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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク上の障害発生箇所を検出するためのネットワーク監視プログラムにおいて
、
　コンピュータを、
　前記ネットワーク上で障害の発生原因となり得る要素が予め分類され、分類された要素
に対して、通信状況に応じて変動する所定のパラメータの値が基準値を超えることが、前
記ネットワークを介した通信の異常を示す事象として対応付けられた障害箇所判定テーブ
ルを記憶する記憶手段、
　前記コンピュータ上で動作するアプリケーションと前記コンピュータの通信インタフェ
ースとの間で受け渡されるパケットを解析することで前記ネットワーク上の他の装置との
間の通信状況を監視して前記所定のパラメータの値を取得すると共に、受け渡されるパケ
ットから同期要求パケットを抽出し、当該同期要求パケットが当該アプリケーションに対
して送信されたものか、当該アプリケーションから送信されたものかによって、当該アプ
リケーションがサーバかクライアントかを判断し、当該アプリケーションがサーバかクラ
イアントかに応じて、前記障害箇所判定テーブルに設定されている前記基準値を変更する
通信状況監視手段、
　前記通信状況監視手段で取得された前記所定のパラメータの値が前記基準値を超えた場
合に、異常を示す事象が発生したことを検出する異常検出手段、
　前記障害箇所判定テーブルを参照し、前記異常検出手段で検出された事象の発生原因と
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なる要素を判定する障害箇所判定手段、
　前記障害箇所判定手段での判定結果を示す障害情報を出力する障害情報出力手段、
　として機能させることを特徴とするネットワーク監視プログラム。
【請求項２】
　前記障害箇所判定テーブルには、前記アプリケーションからの応答遅延時間が基準値を
超えることが、前記ネットワークを介した通信の異常を示す事象として設定されており、
　前記通信状況監視手段は、前記アプリケーションがサーバであれば、当該アプリケーシ
ョンがクライアントの場合よりも前記応答遅延時間の基準値を短い値にすることを特徴と
する請求項１記載のネットワーク監視プログラム。
【請求項３】
　前記障害箇所判定テーブルでは、前記ネットワークに接続された機器が前記要素として
定義されており、前記コンピュータ自身を示す自装置、前記コンピュータに隣接する伝送
路を示す隣接伝送路、前記隣接伝送路以外の伝送路を示す非隣接伝送路、通信相手を示す
相手装置に分類されていることを特徴とする請求項１記載のネットワーク監視プログラム
。
【請求項４】
　ネットワーク上の障害発生箇所を検出するためのネットワーク監視プログラムにおいて
、
　コンピュータを、
　前記ネットワーク上で障害の発生原因となり得る要素が予め分類され、分類された要素
に対して、前記ネットワークを介したコネクションを用いた通信の異常を示す事象が対応
付けられた障害箇所判定テーブルを記憶する記憶手段、
　前記コンピュータ上で動作するアプリケーションと前記コンピュータの通信インタフェ
ースとの間で受け渡されるパケットを解析することで前記ネットワーク上の他の装置との
間のコネクションを用いた通信状況を監視すると共に、受け渡されるパケットから同期要
求パケットを抽出し、当該同期要求パケットが当該アプリケーションに対して送信された
ものか、当該アプリケーションから送信されたものかによって、当該アプリケーションが
サーバかクライアントかを判断し、当該アプリケーションがサーバであれば、全ての前記
他の装置との間のコネクションの状態をまとめて１つのコネクション管理テーブルで管理
し、当該アプリケーションがクライアントであれば、複数の前記他の装置それぞれとの間
のコネクションの状態を個別のコネクション管理テーブルで管理する通信状況監視手段、
　前記通信状況監視手段が有する前記コネクション管理テーブルに示されるコネクション
の状態に基づいて異常を示す事象を検出する異常検出手段、
　前記障害箇所判定テーブルを参照し、前記異常検出手段で検出された事象の発生原因と
なる要素を判定する障害箇所判定手段、
　前記障害箇所判定手段での判定結果を示す障害情報を出力する障害情報出力手段、
　として機能させることを特徴とするネットワーク監視プログラム。
【請求項５】
　前記障害箇所判定テーブルでは、前記要素として前記他の装置上で動作する他のアプリ
ケーションが定義されており、当該要素としての当該他のアプリケーションに対して、当
該他のアプリケーションが動作する当該他の装置に対してコネクションが確立するが、当
該他のアプリケーションに対してコネクションが確立できないという事象が対応付けられ
ており、
　前記通信状況監視手段は、アプリケーション間のコネクションと装置間のコネクション
との確立の有無を監視することを特徴とする請求項４記載のネットワーク監視プログラム
。
【請求項６】
　前記障害箇所判定テーブルでは、前記要素としてネットワーク監視機能が定義されてお
り、前記ネットワーク監視機能に対して、トランスポート層でのコネクションが確立され
ているにもかかわらずネットワーク層での異常が検出されたという事象が対応付けられて
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おり、
　前記通信状況監視手段は、前記トランスポート層でのコネクションと前記ネットワーク
層でのコネクションとの確立の有無を監視することを特徴とする請求項４記載のネットワ
ーク監視プログラム。
【請求項７】
　ネットワーク上の障害発生箇所をコンピュータで検出するためのネットワーク監視方法
において、
　前記コンピュータが、
　前記ネットワーク上で障害の発生原因となり得る要素が予め分類され、分類された要素
に対して、通信状況に応じて変動する所定のパラメータの値が基準値を超えることが、前
記ネットワークを介した通信の異常を示す事象として対応付けられた障害箇所判定テーブ
ルを記憶手段で記憶し、
　前記コンピュータ上で動作するアプリケーションと前記コンピュータの通信インタフェ
ースとの間で受け渡されるパケットを解析することで前記ネットワーク上の他の装置との
間の通信状況を監視して前記所定のパラメータの値を取得すると共に、受け渡されるパケ
ットから同期要求パケットを抽出し、当該同期要求パケットが当該アプリケーションに対
して送信されたものか、当該アプリケーションから送信されたものかによって、当該アプ
リケーションがサーバかクライアントかを判断し、当該アプリケーションがサーバかクラ
イアントかに応じて、前記障害箇所判定テーブルに設定されている前記基準値を変更し、
　取得された前記所定のパラメータの値が前記基準値を超えた場合に、異常を示す事象が
発生したことを検出し、
　前記障害箇所判定テーブルを参照し、検出された事象の発生原因となる要素を判定し、
　判定結果を示す障害情報を出力する、
　ことを特徴とするネットワーク監視方法。
【請求項８】
　ネットワーク上の障害発生箇所をコンピュータで検出するためのネットワーク監視方法
において、
　前記コンピュータが、
　前記ネットワーク上で障害の発生原因となり得る要素が予め分類され、分類された要素
に対して、前記ネットワークを介したコネクションを用いた通信の異常を示す事象が対応
付けられた障害箇所判定テーブルを記憶手段で記憶し、
　前記コンピュータ上で動作するアプリケーションと前記コンピュータの通信インタフェ
ースとの間で受け渡されるパケットを解析することで前記ネットワーク上の他の装置との
間のコネクションを用いた通信状況を監視すると共に、受け渡されるパケットから同期要
求パケットを抽出し、当該同期要求パケットが当該アプリケーションに対して送信された
ものか、当該アプリケーションから送信されたものかによって、当該アプリケーションが
サーバかクライアントかを判断し、当該アプリケーションがサーバであれば、全ての前記
他の装置との間のコネクションの状態をまとめて１つのコネクション管理テーブルで管理
し、当該アプリケーションがクライアントであれば、複数の前記他の装置それぞれとの間
のコネクションの状態を個別のコネクション管理テーブルで管理し、
　前記コネクション管理テーブルに示されるコネクションの状態に基づいて異常を示す事
象を検出し、
　前記障害箇所判定テーブルを参照し、検出された事象の発生原因となる要素を判定し、
　判定結果を示す障害情報を出力する、
　ことを特徴とするネットワーク監視方法。
【請求項９】
　ネットワーク上の障害発生箇所を検出するためのネットワーク監視装置において、
　前記ネットワーク上で障害の発生原因となり得る要素が予め分類され、分類された要素
に対して、通信状況に応じて変動する所定のパラメータの値が基準値を超えることが、前
記ネットワークを介した通信の異常を示す事象として対応付けられた障害箇所判定テーブ



(4) JP 4255366 B2 2009.4.15

10

20

30

40

50

ルを記憶する記憶手段と、
　前記ネットワーク監視装置上で動作するアプリケーションと前記コンピュータの通信イ
ンタフェースとの間で受け渡されるパケットを解析することで前記ネットワーク上の他の
装置との間の通信状況を監視して前記所定のパラメータの値を取得すると共に、受け渡さ
れるパケットから同期要求パケットを抽出し、当該同期要求パケットが当該アプリケーシ
ョンに対して送信されたものか、当該アプリケーションから送信されたものかによって、
当該アプリケーションがサーバかクライアントかを判断し、当該アプリケーションがサー
バかクライアントかに応じて、前記障害箇所判定テーブルに設定されている前記基準値を
変更する通信状況監視手段と、
　前記通信状況監視手段で取得された前記所定のパラメータの値が前記基準値を超えた場
合に、異常を示す事象が発生したことを検出する異常検出手段と、
　前記障害箇所判定テーブルを参照し、前記異常検出手段で検出された事象の発生原因と
なる要素を判定する障害箇所判定手段と、
　前記障害箇所判定手段での判定結果を示す障害情報を出力する障害情報出力手段と、
　を有することを特徴とするネットワーク監視装置。
【請求項１０】
　ネットワーク上の障害発生箇所を検出するためのネットワーク監視装置において、
　前記ネットワーク上で障害の発生原因となり得る要素が予め分類され、分類された要素
に対して、前記ネットワークを介したコネクションを用いた通信の異常を示す事象が対応
付けられた障害箇所判定テーブルを記憶する記憶手段と、
　前記ネットワーク監視装置上で動作するアプリケーションと前記コンピュータの通信イ
ンタフェースとの間で受け渡されるパケットを解析することで前記ネットワーク上の他の
装置との間のコネクションを用いた通信状況を監視すると共に、受け渡されるパケットか
ら同期要求パケットを抽出し、当該同期要求パケットが当該アプリケーションに対して送
信されたものか、当該アプリケーションから送信されたものかによって、当該アプリケー
ションがサーバかクライアントかを判断し、当該アプリケーションがサーバであれば、全
ての前記他の装置との間のコネクションの状態をまとめて１つのコネクション管理テーブ
ルで管理し、当該アプリケーションがクライアントであれば、複数の前記他の装置それぞ
れとの間のコネクションの状態を個別のコネクション管理テーブルで管理する通信状況監
視手段と、
　前記通信状況監視手段が有する前記コネクション管理テーブルに示されるコネクション
の状態に基づいて異常を示す事象を検出する異常検出手段と、
　前記障害箇所判定テーブルを参照し、前記異常検出手段で検出された事象の発生原因と
なる要素を判定する障害箇所判定手段と、
　前記障害箇所判定手段での判定結果を示す障害情報を出力する障害情報出力手段と、
　を有することを特徴とするネットワーク監視装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はネットワークの運用状態を監視するためのネットワーク監視プログラム、ネッ
トワーク監視方法、およびネットワーク監視装置に関し、特にネットワーク上で発生した
障害を検出するネットワーク監視プログラム、ネットワーク監視方法、およびネットワー
ク監視装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　情報技術の発達に伴い、多くの企業では、コンピュータシステムを使用した業務の効率
化が図られている。コンピュータシステムは、ネットワークを介して複数のコンピュータ
やスイッチ等の複数の通信機器が接続される。そして、コンピュータで行うことができる
業務範囲の拡大に伴って、ネットワークが年々大規模化している。
【０００３】
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　また、システムのアーキテクチャ等のオープン化や規格化に伴って、異なるメーカ製の
機器を組み合わせて、ネットワークを構築することが可能となっている。さらに、ネット
ワーク上の機器のインテリジェント化も進められている。その結果、ネットワークの構成
が複雑化している。
【０００４】
　このように、大規模で且つ複雑な構成のネットワークでトラブルが発生した場合、個々
の装置の動作状況が確認される。ところで、ネットワークにおける障害は、個々の装置の
動作状況だけでは判断できない場合が多く存在する。そのため、ネットワーク上の故障箇
所や原因を特定するのは、非常に困難な作業である。故障箇所や原因が長期間判明しなけ
れば、ネットワークを利用する顧客の業務が長時間停止してしまう。
【０００５】
　そこで、ネットワーク設計情報と、機器の稼働統計情報をとリンクさせたり、ＩＰ（In
ternet Protocol）層やＡＴＭ（Asynchronous Transfer Mode）層といった異なるプロト
コル層をリンクさせたりして、稼働統計情報の一覧を表示する技術が考えられている（た
とえば、特許文献１参照）。この技術では、ネットワーク上の機器から定期的に稼働統計
情報を収集し、収集した稼働統計情報を指数値と比較する。比較の結果、指数値を超えて
いる場合には、障害の予兆が発生したものと判断する。障害の予兆が検出された場合、予
兆を発生させた装置等に関連する稼働統計情報を一覧表示させることで、障害予兆の関係
する範囲の特定に役立てている。
【特許文献１】特開２００２－９９４６９号公報（段落番号〔００４３〕～〔００４４〕
）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１に記載された技術では、障害予兆を自動で検出できるが、その障害
の発生箇所や原因はシステム管理者が判断しなければならない。たとえば、ある装置から
他の装置に対して送信したデータが届かない場合、従来技術でも、データを送信した装置
でエラーを検出することはできる。ところが、データを送信した装置から他の装置までの
通信経路上の何処に障害があるのかを、監視システムにおいて自動で判断することはでき
ない。
【０００７】
　このように、従来は、各装置における稼働統計情報等から障害の予兆を検出することは
できても、実際の障害箇所を特定するのはシステム管理者であった。そのため、障害解析
に過大な時間が掛かっていた。しかも、障害発生箇所の特定は大規模なシステムになれば
なるほど困難となるため、障害解析に要する時間の肥大化が問題となっていた。
【０００８】
　また、障害解析を困難にしている要因として、各装置内の機能の複雑化がある。一般に
、ネットワーク上の通信機能はレイヤで分かれている。障害に対して対策を施す上で、ど
の機能で障害が発生しているのかを特定するのは重要である。ところが、従来の技術では
トランスポート層レベルの監視機能はなかった。また、ネットワーク機器の監視機能（Ｉ
ＣＭＰ（Internet Control Message Protocol）機能）を利用した監視機能はあったが実
際の通信状態の依存関係はなく、誤った判断をする場合があった。そのため、これらの機
能の障害を正確に検出することは困難であった。
【０００９】
　本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、ネットワーク上での障害発生箇所
の切り分けを自動的に行うことができるネットワーク監視プログラム、ネットワーク監視
方法、およびネットワーク監視装置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】
【００１０】
　本発明の第１の態様では上記課題を解決するために、図１に示すような機能をコンピュ
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ータに実行させるネットワーク監視プログラムが提供される。このネットワーク監視プロ
グラムは、ネットワーク上の障害発生箇所を検出するためのものであり、コンピュータに
以下の機能を実行させることができる。
【００１１】
　ネットワーク監視プログラムに基づいて動作するコンピュータは、記憶手段１ｄ、通信
状況監視手段１ｅ、異常検出手段１ｆ、障害箇所判定手段１ｇおよび障害情報出力手段１
ｈを有する。
【００１２】
　記憶手段１ｄは、ネットワーク上で障害の発生原因となり得る要素が予め分類され、分
類された要素に対して、ネットワークを介した通信の異常を示す事象が対応付けられた障
害箇所判定テーブル１ｄａを記憶する。通信状況監視手段１ｅは、ネットワーク上の他の
機器との間の通信状況を監視する。異常検出手段１ｆは、通信状況監視手段１ｅで検出さ
れた通信内容から異常を示す事象を検出する。障害箇所判定手段１ｇは、障害箇所判定テ
ーブル１ｄａを参照し、異常検出手段１ｆで検出された事象の発生原因となる要素を判定
する。障害情報出力手段１ｈは、障害箇所判定手段１ｇでの判定結果を示す障害情報８を
出力する。
【００１３】
　このようなネットワーク監視プログラムをコンピュータで実行させることにより、通信
状況監視手段１ｅにより、ネットワーク上の他の機器との間の通信状況が監視される。そ
して、異常検出手段１ｆにより、通信状況監視手段１ｅで検出された通信内容から異常を
示す事象が検出される。すると、障害箇所判定手段１ｇにより、異常検出手段１ｆで検出
された事象の発生原因となる要素が判定される。そして、障害情報出力手段１ｈにより、
障害箇所判定手段１ｇでの判定結果を示す障害情報が出力される。
【００１４】
　本発明の第２の態様では上記課題を解決するために、ネットワーク上の障害発生箇所を
検出するためのネットワーク監視プログラムにおいて、コンピュータを、前記ネットワー
ク上で障害の発生原因となり得る要素が予め分類され、分類された要素に対して、前記ネ
ットワークを介した通信の異常を示す事象が対応付けられた障害箇所判定テーブルを記憶
する記憶手段と、前記ネットワーク上の他の機器との間の通信状況を監視する通信状況監
視手段と、前記通信状況監視手段で検出された通信内容から異常を示す事象を検出する異
常検出手段と、前記障害箇所判定テーブルを参照し、前記異常検出手段で検出された事象
の発生原因となる要素を判定する障害箇所判定手段と、前記障害箇所判定手段での判定結
果を示す障害情報を出力する障害情報出力手段と、を有する前記ネットワーク上の複数の
装置から前記障害情報を収集する障害情報収集手段、前記障害情報収集手段が前記複数の
装置から収集した前記障害情報に共通する要素を、前記ネットワーク上での障害発生箇所
と判断する障害発生箇所絞り込み手段、として機能させることを特徴とするネットワーク
監視プログラムが提供される。
【００１５】
　このようなネットワーク監視プログラムをコンピュータで実行させると、障害情報収集
手段によって、事象の発生原因となる要素の判定機能を有する複数の装置から判定結果を
示す障害情報が収集される。そして、障害発生箇所絞り込み手段により、複数の障害情報
に共通する要素が、ネットワーク上での障害発生箇所と判断される。
【００１６】
　本発明の第３の態様では上記課題を解決するために、ネットワーク上の障害発生箇所を
検出するためのネットワーク監視方法において、通信状況監視手段が、前記ネットワーク
上の他の機器との間の通信状況を監視し、異常検出手段が、前記通信状況監視手段で検出
された通信内容から異常を示す事象を検出し、障害箇所判定手段が、前記ネットワーク上
で障害の発生原因となり得る要素が予め分類され、分類された要素に対して、前記ネット
ワークを介した通信の異常を示す事象が対応付けられた障害箇所判定テーブルを参照し、
前記異常検出手段で検出された事象の発生原因となる要素を判定し、障害情報出力手段が
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、前記障害箇所判定手段での判定結果を示す障害情報を出力する、ことを特徴とするネッ
トワーク監視方法が提供される。
【００１７】
　このようなネットワーク監視方法によれば、上記第１の態様に係るネットワーク監視プ
ログラムを実行するコンピュータと同様の処理が行われる。
　本発明の第４の態様では上記課題を解決するために、ネットワーク上の障害発生箇所を
検出するためのネットワーク監視装置において、前記ネットワーク上で障害の発生原因と
なり得る要素が予め分類され、分類された要素に対して、前記ネットワークを介した通信
の異常を示す事象が対応付けられた障害箇所判定テーブルを記憶する記憶手段と、前記ネ
ットワーク上の他の機器との間の通信状況を監視する通信状況監視手段と、前記通信状況
監視手段で検出された通信内容から異常を示す事象を検出する異常検出手段と、前記障害
箇所判定テーブルを参照し、前記異常検出手段で検出された事象の発生原因となる要素を
判定する障害箇所判定手段と、障害箇所判定手段での判定結果を示す障害情報を出力する
障害情報出力手段と、を有することを特徴とするネットワーク監視装置が提供される。
【００１８】
　このようなネットワーク監視装置によれば、上記第１の態様に係るネットワーク監視プ
ログラムを実行するコンピュータと同様の処理が行われる。
【発明の効果】
【００１９】
　以上説明したように本発明では、障害の発生原因となり得る要素が予め分類され、分類
された要素に対して、通信の異常を示す事象が予め対応付けられているため、通信の異常
を示す事象を検出した場合、その事象の障害発生原因となる要素を自動的に判定すること
ができる。その結果、障害の自動回避や早期復旧が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
　まず、実施の形態に適用される発明の概要について説明し、その後、実施の形態の具体
的な内容を説明する。
【００２１】
　図１は、実施の形態に適用される発明の概念図である。図１の例では、自装置１がスイ
ッチ（ＳＷ）２に接続されている。ＳＷ２は、ネットワーク３を介して相手装置４に接続
されている。ここで、本発明に係るネットワーク監視機能を有する自装置１と相手装置４
との間で通信する場合を想定する。
【００２２】
　自装置１は、相手装置４との通信やネットワーク監視を行うために、アプリケーション
１ａ、通信手段１ｂ、通信インタフェース１ｃ、記憶手段１ｄ、通信状況監視手段１ｅ、
異常検出手段１ｆ、障害箇所判定手段１ｇ、および障害情報出力手段１ｈを有する。
【００２３】
　アプリケーション１ａは、自装置１内で動作する処理機能である。たとえば、アプリケ
ーション１ａとして、Ｗｅｂサーバ機能などのサーバ機能を実装することができる。通信
手段１ｂは、アプリケーション１ａと相手装置４との間のデータ通信を制御する。通信イ
ンタフェース１ｃは、接続された伝送路を介した通信を行う。
【００２４】
　記憶手段１ｄは、障害箇所判定テーブル１ｄａを記憶する。障害箇所判定テーブル１ｄ
ａは、ネットワーク上で障害の発生原因となり得る要素が予め分類され、分類された要素
に対して、ネットワークを介した通信の異常を示す事象が対応付けられている。なお、異
常を示す事象には、正常な事象の組み合わせ（あるいは累積）によって異常と判断できる
事象も含まれる。
【００２５】
　障害発生要素の分類方法の１つに、自装置１との間での接続関係に基づいた分類がある
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。たとえば、ネットワーク上の各機器を、自装置１、隣接伝送路５、非隣接伝送路６、相
手装置４に分類する。
【００２６】
　また、障害発生要素の他の分類方法として、各装置が有する機能に基づいた分類方法が
ある。たとえば、各装置で動作するアプリケーション１ａや、通信機能を司る通信手段１
ｂ等に分類にすることができる。
【００２７】
　通信状況監視手段１ｅは、ネットワーク上の他の機器との間の通信状況を監視する。た
とえば、通信状況監視手段１ｅは、通信手段１ｂと通信インタフェース１ｃとの間で受け
渡されるパケット７を取得して、その内容を解析する。なお、通信状況の監視は、たとえ
ば、コネクション毎に監視することができる。また、通信状況の監視は、異常な通信に限
らず、正常な通信も含めて監視する。たとえば、異常な通信と同時期に行われた正常な通
信を監視し、その履歴を記録しておく。このような正常な通信の履歴も障害原因の特定に
有効に利用できる。
【００２８】
　異常検出手段１ｆは、通信状況監視手段１ｅで検出された通信内容から異常を示す事象
を検出する。たとえば、応答遅延、パケットの再送、パケットの重複受信等の事象が検出
される。なお、異常を示す事象と同時に、その事象と同時期に発生した正常な事象も検出
される。
【００２９】
　障害箇所判定手段１ｇは、障害箇所判定テーブル１ｄａを参照し、異常検出手段１ｆで
検出された事象の発生原因となる要素を判定する。すなわち、障害箇所判定手段１ｇは、
異常検出手段１ｆで検出された事象に該当する事象を、障害箇所判定テーブル１ｄａから
検索する。そして、障害箇所判定手段１ｇは、検出した事象に対応付けられている障害発
生要素を、事象の発生原因となる要素として判定する。
【００３０】
　障害情報出力手段１ｈは、障害箇所判定手段１ｇでの判定結果を示す障害情報８を出力
する。
　このようなネットワーク監視プログラムによれば、通信状況監視手段１ｅにより、ネッ
トワーク上の他の機器との間の通信状況が監視される。そして、異常検出手段１ｆにより
、通信状況監視手段１ｅで検出された通信内容から異常を示す事象が検出される。すると
、障害箇所判定手段１ｇにより、異常検出手段１ｆで検出された事象の発生原因となる要
素が判定される。そして、障害情報出力手段１ｈにより、障害箇所判定手段１ｇでの判定
結果を示す障害情報８が出力される。
【００３１】
　このようにして、通信の異常を示す事象を検出した場合、その事象の障害発生原因とな
る要素を自動的に判定することができる。その結果、障害の自動回避や早期復旧が可能と
なる。
【００３２】
　ところで、大規模なネットワーク上では、ネットワーク監視機能を複数のサーバに導入
し、且つ、それらを管理する管理サーバと併用することができる。これにより、さらに精
度の高い異常監視および、トラブルの自動回避が可能となる。以下、ネットワーク監視機
能と管理サーバとを有するネットワーク監視システムの例を、本発明の実施の形態として
具体的に説明する。
【００３３】
　図２は、ネットワークシステム構成例を示す図である。これは、各種機能および通信路
が２重化されたネットワークの例である。この例では、インターネット４１０に、ルータ
４２１，４２２が接続されている。ルータ４２１，４２２には、ファイアウォール（ＦＷ
）４３１，４３２が接続されている。ＦＷ４３１，４３２には、スイッチ（ＳＷ）４４１
，４４２を介して、Ｗｅｂサーバ１００，２１０が接続されている。Ｗｅｂサーバ１００



(9) JP 4255366 B2 2009.4.15

10

20

30

40

50

，２１０には、スイッチ（ＳＷ）４４３，４４４を介して、アプリケーション（ＡＰ）サ
ーバ２２０，２３０が接続されている。ＡＰサーバ２２０，２３０には、スイッチ（ＳＷ
）４４５，４４６を介して、データベース（ＤＢ）サーバ２４０，２５０が接続されてい
る。
【００３４】
　また、ＳＷ４４１，４４３，４４５には、管理サーバ３００が接続されている。なお、
ＳＷ４４１～４４６は、レイヤ３スイッチ（ＯＳＩ参照モデルのネットワーク層（第３層
）のデータでパケットの行き先を判断して転送を行うもの）である。
【００３５】
　この例では、Ｗｅｂサーバ１００，２１０、アプリケーション（ＡＰ）サーバ２２０，
２３０、およびデータベース（ＤＢ）サーバ２４０，２５０に、ネットワーク監視機能が
実装されているものとする。ネットワーク監視機能が検出した障害情報は、管理サーバ３
００で収集される。管理サーバ３００において、収集した障害情報を解析することで、障
害箇所を特定することができる。
【００３６】
　たとえば、ＳＷ４４３で障害が発生した場合を考える。この場合、Ｗｅｂサーバ１００
において、ＳＷ４４３を経由した通信路での異常を検出できる。また、ＡＰサーバ２２０
も同様に、ＳＷ４４３を経由した通信路での異常を検出できる。さらに、ＤＢサーバ２４
０において、ＳＷ４４５，４４６を経由した隣接しない通信路での異常を検出できる。各
サーバで検出された異常を示す障害情報は、管理サーバ３００に通知される。
【００３７】
　管理サーバ３００は、各サーバから通知された障害情報に基づいて、障害箇所を特定す
る。具体的には、各サーバから収集した障害情報で示される障害発生要素のうち、重複す
る要素に障害があると判断することができる。この例では、ＳＷ４４３で障害が発生して
いると判断される。このように、各サーバにネットワーク監視機能を実装することで、的
確な障害解析を迅速に、且つ的確に行うことが可能となる。
【００３８】
　以下、Ｗｅｂサーバ１００に実装されたネットワーク監視機能を例に採り、ネットワー
ク監視機能の詳細を説明する。まず、ネットワーク監視機能を実装するために必要なハー
ドウェア構成を説明する。
【００３９】
　図３は、本発明の実施の形態に用いるＷｅｂサーバのハードウェア構成例を示す図であ
る。Ｗｅｂサーバ１００は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１０１によって装置全
体が制御されている。ＣＰＵ１０１には、バス１０７を介してＲＡＭ（Random Access Me
mory）１０２、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ:Hard Disk Drive）１０３、グラフィッ
ク処理装置１０４、入力インタフェース１０５、および複数の通信インタフェース１０６
ａ，１０６ｂ，１０６ｃ，１０６ｄが接続されている。
【００４０】
　ＲＡＭ１０２には、ＣＰＵ１０１に実行させるＯＳ（Operating System）のプログラム
やアプリケーションプログラムの少なくとも一部が一時的に格納される。また、ＲＡＭ１
０２には、ＣＰＵ１０１による処理に必要な各種データが格納される。ＨＤＤ１０３には
、ＯＳやアプリケーションプログラムが格納される。
【００４１】
　グラフィック処理装置１０４には、モニタ９１が接続されている。グラフィック処理装
置１０４は、ＣＰＵ１０１からの命令に従って、画像をモニタ９１の画面に表示させる。
入力インタフェース１０５には、キーボード９２とマウス９３とが接続されている。入力
インタフェース１０５は、キーボード９２やマウス９３から送られてくる信号を、バス１
０７を介してＣＰＵ１０１に送信する。
【００４２】
　複数の通信インタフェース１０６ａ，１０６ｂ，１０６ｃ，１０６ｄは、それぞれＳＷ
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４４１～４４４に接続されている。通信インタフェース１０６ａ，１０６ｂ，１０６ｃ，
１０６ｄは、ＳＷ４４１～４４４を介して、他のコンピュータとの間でデータの送受信を
行う。
【００４３】
　以上のようなハードウェア構成によって、本実施の形態の処理機能を実現することがで
きる。なお、図３には、Ｗｅｂサーバ１００のハードウェア構成を示したが、管理サーバ
３００等の他のサーバも同様のハードウェア構成で実現することができる。
【００４４】
　Ｗｅｂサーバ１００に実装されるネットワーク監視機能は、ＯＳのカーネル部分で動作
する機能と、カーネルより上位のユーザ部分で動作する機能とに分かれる。
　図４は、Ｗｅｂサーバのソフトウェア構成例を示す図である。図４において、ネットワ
ーク監視部１００ａ，１００ｂがネットワーク監視機能を司っている。
【００４５】
　カーネル内に配置されたネットワーク監視部１００ａは、通信インタフェース（ＮＩＣ
）１０６ａ，１０６ｂ，１０６ｃ，１０６ｄとＩＰ／ＡＲＰ（Address Resolution Proto
col）１００ｃとの間のドライバ部分に設けられる。すなわち、通信インタフェース（Ｎ
ＩＣ）１０６ａ，１０６ｂ，１０６ｃ，１０６ｄとＩＰ／ＡＲＰ１００ｃとの間で受け渡
されるパケットは、常にネットワーク監視部１００ａを経由する。また、ネットワーク監
視部１００ａは、ＩＰ／ＡＲＰ１００ｃ等のレイヤ３レベル（ネットワーク層）の情報を
監視すると共に、ＴＣＰ（Transmission Control Protocol）１００ｄ等のレイヤ４レベ
ル（トランスポート層）のプロトコルでの通信の監視も行う。
【００４６】
　ユーザ部分（カーネル以外の部分）に配置されたネットワーク監視部１００ｂは、障害
情報収集機能を行うデーモン（バックグラウンドサービス）である。具体的には、ネット
ワーク監視部１００ｂは、カーネルに配置されたネットワーク監視部１００ａから異常検
出通知を受け取って、障害情報１１０に蓄積する。障害情報１１０は、たとえば、ＨＤＤ
１０３内の記憶領域に設けられる。また、異常検出通知を受け取った際に、その異常検出
通知を障害情報１１０に蓄積すると共に管理サーバ３００へ通知することもできる。
【００４７】
　管理サーバ３００は、定期的に障害情報１１０を収集する。管理サーバ３００では、他
のサーバからも同様に障害情報を収集する。そして、管理サーバ３００において、障害情
報の内容を解析することで、障害箇所が特定できる。
【００４８】
　ネットワーク監視部１００ａ，１００ｂは、通信状態を監視するために、次のような機
能を有する。
　図５は、ネットワーク監視部の機能を示すブロック図である。カーネル側のネットワー
ク監視部１００ａは、パケット解析部１２０とコネクション監視部１３０とを有する。
【００４９】
　パケット解析部１２０は、通信パケットの内容を解析する。解析結果は、コネクション
監視部１３０に渡される。
　コネクション監視部１３０は、パケット解析部１２０から渡された解析結果に基づいて
、コネクションの状態を監視し、コネクションの異常等を検出する。コネクションの監視
には、コネクション毎のコネクションテーブル１４０，１４０ａ，１４０ｂ，・・・が利
用される。コネクションテーブル１４０，１４０ａ，１４０ｂ，・・・には、現在のコネ
クションの状態やエラー等の発生状況が記録される。
【００５０】
　たとえば、コネクションテーブル１４０には、コネクション管理テーブル１４１、送信
監視テーブル１４２、受信監視テーブル１４３が設けられる。コネクション管理テーブル
１４１は、コネクションの接続相手を示す情報や、そのコネクションでの異常の発生状況
などが登録される。送信監視テーブル１４２には、Ｗｅｂサーバ１００から送信されるパ
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ケットの異常の有無を監視するための情報が逐次登録される。受信監視テーブル１４３に
は、Ｗｅｂサーバ１００が受信したパケットの異常の有無を監視するための情報が逐次登
録される。
【００５１】
　ユーザ部分に配置されたネットワーク監視部１００ｂは、トラブル事象ＤＢ１５０と障
害判定部１６０とを有する。トラブル事象ＤＢ１５０には、障害発生条件（障害の発生を
示す１以上の事象）と、その条件を満たしたときの障害発生箇所（障害を生じさせた要素
）とが予め登録されている。
【００５２】
　障害判定部１６０は、コネクションテーブル１４０，１４０ａ，１４０ｂ，・・・を参
照して、エラー等の異常発生内容に基づいて、異常箇所推定テーブル１７０にエラー発生
状況を設定する。異常箇所推定テーブル１７０には、コネクション毎に、発生した異常の
内容や発生回数が登録される。障害判定部１６０は、異常箇所推定テーブル１７０の内容
と、トラブル事象ＤＢ１５０に登録されている障害発生条件とを照合し、障害発生条件を
満たしたコネクションを検出する。障害判定部１６０は、障害発生条件を満たしたコネク
ションが有る場合、検出された障害の内容を障害情報１１０に記録する。
【００５３】
　次に、トラブル事象ＤＢ１５０に登録される情報について詳細に説明する。トラブル事
象ＤＢ１５０には、障害の内容に応じて、その障害の発生箇所を示す情報が登録されてい
る。ここで、障害の発生箇所を示す情報には、障害を生じさせたハードウェアを示す情報
と、障害を生じさせたソフトウェアを示す情報とがある。
【００５４】
　障害を生じさせたハードウェアを示す情報は、Ｗｅｂサーバ１００との間の接続関係に
基づいて、障害発生箇所の区分けが行われている。
　図６は、障害発生箇所のハードウェア的な区分けを示す図である。障害発生箇所を示す
領域は、自装置１１、隣接伝送路１２、非隣接伝送路１３、および相手装置１４に分けら
れる。自装置１１での障害とは、Ｗｅｂサーバ１００自身の装置内で発生した障害である
が、通信インタフェース１０６ａ，１０６ｂ，１０６ｃ，１０６ｄで発生した障害は除く
。隣接伝送路１２で発生した障害とは、通信インタフェース１０６ａ，１０６ｂ，１０６
ｃ，１０６ｄからＳＷ４４３，４４４との間の通信機能で発生した障害である。非隣接伝
送路１３で発生した障害とは、ＳＷ４４３，４４４と通信相手の装置（たとえば、ＤＢサ
ーバ２４０）との間の通信機能で発生した障害である。相手装置１４で発生した障害とは
、通信相手の装置（たとえば、ＤＢサーバ２４０）で発生した障害である。
【００５５】
　また、障害を生じさせたソフトウェアを示す情報は、通信プログラムの階層で区分けさ
れている。
　図７は、障害発生箇所のソフトウェア的な区分けを示す図である。図７の例では、Ｗｅ
ｂサーバ１００において、Ｗｅｂサーバ機能２１に加えてＤＢサーバ機能２２が実装され
ている場合を想定している。ここで、伝送路３１，３２を介して受け取ったパケットは、
レイヤ３（ネットワーク層）の通信機能２３とレイヤ４（トランスポート層）の通信機能
２４を介してＷｅｂサーバ機能２１やＤＢサーバ機能２２に渡される。
【００５６】
　このとき、レイヤ３の通信機能２３で発生した障害、レイヤ４の通信機能２４で発生し
た障害、あるいは、Ｗｅｂサーバ機能２１やＤＢサーバ機能２２等のアプリケーション機
能で発生した障害とが区分けされる。たとえば、ＤＢサーバ機能２２に障害がある場合、
Ｗｅｂサーバ機能２１やＤＢサーバ機能２２に対応するポートを監視していれば、Ｗｅｂ
サーバ機能２１に対する通信は正常に行えているが、ＤＢサーバ機能２２に対する通信が
正常に行えないことが分かる。すると、通信機能２３，２４は正常であるが、ＤＢサーバ
機能２２に異常があることを、容易に推定できる。
【００５７】
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　このような障害発生箇所の判断を行うために、トラブル事象ＤＢ１５０には、障害の検
知条件に対応付けてハードウェア的な障害発生箇所またはソフトウェア的な障害発生箇所
を示す情報が登録されている。
【００５８】
　図８は、トラブル事象ＤＢのデータ構造例を示す図である。トラブル事象ＤＢ１５０に
は、障害発生機器分類テーブル１５１と障害発生機能分類テーブル１５２とが設けられて
いる。
【００５９】
　障害発生機器分類テーブル１５１には、障害の検知条件と、その障害のハードウェア的
な発生箇所を示す情報とが登録されている。具体的には、障害発生機器分類テーブル１５
１には、検知条件の欄と障害発生機器の欄とが設けられている。各欄の横方向に並べられ
た情報同士が互いに関連づけられている。
【００６０】
　検知条件の欄には、障害発生と認定するための条件が設定されている。障害発生機器の
欄には、障害を発生させた機器が属する領域が示されている。たとえば、自装置、隣接伝
送路、非隣接伝送路、相手装置等である。
【００６１】
　障害発生機器分類テーブル１５１を参照することで、障害発生箇所の切り分けが可能で
ある。たとえば、コネクション監視部１３０において、自分側の通信インタフェース、Ｉ
Ｐアドレス、ポート番号、相手側の通信インタフェース、ＩＰアドレス、ポート番号をモ
ニタする。そして、コネクションの有無（確立状態）の情報を取得する。さらに障害判定
部１６０が、再送パケットの有無、重複受信パケットの有無、データの欠落の有無、Ａｃ
ｋ（確認応答）の応答時間、リセット信号をモニタし統計的に処理する。これによって、
自側サーバ、隣接伝送路、伝送路、特定相手サーバのどの箇所でトラブルが発生している
か切り分けを行う。
【００６２】
　障害発生例１：自側Ａｃｋの応答時間が基準値より大きかった場合、コネクション監視
部１３０が応答遅延を検出する。すると、障害判定部１６０が障害発生機器分類テーブル
１５１の１番目のレコードに基づいて障害を検出する。このとき、該当レコードの障害発
生機器として「自装置」が登録されているため、障害判定部１６０は自側サーバに何かし
ら問題があると判断する。
【００６３】
　障害発生例２：自側サーバの通信インタフェースに対するコネクションすべてに異常（
再送パケット、重複受信パケット、データの欠落、応答遅延）があるとき、コネクション
監視部１３０がコネクション異常を検出する。すると、障害判定部１６０が障害発生機器
分類テーブル１５１の２番目のレコードに基づいて障害を検出する。このとき、該当レコ
ードの障害発生機器として「隣接伝送路」が登録されているため、障害判定部１６０は隣
接している伝送路が故障していると判断する。
【００６４】
　障害発生例３：一部のコネクションにおいて、不特定のＩＰアドレス、ポートで異常が
発生した場合、コネクション監視部１３０がそれらのコネクション異常を検出する。する
と、障害判定部１６０が障害発生機器分類テーブル１５１の３番目のレコードに基づいて
障害を検出する。このとき、該当レコードの障害発生機器として「非隣接伝送路」が登録
されているため、隣接していない伝送路中にエラーが発生したとして判断する。
【００６５】
　障害発生例４：コネクション確立時に、特定相手ＩＰアドレス、ポートで障害が発生し
ている場合、コネクション監視部１３０がそれらのコネクション異常を検出する。すると
、障害判定部１６０が障害発生機器分類テーブル１５１の４番目のレコードに基づいて障
害を検出する。このとき、該当レコードの障害発生機器として「相手装置」が登録されて
いるため、障害判定部１６０は通信相手のサーバが故障していると判断する。
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【００６６】
　このように、障害発生機器分類テーブル１５１に基づいて、障害発生箇所をハードウェ
ア的に分類することができる。
　障害発生機能分類テーブル１５２には、障害の検知条件と、その障害のソフトウェア的
な発生箇所を示す情報とが登録されている。具体的には、障害発生機能分類テーブル１５
２には、検知条件の欄と障害発生機能の欄とが設けられている。各欄の横方向に並べられ
た情報同士が互いに関連づけられている。
【００６７】
　検知条件の欄には、障害発生と認定するための条件が設定されている。障害発生機能の
欄には、障害を発生させた機能が属する領域が示されている。たとえば、アプリケーショ
ンやネットワーク監視部等である。
【００６８】
　障害発生機能分類テーブル１５２を参照することで、障害発生箇所の切り分けが可能で
ある。すなわち、コネクション監視部１３０が、特定の１レイヤだけではなく、複数レイ
ヤの情報を総合的に判断し、監視する。そして、障害判定部１６０が、監視結果と障害発
生機能分類テーブル１５２とを比較することで、以下のような部分障害に関しても、検知
することができる。
【００６９】
　障害発生例５：ＩＰレベルではコネクションが確立されているが、ポート毎にはコネク
ションが確立されていない場合、コネクション監視部１３０がそれらのコネクション異常
を検出する。すると、障害判定部１６０が障害発生機能分類テーブル１５２の１番目のレ
コードに基づいて障害を検出する。このとき、該当レコードの障害発生機能として「アプ
リケーション」が登録されているため、障害判定部１６０はアプリケーションで障害が発
生していると判断できる。
【００７０】
　障害発生例６：自側と相手側で正常にコネクションが確立されている状況で、ネットワ
ーク機器の監視機能（ＩＣＭＰ機能）に異常があり、pingコマンドによる応答がないよう
な場合、コネクション監視部１３０がそれらのコネクション異常を検出する。すると、障
害判定部１６０が障害発生機能分類テーブル１５２の２番目のレコードに基づいて障害を
検出する。このとき、該当レコードの障害発生機能として「ネットワーク監視部」が登録
されているため、障害判定部１６０はネットワーク機器のＩＣＭＰ機能の部分故障と判断
できる。
【００７１】
　このように、複数のレイヤを監視した結果に基づいて障害箇所を総合的に判断するため
、アプリケーションレベルの障害かネットワーク監視部の障害かを切り分けることができ
るようになる。
【００７２】
　なお、障害判定部１６０における障害検出では、一般的に障害と認識される前の段階の
予兆を検出することもできる。たとえば、ネットワークは自立制御されているために、Ｔ
ＣＰレベルで問題（再送等）が起こっていても自動復旧してしまい、障害は検知されない
。ところが、障害発生の予兆として、ＴＣＰレベルで問題（再送等）が頻発する場合もあ
る。従来は、ＴＣＰレベルで問題（再送等）に基づく障害検出が行われていないため、通
常管理者は重大な問題が発生するまでシステムに異常があることを認識できなかった。
【００７３】
　そこで、本実施の形態に係るコネクション監視部１３０は、ＴＣＰレベルで自動復旧（
再送等）しているような、通常では確認することのできない情報をモニタする。そして、
障害判定部１６０は、モニタされた情報に基づいてトラブルの予兆推定を行う。
【００７４】
　図９は、トラブル予兆推定例を示す図である。たとえば、Ｗｅｂサーバ１００からＡＰ
サーバ２２０に対して送信されるパケットが一度で届かずに再送された場合を考える。
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　通常、Ｗｅｂサーバ１００からＡＰサーバ２２０への再送が発生していても異常が発生
していないと考えられている。しかし、Ｗｅｂサーバ１００からＡＰサーバ２２０へのパ
ケットの再送が発生しているということは、伝送路またはサーバでパケットが失われたこ
とを意味している。この頻度が高くなると重大なトラブルに発展してしまう。たとえば、
Ｗｅｂサーバ１００からＡＰサーバ２２０へ頻繁に再送パケットが送られていれば、ＡＰ
サーバ２２０でＣＰＵ等の能力不足などが発生し始めている場合が考えられる。このよう
なトラブルの予兆を検出して障害情報として管理者に通知すれば、重大なトラブルが発生
する前に対処が可能となる。
【００７５】
　以下、障害やその予兆を検出するための処理手順について説明する。
　図１０は、ネットワーク監視処理手順を示すフローチャートである。以下、図１０に示
す処理をステップ番号に沿って説明する。なお、以下の処理は、他の装置との間の通信が
行われる毎に実行される。
【００７６】
　［ステップＳ１１］パケット解析部１２０は、コネクションをキャプチャする。すなわ
ち、他の装置との間でのコネクション確立から、そのコネクションを介して伝送されたパ
ケットを取得する。
【００７７】
　［ステップＳ１２］パケット解析部１２０は、キャプチャしたパケットのＴＣＰやＩＰ
のヘッダを抽出する。
　［ステップＳ１３］パケット解析部１２０は、抽出したヘッダ情報を解析する。この処
理の詳細は後述する。
【００７８】
　［ステップＳ１４］コネクション監視部１３０は、初回のイベントか否かを判断する。
該当コネクションに対応する更新中のコネクションテーブルが設けられていなければ、初
回のイベントであると判断できる。初回のイベントの場合、処理がステップＳ１５に進め
られる。そうでなければ、処理がステップＳ１６に進められる。
【００７９】
　［ステップＳ１５］コネクション監視部１３０は、コネクションテーブルの内容に基づ
いて検出される障害情報を、一定時間後に障害情報１１０にマージ（追加統合）するよう
に、該当するコネクションテーブルの状態を設定する。
【００８０】
　［ステップＳ１６］障害判定部１６０は、コネクションテーブル１４０に基づいて障害
を検出し、その結果に基づいて障害情報１１０を更新（マージ）する。この処理の詳細は
後述する。
【００８１】
　次に、ヘッダ情報の解析処理について詳細に説明する。
　図１１は、ヘッダ情報解析処理の手順を示すフローチャートである。以下、図１１に示
す処理をステップ番号に沿って説明する。
【００８２】
　［ステップＳ２１］コネクション監視部１３０は、取得したパケットに対応するコネク
ションテーブルが存在するか否かを判断する。コネクションテーブルが存在すれば、処理
がステップＳ２３に進められる。コネクションテーブルが存在しなければ、処理がステッ
プＳ２２に進められる。
【００８３】
　［ステップＳ２２］コネクション監視部１３０は、ＩＰアドレス、ポート番号の組み合
わせに対応付けたコネクションテーブルを生成する。生成されたコネクションテーブルは
、たとえば、ＲＡＭ１０２内の記憶領域に格納される。
【００８４】
　［ステップＳ２３］コネクション監視部１３０は、応答（Ａｃｋ）の番号、シーケンス
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番号、データ長より、再送、重複受信、遅延、パケットロストを検出する。検出した結果
は、コネクションテーブルに登録される。その後、図１０に示す処理に戻り、ステップＳ
１４に処理が進められる。
【００８５】
　次に、特定のコネクションによって送受信されるパケットに基づいたコネクションテー
ブルの作成例を具体的に説明する。
　図１２は、コネクション上での通信例を示す図である。図１２は、Ｗｅｂサーバ１００
に実装されたネットワーク監視機能によって、ＡＰサーバ２２０との間で確立したコネク
ションを監視した場合の例を示している。ここで、Ｗｅｂサーバ１００のＩＰアドレスは
「192.168.10.10」であり、Ｗｅｂサーバとして機能を提供するアプリケーションのポー
ト番号は「80」である。また、ＡＰサーバ２２０のＩＰアドレスは「192.168.10.20」で
あり、処理機能を提供するアプリケーションのポート番号は「10000」である。
【００８６】
　ここで、Ｗｅｂサーバ１００とＡＰサーバ２２０との間で受け渡されるパケット４０～
４５に着目する。ここで、パケット４０～４５の内容について、図１３を参照して説明す
る。なお、パケット４４は、何らかの障害により正しく伝送されなかったものとする。
【００８７】
　図１３は、Ｗｅｂサーバ側のパケットの内容を示す図である。この図には、パケット４
０～４５について、Ｗｅｂサーバ１００が認識した通信状態（正常か異常か）、Ｗｅｂサ
ーバ１００におけるパケットの送受信の時間（監視開始からの時間）、ＳＲＣ－ＩＰ（送
信元のＩＰアドレス）、ＳＲＣ－Ｐｏｒｔ（送信元のポート番号）、ＤＳＴ－ＩＰ（宛先
のＩＰアドレス）、ＤＳＴ－Ｐｏｒｔ（宛先のポート番号）、Sequence no（シーケンス
番号）、Ack no（応答番号）、Data Len（データ長）が示されている。
【００８８】
　パケット４０は、状態が正常、時間が０．５秒、ＳＲＣ－ＩＰが「192.168.10.20」、
ＳＲＣ－Ｐｏｒｔが「10000」、ＤＳＴ－ＩＰが「192.168.10.10」、ＤＳＴ－Ｐｏｒｔが
「80」、Sequence noが「1900」、Ack noが「1000」、Data Lenが１００バイトである。
【００８９】
　パケット４１は、状態が正常、時間が１．０秒、ＳＲＣ－ＩＰが「192.168.10.10」、
ＳＲＣ－Ｐｏｒｔが「80」、ＤＳＴ－ＩＰが「192.168.10.20」、ＤＳＴ－Ｐｏｒｔが「1
0000」、Sequence noが「1000」、Ack noが「2000」、Data Lenが１０バイトである。
【００９０】
　パケット４２は、状態が正常、時間が２．５秒、ＳＲＣ－ＩＰが「192.168.10.20」、
ＳＲＣ－Ｐｏｒｔが「10000」、ＤＳＴ－ＩＰが「192.168.10.10」、ＤＳＴ－Ｐｏｒｔが
「80」、Sequence noが「2000」、Ack noが「1010」、Data Lenが０バイトである。
【００９１】
　パケット４３は、状態が正常、時間が３．０秒、ＳＲＣ－ＩＰが「192.168.10.10」、
ＳＲＣ－Ｐｏｒｔが「８０」、ＤＳＴ－ＩＰが「192.168.10.20」、ＤＳＴ－Ｐｏｒｔが
「10000」、Sequence noが「1010」、Ack noが「2000」、Data Lenが２０バイトである。
【００９２】
　パケット４４は、何らかの理由でＷｅｂサーバ１００に到達できなかったパケットであ
る。そのため、図１３では状態と時間との欄が空欄となっている。パケット４４の内容は
ＳＲＣ－ＩＰが「192.168.10.20」、ＳＲＣ－Ｐｏｒｔが「10000」、ＤＳＴ－ＩＰが「19
2.168.10.10」、ＤＳＴ－Ｐｏｒｔが「80」、Sequence noが「2000」、Ack noが「1030」
、Data Lenが１００バイトであるが、このパケット４４はＷｅｂサーバ１００に到達しな
い。そのため、Ｗｅｂサーバ１００側では、ＴＣＰプロトコルの機能により、パケット４
３と同様の内容のパケット４５が再送される。
【００９３】
　パケット４５は、状態が異常、時間が６．０秒、ＳＲＣ－ＩＰが「192.168.10.10」、
ＳＲＣ－Ｐｏｒｔが「８０」、ＤＳＴ－ＩＰが「192.168.10.20」、ＤＳＴ－Ｐｏｒｔが
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「10000」、Sequence noが「1010」、Ack noが「2000」、Data Lenが２０バイトである。
【００９４】
　Ｗｅｂサーバ１００のパケット解析部１２０は、実際に入出力されたパケット４１～４
３，４５のヘッダ情報を解析して、それらの情報（図１３に示す情報）をコネクション監
視部１３０に渡す。コネクション監視部１３０は、受け取った情報に基づいてコネクショ
ンテーブル１４０を作成する。コネクションテーブル１４０は、図５に示すようにコネク
ション管理テーブル１４１、送信監視テーブル１４２、および受信監視テーブル１４３で
構成される。これらのテーブルのデータ構造例を以下に示す。
【００９５】
　図１４は、コネクション管理テーブルのデータ構造例を示す図である。コネクション管
理テーブル１４１には、インタフェース名、自側ＩＰ、自側Ｐｏｒｔ、相手側ＩＰ、相手
側Ｐｏｒｔ、再送カウンタ、重複受信カウンタ、パケットロストカウンタ、応答遅延カウ
ンタ、パケットサイズカウンタ、パケット数カウンタ、相手側応答時間基準、および自側
応答時間基準が登録されている。
【００９６】
　インタフェース名は、コネクションを確立した通信インタフェースの識別情報である。
図１４の例では、インタフェース名は「hme0」である。
　自側ＩＰは、自分のＩＰアドレスである。図１４の例では、ＩＰアドレスは「192.168.
10.10」である。
【００９７】
　自側Ｐｏｒｔは、コネクション使用するアプリケーションのポート番号である。図１４
の例では、ポート番号は「80」である。
　相手側ＩＰは、通信相手側の装置のＩＰアドレスである。図１４の例では、相手側のＩ
Ｐアドレスは「192.168.10.20」である。
【００９８】
　相手側Ｐｏｒｔは、コネクションを使用して通信する相手側のアプリケーションのポー
ト番号である。図１４の例では、相手側アプリケーションのポート番号は「10000」であ
る。
【００９９】
　再送カウンタは、パケットの再送を行った回数である。図１４の例では、パケットの再
送を１回行っている。
　重複受信カウンタは、同一パケットを重複して受け取った回数である。図１４の例では
、パケットの重複受信は発生していない。
【０１００】
　パケットロストカウンタは、パケットを紛失した回数である。図１４の例では、パケッ
トロストは発生していない。
　応答遅延カウンタは、自装置においてパケットを受信してから通信相手に応答を返すま
での時間が基準値を超えてしまった回数である。自装置の処理負荷が過大である場合に、
応答の遅延が発生する。そのために応答遅延の発生回数をカウントすることで、自装置の
処理負荷の増大による障害の発生を検知できる。図１４の例では、応答遅延は発生してい
ない。
【０１０１】
　パケットサイズカウンタは、受信したパケットサイズのトータルを示している。図１４
の例では、パケットサイズカウンタの値は「０」である。
　パケット数カウンタは、送受信したパケットの総数を示すカウンタである。図１４の例
では、パケット数カウンタの値は「０」である。
【０１０２】
　相手側応答時間基準は、相手側から応答の待ち時間である。この時間だけ待っても応答
がない場合、応答遅延と判定され、応答遅延カウンタをカウントアップする。図１４の例
では、相手側応答時間基準は、「１．５秒」である。
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【０１０３】
　自側応答時間基準は、自分が相手に応答を返すときの許容時間である。この時間内に応
答が返せない場合、応答遅延が検出される。図１４の例では、自側応答時間基準は、「０
．５秒」である。
【０１０４】
　図１５は、送信監視テーブルのデータ構造例を示す図である。送信監視テーブル１４２
には、シーケンス番号予測、時間、相手側応答時間の欄が設けられている。
　シーケンス番号予測の欄には、相手装置に対して次に送信されるパケットのシーケンス
番号の予測値が設定される。前回送信されたパケットのシーケンス番号にデータ長を加え
た値がシーケンス番号の予測値となる。次に送信されたパケットのシーケンス番号がシー
ケンス番号予測値より小さければ、パケットの再送が行われたことが分かる。
【０１０５】
　時間は、自側でパケットを送信した時間（コネクションの監視を開始してからの経過時
間）である。相手側応答時間は、パケットを送信した時刻から、そのパケットに対する通
信相手からの応答を受け取った時刻までの経過時間である。
【０１０６】
　図１６は、受信監視テーブルのデータ構造例を示す図である。受信監視テーブル１４３
には、シーケンス番号予測、時間、自側応答時間の欄が設けられている。
　シーケンス番号予測の欄には、相手装置から次に受信するパケットのシーケンス番号の
予測値が設定される。前回受信したパケットのシーケンス番号にデータ長を加えた値がシ
ーケンス番号の予測値となる。次に受信したパケットのシーケンス番号がシーケンス番号
予測値より小さければ、パケットの重複受信であることが分かる。
【０１０７】
　時間は、相手側からパケットを受信した時間（コネクションの監視を開始してからの経
過時間）である。自側応答時間は、パケットを受信した時刻から、そのパケットに対して
自側の装置が応答するまでの経過時間である。
【０１０８】
　次に、図１２に示す通信（パケットの内容は図１３に示す）が行われたときの送信監視
テーブル１４２と受信監視テーブル１４３との状態遷移について説明する。
　図１７は、送信監視テーブルと受信監視テーブルとの状態遷移を示す第１の図である。
【０１０９】
　状態ＳＴ１は、図１２に示すパケット４０の受信直後（時間０．５）の状態である。Ｗ
ｅｂサーバ１００がパケット４０を受信すると、コネクション監視部１３０が受信側のシ
ーケンス番号を予測し、受信監視テーブル１４３にレコードを追加する。
【０１１０】
　図１７の例では、シーケンス番号予測の欄に「2000」（パケット４０のシーケンス番号
「1900」にデータ長「100」を加えた値）が設定され、時間の欄に「０．５」が設定され
ている。
【０１１１】
　状態ＳＴ２は、図１２に示すパケット４１の送信直後（時間１．０）の状態である。Ｗ
ｅｂサーバ１００がパケット４１を送信すると、コネクション監視部１３０が送信側のシ
ーケンス番号を予測し、送信監視テーブル１４２にレコードを追加する。同時に、コネク
ション監視部１３０は、受信監視テーブル１４３の自側応答時間の欄に値を設定する。
【０１１２】
　図１７の例では、送信監視テーブル１４２のシーケンス番号予測の欄に「1010」（パケ
ット４１のシーケンス番号「1000」にデータ長「10」を加えた値）が設定され、時間の欄
に「１．０」が設定されている。また、受信監視テーブル１４３の自側応答時間の欄に、
「０．５」（送信監視テーブル１４２の時間「１．０」から受信監視テーブル１４３の時
間「０．５」を減算した値）が設定されている。
【０１１３】
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　状態ＳＴ３は、図１２に示すパケット４２の受信直後（時間２．５）の状態である。Ｗ
ｅｂサーバ１００がパケット４２を受信すると、コネクション監視部１３０が受信側のシ
ーケンス番号を予測し、受信監視テーブル１４３を更新する。同時にコネクション監視部
１３０は、送信監視テーブル１４２の相手側応答時間の欄に値を設定する。
【０１１４】
　図１７の例では、受信監視テーブル１４３のシーケンス番号予測の欄に「2000」（パケ
ット４２のシーケンス番号「2000」にデータ長「0」を加えた値）が設定され、時間の欄
に「２．５」が設定されている。また、送信監視テーブル１４２の相手側応答時間の欄に
「１．５」（受信監視テーブル１４３の時間「２．５」から送信監視テーブルの時間「１
．０」を減算した値）が設定されている。
【０１１５】
　なお、パケット４２のシーケンス番号は、事前に予測されていたシーケンス番号と一致
するため、異常が起こっていないと判断される。
　図１８は、送信監視テーブルと受信監視テーブルとの状態遷移を示す第２の図である。
【０１１６】
　状態ＳＴ４は、図１２に示すパケット４３の送信直後（時間３．０）の状態である。Ｗ
ｅｂサーバ１００がパケット４３を送信すると、コネクション監視部１３０が送信側のシ
ーケンス番号を予測し、送信監視テーブル１４２を更新する。同時に、コネクション監視
部１３０は、受信監視テーブル１４３の自側応答時間の欄に値を設定する。
【０１１７】
　図１８の例では、送信監視テーブル１４２の新たなレコードとして、シーケンス番号予
測の欄に「1030」（パケット４３のシーケンス番号「1010」にデータ長「20」を加えた値
）が設定され、時間の欄に「３．０」が設定されている。また、受信監視テーブル１４３
の自側応答時間の欄に、「０．５」（送信監視テーブル１４２に新たに設定された時間「
３．０」から受信監視テーブル１４３の時間「２．５」を減算した値）が設定されている
。
【０１１８】
　なお、パケット４３のシーケンス番号は、事前に予測されていたシーケンス番号と一致
するため、異常が起こっていないと判断される。
　状態ＳＴ５は、図１２に示すパケット４５の送信直後（時間６．０）の状態である。Ｗ
ｅｂサーバ１００がパケット４５を送信すると、コネクション監視部１３０が送信側のシ
ーケンス番号を予測し、送信監視テーブル１４２を更新する。
【０１１９】
　図１８の例では、送信監視テーブル１４２のシーケンス番号予測の欄に「1030」（パケ
ット４５のシーケンス番号「1010」にデータ長「20」を加えた値）が設定され、時間の欄
に「６．０」が設定されている。
【０１２０】
　ここで、パケット４５の送信を検出したコネクション監視部１３０は、パケット４５の
シーケンス番号「1010」が、送信監視テーブル１４２に既に設定されていたシーケンス番
号予測「1030」よりも小さいことを検出する。これにより、コネクション監視部１３０は
パケット４５が再送用のパケットであると判断する。すると、コネクション監視部１３０
は、コネクション管理テーブル１４１の再送カウンタの値をカウントアップする。
【０１２１】
　このようにしてコネクションテーブル１４０が更新される。そして、障害判定部１６０
は、コネクションテーブル１４０内の情報に基づいて、各コネクションでの障害の発生の
有無を判断する。そして、障害判定部１６０は、障害を検出すると障害情報を更新する。
【０１２２】
　図１９は、障害情報更新処理の手順を示すフローチャートである。以下、図１９に示す
処理をステップ番号に沿って説明する。
　［ステップＳ３１］障害判定部１６０は、コネクション情報を解析する。この処理の詳
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細は後述する。
【０１２３】
　［ステップＳ３２］障害判定部１６０は、障害推定結果を障害情報に登録する。
　図２０は、コネクション情報解析処理の手順を示すフローチャートである。以下、図２
０に示す処理をステップ番号に沿って説明する。
【０１２４】
　［ステップＳ４１］障害判定部１６０は、発生した全コネクションのイベントを集計す
る。
　［ステップＳ４２］障害判定部１６０は異常箇所推定テーブル１７０を生成し、集計結
果をコード化する（以下、コード化された情報をステータスコードと呼ぶ）。
【０１２５】
　［ステップＳ４３］障害判定部１６０は、ステータスコードに基づいて、トラブル事象
ＤＢ１５０を検索する。
　［ステップＳ４４］障害判定部１６０は、トラブル事象ＤＢ１５０内に該当するトラブ
ル事象を検出し、トラブル箇所や原因を判断する。
【０１２６】
　図２１は、異常箇所推定テーブルのデータ構造例を示す図である。異常箇所推定テーブ
ル１７０には、コネクション、正常、異常の欄が設けられている。各欄の横方向に並べら
れた情報同士が互いに関連づけられている。
【０１２７】
　コネクションの欄には、各コネクションを一意に識別するための識別情報が設定される
。正常の欄には、正常に通信されたパケットの数が設定される。異常の欄には、異常（イ
ベント）が検出されたときのそのイベントの種別と回数とが設定される。
【０１２８】
　図２１の例では、異常の欄に、イベントの種別として、再送、重複受信、パケットロス
ト、送信側応答遅延、および受信側応答遅延が設けられている。コネクション毎に、各イ
ベントの発生回数が設定される。
【０１２９】
　この異常箇所推定テーブル１７０は、コネクションテーブル１４０よりイベントを集計
することで作成される。テーブル作成後、該当するコネクションのイベント発生状態を示
すフラグがクリアされ、コネクションテーブル１４０が初期化される。なお、異常箇所推
定テーブル１７０はインタフェース毎に生成される。
【０１３０】
　このような異常箇所推定テーブル１７０に基づいて、ステータスコードが生成される。
　図２２は、ステータスコードの例を示す図である。この例では、再送、重複受信、パケ
ットロスト、送信側応答遅延、および受信側応答遅延に対応するステータスコード１７１
が設定されている。ステータスコードの値は、以下の意味を有している。
０：コネクションでトラフィック無し
１：正常コネクション有り
２：特定ＩＰアドレスで異常イベント有り（正常コネクション無し）
３：特定ＩＰアドレスで異常イベント有り（正常コネクション有り）
４：複数ＩＰアドレスで異常イベント有り（正常コネクション無し）
５：複数ＩＰアドレスで異常イベント有り（正常コネクション有り）
　障害判定部１６０は、ステータスコード１７１に基づいて異常の発生数を認識し、トラ
ブル事象ＤＢ１５０より該当する検知条件を検索する。そして、検出された検知条件に基
づいて、今回発生した現象の障害発生箇所を判定する。
【０１３１】
　たとえば、図２２の例では、再送のコードが「３」である。すなわち、特定のＩＰアド
レスで異常イベントが発生しており、且つそのＩＰアドレスとの間での正常コネクション
が存在していることが分かる。このコードに基づいて、図８に示すトラブル事象ＤＢ１５
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０を検索すると、「一部のコネクションにおいて、不特定のＩＰアドレス、ポートで異常
検出」という検知条件が検出される。従って、非隣接伝送路に障害があると判定される。
【０１３２】
　異常が検知された場合、対応するコネクションテーブルの情報や障害箇所の判定結果が
、障害情報１１０に登録される。
　以上のような障害箇所の判定が各サーバ上で行われ、障害情報が生成される。各サーバ
で生成された障害情報１１０は、管理サーバ３００で収集される。収集される障害情報１
１０には、ステータスコード（マージ処理で生成したもの）やエラーメッセージ（マージ
処理で推定した結果（異常発生箇所・原因の推定結果））が含まれる。管理サーバ３００
は、収集した障害情報に基づいて、ネットワーク内での障害箇所をより正確に特定する。
【０１３３】
　図２３は、管理サーバでの障害箇所判断手順を示すフローチャートである。以下、図２
３に示す処理をステップ番号に沿って説明する。
　［ステップＳ５１］管理サーバ３００は、他のサーバのネットワーク監視機能から、異
常ログが送られるのを待機する。
【０１３４】
　［ステップＳ５２］管理サーバ３００は、全てのネットワーク監視機能に対して、監視
情報の取得要求を送信する。そして、管理サーバ３００は、取得要求に応じて返信される
監視情報を取得する。
【０１３５】
　［ステップＳ５３］管理サーバ３００は、複数のサーバから送られる監視情報に基づい
て、障害発生箇所と原因とを推定する。たとえば、図２で示したように、Ｗｅｂサーバ１
００とＡＰサーバ２２０とから送られる監視情報を解析することで、ＳＷに障害が発生し
ていると判断することが可能である。
【０１３６】
　［ステップＳ５４］管理サーバ３００は、回避可否／回避方法を判断する。たとえば、
図２の例に示すようにＳＷ４４３に障害が発生した場合、ＳＷ４４３を介して行われてい
た通信の接続先をＳＷ４４４に切り替えることで、障害を回避できる。
【０１３７】
　［ステップＳ５５］管理サーバ３００は、対象サーバに対して、回避方法に基づいた制
御指示を送信する。図２の例に示すようにＳＷ４４３に障害が発生した場合、管理サーバ
３００からＷｅｂサーバ１００とＡＰサーバ２２０とに対して、ＳＷ４４３を介した通信
をＳＷ４４４経由に切り替えるように指示が出される。
【０１３８】
　［ステップＳ５６］管理サーバ３００は、監視終了の指示があったか否かを判断する。
監視終了の指示があった場合、処理を終了する。監視終了の指示がなければ、処理がステ
ップＳ５１に進められる。
【０１３９】
　このようにして、管理サーバ３００において、ネットワーク上の障害箇所が判断される
。また、管理サーバ３００は、ネットワーク上の障害発生状況を監視画面に表示して、ネ
ットワークの管理者自身が障害箇所を判断することもできる。
【０１４０】
　図２４は、監視画面例を示す図である。監視画面６０には、構成情報表示部６１と異常
通知情報表示部６２とが設けられている。
　構成情報表示部６１には、ネットワーク内のノードの配置と接続関係とが表示されてい
る。図２４の例では、異常を検出したサーバが強調表示されている。これにより、管理者
による障害箇所の確認が容易となる。
【０１４１】
　異常通知情報表示部６２には、検出された異常の内容が表示される。たとえば、ステー
タスコードの内容や、異常が発生した通信インタフェースの識別番号が表示される。また
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、サーバで判定された障害箇所の判定結果も表示される。図２４の例では、「非隣接伝送
路で異常が発生した可能性があります（相手システムとの間のネットワーク機器を確認し
てください）。」と表示されている。さらに、異常通知情報表示部６２内には、詳細情報
として、コネクション毎の状態を示す情報が表示される。
【０１４２】
　異常通知情報表示部６２の表示内容は、切替ボタン６３を選択することで切り替えるこ
とができる。
　以上説明したように、本実施の形態によれば、各サーバにおいてネットワーク上の障害
箇所を判定することができる。しかも、ハードウェア的な障害箇所と、ソフトウェア的な
障害箇所との判定が可能である。これにより、ネットワーク管理者の経験に頼らずに、迅
速に障害箇所を特定することができる。
【０１４３】
　さらに、複数のサーバで検出された異常の内容を管理サーバ３００で収集し、それらを
統合して障害箇所を判定するため、障害箇所の切り分けを、細かな範囲で行うことができ
る。その結果、障害箇所の特定、および障害の復旧を迅速に行うことが可能となる。
【０１４４】
　ところで、ネットワーク監視機能において、自装置側のアプリケーションがサーバなの
かクライアントなのかを識別することもできる。たとえば、セッション開始時に転送され
る同期要求（ＳＹＮ）パケットを検出することで、サーバとクライアントとを判別するこ
とができる。
【０１４５】
　図２５は、サーバ・クライアント識別機能を示す図である。図２５には、Ｗｅｂサーバ
１００のソフトウェア構成例を用いて、サーバ・クライアントの判別方法を示している。
この例では、Ｗｅｂサーバ１００に何らかのアプリケーション１００ｅが実装されている
。このアプリケーション１００ｅがサーバとして機能する場合、他の装置からアプリケー
ション１００ｅに対して、同期要求パケットが送られてくる。また、アプリケーション１
００ｅがクライアントとして機能する場合、アプリケーション１００ｅから他の装置に対
して同期要求パケットが送信される。
【０１４６】
　ネットワーク監視部１００ａは、通信インタフェース（ＮＩＣ）１０６ａとＩＰ／ＡＲ
Ｐ１００ｃとの間で受け渡されるパケットのＴＣＰパケットヘッダを解析する。そして、
ネットワーク監視部１００ａは、受け取ったパケットが同期要求パケットであることを検
出すると、その同期要求パケットの転送方向を判別する。
【０１４７】
　同期要求パケットが通信インタフェース１０６ａからアプリケーション１００ｅに渡さ
れた場合、同期要求パケットの転送方向は上り方向（ｕｐ）である。同期要求パケットが
アプリケーション１００ｅから通信インタフェース１０６ａに渡された場合、同期要求パ
ケットの転送方向は下り方向（ｄｏｗｎ）である。
【０１４８】
　ネットワーク監視部１００ａは、同期要求パケットの転送方向が上り方向であれば、ア
プリケーション１００ｅがサーバであると判断する。また、ネットワーク監視部１００ａ
は、同期要求パケットの転送方向が下り方向であれば、アプリケーション１００ｅがクラ
イアントであると判断する。
【０１４９】
　このように、サーバとクライアントとを識別することで、アプリケーション１００ｅが
サーバかクライアントかで、異常検出の精度を変えることができる。アプリケーション１
０ｅがサーバの場合、装置に異常が発生した場合の業務に与える影響が大きくなる。そこ
で、装置の異常監視精度を高く設定することで、異常の検出を迅速に行うことができる。
【０１５０】
　たとえば、アプリケーションがサーバであれば、応答遅延（自装置の過大な負荷等に起
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因する）を判定するための自側応答時間基準を厳しく（クライアントの場合より短い値）
設定する。これにより、サーバで生じた障害を迅速に見つけだすことができる。
【０１５１】
　また、アプリケーションがサーバの場合、複数のコネクションを１つのコネクションテ
ーブルで管理することで、ＲＡＭ１０２等の記憶領域の効率的な利用を図ることもできる
。具体的には、クライアントかサーバかの判断処理が、ネットワーク監視部１００ａ内の
パケット解析部１２０（図５に示す）において実行され、その結果がコネクション監視部
１３０（図５に示す）に渡される。コネクション監視部１３０は、アプリケーション１０
０ｅがサーバであるかクライアントであるかの判断結果に応じたコネクションテーブルを
生成する。
                                                                              
【０１５２】
　具体的には、アプリケーション１００ｅがクライアントの場合、アプリケーション１０
０ｅと他の装置との間で確立されたコネクション毎に、コネクションテーブルが生成され
る。生成されるコネクションテーブルの内容は、図１４～図１６に示したものと同様であ
る。
【０１５３】
　一方、アプリケーション１００ｅがサーバの場合、アプリケーション１００ｅに対して
確立される複数のコネクションが、１つのコネクションテーブルに対応付けられる。たと
えば、アプリケーション１００ｅに対して最初のコネクションが確立されたとき、コネク
ションテーブルが生成され、アプリケーション１００ｅに対して２つめ以降のコネクショ
ンが確立されても、新たなコネクションテーブルの生成は行われない。そして、コネクシ
ョン監視部１３０は、複数のコネクションを１つのコネクションテーブルによって監視す
る。
【０１５４】
　アプリケーション１００ｅがサーバの場合、コネクションテーブル内のコネクション管
理テーブルの内容が、アプリケーション１００ｅがクライアントの場合と異なる。
　図２６は、アプリケーションがサーバの場合のコネクション管理テーブルのデータ構造
例を示す図である。このコネクション管理テーブル１４１ａの内容は、図１４に示したコ
ネクション管理テーブル１４１とほぼ同じであるが、相手側ＩＰと相手側Ｐｏｒｔの内容
が異なっている。
【０１５５】
　コネクション管理テーブル１４１ａでは、相手側ＩＰとして「＊．＊．＊．＊」が設定
されている。これは、相手装置のＩＰアドレスが不特定であることを示している。また、
コネクション管理テーブル１４１ａでは、相手側Ｐｏｒｔとして「＊」が設定されている
。これは、相手装置内のアプリケーションのポート番号が不特定であることを示している
。すなわち、パケット解析部１２０で解析されたパケットの自側ＩＰと自側Ｐｏｒｔがコ
ネクション監視テーブル１４１ａと一致すれば、そのパケットは、コネクション監視テー
ブル１４１ａを含むコネクションテーブルを用いた監視対象と判断される。
【０１５６】
　このように、アプリケーション１００ｅがサーバの場合、複数の通信相手を１つのコネ
クションテーブルで一括管理することで、Ｗｅｂサーバ１００にかかる負荷を軽減するこ
とができる。すなわち、アプリケーション１００ｅが本来行うべき業務への影響を最小限
に抑えることができる。
【０１５７】
　なお、ネットワーク監視部や管理サーバが有すべき機能の処理内容を記述したプログラ
ムをコンピュータで実行することにより、上記処理機能がコンピュータ上で実現できる。
処理内容を記述したプログラムは、コンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録してお
くことができる。コンピュータで読み取り可能な記録媒体としては、磁気記録装置、光デ
ィスク、光磁気記録媒体、半導体メモリなどがある。磁気記録装置には、ハードディスク
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装置（ＨＤＤ）、フレキシブルディスク（ＦＤ）、磁気テープなどがある。光ディスクに
は、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）、ＤＶＤ－ＲＡＭ（Random Access Memory）、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ（Compact Disc Read Only Memory）、ＣＤ－Ｒ（Recordable）／ＲＷ（ReWri
table）などがある。光磁気記録媒体には、ＭＯ（Magneto-Optical disk）などがある。
【０１５８】
　プログラムを流通させる場合には、たとえば、そのプログラムが記録されたＤＶＤ、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭなどの可搬型記録媒体が販売される。また、プログラムをサーバコンピュータ
の記憶装置に格納しておき、ネットワークを介して、サーバコンピュータから他のコンピ
ュータにそのプログラムを転送することもできる。
【０１５９】
　プログラムを実行するコンピュータは、たとえば、可搬型記録媒体に記録されたプログ
ラムもしくはサーバコンピュータから転送されたプログラムを、自己の記憶装置に格納す
る。そして、コンピュータは、自己の記憶装置からプログラムを読み取り、プログラムに
従った処理を実行する。なお、コンピュータは、可搬型記録媒体から直接プログラムを読
み取り、そのプログラムに従った処理を実行することもできる。また、コンピュータは、
サーバコンピュータからプログラムが転送される毎に、逐次、受け取ったプログラムに従
った処理を実行することもできる。
【０１６０】
　（付記１）　ネットワーク上の障害発生箇所を検出するためのネットワーク監視プログ
ラムにおいて、
　コンピュータを、
　前記ネットワーク上で障害の発生原因となり得る要素が予め分類され、分類された要素
に対して、前記ネットワークを介した通信の異常を示す事象が対応付けられた障害箇所判
定テーブルを記憶する記憶手段、
　前記ネットワーク上の他の機器との間の通信状況を監視する通信状況監視手段、
　前記通信状況監視手段で検出された通信内容から異常を示す事象を検出する異常検出手
段、
　前記障害箇所判定テーブルを参照し、前記異常検出手段で検出された事象の発生原因と
なる要素を判定する障害箇所判定手段、
　前記障害箇所判定手段での判定結果を示す障害情報を出力する障害情報出力手段、
　として機能させることを特徴とするネットワーク監視プログラム。
【０１６１】
　（付記２）　前記障害箇所判定テーブルでは、前記ネットワークに接続された機器が前
記要素として定義されており、前記コンピュータとの間の接続関係に基づいて分類されて
いることを特徴とする付記１記載のネットワーク監視プログラム。
【０１６２】
　（付記３）　前記障害箇所判定テーブルでは、前記ネットワークに接続された機器が、
前記コンピュータ自身を示す自装置、前記コンピュータに隣接する伝送路を示す隣接伝送
路、前記隣接伝送路以外の伝送路を示す非隣接伝送路、通信相手を示す相手装置に分類さ
れていることを特徴とする付記２記載のネットワーク監視プログラム。
【０１６３】
　（付記４）　前記障害箇所判定テーブルでは、前記自装置に対して、受信したパケット
に対する前記コンピュータによる応答が遅延するという事象が対応付けられていることを
特徴とする付記３記載のネットワーク監視プログラム。
【０１６４】
　（付記５）　前記障害箇所判定テーブルでは、前記隣接伝送路に対して、全てのコネク
ションにおいて異常が検出されるという事象が対応付けられていることを特徴とする付記
３記載のネットワーク監視プログラム。
【０１６５】
　（付記６）　前記障害箇所判定テーブルでは、前記非隣接伝送路に対して、一部のコネ
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クションにおいて、不特定のアドレスの装置との間の通信の異常が検出されるという事象
が対応付けられていることを特徴とする付記３記載のネットワーク監視プログラム。
【０１６６】
　（付記７）　前記障害箇所判定テーブルでは、前記相手装置に対して、特定のアドレス
の装置との間の通信に異常が検出されるという事象が対応付けられていることを特徴とす
る付記３記載のネットワーク監視プログラム。
【０１６７】
　（付記８）　前記障害箇所判定テーブルでは、前記ネットワークに接続された機器内で
実現される機能が前記要素として定義されていることを特徴とする付記１記載のネットワ
ーク監視プログラム。
【０１６８】
　（付記９）　前記障害箇所判定テーブルでは、前記要素としてアプリケーションが定義
されており、前記アプリケーションが動作する装置に対してコネクションが確立し、前記
アプリケーションに対してコネクションが確立できないという事象が対応付けられており
、
　前記通信状況監視手段は、アプリケーション間のコネクションと装置間のコネクション
との確立の有無を監視することを特徴とする付記８記載のネットワーク監視プログラム。
【０１６９】
　（付記１０）　前記障害箇所判定テーブルでは、前記要素としてネットワーク監視機能
が定義されており、前記ネットワーク監視機能に対して、トランスポート層でのコネクシ
ョンが確立されているにもかかわらずネットワーク層での異常が検出されたという事象が
対応付けられており、
　前記通信状況監視手段は、前記トランスポート層でのコネクションと前記ネットワーク
層でのコネクションとの確立の有無を監視することを特徴とする付記８記載のネットワー
ク監視プログラム。
【０１７０】
　（付記１１）　前記通信状況監視手段は、通信されるパケットのヘッダ情報に基づいて
、自装置で動作している機能がサーバかクライアントかを判断し、判断結果に応じて前記
機能の監視内容を決定することを特徴とする付記１記載のネットワーク監視プログラム。
【０１７１】
　（付記１２）　前記通信状況監視手段は、前記他の機器との間の正常な通信を含めた通
信状況を監視することを特徴とする付記１記載のネットワーク監視プログラム。
　（付記１３）　ネットワーク上の障害発生箇所を検出するためのネットワーク監視プロ
グラムにおいて、
　コンピュータを、
　前記ネットワーク上で障害の発生原因となり得る要素が予め分類され、分類された要素
に対して、前記ネットワークを介した通信の異常を示す事象が対応付けられた障害箇所判
定テーブルを記憶する記憶手段と、前記ネットワーク上の他の機器との間の通信状況を監
視する通信状況監視手段と、前記通信状況監視手段で検出された通信内容から異常を示す
事象を検出する異常検出手段と、前記障害箇所判定テーブルを参照し、前記異常検出手段
で検出された事象の発生原因となる要素を判定する障害箇所判定手段と、前記障害箇所判
定手段での判定結果を示す障害情報を出力する障害情報出力手段と、を有する前記ネット
ワーク上の複数の装置から前記障害情報を収集する障害情報収集手段、
　前記障害情報収集手段が前記複数の装置から収集した前記障害情報に共通する要素を、
前記ネットワーク上での障害発生箇所と判断する障害発生箇所絞り込み手段、
　として機能させることを特徴とするネットワーク監視プログラム。
【０１７２】
　（付記１４）　ネットワーク上の障害発生箇所を検出するためのネットワーク監視方法
において、
　通信状況監視手段が、前記ネットワーク上の他の機器との間の通信状況を監視し、
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　異常検出手段が、前記通信状況監視手段で検出された通信内容から異常を示す事象を検
出し、
　障害箇所判定手段が、前記ネットワーク上で障害の発生原因となり得る要素が予め分類
され、分類された要素に対して、前記ネットワークを介した通信の異常を示す事象が対応
付けられた障害箇所判定テーブルを参照し、前記異常検出手段で検出された事象の発生原
因となる要素を判定し、
　障害情報出力手段が、障害箇所判定手段での判定結果を示す障害情報を出力する、
　ことを特徴とするネットワーク監視方法。
【０１７３】
　（付記１５）　ネットワーク上の障害発生箇所を検出するためのネットワーク監視装置
において、
　前記ネットワーク上で障害の発生原因となり得る要素が予め分類され、分類された要素
に対して、前記ネットワークを介した通信の異常を示す事象が対応付けられた障害箇所判
定テーブルを記憶する記憶手段と、
　前記ネットワーク上の他の機器との間の通信状況を監視する通信状況監視手段と、
　前記通信状況監視手段で検出された通信内容から異常を示す事象を検出する異常検出手
段と、
　前記障害箇所判定テーブルを参照し、前記異常検出手段で検出された事象の発生原因と
なる要素を判定する障害箇所判定手段と、
　前記障害箇所判定手段での判定結果を示す障害情報を出力する障害情報出力手段と、
　を有することを特徴とするネットワーク監視装置。
【０１７４】
　（付記１６）　ネットワーク上の障害発生箇所を検出するためのネットワーク監視プロ
グラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体において、
　コンピュータを、
　前記ネットワーク上で障害の発生原因となり得る要素が予め分類され、分類された要素
に対して、前記ネットワークを介した通信の異常を示す事象が対応付けられた障害箇所判
定テーブルを記憶する記憶手段、
　前記ネットワーク上の他の機器との間の通信状況を監視する通信状況監視手段、
　前記通信状況監視手段で検出された通信内容から異常を示す事象を検出する異常検出手
段、
　前記障害箇所判定テーブルを参照し、前記異常検出手段で検出された事象の発生原因と
なる要素を判定する障害箇所判定手段、
　前記障害箇所判定手段での判定結果を示す障害情報を出力する障害情報出力手段、
　として機能させることを特徴とするネットワーク監視プログラムを記録したコンピュー
タ読み取り可能な記録媒体。
【図面の簡単な説明】
【０１７５】
【図１】実施の形態に適用される発明の概念図である。
【図２】ネットワークシステム構成例を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態に用いるＷｅｂサーバのハードウェア構成例を示す図である
。
【図４】Ｗｅｂサーバのソフトウェア構成例を示す図である。
【図５】ネットワーク監視部の機能を示すブロック図である。
【図６】障害発生箇所のハードウェア的な区分けを示す図である。
【図７】障害発生箇所のソフトウェア的な区分けを示す図である。
【図８】トラブル事象ＤＢのデータ構造例を示す図である。
【図９】トラブル予兆推定例を示す図である。
【図１０】ネットワーク監視処理手順を示すフローチャートである。
【図１１】ヘッダ情報解析処理の手順を示すフローチャートである。
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【図１２】コネクション上での通信例を示す図である。
【図１３】Ｗｅｂサーバ側のパケットの内容を示す図である。
【図１４】コネクション管理テーブルのデータ構造例を示す図である。
【図１５】送信監視テーブルのデータ構造例を示す図である。
【図１６】受信監視テーブルのデータ構造例を示す図である。
【図１７】送信監視テーブルと受信監視テーブルとの状態遷移を示す第１の図である。
【図１８】送信監視テーブルと受信監視テーブルとの状態遷移を示す第２の図である。
【図１９】障害情報更新処理の手順を示すフローチャートである。
【図２０】コネクション情報解析処理の手順を示すフローチャートである。
【図２１】異常箇所推定テーブルのデータ構造例を示す図である。
【図２２】ステータスコードの例を示す図である。
【図２３】管理サーバでの障害箇所判断手順を示すフローチャートである。
【図２４】監視画面例を示す図である。
【図２５】サーバ・クライアント識別機能を示す図である。
【図２６】アプリケーションがサーバの場合のコネクション管理テーブルのデータ構造例
を示す図である。
【符号の説明】
【０１７６】
　１　自装置
　１ａ　アプリケーション
　１ｂ　通信手段
　１ｃ　通信インタフェース
　１ｄ　記憶手段
　１ｄａ　障害箇所判定テーブル
　１ｅ　通信状況監視手段
　１ｆ　異常検出手段
　１ｇ　障害箇所判定手段
　１ｈ　障害情報出力手段
　２　スイッチ（ＳＷ）
　３　ネットワーク
　４　相手装置
　５　隣接伝送路
　６　非隣接伝送路
　７　パケット
　８　障害情報



(27) JP 4255366 B2 2009.4.15

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(28) JP 4255366 B2 2009.4.15

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(29) JP 4255366 B2 2009.4.15

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(30) JP 4255366 B2 2009.4.15

【図１３】 【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】 【図１８】



(31) JP 4255366 B2 2009.4.15

【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】 【図２３】



(32) JP 4255366 B2 2009.4.15

【図２４】 【図２５】

【図２６】



(33) JP 4255366 B2 2009.4.15

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  中田　慶
            神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号　富士通株式会社内
(72)発明者  中野　賢一
            神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号　富士通株式会社内
(72)発明者  亀谷　英之
            富山県婦負郡八尾町保内二丁目２番１　株式会社富山富士通内
(72)発明者  中島　修
            富山県婦負郡八尾町保内二丁目２番１　株式会社富山富士通内

    審査官  齋藤　浩兵

(56)参考文献  特開平０９－２０５４２９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０２－２０００４８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－３５３９０６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００２－５３１０１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－３２５１０１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－１１４８９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－０３２８７８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｌ　　１２／２４　　　　
              Ｇ０６Ｆ　　１３／００　　　　
              Ｈ０４Ｂ　　　３／４６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

