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マルチホームの関連技術に注目
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写真1

会場でのデモの様子
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＊1 BOF：Birds of a Feather、ワーキンググループ（WG）
に確立する前に、関心のあるテーマごとに集まって議論する非公式な会議のこと。
＊2 RFC 3490：Internationalizing Domain Names in Applications（IDNA）
＊3 UDP:User Datagram Protocol、TCPと同様にインターネットで使われる標準プロトコル
（OSI参照モデルのトランスポート層にあたる）
。データグラム型
（コネクションレス型）
なので転送速度は高い。
＊4 IRTF：Internet Research Task Force、将来の革新的な技術に関して検討するグループ。各グループは、IETFのWorking Group（WG）
に対して、Research Group（RG）
と呼ばれる。
＊5 ホストにIPアドレスとは独立した識別子を与えることで、IPv4とIPv6の違いやノードの移動によるIPアドレスの変更等を吸収し、モビリティやマルチホームを支援するプロトコル。
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