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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ストレージ装置と、
　所定のフォーマットで記録されて前記ストレージ装置に格納される複数の第１のデータ
の各々を第１の識別子を用いて管理する第１のアプリケーション装置と、
　前記第１のデータとは異なるフォーマットで記録されて前記ストレージ装置に格納され
る複数の第２のデータの各々を前記第１の識別子とは異なる第２の識別子を用いて管理す
る第２のアプリケーション装置と、
　複数の前記第１のデータ及び前記第２のデータにアクセスするサーバ装置と、
　前記サーバ装置にアクセスして、複数の前記第１のデータ及び前記第２のデータを使用
するクライアント装置と
　を備え、
　前記サーバ装置は、
　所定期間ごとに、前記第１のアプリケーション装置及び前記第２のアプリケーション装
置のそれぞれが管理する全ての前記第１のデータ及び前記第２のデータを抽出し、抽出し
た前記第１のデータ及び前記第２のデータについて、新規データ、更新データ及び削除デ
ータの有無をチェックし、前記第１のデータ及び前記第２のデータの各々に対して前記第
１の識別子及び前記第２の識別子とは異なる第３の識別子を割り当てるとともに、前記第
１のデータ及び前記第２のデータの各々に対してインデックスを作成又は更新するデータ
ディスカバリ部と、
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　前記第３の識別子と、前記第３の識別子で識別される前記第１のデータ又は前記第２の
データの前記第１の識別子又は前記第２の識別子と、前記第３の識別子で識別される前記
第１のデータ又は前記第２のデータにアクセスするためのアクセス方法との対応関係を管
理する管理部と、
　前記クライアント装置からの検索要求に応じて前記インデックスを用いて検索された１
以上の前記第１のデータ若しくは前記第２のデータ又は前記クライアント装置からのデー
タ作成要求に応じて作成された前記第１のデータ若しくは前記第２のデータのそれぞれに
割り当てられ、前記管理部により管理されている前記第３の識別子を、前記クライアント
装置に対して提示する提示部と、
　前記クライアント装置から前記第３の識別子を指定して要求された前記第１のデータ又
は前記第２のデータへのアクセス要求を、前記管理部により前記第３の識別子に対応づけ
られた前記アクセス方法及び前記第１の識別子又は前記第２の識別子により、前記第３の
識別子に対応する前記第１のデータ又は前記第２のデータにアクセスするためのアクセス
要求に変換する変換部と、
　前記変換部により変換された前記アクセス要求により、前記第１のデータ又は前記第２
のデータへのアクセス要求を行って、アクセス結果を、前記クライアント装置に送信する
データアクセス部と
　を備えることを特徴とする情報処理システム。
【請求項２】
　前記サーバ装置は、
　前記クライアント装置から前記第３の識別子を指定して前記第１のデータ又は前記第２
のデータを更新するアクセス要求である更新要求が受信されたときに、前記第１のデータ
又は前記第２のデータの更新データを前記第１のデータ及び前記第２のデータが格納され
るボリュームとは異なる更新用のボリュームに書き込むデータ書き込み部
　を備え、
　前記管理部は、
　前記データ書き込み部により前記更新データが書き込まれた後には、当該更新データに
アクセス要求するように、前記第３の識別子と前記更新データとの対応関係を管理し、
　前記データアクセス部は、
　前記更新データに対応する前記第１のデータ又は前記第２のデータへの前記アクセス要
求が受信されたときに、前記変換部により変換された前記アクセス要求により、対応する
前記第１のデータ又は前記第２のデータの更新データへのアクセス要求を行う
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理システム。
【請求項３】
　前記データ書き込み部は、
　前記第１のデータ又は前記第２のデータを管理する前記第１のアプリケーション装置又
は前記第２のアプリケーション装置がデータ更新をすることができない場合に、前記第１
のデータ又は前記第２のデータの更新データを前記更新用のボリュームに書き込む
　ことを特徴とする請求項２に記載の情報処理システム。
【請求項４】
　前記管理部は、
　前記第１のデータ又は前記第２のデータの作成要求が受信されたときに、受信された前
記第１のデータ又は前記第２のデータと前記第３の識別子との対応関係を管理し、
　前記データアクセス部は、
　前記変換部により変換された前記アクセス要求により、前記受信された前記第１のデー
タ又は前記第２のデータの作成要求を行って、作成結果を、作成された前記第１のデータ
又は前記第２のデータに対応する前記第３の識別子と共に、前記クライアント装置に送信
する
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理システム。
【請求項５】



(3) JP 5046863 B2 2012.10.10

10

20

30

40

50

　前記データアクセス部は、
　前記第１のデータ又は前記第２のデータの検索要求が受信されたときに、前記変換部に
より変換された前記アクセス要求により、対応する前記第１のデータ又は前記第２のデー
タの検索要求を行って、検索結果を、検索された前記第１のデータ又は前記第２のデータ
に対応する前記第３の識別子と共に、前記クライアント装置に送信する
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理システム。
【請求項６】
　前記サーバ装置は、
　前記ストレージ装置から前記第１のデータ又は前記第２のデータのデータ関係情報を取
得するデータ関係情報取得部を備え、
　前記データ関係情報は、
　複数の前記第１のデータ間又は複数の前記第２のデータ間のコピー関係であり、
　前記データアクセス部は、
　コピー関係にある前記第１のデータ又は前記第２のデータが存在するときには、オリジ
ナルの前記第１のデータ又は前記第２のデータのみとなるように、前記検索結果を変更す
る
　ことを特徴とする請求項５に記載の情報処理システム。
【請求項７】
　前記データ関係情報は、
　前記第１のデータ又は前記第２のデータを格納する前記ボリュームの種別又は前記ボリ
ュームのハードディスクドライブの種別であり、
　前記データアクセス部は、
　前記ボリュームの種別又は前記ハードディスクドライブの種別の信頼性や性能が高い順
となるように、前記検索結果を変更する
　ことを特徴とする請求項５に記載の情報処理システム。
【請求項８】
　所定のフォーマットで記録されてストレージ装置に格納される複数の第１のデータの各
々を第１の識別子を用いて管理する第１のアプリケーション装置と、前記第１のデータと
は異なるフォーマットで記録されて前記ストレージ装置に格納される複数の第２のデータ
の各々を前記第１の識別子とは異なる第２の識別子を用いて管理する第２のアプリケーシ
ョン装置と、複数の前記第１のデータ及び前記第２のデータにアクセスするサーバ装置と
、前記サーバ装置にアクセスして、複数の前記第１のデータ及び前記第２のデータを使用
するクライアント装置とを有する情報処理システムのデータアクセス方法であって、
　所定時間ごとに、前記第１のアプリケーション装置及び前記第２のアプリケーション装
置のそれぞれが管理する全ての前記第１のデータ及び前記第２のデータを抽出し、抽出し
た前記第１のデータ及び前記第２のデータについて、新規データ、更新データ及び削除デ
ータの有無をチェックし、前記第１のデータ及び前記第２のデータの各々に対して前記第
１の識別子及び前記第２の識別子とは異なる第３の識別子を割り当てるとともに、前記第
１のデータ及び前記第２のデータの各々に対してインデックスを作成又は更新する第１の
ステップと、
　前記第３の識別子と、前記第３の識別子で識別される前記第１のデータ又は前記第２の
データの前記第１の識別子又は前記第２の識別子と、前記第３の識別子で識別される前記
第１のデータ又は前記第２のデータにアクセスするためのアクセス方法との対応関係を管
理する第２のステップと、
　前記クライアント装置からの検索要求に応じて前記インデックスを用いて検索された１
以上の前記第１のデータ若しくは前記第２のデータ又は前記クライアント装置からのデー
タ作成要求に応じて作成された前記第１のデータ若しくは前記第２のデータのそれぞれに
割り当てられている前記第３の識別子を、前記クライアント装置に対して提示する第３の
ステップと、
　前記クライアント装置から前記第３の識別子を指定して要求された前記第１のデータ又
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は前記第２のデータへのアクセス要求を、前記第３の識別子に対応づけられている前記ア
クセス方法及び前記第１の識別子又は前記第２の識別子により、前記第３の識別子に対応
する前記第１のデータ又は前記第２のデータにアクセスするためのアクセス要求に変換す
る第４のステップと、
　前記第４のステップにおいて変換した前記アクセス要求により、前記第１のデータ又は
前記第２のデータへのアクセス要求を行って、アクセス結果を、前記クライアント装置に
送信する第５のステップと
　を備えることを特徴とするデータアクセス方法。
【請求項９】
　前記クライアント装置から前記第３の識別子を指定して前記第１のデータ又は前記第２
のデータを更新する前記アクセス要求である更新要求を受信したときに、前記第１のデー
タ又は前記第２のデータの更新データを前記第１のデータ及び前記第２のデータが格納さ
れるボリュームとは異なる更新用のボリュームに書き込むデータ書き込みステップ
　を備え、
　前記第２のステップでは、
　前記データ書き込みステップにおいて前記更新データを書き込んだ後には、当該更新デ
ータにアクセスするように、前記第３の識別子と前記更新データとの対応関係を管理し、
　前記第５のステップでは、
　前記更新データに対応する前記第１のデータ又は前記第２のデータへの前記アクセス要
求を受信したときに、前記第４のステップにおいて変換した前記アクセス要求により、対
応する前記第１のデータ又は前記第２のデータの更新データへのアクセス要求を行う
　ことを特徴とする請求項８に記載のデータアクセス方法。
【請求項１０】
　前記データ書き込みステップでは、
　前記第１のデータ又は前記第２のデータを管理する前記第１のアプリケーション装置又
は前記第２のアプリケーション装置がデータ更新をすることができない場合に、前記第１
のデータ又は前記第２のデータの更新データを前記更新用のボリュームに書き込む
　ことを特徴とする請求項９に記載のデータアクセス方法。
【請求項１１】
　前記第２のステップでは、
　前記第１のデータ又は前記第２のデータの作成要求を受信したときに、受信した前記第
１のデータ又は前記第２のデータと前記第３の識別子との対応関係を管理し、
　前記第５のステップでは、
　前記第４のステップにおいて変換した前記アクセス要求により、前記受信した前記第１
のデータ又は前記第２のデータの作成要求を行って、作成結果を、作成された前記第１の
データ又は前記第２のデータに対応する前記第３の識別子と共に、前記クライアント装置
に送信する
　ことを特徴とする請求項８に記載のデータアクセス方法。
【請求項１２】
　前記第５のステップでは、
　前記第１のデータ又は前記第２のデータの検索要求を受信したときに、前記第４のステ
ップにおいて変換した前記アクセス要求により、対応する前記第１のデータ又は前記第２
のデータの検索要求を行って、検索結果を、検索された前記第１のデータ又は前記第２の
データに対応する前記第３の識別子と共に、前記クライアント装置に送信する
　ことを特徴とする請求項８に記載のデータアクセス方法。
【請求項１３】
　前記サーバは、
　前記ストレージ装置から前記第１のデータ又は前記第２のデータのデータ関係情報を取
得するデータ関係情報取得部を備え、
　前記データ関係情報は、
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　複数の前記第１のデータ間又は複数の前記第２のデータ間のコピー関係であり、
　前記第５のステップでは、
　コピー関係にある前記第１のデータ又は前記第２のデータが存在するときには、オリジ
ナルの前記第１のデータ又は前記第２のデータのみとなるように、前記検索結果を変更す
る
　ことを特徴とする請求項１２に記載のデータアクセス方法。
【請求項１４】
　前記データ関係情報は、
　前記第１のデータ又は前記第２のデータを格納する前記ボリュームの種別又は前記ボリ
ュームのハードディスクドライブの種別であり、
　前記第５のステップでは、
　前記ボリュームの種別や前記ハードディスクドライブの種別の信頼性又は性能が高い順
となるように、前記検索結果を変更する
　ことを特徴とする請求項１２に記載のデータアクセス方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、異なる複数のアプリケーション装置が稼動するシステムにおいて、クライア
ント装置に対して全アプリケーション装置のデータに統一的なアクセス手段を提供する技
術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　異なる複数のアプリケーション装置のデータに統一的な手段でアクセスするための従来
技術としては、例えば、エンタープライズ・サーチ（Enterprise Search）技術、ＳＲＢ
（Storage Resource Broker）技術、ＧＮＳ（Global Name Space）技術、ＸＭＬ（Extens
ible Markup Language）技術、Ｇｍａｉｌファイル・システム（G mail File System）技
術及びＷｅｂサービス（Web Services）技術がある。
【０００３】
　エンタープライズ・サーチ技術は、システム内に存在するデータを、アプリケーション
装置を横断して検索可能にする技術である。エンタープライズ・サーチ技術は、各アプリ
ケーション装置からデータを参照し、データ内容に含まれるキーワードからインデックス
を作成し、クライアント装置からのデータ検索要求に対して、検索に該当するデータの格
納先をリストにして返す技術である。
【０００４】
　この技術では、実際のデータにアクセスする場合は、そのデータを管理するアプリケー
ション装置が提供するインタフェースを利用するため、統一的なアクセス方法は提供して
いない。しかしながら、この技術では、データをテキストに変換し、テキスト化したデー
タを検索サーバ側にキャッシュしておくことで、クライアント装置はテキスト・データを
テキスト表示ツール等など統一的な方法で参照することができる（非特許文献１参照）。
【０００５】
　ＳＲＢ技術及びＧＮＳ技術は、地理的な分散したストレージ内のデータに統一的にアク
セスする手段を提供する。ストレージ装置は、インターネットに接続しており、任意の場
所からデータの検索やアクセスを実現する。ストレージ装置は、主にファイル・サーバを
対象としている（非特許文献２及び非特許文献３参照）。
【０００６】
　ＸＭＬ技術は、データ・フォーマットをＸＭＬで統一し、全アプリケーションがＸＭＬ
インタフェースを提供することで、クライアント装置が全アプリケーション装置に対して
統一的なＸＭＬ形式でデータにアクセスすることを実現する（非特許文献４参照）。ＸＭ
Ｌ技術と同様にＷｅｂサービス技術は、アプリケーション装置がＨＴＴＰをベースとした
データにアクセスするためのインタフェースを提供することで、クライアント装置がアプ



(6) JP 5046863 B2 2012.10.10

10

20

30

40

50

リケーション装置に統一的なＷｅｂサービスインタフェースでデータにアクセスすること
を実現する（非特許文献５参照）。
【０００７】
　Ｇｍａｉｌファイル・システム技術は、メール・サーバをファイル・システムとして利
用するための技術である。メール・サーバ内のメッセージとして、ファイル・システムを
管理するための管理情報やファイル自体を格納する（非特許文献６参照）。
【非特許文献１】エンタープライズ・サーチ技術http://www.fastsearch.com/thesolutio
n.aspx?m=376
【非特許文献２】ＳＲＢ技術http://www.sdsc.edu/srb/Pappres/SRB-overview.ppt
【非特許文献３】ＧＮＳ技術http://www.onstor.com/global_namespace.php
【非特許文献４】ＸＭＬ技術http://www.w3.org/TR/xml11/
【非特許文献５】Ｗｅｂサービス技術http://www.w3.org/TR/ws-arch/
【非特許文献６】Ｇｍａｉｌファイル・システム技術http://richard.jones.name/google
-hacks/gmail-filesystem/gmail-filesystem.html[非特許文献１～６　平成１９年１０月
３１日ＵＲＬ検索]
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、従来技術であるエンタープライズ・サーチ技術やＧｍａｉｌファイル・
システム技術では、変換後のテキスト・データへの参照は統一的な方法で行う事ができる
が、データの更新が出来ないという問題がある。
【０００９】
　また、従来技術であるＳＲＢ技術やＧＮＳ技術は、ファイル・サーバのようなデータ・
アクセスのためのインタフェースが予め決まっているストレージ装置が対象であり、イン
タフェースが異なるアプリケーション装置を対象にはできないという問題がある。例えば
、ネットワーク・ファイル・システム（Network File System :NFS）と呼ぶファイル共有
プロトコルがデータ・アクセスのためのインタフェースとして使用されている。
【００１０】
　従来技術であるＸＭＬ技術は、アプリケーション装置をＸＭＬに対応させる必要があり
、既存のＸＭＬをサポートしていないアプリケーション装置には対応できないという問題
がある。Ｗｅｂサービス技術についても、同様に、サポートしていないアプリケーション
装置には対応することができない。
【００１１】
　このように、従来技術では、異なる複数のアプリケーション装置のデータに対して、デ
ータを利用するクライアント装置に対して統一的な方法でデータを参照・更新することが
できず、クライアント装置のユーザにとって使い勝手が悪いという問題がある。
【００１２】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、ユーザの使い勝手を格段的に向上させ得
る情報処理システム及びデータ管理方法を提案するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上述の課題を解決するために本発明においては、所定のフォーマットで記録される第１
のデータをストレージ装置のボリュームにおいて管理する第１のアプリケーション装置と
、前記第１のデータとは異なるフォーマットで記録される第２のデータを前記ストレージ
装置の前記ボリュームにおいて管理する第２のアプリケーション装置と、前記第１のデー
タ及び前記第２のデータにアクセスするサーバ装置と、前記サーバ装置にアクセスして、
前記第１のデータ及び前記第２のデータを使用するクライアント装置とを備え、前記サー
バ装置は、前記第１のデータ及び前記第２のデータのそれぞれに固有の識別子を割り当て
る割当て部と、前記識別子と前記識別子で識別される前記第１のデータ又は前記第２のデ
ータにアクセスするためのアクセス方法との対応関係を管理する管理部と、前記管理部に
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より管理される前記識別子を、前記クライアント装置に対して提示する提示部と、前記ク
ライアント装置から前記識別子を指定して要求された前記第１のデータ又は前記第２のデ
ータへのアクセス要求を、前記管理部により前記識別子に対応づけられた前記アクセス方
法により、前記識別子に対応する前記第１のデータ又は前記第２のデータにアクセスする
ためのアクセス要求に変換する変換部と、前記変換部により変換された前記アクセス方法
により、前記第１のデータ又は前記第２のデータへのアクセス要求を行って、アクセス結
果を、前記クライアント装置に送信するデータアクセス部とを備える。
【００１４】
　また、本発明においては、所定のフォーマットで記録される第１のデータをストレージ
装置のボリュームにおいて管理する第１のアプリケーション装置と、前記第１のデータと
は異なるフォーマットで記録される第２のデータを前記ストレージ装置の前記ボリューム
において管理する第２のアプリケーション装置と、前記第１のデータ及び前記第２のデー
タにアクセスするサーバ装置と、前記サーバ装置にアクセスして、前記第１のデータ及び
前記第２のデータを使用するクライアント装置とを有する情報処理システムのデータアク
セス方法であって、前記サーバ装置の割当て部が、前記第１のデータ及び前記第２のデー
タのそれぞれに固有の識別子を割り当てる第１のステップと、前記サーバ装置の管理部が
、前記識別子と前記識別子で識別される前記第１のデータ又は前記第２のデータにアクセ
スするためのアクセス方法との対応関係を管理する第２のステップと、前記サーバ装置の
提示部が、前記第２のステップにおいて管理した前記識別子を、前記クライアント装置に
対して提示する第３のステップと、前記サーバ装置の変換部が、前記クライアント装置か
ら前記識別子を指定して要求された前記第１のデータ又は前記第２のデータへのアクセス
要求を、前記第２のステップにおいて前記識別子に対応づけた前記アクセス方法により、
前記識別子に対応する前記第１のデータ又は前記第２のデータにアクセスするためのアク
セス要求に変換する第４のステップと、前記サーバ装置のデータアクセス部が、前記第４
のステップにおいて変換した前記アクセス方法により、前記第１のデータ又は前記第２の
データへのアクセス要求を行って、アクセス結果を、前記クライアント装置に送信する第
５のステップとを備える。
【００１５】
　さらに、本発明においては、所定のフォーマットで記録される第１のデータをストレー
ジ装置のボリュームにおいて管理する第１のアプリケーション装置と、前記第１のデータ
とは異なるフォーマットで記録される第２のデータを前記ストレージ装置の前記ボリュー
ムにおいて管理する第２のアプリケーション装置と、前記第１のデータ及び前記第２のデ
ータが格納されるストレージ装置にアクセスするサーバ装置と、前記サーバ装置にアクセ
スして、前記第１のデータ及び前記第２のデータを使用するクライアント装置とを備え、
前記サーバ装置は、前記第１のデータ及び前記第２のデータのコピーデータを作成するコ
ピーデータ作成部と、前記第１のデータ及び前記第２のデータのコピーデータのそれぞれ
に固有の識別子を割り当てる割当て部と、前記識別子と前記識別子で識別される前記第１
のデータ又は前記第２のデータのコピーデータのフォーマットを共有のフォーマットに変
換するための方法との対応関係を管理する管理部と、前記管理部により管理される前記識
別子を、前記クライアント装置に対して提示する提示部と、前記クライアント装置から前
記識別子を指定して前記第１のデータ又は前記第２のデータのコピーデータを参照する参
照要求が受信されたときに、指定された識別子に対応する前記第１のデータ又は前記第２
のデータのコピーデータを前記ストレージ装置から読み出して、前記第１のデータ又は前
記第２のデータのコピーデータのフォーマットを、前記管理部により前記識別子に対応づ
けられた前記共有のフォーマットに変換する変換部と、前記変換部により共有フォーマッ
トに変換された前記第１のデータ又は前記第２のデータのコピーデータを、前記クライア
ント装置に送信するデータ送信部とを備える。
【００１６】
　従って、クライアント装置のデータ利用者がアプリケーション装置毎のアクセス手段の
違いを気にすることなく、統一的な方法で複数のアプリケーション装置をまたがってデー
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タにアクセスすることができるため、データの再利用性を高めることができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、ユーザの使い勝手を格段的に向上させ得る情報処理システム及びデー
タ管理方法を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して詳細に説明する。
【００１９】
（１）実施例１
　図１は、アプリ・データ仮想化システム１の構成について示している。アプリ・データ
仮想化システム１は、１台以上のクライアント装置２、アプリ・データ（アプリケーショ
ン装置４が管理しているデータ、以下同じ）仮想化ファイル・サーバ３、１台以上のアプ
リケーション装置４（アプリとも呼ぶ）及び１台以上のストレージ装置５から構成される
。
【００２０】
　クライアント装置２は、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３経由でアプリケーシ
ョン・データ（アプリケーション装置４が管理しているデータ、以下同じ）に統一的な方
法でデータのアクセスを行うコンピュータであり、統一ファイル・システム・クライアン
トプログラム１１を有する。
【００２１】
　図２に、クライアント装置２のハード構成を示す。クライアント装置２は、ＣＰＵ（Ce
ntral Processing Unit）１２、メモリ１３、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）１４、ネットワ
ーク・インタフェース１５を内部構成要素として有し、それらが内部バス１６で接続され
ている。さらに、クライアント装置２には、ユーザ・インタフェースとして、ディスプレ
イ１７、キーボード１８及びマウス１９が接続されている。
【００２２】
　クライアント装置２は、ネットワーク・インタフェース１５を介してネットワークに接
続され、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３と通信を行う。例えば、ネットワーク
は、イーサネット（登録商標）を使い、通信プロトコルとしてＴＣＰ／ＴＰ（Transmissi
on Control Protocol/Internet Protocol）を利用することができる。なお、統一ファイ
ル・システム・クライアントプログラム１１は、ＨＤＤ１４に格納されている。
【００２３】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、複数のアプリケーション・データを仮想
化し、クライアント装置２に対して統一的なデータへのアクセス方法を提供するサーバで
あり、データ・ディスカバリプログラム２１、データ関連情報入手プログラム２２、統一
ファイル・サーバプログラム２３、ストレージ制御プログラム２４及び変換プログラム２
５を有する。また、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、管理情報として、デー
タ管理テーブル２６、アプリ登録・管理テーブル２７、アプリ用ＬＵ管理テーブル２８、
データ関連情報テーブル２９及びインデックス３０を有する。
【００２４】
　図３に、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３のハード構成を示す。アプリ・デー
タ仮想化ファイル・サーバ３は、ＣＰＵ３１、メモリ３２、ＨＤＤ３３、ネットワーク・
インタフェース３４を内部構成要素として有し、それらが内部バス３５で接続されている
。
【００２５】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、ネットワーク・インタフェース３４を介
してネットワークに接続され、クライアント装置２、アプリケーション装置４及びストレ
ージ装置５と通信を行う。
【００２６】
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　なお、データ・ディスカバリプログラム２１、データ関連情報入手プログラム２２、統
一ファイル・サーバプログラム２３、ストレージ制御プログラム２４、変換プログラム２
５、データ管理テーブル２６、アプリ登録・管理テーブル２７、アプリ用ＬＵ管理テーブ
ル２８、データ関連情報テーブル２９及びインデックス３０は、ＨＤＤ３３に格納されて
いる。
【００２７】
　アプリケーション装置４は、アプリケーション・データを使って業務を行うサーバであ
る。例えば、アプリケーション装置４には、メール・サーバや、ＷＥＢサーバ、ファイル
・サーバ(Network Attached Storage :NAS)などがある。本特許では、各アプリケーショ
ン装置４の業務内容の詳細やその実現方式の詳細については説明しない。本特許を実現す
るに当たって、アプリケーション装置４は、データ・アクセスプログラム４１の実行し、
データ・アクセス機能を提供する。このデータ・アクセス機能は、アプリ・データ仮想化
ファイル・サーバ３に対して、アプリケーション装置４毎に特有な方法で、ネットワーク
経由で、それぞれ所定のフォーマットで記録されているアプリ・データにアクセスさせる
ためのプログラムである。例えば、アプリケーション装置４は、メール・サーバの場合、
ＩＭＡＰ４(Internet Message Access Protocol v4)プロトコルを使って、外部のコンピ
ュータがメール・サーバ内のメールにアクセスすることができる。
【００２８】
　アプリケーション装置４のハード構成は、そのアプリケーション装置４に依存するが、
例えば、図３に示したアプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３と同様のＰＣサーバ構成
がある。
【００２９】
　アプリケーション装置４は、ネットワーク・インタフェースを介してネットワークに接
続し、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３及びストレージ装置５と通信を行う。な
お、データ・アクセスプログラム４１は、アプリケーション装置４のＨＤＤに格納されて
いる。
【００３０】
　図１には示していないが、アプリケーション装置４には、当該アプリケーション装置４
を直接使うユーザやクライアント装置が存在する。アプリケーション装置４を直接使うユ
ーザやクライアント装置は、アプリケーション・データを更新する。例えば、アプリケー
ション装置４を直接使うユーザやクライアント装置は、メール・サーバの場合、メーラー
がクライアント装置側ソフトウェアに対応し、アプリケーション装置４と直接メールの読
み書きを行うことで、アプリケーション・データの内容を更新する。
【００３１】
　ストレージ装置５は、アプリケーション・データと、アプリ・データ仮想化ファイル・
サーバ３の更新データをボリューム（Logical Unit :LU）５３、５４に格納する。ストレ
ージ装置５は、データ・アクセスプログラム５１を実行し、ボリューム５３、５４内のデ
ータにアクセスするためにデータ・アクセス機能を提供する。例えば、ストレージ装置５
は、ＳＣＳＩ(Small Computer System Interface)や、ＮＦＳ(Network File System)など
のデータ・アクセス用のプロトコルを使って、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３
及びアプリケーション装置４に対してデータへのアクセス手段を提供する。
【００３２】
　また、ストレージ装置５は、ストレージ制御プログラム５２を実行し、当該ストレージ
装置５の構成を変更したり、ボリューム５３、５４のコピーを取得したりするためのスト
レージ制御機能をアプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３に提供する。アプリ・データ
仮想化ファイル・サーバ３は、ストレージ制御プログラム２４を実行し、ストレージ装置
５の構成情報参照や変更の要求、ボリューム５３、５４のコピー作成要求などをストレー
ジ装置５に要求する。ストレージ制御機能は、要求内容に基づいて処理を行う。データ・
アクセス機能や、ストレージ制御機能の実現方式は、既に公知の技術で実現できるため、
本実施例では説明を省略する。
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【００３３】
　図４に、ストレージ装置５のハード構成を示す。ストレージ装置５は、ネットワーク・
インタフェース５５、コントローラ５６、キャッシュメモリ５７、ディスク・インタフェ
ース５８、ＨＤＤ５９から構成され、ＨＤＤ５９以外は内部バス６０で接続されている。
ＨＤＤ５９は、ディスク・インタフェース５８に接続されている。
【００３４】
　ストレージ装置５は、ネットワーク・インタフェース５５を介してネットワークに接続
され、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３及びアプリケーション装置４と通信を行
う。なお、データ・アクセスプログラム５１及びストレージ制御プログラム５２は、アプ
リケーション装置４のＨＤＤ５９に格納されている。
【００３５】
　図５に、データ管理テーブル２６の例を示す。データ管理テーブル２６は、アプリ・デ
ータ仮想化ファイル・サーバ３がディスカバリした全アプリケーション・データを管理す
るための管理情報である。データ管理テーブル２６は、仮想識別子２６Ａ、オリジナル格
納位置２６Ｂ、オリジナル更新時刻２６Ｃ、アカウント情報２６Ｄ、コピー数２６Ｅ及び
更新先格納位置２６Ｆから構成される。
【００３６】
　仮想識別子２６Ａは、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３が、後述する方法でア
プリケーション・データをディスカバリした後に、データ各々にユニークに割り当てる識
別子である。クライアント装置２は、この仮想識別子を指定してデータ・アクセスをアプ
リ・データ仮想化ファイル・サーバ３に要求する。
【００３７】
　オリジナル格納位置２６Ｂは、特定した各々のデータのアクセス先を示す情報である。
オリジナル格納位置２６Ｂは、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３が、アプリケー
ション装置４内のデータにアクセスするときには、データを格納するアプリケーション装
置４のＩＰアドレス２６Ｇ、アプリケーション装置４の種別であるアプリ種別２６Ｈ、そ
のアプリケーション装置４内でデータを識別するための識別子であるアプリ内識別子２６
Ｉを指定する。ＩＰアドレス２６Ｇにより、アプリケーション装置４への通信先が分かり
、アプリ種別２６Ｈによりデータ・アクセスのためにどのプロトコルやインタフェースを
使うのかが分かり、アプリ内識別子２６Ｉによってアプリケーション装置４内のデータを
特定する。例えば、アプリケーション装置４がメール・サーバの場合には、プロトコルは
ＩＭＡＰ４となり、アプリ内識別子２６ＩはＩＭＡＰ４が規定するＵＩＤ(Unique Identi
fier)となる。
【００３８】
　オリジナル更新時刻２６Ｃは、アプリケーション・データがいつ更新されたかを示す情
報である。オリジナル更新時刻２６Ｃは、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３がア
プリケーション・データをディスカバリする際に、前回のディスカバリ時からデータが更
新されたかどうかを調べるために利用する。詳細は後述するが、クライアント装置２がア
プリ・データ仮想化ファイル・サーバ３経由でライト更新不可のデータを更新した場合、
更新データは、当該更新データを格納するボリューム５４に格納される。一方、アプリケ
ーション装置４のユーザは、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３を経由せずに、直
接同データを更新する状況がある。この状況を検知するために、アプリ・データ仮想化フ
ァイル・サーバ３は、オリジナル更新時刻２６Ｃを利用する。
【００３９】
　アカウント情報２６Ｄは、そのデータにアクセスするためのアカウント名とパスワード
、及びデータのアクセス権を示す情報である。詳細は後述するが、アプリ・データ仮想化
ファイル・サーバ３は、クライアント装置２からデータへのアクセス要求があったとき、
このアカウント情報２６Ｄを使って、クライアント装置２が該データにアクセスする権利
があるかを判定し、権利があれば、アカウント情報２６Ｄに記載したアカウント名とパス
ワードを使ってデータへのアクセスを行う。
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【００４０】
　コピー数２６Ｅは、アプリケーション・データへの統一アクセスを実現する目的におい
ては必要のない情報である。コピー数２６Ｅは、本発明のもう一つの目的である、データ
間の依存関係情報を使って、クライアント装置２がデータにアクセスする際の効率を向上
させるために利用する。
【００４１】
　本実施例では、データの関係情報としてデータ間のコピー関係情報を例に説明する。ス
トレージ装置５がデータのコピー機能を使ってデータの複製を別のボリューム５３に作成
したり、バックアップ・ソフトがデータのバックアップを別のボリューム５３に行うと、
ストレージ装置５は、オリジナルのデータのコピーを作成する。データ間のコピー関係情
報とは、どのデータとどのデータがコピー関係にあるかを示す情報である。さらに、デー
タ管理テーブル２６で管理するコピー数とは、そのデータが複数回コピーされている場合
、そのコピーの合計数を示す情報である。本実施例では、重要な情報ほどデータ・ロスが
発生しないようコピー数が増えるため、データの重要度とコピー数には関連性があると仮
定している。
【００４２】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、ストレージ装置５や、データをバックア
ップするためのバックアップ・サーバ（図示せず）からコピー関係情報を入手する。アプ
リ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、データの検索時には、検索結果にデータを並べ
る順序をコピー数の高い順に行うことで、重要なデータが検索結果の先頭に並ぶ為、ユー
ザにとって重要なデータを見つけやすいというメリットが出てくる。
【００４３】
　更新先格納位置２６Ｆには、更新不可能なデータを更新する場合に、更新データをアプ
リケーション・データとは別のボリューム５４に格納する。この際、アプリ・データ仮想
化ファイル・サーバ３は、更新データの格納位置を管理するために更新先格納位置２６Ｆ
の情報を使う。
【００４４】
　図６に、アプリ登録・管理テーブル２７の例を示す。アプリ登録・管理テーブル２７は
、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３が管理対象とするアプリケーション装置４の
リストを管理することと、アプリケーション・データにアクセスするための方法を特定す
るために利用する。アプリ登録・管理テーブル２７は、アプリケーション装置４のＩＰア
ドレス２７Ａ、アプリ種別２７Ｂ、アカウント情報リスト２７Ｃ、更新可否２７Ｄ及び変
換プログラム２７Ｅから構成される。
【００４５】
　アプリ登録・管理テーブル２７の内容は、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３の
管理者が、予めシステム起動前に管理端末経由で設定する。仮想化するアプリケーション
装置４の増減など、内容に変更が必要になった場合は、管理者は、アプリ登録・管理テー
ブル２７の内容を変更し、必要があればアプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３への通
知もしくは再起動を行う。
【００４６】
　ＩＰアドレス２７Ａとアプリ種別２７Ｂは、アプリケーション装置４を特定するために
利用する。
【００４７】
　アカウント情報リスト２７Ｃは、アプリケーション・データを利用するユーザが複数存
在し、かつアプリケーション・データがユーザ毎に分離していた場合に、アプリ・データ
仮想化ファイル・サーバ３が全アプリケーション・データにアクセスするために必要なア
カウント名とパスワードを示す情報のリストである。全アプリ・データに一つのアカウン
トでアクセスできるルート権限を持つアカウントがあれば、必要なアカウントは、ルート
・アカウントのみになる。もし、全アプリ・データにアクセスするために複数のアカウン
トを使ってデータにアクセスしなければならない場合、複数のアカウント情報が必要にな
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り、必要なアカウントは、リストとして管理する。例えば、メール・サーバの場合、ユー
ザ毎に個別のアカウント名を有し、ユーザ毎にアクセスできるメールは異なるため、クラ
イアント装置４のユーザは、全メールにアクセスするためには全ユーザのアカウント名が
必要になる。
【００４８】
　更新可否２７Ｄは、アプリケーション・データをアプリ・データ仮想化ファイル・サー
バ３経由で更新しても良いかどうかを示す情報である。更新可否２７Ｄは、更新しても良
い場合は可となり、更新できない場合は不可となる。例えば、メール・サーバの場合、通
常時は、ユーザがメーラー経由でメールの送受信を行っているため、第三者であるアプリ
・データ仮想化ファイル・サーバ３がメールを書き換えてしまうとデータ内容の一貫性が
保てず問題が発生する。そのため、更新可否２７Ｄは、不可となる。また別の例では、Ｗ
ＥＢサーバの場合、そもそもデータの更新手段が存在しないため、更新可否２７Ｄは、不
可となる。ファイル・サーバ（ＮＡＳ）の場合、権限があれば誰がデータの更新を行って
も運用上問題は発生せず、またデータを更新する手段を提供しているため、更新可否２７
Ｄは、可となる。
【００４９】
　変換プログラム情報２７Ｅは、統一アクセスを行う手段とアプリケーション装置４固有
のデータ・アクセス手段を変換する変換プログラム２５の所在を示すために用いる。例え
ば、統一アクセス手段でデータの参照要求をクライアント装置２が行った場合、アプリ・
データ仮想化ファイル・サーバ３は、要求データを有するアプリケーション装置４を特定
し、そのアプリケーション装置４が提供するアクセス手段でデータ参照要求を、当該アプ
リケーション装置４に行うために、そのアプリケーション装置４に対応する変換プログラ
ム２５を起動もしくはコールする。そして、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は
、統一アクセス手段のデータ参照要求を、そのアプリケーション装置４固有のデータ参照
要求に変換した上で、その変換したデータ参照要求をアプリケーション装置４に送信する
。変換プログラム情報２７Ｅは、どの変換プログラム２５を使うのかを指定する。
【００５０】
　変換プログラム２５は、統一アクセス手段とアプリ固有のアクセス手段の違いによって
様々な実施例が考えられる。本実施例では、すべての統一アクセス手段とすべてのアプリ
固有のアクセス手段の組み合わせすべてについて変換プログラム２５の実施例を記述する
ことはできないため、統一アクセス手段がネットワーク・ファイル・システム（ＮＦＳ）
、アプリ固有アクセス手段がＩＭＡＰ４の場合について簡単に説明する。
【００５１】
　図７は、変換プログラム２５による変換の一例として、ＮＦＳとＩＭＡＰ４の変換の例
の場合に使用するテーブルである変換テーブル６１を示している。この変換テーブル６１
は、ＩＭＡＰ４をアプリ独自のアクセス手段６１Ａ、ＮＦＳを統一アクセス手段６１Ｂと
して構成される。以下、両アクセス手段間の変換方式について説明する。
【００５２】
　変換方式を検討する場合、大きく２点を決定する必要がある。一つがデータの対応関係
であるデータ対応関係６１Ｃ、もう一つがコマンドの対応関係であるコマンド対応関係６
１Ｄである。このため、変換テーブル６１は、データ対応関係６１Ｃ及びコマンド対応関
係６１Ｄを有する。
【００５３】
　データ対応関係６１Ｃは、アプリ種別６１Ｅ、データ単位６１Ｆ、データ名６１Ｇ、デ
ータ識別子６１Ｈ、属性情報６１Ｉ、アプリ拡張情報６１Ｊ、ユーザ名６１Ｋ、パスワー
ド６１Ｌ、アクセス権６１Ｍに関する対応関係を決定する情報を有する。
【００５４】
　アプリ種別６１Ｅは、各々のアクセス手段を区別する名称である。
【００５５】
　データ単位６１Ｆは、クライアント装置２が一つのデータとして扱う単位である。この
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変換テーブル６１では、データ単位６１Ｆは、ＩＭＡＰ４が管理するメッセージを一つの
データとして扱い、それをＮＦＳ側の一つのファイルに対応付けている。例えば、ファイ
ルの参照要求は、メッセージの参照要求として解釈する。
【００５６】
　データ名６１Ｇは、ユーザが可読できるデータに付与する名称である。この変換テーブ
ル６１では、データ名６１Ｇは、メッセージ内のサブジェクトをデータ名とし、それをＮ
ＦＳ側のファイル名に対応付けている。例えば、ＮＦＳ側（クライアント装置２）でファ
イルのリスティングを行うと、メッセージのサブジェクト名のリストが出力される。
【００５７】
　データ識別子６１Ｈは、データを識別するための情報である。この変換テーブル６１で
は、データ名６１Ｇは、メッセージを識別するためにＩＭＡＰがメッセージにＵＩＤを付
与しているので、それを識別子とし、それをＮＦＳ側のデータへのパス名を識別子として
使う。例えば、ＮＦＳ側でパス名を指定してデータ・アクセス要求があった場合、アプリ
・データ仮想化ファイル・サーバ３は、対応するメッセージのＵＩＤを使ってメッセージ
にアクセスする。
【００５８】
　属性情報６１Ｉは、データに付属する情報である。この変換テーブル６１では、属性情
報６１Ｉは、メッセージの場合、メッセージのサイズが属性情報になり、これをＮＦＳ側
のファイル・サイズに対応させる。例えば、ＮＦＳ側でファイルの属性情報を表示する場
合、対応するメッセージの属性情報を表示する。ＮＦＳ側では、メッセージにはない作成
時刻や最終アクセス時刻なども情報をクライアント装置２に提示する必要がある。クライ
アント装置２がそれらの情報提供を求めてきた場合は、常に無効な情報を返すか、データ
管理テーブル２６にエントリを増やしてアプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３内で情
報を管理する。
【００５９】
　アプリ拡張情報６１Ｊは、ＮＦＳ側にはないが、ＩＭＡＰ４側には存在する属性情報を
指す。例えば、ＩＭＡＰ４側には存在する属性情報は、メッセージの未読フラグや返信済
みフラグなどがある。これら情報は、クライアント装置２がＮＦＳ経由でデータにアクセ
スする際には不要な情報であり、基本的には考慮する必要がない。なお、本発明は、これ
に限らず、ＮＦＳをこれらアプリケーション装置４に特化した属性情報もクライアント装
置２が参照・更新できるよう拡張しても良い。
【００６０】
　ユーザ名６１Ｋは、データへアクセスする前の認証に使うアカウント名（アカウント情
報）を指す。ＮＦＳ側のアカウント名と、ＩＭＡＰ４側のアカウント名が異なる場合、両
者の対応関係を変換テーブル６１で管理する必要がある。例えば、ＮＦＳ側のアカウント
名（User A）は、ＩＭＡＰ４側のアカウント名（Account X）に対応させる。この変換テ
ーブル６１のユーザ名６１Ｋにより対応関係を管理することで、クライアント装置２のア
カウント名（User A）を使ってデータへのアクセス要求があった場合、アプリ・データ仮
想化ファイル・サーバ３は、ＩＭＡＰ４側のアカウント名（Account X）を使ってＩＭＡ
Ｐ４のメッセージにアクセスすることになる。
【００６１】
　パスワード６１Ｌについても、ユーザ名と同様６１Ｋに、対応関係を変換テーブル６１
で管理しておく。
【００６２】
　アクセス権６１Ｍは、データへのアクセス権を示している。ＮＦＳ側では、データ毎に
誰がどういう権限でデータにアクセスできるかを判定する必要がある。その際、アプリ・
データ仮想化ファイル・サーバ３は、ＩＭＡＰ４側のメッセージへのアクセス権６１Ｍを
参照し、判定を行う。例えば、ＩＭＡＰ４の場合、メッセージの所有者しかそのメッセー
ジへのアクセス権がないため、ＮＦＳ経由で、メッセージの所有者ではないユーザからそ
のメッセージへのアクセス要求があった場合、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３
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は、アクセスを拒否する処理になる。
【００６３】
　コマンド対応関係６１Ｄは、ＮＦＳ側でサポートするデータ・アクセス時のコマンドが
ＩＭＡＰ４側ではどのコマンドに対応させるかを決定する。具体的に、コマンド対応関係
６１Ｄは、ログイン６１Ｎ、リスティング６１Ｏ、属性参照６１Ｐ、属性更新６１Ｑ、作
成６１Ｒ、リード６１Ｓ、ライト６１Ｔ、削除６１Ｕがコマンドとして存在しており、そ
れぞれについてＮＦＳ側のコマンドにＩＭＡＰ４側のコマンドを対応させる。
【００６４】
　ログイン６１Ｎは、ＩＭＡＰ４を利用する際にログインするためのコマンドである。ロ
グイン６１Ｎは、ＮＦＳ側には存在しない。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は
、ＩＭＡＰ４側のデータにアクセスする場合、ＩＭＡＰ４のログイン・コマンドとアカウ
ント情報を使って、まずログインを行う。また、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ
３は、データ・アクセスが完了した場合、ＩＭＡＰ４からログオフ処理を行う。以降、デ
ータ・アクセスの前後でログイン、ログオフ処理を行うことは、説明が冗長になるため省
略する。
【００６５】
　リスティング６１Ｏは、存在するデータのリストを得るためのコマンドである。リステ
ィング６１Ｏは、ＮＦＳ側では、検索によってアクセスするデータを決定するユースケー
スが考えられるため、ルックアップ・コマンド（LOOKUP）が対応する。また、リスティン
グ６１Ｏは、ＩＭＡＰ４側では、データのディスカバリをする際にメッセージのリスティ
ングを行うため、サーチ・コマンド（SEARCH）が対応する。
【００６６】
　属性参照６１Ｐは、ファイルの属性情報を参照するコマンドである。属性参照６１Ｐは
、ＮＦＳ側ではゲットアトリビュート・コマンド（GETATTR）、ＩＭＡＰ４側ではストア
・コマンド（STORE）が対応する。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３がクライア
ント装置２からゲットアトリビュート・コマンド（GETATTR）で属性参照の要求を受けた
場合、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、ＩＭＡＰ４のストア・コマンド（ST
ORE）を使ってメール・サーバ（アプリケーション装置４）からメッセージの属性情報を
参照する。
【００６７】
　属性更新６１Ｑは、ファイルの属性情報を更新するコマンドである。属性参照６１Ｐは
、ＮＦＳ側ではセットアトリビュート・コマンド（SETATTR）が対応するが、ＩＭＡＰ４
側では属性情報の更新コマンドが存在しない。そこで、アプリ・データ仮想化ファイル・
サーバ３は、クライアント装置２からセットアトリビュート・コマンド（SETATTR）で属
性更新の要求を受けた場合、メッセージを更新データ格納用のボリューム５４にコピーし
た後、そのコピーしたメッセージの属性情報を直接更新する。
【００６８】
　作成６１Ｒは、ファイルを新規に作成するコマンドである。作成６１Ｒは、ＮＦＳ側で
はクリエイト・コマンド（CREATE）が対応し、ＩＭＡＰ４側ではアペンド・コマンド（AP
PEND）が対応する。しかし、ＮＦＳ側は内容のない空のファイルを作成するのに対して、
ＩＭＡＰ４側は内容が確定したメッセージを作成するため、同じ作成コマンドでも仕様が
異なる。仕様が異なる場合、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、ファイルの追
加をメール・サーバ（アプリケーション装置４）に対して行うのではなく、更新データ格
納用のボリューム５４に行う。ただし、統一インタフェース側（ＮＦＳ側）でファイルの
クローズ・コマンドがあれば、作成コマンドの仕様が異なっていても、そのタイミングで
ファイルの内容が確定するため、確定ファイルをメッセージとしてメール・サーバ側に書
き込む実装も考えられる。
【００６９】
　リード６１Ｓは、ファイルを参照するコマンドである。リード６１Ｓは、ＮＦＳ側では
リード・コマンド（READ）が対応し、ＩＭＡＰ４側ではフェッチ・コマンド（FETCH）が
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対応する。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、クライアント装置２からファイ
ルの参照要求（リード・コマンド（READ））を受け取った場合、ＩＭＡＰ４のフェッチ・
コマンド（FETCH）を使ってメッセージを読み、その結果をクライアント装置２に返す。
【００７０】
　ライト６１Ｔは、ファイルを更新するコマンドである。ライト６１Ｔは、ＮＦＳ側では
ライト・コマンド（WRITE）が対応するが、ＩＭＡＰ４側ではメッセージを更新するコマ
ンドがない。そこで、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、クライアント装置２
からファイルの更新要求（ライト・コマンド（WRITE））を受け取った場合、対応するメ
ッセージを一度更新データ格納用のボリューム５４にコピーした後に、そのメッセージを
更新する処理を行う。
【００７１】
　削除６１Ｕは、ファイルを削除するコマンドである。削除６１Ｕは、ＮＦＳ側ではリム
ーブ・コマンド（REMOVE）が対応し、ＩＭＡＰ４側ではエクスパンジ・コマンド（EXPUNG
E）が対応する。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、クライアント装置２から
ファイルの削除要求（リムーブ・コマンド（REMOVE））を受け取った場合、アプリ・デー
タ仮想化ファイル・サーバ３は対応するメッセージを、エクスパンジ・コマンド（EXPUNG
E）を使って削除する。
【００７２】
　図８に、アプリ用ＬＵ管理テーブル２８の例を示す。アプリ用ＬＵ管理テーブル２８は
、アプリ毎にストレージ装置５内のどのボリューム５３、５４にアプリ・データを格納し
ているかをアプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３が参照するためのものである。アプ
リ用ＬＵ管理テーブル２８は、アプリケーション装置４のＩＰアドレス２８Ａと、アプリ
種別２８Ｂでアプリケーション装置４を特定し、利用ＬＵＮ２８Ｃにアプリ・データが入
ったＬＵＮが示されている。アプリ用ＬＵ管理テーブル２８は、管理者の操作により手動
で入力するか、データを格納するボリューム５３を設定するストレージ管理サーバ（図示
せず）がストレージ装置５を管理するサーバに問い合わせて、アプリケーション装置４と
ボリューム５３、５４の対応関係情報を解析することで自動的に作成しても良い。
【００７３】
　図９に、データ関連情報テーブル２９の例を示す。データ関連情報テーブル２９は、ア
プリケーション装置４からは入手できないデータに関する情報を入手し、管理するための
テーブルである。アプリケーション装置４から入手できない情報としては、ストレージ装
置５のコピー機能を使ったデータの複製関係、バックアップ管理ソフトによるデータのバ
ックアップ情報、データが格納されているストレージ装置５の信頼性や性能に関する情報
などがある。ストレージ装置５の信頼性に関する情報としては、アプリ・データが格納さ
れているボリューム５３のＲＡＩＤレベルが例として挙げられる。ストレージ装置５の信
頼性に関する情報としては、同ボリューム５３のドライブ種別がファイバチャネル（Fibr
e Channel）ドライブかＳＡＴＡ（Serial AT Attachment）ドライブかの違いなどが例と
して挙げられる。
【００７４】
　対象とする関連情報によってデータ関連情報テーブル２９の内容は異なる。図９の例で
は、ストレージ装置５によるボリューム５３のコピーと、バックアップ管理サーバ（図示
せず）のバックアップ管理ソフトによるアプリケーション・データのバックアップを対象
にした。以下、この前提で説明を続ける。
【００７５】
　データ関連情報テーブル２９は、データ管理ソフトのＩＰアドレス２９Ａ、データ管理
ソフト種別２９Ｂ、データ関連情報入手方法２９Ｃ、コピー元ＬＵＮ２９Ｄ、コピー先Ｌ
ＵＮ２９Ｅから構成される。
【００７６】
　データ管理ソフトとは、アプリケーション装置４以外にアプリケーション・データを管
理するソフトウェアのことであり、ストレージ装置５上でボリューム５３のコピーを作成
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するプログラムや、バックアップ管理ソフトなどを指す。
【００７７】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、ＩＰアドレス２９Ａによってデータ管理
ソフトのアクセス先が分かり、データ管理ソフト種別２９Ｂによりデータ管理ソフトを特
定する。データ関連情報入手方法２９Ｃは、データ管理ソフトからデータ関連情報を参照
するための方法について示している。例えば、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３
は、データ関連情報入手方法２９Ｃがストレージ制御プログラム２４の場合、アプリ・デ
ータ仮想化ファイル・サーバ３上で該プログラムを動作させることでストレージ装置５か
らデータ関連情報を取得することができる。コピー元ＬＵＮ２９Ｄとは、データコピーや
バックアップの対象となるデータが入ったストレージ装置５内でのＬＵＮを指す。例えば
、バックアップの場合、アプリケーション・データが格納されたボリューム５３がコピー
元ＬＵＮ２９Ｄになる。コピー先ＬＵＮ２９Ｅとは、コピー先やバックアップ・データが
格納されたストレージ装置５内のＬＵＮを指す。
【００７８】
　図１０、図１１に、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３のＣＰＵ３１がデータ・
ディスカバリプログラム２１を実行することにより実現するデータ・ディスカバリ機能の
処理フローについて説明する。このデータ・ディスカバリ機能により、データ管理テーブ
ル２６が作成・更新され、インデックスが作成・更新される。
【００７９】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、例えば、１時間ごとに、アプリ登録・管
理テーブル２７のエントリの先頭から順に、ＩＰアドレス２７Ａに対応する各アプリケー
ション装置４に対してステップＳＰ２以下の処理を行う（ステップＳＰ１）。
【００８０】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、アプリ登録・管理テーブル２７内のすべ
てのエントリについて処理を完了したか否かをチェックする（ステップＳＰ２）。アプリ
・データ仮想化ファイル・サーバ３は、もし、アプリ登録・管理テーブル２７内のすべて
のエントリについて処理を完了した場合（ステップＳＰ２：ＹＥＳ）、データ・ディスカ
バリ機能の処理を完了する。
【００８１】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、アプリ登録・管理テーブル２７内のすべ
てのエントリについて処理を完了していない場合（ステップＳＰ２：ＮＯ）、アプリ登録
・管理テーブル２７のアカウント情報リスト２７Ｃを参照し、当該アカウント情報リスト
２７Ｃの先頭から順に、アカウント情報を使ってステップＳＰ４以下の処理を行う（ステ
ップＳＰ３）。
【００８２】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、アカウント情報リスト２７Ｃ内のすべて
のアカウントで処理を終えたか否かをチェックする（ステップＳＰ４）。アプリ・データ
仮想化ファイル・サーバ３は、もし、アカウント情報リスト２７Ｃ内のすべてのアカウン
トで処理を終えた場合（ステップＳＰ４：ＹＥＳ）、ステップＳＰ２に戻る。
【００８３】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、アカウント情報リスト２７Ｃ内のすべて
のアカウントで処理を終えていない場合（ステップＳＰ４：ＮＯ）、ステップＳＰ３で選
択したアカウント情報リスト２７Ｃのアカウント情報を使って、アプリケーション装置４
にログインを行う（ステップＳＰ５）。
【００８４】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、アプリケーション装置４のリスティング
６１Ｏ（例えば、サーチ・コマンド）を使って、利用しているアカウント（クライアント
装置２）がアクセス可能な全データのリストを得る（ステップＳＰ６）。
【００８５】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、リスト内の各データについてステップＳ
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Ｐ８以下の処理を行う（ステップＳＰ７）。
【００８６】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、リスト内の全てのデータについて処理が
終わったか否かをチェックする（ステップＳＰ８）。アプリ・データ仮想化ファイル・サ
ーバ３は、もし、リスト内の全てのデータについて処理が終わった場合（ステップＳＰ８
：ＹＥＳ）、ステップＳＰ１５に進む。
【００８７】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、リスト内の全てのデータについて処理が
終わっていない場合（ステップＳＰ８：ＮＯ）、データ管理テーブル２６のエントリを検
索し、該データがエントリとして登録されているかどうかをチェックする（ステップＳＰ
９）。チェックには、オリジナル格納位置の情報が一致するかで判断する。アプリ・デー
タ仮想化ファイル・サーバ３は、もし、検索したデータがエントリとして登録されていな
い、すなわち、新規データであった場合（ステップＳＰ９：ＹＥＳ）、ステップＳＰ１０
に進む。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、もし、既に登録済みであった、す
なわち、新規データでない場合（ステップＳＰ９：ＮＯ）、ステップＳＰ１１に進む。
【００８８】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、新規データであった場合（ステップＳＰ
９：ＹＥＳ）、該データをデータ管理テーブル２６に新規登録する（ステップＳＰ１０）
。その際、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、オリジナル格納位置２６Ｂに、
該データの格納位置情報を入れる。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、該デー
タの更新時刻をアプリケーション装置４の属性参照６１Ｐ（例えば、ストア・コマンド）
を使って入手し、オリジナル更新時刻２６Ｃに入れる。アプリ・データ仮想化ファイル・
サーバ３は、現在アプリケーション装置４にログインしているアカウント情報２６Ｄとす
る。また、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、アプリの属性参照６１Ｐを使っ
てデータへのアクセス権情報を入手し、それもアカウント情報２６Ｄとする。アプリ・デ
ータ仮想化ファイル・サーバ３は、コピー数２６Ｅをゼロ、更新先格納位置２６Ｆをクリ
アする。その後、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、ステップＳＰ１４に進む
。
【００８９】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、登録済みデータの場合（ステップＳＰ９
：ＮＯ）、そのデータが前回のディスカバリ時から更新されたかどうかをチェックする（
ステップＳＰ１１）。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、現時点でのデータの
更新時刻を、アプリケーション装置４の属性参照６１Ｐを使って得る。アプリ・データ仮
想化ファイル・サーバ３は、前回の更新時刻を、データ管理テーブル２６のオリジナル更
新時刻２６Ｃを参照する。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、両者を比較して
、一致していなければ更新されたと判断する。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３
は、更新されていた場合（ステップＳＰ１２：ＹＥＳ）、ステップＳＰ１３に進む。アプ
リ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、更新されていなかった場合（ステップＳＰ１２
：ＮＯ）、ステップＳＰ８に戻る。
【００９０】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、データ管理テーブル２６の更新先格納位
置２６Ｆを参照し、そのデータの更新データが更新データ用のボリューム５３に存在して
いるかどうかをチェックする（ステップＳＰ１２）。アプリ・データ仮想化ファイル・サ
ーバ３は、更新データが更新データ用のボリューム５３に存在している場合（ステップＳ
Ｐ１３：ＹＥＳ）、ステップＳＰ１３に進む。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３
は、更新データが更新データ用のボリューム５３に存在していない場合（ステップＳＰ１
３：ＮＯ）、データ管理テーブル２６のオリジナル更新時刻２６Ｃを最近の更新時刻で更
新し、ステップＳＰ１４に進む。
【００９１】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、更新されたオリジナル・データを新規デ
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ータとして、データ管理テーブル２６に登録する（ステップＳＰ１３）。登録処理内容は
、ステップＳＰ１０と同じである。
【００９２】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、アプリケーション装置４のリード６１Ｓ
を使って該データの内容を参照し、検索用のインデックスを作成・更新する（ステップＳ
Ｐ１４）。その後、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、ステップＳＰ８に戻る
。インデックスのデータ構造やインデックスの作成方法は、従来の検索技術と同じである
ため、説明を省略する。
【００９３】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、全データについて処理を終えた場合（ス
テップＳＰ８：ＹＥＳ）、データのリストとデータ管理テーブル２６のエントリを比較し
、データ管理テーブル２６には存在するがデータ・リストには存在しない、削除されたデ
ータがあるかをチェックする（ステップＳＰ１５）。アプリ・データ仮想化ファイル・サ
ーバ３は、もし、削除されたデータがない場合（ステップＳＰ１５：ＮＯ）、ステップＳ
Ｐ４に戻る。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、もし、削除されたデータがあ
る場合（ステップＳＰ１５：ＹＥＳ）、ステップＳＰ１６に進む。
【００９４】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、削除されたデータに関し、データ管理テ
ーブル２６の更新先格納位置２６Ｆを参照し、そのデータの更新データが更新データ用の
ボリューム５４に存在するかどうかをチェックする（ステップＳＰ１６）。アプリ・デー
タ仮想化ファイル・サーバ３は、もし、更新データが更新データ用のボリューム５４に存
在する場合（ステップＳＰ１５：ＹＥＳ）、データをそのまま残すため、ステップＳＰ４
に戻る。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、もし、更新データが更新データ用
のボリューム５４に存在しない場合（ステップＳＰ１５：ＮＯ）、ステップＳＰ１７に進
む。
【００９５】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、データ管理テーブル２６から削除された
データのエントリを削除し（ステップＳＰ１６）、その後、ステップＳＰ４に戻る。
【００９６】
　図１２に、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３のＣＰＵ３１がデータ関連情報入
手プログラム２２を実行することにより実現するデータ関連情報入手機能の処理フローに
ついて説明する。このデータ関連情報入手機能により、データ関連情報テーブル２９が作
成・更新される。
【００９７】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、データ管理テーブル２６の全エントリに
つき、コピー数の欄をゼロでクリアされると（初期化されると）、データ関連情報テーブ
ル２９にあるエントリの先頭から順番に、各データ管理ソフトに対して、ステップＳＰ２
２以下の処理を実行する（ステップＳＰ２１）。
【００９８】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、全てのデータ管理ソフトについて処理が
完了した場合（ステップＳＰ２２：ＹＥＳ）、ステップＳＰ２７に進む。
【００９９】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、全てのデータ管理ソフトについて処理が
完了していない場合（ステップＳＰ２２：ＮＯ）、データ関連情報テーブル２９のデータ
関連情報入手方法２９Ｃの手段を使って、データ管理ソフトからその管理ソフトが管理し
ている全ボリューム５３、５４のリストを取得する（ステップＳＰ２３）。ここで、アプ
リ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、データ管理ソフトがストレージ制御プログラム
５２の場合、直接ボリューム５３、５４の情報を入手することができる。しかし、アプリ
・データ仮想化ファイル・サーバ３は、データ管理ソフトがバックアップ管理ソフトの場
合、通常データのバックアップを、ファイル・システムやアプリケーション装置４をバッ



(19) JP 5046863 B2 2012.10.10

10

20

30

40

50

クアップ元として指定するため、それらデータが格納されるＬＵＮが特定できない。そこ
で、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、バックアップの定義ファイルを元に、
バックアップ対象データが格納されたＬＵＮをストレージ制御ソフトなどを使って決定す
る。この決定方法は、従来技術で実施可能である。
【０１００】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、得られたボリューム５３、５４のリスト
を元に、個々のボリューム５３、５４についてコピー関係情報を取得する（ステップＳＰ
２４）。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、データ管理ソフトがストレージ装
置５の場合、コピー元ＬＵＮとコピー先ＬＵＮを得ることができる。アプリ・データ仮想
化ファイル・サーバ３は、データ管理ソフトがバックアップ管理ソフトの場合、バックア
ップ先がテープ装置のときにはコピー先ＬＵＮを決定できないため、コピー元ＬＵＮだけ
決定する。
【０１０１】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、得られたコピー元ＬＵＮとコピー先ＬＵ
Ｎの関連情報をデータ関連情報テーブルに、コピー元ＬＵＮ２９Ｄとコピー先ＬＵＮ２９
Ｅとして記録する（ステップＳＰ２５）。
【０１０２】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、全てのボリューム５３、５４について関
連情報を取得したか否かをチェックする（ステップＳＰ２６）。アプリ・データ仮想化フ
ァイル・サーバ３は、全てのボリューム５３、５４についてコピー関係情報を取得した場
合（ステップＳＰ２６：ＹＥＳ）、ステップＳＰ２２に戻る。アプリ・データ仮想化ファ
イル・サーバ３は、まだ、全てのボリューム５３、５４についてコピー関係情報を取得し
ていない場合（ステップＳＰ２６：ＮＯ）、ステップＳＰ２４に戻る。
【０１０３】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、データ関連情報テーブル２９内のコピー
元ＬＵＮ２９Ｄとコピー先ＬＵＮ２９Ｅ、及びアプリ用ＬＵ管理テーブル２８内の利用Ｌ
ＵＮ２８Ｃを比較し、利用ＬＵＮ２８Ｃがコピー元ＬＵＮ２９Ｄもしくはコピー先ＬＵＮ
２９Ｅのどちらかに一致しているかをチェックする（ステップＳＰ２７）。
【０１０４】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、コピー元ＬＵＮ２９Ｄと一致していた場
合（ステップＳＰ２６：ＹＥＳ）、データ管理テーブル２６の該アプリケーション装置４
が持つ全データのコピー数２６Ｅを１加算すること等により、データ関連情報テーブル２
９を更新する（ステップＳＰ２８）。例えば、利用ＬＵＮ２８Ｃがストレージ制御プログ
ラム５２によってコピーされ、さらに、バックアップ管理ソフトによってバックアップさ
れていた場合、コピー数は、２となる。
【０１０５】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、全利用ＬＵＮ２８Ｃについてデータ関連
情報テーブル２９との一致性をチェックした場合（ステップＳＰ２９：ＹＥＳ）、データ
関連情報入手処理を完了する。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、まだ、全利
用ＬＵＮ２８Ｃについてデータ関連情報テーブル２９との一致性をチェックしていない場
合（ステップＳＰ２９：ＮＯ）、ステップＳＰ２７に戻る。
【０１０６】
　図１３に、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３のＣＰＵ３１が統一ファイル・サ
ーバプログラム２３を実行することにより実現する統一ファイル・サーバ機能の処理フロ
ーを説明する。統一ファイル・サーバ機能では、クライアント装置２から統一アクセス手
段でデータへのアクセス要求を受領し、その要求を下位のアプリケーション装置４に特化
したアクセス手段に変換して転送することで、アクセス要求を処理する機能を実現する。
【０１０７】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、クライアント装置２から統一アクセス手
段（図７の例ではＮＦＳ）によってデータへのアクセス要求を受領する（ステップＳＰ３
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１）。アクセス要求のフォーマットは、アクセス内容によって異なるため、アクセス内容
毎の処理の説明時に説明する。
【０１０８】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、アクセス要求内のコマンド種別を参照し
、コールする処理ルーチンを決定する（ステップＳＰ３２）。コマンド種別としては、検
索、作成、ライト、リード、削除、属性参照、属性更新がある。アプリ・データ仮想化フ
ァイル・サーバ３は、それぞれのコマンド種別に対応した処理ルーチン（ステップＳＰ３
３～ＳＰ３９）を呼び出して実行する。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、コ
マンド毎の処理が完了した場合、統一ファイル・サーバ機能の処理を終える。
【０１０９】
　図１４に、クライアント装置２からのアクセス要求が、データの検索だった場合の要求
フォーマットである検索要求７１を示す。検索要求７１では、アクセス要求内のコマンド
種別を省略している。検索要求７１では、検索キーワード７１Ａが指定され、検索対象を
絞りこみたいときには、検索するアプリケーション装置４を絞りこむためのアプリ７１Ｂ
がさらに指定される。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、検索キーワードを含
むデータのリストをクライアント装置２に返す。アプリ７１Ｂ指定時は、そのアプリケー
ション装置４が持つデータのみを検索対象とする。検索対象データの絞込みかたは、アプ
リケーション装置４だけに限らず、アプリケーション装置４独自の属性情報を指定したり
する実施例も考えられる。
【０１１０】
　図１５に、検索処理であるステップＳＰ３３の処理フローを示す。本処理は、統一ファ
イル・サーバ機能のサブ・ルーチンとして呼び出される。
【０１１１】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、検索要求７１内に、アプリ７１Ｂが指定
されているかどうかをチェックする（ステップＳＰ４１）。アプリ・データ仮想化ファイ
ル・サーバ３は、アプリ７１Ｂが指定されている場合（ステップＳＰ４１：ＹＥＳ）、ス
テップＳＰ４３に進む。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、アプリ７１Ｂが指
定されていない場合（ステップＳＰ４１：ＮＯ）、ステップＳＰ４２に進む。
【０１１２】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、ユーザ（クライアント装置２）がアクセ
ス権を持つデータ群を対象に、インデックスから検索キーワードにマッチするデータ群を
検索する（ステップＳＰ４２）。ユーザがアクセス権を持つかどうかは、データ管理テー
ブル２６のアカウント情報２６Ｄを参照する。
【０１１３】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、ユーザがアクセス権を持ち、かつ、指定
されたアプリ７１Ｂのデータ群を対象に、インデックスから検索キーワードにマッチする
データ群を検索する（ステップＳＰ４３）。ユーザがアクセス権を持つかどうかは、デー
タ管理テーブル２６のアカウント情報２６Ｄの欄を参照する。指定されたアプリ７１Ｂの
データかどうかは、データ管理テーブル２６のＩＰアドレス２６Ｇとアプリ種別２６Ｈを
参照する。
【０１１４】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、マッチした（検索された）データ群に対
して、データ管理テーブル２６からデータに対応する仮想識別子２６Ａをリードする（ス
テップＳＰ４４）。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、検索結果に仮想識別子
２６Ａを含め、続くデータの参照・更新時にはクライアント装置２に仮想識別子２６Ａを
指定させるためである。
【０１１５】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、アプリ用ＬＵ管理テーブル２８とデータ
関連情報テーブル２９を参照し、そのデータが格納されているボリューム５３、５４がコ
ピー先のボリューム５３、５４かどうかをチェックし、もしコピー先のボリューム５３、
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５４であれば、検索結果に含めない（ステップＳＰ４５）。これにより、検索結果のリス
トが短くなり、ユーザは、必要なデータを探しやすくなる。
【０１１６】
　次に、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、ステップＳＰ４５を実行した後の
残った検索結果のデータを、図１６の並び替え結果８１に示すように、データ管理テーブ
ル２６のコピー数２６Ｅが多い順に並べ替える（ステップＳＰ４６）。
【０１１７】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、データ名とその仮想識別子２６Ａをセッ
トにし、これを検索処理結果としてクライアント装置２に返す。その後、アプリ・データ
仮想化ファイル・サーバ３は、検索処理であるステップＳＰ３３を完了する。
【０１１８】
　なお、ステップＳＰ４５とステップＳＰ４６の別の実施例として、図１６の並び替え結
果８２に示すように、コピー関係にあるデータの親子関係を元に、検索処理結果でオリジ
ナル・データをトップに、コピー・データをオリジナル・データから段下げして表示する
ことも考えられる。これにより、ユーザは、データの親子関係を視覚的に理解しやすくな
る。
【０１１９】
　さらに、ステップＳＰ４５とステップＳＰ４６の別の実施例として、図１６の並び替え
結果８３に示すように、先に述べた信頼性や性能の情報を、検索処理結果やデータのリス
ティング結果に合わせて表示することも考えられる。これにより、ユーザは、データが格
納されているボリューム５３、５４の信頼性や性能の情報を視覚的に理解しやすくなる。
【０１２０】
　図１７に、新規データ作成時の要求フォーマットである新規データ作成要求７２の例を
示す。新規データ作成要求７２では、アプリケーション・データ内か更新データ用のボリ
ューム５４内に新しいデータを作成する。新規データ作成要求７２は、ファイル名７２Ａ
が指定され、必要であれば新規データを作成するアプリケーション装置４であるアプリ７
２Ｂが指定される。
【０１２１】
　図１８に、データの作成処理であるステップＳＰ３４の処理フローを示す。本処理は、
統一ファイル・サーバ機能のサブ・ルーチンとして呼び出される。
【０１２２】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、新規データ作成要求７２内に、アプリ７
２Ｂが指定されているかどうかをチェックする（ステップＳＰ５１）。アプリ・データ仮
想化ファイル・サーバ３は、アプリ７２Ｂが指定されている場合（ステップＳＰ５１：Ｙ
ＥＳ）、ステップＳＰ５３に進む。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、アプリ
７２Ｂが指定されていない場合（ステップＳＰ５１：ＮＯ）、ステップＳＰ５２に進む。
【０１２３】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、更新データ用のボリューム５４に指定さ
れたファイル名でデータを作成する（ステップＳＰ５２）。更新データ用のボリューム５
４には、ファイル単位でデータが書き込めるようファイル・システムやＮＡＳを利用する
。
【０１２４】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、アプリ７２Ｂ指定がある場合（ステップ
ＳＰ５１：ＹＥＳ）、アプリ登録・管理テーブル２７の更新可否２７Ｄを参照し、そのア
プリケーション装置４がデータ更新可能かどうかを判定する（ステップＳＰ５３）。アプ
リ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、更新不可のアプリケーション装置４である場合
（ステップＳＰ５３：ＮＯ）、そのアプリケーション装置４内にはデータを作成できない
ので、ステップＳＰ５２に進む。
【０１２５】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、更新可能なアプリケーション装置４の場
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合（ステップＳＰ５３：ＹＥＳ）、そのアプリケーション装置４のデータ作成コマンドを
使ってデータを作成するために、新規データ作成要求７２を指定して変換プログラム２５
を呼び出す。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、変換プログラム２５内で、実
際そのアプリケーション装置４用のデータ作成用コマンドを使って、アプリケーション装
置４内にデータを作成する（ステップＳＰ５４）。
【０１２６】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、作成したデータをデータ管理テーブル２
６に新規登録する。その際、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、新しい仮想識
別子２６Ａをそのデータに割り当てる。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、必
要があれば、データ関連情報テーブル２９を使って、そのデータのコピー数を計算する。
【０１２７】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、仮想識別子２６Ａをクライアント装置２
に返す。この仮想識別子２６Ａは、クライアント装置２が継続して作成したファイルにデ
ータを書き込む際に利用する。その後、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、デ
ータの作成処理であるステップＳＰ３４を完了する。
【０１２８】
　図１９に、データ・ライト時の要求フォーマットであるライト要求７３の例を示す。デ
ータ・ライト時は、アプリ・データ自体を更新可能な場合はアプリ・データを更新し、ア
プリ・データが更新不可能な場合は、更新対象のデータを一旦更新データ用のボリューム
５４にコピーし、そのコピーしたデータを更新する。ライト要求７３では、データ・ライ
トを行うデータを特定する仮想識別子７３Ａ、データを更新する位置（ファイルの先頭位
置からのオフセット）７３Ｂ、更新データのデータ長７３Ｃ、及びデータ７３Ｄ自体が指
定される。
【０１２９】
　図２０に、データ・ライト処理であるステップＳＰ３５の処理フローを示す。本処理は
、統一ファイル・サーバ機能のサブ・ルーチンとして呼び出される。
【０１３０】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、データ管理テーブル２６のオリジナル格
納位置２６ＢのＩＰアドレス２６Ｇとアプリ種別２６Ｈを参照し、指定された仮想識別子
２６Ａに対応するアプリケーション装置４を特定する（ステップＳＰ６１）。
【０１３１】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、データ管理テーブル２６のアカウント情
報２６Ｄを参照し、ライト要求７３をしたクライアント装置２にそのデータのアクセス権
限があるかどうかをチェックする（ステップＳＰ６２）。アプリ・データ仮想化ファイル
・サーバ３は、もし、ライト要求７３をしたクライアント装置２にそのデータのアクセス
権限がない場合（ステップＳＰ６２：ＮＯ）、ステップＳＰ６３に進む。
【０１３２】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、ライト要求７３をしたクライアント装置
２がアプリ・データへのライト権限がないため、クライアント装置２にエラーを返して（
ステップＳＰ６３）、その後、データ・ライト処理であるステップＳＰ３５を完了する。
【０１３３】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、ライト要求７３をしたクライアント装置
２にそのデータのアクセス権限がある場合（ステップＳＰ６２：ＹＥＳ）、アプリ登録・
管理テーブル２７の更新可否２７Ｄを参照し、特定したデータのアプリケーション装置４
が更新可能なアプリケーション装置４かどうかをチェックする（ステップＳＰ６４）。ア
プリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、更新可能なアプリケーション装置４の場合（
ステップＳＰ６４：ＹＥＳ）、ステップＳＰ６５に進む。アプリ・データ仮想化ファイル
・サーバ３は、更新不可のアプリケーション装置４である場合（ステップＳＰ６４：ＮＯ
）、ステップＳＰ６６に進む。
【０１３４】
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　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、そのアプリケーション装置４のデータ・
ライト用コマンドを使ってデータを更新するために、ライト要求７３を指定して変換プロ
グラム２５を呼び出す。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、変換プログラム２
５内で、実際にそのアプリケーション装置４用のデータ・ライト用コマンドを使ってアプ
リケーション装置４内のデータを更新する（ステップＳＰ６５）。また、アプリ・データ
仮想化ファイル・サーバ３は、更新データのフォーマットも、アプリケーション装置４の
フォーマットに変換したのちに、アプリ・データをそのデータで更新する。
【０１３５】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、更新不可のアプリケーション装置４であ
る場合（ステップＳＰ６４：ＮＯ）、データ管理テーブル２６の更新先格納位置２６Ｆを
参照し、既に更新データが存在するかどうかをチェックする（ステップＳＰ６６）。アプ
リ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、更新データが存在しない場合（ステップＳＰ６
６：ＮＯ）、ステップＳＰ６７に進む。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、更
新データが存在する場合（ステップＳＰ６６：ＹＥＳ）、ステップＳＰ６９に進む。
【０１３６】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、アプリケーション装置４から更新対象の
データを更新データ用のボリューム５４にコピーするため、ライト要求７３に基づいて作
成されるリード要求を指定して変換プログラム２５を呼び出す。アプリ・データ仮想化フ
ァイル・サーバ３は、その結果リードしたデータを、データ・フォーマットを統一フォー
マットに変換してから、更新データ用のボリューム５４に新規データとして書き込む（ス
テップＳＰ６７）。
【０１３７】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、データ更新テーブル２６の更新先格納位
置２６Ｆに、更新データ用のボリューム５４にコピーしたデータの情報を記録する（ステ
ップＳＰ６８）。
【０１３８】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、更新データ用のボリューム５４内の更新
データを更新する（ステップＳＰ６９）。
【０１３９】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、クライアント装置２に処理終了の旨を応
答して（ステップＳＰ７０）、その後、データ・ライト処理であるステップＳＰ３５を完
了する。
【０１４０】
　図２１に、データ・リード時の要求フォーマットであるリード要求７４の例を示す。デ
ータ・リード時は、アプリ・データ自体をリードする。ただし、アプリ・データが更新不
可の場合で、すでにそのデータを更新していた場合は、最新データが更新データ用のボリ
ューム５４に存在するため、そちらのデータをリードする。リード要求７４では、データ
・リードを行うデータを特定する仮想識別子７４Ａ、データをリードする位置（ファイル
の先頭位置からのオフセット）７４Ｂ、及びリードするデータ長７４Ｃが指定される。
【０１４１】
　図２２に、データ・リード処理であるステップＳＰ３６の処理フローを示す。本処理は
、統一ファイル・サーバ機能のサブ・ルーチンとして呼び出される。
【０１４２】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、データ管理テーブル２６のオリジナル格
納位置２６ＢのＩＰアドレス２６Ｇとアプリ種別２６Ｈを参照し、指定された仮想識別子
２６Ａに対応するアプリケーション装置４を特定する（ステップＳＰ７１）。
【０１４３】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、データ管理テーブル２６のアカウント情
報２６Ｄを参照し、リード要求７４をしたクライアント装置２にそのデータのアクセス権
限があるかどうかをチェックする（ステップＳＰ７２）。アプリ・データ仮想化ファイル
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・サーバ３は、もし、リード要求７４をしたクライアント装置２にそのデータのアクセス
権限がない場合（ステップＳＰ７２：ＮＯ）、ステップＳＰ７３に進む。
【０１４４】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、リード要求７４をしたクライアント装置
２がアプリ・データへのリード権限がないため、クライアント装置２にエラーを返して（
ステップＳＰ７３）、その後、データ・リード処理であるステップＳＰ３６を完了する。
【０１４５】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、リード要求７４をしたクライアント装置
２にそのデータのアクセス権限がある場合（ステップＳＰ７２：ＹＥＳ）、データ管理テ
ーブル２６の更新先格納位置２６Ｆを参照し、更新データが存在するかどうかをチェック
する（ステップＳＰ７４）。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、更新データが
存在しない場合（ステップＳＰ７４：ＮＯ）、ステップＳＰ７５に進む。アプリ・データ
仮想化ファイル・サーバ３は、更新データが存在する場合（ステップＳＰ７４：ＹＥＳ）
、ステップＳＰ７７に進む。
【０１４６】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、そのアプリケーション装置４のデータ・
リード用コマンドを使ってデータをリードするために、リード要求７４を指定して変換プ
ログラム２５を呼び出す。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、変換プログラム
２５内で、実際にそのアプリケーション装置４用のデータ・リード用コマンドを使ってア
プリケーション装置４内のデータをリードする（ステップＳＰ７５）。
【０１４７】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、そのアプリケーション装置４からリード
したデータのフォーマットを統一フォーマット（図７の例ではＮＦＳ）に変換する（ステ
ップＳＰ７６）。
【０１４８】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、更新データ用のボリューム５４からデー
タをリードする（ステップＳＰ７７）。
【０１４９】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、リード・データをクライアント装置２に
送信して（ステップＳＰ７８）、その後、データ・リード処理であるステップＳＰ３６を
完了する。
【０１５０】
　図２３に、データ削除時の要求フォーマットある削除要求７５の例を示す。データ削除
時は、アプリ・データ自体を削除する。ただし、更新データが存在する場合は、更新デー
タの方を削除する。削除要求７５では、削除したデータの仮想識別子７５Ａを指定する。
【０１５１】
　図２４に、削除処理であるステップＳＰ３７の処理フローを示す。本処理は、統一ファ
イル・サーバ機能のサブ・ルーチンとして呼び出される。
【０１５２】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、データ管理テーブル２６のオリジナル格
納位置２６ＢのＩＰアドレス２６Ｇとアプリ種別２６Ｈを参照し、指定された仮想識別子
２６Ａに対応するアプリケーション装置４を特定する（ステップＳＰ８１）。
【０１５３】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、データ管理テーブル２６のアカウント情
報２６Ｄを参照し、削除要求７５をしたクライアント装置２にそのデータのアクセス権限
があるかどうかをチェックする（ステップＳＰ８２）。アプリ・データ仮想化ファイル・
サーバ３は、もし、削除要求７５をしたクライアント装置２にそのデータのアクセス権限
がない場合（ステップＳＰ８２：ＮＯ）、ステップＳＰ８３に進む。
【０１５４】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、削除要求７５をしたクライアント装置２
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がアプリ・データへの削除権限がないため、クライアント装置２にエラーを返して（ステ
ップＳＰ８３）、その後、削除処理であるステップＳＰ３７を完了する。
【０１５５】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、削除要求７５をしたクライアント装置２
にそのデータのアクセス権限がある場合（ステップＳＰ８２：ＹＥＳ）、データ管理テー
ブル２６の更新先格納位置２６Ｆを参照し、既に更新データが存在するかどうかをチェッ
クする（ステップＳＰ８４）。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、更新データ
が存在しない場合（ステップＳＰ８４：ＮＯ）、ステップＳＰ８５に進む。アプリ・デー
タ仮想化ファイル・サーバ３は、更新データが存在する場合（ステップＳＰ８４：ＹＥＳ
）、ステップＳＰ８７に進む。
【０１５６】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、アプリ登録・管理テーブル２７の更新可
否２７Ｄを参照し、特定したデータのアプリケーション装置４が削除可能（更新可能）な
アプリケーション装置４かどうかをチェックする（ステップＳＰ８５）。アプリ・データ
仮想化ファイル・サーバ３は、削除可能（更新可能）なアプリケーション装置４の場合（
ステップＳＰ８５：ＹＥＳ）、ステップＳＰ８６に進む。アプリ・データ仮想化ファイル
・サーバ３は、削除不可（更新不可）のアプリケーション装置４である場合（ステップＳ
Ｐ８５：ＮＯ）、ステップＳＰ８３に進む。なお、この場合、ステップＳＰ８３では、ア
プリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、アプリケーション装置４が削除不可のライア
ント装置２であるため、クライアント装置２にエラーを返す。
【０１５７】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、そのアプリケーション装置４のデータ・
削除用コマンドを使ってデータを削除するために、削除要求７５を指定して変換プログラ
ム２５を呼び出す。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、変換プログラム２５内
で、実際にそのアプリケーション装置４用のデータ・削除用コマンドを使ってアプリケー
ション装置４内のデータを削除する（ステップＳＰ８６）。
【０１５８】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、更新データ用のボリューム５４内からデ
ータを削除する（ステップＳＰ８７）。
【０１５９】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、データ管理テーブル２６から削除したデ
ータのエントリを削除し、クライアント装置２へ応答して（ステップＳＰ８８）、その後
、削除処理であるステップＳＰ３７を完了する。
【０１６０】
　図２５に、属性参照時の要求フォーマットある属性参照要求７６の例を示す。属性参照
時は、アプリ・データの属性情報を参照する。ただし、更新データが存在する場合は、そ
の属性情報を参照する。属性参照要求７６では、属性を参照したいデータの仮想識別子７
６Ａを指定する。なお、参照する属性情報としては、例えば、図７に示す属性情報６１Ｉ
のファイル・サイズや、作成時刻等である。
【０１６１】
　図２６に、属性参照処理であるステップＳＰ３８の処理フローを示す。本処理は、統一
ファイル・サーバ機能のサブ・ルーチンとして呼び出される。
【０１６２】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、データ管理テーブル２６のオリジナル格
納位置２６ＢのＩＰアドレス２６Ｇとアプリ種別２６Ｈを参照し、指定された仮想識別子
２６Ａに対応するアプリケーション装置４を特定する（ステップＳＰ９１）。
【０１６３】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、データ管理テーブル２６のアカウント情
報２６Ｄを参照し、属性参照要求７６をしたクライアント装置２にそのデータのアクセス
権限があるかどうかをチェックする（ステップＳＰ９２）。アプリ・データ仮想化ファイ



(26) JP 5046863 B2 2012.10.10

10

20

30

40

50

ル・サーバ３は、もし、属性参照要求７６をしたクライアント装置２にそのデータのアク
セス権限がない場合（ステップＳＰ９２：ＮＯ）、ステップＳＰ９３に進む。
【０１６４】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、属性参照要求７６をしたクライアント装
置２がアプリ・データの属性参照権限がないため、クライアント装置２にエラーを返して
（ステップＳＰ９３）、その後、属性参照処理であるステップＳＰ３８を完了する。
【０１６５】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、属性参照要求７６をしたクライアント装
置２にそのデータのアクセス権限がある場合（ステップＳＰ９２：ＹＥＳ）、データ管理
テーブル２６の更新先格納位置２６Ｆを参照し、更新データが存在するかどうかをチェッ
クする（ステップＳＰ９４）。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、更新データ
が存在しない場合（ステップＳＰ９４：ＮＯ）、ステップＳＰ９５に進む。アプリ・デー
タ仮想化ファイル・サーバ３は、更新データが存在する場合（ステップＳＰ９４：ＹＥＳ
）、ステップＳＰ９７に進む。
【０１６６】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、そのアプリケーション装置４のデータ・
リード用コマンドを使ってデータをリードするために、リード要求７６を指定して変換プ
ログラム２５を呼び出す。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、変換プログラム
２５内で、実際にそのアプリケーション装置４用のデータ・リード用コマンドを使ってア
プリケーション装置４内のデータをリードする（ステップＳＰ７５）。
【０１６７】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、そのアプリケーション装置４の属性参照
用コマンドを使ってデータの属性情報を参照するために、属性参照要求を指定して変換プ
ログラム２５を呼び出す。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、変換プログラム
２５内で、実際にそのアプリケーション装置４用の属性参照用コマンドを使ってアプリケ
ーション装置４内のデータの属性情報をリードする（ステップＳＰ９５）。
【０１６８】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、そのアプリケーション装置４からリード
したデータの属性情報を統一フォーマット（図７の例ではＮＦＳ）に変換する（ステップ
ＳＰ９６）。
【０１６９】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、更新データ用のボリューム５４からデー
タの属性情報をリードする（ステップＳＰ９７）。
【０１７０】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、リードしたデータの属性情報をクライア
ント装置２に送信して（ステップＳＰ９８）、その後、属性参照処理であるステップＳＰ
３８を完了する。
【０１７１】
　図２７に、データの属性更新時の要求フォーマットである属性更新要求７７の例を示す
。属性更新時は、アプリ・データ自体の属性情報を更新可能な場合はそれを更新し、更新
不可能な場合は、対象のデータを一旦更新データ用のボリューム５４にコピーし、そのコ
ピーしたデータの属性情報を更新する。属性更新要求７７では、データを特定する仮想識
別子７７Ａ、及び属性情報７７Ｂを指定する。なお、更新する属性情報としては、例えば
、図７に示す属性情報６１Ｉのタグ情報や、任意の属性情報等である。
【０１７２】
　図２８に、属性更新処理であるステップＳＰ３９の処理フローを示す。本処理は、統一
ファイル・サーバ機能のサブ・ルーチンとして呼び出される。
【０１７３】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、データ管理テーブル２６のオリジナル格
納位置２６ＢのＩＰアドレス２６Ｇとアプリ種別２６Ｈを参照し、指定された仮想識別子
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２６Ａに対応するアプリケーション装置４を特定する（ステップＳＰ１０１）。
【０１７４】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、データ管理テーブル２６のアカウント情
報２６Ｄを参照し、属性更新要求７７をしたクライアント装置２にそのデータのアクセス
権限があるかどうかをチェックする（ステップＳＰ１０２）。アプリ・データ仮想化ファ
イル・サーバ３は、もし、属性更新要求７７をしたクライアント装置２にそのデータのア
クセス権限がない場合（ステップＳＰ１０２：ＮＯ）、ステップＳＰ６３に進む。
【０１７５】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、属性更新要求７７をしたクライアント装
置２がアプリ・データの属性更新権限がないため、クライアント装置２にエラーを返して
（ステップＳＰ１０３）、その後、属性更新処理であるステップＳＰ３９を完了する。
【０１７６】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、属性更新要求７７をしたクライアント装
置２にそのデータのアクセス権限がある場合（ステップＳＰ１０２：ＹＥＳ）、アプリ登
録・管理テーブル２７の更新可否２７Ｄを参照し、特定したデータのアプリケーション装
置４が更新可能なアプリケーション装置４かどうかをチェックする（ステップＳＰ１０４
）。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、更新可能なアプリケーション装置４の
場合（ステップＳＰ１０４：ＹＥＳ）、ステップＳＰ１０５に進む。アプリ・データ仮想
化ファイル・サーバ３は、更新不可のアプリケーション装置４である場合（ステップＳＰ
１０４：ＮＯ）、ステップＳＰ１０７に進む。
【０１７７】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、クライアント装置２が指定した属性情報
を、そのアプリケーション装置４独自の属性情報のフォーマットに変換する（ステップＳ
Ｐ１０４）。
【０１７８】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、そのアプリケーション装置４の属性更新
用コマンドを使って属性情報を更新するために、属性更新要求７７を指定して変換プログ
ラム２５を呼び出す。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、変換プログラム２５
内で、実際にそのアプリケーション装置４用の属性更新用コマンドを使ってアプリ・デー
タの属性情報を更新する（ステップＳＰ１０６）。
【０１７９】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、更新不可のアプリケーション装置４であ
る場合（ステップＳＰ１０４：ＮＯ）、データ管理テーブル２６の更新先格納位置２６Ｆ
を参照し、既に更新データが存在するかどうかをチェックする（ステップＳＰ１０７）。
アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、更新データが存在しない場合（ステップＳ
Ｐ１０７：ＮＯ）、ステップＳＰ１０８に進む。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ
３は、更新データが存在する場合（ステップＳＰ１０７：ＹＥＳ）、ステップＳＰ１１０
に進む。
【０１８０】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、アプリケーション装置４から属性更新対
象のデータを更新データ用のボリューム５４にコピーするため、属性更新要求７７に基づ
いて作成されるリード要求を指定して変換プログラム２５を呼び出す。アプリ・データ仮
想化ファイル・サーバ３は、その結果リードしたデータを、データ・フォーマットを統一
フォーマットに変換してから、更新データ用のボリューム５４に新規データとして書き込
む（ステップＳＰ１０８）。
【０１８１】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、データ更新テーブル２６の更新先格納位
置２６Ｆに、更新データ用のボリューム５４にコピーしたデータの情報を記録する（ステ
ップＳＰ１０９）。
【０１８２】
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　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、更新データ用のボリューム５４内の更新
データの属性情報をクライアント装置２が指定した属性情報で更新する（ステップＳＰ１
１０）。
【０１８３】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、クライアント装置２に処理終了の旨を応
答して（ステップＳＰ１１１）、その後、属性更新処理であるステップＳＰ３９を完了す
る。
【０１８４】
　このようにして、アプリ・データ仮想化ファイル・システム１では、アプリ・データ仮
想化ファイル・サーバ３が統一アクセス手段（図７の例ではＮＦＳ）とアプリケーション
装置４毎のアクセス手段（図７の例ではＩＭＡＰ４）とを変換する変換プログラム２５を
使い、アプリ登録・管理テーブル２７内にある全ＩＰアドレス２７に対応するアプリケー
ション装置４に対して、データ・ディスカバリ処理を行う。その結果、アプリ・データ仮
想化ファイル・サーバ３は、全データを仮想識別子で区別するデータ管理テーブル２６を
作成する。
【０１８５】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、内部でクライアント装置２からのアクセ
ス要求をアプリケーション装置４毎のアクセス要求に変換プログラム２５を使って変換す
ることで、アクセス要求を処理する。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、もし
、アクセス要求がデータの更新であり、アプリケーション・データの更新ができない場合
には、アプリ・データを一度更新データ用のボリューム５４に格納し、そのデータを更新
する。その際、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、データ管理テーブル２６で
、更新されたデータがどこにあるかを管理する。
【０１８６】
　これにより、アプリ・データ仮想化ファイル・システム１では、クライアント装置２が
、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３が提供する統一アクセス手段により、異なる
アプリケーション装置４であっても、全データにアクセスすることができ、クライアント
装置２のユーザがアプリケーション装置４毎のアクセス手段の違いを気にすることなく、
統一的な方法で複数のアプリケーション装置４をまたがってデータにアクセスすることが
できるため、データの再利用性を高めることができる。
【０１８７】
　また、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、データ・ディスカバリ時には、デ
ータの関連情報をストレージ制御プログラム２４などを使って、ストレージ装置５から入
手する。アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、その情報をデータ関連情報テーブ
ル２９に記録し、それに基づいてデータ管理テーブル２６内の各データについて検索結果
の並び順序を決めるためのスコアを計算し、データ管理テーブル２６に記録する。例えば
、コピー回数を計算することで、コピー回数が多い方が重要なデータであると考えられる
ため、コピー回数を計算することで、検索順位を並び替える処理を行う。
【０１８８】
　これにより、アプリ・データ仮想化ファイル・システム１では、データ検索を行う場合
に、データ間のコピー関係や、データが格納されているストレージ装置５の信頼性などに
よって検索結果をフィルタリングすることで、クライアント装置のデータ利用者が必要な
データを見つけやすくすることができる。
【０１８９】
（２）実施例２
　図１とは異なる構成の実施例として、図２９を説明する。
【０１９０】
　このアプリ・データ仮想化システム９１は、クライアント装置２、アプリ・データ仮想
化ファイル・サーバ９２、アプリケーション装置４及びストレージ装置９３から構成され
る。
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【０１９１】
　図１と比較して、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ９２は、アプリケーション装
置４と直接データ・アクセスを行わない点が異なる。本実施例では、アプリケーション装
置４経由でデータ・アクセスを行うのではなく、一旦アプリ・データをストレージ装置９
３側でコピーし、そのコピー・データを仮想化の対象としている。
【０１９２】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ９２のプログラムは、データ・ディスカバリプ
ログラム２１の代わりにデータ・ディスカバリプログラム９４がある点と、変換プログラ
ム２５の代わりにフォーマット解析プログラム９５がある点を除いて、実施例１と同じで
ある。ただし、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ９２は、各プログラムによる機能
を実現する際に、図１ではアプリケーション装置４経由でデータにアクセスしていたが、
本実施例ではコピー・データにアクセスする点が異なる。異なる箇所については後述する
。
【０１９３】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ９２の管理データに関しては、データ管理テー
ブル９６の構造がデータ管理テーブル２６と一部違っている。具体的には、データ管理テ
ーブル９６は、図３０に示したように、当該データ管理テーブルにおいてアプリ・データ
のオリジナル格納位置９６Ａを決定するために、アプリケーション装置４のＩＰアドレス
２６Ｇではなく、アプリ・データのコピー・データが入ったボリューム９７のＬＵＮを指
定する情報であるコピーＬＵ９６Ｂで構成される。
【０１９４】
　ストレージ装置９３には、アプリ・データのコピー・データを入れるボリューム９７が
ある。
【０１９５】
　図３１に、アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ９２のＣＰＵ３１がデータ・ディス
カバリプログラム９４を実行することにより実現するデータ・ディスカバリ機能の処理フ
ローを示す。本実施例では、アプリ・データのコピー・データに対してデータのディスカ
バリを行う。コピー・データ利用中にも、オリジナルのアプリ・データは更新されるため
、定期的にコピー・データを作成することで、データ管理テーブル９６を最新の状態に保
つ。
【０１９６】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ９２は、例えば、一日に一回程度、定期的に以
下を実行する（ステップＳＰ１２１）。
【０１９７】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ９２は、アプリ登録・管理テーブル２７にある
各ＩＰアドレス２７Ａに対応するアプリケーション装置４に対してステップＳＰ１２３以
下を実行する（ステップＳＰ１２２）。
【０１９８】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ９２は、アプリ登録・管理テーブル２７内のす
べてのエントリについて処理を完了したか否かをチェックする（ステップＳＰ１２３）。
アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ３は、もし、アプリ登録・管理テーブル２７内の
すべてのエントリについて処理を完了した場合（ステップＳＰ１２３：ＹＥＳ）、ステッ
プＳＰ１２１に戻る。
【０１９９】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ９２は、アプリ登録・管理テーブル２７内のす
べてのエントリについて処理を完了していない場合（ステップＳＰ１２３：ＮＯ）、スト
レージ制御プログラム２４を使って、アプリ・データのコピー・データを作成する（ステ
ップＳＰ１２４）。
【０２００】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ９２は、コピー・データ内に格納されている全
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データのリストを得る（ステップＳＰ１２５）。このとき、アプリ・データ仮想化ファイ
ル・サーバ３は、フォーマット解析プログラム９５を実行することにより、アプリ・デー
タの格納フォーマットを解析できるものと仮定する。アプリ・データをアプリケーション
装置４を介さずに読み書きする技術は、従来技術で実現可能である。
【０２０１】
　アプリ・データ仮想化ファイル・サーバ９２は、入手したデータに対して、図１１にお
けるステップＳＰ８以下の処理を行う。データ参照時は、アプリ・データの格納フォーマ
ットを解析して直接リードする。ステップＳＰ８以下の処理は実施例１と同様である。
【０２０２】
　図１０、図１８、図２０、図２２、図２４、図２６、図２８については、フローチャー
トの枠が二重線になっているステップが、本実施例と実施例１で異なる部分である。差異
は、コピー・データを解析してデータやデータの属性情報にアクセスするのか、アプリケ
ーション装置４経由でデータやデータの属性情報にアクセスするのかである。
【０２０３】
　例えば、図２２のデータ・リード時では、ステップＳＰ７５が異なる。実施例１ではア
プリケーション装置４のデータ・リード用コマンドを使ってアプリケーション装置４経由
でデータをリードしたが、本実施例ではコピー・データを解析して要求されたデータをリ
ードする。また、実施例１では変換プログラム２５を使って、統一アクセス手段からアプ
リケーション装置４固有のアクセス手段に変換していたが、本実施例ではフォーマット解
析プログラム９５を使って、ボリューム９７に格納されているコピー・データのフォーマ
ットを解析して、アプリケーション装置４固有のアクセス手段（フォーマット）からアプ
リケーション装置４のコピー・データを直接アクセスする統一アクセス手段（共有フォー
マット）への変換を行っている。他の図も同様である。
【０２０４】
　このようにして、アプリ・データ仮想化システム９１では、アプリ・データのコピー・
データを複数世代取得することで、コピー・データが変更されていた場合、ステップＳＰ
１２４で更新した内容が失われることを防ぐことができる。その場合、アプリ・データ仮
想化システム９１では、新しく作成したコピー・データで、古いコピー・データと内容が
異なるデータを、新しいデータとしてデータ管理テーブル９６に登録する。
【０２０５】
　また、アプリ・データ仮想化システム９１では、アプリ・データ仮想化ファイル・サー
バ９２が、アプリケーション装置４経由でデータ・アクセスを行うのではなく、一旦アプ
リ・データをストレージ装置９３側でコピーし、そのコピー・データを仮想化の対象とす
る。
【０２０６】
　これにより、アプリ・データ仮想化システム９１では、ボリューム９７に対してデータ
・アクセスがなされるため、アプリケーション装置４のデータが万が一にも加工されてし
まうような事態を未然かつ有効に防止すると共に、ボリューム５３へのアクセスがなくな
るため、アプリケーション装置４を直接使うユーザやクライアント装置に対するアプリケ
ーション装置４の性能を向上することができる。
【産業上の利用可能性】
【０２０７】
　本発明は、異なる複数のアプリケーション装置が稼動するシステムにおいて、クライア
ント装置に対して全アプリケーション装置のデータに統一的なアクセス手段を提供するシ
ステムに利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０２０８】
【図１】実施例１のアプリ・データ仮想化システムの概略的な構成を示すブロック図であ
る。
【図２】クライアント装置のハード構成を示すブロック図である。
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【図３】アプリ・データ仮想化ファイル・サーバのハード構成を示すブロック図である。
【図４】ストレージ装置のハード構成を示すブロック図である。
【図５】データ管理テーブルの説明に供する概念図である。
【図６】アプリ登録・管理テーブルの説明に供する概念図である。
【図７】ＮＦＳとＩＭＡＰ４の変換の例の説明に供する概念図である。
【図８】アプリ用ＬＵ管理テーブルの説明に供する概念図である。
【図９】データ関連情報テーブルの説明に供する概念図である。
【図１０】データ・ディスカバリ機能の処理手順を示すフローチャートである。
【図１１】データ・ディスカバリ機能の処理手順を示すフローチャートである。
【図１２】データ関連情報入手機能の処理手順を示すフローチャートである。
【図１３】統一ファイル・サーバ機能の処理手順を示すフローチャートである。
【図１４】検索要求の要求フォーマットの説明に供する概念図である。
【図１５】検索処理手順を示すフローチャートである。
【図１６】データ関係情報に基づく検索結果の並び替えの例の説明に供する概念図である
。
【図１７】データ作成要求の要求フォーマットの説明に供する概念図である。
【図１８】データ作成処理手順を示すフローチャートである。
【図１９】データ・ライト要求の要求フォーマットの説明に供する概念図である。
【図２０】データ・ライト処理手順を示すフローチャートである。
【図２１】データ・リード要求の要求フォーマットの説明に供する概念図である。
【図２２】データ・リード処理手順を示すフローチャートである。
【図２３】データ削除要求の要求フォーマットの説明に供する概念図である。
【図２４】データ削除処理手順を示すフローチャートである。
【図２５】属性参照要求の要求フォーマットの説明に供する概念図である。
【図２６】属性参照処理手順を示すフローチャートである。
【図２７】属性更新要求の要求フォーマットの説明に供する概念図である。
【図２８】属性更新処理手順を示すフローチャートである。
【図２９】実施例２のアプリ・データ仮想化システムの概略的な構成を示すブロック図で
ある。
【図３０】実施例２のデータ管理テーブルの説明に供する概念図である。
【図３１】実施例２のデータ・ディスカバリ機能の処理手順を示すフローチャートである
。
【符号の説明】
【０２０９】
１、９１……アプリ・データ仮想化システム、２……クライアント装置、３……アプリ・
データ仮想化ファイル・サーバ、４……アプリケーション装置、５……ストレージ装置、
１１……統一ファイル・システム・クライアントプログラム、２１、９４……データ・デ
ィスカバリプログラム、２２……データ関連情報入手プログラム、２３……統一ファイル
・サーバプログラム、２４……ストレージ制御プログラム、２５……変換プログラム、２
６、９６……データ管理テーブル、２７……アプリ登録・管理テーブル、２８……アプリ
用ＬＵ管理テーブル、２９……データ関連情報テーブル、３０……インデックス、３１…
…ＣＰＵ、４１……データ・アクセスプログラム、５１……データ・アクセスプログラム
、５２……ストレージ制御プログラム、５３、５４、９７……ボリューム、６１……変換
テーブル、７１……検索要求、７２……データ作成要求、７３……データ・ライト要求、
７４……データ・リード要求、７５……削除要求、７６……属性参照要求、７７……属性
更新要求
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