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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数のサーバがネットワークを介して外部ディスク装置に接続され、該サーバの各々は該
外部ディスク装置からオペレーションシステムをブートすることで起動可能となる計算機
システムにおいて、業務を稼動している現用サーバの障害発生時に、該計算機システム内
の他のサーバへと業務処理を引き継ぐフェイルオーバ方法であって、
前記現用サーバの障害発生を検知するステップと、前記現用サーバと同じサーバ構成情報
を有するサーバであって業務を稼動していない状態のサーバを、サーバと対応付けてサー
バの構成情報とサーバの状態を記録した記録手段から検索する検索ステップと、前記検索
ステップにより発見した前記現用サーバを引き継ぐサーバから該外部ディスク装置へのア
クセスを可能とするステップと、前記発見したサーバを該外部ディスク装置からブートす
るステップを有することを特徴とするフェイルオーバ方法。
【請求項２】
前記検索ステップでは、更に、前記現用サーバに対応して検索ポリシーを記録したテーブ
ルを参照し、該テーブルの検索ポリシーに従って前記現用サーバを引き継ぐべきサーバを
前記記録手段から検索することを特徴とする請求項１のフェイルオーバ方法。
【請求項３】
前記検索ステップでは、前記記録手段のサーバ構成情報にサーバの接続先ネットワークス
イッチが含まれており、前記現用サーバの接続先ネットワークスイッチと同じスイッチを
接続先とするサーバであることを引き継ぎ先のサーバの検索条件とすることを特徴とする
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請求項１のフェイルオーバ方法。
【請求項４】
ネットワークを介して外部ディスク装置と接続され、各々が該外部ディスク装置からオペ
レーションシステムをブートすることで起動可能となる複数のサーバと、該複数のサーバ
の各々を、それぞれが１台のサーバか、もしくは複数台のサーバで構成される一つの論理
サーバとして機能するように管理するパーティション管理機構を備えた管理サーバとを有
する計算機システムにおいて、ある業務を稼動している現用サーバの障害発生時に他のサ
ーバに業務処理を引き継ぐフェイルオーバ方法であって、
前記現用サーバの障害発生を検知するステップと、
前記サーバの状態と前記論理サーバを構成するサーバの台数を記録手段に記録しておき、
前記計算機システム内のサーバの中から、業務を稼動中でなく、且つ前記現用サーバが属
する論理サーバを構成するサーバの台数と同じサーバの台数を構成する別の論理サーバを
現に構成しているサーバの組を前記記録手段に基づいて検索する第１の検索ステップと、
前記第１の検索の結果発見したサーバの組から構成される論理サーバを引き継ぎ先の論理
サーバとして構成するステップと、
前記検索の結果発見したサーバの組の各サーバから前記外部ディスク装置へのアクセスを
可能にするステップと、前記発見したサーバの組の各サーバを前記外部ディスク装置から
ブートするステップを有することを特徴とするフェイルオーバ方法。
【請求項５】
前記第１の検索ステップで該当するサーバの組が発見されない場合には、業務を稼動中で
なく、且つ前記現用サーバが属す論理サーバを構成するサーバ台数と同じ台数の論理サー
バを構成可能なサーバの組を検索する第２の検索ステップ、前記第２の検索ステップで発
見されたサーバの組を一つの論理サーバとするステップをさらに有する請求項４のフェイ
ルオーバ方法。
【請求項６】
前記検索ステップにおいて、前記記録手段にはサーバにおける業務の優先度を記録してお
き、前記現用サーバで稼動していた業務より低い優先度の業務が稼動するサーバを引継ぎ
サーバとして検索することを特徴とする請求項１のフェイルオーバ方法。
【請求項７】
複数の仮想ネットワークを構築可能なスイッチを経由して複数のサーバが外部ディスク装
置に接続され、該サーバの各々は該外部ディスク装置からオペレーションシステムをブー
トすることで起動可能となる計算機システムにおいて、業務を稼動している現用サーバの
障害発生時に、該計算機システム内の他のサーバへと業務処理を引き継ぐフェイルオーバ
方法であって、
前記現用サーバの障害発生を検知するステップと、
前記現用サーバと同じサーバの構成情報を有したサーバであって業務を稼動していない状
態のサーバを、サーバと対応付けてサーバの構成情報とサーバの状態を記録した記録手段
から検索する検索ステップと、
前記検索の結果発見したサーバを前記現用サーバと同じ仮想ネットワークに属するように
前記スイッチの設定を変更するステップとを有することを特徴とするフェイルオーバ方法
。
【請求項８】
ネットワークを介して外部ディスク装置に接続され、各々が該外部ディスク装置からオペ
レーションシステムをブートすることで起動可能になる複数のサーバと、
該複数のサーバを管理する管理サーバとを有し、
前記管理サーバには、
前記サーバと対応付けてサーバの構成情報とサーバの状態を記録するサーバ管理テーブル
、
ある業務を稼動している前記複数のサーバの内の現用サーバの障害発生の検出を契機に、
前記現用サーバと同じサーバの構成情報を有したサーバであって業務を稼動していない状
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態のサーバを前記サーバ管理テーブルから検索するサーバ検索手段、および前記サーバ検
索手段の検索したサーバに前記現用サーバが利用していた外部ディスクをマッピングする
よう前記外部ディスク装置に要求するマッピング変更手段、
を備えるフェイルオーバ機構を有する計算機システム。
【請求項９】
前記サーバ検索手段は、更に、前記現用サーバに対応して検索ポリシーを記録したポリシ
ーテーブルを有し、該検索ポリシーテーブルの検索ポリシーに従って前記現用サーバを引
き継ぐべきサーバを前記サーバ管理テーブルから検索することを特徴とする請求項８の計
算機システム。
【請求項１０】
前記サーバ検索手段は、前記記憶手段のサーバ構成情報にサーバの接続先ネットワークス
イッチが含まれており、前記現用サーバの接続先ネットワークスイッチと同じスイッチを
接続先とするサーバであることを引き継ぎ先のサーバの検索条件とすることを特徴とする
請求項８の計算機システム。
【請求項１１】
ネットワークを介して外部ディスク装置に接続され、各々が該外部ディスク装置からオペ
レーションシステムをブートすることで起動可能になる複数のサーバと、
前記複数のサーバの各々を、それぞれが１台のサーバか、もしくは複数台のサーバで構成
される一つの論理サーバとして機能させるパーティション機構と、
該複数のサーバを管理する管理サーバとを有し、
前記管理サーバには、
前記サーバに対応して前記論理サーバを構成するサーバの台数とサーバの状態を記録する
サーバ管理テーブル、
前記複数のサーバの内のある業務を稼動している現用サーバの障害発生の検出を契機に、
前記現用サーバが属する論理サーバを構成するサーバの台数と同じサーバ台数を構成する
別の論理サーバを現に構成するとともに、業務を稼動していないサーバの組を検索するサ
ーバ検索手段、および
前記サーバ検索手段の検索したサーバに前記現用サーバが利用していた外部ディスクをマ
ッピングするよう前記外部ディスク装置に要求するマッピング変更手段、
を備えるフェイルオーバ機構を有する計算機システム。　
【請求項１２】
前記管理サーバには、前記論理サーバを構成することが可能なサーバの組み合わせを示す
テーブルを参照して、業務を稼動しておらず、かつ前記現用サーバが属す論理サーバを構
成するサーバ台数と同じ台数の論理サーバを構成可能なサーバの組を検索する第２の検索
手段と、検索の結果見つかったサーバの組で一つの論理サーバを構成するように前記パー
ティション機構にパーティション構成の変更を要求する手段を更に有することを特徴とす
る請求項１１の計算機システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外部ディスク装置からブートするサーバから成る計算機システムにおけるフ
ェイルオーバ方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、サーバは内蔵のディスク装置にインストールされたOSをブートする。この構成
では、故障したサーバの業務を引き継ぐ場合、従来の方法として、サーバに内蔵するディ
スク装置に同じOSや業務アプリケーションを複数のサーバのディスクにインストールする
冗長化構成を取っていた。この方法では、業務を実行中のサーバ（現用サーバ）が故障し
た場合、同じOSや業務アプリケーションがインストールされた別のサーバ（予備サーバ）
が起動することで業務を引き継ぐことができる。しかし、この方法では、１台の現用サー
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バに対して、ペアとなる予備サーバが必要となるため、初期導入コストや初期構築工数が
増大する。
【０００３】
　上記に対して、サーバがディスク装置として外部のディスクアレイ装置を利用してブー
トする形態がある。この場合、ディスクアレイ装置は、ファイバチャネルやファイバチャ
ネルスイッチを介して複数のサーバと接続することができため、ディスクアレイ装置に接
続されたあるサーバのブートディスクは、別のサーバから参照可能である。この構成では
、業務を実行中の現用サーバで障害が発生した場合、そのサーバのブートディスクを利用
して予備サーバが起動することで業務を引き継ぐことができる。この方法では、ブートデ
ィスクの内容はそのまま予備サーバに引き継ぐため、OSや業務アプリケーションをそのま
ま引き継ぐことができる。さらに、現用サーバに対してペアとなる予備サーバを準備する
必要が無いため、任意の現用サーバから任意の予備サーバへの業務引き継ぎが可能である
。しかし、現用サーバと予備サーバとでハードウェア構成が異なる場合、ブートディスク
内のOSや業務アプリケーションが正常に動作できない場合がある。
【０００４】
　この課題に対して、従来の方法では、均質なハードウェア構成をもつシステムを想定し
、ユーザはあるハードウェア構成の現用サーバに対して、同じハードウェア構成の予備サ
ーバを設定する方法を取っていた。しかしこの方法では、ユーザの初期構築工数が増大し
てしまう。さらに、CPUの速度やメモリ容量など、ハードウェア構成が多少異なっても業
務の引き継ぎが可能な場合があるため、必ずしも同じハードウェア構成のサーバを準備す
る必要は無い場合がある。
【０００５】
　さらに、複数のサーバを仮想的に１台の論理サーバを構成するパーティション機能を利
用している場合、現用の論理サーバと、予備の論理サーバのパーティション構成を一致さ
せる必要がある。しかし、ある現用の論理サーバに対して、予備の論理サーバのパーティ
ション構成を一致させておくと、その予備の論理サーバは構成が一致していない他の現用
の論理サーバからの業務は引き継ぐことは出来ない。このため、現用の論理サーバに対し
て必ずペアとなる予備の論理サーバを準備しておく必要があるため、初期導入コストと初
期構築コストが増大してしまう。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題は、外部のディスク装置を利用してブートするサーバに
おいて障害が発生した場合に、ブートディスクの引き継ぎによる業務引き継ぎを実現する
方法において、不均質なハードウェア構成を持つシステムの中から業務の引き継ぎ先とな
るサーバの選択作業やパーティション構成作業を不要とすることで、システムの初期構築
の工数と導入コストとを削減することである。
【０００７】
　予備サーバの設定作業を人手により行う場合、ハードウェア構成が均質なシステムの場
合はどのサーバを予備サーバとして設定しても問題はない。しかし、不均質なハードウェ
ア構成をもつシステムの場合、予備サーバとして設定する際に、ユーザは現用サーバのハ
ードウェア構成情報を調べ、さらに予備サーバの候補となるサーバのハードウェア構成を
調べて、一致するサーバを選択しなければならないため、手間がかかる。
【０００８】
　また、一般に業務引き継ぎでは、複数の現用サーバに対して１台の予備サーバを設定す
る。このため、パーティション機能を利用している場合、予備の論理サーバの構成は、現
用の論理サーバで障害が発生した時点で決定する。このため、ユーザが障害発生を監視し
、発生時に人手によるパーティション構成作業を実施しなければならず、運用コストが大
幅に増大してしまう。さらに、予備サーバの台数が不足するなど、予備サーバ群の構成に
よっては、現用の論理サーバと同じ構成を持つ予備の論理サーバを構成できない場合があ
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る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　複数のサーバがネットワーク上の外部ディスク装置に接続され、サーバは外部ディスク
装置からオペレーションシステムをブートする計算機システムにおいて、業務を稼動であ
る現用サーバの障害発生時に、計算機システム内の業務を稼動中でないサーバへと業務処
理を引き継ぐ際に、現用サーバの障害発生を検知し、計算機システム内において現用サー
バと同じハードウェア構成を持つ業務を稼動中でないサーバを検索し、検索の結果発見し
たサーバから外部ディスク装置へのアクセスを可能として、そのサーバを外部ディスク装
置からブートすることで業務の引き継ぎを行う。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明は外部のディスク装置を利用してブートするサーバにおいて障害が発生した場合
に、ブートディスクの引き継ぎによる業務引き継ぎを実現する方法において、不均質なハ
ードウェア構成を持つシステムの中から業務の引き継ぎ先となるサーバの選択作業やパー
ティション構成作業を不要とすることで、システムの初期構築の工数と導入コストの削減
を可能とするフェイルオーバ方法を実現する。
【実施例１】
【００１１】
　図１は、本発明における実施例の全体図を示している。本実施例のシステムは
複数のサーバ１０２を備える。各サーバは、ネットワークインターフェースカード（ＮＩ
Ｃ）１２１を介してネットワークスイッチ（ＮＷ　ＳＷ）１０５に接続され、ファイバチ
ャネルのホストバスアダプタ（HBA）１２０を介してファイバチャネルスイッチ１０４に
接続されている。また、ファイバチャネルスイッチ１０４はディスクアレイ装置１０３に
も接続され、サーバ１０２からアクセスできる。ネットワークスイッチ１０５は、システ
ムを管理する管理サーバ１０１にも接続されている。また、サーバ１０２の各々にはＢＭ
Ｃ（Baseboard Management Controller）１２２が内蔵されておいる。ＢＣＭ１２２はネ
ットワークを介して管理サーバ１０１に接続される。これにより各サーバのハードウェア
の状態監視や、電源制御が可能となる。さらにサーバ１０２にはパーティション機構１４
０が設けられている。図示した実施例ではパーティション機構１４０は２台のサーバを１
つの論理サーバとするか、それぞれ個別の論理サーバとするかの切り換えを行う。具体的
には、前者の場合には同一パーティション内の各々のサーバは互いに他のサーバが搭載す
るメモリを自身が搭載するメモリと同様にアクセス可能とする。
【００１２】
　なお、同一パーティションにまとめられるサーバの最大数を、２台でなくより多数にす
ると、論理サーバ構成のより多彩な切り換えが可能となる。管理サーバ１０１は、サーバ
１０２，ディスクアレイ装置１０３、ネットワークスイッチ１０４，ファイバチャネルス
イッチ１０５に対し、ネットワークを経由して状態の監視や必要に応じて制御を行う。管
理サーバ１０１にはフェイルオーバ機構１１０が設けられている。フェイルオーバ機構１
１０は、サーバの障害発生時にBMC１２２からの障害通知の受信やBMC１２２への電源制御
、ディスクアレイ装置１０３のディスクマッピング機構１３０の制御などを行う機構であ
り、本発明の特徴の一つである。ディスクアレイ装置１０３内のディスクマッピング機構
１３０は、サーバ１０２に搭載のHBA１２０とディスク１３１との関係づけを行う。具体
的にはディスク１３１にアクセス可能なサーバを制限することによりセキュリティ機能を
実現する。本実施例１では、サーバ１０２はブートディスクとしてディスクアレイ装置１
０３内のディスク１３１を利用し、ディスク１３１にはOSおよび業務アプリケーションが
格納されている。
【００１３】
　図２は、本実施例におけるサーバ１０２の詳細な構成を示している。サーバ１０２には
プログラムやデータを格納するメモリ２０１と、メモリ内のプログラムを実行するCPU２
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０２と、HBA１２０と、NIC１２１と、ＢＭＣ１２２から構成されている。HBA１２０には
ファイバチャネル通信において通信相手を特定するために必要となるＷＷＮ（Ｗｏｒｌｄ
　Ｗｉｄｅ　Ｎａｍｅ）２０４と呼ばれるユニークなデバイス識別子がメモリに格納され
ている。ＢＭＣ１２２は、主にサーバ１０２のハードウェアの監視や制御を行う。サーバ
１０２のハードウェアに異常が発生した場合は障害検出機構２０５が検知して外部に通知
可能である。また、BMC１２２を通じて遠隔からサーバ１０２の電源のＯＮ／ＯＦＦが可
能である。
【００１４】
　図３はフェイルオーバ機構１１０のプログラムモジュール構成を示している。フェイル
オーバ機構１１０は、サーバのハードウェアやパーティションの構成状況およびサーバの
利用状態を格納するサーバ管理テーブル３０１と、サーバの状態監視を行って障害発生時
のフェイルオーバ動作の起動やサーバの電源制御を行うサーバ管理モジュールと、フェイ
ルオーバ時に業務の引き継ぎ先となる予備サーバを検索するサーバ検索機能と、フェイル
オーバ時に現用サーバから予備サーバへディスクマッピングを変更するディスクマッピン
グ変更モジュールから構成される。
【００１５】
　図４は、図３におけるサーバ管理テーブル３０１の詳細を示している。サーバ管理テー
ブル３０１は、フェイルオーバ機構１１０が管理対象としているサーバの一覧と、各サー
バの構成情報および状態が格納されている。テーブルのカラム４０１は、サーバの識別子
が格納されている。サーバ識別子４０１は、サーバが特定できる情報であれば良い。サー
バのシリアル番号や、ブレードサーバであれば、ブレード番号などである。カラム４０２
は、カラム４０２はサーバのCPU種別を示している。製品名が同じCPUであっても、ステッ
ピングなどが異なれば区別可能な情報を含んでいる。カラム４０３はサーバのCPU周波数
を示している。カラム４０４はサーバが搭載しているメモリ容量を示している。カラム４
０５はサーバのパーティション構成を示している。カラムの数字はそのサーバが属するパ
ーティションを構成するサーバ数を示しており、括弧内はそのサーバが属すパーティショ
ンの識別子を示す。パーティション識別子は論理サーバに対応して付与される。
【００１６】
　たとえば、サーバ識別子S2とS3のサーバが１つの論理サーバを構成しているのであれば
、S2とS3は共にパーティション構成サーバ数は２となり、同じパーティション識別子であ
るP2に所属していることになる。また、サーバ１台のみで論理サーバが構成されている場
合もある。この場合は、パーティション機能を持たないサーバと同等である。本実施例で
は、現用サーバや予備サーバは全て論理サーバとして示している。ただし、パーティショ
ン機能を持たないシステムでは、物理サーバが現用サーバや予備サーバであっても良い。
カラム４０６はサーバの状態を示している。使用中の場合は業務を実行中である。未使用
の場合は直ぐに別の業務に利用可能である。また、障害が発生して利用できない場合は障
害発生中であることを示す情報が格納される。
【００１７】
　図５は、図３におけるサーバ管理モジュール３０２の詳細を示している。サーバ管理モ
ジュールは、サーバの状態監視を行い、サーバの稼動状況や障害監視、および電源の制御
を行う。サーバの障害発生時、図１に示すBMC１２２や、サーバ上で稼動するエージェン
トプログラムなどがサーバの障害を検出すると、サーバ管理モジュール３０２へ障害の発
生を通知される。このとき通知される障害情報には障害の種類が含まれている。この障害
の種類によってフェイルオーバ実行の是非を判断するため、サーバ管理モジュール３０２
は障害動作テーブルを持つ。カラム５０１は発生した障害の種類を示し、カラム５０２は
その障害発生時のフェイルオーバ実行の是非を示す。障害動作テーブルの格納情報は、シ
ステムのユーザが任意に設定可能とすることも出来る。
【００１８】
　図６は、図３におけるディスクマッピング変更モジュール３０４の詳細を示している。
ディスクマッピング変更モジュール３０４は、障害が発生した現用サーバのマッピングさ
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れているディスクを全てマッピング解除して、業務引き継ぎ先となる予備サーバへそのデ
ィスクをマッピングするように要求する。このディスクマッピングの変更は、図１に示す
ディスクアレイ装置１０３内のディスクマッピング機構１３０に対して要求する。ディス
クマッピング機構１３０は、サーバ搭載のHBAの識別子であるWWNに対してディスクを割り
当てる。このため、ディスクマッピング変更には、現用サーバのWWNとマッピングされて
いるディスクの情報、予備サーバのWWNが必要となる。これらの情報をディスクマッピン
グ変更モジュール３０４はサーバディスクマッピングテーブルに格納する。カラム６０１
はサーバの識別子を示す。カラム６０２はサーバ搭載のHBAのWWNを示している。カラム６
０３はWWNに割り当てられているディスクの仮想ディスク番号を示す。カラム６０４はそ
のディスクの物理ディスク番号を示している。仮想ディスク番号は、サーバに見せる仮想
的なディスク番号であり、物理ディスク番号に関わらず設定することが出来る。また、サ
ーバディスクマッピングテーブルはディスクがマッピングされていないサーバの情報も記
録する。この場合、カラム６０３およびカラム６０４の情報は空白となる。
【００１９】
　図７は、図１におけるディスクアレイ装置１０３内のディスクマッピング機構１３０の
詳細を示している。ディスクマッピング機構１３０はディスクアレイ装置内１０３のディ
スク１３１と、ディスクアレイ装置１０３にファイバチャネル経由で接続されているサー
バ搭載のHBA１２０のWWNとのマッピングを実施する。このマッピング関係にないWWNを持
つサーバからはディスクを参照できない。これにより、あるディスクをあるサーバからの
みアクセス可能とするセキュリティ設定が可能である。このセキュリティ設定のため、本
実施例ではディスクマッピング機構１３０は図７に示すディスクマッピングテーブルを持
つ。カラム７０１はサーバ搭載のHBAのWWNを示す。カラム７０２はWWNにマッピングされ
た仮想ディスク番号を示す。カラム７０３はWWNにマッピングされた論理ディスク番号を
示す。
【００２０】
　図８は、本実施例におけるディスクマッピング変更例を示している。現用サーバ８０１
に搭載のHBA８１０はWWN１（８１１）を持ち、予備サーバ８０２に搭載のHBA８２０はWWN
２（８２１）を持つ。これらはファイバチャネルスイッチ１０４を経由してディスクアレ
イ装置１０３に接続されている。ディスクのマッピングはディスクマッピング機構１３０
によって制御されており、仮想ディスク８３１、８３２，８３３を含む仮想ディスクのグ
ループ８０３が現用サーバ８０１のWWN１（８１１）にマッピングされている。仮想ディ
スク８３１、８３２、８３３の実体は論理ディスク８０４、８０５、８０６であり、OSや
業務アプリケーションがインストールされているブートディスクを含んでいる。現用サー
バ８０１で障害が発生した場合は、予備サーバ８０２へとディスクマッピングを変更する
。このとき、現用サーバ８０１のWWN１（８１１）と仮想ディスクのグループ８０３との
マッピングを解除し、予備サーバ８０２のWWN２（８２１）へマッピングする。これによ
り、予備サーバ８０２は現用サーバ８０１が利用していたOSや業務アプリケーションを含
むディスクを引き継ぐことができる。この状態で予備サーバ８０２を起動することで、現
用サーバ８０１からの業務のフェイルオーバを実現する。
【００２１】
　図９は、本実施例のフェイルオーバ動作のシーケンス図である。図示するシーケンス図
は、現用サーバ８０１、管理サーバ１０１のフェイルオーバ機構１１０、ディスクマッピ
ング機構１３０、及び予備サーバ８０２の連携動作を示す。ステップ９１０は現用サーバ
での障害発生を示す。現用サーバ８０１に搭載のBMCや現用サーバ上で稼動中のエージェ
ントプログラムが障害の発生を検出し、フェイルオーバ機構１１０に通知する。ステップ
９２０でフェイルオーバ機構１１０は通知された障害を検知する。するとフェイルオーバ
機構１１０はステップ９２１で現用サーバのハードウェア構成やパーティション構成など
の情報を取得する。この情報は図４に示したサーバ管理テーブルから取得する。ステップ
９２２では、現用サーバをシャットダウンする。もし現用サーバが稼動したままであれば
、OSや業務アプリケーションが不安定な状態で稼動している場合があり、これらが不正な
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I/Oを発行する場合がある。
【００２２】
　さらに、予備サーバが業務を引き継いだ時点で現用サーバが未だ稼動中であれば、同じ
IPアドレスを持つサーバが並存することになる。これを防ぐため、現用サーバのシャット
ダウンが必要である。ただし、現用サーバがダンプ処理中である場合は、ダンプ処理が終
了までシャットダウンを実行しない。また、フェイルオーバ機構１１０が現用サーバ８０
１にダンプ処理の起動を要求する場合もある。ステップ９１１では、現用サーバ８０１が
シャットダウンの要求を受けてシャットダウン処理を実行する。もしシャットダウン処理
が不可能な場合は、フェイルオーバ機構１１０が現用サーバ８０１の強制電源OFFを実行
する。強制電源OFFはサーバ搭載のBMCに対して指示することで実行する。フェイルオーバ
機構１１０はステップ９２３では、ステップ９２１で取得した現用サーバの情報をもとに
、業務引き継ぎが可能な予備サーバを検索する。この検索は図４に示したサーバ管理テー
ブルの情報が現用サーバと一致するサーバを検索することで実行する。検索の結果、発見
したサーバを予備サーバ９０４とする。ステップ９２４では現用サーバ９０１にマッピン
グされたディスクのマッピングを解除して、予備サーバ８０２にマッピングするためのデ
ィスクマッピング変更要求をディスクマッピング機構１３０に要求する。ステップ９３０
では、ディスクアレイ装置のディスクマッピング機構１３０が要求されたディスクマッピ
ング変更を実行する。ステップ９２５では予備サーバ８０２の起動を要求する。ステップ
９４０では予備サーバ８０２が起動する。これによりOSや業務アプリケーションが起動す
るため、ステップ９４１で業務が再開される。
【００２３】
　以下では、図９におけるシーケンスをより詳細に説明する。図１０は、サーバ管理モジ
ュール３０２の動作フローを示している。ステップ１００１では、障害が発生したサーバ
から障害情報を受信する。ステップ１００２では、受信した障害の情報から障害の種類を
特定する。ステップ１００３では、障害動作テーブルを参照し、該当する障害の種類に対
してフェイルオーバ動作の実行の是非となる情報を参照する。ステップ１００４は、障害
動作テーブルの内容より、フェイルオーバの実行の是非を判定する。フェイルオーバ動作
が必要であればステップ１００５に移り、不要であれば何もせずに終了する。ステップ１
００５では、現用サーバのシャットダウンを実行する。ステップ１００６では、サーバ検
索モジュール３０３を起動する。サーバ検索モジュールの動作が終了するとステップ１０
０７に移る。ステップ１００７では予備サーバを起動する。
【００２４】
　図１１はサーバ検索モジュール３０３の処理フローを示している。ステップ１１０１で
は、サーバ管理テーブルから現用サーバの情報を取得する。このとき、現用サーバのサー
バ識別子と、そのサーバか属するパーティション識別子を元に情報を取り出す。ステップ
１１０２では、サーバ管理テーブルから、取り出した現用サーバの情報とハードウェア構
成が同じであり、かつ同じパーティション構成を持つ未使用状態のサーバを検索する。こ
こでハードウェア構成とは、図４に示すサーバ管理テーブルのCPU種別（カラム４０２）
とCPU周波数（カラム４０３）とメモリ容量（カラム４０４）のことである。また、パー
ティション構成はカラム４０５であるが、ここではパーティションを構成するサーバ数の
みを条件として参照し、どのパーティションに所属するかは関係ない。ステップ１１０３
では、検索の結果、サーバが発見できたかどうかを判定する。発見したならば次のステッ
プ１１０４に進む。発見できなかった場合は終了する。ただし、一般的にサーバが発見で
きなかった場合には、その旨を示す情報をユーザに通知するため、メッセージの表示やロ
グへの出力を行う。ステップ１１０４では発見したサーバを予備サーバに指定する。ステ
ップ１１０５ではディスクマッピング変更モジュールを起動する。
【００２５】
　図１２はディスクマッピング変更モジュール３０３およびディスクアレイ装置のディス
クマッピング機構１３０１０３の詳細シーケンスを示す。ステップ１２０１、１２０２、
１２０３、１２０５はディスクマッピング変更モジュール３０３の処理フロー、ステップ
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１２０４、１２０６はディスクマッピング機構１３０１０３の処理フローである。ステッ
プ１２０１では、サーバマッピングテーブルを参照して、現用サーバ搭載のWWNと、そこ
へマッピングされているディスクの状態を取得する。ステップ１２０２では、サーバディ
スクマッピングテーブルを参照して予備サーバ搭載のWWNを取得する。これらの情報はデ
ィスクマッピング機構１３０へマッピング変更要求を指示する際に引数として必要となる
。ステップ１２０３で、現用サーバのWWNにマッピングされているディスクのマッピング
を解除するように、ディスクマッピング機構１３０に要求を出す。ステップ１２０４では
、現用サーバのWWNに対するディスクのマッピングを全て解除する。ステップ１２０５で
は、ディスクマッピング機構１３０に対して、現用サーバにマッピングされていたディス
クを、予備サーバのWWNにディスクにマッピングするように要求する。ステップ１２０６
では、予備サーバのWWNに対して要求されたディスクマッピングを実施する。
【実施例２】
【００２６】
　図１３は、本発明における実施例２の全体図を示している。実施例２では、現用の論理
サーバのパーティション構成に合わせて、予備の論理サーバを構成する実施例を示す。実
施例１と異なるのは、管理サーバ１０１′にパーティション管理機構１１１が追加された
ことと、フェイルオーバ機構の構造である。パーティション管理機構１１１は、論理サー
バの作成、構成変更、および削除といったパーティションの制御を行う機構である。フェ
イルオーバ機構１１０′は、パーティション管理機構１１１と連携して、予備の論理サー
バのパーティションを自動構成する機能を実現する。
【００２７】
　図１４は、実施例２の管理サーバ１０１′の構成を示している。実施例１の管理サーバ
１０１に加えて、パーティション管理機構１１１が追加される。フェイルオーバ機構１１
０′の構造は、実施例１のフェイルオーバ機構１１０に加えて、パーティション構成変更
モジュール３０５と、パーティション構成可能テーブル３０６が追加される。パーティシ
ョン構成変更モジュール３０５は、現用の論理サーバと予備の論理サーバのパーティショ
ン構成が一致するように、パーティション管理機構１１１に対して、予備となる論理サー
バの構成変更を要求する機能モジュールである。ここでパーティション構成を一致させる
とは、現用の論理サーバを構成するサーバ台数と、予備の論理サーバを構成するサーバ台
数を一致させることである。たとえば、現用サーバがサーバ２台で構成される論理サーバ
であった場合、予備サーバも同様にサーバ２台で構成される論理サーバとする。パーティ
ション構成可能テーブル３０６は、システムで論理サーバが構成できるサーバの組み合わ
せを列挙するテーブルである。パーティション構成変更モジュール３０５は、パーティシ
ョン構成可能テーブル３０６を参照して、現用の論理サーバと同じパーティション構成と
なる論理サーバを構成できるサーバの組み合わせを検索する。パーティション管理機構１
１１はパーティション管理テーブル３１１を含んでいる。パーティション管理機構１１１
は、パーティション管理テーブル３１１を参照して、現在のパーティション構成を管理し
ている。
【００２８】
　図１５は、図１４のパーティション構成可能テーブル３０６の詳細を示している。カラ
ム１５０１は論理サーバを構成するサーバの台数を示す。カラム１５０２は、論理サーバ
を構成することが可能なサーバの組み合わせを示す。図１５に示す例では、サーバ２台で
構成する論理サーバは、S2とS3の組み合わせ、S6とS7の組み合わせ、S11とS12の組み合わ
せで可能ということである。また、本実施例では、サーバ１台で構成する論理サーバのサ
ーバ識別子は記述していないが、本テーブルに含まれていても問題ない。
【００２９】
　図１６は、図１４のパーティション管理テーブル３１１の詳細を示している。カラム１
６０１はパーティション識別子を示している。この識別子は論理サーバに対応して付与さ
れる。カラム１６０２は論理サーバを構成するサーバを示す。
【００３０】
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　図１７は、実施例２のフェイルオーバ動作のシーケンス図である。図示するシーケンス
図は、現用サーバ、フェイルオーバ機構１１０′、パーティション管理機構１１１、ディ
スクマッピング機構１３０、及び予備サーバの連携動作を示す。実施例１と異なるのは、
ステップ１７２４のパーティション構成要求と、ステップ１７３０のパーティション構成
変更が追加されたことである。また、ステップ１７２３の予備サーバの検索における詳細
も異なる。ステップ１７２３では、まず現用の論理サーバのパーティション構成と同じパ
ーティション構成を持つ未使用のサーバの組を検索する。見つかった場合は現用サーバへ
のディスクのマッピングを解除し、見つかった未使用サーバにそのディスクをマッピング
することを要求するステップ１７２５に進む。一方、現用の論理サーバのパーティション
構成と同じパーティション構成を持つ未使用のサーバの組が見つからない場合は、現用の
論理サーバと同じパーティション構成の論理サーバを構成可能なサーバの組み合わせを検
索する。たとえば、現用サーバが２台のサーバから構成される論理サーバであった場合、
その２台と同じハードウェア構成を持つサーバであり、かつ論理サーバが構成可能なサー
バ２台を検索する。これが見つかれば、ステップ１７２４に進み、発見したサーバを利用
して、論理サーバを構成するようにパーティション管理機構１７０３に要求する。ステッ
プ１７３０は、パーティション管理機構１７０３がステップ１７２４の要求を受けて、パ
ーティションの構成変更を実施する。
【００３１】
　図１８は、実施例２におけるサーバ検索機能３０３の処理フローを示している。ステッ
プ１８０１では、サーバ管理テーブルから現用サーバの情報を取得する。このとき、現用
サーバのサーバ識別子と、そのサーバか属するパーティション識別子を元に情報を取り出
す。ステップ１８０２では、サーバ管理テーブルから、現用サーバを構成するサーバとハ
ードウェア構成が同じで、かつパーティション構成も同じである未使用サーバの組み合わ
せ（予備の論理サーバ）を検索する。もしそのサーバの組が無ければ、次にステップ１８
０３に進む。ステップ１８０３では現用サーバを構成するサーバとハードウェア構成が同
じサーバであり、論理サーバを構成可能なサーバの組み合わせを検索する。たとえば、現
用サーバがサーバ２台で構成される論理サーバである場合、まずそれぞれのサーバと同じ
ハードウェア構成を持つサーバをサーバ管理テーブル３０１を利用して検索し、次にそれ
らのサーバの中から２台で論理サーバが構成できるサーバの組みをパーティション構成可
能テーブル３０６を利用して検索する。発見したならば次のステップ１８０４に進み、パ
ーティション構成変更モジュールを起動する。次にステップ１８０５でディスクマッピン
グ変更のためにディスクマッピング機構を起動する。先のステップ１８０２で予備の論理
サーバをお発見できた場合は、ステップ１８０４のパーティション構成変更モジュールの
起動を行わずにステップ１８０５に進む。
【００３２】
　ここでステップ１８０２でもステップ１８０３でも該当するサーバの組を発見できなか
った場合はフェイルオーバの動作を終了する。ただし、一般的にサーバが発見できなかっ
た場合には、その旨を示す情報をユーザに通知するため、メッセージの表示やログへの出
力を行う。
【００３３】
　図１９は、パーティション構成変更モジュール３０５およびパーティション管理機構１
１１の詳細シーケンスを示す。ステップ１９０１、１９０３はパーティション構成変更モ
ジュール３０５の処理フロー、ステップ１９０２はパーティション管理機構１１１の処理
フローである。ステップ１９０１でパーティション構成変更モジュール３０５は、サーバ
の組みを利用して、現用の論理サーバと同じパーティション構成を持つ論理サーバの構成
をパーティション管理機構１１１に要求する。ステップ１９０２では、パーティション管
理機構１１１が論理サーバの構成を実施する。ステップ１９０３では、パーティション構
成変更モジュール３０５は構成した論理サーバを予備サーバとして設定する。
【実施例３】
【００３４】
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　本発明における実施例３では、予備サーバの検索の際に、検索ポリシーを用いる例を示
している。検索ポリシーによって、現用サーバと必ずしも予備サーバのハードウェア構成
やパーティション構成が完全一致しない場合であっても業務の引き継ぎが可能な場合に対
処できる。たとえば、CPU周波数やメモリ容量などは、多少の変化があってもソフトウェ
アは対応可能であるため、一致しなくても業務の引き継ぎは可能である。
【００３５】
　図２０は、本発明における実施例３のサーバ検索モジュール３０３′を示す。実施例１
および実施例２におけるサーバ検索モジュール３０３に対して、実施例３のサーバ検索モ
ジュール３０３′は検索ポリシーテーブルを追加している。検索ポリシーテーブルは現用
サーバに対して、予備サーバとして満たすべきポリシーが列挙される。このポリシーを満
たすサーバであれば、現用サーバ対してハードウェア構成やパーティション構成が完全一
致しない場合であっても、予備サーバとして利用することができる。カラム２００１は現
用サーバのサーバ識別子を示している。カラム２００２は検索のポリシーを示している。
ポリシーとしては、図２０に示すように、CPU周波数やメモリがある一定値以上である条
件や、パーティション構成が不一致の場合でも業務に引き継ぎが可能とするなどの条件を
設定可能である。サーバ検索モジュール３０３′では、予備サーバとするサーバの検索の
際に、この検索ポリシーテーブルを参照する。検索ポリシーテーブルは、ユーザによって
書き換えを可能とする。たとえば、GUIやコマンド、設定ファイルを提供し、検索ポリシ
ーの指定を可能とする。
【００３６】
　図２１は、本発明における実施例３のサーバ検索モジュール３０３′の処理フローを示
す。実施例１および実施例２と異なるのは、ステップ２１０２において検索ポリシーを利
用することである。ステップ２１０２では、サーバ検索モジュール３０３′は検索ポリシ
ーテーブルの該当する現用サーバのポリシーを参照し、予備サーバの候補となるサーバを
サーバ管理テーブル３０１から検索する。
【実施例４】
【００３７】
　本発明における実施例４では、システムに未使用のサーバが存在しない場合であっても
、障害が発生した業務よりも優先度の低い業務から、サーバを融通することで業務を引き
継ぐ方法を示す。
図２２は、本発明における実施例４のサーバ管理テーブルである。他の実施例と異なるの
は、カラム４０７とカラム４０８である。カラム４０７では、サーバが稼動する業務の種
類を示している。この例以外にも、業務の種類を示すものとして業務IDを利用しても良い
。カラム４０８はカラム４０７の業務の優先度を示す。ここでは例として、高、中、低と
なっている。高であれば業務の優先度は高く、低であれば業務の優先度が低いことを示す
。業務の優先度はユーザが指定する。指定方法としては、ユーザへのGUIやコマンドの提
供や、設定ファイルなどである。
【００３８】
　図２３は、本発明における実施例４のサーバ検索モジュールの処理フローである。他の
実施例と異なるのは、ステップ２３０２である。ステップ２３０２では、未使用のサーバ
だけでなく、現用サーバが稼動していた業務より低い優先度の業務が稼動するサーバを含
めて検索する。他の業務が稼動するサーバを予備サーバとする場合は、該当する業務から
サーバを融通する。たとえば、図２３の例では、サーバ識別子S5で障害が発生した場合、
S5の業務より優先度が低いS4のサーバを融通する。また、サーバを融通する業務が他のサ
ーバを利用している場合は、その業務に対するスケールインまたはスケールダウンを実行
しても良い。さらに、サーバが不足して予備の論理サーバが構成できない場合にも、他の
業務から融通したサーバを利用して、論理サーバを構成可能である。また、サーバを融通
する前に、融通するサーバで稼動していた業務を他のサーバへと引き継ぐ方法もある。た
とえば、図２３においてS5の予備サーバをS4とする場合、先にS4の業務を未使用のS12に
引き継ぎ、その後S5の業務をS4へと引き継ぐ。ここで、S4とS12はハードウェア構成が異
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なるが、実施例３で示した検索ポリシーによって業務の引き継ぎが可能であるものとして
いる。この動作は、本発明で記述しているフェイルオーバ処理を２回行ったことに等しい
。
【実施例５】
【００３９】
　本発明における実施例５の全体図を図２４に示す。実施例１と異なるのは、ＦＣＳＷ１
０４にＦＣＳＷ管理機構１４０とＮＷＳＷ１０５にＮＷＳＷ管理機構１５０が追加されて
いることである。ＦＣＳＷ管理機構１４０は、ＦＣＳＷの接続ポートごとやサーバ搭載の
HBAのWWNごとにゾーンを分けることで、あるゾーンの属するサーバからは別のゾーンのデ
ィスクにアクセスできないようにするセキュリティ機能を制御する。ＮＷＳＷ管理機構１
５０は、ＮＷＳＷの接続ポートやサーバ搭載のNICごとにVLAN IDを付与し、VLAN IDごと
にネットワークを分離するセキュリティ機能を制御する。実施例５では、現用サーバと接
続先のNWＳＷ１０４やディスクアレイ装置１０３が異なる場合や、サーバ間でＦＣＳＷ１
０４のゾーンやＮＷＳＷ１０５のVLAN IDが異なる場合を考慮して、予備サーバの検索を
可能とする。
【００４０】
　図２５は、本発明における実施例５の管理サーバ１０１″の構成を示している。他の実
施例と異なるのは、管理サーバ１０１″のフェイルオーバ機構１１０″にはＦＣＳＷ設定
変更モジュール３０７とＮＷＳＷ設定変更モジュール３０８が追加されていることである
。ＦＣＳＷ設定変更モジュール３０７は、予備サーバが現用サーバとゾーンが異なる場合
に、ゾーンが一致するようにＦＣＳＷ管理機構１４０に対して設定変更を要求する機能モ
ジュールである。ＮＷＳＷ設定変更モジュール３０８は、予備サーバが現用サーバとVLAN
 IDが異なる場合に、VLAN IDが一致するようにＮＷＳＷ管理機構１５０に対して設定変更
を要求する機能モジュールである。ＦＣＳＷ設定変更モジュール３０７およびＮＷＳＷ設
定変更モジュール３０８の動作タイミングは、サーバ検索モジュール３０３が予備サーバ
を発見した時点である。
【００４１】
　図２６は、本発明における実施例５のサーバ管理テーブル３０１である。カラム４０９
はサーバのチップセットの種類を示す。チップセットが一意に決まるのであれば、サーバ
のモデル名でも良い。現用サーバと予備サーバでチップセットが一致しない場合、業務の
引き継ぎができない可能性があるため、このカラムによりチップセットの種類が一致する
サーバを検索する。カラム４０９はサーバ搭載ＮＩＣのポート数を示す。カラム４１０は
サーバ搭載のＨＢＡポート数を示す。カラム４０９およびカラム４１０は、現用サーバと
予備サーバでI/Oポート数が一致しなければ業務の引き継ぎができない場合があるため、
予備サーバの検索に利用する。カラム４１２はサーバが属するＶＬＡＮ　ＩＤである。現
用サーバと予備サーバでＶＬＡＮ　ＩＤが一致しない場合であっても、予備サーバのＶＬ
ＡＮ　ＩＤをＮＷＳＷ設定変更モジュール３０８によって現用サーバと一致させることで
、業務に引き継ぎが可能である。カラム４１３はサーバが属するゾーンの識別子である。
現用サーバと予備サーバでゾーンが異なる場合であっても、予備サーバのゾーンをＦＣＳ
Ｗ設定変更モジュール３０７によって現用サーバと一致させることで、業務に引き継ぎが
可能である。カラム４１４はサーバの接続先ＮＷＳＷを示す。現用サーバと予備サーバで
接続先ＮＷＳＷが異なる場合は、業務の引き継ぎができない場合があるため、予備サーバ
の検索に本カラムを利用する。カラム４１５はサーバの接続先ディスクアレイ装置を示す
。現用サーバと予備サーバで接続先ディスクアレイ装置が異なる場合は、現用サーバのブ
ートディスクが予備サーバからアクセスできないため、業務の引き継ぎができない。そこ
で、本カラムを予備サーバの検索に利用する。他にもサーバとディスクアレイ装置の接続
先ポートの情報や、のディスクアレイ装置の接続先コントローラの情報をサーバ管理テー
ブル３０１に追加しても良い。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
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　本特許のサーバ検索方法は、フェイルオーバだけでなく、負荷分散システムにおける業
務のスケールアウトやスケールアップの対象とするサーバの検索にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の実施例１の全体構成を示すブロック図である。
【図２】上記実施例のサーバの構成を示すブロック図である。
【図３】上記実施例の管理サーバの構成を示す機能ブロック図である。
【図４】上記実施例のサーバ管理テーブルを示すフォーマット図である。
【図５】上記実施例のサーバ管理モジュールの構成を示す機能ブロック図である。
【図６】上記実施例のディスクマッピング変更モジュールを示す機能ブロック図である。
【図７】上記実施例のディスクマッピング機構を示す機能ブロック図である。
【図８】上記実施例のサーバへのディスクマッピング構成を示す概念図である。
【図９】上記実施例の動作を示すシーケンス図である。
【図１０】サーバ管理モジュールの処理フローを示すフローチャートである。
【図１１】サーバ検索モジュールの処理フローを示すフローチャートである。
【図１２】ディスクマッピング変更モジュールとディスクマッピング機構のシーケンス図
である。
【図１３】本発明の実施例２の全体構成を示すブロック図である。
【図１４】上記実施例の管理サーバの構成を示す機能ブロック図である。
【図１５】上記実施例のパーティション構成可能テーブルを示すフォーマット図である。
【図１６】上記実施例のパーティション管理テーブルを示すフォーマット図である。
【図１７】上記実施例の動作を示すシーケンス図である。
【図１８】上記実施例のサーバ検索モジュールの処理フローを示すフローチャートである
。
【図１９】上記実施例のパーティション構成変更モジュールとパーティション管理機構の
シーケンス図である。
【図２０】本発明の実施例３のサーバ検索モジュールの構成を示す機能ブロック図である
。
【図２１】上記実施例のサーバ検索モジュールの処理フローを示すフローチャートである
。
【図２２】本発明の実施例４のサーバ管理テーブルを示すフォーマット図である。
【図２３】上記実施例のサーバ検索モジュールの処理フローを示すフローチャートである
。
【図２４】本発明の実施例５の全体構成を示すブロック図である。
【図２５】上記実施例の管理サーバの構成を示す機能ブロック図である。
【図２６】上記実施例のサーバ管理テーブルを示すフォーマット図である。
【符号の説明】
【００４４】
　１０１　　管理サーバ
　１０２　　サーバ
　１０３　　ディスクアレイ装置
　１０４　　ＦＣＳＷ
　１０５　　ＮＷＳＷ
　１１０　　フェイルオーバ機構
　１２０　　ＨＢＡ
　１２１　　ＮＩＣ
　１２２　　ＢＭＣ
　１３０　　ディスクマッピング機構
　１３１　　ディスク
　１４０　　パーティション機構。
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