
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分散オブジェクトとして実装されるセッション管理プロセスが、分散オブジェクトとし
て実装されたサーバアプリケーションと連携して、分散オブジェクト環境において対話処
理を行うクライアントアプリケーションと前記サーバアプリケーションとの間のセッショ
ン管理を行うセッション管理装置において、
　前記セッション管理プロセスは、
　該プロセス内にセッション状態情報を格納するセッション管理メモリと、
　セッション管理を必要とする前記サーバアプリケーションから要求される、前記セッシ
ョン管理メモリ内にセッション状態情報を格納するレコードを確保するレコード割当サー
ビスと、前記セッション管理メモリの当該レコードからセッション状態情報を取得して前
記サーバアプリケーションに送信するレコード読み込みサービスと、前記セッション状態
情報を当該レコードに格納するレコード書き込みサービスと、管理する必要が無くなった
セッション状態情報が格納されている当該レコードを開放するレコード開放サービスとを
備えるレコード制御部と、
　セッション状態情報数過多により前記セッション管理メモリ内で管理できなくなったセ
ッション状態情報を、前記レコード制御部からの要求により、最も昔にアクセスされたレ
コードからデータベースへ退避させ、前記レコード制御部で必要となったデータベース中
のセッション状態情報を、前記レコード制御部からの要求によりデータベースから前記セ
ッション管理メモリへ戻すことを行うレコード監視部と、を備えるものであり、
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　前記管理する必要が無くなったセッション状態情報とは、前記クライアントアプリケー
ションから前記サーバアプリケーションに対話終了要求が送られた場合に前記サーバアプ
リケーションからされる読み取り要求に対して前記レコード読み取りサービスが前記サー
バアプリケーションに送信したセッション状態情報であって、前記サーバアプリケーショ
ンから前記レコード開放サービスに対して開放要求があったセッション状態情報をいい、
　前記レコード開放サービスにより管理する必要が無くなったセッション状態情報が格納
されている当該レコードが開放された場合には、前記セッション管理メモリに前記レコー
ド割り当てサービスによるレコードの割り当て、前記レコード読み込みサービス又は前記
レコード書き込みサービスによる前記データベースに退避されているレコードの復帰が行
われるまで前記開放したレコードを開放した状態とし、前記レコード割り当てサービスに
よるレコードの割り当て、前記レコード読み込みサービス又は前記レコード書き込みサー
ビスによる前記データベースに退避されているレコードの復帰を行う場合に、前記開放し
たレコードを含む前記セッション管理メモリ内の開放されているレコードを使用して前記
割り当てサービスによるレコードの割り当て、前記読み込みサービス又は前記書き込みサ
ービスによる前記データベースに退避されているレコードの復帰を行うことを特徴とする
セッション管理装置。
【請求項２】
　前記セッション管理プロセス起動時毎に、前記セッション状態情報を格納することがで
きる最大レコード数及びセッション状態情報エリア長を前記セッション管理メモリとして
確保することを特徴とする請求項１記載のセッション管理装置。
【請求項３】
　前記レコード制御部は、
　セッション管理を必要とする前記サーバアプリケーションから与えられたセッションＩ
Ｄに基づいて前記セッション管理メモリ内にセッションＩＤ及びセッション状態情報の対
を格納する制御を行うことを特徴とする請求項１又は２記載のセッション管理装置。
【請求項４】
　前記レコード制御部の各サービスのセッション管理を必要とする前記サーバアプリケー
ションからのインタフェースは、前記セッション管理プロセスが稼動する環境に依存しな
いことを特徴とする請求項１乃至３ 記載のセッション管理装置。
【請求項５】
　前記セッション状態情報としてセッション中に発生する全ての情報を対象として管理す
ることにより、クライアントとサーバの対話処理を持続する制御を可能とすることを特徴
とする請求項１乃至４ 記載のセッション管理装置。
【請求項６】
　分散オブジェクトとして実装されるセッション管理プロセスが、分散オブジェクトとし
て実装されたサーバアプリケーションと連携して、分散オブジェクト環境において対話処
理を行うクライアントアプリケーションと前記サーバアプリケーションとの間のセッショ
ン管理を行うセッション管理方法において、
　セッション状態情報を格納するセッション管理メモリを備える前記セッション管理プロ
セスは、
　セッション管理を必要とする前記サーバアプリケーションから要求される、前記セッシ
ョン管理メモリ内にセッション状態情報を格納するレコードを確保するレコード割当サー
ビスステップと、前記セッション管理メモリの当該レコードからセッション状態情報を取
得して前記サーバアプリケーションに送信するレコード読み込みサービスステップと、前
記セッション状態情報を当該レコードに格納するレコード書き込みサービスステップと、
管理する必要が無くなったセッション状態情報が格納されている当該レコードを開放する
レコード開放サービスステップとからなるレコード制御ステップと、
　セッション状態情報数過多により前記セッション管理メモリ内で管理できなくなったセ
ッション状態情報を、前記レコード制御ステップからの要求により、最も昔にアクセスさ
れたレコードからデータベースへ退避させ、前記レコード制御ステップで必要となったデ
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ータベース中のセッション状態情報を、前記レコード制御ステップからの要求によりデー
タベースから前記セッション管理メモリへ戻すことを行うレコード監視ステップと、を備
えるものであり、
　前記管理する必要が無くなったセッション状態情報とは、前記クライアントアプリケー
ションから前記サーバアプリケーションに対話終了要求が送られた場合に前記サーバアプ
リケーションからされる読み取り要求に対して前記レコード読み取りサービスステップが
前記サーバアプリケーションに送信したセッション状態情報であって、前記サーバアプリ
ケーションから前記レコード開放サービスステップに対して開放要求があったセッション
状態情報をいい、
　前記レコード開放サービスステップにより管理する必要が無くなったセッション状態情
報が格納されている当該レコードが開放された場合には、前記セッション管理メモリに前
記レコード割り当てサービスステップによるレコードの割り当て、前記レコード読み込み
サービスステップ又は前記レコード書き込みサービスステップによる前記データベースへ
退避されているレコードの復帰が行われるまで前記開放したレコードを開放した状態とし
、前記レコード割り当てサービスステップによるレコードの割り当て、前記レコード読み
込みサービスステップ又は前記レコード書き込みサービスステップによる前記データベー
スへ退避されているレコードの復帰を行う場合に、前記開放したレコードを含む前記セッ
ション管理メモリ内の開放されているレコードを使用して前記割り当てサービスステップ
によるレコードの割り当て、前記読み込みサービスステップ又は前記書き込みサービスス
テップによる前記データベースへ退避されているレコードの復帰を行うことを特徴とする
セッション管理方法。
【請求項７】
　前記セッション管理プロセス起動時毎に、前記セッション状態情報を格納することがで
きる最大レコード数及びセッション状態情報エリア長を前記セッション管理メモリとして
確保することを特徴とする請求項６記載のセッション管理方法。
【請求項８】
　前記レコード制御ステップは、
　セッション管理を必要とする前記サーバアプリケーションから与えられたセッションＩ
Ｄに基づいて前記セッション管理メモリ内にセッションＩＤ及びセッション状態情報の対
を格納する制御を行うことを特徴とする請求項６又は７記載のセッション管理方法。
【請求項９】
　前記レコード制御ステップの各サービスステップのセッション管理を必要とする前記サ
ーバアプリケーションからのインタフェースは、前記セッション管理プロセスが稼動する
環境に依存しないことを特徴とする請求項６乃至８ 記載のセッション管理方
法。
【請求項１０】
　前記セッション状態情報としてセッション中に発生する全ての情報を対象として管理す
ることにより、クライアントとサーバの対話処理を持続する制御を可能とすることを特徴
とする請求項６乃至９ 記載のセッション管理方法。
【請求項１１】
　コンピュータに請求項６～１０のいずれかに記載されたセッション管理方法のステップ
を実行させるためのプログラム。
【請求項１２】
　コンピュータに請求項６～１０のいずれかに記載されたセッション管理方法のステップ
を実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、分散オブジェクト環境におけるサーバ／クライアント間において、セッション
中の状態を保持するセッション管理装置およびセッション管理方法およびプログラムおよ

10

20

30

40

50

(3) JP 3730563 B2 2006.1.5

のいずれかに

のいずれかに



び記録媒体に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
分散オブジェクト環境におけるクライアント／サーバ間通信のセッション状態には、ステ
ートレスとステートフルの２つがある。
【０００３】
以下、図１４を参照してステートレスな通信とステートフルな通信について説明する。
【０００４】
図１４は、クライアント／サーバ間の通信における両者のセッション状態を説明する図で
ある。
【０００５】
まず、ステートレスとは、（ａ）に示すように、クライアントからみて、接続するサーバ
が１回目とそれ以降の通信において違う場合や、（ｂ）に示すように、サーバからみて、
接続されるクライアントが１回目とそれ以降の通信において違う場合で、サーバで発生し
た情報を何らかの手段無しには維持できない状態をいう。
【０００６】
一方、ステートフルとは、（ｃ）に示すように、クライアントとサーバ間の通信において
、１回目とそれ以降の通信で処理するサーバプロセスが同じであるため、サーバで発生し
た情報が維持できる状態をいう。
【０００７】
次に、サーバプロセスをライフサイクルから分類し、そのプロセスの通信がステートレス
とステートフルのどちらのセッションになるかを述べる。
【０００８】
プロセスは、予めシステム空間に常駐してクライアントからのサービス要求を待つもの（
タイプＩ）と、クライアントからのサービス要求時に生成されるもの（後述するタイプＩ
Ｉ，ＩＩＩ）とに分類される。クライアントからのサービス要求時に生成されるものは、
さらに、サービス要求毎に生成と消滅を繰り返すもの（タイプＩＩ）と、クライアントが
要求する一連のサービス要求（処理を実現するために複数のサービス要求で構成される）
毎に生成と消滅を繰り返すもの（タイプＩＩＩ）とに分類される。
【０００９】
タイプＩとタイプＩＩは、ステートレスなセッションであり、タイプＩＩＩはステートフ
ルなセッションである。
【００１０】
また、タイプＩＩは、オーバヘッドがかかるプロセスの生成と消滅が頻発するため、この
ような処理をする製品は少ないと思われるため、以降、ステートレスなセッションを行う
プロセスの対象から除外する。
【００１１】
分散オブジェクト環境を実現するＣＯＲＢＡ（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｏｂｊｅｃｔ　Ｒｅｑｕｅ
ｓｔ　Ｂｒｏｋｅｒ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）準拠の製品には、ステートレスなセッ
ションのみを実現するものや、ステートレスとステートフルの両方のセッションを実現す
るものがある。
【００１２】
なお、ＣＯＲＢＡとは、分散オブジェクト技術の規格の一つであり、ＯＭＧ（Ｏｂｊｅｃ
ｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｇｒｏｕｐ）が承認するＯＲＢ（Ｏｂｊｅｃｔ　Ｒｅｑｕｅ
ｓｔ　Ｂｒｏｋｅｒ）間通信の仕様である。ベンダが提供するＣＯＲＢＡ準拠のＯＲＢ製
品を使用することにより、クライアントとサーバが異機種マシンであっても容易に接続す
ることができるようになる。
【００１３】
クライアントがサーバにサービスを要求し、サーバからクライアントに応答が返ることを
ここでは対話という。この対話は、一回で終了することもあれば複数回のやり取りで完結
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する場合もある。以下の対話（処理）は、複数回のやりとりで完結する場合を指す。
【００１４】
以下、対話の例としてショッピングカートを挙げる。
【００１５】
（リクエスト１）クライアントは、ある特定のグループの商品一覧を表示するようサーバ
に要求する。
【００１６】
（レスポンス１）サーバは、要求のあった商品一覧を表示する。
【００１７】
（リクエスト２）クライアントは、商品一覧から、特定の商品を必要個数分ショッピング
カートに入れることと、次の商品グループの商品一覧を表示することをサーバに要求する
。
【００１８】
（レスポンス２）サーバは要求のあった商品を要求個数分ショッピングカートに格納し、
要求のあった商品一覧を表示する。
【００１９】
（リクエスト３）クライアントは、特定の商品を必要個数分ショッピングカートに入れる
ことと、ショッピングカートの中の商品を精算することをサーバに要求する。
【００２０】
（レスポンス３）サーバは、要求のあった商品を要求個数分ショッピングカートに入れ、
ショッピングカートの中の商品種類毎に商品単価と個数を掛け合わせ、全合計金額をクラ
イアントに提示する。
【００２１】
ここで、ステートフルな通信の場合、上述したショッピングカート（商品名と購入個数等
の情報）は、サーバプロセスの中に持つことが可能である。
【００２２】
しかし、ステートレスな通信の場合、対話（リクエスト－レスポンス）が一回毎に切れて
しまい、各対話を処理するサーバプロセスが同一とはかぎらないため、ショッピングカー
ト（商品名と購入個数等の情報）をサーバプロセスの中に持たせることはできない。
【００２３】
以下、前述の商品名と購入個数を持ったショッピングカートのような状態をセッション状
態情報といい、これを対話処理中保持する仕組みをセッション管理という。
【００２４】
次に、従来の分散オブジェクト環境におけるクライアント／サーバシステムのセッション
管理について、図１５～図１７を使用して説明する。これらの図では、クライアントとサ
ーバ間の通信手段としてＯＲＢ（分散オブジェクト機構）通信を使用し、通信プロトコル
としてＩＩＯＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｉｎｔｅｒ－ＯＲＢ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を使用し
ているものとする。
【００２５】
図１５は、クライアントとサーバの双方をＣＯＲＢＡオブジェクトとして実装したクライ
アント／サーバシステムを示すブロック図である。
【００２６】
この図におけるクライアント／サーバ間の通信をステートレスなセッションで実現した場
合、サーバへの接続クライアントが大量になっても、プロセスの生成／消滅が無いためオ
ーバヘッドが少なく、システムにかかる負荷がステートフルで実現するより少ない。しか
し、セッション状態情報をサーバアプリケーションプロセス中に持ったのではセッション
管理ができない。
【００２７】
逆にステートフルなセッションで実現した場合、サーバへの接続クライアントが大量な場
合、プロセスの生成／消滅が頻発するため、システムにかかる負荷がステートレスで実現
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するより多い。しかし、セッション状態情報をサーバアプリケーションプロセス中に持つ
ことができる。
【００２８】
しかしながら、ステートフルなセッションで実現した場合でも、図１５のように、同じク
ライアントアプリケーション５がＯＲＢ３０（ＣＯＲＢＡ準拠の通信ミドルウェア）を介
して１回目はサーバアプリケーション４ａと、２回目はサーバアプリケーション４ｂとい
うような場合、セッション状態情報をサーバアプリケーションプロセス中に持ったのでは
セッション管理ができなくなる。
【００２９】
このような場合や上述のステートレスなセッションで実現する場合、クライアントアプリ
ケーション側でセッション管理をする方法が考えられる。
【００３０】
しかし、クライアントにセッション状態情報を持たせると、セッション状態情報が通信の
たびにクライアント／サーバ間を流れ、通信トラフィックが増大し、レスポンス悪化の要
因となるという問題点があった。
【００３１】
図１６は、ＷＷＷ（Ｗｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂ）の環境で、クライアントとサーバの
双方をＣＯＲＢＡオブジェクトとして実装したクライアント／サーバシステムを示すブロ
ック図である。
【００３２】
図に示すように、Ｗｅｂブラウザ３２のＶＭ（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｍａｃｈｉｎｅ）環境で
動作するクライアントアプリケーション５は、ＯＲＢ３０の通信で、Ｗｅｂサーバ３３経
由でサーバアプリケーション４ａ～４ｂのサービスを呼び出す。
【００３３】
この場合の、セッション管理方法とその問題は、図１５の場合と同じである。さらに、セ
ッション管理方法の問題以外に、サーバ側にファイアウォールを構築した場合、ＩＩＯＰ
のＴＣＰ／ＩＰポートを開放しなければならず、このことがセキュリティ管理上敬遠され
る原因となっている。
【００３４】
図１７は、図１６のファイアウォール構築上の問題を踏まえた形態のクライアント／サー
バシステムの一例を示すブロック図である。
【００３５】
図に示すように、サーバ側のみ、すなわちＪａｖａ（登録商標）Ｓｅｒｖｌｅｔ３４とサ
ーバアプリケーション４ａとサーバアプリケーション４ｂをＣＯＲＢＡオブジェクトとし
て実装する。
【００３６】
Ｗｅｂサーバ３３内にはＳｅｒｖｌｅｔコンテナがあり、ここでＪａｖａ（登録商標）Ｓ
ｅｒｖｌｅｔ３４を稼動させ、Ｊａｖａ（登録商標）Ｓｅｒｖｌｅｔ３４がクライアント
アプリケーション５と通信する。Ｊａｖａ（登録商標）Ｓｅｒｖｌｅｔ３４はクライアン
トアプリケーション５からのリクエストを受けると対応するサーバアプリケーション４ａ
、もしくはサーバアプリケーション４ｂのサービスを呼び出す。呼び出されたサーバアプ
リケーション４ａ、もしくはサーバアプリケーション４ｂの処理結果がＪａｖａ（登録商
標）Ｓｅｒｖｌｅｔ３４に返ると、Ｊａｖａ（登録商標）Ｓｅｒｖｌｅｔ３４はレスポン
スをクライアントアプリケーション５に返す。
【００３７】
すなわち、クライアントアプリケーション５とサーバアプリケーション４ａ、もしくはサ
ーバアプリケーション４ｂ間の電文情報は、Ｊａｖａ（登録商標）Ｓｅｒｖｌｅｔ３４を
経由してやり取りされる。この場合、クライアントアプリケーション５とＪａｖａ（登録
商標）Ｓｅｒｖｌｅｔ３４間の通信プロトコルはＨＴＴＰ（Ｈｙｐｅｒ　Ｔｅｘｔ　Ｔｒ
ａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）になり、Ｊａｖａ（登録商標）Ｓｅｒｖｌｅｔ３４と
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サーバアプリケーション４ａ、もしくはサーバアプリケーション４ｂ間の通信はＩＩＯＰ
となる。
【００３８】
この形態は、ファイアウォールを構築する場合、ＨＴＴＰのポートを開放するのみで済む
ため、図１６に示した場合のセキュリティ管理問題はなくなる。
【００３９】
ただし、セッション管理では次のような問題がある。
【００４０】
サーバアプリケーションでのセッション管理は、クライアントアプリケーション５／Ｊａ
ｖａ（登録商標）Ｓｅｒｖｌｅｔ３４間の通信プロトコルがＨＴＴＰであるがゆえステー
トレスセッションになる。そのため、Ｊａｖａ（登録商標）Ｓｅｔｖｌｅｔ３４／サーバ
アプリケーション４ａもしくはサーバアプリケーション４ｂ間の通信がステートフルセッ
ションであるとしてもセッション管理は困難である。
【００４１】
また、その他のセッション管理の問題は図１５に示した場合と同じである。
【００４２】
この形態では、もう１つの方法として、Ｓｅｒｖｌｅｔ用に用意されているセッション管
理のＡＰＩを使用する方法がある。これを使用するとセッション状態情報をオブジェクト
化し保存することができる。このオブジェクトはセッションＩＤというもので識別する。
対話処理中はセッションＩＤを使用し、セッション情報を管理する。
【００４３】
以下、この形態について図１７を用いて説明する。
【００４４】
Ｊａｖａ（登録商標）Ｓｅｒｖｌｅｔ３４は、クライアントアプリケーション５からリク
エストを受けると、クライアントアプリケーション５からの電文情報をサーバアプリケー
ション４ａに渡す。
【００４５】
サーバアプリケーション４ａは、処理を行った後、処理結果（電文）とセッション状態情
報をＪａｖａ（登録商標）Ｓｅｒｖｌｅｔ３４に返す。
【００４６】
Ｊａｖａ（登録商標）Ｓｅｒｖｌｅｔ３４は、セッション状態情報をセッション管理のＡ
ＰＩを使用してオブジェクト化し、このオブジェクトのセッションＩＤを得る。Ｊａｖａ
（登録商標）Ｓｅｒｖｌｅｔ３４は、クライアントアプリケーション５にセッションＩＤ
と電文のレスポンスを返す。Ｊａｖａ（登録商標）Ｓｅｒｖｌｅｔ３４は、セッションＩ
Ｄと電文のリクエストをクライアントアプリケーション５から受ける。
【００４７】
Ｊａｖａ（登録商標）Ｓｅｒｖｌｅｔ３４は、セッションＩＤに対応するオブジェクトか
らセッション状態情報を得て、電文とセッション状態情報をサーバアプリケーション４ｂ
に渡す。同様の処理を以降繰り返す。
【００４８】
この方式は、Ｊａｖａ（登録商標）Ｓｅｒｖｌｅｔ３４／サーバアプリケーション４ａも
しくはサーバアプリケーション４ｂ間のセッションはステートレスとステートフルのどち
らでも適用できるため有効ではあるが、ＷＷＷの環境という限定された環境においてのみ
の使用方法になる。
【００４９】
以上図１５～図１７に示した例が、ＯＲＢ通信を使用した分散オブジェクト環境で稼動す
るクライアント／サーバシステムのセッション管理方法である。
【００５０】
また、分散オブジェクト環境と限らずに、セッションを管理する方法として外部ディスク
ファイルやメモリを使用する方法がある。
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【００５１】
外部ディスクファイルとしては、データベースやインデクス付ファイルを使用する方法が
考えられる。
【００５２】
以下、データベースを使用するセッション管理方法とその問題を説明する。
【００５３】
これは、クライアント毎、すなわち対話処理毎に何らかの方法でユニークなセッションＩ
Ｄを振り、データベースのキーとしてセッションＩＤを使用する。このキー毎にセッショ
ン情報をデータベースレコードに格納する。
【００５４】
この方法は有効ではあるが、業務データであるデータベースアクセスの他にこの様なアク
セスも行わなければならないのは、パフォーマンス悪化の要因になり得る。
【００５５】
次に、メモリを使用する方法について説明する。
【００５６】
メモリを使用する方法としては、プロセス内部のメモリを使用する方法と、共有メモリを
使用する方法とがある。
【００５７】
まず、プロセス内部のメモリを使用する方法では、発生する対話処理に応じてメモリを逐
次アロケーションする方法と、予め発生し得る同時期最大対話処理数分メモリを確保して
おく方法がある。前者の場合、高トラフィックが発生した場合、システム系によってはメ
モリ不足を引き起こす要因になる。一方、後者の場合、予め確保しておいたメモリ内で処
理が行われるためメモリ不足になる心配はない。しかし、もしトラフィック量が予測した
量を超えた場合、確保したメモリが不足し、セッション情報の保証が難しくなる。
【００５８】
また、共有メモリを使用する方法は、共有メモリにアクセスするプロセスをサーバ上で稼
動させ、サーバアプリケーションはこのプロセスを通じてセッション情報の出し入れを行
うもの、又はサーバアプリケーションがシステム提供の共有メモリアクセスＡＰＩを使用
してセッション情報の出し入れを行うものがある。これらの場合、高トラフィックが発生
した場合、共有メモリを多量に使用し、サーバ性能劣化の要因となり得る。
【００５９】
なお、共有メモリを使用してセッション管理をする場合の発展形態である特許出願として
、特開２００１－１４２４２がある。この発明においては、セッション管理サーバが分散
管理サーバの機能を併せもつことにより、高トラフィック時における多量の共有メモリ使
用を防ぐことが可能であると思われるが、サーバ側の負荷分散を行うＴＰモニタ配下で稼
動するアプリケーションに適用できるものではない。
【００６０】
また、この発明は、ＷＷＷ環境に限定されるものであり、なおかつサーバアプリケーショ
ンの実装がＣＧＩ（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｇａｔｅｗａｙ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）という環境を
対象とし、かつセッション管理機能としてＣＧＩによる実装に限定されるものであって、
その他の環境において稼動するクライアント／サーバシステムに広く適用されるものでは
ない。
【００６１】
【発明が解決しようとする課題】
上述したように、クライアント／サーバシステムにおいて、セッション状態情報を管理す
る場合、クライアントで管理する方法、サーバで管理する方法がある。しかし、双方とも
に、通信トラフィックの増大に起因して発生するレスポンスの問題、メモリ管理の問題、
適用環境の問題、及びサーバ性能劣化の問題等があった。
【００６２】
　本発明は、上記の問題点を解決するためになされたもので、本発明の目的は、
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分散オブジェクト環境に
おけるクライアント／サーバシステムにおける対話中のセッションをクライアント／サー
バシステムの性能を劣化させることなしに管理することができ、また分散オブジェクト環
境で稼動するクライアント／サーバシステムのセッション管理をプラットフォームに依存
することなくフレキシブルに行うことができるセッション管理装置およびセッション管理
方法およびプログラムおよび記録媒体を提供することである。
【００６３】
【課題を解決するための手段】
　本発 、

との間
のセッション管理を行うセッション管理装置において、
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ジェクトとして実装されたサーバアプリケーションと連携して、分散オブジェクト環境に
おいて対話処理を行うクライアントアプリケーションと前記サーバアプリケーションとの
間のセッション管理を行う分散オブジェクトとして実装されるセッション管理プロセスが
、該プロセス内にセッション状態情報を格納するセッション管理メモリと、セッション管
理を必要とする前記サーバアプリケーションから要求される、前記セッション管理メモリ
内にセッション状態情報を格納するレコードを確保するレコード割当サービスと、前記セ
ッション管理メモリの当該レコードからセッション状態情報を取得して前記サーバアプリ
ケーションに送信するレコード読み込みサービスと、前記セッション状態情報を当該レコ
ードに格納するレコード書き込みサービスと、管理する必要が無くなったセッション状態
情報が格納されている当該レコードを開放するレコード開放サービスとを備えるレコード
制御部と、セッション状態情報数過多により前記セッション管理メモリ内で管理できなく
なったセッション状態情報を、前記レコード制御部からの要求により、最も昔にアクセス
されたレコードからデータベースへ退避させ、前記レコード制御部で必要となったデータ
ベース中のセッション状態情報を、前記レコード制御部からの要求によりデータベースか
ら前記セッション管理メモリへ戻すことを行うレコード監視部とを備え、前記管理する必
要が無くなったセッション状態情報とは、前記クライアントアプリケーションから前記サ
ーバアプリケーションに対話終了要求が送られた場合に前記サーバアプリケーションから
される読み取り要求に対して前記レコード読み取りサービスが前記サーバアプリケーショ
ンに送信したセッション状態情報であって、前記サーバアプリケーションから前記レコー
ド開放サービスに対して開放要求があったセッション状態情報をいい、前記レコード開放
サービスにより管理する必要が無くなったセッション状態情報が格納されている当該レコ
ードが開放された場合には、前記セッション管理メモリに前記レコード割り当てサービス
によるレコードの割り当て、前記レコード読み込みサービス又は前記レコード書き込みサ
ービスによる前記データベースに退避されているレコードの復帰が行われるまで前記開放
したレコードを開放した状態とし、前記レコード割り当てサービスによるレコードの割り
当て、前記レコード読み込みサービス又は前記レコード書き込みサービスによる前記デー
タベースに退避されているレコードの復帰を行う場合に、前記開放したレコードを含む前
記セッション管理メモリ内の開放されているレコードを使用して前記割り当てサービスに
よるレコードの割り当て、前記読み込みサービス又は前記書き込みサービスによる前記デ
ータベースに退避されているレコードの復帰を行うことにより、

明は 分散オブジェクトとして実装されるセッション管理プロセスが、分散オブジ
ェクトとして実装されたサーバアプリケーションと連携して、分散オブジェクト環境にお
いて対話処理を行うクライアントアプリケーションと前記サーバアプリケーション

前記セッション管理プロセスは、
該プロセス内にセッション状態情報を格納するセッション管理メモリと、セッション管理
を必要とする前記サーバアプリケーションから要求される、前記セッション管理メモリ内
にセッション状態情報を格納するレコードを確保するレコード割当サービスと、前記セッ
ション管理メモリの当該レコードからセッション状態情報を取得して前記サーバアプリケ
ーションに送信するレコード読み込みサービスと、前記セッション状態情報を当該レコー
ドに格納するレコード書き込みサービスと、管理する必要が無くなったセッション状態情
報が格納されている当該レコードを開放するレコード開放サービスとを備えるレコード制
御部と、セッション状態情報数過多により前記セッション管理メモリ内で管理できなくな
ったセッション状態情報を、前記レコード制御部からの要求により、最も昔にアクセスさ



ことを特徴とする。
【００７９】
【発明の実施の形態】
まず、本発明のセッション管理装置の概要を説明する。
【００８０】
対話処理を行うクライアント／サーバシステムのサーバが分散オブジェクトとして実装さ
れた環境の場合、セッション管理を行う常駐型プロセス（以下、セッション管理プロセス
という）を分散オブジェクトのサーバとして実装する。
【００８１】
ここでは、ＣＯＲＢＡ準拠のＯＲＢ製品を使用して分散オブジェクトとして実装する方法
を示す。対話処理を行っているサーバアプリケーションとセッション管理プロセスは、分
散オブジェクト環境において連携を行いセッション管理を実現する。
【００８２】
セッション管理プロセスは、プロセス内部のメモリとデータベーステーブルを使用し、セ
ッション状態情報を管理する。メモリを使用するのは、セッション管理のスピードを高速
化するためであり、データベーステーブルを使用するのはメモリ管理で発生するメモリ不
足の問題を解決するためである。
【００８３】
対話処理を行っているサーバアプリケーションのセッション管理プロセスへアクセスする
インタフェースは、セッション管理プロセスがＣＯＲＢＡ準拠の分散オブジェクトとして
実装されているため、セッション管理プロセスが分散オブジェクト環境内のどこで稼動し
ようとも変更する必要が無い。このことは、クライアント／サーバ間の対話処理とは別に
、セッション管理プロセスのみの最適化を求めマシンの機種やＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ
　Ｓｙｓｔｅｍ）等のプラットフォーム（ｐｌａｔｆｏｒｍ）を選択することができる可
能性があることを意味する。例えば、物理メモリのコストパフォーマンスが高いマシンを
選択すれば、大量のメモリを消費できるためセッション管理の高速化が実現できる。
【００８４】
セッション管理プロセスでは、その内部に、セッション状態情報用エリアを確保する。対
話処理毎のセッション状態情報はここで管理される。同時期に発生する対話処理が多くな
り、すなわち管理すべきセッション状態情報が多くなり、セッション状態情報用エリアが
オーバフローした場合、セッション状態情報用エリアから最も古くに管理されたセッショ
ン状態情報を抜き出し、それをデータベースで管理する。これにより、最新のセッション
状態情報はメモリで管理され、頻繁なサービス要求を行うクライアントには高速なレスポ
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れたレコードからデータベースへ退避させ、前記レコード制御部で必要となったデータベ
ース中のセッション状態情報を、前記レコード制御部からの要求によりデータベースから
前記セッション管理メモリへ戻すことを行うレコード監視部と、を備えるものであり、前
記管理する必要が無くなったセッション状態情報とは、前記クライアントアプリケーショ
ンから前記サーバアプリケーションに対話終了要求が送られた場合に前記サーバアプリケ
ーションからされる読み取り要求に対して前記レコード読み取りサービスが前記サーバア
プリケーションに送信したセッション状態情報であって、前記サーバアプリケーションか
ら前記レコード開放サービスに対して開放要求があったセッション状態情報をいい、前記
レコード開放サービスにより管理する必要が無くなったセッション状態情報が格納されて
いる当該レコードが開放された場合には、前記セッション管理メモリに前記レコード割り
当てサービスによるレコードの割り当て、前記レコード読み込みサービス又は前記レコー
ド書き込みサービスによる前記データベースに退避されているレコードの復帰が行われる
まで前記開放したレコードを開放した状態とし、前記レコード割り当てサービスによるレ
コードの割り当て、前記レコード読み込みサービス又は前記レコード書き込みサービスに
よる前記データベースに退避されているレコードの復帰を行う場合に、前記開放したレコ
ードを含む前記セッション管理メモリ内の開放されているレコードを使用して前記割り当
てサービスによるレコードの割り当て、前記読み込みサービス又は前記書き込みサービス
による前記データベースに退避されているレコードの復帰を行う



ンスを返すことに貢献する。
【００８５】
このセッション状態情報用エリアは、セッション管理プロセス起動時に確保されるため、
長時間運転することにより引き起こされるメモリ不足の心配はない。
【００８６】
セッション管理のパフォーマンスを最も上げるには、確保するセッション状態情報用エリ
アのサイズを、システムの性能が許す限り、同時期に発生し得る対話処理の最大数（以下
、最大トラフィック量ともいう）を見込んで設定する。万が一、最大トラフィック量を超
えたアクセスが発生したとしても、データベースでも管理されるため安全である。また、
データベースでも管理されるということは、予想した最大トラフィック量に、更に安全を
見込んだ量のエリアを、すなわち冗長なエリアを加えてメモリ中に確保する必要がなくな
る。
【００８７】
セッション管理プロセスは、対話処理毎にユニークなセッションＩＤを付与し、このセッ
ションＩＤ毎にメモリ内のセッション状態情報エリアとデータベーステーブルのテーブル
レコードを使用してセッション状態情報を管理する。さらに、このセッションＩＤを使用
して、対話処理を行うサーバアプリケーションと連携させることによりセッション管理を
行う。
【００８８】
以下、図面を用いて上述した本発明のセッション管理装置の機能を具体的に説明する。
【００８９】
図１は、本発明の一実施形態を示す分散オブジェクト環境で稼動するクライアント／サー
バ間のセッション管理装置を適用可能なクライアント／サーバシステムの全体を示すブロ
ック図であり、対話処理とセッション管理プロセスの連携、セッション管理プロセスの構
造及びセッション管理プロセスが管理するメモリとデータベーステーブルの構造を示して
いる。
【００９０】
図において、２００はクライアント装置で、例えばパーソナルコンピュータ，ワークステ
ーション等の情報処理装置で構成される。クライアントアプリケーション５は、このクラ
イアント装置２００上で動作する（クライアント装置２００の図示しないＣＰＵにより実
行される）。また、１００はサーバ装置であり、例えばパーソナルコンピュータ，ワーク
ステーション等の情報処理装置で構成される。情報処理装置１００，２００は、それぞれ
ＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭ，ハードディスク（ＨＤ）等のその他の記録媒体等を有し、該Ｃ
ＰＵによりＲＯＭ，その他の記録媒体に格納されたプログラムをＲＡＭにロードして実行
することができる。サーバアプリケーション４は、このサーバ装置１００上で動作する（
サーバ装置１００の図示しないＣＰＵにより実行される）。さらに、クライアント装置２
００とサーバ装置１００はＬＡＮ，インターネット等のネットワーク３１を介して双方向
に通信可能に構成される。
【００９１】
クライアントアプリケーション５とサーバアプリケーション４を含むクライアント／サー
バシステムは、ＯＲＢ通信を使用した分散オブジェクト環境で稼動するクライアント／サ
ーバシステムであって、従来の技術の欄で図１５～図１７に示したいずれの場合であって
もよい。
【００９２】
サーバ装置１００において、１はセッション管理プロセス（サーバ装置１００の図示しな
いＣＰＵにより実行される）で、上述したように対話処理を行うクライアント／サーバシ
ステムのサーバ（サーバアプリケーション４）が分散オブジェクトとして実装されている
場合に、ＣＯＲＢＡ準拠のＯＲＢ製品により分散オブジェクトのサーバとして実装され、
内部にバッファコントローラ２とセッション管理メモリ３を持ちシステム空間に常駐し、
ＯＲＢ３０を介してサーバアプリケーション４と双方向に通信可能である。バッファコン
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トローラ２は、メモリ確保部２１とレコード制御部２２とレコード監視部２３の３部から
構成される。
【００９３】
２１はメモリ確保部で、セッション管理プロセス１起動時にセッション管理メモリ３を図
示しないＲＡＭ内に確保するとともに、図示しないＨＤ上のデータベース６と接続を行い
セッション管理テーブル６１のテーブルレコードにアクセスする準備を行う。
【００９４】
レコード制御部２２は、セッション状態情報を管理したいアプリケーション（サーバアプ
リケーション４）からの要求で、セッション管理メモリ内のレコードをセッションＩＤに
基づいて制御するものであり、ＯＲＢ３０によりサーバアプリケーション４に提供する下
記４つのサービス（２２ａ～２２ｄ）を持つ。
【００９５】
・レコード割当サービス２２ａ
レコード割当サービス２２ａは、対話処理毎にユニークなセッションＩＤを付与すること
と、セッション管理メモリ３内にセッションＩＤとセッション状態情報の対を格納するレ
コードを確保することと、対話処理を行っているサーバアプリケーション４へセッション
ＩＤを返すことを行う。
【００９６】
・レコード読み込みサービス２２ｂ
レコード読み込みサービス２２ｂは、対話処理を行っているサーバアプリケーション４か
らのセッションＩＤを基に、セッション管理メモリ３の当該レコードからセッション状態
情報を取得することを行う。
【００９７】
・レコード書き込みサービス２２ｃ
レコード書き込みサービス２２ｃは、対話処理を行っているサーバアプリケーション４か
らのセッションＩＤを基に、セッション状態情報を当該レコードに格納することを行う。
【００９８】
・レコード開放サービス２２ｄ
レコード開放サービス２２ｄは、対話処理を行っているサーバアプリケーション４からの
セッションＩＤを基に、管理する必要が無くなったセッション状態情報が格納されている
当該レコードを開放する。
【００９９】
レコード監視部２３は、次の３つの機能（▲１▼～▲３▼）を司る。
【０１００】
▲１▼セッション状態情報過多によりセッション管理メモリ内で管理できなくなったセッ
ション状態情報（例えば、セッション管理メモリ３中の最も昔にアクセスされたレコード
（最後にアクセスされてからの経過時間が最も長いレコード））を、レコード割当サービ
ス２２ａからの要求により、データベース６のセッション管理テーブル６１にセッション
ＩＤをキーにして書き出す。書き出されたセッション管理メモリ３の当該レコードを開放
する。
【０１０１】
▲２▼レコード読み込みサービス２２ｂもしくはレコード書き込みサービス２２ｃもしく
はレコード開放サービス２２ｄからの要求により、レコード制御部２２で必要となったデ
ータベーステーブル中のセッション状態情報（データベース６のセッション管理テーブル
６１内の要求されたレコード）を、セッション管理メモリ３内の開放されているレコード
に書き出す。書き出したセッション管理テーブル６１内の当該テーブルレコードは削除す
る。セッション管理メモリ３内に開放されているレコードが無い場合、セッション管理メ
モリ３中の最も昔にアクセスされたレコードをセッション管理テーブル６１にセッション
ＩＤをキーにして書き出し、書き出されたセッション管理メモリ３の当該レコードを開放
した後、当該レコードに対してセッション管理テーブル６１内の要求されたレコードを書

10

20

30

40

50

(12) JP 3730563 B2 2006.1.5



き出す。
【０１０２】
▲３▼セッション管理メモリ３及びセッション管理テーブル６１のレコード上のタイムス
タンプからタイムアウトしたレコードを消去する。
【０１０３】
次に、クライアント装置２００において、クライアントアプリケーション５は、ネットワ
ーク３１を介してサーバアプリケーション４のサービスを呼び出す（リクエストする）こ
とができる。なお、サーバアプリケーション４は、ＯＲＢ３０でレコード制御部２２の各
サービスを呼び出すことによりセッション管理プロセス１との連携を実現し、クライアン
トアプリケーション５からのリクエストに応じた処理を実行して、該処理結果をレスポン
スとしてクライアントアプリケーション５に返信する。
【０１０４】
なお、セッション管理プロセス１は、ＣＯＲＢＡ準拠の分散オブジェクトとして実装する
ため、レコード制御部２２の各サービス２２ａ～２２ｄに対する対話処理を行っているサ
ーバアプリケーション４からのインタフェースは、セッション管理プロセスが分散オブジ
ェクト環境で動作する限り、環境に依存しない。すなわち、稼動マシンに変更があっても
インタフェースを実装しているサーバアプリケーションに変更は無い。
【０１０５】
よって、図１では、サーバアプリケーション４、セッション管理プロセス１、データベー
ス６が、同一のサーバ装置１００上で実現される場合について説明したが、サーバアプリ
ケーション４、セッション管理プロセス１、データベース６が異なる装置（どのようなプ
ラットフォームであってもよい）上で実現されるように構成することも可能である。
【０１０６】
以上のような構成により、従来の通信トラフィックの増大に起因して発生するレスポンス
の問題、メモリ管理の問題、適用環境の問題、及びサーバ性能劣化の問題を、セッション
管理を行う常駐型プロセスの構築により解決するものであり、対話処理を行う分散オブジ
ェクトとして実装されたサーバアプリケーション４と、システム空間に常駐する分散オブ
ジェクトとして実装されたセッション管理プロセス１との連携によりセッション状態情報
の管理を実現することができる。
【０１０７】
なお、セッション状態情報としては、ショッピングカートのような、セッション中に発生
する全ての情報を対象としている。
【０１０８】
図２は、図１に示したクライアント／サーバシステムのセッション管理の流れを示す図で
あり、図１と同一のものには同一の符号を付してある。以下、図２をもとに、セッション
管理の流れを説明する。
【０１０９】
セッション管理プロセス１の起動時、バッファコントローラ２内のメモリ確保部２１は、
サーバ装置１００内の図示しないＨＤに記憶されるプロパティファイル７から、セッショ
ン状態情報を格納することができる最大レコード数と、セッション状態情報エリア長を読
み込む。
【０１１０】
次にメモリ確保部２１は、セッション管理メモリ３として（最大レコード数×セッション
状態情報エリア長）分のエリアを確保する。また、データベース６と接続を行いセッショ
ン管理テーブル６１のテーブルレコードにアクセスする準備を行う。
【０１１１】
クライアントアプリケーション５ａが、サーバアプリケーション４ａと対話を開始すると
、サーバアプリケーション４ａは、レコード割当サービス２２ａに対し、レコード割当の
依頼を行う。
【０１１２】
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レコード割当サービス２２ａは、セッション管理メモリ３の中から、現在利用されてない
レコードを見つける。図２ではレコード３ａを見つけている。レコード割当サービス２２
ａは、セッションＩＤとしてユニークなキーコードを振る。図２では「１」が振られてい
る。レコード割当サービス２２ａは、レコード３ａのセッションＩＤエリアにセッション
ＩＤの「１」を格納する。レコード割当サービス２２ａは、セッションＩＤの「１」をサ
ーバアプリケーション４ａに返す。
【０１１３】
サーバアプリケーション４ａは、図示しないデータベースアクセス等の処理（クライアン
トアプリケーション５からのリクエストに応じた処理）をした後、レコード書き込みサー
ビス２２ｃに対し、セッションＩＤの「１」とセッション状態情報を渡す。レコード書き
込みサービス２２ｃは、セッションＩＤが「１」であるレコード３ａのセッション状態情
報エリアに、セッション状態情報を格納する。
【０１１４】
サーバアプリケーション４ａは、クライアントアプリケーション５ａにセッションＩＤの
「１」と処理結果を返す。
【０１１５】
次に、クライアントアプリケーション５ａが、サーバアプリケーション４ａにセッション
ＩＤの「１」を含めたサービス要求を行うと、サーバアプリケーション４ａは、レコード
読み込みサービス２２ｂにセッションＩＤの「１」を渡す。
【０１１６】
レコード読み込みサービス２２ｂはセッションＩＤが「１」であるレコード３ａからセッ
ション状態情報を読み込み、セッション状態情報をサーバアプリケーション４ａに返す。
【０１１７】
サーバアプリケーション４ａは、クライアントアプリケーション５からのデータとセッシ
ョン状態情報を元に処理（クライアントアプリケーション５からのリクエストに応じた処
理）を行う。
【０１１８】
サーバアプリケーション４ａは、レコード書き込みサービス２２ｃに対し、セッションＩ
Ｄの「１」とセッション状態情報を渡す。
【０１１９】
レコード書き込みサービス２２ｃは、セッションＩＤが「１」であるレコード３ａのセッ
ション状態情報エリアに、セッション状態情報を格納する。
【０１２０】
サーバアプリケーション４ａは、クライアントアプリケーション５ａにセッションＩＤの
「１」と処理結果を返す。
【０１２１】
次に、クライアントアプリケーション５ａが、サーバアプリケーション４ｂにＩＤの「１
」を含めたサービス要求を行うと、サーバアプリケーション４ｂは、レコード読み込みサ
ービス２２ｂにセッションＩＤの「１」を渡す。
【０１２２】
レコード読み込みサービス２２ｂは、セッションＩＤが「１」であるレコード３ａからセ
ッション状態情報を読み込み、セッション状態情報をサーバアプリケーション４ｂに返す
。
【０１２３】
サーバアプリケーション４ｂは、クライアントアプリケーション５ａからのデータとセッ
ション状態情報を元に処理（クライアントアプリケーション５ａからのリクエストに応じ
た処理）を行う。
【０１２４】
サーバアプリケーション４ｂは、レコード書き込みサービス２２ｃに対し、セッションＩ
Ｄの「１」とセッション状態情報を渡す。
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【０１２５】
レコード書き込みサービス２２ｃは、セッションＩＤが「１」であるレコード３ａのセッ
ション状態情報エリアに、セッション状態情報を格納する。
【０１２６】
サーバアプリケーション４ｂは、クライアントアプリケーション５ａにセッションＩＤの
「１」を含めた応答を返す。
【０１２７】
クライアントアプリケーション５ａは、サーバアプリケーション４ｂにセッションＩＤの
「１」を含めた対話処理の終了要求を行う。
【０１２８】
サーバアプリケーション４ｂは、レコード読み込みサービス２２ｂにセッションＩＤの「
１」を渡す。
【０１２９】
レコード読み込みサービス２２ｂはセッションＩＤが「１」であるレコード３ａからセッ
ション状態情報を読み込み、セッション状態情報をサーバアプリケーション４ｂに返す。
【０１３０】
サーバアプリケーション４ｂは、クライアントアプリケーション５ａからのデータとセッ
ション状態情報を元に終了処理を行う。
【０１３１】
サーバアプリケーション４ｂは、レコード開放サービス２２ｄにセッションＩＤの「１」
を渡す。
【０１３２】
レコード開放サービス２２ｄは、セッションＩＤが「１」であるレコード３ａを開放する
。
【０１３３】
サーバアプリケーション４ｂは、クライアントアプリケーション５ａに最終応答を返す。
【０１３４】
図２の点線は、クライアントアプリケーション５ｂが、サーバアプリケーション４ｃ及び
サーバアプリケーション４ｄのサービスを呼び出し、サーバアプリケーション４ｃ及びサ
ーバアプリケーション４ｄがセッション管理プロセス１と連携して、レコード３ｂに対し
てセッション状態情報の書き込みや読み込みを行っていることを表わしている。
【０１３５】
レコード割当サービス２２ａは、全てのレコードが割当されていて新規に割当することが
できない場合、レコード監視部２３に、レコードを開放するよう要求する。
【０１３６】
レコード監視部２３は、最も昔にアクセスされたレコードの内容をデータベース６のセッ
ション管理テーブル６１にセッションＩＤをキーにして待避させる。そして、当該レコー
ドを開放する。開放した結果をレコード割当サービス２２ａに返す。
【０１３７】
レコード割当サービス２２ａは、処理を続行する。
【０１３８】
レコード読み込みサービス２２ｂ、レコード書き込みサービス２２ｃ、レコード開放サー
ビス２２ｄのそれぞれがセッション管理メモリ３にアクセスして、セッションＩＤに対応
するレコードを見つけることができない場合、レコード監視部２３に、セッションＩＤが
一致する当該レコードがないかセッション管理テーブル６１を検索するよう要求する。
【０１３９】
レコード監視部２３は、セッション管理テーブル６１を、セッションＩＤをキーにして検
索する。当該レコードが存在した場合、セッション管理メモリ３の空きレコードに当該レ
コードを戻す。空きが無い場合は、前述の開放処理を行う。
【０１４０】
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レコード監視部２３は、当該レコードがセッション管理メモリ３に戻ったことを要求元に
応答する。
【０１４１】
レコード読み込みサービス２２ｂ、レコード書き込みサービス２２ｃ、レコード開放サー
ビス２２ｄのそれぞれは処理を続行する。
【０１４２】
レコード監視部２３は、セッション管理メモリ３及びセッション管理テーブル６１のレコ
ード上のタイムスタンプを常時監視し、タイムアウトしたレコードを削除する。
【０１４３】
以上が、セッション管理の流れである。
【０１４４】
以下、図３～図１０のフローチャートを参照して、図１に示したクライアント／サーバシ
ステムのセッション管理手順について説明する。
【０１４５】
図３は、本発明の実施形態における第１の制御処理手順の一例を示すフローチャートであ
り、図１に示したクライアントアプリケーション５における処理に対応する。なお、この
フローチャートの処理は、図１に示したクライアント装置２００の図示しないＣＰＵによ
り記録媒体に格納されたプログラムに基づいて実行されるものとする。また、Ｓ１０１～
Ｓ１０８は各ステップを示す。
【０１４６】
まず、ステップＳ１０１において、クライアントアプリケーション５は、サーバアプリケ
ーション４に対話開始要求（開始リクエスト）を送信し、ステップＳ１０２において、サ
ーバアプリケーション４からレスポンスとしてセッションＩＤと処理結果を受信すると、
ステップＳ１０３において、受信した処理結果を表示する。
【０１４７】
次に、ステップＳ１０４において、対話を終了するか否かを判定し、まだ対話を終了しな
い場合は、ステップＳ１０５において、クライアントアプリケーション５は、サーバアプ
リケーション４にセッションＩＤを含めたサービス要求（リクエスト）を行い、ステップ
Ｓ１０２に戻る。
【０１４８】
一方、ステップＳ１０４で、対話を終了する場合は、ステップＳ１０６において、クライ
アントアプリケーション５は、サーバアプリケーション４にセッションＩＤを含めた対話
処理の終了要求（終了リクエスト）を行う。
【０１４９】
次に、ステップＳ１０７において、サーバアプリケーション４からの最終応答を受信し、
ステップＳ１０８において、最終処理結果を表示し、処理を終了する。
【０１５０】
なお、図３のステップＳ１０１，Ｓ１０５，Ｓ１０６でサーバアプリケーションに対して
行なっているリクエストは、それぞれ異なるサーバアプリケーションに対するものであっ
てもよい（例えば、図２に示したサーバアプリケーション４ａ～４ｂ）。但し、リクエス
トとそのレスポンスは一組となっており、同一のクライアントアプリケーションとサーバ
アプリケーションとの間で行なわれるものとする。
【０１５１】
図４～図６は、本発明の実施形態における第２の制御処理手順の一例を示すフローチャー
トであり、図１に示したサーバアプリケーション４における処理に対応する。なお、この
フローチャートの処理は、図１に示したサーバ装置１００の図示しないＣＰＵにより記録
媒体に格納されたプログラムに基づいて実行されるものとする。また、Ｓ２０１～Ｓ２１
８は各ステップを示す。
【０１５２】
まず、ステップＳ２０１において、クライアントアプリケーション５からのリクエストを
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受け、ステップＳ２０２において、該リクエストが対話開始要求であるか否かを判定し、
対話開始要求であると判定された場合は、ステップＳ２０３において、セッション管理プ
ロセス１のレコード割当サービス２２ａにレコード割当の依頼を行い、ステップＳ２０４
において、セッション管理プロセスのレコード割当サービス２２ａからセッションＩＤを
取得する。
【０１５３】
次に、ステップＳ２０５において、クライアントアプリケーション５から対話開始要求時
にリクエストされた処理を実行し、ステップＳ２０６において、セッション管理プロセス
１のレコード書き込みサービス２２ｃにセッションＩＤとセッション状態情報を送信して
セッション状態情報の書き込みを依頼する。
【０１５４】
次に、ステップＳ２０７において、クライアントアプリケーション５に、セッションＩＤ
と処理結果を送信し、ステップＳ２０１に戻る。
【０１５５】
また、ステップＳ２０２で、クライアントアプリケーション５からのリクエストが対話開
始要求でないと判定された場合は、ステップＳ２０８において、クライアントアプリケー
ション５からのリクエストが対話終了要求であるか否かを判定し、対話終了要求でないと
判定された場合は、ステップＳ２０９において、セッション管理プロセス１のレコード読
み込みサービス２２ｂにセッションＩＤを送信してセッション状態の読み込みを依頼する
。
【０１５６】
ステップＳ２１０において、セッション管理プロセス１のレコード読み込みサービス２２
ｂからセッション状態情報を取得すると、ステップＳ２１１において、クラアントアプリ
ケーション５からリクエストされた処理を実行し、ステップＳ２１２において、サーバア
プリケーション４は、セッション管理プロセス１のレコード書き込みサービス２２ｃに、
セッションＩＤとセッション状態情報を送信してセッション状態の書き込み依頼を行う。
【０１５７】
次に、ステップＳ２１３において、クライアントアプリケーション５に、セッションＩＤ
と処理結果を送信し、ステップＳ２０１に戻る。
【０１５８】
一方、ステップＳ２０８で、クライアントアプリケーション５からのリクエストが対話終
了要求であると判定された場合は、ステップＳ２１４において、セッション管理プロセス
１のレコード読み込みサービス２２ｂにセッションＩＤを送信してレコード（セッション
状態）の読み込みを依頼する。
【０１５９】
ステップＳ２１５において、セッション管理プロセス１のレコード読み込みサービス２２
ｂからセッション状態情報を取得すると、ステップＳ２１６において、終了処理を実行す
る。
【０１６０】
次に、ステップＳ２１７において、セッション管理プロセス１のレコード開放サービス２
２ｄにレコード開放を依頼し、ステップＳ２１８において、クライアントアプリケーショ
ン５に、最終応答を送信し、ステップＳ２０１に戻る。
【０１６１】
なお、図４～図６に示したサーバアプリケーションのプロセスは、従来の技術の欄に示し
たタイプＩのように、予めシステム空間に常駐してクライアントからのサービス要求を待
つものであっても、従来の技術の欄に示したタイプＩＩ，ＩＩＩのように、クライアント
からのサービス要求時に生成されるものであってもよく、また、クライアントアプリケー
ションからの開始要求に対する処理であるステップＳ２０３～Ｓ２０７と、開始／終了要
求以外の要求に対する処理であるステップＳ２０９～Ｓ２１３と、終了要求に対する処理
であるステップＳ２１４～Ｓ２１８とは、同一のサーバアプリケーション（プロセス）で
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行なってもよいし、図２に示したサーバアプリケーション４ａ～４ｂのように、それぞれ
異なるサーバアプリケーション（プロセス）で行なってもよい。
【０１６２】
以下、図７～図１０を参照してセッション管理プロセス１の各サービスについて説明する
。なお、セッション管理プロセス１は、予め起動時にセッションバッファコントローラ２
内のメモリ確保部２１により、サーバ装置１００内の図示しないＨＤに記憶されるプロパ
ティファイル７から、セッション状態情報を格納することができる最大レコード数と、セ
ッション状態情報エリア長を読み込み、セッション管理メモリ３として（最大レコード数
×セッション状態情報エリア長）分のエリアを確保し、さらに、データベース６と接続を
行いセッション管理テーブル６１のテーブルレコードにアクセスする準備を行っているも
のとする。
【０１６３】
図７は、本発明の実施形態における第３の制御処理手順の一例を示すフローチャートであ
り、図１に示したセッション管理プロセス１のレコード割当サービス２２ａの処理に対応
する。なお、このフローチャートの処理は、図１に示したサーバ装置１００の図示しない
ＣＰＵにより記録媒体に格納されたプログラムに基づいて実行されるものとする。また、
Ｓ３０１～Ｓ３０４は各ステップを示す。
【０１６４】
サーバアプリケーション４からのレコード割当依頼を受信すると、ステップＳ３０１にお
いて、レコード割当サービス２２ａは、セッション管理メモリ３に現在使用していないレ
コードがあるか否かを判定し、現在使用していないレコードがあると判定された場合は、
ステップＳ３０３に進む。一方、現在使用していないレコードがないと判定された場合は
、ステップＳ３０２において、レコード監視部２３により、最も昔にアクセスされたレコ
ードをデータベース６に待避させる。
【０１６５】
次に、ステップＳ３０３において、レコード割当サービス２２ａは、セッションＩＤとし
てユニークなレコードを割り振り、セッション管理メモリ３に格納し、ステップＳ３０４
において、レコード割当サービス２２ａは、サーバアプリケーション４にセッションＩＤ
を送信し、処理を終了する。
【０１６６】
図８は、本発明の実施形態における第４の制御処理手順の一例を示すフローチャートであ
り、図１に示したセッション管理プロセス１のレコード読み込みサービス２２ｂの処理に
対応する。なお、このフローチャートの処理は、図１に示したサーバ装置１００の図示し
ないＣＰＵにより記録媒体に格納されたプログラムに基づいて実行されるものとする。ま
た、Ｓ４０１～Ｓ４０８は各ステップを示す。
【０１６７】
サーバアプリケーション４からのレコード読み込み依頼を受信すると、ステップＳ４０１
において、レコード読み込みサービス２２ｂは、セッションＩＤに対応するレコードがセ
ッション管理メモリ３にあるか否かを判定し、有ると判定された場合は、ステップＳ４０
６に進む。一方、無いと判定された場合は、ステップＳ４０２において、レコード監視部
２３により、セッションＩＤに対応するレコードがデータベース６にあるか否かを判定し
、無いと判定された場合は、ステップＳ４０８において、サーバアプリケーション４にエ
ラー情報を送信し、処理を終了する。
【０１６８】
一方、ステップＳ４０２で、セッションＩＤに対応するレコードがデータベース６に有る
と判定された場合は、ステップＳ４０３において、レコード監視部２３により、セッショ
ン管理メモリ３に現在使用していないレコードがあるか否かを判定し、あると判定された
場合は、ステップＳ４０５に進む。一方、現在使用していないレコードがないと判定され
た場合は、ステップＳ４０４において、レコード監視部２３により、最も昔にアクセスさ
れたレコードをデータベース６に待避させる。
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【０１６９】
次に、ステップＳ４０５において、レコード監視部２３により、データベース６からセッ
ション管理メモリ３にレコードを戻す。
【０１７０】
次に、ステップＳ４０６において、レコード読み込みサービス２２ｂは、セッションＩＤ
に対応するレコードのセッション状態情報を読み込み、ステップＳ４０７において、レコ
ード読み込みサービス２２ｂは、サーバアプリケーション４にセッション状態情報を送信
し、処理を終了する。
【０１７１】
図９は、本発明の実施形態における第５の制御処理手順の一例を示すフローチャートであ
り、図１に示したセッション管理プロセス１のレコード書き込みサービス２２ｃの処理に
対応する。なお、このフローチャートの処理は、図１に示したサーバ装置１００の図示し
ないＣＰＵにより記録媒体に格納されたプログラムに基づいて実行されるものとする。ま
た、Ｓ５０１～Ｓ５０７は各ステップを示す。
【０１７２】
サーバアプリケーション４からレコード書き込み依頼を受信すると、ステップＳ５０１に
おいて、レコード書き込みサービス２２ｃは、セッションＩＤに対応するレコードがセッ
ション管理メモリ３にあるか否かを判定し、有ると判定された場合は、ステップＳ５０６
に進む。一方、無いと判定された場合は、ステップＳ５０２において、レコード監視部２
３により、セッションＩＤに対応するレコードがデータベース６にあるか否かを判定し、
無いと判定された場合は、ステップＳ５０７において、レコード書き込みサービス２２ｃ
は、サーバアプリケーション４にエラー情報を送信し、処理を終了する。
【０１７３】
一方、ステップＳ５０２で、セッションＩＤに対応するレコードがデータベース６に有る
と判定された場合は、ステップＳ５０３において、レコード書き込みサービス２２ｃは、
セッション管理メモリ３に現在使用していないレコードがあるか否かを判定し、あると判
定された場合は、ステップＳ５０５に進む。一方、現在使用していないレコードがないと
判定された場合は、ステップＳ５０４において、レコード監視部２３により、最も昔にア
クセスされたレコードをデータベース６に待避させる。
【０１７４】
次に、ステップＳ５０５において、レコード監視部２３により、データベース６からセッ
ション管理メモリ３にレコードを戻す。
【０１７５】
次に、ステップＳ５０６において、レコード書き込みサービス２２ｃは、セッションＩＤ
に対応するレコードにセッション状態情報を書き込み、処理を終了する。
【０１７６】
図１０は、本発明の実施形態における第６の制御処理手順の一例を示すフローチャートで
あり、図１に示したセッション管理プロセス１のレコード開放サービス２２ｄの処理に対
応する。なお、このフローチャートの処理は、図１に示したサーバ装置１００の図示しな
いＣＰＵにより記録媒体に格納されたプログラムに基づいて実行されるものとする。また
、Ｓ６０１～Ｓ６０５は各ステップを示す。
【０１７７】
サーバアプリケーション４からレコード開放依頼を受信すると、ステップＳ６０１におい
て、レコード開放サービス２２ｄは、セッションＩＤに対応するレコードがセッション管
理メモリ３にあるか否かを判定し、あると判定された場合は、ステップＳ６０２において
、レコード開放サービス２２ｄは、セッションＩＤに対応するレコードをセッション管理
メモリ３から開放し、処理を終了する。
【０１７８】
一方、ステップＳ６０１で、セッションＩＤに対応するレコードがセッション管理メモリ
３にないと判定された場合は、ステップＳ６０３において、レコード監視部２３により、
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セッションＩＤに対応するレコードがデータベース６にあるか否かを判定し、無いと判定
された場合は、ステップＳ６０５において、レコード開放サービス２２ｄは、サーバアプ
リケーション４にエラー情報を送信し、処理を終了する。
【０１７９】
一方、ステップＳ６０３で、セッションＩＤに対応するレコードがデータベース６に有る
と判定された場合は、ステップＳ６０４において、レコード監視部２３により、セッショ
ンＩＤに対応するレコードをデータベース６から削除する。
【０１８０】
以下、セッション管理プロセス１とＣＯＲＢＡとの関連について説明する。
【０１８１】
ＣＯＲＢＡには、インタフェース定義言語ＩＤＬ（Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｄｅｆｉｎｉｔ
ｉｏｎ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）が規定されている。ＩＤＬには、サーバで使用可能なオぺレ
ーションを記述する。ここでオペレーションとは、メソッドとメソッドの属性とメソッド
のパラメータのことであり、図２においては、レコード割当サービス２２ａ、レコード読
み込みサービス２２ｂ、レコード書き込みサービス２２ｃ、レコード開放サービス２２ｄ
の各サービスがオペレーションになる。
【０１８２】
ＩＤＬをＣＯＲＢＡ準拠のＩＤＬコンパイラでコンパイルすると、クライアント用にスタ
ブとサーバ用にスケルトンクラス（以下、スケルトンという）が生成される。
【０１８３】
スタブは、ＯＲＢを介して、クライアントがサーバのオペレーションを呼び出すために使
用される。スケルトンは、サーバのオペレーションの属性やパラメータが記述されている
。これをクラス継承して、オペレーションを実装する。
【０１８４】
図１１は、ＩＤＬ定義からスタブとスケルトンを生成する構成について示す図である。
【０１８５】
図に示すように、セッション管理プロセス１内のレコード制御部２２の図２に示した４つ
のオペレーション（サービス）は、各オペレーションのインタフェースが定義してあるＩ
ＤＬ定義２０ａからＩＤＬコンパイラ２０ｂによってコンパイルされることにより、レコ
ード制御部内各サービススタブ２０ｃとレコード制御部内各サービススケルトン２０ｄが
生成される。
【０１８６】
図１２は、図１１に示したＩＤＬコンパイルによって生成されたレコード制御部内各サー
ビススタブ２０ｃとレコード制御部内各サービススケルトン２０ｄの使用方法を示す図で
ある。
【０１８７】
図において、１１ａはレコード制御部内各サービスアクセスＡＰＩで、サーバアプリケー
ション４に対してレコード制御部の各サービスを呼び出す手段を提供するものであり、Ｉ
ＤＬコンパイルによって生成されたレコード制御部内各サービススタブ２０ｃを包含する
。
【０１８８】
１１ｂはレコード制御部内各サービスで、ＩＤＬコンパイルによって生成されたレコード
制御部内各サービススケルトン２０ｄを継承しており、レコード制御部内の各サービスが
実装されている。
【０１８９】
図に示すように、サーバアプリケーション４は、レコード制御部内各サービスアクセスＡ
ＰＩ１１ａを呼び出すと、ＯＲＢ３０経由で、レコード制御部内各サービス１１ｂを呼び
出すことができる。
【０１９０】
以上説明したように、本実施形態では、分散オブジェクト環境において対話処理を行うク
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ライアントアプリケーション５とサーバアプリケーション４間のセッション管理を、サー
バに常駐する分散オブジェクトとして実装したセッション管理プロセス１と連携して行い
、セッション管理プロセス１内のバッファコントローラ２は、セッション管理メモリ３と
データベース６内のセッション管理テーブル６１の組み合わせでセッション状態情報を管
理し、さらに、バッファコントローラ２は、内部にメモリの確保を行うメモリ確保部２１
と、セッション状態情報が格納されるセッション管理メモリ３内のレコードを管理するレ
コード制御部２２とセッション管理メモリ３とセッション管理テーブル６１間でレコード
の入出力を行うレコード監視部２３を持ち、さらに、レコード制御部２２は分散オブジェ
クトのサービスを内部に持ち、この分散オブジェクトのサービスとして、セッション管理
メモリ３内のレコードを割り当てるレコード割当サービス２２ａと、セッション管理メモ
リ３から当該レコードを読み込むレコード読み込みサービス２２ｂと、セッション管理メ
モリ３に当該レコードを書き込むレコード書き込みサービス２２ｃと、セッション管理メ
モリ３内の当該レコードを開放するレコード開放サービス２２ｄがあり、各サービスは分
散オブジェクト環境において、サーバアプリケーション４からサービス要求されるように
構成したことにより、ＷＷＷ環境に限定されない分散オブジェクト環境におけるクライア
ント／サーバシステムにおいて、クライアント／サーバ間の通信がステートレス，ステー
トフルのいずれであっても、対話中のセッションを、クライアント／サーバシステムの性
能を劣化させずに管理することができる。
【０１９１】
以上より、本発明は、セッション状態情報の管理をサーバ常駐プロセスのメモリ（図に示
したプロセス管理メモリ３）で行うため高速に管理することができる。
【０１９２】
また、予測した管理すべき状態情報の量が超過した場合においても、超過分は外部記憶装
置で管理されるためデータロストの発生を防止して安全に管理を行うことができる。
【０１９３】
さらに、以下の２つの効果を奏する。
【０１９４】
１つめは、対話処理サーバプロセス稼動マシン（サーバアプリケーション４が稼動するサ
ーバ装置）と状態情報管理プロセスマシン（セッション管理プロセス１が稼動するセッシ
ョン管理装置）とを別け、かつ状態情報管理プロセスマシンはこれのみの性能を考慮した
マシンにすれば、対話処理サーバプロセス稼動マシンの性能を劣化させずに、高速な状態
情報の管理ができる。さらに、状態情報管理プロセスマシンとして、安価なメモリ等の費
用対効果が上がるものを選択し、それが結果的に対話処理サーバプロセス稼動マシンと異
機種（異ＯＳ）になっても、ＣＯＲＢＡにより、その連携は容易に構築することができる
。
【０１９５】
２つめは、状態情報管理プロセスマシンの種類に関わらず、状態情報管理プロセスマシン
にアクセスする対話処理サーバプロセスの方法は唯一つである。すなわち、状態情報管理
プロセスが稼動するマシンに変更があったとしても、対話処理サーバプロセスは全く変更
する必要がなくフレキシブルなセッション管理環境を提供することができる。
【０１９６】
以下、図１３に示すメモリマップを参照して本発明に係るセッション管理装置を適用可能
なシステムで読み出し可能なデータ処理プログラムの構成について説明する。
【０１９７】
図１３は、本発明に係るセッション管理装置を適用可能なシステムで読み出し可能な各種
データ処理プログラムを格納する記録媒体のメモリマップを説明する図である。
【０１９８】
なお、特に図示しないが、記録媒体に記録されるプログラム群を管理する情報、例えばバ
ージョン情報，作成者等も記録され、かつ、プログラム読み出し側のＯＳ等に依存する情
報、例えばプログラムを識別表示するアイコン等も記録される場合もある。
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【０１９９】
さらに、各種プログラムに従属するデータも上記ディレクトリに管理されている。また、
インストールするプログラムやデータが圧縮されている場合に、解凍するプログラム等も
記録される場合もある。
【０２００】
本実施形態における図４～図６，図７，図８，図９，図１０に示す機能が外部からインス
トールされるプログラムによって、ホストコンピュータにより遂行されていてもよい。そ
して、その場合、ＣＤ－ＲＯＭやフラッシュメモリやＦＤ等の記録媒体により、あるいは
ネットワークを介して外部の記録媒体から、プログラムを含む情報群を出力装置に供給さ
れる場合でも本発明は適用されるものである。
【０２０１】
以上のように、前述した実施形態の機能を実現するソフトウエアのプログラムコードを記
録した記録媒体を、システムあるいは装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコンピ
ュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記録媒体に格納されたプログラムコードを読出し実行
することによっても、本発明の目的が達成されることは言うまでもない。
【０２０２】
この場合、記録媒体から読み出されたプログラムコード自体が本発明の新規な機能を実現
することになり、そのプログラムコードを記録した記録媒体は本発明を構成することにな
る。
【０２０３】
プログラムコードを供給するための記録媒体としては、例えば、フロッピー（登録商標）
ディスク，ハードディスク，光ディスク，光磁気ディスク，ＣＤ－ＲＯＭ，ＣＤ－Ｒ，Ｄ
ＶＤ－ＲＯＭ，磁気テープ，不揮発性のメモリカード，ＲＯＭ，ＥＥＰＲＯＭ，シリコン
ディスク等を用いることができる。
【０２０４】
また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実施
形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュー
タ上で稼働しているＯＳ（オペレーティングシステム）等が実際の処理の一部または全部
を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言
うまでもない。
【０２０５】
さらに、記録媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能
拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた
後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備
わるＣＰＵ等が実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態
の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【０２０６】
また、本発明は、複数の機器から構成されるシステムに適用しても、１つの機器からなる
装置に適用してもよい。また、本発明は、システムあるいは装置にプログラムを供給する
ことによって達成される場合にも適応できることは言うまでもない。この場合、本発明を
達成するためのソフトウエアによって表されるプログラムを格納した記録媒体を該システ
ムあるいは装置に読み出すことによって、そのシステムあるいは装置が、本発明の効果を
享受することが可能となる。
【０２０７】
さらに、本発明を達成するためのソフトウエアによって表されるプログラムをネットワー
ク上のデータベースから通信プログラムによりダウンロードして読み出すことによって、
そのシステムあるいは装置が、本発明の効果を享受することが可能となる。
【０２０８】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発 よれば、
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ので、分散オブジェクト環境におけるクライアント／サーバシステムにおけ
る対話中のセッションをクライアント／サーバシステムの性能を劣化させることなしに高
速かつ安全に管理することができる。
【０２０９】
また、分散オブジェクト環境で稼動するクライアント／サーバシステムのセッション管理
をプラットフォームに依存することなくフレキシブルに行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態を示す分散オブジェクト環境で稼動するクライアント／サー
バ間のセッション管理装置を適用可能なクライアント／サーバシステムの全体を示すブロ
ック図である。
【図２】図１に示したクライアント／サーバシステムのセッション管理の流れを示す図で
ある。
【図３】本発明の実施形態における第１の制御処理手順の一例を示すフローチャートであ
る。
【図４】本発明の実施形態における第２の制御処理手順の一例を示すフローチャートであ
る。
【図５】本発明の実施形態における第２の制御処理手順の一例を示すフローチャートであ
る。
【図６】本発明の実施形態における第２の制御処理手順の一例を示すフローチャートであ
る。
【図７】本発明の実施形態における第３の制御処理手順の一例を示すフローチャートであ

10

20

30

40

50

(23) JP 3730563 B2 2006.1.5

リケーションと連携して、分散オブジェクト環境において対話処理を行うクライアントア
プリケーションと前記サーバアプリケーションとの間のセッション管理を行う分散オブジ
ェクトとして実装されるセッション管理プロセスが、該プロセス内にセッション状態情報
を格納するセッション管理メモリと、セッション管理を必要とする前記サーバアプリケー
ションから要求される、前記セッション管理メモリ内にセッション状態情報を格納するレ
コードを確保するレコード割当サービスと、前記セッション管理メモリの当該レコードか
らセッション状態情報を取得して前記サーバアプリケーションに送信するレコード読み込
みサービスと、前記セッション状態情報を当該レコードに格納するレコード書き込みサー
ビスと、管理する必要が無くなったセッション状態情報が格納されている当該レコードを
開放するレコード開放サービスとを備えるレコード制御部と、セッション状態情報数過多
により前記セッション管理メモリ内で管理できなくなったセッション状態情報を、前記レ
コード制御部からの要求により、最も昔にアクセスされたレコードからデータベースへ退
避させ、前記レコード制御部で必要となったデータベース中のセッション状態情報を、前
記レコード制御部からの要求によりデータベースから前記セッション管理メモリへ戻すこ
とを行うレコード監視部とを備え、前記管理する必要が無くなったセッション状態情報と
は、前記クライアントアプリケーションから前記サーバアプリケーションに対話終了要求
が送られた場合に前記サーバアプリケーションからされる読み取り要求に対して前記レコ
ード読み取りサービスが前記サーバアプリケーションに送信したセッション状態情報であ
って、前記サーバアプリケーションから前記レコード開放サービスに対して開放要求があ
ったセッション状態情報をいい、前記レコード開放サービスにより管理する必要が無くな
ったセッション状態情報が格納されている当該レコードが開放された場合には、前記セッ
ション管理メモリに前記レコード割り当てサービスによるレコードの割り当て、前記レコ
ード読み込みサービス又は前記レコード書き込みサービスによる前記データベースに退避
されているレコードの復帰が行われるまで前記開放したレコードを開放した状態とし、前
記レコード割り当てサービスによるレコードの割り当て、前記レコード読み込みサービス
又は前記レコード書き込みサービスによる前記データベースに退避されているレコードの
復帰を行う場合に、前記開放したレコードを含む前記セッション管理メモリ内の開放され
ているレコードを使用して前記割り当てサービスによるレコードの割り当て、前記読み込
みサービス又は前記書き込みサービスによる前記データベースに退避されているレコード
の復帰を行う



る。
【図８】本発明の実施形態における第４の制御処理手順の一例を示すフローチャートであ
る。
【図９】本発明の実施形態における第５の制御処理手順の一例を示すフローチャートであ
る。
【図１０】本発明の実施形態における第６の制御処理手順の一例を示すフローチャートで
ある。
【図１１】ＩＤＬ定義からスタブとスケルトンを生成する構成について示す図である。
【図１２】図１１に示したＩＤＬコンパイルによって生成されたレコード制御部内各サー
ビススタブとレコード制御部内各サービススケルトンの使用方法を示す図である。
【図１３】本発明に係るセッション管理装置を適用可能なシステムで読み出し可能な各種
データ処理プログラムを格納する記録媒体のメモリマップを説明する図である。
【図１４】クライアント／サーバ間の通信における両者のセッション状態を説明する図で
ある。
【図１５】クライアントとサーバの双方をＣＯＲＢＡオブジェクトとして実装したクライ
アント／サーバシステムを示すブロック図である。
【図１６】ＷＷＷ（Ｗｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂ）の環境で、クライアントとサーバの
双方をＣＯＲＢＡオブジェクトとして実装したクライアント／サーバシステムを示すブロ
ック図である。
【図１７】図１６のファイアウォール構築上の問題を踏まえた形態のクライアント／サー
バシステムの一例を示すブロック図である。
【符号の説明】
１　セッション管理プロセス
２　バッファコントローラ
３　セッション管理メモリ
４　サーバアプリケーション
５　クライアントアプリケーション
６　データベース
７　プロパティファイル
２１　メモリ確保部
２２　レコード制御部
２２ａ　レコード割当サービス
２２ｂ　レコード読み込みサービス
２２ｃ　レコード書き込みサービス
２２ｄ　レコード開放サービス
２３　レコード監視部
３０　ＯＲＢ
３１　ネットワーク
６１　セッション管理テーブル
１００　サーバ装置
２００　クライアント装置
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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