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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クライアントより予め定められた所定のファイルアクセスプロトコルを用いて送信され
たサーバ向けの要求を中継して前記サーバへ転送すると共に、前記要求に対して前記サー
バにより送信された前記クライアントへの応答を中継して前記クライアントへ転送するバ
ージョン管理装置であって、
　前記クライアントから送られる要求パケットと、前記サーバから送られる応答パケット
を取得し、取得した要求パケットと、応答パケットにそれぞれ含まれている処理要求と応
答結果を抽出し、前記クライアントで稼動するアプリケーションによるファイルのデータ
更新処理動作であって、ユーザによる更新データの保存処理に対応する所定のアクセスパ
ターンに合致しているかを照合するファイルアクセス検証部と、
　前記クライアントから送られる要求パケットに含まれる処理要求がどのユーザにより要
求されたものなのかを検証するために、前記所定のファイルアクセスプロトコルに対応し
た形式で、ユーザ情報を記憶管理するユーザ管理部と、
　前記ファイルアクセス検証部において、前記クライアントで稼動するアプリケーション
によるファイルのデータ更新処理であって、前記所定のアクセスパターンに相当するユー
ザによる更新データの保存処理操作が実行されたことの検出を契機として、バージョンフ
ァイルの作成操作を制御するバージョン制御部と、
　前記ファイルアクセス検証部、前記ユーザ管理部、前記バージョン制御部が動作するに
当たって参照される動作設定情報を格納しておく設定情報管理部と、



(2) JP 5296960 B2 2013.9.25

10

20

30

40

50

　を備え、
　前記クライアントが実行する文書作成アプリケーションは、ユーザによって未保存の更
新データや編集先のファイル本体のデータの損失を防ぐために、保存処理されていない編
集中のファイルのデータを一時的に保存しておくための第１の一時ファイル、及び、デー
タ更新前のデータを一時的に保存しておくための第２の一時ファイルを作成する機能を具
備し、
　前記バージョン制御部は、
　前記第１の一時ファイル又は第２の一時ファイルのファイル生成処理と、
　前記第１の一時ファイルから編集先ファイルへの更新データの反映処理と、
　の両方の処理が抽出できた場合、これを、ユーザによる更新データの保存処理操作の実
行による、バージョンファイル作成の契機とする、ことを特徴とするバージョン管理装置
。
【請求項２】
　前記設定情報管理部には、前記クライアントで実行するアプリケーションによる前記サ
ーバにおけるデータ保存時に発生するアクセスパターンと、バージョンファイルの作成手
順とが予め登録されており、
　前記パターンと前記手順を基に、バージョンファイルの作成契機の判断と、バージョン
ファイルの作成動作の制御が行われる、ことを特徴とする請求項１記載のバージョン管理
装置。
【請求項３】
　前記バージョン制御部は、前記サーバの通常ファイルデータ格納領域の他に、バージョ
ンファイルを格納するバージョンファイルデータ格納領域を、所定のファイルシステムに
作成し、
　前記バージョンファイルデータ格納領域において、前記通常ファイルデータ格納領域の
ディレクトリ構成に対応付けられる構成のディレクトリパス上に、バージョンファイルの
格納領域を配置し、
　前記クライアントからは、前記通常ファイルデータ格納領域に格納されているファイル
のパス名に基づき、前記バージョンファイルデータ格納領域から、前記ファイルの過去の
世代のデータにアクセス自在とされている、ことを特徴とする請求項２記載のバージョン
管理装置。
【請求項４】
　前記バージョン制御部は、前記サーバの通常ファイルデータ格納領域の他に、バージョ
ンファイルを格納するバージョンファイルデータ格納領域を所定のファイルシステムに作
成し、
　前記バージョンファイルデータ格納領域には、ファイルの更新履歴データ管理用のバー
ジョンファイルが、バージョンファイルの作成日時、バージョンファイル作成の契機とな
った操作を実行したユーザ名、世代管理用のバージョン数が、ファイル名に付加されて保
存される、ことを特徴とする請求項２記載のバージョン管理装置。
【請求項５】
　前記サーバにおいて、あるディレクトリが共有ディレクトリとして、前記クライアント
に対して公開されている場合に、前記ディレクトリに相当するディレクトリを、前記バー
ジョンファイルデータ格納領域へ作成し、
　前記バージョンファイルデータ格納領域の前記ディレクトリには、前記通常ファイルデ
ータ格納領域の前記ディレクトリの共有名と競合しない名前が付与され、前記クライアン
トには、読み出し専用となる共有ディレクトリとしてアクセスできるように公開され、
　前記通常ファイルデータ格納領域の前記ディレクトリの前記共有ディレクトリ配下のオ
ブジェクトについては、新たにバージョンファイルが作成される際に、バージョンファイ
ル格納先までのパス上のオブジェクトが、前記バージョンファイルデータ格納領域に作成
され、
　前記バージョンファイル格納先までのパス上のオブジェクトがディレクトリであった場
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合、前記通常ファイルデータ格納領域のディレクトリと同名のディレクトリが作成され、
配下のオブジェクトがファイルであった場合には、前記通常ファイルデータ格納領域のフ
ァイルのファイル名に、バージョン管理装置固有の情報を付加したディレクトリ名のディ
レクトリが作成され、
　前記ディレクトリには、前記ファイルの更新履歴データ管理用のバージョンファイルが
、バージョンファイルの作成日時、バージョンファイル作成の契機となった操作を実行し
たユーザ名、世代管理用のバージョン数が、ファイル名に付加されて保存される、ことを
特徴とする請求項４記載のバージョン管理装置。
【請求項６】
　前記文書作成アプリケーションは、ユーザによって未保存の更新データや編集先のファ
イル本体のデータの損失を防ぐために、保存処理されていない編集中のファイルのデータ
を一時的に保存しておくための第１の一時ファイル、および、データ更新前のデータを一
時的に保存しておくための第２の一時ファイルを作成する機能を具備し、
　前記バージョン管理装置において、
　前記第１の一時ファイル又は前記第２の一時ファイルのファイル生成処理と、
　前記第１の一時ファイルから編集先ファイルへの更新データの反映処理と、
　が抽出できた場合、これを、ユーザのデータの保存動作に連動したバージョンファイル
作成の契機とし、
　バージョンファイルの作成の際に、前記更新データの反映処理の後、データ更新前のデ
ータが格納されている第２の一時ファイルを、アプリケーションによる削除要求が実行さ
れる前に、旧バージョンのバージョンファイルとして、前記ファイルバージョンデータ格
納領域に格納し、
　前記文書作成アプリケーションで作成される全てのファイルを、バージョンファイルの
作成対象とする、ことを特徴とする請求項２記載のバージョン管理装置。
【請求項７】
　ファイル作成要求の応答におけるファイル名重複エラーと、その後のオープン要求、も
しくは、ライト要求をあわせて抽出した場合、ファイルの上書き保存操作に連動したバー
ジョンファイル作成の契機とする、ことを特徴とする請求項２記載のバージョン管理装置
。
【請求項８】
　バージョンファイル作成の際に、
　前記１のファイルアクセスプロトコルでは、オープン要求が成功した後、ライト要求が
実行される前に、
　別のファイルアクセスプロトコルでは、ライト要求が送信された際に、
　前記コピー元のファイルを旧バージョンのバージョンファイルとして、バージョンファ
イルデータ格納領域に格納する、ことを特徴とする請求項２記載のバージョン管理装置。
【請求項９】
　前記設定情報管理部には、
　バージョン管理対象のサーバのアドレス、もしくはコンピュータ名と、
　クライアントに公開されているディレクトリの共有名と、
　クライアント上で稼動するアプリケーションの保存動作に連動してバージョンファイル
を作成するための条件が含まれることを特徴とする請求項２記載のバージョン管理装置。
【請求項１０】
　前記条件として、前記アプリケーションの動作に従ったアクセス要求、および応答結果
、その操作要求に該当するファイル名のキーワード、前記アクセス要求に対応するプロト
コル、バージョンファイルを作成する際に必要となる、バージョンファイルの格納先、お
よび、バージョンファイルのデータのコピー元の取得方法の少なくとも１つが含まれる、
ことを特徴とする請求項９記載のバージョン管理装置。
【請求項１１】
　ユーザＩＤとユーザ名との関連付けを行い、バージョンファイル作成の契機となった操
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作を実行したユーザ名として、ユーザＩＤに関連付けされたユーザ名を用いて、前記バー
ジョンファイルのファイル名の一部として登録し、
　クライアントとサーバ間で中継するパケットが、ユーザのログイン、ログオフの実行を
伴うセッションを確立し、そのセッションのみ有効なユーザＩＤを用いて、ユーザの識別
を実行するプロトコルで転送される場合、前記ログインと前記ログオフ操作と連動して前
記ユーザ名とユーザＩＤとの関連付け処理を行う、ことを特徴とする請求項２記載のバー
ジョン管理装置。
【請求項１２】
　前記クライアントから前記バージョン管理装置に送られ、前記ファイルアクセス検証部
へ転送された要求パケットのうち、抽出された要求処理情報内の処理要求が、前記設定情
報管理部に登録されているバージョンファイル作成の契機となる処理パターンと一致した
場合、操作ファイルのパス名、操作要求のＩＤ、ユーザＩＤ、コマンド名を抽出して、前
記ファイルアクセス検証部内に、処理要求エントリとして、それぞれの情報を関連付けて
保存した後、要求パケットを前記サーバへ転送し、
　前記要求の応答に該当するサーバからの応答パケットを、要求のＩＤを基に抽出し、応
答結果が、バージョンファイル作成の契機となる処理パターンと一致していることが確認
された場合には、前記要求エントリに、応答結果が処理パターンを満たしたことを示すフ
ラグを付けた後、応答パケットを、前記クライアントへ転送し、
　応答結果が、バージョンファイル作成の契機となる処理パターンと一致していないこと
が確認された場合は、前記要求エントリに含まれる要求時に登録したデータを削除した後
、応答パケットをクライアントへ転送する、ことを特徴とする請求項２記載のバージョン
管理装置。
【請求項１３】
　前記要求エントリに、既に実行された操作要求を一時的に登録しておき、関連する操作
要求を同一の要求エントリへ追加し、バージョンファイル作成のための契機となる処理パ
ターンと、操作要求、および応答結果が一致した場合に、前記ファイルアクセス検証部は
、要求エントリに保存されているユーザＩＤと一致するユーザ名を、前記ユーザ管理部か
ら検索して、ユーザ名を取得すると共に、前記設定情報管理部に登録されている設定情報
を基に、前記要求エントリから、バージョンファイル作成のコピー元となるファイルのパ
ス名を取得する、ことを特徴とする請求項１２記載のバージョン管理装置。
【請求項１４】
　前記ファイルアクセス検証部は、コピー元となるファイルのパス名から、バージョンフ
ァイル作成のコピー先のパス名を、前記バージョンファイルの前記作成手順に従って生成
し、ユーザ名、コピー元となるファイルのパス名と共に、前記バージョン制御部へ転送し
、
　前記バージョン制御部は、前記ファイルアクセス検証部から取得した前記コピー元とな
るファイルのパス名を基に、サーバから、該パス名に格納されている通常ファイルデータ
格納領域上のファイルのデータおよび属性情報を取得し、前記ファイルアクセス検証部か
ら取得したコピー先となるパス名を基に、バージョンファイルデータ格納領域へ新たなバ
ージョンファイルを作成して、前記データ、および属性をコピーする、ことを特徴とする
請求項２記載のバージョン管理装置。
【請求項１５】
　バージョンファイルを作成する際、既存のバージョンファイルが作成されていず、コピ
ー先までのディレクトリが存在していない場合には、前記バージョン制御部は、前記ディ
レクトリのデータを生成した後にバージョンファイルを作成する、ことを特徴とする請求
項２記載のバージョン管理装置。
【請求項１６】
　前記バージョン制御部は、バージョンファイル作成の際に、バージョンファイル作成前
の最新のバージョンファイルのバージョン数を、バージョンファイル格納先のディレクト
リ上に存在するバージョンファイルのファイル名から取得し、前記ファイルアクセス検証
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部から取得したユーザ名と、バージョンファイルを作成した日時、および取得したバージ
ョン数に１を加えたバージョン数を並べてファイル名として付与する、ことを特徴とする
請求項２記載のバージョン管理装置。
【請求項１７】
　バージョンファイルの作成完了後は、前記バージョン制御部から、前記ファイルアクセ
ス検証部へ、バージョンファイル作成完了通知を行い、
　前記ファイルアクセス検証部は、前記バージョンファイルに関連する要求エントリを削
除する、ことを特徴とする請求項１６記載のバージョン管理装置。
【請求項１８】
　前記ファイルアクセス検証部において、要求処理がバージョンファイル作成の契機とな
る処理パターンもしくはログイン、ログオフ処理のどの処理とも一致しない場合には、ク
ライアントからの要求パケットをそのままサーバへ転送し、
　応答パケットについても、バージョンファイル作成の契機となる処理パターンに一致し
ないものについては、サーバからの応答パケットをそのままクライアントへ転送する、こ
とを特徴とする請求項２記載のバージョン管理装置。
【請求項１９】
　ログイン、ログオフに伴うセッション管理手段を具備しないシステムに対応するため、
ＮＩＳ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）サーバや前記サー
バ内に格納されている、ユーザ名とユーザＩＤの対応テーブルが前記バージョン管理装置
の前記ユーザ管理部に登録されている、ことを特徴とする請求項１記載のバージョン管理
装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ファイルバージョン管理装置に関する。本発明に係るファイルバージョン管
理装置は、コンピューティング環境におけるデータの共有装置である、ネットワーク接続
型のファイル格納装置に付加する装置に適用して好適とされる。本発明に係るファイルバ
ージョン管理装置は、ファイル格納装置に格納されたファイルのデータが、複数のクライ
アントマシンにより更新されることにより生じるバージョン違いを管理する装置に適用し
て好適とされる。
【背景技術】
【０００２】
＜既存のファイル管理ストレージ装置について＞
　複数のクライアントコンピュータで生成したファイルを、ネットワークを介することで
複数のクライアントマシン間で共有するサーバストレージ装置として、ＮＡＳ（Network 
Attached Storage）やファイルサーバなどがある。
【０００３】
　サーバ装置は、ＮＦＳ（Network File System）プロトコルやＣＩＦＳ（Common Intern
et File System）プロトコルといった、汎用のクライアント装置が業界標準としてサポー
トしているファイルアクセスプロトコルに対応しており、装置導入の際、ユーザが特別な
ソフトウェアやハードウェアをクライアントに追加しなくても、サーバ装置を利用できる
ようになっている。また、ユーザは、クライアント上に実装されているファイルマネージ
ャなどを使うことにより、ＮＦＳプロトコルやＣＩＦＳプロトコルを介して、クライアン
トマシンのローカルファイルシステムに格納されているファイルと同様に、サーバ装置内
のファイルにアクセスすることが可能となっている。
【０００４】
　サーバストレージ装置に一旦格納されたファイルは、クライアントマシンから、ＮＦＳ
プロトコルやＣＩＦＳプロトコルを用いて、データの更新を実施することが可能となって
いる。しかし、更新されたデータの保存がサーバストレージ装置で完了した後は、クライ
アントは、データ更新前の状態のファイルに再びアクセスすることができない。
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【０００５】
　したがって、ユーザによる操作ミスや他ユーザによる予期しないデータ更新に伴って、
ユーザが必要とするデータが消失してしまった場合には、ユーザが必要とするデータを取
り出すことができなくなる、といった問題があった。
【０００６】
＜既存のファイルバージョン管理システムについて＞
 　このような問題を解決するために、
　　・データの変更履歴に連動して、複数のバージョンのファイルを保存するストレージ
装置や、
　・ある瞬間でのファイルの状態を定期的に保存しておき、その瞬間に保存したファイル
データを時系列で並べて配置してクライアントに提供する「スナップショット」と呼ばれ
る機能をもったストレージ装置、
　等が提案されている。
【０００７】
　データの変更履歴に連動して複数のバージョンのファイルを保存するストレージ装置は
、一般に、ストレージ装置に既に格納されているファイルに対して、
　・該ファイルのデータをダウンロードすることにより取得する機能、および、
　・データの更新が完了したファイルをアップロードすることにより、既に格納されてい
るファイルのデータと置き換える機能、
　をクライアントに提供している。
【０００８】
　ストレージ装置は、クライアントからのデータのアップロード操作をファイルのバージ
ョン更新の契機として判断し、既にストレージ装置に格納されているアップロード前のデ
ータを削除せずに、アップロードされたデータと共にアップロード履歴をインデックス化
して保存しておくことにより、データの更新履歴に連動した複数のバージョンのファイル
のデータを管理することが可能となっている。
【０００９】
　しかし、データ更新履歴に連動したダウンロード、アップロードの操作は、ストレージ
装置固有のアプリケーション、インターフェース、もしくはプロトコルを用いて行われる
ため、ストレージ装置に保存されたファイルは、一般のＮＡＳやファイルサーバに保存さ
れているファイルとは異なり、クライアントからは、ファイルマネージャを通して、クラ
イアントのローカルファイルと同様に扱うことができない、という問題があった。
【００１０】
　この問題により、ユーザは、ストレージ装置に格納したファイルを編集する際には、ク
ライアントのローカルファイルの操作とは別のアプリケーションやインターフェースを使
って実行しなければならない、という煩わしさがあった。
【００１１】
　一方、スナップショット機能を持ったストレージ装置は、一般に、ストレージ管理者が
スケジューリング、もしくは直接投入したスナップショットコマンドを契機として、コマ
ンド投入時点でのデータを、後々クライアントによりデータ更新操作があったとしても、
変更せずに別途保存しておくことで、コマンド実行を時系列と関連付けてインデックス化
した複数のバージョンのデータを保存しておくことが可能となっている。
【００１２】
　これにより、ユーザは、スナップショットコマンドが投入された時間を目安として、過
去のバージョンのファイルのデータへアクセスすることが可能となっている。
【００１３】
　しかし、スナップショットを用いたファイルのバージョン作成は、ユーザのファイルの
編集操作と連動して行われるわけではない。このため、ユーザが意図した状態のファイル
を保存しておくことができず、ユーザは必要とするデータに必ずしもアクセスできない、
という問題があった。
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【００１４】
　このようなファイルのバージョン管理システムにおける問題に対する解決策として、非
特許文献１では、既存のファイルサーバと、クライアントマシンのネットワーク間に、特
殊なネットワーク・ブリッジ装置を設置し、ブリッジ装置内でＮＦＳプロトコルのパケッ
トの更新に関する操作情報を抽出して、ブリッジ装置内の記憶領域へ更新データを反映さ
せつつ、ファイルのバージョン管理を行う装置（ファイル更新履歴保存システム）が提案
されている。このシステムは、クライアントとサーバ間のパケットを監視し、ファイルの
更新履歴を保存するものである。この装置（システム）を用いることにより、従来、特殊
なインターフェースしか活用できなかったファイルバージョン管理システムにおけるクラ
イアントマシン上での使い勝手の悪さの問題と、クライアントの更新動作に連動していな
いスナップショットによるファイルのバージョン管理における更新履歴データとしての不
完全性を解決することができる。
【００１５】
【非特許文献１】種村,新城,板野,千葉「ネットワークの監視技術を用いたファイル更新
履歴保存システムの実現」　情報処理学会論文誌　コンピューティングシステム　Vol.44
 No.SIG10 （2003）.
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　ファイルサーバなどを用いて複数のクライアント間でデータを共有するような環境にお
いて、ファイルのバージョン管理を目的として、クライアント側で標準のファイルアクセ
スプロトコルに対応した既存のインターフェースを用い、また、クライアント側の更新処
理に連動させたファイルのバージョン管理を実施することを考えた場合、上記非特許文献
１のような、標準ファイルアクセスプロトコルのすべての更新要求を抽出し、また更新要
求に連動して、複数バージョンのファイルを作成することは有効な手段である。
【００１７】
　しかしながら、ファイルサーバに転送される更新処理を全て履歴として残したとしても
、全てのファイルの履歴データがユーザにとって有用なものになり得るとは限らない。例
えば、あるアプリケーションでは、あるファイルを生成、もしくは更新する際、ファイル
の更新データを反映させた最終形態のファイルを生成する前に、一時的にデータを保存し
ておくための一時ファイルを作成する場合がある。一時ファイルは、アプリケーションに
とっては意味のあるファイルであるが、所望のファイルが生成もしくはデータが保存され
た後は、アプリケーションによって自動的に削除されてしまうため、ユーザにとって、意
識的にアクセスすることはないファイルといえる。
【００１８】
　以上のように、上記非特許文献１で提案されている技術を活用した場合、ファイルアク
セスプロトコルの更新処理に関する全ての要求を抽出して、ファイルシステム全体のファ
イルデータに対して、無条件で履歴データを残してしまうため、一時ファイルのような、
ユーザが意図してアクセスすることのないデータまでもが、履歴データとして残ってしま
い、履歴データを格納するストレージ資源を無駄に浪費する、といった課題があった。
【００１９】
　したがって、本発明の目的は、バージョン作成動作を意識することなく履歴データをス
トレージに保存し、その際、ストレージ領域の浪費を回避する装置を提供することにある
。
【００２０】
　本発明は、上記目的を達成するにあたり、ユーザにとって意味のあるファイルについて
のみ履歴データを自動的に作成して保存することで、効率的なストレージの運用を実現可
能とする装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
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　前記課題を解決するために、本発明は、ファイルへのアクセスのコマンド・コンテキス
ト（例えばコマンド要求、該要求の応答等のシーケンス）を解析し、コマンド・コンテキ
ストが予め定められた所定のパターンと一致しているか照合し、前記所定のパターンに一
致したものである場合、前記所定のパターンに応じて、バージョン管理用の情報を作成す
るようにしたものである。
【００２２】
　本発明は、ＮＦＳプロトコルやＣＩＦＳプロトコルを用いてファイルサーバやＮＡＳへ
アクセスするような、通常のリモートファイルアクセス環境に適用した場合において、ア
プリケーションの所定のファイル更新処理動作に連動したファイルアクセスパターンを抽
出することで、ユーザにとって、履歴として残しておく価値のあるファイルのみの履歴デ
ータをファイルとして残す。
【００２３】
　本発明は、クライアントマシンからＮＦＳプロトコルやＣＩＦＳプロトコルを用いて送
信されるアクセス要求を解析する機能と、解析結果に連動したファイルのバージョン管理
機能をもったファイルサーバを備えるか、もしくは、既存のファイルサーバの前段に、前
記解析機能とバージョン管理機能と、ファイルアクセスプロトコルのパケットをクライア
ントマシンとファイルサーバ間で中継する機能をもったスイッチ装置を用いる。
【００２４】
　本発明において、ファイルのバージョン管理機能は、ファイルサーバの管理者によって
、予め登録されたアプリケーションの更新処理動作に連動したファイルアクセスパターン
に、ファイルアクセスのパケットから抽出した操作要求、および操作結果が該当している
かを検証する手段と、アプリケーションによるファイルの更新動作処理パターンと合致し
たファイルアクセスパケットを取得した際に、バージョン管理用ファイルを作成する手段
を備える。
【００２５】
　本発明の別のアスペクトに係る方法は、ファイルへのアクセスのコマンド・コンテキス
トを解析し、前記コマンド・コンテキストが前記ファイルのバージョン管理用ファイル作
成の契機となる所定のパターンに対応したものであるか判定する工程と、前記コマンド・
コンテキストがバージョン管理用ファイルの作成の契機となる所定のパターンに対応した
ものである場合、前記ファイルのバージョン管理用ファイルを作成し保存する工程と、を
含む。
【００２６】
　本発明において、ファイルのバージョンを自動管理するバージョン管理装置が、ファイ
ルの処理の要求パケットを取得し、前記要求パケットの処理要求内容が予め登録されてい
るパターンと一致しているか判定し、一致している場合、処理要求内容の情報を記憶する
第１の工程と、
　前記バージョン管理装置が、前記要求パケットに対する応答パケットを取得し、前記第
１の工程で記憶されている処理要求内容とから、前記ファイルのバージョン管理用ファイ
ル作成の契機の条件と一致する処理結果であるか判定し、一致した場合、処理要求が完了
した旨を登録する第２の工程と、
　前記バージョン管理装置が、前記第１と第２の工程を、前記バージョン管理用ファイル
作成の契機となる全ての処理が完了するまで繰り返し、記憶しておいた要求内容に基づき
バージョン管理用ファイルを作成する第３の工程と、
　を含むようにしてもよい。
【００２７】
　本発明のさらに別のアスペクトに係るコンピュータ・プログラムは、バージョン管理用
ファイルを自動作成するためのプログラムであって、ファイルへのアクセスのコマンド・
コンテキストを解析し、前記コマンド・コンテキストが前記ファイルのバージョン管理用
ファイル作成の契機となる所定のパターンに対応したものであるか判定する処理と、前記
コマンド・コンテキストがバージョン管理用ファイルの作成の契機となる所定のパターン
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に対応したものである場合、前記ファイルのバージョン管理用ファイルを作成し保存する
処理と、をコンピュータに実行させるプログラムよりなる。該コンピュータ・プログラム
は、コンピュータで読み出し可能な記録媒体等に記録され、コンピュータで主記憶に読み
出し実行することで、上記各処理が実現される。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明を適用したファイルサーバもしくはスイッチ装置を用いることにより、ファイル
のバージョン管理専用のインターフェースを利用しない、ＮＦＳプロトコルやＣＩＦＳプ
ロトコルなどを活用した、標準のリモートファイルアクセス環境において、ユーザはバー
ジョン作成動作を意識することなく、履歴データが保存されることで利便性が向上すると
ともに、ユーザにとって意味のあるファイルについてのみ該ファイルの履歴データが自動
的に作成されるため、履歴データ保存用のストレージ領域を浪費することなく、効率的な
ストレージの運用を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　次に、本発明を実施する最良の形態のシステム構成について図面を参照して説明する。
図１は、本実施形態におけるシステム構成を示している。本実施の形態では、少なくとも
1台以上のクライアント１００と、ＮＦＳプロトコルやＣＩＦＳプロトコルによるファイ
ルアクセスサービスを提供する少なくとも1台以上のサーバ２００と、クライアント１０
０とサーバ２００の間でファイルのバージョン管理を実施するバージョン管理装置３００
と、を備えている。各装置は、ＬＡＮ（Local Area Network）などのローカルネットワー
ク１に接続されており、ローカルネットワーク１を介して相互に通信することが可能とな
っている。
【００３０】
　サーバ２００は、ファイルシステム２０１および記憶装置２０２を備えており、ＮＦＳ
プロトコルやＣＩＦＳプロトコルを介して、外部の装置から送信されたファイルアクセス
要求を受けて、ファイルシステム２０１で管理されている記憶装置２０２に格納されてい
るデータを外部の装置へ提供する。
【００３１】
　バージョン管理装置３００は、クライアント１００より特定のファイルアクセスプロト
コルを用いて送信されたサーバ２００向けの全ての要求を中継して、サーバ２００へ転送
すると共に、該要求に対して、サーバ２００により送信されたクライアント１００向けの
全ての応答を中継して、クライアント１００へ転送する。
【００３２】
　したがって、クライアント１００は、クライアント１００で稼動するアプリケーション
を利用するユーザの操作に従い、サーバ２００に格納されているファイルのデータにアク
セスする必要がある場合には、特定のファイルアクセスプロトコルによるアクセス要求を
、バージョン管理装置３００へ送信することで、サーバ２００に格納されているファイル
のデータにアクセスすることができる。
【００３３】
　ネットワーク１と他の装置との接続方法は、クライアント１００とサーバ２００間でや
り取りされるファイルアクセスパケットが、バージョン管理装置３００によって中継でき
るような構成であれば、図１の接続方法のみによらず、クライアント１００とサーバ２０
０用のネットワークセグメントを別々に構築し、どちらのセグメントにも接続したバージ
ョン管理装置３００によって、前記ネットワークセグメント間でパケットを転送させるな
どの接続方法としても良い。
【００３４】
　図２は、図１のバージョン管理装置３００の構成の一例を示したものである。バージョ
ン管理装置３００は、ファイルアクセス検証部３０１と、ユーザ管理部３０２と、バージ
ョン制御部３０３と、設定情報管理部３０４を備えている。
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【００３５】
　ファイルアクセス検証部３０１は、クライアント１００から送られる要求パケット、お
よびサーバ２００から送られる応答パケットを取得し、それぞれのパケットの内に含まれ
ている処理要求および応答結果を抽出する。そして、処理要求、応答結果が、クライアン
ト１００で稼動するアプリケーションによるファイルのデータ更新処理動作に相当するア
クセスパターンに合致しているか否か照合する。アクセスパターン情報は、設定情報管理
部３０４の記憶部３０５に記憶されているが、本発明はかかる構成に制限されるものでな
く、ファイルアクセス検証部３０１内の記憶部（不図示）に配設してもよいことは勿論で
ある。また、特に制限されないが、アクセスパターン情報は、更新処理動作を、ｉｆ　ｔ
ｈｅｎ　ｅｌｓｅ形式の規則で規定しておき、ファイルアクセス検証部３０１は、該規則
に基づき、データ更新処理動作であるか否かを判定するようにしてもよい。
【００３６】
　ユーザ管理部３０２は、クライアント１００から送られる要求パケットに含まれる処理
要求が、どのユーザにより要求されたものであるかを検証するために、ファイルアクセス
プロトコルごとに定められた形式で、ユーザ情報を管理しておく。
【００３７】
　バージョン制御部３０３は、ファイルアクセス検証部３０１において、クライアント１
００で稼動するアプリケーションによるファイルのデータ更新処理に対応する処理パター
ンに相当する操作が実行されたことを契機として、新たなバージョン管理用のファイル（
「バージョンファイル」と略記される）の作成操作を制御する。
【００３８】
　設定情報管理部３０４には、ファイルアクセス検証部３０１、ユーザ管理部３０２、バ
ージョン制御部３０３のそれぞれが動作するに当たって、必要とする（参照する）動作設
定情報が格納されている。
【００３９】
　バージョン管理装置３００の構成については、図１に示すとおり、サーバ３００とは別
の装置として構成する他に、バージョン管理装置３００内の各機能部をサーバ２００内部
に組み込んだ構成としても良い。
【００４０】
＜バージョンファイルの格納方法について＞
　次に、バージョン管理機能を特に持たない一般のファイルサーバやＮＡＳ装置をサーバ
２００として使った場合における、バージョン管理装置３００による、サーバ２００への
バージョンファイルの格納方法について説明する。
【００４１】
　図３は、サーバ２００へのバージョンファイルの格納例を示したものである。まず、ク
ライアント１００が、一般にファイルアクセスを行う通常ファイルデータ格納領域４００
の他に、バージョン管理用のファイルを格納するバージョンファイルデータ格納領域４０
１を、サーバ２００のファイルシステム２０１もしくは記憶装置２０２から新たに作成し
たファイルシステム内、もしくはサーバ２００とは別のサーバ上に作成する。
【００４２】
　サーバ２００にて、ディレクトリＡ４０２が共有ディレクトリとして、クライアントに
対して公開されていた場合、バージョン管理装置３００により、ディレクトリＡ４０２に
相当するディレクトリＡ’４０６を、バージョンファイルデータ格納領域４０１へ作成す
る。
【００４３】
　バージョンファイルデータ格納領域４０１のディレクトリＡ’４０６には、サーバ２０
０内にバージョンファイルデータ格納領域４０１を作成する場合においては、ディレクト
リＡ４０２の共有名と競合しないように、ディレクトリＡ４０２とは異なる名前を付与し
て、一般のクライアントへは、読み出し専用となる共有ディレクトリとしてアクセスでき
るように公開する。
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【００４４】
　ディレクトリＡ４０２配下のオブジェクトについては、新たにバージョンファイルが作
成される際に、バージョン管理装置３００によって、バージョンファイル格納先までのパ
ス上のオブジェクトのみが、バージョンファイルデータ格納領域４０１に作成される。バ
ージョン管理装置３００は、バージョンファイル格納先までのパス上のオブジェクトがデ
ィレクトリであった場合、図３の例のように、通常ファイルデータ格納領域４００のディ
レクトリＣ４０４と同名のディレクトリＣ４０７を作成し、配下のオブジェクトがファイ
ルであった場合、つまりバージョンファイルの作成元のファイルである場合には、通常フ
ァイルデータ格納領域４００のファイルＤ４０５のファイル名に、バージョン管理装置３
００固有の特殊ワードや符号を付けるなどしたディレクトリ名のディレクトリＤ’４０８
を作成する。
【００４５】
　ディレクトリＤ’４０８には、ファイルＤ４０５の更新履歴データ管理用のバージョン
ファイル４０９には、
　・バージョンファイルの作成日時、
　・バージョン作成の契機となった操作を実行したユーザ名、
　・世代管理用のバージョン数が、
　ファイル名に付加されて保存される。例えばファイル名として、"0007_200502281224_y
amakawa.doc"等である。このうち"0007"はバージョン数、"200502281224"は作成日時、"y
amakawa"は更新ユーザ名である。
【００４６】
　以上のように、バージョンファイルデータ格納領域４０１において、通常ファイルデー
タ格納領域４００と同等のディレクトリパス上にバージョンファイルの格納領域を配置し
、クライアント１００へ公開することで、クライアント１００を利用するユーザは、通常
ファイルデータ格納領域４００に格納されているファイルのパス名を頼りに、バージョン
ファイルデータ格納領域４０１から、前記ファイルの過去の世代のデータに容易にアクセ
スすることが可能となる。
【００４７】
　なお、図３に示したようなバージョンファイルの格納手法は、図１に示すように、バー
ジョン管理装置３００がスイッチ装置として実装され、サーバ２００に、ＮＦＳプロトコ
ルやＣＩＦＳプロトコルを持つ既存のファイルサーバを配置した場合での一例であり、サ
ーバ２００に既にバージョン管理用のデータ格納機能がある場合は、その機能に準じた格
納方法を流用しても良い。
【００４８】
＜バージョンファイルの作成条件について＞
　次に、バージョン管理装置３００における、バージョンファイルを作成するための条件
について説明する。バージョン管理装置３００は、バージョンファイル作成のための契機
を判定するために、クライアント１００とサーバ２００の間でやり取りされるファイルア
クセスプロトコルのパケットを受け取り、そのパケットを各々に転送する際に、予め管理
者により登録されたクライアント上で稼動するアプリケーションのファイル更新処理パタ
ーンと一致するようなアクセスパターンが発生したか否かを監視する。
【００４９】
　アプリケーションのファイル更新処理パターンとは、単純にプロトコル上に定義された
すべての更新処理を抽出するのではなく、ユーザにとってバージョンファイルを残す意味
のあるファイルへの更新処理を抽出することを目的とする。
【００５０】
　したがって、ユーザがデータを更新して、意識的に更新データをストレージ上に保存し
た際に発生する特徴的なアクセスパターンを、バージョンファイル作成のための条件とす
る必要がある。
【００５１】
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　以下、ユーザが特定のアプリケーションを利用して更新したデータを保存する際に発生
する場合における更新処理パターン例を示す。
【００５２】
　例１）　文書作成アプリケーションにおけるデータ保存動作
　文書作成アプリケーションには、ユーザによって未保存の更新データや編集先のファイ
ル本体のデータの損失を防ぐために、
　・保存処理されていない編集中のファイルのデータを一時的に保存しておくための一時
ファイル（１）、および、
　・データ更新前のデータを一時的に保存しておくための一時ファイル（２）
　を作成する機能を具備したものが利用されている。
【００５３】
　このようなアプリケーションでは、アプリケーションごとに特徴をもったファイル名の
一時ファイルが作成され、ユーザがデータの保存操作を実行すると、ＲＥＮＡＭＥ処理な
どにより、一時ファイル（１）のデータが編集先のファイルのデータとして置き換えられ
、更新データが編集先のファイルに反映される。
【００５４】
　したがって、ユーザが、前記のような文書作成アプリケーション利用環境では、バージ
ョン管理装置３００にて、
　・「一時ファイル（１）」もしくは「一時ファイル（２）」のファイルの生成処理と、
　・「一時ファイル（１）」から「編集先ファイル」への更新データの反映処理と、
　を抽出することができれば、ユーザのデータの保存動作に連動したバージョンファイル
作成の契機とすることができる。
【００５５】
　バージョンファイル作成の際は、前記更新データ反映処理後、データ更新前のデータが
格納されている一時ファイル（２）を、アプリケーションによる削除要求が実行される前
に旧バージョンのバージョンファイルとして、ファイルバージョンデータ格納領域に格納
すればよい。
【００５６】
　これにより、前記文書作成アプリケーションで作成される全てのファイルをバージョン
作成対象とすることができる。
【００５７】
　図４に、文書作成アプリケーションの具体例として、Microsoft社製品 Office Word（
登録商標）を使って更新データを保存する場合の処理パターンを示す。
【００５８】
　Microsoft Office Wordでは、ユーザによる更新データの保存動作実行時に、
　・更新データを全て反映させた最新の状態のデータを持つ一時ファイル（１）、および
　・更新前のデータを含まない更新データ保存前の状態のデータを持つ一時ファイル（２
）
　を作成する。
【００５９】
　前記一時ファイルのファイル名は、いずれも"～WRL****.tmp"（"****"は任意の数字）
と、特徴的なファイル名を持つ。
【００６０】
　まず、ユーザが編集先のファイルを開き、アプリケーションを使ってデータを編集した
（Ｓｔｅｐ１）後、ユーザが更新データの保存操作を実行すると、編集先ファイルと同一
ディレクトリ内に、一時ファイル（１）（"～WRL****.tmp"）が作成される（Ｓｔｅｐ２
）。
【００６１】
　さらに、編集先ファイルを同一ディレクトリ上に一時ファイル（２）として、ＲＥＮＡ
ＭＥし（Ｓｔｅｐ３）、一時ファイル（１）を編集先ファイル名で、ＲＥＮＡＭＥする（



(13) JP 5296960 B2 2013.9.25

10

20

30

40

50

Ｓｔｅｐ４）。
【００６２】
　Ｓｔｅｐ４のＲＥＮＡＭＥの完了後、一時ファイル（２）を削除する（Ｓｔｅｐ５）こ
とで保存処理が完了する。
【００６３】
　以上の一連のアプリケーションによる更新データの保存処理パターンから、以下の２つ
の処理が実行されたことを確認することで、バージョンファイル作成のための契機と、バ
ージョンファイル作成元となるファイルとを特定することができる。
【００６４】
　１）「編集先ファイル名」から「一時ファイル（２）名」へのＲＥＮＡＭＥ処理。
　２）「一時ファイル（１）名」から「編集先ファイル名」へのＲＥＮＡＭＥ処理。
【００６５】
　上記２つのＲＥＮＡＭＥ処理は、ＲＥＮＡＭＥ元、ＲＥＮＡＭＥ先のファイル名に特徴
的なパターンや拡張子が含まれており、前記アプリケーションによって実行されたことを
容易に判断することができる。
【００６６】
　以上のことから、バージョンファイル作成の契機として、上記２つのＲＥＮＡＭＥ処理
が実行されたことを契機とし、バージョンファイル作成元として一時ファイル（２）を設
定することが可能となる。
【００６７】
　また、一時ファイル（２）は、Ｓｔｅｐ４の終了後、削除されてしまうため、バージョ
ン管理装置３００は、Ｓｔｅｐ４の動作が完了したことを示す応答パケットを取得し、ク
ライアント１００へ前記パケットを転送する前に、一時ファイル（２）のデータをコピー
してバージョンファイルの作成処理を完了させる。
【００６８】
　例２）　ファイルの上書き保存動作
　コピー先に存在するファイルと同名のファイルを、ファイルマネージャなどにより、上
書きする操作も同様に、ユーザによる更新データの保存処理と捉えることができる。
【００６９】
　前記操作がユーザにより行われた場合、まず、クライアントからのファイルのＣＲＥＡ
ＴＥ要求が送信され、その要求の応答において、ファイル名重複のエラーがサーバより返
答される。
【００７０】
　該エラーにより、ファイルマネージャなどのアプリケーションを介して、上書きの実行
可否をユーザが選択し、ユーザが上書きを許可した場合、
　・ＣＩＦＳプロトコルでは、データ更新用のＯＰＥＮ要求の後、ＷＲＩＴＥ要求がクラ
イアントから送信され、
　・ＮＦＳプロトコルでは、ＷＲＩＴＥ要求がクライアントから送信され、
　コピー元のファイルのデータが更新データとして、コピー先のファイルへ保存される。
【００７１】
　従って、バージョン管理装置３００にて、ＣＲＥＡＴＥ要求の応答におけるファイル名
重複エラーと、その後のＯＰＥＮ要求、もしくは、ＷＲＩＴＥ要求をあわせて抽出するこ
とができれば、ファイルの上書き保存操作に連動したバージョンファイル作成の契機とす
ることができる。
【００７２】
　バージョンファイル作成の際は、
　・ＣＩＦＳプロトコルであれば、ＯＰＥＮ要求が成功した後、ＷＲＩＴＥ要求が実行さ
れる前に、
　・ＮＦＳプロトコルであれば、ＷＲＩＴＥ要求が送信された際に、
　前記コピー元のファイルを旧バージョンのバージョンファイルとして、ファイルバージ
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ョンデータ格納領域に格納すればよい。
【００７３】
　バージョン管理装置３００では、以上の２つの例のように、
　・アプリケーションのデータ保存時に発生するアクセスパターンと、
　・バージョンファイルの作成手順と、
　を設定情報管理部３０４の記憶部３０５（図２参照）に予め登録しておき、前記パター
ンと手順を基に、
　・バージョンファイルの作成契機の判断と、
　・バージョンファイル作成動作の制御、
　を実行する。
【００７４】
＜バージョンファイル管理装置への事前設定情報について＞
　次に、バージョン管理装置３００を稼動させてサービスを開始する前にバージョン管理
装置３００内に設定すべき項目について列挙する。
【００７５】
　バージョン管理装置３００では、サービスを行うにあたって必要となる設定情報は、設
定情報管理部３００に格納される。
【００７６】
　設定情報管理部３０４に格納される前記設定情報は、
　・バージョン管理対象のサーバ２００のＩＰアドレス、もしくはコンピュータ名と、
　・クライアントに公開されているディレクトリの共有名と、
　・クライアント上で稼動するアプリケーションの保存動作に連動してバージョンファイ
ルを作成するための各種条件と、
　が含まれる。
【００７７】
　前記条件に関しては、前述の例のように、
　・対応させるアプリケーションの動作に従ったアクセス要求、および応答結果、
　・その操作要求に該当するファイル名のキーワード、
　・対応するプロトコル、
　・バージョンファイルを作成する際に必要となる、バージョンファイルの格納先、およ
び、バージョンファイルのデータのコピー元の取得方法など、
　それぞれの環境に合った条件が設定される。
【００７８】
　さらに、図１のような構成においては、バージョン管理装置３００は、バージョン管理
装置３００からサーバ２００に対して、スーパーユーザ権限で、データのコピーやバージ
ョンファイルの作成を実行するため、設定情報管理部３０４へサーバ２００のスーパーユ
ーザのアカウント情報を登録しておく。
【００７９】
　以上、設定情報管理部３０４に全ての設定登録作業を行った後、バージョン管理装置３
００によるサービスを開始する。
【００８０】
＜ＣＩＦＳプロトコル環境におけるバージョンファイルの作成手順＞
　次に、ＣＩＦＳプロトコル利用環境において、図１、図２の構成、および図３のバージ
ョンファイルの格納方法を採用した場合における各種手順について説明する。
【００８１】
＜ファイルアクセスパケットの転送手順＞
　まず、バージョン管理装置３００によるファイルアクセスパケットの転送手順について
説明する。
【００８２】
　バージョン管理装置３００によるサービスの開始後、クライアント１００は、バージョ
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ン管理装置３００を経由してサーバ２００にアクセスすることとなる。
【００８３】
　バージョン管理装置３００は、サーバ２００に相当するコンピュータ名をクライアント
へ提供することで、クライアント１００から本来はサーバ２００向けとなるファイルアク
セスパケットを取得することが可能となる。
【００８４】
　クライアント１００から送信されたＣＩＦＳプロトコルのパケットがバージョン管理装
置３００に到着すると、ファイルアクセス検証部３０１へパケットが転送される。
【００８５】
　ファイルアクセス検証部３０１は、転送されたパケット内から、要求された処理情報を
抽出して、設定情報管理部３０４に登録されているバージョンファイル作成のための契機
となる処理パターンに、処理情報が一致しているか否かを検証する。
【００８６】
　検証の後、バージョン管理装置３００は、後述の処理パターン一致の有無に従った処理
を実施した後、要求パケットをサーバ２００へ転送し、応答パケットを待つ。
【００８７】
　サーバ２００からの応答パケットがバージョン管理装置３００に到着すると、応答パケ
ットは、ファイルアクセス検証部３０１へ転送される。
【００８８】
　ファイルアクセス検証部３０１は、応答パケット内の応答結果を抽出し、バージョンフ
ァイル作成のための契機となるパターンの要求処理に対する応答であるかを確認した後、
後述のパターン一致の有無に従った処理を実施した後、クライアント１００へ応答パケッ
トを転送する。
【００８９】
＜ユーザ名の管理＞
　ＣＩＦＳプロトコルでは、ユーザのログイン、ログオフの実行を伴うセッションを確立
し、そのセッションのみ有効なユーザＩＤを用いて、ユーザの識別を実行している。
【００９０】
　バージョン管理装置３００は、どのユーザの操作を契機として作成されたバージョンフ
ァイルであるかを、バージョンファイルのファイル名の一部として登録する必要があるた
め、ユーザＩＤとユーザ名の関連付けができなければならない。
【００９１】
　バージョン管理装置３００は、この関連付けを実施するにあたって、ログイン、ログオ
フ操作と連動してユーザ名とユーザＩＤの関連付け処理を行う。
【００９２】
　クライアント１００からバージョン管理装置３００に送られ、ファイルアクセス検証部
３０１へ転送された要求パケットのうち、抽出された要求処理情報内の処理要求が、ユー
ザのログイン処理であった場合は、要求処理情報内に含まれるログインユーザ名を抽出し
、要求処理を識別するためのＩＤとログインユーザ名を関連付けて、ユーザ管理部３０２
へ登録した後、前記要求パケットをサーバ２００へ転送する。
【００９３】
　さらに、サーバ２００からバージョン管理装置３００に送られ、ファイルアクセス検証
部３０１へ転送された応答パケットのうち、ログイン要求処理のＩＤと一致する応答情報
に含まれる応答結果が、ログイン成功を表していた場合、ファイルアクセス検証部３０１
は、応答結果内に含まれる、本ログイン中のみ有効となるユーザＩＤを抽出し、ユーザ管
理部３０２に登録されているログインユーザ名と関連付けて、ユーザ管理部３０２へ保存
した後、応答パケットを、クライアント１００へ転送する。
【００９４】
　応答結果がログイン失敗を表していた場合は、要求パケット取得時にユーザ管理部３０
２に登録した、ログインユーザ名や要求処理のＩＤを削除した後、応答パケットをクライ
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アント１００へ転送する。
【００９５】
　同様にして、要求処理情報内の処理要求が、ユーザのログオフ処理であった場合には、
要求情報内に含まれるユーザＩＤを抽出し、要求処理を識別するためのＩＤと共にユーザ
管理部３０２へユーザＩＤを登録した後、サーバ２００へ要求パケットを転送する。
【００９６】
　サーバ２００からバージョン管理装置３００に送られ、ファイルアクセス検証部３０１
へ転送された応答パケットのうち、ログオフ要求処理のＩＤと一致する応答情報に含まれ
る応答結果が、「ログオフ成功」を表していた場合、ファイルアクセス検証部３０１は、
先ほど登録したユーザＩＤと一致するログインユーザ名とユーザＩＤを、ユーザ管理部３
０２から削除した後、クライアント１００へ応答パケットを転送する。
【００９７】
　応答結果が、「ログオフ失敗」を表していた場合には、要求パケット取得時にユーザ管
理部３０２に登録した、ユーザＩＤや要求処理のＩＤを削除した後、応答パケットをクラ
イアント１００へ転送する。
【００９８】
　以上の手順に従い、クライアント１００とサーバ２００間で中継するパケットのうち、
ログイン、ログオフ処理に伴う、ユーザ名、ユーザＩＤの関連付けを行うことで、バージ
ョン管理装置３００では、ユーザＩＤから容易にユーザ名を抽出することが可能となる。
【００９９】
＜バージョンファイル作成手順＞
　図５は、バージョン管理装置３００のファイルアクセス検証部３０１においてバージョ
ンファイル作成の契機となる処理パターンと一致した際のバージョン管理装置３００によ
るバージョンファイルの作成手順を示す流れ図である。図１及び図５を参照して、本発明
の一実施例におけるバージョンファイルの作成手順を説明する。
【０１００】
　バージョン管理装置３００は、クライアント１００からバージョン管理装置３００に送
られた処理要求パケットを取得する（ステップＳ１００）。
【０１０１】
　処理要求パケットは、ファイルアクセス検証部３０１へ転送され、要求処理情報が抽出
され解析される。処理要求パケットの内容が予め定められたパターン（設定情報管理部３
０４に登録されているバージョンファイル作成の契機となる処理パターン）に一致してい
るか否かのチェックが行われる（ステップＳ１０１）。
【０１０２】
　抽出された要求処理情報内の処理要求が、設定情報管理部３０４に登録されているバー
ジョンファイル作成の契機となる処理パターンと一致した場合（ステップＳ１０１のＹＥ
Ｓ分岐）、処理要求内容の情報をファイルアクセス検証部３０１の記憶部に保存する。よ
り詳細には、操作ファイルのパス名、操作要求のＩＤ、ユーザＩＤ、コマンド名を抽出し
て、ファイルアクセス検証部３０１内の記憶部に処理要求エントリとして保存する（ステ
ップＳ１０２）。その後、処理要求パケットをサーバ２００へ転送する。
【０１０３】
　バージョン管理装置３００のファイルアクセス検証部３０１は、サーバ２００からの応
答パケットのうち、要求の応答に該当するサーバ２００からの応答パケットを、操作要求
のＩＤを手がかりにして抽出し、サーバ２００からの応答結果が、バージョンファイル作
成の契機となる処理パターンと一致しているかチェックする（ステップＳ１０３）。バー
ジョンファイル作成の契機となる処理パターンと一致していることが確認された場合（ス
テップＳ１０３のＹＥＳ分岐）、処理要求が成功したことをファイルアクセス検証部３０
１内の記憶部に登録する（ステップＳ１０４）。そして、前記要求エントリに、応答結果
が処理パターンを満たしたことを示すフラグを付けた後、応答パケットを、クライアント
１００へ転送する。
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【０１０４】
　一方、応答結果が、バージョンファイル作成の契機となる処理パターンと一致していな
いことが確認された場合には（ステップＳ１０３のＮＯ分岐）、前記要求エントリに含ま
れる要求時に登録したデータを削除し（ステップＳ１０７）、応答パケットをクライアン
ト１００へ転送する。
【０１０５】
　バージョンファイル作成の契機となる全ての処理が完了していない場合（ステップＳ１
０５のＮＯ分岐）、ステップＳ１００に戻り、処理要求パケットの取得待ちとなる。
【０１０６】
　バージョンファイル作成の契機となる全ての処理が完了した場合（バージョンファイル
作成の契機となる条件が満たされた場合）（ステップＳ１０５のＹＥＳ分岐）、バージョ
ンファイル作成ルール、ファイルアクセス検証部３０１で保存していた要求内容に基づき
、バージョン制御部３０３は、バージョンファイルを作成する（ステップＳ１０６）。
【０１０７】
　このように、前記要求エントリに、既に実行された操作要求を、一時的に登録しておき
、関連する操作要求を同一の要求エントリに追加して、バージョンファイル作成のための
契機となる処理パターンと、操作要求、および応答結果がすべて一致した場合に、ファイ
ルアクセス検証部３０１は、要求エントリに保存されているユーザＩＤと一致するユーザ
名をユーザ管理部３０２から検索して、ユーザ名を取得すると共に、設定情報管理部３０
４に登録されている設定情報を基に、該要求エントリから、バージョンファイル作成のコ
ピー元となるファイルのパス名を取得する。
【０１０８】
　ファイルアクセス検証部３０１は、パス名から、バージョンファイル作成のコピー先の
パス名をバージョンファイルデータ格納領域４０１でのバージョンファイルの格納方法に
従って生成し、ユーザ名、コピー元となるファイルのパス名と共に、バージョン制御部３
０３へ転送する。
【０１０９】
　バージョン制御部３０３は、ファイルアクセス検証部３０１から取得したコピー元とな
るファイルパス名を基に、サーバ２００から、該パス名に格納されている通常ファイルデ
ータ格納領域４００上のファイルのデータおよび属性情報を取得する。同様に、ファイル
アクセス検証部３０１から取得したコピー先となるパス名を基に、バージョンファイルデ
ータ格納領域４０１へ新たなバージョンファイルを作成して、前記データ、および属性を
コピーする。
【０１１０】
　バージョンファイルを作成する際、既存のバージョンファイルが作成されていず、コピ
ー先までのディレクトリが存在していない場合には、バージョン制御部３０３は、前記デ
ィレクトリのデータを生成した後に、バージョンファイルを作成する。
【０１１１】
　また、ステップＳ１０６のバージョンファイル作成の際に、バージョン制御部３０３は
、バージョンファイル作成前の最新のバージョンファイルのバージョン数を、バージョン
ファイル格納先のディレクトリ上に存在するバージョンファイルのファイル名から取得し
、ファイルアクセス検証部３０１から取得したユーザ名と、バージョンファイルを作成し
た日時、および、取得したバージョン数に「１」を加えたバージョン数を並べてファイル
名として付与する。
【０１１２】
　バージョンファイルの作成が完了した後、バージョン制御部３０３から、ファイルアク
セス検証部３０１へ、バージョンファイル作成完了通知を行い、ファイルアクセス検証部
３０１は、前記バージョンファイルに関連する要求エントリを削除する（ステップＳ１０
８）。
【０１１３】
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＜要求処理がバージョンファイル作成の契機となる処理パターン、もしくはログイン、ロ
グオフ処理と一致しない場合＞
　なお、バージョン管理装置３００のファイルアクセス検証部３０１において、要求処理
がバージョンファイル作成の契機となる処理パターン、もしくはログイン、ログオフ処理
のどの処理とも一致しない場合には、バージョン管理装置３００は、要求パケットをその
ままサーバ２００へ転送する。
【０１１４】
　同様にして、応答パケットについても、バージョンファイル作成の契機となる処理パタ
ーンに一致しないものについては、バージョン管理装置３００は、応答パケットをそのま
まクライアント１００へ転送する。
【０１１５】
＜ＮＦＳプロトコル環境におけるバージョンファイルの作成手順＞
　ＮＦＳプロトコル利用環境におけるバージョンファイルの作成手順は、ＣＩＦＳプロト
コルと同様に、実施することができるが、ユーザ管理部３０２におけるユーザ名の管理方
法と、バージョン制御部３０３におけるファイルの作成手順が異なる。
【０１１６】
　ＮＦＳプロトコルでは、ログイン、ログオフに伴うセッション管理手段が備えられてい
ないため、特定のユーザからの操作要求は、全て同一のユーザＩＤが付与される。従って
、ＮＩＳ（Network Information Service）サーバや、サーバ２００内に格納されている
ユーザ名とユーザＩＤの対応テーブルを、予めバージョン管理装置３００のユーザ管理部
３０２へ登録しておく必要がある。
【０１１７】
　また、ＮＦＳプロトコルでは、ファイル操作は、パス名ではなく、「ファイルハンドル
」と呼ばれるＮＦＳ固有の識別子を用いて行われるため、バージョンファイルのコピー元
、もしくはコピー先のパス名をパケットから一意に取得できない。従って、バージョンフ
ァイル作成の際には、バージョンファイルに関連する親ディレクトリから公開ディレクト
リまでのパス名を、バージョンファイル作成の操作対象となっているファイルのファイル
ハンドルから導く操作が必要となる。この操作は、ファイルハンドル＋ファイル名「..」
により、親ディレクトリのファイルハンドルを取得し、親ディレクトリのファイルハンド
ルを使って、ディレクトリエントリを取得して、取得したファイルハンドルを持つディレ
クトリ名を探索する操作を公開ディレクトリに達するまで実行することである。
【０１１８】
　以上本発明を上記実施例に即して説明したが、本発明は上記実施例の構成にのみ限定さ
れるものでなく、本発明の範囲内で当業者であればなし得るであろう各種変形、修正を含
むことは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【０１１９】
【図１】本発明の一実施例のバージョン管理システムの構成例を示す図である。
【図２】本発明の一実施例のバージョン管理装置の構成を示す図である。
【図３】本発明の一実施例におけるバージョンファイルの格納例を示す図である。
【図４】本発明の一実施例における文書作成アプリケーションにおける更新データ保存時
の動作手順を示す図である。
【図５】本発明の一実施例におけるバージョンファイルの作成手順を示す流れ図である。
【符号の説明】
【０１２０】
　１　ローカルネットワーク
　１００　クライアント
　２００　サーバ
　２０１　ファイルシステム
　２０２　記憶装置
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　３００　バージョン管理装置
　３０１　ファイルアクセス検証部
　３０２　ユーザ管理部
　３０３　バージョン制御部
　３０４　設定情報管理部
　３０５　記憶部
　４００　通常ファイルデータ格納領域
　４０１　バージョンファイルデータ格納領域
　４０２　ディレクトリＡ
　４０３　ディレクトリＢ
　４０４　ディレクトリＣ
　４０５　ファイルＤ
　４０６　ディレクトリＡ’
　４０７　ディレクトリＣ
　４０８　ディレクトリＤ’
　４０９　バージョンファイル群　

【図１】 【図２】

【図３】
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