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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のクライアントグループと前記複数のクライアントグループが利用するＳＩＰプロ
キシサーバとの間で送受信されるＳＩＰメッセージの中継を行うＳＩＰサーバ共有モジュ
ール装置であって、
　前記ＳＩＰメッセージのうち、前記複数のクライアントグループの各々に所属するクラ
イアント端末から前記ＳＩＰプロキシサーバへ送信されるクライアント送信ＳＩＰメッセ
ージから、前記クライアント送信ＳＩＰメッセージを送信したクライアント端末が所属す
るクライアントグループを識別するメッセージ送信元グループ識別部と、
　前記メッセージ送信元グループ識別部が識別したクライアントグループに対応するグル
ープタグを前記クライアント送信ＳＩＰメッセージに挿入するグループタグ挿入部と、
　前記ＳＩＰメッセージのうち、前記ＳＩＰプロキシサーバから前記クライアントグルー
プに所属するクライアント端末へ送信されるサーバ送信ＳＩＰメッセージに対して、前記
サーバ送信ＳＩＰメッセージに含まれるグループタグの削除を行うグループタグ削除部と
、
　前記サーバ送信ＳＩＰメッセージに含まれるグループタグに対応するクライアントグル
ープと異なるクライアントグループに所属するクライアント端末に前記サーバ送信ＳＩＰ
メッセージが送信されることを防止するメッセージ送信先グループ識別部と
を有する
　ＳＩＰサーバ共有モジュール装置。
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【請求項２】
　請求項１に記載のＳＩＰサーバ共有モジュール装置において、
　前記メッセージ送信先グループ識別部は、前記サーバ送信ＳＩＰメッセージに含まれる
グループタグに対応するクライアントグループと、前記サーバ送信ＳＩＰメッセージの実
際の送信先クライアント端末が所属するクライアントグループとが一致する場合、前記サ
ーバ送信ＳＩＰメッセージを前記送信先クライアント端末へ転送する
　ＳＩＰサーバ共有モジュール装置。
【請求項３】
　請求項１に記載のＳＩＰサーバ共有モジュール装置において、
　前記メッセージ送信先グループ識別部は、当該ＳＩＰサーバ共有モジュール装置が配置
されたノードに複数の仮想的又は物理的ネットワークインタフェースが存在する場合、前
記ＳＩＰサーバ送信メッセージに含まれるグループタグに対応するクライアントグループ
毎に異なるネットワークインタフェースを指定して、前記ＳＩＰサーバ送信メッセージを
送信する
　ＳＩＰサーバ共有モジュール装置。
【請求項４】
　請求項１に記載のＳＩＰサーバ共有モジュール装置において、
　前記メッセージ送信先グループ識別部は、前記サーバ送信ＳＩＰメッセージのＩＰヘッ
ダ又はＵＤＰヘッダに含まれるパラメタを、前記ＳＩＰサーバ送信メッセージに含まれる
グループタグに対応するクライアントグループ毎に異なるパラメタ領域に変換した後、前
記サーバ送信ＳＩＰメッセージを送信先クライアント端末に転送する
　ＳＩＰサーバ共有モジュール装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載のＳＩＰサーバ共有モジュール装置において、
　前記グループタグ挿入部は、前記メッセージ送信元グループ識別部が識別したクライア
ントグループに対応するグループタグを、前記クライアント送信ＳＩＰメッセージに含ま
れるパラメタのうち、ＳＩＰプロキシサーバへ登録するＵＲＩが含まれず、且つ、ＳＩＰ
プロキシサーバにおける転送処理により消去されず、且つ、リクエストメッセージと前記
リクエストメッセージを受信した際にＳＩＰプロキシサーバが送信するレスポンスメッセ
ージとで同じ値が記載される、という条件を満たすいずれかのパラメタに対して挿入する
　ＳＩＰサーバ共有モジュール装置。
【請求項６】
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載のＳＩＰサーバ共有モジュール装置において、
　前記グループタグ挿入部は、前記メッセージ送信元グループ識別部が識別したクライア
ントグループに対応するグループタグを、前記クライアント送信ＳＩＰメッセージのヘッ
ダ部分に含まれるＵＲＩのうちユーザ識別子の部分に挿入する
　ＳＩＰサーバ共有モジュール装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載のＳＩＰサーバ共有モジュール装置において、
　前記グループタグ挿入部は、前記クライアント送信ＳＩＰメッセージが前記ＳＩＰプロ
キシサーバに対してプレゼンス情報を通知するメッセージである場合、前記クライアント
送信ＳＩＰメッセージのボディ部分にも更にグループタグを挿入する
　ＳＩＰサーバ共有モジュール装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか一項に記載のＳＩＰサーバ共有モジュール装置において、
　前記グループタグ挿入部は、前記メッセージ送信元グループ識別部が識別したクライア
ントグループが複数の場合、前記クライアント送信ＳＩＰメッセージのコピーを前記メッ
セージ送信元グループ識別部が識別したクライアントグループ数分作成し、前記コピーの
それぞれに対して前記メッセージ送信元グループ識別部が識別したクライアントグループ
に対応するグループタグを挿入する
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　ＳＩＰサーバ共有モジュール装置。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか一項に記載のＳＩＰサーバ共有モジュール装置において、
　前記グループタグ挿入部は、更に、前記クライアント送信ＳＩＰメッセージがリクエス
トメッセージである場合、ＳＩＰサーバ共有モジュール装置が配置されたノードのＩＰア
ドレス及び前記ＳＩＰメッセージの待ち受けに利用するポート番号を前記クライアント送
信ＳＩＰメッセージのＶｉａヘッダへ追記し、
　前記グループタグ削除部は、更に、前記サーバ送信ＳＩＰメッセージがレスポンスメッ
セージである場合、前記サーバ送信ＳＩＰメッセージのＶｉａヘッダに記載されたＳＩＰ
サーバ共有モジュール装置が配置されたノードのＩＰアドレス及びＳＩＰサーバ共有モジ
ュール装置がＳＩＰメッセージの待ち受けに利用するポート番号を削除すると共に、前記
サーバ送信ＳＩＰメッセージのＶｉａヘッダに記載されたクライアント端末のＩＰアドレ
ス及びポート番号を前記サーバ送信ＳＩＰメッセージのＩＰヘッダの宛先ＩＰアドレスと
ＵＤＰヘッダの宛先ポート番号に設定する
　ＳＩＰサーバ共有モジュール装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか一項に記載のＳＩＰサーバ共有モジュール装置において、
　アドレス変換テーブルと、
　アドレス変換部と
を更に有し、
　前記アドレス変換テーブルには、
　前記クライアント端末がＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージによって前記ＳＩＰプロキシサー
バへの登録を要求するアドレスであるオリジナルアドレスと、
　前記ＳＩＰプロキシサーバが送信するＳＩＰメッセージの宛先アドレスに設定された場
合に前記ＳＩＰメッセージをインターセプトするためのアドレスであるインターセプトア
ドレスと
を相互に変換するためのアドレス変換ルールが記載されており、
　前記アドレス変換部は、
　前記クライアント送信ＳＩＰメッセージがＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージである場合、前
記クライアント送信ＳＩＰメッセージのＣｏｎｔａｃｔヘッダに含まれるオリジナルアド
レスを、前記アドレス変換ルールを参照してインターセプトアドレスに変換し、
　前記サーバ送信ＳＩＰメッセージがＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージに対するレスポンスメ
ッセージである場合、前記サーバ送信ＳＩＰメッセージのＣｏｎｔａｃｔヘッダに含まれ
るインターセプトアドレスを、前記アドレス変換ルールを参照してオリジナルアドレスに
変換し、
　前記サーバ送信ＳＩＰメッセージがリクエストメッセージである場合、前記サーバ送信
ＳＩＰメッセージのＩＰヘッダ及びＵＤＰヘッダに指定されているインターセプトアドレ
スを、前記アドレス変換ルールを参照してオリジナルアドレスに変換する
　ＳＩＰサーバ共有モジュール装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のＳＩＰサーバ共有モジュール装置において、
　前記アドレス変換部は、前記アドレス変換ルールを参照し、
　Ｍビットの広さを持つＩＰアドレス領域Ａに含まれる任意のＩＰアドレスとＵＤＰ又は
ＴＣＰの宛先又は送信元ポート番号のペアであるアドレスａと、
　Ｎビットの広さを持つＩＰアドレス領域Ｂに含まれる任意のＩＰアドレスとＵＤＰ又は
ＴＣＰの宛先又は送信元ポート番号のペアであるアドレスｂと
を相互に変換し、
　前記アドレスａを前記アドレスｂに変換する際には、前記アドレスａのＩＰアドレスの
うちＸ＜Ｎを満たすＸビット分を前記アドレスｂのＩＰアドレスにマッピングし、残りの
Ｍ－Ｘビット分を前記アドレスｂのＵＤＰ又はＴＣＰの宛先又は送信元ポート番号にマッ
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ピングし、
　前記アドレスｂを前記アドレスａに変換する際には、前記アドレスｂのＩＰアドレスの
うちＸビット分と前記アドレスｂのＵＤＰ又はＴＣＰの宛先又は送信元ポート番号のうち
Ｍ－Ｘビット分とを組み合わせて前記アドレスａのＩＰアドレスに変換する
　ＳＩＰサーバ共有モジュール装置。
【請求項１２】
　請求項１０又は１１に記載のＳＩＰサーバ共有モジュール装置において、
　前記アドレス変換部は、前記アドレス変換ルールを参照し、インターセプトアドレスと
して、前記ＳＩＰプロキシサーバにおいてＳＩＰサーバ共有モジュール装置がゲートウェ
イとして設定されているＩＰアドレス領域を利用する
　ＳＩＰサーバ共有モジュール装置。
【請求項１３】
　請求項１０又は１１に記載のＳＩＰサーバ共有モジュール装置において、
　前記アドレス変換部は、前記アドレス変換ルールを参照し、インターセプトアドレスと
して、ローカルループバックアドレス領域に含まれるＩＰアドレス領域を利用する
　ＳＩＰサーバ共有モジュール装置。
【請求項１４】
　複数のクライアントグループと前記複数のクライアントグループが利用するＳＩＰプロ
キシサーバとの間で送受信されるＳＩＰメッセージの中継を行うＳＩＰサーバ共有モジュ
ール装置により実施されるＳＩＰメッセージ中継方法であって、
　前記ＳＩＰメッセージのうち、前記複数のクライアントグループの各々に所属するクラ
イアント端末から前記ＳＩＰプロキシサーバへ送信されるクライアント送信ＳＩＰメッセ
ージから、前記クライアント送信ＳＩＰメッセージを送信したクライアント端末が所属す
るクライアントグループを識別するステップと、
　前記識別されたクライアントグループに対応するグループタグを前記クライアント送信
ＳＩＰメッセージに挿入するステップと、
　前記ＳＩＰメッセージのうち、前記ＳＩＰプロキシサーバから前記クライアントグルー
プに所属するクライアント端末へ送信されるサーバ送信ＳＩＰメッセージに対して、前記
サーバ送信ＳＩＰメッセージに含まれるグループタグの削除を行うステップと、
　前記サーバ送信ＳＩＰメッセージに含まれるグループタグに対応するクライアントグル
ープと異なるクライアントグループに所属するクライアント端末に前記サーバ送信ＳＩＰ
メッセージが送信されることを防止するステップと
を含む
　ＳＩＰメッセージ中継方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のＳＩＰメッセージ中継方法において、
　前記サーバ送信ＳＩＰメッセージに含まれるグループタグに対応するクライアントグル
ープと、前記サーバ送信ＳＩＰメッセージの実際の送信先クライアント端末が所属するク
ライアントグループとが一致するかを判定するステップと、
　前記サーバ送信ＳＩＰメッセージに含まれるグループタグに対応するクライアントグル
ープと、前記サーバ送信ＳＩＰメッセージの実際の送信先クライアント端末が所属するク
ライアントグループとが一致する場合、前記サーバ送信ＳＩＰメッセージを前記送信先ク
ライアント端末へ転送するステップと
を更に含む
　ＳＩＰメッセージ中継方法。
【請求項１６】
　請求項１４に記載のＳＩＰメッセージ中継方法において、
　ＳＩＰサーバ共有モジュール装置が配置されたノードに複数の仮想的又は物理的ネット
ワークインタフェースが存在するか判定するステップと、
　前記ＳＩＰサーバ共有モジュール装置が配置されたノードに複数の仮想的又は物理的ネ
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ットワークインタフェースが存在する場合、前記ＳＩＰサーバ送信メッセージに含まれる
グループタグに対応するクライアントグループ毎に異なるネットワークインタフェースを
指定して、前記ＳＩＰサーバ送信メッセージを送信するステップと
を更に含む
　ＳＩＰメッセージ中継方法。
【請求項１７】
　請求項１４に記載のＳＩＰメッセージ中継方法において、
　前記サーバ送信ＳＩＰメッセージのＩＰヘッダ又はＵＤＰヘッダに含まれるパラメタを
、前記ＳＩＰサーバ送信メッセージに含まれるグループタグに対応するクライアントグル
ープ毎に異なるパラメタ領域に変換するステップと、
　前記パラメタを変換した後、前記サーバ送信ＳＩＰメッセージを送信先クライアント端
末に転送するステップと
を更に含む
　ＳＩＰメッセージ中継方法。
【請求項１８】
　複数のクライアントグループと前記複数のクライアントグループが利用するＳＩＰプロ
キシサーバとの間で送受信されるＳＩＰメッセージのうち、前記複数のクライアントグル
ープの各々に所属するクライアント端末から前記ＳＩＰプロキシサーバへ送信されるクラ
イアント送信ＳＩＰメッセージから、前記クライアント送信ＳＩＰメッセージを送信した
クライアント端末が所属するクライアントグループを識別するステップと、
　前記識別されたクライアントグループに対応するグループタグを前記クライアント送信
ＳＩＰメッセージに挿入するステップと、
　前記ＳＩＰメッセージのうち、前記ＳＩＰプロキシサーバから前記クライアントグルー
プに所属するクライアント端末へ送信されるサーバ送信ＳＩＰメッセージに対して、前記
サーバ送信ＳＩＰメッセージに含まれるグループタグの削除を行うステップと、
　前記サーバ送信ＳＩＰメッセージに含まれるグループタグに対応するクライアントグル
ープと異なるクライアントグループに所属するクライアント端末に前記サーバ送信ＳＩＰ
メッセージが送信されることを防止するステップと
をコンピュータに実行させるための
　プログラム。
【請求項１９】
　請求項１８に記載のプログラムにおいて、
　前記サーバ送信ＳＩＰメッセージに含まれるグループタグに対応するクライアントグル
ープと、前記サーバ送信ＳＩＰメッセージの実際の送信先クライアント端末が所属するク
ライアントグループとが一致するかを判定するステップと、
　前記サーバ送信ＳＩＰメッセージに含まれるグループタグに対応するクライアントグル
ープと、前記サーバ送信ＳＩＰメッセージの実際の送信先クライアント端末が所属するク
ライアントグループとが一致する場合、前記サーバ送信ＳＩＰメッセージを前記送信先ク
ライアント端末へ転送するステップと
を更にコンピュータに実行させるための
　プログラム。
【請求項２０】
　請求項１８に記載のプログラムにおいて、
　ＳＩＰサーバ共有モジュール装置が配置されたノードに複数の仮想的又は物理的ネット
ワークインタフェースが存在するか判定するステップと、
　前記ＳＩＰサーバ共有モジュール装置が配置されたノードに複数の仮想的又は物理的ネ
ットワークインタフェースが存在する場合、前記ＳＩＰサーバ送信メッセージに含まれる
グループタグに対応するクライアントグループ毎に異なるネットワークインタフェースを
指定して、前記ＳＩＰサーバ送信メッセージを送信するステップと
を更にコンピュータに実行させるための
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　プログラム。
【請求項２１】
　請求項１８に記載のプログラムにおいて、
　前記サーバ送信ＳＩＰメッセージのＩＰヘッダ又はＵＤＰヘッダに含まれるパラメタを
、前記ＳＩＰサーバ送信メッセージに含まれるグループタグに対応するクライアントグル
ープ毎に異なるパラメタ領域に変換するステップと、
　前記パラメタを変換した後、前記サーバ送信ＳＩＰメッセージを送信先クライアント端
末に転送するステップと
を更にコンピュータに実行させるための
　プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＳＩＰサーバ共有モジュールに関し、特に複数のクライアントグループによ
るＳＩＰプロキシサーバの安全な共同利用を可能とするＳＩＰサーバ共有モジュールに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、データセンタ内に設置されたＷｅｂキャッシュサーバやメールサーバ、データベ
ースサーバ、ＳＩＰ（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）プロ
キシサーバ等のアプリケーションサーバを複数のクライアントグループで利用する方法と
しては、クライアントグループ毎にデータセンタ内にＶＬＡＮを構築し、当該ＶＬＡＮ上
に（クライアントグループ毎に）一つずつアプリケーションサーバを設置する方法が一般
的に採られていた。しかしながら、この方法では、クライアントグループ毎にＶＬＡＮの
構築及びアプリケーションサーバの設置が必要となり、多数のクライアントグループをデ
ータセンタに収容することがコスト上困難であった。
【０００３】
　この問題を解決する方法としては、アプリケーションサーバの前段にクライアント端末
とサーバ間でやり取りされる要求・応答の中継処理を行うモジュール（以下、共有モジュ
ール）を配置し、共有モジュールによって複数のクライアントグループに単一のアプリケ
ーションサーバを共同利用させる方法が考えられる。
【０００４】
　共有モジュールは次の機能を具備する必要がある。
　（１）共有モジュールは、単一のアプリケーションサーバを複数のクライアントグルー
プに共同利用させつつも、各クライアントグループがあたかも自分専用のアプリケーショ
ンサーバを利用しているかのような安全性を提供できるように、クライアント端末とアプ
リケーションサーバ間でやり取りされる要求・応答の中継処理を行う必要がある。
　（２）上記（１）を実現するため、共有モジュールにおいてクライアント端末とアプリ
ケーションサーバの間でやり取りされる全ての要求・応答をインターセプトする必要があ
る。更に、インターセプトした要求・応答メッセージを本来の宛先であるクライアント端
末やアプリケーションサーバに転送する必要がある。具体的には、以下の（ａ）（ｂ）（
ｃ）の要求・応答メッセージがインターセプト及び転送の対象となる。
　（ａ）クライアント端末からアプリケーションサーバに対して送信する要求メッセージ
。
　（ｂ）アプリケーションサーバからクライアント端末に対して送信される応答メッセー
ジ。
　（ｃ）アプリケーションサーバにおいて転送処理されたクライアント端末から他のクラ
イアント端末に宛てて送信された要求メッセージ。
【０００５】
　（１）を実現する方法としては、例えばＷｅｂキャッシュサーバを対象とした方法が従
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来提案されている。
　この方法では、Ｗｅｂキャッシュサーバと同一のノード内に複数クライアントグループ
によるＷｅｂキャッシュサーバの共同利用を可能とする共有モジュールを設置する。この
ため、この方法では、（２）の要求・応答のインターセプトについては特に問題にならな
い。共有モジュールは、クライアント端末が閲覧したＷｅｂコンテンツをＷｅｂキャッシ
ュサーバがキャッシュする際に、当該クライアント端末が所属するクライアントグループ
を識別し、キャッシュするコンテンツのＵＲＬ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
　Ｌｏｃａｔｏｒ）にクライアントグループを示すグループタグを挿入して、Ｗｅｂキャ
ッシュサーバに渡す。例えば、クライアントグループ１に所属するクライアント端末が閲
覧したＵＲＬがｗｗｗ．ａ．ｃｏｍ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌのコンテンツをキャッシュす
る際にはＵＲＬにグループタグｇｒｏｕｐ－１を挿入する。この結果、Ｗｅｂキャッシュ
サーバ上には、ｗｗｗ．ａ．ｃｏｍ－ｇｒｏｕｐ１／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌというＵＲＬ
でキャッシュされる。
【０００６】
　また、クライアント端末がＷｅｂキャッシュサーバにキャッシュされたコンテンツを閲
覧する際には、共有モジュールは当該クライアント端末が要求するコンテンツのＵＲＬに
、当該クライアント端末が所属するクライアントグループを示すグループタグを挿入する
。例えば、クライアントグループ２に所属するクライアント端末がＵＲＬがｗｗｗ．ａ．
ｃｏｍ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌのコンテンツの閲覧を要求した場合、Ｗｅｂキャッシュサ
ーバにはｗｗｗ．ａ．ｃｏｍ－ｇｒｏｕｐ２／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌというＵＲＬが渡さ
れ、このＵＲＬでＷｅｂキャッシュサーバはキャッシュされたコンテンツを検索する。検
索後、共有モジュールはクライアント端末からの閲覧要求に対する応答を、閲覧要求送信
元のクライアント端末に送信する。
【０００７】
　これにより、特定のクライアントグループに所属するクライアント端末の閲覧要求によ
りキャッシュされたコンテンツは、当該クライアントグループのクライアント端末からし
か利用することができなくなる。この結果、複数のクライアントグループで単一のＷｅｂ
キャッシュサーバを共同利用しているにも関わらず、各クライアントグループではあたか
も自分専用のキャッシュサーバを利用しているかのような安全性を得ることが可能となる
。
【０００８】
　（２）を実現する方法としては、例えば、一般的なＷｅｂプロキシサーバソフトである
Ｓｑｕｉｄ等を用い、共有モジュールをいわゆるプロキシサーバとして動作させる方法が
ある。
　この方法は、共有モジュールが、クライアント端末に対してはアプリケーションサーバ
として振る舞い、アプリケーションサーバに対してはクライアント端末として振る舞うと
いうものである。具体的には、共有モジュールが、クライアント端末から受信した要求を
予め設定されたアプリケーションサーバに転送する。また、クライアント端末からの要求
を転送する際に、当該要求の送信元となったクライアント端末を記憶しておき、当該要求
に対する応答をアプリケーションサーバから受信した場合には、記憶しておいたクライア
ント端末へ転送する。
【０００９】
　従来技術の第一の課題点は、上述した（１）を実現する従来技術では、アプリケーショ
ンサーバに登録される情報（Ｗｅｂキャッシュサーバにキャッシュされるコンテンツ）に
グループタグを挿入しているため、以下の（Ａ）（Ｂ）の問題が発生することである。
　（Ａ）クライアント端末がグループを移動した後は、当該クライアント端末の閲覧によ
ってキャッシュされたコンテンツであっても、キャッシュされたコンテンツは利用するこ
とができない。グループ移動後は新たにコンテンツをキャッシュし直さなければならない
。また、グループを移動した後であっても、当該クライアント端末の閲覧によってキャッ
シュされたコンテンツは、以前所属していたクライアントグループから閲覧することが可
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能である。
　（Ｂ）クライアントグループを削除した場合は、Ｗｅｂキャッシュサーバからキャッシ
ュされたコンテンツを明示的に消さない限り、不要なキャッシュコンテンツがずっとキャ
ッシュサーバ上に残ってしまう。また、新たにクライアントグループを作成した場合は、
新規作成したクライアントグループに参加するクライアント端末が参加前までに閲覧し、
キャッシュされたコンテンツは新規クライアントグループから利用不可能であり、新たに
コンテンツのキャッシュを行わなければならない。
【００１０】
　上述した（１）を実現する従来技術をＳＩＰに直接適用した場合、クライアント端末が
ＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージによってＳＩＰプロキシサーバへ登録するＵＲＩ（Ｕｎｉｖ
ｅｒｓａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）にグループタグを挿入する形態に
なるが、このようにした場合は、上述の課題と同様に、クライアントグループ移動後はＲ
ＥＧＩＳＴＥＲメッセージを送信し直さなくてはならなかったり、移動しても明示的に以
前登録したＵＲＩをＳＩＰプロキシサーバから削除しない限り、自分が所属するクライア
ントグループの外からの発呼を受信してしまったりするといった問題がある。仮に、グル
ープ移動後のＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージの再送信や登録済みエントリの削除等を行った
場合、クライアント端末がグループを移動する度ＳＩＰプロキシサーバには当該処理に伴
う負荷がかかってしまう。このように、従来技術ではクライアント端末の動的なクライア
ントグループ間の移動や、クライアントグループの動的な作成や削除に対応することがで
きない。
【００１１】
　従来技術の第二の課題点は、上述した（２）を実現する従来技術では、アプリケーショ
ンサーバからクライアント端末に向けた応答を、当該応答のトリガとなった要求を送信し
たクライアント端末に対して送信することにしているため、クライアント端末から要求を
受信してから、その要求に対応する応答をサーバから受信し、クライアント端末に中継す
るまで、どのクライアント端末から要求を受信したかという情報を保持していなければな
らない点である。このため、大量の要求・応答の中継処理を同時に行う場合、共有モジュ
ールで保持する情報量が膨大なものになり、共有モジュールにかかる負荷が大きい。
【００１２】
　ＳＩＰの場合は、ＳＩＰプロキシサーバからクライアント端末へ送信される応答（レス
ポンスメッセージ）の中に応答送信先のクライアント端末の情報が記載されることになっ
ているため、この情報を利用すれば共有モジュール上での情報保持は不要となるが、この
情報は要求（リクエストメッセージ）送信元のクライアント端末からの自己申告を元に記
載されるため、詐称されることもあり得る。詐称された場合、要求送信元とは無関係のク
ライアント端末に応答が送信されることになってしまう。
【００１３】
　また、上述した（２）を実現する従来技術では、（ｃ）で示したアプリケーションサー
バにおいて転送処理されたクライアント端末から他のクライアント端末に宛てて送信され
た要求メッセージをインターセプトし、本来の宛先であるクライアント端末へ転送する機
能が具備されていない。
【００１４】
　関連する技術として、特開２００４－３０３０９号公報（特許文献１）に共有キャッシ
ュサーバが開示されている。
　この従来技術では、仮想的に分離された複数の仮想ネットワークが複数のグループに対
応して構築された共通ネットワーク上に配設される共有キャッシュサーバが、記憶装置と
、複数の仮想インタフェースと、アドレス変換機能と、キャッシュ機能とを備える。
　この共有キャッシュサーバにおいて、記憶装置は、複数のグループに対応する複数の記
憶領域のそれぞれでコンテンツを記憶する。仮想インタフェース（ＶＩＦ）１、ＶＩＦ２
は、複数の仮想ネットワークに対応して配設される。アドレス変換機能は、クライアント
からＶＩＦ１を介して、コンテンツを要求するパケットを受信すると、パケット中のＩＰ
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アドレスの一部を、ＶＩＦに対応する内部アドレスに変換する。キャッシュ機能は、アド
レス変換機能で変換された内部アドレスに基づいて、記憶装置の記憶領域から対応するグ
ループのコンテンツを読み出す。
【００１５】
　特開２００５－３３７０２号公報（特許文献２）に通信装置が開示されている。
　この通信装置は、複数の仮想私設網とグローバルネットワークとが接続されるＶＰＮ収
容装置に接続される通信装置であり、通信アプリケーションプラットフォームと、ＳＩＰ
　Ｐｒｏｘｙ手段と、通信アプリケーションプログラムとを有する。
　前記通信アプリケーションプラットフォームは、前記ＶＰＮ収容装置から受信したＳＩ
Ｐメッセージを前記ＳＩＰ　Ｐｒｏｘｙ手段に送信すると共に、前記ＳＩＰ　Ｐｒｏｘｙ
手段から受信したＩＰアドレスが変換されたＳＩＰメッセージを前記ＶＰＮ収容装置に送
信する。
　前記ＳＩＰ　Ｐｒｏｘｙ手段は、前記通信アプリケーションプラットフォームから受信
したＳＩＰメッセージにＳＩＰ　Ｐｒｏｘｙ処理を施した後に、当該ＳＩＰメッセージを
前記通信アプリケーションプログラムに送信すると共に、前記通信アプリケーションプロ
グラムから受信したＩＰアドレスが変換されたＳＩＰメッセージを、前記通信アプリケー
ションプラットフォームに送信する。
　前記通信アプリケーションプログラムは、前記ＳＩＰ　Ｐｒｏｘｙ手段から受信したＳ
ＩＰメッセージ内のＩＰアドレスを適切なアドレス体系のＩＰアドレスに変換し、当該Ｉ
Ｐアドレスを変換したＳＩＰメッセージを前記ＳＩＰ　Ｐｒｏｘｙ手段に送信する。
【００１６】
　特開２００５－２００８０号公報（特許文献３）に加入者端末間通信システムが開示さ
れている。
　この従来技術では、ＶＬＡＮ環境下における加入者端末間通信システムにおいて、ＩＰ
電話の呼設定をするためのインターネットプロトコルを実行するＳＩＰサーバが、メディ
アスイッチ手段と、変換テーブルとを具備する。
　メディアスイッチ手段は、ＶＬＡＮに接続されている加入者端末からの呼制御メッセー
ジ内にメディア信号の受信先として指定している自加入者端末のＩＰアドレスとポート番
号を、プールされている使用可能なＳＩＰサーバのＩＰアドレスとポート番号に書き換え
る。変換テーブルは、前記書き換えた対応付け情報を保存する。なお、前記メディアスイ
ッチ手段は、メディア信号通信時には、前記加入者端末から受信したＳＩＰサーバのＩＰ
アドレスとポート番号宛のメディア信号を、前記変換テーブルを元に変換した相手加入者
端末のＩＰアドレスとポート番号宛に送信する。
【００１７】
　特開２００４－１７９８５３号公報（特許文献４）にサーバ装置が開示されている。
　この従来技術では、同じＩＰアドレスを持つ可能性のある複数の仮想閉域網のそれぞれ
の網と通信可能なサーバ装置が、受信パケットのレイヤ２フレーム内にある送信元である
通信装置の物理アドレスを記憶する手段と、該受信パケットに対する応答パケットを送信
するときに、応答先のＩＰアドレスに関係なく、前記手段で記憶した該物理アドレスを該
応答パケットの宛先レイヤ２アドレスとして設定する設定手段を備える。
【００１８】
　特開２００４－１６５８２３号公報（特許文献５）にＩＰアドレス変換装置が開示され
ている。
　このＩＰアドレス変換装置は、受信手段と、抽出手段と、判別手段と、置換手段と、対
応管理表と、変換手段と、送信手段とを備える。
　受信手段は、ＳＩＰメッセージを受信する。抽出手段は、前記受信手段で受信したＳＩ
Ｐメッセージ内のＩＰアドレス情報を抽出する。判別手段は、前記抽出手段で抽出された
ＩＰアドレス情報にＩＰアドレスが含まれるか否かを判断し、前記抽出されたＩＰアドレ
ス情報にＩＰアドレスが含まれる場合に、前記抽出されたＩＰアドレスの仮想ＩＰアドレ
スへの変換の要否を判別する。置換手段は、前記判別手段で、仮想ＩＰアドレスへ変換す
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る必要がないと判別されたＩＰアドレスを、ＩＰアドレス識別情報に置き換える。対応管
理表は、前記置換手段で置き換えられたＩＰアドレス識別情報は、。ＩＰアドレスとの対
応関係を登録する。変換手段は、前記判別手段で、仮想ＩＰアドレスへ変換する必要があ
ると判別されたＩＰアドレスを、仮想ＩＰアドレスに変換する。送信手段は、ＩＰアドレ
ス情報が変更されたＳＩＰメッセージを送信する。
【００１９】
　特開２００４－１４７１９５号公報（特許文献６）に音声通信方法が開示されている。
　この音声通信方法において、送信元端末装置は該送信元端末装置を管理する第１のゲー
ト装置へ呼接続要求を送信する。前記呼接続要求を受けた第１のゲート装置は、第１の呼
制御情報を公衆電話網を介して送信先端末装置を管理する第２のゲート装置へ送信する。
前記第２のゲート装置は送信先端末装置へ呼接続要求を送信する。前記送信先端末装置は
通話可能か否かの返答を前記第２のゲート装置へ送信する。前記送信先端末装置から通話
可能の返答を受けた場合に、前記第２のゲート装置は第２の呼制御情報を前記公衆電話網
を介して前記第１のゲート装置へ送信すると共に、ＩＰネットワークに接続されているポ
ートをオープンする。前記第１のゲート装置は前記第２のゲート装置からの第２の呼制御
情報を受けて前記ＩＰネットワークに接続されているポートをオープンする。前記送信元
端末装置及び送信先端末装置は、前記第１、第２のゲート装置のオープンされたポート及
び前記ＩＰネットワークを介してパケット通信による通話を行う。
【００２０】
【特許文献１】特開２００４－３０３０９号公報
【特許文献２】特開２００５－３３７０２号公報
【特許文献３】特開２００５－２００８０号公報
【特許文献４】特開２００４－１７９８５３号公報
【特許文献５】特開２００４－１６５８２３号公報
【特許文献６】特開２００４－１４７１９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　本発明の目的は、ＳＩＰプロキシサーバ（単一でも複数でも良い）を複数のクライアン
トグループで共同利用させながら、あたかも各クライアントグループが自分専用のＳＩＰ
プロキシサーバを利用しているかのような安全性を提供するＳＩＰサーバ共有モジュール
を提供することにある。
　本発明の他の目的は、クライアント端末が所属するクライアントグループを移動した際
に、ＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージの再度送や登録済みのＵＲＩを削除することなく、移動
先クライアントグループからの着呼等の受信や移動前に所属していたクライアントグルー
プからの着呼等の拒否を可能とすることで、クライアント端末のクライアントグループ間
の動的な移動や、クライアントグループの動的な作成、削除に対応するＳＩＰサーバ共有
モジュールを提供することにある。
　本発明の更に他の目的は、共有モジュールが要求送信元端末の情報を保持することなく
、ＳＩＰプロキシサーバから送信される応答や転送される要求を、当該応答や要求のトリ
ガとなった要求の送信元クライアント端末が所属するクライアントグループの外に送信さ
れることを防ぐＳＩＰサーバ共有モジュールを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　本発明のＳＩＰサーバ共有モジュール装置は、複数のクライアントグループと複数のク
ライアントグループが利用するＳＩＰプロキシサーバとの間で送受信されるＳＩＰメッセ
ージの中継を行うＳＩＰサーバ共有モジュール装置であって、ＳＩＰメッセージのうち、
複数のクライアントグループの各々に所属するクライアント端末からＳＩＰプロキシサー
バへ送信されるクライアント送信ＳＩＰメッセージから、クライアント送信ＳＩＰメッセ
ージを送信したクライアント端末が所属するクライアントグループを識別するメッセージ
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送信元グループ識別部と、メッセージ送信元グループ識別部が識別したクライアントグル
ープに対応するグループタグをクライアント送信ＳＩＰメッセージに挿入するグループタ
グ挿入部と、ＳＩＰメッセージのうち、ＳＩＰプロキシサーバからクライアントグループ
に所属するクライアント端末へ送信されるサーバ送信ＳＩＰメッセージに対して、サーバ
送信ＳＩＰメッセージに含まれるグループタグの削除を行うグループタグ削除部と、サー
バ送信ＳＩＰメッセージに含まれるグループタグに対応するクライアントグループと異な
るクライアントグループに所属するクライアント端末にサーバ送信ＳＩＰメッセージが送
信されることを防止するメッセージ送信先グループ識別部とを有する。
【００２３】
　メッセージ送信先グループ識別部は、サーバ送信ＳＩＰメッセージに含まれるグループ
タグに対応するクライアントグループと、サーバ送信ＳＩＰメッセージの実際の送信先ク
ライアント端末が所属するクライアントグループとが一致する場合、サーバ送信ＳＩＰメ
ッセージを送信先クライアント端末へ転送する。
【００２４】
　メッセージ送信先グループ識別部は、当該ＳＩＰサーバ共有モジュール装置が配置され
たノードに複数の仮想的又は物理的ネットワークインタフェースが存在する場合、ＳＩＰ
サーバ送信メッセージに含まれるグループタグに対応するクライアントグループ毎に異な
るネットワークインタフェースを指定して、ＳＩＰサーバ送信メッセージを送信する。
【００２５】
　メッセージ送信先グループ識別部は、サーバ送信ＳＩＰメッセージのＩＰヘッダ又はＵ
ＤＰヘッダに含まれるパラメタを、ＳＩＰサーバ送信メッセージに含まれるグループタグ
に対応するクライアントグループ毎に異なるパラメタ領域に変換した後、サーバ送信ＳＩ
Ｐメッセージを送信先クライアント端末に転送する。
【００２６】
　グループタグ挿入部は、メッセージ送信元グループ識別部が識別したクライアントグル
ープに対応するグループタグを、クライアント送信ＳＩＰメッセージに含まれるパラメタ
のうち、ＳＩＰプロキシサーバへ登録するＵＲＩが含まれず、且つ、ＳＩＰプロキシサー
バにおける転送処理により消去されず、且つ、リクエストメッセージとリクエストメッセ
ージを受信した際にＳＩＰプロキシサーバが送信するレスポンスメッセージとで同じ値が
記載される、という条件を満たすいずれかのパラメタに対して挿入する。
【００２７】
　グループタグ挿入部は、メッセージ送信元グループ識別部が識別したクライアントグル
ープに対応するグループタグを、クライアント送信ＳＩＰメッセージのヘッダ部分に含ま
れるＵＲＩのうちユーザ識別子の部分に挿入する。
【００２８】
　グループタグ挿入部は、クライアント送信ＳＩＰメッセージがＳＩＰプロキシサーバに
対してプレゼンス情報を通知するメッセージである場合、クライアント送信ＳＩＰメッセ
ージのボディ部分にも更にグループタグを挿入する。
【００２９】
　グループタグ挿入部は、メッセージ送信元グループ識別部が識別したクライアントグル
ープが複数の場合、クライアント送信ＳＩＰメッセージのコピーをメッセージ送信元グル
ープ識別部が識別したクライアントグループ数分作成し、コピーのそれぞれに対してメッ
セージ送信元グループ識別部が識別したクライアントグループに対応するグループタグを
挿入する。
【００３０】
　グループタグ挿入部は、更に、クライアント送信ＳＩＰメッセージがリクエストメッセ
ージである場合、ＳＩＰサーバ共有モジュール装置が配置されたノードのＩＰアドレス及
びＳＩＰメッセージの待ち受けに利用するポート番号をクライアント送信ＳＩＰメッセー
ジのＶｉａヘッダへ追記し、グループタグ削除部は、更に、サーバ送信ＳＩＰメッセージ
がレスポンスメッセージである場合、サーバ送信ＳＩＰメッセージのＶｉａヘッダに記載
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されたＳＩＰサーバ共有モジュール装置が配置されたノードのＩＰアドレス及びＳＩＰサ
ーバ共有モジュール装置がＳＩＰメッセージの待ち受けに利用するポート番号を削除する
と共に、サーバ送信ＳＩＰメッセージのＶｉａヘッダに記載されたクライアント端末のＩ
Ｐアドレス及びポート番号をサーバ送信ＳＩＰメッセージのＩＰヘッダの宛先ＩＰアドレ
スとＵＤＰヘッダの宛先ポート番号に設定する。
【００３１】
　本発明のＳＩＰサーバ共有モジュール装置は、アドレス変換テーブルと、アドレス変換
部とを更に有する。アドレス変換テーブルには、クライアント端末がＲＥＧＩＳＴＥＲメ
ッセージによってＳＩＰプロキシサーバへの登録を要求するアドレスであるオリジナルア
ドレスと、ＳＩＰプロキシサーバが送信するＳＩＰメッセージの宛先アドレスに設定され
た場合にＳＩＰメッセージをインターセプトするためのアドレスであるインターセプトア
ドレスとを相互に変換するためのアドレス変換ルールが記載されている。アドレス変換部
は、クライアント送信ＳＩＰメッセージがＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージである場合、クラ
イアント送信ＳＩＰメッセージのＣｏｎｔａｃｔヘッダに含まれるオリジナルアドレスを
、アドレス変換ルールを参照してインターセプトアドレスに変換し、サーバ送信ＳＩＰメ
ッセージがＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージに対するレスポンスメッセージである場合、サー
バ送信ＳＩＰメッセージのＣｏｎｔａｃｔヘッダに含まれるインターセプトアドレスを、
アドレス変換ルールを参照してオリジナルアドレスに変換し、サーバ送信ＳＩＰメッセー
ジがリクエストメッセージである場合、サーバ送信ＳＩＰメッセージのＩＰヘッダ及びＵ
ＤＰヘッダに指定されているインターセプトアドレスを、アドレス変換ルールを参照して
オリジナルアドレスに変換する。
【００３２】
　アドレス変換部は、アドレス変換ルールを参照し、Ｍビットの広さを持つＩＰアドレス
領域Ａに含まれる任意のＩＰアドレスとＵＤＰ又はＴＣＰの宛先又は送信元ポート番号の
ペアであるアドレスａと、Ｎビットの広さを持つＩＰアドレス領域Ｂに含まれる任意のＩ
ＰアドレスとＵＤＰ又はＴＣＰの宛先又は送信元ポート番号のペアであるアドレスｂとを
相互に変換し、アドレスａをアドレスｂに変換する際には、アドレスａのＩＰアドレスの
うちＸ＜Ｎを満たすＸビット分をアドレスｂのＩＰアドレスにマッピングし、残りのＭ－
Ｘビット分をアドレスｂのＵＤＰ又はＴＣＰの宛先又は送信元ポート番号にマッピングし
、アドレスｂをアドレスａに変換する際には、アドレスｂのＩＰアドレスのうちＸビット
分とアドレスｂのＵＤＰ又はＴＣＰの宛先又は送信元ポート番号のうちＭ－Ｘビット分と
を組み合わせてアドレスａのＩＰアドレスに変換する。
【００３３】
　本発明のＳＩＰメッセージ中継方法は、複数のクライアントグループと複数のクライア
ントグループが利用するＳＩＰプロキシサーバとの間で送受信されるＳＩＰメッセージの
中継を行うＳＩＰサーバ共有モジュール装置により実施されるＳＩＰメッセージ中継方法
であって、ＳＩＰメッセージのうち、複数のクライアントグループの各々に所属するクラ
イアント端末からＳＩＰプロキシサーバへ送信されるクライアント送信ＳＩＰメッセージ
から、クライアント送信ＳＩＰメッセージを送信したクライアント端末が所属するクライ
アントグループを識別するステップと、識別されたクライアントグループに対応するグル
ープタグをクライアント送信ＳＩＰメッセージに挿入するステップと、ＳＩＰメッセージ
のうち、ＳＩＰプロキシサーバからクライアントグループに所属するクライアント端末へ
送信されるサーバ送信ＳＩＰメッセージに対して、サーバ送信ＳＩＰメッセージに含まれ
るグループタグの削除を行うステップと、サーバ送信ＳＩＰメッセージに含まれるグルー
プタグに対応するクライアントグループと異なるクライアントグループに所属するクライ
アント端末にサーバ送信ＳＩＰメッセージが送信されることを防止するステップとを含む
。
【００３４】
　本発明のＳＩＰメッセージ中継方法は、サーバ送信ＳＩＰメッセージに含まれるグルー
プタグに対応するクライアントグループと、サーバ送信ＳＩＰメッセージの実際の送信先
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クライアント端末が所属するクライアントグループとが一致するかを判定するステップと
、サーバ送信ＳＩＰメッセージに含まれるグループタグに対応するクライアントグループ
と、サーバ送信ＳＩＰメッセージの実際の送信先クライアント端末が所属するクライアン
トグループとが一致する場合、サーバ送信ＳＩＰメッセージを送信先クライアント端末へ
転送するステップとを更に含む。
【００３５】
　本発明のＳＩＰメッセージ中継方法は、ＳＩＰサーバ共有モジュール装置が配置された
ノードに複数の仮想的又は物理的ネットワークインタフェースが存在するか判定するステ
ップと、ＳＩＰサーバ共有モジュール装置が配置されたノードに複数の仮想的又は物理的
ネットワークインタフェースが存在する場合、ＳＩＰサーバ送信メッセージに含まれるグ
ループタグに対応するクライアントグループ毎に異なるネットワークインタフェースを指
定して、ＳＩＰサーバ送信メッセージを送信するステップとを更に含む。
【００３６】
　本発明のＳＩＰメッセージ中継方法は、サーバ送信ＳＩＰメッセージのＩＰヘッダ又は
ＵＤＰヘッダに含まれるパラメタを、ＳＩＰサーバ送信メッセージに含まれるグループタ
グに対応するクライアントグループ毎に異なるパラメタ領域に変換するステップと、パラ
メタを変換した後、サーバ送信ＳＩＰメッセージを送信先クライアント端末に転送するス
テップとを更に含む。
【００３７】
　本発明のプログラムは、複数のクライアントグループと複数のクライアントグループが
利用するＳＩＰプロキシサーバとの間で送受信されるＳＩＰメッセージのうち、複数のク
ライアントグループの各々に所属するクライアント端末からＳＩＰプロキシサーバへ送信
されるクライアント送信ＳＩＰメッセージから、クライアント送信ＳＩＰメッセージを送
信したクライアント端末が所属するクライアントグループを識別するステップと、識別さ
れたクライアントグループに対応するグループタグをクライアント送信ＳＩＰメッセージ
に挿入するステップと、ＳＩＰメッセージのうち、ＳＩＰプロキシサーバからクライアン
トグループに所属するクライアント端末へ送信されるサーバ送信ＳＩＰメッセージに対し
て、サーバ送信ＳＩＰメッセージに含まれるグループタグの削除を行うステップと、サー
バ送信ＳＩＰメッセージに含まれるグループタグに対応するクライアントグループと異な
るクライアントグループに所属するクライアント端末にサーバ送信ＳＩＰメッセージが送
信されることを防止するステップとをコンピュータに実行させる。
【００３８】
　本発明のプログラムは、サーバ送信ＳＩＰメッセージに含まれるグループタグに対応す
るクライアントグループと、サーバ送信ＳＩＰメッセージの実際の送信先クライアント端
末が所属するクライアントグループとが一致するかを判定するステップと、サーバ送信Ｓ
ＩＰメッセージに含まれるグループタグに対応するクライアントグループと、サーバ送信
ＳＩＰメッセージの実際の送信先クライアント端末が所属するクライアントグループとが
一致する場合、サーバ送信ＳＩＰメッセージを送信先クライアント端末へ転送するステッ
プとを更にコンピュータに実行させる。
【００３９】
　本発明のプログラムは、ＳＩＰサーバ共有モジュール装置が配置されたノードに複数の
仮想的又は物理的ネットワークインタフェースが存在するか判定するステップと、ＳＩＰ
サーバ共有モジュール装置が配置されたノードに複数の仮想的又は物理的ネットワークイ
ンタフェースが存在する場合、ＳＩＰサーバ送信メッセージに含まれるグループタグに対
応するクライアントグループ毎に異なるネットワークインタフェースを指定して、ＳＩＰ
サーバ送信メッセージを送信するステップとを更にコンピュータに実行させる。
【００４０】
　本発明のプログラムは、サーバ送信ＳＩＰメッセージのＩＰヘッダ又はＵＤＰヘッダに
含まれるパラメタを、ＳＩＰサーバ送信メッセージに含まれるグループタグに対応するク
ライアントグループ毎に異なるパラメタ領域に変換するステップと、パラメタを変換した
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後、サーバ送信ＳＩＰメッセージを送信先クライアント端末に転送するステップとを更に
コンピュータに実行させる。
【発明の効果】
【００４１】
　第一の効果は、クライアント端末とＳＩＰプロキシサーバの間で頻繁にメッセージの交
換が行われる環境においても、複数のクライアントグループによる安全なＳＩＰプロキシ
サーバの共同利用を可能にすることである。その理由は、本発明のＳＩＰサーバ共有モジ
ュールはＳＩＰメッセージのうち、クライアント端末からＳＩＰプロキシサーバへ送信さ
れるクライアント送信ＳＩＰメッセージから、クライアント送信ＳＩＰメッセージを送信
したクライアント端末が所属するクライアントグループを識別するメッセージ送信元グル
ープ識別部と、メッセージ送信元グループ識別部が識別したクライアントグループに対応
するグループタグをクライアント送信ＳＩＰメッセージに挿入するグループタグ挿入部と
、ＳＩＰメッセージのうち、ＳＩＰプロキシサーバからクライアントグループに所属する
クライアント端末へ送信されるサーバ送信ＳＩＰメッセージに対して、サーバ送信ＳＩＰ
メッセージに含まれるグループタグの削除を行うグループタグ削除部と、サーバ送信ＳＩ
Ｐメッセージに含まれるグループタグに対応するクライアントグループと異なるクライア
ントグループに所属するクライアント端末にサーバ送信ＳＩＰメッセージが送信されるこ
とを防止するメッセージ送信先グループ識別部を有し、クライアント端末からリクエスト
メッセージを受信した際に、どのクライアント端末からリクエストメッセージを受信した
かという情報を保持していなくても、特定のクライアントグループに所属するクライアン
ト端末から送信されたリクエストメッセージが当該クライアントグループ以外のクライア
ントグループに所属するクライアント端末に転送されることを防ぎ、更に、当該リクエス
トメッセージに対するレスポンスメッセージが当該クライアントグループ以外のクライア
ントグループに所属するクライアント端末に送信されることを防ぐことが可能なためであ
る。
【００４２】
　第二の効果は、クライアント端末のクライアントグループ間の動的な移動やクライアン
トグループの動的な作成、削除に対応できることである。具体的には、クライアント端末
のクライアントグループの移動や、クライアントグループ作成や削除があってもＳＩＰプ
ロキシサーバに登録されているＳＩＰ　ＵＲＩやコンタクトアドレスの情報を変更する必
要がない。その理由は、本発明のＳＩＰサーバ共有モジュールのグループタグ挿入部は、
クライアントグループに対応するグループタグをクライアント送信ＳＩＰメッセージに含
まれるパラメタ（Ｐａｒａｍｅｔｅｒ）のうち、以下の全ての条件を満たすいずれかのパ
ラメタに対してグループタグを挿入するためである。
　「条件」
　（１）ＳＩＰ　ＵＲＩが含まれない。
　（２）ＳＩＰプロキシサーバにおける転送処理により消去されない。
　（３）リクエストメッセージと前記リクエストメッセージを受信した際に前記ＳＩＰプ
ロキシサーバが送信するレスポンスメッセージとで同じ値が記載される。
【００４３】
　第三の効果は、特定のクライアントグループに所属するクライアント端末から通知され
たプレゼンス情報が、当該クライアントグループ以外のクライアントグループに所属する
クライアント端末へ通知されることを防止することが可能であることである。その理由は
、本発明のＳＩＰサーバ共有モジュールのグループタグ挿入部は、クライアント送信ＳＩ
Ｐメッセージがプレゼンス情報を通知するメッセージである場合には、前記クライアント
送信ＳＩＰメッセージのボディ部分にもグループタグを挿入するためである。
【００４４】
　第四の効果は、クライアント端末が複数のクライアントグループに所属する場合におい
ても、当該クライアント端末が所属するクライアントグループ以外のクライアントグルー
プに所属するクライアント端末には、当該クライアント端末が送信したリクエストメッセ
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ージが転送されたり、リクエストメッセージに対するレスポンスメッセージが送信された
りすることを防ぐことである。その理由は、本発明のＳＩＰサーバ共有モジュールのグル
ープタグ挿入部は、メッセージ送信元グループ識別部が識別したクライアントグループが
複数の場合は、クライアント送信ＳＩＰメッセージのコピーをメッセージ送信元グループ
識別部が識別したクライアントグループ数分作成し、コピーのそれぞれに対してメッセー
ジ送信元グループ識別部が識別したクライアントグループに対応するグループタグを挿入
するためである。
【００４５】
　第五の効果は、ＳＩＰプロキシサーバとＳＩＰサーバ共有モジュールの間にトンネリン
グリンクが構築されていない場合でもＳＩＰプロキシサーバから送信されたレスポンスメ
ッセージをＳＩＰサーバ共有モジュールでインターセプトできることである。その理由は
、本発明のＳＩＰサーバ共有モジュールのグループタグ挿入部は更に、クライアント送信
ＳＩＰメッセージがリクエストメッセージである場合に、ＳＩＰサーバ共有モジュールが
配置されたノードのＩＰアドレス及びＳＩＰサーバ共有モジュールがＳＩＰメッセージの
待ち受けに利用するポート番号をクライアント送信ＳＩＰメッセージのＶｉａヘッダへ追
記し、グループタグ削除部は、更に、サーバ送信ＳＩＰメッセージがレスポンスメッセー
ジである場合に、サーバ送信ＳＩＰメッセージのＶｉａヘッダに記載されたＳＩＰサーバ
共有モジュールが配置されたノードのＩＰアドレス及びＳＩＰサーバ共有モジュールがＳ
ＩＰメッセージの待ち受けに利用するポート番号を削除すると共に、サーバ送信ＳＩＰメ
ッセージのＶｉａヘッダに記載されたクライアント端末のＩＰアドレス及びポート番号を
サーバ送信ＳＩＰメッセージのＩＰヘッダの宛先ＩＰアドレスとＵＤＰヘッダの宛先ポー
ト番号に設定するためである。
【００４６】
　第六の効果は、ＳＩＰプロキシサーバとＳＩＰサーバ共有モジュールの間にトンネリン
グリンクが構築されていない場合でもＳＩＰプロキシサーバからクライアント端末へ送信
されたリクエストメッセージをＳＩＰサーバ共有モジュールでインターセプトできること
である。
　その理由は、本発明のＳＩＰサーバ共有モジュールは、クライアント端末がＲＥＧＩＳ
ＴＥＲメッセージによってＳＩＰプロキシサーバへの登録を要求するアドレスであるオリ
ジナルアドレスと、ＳＩＰプロキシサーバが送信するＳＩＰメッセージの宛先アドレスに
設定された場合に、当該ＳＩＰメッセージをＳＩＰサーバ共有モジュールがインターセプ
ト可能となるアドレスであるインターセプトアドレスとを相互に変換するアドレス変換方
法が記載されたアドレス変換ルールと、クライアント送信ＳＩＰメッセージがＲＥＧＩＳ
ＴＥＲメッセージである場合には、クライアント送信ＳＩＰメッセージのＣｏｎｔａｃｔ
ヘッダに含まれるオリジナルアドレスを、アドレス変換ルールを参照してインターセプト
アドレスに変換し、サーバ送信ＳＩＰメッセージがＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージに対する
レスポンスメッセージである場合には、サーバ送信ＳＩＰメッセージのＣｏｎｔａｃｔヘ
ッダに含まれるインターセプトアドレスを、アドレス変換ルールを参照してオリジナルア
ドレスに変換し、サーバ送信ＳＩＰメッセージがリクエストメッセージである場合には、
サーバ送信ＳＩＰメッセージのＩＰヘッダ及びＵＤＰヘッダに指定されているインターセ
プトアドレスを、前記アドレス変換ルールを参照してオリジナルアドレスに変換するアド
レス変換部を更に有しているためである。
【００４７】
　第七の効果は、インターセプト用アドレスとして確保できるＩＰアドレス領域がオリジ
ナルアドレスの取り得るＩＰアドレス領域よりも狭い場合であっても、ＳＩＰプロキシサ
ーバから送信されたＳＩＰメッセージに含まれるインターセプトアドレスを一意のオリジ
ナルアドレスへ逆方向変換できることである。
　その理由は、本発明のＳＩＰサーバ共有モジュールのアドレス変換ルールには、Ｍビッ
トの広さを持つＩＰアドレス領域Ａに含まれる任意のＩＰアドレスとＵＤＰ又はＴＣＰの
宛先又は送信元ポート番号のペアであるアドレスａとＮビットの広さを持つＩＰアドレス
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領域Ｂに含まれる任意のＩＰアドレスとＵＤＰ又はＴＣＰの宛先又は送信元ポート番号の
ペアであるアドレスｂとを相互に変換するアドレス変換方法であって、アドレスａをアド
レスｂに変換する際には、アドレスａのＩＰアドレスのうちＸ＜Ｎを満たすＸビット分を
アドレスｂのＩＰアドレスにマッピングし、のこりのＭ－Ｘビット分をアドレスｂのＵＤ
Ｐ又はＴＣＰの宛先又は送信元ポート番号にマッピングし、アドレスｂをアドレスａに変
換する際には、アドレスｂのＩＰアドレスのうちＸビット分とアドレスｂのＵＤＰ又はＴ
ＣＰの宛先又は送信元ポート番号のうちＭ－Ｘビット分とを組み合わせてアドレスａのＩ
Ｐアドレスに変換することを特徴とするアドレス変換方法が記載されるためである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４８】
　以下に本発明の第１実施形態について添付図面を参照して説明する。
　本発明の第一の実施の形態を図面を用いて説明する。
　図１に示すように、本発明におけるＳＩＰ（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　
Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）通信網は、ＳＩＰサーバ共有モジュール１００と、ＳＩＰプロキシサ
ーバ２００と、クライアントグループ３００とを有する。
【００４９】
　ＳＩＰサーバ共有モジュール１００は、複数のクライアントグループ３００（３００－
ｉ、ｉ＝１～ｎ：ｎはグループ数）と、クライアントグループに所属する各クライアント
端末が共同利用するＳＩＰプロキシサーバ２００との間に位置し、クライアント端末とＳ
ＩＰプロキシサーバ２００の間でやり取りされるメッセージの中継処理を行う。
【００５０】
　ＳＩＰプロキシサーバ２００は、以下の（処理１）から（処理４）までの処理を行うサ
ーバである。実装によっては（処理２）から（処理４）までのいずれかの処理を行う機能
が実装されていなかったり、（処理１）から（処理４）以外の処理を行う機能が実装され
たりする場合もあるが、以下ではそうしたサーバも含めてＳＩＰプロキシサーバと呼ぶ。
【００５１】
　（処理１）クライアント端末情報の登録処理
　クライアント端末から登録メッセージ（ＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージ）を受信し、クラ
イアント端末のＳＩＰ　ＵＲＩ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｉｎｄｉｃａ
ｔｏｒ）とコンタクトアドレス（クライアント端末のＩＰアドレス及びＳＩＰ用待ち受け
ポート番号）をデータベースに登録する。登録メッセージにはコンタクトアドレスの付加
情報として、クライアント端末の利用目的や特徴に関する情報が含まれる場合もある。
【００５２】
　（処理２）クライアント端末間のメッセージ転送処理
　クライアント端末から他のクライアント端末へ送信されたメッセージを転送する。転送
を行うメッセージには主に呼の確立・終了・転送等の呼制御を行うためのメッセージ（Ｉ
ＮＶＩＴＥメッセージ、ＲＥＦＥＲメッセージ、ＢＹＥメッセージ、ＣＡＮＣＥＬメッセ
ージ等）（２－１）、クライアント端末の状態（プレゼンス情報）を通知するためのメッ
セージ（ＰＵＢＬＩＳＨメッセージ、ＮＯＴＩＦＹメッセージ等）（２－２）、クライア
ント端末間で主にチャット等を行う際に任意の情報をやり取りするメッセージ（ＭＥＳＳ
ＡＧＥメッセージ等）（２－３）や、前述の目的によらず、クライアント端末間でのメッ
セージの到達を確認するための汎用的なメッセージ（ＡＣＫメッセージ等）（２－４）等
が含まれる。
【００５３】
　（処理３）情報通知のための登録要求の処理
　クライアント端末が特定の情報（例えば、他のクライアント端末のプレゼンス情報）を
受信するために送信する登録要求メッセージ（ＳＵＢＳＣＲＩＢＥメッセージ等）を受け
つける。
【００５４】
　（処理４）クライアント端末情報の問い合わせに対する回答処理
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　クライアント端末からの要求メッセージ（ＯＰＴＩＯＮＳメッセージ等）により、他の
クライアント端末の登録情報を回答する。
【００５５】
　ＳＩＰプロキシサーバ２００は（処理１）で登録された情報に基づき、（処理２）から
（処理４）までの処理を行うことを特徴とする。（処理２）では、クライアント端末から
送信されたメッセージの宛先は送信先のクライアント端末のＳＩＰ　ＵＲＩで表され、（
処理１）で登録された情報を元に宛先クライアント端末のＳＩＰ　ＵＲＩに対応するコン
タクトアドレスを解決し、当該コンタクトアドレスに対してメッセージを転送する。（処
理３）では、受信したい情報がＳＩＰ　ＵＲＩで指定され、当該ＳＩＰ　ＵＲＩと受信を
要求したクライアント端末の関係が（処理１）の情報を元に登録される。（処理４）では
、問い合わせ対象のクライアント端末がＳＩＰ　ＵＲＩで表され、（処理１）で登録され
た情報を元に問い合わされたＳＩＰ　ＵＲＩに該当する登録情報を回答する。
ＳＩＰプロキシサーバ２００は上記（処理１）から（処理４）の処理を要求するメッセー
ジ（ＲＥＧＩＳＴＥＲ，ＩＮＶＩＴＥ、ＲＥＦＥＲ、ＢＹＥ、ＣＡＮＣＥＬ、ＰＵＢＬＩ
ＳＨ、ＭＥＳＳＡＧＥ、ＡＣＫ、ＳＵＢＳＣＲＩＢＥ、ＯＰＴＩＯＮＳ等のメッセージ、
一般にリクエストメッセージと呼ばれる）を受信すると、処理結果をレスポンスメッセー
ジによって要求元に通知する。
【００５６】
　クライアント端末３１１はパソコンに限らず、ＩＰ電話端末、情報家電等、ＳＩＰプロ
トコルに対応したアプリケーション（ＳＩＰ　ＵＡ（Ｕｓｅｒ　Ａｇｅｎｔ））を搭載し
た端末である。クライアント端末は他の複数のクライアント端末とクライアントグループ
を形成する。
【００５７】
　クライアントグループ３００は同一グループに属さないクライアント端末との通話やメ
ッセージ交換、プレゼンス情報の通知、登録情報の開示等を望まないクライアント端末の
集合である。本発明ではクライアントグループとして、以下で説明するネットワークレベ
ルのクライアントグループとアプリケーションレベルのクライアントグループを対象とす
る。
【００５８】
　ネットワークレベルのクライアントグループとは、例えば同一の企業イントラネットや
企業内の部門イントラネット等に接続したクライアント端末のように、同じネットワーク
に接続する他の端末とのみ接続性が確保され、外部のネットワークとの接続性がない（又
はＷｅｂやＭａｉｌなどごく限られたアプリケーションによる接続性しか有さない）閉じ
たネットワークに接続しているクライアント端末のグループである。ネットワークレベル
のグループは、ネットワークが特定されれば一意にクライアントグループが特定される。
ネットワークレベルのクライアントグループとしては前述した企業イントラネットや部門
イントラネットなどの他に、例えばＳｏｆｔｅｔｈｅｒやＥｍｏｔｉｏｎＬｉｎｋ等のよ
うに公衆網上をグループ内の他のクライアント端末とＩＰＳｅｃトンネルやＳＳＬトンネ
ル等を利用して接続することで、仮想的に閉じたネットワークを形成しているグループも
含まれる。
【００５９】
　ネットワークレベルのクライアントグループがＳＩＰプロキシサーバ２００との通信を
行う際のネットワーク構成例を図２に示す。図２では、クライアントグループ３００は個
々のプライベート網（同一の企業イントラネットや企業内の部門イントラネット等や公衆
網上を同一クライアントグループに参加するクライアント端末がＩＰＳｅｃトンネルやＳ
ＳＬトンネル等を利用して接続することで形成される仮想的に閉じたネットワーク）と対
応しており、インターネット等の公衆網５００上においてＩＰＳｅｃやＳＳＬ等により通
信の安全性が確保されたＶＰＮトンネルによりＳＩＰプロキシサーバ２００が配置された
データセンタネットワーク６００と接続している。ＶＰＮゲートウェイ４００は公衆網５
００とデータセンタネットワーク６００の間に位置し、ＶＰＮトンネルの終端処理をする
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。ＶＰＮゲートウェイ４００は公衆網側に接続するＶＰＮ側インタフェース（ＩＦ）４２
０とデータセンタネットワーク６００に接続するデータセンタ側ＩＦ４３０を有している
。また、ＶＰＮ側ＩＦ４２０は更に仮想的に複数のＩＦ（仮想インタフェース（ＶＩＦ）
）４２１（４２１－ｉ、ｉ＝１～ｎ）を有しており、それぞれのＶＩＦは各プライベート
網３００とＶＰＮトンネルを介して接続している。ＶＰＮ終端部４１０はＶＰＮトンネル
の終端処理を行う機能を有しており、更に、例えば、図３に示すようなパケット転送ルー
ルを参照してＶＰＮトンネルを経由してプライベート網３００から受信したパケットにア
ドレス変換処理を行ってデータセンタネットワーク６００へ転送したり、データセンタネ
ットワーク６００側から受信したパケットをヘッダ情報に基づいてプライベート網３００
に転送したりする機能を有する。
【００６０】
　一方、アプリケーションレベルのクライアントグループとは、グループウェアサーバや
社員情報管理サーバ等のグループ情報管理サーバにおいて、各クライアント端末とグルー
プの対応関係が定義されたグループである。グループ情報管理サーバの管理情報としては
、例えばクライアント端末の識別子と所属グループ、更にはクライアント端末のＩＰアド
レス等が挙げられる。
【００６１】
　クライアント端末が接続するネットワークと所属するクライアントグループの間に対応
関係はない。すなわち異なるクライアントグループに所属するクライアント端末が同一の
ネットワークに接続するケースがあり得る。
【００６２】
　アプリケーションレベルのクライアントグループがＳＩＰプロキシサーバ２００との通
信を行う際のネットワーク構成例を図４，図５に示す。図４ではＳＩＰプロキシサーバ２
００、クライアント端末がインターネット又は同一のプライベート網に接続し、クライア
ント端末間は所属するクライアントグループによらず接続性が保障されている。図５でも
同様にクライアント端末は同一のプライベート網に接続し、クライアント端末間は所属す
るクライアントグループによらず接続性が保障されている。
【００６３】
　なお、クライアントグループの構成方法によらず、同一のクライアント端末が同時に複
数のクライアントグループに参加するケースがあり得る。
【００６４】
　ＳＩＰサーバ共有モジュール１００は、同一クライアントグループに属さないクライア
ント端末間で上述した（処理２）から（処理４）までのメッセージの転送、情報通知のた
めの登録、クライアント端末情報の問い合わせに対する回答、が行われないようメッセー
ジの中継処理を行う。例えば、（処理２）に関してはクライアントグループＡに所属する
クライアント端末からの発呼要求やプレゼンス情報の通知、チャットメッセージが他のク
ライアントグループに所属するクライアント端末へ転送されないようにする。また、（処
理３）に関してはクライアントグループＡに所属するクライアント端末からの他のクライ
アントグループに所属するクライアント端末のプレゼンス情報を受信するための要求がＳ
ＩＰプロキシサーバ２００へ登録されないようにする。（処理４）に関してはクライアン
トグループＡに所属するクライアント端末からの他のクライアントグループに所属するク
ライアント端末の登録情報に対する問い合わせに対してＳＩＰプロキシサーバ２００から
の回答がなされないようにする。
【００６５】
　更に、特定のクライアントグループに所属するクライアント端末から送信されたリクエ
ストメッセージをトリガとしてＳＩＰプロキシサーバ２００から送信されるレスポンスメ
ッセージが当該クライアントグループ以外のクライアントグループに所属するクライアン
ト端末へ送信されないようにする。
【００６６】
　上記のようなメッセージ中継処理を行うことにより、ＳＩＰサーバ共有モジュール１０
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０は複数のクライアントグループ３００で共通のＳＩＰプロキシサーバ２００を利用させ
ながら、あたかも各クライアントグループがグループ専用のＳＩＰプロキシサーバ２００
を利用しているかのようなセキュリティを提供する。
【００６７】
　ＳＩＰサーバ共有モジュール１００の配置形態の例を図６から図８に示す。図６に示す
ようにサーバマシン（ＳＩＰサーバ共有ノード８００）の中に単独で配置される形態や、
図７に示すように、ＶＰＮゲートウェイと同一のノード９００に配置され、アプリケーシ
ョンレベルゲートウェイとして機能する形態、さらには、図８に示すようにＳＩＰプロキ
シサーバ２００と同一のノードに配置される形態などがある。図６から図８はネットワー
クレベルのクライアントグループを図示しているが、クライアントグループの構成方法に
よらず、上記いずれの配置形態もとることができる。
【００６８】
　ＳＩＰサーバ共有モジュール１００は、メッセージ送信元グループ識別部１１０と、グ
ループタグ挿抜部１２０と、アドレス変換部１３０と、メッセージ種別判断部１４０と、
メッセージ送信先グループ識別部１５０を備える。以下、それぞれについて説明する。
【００６９】
　メッセージ送信元グループ識別部１１０は、クライアント端末から送信されたメッセー
ジについて、送信元クライアント端末が所属するクライアントグループを識別し、グルー
プタグ挿抜部１２０に通知する。クライアントグループの識別方法は、クライアントグル
ープの構成によって異なる。
【００７０】
　クライアントグループがネットワークレベルのグループの場合、次のような方法が考え
られる。ＶＰＮゲートウェイ４００やアプリケーションレベルゲートウェイ９００のＶＰ
Ｎ終端部４１０においてクライアント端末から受信したメッセージのＩＰヘッダの送信元
ＩＰアドレスやＵＤＰヘッダ（又はＴＣＰヘッダ）の送信元ポート番号を、ＶＰＮ毎に（
クライアント端末が所属するクライアントグループ毎に）異なるアドレス領域へ変換し、
メッセージ送信元グループ識別部１１０が、変換後の送信元アドレス又は送信元ポート番
号から、当該受信メッセージの送信元端末が所属するクライアントグループを判断すると
いうものである。なお、変換対象は送信元ＩＰアドレス、送信元ポート番号に限らずＩＰ
ヘッダの他のパラメタ（例えばプロトコル番号等）やより上位レイヤの例えばＴＣＰ、Ｕ
ＤＰヘッダのポート番号等でも良い。但し、現実的にＶＰＮ終端部４１０において、ＩＰ
より上位のＴＣＰやＵＤＰのヘッダ情報を変換する場合、変換処理の負荷が高くなるため
、現実的ではない。
【００７１】
　この方法をとる場合、ＶＰＮ終端部４１０とメッセージ送信元グループ識別部１１０に
おいて、予めメッセージのどの部分（例えばＩＰヘッダの送信元アドレス）を変換するの
か、どのＶＰＮ（クライアントグループ）をどのパラメタの領域に変換するのか（例えば
クライアントグループ１は１０．１０．１０／２４へクライアントグループ２は１０．１
０．２０／２４）といったルールについて、共通のものを設定しておく必要がある。例え
ば、ＶＰＮ終端部４１０が図３に示すパケット転送ルールを利用している場合、メッセー
ジ送信元グループ識別部１１０は図９に示すようなメッセージの送信元を識別するルール
が登録されたテーブル（以下、メッセージ送信元グループ識別テーブル）を持つ必要があ
る。
【００７２】
　なお、クライアント端末が複数のクライアントグループに所属する場合もあり得るが、
クライアントグループがネットワークレベルのグループである場合には、当該クライアン
ト端末が送信したＳＩＰメッセージがどのクライアントグループから送信されたかが一意
に特定される。このため、ネットワークレベルのクライアントグループの場合には、メッ
セージ送信元グループ識別部１１０はＳＩＰメッセージを受信した際グループタグ挿抜部
１２０に必ず単一のクライアントグループを通知する。
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【００７３】
　アプリケーションレベルのクライアントグループの場合、メッセージ送信元グループ識
別部１１０は、グループ情報管理サーバ７００と連携してグループ識別を行う。具体的に
は、クライアント端末とＳＩＰサーバ共有モジュール１００がＳＩＰメッセージをやり取
りする際にクライアント端末から提示されるユーザＩＤを元に、グループ情報管理サーバ
７００に問い合わせる等の方法が考えられる。例えば、クライアント端末がＳＩＰダイジ
ェスト認証を行う場合、メッセージ送信元グループ識別部１１０はダイジェスト認証にお
いて提示されたユーザＩＤを元に、当該クライアント端末が所属するクライアントグルー
プをグループ情報管理サーバ７００に問い合わせる等の方法が考えられる。また、クライ
アント端末がＳＩＰメッセージをＳＳＬで行うＳＩＰＳに対応している場合、ＳＳＬコネ
クション構築時にクライアント端末が提示するクライアント証明書からユーザＩＤを抽出
し、これを元に当該クライアント端末が所属するクライアントグループをグループ情報管
理サーバ７００に問い合わせる等の方法が考えられる。
【００７４】
　なお、グループ情報管理サーバ７００に問い合わせた結果、クライアント端末が複数の
クライアントグループに所属していることが分かった場合、メッセージ送信元グループ識
別部１１０はクライアント端末が所属する全てのクライアントグループを通知する。すな
わち、ネットワークレベルのクライアントグループと異なり、アプリケーションレベルの
クライアントグループの場合は、メッセージ送信元グループ識別部１１０がＳＩＰメッセ
ージを受信した際、グループタグ挿抜部１２０に複数のクライアントグループを通知する
ケースがある。
【００７５】
　グループタグ挿抜部１２０は、クライアント端末から送信されたＳＩＰメッセージに対
してグループタグを挿入するグループタグ挿入部１２１とＳＩＰプロキシサーバ２００か
ら送信されたＳＩＰメッセージに含まれるグループタグをメッセージ送信先グループ識別
部に通知すると共に、グループタグをＳＩＰメッセージから削除するグループタグ削除部
１２２の２つのモジュールからなる。以下、各モジュールについて説明する。
【００７６】
　グループタグ挿入部１２１は、クライアント端末が送信したＳＩＰメッセージに対して
、メッセージ送信元グループ識別部１１０から通知されたクライアントグループに基づき
、ＳＩＰメッセージの送信元クライアント端末が所属するクライアントグループに対応し
たグループタグを挿入する。
【００７７】
　また、メッセージ種別判断部１４０に問い合わせ、クライアント端末が送信したＳＩＰ
メッセージがリクエストメッセージである場合には、当該リクエストメッセージをトリガ
としてＳＩＰプロキシサーバ２００から送信されるレスポンスメッセージをＳＩＰサーバ
共有モジュール１００がインターセプトできるようにＶｉａヘッダにＳＩＰサーバ共有モ
ジュール１００のＩＰアドレス及びＳＩＰの待ちうけに利用するポート番号を追記する。
【００７８】
　なお、メッセージ送信元グループ識別部１１０から複数のクライアントグループを通知
された場合は、以下のいずれかの処理を行う。
【００７９】
　クライアント端末が送信したＳＩＰメッセージのコピーを通知されたクライアントグル
ープの数だけ作成し、通知されたクライアントグループに対応するグループタグを各コピ
ーに挿入する。
【００８０】
　クライアント端末が送信したＳＩＰメッセージにメッセージ送信元グループ識別部１１
０から通知されたクライアントグループに対応するグループタグを全て挿入する。
【００８１】
　グループタグを挿入した後、アドレス変換部１３０にＳＩＰメッセージを渡す。
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グループタグを挿入する方法はグループタグの挿入位置に応じて二つの方法がある。第一
の方法はＳＩＰメッセージに含まれるＳＩＰ　ＵＲＩに挿入する方法であり、第二の方法
はＳＩＰ　ＵＲＩ以外の部分に挿入する方法である。
【００８２】
　「第一の方法」
　ＳＩＰ　ＵＲＩは、
　ｓｉｐ（又はｓｉｐｓ）：＜ユーザ識別子＞：＜パスワード＞＠＜ホスト又はドメイン
空間＞：＜ポート番号＞；＜その他情報＞
のフォーマットに従い、例えばｓｉｐ：ＵｓｅｒＤ：ｐａｓｓｗｄ＠ｗｅｓｔ．ｎｅｔ：
５０６０のＵＲＩの場合、ＵｓｅｒＤがユーザ識別子、ｐａｓｓｗｄがパスワード、ｗｅ
ｓｔ．ｎｅｔがドメイン空間、５０６０が当該クライアント端末がＳＩＰの待ち受けに利
用するポート番号に該当する（この例ではその他情報に該当する部分は記載されていない
。なお、パスワード及びポート番号、その他情報は省略される場合が多い）。第一の方法
の場合、グループタグ挿入部はＳＩＰ　ＵＲＩの構成要素のうち、ユーザ識別子の部分に
グループタグを挿入する。ユーザ識別子以外の部分、例えばホスト又はドメイン空間や、
その他情報の部分にグループタグを挿入する方法も考えられるが、これらの部分はＳＩＰ
サーバの実装によってはデータベースに登録されない場合もあるので望ましくない。なお
、＠マークより前の部分は＜ホスト又はドメイン空間＞の部分がドメイン空間ではなく、
ＩＰアドレスやＦＱＤＮ（Ｆｕｌｌｙ　Ｑｕａｌｉｆｉｅｄ　Ｄｏｍａｉｎ　Ｎａｍｅ）
によってホストを指定している場合省略されるケースがあるが、このようなケースでは、
第一の方法ではグループタグの挿入は行わない。
【００８３】
　ＳＩＰ　ＵＲＩはＳＩＰメッセージに複数記述されるのが一般的だが、グループタグ挿
入部１２１はＳＩＰメッセージのヘッダ部分に含まれる全てのＳＩＰ　ＵＲＩに対してグ
ループタグを挿入する。ボディ部分にＳＩＰ　ＵＲＩが記載される場合もあるが、ボディ
部分は基本的にＳＩＰプロキシサーバ２００における転送処理で利用されることがない部
分なため、ボディ部分に記載されるＳＩＰ　ＵＲＩへのグループタグ挿入を行う必要はな
い。
【００８４】
　クライアント端末から送信されたＳＩＰメッセージがＩＮＶＩＴＥ、ＡＣＫ、ＢＹＥ、
ＣＡＮＣＥＬ、ＯＰＴＩＯＮＳ、ＲＥＧＩＳＴＥＲ、ＳＵＢＳＣＲＩＢＥ、ＮＯＴＩＦＹ
、ＰＵＢＬＩＳＨ等のメソッドのリクエストメッセージである場合には、ＳＩＰメッセー
ジのヘッダ部分のスタートライン（リクエストライン）に含まれるリクエストＵＲＩ及び
Ｆｒｏｍヘッダ及びＴｏヘッダ、Ｃｏｎｔａｃｔヘッダ等で指定されたＵＲＩ全てにグル
ープタグが挿入される。一方スタートラインにメソッドを含まない１００Ｔｒｙｉｎｇや
１８０Ｒｉｎｇｉｎｇ、２００ＯＫ等のレスポンスメッセージの場合は、スタートライン
にはリクエストＵＲＩを含まないため、Ｆｒｏｍヘッダ、Ｔｏヘッダ、Ｃｏｎｔａｃｔヘ
ッダ等で指定されたＵＲＩのみにグループタグが挿入される。
【００８５】
　グループタグ挿入の具体例を以下に示す。
　例えば、クライアントグループ１のクライアント端末ＡがＦｒｏｍ、Ｔｏ、Ｃｏｎｔａ
ｃｔヘッダのＳＩＰ　ＵＲＩが、
　　　Ｆｒｏｍ：　ｓｉｐ：ＵｓｅｒＡ＠ｈｅｒｅ．ｃｏｍ
　　　Ｔｏ：　ｓｉｐ：ＵｓｅｒＡ＠ｈｅｒｅ．ｃｏｍ
　　　Ｃｏｎｔａｃｔ：　ＵｓｅｒＡ＠４．３．２．１
のように指定されたＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージを送信した場合、グループタグ挿入部は
リクエストメッセージの各ヘッダに以下のようにグループタグを挿入する。
　　　Ｆｒｏｍ：　ｓｉｐ：ＵｓｅｒＡ－ｇｒｏｕｐ１＠ｈｅｒｅ．ｃｏｍ
　　　Ｔｏ：　ｓｉｐ：ＵｓｅｒＡ－ｇｒｏｕｐ１＠ｈｅｒｅ．ｃｏｍ
　　　Ｃｏｎｔａｃｔ：　ｓｉｐ：ＵｓｅｒＡ－ｇｒｏｕｐ１＠４．３．２．１
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【００８６】
　この結果、ＳＩＰプロキシサーバ２００にはオリジナルのＳＩＰ　ＵＲＩ、ＵｓｅｒＡ
＠ｈｅｒｅ．ｃｏｍではなく、グループタグ挿入部１２１によりグループタグの挿入され
たＳＩＰ　ＵＲＩ、ＵｓｅｒＡ－ｇｒｏｕｐ１（又はＵｓｅｒＡ－ｇｒｏｕｐ１＠ｈｅｒ
ｅ．ｃｏｍ）が登録される。なお、ＵｓｅｒＡ－ｇｒｏｕｐ１とＵｓｅｒＡ－ｇｒｏｕｐ
１＠ｈｅｒｅ．ｃｏｍのどちらを登録するかは、ＳＩＰプロキシサーバ２００の実装によ
り異なる。
【００８７】
　仮に、クライアントグループ１以外のクライアント端末が宛先として、ＳＩＰメッセー
ジのＴｏヘッダに、ＵｓｅｒＡ＠ｈｅｒｅ．ｃｏｍを指定したＩＮＶＩＴＥメッセージや
ＢＹＥメッセージといったリクエストメッセージを送信したとしても、グループタグ挿入
部１２１がｇｒｏｕｐ１とは異なるグループタグをＵＲＩに挿入するため、クライアント
端末Ａのエントリ（ＵｓｅｒＡ－ｇｒｏｕｐ１＠ｈｅｒｅ．ｃｏｍ）がヒットすることは
ない。このため、グループ外からのＳＩＰメッセージをＳＩＰプロキシサーバ２００が受
信した場合、上述した（処理２）～（処理４）までの全ての処理について該当するＳＩＰ
　ＵＲＩがない旨のエラーメッセージ（４０４　Ｎｏｔ　Ｆｏｕｎｄのステータスコード
が記載されたレスポンスメッセージ）がクライアント端末に返信される。
【００８８】
　例えば、クライアントグループ２のクライアント端末ＸがＦｒｏｍ、Ｔｏ、Ｃｏｎｔａ
ｃｔヘッダのＳＩＰ　ＵＲＩが、
　　　Ｆｒｏｍ：　ｓｉｐ：ＵｓｅｒＸ＠ｈｅｒｅ．ｃｏｍ
　　　Ｔｏ：　ｓｉｐ：ＵｓｅｒＡ＠ｈｅｒｅ．ｃｏｍ
　　　Ｃｏｎｔａｃｔ：　ＵｓｅｒＸ＠５．６．７．８
のように指定されたＩＮＶＩＴＥメッセージを送信した場合、グループタグ挿入部１２１
はリクエストメッセージの各ヘッダに以下のようにグループタグを挿入する。
　　　Ｆｒｏｍ：　ｓｉｐ：ＵｓｅｒＸ－ｇｒｏｕｐ２＠ｈｅｒｅ．ｃｏｍ
　　　Ｔｏ：　ｓｉｐ：ＵｓｅｒＡ－ｇｒｏｕｐ２＠ｈｅｒｅ．ｃｏｍ
　　　Ｃｏｎｔａｃｔ：　ｓｉｐ：ＵｓｅｒＸ－ｇｒｏｕｐ２＠５．６．７．８
【００８９】
　この結果、ＳＩＰプロキシサーバ２００はＵｓｅｒＡ－ｇｒｏｕｐ２によってメッセー
ジ転送先のコンタクトアドレスを検索するため、クライアント端末Ａのエントリ（Ｕｓｅ
ｒＡ－ｇｒｏｕｐ１）はヒットせず、エラーメッセージがクライアント端末Ｘに返信され
る。
【００９０】
　以上のように、第一の方法では上述した（処理２）から（処理４）までの全てのメッセ
ージについて、グループ外の端末からのメッセージがＳＩＰプロキシサーバ２００によっ
てエラー処理され、クライアント端末に転送されることがない。これにより、グループ内
のセキュリティが保たれる。また、（処理１）の処理についても、例えばグループ２のク
ライアント端末Ｘがグループ１のクライアント端末Ａに成りすますことを意図し、ＲＥＧ
ＩＳＴＥＲメッセージを送信したとしても、ＳＩＰプロキシサーバ２００にはＳＩＰ　Ｕ
ＲＩ、ＵｓｅｒＡ－ｇｒｏｕｐ２＠ｈｅｒｅ．ｃｏｍが登録されるため成りすましを防ぐ
ことができる。この時、クライアント端末ＡのＳＩＰ　ＵＲＩには、ＵｓｅｒＡ－ｇｒｏ
ｕｐ１＠ｈｅｒｅ．ｃｏｍが登録されるため、グループ１のクライアント端末はＳＩＰ　
ＵＲＩ、ＵｓｅｒＡ＠ｈｅｒｅ．ｃｏｍを利用して、クライアント端末Ａを指定すること
が可能である。
【００９１】
　しかし、第一の方法には次のような問題がある。クライアント端末が新たなクライアン
トグループに参加すると、グループ参加前に送信したＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージやＳＵ
ＢＳＣＲＩＢＥメッセージにより登録されたエントリは新たに参加したクライアントグル
ープでは参照することができない。換言すれば、参加前のＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージや
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ＳＵＢＳＣＲＩＢＥメッセージによってＳＩＰプロキシサーバ２００に登録されたエント
リでは、クライアントグループ内の他のクライアント端末からのＳＩＰメッセージを当該
クライアント端末に転送することができない。このため、新たなクライアントグループに
参加する度にＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージやＳＵＢＳＣＲＩＢＥメッセージを送信し直す
必要がある。また、クライアント端末がグループ参加前に送信したＲＥＧＩＳＴＥＲメッ
セージやＳＵＢＳＣＲＩＢＥメッセージによりＳＩＰプロキシサーバ２００に登録された
エントリは期限切れとなるまで有効であるため、明示的な削除を行わない限りグループ参
加後であっても一定期間グループ外のクライアント端末から送信されたＳＩＰメッセージ
が当該クライアント端末に転送され得る。
【００９２】
　また、第一の方法単独で前述のようにクライアントグループ外からの（処理２）～（処
理４）のリクエストメッセージがＳＩＰプロキシサーバ２００からクライアントグループ
へ転送されることを防ぐことはできるが、クライアントグループ外からのリクエストメッ
セージをトリガとしてＳＩＰプロキシサーバ２００から送信されるレスポンスメッセージ
についてはクライアントグループへの送信を防ぐ手段が別途必要となる。すなわち、第一
の方法単独では、例えばクライアントグループ１からのリクエストメッセージをトリガと
してＳＩＰプロキシサーバ２００から送信されるレスポンスメッセージがクライアントグ
ループ２へ送信されることを防ぐことができない。こうしたレスポンスメッセージはメッ
セージ送信先グループ識別部１５０によってクライアントグループ外への転送が防がれる
。
【００９３】
　「第二の方法」
　第二の方法では、ＳＩＰメッセージに含まれるパラメタのうち以下の三つの条件を満た
すパラメタのいずれかにグループタグを挿入する。
　（Ａ）ＳＩＰ　ＵＲＩが含まれないパラメタ。
　（Ｂ）ＳＩＰプロキシサーバ２００における転送処理により消去されないパラメタ。
　（Ｃ）リクエストメッセージと当該リクエストメッセージを受信した際にＳＩＰプロキ
シサーバ２００が送信するレスポンスメッセージとで同じ値が記載されるパラメタ。
【００９４】
　（Ｂ）の条件を満たすパラメタにグループタグを挿入することでＳＩＰサーバ共有モジ
ュール１００がＳＩＰプロキシサーバ２００からリクエストメッセージを受信した際に、
当該リクエストメッセージがどのクライアントグループから送信されたリクエストメッセ
ージ（がＳＩＰプロキシサーバ２００から転送されてきた）かを把握することが可能とな
る。この結果、ＳＩＰプロキシサーバ２００から送信されたリクエストメッセージをリク
エストメッセージの送信元クライアント端末が所属するクライアントグループに転送する
ことが可能となる。つまり、リクエストメッセージの送信元クライアント端末が所属する
クライアントグループとは異なるクライアントグループに所属するクライアント端末へ転
送されることを防ぐことができる。
【００９５】
　（Ｃ）の条件を満たすパラメタにグループタグを挿入することでＳＩＰサーバ共有モジ
ュール１００がＳＩＰプロキシサーバ２００からレスポンスメッセージを受信した際に、
当該レスポンスメッセージのトリガとなったリクエストメッセージがどのクライアントグ
ループから送信されたかを把握することが可能となる。この結果、リクエストメッセージ
に対するレスポンスメッセージを、リクエストメッセージの送信元クライアント端末が所
属するクライアントグループに転送することが可能となる。つまり、リクエストメッセー
ジの送信元クライアント端末が所属するクライアントグループとは異なるクライアントグ
ループに所属するクライアント端末へ転送されることを防ぐことができる。
【００９６】
　上記３つの条件を満たすパラメタとしては、Ｃａｌｌ－ＩＤヘッダやＲｅｃｏｒｄ－Ｒ
ｏｕｔｅヘッダ、Ｖｉａヘッダ等が挙げられる。
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なお、ＳＩＰメッセージのうち、クライアント端末からプレゼンス情報を発行するために
ＳＩＰプロキシサーバ２００へ送信されるメッセージ（ＰＵＢＬＩＳＨメッセージ等）の
場合は、上記３つの条件を満たすパラメタにグループタグを挿入するのに加え、プレゼン
ス情報が記載されているメッセージのボディ部にもグループタグを挿入する。こうするこ
とで、プレゼンス情報が発行元のクライアント端末が所属するクライアントグループの外
に通知されることを防ぐことができる（詳細は後述する）。なお、ボディ部分の拡張を行
う場合はヘッダ部分のＣｏｎｔｅｎｔ－Ｌｅｎｇｔｈフィールド及びＣｏｎｔｅｎｔ－Ｔ
ｙｐｅフィールドを書き換える必要がある。
【００９７】
　以下、第二の方法を利用した場合のグループタグの挿入例を説明する。
　例えば、クライアントグループ１に所属するクライアント端末Ａが、同じくクライアン
トグループ１に所属するクライアント端末Ｂへ発呼する場合、クライアント端末ＡがＳＩ
Ｐプロキシサーバ２００へ送信したＩＮＶＩＴＥメッセージのＣａｌｌ－ＩＤヘッダにｇ
ｒｏｕｐ－１というタグを挿入する。上述した（処理２）の転送処理の結果、ＳＩＰプロ
キシサーバ２００からクライアント端末Ｂへ送信されるＩＮＶＩＴＥメッセージのＣａｌ
ｌ－ＩＤヘッダにもｇｒｏｕｐ－１というタグが挿入されている状態となる。これにより
、メッセージ送信先グループ識別部１５０は当該メッセージをグループ１に送信すべきと
判断し、クライアント端末Ｂへ転送される。
【００９８】
　一方、クライアントグループ２に属するクライアント端末Ｘが、クライアントグループ
１に属するクライアント端末Ｂへの発呼を行う場合、クライアント端末ＸがＳＩＰプロキ
シサーバ２００へ送信したＩＮＶＩＴＥメッセージのＣａｌｌ－ＩＤヘッダにはｇｒｏｕ
ｐ－２というタグが挿入される。この場合、ＳＩＰプロキシサーバ２００からクライアン
ト端末Ｂへ送信されるＩＮＶＩＴＥメッセージのＣａｌｌ－ＩＤヘッダにもｇｒｏｕｐ－
２というタグが挿入されている状態となるため、メッセージ送信先グループ識別部１５０
が当該ＩＮＶＩＴＥメッセージをクライアントグループ２へ転送すべきと判断する。した
がってクライアントグループ１に属するクライアントＢへは転送されない。
【００９９】
　第二の方法では、クライアント端末から送信されたＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージやＳＵ
ＢＳＣＲＩＢＥメッセージに含まれるオリジナルのＳＩＰ　ＵＲＩがそのままＳＩＰプロ
キシサーバ２００に登録される。ＳＩＰプロキシサーバ２００はオリジナルのＳＩＰ　Ｕ
ＲＩを利用してメッセージの転送処理を行う。
【０１００】
　このため、クライアントグループへ参加や脱退してもＳＩＰ　Ｐｒｏｘｙサーバに登録
されるＳＩＰ　ＵＲＩは変わらないため、第一の方法と異なり、クライアントグループ参
加の度にＲＥＧＩＳＴＥＲやＳＵＢＳＣＲＩＢＥを行う必要がない。また、クライアント
グループ参加後に明示的に参加前までにＳＩＰプロキシサーバ２００に登録されていた情
報を削除したりＲＥＧＩＳＴＥＲやＳＵＢＳＣＲＩＢＥを再送信したりしなくても即座に
クライアントグループ外メンバからのＳＩＰメッセージが転送されなくなる。
【０１０１】
　一方で、第二の方法ではクライアントグループ外のクライアント端末からでもＳＩＰ　
Ｐｒｏｘｙサーバに登録されたエントリを参照できてしまうため、クライアントグループ
外のクライアント端末からのリクエストメッセージに対しても上述した（処理３）、（処
理４）の処理が行われてしまう。例えば、クライアントグループ２に所属するクライアン
ト端末がクライアントグループ１に所属するクライアント端末の登録情報を取得するため
、（処理４）のＯＰＴＩＯＮＳメッセージをＳＩＰプロキシサーバ２００へ送信した場合
、当該ＯＰＴＩＯＮＳメッセージはＳＩＰプロキシサーバ２００によって処理され、クラ
イアントグループ２に所属するクライアント端末へ登録情報が通知されてしまう。
【０１０２】
　グループタグ削除部１２２は、ＳＩＰプロキシサーバ２００から送信されたＳＩＰメッ
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セージに含まれるグループタグを検索して削除すると共に、削除したグループタグをメッ
セージ送信先グループ識別部１５０に通知する。グループタグの削除はリクエストメッセ
ージ、レスポンスメッセージの別に関係なく行う。なお、グループタグの挿入が第二の方
法により、ＳＩＰメッセージのボディ部に対して行われた場合は、グループタグの削除の
みならず、Ｃｏｎｔｅｎｔ－Ｔｙｐｅ及びＣｏｎｔｅｎｔ－Ｌｅｎｇｔｈも削除結果に基
づいて書き直す。
【０１０３】
　また、ＳＩＰプロキシサーバ２００から送信されたＳＩＰメッセージがレスポンスメッ
セージであった場合には、レスポンスメッセージのＶｉａヘッダに挿入されているＳＩＰ
サーバ共有モジュール１００のＩＰアドレス、ポート番号を削除する。更に、レスポンス
メッセージがクライアント端末へ転送されるようにするため、Ｖｉａヘッダに含まれるク
ライアント端末のコンタクトアドレスをレスポンスメッセージのＩＰヘッダ及びＵＤＰヘ
ッダへセットする。
【０１０４】
　アドレス変換部１３０は、ＳＩＰプロキシサーバ２００からクライアント端末に対して
送信されるＳＩＰメッセージのうち、特にリクエストメッセージをＳＩＰサーバ共有モジ
ュールがインターセプトできるようにＳＩＰメッセージのアドレス変換を行う。
【０１０５】
　ＳＩＰメッセージのうちレスポンスメッセージについては、リクエストメッセージが転
送された経路を逆に辿って転送される。リクエストメッセージが辿った経路はＳＩＰメッ
セージのヘッダ部分のＶｉａヘッダに記載されるが、Ｖｉａヘッダにはグループタグ挿入
部１２１によって、ＳＩＰサーバ共有モジュール１００のＩＰアドレス及びポート番号が
記録される。このため、レスポンスメッセージについてはアドレス変換部１３０が特に処
理を行わなくてもＳＩＰサーバ共有モジュール１００がインターセプトすることが可能で
ある。
【０１０６】
　通常、ＳＩＰプロキシサーバ２００がクライアント端末へリクエストメッセージを送信
する場合、前述の（処理１）の処理において登録されたクライアント端末のコンタクトア
ドレスに対してリクエストメッセージを送信する。しかし、ＳＩＰプロキシサーバ２００
がクライアント端末のコンタクトアドレスを宛先アドレスに指定してリクエストメッセー
ジを送信した場合、ＳＩＰサーバ共有モジュール１００の配置形態によってはＳＩＰプロ
キシサーバ２００から送信されたリクエストメッセージがＳＩＰサーバ共有モジュール１
００を中継せずに直接クライアント端末に送信されたり、クライアント端末にも到達せず
に結果的に廃棄されたりするケースが起こり得る。
【０１０７】
　このようなケースの発生を防ぐためには以下の二つの方法が考えられる。
　一つ目の方法は、ＳＩＰプロキシサーバ２００とＳＩＰ共有モジュール１００の間にト
ンネリングリンクを構築する方法である。
【０１０８】
　トンネリングリンクは、当該トンネリングリンクを構築した２つのノードのどちらか一
方のノード内で稼動するプログラムがトンネリングリンクに送信したメッセージが必ず他
方のノードに送信されるという特徴を持つ。トンネリングリンクの例としてはＩＰＳＥＣ
トンネルモードやＳＯＦＴＥＴＨＥＲ等で利用されているＥｔｈｅｒ　Ｏｖｅｒ　ＨＴＴ
ＰＳトンネル等が挙げられる。このため、ＳＩＰプロキシサーバ２００が稼動するノード
において、自ノードから送信されるメッセージのうち、宛先ポート番号がＳＩＰで利用す
るポート番号（通常はＵＤＰ：５０６０番）のメッセージ（すなわち、ＳＩＰメッセージ
）を、宛先アドレスによらずトンネリングリンクに送信するという設定をしておけば、Ｓ
ＩＰプロキシサーバ２００から送信されたＳＩＰメッセージは宛先アドレスによらずトン
ネリングリンクのもう一方の終端点、すなわちＳＩＰ共有モジュール１００に送信される
。
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【０１０９】
　トンネリングリンクの例を図１０に示す。図１０ではＳＩＰプロキシサーバ２００から
ＳＩＰ　ＵＲＩ、ＵｓｅｒＡ＠ｈｅｒｅ．ｃｏｍ、ＩＰアドレス、１００．１．１．１の
クライアント端末へ送信されるＩＮＶＩＴＥメッセージを例示している。ＳＩＰプロキシ
サーバ２００から送信されたＩＮＶＩＴＥメッセージ１２１０はＳＩＰプロキシサーバ２
００ノードのトンネル終端部１１１０でカプセル化ヘッダ１２２０を付与され、トンネリ
ングリンク１１２０に送信される。なお、トンネル終端部１１１０は条件に合致したパケ
ット（この場合は宛先ポート番号が５０６０番のＵＤＰパケット）にカプセル化ヘッダ１
２２０を付与し（エンカプセレイト）、トンネリングリンク１１２０に送信すると共に、
トンネリングリンク１１２０経由で受信したパケットのカプセル化ヘッダ１２２０を除去
する（デカプセレイト）機能を持つ。図１０の例ではトンネリングリンク１１２０として
ＩＰＳＥＣトンネルモードが利用され、カプセル化ヘッダ１２２０としてＩＰＳＥＣヘッ
ダが付与されている。トンネリングリンク１１２０経由でパケットを受信したＳＩＰサー
バ共有ノードのトンネル終端部１１３０は受信したパケットをデカプセリングしてＳＩＰ
サーバ共有モジュール１００へ渡す。図１０に示すようにトンネリングリンクを利用する
ことで、ＳＩＰプロキシサーバ２００から送信されるＳＩＰメッセージは宛先アドレスに
よらず、ＳＩＰ共有ノードに送信されるため、リクエストメッセージのインターセプトが
可能となる。
【０１１０】
　但し、この方法によりリクエストメッセージのインターセプトを行う場合は、ＳＩＰプ
ロキシサーバ２００においてトンネリングリンク構築のための設定が必要になるのに加え
、基本的に全てのＳＩＰメッセージがＳＩＰ共有モジュールに転送されることになるため
、ＳＩＰプロキシサーバ２００が他のＳＩＰプロキシサーバ２００へＳＩＰメッセージを
送信できなくなる。
【０１１１】
　この方法によりインターセプトを行う場合、トンネリングリンクの構築やインターセプ
トしたＳＩＰメッセージのデカプセレイトはＳＩＰサーバ共有ノード内のトンネル終端部
１１３０が行うため、アドレス変換部１３０は特に処理を行う必要がない。
【０１１２】
　二つ目の方法は、アドレス変換部１３０が前述の（処理１）の処理においてクライアン
ト端末がＳＩＰプロキシサーバ２００に対して登録を要求するコンタクトアドレス（以下
、オリジナルアドレス）をＳＩＰサーバ共有モジュールがインターセプト可能となるよう
なアドレス（以下、インターセプトアドレス）に変換する方法（以下、順方向変換）であ
る。以下、二つ目の方法について詳しく述べる。
【０１１３】
　図１１に、二つ目の方法をとった場合のアドレス変換部１３０の処理フローを示す。
　以下、図１１を参照してアドレス変換部１３０の処理フローについて説明する。
【０１１４】
　（１）ステップＳ１０１
　アドレス変換部１３０は、メッセージを受信する。
　（２）ステップＳ１０２
　メッセージを受信した場合、クライアント端末から送信されたメッセージかＳＩＰプロ
キシサーバ２００から送信されたメッセージかを判別する。
　（３）ステップＳ１０３
　クライアント端末から送信されたメッセージの場合、まずアドレス変換が必要か否かを
判断する。アドレス変換が必要ない場合は、特に処理を行わずメッセージをＳＩＰプロキ
シサーバ２００へ転送する（ステップＳ１０６）。
【０１１５】
　ＳＩＰプロキシサーバ２００との間にトンネリングリンクが構築されている場合、アド
レス変換は不要と判断する。トンネリングリンクが構築されていない場合、予めクライア
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ント端末に割り当てられるＩＰアドレス領域が分かっており、且つ、当該ＩＰアドレス領
域がインターセプト用アドレスに含まれている場合は、アドレス変換不要と判断する。ま
た、特にネットワークレベルのクライアントグループの場合、特定のクライアントグルー
プについて予めクライアントグループに所属するクライアント端末に割り当てられるＩＰ
アドレス領域が分かっており、且つ、当該アドレス領域がインターセプトアドレスに含ま
れている場合、当該クライアントグループから送信されたメッセージ、及び当該クライア
ントグループへＳＩＰプロキシサーバ２００から送信されたメッセージについてはアドレ
ス変換不要と判断する。上記以外の場合はアドレス変換が必要と判断する。なお、どのグ
ループから又はどのグループへ送信されたメッセージかは、メッセージに挿入されたグル
ープタグから判断する。
【０１１６】
　（４）ステップＳ１０４
　ステップＳ１０３において、アドレス変換が必要な場合、メッセージ種別判断部１４０
に問い合わせ、当該メッセージがＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージか否かを判断する。
　（５）ステップＳ１０５
　ＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージである場合にはヘッダ部分のＣｏｎｔａｃｔヘッダに含ま
れるＩＰアドレス又はポート番号（オリジナルアドレス）を順方向変換する。
　（６）ステップＳ１０６
　順方向変換後、ＳＩＰプロキシサーバ２００へＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージを送信する
。
【０１１７】
　（７）ステップＳ１０７
　一方、ステップＳ１０２の判定において、メッセージがＳＩＰプロキシサーバ２００か
ら送信されたメッセージの場合、まずアドレス変換が必要か否かを判断する。判断基準は
クライアント端末から送信されたメッセージを処理する場合と同じである。アドレス変換
が不要な場合にはメッセージをグループタグ削除部１２２に渡す（ステップＳ１１２）。
　（８）ステップＳ１０８
　アドレス変換が必要な場合にはメッセージ種別判断部１４０に問い合わせ、リクエスト
メッセージであるか否かを判断する。
　（９）ステップＳ１０９
　リクエストメッセージである場合には、当該ＳＩＰメッセージがクライアント端末へ転
送されるように、ＳＩＰメッセージのＩＰヘッダの宛先アドレス又は宛先ポート番号をイ
ンターセプトアドレスからオリジナルアドレスへ変換する処理（以下、逆方向変換）を行
う。逆方向変換処理後、グループタグ削除部１２２にメッセージを渡す（ステップＳ１１
２）。
【０１１８】
　（１０）ステップＳ１１０
　ステップＳ１０８において、ＳＩＰプロキシサーバ２００から送信されたメッセージが
レスポンスメッセージの場合は、メッセージ種別判断部１４０に問い合わせ、ＲＥＧＩＳ
ＴＥＲメッセージ対するレスポンスメッセージであるか否かを判断する。
　（１１）ステップＳ１１１
　ＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージ対するレスポンスメッセージの場合は、Ｃｏｎｔａｃｔヘ
ッダに含まれるＩＰアドレス又はポート番号がインターセプトアドレスとなっているので
、これをオリジナルアドレスに逆方向変換する。
　（１２）ステップＳ１１２
　その後、メッセージをグループタグ削除部１２２に渡す。
【０１１９】
　順方向変換及び逆方向変換を行う際は、双方の変換処理において共通のルールに基づき
変換を行う必要がある。本ルールはアドレス変換テーブル１３１に記載されており、順方
向変換及び逆方向変換時に参照される。
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【０１２０】
　インターセプトアドレスとしては以下の（Ａ）～（Ｃ）のアドレス、又はアドレス領域
が利用できる。
　（Ａ）ＳＩＰサーバ共有モジュール１００自身のＩＰアドレス。
　このアドレス領域はＳＩＰサーバ共有モジュール１００の配置形態によらずインターセ
プトアドレスとして利用できる。以下の変換方法が考えられる。
【０１２１】
　（Ａ－１）順方向変換時にＳＩＰ　ＵＲＩとオリジナルアドレスの対応関係をアドレス
変換テーブル１３１に記憶しておき、逆方向変換時にはアドレス変換テーブル１３１を参
照し、インターセプトしたメッセージのＵＲＩを元にオリジナルアドレスに変換する。こ
の方法では、ＵＲＩとオリジナルアドレスの関係を全クライアント端末について記憶して
おかなければならずクライアント端末の数の増加に伴い、記憶すべきルールの規模が増加
する。
【０１２２】
　（Ａ－２）ＳＩＰサーバ共有モジュール１００自体に複数のアドレスが割り当てられて
いる場合、アドレス変換テーブル１３１にオリジナルアドレスとインターセプト用アドレ
スの変換ルールを登録しておく。
【０１２３】
　例えば、ＳＩＰサーバ共有モジュール１００に１３３．１／１６（１３３．１．０．０
～１３３．１．２５５．２５５）の領域に含まれるＩＰアドレス全てが割り当てられてい
る場合、アドレス変換テーブル１３１には、オリジナルアドレスの下位１６ビットをイン
ターセプトアドレス（すなわち１３３．１／１６）にマッピングするというルールを記憶
しておく。
【０１２４】
　例えば、オリジナルアドレスが１０．２．３．４の場合下位１６ビット、すなわち３．
４の部分をマッピングし、１３３．１．３．４というインターセプトアドレスに順方向変
換する。
【０１２５】
　ＳＩＰサーバ共有モジュール１００が宛先アドレスが１３３．１．３．４のＳＩＰメッ
セージを受信した場合には、１３３．１．３．４の３．４をオリジナルアドレスの上位１
６ビット、すなわち１０．２と組み合わせ１０．２．３．４に逆方向変換する。
【０１２６】
　この場合、１０．２／１６の範囲のＩＰアドレスを持つクライアント端末からのみＳＩ
Ｐメッセージを受信するという条件であれば、クライアント端末の数によらず、「オリジ
ナルアドレスのＩＰアドレスは上位１６ビットが必ず１０．２であり、下位１６ビットは
インターセプトアドレスと同じにする」という変換ルールのみを記憶していれば良い。
【０１２７】
　クライアント端末のＩＰアドレスの範囲がＳＩＰサーバ共有モジュール１００に割り当
てられているＩＰアドレス（すなわちインターセプトアドレス）の範囲よりも広い場合、
例えば１０／８の範囲のＩＰアドレスを持つクライアント端末からＳＩＰメッセージを受
信する場合、８ビット分の情報がＳＩＰサーバ共有モジュール１００のＩＰアドレスにマ
ッピングできなくなる。例えば、下位１６ビットをマッピングして１３３．１．３．４と
いうインターセプト用アドレスに変換した場合、オリジナルアドレスは１０．ｘ．３．４
のｘの部分が不明になる。このような場合には、オリジナルアドレスのうちＳＩＰサーバ
共有モジュール１００のＩＰアドレスにマッピングしきれなかった部分を、ＳＩＰサーバ
共有モジュールのポート番号にマッピングする方法が考えられる。前述のケースでは上位
９ビット目から１６ビット目までの８ビット分の情報がＩＰアドレスにマッピングできな
いため、ＳＩＰサーバ共有モジュールは８ビット分のポート番号（例えば５０６０～５３
１６（＝５０６０＋２＾８））をインターセプトアドレスとして利用する。
【０１２８】
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　例えば、１０．７．３．４：５０６０のオリジナルアドレスを順方向変換する場合、Ｉ
Ｐアドレスには下位１６ビットの３．４をマッピングして１３３．１．３．４とし、７の
部分（すなわちＩＰアドレスの上位９ビット目から１６ビット目）はポート番号にマッピ
ングして５０６７とし、最終的に１３３．１．３．４：５０６７をインターセプトアドレ
スとして利用する。
【０１２９】
　この場合、変換ルールは、「オリジナルアドレスのＩＰアドレスは上位８ビットが必ず
１０であり、ポート番号は５０６０である。オリジナルアドレスの下位１６ビットはイン
ターセプトアドレスの下位１６ビットへマッピングし、上位９ビット目から１６ビット目
まではポート番号５０６０～５３１６の範囲にマッピングする」となる。
【０１３０】
　なお、ポート番号までマッピングの対象に含める場合は、ＳＩＰサーバ共有モジュール
１００はインターセプト用アドレスとして利用する複数のポート番号（上の例では５０６
０～５３１６）で待ち受け状態になっている必要がある。
【０１３１】
　（Ｂ）ＳＩＰプロキシサーバ２００とＳＩＰサーバ共有モジュール１００が配置された
ノード（以下、ＳＩＰメッセージ転送ノード）が同一サブネットに接続し、ＳＩＰプロキ
シサーバ２００においてＳＩＰメッセージ転送ノードのＩＰアドレスがゲートウェイアド
レスとして設定されているアドレス領域。
【０１３２】
　例えば、ＳＩＰメッセージ転送ノードのアドレスが１０．０．０．２５４（サブネット
領域は１０．０．０／２４）で、ＳＩＰプロキシサーバ２００において１０．１／１６の
アドレスに関するゲートウェイアドレスが１０．０．０．２５４（ＳＩＰメッセージ転送
ノードのアドレス）に設定されている場合、ＳＩＰプロキシサーバ２００が１０．１／１
６の範囲内にあるアドレス宛に送信したメッセージは、全てＳＩＰメッセージ転送ノード
を経由することになる。このため、この場合は１０．１／１６のアドレスをインターセプ
トアドレスとして利用する。
【０１３３】
　オリジナルアドレスがインターセプトアドレスの範囲内にない場合には、上記Ａ－２と
同じ方法でアドレス変換を行う。
【０１３４】
　（Ｃ）ローカルループバックアドレス（１２７／８）。
　このアドレス領域はＳＩＰサーバ共有モジュール１００とＳＩＰプロキシサーバ２００
が物理的に同一のノードに存在する場合（例えば図８に示す構成の場合）に利用できる。
上記Ａ－２と同じ方法でアドレス変換を行う。
【０１３５】
　メッセージ送信先グループ識別部１５０は、グループタグ削除部１２２から通知された
グループタグを元にＳＩＰプロキシサーバ２００から送信されたＳＩＰメッセージを転送
すべきクライアント端末が所属するクライアントグループを識別し、ＳＩＰメッセージが
当該クライアントグループ以外のクライアントグループに所属するクライアント端末へ転
送されることを防止する。これにより、ＳＩＰプロキシサーバ２００から転送されたリク
エストメッセージやＳＩＰプロキシサーバ２００から送信されたレスポンスメッセージが
当該リクエストメッセージやレスポンスメッセージのトリガとなったリクエストメッセー
ジの送信元クライアント端末が所属するクライアントグループの外部に転送されることを
防ぐことができる。具体的処理内容はクライアントグループがネットワークレベルのグル
ープの場合と、アプリケーションレベルのグループの場合とで異なる。
【０１３６】
　クライアントグループがアプリケーションレベルのグループの場合は以下の処理を行う
。
　メッセージ送信先グループ識別部１５０は、グループタグにより識別したＳＩＰメッセ
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ージを転送すべきクライアントグループと、実際にＳＩＰメッセージの転送先となるクラ
イアント端末が所属するグループが一致することを確認し、一致する場合にのみＳＩＰメ
ッセージをクライアント端末へ転送する。
【０１３７】
　ＳＩＰメッセージの転送先となるクライアント端末が所属するグループを把握する際に
はまず、ＳＩＰメッセージの転送先となるクライアント端末を把握し、その後当該クライ
アント端末が所属するクライアントグループを把握する。
【０１３８】
　ＳＩＰメッセージの転送先となるクライアント端末の把握については、ＳＩＰプロキシ
サーバ２００から受信したＳＩＰメッセージがレスポンスメッセージの場合は、レスポン
スメッセージのＶｉａヘッダに記載されているクライアント端末のＩＰアドレス、又はホ
スト名から把握することができる。また、ＳＩＰメッセージがリクエストメッセージの場
合は、ＳＩＰメッセージのＩＰヘッダに記載された宛先ＩＰアドレスから把握することが
できる。
【０１３９】
　ＳＩＰメッセージの転送先となるクライアント端末が所属するクライアントグループを
把握する方法については、例えばクライアント端末のＩＰアドレスと所属クライアントグ
ループがグループ情報管理サーバに登録されている場合には、ＳＩＰメッセージの転送先
となるクライアント端末のＩＰアドレスを元にグループ情報管理サーバに問い合わせを行
って、クライアントグループを把握する方法が考えられる。
【０１４０】
　一方、クライアントグループがネットワークレベルのグループの場合、メッセージ送信
先グループ識別部１５０はグループタグ削除部１２２から通知されたクライアントグルー
プに対応するプライベート網へＳＩＰメッセージを送信する。これを実現するため、メッ
セージ送信先グループ識別部１５０は何らかの方法でＶＰＮ終端部に対して送信先のプラ
イベート網（メッセージを送信する仮想ＩＦ）を指定する必要がある。具体的な送信方法
は、ＳＩＰサーバ共有モジュール１００の配置形態によって異なる。
【０１４１】
　例えば、図７のようにＳＩＰサーバ共有モジュール１００とＶＰＮ終端部分４１０が同
一のノードに存在する場合、メッセージ送信先グループ識別部１５０はＶＰＮ終端部４１
０においてＶＰＮ毎に用意されている仮想インタフェース４２１のいずれかを指定してＳ
ＩＰメッセージを送信する。
【０１４２】
　一方、図６や図８のように、ＶＰＮゲートウェイ４００とＳＩＰサーバ共有モジュール
１００が異なるノードに存在する場合には、メッセージ送信先グループ識別部１５０がＶ
ＰＮ終端部４１０における仮想インタフェース４２１を直接指定することは不可能である
。送信先プライベート網の指定方法としては例えば、ＶＰＮゲートウェイ４００に対して
送信するＳＩＰメッセージの送信元ポート番号を送信先プライベート網毎に異なる値にし
て通知する方法が考えられる。例えば、クライアントグループがｇｒｏｕｐ１からｇｒｏ
ｕｐ３まで存在する場合、送信先グループ識別部１５０は、グループタグ削除部１２２か
ら通知されたクライアントグループがｇｒｏｕｐ１のメッセージは送信元ポート番号１０
０００～１０９９９を、ｇｒｏｕｐ２の場合は１１０００～１１９９９を、ｇｒｏｕｐ３
の場合は１２０００～１２９９９を利用するという具合に、ＳＩＰメッセージ送信先のク
ライアントグループ（プライベート網）に応じて送信元ポート番号を使い分ける。
　図１２に設定例を示す。以下、このような設定を保持するテーブルを、メッセージ送信
先グループ識別テーブルと呼ぶ。
【０１４３】
　ＶＰＮ終端部４１０にも同様のルールをパケット転送ルールに設定しておき、送信元ポ
ート番号が１００００～１０９９９のメッセージはｇｒｏｕｐ１（に対応するプライベー
トネットワーク）へ、１１０００～１１９９９の場合はｇｒｏｕｐ２へ、１２０００～１
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２９９９の場合はｇｒｏｕｐ３へ転送するというように設定しておく。図３に例を示す。
このような設定を行うことで、ＶＰＮゲートウェイ４００とＳＩＰサーバ共有モジュール
１００が異なるノードに存在する場合にも、ＳＩＰサーバ共有モジュール１００からＶＰ
Ｎ終端部４１０に対してＳＩＰメッセージを送信すべきプライベート網を指定することが
可能になる。
【０１４４】
　なお、図６や図８のようにＳＩＰサーバ共有モジュール１００とＶＰＮゲートウェイ４
００が異なるノードに配置されている場合には、ＳＩＰサーバ共有モジュール１００から
クライアント端末へ送信するＳＩＰメッセージは必ずＶＰＮゲートウェイを経由させる必
要がある。これを実現する方法としては、図１０で示したのと同様にＶＰＮゲートウェイ
４００とＳＩＰサーバ共有モジュール１００が存在するノード（図６のＳＩＰサーバ共有
ノード、又は図８のＳＩＰプロキシサーバ２００ノード）との間にトンネリングリンクを
構築する方法が考えられる。ＳＩＰサーバ共有モジュール１００が存在するノードにおい
て、送信メッセージがＳＩＰメッセージの場合、前述の例では送信元ポート番号が１００
００から１２９９９の場合には、送信メッセージをＶＰＮゲートウェイ４００との間に構
築されたトンネリングリンクに送信するというように設定しておく。
【０１４５】
　メッセージ種別判断部１４０は、メッセージ送信先グループ識別部１５０、グループタ
グ挿抜部１２０、アドレス変換部１３０からの問い合わせに対して、メッセージの種別を
応答する。メッセージの種別とは、メッセージがリクエストメッセージ、レスポンスメッ
セージのどちらであるか、やメッセージのメソッド、レスポンスメッセージのトリガとな
ったリクエストメッセージのメソッド等である。リクエストメッセージのメソッドは、レ
スポンスメッセージのヘッダ部分のうちＣＳｅｑヘッダに記載されたメソッドを見ること
で判断できる。レスポンスメッセージのＣＳｅｑヘッダにはどのメソッドのリクエストメ
ッセージに対するレスポンスメッセージかが記載されている。
【０１４６】
　次に、本実施の形態におけるＳＩＰサーバ共有モジュール１００の動作例について説明
する。以下の説明は特に断りのない場合、ＳＩＰ通信網が図６の構成の場合の動作例につ
いての説明である。
【０１４７】
　まず、クライアント端末からＳＩＰプロキシサーバ２００へ送信されるリクエストメッ
セージを転送する際の動作について図１３Ａ，図１３Ｂを用いて説明する。
　図１３Ａ，図１３Ｂは、図６の構成に示すＳＩＰ通信網において、クライアント端末Ａ
３１１がＳＩＰプロキシサーバ２００に対してＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージを送信する際
のシーケンスを示している。
【０１４８】
　クライアント端末Ａ３１１（ＩＰアドレス１０．１．１．１００）では、ＳＩＰプロキ
シサーバ２００としてＳＩＰサーバ共有モジュール１００のＩＰアドレス（１７２．１６
．１．１００ホスト名の場合もある）が設定されている。クライアント端末Ａ３１１が送
信するＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージを図１４Ａに示す。クライアント端末Ａ３１１が送信
したＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージはＶＰＮゲートウェイ４００が中継処理を行う。
【０１４９】
　（１）ステップＳ２０１
　ＶＰＮゲートウェイ４００は、クライアント端末Ａ３１１からＲＥＧＩＳＴＥＲメッセ
ージを受信すると、パケット転送ルールを参照し、後にＳＩＰサーバ共有モジュール１０
０（のメッセージ送信元グループ識別部１１０）がＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージを受信し
た際に、メッセージ送信元クライアント端末の所属するクライアントグループを識別でき
るように、受信メッセージに対して変換処理を施す。
　（２）ステップＳ２０２
　例えば、ＶＰＮゲートウェイ４００においてパケット転送ルールが図３に示すように設
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定されている場合、ＶＰＮゲートウェイ４００はパケットのＩＰヘッダの送信元ＩＰアド
レスを変換した後ＳＩＰサーバ共有モジュール１００へ転送する。図１４Ａのメッセージ
の場合、ＶＰＮゲートウェイによって図１４Ｂに示すように送信元ＩＰアドレスが変換さ
れる。ここでは、図中の点線楕円で示した部分がＶＰＮゲートウェイにおいて変換された
送信元ＩＰアドレスである（１０．１０．１０．１００）に変換される。
　（３）ステップＳ２０３
　ＳＩＰサーバ共有モジュール１００がＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージを受信すると、まず
メッセージ送信元グループ識別部１１０がメッセージ送信元グループ識別テーブルを参照
し、受信したＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージの送信元クライアント端末が所属するクライア
ントグループを識別する。
　（４）ステップＳ２０４
　メッセージ送信元グループ識別テーブルにはＶＰＮゲートウェイ４００においてメッセ
ージに施された処理に基づきメッセージの送信元クライアント端末が所属するクライアン
トグループが識別できるように、パケット転送ルールに対応したルールが記載されている
。図９に図３に示すパケット転送ルールに対応するメッセージ送信元グループ識別テーブ
ルを示す。図１４Ｂのメッセージを受信した場合、送信元ＩＰアドレスが１０．１０．１
０．１００となっているので、メッセージ送信元識別部１１０はクライアントグループを
クライアントグループ１と識別し、グループタグ挿入部１２１へ通知する。
　（５）ステップＳ２０５
　グループタグ挿入部１２１はメッセージ送信元クライアント端末の所属グループの通知
を受けると、当該クライアントグループに対応するグループタグをＲＥＧＩＳＴＥＲメッ
セージに挿入する。また、ＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージに対するレスポンスメッセージを
ＳＩＰサーバ共有モジュール１００がインターセプトできるように、受信したメッセージ
のＶｉａヘッダにＳＩＰサーバ共有モジュール１００のＩＰアドレス（ホスト名でも良い
）及びＳＩＰの待ちうけポート番号（デフォルトのポート番号（５０６０）を使用する際
は省略できる）を追記する。グループタグ挿入部１１０が図１４Ｂに示すメッセージに対
して上記の処理を施した後の例を図１４Ｃに示す。図中点線楕円で示した部分がグループ
タグ挿入部１１０において処理された部分である。なお、図１４Ｃで示した例では、グル
ープタグの挿入方法として上述した第一の方法が採られている。
【０１５０】
　図１４Ｅに、グループタグが第二の方法により挿入された場合の例を示す。ここでは、
図中の点線楕円で示した部分がグループタグ挿入部である。図１４Ｅで示した例ではｃａ
ｌｌ－ＩＤヘッダにグループタグが挿入されている。
【０１５１】
　（６）ステップＳ２０６
　メッセージにグループタグが挿入された後、メッセージはアドレス変換部１３０に渡さ
れる。
　（７）ステップＳ２０７
　アドレス変換部１３０はまずアドレス変換が必要か否かを判断する。例えば、図１０に
示したようにＳＩＰプロキシサーバ２００とＳＩＰサーバ共有モジュール１００の間にト
ンネリングリンクが構築されている場合や、オリジナルアドレスがインターセプトアドレ
スの領域に含まれている場合はアドレス変換が不要となる。
　（８）ステップＳ２０８
　アドレス変換が必要だと判断した場合は、メッセージ種別判別部１４０に問い合わせメ
ッセージがＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージであるか否かを確認する。
　（９）ステップＳ２０９
　メッセージがＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージである場合にはアドレス変換テーブル１３１
を参照してＣｏｎｔａｃｔヘッダに含まれるオリジナルアドレスの順方向変換を行う。図
１５に示すルールがアドレス変換テーブル１３１に登録されている場合、アドレス変換部
１３０は図１４Ｃのメッセージに対して図１４Ｄのように順方向変換を行う。なお、図中
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の点線楕円で示した部分が変換部分である。
　（１０）ステップＳ２１０
　アドレス変換後、ＳＩＰプロキシサーバ２００へ、図１４ＤのＲＥＧＩＳＴＥＲメッセ
ージを送信する。
　（１１）ステップＳ２１１
　ＳＩＰプロキシサーバ２００はＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージを受信すると、ＳＩＰ　Ｕ
ＲＩ、ＵｓｅｒＡ－ｇｒｏｕｐ１＠ｈｅｒｅ．ｃｏｍ（＠以降は省略される場合もある）
及びＵＲＩに対応するＩＰアドレスとして、１７２．１７．１．１００を登録する。
【０１５２】
　上記のようにグループタグ挿入方法として第一の方法がとられた場合、登録後、例えば
クライアントグループ２：３００－２に所属するクライアント端末Ｘ３２１がクライアン
ト端末Ａ３１１を宛先とする（ＴｏヘッダにＵｓｅｒＡ＠ｈｅｒｅ．ｃｏｍを指定した）
ＩＮＶＩＴＥやＯＰＴＩＯＮＳ、ＳＵＢＳＣＲＩＢＥ等のリクエストメッセージを送信し
たとしても、当該リクエストメッセージはグループタグ挿入部１２１においてグループタ
グが挿入され、ＴｏヘッダがＵｓｅｒＡ－ｇｒｏｕｐ２＠ｈｅｒｅ．ｃｏｍとなるため、
ＳＩＰプロキシサーバ２００は対応するＳＩＰ　ＵＲＩが登録されていない旨クライアン
ト端末Ｘ３２１に通知し（４０４　Ｎｏｔ　Ｆｏｕｎｄのレスポンスメッセージを返信す
る）、上述の（処理２）～（処理４）までの処理は行われない。つまり、クライアントグ
ループ外からのリクエストメッセージに対して上述の（処理２）～（処理４）までの処理
が行われることはない。
【０１５３】
　また、クライアント端末Ｘ３２１が自身のＵＲＩをＵｓｅｒＡ＠ｈｅｒｅ．ｃｏｍと詐
称してＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージを送信し、クライアント端末Ａ３１１への成りすまし
を図ったとしても、ＳＩＰプロキシサーバ２００にはＵｓｅｒＡ－ｇｒｏｕｐ２＠ｈｅｒ
ｅ．ｃｏｍというクライアント端末Ａ３１１からのＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージに基づき
登録されるＳＩＰ　ＵＲＩ（ＵｓｅｒＡ－ｇｒｏｕｐ１＠ｈｅｒｅ．ｃｏｍ）とは別のＳ
ＩＰ　ＵＲＩが登録される。このため、クライアントグループ外からのリクエストメッセ
ージに基づく成りすましを防ぐことができる。
【０１５４】
　一方、グループタグ挿入方法として第二の方法がとられた場合、例えば、グループタグ
挿入部１２１において図１４Ｅのようにグループタグの挿入が行われた場合、ＳＩＰプロ
キシサーバ２００には、ＳＩＰ　ＵＲＩ、ＵｓｅｒＡ＠ｈｅｒｅ．ｃｏｍ、ＩＰアドレス
、１７２．１７．１．１００が登録される。すなわちグループタグの挿入が行われていな
いオリジナルのＵＲＩが登録される。
【０１５５】
　このため、第二の方法がとられた場合、登録後、例えばクライアントグループ２：３０
０－２に所属するクライアント端末Ｘ３２１がクライアント端末Ａ３１１を宛先とする（
ＴｏヘッダにＵｓｅｒＡ＠ｈｅｒｅ．ｃｏｍを指定した）ＩＮＶＩＴＥやＯＰＴＩＯＮＳ
、ＳＵＢＳＣＲＩＢＥ等のリクエストメッセージを送信すると、第一の方法とは異なり、
クライアントグループ外からのリクエストメッセージにも関わらずＳＩＰプロキシサーバ
２００では（処理２）～（処理４）の処理が行われる。このため、（処理３）の処理につ
いてはグループ外からでも情報通知のための登録が行えることになる。例えばクライアン
トグループ２：３００－２のクライアント端末Ｘ３２１からクライアントグループ１：３
００－１のクライアント端末Ａ３１１のプレゼンス情報の通知を受けるための登録要求を
行った場合、クライアントグループ外端末への登録要求にも関わらずＳＩＰプロキシサー
バ２００に登録される。但し、後述するように実際にクライアント端末Ａ：３１１のプレ
ゼンス情報がクライアント端末Ｘ３２１に通知されることはない。あくまで通知要求が登
録されるだけである。また、（処理４）の処理についても、クライアントグループ外から
でもクライアント端末の情報を取得できることになってしまう。
【０１５６】
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　但し、第二の方法によりグループタグの挿入が行われて、クライアントグループ外から
のリクエストメッセージに対してＳＩＰプロキシサーバ２００が（処理２）～（処理４）
までの処理を行ったとしても、処理の結果ＳＩＰプロキシサーバ２００から転送されるリ
クエストメッセージ及びＳＩＰプロキシサーバ２００から送信されるレスポンスメッセー
ジが、当該リクエストメッセージの送信元クライアントグループ以外に転送されることは
ない。例えばクライアントグループ２：３００－２に所属するクライアント端末から送信
されたリクエストメッセージがクライアントグループ２：３００－２以外のクライアント
グループに所属するクライアント端末に転送されることはないし、当該リクエストメッセ
ージに対するＳＩＰプロキシサーバ２００からのレスポンスメッセージがクライアントグ
ループ２以外のクライアントグループに所属するクライアント端末に送信されることはな
い。これについては後述する。
【０１５７】
　次に、ＳＩＰプロキシサーバ２００からクライアント端末へ送信されるレスポンスメッ
セージを転送する際の動作例について説明する。
　図１６に、図１３Ａ，図１３Ｂで示したＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージに対するレスポン
スメッセージの転送例を示す。
【０１５８】
　（１）ステップＳ３０１
　ＳＩＰプロキシサーバ２００はリクエストメッセージを受信すると、リクエストメッセ
ージに対するレスポンスメッセージをリクエストメッセージのＶｉａヘッダに記載された
経路を逆に辿って転送する。ＳＩＰプロキシサーバ２００が図１４Ｄに示すＲＥＧＩＳＴ
ＥＲメッセージを受信した場合に送信するレスポンスメッセージの例を図１７Ａに示す。
図１７Ａに示すレスポンスメッセージはＳＩＰサーバ共有モジュール１００へ送信される
。
【０１５９】
　（２）ステップＳ３０２
　ＳＩＰサーバ共有モジュール１００がレスポンスメッセージを受信すると、まずアドレ
ス変換部１３０がメッセージ処理を行う。アドレス変換部１３０は順方向変換を行う際と
同じ基準でアドレス変換が必要か否かを判断し、必要と判断した場合は図１１に示すフロ
ーチャートにしたがってアドレス変換テーブルを参照して逆方向変換を行う。図１７Ａに
示すレスポンスメッセージを受信した場合、当該メッセージのＣＳｅｑヘッダからＲＥＧ
ＩＳＴＥＲメッセージに対するレスポンスメッセージであることが分かるので、Ｃｏｎｔ
ａｃｔヘッダに含まれるＩＰアドレス及びポート番号をインターセプトアドレスからオリ
ジナルアドレスへ変換する。図１７Ａのメッセージに対して上記処理を行った後のメッセ
ージを図１７Ｂに示す。ここでは、図中の点線楕円部がアドレス変換部１３０が変換を行
った部分である。
　（３）ステップＳ３０３
　変換処理後、メッセージをグループタグ削除部１２２に渡す。
【０１６０】
　（４）ステップＳ３０４
　グループタグ削除部１２２は渡されたメッセージに挿入されたグループタグを削除する
。また、レスポンスメッセージのＶｉａヘッダに含まれるＳＩＰサーバ共有モジュール１
００のＩＰアドレス及びポート番号を削除する。更に、Ｖｉａヘッダに含まれるクライア
ント端末のＩＰアドレス、ポート番号をメッセージのＩＰヘッダの宛先ＩＰアドレス、Ｕ
ＤＰヘッダの宛先ポート番号に設定する。
　（５）ステップＳ３０５
　これらの処理を行った後、グループタグをメッセージ送信先グループ識別部１５０に渡
す。図１７Ｃにグループタグ削除部１２２が図１７Ｂに示すメッセージに対して処理を行
った結果を示す。ここでは、図中の点線楕円部がグループタグ削除部１２２の処理した部
分である。
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【０１６１】
　（６）ステップＳ３０６
　メッセージ送信先グループ識別部１５０は、通知グループタグからメッセージ送信先の
クライアントグループを識別して、メッセージ送信先グループ識別テーブルを参照してメ
ッセージ処理を行い、グループタグに対応するクライアントグループの外部にメッセージ
が転送されることを防止する。例えば、メッセージ送信先グループ識別テーブルとして図
１２に示すテーブルを保持している場合、図１７ＣのメッセージのＵＤＰヘッダの送信元
ポート番号をクライアントグループ１に割り当てられたポート番号に変換する。変換後の
メッセージを図１７Ｄに示す。ここでは、図中の点線楕円部が変換部分である。
　（７）ステップＳ３０７
　メッセージ処理後、メッセージをクライアント端末へ送信する。
【０１６２】
　（８）ステップＳ３０８
　メッセージ送信先グループ識別部１５０がクライアント端末へ送信したメッセージはＶ
ＰＮゲートウェイ４００において中継処理される。ＶＰＮゲートウェイ４００はパケット
転送ルールを参照しメッセージをどの仮想インタフェースから送信するかを決定する。
　（９）ステップＳ３０９
　例えば、図３に示すパケット転送ルールが設定されている場合、ＶＰＮゲートウェイは
図１７Ｄに示すメッセージを受け取ると、送信元ポート番号から仮想インタフェース１か
ら送信すべきと判断し、仮想インタフェース１から図１７Ｄのメッセージを送信する。
【０１６３】
　なお、ＳＩＰプロキシサーバ２００から送信されるレスポンスメッセージには（グルー
プタグの挿入方法が第一の方法、第二の方法であるかに関わらず）当該レスポンスメッセ
ージのトリガとなったリクエストメッセージと同じグループタグが挿入される。したがっ
て、メッセージ送信先グループ識別部１５０における処理によってレスポンスメッセージ
がリクエストメッセージ送信元のクライアント端末が所属するクライアントグループとは
異なるクライアントグループに転送されることが防止される。
【０１６４】
　図１６では第一の方法でグループタグの挿入が行われた場合の例を示したが、第二の方
法でグループタグの挿入が行われた場合は以下のような処理が行われる。
【０１６５】
　例えば、グループタグをＣａｌｌ－ＩＤに挿入した場合、レスポンスメッセージのＣａ
ｌｌ－ＩＤは当該レスポンスメッセージのトリガとなったリクエストメッセージと同じも
のが利用されることになっている（ＲＦＣでそのように定められている）ため、リクエス
トメッセージのＣａｌｌ－ＩＤに挿入されたグループタグと同じものがレスポンスメッセ
ージにも挿入されることになる。したがって、メッセージ送信先グループ識別部１５０が
レスポンスメッセージをグループタグに対応するクライアントグループに転送することで
、リクエストメッセージ送信元のクライアント端末が所属するクライアントグループとは
異なるクライアントグループにレスポンスメッセージを転送することを防ぐことができる
。
【０１６６】
　次に、ＳＩＰプロキシサーバ２００からクライアント端末へ送信されるリクエストメッ
セージを転送する際のＳＩＰサーバ共有モジュール１００の動作について説明する。
【０１６７】
　図１８に転送時の動作例を示す。
　図１８はクライアントグループ１：３００－１に所属するクライアント端末Ｂ：３１２
がクライアント端末Ａ：３１１へＩＮＶＩＴＥメッセージを送信した際の動作を示したも
のである。なお、ＩＮＶＩＴＥメッセージはクライアント端末Ｂ：３１２からＳＩＰプロ
キシサーバ２００を経由してクライアント端末Ａ：３１１へ送信される。なお、図１８で
は、クライアント端末Ｂ：３１２からＳＩＰプロキシサーバ２００サーバ２００へＩＮＶ
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ＩＴＥメッセージを送信する際のシーケンスは省略している。
【０１６８】
　（１）ステップＳ４０１
　ＳＩＰサーバ共有モジュール１００がＳＩＰプロキシサーバ２００からリクエストメッ
セージを受信すると、まずアドレス変換部１３０がメッセージの処理を行う。アドレス変
換部１３０は受信したリクエストメッセージに対するアドレスの逆方向変換が必要か否か
を判断し、必要である場合にはアドレス変換テーブル１３１を参照し、受信したリクエス
トメッセージのＩＰヘッダの宛先ＩＰアドレス及びＵＤＰヘッダの宛先ポート番号をオリ
ジナルアドレスに戻す逆方向変換を行う。例えば、図１９Ｂに示したＩＮＶＩＴＥメッセ
ージをＳＩＰプロキシサーバ２００から受信した場合、ＩＮＶＩＴＥメッセージは図１９
Ｃに示すメッセージのように逆方向変換される。ここでは、図中の点線楕円部が変換部で
あり、図１５に示すアドレス変換ルールを参照した場合を示している。
　（２）ステップＳ４０２
　アドレス変換後、メッセージグループタグ削除部１２２に渡される。
　（３）ステップＳ４０３
　グループタグが削除される。
　（４）ステップＳ４０４
　グループタグがメッセージ送信先グループ識別部１５０に渡される。
　（５）ステップＳ４０５
　その後、メッセージ送信先グループ識別部１５０においてレスポンスメッセージ転送時
と同様の処理が行われる。
　（６）ステップＳ４０６～Ｓ４０８
　レスポンスメッセージ転送時と同様の処理が行われた後、ＶＰＮゲートウェイ４００を
中継してクライアント端末へ転送される。
【０１６９】
　なお、第二の方法でグループタグの挿入が行われた場合、前述のようにクライアントグ
ループ外からのリクエストメッセージであってもＳＩＰプロキシサーバ２００において（
処理２）から（処理４）までの処理が行われる。しかし、ＳＩＰプロキシサーバ２００か
ら転送されるリクエストメッセージにはＳＩＰプロキシサーバ２００が受信したリクエス
トメッセージと同じグループタグが挿入されるため、メッセージ送信先グループ識別部１
５０における処理によりリクエストメッセージ送信元のクライアント端末が所属するクラ
イアントグループとは異なるクライアントグループに転送されることはない。
【０１７０】
　例えば、グループタグをＣａｌｌ－ＩＤに挿入した場合、ＳＩＰプロキシサーバ２００
から転送されたリクエストメッセージのＣａｌｌ－ＩＤにはＳＩＰプロキシサーバ２００
が受信したリクエストメッセージと同じものが利用されることになっている。したがって
、例えばメッセージ送信先グループ識別部１５０がＳＩＰプロキシサーバ２００から転送
されたリクエストメッセージに挿入されているグループタグに対応するクライアントグル
ープにリクエストメッセージを転送することで、リクエストメッセージ送信元のクライア
ント端末が所属するクライアントグループとは異なるクライアントグループにリクエスト
メッセージを転送することを防ぐことができる。
【０１７１】
　次に、プレゼンス情報の通知が行われる際のＳＩＰサーバ共有モジュール１００の動作
について説明する。
　プレゼンス情報の通知は、プレゼンス情報を発行するクライアント端末（以下、発行端
末）がプレゼンス情報をＳＩＰプロキシサーバ２００に対して通知する（ＲＦＣではＰＵ
ＢＬＩＳＨメッセージを利用する旨規定されているが、ＲＦＣによる規定から日が浅いこ
ともありＰＵＢＬＩＳＨメッセージとは異なるメッセージによって通知される場合もある
）と、予め上述の（処理３）の処理によりＳＩＰプロキシサーバ２００に発行端末のプレ
ゼンス情報の通知要求を登録しているクライアント端末（以下、受信端末）に対してＳＩ
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Ｐプロキシサーバ２００からプレゼンス情報が通知される（ＮＯＴＩＦＹメッセージが利
用される）という手順で行われる。
【０１７２】
　発行端末が所属するクライアントグループ以外のグループに所属するクライアント端末
に対してプレゼンス情報が通知されることを防ぐ必要がある。
【０１７３】
　第一の方法によりグループタグの挿入が行われた場合、発行端末が所属するクライアン
トグループ以外のグループに所属するクライアント端末からの通知要求がＳＩＰプロキシ
サーバ２００に登録されることはない。受信端末はＳＵＢＳＣＲＩＢＥメッセージのＴｏ
ヘッダに発行端末のＳＩＰ　ＵＲＩを指定して通知要求を行うが、ＳＩＰサーバ共有ノー
ドによってＴｏヘッダに記載されたＳＩＰ　ＵＲＩへのグループタグ挿入が行われるため
、グループ外端末からの通知要求の登録は防がれる。例えばグループ１に所属するクライ
アント端末Ａ（ＳＩＰ　ＵＲＩ、ＵｓｅｒＡ＠ｈｅｒｅ．ｃｏｍ）のプレゼンス情報につ
いてグループ２のクライアント端末Ｘが通知要求をした場合、クライアント端末ＡのＳＩ
Ｐ　ＵＲＩはＳＩＰサーバにおいてＵｓｅｒＡ－ｇｒｏｕｐ１＠ｈｅｒｅ．ｃｏｍと登録
されるのに対し、クライアント端末Ｘの通知要求のＴｏヘッダはＵｓｅｒＡ－ｇｒｏｕｐ
２＠ｈｅｒｅ．ｃｏｍと変換されるため、ＳＩＰプロキシサーバ２００はクライアント端
末Ｘからの通知要求に対して要求された発行端末は存在しない旨応答する。
【０１７４】
　一方、第二の方法によりグループタグの挿入が行われた場合、前述のようにグループ外
のクライアント端末からの通知要求の登録を防ぐことはできない。グループ外からのリク
エストメッセージに対して（処理３）の処理が行われる。
【０１７５】
　第二の方法でグループタグの挿入が行われた場合、次の処理により発行端末が所属する
クライアントグループ以外のグループに所属するクライアント端末に対してプレゼンス情
報が通知されることが防がれる。
【０１７６】
　一般に発行端末からのプレゼンス情報はＰＵＢＬＩＳＨメッセージのボディ部に記載さ
れる。ボディ部に記載された情報がそのままＮＯＴＩＦＹメッセージのボディ部に転載さ
れ、受信端末に通知される。したがって、ＳＩＰサーバ共有モジュールはＰＵＢＬＩＳＨ
メッセージのボディ部にグループタグを挿入し、且つ、ＮＯＴＩＦＹメッセージのボディ
部に挿入されたグループタグに対応するグループにＮＯＴＩＦＹメッセージを転送すれば
良い。なお、ＮＯＴＩＦＹメッセージには、ＰＵＢＬＩＳＨメッセージに挿入したグルー
プタグと同じグループタグが挿入されている。
【０１７７】
　具体的に、グループタグ挿入部がクライアント端末から受信したＳＩＰメッセージがＰ
ＵＢＬＩＳＨメッセージである場合にはボディ部に対してグループタグを挿入し、ＳＩＰ
プロキシサーバ２００から受信したＳＩＰメッセージがＮＯＴＩＦＹメッセージである場
合には、ボディ部に挿入されているグループタグを削除し、メッセージ送信先グループ識
別部に通知すれば良い。
【０１７８】
　以上のように、本発明は、複数のクライアントグループと複数のクライアントグループ
が利用するＳＩＰプロキシサーバとの間で送受信されるＳＩＰメッセージの中継を行うＳ
ＩＰサーバ共有モジュールに関するものである。
　このＳＩＰサーバ共有モジュールは、メッセージ送信元グループ識別部と、グループタ
グ挿入部と、グループタグ削除部と、メッセージ送信先グループ識別部とを有することを
特徴とする。
　メッセージ送信元グループ識別部は、ＳＩＰメッセージのうち、クライアントグループ
に所属するクライアント端末からＳＩＰプロキシサーバへ送信されるクライアント送信Ｓ
ＩＰメッセージに対して、クライアント送信ＳＩＰメッセージを送信したクライアント端
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末が所属するクライアントグループを識別する。グループタグ挿入部は、メッセージ送信
元グループ識別部が識別したクライアントグループに対応するグループタグをクライアン
ト送信ＳＩＰメッセージに挿入する。グループタグ削除部は、ＳＩＰメッセージのうち、
ＳＩＰプロキシサーバからクライアントグループに所属するクライアント端末へ送信され
るサーバ送信ＳＩＰメッセージに対して、サーバ送信ＳＩＰメッセージに含まれるグルー
プタグの削除を行う。メッセージ送信先グループ識別部は、サーバ送信ＳＩＰメッセージ
に含まれるグループタグに対応するクライアントグループと異なるクライアントグループ
に所属するクライアント端末にサーバ送信ＳＩＰメッセージが送信されることを防止する
。
【０１７９】
　メッセージ送信先グループ識別部は、サーバ送信ＳＩＰメッセージに含まれるグループ
タグに対応するクライアントグループとサーバ送信ＳＩＰメッセージの実際の送信先クラ
イアント端末が所属するクライアントグループとが一致する場合にのみ、サーバ送信ＳＩ
Ｐメッセージを送信先クライアント端末へ転送する。
【０１８０】
　メッセージ送信先グループ識別部は、ＳＩＰサーバ共有モジュールが配置されたノード
に複数の仮想的又は物理的ネットワークインタフェースが存在する場合には、ＳＩＰサー
バ送信メッセージに含まれるグループタグに対応するクライアントグループ毎に異なるネ
ットワークインタフェースを指定して、ＳＩＰサーバ送信メッセージを送信する。
【０１８１】
　メッセージ送信先グループ識別部は、サーバ送信ＳＩＰメッセージのＩＰヘッダ又はＵ
ＤＰヘッダに含まれるパラメタをＳＩＰサーバ送信メッセージに含まれるグループタグに
対応するクライアントグループ毎に異なるパラメタ領域に変換した後、送信先クライアン
ト端末に転送する。
【０１８２】
　グループタグ挿入部は、メッセージ送信元グループ識別部が識別したクライアントグル
ープに対応するグループタグをクライアント送信ＳＩＰメッセージに含まれるパラメタの
うち、以下の全ての条件を満たすいずれかのパラメタに対してグループタグを挿入する。
　（１）ＳＩＰ　ＵＲＩが含まれないＳＩＰプロキシサーバにおける転送処理により消去
されない。
　（２）リクエストメッセージとリクエストメッセージを受信した際にＳＩＰプロキシサ
ーバが送信する。
　（３）レスポンスメッセージとで同じ値が記載される。
【０１８３】
　グループタグ挿入部は、メッセージ送信元グループ識別部が識別したクライアントグル
ープに対応するグループタグをクライアント送信ＳＩＰメッセージのヘッダ部分に含まれ
るＳＩＰ　ＵＲＩのうちユーザ識別子の部分に挿入する。
【０１８４】
　グループタグ挿入部は、クライアント送信ＳＩＰメッセージがＳＩＰプロキシサーバに
対してプレゼンス情報を通知するメッセージである場合には、クライアント送信ＳＩＰメ
ッセージのボディ部分にも更にグループタグを挿入する。
【０１８５】
　グループタグ挿入部は、メッセージ送信元グループ識別部が識別したクライアントグル
ープが複数の場合は、クライアント送信ＳＩＰメッセージのコピーをメッセージ送信元グ
ループ識別部が識別したクライアントグループ数分作成し、コピーのそれぞれに対してメ
ッセージ送信元グループ識別部が識別したクライアントグループに対応するグループタグ
を挿入する。
【０１８６】
　グループタグ挿入部は更に、クライアント送信ＳＩＰメッセージがリクエストメッセー
ジである場合に、ＳＩＰサーバ共有モジュールが配置されたノードのＩＰアドレス及びＳ
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ＩＰサーバ共有モジュールがＳＩＰメッセージの待ち受けに利用するポート番号をクライ
アント送信ＳＩＰメッセージのＶｉａヘッダへ追記し、グループタグ削除部は更に、サー
バ送信ＳＩＰメッセージがレスポンスメッセージである場合に、サーバ送信ＳＩＰメッセ
ージのＶｉａヘッダに記載されたＳＩＰサーバ共有モジュールが配置されたノードのＩＰ
アドレス及びＳＩＰサーバ共有モジュールがＳＩＰメッセージの待ち受けに利用するポー
ト番号を削除すると共に、サーバ送信ＳＩＰメッセージのＶｉａヘッダに記載されたＳＩ
Ｐサーバ共有モジュールが配置されたノードのＩＰアドレス及びＳＩＰサーバ共有モジュ
ールがＳＩＰメッセージの待ち受けに利用するポート番号をサーバ送信ＳＩＰメッセージ
のＩＰヘッダの宛先ＩＰアドレスとＵＤＰヘッダの宛先ポート番号に設定する。
【０１８７】
　また、本発明のＳＩＰサーバ共有モジュールは、オリジナルアドレスと、アドレス変換
ルールと、アドレス変換部とを更に有する。
　オリジナルアドレスは、クライアント端末がＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージによってＳＩ
Ｐプロキシサーバへの登録を要求するアドレスである。
　アドレス変換ルールには、ＳＩＰプロキシサーバが送信するＳＩＰメッセージの宛先ア
ドレスに設定された場合に、ＳＩＰメッセージをＳＩＰサーバ共有モジュールがインター
セプト可能となるアドレスであるインターセプトアドレスとを相互に変換するアドレス変
換方法が記載されている。
　アドレス変換部は、クライアント送信ＳＩＰメッセージがＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージ
である場合には、クライアント送信ＳＩＰメッセージのＣｏｎｔａｃｔヘッダに含まれる
オリジナルアドレスを、アドレス変換ルールを参照してインターセプトアドレスに変換す
る。また、サーバ送信ＳＩＰメッセージがＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージに対するレスポン
スメッセージである場合には、サーバ送信ＳＩＰメッセージのＣｏｎｔａｃｔヘッダに含
まれるインターセプトアドレスを、アドレス変換ルールを参照してオリジナルアドレスに
変換する。更に、サーバ送信ＳＩＰメッセージがリクエストメッセージである場合には、
サーバ送信ＳＩＰメッセージのＩＰヘッダ及びＵＤＰヘッダに指定されているインターセ
プトアドレスを、アドレス変換ルールを参照してオリジナルアドレスに変換する。
【０１８８】
　なお、本発明のアドレス変換方法では、Ｍビットの広さを持つＩＰアドレス領域Ａに含
まれる任意のＩＰアドレスとＵＤＰ又はＴＣＰの宛先又は送信元ポート番号のペアである
アドレスａとＮビットの広さを持つＩＰアドレス領域Ｂに含まれる任意のＩＰアドレスと
ＵＤＰ又はＴＣＰの宛先又は送信元ポート番号のペアであるアドレスｂとを相互に変換す
る。
　また、アドレスａをアドレスｂに変換する際には、アドレスａのＩＰアドレスのうちＸ
＜Ｎを満たすＸビット分をアドレスｂのＩＰアドレスにマッピングし、のこりのＭ－Ｘビ
ット分をアドレスｂのＵＤＰ又はＴＣＰの宛先又は送信元ポート番号にマッピングし、ア
ドレスｂをアドレスａに変換する際には、アドレスｂのＩＰアドレスのうちＸビット分と
アドレスｂのＵＤＰ又はＴＣＰの宛先又は送信元ポート番号のうちＭ－Ｘビット分とを組
み合わせてアドレスａのＩＰアドレスに変換する。
【０１８９】
　アドレス変換ルールは、インターセプトアドレスとして、ＳＩＰプロキシサーバにおい
てＳＩＰ共有モジュールがゲートウェイとして設定されているＩＰアドレス領域を利用す
る。
【０１９０】
　アドレス変換ルールは、インターセプトアドレスとして、ローカルループバックアドレ
ス領域に含まれるＩＰアドレス領域を利用する。
【図面の簡単な説明】
【０１９１】
【図１】図１は、本発明のＳＩＰサーバ共有モジュールの構成を示すブロック図である。
【図２】図２は、ネットワークレベルのクライアントグループの場合の一般的なＳＩＰ通
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信網の構成を示す図である。
【図３】図３は、ＶＰＮゲートウェイにおけるパケット転送ルールを示す図である。
【図４】図４は、アプリケーションレベルのクライアントグループの場合の一般的なＳＩ
Ｐ通信網の構成を示す図である。
【図５】図５は、アプリケーションレベルのクライアントグループの場合の一般的なＳＩ
Ｐ通信網の構成を示す図である。
【図６】図６は、本発明のＳＩＰサーバ共有モジュールが単独でノードに配置された場合
のＳＩＰ通信網の構成例を示す図である。
【図７】図７は、本発明のＳＩＰサーバ共有モジュールがＶＰＮ終端部と同一のノードに
配置された場合のＳＩＰ通信網の構成例を示す図である。
【図８】図８は、本発明のＳＩＰサーバ共有モジュールがＳＩＰプロキシサーバと同一の
ノードに配置された場合のＳＩＰ通信網の構成例を示す図である。
【図９】図９は、本発明のＳＩＰサーバ共有モジュール内のメッセージ送信元グループ識
別部が保持するメッセージ送信元グループ識別テーブルを示す図である。
【図１０】図１０は、ＳＩＰプロキシサーバとＳＩＰサーバ共有モジュールの間でトンネ
リングが構築された場合のメッセージ構成を示す図である。
【図１１】図１１は、本発明のＳＩＰサーバ共有モジュール内のアドレス変換部の動作を
示すフローチャート図である。
【図１２】図１２は、本発明のＳＩＰサーバ共有モジュール内のメッセージ送信先グルー
プ識別部が保持するメッセージ送信先グループ識別テーブルを示す図である。
【図１３Ａ】図１３Ａは、本発明のＳＩＰサーバ共有モジュールがクライアント端末から
送信されたリクエストメッセージをＳＩＰプロキシサーバへ転送する際の動作を示すシー
ケンス図である。
【図１３Ｂ】図１３Ｂは、本発明のＳＩＰサーバ共有モジュールがクライアント端末から
送信されたリクエストメッセージをＳＩＰプロキシサーバへ転送する際の動作を示すシー
ケンス図である。
【図１４Ａ】図１４Ａは、本発明のＳＩＰサーバ共有モジュールがクライアント端末から
送信されたリクエストメッセージをＳＩＰプロキシサーバへ転送する際のメッセージ構成
を示す図である。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、本発明のＳＩＰサーバ共有モジュールがクライアント端末から
送信されたリクエストメッセージをＳＩＰプロキシサーバへ転送する際のメッセージ構成
を示す図である。
【図１４Ｃ】図１４Ｃは、本発明のＳＩＰサーバ共有モジュールがクライアント端末から
送信されたリクエストメッセージをＳＩＰプロキシサーバへ転送する際のメッセージ構成
を示す図である。
【図１４Ｄ】図１４Ｄは、本発明のＳＩＰサーバ共有モジュールがクライアント端末から
送信されたリクエストメッセージをＳＩＰプロキシサーバへ転送する際のメッセージ構成
を示す図である。
【図１４Ｅ】図１４Ｅは、本発明のＳＩＰサーバ共有モジュールがクライアント端末から
送信されたリクエストメッセージをＳＩＰプロキシサーバへ転送する際のメッセージ構成
を示す図である。
【図１５】図１５は、本発明のＳＩＰサーバ共有モジュール内のアドレス変換テーブルに
設定されたアドレス変換ルールを示す図である。
【図１６】図１６は、本発明のＳＩＰサーバ共有モジュールがＳＩＰプロキシサーバから
送信されたレスポンスメッセージをクライアント端末へ転送する際の動作を示すシーケン
ス図である。
【図１７Ａ】図１７Ａは、本発明のＳＩＰサーバ共有モジュールがＳＩＰプロキシサーバ
から送信されたレスポンスメッセージをクライアント端末へ転送する際のメッセージ構成
を示す図である。
【図１７Ｂ】図１７Ｂは、本発明のＳＩＰサーバ共有モジュールがＳＩＰプロキシサーバ
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から送信されたレスポンスメッセージをクライアント端末へ転送する際のメッセージ構成
を示す図である。
【図１７Ｃ】図１７Ｃは、本発明のＳＩＰサーバ共有モジュールがＳＩＰプロキシサーバ
から送信されたレスポンスメッセージをクライアント端末へ転送する際のメッセージ構成
を示す図である。
【図１７Ｄ】図１７Ｄは、本発明のＳＩＰサーバ共有モジュールがＳＩＰプロキシサーバ
から送信されたレスポンスメッセージをクライアント端末へ転送する際のメッセージ構成
を示す図である。
【図１８】図１８は、本発明のＳＩＰサーバ共有モジュールがＳＩＰプロキシサーバから
転送されたリクエストメッセージをクライアント端末へ転送する際の動作を示すシーケン
ス図である。
【図１９Ａ】図１９Ａは、本発明のＳＩＰサーバ共有モジュールがＳＩＰプロキシサーバ
から転送されたリクエストメッセージをクライアント端末へ転送する際のメッセージ構成
を示す図である。
【図１９Ｂ】図１９Ｂは、本発明のＳＩＰサーバ共有モジュールがＳＩＰプロキシサーバ
から転送されたリクエストメッセージをクライアント端末へ転送する際のメッセージ構成
を示す図である。
【図１９Ｃ】図１９Ｃは、本発明のＳＩＰサーバ共有モジュールがＳＩＰプロキシサーバ
から転送されたリクエストメッセージをクライアント端末へ転送する際のメッセージ構成
を示す図である。
【図１９Ｄ】図１９Ｄは、本発明のＳＩＰサーバ共有モジュールがＳＩＰプロキシサーバ
から転送されたリクエストメッセージをクライアント端末へ転送する際のメッセージ構成
を示す図である。
【図１９Ｅ】図１９Ｅは、本発明のＳＩＰサーバ共有モジュールがＳＩＰプロキシサーバ
から転送されたリクエストメッセージをクライアント端末へ転送する際のメッセージ構成
を示す図である。
【符号の説明】
【０１９２】
　１００　ＳＩＰサーバ共有モジュール
　１１０　メッセージ送信元グループ識別部
　１２０　グループタグ挿抜部
　１２１　グループタグ挿入部
　１２２　グループタグ削除部
　１３０　アドレス変換部
　１３１　アドレス変換テーブル
　１４０　メッセージ種別判断部
　１５０　メッセージ送信先グループ識別部
　２００　ＳＩＰプロキシサーバ
　３００（－ｉ、ｉ＝１～ｎ）　クライアントグループ
　３１１　クライアント端末
　３１２　クライアント端末
　３２１　クライアント端末
　３２２　クライアント端末
　４００　ＶＰＮゲートウェイ
　４１０　ＶＰＮ終端部
　４２０　ＶＰＮ側インタフェース
　４２１（－ｉ、ｉ＝１～ｎ）　仮想インタフェース
　４３０　データセンタ側インタフェース
　５００　公衆網
　６００　データセンタネットワーク
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　７００　グループ情報管理サーバ
　８００　ＳＩＰサーバ共有ノード
　９００　アプリケーションゲートウェイ
１１１０　トンネル終端部
１１２０　トンネリングリンク
１１３０　トンネル終端部
１２１０　ＳＩＰメッセージ
１２２０　カプセル化ヘッダ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３Ａ】 【図１３Ｂ】
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【図１４Ａ】

【図１４Ｂ】

【図１４Ｃ】

【図１４Ｄ】

【図１４Ｅ】 【図１５】
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【図１６】 【図１７Ａ】

【図１７Ｂ】

【図１７Ｃ】

【図１７Ｄ】

【図１８】
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【図１９Ａ】

【図１９Ｂ】

【図１９Ｃ】

【図１９Ｄ】 【図１９Ｅ】
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