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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の情報処理センタで障害が発生した場合に第２の情報処理センタでその処理をリカ
バリするリカバリ処理方法において、
　第２の情報処理センタが、エンドユーザによって通常利用される第１の情報処理センタ
のデータを所定の時間間隔で第２の情報処理センタで受信して前記データのバックアップ
を第２の情報処理センタに作成するステップと、
　第２の情報処理センタが、第１の情報処理センタで障害が発生した場合に、未バックア
ップデータの入力に必要な時間を含む所要復旧時間が所定の復旧時間の要件を満たしてい
る情報処理装置を第２の情報処理センタの情報処理装置の中から選択するステップと、
　第２の情報処理センタが、前記第１の情報処理センタで利用されていたアプリケーショ
ンを前記選択された情報処理装置にデプロイし、前記第１の情報処理センタのデータを前
記バックアップから前記選択された情報処理装置に復元するステップとを有することを特
徴とするリカバリ処理方法。
【請求項２】
　第２の情報処理センタは、アプリケーション処理の再開までに許容可能な時間の指定を
当該アプリケーションのエンドユーザから受け付け、その受け付けた時間を前記所定の復
旧時間の要件として設定することを特徴とする請求項１に記載されたリカバリ処理方法。
【請求項３】
　第２の情報処理センタは、前記所要復旧時間が所定の復旧時間の要件を満たす様に前記
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バックアップの時間間隔を調整することを特徴とする請求項１または請求項２のいずれか
に記載されたリカバリ処理方法。
【請求項４】
　第２の情報処理センタは、前記エンドユーザが複数である場合に、アプリケーションの
優先度またはエンドユーザの優先度の高いものから順に前記第２の情報処理センタの情報
処理装置の選択を行うことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載され
たリカバリ処理方法。
【請求項５】
　第２の情報処理センタは、前記第２の情報処理センタの情報処理装置が選択されなかっ
たアプリケーションが存在する場合に、他の情報処理センタでリカバリ可能であるかを問
い合わせることを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載されたリカバリ
処理方法。
【請求項６】
ある情報処理センタで障害が発生した場合に他の情報処理センタでその処理をリカバリす
るリカバリ処理システムにおいて、
エンドユーザによって通常利用される第１の情報処理センタのデータを所定の時間間隔で
第２の情報処理センタで受信して前記データのバックアップを第２の情報処理センタに作
成するバックアップ作成処理部と、
第１の情報処理センタで障害が発生した場合に、未バックアップデータの入力に必要な時
間を含む所要復旧時間が所定の復旧時間の要件を満たしている情報処理装置を第２の情報
処理センタの情報処理装置の中から選択する情報処理装置選択処理部と、
前記第１の情報処理センタで利用されていたアプリケーションを前記選択された情報処理
装置にデプロイし、前記第１の情報処理センタのデータを前記バックアップから前記選択
された情報処理装置に復元する復旧処理部とを備えることを特徴とするリカバリ処理シス
テム。
【請求項７】
前記情報処理装置選択処理部は、アプリケーション処理の再開までに許容可能な時間の指
定を当該アプリケーションのエンドユーザから受け付け、その受け付けた時間を前記所定
の復旧時間の要件として設定するものであることを特徴とする請求項６に記載されたリカ
バリ処理システム。
【請求項８】
前記バックアップ作成処理部は、前記所要復旧時間が所定の復旧時間の要件を満たす様に
前記バックアップの時間間隔を調整するものであることを特徴とする請求項６または請求
項７のいずれかに記載されたリカバリ処理システム。
【請求項９】
前記情報処理装置選択処理部は、前記エンドユーザが複数である場合に、アプリケーショ
ンの優先度またはエンドユーザの優先度の高いものから順に前記第２の情報処理センタの
情報処理装置の選択を行うものであることを特徴とする請求項６乃至請求項８のいずれか
１項に記載されたリカバリ処理システム。
【請求項１０】
前記情報処理装置選択処理部は、前記第２の情報処理センタの情報処理装置が選択されな
かったアプリケーションが存在する場合に、他の情報処理センタでリカバリ可能であるか
を問い合わせるものであることを特徴とする請求項６乃至請求項９のいずれか１項に記載
されたリカバリ処理システム。
【請求項１１】
ある情報処理センタで障害が発生した場合に他の情報処理センタでその処理をリカバリす
るリカバリ処理システムとしてコンピュータを機能させる為のプログラムにおいて、
エンドユーザによって通常利用される第１の情報処理センタのデータを所定の時間間隔で
第２の情報処理センタで受信して前記データのバックアップを第２の情報処理センタに作
成するバックアップ作成処理部と、
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第１の情報処理センタで障害が発生した場合に、未バックアップデータの入力に必要な時
間を含む所要復旧時間が所定の復旧時間の要件を満たしている情報処理装置を第２の情報
処理センタの情報処理装置の中から選択する情報処理装置選択処理部と、
前記第１の情報処理センタで利用されていたアプリケーションを前記選択された情報処理
装置にデプロイし、前記第１の情報処理センタのデータを前記バックアップから前記選択
された情報処理装置に復元する復旧処理部としてコンピュータを機能させることを特徴と
するプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はある情報処理センタで障害が発生した場合に他の情報処理センタでその処理をリ
カバリするリカバリ処理システムに適用して有効な技術に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来のリカバリシステム（システム回復の考慮されたリカバリシステム）では、金融機関
のオンラインシステムの様に、データの更新時に同期してバックアップを取ることによっ
てデータロスの無い、若しくは少ないリカバリ（システム回復）を行うものであった。
【０００３】
その一方、バックアップの取得を定期的（例えば１日に１回等）に行い、障害時にバック
アップが取られていないデータについては（例えば手作業によって）別途入力することで
回復すれば良いという比較的ルーズなリカバリシステムに対するニーズがある。例えば自
治体の住民票データの様な、危急性が少なく更新頻度が低いデータを扱う場合がこれに相
当し、従来技術ではこの様な場合にリカバリを行うシステム構成の決定等については手動
で行っていた。
【０００４】
また従来のリカバリ処理において、コンピュータ作業負荷の高速リカバリおよび自動化を
可能にする方法およびシステムについて、コンピュータ・システムと、関連するネットワ
ーキングおよび周辺装置との要件を表現するステップと、カスタマがリカバリ命令を指定
することを許容するステップと、リカバリ・サイトで前記リカバリ命令を処理するステッ
プと、前記リカバリ命令を処理し、前記リカバリ・サイトで資源を割当てて前記コンピュ
ータ・システムを再構成するためにコンピュータを使用するステップとを含むものが提案
されており、システムの要件と利用可能な資産のマッチングを取ることで、自動的にリカ
バリ処理を行うことを実現している（例えば特許文献１参照）。
【０００５】
【特許文献１】
特開２００１－２６５７２６号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
前記の様にリカバリシステムに対するニーズの中には比較的ルーズなものがあるが、従来
のリカバリシステムはデータロスの無いリカバリを行うものである為、比較的ルーズなニ
ーズを満たす場合であっても、データロスが無くコストの高いリカバリシステムを採用し
なければならないという問題がある。
本発明の目的は上記問題を解決し、障害時にバックアップが取られていないデータについ
ては別途入力することで回復すれば良いという比較的ルーズなリカバリに対するニーズに
対応することが可能な技術を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明は、ある情報処理センタで障害が発生した場合に他の情報処理センタでその処理を
リカバリするリカバリ処理システムにおいて、未バックアップデータの入力に必要な時間
を含む所要復旧時間が所定の復旧時間の要件を満たしている情報処理装置によりリカバリ
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処理を行うものである。
【０００８】
本発明のリカバリ処理システムでは、まず、エンドユーザによって通常利用されている第
１の情報処理センタのデータを所定の時間間隔で第２の情報処理センタで受信して前記デ
ータのバックアップを第２の情報処理センタに作成する処理を継続して行う。
【０００９】
そして、第１の情報処理センタで障害が発生し、エンドユーザによるアプリケーションの
利用が第１の情報処理センタで行えなくなった場合には、未バックアップデータの入力に
必要な時間を含む所要復旧時間が所定の復旧時間の要件を満たしている情報処理装置を第
２の情報処理センタの情報処理装置の中から選択する。
【００１０】
前記の様にして第２の情報処理センタの情報処理装置の中から特定の情報処理装置が選択
されると、その選択された情報処理装置に前記第１の情報処理センタで利用されていたア
プリケーションをデプロイすると共に、第２の情報処理センタに作成されているバックア
ップデータを用いて前記第１の情報処理センタのデータをその選択された特定の情報処理
装置に復元し、第２の情報処理センタで第１の情報処理センタの処理をリカバリする。
【００１１】
以上の様に本発明のリカバリ処理システムによれば、未バックアップデータの入力に必要
な時間を含む所要復旧時間が所定の復旧時間の要件を満たしている情報処理装置によりリ
カバリ処理を行うので、障害時にバックアップが取られていないデータについては別途入
力することで回復すれば良いという比較的ルーズなリカバリに対するニーズに対応するこ
とが可能である。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下にあるデータセンタ（ＤＣ）で障害が発生した場合に他のＤＣでその処理をリカバリ
する一実施形態のリカバリ処理システムについて説明する。
【００１３】
図１は本実施形態の東京ＤＣで障害が発生する前の通常時の運用を示す図である。図１に
示す様に本実施形態のリカバリ処理システムでは、エンドユーザの用いる情報処理装置と
、そのエンドユーザの情報処理装置によって通常利用される第１の情報処理センタである
東京ＤＣと、東京ＤＣの障害時にそのリカバリを行う第２の情報処理センタである大阪Ｄ
Ｃとをネットワークで接続しており、通常時にエンドユーザは東京ＤＣにおけるアプリケ
ーション１１１及び１１２を利用している。
【００１４】
図２は本実施形態のＤＣ管理サーバ１４０の概略構成を示す図である。図２に示す様に本
実施形態のＤＣ管理サーバ１４０は、ＣＰＵ２０１と、メモリ２０２と、磁気ディスク装
置２０３と、入力装置２０４と、出力装置２０５と、ＣＤ－ＲＯＭ装置２０６と、通信装
置２０７と、アプリケーション情報テーブル２０８と、サーバ一覧テーブル２０９と、ユ
ーザ優先度テーブル２１０とを有している。
【００１５】
ＣＰＵ２０１は、ＤＣ管理サーバ１４０全体の動作を制御する装置である。メモリ２０２
は、ＤＣ管理サーバ１４０全体の動作を制御する際にその為の各種処理プログラムやデー
タをロードする記憶装置である。
【００１６】
磁気ディスク装置２０３は、前記各種処理プログラムやデータを格納しておく記憶装置で
ある。入力装置２０４は、東京ＤＣのリカバリを行う為の各種入力を行う装置である。出
力装置２０５は、東京ＤＣのリカバリに伴う各種出力を行う装置である。
【００１７】
ＣＤ－ＲＯＭ装置２０６は、前記各種処理プログラムを記録したＣＤ－ＲＯＭの内容を読
み出す装置である。通信装置２０７は、インターネットやイントラネット等のネットワー
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クを介して東京ＤＣやエンドユーザ等の他の処理装置との通信を行う装置である。
【００１８】
アプリケーション情報テーブル２０８は、エンドユーザが利用するアプリケーションに関
する情報を格納するテーブルである。サーバ一覧テーブル２０９は、リカバリに利用可能
なサーバの一覧を格納したテーブルである。ユーザ優先度テーブル２１０は、ユーザの優
先度を示す情報を格納するテーブルである。
【００１９】
またＤＣ管理サーバ１４０は、バックアップ作成処理部２１１と、サーバ選択処理部２１
２と、復旧処理部２１３とを有している。
バックアップ作成処理部２１１は、エンドユーザによって通常利用される東京ＤＣのアプ
リケーションデータ１３０を所定の時間間隔で受信してアプリケーションデータ１３０の
バックアップであるバックアップデータ１７０を大阪ＤＣに作成する処理部であり、後述
する所要復旧時間が所定の復旧時間の要件を満たす様に前記バックアップの時間間隔を調
整する処理部である。
【００２０】
サーバ選択処理部２１２は、東京ＤＣで障害が発生した場合に、前記東京ＤＣで利用され
ていたアプリケーション１１１及び１１２と同一のアプリケーションソフトウェアである
アプリケーション１５１及び１５２の大阪ＤＣでのデプロイに必要な時間と、大阪ＤＣで
のバックアップデータ１７０によるデータの復元に必要な時間と、未バックアップデータ
の大阪ＤＣへの入力に必要な時間とを含む所要復旧時間が所定の復旧時間の要件を満たし
ているサーバを大阪ＤＣのサーバ１６１～１６３の中から選択する情報処理装置選択処理
部である。
【００２１】
復旧処理部２１３は、前記東京ＤＣで利用されていたアプリケーション１１１及び１１２
と同一のアプリケーション１５１及び１５２を前記選択されたサーバにデプロイし、前記
東京ＤＣのアプリケーションデータ１３０をバックアップデータ１７０から前記選択され
たサーバに復元する処理部である。
【００２２】
ＤＣ管理サーバ１４０をバックアップ作成処理部２１１、サーバ選択処理部２１２及び復
旧処理部２１３として機能させる為のプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体に記録さ
れ磁気ディスク等に格納された後、メモリにロードされて実行されるものとする。なお前
記プログラムを記録する記録媒体はＣＤ－ＲＯＭ以外の他の記録媒体でも良い。また前記
プログラムを当該記録媒体から情報処理装置にインストールして使用しても良いし、ネッ
トワークを通じて当該記録媒体にアクセスして前記プログラムを使用するものとしても良
い。
なお、東京ＤＣがバックアップとなる場合には東京ＤＣのＤＣ管理サーバ１００がＤＣ管
理サーバ１４０と同様の処理を行うものとする。
【００２３】
図３は本実施形態の通常時の東京ＤＣと大阪ＤＣの間のバックアップデータの転送を示す
図である。図３に示す様にＤＣ管理サーバ１４０のバックアップ作成処理部２１１は、エ
ンドユーザによって通常利用される東京ＤＣのアプリケーションデータ１３０を所定のデ
ータ転送間隔で大阪ＤＣで受信してアプリケーションデータ１３０のバックアップである
バックアップデータ１７０を大阪ＤＣに作成する処理を行う。この際、大阪ＤＣにおける
ＤＣ管理サーバ１４０のバックアップ作成処理部２１１は、東京ＤＣのＤＣ管理サーバ１
００へ前記所定のデータ転送間隔でアプリケーションデータ１３０の転送要求を行うもの
とするが、前記所要復旧時間がアプリケーション情報テーブル２０８中の復旧時間の要件
を満たす様に前記バックアップのデータ転送間隔を調整するものとしても良い。
【００２４】
図４は本実施形態の東京ＤＣで障害が発生したときの、大阪ＤＣでのリカバリ用サーバの
選択、アプリケーションのデプロイ、バックアップデータによる復元の概要を示す図であ
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る。図４に示す様に本実施形態のリカバリ処理システムでは、東京ＤＣで障害が発生する
と、大阪ＤＣでのサーバ１６１～１６３からのリカバリ用サーバの選択、アプリケーショ
ン１５１及び１５２のデプロイ、バックアップデータ１７０によるアプリケーションデー
タ１３０の復元を行う。
【００２５】
図５は本実施形態のバックアップデータのリカバリ後の未バックアップデータの入力を示
す図である。図５に示す様に本実施形態のリカバリ処理システムでは、東京ＤＣで障害が
発生し、大阪ＤＣでバックアップデータ１７０によるアプリケーションデータ１３０の復
元が行われた後、前回のバックアップから障害発生時までの間に東京ＤＣへ入力された未
バックアップデータについて、エンドユーザの情報処理装置から大阪ＤＣへの入力が行わ
れるものとしている。
【００２６】
図６は本実施形態のリカバリ完了後、エンドユーザが大阪ＤＣにシステムを切り替えて運
用を続行する処理の概要を示す図である。図６に示す様に本実施形態のリカバリ処理シス
テムでは、エンドユーザの情報処理装置から大阪ＤＣへの未バックアップデータの入力が
終了し、大阪ＤＣでのリカバリが完了すると、エンドユーザの情報処理装置によるアプリ
ケーションの利用を東京ＤＣから大阪ＤＣに切り替えてそのアプリケーションによる運用
を続行する。
【００２７】
図７は本実施形態のリカバリに用いるサーバを選択する処理の処理手順を示すフローチャ
ートである。図７に示す様にＤＣ管理サーバ１４０のサーバ選択処理部２１２は、東京Ｄ
Ｃで障害が発生した場合に、前記東京ＤＣで利用されていたアプリケーション１１１及び
１１２と同一のアプリケーションソフトウェアであるアプリケーション１５１及び１５２
の大阪ＤＣでのデプロイに必要な時間と、大阪ＤＣでのバックアップデータ１７０による
データの復元に必要な時間と、未バックアップデータの大阪ＤＣへの入力に必要な時間と
を含む所要復旧時間が所定の復旧時間の要件を満たしているサーバを大阪ＤＣのサーバ１
６１～１６３の中から選択する処理を行う。
【００２８】
そしてＤＣ管理サーバ１４０の復旧処理部２１３は、前記東京ＤＣで利用されていたアプ
リケーション１１１及び１１２と同一のアプリケーション１５１及び１５２を前記選択さ
れたサーバにデプロイし、前記東京ＤＣのアプリケーションデータ１３０をバックアップ
データ１７０から前記選択されたサーバに復元する処理を行う。
【００２９】
図１の様にエンドユーザは、通常は東京ＤＣを利用しており、図３の様に東京ＤＣと大阪
ＤＣの間ではバックアップとして所定の時間間隔でデータを転送している。その際、図４
の様に東京ＤＣで障害が発生した場合、大阪ＤＣではリカバリに利用可能なサーバを選択
してアプリケーションをデプロイし、バックアップからデータを復元する。
【００３０】
すなわち、まずステップ７０１でＤＣ管理サーバ１４０のサーバ選択処理部２１２は、ア
プリケーション情報テーブル２０８を参照し、東京ＤＣで利用されていたアプリケーショ
ンに対応するデータ発生頻度及びデータ転送間隔を読み出した後、それらの積を変数Ａに
代入する。
【００３１】
図８は本実施形態のアプリケーション情報テーブル２０８の一例を示す図である。図８に
示す様にアプリケーション情報テーブル２０８は、エンドユーザが利用するアプリケーシ
ョンに関する情報を格納している。
【００３２】
図８において、入力時間はそのアプリケーションのデータ１件をエンドユーザの情報処理
装置から入力するのに必要な時間であり、データ転送間隔は当該アプリケーションのアプ
リケーションデータ１３０のバックアップを作成する為のデータ転送の時間間隔、データ
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発生頻度は当該アプリケーションを利用する際に発生する単位時間当たりの更新データの
件数、デプロイ時間はデプロイ時間比（後述）「１」の標準サーバにおいて当該アプリケ
ーションをデプロイするのにかかる時間である。
【００３３】
また復旧時間の要件は障害発生からアプリケーション処理の復旧完了までにエンドユーザ
が許容可能な時間であり、サーバ選択処理部２１２は、アプリケーション処理の再開まで
に許容可能な時間の指定を当該アプリケーションのエンドユーザの情報処理装置から受け
付けて、その受け付けた時間を前記復旧時間の要件としてアプリケーション情報テーブル
２０８に設定しているものとする。
【００３４】
また優先度はそのエンドユーザが利用している複数のアプリケーションにおける各アプリ
ケーションの優先度を示している。この他に任意の数の追加項目を持たせることも可能で
あり、例えば稼働中のアプリケーションが要求するサーバの性能情報等を持たせ、東京Ｄ
Ｃの障害時にその性能情報を満たすサーバを選択するものとしても良い。
【００３５】
次にステップ７０２でサーバ選択処理部２１２は、アプリケーション情報テーブル２０８
を参照し、東京ＤＣで利用されていたアプリケーションに対応するデータの入力時間を読
み出して、その値を変数Ｂに代入する。
【００３６】
ステップ７０３では、サーバ一覧テーブル２０９を参照し、東京ＤＣで利用されていたア
プリケーションを実行可能なサーバ、すなわち、サーバ一覧テーブル２０９中の用途に東
京ＤＣで利用されていたアプリケーションの名称が示されているサーバのレコードを検索
する。
【００３７】
図９は本実施形態のサーバ一覧テーブル２０９の一例を示す図である。図９に示す様にア
プリケーション情報テーブル２０８は、そのＤＣでのリカバリ処理に利用可能なサーバ１
６１～１６３の一覧を格納している。
【００３８】
図９において、ＩＤはサーバ１６１～１６３を識別する為のＤＣ内で一意な名前であり、
用途は当該サーバで動作可能なアプリケーションのリストで、複数指定することが出来る
ものとする。
【００３９】
またデプロイ時間比は、アプリケーションをデプロイするのに必要な時間の標準サーバに
対する相対値であり、アプリケーション情報テーブル２０８中の標準サーバのデプロイ時
間にこの値を乗じたものが実際にそのサーバでアプリケーションをデプロイするのにかか
る時間になる。
【００４０】
データ復元時間比は、バックアップデータ１７０を元にデータを復元するのに必要な時間
の標準サーバに対する相対値であり、復元するバックアップデータ１７０のサイズに標準
サーバの単位サイズ当たりの復元時間とこの値を乗じたものが実際にそのサーバでバック
アップデータ１７０を復元するのにかかる時間になる。この他に任意の数の追加項目を持
たせることも可能であり、例えばアプリケーション実行時のそのサーバの性能情報等を持
たせ、東京ＤＣの障害時にアプリケーションの要求する性能情報を満たすサーバを選択す
る際の指標としても良い。
【００４１】
次にステップ７０４でサーバ選択処理部２１２は、アプリケーション情報テーブル２０８
を参照し、東京ＤＣで利用されていたアプリケーションのデプロイ時間を読み出した後、
ステップ７０３で検索されたサーバについて、そのデプロイ時間比をサーバ一覧テーブル
２０９から読み出し、前記デプロイ時間とデプロイ時間比の積を変数Ｃに代入する。
【００４２】
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ステップ７０５では、バックアップデータ１７０にアクセスして前記アプリケーションの
バックアップデータサイズを取得した後、ステップ７０３で検索されたサーバのデータ復
元時間比をサーバ一覧テーブル２０９から読み出し、前記バックアップデータサイズと標
準サーバの単位サイズ当たりの復元時間とデータ復元時間比との積を変数Ｄに代入する。
【００４３】
ステップ７０６では、アプリケーション情報テーブル２０８を参照し、東京ＤＣで利用さ
れていたアプリケーションに対応する復旧時間の要件を読み出した後、変数Ａの値と変数
Ｂの値との積に変数Ｃの値と変数Ｄの値を加算した結果と、前記読み出した復旧時間の要
件の値とを比較する。
【００４４】
ここで、変数Ａの値と変数Ｂの値との積は、データ転送間隔中に発生するデータを未バッ
クアップデータとした場合に、その未バックアップデータを大阪ＤＣへ入力するのに必要
な時間を表しており、変数Ｃの値は前記アプリケーションをそのサーバでデプロイするの
に必要な時間、変数Ｄの値は前記アプリケーションのバックアップデータをそのサーバで
復元するのに必要な時間を示している。なお、ステップ７０１で変数Ａの値を算出する際
にデータ転送間隔の代わりに、前回のバックアップ実施時刻からの経過時間を用い、前回
のバックアップからの経過時間中に発生するデータを未バックアップデータとしても良い
。
【００４５】
ステップ７０６で調べた結果、前記加算結果が復旧時間の要件の値よりも小さい場合には
、ステップ７０３で検索されたサーバを大阪ＤＣでのリカバリに用いるサーバとして選択
して当該アプリケーションに対するサーバの選択処理を終了し、そうでない場合にはステ
ップ７０３に戻って他のサーバを検索する。
【００４６】
また、東京ＤＣで利用されていたアプリケーションが複数である場合には、同様にステッ
プ７０１からステップ７０６までの処理を繰り返し、前記選択されたサーバを除くサーバ
の中からリカバリに用いるサーバを選択する。
【００４７】
その後、前記の様にして選択されたサーバにアプリケーションをデプロイし、バックアッ
プからデータを復元した後、図５の様に未バックアップデータを入力し、図６の様にエン
ドユーザは大阪ＤＣに切り替えて運用を続ける。
【００４８】
前記の様に本実施形態では、バックアップの作成されていない未バックアップデータの入
力に必要な時間を見込んだ所要復旧時間が所定の復旧時間の要件を満たしているサーバを
選択してリカバリ処理を行うので、例えば自治体の住民票データの様な危急性が少なく更
新頻度が低いデータを扱う場合等、障害時にバックアップが取られていないデータについ
ては、手作業等によって別途入力することで回復すれば良いという比較的ルーズなリカバ
リ処理に対応することが可能であり、コストの低いリカバリサービスを提供することがで
きる。
【００４９】
次に、本実施形態のリカバリ処理システムにおいて、前記エンドユーザが複数である場合
に、アプリケーションの優先度またはエンドユーザの優先度の高いものから順に前記大阪
ＤＣのサーバ１６１～１６３の選択を行う処理について説明する。
【００５０】
図１０は本実施形態の複数エンドユーザが東京ＤＣを利用している場合の通常時の運用を
示す図である。図１０に示す場合では、エンドユーザＡ及びＢの用いる各情報処理装置と
、東京ＤＣと、大阪ＤＣとをネットワークで接続している。エンドユーザＡ及びＢは、通
常、東京ＤＣにおける複数のアプリケーションを利用しており、大阪ＤＣにバックアップ
データを所定の時間間隔で転送している。
【００５１】
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この際、東京ＤＣで障害が発生すると、大阪ＤＣのサーバ選択処理部２１２は、東京ＤＣ
で利用されていた複数のアプリケーション間の優先度の違いを計算する。その際の計算の
パラメータとして、アプリケーション情報テーブル２０８中の優先度（あるエンドユーザ
の利用しているアプリケーションの優先度）及びユーザ優先度テーブル２１０中の優先度
（ＤＣを利用しているエンドユーザの優先度）を用いることで、ＤＣ内でリカバリする際
の各アプリケーションの優先順位を決定する。
【００５２】
図１１は本実施形態のユーザ優先度テーブル２１０の一例を示す図である。図１１に示す
様にユーザ優先度テーブル２１０は、そのユーザの優先度を示す情報を格納しており、こ
のテーブルの優先度の値と、アプリケーション情報テーブル２０８中の優先度の値を用い
ることで、ＤＣ内での各アプリケーションの優先順位を決定する。
【００５３】
例えば「エンドユーザの利用しているアプリケーションの優先度×そのエンドユーザの優
先度」によってそのアプリケーションを大阪ＤＣでリカバリする際の優先順位を決定する
ことが出来るが、それ以外の計算方法もあり得る。また、サーバ一覧テーブル２０９を用
いず、各ユーザのアプリケーション情報テーブル２０８の優先度に、ＤＣ内でリカバリす
る際の各アプリケーションの優先度を直接格納する方法もあり得る。
【００５４】
そして、前記決定した優先度の高いものから順に、図７のサーバの選択処理を実行するこ
とで、優先度付きのディザスタリカバリを実現することが出来る。この様にして、実際に
リカバリを行った場合の結果例を図１２に示す。
【００５５】
図１２は本実施形態の複数エンドユーザが東京ＤＣを利用しており、東京ＤＣで障害が発
生した場合に大阪ＤＣでリカバリを行った際の結果例を示す図である。図１２では、エン
ドユーザＡよりもエンドユーザＢの方が優先度が高く、またエンドユーザＡの利用するア
プリケーションＡ１の方がアプリケーションＡ２よりも優先度が高い場合の例を表してお
り、これらの優先度の為、サーバが足りない大阪ＤＣではアプリケーションＡ２がリカバ
リされていない。
【００５６】
前記の様に本実施形態のリカバリ処理システムでは、障害時には優先度の低いアプリケー
ションについてはリカバリせず、障害の発生した東京ＤＣの復旧を待つといった比較的ル
ーズなリカバリに対するニーズに対応することが可能である。
【００５７】
また本実施形態のリカバリ処理システムにおいて、前記の様にしてリカバリされないアプ
リケーションが発生した場合に、そのアプリケーションの情報を他のＤＣへ通知して、リ
カバリ可能であるかをそのＤＣのＤＣ管理サーバに問い合わせ、リカバリ可能である場合
には、そのＤＣへ当該アプリケーションのバックアップデータを転送してリカバリを行う
ものとしても良い。
【００５８】
以上説明した様に本実施形態のリカバリ処理システムによれば、未バックアップデータの
入力に必要な時間を含む所要復旧時間が所定の復旧時間の要件を満たしている情報処理装
置によりリカバリ処理を行うので、障害時にバックアップが取られていないデータについ
ては別途入力することで回復すれば良いという比較的ルーズなリカバリに対するニーズに
対応することが可能である。
【００５９】
【発明の効果】
本発明によれば未バックアップデータの入力に必要な時間を含む所要復旧時間が所定の復
旧時間の要件を満たしている情報処理装置によりリカバリ処理を行うので、障害時にバッ
クアップが取られていないデータについては別途入力することで回復すれば良いという比
較的ルーズなリカバリに対するニーズに対応することが可能である。
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【図面の簡単な説明】
【図１】本実施形態の東京ＤＣで障害が発生する前の通常時の運用を示す図である。
【図２】本実施形態のＤＣ管理サーバ１４０の概略構成を示す図である。
【図３】本実施形態の通常時の東京ＤＣと大阪ＤＣの間のバックアップデータの転送を示
す図である。
【図４】本実施形態の東京ＤＣで障害が発生したときの、大阪ＤＣでのリカバリ用サーバ
の選択、アプリケーションのデプロイ、バックアップデータによる復元の概要を示す図で
ある。
【図５】本実施形態のバックアップデータのリカバリ後の未バックアップデータの入力を
示す図である。
【図６】本実施形態のリカバリ完了後、エンドユーザが大阪ＤＣにシステムを切り替えて
運用を続行する処理の概要を示す図である。
【図７】本実施形態のリカバリに用いるサーバを選択する処理の処理手順を示すフローチ
ャートである。
【図８】本実施形態のアプリケーション情報テーブル２０８の一例を示す図である。
【図９】本実施形態のサーバ一覧テーブル２０９の一例を示す図である。
【図１０】本実施形態の複数エンドユーザが東京ＤＣを利用している場合の通常時の運用
を示す図である。
【図１１】本実施形態のユーザ優先度テーブル２１０の一例を示す図である。
【図１２】本実施形態の複数エンドユーザが東京ＤＣを利用しており、東京ＤＣで障害が
発生した場合に大阪ＤＣでリカバリを行った際の結果例を示す図である。
【符号の説明】
１００…ＤＣ管理サーバ、１１０…リポジトリ、１１１及び１１２…アプリケーション、
１２１～１２３…サーバ、１３０…アプリケーションデータ、１４０…ＤＣ管理サーバ、
１５０…リポジトリ、１５１及び１５２…アプリケーション、１６１～１６３…サーバ、
１７０…バックアップデータ、２０１…ＣＰＵ、２０２…メモリ、２０３…磁気ディスク
装置、２０４…入力装置、２０５…出力装置、２０６…ＣＤ－ＲＯＭ装置、２０７…通信
装置、２０８…アプリケーション情報テーブル、２０９…サーバ一覧テーブル、２１０…
ユーザ優先度テーブル、２１１…バックアップ作成処理部、２１２…サーバ選択処理部、
２１３…復旧処理部。
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