
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サービスの提供を求めるクライアントの要求を、前記サービスを提供するサーバを含む
サイトのいずれか１つに振り分けさせる一次負荷分散手段と、自身が属するサイトに前記
要求が振り分けられた場合に、該サイトに属するサーバのいずれか１つに該要求を振り分
ける二次負荷分散手段とを備える負荷分散システムであって、
　前記一次負荷分散手段は、前記二次負荷分散手段の運転状態を監視し、運転停止してい
ない二次負荷分散手段を含むサイトのいずれか１つに前記要求を振り分けさせるとともに
、監視結果を各二次負荷分散手段に配布し、
　前記二次負荷分散手段は、自身が属するサイトに含まれるサーバの負荷が所定よりも高
い場合に、 前記監視結果に基づいて運転停
止していない他の二次負荷分散手段を選択し、自身が属するサイトへ振り分けられた前記
要求を前記他の二次負荷分散手段へ転送することを特徴とする負荷分散システム。
【請求項２】
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前記一次負荷分散手段によって予め配布された

前記一次負荷分散手段は、サービスを提供するサーバにアクセスするためのドメイン名
の解決を求めるＤＮＳ問合せに対して、前記二次負荷分散手段のいずれか１つのＩＰアド
レスを応答することにより、該ＩＰアドレスを有する二次負荷分散手段を含むサイトへ前
記要求を振り分けさせ、

前記二次負荷分散手段は、自身が属するサイトに属するサーバのいずれか１つに前記要
求を振り分ける場合に、自身が有するＩＰアドレスを宛先として前記クライアントから送



を特徴とする請求項１に記載の負荷分散システム。
【請求項３】
　

を特徴とする請求項２に記
載の負荷分散システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、クライアント／サーバシステムにおけるサーバの負荷を分散させる負荷分散装
置に関するものであり、特に、災害発生時のサービス停止回避機能を備える負荷分散シス
テムに関するものである。
【０００２】
近時、インターネットに代表される大規模ネットワークにおいては、１台のサーバに対す
る負荷集中を解決すべく、多数のアクセスを受けるサーバ側にサーバを複数台用意して、
クライアントに対して、上記複数のサーバがあたかも１台のサーバとして機能しているよ
うに構成する負荷分散技術が用いられている。
【０００３】
この負荷分散技術は、クライアントからのアクセスを複数のサーバに分散させることによ
り、１台のサーバの負荷を低減させるための技術である。したがって、負荷分散技術にお
いては、クライアントよりアクセスがあった場合、複数のサーバのうち、できるだけ低負
荷であってかつ当該クライアントとの間の距離が短い１台のサーバに当該アクセスを振り
分けることがネットワーク効率を高める上で重要である。
【０００４】
【従来の技術】
図１８は、従来のネットワークシステムの構成例１を示す図である。この図に示したネッ
トワークシステムには、ＤＮＳ（ Domain Name System）サーバにおける負荷分散の方式と
して、ラウンド・ロビン方式が採用されている。このラウンド・ロビン方式は、後述する
ドメイン名を用いてアクセスを受け付け、そのドメイン名をＩＰ（ Internet Protocol）
アドレスに変換する際に、複数のサーバのＩＰアドレスを順番に用いることにより、負荷
分散を行う方式である。
【０００５】
同図において、ＬＡＮ（ Local Area Network）／ＷＡＮ（ Wide Area Network）１および
ＬＡＮ／ＷＡＮ４は、インターネットワーキング（相互接続）によって、物理的に離隔配
置されている複数のコンピュータ間でデータ通信を行うための大規模ネットワークであり
、たとえば、インターネットである。
【０００６】
ここで、上記インターネットとしては、つぎの条件を満たすネットワークが該当する。
（１）コンピュータネットワークが、ＴＣＰ／ＩＰ（ Transmission Control Protocol/In
ternet Protocol）と呼ばれる通信プロトコル（通信接続手順）を実装していること。
（２）コンピュータネットワークが、いくつかの基幹ネットワークを中心として構成され
た一つの世界規模のネットワークに接続されていること。
【０００７】
また、上記ＴＣＰ／ＩＰとしては、ＯＳＩ（ Open Systems Interconnection：開放形シス
テム間相互接続）参照モデルの第４層（トランスポート層）にあるＴＣＰおよびＵＤＰ（
User Datagram Protocol）の各プロトコルが定義されている。上記ＴＣＰの特徴は、信頼
性のあるデータ通信（転送）を行うこと、すなわち、通信の開始から終了まで通信路の信
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信された前記要求のヘッダ部を書き換えることにより、前記サービスを提供するサーバに
該要求を振り分けること

前記一次負荷分散手段は、各二次負荷分散手段に対して、前記ＤＮＳ問合せの送信元と
当該の二次負荷分散手段との間の通信経路の経路負荷の計測を依頼し、計測された経路負
荷に係る情報に基づいて、サービスを提供するサーバにアクセスするためのドメイン名の
解決を求めるＤＮＳ問合せを受信した場合に、該ＤＮＳ問合せの送信元との間の経路負荷
が最も少ない二次負荷分散手段のＩＰアドレスを応答すること



頼性を保持してデータの正常な通信の制御、さらにエラー時のエラー検出及び回復を行う
ことにある。
【０００８】
また、上記ＴＣＰが信頼性を確保するためにコネクション形のサービス形態をとっている
のに対して、ＵＤＰは、処理の高速化のためのコネクションレス型と呼ばれるデータ伝送
プロトコルであり、信頼性向上のための応答確認やネットワーク内の異なった経路を通っ
てきた受信データの順序調整等を行わない。
【０００９】
クライアント２は、クライアント（ユーザ）側に設置されており、ＬＡＮ／ＷＡＮ１に接
続されている。このクライアント２は、ＬＡＮ／ＷＡＮ１およびＬＡＮ／ＷＡＮ４を介し
て、後述するサーバ６（サーバ７）に対してサービスを要求するためのコンピュータ端末
である。クライアント側ＤＮＳサーバ３は、インターネット標準のＤＮＳを実現するため
のサーバであり、ＬＡＮ／ＷＡＮ１に接続されている。
【００１０】
ここで、上記ＤＮＳについて詳述する。インターネットにおいては、上述したように端末
を識別するためにＩＰアドレスが用いられているが、このＩＰアドレスは、４オクテット
（３２ビット）で表現される数字の組み合わせからなるため、人間にとって非常に覚えに
くい。そこで、各端末には、人間にも理解し易い識別名称としてドメイン名（名前空間）
がそれぞれ付与されている。
【００１１】
上記ＤＮＳは、ドメイン名とＩＰアドレスとの対応を管理し、クライアント２からのドメ
イン名による問い合わせに対してＩＰアドレスを応答するシステムである。このことから
、クライアント側ＤＮＳサーバ３は、上記ＤＮＳを実現するための装置であり、クライア
ント２に対してローカルなＤＮＳサーバとして位置づけられる。
【００１２】
サーバ６は、サービス提供者側に設置されており、ＬＡＮ／ＷＡＮ４に接続されている。
このサーバ６は、クライアント２からのサービス要求に応じてクライアント２に対してサ
ービスの提供を行うためのコンピュータ端末である。サーバ７は、サーバ６と同様にして
、サービス提供者側に設置されており、ＬＡＮ／ＷＡＮ４に接続されている。このサーバ
７は、クライアント２からのサービス要求に応じてクライアント２に対してサービスの提
供を行うための端末である。ここで、上述したサーバ６およびサーバ７は、それぞれ物理
的に別々の場所に設置されている。したがって、サーバ６およびサーバ７とクライアント
２（クライアント側ＤＮＳサーバ３）との間の各距離は、それぞれ異なる。
【００１３】
さらに、サーバ６およびサーバ７は、クライアント２からみればあたかも１台のサーバと
して機能している。また、サーバ６およびサーバ７には、代表として一つのドメイン名（
以下、代表ドメイン名と称する）が付与されているとともに、それぞれにＩＰアドレスが
付与されている。すなわち、この場合には、一つのドメイン名に複数のＩＰアドレスが登
録されており、クライアント２が一つのドメイン名としてアクセスすることにより、サー
バ６、サーバ７のうちいずれか一つのサーバにアクセス可能とされる。
【００１４】
すなわち、サーバ６、サーバ７は、代表ドメイン名で表される一つの仮想サーバを構成し
ており、クライアント２は、この仮想サーバの代表ドメイン名に対してアクセスする。こ
のように、サーバ６、サーバ７に対して一つの代表ドメイン名を付与するとともに、クラ
イアント２からのアクセスをサーバ６、サーバ７のいずれか一つのサーバにアクセス可能
としたのは、前述した負荷分散するためである。この負荷分散については後述する。
【００１５】
サーバ側ＤＮＳサーバ５は、クライアント側ＤＮＳサーバ３と同様にして、ＤＮＳサーバ
としての機能を有しており、クライアント側ＤＮＳサーバ３の上位装置として位置づけら
れている。すなわち、サーバ側ＤＮＳサーバ５は、クライアント側ＤＮＳサーバ３からの
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ＩＰアドレスの問い合わせに対して応答する機能を有している。
【００１６】
また、サーバ側ＤＮＳサーバ５は、サーバ６、サーバ７を配下に置いており、クライアン
ト側ＤＮＳサーバ３から代表ドメイン名をＩＰアドレスに変換するための問い合わせがあ
ったとき、代表ドメイン名を、サーバ６、サーバ７のうち、いずれか一つのサーバのＩＰ
アドレスに変換して、クライアント側ＤＮＳサーバ３に応答する。すなわち、サーバ側Ｄ
ＮＳサーバ５は、クライアント２からのアクセス要求を、サーバ６、サーバ７のうち、い
ずれか一つへ振り分けているのである。この振り分けが上述した負荷分散である。
【００１７】
上記構成において、上述した代表ドメイン名の仮想サーバにアクセスする場合、たとえば
、ステップＳＡ１では、クライアント２は、クライアント側ＤＮＳサーバ３に対してＩＰ
アドレスの問い合わせを行べく、代表ドメイン名をクライアント側ＤＮＳサーバ３へＬＡ
Ｎ／ＷＡＮ１を介して、通知する。
【００１８】
クライアント側ＤＮＳサーバ３は、自身のキャッシュメモリ（図示略）にアクセスし、問
い合わせ履歴データを参照することで、過去に同様の問い合わせがあったか否かを判断す
る。ここで、過去に同様の問い合わせがあった場合には、ステップＳＡ４では、クライア
ント側ＤＮＳサーバ３は、問い合わせ履歴データに含まれるＩＰアドレスをＬＡＮ／ＷＡ
Ｎ１を介してクライアント２へ通知する。なお、キャッシュメモリにおける問い合わせ履
歴データの保存期間は、１日程度である。
【００１９】
一方、過去に同様の問い合わせが無かった場合、ステップＳＡ２では、クライアント側Ｄ
ＮＳサーバ３は、ＬＡＮ／ＷＡＮ１およびＬＡＮ／ＷＡＮ４を介してサーバ側ＤＮＳサー
バ５へＤＮＳ問合せを行う。具体的には、クライアント側ＤＮＳサーバ３は、代表ドメイ
ン名をサーバ側ＤＮＳサーバ５へ通知する。これにより、ステップＳＡ３では、サーバ側
ＤＮＳサーバ５は、まず、第１番目のサーバをサーバ６、第２番目のサーバをサーバ７と
する振分テーブル（図示略）を参照することで、通知を受けた代表ドメイン名をたとえば
第１番目のサーバ６のＩＰアドレスに変換する。
【００２０】
つぎに、サーバ側ＤＮＳサーバ５は、上記サーバ６のＩＰアドレスをＬＡＮ／ＷＡＮ４お
よびＬＡＮ／ＷＡＮ１を介してクライアント側ＤＮＳサーバ３へ通知する。これにより、
ステップＳＡ４では、クライアント側ＤＮＳサーバ３は、サーバ６のＩＰアドレスを前述
した問い合わせ履歴データとしてキャッシュメモリ（図示略）に保存した後、ＬＡＮ／Ｗ
ＡＮ１を介してクライアント２へ通知する。
【００２１】
そして、ステップＳＡ５では、上記通知を受けたクライアント２は、サーバ６のＩＰアド
レスを含むＩＰパケットをＬＡＮ／ＷＡＮ１およびＬＡＮ／ＷＡＮ４を介してサーバ６へ
送出する。そして、上記ＩＰパケットは、図示しないルータによりルーティングされた後
、サーバ６に到着する。この結果、クライアント２とサーバ６との間に接続が確立し、サ
ーバ６は、クライアント２から要求されたサービスを提供する。
【００２２】
また、図示しない別のクライアントにより、代表ドメイン名がクライアント側ＤＮＳサー
バ３へＬＡＮ／ＷＡＮ１を介して通知されると（ステップＳＡ１）、ステップＳＡ２では
、クライアント側ＤＮＳサーバ３は、上述した動作と同様にして、ＬＡＮ／ＷＡＮ１およ
びＬＡＮ／ＷＡＮ４を介してサーバ側ＤＮＳサーバ５へＩＰアドレスの問い合わせを行う
。この場合、過去に同様の問い合わせが無かったものとする。
【００２３】
これにより、ステップＳＡ３では、サーバ側ＤＮＳサーバ５は、振分テーブル（図示略）
を参照することで、通知を受けた代表ドメイン名を、つぎの第２番目のサーバ７のＩＰア
ドレスに変換する。そして、サーバ側ＤＮＳサーバ５は、上記サーバ７のＩＰアドレスを
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ＬＡＮ／ＷＡＮ４およびＬＡＮ／ＷＡＮ１を介してクライアント側ＤＮＳサーバ３へ通知
する。つぎのステップＳＡ４では、クライアント側ＤＮＳサーバ３は、サーバ７のＩＰア
ドレスをＬＡＮ／ＷＡＮ１を介してクライアント（図示略）へ通知する。
【００２４】
そして、ステップＳＡ５では、上記通知を受けたクライアント（図示略）は、サーバ７の
ＩＰアドレスを含むＩＰパケットをＬＡＮ／ＷＡＮ１およびＬＡＮ／ＷＡＮ４を介してサ
ーバ７へ送出する。そして、上記ＩＰパケットは、図示しないルータによりルーティング
された後、サーバ７に到着する。この結果、クライアント（図示略）とサーバ７との間に
接続が確立し、サーバ７は、クライアント（図示略）から要求されたサービスを提供する
。
【００２５】
以後、サーバ側ＤＮＳサーバ５は、ＩＰアドレスの問い合わせを受ける度に、振分テーブ
ルを参照しつつ、クライアントからのアクセスをサーバ６→サーバ７→サーバ６→サーバ
７→・・・という具合に振り分けることにより、負荷分散を行う。
【００２６】
つぎに、図１９に示したように、災害が発生することにより、サーバ６がシステムダウン
するとともに、サーバ７にかかる回線が切断された場合の動作について説明する。同図に
おいて、災害発生により、サーバ６がシステムダウンするとともに、サーバ７にかかる回
線が切断されると、サーバ６およびサーバ７は、外部からのアクセスができない状態にな
る。このとき、サーバ側ＤＮＳサーバ５における振分テーブルから上記サーバ６およびサ
ーバ７が削除されていないものとする。
【００２７】
このような状態において、ステップＳＢ１では、クライアント２は、クライアント側ＤＮ
Ｓサーバ３に対してＩＰアドレスの問い合わせを行べく、代表ドメイン名をクライアント
側ＤＮＳサーバ３へＬＡＮ／ＷＡＮ１を介して、通知する。
【００２８】
クライアント側ＤＮＳサーバ３は、自身のキャッシュメモリ（図示略）にアクセスし、問
い合わせ履歴データを参照することで、過去に同様の問い合わせがあったか否かを判断す
る。ここで、災害が発生する以前の問い合わせ履歴データがキャッシュメモリに保存され
ているものとすると、ステップＳＢ４では、クライアント側ＤＮＳサーバ３は、問い合わ
せ履歴データに含まれる、たとえば、サーバ６のＩＰアドレスをＬＡＮ／ＷＡＮ１を介し
てクライアント２へ通知する。
これにより、ステップＳＢ５では、クライアント２は、サーバ６へアクセスを試みるが、
サーバ６がシステムダウンしているため、アクセスできない。すなわち、この場合には、
キャッシュメモリに災害が発生する以前の問い合わせ履歴データがそのまま残っているた
め、実際にはアクセス不可能なサーバ６のＩＰアドレスがクライアント２へ通知されたの
である。
【００２９】
一方、過去に同様の問い合わせが無かった場合、ステップＳＢ２では、クライアント側Ｄ
ＮＳサーバ３は、ＬＡＮ／ＷＡＮ１およびＬＡＮ／ＷＡＮ４を介して代表ドメイン名をサ
ーバ側ＤＮＳサーバ５へ通知する。これにより、ステップＳＢ３では、サーバ側ＤＮＳサ
ーバ５は、まず、第１番目のサーバをサーバ６、第２番目のサーバをサーバ７とする振分
テーブル（図示略）を参照することで、通知を受けた代表ドメイン名をたとえば第１番目
のサーバ６のＩＰアドレスに変換する。ここで、注意すべき点は、上記振分テーブルは、
災害発生以前のものであり、現時点のサーバ６の状態（アクセス不可能）が反映されたも
のではない。
【００３０】
つぎに、ステップＳＢ３でサーバ側ＤＮＳサーバ５は、上記サーバ６のＩＰアドレスをＬ
ＡＮ／ＷＡＮ４およびＬＡＮ／ＷＡＮ１を介してクライアント側ＤＮＳサーバ３へ通知す
る。これにより、ステップＳＢ４では、クライアント側ＤＮＳサーバ３は、サーバ６のＩ
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Ｐアドレスを前述した問い合わせ履歴データとしてキャッシュメモリ（図示略）に保存し
た後、ＬＡＮ／ＷＡＮ１を介してクライアント２へ通知する。そして、ステップＳＢ５で
は、上記通知を受けたクライアント２は、サーバ６へアクセスを試みるが、サーバ６がシ
ステムダウンしているため、アクセスできない。
【００３１】
また、図示しない別のクライアントにより、代表ドメイン名がクライアント側ＤＮＳサー
バ３へＬＡＮ／ＷＡＮ１を介して通知されると（ステップＳＢ１）、ステップＳＢ２では
、クライアント側ＤＮＳサーバ３は、上述した動作と同様にして、ＬＡＮ／ＷＡＮ１およ
びＬＡＮ／ＷＡＮ４を介してサーバ側ＤＮＳサーバ５へ仮想サーバのＩＰアドレスの問い
合わせを行う。この場合、過去に同様の問い合わせが無かったものとする。
【００３２】
これにより、ステップＳＢ３では、サーバ側ＤＮＳサーバ５は、振分テーブル（図示略）
を参照することで、通知を受けた代表ドメイン名を、つぎの第２番目のサーバ７のＩＰア
ドレスに変換する。ここで注意すべき点は、上記振分テーブルの内容は、災害が発生する
以前のものであり、現時点のサーバ７の状態（アクセス不可能）が反映されたものではな
い。
【００３３】
そして、サーバ側ＤＮＳサーバ５は、上記サーバ７のＩＰアドレスをＬＡＮ／ＷＡＮ４お
よびＬＡＮ／ＷＡＮ１を介してクライアント側ＤＮＳサーバ３へ通知する。つぎのステッ
プＳＢ４では、クライアント側ＤＮＳサーバ３は、サーバ７のＩＰアドレスをＬＡＮ／Ｗ
ＡＮ１を介してクライアント（図示略）へ通知する。そして、ステップＳＢ５では、上記
通知を受けたクライアントは、サーバ７へアクセスを試みるが、サーバ７にかかる回線が
切断されているため、アクセスできない。
【００３４】
図２０は、従来のネットワークシステムの構成例２を示す図である。この図に示したネッ
トワークシステムでは、負荷分散方式として、ＮＡＴ（ Network Address Translator：ネ
ットワークアドレス変換）によりＩＰヘッダの宛先アドレスを、振り分け先のサーバのＩ
Ｐアドレスに変換するＮＡＴ方式や、上記宛先アドレスを振り分け先のサーバのＭＡＣ（
Media Access Control：媒体アクセス制御）アドレスに付け替える等のＭＡＣ方式が採用
されている。
【００３５】
同図において、ＬＡＮ／ＷＡＮ１０は、インターネットワーキング（相互接続）によって
、物理的に離隔配置されている複数のコンピュータ間でデータ通信を行うための大規模ネ
ットワークであり、たとえば、インターネットである。クライアント１１は、クライアン
ト（ユーザ）側に設置されており、ＬＡＮ／ＷＡＮ１０に接続されている。
【００３６】
このクライアント１１は、上述したＩＰパケットをＬＡＮ／ＷＡＮ１０を介して、後述す
るサーバ１３（サーバ１４）に対してサービスを要求するためのコンピュータ端末である
。負荷分散装置１２は、上述したＮＡＴ方式やＭＡＣ方式により、クライアント１１から
のアクセス要求をサーバ１３、サーバ１４のうちいずれか一つへ振り分けることにより、
負荷分散を行う装置である。この負荷分散装置１２には、サーバ１３およびサーバ１４を
代表する代表ＩＰアドレスが付与されている。
【００３７】
サーバ１３およびサーバ１４は、サービス提供者側に設置されており、ＬＡＮ／ＷＡＮ１
０に接続されている。これらのサーバ１３およびサーバ１４は、クライアント１１からの
サービス要求に応じてクライアント１１に対してサービスの提供を行うためのコンピュー
タ端末である。また、サーバ１３およびサーバ１４は、上述した代表ＩＰアドレスにより
、クライアント１１からみればあたかも１台のサーバとして機能しており、それぞれにＩ
Ｐアドレスが付与されている。すなわち、サーバ１３、サーバ１４は、代表ＩＰアドレス
で表される一つの仮想サーバを構成しており、クライアント１１は、この仮想サーバの代
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表ＩＰアドレスに対してアクセスする。
【００３８】
上記構成において、上述した仮想サーバにアクセスする場合、たとえば、ステップＳＣ１
では、クライアント１１は、代表ＩＰアドレスを有する負荷分散装置１２へＬＡＮ／ＷＡ
Ｎ１０を介してアクセスする。これにより、ステップＳＣ２では、負荷分散装置１２は、
クライアント１１からのＩＰパケット（サービス要求）を、ＮＡＴ方式やＭＡＣ方式によ
り、たとえば、サーバ１４へ振り分ける。
【００３９】
つぎのステップＳＣ３では、クライアント１１とサーバ１４との間に、ＬＡＮ／ＷＡＮ１
０および負荷分散装置１２を介して接続が確立し、サーバ１４は、クライアント１１から
要求されたサービスを提供する。なお、クライアント１１とサーバ１４との接続ルートと
しては、ステップＳＣ４のように、負荷分散装置１２を経由せず、ＬＡＮ／ＷＡＮ１０の
みを介する接続ルートの場合もある。
【００４０】
つぎに、図２１に示したように、災害が発生することにより、負荷分散装置１２がシステ
ムダウンするとともに、ＬＡＮ／ＷＡＮ１０に回線断が発生した場合の動作について説明
する。ここで、災害の影響は、サーバ１３およびサーバ１４には、及んでいないものとす
る。
【００４１】
このような状態において、ステップＳＤ１では、クライアント１１は、代表ＩＰアドレス
を有する負荷分散装置１２へアクセスを試みるが、負荷分散装置１２がシステムダウンし
ているとともに、ＬＡＮ／ＷＡＮ１０が回線断状態にあるため、サーバ１３およびサーバ
１４が正常に稼働しているにもかかわらず、アクセスできない。
【００４２】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、従来のネットワークシステムにおいては、図１８に示したクライアント側ＤＮ
Ｓサーバ３およびサーバ側ＤＮＳサーバ５、図２０に示した負荷分散装置１２により効率
的に負荷分散を行っている旨を述べた。
【００４３】
しかしながら、従来のネットワークシステムは、図１９および図２１を参照して説明した
ように、災害に非常に弱いシステムであり、たとえば、一つの負荷分散装置１２が災害に
よりシステムダウンした場合であってもすべてのサービスが停止してしまう。
【００４４】
そこで、災害発生によるサービス停止を回避する方法として、各装置を冗長構成にする方
法が採られる。しかしながら、この方法は、冗長構成が採られた複数の装置が設置されて
いる地域に地震等の災害が発生した場合、当該複数の装置のすべてが被災する可能性が高
く、根本的な解決にはならない。
【００４５】
本発明は、このような背景の下になされたもので、災害発生によるサービス停止を回避す
ることができる負荷分散システムを提供することを目的とする。
【００４６】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、請求項１にかかる発明は、
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サービスの提供を求めるクライ
アント（後述する一実施の形態のクライアント１００および２００に相当）の要求を、前
記サービスを提供するサーバ（後述する一実施の形態のサーバ５１０、５２０、６１０お
よび６２０に相当）を含むサイト（後述する一実施の形態のサービスサイトＳＳ 1  および
ＳＳ 2  に相当）のいずれか１つに振り分けさせる一次負荷分散手段（後述する一実施の形
態の一次負荷分散装置４１０、４２０、４３０に相当）と、自身が属するサイトに前記要
求が振り分けられた場合に、該サイトに属するサーバのいずれか１つに該要求を振り分け
る二次負荷分散手段（後述する一実施の形態の二次負荷分散装置５００および６００に相



を
特徴とする。
【００４７】
　この請求項１にかかる発明によれば、あるクライアントからサービス要求があると、こ
のサービス要求は、複数の一次負荷分散手段のうちいずれか一つの一次負荷分散手段によ
り一つのサイト（二次負荷分散手段）に一次振り分けされる。 二次負荷分散手段
は、当該サービス要求を一つのサーバに二次振り分けする。
【００４８】
　 いずれかの
負荷分散手段が運転停止した場合には、当該 負荷分散手段は、一次振り分けに
負荷分散 から除外される。したがって、

場合には、クライアントからサービス要求があっても、除外された 負荷分
散手段に 一次振り分けが行われることがなく、その他の正常な 負荷分散に

一次振り分けが行われる。
【００４９】
　また、

。
【００５０】
　このように、請求項１にかかる発明によれば、

。
【００５１】
　また、請求項２にかかる発明は、請求項１に記載の負荷分散システムにおいて、

を特徴とする。
【００５２】
　この請求項２にかかる発明によれば、

。
【００５３】
　このように、請求項２にかかる発明によれば、

【００５４】
　また、請求項３にかかる発明は、請求項２に記載の負荷分散システムにおいて、
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当）とを備える負荷分散システムであって、前記一次負荷分散手段は、前記二次負荷分散
手段の運転状態を監視し、運転停止していない二次負荷分散手段を含むサイトのいずれか
１つに前記要求を振り分けさせるとともに、監視結果を各二次負荷分散手段に配布し、前
記二次負荷分散手段は、自身が属するサイトに含まれるサーバの負荷が所定よりも高い場
合に、前記監視結果に基づいて運転停止していない他の二次負荷分散手段を選択し、自身
が属するサイトへ振り分けられた前記要求を前記他の二次負荷分散手段へ転送すること

そして、

また、一次負荷分散手段は、各二次負荷分散手段の運転状況を監視し、 二次
二次 おける

の対象 災害発生等により二次負荷分散手段に障害
が発生した 二次

対しては 二次 対
して

いずれかのサイトの負荷が所定よりも高くなった場合には、そのサイトの二次負
荷分散手段が他の正常な二次負荷分散手段へサービス要求を転送することにより、二次負
荷分散手段間の協調による負荷分散が実現される

災害発生によるサービス停止を回避する
ことができ、さらに、二次負荷分散手段間の協調によっても負荷分散を実現可能な２段階
方式の負荷分散システムを得ることができる

前記一
次負荷分散手段は、サービスを提供するサーバにアクセスするためのドメイン名の解決を
求めるＤＮＳ問合せに対して、前記二次負荷分散手段のいずれか１つのＩＰアドレスを応
答することにより、該ＩＰアドレスを有する二次負荷分散手段を含むサイトへ前記要求を
振り分けさせ、前記二次負荷分散手段は、自身が属するサイトに属するサーバのいずれか
１つに前記要求を振り分ける場合に、自身が有するＩＰアドレスを宛先として前記クライ
アントから送信された前記要求のヘッダ部を書き換えることにより、前記サービスを提供
するサーバに該要求を振り分けること

一次振り分けはＤＮＳ問合せに対して応答する二
次負荷分散手段のＩＰアドレスを切り替えることで実現され、一次振り分けはアドレス情
報を書き換えることで実現される

一次振り分けの結果は、ＤＮＳ問合せの
キャッシュとして問合せ元に一定期間記憶され、キャッシュを保持している問合せ元では
、このキャッシュに基づいて一次振り分けが行われることになるため、一次負荷分散手段
の負荷が軽減される。

前記一
次負荷分散手段は、各二次負荷分散手段に対して、前記ＤＮＳ問合せの送信元と当該の二
次負荷分散手段との間の通信経路の経路負荷の計測を依頼し、計測された経路負荷に係る
情報に基づいて、サービスを提供するサーバにアクセスするためのドメイン名の解決を求



を特徴とする。
【００５５】
　この請求項３にかかる発明によれば、

。
【００５６】
　

【００６４】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明にかかる負荷分散システムの一実施の形態について詳細に説
明する。
【００６５】
図１は、本発明にかかる一実施の形態の概略構成を示すブロック図である。この図におい
て、クライアント１００、クライアント側ＤＮＳサーバ１１０、クライアント２００、ク
ライアント側ＤＮＳサーバ２１０、サーバ側ＤＮＳサーバ群３００、一次負荷分散装置群
４００、二次負荷分散装置５００、サーバ５１０、サーバ５２０、二次負荷分散装置６０
０、サーバ６１０およびサーバ６２０は、それぞれ図示しないルータを含むネットワーク
（たとえば、インターネット）に接続されており、それぞれがアクセス可能な状態とされ
ている。
【００６６】
また、同図に示したネットワークシステムは、大きく分けて、クライアント側の領域であ
るＤＮＳゾーンＺ 1  およびＤＮＳゾーンＺ 2  、サービスを提供するサービスサイトＳＳ 1  

およびサービスサイトＳＳ 2  、ならびに負荷分散を行う負荷分散サイトＬＢＳ（ Load Bal
ancing Site）に分類される。
【００６７】
ＤＮＳゾーンＺ 1  において、クライアント１００は、クライアント（ユーザ）側に設置さ
れており、前述したＩＰパケットをルータ（図示略）へ送出することにより、後述するサ
ーバ５１０、サーバ５２０、サーバ６１０またはサーバ６２０からサービスの提供を受け
るコンピュータ端末である。また、クライアント１００は、サーバへアクセスする前に、
クライアント側ＤＮＳサーバ１１０に対して、サーバ５１０、サーバ５２０、サーバ６１
０およびサーバ６２０の代表ドメイン名を通知して、アクセス先のＩＰアドレスを獲得す
るというＤＮＳ問合せを行う。
【００６８】
クライアント側ＤＮＳサーバ１１０は、前述したＤＮＳを実現するためのサーバであり、
クライアント１００に接続されている。このクライアント側ＤＮＳサーバ１１０は、クラ
イアント１００よりＤＮＳ問合せがあった場合に、その上位に位置するサーバ側ＤＮＳサ
ーバ群３００（一次負荷分散装置群４００）に対して、ＤＮＳ問合せを行い、一次負荷分
散装置群４００から通知される、クライアント１００のアクセス先である二次負荷分散装
置５００または二次負荷分散装置６００のＩＰアドレス（ＤＮＳ回答）を受け取り、これ
をクライアント１００へ通知する。
【００６９】
ＤＮＳゾーンＺ 2  において、クライアント２００は、クライアント１００と同様にしてク
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めるＤＮＳ問合せを受信した場合に、該ＤＮＳ問合せの送信元との間の経路負荷が最も少
ない二次負荷分散手段のＩＰアドレスを応答すること

一次負荷分散手段は、ＤＮＳ問合せの送信元との
間の経路負荷が最も少ない二次負荷分散手段を、サービス要求の振り分け先として選択す
る。本来は、サービス要求の送信元との間の経路負荷が最も少ない二次負荷分散手段を、
サービス要求の振り分け先として選択することが好ましいが、一次負荷分散手段は、サー
ビス要求の送信元と直接情報のやりとりをすることはないため、サービス要求の送信元を
識別することはできない。そこで、一次負荷分散手段は、直接情報のやりとりをし、サー
ビス要求の送信元と近い位置にあると期待されるＤＮＳ問合せの送信元との間の経路負荷
を基準にして、二次負荷分散手段を選択する

このように、請求項３にかかる発明によれば、サービス要求の送信元との間の経路負荷
が最も少ないことが期待される二次負荷分散手段がサービス要求の振り分け先として選択
されるので、ネットワークに負荷をかけることなく負荷分散を実現することができる。



ライアント（ユーザ）側に設置されており、前述したＩＰパケットをルータ（図示略）へ
送出することにより、後述するサーバ５１０、サーバ５２０、サーバ６１０またはサーバ
６２０からサービスの提供を受けるコンピュータ端末である。また、クライアント２００
は、サーバへアクセスする前に、クライアント側ＤＮＳサーバ２１０に対して、サーバ５
１０、サーバ５２０、サーバ６１０およびサーバ６２０の代表ドメイン名を通知して、ア
クセス先である二次負荷分散装置５００または二次負荷分散装置６００のＩＰアドレスを
獲得するというＤＮＳ問合せを行う。
【００７０】
クライアント側ＤＮＳサーバ２１０は、前述したＤＮＳを実現するためのサーバであり、
クライアント２００に接続されている。このクライアント側ＤＮＳサーバ２１０は、クラ
イアント２００よりＤＮＳ問合せがあった場合に、その上位に位置するサーバ側ＤＮＳサ
ーバ群３００（一次負荷分散装置群４００）に対して、ＤＮＳ問合せを行い、一次負荷分
散装置群４００から通知される、クライアント２００のアクセス先である二次負荷分散装
置５００または二次負荷分散装置６００のＩＰアドレス（ＤＮＳ回答）を受け取り、これ
をクライアント２００へ通知する。
【００７１】
サーバ側ＤＮＳサーバ群３００は、クライアント側ＤＮＳサーバ１１０およびクライアン
ト側ＤＮＳサーバ２１０の上位装置であり、前述したＤＮＳを実現するためのものである
。ただし、このサーバ側ＤＮＳサーバ群３００における負荷分散機能は、後述する一次負
荷分散装置群４００が担っている。また、サーバ側ＤＮＳサーバ群３００は、サーバ側Ｄ
ＮＳサーバ（プライマリ）３１０およびサーバ側ＤＮＳサーバ（セカンダリ）３２０から
構成されており、冗長構成が採られている。
【００７２】
一次負荷分散装置群４００は、クライアント側ＤＮＳサーバ１１０またはクライアント側
ＤＮＳサーバ２１０からのＤＮＳ問合せに対して、後述する振分テーブル等に基づいて、
二次負荷分散装置５００または二次負荷分散装置６００のうちいずれかのＩＰアドレスを
ＤＮＳ回答とする。すなわち、一次負荷分散装置群４００は、クライアント１００または
クライアント２００からのアクセス要求を二次負荷分散装置５００宛または二次負荷分散
装置６００宛という具合に大まかに一次振り分けすることにより、一次負荷分散を行う装
置である。
【００７３】
また、一次負荷分散装置群４００は、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０、一次負荷
分散装置（セカンダリ）４２０および一次負荷分散装置（バックアップ）４３０から構成
されており、冗長構成が採られている。これらの一次負荷分散装置（プライマリ）４１０
、一次負荷分散装置（セカンダリ）４２０および一次負荷分散装置（バックアップ）４３
０のそれぞれは、負荷分散を行う点で共通の機能を備えている。
【００７４】
一次負荷分散装置（プライマリ）４１０は、負荷分散機能の他に、一次負荷分散装置（セ
カンダリ）４２０および一次負荷分散装置（バックアップ）４３０を制御する機能を備え
ている。一次負荷分散装置（セカンダリ）４２０は、一次負荷分散装置（プライマリ）４
１０の機能が停止した場合に、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０に代わってプライ
マリとして機能する装置である。なお、一次負荷分散装置群４００においては、プライマ
リ以外の装置は、すべてバックアップとしての装置である。したがって、一次負荷分散装
置（セカンダリ）４２０は、バックアップとしての装置であるとともに、セカンダリとし
ての装置でもある。
【００７５】
サービスサイトＳＳ 1  において、二次負荷分散装置５００は、サーバ５１０、サーバ５２
０の近傍に配置されている。この二次負荷分散装置５００は、一次負荷分散装置群４００
により一次振り分けされたＩＰパケット（サービス要求）を、サーバ５１０、サーバ５２
０の運転状態に応じて、最良の運転状態のサーバへ二次振り分けを行うことにより、二次
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負荷分散を行う装置である。この二次振り分けには、前述したＮＡＴによりＩＰヘッダの
宛先アドレスを、振り分け先のサーバのＩＰアドレスに変換する方法や、上記宛先アドレ
スを振り分け先のサーバのＭＡＣアドレスに付け替える等の方法が採られる。
【００７６】
また、二次負荷分散装置５００は、一次負荷分散装置群４００からの計測依頼をトリガと
して、たとえば、クライアント側ＤＮＳサーバ１１０（サーバ５１０、サーバ５２０）と
の間の通信経路における経路負荷を測定する機能を備えている。サーバ５１０は、サービ
ス提供者側に設置されており、たとえば、クライアント１００からのアクセスに基づくサ
ービス要求に応じて、クライアント１００に対してサービスの提供を行うためのコンピュ
ータ端末である。同様にして、サーバ５２０は、サービス提供者側に設置されており、た
とえば、クライアント１００からのサービス要求に応じて、クライアント１００に対して
サービスの提供を行うためのコンピュータ端末である。
【００７７】
サービスサイトＳＳ 2  において、二次負荷分散装置６００は、サーバ６１０、サーバ６２
０の近傍に配置されている。この二次負荷分散装置６００は、二次負荷分散装置５００と
同様にして、一次負荷分散装置群４００により一次振り分けされたＩＰパケット（サービ
ス要求）を、サーバ６１０、サーバ６２０の運転状態に応じて、最良の運転状態のサーバ
へ二次振り分けを行うことにより、二次負荷分散を行う装置である。この二次振り分けに
は、前述したＮＡＴによりＩＰヘッダの宛先アドレスを、振り分け先のサーバのＩＰアド
レスに変換する方法や、上記宛先アドレスを振り分け先のサーバのＭＡＣアドレスに付け
替える等の方法が採られる。
【００７８】
また、二次負荷分散装置６００は、二次負荷分散装置５００と同様にして、一次負荷分散
装置群４００からの計測依頼をトリガとして、たとえば、クライアント側ＤＮＳサーバ２
１０（サーバ６１０、サーバ６２０）との間の通信経路における経路負荷を測定する機能
を備えている。サーバ６１０は、サービス提供者側に設置されており、たとえば、クライ
アント２００からのアクセスに基づくサービス要求に応じて、クライアント２００に対し
てサービスの提供を行うためのコンピュータ端末である。同様にして、サーバ６２０は、
たとえば、クライアント２００からのサービス要求に応じて、クライアント２００に対し
てサービスの提供を行うためのコンピュータ端末である。
【００７９】
ここで、サーバ５１０、サーバ５２０、サーバ６１０およびサーバ６２０は、クライアン
ト１００（クライアント２００）からみればあたかも１台の仮想サーバとして機能してい
る。したがって、これらのサーバ５１０、サーバ５２０、サーバ６１０およびサーバ６２
０には、代表として一つの代表ドメイン名が付与されている。ただし、サーバ５１０、サ
ーバ５２０、サーバ６１０およびサーバ６２０それぞれには、固有のＩＰアドレスが付与
されている。また、サービスサイトＳＳ 1  における二次負荷分散装置５００には、サーバ
５１０およびサーバ５２０を仮想サーバとするＩＰアドレスが付与されている。同様にし
て、サービスサイトＳＳ 2  における二次負荷分散装置６００には、サーバ６１０およびサ
ーバ６２０を仮想サーバとするＩＰアドレスが付与されている。
【００８０】
つぎに、図２を参照して一実施の形態の具体的構成について説明する。この図において、
図１の各部にそれぞれ対応する部分には同一の符号を付ける。ただし、図２においては、
説明を簡略化するために、図１に示したクライアント２００およびクライアント側ＤＮＳ
サーバ２１０が省略されている。
【００８１】
また、図２には、相互接続されたＬＡＮ／ＷＡＮ７００、ＬＡＮ／ＷＡＮ８００、ＬＡＮ
／ＷＡＮ９００およびＬＡＮ／ＷＡＮ１０００が図示されている。ＬＡＮ／ＷＡＮ７００
には、クライアント１００およびクライアント側ＤＮＳサーバ１１０が接続されている。
ＬＡＮ／ＷＡＮ８００には、サーバ側ＤＮＳサーバ（プライマリ）３１０および一次負荷
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分散装置（プライマリ）４１０が接続されている。
【００８２】
また、ＬＡＮ／ＷＡＮ９００には、サーバ側ＤＮＳサーバ（セカンダリ）３２０、一次負
荷分散装置（バックアップ）４３０、二次負荷分散装置５００、サーバ５１０およびサー
バ５２０が接続されている。ＬＡＮ／ＷＡＮ１０００には、一次負荷分散装置（セカンダ
リ）４２０、二次負荷分散装置６００、サーバ６１０およびサーバ６２０が接続されてい
る。
【００８３】
このように、クライアント１００、・・・、サーバ６２０のそれぞれは、地域災害発生に
よる集中的な被災を避けるべく、地理的に分散配置されている。特に、一次負荷分散装置
群４００（図１参照）を構成する一次負荷分散装置（プライマリ）４１０、一次負荷分散
装置（セカンダリ）４２０および一次負荷分散装置（バックアップ）４３０は、システム
の中枢を担う装置である。したがって、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０等を地理
的に分散配置させる意義は大きい。同様にして、サーバ側ＤＮＳサーバ（プライマリ）３
１０およびサーバ側ＤＮＳサーバ（セカンダリ）３２０についても、地理的に分散配置す
る意義が大きい。
【００８４】
つぎに、図３を参照して、図２に示した一次負荷分散装置４１０（プライマリ）の構成に
ついて説明する。この図において、図２の各部に対応する部分には同一の符号を付ける。
一次負荷分散装置（プライマリ）４１０は、装置各部を制御する制御部４１１、記憶部４
１２、外部装置（クライアント側ＤＮＳサーバ１１０等）との間で通信を行う通信部４１
３および通信部４１４から構成されている。
【００８５】
制御部４１１は、ＤＮＳ応答スレッドＳ 1  、ＤＮＳ振分テーブル配布スレッドＳ 2  、・・
・、経路負荷計測結果集計スレッドＳ 9  を発生させるとともに、これらのスレッドの実行
に伴う制御を行う。この制御部４１１の動作の詳細については、後述する。記憶部４１２
は、ＤＮＳ振分テーブルＴ 1  、サイト運転状態テーブルＴ 2  、・・・、サイト連携振分テ
ーブルＴ 7  およびＤＮＳアクセスログＬを記憶する。
【００８６】
上記ＤＮＳ振分テーブルＴ 1  は、クライアント側ＤＮＳサーバ１１０からのＤＮＳ問合せ
に応じて、前述した一次振り分けを行う場合に用いられるテーブルであり、制御部４１１
により、サイト負荷状態テーブルＴ 4  、経路負荷計測テーブルＴ 5  およびポリシー情報テ
ーブルＴ 6  等に基づいて作成される。すなわち、図４に示したように、ＤＮＳ振分テーブ
ルＴ 1  は、メインテーブルＴ a  、振分先一貫性保持テーブルＴ b  およびＬＤ情報テーブル
Ｔ c  から構成されている。
【００８７】
メインテーブルＴ a  は、代表ドメイン名を示す［ドメイン名］、振分先一貫性保持テーブ
ルＴ b  へのポインタを示す［テーブルポインタ（１）］、振分先一貫性保持テーブルＴ b  

の数を示す［テーブル数（１）］、ＬＤ情報テーブルＴ c  へのポインタを示す［テーブル
ポインタ（２）］、ＬＤ（ Local Dispatcher）情報テーブルＴ c  の数を示す［テーブル数
（２）］から構成されている。
【００８８】
振分先一貫性保持テーブルＴ b  は、ＤＮＳ問合せ元のクライアント側ＤＮＳサーバへの一
次振分先のＩＰアドレスを一定時間保持するためのテーブルである。この振分先一貫性保
持テーブルＴ b  は、ＤＮＳ問合せ元のクライアント側ＤＮＳサーバのＩＰアドレスを示す
［クライアント側ＤＮＳサーバアドレス］、当該ＤＮＳ問合せに対応する二次負荷分散装
置５００または二次負荷分散装置６００のＩＰアドレスを示す［回答アドレス］から構成
されている。
【００８９】
ＬＤ情報テーブルＴ c  は、二次負荷分散装置５００または二次負荷分散装置６００におけ
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る動作状態等に関する情報が格納されたテーブルである。すなわち、ＬＤ情報テーブルＴ

c  において、［ＬＤアドレス］は、二次負荷分散装置５００のＩＰアドレス（二次負荷分
散装置６００のＩＰアドレス）を示す。
【００９０】
［ＬＤ動作状態コード］は、二次負荷分散装置５００（二次負荷分散装置６００）の動作
状態を示す動作状態コードを示す。この動作状態コードとしては、正常に動作しているこ
とを示す０ｘ０００１（＝正常動作中）、停止状態にあることを示す０ｘ０００２（＝停
止）、高負荷状態にあることを示す０ｘ０００３（＝高負荷）、一次振り分け先として予
約されていることを示す０ｘ０００４（＝予約）がある。
【００９１】
また、［優先コード］は、優先的に一次振り分けが行われるＤＮＳ問合せ元のクライアン
ト側ＤＮＳサーバを識別するための優先コードを示しており、後述する経路負荷計測テー
ブルＴ 5  における経路負荷計測結果に基づくものである。この優先コードとしては、単一
のクライアント側ＤＮＳサーバを指定していることを示す０ｘ０００１（単一ＩＰアドレ
ス指定）、複数のクライアント側ＤＮＳサーバを範囲指定していることを示す０ｘ０００
２、クライアント側ＤＮＳサーバのＩＰアドレスに加えてサブネットを指定していること
を示す０ｘ０００３がある。
【００９２】
ここで、［優先コード］として０ｘ０００１（＝単一ＩＰアドレス指定）が格納されてい
る場合には、［クライアント側ＤＮＳアドレス（１）］に当該クライアント側ＤＮＳサー
バのＩＰアドレスが格納される。また、［優先コード］として、０ｘ０００２（＝範囲指
定）が格納されている場合には、［クライアント側ＤＮＳアドレス（１）］に複数のクラ
イアント側ＤＮＳサーバにおける若番のＩＰアドレスが格納されるとともに、［クライア
ント側ＤＮＳアドレス（２）］に複数のクライアント側ＤＮＳサーバにおける老番のＩＰ
アドレスが格納される。
【００９３】
また、［優先コード］として、０ｘ０００３（＝ＩＰアドレス＋サブネット指定）が格納
されている場合には、［クライアント側ＤＮＳアドレス（１）］に当該クライアント側Ｄ
ＮＳサーバのＩＰアドレスが格納されるとともに、［クライアント側ＤＮＳアドレス（２
）］にサブネットが格納される。
【００９４】
図５に示したサイト運転状態テーブルＴ 2  は、二次負荷分散装置５００、二次負荷分散装
置６００の運転状態（停止または運転中）を示すテーブルである。すなわち、サイト運転
状態テーブルＴ 2  は、二次負荷分散装置５００（二次負荷分散装置６００）のＩＰアドレ
スを示す［ＬＤアドレス］、二次負荷分散装置５００（二次負荷分散装置６００）の運転
状態を示す［運転状態フラグ］（０：停止、１５：運転中）から構成されている。
【００９５】
また、サイト運転状態テーブルＴ 2  は、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０の起動時
に作成され、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０から二次負荷分散装置５００（二次
負荷分散装置６００）に対して一定時間間隔で行われる運転監視（ＬＤ運転監視スレッド
Ｓ 5  ：図３参照）に基づいて更新される。
【００９６】
図６に示したＬＢＣ（ Load Balancing Controller）運転状態テーブルＴ 3  は、一次負荷
分散装置（セカンダリ）４２０（一次負荷分散装置（バックアップ）４３０）の運転状態
（停止または運転中）を示すテーブルである。すなわち、ＬＢＣ運転状態テーブルＴ 3  は
、一次負荷分散装置（セカンダリ）４２０（一次負荷分散装置（バックアップ）４３０）
のＩＰアドレスを示す［ＬＢＣアドレス］、一次負荷分散装置（セカンダリ）４２０（一
次負荷分散装置（バックアップ）４３０）の運転状態を示す［運転状態フラグ］（０：停
止、１５：運転中）、一次負荷分散装置群４００におけるセカンダリを示す［セカンダリ
フラグ］から構成されている。
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【００９７】
また、ＬＢＣ運転状態テーブルＴ 3  は、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０の起動時
に作成され、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０から一次負荷分散装置（セカンダリ
）４２０（一次負荷分散装置（バックアップ）４３０）に対して一定時間間隔で行われる
運転監視（ＬＢＣ運転監視スレッドＳ 6  ：図３参照）の結果に基づいて更新される。
【００９８】
図７に示したサイト負荷状態テーブルＴ 4  は、サイト（サービスサイトＳＳ 1  、サービス
サイトＳＳ 2  ：図１参照）毎の負荷状態を示すテーブルである。すなわち、サイト負荷状
態テーブルＴ 4  には、二次負荷分散装置５００（二次負荷分散装置６００）のＩＰアドレ
スを示す［ＬＤアドレス］、［ＶＩＰ］、当該サイトが広域振り分け（広域負荷分散）対
象であるか否かを示す［広域振分フラグ］（対象：ＯＦＦ、対象外：ＯＮ）が含まれてい
る。
【００９９】
また、サイト負荷状態テーブルＴ 4  において、［サイト連携フラグ］（対象：ＯＦＦ、対
象外：ＯＮ）は、複数のサイトが連携して、あるサイトで処理しきれないサービス要求（
ＩＰパケット）を別のサイトに転送するというサイト連携の対象であるか否かを示すフラ
グである。［負荷状態フラグ］（通常負荷：ＯＦＦ、高負荷：ＯＮ）は、当該サイトの負
荷状態（通常負荷または高負荷）を示すフラグである。
【０１００】
［サイト連携受入フラグ］（受入：ＯＮ、拒否：ＯＦＦ）は、当該サイトが他のサイトか
らサイト連携を受け入れているか否かを示すフラグである。［サイト連携受入実行フラグ
］（実行：ＯＮ、未実行：ＯＦＦ）は、当該サイトが他のサイトへのサイト連携を実行し
ているか否かを示すフラグである。また、サイト負荷状態テーブルＴ 4  は、一次負荷分散
装置（プライマリ）４１０の起動時に作成され、後述する広域負荷分散管理スレッドＳ 4  

（図３参照）が実行され、サイト負荷情報が受信された場合に更新される。
【０１０１】
図８に示した経路負荷計測テーブルＴ 5  は、二次負荷分散装置５００（二次負荷分散装置
６００）により実行される経路負荷計測の方法、結果等の情報からなるテーブルである。
すなわち、経路負荷計測テーブルＴ 5  は、線路負荷計測の対象となる二次負荷分散装置５
００（二次負荷分散装置６００）、クライアント側ＤＮＳサーバ１１０のＩＰアドレスを
示す［対象アドレス］、経路負荷計測の方法を示す［計測方法］、経路負荷計測の結果を
示す［計測結果］、経路負荷計測の計測日時を示す［計測日時］からなる。この経路負荷
計測テーブルＴ 5  は、後述する経路負荷計測結果集計スレッドＳ 9  が実行された場合に更
新される。この経路負荷計測テーブルＴ 5  における経路負荷計測結果は、ＤＮＳ振分テー
ブルＴ 1  に反映される。
【０１０２】
図９に示したポリシー情報テーブルＴ 6  は、ネットワークシステムに用いられるドメイン
名の一覧を示す［ドメイン名一覧］、設定されたＤＮＳの数を示す［設定ＤＮＳ数］、二
次負荷分散装置５００（二次負荷分散装置６００）のＩＰアドレスを示す［ＬＤアドレス
］、二次負荷分散装置５００、二次負荷分散装置６００の数を示す［ＬＤ数］、一次負荷
分散装置群４００における一次振り分けの優先順位を示す［振分優先情報］からなる。
【０１０３】
図１０に示したＤＮＳアクセスログＬは、クライアント側ＤＮＳサーバ１１０からＤＮＳ
問合せがある毎に記録されるものであり、アクセス累計、アクセス数等からなる。すなわ
ち、ＤＮＳアクセスログＬは、問合せ元のクライアント１００のＤＮＳ名を示す［ＤＮＳ
名］、アクセスの累計を示す［アクセス累計］、クライアント側ＤＮＳサーバ１１０のＩ
Ｐアドレスを示す［アクセスクライアントＤＮＳアドレス］、アクセス時間を示す［アク
セス時間］、アクセス数を示す［アクセス数］から構成されている。
【０１０４】
図３に戻り、サイト連携振分テーブルＴ 7  は、前述したアクセス連携において振分元のサ
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イトと、振分先のサイトとの関係を示すテーブルである。また、一次負荷分散装置（プラ
イマリ）４１０において、ＤＮＳ応答スレッドＳ 1  は、クライアント側ＤＮＳサーバ１１
０からのＤＮＳ問合せに対するＤＮＳ応答に関する処理を行うためのスレッドである。
【０１０５】
ＤＮＳ振分テーブル配布スレッドＳ 2  は、ＤＮＳ振分テーブルＴ 1  を一次負荷分散装置（
セカンダリ）４２０、一次負荷分散装置（バックアップ）４３０へ配布するためのスレッ
ドであり、ＤＮＳ振分テーブルＴ 1  の作成時および更新時に実行される。したがって、Ｄ
ＮＳ振分テーブル配布スレッドＳ 2  が一定時間間隔毎に実行されることにより、一次負荷
分散装置（プライマリ）４１０、一次負荷分散装置（セカンダリ）４２０および一次負荷
分散装置（バックアップ）４３０におけるＤＮＳ振分テーブルＴ 1  およびＤＮＳ振分テー
ブルＴ１’（図１１参照）は、内容的に同期がとられる。
【０１０６】
ＤＮＳアクセスログ同期スレッドＳ 3  は、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０におけ
るＤＮＳアクセスログＬと、一次負荷分散装置（セカンダリ）４２０（一次負荷分散装置
（バックアップ）４３０）におけるＤＮＳアクセスログＬ’（図１１参照）との同期をと
る処理を行うためのスレッドである。広域負荷分散管理スレッドＳ 4  は、広域負荷分散に
関する管理（サイト運転状態テーブルＴ 2  、サイト連携テーブルＴ 7  の更新等）を行うた
めのスレッドである。
【０１０７】
ＬＤ運転監視スレッドＳ 5  は、二次負荷分散装置５００（二次負荷分散装置６００）の運
転監視を行うためのスレッドである。ＬＢＣ運転監視スレッドＳ 6  は、一次負荷分散装置
（セカンダリ）４２０（一次負荷分散装置（バックアップ）４３０）の運転監視を行うた
めのスレッドである。サイト連携振分テーブル配布スレッドＳ 7  は、サイト連携振分テー
ブルＴ 7  を二次負荷分散装置５００（二次負荷分散装置６００）へ配布するためのスレッ
ドである。
【０１０８】
経路負荷計測依頼スレッドＳ 8  は、二次負荷分散装置５００（二次負荷分散装置６００）
に対して経路負荷計測を依頼するためのスレッドである。経路負荷計測結果集計スレッド
Ｓ 9  は、上記経路負荷計測の終了後、二次負荷分散装置５００（二次負荷分散装置６００
）からの経路負荷計測結果を集計するためのスレッドである。
【０１０９】
つぎに、図１１を参照して、図２に示した一次負荷分散装置（セカンダリ）４２０の構成
について説明する。この図において、図２の各部に対応する部分には同一の符号を付ける
。一次負荷分散装置（セカンダリ）４２０は、装置各部を制御する制御部４２１、記憶部
４２２、外部装置（クライアント側ＤＮＳサーバ１１０、一次負荷分散装置（プライマリ
）４１０）との間で通信を行う通信部４２３から構成されている。
【０１１０】
記憶部４２２には、ＤＮＳ振分テーブルＴ 1’、ＬＢＣ運転状態テーブルＴ 3’、ポリシー
情報テーブルＴ 6’およびＤＮＳアクセスログＬ’が記憶されている。これらのＤＮＳ振
分テーブルＴ 1’、ＬＢＣ運転状態テーブルＴ 3’、ポリシー情報テーブルＴ 6’およびＤ
ＮＳアクセスログＬ’は、図３に示したＤＮＳ振分テーブルＴ 1  、ＬＢＣ運転状態テーブ
ルＴ 3  、ポリシー情報テーブルＴ 6  およびＤＮＳアクセスログＬに対応している。
【０１１１】
また、一次負荷分散装置（セカンダリ）４２０において、ＤＮＳ応答スレッドＳ 1 0は、ク
ライアント側ＤＮＳサーバ１１０からのＤＮＳ問合せに対するＤＮＳ応答に関する処理を
行うためのスレッドである。ＤＮＳ振分テーブル配布スレッドＳ 1 1は、一次負荷分散装置
（プライマリ）４１０からのＤＮＳ振分テーブルＴ 1  の配布を受けるためのスレッドであ
る。
【０１１２】
ＤＮＳアクセスログ同期スレッドＳ 1 2は、一次負荷分散装置（セカンダリ）４２０におけ
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るＤＮＳアクセスログＬ’と、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０におけるＤＮＳア
クセスログＬとの同期をとる処理を行うためのスレッドである。広域負荷分散管理スレッ
ドＳ 1 3は、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０の制御により、広域負荷分散に関する
管理を行うためのスレッドである。ＬＢＣ運転監視スレッドＳ 1 4は、一次負荷分散装置（
プライマリ）４１０の運転監視を行うためのスレッドである。
【０１１３】
なお、一次負荷分散装置（バックアップ）４３０の基本的な構成およびスレッドは、上述
した一次負荷分散装置（セカンダリ）４２０と同様である。すなわち、一次負荷分散装置
（バックアップ）４３０は、制御部４３１、記憶部４３２および通信部４３３を備えてい
る。
【０１１４】
（運転監視動作）
つぎに、図１２を参照して一実施の形態における運転監視動作について説明する。同図に
おいて、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０が起動されると、ＬＤ運転監視スレッド
Ｓ 5  およびＬＢＣ運転監視スレッドＳ 6  （図３参照）が実行される。これにより、一次負
荷分散装置（プライマリ）４１０は、二次負荷分散装置５００、二次負荷分散装置６００
、一次負荷分散装置（セカンダリ）４２０および一次負荷分散装置（バックアップ）４３
０へ運転監視メッセージ（ステップＳＥ１～ステップＳＥ４）をそれぞれ一定時間間隔で
送信する。
【０１１５】
そして、二次負荷分散装置５００および二次負荷分散装置６００により上記運転監視メッ
セージが受信されると、二次負荷分散装置５００および二次負荷分散装置６００は、送信
元の一次負荷分散装置（プライマリ）４１０へ運転応答メッセージをそれぞれ送信する。
【０１１６】
また、一次負荷分散装置（セカンダリ）４２０および一次負荷分散装置（バックアップ）
４３０により運転監視メッセージが受信されると、一次負荷分散装置（セカンダリ）４２
０および一次負荷分散装置（バックアップ）４３０は、ＬＢＣ運転監視スレッドＳ 1 4（図
１１参照）を実行することにより、運転監視応答メッセージを送信元の一次負荷分散装置
（プライマリ）４１０へ送信する。
【０１１７】
そして、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０は、運転監視メッセージを送信してから
一定時間待機し、この間に運転応答メッセージが受信された場合、送信先の装置が正常に
運転しているものと判断する。一方、一定時間内に運転応答メッセージが受信されない場
合には、当該装置に対して運転監視メッセージを再送する。以後、再送動作を一定回数（
デフォルト３回）繰り返し、それでもなお、当該装置からの運転監視メッセージが受信さ
れない場合、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０は、当該装置の運転が停止している
ものと判断する。この運転停止の要因の一つとしては、前述した災害の発生が挙げられる
。
【０１１８】
ここで、二次負荷分散装置５００（または二次負荷分散装置６００）が運転停止（被災）
しているものと判断した場合、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０は、図５に示した
サイト運転状態テーブルＴ 2  における［運転状態フラグ］を０（＝運転停止）とする。
【０１１９】
さらに、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０は、図４に示したＤＮＳ振分テーブルＴ

1  のＬＤ情報テーブルＴ c  における［ＬＤ動作状態コード］を０ｘ０００２（＝停止）と
するとともに、図３に示したサイト連携振分テーブルＴ 7  における二次負荷分散装置５０
０（または二次負荷分散装置６００）の運転状態を停止とする。これにより、二次負荷分
散装置５００（または二次負荷分散装置６００）は、一次振り分け対象から除外される。
【０１２０】
また、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０は、一次負荷分散装置（セカンダリ）４２
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０および一次負荷分散装置（バックアップ）４３０へ、二次負荷分散装置５００（または
二次負荷分散装置６００）が運転停止した旨を通知する。これにより、一次負荷分散装置
（セカンダリ）４２０および一次負荷分散装置（バックアップ）４３０のそれぞれは、Ｄ
ＮＳ振分テーブルＴ 1’（図１１参照）を更新し、二次負荷分散装置５００（または二次
負荷分散装置６００）を一次振り分け対象から除外する。
【０１２１】
また、一次負荷分散装置（バックアップ）４３０（または一次負荷分散装置（セカンダリ
）４２０）が運転停止（被災）しているものと判断した場合、一次負荷分散装置（プライ
マリ）４１０は、図６に示したＬＢＣ運転状態テーブルＴ 3  における［運転状態フラグ］
を０（＝運転停止）とする。
【０１２２】
以後、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０は、運転停止していると判断された装置（
たとえば、二次負荷分散装置５００、一次負荷分散装置（セカンダリ）４２０等）に対し
て、運転監視メッセージを一定時間間隔をおいて送信する。ただし、この場合、運転監視
メッセージの再送は行われない。そして、運転停止していると判断された当該装置から運
転監視応答メッセージを受信すると、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０は、当該装
置に対してプライマリアナウンスを送信する。そして、このプライマリアナウンスを受信
すると、当該装置は、プライマリ了承メッセージを一次負荷分散装置（プライマリ）４１
０へ送信する。
【０１２３】
このプライマリ了承メッセージが一次負荷分散装置（プライマリ）４１０に受信されると
、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０は、当該装置に関するＤＮＳ振分テーブルＴ 1  

、サイト運転状態テーブルＴ 2  （またはＬＢＣ運転状態テーブルＴ 3  ）を運転中の状態に
更新する。なお、一次負荷分散装置（セカンダリ）４２０が運転停止（被災）している場
合、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０は、ＬＢＣ運転状態テーブルＴ 3  （図６参照
）の［セカンダリフラグ］に一次負荷分散装置（バックアップ）４３０を設定することで
、一次負荷分散装置（セカンダリ）４２０に代えて一次負荷分散装置（バックアップ）４
３０をセカンダリとする。
【０１２４】
また、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０または一次負荷分散装置（プライマリ）４
１０のリンクが被災することにより、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０からの運転
監視メッセージが所定時間（＝前回の運転監視時間＋運転監視時間＋待機時間）が経過し
ても一次負荷分散装置（セカンダリ）４２０に受信されない場合、一次負荷分散装置（セ
カンダリ）４２０は、つぎの動作を行う。ここで、上記待機時間は、一次負荷分散装置（
セカンダリ）４２０がセカンダリからプライマリに自動的に昇格するのに要する時間であ
る。
【０１２５】
この場合、一次負荷分散装置（セカンダリ）４２０は、一次負荷分散装置（プライマリ）
４１０が消失したものと判断し、一次負荷分散装置（バックアップ）４３０、二次負荷分
散装置５００および二次負荷分散装置６００へ、プライマリアナウンスを送信する。
【０１２６】
そして、一次負荷分散装置（バックアップ）４３０、二次負荷分散装置５００および二次
負荷分散装置６００は、上記プライマリアナウンスを受信すると、プライマリ了承メッセ
ージを一次負荷分散装置（セカンダリ）４２０へ送信する。このプライマリ了承メッセー
ジを受信すると、一次負荷分散装置（セカンダリ）４２０は、一次負荷分散装置（プライ
マリ）４１０に代わって、プライマリとして機能する。以後、一次負荷分散装置（セカン
ダリ）４２０は、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０と同様の動作を行う。
【０１２７】
なお、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０と同時に一次負荷分散装置（セカンダリ）
４２０も被災により運転停止した場合には、一次負荷分散装置（セカンダリ）４２０から
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は、プライマリアナウンスが送信されない。したがって、この場合、上述した所定時間を
経過しても一次負荷分散装置（バックアップ）４３０には、上記プライマリアナウンスが
受信されない。これにより、一次負荷分散装置（バックアップ）４３０は、プライマリ探
索を行う。この場合には、上位の一次負荷分散装置または最初にプライマリ探索を行った
一次負荷分散装置がプライマリとなる。
【０１２８】
そして、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０が復旧し運転を再開すると、一次負荷分
散装置（プライマリ）４１０は、一次負荷分散装置４２０、一次負荷分散装置（バックア
ップ）４３０、二次負荷分散装置５００および二次負荷分散装置６００へ自身が本来のプ
ライマリであることを示すプライマリアナウンスを送信する。
【０１２９】
そして、現時点のプライマリである一次負荷分散装置４２０が上記プライマリアナウンス
を受信すると、一次負荷分散装置４２０は、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０が本
来のプライマリであることを確認した後、負荷分散の管理下にある二次負荷分散装置５０
０、二次負荷分散装置６００および一次負荷分散装置（バックアップ）４３０に対して負
荷分散を終了するための負荷分散終了メッセージを送信する。
【０１３０】
これにより、二次負荷分散装置５００、二次負荷分散装置６００および一次負荷分散装置
（バックアップ）４３０は、一次負荷分散装置４２０をプライマリとする負荷分散の参加
を取り消すための参加取り消しメッセージを送信する。
【０１３１】
つぎに、一次負荷分散装置４２０は、プライマリアナウンスの送信元（一次負荷分散装置
（プライマリ）４１０）をプライマリとした負荷分散に参加を要請するための参加要請メ
ッセージを、一次負荷分散装置（バックアップ）４３０、二次負荷分散装置５００および
二次負荷分散装置６００へ送信する。そして、一次負荷分散装置（セカンダリ）４２０、
一次負荷分散装置（バックアップ）４３０、二次負荷分散装置５００および二次負荷分散
装置６００のそれぞれは、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０をプライマリとする負
荷分散に参加するための参加メッセージを一次負荷分散装置（プライマリ）４１０へ送信
する。これにより、災害発生前の状態に自動復旧する。
【０１３２】
また、災害発生等により、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０からの運転監視メッセ
ージが所定時間（＝前回の運転監視時間＋運転監視時間＋待機時間）が経過しても一次負
荷分散装置（バックアップ）４３０に受信されない場合、一次負荷分散装置（バックアッ
プ）４３０は、つぎの動作を行う。すなわち、この場合、一次負荷分散装置（バックアッ
プ）４３０は、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０が消失したものと判断し、待機時
間内に一次負荷分散装置（セカンダリ）４２０からのプライマリアナウンスを受信したか
否かを判断する。
【０１３３】
この待機時間内にプライマリアナウンスを受信した場合、一次負荷分散装置（バックアッ
プ）４３０は、上述したプライマリ了承メッセージを一次負荷分散装置（セカンダリ）４
２０へ送信する。一方、待機時間内にプライマリアナウンスを受信しない場合、一次負荷
分散装置（バックアップ）４３０は、プライマリとなる一次負荷分散装置を探索する。
【０１３４】
また、災害発生等により、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０からの運転監視メッセ
ージが所定時間（＝前回の運転監視時間＋運転監視時間＋待機時間）が経過しても二次負
荷分散装置５００（二次負荷分散装置６００）に受信されない場合、二次負荷分散装置５
００（二次負荷分散装置６００）は、つぎの動作を行う。すなわち、この場合、二次負荷
分散装置５００（二次負荷分散装置６００）は、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０
が消失したものと判断し、待機時間内に一次負荷分散装置（セカンダリ）４２０からのプ
ライマリアナウンスを受信したか否かを判断する。
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【０１３５】
この待機時間内にプライマリアナウンスを受信した場合、二次負荷分散装置５００（二次
負荷分散装置６００）は、上述したプライマリ了承メッセージを一次負荷分散装置（セカ
ンダリ）４２０へ送信する。一方、待機時間内にプライマリアナウンスを受信しない場合
、二次負荷分散装置５００（二次負荷分散装置６００）は、プライマリとなる一次負荷分
散装置を探索する。
【０１３６】
（負荷情報収集動作）
つぎに、図１３を参照して一実施の形態における負荷情報収集動作について説明する。同
図において、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０が起動されると、広域負荷分散管理
スレッドＳ 4  （図３参照）が実行される。これにより、一次負荷分散装置（プライマリ）
４１０は、二次負荷分散装置５００（二次負荷分散装置６００）へ負荷状態の計測を依頼
する（ステップＳＦ１およびステップＳＦ２）。
【０１３７】
これにより、二次負荷分散装置５００は、サーバ５１０およびサーバ５２０の負荷状態（
高負荷、通常負荷）をＩＰパケットの通過量や計測エージェントにより計測する。同様に
して、二次負荷分散装置６００は、サーバ６１０およびサーバ６２０の負荷状態を計測す
る。そして、二次負荷分散装置５００および二次負荷分散装置６００は、負荷状態をサイ
ト負荷情報として一次負荷分散装置（プライマリ）４１０へ送信する。このサイト負荷情
報を受信すると、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０は、サイト負荷状態テーブルＴ

4（図７参照 )を更新する。以後、一定時間間隔をおいて、負荷情報収集動作が実行される
。
【０１３８】
（ＤＮＳアクセスログ収集動作）
つぎに、図１４を参照して一実施の形態におけるＤＮＳアクセスログ収集動作について説
明する。同図において、ステップＳＧ１でクライアント側ＤＮＳサーバ１１０から一次負
荷分散装置（セカンダリ）４２０に対してＤＮＳ問合せがあると、一次負荷分散装置（セ
カンダリ）４２０は、ＤＮＳアクセスログＬ’（図１１参照）を更新する。同様にして、
ステップＳＧ３でクライアント側ＤＮＳサーバ１１０から一次負荷分散装置（バックアッ
プ）４３０に対してＤＮＳ問合せがあると、一次負荷分散装置（バックアップ）４３０は
、ＤＮＳアクセスログＬ’（図１１参照）を更新する。
【０１３９】
そして、ステップＳＧ２では、一次負荷分散装置（セカンダリ）４２０は、一定時間間隔
毎にＤＮＳアクセスログ同期スレッドＳ 1 2（図１１参照）を実行する。すなわち、一次負
荷分散装置（セカンダリ）４２０は、ＤＮＳアクセスログＬ’を一次負荷分散装置（プラ
イマリ）４１０へ送信する。同様にして、ステップＳＧ４では、一次負荷分散装置（バッ
クアップ）４３０は、一定時間間隔毎にＤＮＳアクセスログ同期スレッドＳ 1 2（図１１参
照）を実行する。すなわち、一次負荷分散装置（バックアップ）４３０は、ＤＮＳアクセ
スログＬ’を一次負荷分散装置（プライマリ）４１０へ送信する。
【０１４０】
そして、上記ＤＮＳアクセスログＬ’を受信すると、一次負荷分散装置（プライマリ）４
１０は、ＤＮＳアクセスログ同期スレッドＳ 3  を実行し、一次負荷分散装置（セカンダリ
）４２０および一次負荷分散装置（バックアップ）４３０からのＤＮＳアクセスログＬ’
を集計し、集計結果をＤＮＳアクセスログＬ（図１０参照）に反映させる。
【０１４１】
（経路負荷情報収集動作）
つぎに、図１５を参照して一実施の形態における経路負荷情報収集動作について説明する
。同図において、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０は、経路負荷計測依頼スレッド
Ｓ 8  を実行する。すなわち、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０は、ＤＮＳアクセス
ログＬを参照することで、最近アクセスがあり、かつ経路負荷計測が実施されていない、
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たとえば、クライアント側ＤＮＳサーバ１１０を選択する。
【０１４２】
つぎに、ステップＳＨ１では、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０は、二次負荷分散
装置５００に対して経路負荷計測を依頼する。これにより、ステップＳＨ２では、二次負
荷分散装置５００は、クライアント側ＤＮＳサーバ１１０との間の通信経路におけるラウ
ンドトリップタイム、最大セグメントサイズおよび平均輻輳ウインドウサイズ等に基づい
て、上記通信経路における実効帯域幅を求める。
【０１４３】
具体的には、二次負荷分散装置５００は、ＳＹＮ（ SYNchronous idle character）パケッ
トをクライアント側ＤＮＳサーバ１１０に対して送信した後、クライアント側ＤＮＳサー
バ１１０から送信される返信用のＡＣＫ（ ACKnowledge character）パケットを受信する
。これにより、二次負荷分散装置５００は、ＡＣＫパケットの受信時刻とＳＹＮパケット
の送信時刻との差をラウンドトリップタイムとして求める。
【０１４４】
つぎに、二次負荷分散装置５００は、最大セグメントサイズ（単位：バイト）をつぎのよ
うにして求める。ＴＣＰ通信では、通信経路上のルータの最大送信単位（ＭＴＵ）に基づ
いてパケットのサイズが決められている。ここで、中継用のルータが通信経路上に複数あ
るときは、最大通信単位の最小値がＴＣＰ通信の最大セグメントサイズとなる。したがっ
て、二次負荷分散装置５００は、クライアント側ＤＮＳサーバ１１０との間の通信経路上
にルータのＭＴＵを検出した後、最小値のＭＴＵを最大セグメントサイズとして求める。
【０１４５】
続いて、二次負荷分散装置５００は、平均輻輳ウインドウサイズ（単位：パケット）をつ
ぎのようにして求める。ＴＣＰ通信では、パケットをスライディングウィンドウ方式によ
り出力制限しながら送出している。すなわち、二次負荷分散装置５００は、ウインドウサ
イズという単位で一度に送出するパケット数を制限しながら、クライアント側ＤＮＳサー
バ１１０に対してパケットを送出した後、クライアント側ＤＮＳサーバ１１０からの受信
確認パケットによりウインドウサイズ分のパケットが転送されたことを確認する。
【０１４６】
また、二次負荷分散装置５００は、上記ウインドウサイズを送信または受信されたパケッ
トのログ情報に基づいて、一つのウインドウサイクル内で送出されたパケットの数を調べ
ることにより、上述したウィンドウサイズを得る。また、二次負荷分散装置５００は、ク
ライアント側ＤＮＳサーバ１１０からの受信確認パケットが所定時間内に到着しない場合
、通信経路（ネットワーク）が輻輳しているものと判断し、ウインドウサイズを調整する
。このウインドウサイズの調整は、輻輳回避アルゴリズムによって行われる。
【０１４７】
すなわち、受信確認パケットが所定時間内に到着しない場合、言い換えれば、パケット廃
棄が起こった場合、二次負荷分散装置５００は、ウインドウサイズを半分に減らし、その
後に再び、パケット廃棄が起こるまで一つづつウインドウサイズを増やしていく。そして
、パケット廃棄が再び発生すると、再びウインドウサイズを半分に減らして同じことを繰
り返す。二次負荷分散装置５００は、上述した輻輳回避アルゴリズムが実行されている間
のウインドウサイズの平均値を平均輻輳ウインドウサイズとして求める。
【０１４８】
つぎに、二次負荷分散装置５００は、上述したラウンドトリップタイム、最大セグメント
サイズおよび平均輻輳ウインドウサイズに基づいて、クライアント側ＤＮＳサーバ１１０
との間の通信経路における実効帯域幅（転送速度）を求める。具体的には、二次負荷分散
装置５００は、実効帯域幅をＢＷ（バイト／秒）、ラウンドトリップタイムをＲＴＴ（ｍ
ｓｅｃ）、最大セグメントサイズをＭＳＳ（バイト）および平均輻輳ウインドウサイズを
Ｗ（パケット）としたつぎの（１）式に各値を代入することにより、実効帯域幅を求める
。
ＢＷ＝Ｗ×ＭＳＳ／ＲＴＴ　　・・・（１）
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【０１４９】
同様にして、ステップＳＨ３では、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０は、二次負荷
分散装置６００に対して経路負荷計測を依頼する。これにより、ステップＳＨ４では、二
次負荷分散装置６００は、二次負荷分散装置５００と同様にして、クライアント側ＤＮＳ
サーバ１１０との間の通信経路における実効帯域幅を求める。
【０１５０】
そして、二次負荷分散装置５００および二次負荷分散装置６００は、それぞれの実効帯域
幅を経路負荷計測結果として一次負荷分散装置（プライマリ）４１０へ送信する。これに
より、経路負荷計測結果集計スレッドＳ 9  が実行され、一次負荷分散装置（プライマリ）
４１０は、経路負荷計測結果を集計し、この集計結果に基づいて経路負荷計測テーブルＴ

5  （図８参照）を更新する。
【０１５１】
（アクセス動作）
つぎに、図１６および図１７を参照して一実施の形態におけるアクセス動作について説明
する。図１６において、ステップＳＩ１では、クライアント１００は、クライアント側Ｄ
ＮＳサーバ１１０に対して代表ドメイン名に基づくＤＮＳ問合せを行う。これにより、ク
ライアント側ＤＮＳサーバ１１０は、自身のキャッシュメモリに回答すべき二次負荷分散
装置５００または二次負荷分散装置６００のＩＰアドレスが保存されているか否かを判断
し、保存されている場合、ステップＳＩ４で上記ＩＰアドレスをクライアント１００へ回
答する。
【０１５２】
一方、キャッシュメモリに回答すべきＩＰアドレスが保存されていない場合、ステップＳ
Ｉ２では、クライアント側ＤＮＳサーバ１１０は、問い合わせがあったＤＮＳに関する権
限を有するサーバ側ＤＮＳサーバ（プライマリ）３１０に対してＤＮＳ問合せを行う。こ
れにより、サーバ側ＤＮＳサーバ（プライマリ）３１０は、登録されている一次負荷分散
装置（プライマリ）４１０、一次負荷分散装置（セカンダリ）４２０および一次負荷分散
装置（バックアップ）４３０のそれぞれのＩＰアドレスをクライアント側ＤＮＳサーバ１
１０に返答する。
【０１５３】
ステップＳＩ３では、クライアント側ＤＮＳサーバ１１０は、受信した都合三つのＩＰア
ドレスのうち、たとえば、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０のＩＰアドレスを用い
て、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０にアクセスする。すなわち、クライアント側
ＤＮＳサーバ１１０は、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０に対してＤＮＳ問合せを
行う。
【０１５４】
これにより、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０は、ＤＮＳ振分テーブルＴ 1  を参照
することで、全体の負荷が分散されるようなサイト、すなわち二次負荷分散装置のＩＰア
ドレスをクライアント側ＤＮＳサーバ１１０へ回答する。この場合、二次負荷分散装置６
００のＩＰアドレスが回答されたものとする。そして、ステップＳＩ４では、クライアン
ト側ＤＮＳサーバ１１０は、上記ＩＰアドレスをクライアント１００へ回答する。
【０１５５】
これにより、図１７に示したステップＳＪ１では、クライアント１００は、上記ＩＰアド
レスに基づいて二次負荷分散装置６００にアクセスする。これにより、ステップＳＪ２で
は、二次負荷分散装置６００は、クライアント１００からのＩＰパケット（サービス要求
）を、ＮＡＴ方式やＭＡＣ方式により、たとえば、サーバ６２０へ振り分ける。そして、
ステップＳＪ３では、サーバ６２０は、サービスを提供するための返信パケットを二次負
荷分散装置６００を介して、または直接クライアント１００へ送信する。これにより、サ
ーバ６２０からクライアント１００へサービスが提供される。
【０１５６】
以上説明したように、一実施の形態によれば、プライマリの一次負荷分散装置４１０を設
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定し、この一次負荷分散装置（プライマリ）４１０により、他の一次負荷分散装置（セカ
ンダリ）４２０、一次負荷分散装置（バックアップ）４３０、二次負荷分散装置５００お
よび二次負荷分散装置６００の運転状態を監視し、運転停止した装置がある場合、当該装
置を負荷分散を行う装置から除外するようにしたので、災害発生によるサービス停止を回
避することができる。
【０１５７】
また、一実施の形態によれば、あらかじめセカンダリの一次負荷分散装置４２０を設定す
るようにしたので、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０が運転停止した時点で即座に
一次負荷分散装置（セカンダリ）４２０をプライマリとして機能させることができるため
、プライマリが不在という致命的な事態を回避することができる。
【０１５８】
また、一実施の形態によれば、運転停止した一次負荷分散装置（プライマリ）４１０が運
転を再開すると、現時点でのプライマリである一次負荷分散装置４２０が一次負荷分散装
置（プライマリ）４１０に自動的に切り替わる。したがって、一実施の形態によれば、運
転停止した一次負荷分散装置（プライマリ）４１０の運転状態を相互監視により監視する
ようにしたので、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０が復旧した時点で即座に現時点
でのプライマリとしての一次負荷分散装置（セカンダリ）４２０を本来の一次負荷分散装
置（プライマリ）４１０に切り換えることができる。
【０１５９】
また、一実施の形態によれば、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０、一次負荷分散装
置（セカンダリ）４２０、一次負荷分散装置（バックアップ）４３０、二次負荷分散装置
５００および二次負荷分散装置６００のそれぞれを広域にわたって地理的に分散配置する
ようにしたので、局部的に発生する災害（地震等）が発生した場合であっても、最小限の
被災にとどめることができるため、災害発生によるサービス停止をさらに効果的に回避す
ることができる。
【０１６０】
また、一実施の形態によれば、一次負荷分散装置（プライマリ）４１０により作成／更新
されたＤＮＳ振分テーブルＴ 1  をその他の一次負荷分散装置（セカンダリ）４２０、一次
負荷分散装置（バックアップ）４３０へ配布するようにしたので、すべての一次負荷分散
装置（プライマリ）４１０、一次負荷分散装置（セカンダリ）４２０および一次負荷分散
装置（バックアップ）４３０で同一の基準で一次振り分けが行われるため、更新漏れによ
るトラブルを防止することができる。
【０１６１】
さらに、一実施の形態によれば、サーバ５１０、サーバ５２０、サーバ６１０およびサー
バ６２０における実際の負荷を測定した結果が反映されたＤＮＳ振分テーブルＴ 1  に基づ
いて、一次振り分けが行われるため、実際の負荷に応じた負荷分散を行うことができる。
【０１６２】
加えて、一実施の形態によれば、経路負荷が反映されたＤＮＳ振分テーブルＴ 1  に基づい
て、一次振り分けが行われるため、通信経路の状態に即した最適な負荷分散を行うことが
できる。
【０１６３】
【発明の効果】
　以上説明したように、請求項１にかかる発明によれば、

という効果を奏する。
【０１６４】
　また、請求項２にかかる発明によれば、

という効果を奏する。
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災害発生によるサービス停止を
回避することができ、さらに、二次負荷分散手段間の協調によっても負荷分散を実現可能
な２段階方式の負荷分散システムを得ることができる

一次振り分けの結果は、ＤＮＳ問合せのキャッ
シュとして問合せ元に一定期間記憶され、キャッシュを保持している問合せ元では、この
キャッシュに基づいて一次振り分けが行われることになるため、一次負荷分散手段の負荷
が軽減される



【０１６５】
　また、請求項３にかかる発明によれば、

という効果
を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明にかかる負荷分散システムの一実施の形態の概略構成を示す図である。
【図２】同一実施の形態の構成を示す図である。
【図３】図２に示した一次負荷分散装置４１０（プライマリ）の構成を示すブロック図で
ある。
【図４】図３に示したＤＮＳ振分テーブルＴ 1  の一例を示す図である。
【図５】図３に示したサイト運転状態テーブルＴ 2  の一例を示す図である。
【図６】図３に示したＬＢＣ運転状態テーブルＴ 3  の一例を示す図である。
【図７】図３に示したサイト負荷状態テーブルＴ 4  の一例を示す図である。
【図８】図３に示した経路負荷計測テーブルＴ 5  の一例を示す図である。
【図９】図３に示したポリシー情報テーブルＴ 6  の一例を示す図である。
【図１０】図３に示したＤＮＳアクセスログＬの一例を示す図である。
【図１１】図２に示した一次負荷分散装置４２０（セカンダリ）および一次負荷分散装置
４３０（バックアップ）の構成を示すブロック図である。
【図１２】同一実施の形態における運転監視動作を説明する図である。
【図１３】同一実施の形態におけるサイト負荷情報収集動作を説明する図である。
【図１４】同一実施の形態におけるＤＮＳアクセスログ収集動作を説明する図である。
【図１５】同一実施の形態における経路負荷情報収集動作を説明する図である。
【図１６】同一実施の形態におけるアクセス動作を説明する図である。
【図１７】同一実施の形態におけるアクセス動作を説明する図である。
【図１８】従来のネットワークシステムの構成例１を示す図である。
【図１９】従来のネットワークシステムの構成例１における災害発生時の動作を説明する
図である。
【図２０】従来のネットワークシステムの構成例２を示す図である。
【図２１】従来のネットワークシステムの構成例２における災害発生時の動作を説明する
図である。
【符号の説明】
１００　クライアント
２００　クライアント
４００　一次負荷分散装置群
４１０　一次負荷分散装置
４２０　一次負荷分散装置
４３０　一次負荷分散装置
５００　二次負荷分散装置
５１０　サーバ
５２０　サーバ
６００　二次負荷分散装置
６１０　サーバ
６２０　サーバ
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サービス要求の送信元との間の経路負荷が最も
少ないことが期待される二次負荷分散手段がサービス要求の振り分け先として選択される
ので、ネットワークに負荷をかけることなく負荷分散を実現することができる



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】
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【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】
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