
JP 5153315 B2 2013.2.27

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータを動作させるために用いられるルートファイルシステムを管理するシステ
ムであって、
　自身を動作させるために用いられる第１のブートイメージと第１のルートファイルシス
テムとを自身のローカルディスクに有するクライアントと、
　前記ローカルディスクに障害が発生した場合に前記クライアントを動作させるために用
いられる第２のブートイメージと第２のルートファイルシステムとを有するサーバと
を備え、
　前記クライアントは、前記第１のブートイメージに基づいて自身をブートし、前記第１
のルートファイルシステムをマウントしてＯＳ（Operating system）を起動し、前記第２
のルートファイルシステムをマウントし、当該第１のルートファイルシステムが変更され
た場合に、当該第１のルートファイルシステムの変更された部分の内容と、当該第２のル
ートファイルシステムの対応する部分の内容とを同期させ、前記ローカルディスクに障害
が発生した場合に、前記サーバが有する前記第２のブートイメージに基づいて自身をブー
トし、前記サーバが有する前記第２のルートファイルシステムをマウントしてＯＳを起動
する、システム。
【請求項２】
　前記クライアントは、前記ローカルディスクに障害が発生した場合に、前記サーバが有
する前記第２のルートファイルシステムに基づいて、当該障害が発生していないローカル
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ディスク上に前記第１のルートファイルシステムを構築する、請求項１のシステム。
【請求項３】
　前記クライアントは、自身の動作状態を示す状態情報を、前記第１のルートファイルシ
ステム内、及び、前記第２のルートファイルシステム内に出力する、請求項１のシステム
。
【請求項４】
　前記状態情報は、前記クライアントで動作するオペレーティングシステム及びアプリケ
ーションの少なくとも何れか一方の動作状態を示すチェックポイント情報を含み、
　前記クライアントは、前記チェックポイント情報の取得元、取得時期、出力する版の個
数、出力先の少なくとも何れか１つを定義したチェックポイントポリシに基づいて、前記
チェックポイント情報を出力する、請求項３のシステム。
【請求項５】
　前記クライアントは、前記ローカルディスクに障害が発生したことにより前記第２のル
ートファイルシステムを用いて動作した場合に、当該第２のルートファイルシステム内に
出力された前記状態情報に基づいて、当該障害が発生する前の前記動作状態を復元する、
請求項３のシステム。
【請求項６】
　前記状態情報は、前記クライアントで動作するオペレーティングシステム及びアプリケ
ーションの少なくとも何れか一方の動作状態を示すチェックポイント情報を含み、
　前記クライアントは、前記チェックポイント情報の適用の可否、適用する版、読込元の
少なくとも何れか１つを定義したリカバリポリシに基づいて、前記障害が発生する前の前
記動作状態を復元する、請求項５のシステム。
【請求項７】
　ルートファイルシステムを用いて動作するコンピュータであって、
　自身を動作させるために用いられる第１のブートイメージと第１のルートファイルシス
テムとを記憶する記憶部と、
　前記記憶部に障害が発生した場合に自身を動作させるために用いられる第２のブートイ
メージと第２のルートファイルシステムとを、当該第２のブートイメージと当該第２のル
ートファイルシステムとを有する他のコンピュータから受信する受信部と、
　前記記憶部に記憶された前記第１のブートイメージに基づいて自身をブートするブート
部と、
　前記記憶部に記憶された前記第１のルートファイルシステムをマウントしてＯＳ（Oper
ating system）を起動するＯＳ起動部と、
　前記受信部により受信した前記第２のルートファイルシステムをマウントするマウント
部と、
　前記第１のルートファイルシステムが変更された場合に、当該第１のルートファイルシ
ステムの変更された部分の内容と、前記マウント部によりマウントされた前記第２のルー
トファイルシステムの対応する部分の内容とを同期させる処理を行う同期処理部と
を備え、
　前記ブート部は、前記記憶部に障害が発生した場合に、前記受信部により受信した前記
第２のブートイメージに基づいて自身をブートし、
　前記ＯＳ起動部は、前記記憶部に障害が発生した場合に、前記受信部により受信した前
記第２のルートファイルシステムをマウントしてＯＳを起動する、コンピュータ。
【請求項８】
　前記記憶部に障害が発生した場合に、前記他のコンピュータが有する前記第２のルート
ファイルシステムに基づいて、当該障害が発生していない記憶部上に前記第１のルートフ
ァイルシステムを構築する構築部を更に備えた、請求項７のコンピュータ。
【請求項９】
　自身の動作状態を示す状態情報を、前記第１のルートファイルシステム内、及び、前記
第２のルートファイルシステム内に出力する出力部を更に備えた、請求項７のコンピュー
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タ。
【請求項１０】
　前記記憶部に障害が発生したことにより前記第２のルートファイルシステムを用いて動
作した場合に、当該第２のルートファイルシステム内に出力された前記状態情報に基づい
て、当該障害が発生する前の前記動作状態を復元する復元部を更に備えた、請求項９のコ
ンピュータ。
【請求項１１】
　コンピュータを動作させるために用いられるルートファイルシステムを管理する方法で
あって、
　クライアントのローカルディスクに記憶された第１のブートイメージに基づいて当該ク
ライアントをブートするステップと、
　前記ローカルディスクに構築された第１のルートファイルシステムをマウントして前記
クライアントのＯＳ（Operating system）を起動するステップと、
　前記ローカルディスクに障害が発生した場合に前記クライアントを動作させるために用
いられる第２のブートイメージと第２のルートファイルシステムとを有するサーバから、
当該第２のルートファイルシステムを当該クライアントにマウントするステップと、
　前記第１のルートファイルシステムが変更された場合に、当該第１のルートファイルシ
ステムの変更された部分の内容と、マウントされた前記第２のルートファイルシステムの
対応する部分の内容とを同期させるステップと、
　前記ローカルディスクに障害が発生した場合に、前記第２のブートイメージを前記サー
バから前記クライアントにダウンロードし当該第２のブートイメージに基づいて当該クラ
イアントをブートするステップと、
　前記ローカルディスクに障害が発生した場合に、前記第２のルートファイルシステムを
前記サーバから前記クライアントにマウントして当該クライアントのＯＳを起動するステ
ップと
を含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ルートファイルシステムを管理するシステム及び方法に関する。特に、本発
明は、コンピュータを動作させるために用いられるルートファイルシステムを管理するシ
ステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、複数のコンピュータを一群にまとめたクラスタシステムにおいて、クラスタシス
テムを構成する個々のコンピュータがディスクを持たないディスクレスクラスタが注目さ
れている。このディスクレスクラスタでは、イメージサーバ上で各コンピュータのルート
ファイルシステムが管理され、各コンピュータはこのルートファイルシステムをマウント
することにより運用される。
　このようなディスクレスによる運用により、各コンピュータの管理は容易になる。とこ
ろが、イメージサーバにトラフィックが集中した際にパフォーマンスが低下してしまう。
【０００３】
　そのため、パフォーマンスを優先するシステムでは、ローカルハードディスクドライブ
を用いた運用も提案されている（例えば、特許文献１参照）。この特許文献１の図３に示
されたクライアントサーバ構成において、各クライアントは、サーバに接続されたルート
ファイル記憶からのローカルなルートファイルシステムのコピーを含むローカルなルート
ファイル記憶を有している。
【０００４】
　また、ディスクレス計算機に関しては、アプリケーションに障害が発生した際に、スタ
ック及びレジスタ内容をコアイメージとしてリモートのサーバへ送信し保存する技術（例
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えば、特許文献２参照）や、ネットワークが一時的に利用できないときや遅いときにロー
カル不揮発性メモリキャッシュを使用し、ネットワーク状態が改善された後、メモリキャ
ッシュをサーバのストレージボリュームに同期させる技術（例えば、特許文献３参照）が
ある。
【０００５】
【特許文献１】特開平９－３４８２５号公報
【特許文献２】特開平８－３２８９１２号公報
【特許文献３】特開２００４－１７８５９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１のようなローカルハードディスクドライブによる運用では、
ローカルハードディスクドライブに障害が発生する可能性がある。障害が発生すると、新
しいハードディスクドライブを準備し、システム環境を復旧（再構築）する作業が必要に
なる。このような作業には、多大な時間と手間がかかるという問題がある。
　また、ハードディスクドライブの障害がアプリケーションの実行途中に発生した場合、
アプリケーションの状態を障害前の状態に戻すのは困難であるという問題もある。
【０００７】
　本発明の目的は、コンピュータのローカルディスクによる運用を、ローカルディスクに
障害が発生した場合に、ディスクレスによる運用に迅速に切り替えることにある。
　また、本発明の他の目的は、コンピュータの動作中に障害が発生した場合に、コンピュ
ータの動作状態を障害前の状態に容易に戻すことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　かかる目的のもと、本発明は、コンピュータを動作させるために用いられるルートファ
イルシステムを管理するシステムであって、自身を動作させるために用いられる第１のル
ートファイルシステムを自身のローカルディスクに有するクライアントと、ローカルディ
スクに障害が発生した場合にクライアントを動作させるために用いられる第２のルートフ
ァイルシステムを有するサーバとを備え、クライアントは、第１のルートファイルシステ
ムが変更された場合に、第１のルートファイルシステムの変更された部分の内容と、第２
のルートファイルシステムの対応する部分の内容とを同期させる、システムを提供する。
【０００９】
　また、このシステムにおいて、クライアントは、ローカルディスクに障害が発生した場
合に、サーバが有する第２のルートファイルシステムに基づいて、障害が発生していない
ローカルディスク上に第１のルートファイルシステムを構築する、ものであってよい。
　更に、このシステムにおいて、クライアントは、自身の動作状態を示す状態情報を、第
１のルートファイルシステム内、及び、第２のルートファイルシステム内に出力する、も
のであってよい。この場合、状態情報は、クライアントで動作するオペレーティングシス
テム及びアプリケーションの少なくとも何れか一方の動作状態を示すチェックポイント情
報を含み、クライアントは、チェックポイント情報の取得元、取得時期、出力する版の個
数、出力先の少なくとも何れか１つを定義したチェックポイントポリシに基づいて、チェ
ックポイント情報を出力する、ものであってよい。
　更にまた、このシステムにおいて、クライアントは、ローカルディスクに障害が発生し
たことにより第２のルートファイルシステムを用いて動作した場合に、第２のルートファ
イルシステム内に出力された状態情報に基づいて、障害が発生する前の動作状態を復元す
る、ものであってよい。この場合、状態情報は、クライアントで動作するオペレーティン
グシステム及びアプリケーションの少なくとも何れか一方の動作状態を示すチェックポイ
ント情報を含み、クライアントは、チェックポイント情報の適用の可否、適用する版、読
込元の少なくとも何れか１つを定義したリカバリポリシに基づいて、障害が発生する前の
動作状態を復元する、ものであってよい。
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【００１０】
　また、本発明は、ルートファイルシステムを用いて動作するコンピュータであって、自
身を動作させるために用いられる第１のルートファイルシステムを記憶する記憶部と、記
憶部に障害が発生した場合に自身を動作させるために用いられる第２のルートファイルシ
ステムを、第２のルートファイルシステムを有する他のコンピュータからマウントするマ
ウント部と、第１のルートファイルシステムが変更された場合に、第１のルートファイル
システムの変更された部分の内容と、マウント部によりマウントされた第２のルートファ
イルシステムの対応する部分の内容とを同期させる処理を行う同期処理部とを備えた、コ
ンピュータも提供する。
【００１１】
　更に、本発明は、コンピュータを動作させるために用いられるルートファイルシステム
を管理する方法であって、クライアントのローカルディスクに構築された第１のルートフ
ァイルシステムを用いてクライアントを動作させるステップと、ローカルディスクに障害
が発生した場合にクライアントを動作させるために用いられる第２のルートファイルシス
テムを、第２のルートファイルシステムを有するサーバからクライアントにマウントする
ステップと、第１のルートファイルシステムが変更された場合に、第１のルートファイル
システムの変更された部分の内容と、マウントされた第２のルートファイルシステムの対
応する部分の内容とを同期させるステップとを含む、方法も提供する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、コンピュータのローカルディスクによる運用を、ローカルディスクに
障害が発生した場合に、ディスクレスによる運用に迅速に切り替えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、添付図面を参照して、本発明を実施するための最良の形態（以下、「実施の形態
」という）について詳細に説明する。
　まず、本実施の形態の前提として、一般的なディスクレスクラスタのシステム構成につ
いて説明する。
　図１は、ディスクレスでクラスタを運用する場合の一般的なシステム構成である。
　このシステムは、クラスタ１１と、クラスタ１２と、イメージサーバ２０とを含む。
　このうち、クラスタ１１は、ホスト１０１ａ，１０１ｂ，１０１ｃ，…からなり、クラ
スタ１２は、ホスト１０２ａ，１０２ｂ，１０２ｃ，…からなり、各ホストは、イメージ
サーバ２０と図示しないネットワークを介して接続されている。
　また、イメージサーバ２０では、クラスタ１１内の各ホストの運用するためのルートイ
メージ２０１と、クラスタ１２内の各ホストを運用するためのルートイメージ２０２とが
集中管理されている。ここで、ルートイメージ２０１は、ホスト１０１ａのルートファイ
ルシステム２２１ａ、ホスト１０１ｂのルートファイルシステム２２１ｂ、ホスト１０１
ｃのルートファイルシステム２２１ｃ、…を圧縮したファイルであり、ルートイメージ２
０２は、ホスト１０２ａのルートファイルシステム２２２ａ、ホスト１０２ｂのルートフ
ァイルシステム２２２ｂ、ホスト１０２ｃのルートファイルシステム２２２ｃ、…を圧縮
したファイルである。
【００１４】
　このような構成を有するシステムにおいて、ホスト１０１ａ，１０１ｂ，１０１ｃ，…
には、それぞれ、ルートファイルシステム２２１ａ，２２１ｂ，２２１ｃがマウントされ
ることで、ルートファイルシステム１２１ａ，１２１ｂ，１２１ｃが仮想的に構築されて
いる。これにより、ホスト１０１ａ，１０１ｂ，１０１ｃ，…は、ディスクレスで動作す
ることが可能となる。また、ホスト１０２ａ，１０２ｂ，１０２ｃ，…には、それぞれ、
ルートファイルシステム２２２ａ，２２２ｂ，２２２ｃがマウントされることで、ルート
ファイルシステム１２２ａ，１２２ｂ，１２２ｃが仮想的に構築されている。これにより
、ホスト１０２ａ，１０２ｂ，１０２ｃ，…は、ディスクレスで動作することが可能とな
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る。
【００１５】
　ところが、ディスクレスによる運用は、クラスタ内のホストの管理が容易である反面、
イメージサーバ２０にネットワークのトラフィックが集中した場合、パフォーマンスが低
下してしまうという課題がある。
　このようにパフォーマンスの観点から、ディスクレスクラスタによる運用が困難な場合
には、ローカルハードディスクドライブ（以下、「ローカルディスク」という）に構築し
たルートファイルシステムを使用した運用が考えられる。但し、ローカルディスクによる
運用に際しては、ハードディスクドライブの故障を考慮しなければならない。
【００１６】
　そこで、本実施の形態では、次のようなシステム構成を採用している。
　図２は、本実施の形態におけるハードディスクドライブの障害を考慮したクラスタのシ
ステム構成である。
　このシステムは、図１に示したシステム構成と同様に、クラスタ１１と、クラスタ１２
と、イメージサーバ２０とを含む。また、クラスタ１１が、ホスト１０１ａ，１０１ｂ，
１０１ｃ，…からなり、クラスタ１２が、ホスト１０２ａ，１０２ｂ，１０２ｃ，…から
なり、各ホストが、イメージサーバ２０と図示しないネットワークを介して接続されてい
る点や、イメージサーバ２０で、クラスタ１１内の各ホストを運用するためのルートイメ
ージ２０１と、クラスタ１２内の各ホストを運用するためのルートイメージ２０２とが集
中管理されている点も、図１のシステム構成と同様である。
【００１７】
　但し、図２では、図１のシステム構成とは異なり、ホスト１０１ａ，１０１ｂ，１０１
ｃ，…のローカルディスク上には、それぞれ、ルートファイルシステム１１１ａ，１１１
ｂ，１１１ｃ，…が構築されている。加えて、ホスト１０１ａ，１０１ｂ，１０１ｃ，…
には、ルートファイルシステム２２１ａ，２２１ｂ，２２１ｃ，…がマウントされること
で、ルートファイルシステム１２１ａ，１２１ｂ，１２１ｃ，…が仮想的に構築されてい
る。また、ホスト１０２ａ，１０２ｂ，１０２ｃ，…のローカルディスク上には、それぞ
れ、ルートファイルシステム１１２ａ，１１２ｂ，１１２ｃ，…が構築されている。加え
て、ホスト１０１ａ，１０１ｂ，１０１ｃ，…には、ルートファイルシステム２２２ａ，
２２２ｂ，２２２ｃ，…がマウントされることで、ルートファイルシステム１２２ａ，１
２２ｂ，１２２ｃ，…が仮想的に構築されている。そして、図中、ルートファイルシステ
ム１１１ａとルートファイルシステム１２１ａとの間に矢印で示すように、これらのルー
トファイルシステムを常に同期させておく。また、同様に、ルートファイルシステム１１
２ａとルートファイルシステム１２２ａも常に同期させておく。
【００１８】
　尚、本実施の形態では、クライアントの一例として各ホストを設け、サーバの一例とし
てイメージサーバ２０を設けている。また、第１のルートファイルシステムの一例として
、各ホスト上のルートファイルシステムを用い、第２のルートファイルシステムの一例と
して、イメージサーバ２０上のルートファイルシステムを用いている。
【００１９】
　即ち、本実施の形態では、通常はローカルディスクで運用するクラスタシステムにおい
て、ローカルディスク上に構築したルートファイルシステムとイメージサーバ２０上に構
築したルートファイルシステムとを二重化している。そして、これらのルートファイルシ
ステムの内容を常時同期させている。これにより、ローカルディスクに障害が発生した場
合に、システム停止時間を最小限に留め、速やかにディスクレスによる運用に切り替え、
同一のシステム環境で運用を再開できるようになる。
　また、本実施の形態では、システム及びアプリケーションのチェックポイント情報等を
、ローカルディスク上のルートファイルシステム内、及び、イメージサーバ２０上のルー
トファイルシステム内に保存し、これらを同期させる。これにより、障害前のシステム及
びアプリケーションの状態に復旧することが可能となる。この場合に、本実施の形態では
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、チェックポイント情報の保存や障害前の状態への復旧を予め設定したポリシに基づいて
行うことも可能とする。
【００２０】
　ここで、チェックポイントポリシは、チェックポイント情報を取得する元となるアプリ
ケーションのリスト、チェックポイント情報を取得又は保存するタイミング（例えば、ｘ
分ごと）、何世代前までのチェックポイント情報を保持しておくか（保存すべきチェック
ポイント情報の版の個数）、チェックポイント情報を格納したファイルの出力先等を規定
するポリシである。
　また、リカバリポリシは、障害前の状態に復旧する際に、チェックポイント情報を適用
するかどうか、適用する場合には、適用するチェックポイント情報が保存されている場所
（読込元）、何世代前のチェックポイントへ戻るか（適用するチェックポイント情報の版
）等を規定するポリシである。
【００２１】
　本実施の形態において、このチェックポイントポリシやリカバリポリシは、それぞれ、
ホストごとに設定することができる。
　或いは、例えば同じクラスタを構成するホストのように、同一のシステム環境で同一の
アプリケーションを動作させているような複数のホストは、ポリシを共有してもよい。
【００２２】
　図３は、複数のホスト間でチェックポイントポリシ及びリカバリポリシを共有する様子
を示したものである。ここでは、イメージサーバ２０に、ホスト１０ａと、ホスト１０ｂ
と、ホスト１０ｘと、ホスト１０ｙとが接続されている場合を考える。
　この場合、イメージサーバ２０は、ホスト１０ａ用のルートイメージ２２ａ、ホスト１
０ｂ用のルートイメージ２２ｂ、ホスト１０ｘ用のルートイメージ２２ｘ、ホスト１０ｙ
用のルートイメージ２２ｙを記憶している。
【００２３】
　ここで、各ルートイメージ内のルートファイルシステムにおけるディレクトリ「/etc」
の直下にある「/policy」には、例えば、各アプリケーションの動作の幾つかのパターン
が定義されるとする。そして、例えば、各アプリケーションがその幾つかのパターンのう
ちどの動作を行うかが、「/etc/sync/policy」に定義されるとする。このような場合に、
各アプリケーションの動作のパターンは、同一のシステム環境のホストであれば、ある程
度決まってくるため、共有することが可能である。そこで、図では、四角で囲んで示した
ように、ホスト１０ａとホスト１０ｂとの間で「/policy」の部分を共有し、ホスト１０
ｘとホスト１０ｙとの間で「/policy」の部分を共有している。
【００２４】
　以下、本実施の形態における動作について説明する。尚、以下では、本実施の形態にお
ける動作を３つの運用モード（以下、単に「モード」という）に分けて説明する。
　第１のモードは、ローカルディスク上のルートファイルシステムとイメージサーバ２０
上のルートファイルシステムとの同期を取りながら運用するモードである。以下では、こ
のモードを「通常オペレーションモード」と称する。
　第２のモードは、ローカルディスクに障害が発生し、イメージサーバ２０上のルートフ
ァイルシステムのみで運用するモードである。以下では、このモードを「リモートディス
クオペレーションモード」と称する。
　第３のモードは、新しいハードディスクの準備が完了し、イメージサーバ２０上のルー
トファイルシステムによるリカバリを行うモードである。以下では、このモードを「リカ
バリオペレーションモード」と称する。
【００２５】
　まず、これら３つのモードについて、概略動作の説明を行い、その後、詳細動作の説明
を行う。また、詳細動作の説明の前に、ホスト１０の機能構成についても説明する。尚、
これまで述べてきた各ホストは、全て同じ機能構成を有しているので、これらを区別する
必要がない場合には、このように「ホスト１０」と表現するものとする。



(8) JP 5153315 B2 2013.2.27

10

20

30

40

50

【００２６】
１．通常オペレーションモード（概略動作）
　図４は、このモードでの概略動作を示した図である。尚、イメージサーバ２０には、実
際には複数のホスト１０が接続されるが、ここではその中でホスト１０ａに着目する。
　まず、ホスト１０ａは、ローカルディスク１３ａにインストールされているブートイメ
ージから起動する。そして、ローカルディスク１３ａ上のルートファイルシステム１１ａ
をＮＦＳ（Network File System）マウント（以下、単に「マウント」という）してＯＳ
（Operating System）を運用する。
　一方で、ホスト１０ａは、イメージサーバ２０上のルートファイルシステム２２ａをリ
モートマウントして仮想的なルートファイルシステム１２ａを構築する。そして、ローカ
ルディスク１３ａ上のルートファイルシステム１１ａと、イメージサーバ２０上のルート
ファイルシステム２２ａとを例えば定期的に同期し、常時、ディスクレスによる運用に移
行できる状態にしておく。
【００２７】
　また、ホスト１０ａは、チェックポイントポリシに基づいて、例えば定期的に、チェッ
クポイント情報を、ローカルディスク１３ａ上のルートファイルシステム１１ａ内、及び
／又は、イメージサーバ２０上のルートファイルシステム２２ａ内に保存する。
【００２８】
　以上述べたこのモードにおける動作をまとめると、次のようになる。
　まず、このモードでは、ローカルディスク１３ａ、イメージサーバ２０（ホスト１０ａ
用のルートイメージ）の何れも使用可能である。また、ブートイメージ、ルートファイル
システムは、ローカルディスク１３ａ、イメージサーバ２０の何れにも存在する。更に、
チェックポイント情報の生成方法及び出力先は、チェックポイントポリシに基づいて決定
される。ここで、チェックポイント情報の生成方法とは、例えば、チェックポイント情報
を生成する対象となるアプリケーションのリストや、チェックポイント情報を生成するタ
イミングである。
【００２９】
２．リモートディスクオペレーションモード（概略動作）
　図５は、このモードでの概略動作を示した図である。尚、イメージサーバ２０には、実
際には複数のホスト１０が接続されるが、ここではその中でホスト１０ａに着目する。
　このモードは、ホスト１０ａのローカルディスク１３ａに障害が発生した場合のモード
である。ローカルディスク１３ａに障害が発生したことは、ローカルディスク１３ａに「
×」印を付すことで示している。このような場合に、まず、ホスト１０ａは、イメージサ
ーバ２０上のブートイメージから起動する。そして、イメージサーバ２０上のルートファ
イルシステム２２ａをマウントして仮想的なルートファイルシステム１２ａを構築し、Ｏ
Ｓを運用する。
【００３０】
　また、ホスト１０ａは、起動時に、リカバリポリシに基づいて、イメージサーバ２０上
のルートファイルシステム２２ａ内に保存されているチェックポイント情報からリカバリ
を行う。尚、図中、リカバリを行うのに用いるチェックポイント情報の保存先を四角で囲
んで示している。更に、新しいハードディスクドライブが準備できるまでの間、チェック
ポイントポリシに基づいて、例えば定期的に、マウントしているイメージサーバ２０上の
ルートファイルシステム２２ａ内にチェックポイント情報を保存する。
【００３１】
　以上述べたこのモードにおける動作をまとめると、次のようになる。
　まず、このモードでは、ローカルディスク１３ａは使用不可であるが、イメージサーバ
２０（ホスト１０ａ用のルートイメージ）は使用可能である。また、ブートイメージ、ル
ートファイルシステムは、イメージサーバ２０にのみ存在する。更に、チェックポイント
情報の生成方法は、チェックポイントポリシに基づいて決定されるが、チェックポイント
情報の出力先は、イメージサーバ２０になる。また、チェックポイント情報の適用方法は
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、リカバリポリシに基づいて決定されるが、チェックポイント情報の読込元は、イメージ
サーバ２０になる。ここで、チェックポイント情報の生成方法とは、例えば、チェックポ
イント情報を生成する対象となるアプリケーションのリストや、チェックポイント情報を
生成するタイミングであり、チェックポイント情報の適用方法とは、例えば、チェックポ
イント情報の適用の可否である。
【００３２】
３．リカバリオペレーションモード（概略動作）
　図６は、このモードでの概略動作を示した図である。尚、イメージサーバ２０には、実
際には複数のホスト１０が接続されるが、ここではその中でホスト１０ａに着目する。
　このモードは、ホスト１０ａの新しいハードディスクドライブ１４ａが準備できた場合
のモードである。新しいハードディスクドライブ１４ａが準備できるまでの間、ホスト１
０ａは、イメージサーバ２０上のルートファイルシステム２２ａをマウントし、仮想的な
ルートファイルシステム１２ａを構築することで運用されていた。このモードは、このよ
うな状況の下で、イメージサーバ２０上のルートファイルシステム２２ａ（仮想的なルー
トファイルシステム１２ａ）からシステムを復旧するものである。また、その際、リカバ
リポリシに基づいて、イメージサーバ２０上のルートファイルシステム２２ａ内に保存さ
れたチェックポイント情報からシステムを復旧する。これにより、ホスト１０ａは、通常
オペレーションモードに復帰することが可能な状態となる。
【００３３】
　以上述べたこのモードにおける動作をまとめると、次のようになる。
　まず、このモードでは、ローカルディスク、イメージサーバ２０（ホスト１０ａ用のル
ートイメージ）の何れも使用可能である。また、ブートイメージ、ルートファイルシステ
ムは、イメージサーバ２０にのみ存在する。更に、チェックポイント情報の適用方法は、
リカバリポリシに基づいて決定されるが、チェックポイント情報の読込元は、イメージサ
ーバ２０になる。ここで、チェックポイント情報の適用方法とは、例えば、チェックポイ
ント情報の適用の可否である。
【００３４】
４．ホスト１０の機能構成
　図７は、ホスト１０の機能構成例を示したブロック図である。
　図示するように、ホスト１０は、記憶部３１と、ブート部３２と、ＯＳ起動部３３と、
通信部３４と、マウント部３５と、同期処理部３６と、チェックポイント取得部３７と、
リカバリ処理部３８とを備える。
【００３５】
　記憶部３１は、例えば、磁気ディスクで実現され、ブートイメージやルートファイルシ
ステムを記憶する。尚、この記憶部３１は、上記１～３におけるローカルディスクに相当
し、下記５～６では、ローカルディスク１３として説明する。
　ブート部３２は、記憶部３１に記憶されたブートイメージ又は通信部３４がイメージサ
ーバ２０からダウンロードしたブートイメージに基づいて、ブートを行う。
　ＯＳ起動部３３は、記憶部３１上に構築されたルートファイルシステムをマウントし、
或いは、イメージサーバ２０上に構築されたルートファイルシステムを通信部３４を介し
てマウントし、ＯＳを起動する。
　通信部３４は、イメージサーバ２０との間で情報の送受信を行う。ここで、通信部３４
により送受信される情報には、ブートイメージ、ルートファイルシステムの情報、チェッ
クポイント情報、チェックポイントポリシ、リカバリポリシ等がある。
【００３６】
　マウント部３５は、イメージサーバ２０上のルートファイルシステムや、新しく準備さ
れた記憶部３１をマウントする。
　同期処理部３６は、記憶部３１上のルートファイルシステムとイメージサーバ２０上の
ルートファイルシステムの同期をとる処理を行う。ここで、同期をとる処理としては、例
えば、記憶部３１上のルートファイルシステムに対する更新をイメージサーバ２０上のル
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ートファイルシステムに反映させる処理や、記憶部３１上のルートファイルシステムに対
する更新を破棄する処理等がある。
　チェックポイント取得部３７は、チェックポイントポリシに基づいて、アプリケーショ
ンのチェックポイント情報を取得する。そして、チェックポイント情報を記憶部３１に出
力し、或いは、通信部３４を介してイメージサーバ２０に出力する。本実施の形態では、
状態情報を出力する出力部の一例として、チェックポイント取得部３７を設けている。
【００３７】
　リカバリ処理部３８は、イメージサーバ２０上のルートファイルシステムに基づいて記
憶部３１にルートファイルシステムを構築する。即ち、本実施の形態では、第１のルート
ファイルシステムを構築する構築部の一例として、リカバリ処理部３８を設けている。ま
た、リカバリポリシに基づいて、アプリケーションの障害前の状態を復元する。即ち、本
実施の形態では、動作状態を復元する復元部の一例として、リカバリ処理部３８を設けて
いる。
　尚、上記構成のうち、マウント部３５、同期処理部３６、チェックポイント取得部３７
、リカバリ処理部３８は、ＯＳ起動部３３により起動されたＯＳによって実現される機能
である。
【００３８】
５．通常オペレーションモード（詳細動作）
　図８は、このモードにおける詳細動作を示したフローチャートである。
　ホスト１０に電源が投入されると、ブート部３２は、ローカルディスク１３上のブート
イメージからローカルディスクブートを実行する（ステップ３０１）。尚、電源の投入時
にどのブートイメージからブートするかは、例えば、ＢＩＯＳに設定しておくとよい。
　次に、ＯＳ起動部３３は、ローカルディスク１３上のルートファイルシステムをマウン
トし、ＯＳを起動する（ステップ３０２）。これにより、マウント部３５と、同期処理部
３６と、チェックポイント取得部３７と、リカバリ処理部３８の各機能が実現されること
になる。
【００３９】
　その後、マウント部３５は、イメージサーバ２０上のルートファイルシステムに関する
情報を通信部３４を介して受け取り、このルートファイルシステムをローカルディスク１
３上の所定のマウントポイントへマウントする（ステップ３０３）。このとき、イメージ
サーバ２０上のどのルートファイルシステムをマウントすればよいかは、ローカルディス
ク１３内の設定ファイルに基づいて、判断するとよい。また、具体的なマウント方法とし
ては、例えば、ルート（/）の配下に、「/mount」というディレクトリを用意し、ここに
イメージサーバ２０上のルートファイルシステムにおけるルート（/）をマウントする方
法が考えられる。
　そして、ローカルディスク１３上のルートファイルシステムとイメージサーバ２０上の
ルートファイルシステムの同期が開始される（ステップ３０４）。例えば、同期処理部３
６が、ローカルディスク１３上のルートファイルシステムに対する更新を検出し、その検
出した更新を通信部３４を介してイメージサーバ２０に送信する。或いは、ローカルディ
スク１３上のルートファイルシステムに対する更新を破棄するようにしてもよい。
【００４０】
　また、チェックポイント取得部３７は、チェックポイントポリシを通信部３４を介して
読み込む（ステップ３０５）。尚、ここでのチェックポイントポリシの読込元は、ローカ
ルディスク１３であってもイメージサーバ２０であってもよい。そして、チェックポイン
トポリシの中に、チェックポイント情報を保存する対象のアプリケーションがあるかどう
かを判定する（ステップ３０６）。
【００４１】
　ここで、チェックポイント情報を保存する対象のアプリケーションがないと判定されれ
ば、ホスト１０は、そのまま運用を継続する（ステップ３１２）。
　一方、チェックポイント情報を保存する対象のアプリケーションがあると判定されれば
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、チェックポイント取得部３７は、チェックポイント情報を取得する間隔を設定し（ステ
ップ３０７）、何世代前までのチェックポイント情報を保存するかを設定し（ステップ３
０８）、チェックポイント情報の出力先を設定する（ステップ３０９）。この状態で、ユ
ーザの指示等があると、アプリケーションを実行し（ステップ３１０）、チェックポイン
ト情報の取得を開始する（ステップ３１１）。そして、ホスト１０は、運用を継続する（
ステップ３１２）。
【００４２】
６．リモートディスクオペレーションモード（詳細動作）
　図９は、このモードにおける詳細動作を示したフローチャートである。
　ホスト１０に電源が投入されると、ブート部３２は、イメージサーバ２０から通信部３
４を介してブートイメージをダウンロードし、ネットワークブートを実行する（ステップ
３２１）。尚、電源の投入時にどのブートイメージからブートするかは、例えば、ＢＩＯ
Ｓに設定しておくとよい。
　次に、ＯＳ起動部３３は、イメージサーバ２０上のルートファイルシステムを通信部３
４を介してマウントし、ＯＳを起動する（ステップ３２２）。このとき、イメージサーバ
２０上のどのルートファイルシステムをマウントすればよいかは、ブートイメージに付さ
れた情報に基づいて、判断するとよい。これにより、マウント部３５と、同期処理部３６
と、チェックポイント取得部３７と、リカバリ処理部３８の各機能が実現されることにな
る。
【００４３】
　その後、リカバリ処理部３８は、イメージサーバ２０上のリカバリポリシを通信部３４
を介して読み込む（ステップ３２３）。そして、リカバリポリシにおいて、チェックポイ
ント情報を適用すべき旨が規定されているかどうかを判定する（ステップ３２４）。
　ここで、チェックポイント情報を適用すべき旨が規定されていないと判定されれば、ス
テップ３２９以降のチェックポイント情報取得処理へ移行する。
　一方、チェックポイント情報を適用すべき旨が規定されていると判定されれば、リカバ
リ処理部３８は、何世代前のチェックポイント情報に基づいて復旧するかを設定し（ステ
ップ３２５）、チェックポイント情報の読込元を設定する（ステップ３２６）。この状態
で、ユーザの指示等があると、チェックポイント情報を保存しておいたアプリケーション
を実行し（ステップ３２７）、リカバリポリシに基づいて、保存されたチェックポイント
情報からリカバリを実行する（ステップ３２８）。
【００４４】
　また、チェックポイント取得部３７は、イメージサーバ２０上のチェックポイントポリ
シを通信部３４を介して読み込む（ステップ３２９）。そして、チェックポイントポリシ
の中に、チェックポイント情報を保存する対象のアプリケーションがあるかどうかを判定
する（ステップ３３０）。
【００４５】
　ここで、チェックポイント情報を保存する対象のアプリケーションがないと判定されれ
ば、ホスト１０は、そのままローカルディスク１３が準備できるまで運用を継続する（ス
テップ３３６）。
　一方、チェックポイント情報を保存する対象のアプリケーションがあると判定されれば
、チェックポイント取得部３７は、チェックポイント情報を取得する間隔を設定し（ステ
ップ３３１）、何世代前までのチェックポイント情報を保存するかを設定し（ステップ３
３２）、チェックポイント情報の出力先を設定する（ステップ３３３）。この状態で、ユ
ーザの指示等があると、アプリケーションを実行し（ステップ３３４）、チェックポイン
ト情報の取得を開始する（ステップ３３５）。そして、ホスト１０は、ローカルディスク
１３が準備できるまで運用を継続する（ステップ３３６）。
　尚、このフローチャートでは、ステップ３３４でアプリケーションを実行することとし
た。しかしながら、ステップ３２７で既にアプリケーションが実行されている場合は、改
めてアプリケーションを実行する必要はなく、実行中のアプリケーションからチェックポ
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イント情報を取得すればよい。
【００４６】
７．リカバリオペレーションモード（詳細動作）
　図１０は、このモードにおける詳細動作を示したフローチャートである。
　ホスト１０に電源が投入されると、ブート部３２は、イメージサーバ２０から通信部３
４を介してブートイメージをダウンロードし、ネットワークブートを実行する（ステップ
３４１）。尚、電源の投入時にどのブートイメージからブートするかは、例えば、ＢＩＯ
Ｓに設定しておくとよい。
　次に、ＯＳ起動部３３は、イメージサーバ２０上のルートファイルシステムを通信部３
４を介してマウントし、ＯＳを起動する（ステップ３４２）。これにより、マウント部３
５と、同期処理部３６と、チェックポイント取得部３７と、リカバリ処理部３８の各機能
が実現されることになる。
【００４７】
　その後、マウント部３５は、新しく準備したローカルディスク１３を所定のマウントポ
イントへマウントする（ステップ３４３）。ここで、具体的なマウント方法としては、例
えば、ルート（/）の配下に、「/mount」というディレクトリを用意し、ここに新しく準
備したローカルディスク１３をマウントする方法が考えられる。
　また、リカバリ処理部３８は、イメージサーバ２０上のリカバリポリシを通信部３４を
介して読み込む（ステップ３４４）。そして、イメージサーバ２０上のルートファイルシ
ステムに基づいて、ローカルディスク１３上のルートファイルシステムのリカバリを行い
（ステップ３４５）、イメージサーバ２０上のチェックポイント情報をローカルディスク
１３上にコピーする（ステップ３４６）。最後に、ブート部３２は、システムを再起動し
、ステップ３４５でローカルディスク１３にコピーされたブートイメージからブートする
（ステップ３４７）。
　これにより、ホスト１０は、通常オペレーションモードで起動することが可能となる。
【００４８】
　以上、本実施の形態について詳細に述べてきた。
　ところで、上記説明では、アプリケーションのチェックポイント情報（途中状態）をロ
ーカルディスク１３内又はイメージサーバ２０内に保存するようにした。しかしながら、
保存する対象は、これに限られるものではない。例えば、ＯＳのチェックポイント情報を
保存するようにしてもよい。また、ＯＳ等の設定情報（ＣＰＵレジスタ、メモリ、テンポ
ラリファイル等）を保存するものであってもよい。即ち、本実施の形態は、コンピュータ
の動作状態を示す状態情報をローカルディスク１３又はイメージサーバ２０に保存するも
のとして捉えることができる。
【００４９】
　最後に、本実施の形態を適用するのに好適なコンピュータのハードウェア構成について
説明する。図１１は、このようなコンピュータのハードウェア構成の一例を示した図であ
る。図示するように、コンピュータは、演算手段であるＣＰＵ(Central Processing Unit
）９０ａと、Ｍ／Ｂ(マザーボード）チップセット９０ｂを介してＣＰＵ９０ａに接続さ
れたメインメモリ９０ｃと、同じくＭ／Ｂチップセット９０ｂを介してＣＰＵ９０ａに接
続された表示機構９０ｄとを備える。また、Ｍ／Ｂチップセット９０ｂには、ブリッジ回
路９０ｅを介して、ネットワークインターフェイス９０ｆと、磁気ディスク装置（ＨＤＤ
）９０ｇと、音声機構９０ｈと、キーボード／マウス９０ｉと、フレキシブルディスクド
ライブ９０ｊとが接続されている。
【００５０】
　尚、図１１において、各構成要素は、バスを介して接続される。例えば、ＣＰＵ９０ａ
とＭ／Ｂチップセット９０ｂの間や、Ｍ／Ｂチップセット９０ｂとメインメモリ９０ｃの
間は、ＣＰＵバスを介して接続される。また、Ｍ／Ｂチップセット９０ｂと表示機構９０
ｄとの間は、ＡＧＰ（Accelerated Graphics Port）を介して接続されてもよいが、表示
機構９０ｄがＰＣＩ Ｅｘｐｒｅｓｓ対応のビデオカードを含む場合、Ｍ／Ｂチップセッ
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ト９０ｂとこのビデオカードの間は、ＰＣＩ Ｅｘｐｒｅｓｓ（ＰＣＩｅ）バスを介して
接続される。また、ブリッジ回路９０ｅと接続する場合、ネットワークインターフェイス
９０ｆについては、例えば、ＰＣＩ Ｅｘｐｒｅｓｓを用いることができる。また、磁気
ディスク装置９０ｇについては、例えば、シリアルＡＴＡ（AT Attachment）、パラレル
転送のＡＴＡ、ＰＣＩ（Peripheral Components Interconnect）を用いることができる。
更に、キーボード／マウス９０ｉ、及び、フレキシブルディスクドライブ９０ｊについて
は、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）を用いることができる。
【００５１】
　ここで、本発明は、全てハードウェアで実現してもよいし、全てソフトウェアで実現し
てもよい。また、ハードウェア及びソフトウェアの両方により実現することも可能である
。また、本発明は、コンピュータ、データ処理システム、コンピュータプログラムとして
実現することができる。このコンピュータプログラムは、コンピュータにより読取り可能
な媒体に記憶され、提供され得る。ここで、媒体としては、電子的、磁気的、光学的、電
磁的、赤外線又は半導体システム（装置又は機器）、或いは、伝搬媒体が考えられる。ま
た、コンピュータにより読取り可能な媒体としては、半導体、ソリッドステート記憶装置
、磁気テープ、取り外し可能なコンピュータディスケット、ランダムアクセスメモリ（Ｒ
ＡＭ）、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）、リジッド磁気ディスク、及び光ディスクが例
示される。現時点における光ディスクの例には、コンパクトディスク－リードオンリーメ
モリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、コンパクトディスク－リード／ライト（ＣＤ－Ｒ／Ｗ）及びＤＶ
Ｄが含まれる。
【００５２】
　以上、本発明を実施の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の形態
には限定されない。本発明の精神及び範囲から逸脱することなく様々に変更したり代替態
様を採用したりすることが可能なことは、当業者に明らかである。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の実施の形態の前提となる一般的なディスクレスクラスタのシステム構成
を示した図である。
【図２】本発明の実施の形態におけるハードディスクドライブの障害を考慮したクラスタ
のシステム構成を示した図である。
【図３】本発明の実施の形態において複数のホスト間でチェックポイントポリシ及びリカ
バリポリシを共有する様子を説明するための図である。
【図４】本発明の実施の形態における通常オペレーションモードでのホストの概略動作を
示した図である。
【図５】本発明の実施の形態におけるリモートディスクオペレーションモードでのホスト
の概略動作を示した図である。
【図６】本発明の実施の形態におけるリカバリオペレーションモードでのホストの概略動
作を示した図である。
【図７】本発明の実施の形態におけるホストの機能構成例を示したブロック図である。
【図８】本発明の実施の形態における通常オペレーションモードでのホストの詳細動作を
示したフローチャートである。
【図９】本発明の実施の形態におけるリモートディスクオペレーションモードでのホスト
の詳細動作を示したフローチャートである。
【図１０】本発明の実施の形態におけるリカバリオペレーションモードでのホストの詳細
動作を示したフローチャートである。
【図１１】本発明の実施の形態を適用可能なコンピュータのハードウェア構成を示した図
である。
【符号の説明】
【００５４】
１０…ホスト、２０…イメージサーバ、３１…記憶部、３２…ブート部、３３…ＯＳ起動



(14) JP 5153315 B2 2013.2.27

部、３４…通信部、３５…マウント部、３６…同期処理部、３７…チェックポイント取得
部、３８…リカバリ処理部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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