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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のマルチキャストルータと複数のホスト装置と接続され、前記複数のマルチキャス
トルータと複数のホスト装置間のパケット通信を制御する通信制御装置において、
　前記複数のマルチキャストルータから送信されたパケットを受信し、当該受信パケット
の内容を判別するパケット判別手段と、
　前記パケット判別手段により前記受信パケットがマルチキャストかつマルチキャストグ
ループ管理プロトコルに関するパケットであるという判別結果が得られた場合、前記受信
パケットに基づいて前記ホスト装置とマルチキャストグループとの対応関係を表すテーブ
ルと、該マルチキャストかつマルチキャストグループ管理プロトコルに関するパケットと
判定されたパケットの送信元マルチキャストルータのアドレスを管理するアドレス管理テ
ーブルを構築するテーブル構築手段と、
　前記テーブル構築手段により構築されたテーブルに従って前記マルチキャストルータと
ホスト装置間のマルチキャストグループ別のパケット転送を制御する制御手段と、
　前記アドレス管理テーブルでアドレスを管理されるマルチキャストルータに対し、ピン
グを行ない、応答のないマルチキャストルータのアドレスをテーブルから削除する削除手
段と、
　を備えたことを特徴とする通信制御装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、受信されたマルチキャストグループ管理プロトコルに関するパケット
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がマルチキャストグループへの参加を尋ねるクエリのパケットの場合に前記複数のポート
のうちで前記受信パケットを入力したポート以外のすべてのポートへ転送制御することを
特徴とする請求項１に記載の通信制御装置。
【請求項３】
　前記テーブル構築手段は、前記マルチキャストかつマルチキャストグループ管理プロト
コルに関するパケットがマルチキャストグループへの参加を希望するリポートであった場
合に前記複数のポートのうちで前記リポートのパケットを入力したポートを当該ポートに
接続される前記ホスト装置が任意のマルチキャストグループへ参加するための接続ポート
として前記テーブルに登録することを特徴とする請求項１または２に記載の通信制御装置
。
【請求項４】
　前記制御手段は、マルチキャストグループへの参加を希望するリポートのパケットが受
信された場合、前記テーブルを参照して前記リポートのパケットを前記マルチキャストル
ータが接続されているポートへのみ転送制御することを特徴とする請求項１～３のいずれ
か一つに記載の通信制御装置。
【請求項５】
　前記テーブル構築手段は、前記マルチキャストかつマルチキャストグループ管理プロト
コルに関するパケットがマルチキャストグループからの離脱を希望するリーブであった場
合に前記複数のポートのうちで前記リーブのパケットを入力したポートを当該ポートに接
続される前記ホスト装置が任意のマルチキャストグループから離脱するための接続ポート
として前記テーブルから削除することを特徴とする請求項１に記載の通信制御装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、マルチキャストグループからの離脱を希望するリーブのパケットが受
信された場合、前記テーブルを参照して前記リーブのパケットを前記マルチキャストルー
タが接続されているポートへのみ転送制御することを特徴とする請求項１～５のいずれか
一つに記載の通信制御装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、マルチキャストグループからの離脱を希望するリーブのパケットが受
信された場合、前記複数のポートのうちで前記リーブのパケットを入力したポート以外の
すべてのポートへ転送制御することを特徴とする請求項１～５のいずれか一つに記載の通
信制御装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、マルチキャストグループに参加しているホスト装置がいないことを確
認するグループスペシフィッククエリのパケットが受信された場合、前記テーブルを参照
してマルチキャストグループに参加している前記ホスト装置を接続するポートおよび前記
グループスペシフィッククエリのパケットが入力されたポート以外でマルチキャストルー
タを接続するポートへ前記グループスペシフィッククエリのパケットを転送制御すること
を特徴とする請求項１～７のいずれか一つに記載の通信制御装置。
【請求項９】
　前記制御手段は、マルチキャストグループに参加しているホスト装置がいないことを確
認するグループスペシフィッククエリのパケットが受信された場合、前記複数のポートの
うちで前記グループスペシフィッククエリのパケットを入力したポート以外のすべてのポ
ートへ転送制御することを特徴とする請求項１～８のいずれか一つに記載の通信制御装置
。
【請求項１０】
　前記テーブル構築手段は、マルチキャストグループへの参加を尋ねるクエリのパケット
が受信された後、一定時間内にマルチキャストグループへの参加を希望するリポートが応
答されないポートがあった場合、当該ポートと前記ホスト装置との対応関係を前記テーブ
ルから削除することを特徴とする請求項１～９のいずれか一つに記載の通信制御装置。
【請求項１１】
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　前記テーブルの更新動作を独立して行う外部装置を接続し、前記外部装置の制御に従っ
て前記テーブルの更新動作を実行することを特徴とする請求項１～１０のいずれか一つに
記載の通信制御装置。
【請求項１２】
　前記マルチキャストルータに接続されたポートにパケットが受信された場合、前記受信
パケットがマルチキャストパケットであるか否かを判別するマルチキャスト判別手段と、
前記マルチキャスト判別手段により前記受信パケットがマルチキャストパケットであると
いう判別結果が得られた場合、前記テーブルを参照してマルチキャストグループに属する
前記ホスト装置に対して前記受信パケットを転送するマルチキャスト転送手段とをさらに
有したことを特徴とする請求項１～１１のいずれか一つに記載の通信制御装置。
【請求項１３】
　前記テーブルに登録されたマルチキャストグループに属するホスト装置に接続されたポ
ートにパケットが受信された場合、前記受信パケットがマルチキャストパケットであるか
否かを判別するマルチキャスト判別手段と、前記マルチキャスト判別手段により前記受信
パケットがマルチキャストパケットであるという判別結果が得られた場合、前記テーブル
を参照してマルチキャストグループに属する前記マルチキャストルータに対して前記受信
パケットを転送するマルチキャスト転送手段とをさらに有したことを特徴とする請求項１
～１２のいずれか一つに記載の通信制御装置。
【請求項１４】
　前記複数のポートには、マルチキャストルータ以外の１または複数のルータが接続され
、前記テーブルには、前記１または複数のルータとポートとの対応関係が登録されており
、前記ルータが接続されたポートでパケットが受信された場合、前記受信パケットがマル
チキャストパケットであるか否かを判別するマルチキャスト判別手段と、前記マルチキャ
スト判別手段により前記受信パケットがマルチキャストパケットであるという判別結果が
得られた場合、前記テーブルを参照して前記マルチキャストルータに対して前記受信パケ
ットを転送するマルチキャスト転送手段とをさらに有したことを特徴とする請求項１～１
３のいずれか一つに記載の通信制御装置。
【請求項１５】
　前記通信制御装置は、サブネットが多数のスイッチングハブで構成され、それぞれのス
イッチングハブの多数のポートにマルチキャストデータ受信を希望するホスト装置が接続
されているネットワークに接続され、前記マルチキャストかつマルチキャストグループ管
理プロトコルに関するパケットがマルチキャストグループへの参加を尋ねるクエリであっ
た場合、前記クエリ内部にあらかじめ設定された一定時間を計測する計測手段と、前記計
測手段が計測する前記一定時間の間は、前記テーブルを参照して、前記各ポートより受信
される、マルチキャストグループへの参加を希望するリポートのうち、各マルチキャスト
グループ毎に最初のリポートだけを該当する前記マルチキャストルータを接続したポート
へ転送し、前記計測手段が計測する前記一定時間の経過後は、後続のリポートを廃棄する
転送／廃棄制御手段とをさらに有したことを特徴とする請求項１～１４のいずれか一つに
記載の通信制御装置。
【請求項１６】
　前記制御手段は、前記受信パケットがマルチキャストかつマルチキャストグループ管理
プロトコルに関するパケットであるという判別結果が得られても、前記受信パケットが少
なくとも、マルチキャストグループへの参加を尋ねるクエリ, マルチキャストグループへ
の参加を希望するリポート, マルチキャストグループからの離脱を希望するリーブのいず
れの種別にも該当しない場合、前記受信パケットを前記複数のポートすべてに転送するこ
とを特徴とする請求項１～１５のいずれか一つに記載の通信制御装置。
【請求項１７】
　前記制御手段は、前記受信パケットがマルチキャストかつマルチキャストグループ管理
プロトコルに関するパケットであるという判別結果が得られても、前記受信パケットが少
なくとも、マルチキャストグループへの参加を尋ねるクエリ, マルチキャストグループへ
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の参加を希望するリポート, マルチキャストグループからの離脱を希望するリーブのいず
れの種別にも該当しない場合、前記受信パケットを廃棄することを特徴とする請求項１～
１５のいずれか一つに記載の通信制御装置。
【請求項１８】
　複数のマルチキャストルータと複数のホスト装置と接続される通信制御装置を用いてパ
ケット通信を行うマルチキャスト対応ＬＡＮに適用される通信制御方法において、
　前記複数のマルチキャストルータから送信されたパケットを受信し、当該受信パケット
の内容を判別する第１工程と、
　前記第１工程により前記受信パケットがマルチキャストかつマルチキャストグループ管
理プロトコルに関するパケットであるという判別結果が得られた場合、前記受信パケット
に基づいてマルチキャストパケットの経路を制御するための、前記ホスト装置とマルチキ
ャストグループとの対応関係を表すテーブルと、該マルチキャストかつマルチキャストグ
ループ管理プロトコルに関するパケットと判定されたパケットの送信元マルチキャストル
ータのアドレスを管理するアドレス管理テーブルを構築する第２工程と、
　前記マルチキャストルータからマルチキャストパケットが受信された場合、前記第２工
程により構築されたテーブルに従って前記マルチキャストルータとホスト装置間のマルチ
キャストグループ別にパケット転送する第３工程と、
　を含んだことを特徴とするマルチキャスト対応ＬＡＮに適用される通信制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、例えば、マルチキャスト対応ＬＡＮ(Local Area Network)を用いてパケット
通信する際に、使用ポートを制御する通信制御装置およびマルチキャスト対応ＬＡＮに適
用される通信制御方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、パーソナルコンピュータの急速な普及と共に、ＬＡＮも益々普及し、コンピュータ
やネットワークそれ自体の高機能化や高性能化が進んでいる。また、ＷＷＷ(World Wide 
Web)の普及や、動画，音声といったマルチメディアデータの普及も進み、ネットワークの
トラフィックも増加する一方であり、データの高速かつ、大量の伝送を可能とするスイッ
チングハブなどの通信制御装置や高速ルータなどのネットワーク中継機器のネットワーク
への導入が進みつつある。さらに、大量のデータを効率よく伝送するための技術としてマ
ルチキャスト技術によるデータ伝送も行われ始めており、マルチキャストを使用したデー
タ伝送は今後ますますの普及が見込まれる。
【０００３】
そこで、従来の通信制御装置を適用したマルチキャスト対応ＬＡＮについて説明する。図
１５は従来のマルチキャスト対応ＬＡＮを示す構成図である。図１５に示したマルチキャ
スト対応ＬＡＮは、マルチキャストを使用したデータ伝送をＩＰアドレスに従って中継す
るマルチキャストルータ１００１，１００２、データ伝送されるパケットの入出力をＭＡ
Ｃアドレスに従って切り替える通信制御装置１１０１，１１０２，１１０３、そして、例
えばマルチポートトランシーバとして機能するハブ１２０１、端末として機能するホスト
装置１３０１～１３０７等により構成される。図１５に示したネットワーク構成は、従来
の説明上、ＬＡＮの一部を抜き出したものである。
【０００４】
図１６および図１７はＩＧＭＰｖ２（Internet Group Manegement Protocol Version 2）
の動作概要を説明する図であり、図１６にはホスト装置のマルチキャストグループへの参
加手順が示され、図１７にはホスト装置のマルチキャストグループからの離脱手順が示さ
れている。なお、図１６および図１７には、前述した図１５のなかで、マルチキャストル
ータ１００１およびホスト装置１３０４，１３０５の部分を抜き出した構成が示されてい
る。
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【０００５】
まず、図１６を用いてマルチキャストグループへの参加方法について説明する。ここでは
、ホスト装置１３０５があるマルチキャストグループに参加を希望しているものとし、説
明を簡略にするため、図１６に示した構成の範囲で動作を説明する。マルチキャストルー
タ１００１は、ローカルネットワークに接続しているホスト装置１３０４，１３０５にあ
るマルチキャストグループへの参加を尋ねてその存在を把握するため、クエリメッセージ
（ホストメンバシップクエリ（Host Membership Query ））を定期的にＩＰアドレス224.
0.0.1 （All-Systems-Group ）宛てに送信する。
【０００６】
このとき、マルチキャストグループへ参加を希望するホスト装置１３０５は、マルチキャ
ストルータ１００１から受け取ったクエリに応答して、参加を希望するグループのマルチ
キャストアドレスを通知するため、リポートメッセージ（ホストメンバシップリポート(H
ost Member Report)）を参加を希望するマルチキャストアドレス宛てに送信する。
【０００７】
このとき、リポートを送信しようとするホスト装置１３０５は、クエリメッセージに含ま
れるマックスレスポンスタイム（Max Response Time ）（デフォルト値は、１０秒）まで
の時間の間のランダムな時間でリポートを送信する。もし他にそのリポートと同じグルー
プに対するリポートを送信しようとするホスト装置が複数存在した場合には、あるホスト
装置により一番最初に送信されたリポートを受信し、その他のホスト装置はリポートを送
信しない。すなわち、ネットワーク媒体がシェアドメディアに複数ホストが接続している
ような場合は、一つのマルチキャストグループにつき一つのリポートが送信されるのみで
ある。
【０００８】
マルチキャス対応トルータ１００１はそのリポートを受信し、ホスト装置１３０５が参加
希望するマルチキャストグループを把握し、そのマルチキャストグループ宛のマルチキャ
ストが存在すればマルチキャストルーティングプロトコルによりローカルネットワークへ
マルチキャストデータの送信を開始する。
【０００９】
つづいて、図１７を用いてマルチキャストグループからの離脱方法について説明する。こ
こでは、ホスト装置１３０５があるマルチキャストグループから離脱を希望しているもの
とし、説明を簡略にするため、図１７に示した構成の範囲で動作を説明する。参加してい
たマルチキャストグループからの離脱を希望するホスト装置１３０５は、離脱を決めた時
点でリーブメッセージをＩＰアドレス224.0.0.2 （All-Routers-Group ）宛てに送信する
。
【００１０】
そのリーブを受信したマルチキャストルータ１００１は、まだ他にそのマルチキャストグ
ループに参加しているホスト装置が存在するか否かを確認するために、そのマルチキャス
トグループアドレス宛てにＧＳクエリ（Group Specific Query）メッセージを送信する。
もしリーブを送信したホスト以外にまだそのグループに参加しているホスト装置が存在す
れば、そのホスト装置１３０５はリポートを送信してその存在をマルチキャストルータ１
００１に伝える。
【００１１】
ここで、ＩＧＭＰのバージョン１（ＲＦＣ１１１２にて規定）も存在するが、ＩＧＭＰｖ
２はＩＧＭＰｖ１とのコンパチビリティをサポートしており、ローカルネットワークにバ
ージョン１をサポートしたホスト、ルータが存在してもよい。またリーブはＩＧＭＰｖ２
で加えられたメッセージであり、すなわちバージョン１では、クエリの定期送信によるリ
ポートの応答の有無で、マルチキャストルータは受信ホストの存在や離脱を把握している
。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
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従来、スイッチングハブなどの通信制御装置では、ポート毎に接続する端末のユニキャス
ト物理アドレスが記憶されており、端末宛のユニキャスト物理アドレスを持つユニキャス
トパケットあるいはブロードキャストパケットについて、ハードウェアスイッチング技術
を用いた高速なパケット伝送が目的のポートへのみ実現される。
【００１３】
しかし、マルチメディアデータ伝送に使用されるマルチキャストパケットに関しては、そ
のマルチキャストパケットを必要とする特定かつ複数のポートを判別することがユニキャ
ストの場合に比べて難しく、マルチキャストパケットを必要とするポートへのみ伝送する
のではなく、ブロードキャストパケットと同じくすべてのポートへ伝送していた。
【００１４】
このようなマルチキャストパケットの場合には、データ種が動画などをはじめとする連続
的ストリームデータかつ大容量である場合が多く、通信制御装置の処理に限界を生じ、マ
ルチキャストパケットの廃棄率が高まったり伝送遅延時間が大きくなる、あるいは他のユ
ニキャストパケットの伝送に悪影響を与える、という不都合が生じていた。
【００１５】
また、ネットワークに接続するマルチキャストルータとの間で特別なプロトコルを用いて
メッセージをやり取りし、必要な通信制御装置のポートへのみマルチキャストパケットを
伝送するものも存在するが、その特別なプロトコルをサポートしているマルチキャストル
ータと通信制御装置の組み合わせでなければ、必要とされる特定ポートのみへマルチキャ
ストパケットを伝送するという動作が実現できないという問題があった。
【００１６】
また、前述したマルチキャスト対応ＬＡＮにおいては、通信制御装置自体に、マルチキャ
ストルータとホスト間でのマルチキャストグループの管理プロトコルであるＩＧＭＰを実
装しているものもあるが、本来ＬＡＮスイッチはデータパケットのフォワーディング処理
をデータリンク層で行うことで高速なデータ伝送を実現しているというメリットを損なう
という問題があった。
【００１７】
また、特別な装置独自のプロトコルを使用する場合には、メーカ毎、装置毎の相互接続性
が確保できないことも問題であった。
【００１８】
この発明は、上述した従来例による問題を解消するため、既存のプロトコルおよびネット
ワーク構成において、マルチキャストデータを所要のポートへのみ転送することにより、
マルチキャストおよびユニキャストデータの伝送に対して効率的な伝送を実現することが
可能な通信制御装置およびマルチキャスト対応ＬＡＮに適用される通信制御方法を提供す
ることを目的とする。
【００１９】
【課題を解決するための手段】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、請求項１の発明に係る通信制御装置は、
複数のマルチキャストルータと複数のホスト装置と接続され、前記複数のマルチキャスト
ルータと複数のホスト装置間のパケット通信を制御する通信制御装置において、前記複数
のマルチキャストルータから送信されたパケットを受信し、当該受信パケットの内容を判
別するパケット判別手段と、前記パケット判別手段により前記受信パケットがマルチキャ
ストかつマルチキャストグループ管理プロトコルに関するパケットであるという判別結果
が得られた場合、前記受信パケットに基づいて前記ホスト装置とマルチキャストグループ
との対応関係を表すテーブルと、該マルチキャストかつマルチキャストグループ管理プロ
トコルに関するパケットと判定されたパケットの送信元マルチキャストルータのアドレス
を管理するアドレス管理テーブルを構築するテーブル構築手段と、前記テーブル構築手段
により構築されたテーブルに従って前記マルチキャストルータとホスト装置間のマルチキ
ャストグループ別のパケット転送を制御する制御手段と、前記アドレス管理テーブルでア
ドレスを管理されるマルチキャストルータに対し、ピングを行ない、応答のないマルチキ
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ャストルータのアドレスをテーブルから削除する削除手段と、を備えたことを特徴とする
。
【００２０】
　この請求項１の発明によれば、受信パケットがマルチキャストかつマルチキャストグル
ープ管理プロトコルに関するパケットであるという判別結果が得られた場合、その受信パ
ケットに基づいてホスト装置とマルチキャストグループとの対応関係を表すテーブルを構
築し、そのテーブルに従ってマルチキャストルータとホスト装置間のマルチキャストグル
ープ別のパケット転送を制御するようにしたので、既存のプロトコルおよびネットワーク
構成でマルチキャストパケットを所要のホスト装置にのみマルチキャスト転送することが
でき、これにより、マルチキャストおよびユニキャストデータの伝送に対して効率的な伝
送を実現することが可能である。また、マルチキャストかつマルチキャストグループ管理
プロトコルに関するパケットがクエリであった場合に複数のポートのうちでクエリのパケ
ットを入力したポートをマルチキャストルータが接続されたポートとして登録するように
したので、パケットの内容に応じてポートとマルチキャストルータとの対応関係を適宜更
新にすることが可能である。さらに、テーブルを参照して複数のポートのうちでマルチキ
ャストルータが接続されたポートに対して定期的にピングを送信し、そのピングに対して
応答がないポートがあった場合にそのポートとマルチキャストルータとの対応関係をテー
ブルから削除するようにしたので、パケットの内容に応じてマルチキャストルータとポー
トとの対応関係の消滅を適宜更新することが可能である。
【００２３】
　また、請求項２の発明に係る通信制御装置は、請求項１の発明において、前記制御手段
は、受信されたマルチキャストグループ管理プロトコルに関するパケットがマルチキャス
トグループへの参加を尋ねるクエリのパケットの場合に前記複数のポートのうちで前記受
信パケットを入力したポート以外のすべてのポートへ転送制御することを特徴とする。
【００２４】
　この請求項２の発明によれば、クエリのパケットが受信された場合に複数のポートのう
ちで受信パケットを入力したポート以外のすべてのポートへ転送制御するようにしたので
、マルチキャストルータの配下へ確実にクエリを転送することが可能である。
【００２７】
　また、請求項３の発明に係る通信制御装置は、請求項１または２の発明において、前記
テーブル構築手段は、前記マルチキャストかつマルチキャストグループ管理プロトコルに
関するパケットがマルチキャストグループへの参加を希望するリポートであった場合に前
記複数のポートのうちで前記リポートのパケットを入力したポートを当該ポートに接続さ
れる前記ホスト装置が任意のマルチキャストグループへ参加するための接続ポートとして
前記テーブルに登録することを特徴とする。
【００２８】
　この請求項３の発明によれば、マルチキャストかつマルチキャストグループ管理プロト
コルに関するパケットがリポートであった場合に複数のポートのうちでリポートのパケッ
トを入力したポートをこのポートに接続されるホスト装置が任意のマルチキャストグルー
プへ参加するための接続ポートとしてテーブルに登録するようにしたので、パケットの内
容に応じてマルチキャストグループ別にポートとホスト装置との対応関係の発生を適宜更
新することが可能である。
【００２９】
　また、請求項４の発明に係る通信制御装置は、請求項１～３のいずれか一つの発明にお
いて、前記制御手段は、マルチキャストグループへの参加を希望するリポートのパケット
が受信された場合、前記テーブルを参照して前記リポートのパケットを前記マルチキャス
トルータが接続されているポートへのみ転送制御することを特徴とする。
【００３０】
　この請求項４の発明によれば、リポートのパケットが受信された場合にテーブルを参照
してリポートのパケットをマルチキャストルータが接続されているポートへのみ転送制御
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するようにしたので、マルチキャストルータに対してホスト装置のリポートを確実に転送
することが可能である。
【００３１】
　また、請求項５の発明に係る通信制御装置は、請求項１の発明において、前記テーブル
構築手段は、前記マルチキャストかつマルチキャストグループ管理プロトコルに関するパ
ケットがマルチキャストグループからの離脱を希望するリーブであった場合に前記複数の
ポートのうちで前記リーブのパケットを入力したポートを当該ポートに接続される前記ホ
スト装置が任意のマルチキャストグループから離脱するための接続ポートとして前記テー
ブルから削除することを特徴とする。
【００３２】
　この請求項５の発明によれば、マルチキャストかつマルチキャストグループ管理プロト
コルに関するパケットがリーブであった場合に複数のポートのうちでリーブのパケットを
入力したポートをこのポートに接続されるホスト装置が任意のマルチキャストグループか
ら離脱するための接続ポートとしてテーブルから削除するようにしたので、パケットの内
容に応じてマルチキャストグループ別にポートとホスト装置との対応関係の消滅を適宜更
新することが可能である。
【００３３】
　また、請求項６の発明に係る通信制御装置は、請求項１～５のいずれか一つの発明にお
いて、前記制御手段は、マルチキャストグループからの離脱を希望するリーブのパケット
が受信された場合、前記テーブルを参照して前記リーブのパケットを前記マルチキャスト
ルータが接続されているポートへのみ転送制御することを特徴とする。
【００３４】
　この請求項６の発明によれば、リーブのパケットが受信された場合、テーブルを参照し
てリーブのパケットをマルチキャストルータが接続されているポートへのみ転送制御する
ようにしたので、マルチキャストルータに対してホスト装置のリーブを確実に転送するこ
とが可能である。
【００３５】
　また、請求項７の発明に係る通信制御装置は、請求項１～５のいずれか一つの発明にお
いて、前記制御手段は、マルチキャストグループからの離脱を希望するリーブのパケット
が受信された場合、前記複数のポートのうちで前記リーブのパケットを入力したポート以
外のすべてのポートへ転送制御することを特徴とする。
【００３６】
　この請求項７の発明によれば、リーブのパケットが受信された場合、複数のポートのう
ちでリーブのパケットを入力したポート以外のすべてのポートへ転送制御するようにした
ので、マルチキャストルータが接続されているポートを探す処理が不要となり、これによ
り、リーブ動作時の処理負荷を低減してリーブの低速処理を高速化することが可能である
。
【００３７】
　また、請求項８の発明に係る通信制御装置は、請求項１～７のいずれか一つの発明にお
いて、前記制御手段は、マルチキャストグループに参加しているホスト装置がいないこと
を確認するグループスペシフィッククエリのパケットが受信された場合、前記テーブルを
参照してマルチキャストグループに参加している前記ホスト装置を接続するポートおよび
前記グループスペシフィッククエリのパケットが入力されたポート以外でマルチキャスト
ルータを接続するポートへ前記グループスペシフィッククエリのパケットを転送制御する
ことを特徴とする。
【００３８】
　この請求項８の発明によれば、マルチキャストグループに参加しているホスト装置がい
ないことを確認するグループスペシフィッククエリのパケットが受信された場合、テーブ
ルを参照してマルチキャストグループに参加しているホスト装置を接続するポートおよび
グループスペシフィッククエリのパケットが入力されたポート以外でマルチキャストルー
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タを接続するポートへグループスペシフィッククエリのパケットを転送制御するようにし
たので、グループスペシフィッククエリをブロードキャストしなくて済み、これにより、
効率的にマルチキャストグループに参加しているホスト装置がいないことを確認すること
が可能である。
【００３９】
　また、請求項９の発明に係る通信制御装置は、請求項１～８のいずれか一つの発明にお
いて、前記制御手段は、マルチキャストグループに参加しているホスト装置がいないこと
を確認するグループスペシフィッククエリのパケットが受信された場合、前記複数のポー
トのうちで前記グループスペシフィッククエリのパケットを入力したポート以外のすべて
のポートへ転送制御することを特徴とする。
【００４０】
　この請求項９の発明によれば、グループスペシフィッククエリのパケットが受信された
場合、複数のポートのうちでグループスペシフィッククエリのパケットを入力したポート
以外のすべてのポートへ転送制御するようにしたので、マルチキャストルータが接続され
ているポートを探す処理が不要となり、これにより、グループスペシフィッククエリ動作
時の処理負荷を低減してグループスペシフィッククエリの転送処理を高速化することが可
能である。
【００４１】
　また、請求項１０の発明に係る通信制御装置は、請求項１～９の発明において、前記テ
ーブル構築手段は、クエリのパケットが受信された後、一定時間内にリポートが応答され
ないポートがあった場合、当該ポートと前記ホスト装置との対応関係を前記テーブルから
削除することを特徴とする。
【００４２】
　この請求項１０の発明によれば、クエリのパケットが受信された後、一定時間内にリポ
ートが応答されないポートがあった場合、そのポートとホスト装置との対応関係をテーブ
ルから削除するようにしたので、マルチキャストパケット転送に関係のなくなった情報を
適宜更新することができ、これにより、処理を効率的に実行させることが可能である。
【００４３】
　また、請求項１１の発明に係る通信制御装置は、請求項１～１０のいずれか一つの発明
において、前記テーブルの更新動作を独立して行う外部装置を接続し、前記外部装置の制
御に従って前記テーブルの更新動作を実行することを特徴とする。
【００４４】
　この請求項１１の発明によれば、外部装置の制御に従ってテーブルの更新動作を行うよ
うにしたので、通信制御装置自体の負荷を軽減することが可能である。
【００４５】
　また、請求項１２の発明に係る通信制御装置は、請求項１～１１のいずれか一つの発明
において、前記マルチキャストルータに接続されたポートにパケットが受信された場合、
前記受信パケットがマルチキャストパケットであるか否かを判別するマルチキャスト判別
手段と、前記マルチキャスト判別手段により前記受信パケットがマルチキャストパケット
であるという判別結果が得られた場合、前記テーブルを参照してマルチキャストグループ
に属する前記ホスト装置に対して前記受信パケットを転送するマルチキャスト転送手段と
をさらに有したことを特徴とする。
【００４６】
　この請求項１２の発明によれば、マルチキャストルータに接続されたポートにパケット
が受信された場合、その受信パケットがマルチキャストパケットであれば、テーブルを参
照してマルチキャストグループに属するホスト装置に対して受信パケットを転送するよう
にしたので、マルチキャストグループ管理プロトコルの確認手順が省略され、これにより
、マルチキャストパケットのフォワーディングを高速化することが可能である。
【００４７】
　また、請求項１３の発明に係る通信制御装置は、請求項１～１２のいずれか一つの発明
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において、前記テーブルに登録されたマルチキャストグループに属するホスト装置に接続
されたポートにパケットが受信された場合、前記受信パケットがマルチキャストパケット
であるか否かを判別するマルチキャスト判別手段と、前記マルチキャスト判別手段により
前記受信パケットがマルチキャストパケットであるという判別結果が得られた場合、前記
テーブルを参照してマルチキャストグループに属する前記マルチキャストルータに対して
前記受信パケットを転送するマルチキャスト転送手段とをさらに有したことを特徴とする
。
【００４８】
　この請求項１３の発明によれば、テーブルに登録されたマルチキャストグループに属す
るホスト装置に接続されたポートにパケットが受信された場合、その受信パケットがマル
チキャストパケットであれば、テーブルを参照してマルチキャストグループに属するマル
チキャストルータに対して受信パケットを転送するようにしたので、マルチキャストグル
ープ管理プロトコルの確認手順が省略され、これにより、マルチキャストパケットのフォ
ワーディングを高速化することが可能である。
【００４９】
　また、請求項１４の発明に係る通信制御装置は、請求項１～１３のいずれか一つの発明
において、前記複数のポートには、マルチキャストルータ以外の１または複数のルータが
接続され、前記テーブルには、前記１または複数のルータとポートとの対応関係が登録さ
れており、前記ルータが接続されたポートでパケットが受信された場合、前記受信パケッ
トがマルチキャストパケットであるか否かを判別するマルチキャスト判別手段と、前記マ
ルチキャスト判別手段により前記受信パケットがマルチキャストパケットであるという判
別結果が得られた場合、前記テーブルを参照して前記マルチキャストルータに対して前記
受信パケットを転送するマルチキャスト転送手段とをさらに有したことを特徴とする。
【００５０】
　この請求項１４の発明によれば、ルータが接続されたポートでパケットが受信された場
合、受信パケットがマルチキャストパケットであれば、テーブルを参照してマルチキャス
トルータに対して受信パケットを転送するようにしたので、複数のマルチキャストルータ
と複数のスイッチングハブで構成されたネットワークでマルチキャストルーティングプロ
トコルの動作を保証することが可能である。
【００５１】
　また、請求項１５の発明に係る通信制御装置は、請求項１～１４のいずれか一つの発明
において、前記通信制御装置は、サブネットが多数のスイッチングハブで構成され、それ
ぞれのスイッチングハブの多数のポートにマルチキャストデータ受信を希望するホスト装
置が接続されているネットワークに接続され、前記マルチキャストかつマルチキャストグ
ループ管理プロトコルに関するパケットがマルチキャストグループへの参加を尋ねるクエ
リであった場合、前記クエリ内部にあらかじめ設定された一定時間を計測する計測手段と
、前記計測手段が計測する前記一定時間の間は、前記テーブルを参照して、前記各ポート
より受信される、マルチキャストグループへの参加を希望するリポートのうち、各マルチ
キャストグループ毎に最初のリポートだけを該当する前記マルチキャストルータを接続し
たポートへ転送し、前記計測手段が計測する前記一定時間の経過後は、後続のリポートを
廃棄する転送／廃棄制御手段とをさらに有したことを特徴とする。
【００５２】
　この請求項１５の発明によれば、マルチキャストかつマルチキャストグループ管理プロ
トコルに関するパケットがマルチキャストグループへの参加を尋ねるクエリであった場合
、クエリ内部にあらかじめ設定された一定時間の間は、テーブルを参照して、各ポートよ
り受信される、マルチキャストグループへの参加を希望するリポートのうち、各マルチキ
ャストグループ毎に最初のリポートだけを該当する前記マルチキャストルータを接続した
ポートへ転送し、その一定時間の経過後は、後続のリポートを廃棄するようにしたので、
サブネットが多数のスイッチングハブで構成され、それぞれのスイッチングハブの多数の
ポートにマルチキャストデータ受信を希望するホスト装置が接続されているネットワーク
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上でも、マルチキャストルータへのリポートの重複送信を避けることが可能である。
【００５３】
　また、請求項１６の発明に係る通信制御装置は、請求項１～１５のいずれか一つの発明
において、前記制御手段は、前記受信パケットがマルチキャストかつマルチキャストグル
ープ管理プロトコルに関するパケットであるという判別結果が得られても、前記受信パケ
ットが少なくとも、マルチキャストグループへの参加を尋ねるクエリ, マルチキャストグ
ループへの参加を希望するリポート, マルチキャストグループからの離脱を希望するリー
ブのいずれの種別にも該当しない場合、前記受信パケットを前記複数のポートすべてに転
送することを特徴とする。
【００５４】
　この請求項１６の発明によれば、受信パケットがマルチキャストかつマルチキャストグ
ループ管理プロトコルに関するパケットであるという判別結果が得られても、その受信パ
ケットが少なくとも、マルチキャストグループへの参加を尋ねるクエリ, マルチキャスト
グループへの参加を希望するリポート, マルチキャストグループからの離脱を希望するリ
ーブのいずれにも該当しない場合、その受信パケットを複数のポートすべてに転送するよ
うにしたので、マルチキャストパケットの種別が未知であった場合にはその判別を転送先
に任せることが可能である。
【００５５】
　また、請求項１７の発明に係る通信制御装置は、請求項１～１５のいずれか一つの発明
において、前記制御手段は、前記受信パケットがマルチキャストかつマルチキャストグル
ープ管理プロトコルに関するパケットであるという判別結果が得られても、前記受信パケ
ットが少なくとも、マルチキャストグループへの参加を尋ねるクエリ, マルチキャストグ
ループへの参加を希望するリポート, マルチキャストグループからの離脱を希望するリー
ブのいずれの種別にも該当しない場合、前記受信パケットを廃棄することを特徴とする。
【００５６】
　この請求項１７の発明によれば、受信パケットがマルチキャストかつマルチキャストグ
ループ管理プロトコルに関するパケットであるという判別結果が得られても、その受信パ
ケットが少なくとも、マルチキャストグループへの参加を尋ねるクエリ, マルチキャスト
グループへの参加を希望するリポート, マルチキャストグループからの離脱を希望するリ
ーブのいずれにも該当しない場合、その受信パケットを廃棄するようにしたので、無知の
種別を持つマルチキャストパケットをネットワーク上から消滅させ、正規のマルチキャス
トパケット送信の効率化を図ることが可能である。
【００５７】
　また、請求項１８の発明に係るマルチキャスト対応ＬＡＮに適用される通信制御方法は
、１または複数のマルチキャストルータと複数のホスト装置と接続される通信制御装置を
用いてパケット通信を行うマルチキャスト対応ＬＡＮに適用される通信制御方法において
、前記複数のマルチキャストルータから送信されたパケットを受信し、当該受信パケット
の内容を判別する第１工程と、前記第１工程により前記受信パケットがマルチキャストか
つマルチキャストグループ管理プロトコルに関するパケットであるという判別結果が得ら
れた場合、前記受信パケットに基づいてマルチキャストパケットの経路を制御するための
、前記ホスト装置とマルチキャストグループとの対応関係を表すテーブルと、該マルチキ
ャストかつマルチキャストグループ管理プロトコルに関するパケットと判定されたパケッ
トの送信元マルチキャストルータのアドレスを管理するアドレス管理テーブルを構築する
第２工程と、前記マルチキャストルータからマルチキャストパケットが受信された場合、
前記第２工程により構築されたテーブルに従って前記マルチキャストルータとホスト装置
間のマルチキャストグループ別にパケット転送する第３工程と、を含んだことを特徴とす
る。
【００５８】
　この請求項１８の発明によれば、受信パケットの内容を判別し、その受信パケットがマ
ルチキャストかつマルチキャストグループ管理プロトコルに関するパケットであるという
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判別結果が得られた場合、その受信パケットに基づいてマルチキャストパケットの経路を
制御するための、ホスト装置とマルチキャストグループとの対応関係を表すテーブルを構
築する工程にしたので、既存のプロトコルおよびネットワーク構成でマルチキャストパケ
ットを所要のホスト装置にのみマルチキャスト転送するための制御条件を内部に保持する
ことが可能である。また、マルチキャストルータからマルチキャストパケットが受信され
た場合、ホスト装置とマルチキャストグループとの対応関係を表すテーブルに従ってマル
チキャストルータとホスト装置間のマルチキャストグループ別にパケット転送する工程を
含めたので、既存のプロトコルおよびネットワーク構成でマルチキャストパケットを所要
のホスト装置にのみマルチキャスト転送することができ、これにより、マルチキャストお
よびユニキャストデータの伝送に対して効率的な伝送を実現することが可能である。
【００６１】
【発明の実施の形態】
以下に添付図面を参照して、通信制御装置およびマルチキャスト対応ＬＡＮに適用される
通信制御方法に係る好適な実施の形態を詳細に説明する。
【００６２】
まず、マルチキャスト対応ＬＡＮについて説明する。図１はこの発明の一実施の形態によ
る通信制御装置を適用したマルチキャスト対応ＬＡＮの一例を示す構成図である。同図に
示したマルチキャスト対応ＬＡＮは、サブネットＳＢ部分を示している。このサブネット
ＳＢは、例えば、マルチキャストルータ１１と１２間に２台の通信制御装置１Ａおよび１
Ｂを直列に接続させ、通信制御装置１Ａの配下にはホスト装置２１，２２，２３および２
４を接続させ、通信制御装置１Ｂの配下にはホスト装置２５および２６を接続させた構成
である。
【００６３】
ここで、マルチキャストルータ１１および１２は各ホスト装置との間で交信されるマルチ
キャスト管理プロトコルであるＩＧＭＰ対応のルータである。ホスト装置２１～２６は、
パーソナルコンピュータやワークステーションなどの装置であり、そのＩＧＭＰに応じて
動作可能な機能を備えている。したがって、マルチキャストルータ１１，１２およびホス
ト装置２１～２６は既存の装置となる。
【００６４】
つづいて、通信制御装置１Ａおよび１Ｂについて詳述する。通信制御装置１Ａおよび１Ｂ
の構成は、機能的にもハードウェア的にも同様のため、以下に通信制御装置１Ａの構成を
代表例として説明する。図２はこの発明の一実施の形態による通信制御装置１Ａを機能的
に示すブロック図である。
【００６５】
通信制御装置１Ａは、例えば図２に示したように、ホスト装置２１～２４，マルチキャス
トルータ１１，通信制御装置１Ｂを接続するポート部２、ポート２から入力したパケット
がマルチキャストパケットであるか、あるいはＩＧＭＰメッセージパケットであるかを判
別し処理するマルチキャストパケット種判別／パケットスイッチング処理部４およびＩＧ
ＭＰッセージを処理するＩＧＭＰ処理部５よりなるマルチキャスト処理部３、通常の通信
制御装置と同様のパケット転送を行うパケットスイッチング処理部６、ポート番号とユニ
キャストアドレスとの対応関係を登録するポート番号―ユニキャストアドレス対応記憶部
７、ポート番号とマルチキャストアドレスとの対応関係を登録するポート番号―マルチキ
ャストアドレス対応記憶部８、および、マルチキャストルータと接続ポートとの対応関係
を登録するマルチキャストルータ接続ポート記憶部９を備えている。
【００６６】
つづいて、図２に機能的に示した通信制御装置１Ａのハードウェア構成について説明する
。図３は上記通信制御装置１Ａのハードウェア的に示すブロック図である。
【００６７】
通信制御装置１Ａは、例えば図３に示したように、ポート部２に相当してその機能を果た
すポート１０１、マルチキャスト処理部３に相当してその機能を果たすマルチキャストパ
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ケット処理部１０２およびリポート制御タイマ１１０、マルチキャストパケット種判別／
パケットスイッチング処理部４に相当してその機能を果たすパケット種判別／フォワーデ
ィング部１０３、ＩＧＭＰ処理部５に相当してその機能を果たすＩＧＭＰリーブメッセー
ジ処理部１０４、パケットスイッチング処理部６に相当してその機能を果たすスイッチン
グハブ部１０５、ポート番号―ユニキャストアドレス対応記憶部７に相当してその機能を
果たすポート番号―ユニキャストアドレス対応記憶テーブル１０６、ポート番号―マルチ
キャストアドレス対応記憶部８に相当してその機能を果たすポート番号―マルチキャスト
アドレス対応メモリ１０７，テーブルエントリタイマ１１１、マルチキャストルータ接続
ポート記憶部９に相当してその機能を果たすマルチキャストルータ接続ポートメモリ１０
８およびピング処理部１１２、および、外部端末インタフェース１０９を備えている。
【００６８】
ポート１０１は、一例として、７つのポート番号に分けられる。図１のサブネットＳＮを
例に挙げると、ポート＃１には、マルチキャストルータ１１が接続され、ポート＃２，＃
３，＃４，＃５には、ホスト装置２１，２２，２３，２４がそれぞれ接続され、ポート＃
７には、通信制御装置１Ｂが接続されている。なお、ポート＃６は空きとなる。
【００６９】
マルチキャストパケット処理部１０２において、パケット種判別／フォワーディング部１
０３は、ユニキャスト・ブロードキャスト／マルチキャストパケット判別部２０１、ユニ
キャスト・ブロードキャスト／マルチキャストパケットスイッチ部２０２、および、ＩＧ
ＭＰメッセージ判別／処理部２０３を備えている。ユニキャスト・ブロードキャスト／マ
ルチキャストパケット判別部２０１は、受信されたパケットがユニキャスト，ブロードキ
ャストパケット，マルチキャストパケットのいずれであるかを判別する。
【００７０】
ユニキャスト・ブロードキャスト／マルチキャストパケットスイッチ部２０２は、ユニキ
ャスト・ブロードキャストの場合、マルチキャストの場合、それぞれに応じてパケット転
送を行う。ＩＧＭＰメッセージ判別／処理部２０３は、マルチキャストパケットの場合に
ＩＧＭＰメッセージの種別（クエリ，リポート，リーブ）を判別してそれぞれの種別に応
じた処理を行う。
【００７１】
ここで、クエリとは、マルチキャストグループへの参加を尋ねるためにマルチキャストル
ータから各ホスト装置へ発信されるメッセージであり、リポートとは、マルチキャストグ
ループへの参加を希望するためにホスト装置からマルチキャストルータへ発信されるメッ
セージである。リーブとは、マルチキャストグループからの離脱を希望するためにホスト
装置からマルチキャストルータへ発信されるメッセージである。
【００７２】
ＩＧＭＰリーブメッセージ処理部１０４は、マルチキャスト物理アドレス生成部２０４よ
り構成される。このマルチキャスト物理アドレス生成部２０４は、リーブのＩＧＭＰメッ
セージすなわちリーブメッセージ部分に含まれるＩＰマルチキャストアドレスをＩＧＭＰ
メッセージ判別／処理部２０３から取り込み、マルチキャストＭＡＣアドレスに変換し、
ポート番号－マルチキャストアドレス対応メモリ１０７の該当するポート番号とマルチキ
ャストＭＡＣアドレスとの対応関連を削除する。リポート制御タイマ１１０は、ＩＧＭＰ
メッセージ判別／処理部２０３に接続され、受信パケットがクエリの場合、そのクエリを
受信した時点でそのクエリ内部に設定されたマックスレスポンスタイム(Max Response Ti
me) 時間を計測する。
【００７３】
スイッチングハブ部１０５およびポート番号－ユニキャストアドレス対応記憶テーブル１
０６は、通常の通信制御装置で動作するスイッチングハブとしての機能を実現する。すな
わち、ユニキャスト・ブロードキャスト／マルチキャストパケット判別部２０１でユニキ
ャストパケットあるいはブロードキャストパケットという判別結果が得られた場合にユニ
キャスト・ブロードキャスト／マルチキャストパケットスイッチ部２０２を介してユニキ
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ャストあるいはブロードキャストのパケットがスイッチングハブ１０５へ送られ、通常の
スイッチング動作が実行される。
【００７４】
ポート番号－マルチキャストアドレス対応メモリ１０７は、ポート１０１の各ポート番号
とマルチキャストアドレス（マルチキャストグループに参加しているホスト装置のＭＡＣ
アドレス）との対応関係を管理するメモリ装置である。このポート番号－マルチキャスト
アドレス対応メモリ１０７は、テーブル読出し／書込み／削除制御部２０５、ポート番号
－マルチキャスト物理アドレス対応記憶テーブル２０６、および、テーブル書込み／削除
制御部２０７を備えている。
【００７５】
ポート番号－マルチキャスト物理アドレス対応記憶テーブル２０６は、ポート１０１の各
ポート番号とマルチキャストアドレス（マルチキャストグループに参加しているホスト装
置のＭＡＣアドレス）との対応関係をテーブルとして登録している。テーブル読出し／書
込み／削除制御部２０５は、マルチキャストパケット処理部１０２の制御に従ってポート
番号－マルチキャスト物理アドレス対応記憶テーブル２０６の対応関係を更新（読出し／
書込み／削除）する。
【００７６】
テーブル書込み／削除制御部２０７は、テーブルエントリタイマ１１１の計測でクエリと
そのリポートの時間間隔が一定時間以上経過した場合にポート番号－マルチキャスト物理
アドレス対応記憶テーブル２０６上の該当する対応関係を削除する。テーブルエントリタ
イマ１１１は、ポート番号－マルチキャスト物理アドレス対応記憶テーブル２０６の対応
関係においてクエリとそのリポートの時間間隔を計測する。
【００７７】
マルチキャストルータ接続ポートメモリ１０８は、ポート１０１の各ポート番号とマルチ
キャストルータアドレスとの対応関係を管理するメモリ装置である。このマルチキャスト
ルータ接続ポートメモリ１０８は、テーブル読出し／書込み／削除制御部２０８、マルチ
キャストルータ接続ポート番号記憶テーブル２０９、および、テーブル書込み／削除制御
部２１０を備えている。
【００７８】
マルチキャストルータ接続ポート番号記憶テーブル２０９は、ポート１０１の各ポート番
号とマルチキャストルータアドレスとの対応関係をテーブルとして登録している。テーブ
ル読出し／書込み／削除制御部２０８は、マルチキャストパケット処理部１０２の制御に
従ってマルチキャストルータ接続ポート番号記憶テーブル２０９の対応関係を更新（読出
し／書込み／削除）する。
【００７９】
テーブル書込み／削除制御部２１０は、ピング処理部１１２の計測でマルチキャストルー
タへのピング応答までの時間間隔が一定時間以上経過した場合にマルチキャストルータポ
ート番号記憶テーブル２０９上の該当する対応関係（マルチキャストルータアドレス）を
削除する。ピング処理部１１２は、マルチキャストルータ接続ポート番号記憶テーブル２
０８の対応関係においてピングの応答時間を計測する。
【００８０】
ここで、外部端末インタフェース１０９は、外部機器を接続して内部とのインタフェース
を司る。ポート番号－マルチキャスト物理アドレス対応記憶テーブル２０６やマルチキャ
ストルータ接続ポート番号記憶テーブル２０９の記憶内容については、外部端末インター
フェース１０９に接続された外部機器によりマニュアルで更新することができる。
【００８１】
つぎに、テーブル内容について説明する。図４はポート番号－マルチキャスト物理アドレ
ス対応記憶テーブル２０６の記憶内容の一例を示す図であり、図５はマルチキャストルー
タ接続ポート番号記憶テーブル２０９の記憶内容の一例を示す図である。図４および図５
の記憶内容は、それぞれ図１に示したサブネットＳＮに従うものである。図４には、ポー
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ト番号とマルチキャストＭＡＣアドレスとの対応関係が示されている。各ポート番号には
、ｍ（ｍは自然数）個までのマルチキャストＭＡＣアドレスを設定することができる。図
４の例では、ポート番号２，３，４，５，７にマルチキャストＭＡＣアドレスが一つ以上
割り当てられている。
【００８２】
ポート番号２には、マルチキャストＭＡＣアドレスとして０１：００：５ｅ：ｘｘ：ｘｘ
：ｘｘおよび０１：００：５ｅ：ｚｚ：ｚｚ：ｚｚの２つが割り当てられている。したが
って、ホスト装置２１は、２つのマルチキャストグループに参加していることになる。ポ
ート番号３には、マルチキャストＭＡＣアドレスとして０１：００：５ｅ：ｙｙ：ｙｙ：
ｙｙが一つ割り当てられている。
【００８３】
したがって、ホスト装置２２は、一つのマルチキャストグループに参加していることにな
る。ポート番号４には、マルチキャストＭＡＣアドレスとして０１．００．５ｅ．ｚｚ．
ｚｚ．ｚｚの一つが割り当てられている。したがって、ホスト装置２３は、一つのマルチ
キャストグループに参加していることになる。
【００８４】
また、ポート番号５には、マルチキャストＭＡＣアドレスとして０１：００：５ｅ：ｗｗ
：ｗｗ：ｗｗおよび０１：００：５ｅ：ｚｚ：ｚｚ：ｚｚの２つが割り当てられている。
したがって、ホスト装置２４は、２つのマルチキャストグループに参加していることにな
る。ポート番号７には、マルチキャストＭＡＣアドレスとして０１：００：５ｅ：ｚｚ：
ｚｚ：ｚｚ、０１：００：５ｅ：ｙｙ：ｙｙ：ｙｙおよび０１：００：５ｅ：ｘｘ：ｘｘ
：ｘｘの３つが割り当てられている。したがって、通信制御装置１Ｂ配下のホスト装置２
５および２６は、３つのマルチキャストグループに参加していることになる。
【００８５】
以上のマルチキャストＭＡＣアドレスにおいて、０１：００：５ｅ：ｘｘ：ｘｘ：ｘｘは
ポート番号２と７に割り当てられており、ホスト装置２１と通信制御装置１Ｂ配下のホス
ト装置とは共通のマルチキャストグループに参加していることになる。また、０１：００
：５ｅ：ｙｙ：ｙｙ：ｙｙはポート番号３と７に割り当てられており、ホスト装置２２と
通信制御装置１Ｂ配下のホスト装置とは共通のマルチキャストグループに参加しているこ
とになる。
【００８６】
また、０１：００：５ｅ：ｚｚ：ｚｚ：ｚｚはポート番号２，４，５および７に割り当て
られており、ホスト装置２１，２３および２４と通信制御装置１Ｂ配下のホスト装置とは
共通のマルチキャストグループに参加していることになる。また、０１：００：５ｅ：ｗ
ｗ：ｗｗ：ｗｗについては、ポート番号５だけに割り当てられており、サブネットＳＮで
は唯一ホスト装置２４があるマルチキャストグループに参加していることになる。なお、
上記「ｘｘ：ｘｘ：ｘｘ」、「ｙｙ：ｙｙ：ｙｙ」、「ｚｚ：ｚｚ：ｚｚ」、「ｗｗ：ｗ
ｗ：ｗｗ」におけるすべてのＸ，Ｙ，Ｚ，Ｗは同じ数を示すとは限らない。
【００８７】
また、図５には、ポート番号とマルチキャストルータ検出有無／マルチキャストルータア
ドレスとの対応関係が示されている。各ポート番号には、ｍ個までのマルチキャストルー
タアドレスを設定することができる。図５の例では、ポート番号１および７にマルチキャ
ストルータアドレスが一つ以上割り当てられている。ポート番号１，７には、それぞれア
ドレスａａａ．ａａ．ａａａ．ａのマルチキャストルータ１１，アドレスｂｂｂ．ｂｂ．
ｂｂｂ．ｂｂｂのマルチキャストルータ１２（通信制御装置１Ｂを介する）が接続されて
いる。
【００８８】
したがって、マルチキャストルータ接続ポート番号記憶テーブル２０９には、図５に示し
たように、ポート番号１に対応させてマルチキャストルータ接続の有無はＹｅｓ、マルチ
キャストルータアドレスはａａａ．ａａ．ａａａ．ａとなり、ポート番号７に対応させて
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マルチキャストルータ接続の有無はＹｅｓ、マルチキャストルータアドレスはｂｂｂ．ｂ
ｂ．ｂｂｂ．ｂｂｂとなる。なお、上記すべてのａ，ｂは同じ数を示すとは限らない。
【００８９】
つぎに、パケットについて説明する。以下の説明では、ネットワークメディアがイーサネ
ットの場合を例に挙げて説明する。図６はイーサネットでのＩＧＭＰパケットを説明する
図、図７はＩＧＭＰメッセージパケットのフォーマットを示す図、図８はＩＰヘッダのフ
ォーマットを示す図、図９はＩＧＭＰバージョン１メッセージのフォーマットを示す図、
図１０はＩＧＭＰバージョン２メッセージのフォーマットを示す図、図１１はイーサネッ
トの場合のＭＡＣヘッダの構成を示す図、および、図１２はピングパケットの構成を示す
図である。
【００９０】
マルチキャストＩＰアドレスと物理層アドレスのマッピングにおいては、図６に示したイ
ーサネットの場合のように、マルチキャストＩＰアドレス（クラスＤのＩＰアドレスとも
言う）と物理アドレスとの対応付けは、クラスＤのＩＰアドレスの下位２３ビットをマル
チキャスト物理アドレス“０１．００．５Ｅ．００．００．００（１６進）”の下位２３
ビットに入れると標準（現在はＲＦＣ１７００）にて規定されている。例えば、マルチキ
ャストＩＰアドレス“２３９．１３３．１３０．３４（１６進）”はＭＡＣアドレス“０
１：００：５Ｅ：８２：２２（１６進）”となる。
【００９１】
ＩＧＭＰメッセージパケットは、図７に示したように、ＭＡＣヘッダ（１４バイト）、Ｉ
Ｐヘッダ（２０バイト、オプションなし）、ＩＧＭＰメッセージ（８バイト）およびＦＣ
Ｓ（フラグチェックシーケンス）より構成される。
【００９２】
ＩＰヘッダは、図８に示したように、バージョン（Ｖｅｒｓｉｏｎ）、ヘッダ長（ＩＨＬ
）、サービスタイプ（Ｔｙｐｅ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）、パケット長（Ｔｏｔａｌ　Ｌ
ｅｎｇｔｈ）、判別子（Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）、フラグ（ｆｌａｇｓ）、フラ
グメントオフセット（Ｆｒａｇｍｅｎｔ　Ｏｆｆｓｅｔ）、生存時間（Ｔｉｍｅ　ｔｏ　
Ｌｉｖｅ）、プロトコル（Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）、ヘッダチェックサム（Ｈｅａｄｅｒ　Ｃ
ｈｅｃｋｓｕｍ）、送信元ＩＰアドレス（Ｓｏｕｒｃｅ　Ａｄｄｒｅｓｓ）、宛先ＩＰア
ドレス（Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ　Ａｄｄｒｅｓｓ）、オプション（Ｏｐｔｉｏｎｓ）、
パディング（Ｐａｄｄｉｎｇ）より構成される。
【００９３】
バージョンは４ビットで構成され、ＩＰヘッダのバージョン番号を表す。ヘッダ長（ＩＨ
Ｌ）は４ビットで構成され、ＩＰヘッダ自体の大きさを表す。サービスタイプは８ビット
で構成され、送信しているＩＰのサービス品質を表す。パケット長は１６ビットで構成さ
れ、ＩＰヘッダとＩＰデータを加えたパケット全体のオクテット長を表す。判別子は１６
ビットで構成され、上位層へデータを渡す際の参考情報として使用される。フラグは３ビ
ットで構成され、パケットの分割に関する制御を指示するものである。フラグメントオフ
セットは１３ビットで構成され、分割されたフラグメントがオリジナルデータのどこに位
置していたかを表す。
【００９４】
生存時間は８ビットで構成され、パケットがネットワークに存在してよい時間を秒単位で
表す。プロトコルは８ビットで構成され、上位層のプロトコルがなんであるかを表す。ヘ
ッダチェックサムは１６ビットで構成され、ＩＰヘッダのチェックサムを表す。
【００９５】
送信元ＩＰアドレスは３２ビットで構成され、送信元のＩＰアドレスを表す。宛先ＩＰア
ドレスは３２ビットで構成され、宛先のＩＰアドレスを表す。オプションは可変長の長さ
をもち、セキュリティラベル、ソースルート、ルートレコード、タイムスタンプなどに使
用される。パディングはオプションをつけた場合にヘッダが３２ビットの整数倍にならな
かったときの穴埋めとして使用される。
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【００９６】
ＩＧＭＰバージョン１メッセージは、図９に示したように、バージョン（Ｖｅｒｓｉｏｎ
）、タイプ（Ｔｙｐｅ）、未使用（Ｕｎｕｓｅｄ）、チェックサム（Ｃｈｅｃｋｓｕｍ）
、および、グループアドレス（Ｇｒｏｕｐ　Ａｄｄｒｅｓｓ）より構成される。バージョ
ンは４ビットで構成され、ＲＦＣ１１１２ではバージン１を表す。タイプは４ビットで構
成され、ＩＧＭＰメッセージのタイプを表す。すなわち、クエリは１、リポートは２とな
る。未使用は８ビットで構成され、０を表す。チェックサムは１６ビットで構成され、Ｉ
ＣＭＰと同じ方法で計算されたチェックサムを表す。グループアドレスは３２ビットで構
成され、クエリのときに０、リポートのときに参加するマルチキャストグループのアドレ
スを表す。
【００９７】
ＩＧＭＰバージョン２メッセージは、図１０に示したように、バージョン（Ｖｅｒｓｉｏ
ｎ）はなく、８ビットのタイプ（Ｔｙｐｅ）、８ビットのマックスレスポンスタイム（Ｍ
ａｘ　Ｒｅｓｐ　Ｔｉｍｅ）、チェックサム（Ｃｈｅｃｋｓｕｍ）、および、グループア
ドレス（Ｇｒｏｕｐ　Ａｄｄｒｅｓｓ）より構成される。バージョン２では、マックスレ
スポンスタイムが挿入される。このマックレスポンスタイムは、各ポートより受信される
リポートのうち、各マルチキャストアドレス毎に最初の一つのリポートだけをマルチキャ
ストルータへ送信するための一定時間を表す。
【００９８】
ＭＡＣヘッダは、図１１に示したように、宛先ＭＡＣアドレスを挿入する始点アドレスフ
ィールド（６バイト）、送信元ＭＡＣアドレスを挿入する終点アドレスフィールド（６バ
イト）、および、プロトコルタイプを挿入するタイプフィールド（２バイト）により構成
される。
【００９９】
ピングパケットは、図１２に示したように、ＭＡＣヘッダ（４バイト）、ＩＰヘッダ（２
０バイト、オプションなし）、ＩＣＭＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｍｅｓｓ
ａｇｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）メッセージ、および、ＦＣＳより構成される。
【０１００】
つぎに、動作について説明する。図１３は通信制御装置の主要な動作を説明するフローチ
ャートである。図３の構成において、ポート１０１でパケットが受信されると（ステップ
Ｓ１）、ユニキャスト・ブロードキャスト／マルチキャストパケット判別部２０１にて、
ユニキャスト／ブロードキャストパケットとマルチキャストパケットとの判別が行われる
（ステップＳ２）。判別方法は、マルチキャストパケットの物理アドレスより行われる。
即ちＭＡＣアドレスは図６に示す通りであり、先頭から８ビットを見てそれが“００００
　０００１”であることを確認するのみで判別でき、これはハードウェア処理により高速
に判別可能である。
【０１０１】
もしマルチキャストパケットでない場合には（ステップＳ２）、通常のＬＡＮスイッチ機
能によりパケット転送が行われる（ステップＳ３）。すなわち、ユニキャスト・ブロード
キャスト／マルチキャストパケットスイッチ部２０２よりスイッチングハブ部１０５にパ
ケットが送られ、ポート番号－ユニキャストアドレス対応記憶テーブル１０６を参照して
通常のユニキャスト／ブロードキャストパケットのフォワーディング処理が行われる。
【０１０２】
一方、マルチキャストパケットであった場合には（ステップＳ２）、そのマルチキャスト
パケットは、マルチキャストデータであるか、ＩＧＭＰメッセージパケットであるかの確
認が行われる（ステップＳ４）。このため、マルチキャストパケットはＩＧＭＰメッセー
ジ判別／処理部２０３へ送られる。ＩＧＭＰメッセージパケットは、図７に示す通りのフ
ォーマットを有しており、図８に示すＩＰヘッダ中のプロトコルフィールドが“２”であ
ることを確認することで判別される。この場合、ハードウェア処理により高速に判別する
ことが可能である。
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【０１０３】
そこで、マルチキャストパケットがＩＧＭＰメッセージパケットでない場合には（ステッ
プＳ４）、ポート番号－マルチキャスト物理アドレス対応記憶テーブル２０６を参照して
受信パケットがマルチキャストグループに参加しているホスト装置や他の通信制御装置を
接続するポートへ転送される（ステップＳ５）。一方、マルチキャストパケットがＩＧＭ
Ｐメッセージパケットであった場合には（ステップＳ４）、以降のステップＳ６、ステッ
プＳ８、ステップＳ１０においてそのＩＧＭＰメッセージの種別が確認される。
【０１０４】
ここで、ＩＧＭＰには、図９中に示すバージョン１と図１０に示すバージョン２とがある
。一般に、ＩＧＭＰバージョン１とＩＧＭＰバージョン２のホスト装置あるいはマルチキ
ャストルータが混在している場合には、ＩＧＭＰバージョン２の機能として定められてい
るように、ＩＧＭＰバージョン２対応のマルチキャストルータはＩＧＭＰバージョン１の
メッセージも理解して処理できるよう規定されている。このため、ＩＧＭＰバージョン１
とＩＧＭＰバージョン２が混在しても問題はない。
【０１０５】
また、ＩＧＭＰには、マルチキャストルータが送信するメッセージであるクエリ、グルー
プスペシフィッククエリ、ホスト装置が送信するリポートがあり、さらにＩＧＭＰバージ
ョン２ではホスト装置が送信するリーブがある。これらのメッセージについては、ＩＧＭ
Ｐメッセージのタイプフィールドを見ることで区別することができる。ＩＧＭＰバージョ
ン１での動作の場合、クエリ、グループスペシフィッククエリの各タイプフィールドは０
００１（２進）、リポートのタイプフィールドは００１０（２進）である。
【０１０６】
ＩＧＭＰバージョン２での動作の場合、クエリ、グループスペシフィッククエリの各タイ
プフィールドは０００１０００１（０ｘ１１）、リポートは０００１０１１０（０ｘ１６
）、リーブは０００１０１１１（０ｘ１７）であり、ＩＧＭＰバージョン１コンパチビリ
ティ用のリポートのタイプフィールドは０００１００１０（０ｘ１２）である。以上によ
れば、ＩＧＭＰバージョン１のリポートのバージョンフィールドとタイプフィールドを合
わせた０００１００１０とは同じである。
【０１０７】
また、クエリとグループスペシフィッククエリとの判別は、クエリにおいて宛先ＩＰアド
レスが２２４．０．０．１即ちＭＡＣアドレスが０１：００：５Ｅ：００：００：０１で
あり、グループスペシフィッククエリは特定マルチキャストグループ宛てに送信されるた
め、それ以外のマルチキャストＭＡＣアドレスを持つことで判別することができる。これ
らのビット列を見ることで、ＩＧＭＰバージョン１、ＩＧＭＰバージョン２のそれぞれの
メッセージを判別することができ、これもハードウェアで高速な処理が可能である。以上
のビット列に当てはまらないメッセージに関しては標準にも規定がある通り処理を行わず
削除する。
【０１０８】
以上の判別方法により、ＩＧＭＰパケットがクエリという判別結果が得られた場合には（
ステップＳ６）、マルチキャストルータ接続ポート番号記憶テーブル２０９へパケットが
受信されたポート番号がマルチキャストルータ接続有りとして登録され、その他のすべて
のポートへ受信パケットが送信される（ステップＳ７）。
【０１０９】
また、ＩＧＭＰパケットがリポートという判別結果が得られた場合には（ステップＳ８）
、そのパケットのマルチキャスト物理アドレスと受信ポートとが関連つけられ、その対応
関係がポート番号－マルチキャスト物理アドレス対応記憶テーブル２０６へ登録される。
そして、受信パケットはマルチキャストルータ接続ポート番号記憶テーブル２０９を参照
してマルチキャストルータ接続ポートへ送信される（ステップＳ９）。
【０１１０】
また、ＩＧＭＰパケットがリーブという判別結果が得られた場合には（ステップＳ１０）
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、そのパケットのマルチキャスト物理アドレスと受信ポートとの関連がポート番号－マル
チキャスト物理アドレス対応記憶テーブル２０６から検索され、該当する対応関係が削除
される。そして、受信パケットはマルチキャストルータ接続ポート番号記憶テーブル２０
９を参照してマルチキャストルータ接続ポートへ送信される（ステップＳ１１）。
【０１１１】
また、ＩＧＭＰパケットがクエリ、リポート、リーブのいずれにも該当しなかった場合に
は（ステップＳ１０）、不明なＩＧＭＰパケットとしてその受信パケットは他のすべての
ポートへ送信される（ステップＳ１２）。
【０１１２】
つづいて、通信制御装置１Ａまたは１Ｂがあるポートでクエリを受信した場合の動作の具
体例について説明する。図１４はクエリ受信時の動作を説明するフローチャートである。
あるポートにクエリのパケットが受信された場合、前述したように他のすべてのポートへ
その受信パケットが送信される。そして、そのクエリパケットに含まれるマックスレスポ
ンスタイムがリポート制御タイマ１１０に設定され、リポート制御タイマ１１０が起動さ
れる（ステップＳ２１）。
【０１１３】
そして、リポート制御タイマ１１０の計測満了、すなわちマックスレスポンスタイムの経
過が確認され（ステップＳ２２）、もし満了（経過）した場合には処理が終了し、満了（
未経過）していなければ、クエリ受信後にリポートを受信したポートの存在が確認される
（ステップＳ２３）。その結果、リポートを受信したポートを確認できなかった場合には
（ステップＳ２３）、処理は再度ステップＳ２２に戻る。一方、あるポートにリポートが
受信された場合には（ステップＳ２３）、クエリ受信後にすでに受信されたリポートのマ
ルチキャストアドレスと同じ宛先のリポートかどうか判断される（ステップＳ２４）。
【０１１４】
その結果、すでに受信されたリポートとは異なる宛先のリポートであるという判断が下さ
れた場合には（ステップＳ２４）、受信パケットのマルチキャスト物理アドレスと受信パ
ケットが受信されたポートとが関連付けられ、その対応関係がポート番号－マルチキャス
ト物理アドレス対応記憶テーブル２０６に登録される。
【０１１５】
そして、マルチキャストルータ接続ポート番号記憶テーブル２０９を参照して受信パケッ
トがマルチキャストルータへ送信される（ステップＳ２６）。その後、処理はステップＳ
２２に戻る。一方、すでに受信されたリポートと同じ宛先のリポートであるという判断が
下された場合には（ステップＳ２４）、そのリポートは重複してマルチキャストルータへ
送信されるため、その動作を防ぐ意味で受信パケットは廃棄される（ステップＳ２５）。
その後、処理はステップＳ２２に戻る。
【０１１６】
以上の説明から、上記実施の形態によれば、ユニキャスト／ブロードキャストパケットと
マルチキャストパケットとが判別され、さらにマルチキャストパケットとＩＧＭＰメッセ
ージパケットとが判別され、その結果がクエリであった場合には、その受信ポート番号と
クエリパケットの送信元アドレスをそのマルチキャストルータのアドレスとしてマルチキ
ャストルータ接続ポート番号記憶テーブル２０９に記憶するとともに、クエリを受信した
ポート以外へのポートへ送信する動作が実現される。
【０１１７】
これにより、クエリをすべてのホスト装置あるいは他のルータに受信させる、あるいは、
図１のようの複数のマルチキャストルータ１１，１２がサブネットＳＮに接続されるよう
な場合、マルチキャストルータ１１，１２同士でクエリを受信し合い、どちらがそのサブ
ネットＳＮでクエリを送信するかを決定できるというＩＧＭＰの動作が実現できる。
【０１１８】
また、例えばサブネットＳＮのように複数台のマルチキャストルータ１１，１２が接続さ
れている場合には、お互いのクエリを聴取して、最も小さいアドレスを持つマルチキャス
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トルータが恒常的にクエリを定期送信するマルチキャストルータになり、他のマルチキャ
ストルータはそのクエリを聴取しており、クエリが受信されなくなったら、そのマルチキ
ャストルータがダウンしたと判断してつぎに小さなＩＰアドレスを持つマルチキャストル
ータがクエリを定期送信するルータとなるという動作も保証することができる。
【０１１９】
また、どのマルチキャストルータ１１，１２も１度はクエリを送信するので、マルチキャ
ストルータ接続ポート番号記憶テーブル２０９にすべてのマルチキャストルータが記憶さ
れるが、各マルチキャストルータ１１，１２がダウンしたかあるいはそのサブネットＳＮ
から取り外されたような場合を把握して、そのようなマルチキャストルータのエントリを
マルチキャストルータ接続ポート番号記憶テーブル２０９から削除することができる。
【０１２０】
このため、クエリ受信時に同時にそのマルチキャストルータのインターフェースアドレス
であるクエリメッセージの送信元アドレス（マルチキャストルータのアドレス）も同時に
記憶するとともに、ピング処理部１１２により、一度クエリを受信したマルチキャストル
ータに対してピングを行い、そのレスポンスが帰ってこない場合には自動的にそのマルチ
キャストルータのアドレスエントリをマルチキャストルータ接続ポート番号記憶テーブル
２０９から削除することができる。
【０１２１】
なお、マルチキャストルータ接続ポート番号記憶テーブル２０９の記憶内容については、
外部端末インターフェース１０９に接続した外部機器によってマニュアルで書き込み／削
除を行うことができる。
【０１２２】
また、リポートをあるポートで受信した場合には、そのパケットの宛先マルチキャストＭ
ＡＣアドレスと受信したポート番号とは、ポート番号－マルチキャスト物理アドレス対応
記憶テーブル２０６へ記憶するとともに、マルチキャストルータ接続ポート番号記憶テー
ブル２０９に記憶されているポートへ転送される。ポート番号－マルチキャスト物理アド
レス対応記憶テーブル２０６の記憶内容を参照することにより、記憶されたマルチキャス
トアドレスを持つデータがスイッチングハブに入力された時、そのマルチキャストデータ
の転送を必要とするポート番号が分かり、必要なポートへのみ転送することが可能になる
。
【０１２３】
また、ＩＧＭＰの機能では、同じマルチキャストグループに対するリポートを受信したホ
スト装置は、自分ではリポートを送信しないという動作を実行し、この場合はそのホスト
装置が接続されているポートに対してマルチキャストパケットを転送するすることがスイ
ッチングハブには記憶できないので、マルチキャストルータ接続ポート番号記憶テーブル
２０９に記憶されているマルチキャストルータ接続ポートへのみ送信してマルチキャスト
ルータへのみリポートメッセージを送信することができる。
【０１２４】
ここで、ポート番号－マルチキャスト物理アドレス対応記憶テーブル２０６の記憶内容に
ついては、外部端末インターフェース１０９に接続された外部機器から書込み／削除する
ことができる。
【０１２５】
また、リーブをスイッチングハブのあるポートで受信した場合、リーブは本来マルチキャ
ストルータのみに受信されればよい。そこで、そのリーブのパケットはマルチキャストル
ータ接続ポート番号記憶テーブル２０９に記憶されたマルチキャストルータ接続ポートへ
のみ送信すればよい。
【０１２６】
また、その受信パケットをＩＧＭＰリーブメッセージ処理部１０４へ送り、その中のリー
ブメッセージ部分に含まれるＩＰマルチキャストアドレスを抽出して、マルチキャスト物
理アドレス生成部２０４にてマルチキャストＭＡＣアドレスに変換すれば、ポート番号－
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マルチキャスト物理アドレス対応記憶テーブル２０６に、該当するポート番号とマルチキ
ャストＭＡＣアドレスの関連付けの記憶が存在した場合に、その対応関係を削除して、そ
のリーブの受信ポートへは、そのマルチキャストアドレスのデータを送信しないようにす
ることができる。
【０１２７】
ＩＰマルチキャストアドレスの抽出およびマルチキャスト物理アドレスへの変換は、図６
，図９および図１０に示したように、ＩＧＭＰパケットフォーマットとアドレススマッピ
ング方法が決まっているために、ハードウェアによって高速な処理が可能である。
【０１２８】
また、つぎの変形例が考えられる。リーブの転送処理を早めるため、リーブを受信した場
合に、マルチキャストルータ接続ポート番号記憶テーブル２０９に記憶されたマルチキャ
ストルータ接続ポートにのみ送信するのではなく、そのテーブル参照処理を省いてリーブ
を受信した以外のすべてのポートへ速やかに送信するようにしてもよい。仮に必要としな
いポートへ送信しても、パケットはデータ量が少なく、しかもリーブのＩＰアドレスはAL
L-ROUTERS-GROUP(224.0.0.2)であるので、必要としないホストに受信されても無視され悪
影響はほとんど無い。
【０１２９】
また、グループスペシフィッククエリを受信した場合、グループスペシフィッククエリは
直前に送信されたリーブのマルチキャストアドレス宛に送信される。このため、ＩＧＭＰ
メッセージ判別／処理部２０３よりグループスペシフィッククエリであることを検出した
後、ポート番号－マルチキャスト物理アドレス対応記憶テーブル２０６にグループスペシ
フィッククエリが送信されたマルチキャストＭＡＣアドレスと関連して記憶されているポ
ートがあれば、そのポートへのみ送信するとともに、受信したポート以外の、マルチキャ
ストルータ接続ポート番号記憶テーブル２０９に記憶されているポートへ転送することが
できる。
【０１３０】
また、つぎの変形例が考えられる。グループスペシフィッククエリの転送処理を早めるた
め、グループスペシフィッククエリを受信した場合には、ポート番号－マルチキャスト物
理アドレス対応記憶テーブル２０６にグループスペシフィッククエリが送信されたマルチ
キャストＭＡＣアドレスと関連して記憶されている該当ポートとマルチキャストルータ接
続ポート番号記憶テーブル２０９に記憶されたポートへのみ送信するのではなく、テーブ
ル参照処理を省いて、グループスペシフィッククエリを受信した以外のすべてのポートへ
速やかに送信してもよい。
【０１３１】
仮に必要としないポートへ送信しても、グループスペシフィッククエリのパケット自体の
データ量は少なく、そのポートに接続するホストがそのマルチキャストアドレス宛のパケ
ットの受信を希望していない場合は無視されるので、必要としないホストに無視されても
悪影響はほとんど無い。
【０１３２】
また、つぎの変形例が考えられる。ＩＧＭＰの動作として、マルチキャストルータが定期
的に送信するクエリを受信したホスト装置は、そのホスト装置がマルチキャストグループ
に参加してマルチキャストデータを受信する場合はリポートを応答として送信するが、例
えばホスト装置がグループを離脱するためのリーブを送信せずにアプリケーションが終了
してしまった場合、あるいは電源を落としてしまった場合には、そのホスト装置が接続す
るポートへマルチキャストデータを転送する必要はない。
【０１３３】
このため、テーブルエントリタイマ１１１を用いて、マルチキャストルータ接続ポートか
らクエリが受信されたら、ポート番号－マルチキャスト物理アドレス対応記憶テーブル２
０６に記憶されている対応関係毎にタイマを設定して、各タイマ満了までにそのポートか
らリポートが受信されなかったら、そのマルチキャスト物理アドレスとポート番号との対
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応関係を削除し、そのポートに対するマルチキャストパケットの転送を中止することがで
きる。
【０１３４】
また、通信制御装置１Ａ，１Ｂ内のＩＧＭＰメッセージ判別／処理部２０３にて、リポー
トとリーブの受信がそれぞれ確認された場合、ＩＧＭＰパケットを外部端末インタフェー
ス１０９に接続された外部装置に送り、その外部装置にてポート番号－マルチキャスト物
理アドレス対応記憶テーブル２０６の内容の更新処理を行うことができる。
【０１３５】
この場合、外部装置にも最低限マルチキャストパケット処理部１０２とリポート制御タイ
マ１１０部分を持たせ、ポート番号－マルチキャスト物理アドレス対応記憶テーブル２０
６の内容が更新されたら外部装置によりポート番号－マルチキャスト物理アドレス対応記
憶テーブル２０６の内容を更新し、その更新内容に従ってデータパケットのフォワーディ
ングを行うことができる。
【０１３６】
これにより、リポートの受信によるポート番号－マルチキャスト物理アドレス対応記憶テ
ーブル２０６への登録、およびリーブメッセージの受信によるポート番号－マルチキャス
ト物理アドレス対応記憶テーブル２０６からの該当ポートとマルチキャストＭＡＣアドレ
ス削除機能の負荷はスイッチングハブの本来の機能であるデータパケットのスイッチング
機能への影響を低減することができる。
【０１３７】
また、ＩＧＭＰメッセージ確認手順の一部省略による高速なパケットフォワーディングを
目的とした変形例が考えられる。クエリを受信してマルチキャストルータ接続ポートとし
て記憶されているポートからは、マルチキャストルータがある特定グループ宛のＩＧＭＰ
メッセージ（ALL-ROUTERS-GROUP 、あるいはALL-SYSTEMS-GROUP 宛て以外）を送信するの
は、あるポートでホスト装置が送信した ALL-ROUTERS-GROUP宛てのリーブメッセージの受
信に応答して送信するグループスペシフィッククエリのみである。このことから、あるポ
ートでリーブが受信されるまでは、マルチキャスト接続ポートで受信されるパケットは特
定グループ宛てのマルチキャストデータか、クエリのみである。
【０１３８】
そこで、あるポートで、ポート番号－マルチキャスト物理アドレス対応記憶テーブル２０
６に存在しているマルチキャストＭＡＣアドレスを持つリーブメッセージが受信されるま
では、マルチキャストルータ接続ポートであると記憶されているポートで受信されたマル
チキャストパケットは、それがＩＧＭＰメッセージであるか否かの判断処理を省略して、
ポート番号－マルチキャスト物理アドレス対応記憶テーブルの内容にチェックのみを行う
。
【０１３９】
そして、受信パケットをそのパケットのマルチキャスト物理アドレスと同じマルチキャス
ト物理アドレス関連付けられたポートへ送信することで、通常のユニキャストデータと同
じようにフォワーディングし、マルチキャストパケットのフォワーディング処理を高速化
することができる。
【０１４０】
また、つぎの変形例が考えられる。通信制御装置１Ａ，１Ｂで、マルチキャストルータ接
続ポート以外のポートで受信されるマルチキャストパケットは、ホストの送信するマルチ
キャストパケット、ＩＧＭＰのリポートあるいはリーブである。従って、スイッチングハ
ブの処理負荷を低減し、データパケットのフォワーディング処理を高速化する目的で、ス
イッチングハブのマルチキャストルータ接続ポート以外のポートで受信されたマルチキャ
ストＭＡＣアドレスを持つパケットは、ＩＧＭＰメッセージであるか否かの処理をせずに
全てマルチキャストルータ接続ポートへ送信してもよい。
【０１４１】
また、つぎの変形例が考えられる。マルチキャストルータ接続ポートで送信されるマルチ
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キャストアドレスを持つパケットは、ＩＧＭＰメッセージパケットやマルチキャストパケ
ットの他、PIM （Protocol Independent Multicast　）、DVMRP （Distance Vector Mult
icast Routing Protocol）などのマルチキャストルーティングプロトコル用のメッセージ
がある。
【０１４２】
例えば、これらメッセージはユニキャストで隣接するルータへ送信されるほか、“ALL-PI
M-ROUTERS GROUP(224.0.0.3)”“DVMRP ROUTERS GROUP(224.0.0.4)”等へマルチキャスト
で送信されることがあるため、複数マルチキャストルータと複数スイッチングハブで構成
されたネットワークでマルチキャストルーティングプロトコルの動作を保証するため、ル
ータ接続ポートで受信されたマルチキャストパケットは他のマルチキャストルータ接続ポ
ート記憶テーブルに記憶されたポートへ必ず送信するようにしてもよい。
【０１４３】
また、リポートを受信したポートでは、そこに接続するホスト装置がどのマルチキャスト
アドレスのデータを望んでいるかが把握できる。ところが、サブネットが多数の通信制御
装置で構成され、それぞれの通信制御装置の多数のポートにマルチキャストデータ受信を
希望するホストが接続している場合には、それらホスト装置全てが送信するリポートの数
が重複して多くなってしまうことになる。
【０１４４】
そこで、マルチキャストルータが送信するクエリメッセージを受信した場合、ＩＧＭＰメ
ッセージ判別／処理部２０３にて、クエリ内部に設定されたマックスレスポンスタイム値
を読み取り、クエリを受信した時点でマックスレスポンスタイム秒に設定したリポート制
御タイマ１１０を起動し、そのタイマ満了までは、各ポートより受信されるリポートのう
ち、各マルチキャストアドレス毎に最初の一つのリポートだけをマルチキャストルータ接
続ポートへ送信し、残りは廃棄する。以上により、マルチキャストルータへのリポートの
重複送信を避けることができる。
【０１４５】
また、つぎの変形例が考えられる。ＩＰヘッダのプロトコルフィールドが“２”であるこ
とにより、ＩＧＭＰメッセージを確認することできたが、ＩＧＭＰメッセージのタイプフ
ィールドが未知の値で、ＩＧＭＰメッセージの種別が特定できない場合には、その判断を
配下のホスト装置やマルチキャストルータに任せるとして、受信ポート以外のすべてのポ
ートへ転送するようにしてもよい。
【０１４６】
また、つぎの変形例が考えられる。未知のＩＧＭＰタイプ値については、通信制御装置１
Ａ，１Ｂ内に受信された段階で廃棄するようにしてもよい。
【０１４７】
以上、この発明を実施の形態により説明したが、この発明の主旨の範囲内で種々の変形が
可能であり、これらをこの発明の範囲から排除するものではない。
【０１４８】
【発明の効果】
　以上説明したように、請求項１の発明によれば、受信パケットがマルチキャストかつマ
ルチキャストグループ管理プロトコルに関するパケットであるという判別結果が得られた
場合、その受信パケットに基づいてホスト装置とマルチキャストグループとの対応関係を
表すテーブルを構築し、そのテーブルに従ってマルチキャストルータとホスト装置間のマ
ルチキャストグループ別のパケット転送を制御するようにしたので、既存のプロトコルお
よびネットワーク構成でマルチキャストパケットを所要のホスト装置にのみマルチキャス
ト転送することができ、これにより、マルチキャストおよびユニキャストデータの伝送に
対して効率的な伝送を実現することが可能な通信制御装置が得られるという効果を奏する
。また、マルチキャストかつマルチキャストグループ管理プロトコルに関するパケットが
クエリであった場合に複数のポートのうちでクエリのパケットを入力したポートをマルチ
キャストルータが接続されたポートとして登録するようにしたので、パケットの内容に応
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じてポートとマルチキャストルータとの対応関係を適宜更新にすることが可能な通信制御
装置が得られるという効果を奏する。さらに、テーブルを参照して複数のポートのうちで
マルチキャストルータが接続されたポートに対して定期的にピングを送信し、そのピング
に対して応答がないポートがあった場合にそのポートとマルチキャストルータとの対応関
係をテーブルから削除するようにしたので、パケットの内容に応じてマルチキャストルー
タとポートとの対応関係の消滅を適宜更新することが可能な通信制御装置が得られるとい
う効果を奏する。
【０１５０】
　また、請求項２の発明によれば、請求項１の発明において、クエリのパケットが受信さ
れた場合に複数のポートのうちで受信パケットを入力したポート以外のすべてのポートへ
転送制御するようにしたので、マルチキャストルータの配下へ確実にクエリを転送するこ
とが可能な通信制御装置が得られるという効果を奏する。
【０１５２】
　また、請求項３の発明によれば、請求項１または２の発明において、マルチキャストか
つマルチキャストグループ管理プロトコルに関するパケットがリポートであった場合に複
数のポートのうちでリポートのパケットを入力したポートをこのポートに接続されるホス
ト装置が任意のマルチキャストグループへ参加するための接続ポートとしてテーブルに登
録するようにしたので、パケットの内容に応じてマルチキャストグループ別にポートとホ
スト装置との対応関係の発生を適宜更新することが可能な通信制御装置が得られるという
効果を奏する。
【０１５３】
　また、請求項４の発明によれば、請求項１～３のいずれか一つの発明において、リポー
トのパケットが受信された場合にテーブルを参照してリポートのパケットをマルチキャス
トルータが接続されているポートへのみ転送制御するようにしたので、マルチキャストル
ータに対してホスト装置のリポートを確実に転送することが可能な通信制御装置が得られ
るという効果を奏する。
【０１５４】
　また、請求項５の発明によれば、請求項１の発明において、マルチキャストかつマルチ
キャストグループ管理プロトコルに関するパケットがリーブであった場合に複数のポート
のうちでリーブのパケットを入力したポートをこのポートに接続されるホスト装置が任意
のマルチキャストグループから離脱するための接続ポートとしてテーブルから削除するよ
うにしたので、パケットの内容に応じてマルチキャストグループ別にポートとホスト装置
との対応関係の消滅を適宜更新することが可能な通信制御装置が得られるという効果を奏
する。
【０１５５】
　また、請求項６の発明によれば、請求項１～５のいずれか一つの発明において、リーブ
のパケットが受信された場合、テーブルを参照してリーブのパケットをマルチキャストル
ータが接続されているポートへのみ転送制御するようにしたので、マルチキャストルータ
に対してホスト装置のリーブを確実に転送することが可能な通信制御装置が得られるとい
う効果を奏する。
【０１５６】
　また、請求項７の発明によれば、請求項１～５のいずれか一つの発明において、リーブ
のパケットが受信された場合、複数のポートのうちでリーブのパケットを入力したポート
以外のすべてのポートへ転送制御するようにしたので、マルチキャストルータが接続され
ているポートを探す処理が不要となり、これにより、リーブ動作時の処理負荷を低減して
リーブの低速処理を高速化することが可能な通信制御装置が得られるという効果を奏する
。
【０１５７】
　また、請求項８の発明によれば、請求項１～７のいずれか一つの発明において、マルチ
キャストグループに参加しているホスト装置がいないことを確認するグループスペシフィ
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ッククエリのパケットが受信された場合、テーブルを参照してマルチキャストグループに
参加しているホスト装置を接続するポートおよびグループスペシフィッククエリのパケッ
トが入力されたポート以外でマルチキャストルータを接続するポートへグループスペシフ
ィッククエリのパケットを転送制御するようにしたので、グループスペシフィッククエリ
をブロードキャストしなくて済み、これにより、効率的にマルチキャストグループに参加
しているホスト装置がいないことを確認することが可能な通信制御装置が得られるという
効果を奏する。
【０１５８】
　また、請求項９の発明によれば、請求項１～８のいずれか一つの発明において、グルー
プスペシフィッククエリのパケットが受信された場合、複数のポートのうちでグループス
ペシフィッククエリのパケットを入力したポート以外のすべてのポートへ転送制御するよ
うにしたので、マルチキャストルータが接続されているポートを探す処理が不要となり、
これにより、グループスペシフィッククエリ動作時の処理負荷を低減してグループスペシ
フィッククエリの転送処理を高速化することが可能な通信制御装置が得られるという効果
を奏する。
【０１５９】
　また、請求項１０の発明によれば、請求項１～９の発明において、クエリのパケットが
受信された後、一定時間内にリポートが応答されないポートがあった場合、そのポートと
ホスト装置との対応関係をテーブルから削除するようにしたので、マルチキャストパケッ
ト転送に関係のなくなった情報を適宜更新することができ、これにより、処理を効率的に
実行させることが可能な通信制御装置が得られるという効果を奏する。
【０１６０】
　また、請求項１１の発明によれば、請求項１～１０のいずれか一つの発明において、外
部装置の制御に従ってテーブルの更新動作を行うようにしたので、通信制御装置自体の負
荷を軽減することが可能な通信制御装置が得られるという効果を奏する。
【０１６１】
　また、請求項１２の発明によれば、請求項１～１１のいずれか一つの発明において、マ
ルチキャストルータに接続されたポートにパケットが受信された場合、その受信パケット
がマルチキャストパケットであれば、テーブルを参照してマルチキャストグループに属す
るホスト装置に対して受信パケットを転送するようにしたので、マルチキャストグループ
管理プロトコルの確認手順が省略され、これにより、マルチキャストパケットのフォワー
ディングを高速化することが可能な通信制御装置が得られるという効果を奏する。
【０１６２】
　また、請求項１３の発明によれば、請求項１～１２のいずれか一つの発明において、テ
ーブルに登録されたマルチキャストグループに属するホスト装置に接続されたポートにパ
ケットが受信された場合、その受信パケットがマルチキャストパケットであれば、テーブ
ルを参照してマルチキャストグループに属するマルチキャストルータに対して受信パケッ
トを転送するようにしたので、マルチキャストグループ管理プロトコルの確認手順が省略
され、これにより、マルチキャストパケットのフォワーディングを高速化することが可能
な通信制御装置が得られるという効果を奏する。
【０１６３】
　また、請求項１４の発明によれば、請求項１～１３のいずれか一つの発明において、ル
ータが接続されたポートでパケットが受信された場合、受信パケットがマルチキャストパ
ケットであれば、テーブルを参照してマルチキャストルータに対して受信パケットを転送
するようにしたので、複数のマルチキャストルータと複数のスイッチングハブで構成され
たネットワークでマルチキャストルーティングプロトコルの動作を保証することが可能な
通信制御装置が得られるという効果を奏する。
【０１６４】
　また、請求項１５の発明によれば、請求項１～１４のいずれか一つの発明において、マ
ルチキャストかつマルチキャストグループ管理プロトコルに関するパケットがマルチキャ
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ストグループへの参加を尋ねるクエリであった場合、クエリ内部にあらかじめ設定された
一定時間の間は、テーブルを参照して、各ポートより受信される、マルチキャストグルー
プへの参加を希望するリポートのうち、各マルチキャストグループ毎に最初のリポートだ
けを該当する記マルチキャストルータを接続したポートへ転送し、その一定時間の経過後
は、後続のリポートを廃棄するようにしたので、サブネットが多数のスイッチングハブで
構成され、それぞれのスイッチングハブの多数のポートにマルチキャストデータ受信を希
望するホスト装置が接続されているネットワーク上でも、マルチキャストルータへのリポ
ートの重複送信を避けることが可能な通信制御装置が得られるという効果を奏する。
【０１６５】
　また、請求項１６の発明によれば、請求項１～１５のいずれか一つの発明において、受
信パケットがマルチキャストかつマルチキャストグループ管理プロトコルに関するパケッ
トであるという判別結果が得られても、その受信パケットが少なくとも、マルチキャスト
グループへの参加を尋ねるクエリ, マルチキャストグループへの参加を希望するリポート
, マルチキャストグループからの離脱を希望するリーブのいずれにも該当しない場合、そ
の受信パケットを複数のポートすべてに転送するようにしたので、マルチキャストパケッ
トの種別が未知であった場合にはその判別を転送先に任せることが可能な通信制御装置が
得られるという効果を奏する。
【０１６６】
　また、請求項１７の発明によれば、請求項１～１５のいずれか一つの発明において、受
信パケットがマルチキャストかつマルチキャストグループ管理プロトコルに関するパケッ
トであるという判別結果が得られても、その受信パケットが少なくとも、マルチキャスト
グループへの参加を尋ねるクエリ, マルチキャストグループへの参加を希望するリポート
, マルチキャストグループからの離脱を希望するリーブのいずれにも該当しない場合、そ
の受信パケットを廃棄するようにしたので、無知の種別を持つマルチキャストパケットを
ネットワーク上から消滅させ、正規のマルチキャストパケット送信の効率化を図ることが
可能な通信制御装置が得られるという効果を奏する。
【０１６７】
　また、請求項１８の発明によれば、受信パケットの内容を判別し、その受信パケットが
マルチキャストかつマルチキャストグループ管理プロトコルに関するパケットであるとい
う判別結果が得られた場合、その受信パケットに基づいてマルチキャストパケットの経路
を制御するための、ホスト装置とマルチキャストグループとの対応関係を表すテーブルを
構築する工程にしたので、既存のプロトコルおよびネットワーク構成でマルチキャストパ
ケットを所要のホスト装置にのみマルチキャスト転送するための制御条件を内部に保持す
ることが可能なマルチキャスト対応ＬＡＮに適用される通信制御方法が得られるという効
果を奏する。また、マルチキャストルータからマルチキャストパケットが受信された場合
、ホスト装置とマルチキャストグループとの対応関係を表すテーブルに従ってマルチキャ
ストルータとホスト装置間のマルチキャストグループ別にパケット転送する工程を含めた
ので、既存のプロトコルおよびネットワーク構成でマルチキャストパケットを所要のホス
ト装置にのみマルチキャスト転送することができ、これにより、マルチキャストおよびユ
ニキャストデータの伝送に対して効率的な伝送を実現することが可能なマルチキャスト対
応ＬＡＮに適用される通信制御方法が得られるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の一実施の形態による通信制御装置を適用したマルチキャスト対応ＬＡ
Ｎの一例を示す構成図である。
【図２】この発明の一実施の形態による通信制御装置を機能的に示すブロック図である。
【図３】この発明の一実施の形態による通信制御装置のハードウェア的に示すブロック図
である。
【図４】ポート番号－マルチキャスト物理アドレス対応記憶テーブルの記憶内容の一例を
示す図である。
【図５】マルチキャストルータ接続ポート番号記憶テーブルの記憶内容の一例を示す図で
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【図６】イーサネットでのＩＧＭＰパケットを説明する図である。
【図７】ＩＧＭＰメッセージパケットのフォーマットを示す図である。
【図８】ＩＰヘッダのフォーマットを示す図である。
【図９】ＩＧＭＰバージョン１メッセージのフォーマットを示す図である。
【図１０】ＩＧＭＰバージョン２メッセージのフォーマットを示す図である。
【図１１】イーサネットの場合のＭＡＣヘッダの構成を示す図である。
【図１２】ピングパケットの構成を示す図である。
【図１３】実施の形態による通信制御装置の主要な動作を説明するフローチャートである
。
【図１４】実施の形態によるクエリ受信時の動作を説明するフローチャートである。
【図１５】従来におけるマルチキャスト対応ＬＡＮを示す構成図である。
【図１６】ホスト装置のマルチキャストグループへの参加手順を説明する図である。
【図１７】ホスト装置のマルチキャストグループからの離脱手順を説明する図である。
【符号の説明】
１Ａ，１Ｂ　通信制御装置
２　ポート部
３　マルチキャスト処理部
４　パケット判別／スイッチング処理部
５　ＩＧＭＰ処理部
８　ポート番号－マルチキャストアドレス対応記憶部
９　マルチキャストルータ接続ポート記憶部
１０１　ポート
１０２　マルチキャストパケット処理部
１０３　パケット種判別／フォワーディング部
１０４　ＩＧＭＰリーブメッセージ処理部
１０７　ポート番号－マルチキャストアドレス対応メモリ
１０８　マルチキャストルータ接続ポートメモリ
１０９　外部端末インタフェース
１１０　リポート制御タイマ
１１１　テーブルエントリタイマ
１１２　ピング処理部



(28) JP 4080599 B2 2008.4.23

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(29) JP 4080599 B2 2008.4.23

【図５】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(30) JP 4080599 B2 2008.4.23

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】



(31) JP 4080599 B2 2008.4.23

【図１７】



(32) JP 4080599 B2 2008.4.23

フロントページの続き

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04L  12/28-46
              H04L  12/56


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

