
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

　

　

　

　ことを特徴とする仮想マルチキャストネットワークシステム。
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マルチキャストデータをトンネリングにより伝送しまたは中継する複数のルーターと、
クライアント装置に搭載され、前記複数のルーターの中の最近接ルーターから前記クライ
アント装置宛のマルチキャストデータをトンネリングにより受信するエージェント装置と
、前記複数のルーターの住所情報を管理する管理装置と、を備える仮想マルチキャストネ
ットワークシステムにおいて、

前記管理装置は、前記エージェント装置からの、前記最近接ルーターの住所情報の検索
要求に従って、前記最近接ルーターの住所情報を内部データベースで検索し、前記最近接
ルーターの住所情報が前記内部データベースにある場合、前記エージェント装置に、前記
最近接ルーターの住所情報を伝送し、前記最近接ルーターの住所情報が前記内部データベ
ースにない場合、前記複数のルーターに、前記エージェント装置までの距離確認のための
データ伝送を行わせる命令を伝送し、

前記複数のルーターは、前記命令に従って、前記エージェント装置に前記データ伝送を
行い、

前記エージェント装置は、前記管理装置に前記検索要求を伝送すると、前記管理装置か
ら伝送された前記最近接ルーターの住所情報を受信することにより、または、前記複数の
ルーターからの前記データ伝送の受信結果に基づいて前記最近接ルーターを認識すること
により、前記最近接ルーターの住所情報を獲得する、



【請求項２】
　

　

　ことを特徴とする請求項１に記載の仮想マルチキャストネットワークシステム。
【請求項３】
　

　ことを特徴とする請求項２に記載の仮想マルチキャストネットワークシステム。
【請求項４】
　

　

　

　

　ことを特徴とす 想マルチキャストネットワークシステム。
【請求項５】
　

　

　ことを特徴とする請求項４に記載の仮想マルチキャストネットワークシステム。
【請求項６】
　

　ことを特徴とする請求項５に記載の仮想マルチキャストネットワークシステム。
【請求項７】
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前記複数のルーターはそれぞれ、前記命令の受信時点を基準として、前記複数のルータ
ーの各々と前記管理装置との間のＲＴＴ値の最大値から前記ＲＴＴ値の平均値を除いた時
間が経過した時点に、前記エージェント装置に前記データ伝送を行い、

前記エージェント装置は、前記複数のルーターのうち、一番早く受信したデータ伝送を
行ったルーターを、前記最近接ルーターとして認識する、

前記管理装置は、前記複数のルーターにメッセージを周期的に伝送することにより前記
ＲＴＴ値を計算して、計算された前記ＲＴＴ値の前記最大値および前記平均値を前記複数
のルーターに伝送する、

マルチキャストデータをトンネリングにより伝送しまたは中継する複数のルーターと、
前記複数のルーターの住所情報を管理する管理装置と、を備え、前記複数のルーターは、
前記複数のルーターの中の最近接ルーターからマルチキャストデータを受信する第１のル
ーターを含む、仮想マルチキャストネットワークシステムにおいて、

前記管理装置は、前記第１のルーターからの、前記最近接ルーターの住所情報の検索要
求に従って、前記最近接ルーターの住所情報を内部データベースで検索し、前記最近接ル
ーターの住所情報が前記内部データベースにある場合、前記第１のルーターに、前記最近
接ルーターの住所情報を伝送し、前記最近接ルーターの住所情報が前記内部データベース
にない場合、前記第１のルーターを除く前記複数のルーターに、前記第１のルーターまで
の距離確認のためのデータ伝送を行わせる命令を伝送し、

前記第１のルーターを除く前記複数のルーターは、前記命令に従って、前記第１のルー
ターに前記データ伝送を行い、

前記第１のルーターは、前記管理装置に前記検索要求を伝送すると、前記管理装置から
伝送された前記最近接ルーターの住所情報を受信することにより、または、前記第１のル
ーターを除く前記複数のルーターからの前記データ伝送の受信結果に基づいて前記最近接
ルーターを認識することにより、前記最近接ルーターの住所情報を獲得する、

る仮

前記第１のルーターを除く複数のルーターはそれぞれ、前記命令の受信時点を基準とし
て、前記第１のルーターを除く前記複数のルーターの各々と前記管理装置との間のＲＴＴ
値の最大値から前記ＲＴＴ値の平均値を除いた時間が経過した時点に、前記第１のルータ
ーに前記データ伝送を行い、

前記第１のルーターは、前記第１のルーターを除く前記複数のルーターのうち、一番早
く受信したデータ伝送を行ったルーターを、前記最近接ルーターとして認識する、

前記管理装置は、前記第１のルーターを除く前記複数のルーターにメッセージを周期的
に伝送することにより前記ＲＴＴ値を計算して、計算された前記ＲＴＴ値の前記最大値お
よび前記平均値を前記第１のルーターを除く前記複数のルーターに伝送する、

マルチキャストデータをトンネリングにより伝送しまたは中継する複数のルーターと、
クライアント装置に搭載され、前記複数のルーターの中の最近接ルーターから前記クライ
アント装置宛のマルチキャストデータをトンネリングにより受信するエージェント装置と
、前記複数のルーターの住所情報を管理する管理装置と、を備えるシステムでの、仮想マ
ルチキャストネットワーク方法において、

前記エージェント装置から前記管理装置に、前記最近接ルーターの住所情報を要求する



　

　

　

　
　

　
【請求項８】
　

　

　
【請求項９】
　

　
【請求項１０】
　

　

　

　

　

　

　

　
【請求項１１】
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ステップと、
前記管理装置の内部データベースを用いて、前記最近接ルーターの住所情報を検索する

ステップと、
前記最近接ルーターの住所情報が前記内部データベースにある場合、前記管理装置から

前記エージェント装置に、前記最近接ルーターの住所情報を伝送するステップと、
前記最近接ルーターの住所情報が前記内部データベースにない場合、前記管理装置から

前記複数のルーターに、前記エージェント装置までの距離確認のためにデータ伝送を行わ
せる命令を伝送するステップと、

前記複数のルーターから前記エージェント装置に、前記データ伝送を行うステップと、
前記エージェント装置にて、前記管理装置から伝送された前記最近接ルーターの住所情

報を受信することにより、または、前記複数のルーターからの前記データ伝送の受信結果
に基づいて前記最近接ルーターを認識することにより、前記最近接ルーターの住所情報を
獲得するステップと、

を含むことを特徴とする仮想マルチキャストネットワーク方法。

前記データ伝送を行うステップにおいて、前記複数のルーターのそれぞれは、前記命令
の受信時点を基準として、前記複数のルーターの各々と前記管理装置との間のＲＴＴ値の
最大値から前記ＲＴＴ値の平均値を除いた時間が経過した時点に、前記エージェント装置
に前記データ伝送を行い、

前記最近接ルーターの住所情報を獲得するステップにおいて、前記エージェント装置は
、前記複数のルーターのうち、一番早く受信したデータ伝送を行ったルーターを、前記最
近接ルーターとして認識する、

ことを特徴とする請求項７に記載の仮想マルチキャストネットワーク方法。

前記管理装置にて、前記複数のルーターにメッセージを周期的に伝送することにより前
記ＲＴＴ値を計算して、計算された前記ＲＴＴ値の前記最大値および前記平均値を前記複
数のルーターに伝送するステップをさらに含む、

ことを特徴とする請求項８に記載の仮想マルチキャストネットワーク方法。

マルチキャストデータをトンネリングにより伝送しまたは中継する複数のルーターと、
前記複数のルーターの住所情報を管理する管理装置と、を備え、前記複数のルーターは、
前記複数のルーターの中の最近接ルーターからマルチキャストデータを受信する第１のル
ーターを含むシステムでの、仮想マルチキャストネットワーク方法において、

前記第１のルーターから前記管理装置に、前記最近接ルーターの住所情報を要求するス
テップと、

前記管理装置の内部データベースを用いて、前記最近接ルーターの住所情報を検索する
ステップと、

前記最近接ルーターの住所情報が前記内部データベースにある場合、前記管理装置から
前記第１のルーターに、前記最近接ルーターの住所情報を伝送するステップと、

前記最近接ルーターの住所情報が前記内部データベースにない場合、前記管理装置から
前記第１のルーターを除く前記複数のルーターに、前記第１のルーターまでの距離確認の
ためにデータ伝送を行わせる命令を伝送するステップと、

前記第１のルーターを除く前記複数のルーターから前記第１のルーターに、前記データ
伝送を行うステップと、

前記第１のルーターにて、前記管理装置から伝送された前記最近接ルーターの住所情報
を受信することにより、または、前記第１のルーターを除く前記複数のルーターからの前
記データ伝送の受信結果に基づいて前記最近接ルーターを認識することにより、前記最近
接ルーターの住所情報を獲得するステップと、

を含むことを特徴とする仮想マルチキャストネットワーク方法。



　

　

　
【請求項１２】
　

　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はインターネット放送システムにおけるマルチキャスティング技術分野に関し、
さらに詳しくはインターネットで既存のルーターまたはスイッチの交替なしにマルチキャ
ストネットワーク構築のための仮想マルチキャストネットワーク方法及びそのシステムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来に用いられたインターネット伝送方式は、一対一 (peer-to-peer)伝送方式、または
ユニキャスト伝送方式であって、一つの送信端から一つの受信端にデータが伝送される方
式である。しかし、ユニキャストを介した一対多伝送の場合、複数の受信端に同じデータ
を伝送しようとすると、送信端のサーバが負担する負荷が非常に大きく、ネットワークの
帯域幅を非効率的に占有するようになるという問題がある。また、ネットワークの混雑が
発生する確率が非常に高くなる。
【０００３】
　また、次世代インターネットはマルチメディアデータ伝送を基本としており、マルチメ
ディアデータは大きさが大きいため、ユニキャストを介した一対多伝送の問題点はさらに
深刻となる。
【０００４】
　このようなユニキャストの問題点を克服してインターネットでもビデオ及びオーディオ
などのマルチメディアデータのようなデータストリームを放送することができる。すなわ
ち、インターネットを通じて送信端であるメディアサーバから一回のマルチメディアデー
タストリームが出力されても、受信を所望する最終受信端であるクライアント (マルチキ
ャストグループ )に選択的に全部伝送できる技術がマルチキャスト技術である。すなわち
、送信端から一つのデータを伝送するようになると、受信を所望するマルチキャストグル
ープは同じ複写本を受信することができる。
【０００５】
　マルチキャスト技術は、ユニキャスト技術とブロードキャスト技術の長所が混合された
技術であって、ネットワークの効率性を高め、ネットワークの混雑状況を減少させ、受信
を所望の受信端、すなわちマルチキャストグループに対してのみデータを複写して伝送す
ることによって、不必要なデータ受信を防止できる。
【０００６】
　したがって、インターネットサービス提供者はマルチキャスト技術が適用されたマルチ
キャスト装備を利用して、自分のネットワークをマルチキャストネットワークに転換でき
る。
【０００７】
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前記データ伝送を行うステップにおいて、前記第１のルーターを除く前記複数のルータ
ーのそれぞれは、前記命令の受信時点を基準として、前記第１のルーターを除く前記複数
のルーターの各々と前記管理装置との間のＲＴＴ値の最大値から前記ＲＴＴ値の平均値を
除いた時間が経過した時点に、前記第１のルーターに前記データ伝送を行い、

前記最近接ルーターの住所情報を獲得するステップにおいて、前記第１のルーターは、
前記第１のルーターを除く前記複数のルーターのうち、一番早く受信したデータ伝送を行
ったルーターを、前記最近接ルーターとして認識する、

ことを特徴とする請求項１０に記載の仮想マルチキャストネットワーク方法。

前記管理装置にて、前記複数のルーターにメッセージを周期的に伝送することにより前
記ＲＴＴ値を計算して、計算された前記ＲＴＴ値の前記最大値および前記平均値を前記複
数のルーターに伝送するステップをさらに含む、

ことを特徴とする請求項１１に記載の仮想マルチキャストネットワーク方法。



　マルチキャスティングネットワークでは、接続されたクライアントの数字とは関係なく
ネットワークで許容する帯域幅ほど放送を伝送できる。例えば、ケーブル TVネットワーク
の許容帯域幅が３０ Mbpsであれば、１ Mbps放送３０個または５００ Kbps放送６０個を同時
に伝送できる。
【０００８】
　このようにマルチキャスト技術が有用であるにもかかわらず、既存のインターネットを
マルチキャスティングネットワークに転換させる過程にはいろいろな制約が存在する。す
なわち、インターネットを構成するネットワーク装備がマルチキャスト機能を支援しない
か、正しい性能を発揮できない場合が多く、またマルチキャストが支援されない装備を交
替することは非常に費用が多くかかるという問題点がある。
【０００９】
　図１は、従来の静的トンネルリング技法を適用したマルチキャストネットワークの概念
図である。現在までインターネットでマルチキャストが支援されるためには、送信端であ
るメディアサーバ１０１から最終受信端であるクライアント１０３の間に全てのルーター
が全部マルチキャスティング機能を支援しなければならなかった。したがって、中間のネ
ットワーク (１０５及び１０７ )がマルチキャストを支援しない場合にはトンネルリング技
法を利用しなければならなかった。
【００１０】
　従来のトンネルリング技法によると、中間ステップのルーター１０５がマルチキャステ
ィング機能を支援しない場合、マルチキャスティング機能を支援するルーター１０９の間
に仮想の経路を形成してマルチキャストデータを交換するようにし、マルチキャスティン
グ機能を支援しないルーター１０５は単純にマルチキャストデータを中継させるようにす
る方式である。トンネルリングされたマルチキャストルーター１０９間にはマルチキャス
トデータをユニキャストＩＰパケット形態にカプセル化（マルチキャストデータにトンネ
ルソース住所とトンネル目的地住所を含むヘッダを追加）して伝送するため、マルチキャ
スティング機能を支援しないルーター１０５を経るとしても問題とならない。
【００１１】
　このような従来のトンネルリング技法は静的トンネルリング技法であって、手動でルー
ター１０９にマルチキャスト機能を設定しなければならない。したがって、送信端である
メディアサーバ１０１側のルーター１０９はマルチキャスティングを要求するクライアン
ト１０３側のルーター１０９と一緒にマルチキャスト機能が設定されなければならないも
のである。これはインターネットサービス提供者の立場では相当な負担として作用する。
マルチキャスティングデータ受信を希望する多数クライアント１０３ユーザが要求するル
ーターマルチキャスティング機能設定にいちいち相応しなければならないためである。
【００１２】
　また、最近にはホームネットワークに対する構築要求が増大しており、これに伴なって
マルチキャストサービスをホームネットワーク環境で利用しようとする需要も増加してい
るが、大部分のクライアント１０３が流動ＩＰ住所を使用するため、静的トンネルリング
を利用したマルチキャストネットワーク構築は不可能である。すなわち、静的トンネルリ
ングのためルーターにマルチキャスティング機能を設定するためには固定されたＩＰ住所
が必要となるため、クライアントが流動ＩＰ住所を利用する場合には、ルーターにマルチ
キャスティング機能を設定することはできない。
【００１３】
　図２は、従来の一対一 (peer-to-peer)伝送技法を適用したマルチキャストネットワーク
の概念図である。上述したようにルーターの構成を修正することが非常に困難なこととな
るにつれて、最近にはルーターを全く修正せずに送信端からユニキャストでデータを受信
したクライアントが当該受信データをアップロードして中継することによって、他のクラ
イアントもデータを受信できるようにしたマルチキャスト方式が開発された。
【００１４】
　この方式はデータソース２０５があるネットワーク２０１のデータ伝送サーバ２０７か
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らクライアント２１３がデータをユニキャストで受信した後、クライアント２１３が属し
ているネットワーク２０３に受信されたデータを再アップロードするようになると、当該
ネットワーク２０３の他のクライアント (２１５及び２１７）はクライアント２１３から
データを受信するようになる。
【００１５】
　すなわち、ネットワークの根幹がルーターを中心に構成されており、最近の多くのルー
ターやスイッチがマルチキャスト機能を支援する傾向が多くなるつれて、ルーターの機能
を最大限に活用することがネットワークの管理を容易にし、エラーの可能性を低減する方
法である。また、この方式は、ｘＤＳＬ、またはケーブルのような非対称ネットワークで
はアップロード速度の制限によってむしろ性能が低下するという問題が生じることもある
。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、マルチキャ
スティング機能を支援しないネットワークでもネットワーク装備を交換するか、修正しな
くてもマルチキャストデータをクライアントが受信できるようにする仮想マルチキャスト
ネットワーク方法及びそのシステムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記目的を達成するために、本発明に係る一実施の形態では、

ことを特徴とする仮想マルチキャストネットワークシステムを提供する。
【００１８】
　上記目的を達成するために、本発明に係る他 施の形態では、
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マルチキャストデータを
トンネリングにより伝送しまたは中継する複数のルーターと、クライアント装置に搭載さ
れ、前記複数のルーターの中の最近接ルーターから前記クライアント装置宛のマルチキャ
ストデータをトンネリングにより受信するエージェント装置と、前記複数のルーターの住
所情報を管理する管理装置と、を備える仮想マルチキャストネットワークシステムにおい
て、前記管理装置は、前記エージェント装置からの、前記最近接ルーターの住所情報の検
索要求に従って、前記最近接ルーターの住所情報を内部データベースで検索し、前記最近
接ルーターの住所情報が前記内部データベースにある場合、前記エージェント装置に、前
記最近接ルーターの住所情報を伝送し、前記最近接ルーターの住所情報が前記内部データ
ベースにない場合、前記複数のルーターに、前記エージェント装置までの距離確認のため
のデータ伝送を行わせる命令を伝送し、前記複数のルーターは、前記命令に従って、前記
エージェント装置に前記データ伝送を行い、前記エージェント装置は、前記管理装置に前
記検索要求を伝送すると、前記管理装置から伝送された前記最近接ルーターの住所情報を
受信することにより、または、前記複数のルーターからの前記データ伝送の受信結果に基
づいて前記最近接ルーターを認識することにより、前記最近接ルーターの住所情報を獲得
する、

の実 マルチキャストデータ
をトンネリングにより伝送しまたは中継する複数のルーターと、前記複数のルーターの住
所情報を管理する管理装置と、を備え、前記複数のルーターは、前記複数のルーターの中
の最近接ルーターからマルチキャストデータを受信する第１のルーターを含む、仮想マル
チキャストネットワークシステムにおいて、前記管理装置は、前記第１のルーターからの
、前記最近接ルーターの住所情報の検索要求に従って、前記最近接ルーターの住所情報を
内部データベースで検索し、前記最近接ルーターの住所情報が前記内部データベースにあ
る場合、前記第１のルーターに、前記最近接ルーターの住所情報を伝送し、前記最近接ル
ーターの住所情報が前記内部データベースにない場合、前記第１のルーターを除く前記複
数のルーターに、前記第１のルーターまでの距離確認のためのデータ伝送を行わせる命令
を伝送し、前記第１のルーターを除く前記複数のルーターは、前記命令に従って、前記第
１のルーターに前記データ伝送を行い、前記第１のルーターは、前記管理装置に前記検索
要求を伝送すると、前記管理装置から伝送された前記最近接ルーターの住所情報を受信す



ことを特徴とする仮想マルチキャストネットワーク を
提供する。
【００１９】
　上記目的を達成するために、本発明に係る他 施の形態では、

を含むことを特徴とす
る仮想マルチキャストネットワーク を提供する。
【００２０】
　

【発明の効果】
【００２５】
　上述したような本発明の方法は、プログラムに具現されてコンピュータで読み取ること
のできる記録媒体 (CD-ROM、ラム、ロム、フロッピーディスク、ハードディスク、光磁気
ディスクなど )に格納されることができる。
【００２６】
　以上で説明したように、本発明は仮想マルチキャストネットワーク方法及びそのシステ
ムであって、マルチキャスティング機能を支援しないネットワーク環境でもインターネッ
ト放送のようなマルチキャスト応用サービスを効果的に提供できる。
【００２７】
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ることにより、または、前記第１のルーターを除く前記複数のルーターからの前記データ
伝送の受信結果に基づいて前記最近接ルーターを認識することにより、前記最近接ルータ
ーの住所情報を獲得する、 システム

の実 マルチキャストデータ
をトンネリングにより伝送しまたは中継する複数のルーターと、クライアント装置に搭載
され、前記複数のルーターの中の最近接ルーターから前記クライアント装置宛のマルチキ
ャストデータをトンネリングにより受信するエージェント装置と、前記複数のルーターの
住所情報を管理する管理装置と、を備えるシステムでの、仮想マルチキャストネットワー
ク方法において、前記エージェント装置から前記管理装置に、前記最近接ルーターの住所
情報を要求するステップと、前記管理装置の内部データベースを用いて、前記最近接ルー
ターの住所情報を検索するステップと、前記最近接ルーターの住所情報が前記内部データ
ベースにある場合、前記管理装置から前記エージェント装置に、前記最近接ルーターの住
所情報を伝送し、前記最近接ルーターの住所情報が前記内部データベースにない場合、前
記管理装置から前記複数のルーターに、前記エージェント装置までの距離確認のためにデ
ータ伝送を行わせる命令を伝送するステップと、前記複数のルーターから前記エージェン
ト装置に、前記データ伝送を行うステップと、前記エージェント装置にて、前記管理装置
から伝送された前記最近接ルーターの住所情報を受信することにより、または、前記複数
のルーターからの前記データ伝送の受信結果に基づいて前記最近接ルーターを認識するこ
とにより、前記最近接ルーターの住所情報を獲得するステップと、

方法

上記目的を達成するために、本発明に係る他の実施の形態では、マルチキャストデータ
をトンネリングにより伝送しまたは中継する複数のルーターと、前記複数のルーターの住
所情報を管理する管理装置と、を備え、前記複数のルーターは、前記複数のルーターの中
の最近接ルーターからマルチキャストデータを受信する第１のルーターを含むシステムで
の、仮想マルチキャストネットワーク方法において、前記第１のルーターから前記管理装
置に、前記最近接ルーターの住所情報を要求するステップと、前記管理装置の内部データ
ベースを用いて、前記最近接ルーターの住所情報を検索するステップと、前記最近接ルー
ターの住所情報が前記内部データベースにある場合、前記管理装置から前記第１のルータ
ーに、前記最近接ルーターの住所情報を伝送し、前記最近接ルーターの住所情報が前記内
部データベースにない場合、前記管理装置から前記第１のルーターを除く前記複数のルー
ターに、前記第１のルーターまでの距離確認のためにデータ伝送を行わせる命令を伝送す
るステップと、前記第１のルーターを除く前記複数のルーターから前記第１のルーターに
、前記データ伝送を行うステップと、前記第１のルーターにて、前記管理装置から伝送さ
れた前記最近接ルーターの住所情報を受信することにより、または、前記第１のルーター
を除く前記複数のルーターからの前記データ伝送の受信結果に基づいて前記最近接ルータ
ーを認識することにより、前記最近接ルーターの住所情報を獲得するステップと、を含む
ことを特徴とする仮想マルチキャストネットワーク方法を提供する。



　また、各仮想マルチキャストルーター間の動的トンネルリング技術は、既存の静的トン
ネルリングを一般ユーザが直接設定しなければならないという問題と、流動ＩＰを使用す
るユーザの場合、マルチキャストネットワークの問題点を解決する。
【００２８】
　このような動的トンネルリング技術により従来のネットワーク環境に対する別の設定な
しにマルチキャストネットワークが駆逐されることによって、マルチキャストサービスの
活用化が増大するはずである。
【００２９】
　今後、ホームネットワーク構築が一般化される場合、家庭のホームゲートウェイにこの
機能を提供することによって、終端でもマルチキャスト技術を利用して多様なサービスを
利用できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下、図面を参照しつつ本発明の実施の形態を説明する。
【００３１】
　以下、本発明の最も好ましい実施の形態を添付した図面を参照しながら説明する。まず
、各図面の構成要素に参照番号を付するにおいて、同じ構成要素に限ってはたとえ異なる
図面上に示されても可能な限り同じ番号を付することに留意すべきである。また、本発明
を説明するにおいて、関連した公知技術に対する具体的な説明が本発明の要旨を不明瞭に
する可能性があると判断される場合、その詳細な説明を省略する。
【００３２】
　以下では、本発明の一実施の形態を説明するため、図面に示しているＡＤＳＬネットワ
ークはマルチキャスト機能が支援されないネットワークの場合であって、図面に示されて
いるようなＡＤＳＬネットワークはマルチキャスト機能が支援されない他の形態のネット
ワーク、例えばＩＳＤＮネットワーク、ケーブルネットワーク及び無線ネットワークに多
様に変化できることは、本発明が属している技術分野における通常の知識を有するものに
とって明白なものである。したがって、本発明は図面に示しているように、ＡＤＳＬネッ
トワークに限定されていないことと理解すべきである。
【００３３】
　図３は本発明の一実施の形態に係る仮想マルチキャストネットワークの概念図である。
図面に示すように、本発明に係る仮想マルチキャストネットワーク方法及びそのシステム
が適用される環境は、マルチキャスティング機能を支援するバックボーンネットワーク３
１０、またはマルチキャスティング機能を支援しないバックボーンネットワーク３２０に
マルチキャストデータソースネットワーク３００が接続されている。
【００３４】
　マルチキャストデータソースネットワーク３００にはマルチキャストデータソース、す
なわちメディアサーバ３０１、マルチキャスト管理サーバ３０３、仮想マルチキャストル
ーター３０５及びマルチキャストルーター３０７が含まれている。マルチキャストルータ
ー３０７はバックボーンネットワークがマルチキャスティング機能を支援する場合、マル
チキャストデータソースネットワーク３００をマルチキャスティング機能を支援するバッ
クボーンネットワーク３１０に接続させるため動作する。これに対し、仮想マルチキャス
トルーター３０５はバックボーンネットワークがマルチキャスティング機能を支援しない
場合、マルチキャストデータソースネットワーク３００をマルチキャスティング機能を支
援しないバックボーンネットワーク３２０に接続させるために動作する。したがって、マ
ルチキャストデータソースネットワーク３００が接続するバックボーンネットワークの環
境によって仮想マルチキャストルーター３０５及びマルチキャストルーター３０７が各々
設置されることもでき、共に設置され得ることは当業者にとって自明である。
【００３５】
　マルチキャスト管理サーバ３０３は仮想マルチキャストルーターなどのＩＰ住所を管理
する。後で最近接仮想マルチキャストルーターを検索する時、マルチキャスト管理サーバ
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３０３は全仮想マルチキャストルーターのＩＰ住所を検索する。
【００３６】
　バックボーンネットワークがマルチキャスト機能を支援する場合 (３１０ )、仮想マルチ
キャストルーターはｘＤＳＬネットワークに設置されるか、ホームネットワークのホーム
ゲートウェイに設置され得る。
【００３７】
　バックボーンネットワークがマルチキャスト機能を支援しない場合 (３２０ )、仮想マル
チキャストルーターはマルチキャストデータソースネットワーク３００とｘＤＳＬネット
ワークに設置されて、動的トンネルリングによりマルチキャストネットワークを構成でき
る。
【００３８】
　すなわち、本発明に係る仮想マルチキャストネットワークは２つの異なる環境下で構成
され得るし、これを組み合わせた場合にも構成され得る。
【００３９】
　第１の場合は、マルチキャストバックボーンネットワーク３１０にマルチキャスティン
グ機能を支援しないネットワーク（例えばＡＤＳＬネットワーク３３０）がマルチキャス
ティングを支援しないルーター３３１により接続されている場合である。 ASDLネットワー
ク３３０は殆どの場合マルチキャスト機能を支援しない。
【００４０】
　ＡＤＳＬネットワーク３３０には本発明に係る仮想マルチキャストルーター３３５が含
まれており、複数のクライアント３３９は、ＡＤＳＬサーバ (ｂ－ＲＡＳ )３３３及びＡＤ
ＳＬサービス装置 (DSLAM)３３７によりＡＤＳＬネットワーク３３０に接続されている。
すなわち、本発明の一実施の形態によって ASDLネットワーク３３０を構成するｂ－ＲＡＳ
３３３のようなサブネットワークに仮想マルチキャストルーター３３５が設置されて、マ
ルチキャストを支援するようになる。
【００４１】
　マルチキャストデータソースネットワーク３００に含まれているマルチキャストルータ
ー３０７とＡＤＳＬネットワーク３３０に含まれている仮想マルチキャストルーター３３
５は静的トンネルリング (static tunneling)によりマルチキャストデータを送受信する。
静的トンネルリングはＩＰトンネルリング技法を用いることができ、マルチキャストルー
チングプロトコルはＰＩＭ－ＳＭ (Protocol Independent Multicast-Sparse Mode)、ＤＶ
ＭＲＰ (Distance Vector Multicast Routing Protocol)、またはＳＳＭ (Source Specific
 Multicast）が用いることができる。静的トンネルリングのためにルーター３０７、３３
５の構成ファイルにトンネルリング設定情報が事前に設定される。
【００４２】
　クライアント３３９は、マルチキャストデータソースネットワーク３００から伝送され
るマルチキャストデータを受けるため、まずマルチキャスト管理サーバ３０３から最近接
仮想マルチキャストルーター３３５を検索して、その仮想マルチキャストルーター３３５
のマルチキャストグループ住所に登録をする (動的トンネルリング )。
【００４３】
　仮想マルチキャストルーター３３５は該当マルチキャストグループ住所を目的地とする
データを受信すると、前記トンネルリングにより設定された経路を通じて登録されたクラ
イアント３３９のマルチキャストエージェントにデータをカプセル化 (Encapsulation)し
て伝送し、マルチキャストエージェントはカプセル化 (Encapsulation)されたマルチキャ
ストデータからトンネルソース住所とトンネル目的地住所とが含まれているヘッダを除去
した後、クライアント３３９に搭載されたアプリケーションプログラムにマルチキャスト
データを伝送する。仮想マルチキャストルーター３３５からマルチキャストグループが登
録されたクライアント３３９のマルチキャストエージェント間のトンネルリング及びトン
ネルリングにより設定された経路を通じてデータが伝送される方式は、マルチキャストデ
ータを受信する仮想マルチキャストルーター、またはマルチキャストエージェントが属し
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ているネットワーク環境によって多様である。例えば、仮想マルチキャストルーター３３
５から、マルチキャスティングを支援しないネットワークに属している仮想マルチキャス
トルーター、またはマルチキャストエージェント間に設定されるトンネルリングは、ＩＰ
トンネルリング／ＵＤＰトンネルリング／ＴＣＰトンネルリングなどになることができ、
このようなトンネルリングにより設定された経路を通じたデータ伝送方式は、ＩＰマルチ
キャスト伝送、またはＵＤＰ／ＴＣＰユニキャスト伝送となることができる。仮想マルチ
キャストルーター、またはマルチキャストエージェントがＮＡＴ (Network Address Trans
lator)、または防火壁 (firewall)環境にある場合には、マルチキャストデータはＴＣＰト
ンネルリングにより伝送され、これ以外の場合にはＵＤＰトンネルリングにより伝送され
る。
【００４４】
　第２の場合は、マルチキャスティング機能を支援しないバックボーンネットワーク３２
０にマルチキャスティング機能を支援しないネットワーク (例えば、ＡＤＳＬネットワー
ク３４０及びホームネットワーク３５０ )がマルチキャスティングを支援しないルーター
３４１により接続されている場合である。
【００４５】
　ＡＤＳＬネットワーク３４０には本発明に係る仮想マルチキャストルーター３４５が含
まれており、多数のクライアント３４９はＡＤＳＬサーバ (ｂ－ＲＡＳ )３４３及びＡＤＳ
Ｌサービス装置 (DSLAM)３４７によりＡＤＳＬネットワーク３４０に接続されている。す
なわち、本発明の一実施の形態によって ASDLネットワーク３４０を構成するｂ－ＲＡＳ３
４３のようなサブネットワークに仮想マルチキャストルーター３４５が設置されてマルチ
キャストを支援するようになる。
【００４６】
　ホームネットワーク３５０は、マルチキャスト機能を支援しないルーター３４１と接続
されているホームネットワークゲートウェイ３５１及びホームネットワーククライアント
である TV３５３、デスクトップコンピュータ３５５、ビデオカメラ３５７及びラップトッ
プコンピュータ３５９などから構成される。
【００４７】
　本発明の一実施の形態に係る仮想マルチキャストルーターはｘＤＳＬのようにマルチキ
ャスト機能を支援しないネットワークにおいて、マルチキャストルーターの役割を行う専
用ハードウェアシステムとして構成されるか、またはホームネットワーク構築に必要なホ
ームネットワークゲートウェイ３５１にサーバソフトウェアとして設置されることができ
る。
【００４８】
　仮想マルチキャストルーター３４５、３５１は、マルチキャストデータソースネットワ
ーク３００に含まれている仮想マルチキャストルーター３０５と動的トンネルリングによ
るデータ経路を設定して仮想マルチキャストネットワークを構成する。また、仮想マルチ
キャストルーター３４５と仮想マルチキャストルーター３５１との間にも動的トンネルリ
ングが利用されることによって、ホームネットワーク環境３５０にもマルチキャストサー
ビスを提供する。
【００４９】
　仮想マルチキャストルーター３４５、３５１がマルチキャストデータソースネットワー
ク３００からマルチキャストデータを受信すると、該当マルチキャストグループに登録し
たクライアント３４９、３５５、３５９にマルチキャストデータを伝送する。
【００５０】
　第３の場合は、マルチキャスティング機能を支援しないバックボーンネットワーク３２
０にマルチキャスティング機能を支援するネットワークが本発明の一実施の形態に係る仮
想マルチキャストルーターにより接続されている場合である (図示せず )。この場合、仮想
マルチキャストルーターはマルチキャストデータソースネットワーク３００に含まれてい
る仮想マルチキャストルーター３０５と動的トンネルリングによるデータ経路を設定して
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、仮想マルチキャストネットワークを構成する。マルチキャスティング機能を支援するネ
ットワークに属しているルーター及びクライアントは、バックボーンネットワークと接続
しており、仮想マルチキャストルーター３０５と動的トンネルリングにより経路が設定さ
れている仮想マルチキャストルーターからマルチキャスト伝送によりデータを受信するこ
とができる。例えば、マルチキャスティング機能を支援するネットワークに属しているル
ーター及びクライアントは、バックボーンネットワークと接続されており、仮想マルチキ
ャストルーター３０５と動的トンネルリングにより経路が設定されている仮想マルチキャ
ストルーターからＩＰマルチキャスト伝送方式によりデータを受信することができる。
【００５１】
　すなわち、本発明に係る仮想マルチキャストルーターは、自分のサブネットワーク環境
により多様な方式でトンネルリングを行ってデータ伝送経路を設定する一方、多様なデー
タ伝送方式でサブネットワークの仮想マルチキャストルーター、またはマルチキャストエ
ージェントにカプセル化されたデータを伝送できる。
【００５２】
　図４は、本発明の一実施の形態によって図３の仮想マルチキャストネットワークを構成
するシステムのブロック図である。本発明の一実施の形態に係るマルチキャストネットワ
ークシステムは、マルチキャスト管理サーバ３０３、仮想マルチキャストルーター３０５
、３３５、３４５、３５１及びマルチキャストエージェント４２３から構成される。
【００５３】
　マルチキャスト管理サーバ３０３は、仮想マルチキャストルーター情報管理部４０１及
びデータベース４０３を含む。仮想マルチキャストルーター情報管理部４０１は、仮想マ
ルチキャストルーターのＩＰ住所を管理し、あるマルチキャストエージェント４２３、ま
たは仮想マルチキャストルーター３０５、３３５、３４５、３５１から伝送された仮想マ
ルチキャストルーター３０５、３３５、３４５、３５１のＩＰ住所検索要求により、デー
タベース４０３に格納されている仮想マルチキャストルーターＩＰ住所を参照して、当該
マルチキャストエージェント４２３、または仮想マルチキャストルーター３０５、３３５
、３４５、３５１から最近接位置の仮想マルチキャストルーター３０５、３３５、３４５
、３５１を検索する。検索結果は、当該マルチキャストエージェント４２３、または仮想
マルチキャストルーター３０５、３３５、３４５、３５１に伝送される。
【００５４】
　一般にクライアントのマルチキャストエージェント４２３及び仮想マルチキャストルー
ター３０５、３３５、３４５、３５１はホップカウンタを介して最近接仮想マルチキャス
トルーター３０５、３３５、３４５、３５１を検索するため、当該マルチキャストエージ
ェント４２３及び仮想マルチキャストルーター３０５、３３５、３４５、３５１に最近接
仮想マルチキャストルーターは常に一定である。このような場合、毎度マルチキャスト管
理サーバ３０３から全ての仮想マルチキャストルーターＩＰ住所を受信し、それから最近
接仮想マルチキャストルーターを検索して経路を設定するようになると、経路設定まで長
時間がかかる可能性もあり、また不必要なデータが伝送されるためネットワーク帯域幅を
浪費するようになる。
【００５５】
　これを解決し速い検索及び経路設定のため、マルチキャスト管理サーバ３０３は、検索
を要請したマルチキャストエージェント４２３、または仮想マルチキャストルーター３０
５、３３５、３４５、３５１のＩＰ住所及びネットワーク住所と当該マルチキャストエー
ジェント４２３、または仮想マルチキャストルーター３０５、３３５、３４５、３５１か
ら最近接位置にあることと検索された仮想マルチキャストルーターのＩＰ住所でキャッシ
ングテーブルを構成してデータベース４０３に格納する。このキャッシングテーブルは速
い検索を通じてマルチキャストエージェント４２３や仮想マルチキャストルーター３０５
、３３５、３４５、３５１の動的トンネルリングを介した経路設定を低減し不必要なデー
タ伝送を防止できる。
【００５６】
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　仮想マルチキャストルーター３０５、３３５、３４５、３５１は、一般マルチキャスト
ルーターまたは仮想マルチキャストルーター間に静的及び動的トンネルリング機能を行う
トンネルリング部４１５、マルチキャストルーチング部４１１及びマルチキャスト中継部
４１３を含む。
【００５７】
　仮想マルチキャストルーター３０５、３３５、３４５、３５１は、マルチキャスティン
グ機能を支援しないネットワーク３３０、３４０、３５０に対してマルチキャストネット
ワークを具現させるシステムであって、専用ハードウェア仮想マルチキャストルーターか
ら構成されるか、またはホームネットワーク環境上ではホームネットワークゲートウェイ
やマルチキャスティング機能を支援しないネットワークのルーターにマルチキャストネッ
トワークを可能にするソフトウェアとして設置されることができる。
【００５８】
　本発明に係る仮想マルチキャストルーターは、自分のサブネットワーク環境によってＩ
Ｐトンネルリング／ＵＤＰトンネルリング／ＴＣＰトンネルリングなど多様な方式でトン
ネルリングを行ってデータ伝送経路を設定する一方、ＩＰマルチキャスト伝送、ＵＤＰ／
ＴＣＰユニキャスト伝送など多様なデータ伝送方式によってサブネットワークの仮想マル
チキャストルーター、またはマルチキャストエージェントにカプセル化されたデータを伝
送できる。
【００５９】
　例えば、仮想マルチキャストルーター３３５から、マルチキャスティングを支援しない
ネットワークに属している仮想マルチキャストルーター、またはマルチキャストエージェ
ント間に設定されるトンネルリングは、ＩＰトンネルリング／ＵＤＰトンネルリング／Ｔ
ＣＰトンネルリングなどとなり得るし、このようなトンネルリングにより設定された経路
を通じたデータ伝送方式はＩＰマルチキャスト伝送、またはＵＤＰ／ＴＣＰユニキャスト
伝送となり得る。仮想マルチキャストルーターまたはマルチキャストエージェントがＮＡ
Ｔ (Network Address Translator)、または防火壁 (firewall)環境にある場合には、マルチ
キャストデータはＴＣＰトンネルリングにより伝送され、その以外の場合にはＵＤＰトン
ネルリングにより伝送される。
【００６０】
　一方、マルチキャスティング機能を支援しないバックボーンネットワーク３２０にマル
チキャスティング機能を支援するネットワークが本発明の一実施の形態に係る仮想マルチ
キャストルーターにより接続されている場合、仮想マルチキャストルーターはマルチキャ
ストデータソースネットワーク３００に含まれている仮想マルチキャストルーター３０５
と動的トンネルリングによるデータ経路を設定して仮想マルチキャストネットワークを構
成し、マルチキャスティング機能を支援するネットワークに属しているルーター及びクラ
イアントは、バックボーンネットワークと接続されており、仮想マルチキャストルーター
３０５と動的トンネルリングにより経路が設定されている仮想マルチキャストルーターか
らＩＰマルチキャスト伝送方式によりデータを受信することができる。
【００６１】
　トンネルリング部４１５が行う静的トンネルリングは、マルチキャストルーター３０７
と仮想マルチキャストルーター３０５、３３５、３４５、３５１との間に用いられるトン
ネルリング方式である。上述したように、マルチキャストデータソースネットワーク３０
０に含まれているマルチキャストルーター３０７とＡＤＳＬネットワーク３３０に含まれ
ている仮想マルチキャストルーター３３５は、静的トンネルリングによりマルチキャスト
データを送受信する。静的トンネルリングにはＩＰトンネルリング技法が用いられる。静
的トンネルリングのため、ルーター３０７、３３５の構成ファイルにトンネルリング設定
情報が事前に設定される。
【００６２】
　また、トンネルリング部４１５が行う動的トンネルリングは、仮想マルチキャストルー
ターと仮想マルチキャストルーターとの間 (例えば、仮想マルチキャストルーター３０５
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、３４５との間、または仮想マルチキャストルーター３４５、３５１との間 )に用いられ
るトンネルリング方式である。動的トンネルリング方式も静的トンネルリングのようにＩ
Ｐトンネルリング技法が利用されることができ、ＵＤＰ (User Datagram Protocol)トンネ
ルリング技法、またはＴＣＰトンネルリング技法も用いられることができる。しかし、動
的トンネルリングは静的トンネルリングとは異なって、仮想マルチキャストルーターの要
請によりトンネルリングが動的に行われ、トンネルリングの解除も動的に行われる。
【００６３】
　一方、仮想マルチキャストルーター３０５、３３５、３４５、３５１は、自分が属して
いるサブネットワークにマルチキャストルーターの有無によって異なる機能を行う。すな
わち、仮想マルチキャストルーター３０５、３３５、３４５、３５１は、自分が属してい
るサブネットワークにマルチキャストルーターがあるか否かを調査して、マルチキャスト
ルーターがあるとマルチキャストルーターとしての役割を行わずに単純にマルチキャスト
中継器の役割を行い、マルチキャストルーターがないとマルチキャストルーター役割とマ
ルチキャスト中継器の役割を同時に行う。従って、本発明の一実施の形態に係る仮想マル
チキャストルーター３０５、３３５、３４５、３５１は自分が属しているサブネットワー
ク環境によって後述するマルチキャストルーチング部４１１及びマルチキャスト中継部４
１３が選択的にアクティブされて動作できる。
【００６４】
　マルチキャストルーチング機能を行うマルチキャストルーチング部４１１は、標準マル
チキャストルーチングプロトコルであるＰＩＭ－ＳＭ (Protocol Independent Multicast-
Sparse Mode)、ＤＶＭＲＰ (Distance Vector Multicast Routing Protocol)、またはＳＳ
Ｍ (Source Specific Multicast）を利用してマルチキャストデータをルーチングするよう
になる。
【００６５】
　マルチキャスト中継部４１３は、マルチキャストデータを受信されてマルチキャスティ
ング機能を支援しないネットワーク環境３３０、３４０、３５０のクライアント (３３９
、３４９、３５３ないし３５９ )であって、マルチキャストデータを伝送する機能を行う
。マルチキャスト中継部４１３は、クライアント３３９、３４９、３５３ないし３５９の
特定マルチキャストグループに対する参加／脱退によるマルチキャストメンバーシップを
管理する。
【００６６】
　メンバーシップ情報は、仮想マルチキャストルーター、またはマルチキャストエージェ
ントが動的トンネルリングを介して他の仮想マルチキャストルーターと経路が設定された
後、クライアント (３３９、３４９、３５３ないし３５９ )が参加しようとするマルチキャ
ストグループのマルチキャスト住所とポート番号を伝送して登録される。メンバーシップ
情報は、マルチキャストグループ住所、マルチキャストグループポート番号、マルチキャ
ストグループに登録した仮想マルチキャストルーター、またはマルチキャストエージェン
ト住所から構成される。
【００６７】
　クライアント (３３９、３４９、３５３ないし３５９ )が特定マルチキャストグループに
登録された後に仮想マルチキャストルーター３０５、３３５、３４５、３５１が当該マル
チキャストグループのクライアント (３３９、３４９、３５３ないし３５９ )に伝送される
マルチキャストデータを受信すると、当該受信したデータをカプセル化して当該マルチキ
ャストグループのクライアント (３３９、３４９、３５３ないし３５９ )に搭載されたマル
チキャストエージェント、または他の仮想マルチキャストルーターに伝送する。
【００６８】
　仮想マルチキャストルーター３０５、３３５、３４５、３５１が属しているネットワー
クがブロードキャスティング、あるいはユニキャスト機能のみを支援する場合には、 L２
スイッチのインターネットグループ管理プロトコル (ＩＧＭＰ  Snooping)機能をエミュレ
ーションできる。
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【００６９】
　ＩＧＭＰ  Snoopingは公知の技術であって、スイッチが知能的にマルチキャストトラフ
ィックを伝送できるようにする技術である。ＩＧＭＰクァリ及び報告メッセージに基づき
、スイッチはマルチキャストを要求したポートのみにトラフィックを伝送する。これによ
ってスイッチがトラフィックをブロードキャスティングすることを防止し、ネットワーク
の性能に影響を及ぼすことを防止できる。ＩＧＭＰはサブネットワーク上にマルチキャス
トグループが存在するか否かを分かることができ、グループメンバーシップを管理できる
ルーターが必要である。
【００７０】
　マルチキャストエージェント４２３は、クライアントに搭載されてマルチキャストデー
タを受信する機能を行うシステムであって、マルチキャスティング機能を支援しないネッ
トワーク環境３３０、３４０、３５０上でマルチキャストデータを受信するためのマルチ
キャストデータ受信部４２５と仮想マルチキャストルーター３０５、３３５、３４５、３
５１との経路設定のための動的トンネルリングを行う動的トンネルリング部４２７を含む
。
【００７１】
　動的トンネルリング部４２７は、マルチキャスト管理サーバ３０３から最近接位置にあ
る仮想マルチキャストルーターのＩＰ住所を要求する。マルチキャスト管理サーバ３０３
が最近接仮想マルチキャストルーターのＩＰ住所を通知すると、動的トンネルリングを介
して経路を設定し、もしそうでないない場合には、全ての仮想マルチキャストルーターの
ＩＰ住所を読み出した後、各ＩＰ住所に基づき最近接距離にある仮想マルチキャストルー
ターを検索する。動的トンネルリング部４２７はＩＰ住所のホップカウンタ (Hop Counter
)を計算して最近接距離にある仮想マルチキャストルーターを検索する。すなわち、ホッ
プカウンタが最小であるＩＰ住所の仮想マルチキャストルーターが最近接位置にあること
と認識する。
【００７２】
　最近接仮想マルチキャストルーターを検索した後、マルチキャストエージェント４２３
は当該仮想マルチキャストルーターにマルチキャストグループ参加を要求する。要求が受
諾されると、その後からマルチキャストデータを伝送される。マルチキャストエージェン
ト４２３がマルチキャストデータの受信部４２５を介してマルチキャストデータを受信す
ると、クライアント内部でＩＰマルチキャストを利用してＴＴＬ (Time to Live）を零 (０
)とセッティングし、再マルチキャストしてマルチキャストアプリケーションがマルチキ
ャストデータを受信する。
【００７３】
　図５は、本発明の一実施の形態に係る仮想マルチキャストルーター間の動的トンネルリ
ングを説明するためのトランザクションフローチャートであって、各仮想マルチキャスト
ルーター３０５、３３５、３４５、３５１の動的トンネルリング接続過程は次の通りであ
る。
【００７４】
　第１仮想マルチキャストルーター５０１のＩＰ住所がマルチキャスト管理サーバ３０３
に登録された状態で、第１仮想マルチキャストルーター５０１はマルチキャスト管理サー
バ３０３に最近接仮想マルチキャストルーターの情報、すなわちＩＰ住所を要求する (Ｓ
５０１ )。マルチキャスト管理サーバ３０３はデータベース４０３に格納されている仮想
マルチキャストルーターキャッシング情報を検索して (Ｓ５０３ )、以前に登録されている
最近接マルチキャストルーター情報があればその情報を伝送し、そうでないと、全ての仮
想マルチキャストルーターに対する情報を伝送する (Ｓ５０５ )。マルチキャスト管理サー
バ３０３からルーター情報を受信した第１仮想マルチキャストルーター５０１は、受信し
た情報が最近接仮想マルチキャストルーターに対する情報であるか、すなわち一つの仮想
マルチキャストルーター情報であるかを判断して (Ｓ５０７ )、最近接仮想マルチキャスト
ルーター情報であると判断されると、当該最近接仮想マルチキャストルーター、例えば第
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２仮想マルチキャストルーター５０３に動的トンネルリングを要求する (Ｓ５１５ )。前記
ステップＳ５０７で受信された情報が一つの仮想マルチキャストルーター情報でなく全て
の仮想マルチキャストルーターに対する情報である場合には、当該受信された全ての仮想
マルチキャストルーター住所情報を利用して最近接仮想マルチキャストルーター情報を獲
得する (Ｓ５０９ )。前記全ての仮想マルチキャストルーターに対する情報から最近接仮想
マルチキャストルーター情報を獲得することは上述したようにホップカウンタ計算による
。
【００７５】
　ホップカウンタ計算により最近接仮想マルチキャストルーター情報を獲得する場合は、
以前に第１仮想マルチキャストルーター５０１がマルチキャスト管理サーバ３０３に最近
接仮想マルチキャストルーター情報を伝送した場合がなかったためであり、したがって、
第１仮想マルチキャストルーター５０１がホップカウンタ計算により最近接仮想マルチキ
ャストルーター５０３情報を獲得した後には、マルチキャスト管理サーバ３０３に最近接
仮想マルチキャストルーター情報を伝送し (Ｓ５１１ )、マルチキャスト管理サーバ３０３
はデータベース４０３に格納されている仮想マルチキャストルーターのＩＰ住所キャッシ
ングテーブルを更新する (Ｓ５１３ )。今後に第１仮想マルチキャストルーター５０１から
さらに最近接仮想マルチキャストルーターの情報、すなわちＩＰ住所が要求される場合、
マルチキャスト管理サーバ３０３は更新されたキャッシングテーブルに基づき最近接仮想
マルチキャストルーター情報を伝送する。
【００７６】
　一方、前記ステップＳ５０９で最近接仮想マルチキャストルーター５０３情報を獲得し
た第１仮想マルチキャストルーター５０１は第２仮想マルチキャストルーター５０３に動
的トンネルリングを要求する (Ｓ５１５ )。動的トンネルリング要求にはマルチキャストデ
ータのカプセル化のために用いられるマルチキャストデータの目的地の住所として第１仮
想マルチキャストルーター５０１のＩＰ住所が含まれる。
【００７７】
　第２仮想マルチキャストルーター５０３は、動的トンネルリング要求によって自分のＩ
Ｐ住所をカプセル化されたマルチキャストデータの伝送ソース (トンネルソース )住所とし
、第１仮想マルチキャストルーター５０１のＩＰ住所をカプセル化されたマルチキャスト
データの伝送目的地 (トンネル目的地 )住所として動的トンネルリングのためのセッティン
グを行った (S１７ )後、第１仮想マルチキャストルーター５０１に動的トンネルリング要
求に対する承認を伝送 (Ｓ５１９ )するようになると、第１仮想マルチキャストルーター５
０１と第２仮想マルチキャストルーター５０３との間には動的トンネルリングにより経路
が設定される (Ｓ５２１ )。すなわち、図５に示した流れにより仮想マルチキャストルータ
ーは他の仮想マルチキャストルーターのうち、最近接仮想マルチキャストルーターと動的
トンネルリングを設定するようになり、ＰＩＭ－ＳＭ、ＤＶＭＲＰまたはＳＳＭのマルチ
キャストトリー構成アルゴリズムによりマルチキャストトリーが構成される。
【００７８】
　図６は、本発明の一実施の形態に係るマルチキャストエージェントのマルチキャストデ
ータ受信を説明するためのトランザクションフローチャートである。ここで、マルチキャ
ストエージェント４２３が属しているネットワーク３３０、３４０、３５０の仮想マルチ
キャストルーター５０１とマルチキャストデータサーバ３０１は既に経路が設定されてい
ることと仮定し、この仮定は前記図５に示された流れから十分に予想できるものである。
【００７９】
　マルチキャストエージェント４２３のＩＰ住所がマルチキャスト管理サーバ３０３に登
録された状態で、マルチキャストエージェント４２３はマルチキャスト管理サーバ３０３
に最近接仮想マルチキャストルーターの情報、すなわちＩＰ住所を要求する (Ｓ６０１ )。
マルチキャスト管理サーバ３０３は、データベース４０３に格納されている仮想マルチキ
ャストルーターキャッシング情報を検索して (Ｓ６０３ )、以前に登録されている最近接マ
ルチキャストルーター情報があるとその情報を伝送し、情報がないと全ての仮想マルチキ
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ャストルーターに対する情報を伝送する (Ｓ６０５ )。マルチキャスト管理サーバ３０３か
らルーター情報を受信したマルチキャストエージェント４２３は、受信された情報が最近
接仮想マルチキャストルーターに対する情報であるか否か、すなわち、一つの仮想マルチ
キャストルーター情報であるかを判断し (Ｓ６０７ )、最近接仮想マルチキャストルーター
情報であると判断されると、当該最近接仮想マルチキャストルーター、例えば仮想マルチ
キャストルーター５０１にマルチキャストグループ参加を要求する (Ｓ６１５ )。前記ステ
ップＳ６０７で受信した情報が一つの仮想マルチキャストルーター情報でなく全ての仮想
マルチキャストルーターに対する情報である場合には、当該受信された全ての仮想マルチ
キャストルーター住所情報を利用して最近接仮想マルチキャストルーター情報を獲得する
(Ｓ６０９ )。前記全ての仮想マルチキャストルーターに対する情報から最近接仮想マルチ
キャストルーター情報を獲得することは上述したようにホップカウンタ計算による。
【００８０】
　ホップカウンタ計算により最近接仮想マルチキャストルーター情報を獲得する場合は、
以前にマルチキャストエージェント４２３がマルチキャスト管理サーバ３０３に最近接仮
想マルチキャストルーター情報を伝送した場合がなかったためであり、したがってマルチ
キャストエージェント４２３がホップカウンタ計算により最近接仮想マルチキャストルー
ター５０１情報を獲得した後には、マルチキャスト管理サーバ３０３に最近接仮想マルチ
キャストルーター情報を伝送し (Ｓ６１１ )、マルチキャスト管理サーバ３０３は、データ
ベース４０３に格納されている仮想マルチキャストルーターのＩＰ住所キャッシングテー
ブルを更新する (Ｓ６１３ )。後でマルチキャストエージェント４２３から更に最近接仮想
マルチキャストルーターの情報、すなわちＩＰ住所が要求される場合、マルチキャスト管
理サーバ３０３は更新されたキャッシングテーブルに基づき最近接仮想マルチキャストル
ーター情報を伝送する。
【００８１】
　一方、前記ステップＳ６０９で最近接仮想マルチキャストルーター５０１の情報を獲得
したマルチキャストエージェント４２３は、仮想マルチキャストルーター５０１にマルチ
キャストグループ参加を要求する (Ｓ６１５ )。マルチキャストグループ参加要求は、動的
トンネルリング要求であって、マルチキャストグループ参加要求にはマルチキャストデー
タのカプセル化のために用いられるマルチキャストデータの目的地住所としてマルチキャ
ストエージェント４２３のＩＰ住所が含まれる。
【００８２】
　仮想マルチキャストルーター５０１はマルチキャストグループ参加要求によって自分の
ＩＰ住所をカプセル化されたマルチキャストデータの伝送ソース (動的トンネルソース )住
所とし、マルチキャストエージェント４２３のＩＰ住所をカプセル化されたマルチキャス
トデータの伝送目的地 (動的トンネル目的地 )住所としてグループ情報を更新 (Ｓ６１７ )し
た後、マルチキャストエージェント４２３にマルチキャストグループ参加要求に対する承
認を伝送 (Ｓ６１９ )するようになると、マルチキャストエージェント４２３と仮想マルチ
キャストルーター５０１との間には経路が設定される (Ｓ６２１ )。
【００８３】
　すなわち、マルチキャストエージェント４２３はマルチキャストグループに登録され、
以後マルチキャストデータサーバ３０１からデータが伝送されると、仮想マルチキャスト
ルーター５０１はそのデータのマルチキャスト住所を検査した後、該当マルチキャストグ
ループに登録したマルチキャストエージェント４２３にマルチキャストデータを伝送する
。仮想マルチキャストルーター５０１からマルチキャストデータを受信したマルチキャス
トエージェント４２３は、ＩＰカプセル化 (Encapsulation)されたマルチキャストデータ
からトンネルソース住所とトンネル目的地住所とが含まれているヘッダを除去した後、ク
ライアントに搭載されているマルチキャストデータアプリケーションプログラム４２１で
再マルチキャスティングするようになる。
【００８４】
　図７は、本発明の他の一実施の形態によってマルチキャストエージェント、または仮想
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マルチキャストルーターが最近接仮想マルチキャストルーターを検索する過程を説明する
ための概念図である。
【００８５】
　図５及び図６において、マルチキャストエージェント４２３、または第１仮想マルチキ
ャストルーター５０１は、マルチキャスト管理サーバ３０３から受信したルーター情報が
最近接仮想マルチキャストルーターに対する情報であるか否かを判断 (Ｓ５０７及びＳ６
０７ )し、全ての仮想マルチキャストルーターに対する情報であると判断された場合には
、当該受信された全ての仮想マルチキャストルーター住所情報を利用してホップカウンタ
計算により最近接仮想マルチキャストルーター情報を獲得するようになる (Ｓ５０９及び
Ｓ６０９ )。
【００８６】
　図７は、図５及び図６で説明したホップカウンタ計算によらずにＲＴＴ (Round Trip Ti
me）を計算して、最近接仮想マルチキャストルーター情報を獲得する他の実施の形態を示
している。
【００８７】
　まず、マルチキャスト管理サーバ３０１は、各仮想マルチキャストルーター (５０１及
び７０１Ａないし７０１Ｎ )に周期的にメッセージを伝送してマルチキャスト管理サーバ
３０１と仮想マルチキャストルーター (５０１及び７０１Ａないし７０１Ｎ )との間のＲＴ
Ｔ (Round-Trip Time)値を計算し、計算された結果の中から最大ＲＴＴ値と仮想マルチキ
ャストルーター間の平均ＲＴＴ値とを仮想マルチキャストルーター (５０１及び７０１Ａ
ないし７０１Ｎ )に伝送する。したがって、マルチキャスト管理サーバ３０１及び各仮想
マルチキャストルーター (５０１及び７０１Ａないし７０１Ｎ）は常に最大ＲＴＴ値と仮
想マルチキャストルーターの平均ＲＴＴ値とを知っている状況である。
【００８８】
　このような状況において、マルチキャストエージェント４２３、または第１仮想マルチ
キャストルーター５０１がマルチキャスト管理サーバ３０１に最近接上位仮想マルチキャ
ストルーターの情報を要求すると (Ｓ７０１ )、マルチキャスト管理サーバ３０１は他の仮
想マルチキャストルーター (７０１Ａないし７０１Ｎ )にマルチキャストエージェント４２
３、または仮想マルチキャストルーター５０１に特定時間帯にデータを伝送するようにす
る命令を伝送する (Ｓ７０３ )。
【００８９】
　データ伝送命令を受信した各仮想マルチキャストルーター (７０１Ａないし７０１Ｎ）
は、データ伝送命令の受信時点を基準として現在自分が知っている最大ＲＴＴ値から自分
の平均ＲＴＴ値を除いたほど待った後に、マルチキャストエージェント４２３、または第
１仮想マルチキャストルーター５０１にデータを伝送する (Ｓ７０５ )。
【００９０】
　マルチキャストエージェント４２３、または第１仮想マルチキャストルーター５０１は
、各仮想マルチキャストルーター (７０１Ａないし７０１Ｎ )から受信したデータのうち、
一番速く到着したデータを伝送した仮想マルチキャストルーターを最近接仮想マルチキャ
ストルーターと認識して、最近接仮想マルチキャストルーター情報を獲得するようになる
(Ｓ７０７ )。
【００９１】
　以後のステップは、図５及び図６において、Ｓ５１３ないしＳ５２１及びＳ６１３ない
しＳ６２１と同一にプロセスが進められる (Ｓ７０９ )。
【００９２】
　なお、本発明は、上記の実施の形態として開示した範囲に限定されるものではない。本
発明に係る技術的思想から逸脱しない範囲内で多くの改良、変更が可能であり、それらも
本発明の技術的範囲に属する。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
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【図１】従来の静的トンネルリング技法を適用したマルチキャストネットワークの概念図
【図２】従来の一対一 (peer-to-peer)伝送技法を適用したマルチキャストネットワークの
概念図
【図３】本発明の一実施の形態に係る仮想マルチキャストネットワークの概念図
【図４】本発明の一実施の形態によって図３の仮想マルチキャストネットワークを構成す
るシステムのブロック図
【図５】本発明の一実施の形態に係る仮想マルチキャストルーター間の動的トンネルリン
グを説明するためのトランザクションフローチャート
【図６】本発明の一実施の形態に係るマルチキャストエージェントのマルチキャストデー
タの受信を説明するためのトランザクションフローチャート
【図７】本発明の他の一実施の形態によってマルチキャストエージェント、または仮想マ
ルチキャストルーターが最近接仮想マルチキャストルーターを検索する過程を説明するた
めの概念図
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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