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(57)【要約】
　本発明の実施形態は、異なるネットワーク間の通信を
実現するための方法を提供し、この方法は、第1のネッ
トワークプロトコルをサポートするマルチキャストデー
タ取得要求を受信し、マルチキャストデータID(MDID)情
報を決定するステップであって、マルチキャストデータ
は取得される必要がある、ステップと、MDIDに従って、
マルチキャスト形式で、第2のネットワークプロトコル
をサポートするネットワークデバイスから、取得すべき
マルチキャストデータを取得し、この取得すべきマルチ
キャストデータをバッファに入れるステップと、取得す
べきマルチキャストデータ用に、第1のネットワークプ
ロトコルをサポートするマルチキャストグループを確立
するステップと、ユーザ装置が取得すべきマルチキャス
トデータを、第1のネットワークプロトコルをサポート
するマルチキャストグループに加わるユーザ装置に送信
するステップとを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　異なるネットワーク間の通信を実施するための方法であって、前記異なるネットワーク
は、第1のネットワークおよび第2のネットワークを含み、前記第1のネットワークは、第1
のネットワークプロトコルをサポートし、前記第2のネットワークは、第2のネットワーク
プロトコルをサポートし、前記第1のネットワークプロトコルは、前記第2のネットワーク
プロトコルとは異なっており、前記方法は、
　マルチキャストプロキシ装置が、前記第1のネットワークプロトコルをサポートするマ
ルチキャストデータ取得要求を受信し、取得すべきマルチキャストデータのマルチキャス
トデータ識別情報MDIDを決定するステップと、
　前記MDIDに従って、マルチキャスト形式で、前記第2のネットワークプロトコルをサポ
ートするネットワークデバイスから、前記取得すべきマルチキャストデータを取得し、前
記取得すべきマルチキャストデータをバッファに入れるステップと、
　前記取得すべきマルチキャストデータ用に、前記第1のネットワークプロトコルをサポ
ートするマルチキャストグループを確立するステップと、
　ユーザ装置によって取得すべき前記マルチキャストデータを、前記第1のネットワーク
プロトコルをサポートする前記マルチキャストグループに加わる前記ユーザ装置に送信す
るステップと、
を含み、
　前記マルチキャストプロキシ装置は、前記第1のネットワークに対応する第1のネットワ
ークアドレスおよび前記第2のネットワークに対応する第2のネットワークアドレスを有す
ることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記MDIDに従って、マルチキャスト形式で、前記第2のネットワークプロトコルをサポ
ートする前記ネットワークデバイスから、前記取得すべきマルチキャストデータを取得し
、前記取得すべきマルチキャストデータをバッファに入れる前記ステップが、
　前記第2のネットワークプロトコルをサポートするマルチキャストデータ取得要求を、
前記第2のネットワークプロトコルをサポートするマルチキャストソース装置に送信する
ステップと、
　前記マルチキャストソース装置によって送信されたマルチキャストアドレスを受信する
ステップと、
　前記マルチキャストアドレスに従って、対応するマルチキャストグループに加わり、前
記マルチキャストソース装置によって送信された前記マルチキャストデータを受信し、バ
ッファに入れるステップと、
を含み、
　前記取得要求は、前記MDIDを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記取得すべきマルチキャストデータ用に、前記第1のネットワークプロトコルをサポ
ートするマルチキャストグループを確立する前記ステップが、
　前記第1のネットワークアドレスを、前記取得すべきマルチキャストデータに割り当て
、前記第1のネットワークアドレスを前記マルチキャストデータの前記MDIDに関連付け、
前記第1のネットワークアドレスを前記マルチキャストアドレスとして使用し、かつ前記
第1のネットワークプロトコルをサポートする前記マルチキャストグループを確立するス
テップを含むことを特徴とする請求項1または2に記載の方法。
【請求項４】
　前記ユーザ装置によって取得すべき前記マルチキャストデータを、前記第1のネットワ
ークプロトコルをサポートする前記マルチキャストグループに加わる前記ユーザ装置に送
信する前記ステップが、
　前記第1のネットワークプロトコルをサポートする前記マルチキャストデータ取得要求
のソースアドレスに従って、前記マルチキャストグループの前記マルチキャストアドレス
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を、前記要求を送信する前記ユーザ装置に送信するステップと、
　マルチキャスト形式で、前記取得すべきマルチキャストデータを、前記マルチキャスト
グループに加わる前記ユーザ装置に送信するステップと、
を含むことを特徴とする請求項3に記載の方法。
【請求項５】
　前記MDIDに従って、マルチキャスト形式で、前記第2のネットワークプロトコルをサポ
ートする前記ネットワークデバイスから、前記取得すべきマルチキャストデータを取得し
、前記取得すべきマルチキャストデータをバッファに入れる前記ステップの前に、
　前記取得すべきマルチキャストデータをデータコンテンツとして使用し、かつ前記第1
のネットワークプロトコルをサポートする前記マルチキャストグループが存在するかどう
かを検出するステップと、
　前記取得すべきマルチキャストデータを前記データコンテンツとして使用し、かつ前記
第1のネットワークプロトコルをサポートする前記マルチキャストグループが存在しない
場合、後続のステップを実行するステップと、
をさらに含むことを特徴とする請求項1、2または4に記載の方法。
【請求項６】
　前記データコンテンツとして前記取得すべきマルチキャストデータを使用し、前記第1
のネットワークプロトコルをサポートする前記マルチキャストグループが存在する場合、
前記ユーザ装置によって取得すべき前記マルチキャストデータを、前記マルチキャストグ
ループに加わる前記ユーザ装置に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
5に記載の方法。
【請求項７】
　前記MDIDが、ユニフォームリソースロケータURLであることを特徴とする請求項1、2ま
たは3に記載の方法。
【請求項８】
　前記第1のネットワークおよび前記第2のネットワークが、それぞれIPv4ネットワークお
よびIPv6ネットワークであり、または前記第1のネットワークおよび前記第2のネットワー
クが、それぞれIPv6ネットワークおよびIPv4ネットワークであることを特徴とする請求項
1から7のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　マルチキャストプロキシ装置であって、前記マルチキャストプロキシ装置が配置された
ネットワークシステムが、第1のネットワークプロトコルをサポートする第1のネットワー
クおよび第2のネットワークプロトコルをサポートする第2のネットワークを含み、前記第
1のネットワークプロトコルは前記第2のネットワークプロトコルとは異なっており、前記
マルチキャストプロキシ装置は、前記第1のネットワークに対応する第1のネットワークア
ドレスおよび前記第2のネットワークに対応する第2のネットワークアドレスを有し、前記
マルチキャストプロキシ装置は、
　前記第1のネットワークプロトコルをサポートするマルチキャストデータ取得要求を受
信し、取得すべきマルチキャストデータのマルチキャストデータ識別情報MDIDを決定する
ように構成されたマルチキャスト要求受信ユニットと、
　前記MDIDに従って、マルチキャスト形式で、前記第2のネットワークプロトコルをサポ
ートするネットワークデバイスから、前記取得すべきマルチキャストデータを取得し、前
記取得すべきマルチキャストデータをバッファに入れるように構成されたマルチキャスト
データ取得ユニットと、
　前記取得すべきマルチキャストデータ用に、前記第1のネットワークプロトコルをサポ
ートするマルチキャストグループを確立し、前記確立されたマルチキャストグループの情
報を維持するように構成されたマルチキャストグループ維持ユニットと、
　ユーザ装置によって取得すべき前記マルチキャストデータを、前記第1のネットワーク
プロトコルをサポートする前記マルチキャストグループに加わる前記ユーザ装置に送信す
るように構成されたマルチキャスト送信ユニットと、
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を備えることを特徴とするマルチキャストプロキシ装置。
【請求項１０】
　前記マルチキャストデータ取得ユニットが、
　前記第2のネットワークプロトコルをサポートし、かつ前記MDIDを含むマルチキャスト
データ取得要求を、前記第2のネットワークプロトコルをサポートするマルチキャストソ
ース装置に送信するように構成されたマルチキャストアドレス要求サブユニットと、
　前記マルチキャストソース装置によって送信されたマルチキャストアドレスを受信する
ように構成されたマルチキャストアドレス受信サブユニットと、
　前記マルチキャストアドレスに従って、対応するマルチキャストグループに加わり、前
記マルチキャストソース装置によって送信されたマルチキャストデータを受信し、バッフ
ァに入れるように構成されたマルチキャストデータ受信サブユニットと、
を備えることを特徴とする請求項9に記載の装置。
【請求項１１】
　前記マルチキャストグループ維持ユニットが、
　前記第1のネットワークアドレスを、前記取得すべきマルチキャストデータに割り当て
、前記第1のネットワークアドレスを、前記マルチキャストデータの前記MDIDと関連付け
、前記第1のネットワークアドレスを前記マルチキャストアドレスとして使用し、かつ前
記第1のネットワークプロトコルをサポートする前記マルチキャストグループを確立する
ように構成されたマルチキャストグループ確立サブユニットと、
　前記確立されたマルチキャストグループの情報を更新するように構成されたマルチキャ
ストグループ更新サブユニットと、
を備えることを特徴とする請求項9に記載の装置。
【請求項１２】
　前記マルチキャスト送信ユニットが、
　前記第1のネットワークプロトコルをサポートする前記マルチキャストデータ取得要求
のソースアドレスに従って、前記マルチキャストグループの前記マルチキャストアドレス
を、前記ユーザ装置に送信するように構成されたマルチキャストアドレス送信サブユニッ
トと、
　マルチキャスト形式で、前記ユーザ装置によって取得すべき前記マルチキャストデータ
を、前記マルチキャストグループに加わる前記ユーザ装置に送信するように構成されたマ
ルチキャストデータ送信サブユニットと、
を備えることを特徴とする請求項9に記載の装置。
【請求項１３】
　前記マルチキャストプロキシ装置が、
　前記マルチキャスト要求受信ユニットが、前記第1のネットワークをサポートする前記
マルチキャストデータ取得要求を受信した後、取得されることになる前記マルチキャスト
データをデータコンテンツとして使用し、前記第1のネットワークプロトコルをサポート
する前記マルチキャストグループが存在するかどうかを検出するように構成されたマルチ
キャストグループ検出ユニットをさらに備え、
　前記マルチキャストグループが存在しない場合、前記マルチキャストデータ取得ユニッ
ト、前記マルチキャストグループ維持ユニットおよび前記マルチキャスト送信ユニットは
、前記MDIDに従って、マルチキャスト形式で、前記第2のネットワークプロトコルをサポ
ートする前記ネットワークデバイスから、前記取得すべきマルチキャストデータを取得し
、前記取得すべきマルチキャストデータをバッファに入れ、前記取得すべきマルチキャス
トデータ用に、前記第1のネットワークプロトコルをサポートする前記マルチキャストグ
ループを確立し、前記取得すべきマルチキャストデータを前記マルチキャストグループに
加わる前記ユーザ装置に送信し、
　前記マルチキャストグループが存在する場合、前記マルチキャスト送信ユニットは、前
記ユーザ装置によって取得すべき前記マルチキャストデータを、前記マルチキャストグル
ープに加わる前記ユーザ装置に送信することを特徴とする請求項9から12のいずれか一項
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に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信の分野に関し、より詳細には、異なるネットワーク間の通信を実施する
ための方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、IPv6(インターネットプロトコルバージョン6)は、次世代インターネットの中心
的規格とみなされている。次世代インターネットにおいて、IPv6は、マルチキャストをサ
ポートし、数多くのマルチキャストアドレス空間を保有しなければならないことが確認さ
れている。IPv6が適用された後は、純粋なIPv6ノードがますます出現する。しかしながら
、既存のIPv4(インターネットプロトコルバージョン4)インターネットネットワークが壮
大な規模であるため、IPv6プロトコルネットワークは、既存のIPv4ネットワークに一夜に
して取って代わろうとはしていない。うまく動作しているので、多くのIPv4ノードが依然
として存続している。したがって、ネットワークの進化は確かにスムーズで漸次的であり
、将来のインターネットにおいてIPv6ネットワークおよびIPv4ネットワークが長期にわた
って共存するのは避けられない。長期の共存の間、IPv6配備戦略によれば、純粋なIPv6ネ
ットワークが各地に出現し続ける。この場合、純粋なIPv4ネットワークおよび純粋なIPv6
ネットワークが共存し、ネットワークにおいて互いに交錯する。
【０００３】
　したがって、純粋なIPv4ノードと純粋なIPv6ノードの間の直接通信を保証して、スムー
ズな移行を実現する機構が求められている。現在、ユニキャスト相互運用(interworking)
について非常に多くの移行技術が提案されているが、それらは、ユニキャスト通信に適用
可能であるだけで、マルチキャスト通信には適用可能でない。現在、マルチキャストの側
面には、権威ある相互運用移行方式が提供されていない。しかしながら、IPTV(Internet 
Protocol Television、インターネットプロトコルテレビジョン)ビデオなどのマルチキャ
ストアプリケーションが広く展開されている。したがって、IPv4およびIPv6が共存すると
き、いかにしてこれらのマルチキャストアプリケーション間の相互運用を実現するかが、
解決すべき根幹的問題であり、マルチキャスト相互運用能力を効果的に提供することが必
要である。
【０００４】
　現在、IPv4-IPv6マルチキャストプロトコル変換技術が従来技術に存在し、そこでは、
この技術は通常のIPv6マルチキャストプロトコルを使用して、インフラストラクチャを変
えることなく、IPv4プロトコルをサポートする任意のマルチキャストグループと通信する
ことができる。その中核となる思想は、あるIPプロトコルを使用するソースと別のIPプロ
トコルを使用する宛先の間の経路上に配置された、1つまたは複数のIPv4-IPv6マルチキャ
スト変換装置である。IPv4-IPv6マルチキャスト変換装置は、IPv4とIPv6のマルチキャス
ト間で変換を行い、IPv4とIPv6のマルチキャストパケット間で変換を行う。2つのネット
ワークにおける1つの同じマルチキャストアクティビティを表すために、IPv4とIPv6のマ
ルチキャストアドレス間で1対1の対応関係を確立することが必要とされている。対応関係
に従ってマルチキャストパケットのヘッダを変換し、関連するアプリケーションプロトコ
ル、たとえばALG(アプリケーション層ゲートウェイ、Application Layer Gateway)プロト
コルをサポートすることを必要とし、それによってマルチキャスト相互運用を達成する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、このIPv4-IPv6マルチキャストプロトコルは、変換能力が低く、大規模
なマルチキャストアプリケーションをサポートすることができない。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　本発明の一実施形態は、異なるネットワーク間の通信を実施するための方法を提供し、
異なるネットワークは、第1のネットワークおよび第2のネットワークを含み、第1のネッ
トワークは、第1のネットワークプロトコルをサポートし、第2のネットワークは、第2の
ネットワークプロトコルをサポートし、第1のネットワークプロトコルは、第2のネットワ
ークプロトコルとは異なっている。この方法は、
　マルチキャストプロキシ装置が、第1のネットワークプロトコルをサポートするマルチ
キャストデータ取得要求を受信し、取得すべきマルチキャストデータのマルチキャストデ
ータ識別情報MDIDを決定するステップであって、マルチキャストプロキシ装置は、第1の
ネットワークに対応する第1のネットワークアドレスおよび第2のネットワークに対応する
第2のネットワークアドレスを有するステップと、
　MDIDに従って、マルチキャスト形式で、第2のネットワークプロトコルをサポートする
ネットワークデバイスから、取得すべきマルチキャストデータを取得し、取得すべきマル
チキャストデータをバッファに入れるステップと、
　取得すべきマルチキャストデータ用に、第1のネットワークプロトコルをサポートする
マルチキャストグループを確立するステップと、
　ユーザ装置によって取得すべきマルチキャストデータを、第1のネットワークプロトコ
ルをサポートするマルチキャストグループに加わるユーザ装置に送信するステップと、を
含む。
【０００７】
　本発明の一実施形態はまた、マルチキャストプロキシ装置を提供し、マルチキャストプ
ロキシ装置が配置されたネットワークシステムが、第1のネットワークプロトコルをサポ
ートする第1のネットワークおよび第2のネットワークプロトコルをサポートする第2のネ
ットワークを含み、第1のネットワークプロトコルは第2のネットワークプロトコルとは異
なっており、マルチキャストプロキシ装置は、第1のネットワークに対応する第1のネット
ワークアドレスおよび第2のネットワークに対応する第2のネットワークアドレスを有し、
このマルチキャストプロキシ装置は、
　第1のネットワークプロトコルをサポートするマルチキャストデータ取得要求を受信し
、取得すべきマルチキャストデータのマルチキャストデータ識別情報MDIDを決定するよう
に構成されたマルチキャスト要求受信ユニットと、
　MDIDに従って、マルチキャスト形式で、第2のネットワークプロトコルをサポートする
ネットワークデバイスから、取得すべきマルチキャストデータを取得し、この取得すべき
マルチキャストデータをバッファに入れるように構成されたマルチキャストデータ取得ユ
ニットと、
　この取得すべきマルチキャストデータ用に、第1のネットワークプロトコルをサポート
するマルチキャストグループを確立し、この確立されたマルチキャストグループの情報を
維持するように構成されたマルチキャストグループ維持ユニットと、
　ユーザ装置によって取得すべきマルチキャストデータを、第1のネットワークプロトコ
ルをサポートするマルチキャストグループに加わるユーザ装置に送信するように構成され
たマルチキャスト送信ユニットと、を備える。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施形態による、ユーザ装置がマルチキャストデータを取得するフロ
ーチャートである。
【図２】本発明の一実施形態による、ユーザ装置がマルチキャストデータを取得するフロ
ーチャートである。
【図３】本発明の一実施形態による、マルチキャストプロキシ装置の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、添付の図面および具体的な実施形態を参照して、本発明について詳細に説明する
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。しかしながら、以下の実施形態は、技術的解決策の理解を補助する例示的なものでしか
なく、本発明を限定することは意図していないことに留意されたい。
【００１０】
　本発明の一実施形態によるネットワークにおいて、第1のネットワークプロトコルをサ
ポートする第1のネットワークおよび第2のネットワークプロトコルをサポートする第2の
ネットワークが存在し、ここでは、第1のネットワークプロトコルは第2のネットワークプ
ロトコルとは異なっており、2つのネットワークプロトコルを同時にサポートするマルチ
キャストプロキシ装置もまた存在する。第2のネットワークプロトコルをサポートするマ
ルチキャストソース装置から、第1のネットワークプロトコルをサポートするユーザ装置
によってマルチキャストデータを取得するための方法は、以下の通りである：
　第1のネットワークプロトコルをサポートするユーザ装置によって、マルチキャストプ
ロキシ装置の第1のネットワークIPアドレスに従って、第1のネットワークプロトコルをサ
ポートするマルチキャストデータ取得要求をマルチキャストプロキシ装置に送信するステ
ップであって、マルチキャストデータ取得要求が、ユーザ装置が取得を要求するマルチキ
ャストデータを決定するために使用されるマルチキャストデータ識別情報(Multicast Dat
a Identity、MDID)を含む、ステップ。たとえば、MDIDには、これには限定しないが、マ
ルチキャストデータのユニフォームリソースロケータ(Uniform Resource Locator、URL)
が含まれ、
　マルチキャストプロキシ装置の第2のネットワークIPアドレスおよびMDIDを使用するこ
とによって、第2のネットワークプロトコルをサポートするマルチキャストデータ取得要
求を、第2のネットワークプロトコルをサポートするマルチキャストソース装置に送信す
るステップ、
　取得したマルチキャストデータを記憶媒体に格納し、第1のネットワークマルチキャス
トアドレスをマルチキャストデータに割り当て、第1のネットワークマルチキャストアド
レスをユーザ装置に送信するステップ、ならびに
　必要なマルチキャストデータを取得するために、ユーザ装置が、第1のネットワークマ
ルチキャストアドレスに従って、対応するマルチキャストグループに加わるステップ。
【００１１】
　たとえば、本実施形態において、第1のネットワークおよび第2のネットワークは、それ
ぞれIPv4ネットワークおよびIPv6ネットワークであってよく、またはそれぞれIPv6ネット
ワークおよびIPv4ネットワークであってもよく、また他のプロトコルタイプのネットワー
クであってもよい。
【００１２】
　本発明の一実施形態によるネットワークにおいて、異なるネットワークプロトコルの第
1のネットワークおよび第2のネットワークならびにこの2つのネットワークを同時にサポ
ートするマルチキャストプロキシ装置が存在する。さらに、第1のネットワークプロトコ
ルをサポートするユーザ装置が第1のネットワーク内に存在し、第2のネットワークプロト
コルをサポートするマルチキャストソース装置が第2のネットワーク内に存在する。ユー
ザ装置は、マルチキャストプロキシ装置によって維持されるMDIDと、要求されたマルチキ
ャストデータに割り当てられた第1のネットワークマルチキャストアドレスとの間の対応
関係に従って、マルチキャストデータを取得し、具体的な方法は以下の通りである：
　ユーザ装置によって、マルチキャストプロキシ装置の第1のネットワークIPアドレスに
従って、マルチキャストデータ取得要求をマルチキャストプロキシ装置に送信するステッ
プであって、マルチキャストデータ取得要求は、ユーザ装置が取得を要求するマルチキャ
ストデータを決定するために使用するマルチキャストデータ識別情報(Multicast Data ID
、MDID)を含む、ステップ。たとえば、MDIDには、これには限定しないが、マルチキャス
トデータのユニフォームリソースロケータ(URL)が含まれ、
　マルチキャストプロキシ装置が、MDIDと、要求されたマルチキャストデータに割り当て
られた第1のネットワークマルチキャストアドレスとの間の対応関係を維持しているかど
うか、すなわち、マルチキャストプロキシ装置が、ユーザ装置によって取得されるべきマ
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ルチキャストデータのマルチキャストグループを有するかどうかを検出するステップであ
って、マルチキャストグループが、第1のネットワークプロトコルをサポートするステッ
プ。具体的には、対応関係を維持するための方法は、MDIDに対応するテーブル入力を維持
することであってもよく、テーブル入力は、MDIDと、要求されたマルチキャストデータに
割り当てられた第1のネットワークマルチキャストアドレスとの間の対応関係を含み、
　対応関係が維持されていない場合、マルチキャストプロキシ装置の第2のネットワークI
PアドレスおよびMDIDを使用することによって、第2のネットワークプロトコルをサポート
するマルチキャストデータ取得要求を、第2のネットワークプロトコルをサポートするマ
ルチキャストソース装置に送信するステップ、
　取得したマルチキャストデータを記憶媒体のバッファに入れ、マルチキャストデータの
MDIDと、要求されたマルチキャストデータに割り当てられた第1のネットワークマルチキ
ャストアドレスとの対応関係を維持するステップ、すなわち、ユーザ装置によって取得す
べきマルチキャストデータをマルチキャストコンテンツとして使用し、かつ第1のネット
ワークプロトコルをサポートするマルチキャストグループを確立し、第1のネットワーク
プロトコルをサポートし、かつ対応関係内にあるマルチキャストアドレスをユーザ装置に
送信するステップ、
　対応関係が維持されている場合、MDIDに対応する第1のネットワークマルチキャストア
ドレスをユーザ装置に送信するステップ、ならびに
　必要なマルチキャストデータを取得するために、ユーザ装置が、第1のネットワークマ
ルチキャストアドレスに従って、第1のネットワークプロトコルをサポートする、対応す
るマルチキャストグループに加わるステップ。
【００１３】
　たとえば、本実施形態において、第1のネットワークおよび第2のネットワークは、それ
ぞれIPv4ネットワークおよびIPv6ネットワークであってよく、またはそれぞれIPv6ネット
ワークおよびIPv4ネットワークであってもよく、また他のプロトコルタイプのネットワー
クであってもよい。
【００１４】
　図1は、本発明の一実施形態による、ユーザ装置がマルチキャストデータを取得するフ
ローチャートである。図1に示すように、第1のネットワークプロトコルをサポートする第
1のネットワークおよび第2のネットワークプロトコルをサポートする第2のネットワーク
が、ネットワークシステム内に共存している。たとえば、第1のネットワークがIPv6ネッ
トワークであり、第2のネットワークがIPv4ネットワークであるか、または第1のネットワ
ークがIPv4ネットワークであり、第2のネットワークがIPv6ネットワークである。第1のネ
ットワークおよび第2のネットワークはまた、それぞれ他のネットワークであってもよい
。第1のネットワークおよび第2のネットワークがそれぞれIPv6ネットワークおよびIPv4ネ
ットワークであるものを例として挙げるが、ここでは、IPv6プロトコルをサポートするユ
ーザ装置がIPv6ネットワーク内にあり、IPv4プロトコルをサポートするマルチキャストソ
ース装置がIPv4ネットワーク内にあり、マルチキャストプロキシ装置は、IPv4プロトコル
およびIPv6プロトコルを同時にサポートし、IPv4アドレスおよびIPv6アドレスを有するも
のであり、この方法は、以下を含む。
【００１５】
　100:　IPv6プロトコルをサポートし、IPv6ネットワーク内にあるユーザ装置が、取得す
べきマルチキャストデータを選択する、たとえば、電子番組ガイド(EPG)に従って選択を
行うことができる。
【００１６】
　101:　ユーザ装置は、マルチキャストデータ識別情報を含み、IPv6プロトコルをサポー
トするマルチキャストデータ取得要求をマルチキャストプロキシ装置に送信し、要求のタ
ーゲットアドレスは、マルチキャストプロキシ装置のIPv6アドレスであり、たとえば、マ
ルチキャストデータ識別情報は、マルチキャストデータURLであり得る。
【００１７】
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　102:　マルチキャストプロキシ装置は、IPv4プロトコルをサポートするマルチキャスト
データ取得要求を、IPv4ネットワーク内にあるマルチキャストソース装置に送信し、ここ
では、マルチキャストデータ取得要求は、マルチキャストプロキシ装置のIPv4アドレスを
ソースアドレス、マルチキャストソース装置のIPv4アドレスを宛先アドレスとし、かつ取
得すべきマルチキャストデータのMDIDを含む。
【００１８】
　103:　マルチキャストソース装置は、IPv4プロトコルをサポートするマルチキャストデ
ータ取得要求を受信した後、マルチキャストデータのIPv4マルチキャストアドレスをマル
チキャストプロキシ装置に送信する。
【００１９】
　104:　マルチキャストプロキシ装置は、そのIPv4アドレスを使用して、IPv4マルチキャ
ストアドレスに対応するマルチキャストグループに加わり、取得すべきマルチキャストデ
ータをマルチキャストソース装置から受信する。
【００２０】
　105:　マルチキャストプロキシ装置は、取得したマルチキャストデータに、マルチキャ
ストグループを確立するために使用されるIPv6アドレスを割り当て、マルチキャストグル
ープを確立するために使用されるIPv6アドレスとMDIDの対応関係を維持し、かつマルチキ
ャストグループを確立するために使用されるIPv6アドレスをマルチキャストアドレスとし
て、また取得したマルチキャストデータをマルチキャストコンテンツとして使用すること
によって、IPv6プロトコルをサポートするマルチキャストグループを確立する。
【００２１】
　106:　IPv6プロトコルをサポートするマルチキャストグループのマルチキャストアドレ
スを、IPv6ネットワーク内にあり、IPv6プロトコルをサポートするユーザ装置に送信する
。
【００２２】
　107:　ユーザ装置は、IPv6マルチキャストアドレスに対応するマルチキャストグループ
に加わって、取得を要求するマルチキャストデータを記憶媒体から取得する。
【００２３】
　本実施形態において、IPv6プロトコルをサポートするユーザ装置がIPv6ネットワーク内
にあり、一方、IPv4プロトコルをサポートするマルチキャストソース装置がIPv4ネットワ
ーク内にある。本発明はまた、IPv4プロトコルをサポートし、IPv4ネットワーク内にある
ユーザ装置と、IPv6プロトコルをサポートし、IPv6ネットワーク内にあるマルチキャスト
ソース装置との間で実施されるマルチキャストデータ伝送の場合にも適用することができ
、これは本明細書では詳細には説明されない。
【００２４】
　図2は、本発明の一実施形態による、ユーザ装置がマルチキャストデータを取得する概
略図である。図2に示すように、IPv4ネットワークおよびIPv6ネットワークがネットワー
クシステム内に共存し、第1のネットワークはIPv6ネットワークであり、第2のネットワー
クはIPv4ネットワークであり、ここでは、IPv6プロトコルをサポートするユーザ装置がIP
v6ネットワーク内にあり、IPv4プロトコルをサポートするマルチキャストソース装置がIP
v4ネットワーク内にあり、マルチキャストプロキシ装置は、IPv4プロトコルおよびIPv6プ
ロトコルを同時にサポートし、IPv4アドレスおよびIPv6アドレスを有するものであり、こ
の方法は、以下を含む。
【００２５】
　200:　IPv6ネットワークにある、IPv6プロトコルをサポートするユーザ装置が、取得す
べきマルチキャストデータを選択する、たとえば、電子番組ガイド(EPG)に従って選択を
行うことができる。
【００２６】
　201:　ユーザ装置は、IPv6プロトコルをサポートするマルチキャストデータ取得要求を
送信する、たとえば、マルチキャストデータURLなどのマルチキャストデータ識別情報を
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、マルチキャストプロキシ装置のIPv6アドレスに従ってマルチキャストプロキシ装置に送
信することができる。
【００２７】
　202:　マルチキャストプロキシ装置は、IPv6ネットワークが、マルチキャストデータ識
別情報と、要求されたマルチキャストデータに割り当てられたIPv6マルチキャストアドレ
スとの対応関係を維持しているかどうか、すなわち、IPv6ネットワークが、取得すること
になるマルチキャストデータをデータコンテンツとして使用し、IPv6プロトコルをサポー
トするマルチキャストグループを維持しているかどうかを検出する。維持していない場合
、203が実行され、維持している場合、209が実行される。
【００２８】
　203:　マルチキャストデータ識別情報とIPv6マルチキャストアドレスの対応関係、すな
わち、取得することになるマルチキャストデータに対応し、IPv6プロトコルをサポートす
るマルチキャストグループが存在しない場合、マルチキャストプロキシ装置は、IPv4プロ
トコルをサポートするマルチキャストデータ取得要求を、IPv4プロトコルをサポートし、
かつIPv4ネットワーク内にあるマルチキャストソース装置に送信し、ここでは、IPv4プロ
トコルをサポートするマルチキャストデータ取得要求は、マルチキャストプロキシ装置の
IPv4アドレスをソースアドレス、マルチキャストソース装置のIPv4アドレスを宛先アドレ
スとし、かつ取得することになるマルチキャストデータの識別情報、たとえばURLを含む
。
【００２９】
　204:　IPv4プロトコルをサポートするマルチキャストデータ取得要求を受信した後、マ
ルチキャストソースは、マルチキャストデータのIPv4マルチキャストアドレスを、マルチ
キャストプロキシ装置に送信する。
【００３０】
　205:　マルチキャストプロキシ装置は、そのIPv4アドレスを使用して、IPv4マルチキャ
ストアドレスに対応するマルチキャストグループに加わり、取得すべきマルチキャストデ
ータをマルチキャストソース装置から受信する。
【００３１】
　206:　受信されたマルチキャストデータは、記憶媒体に格納され、IPv6マルチキャスト
アドレスは、マルチキャストデータに割り当てられ、マルチキャストデータ識別情報と、
IPv6プロトコルをサポートするマルチキャストアドレスとの対応関係が確立および維持さ
れる。
【００３２】
　207:　マルチキャストプロキシ装置は、取得することになるマルチキャストデータに対
応するIPv6マルチキャストアドレスを、対応関係に従ってユーザ装置に送信する。
【００３３】
　208:　ユーザ装置は、IPv6マルチキャストアドレスに従ってマルチキャストグループに
加わり、マルチキャストグループ内のマルチキャストデータの取得を要求し、マルチキャ
ストプロキシ装置は、ユーザ装置が取得を要求するマルチキャストデータを、マルチキャ
ストグループに加わるユーザ装置に送信する。
【００３４】
　209:　マルチキャストデータ識別情報とIPv6マルチキャストアドレスの間に対応関係、
すなわちマルチキャストグループが存在する場合、マルチキャストプロキシ装置は、マル
チキャストデータ識別情報に対応するIPv6マルチキャストアドレスを、IPv6ネットワーク
内にあるユーザ装置に送信する。
【００３５】
　210:　ユーザ装置は、IPv6マルチキャストアドレスに従ってマルチキャストグループに
加わり、マルチキャストグループ内のマルチキャストデータの取得を要求し、マルチキャ
ストプロキシ装置は、ユーザ装置が取得を要求するマルチキャストデータを、マルチキャ
ストグループに加わるユーザ装置に送信する。
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【００３６】
　本実施形態において、IPv6プロトコルをサポートするユーザ装置がIPv6ネットワーク内
にあり、一方、IPv4プロトコルをサポートするマルチキャストソース装置がIPv4ネットワ
ーク内にある。本発明はまた、IPv4プロトコルをサポートし、IPv4ネットワーク内にある
ユーザ装置と、IPv6プロトコルをサポートし、IPv6ネットワーク内にあるマルチキャスト
ソース装置との間で実施されるマルチキャストデータ伝送の場合にも適用することができ
、これは本明細書では詳細には説明されない。
【００３７】
　本発明の一実施形態は、マルチキャストプロキシ装置を提供する。マルチキャストプロ
キシ装置は、異なるネットワークタイプの第1のネットワークおよび第2のネットワークを
同時にサポートし、ここでは、ユーザ装置が第1のネットワーク内にあり、マルチキャス
トソースが第2のネットワーク内にある。第1のネットワークおよび第2のネットワークは
、それぞれIPv6ネットワークおよびIPv4ネットワークであってよく、またそれぞれIPv4ネ
ットワークおよびIPv6ネットワークであってもよく、またそれぞれ他のタイプのネットワ
ークであってもよい。
【００３８】
　第1のネットワーク内にあるユーザ装置によって送信されたマルチキャストデータ取得
要求を受信した後、マルチキャストプロキシ装置は、その第2のネットワークアドレスを
使用して、マルチキャストデータ取得要求を、第2のネットワーク内にあるマルチキャス
トソース装置に送信する。マルチキャストプロキシ装置は、マルチキャストソース装置に
よって送信されてきたマルチキャストデータを受け取った後、第1のネットワークマルチ
キャストアドレスをマルチキャストデータに割り当てる。プロキシ装置は、第1のネット
ワークマルチキャストアドレスをユーザ装置に送信し、その結果、ユーザ装置は、第1の
ネットワークマルチキャストアドレスに対応するマルチキャストグループに加わって、そ
れが取得を要求するマルチキャストデータを記憶媒体から取得する。
【００３９】
　図3は、本発明の一実施形態による、マルチキャストプロキシ装置の概略図である。マ
ルチキャストプロキシ装置が配置されるネットワークシステムは、第1のネットワークプ
ロトコルをサポートする第1のネットワークおよび第2のネットワークプロトコルをサポー
トする第2のネットワークを含み、ここでは、第1のネットワークプロトコルは第2のネッ
トワークプロトコルとは異なっており、マルチキャストプロキシ装置は、第1のネットワ
ークに対応する第1のネットワークアドレスおよび第2のネットワークに対応する第2のネ
ットワークアドレスを有する。第1のネットワークおよび第2のネットワークのプロトコル
は、それぞれIPv6プロトコルおよびIPv4プロトコルであってよく、またそれぞれIPv4プロ
トコルおよびIPv6プロトコルであってもよく、またそれぞれ他のプロトコルのネットワー
クであってもよい。
【００４０】
　図3に示すように、マルチキャストプロキシ装置は、具体的には、マルチキャスト要求
受信ユニット、マルチキャストデータ取得ユニット、マルチキャストグループ維持ユニッ
ト、およびマルチキャスト送信ユニットを備える。
【００４１】
　本実施形態において、第1のネットワークプロトコルはIPv6プロトコルであり、一方、
第2のネットワークプロトコルはIPv4プロトコルである。
【００４２】
　マルチキャストプロキシが実行されるとき、マルチキャストプロキシ装置は、マルチキ
ャスト要求受信ユニットを介して、IPv6プロトコルをサポートし、かつ第1のネットワー
ク内にあるユーザ装置によって送信され、IPv6プロトコルをサポートするマルチキャスト
データ取得要求を受信する。たとえば、マルチキャストデータ取得要求は、ユーザ装置に
よって取得されることになるマルチキャストデータのマルチキャストデータ識別情報(MDI
D)を含み、ここでは、MDIDはURLであってよく、他の識別情報であってもよい。
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【００４３】
　マルチキャストプロキシ装置がIPv6プロトコルをサポートするマルチキャストデータ取
得要求を受信した後、マルチキャストデータ取得ユニットが、IPv6プロトコルをサポート
するマルチキャストデータ取得要求内のMDIDに従って、マルチキャスト形式で、本実施形
態におけるIPv4プロトコルである第2のネットワークプロトコルをサポートするネットワ
ークデバイスから、取得すべきマルチキャストデータを取得し、その取得すべきマルチキ
ャストデータをバッファに入れる。
【００４４】
　取得すべきマルチキャストデータが、IPv4プロトコルをサポートするネットワークデバ
イスから取得された後、マルチキャストグループ維持ユニットは、取得すべきマルチキャ
ストデータ用に、本実施形態におけるIPv6プロトコルである第1のネットワークプロトコ
ルをサポートするマルチキャストグループを確立し、確立されたマルチキャストグループ
の情報を維持する。
【００４５】
　マルチキャスト送信ユニットは、ユーザ装置によって取得すべきマルチキャストデータ
を、第1のネットワークプロトコルをサポートし、かつ第1のネットワークプロトコルをサ
ポートするマルチキャストグループに加わるユーザ装置に送信する。
【００４６】
　さらに、マルチキャストデータ取得ユニットは、マルチキャストアドレス要求サブユニ
ット、マルチキャストアドレス受信サブユニットおよびマルチキャストデータ受信サブユ
ニットを備える。
【００４７】
　具体的には、マルチキャストデータ取得ユニット内のマルチキャストアドレス要求サブ
ユニットは、マルチキャストプロキシ装置の第2のネットワークアドレスをソースアドレ
ス、第2のネットワーク内にあるマルチキャストソース装置のアドレスを宛先アドレスと
し、MDIDを含むマルチキャストデータ取得要求をマルチキャストソース装置に送信し、こ
こでは、マルチキャストデータ取得要求は、第2のネットワークプロトコルをサポートす
るマルチキャストデータ取得要求である。
【００４８】
　マルチキャストデータ取得ユニット内のマルチキャストアドレス受信サブユニットは、
MDIDに対応するマルチキャストアドレスを受信し、ここでは、MDIDに対応するマルチキャ
ストアドレスは、MDIDに対応する第2のネットワークマルチキャストアドレスであり、マ
ルチキャストデータ取得要求が受信された後、マルチキャストデータ取得要求内のMDIDに
従って、マルチキャストソース装置によって決定される。
【００４９】
　マルチキャストアドレスが受信された後、マルチキャストデータ取得ユニット内のマル
チキャストデータ受信サブユニットは、マルチキャストソース装置の対応するマルチキャ
ストグループに加わり、マルチキャストソース装置内にあり、MDIDに対応するマルチキャ
ストデータを受信し、マルチキャストソース装置によって、ローカルにまたは専用記憶媒
体に送信された、受信されたマルチキャストデータをバッファに入れる。
【００５０】
　さらに、マルチキャストグループ維持ユニットは、マルチキャストグループ確立サブユ
ニットおよびマルチキャストグループ更新サブユニットを備える。
【００５１】
　具体的には、マルチキャストグループ確立サブユニットは、マルチキャストプロキシ装
置が、MDIDに対応するマルチキャストデータ、すなわち、第1のネットワークプロトコル
をサポートするユーザ装置によって取得すべきマルチキャストデータを受信し、バッファ
に入れた後、取得すべきマルチキャストデータ用に、第1のネットワークプロトコルをサ
ポートするマルチキャストグループを確立する。第1のネットワークプロトコルをサポー
トするマルチキャストグループは、第1のネットワークのネットワークアドレスをマルチ
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キャストアドレスとして使用することによって、マルチキャストグループ維持ユニットに
よって確立され、それによって第1のネットワークプロトコルをサポートするユーザ装置
が、マルチキャストグループに加わってマルチキャストデータを取得することができる、
マルチキャストグループを指す。
【００５２】
　マルチキャストグループ更新サブユニットはまた、第1のネットワークプロトコルをサ
ポートする、現在存在するマルチキャストグループの情報、たとえば、各マルチキャスト
グループのデータコンテンツとマルチキャストアドレスの対応関係、または各マルチキャ
ストグループのマルチキャストデータ識別情報とマルチキャストアドレスの対応関係を更
新する必要がある。
【００５３】
　さらに、マルチキャスト送信ユニットは、マルチキャストアドレス送信サブユニットお
よびマルチキャストデータ送信サブユニットを備える。
【００５４】
　具体的には、マルチキャスト送信ユニット内のマルチキャストアドレス送信サブユニッ
トは、第1のネットワークプロトコルをサポートするデータ取得要求のソースアドレスに
従って、第1のネットワークプロトコルをサポートするマルチキャストグループのマルチ
キャストアドレスを、要求を送信するユーザ装置に送信する。
【００５５】
　第1のネットワークプロトコルをサポートするユーザ装置が、第1のネットワークプロト
コルをサポートするマルチキャストアドレスに従ってマルチキャストグループに加わった
後、マルチキャスト送信ユニット内のマルチキャストデータ送信サブユニットは、マルチ
キャスト形式で、取得すべきマルチキャストデータを、マルチキャストグループに加わっ
たユーザ装置に送信し、それによって、第1のネットワークプロトコルをサポートするユ
ーザ装置は、マルチキャストプロキシ装置を介して、第2のネットワークプロトコルをサ
ポートするネットワークデバイスからマルチキャストデータを取得することを最終的に実
現する。
【００５６】
　さらに、本実施形態において、マルチキャストプロキシ装置はまた、マルチキャストグ
ループ検出ユニットを備えていてもよい。マルチキャストグループ検出ユニットは、第1
のネットワークプロトコルをサポートするマルチキャストデータ取得要求が受信された後
、取得することになるマルチキャストデータをデータコンテンツとして使用し、第1のネ
ットワークプロトコルをサポートするマルチキャストグループが存在するかどうかを検出
するように構成されている。
【００５７】
　マルチキャストプロキシ装置がマルチキャストグループ検出ユニットを備え、かつマル
チキャストプロキシ装置が、マルチキャスト要求受信ユニットを介して、第1のネットワ
ークプロトコルをサポートするマルチキャストデータ取得要求を受信したとき、マルチキ
ャストデータは、第2のネットワークプロトコルをサポートするマルチキャストソース装
置から、マルチキャストデータ取得ユニットを介して直接的に取得されなくなっている。
代わりに、第1のネットワークプロトコルをサポートし、ユーザ装置によって取得すべき
マルチキャストデータをマルチキャストコンテンツとして使用するマルチキャストグルー
プが、マルチキャストプロキシ装置内に存在するかどうかが検出される。
【００５８】
　マルチキャストグループが存在しない場合、マルチキャストデータ取得ユニット、マル
チキャストグループ維持ユニットおよびマルチキャスト送信ユニットは、そのそれぞれの
機能に基づいて、ユーザ装置によって取得すべきマルチキャストデータのMDIDに従って、
マルチキャスト形式で、第2のネットワークプロトコルをサポートするマルチキャストソ
ースデバイスから、取得すべきマルチキャストデータを取得し、その取得すべきマルチキ
ャストデータをバッファに入れ、取得すべきマルチキャストデータ用に、第1のネットワ
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ストデータを、マルチキャストグループに加わるユーザ装置に送信する。
【００５９】
　マルチキャストグループが存在する場合、マルチキャスト送信ユニットは、取得すべき
マルチキャストデータを、マルチキャストグループに加わったユーザ装置に送信する。
【００６０】
　本実施形態において、IPv6プロトコルをサポートするユーザ装置がIPv6ネットワーク内
にあり、一方、IPv4プロトコルをサポートするマルチキャストソース装置がIPv4ネットワ
ーク内にある。本発明はまた、IPv4プロトコルをサポートし、IPv4ネットワーク内にある
ユーザ装置と、IPv6プロトコルをサポートし、IPv6ネットワーク内にあるマルチキャスト
ソース装置との間で実施されるマルチキャストデータ伝送の場合にも適用することができ
、これは本明細書では詳細には説明されない。
【００６１】
　上記の方法の実施形態におけるステップのすべてまたは一部は、関連するハードウェア
にプログラムが指令を出すことによって実施され得ることが当業者には理解されよう。プ
ログラムは、コンピュータ可読記憶媒体に記憶されていてもよい。プログラムが実行され
たとき、上記の方法の実施形態におけるステップが実行される。記憶媒体には、ROM、RAM
、磁気ディスクまたはコンパクトディスクなどの、プログラムコードを記憶できる任意の
媒体がある。
【００６２】
　上記の説明は、本発明の例示的な実施形態でしかなく、本発明の保護範囲を制限するこ
とは意図していない。本発明において開示された技術範囲内における、当業者には容易に
想到され得る任意の変形または変更は、本発明の保護範囲内とする。

【図１】 【図２】
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