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(57)【要約】
　他のサーバコンピュータと連携した処理を実行するサーバグループに追加される予備の
サーバコンピュータに対して、サーバグループに応じたサービスを提供する環境を自動で
構築することができるようにする。
　イメージデータ採取手段（４）により、サーバコンピュータ（１ａ），（２ａ）から、
ディスクイメージデータが採取され、イメージデータ記憶手段（５）に格納される。サー
バグループ（１），（２）へのサーバコンピュータ（３ａ）の追加指示を受けると、イメ
ージデータ追加手段（６）により、ディスクイメージデータがイメージデータ記憶手段（
５）から取得され、追加すべきサーバコンピュータ（３ａ）のディスクにコピーされる。
そして、環境設定手段（７）により、異なるサーバグループに属するサーバコンピュータ
間の処理の依頼関係に基づいて、追加すべきサーバコンピュータ（３ａ）に対して、処理
の依頼関係を有する相手の固有情報が設定される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のサーバコンピュータをサーバグループにグループ分けして管理するためのサーバ
管理プログラムにおいて、
　コンピュータを、
　前記サーバグループそれぞれに属するサーバコンピュータから、ディスクイメージデー
タを採取し、イメージデータ記憶手段に格納するイメージデータ採取手段、
　前記サーバグループへの前記サーバコンピュータの追加指示を受けると、追加対象の前
記サーバグループから採取された前記ディスクイメージデータを前記イメージデータ記憶
手段から取得し、追加すべき前記サーバコンピュータの記憶装置に格納するイメージデー
タ追加手段、
　異なる前記サーバグループに属する前記サーバコンピュータ間の処理の依頼関係に基づ
いて、追加すべき前記サーバコンピュータに対して、処理の依頼関係を有する相手の固有
情報を設定する環境設定手段、
　として機能させることを特徴とするサーバ管理プログラム。
【請求項２】
　前記環境設定手段は、追加すべき前記サーバコンピュータと処理の依頼関係を有する相
手の固有情報として、依頼関係がある相手側サーバコンピュータのアドレス情報を設定す
ることを特徴とする請求の範囲第１項記載のサーバ管理プログラム。
【請求項３】
　前記環境設定手段は、さらに、追加すべき前記サーバコンピュータとの間に処理の依頼
関係を有する相手側サーバコンピュータに対して、追加すべき前記サーバコンピュータの
固有情報を設定することを特徴とする請求の範囲第１項記載のサーバ管理プログラム。
【請求項４】
　前記環境設定手段は、前記相手側サーバコンピュータに対して設定する追加すべき前記
サーバコンピュータの固有情報として、追加すべき前記サーバコンピュータのアドレス情
報を設定することを特徴とする請求の範囲第３項記載のサーバ管理プログラム。
【請求項５】
　前記イメージデータ採取手段は、前記サーバコンピュータと共にファイアウォールで保
護されたネットワークに接続された装置内の記憶装置を、前記イメージデータ記憶手段と
して使用することを特徴とする請求の範囲第１項記載のサーバ管理プログラム
【請求項６】
　前記メージデータ追加手段は、前記サーバコンピュータに対して、サービスを提供する
ためのサーバアプリケーションが導入されたオペレーティングシステムのデータを、前記
ディスクイメージデータとして、追加すべき前記サーバコンピュータの記憶装置に格納す
ることを特徴とする請求の範囲第１項記載のサーバ管理プログラム。
【請求項７】
　前記ディスクイメージ追加手段は、追加すべき前記サーバコンピュータに既に存在して
いるシステムボリュームとは別のシステムボリュームに、前記ディスクイメージを格納す
ることを特徴とする請求の範囲第６項記載のサーバ管理プログラム。
【請求項８】
　前記コンピュータを、
　さらに、前記サーバコンピュータが所属すべき前記サーバグループが時刻に応じて予め
決められたスケジュール表に従って、前記サーバコンピュータの所属先が変更される時刻
に前記サーバグループの変更指示を出力するスケジュール管理手段、
　前記スケジュール管理手段からの前記変更指示に従って、変更対象の前記サーバコンピ
ュータを、変更後に属する前記サーバグループに応じた前記システムボリュームで再起動
させるサーバグループ切替手段、
　として機能させることを特徴とする請求の範囲第７項記載のサーバ管理プログラム。
【請求項９】
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　コンピュータにより、複数のサーバコンピュータをサーバグループにグループ分けして
管理するためのサーバ管理方法において、
　イメージデータ採取手段が、前記サーバグループそれぞれに属するサーバコンピュータ
から、ディスクイメージデータを採取し、イメージデータ記憶手段に格納し、
　イメージデータ追加手段が、前記サーバグループへの前記サーバコンピュータの追加指
示を受けると、追加対象の前記サーバグループから採取された前記ディスクイメージデー
タを前記イメージデータ記憶手段から取得し、追加すべき前記サーバコンピュータに格納
し、
　環境設定手段が、異なる前記サーバグループに属する前記サーバコンピュータ間の処理
の依頼関係に基づいて、追加すべき前記サーバコンピュータに対して、処理の依頼関係を
有する相手の固有情報を設定する、
　ことを特徴とするサーバ管理方法。
【請求項１０】
　複数のサーバコンピュータをサーバグループにグループ分けして管理するためのサーバ
管理装置において、
　前記サーバグループそれぞれに属するサーバコンピュータから、ディスクイメージデー
タを採取し、イメージデータ記憶手段に格納するイメージデータ採取手段と、
　前記サーバグループへの前記サーバコンピュータの追加指示を受けると、追加対象の前
記サーバグループから採取された前記ディスクイメージデータを前記イメージデータ記憶
手段から取得し、追加すべき前記サーバコンピュータの記憶装置に格納するイメージデー
タ追加手段と、
　異なる前記サーバグループに属する前記サーバコンピュータ間の処理の依頼関係に基づ
いて、追加すべき前記サーバコンピュータに対して、処理の依頼関係を有する相手の固有
情報を設定する環境設定手段と、
　を有することを特徴とするサーバ管理装置。
【請求項１１】
　複数のサーバコンピュータをサーバグループにグループ分けして管理するためのサーバ
管理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において、
　コンピュータを、
　前記サーバグループそれぞれに属するサーバコンピュータから、ディスクイメージデー
タを採取し、イメージデータ記憶手段に格納するイメージデータ採取手段、
　前記サーバグループへの前記サーバコンピュータの追加指示を受けると、追加対象の前
記サーバグループから採取された前記ディスクイメージデータを前記イメージデータ記憶
手段から取得し、追加すべき前記サーバコンピュータの記憶装置に格納するイメージデー
タ追加手段、
　異なる前記サーバグループに属する前記サーバコンピュータ間の処理の依頼関係に基づ
いて、追加すべき前記サーバコンピュータに対して、処理の依頼関係を有する相手の固有
情報を設定する環境設定手段、
　として機能させることを特徴とするサーバ管理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】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はサーバコンピュータ上で機能するアプリケーションを管理するためのサーバ管
理プログラム、サーバ管理方法、およびサーバ管理装置に関し、特に複数のサーバコンピ
ュータをグループ化して管理するサーバ管理プログラム、サーバ管理方法、およびサーバ
管理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　クライアントに対してサービスを提供する場合、複数のサーバコンピュータで分散処理
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を行うことができる。この場合、クライアントからの要求を負荷分散装置が、何れかのサ
ーバコンピュータに振り分ける。
【０００３】
　なお、以下の説明において、機能の名称の後に「サーバ」を付けた場合、コンピュータ
上に動作するアプリケーションソフトウェアによるサービス提供機能を指すこととする。
また、「サーバコンピュータ」と呼んだ場合、サービス提供用のアプリケーションソフト
ウェアを実行するコンピュータを指すこととする。
【０００４】
　なお、システムの運用中に、サービスの処理要求の量がシステムの処理能力の限界に近
づくことがある。その場合、サービスを提供するサーバコンピュータのグループ（サーバ
グループ）にサーバコンピュータを追加することで処理能力を高め、処理量がシステムの
処理能力を超えることを防止できる。
【０００５】
　このとき、サーバグループへのサーバの追加作業を、ユーザからの操作入力に応じて行
ったのでは、処理負荷の上昇に対してサーバコンピュータ追加の対応が遅れてしまう可能
性がある。そこで、サーバクラスタに対するサービス要求を監視し、サービスへの需要が
上限値を超えた場合、予め用意されていた予備のサーバコンピュータをサーバクラスタに
追加するシステムが考えられている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００２－１６３２４１号公報（段落番号［００２８］，［００２９
］参照）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、サーバグループに対して予備のサーバコンピュータを自動的に追加するには
、予備のサーバコンピュータに対して予め必要な環境設定が行われている必要がある。そ
のため、特定のサービス用に予備サーバを用意できるのであれば、特許文献１のようなシ
ステムも可能である。
【０００７】
　ただし、複数のサービスを提供しているシステムにおいて、サービス毎に予備のサーバ
コンピュータを用意しておくのは、資源の無駄である。そこで、複数のサービスに共通の
予備のサーバコンピュータを用意しておき、負荷が過大となったサービスに対して、その
サービスを提供するためのサーバグループにサーバコンピュータを追加することが考えら
れる。その場合、追加対象となるサーバグループが決定した時点で、そのサーバグループ
に応じたサーバアプリケーションをサーバコンピュータに導入する必要がある。
【０００８】
　しかし、サーバグループへの追加が決定されてから予備のサーバコンピュータに対する
アプリケーション等の配置、および設定を行う必要があり、実際に運用できるようになる
までに長時間かかってしまう。しかも、複数のサーバアプリケーションが連携して動作す
ることでサービスが提供されるような多階層のサーバシステム（たとえば、Ｗｅｂサーバ
と、Ｗｅｂサーバからの依頼に応じて処理を行うアプリケーションサーバとによるサービ
ス）では、導入されたサーバコンピュータに関連する他のサーバコンピュータに関する情
報を含めた環境設定が必要である。そのため、連携相手となるサーバグループに属するサ
ーバコンピュータの追加や削除が動的に行われるシステムでは、予め環境設定をしておく
ことはできない。
【０００９】
　本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、他のサーバコンピュータと連携し
た処理を実行するサーバグループに追加されるサーバコンピュータに対して、サーバグル
ープに応じたサービスを提供する環境を自動で構築することができるシステム管理プログ
ラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【００１０】
　本発明では上記課題を解決するために、図１に示すような機能をコンピュータで実現す
るためのサーバ管理プログラムが提供される。このサーバ管理プログラムは、複数のサー
バコンピュータをサーバグループ１，２にグループ分けして管理するためのものである。
サーバ管理プログラムを実行するコンピュータは、イメージデータ採取手段４、イメージ
データ送信手段６、および環境設定手段７を有する。
【００１１】
　イメージデータ採取手段４は、サーバグループ１，２それぞれに属するサーバコンピュ
ータ１ａ，２ａから、ディスクイメージデータを採取し、イメージデータ記憶手段５に格
納する。イメージデータ追加手段６は、サーバグループ１，２へのサーバコンピュータ３
ａの追加指示を受けると、追加対象のサーバグループ１から採取されたディスクイメージ
データをイメージデータ記憶手段５から取得し、追加すべきサーバコンピュータ３ａの記
憶装置に格納する。環境設定手段７は、異なるサーバグループに属するサーバコンピュー
タ間の処理の依頼関係に基づいて、追加すべきサーバコンピュータ３ａに対して、処理の
依頼関係を有する相手の固有情報を設定する。
【００１２】
　このような機能を有するコンピュータによれば、イメージデータ採取手段４により、サ
ーバグループ１，２それぞれに属するサーバコンピュータ１ａ，２ａから、ディスクイメ
ージデータが採取され、イメージデータ記憶手段５に格納される。その後、サーバグルー
プ１，２へのサーバコンピュータ３ａの追加指示を受けると、イメージデータ追加手段６
により、追加対象のサーバグループ１から採取されたディスクイメージデータがイメージ
データ記憶手段５から取得され、追加すべきサーバコンピュータ３ａの記憶装置に格納さ
れる。そして、環境設定手段７により、異なるサーバグループに属するサーバコンピュー
タ間の処理の依頼関係に基づいて、追加すべきサーバコンピュータ３ａに対して、処理の
依頼関係を有する相手の固有情報が設定される。
【００１３】
　また、上記課題を解決するために、コンピュータにより、複数のサーバコンピュータを
サーバグループにグループ分けして管理するためのサーバ管理方法において、イメージデ
ータ採取手段が、前記サーバグループそれぞれに属するサーバコンピュータから、ディス
クイメージデータを採取し、イメージデータ記憶手段に格納し、イメージデータ追加手段
が、前記サーバグループへの前記サーバコンピュータの追加指示を受けると、追加対象の
前記サーバグループから採取された前記ディスクイメージデータを前記イメージデータ記
憶手段から取得し、追加すべき前記サーバコンピュータに格納し、環境設定手段が、異な
る前記サーバグループに属する前記サーバコンピュータ間の処理の依頼関係に基づいて、
追加すべき前記サーバコンピュータに対して、処理の依頼関係を有する相手の固有情報を
設定する、ことを特徴とするサーバ管理方法が提供される。
【００１４】
　さらに、上記課題を解決するために、複数のサーバコンピュータをサーバグループにグ
ループ分けして管理するためのサーバ管理装置において、前記サーバグループそれぞれに
属するサーバコンピュータから、ディスクイメージデータを採取し、イメージデータ記憶
手段に格納するイメージデータ採取手段と、前記サーバグループへの前記サーバコンピュ
ータの追加指示を受けると、追加対象の前記サーバグループから採取された前記ディスク
イメージデータを前記イメージデータ記憶手段から取得し、追加すべき前記サーバコンピ
ュータの記憶装置に格納するイメージデータ追加手段と、異なる前記サーバグループに属
する前記サーバコンピュータ間の処理の依頼関係に基づいて、追加すべき前記サーバコン
ピュータに対して、処理の依頼関係を有する相手の固有情報を設定する環境設定手段と、
を有することを特徴とするサーバ管理装置が提供される。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明では、イメージデータを格納した後、追加するサーバコンピュータに対して、処
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理の依頼関係を有する相手の固有情報を設定するようにした。これにより、複数のサーバ
が連携してサービスを提供するシステムにおいて自動的にサーバコンピュータの増設が可
能となる。
【００１６】
　本発明の上記および他の目的、特徴および利点は本発明の例として好ましい実施の形態
を表す添付の図面と関連した以下の説明により明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】実施の形態に適用される発明の概念図である。
【図２】本実施の形態のシステム構成例を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態に用いるサイト管理サーバコンピュータのハードウェア構成
例を示す図である。
【図４】サーバグループの例を示す図である。
【図５】メッシュ接続の例を示す図である。
【図６】ライン接続の例を示す図である。
【図７】各コンピュータの機能を示すブロック図である。
【図８】サーバグループ作成処理を示す図である。
【図９】イメージデータ採取処理を示す図である。
【図１０】クローニング資材採取処理の前半を示す図である。
【図１１】クローニング資材採取処理の後半を示す図である。
【図１２】アプリケーション更新処理を示す図である。
【図１３】サーバグループへの被管理サーバコンピュータの追加状況を示す図である。
【図１４】サーバ追加処理を示す図である。
【図１５】サーバグループからの被管理サーバコンピュータの削除処理を示す図である。
【図１６】サーバ追加処理時の固有情報設定処理手順を示すフローチャートである。
【図１７】Ｗｅｂサーバ追加処理による固有情報設定例を示す図である。
【図１８】アプリケーションサーバ追加処理による固有情報設定例を示す図である。
【図１９】サーバ削除処理時の固有情報削除処理手順を示すフローチャートである。
【図２０】Ｗｅｂサーバ削除処理による固有情報削除例を示す図である。
【図２１】アプリケーションサーバ追加処理による固有情報設定例を示す図である。
【図２２】リパーパシング処理の概念図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
　まず、実施の形態に適用される発明の概要について説明し、その後、実施の形態の具体
的な内容を説明する。
【００１９】
　図１は、実施の形態に適用される発明の概念図である。本発明は、複数のサーバコンピ
ュータ１ａ，２ａ，２ｂをサーバグループ１，２にグループ分けして管理するためのもの
である。また、サーバプール３には、予備のサーバコンピュータ３ａが用意されている。
これらのコンピュータ１ａ，２ａ，２ｂ，３ａはネットワークで接続され、互いに通信可
能である。図１に示すように、本発明は、イメージデータ採取手段４、イメージデータ追
加手段６、および環境設定手段７で構成される。
【００２０】
　イメージデータ採取手段４は、サーバグループ１，２それぞれに属するサーバコンピュ
ータ１ａ，２ａから、ディスクイメージデータを採取し、イメージデータ記憶手段５に格
納する。ディスクイメージデータとしては、例えば、サービスを提供するためのアプリケ
ーションプログラムとオペレーティングシステム（ＯＳ）とを含むデータが採取される。
なお、ディスクイメージデータは、ハードディスクドライブ内の全てのデータであっても
よいし、予め指定されたディレクトリ配下のデータであってよい。
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【００２１】
　イメージデータ追加手段６は、サーバグループ１，２へのサーバコンピュータ３ａの追
加指示を受けると、追加対象のサーバグループ１から採取されたディスクイメージデータ
をイメージデータ記憶手段５から取得し、追加すべきサーバコンピュータ３ａの記憶装置
に格納する。
【００２２】
　環境設定手段７は、異なるサーバグループに属するサーバコンピュータ間の処理の依頼
関係に基づいて、追加すべきサーバコンピュータ３ａ対して、処理の依頼関係を有する相
手の固有情報を設定する。また、環境設定手段７は、追加すべきサーバコンピュータ３ａ
との間に処理の依頼関係を構築すべき他のサーバコンピュータ２ａ，２ｂに対して、追加
すべきサーバコンピュータ３ａの固有情報を設定することもできる。なお、固有情報は、
たとえば、各サーバコンピュータのネットワーク上のアドレス情報（ＩＰ(Internet Prot
ocol)アドレス等）である。
【００２３】
　このような機能を有するコンピュータによれば、イメージデータ採取手段４により、サ
ーバグループ１，２それぞれに属するサーバコンピュータ１ａ，２ａから、ディスクイメ
ージデータが採取され、イメージデータ記憶手段５に格納される。その後、サーバグルー
プ１，２へのサーバコンピュータ３ａの追加指示を受けると、イメージデータ追加手段６
により、追加対象のサーバグループ１から採取されたディスクイメージデータがイメージ
データ記憶手段５から取得され、追加すべきサーバコンピュータ３ａの記憶装置に格納さ
れる。そして、環境設定手段７により、異なるサーバグループに属するサーバコンピュー
タ間の処理の依頼関係に基づいて、追加すべきサーバコンピュータ３ａ、および追加すべ
きサーバコンピュータ３ａとの間に処理の依頼関係を構築すべき他のサーバコンピュータ
２ａ，２ｂに対して、処理の依頼関係を有する相手の固有情報が設定される。
【００２４】
　これにより、複数のサーバが連携してサービスを提供するシステムにおいて自動的にサ
ーバコンピュータの増設が可能となる。その結果、サーバグループ内での各サーバコンピ
ュータの負荷の増大に対し、迅速にサーバを追加し、処理量に応じた処理能力（たとえば
、クライアントコンピュータへの応答時間）を確保することができる。
【００２５】
　しかも、サーバコンピュータを追加する際には、予め採取しておいたディスクイメージ
データをコピーし、固定情報を設定するだけでよいため、アプリケーションプログラムの
ＯＳへのインストール作業全体を行う場合に比べて短時間で作業が終了する。これにより
、たとえば、サーバコンピュータの故障時にも迅速に代替サーバコンピュータの組み込み
が可能となり、システムの信頼性が向上する。
【００２６】
　ところで、本発明の機能のうち、イメージデータ記憶手段５と他の機能とを別コンピュ
ータに分けて実現することができる。その際、イメージデータ採取手段４とイメージデー
タ追加手段６とを有するサーバコンピュータと、イメージデータ記憶手段５を有するサー
バコンピュータとの間にファイアウォールを設けておけば、被管理サーバコンピュータが
有するデータに対する不正アクセスを有効に防止できる。すなわち、被管理サーバコンピ
ュータからのディスクイメージデータの入出力をファイアウォールで守られたネットワー
クの内側で行うことで、ディスクイメージデータをファイアウォールの外部に取り出す必
要が無くなり、ディスクイメージデータに対する不正アクセスを防止できる。
【００２７】
　そこで、ディスクイメージデータの記憶機能と他の機能とを別コンピュータで実現した
場合の例を用いて、本発明の実施の形態について詳細に説明する。なお、以下の説明では
、ディスクイメージデータを、単にイメージデータと呼ぶこととする。
【００２８】
　図２は、本実施の形態のシステム構成例を示す図である。サイト管理サーバコンピュー
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タ１００は、運用管理クライアントコンピュータ２００に接続されていると共に、ファイ
アウォール３３０を介して、ドメイン管理サーバコンピュータ３１０と負荷分散装置３２
０とに接続されている。ドメイン管理サーバコンピュータ３１０は、ＬＡＮ(Local Area 
Network)１６経由で、複数の被管理サーバコンピュータ４１０，４２０，４３０，・・・
に接続されている。また、ＬＡＮ１６には、負荷分散装置３２０が接続されている。負荷
分散装置３２０は、ファイアウォール３４０を介してネットワーク１０に接続されている
。ネットワーク１０には、複数のクライアントコンピュータ５１０，５２０，５３０，・
・・が接続されている。
【００２９】
　サイト管理サーバコンピュータ１００は、負荷分散装置３２０や被管理サーバコンピュ
ータ４１０，４２０，４３０，・・・を管理する。具体的には、サイト管理サーバコンピ
ュータ１００は、被管理サーバコンピュータ４１０，４２０，４３０，・・・を、提供す
るサービス毎にグループ化して管理する。また、サイト管理サーバコンピュータ１００は
、被管理サーバコンピュータ４１０，４２０，４３０，・・・のうちの一部を予備のサー
バコンピュータとしてプール（いつでも使用できるように待機させておくこと）しておく
。そして、サイト管理サーバコンピュータ１００は、負荷の過大となったサーバグループ
に対して、プールされていた被管理サーバコンピュータを追加する。
【００３０】
　運用管理クライアントコンピュータ２００は、システムを管理する管理者が操作する端
末装置である。運用管理クライアントコンピュータ２００からの操作入力内容が、サイト
管理サーバコンピュータ１００に送信される。
【００３１】
　ドメイン管理サーバコンピュータ３１０は、サイト管理サーバコンピュータ１００から
の指示に従い、サーバグループ毎のイメージデータを記憶する。また、ドメイン管理サー
バコンピュータ３１０は、サイト管理サーバコンピュータ１００からの指示に従い、記憶
しているイメージデータを、サーバグループに追加される被管理サーバコンピュータの記
憶装置に格納する。
【００３２】
　負荷分散装置３２０は、被管理サーバコンピュータ４１０，４２０，４３０，・・・に
対する処理要求の負荷分散処理を行う。
　ファイアウォール３３０は、サイト管理サーバコンピュータ１００側のネットワークか
らドメイン管理サーバコンピュータ３１０や負荷分散装置３２０側のネットワークへの不
正アクセスを抑止する。
【００３３】
　ファイアウォール３４０は、クライアントコンピュータ５１０，５２０，５３０，・・
・が接続されたネットワーク１０から負荷分散装置３２０への不正アクセスを抑止する。
　被管理サーバコンピュータ４１０，４２０，４３０，・・・は、グループ分けして管理
されており、クライアントコンピュータ５１０，５２０，５３０，・・・に対して、サー
バグループ毎に所定のサービスを提供する。
【００３４】
　クライアントコンピュータ５１０，５２０，５３０，・・・は、ユーザからの操作入力
に応答して、被管理サーバコンピュータ４１０，４２０，４３０，・・・への処理要求を
出力する。
【００３５】
　このようなシステムにおいて、サイト管理サーバコンピュータ１００、運用管理クライ
アントコンピュータ２００、ドメイン管理サーバコンピュータ３１０、および被管理サー
バコンピュータ４１０，４２０，４３０，・・・が互いに連携して動作することで、シス
テム内の資源管理が行われる。
【００３６】
　図３は、本発明の実施の形態に用いるサイト管理サーバコンピュータのハードウェア構
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成例を示す図である。サイト管理サーバコンピュータ１００は、ＣＰＵ(Central Process
ing Unit)１０１によって装置全体が制御されている。ＣＰＵ１０１には、バス１０７を
介してＲＡＭ(Random Access Memory)１０２、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ:Hard Di
sk Drive）１０３、グラフィック処理装置１０４、入力インタフェース１０５、および通
信インタフェース１０６が接続されている。
【００３７】
　ＲＡＭ１０２には、ＣＰＵ１０１に実行させるＯＳ(Operating System)のプログラムや
アプリケーションプログラムの少なくとも一部が一時的に格納される。また、ＲＡＭ１０
２には、ＣＰＵ１０１による処理に必要な各種データが格納される。ＨＤＤ１０３には、
ＯＳやアプリケーションプログラムが格納される。
【００３８】
　グラフィック処理装置１０４には、モニタ１１が接続されている。グラフィック処理装
置１０４は、ＣＰＵ１０１からの命令に従って、画像をモニタ１１の画面に表示させる。
入力インタフェース１０５には、キーボード１２とマウス１３とが接続されている。入力
インタフェース１０５は、キーボード１２やマウス１３から送られてくる信号を、バス１
０７を介してＣＰＵ１０１に送信する。
【００３９】
　通信インタフェース１０６は、ネットワーク１０に接続されている。通信インタフェー
ス１０６は、ネットワーク１０を介して、他のコンピュータとの間でデータの送受信を行
う。
【００４０】
　以上のようなハードウェア構成によって、本実施の形態の処理機能を実現することがで
きる。なお、図３には、サイト管理サーバコンピュータ１００のハードウェア構成例を示
したが、他の各装置も同様のハードウェアで実現することができる。
【００４１】
　次に、各コンピュータが有する資源管理のための処理機能について説明する。なお、サ
イト管理サーバコンピュータ１００は、被管理サーバコンピュータを、処理機能に応じて
複数のサーバグループに分けて管理する。サーバグループとは、サイト管理サーバコンピ
ュータ１００の管理対象として参加した被管理サーバコンピュータのうち、サービス設定
やサービス（業務）を均一とし、一括管理すべき被管理サーバコンピュータの集合である
。
【００４２】
　図４は、サーバグループの例を示す図である。図４の例では、被管理サーバコンピュー
タ４１０，４２０，４３０，４４０，４５０，４６０が、２つのサーバグループとサーバ
プールとに分けられている。
【００４３】
　Ｗｅｂサーバグループ３１には、Ｗｅｂサーバ用のサーバアプリケーションが実装され
た被管理サーバコンピュータ４１０，４２０が含まれる。アプリケーションサーバグルー
プ３２には、アプリケーションサーバ用のサーバアプリケーションが実装された被管理サ
ーバコンピュータ４３０，４４０が含まれる。サーバプール３３には、予備として設けら
れた被管理サーバコンピュータ４５０，４６０が含まれる。
【００４４】
　サイト管理サーバコンピュータ１００は、各サーバグループを遠隔操作、統合管理する
機能を備えている。具体的には、サイト管理サーバコンピュータ１００は、クライアント
コンピュータ５１０，５２０，５３０，・・・に対して提供するサービスを、多階層のア
プリケーションによって提供する場合の、被管理サーバコンピュータ間の処理の依頼関係
（論理的な接続）を管理している。この依頼関係には、メッシュ負荷分散型の接続形態（
メッシュ接続）とライン負荷分散型の接続形態（ライン接続）とがある。
【００４５】
　図５は、メッシュ接続の例を示す図である。この例では、被管理サーバコンピュータ４
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１０，４２０には、それぞれＷｅｂサーバのサーバアプリケーション４１１，４２１が実
装されている。被管理サーバコンピュータ４３０，４４０には、それぞれアプリケーショ
ンサーバのサーバアプリケーション４３１，４４１が実装されている。
【００４６】
　各被管理サーバコンピュータ４１０，４２０，４３０，４４０に実装されたサーバアプ
リケーションの配置タイミングは、サイト管理サーバコンピュータ１００によって制御さ
れる。また、負荷分散装置３２０における分散処理に関する詳細な設定内容についても、
サイト管理サーバコンピュータ１００で管理される。
【００４７】
　メッシュ接続では、Ｗｅｂサーバグループ３１内の各サーバアプリケーション４１１，
４２１とアプリケーションサーバグループ３２内の各サーバアプリケーション４３１，４
４１とが互いに接続されている。
【００４８】
　また、クライアントコンピュータ５１０，５２０には、Ｗｅｂブラウザ５１１，５２１
が実装されている。ユーザは、クライアントコンピュータ５１０，５２０に操作入力を行
い、Ｗｅｂブラウザ５１１，５２１に対して様々な命令を入力する。Ｗｅｂブラウザ５１
１，５２１は、操作入力により指示された命令の内容に、ネットワーク１０を介したサー
ビスの提供要求が含まれていれば、その命令に応じた処理要求を出力する。
【００４９】
　Ｗｅｂブラウザ５１１，５２１から出力された処理要求は、負荷分散装置３２０によっ
て、Ｗｅｂサーバのサーバアプリケーション４１１，４２１との何れかに振り分けられる
。Ｗｅｂサーバのサーバアプリケーション４１１，４２１は、処理要求を受け取ると、サ
ーバアプリケーション４３１とサーバアプリケーション４４１との何れかに処理を依頼す
る。サーバアプリケーション４３１，４４１は、依頼された処理を実行する。
【００５０】
　図６は、ライン接続の例を示す図である。ライン接続では、各サーバグループ内の１つ
ずつのサーバが、互いに関連付けられている。図６の例では、Ｗｅｂサーバのサーバアプ
リケーション４１２とアプリケーションサーバのサーバアプリケーション４３２とが関連
付けられている。同様に、Ｗｅｂサーバのサーバアプリケーション４２２とアプリケーシ
ョンサーバのサーバアプリケーション４４２とが関連付けられている。これらの互いに関
連するサーバによって、多階層のサービスが提供される。
【００５１】
　このように、メッシュ接続かライン接続かにより、サーバプール３３内の被管理サーバ
コンピュータを任意のサーバグループに追加した際の接続相手が異なってくる。また、サ
ーバグループに被管理サーバコンピュータを追加した場合、その被管理サーバコンピュー
タに対して接続相手に関する識別情報を設定すると共に、接続相手の被管理サーバコンピ
ュータに対しても、追加された被管理サーバコンピュータの識別情報を設定する必要があ
る。
【００５２】
　以下、サーバグループへの被管理サーバコンピュータの追加、削除の処理について詳細
に説明する。
　図７は、各コンピュータの機能を示すブロック図である。図７では、被管理サーバコン
ピュータ４１０の機能ブロックを示しているが、他の被管理サーバコンピュータ４２０，
４３０，４４０，４５０，４６０も同様の機能を有している。
【００５３】
　サイト管理サーバコンピュータ１００には、システム資源管理部１１０、アプリケーシ
ョン資源管理部１２０、サーバ制御部１３０、および業務構成管理情報１４０を有してい
る。システム資源管理部１１０は、運用管理クライアントコンピュータ２００からの指示
に従って、被管理サーバコンピュータ４１０，４２０，４３０，４４０，４５０，４６０
におけるＯＳ等の基本資源を管理する。
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【００５４】
　アプリケーション資源管理部１２０は、被管理サーバコンピュータ４１０，４２０，４
３０，４４０，４５０，４６０でサービスを提供するサーバアプリケーションに関する資
源を管理する。
【００５５】
　サーバ制御部１３０は、システム資源管理部１１０とアプリケーション資源管理部１２
０との指示に従って、ドメイン管理サーバコンピュータ３１０や被管理サーバコンピュー
タ４１０，４２０，４３０，４４０，４５０，４６０を制御する。
【００５６】
　業務構成管理情報１４０には、システム全体でクライアントコンピュータ５１０，５２
０，５３０，・・・に対して提供しているサービスに関する情報が、サーバグループ毎に
登録されている。たとえば、具体的には、業務構成管理情報１４０は、サーバグループで
提供するサービスのサービス名（たとえば、「サービスＡ」）、接続先の被管理サーバコ
ンピュータのＩＰアドレス（たとえば、「接続先：１．１．２．１，１．１．２．２」）
、およびサーバグループに属する被管理サーバコンピュータのＩＰアドレス（たとえば、
「所属Ｗｅｂサーバ：１．１．１．１，１．１．１．２」）等を含んでいる。
【００５７】
　このように、このシステムでは、複数のサービスがサービス名（たとえば、「サービス
Ａ」）によって管理される。クライアントコンピュータ５１０，５２０，５３０からは、
サービス名によって、処理要求の対象が指定される。なお、多階層のサービスを提供する
場合（たとえば、Ｗｅｂサーバとアプリケーション）、同じサービス名に対して、複数の
サーバグループが関連付けられる。
【００５８】
　Ｗｅｂサーバとアプリケーションとが連携して処理するサービスの場合、業務構成管理
情報１４０におけるＷｅｂサーバからの接続先情報として、アプリケーションサーバの機
能を提供する被管理サーバコンピュータのＩＰアドレスが設定される。また、業務構成管
理情報１４０におけるアプリケーションサーバの接続元情報として、Ｗｅｂサーバの機能
を提供する被管理サーバコンピュータのＩＰアドレスが設定される。
【００５９】
　運用管理クライアントコンピュータ２００は、資源管理ユーザインタフェース２１０と
管理コンソール部２２０とを有している。資源管理ユーザインタフェース２１０は、資源
管理を行うための管理者からの操作入力を受け付け、処理結果を表示する。管理コンソー
ル部２２０は、サイト管理サーバコンピュータ１００における資源管理のコンソール端末
として機能する。すなわち、管理コンソール部２２０は、管理者からの操作入力の内容を
、サイト管理サーバコンピュータ１００に送信し、サイト管理サーバコンピュータ１００
からの応答内容を受信する。
【００６０】
　ドメイン管理サーバコンピュータ３１０は、イメージ採取処理部３１１とイメージデー
タ記憶部３１２とを有している。イメージ採取処理部３１１は、サイト管理サーバコンピ
ュータ１００からの指示に応じて、被管理サーバコンピュータ４１０からハードディスク
装置のイメージデータを採取し、イメージデータ記憶部３１２に格納する。また、イメー
ジ採取処理部３１１は、サイト管理サーバコンピュータ１００からの指示に応じて、イメ
ージデータをイメージデータ記憶部３１２から取得し、サーバグループへの追加対象とな
る被管理サーバコンピュータに転送する。
【００６１】
　被管理サーバコンピュータ４１０は、資源管理エージェント４１１とサーバアプリケー
ション４１２とを有している。資源管理エージェント４１１は、サイト管理サーバコンピ
ュータ１００からの指示に従って、被管理サーバコンピュータ４１０の資源管理を行う。
サーバアプリケーション４１２は、クライアントコンピュータから送られる処理要求に従
って、処理を実行する。
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【００６２】
　以下、本実施の形態で実行される処理を説明する。まず、サーバグループ作成処理につ
いて説明する。
　図８は、サーバグループ作成処理を示す図である。まず、管理者が、運用管理クライア
ントコンピュータ２００を操作し、サーバグループの作成命令を入力する。すると、運用
管理クライアントコンピュータ２００からサイト管理サーバコンピュータ１００に、サー
バグループ作成指示が出される（ステップＳ１１）。サーバグループ作成指示には、新た
に作成されるサーバグループでサービスする内容や、そのサーバグループに属する被管理
サーバコンピュータの指定等が含まれる。
【００６３】
　サーバグループ作成指示は、サイト管理サーバコンピュータ１００内のシステム資源管
理部１１０で受け取られる。そして、システム資源管理部１１０は、指定されたサーバグ
ループの情報を内部で保持すると共に、サーバ制御部１３０に対して、新しく作成したサ
ーバグループの情報が通知される。
【００６４】
　また、システム資源管理部１１０は、アプリケーション資源管理部１２０に対して、サ
ーバグループ作成イベントを出力する（ステップＳ１２）。アプリケーション資源管理部
１２０は、サーバグループ作成イベントによって、新たに作成されたサーバグループの構
成を認識する。
【００６５】
　このようにして、システム内において、Ｗｅｂサーバグループ３１やアプリケーション
サーバグループ３２が生成される。その後、同一のサーバグループに属する被管理サーバ
コンピュータには、共通のサーバアプリケーション（Ｗｅｂサーバやアプリケーションサ
ーバ）が導入される。そして、各サーバグループから、サーバアプリケーションが導入さ
れたストレージデバイスのディスクイメージが採取される。
【００６６】
　図９は、イメージデータ採取処理を示す図である。なお、イメージデータを採取する場
合、被管理サーバコンピュータ４１０は、予め保守モード（サービスの提供を中止してい
る）に設定される。
【００６７】
　まず、管理者が運用管理クライアントコンピュータ２００を操作し、イメージ採取の指
示を入力する。すると、運用管理クライアントコンピュータ２００からサイト管理サーバ
コンピュータ１００にイメージ採取指示が出される（ステップＳ２１）。
【００６８】
　サイト管理サーバコンピュータ１００では、システム資源管理部１１０が、イメージ採
取指示を受け取る。システム資源管理部１１０は、サーバ制御部１３０に対して、イメー
ジ採取を伝える。サーバ制御部１３０は、アプリケーション資源管理部１２０に対して、
イメージ採取前イベントを出力する。すると、アプリケーション資源管理部１２０は、イ
メージ採取時刻等の情報を記憶する。この情報は、イメージデータをインストールする際
の最新性のチェックに使用される。
【００６９】
　なお、最新性のチェックを、ドメイン管理サーバコンピュータ３１０内に保持されたイ
メージデータの格納時刻を用いて行うこともできる。その場合、ステップＳ２２に示すイ
メージ採取前イベントの発行は不要となる。
【００７０】
　サーバ制御部１３０は、イメージデータの採取元となる被管理サーバコンピュータ４１
０に対して、イメージ採取前イベントを送信する（ステップＳ２３）。
　イメージ採取前イベントは、被管理サーバコンピュータ４１０の資源管理エージェント
４１１で受け取られる。資源管理エージェント４１１は、イメージ採取前イベントが発行
されると、サーバアプリケーション４１２の自動起動を抑止する（ステップＳ２４）。す
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なわち、資源管理エージェント４１１は、サーバアプリケーション４１２への起動要求が
実行されないような環境設定を行う。
【００７１】
　次に、サーバ制御部１３０からドメイン管理サーバコンピュータ３１０に対して、イメ
ージデータの採取指示が伝えられ、イメージ採取処理部３１１によって、被管理サーバコ
ンピュータ４１０内のディスクイメージの採取処理が行われる（ステップＳ２５）。採取
されたイメージデータは、イメージデータ記憶部３１２に格納される。
【００７２】
　具体的には、サーバ制御部１３０からの遠隔制御により、資源管理エージェント４１１
が被管理サーバコンピュータ４１０のＯＳをシャットダウンさせる。なお、被管理サーバ
コンピュータ４１０では、メインのＯＳがシャットダウンされた後でも、サーバ制御部１
３０からの遠隔操作を受け付けるための最低限の動作を行うことができる機能は稼働して
いる。この機能は、例えば、イメージ採取対象のＯＳとは別のＯＳを起動することで実現
することができる。
【００７３】
　その後、ドメイン管理サーバコンピュータ３１０内のイメージ採取処理部３１１が、被
管理サーバコンピュータ４１０のハードディスク装置内のデータを、イメージデータ記憶
部３１２に格納する。格納が終了すると、サーバ制御部１３０が被管理サーバコンピュー
タ４１０を遠隔操作し、元のＯＳを再起動する。この際、サーバアプリケーション４１２
は、起動が抑止されているため、起動されない。
【００７４】
　イメージデータの採取が終了すると、サーバ制御部１３０から資源管理エージェント４
１１に対して、イメージ採取後イベントが出される（ステップＳ２６）。イメージ採取後
イベントは、資源管理エージェント４１１で受け取られる。資源管理エージェント４１１
は、イメージ採取後イベントに応答して、サーバアプリケーション４１２の自動起動抑止
解除および起動処理を行う（ステップＳ２７）。
【００７５】
　このようにして、被管理サーバコンピュータ４１０のディスクイメージを示すイメージ
データが、ドメイン管理サーバコンピュータ３１０上に作成される。その後、管理者は、
被管理サーバコンピュータ４１０のサーバアプリケーション４１２に対して、任意のクロ
ーニング資材を追加することができる。その場合、追加されたクローニング資材を、ドメ
イン管理サーバコンピュータ３１０内のイメージデータにも追加する必要がある。
【００７６】
　図１０は、クローニング資材採取処理の前半を示す図である。図１０に示すように、管
理者は、運用管理クライアントコンピュータ２００を用いて、サイト管理サーバコンピュ
ータ１００に対して保守モードへの変更指示を出力する（ステップＳ３１）。すると、サ
イト管理サーバコンピュータ１００のシステム資源管理部１１０が、負荷分散装置３２０
に対して、クローニング資源作成対象となる被管理サーバコンピュータ４１０への振り分
け停止指示を出力する（ステップＳ３２）。負荷分散装置３２０は、振り分け停止指示に
応じて、被管理サーバコンピュータ４１０への処理要求の振り分けを停止する。
【００７７】
　その後、管理者は、運用管理クライアントコンピュータ２００を用いて、被管理サーバ
コンピュータ４１０内に、クローニング資材４１３の作成処理を行う（ステップＳ３３）
。これにより、被管理サーバコンピュータ４１０内にクローニング資材４１３が格納され
る。
【００７８】
　図１１は、クローニング資材採取処理の後半を示す図である。ここで、運用管理クライ
アントコンピュータ２００からイメージ採取指示が出され（ステップＳ３４）、イメージ
採取前イベントの発行（ステップＳ３５）、および自動起動抑止（ステップＳ３６）の各
処理が行われる。これらの処理の内容は、図９に示した、イメージデータ採取処理におけ
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るイメージ採取指示（ステップＳ２１）、イメージ採取前イベントの発行（ステップＳ２
３）、自動起動抑止（ステップＳ２４）の処理と同じである。
【００７９】
　次に、サーバ制御部１３０からイメージ採取処理部３１１にクローニング資材の採取指
示が出され、イメージ採取処理部３１１において、クローニング資材４１３の採取処理が
行われる（ステップＳ３７）。これにより、クローニング資材４１３が、イメージデータ
記憶部３１２に格納される。
【００８０】
　クローニング資材４１３の採取後、イメージ採取後イベントの発行（ステップＳ３８）
、自動起動抑止解除および起動処理（ステップＳ３９）が行われる。これらの処理の内容
は、図９に示した、イメージデータ採取処理におけるイメージ採取後イベント発行（ステ
ップＳ２５）、自動起動抑止解除および起動処理（ステップＳ２７）と同じである。
【００８１】
　その後、管理者は、運用管理クライアントコンピュータ２００に対して、通常モードへ
の変更命令を入力する。すると、運用管理クライアントコンピュータ２００からサイト管
理サーバコンピュータ１００に対して、通常モードへの変更指示が入力される（ステップ
Ｓ４０）。サイト管理サーバコンピュータ１００では、システム資源管理部１１０が、通
常モードへの変更指示を受け取り、負荷分散装置３２０に対して、被管理サーバコンピュ
ータ４１０への振り分け開始指示を出力する（ステップＳ４１）。すると、負荷分散装置
３２０は、以後の処理要求の被管理サーバコンピュータ４１０への振り分けを開始する。
【００８２】
　なお、同一サーバグループに属する被管理サーバコンピュータは、サーバアプリケーシ
ョンで行われる処理内容を同一に保つ必要がある。そこで、サーバアプリケーションの更
新が必要な場合、更新処理が、サーバグループに属する被管理サーバコンピュータに対し
て同時に実施される。
【００８３】
　図１２は、アプリケーション更新処理を示す図である。なお、図１２の例では、Ｗｅｂ
サーバアプリケーションの更新を行うものとする。
　管理者が運用管理クライアントコンピュータ２００を操作し、サーバアプリケーション
の配布命令を入力する。すると、運用管理クライアントコンピュータ２００からサイト管
理サーバコンピュータ１００に対して、アプリケーション配布指示が出される（ステップ
Ｓ５１）。アプリケーション配布指示は、サイト管理サーバコンピュータ１００のアプリ
ケーション資源管理部１２０で受け取られる。
【００８４】
　アプリケーション資源管理部１２０は、アプリケーション配布指示に応答して、予め用
意されている配布データ１２１の被管理サーバコンピュータ４１０，４２０への配布およ
び展開処理を行う（ステップＳ５２）。具体的には、アプリケーション資源管理部１２０
は、配布データ１２１を、被管理サーバコンピュータ４１０，４２０それぞれに転送する
。そして、アプリケーション資源管理部１２０は、被管理サーバコンピュータ４１０，４
２０を遠隔操作し、転送した配布データの展開処理と、展開後の動作環境設定を行う。
【００８５】
　このように、サーバグループに属する各サーバコンピュータは、サーバアプリケーショ
ンの動作環境が統一される。そこで、サーバグループに新たにサーバコンピュータを追加
する際には、そのサーバコンピュータに対して、既存のサーバコンピュータと同一の動作
環境を構築する必要がある。
【００８６】
　図１３は、サーバグループへの被管理サーバコンピュータの追加状況を示す図である。
図１３の例では、サイト管理サーバコンピュータ１００の制御により、Ｗｅｂサーバグル
ープ３１に対して、サーバプール３３内の被管理サーバコンピュータ４５０を追加してい
る。この場合、被管理サーバコンピュータ４５０には、Ｗｅｂサーバとして機能するため



(15) JP WO2006/043322 A1 2006.4.27

10

20

30

40

50

のプログラムやデータが導入される。以下にサーバ追加処理を具体的に説明する。
【００８７】
　図１４は、サーバ追加処理を示す図である。サーバコンピュータを追加する場合、管理
者が運用管理クライアントコンピュータ２００を操作し、サーバコンピュータの追加命令
を入力する。すると、運用管理クライアントコンピュータ２００からサイト管理サーバコ
ンピュータ１００に対して、サーバコンピュータの追加指示が出される（ステップＳ６１
）。
【００８８】
　追加指示は、サイト管理サーバコンピュータ１００のシステム資源管理部１１０で受け
取られる。システム資源管理部１１０は、サーバグループに関するサーバ追加前イベント
を、アプリケーション資源管理部１２０に対して出力する（ステップＳ６２）。
【００８９】
　アプリケーション資源管理部１２０は、サーバ追加前イベントに応答して、採取された
イメージデータの最新性のチェック処理を行う（ステップＳ６３）。イメージデータの最
新性は、たとえば、イメージデータを採取した日時を取得し、その日時以降にアプリケー
ションの資源の更新処理が行われているか否かによって判定することができる。
【００９０】
　最新性のチェック処理において、イメージデータが最新でないと判断された場合、アプ
リケーション資源管理部１２０は、システム資源管理部１１０にエラーを返す。すると、
システム資源管理部１１０が運用管理クライアントコンピュータ２００にエラーメッセー
ジを送信する。これにより、サーバ追加操作が終了する。
【００９１】
　最新性のチェック処理において、イメージデータが最新であると判定された場合、その
旨がアプリケーション資源管理部１２０からシステム資源管理部１１０に渡される。する
と、システム資源管理部１１０は、サーバ制御部１３０を介して、追加対象となる被管理
サーバコンピュータ４５０とドメイン管理サーバコンピュータ３１０とに対するインスト
ール指示を出す（ステップＳ６４）。
【００９２】
　ドメイン管理サーバコンピュータ３１０では、イメージ採取処理部３１１が、インスト
ール指示を受け取る。すると、イメージ採取処理部３１１は、イメージデータのインスト
ール処理を実行する（ステップＳ６５）。具体的には、以下の手順でイメージデータのイ
ンストールが行われる。
【００９３】
　まず、システム資源管理部１１０が、遠隔操作により、対象となる被管理サーバコンピ
ュータ４５０のＯＳをシャットダウンする。次に、イメージ採取処理部３１１が、イメー
ジデータ記憶部３１２に格納されているイメージデータを被管理サーバコンピュータ４５
０のハードディスク装置にインストールする。更に、システム資源管理部１１０が、被管
理サーバコンピュータ４５０を再起動する。
【００９４】
　なお、イメージデータを採取する際、採取処理に先だって、サーバアプリケーション４
５２の起動抑止処理が行われている。すなわち、イメージデータは、サーバアプリケーシ
ョンの起動が抑止された状態でコピーが作成されている。そのため、そのイメージデータ
を被管理サーバコンピュータ４５０にインストールした後の再起動時にも、サーバアプリ
ケーション４５２の起動は抑止されており、サーバアプリケーション４５２は起動されな
い。
【００９５】
　システム資源管理部１１０は、イメージ採取処理部３１１を介して、イメージ採取後イ
ベントを出力する（ステップＳ６６）。イメージ採取後イベントは、被管理サーバコンピ
ュータ４５０の資源管理エージェント４５１で受け取られる。資源管理エージェント４５
１は、サーバアプリケーション４５２の起動抑止を解除する。更に、資源管理エージェン
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ト４５１は、クローニング資材の展開、被管理サーバコンピュータ４５０の固有情報（Ｉ
Ｐアドレス等）の書き換え処理を行う（ステップＳ６７）。
【００９６】
　その後、システム資源管理部１１０は、負荷分散装置３２０に対して、追加した被管理
サーバコンピュータ４５０への振り分け開始指示を出力する（ステップＳ６８）。また、
システム資源管理部１１０は、アプリケーション資源管理部１２０に対して、サーバ追加
イベントを出力する（ステップＳ６９）。アプリケーション資源管理部１２０は、サーバ
追加イベントに応答して、自己の管理するサーバグループの情報に、新たに追加された被
管理サーバコンピュータ４５０に関する情報を追加する（ステップＳ７０）。
【００９７】
　このようにしてサーバグループ内に被管理サーバコンピュータを追加することができる
。なお、サーバグループにかかる処理負荷が所定値以下になった場合、そのサーバグルー
プから任意の被管理サーバコンピュータを削除し、その被管理サーバコンピュータをサー
バプール３３に戻すことができる。
【００９８】
　図１５は、サーバグループからの被管理サーバコンピュータの削除処理を示す図である
。管理者は、運用管理クライアントコンピュータ２００に対して、サーバグループからの
被管理サーバコンピュータの削除命令を入力する。すると、運用管理クライアントコンピ
ュータ２００からサイト管理サーバコンピュータ１００に対して、サーバ削除指示が出さ
れる（ステップＳ８１）。サーバ削除指示は、サイト管理サーバコンピュータ１００のシ
ステム資源管理部１１０で受け取られる。システム資源管理部１１０は、サーバ削除指示
に応答して、アプリケーション資源管理部１２０に対して、サーバ削除前イベントを出力
する（ステップＳ８２）。
【００９９】
　アプリケーション資源管理部１２０は、サーバ削除前イベントに応じて、該当サーバグ
ループ内の被管理サーバコンピュータのリストから、指定された被管理サーバコンピュー
タの情報を削除する（ステップＳ８３）。
【０１００】
　システム資源管理部１１０は、指定された被管理サーバコンピュータが所属するグルー
プを、サーバプールへ移動する（ステップＳ８４）。その後、システム資源管理部１１０
は、アプリケーション資源管理部１２０に対して、サーバ削除後イベントを出力する（ス
テップＳ８５）。これにより、アプリケーション資源管理部１２０は、サーバグループか
らの被管理サーバコンピュータの削除処理の完了を認識する。
【０１０１】
　以上のようにして、サーバグループへの被管理サーバコンピュータの追加に伴い、被管
理サーバコンピュータに対して、所定のサービスを提供するためのデータを自動的に導入
することができる。なお、被管理サーバコンピュータに対する環境構築には、ＩＰアドレ
ス等の固有情報の設定が行われる。以下、固有情報の設定処理について詳細に説明する。
【０１０２】
　なお、固有情報の設定処理は、アプリケーション資源管理部１２０の指示に従って資源
管理エージェント４５１によって行われる処理であるが、資源管理エージェント４５１は
、アプリケーション資源管理部１２０の補助機能として動作しているに過ぎない。そのた
め、以下の説明では、アプリケーション資源管理部１２０が固有情報の設定を行うものと
して、その設定手順について説明する。
【０１０３】
　図１６は、サーバ追加処理時の固有情報設定処理手順を示すフローチャートである。以
下、図１６に示す処理をステップ番号に沿って説明する。
　［ステップＳ１０１］アプリケーション資源管理部１２０は、システムで提供している
サービスの一覧情報を、業務構成管理情報１４０から取得する。
【０１０４】
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　［ステップＳ１０２］アプリケーション資源管理部１２０は、被管理サーバコンピュー
タを追加すべきサーバグループで提供されるサービスの情報を業務構成管理情報１４０か
ら取得する。
【０１０５】
　［ステップＳ１０３］アプリケーション資源管理部１２０は、追加対象のサーバグルー
プに属する各被管理サーバコンピュータの接続先となる他の被管理サーバコンピュータの
情報（接続先情報）を、業務構成管理情報１４０から取得する。被管理サーバコンピュー
タの接続先とは、サービスを提供するための処理の依頼先となる被管理サーバコンピュー
タである。たとえば、Ｗｅｂサーバでサービスを提供する際に、アプリケーションサーバ
の機能が必要であれば、アプリケーションサーバの機能を提供する被管理サーバコンピュ
ータが接続先となる。
【０１０６】
　［ステップＳ１０４］アプリケーション資源管理部１２０は、追加する被管理サーバコ
ンピュータに対して、接続相手の情報（ＩＰアドレス等）を設定する。たとえば、Ｗｅｂ
サーバを追加する場合、追加する被管理サーバコンピュータに対して、アプリケーション
サーバのＩＰアドレスが追加される。
【０１０７】
　［ステップＳ１０５］アプリケーション資源管理部１２０は、接続先の被管理サーバコ
ンピュータに対して、追加する被管理サーバコンピュータの情報（ＩＰアドレス等）を設
定する。
【０１０８】
　以下、Ｗｅｂサーバグループ３１にサーバコンピュータが追加される場合と、アプリケ
ーションサーバグループ３２にサーバコンピュータが追加される場合との、固有情報の設
定例について説明する。なお、以下の例では、Ｗｅｂサーバグループ３１に属する被管理
サーバコンピュータは、アプリケーションサーバグループ３２に属する全ての被管理サー
バコンピュータに対して処理を依頼できるものとする。
【０１０９】
　図１７は、Ｗｅｂサーバ追加処理による固有情報設定例を示す図である。図１７の例で
は、Ｗｅｂサーバグループ３１に被管理サーバコンピュータ４１０のみが属している状態
で、被管理サーバコンピュータ４２０をＷｅｂサーバグループ３１に追加する場合を想定
している。このとき、アプリケーションサーバグループ３２には、２台の被管理サーバコ
ンピュータ４３０，４４０が属しているものとする。
【０１１０】
　この例では、追加する被管理サーバコンピュータ４２０のＷｅｂサーバ機能に対して、
固有情報として、接続先が設定される。この接続先には、アプリケーションサーバグルー
プ３２に属する被管理サーバコンピュータ４３０，４４０のＩＰアドレス「１．１．２．
１」、「１．１．２．２」が設定される。
【０１１１】
　また、被管理サーバコンピュータ４３０，４４０の固有情報には、接続元のＷｅｂサー
バのＩＰアドレスが設定されている。被管理サーバコンピュータ４２０の追加前は、アプ
リケーションサーバの接続元として、被管理サーバコンピュータ４１０のＩＰアドレス「
１．１．１．１」が設定されている。被管理サーバコンピュータ４２０がＷｅｂサーバグ
ループ３１に追加されると、被管理サーバコンピュータ４３０，４４０のアプリケーショ
ンサーバの接続元として、被管理サーバコンピュータ４２０のＩＰアドレス「１．１．１
．２」が追加設定される。
【０１１２】
　図１８は、アプリケーションサーバ追加処理による固有情報設定例を示す図である。図
１８の例では、アプリケーションサーバグループ３２に被管理サーバコンピュータ４３０
のみが属している状態で、被管理サーバコンピュータ４４０をアプリケーションサーバグ
ループ３２に追加する場合を想定している。このとき、Ｗｅｂサーバグループ３１には、
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２台の被管理サーバコンピュータ４１０，４２０が属しているものとする。
【０１１３】
　この例では、追加する被管理サーバコンピュータ４４０のアプリケーションサーバ機能
に対して、固有情報として、接続元が設定される。この接続元には、Ｗｅｂサーバグルー
プ３１に属する被管理サーバコンピュータ４１０，４２０のＩＰアドレス「１．１．１．
１」、「１．１．１．２」が設定される。
【０１１４】
　また、被管理サーバコンピュータ４１０，４２０の固有情報には、接続先のアプリケー
ションサーバのＩＰアドレスが設定されている。被管理サーバコンピュータ４４０の追加
前は、Ｗｅｂサーバの接続元として、被管理サーバコンピュータ４３０のＩＰアドレス「
１．１．２．１」が設定されている。被管理サーバコンピュータ４４０がアプリケーショ
ンサーバグループ３２に追加されると、被管理サーバコンピュータ４１０，４２０のＷｅ
ｂサーバの接続先として、被管理サーバコンピュータ４４０のＩＰアドレス「１．１．２
．２」が追加設定される。
【０１１５】
　このように、サーバグループへのサーバ追加処理が行われると、そのサーバグループと
の間で処理の依頼関係にある他のサーバグループに属する被管理サーバコンピュータに対
しても、固有情報の設定処理が行われる。その結果、多段階の処理機能（たとえば、Ｗｅ
ｂサーバとアプリケーションサーバ）でサービスを提供するシステムにおいて、サービス
グループ毎のサーバの追加後も、処理の依頼関係を正しく保つことができる。
【０１１６】
　また、サーバグループからサーバを削除する際には、固有情報の削除処理が必要となる
。
　図１９は、サーバ削除処理時の固有情報削除処理手順を示すフローチャートである。以
下、図１９に示す処理をステップ番号に沿って説明する。
【０１１７】
　［ステップＳ１１１］アプリケーション資源管理部１２０は、システムで提供している
サービスの一覧情報を、業務構成管理情報１４０から取得する。
　［ステップＳ１１２］アプリケーション資源管理部１２０は、被管理サーバコンピュー
タを追加すべきサーバグループで提供されるサービスの情報を業務構成管理情報１４０か
ら取得する。
【０１１８】
　［ステップＳ１１３］アプリケーション資源管理部１２０は、削除対象のサーバグルー
プに属する各被管理サーバコンピュータの接続先となる他の被管理サーバコンピュータの
情報（接続先情報）を、業務構成管理情報１４０から取得する。
【０１１９】
　［ステップＳ１１４］アプリケーション資源管理部１２０は、削除する被管理サーバコ
ンピュータの固有情報から、接続相手の情報（ＩＰアドレス等）を削除する。たとえば、
Ｗｅｂサーバを削除する場合、削除する被管理サーバコンピュータの固有情報から、アプ
リケーションサーバのＩＰアドレスが削除される。
【０１２０】
　［ステップＳ１１５］アプリケーション資源管理部１２０は、接続先の被管理サーバコ
ンピュータの固有情報から、削除する被管理サーバコンピュータの情報（ＩＰアドレス等
）を削除する。
【０１２１】
　図２０は、Ｗｅｂサーバ削除処理による固有情報削除例を示す図である。図２０の例で
は、Ｗｅｂサーバグループ３１に被管理サーバコンピュータ４１０と被管理サーバコンピ
ュータ４２０とが属している状態で、被管理サーバコンピュータ４２０をＷｅｂサーバグ
ループ３１から削除する場合を想定している。このとき、アプリケーションサーバグルー
プ３２には、２台の被管理サーバコンピュータ４３０，４４０が属しているものとする。
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【０１２２】
　この例では、削除する被管理サーバコンピュータ４２０のＷｅｂサーバ機能の固有情報
から、接続先の情報が削除される。図２０の例では、アプリケーションサーバグループ３
２に属する被管理サーバコンピュータ４３０，４４０のＩＰアドレス「１．１．２．１」
、「１．１．２．２」が削除される。その後、アプリケーション資源管理部１２０のサー
バグループ管理機能において、Ｗｅｂサーバグループ３１に属する被管理サーバコンピュ
ータのリストから被管理サーバコンピュータ４２０の情報が削除される。
【０１２３】
　また、被管理サーバコンピュータ４３０，４４０の固有情報には、被管理サーバコンピ
ュータ４２０の追加前は、アプリケーションサーバの接続元として、被管理サーバコンピ
ュータ４１０のＩＰアドレス「１．１．１．１」と被管理サーバコンピュータのＩＰアド
レス「１．１．１．２」が設定されている。被管理サーバコンピュータ４２０がＷｅｂサ
ーバグループ３１から削除されると、被管理サーバコンピュータ４３０，４４０のアプリ
ケーションサーバの接続元から、被管理サーバコンピュータ４２０のＩＰアドレス「１．
１．１．２」が削除される。
【０１２４】
　図２１は、アプリケーションサーバ追加処理による固有情報設定例を示す図である。図
２１の例では、アプリケーションサーバグループ３２に被管理サーバコンピュータ４３０
と被管理サーバコンピュータ４４０とが属している状態で、被管理サーバコンピュータ４
４０をアプリケーションサーバグループ３２から削除する場合を想定している。このとき
、Ｗｅｂサーバグループ３１には、２台の被管理サーバコンピュータ４１０，４２０が属
しているものとする。
【０１２５】
　この例では、追加する被管理サーバコンピュータ４４０のアプリケーションサーバ機能
の固有情報から、接続元が削除される。図２１の例では、Ｗｅｂサーバグループ３１に属
する被管理サーバコンピュータ４１０，４２０のＩＰアドレス「１．１．１．１」、「１
．１．１．２」が削除される。
【０１２６】
　また、被管理サーバコンピュータ４１０，４２０の固有情報は、被管理サーバコンピュ
ータ４４０の削除前は、Ｗｅｂサーバの接続元として、被管理サーバコンピュータ４３０
のＩＰアドレス「１．１．２．１」が設定されている。被管理サーバコンピュータ４４０
がアプリケーションサーバグループ３２から削除されると、被管理サーバコンピュータ４
１０，４２０のＷｅｂサーバの接続先から、被管理サーバコンピュータ４４０のＩＰアド
レス「１．１．２．２」が削除される。
【０１２７】
　このようにして、サーバグループへの被管理サーバコンピュータの追加や削除を行う際
に、イメージデータのコピー処理に加え、サーバアプリケーション間の接続関係に基づく
ＩＰアドレスの設定や削除等の固有情報の編集処理が行われる。これにより、多段階のサ
ーバアプリケーションでサービスを提供するシステムにおいて、サーバグループ毎の機能
の拡張や縮小を自動で行うことが可能となる。
【０１２８】
　ところで、サーバグループへの被管理サーバコンピュータの追加および削除の自動実行
が可能となったことにより、サーバ用途の自動切替（リパーパシング）を行うことも可能
となる。
【０１２９】
　図２２は、リパーパシング処理の概念図である。図２２の例では、サーバプール３３内
の被管理サーバコンピュータ４６０を、リパーパシングの対象とする。このとき、被管理
サーバコンピュータ４６０には、２つのシステムボリューム４６１，４６２が設けられる
。システムボリューム４６１，４６２には、それぞれ個別のＯＳが導入されている。
【０１３０】
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　管理者は、運用管理クライアントコンピュータ２００を操作し、被管理サーバコンピュ
ータ４６０に対するＷｅｂサーバ４６１ａとアプリケーションサーバ４６２ａとの導入を
指示する。すると、サイト管理サーバコンピュータ１００のアプリケーション資源管理部
１２０は、被管理サーバコンピュータ４６０の一方のシステムボリューム４６１にＷｅｂ
サーバ４６１ａを導入（データの配布および動作環境の設定）し、他方のシステムボリュ
ーム４６２にアプリケーションサーバ４６２ａを導入する。
【０１３１】
　また、管理者は、運用管理クライアントコンピュータ２００を操作して、被管理サーバ
コンピュータ４６０の用途切替のスケジュールを、サイト管理サーバコンピュータ１００
内に定義することができる。定義内容は、用途切替スケジュール表１５０として、サイト
管理サーバコンピュータ１００内に保持される。
【０１３２】
　用途切替スケジュール表１５０は、被管理サーバコンピュータ４６０の識別情報（たと
えば、サーバ名）に関連付けて、時間帯毎の所属サーバグループが定義されている。図２
２の例では、７時から２２時までの時間帯はＷｅｂサーバグループ３１に所属し、２２時
から翌朝の７時まではアプリケーションサーバグループ３２に所属する。
【０１３３】
　サイト管理サーバコンピュータ１００のアプリケーション資源管理部１２０は、用途切
替スケジュール表１５０を参照して、被管理サーバコンピュータ４６０の用途を切り換え
る。すなわち、７時になると、アプリケーション資源管理部１２０は、被管理サーバコン
ピュータ４６０をＷｅｂサーバグループ３１に追加する。そして、アプリケーション資源
管理部１２０は、被管理サーバコンピュータ４６０を遠隔操作し、システムボリューム４
６１からＯＳを起動させる。これにより、被管理サーバコンピュータ４６０によるＷｅｂ
サーバ４６１ａのサービス提供が開始される。
【０１３４】
　また、２２時になると、アプリケーション資源管理部１２０は、被管理サーバコンピュ
ータ４６０をＷｅｂサーバグループ３１から削除し、アプリケーションサーバグループ３
２に追加する。そして、アプリケーション資源管理部１２０は、被管理サーバコンピュー
タ４６０を遠隔操作によって再起動し、システムボリューム４６２からＯＳを起動させる
。これにより、被管理サーバコンピュータ４６０によるアプリケーションサーバ４６２ａ
のサービス提供が開始される。
【０１３５】
　このように、被管理サーバコンピュータの用途を容易に切替可能であるため、サービス
の機能毎の処理量が、時間帯によって大きく変動する場合、処理量か過大となる時間帯に
は、自動的に多くの被管理サーバコンピュータでサービスを提供させることができる。
【０１３６】
　なお、図２２の例では、スケジュールに沿って被管理サーバコンピュータの用途切替を
行っているが、運用管理クライアントコンピュータ２００からの操作入力によって、被管
理サーバコンピュータの用途を切り換えることもできる。
【０１３７】
　なお、上記の処理機能は、コンピュータによって実現することができる。その場合、サ
イト管理サーバコンピュータが有すべき機能の処理内容を記述したプログラムが提供され
る。そのプログラムをコンピュータで実行することにより、上記処理機能がコンピュータ
上で実現される。処理内容を記述したプログラムは、コンピュータで読み取り可能な記録
媒体に記録しておくことができる。コンピュータで読み取り可能な記録媒体としては、磁
気記録装置、光ディスク、光磁気記録媒体、半導体メモリなどがある。磁気記録装置には
、ハードディスク装置（ＨＤＤ）、フレキシブルディスク（ＦＤ）、磁気テープなどがあ
る。光ディスクには、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）、ＤＶＤ－ＲＡＭ（Random Acc
ess Memory）、ＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disc Read Only Memory）、ＣＤ－Ｒ（Recordabl
e）／ＲＷ（ReWritable）などがある。光磁気記録媒体には、ＭＯ（Magneto-Optical dis
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【０１３８】
　プログラムを流通させる場合には、たとえば、そのプログラムが記録されたＤＶＤ、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭなどの可搬型記録媒体が販売される。また、プログラムをサーバコンピュータ
の記憶装置に格納しておき、ネットワークを介して、サーバコンピュータから他のコンピ
ュータにそのプログラムを転送することもできる。
【０１３９】
　プログラムを実行するコンピュータは、たとえば、可搬型記録媒体に記録されたプログ
ラムもしくはサーバコンピュータから転送されたプログラムを、自己の記憶装置に格納す
る。そして、コンピュータは、自己の記憶装置からプログラムを読み取り、プログラムに
従った処理を実行する。なお、コンピュータは、可搬型記録媒体から直接プログラムを読
み取り、そのプログラムに従った処理を実行することもできる。また、コンピュータは、
サーバコンピュータからプログラムが転送される毎に、逐次、受け取ったプログラムに従
った処理を実行することもできる。
【０１４０】
　上記については単に本発明の原理を示すものである。さらに、多数の変形、変更が当業
者にとって可能であり、本発明は上記に示し、説明した正確な構成および応用例に限定さ
れるものではなく、対応するすべての変形例および均等物は、添付の請求項およびその均
等物による本発明の範囲とみなされる。
【符号の説明】
【０１４１】
　１，２　サーバグループ
　１ａ，２ａ，２ｂ，３ａ　サーバコンピュータ
　３　サーバプール
　４　イメージデータ採取手段
　５　イメージデータ記憶手段
　６　イメージデータ追加手段
　７　環境設定手段



(22) JP WO2006/043322 A1 2006.4.27

【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１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】

【手続補正書】
【提出日】平成19年4月20日(2007.4.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のサーバコンピュータをサーバグループにグループ分けして管理するためのサーバ
管理プログラムにおいて、
　コンピュータを、
　前記サーバグループそれぞれに属するサーバコンピュータから、ディスクイメージデー
タを採取し、イメージデータ記憶手段に格納するイメージデータ採取手段、
　前記サーバグループへの前記サーバコンピュータの追加指示を受けると、追加対象の前
記サーバグループから採取された前記ディスクイメージデータを前記イメージデータ記憶
手段から取得し、追加すべき前記サーバコンピュータの記憶装置に格納するイメージデー
タ追加手段、
　異なる前記サーバグループに属する前記サーバコンピュータ間の処理の依頼関係に基づ
いて、追加すべき前記サーバコンピュータに対して、処理の依頼関係を有する相手の固有
情報を設定する環境設定手段、
　として機能させることを特徴とするサーバ管理プログラム。
【請求項２】
　前記環境設定手段は、追加すべき前記サーバコンピュータと処理の依頼関係を有する相
手の固有情報として、依頼関係がある相手側サーバコンピュータのアドレス情報を設定す
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ることを特徴とする請求項１記載のサーバ管理プログラム。
【請求項３】
　前記環境設定手段は、さらに、追加すべき前記サーバコンピュータとの間に処理の依頼
関係を有する相手側サーバコンピュータに対して、追加すべき前記サーバコンピュータの
固有情報を設定することを特徴とする請求項１記載のサーバ管理プログラム。
【請求項４】
　前記環境設定手段は、前記相手側サーバコンピュータに対して設定する追加すべき前記
サーバコンピュータの固有情報として、追加すべき前記サーバコンピュータのアドレス情
報を設定することを特徴とする請求項３記載のサーバ管理プログラム。
【請求項５】
　前記イメージデータ採取手段は、前記サーバコンピュータと共にファイアウォールで保
護されたネットワークに接続された装置内の記憶装置を、前記イメージデータ記憶手段と
して使用することを特徴とする請求項１記載のサーバ管理プログラム。
【請求項６】
　前記メージデータ追加手段は、前記サーバコンピュータに対して、サービスを提供する
ためのサーバアプリケーションが導入されたオペレーティングシステムのデータを、前記
ディスクイメージデータとして、追加すべき前記サーバコンピュータの記憶装置に格納す
ることを特徴とする請求項１記載のサーバ管理プログラム。
【請求項７】
　前記ディスクイメージ追加手段は、追加すべき前記サーバコンピュータに既に存在して
いるシステムボリュームとは別のシステムボリュームに、前記ディスクイメージを格納す
ることを特徴とする請求項６記載のサーバ管理プログラム。
【請求項８】
　前記コンピュータを、
　さらに、前記サーバコンピュータが所属すべき前記サーバグループが時刻に応じて予め
決められたスケジュール表に従って、前記サーバコンピュータの所属先が変更される時刻
に前記サーバグループの変更指示を出力するスケジュール管理手段、
　前記スケジュール管理手段からの前記変更指示に従って、変更対象の前記サーバコンピ
ュータを、変更後に属する前記サーバグループに応じた前記システムボリュームで再起動
させるサーバグループ切替手段、
　として機能させることを特徴とする請求項７記載のサーバ管理プログラム。
【請求項９】
　コンピュータにより、複数のサーバコンピュータをサーバグループにグループ分けして
管理するためのサーバ管理方法において、
　イメージデータ採取手段が、前記サーバグループそれぞれに属するサーバコンピュータ
から、ディスクイメージデータを採取し、イメージデータ記憶手段に格納し、
　イメージデータ追加手段が、前記サーバグループへの前記サーバコンピュータの追加指
示を受けると、追加対象の前記サーバグループから採取された前記ディスクイメージデー
タを前記イメージデータ記憶手段から取得し、追加すべき前記サーバコンピュータに格納
し、
　環境設定手段が、異なる前記サーバグループに属する前記サーバコンピュータ間の処理
の依頼関係に基づいて、追加すべき前記サーバコンピュータに対して、処理の依頼関係を
有する相手の固有情報を設定する、
　ことを特徴とするサーバ管理方法。
【請求項１０】
　複数のサーバコンピュータをサーバグループにグループ分けして管理するためのサーバ
管理装置において、
　前記サーバグループそれぞれに属するサーバコンピュータから、ディスクイメージデー
タを採取し、イメージデータ記憶手段に格納するイメージデータ採取手段と、
　前記サーバグループへの前記サーバコンピュータの追加指示を受けると、追加対象の前
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記サーバグループから採取された前記ディスクイメージデータを前記イメージデータ記憶
手段から取得し、追加すべき前記サーバコンピュータの記憶装置に格納するイメージデー
タ追加手段と、
　異なる前記サーバグループに属する前記サーバコンピュータ間の処理の依頼関係に基づ
いて、追加すべき前記サーバコンピュータに対して、処理の依頼関係を有する相手の固有
情報を設定する環境設定手段と、
　を有することを特徴とするサーバ管理装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
【図１】実施の形態に適用される発明の概念図である。
【図２】本実施の形態のシステム構成例を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態に用いるサイト管理サーバコンピュータのハードウェア構成
例を示す図である。
【図４】サーバグループの例を示す図である。
【図５】メッシュ接続の例を示す図である。
【図６】ライン接続の例を示す図である。
【図７】各コンピュータの機能を示すブロック図である。
【図８】サーバグループ作成処理を示す図である。
【図９】イメージデータ採取処理を示す図である。
【図１０】クローニング資材採取処理の前半を示す図である。
【図１１】クローニング資材採取処理の後半を示す図である。
【図１２】アプリケーション更新処理を示す図である。
【図１３】サーバグループへの被管理サーバコンピュータの追加状況を示す図である。
【図１４】サーバ追加処理を示す図である。
【図１５】サーバグループからの被管理サーバコンピュータの削除処理を示す図である。
【図１６】サーバ追加処理時の固有情報設定処理手順を示すフローチャートである。
【図１７】Ｗｅｂサーバ追加処理による固有情報設定例を示す図である。
【図１８】アプリケーションサーバ追加処理による固有情報設定例を示す図である。
【図１９】サーバ削除処理時の固有情報削除処理手順を示すフローチャートである。
【図２０】Ｗｅｂサーバ削除処理による固有情報削除例を示す図である。
【図２１】アプリケーションサーバ削除処理による固有情報削除例を示す図である。
【図２２】リパーパシング処理の概念図である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１００
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１００】
　システム資源管理部１１０は、指定された被管理サーバコンピュータが所属するグルー
プを、サーバプールへ変更する（ステップＳ８４）。その後、システム資源管理部１１０
は、アプリケーション資源管理部１２０に対して、サーバ削除後イベントを出力する（ス
テップＳ８５）。これにより、アプリケーション資源管理部１２０は、サーバグループか
らの被管理サーバコンピュータの削除処理の完了を認識する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１４
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１４】
　また、被管理サーバコンピュータ４１０，４２０の固有情報には、接続先のアプリケー
ションサーバのＩＰアドレスが設定されている。被管理サーバコンピュータ４４０の追加
前は、Ｗｅｂサーバの接続先として、被管理サーバコンピュータ４３０のＩＰアドレス「
１．１．２．１」が設定されている。被管理サーバコンピュータ４４０がアプリケーショ
ンサーバグループ３２に追加されると、被管理サーバコンピュータ４１０，４２０のＷｅ
ｂサーバの接続先として、被管理サーバコンピュータ４４０のＩＰアドレス「１．１．２
．２」が追加設定される。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１７】
　［ステップＳ１１１］アプリケーション資源管理部１２０は、システムで提供している
サービスの一覧情報を、業務構成管理情報１４０から取得する。
　［ステップＳ１１２］アプリケーション資源管理部１２０は、被管理サーバコンピュー
タを削除すべきサーバグループで提供されるサービスの情報を業務構成管理情報１４０か
ら取得する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２３】
　また、被管理サーバコンピュータ４３０，４４０の固有情報には、被管理サーバコンピ
ュータ４２０の削除前は、アプリケーションサーバの接続元として、被管理サーバコンピ
ュータ４１０のＩＰアドレス「１．１．１．１」と被管理サーバコンピュータ４２０のＩ
Ｐアドレス「１．１．１．２」が設定されている。被管理サーバコンピュータ４２０がＷ
ｅｂサーバグループ３１から削除されると、被管理サーバコンピュータ４３０，４４０の
アプリケーションサーバの接続元から、被管理サーバコンピュータ４２０のＩＰアドレス
「１．１．１．２」が削除される。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２４】
　図２１は、アプリケーションサーバ削除処理による固有情報削除例を示す図である。図
２１の例では、アプリケーションサーバグループ３２に被管理サーバコンピュータ４３０
と被管理サーバコンピュータ４４０とが属している状態で、被管理サーバコンピュータ４
４０をアプリケーションサーバグループ３２から削除する場合を想定している。このとき
、Ｗｅｂサーバグループ３１には、２台の被管理サーバコンピュータ４１０，４２０が属
しているものとする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２５
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０１２５】
　この例では、削除する被管理サーバコンピュータ４４０のアプリケーションサーバ機能
の固有情報から、接続元が削除される。図２１の例では、Ｗｅｂサーバグループ３１に属
する被管理サーバコンピュータ４１０，４２０のＩＰアドレス「１．１．１．１」、「１
．１．１．２」が削除される。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２６】
　また、被管理サーバコンピュータ４１０，４２０の固有情報は、被管理サーバコンピュ
ータ４４０の削除前は、Ｗｅｂサーバの接続先として、被管理サーバコンピュータ４３０
のＩＰアドレス「１．１．２．２」が設定されている。被管理サーバコンピュータ４４０
がアプリケーションサーバグループ３２から削除されると、被管理サーバコンピュータ４
１０，４２０のＷｅｂサーバの接続先から、被管理サーバコンピュータ４４０のＩＰアド
レス「１．１．２．２」が削除される。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１９】



(33) JP WO2006/043322 A1 2006.4.27

10

20

30

40

【国際調査報告】



(34) JP WO2006/043322 A1 2006.4.27

10

20

30

40



(35) JP WO2006/043322 A1 2006.4.27

10

20

30

40



(36) JP WO2006/043322 A1 2006.4.27

10

20

30

40



(37) JP WO2006/043322 A1 2006.4.27

フロントページの続き

(72)発明者  早川　英雄
            静岡県静岡市南町１８番１号　株式会社富士通インフォソフトテクノロジ内

（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

