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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報端末がルータの備える運用時の主回線又は障害時の副回線を経由して外部のＩＰネ
ットワークに収容された情報処理装置と通信する情報処理システムであって、前記情報端
末は、
　前記情報処理装置との通信中にアプリケーションレベルの通信障害を検出する通信障害
検出手段と、
　アプリケーションレベルの前記通信障害の検出により前記ルータに主回線から副回線へ
の回線切替を指示する回線切替指示手段と、
　を有し、前記ルータは、
　前記通信障害検出手段が検出したアプリケーションレベルの前記通信障害による前記回
線切替指示手段からの回線切替指示により、前記情報端末と前記情報処理装置との間の通
信経路を、前記主回線を経由する通信経路から前記副回線を経由する通信経路に切替える
回線切替手段と、
　前記副回線による動作への移行後、前記情報端末からの指示を受け、前記主回線による
環境を設定して再起動し、障害の回復をチェックして回復していれば前記主回線による動
作に復帰する手段と、
　を有することを特徴とする情報処理システム。
【請求項２】
　さらに、



(2) JP 4393032 B2 2010.1.6

10

20

30

40

50

　前記通信障害検出手段は、前記通信障害からの回復を監視し、
　前記回線切替指示手段は、前記回復により前記ルータに副回線から主回線への回線切替
を指示し、
　前記回線切替手段は、前記回復による回線切替指示により、前記情報端末と前記情報処
理装置との間の通信経路を前記副回線から前記主回線を経由する通信経路に切替える、請
求項１記載の情報処理システム。
【請求項３】
　前記主回線及び副回線の各々は互いに異なるＩＰアドレスを有し、前記主回線が経由す
る外部のＩＰネットワークと前記副回線が経由する外部のＩＰネットワークとは別のネッ
トワークである、請求項１又は２に記載の情報処理システム。
【請求項４】
　前記主回線は常時接続回線であり、前記副回線は障害時にのみ接続される回線である、
請求項１～３のいずれか一つに記載の情報処理システム。
【請求項５】
　情報端末がルータの備える運用時の主回線又は障害時の副回線を経由して外部のＩＰネ
ットワークに収容された情報処理装置と通信する情報処理システムにおける前記情報端末
であって、
　前記情報処理装置との通信中にアプリケーションレベルの通信障害を検出する通信障害
検出手段と、
　前記通信障害の検出に基づいて前記ルータに主回線と前記副回線との間の回線切替を指
示する回線切替指示手段と、
　前記副回線による動作への移行後、前記ルータに対し、前記主回線による環境を設定し
て再起動し、障害の回復をチェックして回復していれば前記主回線による動作に復帰する
よう指示する手段と、
　を有することを特徴とする情報端末。
【請求項６】
　前記通信障害は、前記情報端末のクライアントアプリケーションと前記情報処理装置の
サーバアプリケーションとの間の通信セッションの切断である、請求項５記載の情報端末
。
【請求項７】
　情報端末がルータの備える運用時の主回線又は障害時の副回線を経由して外部のＩＰネ
ットワークに収容された情報処理装置と通信する情報処理システムにおける前記ルータで
あって、
　前記情報端末から、アプリケーションレベルの通信異常に基づく回線切替指示を受信す
る手段と、
　前記回線切替指示に従って前記情報端末と前記情報処理装置との間の通信経路を、前記
主回線を経由する通信経路から前記副回線を経由する通信経路に切替える回線切替手段と
、
　前記副回線による動作への移行後、前記情報端末からの指示を受け、前記主回線による
環境を設定して再起動し、障害の回復をチェックして回復していれば前記主回線による動
作に復帰する手段と、
　を有することを特徴とするルータ。
【請求項８】
　さらに前記主回線及び副回線の各々の回線接続情報を含む環境設定ファイルを有し、前
記回線切替手段による回線切替えは前記環境設定ファイルに基づいて行なわれる、請求項
７記載のルータ。
【請求項９】
　前記主回線及び／又は前記副回線がダイヤルアップ接続回線であり、前記回線切替手段
は前記環境設定ファイルの回線接続情報に基づいて回線切替えの際にダイヤルアップ接続
を行なう、請求項８記載のルータ。
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【請求項１０】
　前記ルータは、前記主回線が接続される主回線用ルータと前記副回線が接続される副回
線用ルータとに個別に設けられ、前記回線切替手段は、前記通信異常の検出により、前記
主回線用ルータを経由してから前記副回線用ルータを経由する通信経路に切替える、請求
項７記載のルータ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は情報処理システム及びその情報端末に関し、特にＰＯＳ (Point Of Sales) シス
テムにおいてＰＯＳ端末がインターネット等の外部ネットワークを介して上位のホストコ
ンピュータと連携しながら所定の業務を遂行するようなネットワークを介した情報処理シ
ステム及びその情報端末に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来のＰＯＳシステムでは、店内にある複数のＰＯＳ端末が有線又は無線によって同一店
内に置かれた業務用コンピュータと接続し、また複数のチェーン店等のＰＯＳ端末が専用
回線や電話回線を介してその集計センターにあるホストコンピュータに接続する等の形態
が取られていた。
【０００３】
一方、近年におけるインターネットの普及に伴い、様々な職種からなる店舗等がインター
ネットを介して業務処理専門の請負業者のホストコンピュータに接続し、店舗毎の商品売
上管理や在庫管理等の業務処理を委託する新たな形態のＰＯＳシステムも登場している。
【０００４】
また、ネットワークへの接続形態も多様化し、一般の店舗等も低廉なインターネット常時
接続サービスであるＡＤＳＬ (Asymmetric Digital Subscriber Line) サービスやＩＳＤ
Ｎ常時接続サービス（例えば、フレッツＩＳＤＮ（登録商標）等）が利用できるようにな
り、前述した新たな形態のＰＯＳシステムの利用環境が整備されつつある。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、前記ＰＯＳシステムでは、各店舗における商品売上や在庫等に関する重要なデ
ータがインターネット上に転送されるため、その転送時におけるデータ内容の機密性保持
や通信障害発生時における障害の回避／復旧手段が必要となる。
【０００６】
特に通信障害の場合には、ネットワーク側の工事等により、店舗側のＰＯＳ端末アプリケ
ーションと請負業者側の上位アプリケーションとの間のセッションが切断され、その結果
ＰＯＳ端末はオフライン状態になって突然動作が停止するという問題があった。ＰＯＳシ
ステムにおいて業務の中断は許されず、このような事態の発生に迅速に対応する手段が求
められていた。
【０００７】
また、このようなアプリケーション間で発生する通信障害は、従来の回線断や通信装置の
故障等のハードウェア障害だけを検出することでは回避できないという問題もあった。さ
らに、各ＰＯＳ端末に割り当てられた論理チャネル（例えば、ＩＳＤＮのＢ１又はＢ２チ
ャネル等）の１つのチャネル上でのみデータ異常が発生する場合もあり、このような場合
もハードウェアによる検出ができないという問題があった。
【０００８】
さらに、店舗等において複数のＰＯＳ端末が１つのルータに接続され、そのルータを介し
てインターネットに接続される場合に、ルータがインターネットとの間で回線断等のハー
ドウェア障害を検出して直ちに予備回線へ切替えると、各ＰＯＳ端末のアプリケーション
上でのセッション状況や取引途中の状態などの重要なデータが失われ、その回復やデータ
照合等に困難な場合が生じるという問題もあった。
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【０００９】
そこで本発明の目的は、上記問題点に鑑み、ＰＯＳ端末等の情報端末がルータを介してネ
ットワーク側の上位コンピュータと常時接続される情報処理システムにおいて、情報端末
側のクライアントアプリケーションが上位コンピュータとの間の通信障害を検出すると、
前記情報端末側からの指示によってルータが主回線から予備の副回線へ通信ルートを切り
替える情報処理システム及びその情報端末を提供することにある。
【００１０】
また本発明の目的は、前記副回線へ通信ルートを切り替えた後に、情報端末側のクライア
ントアプリケーションが上位コンピュータとの間の通信復旧を確認すると、前記上位端末
側からの指示によってルータが主回線の通信ルートに自動復帰する情報処理システム及び
その情報端末を提供することにある。
【００１１】
このように、通信障害を情報端末側のアプリケーションレベルで検出することで、回線断
等のハードウェア障害のみならずソフトウェア障害の発生後にも上位コンピュータとの間
の通信が継続され、情報端末の運用は停止しない。また、障害復旧後は一般に副回線に比
べて回線速度やコスト等の点で有利な主回線へ早期に自動復帰するため、障害発生時のコ
ストを最小限に抑えることができる。さらに、回線切替え前に情報端末側でセッションの
状況や送受信データの退避処理が可能となり、回線切替えに伴う重要なデータの喪失が防
止される。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
本発明によれば、情報端末がルータの備える運用時の主回線又は障害時の副回線を経由し
て外部のＩＰネットワークに収容された情報処理装置と通信する情報処理システムであっ
て、前記情報端末は、前記情報処理装置との通信中にアプリケーションレベルの通信障害
を検出する通信障害検出手段と、前記通信障害の検出により前記ルータに主回線から副回
線への回線切替を指示する回線切替指示手段と、を有し、前記ルータは、前記障害による
回線切替指示により、前記情報端末と前記情報処理装置との間の通信経路を前記主回線か
ら前記副回線を経由する通信経路に切替える回線切替手段を有する情報処理システムが提
供される。
【００１３】
前記主回線及び副回線の各々は互いに異なるＩＰアドレスを有し、前記主回線が経由する
外部のＩＰネットワークと前記副回線が経由する外部のＩＰネットワークとは別のネット
ワークである。ここで、前記主回線は常時接続回線であり、前記副回線は障害時にのみ接
続される回線である。
【００１４】
また本発明によれば、情報端末がルータの備える運用時の主回線又は障害時の副回線を経
由して外部のＩＰネットワークに収容された情報処理装置と通信する情報処理システムに
おいて、前記情報端末は、前記情報処理装置との通信中にアプリケーションレベルの通信
障害を検出する通信障害検出手段と、前記通信障害の検出に基づいて前記ルータに主回線
と前記副回線との間の回線切替を指示する回線切替指示手段と、を有する。前記通信障害
は、前記情報端末のクライアントアプリケーションと前記情報処理装置のサーバアプリケ
ーションとの間の通信セッションの切断である。
【００１５】
また前記ルータは、前記情報端末から受信したアプリケーションレベルの通信異常に基づ
いて回線切替指示を受信する手段と、前記回線切替指示に従って前記情報端末と前記情報
処理装置との間の通信経路を前記主回線から前記副回線を経由する通信経路に切替える回
線切替手段とを有する。前記ルータは、前記主回線及び副回線の各々の回線接続情報を含
む環境設定ファイルを有し、前記主回線及び／又は前記副回線がダイヤルアップ接続回線
であり、前記回線切替手段は前記環境設定ファイルの回線接続情報に基づいて回線切替え
の際にダイヤルアップ接続を行なう。
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【００１６】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明による情報処理システムの基本的な構成例を示したものである。
図１において、情報端末１はルータ２に接続され、ルータ２はさらに常時接続回線である
主回線３２を通じてネットワーク３に接続される。そして、障害発生時にはダイヤルアッ
プ接続回線である副回線３３を通じてネットワーク３に接続される。ネットワーク３には
、また情報処理システムで各種業務サービスを提供する上位ホストコンピュータ４が接続
される。
【００１７】
なお、主回線３２としてＡＤＳＬやフレッツＩＳＤＮサービスを利用する場合には、ルー
タ２はネットワーク３との最初の接続にダイヤルアップ接続を使用する。また、ネットワ
ーク３には、インターネット、公衆電話網、無線通信網、企業内ＬＡＮ、及び通信業者の
高速ＩＰネットワーク（ＷＡＮ）等の種々のネットワークが含まれる。
【００１８】
情報端末１の業務アプリケーション部２１と上位ホストコンピュータ４の上位アプリケー
ション部２７との間ではクライアント／サーバ関係が構成され、そこでは業務アプリケー
ションがクライアントに、そして上位アプリケーションがサーバとなる。上位アプリケー
ション部２７は、種々の情報処理業務を行なうソフトウェア及びＨＴＴＰサーバやそれと
連携するデータベース等で構成される。
【００１９】
業務通信部２２は、主に上位アプリケーション部２７との間で業務データを送受信し、そ
の受信データの表示等を行なうＨＴＴＰクライアント機能（ウェブブラウザ機能）を実行
する。上位通信部２４はＴＣＰ／ＩＰプロトコルによりネットワーク３を介して上位ホス
トコンピュータ４と通信する。
【００２０】
切替制御部２２は、ＴＥＬＮＥＴによりルータ２を制御して、そのリセット、回線切替指
示３１、及びダイヤルアップ接続等を遠隔制御したり、ＩＣＭＰ (Internet Control Mes
sage Protocol) を制御してＰｉｎｇコマンドにより通信経路の正常性をチェックする。
また、ルータ２のＤＨＣＰ (Dynamic Host Configuration Protocol) 機能を利用して、
ルータ２に接続した際にＩＰアドレスを取得する等の機能を実行する。
【００２１】
ルータ２は、主回線用のＩＰアドレス（ＩＰ１）と副回線用のＩＰアドレス（ＩＰ２）を
もち、ＩＰ１とＩＰ２の各ＩＰアドレスの環境設定ファイル２５及び２６を使って所定の
ネットワーク経由で上位ホストコンピュータ４と接続する。環境設定ファイル２５及び２
６には、ＩＰアドレス（又はホスト名）の他にダイヤルアップ接続に必要なアクセスポイ
ントの電話番号、及びユーザＩＤやパスワード等が設定されている。障害発生時には、情
報端末１の切替指示部２３からの回線切替指示３１により主回線３２と副回線３３との間
の回線切替を実行する。
【００２２】
図２には、本発明によるルータ２の回線切替え動作の一例を示している。
図２の（ａ）に示すように、情報端末１は通常運用時に主回線３２側に常時接続されてお
り、情報端末１の業務通信部２２はＩＰ１のアドレスを使うネットワーク経由で上位ホス
トコンピュータ４との間でセッションを確立している。ネットワーク３の側で障害が発生
すると前記セッションが切断し、オフラインを検出した業務通信部２２は切替制御部２３
に回線切替を指示する。
【００２３】
これにより、切替制御部２３は、ＴＥＬＮＥＴコマンドを使ってＬＡＮ接続されているル
ータ２に回線切替指示３１を与える。ルータ２は、情報端末１からの回線切替指示を受け
て、図２の（ｂ）に示すように副回線３３の側へ回線を切替る。その際、環境設定ファイ
ル２６の情報を使って、副回線３３が接続されるアクセスポイントにダイヤルアップ接続
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する。以降は、ＩＰ２のアドレスを使う別のネットワーク経由で上位ホストコンピュータ
４との間の通信が継続される。
【００２４】
業務通信部２２は、副回線３３の接続中も、常時接続されている主回線３２の側に定期的
にＰｉｎｇコマンドを送信し、主回線３２の回復を監視する。その回復を検出した時は切
替制御部２３にその旨を通知する。切替制御部２３はＴＥＬＮＥＴコマンドによりルータ
２へ主回線側への復帰を指示し、ルータ２は主回線３２への切替えを実行する。これによ
り、主回線側のＩＰ１アドレスを使うネットワーク経由で通信が再開される。
【００２５】
図３は、上述した本発明のより具体的な例としてＰＯＳシステムの一構成例を示したもの
である。本発明の基本的な構成及びその動作は上述した通りであり、ここでは具体例に示
された構成部分について説明する。
図３において、店舗ウェブサーバ１－１及びＰＯＳ／ＰＣ端末１－２、１－３は、いずれ
もパーソナルコンピュータ（ＰＣ）をベースにしたウェブサーバ及びＰＯＳ端末であって
、それぞれが図１の情報端末１に相当する。店舗ウェブサーバ１－１はＨＴＴＰサーバ／
クライアントとして、またＰＯＳ／ＰＣ端末１－２、１－３はＨＴＴＰクライアントとし
て機能し、ＰＯＳ用のブラウザを備える。
【００２６】
店舗ウェブサーバ１－１はＰＯＳ／ＰＣ端末１－２、１－３からのデータをもとに店内の
一定のＰＯＳ業務処理を行い、その処理した後のデータをネットワーク３を介して上位ホ
ストコンピュータ４との間で送受信する。ＰＯＳ／ＰＣ端末１－２及び１－３は、店舗ウ
ェブサーバ１－１との間で商品売上等のデータを送受信し、又はネットワーク３を介して
上位ホストコンピュータ４との間で直接データを送受信する。
【００２７】
ルータ２は、そのＤＨＣＰ機能を用いて店舗ウェブサーバ１－１及びＰＯＳ／ＰＣ端末１
－２、１－３がルータ２にＬＡＮ接続された時点で各々のプライベートＩＰアドレス（ア
ドレス１～３）を割り付ける。ルータ２は、各プライベートＩＰアドレスをさらにＮＡＴ
 (Network Address Translator) 機能を使ってグローバルＩＰアドレスに変換し、各々の
店舗ウェブサーバ１－１及びＰＯＳ／ＰＣ端末１－２、１－３と上位ホストコンピュータ
４との間の通信を可能にする。
【００２８】
ルータ２は、アドレスＡ及びアドレスＢの２つのＩＰアドレスを保有しており、アドレス
Ａは主回線としてアクセスポイント１（ＡＰ１）の地域ＩＰ網（ネットワークＡ）を経由
する場合に用いられ、またアドレスＢは副回線としてアクセスポイント２（ＡＰ２）の地
域ＩＰ網（ネットワークＢ）を経由する場合に用いられる。
【００２９】
ここでの地域ＩＰ網は、例えばあるＩＳＰ (Internet Service Provider) 配下の一定の
ドメイン内におけるＩＰネットワークや企業内ネットワーク等に相当する。本例ではＰＯ
Ｓデータの機密性を確保するため、そこでのデータ転送にはＶＰＮ (Virtual Private Ne
twork) が用いられる。さらに、地域ＩＰ網はゲートウェイ（Ｇ／Ｗ）を介してＡＴＭ (A
synchronous Transfer mode) やＷＤＭ (Wavelength Division Multiplexing) 等により
構築された高速バックボーンのビジネスＩＰ網に接続される。
【００３０】
上位ホストコンピュータ４は、ルータ４－１を介してビジネスＩＰ網に接続される。本例
の上記ホストコンピュータ４は、図１の上位アプリケーション部２７に相当するアプリケ
ーション／データベースサーバ２７－１と複数のセンタウェブサーバ２７－２～２７－４
とで構成される。
【００３１】
アプリケーション／データベースサーバ２７－１は、各センタウェブサーバ２７－２～２
７－４と連携して種々のＰＯＳ業務をデータベースを使って処理する。センタウェブサー
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バ２７－２～２７－４はそれぞれが独立したＨＴＴＰサーバである。ロードバランサ４－
２は各センタウェブサーバ２７－２～２７－４の負荷を分散させる。
【００３２】
本例でも、ルータ４－１はＤＨＣＰ機能により各サーバへプライベートＩＰアドレス（ア
ドレス４～７）を割り付け、ＮＡＴ機能により各プライベートＩＰアドレスをグローバル
ＩＰアドレスに変換する。これにより、各サーバ２７－１～２７－４はネットワーク３を
介して各々の店舗ウェブサーバ１－１及びＰＯＳ／ＰＣ端末１－２、１－３と通信するこ
とが可能となる。なお、ポート番号が適切に割り付けられたサーバデーモンプログラム２
７－１～２７－４を１台の上位ホストコンピュータ上で稼動させてもよい。
【００３３】
図４～６は、本発明の第１の実施例を示したものである。
ここでは２台のルータを使用し、各々が別のＩＰアドレスを有する場合について説明する
。図４にはその具体的な構成例を、図５にはＰＯＳ端末の制御フローを、そして図６には
ＰＯＳシステム全体の制御シーケンスの一例をそれぞれ示している。
【００３４】
図４において、ＰＯＳ端末１は主回線３２用のルータ２－１に接続され、それを介して副
回線３３用のルータ２－２に接続される。なお、ＰＯＳ端末１において、他のウェブ業務
部２１－１及びＰＯＳ業務部２１－２は図１の業務アプリケーション部２１に相当し、他
のウェブ業務部２１－１は通常のブラウザソフトウェアにより、またＰＯＳ業務部２１－
２はＰＯＳ専用のブラウザソフトウェアによって構成される。これらのソフトウェアはＰ
ＯＳ端末１の起動時に上位ホストコンピュータ４からダウンロードされる。
【００３５】
また、ＰＯＳ業務通信部２２は図１の業務通信部に相当し、上位ホストコンピュータ４の
各センタウェブサーバ２７－２～２７－４（図３）との間でＨＴＴＰ通信を行なう。ＬＡ
Ｎ－ＩＮＦ部２４は図１の上位通信部に相当し、イーサネット（登録商標）等のＬＡＮイ
ンタフェースに加えてＴＣＰ／ＩＰ通信処理も実行する。
【００３６】
本実施例をＰＯＳ端末１の動作で説明すると、図５に示すように先ず主回線用のルータ２
－１に接続し、プライベートＩＰアドレスの取得やブラウザソフトウェアのダウンロード
処理等を実行する（Ｓ１０１）。次に、ＰＯＳ業務通信部２２は、他のウェブ業務部２１
－１及びＰＯＳ業務部２１－２と上位ホストコンピュータ４の各センタウェブサーバ２７
－２～２７－４との間でＨＴＴＰに基づくデータの送受信を開始する。ＰＯＳ業務通信部
２２は、さらにＨＴＴＰセッションの開放若しくは切断を監視して、それが所定時間以上
継続するとタイムアウトを検出する（Ｓ１０２）。その旨はルータ切替制御部２３に通知
される。
【００３７】
ルータ切替制御部２３は、ＴＥＬＮＥＴコマンドによりルータ２－１に回線切替を指示す
る。また、ルータ２－２を経由する副回線側へ回線が切替えられた後も、ルータ２－１を
経由する主回線側へ定期的にＰｉｎｇコマンドを送出し、主回線側の回復を監視する（Ｓ
１０３及び１０４）。そして、自身が送出したＰｉｎｇコマンドを受信した時に主回線側
が回復したと判断し、ＴＥＬＮＥＴコマンドによりルータ２－１に主回線側への復帰を指
示する（Ｓ１０５）。
【００３８】
これをＰＯＳシステム全体の動作で説明すると、図６に示すように通常動作時にはＰＯＳ
端末１のブラウザと上位ホストコンピュータ４のセンタウェブサーバ２７－２～２７－４
との間ではＨＴＴＰセッションが確立している（Ｓ２０１及び２０２）。ここで、主回線
側に障害（×印で示す）が発生すると、前記セッションが切断されて所定時間経過後にＰ
ＯＳ端末１のＰＯＳ業務通信部２２がタイムアウトを検出する。その旨はルータ切替制御
部２３へ通知される（Ｓ２０４）。
【００３９】
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ルータ切替制御部２３はルータ２－１に対してＴＥＬＮＥＴコマンドによりルート切替を
指示し（Ｓ２０５）、ルータ２－１は通信経路をルータ２－２を経由する副回線側の迂回
経路に切替える。以降、副回線３３の通信経路でＰＯＳ端末１のブラウザと上位ホストコ
ンピュータ４のセンタウェブサーバ２７－２～２７－４との間のＨＴＴＰセッションが回
復し、その間の通信が継続される（Ｓ２０６及び２０７）。
【００４０】
この障害時においても、ルータ切替制御部２３はルータ２－１の主回線３２を通じて上位
ホストコンピュータ４にＰｉｎｇコマンドを定期的に送信し、主回線側ネットワークの回
復を監視する（Ｓ２０８）。ルータ切替制御部２３はその後Ｐｉｎｇコマンドが通ると障
害から回復したと判断し（Ｓ２０８及び２０９）、ルータ２－１にＴＥＬＮＥＴコマンド
により主回線の側へルート切替えを指示する（Ｓ２１０～２１２）。
【００４１】
以降、再び主回線３３の通信経路でＰＯＳ端末１のブラウザと上位ホストコンピュータ４
のセンタウェブサーバ２７－２～２７－４との間のＨＴＴＰセッションが確立され、その
間の通信が継続される（Ｓ２１３及び２１４）。
【００４２】
図７～９は、本発明の第２の実施例を示したものである。
ここでは１台のルータを使用し、そのルータが１つのＩＰアドレスを有する場合について
説明する。図７にはその具体的な構成例を、図８にはＰＯＳ端末の制御フローを、そして
図９にはＰＯＳシステム全体の制御シーケンスの一例をそれぞれ示している。
【００４３】
図７において、ＰＯＳ端末１は通常時においてルータ２を介して主回線３２の側のアクセ
スポイント１（ＡＰ１）にダイヤルアップ接続される。図８に示すように、ＰＯＳ端末１
のステップＳ３０１～３０３の動作は、図５のステップＳ１０１～１０３のものと同様で
ある。
【００４４】
なお、本実施例のルータ２は回線切替指示を受信すると（Ｓ３０３）、アクセスポイント
の設定を現在のアクセスポイント１から別のアクセスポイント２（ＡＰ２）に変更する。
これにより、アクセスポイント２の環境設定ファイル２６（図１）を使用する設定がなさ
れる。その後、ルータの定義内容を変更するためにルータ自身をリセットし、再起動後に
アクセスポイント２に対してＰＰＰ (Point to Point Protocol) によるダイヤルアップ
接続を行う。その結果、アクセスポイント２から通信に必要なＩＰアドレスを取得する。
【００４５】
次に、ルータ切替制御部２３は前記回線切替の指示後にタイマをスタートさせて（Ｓ３０
４）、そのタイマが例えば１０～２０分間隔で満了する毎にＴＥＬＮＥＴコマンドにより
ルータ２に主回線側への回線切替を指示する（Ｓ３０５）。上述したように、ルータ２が
主回線側への回線切替指示を受信したときは、アクセスポイント１の環境設定ファイル２
５（図１）の使用を設定し、再起動後にアクセスポイント１に対してＰＰＰによるダイヤ
ルアップ接続を行なう。この主回線側への回線切替時に障害が回復していれば、そのまま
通常の動作状態に復帰する。いまだ障害状況の場合には、ステップ３０２以降の処理が繰
り返される。
【００４６】
図９には本実施例におけるＰＯＳシステム全体の動作を示している。ここでステップＳ４
０１～４０７の動作は、図６のステップＳ２０１～２０７の動作と原則同じである。ここ
で原則同じとしたのは、上述したようにルータ２における回線切替えの仕方が異なるから
である。
【００４７】
ルータ切替制御部２３は回線切替指示後にタイマをスタートさせ（Ｓ４０８）、タイマが
満了時にＴＥＬＮＥＴコマンドによりルータ２に主回線側への回線切替を指示し（Ｓ４０
９～４１１）、それによって主回線側への復帰を試みる。この主回線側への回線切替時に
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【００４８】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば通信障害は情報端末側のアプリケーションレベルで
検出され、その情報端末側の主導によりオフライン等が発生した主回線から副回線に切り
替えられる。この通信障害には回線断等のハードウェア障害も当然に含まれ、また特定チ
ャネルのデータ異常等の検出も含まれる。その結果、ハードウェアやソフトウェアによる
障害発生後も上位コンピュータとの間の通信が継続され、ネットワークを介した情報処理
システムとの通信は中断しない。
【００４９】
また、本発明によれば副回線として公衆網のダイヤルアップ回線を使用すれば副回線用の
特別の設備は不要である。さらに、障害回復後は一般に副回線と比べて回線速度やコスト
等の点で有利な主回線へ早期に自動復旧させるため、障害発生時のコストを最小限に抑え
ることができる。
【００５０】
さらに、本発明によれば情報端末のアプリケーションが回線切替えを制御するため、切替
え前にセッションの状況や取引途中の状態などのデータ退避処理が可能となり、回線切替
えに伴う重要なデータの喪失が防止できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による情報処理システムの基本的な構成を示した図である。
【図２】本発明による回線切替え動作の一例を示した図である。
【図３】本発明によるＰＯＳシステムの具体例を示した図である。
【図４】本発明の第１の実施例を示した図である。
【図５】図４におけるＰＯＳ端末の制御フロー例を示した図である。
【図６】図４におけるＰＯＳシステム全体の制御シーケンス例を示した図である。
【図７】本発明の第２の実施例を示した図である。
【図８】図７におけるＰＯＳ端末の制御フロー例を示した図である。
【図９】図７におけるＰＯＳシステム全体の制御シーケンス例を示した図である。
【符号の説明】
１…情報端末
１－１…店舗ウェブサーバ
１－２…ＰＯＳ／ＰＣ端末
２…ルータ
３…ネットワーク
４…上位ホストコンピュータ
４－１…ルータ
４－２…ロードバランサ
２１…業務アプリケーション部
２２…業務通信部
２３…切替制御部
２４…上位通信部
２５、２６…環境設定ファイル
２７…上位アプリケーション
２７－１…アプリケーション／データベースサーバ
２７－２～２７－４…センタウェブサーバ
３２…主回線
３３…副回線
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