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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツネーム基盤のコンテンツ中心ネットワークにおけるコンテンツ提供のための
コンテンツ要求者の通信方法であって、
　前記コンテンツを要求するために特定時間単位に基づいたコンテンツ要求であることを
示す識別子を含むコンテンツ要求パケットを生成するステップと、
　前記コンテンツ要求パケットを送信するステップと、
　前記特定時間単位に対応する前記コンテンツのセグメントを受信するステップと、を含
み、
　前記コンテンツ要求パケットを生成するステップは、前記コンテンツに対応する前記特
定時間単位及び前記コンテンツのうち開始セグメントに関する情報を前記コンテンツ要求
パケットのヘッダに付加するステップを含む、ことを特徴とするコンテンツ要求者の通信
方法。
【請求項２】
　コンテンツネーム基盤のコンテンツ中心ネットワークにおけるコンテンツ提供のための
コンテンツ要求者の通信方法であって、
　前記コンテンツを要求するために特定時間単位に基づいたコンテンツ要求であることを
示す識別子を含むコンテンツ要求パケットを生成するステップと、
　前記コンテンツ要求パケットを送信するステップと、
　前記特定時間単位に対応する前記コンテンツのセグメントを受信するステップと、を含
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み、
　前記コンテンツの要求を取消すようにする取消し応答パケットを受信することによって
、前記コンテンツに該当するエントリをペンディングインタレストテーブルから削除する
ステップをさらに含む、ことを特徴とするコンテンツ要求者の通信方法。
【請求項３】
　コンテンツネーム基盤のコンテンツ中心ネットワークにおけるコンテンツ提供のための
コンテンツ要求者の通信方法であって、
　前記コンテンツを要求するために特定時間単位に基づいたコンテンツ要求であることを
示す識別子を含むコンテンツ要求パケットを生成するステップと、
　前記コンテンツ要求パケットを送信するステップと、
　前記特定時間単位に対応する前記コンテンツのセグメントを受信するステップと、を含
み、
　前記コンテンツ要求パケットのヘッダに含まれたタイムアウト値を用いて、前記コンテ
ンツに該当するエントリをペンディングインタレストテーブルから削除するステップを含
む、ことを特徴とするコンテンツ要求者の通信方法。
【請求項４】
　コンテンツネーム基盤のコンテンツ中心ネットワークにおけるコンテンツ提供のための
コンテンツ要求者の通信方法であって、
　前記コンテンツを要求するために特定時間単位に基づいたコンテンツ要求であることを
示す識別子を含むコンテンツ要求パケットを生成するステップと、
　前記コンテンツ要求パケットを送信するステップと、
　前記特定時間単位に対応する前記コンテンツのセグメントを受信するステップと、を含
み、
　前記受信したコンテンツのセグメントのうち脱落したか、又はエラーが発生したセグメ
ントがあるか否かを検出するステップと、
　前記脱落したか、又はエラーが発生したセグメントが検出されれば、所定の時間間隔の
間に待機するステップと、をさらに含み、
　前記所定の時間間隔の間に前記脱落したか、又はエラーが発生したセグメントが前記コ
ンテンツ要求者に送信されたか否かを判断するステップと、
　前記所定の時間間隔の間に前記脱落したか、又はエラーが発生したセグメントが前記コ
ンテンツ要求者に送信されたと判断された場合、前記脱落したか、又はエラーが発生した
セグメントを要求するコンテンツ要求パケットを生成するステップと、
　前記コンテンツ要求パケットが生成されることによって、前記脱落したか、又はエラー
が発生したセグメントを要求するコンテンツ要求パケットを送信するステップと、をさら
に含み、
　前記脱落したか、又はエラーが発生したセグメントを要求するコンテンツ要求パケット
を生成するステップは、
　前記脱落したか、又はエラーが発生したセグメントの個数と予め設定された個数とを比
較するステップと、
　前記脱落したか、又はエラーが発生したセグメントの個数と予め設定された個数との間
の比較結果に基づいて、前記脱落したか、又はエラーが発生したセグメントを要求する互
いに異なる形態のコンテンツ要求パケットを生成するステップと、を含む、ことを特徴と
するコンテンツ要求者の通信方法。
 
【請求項５】
　前記コンテンツは、リアルタイムストリーミングコンテンツ又は一般コンテンツの何れ
か１つを含む、ことを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載のコンテンツ要求者
の通信方法。
【請求項６】
　前記コンテンツ要求パケットを生成するステップは、前記コンテンツネームを用いて前
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記コンテンツのセグメントを要求するコンテンツ要求パケットを生成するステップを含む
、ことを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載のコンテンツ要求者の通信方法。
【請求項７】
　前記コンテンツ要求パケットを生成するステップは、前記特定時間単位に基づいたコン
テンツ要求であることを示す識別子を前記コンテンツ要求パケットのヘッダ又は前記コン
テンツネームに追加するステップを含む、ことを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項
に記載のコンテンツ要求者の通信方法。
【請求項８】
　前記特定時間単位が満了した場合、前記特定時間単位の次の特定時間単位及び前記次の
特定時間単位に対応するコンテンツ要求パケットとして、最後に受信したセグメントの次
のセグメントに関する情報を含むコンテンツ要求パケットを送信するステップをさらに含
む、ことを特徴とする請求項１に記載のコンテンツ要求者の通信方法。
【請求項９】
　少なくとも１つの前記コンテンツ要求者の特性及びネットワーク環境に基づいて前記特
定時間単位を調整するステップをさらに含む、ことを特徴とする請求項１乃至４の何れか
１項に記載のコンテンツ要求者の通信方法。
【請求項１０】
　ペンディングインタレストテーブルで前記コンテンツ要求パケットに対応して前記特定
時間単位を格納するステップをさらに含む、ことを特徴とする請求項１乃至４の何れか１
項に記載のコンテンツ要求者の通信方法。
【請求項１１】
　前記脱落したか、又はエラーが発生したセグメントを要求するコンテンツ要求パケット
は、前記特定時間単位に基づいたコンテンツ要求であることを示す識別子を含むことなく
、ネームフィールドに前記脱落したか、又はエラーが発生したセグメントの番号を含む、
ことを特徴とする請求項４に記載のコンテンツ要求者の通信方法。
【請求項１２】
　前記互いに異なる形態のコンテンツ要求パケットを生成するステップは、前記比較結果
、前記脱落したか、又はエラーが発生したセグメントの個数が予め設定された個数と同一
であるか小さければ、前記脱落したか、又はエラーが発生したセグメントの番号を含むコ
ンテンツ要求パケットを生成するステップを含む、ことを特徴とする請求項４に記載のコ
ンテンツ要求者の通信方法。
【請求項１３】
　前記互いに異なる形態のコンテンツ要求パケットを生成するステップは、前記比較結果
、前記脱落したか、又はエラーが発生したセグメントの個数が予め設定された個数よりも
大きければ、前記脱落したか、又はエラーが発生したセグメントを要求する、前記特定時
間単位に基づいたコンテンツ要求であることを示す識別子を含むコンテンツ要求パケット
を生成するステップを含む、ことを特徴とする請求項４に記載のコンテンツ要求者の通信
方法。
【請求項１４】
　前記コンテンツがリアルタイムストリーミングコンテンツである場合、コンテンツスト
アに前記リアルタイムストリーミングコンテンツのための格納空間を割り当てるステップ
をさらに含む、ことを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載のコンテンツ要求者
の通信方法。
【請求項１５】
　前記リアルタイムストリーミングコンテンツのための格納空間に前記受信したリアルタ
イムストリーミングコンテンツのセグメントのうち最新セグメントを格納するステップを
さらに含む、ことを特徴とする請求項１４に記載のコンテンツ要求者の通信方法。
【請求項１６】
　前記リアルタイムストリーミングコンテンツのセグメントのうち脱落したか、又はエラ
ーが発生したセグメントがある場合、前記最新セグメントを用いて前記リアルタイムスト
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リーミングコンテンツに対する再送信を要求するステップをさらに含む、ことを特徴とす
る請求項１５に記載のコンテンツ要求者の通信方法。
【請求項１７】
　コンテンツネーム基盤のコンテンツ中心ネットワークにおけるコンテンツ提供のための
コンテンツ提供者の通信方法であって、
　特定時間単位に基づいたコンテンツ要求であることを示す識別子を含むコンテンツ要求
パケットを受信するステップと、
　前記コンテンツ提供者のコンテンツストアあるいはバッファに前記コンテンツがあるか
を検索するステップと、
　前記コンテンツが前記コンテンツ提供者のコンテンツストアあるいはバッファにあるこ
とによって検索される場合、前記特定時間単位に対応するコンテンツのセグメントを含む
コンテンツ応答パケットを生成するステップと、
　前記コンテンツ応答パケットを送信するステップと、を含み、
　前記コンテンツが終了した場合、前記コンテンツの要求を取消すようにする取消し応答
パケットを生成するステップをさらに含む、ことを特徴とするコンテンツ提供者の通信方
法。
【請求項１８】
　前記コンテンツは、リアルタイムストリーミングコンテンツ又は一般コンテンツの何れ
か１つを含む、ことを特徴とする請求項１７に記載のコンテンツ提供者の通信方法。
【請求項１９】
　前記コンテンツがあるかを検索するステップは、前記コンテンツネームを用いて前記コ
ンテンツストアあるいは前記バッファに前記コンテンツがあるかを検索するステップを含
む、ことを特徴とする請求項１７に記載のコンテンツ提供者の通信方法。
【請求項２０】
　前記取消し応答パケットを生成するステップは、前記コンテンツの最後のセグメントの
セグメント番号に予め設定された情報を記載するか、又は、前記コンテンツの最後のセグ
メントのペイロードサイズを予め設定された値に設定して前記取消し応答パケットを生成
するステップを含む、ことを特徴とする請求項１７に記載のコンテンツ提供者の通信方法
。
【請求項２１】
　前記取消し応答パケットを送信するステップをさらに含む、ことを特徴とする請求項１
７に記載のコンテンツ提供者の通信方法。
【請求項２２】
　前記コンテンツ要求パケットを受信するステップは、前記コンテンツの送信が持続する
前記特定時間単位及び前記コンテンツのうち開始セグメントに関する情報を含むコンテン
ツ要求パケットを受信するステップを含む、ことを特徴とする請求項１７に記載のコンテ
ンツ提供者の通信方法。
【請求項２３】
　前記コンテンツ要求パケットを受信するステップは、前記特定の時間間隔が満了した場
合、前記特定時間単位の次の特定時間単位及び前記特定時間単位に対応するコンテンツ要
求パケットとして、最後に受信したセグメントの次のセグメントに関する情報を含むコン
テンツ要求パケットを受信するステップを含む、ことを特徴とする請求項１７に記載のコ
ンテンツ提供者の通信方法。
【請求項２４】
　前記コンテンツ要求パケットを受信するステップは、中間ノードのコンテンツストアに
格納されていない前記コンテンツのセグメントのうち最初のセグメントのセグメント番号
及び、前記特定時間単位から前記中間ノードのコンテンツストアに格納されたセグメント
の処理に所要する時間間隔を除外した残りの時間単位を含むコンテンツ要求パケットを受
信するステップを含む、ことを特徴とする請求項１７に記載のコンテンツ提供者の通信方
法。
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【請求項２５】
　前記コンテンツのセグメントのうち脱落したか、又はエラーが発生したセグメントを要
求するコンテンツ要求パケットを受信するステップをさらに含む、ことを特徴とする請求
項１７に記載のコンテンツ提供者の通信方法。
【請求項２６】
　前記脱落したか、又はエラーが発生したセグメントを要求するコンテンツ要求パケット
は、前記特定時間単位に基づいたコンテンツ要求であることを示す識別子を含むことなく
、ネームフィールドに前記脱落したか、又はエラーが発生したセグメントの番号を含む、
ことを特徴とする請求項２５に記載のコンテンツ提供者の通信方法。
【請求項２７】
　コンテンツネーム基盤のコンテンツ中心ネットワークにおけるコンテンツ提供のための
コンテンツ提供者の通信方法であって、
　コンテンツ要求パケットを受信するステップと、
　前記コンテンツ要求パケットが特定時間単位に基づくか否かを判断するステップと、
　前記判断結果に応じて、前記コンテンツ要求パケットが前記特定時間単位に基づいたリ
アルタイムストリーミングコンテンツ又は前記特定時間単位に基づいた一般コンテンツの
うち何れかのコンテンツに対する要求であるかを決定するステップと、
　前記決定に基づいてコンテンツ応答パケットを生成するステップと、
　前記コンテンツ応答パケットを送信するステップと、を含み、
　前記コンテンツが終了した場合、前記コンテンツの要求を取消すようにする取消し応答
パケットを生成するステップをさらに含む、ことを特徴とするコンテンツ提供者の通信方
法。
 
【請求項２８】
　前記コンテンツ要求パケットが特定時間単位に基づくか否かを判断するステップは、前
記コンテンツ要求パケットのヘッダ又は前記コンテンツネームに前記特定時間単位に基づ
いたコンテンツ要求であることを示す識別子があるか否かに基づいて、前記コンテンツ要
求パケットが特定時間単位に基づくか否かを判断するステップを含む、ことを特徴とする
請求項２７に記載のコンテンツ提供者の通信方法。
【請求項２９】
　前記あるコンテンツに対する要求であるかを決定するステップは、前記コンテンツ要求
パケットのヘッダに含まれた情報を用いて前記コンテンツ要求パケットが前記特定時間単
位に基づいたリアルタイムストリーミングコンテンツ又は前記特定時間単位に基づいた一
般コンテンツのうち何れかのコンテンツに対する要求であるかを決定するステップを含む
、ことを特徴とする請求項２７に記載のコンテンツ提供者の通信方法。
【請求項３０】
　前記コンテンツ応答パケットを生成するステップは、前記コンテンツ要求パケットが前
記特定時間単位に基づいたリアルタイムストリーミングコンテンツに対する要求として決
定される場合、前記リアルタイムストリーミングコンテンツのセグメントを含むコンテン
ツ応答パケットを生成するステップを含む、ことを特徴とする請求項２７に記載のコンテ
ンツ提供者の通信方法。
【請求項３１】
　前記コンテンツ応答パケットを生成するステップは、前記コンテンツ要求パケットが前
記特定時間単位に基づいた一般コンテンツを要求すると判断される場合、前記特定時間単
位に基づいた一般コンテンツを含むコンテンツ応答パケットを生成するステップを含む、
ことを特徴とする請求項２７に記載のコンテンツ提供者の通信方法。
【請求項３２】
　前記取消し応答パケットを生成するステップは、前記コンテンツの最後のセグメントの
セグメント番号に予め設定された情報を記載するか、又は、前記コンテンツの最後のセグ
メントのペイロードサイズを予め設定された値に設定して前記取消し応答パケットを生成
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するステップを含む、ことを特徴とする請求項２７に記載のコンテンツ提供者の通信方法
。
【請求項３３】
　前記コンテンツ要求パケットを受信するステップは、前記コンテンツの送信が持続する
特定時間単位に関する情報を含むコンテンツ要求パケットを受信するステップを含む、こ
とを特徴とする請求項２７に記載のコンテンツ提供者の通信方法。
【請求項３４】
　前記コンテンツのセグメントのうち脱落したか、又はエラーが発生したセグメントを要
求するコンテンツ要求パケットを受信するステップをさらに含み、
　前記脱落したか、又はエラーが発生したセグメントを要求するコンテンツ要求パケット
は、前記特定時間単位に基づいたコンテンツ要求であることを示す識別子を含むことなく
、ネームフィールドに前記脱落したか、又はエラーが発生したセグメントの番号を含む、
ことを特徴とする請求項３３に記載のコンテンツ提供者の通信方法。
【請求項３５】
　前記コンテンツ要求パケットが特定時間単位に基づいていないと判断される場合、前記
特定時間単位に基づかない一般コンテンツを含むコンテンツ応答パケットを生成するステ
ップをさらに含む、ことを特徴とする請求項２７に記載のコンテンツ提供者の通信方法。
【請求項３６】
　請求項１乃至４の何れか１項に記載の方法を実行するプログラムが記録されていること
を特徴とするコンピュータで読み出し可能な記録媒体。
 
【請求項３７】
　コンテンツ中心ネットワークにおけるノードの通信方法であって、
　コンテンツ要求者からフェイスを介してコンテンツを要求する、特定時間単位に基づい
た要求であることを示す識別子を含むコンテンツ要求パケットを受信するステップと、
　前記要求されたコンテンツが前記ノードのコンテンツストアにあるか否かを決定するス
テップと、
　前記要求されたコンテンツが前記ノードのコンテンツストアにある場合、コンテンツス
トアから前記コンテンツ要求者に前記要求されたコンテンツを送信するステップと、
　前記要求されたコンテンツが前記ノードのコンテンツストアにない場合、前記ノードの
ペンディングインタレストテーブル（ＰＩＴ）で前記要求されたコンテンツに対するルー
ティングエントリを記録し、前記コンテンツを検索するために選択されたフェイスを用い
て前記コンテンツ中心ネットワークの他のノードにコンテンツ要求パケットをフォワード
するステップと、
　を含み、
　（ｉ）前記コンテンツの要求を取消すようにする取消し応答パケットを受信することに
よって、又は、（ｉｉ）前記コンテンツ要求パケットのヘッダに含まれたタイムアウト値
を用いることによって、前記コンテンツに該当するエントリをペンディングインタレスト
テーブルから削除するステップをさらに含む、ことを特徴とするノードの通信方法。
【請求項３８】
　前記ペンディングインタレストテーブル（ＰＩＴ）の各ルーティングエントリは、プリ
フィクス、フェイス値、及び特定時間単位を含む、ことを特徴とする請求項３７に記載の
ノードの通信方法。
【請求項３９】
　前記要求されたコンテンツは、リアルタイムストリーミングコンテンツ又は一般コンテ
ンツを含む、ことを特徴とする請求項３７に記載のノードの通信方法。
【請求項４０】
　前記フォワードするステップは、前記選択されたフェイスを決定するためにフォワーデ
ィング情報ベース（ＦＩＢ）を用いるステップを含む、ことを特徴とする請求項３７に記
載のノードの通信方法。
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【請求項４１】
　前記フォワードされたコンテンツ要求パケットに応答して前記検索されたコンテンツを
受信するステップと、
　前記検索されたコンテンツの受信に応答して前記コンテンツ要求に対するコンテンツを
ルーティングするステップと、
　をさらに含む、ことを特徴とする請求項３７に記載のノードの通信方法。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツネーム基盤のコンテンツ中心ネットワークにおけるコンテンツ提
供のための、コンテンツ要求者、コンテンツ提供者、及びノードの通信方法に係り、特に
、特定時間単位を用いてコンテンツ及びリアルタイムストリーミングコンテンツを提供す
るコンテンツ要求者、コンテンツ提供者、及びノードの通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンテンツ中心ネットワーク（Ｃｏｎｔｅｎｔ－Ｃｅｎｔｒｉｃ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎ
ｇ、以下、ＣＣＮ）において、パケットはコンテンツ要求パケットとコンテンツ応答パケ
ットとに区分される。コンテンツ要求パケットは要求するコンテンツネームを含み、コン
テンツ応答パケットは要求されたコンテンツとコンテンツネームなどを含む。コンテンツ
要求パケットはインタレスト（Ｉｎｔｅｒｅｓｔ）とも呼ばれる。
【０００３】
　ネットワーク装置はコンテンツ要求パケットを受信した場合、コンテンツ要求パケット
のヘッダにあるコンテンツネームに基づいて自身のストレージを検索する。そして、当該
コンテンツを有する場合、ネットワーク装置は当該コンテンツを要求者に伝達する。従っ
て、コンテンツの本来（ｏｒｉｇｉｎａｌ）の所有者までいってコンテンツを受け取らな
ければならないインターネットプロトコル（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ、以下
、ＩＰ）基盤のネットワークに比べて、コンテンツ中心ネットワークは中間の何れのノー
ドでも自身のストレージに当該コンテンツがある場合にコンテンツ要求パケットに対して
応答できる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、中間のノードのコンテンツキャッシュに最小限の情報のみを格納して
コンテンツキャッシュの効率を向上したコンテンツ中心ネットワークを提供することにあ
る。
【０００５】
　また本発明の他の目的は、リアルタイムストリーミングコンテンツが終了した場合に、
経路上の全ての特定時間単位のコンテンツ要求パケットがこれ以上ネットワークに残らな
いコンテンツ中心ネットワークを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一実施形態によると、コンテンツネーム基盤のコンテンツ中心ネットワークにおけるコ
ンテンツ提供のためのコンテンツ要求者の通信方法は、前記コンテンツを要求するために
特定時間単位に基づいたコンテンツ要求であることを示す識別子を含むコンテンツ要求パ
ケットを生成するステップと、前記コンテンツ要求パケットを送信するステップと、前記
特定時間単位に対応する前記コンテンツのセグメントを受信するステップとを含む。
【０００７】
　前記コンテンツは、リアルタイムストリーミングコンテンツ又は一般コンテンツの何れ
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か１つを含んでもよい。
　前記コンテンツ要求パケットを生成するステップは、前記コンテンツネームを用いて前
記コンテンツのセグメントを要求するコンテンツ要求パケットを生成するステップを含ん
でもよい。
　前記コンテンツ要求パケットを生成するステップは、前記特定時間単位に基づいたコン
テンツ要求であることを示す識別子を前記コンテンツ要求パケットのヘッダ又は前記コン
テンツネームに追加するステップを含んでもよい。
　前記コンテンツ要求パケットを生成するステップは、前記コンテンツに対応する前記特
定時間単位及び前記コンテンツのうち開始セグメントに関する情報を前記コンテンツ要求
パケットのヘッダに付加するステップを含んでもよい。
　前記特定時間単位が満了した場合、前記特定時間単位の次の特定時間単位及び前記次の
特定時間単位に対応するコンテンツ要求パケットとして、最後に受信したセグメントの次
のセグメントに関する情報を含むコンテンツ要求パケットを送信するステップをさらに含
んでもよい。
　前記少なくとも１つのコンテンツ要求者の特性及びネットワーク環境に基づいて前記特
定時間単位を調整するステップをさらに含んでもよい。
　ペンディングインタレストテーブルで前記コンテンツ要求パケットに対応して前記特定
時間単位を格納するステップをさらに含んでもよい。
　前記コンテンツの要求を取消すようにする取消し応答パケットを受信することによって
、前記コンテンツに該当するエントリをペンディングインタレストテーブルから削除する
ステップをさらに含んでもよい。
　前記削除するステップは、前記コンテンツ要求パケットのヘッダに含まれたタイムアウ
ト値を用いて前記コンテンツに該当するエントリをペンディングインタレストテーブルか
ら削除するステップを含んでもよい。
【０００８】
　前記受信したコンテンツのセグメントのうち脱落したか、又はエラーが発生したセグメ
ントがあるか否かを検出するステップと、前記脱落したか、又はエラーが発生したセグメ
ントが検出されれば、所定の時間間隔の間に待機するステップとをさらに含んでもよい。
　前記所定の時間間隔の間に前記脱落したか、又はエラーが発生したセグメントが前記コ
ンテンツ要求者に送信されたか否かを判断するステップと、前記所定の時間間隔の間に前
記脱落したか、又はエラーが発生したセグメントが前記コンテンツ要求者に送信されたと
判断された場合、前記脱落したか、又はエラーが発生したセグメントを要求するコンテン
ツ要求パケットを生成するステップと、前記コンテンツ要求パケットが生成されることに
よって、前記脱落したか、又はエラーが発生したセグメントを要求するコンテンツ要求パ
ケットを送信するステップとをさらに含んでもよい。
　前記脱落したか、又はエラーが発生したセグメントを要求するコンテンツ要求パケット
は、前記特定時間単位に基づいたコンテンツ要求であることを示す識別子を含むことなく
、ネームフィールドに前記脱落したか、又はエラーが発生したセグメントの番号を含んで
もよい。
　前記脱落したか、又はエラーが発生したセグメントを要求するコンテンツ要求パケット
を生成するステップは、前記脱落したか、又はエラーが発生したセグメントの個数と予め
設定された個数とを比較するステップと、前記脱落したか、又はエラーが発生したセグメ
ントの個数と予め設定された個数との間の比較結果に基づいて、前記脱落したか、又はエ
ラーが発生したセグメントを要求する互いに異なる形態のコンテンツ要求パケットを生成
するステップとを含んでもよい。
　前記互いに異なる形態のコンテンツ要求パケットを生成するステップは、前記比較結果
、前記脱落したか、又はエラーが発生したセグメントの個数が予め設定された個数と同一
であるか小さければ、前記脱落したか、又はエラーが発生したセグメントの番号を含むコ
ンテンツ要求パケットを生成するステップを含んでもよい。
　前記互いに異なる形態のコンテンツ要求パケットを生成するステップは、前記比較結果
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、前記脱落したか、又はエラーが発生したセグメントの個数が予め設定された個数よりも
大きければ、前記脱落したか、又はエラーが発生したセグメントを要求する、前記特定時
間単位に基づいたコンテンツ要求であることを示す識別子を含むコンテンツ要求パケット
を生成するステップを含んでもよい。
　前記コンテンツがリアルタイムストリーミングコンテンツである場合、コンテンツスト
アに前記リアルタイムストリーミングコンテンツのための格納空間を割り当てるステップ
をさらに含んでもよい。
　前記リアルタイムストリーミングコンテンツのための格納空間に前記受信したリアルタ
イムストリーミングコンテンツのセグメントのうち最新セグメントを格納するステップを
さらに含んでもよい。
　前記リアルタイムストリーミングコンテンツのセグメントのうち脱落したか、又はエラ
ーが発生したセグメントがある場合、前記最新セグメントを用いて前記リアルタイムスト
リーミングコンテンツに対する再送信を要求するステップをさらに含んでもよい。
　一実施形態に係るコンテンツネーム基盤のコンテンツ中心ネットワークにおける、コン
テンツ提供のためのコンテンツ提供者の通信方法であって、特定時間単位に基づいたコン
テンツ要求であることを示す識別子を含むコンテンツ要求パケットを受信するステップと
、前記コンテンツ提供者のコンテンツストアあるいはバッファに前記コンテンツがあるか
を検索するステップと、前記コンテンツが前記コンテンツ提供者のコンテンツストアある
いはバッファにあることによって検索される場合、前記特定時間単位に対応するコンテン
ツのセグメントを含むコンテンツ応答パケットを生成するステップと、前記コンテンツ応
答パケットを送信するステップとを含む。
【０００９】
　前記コンテンツは、リアルタイムストリーミングコンテンツ又は一般コンテンツの何れ
か１つを含んでもよい。
　前記コンテンツがあるかを検索するステップは、前記コンテンツネームを用いて前記コ
ンテンツストアあるいは前記バッファに前記コンテンツがあるかを検索するステップを含
んでもよい。
　前記コンテンツが終了した場合、前記コンテンツの要求を取消すようにする取消し応答
パケットを生成するステップをさらに含んでもよい。
　前記取消し応答パケットを生成するステップは、前記コンテンツの最後のセグメントの
セグメント番号に予め設定された情報を記載するか、又は、前記コンテンツの最後のセグ
メントのペイロードサイズを予め設定された値に設定して前記取消し応答パケットを生成
するステップを含んでもよい。
　前記取消し応答パケットを送信するステップをさらに含んでもよい。
　前記コンテンツ要求パケットを受信するステップは、前記コンテンツの送信が持続する
前記特定時間単位及び前記コンテンツのうち開始セグメントに関する情報を含むコンテン
ツ要求パケットを受信するステップを含んでもよい。
　前記コンテンツ要求パケットを受信するステップは、前記特定の時間間隔が満了した場
合、前記特定時間単位の次の特定時間単位及び前記特定時間単位に対応するコンテンツ要
求パケットとして、最後に受信したセグメントの次のセグメントに関する情報を含むコン
テンツ要求パケットを受信するステップを含んでもよい。
　前記コンテンツ要求パケットを受信するステップは、中間ノードのコンテンツストアに
格納されていない前記コンテンツのセグメントのうち最初のセグメントのセグメント番号
及び前記特定時間単位で、前記中間ノードのコンテンツストアに格納されたセグメントの
処理に所要する時間間隔を除外した残りの時間単位を含むコンテンツ要求パケットを受信
するステップを含んでもよい。
　前記コンテンツのセグメントのうち脱落したか、又はエラーが発生したセグメントを要
求するコンテンツ要求パケットを受信するステップをさらに含んでもよい。
　前記脱落したか、又はエラーが発生したセグメントを要求するコンテンツ要求パケット
は、前記特定時間単位に基づいたコンテンツ要求であることを示す識別子を含むことなく
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、ネームフィールドに前記脱落したか、又はエラーが発生したセグメントの番号を含んで
もよい。
【００１０】
　一実施形態によると、コンテンツネーム基盤のコンテンツ中心ネットワークにおけるコ
ンテンツ提供のためのコンテンツ提供者の通信方法は、コンテンツ要求パケットを受信す
るステップと、前記コンテンツ要求パケットが特定時間単位に基づくか否かを判断するス
テップと、前記判断結果に応じて、前記コンテンツ要求パケットが前記特定時間単位に基
づいたリアルタイムストリーミングコンテンツ又は前記特定時間単位に基づいた一般コン
テンツのうち何れかのコンテンツに対する要求であるかを決定するステップと、前記決定
に基づいてコンテンツ応答パケットを生成するステップと、前記コンテンツ応答パケット
を送信するステップとを含む。
【００１１】
　前記コンテンツ要求パケットが特定時間単位に基づくか否かを判断するステップは、前
記コンテンツ要求パケットのヘッダ又は前記コンテンツネームに前記特定時間単位に基づ
いたコンテンツ要求であることを示す識別子があるか否かに基づいて、前記コンテンツ要
求パケットが特定時間単位に基づくか否かを判断するステップを含んでもよい。
　前記あるコンテンツに対する要求であるかを決定するステップは、前記コンテンツ要求
パケットのヘッダに含まれた情報を用いて前記コンテンツ要求パケットが前記特定時間単
位に基づいたリアルタイムストリーミングコンテンツ又は前記特定時間単位に基づいた一
般コンテンツのうち何れかのコンテンツに対する要求であるかを決定するステップを含ん
でもよい。
　前記コンテンツ応答パケットを生成するステップは、前記コンテンツ要求パケットが前
記特定時間単位に基づいたリアルタイムストリーミングコンテンツに対する要求として決
定される場合、前記リアルタイムストリーミングコンテンツのセグメントを含むコンテン
ツ応答パケットを生成するステップを含んでもよい。
　前記コンテンツ応答パケットを生成するステップは、前記コンテンツ要求パケットが前
記特定時間単位に基づいた一般コンテンツを要求すると判断される場合、前記特定時間単
位に基づいた一般コンテンツを含むコンテンツ応答パケットを生成するステップを含んで
もよい。
　前記コンテンツが終了した場合、前記コンテンツの要求を取消すようにする取消し応答
パケットを生成するステップをさらに含んでもよい。
　前記取消し応答パケットを生成するステップは、前記コンテンツの最後のセグメントの
セグメント番号に予め設定された情報を記載するか、又は、前記コンテンツの最後のセグ
メントのペイロードサイズを予め設定された値に設定して前記取消し応答パケットを生成
するステップを含んでもよい。
　前記コンテンツ要求パケットを受信するステップは、前記コンテンツの送信が持続する
特定時間単位に関する情報を含むコンテンツ要求パケットを受信するステップを含んでも
よい。
　前記コンテンツのセグメントのうち脱落したか、又はエラーが発生したセグメントを要
求するコンテンツ要求パケットを受信するステップをさらに含み、前記脱落したか、又は
エラーが発生したセグメントを要求するコンテンツ要求パケットは、前記特定時間単位に
基づいたコンテンツ要求であることを示す識別子を含むことなく、ネームフィールドに前
記脱落したか、又はエラーが発生したセグメントの番号を含んでもよい。
　前記コンテンツ要求パケットが特定時間単位に基づいていないと判断される場合、前記
特定時間単位に基づかない一般コンテンツを含むコンテンツ応答パケットを生成するステ
ップをさらに含んでもよい。
【００１２】
　一実施形態によると、コンテンツ中心ネットワークにおけるノードの通信方法は、コン
テンツ要求者からフェイスを介してコンテンツを要求する、特定時間単位に基づいた要求
であることを示す識別子を含むコンテンツ要求パケットを受信するステップと、前記要求
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されたコンテンツが前記ノードのコンテンツストアにあるか否かを決定するステップと、
前記要求されたコンテンツが前記ノードのコンテンツストアにある場合、コンテンツスト
アから前記コンテンツ要求者に前記要求されたコンテンツを送信するステップと、前記要
求されたコンテンツが前記ノードのコンテンツストアにない場合、前記ノードのペンディ
ングインタレストテーブル（ＰＩＴ）で前記要求されたコンテンツに対するルーティング
エントリを記録し、前記コンテンツを検索するために選択されたフェイスを用いて前記コ
ンテンツ中心ネットワークの他のノードにコンテンツ要求パケットをフォワードするステ
ップとを含む。
【００１３】
　前記ペンディングインタレストテーブル（ＰＩＴ）の各ルーティングエントリは、プリ
フィクス、フェイス値、及びセグメント識別子を含んでもよい。
　前記要求されたコンテンツは、リアルタイムストリーミングコンテンツ又は一般コンテ
ンツを含んでもよい。
　前記フォワードするステップは、前記選択されたフェイスを決定するためにフォワーデ
ィング情報ベース（ＦＩＢ）を用いるステップを含んでもよい。
　前記フォワードされたコンテンツ要求パケットに応答して前記検索されたコンテンツを
受信するステップと、前記検索されたコンテンツの受信に応答して前記コンテンツ要求に
対するコンテンツをルーティングするステップとをさらに含んでもよい。
【発明の効果】
【００１４】
　特定時間単位のコンテンツ要求であることを示す識別子をコンテンツ要求パケットに付
加することによって特定時間単位を基盤とする要求であることを知らせ、リアルタイムス
トリーミングコンテンツ又はその他のコンテンツを提供し、コンテンツキャッシュには最
小限の情報（例えば、最新セグメント）のみを格納するので、コンテンツキャッシュの効
率を高めることができる。
【００１５】
　また、リアルタイムストリーミングコンテンツが終了した場合にリアルタイムストリー
ミングコンテンツの除去を要求する取消し応答パケットを生成して送信するので、経路上
の全ての特定時間単位のコンテンツ要求パケットが自動的にタイムアウト（ｔｉｍｅｏｕ
ｔ）し、これ以上ネットワークに残らないようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】一実施形態に係るコンテンツネーム基盤のコンテンツ中心ネットワークにおける
、コンテンツ要求パケットを処理する過程を示す図である。
【図２】一実施形態に係るコンテンツネーム基盤のコンテンツ中心ネットワークにおける
、コンテンツ提供のために時間基盤のインタレストプロトコル（Ｔｉｍｅ－Ｂａｓｅｄ　
Ｉｎｔｅｒｅｓｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を用いるコンテンツ要求者及びコンテンツ提供者
の動作を説明するための図である。
【図３】一実施形態に係るコンテンツネーム基盤のコンテンツ中心ネットワークにおける
、特定時間単位に基づいたコンテンツ提供のためのコンテンツ要求者の通信方法を示した
フローチャートである。
【図４】一実施形態に係るコンテンツネーム基盤のコンテンツ中心ネットワークにおける
、特定時間単位に基づいたコンテンツ提供のためのコンテンツ提供者の通信方法を示した
フローチャートである。
【図５】他の実施形態に係るコンテンツネーム基盤のコンテンツ中心ネットワークにおけ
る、特定時間単位に基づいたコンテンツ提供のためのコンテンツ要求者の通信方法を示し
たフローチャートである。
【図６】一実施形態に係るコンテンツネーム基盤のコンテンツ中心ネットワークにおける
、特定時間単位に基づいたリアルタイムストリーミングコンテンツ提供のためのコンテン
ツ要求者の通信方法を示したフローチャートである。
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【図７】他の実施形態に係るコンテンツネーム基盤のコンテンツ中心ネットワークにおけ
る、特定時間単位に基づいたコンテンツ提供のためのコンテンツ提供者の通信方法を示し
たフローチャートである。
【図８】一実施形態に係るコンテンツネーム基盤のコンテンツ中心ネットワークにおける
、特定時間単位に基づいたリアルタイムストリーミングコンテンツ提供のためのコンテン
ツ提供者の通信方法を示したフローチャートである。
【図９】一実施形態に係るコンテンツネーム基盤のコンテンツ中心ネットワークにおける
、コンテンツの要求を終了する方法を示す図である。
【図１０】一実施形態に係るコンテンツネーム基盤のコンテンツ中心ネットワークにおけ
る、コンテンツの提供のために時間基盤のインタレストプロトコルを用いるコンテンツ要
求者とコンテンツ提供者との間のノードのペンディングインタレストテーブル（ＰＩＴ）
の変化を説明するための図である。
【図１１】図６及び図８の方法によるリアルタイムストリーミングコンテンツの提供中に
新しいコンテンツ要求者にリアルタイムストリーミングコンテンツを提供する場合を説明
するための図である。
【図１２】一実施形態に係るコンテンツネームを基盤とするコンテンツ中心ネットワーク
における、特定時間単位に基づいたコンテンツと特定時間単位に基づいていない一般コン
テンツが混合して送信される場合のコンテンツ提供者の通信方法を示したフローチャート
である。
【図１３】一実施形態に係るコンテンツ中心ネットワークにおける、時間基盤のインタレ
ストプロトコルを用いるコンテンツ要求者とコンテンツ提供者との間のセグメントの送信
中で発生するホール（ｈｏｌｅ）を復旧する方法を説明するための図である。
【図１４】一実施形態に係るコンテンツ中心ネットワークにおける、時間基盤のインタレ
ストプロトコルを用いるネットワークノードのコンテンツストア（Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｓｔ
ｏｒｅ）の処理方法を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、実施形態を添付する図面を参照しながら詳細に説明する。しかし、本発明が一実
施形態によって制限乃至限定されることはない。また、各図面に提示された同一の参照符
号は同一の部材を示す。
【００１８】
　以下、「コンテンツ要求者（Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔｅｒ）」は、コンテンツ
中心ネットワークにおける、コンテンツ又はリアルタイムストリーミングコンテンツを要
求する通信機器あるいはノードを意味し、「コンテンツ提供者（Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｐｒｏ
ｖｉｄｅｒ）」は、コンテンツ要求者が要求したコンテンツ又はリアルタイムストリーミ
ングコンテンツを提供する通信機器あるいはノードとして、当該コンテンツの最初生成者
（Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒ）だけではなく、コンテンツ要求パケットが伝えられる経路上にあ
る中間ノードのうち当該コンテンツの少なくとも一部を保有する中間ノードを含む意味と
して理解される。
【００１９】
　以下、一実施形態に係る特定時間単位に基づいたコンテンツ要求であることを示す識別
子を含むコンテンツ要求パケットを用いるコンテンツ要求、及びコンテンツ応答方式は、
「時間基盤のインタレストプロトコル（Ｔｉｍｅ－Ｂａｓｅｄ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ　Ｐｒ
ｏｔｏｃｏｌ）」のように表現される。「特定時間単位」は、特定の時間間隔あるいは持
続時間と同一の意味として理解される。例えば、特定時間単位は数秒（ｓｅｃ）、又は１
秒の一部である。
【００２０】
　図１は、一実施形態に係るコンテンツネーム基盤のコンテンツ中心ネットワークにおけ
る、コンテンツ要求パケットを処理する過程を示す図である。
【００２１】
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　コンテンツ中心ネットワークにおける、コンテンツネームは、コンテンツが格納された
ノードを探索するための羅針盤の役割を果たす。言い換えれば、コンテンツネームは、コ
ンテンツを探し得る箇所を指定する方式でコンテンツ中心ネットワークを探索するために
用いられる経路を指定する。
【００２２】
　また、コンテンツネームは、コンテンツに実際にどのような情報が含まれているかの側
面で当該コンテンツを他のコンテンツと区分する役割を果たす。
【００２３】
　従って、各コンテンツは固有なネームを使用し、２つのコンテンツネームが互いに異な
ると、同じ内容のコンテンツも異なるコンテンツとして取り扱われる。例えば、同じ内容
からなる２つのファイルが各々、／ＡＢＣ．ｃｏｍ／ｓａｉｔ／ｖｉｄｅｏ／ｉｎｔｒｏ
．ａｖｉと、／ＡＢＣ．ｃｏｍ／ｓａｉｔ／ｃｏｍｍ／ｖｉｄｅｏ／ｉｎｔｒｏ．ａｖｉ
のコンテンツネームで存在する場合、２つのファイルは互いに異なるコンテンツとして処
理される。
【００２４】
　従って、もし、２つのコンテンツが互いに異なる経路を用いてコンテンツ中心ネットワ
ークを横切って（ｔｒａｖｅｒｓｉｎｇ）検索されるか、２つのコンテンツが互いに異な
る情報を含むか、又は、その両方である場合に２つのコンテンツは互いに異なるネームを
用いて参照され、互いに異なるコンテンツであると見なされる。
【００２５】
　このような規則は、ネームが類似する互いに異なるコンテンツを区分する際に極めて有
効に使用される。
【００２６】
　図１は、ネーム基盤ネットワークの一例であるコンテンツ中心ネットワーク（Ｃｏｎｔ
ｅｎｔ－Ｃｅｎｔｒｉｃ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ、ＣＣＮ）における、コンテンツの階層
的ネームに基づいてコンテンツ要求パケットを処理する過程を示す。
【００２７】
　コンテンツ中心ネットワークに含まれたノードがフェイス（０）（ｆａｃｅ（０））１
０１から、例えば、「／ＡＢＣ．ｃｏｍ／チョルス／ａｂｃ．ａｖｉ／ｖ３／ｓ２」に該
当するコンテンツ要求パケットを受信したと仮定する。
【００２８】
　ここで、ノードのネットワークモジュールは、コンテンツ要求パケット内にあるコンテ
ンツの階層的ネーム（ここでは「／ＡＢＣ．ｃｏｍ／チョルス／ａｂｃ．ａｖｉ／ｖ３／
ｓ２」）を参照して当該コンテンツがノードのコンテンツストア（Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｓｔ
ｏｒｅ）１１０にあるかを確認する。ここで、コンテンツストア１１０は、コンテンツキ
ャッシュ（Ｃｏｎｔｅｎｔｓ　Ｃａｃｈｅ）とも呼ばれる。
【００２９】
　ノードに含まれたコンテンツストア１１０は、ノードに関する情報を臨時的に格納する
ためにノードによって用いられるメモリ領域である。コンテンツストア１１０に情報を格
納することにより、頻繁に用いられる情報は、その情報の本来ソースに対して送られた情
報を再要求することなく以後の検索に使用されるよう中間ノードに保持され、従って、コ
ンテンツ中心ネットワークにおけるネットワークトラフィックの量を減少できる。
【００３０】
　確認結果、コンテンツストア１１０内に当該コンテンツが格納されている場合、ノード
は、当該コンテンツをコンテンツ要求パケットが受信されたフェイス（０）１０１に返信
する。ここで、フェイス（ｆａｃｅ）はインターフェースとも表現される。
【００３１】
　フェイス（インターフェース）は、一実施形態で相互作用する構成要素間の情報交換の
ための導管（ｃｏｎｄｕｉｔｓ）の役割を果たす構成が示されている。言い換えれば、一
実施形態の２つの部分が相互作用する場合にフェイス又はインターフェースは、２つの部
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分が相互間に情報を交換することを許容する。
【００３２】
　当該コンテンツがコンテンツストア１１０に格納されていない場合、ノードは、例えば
、ペンディングインタレストテーブル１３０にコンテンツがあるか否かを決定する次のス
テップへ行く。
【００３３】
　図１に示す実施形態において、ノードはペンディングインタレストテーブル（Ｐｅｎｄ
ｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ　Ｔａｂｌｅ、ＰＩＴ）１３０内に同一のコンテンツネーム（
ここでは、「／ＡＢＣ．ｃｏｍ／チョルス／ａｂｃ．ａｖｉ／ｖ３／ｓ２」）に格納され
たエントリがあるか否かを確認する。
【００３４】
　ノードは、同一のコンテンツネームで格納されたエントリがあれば、ペンディングイン
タレストテーブル１３０内の当該エントリにコンテンツ要求パケットが入ったフェイス（
ここでは、フェイス（０）１０１）に関する情報を追加する。
【００３５】
　従って、ペンディングインタレストテーブル１３０は、ノードが自身のコンテンツスト
ア１１０にどのような情報を格納するかの管理を助けるための情報を格納し、コンテンツ
ストア１１０が最も要求される情報を格納できるようにする。
【００３６】
　最も需要の高い情報を格納することによって、コンテンツストア１１０はコンテンツ中
心ネットワークに対する性能を最適化する情報を含む。ペンディングインタレストテーブ
ル１３０内に同一コンテンツネームで登録されたエントリがなければ、ノードはフォワー
ディング情報ベース（Ｆｏｒｗａｒｄｉｎｇ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂａｓｅ、ＦＩ
Ｂ）１５０においてコンテンツネームに基づいた検索（ｎａｍｅ　ｌｏｏｋｕｐ）を行っ
て当該エントリを探す。ここで、ノードは、最長プリフィクスマッチングにより検索を行
う。
【００３７】
　しかし、他の検索方法として、コンテンツ中心ネットワークを介してルーティング情報
の使用を可能にするためにフォワーディング情報ベース１５０から情報を提供する実施形
態がある。
【００３８】
　ノードは、フォワーディング情報ベース（ＦＩＢ）１５０に登録されている情報に基づ
いてコンテンツ要求パケットを送信するフェイス（例えば、フェイス（１）１０５）を決
定し、当該フェイス（フェイス（１）１０５）にコンテンツ要求パケットを送信する。
【００３９】
　この過程において、ノードはコンテンツ要求パケットを送信してきたフェイス（フェイ
ス（０）１０１）に関する情報（「０」）をインタレストテーブル（ＰＩＴ）１３０に登
録する。これは今後コンテンツ要求パケットに対応する、コンテンツを含むコンテンツ応
答パケットを送信するとき、当該コンテンツを要求したノードにコンテンツ応答パケット
をルーティングするためである。ここで、フォワーディング情報ベース１５０に基づいて
コンテンツ要求パケットを送信するフェイスを選択（決定）するとき、コンテンツ要求パ
ケットが受信されたフェイス（ここでは、フェイス（０）１０１）は選択対象から除外さ
れる。
【００４０】
　従って、ペンディングインタレストテーブル１３０及びフォワーディング情報ベース１
５０は、コンテンツ要求パケットがノードのコンテンツストア１１０において直ちに用い
ることができないコンテンツを要求する状況にある場合、コンテンツをルーティングする
様々な方法を提供するために協働する。
【００４１】
　コンテンツ要求パケットのヘッダはタイムアウト（ｔｉｍｅ－ｏｕｔ）値を含み得、そ
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の場合ペンディングインタレストテーブル１３０はコンテンツ要求パケットを一定時間（
例えば、タイムアウト値）の間、保持する。
【００４２】
　一実施形態で、コンテンツ要求パケットを保持するペンディングインタレストテーブル
１３０に対する特定時間単位はタイムアウト値であるが、実施形態によって他の特定時間
単位が用いられ得る。
【００４３】
　以下で説明する一実施形態に係る特定時間単位に基づくリアルタイムストリーミングコ
ンテンツ及びコンテンツ提供方法及びシステムでは、特定時間単位としてタイムアウト値
を用いる。
【００４４】
　図２は、一実施形態に係るコンテンツネーム基盤のコンテンツ中心ネットワークにおけ
る、コンテンツ提供のために時間基盤のインタレストプロトコル（Ｔｉｍｅ－Ｂａｓｅｄ
　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を用いるコンテンツ要求者及びコンテンツ提供
者の動作を説明するための図である。
【００４５】
　一実施形態では、コンテンツのセグメント単位ではない特定時間単位でコンテンツを要
求することによって、一個のコンテンツ要求パケットによって複数のセグメントを受信で
きる。言い換えれば、１つのコンテンツ要求パケットは複数のセグメント単位を受信し、
その全てが特定時間単位の間に列挙（ｒｅｃｉｔｅ）できるい。例えば、コンテンツ要求
者２１０は、コンテンツの要求時にコンテンツ要求パケットのネームに特定時間単位に基
づいたコンテンツ要求であることを示す識別子を追加するか、又は、コンテンツ要求パケ
ットのヘッダに特別な識別子を表示することによって特定時間単位でコンテンツを要求す
る。特定時間単位に基づいたコンテンツ要求であることを示す識別子は、例えば、「％Ｔ
ＩＭＥＢＡＳＥＤ％」であるか、又は、その他の予め約束された特殊記号又は数字などに
より表現される。コンテンツ要求パケットのヘッダに特別な識別子を表示することによっ
て、特定時間単位でコンテンツを要求する実施形態については図１３～図１４を参照して
詳細に説明する。
【００４６】
　例えば、当該識別子を「％ＴＩＭＥＢＡＳＥＤ％」に設定すると、コンテンツ要求パケ
ットのネームは「ＧｒｏｕｐＡ／ＳｕｂＧｒｏｕｐＡ／ＵｓｅｒＡ／％ＴＩＭＥＢＡＳＥ
Ｄ％／Ｂｒｏａｄｃａｓｔ１」のような形態になる。
【００４７】
　識別子「％ＴＩＭＥＢＡＳＥＤ％」を含むコンテンツ要求パケットを受信したコンテン
ツ提供者２３０あるいは中間ノードは、コンテンツ要求パケットのネーム又は代替識別子
を見て当該コンテンツ要求パケットが特定時間単位に基づいたコンテンツ要求であること
を把握する。そのため、コンテンツ提供者２３０は、コンテンツ要求パケットに含まれた
特定時間単位に対応するコンテンツのセグメントを含むコンテンツ応答パケットを生成し
て送信する。
【００４８】
　識別子「％ＴＩＭＥＢＡＳＥＤ％」を含むコンテンツ要求パケットを受信したコンテン
ツ提供者２３０、あるいは中間ノードは、当該コンテンツ要求パケットが特定時間単位で
コンテンツを要求するパケットであることを考慮してペンディングインタレストテーブル
（ＰＩＴ）を管理し、ペンディングインタレストテーブル（ＰＩＴ）を用いてコンテンツ
を他のノードあるいはコンテンツ要求者２１０にフォワーディングできる。
【００４９】
　また、コンテンツ提供者２３０が送信するコンテンツ応答パケットのネームは、例えば
、「ＧｒｏｕｐＡ／ＳｕｂＧｒｏｕｐＡ／ＵｓｅｒＡ／％ＴＩＭＥＢＡＳＥＤ％／Ｂｒｏ
ａｄｃａｓｔ１／ＳｅｇｍｅｎｔＮｕｍ」のようにセグメントの情報を含むか、「Ｇｒｏ
ｕｐＡ／ＳｕｂＧｒｏｕｐＡ／ＵｓｅｒＡ／％ＴＩＭＥＢＡＳＥＤ％／Ｂｒｏａｄｃａｓ
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ｔ１／ＴｉｍｅＩｎｆｏ」のように特定時間単位に関する情報を含むか、又は、「Ｇｒｏ
ｕｐＡ／ＳｕｂＧｒｏｕｐＡ／ＵｓｅｒＡ／％ＴＩＭＥＢＡＳＥＤ％／Ｂｒｏａｄｃａｓ
ｔ１／ＳｅｇｍｅｎｔＮｕｍ／ＴｉｍｅＩｎｆｏ」のようにセグメントの情報及び特定時
間単位に関する情報皆を含む。
【００５０】
　コンテンツ応答パケットが特定時間単位に関する情報及びセグメントの情報を含むこと
によって、特定時間単位に対して規定された時間間隔を調整してセグメントの送信を管理
することが可能である。
【００５１】
　図２を参照すると、コンテンツ要求者２１０が特定時間単位でコンテンツを要求し、こ
れに応答してコンテンツ提供者２３０がコンテンツのセグメントを伝達する構造が図示さ
れている。
【００５２】
　コンテンツ要求者２１０は、２０１、２０５及び２０９のように特定時間単位に基づく
コンテンツのコンテンツネームを含む一個のコンテンツ要求パケットを送信することによ
って、２０３及び２０７のように複数のセグメントを含むコンテンツ応答パケットを受信
する。
【００５３】
　一実施形態では、特定時間単位でコンテンツに対する要求が行われ、特定時間単位に対
応するコンテンツセグメントが個数に関わらず全て伝えられる。コンテンツ要求者２１０
は、自身の装置特性あるいはネットワーク環境により特定時間単位を調整して適応的にコ
ンテンツ要求パケットを送信する。
【００５４】
　以下の図３～図８では一実施形態に係る特定時間単位に基づいてコンテンツ要求者とコ
ンテンツ提供者との間においてコンテンツを授受する多様な実施形態について説明する。
【００５５】
　図３は、一実施形態に係るコンテンツネーム基盤のコンテンツ中心ネットワークにおけ
る、特定時間単位に基づいたコンテンツ提供のためのコンテンツ要求者の通信方法を示し
たフローチャートである。
【００５６】
　図３を参照すると、一実施形態に係るコンテンツ要求者は、特定時間単位に基づいたコ
ンテンツ要求であることを示す識別子（例えば、「％ＴＩＭＥＢＡＳＥＤ％」）を含むコ
ンテンツ要求パケットを生成する（３１０）。
【００５７】
　一実施形態では、コンテンツ単位ではない特定時間単位でコンテンツを要求する。この
ためにコンテンツ要求者は、当該コンテンツ要求パケットが特定時間単位に基づいたコン
テンツ要求であることを示す識別子をコンテンツ要求パケットのヘッダ又はコンテンツネ
ームに追加するか、又は、他の情報を管理する。また、コンテンツ要求者は、コンテンツ
ネームを用いてコンテンツのセグメントを要求するコンテンツ要求パケットを生成する。
【００５８】
　コンテンツ要求者は、コンテンツ要求パケットを送信する（３２０）。コンテンツ要求
パケットによって要求するコンテンツは、リアルタイムストリーミングコンテンツ又は一
般コンテンツの何れか１つである。ここで、「一般コンテンツ」は、リアルタイムストリ
ーミングコンテンツではないコンテンツを意味するものと理解される。
【００５９】
　リアルタイムストリーミングコンテンツは、その送信に固定された送信率（ｓｔｅａｄ
ｙ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｒａｔｅ）及びリアルタイムの変化を用いるコンテンツ
である。
【００６０】
　例えば、映画、テレビプログラム及びオーディオブックのようなビデオ及びオーディオ
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情報は、それらが以前にダウンロードされていない場合に使用するリアルタイムストリー
ミングを要求するコンテンツ形態の一例である。
【００６１】
　一般コンテンツは、固定された送信率を必要としない。コンテンツ要求者は、特定時間
単位に対応するコンテンツの少なくとも１つのセグメントを受信する（３３０）。ここで
、「特定時間単位に対応するコンテンツの少なくとも１つのセグメント」は、特定時間単
位内に伝えられるコンテンツの少なくとも１つのセグメントとして理解される。
【００６２】
　コンテンツ要求者は３３０で受信したコンテンツの少なくとも１つのセグメントから、
その送信が失敗であるか否かを判断する。コンテンツの少なくとも１つのセグメントの送
信が失敗と判断されれば、コンテンツ要求者はコンテンツの少なくとも１つのセグメント
の再送信を要求する。
【００６３】
　再送信を要求することによってコンテンツ要求者は全てのデータが効率的な方法で送信
されることを保障できる。
【００６４】
　コンテンツ要求者は３３０で受信したコンテンツがリアルタイムストリーミングコンテ
ンツである場合、一般的なコンテンツと異なる方法で処理する。例えば、コンテンツ要求
者は３３０で受信したコンテンツがリアルタイムストリーミングコンテンツである場合、
リアルタイムストリーミングコンテンツのための格納空間に最新セグメントを格納する。
【００６５】
　リアルタイムストリーミングコンテンツのセグメントのうち脱落したか、又はエラーが
発生したセグメントがある場合、セグメントを紛失（ｍｉｓｓｉｎｇ）するか、又はリア
ルタイムストリーミングコンテツの順序が誤った場合、エラーを修正する必要がある。こ
れに加えてエラーを修正するために時間制限がある。
【００６６】
　従って、このようなエラーを処理する方法の一例として、コンテンツ要求者は、コンテ
ンツストアに格納された最新セグメントを用いてリアルタイムストリーミングコンテンツ
に対する再送信を要求する。ここで、「コンテンツストアに格納された最新セグメントを
用いてリアルタイムストリーミングコンテンツに対する再送信を要求する」ことは、セグ
メントの状態から示される。
【００６７】
　例えば、７番セグメントの送信が成功し、８、９番セグメントの送信が失敗した後、１
０番セグメントの送信が成功した場合、コンテンツ要求者はコンテンツストアに格納され
た１０番のセグメントを介して以前の８、９番セグメントの送信が失敗したことを把握し
、送信が失敗した８、９番セグメントの再送信を要求するという意味として理解される。
しかし、７番セグメント及び１０番セグメントは先の送信が成功しているので、再送信す
る必要がない。
【００６８】
　図４は、一実施形態に係るコンテンツネーム基盤のコンテンツ中心ネットワークにおけ
る、特定時間単位に基づいたコンテンツ提供のためのコンテンツ提供者の通信方法を示し
たフローチャートである。
【００６９】
　図４を参照すると、一実施形態に係るコンテンツ提供者は、コンテンツ要求のために特
定時間単位に基づいたコンテンツ要求であることを示す識別子を含むコンテンツ要求パケ
ットを受信する（４１０）。
【００７０】
　コンテンツ提供者は、コンテンツストアあるいはバッファに当該コンテンツがあるか否
かを判断する（４２０）。ここで、コンテンツ提供者は、コンテンツネームを用いてコン
テンツストアあるいはバッファにコンテンツがあるか否かを判断する。
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【００７１】
　ステップ４２０の判断結果、コンテンツストアあるいはバッファに当該コンテンツがあ
れば、コンテンツ提供者は特定時間単位に対応するコンテンツの少なくとも１つのセグメ
ントを含むコンテンツ応答パケットを生成する（４３０）。ステップ４２０で、コンテン
ツ提供者は、例えば、コンテンツネームにマッチングするコンテンツがアプリケーション
などに存在すれば、自身が当該コンテンツを生成する。生成されたコンテンツはステップ
４３０によってコンテンツ応答パケットで生成されてもよい。
【００７２】
　コンテンツ提供者はコンテンツ応答パケットを送信する（４４０）。
　ステップ４２０の判断結果、コンテンツストアあるいはバッファに当該コンテンツがな
ければ、コンテンツ提供者は動作を終了する。
【００７３】
　図５は、他の実施形態に係るコンテンツネーム基盤のコンテンツ中心ネットワークにお
ける、特定時間単位に基づいたコンテンツ提供のためのコンテンツ要求者の通信方法を示
したフローチャートである。
【００７４】
　図５を参照すると、一実施形態に係るコンテンツ要求者は、コンテンツ要求者の特性及
びネットワーク環境に基づいて特定時間単位を調整する（５１０）。例えば、コンテンツ
要求者が移動性の高い端末である場合、コンテンツ要求者が固定した通信装置の場合に比
べて特定時間単位を短くする。
【００７５】
　また、例えば、干渉が大きいか又は損失が多いネットワーク環境の場合、そうではない
ネットワーク環境の場合に比べて特定時間単位を短くする。一実施形態では特定時間単位
を調整する過程を最初のステップ（５１０）で行ったが、これに必ず限定されず、実施形
態によって以後の動作過程中に特定時間単位を調整できる。
【００７６】
　コンテンツ要求者は、コンテンツを要求するために特定時間単位に基づいたコンテンツ
要求であることを示す識別子を含むコンテンツ要求パケットを生成する（５２０）。
【００７７】
　上述したように、一実施形態では１つのコンテンツ要求で複数のコンテンツセグメント
を入手するためにコンテンツ単位ではない特定時間単位を用いる。
【００７８】
　そのためにコンテンツ要求者は、当該コンテンツ要求パケットが特定時間単位に基づい
たコンテンツ要求であることを示す識別子をコンテンツ要求パケットのヘッダ又はコンテ
ンツネームに追加する。また、コンテンツ要求者は、コンテンツネームを用いてコンテン
ツのセグメントを要求するコンテンツ要求パケットを生成してもよい。
【００７９】
　コンテンツネームは、セグメントを要求する方法を管理するために役に立つ情報を含む
よう修正できる。例えば、コンテンツ要求者がＧｒｏｕｐＡ内のＳｕｂＧｒｏｕｐＡに含
まれたＵｓｅｒＡであり、Ｂｒｏａｄｃａｓｔ１というコンテンツを要求すると仮定する
。また、コンテンツ要求パケットが特定時間単位に基づいたコンテンツ要求であることを
示す識別子は、「％ＴＩＭＥＢＡＳＥＤ％」であるとする。この場合、Ｂｒｏａｄｃａｓ
ｔ１というコンテンツを要求するコンテンツ要求パケットのネームは、「ＧｒｏｕｐＡ／
ＳｕｂＧｒｏｕｐＡ／ＵｓｅｒＡ／％ＴＩＭＥＢＡＳＥＤ％／Ｂｒｏａｄｃａｓｔ１」の
ような形態になる。一実施形態で特定時間単位に対応する１つのコンテンツパケットがあ
ってもよい。
【００８０】
　実施形態によって、コンテンツ要求者はこのように特定時間単位に基づいたコンテンツ
を要求するコンテンツ要求パケットのヘッダに特定時間単位に関する情報を含めることが
でき、コンテンツ要求パケットのヘッダに含まれたタイムアウト（ｔｉｍｅｏｕｔ）値を
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用いて特定時間単位（例えば、タイムアウト値に該当する時間）になると、当該コンテン
ツ要求パケットが消滅するようにしてもよい。
【００８１】
　例えば、特定時間単位は、コンテンツ要求パケットのヘッダに含まれたタイムアウト値
に対応する時間であってもよい。
　コンテンツ要求者はコンテンツ要求パケットを送信する（５３０）。
　その後、コンテンツ要求者はコンテンツ要求パケットに対する応答を受信する。
【００８２】
　コンテンツ要求者は、コンテンツ要求パケットに対する応答としてコンテンツの要求を
取消す取消し応答パケットを受信したか否かを判断する（５４０）。ステップ５４０で、
取消し応答パケットを受信したと判断されれば、コンテンツ要求者は、当該コンテンツに
該当するエントリをペンディングインタレストテーブル（Ｐｅｎｄｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｅ
ｓｔ　Ｔａｂｌｅ）から削除（５５０）した後、動作を終了する。
【００８３】
　コンテンツ要求者の他に、コンテンツ要求パケットが伝えられる経路上に位置する中間
ノードも取消し応答パケットを受信したか否かを判断する。中間ノードは、取消し応答パ
ケットを受信したと判断されれば、当該コンテンツに該当するエントリをペンディングイ
ンタレストテーブルから削除する。
【００８４】
　ステップ５４０で、取消し応答パケットを受信していなければ、コンテンツ要求者は特
定時間単位に対応するコンテンツのセグメントを受信する（５６０）。ここで、「特定時
間単位に対応するコンテンツのセグメント」は、コンテンツを特定時間単位の間にプレー
するために必要なセグメントとして理解される。
【００８５】
　例えば、特定時間単位が５秒とすると、コンテンツ要求者はコンテンツ（Ｂｒｏａｄｃ
ａｓｔ１）を５秒間プレーするために必要なセグメントを受信する。ここで、５秒に対応
するセグメントの個数が図２に示す２０３のように５個であれば、コンテンツ要求者は５
個のセグメントを受信する。図２に示す２０７のように５秒に対応するセグメントの個数
が６個であれば、コンテンツ要求者は６個のセグメントを受信する。図２は、セグメント
を表示して要求する方法を示す。
【００８６】
　コンテンツ要求者は、コンテンツストアにコンテンツの単数又は複数のセグメントを格
納する（５７０）。
　その後、コンテンツ要求者は、特定時間単位が終了したかを判断する（５８０）。
【００８７】
　ステップ５８０で、特定時間単位が終了すると、コンテンツ要求者は再びステップ５１
０で特定時間単位を調整して新しいコンテンツ要求パケットを生成する。
【００８８】
　ステップ５８０で、特定時間単位が終了していなければ、コンテンツ要求者はステップ
５４０に戻って取消し応答パケットが受信されたかを判断する。
　その他にも、コンテンツ要求者はコンテンツ中心ネットワーク内の他のノードから予め
設定された時間単位に基づいてコンテンツを要求するコンテンツ要求パケットを受信した
場合、自身のペンディングインタレストテーブル（ＰＩＴ）にコンテンツ要求パケットに
対応して予め設定された時間単位を格納する。特定時間単位に基づいたコンテンツを要求
するコンテンツ要求パケットを受信した場合のペンディングインタレストテーブル（ＰＩ
Ｔ）の構成については、後述するように図１０を参照して説明する。
【００８９】
　以上、図５を参照して説明した過程は、コンテンツ要求者の他に、コンテンツ要求パケ
ットが伝えられる経路上に位置する中間ノードでも同様に行われる。
【００９０】
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　図６は、一実施形態に係るコンテンツネーム基盤のコンテンツ中心ネットワークにおけ
る、特定時間単位に基づいたリアルタイムストリーミングコンテンツ提供のためのコンテ
ンツ要求者の通信方法を示したフローチャートである。
【００９１】
　図６を参照すると、一実施形態に係るコンテンツ要求者は、コンテンツストアにリアル
タイムストリーミングコンテンツの単数又は複数のセグメントのための格納空間を割り当
てる（６１０）。
【００９２】
　コンテンツ要求者の特性及びネットワーク環境に基づいて特定時間単位を調整する（６
２０）。
　コンテンツ要求者は、リアルタイムストリーミングコンテンツを要求するために特定時
間単位に基づいたコンテンツ要求であることを示す識別子を含むコンテンツ要求パケット
を生成する（６３０）。
【００９３】
　上述したように、一実施形態では、１つのコンテンツ要求で複数のコンテンツセグメン
トを入手するためにコンテンツ単位ではない特定時間単位を用いる。
【００９４】
　そのためにコンテンツ要求者は、当該コンテンツ要求パケットが特定時間単位に基づい
たコンテンツ要求であることを示す識別子をコンテンツ要求パケットのヘッダ又はリアル
タイムストリーミングコンテンツネームに追加する。また、コンテンツ要求者は、リアル
タイムストリーミングコンテンツネームを用いてリアルタイムストリーミングコンテンツ
のセグメントを要求するコンテンツ要求パケットを生成してもよい。
【００９５】
　例えば、コンテンツ要求者がＧｒｏｕｐＡ内のＳｕｂＧｒｏｕｐＡに含まれたＵｓｅｒ
Ａであり、Ｂｒｏａｄｃａｓｔ１というリアルタイムストリーミングコンテンツを要求す
ると仮定する。また、コンテンツ要求パケットが特定時間単位に基づいたコンテンツ要求
であることを示す識別子は「％ＴＩＭＥＢＡＳＥＤ％」とする。この場合、Ｂｒｏａｄｃ
ａｓｔ１というリアルタイムストリーミングコンテンツを要求するコンテンツ要求パケッ
トのネームは、「ＧｒｏｕｐＡ／ＳｕｂＧｒｏｕｐＡ／ＵｓｅｒＡ／％ＴＩＭＥＢＡＳＥ
Ｄ％／Ｂｒｏａｄｃａｓｔ１」のような形態になる。
【００９６】
　このようなネームは特定時間単位の使用に関する情報を提供するだけではなく、コンテ
ンツを取得する位置を示してもよい。実施形態によって、コンテンツ要求者は、このよう
に特定時間単位に基づいたコンテンツを要求するコンテンツ要求パケットのヘッダに特定
時間単位に関する情報を含めることができ、コンテンツ要求パケットのヘッダに含まれた
タイムアウト値を用いて特定単位時間（例えば、タイムアウト値に該当する時間）になる
と当該コンテンツ要求パケットが消滅するようにしてもよい。
【００９７】
　上述したようにタイムアウト値は、コンテンツ要求パケットのヘッダに含まれたタイム
アウト値に対応する時間であってもよい。
　コンテンツ要求者はコンテンツ要求パケットを送信する（６４０）。
　その後、コンテンツ要求者は、コンテンツ要求パケットに対する応答を受信する。
【００９８】
　コンテンツ要求者は、コンテンツ要求パケットに対する応答としてリアルタイムストリ
ーミングコンテンツの要求を取消す取消し応答パケットを受信したか否かを判断する（６
５０）。ステップ６５０で、取消し応答パケットを受信したと判断されれば、コンテンツ
要求者は、リアルタイムストリーミングコンテンツに該当するエントリをペンディングイ
ンタレストテーブルから削除（６６０）した後、動作を終了する。
【００９９】
　コンテンツ要求者の他に、コンテンツ要求パケットが伝えられる経路上に位置する中間
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ノードも取消し応答パケットを受信したか否かを判断する。中間ノードは、取消し応答パ
ケットを受信したと判断されれば、リアルタイムストリーミングコンテンツに該当するエ
ントリをペンディングインタレストテーブルから削除する。
【０１００】
　エントリを削除することによって、ノードは取り消されたコンテンツに対する活性化し
た要求がこれ以上無いことを示す。
【０１０１】
　ステップ６５０で、取消し応答パケットを受信していなければ、コンテンツ要求者は、
特定時間単位に対応するリアルタイムストリーミングコンテンツのセグメントを受信する
（６７０）。ここで、「特定時間単位に対応するリアルタイムストリーミングコンテンツ
のセグメント」は、リアルタイムストリーミングコンテンツを特定時間単位の間プレーす
るために必要なセグメントとして理解される。
【０１０２】
　例えば、特定時間単位が５秒とすると、コンテンツ要求者はリアルタイムストリーミン
グコンテンツ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ１）を５秒の間プレーするために必要なセグメントを
受信する。ここで、５秒に対応するセグメントの個数が図２に示す２０３のように５個で
あれば、コンテンツ要求者は５個のセグメントを受信する。図２に示す２０７のように５
秒に対応するセグメントの個数が６個であれば、コンテンツ要求者は６個のセグメントを
受信する。
【０１０３】
　コンテンツ要求者は、ステップ６１０で割り当てられた格納空間に受信したリアルタイ
ムストリーミングコンテンツのセグメントのうち直近にアップデートされた最新セグメン
トを格納する（６８０）。
【０１０４】
　その後、コンテンツ要求者は特定時間単位が終了したかを判断する（６９０）。
　ステップ６９０で、特定時間単位が終了すると、コンテンツ要求者は再びステップ６２
０に戻って特定時間単位を調整して新しいコンテンツ要求パケットを生成する。
【０１０５】
　ステップ６９０で、特定時間単位が終了していなければ、コンテンツ要求者はステップ
６５０に戻って取消し応答パケットが受信されたかを判断する。一般的に、コンテンツ中
心ネットワークにおいては効率性を増大させるために各ノードにコンテンツストアを置い
て反復的な要求に対する応答を行うが、コンテンツのセグメントを全てコンテンツストア
に格納することは効率的ではない。従って、一実施形態では、一定個数のセグメントある
いは最新セグメントのみを格納することで、最小限のコンテンツ要求によってネットワー
クにおけるコントロールオーバーヘッドを軽減すると同時に、コンテンツストアの効率性
を極大化できる。
【０１０６】
　その他にも、コンテンツ要求者は、コンテンツ中心ネットワーク内の他のノードから予
め設定された時間単位に基づいてリアルタイムストリーミングコンテンツを要求するコン
テンツ要求パケットを受信した場合、自身のペンディングインタレストテーブル（ＰＩＴ
）でコンテンツ要求パケットに対応して予め設定された時間単位を格納する。
【０１０７】
　図７は、他の実施形態に係るコンテンツネーム基盤のコンテンツ中心ネットワークにお
ける、特定時間単位に基づいたコンテンツ提供のためのコンテンツ提供者の通信方法を示
したフローチャートである。
【０１０８】
　図７を参照すると、一実施形態に係るコンテンツ提供者は、コンテンツを要求するため
に特定時間単位に基づいたコンテンツ要求であることを示す識別子を含むコンテンツ要求
パケットを受信する（７１０）。
【０１０９】
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　コンテンツ提供者は、コンテンツストアあるいはバッファにコンテンツがあるか否かを
検索する（７２０）。ステップ７２０で、コンテンツ提供者は、コンテンツネームを用い
てコンテンツストアあるいはバッファにコンテンツがあるか否かを検索する。ステップ７
２０で、コンテンツストアあるいはバッファにコンテンツがないと判断されれば、コンテ
ンツ提供者は動作を終了する。図１を参照して上述したように、コンテンツ中心ネットワ
ークにおける、各ノード（例えば、コンテンツ提供者）は、コンテンツストアに当該コン
テンツがないと判断されれば、ペンディングインタレストテーブル（ＰＩＴ）内に同一の
コンテンツネームで格納されたエントリがあるか否かを確認し、その後の動作を行う。一
実施形態では、コンテンツ中心ネットワークにおける一般的な動作に対する説明は図１を
参照した上述の説明により置き換えられる。
【０１１０】
　ステップ７２０で、コンテンツストアあるいはバッファにコンテンツがあると判断され
れば、コンテンツ提供者は、特定時間単位に対応するコンテンツのセグメントを含むコン
テンツ応答パケットを生成し（７３０）、生成されたコンテンツ応答パケットを送信する
（７４０）。
【０１１１】
　その後、コンテンツ提供者はコンテンツが終了したか否かを判断する（７５０）。
　ステップ７５０で、コンテンツが終了したと判断されれば、コンテンツ提供者は、コン
テンツ要求者がコンテンツの要求を取消すように取消し応答パケットを生成し（７６０）
、取消し応答パケットをコンテンツ要求者に送信する（７７０）。ここで、取消し応答パ
ケットは、コンテンツ提供者からコンテンツ要求者までの経路上にある中間ノードにも伝
達される。
【０１１２】
　このようにすることで、中間ノードは未処理の（ｏｕｔｓｔａｎｄｉｎｇ）コンテンツ
要求がないことが分かる。
【０１１３】
　取消し応答パケットを受信したノード（例えば、中間ノードあるいはコンテンツ要求者
）は、例えば、ペンディングインタレストテーブル（ＰＩＴ）などからコンテンツのエン
トリを削除するか、又は、タイムアウト値を「０」に設定するなどの動作によって自身が
受けたコンテンツの要求を終了する。コンテンツ提供者がコンテンツ要求を終了させる方
法については、後述するように図９を参照して説明する。
【０１１４】
　図８は、一実施形態に係るコンテンツネーム基盤のコンテンツ中心ネットワークにおけ
る、特定時間単位に基づいたリアルタイムストリーミングコンテンツ提供のためのコンテ
ンツ提供者の通信方法を示したフローチャートである。
【０１１５】
　図８を参照すると、一実施形態に係るコンテンツ提供者は、リアルタイムストリーミン
グコンテンツを要求するために特定時間単位に基づいたコンテンツ要求であることを示す
識別子を含むコンテンツ要求パケットを受信する（８１０）。
【０１１６】
　コンテンツ提供者は、コンテンツストアあるいはバッファにリアルタイムストリーミン
グコンテンツがあるか否かを検索する（８２０）。ステップ８２０で、コンテンツ提供者
は、リアルタイムストリーミングコンテンツネームを用いてコンテンツストアあるいはバ
ッファにリアルタイムストリーミングコンテンツがあるか否かを検索する。バッファは、
ストリーミングのためのバッファである。そのため、コンテンツ提供者は、コンテンツス
トアだけではなく、コンテンツストアにないコンテンツ、例えば、ストリーミングサービ
スのためのバッファなどに格納されたコンテンツに対する要求にも応答できる。
【０１１７】
　ステップ８２０で、コンテンツストアあるいはバッファにリアルタイムストリーミング
コンテンツがないと判断されれば、コンテンツ提供者は動作を終了する。図１を参照して
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上述したように、コンテンツ中心ネットワークにおける、各ノード（例えば、コンテンツ
提供者）はコンテンツストアに当該コンテンツがないと判断されれば、ペンディングイン
タレストテーブル（ＰＩＴ）内に同一のコンテンツネームで格納されたエントリがあるか
否かを確認し、その後の動作を行う。一実施形態では、コンテンツ中心ネットワークにお
ける一般的な動作に対する説明は図１を参照した上述の説明により置き換えられる。
【０１１８】
　ステップ８２０で、コンテンツストアあるいはバッファにリアルタイムストリーミング
コンテンツがあると判断されれば、コンテンツ提供者は、特定時間単位に対応するリアル
タイムストリーミングコンテンツのセグメントを含むコンテンツ応答パケットを生成し（
８３０）、生成されたコンテンツ応答パケットを送信する（８４０）。
【０１１９】
　その後、コンテンツ提供者は、リアルタイムストリーミングコンテンツが終了したか否
かを判断する（８５０）。
【０１２０】
　ステップ８５０で、リアルタイムストリーミングコンテンツが終了したと判断されれば
、コンテンツ提供者は、リアルタイムストリーミングコンテンツの要求を取消す取消し応
答パケットを生成し（８６０）、取消し応答パケットをコンテンツ要求者に送信する（８
７０）。ここで、取消し応答パケットは、パケットの送信を助けるためにコンテンツ提供
者からコンテンツ要求者までの経路上にある中間ノードにも伝達される。
【０１２１】
　ステップ８５０で、リアルタイムストリーミングコンテンツが終了していないと判断さ
れれば、コンテンツ提供者は、特定時間単位に対応するリアルタイムストリーミングコン
テンツのセグメントを含むコンテンツ応答パケットを生成する（８３０）。
【０１２２】
　取消し応答パケットを受信したノード（例えば、中間ノードあるいはコンテンツ要求者
）は、ペンディングインタレストテーブル（ＰＩＴ）などからリアルタイムストリーミン
グコンテンツのエントリを削除するか、又は、タイムアウト値を「０」に設定するなどの
動作によって自身が受けたリアルタイムストリーミングコンテンツの要求を終了する。
【０１２３】
　図９は、一実施形態に係るコンテンツネーム基盤のコンテンツ中心ネットワークにおけ
る、コンテンツの要求を終了する方法を示す図である。
【０１２４】
　図９を参照すると、コンテンツ中心ネットワークにおいてコンテンツが終了した場合に
コンテンツ提供者９３０は次のような方法でコンテンツが終了したことを知らせることが
できる。
【０１２５】
　コンテンツ要求者９１０が送信した特定時間単位基盤のコンテンツを要求するコンテン
ツ要求パケット９０１を受信したコンテンツ提供者９３０は、９０３のように当該コンテ
ンツのセグメントを含むコンテンツ単数又は複数の応答パケットを送信する。コンテンツ
要求者９１０が送信したコンテンツ要求パケット９０５に応答するコンテンツ応答パケッ
ト９０７が当該コンテンツの最後のセグメントを含んでいると仮定しよう。
【０１２６】
　このようにコンテンツの送信が終了する場合、コンテンツ提供者９３０は、コンテンツ
の最後のセグメントに対するセグメント番号に予め設定された情報（例えば、ＥＮＤ＿Ｏ
Ｆ＿ＣＯＮＴＥＮＴ）９０９を記載して送信する。予め設定された情報９０９は、送信さ
れなければならないコンテンツがこれ以上ないことを示す。
【０１２７】
　その他にも、コンテンツ提供者はコンテンツの送信が終了する場合、コンテンツの最後
のセグメントのペイロードサイズ（ｐａｙｌｏａｄ　ｓｉｚｅ）を予め設定された値（例
えば、「０」）に設定して送信してもよい。リアルタイムストリーミングコンテンツの場
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合、このようにリアルタイムストリーミングコンテンツの最後のセグメントのペイロード
サイズを「０」に設定した場合、当該リアルタイムストリーミングコンテンツが送信され
る経路上にある各ノードのコンテンツストアに格納されたリアルタイムストリーミングコ
ンテンツは自動的にタイムアウトされて順次削除されてもよい。
【０１２８】
　図１０は、一実施形態に係るコンテンツネーム基盤のコンテンツ中心ネットワークにお
ける、コンテンツを提供するために時間基盤のインタレストプロトコル（Ｔｉｍｅ－Ｂａ
ｓｅｄ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を用いるコンテンツ要求者とコンテンツ
提供者との間のノードのペンディングインタレストテーブル（ＰＩＴ）の変化を説明する
ための図である。
【０１２９】
　以下、第１ノード１０２０、第２ノード１０３０及び第２ノード１０４０は、コンテン
ツ中心ネットワークにおいてコンテンツ要求者１０１０が送信したコンテンツ要求パケッ
トをコンテンツ提供者１０５０に伝達する中間ノードであり、コンテンツ要求者１０１０
が要求するコンテンツ（Ｉ）を含まないと仮定する。
【０１３０】
　また、第１ノード１０２０は、コンテンツ要求者１０１０から１番フェイスを介してコ
ンテンツ要求パケットを受信し、第２ノード１０３０は４番フェイスを介して第１ノード
１０２０からコンテンツ要求パケットを受信し、第３ノード１０４０は５番フェイスを介
して第２ノード１０３０からコンテンツ要求パケットを受信すると仮定する。
【０１３１】
　図１０を参照すると、コンテンツ要求者１０１０から特定時間単位に基づいたコンテン
ツ要求であることを示す識別子を含むコンテンツ要求パケットを受信した第１ノード１０
２０は、自身のペンディングインタレストテーブル（ＰＩＴ）のエントリにコンテンツ要
求者１０１０が要求するリアルタイムストリーミングコンテンツ（Ｉ）のネームと当該コ
ンテンツ要求パケットが受信されたフェイス「１」を記載する。これと共に、第１ノード
１０２０は、コンテンツ（Ｉ）を要求するコンテンツ要求パケットのネームあるいはコン
テンツ要求パケットのヘッダを介して把握された特定時間単位「５秒」をペンディングイ
ンタレストテーブル（ＰＩＴ）に格納する。
【０１３２】
　第２ノード１０３０及び第３ノード１０４０も、このような方式で各々のペンディング
インタレストテーブル（ＰＩＴ）を管理してコンテンツ要求パケットをコンテンツ提供者
１０５０に伝達する。その後、コンテンツ提供者１０５０からコンテンツ（Ｉ）に対する
コンテンツ応答パケットを受信して第２ノード１０３０に伝達するか、又は、コンテンツ
の送信が終了することによって、コンテンツの要求を取消す取消し応答パケットを受信し
た第３ノード１０４０はペンディングインタレストテーブルに記載されたコンテンツのエ
ントリを削除する。
【０１３３】
　図１０は、コンテンツ要求の取消し時に第３ノード１０４０が取消し応答パケットを受
信し、ペンディングインタレストテーブル（ＰＩＴ）から当該エントリを削除したことを
示す。
【０１３４】
　図１１は、図６及び図８に示す方法による、リアルタイムストリーミングコンテンツの
提供中に新しいコンテンツ要求者にリアルタイムストリーミングコンテンツを提供する場
合を説明するための図である。
【０１３５】
　図１１を参照すると、コンテンツ中心ネットワークの中間ノード（ＣｏＮ　ｎｏｄｅ）
が新しいノードの要求に応じてリアルタイムストリーミングコンテンツを提供することが
確認される。
【０１３６】
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　以下、コンテンツ提供者１１０１がコンテンツ要求者（１）１１０５にリアルタイムス
トリーミングコンテンツのセグメントを提供する間に同じリアルタイムストリーミングコ
ンテンツの送信を所望する新しいコンテンツ要求者（２）１１０７があると仮定する。
【０１３７】
　コンテンツ提供者１１０１は、１１１０に示すようにコンテンツ中心ネットワークの各
ノード（ＣｏＮ　ｎｏｄｅ）を経てコンテンツ要求者１１０５にリアルタイムストリーミ
ングコンテンツのセグメントを送信する。ここで、中間ノード１１０３のコンテンツスト
アには、リアルタイムストリーミングコンテンツのセグメントのうち最新セグメントのセ
グメント１５が格納されている。
【０１３８】
　その後、新しいコンテンツ要求者（２）１１０７が当該リアルタイムストリーミングコ
ンテンツを要求すると、コンテンツ要求者（２）１１０７のリアルタイムストリーミング
コンテンツ要求は１１３０のように中間ノード１１０３に伝達される。中間ノード１１０
３は、１１５０に示すように自身のコンテンツストアに格納された最新セグメントのセグ
メント１５をコンテンツ要求者（２）１１０７に送信する。
【０１３９】
　コンテンツ提供者１１０１からリアルタイムストリーミングコンテンツの新しいセグメ
ント１６が送信されれば、中間ノード１１０３は、１１７０に示すようにコンテンツ要求
者（１）１１０５及びコンテンツ要求者（２）１１０７の全てにセグメント１６を提供す
る。
【０１４０】
　ノードの収容力に応じて、コンテンツ中心ネットワークにおける各ノード（ＣｏＮ　ｎ
ｏｄｅ）のコンテンツストアは膨大な情報を格納できるが、無制限の格納は不可能である
。各ノードがリアルタイムストリーミングコンテンツのセグメントを全て格納すれば、コ
ンテンツストアは大部分リアルタイムストリーミングコンテンツが占めることになる。リ
アルタイムストリーミングコンテンツはその特性上に時間が経過すれば殆ど要求されない
ので、コンテンツ中心ネットワークは円滑に運用され難い。
【０１４１】
　従って、一実施形態ではリアルタイムストリーミングコンテンツのセグメントのうち最
新セグメントのみを、あるいは一定個数のセグメントのみをコンテンツストアに格納すれ
ば格納空間を効率的に使用できる。また、一実施形態では最新セグメントのみをコンテン
ツストアに格納することによって、コンテンツ要求者が現在提供中であるリアルタイムス
トリーミングコンテンツのセグメントに関する情報を取得する過程は不要になる。
【０１４２】
　その他にも、互いに絡んでいるネットワーク環境でリアルタイムストリーミングコンテ
ンツのセグメントの順序が逆になる場合も、コンテンツストアは最新セグメントに関する
情報を有するので予め伝えられた以前セグメントを無視してセグメントの順序が変わらな
いようにできる。
【０１４３】
　図１２は、一実施形態に係るコンテンツネームを基盤とするコンテンツ中心ネットワー
クにおける、特定時間単位に基づいたコンテンツと特定時間単位に基づいていない一般コ
ンテンツが混合して送信される場合のコンテンツ提供者の通信方法を示したフローチャー
トである。
【０１４４】
　図１２を参照すると、コンテンツ提供者はコンテンツ要求パケットを受信（１２１０）
した後、当該コンテンツ要求パケットが特定時間単位に基づくか否かを判断する（１２２
０）。
【０１４５】
　ステップ１２２０で、コンテンツ提供者は、コンテンツ要求パケットのヘッダ又はコン
テンツネームに特定時間単位に基づいたコンテンツ要求であることを示す識別子があるか
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否かに基づいて、コンテンツ要求パケットが特定時間単位に基づくか否かを判断する。
【０１４６】
　コンテンツ提供者はステップ１２２０における判断結果に応じて、コンテンツ要求パケ
ットが特定時間単位に基づいたリアルタイムストリーミングコンテンツ又は特定時間単位
に基づいた一般コンテンツの何れかのコンテンツに対する要求であるかを決定する。
【０１４７】
　コンテンツ提供者はステップ１２２０で、コンテンツ要求パケットが特定時間単位に基
づくと判断されれば、当該コンテンツ要求パケットがリアルタイムストリーミングコンテ
ンツを要求するかを判断する（１２３０）。
【０１４８】
　ステップ１２３０で、コンテンツ提供者は、コンテンツ要求パケットのヘッダに含まれ
た情報を用いてコンテンツ要求パケットが特定時間単位に基づいたリアルタイムストリー
ミングコンテンツ又は特定時間単位に基づいた一般コンテンツの何れかのコンテンツに対
する要求であるか判断する。コンテンツ提供者は、ステップ１２３０で、コンテンツ要求
パケットのヘッダに含まれた情報が、例えば、リアルタイムストリーミングコンテンツで
あることを表示する場合、ヘッダに含まれたセグメント情報がヌル（ｎｕｌｌ）である場
合、あるいはヘッダに含まれた値が予め設定された値（例えば、－１）である場合にリア
ルタイムストリーミングコンテンツに対する要求として決定する。
【０１４９】
　ステップ１２３０で、コンテンツ要求パケットがリアルタイムストリーミングコンテン
ツを要求すると判断されれば、コンテンツ提供者は、特定時間単位に対応するリアルタイ
ムストリーミングコンテンツのセグメントを含むコンテンツ応答パケットを生成する（１
２４０）。
【０１５０】
　ステップ１２３０で、コンテンツ要求パケットがリアルタイムストリーミングコンテン
ツを要求しないと判断されれば、コンテンツ提供者は一般コンテンツを含むコンテンツ応
答パケットを生成する（１２５０）。
【０１５１】
　コンテンツ提供者は、ステップ１２４０又は１２５０によって生成されたコンテンツ応
答パケットを送信する（１２６０）。
【０１５２】
　ステップ１２２０における当該コンテンツ要求パケットが特定時間単位に基づいていな
いと判断されれば、コンテンツ提供者は特定時間単位に基づかない一般コンテンツを含む
コンテンツ応答パケットを生成し（１２７０）、コンテンツ要求者に送信する（１２６０
）。
【０１５３】
　以下は一実施形態に係る時間基盤のインタレストプロトコル（Ｔｉｍｅ－Ｂａｓｅｄ　
Ｉｎｔｅｒｅｓｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を用いてコンテンツ要求者とコンテンツ提供者と
の間においてコンテンツ要求パケット及びコンテンツ応答パケットを交換する方法を図１
３及び図１４を参照して説明する。
【０１５４】
　図１３は、一実施形態に係るコンテンツ中心ネットワークにおける、時間基盤のインタ
レストプロトコル（Ｔｉｍｅ－Ｂａｓｅｄ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を用
いるコンテンツ要求者とコンテンツ提供者との間のセグメントの送信中に発生するホール
（ｈｏｌｅ）を復旧する方法を説明するための図である。
【０１５５】
　一実施形態に係る時間基盤のインタレストプロトコル（Ｔｉｍｅ－Ｂａｓｅｄ　Ｉｎｔ
ｅｒｅｓｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）で送信されるコンテンツ要求パケットは、特定時間単位
を示す識別子あるいは時間間隔に関する情報を含む。時間基盤のインタレストプロトコル
では前記時間関連情報に基づいて、他のノード（例えば、コンテンツ提供者１３３０）か
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ら生成されて伝えられた無制限のコンテンツセグメントを特定時間単位あるいは時間間隔
の間にコンテンツ要求者１３１０に伝達する。
【０１５６】
　一実施形態でコンテンツ要求者１３１０及びコンテンツ提供者１３３０はセグメント単
位ではなく、特定時間単位でセグメントを要求し、これを伝達するので、セグメントのう
ち一部が脱落したか、又はエラーが発生したセグメントが存在することがある。
【０１５７】
　コンテンツ要求者１３１０は、コンテンツ提供者１３３０から受信したコンテンツのセ
グメントのうち脱落したか、又はエラーが発生したセグメントがあるか否かを検出する。
【０１５８】
　図１３を参照すると、コンテンツ（ｃｃｎｘ：／／ｓｅｎ／ｔｅｓｔｆｉｌｅ．ｔｘｔ
）の送信中に２番セグメント（ｓｅｇ２）で（送信）エラーが発生したものと見られる。
一実施形態では２番セグメント（ｓｅｇ２）のように脱落したか、又は送信中エラーが発
生した単数又は複数のセグメントを「ホール（ｈｏｌｅ）」と定義する。
【０１５９】
　コンテンツ要求者１３１０は、コンテンツの単数又は複数のセグメントを含むコンテン
ツ応答パケットのネームフィールドに記載されたセグメント番号を用いてホールを検出す
る。
【０１６０】
　又は、コンテンツ要求者１３１０は、コンテンツ提供者１３３０から受信した全てのコ
ンテンツセグメントに対して脱落したか、又は（送信）エラーが発生したかをチェックす
る。
【０１６１】
　コンテンツ要求者１３１０は、脱落したか、又はエラーが発生したセグメント、言い換
えれば、ホールが最初に検出されれば、「ホールタイムアウト（ｈｏｌｅ　ｔｉｍｅｏｕ
ｔ）」と呼ばれる所定の時間間隔の間に、脱落したか、又はエラーが発生したセグメント
が再送信されるかを待機する。ホールタイムアウトはコンテンツ要求者１３１０からコン
テンツ提供者１３３０にホール復旧要求パケットが送信される前のネットワーク条件又は
サービスシナリオによって算出あるいは特定される。
【０１６２】
　図１３で、ホールタイムアウトは、例えば、隣接ノードと当該ノードとの間に持続的に
測定されたＲＴＴ（Ｒｏｕｎｄ　Ｔｒｉｐ　Ｔｉｍｅ）を用いてＨｏｌｅ　ｔｉｍｅｏｕ
ｔ＝（ＲＴＴ×定数Ａ）のように算出される。ＲＴＴは特定の時間に設定される場合もあ
る。
【０１６３】
　定数Ａは、例えば、１．５、２．５、などのような値を有する。その他にも、ホールタ
イムアウトは、コンテンツ要求者１３１０がホールを検出した後に受信した単数又は複数
のセグメントの個数を用いて決定される。例えば、図１３において、コンテンツ要求者１
３１０がホール（例えば、２番セグメント（ｓｅｇ２）における送信誤り）を検出した後
に３番セグメント（ｓｅｇ３）及び４番セグメント（ｓｅｇ４）の２つのセグメントを受
信した場合、コンテンツ要求者１３１０は２つのセグメントを受信した時間間隔をホール
タイムアウトとして決定する。
【０１６４】
　コンテンツ要求者１３１０は、所定の時間間隔（例えば、ホールタイムアウト）間に脱
落したか、又はエラーが発生したセグメントが送信されたか否かを判断する。コンテンツ
要求者１３１０は判断結果に基づいて、脱落したか、又はエラーが発生したセグメントを
要求するコンテンツ要求パケットを生成する。
【０１６５】
　例えば、ホールタイムアウト間に脱落したか、又はエラーが発生したセグメントが送信
されていないと判断されれば、コンテンツ要求者１３１０は、脱落したか、又はエラーが
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発生したセグメント（例えば、２番セグメント）を要求するコンテンツ要求パケットを生
成する。ここで、脱落したか、又はエラーが発生したセグメントを要求するコンテンツ要
求パケットは、特定時間単位に基づいたコンテンツ要求であることを示す識別子を含まな
い一般的なコンテンツ要求パケット（例えば、ｃｃｎｘ：／／ｓｅｎ／ｔｅｓｔｆｉｌｅ
．ｔｘｔ／ｓｅｇ２）である。
【０１６６】
　脱落したか、又はエラーが発生したセグメントを要求するコンテンツ要求パケットは特
定時間単位に基づいたコンテンツ要求であることを示す識別子を含まず、これに代わって
脱落したか、又はエラーが発生したセグメント（例えば、２番セグメント（ｓｅｇ２））
のセグメント番号をネームフィールドに含んでもよい。ここで、脱落したか、又はエラー
が発生したセグメントを要求するコンテンツ要求パケットは、前述した「ホール復旧要求
パケット」に該当する。
【０１６７】
　コンテンツ要求者１３１０は、脱落したか、又はエラーが発生したセグメントを要求す
るコンテンツ要求パケットをコンテンツ提供者１３３０に送信する。
【０１６８】
　実施形態に従って、コンテンツ要求者１３１０は脱落したか、又はエラーが発生したセ
グメントの個数に基づいて互いに異なる形態のコンテンツ要求パケットを生成してコンテ
ンツ提供者１３３０に送信する。
【０１６９】
　コンテンツ要求者１３１０は、脱落したか、又はエラーが発生したセグメントの個数と
予め設定された個数とを比較し、比較結果に基づいて脱落したか、又はエラーが発生した
セグメントを要求する互いに異なる形態のコンテンツ要求パケットの何れかを生成する。
【０１７０】
　例えば、コンテンツ要求者１３１０は脱落したか、又はエラーが発生したセグメントの
個数が予め設定された個数と同一であるか小さければ、脱落したか、又はエラーが発生し
たセグメントの番号を含む一般的なコンテンツ要求パケットを生成する。また、コンテン
ツ要求者１３１０は、脱落したか、又はエラーが発生したセグメントの個数が予め設定さ
れた個数よりも大きければ、脱落したか、又はエラーが発生したセグメントを要求する、
特定時間単位に基づいたコンテンツ要求であることを示す識別子を含むコンテンツ要求パ
ケットを生成する。ここで、予め設定された個数は、ネットワーク条件又はサービスシナ
リオに応じて決定され、例えば、１個あるいは２個である。
【０１７１】
　例えば、セグメント５番が脱落したか、又はエラーが発生したとする。コンテンツ要求
者１３１０は、脱落したか、又はエラーが発生したセグメント（例えば、５番セグメント
）のセグメント番号（５あるいはｓｅｇ５）を一般的なコンテンツ要求パケットによって
送信し、コンテンツ提供者１３３０から５番セグメントを再受信する。
【０１７２】
　脱落したか、又はエラーが発生したセグメントの個数が１０個（例えば、セグメント１
１番から２０番まで）である場合、コンテンツ要求者１３１０がセグメント各々を要求す
る１０個のコンテンツ要求パケットを生成することは効率的ではない。この場合、コンテ
ンツ要求者１３１０は、特定時間単位に基づいたコンテンツ要求であることを示す識別子
を含む１つのコンテンツ要求パケットを用いて１１番から２０番までのセグメントを一回
に要求する。コンテンツ提供者１３３０は、１１番から２０番までのセグメントを含むコ
ンテンツ応答パケットをコンテンツ要求者１３１０に送信することにより、より効率よく
複数のセグメントを送信できる。
【０１７３】
　図１４は、一実施形態に係るコンテンツ中心ネットワーク（ＣＣＮ）における、時間基
盤のインタレストプロトコル（Ｔｉｍｅ－Ｂａｓｅｄ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ　Ｐｒｏｔｏｃ
ｏｌ）を用いるネットワークノードのコンテンツストア処理方法を説明するための図であ
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る。
【０１７４】
　ネットワークノードのコンテンツストアは、ＣＣＮにおけるネットワーク効率性を向上
できる。ＣＣＮでネットワークノードのコンテンツストアに格納されたコンテンツセグメ
ントのネームがインタレスト、言い換えれば、コンテンツ要求パケットのネームと一致す
ると、何れのノードでもコンテンツ要求に応答できる。
【０１７５】
　特定時間単位に基づいたコンテンツ要求時にコンテンツ要求者は、１つのコンテンツ要
求パケットを用いて複数のコンテンツセグメントを要求するために、ネームフィールドに
セグメント番号がないコンテンツ要求パケットを送信する。
【０１７６】
　図１４を参照すると、一実施形態に係る特定時間単位に基づいたコンテンツ要求時にコ
ンテンツ要求パケットのヘッダに含まれた特定時間単位及び開始セグメントの情報を用い
るキャッシュの処理過程が図示されている。
【０１７７】
　一実施形態によると、コンテンツ要求者１４１０は、隣接するネットワークノード（例
えば、ノードＡ（１４３０））のコンテンツストアから応答を取得するために、コンテン
ツ（ｃｃｎｘ：／／ｓｅｎ／ｔｅｓｔｆｉｌｅ．ｔｘｔ）の送信が持続する特定時間単位
（例えば、Ｔ１）だけではなく、コンテンツのうち送信が開始する開始セグメント（例え
ば、ｓｅｇ０、ｓｅｇ３７９など）に関する情報をコンテンツ要求パケットのヘッダに付
加して隣接ノード（Ａｄｊａｃｅｎｔ　ｎｏｄｅ）のノードＡ（１４３０）に送信する。
開始セグメントに関する情報として、特定時間単位（例えば、Ｔ１）ごとに送信が開始す
る最初開始セグメントの番号が一例として挙げられる。
【０１７８】
　特定時間単位に基づいたコンテンツ要求パケットを受信したノードＡ（１４３０）は、
順次に自身のキャッシュ（ｃａｃｈｅ）にある全てのコンテンツセグメントを用いて応答
する。ここで、ノードＡ（１４３０）は、リアルタイムストリーミングコンテンツのセグ
メントのうち０番から２０４番までのセグメント（ｓｅｇ０～ｓｅｇ２０４）を格納し、
ノードＢ（１４５０）はコンテンツの全てのセグメントを格納していると仮定する。
【０１７９】
　ヘッダに特定時間単位（例えば、Ｔ１）及び開始セグメントに関する情報（例えば、ｓ
ｅｇ０）が含まれたコンテンツ要求パケットを受信したノードＡ（１４３０）は、自身の
キャッシュに格納されたコンテンツセグメント（ｓｅｇ０～ｓｅｇ２０４）を順次にコン
テンツ要求者１４１０に提供する。
【０１８０】
　ノードＡ（１４３０）は、自身のキャッシュに格納されていない残りのコンテンツセグ
メントを要求するコンテンツ要求パケットを生成して次のノードＢ（１４５０）に送信す
る。ここで、ノードＡ（１４３０）は、キャッシュ処理時間に基づいて減少した時間間隔
（例えば、Ｔ１－Ｔ２あるいはＴ１－Ｔ３）とノードＡ１４３０のキャッシュに格納され
ていない開始セグメントのセグメント番号を含む時間基盤インタレストを次のノードＢ（
１４５０）に送信する。ここで、「開始セグメント」は、コンテンツのうち自身のキャッ
シュに格納されたセグメントを除いた残りのセグメントのうち最初のセグメントとして理
解される。
【０１８１】
　ノードＡ（１４３０）から、ヘッダに開始セグメント（例えば、ｓｅｇ２０５）のセグ
メント番号及び時間単位（Ｔ１－Ｔ２）を含むコンテンツ要求パケットを受信したノード
Ｂ（１４５０）は、自身のキャッシュにある全てのコンテンツセグメントを用いて順に応
答する。ノードＢ（１４５０）がコンテンツセグメントを全て格納していない場合、ノー
ドＢ１４５０は、自身が格納していない残りのセグメントを要求するために次のノードに
更なる時間単位のコンテンツ要求パケットを送信する。
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【０１８２】
　特定時間単位（Ｔ１）が満了した場合、コンテンツ要求者１４１０は、特定時間単位の
次の時間単位（Ｔ１）及び特定時間単位に対応するコンテンツ要求パケットによって最後
に受信したセグメント（例えば、ｓｅｇ３７８）の次のセグメント（ｓｅｇ３７９）に関
する情報を含むコンテンツ要求パケットをノードＡ（１４３０）に送信する。
【０１８３】
　コンテンツ要求者１４１０は、特定時間単位（Ｔ１）が満了した場合、当該特定時間単
位（Ｔ１）で最後に受信したコンテンツセグメントパケット（ｓｅｇ３７８）によって次
の開始セグメント（ｓｅｇ３７９）のセグメント番号を把握できる。
【０１８４】
　コンテンツ要求者１４１０から特定時間単位の次の時間単位（Ｔ１）及び次のセグメン
ト（ｓｅｇ３７９）に関する情報を含むコンテンツ要求パケットを受信したノードＡ（１
４３０）は、ノードＢ（１４５０）からすでに受信したが、特定時間単位（Ｔ１）の満了
により伝達できなかったセグメント（例えば、ｓｅｇ３７９～ｓｅｇ３８１）をコンテン
ツ要求者１４１０に伝達する。
【０１８５】
　ここで、ノードＡ１４３０がコンテンツ要求者１４１０に伝達できなかった、キャッシ
ュに格納されていたセグメント（例えば、ｓｅｇ３７９～ｓｅｇ３８１）を送信するため
にかかる時間単位をＴ３としよう。ノードＡ（１４３０）は、キャッシュ処理時間に基づ
いて減少した時間間隔（例えば、Ｔ１－Ｔ３）とノードＡ１４３０のキャッシュに格納さ
れていない開始セグメント（ｓｅｇ３８２）のセグメント番号を含むコンテンツ要求パケ
ットを次のノードＢ（１４５０）に送信する。
【０１８６】
　時間間隔（例えば、Ｔ１－Ｔ３）とセグメント（ｓｅｇ３８２）のセグメント番号を含
むコンテンツ要求パケットを受信したノードＢ（１４５０）は、当該セグメント（ｓｅｇ
３８２）を、ノードＡ（１４３０）を経てコンテンツ要求者１４１０に伝達する。
【０１８７】
　上述したように本発明の実施形態が限定された実施形態及び図面に基づいて説明された
が、当技術分野で通常の知識を有する者であれば前記記載から多様な修正及び変形が可能
であろう。例えば、説明された技術が説明された方法と異なる順序で行われるか、及び／
又は説明されたシステム、構造、装置、回路などの構成要素が説明された方法と異なる形
態で結合又は組合わされるか、又は、他の構成要素又は均等物によって置換されることに
よっても適切な結果を達成できる。
【０１８８】
　従って、他の実現例、他の実施形態、及び特許請求の範囲と均等なものも後述する特許
請求の範囲に属する。
【符号の説明】
【０１８９】
　１０１　　（インター）フェイス（０）
　１０５　　（インター）フェイス（１）
　１１０　　コンテンツストア（コンテンツキャッシュ）
　１３０　　ペンディングインタレストテーブル（Ｐｅｎｄｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ　
Ｔａｂｌｅ、ＰＩＴ）
　１５０　　フォワーディング情報ベース（Ｆｏｒｗａｒｄｉｎｇ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ　Ｂａｓｅ、ＦＩＢ）
　２０１、２０５、２０９　　特定時間単位に基づくコンテンツ要求パケットのネーム
　２０３、２０７　　複数のセグメントを含むコンテンツ応答パケットのネーム
　２１０、１０１０、１１０５、１１０７、１３１０、１４１０　　コンテンツ要求者
　２３０、１０５０、１１０１、１３３０　　コンテンツ提供者
１０２０，１０３０、１０４０　　第１、第２、第３ノード
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１１０３　　中間ノード
１４３０、１４５０　　ノードＡ、ノードＢ
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