
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

複数のサーバに同一用途の情報を分散して格納する分散型データベ
ースの 管理装置であって、
前記情報に含まれる検索キーと、前記情報を格納するサーバの識別子であるサーバＩＤと
を対応づけて格納するサーバＩＤテーブルと、
前記複数のサーバ毎の空き容量情報を含む使用状況テーブルと、
前記使用状況テーブルを、定期的に、或いは、クライアントからの情報格納要求があった
ときに更新する更新手段と、
クライアントからの情報格納要求に基づいて、前記サーバを選択する際、前記使用状況テ
ーブルを参照して、空き容量の多いサーバを選択して情報格納する格納手段と、
前記格納された情報の検索キー 記格納されたサーバのサーバＩＤとを関連づけて前記
サーバＩＤテーブルに登録する

登録手段と、
を有することを特徴とする分散型データベース管理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、分散型データベースの管理方法，及び、上記分散型データベースの管理方法を
備えたシステムに関する。
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複数のクライアントが
システムを管理する分散型データベース

と前
と共に、該サーバＩＤテーブルをデータベースに接続され

た複数のクライアントに通知する



【０００２】
従来から各種の情報を複数個のサーバに用途別に，或いは、同一の情報を複数のサーバに
分散して、複数個の利用者（クライアント）が利用する分散型データベースシステムが知
られている。
【０００３】
かかる分散型データベースシステムは、ダウンサイジング，処理の高速化等を目的とした
システムが多く、これまで、１台の大型コンピユータで実行していた処理を複数の小型コ
ンピユータ、例えば、ワークステーションに分散し、１台当たりの負荷を低減し、並行に
処理を実行する方法を採用している。
【０００４】
用途別にサーバに分散させる方法では、　１）　用途別に分散されたサーバを意識した制
御が必要となり、システムが複雑になってしまう。　２）　サーバのネットワーク上での
アドレスの変更等が発生した場合に、利用者に、変更後のアドレスを知らせる必要があり
、管理が繁雑となる等の問題がある。
【０００５】
又、同一情報を複数のサーバに管理させる方法では、　１）　同一用途の情報を、複数の
サーバで重複管理した場合、１台当たりの管理データは分散されず、トータルの情報量は
増加することになり、処理速度が低下してしまう。　２）　同一用途の情報を複数のサー
バに分散して管理した場合、分散された情報の一致性の問題があり、管理が繁雑となる。
　３）　分散型データベースシステムでは、１台当たりの負荷を低減させることが重要で
あるが、場合によっては、１台のサーバに処理が集中してしまうことがあり、かえって、
低速なシステムになってしまう等の問題がある。
【０００６】
又、ネットワークシステムに精通した技術者がいないと、システムが構築できないとか、
システムが大規模になればなる程、基幹ネットワークから分岐している各部門の専用サー
バは、どの位の性能、例えば、どの位の利用者数が処理可能なのかを考慮した設計が必要
となり、実現性が困難となる。
【０００７】
従って、分散型データベースシステムにおいて、利用者が利用し易くて、効率の良いサー
ビスが実現できる分散型データベースの管理方法が要求される。
【０００８】
【従来の技術】
図８～図１０は、従来の分散型データベース管理方法を説明する図であり、図８は、クラ
イアントが、分散された情報を利用する場合の従来のアクセス方法を示し、図９は、同じ
情報が複数個のサーバに重複して分散されている場合の従来のアクセス方法を示し、図１
０は、情報が複数のサーバのどれに登録されているかを管理する格納先管理用サーバを設
けている場合の従来のアクセス方法を示している。
【０００９】
先ず、図８において、従来から、本図に示されているように、サービス情報を複数個のサ
ーバ　１に分散されている場合、利用者は、どのサーバ　１に、どのようなサービス情報
があるかを認識して、サービス要求を出す。
【００１０】
即ち、データベース利用者は，　利用しようとするサービスを提供するサーバ　１を意識
して、サービス情報を要求する。
又、図９に示されているように、同じ情報が複数個のサーバに重複して分散されている場
合、サーバ負荷が一様に分散されていることが望ましい。そこで、従来は、ネットワーク
　３とサーバ　１の専用化により負荷分散を行っていた。
【００１１】
即ち、本図に示されているように、特定の利用者　（クライアント）（１）～利用者　（
クライアント）（３）　２と、部門１専用サーバ　１～部門３専用サーバ　１とを専用化
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することで、負荷の分散を図っていた。部門１専用サブネットワーク　３ａ　に接続され
ている利用者（１）　～　２ａ　は、部門１専用サーバ　１ａ　のみアクセスすることが
できる。
【００１２】
又、図１０は、情報が複数のサーバのどれに登録されているかを管理する格納先管理用サ
ーバ　１ａ　を設けている場合を示している。
同一用途の情報を、複数のサーバ　１に分散して管理する場合、複数のサーバ　１を意識
することなく情報の登録，　検索ができることが望ましい。
【００１３】
その一般的な方法としては、情報が複数のサーバ　１のどれに登録されたかを管理する格
納先管理用サーバ　１ａ　を設けておく。即ち、上記格納先管理用サーバ　１ａ　に、各
情報を検索するのに必要な検索キーｉ（＝１，２，～ｎ）と、情報の格納先のサーバのＩ
Ｄとの対応テーブル▲４▼ａを持たせる構成とすることにより、利用者は、必要とする情
報を検索する為の検索キーｉのみで、サーバを意識することなく必要な情報が検索できる
。
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
従って、上記従来の分散型データベースシステムにおいては、図８のように、例えば、従
業員情報を参照する場合、従業員情報が分散されているサーバ（１）　～サーバ（３）　
１　の、それぞれにどのような従業員情報があるかを、予め、認識して、サービス要求を
出す必要があった。即ち、データベースの利用者は、利用しようとするサービスを提供す
るサーバ装置を意識しなければならず、前述のように、システムが複雑になってしまうと
いう問題があった。
【００１５】
又、図９に示したように、ネットワーク　３とサーバ　１の専用化により負荷分散を行っ
ている場合、例えば、部門１専用サブネットワーク　１ａ　に接続されている利用者は、
同じ情報が分散されている他の部門２，３の負荷が低くても利用することができないとい
う問題があった。又、他の部門２，３の記憶媒体の空き容量が多くても、他の部門の記憶
媒体を利用することができないという問題があった。
【００１６】
又、この場合、前述のように、サーバ１台当たりの管理データ量が分散されない為、処理
速度が低下してしまうという問題と、同一用途の情報を分散管理した場合、分散されてい
る同一情報の一致性をとる問題があった。
【００１７】
又、図１０に示されているように、情報が複数のサーバのどれに登録されたかを管理する
格納先管理用サーバ　１ａ　を設けられている場合、複数のサーバ　１を意識する必要は
なくなるが、図１０に示されている従来の方法では、クライアント　２は、先ず、格納先
管理用サーバ　１ａ　の検索キー・サーバＩＤテーブル▲４▼ａを検索して、検索キーｉ
に対応した格納先サーバＩＤを取得し、次に、格納先サーバ　１に対して所望の情報を要
求する必要があり、煩雑な操作　（２回操作）が必要となる問題があった。
【００１８】
本発明は上記従来の欠点に鑑み、分散型データベースの管理方法において、利用者の容易
な利用と、効率の良いサービスを実現することができる管理方法を提供することを目的と
するものである。
【００１９】
【課題を解決するための手段】
図１～図３は、本発明の原理説明図であり、図１は、分散型データベースシステムの概念
図であり、図２は、本発明のサーバを用途別に分類して管理するサーバ情報管理テーブル
▲１▼の構成例を示し、図３はサービス毎の検索キーとサーバＩＤとの対応を示す検索キ
ー・サーバＩＤテーブル▲４▼の登録方法を示している。上記の問題点は下記の如くに構
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成した分散型データベースの管理方法によって解決される。
【００２０】
（１）　分散型データベースの管理方法であって、
複数個のサーバ　１を用途別にグループ化して分類したサーバ情報管理テーブル▲１▼｛
図２参照｝を設けて、
上記サーバ情報管理テーブル▲１▼を、定期的に、或いは、クライアント　２からサービ
ス要求があったときに登録，　更新，　削除，　参照し、
クライアント　２からのサービス要求を基に、上記サーバ情報管理テーブル▲１▼を参照
したときの情報に基づいて、サーバ　１を選択するように構成する。
【００２１】
（２）　分散型データベースの管理方法であって、
複数のサーバ　１毎の負荷テーブル▲２▼を、クライアント　２，　ルータ　４，　サー
バ　１のいずれかに設けて、上記負荷テーブル▲２▼を、定期的に、或いは、クライアン
ト　２からのサービス要求があったときに更新し、
クライアント　２からのサービス要求があって、上記サーバ情報管理テーブル▲１▼を参
照したときの情報に基づいて、サーバ　１を選択する際、上記サーバ　１毎の負荷テーブ
ル▲２▼を参照して、負荷の低いサーバ　１を選択するように構成する。
【００２２】
（３）　分散型データベースの管理方法であって、
複数のサーバ　１毎の使用状況テーブル▲３▼を、クライアント　２，　ルータ　４，　
サーバ　１のいずれかに設けて、上記使用状況テーブル▲３▼を、定期的に、或いは、ク
ライアント　２からのサービス要求があったときに更新し、
クライアント　２からのサービス要求があって、上記サーバ情報管理テーブル▲１▼を参
照したときの情報に基づいて、サーバ　１を選択する際、上記サーバ　１毎の使用状況テ
ーブル▲３▼を参照して、空き容量の多いサーバ　１を選択するように構成する。
【００２３】
（４）　分散型データベースの管理方法であって、
サービスを提供する複数のサーバ　１を、サービス毎に検索キーと，　サーバＩＤとから
なる検索キー・サーバＩＤテーブル▲４▼を設けて、
上記検索キー・サーバＩＤテーブル▲４▼を、所定の格納先管理サーバ　１ａ　で管理す
るように構成する。
【００２４】
（５）　分散型データベースの管理方法であって、
利用者からの情報提供があったとき、上記サービス毎のサーバ情報管理テーブル▲１▼，
　上記サーバ　１毎の負荷テーブル▲２▼，　上記サーバ毎の使用状況テーブル▲３▼を
参照して、負荷の少ない、資源の空きの多いサーバ　１を選択して、上記提供された情報
を格納し、
そのときの、検索キーと、サーバＩＤとを、上記格納先管理サーバ　１ａ　に、上記検索
キー・サーバＩＤテーブル▲４▼として登録するように構成する。
【００２５】
【作用】
本発明の分散型データベースの管理方法においては、図１に示した分散型データベースシ
ステムにおいて、用途別に分類された情報を管理するのに、図２に示したサーバ情報管理
テーブル▲１▼を、クライアント，トランシーバ，ルータのいずれかに設けて、定期的に
，或いは、利用者（クライアント）からのサービス要求があった時に、登録，更新，削除
，参照できるようにすることで、複数のサーバを意識することなく、単に，サービスを意
識して要求を出すだけで、必要とする情報を利用可能なようにしたものである。
【００２６】
ここで、クライアントから通知された用途別の情報をサーバのネットワーク上るアドレス
に変換（元々、選択されたサーバＩＤから、ネットワーク上のアドレスに変換する機構は
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あったので、本発明では、用途を指定することで得られるサーバＩＤに基づいて、該当の
サーバのネットワーク上のアドレスを得るようにした）することにより、利用者は、サー
バを意識することなく、容易に各サーバの持っている情報を利用することができる。
【００２７】
又、同一情報を複数のサーバで重複して管理する場合、図２のサーバ情報管理テーブル▲
１▼に示されているように、用途別（サービス別）にグループ化して管理することで、複
数の各サーバを意識することなく利用可能なようにする。
【００２８】
このとき、各サーバの負荷テーブル▲２▼，使用状況テーブル▲３▼を、クライアント，
トランシーバ，ルータのいずれかに設けて、定期的に，或いは、利用者（クライアント）
からのサービス要求があった時に、更新するようにして、例えば、一番負荷の低いサーバ
とか、記憶媒体に空きの多いサーバを選択するようにすることで、利用者が意識すること
なく、１台のサーバに負荷が集中することを回避することができる。
【００２９】
又、同一用途の情報を分散管理する場合、利用者からの情報提供があったとき、上記サー
ビス　（用途）　毎のサーバ情報管理テーブル▲１▼，　サーバ毎の負荷テーブル▲２▼
，　上記サーバ毎の使用状況テーブル▲３▼を参照して、負荷の少ない、資源の空きの多
いサーバ　１を選択して、上記提供された情報を格納し、そのときの、提供された情報に
対応した検索キーと、サーバＩＤとを、上記格納先管理サーバに、用途別に、上記検索キ
ー・サーバＩＤテーブル▲４▼として登録するように構成することで、利用者は、サービ
ス（用途）を指示するだけで、指示したサービスが格納されているサーバをアクセスする
ことができ、利用者がサーバを意識することなく、情報の分散管理を行うことができる。
【００３０】
【実施例】
以下本発明の実施例を図面によって詳述する。前述の図１～図３は、本発明の原理説明図
であり、図４～図７は、本発明の一実施例を示した図であって、図４は、クライアントが
、分散された情報を利用する場合のアクセス方法を示し、図５，図６は、同じ情報が複数
個のサーバに重複して分散されている場合のアクセス方法を示し、図５は、負荷テーブル
▲２▼を使用する場合を示しており，図６は使用状況テーブル▲３▼を使用する場合を示
しており、図７は、情報が複数のサーバのどれに登録されているかを管理する格納先管理
用サーバ　１ａ　を設けている場合のアクセス方法を示している。
【００３１】
本発明においては、複数個のサーバ　１を、用途　（サービス）　別に分類　（グループ
化）　したサーバ情報管理テーブル▲１▼に基づいてサーバを選択する。このとき、各サ
ーバ　１毎の負荷テーブル▲２▼を、クライアント　２，　ルータ　４，　サーバ　１の
いずれかに設けて、最も負荷の低いサーバ　１を選択したり、複数のサーバの記憶媒体　
（ディスク，　テープ等）　の使用状況テーブル▲３▼を、クライアント　２，　ルータ
　４，　サーバ　１のいずれかに設けて、最も空き容量の多いサーバ　１を選択したり、
用途別の情報検索キーと、情報格納先のサーバＩＤを、格納先管理用のサーバ　１ａ　に
検索キー・サーバＩＤテーブル▲４▼として登録しておき、利用者からのサービス要求に
基づいて、上記検索キー・サーバＩＤテーブル▲４▼により、サーバを意識することなく
、必要なサービスを利用できるようにする手段が、本発明を実施するのに必要な手段であ
る。尚、全図を通して同じ符号は同じ対象物を示している。
【００３２】
以下、図１～図３を参照しながら、図４～図７によって、本発明の分散型データベースの
管理方法を説明する。
図１は、一般的な分散型データベースシステムの構成例を示しており、各クライアント（
１）　～　２からのサービス要求に基づいて、各サーバ（１）　～　１がクライアント（
１）　～　２の要求する情報を提供する。
【００３３】
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本発明の分散型データベースシステムでは、サーバ（１）　～　１を用途別に分類したサ
ーバ情報管理テーブル▲１▼　（図２参照）を、例えば、各クライアント（１）　～　２
，　トランシーバ　５，　ルータ　４のいずれかに持ち、例えば、定期的に、或いは、ク
ライアント（１）　～　２からサービス要求のあったときに、登録，　更新，　削除，　
参照ができるようにし、クライアント（１）　～　２から、サービス要求があると、上記
サーバ情報管理テーブル▲１▼を参照して、サーバＩＤを認識し、認識したサーバＩＤに
基づいて、該当のサーバ（１）　～　１のネットワーク　３上のアドレスを認識してアク
セスすることで、利用者　（クライアント）　は、従来のように、サーバ（１）　～　１
を意識することなく、容易に、所望のサーバ（１）　～　１が持っている情報を利用する
ことができる。
【００３４】
このとき、本発明においては、各サーバ（１）　～　１毎の負荷テーブル▲２▼とか、或
いは、使用状況テーブル▲３▼を、例えば、上記各クライアント（１）　～　２，　トラ
ンシーバ　５，　ルータ　４のいずれかに備えておくことで、同一情報を複数のサーバ（
１）　～　１で重複管理されているとき、最も負荷の低いサーバ（１）　～　１とか、情
報の記憶媒体の空きの多いサーバ（１）　～　１を選択し、利用者が意識することなく、
負荷を分散を図ることができるようにしている。
【００３５】
又、同一用途の情報を、複数個のサーバ（１）　～　１で分散管理する場合、前述の図１
０に示されているように、情報が格納されているサーバ（１）　～　１の識別子（ＩＤ）
と、情報の検索キーの部分を、格納先管理用サーバ　１ａ　に登録するのが一般的である
。
【００３６】
然し、この従来方法では、クライアント（１）　～　２から、所定の検索キーに対応する
サーバ（１）　～　１をアクセスするのに、クライアント（１）　～　　２　は、先ず、
格納先管理用サーバ　１ａ　を検索して、検索キーに対応した格納先サーバＩＤを取得し
、次に、格納先サーバ（１）　～　　１　に対して所望の情報を要求する必要があり、煩
雑な操作　（２回操作）が必要となる問題があったが、本発明においては、図７に示され
ているように、上記検索キー・サーバＩＤテーブル▲４▼を、用途（サービス）別に構成
して、格納先管理用サーバ　１ａ　で管理する方法を採ることにより、クライアント（１
）　～　２からの只１回のサービス要求に基づいて、該サービスに対応する検索キー・サ
ーバＩＤテーブル▲４▼が検索され、所望のサーバＩＤを認識して、該当のサーバ（１）
　～　１をアクセスできるようになる。
【００３７】
又、上記の如く、同一用途の情報を分散管理する場合、利用者からの情報提供があると、
図３に示されているように、上記サービス　（用途）　毎のサーバ情報管理テーブル▲１
▼，　サーバ毎の負荷テーブル▲２▼，　上記サーバ毎の使用状況テーブル▲３▼を参照
して、負荷の少ない、資源の空きの多いサーバ　１を選択して、上記提供された情報を格
納し、そのときの、提供された情報に対応した検索キーと、サーバＩＤとを、上記格納先
管理サーバ　１ａ　に、用途（サービス）別に、上記検索キー・サーバＩＤテーブル▲４
▼として登録するように構成することで、利用者がサーバを意識することなく、情報の分
散管理を行うことができる。
【００３８】
以下、図４～図７に基づいて、更に、具体的に説明する。
図４は、複数個のサーバ（１）　～　１を用途別に分類したサーバ情報管理テーブル▲１
▼（図２参照）に基づいて、サーバ（１）　～　１が検索される例を示している。
【００３９】
今、クライアント（１）　～　２の利用者が、従業員情報のサービスを要求すると、本発
明においては、例えば、各クライアント（１）　～　２に設けられている、図２に示され
ている本発明のサーバ情報管理テーブル▲１▼が参照され、対応するサーバ（１）　がア
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クセスされる。従って、データベースの利用者は、利用しようとするサービスのみを意識
することで事足り、従来のように、必要とする情報が格納されているサーバを意識する必
要がなくなり、容易にサービスを受けることができるようになる。
【００４０】
更に、本発明においては、図５に示したように、各サーバ（１）　～　２に掛かっている
負荷を負荷テーブル▲２▼として、クライアント　（利用者）（１）～　２，　ルータ　
４，　サーバ（１）　～　１のいずれか，　又は、複数に設けることで、上記サーバ情報
管理テーブル▲１▼で選択されたサーバ（１）　～　１の中で、例えば、負荷の一番低い
サーバ（１）　～　１に対してサービスを要求することができる。
【００４１】
各サーバ（１）　～　１の負荷の計算方法としては、例えば、同一の処理に掛かっている
時間を計算し、掛かっている時間の長いサーバ（１）　～　１の負荷が重いとするとか、
処理パケット　（通常、処理はパケットを単位として行われるので、その要求パケット，
　終了パケット）　の数を計数することで、処理パケットの多いサーバ（１）　～　１の
負荷が重いとする方法があるが、特に、限定するものではない。
【００４２】
又、図６に示したように、各サーバ（１）　～　１の持っている記憶媒体の使用状況テー
ブル▲３▼を、クライアント　（利用者）（１）～　２，　ルータ　４，　サーバ（１）
　～　１のいずれか，　又は、複数に設けることで、上記サーバ情報管理テーブル▲１▼
で選択されたサーバ（１）　～　１の中で、例えば、空き容量の多いサーバ（１）　～　
１に対して、情報を登録したり、サービスを要求することができる。
【００４３】
上記各サーバ（１）　～　１の負荷，　空き容量を判定するタイミングとしては、例えば
、定期的に，　或いは、クライアント（１）　～　１から要求のあった時に行うようにし
てもよい。又、上記負荷テーブル▲２▼，　使用状況テーブル▲３▼の更新タイミングも
、上記定期的に，　或いは、クライアント（１）　～　１から要求のあった時に行うよう
にしても良い。
【００４４】
次に、図７によって、検索キー・サーバＩＤテーブル▲４▼によるデータベースの管理方
法を説明する。
前述のように、同一用途の情報を複数のサーバ（１）　～　１に分散して管理する場合、
複数のサーバ（１）　～　１を意識することなく、登録，　検索ができることが望ましい
。
【００４５】
そこで、本発明においては、クライアント（１）　～　２から、情報の提供があったとき
、前述の図３で説明したように、上記サーバ情報管理テーブル▲１▼，　負荷テーブル▲
２▼，　使用状況テーブル▲３▼によって選択されたサーバ（１）　～　１に登録すると
共に、格納先管理用サーバ　１ａ　では、検索キー・サーバＩＤテーブル▲４▼をサービ
ス　（用途）　毎に構成して管理するようにする。
【００４６】
このように構成することにより、利用者は、サービスのみを指定するだけで、要求する情
報が格納されているサーバ（１）　～　１を選択することができる。
又、サービス毎に管理する方法を用いたことにより、図１０で説明した従来の格納先管理
用サーバ　１ａ　では管理することができなかった複数のサービスを管理することができ
るようになる。
【００４７】
上記の実施例においては、分散型データベースシステムを例にして説明したが、上記のサ
ーバ情報管理テーブル▲１▼，　負荷テーブル▲２▼，　使用状況テーブル▲３▼，　更
に、検索キー・サーバＩＤテーブル▲４▼と同等の各テーブルを備えたクライアントシス
テム，　ルーティングシステムであっても良いし、上記各テーブル▲１▼～▲４▼を利用
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したネットワークシステムとか、上記各テーブル▲１▼～▲４▼を用いたサーバの処理を
入出力デバイスの制御に用いた入出力制御方法であっても良い。
【００４８】
このように、本発明は、分散型データベースの管理方法において、複数個のサーバを、用
途　（サービス）　別に分類　（グループ化）　したサーバ情報管理テーブル▲１▼に基
づいてサーバを選択する。このとき、各サーバ毎の負荷テーブル▲２▼を設けて、最も負
荷の低いサーバを選択したり、複数のサーバの記憶媒体　（ディスク，　テープ等）　の
使用状況テーブル▲３▼を設けて、最も空き容量の多いサーバを選択したり、情報検索キ
ーと、情報格納先のサーバＩＤを用途別に構成して、格納先管理用のサーバに検索キー・
サーバＩＤテーブル▲４▼として登録しておき、利用者からの只１回のサービス要求に基
づいて、サーバを意識することなく、必要なサービスを利用できるようにしたところに特
徴がある。
【００４９】
【発明の効果】
以上、詳細に説明したように、本発明の分散型データベース管理方法によれば、利用者は
、サーバを意識する必要がなく、単に、サービスだけを意識するだけで事足り、容易にサ
ーバを利用することができる。又、負荷の低いサーバとか、空き容量の多いサーバを選択
することにより、１台のサーバに負荷が集中することがなくなり、利用者が意識すること
なく負荷が分散し、効率のよいサービスが実現できる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の原理説明図（その１）
【図２】本発明の原理説明図（その２）
【図３】本発明の原理説明図（その３）
【図４】本発明の一実施例を示した図（その１）
【図５】本発明の一実施例を示した図（その２）
【図６】本発明の一実施例を示した図（その３）
【図７】本発明の一実施例を示した図（その４）
【図８】従来の分散型データベースの管理方法を説明する図（その１）
【図９】従来の分散型データベースの管理方法を説明する図（その２）
【図１０】従来の分散型データベースの管理方法を説明する図（その３）
【符号の説明】
１　　　サーバ，　サーバ（１），（２），～
１ａ　　格納先管理用サーバ
２　　　クライアント，　クライアント（１），（２），～，　利用者（１），（２），
～
３　　　ネットワーク　　　　　　　　３ａ　　　　　　サブネットワーク
▲１▼　　サーバ情報管理テーブル
▲２▼　　負荷テーブル
▲３▼　　使用状況テーブル
▲４▼　　用途別の検索キー・サーバＩＤテーブル
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】
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