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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１サーバ及び第２サーバと、前記第１サーバ及び前記第２サーバと接続する記憶装置
とを有する通信システムにおいて、
　前記第１サーバは、第１処理部、第２処理部、第１管理部、第２管理部、設定部、レプ
リカ生成部、登録部を有し、
　前記第２サーバは、取得部、処理部を有し、
　前記第１サーバにおいて、
　　前記第１処理部が、受信したＨＴＴＰに係る信号に対応する処理を行い、
　　前記第２処理部が、受信したＳＩＰに係る信号に対応する処理を行い、
　　前記第１管理部が、ＨＴＴＰに係る処理を管理し、
　　前記第２管理部が、ＳＩＰに係る処理を管理し、
　　前記設定部が、ＳＩＰに係る処理の情報をレプリケーション可能なオブジェクトに変
換して、ＨＴＴＰに係る処理の情報として設定し、
　　前記レプリカ生成部が、前記ＨＴＴＰに係る処理の情報のレプリカを生成し、その生
成したレプリカを前記第２サーバとの間で同期し、
　　前記登録部が、前記レプリカ生成部により生成された前記レプリカの第１識別情報と
、当該ＨＴＴＰに係る処理の情報に設定したＳＩＰに係る処理を一意に特定する第２識別
情報とを対応付けて前記記憶装置に格納し、
　前記記憶装置は、前記レプリカの第１識別情報と、前記ＳＩＰに係る処理の第２識別情
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報とを対応付けて記憶するものであり、
　前記第２サーバにおいて、
　前記取得部は、
　　ＳＩＰに係る信号を受信したときに、
　　前記記憶装置から、前記ＳＩＰに係る信号に含まれる前記第２識別情報に対応する前
記レプリカの前記第１識別情報を取得し、
　　取得した前記レプリカの前記第１識別情報に対応する前記ＨＴＴＰに係る処理の情報
を取得し、
　　取得した前記ＨＴＴＰに係る処理の情報として設定されたオブジェクトを変換して、
ＳＩＰに係る処理の情報の復元を行い、
　前記処理部は、前記取得部により復元された前記ＳＩＰに係る処理の情報を用いてＳＩ
Ｐに係る処理を行う
　ことを特徴とする通信システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の通信システムは、さらに中継装置を有し、
　前記中継装置は、プロトコル処理部と、負荷分散処理部、障害処理部とを有し、
　　前記プロトコル処理部は、前記ＨＴＴＰに係る信号と前記ＳＩＰに係る信号を処理し
、
　　前記負荷分散処理部は、前記ＳＩＰに係る信号を受信して、前記第１サーバと前記第
２サーバとの間の負荷を分散させるように、前記ＳＩＰに係る信号を前記第１サーバに送
信し、
　　前記障害処理部は、前記第１サーバに障害が生じたときに、前記ＳＩＰに係る信号を
受信すると、前記ＳＩＰに係る信号を前記第２サーバに送信すること
　を特徴とする通信システム。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の通信システムにおいて、
　前記ＳＩＰに係る処理は、ＳＩＰセッション、またはＳＩＰトランザクションであるこ
とを特徴とする通信システム。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の通信システムにおいて、
　前記レプリカは、前記ＳＩＰに係る処理をレプリケーション可能となるように変換され
たオブジェクトを、前記ＨＴＴＰに係る処理の属性情報に設定されたものであることを特
徴とする通信システム。
【請求項５】
　第１サーバ及び第２サーバと、前記第１サーバ及び前記第２サーバに接続する記憶装置
とを有する通信システムの通信方法において、
　前記第１サーバは、第１処理部、第２処理部、第１管理部、第２管理部、設定部、レプ
リカ生成部、登録部を有し、
　前記第２サーバは、取得部、処理部を有し、
　前記第１サーバにおいて、
　　前記第１処理部が、受信したＨＴＴＰに係る信号に対応する処理を行い、
　　前記第２処理部が、受信したＳＩＰに係る信号に対応する処理を行い、
　　前記第１管理部が、ＨＴＴＰに係る処理を管理し、
　　前記第２管理部が、ＳＩＰに係る処理を管理し、
　　前記設定部が、ＳＩＰに係る処理の情報をレプリケーション可能なオブジェクトに変
換して、ＨＴＴＰに係る処理の情報として設定し、
　　前記レプリカ生成部が、前記ＨＴＴＰに係る処理の情報のレプリカを生成し、その生
成したレプリカを前記第２サーバとの間で同期し、
　　前記登録部が、前記レプリカ生成部により生成された前記レプリカの第１識別情報と
、当該ＨＴＴＰに係る処理の情報に設定したＳＩＰに係る処理を一意に特定する第２識別
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情報とを対応付けて前記記憶装置に格納し、
　前記記憶装置は、前記レプリカの第１識別情報と、前記ＳＩＰに係る処理の第２識別情
報とを対応付けて記憶し、
　前記第２サーバにおいて、
　前記取得部は、
　　ＳＩＰに係る信号を受信したときに、
　　前記記憶装置から、前記ＳＩＰに係る信号に含まれる前記第２識別情報に対応する前
記レプリカの前記第１識別情報を取得し、
　　取得した前記レプリカの前記第１識別情報に対応する前記ＨＴＴＰに係る処理の情報
を取得し、
　　取得した前記ＨＴＴＰに係る処理の情報として設定されたオブジェクトを変換して、
ＳＩＰに係る処理の情報の復元を行い、
　前記処理部は、前記取得部により復元された前記ＳＩＰに係る処理の情報を用いてＳＩ
Ｐに係る処理を行う
　ことを特徴とする通信方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の通信方法において、前記通信システムはさらに中継装置を有し、
　前記中継装置は、プロトコル処理部と、負荷分散処理部、障害処理部とを有し、
　　前記プロトコル処理部は、前記ＨＴＴＰに係る信号と前記ＳＩＰに係る信号を処理し
、
　　前記負荷分散処理部は、前記ＳＩＰに係る信号を受信して、前記第１サーバと前記第
２サーバとの間の負荷を分散させるように、前記ＳＩＰに係る信号を前記第１サーバに送
信し、
　　前記障害処理部は、前記第１サーバに障害が生じたときに、前記ＳＩＰに係る信号を
受信すると、前記ＳＩＰに係る信号を前記第２サーバに送信すること
　を特徴とする通信方法。
【請求項７】
　請求項５又は６に記載の通信方法において、
　前記ＳＩＰに係る処理は、ＳＩＰセッション、またはＳＩＰトランザクションであるこ
とを特徴とする通信方法。
【請求項８】
　請求項５～７のいずれかに記載の通信方法において、
　前記レプリカは、前記ＳＩＰに係る処理をレプリケーション可能となるように変換され
たオブジェクトを、前記ＨＴＴＰに係る処理の属性情報に設定されたものであることを特
徴とする通信方法。
【請求項９】
　他の通信装置との間で、ＳＩＰに係る処理の情報をレプリケーション可能なオブジェク
トに変換して、ＨＴＴＰに係る処理の情報として設定された当該ＨＴＴＰに係る処理の情
報のレプリカの同期を他の通信装置との間で行うものであり、前記レプリカの第１識別情
報と前記ＳＩＰに係る処理の第２識別情報とを対応付けて記憶する記憶装置と接続する通
信装置において、
　　ＳＩＰに係る信号を受信したときに、
　　前記記憶装置から、前記ＳＩＰに係る信号に含まれる前記第２識別情報に対応する前
記レプリカの前記第１識別情報を取得し、
　　取得した前記レプリカの前記第１識別情報に対応する前記ＨＴＴＰに係る処理の情報
を取得し、
　　取得した前記ＨＴＴＰに係る処理の情報として設定されたオブジェクトを変換して、
ＳＩＰに係る処理の情報の復元を行う取得部と、
　前記取得部により復元された前記ＳＩＰに係る処理の情報を用いてＳＩＰに係る処理を
行う処理部と
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　を備えることを特徴とする通信装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の通信装置において、
　前記ＳＩＰに係る処理は、ＳＩＰセッション、またはＳＩＰトランザクションであるこ
とを特徴とする通信装置。
【請求項１１】
　請求項９又は１０に記載の通信装置において、
　前記レプリカは、前記ＳＩＰに係る処理をレプリケーション可能となるように変換され
たオブジェクトを、前記ＨＴＴＰに係る処理の属性情報に設定されたものであることを特
徴とする通信装置。
【請求項１２】
　他の通信装置との間で、ＳＩＰに係る処理の情報をレプリケーション可能なオブジェク
トに変換して、ＨＴＴＰに係る処理の情報として設定された当該ＨＴＴＰに係る処理の情
報のレプリカの同期を他の通信装置との間で行うものであり、前記レプリカの第１識別情
報と前記ＳＩＰに係る処理の第２識別情報とを対応付けて記憶する記憶装置と接続する通
信装置の通信方法において、
　前記通信装置は、取得部と処理部とを有し、
　前記取得部が、
　　ＳＩＰに係る信号を受信したときに、
　　前記記憶装置から、前記ＳＩＰに係る信号に含まれる前記第２識別情報に対応する前
記レプリカの前記第１識別情報を取得し、
　　取得した前記レプリカの前記第１識別情報に対応する前記ＨＴＴＰに係る処理の情報
を取得し、
　　取得した前記ＨＴＴＰに係る処理の情報として設定されたオブジェクトを変換して、
ＳＩＰに係る処理の情報の復元を行い、
　前記処理部は、前記取得部により復元された前記ＳＩＰに係る処理の情報を用いてＳＩ
Ｐに係る処理を行う
　ことを特徴とする通信方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の通信方法において、
　前記ＳＩＰに係る処理は、ＳＩＰセッション、またはＳＩＰトランザクションであるこ
とを特徴とする通信方法。
【請求項１４】
　請求項１２又は１３に記載の通信方法において、
　前記レプリカは、前記ＳＩＰに係る処理をレプリケーション可能となるように変換され
たオブジェクトを、前記ＨＴＴＰに係る処理の属性情報に設定されたものであることを特
徴とする通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信システム、通信方法及び通信装置に関し、例えば、Ｗｅｂ（Ｗｏｒｌｄ
　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂ）環境上のＡＰ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ：アプリケーションソフト
ウェア）を提供するＷｅｂ－ＡＰサーバ環境と、ＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　Ｏｖｅｒ　Ｉｎ
ｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を実現する代表的なプロトコルであるＳＩＰ（Ｓｅｓ
ｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）によるＶｏＩＰサーバ環境（ＳＩ
Ｐサーバ環境）とを統合したＷｅｂ－ＶｏＩＰ融合型ＡＰ環境において、ＳＩＰ－ＡＰサ
ーバにレプリケーション機能を提供するための方式に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、Ｗｅｂアプリケーションなどを開発する際に、アプリケーションサーバを利用し



(5) JP 4735068 B2 2011.7.27

10

20

30

40

50

たシステム構築が広く行なわれている。例えば、Ｊａｖａ環境におけるアプリケーション
サーバ技術はＪ２ＥＥ（Ｊａｖａ　２　Ｐｌａｔｆｏｒｍ，Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ　Ｅｄ
ｉｔｉｏｎ）等が定義されている。
【０００３】
　また、インターネットを利用したサービスとして、ＳＩＰ（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔ
ｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を利用したＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　Ｏｖｅｒ　ＩＰ）
なども広く利用されている。
【０００４】
　一般に、これらのアプリケーションは独立して開発されることが多いが、複数のネット
ワークプロトコルを利用したアプリケーションを同時に制御することにより、付加価値の
高い統合させたアプリケーションを提供することができるＷｅｂ－ＡＰ・ＳＩＰ－ＡＰ統
合サーバがある。
【０００５】
　図２は、従来のＷｅｂ－ＡＰサーバとＳＩＰ－ＡＰサーバとを統合したＷｅｂ－ＡＰ・
ＳＩＰ－ＡＰ統合サーバの代表的な機能構成を示す機能ブロック図である。
【０００６】
　図２に示すように、従来のＷｅｂ－ＡＰ・ＳＩＰ－ＡＰ統合サーバ２は、Ｗｅｂ－ＡＰ
３及びＳＩＰ－ＡＰ４を、Ｓｅｒｖｌｅｔコンテナ５及び１１として実装し、既存のＷｅ
ｂ－ＡＰサーバ上にＳＩＰをベースとしたＳＩＰ－ＡＰサーバ機能を融合させた構成であ
る。
【０００７】
　ＳＩＰ　ｓｅｒｖｌｅｔに関する仕様は非特許文献１に開示されるものを適用すること
ができ、また、ＳＩＰ－Ｓｅｒｖｌｅｔのレプリケーション機能はＳＩＰ　Ｓｅｒｖｌｅ
ｔの仕様に基づいて実装される。このＳＩＰ　Ｓｅｒｖｌｅｔのレプリケーション機能に
より、ホストが障害発生した場合でも、別のホストがＳＩＰセッションのレプリカに基づ
いてＳＩＰセッションを継続することができる。
【０００８】
　また、Ｗｅｂ－ＡＰサーバのレプリケーション機能は、種々の方式があるが、代表的に
は、２つ以上のＷｅｂ－ＡＰサーバ間でＨＴＴＰセッション情報の同期を取る（ＨＴＴＰ
セッションのレプリカを生成する）ことによって実現されている。非特許文献２では、例
えばＴｏｍｃａｔにおけるレプリケーション機能が開示されている。
【０００９】
【非特許文献１】Ｔｈｅ　Ｊａｖａ　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ　Ｐｒｏｃｅｓｓ（ＳＭ）　Ｐ
ｒｏｇｒａｍ－ＪＳＲｓ：Ｊａｖａ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔｓ－
Ｄｅｔａｉｌ　ＪＳＲ＃１１６，[Ｏｎｌｉｎｅ]，Ｊａｖａ　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ　Ｐｒ
ｏｃｅｓｓ，[２００５年５月６日検索]，<ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｊｃｐ．ｏｒ
ｇ／ｅｎ／ｊｓｒ／ｄｅｔａｉｌ？ｉｄ＝１１６>
【非特許文献２】Ｔｈｅ　Ａｐａｃｈｅ　Ｊａｋａｒｔａ　Ｔｏｍｃａｔ５　Ｓｅｒｖｌ
ｅｔ／ＪＳＲ　Ｃｏｎｔａｉｎｅｒ，[Ｏｎｌｉｎｅ]，Ｔｈｅ　Ａｐａｃｈｅ　Ｊａｋａ
ｒｔａ　Ｐｒｏｊｅｃｔ，[２００５年５月６日検索]，<ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｊａｋ
ａｒｔａ．ａｐａｃｈｅ．ｏｒｇ／ｔｏｍｃａｔ／ｔｏｍｃａｔ－５．０－ｄｏｃ／ｃｌ
ｕｓｔｅｒ－ｈｏｗｔｏ．ｈｔｍｌ>
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上述したように、Ｗｅｂ－ＡＰ・ＳＩＰ－ＡＰ統合サーバは、Ｗｅｂ－ＡＰサーバとＳ
ＩＰ－ＡＰサーバとが統合したものである。
【００１１】
　しかしながら、ＳＩＰ－ＡＰサーバのレプリケーション機能は、Ｗｅｂ－ＡＰサーバが
提供するレプリケーション機能とは別に存在している。そのため、Ｗｅｂ－ＶｏＩＰ融合
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型ＡＰ環境に、それぞれ異なる２つのレプリケーション機能が存在することとなり、それ
ぞれのレプリケーション機能を作用させることとなり、効率的なものではなかった。また
、それぞれのレプリケーション機能は相互に独立したものであるため、互いにそれぞれの
レプリケーション機能を利用・コントロールすることが困難であった。
【００１２】
　そこで、複数のネットワークプロトコルのそれぞれを利用したそれぞれのアプリケーシ
ョンを相互に関連付けた融合アプリケーションを提供するサーバにおいて、それぞれのレ
プリケーション機能を有効に利用し、効率的なレプリケーションを実現することができる
通信システム、通信方法及び通信装置が求められている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　かかる課題を解決するために、第１の本発明の通信システムは、第１サーバ及び第２サ
ーバと、第１サーバ及び第２サーバと接続する記憶装置とを有する通信システムにおいて
、第１サーバは、第１処理部、第２処理部、第１管理部、第２管理部、設定部、レプリカ
生成部、登録部を有し、第２サーバは、取得部、処理部を有し、第１サーバにおいて、第
１処理部が、受信したＨＴＴＰに係る信号に対応する処理を行い、第２処理部が、受信し
たＳＩＰに係る信号に対応する処理を行い、第１管理部が、ＨＴＴＰに係る処理を管理し
、第２管理部が、ＳＩＰに係る処理を管理し、設定部が、ＳＩＰに係る処理の情報をレプ
リケーション可能なオブジェクトに変換して、ＨＴＴＰに係る処理の情報として設定し、
レプリカ生成部が、ＨＴＴＰに係る処理の情報のレプリカを生成し、その生成したレプリ
カを前記第２サーバとの間で同期し、登録部が、レプリカ生成部により生成されたレプリ
カの第１識別情報と、当該ＨＴＴＰに係る処理の情報に設定したＳＩＰに係る処理を一意
に特定する第２識別情報とを対応付けて記憶装置に格納し、記憶装置は、レプリカの第１
識別情報と、ＳＩＰに係る処理の第２識別情報とを対応付けて記憶するものであり、第２
サーバにおいて、取得部は、ＳＩＰに係る信号を受信したときに、記憶装置から、ＳＩＰ
に係る信号に含まれる第２識別情報に対応するレプリカの第１識別情報を取得し、取得し
たレプリカの第１識別情報に対応するＨＴＴＰに係る処理の情報を取得し、取得した前記
ＨＴＴＰに係る処理の情報として設定されたオブジェクトを変換して、ＳＩＰに係る処理
の情報の復元を行い、処理部は、取得部により復元されたＳＩＰに係る処理の情報を用い
てＳＩＰに係る処理を行うことを特徴とする。
【００１４】
　第２の本発明の通信方法は、第１サーバ及び第２サーバと、第１サーバ及び第２サーバ
に接続する記憶装置とを有する通信システムの通信方法において、第１サーバは、第１処
理部、第２処理部、第１管理部、第２管理部、設定部、レプリカ生成部、登録部を有し、
第２サーバは、取得部、処理部を有し、第１サーバにおいて、第１処理部が、受信したＨ
ＴＴＰに係る信号に対応する処理を行い、第２処理部が、受信したＳＩＰに係る信号に対
応する処理を行い、第１管理部が、ＨＴＴＰに係る処理を管理し、第２管理部が、ＳＩＰ
に係る処理を管理し、設定部が、ＳＩＰに係る処理の情報をレプリケーション可能なオブ
ジェクトに変換して、ＨＴＴＰに係る処理の情報として設定し、レプリカ生成部が、ＨＴ
ＴＰに係る処理の情報のレプリカを生成し、その生成したレプリカを第２サーバとの間で
同期し、登録部が、レプリカ生成部により生成されたレプリカの第１識別情報と、当該Ｈ
ＴＴＰに係る処理の情報に設定したＳＩＰに係る処理を一意に特定する第２識別情報とを
対応付けて記憶装置に格納し、記憶装置は、レプリカの第１識別情報と、ＳＩＰに係る処
理の第２識別情報とを対応付けて記憶し、第２サーバにおいて、取得部は、ＳＩＰに係る
信号を受信したときに、記憶装置から、ＳＩＰに係る信号に含まれる第２識別情報に対応
するレプリカの第１識別情報を取得し、取得したレプリカの第１識別情報に対応するＨＴ
ＴＰに係る処理の情報を取得し、取得した前記ＨＴＴＰに係る処理の情報として設定され
たオブジェクトを変換して、ＳＩＰに係る処理の情報の復元を行い、処理部は、取得部に
より復元されたＳＩＰに係る処理の情報を用いてＳＩＰに係る処理を行うことを特徴とす
る。
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【００１５】
　第３の本発明の通信装置は、他の通信装置との間で、ＳＩＰに係る処理の情報をレプリ
ケーション可能なオブジェクトに変換して、ＨＴＴＰに係る処理の情報として設定された
当該ＨＴＴＰに係る処理の情報のレプリカの同期を他の通信装置との間で行うものであり
、レプリカの第１識別情報とＳＩＰに係る処理の第２識別情報とを対応付けて記憶する記
憶装置と接続する通信装置において、ＳＩＰに係る信号を受信したときに、記憶装置から
、ＳＩＰに係る信号に含まれる第２識別情報に対応するレプリカの前記第１識別情報を取
得し、取得したレプリカの第１識別情報に対応するＨＴＴＰに係る処理の情報を取得し、
取得した前記ＨＴＴＰに係る処理の情報として設定されたオブジェクトを変換して、ＳＩ
Ｐに係る処理の情報の復元を行う取得部と、取得部により復元されたＳＩＰに係る処理の
情報を用いてＳＩＰに係る処理を行う処理部とを備えることを特徴とする。
【００１６】
　第４の本発明の通信方法は、他の通信装置との間で、ＳＩＰに係る処理の情報をレプリ
ケーション可能なオブジェクトに変換して、ＨＴＴＰに係る処理の情報として設定された
当該ＨＴＴＰに係る処理の情報のレプリカの同期を他の通信装置との間で行うものであり
、レプリカの第１識別情報とＳＩＰに係る処理の第２識別情報とを対応付けて記憶する記
憶装置と接続する通信装置の通信方法において、通信装置は、取得部と処理部とを有し、
取得部が、ＳＩＰに係る信号を受信したときに、記憶装置から、ＳＩＰに係る信号に含ま
れる第２識別情報に対応するレプリカの第１識別情報を取得し、取得したレプリカの第１
識別情報に対応するＨＴＴＰに係る処理の情報を取得し、取得した前記ＨＴＴＰに係る処
理の情報として設定されたオブジェクトを変換して、ＳＩＰに係る処理の情報の復元を行
い、処理部は、取得部により復元されたＳＩＰに係る処理の情報を用いてＳＩＰに係る処
理を行うことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、複数のネットワークプロトコルのそれぞれを利用したそれぞれのアプ
リケーションを相互に関連付けたアプリケーションを提供するサーバにおいて、それぞれ
のレプリケーション機能を有効に利用し、効率的なレプリケーションを実現することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
（Ａ）第１の実施形態
　以下、本発明の通信システム、通信方法及び通信装置の実施形態について図面を参照し
ながら詳細に説明する。
【００１９】
　本実施形態は、例えばＴｏｍｃａｔ、ＷｅｂＬｏｇｉｃなどに代表されるＷｅｂアプリ
ケーションサーバ環境上において、ＳＩＰをベースとしたＳＩＰアプリケーションサーバ
機能を統合した統合サーバに、本発明の通信システム、通信方法及び通信装置を適用した
場合を示す。
【００２０】
（Ａ－１）第１の実施形態の構成
　図３は、本実施形態に係る通信システムの構成を示すブロック図である。図３に示すよ
うに、本実施形態の通信システム１は、ホストＡ１０－１、ホストＢ１０－２、ロードバ
ランサ２０、データベース３０を少なくとも有する。
【００２１】
　また、ホストＡ１０－１及びホストＢ１０－２はそれぞれ、Ｗｅｂ－ＡＰ・ＳＩＰ－Ａ
Ｐ融合サーバ１００－１及び１００－２を有する。なお、図３では、２台のホストＡ１０
－１及びホストＢ１０－２を有する場合を示すが、３台以上としても良い。
【００２２】
　ホストＡ１０－１は、Ｗｅｂ－ＡＰ・ＳＩＰ－ＡＰ統合サーバ１００－１が動作するホ
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ストコンピュータである。また、ホストＢ１０－２は、Ｗｅｂ－ＡＰ・ＳＩＰ－ＡＰ統合
サーバ１００－２が動作するホストコンピュータである。ホストＡ１０－１とホストＢ１
０－２とは、それぞれ対になりクラスタを構成するものである。
【００２３】
　Ｗｅｂ－ＡＰ・ＳＩＰ－ＡＰ統合サーバ１００－１及び１００－２は、ホストＡ１０－
１及びホストＢ１０－２で動作するものであり、所定のＷｅｂアプリケーションに係るサ
ービスとＳＩＰに基づく音声通信サービスとを融合させたサービスを提供するものである
。なお、Ｗｅｂ－ＡＰ・ＳＩＰ－ＡＰ統合サーバ１００－１及び１００－２はそれぞれ対
応する機能構成を備えるものである。
【００２４】
　ロードバランサ２０は、ＨＴＴＰプロトコルとＳＩＰプロトコルとの両方に対応可能な
ものであり、ホストＡ１０－１とホストＢ１０－２との間の負荷を分散する負荷分散装置
である。ロードバランサ２０は、接続するネットワークからＳＩＰに係る初期リクエスト
を受け取ると、その初期リクエストをホストＡ１０－１あるいはホストＢ１０－２に配送
するものである。
【００２５】
　データベース３０は、ＳＩＰセッションのレプリケーション情報を保持するデータベー
スである。データベース３０は、ホストＡ１０－１及びホストＢ１０－２からアクセス可
能であるとする。本実施形態では、データベース３０は、ＳＩＰセッションのダイアログ
ＩＤとＨＴＴＰセッションＩＤとを関連付けて、またアプリケーションセッションＩＤと
ＨＴＴＰセッションＩＤとを関連付けて保持する。これにより、どのホスト１０からのア
クセスでも、ＳＩＰセッションを復元できる。
【００２６】
　図１は、レプリケーション機能を有するＷｅｂ－ＡＰ・ＳＩＰ－ＡＰ融合サーバ１００
（１００－１及び１００－２）の内部機能を示す機能ブロック図である。
【００２７】
　図１に示すように、Ｗｅｂ－ＡＰ・ＳＩＰ－ＡＰ融合サーバ１００は、ＨＴＴＰレプリ
ケーションエンジン１１０、ＨＴＴＰＳｅｒｖｌｅｔコンテナ１２０、ＨＴＴＰセッショ
ンマネージャ１３０、ＨＴＴＰセッション１４０、ＳＩＰＳｅｒｖｌｅｔコンテナ１５０
、ＳＩＰＳｅｒｖｌｅｔコンテキスト１６０、ＳＩＰセッションマネージャ１７０、ＳＩ
Ｐレプリケーションマネージャ１８０を有する。
【００２８】
　ＨＴＴＰレプリケーションエンジン１１０は、ＨＴＴＰＳｅｒｖｌｅｔコンテナ１２０
と連携し、生成したＨＴＴＰセッション１４０のレプリカを生成するレプリケーション機
能を行うコンポーネントである。すなわち、ＨＴＴＰレプリケーションエンジン１１０は
、ＨＴＴＰセッションのレプリカの生成処理を実行するものである。なお、詳細な動作は
後述するが、本実施形態では、ＨＴＴＰセッションの属性情報にＳＩＰセッションを格納
するものとし、ＨＴＴＰレプリケーションエンジン１１０が、ＨＴＴＰセッションのレプ
リカ生成時に、ＨＴＴＰセッションのレプリカを生成することで、ＳＩＰセッションのレ
プリカも生成することができる。
【００２９】
　ＨＴＴＰＳｅｒｖｌｅｔコンテナ１２０は、ＨＴＴＰアプリケーション（ＨＴＴＰコン
テキスト）を管理するコンポーネントである。ＨＴＴＰＳｅｒｖｌｅｔコンテナ１２０は
、受信したＨＴＴＰリクエストに応じて対応するＨＴＴＰアプリケーションを生成し、そ
のＨＴＴＰアプリケーションを動作させるものである。また、ＨＴＴＰＳｅｒｖｌｅｔコ
ンテナは、ＨＴＴＰアプリケーションの削除なども管理するものである。
【００３０】
　ＨＴＴＰセッションマネージャ１３０は、ＨＴＴＰセッション１４０を管理するコンポ
ーネントである。ＨＴＴＰセッションマネージャ１３０は、ＨＴＴＰセッション１４０の
生成、削除などして、ＨＴＴＰセッション１４０を管理するための機能を提供する。
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【００３１】
　ＨＴＴＰセッション１４０は、ＨＴＴＰのセッション情報を管理するコンポーネントで
ある。ＨＴＴＰセッション１４０は、一連のＨＴＴＰのリクエストを１つの意味のあるま
とまりとして扱うための機能を提供する。
【００３２】
　ＳＩＰ　Ｓｅｒｖｌｅｔコンテナ１５０は、ＳＩＰアプリケーション（ＳＩＰコンテキ
スト）を管理するコンポーネントである。ＳＩＰ　Ｓｅｒｖｌｅｔコンテナ１５０は、Ｓ
ＩＰアプリケーションの生成、削除などの管理機能を提供する。
【００３３】
　ＳＩＰ　Ｓｅｒｖｌｅｔコンテキスト１６０は、ＳＩＰアプリケーションの内部状態を
保持するコンポーネントである。ＳＩＰ　Ｓｅｒｖｌｅｔコンテキスト１６０は、複数の
ＳＩＰ　Ｓｅｒｖｌｅｔを保持することができる。また、ＳＩＰ　Ｓｅｒｖｌｅｔは、Ｓ
ＩＰ　Ｓｅｒｖｌｅｔコンテキスト１６０の内部状態に従って実行されるものである。
【００３４】
　ＳＩＰセッションマネージャ１７０は、ＳＩＰのセッション（ＳＩＰセッション及びＳ
ＩＰアプリケーションセッション）を管理するコンポーネントである。ＳＩＰセッション
マネージャ１７０は、受信したＳＩＰのセッションに基づいて、ＳＩＰ　Ｓｅｒｖｌｅｔ
コンテキスト１６０に対して、ＳＩＰのセッションを生成させたり、削除させたりするも
のである。また、ＳＩＰセッションマネージャ１７０は、ＳＩＰレプリケーションマネー
ジャ１８０に対して、ＳＩＰセッションの取得、登録、削除や、ＳＩＰアプリケーション
セッションの取得、登録、削除を要求するものである。
【００３５】
　ＳＩＰレプリケーションマネージャ１８０は、ＳＩＰのセッションのレプリカを管理す
るコンポーネントである。ＳＩＰレプリケーションマネージャ１８０は、ＳＩＰセッショ
ンマネージャ１７０からの要求を受けて、ＳＩＰセッションの取得、登録、削除や、ＳＩ
Ｐアプリケーションセッションの取得、登録、削除を実行するものである。
【００３６】
　続いて、ＳＩＰレプリケーションマネージャ１８０の機能について説明する。図４は、
ＳＩＰレプリケーションマネージャ１８０の機能構成と、ＨＴＴＰセッションマネージャ
１３０及びＨＴＴＰセッション１４０との関係を示す図である。
【００３７】
　図４に示すように、本実施形態のＳＩＰレプリケーションマネージャ１８０は、ＳＩＰ
セッション取得部１８１、ＳＩＰセッション登録部１８２、ＳＩＰセッション削除部１８
３、ＳＩＰアプリケーションセッション取得部１８４、ＳＩＰアプリケーションセッショ
ン登録部１８５、ＳＩＰアプリケーションセッション削除部１８６を少なくとも有する。
【００３８】
　ＳＩＰセッション取得部１８１は、ＳＩＰセッションに含まれているダイアログＩＤ（
ダイアログを識別するＩＤ）を与えて、ＳＩＰセッションのレプリカを取得するためのモ
ジュールである。
【００３９】
　ＳＩＰセッション登録部１８２は、ＳＩＰセッションを与えて、そのレプリカを生成さ
せるために、ＳＩＰセッションを登録するためのモジュールである。
【００４０】
　ＳＩＰセッション削除部１８３は、ダイアログＩＤを与えて、ＳＩＰセッションのレプ
リカを削除するためのモジュールである。
【００４１】
　ＳＩＰアプリケーションセッション取得部１８４は、アプリケーションセッションＩＤ
を与えて、ＳＩＰアプリケーションセッションのレプリカを取得するためのモジュールで
ある。
【００４２】
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　ＳＩＰアプリケーションセッション登録部１８５は、ＳＩＰアプリケーションセッショ
ンを与えて、そのレプリカを生成させるために、ＳＩＰアプリケーションセッションを登
録するためのモジュールである。
【００４３】
　ＳＩＰアプリケーションセッション削除部１８６は、アプリケーションセッションＩＤ
を与えて、ＳＩＰアプリケーションセッションのレプリカを削除するためのモジュールで
ある。
【００４４】
（Ａ－２）第１の実施形態の動作
　次に、本発明のサーバにおける動作について図面を参照して説明する。
【００４５】
　以下では、まず、ＳＩＰセッションの登録動作について、ＳＩＰの初期リクエストを受
信した場合の動作、ＳＩＰの初期リクエストに対するＳＩＰレスポンスを受信した場合の
動作、後続するＳＩＰリクエストを受信した場合の動作、及び、後続するＳＩＰリクエス
トに対するＳＩＰレスポンスを受信した場合の動作に分けて説明する。
【００４６】
　また、上記の各ＳＩＰセッションの登録動作について説明した後に、ＳＩＰアプリケー
ションセッションを削除する動作、ＳＩＰセッションを削除する動作、及びフェイルオー
バしてＳＩＰセッションを取得する動作について説明する。
【００４７】
　ここで、本実施形態におけるＳＩＰセッション及びＳＩＰアプリケーションセッション
について説明する。
【００４８】
　ＳＩＰセッションとは、２つのＵＡ（Ｕｓｅｒ　Ａｇｅｎｔ）間のダイアログ、あるい
はダイアログを確立する前の関係を表現するものである。図５は、利用者が利用するソフ
トフォンのＵＡとサーバ上のＵＡとの２つのＵＡ間での呼シーケンスを示し、ここでなさ
れる一連のメッセージは１つのＳＩＰセッション（ダイアログ）として取り扱う。
【００４９】
　例えば、図６は、図５のＦ１でＵＡ（ソフトフォン）が送出するＩＮＶＩＴＥメッセー
ジの例であり、図７は、図５のＦ７でＵＡ（ソフトフォン）が送出する２００ＯＫメッセ
ージの例である。これらのメッセージが１つのＳＩＰセッションで取り扱われる。
【００５０】
　また、ダイアログ（ダイアログＩＤ）は、ＳＩＰメッセージのＣａｌｌ－ＩＤ、Ｆｒｏ
ｍのｔａｇパラメータ、Ｔｏのｔａｇパラメータで一意に特定することができる。
【００５１】
　例えば、図７の２００ＯＫメッセージにおける「Ｃａｌｌ－ＩＤ：ａ８４ｂ４ｃ７６ｅ
６６７１０＠ｐｃ３３．ａｔｌａｎｔａ．ｃｏｍ」、「Ｆｒｏｍ　ｔａｇ：１９２８３０
１７７４」、「Ｔｏ　ｔａｇ：ａ６ｃ８５ｃｆ」によって、ダイアログ（ダイアログＩＤ
）は一意に特定できる。なお、Ｆ３～Ｆ７までのメッセージはすべて同じＣａｌｌ－ＩＤ
、Ｆｒｏｍ　ｔａｇ、Ｔｏ　ｔａｇを持つ。ただし、初期リクエストＦ１とその１００応
答Ｆ２は例外としてこれらを持たない。
【００５２】
　ＳＩＰアプリケーションセッションは、アプリケーションのデータを保持し、複数のＳ
ＩＰセッション（厳密にはＳＩＰセッションだけでなく、ＨＴＴＰセッションなど別のプ
ロトコルのセッションでもよい）を関連付けるためのものである。図８は、２つのソフト
フォンのＵＡと、サーバ上のＵＡとの間の呼接続シーケンスを示す。ただし、サーバ上の
ＵＡはＢ２ＢＵＡ（Ｂａｃｋ　ｔｏ　Ｂａｃｋ　Ｕｓｅｒ　Ａｇｅｎｔ）として動作する
ものとする。図５では、１つのＳＩＰセッションのみであるが、図８に示すように２つの
ＳＩＰセッションを関連付け、保持する。
【００５３】
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　以下では、まず、ＳＩＰセッションを登録する動作について説明する。
【００５４】
（Ａ－２－１）ＳＩＰセッションの登録動作
　本実施形態において、ＳＩＰセッションを登録する動作は、ＳＩＰセッションが生成あ
るいは更新される場合に行われる。
【００５５】
　ＳＩＰセッションをＨＴＴＰセッションの属性に格納（厳密にはそのＳＩＰセッション
を保持しているＳＩＰアプリケーションセッションを格納）することによって、Ｗｅｂ－
ＡＰサーバが提供するＨＴＴＰセッションレプリケーション機能を利用して、ＳＩＰセッ
ションのレプリカを生成する。
【００５６】
　このとき、通常ＳＩＰセッションはレプリケーション可能なオブジェクトではないため
、レプリケーション可能なオブジェクトヘ変換したものが、ＨＴＴＰセッションの属性へ
格納される。
【００５７】
　Ｗｅｂ－ＡＰサーバの提供するレプリケーション機能によって、ＨＴＴＰセッションの
レプリカを生成すれば、自動的にＳＩＰセッションのレプリカも生成されることとなる。
【００５８】
　また、同時にデータベースにダイアログＩＤとＨＴＴＰセッションＩＤ、アプリケーシ
ョンセッションＩＤとＨＴＴＰセッションＩＤの関連付け情報を格納しておくことによっ
て、どのホストからもそれらの情報が取得できる。さらにデータベースを参照できればフ
ェイルオーバ時に、どのＷｅｂ－ＡＰ・ＳＩＰ－ＡＰ融合サーバからでもＳＩＰのセッシ
ョンを復元できる。
【００５９】
　ここで、ＳＩＰセッションの登録動作におけるレプリケーション機能を動作させるタイ
ミングは、例えば、図８のシーケンスにおいては、Ｆ１５の後：１８０　Ｆ１５の処理が
終了した時点、Ｆ１７の後：２００　Ｆ１７の処理が終了した時点、Ｆ１８の後：２０　
Ｆ１８の処理（ＩＮＶＩＴＥ　Ｆ１１）が終了した時点、Ｆ１９の後：ＡＣＫ　Ｆ１９の
処理が終了した時点、Ｆ２３の後：２００　Ｆ２３の処理が終了した時点、Ｆ２４の後：
Ｆ２４の処理（ＢＹＥ　Ｆ２１）が終了した時点に行われる。
【００６０】
（Ａ－２－１－１）ＳＩＰの初期リクエストを受信した場合の登録動作
　図９は、ＳＩＰの初期リクエストを受信した場合の、ＳＩＰセッション登録動作を示す
シーケンスである。
【００６１】
　まず、ロードバランサ２０がネットワークを通じてＳＩＰの初期リクエストを受信する
と、ロードバランサ２０は、ホストＡ１０－１のＷｅｂ－ＡＰ・ＳＩＰ－ＡＰ融合サーバ
１００－１にＳＩＰの初期リクエストをフォワードする（Ｓ１０１）。なお、ホストＢ１
０－２にフォワードする場合も同様に、ロードバランサ２０はホストＢ１０－２に初期リ
クエストを与える。
【００６２】
　ロードバランサ２０から初期リクエストを受信すると、Ｗｅｂ－ＡＰ・ＳＩＰ－ＡＰ融
合サーバ１００－１において、ＳＩＰの初期リクエストはＳＩＰセッションマネージャ１
７０に与えられる（Ｓ１０２）。
【００６３】
　ＳＩＰセッションマネージャ１７０は、ＳＩＰの初期リクエストを受け取ると、ＳＩＰ
のセッション（ＳＩＰセッション及びＳＩＰアプリケーションセッション）を生成する。
そして、ＳＩＰセッションマネージャ１７０は、ＳＩＰリクエストをＳＩＰ　Ｓｅｒｖｌ
ｅｔコンテキスト１６０へフォワードする（Ｓ１０３）。
【００６４】
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　ＳＩＰリクエストが与えられると、ＳＩＰ　Ｓｅｒｖｌｅｔコンテキスト１６０は、そ
のＳＩＰリクエストを適切なＳＩＰ　Ｓｅｒｖｌｅｔヘフォワードする。そして、ＳＩＰ
　Ｓｅｒｖｌｅｔは、そのＳＩＰリクエストに対する処理を行う（Ｓ１０４）。これによ
り、ＳＩＰリクエストに対する処理を行うことができる。
【００６５】
　一方、ＳＩＰセッションマネージャ１７０は、Ｓ１０３でＳＩＰセッションを生成する
と、その生成したＳＩＰセッションをＳＩＰレプリケーションマネージャ１８０のＳＩＰ
セッション登録部１８２に与える（Ｓ１０５）。これにより、当該ＳＩＰの初期リクエス
トに係るＳＩＰセッションの登録をさせることができる。
【００６６】
　ＳＩＰセッションマネージャ１７０からＳＩＰセッションが与えられると、ＳＩＰセッ
ション登録部１８２は、そのＳＩＰセッションからＳＩＰアプリケーションセッションを
取得し、そのＳＩＰアプリケーションセッションをＳＩＰアプリケーションセッション登
録部１８５へ与える（Ｓ１０６）。
【００６７】
　ＳＩＰセッション登録部１８２からＳＩＰアプリケーションセッションが与えられると
、ＳＩＰアプリケーションセッション登録部１８５は、ＨＴＴＰセッションマネージャ１
３０から新規のＨＴＴＰセッションを取得する（Ｓ１０７）。このとき、すでにＳＩＰア
プリケーションセッションに対応するＨＴＴＰセッションが存在する場合はその存在する
ＨＴＴＰセッションを取得する。
【００６８】
　ここで、ＨＴＴＰセッションを取得する方法は、ＳＩＰアプリケーションセッション取
得部１８４が、当該ＳＩＰアプリケーションセッションのＳＩＰアプリケーションＩＤ（
ダイアログＩＤ）をキーとして、ＨＴＴＰセッションＩＤをデータベース３０を検索する
。
【００６９】
　そして、ＳＩＰアプリケーション取得部１８４が、その検索したＨＴＴＰセッションＩ
ＤをＨＴＴＰセッションマネージャ１３０に与えて、そのＨＴＴＰセッションＩＤに対応
するＨＴＴＰセッション１４０をＨＴＴＰセッションマネージャ１３０から取得する。
【００７０】
　ＳＩＰアプリケーションセッション登録部１８５は、ＳＩＰアプリケーションセッショ
ンをレプリケーション可能なオブジェクトヘ変換し、取得したＨＴＴＰセッションの属性
に設定する（Ｓ１０８）。
【００７１】
　ここで、ＳＩＰアプリケーションセッションをレプリケーション可能なオブジェクトヘ
変換するとき、ＳＩＰアプリケーションセッションが保持しているすべてのオブジェクト
もレプリケーション可能なオブジェクトヘ変換する。例えば、ＳＩＰセッション、ＳＩＰ
リクエスト、ＳＩＰレスポンスなどをレプリケーション可能なオブジェクトに変換する。
【００７２】
　ＳＩＰセッションをＨＴＴＰセッションの属性に設定すると、ＳＩＰアプリケーション
セッション登録部１８５は、ＨＴＴＰセッションマネージャ１３０に対して、Ｓ１０７で
取得したＨＴＴＰセッションの同期を取るように要求する（Ｓ１０９）。すなわち、ＨＴ
ＴＰレプリケーションエンジン１１０は、ＳＩＰセッションを属性情報としてもつＨＴＴ
Ｐセッションのレプリカを生成する。
【００７３】
　そして、ＳＩＰアプリケーションセッション登録部１８５は、データベース３０にＳＩ
ＰアプリケーションセッションのセッションＩＤと、Ｓ１０７で取得したＨＴＴＰセッシ
ョンのセッションＩＤとを対応付けて格納する（Ｓ１１０）。
【００７４】
　また、ＳＩＰアプリケーションセッション登録部１８５は、データベース３０にＳＩＰ
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セッションのダイアログＩＤと、Ｓ１０７で取得したＨＴＴＰセッションのセッションＩ
Ｄとを対応付けて格納する（Ｓ１１１）。このとき、ＳＩＰアプリケーションセッション
が複数のＳＩＰセッションを保持する場合は、ＳＩＰセッションの数だけ、この処理を繰
り返す。
【００７５】
（Ａ－２－１－２）ＳＩＰの初期リクエストに対するＳＩＰレスポンスを受信した場合の
登録動作
　図１０は、ＳＩＰの初期リクエストに対するＳＩＰレスポンスを受信した場合の登録動
作を示すシーケンス図である。
【００７６】
　まず、ロードバランサ２０がＳＩＰレスポンスを受信すると、ロードバランス２０は、
ＳＩＰレスポンスをホストＡ１０－１のＷｅｂ－ＡＰ・ＳＩＰ－ＡＰ融合サーバ１００－
１へフォワードする（Ｓ２０１）。ホストＢ１０－２にフォワードする場合も同様である
。
【００７７】
　ロードバランス２０からＳＩＰレスポンスが与えられると、Ｗｅｂ－ＡＰ・ＳＩＰ－Ａ
Ｐ融合サーバ１００－１において、ＳＩＰレスポンスはＳＩＰセッションマネージャ１７
０にフォワードされる（Ｓ２０２）。
【００７８】
　ＳＩＰレスポンスがＳＩＰセッションマネージャ１７０に与えられると、ＳＩＰセッシ
ョンマネージャ１７０は、そのＳＩＰレスポンスに対応するＳＩＰセッションを取得する
。なお、ここで、取得するＳＩＰセッションは、ＳＩＰレスポンスに対応するＳＩＰリク
エストの送信時に生成されているものである。そして、ＳＩＰ　Ｓｅｒｖｌｅｔコンテキ
スト１６０へＳＩＰレスポンスをフォワードする（Ｓ２０３）。
【００７９】
　ＳＩＰ　Ｓｅｒｖｌｅｔコンテキスト１６０はＳＩＰレスポンスを適切なＳＩＰ　Ｓｅ
ｒｖｌｅｔヘフォワードする。ＳＩＰ　Ｓｅｒｖｌｅｔはレスポンスを処理する（Ｓ２０
４）。
【００８０】
　一方、ＳＩＰセッションマネージャ１７０は、Ｓ２０３で取得したＳＩＰセッションを
ＳＩＰレプリケーションマネージャ１８０のＳＩＰセッション登録部１８２に与える（Ｓ
２０５）。
【００８１】
　ＳＩＰセッションマネージャ１７０からＳＩＰセッションを受け取ると、ＳＩＰセッシ
ョン登録部１８２は、そのＳＩＰセッションからＳＩＰアプリケーションセッションを取
得し、そのＳＩＰアプリケーションセッションをＳＩＰアプリケーションセッション登録
部１８５に与える（Ｓ２０６）。
【００８２】
　ＳＩＰアプリケーションセッションを受け取ると、ＳＩＰアプリケーションセッション
登録部１８５は、ＨＴＴＰセッションマネージャ１３０から新規のＨＴＴＰセッションを
取得する（Ｓ２０７）。このとき、すでにＳＩＰアプリケーションセッションに対応する
ＨＴＴＰセッションが存在する場合はそのＨＴＴＰセッションを取得する。
【００８３】
　ＳＩＰアプリケーションセッション登録部１８５は、ＳＩＰアプリケーションセッショ
ンをレプリケーション可能なオブジェクトヘ変換し、ＨＴＴＰセッションの属性に設定す
る（Ｓ２０８）。
【００８４】
　ここで、ＳＩＰアプリケーションセッションをレプリケーション可能なオブジェクトヘ
変換するとき、ＳＩＰアプリケーションセッションが保持しているすべてのオブジェクト
もレプリケーション可能なオブジェクトヘ変換する。
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【００８５】
　ＳＩＰアプリケーションセッション登録部１８５は、ＨＴＴＰセッションマネージャ１
３０に、Ｓ２０７で取得したＨＴＴＰセッションの同期を取るように要求する（Ｓ２０９
）。
【００８６】
　そして、ＳＩＰアプリケーションセッション登録部１８５は、データベース３０にＳＩ
ＰアプリケーションセッションのセッションＩＤと、Ｓ２０７で取得したＨＴＴＰセッシ
ョンのセッションＩＤとを対応付けて格納する（Ｓ２１０）。
【００８７】
　また、ＳＩＰアプリケーションセッション登録部１８５は、データベース３０にＳＩＰ
セッションのダイアログＩＤと、Ｓ２０７で取得したＨＴＴＰセッションのセッションＩ
Ｄとを対応付けて格納する（Ｓ２１１）。
【００８８】
　このとき、ＳＩＰアプリケーションセッションが複数のＳＩＰセッションを保持する場
合は、ＳＩＰセッションの数だけ、この処理を繰り返す。
【００８９】
（Ａ－２－１－３）後続ＳＩＰリクエストを受信した場合の動作
　図１１は、後続ＳＩＰリクエストを受信した場合の登録動作を示すシーケンス図である
。
【００９０】
　まず、ロードバランサ２０が後続ＳＩＰリクエストを受信すると、ロードバランサ２０
は、ホストＡ１０－１のＷｅｂ－ＡＰ・ＳＩＰ－ＡＰ融合サーバ１００－１へフォワード
する（Ｓ３０１）。ホストＢ１０－２にフォワードする場合も同様である。
【００９１】
　ロードバランサ２０から後続ＳＩＰリクエストが与えられると、Ｗｅｂ－ＡＰ・ＳＩＰ
－ＡＰ融合サーバ１００－１において、ＳＩＰリクエストはＳＩＰ－セッションマネージ
ャ１７０ヘフォワードされる（Ｓ３０２）。
【００９２】
　ＳＩＰセッションマネージャ１７０は、ＳＩＰのセッションを取得し、ＳＩＰ　Ｓｅｒ
ｖｌｅｔコンテキスト１６０へＳＩＰリクエストをフォワードする（Ｓ３０３）。このと
き、ＳＩＰセッションは既に生成されている。
【００９３】
　ＳＩＰ　Ｓｅｒｖｌｅｔコンテキスト１６０は、ＳＩＰリクエストを適切なＳＩＰ　Ｓ
ｅｒｖｌｅｔヘフォワードする。ＳＩＰ　Ｓｅｒｖｌｅｔはリクエストを処理する（Ｓ３
０４）。
【００９４】
　一方、ＳＩＰセッションマネージャ１７０は、Ｓ３０３で取得したＳＩＰセッションを
ＳＩＰレプリケーションマネージャ１８０のＳＩＰセッション登録部１８２に与える（Ｓ
３０５）。
【００９５】
　ＳＩＰセッション登録部１８２は、ＳＩＰセッションからＳＩＰアプリケーションセッ
ションを取得し、ＳＩＰアプリケーションセッション登録部１８５に与える（Ｓ３０６）
。
【００９６】
　ＳＩＰアプリケーションセッション登録部１８５は、ＨＴＴＰセッションマネージャ１
３０からＨＴＴＰセッションを取得する（Ｓ３０７）。
【００９７】
　ここで、ＨＴＴＰセッションの取得方法は、データベース３０からＳＩＰアプリケーシ
ョンセッションＩＤをキーとして、ＨＴＴＰセッションのＩＤを取得する。そして、ＨＴ
ＴＰセッションＩＤからＨＴＴＰセッションを取得することができる（Ｓ３０７）。
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【００９８】
　なお、Ｓ３０８以降の処理は、図９のＳ１０８～Ｓ１１１の処理に対応するので詳細な
説明は省略する。
【００９９】
（Ａ－２－１－４）後続ＳＩＰリクエストに対するＳＩＰレスポンスを受信した場合
　図１２は、後続ＳＩＰリクエストに対するＳＩＰレスポンスを受信した場合の登録動作
を示すシーケンス図である。
【０１００】
　まず、ロードバランサ２０が後続ＳＩＰレスポンスを受信すると、ロードバランサ２０
は、ホストＡ１０－１のＷｅｂ－ＡＰ・ＳＩＰ－ＡＰ融合サーバ１００－１へフォワード
する（Ｓ４０１）。ホストＢ１０－２にフォワードする場合も同様である。
【０１０１】
　ロードバランサ２０からＳＩＰレスポンスが与えられると、Ｗｅｂ－ＡＰ・ＳＩＰ－Ａ
Ｐ融合サーバ１００－１において、ＳＩＰレスポンスはＳＩＰセッションマネージャ１７
０ヘフォワードする（Ｓ４０２）。
【０１０２】
　ＳＩＰセッションマネージャ１７０は、ＳＩＰレスポンスに対応するＳＩＰセッション
を取得し、ＳＩＰ　Ｓｅｒｖｌｅｔコンテキスト１６０へＳＩＰレスポンスをフォワード
する（Ｓ４０３）。ＳＩＰセッションはＳＩＰレスポンスに対応するＳＩＰリクエストの
送信時に生成されている。
【０１０３】
　ＳＩＰ　Ｓｅｒｖｌｅｔコンテキスト１６０は、ＳＩＰレスポンスを適切なＳＩＰ　Ｓ
ｅｒｖｌｅｔヘフォワードする。ＳＩＰ　Ｓｅｒｖｌｅｔはレスポンスを処理する（Ｓ４
０４）。
【０１０４】
　ＳＩＰセッションマネージャ１７０は、Ｓ４０３で取得したＳＩＰセッションをＳＩＰ
レプリケーションマネージャ１８０のＳＩＰセッション登録部１８２へ渡す（Ｓ４０５）
。
【０１０５】
　ＳＩＰセッション登録部１８２は、ＳＩＰセッションからＳＩＰアプリケーションセッ
ションを取得し、ＳＩＰアプリケーションセッション登録部１８５へ渡す（Ｓ４０６）。
【０１０６】
　ＳＩＰアプリケーションセッション登録部１８５は、ＨＴＴＰセッションマネージャ１
３０からＨＴＴＰセッションを取得する（Ｓ４０７）。ここで、ＨＴＴＰセッションの取
得方法は、データベース３０からＳＩＰアプリケーションセッションＩＤをキーとして、
ＨＴＴＰセッションのＩＤを取得する。そして、ＨＴＴＰセッションＩＤからＨＴＴＰセ
ッションを取得することができる（Ｓ４０８）。
【０１０７】
　なお、Ｓ４０８以降の処理は、図１０のＳ２０８～Ｓ２１１の処理に対応するので詳細
な説明は省略する。
【０１０８】
（Ａ－２－２）ＳＩＰアプリケーションセッションの削除の動作
　次に、ＳＩＰアプリケーションセッションを削除する動作について図１３を参照して説
明する。
【０１０９】
　まず、ＳＩＰアプリケーションセッションを削除する動作は、ＳＩＰアプリケーション
が処理を終了し、ＳＩＰアプリケーションセッションを破棄する場合に行われる。
【０１１０】
　このとき、データベースに格納されている、ＳＩＰアプリケーションセッションＩＤと
ＨＴＴＰセッションＩＤとの関連付け、及びダイアログＩＤとＨＴＴＰセッションＩＤと
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の関連付けを削除する。
【０１１１】
　なお、ＳＩＰアプリケーションセッションの削除動作においてレプリケーション機能を
動作させるタイミングは、図８のＦ２４が終了して、アプリケーションがこれ以上処理を
しないと判断したタイミングで行われる。
【０１１２】
　ＳＩＰアプリケーションセッションを削除する際、ＳＩＰ　Ｓｅｒｖｌｅｔコンテキス
ト１６０は、ＳＩＰアプリケーションセッションを破棄するように、ＳＩＰセッションマ
ネージャ１７０へ要求する（Ｓ５０１）。
【０１１３】
　ＳＩＰセッションマネージャ１７０は、ＳＩＰレプリケーションマネージャ１８０のＳ
ＩＰアプリケーションセッション削除部１８６へＳＩＰアプリケーショシセッションを削
除するよう要求する（Ｓ５０２）。
【０１１４】
　ＳＩＰアプリケーションセッション削除部１８６は、ＨＴＴＰセッションマネージャ１
３０からＳＩＰアプリケーションセッションに対応するＨＴＴＰセッション１４０を取得
する（Ｓ５０３）。
【０１１５】
　このとき、当該ＳＩＰアプリケーションセッションのセッションＩＤに基づいて、デー
タベース３０からＨＴＴＰセッションＩＤを取得し、そのＨＴＴＰセッションＩＤをＨＴ
ＴＰセッションマネージャ１３０に与えて、ＨＴＴＰセッションＩＤをキーとしてＨＴＴ
Ｐセッション１４０を取得する。
【０１１６】
　ＨＴＴＰセッションマネージャ１３０からＨＴＴＰセッション１４０を取得すると、Ｓ
ＩＰアプリケーションセッション削除部１８６は、その取得したＨＴＴＰセッション１４
０に設定されている属性を削除する（Ｓ５０４）。
【０１１７】
　また、ＳＩＰアプリケーションセッション削除部１８６は、データベース３０からＳＩ
ＰアプリケーションセッションＩＤとＨＴＴＰセッションＩＤの関連付けを削除する（Ｓ
５０５）。
【０１１８】
　さらに、ＳＩＰアプリケーションセッション削除部１８６は、データベース３０からダ
イアログＩＤとＨＴＴＰセッションＩＤとの関連付けを削除する（Ｓ５０６）。
【０１１９】
　このＳ５０５及びＳ５０６の処理はＳＩＰアプリケーションセッションＩＤが保持して
いるＳＩＰセッションの数だけ行われる。
【０１２０】
（Ａ－２－３）ＳＩＰセッションの削除動作
　次に、ＳＩＰセッションを削除する動作について図１４を参照して説明する。
【０１２１】
　ＳＩＰセッションを削除する動作は、一連のメッセージの処理（ＳＩＰセッションの処
理）が終了し、ＳＩＰセッションを破棄する場合に行われる。このとき、データベースに
格納されている、ダイアログＩＤとＨＴＴＰセッションＩＤの関連付けを削除する。
【０１２２】
　なお、ＳＩＰセッションの削除動作においてレプリケーション機能を動作させるタイミ
ングは、図８のＦ２４が終了して、アプリケーションがこれ以上処理をしないと判断した
タイミングで行われる。
【０１２３】
　ＳＩＰセッションを削除する際、まず、ＳＩＰ　Ｓｅｒｖｌｅｔコンテキスト１６０が
ＳＩＰセッションを破棄するようにＳＩＰセッションマネージャ１７０へ要求する（Ｓ６
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０１）。
【０１２４】
　ＳＩＰセッションマネージャ１７０は、ＳＩＰレプリケーションマネージャ１８０のＳ
ＩＰセッション削除部１８３へＳＩＰセッションを削除するよう要求する（Ｓ６０２）。
【０１２５】
　ＳＩＰセッション削除部１８３は、データベース３０からダイアログＩＤとＨＴＴＰセ
ッションＩＤの関連付けを削除する（Ｓ６０３）。
【０１２６】
（Ａ－２－４）フェイルオーバしたときのＳＩＰセッションの取得動作
　次に、フェイルオーバしてＳＩＰセッションを取得する動作について図１５を参照して
説明する。
【０１２７】
　フェイルオーバしてＳＩＰセッションを取得する動作は、例えば、ホストＢ１０－２の
Ｗｅｂ－ＡＰ・ＳＩＰ－ＡＰ融合サーバ１００－２に障害が発生した場合、Ｗｅｂ－ＡＰ
・ＳＩＰ－ＡＰ融合サーバ１００－２で処理していたＳＩＰセッションを、ホストＡ１０
－１のＷｅｂ－ＡＰ・ＳＩＰ－ＡＰ融合サーバ１００－１で継続して処理させるために、
ＳＩＰセッションのレプリカを利用して、ＳＩＰセッションを復元するために行われる。
【０１２８】
　ＳＩＰセッションの復元処理は、まず、ＳＩＰリクエストを受信したときに、ＳＩＰリ
クエストからダイアログＩＤを取得する。次に、そのダイアログＩＤをキーとしてＨＴＴ
ＰセッションＩＤを取得し、ＨＴＴＰセッションに格納されているＳＩＰアプリケーショ
ンセッションからＳＩＰセッションを復元する。受信したＳＩＰリクエストはそのＳＩＰ
セッションによって処理することが可能となる。
【０１２９】
　なお、フェイルオーバ時の動作においてレプリケーション機能を動作させるタイミング
は、例えば、図８のＦ２０が終了した時点で、アプリケーションサーバに障害が起きたと
すると、フェイルオーバ時に別のアプリケーションサーバがＦ２１のリクエストを受信し
たタイミングで行われる。
【０１３０】
　以下では、図１５を参照して、フェイルオーバ時のＳＩＰセッション取得動作の詳細を
説明する。なお、以下では、ホストＢ１０－２に障害が発生し、ホストＡ１０－１でＳＩ
Ｐセッションを復元する場合とする。
【０１３１】
　ホストＢ１０－２に障害が生じた後、ロードバランサ２０がＳＩＰリクエストを受信す
ると、ロードバランサ２０は、ＳＩＰリクエストをホストＡ１０－１のＷｅｂ－ＡＰ・Ｓ
ＩＰ－ＡＰ融合サーバ１００－１にフォワードする（Ｓ７０１）。
【０１３２】
　ロードバランサ２０からＳＩＰリクエストが与えられると、Ｗｅｂ－ＡＰ・ＳＩＰ－Ａ
Ｐ融合サーバ１００－１において、ＳＩＰリクエストはＳＩＰセッションマネージャ１７
０ヘフォワードされる（Ｓ７０２）。
【０１３３】
　ＳＩＰリクエストがＳＩＰセッションマネージャ１７０に与えられると、ＳＩＰセッシ
ョンマネージャ１７０は、当該ＳＩＰセッションを検索する。しかし、ＳＩＰセッション
マネージャ１７０は、当該ＳＩＰセッションを検索することができず、ＳＩＰレプリケー
ションマネージャ１８０のＳＩＰセッション取得部１８１にＳＩＰセッションを取得する
よう要求する（Ｓ７０３）。
【０１３４】
　ＳＩＰセッションマネージャ１７０からの要求を受けると、ＳＩＰセッション取得部１
８１は、当該ＳＩＰセッションのダイアログＩＤをキーとしてデータベース３０からＨＴ
ＴＰセッションＩＤを取得する（Ｓ７０４）。
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【０１３５】
　データベース３０からＨＴＴＰセッションＩＤを取得すると、ＳＩＰセッション取得部
１８１は、そのＨＴＴＰセッションＩＤに基づいてＨＴＴＰセッションマネージャ１３０
から対応するＨＴＴＰセッション１４０を取得する（Ｓ７０５）。
【０１３６】
　ＨＴＴＰセッション１４０を取得すると、ＳＩＰセッション取得部７１８１は、ＨＴＴ
Ｐセッション１４０の属性に格納されているレプリケーション可能なオブジェクトの形式
であるＳＩＰアプリケーションセッションを取得する（Ｓ７０６）。
【０１３７】
　ＳＩＰセッション取得部１８１は、取得したオブジェクトを元のＳＩＰアプリケーショ
ンセッションに変換して、ＳＩＰアプリケーションセッションの復元を行う（Ｓ７０７）
。このとき、レプリケーション可能形式のすべてオブジェクトを元のオブジェクトに変換
する。
【０１３８】
　ＳＩＰアプリケーションセッションを復元すると、ＳＩＰセッション取得部１８１は、
ＳＩＰアプリケーションセッションと、それが保持するＳＩＰセッションを、ＳＩＰセッ
ションマネージャ１７０へ格納する（Ｓ７０８）。
【０１３９】
　ＳＩＰアプリケーションセッションとＳＩＰセッションが与えられると、ＳＩＰセッシ
ョンマネージャ１７０は、ＳＩＰ　Ｓｅｒｖｌｅｔコンテキスト１６０へＳＩＰリクエス
トをフォワードする（Ｓ７０９）。
【０１４０】
　ＳＩＰ　Ｓｅｒｖｌｅｔコンテキスト１６０は、ＳＩＰリクエストを適切なＳＩＰＳｅ
ｒｖｌｅｔヘフォワードする。ＳＩＰ　Ｓｅｒｖｌｅｔはリクエストを処理する（Ｓ７１
０）。
【０１４１】
（Ａ－３）第１の実施形態の効果
　以上のように、第１の実施形態によれば、従来のＳＩＰレプリケーションエンジンの代
りに、ＳＩＰレプリケーションマネージャを設けることにより、Ｗｅｂ－ＡＰサーバのレ
プリケーションエンジンを利用して、ＳＩＰのレプリケーション機能を実現することがで
きる。これにより、ＳＩＰ－ＡＰサーバ機能自身でＳＩＰレプリケーション機能を持つ必
要がなくなる。
【０１４２】
　また、本実施形態によれば、ＳＩＰセッションのレプリカの生成にＨＴＴＰセッション
を利用しているため、Ｗｅｂ－ＡＰサーバから簡単にＳＩＰレプリケーション機能のコン
トロールが可能となる。
【０１４３】
（Ｂ）他の実施形態
　第１の実施形態では、ＨＴＴＰセッションを利用してＳＩＰのセッションのレプリケー
ションを行う方法の実現例を説明したが、本発明の方式を利用することにより、ＳＩＰの
セッションだけではなく、ＳＩＰのトランザクションのレプリケーションにも適用できる
。
【図面の簡単な説明】
【０１４４】
【図１】第１の実施形態の統合サーバの内部機能を示す機能ブロック図である。
【図２】従来の統合サーバの内部機能を示す機能ブロック図である。
【図３】第１の実施形態の通信システムの全体構成図である。
【図４】第１の実施形態のＳＩＰレプリケーションマネージャの機能を示す機能ブロック
図である。
【図５】第１の実施形態においてＳＩＰセッションを説明するためのシーケンスである。
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【図６】第１の実施形態においてＳＩＰセッションを説明するためのメッセージ例を示す
説明図である。
【図７】第１の実施形態においてＳＩＰセッションを説明するためのメッセージ例を示す
説明図である。
【図８】第１の実施形態においてＳＩＰセッションを説明するためのシーケンスである。
【図９】第１の実施形態のＳＩＰセッション登録の動作を示すシーケンスである（初期リ
クエスト受信時）。
【図１０】第１の実施形態のＳＩＰセッション登録の動作を示すシーケンスである（初期
リクエストの応答時）。
【図１１】第１の実施形態のＳＩＰセッション登録の動作を示すシーケンスである（後続
リクエスト受信時）。
【図１２】第１の実施形態のＳＩＰセッション登録の動作を示すシーケンスである（後続
リクエストの応答時）。
【図１３】第１の実施形態のＳＩＰアプリケーションセッション削除の動作を示すシーケ
ンスである。
【図１４】第１の実施形態のＳＩＰセッション削除の動作を示すシーケンスである。
【図１５】第１の実施形態のフェイルオーバ時のＳＩＰセッション取得の動作を示すシー
ケンスである。
【符号の説明】
【０１４５】
　１００…Ｗｅｂ－ＡＰ・ＳＩＰ－ＡＰ融合サーバ、１１０…ＨＴＴＰレプリケーション
エンジン、１２０…ＨＴＴＰ　Ｓｅｒｖｌｅｔ　コンテナ、１３０…ＨＴＴＰ　セッショ
ンマネージャ、１４０…ＨＴＴＰセッション、１５０…ＳＩＰ　Ｓｅｒｖｌｅｔ　コンテ
ナ、１６０…ＳＩＰ　Ｓｅｒｖｌｅｔ　コンテキスト、１７０…ＳＩＰ　セッションマネ
ージャ、１８０…ＳＩＰ　レプリケーションマネージャ、３０…データベース、１８１…
ＳＩＰセッション取得部、１８２…ＳＩＰセッション登録部、１８３…ＳＩＰセッション
削除部、１８４…ＳＩＰアプリケーションセッション取得部、１８５…ＳＩＰアプリケー
ションセッション登録部、１８６…ＳＩＰアプリケーションセッション削除部。
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