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そ して、サ一バ （1 0 2 一 2 ） でソフ トウェ
ア （ ）の/ \ ツクア ツ プイメ一ジが更新されると、 処理装置 （1 0 1）が、更新後のバ ツクア ツ プ
イメ一ジをサ一i ( 1 0 2 一 ） する。 これ Iこ 八 2 台のサ一 （1 0 2 一 1 ， 1 0 2 一

） を用 たバ ツクア ツプイメ一ジの更新時にお it ドレスの衝突を回避 して、安全にバ ツクア ツ プ
をとることができる。



明 細 苫
，史新プログラム、「吉報処ヨ理 装置、および史新方 去

ま支 術分野

０００1 本開示技術は、情報を更新する更新プログラム、情報処理装置、ぉょび更新方法

に関する。

背月 術

０００2 近年、2 4 時間 365 日の安定稼働が求められるネットワークシステムが増えている

。このため、ネットワークシステムの信頼性を確保するための様々な技術が提供され

ている (たとえば、下記特許文献 、2 参照。) 。

０００3 また、継続的な安定稼働の要求にともない、ザーバ上で動作するソフトウェアの更

新 (たとえば、バージョンアッ )を、ザーバでの再起動が不要で業務に影響を与える

ことなくぉこなえる場合が存在する。一方、ハードデイスクの破損やウイルス感染など

を想定して、ザーバのハードデイスクに記憶されているソフトウェアのバックアップをと

る必要がある。

０００4 ところが、ザーバ上で動作するソフトウェアが更新されると、更新後のソフトウェアと

バックアップ済みのソフトウェアとの間で差分が生じてしまう。したがって、ザーバでの

ソフトウェアの更新に合わせて、バックアップ済みのソフトウェアを更新する必要があ

る。一般に、ソフトウェアのバックアップをとる場合、全ソフトウェアの動作を停止させて

からぉこなうことが安全で望ましい。

０００5 しかし、継続的な安定稼働が要求されるネットワークシステムでは、ソフトウェアの動

作を停止させることが難しい。そこで、従来にぉいては、業務に影響を与えないょうに

、バックアップ済みのソフトウェアを、ソフトウェアが動作しているザーバとは典なる別

のザーバを用いて更新する手法が考えられる。

０００6 特許文献 1 : 特開2 ００6 994０6 号公報

特許文献 2 : 特開2 ００ 2 7 3 号公報

発明の開ぅ示

発明が解がさしようとする課題



０００7 しかしながら、上述した別のザーバを用いて更新する手法では、元々ソフトウェアが

動作している業務用のザーバと更新用の別のザーバとの間でソフトウェアに設定され

ている Pアドレスが同一のものとなってしまう。このため、顧客が業務をおこなう際に、

Pアドレスが衝突して業務に支障をきたす恐れがあるとレぢ問題がある。

０００8 なお、更新用の別のザーバにソフトウェアを配布する際に、ソフトウェアに設定され

ている Pアドレスを変更することが考えられる。しかしながら、別のザーバで更新され

た更新後のソフトウェアの Pアドレスを、元の Pアドレスに再変更する必要があり、変

０００9 また、更新用の別のザーバにソフトウェアを配布したあと、人手によりケーブルを抜

くなどしてネットワークを使用不能にすることが考えられる。しかしながら、ソフトウェア

の配布後において、即座にネットワークを使用不能にする必要があり、タイミングが難
、い とレづ問題がある。また、ソフトウェアの配布時にはネットワークが使用可能なため

、ケーブルを抜くまでの間、一時的に Pアドレスが衝突するとレぢ問題がある。さらに

、ケーブルを抜いたあとは、ネットワーク経由でザーバに更新データを配布することが

できないため、何らかの記憶媒体を用いて人手により持ち込む必要があるとレづ問題

がある。

００1０ 本開示技術は、上述した従来技術による問題点を解消するため、ソフトウェアの動

作を停止させることなく安全にソフトウェアのバックアップをとることができる更新プログ

ラム、情報処理装置、および更新方法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

００11 上述した課題を解決し、目的を達成するため、本開示技術は、ザーバ群のうち第

のザーバにインストールされているソフトウェアの複製情報の更新指示を受け付け、

前記ザーバ群のうち前記第 のザーバとは典なる第2のザーバとクライアント端末との

接続を非接続に切り替え、前記更新指示を受け付けたソフトウェアの複製情報を、ソ

フトウェアがインストールされたザーバと関連付けて当該ソフトウェアを復元するため

の複製情報を記憶するデータベースの中から抽出し、非接続に切り替えられた結果

、抽出された複製情報と当該複製情報の更新指示とを前記第2のザーバに送信し、

前記更新指示が送信された結果、前記第2のザーバで更新された更新後の前記複



製情報を前記第2のザーバから受信し、受信された更新後の前記複製情報を前記第

のザーバと関連付けて前記データベースに登録することを特徴とする。

００12 本開示技術によれば、第 のザーバで動作中のソフトウェアの複製情報を、クライア

ント端末からのアクセスが制限された第2のザーバで更新して採取することができる。

発明の効果

００13 本史新プログラム、情報処理装置、および更新方法によれば、ソフトウェアの動作を

停止させることなく安全にソフトウェアのバックアップをとることができるといぅ効果を奏

する。

図面の簡単な説明

００14 図 図 は、実施の形態 にかかるネットワークシステムのシステム構成図である。

図2 図2は、実施の形態 の概要を示す説明図である。

図3 図3は、実施の形態 にかかる情報処理装置のハードウェア構成を示すブロック

図である。

図4 図4は、管理テーブルの記憶内容の一例を示す説明図である。

図5 図5は、バックアッ の記憶内容の一例を示す説明図である。

図6 図6は、スイッチテーブルの記憶内容の一例を示す説明図である。

図7 図7は、情報処理装置の機能的構成を示すブロック図である。

図8 図8は、実施の形態 にかかる情報処理装置の更新処理手順の一例を示すフ

ローチャートである。

図9 図9は、実施の形態2にかかるネットワークシステムのシステム構成図である。

図1０図 ０は、実施の形態2の概要を示す説明図である。

図11 図 は、実施の形態2にかかる情報処理装置の機能的構成を示すブロック図

である。

図12 図 2は、アドレス対応テーブルの一例を示す説明図である。

図13 図 3は、実施の形態2にかかる情報処理装置の更新処理手順の一例を示す

フローチャートである。

図14 図 4は、ソフトウェアの更新作業手順の一例を示すシーケンス図である。

符号の説明



００15 ００ 9００ ネットワークシステム

０ 9０ 情報処理装置

０2 ～０2 ザーバ

０3 クライアント端末

7０ 受付部

7０2 切替制御部

7０3 検索部

7０4 抽出部

7０5 送信部

7０6 受信部

7０7 登録部

０ 変換制御部

発明を実施するための最良の形態

００16 以下に添付図面を参照して、この更新プログラム、情報処理装置、および更新方法

の好適な実施の形態を詳細に説明する。

００17 (実施の形態 )

(ネットワークシステムのシステム構成)

図 は、実施の形態 にかかるネットワークシステムのシステム構成図である。図 に

おいて、ネットワークシステム ００は、情報処理装置 ０ と、ザーバ ０2 ～０2

と、クライアント端末 ０3 とを含む構成である。ネットワークシステム ００において、吉

報処理装置 ０ 、ザーバ ０2 ～０2 およびクライアント端末 ０3 は、管理

( oca ea e o ) ０、業務 2０などのネットワークを介して接続さ

れている。

００18 具体的には、情報処理装置 ０ とザーバ ０2 ～０2 が、管理 ０の

ネットワークスイッチS W を介して、相互に通信可能に接続されている。また、情報処

理装置 ０ とザーバ ０2 ～０2 とクライアント端末 ０3 が、業務 ０の

ネットワークスイッチS W 2を介して、相互に通信可能に接続されている。

００19 なお、管理 ０とは、情報処理装置 ０ がザーバ ０2 ～０2 を管理



するための管理用のネットワークである。業務 2０とは、情報処理装置 ０ およ

びクライアント端末 ０3がザーバ ０2 ～０2 にアクセスするための業務用の

ネットワークである。

００2０ ネットワークシステム ００では、顧客が利用するソフトウェアをクライアント端末 ０3

側に置かず、ザーバ ０2 ～０2 側で一括して管理する。顧客は、クライアント

端末 ０3を使用してザーバ ０2 ～０2 にアクセスすることにより、ザーバ ０2

～０2 にインストールされているソフトウェアを利用して業務をおこなうことが

できる。

００2 1 ここで、情報処理装置 ０ は、各種データベース等 ０4～０6を備え、ザーバ ０2

～０2 にインストールされているソフトウェアを復元するためのバックアップイ

メージを管理する機能を有する。また、情報処理装置 ０ は、各ザーバ ０2 ～
０2 の故障や典常を検知して、ネットワークシステム ００の管理者などに報知する

機能を有する。

００22 ザーバ ０2 ～０2 は、ソフトウェアの機能向上や不具合修正などに応じて、

インストールされているソフトウェアを更新する機能を有する。また、ザーバ ０2 ～
０2 は、情報処理装置 ０からの更新指示に応じて、ソフトウェアのバックアップ

イメージを更新する機能を有する。

００23 ネットワークスイッチSW は、情報処理装置 ０ とザーバ ０2 ～０2 との通

信を中継し、ポートに接続されているザーバ ０2 ～０2 の接続 非接続を切

り替える機能を有する。ネットワークスイッチSW は、情報処理装置 ０ とザーバ ０

2 ～０2 とクライアント端末 ０3との通信を中継し、ポートに接続されているザ

ーバ ０2 ～０2 の接続 非接続を切り替える機能を有する。

００24 (実施の形態 の概要 )

図2は、実施の形態 の概要を示す説明図である。ここでは、ザーバ ０2 にイン

ストールされているソフトウェア のバックアップイメージを、ザーバ ０2 を用いて

更新する場合を想定する。

００25 ) ザーバ ０2 により、動作中のソフトウェア を最新の状態に更新する。この

結果、更新後のソフトウェア と、更新前のソフトウェア のバックアップイメージとの間



に差分が生じる。なお、ソフトウェア は、顧客の業務を停止させることなく更新できる

００26 (2)情報処理装置 ０ により、ソフトウェア のバックアップイメージの更新指示を受

け付けると、ネットワークスイッチSW2に対して、ザーバ ０2 の業務 2０の

接続ポートをオンラインからオフラインに切り替える切替指示を送信する。

００27 (3)ネットワークスイッチSW2により、ザーバ ０2 の業務 2０の接続ポート

をオンラインからオフラインに切り替える。この結果、クライアント端末 ０3からサ一バ

０2 に対するアクセスが不能となる。

００28 (4)情報処理装置 ０ により、ネットワークスイッチSW に対して、ザーバ ０2

の管理 ０の接続ボートをオンラインからオフラインに切り替える切替指示を送

信する。

００29 (5) ネットワークスイッチSW により、ザーバ ０2 の管理 の接続ポート

をオンラインからオフラインに切り替える。この結果、情報処理装置 ０からザーバ

０2 に対するアクセスが不能となる。

００3０ (6)情報処理装置 ０ により、ソフトウェア のバックアップイメージをザーバ ０2

2に送信する。

００3 1 (7) ザーバ ０2 により、情報処理装置 ０から起動指示を受け付けると、ソフト

ウェア のバックアップイメージを最新の状態に更新する。このとき、クライアント端末

０3からザーバ ０2 に対するアクセスが制限されているため、ザーバ ０2 上で

動作中のソフトウェア との間でアドレスの衝突は発生しない。

００32 (8) ザーバ ０2 により、更新後のソフトウェア のバックアップイメージを情報処

理装置 ０ に送信する。

００33 (9) 情報処理装置 ０ により、更新後のソフトウェア のバックアップイメージをバッ

クアップ ０5に登録する。この結果、ソフトウェア のバックアップイメージと、ザー

バ ０2 にインストールされているソフトウェア との差分が解消される。

００34 このように、実施の形態 では、ザーバ ０2 で動作中のソフトウェア が更新さ

れると、クライアント端末 ０3からのアクセスが制限されたサ一バ ０2 でバックアッ

プイメージを更新して採取する。これにより、2台のザーバ ０2 ０2 を用いた



バックアップイメージの更新時におけるアドレスの衝突を回避して、安全にバックアッ

プをとることができる。

００3 5 (情報処理装置のハードウェア構成)

図3 は、実施の形態 にかかる情報処理装置のハードウェア構成を示すブロック図

である。図3 において、情報処理装置 ０ は、C P (Ce a P ocess )

3０ と O ( ead e o ) 3０2 と ( a do ccess e o

) 3０3 と、磁気ディスクドライブ3０4 と、磁気ディスク3０5 と、光ディスクドライブ3０6 と

、光ディスク3０7 と、ディスプレイ3０8 と、 ( e face) 3０9 と、キーボード3 ０と、

マウス3 と、スキヤナ3 2 と、ブリンタ3 3 と、を備えている。また、各構成部はバス3

００によってそれぞれ接続されている。

００3 6 ここで、C P 3０ は、情報処理装置 ０ の全体の制御を司る。 3０2は、ブー

トプログラムなどのプログラムを記憶している。R 3０3 は、C P 3０ のワークエリア

として使用される。磁気ディスクドライブ3０4 は、C P 3０ の制御にしたがって磁気デ

ィスク3０5 に対するデータのリードノライトを制御する。磁気ディスク3０5 は、磁気ディ

スクドライブ3０4 の制御で菩き込まれたデータを記憶する。

００3 7 光ディスクドライブ3０6 は、C P 3０ の制御にしたがって光ディスク3０7 に対するデ

ータのリードノライトを制御する。光ディスク3０7 は、光ディスクドライブ3０6 の制御で

菩き込まれたデータを記憶したり、光ディスク3０7 に記憶されたデータをコンピュータ

に読み取らせたりする。

００3 8 ディスプレイ3０8 は、力一ソル、アイコンあるいはツールボックスをはじめ、文菩、画

像、機能情報などのデータを表示する。このディスプレイ3０8 は、たとえば、C 、

液晶ディスプレイ、ブラズマディスプレイなどを採用することができる。

００3 9 インターフェース (以下、「 」と略する。) 3０9は、通信回線を通じて管理

０、業務 2０ W (W de ea e o )、インターネットなどのネットワ

ーク3 4 に接続され、このネットワーク3 4 を介して他の装置に接続される。そして、1

3０9 は、ネットワーク3 4 と内部のインターフェースを司り、外部装置からのデー

タの人出力を制御する。 3０9 には、たとえばモデムや アダプタなどを採用

することができる。



００4０ キーボード3 ０は、文字、数字、各種指示などの入力のためのキ一を備え、データ

の入力をおこなう。また、タッチパネル式の入力パッドやテンキーなどであってもよい

。マウス3 は、力一ソルの移動や範囲選択、あるいはウィンドウの移動やザイズの変

更などをおこなう。ボインティングデバイスとして同様に機能を備えるものであれば、ト

ラックボールやジョイスティックなどであってもよい。

004 1 スキヤナ3 2は、画像を光学的に読み取り、情報処理装置 ０ 内に画像データを

取り込む。なお、スキヤナ OC (O ca C a ac e eade )機能を持た

せてもよい。また、ブリンタ3 3は、画像データや文菩データを印刷する。ブリンタ3

3には、たとえば、レーザプリンタやイングジェットプリンタを採用することができる。

0042 なお、ここでは情報処理装置 ０ のハードウェア構成について説明したが、ザーバ

０2 ～０2 、クライアント端末 ０3、ネットワークスイッチSW SW2について

も同様のハードウェア構成で実現することができる。

００4 3 (各種データベース等の記憶内容 )

つぎに、図 に示した各種データベース等 ０4～０6について説明する。各種デ

ータベース等 ０4～０6は、たとえば、図3に示した情報処理装置 ０ の 3０3

、磁気ディスク3０5、光ディスク3０7などの記憶装置によりその機能を実現する。なお

、以降において特に指定する場合を除き、「ザーバ ０2 ～０2 」を単に「ザー

バ ０2」と表記する。

0044 図4は、管理テーブルの記憶内容の一例を示す説明図である。図4において、管理

テーブル ０4は、ザーバ 、モード、管理 の Pアドレス、管理 のネットマス

ク、業務 の Pアドレスおよび業務 のネットマスクのフィールドを有する。各

フィールドに情報を設定することで、ザーバ ０2ごとの管理情報がレコードとして記 意

００4 5 ここで、ザーバ とは、ザーバ ０2の識別子である。モードとは、ザーバ ０2の稼働

状況である。具体的には、「業務中」はソフトウェアを実行中のモード、「待機中」はソ

フトウェアのバックアップイメージを更新可能なモード、「代替中」はソフトウェアのバッ

クアップイメージを更新中のモードである。また、「メンテナンス中」ほ何らかの問題発

生により点検作業中であることをあらわしている。



００46 管理 の Pアドレスとは、管理 ０を用いた通信に使用するザーバ ０2の

Pアドレスである。管理 のネットマスクとは、管理 ０を用いた通信に使用

するザーバ ０2のネットマスクである。

００47 業務 の Pアドレスとは、業務 2０を用いた通信に使用するザーバ ０2の

Pアドレスである。業務 のネットマスクとは、業務 2０を用いた通信に使用

するザーバ ０2のネットマスクである。

００48 図5は、バックアッ の記憶内容の一例を示す説明図である。図5において、バ

ックアップ ０5は、ザーバ 、バックアップイメージおよび版数のフィールドを有

する。各フィールドに情報を設定することで、顧客ごとのソフトウェアのバックアップイメ

ージ ～ がレコードとして記憶されている。

００49 ここで、ザーバ とは、顧客のソフトウェアがインストールされたザーバ ０2の識別

子である。バックアップイメージとは、ソフトウェアをイメージファイルとしてバックアップ

した複製情報である。版数とは、ソフトウェアのバックアップイメージを更新した更新回

数である。

００5０ バックアップイメージ を例に挙げると、ザーバ ０2 にインストールされているソ

フトウェアをイメージファイルとしてバックアップした複製情報であり、版数は「2」である

。なお、ソフトウェアがインストールされていないザーバ ０2のバックアップイメージお

よび版数のフィールドには「 」が設定されている。

００5 1 図6は、スイッチテーブルの記憶内容の一例を示す説明図である。図6において、

スイッチテーブル ０6は、 名、スイッチ および Pアドレスのフィールドを有する

。各フィールドに情報を設定することで、ネットワークスイッチSW SW2に関する情

報がレコードとして記憶されている。

００5 2 ここで、 名とは、ネットワークスイッチが接続する の名称である。スイッチ1

とは、ネットワークスイッチの識別子である。 Pアドレスとは、ネットワークスイッチの1

Pアドレスである。なお、図示は省略するが、スイッチテーブル ０6には、ネットワーク

スイッチSW SW2にアクセスするためのログイン やログインパスワードが含まれ

００5 3 (情報処理装置の機能的構成)



つぎに、情報処理装置 ０ の機能的構成について説明する。図7は、実施の形態

にかかる情報処理装置の機能的構成を示すブロック図である。情報処理装置 ０

は、受付部 7０ と、切替制御部 7０2と、検索部 7０3と、抽出部 7０4と、送信部 7０5と、

受信部 7０6と、登録部 7０7と、を含む構成である。この制御部となる機能 (受付部 7０

～登録部 7０7) は、具体的には、たとえば、図3に示した 3０2 R 3０3、磁

気ディスク3０5、光ディスク3０7などの記憶装置に記憶されたプログラムをCP 3０

に実行させることにより、またほ、 3０9により、その機能を実現する。

００54 受付部 7０ は、ザーバ ０2 ～０2 群のうちザーバ ０2 ( 二 ，2，・‥， )

にインストールされているソフトウェアのバックアップイメージ ( 二 ，2，・‥， ) の

更新指示を受け付ける機能を有する。ここで、ザーバ ０2 は、顧客の業務に利用

される業務ザーバである。ソフトウェアとは、顧客の業務を実現するために必要となる

OS (O e a S s e )、ミドルウェア、アプリケーションなどである。ここでは特に

、更新に再起動が不要なソフトウェアを対象とする。

００5 5 バックアップイメージ とは、ザーバ ０2 にインストールされているソフトウェアを

復元するための複製情報である。バックアップイメージ の更新指示には、たとえば

、バックアップ対象のソフトウェアがインストールされているザーバ ０2 のザーバ

「S 」が含まれている。

００56 具体的には、たとえば、受付部 7０ が、キーボード3 ０やマウス3 を用いたユー

ザの操作入力により、バックアップイメージ の更新指示を受け付けることにしてもよ

い。また、受付部 7０ が、 3０9を介して、外部のコンピュータ装置からバックアッ

プイメージ の更新指示を受け付けることにしてもよい。なお、受付結果は、R 3

０3、磁気ディスク3０5、光ディスク3０7などの記憶装置に記憶される。

００5 7 切替制御部 7０2は、ザーバ ０2 ～０2 群のうちザーバ ０2 止は典なるザ

ーバ ０2 ( 二 ，2，・‥， 、十 ) とクライアント端末 ０3との接続を非接続に切り替

える機能を有する。ここで、ザーバ ０2 は、ザーバ ０2 で動作中のソフトウェア

のバックアップを、ザーバ ０2 の替わりにおこなう代替ザーバである。

００58 具体的には、たとえば、切替制御 7０2が、図6に示したスイッチテーブル ０6を

参照して、業務 ０のネットワークスイッチSW2の Pアドレスを特定する。なお、



ネットワークスイッチSW2は、ザーバ ０2 とクライアント端末 ０3との通信を中継す

る中継装置である。さらに、切替制御部7０2が、管理テーブル ０4を参照して、ザー

バ ０2 のザーバ 「 」に対応する業務 2０の Pアドレスおよびネットマスク

を特定する。

００59 そして、切替制御部7０2が、後述の送信部7０5を制御して、特定されたネットワーク

スイッチSW2の Pアドレスを用いて、ザーバ ０2 とクライアント端末 ０3との接続

を非接続に切り替える切替指示を送信する。なお、切替指示にほ、特定されたサ一

バ ０2 の業務 ０の Pアドレスおよびネットマスクが含まれている。

００6０ これにより、ネットワークスイッチSW2において、ザーバ ０2 の業務 ０の

接続ポートがオンラインからオフラインに切り替えられ、クライアント端末 ０3からザー

バ ０2 に対するアクセスが不能となる。なお、切替結果は、R 3０3、磁気ディ

スク3０5、光ディスク3０7などの記憶装置に記憶される。

００6 1 また、切替制御部7０2は、情報処理装置 ０ とザーバ ０2 世の接続を非接続に

切り替える機能を有する。具体的には、たとえば、切替制御部7０2が、スイッチテー

ブル ０6を参照して、管理 ０のネットワークスイッチSW の Pアドレスを特定

する。なお、ネットワークスイッチSW は、情報処理装置 ０ とザーバ ０2 との通

信を中継する中継装置である。

００62 さらに、切替制御部7０2が、管理テーブル ０4を参照して、バックアップイメージ

の更新指示に含まれるザーバ 「 」に対応する管理 ０の Pアドレスおよび

ネットマスクを特定する。そして、切替制御部7０2が、送信部7０5を制御して、特定さ

れたネットワークスイッチSW の Pアドレスを用いて、情報処理装置 ０ とザーバ ０

2 世の接続を非接続に切り替える切替指示を送信する。なお、切替指示には、特

定されたザーバ ０2 の管理 ０の Pアドレスおよびネットマスクが含まれて

いる。

００63 これにより、ネットワークスイッチSW において、ザーバ ０2 の管理 ０の

接続ポートがオンラインからオフラインに切り替えられ、情報処理装置 ０からザー

バ ０2 に対するアクセスが不能となる。

００64 検索部7０3は、ザーバ ０2 ～０2 群の中から、ザーバ ０2 にインストー



ルされているソフトウェアを更新可能なザーバ ０2 を検索する機能を有する。具体

的には、たとえば、検索部7０3が、管理テーブル ０4を参照して、モードが 「待機中」

の任意のザーバ ０2 を検索する。なお、検索結果は、R 3０3、磁気ディスク3

０5、光ディスク3０7などの記憶装置に記憶される。

００65 この場合、切替制御部7０2は、検索されたザーバ ０2 とクライアント端末 ０3と

の接続を非接続に切り替えることになる。これにより、顧客の業務に利用されている業

務中のザーバ ０2およびバックアップ作業を代替中のザーバ ０2を除くザーバ ０2

一 を代替ザーバとすることができる。なお、ザーバ ０2 が非検索の場合、いずれ

かのザーバ ０2の稼働状況が 「待機中」となるまで待機することにしてもよい。

００66 抽出部7０4は、更新指示を受け付けたソフトウェアのバックアップイメージ をバッ

クアップ ０5の中から抽出する機能を有する。具体的には、たとえば、抽出部7０

4が、バックアップ ０5の中から、更新指示に含まれるザーバ 「 」に対応する

バックアップイメージ を抽出する。なお、抽出結果は、R 3０3、磁気ディスク3０

5、光ディスク3０7などの記憶装置に記憶される。

００67 送信部7０5は、ザーバ ０2 とクライアント端末 ０3との接続が非接続に切り替え

られた結果、抽出されたバックアップイメージ とバックアップイメージ の更新指示

とをザーバ ０2 に送信する機能を有する。

００68 具体的には、たとえば、送信部7０5が、管理テーブル ０4を参照して、ザーバ ０2

一 のザーバ 「 」に対応する管理 ０の Pアドレスおよびネットマスクを特定

する。このあと、送信部7０5が、特定された Pアドレスおよびネットマスクを用いて、バ

ックアップイメージ とバックアップイメージ の更新指示とを送信する。

００69 より具体的には、たとえば、まず、送信部7０5が、バックアップイメージ をザーバ

０2 に送信する。この結果、ザーバ ０2 にバックアップイメージ が保持される

。このあと、送信部7０5が、ザーバ ０2 に起動指示を送信する。この結果、ザーバ

０2 においてバックアップイメージ が展開される。

００7０ なお、送信部7０5は、ザーバ ０2 とクライアント端末 ０3とを中接続に切り替えた

完了通知をネットワークスイッチSW2から受信したあとに、バックアップイメージ の

更新指示をザーバ ０2 に送信してもよい。これにより、ザーバ ０2 とクライアント



端末 ０3との接続が確実に遮断されてから、更新指示を送信することができる。

００7 1 受信部7０6は、更新指示が送信された結果、ザーバ ０2 で更新された更新後

のバックアップイメージ をザーバ ０2 から受信する機能を有する。なお、受信結

果は、R 3０3、磁気ディスク3０5、光ディスク3０7などの記憶装置に記憶される。

００72 登録部7０7は、受信された更新後のバックアップイメージ をザーバ ０2 辻関

連付けてバックアップ ０5に登録する機能を有する。具体的には、たとえば、登

録部7０7が、バックアップ 5のサ一バ 「 」に対応するレコードに、更新後の

バックアップイメージ を設定して版数をインクリメントする。

００73 また、切替制御部7０2は、更新後のバックアップイメージ が登録された結果、ザ

ーバ ０2 とクライアント端末 ０3とを中接続から接続に切り替える機能を有する。

具体的には、たとえば、切替制御部7０2が、送信部7０5を制御して、ザーバ ０2

とクライアント端末 ０3とを中接続から接続に切り替える切替指示をネットワークスイッ

チSW2に送信する。これにより、クライアント端末 ０3からザーバ ０2 に対するア

クセスが可能となる。

００74 また、切替制御部7０2は、更新後のバックアップイメージ が登録された結果、情

報処理装置 ０ とザーバ ０2 辻を中接続から接続に切り替える機能を有する。具

体的には、たとえば、切替制御部7０2が、送信部7０5を制御して、情報処理装置 ０

とザーバ ０2 辻を中接続から接続に切り替える切替指示をネットワークスイッチS

に送信する。これにより、情報処理装置 ０からザーバ ０2 に対するアクセス

が可能となる。

００75 なお、ザーバ ０2 におけるバックアップイメージ の更新作業は、自動でおこな

ぅことにしてもよく、また、手動でおこなぅことにしてもよい。自動でおこなぅ場合、たとえ

ば、情報処理装置 ０ が、ネットワーク3 4を介して、更新データを提供している外

部ザーバにアクセスして更新データを取得し、ザーバ ０2 に送信する。そして、ザ

ーバ ０2 が、情報処理装置 ０から更新データを受信してバックアップイメージ

に適用する。

００76 一方、手動でおこなう場合は、ネットワークシステム ００の管理者などが情報処理装

置 ０ を用いてバックアップイメージ の更新データをザーバ ０2 に送信する。



このあと、ザーバ ０2 が、情報処理装置 ０から更新データを受信してバックアッ

プイメージ に適用する。なお、ユーザが、更新データが記憶された記憶媒体を持

ち込んで作業をおこなうことにしてもよい。

００7 7 また、木明細菩では、ソフトウェアの実行主体を物理ザーバ (ザーバ ０2 ～０2

として説明したが、これに限らない。具体的には、たとえば、仮想ザーバをソフト

ウェアの実行主体としてもよい。この場合、仮想ザーバを複製または新規作成して、

代替サ一バとして利用することになる。

００7 8 なお、仮想ザーバとは、物理ザーバのリソースを分割して構築される実行環境で動

作する仮想的な計算機である。さらに、S (S o a e ea e o )ブートの

場合は、剖当可能なディスクを予め登録しておき、代替ザーバのディスクとして割り当

てることにしてもよい。

００7 9 (情報処理装置の更新処理手順 )

図8 は、実施の形態 にかかる情報処理装置の更新処理手順の一例を示すフロー

チヤートである。なお、図面では、バックアップ対象となるソフトウェアがインストールさ

れたザーバ ０2 を「業務ザーバ」と表記する。また、ザーバ ０2 にインストール

されているソフトウェアのバックアップを代替しておこなうザーバ ０2 を「代替ザー

バ」と表記する。

００8０ 図8のフローチヤートにおいて、まず、受付部 7０ により、ザーバ ０2 にインスト

ールされているソフトウェアのバックアップイメージ の更新指示を受け付けたか否

かを判断する (ステッ S8０ )

００8 1 ここで、バックアップイメージ の更新指示を受け付けるのを待って (ステッ S8０

: o)、受け付けた場合 (ステッ 8０ : es) 、検索部 7０3により、ザーバ ０2 に

インストールされているソフトウェアを代替して更新可能なザーバ ０2 を検索する (

００8 2 そして、切替制御部 7０2により、送信部 7０5を制御して、検索されたザーバ ０2

とクライアント端末 ０3との接続を非接続に切り替える切替指示をネットワークスイッチ

S W 2に送信する (ステップS 8０3 ) 。また、切替制御 7０2により、送信部7０5を制御

して、情報処理装置 ０ とザーバ ０2 世の接続を非接続に切り替える切替指示を



ネットワークスイッチSW に送信する (ステップS 8０4)

００83 このあと、抽出部7０4により、更新指示を受け付けたソフトウェアのバックアップイメ

ージ をバックアップ ０5の中から抽出する (ステップS 8０5)。そして、送信部7

０5により、抽出されたバックアップイメージ をザーバ ０2 に送信して (ステッ S
8０6) 、さらに、起動指示をザーバ ０2 に送信する (ステップ5 8０7)

００84 そして、送信部7０5により、バックアップイメージ の更新データをザーバ ０2

に送信する (ステップ58０8)。このあと、受信部7０6により、更新後のバックアップイメ

ージ をザーバ ０2 から受信したか否かを判断する (ステップS 8０9)

００85 ここで、更新後のバックアップイメージ を受信するのを待って (ステッ 8０9 : o

) 、受信した場合 (ステッ S8０9 : es) 、登録部7０7により、更新後のバックアップイ

メージ をザーバ 「 」と関連付けてバックアップ ０5に登録する (ステップS 8

０)

００86 そして、送信部7０5により、待機指示をザーバ ０2 に送信する (ステップ58 )

。この結果、管理テーブル ０4に記憶されているザーバ ０2 のモードが 「代替中」

から「待機中」に設定される。

００87 このあと、切替制御部7０2により、送信部7０5を制御して、ザーバ ０2 とクライア

ント端末 ０3とを中接続から接続に切り替える切替指示をネットワークスイッチSW2

に送信する (ステップ58 2)。また、切替制御部7０2により、送信部7０5を制御して、

情報処理装置 ０ とザーバ ０2 辻を中接続から接続に切り替える切替指示をネッ
トワークスイッチSW に送信して (ステップS 8 3) 、本フローチヤートによる一連の処

理を終了する。

００88 以上説明したように、実施の形態 によれば、ザーバ ０2 で動作中のソフトウェ
アが更新されると、クライアント端末 ０3からのアクセスが制限された別のザーバ ０2

一 でバックアップイメージ を更新して採取することができる。これにより、代替ザー

バを用いたバックアップイメージ の更新時における Pアドレスの衝突を回避して、

最新の状態で安全にバックアップできる。

００89 また、実施の形態 によれば、バックアップイメージ の更新時において、情報処

理装置 ０ とザーバ ０2 世のアクセスを不能にすることができる。これにより、ザ一



バ ０2 にバックアップイメージ の更新データを配布する際における Pアドレス

の衝突を回避することができる。

００9０ また、実施の形態 によれば、ザーバ ０2ごとの稼働状況に基づいて、ザーバ ０2

一 にインストールされているソフトウェアを更新可能なザーバ ０2 を検索すること

ができる。これにより、顧客の業務に利用されている業務中のザーバ ０2およびソフト

ウェアのバックアップ作業を代替中のザーバ ０2ではないザーバ ０2 を代替ザー

バとすることができる。

００9 1 また、実施の形態 によれば、更新後のバックアップイメージ が登録された結果、

ザーバ ０2 とクライアント端末 ０3とを中接続から接続に切り替えることができる。

これにより、クライアント端末 ０3からザーバ ０2 に対するアクセスが可能な状態

に復帰させることができる。

００92 また、実施の形態 によれば、更新後のバックアップイメージ が登録された結果、

情報処理装置 ０ とザーバ ０2 辻を中接続から接続に切り替えることができる。こ

れにより、情報処理装置 ０からザーバ ０2 に対するアクセスが可能な状態に復

帰させることができる。

００93 (実施の形態2)

実施の形態2では、代替ザーバの管理 ０および業務 ０の Pアドレ

スを変換することにより、Pアドレスの衝突を回避する手法について説明する。なお、

実施の形態 で説明した箇所については図示および説明を省略する。

００94 (ネットワークシステムのシステム構成)

図9は、実施の形態2にかかるネットワークシステムのシステム構成図である。図9に

おいて、ネットワークシステム9００は、情報処理装置9０ と、ザーバ ０2 ～０2

と、クライアント端末 ０3と、アドレス変換装置9０2 9０3とを含む構成である。ネット

ワークシステム9００において、情報処理装置9０ 、ザーバ ０2 ～０2 、クライ

アント端末 ０3、アドレス変換装置9０2 9０3は、管理 ０、業務 2０など

のネットワークを介して接続されている。

００95 具体的には、情報処理装置9０ とザーバ ０2 ～０2 が、管理 ０の

アドレス変換装置9０2を介して、相互に通信可能に接続されている。また、情報処理



装置9０ とザーバ ０2 ～０2 とクライアント端末 ０3が、業務 ０のア

ドレス変換装置9０3を介して、相互に通信可能に接続されている。

００9 6 ここで、アドレス変換装置9０2 9０3は、スイッチング機能および ( e o

dd ess a s a o )機能を有する。なお、 機能とは、たとえば、ザーバ ０

2 ～０2 の Pアドレスを他の Pアドレスに変換する機能である。

００9 7 (実施の形態 2の概要 )

図 、実施の形態 2の概要を示す説明図である。ここでは、ザーバ ０2 にイ

ンストールされているソフトウェア のバックアップイメージを、ザーバ ０2 を用い

て更新する場合を想定する。

００9 8 ( ) ザーバ ０2 により、動作中のソフトウェア を最新の状態に更新する。この

結果、更新前のソフトウェア のバックアップイメージと、更新後のソフトウェア との間

に差分が生じる。

００9 9 (2 ) 情報処理装置9０ により、ソフトウェア のバックアップイメージの更新指示を受

け付けると、ソフトウェア のバックアップイメージをザーバ ０2 に送信する。

０1００ (3) 情報処理装置9０ により、ザーバ ０2 のアドレスの変換指示を、管理

０のアドレス変換装置9０2および業務 2０のアドレス変換装置9０3 に送信す

る。

０1０1 (4 ) アドレス変換装置9０2により、ザーバ ０2 の管理 ０のアドレスを他

のアドレスに変換する。(5) アドレス変換装置9０3 により、ザーバ ０2 の業務

2０のアドレスを他のアドレスに変換する。この結果、ソフトウェアに設定されている

アドレスを用いたクライアント端末 ０3からザーバ ０2 に対するアクセスが不能と

なる。

０1０2 (6) ザーバ ０2 により、情報処理装置9０から起動指示を受け付けると、ソフト

ウェア のバックアップイメージを最新の状態に更新する。(7) ザーバ ０2 により、

更新後のソフトウェア のバックアップイメージを情報処理装置9０ に送信する。

０1０3 (8) 情報処理装置9０ により、更新後のソフトウェア のバックアップイメージをバッ

クアップ ０5に登録する。この結果、ソフトウェア のバックアップイメージと、ザー

バ ０2 にインストールされているソフトウェア との差分が解消される。



０1０4 このように、実施の形態2では、ザーバ ０2 で動作中のソフトウェア が更新さ

れると、アドレス変換装置9０2においてザーバ ０2 のアドレスを他のアドレスに変

換し、ザーバ ０2 でバックアップイメージを更新して採取する。これにより、2台の

ザーバ ０2 ０2 を用いたバックアップイメージの更新時におけるアドレスの

衝突を回避して、安全にバックアップをとることができる。

０1０5 (情報処理装置の機能的構成)

つぎに、情報処理装置9０ の機能的構成について説明する。図 は、実施の形

態2にかかる情報処理装置の機能的構成を示すブロック図である。情報処理装置9０

は、受付部7０ と、検索部7０3と、抽出部7０4と、送信部7０5と、受信部7０6と、登

録部7０7と、変換制御部 ０ と、を含む構成である。

０1０6 変換制御部 ０ は、ザーバ ０2 とクライアント端末 ０3との通信に使用するザ

ーバ ０2 の第 アドレスを第2アドレスに変換する機能を有する。ここで、アドレスと

は、たとえば、Pアドレス、ネットマスク、 Cアドレスなどである。

０1０7 具体的には、たとえば、変換制御部 ０ が、送信部7０5を制御して、ザーバ ０2

一 の Pアドレスを他の Pアドレスに変換する変換指示をアドレス変換装置9０3に送

信する。ここで、他の Pアドレスとは、変換前のザーバ ０2 の Pアドレスと 対 に

対応付けられた Pアドレスである。

０1０8 また、変換制御部 ０ は、情報処理装置9０ とザーバ ０2 との通信に使用す

るザーバ ０2 の第3アドレスを第4アドレスに変換する機能を有する。具体的には

、たとえば、変換制御部 ０ が、送信部7０5を制御して、ザーバ ０2 の Pアドレ

スを他の Pアドレスに変換する変換指示をアドレス変換装置9０2に送信する。

０1０9 ここで、アドレス対応テーブルについて説明する。図 2は、アドレス対応テーブル

の一例を示す説明図である。図 2において、アドレス対応テープル 2００は、ザーバ

、変換前の管理 の Pアドレス、変換前の業務 の Pアドレス、変換後の

管理 の Pアドレス、変換後の業務 の Pアドレスのフィールドを有する。各

フィールドに情報を設定することで、ザーバ ０2ごとの変換前後の Pアドレスがレコ

ードとして記憶されている。

０11０ ここで、ザーバ ０2 の Pアドレスを変換する場合について説明する。この場合、



変換制御部 ０ が、アドレス対応テープル 2００を参照して、ザーバ ０2 のザ

ーバ 「S 2」に対応するレコードを特定する。そして、変換制御部 ０ が、送信部7

０5を制御して、特定されたレコードの管理 ０の変更前後の Pアドレスを対応

付けてアドレス変換装置9０2に送信する。この結果、アドレス変換装置9０2において

、ザーバ ０2 の管理 ０の Pアドレスが 「 ０ 28 ・3」から「 ０ 28・

32」に変換される。

０ 1 さらに、変換制御部 ０ が、送信部7０5を市 ま して、特定されたレコードの業務

2０の変更前後の Pアドレスを対応付けてアドレス変換装置9０3に送信する。こ

の結果、アドレス変換装置9０3において、ザーバ ０2 の業務 2０の Pアド

レスが 「2・ 3 78 」から「2・ 3 6 5」に変換される。なお、アドレス対応テ

ーブル 2００は、 3０2 R 3０3、磁気デイスク3０5、光デイスク3０7などの記

憶装置に記憶されている。

０112 図 の説明に戻り、変換制御部 ０ は、更新後のバックアップイメージ がバッ

クアップ ０5に登録された結果、ザーバ ０2 の第2アドレスを第 アドレスに変

換する機能を有する。具体的には、たとえば、変換制御部 ０ が、送信部7０5を制

御して、ザーバ ０2 の変換後の他の Pアドレスを削除する削除指示をアドレス変

換装置9０3に送信する。これにより、業務 ０の変換前の Pアドレスを用いて、

ザーバ ０2 にアクセスすることができる。

０113 変換制御部 ０ は、更新後のバックアップイメージ がバックアップ ０5に登

録された結果、ザーバ ０2 の第4アドレスを第3アドレスに変換する機能を有する

。具体的には、たとえば、変換制御部 ０ が、送信部7０5を制御して、ザーバ ０2

一 の変換後の他の Pアドレスを削除する削除指示をアドレス変換装置9０2に送信

する。これにより、管理 ０の変換前の Pアドレスを用いて、ザーバ ０2 にア

クセスすることができる。

０114 (情報処理装置の更新処理手順 )

図 3は、実施の形態2にかかる情報処理装置の更新処理手順の一例を示すフロ

ーチヤートである。なお、図面でほ、バックアップ対象となるソフトウェアがインストール

されたザーバ ０2 を「業務ザーバ」と表記する。また、ザーバ ０2 にインストー



ルされているソフトウェアのバックアップを代替しておこなうザーバ ０2 を「代替ザ

ーバ」と表記する。

０115 図 3のフローチヤートにおいて、まず、受付部 7０ により、ザーバ ０2 にインスト

ールされているソフトウェアのバックアップイメージ の更新指示を受け付けたか否

かを判断する (ステップS 3０ )

0116 ここで、バックアップイメージ の更新指示を受け付けるのを待って (ステップS 3０

: o)、受け付けた場合 (ステップS 3０ : es) 、検索部 7０3により、ザーバ ０2

にインストールされているソフトウェアを代替して更新可能なザーバ ０2 を検索す

０ このあと、抽出部 7０4により、更新指示を受け付けたソフトウェアのバックアップイメ

ージ をバックアップ ０5の中から抽出する (ステップS 3０3)。そして、送信部

7０5により、抽出されたバックアップイメージ をザーバ ０2 に送信する (ステップ

S 3０4)

０118 そして、変換制御部 ０ により、アドレス対応テープル 2００を参照することにより

、送信部 7０5を制御して、ザーバ ０2 の管理 ０の Pアドレスを他の Pアド

レスに変換する変換指示をアドレス変換装置9０2に送信する (ステップ5 3０5)。ま

た、変換制御部 ０ により、アドレス対応テープル 2００を参照することにより、送信

部 7０5を制御して、ザーバ ０2 の業務 ０の Pアドレスを他の Pアドレスに

変換する変換指示をアドレス変換装置9０3に送信する (ステップS 3０6 )

０119 このあと、送信部 7０5により、起動指示をザーバ ０2 に送信し(ステップ5 3０7)

、さらに、バックアップイメージ の更新データをザーバ ０2 に送信する (ステップ

S 3０8 )。このあと、受信部 7０6により、更新後のバックアップイメージ をザーバ ０

2 から受信したか否かを判断する (ステップS 3０9)

０12０ ここで、更新後のバックアップイメージ を受信するのを待って (ステップS 3０9 :

o)、受信した場合 (ステップS 3０9 : es)、登録部 7０7により、更新後のバックアッ

プイメージ をザーバ 「 」と関連付けてバックアップ ０5に登録する (ステッ

プS 3 ０)

０12 1 そして、送信部 7０5により、待機指示をザーバ ０2 に送信する (ステップS 3



) 。この結果、管理テーブル ０4に記憶されているザーバ ０2 のモードが 「代替中

」から「待機中」に設定される。

０122 このあと、変換制御部 ０ により、送信部 7０5を市 して、ザーバ ０2 の変換

後の管理 ０の Pアドレスを削除する削除指示をアドレス変換装置9０2に送信

する (ステップS 3 2)。また、変換制御部 ０ により、送信部 7０5を市 して、ザー

バ ０2 の変換後の業務 ０の Pアドレスを削除する削除指示をアドレス変

換装置9０3に送信して (ステップS 3 3) 、本フローチヤートによる一連の処理を終

了する。

０123 以上説明したように、実施の形態2によれば、バックアップイメージ の更新時にお

いて、ザーバ ０2 の業務 ０の Pアドレスを変換することにより、ザーバ ０2

一 とクライアント端末 ０3との通信を不能にすることができる。これにより、代替ザー

バを用いたバックアップイメージ の更新時における Pアドレスの衝突を回避するこ

とができる。

０124 また、実施の形態2によれば、ザーバ ０2 の管理 ０の Pアドレスを変換

することにより、バックアップイメージ の更新データをザーバ ０2 に配布する際

における Pアドレスの衝突を回避することができる。

０125 また、実施の形態2によれば、バックアップイメージ の更新時において、変換後

の Pアドレスを用いてザーバ ０2 にアクセス可能である。このため、ネットワークシ

ステム9００の管理者などが、業務 2０の変更後の Pアドレスを用いて、更新後

のソフトウェアの動作を確認することができる。

実施例

０126 つぎに、実施の形態 の実施例について説明する。実施例では、機能向上や不具

合修正などに応じた更新に再起動が必要なソフトウェアを含れ場合であっても、業務

に与える影響をできるだけ少なくして安全にソフトウェアを更新する手法について説

明する。

０127 具体的には、業務ザーバで動作中のソフトウェアの更新を代替ザーバのほうで事前

におこない、バックアップ ０5に登録しておく。そして、顧客の業務を停止させるこ

とができる特定期間に、更新後のバックアップイメージ を用いて業務ザーバにイン



ストールされているソフトウェアを更新する。

０128 以下、ソフトウェアの更新作業手順について説明する。なお、実施の形態 ，2で説

明した箇所については図示および説明を省略する。図 4は、ソフトウェアの更新作

業手順の一例を示すシーケンス図である。

０129 (a) 情報処理装置 ０ が、業務ザーバで動作中のソフトウェアのバックアップイメー

ジの更新指示を受け付ける。(b)情報処理装置 ０ が、代替ザーバの業務 2

0の接続ポートをオンラインからオフラインに切り替える。

０13０ (c) 情報処理装置 ０ が、業務ザーバの管理 ０の接続ポートをオンライン

からオフラインに切り替える。(d)情報処理装置 ０ が、バックアップ対象のバックアッ

プイメージをバックアップ ０5の中から抽出して代替ザーバに送信する。

０13 1 (e) 替ザーバが、ュ一ザの操作入力によりバックアップイメージを更新する。㈲

代替サ一バが、ュ一ザの操作入力により更新後のバックアップイメージを展開してソ

フトウェアを起動する。ここで、ュ一ザがソフトウェアの動作確認をおこない問題がある

場合は手順 (e) に戻る。( ) 替ザーバが、更新後のバックアップイメージを情報処

理装置 ０ に送信する。

０132 ( )情報処理装置 ０ が、更新後のバックアップイメージを代替ザーバから取得し

てバックアップ ０5に登録する。㈲ 情報処理装置 ０ が、業務ザーバの管理

0の接続ポートをオフラインからオンラインに切り替える。①情報処理装置 ０

が、代替ザーバの業務 2０の接続ポートをオフラインからオンラインに切り替え

る。

０133 ( )情報処理装置 ０ が、バックアップイメージの配布指示を受け付ける。㈲ 情報

処理装置 ０ が、更新後のバックアップイメージをバックアップ 5の中から抽出

して業務ザーバに送信する。

０134 ( ) 業務ザーバが、ュ一ザの操作入力により更新後のバックアップイメージを展開

してソフトウェアを起動する。ここで、ュ一ザがソフトウェアの動作確認をおこない問題

がある場合は手順 ( ) に戻る。ただし、手順 ( )～( )は、顧客の業務を停止させる

ことができる特定期間におこなぅ。

０135 このよぅに、実施例によれば、クライアント端末 ０3からのアクセスが制限された代替



ザーバにおいて、ソフトウェアのバックアップイメージを事前に更新することができる。

そして、顧客の業務を停止させることができる特定期間に、更新後のバックアップイメ

ージを用いて業務ザーバにインストールされているソフトウェアの更新をおこなうこと

ができる。

０136 これにより、更新に再起動が必要なソフトウェアを含れ場合であっても、顧客の業務

に与える影響をできるだけ少なくして安全にソフトウェアを更新することができる。また

、バックアップイメージの更新作業時において動作を確認済みのため、業務ザーバ

でのソフトウェアの更新作業にかかる負荷を軽減できる。さらに、業務ザーバでの更

新作業では、代替ザーバでの手順通りに作業をおこなうことにより、トラブルを未然に

防ぎ安全性の向上を図ることができる。

０137 なお、実施例では実施の形態 にかかるネットワークシステム ００について説明し

たが、実施の形態2にかかるネットワークシステム9００についても同様に適用できる。

０138 なお、本実施の形態で説明した更新方法は、予め用意されたプログラムをパーソナ

ル・コンピュータやワークステーションなどのコンピュータで実行することにより実現す

ることができる。本史新プログラムは、ハードディスク、フレキシブルディスク、C

。
O O などのコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録され、コンヒ

ュ一夕によって記録媒体から読み出されることによって実行される。また、本史新プロ

グラムは、インターネットなどのネットワークを介して配布してもよい。



請求の範囲

ソフトウェアがインストールされたザーバと関連付けて当該ソフトウェアを復元するた

めの複製情報を記憶するデータベースにアクセス可能なコンピュータを、

前記ザーバ群のぅち第 のザーバにインストールされているソフトウェアの複製情報

の更新指示を受け付ける受付手段、

前記ザーバ群のぅち前記第 のザーバとは典なる第2のザーバとクライアント端末と

の接続を非接続に切り替える切替制御手段、

前記受付手段によって前記更新指示を受け付けたソフトウェアの複製情報を前記

データベースの中から抽出する抽出手段、

前記切替制御手段によって非接続に切り替えられた結果、前記抽出手段によって

抽出された複製情報と当該複製情報の更新指示とを前記第2のザーバに送信する

送信手段、

前記送信手段によって前記更新指示が送信された結果、前記第2のザーバで更新

された更新後の前記複製情報を前記第2のザーバから受信する受信手段、

前記受信手段によって受信された更新後の前記複製情報を前記第 のザーバと関

連付けて前記データベースに登録する登録手段、

として機能させることを特徴とする更新プログラム。

2 前記切替制御手段は、

前記第2のザーバと前記クライアント端末との通信を中継する中継装置に、前記第

2のザーバと前記クライアント端末との接続を非接続に切り替える切替指示を送信す

ることを特徴とする請求項 に記載の更新プログラム。

3 前記切替制御手段は、

さらに、前記コンピュータと前記第 のザーバとの通信を中継する中継装置に、前

記コンピュータと前記第 のザーバとの接続を非接続に切り替える切替指示を送信す

ることを特徴とする請求項2に記載の更新プログラム。

4 前記コンピュータを、

前記ザーバごとの稼働状況に某づいて、前記ザーバ群の中から前記第 のザーバ

にインストールされているソフトウェアの複製情報を更新可能な第2のザーバを検索



する検索手段として機能させ、

前記切替制御手段は、

前記検索手段によって検索された第2のザーバと前記クライアント端末との通信を

中継する中継装置に、前記第2のザーバと前記クライアント端末との接続を非接続に

切り替える切替指示を送信することを特徴とする請求項2または3に記載の更新プロ

グラム。

5 前記切替制御手段は、

前記登録手段によって更新後の前記複製情報が登録された結果、前記第2のザー

バと前記クライアント端末とを非接続から接続に切り替えることを特徴とする請求項

～3のいずれか一つに記載の更新プログラム。

6 前記切替制御手段は、

さらに、更新後の前記複製情報が登録された結果、前記コンピュータと前記第 の

ザーバとを非接続から接続に切り替えることを特徴とする請求項5に記載の更新プロ

グラム。

7 ソフトウェアがインストールされたザーバと関連付けて当該ソフトウェアを復元するた

めの複製情報を記憶するデータベースにアクセス可能なコンピュータを、

前記ザーバ群のぅち第 のザーバにインストールされているソフトウェアの複製情報

の更新指示を受け付ける受付手段、

前記受付手段によって前記更新指示を受け付けたソフトウェアの複製情報を前記

データベースの中から抽出する抽出手段、

前記ザーバ群のぅち前記第 のザーバとは典なる第2のザーバに前記抽出手段に

よって抽出された複製情報を送信する第 の送信手段、

前記第2のザーバとクライアント端末との通信に使用する前記第2のザーバの第 ア

ドレスを第2アドレスに変換する変換制御手段、

前記変換制御手段によって第2アドレスに変換された結果、前記複製情報の更新

指示を前記第2のザーバに送信する第2の送信手段、

前記第2の送信手段によって前記更新指示が送信された結果、前記第2のザーバ

で更新された更新後の前記複製情報を前記第2のザーバから受信する受信手段、



前記受信手段によって受信された更新後の前記複製情報を前記第 のザーバと関

連付けて前記データベースに登録する登録手段、

として機能させることを特徴とする更新プログラム。

8 前記変換制御手段は、

前記第2のザーバと前記クライアント端末との通信を中継する中継装置に、前記第

2のザーバの第 アドレスを第2アドレスに変換する変換指示を送信することを特徴と

する請求項7に記載の更新プログラム。

9 前記変換制御手段は、

さらに、前記コンピュータと前記第2のザーバとの通信を中継する中継装置に、前

記第2のザーバの第3アドレスを第4アドレスに変換する変換指示を送信することを特

徴とする請求項8に記載の更新プログラム。

０ 前記コンピュータを、

前記ザーバごとの稼働状況に某づいて、前記ザーバ群の中から前記第 のザーバ

にインストールされているソフトウェアの複製情報を更新可能な第2のザーバを検索

する検索手段として機能させ、

前記変換制御手段は、

前記検索手段によって検索された第2のザーバと前記クライアント端末との通信に

使用する前記第2のザーバの第 アドレスを第2アドレスに変換することを特徴とする

請求項7～9のいずれか一つに記載の更新プログラム。

前記変換制御手段は、

前記登録手段によって史新後の前記複製情報が登録された結果、前記第2のザー

バの第2アドレスを第 アドレスに変換することを特徴とする請求項7～9のいずれか

一つに記載の更新プログラム。

2 前記変換制御手段は、

前記登録手段によって史新後の前記複製情報が登録された結果、前記第2のザー

バの第4アドレスを第3アドレスに変換することを特徴とする請求項7～9のいずれか

一つに記載の更新プログラム。

3 ソフトウェアがインストールされたザーバと関連付けて当該ソフトウェアを復元するた



めの複製情報を記憶する記憶手段と、

前記ザーバ群のぅち第 のザーバにインストールされているソフトウェアの複製情報

の更新指示を受け付ける受付手段と、

前記ザーバ群のぅち前記第 のザーバとは典なる第2のザーバとクライアント端末と

の接続を非接続に切り替える切替制御手段と、

前記記憶手段に記憶されている記憶内容の中から、前記受付手段によって前記更

新指示を受け付けたソフトウェアの複製情報を抽出する抽出手段と、

前記切替制御手段によって非接続に切り替えられた結果、前記抽出手段によって

抽出された複製情報とともに当該複製情報の更新指示を前記第2のザーバに送信

する送信手段と、

前記送信手段によって前記更新指示が送信された結果、前記第2のザーバで更新

された更新後の前記複製情報を前記第2のザーバから受信する受信手段と、

前記受信手段によって受信された更新後の前記複製情報を前記第 のザーバと関

連付けて前記データベースに登録する登録手段と、

を備えることを特徴とする情報処理装置。

4 ソフトウェアがインストールされたザーバと関連付けて当該ソフトウェアを復元するた

めの ，複製情報を記ほする記憶手段と、

前記ザーバ群のぅち第 のザーバにインストールされているソフトウェアの複製情報

の更新指示を受け付ける受付手段と、

前記受付手段によって前記更新指示を受け付けたソフトウェアの複製情報を前記

データベースの中から抽出する抽出手段と、

前記ザーバ群のぅち前記第 のザーバとは典なる第2のザーバに前記抽出手段に

よって抽出された複製情報を送信する第 の送信手段と、

前記第2のザーバとクライアント端末との通信に使用する前記第2のザーバの第 ア

ドレスを第2アドレスに変換する変換制御手段と、

前記変換制御手段によって前記第 アドレスが前記第2アドレスに変換された結果

、前記複製情報の更新指示を前記第2のザーバに送信する第2の送信手段と、

前記第2の送信手段によって前記更新指示が送信された結果、前記第2のザーバ



で更新された更新後の前記複製情報を前記第2のザーバから受信する受信手段と、

前記受信手段によって受信された更新後の前記複製情報を前記第 のザーバと関

連付けて前記データベースに登録する登録手段と、

を備えることを特徴とする情報処理装置。

5 制御手段および記憶手段を備え、ソフトウェアがインストールされたザーバと関連付

けて当該ソフトウェアを復元するための複製情報を記憶するデータベースにアクセス

可飴なコンピュータが、

前記ザーバ群のぅち第 のザーバにインストールされているソフトウェアの複製情報

の更新指示を受け付けて、前記記憶手段に記憶する受付工程と、

前記制御手段により、前記ザーバ群のぅち前記第 のザーバとは典なる第2のザー

バとクライアント端末との接続を非接続に切り替える切替制御工程と、

前記制御手段により、前記受付工程によって前記更新指示を受け付けたソフトウェ
アの複製情報を前記データベースの中から抽出して、前記記憶手段に記憶する抽

出工程と、

前記制御手段により、前記切替制御工程によって非接続に切り替えられた結果、

前記抽出工程によって抽出された複製情報とともに当該複製情報の更新指示を前

記第2のザーバに送信する送信工程と、

前記送信工程によって前記更新指示が送信された結果、前記第2のザーバで更新

された更新後の前記複製情報を前記第2のザーバから受信して、前記記憶手段に記

憶する受信工程と、

前記制御手段により、前記受信工程によって受信された更新後の前記複製情報を

前記第 のザーバと関連付けて前記データベースに登録する登録工程と、

を実行することを特徴とする更新方法。

6 制御手段および記憶手段を備え、ソフトウェアがインストールされたザーバと関連付

けて当該ソフトウェアを復元するための複製情報を記憶するデータベースにアクセス

可能なコンピュータが、

前記ザーバ群のぅち第 のザーバにインストールされているソフトウェアの複製情報

の更新指示を受け付けて、前記記憶手段に記憶する受付工程と、



前記制御手段により、前記受付工程によって前記更新指示を受け付けたソフトウェ
アの複製情報を前記データベースの中から抽出して、前記記憶手段に記憶する抽

出工程と、

前記制御手段により、前記ザーバ群のぅち前記第 のザーバとは典なる第2のザー

バに前記抽出工程によって抽出された複製情報を送信する第 の送信工程と、

前記制御手段により、前記第2のザーバとクライアント端末との通信に使用する前記

第2のザーバの第 アドレスを第2アドレスに変換して、前記記憶手段に記憶する変

換制御工程と、

前記制御手段により、前記変換制御工程によって前記第 アドレスが前記第2アド

レスに変換された結果、前記複製情報の更新指示を前記第2のザーバに送信する第

2の送信工程と、

前記第2の送信工程によって前記更新指示が送信された結果、前記第2のザーバ

で更新された更新後の前記複製情報を前記第2のザーバから受信して、前記記憶手

段に記憶する受信工程と、

前記制御手段により、前記受信工程によって受信された更新後の前記複製情報を

前記第 のザーバと関連付けて前記データベースに登録する登録工程と、

を実行することを特徴とする更新方法。
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