
JP 2009-266202 A 2009.11.12

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】１つのネットワークインタフェースに対して複
数の通信アドレスが割り当てられた場合に、ネットワー
クリソースを効率的に利用し、或いは低減できるように
する。
【解決手段】クライアントアプリケーションから要求さ
れた宛先アドレスと異なるアドレスで、且つサーバ識別
子（サーバ識別情報）で識別されるサーバが同一の既存
セッションを確認した場合には（Ｓ７０３）、同一サー
バ識別子の既存セッションをデータ通信用のセッション
として選択し（Ｓ７０７）、選択されたセッションでデ
ータ転送する（Ｓ７０８）。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クライアント端末のクライアントアプリケーションと複数のアドレスを有するサーバの
サーバアプリケーションとの間のセッションを管理するセッション管理システムにおいて
、
　前記クライアント端末は、
　セッションを確立するために前記サーバのサーバ識別情報を取得する取得手段と、
　セッション情報及び前記サーバ識別情報を含むセッション管理情報を記憶する記憶手段
と、
　前記クライアントアプリケーションが接続要求時に指定した宛先アドレスと異なるアド
レスに係る既存セッションであって、前記サーバ識別情報で識別されるサーバが一致する
既存セッションが前記記憶手段に記憶されているか否かを判別する判別手段と、
　前記判別手段により前記既存セッションが記憶されていると判別された場合に、当該既
存セッションをデータ通信用のセッションとして選択する選択手段と、
　を有することを特徴とするセッション管理システム。
【請求項２】
　前記記憶手段に記憶される前記セッション管理情報には、前記サーバ識別情報の他に、
前記クライアントアプリケーションが接続要求時に指定した宛先アドレス、通信を行う際
に利用する通信アドレス情報が含まれていることを特徴とする請求項１に記載のセッショ
ン管理システム。
【請求項３】
　前記通信アドレス情報には、通信プロトコル、アドレス、ポート番号、エンドポイント
又はチャネル情報が含まれていることを特徴とする請求項２に記載のセッション管理シス
テム。
【請求項４】
　前記記憶手段は、前記指定した宛先アドレス毎に接続要求数及び切断要求数を記憶する
カウンタの値を記憶すると共に、当該カウンタの値に基づいてセッションを切断する切断
管理手段を有することを特徴とする請求項１～３の何れかに記載のセッション管理システ
ム。
【請求項５】
　前記切断管理手段は、前記アプリケーションから要求された宛先アドレスと異なるアド
レスで確立された既存セッションで通信を行っている際に、当該既存セッションに対する
切断指示が他のアプリケーションからなされた場合に、当該既存セッションを切断するこ
となく、当該切断指示とは異なるアドレスの同一の前記サーバ識別情報に係るセッション
を切断するように前記カウンタを更新する更新手段を有することを特徴とする請求項４に
記載のセッション管理システム。
【請求項６】
　前記選択手段は、通信エラーが発生した通信アドレスと同一の前記サーバ識別情報を含
む他のアドレスに基づいてセッションを確立し、当該セッションを新たなデータ通信用の
セッションとして選択することを特徴とする請求項１～５の何れかに記載のセッション管
理システム。
【請求項７】
　前記取得手段は、前記サーバから前記サーバ識別情報を取得することを特徴とする請求
項１～６の何れかに記載のセッション管理システム。
【請求項８】
　前記取得手段は、アドレス問題解決サービスを利用して前記サーバ識別情報を取得する
ことを特徴とする請求項１～６の何れかに記載のセッション管理システム。
【請求項９】
　前記選択手段は、通信エラーが発生した通信アドレスと同一の前記サーバ識別情報を含
む他のアドレスに基づいてセッションを確立し、当該セッションを新たなデータ通信用の
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セッションとして選択することを特徴とする請求項８に記載のセッション管理システム。
【請求項１０】
　前記選択手段は、前記他のアドレスが複数存在する場合は、前記クライアントアプリケ
ーションが接続要求時に指定した宛先アドレスに係るセッションを、新たなデータ通信用
のセッションとして優先的に選択することを特徴とする請求項９に記載のセッション管理
システム。
【請求項１１】
　前記記憶手段は、前記選択手段により選択されたセッションに係る宛先アドレス毎に、
当該宛先アドレスに対する接続要求時にはカウントアップし、切断要求時にはカウントダ
ウンするカウンタを記憶すると共に、当該カウンタの値に基づいて当該セッションを切断
する切断管理手段を有することを特徴とする請求項１～３，６～１０の何れかに記載のセ
ッション管理システム。
【請求項１２】
　前記判別手段は、前記クライアントアプリケーションが接続要求時に指定した宛先アド
レスにおける前記サーバ識別情報が異なっていても、同一のサーバに係るサーバ識別情報
であれば同一のサーバ識別情報として取り扱うことにより、前記サーバが一致する既存セ
ッションを認定することを特徴とする請求項１～１１の何れかに記載のセッション管理シ
ステム。
【請求項１３】
　前記選択手段は、前記判別手段により既存セッションが記憶されていると判別された場
合であっても、前記クライアントアプリケーションが接続要求時に指定した宛先アドレス
に係るセッションの方が当該既存セッションよりも通信効率が良いときには、当該指定し
た宛先アドレスに係るセッションをデータ通信用のセッションとして選択することを特徴
とする請求項１～１２の何れかに記載のセッション管理システム。
【請求項１４】
　前記選択手段は、前記通信効率の良好性を通信帯域、経由するルータ数、通信可能なデ
ータグラムを含む複数の通信条件に基づいて判断することを特徴とする請求項１３に記載
のセッション管理システム。
【請求項１５】
　クライアント端末のクライアントアプリケーションと複数のアドレスを有するサーバの
サーバアプリケーションとの間のセッションを管理するセッション管理システムの制御方
法において、
　前記クライアント端末は、
　セッションを確立するために前記サーバのサーバ識別情報を取得する取得工程と、
　セッション情報及び前記サーバ識別情報を含むセッション管理情報を記憶する記憶工程
と、
　前記クライアントアプリケーションが接続要求時に指定した宛先アドレスと異なるアド
レスに係る既存セッションであって、前記サーバ識別情報で識別されるサーバが一致する
既存セッションが前記記憶工程で記憶されたか否かを判別する判別工程と、
　前記判別工程により前記既存セッションが記憶されたと判別された場合に、当該既存セ
ッションをデータ通信用のセッションとして選択する選択工程と、
　を有することを特徴とするセッション管理システムの制御方法。
【請求項１６】
　搭載されたクライアントアプリケーションと複数のアドレスを有するサーバのサーバア
プリケーションとの間のセッションを管理する機能を有するクライアント端末において、
　セッションを確立するために前記サーバのサーバ識別情報を取得する取得手段と、
　セッション情報及び前記サーバ識別情報を含むセッション管理情報を記憶する記憶手段
と、
　前記クライアントアプリケーションから要求された宛先アドレスと異なるアドレスであ
って、前記サーバ識別情報で識別されるサーバが一致する既存セッションが前記記憶手段
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に記憶されているか否かを判別する判別手段と、
　前記判別手段により既存セッションが記憶されていると判定された場合に、当該既存セ
ッションをデータ通信用のセッションとして選択する選択手段と、
　を有することを特徴とするクライアント端末。
【請求項１７】
　請求項１５に記載のセッション管理システムの制御方法をコンピュータにより実行させ
るためのコンピュータで読み取り可能なプログラム。
【請求項１８】
　請求項１７に記載のプログラムをコンピュータで読み取り可能に記録した記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アプリケーション間の通信に係る論理的な接続関係を示すセッションの管理
技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ネットワーク（イントラネット、インターネットなどのＬＡＮ）に接続されて用
いられる通信装置として、ＰＣ（パーソナルコンピュータ）、プリンタ、ＭＦＰなど様々
の情報処理装置が知られている。
【０００３】
　現在、ネットワーク接続される情報処理装置では、ＩＰプロトコルが広く利用されてお
り、このＩＰプロトコルでは、各情報処理装置に固有のＩＰアドレス（通信アドレス）を
割り当てることにより、接続先の機器を相互に識別している。
【０００４】
　従来のＩＰ規約（ＩＰｖ４：ＩＰバージョン４）の下では、一般に、ネットワーク上の
他の情報処理から装置を識別するためのＩＰアドレスとしては、１つのネットワークイン
タフェースについて１つのＩＰアドレスが付与されていた。
【０００５】
　一方、近年普及しつつあるＩＰｖ６（ＩＰバージョン６）の下では、端末は、ルータに
接続された際に、そのルータとの間で通信を行って自動的にＩＰアドレスを取得している
。また、ルータが存在しない場合も通信を行えるようにすべく、そのＩＰアドレスとは別
に、ネットワークインタフェース毎にＩＰｖ６アドレスが割り当てられる。
【０００６】
　さらに、ＤＨＣＰ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｈｏｓｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｐｒｏ
ｔｏｃｏｌ）サーバが存在する場合もある。このように、ＩＰｖ６を使用する環境では、
複数のＩＰｖ６アドレスが１つのネットワークインタフェースに割り当てられる。その結
果、ＩＰｖ６アドレスをサポートする情報処理装置においては、１つのネットワークイン
タフェースに対して、ＩＰｖ４アドレスや複数のＩＰｖ６アドレスが割り当てられること
となる。
【０００７】
　また、情報処理装置同士が通信を行う場合は、送信元と送信先のネットワークソケット
、即ちＩＰアドレスとポート番号の組が作成される。このネットワークソケットの作成処
理は、情報処理装置のネットワークリソースであるメモリやＣＰＵ処理時間を消費する。
【０００８】
　そのため、多数の情報処理装置と接続して通信を行うサーバは、その接続数に応じたネ
ットワークリソースを消費する。一方、プリンタやＭＦＰなどの情報処理装置は、サーバ
と比べて利用可能なネットワークリソースが小さいために、同時に接続できる通信機器の
数は少なくなっている。
【０００９】
　さらに、ＴＣＰ通信の場合は、データサイズの如何を問わず、ネットワークソケットを
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開放するまでの時間が、ＵＤＰ通信の場合に比べて長くなっている。このため、ＴＣＰ通
信の場合は、単位時間での同時接続数がＵＤＰ通信の場合に比べて少なくなり、サーバで
は、クライアントからのリクエストが多い場合に接続エラーが発生してしまう。
【００１０】
　そこで、クライアント／サーバシステムで、クライアントの複数のアプリケーションが
複数のセッションを確立して同一アドレスのサーバと通信する場合に、ネットワークリソ
ースを節約できるようにする提案がなされている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開平１０－１７７５４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、上記の特許文献１では、１つのネットワークインタフェースに対して複
数のＩＰｖ６アドレスが割り当てられた場合は、同一サーバに対する通信であっても、複
数のサーバアドレスに対するネットワークリソースを削減することはできなかった。
【００１３】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、１つのネットワークイ
ンタフェースに対して複数の通信アドレスが割り当てられた場合に、ネットワークリソー
スを効率的に利用し、或いは低減できるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するため、本発明は、クライアント端末のクライアントアプリケーショ
ンと複数のアドレスを有するサーバのサーバアプリケーションとの間のセッションを管理
するセッション管理システムにおいて、前記クライアント端末は、セッションを確立する
ために前記サーバのサーバ識別情報を取得する取得手段と、セッション情報及び前記サー
バ識別情報を含むセッション管理情報を記憶する記憶手段と、前記クライアントアプリケ
ーションが接続要求時に指定した宛先アドレスと異なるアドレスに係る既存セッションで
あって、前記サーバ識別情報で識別されるサーバが一致する既存セッションが前記記憶手
段に記憶されているか否かを判別する判別手段と、前記判別手段により前記既存セッショ
ンが記憶されていると判別された場合に、当該既存セッションをデータ通信用のセッショ
ンとして選択する選択手段と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本願発明によれば、クライアントアプリケーションから要求された宛先アドレスと異な
るアドレスであって、サーバ識別情報で示されるサーバが一致する既存セッションでデー
タ通信を行うことができる。
【００１６】
　従って、１つのネットワークインタフェースに対して複数の通信アドレスが割り当てら
れた場合に、ネットワークリソースを効率的に利用し、或いは低減できるようにすること
が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１～第３の実施の形態に係るセッション管理システムを適用したクラ
イアント／サーバシステムのソフトウェアの構成を示す図である。
【図２】図１のクライアントＰＣ、サーバＰＣのハードウェアの構成を示すブロック図で
ある（第１～３の実施の形態）。
【図３】サーバＰＣのサーバプロセス間通信部の詳細なソフトウェア構成を示すブロック
図である（第１～３の実施の形態）。
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【図４】クライアントＰＣのクライアントプロセス間通信部の詳細なソフトウェア構成を
示すブロック図である（第１～３の実施の形態）。
【図５】セッション管理情報を例示した図である（第１～７（６）の実施の形態）。
【図６】本発明の第１の実施の形態においてサーバＰＣのサーバプロセス間通信部が行う
セッション管理処理を示すフローチャートである。
【図７】本発明の第１の実施の形態においてクライアントＰＣのクライアントプロセス間
通信部が行うセッション管理処理を示すフローチャートである。
【図８】図６、図７の処理の具体例を示すシーケンス図である（既存セッションが存在し
ない場合）。
【図９】図６、図７の処理の具体例を示すシーケンス図である（既存セッションが存在す
る場合）。
【図１０】本発明の第２の実施の形態においてクライアントＰＣのクライアントプロセス
間通信部が行うセッション管理処理を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の第２の実施の形態においてサーバＰＣとクライアントＰＣの間で行わ
れるセッション管理処理を示すシーケンス図である。
【図１２】本発明の第３の実施の形態においてクライアントＰＣのクライアントプロセス
間通信部が行うセッション管理処理を示すフローチャートである。
【図１３】本発明の第３の実施の形態においてサーバＰＣとクライアントＰＣの間で行わ
れるセッション管理処理を示すシーケンス図である。
【図１４】本発明の第４～６の実施の形態に係るセッション管理システムを適用したクラ
イアント／サーバシステムのソフトウェアの構成等を示す図である。
【図１５】第４の実施の形態に係るクライアントＰＣのクライアントプロセス間通信部の
詳細なソフトウェア構成を示すブロック図である。
【図１６】第４の実施の形態に係るアドレスリスト情報を示す図である。
【図１７】第４の実施の形態に係るセッション管理情報を示す図である。
【図１８】第４の実施の形態に係るセッション管理処理を示すフローチャートである。
【図１９】図１８のステップＳ１８０１におけるアドレスリスト取得処理の詳細を示すフ
ローチャートである。
【図２０】本発明の第５の実施の形態に係るセッション管理処理を示すフローチャートで
ある。
【図２１】図２０の続きのフローチャートである。
【図２２】本発明の第６の実施の形態に係るセッション管理処理を示すフローチャートで
ある。
【図２３】同一のサーバが異なるサーバ識別情報で指定された場合の取り扱いを説明する
ためのアドレスリスト情報を例示した図である。
【図２４】本発明の第７の実施の形態に係るクライアントＰＣのクライアントプロセス間
通信部の詳細なソフトウェア構成を示すブロック図である。
【図２５】第７の実施の形態に係るセッション管理情報を例示した図である。
【図２６】第７の実施の形態に係るセッション管理処理を示すフローチャートである。
【図２７】図２６の続きのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を図面に基づいて説明する。なお、以下に説
明する第１～９の実施の形態は、特許請求の範囲に係る発明を限定するものではなく、ま
た、第１～９の実施の形態に係る特徴事項の組み合わせの全てが本発明の解決手段に必須
のものとは限らない。
【００１９】
　［第１の実施の形態］
　図１は、本発明の第１～３，７の実施の形態に係るセッション管理システムを適用した
クライアント／サーバシステムのソフトウェアの構成を示す図である。
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【００２０】
　図１において、クライアントＰＣ（クライアント端末）１００とサーバＰＣ１０５は、
ネットワーク１０６を介して接続されている。本実施の形態では、ネットワーク１０６と
しては、ＬＡＮやＷＡＮを想定しているが、これ以外のネットワークを用いることも可能
である。また、クライアントＰＣ１００とサーバＰＣ１０５は、ネットワーク１０６を介
して接続されることなく、ＩＥＥＥ１３９４、ＩＥＥＥ１２８４などの規格に係るインタ
フェース（ケーブル）で接続することも可能である。
【００２１】
　また、第１～７の実施の形態では、クライアントＰＣ１００としては、プリンタ、ＭＦ
Ｐ（マルチファンクション・プリフェラル）を想定している。だだし、ネットワーク通信
機能を有する携帯型情報端末、スキャナ装置、ファクシミリ装置等の各種の機器にも第１
～８の実施の形態に係る特徴事項を適用することが可能である。
【００２２】
　クライアントＰＣ１００には、クライアントアプリケーション１０１，１０１ａが搭載
されている。ただし、１つ又は３つ以上のクライアントアプリケーションが搭載されてい
る場合にも第１の実施の形態を適用することができる（第２～７の実施の形態も同様）。
【００２３】
　クライアントアプリケーション１０１，１０１ａは、それぞれ対応するスタブオブジェ
クト１０２，１０２ａを利用して通信を行う。この際、実際の通信処理は、クライアント
プロセス間通信部１０３によって行われる。
【００２４】
　クライアントプロセス間通信部１０３は、オペレーティングシステムの通信ライブラリ
１０４ａを用いてサーバＰＣ１０５と通信を行う。なお、通信ライブラリ１０４ａには、
ソケット（ＩＰアドレス＋ポート番号）通信以外に、ＲＰＣ（Ｒｅｍｏｔｅ　Ｐｒｏｃｅ
ｄｕｒｅ　Ｃａｌｌ）やＬＰＣ（Ｌｏｃａｌ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ　Ｃａｌｌ）、Ｗｅｂ
サービス等による通信も含まれている。
【００２５】
　サーバＰＣ１０５では、サーバアプリケーション１０８が動作している。サーバアプリ
ケーション１０８は、サーバプロセス間通信部１０７を用いて通信を行う。サーバプロセ
ス間通信部１０７は、通信ライブラリ１０４ｂに基づいて、ネットワーク１０６を介して
クライアントＰＣ１００と通信を行う。なお、サーバアプリケーション１０８は、１つで
あっても複数であってもよい。
【００２６】
　上記のように、クライアントアプリケーション１０１，１０１ａとサーバアプリケーシ
ョン１０８との間の実際の通信処理は、クライアントプロセス間通信部１０３とサーバプ
ロセス間通信部１０７により行なわれる。この実際の通信処理には、一連の要求／応答に
係るセッション管理処理も含まれる。換言すれば、クライアントプロセス間通信部１０３
、サーバプロセス間通信部１０７により、本発明に特有なセッション管理処理が行われる
。
【００２７】
　なお、図１のクライアント／サーバシステムは、クライアントとサーバが共にＰＣ（コ
ンピュータ）で構成されている。しかし、他のネットワークデバイス、通信機能を有する
情報処理装置、周辺装置等で構成されたクライアント／サーバシステムに第１～第３の実
施の形態を適用してもよい。この場合、クライアントＰＣ１００又はサーバＰＣ１０５で
のプログラムの動作を、これ以外のネットワークデバイス等のＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等
を用いて実行するように構成すればよい。
【００２８】
　クライアントＰＣ１００、サーバＰＣ１０５は、図２に示したようなハードウェアで構
成のコンピュータ２０００により実現される。
【００２９】
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　このコンピュータ２０００は、本体制御部２００と、その周辺機器としてのキーボード
２０９、表示装置２１０、外部メモリ２１１を有している。本体制御部２００は、ＣＰＵ
２０１、ＲＡＭ２０２、ＲＯＭ２０３、キーボード制御部２０５、表示制御部２０６、デ
ィスク制御部２０７、及びネットワーク制御部２０８を有している。
【００３０】
　ＣＰＵ２０１は、システムバス２０４に接続された各デバイスを統括的に制御する。こ
のＣＰＵ２０１は、ＲＯＭ２０３のプログラム用ＲＯＭ２０３ｂ、或いは外部メモリ（Ｈ
Ｄ）２１０に記憶されたアプリケーション（文書処理プログラム又はサービス提供プログ
ラム等）に基づいて、文書処理又はサービス提供処理等の各種処理を実行する。
【００３１】
　なお、文書処理プログラムは、図形、イメージ、文字、表（表計算等を含む）等が混在
した文書処理を行うものである。また、クライアントＰＣ１００における外部メモリ２１
０には、文書処理に係るアプリケーションだけでなく、静止画や動画に係る画像情報、音
楽情報、音情報を含む映像情報等の各種の情報を取得・処理するためのアプリケーション
を格納してもよい。
【００３２】
　また、ＣＰＵ２０１は、例えばＲＡＭ２０２上に設定された表示ＲＡＭへのアウトライ
ンフォントの展開（ラスタライズ）処理を実行し、表示制御部２０６を介して文字列を表
示装置２１０に表示する。更に、ＣＰＵ２０１は、この表示装置２１０上のマウスカーソ
ル（図示略）等で指示されたコマンドに基づいて、種々のウインドウを開いて種々のデー
タ処理等又はサービス提供処理等を実行する。ユーザは、クライアントアプリケーション
１０１，１０１ａやサーバアプリケーション１０８を使用する際、そのアプリケーション
の設定操作等に関するウインドウを開き、このウインドウ上で各種の設定を行うことがで
きる。なお、表示装置２１０としては、ＣＲＴ表示装置、液晶表示装置、プラズマ表示装
置等を用いることができる。
【００３３】
　ＲＡＭ２０２は、ＣＰＵ２０１の主メモリ、ワークエリア等として利用される。ＲＯＭ
２０３は、フォント用ＲＯＭ２０３ａ、プログラム用ＲＯＭ２０３ｂ、データ用ＲＯＭ２
０３ｃにより構成されている。
【００３４】
　フォント用ＲＯＭ２０３ａ、外部メモリ２１１は、文書処理又はサービス提供処理等を
行う際に使用するフォントデータ等を記憶している。プログラム用ＲＯＭ２０３ｂ、外部
メモリ２１１は、ＣＰＵ２０１の制御プログラムであるオペレーティングシステム等を記
憶している。データ用ＲＯＭ２０３ｃ、外部メモリ２１１は、文書処理又はサービス提供
処理等を行う際に使用する各種データ（プログラムを含む）を記憶している。なお、外部
メモリ２１１に記憶されているプログラムは、実行時にはＲＡＭ２０２に展開される。
【００３５】
　キーボード制御部２０５は、キーボード２０９やポインティングデバイス（不図示）か
らの入力データ、コマンドを制御する。表示制御部２０６は、表示装置２１０の表示動作
を制御する。ディスク制御部２０７は、外部メモリ２１１に対するアクセスを制御する。
【００３６】
　ネットワーク制御部２０８は、双方向性インタフェース２１２を介してネットワーク１
０６に接続されている。このネットワーク制御部２０８は、図１に示したクライアントプ
ロセス間通信部１０３又は１０７、通信ライブラリ１０４ａ又は１０４ｂに基づいてネッ
トワークやセッションの接続、切断処理等を行う。
【００３７】
　キーボード２０９は、各種のデータ、コマンド等を入力するためのキーを備えている。
表示装置２１０は、文書処理又はサービス提供処理等に係る各種の情報等を表示する。外
部メモリ２１１は、ハードディスク（ＨＤ）、フレキシブルディスク（ＦＤ）等により構
成されている。この外部メモリ２１１は、ブートプログラム、各種のアプリケーション、
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フォントデータ、ユーザファイル、編集ファイル等を記憶している。なお、外部メモリ２
１１は、アプリケーションとして、後述する図６～図１３に係るフローチャート、シーケ
ンスチャートに係る制御プログラムも記憶している。
【００３８】
　図３は、サーバＰＣ１０５のサーバプロセス間通信部１０７の詳細なソフトウェア構成
を示すブロック図である。
【００３９】
　サーバプロセス間通信部１０７は、サーバプロセス間通信制御部３０１、サーバ識別子
返信部３０２を有し、クライアントＰＣ１００からの通信リクエストに応答する。即ち、
サーバプロセス間通信制御部３０１は、クライアントＰＣ１００からのリクエストに応じ
て、サーバ識別子返信部３０２によりサーバ識別子５０４（図５参照）を返信したり、サ
ーバアプリケーション１０８で作成された返信データを返信したりする。このサーバ識別
子５０４の返信処理の詳細は、後述する。
【００４０】
　図４は、クライアントＰＣ１００のクライアントプロセス間通信部１０３の詳細なソフ
トウェア構成を示すブロック図である。なお、図４では、図１で説明したスタブオブジェ
クト１０２及び１０２ａの記載は省略している（図１５、図２４も同趣旨）。図４に示し
たように、クライアントプロセス間通信部１０３は、プロセス間通信制御部４０１、サー
バ識別子取得部４０２、セッション管理部４０３、ＤＢ（データベース）管理部４０５、
セッション切断管理部４０７、セッション再接続管理部４０９を有している。さらに、ク
ライアントプロセス間通信部１０３は、セッション判定部４０４、セッション管理情報Ｄ
Ｂ４０６、接続リファレンスカウント記憶部４０８を有している。
【００４１】
　クライアントプロセス間通信部１０３は、プロセス間通信制御部４０１の制御の下にセ
ッションの管理を行い、クライアントアプリケーション１０１，１０１ａとサーバアプリ
ケーション１０８との間の通信動作を制御する。サーバ識別子取得部４０２は、サーバＰ
Ｃ１０５のサーバ識別子返信部３０２により返信されたサーバ識別子５０４を取得する。
このサーバ識別子５０４は、使用するセッションを選択するために利用される。
【００４２】
　セッション管理部４０３は、セッション情報の作成処理を行ったり、セッション管理情
報ＤＢ４０６の中から一部の管理情報を削除するか否かを判断したりする。セッション判
定部４０４は、接続要求時に指定された宛先アドレスと異なる宛先アドレスに係る既存セ
ッションの中で、サーバ識別子５０４（サーバ特定用情報）で特定されるサーバが一致す
るものが存在するか否かを判定する。換言すれば、セッション判定部４０４は、新たにセ
ッショションを確立して通信を行うか、或いは既存セッションを利用して通信を行うかを
判定する。
【００４３】
　ＤＢ管理４０５は、セッション管理情報ＤＢ４０６（図５参照）に対するアクセスを制
御する。セッション切断管理部４０７は、接続リファレンスカウントに基づいてセッショ
ンの切断管理を行う。接続リファレンスカウント記憶部４０８は、接続リファレンスカウ
ントを記憶する。この接続リファレンスカウントは、セッションをクローズするタイミン
グを決定するために利用される。セッション再接続管理部４０９は、通信エラーが発生し
たセッションで行っていた通信を、別のアドレス（ソケット）で再接続して行うための制
御を行う。
【００４４】
　図５は、セッション管理情報ＤＢ４０６に登録されているセッション管理情報を例示し
た図である。アプリケーション識別子５０１は、接続（コネクト）を要求したクライアン
トアプリケーション１０１，１０１ａを識別する識別子（インスタンスハンドル）である
。
【００４５】
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　要求アドレス情報５０２は、クライアントアプリケーション１０１，１０１ａが接続を
要求する際に宛先として指定した宛先アドレスである。この宛先アドレスは、ＩＰアドレ
ス５０２ａとポート番号５０２ｂを含んでいる。通信アドレス情報５０３は、上記の宛先
アドレスに基づいて既存セッションの利用可能性を判断した結果、実際に通信を行うもの
として選択されたセッションに係る接続先（サーバＰＣ１０５）のアドレスである。この
通信アドレスは、ＩＰアドレス５０３ａとポート番号５０３ｂを含んでいる。
【００４６】
　なお、通信アドレス情報５０３には、ＩＰアドレス５０３ａ、ポート番号５０３ｂ以外
に、ポート番号５０３ｂの代替情報としてのエンドポイント、或いはＩＰアドレス５０３
ａ及びポート番号５０３ｂの代替情報としてのチャネル情報を含んでいてもよい。
【００４７】
　サーバ識別子５０４は、接続要求元のクライアントアプリケーション１０１，１０１ａ
が宛先（アドレス、ポート番号等）に基づいてサーバＰＣ１０５に要求して取得したサー
バ識別子（インスタンスハンドル）である。セッション番号５０５は、接続要求元のクラ
イアントアプリケーション１０１，１０１ａと、接続先のサーバアプリケーション１０８
との間で行なわれる一連の要求／応答（データ転送）に係るセッションを互いに識別する
ために付与される識別番号である。
【００４８】
　次に、サーバＰＣ１０５のサーバプロセス間通信部１０７が行うセッション管理処理を
、図６のフローチャートに基づいて説明する。
【００４９】
　サーバプロセス間通信部１０７のサーバプロセス間通信制御部３０１は、クライアント
ＰＣ１００から接続要求を受けると、サーバ識別子返信部３０２により、サーバ識別子５
０４を作成させる（ステップＳ６０１）。このサーバ識別子５０４としては、ＵＵＩＤ（
Ｕｎｉｖｅｒｓａｌｌｙ　Ｕｎｉｑｕｅ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）など、一意に特定でき
る識別子を用いる。これ以後、サーバＰＣ１０５のサーバプロセス間通信部１０７は、パ
ケットを受信したソケットのＩＰアドレスやポート番号の如何を問わず、同一のサーバ識
別子５０４を返信する。
【００５０】
　次に、サーバプロセス間通信制御部３０１は、クライアントＰＣ１００からのパケット
を通信ライブラリ１０４ｂを介して受信する（ステップＳ６０２）。そして、サーバプロ
セス間通信制御部３０１は、クライアントＰＣ１００から受信したパケットが、サーバ識
別子５０４の取得要求に係るパケットであるか否かを判別する（ステップＳ６０３）。
【００５１】
　その結果、サーバ識別子５０４の取得要求に係るパケットであれば、サーバプロセス間
通信制御部３０１は、ステップＳ６０１でサーバ識別子返信部３０２により生成されたサ
ーバ識別子５０４を、サーバ識別子５０４の取得要求元のクライアントＰＣに返信する。
この処理は、ステップＳ６０４で行われる。この場合、サーバ識別子５０４は、返信パケ
ットとして、通信ライブラリ１０４ｂを利用してネットワーク１０６経由でクライアント
ＰＣ１００に返信される。
【００５２】
　次に、サーバプロセス間通信制御部３０１は、サービス終了の指示の有無を判別し（ス
テップＳ６０８）、サービス終了の指示が無ければ、ステップＳ６０２に戻ることにより
、サービス提供を続行する。
【００５３】
　一方、受信パケットがサーバ識別子５０４の取得要求に係るパケットでない場合は、サ
ーバプロセス間通信制御部３０１は、受信パケットが新規データの受信要求（取得要求）
に係るパケットであるか否かを判別する（ステップＳ６０５）。
【００５４】
　その結果、新規データの取得要求に係るパケットであれば、サーバプロセス間通信制御
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部３０１は、クライアントＰＣ１００にデータ転送を行なうためのソケットを作成する（
ステップＳ６０６）。このソケット作成処理は、通信ライブラリ１０４ｂを利用して、通
信プロトコルとしてのＴＣＰプロトコルのａｃｃｅｐｔ処理により行われる。
【００５５】
　サーバプロセス間通信制御部３０１は、ステップＳ６０６の処理の後は、ステップＳ６
０７に進む。一方、新規データの受信要求（取得要求）に係るパケットでなければ、サー
バプロセス間通信制御部３０１は、ステップＳ６０６のソケット作成処理をスキップして
、ステップＳ６０７に進む。
【００５６】
　ステップＳ６０７では、サーバプロセス間通信制御部３０１は、ステップＳ６０２で受
信したパケットに係るサービス処理を、サーバアプリケーション１０８により実行させる
。即ち、サーバプロセス間通信制御部３０１は、クライアントＰＣ１００からの受信デー
タをサーバアプリケーション１０８に転送し、サーバアプリケーション１０８は、クライ
アントＰＣ１００からの要求に従って返信データを作成する。さらに、サーバアプリケー
ション１０８は、作成した返信データをサーバプロセス間通信制御部３０１に転送する。
サーバプロセス間通信制御部３０１は、通信ライブラリ１０４ｂを利用して、ネットワー
ク１０６を経由してクライアントＰＣ１００に返信データを返信する。そして、サーバプ
ロセス間通信制御部３０１は、上記のステップＳ６０８の処理を行う。
【００５７】
　次に、クライアントＰＣ１００のクライアントプロセス間通信部１０３が行うセッショ
ン管理処理を、図７のフローチャートに基づいて説明する。なお、本フローチャートの処
理は、直接には、プロセス間通信制御部４０１が行う（図１０、図１２、図１８、図２０
、図２１、図２６も同様）。
【００５８】
　クライアントプロセス間通信部１０３のプロセス間通信制御部４０１は、サーバＰＣ１
０５のサーバアプリケーション１０８に対する接続要求を受け付ける（ステップＳ７０１
）。この接続要求は、クライアントアプリケーション１０１，１０１ａから行われるもの
である。
【００５９】
　次に、プロセス間通信制御部４０１は、上記の宛先アドレスに応じてサーバＰＣ１０５
から返信されて来るサーバ識別子５０４を、サーバ識別子取得部４０２を介して取得する
（ステップＳ７０２）。即ち、サーバ識別子取得部４０２は、プロセス間通信制御部４０
１の制御の下に、通信ライブラリ１０４ａを利用し、ネットワーク１０６経由でサーバＰ
Ｃ１０５にサーバ識別子５０４の取得要求情報を送信する。また、サーバ識別子取得部４
０２は、プロセス間通信制御部４０１の制御の下に、サーバＰＣ１０５からのサーバ識別
子５０４を取得する。
【００６０】
　次に、セッション管理部４０３は、プロセス間通信制御部４０１の制御の下に、ステッ
プＳ７０２で取得したサーバ識別子５０４と同一のサーバ識別子５０４に係る既存のセッ
ションが存在するか否かを判別する（ステップＳ７０３）。
【００６１】
　この場合、セッション管理部４０３は、ＤＢ管理部４０５により、セッション管理情報
ＤＢ４０６からセッション管理情報を取得する。そして、セッション管理部４０３は、取
得したセッション管理情報について、別のアドレスで通信中の既存セッションの中に、今
回の接続要求時に取得したサーバ識別子５０４と同一のサーバ識別子５０４に係る既存セ
ッションが存在するか否かを判定する。この判定処理は、実際には、セッション判定部４
０４が行う。
【００６２】
　図５のセッション管理情報の例では、管理番号「１」と管理番号「２」の通信は、クラ
イアントアプリケーション１０１，１０１ａからの異なるアドレスに対する接続要求であ
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る。しかしながら、これらの通信のそれぞれは同一のサーバＰＣ１０５との間で実行され
る。従って、同一のサーバＰＣ１０５と通信を行うにも拘わらず、複数のセッションを作
成することは効率的ではないため、ここでは１つのセッションを用いて管理番号「１」と
管理番号「２」のそれぞれの通信を実行するようにする。
【００６３】
　つまり、例えば先に管理番号「１」の通信が開始された状態で管理番号「２」の通信を
開始しようとする場合は、プロセス間通信制御部４０１は、新規のセッションを作成しな
い。その代わり、プロセス間通信制御部４０１は、管理番号「１」の既存セッションを管
理番号「２」の通信のデータ転送用のセッションとして選択する（ステップＳ７０７）。
そして、プロセス間通信制御部４０１は、後述するステップＳ７０８に進む。
【００６４】
　なお、既存セッションを選択した場合は、ＵＤＰプロトコル（非コネクション型プロト
コル）通信においては当該セッションを切断する必要はないが、ＴＣＰ（コネクション型
プロトコル）通信においては当該セッションを切断する必要がある。これは、図１０、図
１２のステップＳ７０７においても同様である。
【００６５】
　今回取得したサーバ識別子５０４と同一のサーバ識別子５０４に係る既存セッションが
存在しない場合は、セッション管理部４０３は、新規セッションを確立するために新規ソ
ケットを作成する（ステップＳ７０４）。この場合、セッション管理部４０３は、通信ラ
イブラリ１０４ａを利用して、クライアントアプリケーション１０１，１０１ａからの宛
先アドレスで新規ソケットを作成する。
【００６６】
　次に、セッション管理部４０３は、新規ソケットを含む新規セッションの情報を、ＤＢ
管理部４０５により、セッション管理情報ＤＢ４０６に登録させる（ステップＳ７０５）
。そして、プロセス間通信制御部４０１は、クライアントアプリケーション１０１，１０
１ａからの宛先アドレスに基づく新規セッションを、今回のデータ転送用のセッションと
して選択する（ステップＳ７０６）。
【００６７】
　次に、プロセス間通信制御部４０１は、ステップＳ７０６、又はステップＳ７０７で選
択されたセッションにより、クライアントアプリケーション１０１，１０１ａからのデー
タをサーバアプリケーション１０８に転送する（ステップ７０８）。
【００６８】
　なお、データ転送用のセッションとして新規セッションが選択された場合は、ステップ
Ｓ７０４～Ｓ７０８では、クライアントアプリケーション１０１，１０１ａからの宛先ア
ドレスと、実際に通信を行う通信アドレスが同一になる。このように新規セッションで通
信を行う処理は、従来からのプロセス間通信技術であるＲＰＣ（Ｒｅｍｏｔｅ　Ｐｒｏｃ
ｅｄｕｒｅ　Ｃａｌｌ）などの通信処理と同じである。
【００６９】
　一方、既存セッションが選択された場合は、クライアントアプリケーション１０１，１
０１ａからの宛先アドレスと、実際に通信を行う通信アドレスが異なる。しかし、今回の
接続要求時にステップＳ７０２で取得したサーバ識別子５０４と、既存セッションのサー
バ識別子５０４とは一致している。従って、当該クライアントＰＣ１００のクライアント
プロセス間通信部１０３は、同一のサーバＰＣ１０５のサーバプロセス間通信部１０７と
通信を行うことが可能である。
【００７０】
　そこで、本実施の形態では、ステップＳ７０７の処理では、今回の接続要求時に取得し
たサーバ識別子５０４と同一のサーバ識別子５０４に係る既存セッションを今回のデータ
通信用のセッションとして選択している。この場合、クライアントアプリケーション１０
１，１０１ａからの宛先アドレスに基づいてデータ通信用に新規にソケット（セッション
）が作成されることはない。
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【００７１】
　このように、新規にソケットを作成することなく、既存セッションで通信を行うことに
より、クライアントＰＣ１００、サーバＰＣ１０５は、通信ソケット数を低減できるなど
、ネットワークリソースを節約することが可能となる。
【００７２】
　次に、プロセス間通信制御部４０１は、クライアントアプリケーション１０１，１０１
ａからのクローズ要求、通信ライブラリ１０４ａからの接続切断要求などの有無を判断す
る（ステップＳ７０９）。その結果、上記のクローズ要求、又は切断要求が無い場合は、
プロセス間通信制御部４０１は、ステップＳ７０１に戻ることにより、ステップＳ７０１
～Ｓ７０９の処理を続行する。
【００７３】
　一方、クローズ要求、切断要求の何れかが有る場合は、セッション管理部４０３は、通
信ライブラリ１０４ａにより、クローズ（切断）要求に係るアドレスのセッション、ソケ
ットのクローズ処理などを行う（ステップＳ７１０）。そして、セッション管理部４０３
は、ステップＳ７１０での処理結果に基づいて、ＤＢ管理部４０５により、セッション管
理情報ＤＢ４０６上のセッション管理情報を更新する（ステップＳ７１１）。
【００７４】
　次に、図６、図７の処理の具体例を、図８、図９のシーケンス図に基づいて説明する。
図８は、上記の既存セッションが存在しない場合の処理シーケンスを示している。
【００７５】
　図８のプロセスＰ８０１では、サーバプロセス間通信部１０７は、サーバアプリケーシ
ョン１０８がサービスを開始すると、クライアントＰＣ１００からのパケット受信を行う
Ｌｉｓｔｅｎ処理を行う。また、サーバプロセス間通信部１０７は、ステップＳ６０１に
おいて、サーバ識別子５０４として用いるＵＵＩＤの生成処理を行う。
【００７６】
　また、サーバプロセス間通信部１０７は、プロセスＰ８０１において、Ｌｉｓｔｅｎ処
理でＩＰｖ４アドレス［１０．０．０．１０］、ポート番号［１０２５］での受信処理を
行うべく受信ソケットを作成する。サーバプロセス間通信部１０７は、同様に、ＩＰｖ６
アドレス［２００１：：１０］、ポート番号［１０２５］に係る受信ソケットも作成する
。
【００７７】
　プロセスＰ８０２では、クライアントアプリケーション１０１，１０１ａは、クライア
ントプロセス間通信部１０３に対して、ＩＰｖ４アドレス［１０．０．０．１０］、ポー
ト番号［１０２５］への接続を要求する。プロセスＰ８０３では、この接続要求を受けて
、クライアントプロセス間通信部１０３は、ステップＳ７０２のサーバ識別子５０４の取
得処理を行う。プロセスＰ８０４では、サーバプロセス間通信部１０７は、ステップＳ６
０４のサーバ識別子５０４の返信処理を行う。
【００７８】
　なお、プロセスＰ８０３，Ｐ８０４のネゴシエーションにおいては、ＴＣＰ通信に比べ
て信頼性は多少劣るが、高速通信が行えるＵＤＰ通信により行うのが望ましい。ただし、
ＴＣＰ通信でネゴシエーションを行っても良い。これは、後述する図９、図１１、図１３
におけるネゴシエーションの場合も同趣旨である。
【００７９】
　プロセスＰ８０５では、クライアントプロセス間通信部１０３は、ステップＳ７０３の
処理、即ち、セッション管理情報に基づいて同一のサーバ識別子５０４に係る既存セッシ
ョンの有無を判定する処理を行う。図８のシーケンス例では、この判定処理において既存
セッションが無いと判定される。このため、プロセスＰ８０６では、ステップＳ７０４か
らステップＳ７０６の新規セッションの作成処理が行われる。
【００８０】
　プロセスＰ８０７では、サーバプロセス間通信部１０７は、ＴＣＰのａｃｃｅｐｔ処理
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により新規セッション用のソケットを作成する。プロセスＰ８０８では、クライアントプ
ロセス間通信部１０３は、クライアントアプリケーション１０１，１０１ａに対して、プ
ロセスＰ８０２での接続要求に係る接続処理の結果を返信する。
【００８１】
　プロセスＰ８０９では、ステップＳ７０８の処理が行われる。すなわち、クライアント
プロセス間通信部１０３は、クライアントアプリケーション１０１，１０１ａが指定した
ＩＰｖ４アドレス［１０．０．０．１０］、ポート番号［１０２５］に向けてデータ送信
処理を行う。
【００８２】
　この送信処理を受けて、クライアントプロセス間通信部１０３は、クライアントアプリ
ケーション１０１，１０１ａからのデータ量に応じて、プロセスＰ８１０－１～プロセス
Ｐ８１０－ｎで、サーバＰＣ１０５に向けてデータを転送する。
【００８３】
　プロセスＰ８１１では、サーバプロセス間通信部１０７は、クライアントアプリケーシ
ョン１０１，１０１ａからデータを受信すると、サーバアプリケーション１０８に対して
データを転送する。プロセスＰ８１２では、クライアントプロセス間通信部１０３は、デ
ータ転送が完了した時点でクライアントアプリケーション１０１，１０１ａに対してデー
タ転送の結果を通知する。
【００８４】
　なお、プロセスＰ８０９～Ｐ８１０－ｎにおける実際のデータ通信は、ＵＤＰ通信に比
べて低速ではあるが信頼性の高いＴＣＰ通信により行うのが望ましい。ただし、実際のデ
ータ通信をＵＤＰ通信で行っても良い。これは、後述する図９、図１１、図１３における
ネゴシエーションの場合も同趣旨である。
【００８５】
　プロセスＰ８１３では、クライアントアプリケーション１０１，１０１ａからクライア
ントプロセス間通信部１０３に対して、ＩＰｖ４アドレス［１０．０．０．１０］、ポー
ト番号［１０２５］の切断（クローズ）を要求する。この切断要求を受けて、クライアン
トプロセス間通信部１０３は、ステップＳ７１０の切断処理を行う。
【００８６】
　プロセスＰ８１４では、サーバプロセス間通信部１０７は、クライアントプロセス間通
信部１０３からＩＰｖ４アドレス［１０．０．０．１０］、ポート番号［１０２５］の切
断指示を受けて、セッションの切断処理を行う。プロセスＰ８１５では、クライアントプ
ロセス間通信部１０３は、ステップＳ７１１の処理を行い、クライアントアプリケーショ
ン１０１，１０１ａに対して当該セッションを切断した旨を通知する。
【００８７】
　図９は、第１の実施の形態に係る既存セッションが存在する場合の処理シーケンスであ
る。図９のプロセスＰ９０１では、サーバプロセス間通信部１０７は、サーバアプリケー
ション１０８がサービスを開始すると、クライアントからのパケットを受信すべく、Ｌｉ
ｓｔｅｎ処理、及びステップＳ６０１のサーバ識別子（ＵＵＩＤ）５０４の生成処理を行
う。
【００８８】
　また、サーバプロセス間通信部１０７は、プロセスＰ９０１では、Ｌｉｓｔｅｎ処理に
より、ＩＰｖ４アドレス［１０．０．０．１０］、ポート番号［１０２５］での受信処理
を行うべく受信ソケットを作成する。サーバプロセス間通信部１０７は、同様に、ＩＰｖ
６アドレス［２００１：：１０］、ポート番号［１０２５］に係る受信ソケットも作成す
る。
【００８９】
　プロセスＰ９０２では、クライアントアプリケーション１０１，１０１ａは、クライア
ントプロセス間通信部１０３に対して、ＩＰｖ４アドレス［１０．０．０．１０］、ポー
ト番号［１０２５］への接続を要求する。プロセスＰ９０３では、この接続要求を受けて
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、クライアントプロセス間通信部１０３は、ステップＳ７０２のサーバ識別子５０４の取
得処理を行う。プロセスＰ９０４では、サーバプロセス間通信部１０７は、ステップＳ６
０４のサーバ識別子５０４の返信処理を行う。
【００９０】
　プロセスＰ９０５では、クライアントプロセス間通信部１０３は、ステップＳ７０３の
処理、即ち、セッション管理情報に基づいて、接続要求時のものと同一のサーバ識別子５
０４に係る既存セッションの有無を判定する処理を行う。図９のシーケンス例では、プロ
セスＰ９０５の判定処理において既存セッションが無いと判定される。このため、プロセ
スＰ９０６では、ステップＳ７０４からステップＳ７０６の新規セッションの作成処理が
行われる。
【００９１】
　プロセスＰ９０７では、サーバプロセス間通信部１０７は、ＴＣＰのａｃｃｅｐｔ処理
により新規セッション用のソケットを作成する。プロセスＰ９０８では、クライアントプ
ロセス間通信部１０３は、プロセスＰ８０２での接続要求に係る接続処理の結果を、クラ
イアントアプリケーション１０１，１０１ａに返信する。
【００９２】
　プロセスＰ９０９では、ステップＳ７０８の処理が行われる。即ち、クライアントプロ
セス間通信部１０３は、クライアントアプリケーション１０１，１０１ａが指定したＩＰ
ｖ４アドレス［１０．０．０．１０］、ポート番号［１０２５］に向けてデータ送信処理
を行う。この送信処理を受けて、クライアントプロセス間通信部１０３は、クライアント
アプリケーション１０１，１０１ａからのデータ量に応じて、プロセスＰ９１０－１～プ
ロセスＰ９１０－ｎで、サーバＰＣ１０５に向けてデータを転送する。
【００９３】
　プロセスＰ９１１では、サーバプロセス間通信部１０７は、クライアントアプリケーシ
ョン１０１，１０１ａから受信したデータを、サーバアプリケーション１０８に転送する
。プロセスＰ９１２では、クライアントプロセス間通信部１０３は、データ転送が完了す
ると、その旨をクライアントアプリケーション１０１，１０１ａに通知する。
【００９４】
　プロセスＰ９１３では、クライアントアプリケーション１０１，１０１ａは、クライア
ントプロセス間通信部１０３に対して、ＩＰｖ６アドレス［２００１：：１０］、ポート
番号［１０２５］に対する接続を要求する。プロセスＰ９１４では、サーバプロセス間通
信部１０７は、この接続要求をクライアントプロセス間通信部１０３から受けて、ステッ
プＳ６０４のサーバ識別子５０４の返信処理を行う。この場合、クライアントアプリケー
ション１０１，１０１ａは、ＩＰｖ６アドレス［２００１：：１０］、ポート番号［１０
２５］に係るサーバ識別子５０４を取得することとなる。
【００９５】
　プロセスＰ９１５では、クライアントプロセス間通信部１０３は、ステップＳ７０３の
処理、即ち、セッション管理情報に基づいて、接続要求時のものと同一のサーバ識別子５
０４に係る既存セッションの有無を判定する処理を行う。
【００９６】
　図９のシーケンス例では、ＩＰｖ６アドレス［２００１：：１０］、ポート番号［１０
２５］で取得したサーバ識別子「１０」と同一の識別子が、既にセッションを確立してい
るＩＰｖ４アドレス［１０．０．０．１０］、ポート番号［１０２５］から返信される。
従って、クライアントプロセス間通信部１０３は、同一の識別子に係る既存セッション［
１０．０．０．１０］、ポート番号［１０２５］が有ると判定し、ＩＰｖ６アドレス［２
００１：：１０］、ポート番号［１０２５］に対してセッションを確立しない。
【００９７】
　以後、クライアントプロセス間通信部１０３は、ＩＰｖ６アドレス［２００１：：１０
］、ポート番号［１０２５］に係るデータ転送処理は、ＩＰｖ４アドレス［１０．０．０
．１０］、ポート番号［１０２５］に対して行う。
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【００９８】
　即ち、プロセスＰ９１６では、クライアントアプリケーション１０１，１０１ａは、ク
ライアントプロセス間通信部１０３に対して、ＩＰｖ６アドレス［２００１：：１０］、
ポート番号［１０２５］に対してデータ転送を要求する。
【００９９】
　このデータ転送要求を受けて、クライアントプロセス間通信部１０３は、プロセスＰ９
１７において、データ伝送要求時に指定されたＩＰｖ６アドレス［２００１：：１０］、
ポート番号［１０２５］と異なるアドレスである、既存セッションに係るＩＰｖ４アドレ
ス［１０．０．０．１０］、ポート番号［１０２５］に対して要求に係るデータを転送す
る。
【０１００】
　プロセスＰ９１８では、クライアントプロセス間通信部１０３は、クライアントアプリ
ケーション１０１，１０１ａからのデータ量に応じて、データ転送が完了するまで必要な
転送処理を既存のセッションで繰り返す。
【０１０１】
　プロセスＰ９１９では、サーバプロセス間通信部１０７は、クライアントアプリケーシ
ョン１０１，１０１ａから発送された受信データを、サーバアプリケーション１０８に転
送する。プロセスＰ９２０では、クライアントアプリケーション１０１，１０１ａは、ク
ライアントプロセス間通信部１０３に対して、ＩＰｖ４アドレス［１０．０．０．１０］
、ポート番号［１０２５］の切断（クローズ）を指示する。この切断指示を受けて、クラ
イアントプロセス間通信部１０３は、ステップＳ７１０の切断処理を行う。
【０１０２】
　プロセスＰ９２１では、サーバプロセス間通信部１０７は、クライアントプロセス間通
信部１０３からの切断指示を受けて、ＩＰｖ４アドレス［１０．０．０．１０］、ポート
番号［１０２５］に係るセッションの切断処理を行う。
【０１０３】
　このように、第１の実施の形態では、クライアントアプリケーション１０１，１０１ａ
から指示された宛先アドレスと異なるアドレスでサーバ識別子５０４が一致する既存セッ
ションを、データ通信用のセッションとして用いる。
【０１０４】
　従って、ソケット等のネットワークリソースを効率的に使用したり、低減したりするこ
とが可能となる。なお、この効果は、第２，第３の実施の形態においても同様に奏するこ
とができる。
【０１０５】
　［第２の実施の形態］
　第１の実施の形態では、例えばクライアントアプリケーション１０１が、第１のセッシ
ョンを切断した場合、第１のセッションを既存セッションとしてデータ通信に使用してい
るクライアントアプリケーション１０１ａは、データ通信を行うことができなくなる。
【０１０６】
　しかし、例えば、クライアントプロセス間通信部１０３は、クライアントアプリケーシ
ョン１０１，１０１ａからの接続要求、クローズ要求に対して、セッションの参照カウン
タのみを増減するようにする。そして、クライアントプロセス間通信部１０３は、参照カ
ウンタが「０」になったときに実際にセッションを切断するようにすれば、セッションを
共有したとしても、セッションの切断時に問題が発生じることはない。
【０１０７】
　そこで、第２の実施の形態では、宛先アドレスとは異なるアドレスで確立された既存セ
ッションでデータ送信を行う場合にも、既存セッションによる通信が他のアプリケーショ
ン１０１，１０１ａからの切断指示で意に反して切断されないようにしている。
【０１０８】
　図１０は、本発明の第２の実施の形態においてクライアントプロセス間通信１０３が行
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うセッション管理処理を示すフローチャートである。なお、第２の実施の形態に係るセッ
ション管理システムの構成等は第１の実施の形態の場合と同様であるため、その説明は省
略する（第３の実施の形態も同様）。また、図１０において、ステップＳ７０１～Ｓ７１
１の処理は、図７のフローチャートにおけるステップＳ７０１～Ｓ７１１の処理と同じで
あるため、その説明は必要に応じて行うに留める。
【０１０９】
　図１０において、プロセス間通信制御部４０１は、ステップＳ１００１では、ステップ
Ｓ７０６、又はステップＳ７０７で選択されたセッションのクローズ・リファレンス・カ
ウンタの値を「＋１」する。なお、このクローズ・リファレンス・カウンタは、上記の参
照カウンタ、及び図４の接続リファレンスカウンタに相当するカウンタであり、切断要求
数をカウントするものである。また、クライアントＰＣ１００のセッション切断管理部４
０７は、各セッションのクローズ・リファレンス・カウンタの値を接続リファレンスカウ
ント記憶部４０８に保存し、このクローズ・リファレンス・カウンタの値に基づいて各セ
ッションの切断を判断する。
【０１１０】
　次に、プロセス間通信制御部４０１は、ステップＳ７０６、又はステップＳ７０７で選
択されたセッションにより、クライアントアプリケーション１０１，１０１ａからのデー
タをサーバアプリケーション１０８に転送する（ステップ７０８）。なお、ステップＳ７
０７にて、宛先アドレスと異なるアドレスで確立された既存セッションが選択された場合
は、データ転送を行う既存セッションのクローズ・リファレンス・カウンタの値を「＋１
」するだけで、新規セッションの作成は行われない。
【０１１１】
　次に、プロセス間通信制御部４０１は、クライアントアプリケーション１０１，１０１
ａからのクローズ要求、通信ライブラリ１０４ａからの接続切断要求などの有無を判断す
る（ステップＳ７０９）。その結果、上記のクローズ要求、又は切断要求が無い場合は、
プロセス間通信制御部４０１は、ステップＳ７０１に戻ることにより、ステップＳ７０１
～Ｓ７０９の処理を続行する。
【０１１２】
　一方、クローズ要求、切断要求の何れかが有る場合は、プロセス間通信制御部４０１は
、セッション管理部４０３により、セッション切断管理部４０７に対してクローズ要求、
切断要求に係るアドレスの当該セッションのクローズを要求させる（ステップＳ１００２
）。この場合、セッション切断管理部４０７は、接続リファレンスカウント記憶部４０８
内の当該セッションのクローズ・リファレンス・カウンタの値を「－１」する（ステップ
Ｓ１００２）。
【０１１３】
　次に、プロセス間通信制御部４０１は、クローズ・リファレンス・カウンタの値が「－
１」されることにより、「０」になったか否かを判断する（ステップＳ１００３）。その
結果、「０」になっていなければ、プロセス間通信制御部４０１は、ステップＳ７０１に
戻る。
【０１１４】
　一方、クローズ・リファレンス・カウンタの値が「０」になった場合は、プロセス間通
信制御部４０１は、次のような処理を行う。すなわち、プロセス間通信制御部４０１は、
セッション管理部４０３、及び通信ライブラリ１０４ａにより、クローズ（切断）要求に
係るアドレスのセッション、ソケットのクローズ処理などを行う（ステップＳ７１０）。
そして、セッション管理部４０３は、ステップＳ７１０での処理結果に基づいて、ＤＢ管
理部４０５により、セッション管理情報ＤＢ４０６上のセッション管理情報を更新する（
ステップＳ７１１）。
【０１１５】
　次に、図１０の処理の具体例を、図１１のシーケンス図に基づいて説明する。なお、図
１１のシーケンスは、宛先アドレスと異なるアドレスで確立された既存のセッションでデ



(18) JP 2009-266202 A 2009.11.12

10

20

30

40

50

ータ送信を行う場合を示している。この場合、下記のようなシーケンスで、既存セッショ
ンによる通信が意に反して不能にならないように、既存セッションの切断を適切に行う場
合を示している。
【０１１６】
　すなわち、プロセスＰ１１０１において、クライアントプロセス間通信部１０３は、ス
テップＳ７０６にて新規のセッションを確立したことにより、ステップＳ１００１のクロ
ーズ・リファレンス・カウンタの値を「＋１」する。このクローズ・リファレンス・カウ
ンタは、接続要求に係る宛先アドレス毎に、その接続要求数及び切断要求数を係数するカ
ウンタとして機能する。
【０１１７】
　プロセスＰ１１０２では、クライアントプロセス間通信部１０３は、ステップＳ７０７
にて宛先アドレスと異なるアドレスで確立された既存のセッションを利用するために、新
規セッションの作成は行わない。ただし、クライアントプロセス間通信部１０３は、ステ
ップＳ１００１のクローズ・リファレンス・カウンタの値を「＋１」する処理を行う。
【０１１８】
　この時点で、接続リファレンスカウント記憶部４０８に記憶されているクローズ・リフ
ァレンス・カウンタの値は、サーバ識別子５０４が「１０」のサーバＰＣ１０５に対して
「２」となる。実際の通信アドレスは、ＩＰｖ４アドレスの［１０．０．０．１０］、ポ
ート番号［１０２５］である。
【０１１９】
　また、宛先アドレスとしては、ＩＰｖ４アドレス［１０．０．０．１０］、ポート番号
［１０２５］の他に、ＩＰｖ６アドレス［２００１：：１０］、ポート番号［１０２５］
があり、これらアドレスは、それぞれ接続状態で存在している。
【０１２０】
　プロセスＰ１１０３では、クライアントプロセス間通信部１０３は、ＩＰｖ４アドレス
の［１０．０．０．１０］、ポート番号［１０２５］に対するクローズ処理を行う。この
際、ステップＳ１００２の処理により、接続リファレンスカウント記憶部４０８内の該当
セッションのクローズ・リファレンス・カウンタの値が「－１」される。
【０１２１】
　このクローズ処理により、接続リファレンスカウント記憶部４０８内のクローズ・リフ
ァレンス・カウンタの値は、サーバ接続子が「１０」のサーバＰＣ１０５に対して「１」
個となる。実際の通信アドレスは、ＩＰｖ４アドレス［１０．０．０．１０］、ポート番
号［１０２５］の１つである。また、宛先アドレスとしては、ＩＰｖ６アドレス［２００
１：：１０］、ポート番号［１０２５］があり、このアドレスは接続状態で存在する。
【０１２２】
　プロセスＰ１１０４では、クライアントプロセス間通信部１０３は、ＩＰｖ６アドレス
［２００１：：１０］、ポート番号［１０２５］に対するクローズ処理を行う。この際、
ステップＳ１００２の処理により、接続リファレンスカウント記憶部４０８内の該当セッ
ションのクローズ・リファレンス・カウンタの値が「－１」される。
【０１２３】
　このクローズ処理により、接続リファレンスカウント記憶部４０８内のクローズ・リフ
ァレンス・カウンタ（その値）は、サーバ接続子が「１０」のサーバＰＣ１０５に対して
「０」個となる。クライアントプロセス間通信部１０３は、クローズ・リファレンス・カ
ウンタの値が「０」個となったので、プロセスＰ１１０５において、ステップＳ７１０の
セッションクローズ処理を行う。本処理例では、クライアントアプリケーション１０１，
１０１ａは、クライアントプロセス間通信部１０３に対して、ＩＰｖ６アドレスの［２０
０１：：１０］、ポート番号［１０２５］に対する切断指示を行う。
【０１２４】
　しかし、クライアントプロセス間通信部１０３は、クライアントアプリケーション１０
１，１０１ａからのセッション切断指示を受けて、実際の通信アドレスであるＩＰｖ４ア
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ドレス［１０．０．０．１０］、ポート番号［１０２５］に対して切断処理を行う。この
切断処理は、ステップＳ７１０、及びステップＳ７１１の処理で行われる。
【０１２５】
　次に、プロセスＰ１１０６において、サーバプロセス間通信部１０７は、次のような処
理を行う。即ち、サーバプロセス間通信部１０７は、クライアントプロセス間通信部１０
３からのＩＰｖ４アドレス［１０．０．０．１０］、ポート番号［１０２５］に対する切
断指示に応答して、通信ライブラリ１０４ｂにより、当該セッションの切断処理を行う。
【０１２６】
　これは、次のことを意味する。即ち、宛先アドレスと異なるアドレスで確立された既存
セッションで通信を行っている際に、当該既存セッションに対する切断指示が他のアプリ
ケーションからなされたとする。この場合は、その切断指示とは異なるアドレスの同一の
サーバ識別子５０４に係るセッションが切断され、当該既存セッションが切断されること
はない。
【０１２７】
　換言すれば、第２の実施の形態では、宛先アドレスとは異なるアドレスで確立された既
存セッションでデータ送信を行う場合にも、既存セッションによる通信が他のアプリケー
ションからの切断指示で意に反して切断されることはない。
【０１２８】
　例えばクライアントアプリケーション１０１が、第１のセッションを切断した場合、第
１のセッションを既存セッションとしてデータ通信に使用しているクライアントアプリケ
ーション１０１ａは、データ通信を行うことができなくなる。
【０１２９】
　しかし、例えば、クライアントプロセス間通信部１０３は、クライアントアプリケーシ
ョン１０１，１０１ａからのコネクト（接続）要求、クローズ（切断）要求に対して、セ
ッションの参照カウンタのみを増減するようにする。そして、クライアントプロセス間通
信部１０３は、参照カウンタが「０」になったときに実際にセッションを切断するように
すれば、セッションを共有したとしても、セッションの切断時に問題が発生じることはな
い。
【０１３０】
　［第３の実施の形態］
　第１の実施の形態では、クライアントアプリケーション１０１とクライアントアプリケ
ーション１０１ａが異なる宛先アドレスを指定した場合でも、同一のセッションを利用す
る場合がある。この際、実際に通信に利用する通信アドレスは、最初にセッションを作成
した際の宛先アドレスとなる。
【０１３１】
　しかし、最初にセッションを作成した際の宛先アドレスでの通信で通信障害が発生した
場合は、他の宛先アドレスでの通信が可能なときでも、同一セッションで通信を行ってい
る他のクライアントアプリケーションも通信ができなくなる。
【０１３２】
　そこで、第３の実施の形態では、そのような通信障害が発生した場合でも、通信可能な
宛先アドレスが存在するときは、該当セッションでの通信を可能とするようにしている。
【０１３３】
　図１２は、本発明の第３の実施の形態においてサーバＰＣ１０５とクライアントＰＣの
間で行われるセッション管理処理を示すシーケンス図である。なお、図１２において、ス
テップＳ７０１～Ｓ７１１は、図７のフローチャートにおけるステップＳ７０１～Ｓ７１
１と同じであるため、その全てを説明することなく、第３の実施の形態に特有なステップ
の説明に必要なステップだけを説明する。
【０１３４】
　図１２において、プロセス間通信制御部４０１は、ステップＳ７０６、又はステップＳ
７０７で選択されたセッションにより、クライアントアプリケーション１０１，１０１ａ
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からのデータをサーバアプリケーション１０８に転送する（ステップＳ７０８）。
【０１３５】
　次に、プロセス間通信制御部４０１は、データ転送に成功したか否かを判断する（ステ
ップＳ１２０１）。その結果、データ転送に成功している合は、プロセス間通信制御部４
０１は、クライアントアプリケーション１０１，１０１ａからのクローズ要求や、通信ラ
イブラリ１０４ａからの接続切断要求などの有無を判断する（ステップＳ７０９）。
【０１３６】
　一方、データ転送に失敗した場合は、プロセス間通信制御部４０１は、セッション管理
部４０３により、サーバ識別子５０４が同一の他の宛先アドレスの存在、又は通信可能な
他の宛先アドレスの存在の有無を判断する（ステップＳ１２０２）。
【０１３７】
　その結果、サーバ識別子５０４が同一の他の宛先アドレスが存在しない場合、プロセス
間通信制御部４０１は、データ転送のエラー処理を行って（ステップＳ１２０６）、上記
のステップＳ７０９に進む。このエラー処理は、通信可能な他の宛先アドレスが存在する
或いは場合にも同様に行われる。
【０１３８】
　一方、サーバ識別子５０４が同一の他の宛先アドレスが存在する場合は、プロセス間通
信制御部４０１は、セッション再接続管理部４０９により、サーバ識別子５０４が同一の
他の宛先アドレスに再接続セッションを確立する。この場合、通信に失敗した通信アドレ
スとは別の宛先アドレスで新規ソケットが作成される。
【０１３９】
　次に、プロセス間通信制御部４０１は、ＤＢ管理部４０５により、再接続セッションを
セッション管理情報ＤＢ４０６に登録する（ステップＳ１２０４）。そして、プロセス間
通信制御部４０１は、再接続セッションをデータ転送セッションに選択し（ステップＳ１
２０５）、ステップＳ７０８に戻り、再接続セッションでデータ転送を行う。
【０１４０】
　図１３は、本発明の第３の実施の形態においてサーバＰＣ１０５とクライアントＰＣの
間で行われるセッション管理処理を示すシーケンス図である。このシーケンスでは、宛先
アドレスと異なるアドレスで確立された既存のセッションでデータ送信を行う場合に、セ
ッション再接続処理を可能にしている。なお、図１３において図９の処理シーケンスと同
様である処理については、その説明を省略する。
【０１４１】
　プロセスＰ１３０１では、プロセス間通信制御部４０１は、ステップＳ１２０１のデー
タ転送成功の確認処理を行う。この時点で、接続リファレンスカウント記憶部４０８が記
憶しているクローズ・リファレンス・カウンタは、サーバ識別子５０４が「１０」のサー
バＰＣ１０５に対して２個となる。この２個のサーバ識別子５０４の実際の通信アドレス
は、ＩＰｖ４アドレス［１０．０．０．１０］、ポート番号［１０２５］である。
【０１４２】
　また、この時点での宛先アドレスは、ＩＰｖ４アドレス［１０．０．０．１０］、ポー
ト番号［１０２５］、及びＩＰｖ６アドレスの［２００１：：１０］、ポート番号［１０
２５］の２つが接続状態で存在する。
【０１４３】
　本シーケンス例では、プロセスＰ１３０１において、プロセス間通信制御部４０１は、
実際の通信アドレスであるＩＰｖ４アドレス［１０．０．０．１０］、ポート番号［１０
２５］でのデータ転送がエラーであると判断する。
【０１４４】
　プロセスＰ１３０２では、プロセス間通信制御部４０１は、セッション再接続管理部４
０９により、ステップＳ１２０２でのサーバ識別子５０４が同一の他の宛先アドレスが存
在するか否か判定処理を行う。
【０１４５】
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　本シーケンス例では、セッション再接続管理部４０９は、サーバ識別子５０４が同一で
ある他の宛先アドレスがあると判定し、再接続セッションの確立を行う。（プロセスＰ１
３０３）。セッション再接続管理部４０９は、ＤＢ管理部４０５により、再接続セッショ
ンをセッション管理情報ＤＢ４０６に登録する。
【０１４６】
　この時点では、接続リファレンスカウント記憶部４０８が記憶しているクローズ・リフ
ァレンス・カウンタは、サーバ接続子が「１０」のサーバＰＣ１０５に対して２個である
。
【０１４７】
　実際の通信アドレスは、ＩＰｖ６アドレス［２００１：：１０］、ポート番号［１０２
５］である。また、宛先アドレスは、ＩＰｖ４アドレスの［１０．０．０．１０］、ポー
ト番号［１０２５］およびＩＰｖ６アドレスの［２００１：：１０］、ポート番号［１０
２５］が接続状態で存在する。
【０１４８】
　プロセスＰ１３０４では、プロセス間通信制御部４０１は、クライアントアプリケーシ
ョン１０１，１０１ａから指定されたデータを、ＩＰｖ６アドレス［２００１：：１０］
、ポート番号［１０２５］でデータ送信を行う。
【０１４９】
　このため、サーバ識別子が同一のセッションの中に接続可能な宛先アドレスが１つ以上
ある場合は、接続要求を行ったクライアントアプリケーション１０１，１０１ａは、通信
障害を意識することなく通信を継続することが可能となる。
【０１５０】
　［第４の実施の形態］
　第１～３の実施の形態では、クライアントＰＣ１００は、サーバＰＣ１０５から取得し
たサーバ識別子、すなわち、サーバ識別情報に基づいて既存セッションの有無を判定して
いた。
【０１５１】
　しかし、このためには、サーバＰＣ１０５側にサーバ識別子（サーバ識別情報）を返信
する構成、すなわち、サーバプロセス間通信制御部３０１の制御の下にサーバ識別子を返
信するサーバ識別子返信部３０２を備える必要がある。このため、多数のクライアントＰ
Ｃと通信するサーバＰＣ１０５の処理負担が増えると共に、ネットワークリソースの有効
利用を阻害する要因ともなる。
【０１５２】
　そこで、第４の実施の形態では、クライアントＰＣ１００は、サーバＰＣ１０５から取
得したサーバ識別子に基づいて既存セッションの有無を判定するのではなく、サーバＰＣ
１０５と協働することなく既存セッションの有無を判定することとしている。
【０１５３】
　図１４は、本発明の第４～６の実施の形態に係るセッション管理システムを適用したク
ライアント／サーバシステムのソフトウェアの構成等を示す図である。
【０１５４】
　第１～３の実施の形態に係る図１との相違点は、ＤＮＳ（Ｄｏｍａｉｎ　Ｎａｍｅ　Ｓ
ｙｓｔｅｍ）サーバ１４０１がネットワーク１０６に接続されている点である。
【０１５５】
　第４の実施の形態では、ＤＮＳサーバ１４０１等を利用することにより、クライアント
ＰＣ１００は、サーバＰＣ１０５と協働することなく、既存セッションの有無を判定する
。
【０１５６】
　なお、ＤＮＳサーバ１４０１で動作しているＤＮＳサービスの仕様は、ＩＥＴＦ（Ｉｎ
ｔｅｒｎｅｔ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｔａｓｋ　Ｆｏｒｃｅ）に係る技術仕様となっ
ている。具体的には、ＤＮＳサーバ１４０１は、ＲＦＣ（Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｆｏｒ　Ｃｏ
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ｍｍｅｎｔｓ）１０３４やＲＦＣ１０３５等で規定されている仕様でアドレス問題解決サ
ービスを行っている。
【０１５７】
　ＲＦＣ１０３４、ＲＦＣ１０３５等では、ＩＰｖ４アドレスに対応したＡレコードの仕
様や応答の実装について記述されている。また、ＲＦＣ１８８６等では、ＩＰｖ６に対応
したＡＡＡＡレコードの仕様や応答の実装について記述されている。ＲＦＣは、ｈｔｔｐ
：／／ｗｗｗ．ｉｅｔｆ．ｏｒｇ／ｒｆｃ．ｈｔｍｌで参照することができる。
【０１５８】
　図１５は、第４の実施の形態に係るクライアントＰＣ１００のクライアントプロセス間
通信部１０３の詳細なソフトウェア構成を示すブロック図である。
【０１５９】
　クライアントＰＣ１００は、クライアントアプリケーション１０１からのリクエストに
より、スタブオブジェクト（図省略）を介して、クライアントプロセス間通信部１０３お
よび、通信ライブラリ１０４ａを介してサーバＰＣ１０５と通信を行う。
【０１６０】
　クライアントプロセス間通信部１０３は、第１～３の実施の形態と同様に、プロセス間
通信制御部４０１、セッション管理部４０３、セッション管理情報ＤＢ４０６、セッショ
ン判定部４０４を有している。
【０１６１】
　また、クライアントプロセス間通信部１０３は、第１～３の実施の形態と同様に、セッ
ション切断管理部４０７、セッション再接続管理部４０９を有している。さらに、クライ
アントプロセス間通信部１０３は、第４の実施の形態に特有なソフトウェアとして、アド
レスリスト取得部１５０１、及びアドレスリスト記憶部１５０２を有している。
【０１６２】
　プロセス間通信制御部４０１は、セッションの管理を行いながら、クライアントアプリ
ケーション１０１，１０１ａとサーバアプリケーション１０８の間で行う通信を統括的に
制御する。アドレスリスト取得部３０２は、クライアントアプリケーション１０１，１０
１ａから指定された宛先アドレスに係る１つまたは複数のアドレスをＤＮＳサーバ１４０
１から取得し、アドレスリスト記憶部１５０２に順次記憶する。このアドレスリスト記憶
部１５０２の記憶情報であるアドレスリスト情報については、後で図１６、図２３に基づ
いて詳細に説明する。
【０１６３】
　セッション管理部４０３は、セッション管理情報ＤＢ４０６に登録するセッション管理
情報を管理する。この第４の実施の形態におけるセッション管理情報については、後で図
１７に基づいて詳細に説明する。セッション判定部４０４は、アドレスリスト、及びセッ
ション管理情報に基づいて、新規セッションの作成処理や既存セッションの利用可能性を
判断する。
【０１６４】
　セッション切断管理部４０７、接続リファレンスカウント記憶部４０８、及びセッショ
ン再接続管理部４０９の処理内容等は、第１～３の実施の形態と同様である。
【０１６５】
　次に、アドレスリスト記憶部１５０２に記憶されているアドレスリスト情報を図１６に
基づいて詳細に説明する。アドレスリスト記憶部１５０２には、ＤＮＳサーバ１４０１か
ら取得した宛先（サーバ）のアドレスリスト情報が順次格納されて、データベース化され
ていく。
【０１６６】
　サーバ識別子１６０１は、接続要求元のクライアントアプリケーション１０１，１０１
ａが要求する宛先（接続先）に係るサーバ（サーバＰＣ１０５）のサーバ識別子（サーバ
識別情報）である。このサーバ識別子１６０１としては、例えば、ホスト名やＮｅｔＢＩ
ＯＳ名、コンピュータ名、完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ：Ｆｕｌｌｙ　Ｑｕａｌｉｆｉ
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ｅｄ　Ｄｏｍａｉｎ　Ｎａｍｅ）等がある。
【０１６７】
　ただし、後述するように、第４の実施の形態では、アドレスリスト取得部１５０１は、
クライアントアプリケーション１０１，１０１ａが異なる形式のサーバ識別情報で接続要
求を行った場合に、異なる形式のサーバ識別情報をホスト名に統一している。そして、ア
ドレスリスト取得部１５０１は、このホスト名に係るアドレスリストをＤＮＳサーバ１４
０１から取得している。
【０１６８】
　従って、図１６のアドレスリスト情報にけるサーバ識別子１６０１は、実際には「ホス
ト名」となっている。同様に理由で、図１７のセッション管理情報におけるサーバ識別子
５０４も、実際には「ホスト名」となっている。ただし、図２３のアドレスリスト情報に
けるサーバ識別子１６０１は、実際には「ホスト名」であるところを、説明の便宜上、ク
ライアントアプリケーション１０１，１０１ａが実際に指定したサーバ識別子（サーバ識
別情報）を示している。
【０１６９】
　アドレス取得方法１６０２は、宛先（サーバ）のアドレスリストをＤＮＳサーバ１４０
１から取得する際に用いたプロトコルやその取得方法を示す情報である。アドレス種別１
６０３は、ＤＮＳサーバ１４０１から実際に取得したアドレスの種別を示す情報である。
ＩＰアドレス１６０４は、ＤＮＳサーバ１４０１から実際に取得したアドレス（ＩＰアド
レス）それ自体を示す情報である。
【０１７０】
　図１６の例では、サーバ識別子１６０１が「ＡｐｐＳｅｒｖｅｒ：ホスト名」のサーバ
については、リスト番号「１」と「４」に係る通信時にはＩＰｖ４アドレス［１０．０．
０．１０］を取得している。また、サーバ識別子１６０１が「ＡｐｐＳｅｒｖｅｒ」のサ
ーバについては、リスト番号「２」に係る通信時にはＩＰｖ６アドレス［２００１：：１
０］を取得し、リスト番号「３」に係る通信時にはＩＰｖ６アドレス［ｆｅ８０：：１０
］を取得している。
【０１７１】
　また、サーバ識別子１６０１が「ＡｐｐＳｅｒｖｅｒ２：ホスト名」のサーバについて
は、リスト番号「５」に係る通信時にはＩＰｖ４アドレス［１０．０．０．２０］を取得
し、リスト番号「６」に係る通信時にはＩＰｖ６アドレス［２００１：：２０］を取得し
ている。
【０１７２】
　図１７は、セッション管理情報を例示した図である。アプリケーション識別子５０１は
、接続を要求したクライアントアプリケーション１０１，１０１ａを識別する識別子（イ
ンスタンスハンドル）である。要求アドレス情報５０２は、クライアントアプリケーショ
ン１０１，１０１ａが接続を要求する際に接続先（宛先）として指定した宛先アドレスで
ある。この宛先アドレス５０２は、サーバ識別情報（ホスト名、ＦＱＤＮ等）、ＩＰｖ４
アドレス、ＩＰｖ６アドレス等のＩＰアドレス５０２ａと、ポート番号５０２ｂを含んで
いる。
【０１７３】
　通信アドレス情報５０３は、上記の宛先アドレスに基づいて既存セッションの利用可能
性を判断した結果、実際に通信を行うものとして選択されたセッションに係る接続先のア
ドレスである。この通信アドレス情報５０３は、ＩＰアドレス５０３ａとポート番号５０
３ｂを含んでいる。
【０１７４】
　サーバ識別子５０４は、接続要求元のクライアントアプリケーション１０１，１０１ａ
がＤＮＳサーバ１４０１に対して接続先のアドレスリストを要求した当該接続先のサーバ
のサーバ識別子（ここでは、ホスト名）である。セッション番号５０５は、通信を実際に
行うセッションの管理番号（セッション識別インスタンスハンドル）である。
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【０１７５】
　次に、クライアントプロセス間通信部１０３のプロセス間通信制御部４０１が行う第４
の実施の形態に係るセッション管理処理を、図１８のフローチャートに基づいて説明する
。なお、図１８では、図７と同一の処理については、同一のステップ番号を付している（
図２０、図２１、図２２、図２６、図２７も同様）。
【０１７６】
　クライアントプロセス間通信部１０３のプロセス間通信制御部４０１は、サーバＰＣ１
０５のサーバアプリケーション１０８に対する接続要求を受け付ける（ステップＳ７０１
）。この接続要求は、クライアントアプリケーション１０１，１０１ａから行われるもの
である。
【０１７７】
　次に、プロセス間通信制御部４０１は、アドレスリスト取得部１５０１により、上記の
宛先アドレスに係るアドレスリストを取得する（ステップＳ１８０１）。
【０１７８】
　この場合、アドレスリスト取得部１５０１は、通信ライブラリ１０４ａを利用して、ネ
ットワーク１０６経由でＤＮＳサーバ１４０１に対して、上記のアドレスリストに係るＡ
レコードやＡＡＡＡレコード等の取得要求を行う。ＤＮＳサーバ１４０１は、アドレスリ
スト取得部１５０１からのアドレスリスト取得要求に応じて、該当するアドレスリストを
返信する。
【０１７９】
　なお、アドレスリスト取得部１５０１は、ステップＳ１８０１では、ＤＮＳサーバ１４
０１以外に、各種のアドレス問題解決サービスを利用してアドレスリスト取得処理を行う
。ＤＮＳサーバ１４０１以外のアドレス問題解決サービスとしては、例えば、ＬＬＭＮＲ
（Ｌｉｎｋ　Ｌｏｃａｌ　Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｎａｍｅ　Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ）やＮ
ｅｔＢＩＯＳのブロードキャスト探索等が挙げられる。
【０１８０】
　アドレスリスト取得部１５０１は、宛先アドレスの中でサーバ識別情報として「Ｎｕｍ
ｅｒｉｃ　ｈｏｓｔ　ａｄｄｒｅｓｓ」が指定された場合は、その「Ｎｕｍｅｒｉｃ　ｈ
ｏｓｔ　ａｄｄｒｅｓｓ」をホスト名に変換してアドレスリスト取得処理を行う。
【０１８１】
　このステップＳ１８０１におけるアドレスリスト取得処理の詳細を、図１９のフローチ
ャートに基づいて説明する。
【０１８２】
　アドレスリスト取得部１５０１は、クライアントアプリケーション１０１，１０１ａか
ら指定された宛先情報の中で、ホスト名、アドレスの何れの形式のサーバ識別情報でサー
バが指定されているのかを判別する（ステップＳ１９０１）。ここで言う「アドレス」と
は、「Ｎｕｍｅｒｉｃ　ｈｏｓｔ　ａｄｄｒｅｓｓ」を指す。
【０１８３】
　アドレス形式のサーバ識別情報でサーバが指定されている場合は、アドレスリスト取得
部１５０１は、当該アドレスに係るホスト名をＤＮＳサーバ１４０１上で検索する（ステ
ップＳ１９０２）。この場合、アドレスリスト取得部１５０１は、例えば、Ｃ／Ｃ＋＋の
ソケットプログラミングにおいては、ｇｅｔｎａｍｅｉｎｆｏ（）関数により、当該指定
アドレスに対応付けられたホスト名を検索する。
【０１８４】
　次に、アドレスリスト取得部１５０１は、アドレス取得関数に基づいて検索したホスト
名を指定することにより、当該ホスト名に係るサーバのアドレスリストをＤＮＳサーバ１
４０１から取得する（ステップＳ１９０３）。この場合、例えば、Ｃ／Ｃ＋＋のソケット
プログラミングにおいては、ｇｅｔａｄｄｒｉｎｆｏ（）関数のａｉ＿ｆａｍｉｌｙ　に
　値ＡＦ＿ＵＮＳＰＥＣ　を設定して呼出しを行うことにより、ホスト名に対応するアド
レスリストを取得する。
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【０１８５】
　一方、最初からホスト名の形式のサーバ識別情報でサーバが指定されている場合は、ア
ドレスリスト取得部１５０１は、ステップＳ１９０２をスキップしてステップＳ１９０３
に進む。ステップＳ１９０３の処理が終了すると、アドレスリスト取得部１５０１は、上
記のホスト名、及び当該ホスト名に対応するアドレスリストをアドレスリスト記憶部１５
０２に登録し（ステップＳ１９０４）、図１８のフローにリターンする。
【０１８６】
　そして、セッション判定部４０４は、プロセス間通信制御部４０１の制御の下に、ステ
ップＳ１８０１で取得されたアドレスリストとセッション管理情報ＤＢ４０６の情報に基
づいて、既存セッションの利用可能性を判定する（ステップＳ１８０２）。
【０１８７】
　この場合、セッション判定部４０４は、取得したアドレスリストに係るアドレスの中で
、同一ホスト名のホスト（サーバ）に係る既存セッションとしてセッション管理情報ＤＢ
４０６に登録されている既存セッションについては、利用できると判定する。
【０１８８】
　即ち、セッション判定部４０４は、取得したアドレス（１つのアドレスの場合もある）
に係るアドレスとは別のアドレスで通信を行っている既存セッションの中で、当該取得ア
ドレスに係るサーバと同一のサーバに係る既存セッションが存在するか否かを判断する。
その結果、上記の同一のサーバに係る既存セッションが存在する場合には、セッション判
定部４０４は、当該既存セッションを利用可能であると判定する。
【０１８９】
　この場合、前述のように、アドレスリストは、サーバ識別情報をホスト名に統一した状
態で取得されている。従って、セッション判定部４０４は、ホスト名に基づいてサーバの
同一性を認定する。
【０１９０】
　このことは、実質的に、クライアントアプリケーション１０１，１０１ａが接続要求時
に指定した宛先アドレスにおけるサーバ識別情報が異なっていても、同一のサーバに係る
サーバ識別情報であれば、同一のサーバに係るサーバ識別情報として取り扱うことを意味
する。
【０１９１】
　これにより、たとえ異なるサーバ識別情報でサーバが指定されたとしても、既存セッシ
ョンの利用可能性を適切に判定することができ、より一層、ネットワークリソースを効率
的に使用することが可能となる。この点については、後で、図２３に基づいて詳細に説明
する。
【０１９２】
　そして、プロセス間通信制御部４０１は、既存セッションを利用可能である場合には、
その既存セッションを今回のデータ転送用のセッションとして選択する（ステップＳ１８
０３）。
【０１９３】
　例えば、図１７のセッション管理情報例では、管理番号「１」と「２」のセッションは
、クライアントアプリケーション（１）からの異なる宛先アドレスに係るセッションであ
る。しかし、既に確立された既存セッションとして、同一のサーバ識別子「ＡｐｐＳｅｒ
ｖｅｒ」に係る既存セッションが存在する。このような場合、プロセス間通信制御部４０
１は、新規のセッションを作成せずに、当該既存セッションをデータ転送用のセッション
として選択する。
【０１９４】
　なお、図１６のアドレスリストの例では、ＩＰアドレス［１０．０．０．１０］と［２
００１：：１０］は、同一のサーバ識別子「ＡｐｐＳｅｒｖｅｒ」に対応付けられている
ため、上記のように、同一のサーバ識別子の既存セッションが存在すると判定できる。
【０１９５】
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　図１６，１７の例では、リスト番号「２」のアドレス［２００１：：１０］への接続要
求に係る通信は、サーバ識別子「ＡｐｐＳｅｒｖｅｒ」が同一である管理番号「１」に係
るアドレス［１０．０．０．１０］の既存セッションを利用してデータ転送が行われる。
【０１９６】
　このように、既存セッションを利用することにより、クライアントＰＣ１００、サーバ
ＰＣ１０５は、宛先アドレスに係る通信ソケットを新たに作成する必要はなくなり、当該
通信ソケットなどのネットワークリソースを節約することが可能となる。
【０１９７】
　図１８におけるステップＳ７０４，Ｓ７０５，Ｓ７０８～Ｓ７１１の処理は、図７の同
一ステップ番号の処理と全く同様なので、ここでは、その説明を省略する。
【０１９８】
　次に、第１，第２のクライアントアプリケーションが別のサーバ識別情報（ホスト名、
ＦＱＤＮ等）でサーバを指定した場合の取り扱いを説明する。
【０１９９】
　前述のように、第４の実施の形態では、宛先として指定されたサーバ識別情報は異なる
が、同一サーバに係るサーバ識別情報については、同一のサーバ識別情報として取り扱う
ことにより、既存セッションの利用可能性を適切に判定できるようにしている。
【０２００】
　図２３は、このような場合のアドレスリスト情報を例示したものである。図２３のアド
レスリスト情報の情報項目それ自体は、図１６のアドレスリスト情報の情報項目と全く同
一なので、同一の情報項目に同一の符号を付しただけで、その説明は省略する。ただし、
図２３のアドレスリスト情報におけるサーバ識別子１６０１は、異なる形式で指定された
サーバ識別情報をホスト名に統一した結果としてのホスト名ではなく、説明の便宜上、そ
の統一前の指定に係るサーバ識別情報それ自体を示している。
【０２０１】
　図２３の例では、サーバ識別子「ＡｐｐＳｅｒｖｅｒ．ｆｏｏ．ｔｅｓｔ」に係るサー
バと、サーバ識別子「ＡｐｐＳｅｒｖｅｒ」に係るサーバが、同一のＩＰアドレス「ｆｅ
８０：：１０」に対応付けられている（リスト番号２，３参照）。
【０２０２】
　このような場合には、前述のホスト名への統一処理により、サーバ識別子「ＡｐｐＳｅ
ｒｖｅｒ．ｆｏｏ．ｔｅｓｔ」に係るサーバと、サーバ識別子「ＡｐｐＳｅｒｖｅｒ」に
係るサーバが、同一のサーバであるものとして取り扱われる。そして、セッション判定部
４０４は、実質的に、これら両方のサーバ識別子に係るアドレスリスト情報に基づいて、
既存セッションの利用可能性を判定することとなる。
【０２０３】
　例えば、接続要求時の宛先情報の中でサーバ識別子「ＡｐｐＳｅｒｖｅｒ．ｆｏｏ．ｔ
ｅｓｔ」が指定されているが、当該サーバ識別子に係るＩＰアドレスに係る既存セッショ
ンが無いものとする。この場合において、サーバ識別子「ＡｐｐＳｅｒｖｅｒ．ｆｏｏ．
ｔｅｓｔ」と同一のサーバに係るサーバ識別子「ＡｐｐＳｅｒｖｅｒ」の既存セッション
として、ＩＰアドレス［２００１：：１０］に係るものが有るものとする。
【０２０４】
　このような場合、セッション判定部４０４は、サーバ識別子「ＡｐｐＳｅｒｖｅｒ．ｆ
ｏｏ．ｔｅｓｔ」を用いた接続要求に対して、ＩＰアドレス［２００１：：１０］に係る
既存セッションを利用可能であると判定する。
【０２０５】
　このようにして、サーバ識別子は異なるが、同一サーバに係るサーバ識別子については
、同一のサーバ識別子として取り扱うことにより、異なるサーバ識別子を指定した場合に
も、既存セッションを利用できるようにしている。これにより、一層、ソケット等のネッ
トワークリソースを効率的に使用することが可能となる。
【０２０６】
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　［第５の実施の形態］
　第１～４の実施の形態では、クライアントアプリケーション１０１とクライアントアプ
リケーション１０１ａが異なる宛先アドレスを指定した場合でも、両者が同一のセッショ
ンを利用する場合がある。この場合、クライアントプロセス間通信部１０３は、最初に確
立されたセッションに係る宛先アドレスで実際の通信を行う。
【０２０７】
　しかし、最初に確立されたセッションに係る宛先アドレスによる通信において、通信障
害が発生した場合は、他のアドレスによる通信が可能であっても、同一セッションで通信
を行っている他のクライアントアプリケーションも通信不能となる。
【０２０８】
　そこで、第５の実施の形態では、通信障害が発生しても、接続可能な他のアドレスが存
在する場合は、当該接続可能な他のアドレスに係るセッションを確立して通信を行うよう
にしている。
【０２０９】
　次に、プロセス間通信制御部４０１が行う第５の実施の形態に係るセッション管理処理
を、図２０、図２１のフローチャートに基づいて説明する。なお、第５の実施の形態は、
第４の実施の形態を応用変形したものであり、図２０，２１のフローチャートは、図１８
のフローチャートと部分的に一致している。そこで、図２０，２１おいては、図１８と同
一の処理については、同一のステップ番号を付して、その説明は省略し、相違点だけを説
明することとする。
【０２１０】
　プロセス間通信制御部４０１は、図２１のステップＳ２００１において、ステップＳ７
０８で行った選択に係るセッションによるデータ転送に成功したか否かを判別する。その
結果、データ転送に成功した場合は、前述のステップＳ７０９～Ｓ７１１の処理を行う。
【０２１１】
　一方、データ転送に失敗した場合は、セッション判定部４０４は、プロセス間通信制御
部４０１の制御の下に、セッション管理情報ＤＢ４０６上にサーバ識別情報（ホスト名等
）が同一の他のアドレスが存在するか否かを判定する（ステップＳ２００２）。その結果
、サーバ識別情報が同一の他のアドレスが存在しない場合は、プロセス間通信制御部４０
１は、データ転送のエラー処理を行って（ステップＳ２００６）、ステップＳ７０９に進
む。
【０２１２】
　一方、サーバ識別情報が同一の他のアドレスが存在する場合は、プロセス間通信制御部
４０１は、サーバ識別情報（ホスト名）が同一の他のアドレスに再度接続するためのセッ
ションを確立する（ステップＳ２００３）。この場合、プロセス間通信制御部４０１は、
サーバ識別情報（ホスト名）が同一の他のアドレスに係る新規ソケットを作成する。
【０２１３】
　この場合、プロセス間通信制御部４０１は、サーバ識別情報（ホスト名）が同一の他の
アドレスが複数存在するときは、クライアントアプリケーション１－１，１０１ａが指定
した宛先アドレスに係るセッションを優先的に確立する。
【０２１４】
　次に、プロセス間通信制御部４０１は、セッション管理部４０３により、再接続に係る
セッションの情報をセッション管理情報ＤＢ４０６に登録する（ステップＳ２００４）。
そして、プロセス間通信制御部４０１は、再接続に係るセッションをデータ転送用のセッ
ションとして選択し（ステップＳ２００５）、ステップＳ７０８に戻る。
【０２１５】
　このように、第５の実施の形態では、複数のアプリケーションが同一のセッションでデ
ータ送信を行っている際に或るアプリケーションに係る通信で障害が発生しても、他のア
プリケーションは通信を続行することができる。従って、第５の実施の形態では、通信障
害に強くてデータ転送の信頼性が高い通信システムを構築することが可能となる。
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【０２１６】
　［第６の実施の形態］
　第４，５の実施の形態では、例えばアプリケーション１１０１が第１のセッションを切
断すると、当該第１のセッションを利用しているクライアントアプリケーション１０１ａ
は通信を行えなくなってしまう。
【０２１７】
　そこで、第６の実施の形態では、この問題を次のようにして解決している。すなわち、
プロセス間通信制御部４０１は、セッションのクローズ要求に応じて、その都度、セッシ
ョンをクローズするのではなく、各セッションのクローズ・リファレンス・カウンタに基
づいてセッションをクローズしている。第６の実施の形態では、接続リファレンスカウン
ト記憶部４０８にクローズ・リファレンス・カウンタを記憶するものとする。
【０２１８】
　第６の実施の形態におけるセッション管理処理を、図２２のフローチャートに基づいて
説明する。なお、第６の実施の形態は、第４の実施の形態を応用変形したものであり、図
２２のフローチャートは、図７、図１８のフローチャートと部分的に一致している。そこ
で、図２２においては、図７、図１８と同一の処理については、同一のステップ番号を付
して、その説明は省略し、相違点だけを説明することとする。
【０２１９】
　セッション切断管理部４０７は、プロセス間通信制御部４０１の制御の下に、図２２の
ステップＳ２２０１において、ステップＳ７０６又はＳ１８０３で選択されたセッション
に係るクローズ・リファレンス・カウンタを「＋１」する。この際、セッション切断管理
部４０７は、「＋１」した当該セッションのクローズ・リファレンス・カウンタの値を接
続リファレンスカウント記憶部４０８に保存する。
【０２２０】
　そして、プロセス間通信制御部４０１は、ステップＳ７０６又はＳ７０７で選択された
セッションにより、データ転送を行う（ステップＳ７０８）。次に、プロセス間通信制御
部４０１は、クライアントアプリケーション１０１，１０１ａからのクローズ要求、通信
ライブラリ１０４ａからの通信切断要求などの有無を判断する（ステップＳ７０９）。そ
の結果、上記のクローズ要求、又は切断要求が無い場合は、プロセス間通信制御部４０１
は、ステップＳ７０１に戻る。
【０２２１】
　一方、上記のクローズ要求、切断要求の何れかが有る場合は、セッション切断管理部４
０７は、その要求に係るアドレスのセッションのクローズ・リファレンス・カウンタを「
－１」する（ステップＳ２２０２）。このように、セッション切断管理部４０７は、セッ
ションに係る宛先アドレス毎に、当該宛先アドレスに対する接続要求時にはクローズ・リ
ファレンス・カウンタを「１」だけカウントアップし、切断要求時には「１」だけカウン
トダウンする。
【０２２２】
　そして、プロセス間通信制御部４０１は、クローズ・リファレンス・カウンタの値が「
－１」されることにより、「０」になったか否かを判断する（ステップＳ２２０３）。そ
の結果、クローズ・リファレンス・カウンタの値が「０」になっていなければ、プロセス
間通信制御部４０１は、ステップＳ７０１に戻る。
【０２２３】
　一方、クローズ・リファレンス・カウンタの値が「０」になっていれば、プロセス間通
信制御部４０１は、ステップＳ７１０に進み、クローズ要求、切断要求に係るアドレスの
セッション、ソケットのクローズ処理を行う。
【０２２４】
　このように、第６の実施の形態では、セッションのクローズ要求に応じて、その都度、
セッションをクローズするのではなく、各セッションのクローズ・リファレンス・カウン
タに基づいてセッションをクローズしている。
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【０２２５】
　従って、異なるクライアントアプリケーションが同一のセッションを利用してデータ転
送する場合に、一方のクライアントアプリケーションからの切断指示で、他方のクライア
ントアプリケーションがデータ転送不能となることはない。これにより、一層、ソケット
等のネットワークリソースを効率的に使用することが可能となる。
【０２２６】
　［第７の実施の形態］
　第１～６の実施の形態では、既存セッションを利用できる場合は、必ずその既存セッシ
ョンを用いて通信を行っていた。しかしながら、先に通信が開始された第１の通信により
確立された既存セッションよりも、後から通信が開始される第２の通信により本来確立さ
れるべき新規セッションの方が、通信速度、経由するルータの数等の関係で通信効率が良
い場合がある。
【０２２７】
　そこで、第７の実施の形態では、たとえ利用可能な既存セッションが有ったとしても、
今回の通信で確立されるべき新規セッションの方が既存セッションよりも通信効率が良い
場合には、新規セッションを確立して通信を行うようにしている。
【０２２８】
　上記の通信効率を判定するために、第７の実施の形態では、図２４に示したように、ク
ライアントプロセス間通信部１０３は、プロセス間通信制御部４０１の制御の下に回線情
報を取得する回線情報取得部２４０１を設けている。
【０２２９】
　クライアントＰＣ１００の他のソフトウェア構成は、図４に示した第１の実施の形態と
ほぼ同様なので、相違点だけを説明する。なお、図２４では、図４に示したセッション切
断管理部４０７、接続リファレンスカウント記憶部４０８、及びセッション再接続管理部
４０９が図示省略されている。
【０２３０】
　回線情報取得部２４０１は、宛先アドレスに対応するネットワーク１０６上の通信ルー
トの回線情報を、通信ライブラリ１０４ａから取得する。そして、回線情報取得部２４０
１は、ＤＢ管理部４０５を介して、その回線情報をセッション管理情報としてセッション
管理情報ＤＢ４０６に登録する。
【０２３１】
　回線情報取得部２４０１が取得する回線情報としては、ＩＰｖ６ヘッダのＴｒａｆｆｉ
ｃ　Ｃｌａｓｓ、Ｆｌｏｗ　Ｌａｂｅｌ、Ｈｏｐ　ＬｉｍｉｔやＩＰｖ４ヘッダのＳｅｒ
ｖｉｃｅ　Ｔｙｐｅ、Ｔｉｍｅ　Ｔｏ　Ｌｉｖｅ、更には、通信帯域がある。
【０２３２】
　回線情報取得部２４０１は、ＩＰプロトコルのＰａｔｈ　ＭＴＵ（Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｔ
ｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｕｎｉｔ）　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙを用いて、Ｐａｔｈ　ＭＴＵ
を検出することができる。このＰａｔｈ　ＭＴＵ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙは、１回のデータ
転送で通信可能なデータグラムの最大値を自動的に検出するものである。Ｐａｔｈ　ＭＴ
Ｕ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙに関しては、ＲＦＣ　（Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｆｏｒ　Ｃｏｍｍｅｎ
ｔｓ）で規定されている。
【０２３３】
　回線情報取得部２４０１は、ＲＦＣ１９８１のＰａｔｈ　ＭＴＵ　ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ
　ｆｏｒ　ＩＰ　ｖｅｒｓｉｏｎ　６　や、ＲＦＣ１１９１のＰａｔｈ　ＭＴＵ　Ｄｉｓ
ｃｏｖｅｒｙ等を、通信ライブラリ１０４ａから取得する。
【０２３４】
　なお、回線情報取得部２４０１は、通信帯域に関しては、クライアントＰＣ１００に装
着されたネットワークカードの帯域情報を取得することができる。また、回線情報取得部
２４０１は、ＲＦＣ２２０５で規定されているネットワーク制御プロトコルにより、クラ
イアントアプリケーションの制御する帯域情報を取得することができる。
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【０２３５】
　図２５は、第７の実施の形態に係るセッション管理情報を提示した図である。このセッ
ション管理情報は、セッション管理情報ＤＢ４０６にデータベースとして登録されている
。
【０２３６】
　図２５に示した第７の実施の形態に係るセッション管理情報では、図５に示した第１の
実施の形態に係るセッション情報のデータ項目に対して、回線情報２５０１が付加されて
いる。この回線情報２５０１は、クライアントアプリケーション１０１，１０１ａが接続
要求を行った際に宛先として指定した宛先アドレス、及びポート番号に対応する通信ルー
トの回線状態を示す情報である。
【０２３７】
　回線情報２５０１としては、例えば、帯域情報２５０１ａ、ルータ数２５０１ｂ、Ｐａ
ｔｈ　ＭＴＵ２５０１ｃがある。ただし、これら以外の回線情報を利用して通信効率を判
定することも可能である。
【０２３８】
　次に、第７の実施の形態に係るセッション管理処理を、図２６、図２７のフローチャー
トに基づいて説明する。なお、本フローチャートは、第１の実施の形態に係る図７と共通
する処理ステップが多数あるが、これら処理ステップについては、同一符号を付すだけで
、その説明を省略する。
【０２３９】
　プロセス間通信制御部４０１は、ステップＳ７０２にてクライアントアプリケーション
１０１からの宛先アドレスに対し、サーバＰＣ１０５からサーバ識別子を取得する。さら
に、プロセス間通信制御部４０１は、回線情報取得部２４０１により、クライアントアプ
リケーション１０１，１０１ａからの宛先アドレスに対応する通信ルートに係る回線情報
を取得する（ステップＳ２６０１）。
【０２４０】
　この場合、回線情報取得部２４０１は、ｇｅｔｓｏｃｋｏｐｔ関数により、クライアン
トＰＣ１００のＯＳ上のソケットライブラリから、上記の通信ルートに係る回線状態の情
報を取得することができる。また、回線情報取得部２４０１は、上記ＯＳ上の通信ライブ
ラリ１０４ａからＰａｔｈ　ＭＴＵ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙを取得し、このＰａｔｈ　ＭＴ
Ｕ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙを用いて上記の通信ルートに係るＰａｔｈ　ＭＴＵ２５０１ｃを
取得することもできる。さらに、回線情報取得部２４０１は、ＩＰｖ４ヘッダのＴＴＬ（
Ｔｉｍｅ　Ｔｏ　Ｌｉｖｅ）や、ＩＰｖ６ヘッダのＨｏｐ　Ｌｉｍｉｔ情報を取得するこ
とも可能である。
【０２４１】
　次に、プロセス間通信制御部４０１は、セッション管理部４０３により、ステップＳ７
０２で取得したサーバ識別子５０４と同一のサーバ識別子５０４に係る既存のセッション
が存在するか否かを判別する（ステップＳ７０３）。
【０２４２】
　この場合、セッション管理部４０３は、ＤＢ管理部４０５により、セッション管理情報
ＤＢ４０６からセッション管理情報を取得する。そして、セッション管理部４０３は、取
得したセッション管理情報について、別のアドレスで通信中の既存セッションの中に、今
回の接続要求時に取得したサーバ識別子５０４と同一のサーバ識別子５０４に係る既存セ
ッションが存在するか否かを判定する。この判定処理は、実際には、セッション判定部４
０４が行う。
【０２４３】
　ステップＳ７０２で取得したサーバ識別子５０４と同一のサーバ識別子５０４に係る既
存のセッションが存在する場合は、プロセス間通信制御部４０１は、ステップＳ２６０２
に進む。
【０２４４】
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　このステップＳ２６０２では、プロセス間通信制御部４０１は、セッション判定部４０
４により、接続済みの既存セッションに係る回線状態と、今回接続を要求された宛先アド
レスに係る回線状態を比較し、後者の方が良好であるか否かを判別する。
【０２４５】
　図２５のセッション管理情報の例では、管理番号「１」と管理番号「２」の通信は、ク
ライアントアプリケーションからの異なる宛先アドレスではあるが、サーバ識別子が同一
のサーバへの接続要求に係る通信である。これら通信についてＰａｔｈ　ＭＴＵ２５０１
ｃで比較すると、管理番号「１」では「１５００」、管理番号「２」では「９０００」な
ので、Ｐａｔｈ　ＭＴＰが大きい（通信オーバヘッドの少ない）管理番号「２」に係る回
線状態の方が良好であると判別される。
【０２４６】
　また、ルータ数２５０１ｂで比較すると、管理番号「１」では「３」、管理番号「２」
では「１」なので、経由するルータ数が少ない（通信オーバヘッドの少ない）管理番号「
２」に係る回線状態の方が良好であると判別される。なお、帯域情報２５０１ａの取得方
法等については、後で詳細に説明する。
【０２４７】
　帯域情報２５０１ａ、ルータ数２５０１ｂ、Ｐａｔｈ　ＭＴＵ２５０１ｃによる回線状
態の良好性の判別結果が互いに矛盾する場合も想定されるが、このような場合は、これら
の判別結果を総合してトータルの通信オーバヘッド等で判別すればよい。
【０２４８】
　また、帯域情報２５０１ａ、ルータ数２５０１ｂ、Ｐａｔｈ　ＭＴＵ２５０１ｃ以外の
通信条件、例えば通信ルートのトラフィック量等の時々刻々変化する通信条件に回線状態
の良好性を判別することも可能である。また、ユーザの指定により、帯域情報２５０１ａ
、ルータ数２５０１ｂ、Ｐａｔｈ　ＭＴＵ２５０１ｃ等のパラメータについてそれぞれに
重み付けをして、トータルの通信オーバヘッド等で回線状態の良好性を判別することも可
能である。
【０２４９】
　今回接続を要求された宛先アドレスに係る回線状態の方が、接続済みの既存セッション
に係る回線状態よりも良好である場合は、プロセス間通信制御部４０１は、セッション管
理部４０３により、新規にセッションを確立する（ステップＳ２６０３）。この場合、セ
ッション管理部４０３は、通信ライブラリ１０４ａを利用して、クライアントアプリケー
ション１０１，１０１ａからの宛先アドレスで新規ソケットを作成する。
【０２５０】
　次に、セッション管理部４０３は、新規ソケットを含む新規セッションの情報を、ＤＢ
管理部４０５により、セッション管理情報ＤＢ４０６に登録させる（ステップＳ２６０４
）。そして、プロセス間通信制御部４０１は、クライアントアプリケーション１０１，１
０１ａからの宛先アドレスに基づく新規セッションを、今回のデータ転送用のセッション
として選択する（ステップＳ２６０５）。
【０２５１】
　次に、プロセス間通信制御部４０１は、データ転送を行っていた通信の同一サーバに係
る既存セッションを新規セッションに変更する（ステップＳ２６０６）。そして、プロセ
ス間通信制御部４０１は、セッション管理情報ＤＢ４０６上の当該既存セッションを削除
する（ステップＳ２６０７）。
【０２５２】
　図２５のセッション管理情報の例では、管理番号「３」と管理番号「２」の通信につい
ては、管理番号「２」の通信の方が良好な回線状態となっている。この回線常態において
、管理番号「３」、管理番号「２」の順にクライアントアプリケーション１０１からの接
続要求がなされたと仮定する。
【０２５３】
　この場合、まず、管理番号「３」に係るセッションが新規に作成される。このセッショ
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ンでは、クライアントアプリケーション１０１が実際にデータ転送を行う通信アドレスは
、［２００１：：２０］、ポート番号１０２５となる。
【０２５４】
　続いて、管理番号「２」の接続要求がクライアントアプリケーション１０１ａからなさ
れたとすると、当該管理番号「２」の回線状態の方が管理番号「３」の回線状態よりも良
好なので、当該管理番号「２」に係る新規セッションが改めて作成される。
【０２５５】
　そして、ステップＳ２６０５～Ｓ２６０７の処理により、その後のクライアントアプリ
ケーション１０１，１０１ａに係るデータ転送は、共に、管理番号「２」に係る新規セッ
ションの通信アドレス［２００１：：１０］、ポート番号１０２５で行われることとなる
。
【０２５６】
　接続済みの既存セッションに係る回線状態の方が、新規に要求があった宛先アドレスに
係る回線状態よりも良好である場合は、プロセス間通信制御部４０１は、ステップＳ７０
７に進む。このステップＳ７０７では、プロセス間通信制御部４０１は、今回の接続要求
時に取得したサーバ識別子５０４と同一のサーバ識別子５０４に係る上記接続済みの既存
セッションを今回のデータ通信用のセッションとして選択する。
【０２５７】
　次に、回線状態情報２５０１における帯域情報２５０１ａの取得方法について説明する
。この帯域情報２５０１ａは、図２６のステップＳ２６０１において、回線情報取得部２
４０１は、クライアントアプリケーション１０１，１０１ａからの宛先アドレスに応じて
取得する。
【０２５８】
　この場合、回線情報取得部２４０１はＬｉｎｋＳｐｅｅｄ取得関数により、送信元アド
レスから宛先アドレスにリンクする際のクライアントＰＣ１００のネットワークアダプタ
のＬｉｎｋＳｐｅｅｄを、クライアントＰＣ１００上のＯＳ上のソケットライブラリから
取得する。
【０２５９】
　なお、回線情報取得部２４０１は、ネットワーク機器のＱｏＳ（Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ
　Ｓｅｒｖｉｃｅ）を実現するネットワーク制御プロトコルを上記のＯＳ上のソケットラ
イブラリから取得して、帯域情報２５０１ａを認識することができる。この場合、回線情
報取得部２４０１は、ネットワーク制御プロトコルからＲＳＶＰ（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｒ
ｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）（ＲＦＣ２２０５）の設定値を取得する。
【０２６０】
　回線情報取得部２４０１は、これらの設定値を確認することにより、クライアントＰＣ
１００のネットワークアダプタのＬｉｎｋＳｐｅｅｄや、通信経路上のネットワーク機器
の利用帯域情報を取得することにより回線状態の良好性を判定する。
【０２６１】
　そして、クライアントプロセス間通信部１０３は、帯域情報２５０１ａ，ルータ数２５
０１ｂ，回線情報２５０１ｃを総合的に判断することにより、異なるアドレスで確立され
たセッションでデータ転送を行う際のアドレスを選定する。そして、クライアントプロセ
ス間通信部１０３は、選定したアドレスに係るセッションを実際のデータ転送で用いるセ
ッションとして選択する。
【０２６２】
　なお、回線状態の良好性を判定する場合、必ずしも低帯域情報２５０１ａ，ルータ数２
５０１ｂ，回線情報２５０１ｃの全てを用いる必要はなく、これらの何れか１つ、又は２
つを任意に組み合わせて回線状態の良好性を判定してもよい。
【０２６３】
　［他の実施の形態］
　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良いし、また１つの機器か
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らなる装置に適用しても良い。また、前述の各実施の形態では、主としてＩＰｖ６を通信
プロトコルとして利用することを想定していたが、１つのノード等に複数のアドレスを割
当てることが可能な他の通信プロトコルを利用する場合にも、当該各実施の形態に係る技
術思想を適用可能である。
【０２６４】
　なお、本発明は、前述した各実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムを、
システム或いは装置に直接或いは遠隔から供給し、そのシステム或いは装置のコンピュー
タが該供給されたプログラムを読み出して実行することによっても達成され得る。その場
合、プログラムの機能を有していれば、形態はプログラムである必要はない。
【０２６５】
　また、プログラムの実行環境は、パーソナルコンピュータやパーソナルコンピュータで
のオペレーションシステムを仮想化した仮想ＰＣやリモートＰＣを含む。さらに、画像形
成装置、プリンタやＭＦＰ（マルチファンクションペリフェラル）等の組み込みコンピュ
ータで実行される場合も含まれる。
【０２６６】
　従って、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、該コンピュータにインス
トールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発明のク
レームでは、本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる
。その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等、プログラムの形態を問わ
ない。
【０２６７】
　プログラムを供給するための記録媒体としては、様々なものが使用できる。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、ＭＯ、
ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、
ＤＶＤ（ＤＶＤ－ＲＯＭ，ＤＶＤ－Ｒ）などである。
【０２６８】
　その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのブラウザを用い
てインターネットのホームページに接続し、該ホームページからハードディスク等の記録
媒体にダウンロードすることによっても供給できる。その場合、ダウンロードされるのは
、本発明のコンピュータプログラムそのもの、もしくは圧縮され自動インストール機能を
含むファイルであってもよい。また、本発明のプログラムを構成するプログラムコードを
複数のファイルに分割し、それぞれのファイルを異なるホームページからダウンロードす
ることによっても実現可能である。つまり、本発明の機能処理をコンピュータで実現する
ためのプログラムファイルを複数のユーザに対してダウンロードさせるＷＷＷサーバも、
本発明のクレームに含まれるものである。
【０２６９】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに
配布する形態としても良い。その場合、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インター
ネットを介してホームページから暗号化を解く鍵情報をダウンロードさせ、その鍵情報を
使用することにより暗号化されたプログラムが実行可能な形式でコンピュータにインスト
ールされるようにする。
【０２７０】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される形態以外の形態でも実現可能である。例えば、そのプログラムの
指示に基づき、コンピュータ上で稼動しているＯＳなどが、実際の処理の一部または全部
を行い、その処理によっても前述した実施形態の機能が実現され得る。
【０２７１】
　更に、記録媒体から読み出されたプログラムが、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るように
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してもよい。この場合、その後で、そのプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボード
や機能拡張ユニットに備わるＣＰＵなど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。
【符号の説明】
【０２７２】
１００…クライアントＰＣ
１０１、１０１ａ…クライアントアプリケーション
１０３…クライアントプロセス間通信部
１０４ａ，１０４ｂ…通信ライブラリ
１０５…サーバＰＣ
１０６…ネットワーク
１０７…サーバプロセス間通信部
１０８…サーバアプリケーション
２０８…ネットワーク制御部
３０２…セッション識別子返信部
４０３…セッション管理部
４０４…セッション判定部
４０５…ＤＢ管理部
４０６…セッション管理情報ＤＢ
４０７…セッション切断管理部
４０８…接続リファレンスカウント記憶部
４０９…セッション再接続管理部
１４０１…ＤＮＳサーバ
１５０１…アドレスリスト取得部
１５０２…アドレスリスト記憶部
１４０１…ＤＮＳサーバ
１５０１…アドレスリスト取得部
２４０１…回線情報取得部
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