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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報処理装置に格納された対象データをバックアップするバックアップシステムであっ
て、
　前記情報処理装置上で実行され、前記対象データを当該バックアップシステムへ転送さ
せるバックアッププログラムを記憶するバックアッププログラム記憶部と、
　前記バックアッププログラムによる前記対象データの読み出しを、前記情報処理装置に
許可させるための読出認証情報を記憶する読出認証情報記憶部と、
　前記バックアッププログラム及び前記読出認証情報を、前記情報処理装置へ送信するバ
ックアップ機能送信部と、
　前記バックアッププログラムを実行した前記情報処理装置が当該バックアップシステム
へ転送する前記対象データを当該情報処理装置に設定された装置識別情報に対応付けて格
納するデータ格納部と、
　前記情報処理装置と同一の装置識別情報が設定された他の情報処理装置から前記装置識
別情報を受けた場合に、前記装置識別情報に対応付けて格納された前記対象データを前記
他の情報処理装置へ送信し、前記他の情報処理装置に格納させる対象データ送信部とを備
え、
　前記バックアッププログラムは、前記情報処理装置の利用者により前記情報処理装置上
で起動され、前記情報処理装置を、
　　　前記情報処理装置へ送信された前記読出認証情報を前記情報処理装置によって認証
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させることにより、前記情報処理装置から前記対象データを読み出す許可を受ける読出認
証手段として機能させ、
　　　特権モードで起動させ、読み出す許可を受けた前記対象データを前記情報処理装置
により読み出させて、当該バックアップシステムへ転送させる転送手段として機能させ、
　　　前記転送手段として機能させることにより前記対象データが当該バックアップシス
テムへ転送された後に前記対象データが前記情報処理装置上で更新された場合に、前記対
象データの更新部分である更新データを前記情報処理装置により読み出させて当該バック
アップシステムへ転送させる更新手段として機能させ、
　前記データ格納部は、前記更新データを前記装置識別情報に対応付けて更に格納し、
前記対象データを格納していた前記情報処理装置と置換された前記他の情報処理装置から
前記装置識別情報を受けた場合に、前記装置識別情報に対応付けて格納された前記更新デ
ータを前記他の情報処理装置へ更に送信し、前記他の情報処理装置に格納された前記対象
データを更新させる更新データ送信部を更に備える
バックアップシステム。
【請求項２】
　前記バックアップ機能送信部は、前記バックアッププログラム及び前記読出認証情報を
、前記情報処理装置上で実行された場合に前記バックアッププログラム及び前記読出認証
情報に展開され、前記バックアッププログラムが実行される実行可能形式のアーカイブフ
ァイルとして前記情報処理装置へ送信する請求項１記載のバックアップシステム。
【請求項３】
　前記バックアップ機能送信部は、
　前記バックアッププログラムを前記情報処理装置へ送信するバックアッププログラム送
信部と、
　前記情報処理装置の利用者により前記情報処理装置上で起動された前記バックアッププ
ログラムからの要求を受けて、前記バックアッププログラムに前記読出認証情報を送信す
る認証情報送信部とを有する請求項１記載のバックアップシステム。
【請求項４】
　前記読出認証情報記憶部は、複数の前記情報処理装置のそれぞれを識別する装置識別情
報と、当該情報処理装置に格納された前記対象データの前記バックアッププログラムによ
る読み出しを当該情報処理装置に許可させるための前記読出認証情報とを対応付けた認証
情報ファイルを記憶し、
　前記バックアップ機能送信部は、前記バックアッププログラム及び前記認証情報ファイ
ルを前記複数の情報処理装置のそれぞれへ送信し、
　前記複数の情報処理装置のそれぞれにおいて機能する前記読出認証手段は、前記認証情
報ファイルに含まれる複数の前記装置識別情報のうち、当該情報処理装置に設定された装
置識別情報と一致する前記装置識別情報に対応付けられた前記読出認証情報を当該情報処
理装置によって認証させることにより、当該情報処理装置から前記対象データを読み出す
許可を受け、
　前記複数の情報処理装置のそれぞれにおいて機能する前記転送手段は、読み出す許可を
受けた前記対象データを当該情報処理装置により読み出させて、当該バックアップシステ
ムへ転送させ、
　前記データ格納部は、前記バックアッププログラムを実行した前記複数の情報処理装置
のそれぞれが当該バックアップシステムへ転送する当該対象データを格納する請求項１記
載のバックアップシステム。
【請求項５】
　前記認証情報記憶部は、前記対象データの格納を前記データ格納部に許可させるための
バックアップ先認証情報を更に記憶し、
　前記バックアップ機能送信部は、前記バックアッププログラム、前記読出認証情報、及
び前記バックアップ先認証情報を、前記情報処理装置へ送信し、
　前記バックアッププログラムは、前記情報処理装置を、前記情報処理装置へ送信された
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前記バックアップ先認証情報を前記データ格納部に認証させることにより、前記対象デー
タを前記データ格納部に格納する許可を受けるバックアップ先認証手段として更に機能さ
せる請求項１記載のバックアップシステム。
【請求項６】
　前記バックアップ機能送信部は、前記バックアッププログラム及び前記読出認証情報を
、複数の前記情報処理装置へ送信し、
　前記データ格納部は、前記バックアッププログラムをそれぞれ実行した複数の前記情報
処理装置のそれぞれが当該バックアップシステムへ転送する前記対象データを格納し、
　当該バックアップシステムは、前記複数の情報処理装置のそれぞれが当該バックアップ
システムへ転送する前記対象データの全てを前記データ格納部が格納した場合に、前記複
数の情報処理装置の全てについて前記対象データのバックアップを完了したことを当該バ
ックアップシステムの管理者に通知する完了通知部を更に備える請求項１記載のバックア
ップシステム。
【請求項７】
　前記バックアップ機能送信部が前記バックアッププログラムを前記情報処理装置へ送信
してから予め定められた期間の経過後において、前記情報処理装置から当該バックアップ
システムへ前記対象データが転送されていない場合に、前記情報処理装置の利用者に、前
記バックアッププログラムの起動を指示するメッセージを通知する起動指示部を更に備え
る請求項１記載のバックアップシステム。
【請求項８】
　前記バックアップ機能送信部が前記バックアッププログラムを前記情報処理装置へ送信
してから予め定められた期間の経過後において、前記情報処理装置から当該バックアップ
システムへ前記対象データが転送されていない場合に、前記バックアップ機能送信部は、
前記バックアッププログラム及び前記認証情報を、前記情報処理装置へ再度送信する請求
項１記載のバックアップシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、バックアップシステム、バックアップ方法、バックアッププログラム、リスト
アシステム、リストア方法、リストアプログラム、移行システム、移行方法、及び、バッ
クアッププログラム又はリストアプログラムを記録した記録媒体に関する。特に本発明は
、情報システムに含まれる情報処理装置をリプレースする場合等において、当該情報処理
装置に格納されたデータ等を迅速に新たな情報処理装置に移行させることができるバック
アップシステム、バックアップ方法、バックアッププログラム、リストアシステム、リス
トア方法、リストアプログラム、移行システム、移行方法、及び、バックアッププログラ
ム又はリストアプログラムを記録した記録媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、企業等に設けられた情報システムにおいて、パーソナルコンピュータ等の情報処理
装置をリプレースする場合、当該情報処理装置が設置された部署に情報システム管理部門
の作業担当者が出向き、当該情報処理装置に格納されたファイルや環境設定等のデータを
新たな情報処理装置に移行していた（非特許文献１参照。）。
【０００３】
【非特許文献１】
日本アイ・ビー・エム株式会社，“ＰＣマイグレーション・サービス”，[online]，［平
成１５年５月２８日検索］，インターネット＜URL:http://www-6. ibm.com/jp/pc/servic
e/migration＞
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
情報処理装置のリプレース等に伴って以上に示した作業を行なうことにより、情報システ



(4) JP 4149315 B2 2008.9.10

10

20

30

40

50

ムの管理コストが非常に大きくなる。また、情報処理装置のリプレース時に作業担当者が
リプレース前の情報処理装置を占有して作業を行なう必要が生じるため、移行作業中に当
該情報処理装置の利用者が当該情報処理装置を利用できず、利用者の業務効率を低下させ
るという問題も生じる。
【０００５】
そこで本発明は、上記の課題を解決することのできるバックアップシステム、バックアッ
プ方法、バックアッププログラム、リストアシステム、リストア方法、リストアプログラ
ム、移行システム、移行方法、及び、バックアッププログラム又はリストアプログラムを
記録した記録媒体を提供することを目的とする。この目的は特許請求の範囲における独立
項に記載の特徴の組み合わせにより達成される。また従属項は本発明の更なる有利な具体
例を規定する。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
即ち、本発明の第１の形態によると、情報処理装置に格納された対象データをバックアッ
プするバックアップシステムであって、前記情報処理装置上で実行され、前記対象データ
を当該バックアップシステムへ転送させるバックアッププログラムを記憶するバックアッ
ププログラム記憶部と、前記バックアッププログラムによる前記対象データの読み出しを
、前記情報処理装置に許可させるための読出認証情報を記憶する読出認証情報記憶部と、
前記バックアッププログラム及び前記読出認証情報を、前記情報処理装置へ送信するバッ
クアップ機能送信部と、前記バックアッププログラムを実行した前記情報処理装置が当該
バックアップシステムへ転送する前記対象データを格納するデータ格納部とを備え、前記
バックアッププログラムは、前記情報処理装置の利用者により前記情報処理装置上で起動
され、前記情報処理装置へ送信された前記読出認証情報を前記情報処理装置によって認証
させることにより、前記情報処理装置から前記対象データを読み出す許可を受ける読出認
証手段と、読み出す許可を受けた前記対象データを前記情報処理装置により読み出させて
、当該バックアップシステムへ転送させる転送手段とを有するバックアップシステムと、
当該バックアップシステムに関するバックアップ方法、バックアッププログラム及び当該
バックアッププログラムを記録した記録媒体を提供する。
【０００７】
また、本発明の第２の形態によると、対象データを情報処理装置にリストアするリストア
システムであって、前記情報処理装置上で実行され、当該リストアシステムから受信した
前記対象データを前記情報処理装置に格納させるリストアプログラムを記憶するリストア
プログラム記憶部と、前記リストアプログラムによる前記対象データの書き込みを、前記
情報処理装置に許可させるための書込認証情報を記憶する書込認証情報記憶部と、前記リ
ストアプログラム及び前記書込認証情報を、前記情報処理装置へ送信するリストア機能送
信部と、前記リストアプログラムを実行した前記情報処理装置に前記対象データを送信す
る対象データ送信部とを備え、前記リストアプログラムは、前記情報処理装置の利用者に
より前記情報処理装置上で起動され、前記情報処理装置へ送信された前記書込認証情報を
前記情報処理装置によって認証させることにより、前記情報処理装置に前記対象データを
書き込む許可を受ける書込認証手段と、前記対象データ送信部から受信した前記対象デー
タを前記情報処理装置に格納させる対象データ格納手段とを有するリストアシステムと、
当該リストアシステムに関連するリストア方法、リストアプログラム及び当該リストアプ
ログラムを記録した記録媒体を提供する。
【０００８】
なお上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではなく、これらの
特徴群のサブコンビネーションも又発明となりうる。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範囲
にかかる発明を限定するものではなく、又実施形態の中で説明されている特徴の組み合わ
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せの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
【００１０】
図１は、本実施形態に係る情報システム１０の構成の一例を示す。情報システム１０は、
通常業務に用いられる情報処理装置１３０を有する現行系システム１００と、現行系シス
テム１００内の情報処理装置１３０をリプレースする場合に新たに用いられる情報処理装
置１９０をリプレースに先立ってセットアップする更新系システム１５５とを備える。よ
り具体的には、情報処理装置１３０をリプレースして新たな情報処理装置１９０に移行す
る場合、移行の対象となる対象データを現行系システム１００において予めバックアップ
し、バックアップした対象データを更新系システム１５５において情報処理装置１９０に
リストアする。その後、元の情報処理装置１３０が配置された部門に新たな情報処理装置
１９０を配送し、元の情報処理装置１３０を情報処理装置１９０にリプレースする。この
結果、情報処理装置１３０を情報処理装置１９０にリプレースするための管理コスト及び
情報処理装置のダウンタイムを低減させることができる。
【００１１】
現行系システム１００は、記憶装置１１０と、記憶装置１１０に接続されたバックアップ
管理装置１２０と、通常業務に用いられる情報処理装置１３０ａ～ｃと、データ格納装置
１４０と、記憶装置１５０とを有する。記憶装置１１０、バックアップ管理装置１２０、
データ格納装置１４０、及び記憶装置１５０は、情報処理装置１３０に格納された対象デ
ータをバックアップするコンピュータシステムであるバックアップシステムとして動作す
る。また、データ格納装置１４０及び記憶装置１５０と、更新系システム１５５内の記憶
装置１６０及びデータ格納装置１７０とは、本発明に係るデータ格納部の一例である。
【００１２】
記憶装置１１０は、バックアッププログラム記憶部１１２、読出認証情報記憶部１１４、
及び完了ログ記憶部１１６を含む。バックアッププログラム記憶部１１２は、リプレース
の対象となる情報処理装置１３０上で実行されるバックアッププログラムを記憶する。こ
のバックアッププログラムは、情報処理装置１３０に格納されている新たな情報処理装置
１９０に移行すべき対象データを、データ格納装置１４０へ転送させるプログラムである
。
【００１３】
読出認証情報記憶部１１４は、バックアッププログラムによる対象データの読み出しを、
情報処理装置１３０に許可させるための読出認証情報を記憶する。この読出認証情報は、
例えば当該情報処理装置１３０の管理者ログイン名及び管理者パスワードや、当該情報処
理装置１３０のバックアップ管理者ログイン名及びバックアップ管理者パスワード等の、
当該情報処理装置１３０上で実行されるプログラムが当該情報処理装置１３０から管理者
権限やバックアップ管理者権限等を取得する場合に用いる認証情報であってよい。
【００１４】
より具体的には、本実施形態における読出認証情報記憶部１１４は、複数の情報処理装置
１３０のそれぞれを識別する装置識別情報と、それぞれの情報処理装置１３０の読出認証
情報とを対応付けた認証情報ファイルを記憶する。ここで、装置識別情報は、例えばＷＩ
ＮＤＯＷＳ（登録商標）等のオペレーティングシステム上で設定されるコンピュータ名等
や、当該情報処理装置１３０のホスト名、又はＩＰアドレス等であってよい。また、読出
認証情報記憶部１１４は、複数の情報処理装置１３０のそれぞれを識別する装置識別情報
に、それぞれの情報処理装置１３０による対象データの格納をデータ格納装置１４０に許
可させるためのバックアップ先認証情報を更に対応付けて認証情報ファイルに記憶してよ
い。
【００１５】
完了ログ記憶部１１６は、バックアップの対象となる情報処理装置１３０のバックアップ
が完了した場合に、バックアップが完了したことを示す完了ログ情報を格納する。
【００１６】
バックアップ管理装置１２０は、情報システム１０又は現行系システム１００の管理者に
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より操作され、情報処理装置１３０のバックアップ処理を遠隔操作するために用いられる
。バックアップ管理装置１２０は、バックアップ機能送信部１２２と、完了通知部１２６
と、起動指示部１２８とを含む。バックアップ機能送信部１２２は、バックアッププログ
ラム記憶部１１２に格納されたバックアッププログラムをバックアップの対象となる情報
処理装置１３０へ送信するバックアッププログラム送信部１２３と、読出認証情報記憶部
１１４に格納された読出認証情報及び／又はバックアップ先認証情報をバックアップの対
象となる情報処理装置１３０へ送信する認証情報送信部１２４とを含む。複数の情報処理
装置１３０にバックアップ処理を行なわせる場合、バックアップ機能送信部１２２は、バ
ックアッププログラム及び読出認証情報記憶部１１４に格納された認証情報ファイルを複
数の情報処理装置１３０のそれぞれへ送信する。
【００１７】
完了通知部１２６は、情報処理装置１３０が対象データのバックアップを完了した場合に
、対象データのバックアップ完了を情報システム１０又は現行系システム１００の管理者
に通知する。ここで、情報システム１０又は現行系システム１００の管理者が複数の情報
処理装置１３０に対してバックアップを指示した場合、完了通知部１２６は、複数の情報
処理装置１３０の全てについて当該情報処理装置１３０における対象データのバックアッ
プを完了したことを情報システム１０又は現行系システム１００の管理者に通知する。
【００１８】
データ格納装置１４０は、バックアッププログラムを実行した情報処理装置１３０がバッ
クアップシステムのデータ格納装置１４０へ転送する対象データを受信し、記憶装置１５
０内のバックアップデータ記憶部１５４に格納する。また、情報処理装置１３０の対象デ
ータがデータ格納装置１４０へ転送された後に対象データが当該情報処理装置１３０上で
更新された場合に、対象データの更新部分である更新データを当該情報処理装置１３０か
ら受信して、記憶装置１５０内のバックアップデータ記憶部１５４に格納する。そして、
データ格納装置１４０は更新データ送信部１４２を含み、当該情報処理装置１３０と置換
された情報処理装置１９０からの要求を受けて、更新データを当該情報処理装置１９０へ
送信し、情報処理装置１９０に格納された対象データを更新させる。ここで、情報処理装
置１９０は、既に格納されている対象データに更新データを上書きすることにより、対象
データを更新してもよい。
【００１９】
記憶装置１５０は、情報処理装置１３０上で実行されるバックアッププログラムが当該情
報処理装置１３０にダウンロードしてバックアップ処理の一部を担当させるバックアップ
補助プログラムを記憶するバックアップ補助プログラム記憶部１５２と、情報処理装置１
３０からデータ格納装置１４０を介して転送された対象データ及び更新データを格納する
バックアップデータ記憶部１５４とを含む。
【００２０】
更新系システム１５５は、記憶装置１８０と、記憶装置１８０に接続された移行管理装置
１８５と、記憶装置１６０と、記憶装置１６０に接続されたデータ格納装置１７０と、情
報処理装置１３０ａ～ｃとそれぞれ置換される情報処理装置１９０ａ～ｃとを有する。記
憶装置１６０、データ格納装置１７０、記憶装置１８０、及び移行管理装置１８５は、現
行系システム１００内の情報処理装置１３０からバックアップされた対象データを記憶装
置１５０から取得して、当該対象データを格納していた情報処理装置１３０と置換される
新たな情報処理装置１９０に当該対象データをリストアするコンピュータシステムである
リストアシステムとして動作する。また、バックアップシステム及びリストアシステムは
、情報処理装置１３０からバックアップされた対象データを、情報処理装置１９０に移行
させるコンピュータシステムである移行システムとして動作する。なお、データ格納装置
１７０及び記憶装置１８０は、バックアップシステムの一部として動作してもよい。
【００２１】
記憶装置１８０は、リストアプログラム記憶部１８２、書込認証情報記憶部１８３及び完
了ログ記憶部１８４を含む。リストアプログラム記憶部１８２は、情報処理装置１３０と
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置換される他の情報処理装置１９０上で実行されるリストアプログラムを記憶する。この
リストアプログラムは，記憶装置１５０から取得されて記憶装置１６０内のバックアップ
データ記憶部１６４に格納されている対象データを、情報処理装置１９０に格納させるプ
ログラムである。
【００２２】
書込認証情報記憶部１８３は、リストアプログラムによる対象データの情報処理装置１９
０への書き込みを、当該情報処理装置１９０に許可させるための書込認証情報を記憶する
。この書込認証情報は、例えば当該情報処理装置１９０の管理者ログイン名及び管理者パ
スワードや、当該情報処理装置１９０のバックアップ管理者ログイン名及びバックアップ
管理者パスワード等の、当該情報処理装置１９０上で実行されるプログラムが当該情報処
理装置１９０から管理者権限やバックアップ管理者権限等を取得する場合に用いる認証情
報であってよい。
【００２３】
より具体的には、本実施形態における書込認証情報記憶部１８３は、複数の情報処理装置
１３０のそれぞれを識別する装置識別情報と、当該情報処理装置１３０を置換する情報処
理装置１９０の書込認証情報とを対応付けた認証情報ファイルを記憶する。
【００２４】
完了ログ記憶部１８４は、情報処理装置１９０に対する対象データのリストアが完了した
場合に、リストアが完了したことを示す完了ログ情報を格納する。
【００２５】
移行管理装置１８５は、情報システム１０又は更新系システム１５５の管理者により操作
され、情報処理装置１９０のリストア処理を遠隔操作するために用いられる。移行管理装
置１８５は、リストア機能送信部１８６及び完了通知部１８８を含む。リストア機能送信
部１８６は、リストアプログラム記憶部１８２に格納されたリストアプログラムと、書込
認証情報記憶部１８３に格納された書込認証情報及び／又はリストア認証情報とを、リス
トアの対象となる情報処理装置１９０へ送信する。完了通知部１８８は、情報処理装置１
９０が対象データのリストアを完了した場合に、対象データのリストア完了を情報システ
ム１０又は更新系システム１５５の管理者に通知する。ここで、情報システム１０又は更
新系システム１５５の管理者が複数の情報処理装置１９０に対してリストアを指示した場
合、完了通知部１８８は、複数の情報処理装置１９０の全てについて当該情報処理装置１
９０における対象データのリストアを完了したことを情報システム１０又は更新系システ
ム１５５の管理者に通知する。
【００２６】
記憶装置１６０は、情報処理装置１９０上で実行されるリストアプログラムが当該情報処
理装置１９０にダウンロードしてリストア処理の一部を担当させるリストア補助プログラ
ムを記憶するリストア補助プログラム記憶部１６２と、記憶装置１５０からデータ格納装
置１７０を介して取得した対象データを格納するバックアップデータ記憶部１６４とを含
む。
【００２７】
データ格納装置１７０は、リプレースの対象となる情報処理装置１３０の対象データを記
憶装置１５０から取得し、記憶装置１６０内のバックアップデータ記憶部１６４に格納す
る。データ格納装置１７０は、対象データ送信部１７２を含む。対象データ送信部１７２
は、当該情報処理装置１３０と置換される情報処理装置１９０上で実行されるリストアプ
ログラムからの要求を受けて、当該情報処理装置１３０から取得された対象データを、当
該情報処理装置１９０から受信した装置識別情報に基づいて選択する。そして、対象デー
タ送信部１７２は、選択した対象データを情報処理装置１９０へ送信し、情報処理装置１
９０に格納させる。
【００２８】
以上に示した情報システム１０によれば、現行系システム１００内の情報処理装置１３０
をリプレースして新たな情報処理装置１９０に移行する場合に、情報処理装置１３０に格
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納された移行の対象データを情報処理装置１９０に予め移行させた後に情報処理装置１３
０を情報処理装置１９０と置換することができ、リプレースに伴う管理コスト及び情報処
理装置のダウンタイムを低減させることができる。
【００２９】
以上において、現行系システム１００は、例えば企業又は家庭等において用いられるシス
テムであり、更新系システム１５５は、企業又は家庭等に情報処理装置を納入する製造業
者に設けられたシステムであってよい。この場合、製造業者は、更新系システム１５５を
用いて情報処理装置１３０に格納された対象データを情報処理装置１９０に移行してから
情報処理装置１９０を企業又は家庭等に納入してもよい。
【００３０】
これに代えて現行系システム１００は、現行系システム１００内に設けられた情報処理装
置１３０が例えば企業の通常業務に使用されるシステムであり、更新系システム１５５は
、企業の人員の増減又は企業の部署編成の変化に伴い現行系システム１００に配布する情
報処理装置に対象データを移行するために、情報システム部門に設けたシステムであって
よい。
【００３１】
図２は、本実施形態に係る情報処理装置１３０上で実行されるバックアッププログラム２
００の機能構成を示す。情報システム１０又は現行系システム１００の管理者は、１又は
複数の情報処理装置１３０を情報処理装置１９０に置換する場合に、１又は複数の情報処
理装置１３０のバックアップをバックアップ管理装置１２０に指示する。バックアップの
指示を受けると、バックアップ管理装置１２０は、バックアッププログラム記憶部１１２
に記憶されたバックアッププログラム２００と、読出認証情報記憶部１１４に記憶された
、１又は複数の情報処理装置１３０のそれぞれの読出認証情報を含む認証情報ファイル２
５０とを、１又は複数の情報処理装置１３０のそれぞれへ送信する。ここで、バックアッ
プ管理装置１２０内のバックアップ機能送信部１２２は、バックアッププログラム２００
及び認証情報ファイル２５０を、実行可能形式のアーカイブファイルとして１又は複数の
情報処理装置１３０のそれぞれへ送信してよい。
【００３２】
それぞれの情報処理装置１３０へ送信されたバックアッププログラム２００は、当該情報
処理装置１３０の利用者により情報処理装置１３０上で起動される。ここで、バックアッ
ププログラム２００及び認証情報ファイル２５０がアーカイブファイルとして送信された
場合、情報処理装置１３０の利用者は、当該アーカイブファイルを起動することにより、
バックアッププログラム２００を起動してよい。すなわち、当該アーカイブファイルは、
それぞれの情報処理装置１３０上で実行された場合にバックアッププログラム２００及び
認証情報ファイル２５０に展開され、バックアッププログラム２００が実行される。
【００３３】
バックアッププログラム２００は、読出認証手段２１０と、転送手段２２０と、バックア
ップ先認証手段２３０と、更新手段２４０とを有する。
読出認証手段２１０は、当該情報処理装置１３０へ送信された読出認証情報を情報処理装
置１３０によって認証させることにより、情報処理装置１３０から対象データ２７０を読
み出す許可を受ける。読出認証手段２１０は、認証情報選択手段２１２及び特権起動手段
２１４を含む。認証情報選択手段２１２は、認証情報ファイル２５０に格納された複数の
情報処理装置１３０のそれぞれに対応する読出識別情報及び／又はバックアップ先識別情
報等のうち、当該情報処理装置１３０に対応する読出識別情報及び／又はバックアップ先
識別情報を環境設定ファイル２６０に格納する。より具体的には、認証情報選択手段２１
２は、当該情報処理装置１３０の装置識別情報を情報処理装置１３０から取得し、認証情
報ファイル２５０に含まれる複数の装置識別情報のうち、当該情報処理装置１３０に設定
された装置識別情報と一致する装置識別情報に対応付けられた読出識別情報等を認証情報
ファイル２５０から選択し、これらの情報を当該情報処理装置１３０上でバックアッププ
ログラム２００を動作させるための環境設定として環境設定ファイル２６０に格納する。
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【００３４】
特権起動手段２１４は、認証情報選択手段２１２により選択された読出識別情報を環境設
定ファイル２６０から取得し、当該読出識別情報を情報処理装置１３０によって認証させ
ることにより、バックアッププログラム２００が情報処理装置１３０から対象データ２７
０を読み出す許可を受ける。本実施形態において特権起動手段２１４は、管理者ログイン
名及び管理者パスワード、又は、バックアップ管理者ログイン名及びバックアップ管理者
パスワード等の読出識別情報を情報処理装置１３０により認証させて、特権モードにより
転送手段２２０を起動させることにより、転送手段２２０によって対象データ２７０を読
み出す許可を受ける。
【００３５】
転送手段２２０は、読出認証手段２１０により読み出す許可を受けた対象データ２７０を
情報処理装置１３０により読み出させて、データ格納装置１４０へ転送させる。ここで、
情報処理装置１３０に対応するバックアップ先識別情報が環境設定ファイル２６０に格納
されている場合、転送手段２２０は、対象データ２７０をデータ格納装置１４０へ転送す
るのに先立って、バックアップ先識別情報をバックアップ先認証手段２３０に供給する。
【００３６】
以上において転送手段２２０は、バックアップ補助プログラム記憶部１５２に記憶された
バックアップ補助プログラムをデータ格納装置１４０を介して情報処理装置１３０にダウ
ンロードし、上記のバックアップ処理の一部を当該バックアップ補助プログラムに担当さ
せてよい。
【００３７】
バックアップ先認証手段２３０は、転送手段２２０からバックアップ先識別情報を受けた
場合、バックアップ先識別情報をデータ格納装置１４０へ送信して認証させることにより
，対象データ２７０を記憶装置１５０に格納する許可を受ける。
【００３８】
更新手段２４０は、転送手段２２０により対象データ２７０がデータ格納装置１４０へ転
送された後に対象データ２７０が情報処理装置１３０上で更新された場合に、更新後の対
象データ２７０を情報処理装置１３０により読み出させてデータ格納装置１４０へ転送さ
せる。
【００３９】
以上において、対象データ２７０は、情報処理装置１３０の利用者が作成したファイル等
のデータや、情報処理装置１３０上で実行されるオペレーティングシステムのレジストリ
等の内容や、情報処理装置１３０上で実行される各種のプログラムを情報処理装置１３０
の利用者がカスタマイズしたカスタマイズデータ等を含んでよい。また、対象データ２７
０は、情報処理装置１３０に設けられたハードディスク等のドライブイメージを含んでよ
い。
【００４０】
図３は、本実施形態に係る認証情報ファイル２５０のデータ構成を表形式により示す。本
実施形態に係る認証情報ファイル２５０は、１又は複数の情報処理装置１３０のそれぞれ
について、当該情報処理装置１３０を識別する装置識別情報に対応付けて、当該情報処理
装置１３０に設定された「ドメイン名」、「読出認証情報」、「ダウンロード通信方法」
、「共有ディレクトリ（ダウンロード用）」、「共有ディレクトリ認証情報（ダウンロー
ド認証情報）」、「ＦＴＰホスト名（ダウンロード用）」、「ＦＴＰ認証情報（ダウンロ
ード認証情報）」、「バックアップ通信方法」、「共有ディレクトリ（バックアップ用）
」、「共有ディレクトリ認証情報（バックアップ先認証情報）」、「ＦＴＰホスト名（バ
ックアップ用）」、及び「ＦＴＰ認証情報（バックアップ先認証情報）」を記録する。
【００４１】
「ダウンロード通信方法」は、情報処理装置１３０上で実行されるバックアッププログラ
ム２００が、バックアップ補助プログラムを情報処理装置１３０にダウンロードするため
に用いる通信方法を指定する。本実施形態において、認証情報ファイル２５０は、ダウン
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ロード通信方法として、共有ディレクトリとして設けられたバックアップ補助プログラム
記憶部１５２からバックアップ補助プログラムを取得する方法と、ＦＴＰによりデータ格
納装置１４０からバックアップ補助プログラムを取得する方法のいずれかを指定可能であ
る。
【００４２】
ダウンロード通信方法として共有ディレクトリによる方法を指定した場合、バックアップ
プログラム２００は、「共有ディレクトリ認証情報（ダウンロード認証情報）」に設定さ
れた認証情報を用いてデータ格納装置１４０から共有ディレクトリの読み出し許可を受け
て、「共有ディレクトリ（ダウンロード用）」に指定された共有ディレクトリからバック
アップ補助プログラムを取得する。
【００４３】
ダウンロード通信方法としてＦＴＰによる方法を指定した場合、バックアッププログラム
２００は、「ＦＴＰホスト名（ダウンロード用）」で指定されたホスト（例えばデータ格
納装置１４０）に対して「ＦＴＰ認証情報（ダウンロード認証情報）」に設定された認証
情報を用いてＦＴＰ要求を行い、ＦＴＰによりバックアップ補助プログラムを取得する。
【００４４】
「バックアップ通信方法」は、情報処理装置１３０上で実行されるバックアッププログラ
ム２００内の転送手段２２０が、対象データをデータ格納装置１４０に転送するために用
いる通信方法を指定する。本実施形態において、認証情報ファイル２５０は、バックアッ
プ通信方法として、共有ディレクトリとして設けられたバックアップデータ記憶部１５４
に対象データを格納する方法と、ＦＴＰによりデータ格納装置１４０に対象データを転送
する方法のいずれかを指定可能である。
【００４５】
バックアップ通信方法として共有ディレクトリによる方法を指定した場合、バックアップ
プログラム２００は、「共有ディレクトリ認証情報（バックアップ先認証情報）」に設定
された認証情報を用いてデータ格納装置１４０から対象データの書き込み許可を受けて、
「共有ディレクトリ（バックアップ用）」に指定された共有ディレクトリへ対象データを
バックアップする。
【００４６】
バックアップ通信方法としてＦＴＰによる方法を指定した場合、バックアッププログラム
２００は、ＦＴＰホスト名（バックアップ用）で指定されたホスト（例えばデータ格納装
置１４０）に対してＦＴＰ認証情報（バックアップ先認証情報）に設定された認証情報を
用いてＦＴＰ要求を行い、対象データをＦＴＰにより当該ホストに格納させる。
【００４７】
以上に示したように、認証情報ファイル２５０は、１又は複数の情報処理装置１３０のそ
れぞれについて、異なる通信方法や、異なる読出認証情報、ダウンロード認証情報及び／
又はバックアップ先認証情報を指定することができる。そして、認証情報選択手段２１２
は、バックアッププログラム２００が実行される情報処理装置１３０に設定された装置識
別情報を用いて、当該装置識別情報に対応するドメイン名、読出認証情報、ダウンロード
通信方法、共有ディレクトリ（ダウンロード用）、共有ディレクトリ認証情報（ダウンロ
ード認証情報）、ＦＴＰホスト名（ダウンロード用）、ＦＴＰ認証情報（ダウンロード認
証情報）、バックアップ通信方法、共有ディレクトリ（バックアップ用）、共有ディレク
トリ認証情報（バックアップ先認証情報）、ＦＴＰホスト名（バックアップ用）、及びＦ
ＴＰ認証情報（バックアップ先認証情報）を環境設定ファイル２６０に格納し、特権起動
手段２１４、転送手段２２０、バックアップ先認証手段２３０、及び更新手段２４０は、
これらの情報に基づいてバックアップ処理を行なうことができる。
【００４８】
図４は、本実施形態に係る情報処理装置１９０上で実行されるリストアプログラム４００
の機能構成を示す。１又は複数の情報処理装置１３０に格納されていた対象データが記憶
装置１５０内のバックアップデータ記憶部１５４にバックアップされてバックアップデー
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タ記憶部１６４に転送された場合に、情報システム１０又は更新系システム１５５の管理
者は、１又は複数の情報処理装置１３０のそれぞれに格納されていた対象データを、当該
情報処理装置１３０と置換される情報処理装置１９０へリストアするよう移行管理装置１
８５に指示する。リストアの指示を受けると、移行管理装置１８５は、リストアプログラ
ム記憶部１８２に記憶されたリストアプログラム４００と、書込認証情報記憶部１８３に
記憶された、１又は複数の情報処理装置１９０のそれぞれの書込認証情報を含む認証情報
ファイル４５０とを、１又は複数の情報処理装置１９０のそれぞれへ送信する。ここで、
リストア機能送信部１８６は、リストアプログラム４００及び認証情報ファイル４５０を
、実行可能形式のアーカイブファイルとして１又は複数の情報処理装置１９０のそれぞれ
へ送信してよい。
【００４９】
それぞれの情報処理装置１９０へ送信されたリストアプログラム４００は、当該情報処理
装置１９０の設定を行なう管理者により情報処理装置１９０上で起動される。ここで、リ
ストアプログラム４００及び認証情報ファイル４５０がアーカイブファイルとして送信さ
れた場合、情報処理装置１９０の管理者は、当該アーカイブファイルを起動することによ
り、リストアプログラム４００を起動してよい。すなわち、当該アーカイブファイルは、
それぞれの情報処理装置１９０上で実行された場合にリストアプログラム４００及び認証
情報ファイル４５０に展開され、リストアプログラム４００が実行される。
【００５０】
リストアプログラム４００は、書込認証手段４１０と、リストア要求手段４２０と、対象
データ格納手段４４０とを有する。
書込認証手段４１０は、当該情報処理装置１９０へ送信された書込認証情報を情報処理装
置１９０によって認証させることにより、バックアップデータ記憶部１６４にバックアッ
プされた情報処理装置１３０の対象データを、当該情報処理装置１９０に書き込む許可を
受ける。書込認証手段４１０は、認証情報選択手段４１２及び特権起動手段４１４を含む
。認証情報選択手段４１２は、認証情報ファイル４５０に格納された複数の情報処理装置
１９０のそれぞれに対応する書込識別情報等のうち、当該情報処理装置１９０に対応する
書込識別情報等を環境設定ファイル４６０に格納する。
【００５１】
より具体的には、認証情報ファイル４５０は、図３における「読出認証情報」に代えて「
書込認証情報」を記録し、「バックアップ通信方法」、「共有ディレクトリ（バックアッ
プ用）」、「共有ディレクトリ認証情報（バックアップ先認証情報）」、「ＦＴＰホスト
名（バックアップ用）」、「ＦＴＰ認証情報（バックアップ先認証情報）」に代えて、「
リストア通信方法」、「共有ディレクトリ（リストア用）」、「共有ディレクトリ認証情
報（リストア先認証情報）」、「ＦＴＰホスト名（リストア用）」、「ＦＴＰ認証情報（
リストア先認証情報）」を記録している。
【００５２】
「リストア通信方法」は、情報処理装置１９０上で実行されるリストアプログラム４００
が、対象データをデータ格納装置１７０から受信するために用いる通信方法を指定する。
本実施形態において、認証情報ファイル４５０は、リストア通信方法として、共有ディレ
クトリとして設けられたバックアップデータ記憶部１６４に対象データを格納する方法と
、ＦＴＰによりデータ格納装置１７０から対象データを受信する方法のいずれかを指定可
能である。
【００５３】
リストア通信方法として共有ディレクトリによる方法を指定した場合、リストアプログラ
ム４００は、「共有ディレクトリ認証情報（リストア先認証情報）」に設定された認証情
報を用いてデータ格納装置１７０から対象データの読み出し許可を受けて、「共有ディレ
クトリ（リストア用）」に指定された共有ディレクトリから対象データを受信する。
【００５４】
リストア通信方法としてＦＴＰによる方法を指定した場合、リストアプログラム４００は



(12) JP 4149315 B2 2008.9.10

10

20

30

40

50

、ＦＴＰホスト名（リストア用）で指定されたホスト（例えばデータ格納装置１７０）に
対してＦＴＰ認証情報（リストア先認証情報）に設定された認証情報を用いてＦＴＰ要求
を行い、対象データをＦＴＰにより当該ホストから受信させる。
【００５５】
また、認証情報ファイル４５０において、「ダウンロード通信方法」、「共有ディレクト
リ（ダウンロード用）」、「共有ディレクトリ認証情報（ダウンロード認証情報）」、「
ＦＴＰホスト名（ダウンロード用）」、及び「ＦＴＰ認証情報（ダウンロード認証情報）
」は、リストア補助プログラムをダウンロードするために用いる各種情報を、認証情報フ
ァイル２５０におけるこれらの情報と同様にして記録する。
【００５６】
また、１又は複数の情報処理装置１９０のそれぞれには、当該情報処理装置１９０に置換
される情報処理装置１３０と同一の装置識別情報が設定される。そして、認証情報選択手
段４１２は、当該情報処理装置１９０の装置識別情報を情報処理装置１９０から取得し、
認証情報ファイル４５０に含まれる複数の装置識別情報のうち、当該情報処理装置１９０
に設定された装置識別情報と一致する装置識別情報に対応付けられた書込識別情報等を認
証情報ファイル４５０から選択し、これらの情報を当該情報処理装置１９０上でリストア
プログラム４００を動作させるための環境設定として環境設定ファイル４６０に格納する
。
【００５７】
特権起動手段４１４は、認証情報選択手段４１２により選択された書込識別情報を環境設
定ファイル４６０から取得し、当該書込識別情報を情報処理装置１９０によって認証させ
ることにより、リストアプログラム４００が対象データを対象データ４７０に書き込む許
可を情報処理装置１９０から受ける。本実施形態において特権起動手段４１４は、管理者
ログイン名及び管理者パスワード、又は、バックアップ管理者ログイン名及びバックアッ
プ管理者パスワード等の書込識別情報を情報処理装置１９０により認証させて、特権モー
ドによりリストア要求手段４２０及び対象データ格納手段４４０を起動させることにより
、対象データ格納手段４４０によって対象データ４７０に書き込む許可を受ける。
【００５８】
リストア要求手段４２０は、当該情報処理装置１９０の装置識別情報に対応付けられた「
リストア通信方法」、「共有ディレクトリ（リストア用）」、「共有ディレクトリ認証情
報（リストア認証情報）」、「ＦＴＰホスト名（リストア用）」、及び「ＦＴＰ認証情報
（リストア認証情報）」等を環境設定ファイル４６０から特権起動手段４１４を介して受
け取り、これらの情報に基づいて当該情報処理装置１９０に置換されるべき情報処理装置
１３０から取得した対象データの送信をデータ格納装置１７０に要求する。
【００５９】
対象データ格納手段４４０は、リストア要求手段４２０の要求に対応してデータ格納装置
１７０内の対象データ送信部１７２から送信される対象データを受信し、受信した対象デ
ータを情報処理装置１９０に格納してリストアする。すなわち、対象データ格納手段４４
０は、対象データ送信部１７２から受信した対象データを、情報処理装置１３０上におい
て当該対象データを使用するのと同様にして情報処理装置１９０上で使用できる状態とす
るようにリストアする。
【００６０】
図５は、本実施形態に係る現行系システム１００におけるバックアップ処理の流れを示す
。
まず、情報システム１０又は現行系システム１００の管理者は、バックアッププログラム
をバックアッププログラム記憶部１１２に記憶させると共に、認証情報ファイル２５０を
作成して読出認証情報記憶部１１４に記憶させる。そして、リプレースの対象となった１
又は複数の情報処理装置１３０のバックアップをバックアップ管理装置１２０に指示する
。バックアップの指示を受けると、バックアップ機能送信部１２２は、バックアッププロ
グラム及び認証情報ファイルを含むアーカイブファイルを作成し（Ｓ５００）、リプレー
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スの対象となった１又は複数の情報処理装置１３０のそれぞれへ送信する（Ｓ５０５）。
ここでバックアップ機能送信部１２２は、アーカイブファイルをメール等により送信して
もよく、これに代えて、バックアッププログラム記憶部１１２及び読出認証情報記憶部１
１４を共有ディレクトリとして情報処理装置１３０の利用者からアクセス可能とし、利用
者が当該バックアッププログラムの起動を指示した場合に当該バックアッププログラムを
情報処理装置１３０へ送信してもよい。
【００６１】
それぞれの情報処理装置１３０へ送信されたアーカイブファイルは、当該情報処理装置１
３０の利用者により情報処理装置１３０上で起動される（Ｓ５１０）。次に、情報処理装
置１３０は、アーカイブファイルを実行することにより当該アーカイブファイルをバック
アッププログラム２００及び認証情報ファイル２５０に展開し（Ｓ５１５）、展開された
バックアッププログラム２００を実行する（Ｓ５２０）。
【００６２】
次に、バックアッププログラム２００内の認証情報選択手段２１２は、認証情報ファイル
２５０に含まれる複数の装置識別情報のうち、当該情報処理装置１３０の装置識別情報と
一致する装置識別情報に対応付けられた「ドメイン名」、「読出認証情報」、「ダウンロ
ード通信方法」、「共有ディレクトリ（ダウンロード用）」、「共有ディレクトリ認証情
報（ダウンロード認証情報）」、「ＦＴＰホスト名（ダウンロード用）」、「ＦＴＰ認証
情報（ダウンロード認証情報）」、「バックアップ通信方法」、「共有ディレクトリ（バ
ックアップ用）」、「共有ディレクトリ認証情報（バックアップ先認証情報）」、「ＦＴ
Ｐホスト名（バックアップ用）」、及び「ＦＴＰ認証情報（バックアップ先認証情報）」
を選択し、環境設定ファイル２６０に格納する（Ｓ５２５）。
【００６３】
次に、特権起動手段２１４は、認証情報選択手段２１２により選択された読出識別情報を
環境設定ファイル２６０から取得し、当該読出識別情報を情報処理装置１３０に認証させ
て、特権モードにより転送手段２２０を起動させ、転送手段２２０によって対象データ２
７０を読み出す許可を受ける（Ｓ５３０）。次に、転送手段２２０は、特権起動手段２１
４を介して環境設定ファイル２６０から「ダウンロード通信方法」、「共有ディレクトリ
（ダウンロード用）」、「共有ディレクトリ認証情報（ダウンロード認証情報）」、「Ｆ
ＴＰホスト名（ダウンロード用）」、及び「ＦＴＰ認証情報（ダウンロード認証情報）」
を取得し、これらの情報により指定される通信方法を用いてデータ格納装置１４０からバ
ックアップ補助プログラムをダウンロードする（Ｓ５３５）。この際、データ格納装置１
４０は、情報処理装置１３０からの要求を受けて、バックアップ補助プログラム記憶部１
５２に記憶されたバックアップ補助プログラムを当該情報処理装置１３０へ送信する（Ｓ
５４０）。
【００６４】
次に、バックアップ先認証手段２３０は、特権起動手段２１４を介して環境設定ファイル
２６０から「バックアップ通信方法」、「共有ディレクトリ（バックアップ用）」、「共
有ディレクトリ認証情報（バックアップ先認証情報）」、「ＦＴＰホスト名（バックアッ
プ用）」、及び「ＦＴＰ認証情報（バックアップ先認証情報）」を取得し、これらの情報
により指定される通信方法を用いてバックアップ先識別情報をデータ格納装置１４０へ送
信して認証させ、対象データ２７０を記憶装置１５０に格納する許可を受ける（Ｓ５４５
、Ｓ５４６）。
【００６５】
次に、転送手段２２０は、対象データ２７０を情報処理装置１３０により読み出させて、
当該情報処理装置１３０の装置識別情報をデータ格納装置１４０へ転送させる（Ｓ５５０
）。次に、データ格納装置１４０は、１又は複数の情報処理装置１３０のそれぞれがデー
タ格納装置１４０へ転送する対象データを、それぞれの情報処理装置１３０に設定された
装置識別情報に対応付けて格納する（Ｓ５５５）。
【００６６】
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データ格納装置１４０は、情報処理装置１３０から受信した対象データを記憶装置１５０
内のバックアップデータ記憶部１５４へ格納すると、当該情報処理装置１３０のバックア
ップ処理を完了したことを示す完了通知をバックアップ管理装置１２０へ送信する（Ｓ５
６０）。バックアップ管理装置１２０内の完了通知部１２６は、データ格納装置１４０か
ら完了通知を受けると、当該情報処理装置１３０のバックアップ処理を完了したことを示
す完了ログ情報を完了ログ記憶部１１６へ格納する。また、完了通知部１２６は、リプレ
ースの対象となった１又は複数の情報処理装置１３０のそれぞれがデータ格納装置１４０
へ転送する対象データの全てを記憶装置１５０内のバックアップデータ記憶部１５４が格
納した場合に、１又は複数の情報処理装置１３０の全てについて対象データのバックアッ
プを完了したことを情報システム１０又は現行系システム１００の管理者に通知する（Ｓ
５６５）。
【００６７】
以上に示した情報システム１０によれば、それぞれの情報処理装置１３０へ送信されるバ
ックアッププログラムは、それぞれの情報処理装置１３０において特権モードで動作し、
対象データをデータ格納装置１４０へ転送することができる。これにより、それぞれの情
報処理装置１３０の利用者が情報処理装置１３０の管理についての知識を有していない場
合においても、受信したバックアッププログラムを起動させるのみでバックアップ処理を
行なうことができ、管理者が情報処理装置１３０を直接操作することなくバックアップ処
理を行なうことができる。このため、バックアップに伴う管理コストを低減させることが
できる。
【００６８】
また、それぞれの情報処理装置１３０上で実行されるバックアッププログラムは、認証情
報ファイルの中から当該情報処理装置１３０に対応する読出認証情報等を選択し、当該情
報を用いてバックアップ処理を行なうことができる。これにより、情報システム１０又は
現行系システム１００の管理者は、リプレースの対象となる全ての情報処理装置１３０に
関する各種の情報を記録した１の認証情報ファイルを用意すれば、各情報処理装置１３０
個別の設定ファイルを準備することなくバックアップ処理を行なうことができ、管理コス
トを低減させることができる。
【００６９】
また、情報システム１０又は現行系システム１００の管理者は、リプレースの対象となる
全ての情報処理装置１３０のバックアップ処理が完了した時点で、完了通知を受けること
ができる。このため、情報システム１０又は現行系システム１００の管理者はバックアッ
プ処理の完了後遅滞無く情報処理装置１３０を情報処理装置１９０に置換することができ
る。
【００７０】
以上のＳ５００及びＳ５０５に代えて、バックアップ機能送信部１２２は、認証情報ファ
イルを送付せずに、バックアッププログラムをバックアッププログラム送信部１２３によ
り情報処理装置１３０へ送信してもよい。この場合、Ｓ５１０において情報処理装置１３
０の利用者により情報処理装置１３０上で起動されたバックアッププログラムは、認証情
報ファイルの送信をバックアップ管理装置１２０に要求する。認証情報送信部１２４は、
バックアッププログラムからの要求を受けて、情報処理装置１３０上で実行される当該バ
ックアッププログラムに認証情報ファイルを送信する。
【００７１】
図６は、本実施形態に係る現行系システム１００におけるバックアップ督促処理の流れを
示す。Ｓ６００及びＳ６１０は、図５に示したＳ５００及びＳ５０５と同様の処理である
ため、説明を省略する。
【００７２】
バックアップ機能送信部１２２がバックアッププログラムを情報処理装置１３０へ送信し
てから予め定められた期間の経過後において、情報処理装置１３０からデータ格納装置１
４０へ対象データが転送されていない場合に、起動指示部１２８は、当該情報処理装置１
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３０の利用者に、バックアッププログラムの起動を指示するメッセージを通知する（Ｓ６
２０）。
【００７３】
また、バックアップ機能送信部１２２がバックアッププログラムを情報処理装置１３０へ
送信してから予め定められた期間の経過後において、情報処理装置１３０からデータ格納
装置１４０へ対象データが転送されていない場合に、バックアップ機能送信部１２２は、
バックアッププログラム及び認証情報ファイルを含むアーカイブファイルを、当該情報処
理装置１３０へ再度送信する（Ｓ６３０）。
【００７４】
以上に示したバックアップ督促処理によれば、バックアップ管理装置１２０は、バックア
ップ処理を行っていない情報処理装置１３０の利用者に対して、バックアッププログラム
の起動を指示し、及び／又は、アーカイブファイルを再送信することにより、バックアッ
ププログラムの起動を督促することができる。これにより、情報処理装置１３０の利用者
がバックアッププログラムの起動を忘れている場合において、当該利用者に督促する作業
に伴う管理コストを低減することができる。
【００７５】
図７は、本実施形態に係る更新系システム１５５におけるリストア処理の流れを示す。
まず、データ格納装置１７０は、リプレースの対象となる情報処理装置１３０の対象デー
タを記憶装置１５０から取得し、記憶装置１６０内のバックアップデータ記憶部１６４に
格納する（Ｓ７００）。また、情報システム１０又は更新系システム１５５の管理者は、
リストアプログラムをリストアプログラム記憶部１８２に記憶させると共に、認証情報フ
ァイル４５０を作成して書込認証情報記憶部１８３に記憶させる。そして、１又は複数の
情報処理装置１３０と置換される１又は複数の情報処理装置１９０への、対象データのリ
ストアを移行管理装置１８５に指示する。リストアの指示を受けると、リストア機能送信
部１８６は、リストアプログラム及び認証情報ファイルを含むリストア機能のアーカイブ
ファイルを作成し、１又は複数の情報処理装置１９０のそれぞれへ送信する（Ｓ７０２）
。ここでリストア機能送信部１８６は、アーカイブファイルをメール等により送信しても
よく、これに代えて、リストアプログラム記憶部１８２及び書込認証情報記憶部１８３を
共有ディレクトリとして情報処理装置１９０の管理者からアクセス可能とし、管理者が当
該リストアプログラムの起動を指示した場合に当該リストアプログラムを情報処理装置１
９０へ送信してもよい。
【００７６】
それぞれの情報処理装置１９０へ送信されたアーカイブファイルは、当該情報処理装置１
９０の利用者により情報処理装置１９０上で起動される。情報処理装置１９０は、アーカ
イブファイルを実行することにより当該アーカイブファイルをリストアプログラム４００
及び認証情報ファイル４５０に展開し、展開されたリストアプログラム４００を実行する
（Ｓ７０５）。
【００７７】
リストアプログラム４００が実行されると、リストアプログラム４００内の認証情報選択
手段４１２は、認証情報ファイル４５０に含まれる複数の装置識別情報のうち、当該情報
処理装置１９０の装置識別情報と一致する装置識別情報に対応付けられた「ドメイン名」
、「読出認証情報」、「ダウンロード通信方法」、「共有ディレクトリ（ダウンロード用
）」、「共有ディレクトリ認証情報（ダウンロード認証情報）」、「ＦＴＰホスト名（ダ
ウンロード用）」、「ＦＴＰ認証情報（ダウンロード認証情報）」、「リストア通信方法
」、「共有ディレクトリ（リストア用）」、「共有ディレクトリ認証情報（リストア先認
証情報）」、「ＦＴＰホスト名（リストア用）」、及び「ＦＴＰ認証情報（リストア先認
証情報）」を選択し、環境設定ファイル４６０に格納する。
【００７８】
次に、特権起動手段４１４は、認証情報選択手段４１２により選択された書込識別情報を
環境設定ファイル４６０から取得し、当該書込識別情報を情報処理装置１９０に認証させ
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て、特権モードによりリストア要求手段４２０及び対象データ格納手段４４０を起動させ
、対象データ格納手段４４０によって対象データ４７０に書き込む許可を受ける。次に、
リストア要求手段４２０は、特権起動手段４１４を介して環境設定ファイル４６０から「
ダウンロード通信方法」、「共有ディレクトリ（ダウンロード用）」、「共有ディレクト
リ認証情報（ダウンロード認証情報）」、「ＦＴＰホスト名（ダウンロード用）」、及び
「ＦＴＰ認証情報（ダウンロード認証情報）」を取得し、これらの情報により指定される
通信方法を用いてデータ格納装置１７０からリストア補助プログラムをダウンロードする
（Ｓ７１０）。この際、データ格納装置１７０は、情報処理装置１９０からの要求を受け
て、リストア補助プログラム記憶部１６２に記憶されたリストア補助プログラムを当該情
報処理装置１９０へ送信する（Ｓ７２０）。
【００７９】
次に、リストア要求手段４２０は、特権起動手段４１４を介して環境設定ファイル４６０
から「リストア通信方法」、「共有ディレクトリ（リストア用）」、「共有ディレクトリ
認証情報（リストア先認証情報）」、「ＦＴＰホスト名（リストア用）」、及び「ＦＴＰ
認証情報（リストア先認証情報）」を取得し、これらの情報により指定される通信方法を
用いてリストア識別情報をデータ格納装置１７０へ送信して認証させ、データ格納装置１
７０から対象データを取得する許可を受ける（Ｓ７２１、Ｓ７２２）。
【００８０】
次に、リストア要求手段４２０は、情報処理装置１９０の装置識別情報をデータ格納装置
１７０へ送信し、当該情報処理装置１９０への対象データのリストアを要求する（Ｓ７２
５）。リプレースの対象となる情報処理装置１３０と同一の装置識別情報が設定された他
の情報処理装置１９０から当該装置識別情報を受けた場合、対象データ送信部１７２は、
当該装置識別情報に対応付けてバックアップデータ記憶部１６４に格納された対象データ
を選択（Ｓ７３０）し、当該情報処理装置１９０上で実行される対象データ格納手段４４
０と協働して当該情報処理装置１９０に格納させる（Ｓ７４５、Ｓ７５０）。
【００８１】
情報処理装置１９０は、対象データ格納手段４４０による対象データの格納を完了すると
、リストア処理の完了通知を移行管理装置１８５へ送信する（Ｓ７５５）。移行管理装置
１８５内の完了通知部１８８は、リストア処理の完了通知を受けると、当該情報処理装置
１９０のリストア処理を完了したことを示す完了ログ情報を完了ログ記憶部１８４へ格納
する。また、完了通知部１８８は、１又は複数の情報処理装置１３０と置換される１又は
複数の情報処理装置１９０の全てからリストア処理の完了通知を受けると、１又は複数の
情報処理装置１９０の全てについて対象データのリストアを完了したことを情報システム
１０又は更新系システム１５５の管理者に通知する（Ｓ７６０）。情報システム１０又は
更新系システム１５５の管理者は、Ｓ７６０の通知を受けて、１又は複数の情報処理装置
１９０のそれぞれを、当該情報処理装置１９０により置換される情報処理装置１３０が配
置された部門へ配送する。
【００８２】
以上に示した情報システム１０によれば、更新系システム１５５は、情報処理装置１３０
が配置された部門へ新たな情報処理装置１９０を配送する前に、当該情報処理装置１３０
に格納されている対象データを情報処理装置１９０へリストアすることができる。これに
より、情報処理装置１３０の利用者は、情報処理装置１９０が配送された後すぐに情報処
理装置１３０を新たな情報処理装置１９０にリプレースすることができ、リプレースに伴
う管理コスト及び情報処理装置のダウンタイムを低減することができる。
【００８３】
図８は、本実施形態に係る現行系システム１００における更新処理の流れを示す。
リプレースの対象となった情報処理装置１３０において、更新手段２４０は、対象データ
がデータ格納装置１４０へ転送された後に対象データが更新された場合（Ｓ８００）に、
更新後の対象データである更新データをデータ格納装置１４０へ送信する（Ｓ８１０）。
データ格納装置１４０は、当該情報処理装置１３０から送信された更新データを、当該情
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報処理装置１３０の装置識別情報に対応付けてバックアップデータ記憶部１５４に更に格
納する（Ｓ８２０）。
【００８４】
次に、当該情報処理装置１３０が新たな情報処理装置１９０に置換されると、対象データ
を格納していた情報処理装置１３０と置換された情報処理装置１９０上で実行されるリス
トアプログラム４００内のリストア要求手段４２０は、当該情報処理装置１９０の装置識
別情報をデータ格納装置１４０へ送信する（Ｓ８３０）。情報処理装置１９０から装置識
別情報を受けると、データ格納装置１４０内の更新データ送信部１４２は、Ｓ８２０にお
いて当該装置識別情報に対応付けて格納された更新データを情報処理装置１９０へ送信（
Ｓ８５０）し、情報処理装置１９０上で実行される対象データ格納手段４４０により情報
処理装置１９０に格納された対象データ４７０を更新させる（Ｓ８６０）。
【００８５】
以上に示した対象データ更新処理によれば、対象データをバックアップした後、当該対象
データが情報処理装置１９０にリストアされて情報処理装置１３０が配置された部門に配
送されるまでの間に、情報処理装置１３０上で当該対象データが更新された場合において
も、置換された情報処理装置１９０に、対象データの更新を反映させることができる。こ
れにより、情報処理装置１３０のリプレースに伴う管理コスト及び情報処理装置のダウン
タイムを低減させることができる。
【００８６】
図９は、本実施形態に係るコンピュータ１０００のハードウェア構成の一例を示す。本実
施形態に係るコンピュータ１０００は、ホスト・コントローラ９８２により相互に接続さ
れるＣＰＵ９００、ＲＡＭ９２０、グラフィック・コントローラ９７５、及び表示装置９
８０を有するＣＰＵ周辺部と、入出力コントローラ９８４によりホスト・コントローラ９
８２に接続される通信インターフェイス９３０、ハードディスク・ドライブ９４０、及び
ＣＤ－ＲＯＭドライブ９６０を有する入出力部と、入出力コントローラ９８４に接続され
るＲＯＭ９１０、フレキシブルディスク・ドライブ９５０、及び入出力チップ９７０を有
するレガシー入出力部とを備える。
【００８７】
ホスト・コントローラ９８２は、ＲＡＭ９２０と、高い転送レートでＲＡＭ９２０をアク
セスするＣＰＵ９００及びグラフィック・コントローラ９７５とを接続する。ＣＰＵ９０
０は、ＲＯＭ９１０及びＲＡＭ９２０に格納されたプログラムに基づいて動作し、各部の
制御を行う。グラフィック・コントローラ９７５は、ＣＰＵ９００等がＲＡＭ９２０内に
設けたフレーム・バッファ上に生成する画像データを取得し、表示装置９８０上に表示さ
せる。これに代えて、グラフィック・コントローラ９７５は、ＣＰＵ９００等が生成する
画像データを格納するフレーム・バッファを、内部に含んでもよい。
【００８８】
入出力コントローラ９８４は、ホスト・コントローラ９８２と、比較的高速な入出力装置
である通信インターフェイス９３０、ハードディスク・ドライブ９４０、ＣＤ－ＲＯＭド
ライブ９６０を接続する。通信インターフェイス９３０は、ネットワークを介して他の装
置と通信する。ハードディスク・ドライブ９４０は、コンピュータ１０００内のＣＰＵ９
００が使用するプログラム及びデータを格納する。ＣＤ－ＲＯＭドライブ９６０は、ＣＤ
－ＲＯＭ９９５からプログラム又はデータを読み取り、ＲＡＭ９２０を介してハードディ
スク・ドライブ９４０に提供する。
【００８９】
また、入出力コントローラ９８４には、ＲＯＭ９１０と、フレキシブルディスク・ドライ
ブ９５０や入出力チップ９７０等の比較的低速な入出力装置とが接続される。ＲＯＭ９１
０は、コンピュータ１０００が起動時に実行するブート・プログラムや、コンピュータ１
０００のハードウェアに依存するプログラム等を格納する。フレキシブルディスク・ドラ
イブ９５０は、フレキシブルディスク９９０からプログラム又はデータを読み取り、ＲＡ
Ｍ９２０を介してハードディスク・ドライブ９４０に提供する。入出力チップ９７０は、
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フレキシブルディスク９９０や、例えばパラレル・ポート、シリアル・ポート、キーボー
ド・ポート、マウス・ポート等を介して各種の入出力装置を接続する。
【００９０】
ＲＡＭ９２０を介してハードディスク・ドライブ９４０に提供されるプログラムは、フレ
キシブルディスク９９０、ＣＤ－ＲＯＭ９９５、又はＩＣカード等の記録媒体に格納され
て利用者によって提供される。プログラムは、記録媒体から読み出され、ＲＡＭ９２０を
介してコンピュータ１０００内のハードディスク・ドライブ９４０にインストールされ、
ＣＰＵ９００において実行される。
【００９１】
バックアップ管理装置１２０として機能するコンピュータ１０００にインストールされて
実行されるプログラムは、バックアッププログラム送信モジュール及び認証情報送信モジ
ュールを含むバックアップ機能送信モジュールと、完了通知モジュールと、起動指示モジ
ュールとを備える。これらのプログラム及びモジュールは、コンピュータ１０００を、バ
ックアッププログラム送信部１２３及び認証情報送信部１２４を含むバックアップ機能送
信部１２２、完了通知部１２６、及び起動指示部１２８としてそれぞれ機能させる。
【００９２】
データ格納装置１４０として機能するコンピュータ１０００にインストールされて実行さ
れるプログラムは、更新データ送信モジュールを備える。これらのプログラム及びモジュ
ールは、コンピュータ１０００を、更新データ送信部１４２としてそれぞれ機能させる。
【００９３】
データ格納装置１７０として機能するコンピュータ１０００にインストールされて実行さ
れるプログラムは、対象データ送信モジュールを備える。これらのプログラム及びモジュ
ールは、コンピュータ１０００を、対象データ送信部１７２として機能させる。
【００９４】
移行管理装置１８５として機能するコンピュータ１０００にインストールされて実行され
るプログラムは、リストア機能送信部と、完了通知部とを備える。これらのプログラム及
びモジュールは、コンピュータ１０００を、リストア機能送信部１８６及び完了通知部１
８８としてそれぞれ機能させる。
【００９５】
以上に示したプログラム又はモジュールは、外部の記憶媒体に格納されてもよい。記憶媒
体としては、フレキシブルディスク９９０、ＣＤ－ＲＯＭ９９５の他に、ＤＶＤやＰＤ等
の光学記録媒体、ＭＤ等の光磁気記録媒体、テープ媒体、ＩＣカード等の半導体メモリ等
を用いることができる。また、専用通信ネットワークやインターネットに接続されたサー
バシステムに設けたハードディスク又はＲＡＭ等の記憶装置を記録媒体として使用し、ネ
ットワークを介してプログラムをコンピュータ１０００に提供してもよい。
【００９６】
以上、本発明を実施形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施形態に記載
の範囲には限定されない。上記実施形態に、多様な変更または改良を加えることができる
。そのような変更または改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特
許請求の範囲の記載から明らかである。
【００９７】
例えば、以上に示した情報システム１０は、情報処理装置１３０のリプレース時における
バックアップ及びリストアに限らず、情報処理装置１３０を継続使用する場合におけるバ
ックアップ及びリストアに用いることができる。この場合、リストアシステムは情報処理
装置１３０に接続され、情報処理装置１９０に対象データをリストアするのに代えて、情
報処理装置１３０に対象データをリストアすればよい。
【００９８】
以上に説明した実施形態によれば、以下の各項目に示すバックアップシステム、バックア
ップ方法、バックアッププログラム、リストアシステム、リストア方法、リストアプログ
ラム、移行システム、移行方法、及び、バックアッププログラム又はリストアプログラム
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を記録した記録媒体が実現される。
【００９９】
（項目１）　情報処理装置に格納された対象データをバックアップするバックアップシス
テムであって、前記情報処理装置上で実行され、前記対象データを当該バックアップシス
テムへ転送させるバックアッププログラムを記憶するバックアッププログラム記憶部と、
前記バックアッププログラムによる前記対象データの読み出しを、前記情報処理装置に許
可させるための読出認証情報を記憶する読出認証情報記憶部と、前記バックアッププログ
ラム及び前記読出認証情報を、前記情報処理装置へ送信するバックアップ機能送信部と、
前記バックアッププログラムを実行した前記情報処理装置が当該バックアップシステムへ
転送する前記対象データを格納するデータ格納部とを備え、前記バックアッププログラム
は、前記情報処理装置の利用者により前記情報処理装置上で起動され、前記情報処理装置
へ送信された前記読出認証情報を前記情報処理装置によって認証させることにより、前記
情報処理装置から前記対象データを読み出す許可を受ける読出認証手段と、読み出す許可
を受けた前記対象データを前記情報処理装置により読み出させて、当該バックアップシス
テムへ転送させる転送手段とを有するバックアップシステム。
【０１００】
（項目２）　前記バックアップ機能送信部は、前記バックアッププログラム及び前記読出
認証情報を、前記情報処理装置上で実行された場合に前記バックアッププログラム及び前
記読出認証情報に展開され、前記バックアッププログラムが実行される実行可能形式のア
ーカイブファイルとして前記情報処理装置へ送信する項目１記載のバックアップシステム
。
（項目３）　前記バックアップ機能送信部は、前記バックアッププログラムを前記情報処
理装置へ送信するバックアッププログラム送信部と、前記情報処理装置の利用者により前
記情報処理装置上で起動された前記バックアッププログラムからの要求を受けて、前記バ
ックアッププログラムに前記読出認証情報を送信する認証情報送信部とを有する項目１記
載のバックアップシステム。
【０１０１】
（項目４）　前記認証情報記憶部は、複数の前記情報処理装置のそれぞれを識別する装置
識別情報と、当該情報処理装置に格納された前記対象データの前記バックアッププログラ
ムによる読み出しを当該情報処理装置に許可させるための前記読出認証情報とを対応付け
た認証情報ファイルを記憶し、前記バックアップ機能送信部は、前記バックアッププログ
ラム及び前記認証情報ファイルを前記複数の情報処理装置のそれぞれへ送信し、前記複数
の情報処理装置のそれぞれにおいて実行される前記読出認証手段は、前記認証情報ファイ
ルに含まれる複数の前記装置識別情報のうち、当該情報処理装置に設定された装置識別情
報と一致する前記装置識別情報に対応付けられた前記読出認証情報を当該情報処理装置に
よって認証させることにより、当該情報処理装置から前記対象データを読み出す許可を受
け、前記複数の情報処理装置のそれぞれにおいて実行される前記転送手段は、読み出す許
可を受けた前記対象データを当該情報処理装置により読み出させて、当該バックアップシ
ステムへ転送させ、前記データ格納部は、前記バックアッププログラムを実行した前記複
数の情報処理装置のそれぞれが当該バックアップシステムへ転送する当該対象データを格
納する項目１記載のバックアップシステム。
【０１０２】
（項目５）　前記認証情報記憶部は、前記対象データの格納を前記データ格納部に許可さ
せるためのバックアップ先認証情報を更に記憶し、前記バックアップ機能送信部は、前記
バックアッププログラム、前記読出認証情報、及び前記バックアップ先認証情報を、前記
情報処理装置へ送信し、前記バックアッププログラムは、前記情報処理装置へ送信された
前記バックアップ先認証情報を前記データ格納部に認証させることにより、前記対象デー
タを前記データ格納部に格納する許可を受けるバックアップ先認証手段を更に有する項目
１記載のバックアップシステム。
【０１０３】
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（項目６）　前記バックアップ機能送信部は、前記バックアッププログラム及び前記読出
認証情報を、複数の前記情報処理装置へ送信し、前記データ格納部は、前記バックアップ
プログラムをそれぞれ実行した複数の前記情報処理装置のそれぞれが当該バックアップシ
ステムへ転送する前記対象データを格納し、当該バックアップシステムは、前記複数の情
報処理装置のそれぞれが当該バックアップシステムへ転送する前記対象データの全てを前
記データ格納部が格納した場合に、前記複数の情報処理装置の全てについて前記対象デー
タのバックアップを完了したことを当該バックアップシステムの管理者に通知する完了通
知部を更に備える項目１記載のバックアップシステム。
【０１０４】
（項目７）　前記バックアップ機能送信部が前記バックアッププログラムを前記情報処理
装置へ送信してから予め定められた期間の経過後において、前記情報処理装置から当該バ
ックアップシステムへ前記対象データが転送されていない場合に、前記情報処理装置の利
用者に、前記バックアッププログラムの起動を指示するメッセージを通知する起動指示部
を更に備える項目１記載のバックアップシステム。
（項目８）　前記バックアップ機能送信部が前記バックアッププログラムを前記情報処理
装置へ送信してから予め定められた期間の経過後において、前記情報処理装置から当該バ
ックアップシステムへ前記対象データが転送されていない場合に、前記バックアップ機能
送信部は、前記バックアッププログラム及び前記認証情報を、前記情報処理装置へ再度送
信する項目１記載のバックアップシステム。
【０１０５】
（項目９）　前記データ格納部は、前記情報処理装置が当該バックアップシステムへ転送
した前記対象データを、当該情報処理装置に設定された装置識別情報に対応付けて格納し
、当該バックアップシステムは、前記情報処理装置と同一の装置識別情報が設定された他
の情報処理装置から前記装置識別情報を受けた場合に、前記装置識別情報に対応付けて格
納された前記対象データを前記他の情報処理装置へ送信し、前記他の情報処理装置に格納
させる対象データ送信部を更に備える項目１記載のバックアップシステム。
【０１０６】
（項目１０）　前記バックアッププログラムは、前記転送手段により前記対象データが当
該バックアップシステムへ転送された後に前記対象データが前記情報処理装置上で更新さ
れた場合に、前記対象データの更新部分である更新データを前記情報処理装置により読み
出させて当該バックアップシステムへ転送させる更新手段を更に有し、前記データ格納部
は、前記更新データを前記装置識別情報に対応付けて更に格納し、前記対象データを格納
していた前記情報処理装置と置換された前記他の情報処理装置から前記装置識別情報を受
けた場合に、前記装置識別情報に対応付けて格納された前記更新データを前記他の情報処
理装置へ更に送信し、前記他の情報処理装置に格納された前記対象データを更新させる更
新データ送信部を更に備える項目９記載のバックアップシステム。
【０１０７】
（項目１１）　コンピュータシステムにより、情報処理装置に格納された対象データをバ
ックアップするバックアップ方法であって、前記情報処理装置上で実行され、前記対象デ
ータを当該コンピュータシステムへ転送させるバックアッププログラムを記憶するバック
アッププログラム記憶段階と、前記バックアッププログラムによる前記対象データの読み
出しを、前記情報処理装置に許可させるための読出認証情報を記憶する読出認証情報記憶
段階と、前記バックアッププログラム及び前記読出認証情報を、前記情報処理装置へ送信
するバックアップ機能送信段階と、前記情報処理装置の利用者により前記情報処理装置上
で起動された前記バックアッププログラムが、前記情報処理装置へ送信された前記読出認
証情報を前記情報処理装置によって認証させることにより、前記情報処理装置から前記対
象データを読み出す許可を受ける読出認証段階と、前記バックアッププログラムが、読み
出す許可を受けた前記対象データを前記情報処理装置により読み出させて、当該コンピュ
ータシステムへ転送させる転送段階と、前記バックアッププログラムを実行した前記情報
処理装置が当該コンピュータシステムへ転送する前記対象データを格納するデータ格納段
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階とを備えるバックアップ方法。
【０１０８】
（項目１２）　前記バックアップ機能送信段階は、前記バックアッププログラム及び前記
読出認証情報を、前記情報処理装置上で実行された場合に前記バックアッププログラム及
び前記読出認証情報に展開され、前記バックアッププログラムが実行される実行可能形式
のアーカイブファイルとして前記情報処理装置へ送信する項目１１記載のバックアップ方
法。
【０１０９】
（項目１３）　前記バックアップ機能送信段階により前記バックアッププログラムを前記
情報処理装置へ送信してから予め定められた期間の経過後において、前記情報処理装置か
ら当該コンピュータシステムへ前記対象データが転送されていない場合に、前記情報処理
装置の利用者に、前記バックアッププログラムの起動を指示するメッセージを通知する起
動指示段階を更に備える項目１１記載のバックアップ方法。
【０１１０】
（項目１４）　情報処理装置に格納された対象データをバックアップするバックアッププ
ログラムであって、当該バックアッププログラムは、前記情報処理装置を管理する管理装
置から前記情報処理装置へ送信されて、前記情報処理装置の利用者により前記情報処理装
置上で起動され、前記管理装置から前記情報処理装置へ送信された、前記バックアッププ
ログラムによる前記対象データの読み出しを前記情報処理装置に許可させるための読出認
証情報を前記情報処理装置によって認証させることにより、前記情報処理装置から前記対
象データを読み出す許可を受ける読出認証手段と、読み出す許可を受けた前記対象データ
を前記情報処理装置により読み出させて、前記対象データを格納する記憶装置へ転送する
転送手段とを備えるバックアッププログラム。
【０１１１】
（項目１５）　前記管理装置は、当該バックアッププログラム及び前記読出認証情報を、
前記情報処理装置上で実行された場合に当該バックアッププログラム及び前記読出認証情
報に展開され、当該バックアッププログラムが実行される実行可能形式のアーカイブファ
イルとして前記情報処理装置へ送信される項目１４記載のバックアッププログラム。
【０１１２】
（項目１６）　対象データを情報処理装置にリストアするリストアシステムであって、前
記情報処理装置上で実行され、当該リストアシステムから受信した前記対象データを前記
情報処理装置に格納させるリストアプログラムを記憶するリストアプログラム記憶部と、
前記リストアプログラムによる前記対象データの書き込みを、前記情報処理装置に許可さ
せるための書込認証情報を記憶する書込認証情報記憶部と、前記リストアプログラム及び
前記書込認証情報を、前記情報処理装置へ送信するリストア機能送信部と、前記リストア
プログラムを実行した前記情報処理装置に前記対象データを送信する対象データ送信部と
を備え、前記リストアプログラムは、前記情報処理装置の利用者により前記情報処理装置
上で起動され、前記情報処理装置へ送信された前記書込認証情報を前記情報処理装置によ
って認証させることにより、前記情報処理装置に前記対象データを書き込む許可を受ける
書込認証手段と、前記対象データ送信部から受信した前記対象データを前記情報処理装置
に格納させる対象データ格納手段とを有するリストアシステム。
【０１１３】
（項目１７）　コンピュータシステムにより、対象データを情報処理装置にリストアする
リストア方法であって、前記情報処理装置上で実行され、当該コンピュータシステムから
受信した前記対象データを前記情報処理装置に格納させるリストアプログラムを記憶する
リストアプログラム記憶段階と、前記リストアプログラムによる前記対象データの書き込
みを、前記情報処理装置に許可させるための書込認証情報を記憶する書込認証情報記憶段
階と、前記リストアプログラム及び前記書込認証情報を、前記情報処理装置へ送信するリ
ストア機能送信段階と、前記リストアプログラムを実行した前記情報処理装置に前記対象
データを送信する対象データ送信段階と前記情報処理装置の利用者により前記情報処理装
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置上で起動されたリストアプログラムが、前記情報処理装置へ送信された前記書込認証情
報を前記情報処理装置によって認証させることにより、前記情報処理装置に前記対象デー
タを書き込む許可を受ける書込認証段階と、前記リストアプログラムが、前記対象データ
送信段階において受信した前記対象データを前記情報処理装置に格納させる対象データ格
納段階とを備えるリストア方法。
【０１１４】
（項目１８）　対象データを情報処理装置にリストアするリストアプログラムであって、
当該リストアプログラムは、前記情報処理装置を管理する管理装置から前記情報処理装置
へ送信されて、前記情報処理装置の管理者により前記情報処理装置上で起動され、前記管
理装置から前記情報処理装置へ送信された、前記リストアプログラムによる前記対象デー
タの書き込みを、前記情報処理装置に許可させるための書込認証情報を前記情報処理装置
によって認証させることにより、前記情報処理装置に前記対象データを書き込む許可を受
ける書込認証手段と、前記対象データを格納する記憶装置から受信した前記対象データを
前記情報処理装置に格納させる対象データ格納手段とを備えるリストアプログラム。
（項目１９）　項目１４、項目１５、又は項目１８のいずれかに記載のプログラムを記録
した記録媒体。
【０１１５】
（項目２０）　一の情報処理装置に格納された対象データを、他の情報処理装置に移行さ
せる移行システムであって、前記一の情報処理装置上で実行され、前記対象データを当該
移行システムへ転送させるバックアッププログラムを記憶するバックアッププログラム記
憶部と、前記バックアッププログラムによる前記対象データの読み出しを、前記一の情報
処理装置に許可させるための読出認証情報を記憶する読出認証情報記憶部と、前記バック
アッププログラム及び前記読出認証情報を、前記一の情報処理装置へ送信するバックアッ
プ機能送信部と、前記バックアッププログラムを実行した前記一の情報処理装置が当該移
行システムへ転送する前記対象データを格納するデータ格納部と、前記対象データを前記
他の情報処理装置に送信する対象データ送信部とを備え、前記バックアッププログラムは
、前記一の情報処理装置の利用者により前記一の情報処理装置上で起動され、前記一の情
報処理装置へ送信された前記読出認証情報を前記一の情報処理装置によって認証させるこ
とにより、前記一の情報処理装置から前記対象データを読み出す許可を受ける読出認証手
段と、読み出す許可を受けた前記対象データを前記一の情報処理装置により読み出させて
、当該移行システムへ転送させる転送手段とを有する移行システム。
【０１１６】
（項目２１）　コンピュータシステムにより、一の情報処理装置に格納された対象データ
を、他の情報処理装置に移行させる移行方法であって、前記一の情報処理装置上で実行さ
れ、前記対象データを当該コンピュータシステムへ転送させるバックアッププログラムを
記憶するバックアッププログラム記憶部と、前記バックアッププログラムによる前記対象
データの読み出しを、前記一の情報処理装置に許可させるための読出認証情報を記憶する
読出認証情報記憶部と、前記バックアッププログラム及び前記読出認証情報を、前記一の
情報処理装置へ送信するバックアップ機能送信部と、前記バックアッププログラムを実行
した前記一の情報処理装置が当該コンピュータシステムへ転送する前記対象データを格納
するデータ格納部と、前記対象データを前記他の情報処理装置に送信する対象データ送信
部とを備え、前記バックアッププログラムは、前記一の情報処理装置の利用者により前記
一の情報処理装置上で起動され、前記一の情報処理装置へ送信された前記読出認証情報を
前記一の情報処理装置によって認証させることにより、前記一の情報処理装置から前記対
象データを読み出す許可を受ける読出認証手段と、読み出す許可を受けた前記対象データ
を前記一の情報処理装置により読み出させて、当該コンピュータシステムへ転送させる転
送手段とを有する移行方法。
【０１１７】
【発明の効果】
上記説明から明らかなように、本発明によれば、情報処理装置のリプレースに伴う管理コ
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スト及び情報処理装置のダウンタイムを低減させることができるバックアップシステム及
びリプレースシステムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施形態に係る情報システム１０の構成の一例を示す。
【図２】　本発明の実施形態に係る情報処理装置１３０上で実行されるバックアッププロ
グラム２００の機能構成を示す。
【図３】　本発明の実施形態に係る認証情報ファイル２５０のデータ構成を表形式により
示す。
【図４】　本発明の実施形態に係る情報処理装置１９０上で実行されるリストアプログラ
ム４００の機能構成を示す。
【図５】　本発明の実施形態に係る現行系システム１００におけるバックアップ処理の流
れを示す。
【図６】　本発明の実施形態に係る現行系システム１００におけるバックアップ督促処理
の流れを示す。
【図７】　本発明の実施形態に係る更新系システム１５５におけるリストア処理の流れを
示す。
【図８】　本発明の実施形態に係る現行系システム１００における更新処理の流れを示す
。
【図９】　本発明の実施形態に係るコンピュータ１０００のハードウェア構成の一例を示
す。
【符号の説明】
１０　情報システム
１００　現行系システム
１１０　記憶装置
１１２　バックアッププログラム記憶部
１１４　読出認証情報記憶部
１１６　完了ログ記憶部
１２０　バックアップ管理装置
１２２　バックアップ機能送信部
１２３　バックアッププログラム送信部
１２４　認証情報送信部
１２６　完了通知部
１２８　起動指示部
１３０ａ～ｃ　情報処理装置
１４０　データ格納装置
１４２　更新データ送信部
１５０　記憶装置
１５２　バックアップ補助プログラム記憶部
１５４　バックアップデータ記憶部
１５５　更新系システム
１６０　記憶装置
１６２　リストア補助プログラム記憶部
１６４　バックアップデータ記憶部
１６６　完了ログ記憶部
１７０　データ格納装置
１７２　対象データ送信部
１８０　記憶装置
１８２　リストアプログラム記憶部
１８３　書込認証情報記憶部
１８４　完了ログ記憶部
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１８５　移行管理装置
１８６　リストア機能送信部
１８８　完了通知部
１９０ａ～ｃ　情報処理装置
２００　バックアッププログラム
２１０　読出認証手段
２１２　認証情報選択手段
２１４　特権起動手段
２２０　転送手段
２３０　バックアップ先認証手段
２４０　更新手段
２５０　認証情報ファイル
２６０　環境設定ファイル
２７０　対象データ
４００　リストアプログラム
４１０　書込認証手段
４１２　認証情報選択手段
４１４　特権起動手段
４２０　リストア要求手段
４４０　対象データ格納手段
４５０　認証情報ファイル
４６０　環境設定ファイル
４７０　対象データ
９００　ＣＰＵ
９１０　ＲＯＭ
９２０　ＲＡＭ
９３０　通信インターフェイス
９４０　ハードディスク・ドライブ
９５０　フレキシブルディスク・ドライブ
９６０　ＣＤ－ＲＯＭドライブ
９７０　入出力チップ
９７５　グラフィック・コントローラ
９８０　表示装置
９８２　ホスト・コントローラ
９８４　入出力コントローラ
９９０　フレキシブルディスク
９９５　ＣＤ－ＲＯＭ
１０００　コンピュータ
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