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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータアプリケーションを実行中のデータ損失を最小限にする方法であって、
　前記コンピュータアプリケーションのコールをインターセプトするステップと、
　障害又は潜在的障害の存在を検出するためにインターセプトされた前記コールの結果を
調べるステップと、
　障害又は潜在的障害の前記存在が検出された場合に、
　　前記障害または潜在的障害を処理するためのメソッドを選択するステップと、
　　前記障害または潜在的障害を処理するための選択された前記メソッドを実行するステ
ップとを備え、
　前記インターセプトするステップ、調べるステップ、選択するステップおよび実行する
ステップは、前記コンピュータアプリケーションのコードにアクセスすることなく、ある
いは前記コンピュータアプリケーションのコードを修正することなく実行され、
　障害又は潜在的障害の前記存在が検出されない場合には、前記コンピュータアプリケー
ションへコントロールを戻し、
　前記障害または潜在的障害を処理するためのメソッドは、以下のメソッド、すなわち、
前記コンピュータアプリケーションの前記コードの実行をリダイレクトするメソッド、前
記コンピュータアプリケーションを一時中止するメソッド、および前記コンピュータアプ
リケーションのメモリスナップショットをとるメソッドの中から選択されることを特徴と
する方法。
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【請求項２】
　前記障害または潜在的障害を処理するための選択されたメソッドを実行するステップは
、データを保存するために前記コンピュータアプリケーションの保存ロジックを起動する
ことを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記障害または潜在的障害を処理するための選択されたメソッドを実行するステップは
、
　前記コンピュータアプリケーションを一時中止することと、
　再開の実行が可能であるとの指示を求めて前記コンピュータアプリケーションをモニタ
することと、
　前記コンピュータアプリケーションを再開するか、前記コンピュータアプリケーション
のプログラムカウンタをリセットするか、あるいは、障害を起こした元のＡＰＩを再起動
するかのいずれかを選択することとを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記障害または潜在的障害を処理するための選択されたメソッドを実行するステップは
、
　前記コンピュータアプリケーションを一時中止することと、
　前記コンピュータアプリケーションのメモリスナップショットをとることと、
　前記メモリスナップショットを不揮発性ストレージ手段にストアすることとをさらに含
むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記コンピュータアプリケーションの内部オペレーションをモニタするステップをさら
に備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　外部イベントをモニタするステップをさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項７】
　前記障害または潜在的障害に関して前記コンピュータアプリケーションのユーザと通信
するステップをさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　共通エントリポイントを特定するために前記コンピュータアプリケーションのコードを
分析するステップをさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　共通エントリポイントを特定するためにコードを分析するステップは、その実行中に前
記アプリケーションをトレースすることを含むことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願との相互参照
　本出願は、２００４年７月２０日出願の米国仮特許出願第６０／５８９，２６２号に基
づき優先権主張するものであり、その内容は引用により本明細書に含まれるものである。
【０００２】
　本発明は、一般的には、コンピュータソフトウェアアプリケーションのフォルトトレラ
ンスに関し、さらに、個々のアプリケーションがプログラミングの対象となっていなかっ
たか、あるいは意図していなかった障害発生のシナリオにおいてその操作を可能にする方
法とシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　コンピュータシステムおよびソフトウェアアプリケーションはますます複雑化し、分散
化されている。これらの要因のどちらも、データ損失という共通問題を引き起こす原因に
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なっている。エンドユーザがソフトウェアアプリケーションを操作するとき、その操作の
結果を１または２以上のデータファイル内やデータベースに、あるいは他の場所に保存し
ておくのが普通である。これらの操作をコミットするアクションを行なうと、実効的にチ
ェックポイント（ｃｈｅｃｋｐｏｉｎｔ）として働くステート変化（ｓｔａｔｅ　ｃｈａ
ｎｇｅｓ）がシステム内に引き起こされる。アプリケーションプログラマは、自分のソフ
トウェアプログラムがこれらのチェックポイントで意図した通りに実行されることを保証
し、その変化をコミットまたは拒絶するのに大量の時間を費やしている。
【０００４】
　しかし、ステート変化がこれらのチェックポイントとチェックポイントの間に累積して
いくことも普通になっている。大部分のソフトウェアアプリケーションでは、コミットと
コミットの間に大量の時間が経過するか、あるいは操作が行なわれることがある。このイ
ンターバル期間にアプリケーションに障害が起こったとき、ユーザによってとられたアク
ションが失われて、最後のチェックポイントに戻されることがある。この場合、ユーザは
アプリケーションを再オープンし、表示可能なステートを調べてなにが失われたかを把握
し、とられたアクションを再現する必要がある。
【０００５】
　アプリケーション障害は、ネットワーク障害、ハードウェア障害、サーバまたはシステ
ムの障害、あるいは他の操作上の瞬間的異常（ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｇｌｉｔｃｈｅｓ）
といった、いくつかの理由で発生する可能性がある。新しいソフトウェアモードでは、ユ
ーザがラップトップや他のモバイルデバイスをネットワークから切り離したり、あるいは
アプリケーションがストリーム化されるか、クライアントコンピュータにばらばらに（ｉ
ｎ　ｐｉｅｃｅｓ）配信されたりするので、障害が発生する可能性が増加している。多く
のアプリケーションは、ネットワークから切り離されている間も操作される設計にも、プ
ログラムとその資産（ａｓｓｅｔｓ）全体がランタイム（ａｔ　ｒｕｎｔｉｍｅ）に存在
しなくても操作される設計にもなっていない。
【０００６】
　アプリケーションを書き直したり、あるいはすべての形体の障害を考慮に入れたりする
と、コスト的にも時間的にも高くつくので、そのようにしなくても、上記障害や他の形体
の障害を受容または解消することによって、チェックポイント個所の作業損失だけでなく
チェックポイントとチェックポイントの間の作業損失もなくす手段が望まれている。
【０００７】
　どのソフトウェアアプリケーションに修正を加えなくても、あるいはソフトウェアアプ
リケーションのコードや設計にアクセスしなくても、望みの障害許容力（ｒｅｓｉｌｉｅ
ｎｃｙ－フォルトトレランス）が得られるようにする、単純で汎用目的のメソッド群が提
案されている。
【０００８】
　特定のアプリケーションまたは目的のために設計時に、この問題の解決を行なうための
メソッドが提案されている。そのようなメソッドとしては、特許文献１に開示されている
ものがある。特許文献２には、アプリケーション開発者が使用するために作成されたフォ
ルトトレラントルーチンのライブラリが開示されている。特許文献２の方法によれば、ア
プリケーションをフォルトトレラントになるように設計し、構築する必要のある制約は、
上記ライブラリの使用によって解消されている。また、この発明によれば、過去、現在お
よび将来のソフトウェアシステムの多くの要求条件を処理するための拡張可能なソリュー
ションフレームワークが提供されている。
【０００９】
【特許文献１】米国特許第６，０１４，６８１号（Ｗａｌｋｅｒ他）、発明の名称「バッ
クグラウンド保存スレッドを使用してドキュメントを保存する方法（Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏ
ｒ　Ｓａｖｉｎｇ　ａ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｕｓｉｎｇ　ａ　Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ　Ｓ
ａｖｅ　Ｔｈｒｅａｄ）」
【特許文献２】米国特許第５，７４８，８８２号（Ｈｕａｎｇ）、発明の名称「フォルト
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トレラントコンピューティングのための装置と方法（Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ａｎｄ　Ｍｅ
ｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｆａｕｌｔ－Ｔｏｌｅｒａｎｔ　Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ）」
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、障害または潜在的障害がコンピュータアプリケーションで発生したときのデ
ータ損失を防止または最小限にする方法とシステムを提供することを課題にしている。本
発明の方法とシステムによれば、使用中のアプリケーションのコードに修正を加えなくて
も、あるいはコードにアクセスしなくても、データ損失を最小限にし、あるいは防止する
ことを可能にしている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明では、ターゲットコンピュータ上で実行中のプライマリアプリケーション（ｐｒ
ｉｍａｒｙ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ）をモニタして、プライマリアプリケーションにお
ける障害または潜在的障害の存在を検出するためのヘルパ（ｈｅｌｐｅｒ）アプリケーシ
ョンが用意されている。障害が検出されると、ヘルパアプリケーションは、その障害を処
理するためのメソッドを選択し、そのあと選択したメソッドを実行する。
【００１２】
　ヘルパアプリケーションは、プライマリアプリケーションへのコールをインターセプト
（ｉｎｔｅｒｃｅｐｔ）し、そのコールの結果を調べることによってプライマリアプリケ
ーションをモニタしている。ヘルパアプリケーションは、アプリケーションの内部オペレ
ーション（ロジック障害など）および／または外部オペレーション（ネットワーク接続性
（ｎｅｔｗｏｒｋ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ）の損失、アプリケーションによって要求
された外部サービスの障害、接続デバイスの障害、およびピアまたはサーバネットワーク
の障害など）をモニタしている。
【００１３】
　障害が特定されると、ヘルパアプリケーションはどの障害ハンドラ（ｆａｕｌｔ　ｈａ
ｎｄｌｅｒ）が最も適しているかを判断する。本発明の好適実施形態では、障害ハンドラ
としてリダイレクションハンドラ（ｒｅｄｉｒｅｃｔｉｏｎ　ｈａｎｄｌｅｒ）、一時中
止ハンドラ（ｓｕｓｐｅｎｄｉｎｇ　ｈａｎｄｌｅｒ）およびスナップショットハンドラ
（ｓｎａｐｓｈｏｔ　ｈａｎｄｌｅｒ）が用意されている。システムは、異なる目的別に
異なるハンドラがいくつでも利用できるように拡張可能になっている。その他のハンドラ
の例としては、自動リスタートハンドラ（ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｒｅｓｔａｒｔ　ｈａｎ
ｄｌｅｒ）または巻き戻しハンドラ（ｒｅｗｉｎｄｉｎｇ　ｈａｎｄｌｅｒ）がある。
【００１４】
　リダイレクションハンドラが選択された場合は、リダイレクションハンドラは、プライ
マリアプリケーションの保存ロジックを起動（ｉｎｖｏｋｅ）する。保存ロジックは、（
ａ）プライマリアプリケーションの保存エントリポイントを直接にコールするか、（ｂ）
プログラムカウンタを保存エントリポイントにリセットするか、あるいは（ｃ）保存のコ
ールを強行するためにジャンプ命令を挿入することにより起動することができる。
【００１５】
　一時中止ハンドラが選択された場合は、一時中止ハンドラはアプリケーションを一時中
止し、再開が可能であるとの通知を待つ。この通知を受けると、一時中止ハンドラは、（
ａ）プライマリアプリケーションを再開するか、（ｂ）プライマリアプリケーションのプ
ログラムカウンタをリセットするか、あるいは（ｃ）障害を起こした元のＡＰＩを再起動
する。一時中止ハンドラは、あらかじめ決めた手段を通してのみプライマリアプリケーシ
ョンを制御可能にすることにより、プライマリアプリケーションが一時中止されている間
にプライマリアプリケーションが偶発的に再開されるのを防止する。プライマリアプリケ
ーションは障害が持続している間一時中止させることができるが、障害ステートを予想し
てユーザインタフェースによって一時中止させることも可能である。
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【００１６】
　スナップショットハンドラが選択された場合は、スナップショットハンドラは、プライ
マリアプリケーションに障害または潜在的障害が存在することに応答してプライマリアプ
リケーションのプロセスとスレッドを一時中止する。そのあと、スナップショットハンド
ラはプライマリアプリケーションのメモリスナップショットをとり、そのメモリを不揮発
性ストレージ（ｎｏｎ－ｖｏｌａｔｉｌｅ　ｓｔｏｒａｇｅ）にストアし、起動時にプラ
イマリアプリケーションをリストアする。スナップショットハンドラは、障害がクリアさ
れるか、あるいはユーザによって明示的に確認されるまでプライマリアプリケーションが
再起動されるのを防止する。
【発明の効果】
【００１７】
　上述した実施形態では、ヘルパアプリケーションは処理する障害別に分類すると共に、
起動できるハンドラ別に分類している。このことは、種々の手法を通してオフラインまた
はオンラインでシステムに知らせることができる。最も基本的なシステムでは、ハンドラ
はすべての障害を検出するように単に登録されるだけである。
【００１８】
　本発明の別の側面によれば、追加のステップとして、プライマリアプリケーションコー
ドについてスタティック分析（ｓｔａｔｉｃ　ａｎａｌｙｓｉｓ）が行なわれ、その構成
だけでなく障害を引き起こす潜在性も判断されると共に、「保存」または「終了（ｅｘｉ
ｔ）」といった共通プログラムエントリポイントが判断される。分析が完了したあと、ア
ナライザは、回復可能な障害と回復可能でない障害および推奨処理方法のリストを提示す
ることができる。どちらの障害群の場合も、障害ハンドラを構成するためのアクションを
禁止することができる。回復可能でない障害の場合は、リダイレクションハンドラが使用
されるのが普通である。「保存」コードが存在しないか、あるいは特定できない場合は、
データが必ずしも保存されないことがあっても、安全に終了するだけで済むようにシステ
ムをセットアップすることができる。
【００１９】
　プログラムエントリポイントを分析するために、ヘルパアプリケーションは、ソースを
見つけるためにプラットフォーム知識を使用することができる。代替実施形態では、障害
とエントリポイントは、ダイナミック分析（ｄｙｎａｍｉｃ　ａｎａｌｙｓｉｓ）を使用
して特定することができる。従って、これらのシグネーチャ（ｓｉｇｎａｔｕｒｅ）を特
定するためにその実行中にプログラムをトレースすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　ソフトウェアアプリケーション１００は、図１に示すようにターゲットコンピュータ１
０１上で実行されている。ヘルパアプリケーション１０２は同じコンピュータ上で同時並
行に実行されているが、その全体または一部を代替コンピュータ１０３上にサービスプロ
グラムとして置いておくことも可能である。このヘルパアプリケーション１０２はスタン
ドアロンプロセスとしても、プライマリアプリケーションのメモリ空間に入れておくこと
も、あるいはコンピュータのオペレーティングシステムの一部としても、デバイスドライ
バとしても、その他としても置いておくことができる。プライマリアプリケーション１０
０はコンパイルし直す必要もなければ、修正する必要もない。プライマリアプリケーショ
ン１００はスタンドアロンプログラムとして置いておくことも、ナットワーク内の１また
は２以上のピア（ｐｅｅｒ）またはサーバコンピュータと通信するように置いておくこと
もできる。
【００２１】
　　図２を参照して説明すると、ヘルパアプリケーション１０２は障害ディテクタ（ｆａ
ｕｌｔ　ｄｅｔｅｃｔｏｒ）２０１、障害ハンドラ（ｆａｕｌｔ　ｈａｎｄｌｅｒ）２０
２、および知識ベース（ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ　ｂａｓｅ）２０３を含んでいる。プライマ
リアプリケーション１００が実行されると、傷害ディテクタ２０１はプライマリアプリケ
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ーション１００をモニタして、障害の存在を検出することを試みている。障害検出はプラ
イマリアプリケーション１００の内部オペレーションに対する応答としても、ネットワー
ク接続性（ｎｅｔｗｏｒｋ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ）の損失、アプリケーションによ
って要求された外部サービスの障害、プリンタやモデムなどの接続デバイスの障害、ネッ
トワーク内のピアまたはサーバコンピュータの障害といった、他の外部要因に対する応答
としても行なわれる。内部エラーを受け入れるために、障害ディテクタは種々のメッセー
ジおよびプライマリアプリケーション１００によってとられたアクションをインターセプ
トする。一例のメソッド（図２に図示）では、ヘルパアプリケーション１０２は、標準Ｃ
ランタイムライブラリ内のｍａｌｌｏｃ（）とｆｒｅｅ（）の使用といったように、メモ
リ割り振りルーチン（ｍｅｍｏｒｙ　ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　ｒｏｕｔｉｎｅ）へのプラ
イマリアプリケーションのコールをモニタしている。ｍａｌｌｏｃ（）ルーチンが要求さ
れたメモリを割り振ることができないときは、メモリ障害が発生している。
【００２２】
　この例では、ｍａｌｌｏｃ（）ルーチンへのプライマリアプリケーションのコールは障
害ディテクタによってインターセプトされる。なお、本発明の代替実施形態では、障害デ
ィテクタは、実際にはルーチンコールをインターセプトすることなく、その出力から例外
、正しくないリターンコードや他の正しくない振る舞い（ｂｅｈａｖｉｏｒ）といった障
害をモニタするように動作させることが可能になっている。インターセプトされたコール
はｍａｌｌｏｃ（）ルーチンに転送される。このルーチンから戻ると、障害ディテクタは
コールの結果を調べる。この時点で、障害ディテクタはブランチして、コントロール（制
御権）をプライマリアプリケーション１００に戻すか、あるいは障害ハンドラ２０２を起
動する。障害ハンドラ２０２はスタティックにコーディングされた判定（ｓｔａｔｉｃａ
ｌｌｙ　ｃｏｄｅｄ　ｄｅｃｉｓｉｏｎ）および／または構成可能な知識ベース（２０３
）（図２に図示）のようなシステムで構成し、もっと大きなセットの振る舞いやヒューリ
スティックに基づいて障害処理ルーチンを起動することができる。
【００２３】
　一実施形態では、知識ベース２０３は、種々の障害シナリオに対応するように構成可能
なルールと振る舞いのセット（ｓｅｔ　ｏｆ　ｒｕｌｅｓ　ａｎｄ　ｂｅｈａｖｉｏｒｓ
）で構成されている。ルールベース（ｒｕｌｅ　ｂａｓｅ）である知識ベースは、時間の
経過と共に拡張可能にもなっている。ルールを追加するだけで、新しい障害を処理し、新
しい振る舞いを採用し、あるいは利用可能な情報に基づいて異なる判断を行なうようにシ
ステムの能力を拡張することができる。障害ハンドラは、現在の障害に関して利用可能な
情報を使用して知識ベースをクエリ（照会）する。この例では、障害ハンドラは、現行プ
ログラム内でｍａｌｌｏｃ＿ｆａｉｌｅｄイベントが起こったことを知識ベースに通知す
る。そのあと、知識ベースはそのルールベースを起動し、アプリケーションとマシンの現
ステート、発生した障害のタイプ、その障害と共に利用可能な重大度（ｓｅｖｅｒｉｔｙ
）または拡張エラー情報、またはアプリケーション固有の障害処理ルールに関して、ルー
ルベースのルールに基づいて判断を行なう。知識ベースは、判定ツリー（ｄｅｃｉｓｉｏ
ｎ　ｔｒｅｅｓ）、ケース方式の推論（ｃａｓｅｄ－ｂａｓｅｄ　ｒｅａｓｏｎｅｒｓ）
、または手法の組み合わせといった、種々の方法で実現することができる。知識ベースの
処理結果は、障害に対する応答としてとられるアクションが選択されたか、あるいはどの
アクションも選択されなかったか、である。このリターン命令は、現行障害をどのように
処理すべきかを障害ハンドラに指示する。
【００２４】
　障害ディテクタ２０１は、ターゲットコンピュータ１０１上またはターゲットコンピュ
ータが属しているネットワーク内の外部イベントにも応答する。例えば、ターゲットコン
ピュータ１０１は、モバイルデバイスがバッテリで稼動しているときのように、そのパワ
ーが低下したことを知らせることができる。障害検出システム（ｆａｕｌｔ　ｄｅｔｅｃ
ｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ）２０１はこのイベントを観察し、知識ベースを通して該当回復
アクションを選択するために障害ハンドラを起動することができる。その他の実施形態で
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は、障害ディテクタ２０１は、ネットワーク接続性の損失、アプリケーションによって要
求された外部サービスの障害、プリンタやモデムなどの接続デバイスの障害、ネットワー
ク内のピアまたはサーバコンピュータの障害、その他の重要イベントに応答するように構
成することができる。この場合、障害ディテクタは２つの異なるモジュール、すなわち、
アプリケーション固有の障害を観察するモジュールとシステム全体の障害または環境上の
問題を観察するモジュールを含んでいるものと見ることができる。
【００２５】
　障害ディテクタ２０１は、ネットワークから切り離すことができるモバイルデバイスと
関連付けて使用することができる。このタイプのデバイスでは、ネットワーク割り込み 
（ｎｅｔｗｏｒｋ　ｉｎｔｅｒｒｕｐｔｉｏｎ）が頻繁に起こる可能性があり、プライマ
リアプリケーション１００のコードは、モバイル用に設計されていないことがある。さら
に、モバイルデバイスでは、プライマリアプリケーション１００のコードは配信モード用
にストリーム化することが可能であり、このモードでは、プライマリアプリケーション１
００はプライマリアプリケーション１００のある種の関数を操作するために必要なコード
セグメントに分割されている。これらのコードセグメントは、ジャストインタイム（ｊｕ
ｓｔ－ｉｎ－ｔｉｍｅ）でモバイルデバイスに配信されるので、プライマリアプリケーシ
ョン１００はフットプリント（ｆｏｏｔｐｒｉｎｔ：実装面積）を最小にして迅速に配置
することができる。このモードでは、モバイルデバイスのオペレータは、利用可能でない
プライマリアプリケーションの関数を、オフラインで使用中のときに要求することがよく
ある。この関数が要求された時点では、コードセグメントは存在していないので、ネット
ワークからアクセス可能になっていない。
【００２６】
　本発明の一実施形態では、プライマリアプリケーションのシステムコードページにアク
セスできないことを示すページ不在（ｐａｇｅ　ｆａｕｌｔ）がモバイルデバイスのオペ
レーティングシステムから出されると、障害ディテクタ２０１はこの障害をトラップ（ｔ
ｒａｐ）し、障害ハンドラ２０２を起動する。別の実施形態では、障害ディテクタ２０１
は、アプリケーションをストリーム化するためのシステムの一部として、モバイルデバイ
スのオペレーティングシステム内に埋め込まれている。このシステムでは、データパケッ
トのネットワーク要求が失敗したとき、および障害を起こした振る舞いが直接に検出され
たときに、ページ不在が起こる前に傷害を検出することができる。
【００２７】
　モバイルデバイスはネットワークから切り離されることがあるので、ネットワークリソ
ースとの連絡を失ったり、連絡不能になったりすることがある。プライマリアプリケーシ
ョン１００がネットワークとの接続を試みて、失敗すると、別のクラスの障害が起こる可
能性がある。このクラスの障害では、障害ディテクタ２０１はネットワークに対する要求
をインターセプトし、失敗すると、適切な、障害を起こした振る舞いを実行することがで
きる。
【００２８】
　上述したように、障害が検出されると、障害ハンドラ２０２は、どの障害ハンドラが最
も適しているかを判断する。あるケースでは、障害ハンドラはヘルパアプリケーション１
０２を起動して、ユーザがとるべきアクションを判断できるようにするか、あるいはヘル
パアプリケーションによって構成されているアクションを起動する。ヘルパアプリケーシ
ョンは障害の存在をユーザに通知することも、その障害を内部ログに記録することも、障
害通知をＳＮＭＰ、ＷＭＩまたはＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）イベントログ（Ｅｖｅｎｔ
　Ｌｏｇ）などの、種々のモニタリングシステムに転送することもできる。ヘルパアプリ
ケーションは、障害を処理することを選択するか、あるいは障害の発生を許容するかをユ
ーザに質問することもでき、さらに、多数のアクションが可能な場合には、該当するアク
ションを選択するようにユーザに求めることができる。
【００２９】
　プライマリ障害ハンドラとしては、リダイレクションハンドラ、一時中止ハンドラ、お
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よびスナップショットハンドラがある。以下では、これらの障害ハンドラの各々について
詳しく説明する。
【００３０】
リダイレクションハンドラ
　リダイレクションハンドラが起動されたときは、リダイレクションハンドラはプライマ
リアプリケーションをプライマリアプリケーションの「保存と終了」ロジックにリダイレ
クトし、そのあと終了する。リダイレクションハンドラを使用する本発明の実施形態は図
３に示されている。障害が発生した時点では、プライマリアプリケーション１００は、障
害ディテクタ２０１のインターセプトルーチン（ｉｎｔｅｒｃｅｐｔ　ｒｏｕｔｉｎｅ）
の内側で実行されている。オペレーティングシステムのプログラムカウンタは、現在この
インターセプトルーチンをポイントしているので、障害を起こしたＡＰＩへのコールの後
の次の命令を実行することを続けるのが通常である。リダイレクションハンドラは、順に
、アプリケーションの保存ロジック３０２を起動してから、プライマリアプリケーション
１００から出ることになる。この保存ロジックの起動は、（ａ）プライマリアプリケーシ
ョン１００の保存エントリポイントを直接にコールするか、（ｂ）プログラムカウンタを
保存エントリポイントにリセットするか、あるいは（ｃ）保存と終了ロジックを強制する
ためにコール側プログラムにジャンプ命令を挿入するか、によって実現されている。
【００３１】
　図３に示す例では、プライマリアプリケーションは、ＡＰＩのｃａｌｌ＿ｔｈｅｓａｕ
ｒｕｓ（）をコールすることを試みる。このルーチンのコードセグメントはオペレーティ
ングシステム３０３によってページインされていない。従って、オペレーティングシステ
ム３０３はコールをインターセプトし、コードページをリトリーブするためにそのバーチ
ャルメモリマネージャ３０４にクエリする。これが失敗したときは、オペレーティングシ
ステム３０３はページ不在を引き起こし、通常はプライマリアプリケーションを中止する
。そのあと、ページ不在はリダイレクションハンドラ３０６によってインターセプトされ
る。別の方法として、リダイレクションハンドラ３０６は、「コードをリトリーブするの
に失敗した」ページをルーチンから直接に受け取ることもできる。
【００３２】
　ケースによっては、プライマリアプリケーションには、保存と終了にはいくつかの変形
がある場合がある。そのようなものとして、「別名保管（ｓａｖｅ　ａｓ）」、「切り離
し（ｄｉｓｃｏｎｎｅｃｔ）」または「終了（ｅｘｉｔ）」があり、これは保存関数をカ
プセル化している。障害ハンドラ３０６は、ユーザが完了した作業を安全な方法で保存し
、アプリケーションから出られるようにして、アプリケーションの障害および／またはク
ラッシュを回避することを保証する。ユーザはアプリケーションから出たあと、アプリケ
ーションをリスタートすることができるが、ユーザには、障害が発生したことおよび再発
のおそれのあることが知らされる。
【００３３】
　障害ハンドラの一実施形態では、プライマリアプリケーションはその「保存」ロジック
を起動するが、そのデータファイルはローカルデータソースまたはプロキシストア（ｐｒ
ｏｘｙ　ｓｔｏｒｅ）にリダイレクトされるので、プライマリアプリケーションは、デー
タファイルが壊されているため書き込みに失敗した場合や、データファイルがネットワー
クファイルであって、ネットワークが利用できない場合に、その保存オペレーションを完
了することができる。プログラムは、ネットワークファイルサーバと通信できなかったか
、あるいはそのファイルを効果的に保存できなかったものとして、別のエラーを引き起こ
すのが通常である。再接続されたとき、データファイルまたはプロキシストアは、ソース
データファイルと同期させることも、ソースデータファイルを置き換えることもできる。
【００３４】
一時中止ハンドラ
　一時中止ハンドラが起動されたときは、一時中止ハンドラは、プライマリアプリケーシ
ョン１００を構成するすべてのプロセス、子プロセスおよびスレッドを一時中止する。プ
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ライマリアプリケーション１００が一時中止されたあと、一時中止ハンドラは再開が可能
であるとの通知を待っている（例えば、ネットワークが再確立された、あるいはユーザが
継続を望んでいることを示すコントロールを選択した、といったイベント）。継続の要求
を受けたときは、一時中止ハンドラは、（ａ）プライマリアプリケーションを直接に再開
すること、（ｂ）プログラムカウンタをリセットすること、あるいは（ｃ）障害を起こし
た元のＡＰＩを再起動することができる。
【００３５】
　一時中止している間、プライマリアプリケーション１００はその全体形式が存在したま
まになっており、ターゲットコンピュータ１０１上のアプリケーションとして見られてい
る。一実施形態では、一時中止ハンドラは、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）　Ｔａｓｋ　Ｍ
ａｎａｇｅｒなどの簡易システムツールを通してプライマリアプリケーションが偶発的に
再開するのを防止している。一時中止ハンドラは、明示的手段を通してあるいは内部ヘル
パアプリケーション１０２を通してのみ制御可能になるようにプライマリアプリケーショ
ンを一時中止する。
【００３６】
　一時中止ハンドラは、明示的「保存」関数がないアプリケーション用に使用されること
が多い。アプリケーションは一連の副次作用（ｓｉｄｅ　ｅｆｆｅｃｔ）として、あるい
は外部サーバ、データベースまたは他のシステムとの通信を通してそのステートを保存し
ている。１つの例において、アプリケーションがハイパテキストアプリケーションであり
、ＨＴＴＰサーバとのコネクションが失われたとする。この例では、ハイパテキストアプ
リケーションのユーザ側のステートをストアすることも、ハイパテキストブラウザアプリ
ケーション全体をストアすることもできる。サーバがオンラインに戻ったとき、アプリケ
ーションは保存したステートを使用して継続することができる。
【００３７】
スナップショットハンドラ
　障害が長期的な問題であることを示し、ターゲットコンピュータがパワーサイクル（ｐ
ｏｗｅｒ　ｃｙｃｌｅｄ）しているか、あるいは別の障害を受けている可能性があるため
に、一時中止が問題の持続より長く存続しない場合、スナップショットハンドラが起動さ
れる。この事態が起こった場合には、後日のリストアに備えてプライマリアプリケーショ
ンの稼動状態をバックアップにとっておくことが望ましい。
【００３８】
　スナップショットハンドラが起動されると、スナップショットハンドラは、プライマリ
アプリケーションのプロセスとスレッドを一時中止し、プライマリアプリケーションのメ
モリスナップショットをとるが、この中には、アプリケーションの一部ではなく、アプリ
ケーションをプロセスとしてリストアするために使用されるカーネルデータ構造が含まれ
ている。このメモリスナップショットは、後日の回復に備えてディスクに書き出しておく
ことができる。別の方法では、スナップショットハンドラは、よりきめ細かい回復が行な
えるように定期的に、先を見越してプライマリアプリケーションのスナップショットをと
ることができる。極度のオーバヘッドを回避するために、メモリスナップショットを迅速
にとり、バックグラウンドでメモリをディスクまたは他の不揮発性ストレージにストアす
ることができる。スナップショットが完了すると、スナップショットハンドラは、スナッ
プショットがとられたのが長期的な問題のためであれば、プライマリアプリケーションを
中止することができる。
【００３９】
　プライマリアプリケーションが中止されると、ヘルパアプリケーション１０２は、障害
がクリアされるか、あるいはユーザがアプリケーションを再起動することを望んでいるこ
とを明示的に確認するまでは、アプリケーションが再起動されるのを防止する働きをする
。起動されたとき、ヘルパアプリケーションはプライマリアプリケーションをリストアす
ることができるが、プライマリアプリケーションの別のインスタンスを作成させるだけで
済ますこともできる。別の方法として、ヘルパアプリケーションは、スナップショットイ
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メージをネットワーク内のピアまたはサーバコンピュータに転送し、そこで再開させるこ
ともできる。
【００４０】
　リストアされると、障害ハンドラは、プロセスのメモリを逆マッピング（ｍａｐ　ｂａ
ｃｋ）し、プログラムが中止されたときと同じように正確に継続できるように内部オペレ
ーティングシステムのカーネルデータ構造をリセットする。１つの例として、アプリケー
ション１００が障害発生時にいくつかのファイルをオープンしている場合には、スナップ
ショットハンドラは、これらのファイルを再オープンし、プライマリアプリケーションが
旧ファイルハンドルの使用を試みてエラーを引き起こさないように、知らされたファイル
ハンドルを再割り当てする必要がある。また、ファイルハンドルは、ストリームアクセス
のためにセットされている場合は、ファイル内の該当オフセットをポイントしていなけれ
ばならない。
【００４１】
　図５は、本発明のヘルパアプリケーションの一実施形態のフローチャートを示す図であ
る。潜在的に障害のあるＡＰＩがステップ５０１、５０２でコールされ、ヘルパアプリケ
ーション１０２は、コールが正しく行なわれたかどうか、あるいは障害が発生したかどう
かをステップ５０４で質問する。障害が発生していなければ、ステップ５０５でアプリケ
ーションからＡＰＩの結果が戻される。障害が発生していれば、ヘルパアプリケーション
１０２は障害ハンドラを特定し、リダイレクションハンドラと一時中止ハンドラのどちら
かを選択する。一時中止ハンドラがステップ５０８で選択された場合は、ヘルパプログラ
ムはプライマリアプリケーションが再開可能であるかどうかを質問する。プログラムが再
開される場合は、ステップ５０５でプログラムからＡＰＩ結果が戻される。プライマリア
プリケーションが再開されない場合は、ヘルパアプリケーションはＡＰＩを再起動するか
どうかをステップ５１０で質問する。ＡＰＩが再起動されない場合は、ヘルパアプリケー
ションはスナップショットが利用可能であるかどうかを質問する。ステップ５１１におい
てスナップショットが利用可能であれば、ヘルパアプリケーションはステップ５１３でＰ
Ｃをスナップショットに戻す。スナップショットが利用可能でなければ、ステップ５１２
でプログラムカウンタをリセットする。
【００４２】
　本発明のさらに別の実施形態では、ヘルパアプリケーション１０２は、データベース、
ＴＣＰ／ＩＰソケットまたは他のＩＰＣメカニズムなどとの外部コネクションもリストア
する。それを行なうために、ヘルパアプリケーション１０２は、ＨＴＴＰサーバによるデ
ータベースログインや認証といった援助をユーザに求めることがある。上述したように、
システムは、いくつかのプライマリアプリケーション内部をリセットしたり、ソケット記
述子（ｓｏｃｋｅｔ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｏｒ）のように、変化したエンティティにハンド
ルをリダイレクトしたりする必要が起こることがある。代替実施形態では、障害の有無に
関係なく、ユーザがこの振る舞いを明示的に起動するのを可能にするユーザインタフェー
スを設けることができる。
【００４３】
　ヘルパアプリケーションは、ヘルパアプリケーションが処理する障害別に分類すると共
に、ヘルパアプリケーションが起動できるハンドル別に分類する。ヘルパアプリケーショ
ンは、種々の手法を通してこのことをオフラインまたはオンラインで知ることができる。
一例では、障害ハンドラは、すべての障害を検出するように登録される。
【００４４】
　本発明の別の実施形態では、プライマリアプリケーションコードについてスタティック
分析を行なうために追加ステップがとられて、その構成と障害の潜在性が判断されると共
に、「保存」や「終了」などの共通プログラムエントリポイントが判断される。潜在的障
害を調べるとき、分析ルーチンは、ファイルへのアクセスまたはＯＤＢＣによるデータベ
ースへのアクセスといった共通ＡＰＩのセットの使用、あるいは上述したように、ｍａｌ
ｌｏｃ（）とｆｒｅｅ（）などのメモリルーチンまたはｓｏｃｋｅｔ（）またはＷｉｎｄ
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ｏｗｓ（登録商標）　ＧｅｔＮａｍｅｄＰｉｐｅ（）などのＩＰＣルーチンの使用を探し
出す。
【００４５】
　分析が完了したあと、アナライザ４０３は、システムの利用可能障害ハンドラを通して
回復可能であると分かっている障害および回復可能でない障害と障害処理のための推奨方
法のリストを提示することができる（図４参照）。どちらの障害の場合も、障害ハンドラ
を構成するためのアクションを禁止することができる。回復可能でない障害の場合は、リ
ダイレクションハンドラが使用されるのが普通である。「保存」コードが存在しないか、
特定できない場合は、システムは単純に安全に終了するようにセットアップすることがで
きる。
【００４６】
　プログラムエントリポイントを分析するために、システムはプラットフォームの知識を
使用してソースを見つけることができる。例えば、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ
（登録商標）プラットフォームでは、ＷＭ＿ＥＸＩＴメッセージに応答できるメッセージ
ハンドラは、プログラムの「終了」ルーチンに対応付けることができる。従って、ＷＭ＿
ＥＸＩＴをサーチすると、この関数ポイント（ｆｕｎｃｔｉｏｎ　ｐｏｉｎｔ）が示され
る。別の方法として、リソースファイルには、Ｆｉｌｅ：Ｅｘｉｔメニューコマンドと起
動時に生成されるＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）メッセージを記述することができる。これ
らのインジケータが存在しないときは、アナライザはさらに進んで、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登
録商標）　ＥｘｉｔＰｒｏｃｅｓｓ（）またはｅｘｉｔ（）ルーチンなどの、ＡＰＩの使
用を探し出す。「保存」ルーチンを探し出すとき、アナライザはファイルまたは外部デー
タソースの使用を探し出すことができる。
【００４７】
　代替実施形態では、障害とエントリポイントはダイナミック分析を使用して特定するこ
とができる。プログラムは、これらのシグネーチャ（ｓｉｇｎａｔｕｒｅ）を特定するた
めにその実行中にトレースすることができる。一実施形態では、ダイナミック分析は、マ
クロ記録（ｍａｃｒｏ　ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ）と同じようにエントリポイントを記録する
エントリポイント識別子ＵＩ４０４を使用して行なわれる。「保存」関数を特定している
ことをユーザが示していると、この識別子にはすべてのＵＩとプログラムアクティビティ
が記録される。これらのシグネーチャから、エントリポイントと関連コードを特定するこ
とができる。アプリケーションがオフラインで使用されるストリーム化アプリケーション
（ｓｔｒｅａｍｅｄ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ）では、「保存」と「終了」関数で特定さ
れたコードには、この振る舞いが起動可能であることを保証するためにコードが常にスト
リーム化され、オフラインモードで存在していなければならないことを示すタグが特別に
付けられる。
【００４８】
　本発明によれば、アプリケーションの使用中の破壊や障害を、作業を失うことなく受け
入れることを可能にする手段も提供されている。アプリケーションの使用中に障害が起こ
ると、そのプログラムで行なわれた一部の作業量が、完了しているか否かに関係なく、放
棄されるのが通常である。本発明のシステムと方法によれば、プログラムを単純に回復す
るのではなく、それ以上にデータ損失が起こらないことを保証する手段が使用可能になっ
ている。さらに、これは、ソフトウェアを修正したり、コンパイルし直したり、設計し直
したりしなくても行なわれ、このパラダイム（ｐａｒａｄｉｇｍ）を念頭に入れて新プロ
グラムを構築することを可能にしている。
【００４９】
　以上、若干の好適実施形態と関連付けて本発明を説明してきたが、当然に理解されるよ
うに、本発明はこれらの特定実施形態に限定されるものではなく、むしろ、本発明は、代
替実施形態、変更および等価技術も包含することを意図している。いくつかの特定コンポ
ーネント、図およびマテリアルのタイプが言及されているが、当然に理解されるように、
かかるコンポーネントの値、寸法およびマテリアルのタイプは単なる例示であり、本発明
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の範囲をいかなる態様においても限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明のシステムと方法の一実施形態を示す概略図である。
【図２】図１に図示の本発明のシステムと方法で利用される障害検出プロセスを示す概略
図である。
【図３】図１に図示の本発明のシステムと方法におけるプログラムカウンタのオペレーシ
ョンを示す概略図である。
【図４】図１に図示の本発明のシステムと方法によって使用されるプログラムアナライザ
を示す概略図である。
【図５】障害を検出し、処理するために図１に図示の本発明の方法によって実行されるス
テップを示すフローチャートである。

【図１】 【図２】
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【図５】
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