。多地点通信の場合、一実施形態に係るサーバ群１００１０
はまた、１つのセッション番号を予約する。このＭＣＣＰ手順が、サーバ群に対する上述
のアドミション制御ポリシーの一部である。
【０２１８】
　サービスが承認されかつ伝送経路に沿った構成要素がセットアップされると、サーバ群
１００１０は、ブロック１４０４０において、関与した当事者のＵＴや、あるいはメディ
ア記憶装置１１４０のようなＭＰに準拠した他の構成要素に、データパケットの交換を開
始するように命令する。その課金モデルに依存して、サーバ群１００１０はまた、その課
金カウンタを開始させる。例えば、要求されたサービスの金銭的な評価が、当事者がその
サービスに費やした時間量に依存する場合には、課金カウンタはタイマである。一方、上
記評価が、サービスのセッションの間に移送されたビット数に依存する場合には、課金カ
ウンタはビットカウンタである。当該技術分野における通常の技能を有する者には、本発
明の範囲内になお含まれながら、上で議論されたものとは異なる他の多数の公知の課金モ
デルが使用されてもよいということは明らかであろう。
【０２１９】
　呼の通信段階の間に、サーバ群１００１０は、ブロック１４０５０において、パケット
トラフィックをモニタリングしかつ管理できる。１つの実装では、サーバ群１００１０は
、発呼者及び被呼者の接続状態要求パケットを送信することによって、トラフィックをモ
ニタリングする。発呼者及び被呼者がこの要求に応答しない場合には、サーバ群１００１
０はブロック１４０６０に進む。さもなければ、サーバ群１００１０は、発呼者及び被呼
者からの応答に基づいて、接続に対する適当な調節を実行する。例えば、サーバ群１００
１０は、データ伝送に係る信号品質をモニタリングしてもよい。信号品質が所定のしきい
値より悪化したとサーバ群１００１０が判断した場合には、サーバ群１００１０は、接続
に対する課金を所定量だけ割り引いてもよい。
【０２２０】
　また、サーバ群１００１０は、発呼者及び被呼者にコマンドパケットを発行することに
よって、パケットトラフィックを制御できる。一例として、サーバ群１００１０は、メデ
ィア・オン・デマンドサービスにおける被呼者に「停止」コマンドパケットを発行し、要
求されたメディアの送信を被呼者に停止させてもよい。他の例において、サーバ群１００
１０は、発呼者に対して、そのデータパケットの発信する伝送レートを低下させるコマン
ドパケットを発行してもよい。当該技術分野における通常の技能を有する者には、本発明
の範囲を越えることなく、上で議論されたものとは異なる他の多数のトラフィック操作機
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構を実行すること、又は他のタイプのコマンドパケットを利用することは明らかであろう
。
【０２２１】
　ブロック１４０５０におけるパケットトラフィックのモニタリングの結果か、又は、終
了要求パケットを受信した結果かのいずれかとして、サーバ群１００１０は、ブロック１
４０６０において、前述の課金カウンタを停止し、課金カウンタから金額を計算し、支払
者への請求書にこの金額を追加し（又は、支払者が借方勘定（ debit account）を有する
場合には、この金額を差し引き）、課金カウンタをリセットする。
【０２２２】
　以上のサーバ群についての議論は、主に、単一のエンティティとしてのサーバ群の機能
について説明しているが、当該技術分野における通常の技能を有する者には、開示された
サーバ群の技術の範囲内になお含まれながら、図１２に示されたものとは異なるサーバシ
ステムを備えたサーバ群を実装することは明らかであろう。これらのサーバシステムの各
々が、上で議論された機能のうちの１つを、あるいはその選択されたいくつかを実行する
。
【０２２３】
　例えば、オフラインルーティングサーバシステム１２０５０は、主に、ＥＸ間にルーテ
ィング経路を確立することに責務を有する。アカウント処理サーバシステム１２０４０は
ＭＣＣＰ手順の一部を実行し、また、要求されたサービスに関連付けられた金額を計算す
る。アドレスマッピングサーバシステム１２０２０は、主に、ユーザ名、ユーザアドレス
及びネットワークアドレスの間でマッピングすることに責務を有する。呼処理サーバシス
テム１２０１０は、主に、サービス要求を処理することと、ＭＣＣＰ手順の一部を実行す
ることとに責務を有する。ネットワーク管理サーバシステム１２０３０が、主に、ＭＰネ
ットワークを構成することと、ネットワークリソースを管理することと、接続をセットア
ップすることとに責務を有する。
【０２２４】
　さらに、これらのサーバシステムの各々が、割り当てられたネットワークアドレスを有
しているので、サーバシステムは、それらの割り当てられたネットワークアドレスを用い
て、互いに通信できる。このサーバシステム間のインタラクションを説明するために、図
１７ａ及び図１７ｂは、ビデオ電話の呼におけるＭＣＣＰを実行する、図１２に示された
サーバシステムに係る１つの時系列図を示す。特に、次のことを含む。
【０２２５】
１．発呼者は、発呼者の呼処理サーバシステム１２０１０にサービス要求パケット１７０
００を送信する。
２．サービス要求パケット１７０００は、支払者及び被呼者のユーザアドレスと、発呼者
及び呼処理サーバシステム１２０１０のネットワークアドレスと、要求されたサービスの
優先度と、要求されたサービスに係るネットワークリソースの必要条件とのような情報を
含む。
３．呼処理サーバシステム１２０１０は、アドレスマッピングサーバシステム１２０２０
にアドレス解決照会パケット１７０１０を送信する。このパケット１７０１０は、支払者
のユーザアドレスと、アドレスマッピングサーバシステム１２０２０のネットワークアド
レスとを含む。
４．アドレスマッピングサーバシステム１２０２０は、アドレス解決照会応答パケット１
７０２０において、支払者のネットワークアドレスを呼処理サーバシステム１２０１０に
戻す。
５．呼処理サーバシステム１２０１０は、アカウント処理サーバシステム１２０４０にア
カウント処理状態照会パケット１７０３０を送信する。このパケットは、支払者のネット
ワークアドレスと、アカウント処理サーバシステム１２０４０のネットワークアドレスと
を含む。
６．アカウント処理サーバシステム１２０４０は、アカウント処理状態照会応答パケット
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１７０４０を呼処理サーバ１２０１０に戻す。この応答パケットは、支払者のアカウント
処理の状態を示す。
７．呼処理サーバシステム１２０１０は、ネットワーク管理サーバシステム１２０３０に
、ネットワークリソース状態照会パケット１７０５０を送信する。
８．ネットワーク管理サーバシステム１２０３０は、ネットワークリソース状態照会応答
パケット１７０６０を、呼処理サーバシステム１２０１０に戻すように送信する。このパ
ケットは、（上で議論されたブロック１６０３０の結果に基づいて）ビデオ電話の呼を実
行するためにネットワークリソースが十分であるか否かを示す。
９．発呼者の呼処理サーバシステム１２０１０は、被呼者に、被呼者照会パケット１７０
７０を送信する。
１０．被呼者は、被呼者照会応答パケット１７０８０で応答する。
１１．次いで、呼処理サーバ１２０１０は、発呼者にサービス要求応答パケット１７０９
０を送信することによって、サービス要求１７０００に応答する。
【０２２６】
　以上議論されたパケット１７０００，１７０１０，１７０２０，１７０３０，１７０４
０，１７０５０，１７０６０，１７０７０，１７０８０及び１７０９０は、ＭＰ制御パケ
ットである。これらのＭＰ制御パケットを用いて互いに通信することによって、別個の機
能に対して責務を有する異なる複数のサーバシステムは、図１６に示したようなＭＣＣＰ
手順を協働して実行することができる。サーバ群のうちの各サーバシステムに、専門家さ
れたタスクを実行させることは、いくつかの利益がもたらす。各サーバシステムにおける
ハードウェアは、その専門家されたタスクに対して調整されることが可能である。サーバ
群のモジュール式の設計は、容量を拡張すること、各サーバシステムにおける機能を更新
すること、及び／又はサーバシステムに新しい機能を追加することを容易化する。後の動
作例のセクションは、ＭＣＣＰ手順とは異なるタスクを実行する際における、サーバ群の
うちの異なる複数のサーバシステム間のインタラクションを説明する、他の例を提供する
。
【０２２７】
５．１．２　エッジ部のスイッチ（「ＥＸ」）．
　図１８は、図１０に示されたＳＧＷ１１６０におけるＥＸ１００００のような、例示的
なエッジ部のスイッチのブロック図である。ＥＸ１００００は、４つのタイプの構成要素
、すなわち、スイッチングコア、セレクタ、パケット分配器、及びインターフェースを含
む。この実施形態に係るＥＸ１００００は、３つのタイプのインターフェース、すなわち
、ＡＣＮ１１９０のＭＸ１１８０及びＭＸ１２４０との通信を可能にするインターフェー
スＡ　１８０００と、サーバ群１００１０及びゲートウェイ１００２０との通信を可能に
するインターフェースＢ　１８０１０と、都市圏ネットワークのバックボーン１０４０と
の通信を可能にするインターフェースＣ　１８０２０とを含む。これらのインターフェー
スは、１つのタイプの信号からもう１つのものへの信号変換を提供する。例えば、一実施
形態に係るＥＸ１００００におけるインターフェースＣ　１８０２０は、光ファイバ信号
と電気信号との間で変換をする。
【０２２８】
５．１．２．１　セレクタ．
　図１８におけるセレクタ１８０３０、１８０６０又は１８０９０のような、一実施形態
に係るセレクタは、複数の物理リンクから受信されたパケットが、スイッチングコア１８
０４０、１８０７０あるいは１８１００のような、スイッチングコアに伝送される順序を
選択する。例としてセレクタ１８０３０を用いるとき、論理リンク１４４０が３つの物理
リンクを占有し、かつ論理リンク１４６０が２つの物理リンクを占有する場合には、一実
施形態に係るセレクタ１８０３０は、公知の方法（例えば、ラウンドロビン及び先入れ先
出し）を用いてアクティブな信号を有する物理リンクを選択し、選択された物理リンク上
のパケットをスイッチングコア１８０４０に方向付ける。論理リンク１４４０及び１４６
０のそれぞれが、単一の物理リンクに対応する場合には、セレクタ１８０３０はまた、ア
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クティブな信号を有するリンク上のパケットを、スイッチングコア１８０４０に方向付け
る。セレクタ１８０６０及び１８０９０も同様に、上で説明したような多対一の多重化機
能を実行する。しかしながら、当該技術分野における通常の技能を有する者には、開示さ
れたＥＸ技術の範囲を越えることなく、これらのセレクタの機能をインターフェースに組
み込む（例えば、セレクタ１８０３０をインターフェースＡ　１８０００の一部にする）
ことは明らかなはずである。
【０２２９】
５．１．２．２　スイッチングコア．
　一実施形態に係るＥＸ１００００は、スイッチングコア１８０４０、１８０７０及び１
８１００のような、共通のスイッチングコアのセットを用いている。この共通のスイッチ
ングコアのアーキテクチャは、受信されたパケットのカラー情報、その部分的なアドレス
情報、あるいはこれら２つのタイプの情報の組み合わせに基づいて、当該受信されたパケ
ットをその最終的な宛先に方向付けることができるものである。１つの実装において、Ｅ
Ｘ１００００におけるスイッチングコアのうちの１つが、あるパケットを（スイッチング
コア１８０４０、１８１００あるいは１８０７０のそれぞれに対する、論理リンク１８１
３０、１８１５０あるいは１８１７０のような）ある論理リンク上に配置する場合には、
当該スイッチングコアはまた、（スイッチングコア１８０４０、１８１００あるいは１８
０７０のそれぞれに対する、論理リンク１８１２０、１８１４０あるいは１８１６０のよ
うな）もう１つの論理リンクを介して、制御信号をアサートする。アサートされた制御信
号は、（パケット分配器１８０５０、１８１１０あるいは１８０８０のような）パケット
分配器のうちの１つに当該パケットを処理させる。この実装は例示的なものであると強調
しておく必要がある。当該技術分野における通常の技能を有する者は、開示されたＥＸ及
びスイッチングコアの技術の範囲が他の多数の設計を含むことを認識するであろう。
【０２３０】
　図１９は、例示的なスイッチングコアのブロック図を示す。このスイッチングコアは、
フィルタ１９０００、遅延素子１９０１０、及び部分的アドレスルーティングエンジン（
「ＰＡＲＥ」）１９０３０を含む。
【０２３１】
５．１．２．２．１　カラーフィルタ．
　カラーフィルタ１９０００は、上述のセレクタのうちの１つによって選択された物理リ
ンクから、ＭＰパケット又はＭＰでカプセル化されたパケットを受信する。受信されたパ
ケットのカラー情報に基づいて、一実施形態に係るカラーフィルタ１９０００は、典型的
には、論理リンク１９０７０を介してコマンド（「カラーフィルタによって発行されたコ
マンド」）を送信し、論理リンク１９０４０を介して、受信されたパケットをＰＡＲＥ１
９０３０に送信する。しかしながら、いくつかの例では、カラーフィルタ１９０００は、
ＭＰ制御パケットを、ＰＡＲＥ１９０３０を通過させることなく、論理リンク１９０８０
を介して、ＭＰに準拠したもう１つの構成要素に送信する（例えば、カラーフィルタ１９
０００は、照会パケットに対して、要求された情報によって応答する）。
【０２３２】
　ＭＰカラーの表（上述）は、例示的なタイプのカラー情報を列挙している。カラーフィ
ルタ１９０００は、これらのタイプのカラー情報のすべてを、あるいはその何らかのサブ
セットを認識して、処理することができる。カラーフィルタ１９０００が認識しかつ処理
するカラー情報のタイプは、カラーフィルタ１９０００に関連付けられたインターフェー
スのタイプに依存してもよい。以下で議論される１つの例では、ＡＣＮにおけるＭＸから
のパケットを送受信するインターフェースであるインターフェースＡに関連付けられたカ
ラーフィルタは、２つのタイプのカラー情報を処理する。以下で議論される第２の例では
、ネットワークのバックボーンからのパケットを送受信するインターフェースであるイン
ターフェースＣに関連付けられたカラーフィルタは、６個のタイプのカラー情報を有する
パケットを認識する。それに加えて、ＭＰカラーの表に列挙されたカラー情報のタイプは
、例示的なものであって、網羅的なものではない。
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【０２３３】
　１つの実装において、カラーフィルタによって発行されたコマンドは、ＰＡＲＥ１９０
３０に、適当なパケット転送機構（すなわち、部分的アドレスのルーティング、あるいは
ルックアップテーブルのルーティング）と、受信されたパケットを転送するためのポート
とを選択させる。選択された機構及びポートについての情報を用いて、ＰＡＲＥ１９０３
０は、パケット分配器によるパケットの配信のトリガーとなる制御信号１９０５０をアサ
ートする。
【０２３４】
　スイッチングコアは遅延素子１９０１０を利用して、パケット分配器におけるパケット
の到着を、以下の時点まで遅延させる。すなわち、ＰＡＲＥ１９０３０が、同じパケット
（あるいはそのコピー）から抽出された部分的なアドレスとカラー情報とを用いた制御信
号１９０５０の生成を完了するまで遅延させる。言い換えると、このスイッチングコアに
おいてＰＡＲＥ１９０３０が制御信号１９０５０を生成するために費やした時間量は、遅
延素子１９０１０が導入する遅延の長さ以下である。
【０２３５】
　当該技術分野における通常の技能を有する者には、開示されたＥＸ技術の範囲を超える
ことなく、説明された３つとは異なる個数のインターフェースを含むＥＸを設計すること
は明らかであろう。当業者はまた、図１８に示されたものとは異なる構成要素と通信する
ためのインターフェースを設計することもできる。例えば、サーバ群１００１０及びゲー
トウェイ１００２０に加えて、一実施形態に係るインターフェースＢ　１８０１０はまた
、メディア記憶装置へのアクセスをＥＸ１００００に提供する。それに加えて、図示され
たＥＸ１００００は、スイッチングコア、パケット分配器及びセレクタにてなる３つのセ
ットを含んでいるが、当業者には、開示されたＥＸの範囲内になお含まれながら、スイッ
チングコア、パケット分配器及びセレクタの異なる組み合わせを用いてＥＸを実装するこ
とは明らかであろう。例えば、ＥＸ１００００に係る１つの可能な実装は単一のスイッチ
ングコアと３つのインターフェースとを有し、ここで、各インターフェースは、上述のセ
レクタと上述のパケット分配器とに類似した機能（すなわち、多対一の多重化に対して、
多対多の多重化）を含む。
【０２３６】
　図２０は、カラーフィルタ１９０００がインターフェースＡ　１８０００からのパケッ
ト（「１８０００からのパケット」）に応答するために行う１つの処理に係るフローチャ
ートである。「１８０００からのパケット」がＭＰパケット５０００（図５）のパケット
フォーマットに従う場合には、カラーフィルタ１９０００は、ブロック２００００におい
て、このパケットのＤＡ５０１０に存在するカラー情報を調べる。特に、上の論理層のセ
クションで議論されたように、ＤＡ５０１０は宛先のネットワークアドレスを含む。この
宛先のネットワークアドレスに対するいくつかの可能なフォーマットは、ネットワークア
ドレス６０００，７０００，８０００，９０００，９１００及び９２００のフォーマット
を含む。これらのネットワークアドレスのそれぞれは、一般的なカラーのサブフィールド
を含む。カラーフィルタ１９０００は、予め決められたビットマスクと、この一般的なカ
ラーのサブフィールドとの間でビット毎の比較を実行して、認識されたサービスを識別す
る。
【０２３７】
　この例において、スイッチングコア１８０４０においてカラーフィルタ１９０００は、
インターフェースＡ　１８０００からの、カラー情報を有する２つのタイプのパケット、
すなわち、ユニキャストデータのカラー情報を有するパケットと、多地点データのカラー
情報を有するパケット（例えば、ＭＢデータのカラー情報を有するパケットとＭＭデータ
のカラー情報を有するパケット）とを認識する。説明するために、以下の議論では、多地
点データのカラー情報を有するパケットを表すためにＭＢデータのカラー情報を有するパ
ケットを用い、カラーフィルタ１９０００が下記のビットマスクを認識することを仮定す
る。
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【０２３８】
【表５】
　
　
　
　
　
　
　
　
【０２３９】
　ユニキャストデータのカラー情報を有するパケットと、ＭＢデータのカラー情報を有す
るパケットとは、それらの一般的なカラーの各サブフィールドにおいて、一般的なカラー
情報「０００００」と「１１０００」を含む。上記パケットは、ＭＰデータパケットでも
ある。
【０２４０】
　「００００」のビットマスクと、「１８０００からのパケット」の一般的なカラーのサ
ブフィールドとを比較した結果が、一致を示す場合には、カラーフィルタ１９０００は、
ブロック２００２０において、遅延素子１９０１０及びＰＡＲＥ１９０３０にパケットを
中継し、ＰＡＲＥ１９０３０にユニキャストデータコマンドを送信する。同様に、「１８
０００からのパケット」に係る一般的なカラーのサブフィールドが「１１０００」を含む
場合には、カラーフィルタ１９０００はまた、ブロック２００３０において、パケットを
遅延素子１９０１０及びＰＡＲＥ１９０３０に中継し、ＰＡＲＥ１９０３０にＭＢデータ
コマンドを送信する。言い換えれば、これらのカラー情報を有する異なるパケットにおけ
るカラー情報は、カラーフィルタ１９０００が別個の動作を開始するための命令として機
能する。
【０２４１】
　図２１は、スイッチングコア１８０７０におけるカラーフィルタ１９０００のような、
もう１つの実装に係るカラーフィルタ１９０００が、インターフェースＣ　１８０２０か
らのパケット（「１８０２０からのパケット」）に応答して行う１つの処理に係るフロー
チャートを示す。上述の議論と同様に、カラーフィルタ１９０００は、ブロック２１００
０において、予め決められたビットマスクと、パケットのＤＡの一般的なカラーのサブフ
ィールドとの間でビット毎の比較を実行することによって、１８０２０からのパケットに
係るカラー情報を調べる。
【０２４２】
　この例において、カラーフィルタ１９０００は、カラー情報を有する６つのタイプのパ
ケット、すなわち、ユニキャストセットアップのカラー情報を有するパケット、ユニキャ
ストデータのカラー情報を有するパケット、照会のカラー情報を有するパケット、ＭＢセ
ットアップのカラー情報を有するパケット、ＭＢ保持のカラー情報を有するパケット、及
びＭＢデータのカラー情報を有するパケットを認識する。ユニキャストセットアップのカ
ラー情報を有するパケット、照会のカラー情報を有するパケット、ＭＢ保持のカラー情報
を有するパケット、及びＭＢセットアップのカラー情報を有するパケットは、ＭＰ制御パ
ケットである。セットアップパケットは、一般に、要求されたサービスを実行するために
、（例えば、ＵＬＰＦ及び／又はルックアップテーブルを構成して）伝送経路に沿ったＭ
Ｐに準拠した構成要素をセットアップする。照会パケットは、一般に、要求されたサービ
スを実行するために、これらの構成要素に対してそれらの利用可能性を照会する。保持パ
ケットは、一般に、ルックアップテーブルが通信セッションの状態を正確に反映している
ことを保証する。ある場合には、通信セッションに係る呼の接続状態情報（例えば、エラ
ーレートと失われたパケット数）を収集するために、保持パケットが使用される。一方、
ＭＢデータのカラー情報を有するパケットは、ＭＰデータパケットである。以下の部分と
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、後の動作例のセクションとにおいて、これらのパケットの使用について議論する。
【０２４３】
　ユニキャストセットアップのカラー情報を有するパケットか、あるいはユニキャストデ
ータのカラー情報を有するパケットかのいずれかに応答して、カラーフィルタ１９０００
は、ブロック２１０１０において、遅延素子１９０１０とＰＡＲＥ１９０３０にパケット
を中継し、ユニキャストセットアップコマンドか、あるいはユニキャストデータコマンド
かのいずれかをそれぞれの場合にＰＡＲＥ１９０３０に送信する。ＭＢデータのカラー情
報を有するパケットに応答して、フィルタ１９０００は、ブロック２１０７０において、
遅延素子１９０１０とＰＡＲＥ１９０３０にパケットを中継し、ＭＢデータコマンドをＰ
ＡＲＥ１９０３０に送信する。一方、ＭＰに準拠したもう１つの構成要素からの照会のカ
ラー情報を有するパケットに応答して、カラーフィルタ１９０００は、ブロック２１０２
０において、状態照会応答パケットのようなもう１つのＭＰ制御パケットを、論理リンク
１９０８０を介して、状態を要求した構成要素に戻すように送信する。このＭＰ制御パケ
ットは、ＥＸ１００００の論理リンク１１５０に係る発信トラフィック情報のような情報
を含むが、これに限定されるものではない。ＭＢセットアップのカラー情報を有するパケ
ットあるいはＭＢ保持のカラー情報を有するパケットに応答して、カラーフィルタ１９０
００は、遅延素子１９０１０とＰＡＲＥ１９０３０にパケットを中継し、ＭＢセットアッ
プコマンドあるいはＭＢ保持コマンドのような適当なコマンドをＰＡＲＥ１９０３０に送
信する。
【０２４４】
　さらに、一実施形態に係るカラーフィルタ１９０００が、パケットに含まれたカラー情
報を認識しない場合には、ＭＰパケットをエラーパケットであるとみなし、そのパケット
を廃棄する。
【０２４５】
　図２２は、スイッチングコア１８１００のカラーフィルタ１９０００のような、もう１
つの実施形態に係るカラーフィルタ１９０００が、インターフェースＢ　１８０１０から
のパケットに応答して行う１つの処理に係るフローチャートを示す。この処理は、図２１
に示された処理と同様である。しかしながら、照会のカラー情報を有するパケットに応答
して、カラーフィルタ１９０００は、論理リンク１００３０、１００４０及び１１５０に
係る発信及び着信のトラフィック情報のような情報を含むが、またそれらに限定されない
情報も含むＭＰ制御パケットを、インターフェースＢ　１８０１０あるいはインターフェ
ースＣ　１８０２０を介して、照会のカラー情報を有するパケットの発信元ホストに送信
する。言い換えれば、このＭＰ制御パケットのＤＡフィールド５０５０は、発信元ホスト
（例えば、サーバ群における１つのサーバシステム）の割り当てられたネットワークアド
レスを含む。
【０２４６】
　上述のユニキャストコマンド、ＭＢデータコマンド、ＭＢセットアップコマンド、及び
ＭＢ保持コマンドが、ＰＡＲＥ１９０３０を制御する。図２４及び図２５と、後の部分的
アドレスルーティングエンジンのセクションに付属した説明とは、ＰＡＲＥ１９０３０に
作用するこれらのコマンドの制御についての例示的なタイプをさらに提供する。
【０２４７】
　上で議論された例には、カラーフィルタ１９０００が発生するコマンドは、カラーフィ
ルタがアサートする別個の制御信号に対応する。しかしながら、当業者は、これらのコマ
ンドを実装するために、カラーフィルタ１９０００及びＰＡＲＥ１９０３０のような、２
つの論理的構成要素の間の通信を促進する多くの機構が使用可能であるということを認識
するであろう。
【０２４８】
　上述の議論では、カラーフィルタ１９０００の何らかの機能を記述するために、カラー
情報を有するパケットとビットマスクとの特定のセットを用いているが、当業者には、開
示されたカラーフィルタ処理の技術の範囲を超えることなく、説明されたものとは異なる

10

20

30

40

50

(53) JP 3964871 B2 2007.8.22



タイプのカラー情報を有するパケットに応答して、他の動作を呼び出すカラーフィルタを
実装することは明らかであろう。後の動作例のセクションは、呼のセットアップ、呼の通
信、及び呼の解放の手順において上述のカラー情報を有するパケットを利用することにつ
いて、さらなる詳細を提供する。
【０２４９】
５．１．２．２．２　部分的アドレスルーティングエンジン．
　一実施形態に係るＰＡＲＥ１９０３０は、コマンドとそれが受信したパケットとに基づ
いて、パケット分配器に対して制御信号１９０５０をアサートする。ＰＡＲＥ１９０３０
がスイッチングコア１８０４０に存在する場合には、制御信号１９０５０は、図１８に示
されたように論理リンク１８１２０上を伝搬する。同様に、ＰＡＲＥ１９０３０が、スイ
ッチングコア１８１００あるいはスイッチングコア１８０７０に存在する場合には、その
アサートされた制御信号１９０５０は、論理リンク１８１４０上あるいは１８１６０上を
それぞれ伝搬する。図２３は、図１９におけるＰＡＲＥ１９０３０のような、一実施形態
に係るＰＡＲＥのブロック図を示す。ＰＡＲＥ１９０３０は、部分的アドレスルーティン
グ装置（「ＰＡＲＵ」）２３０００、ルックアップテーブルコントローラ（「ＬＴＣ」）
２３０１０、ルックアップテーブル（「ＬＴ」）２３０２０、及び制御信号論理回路２３
０３０を含む。ＰＡＲＵ２３０００は、カラーフィルタ１９０００から、論理リンク１９
０７０と論理リンク１９０４０をそれぞれ介して、コマンド及びパケットを受信して処理
する。次に、ＰＡＲＵ２３０００は、処理された結果を、制御信号論理回路２３０３０及
び／又はＬＴＣ２３０１０に伝送する。
【０２５０】
　１つの実装において、ＰＡＲＵ２３０００は、受信されたパケットからの関連したパケ
ット配信情報（例えば、部分的なアドレス、セッション番号、及びマッピングされたセッ
ション番号）を、ＬＴＣ２３０１０に提供し、ＬＴＣ２３０１０がその情報をＬＴ２３０
２０に保持することを可能にする。他の例では、ＰＡＲＵ２３０００は、ＬＴＣ２３０１
０に情報を検索させ、ＬＴ２３０２０から制御信号論理回路２３０３０に当該情報を伝送
させる。ＬＴ２３０２０が、図１３に示すようにメモリサブシステム１３０２０に存在す
る場合があることと、他のＰＡＲＥにおける他のＬＴＣと共有される場合があるというこ
ととに注意する必要がある。
【０２５１】
　以下の例では、ＵＴ１３２０，１３８０，１４００及び１４２０（図１ｄ）の間におけ
るユニキャスト及びＭＢセッションを用いて、スイッチングコア１８０４０におけるＰＡ
ＲＥ１９０３０内の構成要素の間の動作についてさらに説明する。これらの例についての
以下の議論は、図１ｄ、図１０、図５、図６、図１８、図１９及び図２３を参照し、議論
を簡単にするため、所定の実装上の詳細事項を仮定している（以下に与えられる）。しか
しながら、当業者には、ＰＡＲＥ１９０３０がこれらの詳細事項に制限されず、次のＭＢ
に関する議論はまた、他の多地点通信（例えばＭＭ）に適用されるということが明らかで
あろう。この詳細事項は以下のものを含む。
【０２５２】
・ＵＴ１３８０、１４００及び１４２０は、同じＨＧＷ（ＨＧＷ１２００）、同じＡＣＮ
（ＭＸ１８００）及び同じＳＧＷ（ＳＧＷ１１６０）に物理的に接続されるので、それら
は、図６に示されたような、国サブフィールド６０２０、都市サブフィールド６０３０、
コミュニティサブフィールド６０４０、及び階層化されたスイッチのサブフィールド６０
５０において、同じ部分的なアドレスを共有する。言い換えれば、ＵＴ１３８０が、その
割り当てられたネットワークアドレスにおいて以下の情報を含むと仮定する。
【０２５３】
　国サブフィールド６０２０：　　　　　　　　　　　　１；
　都市サブフィールド６０３０：　　　　　　　　　　　２３；
　コミュニティサブフィールド６０４０：　　　　　　　４５；
　階層化されたスイッチのサブフィールド６０５０：　　７８；

10

20

30

40

50

(54) JP 3964871 B2 2007.8.22



　ユーザ端末装置のサブフィールド６０６０：　　　　　１。
【０２５４】
　このとき、ＵＴ１４００とＵＴ１４２０の割り当てられたネットワークアドレスは、ユ
ーザ端末装置のサブフィールド６０６０における部分的なアドレスを除いて、ＵＴ１３８
０と同じ情報を含む。一方、ＵＴ１３２０は、異なるＨＧＷ（ＨＧＷ１１００）、異なる
ＭＸ（ＭＸ１０８０）及び異なるＳＧＷ（ＳＧＷ１０６０）と接続されるので、その割り
当てられたネットワークアドレスは、少なくとも、ＵＴ１３８０、１４００及び１４２０
に対するコミュニティサブフィールド６０４０における部分的なアドレスである４５とは
異なる、コミュニティサブフィールド６０４０における部分的なアドレスを含む。
【０２５５】
・ＵＴ１４００の割り当てられたネットワークアドレスの部分は、１／２３／４５／７８
／２（国サブフィールド６０２０／都市サブフィールド６０３０／コミュニティサブフィ
ールド６０４０／階層化されたスイッチのサブフィールド６０５０／ユーザ端末装置のサ
ブフィールド６０６０）である。
・ＵＴ１４２０の割り当てられたネットワークアドレスの部分は、１／２３／４５／７８
／３である。
・ＵＴ１３２０の割り当てられたネットワークアドレスの部分は、１／２３／１２３／９
０／１である。
・ＳＧＷ１１６０の割り当てられたネットワークアドレスの部分は、１／２３／４５であ
る。
・ＳＧＷ１０６０の割り当てられたネットワークアドレスの部分は、１／２３／１２３で
ある
・ＭＸ１１８０の割り当てられたネットワークアドレスの部分は、１／２３／４５／７８
である。
・ＭＸ１２４０の割り当てられたネットワークアドレスの部分は、１／２３／４５／８９
である。
・ＭＸ１０８０の割り当てられたネットワークアドレスの部分は、１／２３／１２３／９
０である。
【０２５６】
・制御信号１９０５０をアサートするためにＰＡＲＥ１９０３０が費やす時間量は、カラ
ーフィルタ１９０００からのＭＰパケットか又はＭＰでカプセル化されたパケットかのい
ずれかが遅延素子１９０１０に滞在する時間量以下である。
・ＰＡＲＥ１９０３０と、ＰＡＲＥ１９０３０内の構成要素とは、ＥＸ１００００の一部
であり、ＥＸ１００００はＳＧＷ１１６０の一部である。
・一実施形態に係るＥＸ１００００におけるカラーフィルタ１９０００は、コマンドを発
行する。上で詳細に議論されたように、カラーフィルタ１９０００は、認識されたカラー
情報を有する多数のＭＰパケットから、これらのカラーフィルタが発行した命令を抽出し
、論理リンク１９０７０を介して、ＰＡＲＵ２３０００にコマンドを送信する。カラーフ
ィルタ１９０００はまた、これらのカラー情報を有するＭＰパケットを、論理リンク１９
０４０を介してＰＡＲＥ２３０００に転送し、遅延素子１９０１０に転送する。認識され
たカラー情報を有するＭＰパケットのいくつかは、上述の論理層のセクションにおいて、
ＭＰカラーの表で説明された。
・上述のパケットにおけるネットワークアドレスは、一般に、ネットワークアドレス９２
００、９１００、あるいは６０００（また、７０００、８０００及び９０００）のフォー
マットに従う。多地点通信のデータパケットは、ネットワークアドレス９２００のフォー
マットを採用する。ユニキャスト通信のための制御パケット及びデータパケットと多地点
通信のための制御パケットは、ネットワークアドレス９１００あるいは６０００のいずれ
かのフォーマットを採用する。パケットの宛先がＥＸ（例えば、サーバ群とメディア記憶
装置）に直接的に接続されている場合には、ネットワークアドレス９１００のフォーマッ
トが採用される。さもなければ、ネットワークアドレス６０００のフォーマットが採用さ
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れる。
・一般に、あるＵＴ（例えば、ＵＴ１３８０）からのＭＢサービス要求を承認した後で、
ＳＧＷ１１６０のサーバ群１００１０は、上述のサーバ群のセクションで議論されたよう
に要求されたＭＢサービスを識別するための、１つの有効なセッション番号を予約し、こ
の予約されたセッション番号を、ＭＢセットアップのカラー情報を有するパケットのペイ
ロードフィールド５０５０に配置する。次に、サーバ群１００１０は、このＭＢセットア
ップのカラー情報を有するパケットを用いて、伝送経路に沿ったスイッチのＬＴに対して
、このセッション番号を分配する。例示的なＭＢセットアップのカラー情報を有するパケ
ットは、ネットワークアドレス６０００のフォーマットに従う。
【０２５７】
・あるＵＴからのＭＢサービス要求が、予約されたセッション番号を一般には含まないと
いうことに注意する必要がある。しかしながら、ＳＧＷ１１６０のサーバ群１００１０が
、もう１つのＳＧＷからのＭＢサービス要求を受信する時、そのサービス要求は、（発信
元ホストを管理するＳＧＷによって）予約されたセッション番号を含む。上述のサーバ群
のセクションで議論されたように、サーバ群１００１０は、この予約されたセッション番
号を、利用可能なセッション番号にマッピングしてもよく、このマッピングされたセッシ
ョン番号を、ＭＢセットアップのカラー情報を有するパケットのペイロードフィールド５
０５０に配置する。例として、サーバ群１００１０が、「２」のセッション番号を有する
ＭＢセッションのためのサービス要求をもう１つのＳＧＷから受信し、セッション番号「
２」が、サーバ群１００１０による予約のために利用可能である場合には、一実施形態に
係るサーバ群１００１０は、セッション番号「２」を予約し、予約されたセッション番号
「２」とマッピングされたセッション番号「０」とを、ＭＢセットアップのカラー情報を
有するパケットのペイロードフィールド５０５０に配置する。一方、サービス要求がセッ
ション番号「２」に対するものであるが、セッション番号「２」が利用可能でない場合に
は、一実施形態に係るサーバ群１００１０は、利用可能なセッション番号（この例では「
３」である。）を検索し、この利用可能なセッション番号「３」を予約し、予約されたセ
ッション番号「２」とマッピングされたセッション番号「３」との両方を、ＭＢセットア
ップのカラー情報を有するパケットのペイロードフィールド５０５０に配置する。簡単化
のために特に言及しない限り、以下の例では、ＵＴ１３８０がサーバ群１００１０からの
ＭＢサービスを要求する。サーバ群１００１０は、要求されたＭＢサービスを承認し、セ
ッション番号「１」を予約する。このセッション番号は、ＵＴ１３８０、ＵＴ１４００及
びＵＴ１４２０が情報を検索する元となるＭＢプログラムソース（例えば、テレビジョン
スタジオからの生のテレビショー、映画、あるいはメディア記憶装置からのインタラクテ
ィブゲーム）を表す。また、特に言及しない限り、以下の例においてマッピングされたセ
ッション番号は「０」である。
【０２５８】
・例示的なＭＢ保持パケットは、ネットワークアドレス６０００のフォーマットに従い、
ペイロードフィールド５０５０に予約されたセッション番号を含む。
【０２５９】
　２つのＵＴ間のユニキャストセッションにおいて、ＰＡＲＵ２３０００が、カラーフィ
ルタ１９０００からユニキャストセットアップコマンドあるいはユニキャストデータコマ
ンドのいずれかを受信する場合には、ＰＡＲＵ２３０００は、図２４に示されたような処
理を行う。特に、ブロック２４０００において、ＰＡＲＵ２３０００は、パケットの部分
的なアドレスが、ＳＧＷ１１６０の割り当てられたネットワークアドレスの部分的なアド
レスと一致するか否かをチェックする。ＵＴ１３８０が、ＵＴ１４００とのユニキャスト
セッションの確立を要求する場合には、被呼者であるＵＴ１４００のネットワークアドレ
スがそのコミュニティサブフィールド６０４０に「４５」を有しかつその階層化されたス
イッチのサブフィールド６０５０に「７８」を有しているので、パケットは部分的なアド
レス「４５」及び「７８」を含む。それに加えて、ＳＧＷ１１６０の割り当てられたネッ
トワークアドレスのコミュニティサブフィールド６０４０もまた「４５」であるので、Ｐ
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ＡＲＵ２３０００は、ブロック２４０２０で、部分的なアドレス情報「７８」を制御信号
論理回路２３０３０に通知する処理に進む。
【０２６０】
　制御信号論理回路２３０３０が、部分的なアドレス「７８」に応じてアサートするため
の適正な制御信号１９０５０を決定するとき、遅延素子１９０１０は、ユニキャストセッ
トアップのカラー情報を有するパケットのような一時的に遅延されたパケットを、論理リ
ンク１８１３０を介してパケット分配器１８０５０に転送する。アサートされた制御信号
１９０５０は、パケット分配器１８０５０に、このパケットを論理リンク１４４０を介し
てその宛先に向かって転送させる。ユニキャストセットアップのカラー情報を有するパケ
ットを転送することについて議論された処理はまた、ユニキャストデータのカラー情報を
有するパケットを転送することにも適用される。後のパケット分配器のセクションは、パ
ケット分配器１８０５０のような一実施形態に係るパケット分配器の実装上の詳細事項に
ついてさらに詳述する。
【０２６１】
　一方、ＵＴ１３８０が、ＵＴ１３２０とのユニキャストセッションを要求する場合には
、ブロック２４０００において、ユニキャストセットアップのカラー情報を有するパケッ
トから抽出された部分的なアドレスは、ＳＧＷ１１６０の関連した部分的なアドレスと一
致しない。特に、このパケットは、ＵＴ１３２０の割り当てられたネットワークアドレス
のコミュニティサブフィールド６０４０と階層化されたスイッチのサブフィールド６０５
０とにそれぞれ対応する、「１２３」及び「９０」である部分的なアドレスを含む。ブロ
ック２４０００において、部分的なアドレス「１２３」はＳＧＷ１１６０の部分的なアド
レス「４５」と一致しないので、ＰＡＲＵ２３０００は、ブロック２４０１０で、ＳＧＷ
１１６０のＥＸ転送テーブルにおいて、ＳＧＷ１０６０に到達するための適当な経路上の
次のホップを検索する処理に進む。上述のサーバ群のセクションで議論したように、一実
施形態に係るＳＧＷ１１６０のサーバ群１００１０は、そのネットワーク構成のフェーズ
においてすでにＥＸ転送テーブルを構成した。（その他に、更新が時々に実行されるので
、転送テーブルは、その最初の構成の後で更新されていてもよい。）次いで、ＰＡＲＵ２
３０００は、制御信号論理回路２３０３０とパケット分配器１８０８０が、ユニキャスト
セットアップのカラー情報を有するパケットをリンク１１５０を介して次のホップに転送
する処理を調整できるように、ブロック２４０１０において、転送テーブルの検索結果を
制御信号論理回路２３０３０に伝送する。あるＳＧＷに管理された１つのＵＴから、もう
１つのＳＧＷに管理されたもう１つのＵＴに、ユニキャストセットアップのカラー情報を
有するパケットを送信する上述の処理はまた、ユニキャストデータのカラー情報を有する
パケットとＭＢセットアップのカラー情報を有するパケットとを送信することにも適用さ
れる。
【０２６２】
　図２５は、現在の例におけるＵＴ１３８０，ＵＴ１４００及びＵＴ１４２０と、ＭＢプ
ログラムソースとを含むＭＢセッションを管理するために、ＰＡＲＵ２３０００が行う１
つの処理に係るフローチャートを示す。上述のユニキャストセッションの確立と同様に、
上述のＭＢセッションを確立するための、ＳＧＷ１１６０のサーバ群１００１０からの、
ＭＰセットアップのカラー情報を有するパケットに応答して、カラーフィルタ１９０００
は、パケットと、対応するＭＢセットアップコマンドとをＰＡＲＵ２３０００に送信する
。ＰＡＲＵ２３０００は、ブロック２５０００において、パケットのそれぞれから部分的
なアドレス「７８」を検索して読み出す。セッションの各参加者が、その階層化されたス
イッチのサブフィールド６０５０に、「７８」である部分的なアドレスを有しているので
、ＭＢセットアップのカラー情報を有するパケットは「７８」を含む。ＰＡＲＵ２３００
０は、制御信号論理回路２３０３０とパケット分配器１８０５０が、ＭＢセットアップの
カラー情報を有するパケットをリンク１４４０を介してその宛先に転送する処理を調整で
きるように、ブロック２５０００において「７８」を制御信号論理回路２３０３０に伝送
する。
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【０２６３】
　上述の例において、カラーフィルタ１９０００が、サーバ群１００１０から受信する各
ＭＢセットアップのカラー情報を有するパケットに対して、ＭＢセットアップコマンドを
アサートするということを注意する。従って、３つの参加者（プログラムソースを除く）
が関与するＭＢセッションの場合には、一実施形態に係るＰＡＲＵ２３０００は、３つの
ＭＢセットアップコマンドを受信し、従ってブロック２５０００を３回実行する。
【０２６４】
　それに加えて、ＰＡＲＵ２３０００は、ＭＢセットアップのカラー情報を有するパケッ
トから抽出された部分的なアドレス情報「７８」と、セッション番号「１」と、マッピン
グされたセッション番号「０」とを、ＬＴＣ２３０１０に供給する。一実施形態に係るＬ
ＴＣ２３０１０は、予約されたセッション番号とマッピングされたセッション番号の間の
関係を追跡するマッピングテーブル２６０００（図２６ａ）を保持する。ここでは、ＬＴ
Ｃ２３０１０は、エントリ２６０１０の予約されたセッション番号の列とマッピングされ
たセッション番号の列とにそれぞれ「１」及び「０」を配置する。さらに、マッピングさ
れたセッション番号は「０」であるので、ＬＴＣ２３０１０は、ブロック２５０１０にお
いて、セッション番号「１」と部分的なアドレス「７８」を用いて、ＬＴ２３０２０のセ
ル２６０３０をセットアップする。
【０２６５】
　しかしながら、ＰＡＲＵ２３０００が、ＭＢセットアップのカラー情報を有するパケッ
トから抽出された部分的なアドレス情報「７８」と、セッション番号「２」と、マッピン
グされたセッション番号「３」とを、ＬＴＣ２３０１０に供給する場合には、ＬＴＣ２３
０１０は、エントリ２６０２０の予約されたセッション番号の列とマッピングされたセッ
ション番号の列とにそれぞれ「２」及び「３」を配置する。マッピングされたセッション
番号は非０値（例えば、３）を有するので、一実施形態に係るＬＴＣ２３０１０は、ブロ
ック２５０１０において、マッピングされたセッション番号「３」（「２」の代わり）と
部分的なアドレス「７８」とを用いて、ＬＴ２３０２０のセル２６０５０（セル２６０４
０の代わり）をセットアップする。
【０２６６】
　図２６ｂは、ＬＴ２３０２０のサンプルテーブルを示す。ＬＴ２３０２０のサイズは、
ＭＸの数と、ＳＧＷ１１６０がサポートする多地点通信（例えば、ＭＭ及びＭＢ）セッシ
ョンの数とに依存する。この例では、ＳＧＷ１１６０が少なくとも２つのＭＸ（ＭＸ１１
８０とＭＸ１２４０）をサポートしており、また、ＳＧＷ１１６０が３つのＭＢプログラ
ムソースをサポートすると仮定しているので、ＬＴ２３０２０は、少なくとも６つのセル
を含む。また、この実施形態に係るＬＴ２３０２０は、関連した部分的なアドレスとセッ
ション番号とに従って、そのセルにインデックスを付与する。例えば、座標（７８，１）
はセル２６０３０に対応し、（８９，２）はセル２６０６０に対応する。
【０２６７】
　一実施形態に係るＬＴ２３０２０において、すべてのセルは最初に０から開始する。Ｌ
ＴＣ２３０１０が、ＰＡＲＵ２３０００から、セッション番号「１」のような適当なセッ
ション番号と、「７８」のような部分的なアドレスとを受信するとき、ＬＴＣ２３０１０
は、セル２６０３０（７８，１）のようなＬＴ２３０２０内の適当なセルの内容を１に変
更し、それによって、部分的なアドレス「７８」を備えたＵＴがＭＢセッション１に参加
する予定であることを示す。１つの実装において、ＵＴがもはやＭＢセッションにおける
参加者ではないとき、ＬＴＣ２３０１０はまた、変更されたセルを０に戻すようにリセッ
トすることに対して責務を有する。それに代わって、ＬＴ２３０２０は、その変更された
セルをリセットするためにタイマに依存する。具体的には、ＬＴ２３０２０は、そのセル
のうちの１つに対する変更を検出したとき、タイマをスタートさせる。ＬＴ２３０２０が
、所定の時間内に、変更されたセルの内容を保存するためのいかなる通知も受信しない場
合には、ＬＴ２３０２０は、自動的に、セルを０に戻すようにリセットする。
【０２６８】
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　ＭＢ保持コマンドは、この通知の一形式を提供する。上述のＭＢセッションを保持する
ための、ＳＧＷ１１６０のサーバ群１００１０からの、ＭＢ保持のカラー情報を有するパ
ケットに応答して、カラーフィルタ１９０００は、パケットと、対応するＭＢ保持コマン
ドとをＰＡＲＵ２３０００に送信する。上記のブロック２５０００についての議論と同様
に、ＰＡＲＵ２３０００は、制御信号論理回路２３０３０とパケット分配器１８０５０が
、ＭＢ保持のカラー情報を有するパケットをリンク１４４０を介してその宛先に向かって
に転送する処理を調整できるように、ブロック２５０３０において、「７８」を制御信号
論理回路２３０３０に伝送する。
【０２６９】
　ＰＡＲＵはまた、ＭＢ保持のカラー情報を有するパケットから抽出された部分的なパケ
ット情報「７８」とセッション番号「１」とを、ＬＴＣ２３０１０に供給する。ＬＴＣ２
３０１０は、この抽出されたセッション番号「１」と、マッピングテーブル２６０００の
予約されたセッション番号の列におけるエントリとの間における一致を検索する。一致を
識別した後で、ＬＴＣ２３０１０は、対応するマッピングされたセッション番号の列を調
べ、この例では「０」を見つける。次に、ＬＴＣ２３０１０は、セル２６０３０に対して
タイマをリセットし、従って、ブロック２５０４０において、ＬＴ２３０２０に上述の通
知を効果的に提供する。それに代わって、ＬＴＣ２３０１０は、セル２６０３０の内容を
「１」に設定することができる。
【０２７０】
　一方、ＰＡＲＵ２３０００が、ＭＢ保持のカラー情報を有するパケットから抽出された
部分的なアドレス情報「７８」とセッション番号「２」とをＬＴＣ２３０１０に供給する
場合には、ＬＴＣ２３０１０は、マッピングテーブル２６０００のエントリ２６０２０に
おいて一致を見つける。対応のマッピングされたセッション番号の列が非０値（例えば、
３）を含むので、一実施形態に係るＬＴＣ２３０１０は、ブロック２５０４０において、
マッピングされたセッション番号「３」（「２」の代わり）と部分的なアドレス「７８」
とを用いて、セル２６０５０（セル２６０４０の代わり）に対するタイマをリセットする
。それに代わって、ＬＴＣ２３０１０は、セル２６０５０の内容を１に設定することがで
きる。
【０２７１】
　一実施形態に係るＭＰネットワークにおいて、１つのＥＸが、上述のマッピングテーブ
ル２６０００を保持するが、他のスイッチ（例えば、ＡＣＮにおけるＭＸや、ＨＧＷにお
けるＵＸ）は、マッピングテーブル２６０００を保持しない。これらの他のスイッチがＭ
Ｐ多地点通信制御パケット（例えば、ＭＢセットアップのカラー情報を有するパケット、
又はＭＢ保持のカラー情報を有するパケット）を受信するとき、これらのスイッチのＬＴ
Ｃは、予約されたセッション番号（マッピングされたセッション番号が０である場合）あ
るいはマッピングされたセッション番号（マッピングされたセッション番号が０でない場
合）を用いて、それらのＬＴをセットアップする。しかしながら、当該技術分野における
通常の技能を有する者には、開示された多地点通信技術の範囲を越えることなく他のセッ
トアップ方式を実装することは明らかであろう。
【０２７２】
　ＭＢプログラムソースからの、ＭＢデータのカラー情報を有するパケットに応答して、
カラーフィルタ１９０００は、パケットと、対応するＭＢデータコマンドとをＰＡＲＵ２
３０００に送信する。ＰＡＲＵ２３０００は、セッション番号サブフィールド９２７０か
らセッション番号を検索して読み出す。ＭＢデータのカラー情報を有するパケットのＤＡ
のセッション番号サブフィールド９２７０が「１」を含む場合には、ＰＡＲＵ２３０００
は、ブロック２５０２０で、マッピングテーブル２６０００内の予約されたセッション番
号の列においてセッション番号「１」を検索するように、ＬＴＣ２３０１０に命令する。
一致を識別した後、ブロック２５０２２において、エントリ２６０１０のマッピングされ
たセッション番号の列が「０」を含むので、ＬＴＣ２３０１０は、セッション番号「１」
を用いてＬＴ２３０２０を検索する。特に、ＬＴＣ２３０１０は、ブロック２５０２４に
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おいて、ＬＴ２３０２０の行１（ＭＢセッション１に対応する。）にわたって、セル２６
０３０のような、アクティブな値である１を備えたセルを検索する。
【０２７３】
　この検索は、ＭＢセッション１に参加しているＵＴに至るポートを識別する。ＬＴＣ２
３０１０が、１を含むセル２６０３０の位置を突き止めることに成功した後、ＬＴＣ２３
０１０は、上述のＬＴ２３０２０に係るインデックス付与方式に従って、「７８」である
部分的なアドレスを取得できる。次いで、ＬＴＣ２３０１０は、ブロック２５０２４にお
いて「７８」を制御信号論理回路２３０３０に伝送し、制御信号論理回路２３０３０は、
次に、ＭＢデータのカラー情報を有するパケットを論理リンク１４４０を介してＭＸ１１
８０に送信するように、パケット分配器１８０５０に命令する。しかしながら、ＬＴＣ２
３０１０が、ＬＴ２３０２０においてアクティブな値である１を備えたいかなるセルを識
別することにも失敗した場合には、一実施形態に係るＬＴＣ２３０１０は、制御信号論理
回路２３０３０とは通信せず、図１８に示されたパケット分配器１８０５０、１８０６０
及び１８１１０のようなパケット分配器のいずれによっても、パケットの配信をトリガー
することはない。
【０２７４】
　しかしながら、ＭＢデータのカラー情報を有するパケットのＤＡのセッション番号サブ
フィールド９２７０が「２」を含む場合には、ＬＴＣ２３０１０は、マッピングテーブル
２６０００のエントリ２６０２０において一致を識別する。エントリ２６０２０のマッピ
ングされたセッション番号の列が非０値（例えば、「３」）を含むので、ＬＴＣ２３０１
０は、ブロック２５０２６において、セッション番号「３」を用いてＬＴ２３０２０を検
索する。特に、ＬＴＣ２３０１０は、ブロック２５０２０において、ＬＴ２３０２０の行
３（行２の代わり）にわたって、アクティブな値である１を備えたセルを検索する。さら
に、一実施形態に係るＬＴＣ２３０１０が、ブロック２５０２８において制御信号論理回
路２３０３０に検索結果を伝送する前に、ＬＴＣ２３０１０は、マッピングされたセッシ
ョン番号「３」をＰＡＲＵ２３０００に送信する。ＰＡＲＵ２３０００は、ＭＢデータの
カラー情報を有するパケットがパケット分配器に転送される前に、ブロック２５０７０で
、遅延素子１９０１０（図１９）において、当該パケットのセッション番号サブフィール
ド９２７０を「２」から「３」に変更する。
【０２７５】
　こののＭＢの例で用いられた処理は、一般に、ＭＭのような他のタイプの多地点通信に
適用される。
【０２７６】
　上で議論されたユニキャストの例で用いられたものと類似した処理はまた、ＭＰネット
ワークと非ＭＰネットワークの間の通信にも適用される。従って、ＰＡＲＵ２３０００が
、「００００」のＶＸサブフィールド９１７０（図９ｂ）とゲートウェイ１００２０であ
ることを示す構成要素番号サブフィールド９１８０とを備えたＤＡを含む、ユニキャスト
データのカラー情報を有するパケットを受信する場合には、ＰＡＲＵ２３０００は、当該
パケットから抽出したパケット配信情報を制御信号論理回路２３０３０に通知する。この
情報は、カラーフィルタ１９０００からのユニキャストデータコマンドとの組み合わされ
て、パケット分配器１８１１０（図１８）が当該パケットをゲートウェイ１００２０に方
向付けするためのトリガーとなる。
【０２７７】
　前述の２つのセクション（すなわち、カラーフィルタのセクションと部分的アドレスル
ーティングエンジンのセクション）は、カラーフィルリングと部分的アドレスルーティン
グとを実行する例示的な機能ブロックについて説明しているが、当該技術分野における通
常の技能を有する者には、開示された技術の範囲を越えることなく、これらの機能ブロッ
クをさらに組み合わせたり、あるいは分割したりすることは明らかであろう。例えば、上
述のＰＡＲＥの機能は、上述されたカラーフィルタと組み合わせ可能である。一方、上述
されたＰＡＲＵの機能は、さらに分割され、上述されたＬＴＣに分配されることが可能で
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ある。
【０２７８】
５．１．２．２．３　パケット分配器．
　図１８に示されたパケット分配器１８０５０のようなパケット分配器は、制御信号論理
回路２３０３０からの制御信号１９０５０に従って、パケットを適切な出力論理リンクに
配信することに主として責務を有する。図２７は、一実施形態に係るパケット分配器１８
０５０のブロック図を示す。この実施形態に係るパケット分配器１８０５０は、分配器Ａ
　２７０００、分配器Ｂ　２７０１０及び分配器Ｃ　２７０２０のような分配器と、バッ
ファバンク２７０３０と、コントローラｘ　２７０４０及びコントローラｙ　２７０５０
のようなコントローラとを含む。
【０２７９】
　また、バッファバンク２７０２０におけるバッファの数は、分配器の数とコントローラ
の数との積に等しい。従って、パケット分配器１８０５０が、この例における３つのスイ
ッチングコア（すなわち、１８０４０、１８１００及び１８０７０）からパケットを受け
入れるための３つの分配器と、当該パケットを２つの論理リンク（すなわち、１４４０及
び１４６０）に転送するための２つのコントローラとを含むので、パケット分配器１８０
５０は、バッファバンク２７０３０の中に（３×２）個のバッファを有する。バッファバ
ンク２７０３０におけるこれらのバッファは、スイッチングコアからのパケットを臨時的
に記憶する。バッファバンク２７０３０が導入する可能性のある遅延を最小化したり、ト
ラフィックの輻輳を防止したりするために、一実施形態に係るパケット分配器１８０５０
におけるコントローラは、固定された時間間隔又は調節可能な時間間隔で、バッファバン
ク２７０３０をポーリングし、かつクリアする。その機構の例として、図１８、図１９及
び図２７を組み合わせて、以下のことを仮定する。
【０２８０】
・論理リンク１８１５０上のパケットは、論理リンク１４４０を介してＭＸ１１８０に進
むようにその宛先が設定されるので（例えば、ＳＧＷ１１６０のサーバ群１００１０は、
ＵＴ１４００にＭＰ制御パケットを送信する）、スイッチングコア１８１００からの制御
信号１９０５０は、当該パケットをバッファｃに転送するように分配器Ｂ　２７０１０を
起動する。
・論理リンク１８１７０上のパケットもまた、論理リンク１４４０を介してＭＸ１１８０
に進むようにその宛先が設定されるので（例えば、ＵＴ１３２０は、ＭＰデータパケット
をＵＴ１４００に送信する）、スイッチングコア１８０７０からの制御信号１９０５０は
、当該パケットをバッファｅに転送するように分配器Ｃ　２７０２０を起動する。
【０２８１】
　これらのパケットを、意図された論理リンクに直接に送信する代わりに、分配器Ｂ　２
７０１０及び分配器Ｃ　２７０２０は、これらのパケットをバッファｃ及びバッファｅに
転送し、当該パケットは、ここで臨時的に記憶される。分配器Ｂ　２７０１０と分配器Ｃ
　２７０２０が追加のパケットをバッファバンク２７０３０に転送する前に、あるいは、
バッファバンク２７０３０における任意のオーバーフローの状況が生じる前に、コントロ
ーラｘ　２７０４０は、それが管理する各バッファをポーリングする。コントローラｘ　
２７０４０が、バッファのうちのいずれかにおいて、例えばこの例ではバッファｃとバッ
ファｅにおいてパケットを検出する場合には、バッファ中のパケットを論理リンク１４４
０に転送し、バッファをクリアする。同様の方法で、コントローラｙ　２７０５０も、そ
れが管理する各バッファをポーリングする。
【０２８２】
　３×２個（すなわち、３個の分配器×２個のコントローラ）のパケット分配器が説明さ
れたが、当該技術分野における通常の技能を有する者には、開示されたパケット分配技術
の範囲を越えることなく、他の構成を有し、かつ異なるサイズのバッファバンクを備えた
パケット分配器を実装することは明らかであろう。当該技術分野における通常の技能を有
する者には、上述の機構とは異なるタイプのパケット分配機構を用いて、開示されたスイ
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ッチングコア技術を実現することも明らかであろう。
【０２８３】
　当該技術分野における通常の技能を有する者には、開示されたＥＸ技術の範囲を越える
ことなく、ＥＸにおいて、上で議論された構成要素とは異なる構成要素を含むことは明ら
かであろう。例えば、直接にＥＸに接続された構成要素（例えば、メディア記憶装置１１
４０）が、直接に接続されたサーバ群（例えば、ＳＧＷ１１２０のサーバ群）に対して望
ましくないパケットを送信することを防止するために、当該ＥＸはＵＬＰＦを含んでいて
もよい。後のアップリンクのパケットフィルタのセクションは、ＵＬＰＦ技術をさらに説
明する。
【０２８４】
５．１．３　ゲートウェイ．
　図２８は、ＳＧＷ１１６０におけるゲートウェイ１００２０（図１０）のような、ＳＧ
Ｗにおいて一実施形態に係るゲートウェイのブロック図を示す。ゲートウェイ１００２０
は、インターフェースＤ　２８０００、パケット検出器２８０１０、アドレス変換器（翻
訳器）２８０２０、カプセル化器２８０３０、及びカプセル化解除器２８０４０を含む。
インターフェースＤ　２８０００は、１つのタイプの信号からもう１つのタイプへの信号
変換を提供する。例えば、一実施形態に係るゲートウェイ１００２０におけるインターフ
ェースＤ　２８０００は、光ファイバ信号と電気信号との間で変換をする。
【０２８５】
　パケット検出器２８０１０は、着信したパケットのタイプを決定し、ＭＰパケットを構
成するために、パケットから関連した情報を検索して読み出す。例えば、着信したパケッ
トがＩＰパケットである場合には、パケット検出器２８０１０は、ＩＰパケットフォーマ
ットを認識することと、ＩＰパケットから発信元アドレス情報と宛先アドレス情報のよう
な情報を取得することとに責務を有する。次に、パケット検出器２８０１０は、これらの
取得されたアドレスをアドレス変換器２８０２０にわたす。
【０２８６】
　アドレス変換器２８０２０は、非ＭＰアドレスをＭＰアドレスに変換することに責務を
有する。例として、着信したＩＰパケットが、ＵＴ１４２０（図１ｄ）に対するものであ
る場合には、パケット検出器２８０１０がＩＰパケットから３２ビットの宛先アドレスを
検索して伝送した後で、アドレス変換器２８０２０は、この検索されたアドレスをＭＰの
ＤＡにマッピングする。上述の論理層のセクションで議論したように、ＭＰのＤＡは、Ｍ
Ｐネットワーク１０００のトポロジーに対応した階層型アドレスサブフィールドを含む。
【０２８７】
　次に、カプセル化器２８０３０は、図５に示されたように、変換されたＭＰのＤＡをＤ
Ａフィールド５０１０に配置し、非ＭＰパケットの全体を可変長のペイロードフィールド
５０５０に配置する。それに加えて、カプセル化器２９０３０は、適切な値を準備してＬ
ＥＮフィールド５０３０及びＰＣＳフィールド５０５０に配置することに責務を有する。
ＭＰパケットを構成した後で、カプセル化器２８０３０は、変換されたＭＰのＤＡに基づ
き、ＥＸ１００００のような適切なＥＸにＭＰパケットを送信する。
【０２８８】
　一方、一実施形態に係るカプセル化解除器２８０４０は、パケットを受信したとき、Ｄ
Ａフィールド５０１０（図５及び図６）中の特定のビット（すなわち、ＭＰビットサブフ
ィールド６０８０）をチェックすることによって、そのパケットがＭＰパケットであるか
否かを照合する。例えば、カプセル化解除器２８０４０は、ネットワークアドレス９１０
０におけるＭＰビット９１３０を調べる。ＭＰビットが設定されていない場合には、カプ
セル化解除器２８０４０は、ペイロードフィールド５０５０から非ＭＰパケットの全体を
抽出し、抽出された非ＭＰパケットを、インターフェースＤ　２８０００を介して非ＭＰ
ネットワーク１３００に送信する。
【０２８９】
５．２　アクセスネットワーク．
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　ＡＣＮは、ＳＧＷとＨＧＷの間で、ＭＰパケットあるいはＭＰでカプセル化されたパケ
ットを集合的にフィルタリングしかつ転送する。ＡＣＮ１１９０のような例示的なＡＣＮ
は、ＳＧＷから複数のＨＧＷへのダウンストリーム方向のパケットと、複数のＨＧＷから
ＳＧＷへのアップストリーム方向のパケットとを同時に処理するために、ＭＸ１１８０及
びＭＸ１２４０のような複数のＭＸを含む。それに加えて、一実施形態に係るＡＣＮ１１
９０は、非ピア・ツー・ピアのＭＸを含む。例えば、ＭＸ１１８０は、（ＭＸ１２４０と
の直接的な通信の代わりに）ＳＧＷ１１６０を介してＭＸ１２４０と通信し、ＳＧＷ１１
６０及びＳＧＷ１０６０を介してＭＸ１０８０と通信する。
【０２９０】
　ＭＸ１１８０によって受信されるパケットが、典型的には、ＳＧＷ１１６０によって生
成されたパケットでないということを注意する。多地点通信サービスにおける少数の例を
除いて（上述の部分的アドレスルーティングエンジンのセクションで議論した）、ＳＧＷ
１１６０は、それが他の発信元から受信したパケットを、当該パケットに変更を加えるこ
となく、ＭＸ１１８０に転送する。
【０２９１】
　ＡＣＮ１１９０は、パケット処理のタスクを複数の構成要素にてなる層にさらに分配す
る、階層化された構造を有してもよい。この階層化された構造を有するＡＣＮをＳＧＷ及
びＨＧＷと接続するためのいくつかの可能な構成は、以下のものがあるか、これらに限定
されるものではない。
【０２９２】
・ファイバ・トゥ・ザ・ビルディング及びＬＡＮ（「ＦＴＴＢ＋ＬＡＮ」）；
・ファイバ・トゥ・ザ・カーブ及びケーブルモデム（「ＦＴＴＣ＋ケーブルモデム」）；
・ファイバ・トゥ・ザ・ホーム（ＦＴＴＨ）；及び
・ファイバ・トゥ・ザ・ビルディング＋ｘＤＳＬ（「ＦＴＴＢ＋ｘＤＳＬ」）。
【０２９３】
　図２９は、ＶＸ２９０００と、ＢＸ２９０１０と２９０２０のような多数のＢＸとを含
む、ＭＸ１１８０の１つの構成を示す。例示的な構成において、ＶＸ２９０００は、光フ
ァイバケーブルを介して複数のＢＸと通信する。当該技術分野における通常の技能を有す
る者には、ＢＸの個数がネットワークのアドレス指定方式と矛盾しない限り、ＶＸ２９０
００が、ＭＰネットワークにおいて任意個数のＢＸをサポートできるということは明らか
であろう。例えば、ＳＧＷ１１６０（図１ｄ）がネットワークアドレス７０００のフォー
マット（図７）を採用すると仮定する場合、ネットワークアドレス７０００が３ビットの
長さのＢＸサブフィールド７０８０を含むので、ＭＰの都市圏ネットワーク１０００上の
ＶＸ２９０００は最大で８個のＢＸをサポートする。
【０２９４】
　それに加えて、図２９に示すように、説明されるＢＸは、ＨＧＷ１２００及びＨＧＷ１
２２０におけるマスターＵＸに接続される。後の家庭用ゲートウェイのセクションは、Ｈ
ＧＷについてのさらなる詳細を提供する。１つの実装では、ＢＸとＨＧＷの間の接続は、
カテゴリー５（「ＣＡＴ－５」）のシールドされていないより対線（「ＵＴＰ」）ケーブ
ル及び／又は同軸ケーブルである。ＶＸ２９０００の設計と同様に、当該技術分野におけ
る通常の技能を有する者には、ＵＸの個数がＭＰネットワークのアドレス指定方式と矛盾
しない限り、任意個数のＵＸをサポートするＢＸを設計することは明らかであろう。ＳＧ
Ｗ１１６０が、ネットワークアドレス７０００のフォーマットを採用する場合には、ネッ
トワークアドレス７０００が５ビットの長さのＵＸサブフィールド７０９０を含むので、
ＢＸ２９０１０及びＢＸ２９０２０はそれぞれ、最大で３２個のＵＸをサポートする。
【０２９５】
　ＳＧＷ１１６０と、ＶＸ２９０００と、ＢＸ２９０１０及び２９０２０のようなＢＸと
、ＨＧＷ１２００及び１２２０のようなＨＧＷのＵＸとの間の接続は、前述されたＦＴＴ
Ｂ＋ＬＡＮ構成を形成する。ネットワークオペレータは、このタイプのネットワーク構成
を、複数の都市（例えば、上海、東京及びニューヨーク市）や他の人口密集区域にサービ
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スを提供するように展開することができる。
【０２９６】
　図３０は、ＶＸ３００００と、ＣＸ３００１０、３００２０及び３００３０のような
多数のＣＸとを含む、ＭＸ１１８０のもう１つの構成を示す。複数のＣＸの接続はＣＸル
ープと呼ばれ、例えば、ＣＸループ３００４０及び３００５０と呼ばれる。一実施形態に
おいて、ＣＸ３００１０と直接に接続されたＵＴが、ＣＸ３００２０と直接に接続された
ＵＴと通信するとき、ＣＸ３００１０と接続されたＵＴからのＭＰデータパケットは、Ｃ
Ｘ３００２０と接続されたＵＴに到達する前に、なおＳＧＷ１１６０にまで達する。それ
に加えて、ＣＸループ３００４０は、ＶＸ３００００を迂回せず、直接にＣＸ３００５０
と通信する。例示的な構成では、ＶＸ３００００は、光ファイバケーブルを介して複数の
ＣＸと通信し、複数のＣＸは、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、あるいはこれら２つ
のタイプの組み合わせを介して互いに通信する。当該技術分野における通常の技能を有す
る者には、ＣＸの個数がネットワークのネットワークアドレス指定方式と矛盾しない限り
、ＶＸ３００００が、ＭＰネットワークにおいて任意個数のＣＸをサポートできるという
ことは明らかであろう。例えば、ＳＧＷ１１６０がネットワークアドレス８０００のフォ
ーマット（図８）を採用すると仮定する。このとき、ネットワークアドレス８０００が５
ビットの長さのＣＸサブフィールド８０８０を含むので、ＳＧＷ１１６０によって管理さ
れたＶＸ３００００は、最大で３２個までのＣＸをサポートする。
【０２９７】
　ＢＸについての上の議論と同様に、説明されたＣＸはまた、図１ｄに示されたＨＧＷ１
２００及びＨＧＷ１２２０におけるマスターＵＸに接続される。１つの実装では、ＣＸと
ＨＧＷの間の接続は、ＣＡＴ－５のＵＴＰケーブル及び／又は同軸ケーブルである。代替
の実装では、この接続のために光ファイバケーブルを用いる。ＶＸ３００００の設計と同
様に、当該技術分野における通常の技能を有する者には、ＭＰネットワークのアドレス指
定方式と矛盾しない、任意個数のＵＸをサポートするＣＸを設計することは明らかであろ
う。ネットワークアドレス８０００が３ビットの長さのＵＸサブフィールド８０９０を含
むので、ＭＰの都市圏ネットワーク１０００上の一実施形態に係るＣＸ３００２０は、最
大で８個までのＵＸをサポートする。
【０２９８】
　ＳＧＷ１１６０と、ＶＸ３００００と、ＣＸ３００１０、３００２０及び３００３０の
ようなＣＸと、ＨＧＷ１２００及び１２２０のようなＨＧＷのＵＸとの間での接続は、Ｃ
ＸとＨＧＷの間の接続のタイプに依存して、上述のＦＴＴＣ＋ケーブルモデムの構成か、
あるいはＦＴＴＨの構成かのいずれかを形成する。具体的には、その接続がＣＡＴ－５の
ＵＴＰケーブル及び／又は同軸ケーブルであれば、ネットワーク構成は、ＦＴＴＢ＋ケー
ブルモデルの構成と呼ばれる。その接続が光ファイバケーブルであれば、ネットワーク構
成はＦＴＴＨの構成と呼ばれる。ネットワークオペレータは、これらのタイプのネットワ
ーク構成を、広がった住宅地（例えば郊外の地区）にサービスを提供するように展開する
ことができる。
【０２９９】
　図３１は、ＭＸ１１８０のさらにもう１つの構成を示し、ここでは、ＯＸ３１０００は
ＭＸ１１８０であり、説明された構成は、図１ｄに示す構成のサブセットである。１つの
実装において、ＯＸ３１０００は、例えばｘＤＳＬ技術を含むがそれに限らないさまざま
な変調技術を用いて、銅線を介してＵＸと通信する。当該技術分野における通常の技能を
有する者には、当該技術分野における通常の技能を有する者には、ＵＸの個数がＭＰネッ
トワークのアドレス指定方式と矛盾しない限り、ＯＸ３１０００が、ＭＰネットワークに
おいて任意個数のＵＸをサポートするということは明らかであろう。例えば、ＳＧＷ１１
６０が図９ａに示すようなネットワークアドレス９０００のフォーマットを採用すると仮
定すれば、ネットワークアドレス９０００が８ビットの長さのＵＸサブフィールド９０８
０を含むので、ＭＰの都市圏ネットワーク１０００上の一実施形態に係るＯＸ３１０００
は、最大で２５６個までのＵＸをサポートする。ネットワークオペレータは、このＦＴＴ
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Ｂ＋ｘＤＳＬのネットワーク構成を、アクセスの必要性をそれぞれ有する多数の部屋を備
えた建物及びホテルに対してサービスを提供するように展開することができる。
【０３００】
　図３２は、図１ｄに示すＭＸ１１８０、ＭＸ１０８０あるいはＭＸ１２４０のような一
実施形態に係るＭＸのブロック図を示す。このブロック図はまた、図２９、図３０及び図
３１に示されたＶＸ２９０００、ＢＸ、ＶＸ３００００、ＣＸ、及びＯＸ３１０００にも
適用される。議論のためにＭＸ１１８０を用いると、この実施形態に係るＭＸ１１８０は
、１つのスイッチングコア、１つのセレクタ、１つのＵＬＰＦ、及び２つのインターフェ
ースを含む。特に、ＭＸ１１８０は、２つのタイプのインターフェース、すなわち、ＨＧ
Ｗ１２００及びＨＧＷ１２２０との通信を可能にするインターフェースＥ　３２０２０と
、ＳＧＷ１１６０との通信を可能にするインターフェースＦ　３２０００とを含む。これ
らのインターフェースは、信号を１つのタイプから他のタイプに変換する。例えば、一実
施形態に係るＭＸ１１８０におけるインターフェースＥ　３２０２０及びインターフェー
スＦ　３２０００は、光ファイバ信号と電気信号との間で変換する。これらのインターフ
ェースはまた、アナログの電気信号からディジタルの電気信号に変換することと、その逆
の変換とを実行することができる。それに加えて、これらのインターフェースは、複数の
論理リンクをサポートする。例えば、ＭＸ１１８０におけるインターフェースＥ　３２０
２０は、少なくとも２つの論理リンクをサポートし、ここで、一方はＨＧＷ１２００と通
信するためのものであり、他方はＨＧＷ１２２０と通信するためのものである。
【０３０１】
５．２．１　セレクタ．
　図２９におけるセレクタ３２０３０のような、ＭＸ１１８０中の一実施形態に係るセレ
クタは、複数の物理リンクから受信されたパケットが、ＵＬＰＦ３２０４０のようなＵＬ
ＰＦに伝送される順序を選択する。例えば、ＭＸ１１８０が、単一の物理リンクを介して
ＨＧＷ１２００に接続し、また、もう１つの物理リンクを介してＨＧＷ１２２０に接続す
る場合には、セレクタ３２０３０は、公知の方法（例えば、ラウンドロビンや、先入れ先
出し）を用いて１つのリンクを選択し、選択されたリンク上で、パケットをＵＬＰＦ３２
０４０に向けて方向付ける。しかしながら、当該技術分野における通常の技能を有する者
には、開示されたＭＸ技術の範囲を越えることなく、セレクタの機能をインターフェース
に組み込むこと（例えば、セレクタ３２０３０を、インターフェースＥ　３２０２０の一
部とすること）は明らかであろう。
【０３０２】
５．２．２　スイッチングコア．
　図３３は、例示的なスイッチングコアのブロック図を示す。このスイッチングコアは、
カラーフィルタ３３０００、遅延素子３３０１０、パケット分配器３３０２０、及びＰＡ
ＲＥ３３０３０を含む。このスイッチングコアは、着信したパケットのカラー情報、その
部分的なアドレス情報、あるいはこれら２つのタイプの情報の組み合わせに基づいて、当
該着信したパケットをその最終的な宛先に向けて方向付けることに責務を有する。スイッ
チングコアは、パケットを複数の論理リンクに転送することができる。例えば、スイッチ
ングコア３２０１０は、パケットを処理して、インターフェースＥ　３２０２０を介して
ＨＧＷ１２００及びＨＧＷ１２２０に送信する。
【０３０３】
５．２．２．１　カラーフィルタ．
　カラーフィルタ３３０００は、図３２におけるインターフェースＦ　３２０００のよう
な、スイッチングコア３２０１０がサポートするインターフェースのうちのいずれか１つ
から、ＭＰパケットあるいはＭＰでカプセル化されたパケットを受信する。受信されたパ
ケットのカラー情報に基づき、一般に、カラーフィルタ３３０００は、論理リンク３３０
４０を介して、カラーフィルタによって発行されたコマンドを送信し、また、受信された
パケットを、論理リンク３３０５０を介してＰＡＲＥ３３０３０に送信しかつ遅延素子３
３０１０に送信する。しかしながら、いくつかの例では、カラーフィルタ３３０００は、
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ＰＡＲＥ３３０３０を通過させることなく、ＵＬＰＦ３２０４０にコマンドを送信するか
（例えば、カラーフィルタ３３０３０は、セットアップのカラー情報を有するパケットに
応答してセットアップコマンドをＵＬＰＦ３２０４０に送信する）、あるいは、インター
フェースＦ　３２０００を介して、ＭＰ制御パケットを、ＭＰに準拠したもう１つの構成
要素に送信する（例えば、カラーフィルタ３３０００は、照会パケットに対して、要求さ
れた情報で応答する）。
【０３０４】
　上述のエッジ部のスイッチのセクションに述べたように、上述のＭＰカラーの表は、例
示的なタイプのカラー情報を列挙している。カラーフィルタ３３０００は、これらのカラ
ー情報のすべてのタイプか、あるいはその何らかのサブセットを認識し、かつ処理できる
。
【０３０５】
　１つの実装において、カラーフィルタによって発行された命令は、ＰＡＲＥ３３０３０
に、適当なパケット転送機構（すなわち、部分的なアドレスのルーティングあるいはルッ
クアップテーブルのルーティング）と、受信されたパケットをその上に転送するためのポ
ートとを選択させる。選択された機構及びポートについて情報を用いて、ＰＡＲＥ３３０
３０は、制御信号３３０６０をアサートして、パケット分配器３３０２０によるパケット
転送をトリガーする。
【０３０６】
　スイッチングコアは、遅延素子３３０１０を利用して、パケット分配器３３０２０にお
けるパケットの到着を次の時点まで延期させる。すなわち、ＰＡＲＥ３３０３０が、同じ
パケット（又はそのコピー）から抽出した部分的なアドレス及びカラー情報を用いた制御
信号３３０６０の生成を完了する時点まで延期させる。言い換えれば、このスイッチング
コアにおいてＰＡＲＥ３３０３０が制御信号３３０６０を生成するための時間量は、遅延
素子３３０１０が導入する遅延の長さ以下である。
【０３０７】
　当該技術分野における通常の技能を有する者には、開示されたＭＸ技術の範囲を越える
ことなく、上述されたものとは異なる個数の構成要素を含むＭＸを設計することは明らか
であろう。例えば、一実施形態に係るＭＸは、複数のスイッチングコア及び／又は複数の
ＵＬＰＦを有していてもよい。同様に、パケット分配器のような、スイッチングコアに係
る何らかの機能は、ＭＸのインターフェースの一部となることが可能である。
【０３０８】
　図３４は、カラーフィルタ３３０００がインターフェースＦ　３２０００からのパケッ
ト（「３２０００からのパケット」）に応答して行う１つの処理に係るフローチャートを
示す。「３２０００からのパケット」が、ＭＰパケット５０００のパケットフォーマット
（図５）に従う場合、カラーフィルタ３３０００は、ブロック３４０００において、パケ
ットのＤＡ５０１０に存在するカラー情報を調べる。具体的には、上述の論理層のセクシ
ョンにおいて議論したように、ＤＡ５０１０は宛先ネットワークアドレスを含み、これは
さらに、一般的なカラーのサブフィールドを含む。カラーフィルタ３３０００は、予め定
義されたビットマスクと一般的なカラーのサブフィールドとの間でビット毎の比較を実行
し、認識されたサービスを識別する。
【０３０９】
　この例では、カラーフィルタ３３０００は、インターフェースＦ　３２０００から、下
記のカラー情報を有するパケットを認識する。すなわち、ユニキャストセットアップのカ
ラー情報を有するパケット、ユニキャストデータのカラー情報を有するパケット、ＭＢセ
ットアップのカラー情報を有するパケット、ＭＢデータのカラー情報を有するパケット、
ＭＢ保持のカラー情報を有するパケット、及びＭＸ照会のカラー情報を有するパケットを
認識する。次の議論では、カラーフィルタ３３０００が下記のビットマスクを認識するこ
とを仮定する。
【０３１０】
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【表６】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０３１１】
　１つの実装において、ユニキャストセットアップのカラー情報を有するパケット、ＭＸ
照会のカラー情報を有するパケット、ＭＢ保持のカラー情報を有するパケット、ＭＢセッ
トアップのカラー情報を有するパケットは、ＭＰ制御パケットである。セットアップパケ
ットは、一般に、要求されたサービスを実行するために、伝送経路に沿ったＭＰに準拠し
た構成要素を初期化する（例えば、ＵＬＰＦ及び／又はＭＸのルックアップテーブルを構
成する）。照会パケットは、一般に、これらの構成要素に対して、要求されたサービスを
実行するためのそれらの利用可能性について照会する。保持パケットは、一般に、ルック
アップテーブルが通信セッションの状態を正確に反映することを保証する。一方、ユニキ
ャストデータのカラー情報を有するパケットとＭＢデータのカラー情報を有するパケット
は、ＭＰデータパケットである。これらのパケットの用途は、以下の部分と後の動作例の
セクションとにおいて議論する。
【０３１２】
　「０００１１」のビットマスクと、「３２０００からのパケット」に係る一般的なカラ
ーのサブフィールドとの間の比較が、一致を示す場合には、カラーフィルタ３３０００は
、ブロック３４０１０において、当該パケットを遅延素子３３０１０とＰＡＲＥ３３０３
０に中継し、ユニキャストセットアップコマンドをＰＡＲＥ３３０３０に送信する。さら
に、カラーフィルタ３３０００はまた、ブロック３４０２０において、ＵＬＰＦを構成す
るために、ＤＡセットアップコマンドをＵＬＰＦ３２０４０に送信する。同様に、３２０
００からパケットに係る一般的なカラーのサブフィールドが「０００１１」を含む場合に
は、カラーフィルタ３３０００は、ブロック３４０５０において、当該パケットを遅延素
子３３０１０とＰＡＲＥ３３０３０に中継し、ブロック３４０６０において、ＭＢセット
アップコマンドをＰＡＲＥ３３０３０に送信する。ブロック３４０７０において、カラー
フィルタ３３０００は、ＤＡセットアップコマンドを用いて、ＵＬＰＦ３２０４０を構成
する。
【０３１３】
　ユニキャストデータのカラー情報を有するパケットあるいはＭＢデータのカラー情報を
有するパケットのいずれかに応答して、カラーフィルタ３３０００は、当該パケットを遅
延素子３３０１０とＰＡＲＥ３３０３０に中継し、ユニキャストデータコマンドあるいは
ＭＢデータコマンドような適当なコマンドをＰＡＲＥ３３０３０に送信する。ＭＢ保持の
カラー情報を有するパケットに応答して、カラーフィルタ３３０００は、ブロック３４０
８０において、当該パケットを遅延素子３３０３０とＰＡＲＥ３３０３０に中継し、ブロ
ック３４０９０において、ＭＢ保持コマンドをＰＡＲＥ３３０３０に送信する。一方、Ｓ
ＧＷ１１６０（図１ｄ）のような、ＭＰに準拠したもう１つの構成要素からの、ＭＸ照会
のカラー情報を有するパケットに応答して、カラーフィルタ３３０００は、ブロック３４
１００において、状態照会応答パケットのようなもう１つのＭＰ制御パケットを、インタ
ーフェースＦ　３２０００を介してＳＧＷ１１６０に戻すように送信する。このＭＰ制御
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パケットは、例えばＭＸ１１８０に対する発信トラフィック情報を含むがこれに限定され
ない情報を含む。言い換えれば、これらのカラー情報を有する異なるパケットにおけるカ
ラー情報は、カラーフィルタ３３０００に別個の動作を開始させる命令として機能する。
【０３１４】
　それに加えて、一実施形態に係るカラーフィルタ３３０００は、パケットに含まれたカ
ラー情報を認識しない場合には、「３２０００からのパケット」をエラーパケットである
とみなし、そのパケットを廃棄する。
【０３１５】
　上の議論では、カラーフィルタ３３０００の所定の機能を説明するために、カラー情報
を有するパケットとビットマスクと特定のセットを使用したが、当該技術分野における通
常の技能を有する者には、開示されたカラーフィルタリング技術の範囲を越えることなく
、説明されたものとは異なる他のタイプのカラー情報を有するパケットに応答しかつ他の
動作を呼び出すカラーフィルタを実装することは明らかであろう。後の動作例のセクショ
ンは、呼のセットアップ、呼の通信、及び呼の解放の手順において前述のカラー情報を有
するパケットを利用することについてさらなる詳細を提供する。
【０３１６】
５．２．２．２　部分的アドレスルーティングエンジン．
　一実施形態に係るＰＡＲＥ３３０３０は、それが受信したコマンド及びパケットに基づ
き、パケット分配器３３０２０に対して制御信号３３０６０をアサートする。図３５は、
図３３におけるＰＡＲＥ３３０３０のような、一実施形態に係るＰＡＲＥのブロック図を
示す。ＰＡＲＥ３３０３０は、部分的アドレスルーティング装置（「ＰＡＲＵ」）３５０
００、ルックアップテーブルコントローラ（「ＬＴＣ」）３５０１０、ルックアップテー
ブル（「ＬＴ」）３５０２０、及び制御信号論理回路３５０３０を含む。ＰＡＲＵ３５０
００は、論理リンク３３０４０と論理リンク３３０５０をそれぞれ介して、カラーフィル
タ３３０００からのコマンド及びパケットを受信し、かつ処理する。次に、ＰＡＲＵ３５
０００は、処理された結果を、制御信号論理回路３５０３０及び／又はＬＴＣ３５０１０
に伝送する。
【０３１７】
　１つの実装において、ＰＡＲＵ３５０００は、受信されたパケットからの関連するパケ
ット配信情報（例えば、部分的なアドレス情報とセッション番号）をＬＴＣ３５０１０に
提供し、ＬＴＣ３５０１０が、取得された情報をＬＴ３５０２０内に保持することを可能
にする。他の例において、ＰＡＲＵ３５０００は、ＬＴＣ３５０１０に、情報をＬＴ３５
０２０から検索させかつ制御信号論理回路３５０３０に伝送させる。ＬＴ３５０２０がＭ
Ｘ１１８０におけるローカルなメモリサブシステムに存在してもよいということを注意す
る必要がある。
【０３１８】
　以下の例は、ＰＡＲＥ３３０３０内の各構成要素の間の動作をさらに説明するために、
ＵＴ１３８０、１４００及び１４２０の間（図３１）と、ＵＴ１３８０及び１４５０の間
（図１ｄ）とにおいて、ユニキャスト及びＭＢのセッションを用いている。明確化のため
に、これらの例の議論では、図１ｄ、図５、図９ａ、図３３及び図３５を参照し、特定の
実装上の詳細事項（以下の部分で提示される）を仮定する。しかしながら、当該技術分野
における通常の技能を有する者には、ＰＡＲＥ３３０３０がこれらの詳細事項に限定され
ないことと、後のＭＢに関する議論が他の多地点通信（例えば、ＭＭ）にも適用されるこ
ととは明らかであろう。この詳細事項は下記のことを含む。
【０３１９】
・ＭＸ１１８０は、図３１に示すＦＴＴＢ＋ｘＤＳＬの構成におけるＯＸ３１０００に対
応する。ＭＸ１２４０もまた、ＯＸ３１０００と同様のネットワークトポロジーを有する
。
【０３２０】
・ＵＴ１３８０、１４００及び１４２０が、同じＨＧＷ（ＨＧＷ１２００）と、同じＭＸ
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（ＭＸ１１８０）と、同じＳＧＷ（ＳＧＷ１１６０）とに物理的に接続されるので、これ
らは、図９ａに示すような国サブフィールド９０４０、都市サブフィールド９０５０、コ
ミュニティサブフィールド９０６０及びＯＸサブフィールド９０７０において、同じ部分
的なアドレスを共有する。言い換えれば、ＵＴ１３８０が、その割り当てられたネットワ
ークアドレスにおいて次の情報を含むことを仮定する。
【０３２１】
　国サブフィールド９０４０：　　　　　　　１；
　都市サブフィールド９０５０：　　　　　　２３；
　コミュニティサブフィールド９０６０：　　４５；
　ＯＸサブフィールド９０７０：　　　　　　７；
　ＵＸサブフィールド９０８０：　　　　　　３；
　ＵＴサブフィールド９０９０：　　　　　　１。
【０３２２】
　このとき、ＵＴ１１４０とＵＴ１４２０の割り当てられたネットワークアドレスは、Ｕ
Ｘサブフィールド９０８０とＵＴサブフィールド９０９０における部分的なアドレスを除
いて、ＵＴ１３８０と同じ情報を含む。一方、ＵＴ１４５０は異なるＨＧＷ（ＨＧＷ１２
６０）と異なるＭＸ（ＭＸ１２４０）に接続させるているので、その割り当てられたネッ
トワークアドレスは、少なくともＯＸサブフィールド９０７０において、ＵＴ１３８０、
１４００及び１４２０のＯＸサブフィールド６０４０における部分的なアドレスである７
とは異なる部分的なアドレスを含む。
【０３２３】
・ＵＴ１４００の割り当てられたネットワークアドレスの一部は、１／２３／４５／７／
２／１（国サブフィールド９０４０／都市サブフィールド９０５０／コミュニティサブフ
ィールド９０６０／ＯＸサブフィールド９０７０／ＵＸサブフィールド９０８０／ＵＴサ
ブフィールド９０９０）である。
・ＵＴ１４２０の割り当てられたネットワークアドレスの一部は、１／２３／４５／７／
２／２である。
・ＵＴ１４５０の割り当てられたネットワークアドレスの一部は、１／２３／４５／８／
１／１である。
・ＭＸ１１８０の割り当てられたネットワークアドレスの一部は、１／２３／４５／７で
ある。
・ＭＸ１２４０の割り当てられたネットワークアドレスの一部は、１／２３／４５／８で
ある。
・制御信号３３０６０をアサートするためにＰＡＲＥ３３０３０が費やす時間量は、カラ
ーフィルタ３３０００からのＭＰパケットあるいはＭＰでカプセル化されたパケットのい
ずれかが、遅延素子３３０１０に滞在する時間量以下である。
・ＰＡＲＥ３３０３０とＰＡＲＥ３３０３０内の構成要素とは、ＭＸ１１８０の一部であ
る。
【０３２４】
・一実施形態に係るＭＸ１１８０のカラーフィルタ３３０００は、コマンドを発行する。
上で詳細に議論されたように、カラーフィルタ３３０００は、多数の、認識されたカラー
情報を有するＭＰパケットから、これらのコマンドを抽出し、当該コマンドを、論理リン
ク３３０４０を介してＰＡＲＵ３５０００に送信する。カラーフィルタ３３０００はまた
、これらのカラー情報を有するＭＰパケットを、論理リンク３３０５０を介してＰＡＲＵ
３５０００に転送し、かつ遅延素子３３０１０に転送する。認識されたカラー情報を有す
るＭＰパケットの一部は、前の論理層のセクションにおけるＭＰカラーの表で説明される
。
・上述されたパケットにおけるネットワークアドレスは、ユニキャスト通信ではネットワ
ークアドレス９０００のフォーマットに従い、多地点通信ではネットワークアドレス９２
００のフォーマットに従う。
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・前のエッジ部のスイッチのセクションにおける部分的アドレスルーティングエンジンの
セクションで与えられた例と同様に、ここでのサーバ群１００１０は、要求されたＭＢサ
ービスを承認し、セッション番号「１」を予約した。このセッション番号は、ＵＴ１３８
０、ＵＴ１４００及びＵＴ１４２０が情報を検索する元となるＭＢプログラムソース（例
えば、テレビジョンスタジオからの生のテレビショー、映画、あるいはメディア記憶装置
からのインタラクティブゲーム）を表す。また、特に言及しない限り、以下の例において
マッピングされたセッション番号は「０」である。サーバ群１００１０は、セッション番
号「１」と、マッピングされたセッション番号「０」とを、ＭＢセットアップのカラー情
報を有するパケットのペイロードフィールド５０５０に配置した。
【０３２５】
　２つのＵＴ間のユニキャストセッションにおいて、ＰＡＲＥ３３０３０が、カラーフィ
ルタからユニキャストセットアップコマンドあるいはユニキャストデータコマンドのいず
れかを受信する場合には、ＰＡＲＵ３５０００は、制御信号３３０６０を生成するための
関連した部分的なアドレス情報を、制御信号論理回路３５０３０に提供する。特に、ＵＴ
１３８０が、ＵＴ１４００とのユニキャストセッションを要求する場合には、被呼者ＵＴ
１４００のネットワークアドレスがそのＵＸサブフィールド９０８０に「２」を有するの
で、ＭＸ１１８０のＰＡＲＵ３５０００は、部分的なアドレス「２」を制御信号論理回路
３５０３０に提供する。
【０３２６】
　制御信号論理回路３５０３０が、部分的なアドレス「２」に応答して適当な制御信号３
３０６０をアサートするように決定したとき、遅延素子３３０１０は、ユニキャストセッ
トアップのカラー情報を有するパケットのような、一時的に遅延されたパケットを、パケ
ット分配器３３０２０に転送する。次に、アサートされた制御信号３３０６０は、パケッ
ト分配器３３０２０に、このパケットをその宛先に転送させる。ユニキャストセットアッ
プのカラー情報を有するパケットを、あるＭＸからあるＨＧＷにおける（マスター）ＵＸ
に転送することに係る議論された処理はまた、ユニキャストデータのカラー情報を有する
パケットを転送することにも適用される。後のパケット分配器のセクションは、パケット
分配器３３０２０のような一実施形態に係るパケット分配器の実装上の詳細事項について
さらに詳述する。
【０３２７】
　一方、ＵＴ１３８０が、ＵＴ１４５０とのユニキャストセッションを要求する場合には
、被呼者ＵＴ１４５０のネットワークアドレスがそのＯＸサブフィールド９０７０に「８
」を有する、ＳＧＷ１１６０は、ユニキャストセットアップのカラー情報を有するパケッ
トをＭＸ１２４０（ＭＸ１１８０の代わり）に配信する。ＭＸ１２４０が、ＭＸ１１８０
のアーキテクチャ（図３２、図３３及び図３５）と同様のアーキテクチャを有すると仮定
する。ＭＰのカラー情報を有するパケットを受信した後、ＭＸ１２４０のカラーフィルタ
３３０００は、ＭＰのカラー情報を有するパケットを、ＭＸ１２４０の遅延素子３３０１
０及びＰＡＲＵ３５０００に転送し、対応するユニキャストセットアップコマンドをＭＸ
１２４０のＰＡＲＵに対してアサートする。当該パケットは、ＵＴ１４５０のネットワー
クアドレスにおけるＵＸサブフィールド９０８０に対応する、部分的なアドレス「１」を
含む。ＰＡＲＵ３５０００は、制御信号論理回路３５０３０とパケット分配器３３０２０
とが、ＨＧＷ１２６０におけるマスターＵＸへの、ユニキャストセットアップのカラー情
報を有するパケットの転送を調節できるように、制御信号論理回路３５０３０に「１」を
提供する。１つのＭＸの管理下にある１つのＵＴから、もう１つのＭＸの管理下にあるも
う１つのＵＴに、ユニキャストセットアップのカラー情報を有するパケットを配信する上
述の処理はまた、ユニキャストデータのカラー情報を有するパケットの配信にも適用され
る。
【０３２８】
　図３６は、本例におけるＵＴ１３８０、ＵＴ１４００及びＵＴ１４２０と１つのＭＢプ
ログラムソースとが関与するＭＢセッションを管理するために、ＰＡＲＵ３５０００が行
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う１つの処理に係るフローチャートを示す。上述のユニキャストセッションの確立と同様
に、上述のＭＢセッションを確立するための、ＳＧＷ１１６０のサーバ群１００１０から
のＭＢセットアップのカラー情報を有するパケットに応答して、カラーフィルタ３３００
０は、当該パケットと、対応するＭＢセットアップコマンドとをＰＡＲＵ３５０００に送
信する。ＰＡＲＵ３５０００は、ブロック３６０００において、各パケットから部分的な
アドレス「３」又は「２」を検索して読み出す。ＵＴ１３８０のネットワークアドレスが
、そのＵＸサブフィールド９０８０に「３」を含むので、１つのＭＢセットアップのカラ
ー情報を有するパケットが「３」を含む。ＵＴ１４００とＵＴ１４２０が１つのＵＸを共
有しかつそれらのネットワークアドレスのＵＸサブフィールド９０８０に「２」を含むの
で、他の２つのＭＢセットアップのカラー情報を有するパケットが「２」を含む。ＰＡＲ
Ｕ３５０００はまた、制御信号論理回路３５０３０とパケット分配器３３０２０とが、Ｍ
Ｂセットアップのカラー情報を有するパケットの、それらの宛先に向けての転送を調節で
きるように、ブロック３６０００において、「２」又は「３」を制御信号論理回路３５０
３０に伝送する。
【０３２９】
　上述の例において、カラーフィルタ３３０００が、ＳＧＷ１１６０のＥＸ１００００を
介してサーバ群１００１０からそれが受信した各ＭＢセットアップのカラー情報を有する
パケットに対して、ＭＢセットアップコマンドをアサートするということを注意する。従
って、３つの参加者（プログラムソースを除く）を含むＭＢセッションの場合、一実施形
態に係るＰＡＲＵ３５０００は、３つのＭＢセットアップコマンドを受信し、従って、ブ
ロック３６０００を３回実行する。
【０３３０】
　それに加えて、ＰＡＲＵ３５０００は、ＭＢセットアップのカラー情報を有するパケッ
トから抽出された部分的なアドレス情報（例えば、ＵＸサブフィールドにおける「２」及
び「３」）と、セッション番号「１」と、マッピングされたセッション番号「０」とを、
ＬＴＣ３５０１０に供給する。マッピングされたセッション番号は「０」であるので、Ｌ
ＴＣ３５０１０は、ブロック３６０１０において、ＬＴ３５０２０のセル３７０００（２
，１）及び３７０２０（３，１）を「１」にセットアップする。セッション番号「１」は
、上で議論されたＭＢプログラムソースを識別する。
【０３３１】
　しかしながら、ＰＡＲＵ３５０００が、セッション番号と、マッピングされた非０のセ
ッション番号と、部分的なアドレス情報とを、ＬＴＣ３５０１０に供給する場合には、一
実施形態に係るＬＴＣ３５０１０は、そのマッピングされた非０のセッション番号と部分
的なアドレスとを用いて、ＬＴ３５０２０をセットアップする。
【０３３２】
　図３７は、ＬＴ３５０２０のサンプルとなるテーブルを示す。ＬＴ３５０２０のサイズ
は、１）ＨＧＷ中のＵＸが接続可能な、ＯＸ３１０００におけるポートの数と、２）ＳＧ
Ｗ１１６０がサポートする多地点通信（例えば、ＭＭとＭＢ）セッションの数とに依存す
る。本例において、ＯＸ３１０００が少なくとも２つのマスターＵＸ（ＵＸ３１０１０と
ＵＸ３１０２０）をサポートし、仮定によればＳＧＷ１１６０が３つのＭＢプログラムソ
ースをサポートするので、ＬＴ３５０２０は、少なくとも６つのセルを含む。また、この
実施形態に係るＬＴ３５０２０は、関連した部分的なアドレスとセッション番号に従い、
そのセルに対してインデックスを付与する。例えば、座標（２，１）はセル３７０００に
対応し、座標（３，２）はセル３７０１０に対応する。セル３７０００は、部分的なアド
レス「２」を備えたＵＸであって、セッション番号「１」によって識別されるＭＢプログ
ラムソースから情報を受信するＵＸの状態情報を表す。一方、セル３７０１０は、部分的
なアドレス「３」を備えたＵＸであって、セッション番号「２」によって識別されるもう
１つのＭＢプログラムソースからの情報を受信するＵＸを表す。
【０３３３】
　１つの実装に係るＬＴ３５０２０のすべてのセルは、最初０から開始する。ＬＴＣ３５
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０１０が、ＬＴ３５０２０において、セッション番号「１」のようなセッション番号と、
「２」のような部分的なアドレス（例えば、）との一致を識別すると、ＬＴＣ３５０１０
は、セル３７０００（２，１）のようなＬＴ３５０２０における適切なセルの内容を１に
変更し、それによって、部分的なアドレス「２」を備えたＵＴがＭＢセッション１に参加
することを示す。１つの実装において、ＬＴＣ３５０１０は、ＵＴがもはやＭＢセッショ
ンの参加者ではないとき、変更されたセルを０に戻すようにリセットすることにも責務を
有する。それに代わって、ＬＴ３５０２０は、その変更されたセルをリセットするために
タイマに依存する。特に、ＬＴ３５０２０は、そのセルのうちの１つに対する変更を検出
するとき、タイマをスタートさせる。ＬＴ３５０２０が、所定量の時間内に、変更された
セルの内容を保存するためのいかなる通知も受信しない場合には、ＬＴ３５０２０は自動
的にセルを０に戻すようにリセットする。
【０３３４】
　ＭＢ保持コマンドは、この通知に係る１つのフォームを提供する。特に、前述のＭＢセ
ッションを保持するための、ＳＧＷ１１６０のサーバ群１００１０からのＭＢ保持のカラ
ー情報を有するパケットに応答して、カラーフィルタ３３０００は、当該パケットと、対
応するＭＢ保持コマンドとをＰＡＲＵ３５０００に送信する。ＰＡＲＵ３５０００は、ブ
ロック３６０３０において、各パケットから「２」又は「３」のいずれかである部分的な
アドレスを検索して読み出す。上述のブロック３６０００と同様に、ＰＡＲＵ３５０００
は、制御信号論理回路３５０３０とパケット分配器３３０２０とが、ＭＢ保持のカラー情
報を有するパケットの、その宛先に向けての転送を調節できるように、ブロック３６０３
０において、部分的なアドレス情報を制御信号論理回路３５０３０に伝送する。
【０３３５】
　それに加えて、ＰＡＲＵ３５０００は、ＭＢ保持のカラー情報を有するパケットから抽
出された部分的なアドレス情報（「２」又は「３」のいずれか）とセッション番号「１」
とを、ＬＴＣ３５０１０に供給する。部分的なアドレス「２」あるいは「３」とセッショ
ン番号「１」とを有する場合、ＬＴＣ３５０１０は、セル３７０００又は３７０２０のそ
れぞれに対するタイマをリセットし、従って、ブロック３６０４０において上述の通知を
ＬＴ３５０１０に効果的に提供することができる。それに代わって、ＬＴＣ３５０１０は
、セル３７０００あるいは３７０２０の内容を１に設定することができる。
【０３３６】
　ＭＢプログラムソースからの、ＭＢデータのカラー情報を有するパケットに応答して、
カラーフィルタ３３０００は、当該パケットと、対応するＭＢデータコマンドとをＰＡＲ
Ｕ３５０００に送信する。ＰＡＲＵ３５０００は、セッション番号サブフィールド９２７
０からセッション番号を検索して読み出す。次に、ＰＡＲＵ３５０００は、ブロック３６
０２０において、ＬＴ３５０２０の行１（これはＭＢセッション１に対応する。）にわた
って、セル３７０００及び３７０２０のような、アクティブな値である１を有するセルを
検索するように、ＬＴＣ３５０１０に命令する。
【０３３７】
　この検索は、ＭＢセッション１に参加しているＵＴに至るポートを識別する。ＬＴＣ３
５０１０が、１を含むセル３７０００及び３７０２０の位置を突き止めることに成功した
後で、ＬＴＣ３５０１０は、上述のＬＴ３５０２０に対するインデックス付与方式によっ
て、部分的なアドレス「２」及び「３」を取得することができる。次いで、ＬＴＣ３５０
１０は、「２」及び「３」を制御信号論理回路３５０３０に伝送し、制御信号論理回路３
５０３０は次に、ＭＢデータのカラー情報を有するパケットを適切なＵＸ（例えば、「２
」はＵＸ３１０２０に対応し、「３」はＵＸ３１０１０に対応する）に転送するように、
パケット分配器３３０２０に命令する。しかしながら、ＬＴＣ３５０１０が、ＬＴ３５０
２０において、アクティブな値である１を有するいかなるセルを識別することにも失敗し
た場合には、一実施形態に係るＬＴＣ３５０１０は、制御信号論理回路３５０３０と通信
せず、パケット分配器３３０２０によるパケット配信をトリガーしない。
【０３３８】
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　このＭＢの例において使用された処理は、一般に、例えばＭＭを含むがそれに限定され
るものではない、他のタイプの多地点通信に適用される。また、当該技術分野における通
常の技能を有する者には、上述のすべての詳細事項を用いることなしに、開示されたカラ
ーフィルタリング処理及びＰＡＲＵの技術の設計し、あるいは実装することは明らかであ
ろう。例えば、上述のＰＡＲＵの機能は、上述のカラーフィルタと組み合わされることが
可能である。一方、上述のＰＡＲＵの機能は、さらに分割されて、上述のＬＴＣに分配さ
れることも可能である。
【０３３９】
５．２．２．３　パケット分配器．
　図３３に示されたパケット分配器３３０２０のようなパケット分配器は、制御信号論理
回路３５０３０からの制御信号３３０６０に従ってパケットを適切な出力論理リンクに配
信することに、主として責務を有する。図３８は、一実施形態に係るパケット分配器３３
０２０のブロック図を示す。この実施形態に係るパケット分配器３３０２０は、分配器Ａ
　３８０００のような分配器と、バッファバンク３８０２０と、コントローラｘ　３８０
３０及びコントローラｙ　３８０４０のようなコントローラとを含む。１つの実装におい
て、バッファバンク３８０２０におけるバッファの数は、分配器の数とコントローラの数
との積に等しい。従って、パケット分配器３３０２０が、遅延素子３３０１０からのパケ
ットを受け入れるための１つの分配器と、ＯＸ３１０００によってサポートされるＵＸ（
例えば、ＵＸ３１０１０とＵＸ３１０２０）にパケットを転送するための２つのコントロ
ーラとを有するので、パケット分配器３３０２０は、バッファバンク３８０２０に（１×
２）個のバッファを有する。バッファバンク３８０２０におけるこれらのバッファは、Ｕ
Ｘ３１０１０及びＵＸ３１０２０に送信される予定のパケットを一時的に記憶する。
【０３４０】
　バッファバンク３８０２０がもたらす可能性のある遅延を最小化し、かつバッファバン
ク３８０２０がもたらす可能性のあるトラフィックの輻輳を防止するために、一実施形態
に係るパケット分配器３３０２０におけるコントローラは、固定された時間間隔あるいは
調節可能な時間間隔で、バッファバンク３８０２０をポーリングし、クリアする。この機
構の説明として、パケットがＵＸ３１０１０に向かって転送されているのか、それともＵ
Ｘ３１０２０に向かって転送されているのかに依存して、（遅延素子３３０１０の出力か
らの）そのパケットをバッファａあるいはバッファｂのいずれかに転送するために、制御
信号３３０６０が分配器Ａ　３８０００を起動する場合を仮定する。
【０３４１】
　そのパケットを、意図された論理リンクに直接に送信する代わりに、分配器Ａ　３８０
００は、そのパケットをバッファａあるいはバッファｂのいずれかに転送し、ここで、パ
ケットは一時的に記憶される。分配器Ａ　３８０００が追加のパケットをバッファバンク
３８０２０に転送する前に、あるいは、バッファバンク３８０２０におけるオーバーフロ
ーの状況が生じる前に、コントローラｘ　３８０３０は、それが管理している各バッファ
をポーリングする。コントローラｘ　３８０３０は、本例におけるバッファａのような、
バッファのいずれかにおいてパケットを検出する場合には、バッファ中のパケットをＵＸ
３１０１０に伝送し、そのバッファをクリアする。同様の方法で、コントローラｙ　３８
０４０も、それが管理する各バッファをポーリングする。
【０３４２】
　１×２個（すなわち、１個の分配器×２個のコントローラ）のパケット分配器が説明さ
れたが、当該技術分野における通常の技能を有する者には、特にパケット分配器を包含す
ることが遅延と輻輳をもたらす場合、１×２個のパケット分配器を用いずにＭＸを実装す
ることは明らかであろう。また、当該技術分野における通常の技能を有する者には、開示
されたパケット分配技術の範囲を超えることなく、他の構成を有しかつ異なるサイズのバ
ッファバンクを備えたパケット分配器を実装することも明らかであろう。また、当該技術
分野における通常の技能を有する者には、上述された機構とは異なるタイプのパケット分
配機構を用いて、開示されたスイッチングコア技術を実現することも明らかであろう。
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【０３４３】
５．２．２．４　アップリンクパケットフィルタ（「ＵＬＰＦ」）．
　セレクタ３２０３０（図３２）が、ある物理リンクを選択した後、ＵＬＰＦ３２０４０
は、所定のパケットがＳＧＷに到達すること及び／又は進入することを防止する「入力基
準」に基づき、選択された物理リンク上で所定のパケットをフィルタリングして除去する
。具体的には、スイッチングコア３２０１０が、セットアップコマンド（例えば、ＤＡセ
ットアップコマンド）を送信することによって、ＵＬＰＦ３２０４０に対するこれらの入
力基準を動的に確立する。あるパケットが、入力基準のいずれかを満たすことに失敗した
場合には、ＵＬＰＦ３２０４０はそのパケットを廃棄する。従って、ＵＬＰＦは、ＭＰネ
ットワークから望ましくないパケットを除去し、従ってネットワークの安全性（セキュリ
ティ）と完全性を強化することができる。
【０３４４】
　一実施形態に係るＵＬＰＦ３２０４０は、受信されたパケットが、許容できる発信元ア
ドレス、宛先アドレス、トラフィックフロー及びデータコンテンツを含むか否かをチェッ
クすることにより、当該受信されたパケットに対して複数の入力基準にてなるセットを適
用する。これらのチェックの結果に基づいて、ＵＬＰＦ３２０４０は、インターフェース
Ｆ　３２０００にパケットを送信するか、それともパケットを拒絶して廃棄するかを決定
する。
【０３４５】
　一実施形態に係るＭＰネットワークでは、上述のＥＸ、ＢＸ、ＯＸ及びＣＸは、ＵＬＰ
Ｆを含む。当該技術分野における通常の技能を有する者には、開示されたＵＬＰＦの技術
の範囲を超えることなく、異なるスイッチのＵＬＰＦに各種の入力基準を分配することは
明らかであろう。例えば、図３１におけるＦＴＴＢ＋ｘＤＳＬの構成では、ＳＧＷ１１６
０のＥＸにおけるＵＬＰＦは、許容できるデータコンテンツのチェックする入力基準を有
する可能性がある一方で、ＯＸ３１０００におけるＵＬＰＦは、許容できる発信元アドレ
ス、宛先アドレス及びトラフィックフローをチェックする入力基準を有する。当該技術分
野における通常の技能を有する者には、開示されたＵＬＰＦの範囲が上で議論された４つ
の入力基準に限定されないと認識することは明らかであろう。これらの４つの入力基準は
例示であり、網羅的なものではない。
【０３４６】
　明確化のために、以下の議論では、一実施形態に係るＵＬＰＦ３２０４０について３つ
のフェーズで説明する。すなわち、ＵＬＰＦのセットアップ、ＵＬＰＦのチェック、及び
ＵＬＰＦの解放である。また、この議論では、以下のことを仮定する。
【０３４７】
・ＵＬＰＦ３２０４０は、ＭＸ１１８０に存在する。
・ＭＸ１１８０を管理するＳＧＷ１１６０は、図１２に示されたような独立して動作する
複数のサーバシステムを用いるサーバ群１００１０を含む。
【０３４８】
５．２．２．４．１　ＵＬＰＦのセットアップ．
　スイッチングコア３２０１０は、ＳＧＷ１１６０のサーバ群１００１０から受信する情
報に基づいて、以下のようにＵＬＰＦ３２０４０をセットアップする。
【０３４９】
１．上述のサーバ群のセクションで議論されたＭＣＣＰ手順を実行した後、一実施形態に
係る呼処理サーバシステム１２０１０（図１２）は、要求されたサービスの発呼者及び／
又は被呼者にＭＰ制御パケットを送信する。これらの制御パケットは、例えば、パケット
配信のための許容できるネットワークアドレスと、許容できるトラフィックフロー情報と
、許容できるデータコンテンツのタイプとのリストであるが、これに限定されるものでは
ない、ＵＬＰＦ（例えば、ＵＬＰＦ３２０４０）に対する入力基準情報を含む。
　例として、ＵＴ１３８０が、ＵＴ１４５０（図１ｄ）とのメディア電話サービス（「Ｍ
ＴＰＳ」）を要求する場合には、呼処理サーバシステム１２０１０は、図５３に示すよう
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に、「ＭＴＰＳセットアップ」パケットを、発呼者ＵＴ１３８０と被呼者ＵＴ１４５０と
の両方に送信することによって、この要求に応答する。ＭＴＰＳセットアップパケットは
ＭＰ制御パケットである。後の動作例のセクションは、ＭＴＰＳの動作上の詳細事項につ
いてさらに詳述する。
　発呼者に対するＭＴＰＳセットアップパケットと被呼者に対するＭＴＰＳセットアップ
パケットとの両方におけるペイロードフィールド５０５０（図５）は、要求されたＭＴＰ
Ｓセッションのための許容できるトラフィックフローと、そのセッションにおける許容で
きるデータコンテンツのタイプとについての情報を含む。発呼者に対するＭＴＰＳセット
アップパケットは、そのペイロードフィールド５０５０において被呼者のネットワークア
ドレスをさらに含むのに対して、被呼者に対するＭＴＰＳセットアップパケットは、その
ペイロードフィールド５０５０において発呼者のネットワークアドレスを含む。この例で
は、発呼者に対するＭＴＰＳセットアップパケットは、その宛先に到達する前に、ＭＸ１
１８０を介して伝搬し、被呼者に対するＭＴＰＳセットアップパケットは、その宛先に到
達する前に、ＭＸ１２４０を介して伝搬する。
【０３５０】
２．ＭＸ１１８０が、そのＭＴＰＳセットアップパケットを受信した後、パケットのＤＡ
フィールドに存在するカラー情報（例えば、ユニキャストセットアップのカラー）に基づ
いて、そのスイッチングコア３２０１０（図３２）は、パケットから前述の入力基準を抽
出して、抽出された情報を用いてＵＬＰＦ３２０４０を動的に構成する処理に進む。一実
施形態に係るＵＬＰＦ３２０４０は、この構成情報を記憶するローカルなメモリサブシス
テムを含む。
　より具体的には、１つの実装に係るＵＬＰＦ３２０４０はが、そのローカルなメモリサ
ブシステムにＤＡ検索テーブルを含んでいる。図３９は、１つのサンプルとなるＤＡ検索
テーブル３９０００を示し、このＤＡ検索テーブル３９０００は複数の２項目のエントリ
であって、一方の項目はあるＳＡに対するものであり、他方の項目はそのＳＡに対応した
ＤＡに対するものであるエントリを含む。ＳＡは、ＵＴ１３８０のような、ＭＸ１１８０
の下のＭＰに準拠した構成要素のネットワークアドレスであり、ＤＡは、ＵＴ１３８０の
通信相手となることが（ＭＣＣＰ手順によって）承認されている、ＭＰに準拠した構成要
素（例えば、ＵＴ、メディア記憶装置、ゲートウェイ、及びサーバ群）のネットワークア
ドレスである。
　最初、ＭＸ１１８０におけるＵＬＰＦ３２０４０のＤＡ検索テーブル３９０００は、Ｓ
Ａ列３９０３０において、ＵＴ１３４０，１３６０，１３８０，１４００及び１４２０の
ような、ＭＸ１１８０に依存するＵＴのネットワークアドレスを含む。スイッチングコア
３２０１０が、発呼者のＳＧＷ１１６０のサーバ群からＭＴＰＳセットアップパケットを
受信した後、それは、ＤＡフィールド５０１０（図５）から、発呼者のネットワークアド
レスを抽出し、ペイロードフィールド５０５０から、被呼者のネットワークアドレスを抽
出する。スイッチングコア３２０１０が、発呼者のネットワークアドレスとの一致によっ
て、ＤＡ検索テーブル３９０００におけるＳＡ項目３９０１０を識別した場合には、スイ
ッチングコア３２０１０は、被呼者のネットワークアドレスをＤＡ項目３９０２０に追加
する。ＭＸ１２４０が、ＭＸ１１８０（図３２、図３３及び図３５）と同様のアーキテク
チャを有し、ＤＡ検索テーブル３９０００（図３９）と同様のＤＡ検索テーブルを保持す
ることを仮定する。同様の方法で、被呼者に対するＭＴＰＳセットアップパケットに応答
して、、ＭＸ１２４０のスイッチングコア３２０１０は、発呼者のネットワークアドレス
を含むようにＤＡ項目３９０６０を更新する。
　ＭＸ１１８０とＭＸ１２４０のスイッチングコア３２０１０はまた、ＭＴＰＳセットア
ップパケットのペイロードフィールド５０５０から、上述のトラフィックフローとデータ
コンテンツの情報を検索して読み出し、次に、検索して読み出された情報を、ＵＬＰＦ３
２０４０におけるそのローカルなメモリサブシステムに記憶する。いくつかの例に係るト
ラフィックフロー情報は、要求されたサービスのセッションにおける許容できるビット数
、要求されたサービスのためのビット数の最大値、パケットの許容できる到着レート、及

10

20

30

40

50

(75) JP 3964871 B2 2007.8.22



び各パケットの許容できるパケット長を含むが、これらに限定されるものではない。デー
タコンテンツ情報は、著作権情報及び／又は他の知的所有権情報を含む可能性があるが、
これらに限定されるものではない。１つの実装では、著作権で保護されたデータのコンテ
ンツプロバイダが、そのデータをＭＰネットワーク上に置く前に、プロバイダは、そのデ
ータを複数のＭＰデータパケットにパケット化し、また、そのデータに対する著作権に係
るプロバイダの所有権を表示するために、これらのパケットのペイロードフィールド５０
５０かあるいはヘッダフィールドのうちの１つかのいずれかに、１つ以上のビットを設定
する。
【０３５１】
３．ＭＴＰＳセットアップパケットは、呼処理サーバシステム１２０１０から、発呼者と
被呼者に送信されているので、ＭＴＰＳセットアップパケットを受信して転送する伝送経
路に沿ったスイッチのＵＬＰＦは、上で議論された処理に従って、入力基準情報を用いて
構成される。伝送経路に沿ったスイッチのすべてがＵＬＰＦを含むわけではないというこ
とを注意し、また、上で注意されてように、ＵＬＰＦの入力基準は、ＵＬＰＦを含むいく
つかのスイッチにわたって分配されることが可能である。
【０３５２】
　上述の例では、１つのＳＧＷのもとでの２つのＵＴのＤＡを用いて、図３９に示すＤＡ
検索テーブル３９０００を更新したが、スイッチングコア３２０１０はまた、ＭＰネット
ワーク内の任意の場所に存在するＭＰに準拠した構成要素のＤＡを用いてＤＡ列を更新で
きる。それに加えて、当該技術分野における通常の技能を有する者には、許容できるトラ
フィックフロー情報と許容できるデータコンテンツ情報も記憶する、ＤＡ検索テーブル３
９０００を設計することは明らかであろう。さらに、上で議論されたローカルなメモリサ
ブシステムが、ＵＬＰＦ３２０４０のための専用メモリサブシステムであるか、又はＭＸ
１１８０内のさまざまな構成要素のための共有メモリサブシステムであるかのいずれかが
可能であるということを注意する必要がある。このローカルなメモリサブシステムは、Ｍ
Ｘ１１８０内に存在するか、又は外部装置としてＭＸ１１８０に接続されるかのいずれか
が可能である。
【０３５３】
５．２．２．４．２　ＵＬＰＦのチェック．
　スイッチングコア３２０１０が、上で議論された入力基準によってＵＬＰＦ３２０４０
を構成した後で、ＵＬＰＦ３２０４０は、入力基準に基づいて、それが受信するパケット
をフィルタリングする。図４０は、ＵＬＰＦのチェックを実行するために、一実施形態に
係るＵＬＰＦ３２０４０が行う１つの処理に係るフローチャートを示す。前の例に続き、
ＵＴ１３８０はパケットの発信元であり、ＵＴ１４５０は、パケットの宛先である。
【０３５４】
　具体的には、ＵＬＰＦ３２０４０が、セレクタ３２０３０（図３２）からＭＰパケット
を受信する。ブロック４００００において、一実施形態に係るＵＬＰＦ３２０４０はＳＡ
マッチングを実行して、１）この受信されたパケットのＳＡの部分的なアドレス（例えば
、国、都市、コミュニティ、及び階層化されたスイッチのサブフィールド）が、ＭＸ１１
８０の割り当てられたネットワークアドレスの部分的なアドレスと一致するか否かをチェ
ックし、２）この受信したパケットのＳＡの部分的なアドレスが、図１ｄに示すようなポ
ート１１７０にバインドされたネットワークアドレスと一致するか否かをチェックする。
これらのチェックは、ＵＬＰＦ３２０４０が受信したパケットが、許可された構成要素を
発信元とし、かつ許可された論理リンクを介して着信していることを保証する。
【０３５５】
　これらのチェックが取り組む１つのシナリオは、ＭＸ１１８０に接続してＭＰの都市圏
ネットワーク１０００（図１ｄ）においてＳＧＷ１１６０にパケットを送信しようとする
、「許可を持たない」ＨＧＷを含むものである。このＨＧＷは、ＳＧＷ１１６０のサーバ
群１００１０（図１０）からの割り当てられたネットワークアドレスを持たないので、Ｍ
Ｘ１１８０が受信するたパケットのＳＡは、ＭＸ１１８０の割り当てられたネットワーク
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アドレスとは一致しない。従って、上述のＳＡマッチングのチェックによって、ＭＸ１１
８０のＵＬＰＦ３２０４０は、このパケットがＳＧＷ１１６０に到達することを防止でき
るようになる。
【０３５６】
　これらのチェックが取り組むもう１つのシナリオは、ＭＸ１１８０に接続する同じ「許
可を持たない」ＨＧＷであるが、そのネットワークアドレスをＨＧＷ１２００のネットワ
ークアドレスと一致するように勝手に変更することによってＨＧＷ１２００のＩＤになり
すまそうとする「許可を持たない」ＨＧＷを含むものである。この「許可を持たない」Ｈ
ＧＷは、ポート１１７０とは異なるポートを介してＭＸ１１８０に接続し、また、ＭＰの
都市圏ネットワーク１０００（図１ｄ）におけるＳＧＷ１１６０にパケットを送信しよう
とする。ＭＸ１１８０が受信するこのパケットのＳＡは、ポート１１７０にバインドされ
たネットワークアドレスと一致しないので、ＭＸ１１８０のＵＬＰＦ３２０４０はパケッ
トを廃棄し、パケットがＳＧＷ１１６０に到達することを防止する。
【０３５７】
　図３１に示されたＦＴＴＢ＋ｘＤＳＬの構成と、図９ａに示されたネットワークアドレ
ス９００００のフォーマットとを例として用いると、ＵＬＰＦ３２０４０は、受信された
パケットのＳＡフィールド５０２０（図５）からＳＡを検索して読み出し、ＳＡの部分的
なアドレス（例えば、国サブフィールド９０４０、都市サブフィールド９０５０、コミュ
ニティサブフィールド９０６０、及びＯＸサブフィールド９０７０）を、ＯＸ３１０００
のネットワークアドレスの対応部分と比較する。上述のサーバ群のセクションで議論され
たように、ＯＸ３１０００は、ネットワーク構成の間に、ＳＧＷ１１６０のサーバ群１０
０１０（図１０）からそのネットワークアドレスを取得する。一実施形態に係るＯＸ３１
０００は、その割り当てられたネットワークアドレスをそのローカルなメモリサブシステ
ムにさらに記憶する。ＵＬＰＦ３２０４０の比較が一致をもたらす場合には、ＵＬＰＦ３
２０４０は次のチェックに進む。そうでなければ、ＵＬＰＦ３２０４０はパケットを廃棄
する。
【０３５８】
　また、ＵＬＰＦ３２０４０は、ＵＴ１３８０からのＭＰパケットがポート３１０３０を
介してＯＸ３１０００に到着することを保証するために、ＳＡの部分的なアドレス（例え
ば、国サブフィールド９０４０、都市サブフィールド９０５０、コミュニティサブフィー
ルド９０６０、ＯＸサブフィールド９０７０、及びＵＸサブフィールド９０８０）を、ポ
ート３１０３０のネットワークアドレスの対応部分と比較する。
【０３５９】
　図４０のブロック４００１０において、ＵＬＰＦ３２０４０は、パケットに対してＤＡ
マッチングを実行する。具体的には、ＵＬＰＦ３２０４０は、ＤＡ検索テーブル３９００
０のＤＡ項目３９０２０にわたって、パケットのＤＡフィールド５０１０の内容と一致す
るＤＡを検索する。上で議論されたように、ＵＬＰＦ３２０４０のセットアップフェーズ
の間に、スイッチングコア３２０１０は、ＤＡ項目３９０２０のようなこれらのＤＡ項目
をセットアップする。ＵＬＰＦ３２０４０が、一致したＤＡを識別することに成功した場
合には、ＵＬＰＦ３２０４０は、次のチェックに進む。そうでなければ、ＵＬＰＦ３２０
４０はパケットを廃棄する。
【０３６０】
　このチェックは、意図された宛先アドレスが、許可されたネットワークアドレスである
ことを保証する。図１０、図３２及び図３９との関連で言い換えれば、サーバ群１００１
０が、承認された複数の当事者の間での要求されたサービスを承認した後で、スイッチン
グコア３２０１０は、これらの当事者のネットワークアドレスに従って、ＵＬＰＦ３２０
４０に対するＤＡ検索テーブル３９０００をセットアップする。結果として、ＭＸ１１８
０のＵＬＰＦ３２０４０は、承認された当事者を宛先としないパケットをフィルタリング
して除去することができる。しかしながら、一実施形態に係るスイッチングコア３２０１
０は、承認された当事者の間で通信中であるときであってもＤＡ検索テーブル３９０００
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を変更できる（例えば、新しい参加者を、進行中の多地点通信に追加する）ということは
注意される必要がある。特に、スイッチングコア３２０１０は、ＳＧＷ１１６０のサーバ
群１００１０からのＭＰセットアップパケット（例えば、図６４におけるＭＭセットアッ
プ６４０２０）に応答して、この変更を実行する。
【０３６１】
　図４０のブロック４００２０において、ＵＬＰＦ３２０４０は、パケットが所定のトラ
フィックフローの標準を満たすことを保証するために、トラフィックフローのモニタリン
グを実行する。上述のように、これらの標準の例の一部は、要求されたサービスのセッシ
ョンにおける許容できるビット数、要求されたサービスのビット数の最大値、許容できる
パケット到着レート、及び各パケットの許容できるパケット長を含むが、これらに限定さ
れるものではない。図４１は、さらに、ＵＬＰＦ３２０４０のような一実施形態に係るＵ
ＬＰＦが、ブロック４００２０を実行するために行う１つの処理に係るフローチャートを
示す。パケットがトラフィックフローのモニタリングチェックに合格したとＵＬＰＦ３２
０４０が決定した場合には、ＵＬＰＦ３２０４０は次のチェックに進む。そうでなければ
、ＵＬＰＦ３２０４０はパケットを廃棄する。当該技術分野における通常の技能を有する
者には、開示されたＵＬＰＦ技術の範囲になお含まれながら、ブロック４００２０におい
て複数のトラフィックフロー標準でチェックすることは明らかであろう。
【０３６２】
　トラフィックフローのチェックは、ＭＰネットワーク上で予測可能なトラフィックフロ
ーを保持することを援助する。例えば、ＵＬＰＦ３２０４０が、許容できるパケット長を
超える任意のパケットがＭＰネットワークに入ることを防止する場合には、ＭＰネットワ
ーク上の構成要素は、ネットワーク上で遭遇するパケットのパケット長が、期待される範
囲内に含まれるという仮定の下で動作することができる。結果として、それらの構成要素
において発生するパケットの処理は簡単化され、このことはまた、構成要素の設計及び／
又は実装の簡単化を可能にする。
【０３６３】
　図４１に示すように、一実施形態に係るＵＬＰＦ３２０４０は、２つのトラフィックフ
ローチェックを実行する。具体的には、ＵＬＰＦ３２０４０が、図５に示すようなＬＥＮ
フィールド５０３０からパケットのパケット長を取得して、ブロック４１０１０において
、このパケット長が、許容できるパケット長を超えるか否かを決定する。パケットの長さ
が、許容できるパケット長より短い場合には、ＵＬＰＦ３２０４０は次のチェックに進む
。そうでなければ、ＵＬＰＦ３２０４０はパケットを廃棄する。
【０３６４】
　ブロック４１０２０において、ＵＬＰＦ３２０４０は、所定の時間期間の間にＭＸ１１
８０の各ポート（例えば、ポート１１７０及び１１７５）に入るパケット数を計算する。
１つの実装では、サーバ群１００１０（図１０）あるいは呼処理サーバシステム１２０１
０（図１２）が、帯域内信号方式を用いたＭＰ制御パケットあるいはＭＰデータパケット
のいずれかを通じて、ＵＬＰＦ３２０４０に対するこの時間期間を確立する。同様に、サ
ーバ群１００１０あるいは呼処理サーバシステム１２０１０はまた、ＵＬＰＦ３２０４０
に対して、ポート毎の許容できるパケット到着レートを確立する。これは、上で議論され
た時間期間内にＭＸ１１８０の各ポートが受信するはずのパケット数の最大値を指定する
。その計算されたパケット数が最大値未満である（すなわち、ＭＸ１１８０におけるパケ
ット到着レートが、許容できるパケット到着レートの範囲内にある）ことをＵＬＰＦ３２
０４０が見つける場合には、ＵＬＰＦ３２０４０は、図４０に示されたブロック４００３
０に進む。そうでなければ、ＵＬＰＦ３２０４０はパケットを廃棄する。
【０３６５】
　図４０のブロック４００３０において、ＵＬＰＦ３２０４０は、データコンテンツの照
合を実行する。上に議論した１つの実装を例とすると、コンテンツプロバイダが、その著
作権で保護されたデータを複数のＭＰデータパケットにパケット化し、また、そのデータ
に対する著作権に係るプロバイダの所有権を表示するために、これらのパケットのペイロ
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ードフィールド５０５０（図５）に１つ以上のビットを設定することを仮定する。それに
加えて、これらの（複数の）特別なビットのビットシーケンス及び／又は配置は、著作権
の所有者によって機密が保持され、かつ他のユーザには知られないということを仮定する
。ＵＴがこれらの著作権で保護されたデータをＭＰネットワークに付勢の配信することを
防止するために、一実施形態に係るＵＬＰＦ３２０４０は、パケットのペイロードフィー
ルド５０５０において著作権の所有者を示すこれらの（複数の）特別なビットを検索して
、疑わしいデータパケットを識別する。（それに代わって、この知的所有権の情報は、Ｍ
Ｐパケットヘッダの一部になることが可能である。）ＵＬＰＦ３２０４０は、（コンテン
ツプロバイダが用いるＵＴとは異なる）ＵＴからの、これらの（複数の）ビットのセット
を有するデータパケットを拒絶する。
【０３６６】
　あるＭＰパケットが、これらの４つのチェックに合格できる場合には、ＵＬＰＦ３２０
４０は、パケットをインターフェースＦ　３２０００（図３２）に中継する。図４０は、
上述のＵＬＰＦチェックに係る多くの可能な実装のうちの１つであるということは強調さ
れる必要がある。当業者には、開示されたＵＬＰＦ技術の範囲を超えることなく、他の入
力基準を用い、かつ図４０に示された４つとは異なるチェックを実行するＵＬＰＦ３２０
４０を構成することは明らかであろう。それに加えて、代替の実施形態に係るＵＬＰＦ３
２０４０は、説明されたシーケンスとは異なるシーケンスで４つのチェックを実行するこ
とも可能である。さらに、一実施形態に係るＵＬＰＦ３２０４０は、ＵＬＰＦのセットア
ップフェーズが完了される前にチェックを実行することができる。より具体的には、この
実施形態に係るＵＬＰＦ３２０４０は、そのローカルなメモリサブシステムにデフォルト
の入力基準と特別なルールとを記憶する。この特別なルールによれば、所定のＭＰ制御パ
ケットのような特定のタイプのパケットが、４つのチェックの一部又はすべてをバイパス
して、インターフェースＦ　３２０００に到達することを可能にする。
【０３６７】
５．２．２．４．３　ＵＬＰＦの解放．
　要求されたサービスの終了において、１つの実装のサーバ群１００１０（図１０）ある
いは呼処理サーバシステム１２０１０（図１２）は、ＭＰ制御パケットをＭＸ１１８０の
スイッチングコア３２０１０（図３２）に送信し、ＵＬＰＦの解放を開始する。
【０３６８】
　この制御パケットに応答して、スイッチングコア３２０１０は、ＵＬＰＦ３２０４０に
命令して、そのＤＡ検索テーブル３９０００から、要求されたサービスに関与する宛先ア
ドレスを削除させ、また、例えばトラフィックフロー情報を含むがこれに限定するもので
はない入力基準の他のパラメータを、そのデフォルト値に戻すようにリセットさせる。
【０３６９】
　この開示されたＵＬＰＦ技術は、ＭＰネットワークの完全性と安全性を強化することが
でき、また、ネットワークの性能における予測可能性の保持を援助することができる。Ｕ
ＬＰＦ技術を説明するために、上述の議論では多数の詳細事項を用いたが、当該技術分野
における通常の技能を有する者には、ＵＬＰＦ技術の範囲がこれらの詳細事項によって限
定されるものではないということは明らかであろう。また、前の部分ではＭＸにおけるＵ
ＬＰＦについて議論したが、当該技術分野における通常の技能を有する者には、開示され
たＵＬＰＦ技術の範囲を超えることなく、ＭＰネットワーク内の他のスイッチ（例えば、
ＥＸ）におけるＵＬＰＦを用いることは明らかであろう。
【０３７０】
５．３　家庭用ゲートウェイ（ＨＧＷ）．
　ＨＧＷは、ＭＰネットワークにアクセスする異なるタイプのＵＴを提供する。図４２ａ
は、１つの構成に係るＨＧＷである、ＨＧＷ４２０００のブロック図を示す。ＨＧＷ４２
０００は、１つのマスターＵＸ４２０１０と、多数のスレーブＵＸ、例えばＵＸ４２０２
０，４２０３０，４２０４０及び４２０５０とを含む。これらのＵＸは、リンク４２０６
０，４２０７０，４２０８０及び４２０９０を介して、互いに接続される。図４２ｂは、
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代替の構成に係るＨＧＷ４２０００のブロック図を示し、ここで、マスターＵＸ４２０１
０とスレーブＵＸ４２０２０，４２０３０，４２０４０及び４２０５０は、共通のバス４
２１９０を介して互いに接続される。それに加えて、各ＵＸは、所定個数のＵＴをサポー
トできる。一実施形態に係るマスターＵＸ４２０１０は、ＨＧＷ４２０００がサポートす
るスレーブのＵＸ及びＵＴの総数を制限すること（例えば、ＨＧＷの総帯域幅使用量に基
づく）に責務を有する。
【０３７１】
５．３．１　ユーザスイッチ．
５．３．１．１　マスターユーザスイッチ．
　図４３は、マスターＵＸ４２０１０のようなマスターＵＸの、１つの構造上の実施形態
を示す。特に、マスターＵＸ４２０１０は方形筐体部４３０９０を含み、この方形筐体部
４３０９０は、その側面４３０００と側面４３０６０上に多数のコネクタを備えている。
コネクタ４３０１０，４３０２０，４３０３０，４３０４０及び４３０５０のような、側
面４３０００上のコネクタは、ＵＴ及びスレーブＵＸを、マスターＵＸ４２０１０に接続
する。側面４３０６０上のコネクタ４３０７０あるいは４３０８０のいずれかは、ＭＸを
マスターＵＸ４２０１０に接続する。これらのコネクタに係るいくつかの例は、より対線
ケーブルに対するコネクタ、同軸ケーブルに対するコネクタ、及び光ファイバケーブルに
対するコネクタを含むが、これらに限定されるものではない。コネクタは電源ソケット（
コンセント）と同様に作用し、ＭＰネットワークにおいてプラグ・アンド・プレイの簡単
な使用の達成を援助する。言い換えれば、ちょうど電気機器が電源ソケットのプラグを接
続することによって電力を得るように、ＵＴあるいはＭＰに準拠した他の構成要素は、こ
れらのコネクタの「プラグに接続する」ことによって、ＭＰネットワークへのアクセスを
取得する。このプラグを接続してアクセスを取得する手順は、ＵＴあるいはＭＰに準拠し
た他の構成要素の手動の構成や、又はリブートを必要としない。
【０３７２】
　当該技術分野における通常の技能を有する者には、図４３に示された構造上の実施形態
に限定されることなくマスターＵＸ４２０１０を実装することは明らかであろう。例えば
、当業者は、異なる形状の筐体部を用いてマスターＵＸ４２０１０設計しかつ組み立てる
ことができる。当業者はまた、異なる個数のコネクタを含み、及び／又は筐体部上でのコ
ネクタの配置を再構成することができる。
【０３７３】
　図４４は、例示的な実施形態に係るマスターＵＸ４２０１０のブロック図を示す。マス
ターＵＸ４２０１０は、スイッチングコア、セレクタ、及びインターフェースを含む。特
に、マスターＵＸ４２０１０は、３つのタイプのインターフェースを含む。すなわち、Ｕ
Ｔ　Ｄ　４２０９０及びＵＴ　Ｌ　４２２１０との通信を可能にするインターフェースＧ
　４４０２０と、スレーブＵＸ　Ａ　４２０２０及びスレーブＵＸ　Ｂ　４２０３０との
通信を可能にするインターフェースＨ　４４０４０と、ＭＸとの通信を可能にするインタ
ーフェースＩ　４４０００とを含む。これらの３つのインターフェースは、１つのタイプ
の信号をもう１つのタイプに変換する。例えば、一実施形態に係るマスターＵＸ４２０１
０におけるインターフェースＩ　４４０００は、光ファイバ信号と電気信号との間で変換
する。この例では、マスターＵＸ４２０１０が、同じ物理的伝送媒体を介してスレーブＵ
Ｘと通信する場合には、インターフェースＨ　４４０４０は信号変換を実行しない。
【０３７４】
５．３．１．２　スレーブユーザスイッチ．
　スレーブＵＸはＭＸと直接に通信することがないので、スレーブＵＸの１つの構造上の
実施形態は図４２に示された実施形態と同様であるが、その側面４３０６０にコネクタを
備えていない。
【０３７５】
　さらに、マスターＵＸと同様に、スレーブＵＸも、スイッチングコア、セレクタ、及び
インターフェースを含む。スレーブＵＸのスイッチングコアは、マスターＵＸ４２０１０
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のスイッチングコア４４０１０がサポートする機能のうちのサブセットをサポートし、及
び、スレーブＵＸのセレクタは、セレクタ４４０３０と同じ機能のセットをサポートする
。しかしながら、マスターＵＸとは異なり、スレーブＵＸは、ＭＸと直接に通信するため
のインターフェースを持たず、サーバ群から割り当てられたネットワークアドレスを持た
ない。（注意：部分的なアドレスのサブフィールドにおける「ＵＸサブフィールド」は、
実際には「マスターＵＸサブフィールド」である。しかしながら、簡単化のため、このサ
ブフィールドは単にＵＸサブフィールドと呼ばれる。）明確化のために、後の議論では、
主にマスターＵＸ４２０１０に焦点を合わせる。しかしながら、特に示されていない限り
、その議論はまた、スレーブＵＸ　Ａ　４２０２０、スレーブＵＸ　Ｂ　４２０３０、ス
レーブＵＸ　Ｃ　４２０４０、あるいはスレーブＵＸ　Ｄ　４２０５０のようなスレーブ
ＵＸにも適用される。
【０３７６】
５．３．１．３　セレクタ．
　図４４におけるセレクタ４４０３０のような一実施形態に係るセレクタは、選択された
物理リンク上で伝搬するパケットを、スイッチングコア４４０１０に伝送する。特に、セ
レクタ４４０３０は、公知の方法（例えば、ラウンドロビンや、先入れ先出し）を用いて
、アクティブな信号を有する（複数の）物理リンクを選択し、選択された（複数の）物理
リンク上のパケットをスイッチングコア４４０１０に直接に方向付ける。これらのパケッ
トは、ＵＴ　Ｄ　４２０９０及びＵＴ　Ｌ　４２２１０のような直接に接続されたＵＴか
ら着信する場合があり、及び／又は、スレーブＵＸ　Ａ　４２０４０及びスレーブＵＸ　
Ｂ　４２０３０のような直接に接続されたＵＸから着信する場合がある。当該技術分野に
おける通常の技能を有する者には、開示されたＵＸ技術の範囲を超えることなく、セレク
タの機能をインターフェースに組み込むこと（例えば、セレクタ４４０３０を、インター
フェースＧ　４４０２０及びインターフェースＨ　４４０４０の一部とすること）は明ら
かであろう。
【０３７７】
５．３．１．４　スイッチングコア．
　一実施形態に係るマスターＵＸ４２０１０は、ＵＴと、他の（スレーブの）ＵＸとにパ
ケットを配信するために、スイッチングコア４４０１０のようなスイッチングコアを用い
る。特に、ＭＸからのパケットに応答して、一実施形態に係るスイッチングコア４４０１
０は、カラー情報、部分的なアドレス情報、あるいはこれら２つのタイプの情報の組み合
わせに基づいて、パケットをスレーブＵＸに「条件付きでブロードキャストする」ことか
、あるいは、インターフェースＧ　４４０２０を介してパケットをＵＴに配信することか
のいずれかを実行する。一方、ＵＴ　Ｄ　４２０９０及びＵＴ　Ｌ　４２２１０からのパ
ケットに応答して、一実施形態に係るスイッチングコア４４０１０は、パケットの宛先が
ＨＧＷ４２０００によってサポートされるＵＴであるか否かに依存して、パケットをもう
１つの（スレーブの）ＵＸあるいはＭＸのいずれかに中継する。
【０３７８】
　上述の「条件付きブロードキャスト」は、スイッチングコア４４０１０が所定の状況を
検出した場合に、図４２ａに示されたスレーブＵＸ　Ａ　４２０２０及びスレーブＵＸ　
Ｂ　４２０３０のような、あるいは図４２ｂに示されたスレーブＵＸ　Ａ　４２０２０、
スレーブＵＸ　Ｂ　４２０３０、スレーブＵＸ　Ｃ　４２０４０及びスレーブＵＸ　Ｄ　
４２０５０のような、複数のスレーブＵＸに対して、マスターＵＸ４２０１０によって行
われるパケット配信を示す。例えば、図４２ａに示された構成の場合、一実施形態に係る
スイッチングコア４４０１０が、当該スイッチングコア４４０１０によって受信されたパ
ケットは、マスターＵＸ４２０１０に直接に接続されたＵＴ（例えば、ＵＴ　Ｄ　４２０
９０及びＵＴ　Ｌ　４２２１０）に転送するための、マスターＵＸ４２０１０に対するも
のではなく、ＨＧＷ４２０００によってサポートされるＵＴに対するものであると決定す
るならば、スイッチングコア４４０１０は、受信されたパケットのコピー（複製）を生成
し、受信されたパケットと複製されたパケットとをスレーブＵＸ　Ａ　４２０２０及びス
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レーブＵＸ　Ｂ　４２０３０にそれぞれに配信する。
【０３７９】
　一方、図４２ｂに示された構成の場合、スイッチングコア４４０１０がＭＸからパケッ
トを受信し、受信されたパケットは、マスターＵＸ４２０１０に直接に接続されたＵＴ（
例えば、ＵＴ　Ｄ　４２０９０及びＵＴ　Ｌ　４２２１０）に転送するための、マスター
ＵＸ４２０１０に対するものではないと認識したならば、スイッチングコア４４０１０は
、受信されたパケットを共通のバス構成要素４２１９０上に配置する。スイッチングコア
４４０１０が、マスターＵＸ４２０１０に直接に接続されたＵＴ（例えば、ＵＴ　Ｄ　４
２０９０）からパケットを受信し、受信されたパケットは、直接に接続されたもう１つの
ＵＴ（例えば、ＵＴ　Ｌ　４２２１０）を宛先とされるものではなく、ＨＧＷ４２０００
によってサポートされるＵＴに対するものであると認識する場合には、スイッチングコア
４４０１０はまた、受信されたパケットを共通のバス構成要素４２１９０上に配置する。
スイッチングコア４４０１０が共通のバス構成要素４２１９０からパケットを受信し、受
信されたパケットは、マスターＵＸ４２０１０に直接に接続されたＵＴ（例えば、ＵＴ　
Ｄ　４２０９０及びＵＴ　Ｌ　４２２１０）に転送するためのマスターＵＸ４２０１０に
対するものではなく、ＨＧＷ４２０００によってサポートされるＵＴに対するものである
と認識する場合には、スイッチングコア４４０１０は、受信されたパケットを共通のバス
構成要素４２１９０上に残す。
【０３８０】
　ＨＧＷ４２０００における一実施形態に係るマスターＵＸ４２０１０は、ＨＧＷ４２０
００がサポートするすべてのＵＴの部分的なネットワークアドレスのリストを含むローカ
ルなメモリサブシステムを含み、マスターＵＸ４２０１０はまた、ブロック４５０００に
おけるタスクと、ＭＰパケットがＨＧＷ４２０００によってサポートされるＵＴに対する
ものであるか否かを照合するタスクとを実行する、ローカル処理エンジン（これはＵＸの
スイッチングコアの一部でることが可能である。）を含む。代替の実施形態に係るＵＸは
、このＵＴリストのための記憶装置及び／又は処理を提供するために、当該ＵＸが直接に
管理する（複数の）ＵＴに依存する。言い換えれば、マスターＵＸ４２０１０のスイッチ
ングコア４４０１０は、ＵＴ　Ｄ　４２０９０からリストを検索して前述のタスクを実行
するか、あるいは、代理として前述のタスクを実行するようにＵＴ　Ｄ　４２０９０に要
求するかの、いずれかが可能である。
【０３８１】
　マスターＵＸ４２０１０が、受信されたパケットは、当該マスターＵＸ４２０１０によ
って直接に管理されるのＵＴのいずれに対するものでもなく、ＨＧＷ４２０００によって
サポートされるＵＴのいずれに対するものでもないと決定する場合には、マスターＵＸ４
２０１０は、受信されたパケットをＭＸに送信する。
【０３８２】
　スレーブＵＸにおけるスイッチングコアは、それがＭＸからパケットを直接に受信する
こともなく、ＭＸにパケットを直接に配信することもないということを除いて、スイッチ
ングコア４４０１０と同様の方法で動作する。図４２ａにおけるスレーブＵＸ　Ｂ　４２
０３０を例として用いると、そのスイッチングコアが、スレーブＵＸ　Ｃ　４２０４０か
らのパケットは、スレーブＵＸ　Ｂ　４２０３０に直接に接続されたＵＴ（例えば、ＵＴ
　Ｇ　４２１００及びＵＴ　Ｋ　４２２００）に転送するための当該スレーブＵＸ　Ｂ　
４２０３０に対するものではないと決定する場合、スイッチングコアは、そのパケットを
スレーブＵＸ　Ｄ　４２０５０とマスターＵＸ４２０１０にブロードキャストする。ルー
プを防止するために、ＵＸは、パケットを、当該パケットの前の送信者（例えば、スレー
ブＵＸ　Ｃ　４２０４０）にはブロードキャストしない。一方、スレーブＵＸ　Ｂ　４２
０３０のスイッチングコアが、ＵＴ　Ｇ　４２１００からパケットを受信する場合には、
このスイッチングコアは、１）マスターＵＸ４２０１０を介してパケットをＭＸに転送す
ること、２）パケットをもう１つのＵＸ（例えば、スレーブＵＸ　Ｄ　４２０５０）に転
送すること、あるいは、３）スレーブＵＸ　Ｂ　４２０３０に直接に接続されたもう１つ
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のＵＴ（例えば、ＵＴ　Ｋ　４２２００）にパケットを配信することの可能性がある。
【０３８３】
　図４２ｂに示された構成の場合、スレーブＵＸ　Ｂ　４２０３０のスイッチングコアが
ＵＴ　Ｇ　４２１００からパケットを受信するならば、このスイッチングコアは、受信さ
れたパケットを共通のバス構成要素４２１９０上に配置するか、又は、スレーブＵＸ　Ｂ
　４２０３０と直接に接続されたもう１つのＵＴ（例えば、ＵＴ　Ｋ　４２２００）に配
信するかの、いずれかを行う可能性がある。
【０３８４】
　図４５は、一実施形態に係るスイッチングコア４４０１０が「ダウンストリーム方向」
のパケット（例えば、インターフェースＩ　４４０００あるいはインターフェースＨ　４
４０４０からのパケット）に応答して行う１つの処理に係るフローチャートを示すのに対
して、図４６は、「アップストリーム方向」のパケット（例えば、インターフェースＧ　
４４０２０からのパケット）に応答するフローチャートを示す。しかしながら、インター
フェースＨ　４４０４０からのパケットが、もう１つのＨＧＷによった管理されるＵＴを
宛先とされる場合には、当該パケットは「アップストリーム方向のパケット」とみなされ
る。
【０３８５】
　一実施形態に係るマスターＵＸ４２０１０は、そのスイッチングコア４４０１０が、ダ
ウンストリーム方向のパケットとアップストリーム方向のパケットとを簡単に区別できる
ように、アップストリーム方向のトラフィックとダウンストリームのトラフィックとを物
理的に分離する。特に、マスターＵＸ４２０１０は、アップストリーム方向のパケットを
受信するために、その一部のポートを予約する。結果として、スイッチングコア４４０１
０が、指定されたアップストリーム方向のポートのうちの１つからパケットを受信すると
き、それは当該パケットがアップストリーム方向のパケットであると認識する。そうでな
ければ、スイッチングコア４４０１０は、当該パケットがダウンストリーム方向のパケッ
トであると認識する。当該技術分野における通常の技能を有する者には、開示されたスイ
ッチングコアの技術の範囲を超えることなく、トラフィックの方向を区別するための他の
アプローチを適用することは明らかであろう。
【０３８６】
　次の例には、図４２ａ又は図４２ｂと図１ｄとに示すＵＴ　Ｄ　４２０９０、ＵＴ　Ｇ
　４２１００、ＵＴ　Ｉ　４２１７０及びＵＴ１４５０を用いて、図４５及び図４６に示
されたフローチャートをさらに説明する。明確化のために、この例では、ある特定の実装
上の詳細事項を仮定する。しかしながら、当該技術分野における通常の技能を有する者に
は、スイッチングコア４４０１０がこれらの詳細事項に限定されないことは明らかであろ
う。この詳細事項は次のものを含む。
【０３８７】
・上述のＵＴの、割り当てられたネットワークアドレスは、ネットワークアドレスのフォ
ーマット９０００（図９ａ）に従う。
・ＨＧＷ４２０００は、例示されたＨＧＷ４２０００が例示されたＨＧＷ１２００よりも
多くのＵＴをサポートすることを除いて、図１ｄにおけるＨＧＷ１２００に対応する。
【０３８８】
・マスターＵＸ４２０１０は、例えばＭＸ１１８０であるＭＸに接続する。スレーブＵＸ
　Ｂ　４２０３０とスレーブＵＸ　Ｃ　４２０４０は、マスターＵＸ４２０１０を介して
、ＭＸ１１８０と通信する。従って、ＵＴ　Ｄ　４２０９０、ＵＴ　Ｇ　４２１００及び
ＵＴ　Ｉ　４２１７０は、図９ａに示す国サブフィールド９０４０、都市サブフィールド
９０５０、コミュニティサブフィールド９０６０、ＯＸサブフィールド９０７０、及びＵ
Ｘサブフィールド９０８０において、同じ部分的なアドレスを共有する。言い換えれば、
ＵＴ　Ｄ　４２０９０が、その割り当てられたネットワークアドレスに次の情報を含むこ
とを仮定する。
【０３８９】
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　国サブフィールド９０４０：　　　　　　　１；
　都市サブフィールド９０５０：　　　　　　２３；
　コミュニティサブフィールド９０６０：　　１００；
　ＯＸサブフィールド９０７０：　　　　　　１１；
　ＵＸサブフィールド９０８０：　　　　　　１；
　ＵＴサブフィールド９０９０：　　　　　　１５。
【０３９０】
　このとき、ＵＴ　Ｇ　４２１００及びＵＴ　Ｉ　４２１７０の割り当てられたネットワ
ークアドレスは、ＵＴサブフィールド９０９０における部分的なアドレスを除いて、ＵＴ
　Ｄ　４２０９０と同じ情報を含む。
【０３９１】
・それに加えて、図１ｄに示すＵＴ１４５０は、上述のＨＧＷ１２００のＵＴとは異なる
ＨＧＷ及び異なるＭＸに接続するので、ＵＴ１４５０は、ＯＸサブフィールド９０７０に
おいて異なる情報を含み、場合によっては、ＵＸサブフィールド９０８０及びＵＴサブフ
ィールド９０９０において異なる情報を含む。
・ＵＴ１４５０の割り当てられたネットワークアドレスの一部は、１／２３／１００／１
２／６／９（国サブフィールド９０４０／都市サブフィールド９０５０／コミュニティサ
ブフィールド９０６０／ＯＸサブフィールド９０７０／ＵＸサブフィールド９０８０／Ｕ
Ｔサブフィールド９０９０）である。
・ＵＴ　Ａ　４２１１０の割り当てられたネットワークアドレスの一部は、１／２３／１
００／１１／１／６である。
・ＵＴ　Ｂ　４２１２０の割り当てられたネットワークアドレスの一部は、１／２３／１
００／１１／１／２である。
・ＵＴ　Ｃ　４２１３０の割り当てられたネットワークアドレスの一部は、１／２３／１
００／１１／１／３である。
・ＵＴ　Ｇ　４２１００の割り当てられたネットワークアドレスの一部は、１／２３／１
００／１１／１／８である。
・ＵＴ　Ｉ　４２１７０の割り当てられたネットワークアドレスの一部は、１／２３／１
００／１１／１／５である。
・ＵＴ　Ｌ　４２２１０の割り当てられたネットワークアドレスの一部は、１／２３／１
００／１１／１／７である。
・ＵＴ　Ｋ　４２２００の割り当てられたネットワークアドレスの一部は、１／２３／１
００／１１／１／９である。
・マスターＵＸ４２０１０の割り当てられたネットワークアドレスの一部は、１／２３／
１００／１１／１である。
【０３９２】
　スイッチングコア４４０１０が、インターフェースＩ　４４０００を介してＭＸ１１８
０からパケットを受信するとき（「ＭＸからのパケット」）、それは、ブロック４５００
０において、ビット毎に部分的なアドレスの比較を実行する。特に、「ＭＸからのパケッ
ト」のＤＡフィールド５０１０（図５）が、ＵＴ　Ｄ　４２０９０の割り当てられたネッ
トワークアドレスを含むと仮定する。スイッチングコア４４０１０は、「ＭＸからのパケ
ット」のＤＡのＵＴサブフィールド９０９０を、ＵＴ　Ｄ　４２０９０の割り当てられた
ネットワークアドレスのＵＴサブフィールド９０９０と比較する。この例ではＵＴサブフ
ィールドが一致するので、スイッチングコア４４０１０はブロック４５０１０に進み、Ｕ
Ｔサブフィールド９０９０における部分的なアドレス「１５」を用いて、「ＭＸからのパ
ケット」をＵＴ　Ｄ　４２０９０に送信する。
【０３９３】
　しかしながら、「ＭＸからのパケット」が、ＵＴ　Ｇ　４２１００の割り当てられたネ
ットワークアドレスを含む場合には、ブロック４５０００における部分的なアドレスの比
較は不一致を示し、スイッチングコア４４０１０は、ブロック４５０２０における、パケ
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ットを他のＵＸにブロードキャストする処理に進む。より具体的には、ＵＴ　Ｄ　４２１
００及びＵＴ　Ｌ　４２２１０の割り当てられたネットワークアドレスのＵＴサブフィー
ルド９０９０は、それぞれ「１５」及び「７」である。「ＭＸからのパケット」のＤＡの
ＵＴサブフィールド９０９０における内容は「８」であるので、スイッチングコア４４０
１０は、そのパケットが、マスターＵＸ４２０１０によって直接に管理されるＵＴ（すな
わち、ここでは、ＵＴ　Ｄ　４２０９０及びＵＴ　Ｌ　４２２１０）のいずれに対するも
のでもないことを認識し、ブロック４５０２０において、ＨＧＷ４２０００における他の
スレーブＵＸにパケットをブロードキャストする。
【０３９４】
　図４２ａに示されたような構成において、スイッチングコア４４０１０は、マスターＵ
Ｘ４２０１０に直接に接続されたスレーブＵＸ（すなわち、ここでは、スレーブＵＸ　Ａ
　４２０２０及びスレーブＵＸ　Ｂ　４２０３０）にパケットとパケットの複製とを方向
付けることによって、「ＭＸからのパケット」をブロードキャストする。スレーブＵＸ　
Ａ　４２０２０が、「ＭＸからのパケット」を受信するとき、そのスイッチングコアが、
図４５に示す処理を行う。ここで、「ＭＸからのパケット」のＤＡは、ＵＴ　Ｇ　４２１
００に対するものであって、スレーブＵＸ　Ａ　４２０２０が直接に管理するＵＴ（すな
わち、ここでは、ＵＴ　Ａ　４２１１０、ＵＴ　Ｂ　４２１２０及びＵＴ　Ｃ　４２１３
０）のいずれに対するものでもないので、ブロック４５０００におけるＵＴサブフィール
ドの部分的なアドレスの比較は不一致を示す。上述のように、一実施形態に係るＨＧＷ４
２０００では、ＵＸは、パケットを、当該パケットの前の送信者にはブロードキャストし
ないので、スレーブＵＸ　Ａ　４２０２０は、「ＭＸからのパケット」をマスターＵＸ４
２０１０に戻すようには送信しない。
【０３９５】
　スレーブＵＸ　Ｂ　４２０３０に関して、「ＭＸからのパケット」のＤＡは、スレーブ
ＵＸ　Ｂ　４２０３０が直接に管理するＵＴの１つであるＵＴ　Ｇ　４２１００に対する
ものであるので、そのスイッチングコアは、ブロック４５０００においてアドレスの一致
を確認する。次に、スレーブＵＸ　Ｂ　４２０３０のスイッチングコアは、ブロック４５
０１０において、ＵＴサブフィールド９０９０中の部分的なアドレス「８」に従って、Ｕ
Ｔ　Ｇ　４２１００に「ＭＸからのパケット」を送信する。
【０３９６】
　ＨＧＷ４２０００が、図４２ｂに示されたもののような構成を採用する場合、「ＭＸか
らのパケット」を複製する代わりに、スイッチングコア４４０１０は、パケットを共通の
バス構成要素４２１９０に配置する。スイッチングコア４４０１０と、スレーブＵＸのス
イッチングコアとは、共通のバス構成要素４２１９０からのパケットを検査する。パケッ
トのＵＴ部分的アドレスサブフィールドと一致するＵＴサブフィールドを有するＵＴを直
接に管理するスイッチングコアは、パケットを宛先ＵＴに転送し、共通のバス構成要素４
２１９０からのパケットを除去する。
【０３９７】
　一実施形態に係るＨＧＷ４２０００におけるＵＸは、ＵＸがサポートするＵＴの部分的
なネットワークアドレスのリストを含むローカルなメモリサブシステムと、ブロック４５
０００におけるタスクを実行するローカルな処理エンジン（これは、ＵＸのスイッチング
コアの一部になることが可能である。）とを含む。代替の実施形態に係るＵＸは、このＵ
Ｔリストのための記憶装置及び／又は処理を提供するために、当該ＵＸが直接に管理する
（複数の）ＵＴに依存する。言い換えれば、スレーブＵＸ　Ｂ　４２０３０のスイッチン
グコアは、ＵＴ　Ｇ　４２１００からリストを検索してブロック４５０００におけるタス
クを実行するか、あるいは、ブロック４５０００におけるタスクを代理として実行するよ
うにＵＴ　Ｇ　４２１００に要求するかの、いずれかが可能である。
【０３９８】
　「ＭＸからのパケット」は、ダウンストリーム方向のパケットであるので、ＨＧＷ４２
０００におけるＵＸのいずれもＵＴにパケットを配信できない場合には（議論されたＵＴ
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サブフィールド９０９０の比較は、ＨＧＷ４２０００における各ＵＸに対して不成功であ
るので）、マスターＵＸ４２０１０は、ブロック４５０００におけるタスクを実行したＨ
ＧＷ４２０００内の最後のＵＸに、パケットを廃棄するように命令してもよい。それに代
わって、マスターＵＸ４２０１０は、管理者のＳＧＷに到達するまでエラー通知を送信し
てもよい。
【０３９９】
　ＨＧＷ４２０００におけるＵＸのいずれかが、ＵＴからパケットを受信した時（「ＵＴ
からのパケット」）、ＵＸは、ブロック４６０００において（図４６）、「ＵＴからのパ
ケット」が、ＵＸによって直接に管理されるＵＴに対するものであるのか否かを決定する
。例えば、スレーブＵＸ　Ｃ　４２０４０が、ＵＴ　Ｊ　４２１８０から「ＵＴからのパ
ケット」を受信した場合、スレーブＵＸ　Ｃ　４２０４０は、パケットがＵＴ　Ｈ　４２
１６０又はＵＴ　Ｉ　４２１７０のいずれかに対するものであるか否かをチェックする。
スレーブＵＸ　Ｃ　４２０４０は、次に、ブロック４６０１０において、スレーブＵＸ　
Ｃと直接に接続されたＵＴのうちの１つに「ＵＴからのパケット」を配信することか、あ
るいは、ブロック４６０２０において、受信側のＵＸがＨＧＷ４２０００のマスターＵＸ
であるか否かを照合することかの、いずれかを行う。この場合、受信側のＵＸ（ここでは
、スレーブＵＸ　Ｃ　４２０４０）は、ＨＧＷ４２０００のマスターＵＸではないので、
スレーブＵＸ　Ｃ　４２０４０は、パケットを他のＵＸにブロードキャストする（例えば
、図４２ａの構成ではスレーブＵＸ　Ｂ　４２０３０を介してブロードキャストし、ある
いは図４２ｂの構成では共通のバス構成要素４２１９０を介してブロードキャストする）
。しかしながら、受信側のＵＸがマスターＵＸ４２０１０である場合には、マスターＵＸ
４２０１０は、ブロック４６０３０において、「ＵＴからのパケット」が、ＨＧＷ４２０
００によってサポートされるＵＴのいずれかに対するものであるか否かをチェックする。
上述のように、マスターＵＸ４２０１０は、ＨＧＷ４２０００がサポートするＵＴのリス
トを保持している。このチェックが、「ＵＴからのパケット」を受信するＵＴを識別する
ことに失敗した場合には、マスターＵＸ４２０１０は、ブロック４６０４０において、パ
ケットを、ＨＧＷ４２０００と直接的な接続を有するＭＸに送信する。代わって、このＭ
Ｘは、発信元ＵＴ（この例ではＵＴ　Ｊ　４２１８０）を管理するＳＧＷにパケットを送
信する。従って、ＨＧＷ４２０００がＨＧＷ１２００（図１ｄ）に対応する場合には、マ
スターＵＸ４２０１０は、「ＵＴからのパケット」をＭＸ１１８０に転送し、ＭＸ１１８
０はパケットをＳＧＷ１１６０に送信する。一方、チェックの結果が、「ＵＴからのパケ
ット」は、ＨＧＷ４２０００によってサポートされるＵＴに対するものであることを示す
場合、マスターＵＸ４２０１０は、ブロック４６０５０において、マスターＵＸ４２０１
０に対するパケットの前の送信者ではない他のＵＸに、パケットをブロードキャストする
。
【０４００】
　上述のパケットの配信機能に加えて、一実施形態に係るマスターＵＸ４２０１０のスイ
ッチングコア４４０１０はまた、ＨＧＷ４２０００に対する最大の帯域幅を確立する。特
に、この実施例でＨＧＷ４２０００が任意個数のスレーブＵＸを含みうる場合でさえも、
ＵＸに接続されたＵＴの要求された総帯域幅が、確立された最大の帯域幅を超過すると、
スイッチングコア４４０１０が決定するならば、スイッチングコア４４０１０は、ＨＧＷ
４２０００の継続的かつ適正な動作を保証するために、所定の保護措置を起動する。保護
措置のいくつかの例は、追加のＵＴがＨＧＷ４２０００に接続して、これらの追加の接続
がＵＸからＵＴへのパケットの分配を遅延させることを防止することを含むが、これらに
限定されるものではない。
【０４０１】
　当該技術分野における通常の技能を有する者には、開示されたＨＧＷ技術の範囲を超え
ることなく、図４４に示されたＵＸのブロックを組み合わせることも、あるいは分割する
ことも明らかであろう。例えば、スイッチングコア４４０１０は、ＨＧＷ４２０００のリ
ソースを管理する（例えば、議論された最大の帯域幅の範囲内でＨＧＷ４２０００におけ
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るトラフィックフローを保持する）一般的処理エンジンと、パケットを適当な宛先に転送
する（例えば、部分的なアドレスを比較し、部分的なアドレスに基づいてパケットを転送
する）パケット転送エンジンとに分割されることが可能である。当業者はまた、上で議論
されたマスターＵＸ４２０１０の機能を、ＨＧＷ４２０００における他の複数のＵＸに分
配することもできる。
【０４０２】
５．３．２　ユーザ端末装置（「ＵＴ」）．
　図４２ａ及び図４２ｂに示されたＨＧＷ４２０００のようなＨＧＷは、異なる複数のタ
イプのＵＴをサポートできる。ＵＴのいくつかの例は、パーソナルコンピュータ（「ＰＣ
」）、電話機、インテリジェント家庭用機器（「ＩＨＡ」）、インタラクティブゲームボ
ックス（「ＩＧＢ」）、セットトップボックス（「ＳＴＢ」）、テレピュータ、家庭用サ
ーバシステム、メディア記憶装置、あるいは、ネットワークを介してマルチメディアデー
タを送受信するためにエンドユーザによって使用される他の任意の装置を含むが、これら
に限定されるものではない。
【０４０３】
　当該技術において、ＰＣと電話機は公知である。ＩＨＡは、一般に、意志決定能力を有
する機器を示す。例えば、スマートエアコンディショナは、室温の変化に従って、その冷
気の出力を自動的に調節するＩＨＡである。もう１つの例は、毎月の所定の時間に自動的
に水道メータを読み取り、メータの情報を水道局に送信する、スマートメータ読み取りシ
ステムである。ＩＧＢは、一般に、スタークラフト・バトル・チェスト（ StarCraft Batt
le Chest：ブリザード・エンタテインメント・カンパニー（ Blizzard Entertainment Com
pany）によって制作されたゲーム）のようなオンラインゲームを操作して、そのユーザが
、ネットワーク上の他のユーザとインタラクション（例えば、ゲームのプレイ）を行うこ
とを可能にする、ゲームコンソールを示す。家庭用サーバシステムは、ＨＧＷ４２０００
における他のＵＴを管理したり、ＨＧＷ４２０００における複数のＵＴの間でインターネ
ットサービスを提供したりすることができる。例えば、ＵＴ　Ｄ　４２０９０が家庭用サ
ーバシステムである場合には、ＵＴ　Ｄ　４２０９０は、ＵＴ　Ｃ　４２１３０のユーザ
に対して、ＵＴ　Ｅ　４２１４０におけるデータベースのような共有リソースに当該ユー
ザがアクセスすることを可能にするためのプログラムメニューを提供する。
【０４０４】
　テレピュータは、一般に、ＭＰパケットと、ＩＰパケットのような非ＭＰパケットとの
両方を処理できる信号装置を示す。ＭＰ－ＳＴＢは、その（複数の）ユーザのために、音
声、データ、及びビデオ（静的あるいはストリーム伝送のいずれか）の情報を合成し、Ｍ
Ｐネットワークと、インターネットのような非ＭＰネットワークとに対する、その（複数
の）ユーザのアクセスを提供する。メディア記憶装置は、大量のビデオ、オーディオ、及
びマルチメディアプログラム（番組）を記憶できる。これは、ディスクドライブ、フラッ
シュメモリ、及びＳＤＲＡＭを用いて実装可能であるが、これらに限定されるものではな
い。後のテレピュータ、ＭＰ－ＳＴＢ、及びメディア記憶装置のセクションは、これらの
３つのタイプのＵＴについてさらに説明する。
【０４０５】
　ＭＰネットワークがサポートするこれらの別個のタイプのＵＴは、異なる帯域幅の必要
条件を有するということが注意される必要がある。例えば、ＩＨＡは、毎秒数キロビット
（「ＫＢ」）の帯域幅を利用する低速の装置である可能性がある。一方、ＩＧＢ、ＭＰ－
ＳＴＢ、テレピュータ、家庭用サーバシステム、及びメディア記憶装置は、毎秒数百万ビ
ットから数億ビットまでの範囲の帯域幅を利用する高速の装置である可能性がある。
【０４０６】
５．３．２．１　テレピュータ．
　テレピュータは、ＭＰとＩＰの両方を実行することができる。図４７は、一実施形態に
係る汎用テレピュータであるテレピュータ４７０００のブロック図を示す。テレピュータ
４７０００はまた、図１ｄにおけるＵＴ１４００に対応する。
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【０４０７】
　特に、テレピュータ４７０００は、ＭＰ－ＳＴＢ４７０２０と、ＰＣ４７０１０を含む
。ＰＣ４７０１０は、例えば表示装置４７０３０及びスピーカ４７０６０を含むがそれら
に限定されない通常の出力装置と、例えばキーボード４７０４０及びマウス４７０５０を
含むがそれらに限定されない通常の入力装置とを含む。一実施形態に係るＭＰ－ＳＴＢ４
７０２０は、ＰＣ４７０１０にプラグで接続し、ＨＧＷ１２００から受信するパケットを
処理するプラグインカードである。受信されたパケットがＭＰパケットである場合には、
ＭＰ－ＳＴＢ４７０２０は、パケットを処理して、出力のために結果をＰＣ４７０１０に
送信する。そうでなければ、ＭＰ－ＳＴＢ４７０２０は、ＰＣ４７０１０による処理のた
めに、ＭＰでカプセル化されて受信されたパケットを処理する（例えば、カプセル化解除
する）。それに加えて、テレピュータ４７０００のユーザは、キーボード４７０４０、マ
ウス４７０５０、あるいは図４７に示さない他の入力装置を操作して、ＭＰパケットか、
あるいはＭＰでカプセル化されたＩＰパケットのようなＭＰでカプセル化された非ＭＰパ
ケットかを、テレピュータ４７０００からＭＰネットワーク１０００に送信させる。
【０４０８】
　より詳しくは、一実施形態に係るテレピュータ４７０００は、図５に示すＭＰパケット
５０００のフォーマットに従う、ＭＰパケットあるいはＭＰでカプセル化されたパケット
を送受信する。テレピュータ４７０００が、ＨＧＷ１２００からパケットを受信する（「
テレピュータに対するパケット」）とき、当該パケットのＤＡフィールドは、テレピュー
タ４７０００の割り当てられたネットワークアドレスを含む。説明するために、この割り
当てられたネットワークアドレスは、ネットワークアドレス９０００のフォーマット（図
９ａ）に従う。「テレピュータに対するパケット」を受信した後、ＭＰ－ＳＴＢ４７０２
０は、当該パケットのＤＡフィールド５０１０におけるネットワークアドレスのＭＰサブ
フィールド９０３０を調べて、当該パケットがＭＰパケットであるか、それとも当該パケ
ットがそのペイロードフィールド５０５０に非ＭＰパケットを含むものであるかを決定す
るする。ＭＰパケットである場合、ＭＰ－ＳＴＢ４７０２０は、パケットを処理して、出
力のために結果をＰＣ４７０１０に送信する。ＭＰでカプセル化されたパケットである場
合には、ＭＰ－ＳＴＢ４７０２０は、「テレピュータに対するパケット」のペイロードフ
ィールド５０５０から、ＩＰパケットであるような非ＭＰパケットを検索して読み出し（
必要ならば再アセンブルし）、検索して読み出された非ＭＰパケットを処理のためにＰＣ
４７０１０に送信する。
【０４０９】
　さらに、一実施形態に係るＰＣ４７０１０は、ＭＰアプリケーションと非ＭＰアプリケ
ーションの両方をサポートする。例えば、ＭＰアプリケーションは、ＰＣ４７０１０上に
記憶されたソフトウェアプログラムであることが可能であり、これは、テレピュータ４７
０００のユーザが、ＭＴＰＳセッションを要求することを可能にする。後のメディア電話
サービスのセクションはに、ＭＴＰＳセッションの動作上の詳細事項について、さらに詳
述する。非ＭＰアプリケーションは、インターネットブラウザであることが可能であり、
これは、テレピュータ４７０００のユーザが、非ＭＰネットワーク１３００上のウェブサ
ーバからウェブページを要求することを可能にする。ゆえに、ユーザがＭＴＰＳセッショ
ンを呼び出すとき、ＰＣ４７０１０はＭＰパケットを生成してＭＰ－ＳＴＢ４７０２０に
送信し、ＭＰ－ＳＴＢ４７０２０は、パケットをＨＧＷ１２００に伝送する。ユーザがイ
ンターネットブラウザを起動する場合には、ＰＣ４７０１０はＩＰパケットを生成してＭ
Ｐ－ＳＴＢ４７０２０に送信し、ＭＰ－ＳＴＢ４７０２０は、ＭＰでカプセル化されたパ
ケットのペイロードフィールド５０５０にこのＩＰパケットをカプセル化し、これらのＭ
Ｐでカプセル化されたパケットをゲートウェイ１００２０に送信する。上述のゲートウェ
イのセクションで議論されたように、一実施形態に係るゲートウェイ１００２０は、テレ
ピュータ４７０００からのＭＰでカプセル化されたパケットをカプセル化解除し、結果と
して得られた非ＭＰパケット、例えばＩＰパケットを、インターネットのような非ＭＰネ
ットワーク１３００に送信する。

10

20

30

40

50

(88) JP 3964871 B2 2007.8.22



【０４１０】
　図４８は、一実施形態に係る特定目的のテレピュータであるテレピュータ４８０００ブ
ロック図を示す。テレピュータ４８０００はＰＣを含まないが、代わりに、カスタム化さ
れたマルチプロトコル処理エンジン４８０１０と、例えば表示装置４８０２０及びスピー
カ４８０３０を含むがそれに限らない通常の出力装置と、例えばマウス４８０４０及びキ
ーボード４８０５０を含むがそれに限らない通常の入力装置とを含む。一実施形態に係る
マルチプロトコル処理エンジン４８０１０は、スプリッタ（分離器）４８０６０、ＭＰ処
理エンジン４８０７０、ＩＰ処理エンジン４８０８０、及びコンバイナ（合成器）４８０
９０をさらに含む。
【０４１１】
　「テレピュータに対するパケット」に応答して、スプリッタ４８０６０は、ＭＰ処理エ
ンジン４８０７０とＩＰ処理エンジン４８０１０に適切なパケットを中継することに主と
して責務を有する。テレピュータ４７０００についての上の議論と同様に、一実施形態に
係るスプリッタ４８０６０は、パケットのＤＡフィールド５０５０におけるネットワーク
アドレスの特定の（複数の）ビットサブフィールドを検査することによって、「テレピュ
ータに対するパケット」がＭＰパケットであるか、それとも、そのペイロードフィールド
５０５０に非ＭＰパケットを含むものであるかを決定する。そのネットワークアドレスが
ネットワークアドレス９０００のフォーマット（図９ａ）に従う場合には、スプリッタ４
８０６０はＭＰサブフィールド９０３０を検査する。ＭＰパケットである場合、スプリッ
タ４８０６０はパケットをＭＰ処理エンジン４８０７０に中継する。ＭＰでカプセル化さ
れたパケットである場合、スプリッタ４８０６０は、「テレピュータに対するパケット」
のペイロードフィールド５０５０から、非ＭＰパケット、例えば、ＩＰパケットを検索し
て読み出し（必要な場合には再アセンブルし）、検索して読み出されたＩＰパケットを処
理のためにＩＰ処理エンジン４８０８０に送信する。
【０４１２】
　一実施形態に係るＭＰ処理エンジン４８０７０は、ＭＰパケットのペイロードフィール
ド５０５０からデータを検索して読み出し、この検索して読み出されたデータをコンバイ
ナ４８０９０に送信することに責務を有する。同様に、一実施形態に係るＩＰ処理エンジ
ン４８０８０は、ＩＰパケットからのデータを検索して読み出し、また、この検索して読
み出されたデータをコンバイナ４８０９０に送信することに責務を有する。一実施形態に
係るコンバイナ４８０９０は、次に、ＭＰ処理エンジン４８０７０及びＩＰ処理エンジン
４８０８０からのデータを、表示装置４８０２０及びスピーカ４８０３０のようなテレピ
ュータ４８０００の出力装置によった使用可能なデータフォーマットに整える。次いで、
表示装置４８０２０及び／又はスピーカ４８０３０は、これらの整えられたデータを再生
する。
【０４１３】
　一実施形態に係るマルチプロトコル処理エンジン４８０１０は、議論されたスプリッタ
４８０６０、ＭＰ処理エンジン４８０７０、ＩＰ処理エンジン４８０８０及びコンバイナ
４８０９０の機能を含む、スタンドアロン（独立型）のシステムである。このスタンドア
ロンのマルチプロトコル処理エンジン４８０１０はまた、入力及び出力装置のための、共
通の入力及び出力ポートとインターフェースを有する。さらに、一実施形態に係るＩＰ処
理エンジン４８０８０は、制限された量のメモリを備えた、ディスクなしの処理システム
である。このＩＰ処理エンジン４８０８０は、ＩＰ処理エンジン４８０８０の機能を実行
するために、サーバ群１００１０（図１０）におけるサーバシステムの１つであってもよ
い、ネットワークコンピュータ４８１００に依存する。いくつかの例では、ネットワーク
コンピュータ４８１００は、特定目的のアプリケーションソフトウェアを実行するための
命令をＩＰ処理エンジン４８０８０のメモリにロードすることによって、ＩＰ処理エンジ
ン４８０８０に対して、処理するタスクを命令することができる。
【０４１４】
　図４８に示された実施形態に係るマルチプロトコル処理エンジン４８０１０において、
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ＩＰ処理エンジン４８０８０はまた、テレピュータ４８０００のユーザからの入力要求を
処理することに責務を有する。従って、ユーザが、ＩＰブラウザ（例えば、マイクロソフ
ト（登録商標）のインターネット・エクスプローラ）を用いて、ＭＰによってサポートさ
れたサービス（例えば、ＭＴＰＳセッション）を要求する場合、ＩＰ処理エンジン４８０
８０は、公知の機構（例えば、プロセス間メッセージ及び制御信号）を用いてＭＰ処理エ
ンジン４８０７０にその要求を伝送し、次いで、これは、ＭＰパケットを生成してスプリ
ッタ４８０６０に送信することによって要求に応答する。次に、スプリッタ４８０６０は
、パケットをＨＧＷ１２００に伝送する。一方、ユーザがインターネットへのアクセスを
要求する場合、ＩＰ処理エンジン４８０８０は、ＩＰパケットを生成してスプリッタ４８
０６０に送信し、スプリッタ４８０６０は、ＭＰでカプセル化されたパケットのペイロー
ドフィールド５０５０にこのＩＰパケットをカプセル化し、これらのＭＰでカプセル化さ
れたパケットをゲートウェイ１００２０に送信する。上記のゲートウェイのセクションで
議論したように、一実施形態に係るゲートウェイ１００２０は、テレピュータ４８０００
からのＭＰでカプセル化されたパケットをカプセル化解除し、結果として得られた非ＭＰ
パケット、例えば、ＩＰパケットを、インターネットのような非ＭＰネットワーク１３０
０に送信する。
【０４１５】
　当該技術分野における通常の技能を有する者には、上で議論された実施形態に係る実装
上の詳細事項に限定されることなく開示されたテレピュータの技術を実施することは明ら
かであろう。例えば、図４８に示されたマルチプロトコル処理エンジン４８０１０は、Ｍ
Ｐ及びＩＰ以外のプロトコルを処理する処理エンジンを含むことが可能である。
【０４１６】
５．３．２．２　ＭＰセットトップボックス（「ＭＰ－ＳＴＢ」）．
　図４９は、図４７に示された、一実施形態に係るＭＰ－ＳＴＢ４７０２０のブロック図
を示す。ＭＰ－ＳＴＢは、ＨＧＷ１２００のようなＨＧＷから、表示装置４７０３０及び
スピーカ４７０６０のような出力装置へのダウンストリーム方向のトラフィックと、ＰＣ
４７０１０のようなマルチメディア装置からＨＧＷ１２００へのアップストリーム方向の
トラフィックとを同時に処理することができる。
【０４１７】
　例示的な実施形態に係るＭＰ－ＳＴＢ４７０２０は、ＭＰネットワークのインターフェ
ース４９０００、パケット解析器４９０１０、ビデオ符号化器４９０２０、ビデオ復号化
器４９０４０、オーディオ符号化器４９０３０、オーディオ復号化器４９０５０、及びマ
ルチメディア装置のインターフェース４９０６０を含む。特に、ＭＰネットワークのイン
ターフェース４９０００は、例えば光ファイバ信号及び電気信号を含むがこれに限定され
ない、２つのタイプの信号の間での信号変換器として機能する。マルチメディア装置のイ
ンターフェース４９０６０も同様に信号変換器として機能するが、これは、しばしば、１
つの形式の電気信号と、もう１つの形式の電気信号との間で変換する。例えば、図４７に
おいて、ＭＰ－ＳＴＢ４７０２０がＰＣ４７０１０に接続されず、その代わりにアナログ
テレビジョンに接続される場合、マルチメディア装置のインターフェース４９０６０は、
ＭＰ－ＳＴＢ４７０２０からのディジタル形式の電気信号を、テレビジョンのためのアナ
ログ形式の電気信号に変換し、また、その逆の変換を行う。
【０４１８】
　一実施形態に係るパケット解析器４９０１０は、ＭＰ－ＳＴＢ４７０２０のインターフ
ェースから着信するパケットを解析することに責務を有する。１つの実装において、これ
らのパケットは、図５に示すＭＰパケット５０００のフォーマットに従う。説明のために
、テレピュータ４７０００（図４７）の割り当てられたネットワークアドレスが、ネット
ワークアドレス９０００のフォーマット（図９ａ）に従う。一実施形態に係るパケット解
析器４９０１０は、ＭＰ－ＳＴＢ４７０２０が受信したパケットのＤＡフィールド５０５
０におけるネットワークアドレスのＭＰサブフィールド９０３０を検査し、当該パケット
がＭＰパケットであるか、それとも、そのペイロードフィールド５０５０に非ＭＰパケッ
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トを含むＭＰでカプセル化されたパケットであるかを決定する。ＰＣ４７０１０は、パケ
ット解析器４９０１０の解析結果を用いて、ＭＰ－ＳＴＢ４７０２０からのパケットを処
理できる。例えば、ＰＣ４７０１０は、ＭＰパケットを特別に取り扱う処理モジュールと
、ＭＰでカプセル化されたパケットを取り扱う別個の処理モジュールとを含んでいてもよ
い。
【０４１９】
　それに加えて、パケット解析器４９０１０はまた、データタイプサブフィールド９０２
０を検査して、ＭＰネットワークのインターフェース４９０００を介して着信したパケッ
ト（「ＭＰネットワークのインターフェースからのパケット」）とマルチメディア装置の
インターフェース４９０６０を介して着信したパケット（「マルチメディア装置のインタ
ーフェースからのパケット」）とのデータタイプを決定する。「ＭＰネットワークのイン
ターフェースからのパケット」がビデオデータ（例えば、静止あるいはストリーム伝送の
ビデオ）を含むとデータタイプサブフィールド９０２０が示していることを、パケット解
析器４９０１０が確認したとき、パケット解析器４９０１０は、パケットを処理するため
にビデオ復号化器４９０４０を起動する。同様に、「マルチメディア装置のインターフェ
ースからのパケット」がビデオデータを含むことをパケット解析器４９０１０が確認した
場合には、パケット解析器４９０１０は、パケットを処理するためにビデオ符号化器４９
０２０を起動する。オーディオデータの場合、パケット解析器４９０１０は、ビデオ復号
化器及びビデオ符号化器のそれぞれの起動と同じような方法で、オーディオ復号化器４９
０５０とオーディオ符号化器４９０３０を起動する。
【０４２０】
　パケットが、信号方式の情報を含む場合、パケット解析器４９０１０は、ＭＰ－ＳＴＢ
４７０２０に対するパケットに応答することに責務を有する。例えば、テレピュータ４７
０００が、状態情報（例えば、現時点の容量及び利用可能性）を要求するパケットをサー
バ群１００１０（図１０）から受信した場合には、ＭＰ－ＳＴＢ４７０２０のパケット解
析器４９０１０は、要求された状態情報を含むパケットをＭＰネットワークのインターフ
ェース４９０００を介してサーバ群１００１０に戻すように送信することによって応答す
る。同様に、テレピュータ４７０００が、ＭＴＰＳセッションのセットアップを要求する
パケットを、マルチメディア装置のインターフェース４９０６０を介して受信した場合に
は、パケット解析器４９０１０は、サーバ群１００１０に向かってセットアップ要求を伝
送する。
【０４２１】
　ＳＴＢは、オーディオ及び／又はビデオのデータパケットのストリームを送信する、及
び／又は受信することができる。これらのデータパケットは、オーディオ情報、ビデオ情
報、あるいはオーディオ及びビデオ情報の組み合わせを含む。
【０４２２】
　別個のオーディオデータパケットストリームとビデオデータパケットストリームとを送
受信するＳＴＢの場合、このＳＴＢは、オーディオ及びビデオのデータストリームのマッ
チング処理を行うことによって、唇の動きと音声との同期化を保つ。特に、発信するパケ
ットの場合、ＳＴＢ４７０２０のビデオ符号化器４９０２０は、ビデオデータを含むパケ
ット上に「タイムスタンプ」を配置し、これらのパケットをその宛先に非同期的に送信す
る。同様に、ＳＴＢ４７０２０のオーディオ符号化器４９０３０は、オーディオデータを
含むパケット上に「タイムスタンプ」を配置し、これらのパケットをその宛先に非同期的
に送信する。着信するパケットの場合、ＳＴＢ４７０２０のビデオ復号化器４９０４０と
オーディオ復号化器４９０５０は、着信したパケット上のタイムスタンプを用いて、受信
されたビデオストリームとオーディオストリームとを同期化させる。
【０４２３】
　一方、オーディオデータとビデオデータの組み合わせを含むパケットを送受信するＳＴ
Ｂの場合、このＳＴＢは、（図４９に示す２組の代わりに）１組のオーディオ符号化器及
びビデオ符号化器と、（図４９示す２組の代わりに）１組のオーディオ復号化器とビデオ
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復号化器とを有する。このＳＴＢは、パケット送信シーケンスと着信シーケンスとを保つ
ことによって、唇の動きと音声との同期化を保つ。
【０４２４】
５．３．２．３　メディア記憶装置．
　メディア記憶装置は、主に、メディアデータを記憶するための、ＭＰネットワーク上の
コストについて効率的な記憶装置のソリューションを提供する。図５０は、一実施形態に
係るメディア記憶装置である、メディア記憶装置５００００のブロック図を示す。図１ｄ
では、メディア記憶装置５００００は、ＳＧＷ１１２０内に存在するメディア記憶装置１
１４０に対応でき、あるいはメディア記憶装置５００００はＵＴに対応できる。特に、メ
ディア記憶装置５００００は、ＭＰネットワークのインターフェース５００１０と、バッ
ファバンク５００１５と、バスコントローラ及びパケット発生器（「ＢＣＰＧ」）５００
２０と、記憶装置コントローラ５００３０と、記憶装置インターフェース５００４０と、
大容量記憶装置５００５０とを含むが、これらに限定されるものではない。
【０４２５】
　ＭＰネットワークのインターフェース５００１０は、例えば光ファイバ信号及び電気信
号を含むがこれらに限定されない２つタイプの信号の間で信号変換器として機能をする。
記憶装置インターフェース５００４０は、ＢＣＰＧ５００２０と大容量記憶装置５００５
０との間の通信チャンネルとして機能をする。記憶装置インターフェース５００４０のい
くつかの例は、ＳＣＳＩ、ＩＤＥ及びＥＳＤＩを含むが、これらに限定されるものではな
い。記憶装置コントローラ５００３０は、主に、ＭＰネットワークのインターフェース５
００１０から受信されたパケットが大容量記憶装置５００５０にどのように保存されるか
ということと、パケットが大容量記憶装置５００５０からＭＰネットワークのインターフ
ェース５００１０を介してＭＰネットワーク上の宛先にどのように送信されるかというこ
ととを制御する。ＢＣＰＧ５００２０は、それが受信するパケットを、バッファバンク５
００１５、記憶装置コントローラ５００３０、及び大容量記憶装置５００５０に分配する
ことに責務を有する。ＢＣＰＧ５００２０はまた、ＭＰネットワークのインターフェース
５００１０を介してパケットを送信することと、サーバ群１００１０（図１０）からの照
会パケットに応答してパケットを生成することとに責務を有する。大容量記憶装置５００
５０は、ハードディスク、フラッシュメモリ、あるいはＳＤＲＡＭであることが可能であ
るが、これらに限定されるものではない。
【０４２６】
　メディア記憶装置５００００は、それがサポートする各ユーザに対して１つのチャンネ
ルを保持する。例えば、メディア記憶装置５００００が毎秒１００メガバイト（「ＭＢ／
ｓ」）のトラフィックフローを保持する場合であって、かつ、それがサポートする各ユー
ザが５ＭＢ／ｓのトラフィックフローを占有する場合には、メディア記憶装置５００００
は２０個のチャンネルを保持する。言い換えれば、このシナリオにおけるメディア記憶装
置５００００は、２０名のユーザからのパケットを同時に処理できる。
【０４２７】
　それに加えて、一実施形態に係るバッファバンク５００１５は、２つタイプのバッファ
、すなわち送信バッファ（「ＳＢ」）と受信バッファ（「ＲＢ」）を含む。ＳＢは、発信
するパケット（すなわち、ＢＣＰＧ５００２０がＭＰネットワークのインターフェース５
００１０を介してＭＰネットワークに送信するパケット）を一時的に記憶し、ＲＢは、着
信するパケット（すなわち、ＢＣＰＧ５００２０がＭＰネットワークのインターフェース
５００１０を介してＭＰネットワークから受信するパケット）を一時的に記憶する。１つ
の実装において、上述された各チャンネルは、２つＳＢ（例えば、ＳＢａ とＳＢｂ ）と２
つＲＢ（例えば、ＲＢａ とＲＢｂ ）とに対応する。しかしながら、当該技術分野における
通常の技能を有する者には、開示されたメディア記憶装置の技術の範囲を超えることなく
、１つのチャンネルと、異なる数のＳＢ及び／又はＲＢとを関連付けることは明らかであ
ろう。
【０４２８】
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　メディア記憶装置５００００のネットワークアドレスは、ネットワークアドレス９１０
０のフォーマット（図９ｂ）に従う。部分的なアドレスのサブフィールド９１７０は、当
該ネットワークアドレスが、直接にＥＸに接続されたメディア記憶装置に対するものであ
ることを示す、特定のビットパターン（例えば、「０００１」）を含む。構成要素番号サ
ブフィールド９１８０は、メディア記憶装置５００００を識別する番号を含む。メディア
記憶装置５００００上のプログラム（番組）ＸＹＺを識別するために、ペイロードフィー
ルド５０５０は、プログラムＸＹＺを表す番号を含む。
【０４２９】
　以上のメディア記憶装置についての議論は、特定の実装上の詳細事項に関連するもので
あったが、当該技術分野における通常の技能を有する者には、開示されたメディア記憶装
置の技術の範囲内になお含まれたままで、その詳細事項なしにメディア記憶装置を実装す
ることは明らかであろう。例えば、メディア記憶装置は、ＳＧＷ内に存在しなくてもよく
、ＵＴであってもよい。そのようなメディア記憶装置に対するネットワークアドレスは、
ネットワークアドレス７０００のフォーマット（図７）に従ってもよい。そのようなメデ
ィア記憶装置に存在するプログラムは、ペイロードフィールド５０５０における特別な（
複数の）ビットシーケンスによってアドレス指定されることが可能である。
【０４３０】
６．　動作例．
　このセクションは、いくつかの例示的なマルチメディアサービスがＭＰネットワーク上
でどのように動作するかということについての詳細事項について議論する。
【０４３１】
６．１　メディア電話サービス（「ＭＴＰＳ」）．
６．１．１　単一のサービスゲートウェイに依存する２つのＵＴの間のＭＴＰＳ．
　ＭＴＰＳは、２つのＵＴの間で１つあるいは多くのビデオ及び／又はオーディオの会議
開催のセッションを行わせる。図５３ａと図５３ｂは、単一のＳＧＷに依存する２つのＵ
Ｔ間（例えば、ＵＴ１３８０とＵＴ１４５０（図１ｄ））の１つのＭＴＰＳセッションの
時系列図である。
【０４３２】
　説明のため、ＵＴ１３８０が、ＵＴ１４５０に対する呼を要求する。このとき、ＵＴ１
３８０は「発呼者」であり、ＵＴ１４５０は「被呼者」である。ＭＸ１１８０が「発呼者
のＭＸ」であり、ＭＸ１４５０が「被呼者のＭＸ」である。ＳＧＷ１１６０のサーバ群１
００１０に存在する呼処理サーバシステム１２０１０（図１２）は、発呼者と被呼者の間
のパケットの交換を管理する。ＳＧＷがＭＴＰＳセッションの管理に１つの呼処理サーバ
システムを提供する場合、提供された呼処理サーバシステムは、「ＭＴＰＳサーバシステ
ム」と呼ばれる。一実施形態に係るＳＧＷ１１６０は、複数の呼処理サーバシステム１２
０１０を含み、特定のタイプのマルチメディアサービスを促進するための専用装置として
、これらのサーバシステムのそれぞれを有する。
【０４３３】
　次の議論では、主に、これらの参加者が、ＭＴＰＳセッションの３つの段階中（呼のセ
ットアップ、呼の通信の保持、及び呼の解放）、互いにどうやって対話（相互作用）する
かということについて説明する。
【０４３４】
６．１．１．１　呼のセットアップ．
１．発呼者、例えばＵＴ１３８０は、最初、ＳＧＷ１１６０のＥＸと発呼者のＭＸ１１８
０を介して、ＭＴＰＳサーバシステムにＭＴＰＳ要求５３０００を送信する。ＭＴＰＳ要
求５３０００は、発呼者のネットワークアドレスと被呼者のユーザアドレスを含む、ＭＰ
制御パケットである。上記の論理層のセクションで議論したように、一般に、発呼者は被
呼者のネットワークアドレスを知らない。実際は、発呼者が、ＳＧＷ中のサーバ群によっ
て、ユーザアドレスをネットワークアドレスにマッピングする。それに加えて、発呼者と
被呼者は、サーバ群１００１０のネットワーク管理サーバシステムの１２０３０（図１２
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）からＭＰネットワーク情報（例えば、ＭＴＰＳサーバシステムのネットワークアドレス
）を取得し、ＭＴＰＳセッションを実行する。
２．ＭＴＰＳ要求５３０００を受信したとき、ＭＴＰＳサーバシステムは、ＭＣＣＰ手順
（上記のサーバ群のセクションで議論した）を行い、発呼者による処理の続行を許可する
か否かを決定する。
３．ＭＴＰＳサーバシステムは、ＭＴＰＳ要求応答５３０１０を発行することによって、
発呼者の要求に肯定応答する。ＭＴＰＳ要求応答５３０１０は、ＭＣＣＰ手順の結果を含
むＭＰ制御パケットである。
４．次に、ＭＴＰＳサーバシステムは、発呼者と被呼者にＭＴＰＳセットアップパケット
５３０２０及び５３０３０をそれぞれに送信する。ＭＴＰＳセットアップパケット５３０
２０及び５３０３０は、ＭＰ制御パケットであり、これは、発呼者と被呼者のネットワー
クアドレスと、要求されたＭＴＰＳセッションの許容できる呼のトラフィックフローパケ
ット（例えば、帯域幅）を含むものである。そして、これらのパケットは、カラー情報を
含む。そのカラー情報が、ＭＸ１１８０のような発呼者のＭＸと、ＭＸ１２４０のような
被呼者のＭＸとに対して、ＭＸのＵＬＰＦをセットアップするように命令する。このＵＬ
ＰＦを更新する処理は、上記の中間スイッチのセクションで議論した。
５．発呼者と被呼者が、ＭＴＰＳセットアップ応答パケット５３０４０及び５３０５０を
それぞれＭＴＰＳサーバシステムに戻すように送信することによって、ＭＴＰＳセットア
ップパケット５３０２０及び５３０３０に肯定応答する。ＭＴＰＳセットアップ応答パケ
ットは、ＭＰ制御パケットである。
６．ＭＴＰＳサーバシステムが、ＭＴＰＳセットアップ応答パケットを受信した後、ＭＴ
ＰＳセッションの使用量情報（例えば、セッションの継続時間あるいはトラフィック）を
収集し始める。
【０４３５】
６．１．１．２　呼の通信．
１．発呼者は、発呼者のＭＸ、ＳＧＷ（ＳＧＷ１１６０）のＥＸと、被呼者のＭＸを介し
て、被呼者にデータ５３０６０を送信し始める。データ５３０６０は、ＭＰデータパケッ
トである。次に、発呼者のＭＸのＵＬＰＦは、ＵＬＰＦチェック（それは中間スイッチの
セクションで議論した）を実行し、データパケットがＳＧＷ１１６０に到達することを許
可するか否かを決める。ここでは、発呼者と、発呼者を管理するＳＧＷ（ＳＧＷ１１６０
）におけるＥＸとの間でデータパケットが通過する論理リンクは、ボトムアップの論理リ
ンクであるのに対して、被呼者を管理するＳＧＷ（ＳＧＷ１１６０）におけるＥＸと、被
呼者との間でデータパケットが通過する論理リンクは、トップダウンの論理リンクである
。
２．同様に、被呼者のＭＸのＵＬＰＦは、被呼者からデータ５３０７０中のデータパケッ
トに対してＵＬＰＦチェックを実行する。被呼者から発呼者に送信されるデータパケット
に関して、被呼者と、被呼者を管理するＳＧＷ（ＳＧＷ１１６０）におけるＥＸとの間で
データパケットが通過する論理リンクは、ボトムアップの論理リンクであるのに対して、
発呼者を管理するＳＧＷ（ＳＧＷ１１６０）におけるＥＸと、発呼者との間でデータパケ
ットが通過する論理リンクは、トップダウンの論理リンクである。
３．呼の通信段階の間に、ＭＴＰＳサーバシステムは、ＭＴＰＳ保持パケット５３０８０
及び５３０９０を発呼者と被呼者に、時々に送信する。ＭＴＰＳ保持パケットは、ＭＴＰ
ＳサーバシステムがＭＴＰＳセッションにおいて参加者に係る呼の接続状態情報（例えば
、エラーレートと失われたパケット数）を収集するために使用する、ＭＰ制御パケットで
ある。
４．発呼者と被呼者は、ＭＴＰＳ保持応答パケット５３１００及び５３１１０をＭＴＰＳ
サーバシステムに送信することによって、ＭＴＰＳ保持パケットに肯定応答する。ＭＴＰ
Ｓ保持応答パケットは、要求された呼の接続状態情報（例えば、エラーレートと失われた
パケット数）を含む、ＭＰ制御パケットである。
５．ＭＴＰＳ保持応答パケット５３１００及び５３１１０に基づいて、ＭＴＰＳサーバシ
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ステムはＭＴＰＳセッションを変更できる。例えば、セッションのエラーレートが、許容
できるしきい値を超えた場合、ＭＴＰＳサーバシステムは、各当事者に通知してセッショ
ンを終了できる。
【０４３６】
６．１．１．３　呼の解放（ clear-up）．
　発呼者、被呼者、あるいはＭＴＰＳサーバシステムは、呼の解放を介することができる
。
【０４３７】
６．１．１．３．１　発呼者によって開始される呼の解放．
１．発呼者は、ＭＰ制御パケットであるＭＴＰＳ解放５３１２０をＭＴＰＳサーバシステ
ムに送信する。それに応答して、ＭＴＰＳサーバシステムは、ＭＰ制御パケットであるＭ
ＴＰＳ解放応答５３１３０を発呼者に送信し、ＭＴＰＳ解放５３１２５を被呼者に送信す
る。１つの実装では、ＭＴＰＳ解放５３１２５は、ＭＴＰＳ解放５３１２０と同じ情報を
含む。それに加えて、ＭＴＰＳサーバシステムは、セッションに対する使用量情報（例え
ば、セッションの継続時間又はトラフィック）の収集を停止し、収集された使用量情報を
アカウント処理サーバシステム、例えばＳＧＷ１１６０中のサーバ群１００１０のアカウ
ント処理サーバシステム１２０４０（図１２）に報告する。
２．発呼者のＭＸと被呼者のＭＸは、ＭＴＰＳ解放５３１２０を受信した後、これらそれ
ぞれのＵＬＰＦのパラメータ（例えば、許容できるＤＡ、ＳＡ、トラフィックフロー、及
びデータコンテンツ）をそれらのデフォルト値にリセットする。
３．発呼者が、ＭＴＰＳサーバシステムからＭＴＰＳ解放応答５３１３０を受信するとき
、発呼者は、そのＭＴＰＳセッションにおけるその関与を終了する。
４．発呼者は、そのＭＴＰＳセッションにおけるその関与を終了したことについて、ＭＴ
ＰＳ解放応答５３１４０を用いてＭＴＰＳサーバシステムに通知する。
【０４３８】
６．１．１．３．２　ＭＴＰＳサーバシステムによって開始される呼の解放．
　上述したように、一実施形態に係るＭＴＰＳサーバシステムは、受理できない通信状況
（例えば、失われたパケット数が過多である、エラーレートが過大である、及び／又は、
失われたＭＴＰＳ保持応答パケットの数が過多である）を検出すると、呼の解放を開始し
てもよい。
【０４３９】
１．ＭＴＰＳサーバシステムは、ＭＰ制御パケットであるＭＴＰＳ解放パケット５３１５
０及び５３１６０を発呼者と被呼者にそれぞれに送信する。これに応答して、発呼者と被
呼者は、ＭＰ制御パケットであるＭＴＰＳ解放応答パケット５３１７０及び５３１８０を
ＭＴＰＳサーバシステムに戻すように送信し、効果的にＭＴＰＳセッションを終了する。
ＭＴＰＳサーバシステムは、ＭＴＰＳ解放パケットを送り出したとき、セッションに対す
る使用量情報（例えば、セッションの継続時間あるいはトラフィック）の収集を停止する
。ＭＴＰＳサーバシステムは、収集された使用量情報を、ローカルなアカウント処理サー
バシステムに、例えばＳＧＷ１１６０中のサーバ群１００１０のアカウント処理サーバシ
ステム（図１２）に報告する。
２．発呼者のＭＸと被呼者のＭＸが、ＭＴＰＳ解放５３１５０及び５３１６０を受信する
とき、それらは各自のＵＬＰＦをリセットする。
【０４４０】
６．１．１．３．３　被呼者によって開始される呼の解放．
１．被呼者が、ＭＰ制御パケットであるＭＴＰＳ解放５３１９０をＭＴＰＳサーバシステ
ムに送信する。ＭＴＰＳサーバシステムは、ＭＴＰＳ解放５９１９５を発呼者に送信する
。これに応答して、発呼者は、ＭＰ制御パケットであるＭＴＰＳ解放応答５３２１０をＭ
ＴＰＳサーバシステムに戻すように送信し、効果的にＭＴＰＳセッションを終了する。Ｍ
ＴＰＳサーバシステムは、ＭＴＰＳ解放５３１９０を受信すると、ＭＴＰＳ解放応答５３
２２０を被呼者に送信し、セッションに対する使用量情報（例えば、セッションの継続時
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間又はトラフィック）の収集を停止し、収集された情報をローカルなアカウント処理サー
バシステム、例えばＳＧＷ１１６０中のサーバ群１００１０のアカウント処理サーバシス
テム１２０４０（図１２）に報告する。
２．発呼者のＭＸと被呼者のＭＸは、ＭＴＰＳ解放５３１９０を受信すると、それらのお
のおののＵＬＰＦをリセットする。
【０４４１】
６．１．２　２つのサービスゲートウェイに依存する２つのＵＴの間のＭＴＰＳ．
　図５４ａ、図５４ｂ、図５５ａ、及び図５５ｂは、２つのＳＧＷ（例えば、図１ｄに示
すＵＴ１３８０とＵＴ１３２０）に依存する２つのＵＴ間のＭＴＰＳの１つのセッション
の時系列図を示す。説明のため、ＵＴ１３８０が、ＵＴ１３２０に対する呼を要求する。
ＵＴ１３８０が「発呼者」であり、ＵＴ１３２０が「被呼者」であり、ＭＸ１１８０が「
発呼者のＭＸ」であり、ＭＸ１０８０が「被呼者のＭＸ」である。ＳＧＷ１１６０のサー
バ群１００１０に存在する呼処理サーバシステム１２０１０が、「発呼者の呼処理サーバ
システム」である。同様に、ＳＧＷ１０６０に存在する呼処理サーバシステムが「被呼者
の呼処理サーバシステム」である。ＳＧＷが、ＭＴＰＳセッションを管理するために１つ
の呼処理サーバシステムを専用装置として備えた場合、この専用の呼処理サーバシステム
は、「ＭＴＰＳサーバシステム」と呼ばれる。ＳＧＷ１０６０とＳＧＷ１１６０は、複数
の呼処理サーバシステム１２０１０を含み、特定のタイプのマルチメディアサービスを促
進するための専用装置として、これらのサーバシステムのそれぞれを有してもよい。
【０４４２】
　それに加えて、ＳＧＷ１１６０が、ＭＰの都市圏ネットワーク１０００に対して、都市
圏のマスターのネットワークマネージャ装置として機能し、ＳＧＷ１１６０のサーバ群１
００１０に存在するネットワークサーバシステム１２０３０が「都市圏のマスターのネッ
トワーク管理サーバシステム」であることを仮定する。
【０４４３】
　次の議論は、主に、これらの参加者が、ＭＴＰＳセッションの３つの段階において、す
なわち、呼のセットアップ、呼の通信及び呼の解放において、互いにどのように対話する
かということについて説明する。
【０４４４】
６．１．２．１　呼のセットアップ．
１．都市圏のマスターのネットワーク管理サーバシステム（この例では、ＳＧＷ１１６０
におけるネットワーク管理サーバシステム１２０３０）の１つの実施例が、ネットワーク
リソースに関する情報をＭＰの都市圏ネットワーク１０００のサーバシステム（例えば、
発呼者のＭＴＰＳサーバシステムと被呼者のＭＴＰＳサーバシステム）に、時々ブロード
キャストする。ネットワークリソース情報は、ＭＰの都市圏ネットワーク１０００上のサ
ーバシステムのネットワークアドレスと、ＭＰの都市圏ネットワーク１０００上の現在の
トラフィックフローと、ＭＰの都市圏ネットワーク１０００上のサーバシステムの利用可
能な帯域幅及び／又は容量とを含むことが可能であるが、これらに限定されるものではな
い。
２．サーバシステムが、都市圏のマスターのネットワーク管理サーバシステムからブロー
ドキャスト情報を受信するとき、それらのサーバシステムは、このブロードキャストから
所定の情報を抽出して保持する。例えば、発呼者のＭＴＰＳサーバシステムは、被呼者の
ＭＴＰＳサーバシステムと接続することに関心を有しているので、発呼者のＭＴＰＳサー
バシステムは、このブロードキャストから、被呼者のＭＴＰＳサーバシステムのネットワ
ークアドレスを検索して読み出す。
３．ＵＴ１３８０のような発呼者は、ＳＧＷ１１６０中のＥＸを介し、かつＭＸ１１８０
のような発呼者のＭＸを介して、発呼者のＭＴＰＳサーバシステムにＭＴＰＳ要求５４０
００を送信することによって、呼を開始する。ＭＴＰＳ要求５４０００は、発呼者のネッ
トワークアドレスと被呼者のユーザアドレスを含む、ＭＰ制御パケットである。論理層の
セクションで議論したように、発呼者は、典型的には、被呼者のネットワークアドレスを
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知らない。実際、発呼者は、（発呼者が知っている）ユーザアドレスをネットワークアド
レスにマッピングする際に、ＳＧＷのサーバ群に依存する。それに加えて、発呼者と被呼
者は、ＭＴＰＳセッションを実行するためのＭＰネットワーク情報（例えば、ＭＴＰＳサ
ーバシステムのネットワークアドレス）を、ＳＧＷ１１６０及びＳＧＷ１０６０のそれぞ
れにおけるサーバ群のネットワーク管理サーバシステムから取得する。
４．発呼者のＭＴＰＳサーバシステムは、ＭＴＰＳ要求５４０００を受信すると、上述の
サーバ群のセクションで議論したようなＭＣＣＰ手順を実行し、発呼者による処理の続行
を許可するか否かを決める。
５．発呼者のＭＴＰＳサーバシステムは、ＭＣＣＰ手順の結果を含むＭＰ制御パケットで
あるＭＴＰＳ要求応答５４０１０を発行することによって、発呼者の要求に対して肯定応
答する。
６．次に、発呼者のＭＴＰＳサーバシステムは、ＭＴＰＳセットアップパケット５４０２
０とＭＴＰＳ接続指示５４０３０とを、発呼者及び被呼者のＭＴＰＳサーバシステムにそ
れぞれ送信する。このセットアップパケットと接続指示パケットは、発呼者及び被呼者の
ネットワークアドレスと、要求されたＭＴＰＳセッションの許容できる呼のトラフィック
フロー（例えば、帯域幅）とを含むＭＰ制御パケットであるが、これらに限定されないも
のを含むＭＰ制御パケットである場合もある。
７．被呼者のＭＴＰＳサーバシステムは、ＭＴＰＳセットアップパケット５４０４０を被
呼者に送信する。発呼者と被呼者の両方に対するセットアップパケットはカラー情報を含
み、このカラー情報は、ＭＸ１１８０のような発呼者のＭＸと、ＭＸ１０８０のような被
呼者のＭＸとに、ＭＸにおけるＵＬＰＦをセットアップするように命令する。ＵＬＰＦを
更新するためのこの処理は、上述の中間スイッチのセクションで詳述された、
８．発呼者と被呼者は、ＭＴＰＳセットアップ応答パケット５４０５０及び５４０６０を
それらの各ＭＴＰＳサーバシステムに送信することによって、ＭＴＰＳセットアップパケ
ット５４０２０及び５４０４０に肯定応答する。ＭＴＰＳセットアップ応答パケットはＭ
Ｐ制御パケットである。
９．被呼者のＭＴＰＳサーバシステムは、ＭＴＰＳセットアップ応答パケット５４０６０
を受信した後、発呼者のＭＴＰＳサーバシステムにＭＴＰＳ接続肯定応答５４０７０を送
信することによって、ＭＴＰＳセッションに進むように発呼者のＭＴＰＳサーバシステム
に通知する。さらに、発呼者のＭＴＰＳサーバシステムは、ＭＴＰＳセットアップ応答パ
ケット５４０５０とＭＴＰＳ接続肯定応答５４０７０を受信した後、ＭＴＰＳセッション
に対する使用量情報（例えば、セッションの継続時間あるいはトラフィック）を収集し始
める。
【０４４５】
　この上述されたＭＴＰＳの呼のセットアップ処理は、一般に、ＭＰの異なる都市圏ネッ
トワークにおける（しかし、ＭＰの同じ全国的ネットワーク内に存在する）２つのＳＧＷ
によって管理された２つのＵＴの間で呼のセットアップに適用されるが、ＭＰの異なる都
市圏ネットワークにおける２つのＵＴ間の呼のセットアップは、追加のセットアップ手順
を必要とする。例として、ＵＴ１３２０（ＭＰの都市圏ネットワーク１０００におけるＳ
ＧＷ１０６０によって管理される）が、ＭＰの都市圏ネットワーク２０３０におけるＵＴ
に対する呼を要求することと、これら２つのＵＴが、ＭＰの異なる都市圏ネットワーク（
１０００及び２０３０）における２つのＳＧＷによって管理されるが、ＭＰの同じ全国的
ネットワーク２０００内に存在することとを仮定する。また、この例において、
ＳＧＷ２０６０は、ＭＰの都市圏ネットワーク２０３０に対する、都市圏のマスターのネ
ットワークマネージャ装置として機能する。ＳＧＷ１０２０は、ＭＰの全国的ネットワー
ク２０００に対する、全国的なマスターのネットワークマネージャ装置として機能する。
ＳＧＷ２０２０は、ＭＰのグローバルネットワーク３０００に対して、グローバルなマス
ターのネットワークマネージャ装置として機能する。
【０４４６】
　２つのＵＴと、これらのＵＴを管理する２つのＳＧＷとが、ＭＰの異なる都市圏ネット
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ワークに存在するので、ＳＧＷ１０６０における発呼者のＭＴＰＳサーバシステムが、Ｓ
ＧＷ１０６０におけるサーバシステム（例えば、アドレスマッピングサーバシステム、ネ
ットワーク管理サーバシステム、及びアカウント処理サーバシステム）にＭＣＣＰ手順を
実行するように要求するとき、これらのサーバシステムは、ＭＣＣＰ手順を実行するため
に必要な情報（例えば、マッピングの関係、リソース情報、及びアカウント処理情報）を
持たない可能性もある。結果として、ＳＧＷ１０６０中のサーバシステムはが、都市圏の
マスターのネットワークマネージャ装置（この例ではＳＧＷ１１６０）におけるサーバシ
ステムからの援助（例えば、必要な情報を取得するか、あるいは必要な情報の位置を突き
止めること）を要求する。都市圏のマスターのネットワークマネージャ装置におけるサー
バシステムが必要な情報を取得することも、あるいはその位置を突き止めることもできな
い場合には、サーバシステムは、全国的なマスターのネットワークマネージャ装置（ここ
ではＳＧＷ１０２０）におけるサーバシステムからの援助を要求する。同じように、全国
的なマスターのネットワークマネージャ装置もなお必要な情報へのアクセスを欠いている
場合には、全国的なマスターのネットワークマネージャ装置は、グローバルなマスターの
ネットワークマネージャ装置（ここではＳＧＷ２０２０）に照会する。
【０４４７】
　例えば、ＳＧＷ１０６０におけるネットワーク管理サーバシステムの１つの実施例は、
ＳＧＷ１０６０によって管理されたＭＰに準拠した構成要素のリソース情報（例えば、使
用容量）だけを保持する。従って、このネットワーク管理サーバシステムが、ＭＣＣＰ手
順の間に、ＭＰの都市圏ネットワーク２０３０におけるＵＴと通信するためのＭＴＰＳ要
求を承認するように要求された場合には、ＳＧＷ１０６０におけるネットワーク管理サー
バシステムは、タスクを実行するために必要なリソース情報（すなわち、ＵＴ１３２０か
らＭＰの都市圏ネットワーク２０３０中のＵＴまで伝送経路に沿った容量の使用量情報）
を持たない。次に、ＳＧＷ１０６０中のネットワーク管理サーバシステムは、ＳＧＷ１１
６０中のネットワーク管理サーバシステムに援助を要求する。
【０４４８】
　ＳＧＷ１１６０中の管理サーバシステムは、ＭＰの都市圏ネットワーク１０００に対す
る「都市圏のマスターのネットワーク管理サーバシステム」と呼ばれる。１つの実施例で
、この都市圏のマスターのネットワーク管理サーバシステムは、ＭＰの都市圏ネットワー
ク１０００内のネットワーク管理サーバシステムのみによって監督される、リソース情報
に対するアクセスを有する。ＭＴＰＳ要求は、ＭＰのもう１つの都市圏ネットワークにあ
るＵＴと通信するためのものであるので、都市圏のマスターのネットワーク管理サーバシ
ステムは、その要求を承認するか又は不承認するために必要なリソース情報を欠いている
。このとき、都市圏のマスターのネットワーク管理サーバシステムは、全国的なマスター
のネットワークマネージャ装置（ＳＧＷ１０２０）中のネットワーク管理サーバシステム
に援助を要求する。
【０４４９】
　このＳＧＷ１０２０中のネットワーク管理サーバシステムは、ＭＰの全国的ネットワー
ク２０００に対する「全国的なマスターのネットワーク管理サーバシステム」と呼ばれる
。１つの実施例で、その全国的なマスターのネットワーク管理サーバシステムは、ＭＰの
全国的ネットワーク２０００内の都市圏アクセスＳＧＷ（例えば、ＳＧＷ２０５０とＳＧ
Ｗ２０７０）における都市圏のマスターのネットワーク管理サーバシステムとネットワー
ク管理サーバシステムのみによって監督される、リソース情報に対するアクセスを有する
。この例において、全国的なマスターのネットワーク管理サーバシステムは、ＳＧＷ１１
６０とＳＧＷ２０６０の両方における都市圏のマスターのネットワーク管理サーバシステ
ムからのリソース情報（すなわち、ＭＰの都市圏ネットワーク１０００とＭＰの都市圏ネ
ットワーク２０３０の容量の使用量情報）を有する。全国的なマスターのネットワーク管
理サーバシステムはまた、都市圏アクセスＳＧＷからのリソース情報（例えば、ＳＧＷ１
０２０、２０５０及び２０７０における容量の使用量情報）を有する。従って、全国的な
マスターのネットワーク管理サーバシステムは、要求を承認するかあるいは不承認するた
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めに必要な容量の使用量情報を有する。次に、ＳＧＷ１０２０における全国的なマスター
のネットワーク管理サーバシステムが、ＳＧＷ１１６０における都市圏のマスターのネッ
トワーク管理サーバシステムに、その応答を伝送する。都市圏のマスターのネットワーク
管理サーバシステムが、その応答をＳＧＷ１０６０中のネットワーク管理サーバシステム
に伝送する。
【０４５０】
　ＭＰのある都市圏ネットワークにおける他のタイプのサーバシステム（例えば、アドレ
ス指定マッピングサーバシステムとアカウント処理サーバシステム）が、ＭＰのもう１つ
の都市圏ネットワークにおける宛先ホストに対するサービス要求を処理するとき、以上説
明された処理は、上記他のタイプのサーバシステムに適用される。前の例では、特定の詳
細事項を用いて、ＳＧＷと都市圏のマスターのネットワークマネージャ装置の間と、都市
圏のマスターのネットワークマネージャ装置と全国的なマスターのネットワークマネージ
ャ装置の間の例示的な交換について説明したが、当該技術分野における通常の技能を有す
る者には、開示されたＭＴＰＳ技術の範囲になお含まれたままで、上記詳細事項によらな
くとも、ＭＰの都市圏ネットワーク間でのサービス要求を促進する他の機構を実装するこ
とは明らかであろう。
【０４５１】
　さらに、上述の処理過程は、同様に、ＭＰ全国的ネットワーク中のホストの間のサービ
ス要求を処理することにも適用される。説明されたようなＭＣＣＰ手順におけるネットワ
ーク管理サーバシステムを用いるとき、ＭＴＰＳサービス要求が、ＭＰのもう１つの全国
的ネットワーク（例えば、ＭＰ全国的ネットワーク３０３０）における宛先ホストに対す
るものである場合には、ＭＰの全国的ネットワーク２０００における全国的なマスターの
ネットワーク管理サーバシステムは、サービス要求を承認するか又は不承認するために必
要な情報を持たず、グローバルなマスターのネットワークマネージャ装置（ＳＧＷ２０２
０）におけるネットワーク管理サーバシステム（「グローバルなマスターのネットワーク
管理サーバシステム」とも呼ぶ。）に援助を要求する。次に、ＳＧＷ２０２０におけるグ
ローバルなマスターのネットワーク管理サーバシステムは、ＳＧＷ１０２０における全国
的なマスターのネットワーク管理サーバシステムに対してその応答を送信する。次に、全
国的なマスターのネットワーク管理サーバシステムは、ＳＧＷ１１６０における都市圏の
マスターのネットワーク管理サーバシステムに応答を送信する。次に、都市圏のマスター
のネットワーク管理サーバシステムは、ＳＧＷ１０６０中のネットワーク管理サーバシス
テムに応答を送信する。
【０４５２】
　あるＭＰの全国的ネットワークにおける他のタイプのサーバシステム（例えば、アドレ
ス指定マッピングサーバシステムとアカウント処理サーバシステム）が、ＭＰのもう１つ
の全国的ネットワークにおける宛先ホストに対するサービス要求を処理するとき、この説
明された処理は、上記他のタイプのサーバシステムに適用される。当該技術分野における
通常の技能を有する者には、ＭＰの都市圏ネットワーク間のＭＴＰＳ要求と、ＭＰの全国
的ネットワーク間のＭＴＰＳ要求を処理するための開示された処理を、他のタイプのＭＰ
サービス（例えば、ＭＤ、ＭＭ、ＭＢとＭＴ）に適用することは明らかであろう。
【０４５３】
６．１．２．２　呼の通信．
　上述のように、この例では、次の呼の通信に係る議論において、ＵＴ１３８０が発呼者
であり、ＵＴ１３２０が被呼者である。ＭＸ１１８０が発呼者のＭＸであり、ＭＸ１０８
０が被呼者のＭＸである。
【０４５４】
１．発呼者は、発呼者のＭＸと、発呼者のＭＸ及び被呼者のＭＸを管理するＳＧＷにおけ
るＥＸと、被呼者のＭＸとを介して、被呼者に対してデータ５４０８０を送信し始める。
データ５４０８０は、ＭＰデータパケットである。発呼者のＭＸのＵＬＰＦは、次に、Ｕ
ＬＰＦチェックを実行して（これは、上述の中間スイッチのセクションで詳述された。）
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、パケットがＳＧＷ１１６０に到達することを許可するか否かを決める。ここで、発呼者
と、発呼者を管理するＳＧＷ（ＳＧＥ１１６０）におけるＥＸとの間でデータパケットが
通過する論理リンクは、ボトムアップの論理リンクであり、被呼者を管理するＳＧＷ（１
０６０）におけるＥＸと、被呼者との間でのデータパケットが通過する論理リンクは、ト
ップダウンの論理リンクである。また、上述の論理層のセクションで説明したように、Ｓ
ＧＷ１１６０中のＥＸは、データパケットをＳＧＷ１０６０中のＥＸに方向付けるために
、ルーティングテーブルの中で検索する（これはオフラインで計算できる）。
２．同様に、被呼者のＭＸのＵＬＰＦは、被呼者からのデータ５４１５０のデータパケッ
トに対してＵＬＰＦチェックを実行する。被呼者から発呼者に送信されているデータパケ
ットに関して、被呼者と、被呼者を管理するＳＧＷ（ＳＧＷ１０６０）中のＥＸとの間で
のデータパケットが通過する論理リンクは、ボトムアップの論理リンクであるのに対して
、発呼者を管理するＳＧＷ（１１６０）中のＥＸと、発呼者との間でのデータパケットが
通過する論理リンクは、トップダウンの論理リンクである。ＳＧＷ１０６０中のＥＸはま
た、ＳＧＷ１１６０中のＥＸに向かってデータパケットを方向付けるために、ルーティン
グテーブルの中を検索する。
３．発呼者のＭＴＰＳサーバシステムは、呼の通信段階の全体にわたって、時々、ＭＴＰ
Ｓ保持パケット５４０９０とＭＴＰＳ状態照会５４１００を、発呼者と被呼者のＭＴＰＳ
サーバシステムに送信する。さらに、被呼者のＭＴＰＳサーバシステムは、ＭＴＰＳ保持
パケット５４１１０を被呼者に送信する。ＭＴＰＳ保持パケット５４０９０及び５４１１
０と、ＭＴＰＳ状態照会５４１００とは、ＭＴＰＳセッションにおける当事者に係る呼の
接続状態情報（例えば、エラーレート及び／又は失われたパケット数）を収集するために
使用される、ＭＰ制御パケットである。
４．発呼者と被呼者は、ＭＴＰＳ保持応答パケット５４１２０及び５４１３０をそれらの
各自のＭＴＰＳサーバシステムに送信することによって、ＭＴＰＳ保持パケットに肯定応
答する。ＭＴＰＳ保持応答パケットは、要求された呼の接続状態情報（例えば、エラーレ
ート及び／又は失われたパケット数）を含む、ＭＰ制御パケットである。
５．ＭＴＰＳ保持応答パケット５４１３０を受信した後、被呼者のＭＴＰＳサーバシステ
ムは、ＭＴＰＳ状態応答５４１４０を用いて、被呼者からの要求された情報を発呼者のＭ
ＴＰＳサーバシステムに伝送する。
６．ＭＴＰＳ保持応答パケット５４１２０とＭＴＰＳ状態応答パケット５４１４０に基づ
き、発呼者のＭＴＰＳサーバシステムは、ＭＴＰＳセッションを変更できる。例えば、セ
ッションのエラーレートが許容可能なしきい値を超えた場合には、発呼者のＭＴＰＳサー
バシステムは当事者に通知して、セッションを終了することができる。
【０４５５】
　上述のＭＴＰＳの呼の通信処理は、一般に、ＭＰの異なる都市圏ネットワークに属する
がＭＰの同じ全国的ネットワーク内に含まれる２つのＳＧＷによって管理された２つのＵ
Ｔ間での、ＭＴＰＳの呼の通信処理に適用される。例えば、（ＭＰの都市圏ネットワーク
１０００中のＳＧＷ１０６０によって管理された）ＵＴ１３２０が、ＭＰデータパケット
をＭＰの都市圏ネットワーク２０３０中のＵＴに送信する場合には、その２つのＵＴは、
ＭＰの異なる都市圏ネットワーク（１０００及び２０３０）に属するがＭＰの同じ全国的
ネットワーク２０００内に存在する、２つのＳＧＷによって管理される。上述の論理層の
セクションで議論したように、ＭＰの都市圏ネットワーク２０３０における、発呼者を管
理するＳＧＷ（ＭＰの都市圏ネットワーク１０００中のＳＧＷ１０６０）におけるＥＸと
、被呼者を管理するＳＧＷにおけるＥＸとの間の伝送は、都市圏アクセスＳＧＷ（例えば
、１０２０及び２０５０）を必要とする。具体的には、ＳＧＷ１０６０中のＥＸは、ルー
ティングテーブルを検索して、データパケットを都市圏アクセスＳＧＷ１０２０中のＥＸ
に方向付け、次いで、上記都市圏アクセスＳＧＷ１０２０中のＥＸは、ルーティングテー
ブルを検索して、データパケットを都市圏アクセスＳＧＷ２０５０中のＥＸに方向付け、
この都市圏アクセスＳＧＷ２０５０中のＥＸもまた、ルーティングテーブルを検索して、
データパケットをＭＰの都市圏ネットワーク２０３０中の被呼者を管理するＳＧＷ中のＥ
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Ｘに方向付ける。
【０４５６】
　それに加えて、このＭＰの２つの異なる都市圏ネットワークにおけるＵＴ間のＭＴＰＳ
の呼の通信の処理は、同様に、ＭＰの２つの異なる全国的ネットワークにおける２つのＵ
Ｔ間のＭＴＰＳの呼の通信にも適用される。例えば、（ＭＰの全国的ネットワーク２００
０中のＳＧＷ１０６０によって管理される）ＵＴ１３２０が、ＭＰデータパケットをＭＰ
の全国的ネットワーク３０３０中のＵＴに送信する場合には、ＭＰの全国的ネットワーク
３０３０における、発呼者を管理するＳＧＷ（ＭＰの全国的ネットワーク２０００中のＳ
ＧＷ１０６０）中のＥＸと、被呼者を管理するＳＧＷとの間の伝送は、全国的アクセスＳ
ＧＷ（例えば、２０２０及び３０４０）を必要とする。具体的には、ＳＧＷ１０６０中の
ＥＸは、データパケットを都市圏アクセスＳＧＷ１０２０中のＥＸに方向付け、次いで、
都市圏アクセスＳＧＷ１０２０中のＥＸは、データパケットを全国的アクセスＳＧＷ２０
２０中のＥＸに方向付ける。全国的アクセスＳＧＷ２０２０中のＥＸは、データパケット
を全国的アクセスＳＧＷ３０４０中のＥＸに方向付け、次に、全国的アクセスＳＧＷ３０
４０中のＥＸは、適当な都市圏アクセスＳＧＷを介して、ＭＰの全国的ネットワーク３０
３０において被呼者を管理するＳＧＷ中のＥＸに、データパケットを方向付ける。
【０４５７】
　当該技術分野における通常の技能を有する者には、ＭＰの都市圏ネットワーク間のＭＴ
ＰＳ呼の通信と、ＭＰの全国的ネットワーク間の呼の通信とを処理するための開示された
処理を、他のタイプのＭＰサービス（例えば、ＭＤ、ＭＭ、ＭＢとＭＴ）に適用すること
は明らかであろう。
【０４５８】
６．１．２．３　呼の解放．
　発呼者、被呼者、発呼者のＭＴＰＳサーバシステム、あるいは被呼者のＭＴＰＳサーバ
システムは、呼の解放を開始することができる。上述のように、この例において、ＵＴ１
３８０が発呼者であり、ＵＴ１３２０が被呼者であり、ＭＸ１１８０が発呼者のＭＸであ
り、ＭＸ１０８０が被呼者のＭＸである。
【０４５９】
６．１．２．３．１　発呼者によって開始される呼の解放．
１．発呼者は、ＭＰ制御パケットであるＭＴＰＳ解放５５０００を、発呼者のＭＴＰＳサ
ーバシステムに送信する。これに応答して、発呼者のＭＴＰＳサーバシステムは、発呼者
にＭＴＰＳ解放応答５５０１０を送信することによって、解放要求に肯定応答し、ＭＴＰ
Ｓ解放指示５５０２０を用いて、被呼者のＭＴＰＳサーバシステムに、この要求について
通知する。
２．ＭＴＰＳ解放指示５５０２０を受信した後、被呼者のＭＴＰＳサーバシステムは、Ｍ
ＴＰＳ解放５５０３０を被呼者に送信する。
３．発呼者のＭＸと被呼者のＭＸは、ＭＴＰＳ解放５５０００とＭＴＰＳ解放５５０３０
を受信するとき、それらの各自のＵＬＰＦをリセットする。
４．被呼者は、ＭＴＰＳ解放応答５５０４０を用いて、被呼者のＭＴＰＳサーバシステム
からの解放要求に肯定応答する。次に、被呼者のＭＴＰＳサーバシステムは、ＭＴＰＳ解
放肯定応答５５０５０を発呼者のＭＴＰＳサーバシステムに送信する。
５．ＭＴＰＳ解放５５０００を受信した後、発呼者のＭＴＰＳサーバシステムは、セッシ
ョンの使用量情報（例えば、セッションの継続時間又はトラフィック）の収集を停止し、
ローカルなアカウント処理サーバシステム、例えば、ＳＧＷ１１６０におけるサーバ群１
００１０のアカウント処理サーバシステム１２０４０（図１２）に、収集された使用量情
報を報告する。
６．発呼者が、発呼者のＭＴＰＳサーバシステムからＭＴＰＳ解放応答５５０１０を受信
するとき、発呼者はＭＴＰＳセッションを終了する。
７．被呼者は、ＭＴＰＳ解放応答５５０４０を用いて、被呼者のＭＴＰＳサーバシステム
に、そのＭＴＰＳセッションの終了について通知する。
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【０４６０】
６．１．２．３．２　ＭＴＰＳサーバシステムによって開始される呼の解放．
　上述のように、一実施形態に係る発呼者あるいは被呼者のいずれかのＭＴＰＳサーバシ
ステムは、受理できない通信状況（例えば、失われたパケット数が過多である、エラーレ
ートが過大である、及び／又は失われたＭＴＰＳ保持応答パケットの数が過多である）を
検出するとき、呼の解放を開始することができる。同様に、都市圏のマスターのネットワ
ーク管理サーバシステムも、複数のＳＧＷの間で、許容できない通信状況を検出するとき
、呼を終了することができる。
【０４６１】
１．説明のため、発呼者のＭＴＰＳサーバシステムが、呼の解放を開始することを仮定す
る。呼の解放を開始するため、発呼者のＭＴＰＳサーバシステムは、ＭＰ制御パケットで
あるＭＴＰＳ解放５５０６０とＭＴＰＳ解放指示５５０７０を、発呼者と、被呼者のＭＴ
ＰＳサーバシステムとにそれぞれ送信する。これに応答して、発呼者は、ＭＴＰＳ解放応
答５５０９０を発呼者のＭＴＰＳサーバシステムに戻すように送信し、効果的にＭＴＰＳ
セッションを終了する。また、被呼者のＭＴＰＳサーバシステムは、ＭＴＰＳ解放５５０
８０を被呼者に送信する。発呼者のＭＴＰＳサーバシステムは、ＭＴＰＳ解放５５０６０
とＭＴＰＳ解放指示５５０７０を送信するとき、セッションに対する使用量情報（例えば
、セッションの継続時間又はトラフィック）の収集を停止する。発呼者のＭＴＰＳサーバ
システムはまた、ローカルなアカウント処理サーバシステム、例えばＳＧＷ１１６０にお
けるサーバ群１００１０のアカウント処理サーバシステム１２０４０（図１２）に、収集
された使用量情報を報告する。
２．発呼者のＭＸと被呼者のＭＸは、ＭＴＰＳ解放５５０６０及び５５０８０を受信する
とき、これらの各自のＵＬＰＦをリセットする。
３．ＭＴＰＳ解放応答５５１００を受信した後、被呼者のＭＴＰＳサーバシステムは、Ｍ
ＴＰＳ解放肯定応答５５１１０を、発呼者のＭＴＰＳサーバシステムに送信する。
４．発呼者のＭＴＰＳサーバシステムが、ＭＴＰＳ解放肯定応答５５１１０とＭＴＰＳ解
放応答５５０９０の両方を受信した後、発呼者のＭＴＰＳサーバシステムは、セッション
を終了する。
【０４６２】
　同様の手順は、被呼者のＭＴＰＳサーバシステムが呼の解放を開始する場合にも適用さ
れる。
【０４６３】
６．１．２．３．３　被呼者によって開始される呼の解放．
１．被呼者は、ＭＴＰＳ解放５５１２０を被呼者のＭＴＰＳサーバシステム送信すること
によって、解放を開始する。次に、被呼者のＭＴＰＳサーバシステムは、ＭＴＰＳ解放要
求５５１３０を発呼者のＭＴＰＳサーバシステムに送信する。発呼者のＭＴＰＳサーバシ
ステムは、セッションに対する使用量情報（例えば、セッションの継続時間あるいはトラ
フィック）の収集を停止し、及び、収集された使用量情報をＳＧＷ１１６０におけるサー
バ群のローカルなアカウント処理サーバシステムに報告する。
２．次に、発呼者のＭＴＰＳサーバシステムは、ＭＴＰＳ解放５５１４０を発呼者に送信
し、ＭＴＰＳ解放応答５５１６０を被呼者のＭＴＰＳサーバシステムに送信する。
３．被呼者のＭＴＰＳサーバシステムは、ＭＴＰＳ解放応答５５１６０を受信した後、セ
ッションを終了し、被呼者にＭＴＰＳ解放応答５５１７０を送信する。
４．発呼者のＭＸと被呼者のＭＸは、ＭＴＰＳ解放５５１４０及び５５１２０を受信する
とき、それらの各自のＵＬＰＦをリセットする。
【０４６４】
　ユーザは、ＵＴ上のグラフィカルユーザインターフェースを用いて、前述のＭＴＰＳサ
ービスを要求する。図５６は、サービスウィンドウ５６０００のような、一実施形態に係
るグラフィカルユーザインターフェースがサポートするサービスウィンドウを示す。ユー
ザは、サービスウィンドウ５６０００をナビゲートして進むことによって、ＭＴＰＳセッ
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ションを開始する。具体的には、サービスウィンドウ５６０００は、例えば情報領域５６
０１０、入力領域５６０２０、及びシンボル領域５６０２０を含むがこれらに限定されな
い、多数の表示領域を含む。情報領域５６０１０は、関連したＭＴＰＳセッション情報（
例えば、接続の状態、手順の命令）を表示する。入力領域５６０２０は、例えばテキスト
／数値入力ブロック５６０４０と入力ボタン５６０５０とを含むがこれらに限定されない
、項目を含む。シンボル領域５６０３０は、アイコン、ロゴ、及び知的所有権情報（例え
ば、特許情報、著作権表示、及び／又は商標情報）を含むがこれらに限定されない、項目
を表示する。
【０４６５】
　説明のため、ユーザＡがユーザＢとのＭＴＰＳセッションを処理することを希望してい
ることを仮定し、ユーザＡが用いているＵＴ（例えば、図１ｄのＵＴ１３８０）は、情報
領域５６０１０において「ユーザＢの番号を入力してください」と表示し、オフフックの
発信音を鳴らす。ユーザＡは、ユーザＢの番号（すなわち、ユーザＢのユーザアドレス）
をテキスト／数値ブロック５６０４０にタイプして入力し、次いで、入力ボタン５６０５
０をクリックする。ユーザＡが個別の各数字を入力すると、ＵＴ１３８０が、オプション
として、その数字に対応したのデュアルトーン・マルチフレケンシー（「ＤＴＭＦ」）の
音を再生する。ユーザＢの番号を入力した後、ＵＴ１３８０は情報領域５６０１０に「お
待ちください」と表示して、入力領域５６０２０を除去し、ＵＴ１３８０のオーディオ出
力を一時的に消音して、情報領域５６０１０に「ミュート」と表示する。それに代わって
、ＵＴ１３８０は、消音を示すアイコンをシンボルブロック５６０３０に表示する。例え
ば、このアイコンは、円の中にあるスピーカの絵であって、この円を横切って引かれた直
線を備えた絵であることが可能である。
【０４６６】
　ユーザＢが他の当事者とすでにＭＴＰＳセッションを行っている場合には、ＵＴ１３８
０は、情報領域５６０１０に「ユーザＢは話中です。」と表示して、話中音を鳴らす。ユ
ーザＢが応答しない場合には、ＵＴ１３８０は、情報領域５６０１０に「ユーザＢは応答
しません。」と表示し、ユーザＡに後で再試行するように気付かせるために警告音を鳴ら
す。ユーザＢが、要求されたＭＴＰＳセッションに参加することを拒否した場合には、Ｕ
Ｔ１３８０は、情報領域５６０１０に「ユーザＢはあなたの呼を受けることを拒否してい
ます。」と表示し、また、ユーザＡに後で再試行するように気付かせるために警告音を鳴
らす。ＭＴＰＳセッションの支払者（ユーザＡ又はユーザＢのいずれか）が、要求された
ＭＴＰＳサービスを提供するネットワークのオペレータに対する未払いの残金がある場合
、ＵＴ１３８０は、情報領域５６０１０に「今回は、この呼を完了させることができませ
ん。今すぐ、あなたのサービスプロバイダに連絡を取ってください。」と表示し、ユーザ
がまもなく彼又は彼女の勘定を支払うように気付かせるために警告音を鳴らす。ＳＧＷ１
１６０がユーザＢの位置を突き止めることができない場合、ＵＴ１３８０は、情報領域５
６０１０に「ユーザＢが見つかりません。」又は「おかけになって番号は存在しません。
」のいずれかを表示し、ユーザＡが、彼又は彼女が入力した番号をの正確さを照合するよ
うに気付かせるために、警告音を鳴らす。ＭＰネットワークが混雑している（ビジーであ
る）場合には、ＵＴ１３８０は、情報領域５６０１０に「ネットワークは混雑しています
。」と表示し、話中音を鳴らす。
【０４６７】
　しかしながら、要求されたＭＴＰＳセッションを確立することに成功した場合には、Ｕ
Ｔ１３８０は、ユーザＢからのオーディオ情報を再生し、オプションとして、サービスウ
ィンドウ５６０００にユーザＢからの画像を表示する。当該技術分野における通常の技能
を有する者には、前に議論した詳細事項を用いることなくユーザインターフェースを実装
することは明らかであろう。例えば、サービスウィンドウ５６０００は、追加の表示領域
を含むこと、議論した３つの表示域を、より少ない別個の表示領域に結合（マージ）する
こと、あるいは、区別される表示領域を持たないことが可能である。また、要求されたＭ
ＴＰＳセッションの状態に関して表示されるテキスト情報は、異なる言いまわし（例えば
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、ＵＴ１３８０は、「ユーザＢはあなたの呼を受けることを拒否しています。」の代わり
に、「呼は拒否されました」と表示することもできる）と、異なる外観（例えば、さまざ
まなフォント、フォントサイズ、色の使用）とを有することが可能である。
【０４６８】
　上述のユーザインターフェースはまた、ユーザが、ＭＴＰＳセッションの要求を受け入
れることをガイドできる。ユーザＡがユーザＢとのＭＴＰＳセッションを確立しようとし
ている同じ例を用いると、図５７は、ユーザＢが要求に応答するためにナビゲートして移
動する一連のウィンドウを示す。説明のため、ＵＴ１３２０がユーザＡの要求を受信する
とき、ユーザＢはＵＴ１３２０の表示装置に再生されているプログラム（番組）５７０１
０（例えば、映画）を見ていると仮定する。
【０４６９】
・それから、ＵＴ１３２０は、発呼者番号５７０３０のようなユーザＡの情報と、受諾す
る／拒絶する領域５７０４０のようなユーザＢが有する選択肢とを、スクリーン上表示（
オンスクリーンディスプレイ：「ＯＳＤ」）領域５７０２０に表示する。ＯＳＤ領域５７
０２０は、サービスウィンドウ５７０００中のプログラム５７０１０に上書きする。
・ユーザＢが「受諾する」を選択した場合には、ＵＴ１３２０は、ユーザＡからのオーデ
ィオ情報を再生し、オプションとして、サービスウィンドウ５７０００にユーザＡからの
ビデオ情報を表示する。ユーザＢが「拒絶する」を選択した場合には、ＵＴ１３２０は、
ＯＳＤ５７０２０を除去し、サービスウィンドウ５７０００のすべて表示領域をプログラ
ム５７０１０に回復する。
【０４７０】
　当該技術分野における通常の技能を有する者には、説明された例の特定の詳細事項（例
えば、ＯＳＤ５７０２０の位置、ユーザの選択の提示、単一の表示ウィンドウの使用）を
使わなくても、開示されたユーザインターフェースを実装することは明らかであろう。当
該技術分野における通常の技能を有する者には、また、開示されたユーザインターフェー
スは、多くの別のタイプのマルチメディアサービス（例えば、ＭＤ、ＭＭ、ＭＢとＭＴ）
に使用可能であることは明らかであろう。
【０４７１】
６．２　メディア・オン・デマンド（「ＭＤ」）．
６．２．１　単一のサービスゲートウェイに依存するＭＰに準拠した２つの構成要素の間
のＭＤ．
　ＭＤは、ＵＴが、メディア記憶装置のようなＭＰに準拠した構成要素からビデオ及び／
又はオーディオ情報を取得することを可能にする。１つの構成において、メディア記憶装
置は、ＳＧＷ１１２０におけるメディア記憶装置１１４０のように、ＳＧＷに存在する（
「ＳＧＷメディア記憶装置」）。代替の構成において、メディア記憶装置は、ＵＴ１４５
０のような、ＨＧＷに接続するＵＴのうちの１つである。
【０４７２】
　図５８ａと図５８ｂは、単一のＳＧＢに依存する２つのＵＴ、例えばＵＴ１３８０とＵ
Ｔ１４５０の間の、１つのセッションに係るＭＤの時系列図を示す。説明のため、ＵＴ１
３８０が、ＵＴ１４５０からのＭＤセッションを要求する。従って、ＵＴ１３８０は「発
呼者」である。ＵＴ１４５０は「ＵＴのメディア記憶装置」であり、ＭＸ１２４０は「メ
ディア記憶装置のＭＸ」である。
【０４７３】
　「ＭＤサーバシステム」は、ＭＤセッションを管理する専用のサーバシステムを示す。
ＭＤサーバシステムは、ＳＧＷ１１６０のサーバ群１００１０に存在する呼処理サーバシ
ステム１２０１０（図１２）か、あるいは、ＨＧＷ１２００をサポートする家庭用サーバ
システムかのいずれかであるが、これらに限定されるものではない。
【０４７４】
　以下の議論は、主に、発呼者と、ＵＴのメディア記憶装置と、ＳＧＷ中のＭＤサーバシ
ステムとが、ＭＤセッションの３つの段階において、すなわち、呼のセットアップ、呼の
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通信、及び呼の解放において、互いにどのように対話するかということについて説明する
。
【０４７５】
６．２．１．１　呼のセットアップ．
１．発呼者、例えばＵＴ１３８０は、ＳＧＷ（例えば、ＳＧＷ１１６０）中のＭＤサーバ
システムにＭＤ要求５８０００を送信する。ＭＤ要求５８０００は、ＭＰ制御パケットで
あり、発呼者ネットワークアドレスとＵＴのメディア記憶装置のユーザアドレスとを含む
。発呼者は、典型的には、ＵＴのメディア記憶装置のネットワークアドレスを知らないの
で、発呼者は、ＵＴのメディア記憶装置のユーザアドレスを、その対応するネットワーク
アドレスにマッピングするために、ＳＧＷにおけるサーバ群に依存する（図５８ａには図
示せず。）。
それに加えて、発呼者とＵＴのメディア記憶装置とは、サーバ群１００１０のネットワー
ク管理サーバシステム１２０３０（図１２）から、ＭＤセッションを実行するためのＭＰ
ネットワークの情報（例えば、ＭＤサーバシステムのネットワークアドレス）を取得する
。
２．ＭＤ要求５８０００を受信した後、ＭＤサーバシステムは、上述のＭＣＣＰ手順（サ
ーバ群のセクションにおいて議論された）を実行し、発呼者による処理の続行を許可する
か否かを決定する。
３．ＭＤサーバシステムは、ＭＤ要求応答５８０１０を発行することによって、発呼者の
要求に肯定応答する。ＭＤ要求応答５８０１０は、ＭＣＣＰ手順の結果を含むＭＰ制御パ
ケットである。
４．次に、ＭＤサーバシステムは、ＭＤセットアップパケット５８０２０及び５８０３０
を、発呼者とＵＴのメディア記憶装置とにそれぞれ送信する。ＭＤセットアップパケット
５８０３０は、メディア記憶装置のＭＸを介してＵＴのメディア記憶装置に送信される。
ＭＤセットアップパケット５８０２０及び５８０３０はＭＰ制御パケットであり、これは
、発呼者及びメディア記憶装置のネットワークアドレスと、要求されたＭＤセッションの
許容された呼のトラフィックフロー（例えば、帯域幅）とを含むものである。これらのパ
ケットは、さらにカラー情報を含み、そのカラー情報は、ＭＸ１２４０のようなメディア
記憶装置のＭＸに、ＭＸにおけるＵＬＰＦをセットアップするように命令する。このＵＬ
ＰＦを更新する処理は、前の中間スイッチのセクションで詳述された。
５．発呼者とＵＴのメディア記憶装置とは、ＭＤセットアップ応答パケット５８０４０及
び５８０５０をそれぞれＭＤサーバシステムに戻すように送信することによって、ＭＤセ
ットアップパケット５８０２０及び５８０３０に肯定応答する。ＭＤセットアップ応答パ
ケットは、ＭＰ制御パケットである。
６．ＭＤサーバシステムは、ＭＤセットアップ応答パケットを受信した後、ＭＤセッショ
ンの使用量情報（例えば、セッションの継続時間又はトラフィック）を収集し始める。
【０４７６】
　上述のＵＴのメディア記憶装置の呼のセットアップは、以下の変更を行うことにより、
ＳＧＷのメディア記憶装置に適用される。
【０４７７】
　ＭＤサーバシステムがＭＤセットアップパケット５８０３０をメディア記憶装置１１４
０に送信した場合、ＭＤセットアップパケット５８０３０は、メディア記憶装置のＭＸを
バイパスし、ＳＧＷ１１２０中のＥＸを介してＳＧＷのメディア記憶装置に到達する。１
つの実施例で、ＳＧＷ１１２０中のＥＸは、ＵＬＰＦを含む。ＭＤサーバシステムからの
ＭＤセットアップパケットが、このＵＬＰＦをセットアップする。
【０４７８】
６．２．１．２　呼の通信．
１．要求されたＭＤセッションをセットアップした後、メディア記憶装置（ＳＧＷのメデ
ィア記憶装置あるいはＵＴのメディア記憶装置のいずれか）は、発呼者にデータを送信し
始める。例えば、図５８ａに示すように、ＵＴのメディア記憶装置は、ＭＰデータパケッ
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トであるデータ５８０６０を発呼者に送信する。また、メディア記憶装置のＭＸ、例えば
ＭＸ１２４０は、ＵＬＰＦチェック（前の中間スイッチのセクションで議論した）を実行
し、データパケットがＭＸを介してＳＧＷ１１６０に到達することを許可するか否かを決
める。
２．ＭＤサーバシステムは、呼の通信段階の全体にわたって、時々、ＭＰ制御パケットで
あるＭＤ保持パケット５８０７０及び５８０８０を、発呼者とＵＴのメディア記憶装置と
に送信する。ＭＤサーバシステムは、それらＭＰ制御パケットを用いて、ＭＤセッション
における当事者に係る呼の接続状態情報（例えば、エラーレート、失われたパケット数）
を収集する。
３．発呼者とＵＴのメディア記憶装置とは、ＭＤサーバシステムにＭＤ保持応答パケット
５８０９０及び５８１００を送信することによって、ＭＤ保持パケットに肯定応答する。
ＭＤ保持応答パケットは、要求された呼の接続状態情報（例えば、エラーレートと失われ
たパケット数）を含む、ＭＰ制御パケットである。ＭＤ保持応答パケット５８０９０及び
５８１００に基づき、ＭＤサーバシステムはＭＤセッションを変更してもよい。例えば、
もし、セッションのエラーレートが、許容できるしきい値を超えた場合には、ＭＤサーバ
システムは発呼者に通知して、セッションを終了できる。
４．呼の通信段階の間の任意の時点において、発呼者は、ＭＰネットワークを介してメデ
ィア記憶装置を制御できる。特に、発呼者は、ＭＰの帯域内信号方式のデータパケットで
あるＭＤ操作５８１１０を、ＵＴのメディア記憶装置に送信できる。このデータパケット
は、そのペイロードフィールド５０５０中に所定の制御情報を含み、この情報は、メディ
ア記憶装置に、その記憶された内容を早送りさせ、巻き戻させ、一時停止させ、あるいは
再生させるが、これらに限定されるものではない。
【０４７９】
６．２．１．３　呼の解放．
　発呼者、ＭＤサーバシステム、あるいはメディア記憶装置は、呼の解放を開始すること
ができる。
【０４８０】
６．２．１．３．１　発呼者によって開始される呼の解放．
１．発呼者は、ＭＰ制御パケットであるＭＤ解放５８１２０をＭＤサーバシステムに送信
する。これに応答して、ＭＤサーバシステムは、同様にＭＰ制御パケットであるＭＤ解放
応答５８１３０を発呼者に送信し、また、メディア記憶装置のＭＸを介して、ＵＴのメデ
ィア記憶装置にＭＤ解放５８１２５を送信する。それに加えて、ＭＤサーバシステムは、
セッションに対する使用量情報（例えば、セッションの継続時間又はトラフィック）の収
集を停止し、ローカルなアカウント処理サーバシステム、例えば、ＳＧＷ１１６０中のサ
ーバ群１００１０のアカウント処理サーバシステム１２０４０（図１２）に、収集された
使用量情報を報告する。それに代わって、視聴毎の支払い方式（ペイ・パー・ビュー）の
サービスの場合には、ＭＤサーバシステムは、単に、ＭＤサービスが提供されたことをサ
ーバシステム１２０４０に報告する。
２．ＵＴのメディア記憶装置に関して、メディア記憶装置のＭＸは、ＭＤ解放５８１２５
を受信するとき、そのＵＬＰＦをリセットする。同様に、ＳＧＷのメディア記憶装置に関
して、ＳＧＷ中のＥＸも、当該ＥＸがＭＤサーバシステムからＳＧＷのメディア記憶装置
への解放パケットを受信した後で、そのＵＬＰＦ（ＥＸがＵＬＰＦを含む場合）をリセッ
トする。
３．発呼者がＭＤサーバシステムからＭＤ解放応答５８１３０を受信した後であり、かつ
、ＭＤサーバシステムがＵＴのメディア記憶装置からのＭＤ解放応答５８１４０を受信し
た後、ＭＤセッションは終了させる。
【０４８１】
６．２．１．３．２　ＭＤサーバシステムによって開始される呼の解放．
　ＭＤサーバシステムの１つの実施例は、受理できない通信状況（例えば、失われたパケ
ット数が過多である、エラーレートが過大である、失われたＭＤ保持応答パケットの数が
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過多である）を検出したときに、呼の解放を開始することができる。
【０４８２】
１．ＭＤサーバシステムが、ＭＰ制御パケットであるＭＤ解放５８１５０及び５８１６０
を発呼者とＵＴのメディア記憶装置とにそれぞれ送信する。これに応答して、発呼者とＵ
Ｔのメディア記憶装置とは、ＭＰ制御パケットであるＭＤ解放応答５８１７０及び５８１
８０をＭＤサーバシステムに戻すように送信し、ＭＤセッションを終了する。ＭＤサーバ
システムは、ＭＤ解放パケットを送信したときに、セッションに対する使用量情報（例え
ば、セッションの継続時間又はトラフィック）の収集を停止する。ＭＤサーバシステムは
また、ローカルなアカウント処理サーバシステム、例えばＳＧＷ１１６０中のサーバ群１
００１０のアカウント処理サーバシステム１２０４０（図１２）に、収集された使用量情
報を報告する。
２．ＵＴのメディア記憶装置に関して、メディア記憶装置のＭＸは、ＭＤ解放５８１６０
を受信する時に、その対応のＵＬＰＦをリセットする。同様に、ＳＧＷのメディア記憶装
置に関して、ＳＧＷにおけるＥＸは、ＭＤサーバシステムからＳＧＷのメディア記憶装置
への解放パケットを受信した後、そのＵＬＰＦ（ＥＸがＵＬＰＦを含む場合）をリセット
する。
【０４８３】
６．２．１．３．３　メディア記憶装置によって開始される呼の解放．
１．メディア記憶装置は、メディア記憶装置のＭＸを介して、ＭＰ制御パケットであるＭ
Ｄ解放５８１９０をＭＤサーバシステムに送信する。さらに、ＭＤサーバシステムは、Ｍ
Ｄ解放５８１９５を発呼者に送信する。これに応答して、発呼者は、ＭＰ制御パケットで
あるＭＤ解放応答５８２００を、ＭＤサーバシステムに戻すように送信し、ＭＤセッショ
ンを終了する。ＭＤ解放５８１９０を受信した後、ＭＤサーバシステムは、ＭＤ解放応答
５８２１０をＵＴのメディア記憶装置に送信し、セッションに対する使用量情報（例えば
、セッションの継続時間又はトラフィック）の収集を停止して、ローカルなアカウント処
理サーバシステム、例えばＳＧＷ１１６０中のサーバ群１００１０のアカウント処理サー
バシステム１２０４０（図１２）に、収集された使用量情報を報告する。
２．ＵＴのメディア記憶装置に関して、メディア記憶装置のＭＸは、ＭＤ解放５８１９０
を受信した後、その対応のＵＬＰＦをリセットする。同様に、ＳＧＷのメディア記憶装置
に関して、ＳＧＷ中のＥＸはまた、当該ＥＸがＭＤサーバシステムからＳＧＷメディア記
憶装置への解放パケットを受信した後、そのＵＬＰＦ（ＥＸがＵＬＰＦを含む場合）をリ
セットする。
【０４８４】
６．２．２　２つのサービスゲートウェイに依存するＭＰに準拠した２つの構成要素の間
のＭＤ．
　図５９ａと図５９ｂは、２つのＳＧＷ、例えば図１ｄに示すＵＴ１３８０とＵＴ１３２
０に依存する、ＭＰに準拠した２つの構成要素の間の１つのＭＤセッションに係る時系列
図を示す。説明のため、ＵＴ１３８０が「発呼者」であり、ＵＴ１３２０が「ＵＴのメデ
ィア記憶装置」である。ＭＸ１１８０が「発呼者のＭＸ」であり、ＭＸ１０８０が「メデ
ィア記憶装置のＭＸ」である。ＵＴ１３８０が代わりにＳＧＷのメディア記憶装置（例え
ば、メディア記憶装置１１４０）とのＭＤセッションを要求する場合には、セッションは
メディア記憶装置のＭＸを必要とせず、ＳＧＷ１１２０のＥＸを必要とするということに
注意する必要がある。
【０４８５】
　ＳＧＷ１１６０のサーバ群１００１０に存在する呼処理サーバシステム１２０１０は、
「発呼者の呼処理サーバシステム」である。同様に、ＳＧＷ１０６０に存在する呼処理サ
ーバシステムは「メディア記憶装置の呼処理サーバシステム」である。ＳＧＷが、ＭＤセ
ッションを管理するために、ある呼処理サーバシステムを専用装置として指定するとき、
指定された専用の呼処理サーバシステムは「ＭＤサーバシステム」と呼ばれる。ＳＧＷ１
０６０の１つの実施例とＳＧＷ１１６０の１つの実施例は、複数の呼処理サーバシステム
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を含み、特定のタイプのマルチメディアサービスを促進するためにこれらのサーバシステ
ムのうちのそれぞれを専用装置として指定する。
【０４８６】
　それに加えて、ＳＧＷ１１６０が、ＭＰの都市圏ネットワーク１０００に対して、都市
圏のマスターのネットワークマネージャ装置として機能することを仮定し、ＳＧＷ１１６
０のサーバ群１００１０中に存在するネットワーク管理サーバシステム１２０３０は、都
市圏のマスターのネットワーク管理サーバシステムである。次の議論は、主に、ＭＤセッ
ションの３つの段階、すなわち、呼のセットアップ、呼の通信、及び呼の解放において、
上述の当事者が互いにどのように対話するかということについて説明する。
【０４８７】
６．２．２．１　呼のセットアップ．
１．都市圏のマスターのネットワーク管理サーバシステムの１つの実施例は、ＭＰの都市
圏ネットワーク１０００のサーバシステムに、例えば発呼者のＭＤサーバシステムとメデ
ィア記憶装置のＭＤサーバシステムとに、ネットワークリソースに関する情報を時々ブロ
ードキャストする。このネットワークリソース情報は、サーバシステムのネットワークア
ドレスと、ＭＰの都市圏ネットワーク１０００の現在のトラフィックフローと、ＭＰの都
市圏ネットワーク１０００のサーバシステムの利用可能な帯域幅及び／又は容量とを含む
が、これらに限定されるものではない。
２．サーバシステムは、都市圏ネットワーク管理サーバシステムからネットワークリソー
ス情報を受信するとき、上記ブロードキャストから所定の情報を抽出して保持する。例え
ば、発呼者のＭＤサーバシステムは、メディア記憶装置のＭＤサーバシステムと連絡を取
ることに関心を有しているので、発呼者のＭＤサーバシステムは、上記ブロードキャスト
から、メディア記憶装置のＭＤサーバシステムのネットワークアドレスを検索して読み出
す。
３．ＵＴ１３８０のような発呼者は、ＭＸ１１８０のような発呼者のＭＸを介して発呼者
のＭＤサーバシステムにＭＤ要求５９０００を送信することによって、呼を開始する。Ｍ
Ｄ要求５９０００は、発呼者のネットワークアドレスと、ＵＴのメディア記憶装置のユー
ザアドレスとの情報を含む、ＭＰ制御パケットである。前の論理リンクのセクションで議
論したように、発呼者は、典型的には、ＵＴのメディア記憶装置のネットワークアドレス
を知らないが、ＵＴのメディア記憶装置のユーザアドレスを知っている。代わりに、発呼
者は、ＵＴのメディア記憶装置のユーザアドレスを対応のネットワークアドレスにマッピ
ングするために、ＳＧＷにおけるサーバ群に依存する。それに加えて、発呼者とＵＴのメ
ディア記憶装置とは、ＳＧＷ１１６０とＳＧＷ１０６０中のサーバ群のネットワーク管理
サーバシステムからそれぞれ、ＭＤセッションを実行するためのＭＰネットワーク情報（
例えば、発呼者のＭＤサーバシステム及びメディア記憶装置のＭＤサーバシステムのネッ
トワークアドレス）を取得する。
４．ＭＤ要求５９０００を受信した後、発呼者のＭＤサーバシステムは、前のサーバ群の
セクションで議論したようなＭＣＣＰ手順を実行し、発呼者による処理の続行を許可する
か否かを決める。
５．発呼者のＭＤサーバシステムは、ＭＣＣＰ手順の結果を含むＭＰ制御パケットである
ＭＤ要求応答５９０１０を発行することによって、発呼者の要求に肯定応答する。
６．次に、発呼者のＭＤサーバシステムは、それぞれ、ＭＰセットアップパケット５９０
２０を発呼者のＭＸを介して発呼者に送信し、ＭＤ接続指示５９０３０をメディア記憶装
置のＭＤサーバシステムに送信する。このセットアップパケットと接続指示とは、ＭＰ制
御パケットであり、発呼者とＵＴのメディア記憶装置とのネットワークアドレスと、要求
されたＭＤセッションの許容された呼のトラフィックフロー（例えば、帯域幅）を含む。
７．メディア記憶装置のＭＤサーバシステムは、ＭＤセットアップパケット５９０４０を
、メディア記憶装置のＭＸを介してＵＴのメディア記憶装置に送信する。このセットアッ
プパケットはカラー情報を含み、このカラー情報は、ＭＸ１１８０のような発呼者のＭＸ
と、ＭＸ１０８０のようなメディア記憶装置のＭＸとに、ＭＸにおけるＵＬＰＦをセット
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アップさせる。このＵＬＰＦの更新処理は、前の中間スイッチのセクションで詳述した。
８．発呼者とＵＴのメディア記憶装置とは、ＭＤセットアップ応答パケット５９０５０及
び５９０６０を、それらの各ＭＤサーバシステムにそれぞれ戻すように送信することによ
って、ＭＤセットアップパケット５９０２０及び５９０４０に肯定応答する。ＭＤセット
アップ応答パケットはＭＰ制御パケットである。
９．ＭＤセットアップパケット５９０６０を受信した後、メディア記憶装置のＭＤサーバ
システムは、発呼者のＭＤサーバシステムにＭＤ接続肯定応答５９０７０を送信すること
によって、発呼者のＭＤサーバシステムに、ＭＤセッションを続行するように通知する。
さらに、発呼者のＭＤサーバシステムは、ＭＤセットアップ応答パケット５９０５０とＭ
Ｄ接続肯定応答５９０７０を受信した後、ＭＤセッションに対する使用量情報（例えば、
セッションの継続時間又はトラフィック）の収集を開始する。
【０４８８】
　発呼者とメディア記憶装置が、ＭＰの異なる都市圏ネットワーク（しかし同じ全国的ネ
ットワーク内に存在する）あるいはＭＰの異なる全国的ネットワークのいずれかに存在す
る場合には、前のＭＴＰＳの呼のセットアップのセクションで議論したように、上述のＭ
Ｄセットアップの段階は、追加のＭＰの都市圏ネットワーク間での処理手順、あるいはＭ
Ｐの全国的ネットワーク間での処理手順を含む。
【０４８９】
６．２．２．２　呼の通信．
１．ＵＴのメディア記憶装置は、メディア記憶装置のＭＸと、メディア記憶装置のＭＸ及
び発呼者のＭＸを管理するＳＧＷ中のＥＸと、発呼者のＭＸとを介して、データ５９０８
０を発呼者に送信し始める。データ５９０８０はＭＰデータパケットである。次に、メデ
ィア記憶装置のＭＸのＵＬＰＦはＵＬＰチェック（これは前の中間スイッチのセクション
で詳述した）を実行して、データパケットがＳＧＷ１０６０に到達することを許可するか
否かを決める。ＵＴのメディア記憶装置と、ＵＴのメディア記憶装置を管理するＳＧＷ（
ＳＧＷ１０６０）中のＥＸとの間でデータパケットが通過する論理リンクは、ボトムアッ
プの論理リンクであるのに対して、発呼者を管理するＳＧＷ（ＳＧＷ１１６０）中のＥＸ
と、発呼者との間でデータパケットが通過する論理リンクは、トップダウンの論理リンク
である。また、前の論理層のセクションで説明したように、ＳＧＷ１０６０中のＥＸは、
ＳＧＷ１１６０中のＥＸに向かってデータパケットを方向付けるために、ルーティングテ
ーブル（それがオフラインで計算できる）を検索する。
２．発呼者のＭＤサーバシステムは、呼の通信段階の全体にわたって、時々、ＭＤ保持パ
ケット５９０９０を送信し、ＭＤ状態照会５９１００をメディア記憶装置のＭＤサーバシ
ステムに送信する。さらに、メディア記憶装置のＭＤサーバシステムは、ＭＤ保持パケッ
ト５９１１０をＵＴのメディア記憶装置に送信する。ＭＤ保持パケット５９０９０及び５
９１１０は、ＭＤセッションにおける当事者に係る呼の接続状態情報（例えば、エラーレ
ートと失われたパケット数）を収集するために用いられる、ＭＰ制御パケットである。
３．発呼者とＵＴのメディア記憶装置とは、それらの各ＭＸを介してそれらの各ＭＤサー
バシステムにＭＤ保持応答パケット５９１２０及び５９１３０を送信することによって、
ＭＤ保持パケットに肯定応答する。ＭＤ保持応答パケットは、要求された呼の接続状態情
報（例えば、エラーレートと失われたパケット数）を含む、ＭＰ制御パケットである。
４．ＭＤ保持応答パケット５９１３０を受信した後、メディア記憶装置のＭＤサーバシス
テムは、ＭＤ状態応答５９１４０を用いて、ＵＴのメディア記憶装置から発呼者のＭＤサ
ーバシステムに、要求された情報を伝送する。
５．ＭＤ保持応答パケット５９１２０とＭＤ状態応答５９１４０に基づき、発呼者のＭＤ
サーバシステムは、ＭＤセッションを変更できる。例えば、そのセッションのエラーレー
トが、許容できるしきい値を超えた場合に、発呼者のＭＤサーバシステムは、当事者に通
知して、セッションを終了できる。
６．呼の通信段階の間の任意の時点において、発呼者は、ＭＰネットワークを介してメデ
ィア記憶装置を制御できる。特に、発呼者は、ＭＰの帯域内信号方式のデータパケットで
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あるＭＤ操作５９１５０をＵＴのメディア記憶装置に送信できる。このデータパケットは
、そのペイロードフィールド５０５０中に所定の制御情報を含み、この情報は、メディア
記憶装置に、その記憶された内容を早送りさせ、巻き戻させ、一時停止させ、あるいは再
生させるが、これらに限定されるものではない。
【０４９０】
　発呼者とメディア記憶装置とが、ＭＰの異なる都市圏ネットワーク（しかし同じ全国的
ネットワーク内に存在する）あるいはＭＰの異なる全国的ネットワークのいずれかに存在
する場合には、前述のＭＤの呼の通信段階は、ＭＴＰＳの呼のセットアップのセクション
で議論した手順と同じように、追加のＭＰの都市圏ネットワーク間でのパケット転送手順
、あるいはＭＰの全国的ネットワーク間でのパケット転送手順を含む。
【０４９１】
６．２．２．３　呼の解放．
　発呼者、発呼者のＭＤサーバシステム、メディア記憶装置のＭＤサーバシステム、ある
いはメディア記憶装置は、呼の解放を開始することができる。
【０４９２】
６．２．２．３．１　発呼者によって開始される呼の解放．
１．発呼者は、ＭＰ制御パケットであるＭＤ解放５９１８０を発呼者のＭＤサーバシステ
ムに送信する。これに応答して、発呼者のＭＤサーバシステムは、ＭＤ解放応答５９１９
０を発呼者に送信することによってこの解放要求に肯定応答し、ＭＤ解放指示５９２００
を用いて、メディア記憶装置のＭＤサーバシステムにこの要求について通知する。また、
発呼者のＭＤサーバシステムは、セッションに対する使用量情報（例えば、セッションの
継続時間あるいはトラフィック）の収集を停止して、ローカルなアカウント処理サーバシ
ステム、例えばＳＧＷ１１６０中のサーバ群１００１０のアカウント処理サーバシステム
１２０４０（図１２）に、収集された使用量情報を報告する。それに代わって、視聴毎の
支払い方式の場合には、発呼者のＭＤサーバシステムは、単に、ＭＤサービスが提供され
たことをアカウント処理サーバシステム１２０４０に報告する。
２．ＭＤ解放指示５９２００を受信した後、メディア記憶装置のＭＤサーバシステムは、
メディア記憶装置のＭＸを介して、ＵＴのメディア記憶装置にＭＤ解放５９２１０を送信
する。
３．ＵＴのメディア記憶装置に関して、メディア記憶装置のＭＸは、ＭＤ解放５９２１０
を受信するとき、そのＵＬＰＦをリセットする。同様に、ＳＧＷのメディア記憶装置に関
して、ＳＧＷ中のＥＸはまた、当該ＥＸがＭＤサーバシステムからＳＧＷのメディア記憶
装置への解放パケットを受信した後、そのＵＬＰＦ（ＥＸがＵＬＰＦを含む場合）をリセ
ットする。
４．ＵＴのメディア記憶装置は、メディア記憶装置のＭＸを介してメディア記憶装置のＭ
ＤサーバシステムにＭＤ解放応答５９２２０を送信することによって、メディア記憶装置
のＭＤサーバシステムからの解放要求に肯定応答する。次に、メディア記憶装置のＭＤサ
ーバシステムは、発呼者のＭＤサーバシステムにＭＤ解放肯定応答５９２３０を送信する
。
５．発呼者は、発呼者のＭＤサーバシステムからＭＤ解放応答５９１９０を受信した後、
ＭＤセッションを終了する。
【０４９３】
６．２．２．３．２　ＭＤサーバシステムによって開始される呼の解放．
　一実施形態に係るＭＤサーバシステムは、当該ＭＤサーバシステムが受理できない通信
状況（例えば、失われたパケット数が過多である、エラーレートが過大である、失われた
ＭＤ保持応答パケット及び／又はＭＤ状態応答パケットの数が過多である）を検出すると
き、呼の解放を開始することができる。同様に、都市圏のマスターのネットワーク管理サ
ーバシステムはまた、複数のＳＧＷの間において受理できない通信状況を検出すると、呼
を終了することができる。
【０４９４】
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１．説明のため、発呼者のＭＤサーバシステムが呼の解放を開始すると仮定し、これは、
ＭＰ制御パケットであるＭＤ解放５９２４０とＭＤ解放指示５９２５０を、発呼者とメデ
ィア記憶装置のＭＤサーバシステムとにそれぞれ送信する。これに応答して、発呼者は、
ＭＤ解放応答５９２６０を発呼者のＭＤサーバシステムに戻すように送信して、効果的に
ＭＤセッションを終了する。また、メディア記憶装置のＭＤサーバシステムは、ＭＤ解放
５９２７０を、メディア記憶装置のＭＸを介してＵＴのメディア記憶装置に送信する。発
呼者のＭＤサーバシステムは、ＭＤ解放パケットとＭＤ解放指示パケットを送信するとき
、セッションに対する使用量情報（例えば、セッションの継続時間又はトラフィック）の
収集を停止する。発呼者のＭＤサーバシステムは、ローカルなアカウント処理サーバシス
テム、例えばＳＧＷ１１６０中のサーバ群１００１０のアカウント処理サーバシステム（
図１２）に、収集された使用量情報を報告する。
２．ＵＴのメディア記憶装置に関して、メディア記憶装置のＭＸは、ＭＤ解放５９２７０
を受信するとき、その対応のＵＬＰＦをリセットする。同様に、ＳＧＷメディア記憶装置
に関して、ＳＧＷ中のＥＸはまた、当該ＥＸがＭＤサーバシステムからＳＧＷメディア記
憶装置への解放パケットを受信した後、そのＵＬＰＦ（ＥＸがＵＬＰＦを含む場合）をリ
セットする。
３．ＭＤ解放応答５９２８０を受信した後、メディア記憶装置のＭＤサーバシステムは、
発呼者のＭＤサーバシステムにＭＤ解放肯定応答５９２９０を送信する。
４．発呼者のＭＤサーバシステムは、ＭＤ解放肯定応答５９２９０とＭＤ解放応答５９２
６０の両方を受信した後、セッションを終了する。
【０４９５】
　メディア記憶装置のＭＤサーバシステムが呼の解放を開始する場合にも、同様の手順が
適用される。
【０４９６】
６．２．２．３．３　ＵＴのメディア記憶装置によって開始される呼の解放．
１．ＵＴのメディア記憶装置は、ＭＤ解放５９３００をメディア記憶装置のＭＸを介して
メディア記憶装置のＭＤサーバシステムに送信することによって、解放を開始する。次に
、メディア記憶装置のＭＤサーバシステムは、ＭＤ解放要求５９３１０を発呼者のＭＤサ
ーバシステムに送信する。発呼者のＭＤサーバシステムは、セッションに対する使用量情
報（例えば、セッションの継続時間又はトラフィック）の収集を停止して、ＳＧＷ１１６
０中のサーバ群１００１０のローカルなアカウント処理サーバシステム１２０４０に、収
集された使用量情報を報告する。
２．次に、発呼者のＭＤサーバシステムは、発呼者にＭＤ解放５９３２０を送信し、メデ
ィア記憶装置のＭＤサーバシステムにＭＤ解放要求応答５９３３０を送信する。
３．ＭＤ解放要求応答５９３３０を受信した後、メディア記憶装置のＭＤサーバシステム
はセッションを終了して、ＭＤ解放応答５９３４０を、メディア記憶装置のＭＸを介して
ＵＴのメディア記憶装置に送信する。
４．ＵＴのメディア記憶装置に関して、メディア記憶装置のＭＸは、ＭＤ解放応答５９３
４０を受信するとき、その対応のＵＬＰＦをリセットする。同様に、ＳＧＷメディア記憶
装置に関して、ＳＧＷ中のＥＸは、当該ＥＸがＭＤサーバシステムからＳＧＷのメディア
記憶装置への解放パケットを受信した後、そのＵＬＰＦ（ＥＸがＵＬＰＦを含む場合）を
リセットする。
５．発呼者は、ＭＤセッションにおけるその参加を終了することによってＭＤ解放５９３
２０に応答し、発呼者のＭＤサーバシステムにＭＤ解放応答５９３５０を送信する。
【０４９７】
６．３　メディアマルチキャスト（「ＭＭ」）．
６．３．１　単一のサービスゲートウェイに依存する複数のＵＴ間のＭＭ．
　ＭＭは、１つのＵＴが、他の多くのＵＴとの間でリアルタイムのマルチメディア情報を
通信することを可能にする。ＭＭセッションを開始する当事者は「発呼者」と呼ばれ、Ｍ
Ｍセッションに参加することへの発呼者からの勧誘を受諾する当事者は「被呼者」と呼ば
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れる。いくつかの例では、ＭＭセッションは「会合通知者」を含み、この会合通知者は、
発呼者からＭＭセッションを開始する要求を受信し、ＭＭセッションの潜在的な被勧誘者
に対して、ＭＭセッションに関する情報を伝送することができる。会合通知者は、ＳＧＷ
１１６０のサーバ群１００１０（図１０）中のサーバシステムや、あるいは、ＨＧＷ１２
００（図１ｄ）に接続された（例えば、家庭用サーバシステムとしての）ＵＴであること
が可能であるが、これらに限定されるものではない。
【０４９８】
　説明のため、上述の各参加者は、１つのＳＧＷに、例えばＳＧＷ１１６０に依存する。
この例では、ＵＴ１３８０は、最初に、ＵＴ１４００及び１４２０とのＭＭセッションを
要求し、次に呼の間にＵＴ１４５０を追加する。従って、ＵＴ１３８０が「発呼者」であ
る。ＵＴ１４００が「被呼者１」であり、ＵＴ１４５０が「被呼者２」であり、ＵＴ１４
２０が「被呼者２」である。１つの実施例で、ＵＴ１３６０は「会合通知者」である。こ
こでは、「発呼者のＭＸ」はＭＸ１１８０を示す。それに加えて、「ＭＭサーバシステム
」は、ＭＭセッションを管理する専用のサーバシステムを示す。特に、ＭＭサーバシステ
ムは、ＳＧＷ１１６０のサーバ群１００１に存在する呼処理サーバシステム１２０１０（
図１２）であることが可能である。次の議論は、主に、ＭＭセッションの４つの段階、す
なわち、被呼者のメンバーの確立、呼のセットアップ、呼の通信、及び呼の解放において
、各当事者が互いにどのように対話するかということについて説明する。
【０４９９】
６．３．１．１　被呼者のメンバーの確立．
　図６１と図６２は、ＭＭセッションにおいて被呼者のメンバーシップを確立する２つの
方法を示す。ある実装では会合通知者を必要とするが（図６０）、他の実装では必要とし
ない（図６１）。
【０５００】
　図６０によれば、以下のことを含む。
【０５０１】
１．発呼者は、会合に関する情報（例えば、会合の時間、トピック及び主題）を会合通知
６０００で会合通知者に送信し、勧誘された被呼者のリスト（例えば、勧誘された被呼者
のユーザアドレス）を会合メンバー６００１０で会合通知者に送信する。会合通知６００
００と会合メンバー６００１０の両方は、ＭＰ制御パケットである。
２．会合通知者は、ユーザアドレスをサーバ群１００１０に送信して、対応するネットワ
ークアドレスを取得する。
３．勧誘された被呼者のネットワークアドレスに基づき、会合通知者は、会合通知パケッ
ト６００２０、６００３０及び６００４０を用いて、勧誘された被呼者に会合通知６００
００内の情報を分配する。
４．勧誘された被呼者は、応答６００５０、６００６０及び６００７０を用いて、ＭＭセ
ッションへの参加に同意するか、あるいは勧誘を拒絶するかのいずれかを行うことができ
る。これら応答もＭＰ制御パケットである。
【０５０２】
　一方、図６１は、会合通知者を関与させないＭＭセッションにおける、被呼者のメンバ
ーシップを確立する処理を示す。具体的には、以下のことを含む。
【０５０３】
１．発呼者は、ＭＰ制御パケットである会合通知パケット６１０００、６１０１０及び６
１０２０を、勧誘された被呼者に送信する。
２．勧誘された被呼者は、同様にＭＰ制御パケットでありかつ発呼者に戻される応答パケ
ット６１０３０、６１０４０及び６１０５０によって応答し、ＭＭセッションに参加する
ことについてのかれらの関心を知らせる。
【０５０４】
　２つのメンバーシップ確立処理について議論したが、当該技術分野における通常の技能
を有する者には、別の機構を用いてＭＰネットワークにおいて被呼者のメンバーシップを
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セットアップすることは明らかであろう。例えば、メンバーシップは、例えば、電話、電
報、ファクシミリ、及び顔を合わせての会話を含むがこれらに限らない手段を用いて、オ
フラインで確立できる。
【０５０５】
６．３．１．２　呼のセットアップ．
　図６２ａと図６２ｂは、ＭＭセッションを確立するための１つの呼のセットアップ処理
を示す。具体的には、次のことを含む。
【０５０６】
１．発呼者、例えばＵＴ１３８０は、発呼者のＭＸ、例えばＭＸ１１８０を介して、ＭＭ
サーバシステムにＭＭ　ＭＣＣＰ要求６２０００を送信する。
２．これに応答して、ＭＭサーバシステムは、要求されたＭＣＣＰ（これは、サーバ群の
セクションで議論され、後の段落でも議論する）を実行して、発呼者による処理のさらな
る続行を許可するか否かを決定し、ＭＭ　ＭＣＣＰ応答６２０１０を用いて、発呼者にＭ
ＣＣＰの結果を戻す。ＭＭ　ＭＣＣＰ要求６２０００とＭＭ　ＭＣＣＰ応答６２０１０の
両方は、ＭＰ制御パケットである。
３．ＭＭサーバシステムは、ＭＭセットアップパケット６２０２０、６２０３０及び６２
０３５を送信する。ＭＭセットアップパケット６２０２０、６２０３０及び６２０３５は
、図５に示すような当該パケットのＤＡフィールド５０１０に被呼者のネットワークアド
レスを含み、ペイロードフィールド５０５０に予約されたセッション番号を含む、ＭＰ制
御パケットである。パケット６２０２０は、ＳＧＷ１１６０中のＥＸとＭＸ１１８０を介
して発呼者に進む。制御パケット６２０３０及び６２０３５は、ＳＧＷ１１６０中のＥＸ
と、ＭＸ１１８０（ＵＴ１４００に対する）又はＭＸ１２４０（ＵＴ１４５０に対する）
のいずれかとを介して、被呼者１及び被呼者２に進む。
４．ＭＭセットアップパケット６２０２０、６２０３０及び６２０３５を受信した後、Ｓ
ＧＷ１１６０中のＥＸと、ＭＸ１１８０のような発呼者のＭＸと、ＭＸ１２４０とは、前
のエッジ部のスイッチのセクションと中間スイッチのセクションで議論したように、カラ
ー情報に従ってそれらのＬＴを更新する。さらに、ＭＸは、パケット中の部分的なアドレ
ス情報に従って、パケットをＨＧＷに、例えばＨＧＷ１２００及び１２６０に転送する。
５．ＭＸ１１８０のような発呼者のＭＸがＭＭセットアップパケット６２０２０を受信す
るとき、発呼者のＭＸはまた、前の中間スイッチのセクションで議論したように、そのＵ
ＬＰＦをセットアップする。
６．発呼者と被呼者は、ＭＭセットアップ応答６２０４０、６２０５０及び６２０６０に
よって、ＭＭセットアップパケットに応答する。
【０５０７】
　また、ＭＭ　ＭＣＣＰ応答パケット６２０１０が、要求された動作に失敗したことを示
している場合、ＭＭセッションはさらなる処理をすることなく終了するということを注意
する必要がある。一方、ＭＭ　ＭＣＣＰ応答パケット６２０１０が、要求された操作は承
認されるが、ＭＭセットアップ応答６２０４０、６２０５０及び６２０６０中の１つはセ
ットアップに失敗したということを示す場合には、セットアップに失敗したことを示した
当事者が不在の状態で、ＭＭセッションは継続する。それに代わって、ＭＭセッションが
すべての当事者の存在を必要とする場合であって、かつ上述の応答パケット中の１つがセ
ットアップに失敗したことを示す場合には、ＭＭセッションはさらなる処理をすることな
く終了する。
【０５０８】
　図６３ａと図６３ｂは、ＳＧＷのサーバ群中の複数のサーバシステムを伴う、１つのＭ
ＣＣＰ手順を示す。複数のサーバシステムは、例えば、発呼者のＭＭサーバシステム（例
えば、ＭＭ動作専用として指定された呼処理サーバシステム１２０１０（図１２））、ア
ドレスマッピングサーバシステム（例えば、アドレスマッピングサーバシステム１２０２
０）、ネットワーク管理サーバシステム（例えば、ネットワーク管理サーバシステム１２
０３０）、及びアカウント処理サーバシステム（例えば、アカウント処理サーバシステム
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１２０４０）である。
【０５０９】
１．発呼者は、ＭＭ要求６３０００を発呼者のＭＭサーバシステムに送信する。ＭＭセッ
ションが、１つＳＧＷ、例えばＳＧＷ１１６０の下で発生するので、発呼者のＭＭサーバ
システムはまた、すべての被呼者を制御する。ＭＭ要求６３０００は、ＭＰ制御パケット
であり、ＭＭセッションの支払者のユーザアドレスと、発呼者及びＭＭサーバシステムの
ネットワークアドレスとを含む。発呼者は、前のサーバ群のセクションで議論したように
、ＮＩＤＰを用いて、それ自身のネットワークアドレスと、発呼者のＭＭサーバシステム
のネットワークアドレスとを知る。
２．発呼者からのＭＭ要求６２０００を受信した後、発呼者のＭＭサーバシステムは、ア
ドレスマッピングサーバシステムにアドレス解決照会６３０１０を送信する。アドレス解
決照会６３０１０は、支払者のユーザアドレスと、アドレスマッピングサーバシステムの
ネットワークアドレスとを含む。発呼者のＭＭサーバシステムは、同様にＮＩＤＰを用い
て、アドレスマッピングサーバシステムのネットワークアドレスを取得する。
３．アドレスマッピングサーバシステムは、支払者のユーザアドレスを、支払者のネット
ワークアドレスにマッピングし、アドレス解決照会応答６３０２０を用いて、発呼者のＭ
Ｍサーバシステムに、支払者のネットワークアドレスを戻す。
４．発呼者のＭＭサーバシステムは、アカウント処理状態照会６３０３０をアカウント処
理サーバシステムに送信する。アカウント処理状態照会６３０３０は、支払者とアカウン
ト処理サーバシステムとのネットワークアドレスを含む。
５．アカウント処理サーバシステムは、アカウント処理状態照会応答６３０４０を用いて
、支払者のアカウント処理状態により、発呼者のＭＭサーバシステムに応答する。
６．発呼者のＭＭサーバシステムは、ＭＭ要求応答６３０５０を発呼者に送信する。１つ
の実施例で、この応答は、発呼者に、ＭＭセッションを続行するか否かを知らせる。
７．発呼者が続行することの許可を受けた場合には、発呼者は、被呼者１のユーザアドレ
スを含むＭＭメンバー１　６３０６０を、発呼者のＭＭサーバシステムに送信する。
８．発呼者のＭＭサーバシステムは、被呼者１のユーザアドレスを含むアドレス解決照会
６３０７０を、アドレスマッピングサーバシステムに送信する。
９．アドレスマッピングサーバシステムは、アドレス解決照会応答６３０８０を用いて、
被呼者１のネットワークアドレスを戻す。
１０．発呼者のＭＭサーバシステムは、被呼者１及び被呼者２のネットワークアドレスを
含むネットワークリソース承認照会６３０９０を、ネットワーク管理サーバシステムに送
信する。
１１．ネットワーク管理サーバシステムが有するリソース情報に基づき、ネットワーク管
理サーバシステムは、被呼者１及び被呼者２とのＭＭセッションを確立することの発呼者
による要求を承認するか、あるいは不承認するかのいずれかを行う。また、ネットワーク
管理サーバシステムの１つの実施例は、それが管理するＵＴの間における要求されたＭＭ
セッションに割り当てるために利用可能なセッション番号のプールを保持している。特に
、ネットワーク管理サーバシステムが、要求されたＭＭセッションに特定のセッション番
号を割り当てる場合、割り当てられた番号は「予約済み」になって、要求されたＭＭセッ
ションが終了するまで利用不可能になる。ネットワーク管理サーバシステムは、ネットワ
ークリソース承認照会応答６３１００を用いて、その呼を許可する決定とその予約された
セッション番号とを発呼者のＭＭサーバシステムに送信する。
１２．ネットワーク管理サーバシステムが発呼者の要求を承認する場合には、発呼者のＭ
Ｍサーバシステムは、被呼者照会６３１１０を被呼者１に送信する。
１３．被呼者１は、被呼者照会応答６３１２０によって、発呼者のＭＭサーバシステムに
応答する。１つの実施例で、この照会応答は、被呼者１の参加状態を発呼者のＭＭサーバ
システムに知らせる。
１４．次に、発呼者のＭＭサーバシステムは、ＭＭ確認１　６３１３０を用いて、発呼者
に被呼者１の応答を伝送する。
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１５．複数の被呼者（例えば、被呼者２）が存在する場合、上述のステップ７乃至１４が
繰り返される。
【０５１０】
　ある条件を満たすことに失敗した場合、上述のＭＣＣＰ手順は自動的に終了する。例え
ば、支払者のアカウント処理状態が利用可能でない場合、発呼者のＭＭサーバシステムは
、発呼者に知らせて、効果的にＭＣＣＰを終了する。当該技術分野における通常の技能を
有する者には、開示されたＭＣＣＰ技術の範囲内になお含まれながら、特定の詳細事項を
用いることなく議論されたＭＣＣＰを実装することは明らかであろう。また、前述の議論
においてネットワーク管理サーバシステムはセッション番号を予約することに責務を有し
ていたが、当該技術分野における通常の技能を有する者には、開示されたＭＰ　ＭＭ技術
の範囲を超えることなく、セッション番号予約のタスクを実行するために他のサーバシス
テム（例えば、呼処理サーバシステム）を用いることは明らかであろう。
【０５１１】
６．３．１．３　呼の通信．
　図６２ａは、ＭＭセッションにおける例示的な呼の通信処理を示す。具体的に言えば、
以下のことを含む。
【０５１２】
１．発呼者、例えばＵＴ１３８０は、ＭＰデータパケットであるデータ６２０７０を、被
呼者に、例えばＵＴ１４００、ＵＴ１４２０及びＵＴ１４５０に送信する。１つの実施例
で、ＭＭセッションの呼の通信段階の間に使用されたネットワークアドレスは、図９ｃに
示すネットワークアドレスのフォーマットに従うので、これらのパケットは同じＤＡを含
む。さらに具体的には、これらのＭＰデータパケットはＭＰの都市圏ネットワーク（例え
ば、ＭＰの都市圏ネットワーク１０００）内を伝搬するので、これらのデータパケットに
おけるデータタイプサブフィールド９２２０、ＭＰサブフィールド９２３０、国サブフィ
ールド９２４０、及び都市サブフィールド９２５０は、同じ情報を含む。それに加えて、
各マルチキャストセッションが１つのセッション番号に対応し、同じマルチキャストセッ
ション中のＭＰデータパケットが１つのカラー情報（すなわち、ＭＭデータのカラー）に
対するので、これらのデータパケットにセッション番号サブフィールドと一般的なカラー
のサブフィールド６０９０も、同じ情報を含む。
２．発呼者のＭＸ、例えばＭＸ１１８０は、次に、これらのデータパケットに対して、前
の中間スイッチのセクションで詳述したＵＬＰＦチェックを実行する。
３．データパケットがＵＬＰＦチェックのいずれかに不合格であった場合、発呼者のＭＸ
はパケットを廃棄する。それに代わって、発呼者のＭＸは、パケットを指定されたＵＴに
転送して、発呼者から被呼者までの伝送失敗レートに追跡してもよい。
４．データ６２０７０の転送の間に、ＭＭサーバシステムは、時々、ＭＭ保持パケット６
２０８０、６２０９０及び６２０９５を、発呼者、被呼者１及び被呼者２にそれぞれ送信
する。ＭＭ保持パケット６２０８０、６２０９０及び６２０９５は、ＭＰ制御パケットで
あり、ＭＭセットアップパケット６２０２０、６２０３０及び６２０３５と同じＤＡ（す
なわち、同じ部分的なアドレス情報と、同じセッション番号）を含む。
５．前のエッジ部のスイッチ、中間スイッチ及びユーザスイッチのセクションで議論した
ように、ＭＭセッションの伝送経路に沿ったスイッチは、ＭＭ保持パケットに従って、そ
れらのＬＴを更新する。
６．発呼者と被呼者は、ＭＭ保持応答パケット６２１００、６２１１０及び６２１２０に
よって、ＭＭ保持パケットにそれぞれ応答する。これらの応答パケット中のいずれかが、
ＭＭ保持パケットに対する失敗あるいは拒絶を示す場合には、失敗あるいは拒絶を示す当
事者は、後で議論するＭＭセッションの解放段階に移行する。
７．ＭＭサーバシステムが発呼者からの最初のＭＭ保持応答パケット（例えば、ＭＭ保持
応答６２１００）を受信するとき、ＭＭサーバシステムは、ＭＭセッションのアカウント
処理に関するパラメータ（例えば、ＭＭセッションのトラフィックフロー及び継続時間）
を計算し始める。サーバシステムの１つの実施例で、ＭＭサーバシステム又はネットワー
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ク管理サーバシステムのいずれかは、これらのアカウント処理に関するパラメータと、そ
のパラメータを取得するための関連づけれらたポリシーとを確立できる。１つの実施例で
、発呼者と被呼者からの失われたＭＭ保持応答パケットの数が、予め決められたしきい値
を超えた場合には、ＭＭサーバシステムは、ＭＭセッションを、後で議論される解放段階
に移行する。
【０５１３】
　上述の例で、ＭＭセッションにおける発呼者から複数の被呼者への半２重のデータ通信
について説明したが、当該技術分野における通常の技能を有する者には、開示された技術
を用いて、ＭＭセッションにおける全２重のデータ通信を達成することは明らかであろう
。１つの実施例で、上述の被呼者のうちの１つが、ＭＭセッションにおける他の当事者に
データを伝送することを希望する場合、この被呼者は、もう１つのＭＭセッションを要求
して、同じ当事者らに参加するように勧誘することができる。結果として、この発呼者と
被呼者は、異なるセッション番号を用いて彼らのデータパケットを伝送してはいるものの
、実際上は全２重のデータ通信を達成している。それに代わって、真の全２重（すなわち
、発呼者と被呼者の両方が同時に同じセッション番号を用いてデータを送信する）データ
通信が、図６２ａに示したことと上で議論したこととに類似した手順を用いて実現できる
。しかしながら、全２重の通信の安全性が危険にさらされていないことを保証するために
、ＭＭサーバシステムは、発呼者のＭＸと被呼者のＭＸの両方のＵＬＰＦをセットアップ
する。
【０５１４】
　ＭＭセッションの呼の通信段階の間に、新しい被呼者がセッションに追加されることが
可能であり、存在する被呼者がセッションから除去されることが可能であり、また、セッ
ションの参加者の身分（識別情報）も照会可能である。
【０５１５】
６．３．１．３．１　新しい被呼者の付加．
　被呼者３のような被呼者が既存のＭＭセッションに参加することを希望する場合、その
被呼者は、最初に発呼者に通知する。次に、発呼者は、図６４に示すような処理を行って
、被呼者３をＭＭセッションに添加する。具体的には、以下のことを含む。
【０５１６】
１．発呼者（例えばＵＴ１３８０）は、ＭＭメンバー６４０００をＭＭサーバシステムに
送信する。ＭＭメンバー６４０００はＭＰ制御パケットであり、これは、被呼者３（例え
ばＵＴ１４２０）を追加する要求と、ＭＭセッションの支払い者及び被呼者３のユーザア
ドレスとを示す。
２．ＭＭサーバシステムは、図６３ａ及び図６３ｂに示すようなＭＣＣＰを実行して、発
呼者の要求を許可するか否かを決める。
３．ＭＭサーバシステムは、ＭＣＣＰの結果を示すＭＭ確認６４０１０で応答する。
４．ＭＭサーバシステムが発呼者の要求を許可する場合には、次に、ＭＭサーバシステム
は、ＭＭセットアップパケット６４０２０及び６４０３０をそれぞれ、発呼者のＭＸを介
して発呼者に送信し、被呼者３のＭＸを介して被呼者３に送信する。ＭＭセットアップパ
ケットは、ＭＰ制御パケットであり、伝送経路に沿ったスイッチのＬＴをセットアップす
る。
５．ＭＭセットアップパケット６４０２０に応答して、発呼者のＭＸ（例えば、ＭＸ１１
８０）はまたＵＬＰＦのセットアップを実行する。
６．ＭＭセットアップパケットに応答して、発呼者と被呼者３は、ＭＭセットアップ応答
パケット６４０４０及び６４０５０によってそれぞれ応答する。
【０５１７】
　被呼者３が追加された後で、被呼者３は、発呼者からＭＭデータパケットを受信し始め
る。
【０５１８】
６．３．１．３．２　存在する被呼者の除去．
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　進行中のＭＭセッションにおいて、発呼者（例えばＵＴ１３８０）が、被呼者２のよう
な被呼者（例えばＵＴ１４５０）の参加を終了させることを希望する場合、これを実行す
るための例示的な処理を図６４で説明する。具体的には、以下のことを含む。
【０５１９】
１．発呼者は、ＭＭメンバー６４０６０をＭＭサーバシステムに送信する。ＭＭメンバー
６４０６０はＭＰ制御パケットであり、被呼者２のユーザアドレスと、被呼者２を除去す
る要求とを含む。ＭＭサーバシステムは、この進行中のＭＭセッションをセットアップし
た後で被呼者２のネットワークアドレスを保持するか、アドレスマッピングサーバシステ
ムに照会することによってネットワークアドレスを取得するかのいずれかを行う。
２．ＭＭサーバシステムは、発呼者にＭＭ確認６４０７０を送信する。ＭＭ確認６４０７
０は、ＭＰ制御パケットであり、ＭＭセッションからの被呼者２の除去について確認する
。ＭＭ確認６４０７０はまた、発呼者のＭＸにおけるＵＬＰＦのいくつかのパラメータを
リセットする（例えば、ＵＬＰＦが被呼者２のＳＡに基づいてフィルタリングしない）。
【０５２０】
　被呼者２がＭＭセッションから除去された後、ＭＭサーバシステムの１つの実施例は、
被呼者２の情報を含むＭＭ保持パケットの送信を停止する。結果として、伝送に沿ったＭ
Ｐに準拠したスイッチは、被呼者２に関連付けられたＬＴのエントリを、所定のデフォル
ト値に戻すようにリセットする。例えば、発呼者のＭＸにおけるＬＴのセル３７０００が
、被呼者２の呼の状態に対応すると仮定する。ＬＴはセル３７０００をそのデフォルト値
０に戻す。
【０５２１】
　代わりに、被呼者２がそれ自体で除去を要求する場合、被呼者２がＭＭメンバー６４０
６０をＭＭサーバシステムに代わりに送信することを除いて、上で議論した除去処理は一
般に適用される。
【０５２２】
６．３．１．３．３　ＭＭメンバーの照会．
　呼の通信フェーズの間に、進行中のＭＭセッションの被呼者は、ＭＭセッションにおけ
る他のメンバーについてＭＭサーバシステムに照会することができる。具体的には、以下
のことを含む。
【０５２３】
１．被呼者１は、ＭＭメンバー照会６４０８０をＭＭサーバシステムに送信して、他の当
事者（例えば、被呼者２）がＭＭセッションのメンバーであるか否かを決定する。ＭＭメ
ンバー照会６４０８０はＭＰ制御パケットであり、被呼者２のユーザアドレスを含む。
２．次に、ＭＭサーバシステムは、ＭＭメンバー照会応答６４０９０で応答する。ＭＭメ
ンバー照会応答６４０９０はまた、ＭＰ制御パケットであり、照会に対する回答を含む。
１つの実施例で、ＭＭサーバシステムは、被呼者２の状態情報（例えば、進行中のＭＭセ
ッションにおける被呼者２のメンバーシップ情報）含むテーブルにわたって、この回答を
検索する。このテーブルが被呼者２のネットワークアドレスを用いて組織化されている場
合、ＭＭサーバシステムは、このテーブルにわたって検索する前に、アドレスマッピング
サーバシステムに照会して、被呼者２のネットワークアドれるを取得する。一方、このテ
ーブルが被呼者２のユーザアドレスを用いて組織化されている場合、ＭＭサーバシステム
は、被呼者２のユーザアドレスを用いて、このテーブルを検索することができる。
【０５２４】
６．３．１．４　呼の解放．
　発呼者あるいはＭＭサーバシステムは、呼の解放を開始することができる。図６２ｂは
、発呼者とＭＭサーバシステムが行う例示的な処理を示す。
【０５２５】
６．３．１．４．１　発呼者によって開始される呼の解放．
１．発呼者（例えばＵＴ１３８０）は、ＳＧＷ１１６０のサーバ群に存在するＭＭサーバ
システムに、ＭＭ解放６２１３０を送信する。
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２．次に、ＭＭサーバシステムは、セッションの使用量情報（例えば、セッションの継続
時間又はトラフィック）の収集を停止して、ローカルなアカウント処理サーバシステム（
例えば、ＳＧＷ１１６０のサーバ群１００１０中のアカウント処理サーバシステム１２０
４０（図１２））に、収集された使用量情報を報告する。
３．ＭＭサーバシステムは、発呼者のＭＸを介してＭＭ解放応答６２０４０を発呼者に送
信し、被呼者の（複数の）ＭＸを介してＭＭ解放６２１５０及び６２１５５を被呼者１及
び２に送信する。ＭＭ解放応答６２１４０はカラー情報を含む。このカラー情報は、発呼
者のＭＸ（例えばＭＸ１１８０）を呼び出して、前の中間スイッチのセクションで議論し
たようにＵＬＰＦの解放を実行させる。
４．ＭＭ解放６２１５０及び６２１５５に応答して、被呼者は、ＭＭサーバシステムにＭ
Ｍ解放応答６２１６０及び６２１７０を送信する。
５．１つの実施例で、ＭＭセッションの伝送経路に沿ったＭＰに準拠したスイッチが、予
め決められた時間後にＭＭ保持パケットを受信しない場合、スイッチのＬＴにおけるＭＭ
セッションに関するエントリは、それらのデフォルト値にリセットされる。
【０５２６】
６．３．１．４．２　ＭＭサーバシステムによって開始される呼の解放．
１．ＭＭサーバシステムは、ＭＭ解放６２１８０、６２１９０及び６２１９５を、発呼者
、被呼者１及び被呼者２にそれぞれ送信する。次に、ＭＭサーバシステムは、セッション
に対する使用量情報（例えば、セッションの継続時間又はトラフィック）の収集を停止し
て、ローカルなアカウント処理サーバシステム（例えば、ＳＧＷ１１６０中のサーバ群１
００１０のアカウント処理サーバシステム１２０４０（図１２））に、収集された使用量
情報を報告する。
２．ＭＭ解放６２１８０はＭＰ制御パケットであり、カラー情報を含む。このカラー情報
は、発呼者のＭＸ（例えば、ＭＸ１１８０）を呼び出して、前の中間スイッチのセクショ
ンで議論したようなＵＬＰＦ解放を実行させる。
３．発呼者と被呼者は、ＭＭ解放応答６２２００、６２２１０及び６２２２０によって、
ＭＭ解放パケットに応答する。
【０５２７】
６．３．２　複数のサービスゲートウェイに依存した、ＭＰに準拠した複数の構成要素の
間のＭＭ．
　図６６ａ、図６６ｂ、図６６ｃと図６６ｄは、１つのＭＰ都市圏ネットワークにおける
複数のサービスゲートウェイに依存した、ＭＰに準拠した複数の構成要素の間でのＭＭセ
ッションの時系列図を示す。説明のため、図６５に示すＭＰの都市圏ネットワーク６５０
００の中に存在するＵＴ６５１１０がＭＭセッションを開始し、従って「発呼者」である
。ＵＴ６５１２０、６５１３０、６５１４０及び６５１５０が「被呼者」である。簡便さ
のために、ＵＴ６５１２０が「被呼者１」と呼ばれ、ＵＴ６５１４０が「被呼者２」と呼
ばれ、ＭＸ６５０５０が「発呼者のＭＸ」と呼ばれる。
【０５２８】
　ＳＧＷ１１６０のサーバ群１００１０に存在する呼処理サーバシステム１２０１０と同
様に、ＳＧＷ６５０２０のサーバ群に存在する呼処理サーバシステムが「発呼者の呼処理
サーバシステム」と呼ばれる。ＳＧＷ６５０３０とＳＧＷ６５０４０に存在する呼処理サ
ーバシステムは、それぞれ「被呼者１の呼処理サーバシステム」と「被呼者２の呼処理サ
ーバシステム」と呼ばれる。ＳＧＷが、ある呼処理サーバシステムを、ＭＭセッションを
管理するための専用装置として指定したとき、指定された呼処理サーバシステムも、「Ｍ
Ｍサーバシステム」と呼ばれる。このＭＰの都市圏ネットワーク６５０００の実施例で、
ＳＧＷ６５０２０、ＳＧＷ６５０３０とＳＧＷ６５０４０は、これらのサーバ群における
、複数の専用装置として指定されたサーバシステム（例えば、ＭＭサーバシステム、ネッ
トワーク管理サーバシステム、アドレスマッピングサーバシステム、アカウント処理サー
バシステム）を含む。
【０５２９】
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　それに加えて、ＳＧＷ６５０２０が、ＭＰの都市圏ネットワーク６５０００のための都
市圏のマスターのネットワークマネージャ装置として機能すると仮定し、ＳＧＷ６５０２
０のサーバ群に存在するネットワーク管理サーバシステムは、都市圏のマスターのネット
ワーク管理サーバシステムである。次の議論は、主に、これらの構成要素が、ＭＭの４つ
の段階、すなわち、被呼者のメンバーの確立、呼のセットアップ、呼の通信、及び呼の解
放において、互いにどのように対話するかということについて説明する。
【０５３０】
６．３．２．１　被呼者のメンバーの確立．
　ここでの手順は、前に議論した単一のサービスゲートウェイに依存する被呼者のメンバ
ーシップの確立と同様である。それに加えて、前のメディア電話サービスのセクションで
議論したように、ネットワークマッピングサーバシステムが、ユーザ名又はユーザアドレ
スをネットワークアドレスにマッピングするために必要なアドレスマッピング情報を持た
ない場合には、その都市圏のマスターのアドレスマッピングサーバシステムに照会する。
都市圏のマスターのアドレスマッピングサーバシステムも必要なアドレスマッピング情報
を欠いている場合には、都市圏のマスターのアドレスマッピングサーバシステムはまた、
全国的なマスターのアドレスマッピングサーバシステムに照会する。全国的なマスターの
アドレスマッピングサーバシステムも、必要なアドレスマッピング情報を欠いている場合
には、全国的なマスターのアドレスマッピングサーバシステムはまた、そのグローバルな
マスターのアドレスマッピングサーバシステムに照会する。
【０５３１】
６．３．２．２　呼のセットアップ．

．
　単一のＳＧＷ中の多くのＵＴが関与するＭＭセッションにおいて、ＳＧＷのネットワー
ク管理サーバシステムは、関連したネットワーク情報（例えば、ＳＧＷのサーバ群におけ
る各サーバシステムと、参加しているＵＴとのネットワークアドレス）の収集及び分配に
責務を有する。この情報の収集及び分配の手順は、「ＮＩＤＰ」と呼ばれ、前のサーバ群
のセクションにさらに詳述されている。
【０５３２】
　一方、ＭＰの都市圏ネットワーク内の複数のＳＧＷが関与するＭＭセッションに関して
、ＮＩＤＰは、都市圏のマスターのネットワーク管理サーバシステムを必要とする。図６
５に示すＭＰの都市圏ネットワーク６５０００を例として用いると、ＳＧＷ６５０２０に
存在する都市圏のマスターのネットワーク管理サーバシステムは、ネットワークリソース
照会パケットを、ＭＰの都市圏ネットワーク中の他のネットワーク管理サーバシステム（
例えば、ＳＧＷ６５０３０及び６５０４０に存在するネットワーク管理サーバシステム）
に送信する。照会されたネットワーク管理サーバシステムは、それらによって管理された
ネットワークリソースの状態について、都市圏のマスターのネットワーク管理サーバシス
テムに報告する。
【０５３３】
　都市圏のマスターのネットワーク管理サーバシステムはまた、ＭＰの都市圏ネットワー
ク６５０００中のＳＧＷと、ＭＭセッションの各参加者とに対して、ＭＭセッションを実
行するための選択された情報を分配する。これら情報は、都市圏のマスターのネットワー
クマネージャ装置（すなわち、ＳＧＷ６５０２０）におけるアカウント処理サーバシステ
ム、アドレスマッピングサーバシステム、及び呼処理サーバシステムのネットワークアド
レスと、それ自体のネットワークアドレスとであるが、これらに限定されるものではない
。
【０５３４】
　同様に、ＭＰの異なる都市圏ネットワークに存在するがＭＰの同じ全国的ネットワーク
に含まれる複数のＳＧＷが関与するＭＭセッションに関して、ＮＩＤＰは、全国的なマス
ターのネットワーク管理サーバシステムを必要とする。図２に示すＭＰの全国的ネットワ
ーク２０００を例として用いると、ＳＧＷ１０２０に存在する全国的なマスターのネット
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ワーク管理サーバシステムは、ネットワークリソース照会パケットを、ＭＰの全国的ネッ
トワーク中の他のネットワーク管理サーバシステム（例えば、都市圏アクセスＳＧＷ２０
５０及び２０７０に存在するネットワーク管理サーバシステムと、また、ＭＰの都市圏ネ
ットワーク１０００、２０３０及び２０４０の都市圏のマスターのネットワークマネージ
ャ装置に存在するネットワーク管理サーバシステム）に送信する。照会されたネットワー
ク管理サーバシステムは、それに管理されたネットワークリソースの状態について、全国
的なマスターのネットワーク管理サーバシステムに報告する。
【０５３５】
　全国的なマスターのネットワーク管理サーバシステムはまた、ＭＰの全国的ネットワー
ク２０００中のＳＧＷと、ＭＭセッションの各参加者とに対して、ＭＭセッションを実行
するための選択された情報を分配する。この選択された情報は、全国的なマスターのネッ
トワークマネージャ装置（すなわち、ＳＧＷ１０２０）におけるアカウント処理サーバシ
ステム、アドレスマッピングサーバシステム、及び呼処理サーバシステムのネットワーク
アドレスと、それ自体のネットワークアドレスとであるが、これらに限定されるものでは
ない。
【０５３６】
　さらに、ＭＰの異なる全国的ネットワークに存在する複数のＳＧＷが関与するＭＭセッ
ションに関して、ＮＩＤＰは、グローバルなマスターのネットワーク管理サーバシステム
を必要とする。図３に示すＭＰの全国的ネットワーク３０００を例として用いると、ＳＧ
Ｗ２０２０に存在するグローバルネットワーク管理サーバシステムは、ネットワークリソ
ース照会パケットを、ＭＰのグローバルネットワーク中の他のネットワーク管理サーバシ
ステム（例えば、全国的アクセスＳＧＷ３０４０及び３０５０に存在するネットワーク管
理サーバシステムと、また、ＭＰの全国的ネットワーク２０００、３０３０及び３０６０
の都市圏の全国的なネットワークマネージャ装置に存在するネットワーク管理サーバシス
テム）に送信する。照会されたネットワーク管理サーバシステムは、それによって管理さ
れるネットワークリソースの状態について、グローバルなマスターのネットワーク管理サ
ーバシステムに報告する。
【０５３７】
　グローバルなマスターのネットワーク管理サーバシステムはまた、ＭＰのグローバルネ
ットワーク３０００中のＳＧＷと、ＭＭセッションの各参加者とに対して、ＭＭセッショ
ンを実行するために選択された情報を分配する。これら情報は、グローバルなマスターの
ネットワークマネージャ装置（すなわち、ＳＧＷ２０２０）中のアカウント処理サーバシ
ステム、アドレスマッピングサーバシステム、及び呼処理サーバシステムのネットワーク
アドレスと、それ自体のネットワークアドレスとであるが、これらに限定されるものでは
ない。
【０５３８】

．
　図６７ａと図６７ｂは、ＭＭセッションにおいて、ＭＰの都市圏ネットワーク６５００
０中の複数のＳＧＷ（例えば、ＳＧＷ６５０２０、ＳＧＷ６５０３０とＳＧＷ６５０４０
）が関与するＭＣＣＰ手順に係る１つの処理を示す。
【０５３９】
１．発呼者は、ＭＭ要求６７０００を発呼者のＭＭサーバシステム（例えば、ＳＧＷ６５
０２０に存在するＭＭサーバシステム）に送信する。ＭＭ要求６７０００は、ＭＰ制御パ
ケットであり、ＭＭセッションの支払者と被呼者（例えば、ＵＴ６５１２０、ＵＴ６５１
３０、ＵＴ６５１４０とＵＴ６５１５０）のユーザアドレスと、発呼者（例えば、ＵＴ６
５１１０）と発呼者のＭＭサーバシステムのネットワークアドレスとを含む。発呼者は、
上の部分とサーバ群のセクションとで議論したＮ IＤＰを用いて、それ自体のネットワー
クアドレスと、発呼者のＭＭサーバシステムのネットワークアドレスとを知る。
２．発呼者からＭＭ要求６７０００を受信した後、発呼者のＭＭサーバシステムは、アド
レス解決照会６７０１０をアドレスマッピングサーバシステムに送信する。アドレス解決
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照会６７０１０は、支払者と被呼者のユーザアドレスと、アドレスマッピングサーバシス
テムのネットワークアドレスとを含む。（発呼者のＭＭサーバシステムは、同様にＮＩＤ
Ｐを用いてアドレスマッピングサーバシステムのネットワークアドレスを予め取得する。
）
３．アドレスマッピングサーバシステムは、支払者のユーザアドレスを、支払者のネット
ワークアドレスにマッピングして、アドレス解決照会応答６７０２０を用いて、発呼者の
ＭＭサーバシステムに、支払者のネットワークアドレスを戻す。
４．発呼者のＭＭサーバシステムは、ＮＩＤＰと上述の都市圏のマスターのネットワーク
管理サーバシステムとを用いて、被呼者１のサーバシステムと被呼者２のサーバシステム
のネットワークアドレスを取得する。
５．発呼者のＭＭサーバシステムは、ＭＭ要求６７０３０及び６７０４０を被呼者１のＭ
Ｍサーバシステムと被呼者２のＭＭサーバシステムとにそれぞれ送信する。
６．ＭＭ要求を受信した後、発呼者のＭＭサーバシステムは、それらのネットワーク管理
サーバシステム（すなわち、ＳＧＷ６５０３０とＳＧＷ６５０４０に存在するネットワー
ク管理サーバシステム）を用いて、要求されたＭＭセッションを実行するためにリソース
（例えば、ＳＧＷ６５０３０とＳＧＷ６５０４０によって管理されかつモニタリングされ
る帯域幅使用量）が十分であるか否かをチェックする。次に、被呼者１及び被呼者２のＭ
Ｍサーバシステムは、ＭＭ要求応答６７０５０及び６７０６０を用いてそれぞれ応答する
。
７．要求されたＭＭセッションを実行するために被呼者のＭＭサーバシステムが十分なリ
ソースを有していると仮定すると、発呼者のＭＭサーバシステムは、アカウント処理サー
バシステムに、支払者とアカウント処理サーバシステムのネットワークアドレスを含むア
カウント処理状態照会６７０７０を送信する。
８．アカウント処理サーバシステムは、アカウント処理状態照会応答６７０８０を用いて
、発呼者のＭＭサーバシステムに対して、支払者のアカウント処理状態を応答する。
９．発呼者のＭＭサーバシステムは、ＭＭ要求応答６７０９０を発呼者に送信する。１つ
の実施例で、この応答は、発呼者がＭＭセッションを続行できるか否かについて、当該発
呼者に知らせる。
１０．発呼者が処理の続行を許可された場合、発呼者は、被呼者１のユーザアドレスを含
むＭＭメンバー１　６７１００を、発呼者のＭＭサーバシステムに送信する。発呼者は、
前述の被呼者のメンバーの確立のフェーズにおいて、被呼者１のユーザアドレスを知る。
１１．発呼者のＭＭサーバシステムは、被呼者１のユーザアドレスを含むアドレス解決照
会６７１１０を、アドレスマッピングサーバシステムに送信する。
１２．アドレスマッピングサーバシステムは、アドレス解決照会応答６７１２０を用いて
、被呼者１のネットワークアドレスを戻す。
１３．発呼者のＭＭサーバシステムは、被呼者１と被呼者２のネットワークアドレスを含
むネットワークリソース承認照会を、発呼者のネットワーク管理サーバシステムに送信す
る。この例で、発呼者のネットワーク管理サーバシステムはまた、都市圏のマスターのネ
ットワーク管理サーバシステムである。
１４．都市圏のマスターのネットワーク管理サーバシステムが有するリソース情報に基づ
いて、都市圏のマスターのネットワーク管理サーバシステムは、被呼者１及び被呼者２と
のＭＭセッションを確立するための発呼者による要求を承認するか、あるいは不承認する
かのいずれかを行う。また、都市圏のマスターのネットワーク管理サーバシステムの１つ
実施例は、それが管理するＳＧＷの間における要求されたＭＭセッションに割り当てるた
めに利用可能なセッション番号のプールを保持している。具体的には、都市圏のマスター
のネットワーク管理サーバシステムが、特定のセッション番号を、要求されたＭＭセッシ
ョンに割り当てる場合、割り当てられた番号は「予約済み」になって、要求されたＭＭセ
ッションが終了するまで利用不可能になる。都市圏のマスターのネットワーク管理サーバ
システムは、ネットワークリソース承認照会応答６７１４０を用いて、発呼者のＭＭサー
バシステムにその呼を許可する決定とその予約されたセッション番号とを送信する。
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１５．都市圏のマスターのネットワーク管理サーバシステムが、発呼者の要求を承認する
場合、発呼者のＭＭサーバシステムは、被呼者照会６７１５０を被呼者１に送信する。
１６．被呼者１は、被呼者照会応答６７１６０によって、発呼者のＭＭサーバシステムに
応答する。１つの実施例で、この照会応答は、被呼者１の参加状態について、発呼者のＭ
Ｍサーバシステムに知らせる。
１７．発呼者のＭＭサーバシステムは、次に、ＭＭ確認１　６７１７０を用いて、被呼者
１の応答を発呼者に伝送する。
１８．複数の被呼者（例えば、被呼者２）が存在する場合、上で議論したステップ１０乃
至１７が繰り返される。
【０５４０】
　前に議論したことは、一般には、ＭＰの異なる都市圏ネットワークに存在する（しかし
、ＭＰの同じ全国的ネットワークに含まれる）ＳＧＷが関与するＭＭセッション、あるい
は、ＭＰの異なる全国的ネットワークに存在するＳＧＷが関与するＭＭセッションにも適
用されるが、そのようなＭＰの都市圏ネットワーク間でのＭＭセッション、あるいはＭＰ
の全国的ネットワーク間でのＭＭセッションのためのＭＣＣＰ手順は、追加のステップを
含む。前のメディア電話サービスのセクションで議論したように、都市圏のマスターのネ
ットワーク管理サーバシステムが、要求されたサービスを承認したりあるいは不承認した
りするために必要なリソース情報を欠いている場合、及び／又は予約されたセッション番
号に対する権限を欠いている場合には、都市圏のマスターのネットワーク管理サーバシス
テムは、全国的なマスターのネットワーク管理サーバシステムに照会する。全国的なマス
ターのネットワーク管理サーバシステムも必要なリソース情報及び／又は権限を欠いてい
る場合には、全国的なマスターのネットワーク管理サーバシステムは、グローバルなマス
ターのネットワーク管理サーバシステムに照会する。
【０５４１】
　所定の条件を満たすことに失敗した場合、前述のＭＣＣＰは自動的に終了する。例えば
、支払者のアカウント処理状態が利用可能でない場合、発呼者のＭＭサーバシステムが発
呼者に知らせて、ＭＣＣＰを効果的に終了する。当該技術分野において通常の技能を有す
るものには、開示されたＭＣＣＰ技術の範囲内になお含まれたままで、特定の詳細事項を
用いることなく議論されたＭＣＣＰを実装することは明らかであろう。また、以上の議論
において、ネットワーク管理サーバシステムはセッション番号を予約することに責務を有
するが、当該技術分野における通常の技能を有する者には、開示されたＭＰ　ＭＭ技術の
範囲を超えることなく、セッション番号予約のタスクを実行するために他のサーバシステ
ム（例えば、呼処理サーバシステム）を用いることは明らかであろう。
【０５４２】
　明確化のために、後の呼のセットアップのセクションでは、上述のＭＣＣＰ手順を図６
６ａに示す２つの段階に要約する。この２つの段階は、発呼者が、ＭＭ　ＭＣＣＰ要求６
６０００を発呼者のＭＭサーバシステムに送信することと、発呼者のＭＭサーバシステム
がＭＭ　ＭＣＣＰ応答６６０１０で発呼者に応答することとである。
【０５４３】
　図６６ａは、複数のＳＧＷ間でのＭＭセッションを確立するための呼のセットアップ処
理を示す。具体的には、以下のことを含む。
【０５４４】
１．発呼者（例えば、図６５に示す６５１１０）は、被呼者のＭＸ（例えばＭＸ６５０５
０）を介して、ＭＭ　ＭＣＣＰ要求６６０００をＳＧＷ（例えば、ＳＧＷ６５０２０）中
のＭＭサーバシステムに送信する。
２．これに応答して、ＭＭサーバシステムは、要求されたＭＣＣＰを実行（これは上の部
分とサーバ群のセクションとで議論した）して、発呼者によるさらなる処理の続行を許容
するか否かを決定し、ＭＭ　ＭＣＣＰ応答６６０１０を用いて、ＭＣＣＰの結果を発呼者
に戻す。ＭＭ　ＭＣＣＰ要求６６０００とＭＭ　ＭＣＣＰ応答６６０１０の両方は、ＭＰ
制御パケットである。
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３．発呼者のＭＭサーバシステムは、ＭＭセットアップパケット６６０２０（発呼者のＭ
Ｘ６５０５０を介する）と、ＭＭセットアップ指示６６０３０（ＳＧＷ６５０２０中のＥ
Ｘと被呼者１のＭＭサーバシステムとを介する）と、ＭＭセットアップ指示６６０４０（
被呼者２のＭＭサーバシステムを介する）とを、発呼者と、被呼者１のＭＭサーバシステ
ムと、被呼者２のＭＭサーバシステムとにそれぞれ送信する。ＭＭセットアップパケット
６６０２０と、ＭＭセットアップ指示６６０３０及び６６０４０は、ＭＰ制御パケットで
ある。ＭＭセットアップパケットは、図５に示すようなパケットのＤＡフィールド５０１
０に発呼者のネットワークアドレスを含み、ペイロードフィールド５０２０に予約された
セッション番号を含む。一方、ＭＭセットアップ指示パケットは、パケットのＤＡフィー
ルド５０２０に被呼者のＭＭサーバシステムのネットワークアドレスを含み、ペイロード
フィールド５０２０に被呼者のネットワークアドレスと予約されたセッション番号とを含
む。
４．ＭＭセットアップパケット６６０２０を受信した後、ＳＧＷ６５０２０中のＥＸと、
発呼者のＭＸ（例えば、ＭＸ６５０２０）は、上述のエッジ部のスイッチのセクション及
び中間スイッチのセクションで議論したように、パケット中のカラー情報と部分的なアド
レス情報に従ってそれらのＬＴを更新する。さらに、このＭＸは、パケット中のカラー情
報と部分的なアドレス情報に従って、ＭＭセットアップパケットをＨＧＷ（例えば、ＨＧ
Ｗ６５０８０）に転送する。
５．ＭＭセットアップ指示６６０３０及び６６０４０を受信した後、被呼者のＭＭサーバ
システムは、ＭＭセットアップパケット６０５０及び６６０６０を被呼者に送信する。
６．被呼者のＭＭサーバシステムが被呼者に送信するＭＭセットアップパケット６６０５
０及び６６０６０に関して、ＳＧＷ６５０３０とＳＧＷ６５０４０中のＥＸと、ＭＸ（例
えば、ＭＸ６５０６０及び６５０７０）と、ＨＧＷ（例えば、ＨＧＷ６５０９０及び６５
１００）中のＵＸとは、ＭＭセットアップパケット中のカラー情報と部分的なアドレス情
報に従って、それらのＬＴを更新する。
７．ＭＭセットアップパケットに応答して、被呼者１及び被呼者２は、ＭＭセットアップ
応答パケット６６０８０及び６６０７０をこれらのＭＭサーバシステムにそれぞれ送信す
る。
８．次に、被呼者のＭＭサーバシステムは、ＭＭセットアップ指示応答６６０９０及び６
６１００を発呼者のＭＭサーバシステムに送信する。ＭＭセットアップ指示応答６６０９
０及び６６１００はＭＰ制御パケットであり、被呼者の参加状態（例えば、被呼者が利用
可能であるか否か）を示す。
９．発呼者のＭＸ（例えば、ＭＸ６５０５０）が、ＭＭセットアップパケット６６０２０
を受信するとき、これはまた、中間スイッチのセクションで議論したように、そのＵＬＰ
Ｆをセットアップする。
１０．発呼者は、ＭＭセットアップ応答パケット６６１１０によって、ＭＭセットアップ
パケットに応答する。
【０５４５】
　また、応答パケット６６０１０が、要求された動作に失敗したことを示している場合、
ＭＭセッションはさらなる処理を行うことなく終了するということを注意する必要がある
。一方、応答パケット６６０１０が、要求された動作は承認されているが、６６０７０、
６６０８０、６６０９０及び６６１００中の１つがセットアップに失敗したことを示す場
合、ＭＭセッションは、セットアップに失敗したことを示し当事者が不在のままで処理を
継続する。それに代わって、ＭＭセッションはすべての当事者の参加を必要とする場合で
あって、かつ上述の応答パケットのうちの１つがセットアップに失敗したことを示してい
る場合には、ＭＭセッションはさらなる処理を行うことなく終了する。
【０５４６】
６．３．２．３　呼の通信．
　図６６ｂは、ＭＭセッションにおいて、１つのＭＰ都市圏ネットワークの中の３つのＳ
ＧＷ間の例示的な呼の通信処理を示す。具体的には、以下のことを含む。

10

20

30

40

50

(123) JP 3964871 B2 2007.8.22



【０５４７】
１．発呼者（例えば、ＵＴ６５１１０）は、ＭＰデータパケットであるデータ６６１２０
を被呼者１と被呼者２（例えば、ＵＴ６５１２０及び６５１４０）に送信する。
２．発呼者のＭＸ（例えば、ＭＸ６５０５０）は、中間スイッチのセクションで議論した
ようなＵＬＰＦチェックを、これらのデータパケットに対して実行する。
３．データパケットが、ＵＬＰＦチェックのいずれかに不合格であった場合、発呼者のＭ
Ｘはパケットを廃棄する。それに代わって、発呼者のＭＸは、パケットを指定されたＵＴ
に転送して、発呼者から被呼者までの伝送失敗レートを追跡する。
４．１つの実施例で、データ６６１２０が、ＳＧＷ６５０３０あるいはＳＧＷ６５０４０
のＥＸに到達するとき、ＥＸは、これらのデータパケットをその宛先に転送する前に、こ
れらのデータパケットのＤＡフィールド５０１０にあるセッション番号を変化させてもよ
い。
５．データ６６１２０の転送中、発呼者のＭＭサーバシステムは、時々に、ＭＭ保持６６
１３０を発呼者に送信し、ＭＭ保持指示６６１４０及び６６１５０を被呼者１のＭＭサー
バシステムと被呼者２のＭＭサーバシステムにそれぞれ送信する。ＭＭ保持６６１３０と
ＭＭ保持指示６６１４０及び６６１５０はＭＰ制御パケットであり、それぞれ、ＭＭセッ
トアップパケット６６０２０と、ＭＭセットアップ指示６６０３０及び６６０４０との同
じＤＡを含む。
６．前のエッジ部のスイッチ、中間スイッチ及びユーザスイッチのセクションで議論され
たように、ＭＭ保持パケットを受信した後、ＭＭセッションの伝送経路に沿ったスイッチ
は、これらのＬＴを保存するかあるいは更新するかのいずれかを実行し、ＭＭセッション
の呼の通信処理を継続する。
７．ＭＭ保持指示パケットが被呼者のＭＭサーバシステムに達するとき、これらのサーバ
システムは、さらに、ＭＭ保持６６１７０及び６６１６０を被呼者１と被呼者２にそれぞ
れ送信する。
８．被呼者は、ＭＭ保持応答６６１８０及び６６１９０をそれらに対応の被呼者のＭＭサ
ーバシステムに送信することによって応答する。
９．次に、被呼者のＭＭサーバシステムは、ＭＭ保持指示応答６６２００及び６６２１０
を発呼者のＭＭサーバシステムに送信する。これらの応答のいずれかがＭＭ保持パケット
に対する失敗あるいは拒絶を示す場合には、失敗あるいは拒絶を示す当事者は、後で議論
されるＭＭセッションの解放段階に移行する。
１０．発呼者のＭＭサーバシステムが、発呼者から最初のＭＭ保持応答パケット（例えば
、ＭＭ保持応答６６２２０）を受信するとき、発呼者のＭＭサーバシステムは、ＭＭセッ
ションの使用量パラメータ（例えば、ＭＭセッションのトラフィックフローと継続時間）
を測定し始める。サーバ群の１つの実施例で、ＭＭサーバシステム又はネットワーク管理
サーバシステムのいずれかは、これらのアカウント処理に関するパラメータと、当該パラ
メータを追跡する関連付けられたポリシーとを確立できる。
１１．１つの実施例で、発呼者と被呼者からの失われたＭＭ保持応答パケットの数が、予
め決められたしきい値を超えた場合には、発呼者のＭＭサーバシステムは、ＭＭセッショ
ンを後で議論される呼の解放段階に移行する。
【０５４８】
　１つのＭＰ都市圏ネットワーク中の複数のＳＧＷ間のＭＭセッションの呼の通信に係る
先行する説明は、ＭＰの異なる都市圏ネットワーク（しかしＭＰの同じ全国的ネットワー
ク内に存在する）及び／又はＭＰの異なる全国的ネットワークに存在するＳＧＷが関与す
るＭＭセッションにも適用される。
【０５４９】
　上述の例は、ＭＭセッション中の半２重データ通信について説明したが、当該技術分野
における通常の技能を有する者には、議論された技術を用いて、ＭＭセッション中の全２
重データ通信を実行することは明らかであろう。１つの実施例で、もし上述の被呼者の１
つがＭＭセッションにおける他の当事者にデータを送信することを希望する場合、その被
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呼者は、もう１つのＭＭセッションを要求して、同じ当事者を参加するように勧誘できる
。結果として、発呼者と被呼者は、異なるセッション番号を用いてそれらのデータパケッ
トを送信してはいるものの、実際上は発呼者と被呼者が全２重データ通信を達成している
。それに代わって、真の全２重（すなわち、発呼者と被呼者の両方が同時に同じセッショ
ン番号を用いてデータを送信できる）データ通信は、図６６ｂにおいて説明されたことと
前に議論したことと同様の処理を用いて実現可能である。しかしながら、全２重の通信の
安全性が危険にさらされていないことを保証するために、ＭＭサーバシステムは、発呼者
のＭＸと被呼者のＭＸの両方のＵＬＰＦをセットアップする。
【０５５０】
　ＭＭセッションの呼の通信段階の間に、新しい被呼者がセッションに追加されることが
可能であり、また、存在している被呼者がセッションから除去されることが可能であり、
及び／又は、セッションの各参加者の識別情報が照会可能である。これらの複数のＳＧＷ
が関与するＭＭセッションの手順は、前に議論した単一のＳＧＷが関与するＭＭセッショ
ンと同様であるので、ここでは繰り返さない。
【０５５１】
６．３．２．４　呼の解放．
　発呼者とＭＭサーバシステムは、呼の解放を開始することができる。図６６ｃと図６６
ｄは、発呼者とＭＭサーバシステムが行う例示的な処理を示す。
【０５５２】
６．３．２．４．１　発呼者によって開始される呼の解放．
１．発呼者（例えば、ＵＴ６５１１０）は、ＭＭ解放６６２３０を、ＳＧＷ６５０２０の
サーバ群に存在する発呼者のＭＭサーバシステムに送信する。
２．発呼者のＭＭサーバシステムは、セッションの使用量情報（例えば、セッションの継
続時間又はトラフィック）の収集を停止して、収集された情報をローカルなアカウント処
理サーバシステム（例えば、ＳＧＷ６５０２０のサーバ群に存在するアカウント処理サー
バシステム）に報告する。
３．発呼者のＭＭサーバシステムは、ＭＭ解放応答６６２４０を発呼者に送信し、ＭＭ解
放指示６６２５０及び６６２６０を被呼者のＭＭサーバシステムに送信する。ＭＭ解放応
答６６２４０は、発呼者のＭＸ（例えば、ＭＸ６５０５０）を呼び出して、前の中間スイ
ッチのセクションで議論したようなＵＬＰＦ解放を実行するカラー情報を含む。
４．ＭＭ解放指示に応答して、被呼者のＭＭサーバシステムは、ＭＭ解放６６２７０及び
６６２８０を被呼者１と被呼者２にそれぞれ送信する。
５．次に、被呼者は、ＭＭ解放応答６６２９０及び６６３００をそれらに対応のＭＭサー
バシステムに戻すように送信することによって応答する。次に、被呼者のＭＭサーバシス
テムは、ＭＭ解放指示応答６６３１０及び６６３２０を用いて、被呼者の解放処理の状態
を発呼者のＭＭサーバシステムに知らせる。
６．１つの実施例で、ＭＭセッションの伝送経路に沿うＭＰに準拠したスイッチは、予め
決められた時間にわたってＭＭ保持パケットを受信しないので、ＭＭセッションに使用さ
れるスイッチのＬＴ中のエントリは、これらのデフォルト値にリセットされる。
【０５５３】
６．３．２．４．２　ＭＭサーバシステムによって開始される呼の解放．
１．発呼者のＭＭサーバシステムは、ＭＭ解放６６３３０を発呼者に送信し、ＭＭ解放指
示６６３４０及び６６３５０を被呼者１と被呼者２のＭＭサーバシステムにそれぞれ送信
する。また、発呼者のＭＭサーバシステムは、セッションの使用量情報（例えば、セッシ
ョンの継続時間又はトラフィック）の収集を停止して、収集された使用量情報をローカル
なアカウント処理サーバシステム（例えば、ＳＧＷ６５０２０のサーバ群に存在するアカ
ウント処理サーバシステム）に報告する。
２．ＭＰ制御パケットであるＭＭ解放６６３３０は、発呼者のＭＸ（例えばＭＸ６５０５
０）を呼び出して、前の中間スイッチのセクションに議論したようなＵＬＰＦ解放を実行
する。
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３．ＭＭ解放６６３３０に応答して、発呼者は、ＭＭ解放応答６６３６０を発呼者のＭＭ
サーバシステムに送信する。
４．被呼者のＭＭサーバシステムがＭＭ解放指示パケットを受信するとき、サーバシステ
ムは、ＭＭセッションのために割り当てられるリソースを解放し（例えば、セッション番
号を次のＭＭセッションのために利用可能にする）、ＭＭ解放６６３７０及び６６３８０
を被呼者１と被呼者２にそれぞれ送信する。
５．これに応答して、被呼者は、ＭＭ解放応答６６３９０及び６６４００を、それらの対
応するＭＭサーバシステムに送信する。
６．次に、被呼者のＭＭサーバシステムは、ＭＭ解放指示応答６６４１０及び６６４２０
を用いて、被呼者の解放処理の状態を発呼者のＭＭサーバシステムに知らせる。
【０５５４】
６．４　メディアブロードキャストサービス（「ＭＢ」）．
　ＭＢサービスは、ＵＴが、１つのＭＢプログラムソースからコンテンツを受信すること
を可能にするマルチキャストサービスである。（上述の定義に参照）１つのＭＢプログラ
ムソース（生放送か、あるいは記憶されたものかのいずれか）は、ＭＰネットワークか非
ＭＰネットワーク１３００（図１ｄ）のいずれかに存在することできる。ＭＰネットワー
クに存在するＭＢプログラムソースはＭＰパケットを生成してＳＧＷのＥＸに伝送するの
に対して、非ＭＰネットワーク１３００に存在するＭＢプログラムソースは非ＭＰパケッ
トを生成してＳＧＷ１１６０に伝送する。次に、ＳＧＷ１１６０のゲートウェイは、非Ｍ
ＰパケットをＭＰでカプセル化されたパケットに配置して、その後でＭＰでカプセル化さ
れたパケットをＳＧＷ１１６０のＥＸに転送する。これらＭＰパケットとＭＰでカプセル
化されたパケットは、パケットがＭＢパケットであると表示するカラー情報を含む。
【０５５５】
　一実施形態に係るＳＧＷ内のサーバ群は、ＭＢプログラムソースのサーバシステムを含
む。ＭＢプログラムソースのサーバシステムは、上述のＭＢプログラムソースを構成し、
検査し、かつ管理する。例えば、ＭＢプログラムソースのサーバシステムは、ＭＢプログ
ラムソースからエラーを検出する時に、サーバ群の呼処理サーバシステムにエラーパケッ
トを送信する。当該技術分野における通常の技能を有する者には、議論されたＭＢ技術の
範囲を超えることなく、ＭＢプログラムソースのサーバシステムの機能を呼処理サーバシ
ステムに埋め込むことは明らかであろう。
【０５５６】
６．４．１　単一のサービスゲートウェイに依存する、ＭＰに準拠した２つの構成要素の
間のＭＢ．
　図６８は、ＵＴと、単一のＳＧＷ（例えば、ＵＴ１４２０（図１ｄ））内のＭＢプログ
ラムソースと、ＳＧＷ１１６０内のＳＧＷメディア記憶装置（図１０に示さず。）との間
のＭＢに係る１つセッションに係る時系列図を示す。
【０５５７】
　説明のため、ＵＴ１４２０は、ＳＧＷメディア記憶装置から、記憶されたメディアプロ
グラム（番組）を要求する。従って、ＵＴ１４２０は「発呼者」であり、ＳＧＷメディア
記憶装置は「ＭＢプログラムソース」あり、ＳＧＷ１１６０のＥＸ（例えばＥＸ１０００
０）が「発呼者ＥＸ」と「被呼者ＥＸ」の両方である。この例において、ＭＸ１１８０は
、「発呼者ＥＸ」と「被呼者ＥＸ」の両方として機能する。ＳＧＷ１１６０のサーバ群１
００１０に存在する呼処理サーバシステム１２０１０（図１２）は、発呼者とＭＢプログ
ラムソース間のパケット変換を管理する。「ＭＢサーバシステム」は、ＭＭセッションの
管理と実行に指定された呼処理サーバシステムを示す。
【０５５８】
　次の議論は、主に、ＭＭセッションの３つの段階：呼のセットアップ、呼の通信と呼の
解放に、これら参加者がどのように互いに対話するかということについて説明する。
【０５５９】
６．４．１．１　呼のセットアップ．
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１．発呼者（例えば、ＵＴ１４２０）は、ＳＧＷ１１６０中のＥＸ（例ＥＸ１００００）
と発呼者のＭＸ（例ＭＸ１１８０）を介して、ＭＭサーバシステムにＭＢ　ＭＣＣＰ要求
６８０００を送信することによって、呼を開始する。ＭＢ　ＭＣＣＰ要求６８０００は、
ＭＰ制御パケットであり、発呼者とＭＢサーバシステムのネットワークアドレスとＭＢプ
ログラムソースのユーザアドレスを含む。前の論理層のセクションに議論したように、一
般に、発呼者はＭＢプログラムソースのネットワークアドレスを知らない。その代わりに
、ＳＧＷ中のサーバ群によってユーザアドレスをネットワークアドレスマッピングする。
それに加えて、発呼者とＭＢプログラムソースは、前のサーバ群のセクションとメディア
マルチキャストのセクションに議論したＮＩＤＰ処理を用いて、サーバ群１００１０のネ
ットワーク管理サーバシステム１２０３０（図１２）から、ＭＰネットワーク情報（例え
ば、ＭＢサーバシステムのネットワークアドレスを得て、ＭＢセッションを実行する。
２．ＭＢ　ＭＣＣＰ要求６８０００を受信した後、ＭＢサーバシステムがＭＣＣＰ手順（
前のサーバ群のセクションとメディアマルチキャストのセクションに議論した）を実行し
て、発呼者による処理の続行が許可されるか否かを決定する。
３．ＭＢサーバシステムは、発呼者のＭＸを介して、発呼者にＭＢ要求応答６８０１０を
送信することによって、発呼者の要求に肯定応答する。発呼者のＭＸはＭＰ制御パケット
であり、ＭＣＣＰ手順結果を含む。
４．もし、その結果はＭＢサーバシステム要求されたＭＢセッションを処理できると表明
したとき、ＭＢサーバシステムも、ＭＢ通知６８０２５を用いてＭＢプログラムソースの
サーバシステムに知らせる。
５．ＭＢプログラムソースのサーバシステムは、ＭＢ通知応答６８０２０を用いてＭＢサ
ーバシステムに応答する。
６．ＭＢサーバシステムは、発呼者のＭＸを介して発呼者にＭＢセットアップパケット６
８０２０を送信する。ＭＢセットアップパケット６８０２０はＭＰ制御パケットであり、
発呼者とＭＢプログラムソースのネットワークアドレス、及び、要求されたＭＢセッショ
ンの許容できる呼のトラフィックフロー（例えば、帯域幅）を含む。同時に、このパケッ
トは、予約されたセッション番号と関連したカラー情報（例えば、ＭＢセットアップカラ
ー）を含む。関連したカラー情報は、ＳＧＷ１１６０中のＥＸ（例えばＥＸ１００００）
と、発呼者のＭＸ（例ＭＸ１１８０）と、ＨＧＷ１２００中のＵＸが自らのＬＴを更新す
るように指示する。ＬＴの更新処理は前のエッジ部のスイッチと中間スイッチのセクショ
ンに議論した。さらに、１つ実施例において、ＭＢセットアップパケット６８０２０は、
ＥＸ１００００にＵＬＰＦをセットアップする。
７．発呼者は、発呼者のＭＸを介して、ＭＰ制御パケットであるＭＢセットアップ応答パ
ケット６８０３０をＭＢサーバシステムに送信することによって、ＭＢセットアップパケ
ット６８０２０に肯定応答する。
８．ＭＢサーバシステムは、ＭＢセットアップ応答パケットを受信した後、ＭＢセッショ
ンに対する使用量情報（例えば、セッションの継続時間又はトラフィック）を収集し始め
る。
【０５６０】
６．４．１．２　呼の通信．
１．ＭＢセッションに関するスイッチにＬＴをセットアップした後、発呼者がブロードキ
ャストデータ６８０４０を受信し始める。ブロードキャストデータ６８０４０がＭＰ制御
パケットであり、特定なカラー情報（パケットがＭＢデータカラー化パケットであると表
示する）と予約されたセッション番号を含む。それに加えて、ＳＧＷ１１６０中の、ＥＸ
のＵＬＰＦ（例ＥＸ１００００）は、これらＭＰデータパケットが発呼者に着くことを許
容できる前に、ブロードキャストデータ６８０４０を検査する。
２．呼の通信段階に、ＭＢサーバシステムがＭＢ保持６８０５０を発呼者に時々送信する
。ＭＢ保持６８０５０はＭＰ制御パケットである。ＭＢサーバシステムの１つ実施例は、
ＭＢ保持６８０５０を用いて、ＬＴを管理する。あるいは、ＭＢサーバシステムがＭＢ保
持６８０５０を用いて、セッション中に発呼者の呼の接続状態情報（例えば、エラーレー
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トと失われたパケット数）を収集する。
３．発呼者は、発呼者のＭＸを介して、ＭＢ保持応答６８０６０をＭＢサーバシステムに
送信することによって、ＭＢ保持６８０５０に肯定応答する。ＭＢ保持応答６８０６０は
ＭＰ制御パケットであり、要求された呼の接続状態情報を含む。
４．ＭＢ保持応答６８０６０に基づき、ＭＢサーバシステムが上述の２と３を時々に繰り
返す。そうでなければ、ＭＢサーバシステムがＭＢセッションを変更できる。例えば、も
しＭＢセッションのエラーレートが許容できるしきい値を超えたら、ＭＢサーバシステム
が発呼者に知らせて、セッションを終了する。
【０５６１】
６．４．１．３　呼の解放．
　発呼者とＭＢサーバシステムは、呼の解放を開始する。それに加えて、前述のＭＢプロ
グラムソースのサーバシステムは、ＭＢプログラムソースからのエラーレートを検出する
とき、それらがＭＢサーバシステムに知らせて、呼の解放を開始する。
【０５６２】
６．４．１．３．１　発呼者によって開始される呼の解放．
１．発呼者は、発呼者のＭＸを介して、ＭＰ制御パケットであるＭＢ解放６８０７０をＭ
Ｂサーバシステムに送信する。
２．これに応答して、ＭＢサーバシステムは、発呼者のＭＸを介して、ＭＰ制御パケット
であるＭＢ解放応答６８０８０を発呼者に送信する。それに加えて、ＭＢサーバシステム
は、セッションの使用量情報（例えば、セッションの継続時間又はトラフィック）の収集
を停止して、ローカルなアカウント処理サーバシステム（例えば、ＳＧＷ１１６０中のサ
ーバ群１００１０のアカウント処理サーバシステム（図１２））に、収集された使用量情
報を報告する。
３．ＭＢセッションに関するスイッチ、例えばＭＸ１１８０は、ＭＢ解放応答６８０８０
を受信するとき、それらのＬＴをリセットする。
４．発呼者は、発呼者のＭＸを介して、ＭＢサーバシステムからのＭＢ解放応答６８０８
０を受信するとき、発呼者は、ＭＢセッションへの関与を終了する。ＭＢプログラムソー
スとの接続をセットアップした他の発呼者は、ブロードキャストデータ６８０４０を続け
て受信する。
【０５６３】
６．４．１．３．２　ＭＢサーバシステムによって開始される呼の解放．
　ＭＢサーバシステムの１つの実施例が、受理できない通信状況（失われたパケット数が
過多である、エラーレートが過大である、失われたＭＢ保持応答パケットの数が過多であ
る）を検出したとき、ＭＢサーバシステムは、呼の解放を開始する。
【０５６４】
１．ＭＢサーバシステムは、発呼者のＭＸを介して、発呼者に、ＭＰ制御パケットである
ＭＢ解放６８０９０を送信する。それに加えて、ＭＢサーバシステムは、そのセッション
の使用量情報（例えば、セッションの継続時間あるいはトラフィック）の収集を停止して
、ローカルなアカウント処理サーバシステム、例えばＳＧＷ１１６０中のサーバ群１００
１０のアカウント処理サーバシステム１２０４０（図１２）に、収集された使用量情報を
報告する。
２．ＭＢセッションに関するスイッチ、例えばＭＸ１１８０がＭＢ解放６８０９０を受信
した後、それらのＬＴＳをリセットする。
３．次に、発呼者は、発呼者のＭＸを介して、ＭＢサーバシステムに、ＭＰ制御パケット
であるＭＢ解放応答６８１００を送信戻すと、発呼者に対して、このＭＢセッションを効
果的に終了する。ＭＢプログラムソースとの接続をセットアップした他の発呼者は、ブロ
ードキャストデータ６８０４０を続けて受信する。
【０５６５】
６．４．１．３．３　ＭＢプログラムソースのサーバシステムによって開始される呼の解
放．
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　ＭＢプログラムソースのサーバシステムは、受理できない通信状況（例えば、ＭＢプロ
グラムソースの電源が偶然に切れる）を検出するとき、ＭＢサーバシステムに知らせ、Ｍ
Ｂセッションを終了する。
【０５６６】
１．ＭＢプログラムソースのサーバシステムは、ＭＢサーバシステムにＭＢプログラムソ
ースエラー６８１１０を送信する。ＭＢプログラムソースエラー６８１１０はＭＰ制御パ
ケットであり、ＭＢプログラムソースのネットワークアドレスとＭＢプログラムソース発
生のエラーコードを含む。
２．ＭＢサーバシステムは、前記「ＭＢサーバシステムによって開始される呼の解放」の
セクションで述べた処理過程と同様に処理する。具体的には、ＭＢサーバシステムは、発
呼者のＭＸを介して、発呼者にＭＢ解放６８１２０を送信すると、発呼者がＭＢ解放応答
６８１３０で応答する。
【０５６７】
６．４．２　２つサービスゲートウェイに依存するＭＰに準拠した２つの構成要素の間の
ＭＢ．
　図６９ａと図６９ｂは、２つＳＧＷ、例えば図１ｄに示すＵＴ１３２０とＳＧＷ１１６
０中のＳＧＷメディア記憶装置（図１０には示さず。）に関するＭＢプログラムソースと
、ＵＴ間のＭＢセッションの時系列図である。説明のために、ＵＴ１３２０がＳＧＷメデ
ィア記憶装置からメディア番組を要求する。ＵＴ１３２０は、「発呼者」と呼ばれ、ＳＧ
Ｗメディア記憶装置は「ＭＢプログラムソース」あるいは「被呼者」と呼ばれる。ＳＧＷ
１１６０中のＥＸは「発呼者ＥＸ」と呼ばれ、ＭＸ１０８０は「発呼者のＭＸ」と呼ばれ
る。ＳＧＷ１１６０中のＥＸは「被呼者ＥＸ」と呼ばれ、ＭＸ１１８０は「被呼者のＭＸ
」と呼ばれる。ＳＧＷ１０６０のサーバ群に存在する呼処理サーバシステムは「発呼者処
理サーバシステム」を指すと、ＳＧＷ１１６０に存在する呼処理サーバシステムが「被呼
者処理サーバシステム」を示す。ＳＧＷがＭＢセッションの管理と実行に呼処理サーバシ
ステムを指定すると、指定された呼処理サーバシステムは「ＭＢサーバシステム」と呼ば
れる。同時に、ＳＧＷ１０６０のサーバ群に存在するＭＢプログラムソースのサーバシス
テムは、上述のＭＢプログラムソースを構成し、検査し、かつ管理する。
【０５６８】
　上述のように、被呼者ＭＢサーバシステムの機構は、ＭＢプログラムソースのサーバシ
ステムの機構と合弁できる。しかしながら、注意するのは、２つのサーバシステムは異な
る機構がある。例えば、ＭＢ呼の解放段階の後、要求されたＭＢサービスが終了するとき
、被呼者ＭＢサーバシステムの１つの実施例は、要求されたＭＢセッションへの関与を終
了すると、別のＭＢサービス要求を受信するまでアイドル状態のままである。一方、１つ
のユーザに対して、特定のＭＢセッションが終了しても、プログラムソースのサーバシス
テムの１つの実施例が進行中の別のＭＢセッションのため、プログラムソースを管理し続
ける。
【０５６９】
　その大部分の開示された例の中で、ＳＧＷ１１６０が、ＭＰの都市圏ネットワーク１０
００の都市圏のマスターのネットワークマネージャ装置として機能するが、次の例で、Ｓ
ＧＷ１０６０は、都市圏のマスターのネットワークマネージャ装置である。すると、ＳＧ
Ｗ１０６０のサーバ群に存在するネットワークサーバシステムは、都市圏のマスターのネ
ットワーク管理サーバシステムである。
【０５７０】
　次の議論は主に、これらの各方が、３つのＭＢセッション段階、すなわち、呼のセット
アップ、呼の通信と呼の解放において、どのように互いに対話するかということについて
説明する。
【０５７１】
６．４．２．１　呼のセットアップ．
１．発呼者（例えば、ＵＴ１３２０）は、発呼者ＥＸと発呼者のＭＸ（例えば、ＭＸ１０
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８０）を介して、発呼者ＭＢサーバシステムにＭＢ　ＭＣＣＰ要求６９０００を送信して
、呼出しを始める。ＭＢ　ＭＣＣＰ要求６９００は、ＭＰ制御パケットであり、発呼者と
呼び方ＭＢサーバシステムのネットワークアドレスと、ＭＢプログラムソースのユーザア
ドレスを含む。前の論理層のセクションで議論されたように、一般に、発呼者は、被呼者
のネットワークアドレス（例えば、ここはＭＢプログラムソース）を知らない。その代わ
り、発呼者は、ユーザアドレスをネットワークアドレスにマッピングするために、ＳＧＷ
中のサーバ群に依存する。それに加えて、発呼者と被呼者は、ＮＩＤＰ処理（前のサーバ
群のセクションとメディアマルチキャストのセクションで議論した）を用いて、ＳＧＷ１
０６０とＳＧＷ１１６０中のサーバ群のネットワーク管理サーバシステムから、それぞれ
に、ＭＰネットワーク情報（例えば、ＭＢサーバシステムのネットワークアドレス）を取
得して、ＭＢセッションを実行する。
２．ＭＢ　ＭＣＣＰ要求６９０００を受信した後、発呼者ＭＢサーバシステムは、ＭＣＣ
Ｐ手順順序を実行し（前のサーバ群のセクションとメディアマルチキャストのセクション
で議論した）、発呼者による処理の続行を許可するか否かを決める。
３．発呼者ＭＢサーバシステムは、発呼者のＭＸを介して、ＭＰ制御パケットであるＭＣ
ＣＰ手順結果を含むＭＢ要求応答６９０１０を送信することによって、発呼者の要求に肯
定応答する。
４．次に、発呼者ＭＢサーバシステムは、ＭＢセットアップパケット６９０２０とＭＢセ
ットアップパケット６９０３０を発呼者と被呼者ＭＢサーバシステムに、そｒぞれ送信す
る。ＭＢセットアップパケット６９０２０とＭＢセットアップパケット６９０３０は、Ｍ
Ｐ制御パケットであり、発呼者と被呼者のネットワークアドレスと、要求されたＭＢセッ
ションの許可された呼のトラフィックフロー（例えば、帯域幅）を含む。
５．同時に、これらのＭＢセットアップパケットは、予約されたセッション番号とカラー
情報を含む。その情報は、ＭＢセッションに関するスイッチ（例えば、ＳＧＷ１１６０中
のＥＸ１００００、ＳＧＷ１０６０中のＥＸ、ＭＸ１０８０と、ＨＧＷ１１００中のＵＸ
）にこれらのＬＴを更新させる。ＬＴ更新処理は、前のエッジ部のスイッチと中間スイッ
チのセクションで議論した。それに加えて、ＭＢセットアップパケット６９０３０も、被
呼者ＥＸ、例えばＳＧＷ１１６０のＥＸの中で、ＵＬＰＦをセットアップする。
６．発呼者が発呼者のＭＸを介して、ＭＢセットアップ応答パケット６９０４０を発呼者
ＭＢサーバシステムに送信することによって、ＭＢセットアップパケット６９０２０に肯
定応答する。被呼者ＭＢサーバシステムは、ＭＢセットアップ応答パケット６９０５０で
、発呼者ＭＢサーバシステムに応答する。ＭＢセットアップ応答パケット６９０４０とＭ
Ｂセットアップ応答パケット６９０５０は、ＭＰ制御パケットである。
７．ＭＢセットアップ応答パケットを受信した後、発呼者ＭＢサーバシステムは、ＭＢセ
ッションの使用量情報（例えば、セッションの継続時間又はトラフィック）を収集し始め
る。
【０５７２】
　上述の議論は、一般に、ＭＰの異なる都市圏ネットワーク（しかし、ＭＰの同じ全国的
ネットワークに属する）に存在するＳＧＷに関する、あるいは、異なる全国的ネットワー
クに存在するＳＧＷに関するＭＢセッションに応用できるにも関らず、そのＭＰ－都市圏
－ネットワークー内あるいはＭＰ－全国的－ネットワークー内のＭＢセッションに対して
、付加の段階を含む。前のメディア電話サービスのセクションで議論したように、もし、
要求されたサービスに認可あるいは不認可の必要なリソース情報が不足、あるいは、セッ
ション番号予約の権限がないなら、都市圏のマスターのネットワーク管理サーバシステム
は、全国的なマスターのネットワーク管理サーバシステムに調べる。もし全国的なマスタ
ーのネットワーク管理サーバシステムも、必要なリソース情報が不足、あるいは、セッシ
ョン番号予約の権限がないなら、主ネットワーク管理サーバシステムがグローバルなマス
ターのネットワーク管理サーバシステムに調べる。
【０５７３】
６．４．２．２　呼の通信．
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１．ＭＢセッションに関するスイッチの中で、ＬＴをセットアップした後、発呼者は、ブ
ロードキャストデータ６９１００を受信する。ブロードキャストデータ６９１００はＭＰ
データパケットであり、カラー情報（ＭＢ－データカラー化パケットであることを表示す
る）と予約されたセッション番号を含む。それに加えて、ＭＰデータパケットが発呼者に
到着することを許す前に、ＳＧＷ１１６０中のＥＸ（例えば、ＥＸ１００００）のＵＬＰ
Ｆは、ブロードキャストデータ６９１００を検査する。
２．被呼者ＭＢサーバシステムは、呼の通信段階で、時々、発呼者にＭＢ保持６９１１０
を送信する。ＭＢ保持６９１１０は、ＭＰ制御パケットであり、ＭＢサーバシステムの１
つの実施例で、ＬＴの管理に使用される。あるいは、ＭＢサーバシステムがは、ＭＢ保持
パケットを用いて、ＭＢセッション中の呼び出す方の呼出し接続状態情報（例えば、パケ
ットの失い数とエラーレート）を収集する。
３．発呼者は、発呼者ＭＢサーバシステムにＭＢ保持応答６９１２０を送信することによ
って、ＭＢ保持６９１１０に肯定応答する。ＭＢ保持応答６９１２０は、ＭＰ制御パケッ
トであり、要求された呼出し接続状態情報を含む。
４．ＭＢ保持応答６９１２０に基づいて、ＭＢサーバシステムが上述の２と３の項目を時
々に繰り返す。違ったら、ＭＢサーバシステムは、ＭＢセッションを変更できる。例えば
、セッションのエラーレートが許容できるしきい値を超えたら、発呼者ＭＢサーバシステ
ムは、発呼者に知らせてセッションを終了する。
【０５７４】
　前述の１つのＭＰ都市圏ネットワーク中の多数のＳＧＷ間のＭＢセッションの呼の通信
についての議論も、ＭＰの異なる都市圏ネットワーク（ＭＰの同じ全国的ネットワーク中
である）及びあるいはＭＰの異なる全国的ネットワークに存在するＳＧＷに関するＭＢセ
ッションに応用できる。
【０５７５】
６．４．２．３　呼の解放．
　発呼者、発呼者ＭＢサーバシステムと、被呼者ＭＢサーバシステムが呼の解放を開始す
る。それに加えて、ＭＢプログラムソースのサーバシステムがＭＢプログラムソースから
エラーを検出するとき、されは、発呼者ＭＢサーバシステムに知らせて、呼の解放を開始
する。
【０５７６】
６．４．２．３．１　発呼者によって開始される呼の解放．
１．発呼者は、発呼者のＭＸを介して、発呼者ＭＢサーバシステムに、ＭＰ制御パケット
であるＭＢ解放６９１３０を送信する。それに加えて、ＭＢサーバシステムは、セッショ
ンの使用量情報（例えば、セッションの継続時間又はトラフィック）の収集を停止して、
ローカルなアカウント処理サーバシステム（例えば、ＳＧＷ１０６０中のサーバ群のアカ
ウント処理サーバシステム（図１２））に、収集された使用量情報を報告する。
２．発呼者ＭＢサーバシステムは、被呼者ＭＢサーバシステムに、ＭＢ解放６９１４０を
送信すると、発呼者のＭＸを介して、ＭＢ解放応答６９１５０を発呼者に送信する。
３．ＭＢセッションに関するスイッチ、例えばＭＸ１０８０、ＳＧＷ１１６０中のＥＸと
、ＳＧＷ１０６０中のＥＸは、ＭＢ解放応答６９１５０及び６９１６０を受信するとき、
それらのＬＴＳをリセットする。同様に、ＭＢ解放応答６９１６０も、ＳＧＷ１１６０の
ＥＸ中のＵＬＰＦをリセットする。
４．発呼者は、発呼者ＭＢサーバシステムからＭＢ解放応答６９１５０を受信するとき、
発呼者がそのＭＢセッションへの関与を終了する。
５．発呼者ＭＢサーバシステムは、被呼者ＭＢサーバシステムから、ＭＢ解放応答６９１
６０を受信するとき、ＭＢセッションを終了する。
【０５７７】
６．４．２．３．２　発呼者ＭＢサーバシステムによって開始される呼の解放．
　発呼者ＭＢサーバシステムによって開始される呼の解放の１つの実施例は、受理できな
い通信状況（例えば、パケットの失い数が過多である、エラーレートが過大である、失わ
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れたＭＢ保持応答パケットの数が過多である）を検出する場合、呼の解放を開始する。
【０５７８】
１．発呼者ＭＢサーバシステムは、発呼者のＭＸを介して、発呼者にＭＢ解放６９１７０
を送信すると、被呼者ＭＢサーバシステムにＭＢ解放６９１８０を送信する。それに加え
て、発呼者ＭＢサーバシステムは、セッションの使用量情報（例えば、セッションの継続
時間又はトラフィック）の収集を停止して、ローカルなアカウント処理サーバシステム、
例えばＳＧＷ１０６０中のサーバ群のアカウント処理サーバシステムに、収集された使用
量情報を報告する。
２．ＭＢセッションに関するスイッチ、例えばＭＸ１０８０、ＳＧＷ１１６０中のＥＸと
、ＳＧＷ１０６０中のＥＸは、ＭＢ解放６９１７０及び６９１８０を受信するとき、それ
らのＬＴＳをリセットする。同様に、ＭＢ解放６９１８０も、ＳＧＷ１１６０のＥＸ中の
ＵＬＰＦをリセットする。
３．これに応答して、発呼者は、ＭＰ制御パケットであるＭＢ解放応答６９１９０を発呼
者ＭＢサーバシステムに送信して、効果的に、そのＭＢセッションへの関与を終了する。
同様に、被呼者ＭＢサーバシステムは、発呼者ＭＢサーバシステムに、ＭＢ解放応答６９
２００を送信する。
４．発呼者ＭＢサーバシステムは、ＭＢ解放応答６９１９０とＭＢ解放６９２００を受信
するとき、ＭＢセッションを終了する。
【０５７９】
　上述の議論はまた、被呼者のＭＢサーバシステムによって開始される解放にも応用でき
る。
【０５８０】
６．４．２．３．３　ＭＢプログラムソースのサーバシステムによって開始される呼の解
放．
　ＭＢプログラムソースのサーバシステムによって開始される呼の解放は、受理できない
通信状況（例えば、ＭＢプログラムソースの電源が偶然に切れる）を検出するとき、それ
を、被呼者ＭＢサーバシステムに知らせて、ＭＢセッションを終了する。
【０５８１】
１．ＭＢプログラムソースのサーバシステムは、被呼者ＭＢサーバシステムにＭＢプログ
ラムソースエラー６９２１０を送信する。ＭＢプログラムソースエラー６９２１０は、Ｍ
Ｐ制御パケットであり、ＭＢプログラムソースのネットワークアドレスと、ＭＢプログラ
ムソース発生のエラーコードを含む。
２．次に、被呼者ＭＢサーバシステムは、発呼者ＭＢサーバシステムに、ＭＢプログラム
ソースエラー６９２２０を送信する。
３．発呼者ＭＢサーバシステムは、ＭＢプログラムソースエラー６９２２０を受信した後
、セッションの使用量情報（例えば、セッションの継続時間又はトラフィック）の収集を
停止して、ローカルなアカウント処理サーバシステム、例えばＳＧＷ１０６０中のサーバ
群のアカウント処理サーバシステム（図１２）に、収集された使用量情報を報告する。発
呼者ＭＢサーバシステムも、ＳＧＷ１０６０中のＥＸに指示して、そのＬＴをリセットす
る。
４．発呼者ＭＢサーバシステムは、発呼者のＭＸを介して、発呼者にＭＢ解放６９２３０
を送信する。次に、発呼者ＭＢサーバシステムが被呼者ＭＢサーバシステムに、ＭＢプロ
グラムソースエラー応答６９２４０を送信する。
５．発呼者が発呼者ＭＢサーバシステムに、ＭＢ解放応答６９２５０を送信する。発呼者
ＭＢサーバシステムは、そのＭＢ解放応答６９２５０を受信するとき、ＭＢセッションを
終了する。
【０５８２】
６．５　メディア転送サービス（ＭＴ）．
６．５．１　単一のサービスゲートウェイに依存するＭＰに準拠した２つの構成要素の間
のＭＴ．
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　ＭＴは、プログラムソースに、メディアプログラム（生放送又は記憶されたもののいず
れか）を、１つＭＰに準拠した構成要素、例えばメディア記憶装置に、伝送させると、Ｍ
Ｐに準拠した構成要素に、伝送された番組を記憶する。１つの実施例で、前のサービスゲ
ートウェイのセクションで議論したＳＧＷに存在するメディア記憶装置は、ＳＧＷメディ
ア記憶装置と呼ばれる。あるいは、メディア記憶装置は、ＨＧＷに接続ＵＴ（例えば、Ｕ
Ｔ１４００（図１ｄ））である。このようなメディア記憶装置はＵＴのメディア記憶装置
と呼ばれる。１つメディア記憶装置に対して、プログラムソースの提供のすべてのメディ
ア番組を記憶する空間がないので、１つＭＴセッションは、常に、多数のメディア記憶装
置を含む。図７０と図７１は、１つプログラムソースと多数のＵＴのメディア記憶装置、
例えばメディア記憶装置１乃至Ｎ（例えば、ＵＴ１４００、１３８０、１３６０及び１３
４０）の間のＭＴセッションの時系列図である。
【０５８３】
　説明のため、発呼者はＭＴサービスを要求するＵＴ、例えばＵＴ１４２０である。プロ
グラムソースは、ＵＴ１４５０を介して、ＭＰの都市圏ネットワーク１０００の生放送中
のテレビジョンスタジオである。「ＭＴサーバシステム」は、ＭＴセッションを管理する
サーバシステムを示す。具体的には、発呼者ＭＴサーバシステムは、それに限らず、ＳＧ
Ｗ１１６０のサーバ群１００１０（図１２）に存在する呼処理サーバシステム１２０１０
も、ＨＧＷ１２００に指示の家庭用サーバシステムである。
【０５８４】
　次の議論は主に、これら参加者が、ＭＴセッションの３つの段階：呼のセットアップ、
呼の通信と呼の解放に、どのように対話することについて説明する。
【０５８５】
６．５．１．１　呼のセットアップ．
１．発呼者、例えばＵＴ１３２０は、発呼者ＭＴサーバシステムにＭＴ要求７００００を
送信する。ＭＴ要求７００００は、ＭＰ制御パケットであり、発呼者とＭＴサーバシステ
ムのネットワークアドレスと、プログラムソースとメディア記憶装置１乃至Ｎのユーザア
ドレスを含む。一般に、発呼者が、プログラムソースとメディア記憶装置のネットワーク
アドレスを知らないので、発呼者は、ＳＧＷ中のサーバ群によって、ユーザアドレスをネ
ットワークアドレスにマッピングする。それに加えて、発呼者とメディア記憶装置は、サ
ーバ群１００１０のネットワーク管理サーバシステム１２０３０（図１２）から、ＭＴセ
ッションの実行のために、ＭＰネットワークに関する情報（例えばＭＴサーバシステムの
ネットワークアドレス）が需要する。
２．発呼者ＭＴサーバシステムは、ＭＴ要求７００００を受信した後、ＭＣＣＰ順序を実
行して（前のサーバ群のセクションで議論した）、発呼者の処理に対して許可させるかを
込める。
３．発呼者ＭＴサーバシステムは、ＭＰ制御パケットであり、ＭＣＣＰ順序の結果を含む
ＭＴ要求応答７００１０の送信することによって、発呼者の要求に肯定応答する。
４．次に、発呼者ＭＴサーバシステムは、プログラムソースに、ＭＴ出力組み立て７００
２０を送信して、プログラムソースに、そのメディア番組をメディア記憶装置に伝送させ
る命令をする。それに加えて、発呼者ＭＴサーバシステムは、１つのメディア記憶装置（
例えばメディア記憶装置１）にＭＴ入力組み立て７０１２０を送信して、メディア記憶装
置１に、メディア番組を記憶させる命令をする。ＭＴ出力組み立て７００２０と、ＭＴ入
力組み立て７０１２０は、ＭＰ制御パケットであり、プログラムソースとメディア記憶装
置１のネットワークアドレスと、要求されたＭＴセッションの許可される呼のトラフィッ
クフロー（例えば、帯域幅）を含む。さらに、これらパケットがカラー情報を含む。その
カラー情報は、中間スイッチのセクションで議論したように、プログラムソースＭＸ、例
えばＭＸ１２４０に指示して、ＵＴ１４５０からのＭＰパケットをＵＬＰＦチェックする
。
５．メディア記憶装置１は、ＭＴ入力組み立て７０１２０を受信した後、発呼者ＭＴサー
バシステムにＭＴ入力組み立て応答７０１３０を送信する。それに加えて、プログラムソ
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ースがＭＴ出力組み立て応答７００３０で、ＭＴ出力組み立て７００２０を応答する。こ
れらＭＴ組み立て応答パケットはＭＰ制御パケットである。
６．発呼者ＭＴサーバシステムは、ＭＴ入力組み立て応答７０１３０とＭＴ出力組み立て
応答７００３０を受信した後、ＭＴセッションの使用量情報（例えば、セッションの継続
時間又はトラフィック）の収集を開始する。
【０５８６】
６．５．１．２　呼の通信．
１．発呼者ＭＴサーバシステムが、プログラムソースとメディア記憶装置間の要求された
接続を認可した後、プログラムソースは、プログラムソースＭＸ（例えば、ＭＸ１２４０
）、ＳＧＷ１１６０中のＥＸ、ＭＸ１１８０とＨＧＷ１２００を介して、データ、例えば
図７０に示すデータ７００４０をメディア記憶装置１に送信する。データ７００４０はＭ
Ｐデータパケットである。それに加えて、プログラムソースＭＸ（例えばＭＸ１２４０）
は、ＵＬＰＦチェックを実行して（それは前の中間スイッチのセクションで議論した）、
これらデータパケットがＳＧＷ１１６０に到着、及び次に、メディア記憶装置に到着する
ことに許可させるかを決める。プログラムソースとプログラムソースを管理するＳＧＷ（
ＳＧＷ１１６０）中のＥＸ間の、データパケットが通過する論理リンクは、ボトムアップ
の論理リンクであるが、メディア記憶装置を管理するＳＧＷ（ＳＧＷ１１６０）中のＥＸ
とメディア記憶装置間のデータパケットが通過する論理リンクは、トップダウンの論理リ
ンクである。
２．発呼者ＭＴサーバシステムは、ＭＴ呼の通信段階で、ＭＴ保持パケット７００５０を
プログラムソースに、ＭＴ保持パケット７０１４０をメディア記憶装置１に、時々送信す
る。ＭＴ保持パケット７００５０及び７００１４０は、ＭＰ制御パケットである。発呼者
ＭＴサーバシステムの１つの実施例は、これらのパケットを配置して、ＭＴセッション参
加者の呼出し接続状態情報（例えば、エラーレートと失われたパケット数）を収集する。
３．プログラムソースとメディア記憶装置１は、ＭＴ保持応答パケット７００６０及び７
０１５０を発呼者ＭＴサーバシステムにそれぞれ伝送することで、ＭＴ保持パケットに肯
定応答する。これらの応答は、確立されたＭＴセッションの呼の接続状態を報告する。Ｍ
Ｔ保持応答パケット７００６０及び７０１５０に基づき、発呼者ＭＴサーバシステムがＭ
Ｔセッションを変更できる。例えば、もしセッションのエラーレートが許容できるしきい
値を超えたら、発呼者ＭＴサーバシステムは、発呼者に知らせて、セッションを終了する
。
４．ＭＴ呼の通信段階で、もしメディア記憶装置１は利用可能な記憶空間がなくなるなら
、それがＭＴキャリーオーバー７０１６０を用いて、発呼者ＭＴサーバシステムに知らせ
る。発呼者ＭＴサーバシステムは、ＭＴキャリーオーバー７００７０を用いて、キャリー
オーバー条件をプログラムソースに知らせる。キャリーオーバー７００７０及び７０１６
０はＭＰ制御パケットであり、次の利用可能なメディア記憶装置のネットワークアドレス
を、それに限らず、含む。１つの実施例で、１乃至Ｎのメディア記憶装置は、別の利用可
能なメディア記憶装置のネットワークアドレスを記録する。例えば、もし、メディア記憶
装置の順で処理する（例えば、まず、メディア記憶装置１、次に、メディア記憶装置２と
、メディア記憶装置３）なら、メディア記憶装置１には、メディア記憶装置２のネットワ
ークアドレスがあると、メディア記憶装置２には、メディア記憶装置３のネットワークア
ドレスがある。
５．プログラムソースは、ＭＴキャリーオーバー７００７０を受信した後、発呼者ＭＴサ
ーバシステムにＭＴキャリーオーバー応答７００８０を送信する。その応答は、発呼者Ｍ
Ｔサーバシステムに、プログラムソースが次のメディア記憶装置にデータ７００４０の伝
送には用意したことを知らせる。
６．プログラムソースからＮＴキャリーオーバー応答７００８０を受信した後、発呼者Ｍ
Ｔサーバシステムは、ＭＴ出力組み立て７００９０とＭＴ入力組み立て７０１９０を、プ
ログラムソースと次の利用可能なメディア記憶装置（メディア記憶装置Ｎ）に、それぞれ
送信する。プログラムソースとメディア記憶装置Ｎは、次に、ＭＴ出力組み立て応答７０
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１００とＭＴ入力組み立て応答７０２００で、発呼者ＭＴサーバシステムにそれぞれ応答
する。
７．次に、プログラムソースは、メディア記憶装置Ｎにデータ７００４０を送信する。
【０５８７】
６．５．１．３　呼の解放．
　発呼者、発呼者ＭＴサーバシステムあるいはプログラムソースは、呼の解放を開始する
。
【０５８８】
６．５．１．３．１　発呼者によって開始される呼の解放．
１．発呼者は、発呼者ＭＴサーバシステムにＭＴ解放７１０００を送信する。発呼者ＭＴ
サーバシステムは、プログラムソースにＭＴ解放７１０２０を送信して、ＭＴ解放７１１
２０で、メディア記憶装置Ｎに呼の解放を知らせる。図７１に示さなくても、発呼者ＭＴ
サーバシステムも別のメディア記憶装置（例えば、メディア記憶装置１）に、別のＭＴ解
放パケットを送信する。発呼者ＭＴサーバシステムに対して、プログラムソースがＭＴ解
放応答７１０２０の送信で、メディア記憶装置がＭＴ解放応答パケット（例えば７１１３
０）の送信で、応答する。発呼者ＭＴサーバシステムは、次に、発呼者に、ＭＴ解放応答
７１０３０を送信する。それに加えて、発呼者ＭＴサーバシステムは、セッションの使用
量情報（例えば、セッションの継続時間又はトラフィック）の収集を停止して、ＳＧＷ１
１６０中のサーバ群１００１０のローカルなアカウント処理サーバシステム１２０４０（
図１２）に、収集された情報を報告する。もしプログラムソースが、ＨＧＷ、例えばＵＴ
１４５０を用いて、メディア番組を伝送するなら、プログラムソースＭＸ（手終えＭＸ１
２４０）は、ＭＴ解放７１０２０を受信するとき、そのＵＬＰＦをリセットする。
２．プログラムソースが、発呼者ＭＴサーバシステムにＭＴ解放応答７１０２０を伝送し
た後、ＭＴサーバシステムは、ＭＴセッションを終了する。
３．あるいは、メディア記憶装置Ｎが、ＭＴ解放応答７１１３０で発呼者ＭＴサーバシス
テムに応答すると、別のメディア記憶装置も、それら解放応答で発呼者ＭＴサーバシステ
ムに応答するとき、ＭＴサーバシステムがＭＴセッションを終了する。
４．発呼者がＭＴ解放応答７１０３０を受信した後で、発呼者は、ＭＴセッションにおけ
るその関与を終了する。
【０５８９】
６．５．１．３．２　ＭＴサーバシステムによって開始される呼の解放．
　ＭＴサーバシステムの１つの実施例は、受理できない通信状況（例えば、失われたパケ
ット数が過多である、エラーレートが過大である、失われたＭＴ保持応答パケットの数が
過多である）を検出するとき、呼の解放を開始する。
【０５９０】
１．発呼者ＭＴサーバシステムは、ＭＴ解放７１０４０、７１１４０及び７１０６０を、
プログラムソース（プログラムソースＭＸを介して）、及びメディア記憶装置と発呼者に
、それぞれ送信する。図７１に示さなくても、発呼者ＭＴサーバシステムも、別のＭＴ解
放パケットを別のメディア記憶装置（例えばメディア記憶装置１）に送信する。前述の解
放パケットを送信した後、発呼者ＭＴサーバシステムは、ＭＴセッションを終了し、セッ
ションに対する使用量情報（例えば、セッションの継続時間とトラフィック）の収集を停
止して、ＳＧＷ１１６０中のサーバ群１００１０（図１２）のローカルなサーバシステム
１２０４０に、収集された使用量情報を報告する。もしプログラムソースが、ＨＧＷ（例
えば、ＵＴ１４５０）を介して、メディア番組を伝送するなら、プログラムソースＭＸ（
例えばＭＸ１２４０）は、ＭＴ解放７１０４０を受信するとき、そのＵＬＰＦをリセット
する。
【０５９１】
６．５．１．３．３　プログラムソースによって開始される呼の解放．
　多数の場合で、プログラムソースが呼の解放を開始する。例えば、もし、プログラムソ
ースが要求されたデータの伝送を完了したとき、プログラムソースが呼の解放を開始する
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。もう１つの例では、プログラムソースがメディア記憶装置１乃至Ｎのうちの一部におけ
る障害に気付いたとき、プログラムソースは、呼の解放を開始する。
【０５９２】
１．プログラムソースががプログラムソースＭＸを介して、発呼者ＭＴサーバシステムに
、ＭＴ解放７１０８０を送信する。発呼者ＭＴサーバシステムは、ＭＴ解放パケット（手
と絵７１１６０）の送信で、メディア記憶装置（例えば、メディア記憶装置Ｎ）に応答す
ると、ＭＴ解放応答７１０９０とＭＴ解放７１１００で、それぞれにプログラムソースと
発呼者に解放要求を知らせる。発呼者ＭＴサーバシステムは、ＭＴ解放７１０８０を受信
した後、セッションの使用量情報（例えば、セッションの継続時間又はトラフィック）の
収集を停止して、ＳＧＷ１１６０中のサーバ群１００１０のローカルなアカウント処理サ
ーバシステム１２０４０（図１２）に、収集された使用量情報を報告する。もし、プログ
ラムソースがＨＧＷ（例えばＵＴ１４５０）を介して、メディア番組を伝送するなら、プ
ログラムソースＭＸ（例えば、ＭＸ１２４０）がＭＴ解放応答７１０９０を受信するとき
、そのＵＬＰＦをリセットする。
２．発呼者は、ＭＴ解放応答７１１１０で発呼者ＭＴサーバシステムに応答した後、ＭＴ
セッションへの関与を終了する。同様に、メディア記憶装置（例えば、メディア記憶装置
Ｎ）は、ＭＴ解放応答パケット（例えばＭＴ解放応答７１１７０）で発呼者ＭＴサーバシ
ステムに応答した後、ＭＴセッションへの関与を終了する。
【０５９３】
６．５．２　２つサービスゲートウェイに依存するＭＰに準拠した２つの構成要素の間の
ＭＴ．
　図７２ａ、図７２ｂ、図７３ａ、図７３ｂ及び図７３ｃは、２つのＳＧＷ（例えば、Ｕ
Ｔのメディア記憶装置１４００と、ＳＧＷ１１２０に存在するメディア記憶装置１１４０
（図１ｄに示す））に依存する２つＭＰに準拠した構成要素間のＭＴセッションの時系列
図である。説明のため、ＵＴ１４２０が、ＵＴのメディア記憶装置１４００から、メディ
ア記憶装置１１４０に変換のメディア変換セッションを要求する。すると、ＵＴ１４２０
が「発呼者」とよばれ、メディア記憶装置１４００が「プログラムソース」と呼ばれると
、ＭＸ１１８０が「プログラムソースＭＸ」と呼ばれる。メディア記憶装置１１４０の１
つの実施例は、メディア記憶装置の一組、例えばメディア記憶装置１乃至Ｎを示す。
【０５９４】
　ＳＧＷ１１６０のサーバ群１００１０に存在する呼処理サーバシステム１２０１０が「
発呼者の呼処理サーバシステム」である。同様に、ＳＧＷ１１２０に存在する呼処理サー
バシステムは、「メディア記憶装置の呼処理サーバシステム」である。１つＳＧＷが、１
つ呼処理サーバシステムをＭＴセッションの管理に指定したとき、指定された呼処理サー
バシステムが「ＭＴサーバシステム」である。ＳＧＷ１１２０の１つの実施例とＳＧＷ１
１６０の１つの実施例が、多数の呼処理サーバシステムを含むと、各サーバシステムは１
つ特定のマルチメディアサービスに責務と援助する。
【０５９５】
　それに加えて、もし、ＳＧＷ１１６０が、ＭＰの都市圏ネットワーク１０００（図１ｄ
）の都市圏のマスターのネットワークマネージャ装置としてサービスするなら、ＳＧＷ１
１６０のサーバ群１００１０に存在するネットワーク管理サーバシステム１２０３０は、
都市圏のマスターのネットワーク管理サーバシステムである。
【０５９６】
　次は、主に、ＭＴセッションの３つの段階：呼のセットアップ、呼の通信と呼の解放に
、これら参加者がどのように対話することについて説明する。
【０５９７】
６．５．２．１　呼のセットアップ．
１．都市圏のマスターのネットワーク管理サーバシステムの１つの実施例は、ネットワー
クリソース情報を、ＭＰの都市圏ネットワーク１０００のサーバシステム（例えば、発呼
者ＭＴサーバシステムとメディア記憶装置ＭＴサーバシステム）に、時々ブロードキャス
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トする。ネットワークリソース情報それに限らず、ＭＰの都市圏ネットワーク１０００の
トラフィックフローと利用可能な帯域幅及び／又はＭＰの都市圏ネットワーク１０００の
サーバシステムの容量を含む。
２．サーバシステムが、都市圏のマスターのネットワーク管理サーバシステムからのブロ
ードキャスト情報を受信するとき、サーバシステムは、ブロードキャストからある情報を
取り出すと保持する。例えば、発呼者ＭＴサーバシステムは、メディア記憶装置ＭＴサー
バシステムと接続するので、ブロードキャストからメディア記憶装置ＭＴサーバシステム
のネットワークアドレスを取り出す。
３．発呼者、例えばＵＴ１４２０は、ＳＧＷ１１６０中のＥＸと、発呼者のＭＸ１１８０
を介して、メディア記憶装置ＭＴサーバシステムに、ＭＴ要求７２０００を送信すること
によって、呼を開始する。ＭＴ要求７２０００は、ＭＰ制御パケットであり、発呼者と発
呼者ＭＴサーバシステムのネットワークアドレスと、プログラムソースとメディア記憶装
置１乃至Ｎのユーザアドレスを含む。前の論理層のセクションで議論したように、一般に
、発呼者がプログラムソースとメディア記憶装置のネットワークアドレスを知らない。そ
の代わり、発呼者は、ＳＧＷ中のサーバ群によって、ユーザアドレスをネットワークアド
レスマッピングする。それに加えて、発呼者とメディア記憶装置は、ＳＧＷ１１６０とＳ
ＧＷ１１２０中のサーバ群のネットワーク管理サーバシステムから、ＭＴセッションを実
行するためのＭＰネットワーク情報（例えば、発呼者ＭＴサーバシステムとメディア記憶
装置ＭＴサーバシステムのネットワークアドレス）を取得する。
４．発呼者ＭＴサーバシステムがＭＴ要求７２０００を受信した後、ＭＣＣＰ順序を実行
（前のサーバ群のセクションで議論した）し、発呼者が続けて進むことを許容できるかを
決定する。
５．発呼者ＭＴサーバシステムは、ＭＰ制御パケットであると、ＭＣＣＰの結果を含むＭ
Ｔ要求応答７２０１０を発行することによって、発呼者の要求に肯定応答する。
６．次に、発呼者ＭＴサーバシステムがＭＴ出力組み立て７２０２０とＭＴ入力接続表示
７２１２０を、プログラムソースとメディア記憶装置ＭＴサーバシステムにそれぞれ送信
する。セットアップパケットと接続表示パケットがＭＰ制御パケットであり、発呼者のネ
ットワークアドレス、メディア記憶装置、プログラムソース中のメディア番組と、要求さ
れたセッションの許可された呼のトラフィックフロー（例えば、帯域幅）を含む。しかし
、これらに限定されるものではない。ＭＴ出力組み立て７２０２０は、プログラムソース
にメディア番組を都市圏ＭＰネットワーク１０００に置くことを命令すると、プログラム
ソースＭＸ（例えば、ＭＸ１１８０）にそのＵＬＰＦをセットアップさせるカラー情報を
含む。そのＵＬＰＦの更新処理は、前の中間スイッチのセクションで議論した。
７．ＭＴ入力接続表示７２１２０を受信した後、メディア記憶装置ＭＴサーバシステムは
、ＭＴ入力組み立て７２２２０をメディア記憶装置１に送信する。その入力セットアップ
パケットは、メディア記憶装置１に、プログラムソースからのメディア番組を記憶させる
。
８．プログラムソースとメディア記憶装置１は、ＭＴ出力組み立て応答７２０３０とＭＴ
入力組み立て応答７２２３０を、これらに対応的なＭＴサーバシステムに送信して戻すこ
とで、ＭＴセットアップパケットに肯定応答する。これらのＭＴ組み立応答てパケットは
ＭＰ制御パケットである。
９．ＭＴ入力組み立て応答７２２３０を受信した後、メディア記憶装置ＭＴサーバシステ
ムは、その入力接続肯定応答７２１３０を送信することによって、発呼者ＭＴサーバシス
テムに、ＭＴセッションの処理が進めることを知らせる。それに加えて、発呼者ＭＴサー
バシステムがＭＴ入力組み立て応答７２２３０とＭＴ入力接続肯定応答７２１３０を受信
した後、セッションの使用量情報（例えば、セッション継続時間又はトラフィック）の収
集を開始する。
【０５９８】
　もし、プログラムソースとメディア記憶装置が、ＭＰの異なる都市圏ネットワーク（で
も、同じ全国的ネットワーク中にある）か、ＭＰの異なる全国的ネットワークに存在する
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なら、そのＭＴ組み立て過程は、前のＭＴＰＳ呼のセットアップのセクションで議論した
ように、追加のＭＰの都市圏ネットワーク間、あるいはＭＰの全国的ネットワーク間での
処理順序を含む。
【０５９９】
６．５．２．２　呼の通信．
１．プログラムソースは、プログラムソースＭＸ、ＳＧＷ１１６０中のＥＸと、ＳＧＷ１
１２０中のＥＸを介して、メディア記憶装置にデータ７２０４０を送信し始める。データ
７２０４０は、ＭＰデータパケットである。プログラムソースＭＸのＵＬＰＦがＵＬＰＦ
チェック（前の中間スイッチのセクションで議論した）を実行し、データパケットがＳＧ
Ｗ１１６０に着くことを許容できるかを決定する。プログラムソースと番組を管理するＳ
ＧＷ（ＳＧＷ１１６０）中のＥＸ間のＥＸ間の、データパケットが通過する論理リンクは
、ボトムアップの論理リンクであるが、メディア記憶装置を管理するＳＧＷ（ＳＧＷ１１
２０）中のＥＸと、メディア記憶装置間のデータパケットが通過する論理リンクは、トッ
プダウンの論理リンクである。それに加えて、前の論理層のセクションで議論したように
、ＳＧＷ１１６０中のＥＸは、ルーティングテーブル（それはオフラインで計算できる）
を検索し、データパケットをＳＧＷ１１２０中のＥＸに伝送する。
２．発呼者ＭＴサーバシステムは、呼の通信段階で、ＭＴ保持パケット７２０５０とＭＴ
状態照会７２１４０をプログラムソースとメディア記憶装置ＭＴサーバシステムに時々送
信する。メディア記憶装置ＭＴサーバシステムは、さらに、ＭＴ保持７２２４０をメディ
ア記憶装置１に送信する。１つの実施例で、ＭＴ保持パケット７２０５０及び７２２４０
とＭＴ状態照会７２１４０がＭＰ制御パケットであり、ＭＴセッションの各参加者の接続
状態情報（例えば、エラーレートと失われたパケット数）の収集に使用される。
３．プログラムソースとメディア記憶装置１は、ＭＴ保持応答パケット（例えば７２０６
０及び７２２５０）をこれらに対応なＭＴサーバシステムに送信することによって、ＭＴ
保持パケットに肯定応答する。ＭＴ保持応答パケットは、ＭＰ制御パケットであり、要求
された呼出し接続状態情報を含む。
４．ＭＴ保持応答パケット７２２５０を受信した後、メディア記憶装置ＭＴサーバシステ
ムは、ＭＴ状態応答７２１５０で、呼出し接続状態情報を、メディア記憶装置から、発呼
者ＭＴサーバシステムに伝送する。
５．ＭＴ保持応答パケット７２０６０とＭＴ状態応答７２１５０に基づき、発呼者ＭＴサ
ーバシステムは、ＭＴセッションを変更できる。例えば、もし、セッションのエラーレー
トが許容できるしきい値に超えたら、発呼者ＭＴサーバシステムが参加者に知らせて、セ
ッションを終了する。
６．もし、メディア記憶装置１は、その利用可能な記憶空間がなくなることを検出したと
き、ＭＰ制御パケットであるＭＴキャリーオーバー７２２６０を、メディア記憶装置ＭＴ
サーバシステムに送信する。
７．ＭＴキャリーオーバー７２２６０を受信した後、メディア記憶装置ＭＴサーバシステ
ムがＭＴキャリーオーバー応答７２１６０を発呼者ＭＴサーバシステムに送信する。ＭＴ
キャリーオーバー要求７２１６０はＭＰ制御パケットであり、発呼者ＭＴサーバシステム
は、ＭＴキャリーオーバー７２０７０の送信を要求することに使用される。ＭＴキャリー
オーバー７２０７０は、プログラムソースにデータ７２０４０を次の利用可能なメディア
記憶装置に送信させる。
８．プログラムソースからＭＴキャリーオーバー応答７２０８０を受信した後、発呼者Ｍ
Ｔサーバシステムは、ＭＴキャリーオーバー要求応答７２１７０をメディア記憶装置ＭＴ
サーバシステムに送信する。ＭＴキャリーオーバー要求応答７２１７０は、ＭＰ制御パケ
ットであり、次の利用可能なメディア記憶装置のネットワークアドレス情報を含むが、こ
れらに限定されるものではない。
９．メディア記憶装置ＭＴサーバシステムは、さらに、ＭＴキャリーオーバー応答７２２
７０を用いて、メディア記憶装置に、ＭＴキャリーオーバー要求応答７２１７０に含まれ
る情報を中継する。
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１０．メディア記憶装置１は、ＭＴキャリーオーバー応答７２２７０から、次の利用可能
なメディア記憶装置のネットワークアドレスを取り出すと維持する。１つの実施例で、こ
のネットワークアドレスの保持は、メディア記憶装置１と次の利用可能なメディア記憶装
置（例えば、メディア記憶装置Ｎ）の間の「接続ポイント」としてサービスする。例えば
、もし、特定のメディア番組の一部は、メディア記憶装置１に記憶されるが、番組の別の
部分はメディア記憶装置Ｎに記憶されるなら、この「接続ポイント」は、すべてのメディ
ア番組に、正確順序では押送させる。
１１．次に、発呼者ＭＴサーバシステムは、プログラムソースＭＸを介して、ＭＴ出力組
み立て７２０９０をプログラムソースに送信して、プログラムソースに、ＭＰデータパケ
ットを次の利用可能なメディア記憶装置に伝送させる命令をする。発呼者ＭＴサーバシス
テムも、ＭＴ入力接続表示７２１９０（それは次の利用可能なメディア記憶装置のネット
ワークアドレスを含む）をメディア記憶装置ＭＴサーバシステムに送信する。メディア記
憶装置ＭＴサーバシステムは、ＭＴ入力組み立て７２２８０で、次の利用可能なメディア
記憶装置に、プログラムソースからのＭＰデータパケットを記憶させる。
１２．ＭＴ出力組み立て７２０９０は、ＭＰ制御パケットであり、プログラムソースＭＸ
に、データ７２１１０のＵＬＰＦチェックを実行させる。プログラムソースがＭＴ出力組
み立て応答７２１００で、ＭＴ出力組み立て７２０９０に応答する。
１３．次の利用可能なメディア記憶装置は、ＭＴ入力組み立て応答７２２９０をメディア
記憶装置ＭＴサーバシステムに送信戻す。メディア記憶装置ＭＴサーバシステムは、さら
に、ＭＴ入力接続肯定応答７２２００を用いて、発呼者ＭＴサーバシステムに、組み立て
応答中の情報を中継する。
１４．すべてのメディア番組が、プログラムソースからメディア記憶装置に転送先完了す
る前に、６－１３の項目の手順が繰り返す。
【０６００】
　もし、プログラムソースとメディア記憶装置が、ＭＰの異なる都市圏（しかし、同じ全
国的ネットワークに属する）か、ＭＰの異なる全国的ネットワークに存在するなら、上述
のＭＴ呼の通信過程は、前のＭＴＰＳ呼の通信のセクションで議論したように、追加のＭ
Ｐの都市圏ネットワーク間で、あるいは全国的ネットワーク間でのパケットの伝送順序を
含む。
【０６０１】
６．５．２．３　呼の解放．
　発呼者は、発呼者のＭＴサーバシステム、メディア記憶装置のＭＴサーバシステム、又
はプログラムソースは、呼の解放を開始することができる。
【０６０２】
６．５．２．３．１　発呼者によって開始される呼の解放．
１．発呼者は、ＭＰ制御パケットであるＭＴ解放７３０００を発呼者ＭＴサーバシステム
に送信する。これに応答して、発呼者ＭＴサーバシステムは、プログラムソースＭＸを介
して、プログラムソースにＭＴプログラムソース解放７３０１０を送信することによって
、解放要求に肯定応答し、発呼者にＭＴ解放応答７３０２０を送信すると、ＭＴ解放指示
７３１２０を用いて、メディア記憶装置ＭＴサーバシステムにその要求を知らせる。発呼
者ＭＴサーバシステムの、セッションの使用量情報（例えば、セッションの継続時間又は
トラフィック）の収集を停止して、ローカルなアカウント処理サーバシステム、例えばＳ
ＧＷ１１６０中のサーバ群１００１０のアカウント処理サーバシステム１２０４０（図１
２）に、収集された使用量情報を報告する。
２．ＭＴ解放指示７３１２０を受信した後、メディア記憶装置ＭＴサーバシステムは、Ｍ
Ｔ解放パケット（例えば７３１３０）をメディア記憶装置に送信する。
３．プログラムソースＭＸは、ＭＴプログラムソース解放７３０１０を受信するとき、そ
のＵＬＰＦをリセットする。
４．プログラムソースは、ＭＴ解放応答７３０３０を発呼者ＭＴサーバシステムに送信す
ることによって、ＭＴプログラムソース解放７３０１０に肯定応答して、ＭＴセッション
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への関与を終了する。
５．メディア記憶装置は、ＭＴ解放応答パケット（例えば７３１８０）で、メディア記憶
装置ＭＴサーバシステムからの解放要求に肯定応答する。次に、メディア記憶装置ＭＴサ
ーバシステムは、発呼者ＭＴサーバシステムに、ＭＴ解放肯定応答７３１３０を送信する
。
【０６０３】
６．５．２．３．２　ＭＴサーバシステムによって開始される呼の解放．
　ＭＴサーバシステムの１つの実施例は、受理できない通信状況（例えば、失われたパケ
ット数が過多である、エラーレートが過大である、失われたＭＴ保持応答パケットあるい
はＭＴ状態応答パケットの数が過多である）を検出するとき、呼の解放を開始する。
【０６０４】
１．説明のため、発呼者ＭＴサーバシステムが呼の解放を開始すると仮定する。発呼者Ｍ
Ｔサーバシステムは、プログラムソースＭＸを介して、ＭＴ解放７３０４０を送信すると
、ＭＰ制御パケットであるＭＴ解放７３０５０とＭＴ解放指示７３１４０を、プログラム
ソース、発呼者とメディア記憶装置ＭＴサーバシステムに、それぞれ送信する。これに応
答して、発呼者は、ＭＴ解放応答７３０６０を発呼者ＭＴサーバシステムに送信し、効果
的にＭＴセッションを終了する。同様に、メディア記憶装置ＭＴサーバシステムは、メデ
ィア記憶装置（例えばメディア記憶装置Ｎ）にＭＴ解放パケット（例えば７３１９０）を
送信する。
２．プログラムソースＭＸは、ＭＴ解放７３０４０を受信するとき、そのＵＬＰＦをリセ
ットする。
３．メディア記憶装置からのＭＴ解放応答パケット（例えば、メディア記憶装置からの７
３２００）を受信した後、メディア記憶装置ＭＴサーバシステムは、ＭＴ解放肯定応答７
３１５０を発呼者ＭＴサーバシステムに送信する。
４．発呼者ＭＴサーバシステムが、セッションの使用量情報（例えば、セッションの継続
時間又はトラフィック）の収集を停止して、ＭＴ解放７３０４０、７３０５０とＭＴ解放
指示７３１４０を送信するとき、セッションを終了する。ＭＴサーバシステムも、ローカ
ルなアカウント処理サーバシステム、例えばＳＧＷ１１６０中のサーバ群１００１０のア
カウント処理サーバシステム１２０４０（図１２）に、収集された情報を報告する。
【０６０５】
　もし、メディア記憶装置ＭＴサーバシステムが終了を始めるなら、同様の処理順序が適
用する。
【０６０６】
６．５．２．３．３　プログラムソースによって開始される呼の解放．
　多数の場合で、プログラムソースが呼の解放を開始する。例えば、もし、プログラムソ
ースが要求されたデータの伝送を完了したとき、プログラムソースが呼の解放を開始する
。もう１つの例では、プログラムソースが、メディア記憶装置１乃至Ｎのうちの一部にお
ける障害に気付いたとき、プログラムソースはまた、呼の解放を開始することができる。
【０６０７】
１．プログラムソースがプログラムソースＭＸを介して、発呼者ＭＴサーバシステムに、
ＭＴ解放７３０８０を送信することによって、終了を始める。次に、発呼者ＭＴサーバシ
ステムは、ＭＴ解放応答７３０９０をプログラムソースに、ＭＴ解放７３１００を発呼者
に、及び、ＭＴ解放指示７３１６０をメディア記憶装置ＭＴサーバシステムに送信する。
それに加えて、発呼者ＭＴサーバシステムは、セッションの使用量情報（例えば、セッシ
ョンの継続時間又はトラフィック）の収集を停止して、セッションを終了する。ＭＴサー
バシステムも、ローカルなアカウント処理サーバシステム、例えばＳＧＷ１１６０（図１
２）中のサーバ群１００１０のアカウント処理サーバシステム１２０４０に、収集された
使用量情報を報告する。
２．プログラムソースＭＸは、ＭＴ解放応答７３０９０を受信するとき、そのＵＬＰＦを
リセットする。
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３．ＭＴ解放７３１００に応答して、発呼者は、ＭＰ解放応答７３１１０を発呼者ＭＴサ
ーバシステムに送信する。
４．ＭＴ解放指示７３１６０を受信した後、メディア記憶装置ＭＴサーバシステムは、Ｍ
Ｔ解放パケット（例えば７３２１０）をメディア記憶装置（例えば、メディア記憶装置Ｎ
）に送信する。次に、メディア記憶装置は、ＭＴ解放応答パケット（例えば７３２２０）
をメディア記憶装置ＭＴサーバシステムに送信する。メディア記憶装置ＭＴサーバシステ
ムは、ＭＴ解放肯定応答７３１７０を発呼者ＭＴサーバシステムに送信する。
【０６０８】
　前述の本発明に関する多種類の実施例の詳細は、本発明の説明だけであるが、限界がな
い。これらの実施例は、開示された発明を完全に付けるあるいは限定することでない。分
かるとおり、当分野の普通の技術者に対して、本発明の主旨を超えることなく、別の変動
又は変更も実行される。その結果、本発明は請求の範囲によって画成される。
【図面の簡単な説明】
【０６０９】
【図１ａ】電気通信ネットワークの交換による分類を示す図である。
【図１ｂ】インターネットプロトコル（ＩＰ）を用いて１つのイーサネット（登録商標）
ＬＡＮからもう１つのイーサネット（登録商標）ＬＡＮにデータパケットを転送する従来
技術を示したブロック図である。
【図１ｃ】メディアネットワークプロトコル（ＭＰ）を用いて１つのメディアネットＬＡ
Ｎからもう１つのメディアネットＬＡＮにデータパケットを転送する例を示すブロック図
である。
【図１ｄ】例示的なメディアネットワークプロトコルの都市圏ネットワークを示すブロッ
ク図である。
【図２】例示的なメディアネットワークプロトコルの全国的ネットワークを示すブロック
図である。
【図３】例示的なメディアネットワークプロトコルのグローバルネットワークを示すブロ
ック図である。
【図４】メディアネットプロトコルの例示的なネットワークアーキテクチャを示す図であ
る。
【図５】メディアネットプロトコルのパケットの例示的なフォーマットを示す図である。
【図６】メディアネットプロトコルのネットワークアドレスの例示的なフォーマットを示
す図である。
【図７】メディアネットプロトコルのネットワークアドレスのもう１つの例示的なフォー
マットを示す図である。
【図８】メディアネットプロトコルのネットワークアドレスのもう１つの例示的なフォー
マットを示す図である。
【図９ａ】メディアネットプロトコルのネットワークアドレスのもう１つの例示的なフォ
ーマットを示す図である。
【図９ｂ】主にエッジ部のスイッチに直接的に接続された構成要素のための、メディアネ
ットプロトコルのネットワークアドレスの例示的なフォーマットを示す図である。
【図９ｃ】主に多地点通信サービスのための、メディアネットプロトコルのネットワーク
アドレスの例示的なフォーマットを示す図である。
【図１０】例示的なサービスゲートウェイを示すブロック図である。
【図１１ａ】もう１つの例示的なサービスゲートウェイを示すブロック図である。
【図１１ｂ】もう１つの例示的なサービスゲートウェイを示すブロック図である。
【図１２】例示的なサーバ群を示すブロック図である。
【図１３】例示的なサーバシステムを示すブロック図である。
【図１４】例示的なサーバ群が実行する１つのワークフロー処理を示すフローチャートで
ある。
【図１５】例示的なサーバ群がメディアネットプロトコルのネットワークを構成するため

10

20

30

40

50

(141) JP 3964871 B2 2007.8.22



に行う１つのワークフロー処理を示すフローチャートである。
【図１６】例示的なサーバ群が複数の呼チェック処理を実行するために行う１つのワーク
フロー処理を示すフローチャートである。
【図１７ａ】例示的なサーバ群における複数のサーバシステムによる複数の呼チェック処
理の実行を説明する時系列図である。
【図１７ｂ】例示的なサーバ群における複数のサーバシステムによる複数の呼チェック処
理の実行を説明する時系列図である。
【図１８】例示的なエッジ部のスイッチを示すブロック図である。
【図１９】エッジ部のスイッチにおける例示的なスイッチングコアを示すブロック図であ
る。
【図２０】エッジ部のスイッチにおける例示的なカラーフィルタが例示的なスイッチング
コアのインターフェースからのパケットに応答するために行う一処理を示すフローチャー
トである。
【図２１】エッジ部のスイッチにおける例示的なカラーフィルタが例示的なスイッチング
コアのもう１つのインターフェースからのパケットに応答するために行う一処理を示すフ
ローチャートである。
【図２２】エッジ部のスイッチにおける例示的なカラーフィルタが例示的なスイッチング
コアのもう１つのインターフェースからのパケットに応答するために行う一処理を示すフ
ローチャートである。
【図２３】エッジ部のスイッチにおける例示的な部分的アドレスルーティングエンジンを
示すブロック図である。
【図２４】エッジ部のスイッチにおける例示的な部分的アドレスルーティング装置が例示
的なメディアネットプロトコルのユニキャストパケットを処理するために行う一処理を示
すフローチャートである。
【図２５】エッジ部のスイッチにおける例示的な部分的アドレスルーティング装置が例示
的なメディアネットプロトコルの多地点通信パケットを処理するために行う一処理を示す
フローチャートである。
【図２６ａ】エッジ部のスイッチにおける例示的なマッピングテーブルを示す図である。
【図２６ｂ】エッジ部のスイッチにおける例示的なルックアップテーブルを示す図である
。
【図２７】エッジ部のスイッチにおける例示的なパケット分配器を示すブロック図である
。
【図２８】例示的なゲートウェイを示すブロック図である。
【図２９】ビレッジスイッチとビルディングスイッチとを含む例示的なアクセスネットワ
ーク構成を示すブロック図である。
【図３０】ビレッジスイッチとカーブスイッチとを含む例示的なアクセスネットワーク構
成を示すブロック図である。
【図３１】オフィススイッチを含む例示的なアクセスネットワーク構成を示すブロック図
である。
【図３２】例示的な中間スイッチを示すブロック図である。
【図３３】中間スイッチにおける例示的なスイッチングコアを示すブロック図である。
【図３４】中間スイッチにおける例示的なカラーフィルタが例示的なスイッチングコアの
インターフェースからのパケットに応答するために行う一処理を示すフローチャートであ
る。
【図３５】中間スイッチにおける例示的な部分的アドレスルーティングエンジンを示すブ
ロック図である。
【図３６】中間スイッチにおける例示的な部分的アドレスルーティング装置が例示的なメ
ディアネットプロトコルの多地点通信パケットを処理するために行う一処理を示すフロー
チャートである。
【図３７】中間スイッチにおける例示的なルックアップテーブルを示す図である。
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【図３８】中間スイッチにおける例示的なパケット分配器を示すブロック図である。
【図３９】例示的な宛先アドレス検索テーブルを示す図である。
【図４０】一実施形態に係るアップリンクのパケットフィルタがアップリンクのパケット
フィルタチェックを実行するために行う一処理を示すフローチャートである。
【図４１】一実施形態に係るアップリンクのパケットフィルタがトラフィックフローのモ
ニタリングを実行するために行う一処理を示すフローチャートである。
【図４２ａ】一実施形態に係る家庭用ゲートウェイを示すブロック図である。
【図４２ｂ】代替の実施形態に係る家庭用ゲートウェイを示すブロック図である。
【図４３】マスターユーザスイッチの例示的な実施形態を示す構造図である。
【図４４】マスターユーザスイッチの例示的な実施形態を示すブロック図である。
【図４５】一実施形態に係るユーザスイッチがダウンストリーム方向のパケットを転送す
るために行う処理を示すフローチャートである。
【図４６】一実施形態に係るユーザスイッチがアップストリーム方向のパケットを転送す
るために行う処理を示すフローチャートである。
【図４７】例示的な実施形態に係る汎用テレピュータを示すブロック図である。
【図４８】例示的な実施形態に係る特殊用途のテレピュータを示すブロック図である。
【図４９】例示的な実施形態に係るメディアネットプロトコルのセットトップボックスを
示すブロック図である。
【図５０】例示的な実施形態に係るメディア記憶装置を示すブロック図である。
【図５３ａ】単一のサービスゲートウェイに依存する２つのユーザ端末装置間での１つの
メディア電話サービスセッションに係る例示的な呼のセットアップ段階及び呼の通信段階
を示す時系列図である。
【図５３ｂ】単一のサービスゲートウェイに依存する２つのユーザ端末装置間での１つの
メディア電話サービスセッションに係る例示的な呼の解放段階を示す時系列図である。
【図５４ａ】２つのサービスゲートウェイに依存する２つのユーザ端末装置間での１つの
メディア電話サービスセッションに係る例示的な呼のセットアップ段階を示す時系列図で
ある。
【図５４ｂ】２つのサービスゲートウェイに依存する２つのユーザ端末装置間での１つの
メディア電話サービスセッションに係る例示的な呼の通信段階を示す時系列図である。
【図５５ａ】２つのサービスゲートウェイに依存する２つのユーザ端末装置間での１つの
メディア電話サービスセッションに係る例示的な呼の解放段階を示す時系列図である。
【図５５ｂ】２つのサービスゲートウェイに依存する２つのユーザ端末装置間での１つの
メディア電話サービスセッションに係る例示的な呼の解放段階を示す時系列図である。
【図５６】例示的なグラフィカルユーザインターフェースがサポートするサービスウィン
ドウを示す図である。
【図５７】サービス要求に応答するためにユーザがナビゲートして通過する例示的な一連
のウィンドウを示す図である。
【図５８ａ】単一のサービスゲートウェイに依存する２つのＭＰに準拠した構成要素の間
での１つのメディア・オン・デマンドセッションに係る例示的な呼のセットアップ段階及
び呼の通信段階を示す時系列図である。
【図５８ｂ】単一のサービスゲートウェイに依存する２つのＭＰに準拠した構成要素の間
での１つのメディア・オン・デマンドセッションに係る例示的な呼の解放段階を示す時系
列図である。
【図５９ａ】２つのサービスゲートウェイに依存する２つのＭＰに準拠した構成要素の間
での１つのメディア・オン・デマンドセッションに係る例示的な呼のセットアップ段階及
び呼の通信段階を示す時系列図である。
【図５９ｂ】２つのサービスゲートウェイに依存する２つのＭＰに準拠した構成要素の間
での１つのメディア・オン・デマンドセッションに係る例示的な呼の解放段階を示す時系
列図である。
【図６０】１つのメディアマルチキャストセッションのための会合通知者を伴う例示的な
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メンバーシップ確立処理を示す時系列図である。
【図６１】１つのメディアマルチキャストセッションのための例示的なメンバーシップ確
立処理を示す時系列図である。
【図６２ａ】単一のサービスゲートウェイに依存する発呼者、被呼者１及び被呼者２の間
での１つのメディアマルチキャストセッションに係る例示的な呼のセットアップ段階及び
呼の通信段階を示す時系列図である。
【図６２ｂ】単一のサービスゲートウェイに依存する発呼者、被呼者１及び被呼者２の間
での１つのメディアマルチキャストセッションに係る例示的な呼の解放段階を示す時系列
図である。
【図６３ａ】例示的なサーバ群における複数のサーバシステムによるメディアマルチキャ
スト要求に対する複数の呼チェック処理の実行を示す時系列図である。
【図６３ｂ】例示的なサーバ群における複数のサーバシステムによるメディアマルチキャ
スト要求に対する複数の呼チェック処理の実行を示す時系列図である。
【図６４】メディアマルチキャストセッションにおける例示的な当事者の追加、当事者の
除去、及びメンバーの照会の処理を示す時系列図である。
【図６５】例示的なメディアネットプロトコルの都市圏ネットワークを示すブロック図で
ある。
【図６６ａ】異なるサービスゲートウェイに依存する発呼者、被呼者１及び被呼者２の間
の１つのメディアマルチキャストセッションに係る例示的な呼のセットアップ段階を示す
時系列図である。
【図６６ｂ】異なるサービスゲートウェイに依存する発呼者、被呼者１及び被呼者２の間
の１つのメディアマルチキャストセッションに係る例示的な呼の通信段階を示す時系列図
である。
【図６６ｃ】異なるサービスゲートウェイに依存する発呼者、被呼者１及び被呼者２の間
の１つのメディアマルチキャストセッションに係る例示的な呼の解放段階を示す時系列図
である。
【図６６ｄ】異なるサービスゲートウェイに依存する発呼者、被呼者１及び被呼者２の間
の１つのメディアマルチキャストセッションに係る例示的な呼の解放段階を示す時系列図
である。
【図６７ａ】異なる例示的なサーバ群における複数のサーバシステムによるメディアマル
チキャスト要求に対する複数の呼チェック処理の実行を示す時系列図である。
【図６７ｂ】異なる例示的なサーバ群における複数のサーバシステムによるメディアマル
チキャスト要求に対する複数の呼チェック処理の実行を示す時系列図である。
【図６８】単一のサービスゲートウェイ内におけるユーザ端末装置とメディアブロードキ
ャストプログラムソースとの間での例示的なメディアブロードキャストセッションを示す
時系列図である。
【図６９ａ】異なるサービスゲートウェイに依存するユーザ端末装置とメディアブロード
キャストプログラムソースとの間での１つのメディアブロードキャストセッションに係る
例示的な呼のセットアップ段階及び呼の通信段階を示す時系列図である。
【図６９ｂ】異なるサービスゲートウェイに依存するユーザ端末装置とメディアブロード
キャストプログラムソースとの間での１つのメディアブロードキャストセッションに係る
例示的な呼の解放段階を示す時系列図である。
【図７０】単一のサービスゲートウェイ内における複数のメディア記憶装置とプログラム
ソースとの間での１つのメディア転送セッションに係る例示的な呼のセットアップ段階及
び呼の通信段階を示す時系列図である。
【図７１】単一のサービスゲートウェイ内における複数のメディア記憶装置とプログラム
ソースとの間での１つのメディア転送セッションに係る例示的な呼の解放段階を示す時系
列図である。
【図７２ａ】異なるサービスゲートウェイに依存する複数のメディア記憶装置とプログラ
ムソースとの間での１つのメディア転送セッションに係る例示的な呼のセットアップ段階

10

20

30

40

50

(144) JP 3964871 B2 2007.8.22



を示す時系列図である。
【図７２ｂ】異なるサービスゲートウェイに依存する複数のメディア記憶装置とプログラ
ムソースとの間での１つのメディア転送セッションに係る例示的な呼の通信段階を示す時
系列図である。
【図７３ａ】異なるサービスゲートウェイに依存する複数のメディア記憶装置とプログラ
ムソースとの間での１つのメディア転送セッションに係る例示的な呼の解放段階を示す時
系列図である。
【図７３ｂ】異なるサービスゲートウェイに依存する複数のメディア記憶装置とプログラ
ムソースとの間での１つのメディア転送セッションに係る例示的な呼の解放段階を示す時
系列図である。
【図７３ｃ】異なるサービスゲートウェイに依存する複数のメディア記憶装置とプログラ
ムソースとの間での１つのメディア転送セッションに係る例示的な呼の解放段階を示す時
系列図である。
【符号の説明】
【０６１０】
１０…ＭＰデータパケット、
２０…発信元ホスト、
３０…ボトムアップの論理リンク、
４０，５０，６０…サービスゲートウェイ、
７０…トップダウンの論理リンク、
８０…宛先ホスト、
１０００…ＭＰの都市圏ネットワーク、
１０２０，１１２０，１１６０…サービスゲートウェイ、
２０００…ＭＰの全国的ネットワーク、
３０００…ＭＰのグローバルネットワーク、
５０００…ＭＰパケット、
６０００，７０００，８０００，９０００，９１００，９２００…ネットワークアドレス
、
１００００…エッジ部のスイッチ、
１００１０…サーバ群、
１００２０…ゲートウェイ、
１３０００…サーバシステム、
１８０５０…パケット分配器、
１９０３０…部分的アドレスルーティングエンジン、
２６０００…マッピングテーブル、
３２０１０…スイッチングコア、
３３０３０…カラーフィルタ、
４２０００…家庭用ゲートウェイ、
４２０１０…マスターＵＸ、
４７０００，４８０００…テレピュータ
４７０２０…ＭＰ－ＳＴＢ、
５００００…メディア記憶装置、
５６０００，５７０００…サービスウィンドウ。
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【 図 １ ａ 】 【 図 １ ｂ 】

【 図 １ ｃ 】 【 図 １ ｄ 】
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【 図 ２ 】 【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ ａ 】
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【 図 ９ ｂ 】 【 図 ９ ｃ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ ａ 】
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【 図 １ １ ｂ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ ａ 】 【 図 １ ７ ｂ 】

(151) JP 3964871 B2 2007.8.22



【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】
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【 図 ２ ２ 】 【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】 【 図 ２ ５ 】
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【 図 ２ ６ ａ 】 【 図 ２ ６ ｂ 】

【 図 ２ ７ 】 【 図 ２ ８ 】
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【 図 ２ ９ 】 【 図 ３ ０ 】

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

【 図 ３ ５ 】 【 図 ３ ６ 】
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【 図 ３ ７ 】 【 図 ３ ８ 】

【 図 ３ ９ 】 【 図 ４ ０ 】
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【 図 ４ １ 】 【 図 ４ ２ ａ 】

【 図 ４ ２ ｂ 】 【 図 ４ ３ 】

(158) JP 3964871 B2 2007.8.22



【 図 ４ ４ 】 【 図 ４ ５ 】

【 図 ４ ６ 】 【 図 ４ ７ 】
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【 図 ４ ８ 】 【 図 ４ ９ 】

【 図 ５ ０ 】 【 図 ５ ３ ａ 】
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【 図 ５ ３ ｂ 】 【 図 ５ ４ ａ 】

【 図 ５ ４ ｂ 】 【 図 ５ ５ ａ 】
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【 図 ５ ５ ｂ 】 【 図 ５ ６ 】

【 図 ５ ７ 】 【 図 ５ ８ ａ 】
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【 図 ５ ８ ｂ 】 【 図 ５ ９ ａ 】

【 図 ５ ９ ｂ 】 【 図 ６ ０ 】
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【 図 ６ １ 】 【 図 ６ ２ ａ 】

【 図 ６ ２ ｂ 】 【 図 ６ ３ ａ 】
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【 図 ６ ３ ｂ 】 【 図 ６ ４ 】

【 図 ６ ５ 】 【 図 ６ ６ ａ 】
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【 図 ６ ６ ｂ 】 【 図 ６ ６ ｃ 】

【 図 ６ ６ ｄ 】 【 図 ６ ７ ａ 】
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