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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータにオペレーションを遂行させるよう動作できるコンピュータプログラムを
内蔵するコンピュータ読み取り可能な媒体であって、
　前記オペレーションは、
　　複数のデータクラスに関連したデータを少なくとも１つのクライアントデバイスと同
期させることを要求する単一のメッセージを、サーバーにおいて受け取るステップであっ
て、前記メッセージは、前記複数のデータクラスの各々に対する提案された同期モードを
含むものであるステップと、
　　前記メッセージを受け取るのに応答して前記複数のデータクラスの各々に対する提案
された同期モードを前記サーバーにおいてパラレルにネゴシエーションするステップと、
　　各データクラスに対する提案された同期モードが前記サーバーによって受け容れられ
たかどうか指示するための１つ以上の状態コードを含む応答メッセージを、前記サーバー
から送信するステップと、
を備えたコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項２】
　前記オペレーションは、前記１つ以上の状態コードに基づき、各データクラスに対する
ネゴシエーションされて受け容れられた同期モードを使用して、前記複数のデータクラス
に関連したデータを選択的に更新するステップを備えた、請求項１に記載のコンピュータ
読み取り可能な媒体。
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【請求項３】
　前記受け容れられた同期モードは、フィールドレベル区別を使用する、請求項２に記載
のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項４】
　前記受け容れられた同期モードは、レコードレベル区別を使用する、請求項２に記載の
コンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項５】
　前記オペレーションは、
　　前記複数のデータクラスの少なくとも１つに対する提案された同期モードを拒絶する
ステップと、
　　異なる同期モードで前記メッセージに応答して前記拒絶された提案された同期モード
を交換するステップと、
を更に備えた請求項１に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項６】
　前記データを同期させることを要求する単一のメッセージは、バイナリープロパティリ
ストファイル（ｐｌｉｓｔ）として表される、請求項１に記載のコンピュータ読み取り可
能な媒体。
【請求項７】
　前記応答メッセージは、バイナリープロパティリストファイル（ｐｌｉｓｔ）として表
される、請求項１に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項８】
　データを同期するシステムであって、
　複数のデータクラスに関連したデータを少なくとも１つのクライアントデバイスと同期
させることを要求する単一のメッセージを、サーバーにおいて受け取るステップであって
、前記メッセージは、前記複数のデータクラスの各々に対する提案された同期モードを含
むものであるステップと、
　前記メッセージを受け取るのに応答して前記複数のデータクラスの各々に対する提案さ
れた同期モードを前記サーバーにおいてパラレルにネゴシエーションするステップと、
　各データクラスに対する提案された同期モードが前記サーバーによって受け容れられた
かどうか指示するための１つ以上の状態コードを含む応答メッセージを、前記サーバーか
ら送信するステップと、
を備えたオペレーションを遂行するように構成されたシステム。
【請求項９】
　前記オペレーションは、前記１つ以上の状態コードに基づき、各データクラスに対する
ネゴシエーションされて受け容れられた同期モードを使用して、前記複数のデータクラス
に関連したデータを選択的に更新するステップを備えた、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記受け容れられた同期モードは、フィールドレベル区別を使用する、請求項９に記載
のシステム。
【請求項１１】
　前記受け容れられた同期モードは、レコードレベル区別を使用する、請求項９に記載の
システム。
【請求項１２】
　前記オペレーションは、
　　前記複数のデータクラスの少なくとも１つに対する提案された同期モードを拒絶する
ステップと、
　　異なる同期モードで前記メッセージに応答して前記拒絶された提案された同期モード
を交換するステップと、
を更に備えた請求項８に記載のシステム。
【請求項１３】
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　前記データを同期させることを要求する単一のメッセージは、バイナリープロパティリ
ストファイル（ｐｌｉｓｔ）として表される、請求項８に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記応答メッセージは、バイナリープロパティリストファイル（ｐｌｉｓｔ）として表
される、請求項８に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データ同期のためのプロトコルに係る。
【背景技術】
【０００２】
　クライアントとサーバーとの間の同期は、オープンモバイルアライアンス－データ同期
プロトコルＯＭＡ　ＤＣ／ＳｙｎｃＭＬ（以前はＳｙｎｃＭＬプロトコルとして知られて
いる）のような同期プロトコルを使用して遂行することができる。ＯＭＳ　ＤＡ／Ｓｙｎ
ｃＭＬは、データクラスのシリアル同期を可能にし、データクラス当たり５つ以上のラウ
ンドトリップを必要とする同期プロトコルである。
【発明の概要】
【０００３】
　とりわけ、クライアント装置とサーバーとの間でデータを同期するための技術及びシス
テムを開示する。
【０００４】
　１つの態様において、データを同期することは、同期セッションを開始する要求を受け
取ることを含む。この要求は、１つ以上のデータクラスの各々に対する提案された同期モ
ードと、１つ以上のデータクラスへの１つ以上の変化とを含む。各データクラスに対する
提案された同期モードが受け容れられるかどうか指示するための１つ以上の状態コードが
発生される。発生された状態コードに基づき、各データクラスに対して受け容れられた同
期モードを使用して、１つ以上のデータクラスへの１つ以上の変化に関連した１つ以上の
データアイテムを選択的に更新する。更新された１つ以上のデータアイテムは、サーバー
において選択的にコミットされる。
【０００５】
　実施形態は、次の特徴の１つ以上を任意に含むことができる。１つ以上の状態コードを
発生することは、以前の同期セッションからセーブされた情報にアクセスして、１つ以上
のデータアイテムを同期するのにその提案された同期モードを使用すべきかどうか決定す
ることを含む。要求を受け取ることは、２つ以上のデータクラスに対する提案された同期
モードをパラレルに受け取ることを含む。又、要求を受け取ることは、高速同期モード、
低速同期モード又はリセット同期モードを含む提案された同期モードを受け取ることを含
む。更に、要求を受け取ることは、更新されるべきデータアイテムの交換だけを可能にす
る高速同期モードを受け取ることを含む。同期セッションは、２つのメッセージを含む１
つのラウンドトリップで完了する。同期セッションが中断すると、高速同期を再受け容れ
することができる。提案された同期モード、及び１つ以上のデータクラスへの１つ以上の
変化は、クライアント装置からの単一のメッセージで受け取ることができる。更新された
１つ以上のデータアイテムは、その更新された１つ以上のデータアイテムをコミットする
コマンドをクライアント装置が送信するときに、サーバーにおいて選択的にコミットされ
る。更に、提案された同期モードを拒絶し、又、受け取った要求に、異なる同期モードで
応答することができる。
【０００６】
　別の態様において、コンピュータ読み取り可能な媒体上で実施されるコンピュータプロ
グラム製品は、データ処理装置が種々のオペレーションを遂行するようにさせるよう動作
できる。又、コンピュータプログラム製品は、データ処理装置が同期セッションを開始す
る要求を受け取るようにさせるよう動作できる。その要求は、１つ以上のデータクラスの
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各々に対する提案された同期モードと、１つ以上のデータクラスへの１つ以上の変化とを
含む。コンピュータプログラム製品は、各データクラスに対する提案された同期モードが
受け容れられるかどうかを表す状態コードをデータ処理装置が発生するようにさせるよう
動作できる。コンピュータプログラム製品は、データ処理装置が、その発生された状態コ
ードに基づき、各データクラスに対する受け容れられた同期モードを使用して、１つ以上
のデータクラスへの１つ以上の変化に関連した１つ以上のデータアイテムを選択的に更新
するようにさせるよう動作できる。更に、コンピュータプログラム製品は、データ処理装
置が、その更新された１つ以上のデータアイテムをサーバーにおいて選択的にコミットす
るようにさせるよう構成される。
【０００７】
　実施形態は、次の特徴の１つ以上を任意に含むことができる。コンピュータプログラム
製品は、データ処理装置が、以前の同期セッションからセーブされた情報に基づいて１つ
以上の状態コードを発生するようにさせることができる。又、コンピュータプログラム製
品は、データ処理装置が、２つ以上のデータクラスに対する提案された同期モードをパラ
レルに受け取るようにさせることができる。コンピュータプログラム製品は、データ処理
装置が、高速同期モード、低速同期モード又はリセット同期モードを含む提案された同期
モードを受け取るようにさせることができる。コンピュータプログラム製品は、データ処
理装置が、更新されるべきデータアイテムの交換のみを可能にする高速同期モードを受け
取るようにさせることができる。データアイテムの更新オペレーションは、（１）新たな
アイテムを生成し（追加）、（２）既存のアイテムの特性を変更し（変更）、又は（３）
既存のアイテムを削除する（削除）。又、コンピュータプログラム製品は、データ処理装
置が、２つのメッセージを含む１つのラウンドトリップで同期セッションを完了するよう
にさせることができる。コンピュータプログラム製品は、データ処理装置が同期セッショ
ンの中断時に高速同期モードを再受け容れするようにさせることができる。コンピュータ
プログラム製品は、データ処理装置が、提案された同期モード及び１つ以上のデータクラ
スへの１つ以上の変化を単一のメッセージで受け取るようにさせることができる。コンピ
ュータプログラム製品は、データ処理装置が、更新された１つ以上のデータアイテムをコ
ミットするコマンドをクライアント装置が送信するときに、更新された１つ以上のデータ
アイテムをサーバーにおいて選択的にコミットするようにさせることができる。更に、コ
ンピュータプログラム製品は、データ処理装置が、提案された同期モードを拒絶し、及び
受け取った要求に異なる同期モードで応答するようにさせることができる。
【０００８】
　更に別の態様において、データを同期するためのサーバーは、１つ以上のクライアント
装置への１つ以上の接続をオープンすることのできるトランスポートプロトコルを動作す
るように構成されたプロセッサを備えている。又、プロセッサは、そのオープンされた１
つ以上の接続を経てサーバーと１つ以上のクライアント装置との間のデータ同期を可能に
する同期プロトコルを動作するようにも構成される。この同期プロトコルは、サーバーが
同期セッションを開始する要求を受け取れるようにする。この要求は、１つ以上のデータ
クラスの各々に対する提案された同期モードと、１つ以上のデータクラスへの１つ以上の
変化とを含む。又、同期サーバーは、各データクラスに対する提案された同期モードが受
け容れられるかどうか指示するための１つ以上の状態コードをサーバーが発生できるよう
にする。又、同期プロトコルは、サーバーが、その発生された状態コードに基づいて、各
データベースに対する受け容れられた同期モードを使用して、１つ以上のデータクラスへ
の１つ以上の変化に関連した１つ以上のデータアイテムを選択的に更新きるようにする。
更に、同期プロトコルは、更新された１つ以上のデータアイテムをサーバーにおいて選択
的にコミットできるようにする。
【０００９】
　実施形態は、次の特徴の１つ以上を任意に含むことができる。プロセッサは、受け取ら
れた１つ以上の変化に基づいて１つ以上のデータアイテムを更新するためにデータレポジ
トリーにアクセスするように構成される。プロセッサは、各データクラスに対する提案さ



(5) JP 5753596 B2 2015.7.22

10

20

30

40

50

れた同期モードを、以前の同期セッションからセーブされた情報に基づいて受け容れ又は
拒絶するように同期プロトコルを動作するよう構成される。プロセッサは、２つ以上のデ
ータクラスに対する提案された同期モードをパラレルに受け取るように同期プロトコルを
動作するよう構成される。又、プロセッサは、高速同期モード、低速同期モード又はリセ
ット同期モードを含む提案された同期モードを受け取るように同期プロトコルを動作する
よう構成される。プロセッサは、更新されるべきデータアイテムだけを１つ以上のクライ
アント装置が送信できるようにする高速同期モードを含む提案された同期モードを受け取
るように同期プロトコルを動作するよう構成される。プロセッサは、同期セッションが中
断されたときに高速同期を再開する要求を受け取るように同期プロトコルを動作するよう
構成される。プロセッサは、２つのメッセージを含む１つのラウンドトリップで同期セッ
ションを完了するように同期プロトコルを動作するよう構成される。プロセッサは、提案
された同期モード及び１つ以上のデータクラスへの１つ以上の変化を、１つ以上のクライ
アント装置のうちの少なくとも１つからの単一メッセージで受け取るように、同期プロト
コルを動作するよう構成される。プロセッサは、１つ以上のクライアント装置のうちの１
つが、更新された１つ以上のデータアイテムをコミットするコマンドを送信するときに、
更新された１つ以上のデータアイテムをサーバーにおいて選択的にコミットするように、
同期プロトコルを動作するよう構成される。更に、プロセッサは、提案された同期モード
を拒絶し、及び異なる同期モードで要求に応答するように、同期プロトコルを動作するよ
う構成される。
【００１０】
　更に別の態様において、データを同期することは、同期セッションを開始するためにサ
ーバーへ要求を送信することを含む。その要求は、１つ以上のデータクラスの各々に対す
る提案された同期モードと、１つ以上のデータクラスへの１つ以上の変化とを含む。各デ
ータクラスに対する提案された同期モードがサーバーにより受け容れられたかどうか指示
するために１つ以上の同期コードが受け取られる。その受け取られた状態コードに基づい
て、各データクラスに対する受け容れられた同期モードを使用して、１つ以上のデータク
ラスへの付加的な変化をサーバーから受け取る。更に、クライアント装置において、サー
バーから受け取られた付加的な変化がコミットされる。
【００１１】
　実施形態は、次の特徴の１つ以上を任意に含むことができる。１つ以上の状態コードは
、１つ以上のデータクラスのうちの少なくとも１つに対する提案された同期モードがサー
バーにより拒絶されたかどうか指示することができる。拒絶された同期モードとは異なる
同期モードを含む別の要求がサーバーへ送信される。又、提案された同期モード及び１つ
以上の変化は、単一のメッセージにおいてサーバーへ送信される。２つ以上のデータクラ
スに対する提案された同期モードは、パラレルに送信される。更に、２つ以上のデータク
ラスの各々に対して異なる提案された同期モードがパラレルに送信される。例えば、１つ
のデータクラスに対して提案された高速同期モードを送信し、そして別のデータクラスに
対して提案された低速同期モードを送信することができる。同期セッションが中断された
後に、受け容れられた同期プロトコルを使用して同期セッションが再開される。
【００１２】
　更に別の態様において、コンピュータ読み取り可能な媒体上で実施されるコンピュータ
プログラム製品は、データ処理装置が１つ以上のオペレーションを遂行するようにさせる
よう動作できる。又、コンピュータプログラム製品は、データ処理装置が同期セッション
を開始する要求をサーバーへ送信するようにさせるよう動作できる。その要求は、１つ以
上のデータクラスの各々に対する提案された同期モードと、１つ以上のデータクラスへの
１つ以上の変化とを含む。コンピュータプログラム製品は、各データクラスに対する提案
された同期モードがサーバーにより受け容れられるかどうかを表す１つ以上の状態コード
をデータ処理装置が受け取るようにさせるよう動作できる。受け取った状態コードに基づ
いて、コンピュータプログラム製品は、受け容れられた同期モードを使用して、１つ以上
のデータクラスへの付加的な変化をサーバーから受け取り、そしてサーバーから受け取っ
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たその付加的な変化をクライアント装置においてコミットするように動作できる。
【００１３】
　実施形態は、次の特徴の１つ以上を任意に含むことができる。コンピュータプログラム
製品は、データ処理装置が、１つ以上のデータクラスのうちの少なくとも１つに対する提
案された同期モードがサーバーにより拒絶されたことを指示する１つ以上の状態コードを
受け取ること及びその拒絶された同期モードとは異なる同期モードを含む別の要求を送信
することを含むオペレーションを遂行するようにさせるよう動作できる。コンピュータプ
ログラム製品は、データ処理装置が、提案された同期モード及び１つ以上の変化を単一の
メッセージにおいてサーバーへ送信するようにさせるよう動作できる。コンピュータプロ
グラム製品は、データ処理装置が、２つ以上のデータクラスに対する提案された同期モー
ドをパラレルに送信するようにさせるよう動作できる。コンピュータプログラム製品は、
データ処理装置が、２つ以上のデータクラスの各々に対する異なる提案された同期モード
をパラレルに送信するようにさせるよう動作できる。コンピュータプログラム製品は、デ
ータ処理装置が、１つのデータクラスに対して提案された高速同期モードをそして別のデ
ータクラスに対して提案された低速同期モードを送信させるよう動作できる。コンピュー
タプログラム製品は、データ処理装置が、同期セッションが中断された後に、受け容れら
れた同期プロトコルを使用して同期セッションを再開するようにさせるよう動作できる。
【００１４】
　更に別の態様において、クライアント装置は、サーバーへの１つ以上の接続をオープン
することのできるトランスポートプロトコル、及びそのオープンされた１つ以上の接続を
経てクライアント装置とサーバーとの間のデータ同期を可能にする同期プロトコルを動作
するように構成されたプロセッサを備えている。同期プロトコルは、クライアント装置が
、同期セッションを開始する要求をサーバーへ送信できるようにする。その要求は、１つ
以上のデータクラスの各々に対する提案された同期モードと、１つ以上のデータクラスへ
の１つ以上の変化とを含む。又、同期プロトコルは、クライアント装置が、各データクラ
スに対する提案された同期モードがサーバーによって受け容れられたかどうかを表す１つ
以上の状態コードを受け取ることができるようにする。その受け取った状態コードに基づ
いて、同期プロトコルは、クライアント装置が、その受け容れられた同期モードを使用し
て、１つ以上のデータクラスへの付加的な変化をサーバーから受け取ることができるよう
にする。更に、同期プロトコルは、クライアント装置が、サーバーから受け取った付加的
な変化をクライアント装置においてコミットできるようにする。
【００１５】
　実施形態は、次の特徴の１つ以上を任意に含むことができる。プロセッサは、１つ以上
のデータクラスのうちの少なくとも１つに対する提案された同期モードがサーバーにより
拒絶されたことを指示する１つ以上の状態コードを受け取り、そしてその拒絶された同期
モードとは異なる同期モードを含む別の要求を送信するように、同期プロトコルを動作す
るよう構成される。プロセッサは、提案された同期モード及び１つ以上の変化を単一のメ
ッセージにおいてサーバーへ送信するように同期プロトコルを動作するよう構成される。
プロセッサは、２つ以上のデータクラスに対する提案された同期モードをパラレルに送信
するように同期プロトコルを動作するよう構成される。プロセッサは、２つ以上のデータ
クラスの各々に対して異なる提案された同期モードをパラレルに送信することを含めて、
２つ以上のデータクラスに対する提案された同期モードをパラレルに送信するように同期
プロトコルを動作するよう構成される。プロセッサは、１つのデータクラスに対して提案
された高速同期モードをそして別のデータクラスに対して提案された低速同期モードを送
信するように同期プロトコルを動作するよう構成される。プロセッサは、同期セッション
が中断された後に、受け容れられた同期プロトコルを使用して同期セッションを再開する
ように同期プロトコルを動作するよう構成される。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明による技術及びシステムは、潜在的に種々の効果を発揮するように実施すること
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ができる。ここに述べる同期プロトコルは、同期セッションを完了するためのラウンドト
リップの数（交換される前後のメッセージの数）を減少することができる。ここに述べる
同期プロトコルは、例えば、１つのラウンドトリップで同期セッションを完了することが
できる。ここに述べる同期プロトコルは、複数のデータクラスの各々に対する同期モード
ネゴシエーションをパラレルに行えるようにする。従って、複数のデータクラスに対する
同期モードネゴシエーションの要求を１つのメッセージにおいて送信することができる。
更に、ここに述べる同期プロトコルは、フィールドレベル区別及びレコードレベル区別を
行えるようにする。
【００１７】
　ここに述べる同期プロトコルは、ＳｙｎｃＭＬのような従来のプロトコルより簡単であ
る。同期プロトコルに対して利用できるコマンドのセットは、簡単であり、しかも、拡張
可能である。ＳｙｎｃＭＬとは異なり、ここに述べる同期プロトコルは、各メッセージを
テキスト又はバイナリープロパティリストファイル（ｐｌｉｓｔ）として表す。更に、こ
こに述べる同期プロトコルは、効率的であり、且つ頑健である。例えば、精巧なアンカー
ロジックがサーバーに設けられる。更に、同期プロトコルは、信頼性のないネットワーク
に寛容である。ネットワーク接続が中断したときでも、アンカーロジックは、いったん接
続されると、効率的な同期を確保する。更に、同期プロトコルは、比較的小さなメッセー
ジサイズを維持することができる。
【００１８】
　ここに述べる同期プロトコルは、リッチである。例えば、同期プロトコルは、クライア
ント装置とサーバーとの間で装置情報を交換することができる。又、同期プロトコルは、
便利で、しかも、リッチなデータ表現を与える。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１ａ】クライアント装置とサーバーとの間でデータを同期できるようにするシステム
を示すブロック図である。
【図１ｂ】サーバーの規範的コンポーネントを示す。
【図１ｃ】クライアント装置の規範的コンポーネントを示す。
【図２】メッセージのヘッダエレメントに対する規範的エレメントを示すテーブルである
。
【図３】規範的プロパティリストファイル（ｐｌｉｓｔ）を示す。
【図４】コマンド要求エレメントに対する規範的エレメントを示すテーブルである。
【図５】コマンド応答エレメントに対する規範的エレメントを示すテーブルである。
【図６】ゲットコマンドに対する規範的パラメータをテーブルである。
【図７】ゲットコマンド応答に対するパラメータを例示するテーブルである。
【図８】プットコマンドに対する規範的パラメータを示すテーブルである。
【図９】プットコマンド応答に対する規範的パラメータを示すテーブルである。
【図１０】削除コマンドに対する規範的パラメータを示すテーブルである。
【図１１】削除コマンド応答に対する規範的パラメータを示すテーブルである。
【図１２】同期スタートコマンドに対する規範的パラメータを示すテーブルである。
【図１３】同期スタートコマンド応答に対する規範的パラメータを示すテーブルである。
【図１４】同期変化コマンドに対する規範的パラメータを示すテーブルである。
【図１５】同期変化コマンド応答に対する規範的パラメータを示すテーブルである。
【図１６】同期コミットコマンドに対する規範的パラメータを示すテーブルである。
【図１７】同期コミットコマンド応答に対する規範的パラメータを示すテーブルである。
【図１８】同期キャンセルコマンドに対する規範的パラメータを示すテーブルである。
【図１９】同期キャンセルコマンド応答に対する規範的パラメータを示すテーブルである
。
【図２０】規範的状態エレメントを示すテーブルである。
【図２１】メッセージヘッダ、コマンド、及びコマンド応答に含ませるのに利用できる状
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態に対する規範的状態コードを示すテーブルである。
【図２２】セッション又はメッセージの他のコマンドにおける、コマンドの所与の状態を
受け取ることの作用を記述するテーブルである。
【図２３】アンカーエレメントに対する規範的キーを示すテーブルである。
【図２４】同期セッションの一例を示す。
【図２５】クライアント装置とサーバーとの間の最適な高速又はリセット同期の一例を示
す。
【図２６】高速又はリセットデータ同期の別の例を示す。
【図２７】ｉｄｍａｐがセッション１からセッション２のスタート点へ延期された別の規
範的データ同期セッションを示す。
【図２８】低速同期の一例を示す。
【図２９】複数のデータクラスをパラレルに同期させる一例を示す。
【図３０】チェックポイントアンカーを使用する規範的同期セッションを示す。
【図３１】規範的チェックポイントアンカーを示すテーブルである。
【図３２】ＤｅｖｉｃｅＩｎｆｏエレメントに対する規範的キー値対を規定するテーブル
である。
【図３３】フィルター設定に対する規範的キー値対を示すテーブルである。
【図３４】プロトコルシンタックスの拡張バッカス・ナウアフォーム（ＡＢＮＦ）記述で
ある。
【図３５】規範的同期セッションを示す。
【図３６】リセット同期セッションに対する４つの規範的メッセージの概要を示す。
【図３７ａ】クライアント装置からサーバーへ送信される規範的メッセージを示す。
【図３７ｂ】クライアント装置からサーバーへ送られる規範的メッセージを示す。
【図３８ａ】サーバーからクライアント装置へ送られる規範的メッセージを示す。
【図３８ｂ】サーバーからクライアント装置へ送られる規範的メッセージを示す。
【図３８ｃ】サーバーからクライアント装置へ送られる規範的メッセージを示す。
【図３８ｄ】サーバーからクライアント装置へ送られる規範的メッセージを示す。
【図３９ａ】クライアント装置から送られる規範的メッセージを示す。
【図３９ｂ】クライアント装置から送られる規範的メッセージを示す。
【図３９ｃ】クライアント装置から送られる規範的メッセージを示す。
【図４０ａ】サーバーから送られる規範的メッセージを示す。
【図４０ｂ】サーバーから送られる規範的メッセージを示す。
【図４１】高速同期のための２つの規範的メッセージの概要を示す。
【図４２ａ】高速同期に対しクライアント装置から送られる規範的メッセージを示す。
【図４２ｂ】高速同期に対しクライアント装置から送られる規範的メッセージを示す。
【図４３ａ】クライアント装置により送られたメッセージに応答してサーバーから送られ
る規範的メッセージを示す。
【図４３ｂ】クライアント装置により送られたメッセージに応答してサーバーから送られ
る規範的メッセージを示す。
【図４３ｃ】クライアント装置により送られたメッセージに応答してサーバーから送られ
る規範的メッセージを示す。
【図４４ａ】クライアント装置とサーバーを同期させるための規範的プロセスを示す。
【図４４ｂ】クライアント装置とサーバーを同期させるための規範的プロセスを示す。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　添付図面を通じて同じ要素は同じ参照記号及び呼称で示す。
【００２１】
　クライアント装置とサーバーとの間でオーバー・ジ・エア（ＯＴＡ）同期を可能にする
ための技術及びシステムを開示する。特に、ワイヤレス構造化データ同期プロトコルは、
クライアント装置がサーバーとインターフェイスして種々のデータを同期できるようにす
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る。このようなプロトコルは、例えば、ｉＰｈｏｎｅ（登録商標）のようなハンドヘルド
装置とＭａｃ（登録商標）サーバーのようなサーバーとの間でＭａｃ（登録商標）オペレ
ーティングシステムＸ（ＯＳ　Ｘ）ＳｙｎｃＳｅｒｖｉｃｅデータを同期させるのに使用
できる。
【００２２】
　ここに述べるＯＴＡ同期プロトコルは、例えば、トランスポートレイヤセキュリティ（
ＴＬＳ）を使用して認証及び／又は許可並びにメッセージセキュリティ／暗号化を遂行す
るための基礎的なネットワークトランスポートに依存している。同期プロトコルは、ハイ
パーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）トランスポートプロトコル、又は装置とサーバ
ーとの間で同期プロトコルメッセージを交換できる他の同様のトランスポートプロトコル
を使用して、これらデータトランスポートを行えるようにする。
【００２３】
　同期プロトコルは、ＨＴＴＰトランスポートのようなトランスポートを経てプロトコル
メッセージの交換を行えるようにする。トランスポートを経て交換される各メッセージは
、ヘッダエレメント及び本体エレメントを含む。本体エレメントは、一連のコマンド及び
／又はコマンド応答エレメントを含むことができる。同期プロトコルは、適切な順序付け
及びロス検出を保証するために各メッセージ、コマンド及びコマンド応答に独特のラベル
を指定する。例えば、ラベルは、メッセージ、コマンド及びコマンド応答を順序付けるた
めに一連の番号を含むことができる。ラベルを使用して、同期プロトコルは、トランスポ
ート（例えば、ＨＴＴＰ）に代わって、たとえネットワークプロトコルがメッセージ順序
付けを実施しなくても、適切な順序付け及びロス検出を保証する。
【００２４】
　同期プロトコルは、同期マークアップ言語（ＳｙｎｃＭＬ）のような従来のプロトコル
より簡単である。同期プロトコルに利用可能なコマンドのセットは、簡単で、しかも、拡
張性がある。例えば、リソースを操作するために３つの融通性のあるプリミティブなコマ
ンドを利用できる。更に、データ同期のために４つの「同期」ファミリーコマンドを利用
できる。更に、コマンドは、メッセージ境界を横切って分割されてもよい。ＳｙｎｃＭＬ
とは異なり、ここに述べる同期プロトコルは、各メッセージをテキスト又はバイナリープ
ロパティリストファイル（ｐｌｉｓｔ）として表現する。Ｍａｃ　ＯＳ　Ｘ　Ｃｏｃｏａ
、ＮｅＸＴＳＴＥＰ、及びＧＮＵｓｔｅｐプログラミングフレームワークでは、ｐｌｉｓ
ｔは、シリアル化オブジェクトを記憶するファイルである。ｐｌｉｓｔは、Ｍｉｃｒｏｓ
ｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）のウインドウズレジストリーのファンクションと同
様に、ユーザの設定を記憶するのにしばしば使用される。又、プロパティリストファイル
は、バンドル及びアプリケーションに関する情報を記憶するのにも使用される。ｐｌｉｓ
ｔは、ＮＳＰｒｏｐｅｒｔｙＬｉｓｔＳｅｒｉａｌｉｚａｔｉｏｎクラスのような標準的
なオペレーティングシステム（ＯＳ）特徴を使用して生成及びパーズするのが容易である
。又、ここに述べる同期プロトコルは、簡単な同期ステートマシンを使用する。
【００２５】
　ここに述べる同期プロトコルは、効率的で且つ頑強である。例えば、精巧なアンカーロ
ジックがサーバーに設けられる。アンカーは、同期状態を追跡するのに使用されるタグ又
はラベルである。又、同期プロトコルは、複数のデータクラスをパラレルに同期させるこ
とができる。同期プロトコルは、信頼性のないネットワークに寛容である。ネットワーク
接続が中断されても、アンカーロジックは、最小のデータ再送信で再接続されると、効率
的な同期を保証する。更に、同期プロトコルは、比較的小さなメッセージサイズを維持す
ることができる。
【００２６】
　ここに述べる同期プロトコルは、リッチである。例えば、同期プロトコルは、クライア
ント装置とサーバーとの間で装置情報を交換できるようにする。又、同期プロトコルは、
便利で、しかも、リッチなデータ表現を与える。
【００２７】
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　図１ａは、クライアント装置とサーバーとの間のデータ同期を可能にするシステム１０
０のブロック図である。システム１００は、ネットワーク１５０を経て１つ以上のサーバ
ー１２０とインターフェイスする１つ以上のクライアント装置１１０を備えている。クラ
イアント装置１００は、移動電話１１２、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）１
１４、ハンドヘルドデータ処理装置１１６、等の移動装置を含むことができる。移動電話
１１２は、スマートホン及び一体型移動装置、例えば、ｉＰｈｏｎｅ（登録商標）を含む
。ハンドヘルドデータ処理装置は、オーディオ再生装置、例えば、ＭＰ３プレーヤ及びｉ
Ｐｏｄ（登録商標）装置を含むことができる。
【００２８】
　クライアント装置１１０は、セキュアなデータ接続を完成するためにＨＴＴＰトランス
ポートプロトコルのようなトランスポートプロトコルを使用してサーバー１２０とインタ
ーフェイスする。トランスポートプロトコルを通して、同期プロトコル１４０は、接続さ
れたクライアント装置１１０とサーバーとの間のデータ同期を可能にする。同期されるデ
ータは、連絡先（例えば、住所及び電話番号）、カレンダー、等の種々のデータクラスを
含むことができる。データ同期は、種々のワイヤード及びワイヤレスネットワーク、例え
ば、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）、イ
ーサネット（登録商標）、インターネット、等を含むネットワーク１５０を経て行うこと
ができる。
【００２９】
　図１ｂは、サーバー１２０の規範的コンポーネントを示す。サーバー１２０は、他のコ
ンポーネントの中でも、プロセッサ１６０及びメモリ１７０を含むことができる。プロセ
ッサ１６０は、コンピュータプログラムを実行できる中央処理ユニット（ＣＰＵ）又は他
のクラスのロジックマシンを含むことができる。メモリは、固定ハードドライブ又は取り
外し可能な記憶装置のような不揮発性記憶装置を含むことができる。取り外し可能な記憶
装置は、コンパクトフラッシュ（登録商標）ユニット、ＵＳＢメモリスティック、等を含
むことができる。又、メモリ１７０は、種々の形態のランダムアクセスメモリのような揮
発性メモリを含むことができる。
【００３０】
　プロセッサ１６０は、１つ以上のクライアント装置１１０へのトランスポート接続をオ
ープンするようにトランスポートプロトコル１３０を動作することができる。プロセッサ
１６０は、サーバー１２０とクライアント装置１１０との間のデータ同期を可能にするた
めに、そのオープンされたトランスポート接続を経て同期プロトコル１４０を動作するこ
とができる。トランスポートプロトコル１３０及び同期プロトコル１４０は、プロセッサ
１６０により実行又は動作されるべくメモリ１７０にロードされて実行される。例えば、
図２－４４ｂを参照して以下に述べるように、プロセッサ１６０は、同期セッションを開
始するための要求をクライアント装置１１０から受け取るように同期プロトコル１４０を
動作することができる。
【００３１】
　図１ｃは、クライアント装置１１０の規範的コンポーネントを示す。又、クライアント
装置１１０は、他のコンポーネントの中でも、プロセッサ１８０及びメモリ１９０を含む
ことができる。プロセッサ１８０は、コンピュータプログラムを実行できる中央処理ユニ
ット（ＣＰＵ）又は他のクラスのロジックマシンを含むことができる。メモリは、固定ハ
ードドライブ又は取り外し可能な記憶装置のような不揮発性記憶装置を含むことができる
。取り外し可能な記憶装置は、コンパクトフラッシュ（登録商標）ユニット、ＵＳＢメモ
リスティック、等を含むことができる。又、メモリ１９０は、種々の形態のランダムアク
セスメモリのような揮発性メモリを含むこともできる。
【００３２】
　プロセッサ１８０は、１つ以上のサーバー１２０へのトランスポート接続をオープンす
るようにトランスポートプロトコル１３０を動作することができる。プロセッサ１８０は
、クライアント装置１１０とサーバー１２０との間のデータ同期を可能にするために、そ
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のオープンされたトランスポート接続を経て同期プロトコル１４０を動作することができ
る。トランスポートプロトコル１３０及び同期プロトコル１４０は、プロセッサ１６０に
より実行又は動作されるべくメモリ１９０にロードされて実行される。例えば、図２－４
４ｂを参照して以下に述べるように、プロセッサ１８０は、同期セッションを開始するた
めの要求をサーバー１２０へ送信するように同期プロトコル１４０を動作することができ
る。
【００３３】
　同期は、データストアが一貫したものであると分かった最後のとき以来各データストア
に生じた変化を周期的に比較することにより２つの個別のデータストア間に一貫性を維持
するプロセスである。データストアは、片側にクライアント装置１１０を、そして他側に
サーバー１２０を含むことができる。互いに同期をとるために、データストアは、種々の
能力を持つように構成される。例えば、各データストアは、必要なときに全てのデータを
供給するように構成される。更に、各データストアは、最後の同期のとき以来の変化を識
別し供給するように構成される。各データストアは、同期状態に保持されるべきスキーマ
に合意するように構成される。各データストアは、サポートされたデータ表現に合意する
ように構成される。各データストアは、同期プリミティブのセマンティック（即ち、追加
、更新、削除）に合意するように構成される。更に、各データストアは、データストアの
破損を回避するために同期中に問題が生じたときに以前の状態へロールバックするように
構成される。
【００３４】
　同期されたデータは、関係モデル（Ｅ－Ｒ）に従い、構造化データ形式（エンティティ
）の定義をグループ分けする「スキーマ」又は「データクラス」へと分割される。所与の
データクラス内のエンティティは、「関係」を経て互いに参照する。個別のデータクラス
におけるエンティティ間の関係は、禁止され、従って、各データクラスは、他のデータク
ラスと完全に独立している。ユーザの観点から、データクラスは、個別の専用のアプリケ
ーションから管理されるように見える。例えば、「連絡先」データクラスは、アドレス帳
アプリケーションにより主として管理することができ、一方、「カレンダー」データクラ
スは、カレンダーアプリケーションにより管理することができる。
【００３５】
　同期プロトコル１４０は、低速、リセット及び高速を含む種々の同期モードを可能にす
る。クライアント装置とサーバーが同期する最初のときに、データクラスの全てのデータ
が、同一と考えられる既存のデータアイテムに「一致」するように交換される。その後の
同期オペレーションに対する同期及びネットワーク帯域巾使用を最適化するため、クライ
アント装置及びサーバーは、その対が同期した最後のとき以来変化したデータだけを交換
すればよい。従って、各エンティティ（即ち、クライアント装置又はサーバー）は、どん
なローカル変化を他のエンティティに送らねばならないか決定することができる。更に、
各エンティティは、「高速」同期を再開できるまでにより多くのデータの交換を必要とす
る状況が生じたかどうか検出できねばならない。
【００３６】
　低速同期モードは、クライアント装置１１０とサーバー１２０が初めて同期するときに
その後の相違のみのデータ交換に対する共通基線を確立するために要求される。低速同期
中には、クライアント装置１１０がデータクラスの全てのデータをサーバー１２０に送信
する。サーバーは、これらのデータアイテムを、サーバー１２０が既に知っているデータ
アイテムと一致させるよう試みる。適切な「アイデンティティ一致」が行われないと、複
写データが生じることになる。次いで、サーバー１２０は、クライアント装置１１０にお
けるデータアイテム欠落で応答する。
【００３７】
　リセット同期モードは、サーバーのデータでクライアント装置におけるデータクラスの
全データをリセットするのに使用される。これは、データ構造体が装置１１０へプッシュ
されたとき、或いはサーバー１２０又は装置１１０が装置のローカルデータの崩壊を決定
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した場合に生じる。装置１１０は、データを送信せず、又、サーバーは、データクラスの
完全なデータ構造体で応答する。
【００３８】
　高速同期モードは、特に、限定された帯域巾接続を使用するときに、最も効率的なモー
ドである。クライアント装置１１０は、サーバー１２０との最後の同期以来変化したデー
タのみを送信する。サーバー１２０は、クライアント装置１１０の外部で変化したデータ
のみで応答する。
【００３９】
　同期セッションは、ネゴシエーション、プル、混合、プッシュ及びコミットを含む段階
の個別セットに従うことができる。「プル」及び「プッシュ」という語は、サーバープロ
セスに対して定義することができる。クライアント装置１００は、プル段階中にそのロー
カル変化をサーバー１２０へ送信し、又、サーバーのプッシュ段階中に更新を受け取る。
【００４０】
　ネゴシエーション段階中に、両側（クライアント装置１１０及びサーバー１２０）で、
以前の同期セッションからの情報を交換して、現在セッションに対してどんな同期モード
を使用すると合意するか決定することができる。同期セッションを識別し編成する上で助
けとなるように、各同期セッションには「同期アンカー」が指定される。クライアント装
置１１０がサーバー１２０と以前に同期していた場合には、クライアント装置１１０は、
おそらく、特定の同期モードを期待する。クライアント装置１１０は、サーバー１２０と
高速同期できると考えるが、サーバー１２０は、装置をリセットすることを希望する。要
求された同期モードが両側で受け容れられるときには、同期がプル段階へ進むことができ
る。
【００４１】
　プル段階中に、クライアント装置１１０は、その変化したレコード（又は同期モードが
「低速」である場合には、全てのレコード）をサーバー１２０へ送信する。無効変化は、
サーバー１２０により拒絶される。
【００４２】
　全ての変化が受け取られると、サーバー１２０は、混合段階に入り、データベースにお
ける保留中の更新をクライアント装置１１０からの変化と合併させる。混合の結果、対立
する変化のセットと、更新のセットとが得られ、これをクライアント装置１１０へプッシ
ュしなければならない。サーバー１２０は、発見的アルゴリズムを使用して全ての対立を
自動的に解消することができる。ある実施形態では、クライアント装置１１０が幾つかの
対立を解消することが望まれる。同期プロトコル１４０は、対立を表現してサーバー１２
０からクライアント装置１１０へ伝送することを許すように設計できる。同期プロトコル
１４０は、対立をユーザによりクライアント装置上で解消して同期サーバー１２０へ伝送
できるように設計できる。
【００４３】
　プッシュ段階中に、サーバー１２０からの更新は、クライアント装置１１０へ伝送され
る。全ての更新がクライアント装置１１０により受け取られると、コミット段階に入る。
両側（クライアント装置１１０及びサーバー１２０）で同期が成功したことに合意し、そ
れらの現在同期アンカーを持続し、そして交換したデータをそれらの各データストアへコ
ミットする。
【００４４】
　同期中の任意の点で、いずれかの側が同期を打ち消すよう判断し、変化をローカルデー
タストアへロールバックする。キャンセルは、次の事象の１つ以上に応答して明確に行わ
れ、即ち、予想されない又は無効のデータが送信されたとき、同期ステートマシンにおけ
る予想される遷移をたどらないとき、クライアント装置１１０とサーバー１２０との間の
通信が中断したとき、又は他の何らかの問題が生じたときに行われる。
【００４５】
　データの相違は、種々の粒度で同期させることができる。同期データを交換するときに
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は、クライアント装置１１０及びサーバー１２０は、レコードレベル区別（ＲＬＤ）のた
めに各変化したレコードに対する完全なデータを送信する。或いは又、フィールドレベル
区別（ＦＬＤ）のために各変化したレコードの変化したフィールドのみを送信することも
できる。特に、データレコードが多数のフィールドを含むか、又は連絡先データクラスの
映像のような大量のデータを含むときには、ＦＬＤの方がＲＬＤより好ましい。
【００４６】
　サーバー１２０は、クライアント装置１１０から受け取ったデータのＲＬＤ及びＦＬＤ
の両表示を動的にサポートすることができる。変化に対するデータ表示は、クライアント
装置１１０が所与のデータクラスに対してＲＬＤを使用するか又はＦＬＤを使用するかを
指示する。これは、ＦＬＤをサポートするためのメタ情報を維持する複雑さが合理的でな
いときに最大の融通性でクライアント装置のデータストアを実施できるようにする。
【００４７】
　ＲＬＤ変化を受け取ると、サーバー１２０は、その変化を、処理、記憶及び通信効率の
ためにＦＬＤへ内部変換する。サーバー１２０は、ＲＬＤクライアント装置１１０が完全
なレコードを送信することを期待する。クライアント装置１１０によりサポートされ且つ
クライアント装置のデータレコードから欠落したデータフィールドは、クライアント装置
１１０によりクリア／削除されたと仮定する。しかしながら、あるデータフィールド例外
値が、それら値を送信せずに不変であることを、クライアント装置１１０が指示できるよ
うにするメカニズムを設けることができる。
【００４８】
　識別（ＩＤ）マッピングは、別の基本的同期概念である。同期された各データムは、ユ
ニバーサルな独特のレコードＩＤ又はＵＵＩＤを有する。効率のために、サーバー１２０
は、ＳｙｎｃＳｅｒｖｉｃｅのＵＵＩＤをＭａｃ　ＯＳ　Ｘに使用することができる。或
いは又、クライアント装置１１０のアプリケーションは、例えば、ローカルなデータスト
アの効率を促進するために、データに対するそのローカルな独特のＩＤ（ＬＵＩＤ）を使
用することができる。
【００４９】
　サーバー１２０は、クライアント装置１１０のデータストアがそれら自身のＬＵＩＤを
使用して、必要に応じてデータアイテムを参照できるようにする。このケースでは、サー
バー１２０は、クライアント装置１１０がそれ自身のローカルＩＤを使用することにより
グローバルレコードを透過的に参照できるようにするためＬＵＩＤ－ＵＵＩＤマッピング
を維持する。サーバー１２０は、データクラスに対して「低速」又は「リセット」同期モ
ードが受け容れられたときに新たなマッピングを再確立する。
【００５０】
　同期プロトコル１４０は、ＨＴＴＰのようなトランスポートプロトコル１３０を使用し
てサーバー１２０と装置１１０との間で交換される一連のメッセージを含む。同期プロト
コル１４０は、トランスポートプロトコル１３０で交換されるメッセージを含む。同期プ
ロトコルにおけるクライアント装置１２０及びサーバー１３０の役割は、通信／トランス
ポートプロトコルにおけるそれらの役割とは異なる。例えば、ＨＴＴＰトランスポート１
３０の場合に、装置１１０は、トランスポート１３０に対して常にクライアントであり、
従って、装置１１０は、要求しか発しない。しかしながら、同期プロトコル１４０のメッ
セージプロトコルでは、クライアント装置１１０及びサーバー１２０の両方がメッセージ
コマンドを互いに発行する。
【００５１】
　トランスポート
　トランスポートプロトコル１３０は、サーバー１２０とクライアント装置１１０との間
のメッセージの交換を管理する。トランスポートプロトコル１３０は、ＨＴＴＰトランス
ポート又は他の適当なトランスポート、例えば、拡張可能なメッセージング及びプレゼン
スプロトコル（ＸＭＰＰ）を含むことができる。トランスポートプロトコル１３０のレイ
ヤは、認証を取り扱い、従って、同期プロトコル１４０は、セキュリティ／認証処理を取
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り扱う必要がない。これは、同期プロトコル１４０がより効率的に機能できるようにし、
少数のラウンドトリップしか必要としないようにする。例えば、トランスポートレイヤセ
キュリティ（ＴＬＳ）は、送信されたデータのセキュリティを必要に応じて保証するのに
使用される。又、トランスポートプロトコル１３０は、メッセージチャンキングを遂行す
ることができる。トランスポートプロトコル１３０は、配信又はメッセージ順序付けを保
証する必要がない。というのは、同期プロトコル１４０が、それを行ってメッセージロス
を検出する必要な情報を有するからである。
【００５２】
　ＨＴＴＰは、リソースに対して遂行されるべきアクションを指示する８つのメソッド又
は「バーブ(verbs)」を定義する。ＨＴＴＰメソッドは、ＨＥＡＤ、ＧＥＴ、ＰＯＳＴ、
ＰＵＴ、ＤＥＬＥＴＥ、ＴＲＡＣＥ、ＯＰＴＩＯＮＳ、及びＣＯＮＮＥＣＴを含む。ＨＴ
ＴＰをトランスポートプロトコル１３０として使用するときは、ＰＯＳＴメソッドを使用
すべきである。ＰＯＳＴメソッドは、処理されるべきデータ、例えば、ＨＴＴＰ形態のデ
ータを、識別されたリソースへ提出する。このデータは、要求の本体に含まれる。ＰＯＳ
Ｔメソッドの結果、新たなリソースの生成、既存のリソースの更新、又はその両方を生じ
させる。
【００５３】
　例えば、サーバー１２０は、http://sync.mac.com/otaのようなＵＲＬにおいてＯＴＡ
同期サービスを提供できる。テキストｐｌｉｓｔ表示を使用するときには、「コンテンツ
－タイプ」ヘッダが“ｔｅｘｔ／ｘｍｌ”でなければならない。バイナリーｐｌｉｓｔ表
示を使用するときには、「コンテンツ－タイプ」ヘッダが存在しなければならず、そして
「アプリケーション／オクテット－ストリーム」でなければならない。「コンテンツ－長
さ」ヘッダは、メッセージのサイズを指示しなければならない。ユーザ－エージェントス
トリングは、クライアントプロトコル実施を識別するのに使用される。ユーザ－エージェ
ントストリングは、「モバイル／１Ａ５４３」という形式でなければならない。或いは又
、デバイスインフォ（Ｄｅｖｉｃｅｉｎｆｏ）メソッドを使用して、デバイス実施バージ
ョンを決定することもできる。
【００５４】
　ＯＴＡプロトコル構造
　セッションは、クライアント装置１１０とサーバー１２０との間で多数のプロトコルメ
ッセージを交換することより成る。ＨＴＴＰトランスポート実施形態は、クッキーを使用
して、サーバー１２０とのセッションを維持することができる。メッセージヘッダにおい
てフラグをセットすることによってセッションが完了することをクライアント装置１１０
又はサーバー１２０のいずれかが指示する。各メッセージは、受信者により処理すること
のできる一連のコマンドを含む。クライアント装置１１０は、サーバー１２０への接続を
開始する当事者として呼称される。
【００５５】
　同期プロトコル１４０を使用して交換されるメッセージは、ＵＴＦ－８エンコードＯＳ
Ｘプロパティリスト（即ち、ディクショナリー）として表される。この表示は、クライア
ント装置１１０及びサーバー１２０の両方における生成、シリアル化及びパージングを容
易にする。同期プロトコル１４０は、拡張可能なマークアップ言語（ＸＭＬ）及びｐｌｉ
ｓｔのバイナリー表示の両方をサポートすることができる。バイナリーｐｌｉｓｔは、Ｘ
ＭＬｐｌｉｓｔより６０％から８０％以上コンパクトにすることができる。ＸＭＬｐｌｉ
ｓｔ表示を使用するときには、送信されるバイナリーデータは、ベース６４エンコード型
ＮＳＤａｔａオブジェクトとしてシリアル化され、テキストデータは、ＲＦＣ３０７６に
基づいてＸＭＬエスケープされる。各プロトコルメッセージは、２つのルートエレメント
、即ちヘッダ及び本体より成る。
【００５６】
　図２は、規範的ヘッダエレメント２１０を示すテーブルである。メッセージヘッダエレ
メント２１０は、ｓｅｒｖｉｃｅ（サービス）、ｄｅｖｉｃｅｉｄ、ｖｅｒｓｉｏｎ（バ
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ージョン）、ｕｓｅｒｉｄ、ｓｅｑｕｅｎｃｅ（シーケンス）、ｍｓｉｓｄｎ、ｆｉｎａ
ｌ（最終）、ｒｅｓｕｌｔ（結果）、等を含むことができる。各ヘッダエレメント２１０
に対応して、ヘッダエレメントのタイプ２２０も示されている。又、図２は、各ヘッダエ
レメント２１０が必要かどうかも示す（２３０）。更に、図２には、各ヘッダエレメント
の短い記述２４０も示されている。
【００５７】
　ヘッダエレメント２１０は、メッセージを送信するエンティティ（例えば、クライアン
ト装置１１０又はサーバー１２０）を識別し、そしてあるセッションコントロール情報を
含むことができる。ヘッダエレメント２１０は、メッセージの必要なエレメントであり、
ヘッダエレメントの値は、ディクショナリーである。ヘッダのエレメント２１０は、例え
ば、ソースエンティティ（ｄｅｖｉｃｅｉｄ）及びターゲットサービス（ｓｅｒｖｉｃｅ
）、ターゲットアカウント（ｕｓｅｒｉｄ）、及びメッセージシーケンスナンバー（ｓｅ
ｑｕｅｎｃｅ）を指示することができる。又、“ｖｅｒｓｉｏｎ”エレメントは、同期プ
ロトコルバージョンが使用されることを指示できる。例えば、図２は、記述２４０の欄に
、現在バージョンが“１．０”であることを示している。これらのエレメント２１０は、
全て、メッセージに存在しなければならない。
【００５８】
　又、図２は、ヘッダエレメント２１０のｓｅｒｖｉｃｅ、ｄｅｖｉｃｅｉｄ、ｖｅｒｓ
ｉｏｎ、ｕｓｅｒｉｄ、ｓｅｑｕｅｎｃｅ、及びｍｓｉｓｄｎの値がストリングとしてセ
ットされることも示している。例えば、ｓｅｑｕｅｎｃｅエレメントの値は、所与のセッ
ションに対して“１”でスタートする単純に増加する整数値である。ｓｅｑｕｅｎｃｅエ
レメントは、セッションに対するメッセージ順序を指示するのに使用される。
【００５９】
　ｓｅｒｖｉｃｅエレメントの値は、同期サーバーのようなターゲットサービスの名前を
識別するストリングである。ｕｓｅｒｉｄエレメントの値は、メッセージに対するターゲ
ットアカウントを指示するストリングである。ｕｓｅｒｉｄエレメントは、トランスポー
トレイヤ１３０においてサーバー１２０で認証されるプリンシパルを識別することができ
る。クライアント装置１１０のｄｅｖｉｃｅｉｄは、装置のハードウェアを独特に識別す
るストリングである。ｉＰｈｏｎｅ（登録商標）及びｉＰｏｄ（登録商標）タッチ装置の
場合に、ｄｅｖｉｃｅｉｄエレメントは、集積回路カード（ＩＣＣＩＤ）値である。又、
ＧＳＭ（登録商標）無線を伴うクライアント装置１１０は、現在インストールされた／ア
クティブなセキュリティインフォメーションマネージメント（ＳＩＭ）カードの電話番号
を指示するためにｍｓｉｓｄｎエレメントを送信する。ｍｓｉｓｄｎ値は、例えば、ユー
ザがＳＩＭカードを交換するとき、同期の振舞いに影響せずに、あるセッションから次の
セッションへ変化する。
【００６０】
　ｆｉｎａｌエレメントは、送信者（例えば、クライアント装置１１０）が、完了される
べきセッションの側を考慮するときにヘッダに存在する。ｆｉｎａｌエレメントは、値が
「真」のブーリアンである。ｆｉｎａｌエレメントフラグが存在するときには、セッショ
ンが完了であると考えられる。送信者は、次いで、セッション関連リソースを解放し、そ
して受信者は、別のメッセージを送信することが要求されない。受信者は、未処理のコマ
ンド応答を返送するために別のメッセージを送信する。しかしながら、受信者は、更に別
のコマンド要求を送信してはならない。ｕｓｅｒｉｄ及びｓｅｒｖｉｃｅエレメントの値
は、所与のセッションの全てのメッセージに対して一定でなければならない。ｄｅｖｉｃ
ｅｉｄエレメントの値は、送信エンティティに対して一定に保たれねばならない。換言す
れば、サーバー１２０及びクライアント装置１１０は、異なる値を有してもよいが、これ
らの値は、変化しない。
【００６１】
　ｒｅｓｕｌｔエレメントは、メッセージの全体的な状態を指示するためにメッセージの
ヘッダに存在する。プロトコルの簡潔さのため、ヘッダ状態をもたないメッセージに対し
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てＳ＿ＯＫ状態が示唆される。メッセージが受け容れられなかったことが検出されると、
ヘッダにはｒｅｓｕｌｔエレメントが存在する。データが不格好になるか、又は受信者が
セッションの致命的状態に遭遇するときは、メッセージが受け容れられない。非ＯＫ状態
値は、先行するメッセージ本体が処理されず、メッセージコマンドがいずれも遂行されず
、又、セッションを終了しなければならないことを指示する。例えば、Ｅ＿ＢａｄＲｅｑ
ｕｅｓｔ（７０３）のヘッダ状態値は、以前のメッセージが不格好なものであったことを
指示する。Ｅ＿ＬｉｍｉｔＥｘｃｅｅｄｅｄ（６１１）のヘッダ状態値は、以前のメッセ
ージサイズが受信者の能力を越えることを指示する。又、Ｅ＿ＳｅｒｖｉｃｅＢｕｓｙ（
７００）、Ｅ＿ＳｅｒｖｉｃｅＵｎａｖａｉｌａｂｌｅ（７０１）、及びＥ＿Ｒｅｔｒｙ
Ｌａｔｅｒ（７０４）のヘッダ状態値は、サーバー１２０が、要求を処理する上で困難に
遭遇していることを指示する。
【００６２】
　図３は、規範的なｐｌｉｓｔ３００を示す。規範的なｐｌｉｓｔ３００は、ヘッダ３１
０及び本体３２０を含む。ヘッダ３１０は、種々の規範的ヘッダエレメント３１２、３１
４、３１６、３１８及び３１９を含む。例えば、“ｆ１２３４５６７ａ０７４５ａ８９０
ａ８６ｂ５５５６ｄ９ｅ０２０２０２ｂＲＸ８”のストリング値を有する規範的ｄｅｖｉ
ｃｅｉｄエレメント３１２が示されている。又、“１４１５５３３８２０７”のストリン
グ値を有する規範的ｍｓｉｓｄｎエレメントも示されている。加えて、“１”の値を有す
る規範的ｓｅｑｕｅｎｃｅエレメントも示されている。又、ｐｌｉｓｔ３００は、ｓｙｎ
ｃのストリング値をもつ規範的ｓｅｒｖｉｃｅエレメントも含む。更に、ｐｌｉｓｔ３０
０は、“１．０”のストリング値をもつ規範的ｖｅｒｓｉｏｎエレメントも含む。
【００６３】
　メッセージの本体は、受信者によって処理されるべきコマンド要求及び／又はコマンド
応答のアレイを含む。本体エレメントは、メッセージの必要なエレメントであり、本体の
値は、コマンド又はコマンド応答ディクショナリーのアレイとして表される。本体エレメ
ントは、送信者が送信すべきコマンドを有していないときに空である。本体のコマンドは
、コマンドシーケンス順序で処理される。
【００６４】
　装置１１０及びサーバー１２０は、両方とも、コマンド要求及び応答を同じメッセージ
内で送信する。これは、現在セッションの状態に依存する。
【００６５】
　同期プロトコルにおけるコマンドは、次の２つの一般的カテゴリーに入る。即ち（１）
メッセージ又はセッションにおいて送信者、受信者及び他のコマンドの処理の状態に影響
を及ぼすコマンド、並びに（２）そうでないコマンド。所与のステートレス(stateless)
コマンドが首尾良く実行されるかどうかは、メッセージにおける他のコマンドに暗示的に
影響しない。ステートフル(stateful)コマンドは、「コマンドファミリー」プレフィック
ス（例えば、全てのデータ同期コマンドに対して“ｓｙｎｃ－”）で始まる。又、コマン
ドファミリープレフィックスは、サーバー１２０が異なるクライアント装置１１０に対し
てサービスの任意のセットをサポートできるようにする有用なコマンドｎａｍｅｓｐａｃ
ｅメカニズムも与える。所与のメッセージでは、所与の「コマンドファミリー」における
コマンドは、シリーズで処理され、いずれかのコマンドが不成功状態を返送する場合は、
そのファミリーにおけるその後のコマンドが全く処理されない。例えば、この場合には、
コマンドが処理されなかったことを示す状態コード（例えば、Ｅ＿ＣｏｍｍａｎｄＮｏｔ
Ｐｒｏｃｅｓｓｅｄ）をもつコマンド応答を返送することができる。
【００６６】
　非最終的メッセージの受信者は、各コマンドに対する１つ以上のコマンド応答をセッシ
ョンの次のメッセージに含ませる。最終的メッセージの受信者は、最終的メッセージがト
ランスポートレイヤ要求において送信された（即ち、トランスポート応答が予想される）
ときに各コマンドに対して１つ以上のコマンド応答を含ませる。最終的メッセージの受信
者は、最終的メッセージがトランスポートレイヤ応答において送信されたときに各コマン
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ドに対して１つ以上のコマンド応答を含ませる。
【００６７】
　「ゲット(get)」「プット(put)」及び「デリート(delete)」の３つのステートレスプリ
ミティブコマンドを定義することができる。これらのステートレスコマンドは、同期プロ
トコル１４０内で任意のオブジェクト交換又は表現的状態転送（ＲＥＳＴｆｕｌ）セマン
ティックを実施するのに使用される。これは、サーバー１２０がデータ同期オペレーショ
ンを遂行することを要求せずに、例えば、マネージメントアクションを遂行し、装置設定
又は能力を転送し、或いは大きなバイナリーオブジェクト又は他のメタデータを参照する
のに使用できる。
【００６８】
　所与のコマンド又はコマンド応答に対するデータが先天的に大き過ぎることが検出され
ると、送信者は、それを複数の断片に分割して、連続メッセージで送信することができる
。所与のコマンドは、メモリの制約、トランスポートの制約、等を含む種々の理由及び／
又は制約で分割される。
【００６９】
　図４は、コマンド要求に含まれる規範的コマンドエレメントを示すテーブルである。各
コマンド要求又はコマンド応答がディクショナリーによって表現される。コマンド要求に
対して、種々のコマンドエレメント４１０を設けることができる。規範的コマンドエレメ
ントは、“ｎａｍｅ（名前）”エレメント、“ｓｅｑｕｅｎｃｅ（シーケンス）”エレメ
ント、及び“ｐａｒａｍｓ”エレメントを含む。これらのコマンドエレメント４１０は、
全てのコマンドに対して存在しなければならない。“ｎａｍｅ”及び“ｓｅｑｕｅｎｃｅ
”エレメントに対する値４２０は、ストリングである。“ｐａｒａｍｓ”エレメントに対
する値は、ディクショナリーでなければならない。ディクショナリーは、キー／値対のマ
ップである。特定のコマンドにもよるが、キーは、ストリングであり、値は、他のタイプ
である。更に、各コマンドエレメントに対して、テーブルの第２の列に値タイプ４２０が
示されている。第３の列４３０は、コマンドエレメントが要求されるかどうか指示する。
更に、最後の列には、各コマンドエレメントの短い記述４４０が示されている。
【００７０】
　メッセージと同様に、コマンドは、セッションごとに単調に増加するｓｅｑｕｅｎｃｅ
エレメントに整数値を指定することができる。例えば、整数値は、“１”でスタートし、
セッションごとに単調に増加することができる。ｓｅｑｕｅｎｃｅエレメントの検出され
た値に基づいて、受信者は、シーケンス順序でコマンドを処理する。
【００７１】
　ｎａｍｅエレメントは、コマンドの名前を指示する必要なエレメントである。ｎａｍｅ
エレメントの値は、ストリングである。
【００７２】
　コマンド要求は、ｐａｒａｍｓエレメントを使用して、コマンドに対するパラメータを
受信者へ送る。ｐａｒａｍｓエレメントは、ディクショナリーを含む値を有する必要なエ
レメントである。特定のパラメータエレメント及び値は、図４に示すように、特定のコマ
ンドに基づいて変化する。
【００７３】
　ｍｏｒｅエレメントは、コマンドが断片へと分割されることを送信者が指示する必要が
あるときにコマンドに存在することが要求される。各断片は、オリジナルコマンドの“ｓ
ｅｑｕｅｎｃｅ”値を再使用する。ｍｏｒｅエレメントの値は、それが存在するときは、
ブール値「真」である。
【００７４】
　図５は、規範的コマンド応答エレメントを示すテーブルである。コマンド応答エレメン
トは、“ｎａｍｅ（名前）”、“ｓｅｑｕｅｎｃｅ（シーケンス）”、“ｐａｒａｍｓ”
、“ｍｏｒｅ（より多く）”、“ｒｅｓｕｌｔ（結果）”及び“ｒｅｓｐｏｎｓｅ（応答
）”を含む。各コマンド応答エレメントに対して、値タイプ５２０が設けられる。ｎａｍ
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ｅ及びｓｅｑｕｅｎｃｅエレメントの値は、例えば、ストリングである。ｐａｒａｍｓエ
レメントの値は、ディクショナリーである。ｍｏｒｅ及びｒｅｓｐｏｎｓｅエレメントの
値は、ブール値「真」であり、ｒｅｓｕｌｔエレメントの値は、アレイである。
【００７５】
　テーブルの第３列５３０は、コマンド応答エレメントが必要かどうか示している。更に
、コマンド応答ごとに、テーブルの第４列には短い記述５４０が存在する。例えば、ｎａ
ｍｅエレメントは、「ゲット(get)」のようなコマンドの名前を記述する。又、コマンド
要求に対応するコマンド応答のためのｓｅｑｕｅｎｃｅエレメントは、同じシーケンス値
を親コマンド要求としてもたねばならない。コマンドと同様に、ｐａｒａｍｓエレメント
は、コマンド応答に対するパラメータを受信者へ送るためにコマンド応答によって使用さ
れる。ｐａｒａｍｓエレメントは、ディクショナリーを含む値を有する必要なエレメント
である。特定のパラメータエレメント及び値は、図５に示すように、特定のコマンド応答
に基づいて変化する。更に、コマンド応答は、それに関連したコマンド要求と同じパラメ
ータ値を使用する。
【００７６】
　ｒｅｓｐｏｎｓｅエレメントは、メッセージ本体アイテムがコマンド応答であることを
指示する。ｒｅｓｐｏｎｓｅエレメントが存在しないことは、本体がコマンド要求である
ことを指示する。又、ｒｅｓｐｏｎｓｅエレメントの値は、値「真」をもつブーリアンで
ある。
【００７７】
　コマンド応答は、整数値が指定されたｓｅｑｕｅｎｃｅエレメントを使用する。上述し
たように、ｓｅｑｕｅｎｃｅエレメントに指定される値は、受信者により以前に送信され
たコマンドシーケンスに対応する。受信者は、コマンド応答をシーケンス値に基づきシー
ケンス順に処理する。通常、送信者は、所与のメッセージで受け取られたコマンド当たり
厳密に１つのコマンド応答を送信する。しかしながら、コマンド応答の状態がＳ＿Ｎｏｔ
Ｃｏｍｐｌｅｔｅｄ（コマンドの処理がまだ完了していないことを指示する）である場合
には、送信者は、コマンドに対する別のコマンド応答をその後のメッセージにおいて送信
することができる。或いは又、コマンドが種々の断片へと分割された場合には、コマンド
断片当たり１つのコマンド応答が送信される。
【００７８】
　ｒｅｓｕｌｔエレメントは、コマンド応答に含まれる必要なエレメントである。ｒｅｓ
ｕｌｔエレメントの値は、コマンド要求の結果を指示する１つ以上の状態アイテムのアレ
イである。コマンドを適時に、例えば、クライアントのトランスポート要求が時間切れす
る前に、完了できない場合には、受信者は、コマンドが完了されないことを指示するため
にＳ＿ＮｏｔＣｏｍｐｌｅｔｅｄ（６０２）のような状態を返送する。この状態は、コマ
ンドの成功又は失敗を指示するものではなく、コマンドの送信者に、セッションにおいて
結果が後で得られることを通知する。最終的な状態を受け取る前にセッションが終了する
ときに、Ｅ＿Ｆａｉｌｅｄ状態のような失敗状態を仮定する。未知のコマンド要求は、Ｅ
＿ＵｎｋｎｏｗｎＣｏｍｍａｎｄ（６０８）のような未知の状態値を生じさせる。又、ス
テートフルコマンドに対する予想しないコマンドは、Ｅ＿ＳｔａｔｅＥｒｒｏｒ（６１０
）のような状態エラー値を生じる。
【００７９】
　受信者が、ステートフルコマンドを処理する間にエラーに遭遇したときは、メッセージ
の同じコマンドファミリーに対するその後のステートフルコマンドが全く処理されないこ
とがある。この場合には、コマンドが処理されないことを指示するためにそれらのコマン
ドに対してＥ＿ＣｏｍｍａｎｄＮｏｔＰｒｏｃｅｓｓｅｄ（６０９）のような状態が返送
される。その状態に基づいて、送信者は、それらのコマンドを再試みする。
【００８０】
　コマンドの定義
　図６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８及び１９
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は、コマンド及びコマンド定義を例示するテーブルである。同期プロトコル１４０は、同
期セッション中に送信するのに使用できるコマンドを定義する。コマンドのこのリストは
、包括的リストではない。同期プロトコルを拡大及び拡張して他のサービスを提供するよ
うに付加的なコマンドを追加することができる。
【００８１】
　プリミティブコマンド
　図６、７、８、９、１０及び１１にリストされたコマンドは、受信者における任意のリ
ソースを変更することのできるステートレスコマンドである。使用可能なステートレスコ
マンドは、「ゲット(get)」「プット(put)」及び「デリート(delete)」を含む。これらの
ステートレスコマンドは、同期プロトコル１４０内におけるオブジェクト交換又はＲＥＳ
Ｔｆｕｌセマンティックを実施することができる。各コマンドは、“ｕｒｉ”、“ｖａｌ
ｕｅ”、“ｉｔｅｍ－ｔｙｐｅ”、“ｉｔｅｍｓ”、“ｉｄｍａｐ”、“ｕｓｅｒｉｄ”
、“ａｕｔｈｔｙｐｅ”、“ａｕｔｈ”、“ｖｅｒｓｉｏｎ”、“ａｎｃｈｏｒｓ”等を
含むことができる。これらパラメータの幾つかが必要とされ、他のものは任意である。
【００８２】
　例えば、“ｕｒｉ”パラメータは、ストリング値が指定された必要なパラメータである
。“ｕｒｉ”パラメータは、アクセスすべき希望のリソースを指定することができる。同
期プロトコル１４０は、“ｕｒｉ”パラメータがクライアント装置１１０の実際のリソー
スを表すかサーバー１２０の実際のリソースを表すか、例えば、ファイルシステム経路を
表すかバーチャルリソースを表すか、指定しない。“ｖａｌｕｅ”パラメータのタイプは
、クライアント装置１１０及びサーバー１２０により決定される。更に、“ｖａｌｕｅ”
パラメータのタイプは、同期プロトコル１４０によって指定されない。“ｖａｌｕｅ”パ
ラメータの論理的タイプは、“ｉｔｅｍ－ｔｙｐｅ”パラメータを使用して明確に指定す
ることができる。それでも、“ｖａｌｕｅ”パラメータの表現は、有効プロパティリスト
タイプでなければならない。
【００８３】
　受信者は、指示されたＵＲＩへのアクセスを制限する目的で、メッセージの“ｕｓｅｒ
ｉｄ”を許可されたプリンシパルとして使用することができる。セッション許可が不充分
である場合には、“ｕｓｅｒｉｄ”、“ａｕｔｈｔｙｐｅ”及び“ａｕｔｈ”エレメント
がコマンドに任意に含まれてもよい。
【００８４】
　図６は、ｇｅｔコマンドと、“ｕｒｉ”、“ｕｓｅｒｉｄ”、“ａｕｔｈｔｙｐｅ”及
び“ａｕｔｈ”を含むその関連パラメータ６１０とを示すテーブルである。これらパラメ
ータの各々にストリング値６２０が指定される。又、テーブルは、どのパラメータが要求
されるかも示す（６３０）。ｕｒｉパラメータは要求される（チェックマークで指示され
た）が、残りのパラメータは、ｇｅｔコマンドと共に任意に含まれる。又、パラメータの
記述６４０も設けられる。ｕｒｉパラメータの値は、検索すべきデータオブジェクトのＵ
ＲＩを記述する。任意のｕｓｅｒｉｄパラメータの値は、メッセージのｕｓｅｒｉｄを任
意にオーバーライドすべきかどうか記述する。任意のａｕｔｈｔｙｐｅパラメータの値は
、任意の認証タイプを記述することができる。任意のａｕｔｈストリングｖａｌｕｅの値
は、任意の認証クレデンシャルを記述することができる。
【００８５】
　図７は、ｇｅｔコマンド応答に対する規範的パラメータ７１０を示すテーブルである。
規範的パラメータは、“ｕｒｉ”、“ｖａｌｕｅ”及び“ｉｔｅｍ－ｔｙｐｅ”を含む。
それに関連するパラメータ値７２０は、これらパラメータに対するストリングである。第
４列７３０は、ｕｒｉ及びｖａｌｕｅパラメータが要求されるが、ｉｔｅｍ－ｔｙｐｅは
任意であることを示す。パラメータの記述７４０も示されている。ｇｅｔコマンドと同様
に、ｇｅｔコマンド応答のｕｒｉパラメータは、ｇｅｔコマンドにより要求されるデータ
オブジェクトのＵＲＩを記述する。ｖａｌｕｅパラメータは、ＵＲＩの値を記述する。例
えば、ｇｅｔコマンドは、送信者が希望のデータオブジェクト又は値を受信者から要求す
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ることができるようにする。それに応答して、受信者は、ｇｅｔコマンド応答をｇｅｔコ
マンドの送信者へ送信する。ｇｅｔコマンド応答は、ｇｅｔコマンドにより指示されたＵ
ＲＩに対する結果値を返送するためのｖａｌｕｅパラメータを含む。更に、ｇｅｔコマン
ド応答に対する任意のｉｔｅｍ－ｔｙｐｅパラメータは、値のタイプを記述する。
【００８６】
　図８は、ｐｕｔコマンドの規範的パラメータを示すテーブルである。ｐｕｔコマンドは
、送信者が任意のデータオブジェクトを受信者へ転送できるようにする。規範的パラメー
タ８１０は、“ｕｒｉ”、“ｖａｌｕｅ”、“ｉｔｅｍ－ｔｙｐｅ”、“ｕｓｅｒｉｄ”
、“ａｕｔｈｔｙｐｅ”及び“ａｕｔｈ”を含む。このテーブルは、これらパラメータ８
１０の各々にストリングパラメータタイプ８２０が指定されることを示す。又、このテー
ブルは、パラメータが要求されるかどうかも示す（８３０）。例えば、ｕｒｉ及びｖａｌ
ｕｅパラメータは要求されるが、ｒｅｓｔは任意である。最後の列は、各パラメータ８１
０の記述８４０を示す。ｕｒｉパラメータの値は、交換すべきデータオブジェクトのＵＲ
Ｉを表す。ｖａｌｕｅパラメータは、受信者へプットされるべき値を指定する。ｉｔｅｍ
－ｔｙｐｅパラメータは、値の論理的タイプを記述する。任意のｕｓｅｒｉｄパラメータ
の値は、メッセージのｕｓｅｒｉｄを任意にオーバーライドすべきかどうか記述する。任
意のａｕｔｈｔｙｐｅパラメータの値は、任意の認証タイプを記述することができる。任
意にａｕｔｈストリングｖａｌｕｅの値は、任意の認証クレデンシャルを記述することが
できる。
【００８７】
　図９は、ｐｕｔコマンド応答に対する規範的パラメータ９１０を示すテーブルである。
ｐｕｔコマンドに応答して、受信者は、ｕｒｉパラメータを含むｐｕｔコマンド応答を送
信する。ｕｒｉパラメータは、第４列９３０にチェックマークで示されたように必要なパ
ラメータである。パラメータタイプ９２０は、ｕｒｉパラメータに対するストリングであ
る。ｐｕｔコマンドと同様に、ｕｒｉパラメータは、ｐｕｔコマンドに応答して置き換え
られたデータオブジェクトのＵＲＩを記述する（９４０）。
【００８８】
　図１０は、ｄｅｌｅｔｅコマンドに対する規範的パラメータを示すテーブルである。ｄ
ｅｌｅｔｅコマンドは、“ｕｒｉ”、“ｕｓｅｒｉｄ”、“ａｕｔｈｔｙｐｅ”及び“ａ
ｕｔｈ”のような種々のパラメータ１０１０を含む。パラメータタイプ１０２０は、これ
らパラメータに対するストリングである。ｕｒｉパラメータは、第４列１０３０にチェッ
クマークで示されたように必要である。残りのパラメータは、任意である。パラメータ１
０１０の記述１０４０は、ｇｅｔ及びｐｕｔコマンドについて述べたものと同様である。
ｄｅｌｅｔｅコマンドは、送信者が指定のＵＲＩの除去を要求できるようにする。
【００８９】
　図１１は、ｄｅｌｅｔｅコマンド応答に対する規範的パラメータ１１１０を示すテーブ
ルである。ｄｅｌｅｔｅコマンド応答は、ｕｒｉパラメータを含む。このテーブルは、ｕ
ｒｉパラメータタイプ１１２０がストリングであることを示す。ｕｒｉパラメータは必要
であり（１１３０）、従って、ｄｅｌｅｔｅコマンド応答に含まれる。又、このテーブル
は、パラメータの記述１１４０も含む。例えば、ストリングタイプｕｒｉパラメータは、
ｄｅｌｅｔｅコマンドに応答して削除されるオブジェクトのＵＲＩを記述する。
【００９０】
　図１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８及び１９にリストされたコマンドは、ス
テートフルコマンドである。同期プロトコル７０は、ステートフルな同期ファミリーコマ
ンド及びコマンド応答も与える。ステートフルコマンドは、ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔ（同期
スタート）、ｓｙｎｃ－ｃｈｅｎｇｅ（同期変更）、ｃｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔ（同期コミ
ット）及びｃｙｎｃ－ｃａｎｃｅｌ（同期キャンセル）を含む。これらのステートフルコ
マンドは、プロトコルクライアント装置１１０とサーバー１２０との間の構造化データ同
期を可能にする。ステートフルコマンド及びコマンド応答の各々は、所与のコマンドによ
り影響を受けるデータクラスステートマシンを識別するための“ｕｒｉ”パラメータを含
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む。
【００９１】
　図１２は、ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔコマンドに対する規範的なパラメータ１２１０を示す
テーブルである。ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔコマンドは、受信者とで所与のデータクラスに対
する同期ステートマシンを生成できるようにする。規範的パラメータ１２１０は、“ｕｒ
ｉ”及び“ａｎｃｈｏｒｓ”を含む。パラメータタイプ１２２０は、ｕｒｉパラメータに
対するストリングである。又、パラメータタイプ１２２０は、ａｎｃｈｏｒｓパラメータ
に対するディクショナリーである。“ｕｒｉ”及び“ａｎｃｈｏｒｓ”パラメータは、第
３列１２３０にチェックマークで示されたように必要なパラメータである。
【００９２】
　又、テーブルは、各パラメータに対する記述１２４０も含む。例えば、ｕｒｉパラメー
タは、連絡先のためのストリング“ｃｏｍ．ａｐｐｌｅ．Ｃｏｎｔａｃｔｓ”又はカレン
ダーのための“ｃｏｍ．ａｐｐｌｅ．Ｃａｌｅｎｄａｒｓ”のようなデータクラス名を指
示する。受信者がデータクラスをサポートしないと検出されたときには、状態Ｅ＿Ｎｏｔ
Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ（６１２）が返送される。データクラスがイネーブルされないと検出
されたときには、状態Ｅ＿ＮｏｔＡｌｌｏｗｅｄ（６０４）が返送される。これら両方の
場合には、状態“ｐａｒａｍ－ｎａｍｅ”が存在しければならず、且つｕｒｉパラメータ
が状態返送の原因であったことを指示するために値“ｕｒｉ”をもたねばならない。ａｎ
ｃｈｏｒｓパラメータは、同期ネゴシエーション段階中に使用される情報を含む。情報は
、要求された同期モード（“ｍｏｄｅ”）；データストアバージョン（“ｄｅｖｉｃｅ＿
ｖｅｒｓｉｏｎ”、“ｓｅｒｖｅｒ＿ｖｅｒｓｉｏｎ”）；及び同期アンカー（“ｌａｓ
ｔ＿ｄｅｖｉｃｅ＿ａｎｃｈｏｒ”、“ｎｅｘｔ＿ｄｅｖｉｃｅ＿ａｎｃｈｏｒ”、“ｌ
ａｓｔ＿ｓｅｒｖｅｒ＿ａｎｃｈｏｒ”、“ｎｅｘｔ＿ｓｅｒｖｅｒ＿ａｎｃｈｏｒ”）
を含むことができる。アンカーエレメントに対する“ｄｅｖｉｃｅ＿ｖｅｒｓｉｏｎ”パ
ラメータは、クライアント装置１１０のバージョンを記述する。アンカーエレメントに対
する“ｓｅｒｖｅｒ＿ｖｅｒｓｉｏｎ”パラメータは、サーバープロセス１２０のバージ
ョンを記述する。ａｎｃｈｏｒｓパラメータは、装置、サーバー、フィルター及びリセッ
トアンカーを含む。アンカーは、同期モードを要求するのに使用できる。デフォールト同
期モードは、高速同期モードである。アンカーは、同期方向を指定するのに使用できる。
デフォールト同期方向は、変更がクライアント装置１１０からサーバープロセス１２０へ
並びにサーバープロセス１２０からクライアント装置１１０へ送信されることを指示する
“ｔｗｏｗａｙ”である。
【００９３】
　図１３は、ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔコマンド応答に対する規範的パラメータを示すテーブ
ルである。ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔコマンド応答に対する規範的なパラメータ１３１０は、
“ｕｒｉ”及び“ａｎｃｈｏｒｓ”パラメータを含むことができる。ｕｒｉ及びａｎｃｈ
ｏｒｓパラメータタイプ１３２０は、各々、ストリング及びディクショナリーである。又
、テーブルは、これらパラメータが必要なパラメータであるかどうかも示している（１３
３０）。テーブルには、パラメータの記述１３４０も示されている。ｕｒｉパラメータは
、連絡先、カレンダー、等のデータクラス名を記述する。ａｎｃｈｏｒｓパラメータは、
クライアント装置１１０、サーバー１２０、フィルター及びリセットに対して与えること
ができる。加えて、ａｎｃｈｏｒｓパラメータは、高速、低速及びリセットのような必要
な同期モードを指示するのに使用できる。デフォールト同期モードは、高速である。
【００９４】
　受信者は、提出された情報を使用して同期しようとするときには、ＯＫ状態　Ｓ＿ＯＫ
（６００）をｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔコマンド応答と共に返送する。受信者は、（例えば、
クライアントが要求したものとは異なる同期モードを使用して）調整されたパラメータと
同期しようとするときには、Ｅ＿ＮｅｇｏｔｉａｔｉｏｎＦａｉｌｅｄ（６１３）のよう
なネゴシエーション失敗状態を返送する。受信者は、送信者の供給バージョン（例えば、
“ｄｅｖｉｃｅ＿ｖｅｒｓｉｏｎ”）をサポートしないとき、バージョンがサポートされ
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ないことを指示するＥ＿ＶｅｒｓｉｏｎＮｏｔＳｕｐｐｏｒｔｅｄ（６１２）状態のよう
な状態を返送する。受信者は、希望の同期方向（例えば、“ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ”）をサ
ポートしないとき、希望の同期方向がサポートされないことを指示するＥ＿ＮｏｔＳｕｐ
ｐｏｒｔｅｄ（６１４）のような状態を返送する。これら全ての場合に、状態は、コマン
ドの“ａｎｃｈｏｒｓ”パラメータのエレメントが不成功状態の原因であることを示す値
“ａｎｃｈｏｒｓ”と共に“ｐａｒａｍ－ｎａｍｅ”パラメータを含む。更に、受信者は
、コマンド応答の“ｐａｒａｍｓ”ディクショナリーに希望の同期モード及びアンカーを
指示することができる。
【００９５】
　クライアント装置１１０は、複数のデータクラスをパラレルに同期させたいときに、図
２８に示すように、データクラスごとに個別の“ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔ”コマンド要求を
送信する。これらのコマンドは、サーバー１２０が同じ同期ジョブ内のコマンドを処理で
きるように同じメッセージに含まれる。サーバー１２０がクライアント装置１１０から受
け取った“ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔ”コマンドを受け容れると、クライアント装置１１０は
、“ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓ”コマンドを開始する。既に同期とりをスタートしたセッ
ション中に“ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔ”コマンドを送信することで、Ｅ＿ＳｔａｔｅＥｒｒ
ｏｒ（６１０）状態のようなステートエラー状態が生じる。
【００９６】
　単一のセッションにおいて複数のデータクラスを同期させるときには、データクラスご
とのコマンドが個別のステートマシンにおいて動作する。通常、サーバー１２０は、全て
のデータクラスがプル段階を完了するか、又は変化したデータを混合する前にキャンセル
するまで、待機となる。
【００９７】
　図１４は、ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓコマンドに対する規範的パラメータを示すテーブ
ルである。パラメータ１４１０は、“ｕｒｉ”、“ｉｔｅｍｔｙｐｅ”、“ｉｔｅｍｓ”
、“ａｎｃｈｏｒｓ”及び“ｉｄｍａｐ”を含むことができる。ｕｒｉ及びｉｔｅｍｔｙ
ｐｅパラメータに対するパラメータタイプ１４２０は、ストリングである。ａｎｃｈｏｒ
ｓ、ｉｔｅｍｓ及びｉｄｍａｐパラメータに対するパラメータタイプは、ディクショナリ
ーである。テーブルは、第４列１４３０において、ｕｒｉ、ｉｔｅｍｔｙｐｅ及びｉｔｅ
ｍｓパラメータが必要とされるが、ｉｄｍａｐ及びａｎｃｈｏｒｓは任意であることを示
している。又、テーブルは、これらパラメータの記述１４４０も含む。ｕｒｉパラメータ
は、要求された変化についてデータクラスを記述する。ｉｔｅｍｔｙｐｅパラメータは、
ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓコマンドで識別されたアイテム又はデータのタイプを記述する
。ｉｔｅｍｓパラメータは、ｉｔｅｍｔｙｐｅに依存するｆｏｒｍａｔ／ｔｙｐｅのよう
なアイテムのディクショナリーを記述する。ｉｔｅｍｓパラメータに対する関連キーは、
装置ｒｅｃｏｒｄｉｄである。ｉｄｍａｐパラメータは、ＧＵＩＤ－ＬＵＩＤ対のディク
ショナリーを記述する。それに関連するキーは、サーバーｒｅｃｏｒｄｉｄであり、その
値は、装置ｒｅｃｏｒｄｉｄである。ａｎｃｈｏｒｓパラメータは、“ｃｈｅｃｋｐｏｉ
ｎｔ　ａｎｃｈｏｒ”として含まれる。受信者は、そのアンカーを、その存在時に、供給
された値で更新する。セッションが中断されると、受信者は、その後の同期セッションを
チェックポイントアンカーでスタートし、低速同期モードに入ることなく通常に同期し続
ける。
【００９８】
　ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓコマンドは、クライアント装置１１０がサーバー１２０へ変
化を送信できるようにする。或いは又、サーバー１２０は、クライアント装置１１０へ更
新を送信することができる。ｕｒｉパラメータは、更新又は変化されるべきデータアイテ
ムのデータクラスを指示する。送信されるデータアイテムのタイプは、ｉｔｅｍｔｙｐｅ
パラメータにより指示される。ｉｔｅｍｔｙｐｅパラメータは、ｉｔｅｍパラメータが全
レコード（“ｒｅｃｏｒｄｓ”）を表すか又はフィールドレベル変化（“ｃｈａｎｇｅｓ
”）を表すか指示することができる。クライアント装置１１０がｉｄｍａｐを要求するこ
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とが検出されると、ｉｔｅｍｓパラメータの装置ＬＵＩＤによってデータアイテムがキー
される。ｉｔｅｍｓパラメータに対するディクショナリーのフォーマットは、ｉｔｅｍ－
ｔｙｐｅに依存する。ｉｔｅｍｓパラメータの値は、均質なｉｔｅｍ－ｔｙｐｅである。
ｉｔｅｍｓパラメータは、それ以上のアイテムを送信する必要がないことを指示するため
の空きアレイである。例えば、空きアレイは、変化がないこと、又はレコードがないこと
を指示できる。
【００９９】
　装置変化がないか又は同期モードが「リセット」されたことが検出されると、クライア
ント装置１１０は、“ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓ”コマンドを、“ｉｔｅｍｓ”パラメー
タに対する空きアレイと共に送信する。データクラスに対する全ての適切なデータアイテ
ムがコマンドパラメータに含まれない場合には、“ｍｏｒｅ”ブーリアンフラグエレメン
トも含まれる。“ｍｏｒｅ”ブーリアンフラグエレメントは、多量の同期データを小さな
塊へと分割するのに使用できる。これは、交換されるべきデータのサイズが受信者の容量
より大きいときに有用である。例えば、受信者は、メッセージサイズに限度がある。或い
は又、“ｍｏｒｅ”ブーリアンフラグエレメントは、所与のデータクラスに対する複数の
ｉｔｅｍ－ｔｙｐｅを単一のセッションで交換できるようにする。サーバー１２０がクラ
イアント装置１１０からの全データクラスに対して最後の“ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓ”
塊を受け取ると、サーバー１２０は、供給された全てのデータを中央データベースと同期
させる。次いで、プロトコルセッション内のクライアントとサーバーとの役割が逆転され
る。
【０１００】
　この点において、クライアント装置１１０は、サーバー１２０からのコマンドの処理を
開始する。又、クライアント装置１１０は、サーバー１２０へコマンド応答を返送するこ
とができる。サーバーからの同期データ更新は、次いで、“ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓ”
コマンドにおいて送信される。更新が必要とされない場合には、サーバー１２０は、“ｉ
ｔｅｍｓ”パラメータに対する空きアレイと共に“ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓ”を送信す
る。サーバー１２０からの“ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓ”コマンド要求を処理する間に、
クライアント装置１１０は、これらのコマンドに応答し、そして“ｉｄｍａｐ”パラメー
タを使用してコマンド応答の“ｐａｒａｍｓ”に追加トランザクションのための必要なマ
ッピング情報を含ませる。“ｉｄｍａｐ”パラメータは、クライアント装置からの“ｓｙ
ｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓ”コマンドにおいて送信されて、既存のマッピングを送信する。例
えば、ｉｄｍａｐは、サーバー１２０がデータエンティティを変化させるのとは独立して
更新される。セッション中に“ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔ”の前に或いは“ｓｙｎｃ－ｃｏｍ
ｍｉｔ”又は“ｓｙｎｃ－ｃａｎｃｅｌ”の後に“ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓ”を送信す
ると、例えば、Ｅ＿ＳｔａｔｅＥｒｒｏｒ（６１０）状態のようなエラー状態が生じる。
装置１００は、“ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓ”コマンド応答の送信を省略し、そしてその
後の同期セッションの“ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓ”コマンドまで“ｉｄｍａｐ”パラメ
ータの送信を延期させる。これは、同期セッションを完了するのに必要なトランスポート
ラウンドトリップの数を減少するために行われる。
【０１０１】
　図１５は、ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓコマンド応答に対する規範的パラメータを示すテ
ーブルである。パラメータ１５１０は、“ｕｒｉ”、“ａｎｃｈｏｒｓ”及び“ｉｄｍａ
ｐ”を含む。テーブルは、これらパラメータに対するパラメータタイプ１５２０を含む。
ｕｒｉパラメータは、ストリングタイプであり、ａｎｃｈｏｒｓ及びｉｄｍａｐパラメー
タは、ディクショナリーである。又、テーブルは、パラメータが必要であるかどうかの指
示も含む（１５３０）。ｕｒｉは、必要であるが、ａｎｃｈｏｒｓ及びｉｄｍａｐパラメ
ータは、任意である。又、テーブルは、これらパラメータの記述１５４０も含む。ｕｒｉ
パラメータは、必要な変化に対するデータクラスを指示する。ａｎｃｈｏｒｓパラメータ
は、最後の同期セッションが停止された特定のポイントを指示するのに使用されるチェッ
クポイントアンカーである。ｉｄｍａｐパラメータは、サーバーのｒｅｃｏｒｄｉｄを含
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むキーを伴うＧＵＩＤ－ＬＵＩＤ対のディクショナリーである。キーの値は、装置ｒｅｃ
ｏｒｄｉｄを含むことができる。
【０１０２】
　図１６は、ｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔコマンドに対する規範的パラメータを示すテーブル
である。ｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔコマンドに対するパラメータ１６１０は、“ｕｒｉ”及
び“ａｎｃｈｏｒｓ”を含む。ｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔコマンドは、同期オペレーション
をコミットするのに使用される。このコマンドは、送信者が既にコミットされておりそし
て受信者もコミットすべきであることを受信者に知らせることを指示する。このテーブル
は、パラメータが必要であるかどうか示す（１６３０）。例えば、“ｕｒｉ”パラメータ
は、必要であるが、ａｎｃｈｏｒｓパラメータは任意である。
【０１０３】
　又、このテーブルは、パラメータに対するパラメータタイプ１６２０も示す。ｕｒｉパ
ラメータは、ストリングタイプであり、そしてａｎｃｈｏｒｓパラメータは、ディクショ
ナリーである。又、このテーブルは、パラメータの記述１６４０も示す。ｕｒｉパラメー
タは、ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓをコミットするためのデータクラスを指示する。ａｎｃ
ｈｏｒｓパラメータは、サーバー１２０が記憶すべき“ｎｅｘｔ＿ｄｅｖｉｃｅ＿ａｎｃ
ｈｏｒ”を送信するためにクライアント装置１１０により使用される。それに応答して、
サーバー１２０は、“ｎｅｘｔ＿ｓｅｒｖｅｒ＿ａｎｃｈｏｒ”をｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉ
ｔコマンドにおいて送信する。更に、次の同期に使用すべき同期モードが指示され、ｓｙ
ｎｃ－ｃｏｍｍｉｔコマンドにおいて返送される。セッション中に最終的な“ｓｙｎｃ－
ｃｈａｎｇｅｓ”の前に或いは“ｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔ”又は“ｓｙｎｃ－ｃａｎｃｅ
ｌ”の後に“ｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔ”コマンドを送信することで、Ｅ＿ＳｔａｔｅＥｒ
ｒｏｒ（６０１）エラー状態のようなエラー状態が生じる。
【０１０４】
　図１７は、ｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔコマンド応答に対する規範的パラメータを示すテー
ブルである。パラメータ１７１０は、“ｕｒｉ”パラメータを含む。ｕｒｉパラメータに
対するパラメータタイプ１７２０は、ストリングである。テーブルの第４列１７３０に示
されたように、ｕｒｉパラメータは、ｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔコマンド応答に含まれる必
要なパラメータである。ｕｒｉパラメータの記述１７４０は、ｕｒｉパラメータが同期セ
ッション中にコミットされるデータクラスを指示することを示している。装置１１０は、
同期セッションを完了するのに必要なトランスポートラウンドトリップの数を減少するた
めに“ｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔ”コマンド応答の送信を省略する。“ｓｙｎｃ－ｃｏｍｍ
ｉｔ”コマンドにおいて受信された同期アンカーを次のセッションの“ｓｙｎｃ－ｓｔａ
ｒｔ”コマンドにおけるａｎｃｈｏｒｓパラメータとして提出することにより、サーバー
１２０は、手前の“ｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔ”が受信されたと推論する。
【０１０５】
　図１８は、ｓｙｎｃ－ｃａｎｃｅｌコマンドに対する規範的パラメータを示すテーブル
である。ｓｙｎｃ－ｃａｎｃｅｌコマンドは、同期オペレーションをキャンセルするのに
使用される。ｓｙｎｃ－ｃａｎｃｅｌコマンドは、送信者が既にキャンセルされていて、
受信者もキャンセルすべきであることを受信者に知らせることを指示する。受信者は、デ
ータクラスに対してそれが行った変化を、最後に受け取った同期アンカーにより表された
状態へロールバックしなければならない。このテーブルは、ｓｙｎｃ－ｃａｎｃｅｌコマ
ンドに対するパラメータ１８１０が“ｕｒｉ”パラメータ及びａｎｃｈｏｒｓパラメータ
を含むことを示す。ｕｒｉパラメータに対するパラメータタイプ１８２０は、ストリング
であり、そしてａｎｃｈｏｒｓパラメータは、ディクショナリーである。又、このテーブ
ルは、第４列１８３０に、そのパラメータが必要であるかどうかも示す。ｕｒｉパラメー
タは、必要であるが、ａｎｃｈｏｒｓパラメータは、任意である。又、このテーブルは、
パラメータの記述１８４０も示す。ｕｒｉパラメータは、同期をキャンセルするためのデ
ータクラスを指示する。ａｎｃｈｏｒｓパラメータは、次の同期セッションに対して使用
すべきアンカー及び／又は同期モードを指定するのに使用される。セッション中に“ｓｙ
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ｎｃ－ｓｔａｒｔ”の前に或いは“ｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔ”又は“ｓｙｎｃ－ｃａｎｃ
ｅｌ”の後に“ｓｙｎｃ－ｃａｎｃｅｌ”コマンドを送信することで、Ｅ＿ＳｔａｔｅＥ
ｒｒｏｒ（６１０）エラー状態のようなエラー状態が生じる。装置１１０は、同期セッシ
ョンを完了するのに必要なトランスポートラウンドトリップの数を減少するために“ｓｙ
ｎｃ－ｃａｎｃｅｌ”コマンド応答の送信を省略する。“ｓｙｎｃ－ｃａｎｃｅｌ”コマ
ンドにおいて受信された同期アンカーを、次のセッションの“ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔ”コ
マンドにおけるａｎｃｈｏｒｓパラメータとして提出することにより、サーバー１２０は
、手前の“ｓｙｎｃ－ｃａｎｃｅｌ”が受け取られたことを推論することができる。
【０１０６】
　図１９は、ｓｙｎｃ－ｃａｎｃｅｌコマンド応答に対する規範的パラメータを示すテー
ブルである。このコマンド応答に使用可能なパラメータ１９１０は、“ｕｒｉ”パラメー
タである。ｕｒｉパラメータのパラメータタイプ１９２０は、ストリングである。このテ
ーブルは、第４列１９３０に、パラメータが必要であるかどうかも指示する。ｕｒｉパラ
メータは、チェックマークで指示されたようにコマンド応答に含ませることが要求される
。このテーブルは、ｕｒｉパラメータの記述１９４０も含む。ｕｒｉパラメータは、同期
をキャンセルするためのデータクラスを指示する。
【０１０７】
　状態
　図２０は、規範的状態エレメントを示すテーブルである。この規範的状態エレメントは
、第１列２０１０に示され、それに対応する値が第２列２０２０に示されている。テーブ
ルの第３列２０３０は、その状態エレメントが必要であるかどうか示している。又、テー
ブルの最後の列２０４０は、各状態エレメントの短い記述を示す。
【０１０８】
　所与のコマンド又はメッセージの処理から生じる状態は、“ｓｔａｔｕｓ（状態）”エ
レメントにより表される。メッセーズヘッダには、単一の状態エレメントが現れる。メッ
セージが処理されなかったときには、それに対応する状態エレメントがメッセージヘッダ
に含まれる。コマンド応答の“ｒｅｓｕｌｔｓ”パラメータには、“ｓｔａｔｕｓ”エレ
メントのアレイが含まれる。
【０１０９】
　状態エレメントは、コマンド要求の結果を指示する。状態アイテムは、ディクショナリ
ーである。ディクショナリーは、“ｓｔａｔｕｓ”エレメントを含むと共に、それに対応
するコマンド要求の結果状態を指示するために“ｃｏｄｅ”エレメントを含む。“ｓｔａ
ｔｕｓ”エレメントの値は、ストリングである。“ｃｏｄｅ”エレメントの値は、整数ス
トリング又は整数を含む。“ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ（記述）”エレメントは、コマンド
に存在してもよい任意のエレメントである。“ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ”エレメントの値
は、ストリングである。“ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ”エレメントは、純粋な情報であり、
コマンドの処理に何ら影響しない。
【０１１０】
　“ｐａｒａｍ－ｎａｍｅ”、“ｐａｒａｍ－ｋｅｙ”及び“ｐａｒａｍ－ｉｎｄｅｘ”
エレメントが存在してもよい。それらは、あるコマンドに対する多状態応答を与えるのに
使用される。“ｐａｒａｍ－ｎａｍｅ”値は、ストリングでなければならず、コマンド要
求のどのパラメータにこの状態アイテムが対応しているか指示する。“ｐａｒａｍ－ｉｎ
ｄｅｘ”値は、ストリング又は整数でなければならない。これは、“ｐａｒａｍ－ｎａｍ
ｅ”エレメントが存在し且つコマンド要求におけるその値がアレイであった場合に存在し
なければならない。“ｐａｒａｍ－ｉｎｄｅｘ”の値は、この状態アイテムに対応するコ
マンド要求における“ｐａｒａｍ－ｎａｍｅ”アイテムのインデックスを指示する。イン
デックス値は、ゼロベースである。“ｐａｒａｍ－ｋｅｙ”値は、ストリングでなければ
ならない。これは、“ｐａｒａｍ－ｎａｍｅ”エレメントが存在し且つコマンド要求にお
けるその値がディクショナリーであった場合に存在しなければならない。“ｐａｒａｍ－
ｋｅｙ”の値は、この状態アイテムに対応するコマンド要求における“ｐａｒａｍ－ｎａ
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【０１１１】
　又、“ｐａｒａｍ－ｎａｍｅ”、“ｐａｒａｍ－ｋｅｙ”及び“ｐａｒａｍ－ｉｎｄｅ
ｘ”エレメントが存在してもよい。それらは、必要なエレメントではなく、あるコマンド
に対する多状態応答を与えるのに使用できる。“ｐａｒａｍ－ｎａｍｅ”状態エレメント
の値は、コマンド要求のどのパラメータにこの状態エレメントが対応しているか指示する
ストリングである。“ｐａｒａｍ－ｉｎｄｅｘ”エレメントの値は、ストリング又は整数
のいずれかである。“ｐａｒａｍ－ｎａｍｅ”状態エレメントが存在し、そしてコマンド
要求における“ｐａｒａｍ－ｎａｍｅ”状態エレメントの値に一致するパラメータの値が
アレイであったときに状態ディクショナリーに“ｐａｒａｍ－ｉｎｄｅｘ”状態エレメン
トが含まれる。“ｐａｒａｍ－ｉｎｄｅｘ”状態エレメントの値は、その状態エレメント
に対応するコマンド要求における“ｐａｒａｍ－ｎａｍｅ”状態エレメントの値に名前が
対応するところのパラメータのアレイパラメータアイテムのインデックスを指示する。イ
ンデックス状態エレメントの値は、ゼロベースである。“ｐａｒａｍ－ｋｅｙ”エレメン
トの値は、コマンド要求におけるどのパラメータにこの状態エレメントが対応するか指示
するストリングである。“ｐａｒａｍ－ｋｅｙ”状態エレメントの値は、ストリングであ
る。“ｐａｒａｍ－ｋｅｙ”状態エレメントは、“ｐａｒａｍ－ｎａｍｅ”状態エレメン
トが存在し、且つコマンド要求における“ｐａｒａｍ－ｎａｍｅ”状態エレメントの値に
一致するパラメータの値がディクショナリーであったときに状態ディクショナリーに含ま
れる。“ｐａｒａｍ－ｉｎｄｅｘ”状態エレメントの値は、この状態エレメントに対応す
るコマンド要求における“ｐａｒａｍ－ｎａｍｅ”状態エレメントの値に名前が対応する
ところのパラメータのディクショナリーパラメータアイテムのキーを指示する。
【０１１２】
　状態におけるインデックスは、オリジナルｐａｒａｍがアレイであった場合に状態に生
じるｐａｒａｍのインデックスを参照する。インデックスは、ゼロベースからカウントし
てスタートする。このゼロベースメカニズムは、状態の希薄なアレイを返送できるように
する。例えば、アレイであるパラメータ“ｉｔｅｍｓ”を有する以下に示すコマンド（“
ｅｘａｍｐｌｅｃｏｍｍａｎｄ”と称する）について考える。このコマンドにおける２つ
以外の全てのアイテムは良好に形成され、第２及び第５アイテムが（“不良”）値を有す
ると仮定する。
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　上述した“ｅｘａｍｐｌｅｃｏｍｍａｎｄ”に対するコマンド応答は、次のように表さ
れる。
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【０１１４】
　これは、指示されたもの以外の全部が成功であるようにしてコマンドに対して返送され
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るべき状態が複数あることを示している。しかしながら、（０から続けて、ひいては、コ
マンドリストの第２アイテムから続けて）インデックス１においてｐａｒａｍ“ｉｔｅｍ
ｓ”に対して供給される値は、不良値である（状態コード６０７）。第５アイテム（イン
デックス４）についても同じことが言える。このメカニズムは、成功である１つおきのア
イテムに対して状態の非報告を可能にする。このメカニズムは、多数のアイテムがサーバ
ーへ送信されて若干が失敗となるだけであるときに帯域巾使用要件を著しく減少すること
ができる。
【０１１５】
　単一のコマンド応答で複数の状態を返送する必要があるときは、Ｓ＿ＭｕｌｔｉＳｔａ
ｔｕｓ（６０１）のような状態を状態アレイの第１エレメントとして含ませることにより
状態の希薄なアレイが表現される。その後の状態エレメントは、パラメータインデックス
値と、パラメータタイプがアレイであったところの失敗したパラメータエレメントに対す
る個別の状態とを指示する。或いは又、その後の状態エレメントは、パラメータキー値と
、パラメータタイプがディクショナリーであったところの失敗したパラメータエレメント
に対する個別の状態とを指示する。
【０１１６】
　一般的な状態に対して、状態コードレンジ６００－６９９のようなあるレンジにおける
状態コードを予約することができる。又、サーバーにより返送されそして現在セッション
の終了を一般的に招くエラーに対して、レンジ７００－７９９のような別のレンジにおけ
る状態コードを予約することができる。
【０１１７】
　図２１は、コマンド及びコマンド応答に含ませるのに使用可能な状態に対する規範的な
状態コードを示すテーブルである。第１列２１１０は、使用可能な状態を記述する。それ
に関連した状態コードが第２列２１２０に示されている。第３列２１３０は、各状態に対
する記述を示す。最後の列２１４０は、各状態に対する親エレメント又はパラメータを示
す。
【０１１８】
　このテーブルは、成功状態及びエラー状態を記述する。図２１に示した例では、“Ｓ＿
ＯＫ”状態には、成功を指示するコード６００が指定される。親エレメントは、メッセー
ジヘッダ又はコマンド応答である。他の成功状態は、多値状態での成功を指示するために
コード６０１に指定された“Ｓ＿ＭｕｌｔｉＳｔａｔｕｓ”状態である。親エレメントは
、コマンド応答である。
【０１１９】
　エラー状態は、コマンドに対するコマンド処理がまだ完了しないことを指示するために
コード６０２に指定された“Ｅ＿ＮｏｔＣｏｍｐｌｅｔｅｄ”状態を含む。親エレメント
は、コマンド応答である。指示されたデータオブジェクト又はＵＲＩが見つからないこと
を指示するために“Ｅ＿ＮｏｔＦｏｕｎｄ”エラー状態がコード６０３に指定される。親
エレメントは、コマンド応答である。例えば、アクセス権が不充分であることからオペレ
ーションが許されないことを指示するために“Ｅ＿ＮｏｔＡｌｌｏｗｅｄ”エラー状態が
コード６０４に指定される。親エレメントは、コマンド応答である。コマンドが必要なパ
ラメータを見失ったことを指示するために“Ｅ＿ＭｉｓｓｉｎｇＰａｒａｍ”エラー状態
がコード６０５に指定される。供給されたパラメータが誤ったものであることを指示する
ために“Ｅ＿ＰａｒａｍＥｒｒｏｒ”エラー状態がコード６０６に指定される。親パラメ
ータは、コマンド応答である。不良値が供給されたことを指示するために“Ｅ＿ＢａｄＶ
ａｌｕｅ”エラー状態がコード６０７に指定される。親パラメータは、メッセージヘッダ
又はコマンド応答である。未知のコマンドが発行されて無視されたことを指示するために
“Ｅ＿ＵｎｋｎｏｗｎＣｏｍｍａｎｄ”がコード６０８に指定される。親エレメントは、
コマンド応答である。手前のコマンド処理のエラーでコマンドが処理されなかったことを
指示するために“Ｅ＿ＣｏｍｍａｎｄＮｏｔＰｒｏｃｅｓｓｅｄ”エラー状態がコード６
０９に指定される。親エレメントは、コマンド応答である。“Ｅ＿ＳｔａｔｅＥｒｒｏｒ
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”は、コマンドファミリーの現在ステートマシンに基づき予想されないコマンドが受け取
られたことを指示するためにコード６１０に指定されたエラー状態である。親エレメント
は、コマンド応答である。非常に多くのアイテムが供給されたことを指示するために“Ｅ
＿ＬｉｍｉｔＥｘｃｅｅｄｅｄ”エラー状態がコード６１１に指定される。親エレメント
は、コマンド応答である。プロトコル又はコマンドバージョンがサポートされないことを
指示するために“Ｅ＿ＶｅｒｓｉｏｎＮｏｔＳｕｐｐｏｒｔｅｄ”エラー状態がコード６
１２に指定される。親エレメントは、メッセージヘッダ又はコマンド応答である。同期モ
ードネゴシエーションが失敗したことを指示するために“Ｅ＿ＮｅｇｏｔｉａｔｉｏｎＦ
ａｉｌｅｄ”エラー状態がコード６１３に指定される。親エレメントは、コマンド応答で
ある。非サポート又は非実行オペレーションが試みられたことを指示するために“Ｅ＿Ｎ
ｏｔＳｕｐｐｏｒｔｅｄ”エラー状態がコード６１４に指定される。親エレメントは、メ
ッセージヘッダ又はコマンド応答である。一般的な失敗を指示するために“Ｅ＿Ｆａｉｌ
ｅｄ”エラー状態がコード６１５に指定される。親エレメントは、メッセージヘッダ又は
コマンド応答である。現在ステートマシンがキャンセルされたことを指示するために“Ｅ
＿Ｃａｎｃｅｌｅｄ”エラー状態がコード６１６に指定される。親エレメントは、コマン
ド応答である。サーバー１２０が非常にビジーであり、メッセージを処理できないことを
指示するために、“Ｅ＿ＳｅｒｖｉｃｅＢｕｓｙ”エラー状態がコード７００に指定され
る。この状態コードは、装置１１０がコマンドを直ちに再試みすべきであることも指示す
る。親コードは、メッセージヘッダである。サーバー１２０が使用できず、メッセージを
処理できないことを指示するために、“Ｅ＿ＳｅｒｖｉｃｅＵｎａｖａｉｌａｂｌｅ”エ
ラー状態がコード７０１に指定される。この状態コードは、装置１１０が直ちに再試みす
べきであることも指示する。親エレメントは、メッセージヘッダである。サーバー１２０
に内部エラーがあることを指示するために“Ｅ＿ＳｅｒｖｉｃｅＥｒｒｏｒ”エラー状態
がコード７０２に指定される。親エレメントは、メッセージヘッダ又はコマンド応答であ
る。サーバー１２０がメッセージを理解できないことを指示するために“Ｅ＿ＢａｄＲｅ
ｑｕｅｓｔ”エラー状態がコード７０３に指定される。親エレメントは、メッセージヘッ
ダである。クライアント装置１１０が後で再試みすることをサーバー１２０が要求するこ
とを指示するために“Ｅ＿ＲｅｔｒｙＬａｔｅｒ”エラー状態がコード７０４に指定され
る。親エレメントは、メッセージヘッダである。
【０１２０】
　図２２は、コマンドに対して所与の状態を受け取ることの作用を示すテーブルである。
指示子“Ｃ”は、状態を受け取るコマンドのみについての失敗を指示する。指示子“Ｆ”
は、コマンドファミリーのステートマシンの終了を指示する。“ｓｙｎｃ”コマンドに対
するステートマシンの終了は、例えば、“ｓｙｎｃ－ｃａｎｃｅｌ”が間もなく来るとい
う指示である。指示子“Ｍ”は、メッセージが処理されなかったことを指示する。指示子
“Ｓ”は、セッションが終了することを指示する。
【０１２１】
　“Ｅ＿ＮｏｔＦｏｕｎｄ”エラー状態を受け取る作用は、ｇｅｔ、ｐｕｔ及びｄｅｌｅ
ｔｅコマンドの失敗である。ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔ、ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓ、ｓｙｎ
ｃ－ｃａｎｃｅｌ及びｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔコマンドについては、データクラスステー
トマシンが終了される。“Ｅ＿ＮｏｔＡｌｌｏｗｅｄ”エラー状態を受け取る作用は、ｇ
ｅｔ、ｐｕｔ及びｄｅｌｅｔｅコマンドの失敗である。ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔ、ｓｙｎｃ
－ｃｈａｎｇｅｓ、ｓｙｎｃ－ｃａｎｃｅｌ及びｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔコマンドについ
ては、データクラスステートマシンが終了される。“Ｅ＿ＭｉｓｓｉｎｇＰａｒａｍ”エ
ラー状態を受け取る作用は、ｇｅｔ、ｐｕｔ及びｄｅｌｅｔｅコマンドの失敗である。ｓ
ｙｎｃ－ｓｔａｒｔ、ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓ、ｓｙｎｃ－ｃａｎｃｅｌ及びｓｙｎｃ
－ｃｏｍｍｉｔコマンドについては、データクラスステートマシンが終了される。更に、
メッセージは、処理されない。“Ｅ＿ＰａｒａｍＥｒｒｏｒ”エラー状態を受け取る作用
は、ｇｅｔ、ｐｕｔ及びｄｅｌｅｔｅコマンドの失敗である。ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔ、ｓ
ｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓ、ｓｙｎｃ－ｃａｎｃｅｌ及びｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔコマンド
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については、データクラスステートマシンが終了される。“Ｅ＿ＢａｄＶａｌｕｅ”エラ
ー状態を受け取る作用は、ｇｅｔ、ｐｕｔ及びｄｅｌｅｔｅコマンドの失敗である。ｓｙ
ｎｃ－ｓｔａｒｔ、ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓ、ｓｙｎｃ－ｃａｎｃｅｌ及びｓｙｎｃ－
ｃｏｍｍｉｔコマンドについては、データクラスステートマシンが終了される。更に、メ
ッセージは、処理されない。“Ｅ＿ＵｎｋｎｏｗｎＣｏｍｍａｎｄ”を受け取る作用は、
ｇｅｔ、ｐｕｔ及びｄｅｌｅｔｅコマンドの失敗である。ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔ、ｓｙｎ
ｃ－ｃｈａｎｇｅｓ、ｓｙｎｃ－ｃａｎｃｅｌ及びｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔコマンドにつ
いては、データクラスステートマシンが終了される。“Ｅ＿ＣｏｍｍａｎｄＮｏｔＰｒｏ
ｃｅｓｓｅｄ”エラー状態を受け取る作用は、ｇｅｔ、ｐｕｔ、ｄｅｌｅｔｅ、ｓｙｎｃ
－ｓｔａｒｔ、ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓ、ｓｙｎｃ－ｃａｎｃｅｌ及びｓｙｎｃ－ｃｏ
ｍｍｉｔコマンドの失敗である。“Ｅ＿ＳｔａｔｅＥｒｒｏｒ”エラー状態を受け取る作
用は、ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔ、ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓ、ｓｙｎｃ－ｃａｎｃｅｌ及び
ｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔコマンドについて、データクラスステートマシンが終了されるこ
とである。“Ｅ＿ＬｉｍｉｔＥｘｃｅｅｄｅｄ”エラー状態を受け取る作用は、ｇｅｔ、
ｐｕｔ及びｄｅｌｅｔｅコマンドの失敗である。ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔ、ｓｙｎｃ－ｃｈ
ａｎｇｅｓ、ｓｙｎｃ－ｃａｎｃｅｌ及びｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔコマンドについては、
データクラスステートマシンが終了される。更に、メッセージは、処理されない。“Ｅ＿
ＶｅｒｓｉｏｎＮｏｔＳｕｐｐｏｒｔｅｄ”エラー状態を受け取る作用は、ｇｅｔ、ｐｕ
ｔ及びｄｅｌｅｔｅコマンドの失敗である。ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔ、ｓｙｎｃ－ｃｈａｎ
ｇｅｓ、ｓｙｎｃ－ｃａｎｃｅｌ及びｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔコマンドについては、デー
タクラスステートマシンが終了される。更に、セッションが終了となる。“Ｅ＿Ｎｅｇｏ
ｔｉａｔｉｏｎＦａｉｌｅｄ”エラー状態を受け取る作用は、ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔコマ
ンドの失敗である。“Ｅ＿ＮｏｔＳｕｐｐｏｒｔｅｄ”エラー状態を受け取る作用は、ｇ
ｅｔ、ｐｕｔ及びｄｅｌｅｔｅコマンドの失敗である。ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔ、ｓｙｎｃ
－ｃｈａｎｇｅｓ、ｓｙｎｃ－ｃａｎｃｅｌ及びｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔコマンドについ
ては、データクラスステートマシンが終了される。“Ｅ＿Ｆａｉｌｅｄ”エラー状態を受
け取る作用は、ｇｅｔ、ｐｕｔ及びｄｅｌｅｔｅコマンドの失敗である。ｓｙｎｃ－ｓｔ
ａｒｔ、ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓ、ｓｙｎｃ－ｃａｎｃｅｌ及びｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉ
ｔコマンドについては、データクラスステートマシンが終了される。更に、セッションが
終了となる。“Ｅ＿Ｃａｎｃｅｌｅｄ”エラー状態を受け取る作用は、ｓｙｎｃ－ｓｔａ
ｒｔ、ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓ、ｓｙｎｃ－ｃａｎｃｅｌ及びｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔ
コマンドについてデータクラスステートマシンが終了されることである。“Ｅ＿Ｓｅｒｖ
ｉｃｅＢｕｓｙ”エラー状態を受け取る作用は、セッションが終了となることである。“
Ｅ＿ＳｅｒｖｉｃｅＵｎａｖａｉｌａｂｌｅ”エラー状態を受け取る作用は、セッション
が終了となることである。“Ｅ＿ＳｅｒｖｉｃｅＥｒｒｏｒ”エラー状態を受け取る作用
は、全てのコマンドについてセッションが終了となることである。“Ｅ＿ＢａｄＲｅｑｕ
ｅｓｔ”エラー状態を受け取る作用は、セッションが終了となることである。“Ｅ＿Ｒｅ
ｔｒｙＬａｔｅｒ”エラー状態を受け取る作用は、セッションが終了となることである。
【０１２２】
　アンカー
　同期モード、同期方向、エージェントバージョン、及び同期アンカーのような同期状態
情報が種々の時間に装置とサーバーとの間で交換される。図１２－２０に示されたコマン
ド及びコマンド応答に含まれる“ａｎｃｈｏｒｓ（アンカー）”エレメントは、この情報
を束ねるのに使用される。“ａｎｃｈｏｒｓ”エレメントは、ディクショナリーとして実
施される。
【０１２３】
　図２３は、アンカーエレメントに対する規範的なキーを示すテーブルである。このテー
ブルは、同期アンカーキー２３１０、関連キータイプ２３２０、及びキーの記述２３３０
を例示する列を含む。“ｍｏｄｅ（モード）”キーは、望ましい又はネゴシエーションさ
れた同期モードを表す。ｍｏｄｅキーは、ａｎｃｈｏｒエレメントに存在するのも任意で
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ある。ｍｏｄｅキーの値は、それが存在するときに、ストリングとして実施され、そして
ストリング値は、同期モードを表すために「低速」、「高速」又は「リセット」を含む。
ｍｏｄｅキーの値が存在しないときは、メッセージの受信者は、値が「高速」であると推
測する。従って、送信者により指示されるｍｏｄｅキーの値が存在しないと、受信者は、
高速同期モードを仮定する。
【０１２４】
　“ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ（方向）”キーは、望ましい又はネゴシエーションされた同期方
向を表す。ｄｉｒｅｃｔｉｏｎキーの値は、ａｎｃｈｏｒｓエレメントに任意に存在する
ことができる。ｄｉｒｅｃｔｉｏｎキーの値は、それが存在するときに、ストリングとし
て実施され、ストリングの値は、“ｔｏ＿ｓｅｒｖｅｒ”、“ｔｏ＿ｄｅｖｉｃｅ”又は
“ｔｗｏｗａｙ”を含むことができる。従って、これらの値は、同期方向を、装置１１０
からサーバー１２０へ同期をとるものとして、又はサーバー１２０から装置１１０へ同期
をとるものとして、或いはその両方として指示する。ｄｉｒｅｃｔｉｏｎキーの値が存在
しないときは、受信者は、値を“ｔｗｏｗａｙ”として推測する。
【０１２５】
　“ｄｅｖｉｃｅ＿ｖｅｒｓｉｏｎ”キーは、装置１１０により送信され、装置データソ
ースエージェントバージョンを表す。ｄｅｖｉｃｅ＿ｖｅｒｓｉｏｎキーの値は、それが
存在するときに、ストリングとして実施される。この情報は、装置ソフトウェアの所与の
バージョンに特有の振舞い又は能力を推測するためにサーバー１２０により使用すること
ができる。サーバー１２０は、例えば、所与の装置エージェントバージョンでは同期が許
されないことを決定できる。
【０１２６】
　“ｓｅｒｖｅｒ＿ｖｅｒｓｉｏｎ”キーは、サーバー１２０により送信され、サーバー
のデータソースエージェントバージョンを表す。ｓｅｒｖｅｒ＿ｖｅｒｓｉｏｎキーの値
は、それが存在するときに、ストリングとして実施される。この情報は、サーバーソフト
ウェアの所与のバージョンに特有の振舞い又は能力を推測するために装置１１０によって
使用することができる。装置１１０は、例えば、所与のサーバーエージェントバージョン
では同期が許されないことを決定できる。
【０１２７】
　実際のアンカーは、キー“ｌａｓｔ＿ｄｅｖｉｃｅ＿ａｎｃｈｏｒ”、“ｎｅｘｔ＿ｄ
ｅｖｉｃｅ＿ａｎｃｈｏｒ”、“ｌａｓｔ＿ｓｅｒｖｅｒ＿ａｎｃｈｏｒ”及び“ｎｅｘ
ｔ＿ｓｅｒｖｅｒ＿ａｎｃｈｏｒ”を使用して交換される。これら各キーの値は、“ａｎ
ｃｈｏｒｓ”ディクショナリーに存在することができる。これら各キーの値は、それが存
在するときに、ストリングとして実施される。存在しないときには、受信者がキーに対す
る最後に知られた値を推測する。
【０１２８】
　ａｎｃｈｏｒｓエレメントに対するキーの値は、不透明と考えられ、エンティティは、
別のエンティティのａｎｃｈｏｒキーをデコードし又はそこから意味を推測するよう試み
てはならない。例えば、クライアント装置は、“ｎｅｘｔ＿ｓｅｒｖｅｒ＿ａｎｃｈｏｒ
”又は“ｌａｓｔ＿ｓｅｒｖｅｒ＿ａｎｃｈｏｒ”に関して仮定をしてはならない。
【０１２９】
　同期プロトコル特徴
　クライアント装置１１０が相違（即ち、変化、削除又は新データ）をサーバー１２０へ
送信するときに、クライアント装置１１０は、“ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓ”コマンドの
“ｉｔｅｍ－ｔｙｐｅ”パラメータを経て「レコードレベル差（ＲＬＤ）」が使用される
か「フィールドレベル差（ＦＬＤ）」が使用されるか指示する。“ｉｔｅｍ－ｔｙｐｅ”
パラメータの値「変化」は、ＦＬＤを指示するが、値「レコード」は、ＲＬＤを指示する
。ＲＬＤをサポートする装置は、特定のデータクラスに対する所与の変化したレコードの
ための全データセットを送信する。これと対照的に、ＦＬＤをサポートする装置は、デー
タクラスに対するデータセットにおける変化したレコードの変化したプロパティしか送信
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しない。
【０１３０】
　ＲＬＤの場合に、所与のプロパティが変化せず且つ削除もされないことを指示する“＋
**ｎｏ－－ｃｈａｎｇｅ**＋”のような特殊な値をクライアント装置１１０が送信できる
ようにする最適化がサポートされる。これは、変化しない連絡先映像のような大きなデー
タアイテムの送信を回避する上で助けとなる。
【０１３１】
　ｉｄｍａｐ
　データクラスに対する、例えば、クライアント装置１１０のデータストアが、ｉｄｍａ
ｐの使用を希望することを検出すると、サーバー１２０からの“ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅ
ｓ”コマンドに対してコマンド又はコマンド応答に“ｉｄｍａｐ”パラメータを含ませる
ことができる。“ｉｄｍａｐ”パラメータの値は、サーバーのユニバーサルな独特の識別
子（ＵＵＩＤ）をクライアント装置１１０のローカルな独特の識別（ＬＵＩＤ）へとマッ
プするディクショナリーである。その後、サーバー１２０は、クライアント装置１１０の
ＬＵＩＤを使用してそのマップされたエンティティを参照する。
【０１３２】
　最適化
　分割されたセッションは、ワイヤレス通信に対してメッセージ／パケットロスを生じさ
せる。同期プロトコル１４０は、「高速」同期から抜け出すことなく、分割されたセッシ
ョンから回復することができる。分割されたセッションの場合でも「高速」同期を維持す
ることにより、通信ラウンドトリップの数が減少される。ラウンドトリップの数が減少さ
れることで、メッセージ／パケットロスを減少し又は最小とすることができる。
【０１３３】
　同期プロトコル１４０は、通常の環境でトランスポートメッセージ（ＨＴＴＰ要求／応
答ラウンドトリップ）の数を最小にするように設計される。「高速」同期モードに留まる
能力は、より少ない量のデータを交換することにより各同期プロセスに対する帯域巾使用
及び努力を最小にすることができる。更に、頻繁な高速同期は、装置１１０／サーバー１
２０対が互いに著しくドリフトしないことを意味する。換言すれば、装置１１０及びサー
バー１２０は、高速同期なしに可能である以上に同期状態に留まる。又、このワイヤレス
「トリクル同期」は、優れたユーザ経験を生み出すことができる。
【０１３４】
　ある事象は、高速同期対（例えば、クライアント装置１１０及びサーバー１２０対）が
低効率の同期モード（例えば、低速同期モード）を頼りにすることができるようにする。
これらの事象は、装置データの崩壊、同期セッションの中断、一貫した同期アンカーへの
合意の失敗、データ構造のリセット（例えば、ユーザが別のマシンからのデータクラスに
対して完全に新しいデータセットをプッシュしたとき）を含む。同期プロトコル１４０は
、悲観的であることを回避し、問題が生じたときに低速同期へ戻る必要性を最小にするか
又は排除することができる。
【０１３５】
　同期プロトコル１４０は、クライアント装置１１０とサーバー１２０との間のデータ同
期を最適にするために種々の技術を実施する。例えば、最適化技術は、楽観的ネゴシエー
ション及びコミットを可能にする同期段階圧縮；複数データクラスステートマシンのパラ
レル実施；同期アンカーチェックポイントの使用；及びセッションの頑健性を可能にする
ことを含む。
【０１３６】
　図２４は、同期セッションの一例を示す。クライアント装置１１０とサーバー１２０と
の間の同期セッションは、種々のメッセージ２４１０、２４２０、２４３０、２４４０、
２４５０及び２４６０を含む。例えば、メッセージ１　２４１０は、送信者により受信者
へ送信される。図２４に示す例では、送信者がクライアント装置１１０であり、受信者が
サーバー１２０である。メッセージ１　２４１０は、同期セッションに対する同期モード
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をネゴシエートするためにｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔコマンドを含む。メッセージ１　２４１
０に応答して、受信者は、ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔコマンド応答のようなコマンド応答を含
むメッセージ２　２４２０を送信する。コマンド応答は、メッセージ１　２４１０に含ま
れたコマンドが成功か、失敗か、等を指示するための状態を含む。メッセージ２　２４２
０が終わると、第１ラウンドトリップが完了する。必要に応じて、付加的なメッセージｎ
、ｎ＋１、ｎ＋２、等を交換して、同期セッションを完了することができる。同期セッシ
ョンは、例えば、最終的メッセージｎ＋１を受信すると、終了する。ある実施形態では、
付加的な任意のメッセージ２４５０、２４６０、等を交換することができる。
【０１３７】
　図２５は、クライアント装置１１０とサーバー１２０との間の最適な高速又はリセット
データ同期の一例を示す。同期段階圧縮は、クライアント装置１１０が個別の同期ステー
トマシン段階を圧縮できるようにする。例えば、クライアント装置１１０は、おそらく、
同期モードが「高速」又は「リセット」になると考えるときに、ネゴシエーション（“ｓ
ｙｎｃ－ｓｔａｒｔ”）及びプル段階コマンド（“ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓ”）を第１
メッセージ２５１０においてサーバー１２０へ送信する。同期段階圧縮は、サーバー１２
０が要求された同期モードを拒絶する場合に無駄なネットワークトラフィックを最小にす
るか又は排除することができる。図２５に示す例では、クライアント装置１１０は、“ｓ
ｙｎｃ－ｓｔａｒｔ”及び“ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅ”コマンドを含む第１メッセージ２
５１０を送信する。しかしながら、サーバー１２０は、“ｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔ”コマ
ンドを第２メッセージ２５２０において送信しない。むしろ、サーバー１２０は、“ｓｙ
ｎｃ－ｓｔａｒｔ”応答、“ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓ”応答、及び“ｓｙｎｃ－ｃｈａ
ｎｇｅｓ”コマンドを第２メッセージ２５２０において送信する。第２のラウンドトリッ
プ２５３０において、クライアント装置１１０は、ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅ応答及び“ｓ
ｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔ”コマンドを送信する。サーバー１２０は、“ｓｙｎｃ－ｃｏｍｍ
ｉｔ”応答で応答する。
【０１３８】
　図２６は、クライアント装置１１０とサーバー１２０との間の最適な高速又はリセット
同期の別の例を示す。クライアント装置１１０は、ネゴシエーション（“ｓｙｎｃ－ｓｔ
ａｒｔ”）及びプル段階コマンド（“ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓ”）を第１メッセージ２
６１０においてサーバー１２０へ送信する。ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔネゴシエーションコマ
ンドは、データクラス、アンカー及び同期モードを指示するパラメータを含むことができ
る。図２６に示す例では、高速同期モードが指示される。
【０１３９】
　図２６に示す例において、同期サーバー１２０は、所与のデータクラスに対する“ｓｙ
ｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓ”及び“ｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔ”コマンドを同じメッセージにお
いて送信することにより、プッシュ及びコミット段階を圧縮する。ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔ
及びｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅコマンドに応答して、サーバー１２０は、第２メッセージ２
６２０においてｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔコマンド応答（ＯＫ、データクラス、アンカー）及
びｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅコマンド応答（ＯＫ、データクラス）で応答する。更に、サー
バー１２０は、ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓコマンド（データクラス、変化）及びｓｙｎｃ
－ｃｏｍｍｉｔコマンド（データクラス、アンカー）を第２メッセージ２６２０に含ませ
て、１つのラウンドトリップを完了させることができる。従って、この楽観的解決策は、
単一のＨＴＴＰラウンドトリップでデータ同期を完了させることができる。
【０１４０】
　クライアント装置１１０が第２メッセージ２６２０におけるサーバー１２０の“ｓｙｎ
ｃ－ｃｈａｎｇｅｓ”コマンドに対して第２のラウンドトリップ２６３０においてｉｄｍ
ａｐのための任意のメッセージで応答するときには２つのラウンドトリップでデータ同期
を完了させることができる。又、クライアント装置１１０は、任意のメッセージにおいて
ｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔ応答を送信することもできる。
【０１４１】
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　ある実施形態では、クライアント装置１１０は、サーバー１２０へのｉｄｍａｐの送信
をその後のセッションまで延期し、そしてｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔ応答の送信を省略する
。というのは、サーバー１２０は、コマンドが受け取られ、そしてその後のセッションで
送信される同期アンカーと比較することで処理されることを推測できるからである。図２
７は、クライアントとサーバーとの間の規範的データ同期を示し、ここで、装置は、サー
バーの手前のメッセージが最終的なものであるときに“ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓ”又は
“ｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔ”に対するコマンド応答の送信を省略する。この場合に、保留
中のｉｄメッセージは、（必要があれば）その後の同期セッションにおいてサーバー１２
０へ送信される。
【０１４２】
　第１メッセージ２７１０において、クライアント装置１１０は、図２５を参照して述べ
たように、ネゴシエーション及びプル段階を圧縮する。それに応答して、サーバー１２０
は、図２６を参照して述べたようにプッシュ及びコミット段階を圧縮して第２メッセージ
２７２０を送信する。第１セッションは、１つのラウンドトリップで完了される。
【０１４３】
　第３メッセージ２７３０においてプル及びネゴシエーション段階を圧縮してクライアン
ト装置１１０により第２の同期セッションが開始される。更に、第１セッションから先延
ばしされた保留中のｉｄｍａｐがサーバー１２０へ送信される。サーバー１２０は、第４
メッセージ２７４０において、ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓ及びｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔコ
マンドで応答する。
【０１４４】
　図２８は、低速同期の例を示す。クライアント装置１１０は、次の同期モードが「低速
」同期モードになると考えるときには、ネゴシエーション及びプル段階を圧縮しない。と
いうのは、その全データセットを初期の要求メッセージ２８１０においてサーバー１２０
へ送信することは、例えば、処理コストに関して高価になるからである。更に、サーバー
１２０が「リセット」同期モードに対してネゴシエーションしたことを検出すると、デー
タの送信は、帯域巾を浪費することになる。
【０１４５】
　この低速同期モードでは、クライアント装置１１０は、第１メッセージ２８１０におい
て識別されたデータクラス、アンカー及び低速同期モードでｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔコマン
ドを送信する。サーバー１２０は、第２メッセージ２８２０において、ｓｙｎｃ－ｓｔａ
ｒｔ応答で応答する。第３メッセージ２８３０（第２ラウンドトリップ）では、クライア
ント装置１１０は、データクラスに対するｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓコマンドを送信する
。サーバー１２０は、次のメッセージ２８４０において、ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓ応答
（ＯＫ、データクラス）、ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓコマンド（データクラス）、及びｓ
ｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔコマンド（データクラス、アンカー）を含ませることにより応答す
る。第３ラウンドトリップ２８５０では、クライアント装置１１０は、ｓｙｎｃ－ｃｈａ
ｎｇｅｓ応答（ＯＫ、データクラス、ｉｄｍａｐ）及びｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔ応答（Ｏ
Ｋ）を送信する。
【０１４６】
　図２９は、複数のデータクラスをパラレルに同期させる一例を示す。複数のデータクラ
スステートマシンをパラレル（並列）に実施することで、複数のデータクラスをパラレル
に同期させることができる。全ての“ｓｙｎｃ”ファミリーコマンドにおいて必要な“ｕ
ｒｉ”パラメータにより指定される各データクラスは、それ自身の個別のステートマシン
を動作させる。従って、最適なケースでは、全てのデータクラスが単一のトランスポート
ラウンドトリップにおいて高速同期することができる。比較として、他の同期プロトコル
、例えば、オープンモバイルアリアンス－データ同期プロトコル（以前はＳｙｎｃＭＬプ
ロトコルとして知られていた）ＯＭＡ　ＤＳ／ＳｙｎｃＭＬは、シリアルに同期し、デー
タクラス当たり５つ以上のラウンドトリップを要求する。
【０１４７】
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　図２９に示す例では、連絡先、カレンダー及びブックマークのような複数のデータクラ
スがパラレルに同期される。第１メッセージ２９１０において、クライアント装置１１０
は、これらデータクラスに対するｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔコマンドをパラレルに送信する。
同じメッセージ２９１０において、クライアント装置１１０は、複数のデータクラスに対
するｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓコマンドも送信する。サーバー１２０は、複数のデータク
ラスに対してｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔ応答及びｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓ応答を伴う応答２
９２０を送信する。例えば、サーバー１２０からのｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔ応答は、カレン
ダーデータクラスがネゴシエーション失敗のためにサーバー１２０においてリセットされ
ることを述べる。更に、カレンダーに対するｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓ応答は、カレンダ
ーのデータクラスに対して変化が処理されなかったことを述べる。連絡先及びブックマー
クに対するｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔコマンドは、ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔ応答のＯＫ状態によ
り示されたように成功である。連絡先及びブックマークに対するｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅ
ｓコマンドは、ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓ応答のＳ＿ＮｏｔＣｏｍｐｌｅｔｅｄ状態によ
り示されたように完了していない。
【０１４８】
　次のメッセージ２９３０において、クライアント装置１１０は、リセット同期（手前の
カレンダーのｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔコマンド応答においてサーバーにより要求される同期
モード）を要求する別のｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔコマンドと、空きアイテムパラメータを伴
うカレンダーデータクラスに対するｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓコマンドとを送信する。サ
ーバー１２０は、次のメッセージ２９４０において、連絡先、カレンダー及びブックマー
クデータクラスに対するｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔ応答及びｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓ応答；
連絡先及びブックマークに対するｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓ応答；より多くの変化が保留
中であることを指示するカレンダーに対するｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓコマンド；及び連
絡先及びブックマークに対するｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔコマンド；で応答する。これら２
つのメッセージ２９３０及び２９４０は、第２のラウンドトリップを構成する。
【０１４９】
　第３のラウンドトリップは、連絡先、カレンダー及びブックマークに対するｓｙｎｃ－
ｃｈａｎｇｅｓ応答を伴うクライアント装置からのメッセージ２９５０で始まる。このメ
ッセージ２９５０は、連絡先及びブックマークに対するｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔ応答を含
む。第３のラウンドトリップを完了するために、サーバー１２０は、データクラスに対す
るｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓコマンド及びｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔコマンドを次のメッセ
ージ２９６０においてクライアント装置１１０へ送信する。従って、３つのトランスポー
トプロトコルラウンドトリップだけで、複数のデータクラスの同期、同期モード再ネゴシ
エーション（カレンダーはサーバーにおいてリセットされた）、及び分割ｓｙｎｃ－ｃｈ
ａｎｇｅｓ（サーバーからのカレンダー変化はメッセージ２９４０及びメッセージ２９６
０において送信された）を完了することができる。
【０１５０】
　クライアント装置１１０が、ｉｄｍａｐを伴うカレンダーに対するｓｙｎｃ－ｃｈａｎ
ｇｅｓ応答、及びｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔ応答をサーバー１２０へ送信できるようにする
ために、任意の第４ラウンドトリップ２９７０を実施することができる。
【０１５１】
　サーバー１２０は、全てのデータクラスがプル段階を完了する（即ち、第３メッセージ
を受信するとき）まで混合段階を遂行しない。これは、サーバー１２０が単一の同期ジョ
ブにおいて全ての作業を遂行できるようにする。サーバーは、全てのデータクラスに対す
るクライアント１１０の全ての変化がサーバー１２０により受け取られるまで他のデータ
クラスに対するＳ＿ＮｏｔＣｏｍｐｌｅｔｅｄを送信する。
【０１５２】
　Ｓｙｎｃ　Ａｎｃｈｏｒチェックポイント
　同期プロトコルは、追跡可能な同期セッションを編成して維持するためにコマンド及び
コマンド応答に“ｓｙｎｃ　ａｎｃｈｏｒｓ（同期アンカー）”を使用する。サーバー１
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２０は、その内部バージョニングメソッドに対してコマンド及びコマンド応答におけるア
ンカーを管理することができる。
【０１５３】
　ｓｙｎｃ　ａｎｃｈｏｒｓは、クライアント装置１１０及びサーバー１２０が同期プロ
セス中に交換する不透明なデータである。アンカーは、同期セッションの同期モードを決
定するためにネゴシエーション段階中に交換することができる。次いで、コミット段階中
に、アンカーの新たなセットを交換し、その後の同期セッション中に使用するように存続
させることができる。比較として、他の同期プロトコルは、同期セッションの始めにアン
カーを使用し、そしてアンカーは、同期セッションが首尾良く完了したときだけ更新され
るか、或いはセッションがキャンセルされるか又は予期せず終了する場合にロールバック
される。
【０１５４】
　ネゴシエーション中の予想されるアンカーと実際のアンカーとの食い違い（アンカー不
一致として知られている）は、低速同期を生じさせるか、或いは最低でも、失敗した同期
セッションからの全てのデータの再送信を生じさせる。信頼性のないデータネットワーク
では、これは、全く進行が生じない状況を招き、サーバーとの同期は、外部条件が変化す
るまで同期を首尾良く完了することが実際上阻止される。予期せぬセッションの失敗も、
次の同期セッションにおけるアンカー不一致を招くことになる。
【０１５５】
　ＯＴＡ同期プロトコル１４０は、サーバー１２０が、同期セッション中に種々のチェッ
クポイントにおいて更新されたアンカーを任意に返送できるようにする。“ａｎｃｈｏｒ
”パラメータは、いかなる同期ファミリーコマンド又はコマンド応答にも存在する。チェ
ックポイントアンカーは、“ｎｅｘｔ＿ｓｅｒｖｅｒ＿ａｎｃｈｏｒ”エレメントを含み
、且つ“ｍｏｄｅ”エレメントを含む。これは、ｓｙｎｃ　ａｎｃｈｏｒｓの微粒度更新
を行って、アンカー不一致のおそれ及び影響を低減できるようにする。各サーバーアンカ
ーは、アンカーが発生されたときの内部サーバー状態に関する正確な情報をサーバー１２
０に与える情報でエンコードされる。例えば、サーバーアンカーは、クライアント装置１
１０から要求された変化が中央データベースと混合されたかどうかの情報でエンコードす
ることができる。又、サーバーアンカーは、どの更新がクライアント装置１１０によって
受け容れられたかの情報でエンコードすることもできる。更に、サーバーアンカーは、同
期セッションが正常に完了したかどうかの情報でエンコードすることもできる。サーバー
アンカーにおいて他の内部サーバー状態をエンコードすることもできる。
【０１５６】
　規範的なアンカーチェックポイントは、クライアント装置の最終的な“ｓｙｎｃ－ｃｈ
ａｎｇｅｓ”コマンドに応答して“ｅｎｄ　ｏｆ　ｓｅｒｖｅｒ　ｍｉｎｇｌｅ　ｐｈａ
ｓｅ（サーバー混合段階の終了）”を含むことができる。又、アンカーチェックポイント
は、とりわけ、分割“ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓ”及びコミット段階中のポイントを含む
こともできる。
【０１５７】
　サーバー１２０は、チェックポイントアンカーを追加するための時間及び位置をインテ
リジェントに判断することができる。チェックポイントアンカーは、それが“ｓｙｎｃ－
ｃｈａｎｇｅｓ”コマンドに入れられたときには、受信したデータセットがデータクラス
スキーマのデータ完全性要件を守らせることを保証する。例えば、データ完全性要件は、
チェックポイント付きのデータセットにおける未知のエンティティへの参照をもたせない
ことを含む。プル段階が完了した後に、最も最近のチェックポイントアンカーは、同期セ
ッションがキャンセルされた場合でも、クライアント装置１１０によってセーブすること
ができる。
【０１５８】
　同期サーバー１２０は、チェックポイントアンカーを、それがもはや必要でないとき、
或いはチェックポイント状態を維持するのに使用される関連サーバー側リソースをサーバ
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ーが解除する必要があるとき、満了とさせる。クライアント装置１１０が未知の又は満了
となったチェックポイントアンカーを供給するときには、同期セッションが、依然、低速
同期モードに入る。
【０１５９】
　次の同期セッションのネゴシエーション段階中、即ち“ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔ”コマン
ド中に、クライアント装置１１０は、その最後にセーブしたアンカーをサーバー１２０へ
送信する。サーバー１２０は、手前の同期セッションが予期せず終了しても、又は“ｓｙ
ｎｃ－ｃｏｍｍｉｔ”コマンド応答がサーバー１２０へ明確に返送されなくても、これら
アンカーにエンコードされた情報を使用して、最も最近セーブされたチェックポイントか
ら同期セッションをスタートさせる。クライアント装置１１０は、それが同期セッション
中にそのようなアンカーを受け取ると、サーバーからの最も最近のアンカーを保持し、そ
して次の同期セッションに対する“ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔ”コマンドにおいて送信するた
めにその値をセーブする。
【０１６０】
　図３０は、チェックポイントアンカーを使用する規範的同期セッションを示す。クライ
アント装置１１０は、メッセージ３０１０を送信することにより同期セッションを開始す
る。クライアント装置１１０は、メッセージ３０１０にアンカー、ａ０を使用する。この
アンカー、ａ０は、手前の同期セッションからの最後のサーバーアンカー値である。クラ
イアント装置１１０及び同期サーバー１２０は、他のメッセージ３０２０、３０３０、３
０４０、３０５０及び３０６０を必要に応じて交換する。同期セッション中の種々のポイ
ントにおいて、同期サーバー１２０は、これらのメッセージ３０２０、３０３０、３０４
０、３０５０及び３０６０を使用して、チェックポイントアンカーａ１、ａ２及びａ３を
返送する。
【０１６１】
　同期サーバー１２０からの“ａｎｃｈｏｒｓ”エレメントを含む各メッセージを受信し
て処理すると、クライアント装置１１０は、そのアンカーを更新する。同期セッションが
中断するか又はメッセージが失われると、クライアント装置は、それが首尾良く処理した
最後のアンカーを次のセッションの“ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔ”コマンドにおいて供給する
。どのアンカー値が受け取られるかに基づき、同期サーバー１２０は、必要に応じて手前
の同期を完了させるためにどのアクションを取らねばならないか推測することができる。
従って、非常に繊細なワイヤレスネットワークでも、又は大きなデータセットを送信する
必要があるときでも、増分的な同期進行を行うことができる。
【０１６２】
　図３１は、規範的チェックポイントアンカーを示すテーブルである。このテーブルは、
考えられるチェックポイントアンカー３１１０、それに関連した同期段階３１２０、及び
チェックポイントアンカーに関連したサーバー状態３１３０を記述する列を含む。例えば
、アンカーａ０は、サーバー状態に変化を生じさせないネゴシエーション段階を表すこと
ができる。アンカーａ１は、プッシュ段階を表すことができる。サーバー１２０は、クラ
イアント装置１１０により要求される変化を適用し、そしてサーバー１２０は、その変化
のパート１をクライアント装置１１０へ送信する。アンカーａ２は、サーバー１２０によ
り開始されるプッシュ段階を表す。サーバーは、その変化のパート２をクライアント装置
１１０へ送信する。アンカーａ３は、コミット段階を表し、そして変化をコミットするこ
とが完了したことを信号することができる。このアンカーは、同期セッションが完了した
ことを信号する。
【０１６３】
　装置の設定
　同期プロトコル１２０は、サーバー１２０が装置設定及び能力を動的に要求するための
メカニズムをなす。“ｇｅｔ”及び“ｐｕｔ”コマンドは、情報を交換するのに使用され
る。いつでも、サーバー１２０は、例えば、装置設定及び能力を要求するために値“ｄｅ
ｖｉｃｅｉｎｆｏ”をもつ“ｕｒｉ”パラメータと共に“ｇｅｔ”コマンドを送信する。
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或いは又、クライアント装置１１０は、同じ“ｕｒｉ”パラメータと共に“ｐｕｔ”コマ
ンドをサーバー１２０へ送信する。“ｕｒｉ”パラメータの値は、種々のキー値対を含む
ディクショナリーである。“ｕｓｅｒｉｄ”の値は、それが存在するとき、認証原理を表
し、ストリングとして実施される。“ａｕｔｈｔｙｐｅ”の値は、それが存在するとき、
認証スキームを表し、ストリングとして実施される。“ａｕｔｈ”の値は、それが存在す
るとき、認証クレデンシャルを表し、ストリングとして表現される。受信者は、オペレー
ションを遂行しようとするときに、状態Ｓ＿ＯＫ（６００）のような成功状態を返送する
。要求されたＵＲＩが未知であるときは、受信者は、ＵＲＩが見つからず未知であること
を指示するために状態Ｅ＿ＮｏｔＦｏｕｎｄ（６０３）のような状態を返送する。要求さ
れたオペレーションが許されず、例えば、許可された原理が、ＵＲＩを削除することが許
されないときには、受信者は、要求されたオペレーションが許されないことを指示するた
めに状態Ｅ＿ＮｏｔＡｌｌｏｗｅｄ（６０４）のような状態を返送する。供給されたデー
タが誤ったものであるために要求されたオペレーションを遂行できないときには、受信者
は、要求されたオペレーションを遂行できないことを指示するために状態Ｅ＿ＢａｄＶａ
ｌｕｅ（６０７）のような状態を返送する。供給された“ｉｔｅｍｔｙｐｅ”が誤ったも
のであるために要求されたオペレーションを遂行できないときには、受信者は、要求され
たオペレーションがサポートされないことを指示するために状態Ｅ＿ＮｏｔＳｕｐｐｏｒ
ｔｅｄ（６１４）のような状態を返送する。
【０１６４】
　図３２は、“ｕｒｉ”パラメータに対する規範的キー値対のテーブルを示す。“ｕｒｉ
”パラメータに対する使用可能なキー３２１０は、ｖｅｒｓｉｏｎ（バージョン）、ｍｓ
ｉｓｄｎ、ｄｅｖｉｃｅｉｄ、ｎａｍｅ（名前）、ｍｏｄｅｌ（モデル）、ｃａｒｒｉｒ
（キャリア）及びｄａｔａｃｌａｓｓ（データクラス）を含む。ｖｅｒｓｉｏｎ、ｍｓｉ
ｓｄｎ、ｄｅｖｉｃｅｉｄ、ｎａｍｅ、ｍｏｄｅｌ及びｃａｒｒｉｒキーに対する関連値
３２２０は、ストリング値である。ｄａｔａｃｌａｓｓキーに対する値３２２０は、ディ
クショナリーである。又、このテーブルは、これらキーに対する関連記述３２３０も示し
ている。例えば、ｖｅｒｓｉｏｎキー値は、バージョン１．１．４のような製品バージョ
ンを記述することができる。ｍｓｉｓｄｎキー値は、現在インストールされたＳＩＭカー
ドの電話番号を記述することができる。ｄｅｖｉｃｅｉｄキー値は、ＩＣＣＩＤを記述す
ることができる。ｎａｍｅキー値は、ＥｃｔｏＰｈｏｎｅのようなユーザ装置名を記述す
ることができる。ｍｏｄｅｌキー値は、クライアント装置１１０のモデル、例えば、ｉＰ
ｈｏｎｅ（登録商標）、ｉＰｏｄ　Ｔｏｕｃｈ（登録商標）、等を記述することができる
。ｃａｒｒｉｒキー値は、ＡＴ＆Ｔ（登録商標）、Ｖｅｒｉｚｏｎ（登録商標）、等の電
信会社を記述することができる。ｄａｔａｃｌａｓｓキー値は、データクラスを記述する
ことができる。
【０１６５】
　クライアント装置１１０が最初にサーバー１２０と同期するときには、サーバー１２０
は、“ｇｅｔ”コマンドを送信することにより装置情報を要求する。その後、装置情報が
変化したときに、クライアント装置１１０は、“ｐｕｔ”コマンドを送信することにより
その変化した装置情報をサーバー１２０へ送信する。
【０１６６】
　フィルタリング
　フィルタリングは、クライアント装置１１０と同期したデータアイテムのセットを、デ
ータアイテムの値に基づいて限定する能力である。例えば、ユーザは、グループのあるセ
ット内に含まれた連絡先のみと同期することを希望するか、現在日付の周りのある時間窓
内のカレンダー事象と同期することを希望する。
【０１６７】
　ｉＴｕｎｅｓ（登録商標）のようなデータ共有／管理アプリケーションでは、ｉＰｈｏ
ｎｅ（登録商標）のようなクライアント装置１１０へ送られるデータアイテムのセットを
限定又はフィルタリングするためにケーブル同期中にコンピュータによりフィルター設定
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が実施される。同期プロトコル１４０は、ワイヤレス同期解決策における同様のフィルタ
リング機能を与える。ｉＴｕｎｅｓ（登録商標）からの同じフィルター設定が、ユーザア
クションを必要とせずに、サーバー１２０により実施される。従って、フィルタリングは
、自動的に行うことができる。或いは又、実施されるべきフィルター設定をユーザが表示
して編集できるようにするために、クライアント装置１１０におけるユーザインターフェ
イス（ＵＩ）をユーザに提示することもできる。
【０１６８】
　同期プロトコル１４０は、プリミティブコマンドを使用してクライアント装置１１０と
サーバー１２０との間でフィルター設定を交換できるようにする。フィルターの情報は、
“ｄａｔａｃｌａｓｓ／＜ｄａｔａｃｌａｓｓｎａｍｅ＞／ｆｉｌｔｅｒ”の形態の“ｕ
ｒｉ”パラメータを使用して指定することができる。フィルター情報の値は、ディクショ
ナリーである。
【０１６９】
　図３３は、フィルター設定に対する規範的なキー値を示すテーブルである。フィルター
設定に対して使用可能なキー３３１０は、ｄｅｆａｕｌｔ＿ｃｏｎｔａｉｎｅｒ、ｃｏｎ
ｓｔｒａｉｎ＿ｃｏｎｔａｉｎｅｒ及びｄｉｓｃａｒｄ＿ａｆｔｅｒ＿ｄａｙｓを含む。
これらフィルター設定キーの値３３２０は、各々、ストリング、アレイ、及びストリング
である。ｄｅｆａｕｌｔ＿ｃｏｎｔａｉｎｅｒキーのデータクラス１２０は、連絡先及び
カレンダーを含む。又、ｃｏｎｓｔｒａｉｎ＿ｃｏｎｔａｉｎｅｒキーのデータクラス１
２０は、連絡先及びカレンダーを含む。又、ｄｉｓｃａｒｄ＿ａｆｔｅｒ＿ｄａｙｓキー
のデータクラス１２０は、カレンダーを含む。
【０１７０】
　ｄｅｆａｕｌｔ＿ｃｏｎｔａｉｎｅｒキーは、連絡先に対するグループＩＤ及び事象に
対するカレンダーＩＤのような、コンテナエンティティの識別（ＬＵＩＤ）を記述する。
ｃｏｎｓｔｒａｉｎ＿ｃｏｎｔａｉｎｅｒキーは、含むべきグループのセットのような、
含むべきコンテナエンティティのＬＵＩＤのセットを記述する。ｄｉｓｃａｒｄ＿ａｆｔ
ｅｒ＿ｄａｙｓキーは、記述された日数より古い事象を削除しなければならないところの
日数を記述する。
【０１７１】
　図３４は、擬似バッカス・ナウアフォーム（ＡＢＮＦ）のダイアグラムの一例である。
擬似バッカス・ナウアフォームは、シンタックスを記述する便利な仕方である。ＢＮＦは
、文脈自由文法を表現できるメタシンタックスである。文脈自由文法は、語彙ルール及び
構文ルールの２組のルールを使用することによってプログラミング言語のシンタックスを
定義することができる。増強型ＢＮＦは、異なる命名ルール、繰り返し、代替、順序独立
性、及び値範囲を使用するＢＮＦの変更バージョンである。
【０１７２】
　図３５は、規範的な同期セッションを示す。図３５に示す規範的な同期セッションは、
分割同期変化及びプットフィルター情報を含む。クライアント装置１１０は、ネゴシエー
ション段階コマンド（“ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔ”）及びプル段階コマンド（“ｓｙｎｃ－
ｃｈａｎｇｅｓ”）を第１メッセージ３５１０においてサーバー１２０へ送信する。プッ
トコマンドは、特定のデータクラスに対するデータアイテムを送信するのに使用される。
図３５に示す例では、プットコマンドで指示されたデータクラスは、連絡先である。又、
データアイテムは、データをデータクラスに対して同期されるものに限定するようフィル
タリングされる。
【０１７３】
　第２メッセージ３５２０において、サーバー１２０は、連絡先データクラスに対しネゴ
シエーションの成功を指示するために状態“Ｓ＿ＯＫ”と共にｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔコマ
ンド応答を送信することにより応答する。更に、アンカーを使用してチェックポイントを
指示する。又、サーバー１２０は、データクラスに対する全ての適当なデータアイテムが
コマンドパラメータに含まれるのではないことを指示する“ｍｏｒｅ”ブーリアンフラグ
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と共に連絡先データクラスに対するｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓコマンドを送信する。更に
、第２メッセージ３５２０は、プットの成功を指示するために“Ｓ＿ＯＫ”状態と共にプ
ットコマンド応答を含むことができる。
【０１７４】
　第３メッセージ３５３０において、クライアント装置１１０は、ｕｒｉパラメータによ
り指示された連絡先データベースに対して“Ｓ＿ＯＫ”状態と共にｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇ
ｅｓコマンド応答を含む。又、例えば、ＧＵＩＤ＿ＬＵＩＤマッピングを与えるために、
ｉｄｍａｐも含まれる。第４メッセージ３５４０において、サーバー１２０は、連絡先デ
ータクラスを指示するためにｕｒｉパラメータと共にｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓコマンド
を送信する。又、より多くのデータが続くことを指示するために“ｍｏｒｅ”ブーリアン
が含まれる。第５メッセージ３５５０では、クライアント装置１１０は、連絡先データク
ラスに対する更新の成功を指示するために“Ｓ＿ＯＫ”状態と共にｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇ
ｅｓコマンド応答を送信する。第６メッセージ３５６０において、サーバー１２０は、連
絡先データクラスに対してｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓコマンド及びｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉ
ｔコマンドを送信する。クライアント装置１１０は、第７メッセージ３５７０において、
更新の成功を指示するためにｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓコマンド応答で応答する。又、ク
ライアント装置１１０は、クライアント装置が変化をコミットしたことを指示するために
ｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔ応答（ＯＫ）も含む。最後のメッセージ３５８０は、同期セッシ
ョンの最終メッセージを指示するために空きメッセージ本体を有する。
【０１７５】
　図３６、３７ａ、３７ｂ、３８ａ、３８ｂ、３８ｃ、３８ｄ、３９ａ、３９ｂ、３９ｃ
、４０ａ及び４０ｂは、同期セッションに対するワイヤトレース例を示す。図３６は、リ
セット同期セッションに対する４つの規範的メッセージの概要を示す。図３７ａ及び３７
ｂは、クライアント装置１１０からサーバー１２０へ送られる規範的メッセージを示す。
ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔコマンドは、データクラスを示す値“ｃｏｍ．ａｐｐｌｅ．Ｃｏｎ
ｔａｃｔｓ”と共にｕｒｉパラメータを含む。又、同期モードは、“ｒｅｓｅｔ”として
指示される。又、メッセージは、同じデータクラス（ｃｏｍ．ａｐｐｌｅ．Ｃｏｎｔａｃ
ｔｓ）及び空き変化と共にｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓコマンドを含む。
【０１７６】
　図３８ａ、３８ｂ、３８ｃ及び３８ｄは、サーバー１２０からクライアント装置１１０
へ送られる規範的メッセージを示す。サーバー１２０は、ネゴシエーションの成功を指示
するために状態“Ｓ＿ＯＫ”と共にｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔコマンド応答を送信する。又、
メッセージは、データ更新の成功を指示するために状態“Ｓ＿ＯＫ”と共にｓｙｎｃ－ｃ
ｈａｎｇｅｓコマンド応答も含む。更に、サーバー１２０は、１つの連絡先、電話番号及
びｅ－メールアドレスを送信するｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓコマンドを送信する。又、サ
ーバー１２０は、クライアント装置１１０から装置情報をプルするためにｇｅｔコマンド
も送信する。
【０１７７】
　図３９ａ、３９ｂ及び３９ｃは、クライアント装置１１０から送られる規範的メッセー
ジを示す。このメッセージは、変化したデータアイテムの更新の成功を指示するために状
態“Ｓ＿ＯＫ”と共にｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓコマンド応答を含む。ＧＵＩＤ対ＬＵＩ
Ｄマッピングを指示するために、ｉｄｍａｐパラメータが与えられる。又、このメッセー
ジは、装置情報を返送する際のｇｅｔオペレーションの成功を指示するために状態“Ｓ＿
ＯＫ”と共にｇｅｔコマンド応答も含む。更に、このメッセージは、クライアント装置１
１０がコミットし且つサーバー１２０もコミットしなければならないことを指示するため
にｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔコマンドも含む。
【０１７８】
　図４０ａ及び４０ｂは、サーバー１２０から送られる規範的メッセージを含む。サーバ
ー１２０は、サーバー１２０が変化もコミットしたことを指示するために状態“Ｓ＿ＯＫ
”と共にｓｙｎｃ－ｃｏｍｍｉｔコマンド応答を送信する。
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【０１７９】
　図４１、４２ａ、４２ｂ、４３ａ、４３ｂ及び４３ｃは、高速同期に対する規範的メッ
セージを示す。クライアント装置１１０及びサーバー１２０は、各々、１つのｄｅｌｅｔ
ｅ（デリート）を有する。図４１は、高速同期に対する２つの規範的メッセージの概要を
示す。図４２ａ及び４２ｂは、高速同期に対してクライアント装置１１０から送られる規
範的メッセージを示す。このメッセージは、ネゴシエーション段階に対するｓｙｎｃ－ｓ
ｔａｒｔコマンドを含む。ｕｒｉパラメータは、データクラスをｃｏｍ．ａｐｐｌｅ．Ｃ
ｏｎｔａｃｔｓとして指示する。同期モードは、高速として指示される。又、このメッセ
ージは、指示されたｃｏｍ．ａｐｐｌｅ．Ｃｏｎｔａｃｔｓデータクラスに対するデータ
レコードをデリートするためにｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓコマンドも含む。
【０１８０】
　図４３ａ、４３ｂ及び４３ｃは、クライアント装置１１０により送信されたメッセージ
に応答してサーバー１２０から送られる規範的メッセージを示す。このメッセージは、ネ
ゴシエーションの成功を指示するために状態“Ｓ＿ＯＫ”と共にｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔコ
マンドを含む。又、このメッセージは、クライアント装置１１０により指示されたデータ
レコードのデリートの成功を指示するために状態“Ｓ＿ＯＫ”と共にｓｙｎｃ－ｃｈａｎ
ｇｅｓコマンド応答も含む。更に、サーバー１２０は、別のデータレコードデリートを要
求するためにｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓコマンドを送信する。同じデータクラス、ｃｏｍ
．ａｐｐｌｅ．Ｃｏｎｔａｃｔｓが、ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓコマンドにおけるｕｒｉ
パラメータにより指示される。従って、ｃｏｍ．ａｐｐｌｅ．Ｃｏｎｔａｃｔｓからの別
のデータレコードが、このときサーバー１２０によりデリートされることが要求される。
又、サーバー１２０からのメッセージは、サーバー１２０が同期をコミットし且つクライ
アント装置１１０もコミットしなければならないことを指示するためにｓｙｎｃ－ｃｏｍ
ｍｉｔコマンドも含む。
【０１８１】
　図４４ａ及び４４ｂは、クライアント装置１１０及びサーバー１２０を同期させるため
の規範的プロセスを示す。送信者は、受信者とのネゴシエーション段階を開始する（４４
０２）。この例では、送信者がクライアント装置１１０であり、受信者がサーバー１２０
である。ネゴシエーション段階は、ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔのようなステートフルな同期フ
ァミリーコマンドでメッセージを送信することにより開始される（４４０２）。ｓｙｎｃ
－ｓｔａｒｔコマンドは、特定のデータクラスを指示するｕｒｉパラメータと、要求され
た同期モード、データストアバージョン及び／又は同期アンカーを有するａｎｃｈｏｒｓ
パラメータとを含む。複数のデータクラスをパラレルに同期するときには、データクラス
ごとに別々の“ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔ”コマンド要求が送信される。これらのパラレルの
ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔコマンドは、サーバーがそれらを同じ同期ジョブ内で処理できるよ
うにするために同じメッセージに含まれる。
【０１８２】
　サーバー１２０は、ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔコマンド応答でクライアント装置１１０へメ
ッセージを送信することにより、ネゴシエーション段階に応答する（４４０４）。ネゴシ
エーションが成功であったかどうかの決定がなされる（４４０６）。ｕｒｉパラメータに
より指示されたデータクラスが検出され分析されて、サーバー１２０がそのデータクラス
をサポートしイネーブルするかどうか決定する（４４２４）。データクラスがサポートさ
れないと検出されると、“Ｅ＿ＮｏｔＳｕｐｐｏｒｔｅｄ（６１２）”のようなエラー状
態が発生される（４４３）。発生されたエラー状態は、データクラスがサポートされない
ことを指示するためにｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔコマンド応答に含まれる。サーバー１２０が
データクラスをイネーブルしないと検出されると、“Ｅ＿ＮｏｔＡｌｌｏｗｅｄ（６０４
）”のようなエラー状態が発生される（４４３２）。発生された状態は、データクラスが
イネーブルされないことを指示するためにｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔコマンド応答に含まれる
。データクラスがサポートされイネーブルされると検出されると、“Ｓ＿ＯＫ”のような
アクセス状態が発生される（４４２６）。発生された状態は、サーバー１２０がデータク
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ラスをサポートしイネーブルすることを指示するためにｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔコマンド応
答に含まれる。
【０１８３】
　ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔコマンドのａｎｃｈｏｒｓパラメータが、要求された同期モード
を含むときには、その要求された同期モードが分析されて、サーバー１２０が同期モード
を受け容れるかどうか決定する（４４２８）。同期モードがサーバー１２０により受け容
れられないときには、“Ｅ＿ＮｅｇｏｔｉａｔｉｏｎＦａｉｌｅｄ（６１３）”のような
エラー状態が発生される（４４３４）。発生された状態は、要求された同期モードが受け
容れられないことを指示するためにｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔコマンド応答に含まれる。サー
バー１２０は、使用すべき異なる同期モードを示唆すべきかどうか判断する（４４３６）
。サーバー１２０が異なるモードで同期しようとするときには、その示唆された異なるモ
ードがｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔコマンド応答においてａｎｃｈｏｒｓパラメータに含まれる
（４４３８）。
【０１８４】
　要求された同期モードが受け容れられるときは、“Ｓ＿ＯＫ”のような成功状態が発生
される（４４３０）。発生された成功状態は、ｓｙｎｃ－ｓｔａｒｔコマンド応答に含ま
れる。
【０１８５】
　“Ｓ＿ＯＫ”状態で指示されるようにネゴシエーションが成功であることが検出される
と、同期セッションは、プル段階へ進む（４４０８）。同期モードが高速であるときには
、クライアント装置１１０は、変化したレコードをサーバー１２０へ送信する。同期モー
ドが「低速」であるときには、全てのレコードがサーバー１２０へ送信される。変化は、
ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓステートフルコマンドを使用して送信される。サーバー１２０
は、変化が受け容れられたかどうか指示するために、対応するｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓ
コマンド応答で、ｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓコマンドに応答する。成功状態“Ｓ＿ＯＫ”
は、変化が受け容れられたことを指示する。
【０１８６】
　全ての変化が受け容れられると、サーバー１２０は、混合段階へ進む（４４１０）。複
数のデータクラスを単一のセッションで同期させるときには、データクラスごとのｓｙｎ
ｃ－ｃｈａｎｇｅｓコマンドが個別のステートマシンを有する。しかしながら、サーバー
１２０は、全てのデータクラスがプル段階を完了するか、又は混合段階へ進む前にキャン
セルするまで、待機する。検出された無効変化は、サーバー１２０により拒絶される。
【０１８７】
　混合段階中に、サーバーは、データクラスに対して対立が存在するかどうか判断する（
４４１２）。対立が存在すると検出されると、サーバー１２０は、それ自体で対立を解消
すべきか、或いはユーザ又はクライアント装置１１０に対立を解消させるべきか判断する
（４４１６）。サーバー１２０は、それが対立を解消するときは、対立を解消するための
発見的手法に依存する。例えば、最も最近同期を開始したクライアント装置１１０が勝者
として選択される。
【０１８８】
　データクラス及び／又はデータアイテムのような幾つかの事例について、ユーザ／クラ
イアント装置１１０が、対立を解消するものとして選択されてもよい。次いで、検出され
た対立がクライアント装置１１０へ送信され、クライアント装置１１０が対立を解消する
ことができる。又、検出された対立は、例えば、クライアント装置１１０のディスプレイ
ユニットにそれを表示することにより、ユーザへ提示することができる。ユーザは、対立
を手動で解消することができる。対立解消の結果は、次の同期セッション中に装置１１０
からサーバー１２０へ送信される。
【０１８９】
　サーバー１２０（受信者）からの変化は、プッシュ段階中にクライアント装置１１０へ
送信される（４４１４）。サーバー１２０は、変化をクライアント装置１１０へプッシュ
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するためにｓｙｎｃ－ｃｈａｎｇｅｓコマンドでクライアント装置へメッセージを送信す
ることができる。
【０１９０】
　最終的に、全ての更新が受け取られると、コミット段階に入る（４４１６）。両側が、
同期が成功であることに合意し、それらの現在同期アンカーを持続し、交換したデータを
それらの各データストアにコミットする。コミット段階では、メッセージがｓｙｎｃ－ｃ
ｏｍｍｉｔコマンド及びコマンド応答と共に送信される。
【０１９１】
　本書に述べた要旨及び機能的動作の実施形態は、ここに開示した構造及びそれらの構造
的等効物を含むデジタル電子回路、或いはコンピュータソフトウェア、ファームウェア又
はハードウェア、或いはそれらの１つ以上の組み合わせで具現化することができる。本書
に述べた要旨の実施形態は、１つ以上のコンピュータプログラム製品として、即ちデータ
処理装置により実行するために又はデータ処理装置の動作を制御するために有形のプログ
ラムキャリアにエンコードされたコンピュータプログラムインストラクションの１つ以上
のモジュールとして、具現化することができる。有形のプログラムキャリアは、伝播され
る信号でもよいし、又はコンピュータ読み取り可能な媒体でもよい。伝播される信号は、
人為的に発生される信号、例えば、コンピュータにより実行するために適当な受信装置へ
送信される情報をエンコードするように発生されるマシン発生の電気的、光学的又は電磁
的信号である。コンピュータ読み取り可能な媒体は、マシン読み取り可能な記憶装置、マ
シン読み取り可能な記憶基板、メモリ装置、或いはそれらの１つ以上の組み合わせでよい
。
【０１９２】
　「データ処理装置」という語は、データを処理するための全ての装置、デバイス及びマ
シンを包含するもので、例えば、プログラム可能なプロセッサ、コンピュータ、或いはマ
ルチプロセッサ又はコンピュータを含む。装置は、ハードウェアに加えて、当該コンピュ
ータプログラムのための実行環境を生成するコード、例えば、プロセッサファームウェア
、プロトコルスタック、データベースマネージメントシステム、オペレーティングシステ
ム、又はそれらの１つ以上の組み合わせを構成するコードを含むことができる。
【０１９３】
　コンピュータプログラム（プログラム、ソフトウェア、ソフトウェアアプリケーション
、スクリプト、又はコードとしても知られている）は、コンパイル又は解釈された言語、
或いは平叙又は手続き言語を含む任意の形態のプログラミング言語で書くことができると
共に、スタンドアローンプログラムとして、或いはモジュール、コンポーネント、サブル
ーチン、又はコンピューティング環境に使用するのに適した他のユニットとして、任意の
形態で配備することができる。コンピュータプログラムは、必ずしも、ファイルシステム
におけるファイルに対応しない。プログラムは、他のプログラム又はデータを保持するフ
ァイルの一部分に記憶することもできるし（例えば、マークアップ言語ドキュメントに記
憶される１つ以上のスクリプト）、当該プログラム専用の単一ファイルに記憶することも
できるし、或いは複数の整合されたファイルに記憶することもできる（例えば、１つ以上
のモジュール、サブプログラム、又はコードの部分を記憶するファイル）。コンピュータ
プログラムは、１つのサイトに位置されるか複数のサイトにわたって分布され且つ通信ネ
ットワークによって相互接続される１つのコンピュータ又は複数のコンピュータにおいて
実行されるように配備することができる。
【０１９４】
　本書で述べたプロセス及び論理フローは、１つの入力データに作用して出力を発生する
ことにより機能を遂行する１つ以上のコンピュータプログラムを実行する１つ以上のプロ
グラマブルプロセッサにより遂行することができる。又、プロセス及び論理フローは、例
えば、ＦＰＧＡ（フィールドプログラマブルゲートアレイ）又はＡＳＩＣ（特定用途向け
集積回路）のような特殊目的論理回路によって遂行することもできるし、そのような特殊
目的論理回路として装置を具現化することもできる。
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【０１９５】
　コンピュータプログラムを実行するのに適したプロセッサは、例えば、汎用及び特殊目
的の両マイクロプロセッサと、任意の種類のデジタルコンピュータの１つ以上のプロセッ
サを含む。一般的に、プロセッサは、リードオンリメモリ、ランダムアクセスメモリ又は
その両方からインストラクション及びデータを受け取る。コンピュータの本質的な要素は
、インストラクションを遂行するためのプロセッサと、インストラクション及びデータを
記憶するための１つ以上のメモリ装置である。一般的に、コンピュータは、データを記憶
するための１つ以上の大量記憶装置、例えば、磁気、磁気光学ディスク、又は光学ディス
クも備え、或いはそこからデータを受け取り又はそこへデータを転送するように作動的に
結合され、或いはその両方である。しかしながら、コンピュータは、このような装置を有
する必要はない。更に、コンピュータは、別の装置に埋め込まれてもよい。
【０１９６】
　コンピュータプログラムインストラクション及びデータを記憶するのに適したコンピュ
ータ読み取り可能な媒体は、全ての形態の不揮発性メモリ、媒体及びメモリ装置を含み、
例えば、半導体メモリデバイス、例えば、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、及びフラッシュメ
モリデバイス；磁気ディスク、例えば、内部ハードディスク又は取り外し可能なディスク
；磁気光学ディスク；並びにＣＤ　ＲＯＭ及びＤＶＤ－ＲＯＭディスクを含む。プロセッ
サ及びメモリは、特殊目的の論理回路によって捕捉することができ、又、そのような論理
回路に合体することもできる。
【０１９７】
　ユーザと対話するために、本書に述べた要旨の実施形態は、ユーザに情報を表示するた
めのディスプレイ装置、例えば、ＣＲＴ（陰極線管）又はＬＣＤ（液晶ディスプレイ）モ
ニタと、ユーザがコンピュータへ入力を与えることができるようにするキーボード及びポ
インティング装置、例えば、マウス又はトラックボールと、を有するコンピュータにおい
て具現化することができる。ユーザと対話するために他の種類の装置を使用することもで
き、例えば、音響、スピーチ、又は触覚入力を含む任意の形態でユーザからの入力を受け
取ることもできる。
【０１９８】
　本書に述べた要旨の実施形態は、例えば、データサーバーのようなバックエンドコンポ
ーネントを含むか、例えば、アプリケーションサーバーのようなミドルウェアコンポーネ
ントを含むか、又は本書に述べた要旨の具現化でユーザと対話できるようにするグラフィ
ックユーザインターフェイス又はウェブブラウザを有するクライアントコンピュータのよ
うなフロントエンドコンポーネントを含むか、或いはこのようなバックエンド、ミドルウ
ェア又はフロントエンドコンポーネントの１つ以上の組み合わせを含むコンピューティン
グシステムにおいて具現化することができる。システムのこれらコンポーネントは、任意
の形態のデジタルデータ通信媒体、例えば、通信ネットワークによって相互接続すること
ができる。通信ネットワークは、例えば、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、及び
ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）、例えば、インターネットを含む。
【０１９９】
　コンピューティングシステムは、クライアント及びサーバーを含むことができる。クラ
イアント及びサーバーは、一般的に、互いに離れており、典型的に、通信ネットワークを
通して対話する。クライアントとサーバーとの関係は、各コンポーネント上で実行されて
互いにクライアント・サーバー関係を有するコンピュータプログラムにより生じる。
【０２００】
　本明細書は、多数の細目を含むが、これらは、発明の範囲又は請求の範囲を限定するも
のと解釈されてはならず、特定の発明の特定の実施形態に特有の特徴の説明として解釈す
べきである。個別の実施形態に関して本明細書に述べた幾つかの特徴は、１つの実施形態
において組み合わせて具現化することもできる。逆に、１つの実施形態に関して述べた種
々の特徴は、複数の実施形態に別々に、又は適当な準組み合わせで具現化することもでき
る。更に、それらの特徴は、ある組み合わせで作用するように説明され、最初にそのよう
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わせから削除することができ、且つ請求された組み合わせを準組み合わせ又は準組み合わ
せの変形へと向けることもできる。
【０２０１】
　同様に、オペレーションは、特定の順序で図示されたが、望ましい結果を達成するため
に、そのようなオペレーションを図示された特定の順序又は逐次の順序で遂行すること、
或いは図示された全てのオペレーションを遂行すること、が必要であると理解されてはな
らない。ある環境では、マルチタスク及びパラレル処理が好都合である。更に、上述した
実施形態における種々のシステムコンポーネントの分離は、全ての実施形態においてその
ような分離を必要とすると理解されてはならず、且つ上述したプログラムコンポーネント
及びシステムは、一般的に、１つのソフトウェア製品に一緒に一体化することもできるし
、又は複数のソフトウェア製品にパッケージすることもできることを理解されたい。
【０２０２】
　以上、幾つかの実施形態を詳細に述べたが、これに基づいて、他の実施形態、変更及び
代替がなされることが明らかであろう。
【符号の説明】
【０２０３】
　１００：システム
　１１０：クライアント装置
　１１２：移動電話
　１１４：パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）
　１１６：ハンドヘルドデータ処理装置
　１２０：サーバー
　１３０：トランスポートプロトコル
　１４０：同期プロトコル
　１５０：ネットワーク
　１６０：プロセッサ
　１７０：メモリ
　１８０：プロセッサ
　１９０：メモリ
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