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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータに、
　前記コンピュータと他のコンピュータとにマルチキャストで送信された処理要求につい
て前記他のコンピュータが応答処理を行なうよりも前に、前記他のコンピュータから前記
コンピュータに処理系が切り替えられた場合に、前記処理要求に応じた応答を、前記コン
ピュータから前記処理要求の送信元に送信し、
　前記他のコンピュータから前記コンピュータに処理系が切り替えられずに、前記処理要
求について前記他のコンピュータが応答処理を行なった場合に、前記処理要求を受信した
旨を示す通知を、前記コンピュータから前記処理要求の送信元に送信する、
　ことを実行させることを特徴とする通信制御プログラム。
【請求項２】
　前記処理要求は、前記処理要求を識別する識別情報を含み、
　前記コンピュータに、
　前記処理要求に応じた前記応答及び前記通知のいずれかを送信する場合に、前記識別情
報を併せて前記送信元に送信する、
　ことをさらに実行させることを特徴とする請求項１に記載の通信制御プログラム。
【請求項３】
　前記通知は、前記コンピュータが処理系でない旨を示す情報を含み、
　前記応答は、前記コンピュータが処理系である旨を示す情報を含む、
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　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の通信制御プログラム。
【請求項４】
　コンピュータに、
　前記コンピュータと他のコンピュータとにマルチキャストで送信された処理要求につい
て前記他のコンピュータが応答処理を行なうよりも前に、前記他のコンピュータから前記
コンピュータに処理系が切り替えられた場合に、前記処理要求に応じた応答を、前記コン
ピュータから前記処理要求の送信元に送信し、
　前記他のコンピュータから前記コンピュータに処理系が切り替えられずに、前記処理要
求について前記他のコンピュータが応答処理を行なった場合に、前記処理要求を受信した
旨を示す通知を、前記コンピュータから前記処理要求の送信元に送信する、
　ことを実行させることを特徴とする通信制御方法。
【請求項５】
　他のコンピュータで実行される、処理要求についての応答処理の切替先のコンピュータ
であって、
　前記コンピュータと他のコンピュータとにマルチキャストで送信された処理要求につい
て前記他のコンピュータが応答処理を行なうよりも前に、前記他のコンピュータから前記
コンピュータに処理系が切り替えられた場合に、前記処理要求に応じた応答を、前記コン
ピュータから前記処理要求の送信元に送信する第１の送信制御部と、
　前記他のコンピュータから前記コンピュータに処理系が切り替えられずに、前記処理要
求について前記他のコンピュータが応答処理を行なった場合に、前記処理要求を受信した
旨を示す通知を、前記コンピュータから前記処理要求の送信元に送信する第２の送信制御
部と、
　を含むことを特徴とするコンピュータ。
【請求項６】
　受信した処理要求について応答処理を行なう現用系の第１のコンピュータと、待機系の
第２のコンピュータを含む処理システムであって、
　前記第２のコンピュータが、
　前記第２のコンピュータと前記第１のコンピュータとにマルチキャストで送信された処
理要求について前記第１のコンピュータが応答処理を行なうよりも前に、前記第１のコン
ピュータから前記第２のコンピュータに処理系が切り替えられた場合に、前記処理要求に
応じた応答を、前記第２のコンピュータから前記処理要求の送信元に送信する第１の送信
制御部と、
　前記第１のコンピュータから前記第２のコンピュータに処理系が切り替えられずに、前
記処理要求について前記第１のコンピュータが応答処理を行なった場合に、前記処理要求
を受信した旨を示す通知を、前記第２のコンピュータから前記処理要求の送信元に送信す
る第２の送信制御部と、
　を含むことを特徴とする処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、クライアント装置と複数のサーバ装置とからなるシステムの通信方法、その
通信プログラム、そのシステムに用いられるクライアント装置及びサーバ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　基幹システムにおけるアプリケーション間通信は、高い信頼性が要求されるため再送制
御機能等を有するＴＣＰ（Transmission Control Protocol）が用いられている。また、
装置に障害が発生した場合にも処理が継続できるように現用系の装置と待機系の装置が設
けられている。
【０００３】
　上記のシステムでは、障害発生時に現用装置のＴＣＰコネクション情報（ＩＰアドレス



(3) JP 4851585 B2 2012.1.11

10

20

30

40

50

、ポート番号、シーケンス番号）と転送されるデータを待機装置に引き継ぐ必要があるが
、この引き継ぎが以下の理由から困難であった。
（１）ＩＰアドレス、ポート番号については２台の装置間で共通のＩＰアドレス、ポート
番号を用いることで引き継ぎが可能となるが、シーケンス番号並びに転送データについて
は、通信中に随時流れるパケットの中で変化していくために確実な引き継ぎが困難である
。
（２）ＴＣＰコネクションは、送信者と受信者が１対１のポイントツーポイント接続であ
り、同時に複数の装置間で同一のＴＣＰコネクション情報を用いてコネクションの確立を
行うことはＴＣＰ上で許されない。
（３）上記の問題を解決する方法として、受信者がパケットの送受信の都度、そのシーケ
ンス番号、データも含めて待機装置に情報を送信し、その後受信データの上位アプリケー
ションへの通知・送信データの相手装置への送信を行うことで理論的には可能である。し
かし、この方法はＴＣＰの転送性能が著しく劣化することと、ＴＣＰの実装レイヤがＯＳ
（カーネル）であるため、このような実装を行うことが難しい。
【０００４】
　従って、現状では、現用装置の障害が発生した時点で待機装置に切り換えた後、クライ
アントと待機装置との間で再度ＴＣＰコネクションを確立し、アプリケーション間でのデ
ータの到達の確認を行った後、業務を再開する必要がある。そのため業務の中断時間が長
くなるという問題点があった。
【０００５】
　ＵＤＰ（User Datagram Protocol）のマルチキャスト通信機能を用いることで同一デー
タを同時に複数の装置に送信することは可能であるが、ＵＤＰには送達確認・再送制御等
の信頼性機能が無いため、基幹システムのアプリケーション間通信には使用することがで
きなかった。
【０００６】
　他の方法として、アプリケーション自身が独自にコネクション制御機能を実装し、かつ
複数の通信相手装置とのコネクションを管理することで、障害発生時に待機装置に切り換
えたときの業務の継続性を確保することが考えられる。
【０００７】
　しかしながら、この方法はアプリケーション毎にコネクション制御機能と複数の通信相
手装置とのコネクションを管理する機能を有する必要があり、アプリケーション側の処理
を大幅に変更する必要がある。
【０００８】
　特許文献１には、アプリケーションに、単一の応答パケットで複数のデータパケットに
対する確認応答情報を送信する機能を設けることで、確認応答パケットの送信に使用され
る帯域を削減することが記載されている。
【０００９】
　特許文献１には、マルチキャスト通信においてデータパケットの送達確認を行うことに
ついては記載されていない。
　特許文献２には、マルチキャスト通信において、サーバがパケット毎に代表クライアン
トを指定する代表識別情報を付加してパケットを送信し、代表識別情報を有するパケット
を受信したクライアントのみが応答パケットを送信することで、応答パケット数を減らす
ことが記載されている。
【００１０】
　特許文献２には、マルチキャスト通信において、ＴＣＰと同等な信頼性を確保すること
については記載されていない。
【特許文献１】特開２００４－８００７０号公報
【特許文献２】特開２００４－１２０１３７号公報
【発明の開示】
【００１１】
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　本発明の課題は、障害発生時に待機系の装置に切り換えるときに、クライアント装置と
現用系に切り換えたサーバ装置のアプリケーションプログラム間の通信の継続性を確保す
ることである。
【００１２】
　本発明は、クライアント装置と複数のサーバ装置とかなるシステムの通信方法であって
、シーケンス番号を付加したＵＤＰパケットをマルチキャストで複数のサーバ装置に送信
してクライアント装置と前記複数のサーバ装置との間で同時にコネクションを確立し、コ
ネクションを確立した後、アプリケーションプログラムのデータを含むＵＤＰパケットに
後続のシーケンス番号を付加してマルチキャストで前記複数のサーバ装置に送信し、送信
済のＵＤＰパケットのシーケンス番号を記憶手段に記憶し、送信した前記ＵＤＰパケット
に対するＡＣＫパケットが前記複数のサーバ装置の内の少なくとも１つ以上から返送され
たとき、前記ＡＣＫパケットに付加されているシーケンス番号と、前記記憶手段に記憶さ
れている送信済の前記ＵＤＰパケットのシーケンス番号を比較してＵＤＰパケットの送達
を確認する。
【００１３】
　上記のコネクションの確立とは、最初のシーケンス番号を付加してＵＤＰパケットをマ
ルチキャストされたことに対して複数のサーバ装置の内の１つ以上からＡＣＫパケットが
クライアント装置に返信されたことを言う。
【００１４】
　この発明によれば、ＵＤＰパケットを用いて高速で、かつ信頼性の高いアプリケーショ
ン間通信を実現できる。また、クライアント装置と複数のサーバ装置との間で同時にコネ
クションを確立してデータ送信することができるので、クライアント装置と通信中のサー
バ装置に障害が発生し、他のサーバ装置に切り換えた場合でも、クライアント装置とその
サーバ装置のアプリケーションプログラム間の通信を継続することができる。
【００１５】
　上記の発明の通信方法において、前記複数のサーバ装置がそれぞれ受信済のＵＤＰパケ
ットのシーケンス番号を記憶し、新たに受信したＵＤＰパケットのシーケンス番号と、記
憶してある受信済の前記ＵＤＰパケットのシーケンス番号を比較してパケットの送達を確
認し、前記ＵＤＰパケットの送達を確認したとき、各サーバ装置が受信した前記ＵＤＰパ
ケットのシーケンス番号をＡＣＫ番号として付加した前記ＡＣＫパケットを前記クライア
ント装置に返送する。
【００１６】
　このように構成することで、クライアント装置側で、送信したＵＤＰパケットが各サー
バ装置に送達されたか否かを確認することができる。
　上記の発明の通信方法において、前記複数のサーバ装置は現用系と待機系のサーバ装置
からなり、現用系の前記サーバ装置の障害が検出され、待機系の前記サーバが現用系に切
り換えられたとき、現用系に切り換えられた前記サーバ装置を含む前記複数のサーバ装置
に前記ＵＤＰパケットをマルチキャストして、前記クライアント装置のアプリケーション
プログラムと現用系となった前記サーバ装置のアプリケーションプログラムとの間の通信
を継続させる。
【００１７】
　このように構成することで、現用系のサーバ装置に障害が発生して待機系のサーバ装置
に切り換えたときに、クライアント装置のアプリケーションプログラムと現用系に切り換
えたサーバ装置のアプリケーションプログラムとの間の通信の継続性を確保できる。従っ
て、障害が発生して待機系の装置に切り換えたときにアプリケーションプログラムの処理
が中断するのを回避できる。
【００１８】
　上記の発明の通信方法において、前記ＵＤＰパケットは、データ部にデータパケットか
、ＡＣＫパケットか、ＮＡＣＫパケットかのパケットの種別を示すＦＬＡＧ情報と、連番
で設定されるシーケンス番号と、ＡＣＫ番号とが付加されて送信される。
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【００１９】
　このように構成することで、ＵＤＰパケットを用いてパケットの送達確認を簡単に実現
できる。
　上記の発明の通信方法において、未送達のＵＤＰパケットのシーケンス番号を付加した
ＮＡＣＫパケットを前記クライアント装置に送信して、未送達の前記ＵＤＰパケットの再
送を要求する。
【００２０】
　このように構成することで、ＮＡＣＫパケットに付加されているシーケンス番号により
未送達のパケットを特定できるので、そのパケットを再送することができる。
　上記の発明の通信方法において、前記ＵＤＰパケットのデータ部に、前記ＵＤＰパケッ
トを受信したときに、アプリケーションプログラムからの指示に基づいてネットワークレ
イヤが前記ＡＣＫパケットを返送するアプリケーションモードと、前記ＵＤＰパケットを
受信したとき、前記ネットワークレイヤの判断で前記ＡＣＫパケットを返送するネットワ
ークモードの何れであるかを指定する情報を付加する。
【００２１】
　このように構成することで、アプリケーションプログラムがデータを確認した後、ＡＣ
Ｋを返送する必要がある場合には、アプリケーションプログラムからの指示に基づいてネ
ットレイヤからクライアント装置にＡＣＫパケットを返送することができる。これにより
ネットワーク上を流れるＡＣＫパケットの数を減らすことができる。
【００２２】
　本発明の他の態様は、クライアント装置と複数のサーバ装置とからなるシステムに用い
られるクライアント装置であって、シーケンス番号を付加したＵＤＰパケットを前記複数
のサーバ装置にマルチキャストで送信して前記複数のサーバ装置との間で同時にコネクシ
ョンを確立するコネクション確立手段と、アプリケーションプログラムのデータを含むＵ
ＤＰパケットに後続のシーケンス番号を付加して前記複数のサーバ装置にマルチキャスト
で送信する送信手段と、送信した前記ＵＤＰパケットに対するＡＣＫパケットが前記複数
のサーバ装置の内の少なくとも１つ以上から返送されたとき、前記ＡＣＫパケットに付加
されているシーケンス番号と、前記記憶手段に記憶されている送信済の前記ＵＤＰパケッ
トのシーケンス番号を比較してパケットの送達を確認する確認手段とを備える。
【００２３】
　この発明によれば、ＵＤＰパケットを用いて高速で、かつ信頼性の高いアプリケーショ
ン間の通信を実現できる。また、クライアント装置と複数のサーバ装置との間で同時にコ
ネクションを確立してデータを送信することができるので、クライアント装置と通信中の
サーバ装置に障害が発生し、他のサーバ装置に切り換えた場合でも、クライアント装置と
そのサーバ装置のアプリケーションプログラム間の通信を継続することができる。
【００２４】
　上記の発明のクライアント装置において、前記複数のサーバ装置は現用系と待機系のサ
ーバ装置からなり、前記送信手段は、現用系の前記サーバ装置の障害が検出され、待機系
の前記サーバ装置が現用系に切り換えられたとき、現用系に切り換えられた前記サーバ装
置を含む前記複数のサーバ装置に前記ＵＤＰパケットをマルチキャストして、前記クライ
アント装置の前記アプリケーションプログラムと現用系に切り換えられた前記サーバ装置
のアプリケーションプログラムとの間の通信を継続させる。
【００２５】
　このように構成することで、障害が発生して待機系のサーバ装置を現用系に切り換えた
ときに、クライアント装置のアプリケーションプログラムと現用系に切り換えられたサー
バ装置のアプリケーションプログラム間の通信の継続性を確保できる。
【００２６】
　本発明の他の態様は、クライアント装置と複数のサーバ装置とからなるシステムに用い
られるサーバ装置であって、前記クライアント装置からマルチキャストで送信され、シー
ケンス番号が付加されたＵＤＰパケットを受信したとき、ＡＣＫを返信して前記クライア
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ント装置との間でコネクションを確立するコネクション確立手段と、受信済のＵＤＰパケ
ットのシーケンス番号を記憶する記憶手段と、新たに受信したＵＤＰパケットのシーケン
ス番号と、前記記憶手段に記憶されている受信済の前記ＵＤＰパケットのシーケンス番号
を比較してパケットの送達を確認する確認手段と、前記ＵＤＰパケットの送達を確認した
とき、受信した前記ＵＤＰパケットのシーケンス番号を付加したＡＣＫパケットを前記ク
ライアント装置に送信するＡＣＫ送信手段とを備える。
【００２７】
　この発明によれば、ＵＤＰパケットを用いて高速で、かつ信頼性の高いアプリケーショ
ン間の通信を実現できる。また、クライアント装置と複数のサーバ装置との間で同時にコ
ネクションを確立してデータを送信することができるので、クライアント装置と通信中の
サーバ装置に障害が発生し、他のサーバ装置に切り換えた場合でも、クライアント装置と
そのサーバ装置のアプリケーションプログラム間の通信を継続することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】実施の形態のシステム構成図である。
【図２】実施の形態の通信処理部が実装されるレイヤを示す図である。
【図３】実施の形態のＵＤＰパケットのフォーマットを示す図である。
【図４】動作モードの説明図である。
【図５】サーバ装置の通信処理部の受信処理のフローチャートである。
【図６】シーケンス番号チェック処理のフローチャートである。
【図７】ＡＣＴＩＶＥ装置とＳＴＡＮＤＢＹ装置の制御表を示す図である。
【図８】サーバ装置のＡＣＫ返信処理のフローチャートである。
【図９】クライアント装置の送信処理のフローチャートである。
【図１０】クライアント装置の制御表と受信者リストを示す図である。
【図１１】クライアント装置のＡＣＫ受信処理（１）のフローチャートである。
【図１２】クライアント装置のＡＣＫ受信処理（２）のフローチャートである。
【図１３】クライアント装置の再送処理のフローチャートである。
【図１４】再送タイマの説明図である。
【図１５】タイムアウト時の通信処理部と状態管理部の動作説明図である。
【図１６】クライアントとサーバ装置の通信シーケンス（１）を示す図である
【図１７】クライアントとサーバ装置の通信シーケンス（２）を示す図である。
【図１８】ＡＰＩ関数の説明図である。
【図１９】ＡＰＩ関数を用いた通信シーケンスを示す図である。
【図２０】障害発生時の動作説明図である。
【図２１】アプリケーション・セーフモードの送達確認方法の説明図である。
【図２２】アプリケーション・クイックモードの送達確認方法の説明図である。
【図２３】ネットワーク・セーフモードの送達確認方法の説明図である。
【図２４】ネットワーク・クイックモードの送達確認方法の説明図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。図１は、実施の形態のク
ライアント装置と複数のサーバ装置からなる基幹系のシステムのシステム構成図である。
　このシステムは、クライアント装置（または中継装置）１１と現用系（ＡＣＴＩＶＥ）
のサーバ装置１２と、待機系（ＳＴＡＮＤBＹ）の複数のサーバ装置１３、１４と、状態
管理装置１５とからなる。
【００３０】
　状態管理装置１５は、サーバ装置１２～１４の状態を監視して、現用系のサーバ装置１
２に障害が発生したとき、待機系のサーバ装置１３または１４に切り換える制御等を行う
。また、状態管理装置１５は、クライアント装置１１の状態管理部２１に対して、サーバ
装置の異常を通知する機能も持っている。
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【００３１】
　各サーバ装置１２、１３、１４の状態管理部２２、２３、２４は、状態管理装置１５と
同様の機能を有しており、複数のサーバ装置の中の１台をＡＣＴＩＶＥ装置、他の装置を
ＳＴＡＮＤＢＹ装置として管理し、各装置のハードウェア、ソフトウェアの状態を監視す
る。そして、ＡＣＴＩＶＥ装置の障害を検出すると、ＳＴＡＮＤＢＹ装置に切り換える機
能を有する。
【００３２】
　クライアント装置１１の状態管理部２１は、通信処理部３１がサーバ装置１２～１４と
の通信異常を検出した場合に、状態管理装置１５と連携して、サーバ装置の故障の診断を
行う。診断の結果、特定のサーバ装置が故障と判断した場合には、通信処理部３１で管理
しているサーバの監視対象リストから故障となったサーバ装置をはずすことを行う。
【００３３】
　図１の矢印ａは、各サーバ装置１２～１４の状態管理部２２～２４が互いに他のサーバ
装置のハードウェア及びソフトウェアの状態を監視し、障害の発生を検出する動作を示し
ている。
【００３４】
　クライアント装置１１の通信処理部３１は、ＵＤＰ（User Datagram Protocol）に基づ
いてシーケンス番号として初期値（例えば、「１」）を設定したＵＤＰパケットを複数の
サーバ装置１２～１４にマルチキャストで送信して、複数のサーバ装置１２～１４との間
で同時にコネクションを確立する機能（コネクション確立手段に対応する）を有する。
【００３５】
　通信処理部３１は、アプリケーションプログラムからの送信要求に基づいてデータパケ
ットを現用系及び待機系のサーバ装置１２～１４にマルチキャスト通信で送信する機能（
送信手段に対応する）を有する。
【００３６】
　また、通信処理部３１は、マルチキャスト送信したＵＤＰパケットに対する各サーバ装
置１２～１４の確認応答ＡＣＫ（Acknowledgment）を受信したか否かにより、ＵＤＰパケ
ットの送達の確認する機能（確認手段に対応する）を有する。通信処理部３１は、ＵＤＰ
パケットをマルチキャストで送信するときに、パケットの到着順序を保証するために、連
番のシーケンス番号をデータ部にヘッダとして付加する。
【００３７】
　通信処理部３１は、現用系と待機系の全てのサーバ装置１２～１４から、最初に送信し
たＵＤＰパケット（シーケンス番号として初期値「１」が設定されたパケット）に対する
ＡＣＫパケットを受信したことを確認した後、アプリケーションプログラム（以下、アプ
リケーションと呼ぶ）に対してコネクションの確立を通知する。
【００３８】
　図１の矢印ｂは、例えば、コネクション確立時にクライアント装置１１から複数のサー
バ装置１２～１４にマルチキャスト送信されるＵＤＰパケットの流れを示している。
　クライアント装置１１の通信処理部３１は、各サーバ装置１２～１４からのパケットの
未送達を知らせる否定応答パケットＮＡＣＫ（Negative Acknowledgment）を受信したと
き、未送達のパケットを再送する機能を有する。
【００３９】
　サーバ装置１２～１４の通信処理部３２～３４は、クライアント装置１１から、例えば
、シーケンス番号１のＵＤＰパケットを受信すると、ＡＣＫパケットをクライアント装置
１１にユニキャストで送信し、さらにそのＵＤＰパケットをアプリケーションに渡してコ
ネクションを確立する機能を有する（サーバ装置のコネクション確立手段に対応する）。
アプリケーションは、例えば、パケットのデータ部のシーケンス番号が「１」であること
からコネクション確立用のパケットであることを認識できる。
【００４０】
　また、サーバ装置１２～１４の各通信処理部３２～３４は、受信済のＵＤＰパケットの
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シーケンス番号をメモリ等の記憶手段に記憶する機能と、新たに受信したＵＤＰパケット
のシーケンス番号と、メモリ等に記憶してある受信済のＵＤＰパケットのシーケンス番号
を比較してパケットの抜けがないか否かを確認する機能（確認手段に対応する）を有する
。さらに、受信したＵＤＰパケットのシーケンス番号が、受信済のＵＤＰパケットのシー
ケンス番号と連番になっていない場合には、パケットが未送達と判断し、未送達パケット
のシーケンス番号を付加したＮＡＣＫパケットをユニキャストでクライアント装置１１に
送信してパケットの再送を要求する機能（ＮＡＣＫ送信手段に対応する）を有する。
【００４１】
　図１の矢印ｃは、各サーバ装置１２～１４からクライアント装置１１に送信されるＡＣ
Ｋパケットの流れを示している。
　図２は、実施の形態のクライアント装置１１及びサーバ装置１２～１４のレイヤの構成
を示す図である。アプリケーションレイヤの下位層のネットワークレイヤには、ＴＣＰ、
ＵＤＰのプロトコルが実装されており、実施の形態の通信機能（通信処理部）は、このＵ
ＤＰベースにしたプログラムとして実装される。
【００４２】
　次に、図３は、実施の形態の通信方法で使用されるＵＤＰパケットのフォーマットを示
す図である。
　実施の形態のＵＤＰパケットは、図２に示すように通常のＵＤＰパケットのデータ部に
、ＦＬＡＧ、ＳＥＱ、ＡＣＫ、ＭＯＤＥ、ＳＴＡＴＵＳがヘッダとして付加されている。
【００４３】
　ＦＬＡＧには、そのパケットがデータパケット、ＮＡＣＫ、ＡＣＫの何れであるかを示
すパケット種別が格納される。ＦＬＡＧには、例えば、データパケットのとき「１」が、
ＮＡＣＫパケットのとき「２」が、ＡＣＫパケットのとき「３」が格納される。
【００４４】
　ＳＥＱは、連番のシーケンス番号が格納される。なお、同一のセッションであっても、
動作モードが異なると（例えば、セーフモードとクイックモード）、ＳＥＱには異なるシ
ーケンス番号が設定される。
【００４５】
　ＡＣＫには、ＡＣＫ番号が格納される。ＡＣＫ番号は、ＡＣＫまたはＮＡＣＫパケット
がどのシーケンス番号のパケットに対する応答パケットであるかを示すための情報であり
、対象となるパケットのシーケンス番号が格納される。また、データパケットのＡＣＫ番
号は、パケットの送信元からの受信済みシーケンス番号が格納される。
【００４６】
　ＭＯＤＥには、パケットの送信元がどの動作モードで応答を待っているかを示すモード
情報が格納される。本実施の形態では、動作モードとして、ノーウェイト（no-wait）モ
ード、ネットワーク・クイック（network-quick）モード、ネットワーク・セーフ（netwo
rk-safe）モード、アプリケーション・クイック（application-quick）モード、アプリケ
ーション・セーフ（application-safe）モードの５種類のモードが設けられており、それ
らのモードの内の１つを指定する情報がＭＯＤＥに格納される。ＭＯＤＥには、例えば、
ノーウェイト・モードのとき「１」、ネットワーク・クイックモードのとき「２」、ネッ
トワーク・セーフモードのとき「３」、アプリケーション・クイックモードのとき「４」
、アプリケーション・セーフモードのとき「５」が格納される。
【００４７】
　ＳＴＡＴＵＳには、応答パケットの送信元のサーバ装置のステータスが格納される。例
えば、サーバ装置１２が現用系であれば、サーバ装置１２からの応答パケットにはＳＴＡ
ＴＵＳとして「ＡＣＴＩＶＥ」が格納され、待機系のサーバ装置１３からの応答パケット
には、ＳＴＡＴＵＳとして「ＳＴＡＮＤＢＹ」が格納される。クライアント装置１１側で
は、このＳＴＡＴＵＳを参照することで、送信元のサーバ装置がＡＣＴＩＶＥか、ＳＴＡ
ＮＤＢＹかを知ることができる。パケットの残りのデータ部には、アプリケーションのデ
ータが格納される。
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【００４８】
　図４は、上記の５種類のモードの説明図である。ノーウェイト（no-wait）モードは、
パケットをマルチキャスト送信したときに、応答送信者からのＡＣＫ返信を待たないモー
ドである。
【００４９】
　ネットワーク・セーフ（network-safe）モードは、ネットワークレイヤがＡＣＫの返送
レイヤで、かつ全てのサーバ装置からのＡＣＫ返信を待つモードである。ネットワーク・
クイック（network-quick）モードは、ネットワークレイヤが返送レイヤで、かつ特定の
応答送信者からのＡＣＫ返信のみを待つモードである。
【００５０】
　アプリケーション・セーフ（application-safe）モードは、アプリケーションレイヤが
返送レイヤで、かつ全ての応答送信者からのＡＣＫ返信を待つモードである。アプリケー
ション・クイック（application-quick）モードは、アプリケーションレイヤが返送レイ
ヤで、かつ特定の応答送信者からのＡＣＫ返信のみを待つモードである。
【００５１】
　動作モードをネットワーク・セーフまたはクイックに設定し、返送レイヤをネットワー
クレイヤにした場合には、ＯＳに近いレイヤで素早くＡＣＫを返送することができる。本
実施の形態で、アプリケーションレイヤを返送レイヤにするモードを設けたのは、受信側
のアプリケーションが送信側のアプリケーションからのデータが正常であることを確認し
た後、ＡＣＫを返す場合があるからである。この場合、アプリケーションモードに設定さ
れれば、受信側のアプリケーションからＡＣＫの送信の指示があった段階でＡＣＫが送信
されるので、ネットワーク上を流れるＡＣＫパケットの数を減らすことができる。
【００５２】
　次に、実施の形態のクライアント・サーバシステムにおいて、サーバ装置１２～１４の
受信処理について、図５及び図６のフローチャートを参照して説明する。
　図５は、サーバ装置１２～１４の通信処理部３２～３４における受信処理のフローチャ
ートである。
【００５３】
　この処理の前提としてクライアント装置１１から複数のサーバ装置１２～１４に対して
、シーケンス番号として初期値が設定されたＵＤＰパケットがマルチキャストで送信され
、クライアント装置１１と複数のサーバ装置１２～１４間でコネクションが確立されてい
るものとする。
【００５４】
　各サーバ装置１２～１４の通信処理部３２～３４は、ＯＳ（Operating System）に対し
て受信待ちデータがあるかを確認し（図５，Ｓ１１）、受信待ちデータがあるか否かを判
定する（Ｓ１２）。
【００５５】
　受信待ちデータが存在するときには（Ｓ１２、ＹＥＳ）、ステップＳ１３に進み、ＯＳ
からパケットを受信する。そして、ステップＳ１４のシーケンス番号チェック処理を実行
する。このシーケンス番号チェック処理では、受信したＵＤＰパケットのヘッダに格納さ
れているシーケンス番号と、制御表４１に格納されている受信済パケットのシーケンス番
号が連番になっているかを調べ、パケットの欠落があるか否かを判断する。
【００５６】
　図６は、図５のステップＳ１４のシーケンス番号チェック処理の詳細なフローチャート
である。
　受信パケットのヘッダにあるシーケンス番号Ａと、制御表４１に格納されている受信済
パケットのシーケンス番号Ｂを比較する（図６、Ｓ２１）。
【００５７】
　ここで、制御表４１について簡単に説明する。現用系のサーバ装置（ＡＣＴＩＶＥ装置
）と待機系のサーバ装置（ＳＴＡＮＤＢＹ装置）は、コネクションが確立された段階でそ
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れぞれ図７（Ａ）、（Ｂ）に示すような制御表４１ａ、４１ｂを作成する。
【００５８】
　制御表４１ａ、４１ｂは、マルチキャストＩＰアドレスと、サーバ装置で使用するポー
ト番号と、受信したパケットの動作モード（アプリケーション・セーフモードなど）と、
クイックモード（ネットワーク・クイックモードまたはアプリケーション・クイックモー
ド）時の受信済シーケンス番号と、セーフモード（ネットワーク・セーフモードまたはア
プリケーション・セーフモード）時の受信済シーケンス番号と、自装置がＡＣＴＩＶＥ、
ＳＴＡＮＤＢＹの何れであるかを示す状態情報と、クライアント装置１１のＩＰアドレス
と、クライアント装置１１のポート番号で構成されている。この制御表（テーブル）４１
ａ、４１ｂは、サーバ装置のメモリ等に記憶される。
【００５９】
　本実施の形態においては、クイックモード時のシーケンス番号とセーフモード時のシー
ケンス番号を別々に管理し、同一マルチキャストＩＰアドレス及びポートに対する通信に
対してパケット毎にモードを切り換えられるようになっている。そのため上記の制御表４
１ａ、４１ｂには、クイックモード時のシーケンス番号と、セーフモード時のシーケンス
番号が別々に記憶されている。
【００６０】
　また、シーケンス番号がクライアント単位で一意に設定されているので、同一のマルチ
キャストＩＰアドレスでサーバ装置の同一のポート番号に対してパケットの送信者が複数
存在する場合を考慮して、サーバ装置側の制御表４１ａ、４１ｂには、クライアント装置
１１のＩＰアドレスとクライアント装置１１のポート番号を記憶するようにしている。
【００６１】
　図６に戻り、ステップＳ２２において、パケットのヘッダに格納されているＭＯＤＥが
ｎｏ－ｗａｉｔか否かを判別する。ｎｏ－ｗａｉｔの場合には、ＡＣＫを返信する必要が
無いのでそこで処理を終了する。
【００６２】
　ＭＯＤＥがｎｏ－ｗａｉｔでないときには（Ｓ２２，ＮＯ）、ステップＳ２３に進み、
受信パケットのシーケンス番号Ａが、制御表４１に格納されている該当するモードのシー
ケンス番号Ｂに「１」を加算した値と等しいか否かを判定する。受信パケットのシーケン
ス番号Ａが、制御表４１に格納されているシーケンス番号Ｂに「１」を加算した値と等し
いとき、つまり、シーケンス番号が連続しているときには（Ｓ２３，ＹＥＳ）、パケット
の抜けがないものと判断してそこで処理を終了する。
【００６３】
　受信パケットのシーケンス番号Ａが制御表４１に格納されているシーケンス番号Ｂと連
番でないときには（Ｓ２３、ＮＯ）、次のステップＳ２４に進み、受信パケットのシーケ
ンス番号Ａが制御表４１のシーケンス番号Ｂと等しいか、それより小さいかを判別する。
【００６４】
　受信パケットのシーケンス番号Ａが、制御表４１のシーケンス番号Ｂと等しいか、それ
より小さいときには（Ｓ２４，ＹＥＳ）、ステップＳ２８に進み、受信したパケットを破
棄する。
【００６５】
　ステップＳ２４において、受信パケットのシーケンス番号Ａが、制御表４１のシーケン
ス番号Ｂと一致せず、かつシーケンス番号Ｂより大きいと判定されたときには（Ｓ２４、
ＮＯ）、ステップＳ２５に進み、自装置がＳＴＡＮＤＢＹ装置か否かを判別する。
【００６６】
　自装置がＳＴＡＮＤＢＹ装置ではない場合（Ｓ２５，ＮＯ）、またはＳＴＡＮＤＢＹ装
置で（Ｓ２５、ＹＥＳ）、かつステップＳ２６において、受信パケットに設定されている
動作モードがセーフ（ｓａｆｅ)モードと判定されたときには（Ｓ２６，ＹＥＳ）、ステ
ップＳ２７の処理を実行する。ステップＳ２７では、パケットの欠落があることを知らせ
るＮＡＣＫパケットを作成し、受信パケットの送信元ＩＰアドレス及びポート番号に対し



(11) JP 4851585 B2 2012.1.11

10

20

30

40

50

てそのＮＡＣＫパケットを返信する。ＮＡＣＫパケットには、例えば、欠落しているシー
ケンス番号をＡＣＫ番号として付加する。そして、次のステップＳ２８で、受信したパケ
ットを破棄する。
【００６７】
　自装置がＳＴＡＮＤＢＹ装置で、かつ受信パケットの動作モードがセーフモードでない
ときには（Ｓ２６，ＮＯ）、応答パケットを返信する必要がないのでそこで処理を終了す
る。
【００６８】
　図６のシーケンス番号チェック処理が終了したなら、次に、図５のステップＳ１５の処
理を実行する。
　図５のステップＳ１５は、受信パケットのＭＯＤＥで決まる処理内容を示すものである
。動作モードがネットワーク・セーフモードのときには、ＡＣＴＩＶＥ装置とＳＴＡＮＤ
ＢＹ装置が両方ともＡＣＫまたはＮＡＣＫを返信する。
【００６９】
　動作モードがネットワーク・クイックのときには、ＡＣＴＩＶＥ装置のみがＡＣＫまた
はＮＡＣＫを返信する。ＳＴＡＭＤＢＹ装置は、ＡＣＫを返信する必要が無い。また、ア
プリケーションモードのときには、この時点ではＡＣＫを返信しない。
【００７０】
　次に、受信パケットのシーケンス番号が連続しているときには、新たに受信したパケッ
トのシーケンス番号を制御表４１の該当する動作モードの欄に格納する（Ｓ１６）。
　次に、受信パケットにユーザデータが付加されているか否かを判定する（Ｓ１７）。ユ
ーザデータが付加されている場合には（Ｓ１７，ＹＥＳ）、ステップＳ１８に進み、受信
したデータを受信キュー（待ち行列）に入れ、受信データが存在することをアプリケーシ
ョンに通知する。
【００７１】
　次に、図８は、動作モードがアプリケーション・セーフまたはアプリケーション・クイ
ックモードのときに、上位のアプリケーションからの応答指示に従ってサーバ装置１２～
１４の通信処理部３２～３４が、ＡＣＫまたはＮＡＣＫパケットを返信する場合のフロー
チャートである。
【００７２】
　最初に、上位のアプリケーションの指示内容と制御表４１との整合性をチェックし（図
８、Ｓ３１）、チェック結果が正常か否かを判定する（Ｓ３２）。チェック結果が異常と
判定された場合には（Ｓ３２，ＮＯ）、ステップＳ３３に進み、上位のアプリケーション
にエラーを通知する。この処理は、アプリケーションからの指示が制御表４１に格納され
ている動作モードと整合するか否かを判定することで、アプリケーション側で発生するエ
ラーを検出するためのものである。
【００７３】
　ステップＳ３２において、整合性チェックが正常と判定されたときには（Ｓ３２，ＹＥ
Ｓ）、ステップＳ３４に進み、制御表４１に格納されているクライアントＩＰアドレス、
ポート番号等を取得して送信パケットを作成する。そして、ＯＳに対して作成したパケッ
トのユニキャストでの送信を依頼する（Ｓ３５）。
【００７４】
　次に、クライアント装置１１の通信処理部３１の処理動作について、図９，図１１～図
１３のフローチャートを参照して説明する。
　先ず、マルチキャスト用送信パケットを作成し、制御表４２のシーケンス番号を更新す
る（図９，Ｓ４１）。
【００７５】
　ここで、クライアント装置１１の通信処理部３１により作成される制御表４２について
図１０を参照して説明する。
　制御表４２は、図１０（Ａ）に示すように、マルチキャストＩＰアドレスと、ポート番



(12) JP 4851585 B2 2012.1.11

10

20

30

40

50

号と、パケット再送の初期値（タイマ時間の初期値）、パケットの再送の回数と、パケッ
ト再送の最大値（タイマ時間の最大値）と、前回送信したパケットの動作モードと、クイ
ックモード時の送信済シーケンス番号と、セーフモード時の送信済シーケンス番号と、受
信者リスト４２ａとで構成されている。
【００７６】
　受信者リスト４２ａには、各サーバ装置のＩＰアドレスと、それぞれの装置がＡＣＴＩ
ＶＥ、ＳＴＡＮＤＢＹの何れであるかを示す情報（状態１）と、それぞれの装置が正常に
動作しているか否かを示す情報（状態２）と、クイックモード時に各サーバ装置から受信
した受信済ＡＣＫ番号と、セーフモード時に各サーバ装置から受信した受信済ＡＣＫ番号
が格納されている。
【００７７】
　図１０（Ａ）の制御表４２から、クイックモード時の送信済シーケンス番号が「１００
」で、セーフモード時の送信済シーケンス番号が「２００」であることが分かる。また、
図１０（Ｂ）の受信者リスト４２ｂのクイックモード時の受信済ＡＣＫ番号が１００であ
ることから、シーケンス番号「１００」の送信パケットに対するＡＣＫがＡＣＴＩＶＥ装
置から返信済であることが分かる。また、全受信者（サーバ装置）のセーフモード時の受
信済ＡＣＫ番号が「１９９」であることから、シーケンス番号「２００」のパケットに対
するＡＣＫは、どの受信者からも返信されていないことが分かる。
【００７８】
　クライアント装置１１の通信処理部３１は、送信済シーケンス番号と、受信者リスト４
２ａの受信済ＡＣＫ番号から、ＵＤＰパケットの送達確認を行うことができる。また、パ
ケット再送の初期値、再送回数等に基づいてタイマの再送時間間隔等を決めることができ
る。
【００７９】
　図９に戻り、ステップＳ４２において、受信パケットの動作モードがｎｏ－ｗａｉｔモ
ードか否かを判別する。動作モードがｎｏ－ｗａｉｔモードのときには、サーバ装置１２
～１４からの応答パケットを待つ必要がないので、ステップＳ４３に進み、ＯＳに対して
ＵＤＰパケットのマルチキャスト送信を依頼する。
【００８０】
　他方、動作モードがｎｏ－ｗａｉｔではないときには（Ｓ４２，ＮＯ）、パケットを一
定時間毎に再送信する必要があるので、再送用パケットを作成し、動作モードに応じた送
信キューに入れ、再送タイマを起動させる。その後、上記のステップＳ４３に進み、ＯＳ
に対してＵＤＰパケットのマルチキャスト送信を依頼する。
【００８１】
　次に、クライアント装置１１の通信処理部３１のＡＣＫ受信処理及び再送処理について
、図１１～図１３のフローチャートを参照して説明する。
　図１１は、サーバ装置１２～１４からのＡＣＫを受信するＡＣＫ受信処理（１）のフロ
ーチャートである。
【００８２】
　クライアント装置１１の通信処理部３１は、ＯＳに対して受信待ちデータがあるか否か
を確認し（図１１、Ｓ４１）、その結果により受信待ちのデータがあるか否かを判断する
（Ｓ４２）。
【００８３】
　受信待ちのデータが存在しないときには（Ｓ４２，ＮＯ）、ステップＳ４１に戻り、上
記の処理を繰り返す。
　受信待ちのデータが存在する場合には（Ｓ４２、ＹＥＳ）、ステップＳ４３に進み、Ｏ
Ｓからパケットを受信する。
【００８４】
　次に、受信したパケットのＡＣＫ番号と、制御表４２に格納されている該当するモード
の送信済シーケンス番号や受信リスト４２ａの受信者ＩＰアドレスに対応する受信済ＡＣ
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Ｋ番号と照合する（Ｓ４４）。
【００８５】
　受信したパケットのヘッダ部のＦＬＡＧからＡＣＫパケットか否かを判別する（Ｓ４５
）。ＡＣＫパケットでなければ（Ｓ４５，ＮＯ）、ステップＳ４６に進み、ＮＡＣＫパケ
ットか否かを判別する。ＮＡＣＫパケットであれば（Ｓ４６，ＹＥＳ）、ステップ４７で
、ＮＡＣＫパケットのＡＣＫ番号で指定されるパケットの再送をＯＳに依頼する。その後
、次のステップＳ４８で受信パケット（ＮＡＣＫパケット）を破棄する。また、ステップ
４６で、ＮＡＣＫパケットでないと判定されたときには（Ｓ４６，ＮＯ）、ステップＳ４
８に進み受信パケットを破棄する。
【００８６】
　ステップＳ４５で、受信した応答パケットがＡＣＫパケットであると判定された場合に
は（Ｓ４５，ＹＥＳ）。ステップＳ４９のＡＣＫ受信処理（２）を実行する。
　図１２は、図１１のステップＳ４９のＡＣＫ受信処理（２）の詳細なフローチャートで
ある。
【００８７】
　最初に、ＡＣＫパケットのＭＯＤＥがクイックモードか否かを判別する（図１２，Ｓ５
１）。動作モードとしてクイックモードが指定されているときには（Ｓ５１、ＹＥＳ）、
ステップＳ５２に進み、そのＡＣＫパケットをＡＣＴＩＶＥ装置から受信したか否かを判
別する。ＡＣＴＩＶＥ装置から受信したパケットか否かは、ＡＣＫパケットに付加されて
いるＳＴＡＴＵＳ情報により判断できる。
【００８８】
　ＡＣＴＩＶＥ装置からのＡＣＫパケットを受信した場合には（Ｓ５２，ＹＥＳ）、ステ
ップＳ５３の処理を実行する。ステップＳ５３では、再送タイマを解除し、送信キューか
ら再送パケットを削除し、さらに制御表４２の受信者リストの該当する受信者（ＡＣＴＩ
ＶＥ装置）の受信済ＡＣＫ番号を更新する。ＡＣＫ番号の更新は、その受信者の最新のＡ
ＣＫパケットのＡＣＫ番号を受信者リストに書き込むことで行う。
【００８９】
　他方、クイックモードで、かつＡＣＴＩＶＥ装置以外からのＡＣＫパケットを受信した
場合には（Ｓ５２，ＮＯ）、ステップＳ５４に進み、受信パケットを破棄する。これは、
クイックモードでは、ＡＣＴＩＶＥ装置に対する送達確認のみを行えば良いからである。
【００９０】
　ステップＳ５１において、動作モードがクイックモードではないと判別された場合には
（Ｓ５１，ＮＯ）、つまりセーフモードのときには、ステップＳ５５に進み、全サーバ装
置からＡＣＫパケットを受信したか否かを判別する。
【００９１】
　全サーバ装置からのＡＣＫパケットを受信していない場合には（Ｓ５５，ＮＯ）、ステ
ップＳ５６に進み、制御表４２の受信者リスト４２ａの今回ＡＣＫパケットを受信した受
信者（サーバ装置）の受信済ＡＣＫ番号を更新した後処理を終了する。
【００９２】
　ステップ５５で、全サーバ装置のＡＣＫパケットを受信したと判定された場合には（Ｓ
５５，ＹＥＳ）、ステップＳ５７に進み、再送タイマを解除し、送信キューから再送パケ
ットを削除し、さらに制御表４２の受信者リスト４２ａの該当する受信者の受信済ＡＣＫ
番号を更新する。
【００９３】
　次のステップＳ５８において、ＡＣＫパケットのＭＯＤＥがアプリケーション・セーフ
モードまたはアプリケーション・クイックモードであれば、ＡＣＫパケットのヘッダを削
除し、データを上位のアプリケーションに渡す。
【００９４】
　次に、クライアント装置１１の通信処理部３１における再送処理について、図１３のフ
ローチャートを参照して説明する。
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　最初に、設定したタイマ時間内にＡＣＫパケットを受信したか否かを判別する（図１３
，Ｓ６１）。タイマ時間の初期値としては、例えば、図１０の制御表４２のパケット再送
の初期値（例えば、２００ｍｓ）が設定され、そのタイマ時間内にＡＣＫパケットを受信
したか否かを判断する。
【００９５】
　タイマ時間内にＡＣＫパケットを受信しなかった場合には（Ｓ６１，ＹＥＳ）、ステッ
プＳ６２に進み、タイマ時間が再送のリトライ時間をオーバしたか否かを判別する。リト
ライ時間としては、図１０の制御表４２のパケット再送の最大値がリトライ時間の上限値
として用いられる。
【００９６】
　タイマで計測された時間がリトライ時間をオーバしていないときには（Ｓ６２，ＮＯ）
、ステップＳ６３に進み、ＯＳに対してパケットの再送依頼を行う。そして、次のステッ
プＳ６４で、再送のためのタイマの設定時間を更新する。この実施の形態では、パケット
の再送時間間隔を徐々に長くするようにしているので、再送タイマ値を毎回更新している
。
【００９７】
　ステップＳ６２において、リトライ時間をオーバしたと判定された場合には（Ｓ６２，
ＹＥＳ）、ステップＳ６５に進み、状態管理部２１にパケットの送信先の装置異常を通知
する。さらに、次のステップＳ６６で、上位のアプリケーションにエラー通知を行い、特
定のサーバ装置からＡＣＫパケットが返信されないことを知らせる。
【００９８】
　ステップＳ６１において、タイマの設定時間内にＡＣＫパケットが返送されと判定され
た場合には（Ｓ６１、ＮＯ）、ステップＳ６７に進み、タイマをキャンセルする。これに
より再送が中止される。
【００９９】
　ここで、クライアント装置１１において、サーバ装置１２～１４からのＡＣＫの返送を
監視する処理について、図１４を参照して説明する。
　クライアント装置１１の通信処理部３１は、パケットを送信したとき、タイマの上限値
として、制御表４２のパケット再送の初期値、例えば、２００ｍｓを設定し、その時間内
に応答パケットが返送されるか否かを監視する。
【０１００】
　設定したタイマ時間の２００ｍｓの間に応答パケットが返送されない場合には、タイマ
の上限値として、例えば、初期値の２倍の４００ｍｓを設定する。図１４の例では、パケ
ットの再送時間として、再送回数が増える毎に、制御表４２のパケットの再送の最大値の
範囲内で、タイマの上限値が初期値ａの２倍、４倍、８倍・・・に増加するように定めて
いる。
【０１０１】
　４００ｍｓの間に応答パケットが返送されないときには、制御表４２のパケット再送の
回数の上限値（例えば、３回）以下で、かつパケット再送の最大値（例えば、５００ｍｓ
）以下の時間をタイマの上限値として設定する。
【０１０２】
　設定したタイマの上限値が、制御表４２のパケット再送の最大値（リトライアウト時間
）を過ぎても応答パケットが返送されないときには、通信処理部３１は、パケットの送信
先のサーバ装置に異常が発生したものと判断して状態管理部２１に異常を通知する。
【０１０３】
　図１５は、ＵＤＰに基づいてパケットの再送制御を行うときのクライアント装置１１の
通信処理部３１と状態管理部２１の動作説明図である。
　上位のアプリケーションから再送制御のリトライ時間が設定されると（図１５，（１）
）、通信処理部３１は、監視対象リストを参照してタイマ監視を行う。そして、最大リト
ライ時間を過ぎても応答パケットが返送されないときには、対象となるサーバ装置を特定
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して状態管理部２１に装置の異常を通知する（図１５，（２））。
【０１０４】
　状態管理部２１は、各サーバ装置１２～１４の状態管理部２２～２４に障害の発生を通
知し、障害が発生したと思われるサーバ装置に関する情報を収集して故障か否かの診断を
行う（図１５，（３））。なお、故障の診断は、外部の状態管理装置１５が行い、その結
果を、クライアント装置１１に通知するようにして良い。
【０１０５】
　状態管理部２１は、診断によりサーバ装置の故障と判断した場合には、該当するサーバ
装置を監視対象リストから削除するように通信処理部３１に指示する（図１５，（４））
。
【０１０６】
　上述したクライアント装置１１の通信処理部３１の処理により、特定の初期値がシーケ
ンス番号として設定されているＵＤＰパケットを複数のサーバ装置１２～１４にマルチキ
ャストで送信して、ＡＣＴＩＶＥ装置とＳＴＡＮＤＢＹ装置の双方と同時にコネクション
を確立することができる。また、アプリケーションデータのＵＤＰパケットを複数のサー
バ装置１２～１４にマルチキャストで送信することで、ＡＣＴＩＶＥ装置とＳＴＡＮＤＢ
Ｙ装置の双方に同一のアプリケーションデータを送信し、そのパケットの送達を確認でき
る。
【０１０７】
　次に、実施の形態の通信方法による、クライアント装置１１とサーバ装置１２～１４と
の間の通信動作を、図１６及び図１７を参照して説明する。図１６及び図１７は、縦軸が
時間軸であり、図面の上から下方向に時間が経過することを表している。
【０１０８】
　サーバ装置１２～１４は、それぞれの状態管理部２２～２４間で通信を行い、ＡＣＴＩ
ＶＥ装置とＳＴＡＮＤＢＹ装置を決める。今、サーバ装置１２がＡＣＴＩＶＥ装置、サー
バ装置１３，１４がＳＴＡＮＤＢＹ装置と決められたとする。
【０１０９】
　クライアント装置１１の通信処理部３１は、サーバ装置１２～１４との間で同時にコネ
クションを確立するために、コネクション確立用のＵＤＰパケットにシーケンス番号、動
作モードを指定するＭＯＤＥ等の情報を付加してマルチキャストで各サーバ装置１２～１
４に送信する（図１６の（１））。
【０１１０】
　各サーバ装置１２～１４の通信処理部３２～３４は、クライアント装置１１からシーケ
ンス番号として初期値（例えば、「１」）が設定されているＵＤＰパケットを受信すると
、それに対するＡＣＫパケットをユニキャストでクライアント装置１１に送信する。この
とき、各サーバ装置１２～１４が送信するＡＣＫパケットには、シーケンス番号と、ＡＣ
Ｋ番号と、それぞれの装置がＡＣＴＩＶＥか、ＳＴＡＮＤＢＹかを示すＳＴＡＵＳ情報が
付加されている。
【０１１１】
　クライアント装置１１の通信処理部３１は、最初に送信したＵＤＰパケットに対するＡ
ＣＫパケットを各サーバ装置１２～１４から受信すると、制御表４２の受信者リスト４２
ａに各サーバ装置１２～１４のＩＰアドレスと、ＳＴＡＵＳ情報と、受信済ＡＣＫ番号を
格納する。
【０１１２】
　クライアント装置１１の通信処理部３１は、アプリケーションの処理データを、ＡＣＴ
ＩＶＥ装置（サーバ装置１２）とＳＴＮＤＢＹ装置（サーバ装置１３，１４）にＵＤＰパ
ケットにシーケンス番号を付加してマルチキャストで送信する。また、ＡＣＴＩＶＥ装置
とＳＴＡＮＤＢＹ装置の双方から、その送信パケットに対するＡＣＫを受信したなら、各
サーバ装置のＡＣＫパケットのＡＣＫ番号を制御表４２の受信者リスト４２ａに書き込む
（図１６，（２））。
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【０１１３】
　次に、ＡＣＴＩＶＥ装置で障害が発生した場合の動作について図１７を参照して説明す
る。
　サーバ装置１２～１４の状態管理部２２～２４間の通信により、サーバ装置（ＡＣＴＩ
ＶＥ装置）１２の障害が検出されると、予め決めてある優先順序に従って特定の装置、例
えば、サーバ装置１３がＡＣＴＩＶＥとなり、サーバ装置１４がＳＴＡＮＤＢＹの状態を
維持する。なお、ＡＣＴＩＶＥ装置の切り換えは、サーバ装置１２～１４の状態管理部２
２～２４ではなく、外部の状態管理装置１５が行っても良い。
【０１１４】
　このとき、それまでＳＴＡＮＤＢＹ状態であったサーバ装置１３にも、障害が発生した
サーバ装置１２と同じアプリケーションのデータがマルチキャストで送信されているので
、サーバ装置１３は、クライアント装置１１から送信されてくるアプリケーションのデー
タに対する処理を継続して実行することができる。
【０１１５】
　クライアント装置１１の通信処理部３１は、マルチキャストでパケットを送信している
ため、この時点ではＡＣＴＩＶＥ装置が切り替わったことを分からないが、ＡＣＴＩＶＥ
に切り替わったサーバ装置１３のＡＣＫパケットを受信した時点で、ＡＣＫパケットのＳ
ＴＡＴＵＳ情報からサーバ装置１３がＡＣＴＩＶＥ装置になったことを認識できる（図１
７、（３））。
【０１１６】
　次に、図１８は、実施の形態においてアプリケーションに提供されるＡＰＩ関数を、Ｔ
ＣＰ－ＡＰＩ関数と対応付けた対応表である。
　この実施の形態では、アプリケーションに対して、pc_socket()、pc_setsockopt()、pc
_getsockopt()、pc_bind()、pc_sendmsg()、pc_recvmsg()、pc_poll()、pc_close()等の
ＡＰＩ関数を提供している。
【０１１７】
　pc_socket()は、ＴＣＰのsocket()に対応するものであり、高信頼マルチキャスト用の
ソケットを生成する機能を有する。
　pc_setsockopt()は、ＴＣＰのsetsokopt()に対応するものであり、指定されたソケット
に対するタイムアウト時間の設定、受信先の初期設定及び送達確認方法の設定等の機能を
有する。
【０１１８】
　pc_getsockopt()は、ＴＣＰのgetsockopt()に対応するものであり、指定されたソケッ
トに設定されたタイムアウト時間、受信先インスタンスの状態及び送達確認方法等の情報
を取得する機能を有する。
【０１１９】
　pc_bind()は、ＴＣＰのbind()に対応するものであり、マルチキャスト用ソケットに対
して受信開始を指示する機能を有する。
　pc_sendmsg()は、ＴＣＰのsendmsg()に対応するものであり、受信先インスタンスに対
してデータを送信する機能を有する。
【０１２０】
　pc_recvmsg()は、ＴＣＰのrecvmsg()に対応するものであり、データを受信する機能を
有する。
　pc_poll()は、ＴＣＰのpoll()に対応するものであり、送信、受信またはエラーのイベ
ントが発生するまで待ち、指定したタイムアウト時間が経過するとエラー処理に移行する
機能を有する。
【０１２１】
　pc_close()は、ＴＣＰのclose()に対応するものであり、高信頼マルチキャスト用ソケ
ットを回収する機能を有する。この命令により送信中のデータは破棄される。
　上記のＡＰＩ関数を前提にして、クライアント装置１１と複数台のサーバ装置１２～１



(17) JP 4851585 B2 2012.1.11

10

20

30

40

50

４間で同時にコネクションを確立するとき、データを送信するとき並びにサーバ装置１２
～１４からＡＣＫパケットを送信するときの通信手順を、図１９のシーケンス図を参照し
て説明する。
【０１２２】
　クライアント装置１１のアプリケーションは最初にコネクションを確立するときに、pc
_sendmsg()を発行する。この最初のpc_sendmsg()の発行はＴＣＰのconnect()に相当する
ものであり、アプリケーションからの１回のコネクションの確立要求で、ＡＣＴＩＶＥ、
ＳＴＡＮＤＢＹの全サーバ装置と同時にコネクションを確立することができる。
【０１２３】
　クライアント装置１１の通信処理部３１は、上位のアプリケーションからpc_sendmsg()
を受け取ると、ＵＤＰパケットにシーケンス番号、ＭＯＤＥ、ＳＴＡＴＵＳ等を付加した
ＵＤＰパケットをマルチキャストで複数のサーバ装置１２～１４に送信する。
【０１２４】
　各サーバ装置１２～１４の通信処理部３２～３４は、受信したＵＤＰパケットのマルチ
キャストＩＰアドレス、シーケンス番号等をそれぞれの制御表４２に格納し、ＡＣＫをユ
ニキャストでクライアント装置１１に返送する。このとき、上位のアプリケーションは、
pc_poll()、pc_recmsg()を発行してＵＤＰパケットを受け取る。これらのＡＰＩ関数は、
ＴＣＰのaccept()等に相当する。
【０１２５】
　クライアント装置１１の通信処理部３１は、最初に送信したＵＤＰパケット（シーケン
ス番号が初期値「１」のパケット）に対するＡＣＫを受信したとき、コネクションを確立
する。上位のアプリケーションは、pc_recvmsg()を発行してＵＤＰパケットのデータを受
け取る。
【０１２６】
　次に、アプリケーションは、pc_sendmsg()を発行してアプリケーションのデータの送信
を通信処理部３１に指示する。通信処理部３１は、アプリケーションのデータをＵＤＰパ
ケットでマルチキャストにより複数のサーバ装置１２～１４に同時に送信する。
【０１２７】
　各サーバ装置１２～１４の通信処理部３２～３４は、マルチキャストされたデータパケ
ットを受信する。各サーバ装置１２～１４のアプリケーションは、pc_recvmsg()を発行し
てデータパケットを受け取る。さらに、アプリケーションは、pc_sendmsg()を発行してＡ
ＣＫの返送を指示する。各通信処理部３２～３４は、ＡＣＫパケットをクライアント装置
１１に送信する。
【０１２８】
　上記の動作が繰り返されて、クライアント装置１１のアプリケーションのデータがＡＣ
ＴＩＶＥのサーバ装置１２とＳＴＡＮＤＢＹのサーバ装置１３～１４に同時に送信される
。また、各サーバ装置１２～１４は、シーケンス番号によりパケットの未達を検出すると
、ＮＡＣＫパケットに欠落しているシーケンス番号をＡＣＫ番号として付加してパケット
の再送を要求する。クライアント装置１１は、ＮＡＣＫパケットを受信すると、そのＮＡ
ＣＫパケットに付加されているＡＣＫ番号で指定されるパケットを再送する。これにより
、ＡＣＴＩＶＥ、ＳＴＡＮＤＢＹの双方のサーバ装置のアプリケーションデータの同一性
を保証することができる。
【０１２９】
　次に、図２０は、障害発生時の動作説明図である。クライアント装置１１は、ＡＣＴＩ
ＶＥなサーバ装置１２とＳＴＡＮＤＢＹのサーバ装置１３との間で同時にコネクションを
確立した後、各サーバ装置１２、１３にアプリケーションデータをＵＤＰパケットを用い
てマルチキャストで送信する。
【０１３０】
　クライアント装置１１の通信処理部３１は、ＡＣＴＩＶＥのサーバ装置１２からのＡＣ
Ｋが一定時間以上返送されないことを検出すると、状態管理装置１５にサーバ装置１２の



(18) JP 4851585 B2 2012.1.11

10

20

30

40

50

状態を問い合わせる（図２０、（１））。
【０１３１】
　状態管理装置１５は、サーバ装置１２の状態を確認し、障害を検出すると（図２０、（
２））、ＡＣＴＩＶＥ装置１２を切り離し、サーバ装置１３にＡＣＴＩＶＥに移行するよ
うに指示する（図２０、（３））。このとき、クライアント装置１１に、サーバ装置１２
を切り離し、サーバ装置１３をＡＣＴＩＶＥに切り換えたことを通知する（図２０、（４
））。
【０１３２】
　ＡＣＴＩＶＥに移行したサーバ装置１３は、それまでＡＣＴＩＶＥであったサーバ装置
１２に送信されていたアプリケーションデータを全て受信しているので、サーバ装置１２
が受信していたデータとの同一性が確保されている。従って、ＳＴＡＮＤＢＹからＡＣＴ
ＩＶＥへの切り換えが行われた直後から、クライアント装置１１のアプリケーションとの
間の通信を継続し、処理を続けることができる。
【０１３３】
　従って、現用系の装置に障害が発生してもアプリケーションの処理を中断することなく
待機系の装置に切り換えることができる。
　次に、各動作モードにおけるパケットの送達確認方法について図２１～図２４を参照し
て説明する。
【０１３４】
　図２１は、アプリケーション・セーフモードにおける送達確認方法の説明図である。ア
プリケーション・セーフモードは、全てのサーバ装置が、アプリケーションレイヤからＡ
ＣＫの返信を行うモードである。図２１～図２４において、実線の矢印はマルチキャスト
でのパケットの送信を示し、破線の矢印はユニキャストでのパケットの送信を示している
。
【０１３５】
　クライアント装置１１の通信処理部３１は、ＵＤＰパケットをマルチキャストにより全
サーバ装置１２～１４に送信する。
　各サーバ装置１２～１４の通信処理部３２～３４は、受信したパケットのシーケンス番
号と、制御表４１に格納されている受信済パケットのシーケンス番号を比較して、パケッ
トの抜けがあるか否かをチェックする。パケットの抜けがないと判断したときには、その
パケットのデータをアプリケーションに渡す。アプリケーションは、そのデータが正常か
否かを確認し、データの処理が完了した後、ＡＣＫの返信を通信処理部３２～３４に指示
する。各サーバ装置１２～１４の通信処理部３２～３４は、それぞれユニキャストでＡＣ
Ｋをクライアント装置１１に送信する。
【０１３６】
　次に、図２２は、アプリケーション・クイックモードにおける送達確認方法の説明図で
ある。アプリケーション・クイックモードは、ＡＣＴＩＶＥ装置のみがアプリケーション
レイヤからＡＣＫを返信するモードである。
【０１３７】
　クライアント装置１１の通信処理部３１は、ＵＤＰパケットをマルチキャストにより全
サーバ装置１２～１４に送信する。
　ＡＣＴＩＶＥなサーバ装置１２の通信処理部３２は、受信したパケットのシーケンス番
号と、制御表４１に格納されている受信済パケットのシーケンス番号を比較して、パケッ
トの抜けがあるか否かをチェックする。パケットの抜けがないと判断したときには、その
パケットのデータをアプリケーションに渡す。アプリケーションは、データが正常か否か
を確認した後、ＡＣＫの返信を通信処理部３２に指示する。通信処理部３２は、ユニキャ
ストでＡＣＫをクラインと装置１１に送信する。サーバ装置１３及び１４は、ＡＣＴＩＶ
ＥではないのでＡＣＫは返信しない。
【０１３８】
　クライアント装置１１は、ＡＣＴＩＶＥ装置１２からのＡＣＫをアプリケーションに渡
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した後、他の処理を実行する。
　次に、図２３は、ネットワーク・セーフモードにおける送達確認方法の説明図である。
ネットワーク・セーフモードは、全てのサーバ装置がネットワークレイヤからＡＣＫを返
信するモードである。
【０１３９】
　クライアント装置１１の通信処理部３１は、ＵＤＰパケットをマルチキャストにより全
サーバ装置１２～１４に送信する。
　各サーバ装置１２～１４の通信処理部３２～３４は、受信したパケットのシーケンス番
号と、制御表４１に格納されている受信済パケットのシーケンス番号を比較して、パケッ
トの抜けがあるか否かをチェックする。パケットの抜けがないと判断したときには、各通
信処理部３２～３４がＡＣＫをクライアント装置１１にユニキャストで送信する。また、
パケットの抜けがあると判断したときには、欠落しているシーケンス番号のパケットの再
送を要求するＮＡＣＫをクライアント装置１１に送信する。
【０１４０】
　クライアント装置１１は、全サーバ１２～１４からのＡＣＫ返信を待ち、一定時間以内
にＡＣＫが返信されないときにはパケットを再送信する。全サーバ１２～１４のＡＣＫを
受信したなら、次の処理を実行する。
【０１４１】
　次に、図２４は、ネットワーク・クイックモードにおける送達確認方法の説明図である
。ネットワーク・クイックモードは、ＡＣＴＩＶＥなサーバ装置１２のみがネットワーク
レイヤからＡＣＫを返信するモードである。
【０１４２】
　クライアント装置１１の通信処理部３１は、ＵＤＰパケットをマルチキャストにより全
サーバ装置１２～１４に送信する。
　ＡＣＴＩＶＥなサーバ装置１２の通信処理部３２は、受信したパケットのシーケンス番
号と、制御表４１に格納されている受信済パケットのシーケンス番号を比較して、パケッ
トの抜けがあるか否かをチェックする。パケットの抜けがないと判断したときには、その
パケットのデータをアプリケーションに渡し、通信処理部３２がＡＣＫをクライアント装
置１１に返信する。
【０１４３】
　クライアント装置１１の通信処理部３１は、ＡＴＩＶＥなサーバ装置１２からのＡＣＫ
を受信したなら、次の処理を実行する。
　上述した実施の形態のクライアント装置１１と複数のサーバ装置１２～１４とからなる
システムの通信方法によれば、以下のような効果が得られる。
（ａ）クライアント装置１１からＡＣＴＩＶＥなサーバ装置１２とＳＴＡＮＤＢＹのサー
バ装置１３～１４に、シーケンス番号として初期値（例えば、「１」）を設定したＵＤＰ
パケットをマルチキャストすることで、クライアント装置１１と複数のサーバ装置１２～
１４との間で同時にコネクションを確立することができる。
（ｂ）コネクションを確立した後、クライアント装置１１のアプリケーションのデータを
ＵＤＰパケットを用いて複数のサーバ装置１２～１４に同時に送信し、複数のサーバ装置
からＡＣＫパケットが返送されたか否かを確認することで、ＡＣＴＩＶＥ装置とＳＴＡＮ
ＤＢＹ装置の双方に対してパケットの送達を確認できる。
（ｃ）さらに、サーバ装置がパケットの抜けを検出した場合には、欠落したパケットを特
定する情報、例えば、欠落したシーケンス番号を付加したＮＡＣＫパケットをクライアン
ト装置１１に返信し、クライアント装置１１がそのシーケンス番号で指定されるＵＤＰパ
ケットを再送信することで、全てのサーバ装置１２～１４の受信データの同一性を保証す
ることができる。
【０１４４】
　実施の形態の通信方法は、ＵＤＰをベースにしてネットワークレイヤに実装するプログ
ラム（通信処理部）により通信を行っているので、パケットの送受信を高速化し、かつＴ
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ＣＰと同等の信頼性を確保できる。また、ＡＣＴＩＶＥなサーバ装置１２とＳＴＡＮＤＢ
Ｙのサーバ装置１３，１４の双方のアプリケーションデータの同一性を保証できるので、
ＡＣＴＩＶＥなサーバ装置に障害が発生し、ＳＴＡＮＤＢＹのサーバ装置１３または１４
に切り換えた場合でも、クライアント装置１１のアプリケーションとサーバ装置のアプリ
ケーション間の通信の継続性を確保できる。
【０１４５】
　従って、速い処理速度と高い信頼性が要求され、かつ障害発生時の業務処理の中断時間
を短くする必要のある基幹システムに好適である。
（ｅ）上述した通信方法を実現するプログラム（通信処理部３１～３４など）をネットワ
ークレイヤに実装しているので、個々のアプリケーションのプログラムを大幅に変更せず
に信頼性の高いデータ通信を実現できる。
【０１４６】
　本発明は上述した実施の形態に限らず、例えば、以下のように構成しても良い。
（ａ）ＵＤＰパケットのフォーマットは、図３に示した構成に限らない。例えば、動作モ
ードが１種類で良い場合には、ＵＤＰパケットにＭＯＤＥ情報を付加する必要が無い。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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