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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の装置から通信回線を介して送信されるバックアップデータの転送量を過去の転送
量の実績に基づき決定する転送量決定手段と、
　前記転送量決定手段により決定されたバックアップデータの転送量の情報に基づいて、
スケジュールの調整を実行するスケジュール調整手段と、
　前記スケジュール調整手段で作成されたスケジュールに従って、前記バックアップデー
タのバックアップ処理を行うバックアップ処理手段とを有する制御装置において、
　前記スケジュール調整手段は、前記転送量決定手段が決定した前記バックアップデータ
の転送量を一定時間間隔で領域分割し、前記領域分割されたバックアップデータの転送量
を一制御単位として編集を行い、スケジュールを作成することを特徴とする制御装置。
【請求項２】
　請求項１記載の制御装置において、
　前記スケジュール調整手段は、前記バックアップ処理手段がバックアップ処理を行うた
めのスケジュール中に、前記バックアップデータの転送量が納まるように当該転送量の調
整を行うことを特徴とする制御装置。
【請求項３】
　請求項２記載の制御装置において、
　前記一制御単位に領域分割されたバックアップデータが前記スケジュールの範囲外に存
在する場合には、前記スケジュール調整手段は前記スケジュールの範囲外にある当該一制
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御単位に領域分割されたバックアップデータと同種類で、かつ前記スケジュールの範囲内
に存在するバックアップデータの帯域を調整することを特徴とする制御装置。
【請求項４】
　請求項３記載の制御装置において、
　前記バックアップデータの帯域を調整した後、更に前記一制御単位に領域分割されたい
ずれかのバックアップデータが前記スケジュールの範囲外に存在する場合には、前記スケ
ジュール調整手段は、前記スケジュールの範囲内に存在し、かつ帯域を調整することが可
能なバックアップデータの帯域を調整することを特徴とする制御装置。
【請求項５】
　請求項４記載の制御装置において、
　前記スケジュール調整手段は、適当なバックアップデータが存在しない場合には、前記
スケジュールの範囲内に存在する一部バックアップデータを削除することを特徴とする制
御装置。
【請求項６】
　複数の装置と、前記複数の装置に通信回線を介して接続され、バックアップデータの実
行を制御する制御装置を有する制御システムにおいて、
　前記複数の装置は、
　前記バックアップデータを前記制御装置に対して送信する送信手段を有し、
　前記制御装置は、
　前記複数の装置から前記通信回線を介して送信されるバックアップデータの転送量を過
去の転送量の実績に基づき決定する転送量決定手段と
　前記転送量決定手段により決定されたバックアップデータの転送量を一定時間間隔で領
域分割し、前記領域分割されたバックアップデータの転送量を一制御単位として編集を行
い、スケジュールを作成するスケジュール調整手段と、
　前記スケジュール調整手段で作成されたスケジュールに従って、前記バックアップデー
タのバックアップ処理を行うバックアップ処理手段と
　を有することを特徴とする制御システム。
【請求項７】
　請求項６記載の制御システムにおいて、
　前記スケジュール調整手段は、前記バックアップ処理手段がバックアップ処理を行うた
めのスケジュール中に、前記バックアップデータの転送量が納まるように当該転送量の調
整を行うことを特徴とする制御システム。
【請求項８】
　請求項７記載の制御システムにおいて、
　前記一制御単位に領域分割されたバックアップデータが前記スケジュールの範囲外に存
在する場合には、前記スケジュール調整手段は前記スケジュールの範囲外にある当該一制
御単位に領域分割されたバックアップデータと同種類で、かつ前記スケジュールの範囲内
に存在するバックアップデータの帯域を調整することを特徴とする制御システム。
【請求項９】
　請求項８記載の制御システムにおいて、
　前記バックアップデータの帯域を調整した後、更に前記一制御単位に領域分割されたい
ずれかのバックアップデータが前記スケジュールの範囲外に存在する場合には、前記スケ
ジュール調整手段は、前記スケジュールの範囲内に存在し、かつ帯域を調整することが可
能なバックアップデータの帯域を調整することを特徴とする制御システム。
【請求項１０】
　請求項９記載の制御システムにおいて、
　前記スケジュール調整手段は、適当なバックアップデータが存在しない場合には、前記
スケジュールの範囲内に存在する一部バックアップデータを削除することを特徴とする制
御システム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信回線を介して単一または複数の装置に接続され、データ処理を制御する
制御装置に関する。特に、複数の装置から送信されてきたバックアップデータを受信して
、動的に領域分割して記憶しておく。そして、該複数の装置からの要請に基づいてバック
アップデータを各装置に送信する制御装置に関する。また、これらの複数の装置と制御装
置とからなる制御システム及び制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、バックアップ元コンピュータの破損等により、バックアップ元コンピュータは、
データを消失するという事態を起こしていた。そこで、バックアップ装置はバックアップ
元コンピュータのデータの消失を回避するために、以下のような処理を行っている。
【０００３】
　まず、バックアップ装置が、バックアップ元コンピュータに保持するデータをバックア
ップ装置にバックアップする方法について説明する。
【０００４】
　従来のバックアップシステムにおいて、バックアップ装置はバックアップ元コンピュー
タのデータを定期的に受信し格納しておく。そして、万一のデータ消失の際には、バック
アップ装置はバックアップ元コンピュータにバックアップしたデータを送信する。このよ
うにして、バックアップしたデータを受信したバックアップ元コンピュータは、データを
回復することができる。
【０００５】
　本発明は、特に大規模な災害が起きた場合、バックアップ元コンピュータと離れた場所
にバックアップ装置を設置することにより、バックアップ元コンピュータのデータの回復
が可能なシステムについて述べる。本システムは、バックアップ元コンピュータにある銀
行データなどの重要データを、バックアップ装置に遠隔バックアップ処理している。遠隔
バックアップ処理する際には、ＬＡＮとＬＡＮとの間にＷＡＮ等の通信回線を介して、バ
ックアップ装置はバックアップ元コンピュータにあるデータを転送し、バックアップ処理
をとるケースが多い。複数のバックアップ元コンピュータが、通信回線を介して一箇所の
バックアップ装置にデータを転送する場合、通信回線の帯域が有限のため、帯域をシェア
して使用することになる。このように、バックアップ元コンピュータの設置台数が増大す
ると、バックアップ処理するデータ量が増加する傾向にある。通常、バックアップ処理は
、バックアップする時間帯を、例えば業務時間外の夜間などに限定していることが多い。
よって、バックアップ装置は、決められた時間内に大量のデータをバックアップ処理しな
ければならない。そこで、以下のような問題点が生じてくる。
【０００６】
　従来のシステムは、バックアップ元コンピュータの設置台数の増加によりデータ量が増
加している。このように増加したデータを許容帯域がある通信回線中でどのようにシェア
しながら、バックアップ装置が大量のデータをバックアップ処理するかという問題が生じ
る。
また、夜間などバックアップ処理する時間が限定されている場合に、大量のデータをバッ
クアップ処理すると通信回線が混雑してしまう。よって、バックアップ装置がデータをバ
ックアップ処理するのに時間がかかるという問題が生じる。
【０００７】
　以上の背景から、通信回線やバックアップ装置の負荷を抑制したり、バックアップ処理
の性能を向上させるために、バックアップするデータを一時的に蓄積する方法が行われて
いる。
【０００８】
　例えば、特許文献１の特開２０００－２７００１０号公報に記載の「蓄積型データ転送
方式及びデータ転送スケジュール決定方法」では、通信回路やバックアップ装置の負荷を
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抑制し、バックアップ処理の性能を向上させ、指定された転送完了時刻以前に転送を行う
ことで、転送完了要求時刻を満足させるための技術が開示されている。また、データを転
送するための転送スケジュールは、通信回線等の状態を考慮して決定し、更に一度決定さ
れた転送スケジュールは状況の変化に応じて再決定するようにし、転送完了要求時刻を常
に満足させるようにしている。
【０００９】
　以上より、従来技術として特許文献１は、バックアップ装置および通信回線の状態に基
づいて、バックアップ装置がデータの蓄積時間と転送開始時刻を決定し、データ転送スケ
ジュールを決定するバックアップ技術が開示されている。そして従来技術は、バックアッ
プ装置の負荷や蓄積容量や通信回線の負荷を抑制しながら、そのデータの転送完了要求時
刻以前にデータを転送することが可能なデータ転送方法を提供している。従来のバックア
ップ技術における、データを転送するための転送スケジュールは、バックアップ装置が全
てのデータを同一サイズのブロックに分解し、ブロック単位で転送スケジュールを決定し
ている。バックアップ装置は、決定した転送スケジュールに基づいてデータを転送してい
る。そして、転送時にバックアップ装置や通信回線が輻輳状態であれば、バックアップ装
置はバックアップ元コンピュータからの転送を一時中止する。バックアップ装置は、バッ
クアップ装置や通信回線が輻輳状態から回復した時点で、同一サイズのブロックに分解し
たデータの転送を再開するものとしている。
【特許文献１】特開２０００－２７００１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、従来のバックアップ技術ではデータを転送する際に、以下のような問題
点が生じる。例えば装置を設計する時のＣＡＤデータやソフトウエアのソースコード等の
ように作業の進捗に大きく影響されデータ量が決めうちできない場合がある。このような
場合は、バックアップ装置は転送するデータ量を事前に予測しておくことが不可能である
。このように転送するデータ量を事前に予測できない場合、バックアップ処理するための
全データ量を把握していないため、バックアップ装置や通信回線が輻輳状態になれば、バ
ックアップ装置はバックアップ元コンピュータからの転送を一時中止することになる。よ
って、バックアップ装置がデータの転送を効率良く行えず、予め設定した時間内にデータ
の転送が終了しないという問題点が生じる。予め設定した時間内にデータの転送が終了し
ない場合、バックアップ元コンピュータの最新情報が、常にバックアップ装置に存在しな
いことになる。よって、突然の災害が発生してもバックアップシステムには、最新情報が
バックアップされていない状態となり、不安定なシステムとなってしまう。
【００１１】
　また、データの転送量を単純に同一サイズのブロックに分解できない場合がある。従来
技術では、バックアップ装置がデータの転送量を、全て同一サイズのブロックに固定して
いる。そのため、バックアップ装置はデータの転送量を同一サイズのブロックに分解する
のに多大な時間がかかるため、転送のスケジュールを短時間で作成することも困難となり
、効率的にデータを転送することができないという問題点が生じる。
【００１２】
　そこで本発明は上記事情に鑑み、バックアップ元コンピュータからバックアップ装置に
入力されたデータについて、バックアップ装置はそのデータの転送量を予め予測する。そ
して、バックアップ装置は予め予測したデータの転送量に基づき、バックアップ装置や通
信回線が輻輳状態にならないようスケジューリングし、常に最新情報を格納する。また、
災害が発生した場合であっても、バックアップ装置は効率的にデータの転送をすることで
、直ちに最新の環境に復旧できる安定したバックアップ装置の提供を目的とする。
【００１３】
　また本発明のバックアップ装置は、予め予測したデータの転送量を編集可能なブロック
に分解する。バックアップ装置は、分解したブロックを通信回線の帯域状態に合わせて編
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集し、バックアップ処理するために効率的なスケジュールを作成する。そして、バックア
ップ装置は作成したスケジュールに従ってバックアップ処理を行うことにより、短時間で
効率的にデータを転送できるバックアップ装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題は本発明によれば、複数の装置に通信回線を介して接続され、バックアップの
実行を制御する制御装置において、複数の装置から通信回線を介して送信されるバックア
ップデータの転送量を過去の転送量の実績に基づき決定する転送量決定手段と、転送量決
定手段により決定されたバックアップデータの転送量を編集し、スケジュールを作成する
スケジュール調整手段と、スケジュール調整手段で編集し、作成されたスケジュールに従
って、バックアップデータのバックアップ処理を行うバックアップ処理手段とを有するこ
とを特徴とする制御装置を提供することによって達成できる。
【００１５】
　また、スケジュール調整手段で編集し、作成されたバックアップ処理するスケジュール
を記憶する記憶手段を有することを特徴とする。
【００１６】
　また、転送量決定手段は、バックアップ処理を行うバックアップデータの転送量を、バ
ックアップ処理手段がバックアップ処理した過去の一定期間のバックアップデータの転送
量平均から決定したものであることを特徴とする。
【００１７】
　また、転送量決定手段は、バックアップ処理を行う前記バックアップデータの転送量を
、バックアップ処理手段がバックアップ処理した過去の一定期間のバックアップデータの
転送量変動パターンから決定したものであることを特徴とする。
【００１８】
　また、転送量決定手段は、バックアップ処理を行うバックアップデータの転送量を、バ
ックアップ処理手段がバックアップ処理を行ったバックアップデータの履歴情報から求め
ることを特徴とする。
【００１９】
　また、スケジュール調整手段は、転送量決定手段が決定したスケジュール中のバックア
ップ処理を行うバックアップデータの転送量を一定時間間隔で領域分割し、領域分割され
たバックアップデータの転送量を一制御単位として編集を行うことを特徴とする。
【００２０】
　また、スケジュール調整手段は、バックアップ処理手段がバックアップ処理を行うため
のスケジュール中に、バックアップデータの転送量が納まるように転送量の編集を行うこ
とを特徴とする。
【００２１】
　また、一制御単位に領域分割されたバックアップデータがスケジュールの範囲外に存在
する場合には、スケジュール調整手段はスケジュールの範囲外にある一制御単位に領域分
割されたバックアップデータと同種類で、かつスケジュールの範囲内に存在するバックア
ップデータの帯域を調整することを特徴とする。
【００２２】
　また、バックアップデータの帯域を調整した後、更に一制御単位に領域分割されたいず
れかのバックアップデータがスケジュールの範囲外に存在する場合には、スケジュール調
整手段は、スケジュールの範囲内に存在し、かつ帯域を調整することが可能なバックアッ
プデータの帯域を調整することを特徴とする。
【００２３】
　また、スケジュール調整手段は、適当なバックアップデータが存在しない場合には、ス
ケジュールの範囲内に存在する一部バックアップデータを削除することを特徴とする。
【００２４】
　また、バックアップ処理手段でバックアップ処理が行われたバックアップデータを保管
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する転送実績保管手段を有することを特徴とする。
【００２５】
　また、転送量決定手段は、転送実績保管手段がバックアップデータを保管した後、バッ
クアップデータの転送量に基づき、複数の装置から通信回線を介して送信されるバックア
ップデータの転送量を決定することを特徴とする。
【００２６】
　また、複数の装置と、複数の装置に通信回線を介して接続され、バックアップデータの
実行を制御する制御装置を有する制御システムにおいて、複数の装置は、バックアップデ
ータを制御装置に対して送信する送信手段を有し、制御装置は、複数の装置から通信回線
を介して送信されるバックアップデータの転送量を過去の転送量の実績に基づき決定する
転送量決定手段と、転送量決定手段により決定されたスケジュール中のバックアップデー
タの転送量を作成または編集するスケジュール調整手段と、スケジュール調整手段で作成
または編集された情報に従って、バックアップデータのバックアップ処理を行うバックア
ップ処理手段とを有することを特徴とする。
【００２７】
　また、スケジュール調整手段で作成または編集されたバックアップ処理するスケジュー
ルを記憶する記憶手段を有することを特徴とする。
【００２８】
　また、転送量決定手段は、バックアップ処理を行うバックアップデータの転送量を、バ
ックアップ処理手段がバックアップ処理した過去の一定期間のバックアップデータの転送
量平均から決定したものであることを特徴とする。
【００２９】
　また、転送量決定手段は、バックアップ処理を行うバックアップデータの転送量を、バ
ックアップ処理手段がバックアップ処理した過去の一定期間のバックアップデータの転送
量変動パターンから決定したものであることを特徴とする。
【００３０】
　また、転送量決定手段は、スケジュール中のバックアップデータの転送量を、バックア
ップ処理手段がバックアップ処理を行い、バックアップデータを格納した履歴情報から求
めることを特徴とする。
【００３１】
　また、複数の装置と、複数の装置に通信回線を介して接続され、バックアップデータの
実行を制御する制御装置を有する制御システムにおいて、複数の装置は、バックアップデ
ータを制御装置に対して送信する送信手段を有し、制御装置は、複数の装置から通信回線
を介して送信されるバックアップデータの転送量を過去の転送量の実績に基づき決定する
転送量決定手段と転送量決定手段により決定されたバックアップデータの転送量を一定時
間間隔で領域分割し、領域分割されたバックアップデータの転送量を一制御単位として編
集を行い、スケジュールを作成するスケジュール調整手段と、スケジュール調整手段で編
集し、作成されたスケジュールに従って、バックアップデータのバックアップ処理を行う
バックアップ処理手段とを有することを特徴とする。
【００３２】
　また、スケジュール調整手段は、バックアップ処理手段がバックアップ処理を行うため
のスケジュール中に、バックアップデータの転送量が納まるように転送量の編集を行うこ
とを特徴とする。
【００３３】
　また、一制御単位に領域分割されたバックアップデータがスケジュールの範囲外に存在
する場合には、スケジュール調整手段はスケジュールの範囲外にある一制御単位に領域分
割されたバックアップデータと同種類で、かつスケジュールの範囲内に存在するバックア
ップデータの帯域を調整することを特徴とする。
【００３４】
　また、バックアップデータの帯域を調整した後、更に一制御単位に領域分割されたいず
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れかのバックアップデータがスケジュールの範囲外に存在する場合には、スケジュール調
整手段は、スケジュールの範囲内に存在し、かつ帯域を調整することが可能なバックアッ
プデータの帯域を調整することを特徴とする。
【００３５】
　また、スケジュール調整手段は、適当なバックアップデータが存在しない場合には、前
記スケジュールの範囲内に存在する一部バックアップデータを削除することを特徴とする
。
【００３６】
　また、バックアップ処理手段は、バックアップデータのバックアップ処理を行った後、
バックアップデータを履歴情報として、情報テーブルに格納することを特徴とする。
【００３７】
　また、バックアップ処理手段でバックアップ処理が行われたバックアップデータを保管
する転送実績保管手段を有することを特徴とする。
【００３８】
　また、転送量決定手段は、転送実績保管手段がバックアップデータを保管した後、バッ
クアップデータの転送量に基づき、複数の装置から通信回線を介して送信されるバックア
ップデータの転送量を決定することを特徴とする。
【００３９】
　また、複数の装置に通信回線を介して接続され、バックアップ処理をするためのコンピ
ュータで実行されるバックアッププログラムにおいて、複数の装置から通信回線を介して
送信されるバックアップデータの転送量を過去の転送量の実績に基づき決定させる手順と
、決定されたバックアップデータの転送量を編集させ、スケジュールを作成させる手順と
、作成し編集されたスケジュールに従って、バックアップデータのバックアップ処理を行
わせる手順とをコンピュータに実行させるためのバックアッププログラムを特徴とする。
【００４０】
　また、決定されたバックアップデータの転送量を編集し作成されたバックアップ処理す
るスケジュールを記憶させる手順を有することを特徴とするバックアッププログラム。
【００４１】
　また、バックアップ処理を行ったバックアップデータを保管させる手順とを有すること
を特徴とするバックアッププログラムを特徴とする。
【００４２】
　また、複数の装置に通信回線を介して接続され、バックアップ処理をするためのコンピ
ュータで実行されるバックアップ方法において、複数の装置から前記通信回線を介して送
信されるバックアップデータの転送量を過去の転送量の実績に基づき決定させるステップ
、決定されたバックアップデータの転送量を作成または編集させるステップ、作成または
編集され、スケジュールに記憶された情報に従って、バックアップデータのバックアップ
処理を行わせるステップとからなるバックアップ方法を特徴とする。
【００４３】
　また、決定されたバックアップデータの転送量を編集し作成されたバックアップ処理す
るスケジュールを記憶させるステップとからなるバックアップ方法を特徴とする。
【００４４】
　また、バックアップ処理を行ったバックアップデータを保管させるステップとからなる
バックアップ方法を特徴とする。
【発明の効果】
【００４５】
　本発明によれば、次のような効果が得られる。
【００４６】
　本発明に係る制御装置、制御システム及び制御プログラムによれば、バックアップ処理
するデータの転送量を予め予測している。予測するデータの転送量は、バックアップ処理
した過去の一定期間のバックアップデータの転送量平均、または転送量変動パターンに基
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づき決定している。本発明に係る制御装置は、予め予測したデータの転送量に基づき、制
御装置や通信回線が輻輳状態にならないようスケジューリングし、常に最新情報を格納し
ている。従って、常に最新情報がバックアップ装置に存在する安定な状況になり、災害発
生後でも直ちに最新の環境に復旧できる安定した制御装置、制御システム及び制御プログ
ラムを提供することができる。
【００４７】
　また、本発明に係る制御装置、制御システム及び制御プログラムによれば、予め予測し
たデータの転送量を編集可能なブロックに分解している。バックアップ装置は、分解した
ブロックを通信回線の帯域状態に合わせて編集し、バックアップ処理するために効率的な
スケジュールを作成する。そして、バックアップ装置は作成したスケジュールに従ってバ
ックアップ処理を行っている。即ち、本発明に係る制御装置は、時間の無駄がないように
スケジューリングを行い、バックアップ元コンピュータのデータを短時間で受信するよう
にした。従って、従来に比べると時間の無駄がないようにスケジューリングを行ったため
、バックアップ処理するデータの転送を短時間で効率的に行う制御装置、制御システム及
び制御プログラムを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４８】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。以下の実施形態の構成は例示で
あり、本発明は実施形態の構成に限定されない。
【００４９】
　まず、本実施形態に係るバックアップシステムの概略構成の一例を図１及び図２に基づ
いて説明する。
【００５０】
　図１は、本実施形態に係るバックアップシステムの全体構成図である。このバックアッ
プシステムは、バックアップ元コンピュータ（Ｌ１～Ｌｎ１０）１１と、バックアップ元
コンピュータ１１が保持するデータ１０と、バックアップ元コンピュータ１１とネットワ
ークのＷＡＮ１２を介してデータ１０の送受信が可能なバックアップ装置１３とを含む。
図２で後述するように、バックアップ装置１３は、中央処理装置２１と、中央処理装置２
１に接続されたメモリ２２と、中央処理装置２１に接続された通信インターフェース２３
と、中央処理装置２１に接続されたハードディスク２４とを備える。また、ハードディス
ク２４は、バックアップログ２５、バックアップデータ２６、転送量決定プログラム２７
、スケジュール調整プログラム２８、スケジュール記憶プログラム２９、バックアップ処
理プログラム３０、転送実績保管プログラム３１、スケジュール情報テーブル３２を格納
している。
バックアップ元コンピュータ（Ｌ１～Ｌｎ１０）１１が保持するデータ１０は、ＷＡＮ１
２を介してバックアップ装置１３に転送する。
【００５１】
　そして本実施例において、バックアップ装置１３は従来から用いられている磁気テープ
ライブラリ装置を用いる。しかし、本発明は光ディスク記憶装置や光磁気ディスク記憶装
置など、他の記憶装置を用いてもよく、これらを併用してもよい。また、記憶媒体も磁気
テープでなくてもよい。ただし、バックアップデータの保存先には、大容量の記憶装置を
用いることが好ましい。
【００５２】
　また、本実施例ではバックアップ対象のデータ１０をデータベースの保持するデータ１
０としたが、本発明はこれに限られず、ファイルなどに保持されたデータであっても構わ
ない。
【００５３】
　なお、本実施例では、図中に示すようにバックアップ装置１３が１台設けられているが
、複数台設けてもよい。また、バックアップ装置１３がバックアップ処理の管理を行い、
システム全体のバックアップ処理のためのスケジュールを決定している。しかし、バック
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アップ元コンピュータ１１で夫々がバックアップ処理のためのスケジュールを決定し、バ
ックアップ装置１３はそのスケジュール情報に従ってバックアップ処理を行ってもよい。
【００５４】
　図２は、本実施形態に係るバックアップシステムのオンラインネットワークの概略シス
テム構成図の一例を示している。
【００５５】
　本実施形態に係るバックアップシステムは、バックアップ元コンピュータ１１が保持す
るデータ１０と、バックアップ元コンピュータ１１と、バックアップ元コンピュータ１１
とネットワークのＷＡＮ１２を介してデータ１０の送受信が可能なバックアップ装置１３
とを含む。
【００５６】
　本発明に係るバックアップ装置１３は、中央処理装置２１と、中央処理装置２１に接続
されたメモリ２２と、中央処理装置２１に接続された通信インターフェース２３と、中央
処理装置２１に接続されたハードディスク２４とを備える。
【００５７】
　バックアップ装置１３内のハードディスク２４は、バックアップログ２５、バックアッ
プデータ２６、転送量決定プログラム２７、スケジュール調整プログラム２８、スケジュ
ール記憶プログラム２９、バックアップ処理プログラム３０、転送実績保管プログラム３
１、スケジュール情報テーブル３２を格納している。
【００５８】
　本実施例では、バックアップ装置１３内のハードディスク２４に情報を格納している。
しかし、これらの情報はバックアップ装置１３に接続されたバックアップ処理したデータ
１０を保存するための大容量の記憶装置を設置し、前記記憶装置を用いて格納してもよい
。
【００５９】
　以下、バックアップ装置１３内の各構成の機能について説明する。
【００６０】
　中央処理装置２１は、バックアップ元コンピュータ１１からデータ１０を受信する。中
央処理装置２１は、受信したデータ１０を一旦メモリ２２に格納する。メモリ２２に格納
したデータ１０をバックアップ処理するため、中央処理装置２１はハードディスク３４に
格納するプログラムを実行する。メモリ３２は、中央処理装置３１がデータ１を処理する
際に一時的にデータを格納する。通信インターフェース２３は、ネットワークのＷＡＮ１
２を介してバックアップ元コンピュータ１１と、バックアップ装置１３内の中央処理装置
２１との間のデータ１０の通信を実行する。
【００６１】
　このようなバックアップシステムにおいて、バックアップ元コンピュータ１１からバッ
クアップ装置１３に対し、データ１０のバックアップ処理要求が行われた場合には、バッ
クアップ装置１３内の中央処理装置２１は、ハードディスク２４にアクセスを行う。次に
、中央処理装置２１は、ハードディスク２４上にある以下のプログラムを実行する。プロ
グラムは、転送量決定プログラム２７、スケジュール調整プログラム２８、スケジュール
記憶プログラム２９、バックアップ処理プログラム３０、転送実績保管プログラム３１と
順に実行し、データ１０のバックアップ処理を行う。
【００６２】
　以下、バックアップ装置１３内のハードディスク２４上にある各種プログラムについて
説明する。
【００６３】
　転送量決定プログラム２７は、バックアップ装置１３のハードディスク２４に格納され
ており、適宜メモリ２２に読み込まれ、中央処理装置２１にて実行される。そして、転送
量決定プログラム２７は、バックアップ処理するデータ１０の転送量を、過去の転送量の
実績に基づき決定するための転送量決定手段として機能する。
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【００６４】
　スケジュール調整プログラム２８は、バックアップ装置１３のハードディスク２４に格
納されており、適宜メモリ２２に読み込まれ、中央処理装置２１にて実行される。そして
、スケジュール調整２８は、バックアップするデータ１０の転送量を決定した情報に基づ
いて、バックアップ処理するためスケジュールの調整を実行するためのスケジュール調整
手段として機能する。
【００６５】
　スケジュール記憶プログラム２９は、バックアップ装置１３のハードディスク２４に格
納されており、適宜メモリ２２に読み込まれ、中央処理装置２１にて実行される。そして
、スケジュール記憶プログラム２９は、前記スケジュール調整プログラム２８で作成また
は編集されたバックアップ処理するスケジュールを記憶するための記憶手段として機能す
る。
【００６６】
　バックアップ処理プログラム３０は、バックアップ装置１３のハードディスク２４に格
納されており、適宜メモリ２２に読み込まれ、中央処理装置２１にて実行される。そして
、バックアップ処理プログラム３０は、スケジュール調整されたデータ１０のバックアッ
プ処理を実行するためのバックアップ処理手段として機能する。バックアップ処理プログ
ラム３０は、バックアップ処理したデータ１０をバックアップデータ２６としてハードデ
ィスク２４に格納する。
【００６７】
　転送実績保管プログラム３１は、バックアップ装置１３のハードディスク２４に格納さ
れており、適宜メモリ２２に読み込まれ、中央処理装置２１にて実行される。そして、転
送実績保管プログラム３１は、前記バックアップ処理プログラム３０がバックアップ処理
したデータ１０の転送実績を保管するための転送実績保管手段として機能する。転送実績
保管プログラム３１は、データ１０の転送実績をバックアップログ２５としてハードディ
スク２４に格納する。
以下、バックアップシステムの処理動作について説明する。
【００６８】
　本発明に係るバックアップ装置１３内の中央処理装置２１は、バックアップ元コンピュ
ータ１１に格納するデータ１０を、ネットワークのＷＡＮ１２を介して受信する。中央処
理装置２１は、ハードディスク２４上の転送量決定プログラム２７を実行する。転送量決
定プログラム２７は、受信したデータ１０の転送量を過去の転送量の実績に基づき決定す
る。ここでの過去の転送量の実績は、ハードディスク２４上に格納されたバックアップロ
グ２５を利用する。本発明に係るバックアップ装置１３は、予め予測したデータ１０の転
送量に基づき、バックアップ装置１３やＷＡＮ１２が輻輳状態にならないようにスケジュ
ールを作成する。
なお、転送量決定プログラム２７の詳細な処理動作については、図３乃至図７で後述する
。
【００６９】
　スケジュール調整プログラム２８は、前記転送量決定プログラム２７が決定したデータ
１０の転送量を、バックアップ処理するためのスケジュールの範囲内に納まるように作成
または編集する。なお、スケジュール調整プログラム２８の詳細な処理動作については、
図８乃至図１９で後述する。
【００７０】
　スケジュール記憶プログラム２９は、前記スケジュール調整プログラム２８で作成また
は編集されたバックアップ処理するスケジュールを記憶しておく。
【００７１】
　バックアップ処理プログラム３０は、前記スケジュール調整プログラム２８で作成また
は編集し、前記スケジュール記憶プログラム２９により記憶されたスケジュールに従って
、データ１０のバックアップ処理を行う。バックアップ処理プログラム３０は、バックア
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ップ処理されたデータ１０をバックアップデータ２６として、バックアップ装置１３内の
ハードディスク２４上に格納する。なお、バックアップ処理プログラム３０の詳細な処理
動作については、図２０で後述する。
【００７２】
　転送実績保管プログラム３１は、前記バックアップ処理プログラム３０でバックアップ
処理されたデータ１０を、バックアップ装置１３内のハードディスク２４上に格納する。
ハードディスク２４上に格納されたデータ１０は、データ１０の実績に関する情報として
バックアップログ２５に保管される。なお、転送実績保管プログラム３１の詳細な処理動
作については、図２１で後述する。
このように、バックアップ装置１３は転送量決定プログラム２７、スケジュール調整プロ
グラム２８、スケジュール記憶プログラム２９、バックアップ処理プログラム３０、転送
実績保管プログラム３１を順次動作することにより、バックアップ元コンピュータ１１の
データ１０のバックアップ処理を行う。
【００７３】
　次に、本発明の実施形態に係るバックアップシステムにおいて、バックアップ装置１３
がバックアップ処理するためのデータ１０の平均転送量の求め方について述べる。以下、
図３乃至図７に基づき、平均転送量の求め方について説明する。
【００７４】
　図３は、バックアップ装置１３がバックアップ処理するデータ１０の平均転送量の計算
を説明するためのグラフである。バックアップ装置１３内のハードディスク２４に格納さ
れたバックアップログ２５は、過去にバックアップ元コンピュータ１１からＷＡＮ１２を
介して送信されたデータ１０の転送量の変化を記録している。
【００７５】
　グラフの縦軸は転送量（Ｍ）を横軸は時間（Ｔ）を表し、バックアップ処理するための
データ１０の転送量の推移をプロットしている。一般的に、バックアップ元コンピュータ
１１からバックアップ装置１３にデータ１０を送信する場合、データ１０の転送量は一定
の傾向を示す性質がある。この性質に着目して、バックアップ装置１３は、バックアップ
処理するデータ１０の転送量実績を記憶するものである。そして、バックアップ装置１３
内の転送量決定プログラム２７は、図３中のＴｐに示す、過去の一定期間のデータ１の転
送量の平均値を求める。図３は、バックアップ元コンピュータＬ１及びＬ２のバックアッ
プ処理するデータ１０の転送量をプロットしている。転送量決定プログラム２７は、バッ
クアップ元コンピュータＬ１及びＬ２それぞれからのデータ１０の転送量の平均値を求め
るが、当該求められた平均値を、今後バックアップ処理されるデータ１０の転送量（Ｔａ
）の予測値とする。
【００７６】
　図４は、図３で示された転送量の場合において、転送量決定プログラム２７が、バック
アップログ２５から、バックアップ処理するデータ１０に係る転送量平均を計算する処理
のフローチャート図である。
【００７７】
　以下、図４のフローチャート図に基づき、データ１０の転送量平均の求め方を説明する
。
【００７８】
　バックアップ装置１３の転送量決定プログラム２７は、データの総転送量Ｔｔを求める
。そのため、例えば前述の図３中のＴｐにあるような過去の一定期間に着目し、転送量決
定プログラム２７は、バックアップログ２５内に格納されている期間Ｔｐにおけるバック
アップ処理されたデータ１０の全転送量を加算する（ステップＳ１００）。
【００７９】
　次いで、ステップＳ１００で加算されたバックアップ処理するためのデータ１０の全て
の転送量、即ち総転送量Ｔｔを一定期間Ｔｐで割ることにより、期間Ｔｐにおける平均転
送量Ｔａを求める（ステップＳ１０１）。
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【００８０】
　以上の処理により、転送量決定プログラム２７は、バックアップ処理するデータ１０の
平均転送量Ｔａを決定する。
【００８１】
　このように、バックアップ装置１３内の転送量決定プログラム２７が平均転送量を決定
すると、決定した平均転送量に基づき、バックアップ処理するスケジュールを作成するこ
とができる。バックアップ装置１３は、スケジュールに従ってバックアップ元コンピュー
タ１１が保持するデータ１０をバックアップ処理する。よって、バックアップ装置１３は
ＷＡＮ１２が輻輳状態にならないようスケジュールを作成し、常にデータ１０の最新情報
を格納している。本発明のバックアップシステムは、常に最新情報がバックアップ装置１
３に存在する安定な状況になり、災害発生後でも直ちに最新の環境に復旧することができ
る。
【００８２】
　図５は、バックアップ処理されるデータ１０の平均転送量を計算する説明図の他例であ
る。
【００８３】
　バックアップ装置１３内のハードディスク２４に格納されたバックアップログは、過去
にバックアップ元コンピュータ１１からＷＡＮ１２を介して送信されたデータ１の転送量
の変化を記録している。
【００８４】
　グラフの縦軸は転送量（Ｍ）を横軸は時間（Ｔ）を表し、データ１の転送量の推移をプ
ロットしている。図３、図４の例では、一定期間Ｔｐの平均転送量により転送量を予測し
たが、図５の例では、転送量決定プログラム２７が過去の転送量の変化パターンから次回
の転送量を予測する。図５に示された横軸の時間（Ｔ）中にある等間隔で区切られた、過
去の一定期間Ｔｐ１、Ｔｐ２、Ｔｐ３、Ｔｐ４に着目する。Ｔｐ１、Ｔｐ２、Ｔｐ３、Ｔ
ｐ４において、バックアップ元コンピュータＬ１の転送量（Ｍ）は、一定のパターンを繰
り返して変化している。そして、転送量（Ｍ）の繰り返しパターンに基づき、転送量決定
プログラム２７は、今回の一定期間Ｔｐ１にある予想転送量（斜線部５１）を予測する。
【００８５】
　図６Ａは、前述の図５に示したバックアップ処理するデータ１０の平均転送量を計算す
るグラフを表にして示した説明図である。また図６Ｂはバックアップログ２５で、過去の
転送量の実績を示している。
【００８６】
　図６Ａの表の縦軸はカウント数６０を、横軸はパターン数（Ｐｔｎ）６２～６５を表し
ている。以下、転送量決定プログラム２７が実行するデータ１０の転送量決定方法につい
て述べる。グラム図５に、転送量決定プログラム２７は、横軸の時間を一定の等間隔で区
切る。転送量決定プログラム２７は、区切られた一定期間の中で、転送量（Ｍ）が大きく
変化する点を読み取る。転送量決定プログラム２７は、読み取った転送量（Ｍ）の変化か
ら転送量（Ｍ）の規則性をみる。転送量決定プログラム２７は、今回の転送実績６１と、
過去の転送実績Ｐｔｎ１（６２）乃至Ｐｔｎ４（６５）とを比較し、規則性から今回の転
送量（Ｍ）を予測し、一致した場合には今回の転送量として決定する。
【００８７】
　以下に、図６において、転送量決定プログラム２７が今回の転送量（Ｍ）を決定する方
法についての詳細な説明を示す。転送量決定プログラム２７は、転送量（Ｍ）が大きく変
化する点を読み取る。転送量決定プログラム３９は、転送量（Ｍ）の規則性を以下のよう
に判断する。
【００８８】
　図６Ａの表には、過去の転送量の変化パターンの例を示している。パターン１（Ｐｔｎ
１）は、２０、１０、２０、１０、２０、１０、２０、１０・・・と転送量（Ｍ）が繰り
返す場合を示している。パターン１（Ｐｔｎ１）の場合は、転送量決定プログラム３９は
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過去の２回にさかのぼり、２０、１０の規則性を見出す。
【００８９】
　パターン２（Ｐｔｎ２）は、２０、１０、６０、２０、１０、６０、２０、１０・・・
と転送量（Ｍ）が繰り返す場合を示している。パターン２（Ｐｔｎ２）の場合は、転送量
決定プログラム３９は過去の３回にさかのぼり、２０、１０、６０の規則性を見出す。
【００９０】
　パターン３（Ｐｔｎ３）は、２０、１０、６０、１０、２０、１０、６０、１０・・・
と転送量（Ｍ）が繰り返す場合を示している。パターン３（Ｐｔｎ３）の場合は、転送量
決定プログラム３９は過去の４回にさかのぼり、２０、１０、６０、１０の規則性を見出
す。
【００９１】
　パターン４（Ｐｔｎ４）は、２０、１０、６０、１０、２０、２０、１０、６０・・・
と転送量（Ｍ）が繰り返す場合を示している。パターン３（Ｐｔｎ４）の場合は、転送量
決定プログラム３９は過去の５回にさかのぼり、２０、１０、６０、１０、２０の規則性
を見出す。
【００９２】
　そして、転送量決定プログラム３９は、今回の予想転送量として、転送実績に当てはめ
て最も一致するパターンを検索する。転送量決定プログラム３９は、一致するパターンを
検索後、規則性から今回の予想転送量を決定する。表の例では、転送実績がパターン３（
Ｐｔｎ３）に相当しているため、今回の転送量は、パターン３（Ｐｔｎ３）の２０、１０
、６０、１０の規則性から予測して、１０（Ｍ）となる。
【００９３】
　図６Ｂは、バックアップログ２５のデータ形式を説明している。
【００９４】
　図６Ｂのバックアップログ２５は、バックアップ元コンピュータ１１がある拠点６６、
バックアップ元コンピュータ１１が保持するバックアップ処理するためのデータ１０の名
称６７、バックアップ装置１３がデータ１０をバックアップ処理する開始時間６８、バッ
クアップ装置１３がデータ１０のバックアップ処理を終わらせる終了時間６９と、バック
アップ装置１３がバックアップ処理するデータ１０の転送量７０を記憶している。
【００９５】
　図７は、転送量決定プログラム２７がバックアップ処理する、今回のデータ１０の予想
転送量を決定する手順を示すフローチャート図である。バックアップ装置１３の内のハー
ドディスク２４に格納されている転送量決定プログラム２７は、前述のバックアップログ
２５を参照し、バックアップ処理するデータ１０の転送量を決定するための計算を行う。
【００９６】
　以下、フローチャートに基づき、データ１０の転送量の求め方を説明する。転送量決定
プログラム２７は、バックアップログ２５を参照する。バックアップログ２５には、バッ
クアップ元コンピュータ１１のデータ１０をバックアップ処理し、バックアップ処理した
過去のデータ１０の情報が格納してある。
【００９７】
　そして、転送量決定プログラム２７は、バックアップ処理するデータ１０の転送量を決
定するために、まず前述の図６の表にある繰り返しパターンを作成するため、転送量が大
きく変化する点を、ＷＡＮ１２のトラフィックデータから読み取る（ステップＳ７１）。
【００９８】
　転送量決定プログラム２７は、読み取った転送量の変化から規則性を見出す（ステップ
Ｓ７２）。
【００９９】
　転送量決定プログラム２７は、図６Ａの各種パターン情報６２～６５に今回の転送実績
を当てはめて、最も一致するパターンを検索する（ステップＳ７２）。
【０１００】
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　転送量決定プログラム２７はパターンが一致するまで検索を続ける。検索した結果、パ
ターンが一致しない場合は、再度ステップＳ７１に戻り、各種パターン情報６２～６５以
外の繰り返しパターンを作成する。
【０１０１】
　また、ステップＳ７３において、パターンが一致する場合には、転送量決定プログラム
２７は、一致したパターンから今回の転送量を予測し決定する（ステップＳ７５）。
【０１０２】
　なおステップＳ７２において、転送量決定プログラム２７がパターン作成終了後に、種
々作成されたパターンの中から最も一致するパターンを検索しても、今回の転送パターン
と一致するパターンを検出できない場合がある。
その場合は、転送量決定プログラム２７は今回の転送量の予測を終了する（ステップＳ７
４）。
このように、バックアップ装置１３内の転送量決定プログラム２７は、今回の転送量を過
去の転送量変動パターンに基づき決定した。転送量が決定すると、バックアップ装置１３
は、効率的にバックアップ処理するためのスケジュールを作成することができる。バック
アップ装置１３は、スケジュールに従ってバックアップ元コンピュータ１１が保持するデ
ータ１０をバックアップ処理する。即ち、バックアップ装置１３はＷＡＮ１２が輻輳状態
にならないようスケジュールを作成し、常にデータ１０の最新情報を格納している。本発
明のバックアップシステムは、常に最新情報がバックアップ装置１３に存在する安定な状
況になり、災害発生後でも直ちに最新の環境に復旧することができる。
【０１０３】
　以上から、転送量決定プログラム２７がバックアップ処理する転送量を決定すると、次
に
スケジュール調整プログラム２８は決定した転送量に基づき、効率的にバックアップ処理
するためのスケジュールを作成する。
【０１０４】
　次に、スケジュール調整プログラム２８が、バックアップ処理するためのスケジュール
を作成する方法について説明する。
【０１０５】
　図８は、スケジュール調整プログラム２８が実行するために参照する、ハードディスク
２４に格納されたスケジュール情報テーブル３２である。スケジュール情報テーブル３２
は、拠点名８１、開始時間８２、予想転送量８３、帯域８４を登録している。
【０１０６】
　拠点名８１は、バックアップ元コンピュータ（Ｌ１乃至Ｌｎ）１１の種類を表している
。開始時間８２は、各拠点であるバックアップ元コンピュータ１１のデータ１０をバック
アップ装置１３にバックアップ処理する開始時間を表している。予想転送量８３は、前述
の転送量決定プログラム２７が過去のバックアップログ２５を参照にして決定した、各拠
点の転送量を表している。帯域８４は、各拠点の使用帯域を表している。
【０１０７】
　なお、拠点名８１、開始時間８２、予想転送量８３、帯域８４のいずれも数字の低い順
から並ぶ必要はなく、また並び順の先頭から順々にバックアップ処理する必要もない。
【０１０８】
　スケジュール調整プログラム２８は、転送量決定プログラム２７で決定したデータ１０
の転送量に基づき、スケジュールを作成する。スケジュール調整プログラム２８は、作成
されたスケジュールを編集することが可能である。次に、スケジュール記憶プログラム２
９は、作成されたスケジュールを記憶するための処理を実行する。そして、バックアップ
処理プログラム３０は、スケジュールに基づいて、バックアップ処理を実行する。なお、
作成されたスケジュールの詳細については、図１８で後述する。
【０１０９】
　本実施例は、バックアップ装置１３がバックアップ元コンピュータ１１にある銀行デー
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タなどの重要なデータ１０を、バックアップ元コンピュータ１１と離れた場所に遠隔バッ
クアップ処理することについて述べている。そして、ＷＡＮ１２等の通信回線を介して、
バックアップ装置１３はバックアップ元コンピュータ１１にあるデータ１０を転送し、バ
ックアップ処理をとるケースを述べている。
【０１１０】
　現時点におけるＷＡＮ１２の伝送速度は、一般にＬＡＮの伝送速度に比べ遅く、またＬ
ＡＮにおいて通信コストはかからないが、ＷＡＮ１２では通信コストがかかるという問題
点がある。ＷＡＮ１２の伝送遅延を回避するためにはできるだけ高速な回線を使用するこ
とが望まれるが、一方で回線は高速になるほど通信コストが高くなるため、むやみに高速
な回線を使用することは経済的な理由からできないことになる。
【０１１１】
　従って、バックアップ元コンピュータ１１に格納されたデータ１０がＷＡＮ１２経由で
バックアップ処理を実施する場合、バックアップ可能な時間帯Ｔとデータを転送する許容
帯域Ｒは限定されてくる。またバックアップ元コンピュータ１１の事情によりバックアッ
プ開始時間が限定されるケースもある。この制約を満たすよう帯域を決定する必要がある
。つまり、模式的に表現すると、横軸にバックアップ可能な時間帯Ｔと縦軸にデータを転
送する許容帯域Ｒをとり、Ｔ×Ｒの二次元平面内にスケジューリングする必要がある。
【０１１２】
　図９は、バックアップ処理するデータ１０の転送量に関し、バックアップが可能な時間
帯Ｔと許容された帯域Ｒの関係を示した図である。
【０１１３】
　図９は、バックアップ元コンピュータ１１に格納されたデータ１０がＷＡＮ１２経由で
バックアップ装置１３に転送する際、ＷＡＮ１２のトラフィックの許容帯域９０を設定し
た場合を示す。図中の括弧内はデータ１０の予想転送量を示している。図中のバックアッ
プ元コンピュータＬ３（１０００）とＬｎ（５００）については、バックアップ処理する
データ１０の予想転送量がＴ×Ｒの許容帯域９０を超えている。即ち、図中のバックアッ
プ元コンピュータL３（１０００）の斜線部分９１及びＬｎ（５００）の斜線部分９２が
、バックアップ可能な時間帯Ｔを超えている。この場合、スケジュール調整プログラム２
８は、バックアップ元コンピュータＬ３及びＬｎのＹ軸方向の許容帯域Ｒを増やし、バッ
クアップが可能な時間帯Ｔ内に、予想転送量が収まるよう調整を行う必要がある。スケジ
ュール調整プログラム２８は、バックアップ元コンピュータＬ３及びＬｎのＹ軸方向の許
容帯域を上げる。そして同時に、全てのバックアップ元コンピュータ１１がＹ軸方向の許
容帯域Ｒの制約を守るようにする。そのため、スケジュール調整プログラム２８は、バッ
クアップ元コンピュータＬ１或いはＬ２のＹ軸方向の帯域を減らす必要が生じる。
【０１１４】
　以下、スケジュール調整プログラム２８が転送量を編集し、バックアップ処理するスケ
ジュールを作成する方法について詳細に述べる。
【０１１５】
　図１０は、スケジュールの制約遵守の判定図を示している。これは、各バックアップ元
コンピュータ１１の予想転送量が、バックアップ可能な時間帯Ｔとデータ１０を転送する
許容帯域ＲであるＴ×Ｒの制約を満たすための方法について説明するものである。
【０１１６】
　まず、バックアップ装置１３のハードディスク２４内にあるスケジュール調整プログラ
ム２８は、バックアップ処理するデータ１０の転送量を一定時間（例えば１０分）で分割
する。この一定時間で分割した転送量を一制御単位とし、図中にブロックで示す。スケジ
ュール調整プログラム４０は、一制御単位に領域分割されたブロックを、Ｔ×Ｒの許容帯
域の範囲内１００に納まるようにスケジュール作成する。図中において、Ｘ軸方向１０３
に納まらない場合には許容帯域Ｒに対する制約違反であり、Ｙ軸方向１０４に納まらない
場合にはバックアップが可能な時間帯Ｔに対する制約違反があったと判定する。よって、
スケジュール調整プログラム２８は、データ１０の予想転送量が制約違反しているバック
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アップ元コンピュータＬ３（１０１）及びＬｎ（１０２）に着目する。
【０１１７】
　図１１は、バックアップ可能な時間Ｔ（Ｔ〔０〕～Ｔ〔ｎ〕）とデータ１０を転送する
許容帯域Ｒの関係図において、Ｙ軸方向の許容帯域Ｒの調整方法について説明するための
図である。
【０１１８】
　スケジュール調整プログラム２８は、予想転送量の制約違反がある、Ｘ軸方向の時間帯
Ｔのブロックの調整を行う。ブロックの調整方法は図１１中の太線の矩形が示すように、
スケジュール調整プログラム２８がバックアップ元コンピュータＬ３（１１２）及びＬｎ
（１１３）の編集を行う。スケジュール調整プログラム２８は、バックアップ元コンピュ
ータＬ３（１１２）及びＬｎ（１１３）の予想転送量をＹ軸方向に増やす。このように、
スケジュール調整プログラム２８は、バックアップ可能な時間帯Ｔ内にデータ１０の転送
量が納まるように制約する。
【０１１９】
　ここで、バックアップ可能な時間帯Ｔ内にデータ１０の転送量が納まるように制約した
。しかし、図中のバックアップ元コンピュータＬｎの斜線部１１０が示すように、バック
アップ元コンピュータＬｎのブロックの一部が納まらず、Ｙ軸方向の許容帯域Ｒに対して
制約違反が起きてしまう。次に、Ｙ軸方向の許容帯域Ｒに対して制約違反が起きた場合の
、調整方法について説明する。
【０１２０】
　図１２は、データ１０の転送量が、Ｒ方向に納まらない場合の調整方法について説明す
るための図である。
【０１２１】
　前述図１１中のＹ軸方向の許容帯域Ｒにおいて、スケジュール調整プログラム２８は、
データ１０の予想転送量が制約違反に関わる、バックアップ元コンピュータＬn（１１３
）に着目する。スケジュール調整プログラム２８は、バックアップ元コンピュータＬ１（
１１１）とＬ３（１１２）とＬｎ（１１３）の合わせた転送量が、Ｙ軸方向の許容帯域Ｒ
内に納まるよう編集を行う。まず、許容帯域Ｒの調整を行うため、スケジュール調整プロ
グラム２８は、バックアップ元コンピュータＬ１（１１１）、Ｌ３（１１２）、Ｌｎ（１
１３）のいずれかの予想転送量の帯域を減らすことが可能かを判断する。
【０１２２】
　図１２は、Ｘ軸のバックアップ可能な時間帯Ｔにおいて、スケジュール調整プログラム
２８は、制約違反しているバックアップ元コンピュータＬ３（１２２）及びＬｎ（１２３
）の予想転送量の帯域を増やした図を示している。次に再度、スケジュール調整プログラ
ム２８がバックアップ元コンピュータＬ３（１２２）及びＬｎ（１２３）の帯域を減らす
と、図１０のように転送量がバックアップ可能な時間帯Ｔに納まらなくなる。即ち、転送
量がＸ軸方向に納まらず、バックアップが可能な時間帯Ｔに対する制約違反が起きたと判
定する。
【０１２３】
　このような場合、Ｙ軸方向の許容帯域Ｒの調整を行うためスケジュール調整プログラム
２８は、バックアップ元コンピュータＬ１（１２１）、Ｌ３（１２２）、Ｌｎ（１２３）
の中で、編集可能なブロックを判定する。前述の通り、バックアップ元コンピュータＬ３
（１２２）とＬｎ（１２３）の予想転送量の帯域を減らすことは不可能である。
【０１２４】
　よって、スケジュール調整プログラム２８は、バックアップ元コンピュータＬ１（１２
１）の予想転送量の帯域を適当に下げる。そして再度、スケジュール調整プログラム２８
は、バックアップが可能な時間帯Ｔと許容帯域Ｒ中にあるブロックが、Ｔ×Ｒの二次元平
面内１２０に納まり、制約違反をしていないか判定する。そして、バックアップ調整プロ
グラム２８は、バックアップ処理するデータ１０の予想転送量が制約違反しなくなるまで
、上述の処理を繰り返す。
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【０１２５】
　しかしながら、Ｙ軸方向に示す許容帯域Ｒにおいて制約違反がある場合でも、バックア
ップ元コンピュータＬ１～Ｌｎ中で、ブロック化したバックアップ処理するデータ１０の
予想転送量の何れも帯域が減らせないことがある。この場合には、スケジュール調整プロ
グラム２８は、バックアップ処理するデータ１０の予想転送量の適当なブロックを選択・
削除した後、再度制約判定図を作成する。そして、スケジュール調整プログラム２８は、
Ｙ軸方向の許容帯域Ｒの調整を行う。バックアップ処理の対象外になった予想転送量であ
るブロック情報について、スケジュール調整プログラム２８は、バックアップ装置１３内
のハードディスク２４に格納する。
【０１２６】
　図１３は、上述の図９～図１２に示したスケジュールの制約遵守の判定方法をフローチ
ャートで示した図である。以下、スケジュール調整プログラム２８がバックアップ処理す
るためのスケジュールを、作成または編集する方法について詳細に述べる。
【０１２７】
　バックアップ装置１３のハードディスク２４にあるスケジュール調整プログラム２８は
、転送量決定プログラム２７で決定した転送量に基づき、バックアップが可能な時間帯Ｔ
と許容帯域Ｒの関係を示す制約判定図を作成する（ステップＳ１３１）。
【０１２８】
　ここでは、バックアップ装置１３がバックアップ処理するデータ１０を転送ジョブと呼
ぶ。
【０１２９】
　スケジュール調整プログラム２８は、バックアップコンピュータＬ１～Ｌｎの中から転
送ジョブを、１つ選択する（ステップＳ１３２）。
【０１３０】
　スケジュール調整プログラム２８は転送ジョブの選択を終了したか否かを判断する（ス
テップＳ１３３）。
【０１３１】
　ここで、スケジュール調整プログラム２８が転送ジョブの選択中に、バックアップ可能
な時間帯Ｔの制約を違反していないかを判定する（ステップＳ１３４）。スケジュール調
整プログラム２８が、選択した転送ジョブについてバックアップ可能な時間帯Ｔの制約を
違反していないと判定すると、ステップＳ１３２に戻る。スケジュール調整プログラム２
８は、制約違反の判定を行っていない、その他の種類の転送ジョブを選択し制約違反の判
定を繰り返す。
【０１３２】
　また、ステップＳ１３４において、スケジュール調整プログラム２８が、選択した転送
ジョブについてバックアップ可能な時間帯Ｔの制約を違反していると判定する。この場合
は、スケジュール調整プログラム２８は、制約違反している転送ジョブの帯域を増やし、
バックアップ可能な時間帯Ｔの制約を満たすように調整を行う（ステップＳ１３５）。そ
して、調整を行った後はステップＳ１３２に戻る。スケジュール調整プログラム２８は、
制約違反の判定を行っていない、その他の種類の転送ジョブを選択し制約違反の判定を繰
り返す。
【０１３３】
　図１４は、図１３の続きで、上述の図９～図１２に示したスケジュールの制約遵守の判
定方法をフローチャートで示した図である。
【０１３４】
　前述のステップＳ１３３において、スケジュール調整プログラム２８が転送ジョブの選
択を終了する。その場合には、スケジュール調整プログラム２８は、バックアップ処理す
るデータの転送量を表す帯を一定時間（例えば１０分）で分割する。一制御単位に分割さ
れたものを、一ブロックとする。そしてこのブロックが、Ｘ軸方向にバックアップ可能な
時間帯ＴとＹ軸方向にデータを転送する許容帯域ＲをとったＴ×Ｒの矩形（制約判定図）
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に納まるように、スケジュール調整プログラム２８は制約判定図を作成する（ステップＳ
１４１）。
【０１３５】
　以上から、スケジュール調整プログラム２８は、Ｘ軸方向のバックアップが可能な時間
帯Ｔに対する制約違反はないと判定する。次にスケジュール調整プログラム２８は、Ｙ軸
方向に納まらない場合の許容帯域Ｒに対する制約違反について判定する。
【０１３６】
　前述の図１２に示すようなバックアップが可能な時間帯Ｔ（Ｔ〔０〕～Ｔ〔ｎ〕）と許
容帯域Ｒの関係図において、Ｒ方向の調整方法について説明する。
【０１３７】
　図中のバックアップ可能な時間帯Ｔ（Ｔ〔０〕～Ｔ〔ｎ〕）に、転送ジョブが並んでい
る。Ｙ軸方向の許容帯域Ｒにおいて、制約違反する転送ジョブを判定するため、スケジュ
ール調整プログラム２８はＴ〔０〕～Ｔ〔ｎ〕を順次選択する（ステップＳ１４２）。
【０１３８】
　スケジュール調整プログラム２８は、Ｔ〔０〕～Ｔ〔ｎ〕の選択を繰り返す（ステップ
Ｓ１４３）。
【０１３９】
　スケジュール調整プログラム２８は、Ｔ〔０〕からＴ〔ｎ〕まで転送ジョブがＹ軸方向
で制約違反をしているか否かを判定する（ステップＳ１４４）。転送ジョブがＲ方向で制
約違反をしていない場合は、ステップＳ１４３においてＴ〔０〕～Ｔ〔ｎ〕の選択を終了
する。
【０１４０】
　また、ステップＳ１４４において転送ジョブがＹ軸方向で制約違反をしていると判定す
る場合は、スケジュール調整プログラム２８は、条件を満たすジョブの帯域を１単位（例
えば１Ｍｂｐｓ）減らす（ステップＳ１４５）。
【０１４１】
　そして再度、一制御単位として分割したブロックがＴ×Ｒの二次元平面内に納まらず、
制約を違反していないか判定する。そして、スケジュール調整プログラム２８は、バック
アップ処理するデータ１０の予想転送量が許容帯域に納まり、制約違反しなくなるまで、
上述の処理を繰り返す。
【０１４２】
　ステップＳ１４３において、Ｔ〔０〕～Ｔ〔ｎ〕の選択を終了すると、スケジュール調
整プログラム２８は、全ての転送ジョブが制約違反をしているか否かについての判定を行
う（ステップＳ１４６）。
【０１４３】
　判定を行った結果、スケジュール調整プログラム２８が、全ての転送ジョブが制約違反
をしていないと判定した場合は処理を終了する。そして、スケジュール調整プログラム２
８は、バックアップ処理を行うために調整されたスケジュールをスケジュール記憶プログ
ラム２９に送る。また、ステップＳ１４６において、スケジュール調整プログラム２８が
転送ジョブについて制約違反の判定を行った結果、制約違反していると判定した場合があ
る。さらには、バックアップ調整プログラム２８は、バックアップ元コンピュータＬ１～
Ｌｎの何れのブロックも帯域を減らせないことがある。
【０１４４】
　この場合には、スケジュール調整プログラム２８は、バックアップ処理するデータ１０
の予想転送量の適当なブロックを選択し削除をする（ステップS１４７）。
【０１４５】
　そして、スケジュール調整プログラム２８は、バックアップ処理の対象外になった予想
転送量の情報をバックアップ装置１３内のハードディスク２４上のスケジュール情報テー
ブル３２に格納する（ステップS１４９）。
【０１４６】
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　スケジュール情報テーブル３２に格納した後に、スケジュール調整プログラム２８は、
再度制約判定図を作成するためにステップS１４１に戻り、上述の処理を繰り返す。
【０１４７】
　以上から、データは適当なサイズのブロックに分解され、編集でき、時間の無駄なくジ
ョブの転送量を決めることができる。よって、従来に比べ、データ転送を短時間で処理す
る効率的な制御装置、制御システム及び制御プログラムを提供することができる。
【０１４８】
　図１５は、前述の図１３で説明したステップS１３１の部分の制約判定図作成について
詳細に示したフローチャートである。
【０１４９】
　図１５のフローチャートにおいて、バックアップ装置１３のハードディスク２４にある
スケジュール調整プログラム２８は、転送量決定プログラム３９で決定した転送量に基づ
き、バックアップ処理が可能な時間帯Ｔと許容帯域Ｒの関係を示す制約判定図を作成する
（ステップＳ２００）。また、ここではバックアップ装置１３がバックアップ元コンピュ
ータ（Ｌ１～Ｌｎ）１１に格納するデータ１０をバックアップ処理する際の、データ１０
の転送量を転送ジョブと呼ぶ。
【０１５０】
　スケジュール調整プログラム２８は、バックアップコンピュータＬ１～Ｌｎの転送ジョ
ブ一覧の中から転送ジョブを１つ選択する（ステップＳ１５１）。
【０１５１】
　スケジュール調整プログラム２８は転送ジョブの選択を終了したか否かを判断する（ス
テップＳ１５２）。
【０１５２】
　ここで、スケジュール調整プログラム２８が転送ジョブの選択中に、バックアップ可能
な時間帯Tの制約を違反していないかを判定する。そのために、バックアップ処理する転
送ジョブの必要な処理時間を計算する。計算方法としては、処理時間（ｔ）を求めるため
にバックアップ可能な帯域を、前述の図３～図７より求めた予測転送量で割る（ステップ
S１５３）。
【０１５３】
　バックアップ装置１３が、バックアップ処理を終了する時間（ｅｔ）は、バックアップ
処理を開始する時間（ｓｔ）に前述で求めた処理時間（ｔ）を加えた時間とする（ステッ
プＳ１５４）。
【０１５４】
　そして、後述する図１６のＴに関するメモリ上のデータに、スケジュール調整プログラ
ム２８は、バックアップ処理を開始する時間（ｓｔ）からバックアップ処理を終了する時
間（ｅｔ）までの、ジョブの種類及び転送量である帯域を書き込んでいく（ステップＳ１
５５）。
【０１５５】
　ここで、ステップＳ１５５にあるｔｔは単位時間を表し、この例では１０分を一単位を
している。
【０１５６】
　図１６は、前述の図１３で説明したステップS１３１の部分で、スケジュール調整プロ
グラム２８が参照する詳細なデータ構成図である。
【０１５７】
　図１６のデータ１０の転送ジョブ１６１は、ジョブの種類をＬｍ、帯域を１０としてい
る。また図１６の転送ジョブ１６２は、ジョブの種類をＬｎ、帯域を５としている。矩形
は各々のジョブの総転送量を示し、矩形の縦辺は帯域を横辺は時間を表している。また、
前述したように矩形は１０分を一単位で刻んでいる。
【０１５８】
　図１６のメモリ上のデータは、前述の図１０乃至図１２の制約遵守の判定図に対応して
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いる。図１６の転送ジョブ１６１にあるジョブのＬｍは５個のブロックがあり、また図１
６の転送ジョブ１６２にあるジョブのＬｎは３個のブロックがある。そして、ブロックを
1個ずつメモリ上のバックアップ処理するスケジュールデータ１６３に書き込んでいく。
データ１６３の縦軸は、各々のジョブの帯域の総和がデータを転送する許容帯域内である
ようにする。また、スケジュールデータ１６３の横軸は、バックアップ装置１３がバック
アップ処理が可能な時間帯を示している。このように、スケジュール調整プログラム２８
は、データ１０を適当なサイズのブロックに分解して編集し、時間の無駄なくジョブの転
送量を決めることができる。
【０１５９】
　図１７は、前述の図１４で説明したステップＳ１４４の部分の、スケジュール調整プロ
グラム２８の処理動作について詳細に示したフローチャートである。
【０１６０】
　スケジュール調整プログラム２８は、バックアップ処理するデータ１０の転送量を表す
帯を一定の時間（例えば１０分）で分割する。スケジュール調整プログラム２８は、分割
したブロックを、横軸にバックアップ可能な時間帯Ｔと縦軸にデータを転送する許容帯域
ＲをとったＴ×Ｒの矩形（制約判定図）に納まるように、制約判定図を作成する。以上か
ら、Ｘ軸方向のＴに対する制約違反はないと判定できるため、次にＹ軸方向にはみ出す場
合のＲに対する制約違反について判定する。
【０１６１】
　前述の図１１に示すような時間Ｔ（Ｔ〔０〕～Ｔ〔ｎ〕）と許容された帯域Ｒの関係図
において、Ｒ方向の詳細な調整方法について説明する。
【０１６２】
　まず、バックアップ可能な時間帯Ｔ（Ｔ〔０〕～Ｔ〔ｎ〕）のそれぞれに並ぶ、Ｒ方向
で制約違反に関わる転送ジョブを探すために、Ｔ〔０〕～Ｔ〔ｎ〕を選択する（ステップ
Ｓ１７１）。
【０１６３】
　スケジュール調整プログラム２８は、Ｔ〔０〕～Ｔ〔ｎ〕の選択を繰り返し、選択した
かを確認する（ステップＳ１７２）。
【０１６４】
　スケジュール調整プログラム２８は、Ｔ〔ｐ〕における帯域Ｔ〔０〕～Ｔ〔ｎ〕を示す
、Ｔ〔ｐ，１〕～Ｔ〔ｐ，ｎ〕を順次選択し（ステップＳ１７３）選択が終了するまで、
上述のステップを繰り返す（ステップＳ１７４）。
【０１６５】
　スケジュール調整プログラム２８は、帯域Ｔ〔０〕～Ｔ〔ｎ〕を選択すると同時に、選
択した帯域を加算処理する（ステップＳ１７５）。
【０１６６】
　スケジュール調整プログラム２８は、Ｔ〔ｐ，１〕～Ｔ〔ｐ，ｎ〕までを加算処理した
結果をＴ〔ｐ〕のトータル帯域として、これをＴａとする。そして、Ｔ〔ｐ〕のトータル
帯域Ｔａがバックアップ処理を許容した帯域Ｒ以内であるかを判定する（ステップＳ１７
６）。
【０１６７】
　図１８のＡは、前述の図１４で説明したステップＳ１４４の部分の、スケジュール調整
プログラム２８の処理動作について詳細に示したスケジュールデータである。
【０１６８】
　図１８のＢは、前述の図１４で説明したステップＳ１４４の部分の制約条件チェックに
ついて詳細に示したデータ構造図である。図１８のＢのデータ構造図は、制約条件が満足
した場合にバックアップ処理するためのスケジュール情報にあたる。
【０１６９】
　図１８のＡのデータは、図１７で前述したフローチャート中のＴ〔ｐ〕におけるトータ
ル帯域を求めるためのものである。例えば、図１８のＡのデータで、横軸Ｔ〔ｐ〕１８１
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に並ぶ全帯域は、ジョブの種類がＬｍで帯域が１０、ジョブの種類がＬｎで帯域が５、ジ
ョブの種類がＬｐで帯域が３０と３種類のものがある。よって、合計した帯域のＴａは、
ジョブの種類Ｌｍの帯域である１０と、ジョブの種類Ｌｎの帯域である５と、ジョブの種
類Ｌｐの帯域である３０とを合計した４５である。このように帯域の合計量を常時判定し
、バックアップ処理を許容した帯域Ｒ以内であるかを確認する。
【０１７０】
　従って、スケジュール調整プログラム２８は、適当なサイズのブロックに分解したデー
タを、前述のように編集でき、また帯域の合計量を常時判定するため、帯域の輻輳状態を
避け、確実にジョブの転送量を決めることができる。
【０１７１】
　図１８のＢのメモリ上のデータは、バックアップ元コンピュータ１１として拠点名１８
３、バックアップ処理するデータ１０のファイル名１８４、バックアップ装置１３がバッ
クアップ処理を行う開始時間１８５、バックアップ装置１３がバックアップ元コンピュー
タ１１から転送する予定の予想転送量１８６、そして帯域１８７の情報を格納している。
【０１７２】
　図１９は、前述の図１４で説明したＳ１４５の部分の、条件を満足するジョブの帯域を
１単位下げるための詳細方法についてのフローチャート図を示している。
【０１７３】
　スケジュール調整プログラム２８が、Ｘ軸方向のＴに関する制約違反はないと判定した
後、Ｙ軸方向にはみ出す場合のＲに関する制約違反について判定する。スケジュール調整
プログラム２８は、前述の図１２に示すような時間Ｔ（Ｔ〔０〕～Ｔ〔ｎ〕）で転送ジョ
ブがＹ軸方向で制約違反をしているか否かを判定する。
【０１７４】
　そして、転送ジョブがＹ軸方向で制約違反をしていると判定する場合、スケジュール調
整プログラム２８は、条件を満たすジョブの帯域を一単位（例えば１Ｍｂｐｓ）下げる。
スケジュール調整プログラム２８は、Ｔ〔ｐ〕における帯域Ｔ〔０〕～Ｔ〔ｎ〕を示す、
Ｔ〔ｐ，１〕～Ｔ〔ｐ，ｎ〕を順次選択し（ステップＳ１９１）選択が終了するまで、上
述のステップを繰り返す（ステップＳ１９２）。
【０１７５】
　スケジュール調整プログラム２８は、Ｔ〔ｐ，１〕～Ｔ〔ｐ，ｎ〕を順次選択する際に
、選択したジョブの帯域を仮に１単位下げる（ステップＳ１９３）。
【０１７６】
　スケジュール調整プログラム２８は、選択したジョブの帯域を仮に１単位下げたところ
で、Ｔ制約が満足するか否かを判定する（ステップＳ１９４）。
【０１７７】
　ここで、Ｔ制約が満足した場合には、スケジュール調整プログラム２８は、選択してい
るジョブの帯域を一単位下げる（ステップＳ１９５）。
【０１７８】
　さらに、ステップＳ１９３でスケジュール調整プログラム２８は、選択したジョブの帯
域を仮に１単位下げても、Ｔ制約を満たさない場合がある。そのような場合は、１単位下
げた帯域を元の状態にし、ステップＳ１９１に戻り、Ｔ〔ｐ〕における帯域Ｔ〔０〕～Ｔ
〔ｎ〕の中から、未選択のジョブの帯域を選択し、上述のステップを繰り返す。
【０１７９】
　このように、スケジュール調整プログラム２８は、データを適当なサイズのブロックに
分解して編集でき、時間の無駄ないようジョブの転送量を決めることができる。よって、
従来に比べ、データ転送を短時間で処理する効率的な制御装置、制御システム及び制御プ
ログラムを提供することができる。
【０１８０】
　上述のバックアップシステムにおけるバックアップ装置１３は、常時ジョブの最新情報
を格納することができ、従って、常に最新の情報がバックアップ装置１３に存在する安定
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した状況になり、災害発生後でも直ちに最新の環境に復旧できる安定した制御装置、制御
システム及び制御プログラムを提供することができる。
【０１８１】
　図２０は、バックアップ装置１３内のバックアップ処理プログラム３０の処理に関する
フローチャートを示している。
【０１８２】
　バックアップ装置１３のバックアップ処理プログラム３０は、図１８のＢで前述したス
ケジュールの情報に従い、バックアップ処理を実行する（ステップＳ２０１）。
【０１８３】
　バックアップ処理プログラム３０は、スケジュール情報テーブル３２に格納してある開
始時間になったら、バックアップデータの転送リクエストをバックアップ元コンピュータ
１０に対して送信する。バックアップ元コンピュータ１０は転送リクエストを受信すると
、バックアップ装置１３に対しデータ１０を送信する。バックアップ装置１３は、バック
アップ元コンピュータ１０のデータ１０を受信する（ステップＳ２０２）。
【０１８４】
　バックアップ装置１３のバックアップ処理プログラム３０は、受信したデータ１０のバ
ックアップ処理をスケジュールに基づいて実行する。バックアップ処理プログラム３０は
、バックアップ処理したデータ１０をバックアップデータ２６として、ハードディスク２
４に格納する（ステップＳ２０３）。
【０１８５】
　図２１は、バックアップ装置１３内の転送実績保管プログラム３１の処理に関する、フ
ローチャートを示している。
【０１８６】
　バックアップ装置１３の転送実績保管プログラム３１は、バックアップ処理プログラム
３０が記録したバックアップ処理したログを入手する（ステップＳ２２１）。
【０１８７】
　転送実績保管プログラム３０は、入手したログをログファイルに書き込み、このログフ
ァイルをバックアップログ２５として、バックアップ装置１３のハードディスク２４に格
納する。バックアップログ２５については、図６のＢで前述している（ステップＳ２１２
）。
【０１８８】
　以上から、従来に比べると、時間の無駄がないようにスケジューリングを行ったため、
バックアップデータの転送を短時間で処理することのできる効率的な制御装置、制御シス
テム及び制御プログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１８９】
【図１】本実施形態に係るバックアップシステムの全体構成図。
【図２】バックアップシステムのオンラインネットワークの概略システム　　　　　　構
成図。
【図３】例１として、バックアップ処理するデータの平均転送量を計算す　　　　　　る
グラフ図。
【図４】バックアップ処理するデータの平均転送量を計算するためのフロ　　　　　　ー
チャート図。
【図５】例２として、バックアップ処理するデータの平均転送量を計算す　　　　　　る
グラフ図。
【図６】バックアップ処理するデータの平均転送量を計算するグラフを表　　　　　　Ａ
及びバックアップログのデータ形式図。
【図７】バックアップ処理するデータの平均転送量を計算するグラフをフ　　　　　　ロ
ーチャートで示した図。
【図８】スケジュール情報テーブルを示した図。
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【図９】バックアップ処理のデータ転送量に関し、時間と許容された帯域　　　　　　の
関係を示した図。
【図１０】制約遵守の判定図。
【図１１】時間Ｔ（Ｔ〔０〕～Ｔ〔ｎ〕）において、Ｔ方向にはみ出す場合　　　　　　
の調整方法についての説明図。
【図１２】データを転送する許容帯域Ｒにおいて、Ｒ方向にはみ出す場合の　　　　　　
　調整方法についての説明図。
【図１３】制約遵守の判定方法をフローチャートで示した図。
【図１４】図１３の続きの図。
【図１５】制約判定図作成についての詳細なフローチャート図。
【図１６】制約判定図作成についての詳細な表。
【図１７】制約条件チェックについての詳細なフローチャート図。
【図１８】制約条件チェックについての詳細な表Ａ及びスケジュールデータ　　　　　　
　Ｂ。
【図１９】制約判定図で、条件を満足するジョブの帯域を１単位下げるため　　　　　　
の詳細方法を示したフローチャート図。
【図２０】バックアップ装置内のバックアップ処理プログラムの処理フロー　　　　　　
チャート図。
【図２１】バックアップ装置内の転送実績保管プログラムの処理フローチャ　　　　　　
ート図。
【符号の説明】
【０１９０】
　　１　　ディスク
　　１０　バックアップ元コンピュータ
　　２０　ＷＡＮ
　　３０　バックアップ装置
　　３１　ＣＰＵ
　　３２　メモリ
　　３３　通信ＩＦ
　　３４　ハードディスク
　　３５　バックアップログ
　　３６　バックアップデータ
　　３７　識別番号情報テーブル
　　３８　識別子情報テーブル
　　３９　転送量決定プログラム
　　４０　スケジュール調整プログラム
　　４１　スケジュール記憶プログラム
　　４２　バックアップ処理プログラム
　　４３　転送実績保管プログラム
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