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(57)【要約】
【課題】通信ネットワークおよび通信サービスを汎用サ
ーバを用いてスケールアウトした際に既存サービスを無
中断でファイル更新する。
【解決手段】リソースプール６から必要な資源を獲得し
てクラスタリングされた複数のサーバクラスタ９に、個
々のサービスを実現するアプリケーションファイルを配
備することで構成されたノード２を備え、通信システム
１は、旧バージョンのアプリケーションファイル２１が
配備されたノード２ａと、同種のファイル２２が配備さ
れたノード２ｂとを備え、ノード２ａは、新機能追加時
に、旧バージョンのファイル２１の処理に用いていたデ
ータＤをノード２ｂに移動し（Ｓ１１）、新バージョン
のファイル２３へ更新し（Ｓ１２ａ）、ノード２ａの更
新中に、ノード２ｂは、ノード２ａが行うべき処理を代
わりに実行してサービスを提供する（Ｓ１３）。更新終
了後に、ノード２ａは、ノード２ｂから更新中のデータ
Ｄを引き継ぐ（Ｓ１４）。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーバリソースコンポーネントと、ブートイメージとを、予め余剰にプールしたリソー
スプールから、必要な資源を予め獲得してクラスタリングされた複数のサーバクラスタに
、個々のサービスを実現するアプリケーションファイルを配備することで構成されたノー
ドを備え、各ノードはユーザサービスネットワークを介してユーザ端末にサービスを提供
する通信システムであって、
　所定のサービスを実現する旧バージョンのアプリケーションファイルが配備された第１
のノードと、前記所定のサービスを提供できる同種のアプリケーションファイルが配備さ
れた第２のノードとを備え、
　前記第１のノードは、
　前記所定のサービスへの新機能追加時に、前記旧バージョンのアプリケーションファイ
ルの処理に用いていたデータを前記第２のノードに移動し、
　前記旧バージョンのアプリケーションファイルを、前記所定のサービスへの新機能を実
現する新バージョンのアプリケーションファイルへ更新し、
　前記アプリケーションファイルの更新終了後に、前記第２のノードから更新中のデータ
を引き継ぎ、
　前記第２のノードは、前記第１のノードがアプリケーションファイルを更新している間
、前記第１のノードが行うべき処理を代わりに実行して前記所定のサービスを提供する
ことを特徴とする通信システム。
【請求項２】
　前記ノードは、当該ノードを管理統括する管理機能を備え、
　前記通信システムは、前記ノードを構成する複数のサーバクラスタに対するタスクの振
分およびトラフィックの振分を行う振分機能部を備え、
　前記ノードの管理機能は、
　更新されたブートイメージを利用した新たなサービス追加時に、当該ノードにおいて既
に保持している未更新のサーバクラスタにて処理に用いていたデータを、当該未更新のサ
ーバクラスタと同種のサービスを提供できる同種の外部にある前記ノードまたは当該ノー
ド内部にある他のサーバクラスタに移動し、前記更新されたブートイメージを利用して新
たな前記サーバクラスタを組成し、組成された更新済みのサーバクラスタを当該ノードに
追加し、当該ノードにおいて前記追加された更新済みのサーバクラスタと、既に保持して
いる未更新のサーバクラスタとを共存させ、前記更新済みのサーバクラスタの安定動作を
確認した後で、前記未更新のサーバクラスタを解体して前記リソースプールに戻し、
　前記振分機能部は、当該ノードの管理機能からの指示に基づいて、当該ノードへのトラ
フィックを、前記更新済みのサーバクラスタと、前記未更新のサーバクラスタとに振り分
ける
ことを特徴とする請求項１に記載の通信システム。
【請求項３】
　前記ノードの管理機能は、
　前記新たなサービス追加時に、ファイル更新開始時点から当該ノードの運転監視を開始
し、各サーバクラスタにおけるファイル更新状態を把握し、前記更新済みのクラスタの安
定動作が予め定められた所定時間に亘って確認できた後に、前記運転監視を解除する
ことを特徴とする請求項２に記載の通信システム。
【請求項４】
　前記ノードの管理機能は、
　当該ノードの運転監視中に、前記サーバクラスタ内で不具合が発生した場合、当該ノー
ドから、前記更新済みのクラスタを全て切り離し、前記更新前の未更新のクラスタだけで
動作させる
ことを特徴とする請求項３に記載の通信システム。
【請求項５】
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　前記第１のノードは、
　前記旧バージョンのアプリケーションファイルを、前記新バージョンのアプリケーショ
ンファイルへ更新して、前記新バージョンのアプリケーションファイルの安定動作が予め
定められた所定時間に亘って確認できた場合に、前記第２のノードから更新中のデータを
引き継ぎ、
　前記所定時間の間に前記新バージョンのアプリケーションファイルの安定動作が確認で
きない場合に、前記新バージョンのアプリケーションファイルを配備しなおし、再配備後
に、前記新バージョンのアプリケーションファイルの安定動作が確認できた場合に、前記
第２のノードから更新中のデータを引き継ぐ
ことを特徴とする請求項１ないし請求項４のいずれか一項に記載の通信システム。
【請求項６】
　サーバリソースコンポーネントと、ブートイメージとを、予め余剰にプールしたリソー
スプールから、必要な資源を予め獲得してクラスタリングされた複数のサーバクラスタに
、個々のサービスを実現するアプリケーションファイルを配備することで構成されたノー
ドを備え、各ノードはユーザサービスネットワークを介してユーザ端末にサービスを提供
する通信システムにおける通信システム更新方法であって、
　前記通信システムは、所定のサービスを実現する旧バージョンのアプリケーションファ
イルが配備された第１のノードと、前記所定のサービスを提供できる同種のアプリケーシ
ョンファイルが配備された第２のノードとを備え、
　前記第１のノードは、
　前記所定のサービスへの新機能追加時に、前記旧バージョンのアプリケーションファイ
ルの処理に用いていたデータを前記第２のノードに移動する移動ステップと、
　前記旧バージョンのアプリケーションファイルを、前記所定のサービスへの新機能を実
現する新バージョンのアプリケーションファイルへ更新する更新ステップとを実行し、
　前記第２のノードは、
　前記第１のノードがアプリケーションファイルを更新している間、前記第１のノードが
行うべき処理を代わりに実行して前記所定のサービスを提供するサービス提供ステップを
実行し、
　前記第１のノードは、
　前記アプリケーションファイルの更新終了後に、前記第２のノードから更新中のデータ
を引き継ぐ引継ステップを実行する
ことを特徴とする通信システム更新方法。
【請求項７】
　前記ノードは、当該ノードを管理統括する管理機能を備え、
　前記通信システムは、前記ノードを構成する複数のサーバクラスタに対するタスクの振
分およびトラフィックの振分を行う振分機能部を備え、
　前記ノードの管理機能は、
　更新されたブートイメージを利用した新たなサービス追加時に、当該ノードにおいて既
に保持している未更新のサーバクラスタにて処理に用いていたデータを、当該未更新のサ
ーバクラスタと同種のサービスを提供できる同種の外部にある前記ノードまたは当該ノー
ド内部にある他のサーバクラスタに移動する移動ステップと、
　前記更新されたブートイメージを利用して新たな前記サーバクラスタを組成し、組成さ
れた更新済みのサーバクラスタを当該ノードに追加する追加ステップと、
　当該ノードにおいて前記追加された更新済みのサーバクラスタと、既に保持している未
更新のサーバクラスタとを共存させる共存ステップと、
　前記更新済みのサーバクラスタの安定動作を確認する動作確認ステップと、
　前記更新済みのサーバクラスタの安定動作を確認した後で、前記未更新のサーバクラス
タを解体する解体ステップと、
　前記解体したコンポーネントを前記リソースプールに戻す返却ステップと、を実行し、
　前記振分機能部は、
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　前記共存ステップにて、当該ノードの管理機能からの指示に基づいて、当該ノードへの
トラフィックを、前記更新済みのサーバクラスタと、前記未更新のサーバクラスタとに振
り分けるステップを実行する
ことを特徴とする請求項６に記載の通信システム更新方法。
【請求項８】
　前記ノードの管理機能は、
　前記新たなサービス追加時に、前記解体ステップの前において、
　ファイル更新開始時に、当該ノードの運転監視を開始する監視開始ステップと、
　各サーバクラスタにおけるファイル更新状態を把握する更新状態管理ステップと、
　前記更新済みのクラスタの安定動作が予め定められた所定時間に亘って確認できた後に
、前記運転監視を解除する監視解除ステップとを実行する
ことを特徴とする請求項７に記載の通信システム更新方法。
【請求項９】
　前記ノードの管理機能は、
　当該ノードの運転監視中に、前記サーバクラスタ内で不具合が発生した場合、当該ノー
ドから、前記更新済みのクラスタを全て切り離すステップと、
　前記更新前の未更新のクラスタだけで動作させるステップとを実行することを特徴とす
る請求項８に記載の通信システム更新方法。
【請求項１０】
　前記第１のノードは、
　前記旧バージョンのアプリケーションファイルを、前記新バージョンのアプリケーショ
ンファイルへ更新する更新ステップを実行し、
　前記新バージョンのアプリケーションファイルの安定動作が予め定められた所定時間に
亘って確認できた場合に、前記第２のノードから更新中のデータを引き継ぎ、
　前記所定時間の間に前記新バージョンのアプリケーションファイルの安定動作が確認で
きない場合に、前記新バージョンのアプリケーションファイルを配備しなおすステップと
、
　再配備後に、前記新バージョンのアプリケーションファイルの安定動作が確認できた場
合に、前記第２のノードから更新中のデータを引き継ぐステップとを実行することを特徴
とする請求項６ないし請求項９のいずれか一項に記載の通信システム更新方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信システムおよび通信システム更新方法に関し、特にネットワーク中の制
御ノードからなる通信システム、および制御ノードのファイル更新による通信システム更
新方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ネットワークサービスの多様化が顕著である。通常、サービス提供事業者は、新
サービスを立ち上げる際は、その新サービスの利用者数を事前に明確に把握することが困
難であるため、まずは小規模のサーバを用いてサービス提供を開始し、利用者の増加に応
じてサーバを増強していくことがコスト面で有効である。このようなサービス提供開始形
態をスモールスタートという。
【０００３】
　サーバを増強する方法として、性能強化、すなわち、ハードウェアをより性能の高いも
のに交換する方法（スケールアップという）が従来から行われている。しかし、スケール
アップでは、ハードウェアの性能が、ある一定の性能を超える場合にコストが指数関数的
に増加してしまう。そのため、近年では、サーバを増強する方法として、性能が高すぎず
安価なサーバを追加し（スケールアウトし）、複数のサーバが並列動作すること（これを
クラスタという）によって処理を行うことが一般的となりつつある。
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【０００４】
　ただし、サービスの利用者数の増加時に、速やかにスケールアウトを行うためには、稼
働していない予備のサーバを常に待機させておく必要がある。そのような常には使用して
いない待機サーバを、個々のサービス提供事業者が用意するには高いコストがかかる。
　そこで、近年では、データセンタのようなサーバ管理事業者が、一括してサーバを管理
し、サービス提供事業者をホスティングするＩａａＳ（Infrastructure as a Service）
などと呼ばれる形態が一般化している（非特許文献１参照）。
　ＩａａＳでは、個々のサービス提供事業者にとって、サーバのハードウェアメンテナン
スが不要であるというメリットがあるだけでなく、複数のサービス提供事業者が待機サー
バを共有することにより、サーバ設備維持費の低減が期待できる。
【０００５】
　一方、近年では、通信ネットワークにおいて、設備維持費のコスト低減を目的として通
信網のＩＰ（Internet Protocol）化が進んでいる。このため、従来の交換機のような専
用ハードウェアではなく、汎用サーバを用いて通信ネットワークおよび通信サービスを実
現することが一般化している。また、通信サービスにおいても、サービスは多様化してい
るため、新サービスをスモールスタートし、利用者の拡大に応じてサーバ数をスケールア
ウトすることにより、設備コストを低減したいという要求がある。
【０００６】
　そのような要求に対して、各サービスをスモールスタートし、あるサービスの利用者拡
大時に、余剰待機資源が集約されたセンタ（リソースプールという）から必要なサーバを
獲得し、スケールアウトを行う構成の適用が考えられる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)、[平成22年4月6日検索]
、インターネット<URL:http://aws.amazon.com/ec2/>
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、例えばＩＰ網を用いた通信ネットワークおよび通信サービスにおいて、
複数の汎用的なサーバで、サービス（アプリケーション）を実行する構成、すなわち、汎
用的なサーバを用いたスケールアウト構成を、新方式として単純に採用することは困難で
ある。例えば、新方式の通信ネットワークおよび通信サービスにおいて、サービス機能の
追加などが発生した場合、従来の設備構成と全く異なるため、従来の設備構成で用いてい
る、プログラムファイルの追加手法や更新手法をそのまま使用することができない。その
ため、新たなファイル更新手法が必要である。
【０００９】
　また、例えばＩＰ網を用いた通信ネットワークおよび通信サービスを提供する通信事業
者には、既存の電話網等の通信ネットワークと同様な高い信頼性が求められており、サー
ビス機能を追加する際には、それまでに提供している既存サービスを中断することなく新
規サービスの追加を行うことが望まれている。
【００１０】
　本発明は、前記した問題を解決するために成されたものであり、通信ネットワークおよ
び通信サービスを汎用サーバを用いてスケールアウトした際に既存サービスを無中断でフ
ァイル更新できる通信システムおよび通信システム更新方法を提供することを課題とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記目的を達成するために、本発明に係る通信システムは、サーバリソースコンポーネ
ントと、ブートイメージとを、予め余剰にプールしたリソースプールから、必要な資源を
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予め獲得してクラスタリングされた複数のサーバクラスタに、個々のサービスを実現する
アプリケーションファイルを配備することで構成されたノードを備え、各ノードはユーザ
サービスネットワークを介してユーザ端末にサービスを提供する通信システムであって、
所定のサービスを実現する旧バージョンのアプリケーションファイルが配備された第１の
ノードと、前記所定のサービスを提供できる同種のアプリケーションファイルが配備され
た第２のノードとを備え、前記第１のノードが、前記所定のサービスへの新機能追加時に
、前記旧バージョンのアプリケーションファイルの処理に用いていたデータを前記第２の
ノードに移動し、前記旧バージョンのアプリケーションファイルを、前記所定のサービス
への新機能を実現する新バージョンのアプリケーションファイルへ更新し、前記アプリケ
ーションファイルの更新終了後に、前記第２のノードから更新中のデータを引き継ぎ、前
記第２のノードが、前記第１のノードがアプリケーションファイルを更新している間、前
記第１のノードが行うべき処理を代わりに実行して前記所定のサービスを提供することを
特徴とする。
【００１２】
　また、前記目的を達成するために、本発明に係る通信システム更新方法は、サーバリソ
ースコンポーネントと、ブートイメージとを、予め余剰にプールしたリソースプールから
、必要な資源を予め獲得してクラスタリングされた複数のサーバクラスタに、個々のサー
ビスを実現するアプリケーションファイルを配備することで構成されたノードを備え、各
ノードはユーザサービスネットワークを介してユーザ端末にサービスを提供する通信シス
テムにおける通信システム更新方法であって、前記通信システムは、所定のサービスを実
現する旧バージョンのアプリケーションファイルが配備された第１のノードと、前記所定
のサービスを提供できる同種のアプリケーションファイルが配備された第２のノードとを
備え、前記第１のノードが、前記所定のサービスへの新機能追加時に、前記旧バージョン
のアプリケーションファイルの処理に用いていたデータを前記第２のノードに移動する移
動ステップと、前記旧バージョンのアプリケーションファイルを、前記所定のサービスへ
の新機能を実現する新バージョンのアプリケーションファイルへ更新する更新ステップと
を実行し、前記第２のノードが、前記第１のノードがアプリケーションファイルを更新し
ている間、前記第１のノードが行うべき処理を代わりに実行して前記所定のサービスを提
供するサービス提供ステップを実行し、前記第１のノードが、前記アプリケーションファ
イルの更新終了後に、前記第２のノードから更新中のデータを引き継ぐ引継ステップを実
行することを特徴とする。
【００１３】
　かかる構成の通信システム、または、かかる手順の通信システム更新方法によれば、通
信システムは、各ノードが、リソースプールから獲得された余剰資源をクラスタ構成した
サーバクラスタにアプリケーションファイルをデプロイ（配備）することで構成されてい
るので、スモールスタートしたノードにおいて、その提供するサービスの需要増加に伴っ
て、サーバクラスタを追加することで、容易にスケールアウトすることができる。
　そして、通信システムは、複数のノードに同種のアプリケーションファイルをデプロイ
しており、各ノードでサービスを実行する。
　そのため、アプリケーションファイル更新によってアプリケーションへ機能を追加する
際には、更新対象である第１のノードが、同種のアプリケーションを実行する第２のノー
ドにデータを移動させてから更新処理を行い、かつ、この更新中に第２のノードが第１の
ノードの肩代わりをして同種のアプリケーションによって既存のサービスを提供するので
、追加機能のためのファイル更新をサービス無中断で実現することができる。
【００１４】
　また、本発明に係る通信システムは、前記ノードが、当該ノードを管理統括する管理機
能を備え、前記通信システムが、前記ノードを構成する複数のサーバクラスタに対するタ
スクの振分およびトラフィックの振分を行う振分機能部を備え、前記ノードの管理機能が
、更新されたブートイメージを利用した新たなサービス追加時に、当該ノードにおいて既
に保持している未更新のサーバクラスタにて処理に用いていたデータを、当該未更新のサ
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ーバクラスタと同種のサービスを提供できる同種の外部にある前記ノードまたは当該ノー
ド内部にある他のサーバクラスタに移動し、前記更新されたブートイメージを利用して新
たな前記サーバクラスタを組成し、組成された更新済みのサーバクラスタを当該ノードに
追加し、当該ノードにおいて前記追加された更新済みのサーバクラスタと、既に保持して
いる未更新のサーバクラスタとを共存させ、前記更新済みのサーバクラスタの安定動作を
確認した後で、前記未更新のサーバクラスタを解体して前記リソースプールに戻し、前記
振分機能部が、当該ノードの管理機能からの指示に基づいて、当該ノードへのトラフィッ
クを、前記更新済みのサーバクラスタと、前記未更新のサーバクラスタとに振り分けるこ
とが好ましい。
【００１５】
　また、本発明に係る通信システム更新方法は、前記ノードが、当該ノードを管理統括す
る管理機能を備え、前記通信システムが、前記ノードを構成する複数のサーバクラスタに
対するタスクの振分およびトラフィックの振分を行う振分機能部を備え、前記ノードの管
理機能が、更新されたブートイメージを利用した新たなサービス追加時に、当該ノードに
おいて既に保持している未更新のサーバクラスタにて処理に用いていたデータを、当該未
更新のサーバクラスタと同種のサービスを提供できる同種の外部にある前記ノードまたは
当該ノード内部にある他のサーバクラスタに移動する移動ステップと、前記更新されたブ
ートイメージを利用して新たな前記サーバクラスタを組成し、組成された更新済みのサー
バクラスタを当該ノードに追加する追加ステップと、当該ノードにおいて前記追加された
更新済みのサーバクラスタと、既に保持している未更新のサーバクラスタとを共存させる
共存ステップと、前記更新済みのサーバクラスタの安定動作を確認する動作確認ステップ
と、前記更新済みのサーバクラスタの安定動作を確認した後で、前記未更新のサーバクラ
スタを解体する解体ステップと、前記解体したコンポーネントを前記リソースプールに戻
す返却ステップと、を実行し、前記振分機能部が、前記共存ステップにて、当該ノードの
管理機能からの指示に基づいて、当該ノードへのトラフィックを、前記更新済みのサーバ
クラスタと、前記未更新のサーバクラスタとに振り分けるステップを実行することが好ま
しい。
【００１６】
　かかる構成の通信システム、または、かかる手順の通信システム更新方法によれば、通
信システムは、ブートイメージ更新によってノードに新規サービスを追加する際には、ノ
ードの管理機能が、サーバクラスタ毎に更新を行う。このようにサーバクラスタ毎に更新
を行うので、更新前に移動させる未更新のサーバクラスタのデータの移動先は、外部のノ
ードの他に、当該ノードの内部の別の未更新のサーバクラスタであってもよい。
　また、ブートイメージ更新のファイル更新処理においては、更新済みのサーバクラスタ
と、未更新のサーバクラスタとを共存させているので、デプロイされているアプリケーシ
ョンファイルは、ブートイメージ更新中に動作し続けることができる。
　また、更新済みのサーバクラスタと、未更新のサーバクラスタとを共存させているので
、ファイル更新状態に合わせて、当該ノードへのトラフィックを各サーバクラスタへ柔軟
に振り分けることができる。
　さらに、すべてのサーバクラスタを一括して更新することなく、更新をサーバクラスタ
毎に行うので、新規サービス用のファイル更新をサービス無中断で実現することができる
。
【００１７】
　また、本発明に係る通信システムは、前記ノードの管理機能が、前記新たなサービス追
加時に、ファイル更新開始時点から当該ノードの運転監視を開始し、各サーバクラスタに
おけるファイル更新状態を把握し、前記更新済みのクラスタの安定動作が予め定められた
所定時間に亘って確認できた後に、前記運転監視を解除することが好ましい。
【００１８】
　また、本発明に係る通信システム更新方法は、前記ノードの管理機能が、前記新たなサ
ービス追加時に、前記解体ステップの前において、ファイル更新開始時に、当該ノードの



(8) JP 2011-257847 A 2011.12.22

10

20

30

40

50

運転監視を開始する監視開始ステップと、各サーバクラスタにおけるファイル更新状態を
把握する更新状態管理ステップと、前記更新済みのクラスタの安定動作が予め定められた
所定時間に亘って確認できた後に、前記運転監視を解除する監視解除ステップとを実行す
ることが好ましい。
【００１９】
　かかる構成の通信システム、または、かかる手順の通信システム更新方法によれば、通
信システムは、ノードの運転状態を監視し、更新処理の開始時点から、各サーバクラスタ
におけるファイル更新状態を把握し、さらに、更新後所定時間の間に、通信システムに何
らかの不具合が発生したか確認し続ける。そのため、更新後所定時間の間に不具合が発生
しても、対処することが可能であり、サービス無中断を実現することができる。
【００２０】
　また、本発明に係る通信システムは、前記ノードの管理機能が、当該ノードの運転監視
中に、前記サーバクラスタ内で不具合が発生した場合、当該ノードから、前記更新済みの
クラスタを全て切り離し、前記更新前の未更新のクラスタだけで動作させることが好まし
い。
【００２１】
　また、本発明に係る通信システム更新方法は、前記ノードの管理機能が、当該ノードの
運転監視中に、前記サーバクラスタ内で不具合が発生した場合、当該ノードから、前記更
新済みのクラスタを全て切り離すステップと、前記更新前の未更新のクラスタだけで動作
させるステップとを実行することが好ましい。
【００２２】
　かかる構成の通信システム、または、かかる手順の通信システム更新方法によれば、通
信システムは、ブートイメージ更新のファイル更新処理において、更新済みのサーバクラ
スタと、未更新のサーバクラスタとを共存させているので、更新後所定時間の間に、更新
済みのサーバクラスタ内で不具合が発生したとしても、ノードの管理機能が、更新済みの
サーバクラスタから、未更新のクラスタにタスクを移すことで、サービス無中断を実現す
ることができる。
【００２３】
　また、本発明に係る通信システムは、前記第１のノードが、前記旧バージョンのアプリ
ケーションファイルを、前記新バージョンのアプリケーションファイルへ更新して、前記
新バージョンのアプリケーションファイルの安定動作が予め定められた所定時間に亘って
確認できた場合に、前記第２のノードから更新中のデータを引き継ぎ、前記所定時間の間
に前記新バージョンのアプリケーションファイルの安定動作が確認できない場合に、前記
新バージョンのアプリケーションファイルを配備しなおし、再配備後に、前記新バージョ
ンのアプリケーションファイルの安定動作が確認できた場合に、前記第２のノードから更
新中のデータを引き継ぐことが好ましい。
【００２４】
　また、本発明に係る通信システム更新方法は、前記第１のノードが、前記旧バージョン
のアプリケーションファイルを、前記新バージョンのアプリケーションファイルへ更新す
る更新ステップを実行し、前記新バージョンのアプリケーションファイルの安定動作が予
め定められた所定時間に亘って確認できた場合に、前記第２のノードから更新中のデータ
を引き継ぎ、前記所定時間の間に前記新バージョンのアプリケーションファイルの安定動
作が確認できない場合に、前記新バージョンのアプリケーションファイルを配備しなおす
ステップと、再配備後に、前記新バージョンのアプリケーションファイルの安定動作が確
認できた場合に、前記第２のノードから更新中のデータを引き継ぐステップとを実行する
ことが好ましい。
【００２５】
　かかる構成の通信システム、または、かかる手順の通信システム更新方法によれば、通
信システムは、アプリケーションファイル更新において、更新前に、データを同種のノー
ドに移動させ、更新中には、このデータ移動先のノードで処理を肩代わりしているので、
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アプリケーションファイル更新中に不具合が生じたとしても、サービスとして無中断の処
理（以下、サービス無中断という）が継続可能である。また、このサービス無中断の処理
の間に、更新対象のノードは、ファイル更新状態のステータスを変更してデプロイしなお
す処理をすることができるので、安定動作が確認でき次第、データを引き継ぐことができ
る。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、既存の電話網等の通信ネットワークに求められる高い信頼性や、サー
ビス無中断を維持したまま、新規サービスの追加を行うことができる。
　また、本発明によれば、更新対象のノードに所定時間の運転監視状態を持たせることで
、新規サービスを追加した直後に不安定な状態になったとしてもサービス無中断を実現す
ることができる。
【００２７】
　さらに、本発明によれば、ブートイメージ更新のファイル更新処理において、更新済み
のサーバクラスタと、未更新のサーバクラスタとを共存させることで、運転監視期間中に
、更新または追加を行っているファイルに不具合を発見した際に、更新または追加前の状
態に即座に戻すことが可能である。また、この場合、新サービス追加時に、新旧サービス
に対するデータの参照や追加が発生した際には、それぞれ新旧サービスに対して、その要
求を振り分けることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の実施形態に係る通信システムの一例を示す構成図である。
【図２】図１に示すノードの構成例を模式的に示す概念図である。
【図３】図２に示すサーバクラスタの冗長構成例を模式的に示す概念図である。
【図４】本発明の実施形態に係る通信システムにおいてアプリケーションファイルの更新
方法の概要を示す概念図である。
【図５】本発明の実施形態に係る通信システムの更新時の動作を示す概念図である。
【図６】本発明の実施形態に係る通信システムにおいてブートイメージの更新方法の概要
の一例を示す概念図である。
【図７】本発明の実施形態に係る通信システムにおいてブートイメージの更新方法の概要
の他の例を示す概念図である。
【図８】本発明の実施形態に係る通信システムにおいてサーバクラスタの更新手順の概要
を示す概念図である。
【図９】図８に示すサーバクラスタの更新中のトラフィックを示す概念図である。
【図１０】図８に示すサーバクラスタの更新中の管理機能の処理を示す概念図である。
【図１１】図１０に示す管理機能による運転監視状態中の処理の一例を示す概念図である
。
【図１２】図１０に示す管理機能による運転監視状態中の処理の他の例を示す概念図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　図面を参照して本発明の通信システム及びその更新方法を実施するための形態について
詳細に説明する。
【００３０】
（第１実施形態）
［通信システムの構成］
　図１に示すように、通信システム１は、ユーザに通信サービスを提供するクラスタ構成
の複数の制御ノード（以下、単にノードという）２を備えている。ノード２の個数は任意
であるが、同じサービスを１つ以上のノード２により提供するものとする。つまり、通信
システム１は、スモールスタートした後に、同じ処理を行うノードを追加（スケールアウ
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ト）することができるシステムである。この通信システム１は、例えば通信事業者によっ
て運用される。通信サービスの種類は特に限定されないが、例えば、通話等の呼処理のサ
ービスが挙げられる。
【００３１】
　ノード２は、ユーザサービスネットワークＮ1を介してユーザ端末３と接続される。ユ
ーザ端末３は、通信サービスを享受するユーザが使用する端末であって、例えば、有線ま
たは無線のネットワーク接続可能な一般的なパーソナルコンピュータ（ＰＣ）や携帯情報
端末等から構成される。ユーザサービスネットワークＮ1は、特に限定するものではない
が、例えばＩＰネットワークとすることができる。
【００３２】
　ノード２と、ユーザサービスネットワークＮ1との間には、ロードバランサ（load bala
ncer：ＬＢ、振分機能部）４が設けられている。ロードバランサ４は、ユーザサービスネ
ットワークＮ1からノード２へのトラフィックやタスクをノード２内のサーバクラスタ９
のいずれかに振り分けるものであって、例えば、一般的な負荷分散機能を有した装置であ
る。
【００３３】
　ユーザサービスネットワークＮ1には、ノード２以外の制御ノード５も接続されている
。制御ノード５は、例えば、ユーザサービスネットワークＮ1におけるルーティング処理
、トラフィック監視処理、障害検出時処理等を行うものである。制御ノード５は、例えば
、一般的なサーバやルータ等から構成される。
【００３４】
　ノード２は、例えば通信事業者の保守ネットワークＮ2を介して、リソースプール６と
、リソースプールマネージャ７と、オペレータ端末８と接続されている。
　リソースプール６は、ある程度余剰にリソース（資源）が集約されたネットワーク空間
を示している。リソースプールに集約されたリソースは、余剰待機資源として活用される
。本実施形態では、一例として、日本全国を、九州および沖縄地方、中国および四国地方
、近畿地方、北陸および東海地方、関東地方、東北地方、北海道地方の合計７つの地方に
区分し、各区分に対応して７つのリソースプール６（６ａ～６ｇ）が用意されていること
とする（図５参照）。
【００３５】
　リソースプールマネージャ７は、全国各地に点在したリソースプール６を管理するもの
であって、例えば、一般的なサーバ等から構成される。
　オペレータ端末８は、リソースプールマネージャ７にコマンドを投入するために、例え
ば通信事業者のオペレータが使用する端末であって、例えば、一般的なＰＣ等から構成さ
れる。なお、ユーザ端末３、制御ノード５、リソースプールマネージャ７およびオペレー
タ端末８の台数は任意である。
【００３６】
　図１に示すように、ノード２は、リソースプール６から、必要な資源を予め獲得してク
ラスタリングされた冗長構成のサーバクラスタ９に、個々のサービスを実現するアプリケ
ーションファイルを配備することで構成されており、複数のサーバクラスタ９と、管理機
能１０とを備えている。
【００３７】
　図２に示すように、リソースプール６は、サーバリソースコンポーネント３０を備えて
いる。サーバリソースコンポーネント３０は余剰にプールされている。
　サーバリソースコンポーネント３０とは、ノード２を物理的に組成するものであって、
ここでは、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、メモリ、ＮＩＣ（Network Interface C
ard）等がアセンブルされた物理的なサーバのことを示している。図２では、サーバリソ
ースコンポーネント３０の一例として、個別のサーバ３１，３２，３３を図示し、こられ
を一括してサーバリソースコンポーネント３０と呼称している。
【００３８】
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　また、本実施形態では、リソースプール６は、ブートイメージ４０も備えている。ブー
トイメージ４０は余剰にプールされている。ブートイメージ４０とは、ノード２の機能を
実現するためのソフトウェアコンポーネントであって、例えば、ＯＳ（Operating System
）、ミドルウェア、ライブラリ等を示している。
【００３９】
　なお、図２に示したブートイメージ４０の例は、リソースプール６にてプールされた状
態を模式的に表したものであり、サーバクラスタ９に対しては、図４に示すようにソフト
ウェアコンポーネント５０として表される。この場合、サーバクラスタ９は、ソフトウェ
アコンポーネント５０として、例えば、ＯＳ５１と、ミドルウェア５２と、ライブラリ５
３とを備えている。
【００４０】
　図２では、ブートイメージ４０の一例として、クラスタサーバ４１と、クラスタＬＢ（
load balancer）４２と、クラスタ管理機能４３とを図示した。
　クラスタサーバ４１は、サービスを提供するサーバクラスタ９に用いられるソフトウェ
アコンポーネントをサーバ毎にアセンブルされたイメージファイルである。
　クラスタＬＢ４２は、ロードバランサ４に用いられるソフトウェアコンポーネントをロ
ードバランサ毎にアセンブルされたイメージファイルである。
　クラスタ管理機能４３は、ノードを管理統括する管理機能１０に用いられるソフトウェ
アコンポーネントを管理機能毎にアセンブルされたイメージファイルである。
【００４１】
　また、図５では、ブートイメージ４０の一例として、クラスタＥＭＳ４４も図示した。
このクラスタＥＭＳ４４は、ノードの動作状態を監視して不具合を検知する図示しない監
視検知機能に用いられるソフトウェアコンポーネントをＥＭＳ（Event Monitoring Servi
ce）毎にアセンブルされたイメージファイルである。
【００４２】
　なお、リソースプール６を、サーバリソースプールと、ブートイメージプールとに分け
てもよい。この場合、サーバリソースプールは、サーバリソースコンポーネント３０のみ
を備え、ブートイメージプールは、ブートイメージ４０のみを備える。
【００４３】
　図２に示すように、サーバリソースコンポーネント３０と、ブートイメージ４０とをク
ラスタリングしたものがサーバクラスタ９に相当する。このサーバクラスタ９は、Ｎ重化
構成で実現することができる（Ｎは２以上の整数）。さらに、個々のサービスを実現する
アプリケーションファイル２０を、サーバクラスタ９にデプロイ(配備）することで、ノ
ード２を構成している。つまり、図２は、ノード２の階層構造を模式的に示している。
【００４４】
　図２に示すサーバクラスタの冗長構成例を図３に示す。
　図３（ａ）に示す２重化クラスタ９Ａは、アクティブ側のサーバクラスタ（ACT）と、
スタンバイ側のサーバクラスタ（SBY）とが共に２つのサーバを備えている。
　図３（ｂ）に示す３重化クラスタ９Ｂは、アクティブ側のサーバクラスタ（ACT）と、
スタンバイ側のサーバクラスタ（SBY）とが共に３つのサーバを備えている。
　以下では、サーバクラスタ９は、２重化クラスタであるものとして、アクティブ側のサ
ーバのみを図示することとする。
【００４５】
［新規サービスを追加する際のファイル更新手法］
　既存サービスを提供しているときに、新規サービスを追加する際には、アプリケーショ
ンファイル２０を更新する第１のケースと、ブートイメージ４０を更新する第２のケース
と、双方を更新する第３のケースとが想定される。このうち、第３のケースは、第１のケ
ースの処理と、第２のケースの処理とをこの順番で行うか、逆の順序で行うことでファイ
ル更新を行うことができる。以下では、サービス追加時の更新対象箇所として、アプリケ
ーションファイル２０と、ブートイメージ４０との２箇所をそれぞれ独立に説明する。
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【００４６】
［新規サービス追加時の第１のケース］
　まず、サービス追加時の１つ目の更新対象箇所として、アプリケーションファイル更新
時の動作について、図４を参照（適宜図１参照）して説明する。
　前提として、ユーザサービスネットワークＮ1（図１参照）には、ノード２ａと、ノー
ド２ｂとが接続されているものとする。
　また、ノード２ａは、例えば、呼処理のサービスを提供するアプリケーションファイル
２１「APL ver1.0」のためにデータＤを使用しているものとする。また、ノード２ｂは、
アプリケーションファイル２２「APL verx.x」を用いて、ノード２ａと同じサービス（同
一アプリケーション）を提供しているノードであるとする。なお、アプリケーションファ
イル２２「APL verx.x」は、アプリケーションファイル２１「APL ver1.0」でもよいし、
それを更新したアプリケーションファイル２３「APL ver2.0」でもよい。以下では、ノー
ド２ａのアプリケーションファイル２１「APL ver1.0」を更新する例を示す。このように
バージョンが同一または異なるアプリケーションを提供するノードのことを、以下では同
種のノードと呼ぶ。
【００４７】
　アプリケーション更新時に、更新対象のノードであるノード２ａは、それまでに使用し
ていたデータＤを、外部に掃き出す。ここでは、ノード２ａは、それまでに使用していた
データＤを他の同種のノード２ｂに移動する（ステップＳ１１）。これにより、アプリケ
ーションファイル２０の更新時に無中断でサービスの更新を行うことができる。
【００４８】
　ノード２ａは、データＤを移動した後、アプリケーションファイルの更新を行う（ステ
ップＳ１２ａ）。なお、ノード２ａは、サーバクラスタ９において、ＯＳ５１、ミドルウ
ェア５２、ライブラリ５３等のソフトウェアコンポーネント５０に関しては更新がないた
め、これらのソフトウェアコンポーネント５０に関しては既存のノードをそのまま利用す
ることができる（ステップＳ１２ｂ）。
【００４９】
　ノード２ａがアプリケーションファイルを更新している間、データ移動先であるノード
２ｂは、トラフィックを肩代わりし、処理を行う（ステップＳ１３）。その後、ノード２
ａは、アプリケーションファイル２１「APL ver1.0」を、アプリケーションファイル２３
「APL ver2.0」に更新すると、更新終了報告をノード２ｂに通知する。通知を受けたノー
ド２ｂは、更新済みのノード２ａに対して、肩代わりしていたデータを引き継ぐ（ステッ
プＳ１４）。以上の一連の動作により、アプリケーションファイル２０の更新時には、無
中断でサービスの更新を行うことができる。
【００５０】
［新規サービス追加時の第２のケース］
　次に、サービス追加時の２つ目の更新対象箇所として、ブートイメージ更新時の動作に
ついて図５～図１０を参照して説明する。ブートイメージに係る更新処理の概要は、更新
対象のブートイメージ４０が更新された後、更新されたブートイメージ４０を利用してサ
ーバクラスタ９を組成し、ノード２に対してクラスタ毎にブートイメージ４０の更新を行
う。つまり、ブートイメージ更新時には、大別して、次の３段階の処理がある。第１の段
階は、更新対象のブートイメージ４０を更新する段階である（図５参照）。第２の段階は
、更新されたブートイメージ４０を利用してサーバクラスタ９を組成する段階である（図
６～７参照）。第３の段階は、更新済みのサーバクラスタと未更新のサーバクラスタとを
共存させる段階である（図８～１０参照）。以下、各段階について説明する。
【００５１】
＜第１の段階：ブートイメージ更新＞
　第１の段階では、例えば、図５に示すように全国を複数の地域に区分して、リソースプ
ール６別にブートイメージ４０をサービス無中断で部分的に更新することができる。
　なお、本実施形態の場合、ブートイメージ４０の更新は、リソースプール６にて行うの
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で、リソースプール６において、必要に応じてサーバリソースコンポーネント３０の更新
も適宜行い、サーバリソースコンポーネント３０をサービス無中断で部分的に更新するこ
とができる。
【００５２】
　具体的には、第１の段階では、図５に示すように、オペレータは、リソースプールマネ
ージャ７に対して、指定のノード２のアップデートスケジュール等を指示する（ステップ
Ｓ１）。そして、リソースプールマネージャ７は、オペレータからの指示をもとに、リソ
ースプール６に対してコマンドを投入する（ステップＳ２）。なお、複雑な指示の場合は
、オペレータがリソースプール６に対してコマンドを直接投入する。これにより、各リソ
ースプール６内のブートイメージ４０やサーバリソースコンポーネント３０が更新される
。引き続いて、以下に示すように、サーバクラスタ９を更新することでノード２を更新し
、その結果として通信システム１を更新する。なお、ブートイメージ４０の更新とは、ソ
フトウェアコンポーネント５０の更新を含む。
【００５３】
＜第２の段階：サーバクラスタ組成＞
　第２の段階において、サーバクラスタ組成のために２つの異なる方法でデータを移動す
ることができる。
≪第１の移動手法：外部のノードにデータ移動≫
　更新されたブートイメージを用いて更新対象のサーバクラスタ９を更新する際の第１の
移動手法の概念図を図６に示す。図６では、ノード２ａが有するサーバクラスタの一部を
更新する例を示している。ノード２ａのサーバクラスタ９は、例えば、呼処理データや保
守運用処理のためのデータ（以下、単にデータＤと表記する）を使用しているものとする
。また、ノード２ａ，２ｂにおいて、アプリケーションファイル２０は、ブートイメージ
を用いた更新とは独立に、動作中であるものとする。
【００５４】
　これらの前提のもと、ノード２ａの更新対象のサーバクラスタ２０１は、ファイル更新
を開始する（ステップＳ２１）。ノード２ａの更新対象のサーバクラスタ２０１は、それ
までに使用していたデータＤを他の同種のノード２ｂに移動する（ステップＳ２２）。こ
れにより、移動先のノード２ｂのサーバクラスタ２０２で処理を肩代わりしてもらう。
【００５５】
≪第２の移動手法：内部のサーバクラスタにデータ移動≫
　更新されたブートイメージを用いて更新対象のサーバクラスタ９を更新する際の第２の
移動手法の概念図を図７に示す。図７では、ノード２ａが有するサーバクラスタの一部を
更新する例を示している。ノード２ａのサーバクラスタ９は、データＤを使用しているも
のとする。ノード２ａの更新対象のサーバクラスタ２０１は、ファイル更新を開始する（
ステップＳ２１）。ノード２ａの更新対象のサーバクラスタ２０１は、それまでに使用し
ていたデータＤを、ノード２ａ内の他のサーバクラスタ２０３に移動する（ステップＳ２
３）。これにより、移動先のサーバクラスタ２０３で処理を肩代わりしてもらう。
【００５６】
＜第３の段階：更新クラスタおよび未更新クラスタの共存段階＞
≪サーバクラスタ共存の概要≫
　ブートイメージ４０の更新時には、サーバクラスタ９を組成し直すことでサービスを更
新できる。しかしながら、ノード２を構成する既存のすべてのサーバクラスタ９を新たに
組成したサーバクラスタ９に単純に一度に置き換えると、サービスを一旦停止しなければ
ならず、動作中のサービスを無停止および無中断にてファイル更新を行うことができない
。そこで、本実施形態では、このような問題の対策として、全サーバクラスタ９を同時に
切り替えることはせずに、図８に示すように、更新済みサーバクラスタと未更新サーバク
ラスタとが混在した状態でアプリケーションを動作させることとした。図８は、ファイル
更新を行っている最中から更新終了後のサーバクラスタ解体までの流れを示す。
【００５７】
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　この場合、図８に示すように、まず、ノード２ａは、サーバクラスタ３０１を追加する
（ステップＳ３１）。すなわち、更新されたブートイメージ４０のソフトウェアコンポー
ネント５０を用いて新たにサーバクラスタを組成する。なお、サーバリソースコンポーネ
ント３０が更新されたときには、必要に応じて、更新されたサーバリソースコンポーネン
ト３０を用いてクラスタリングする。
【００５８】
　続いて、ノード２ａは、サーバクラスタ３０１に加えて、リソースの許す範囲内でサー
バクラスタ３０２，３０３を順次追加組成する（ステップＳ３２）。ここで、新しくノー
ド２ａが処理を行うタスクは、更新済みのサーバクラスタ（以下、更新済みのサーバクラ
スタ９ｂと表記する）で順次行うようにする。ノード２ａは、更新済みのサーバクラスタ
９ｂのすべて（サーバクラスタ３０１～３０３）の安定動作を確認すると（ステップＳ３
３）、古いサーバクラスタ（未更新のサーバクラスタ９ａ）を解体する（ステップＳ３４
）。つまり、サーバクラスタ９ａは、それぞれクラスタ構成が解除され、コンポーネント
である各サーバ（サーバリソースコンポーネント）へ分離され、ソフトウェアコンポーネ
ントは消去される。そして、ノード２ａは、サーバリソースコンポーネントをそれぞれの
リソースプール６に戻す（ステップＳ３５）。これにより、リソースプール６に返却され
た各サーバ（サーバリソースコンポーネント）は、組成可能な余剰資源として待機するこ
ととなる。
【００５９】
　これにより、全サーバクラスタ９のブートイメージ４０を同時に切り替えず、サーバク
ラスタ９を順次追加組成し、新しくノード２ａが処理を行うタスクは、更新済みのサーバ
クラスタ９ｂで行うようにし、更新済みのサーバクラスタ９の安定動作を確認後に古いサ
ーバクラスタ（未更新のサーバクラスタ）９ａを解体、サーバリソースの返却をすること
でサービス無中断のファイル更新を行うことが可能になる。なお、ノード２ａは、更新済
みのサーバクラスタ３０１～３０３の安定動作を確認できない場合、その旨をオペレータ
等に通知するようにしてもよい。
【００６０】
≪更新中のトラフィックの概要≫
　更新済みサーバクラスタと、未更新サーバクラスタとが混在した状態でアプリケーショ
ンを動作させているときのトラフィックについて図９を参照して説明する。ユーザサービ
スネットワークＮ1に対して、ノード２ａの手前に設置されたロードバランサ４は、ノー
ド２ａから、サーバクラスタの更新状況に応じた振分のための制御指示を受け取り（ステ
ップＳ４１）、ＯＫ応答を返す（ステップＳ４２）。これにより、サーバクラスタ９に対
するタスク、トラフィックの振分を行うことができる。
【００６１】
　図９に示す例では、当初は、ロードバランサ４は、ユーザサービスネットワークＮ1か
らノード２ａへのトラフィックを、未更新のサーバクラスタ９ａにだけ振り分ける。その
後、最初に追加されたサーバクラスタが更新済みとなり、更新済みサーバクラスタ９ｂに
なって動作し始めると、ロードバランサ４は、ノード２ａへのトラフィックのうちの一部
であるトラフィック４０２を未更新のサーバクラスタ９ａに振り分けると共に、他の一部
のトラフィック４０３を、動作中の更新済みサーバクラスタ９ｂに振り分ける。なお、ロ
ードバランサ４は、組成中のサーバクラスタ４０１に対してはトラフィックを振り分けな
い。
【００６２】
　また、これにより、古いサーバクラスタ（未更新のサーバクラスタ）９ａを解体する前
においては、更新済みのサーバクラスタ９ｂと未更新のサーバクラスタ９ａとを共存させ
ているので、新サービス追加時に、新旧サービスに対するデータの参照や追加が発生した
際には、それぞれ新旧サービスに対して、ロードバランサ４が、その要求を振り分けるこ
とができる。
【００６３】
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　第１実施形態に係る通信システム１によれば、システム利用者は、新サービスを始める
際に、余剰待機資源が集約されたリソースプール６から必要なサーバを獲得し、クラスタ
構成としてスケールアウトを行うスモールスタートの構成を取ることで、設備コストを低
減できる。
【００６４】
　また、第１実施形態に係る通信システム更新方法によれば、通信システム１を構成する
ノード２の追加機能として新規サービスを追加する際に、既存の通信サービスを無中断で
ファイル更新することができる。
【００６５】
（第２実施形態）
　新規サービスを追加する際のファイル更新手法を用いて、第１実施形態にて説明した第
２のケースのようにブートイメージ４０等を更新した直後には、通信システムに何らかの
不具合が発生することが想定される。このような場合であっても、サービス無中断を実現
する通信システムを第２実施形態として説明する。第２実施形態の通信システムの構成は
、第１実施形態と同様なので、構成図を省略し、同じ構成には同じ符号を付して説明を適
宜省略する。
【００６６】
　ノード２の管理機能１０（図１参照）は、ブートイメージ４０等のファイルの更新開始
時点から、ノード２の運転監視状態に入り、ノード２の各サーバクラスタ９におけるファ
イル更新状態を把握する。ここで、管理機能１０が把握するファイル更新状態とは、ファ
イル更新において更新対象のサーバクラスタの現在状態が、「クラスタ組成中」、「未更
新」および「更新済み」のいずれの状態であるかを示す情報のことである。ここで、「ク
ラスタ組成中は、更新処理を開始してから完了するまでの状態を示し、「更新済み」は更
新が完了した状態を示す。また、「未更新」は、更新処理を開始する前のリセット状態、
または、ステータス「更新済み」が、安定動作が確認されないことに起因して変動してリ
セットされた状態を意味する。管理機能１０は、ファイル更新状態をサーバクラスタ毎に
記録したデータベースを図示しない記憶手段に格納し、順次更新する。
【００６７】
　管理機能１０は、ノード２の運転監視により、更新済みのサーバクラスタの安定動作が
成功したと判定した場合に運転監視状態を解除する。具体的には、管理機能１０は、ファ
イル更新状態が「更新済み」の状態として把握されているサーバクラスタの安定動作が、
予め定められた所定時間Ｔの間、継続して確認できた場合に運転監視状態を解除する。
【００６８】
　一方、管理機能１０は、ノード２の運転監視により、更新済みのサーバクラスタの安定
動作が失敗したと判定した場合に、すなわち、サーバクラスタの安定動作が継続して確認
できた時間が所定時間Ｔに満たなかった場合に、運転監視状態を解除すると共に、更新済
みサーバクラスタがこれまで行っていたタスクを、未更新の古いサーバクラスタに戻す。
ここで、このような管理機能１０における追加機能には、クラスタＥＭＳ４４（図５参照
）としてイメージファイルにアセンブルされたソフトウェアコンポーネントを用いること
ができる。なお、これまでの運転監視状態を解除したときに、古いサーバクラスタのタス
ク処理に係るノード２の運転監視状態に入るようにしてもよい。
【００６９】
　具体例として、第２のケースのようにブートイメージ４０等を更新し、更新済みのサー
バクラスタおよび未更新のサーバクラスタが共存した第３の段階について図１０を参照し
て説明する。図１０は、図８と同様にファイル更新を行っている最中から更新終了後のサ
ーバクラスタ解体までの流れを示している。なお、図１０において、図８と同じ動作につ
いては同じ処理番号を付して説明を省略する。
【００７０】
　この場合、図１０に示すように、ノード２ａは、ステップＳ３１にてサーバクラスタ３
０１を追加して組成を始めると、ファイルの更新開始時点から、ノード２ａの管理機能１
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０が、ノード２ａの運転監視状態に入る（ステップＳ５１）。そして、管理機能１０は、
ノード２ａの各サーバクラスタ９におけるファイル更新状態を把握し始める。具体的には
、ファイルの更新開始時点では、既存の未更新のサーバクラスタ９ａのファイル更新状態
が「未更新」であり、追加されたサーバクラスタ３０１のファイル更新状態が「クラスタ
組成中」であることとして把握される。そして、ノード２ａが順次追加したサーバクラス
タ３０１～３０３における更新が終了すると、これら更新済みのサーバクラスタ９ｂのフ
ァイル更新状態が「更新済み」であることとして把握される。
【００７１】
　そして、管理機能１０は、ノード２ａの運転監視により、更新済みのサーバクラスタ９
ｂの安定動作が所定時間Ｔの間確認でき、安定動作が成功したと判定した場合に運転監視
状態を解除する（ステップＳ５３）。その後、管理機能１０は、古いサーバクラスタ（未
更新のサーバクラスタ９ａ）を解体し（ステップＳ３４）、それぞれのリソースプール６
にコンポーネントを戻す（ステップＳ３５）。一方、管理機能１０は、ノード２ａの運転
監視により、更新済みのサーバクラスタ９ｂの安定動作が継続して確認できた時間が所定
時間Ｔに満たずに、安定動作が失敗したと判定した場合に、即座に元のサービスに戻すと
共に、ファイル更新状態「更新済み」を「未更新」にリセットして運転監視状態を解除す
る。
【００７２】
　ブートイメージ４０のファイル更新失敗の具体例として、管理機能１０がノード２ａの
運転監視状態中に、更新済みのサーバクラスタ９ｂ内のソフトウェアやハードウェアで不
具合が発生した場合の処理について図１１を参照して説明する。なお、図１１において、
図１０と同様の構成には同じ符号を付して説明を省略する。図１１に示すように、例えば
、ノード２ａの更新済みサーバクラスタ９ｂにて、更新ファイルの不具合が発生したとす
る（ステップＳ６１）。この場合、ノード２ａの管理機能１０は、ノード２ａから、更新
済みのサーバクラスタ９ｂを全て切り離す（ステップＳ６２）。なお、図１１において符
号９ｂ１の破線は、更新済みサーバクラスタ９ｂを切り離したことを示している。
　そして、ノード２ａの管理機能１０は、ファイル更新前の状態と同じように、未更新の
サーバクラスタ９ａのみで動作させる（ステップＳ６３）。これにより、サービス無中断
を実現することができる。
【００７３】
　第２実施形態の通信システムによれば、ノード２ａの管理機能１０は、ブートイメージ
４０の更新後の所定時間Ｔの間に通信システムに何らかの不具合が発生した場合に、即座
に元のサービスに戻すことができるので、このような場合であってもサービス無中断を実
現することができる。
【００７４】
（第３実施形態）
　新規サービスを追加する際のファイル更新手法を用いて、第１実施形態にて説明した第
２のケースのようにブートイメージ４０等を更新した後の不具合発生時だけではなく、そ
れに加えて、第１のケースのようにアプリケーションファイル２０の更新を行った後の不
具合発生時においても、サービス無中断を実現する通信システムを第３実施形態として説
明する。第３実施形態の通信システムの構成は、第２実施形態と同様なので、構成図を省
略し、同じ構成には同じ符号を付して説明を適宜省略する。
【００７５】
　第３実施形態に係るノード２の管理機能１０（図１参照）は、第２実施形態に係るノー
ド２の管理機能１０と同様であるが、それに加えて、アプリケーションファイル２０に関
して以下のように新たな機能が追加されている点が異なる。
【００７６】
　管理機能１０は、アプリケーションファイル２０の更新処理を開始した時点から、ノー
ド２の運転監視状態に入り、ノード２におけるアプリケーションファイル２０についての
ファイル更新状態を把握する。このファイル更新状態とは、ファイル更新において更新対
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象のアプリケーションファイルの現在状態が、「未更新」、「更新済み」、「更新中」の
いずれの状態であるかを示す情報のことである。ここで、「未更新」は、更新処理を開始
する前の状態を示し、「更新済み」は更新が完了した状態を示す。また、「更新中」は、
ステータス「更新済み」が、安定動作が確認されないことに起因して変動して一旦リセッ
トされて、更新を再度行う必要があるという状態を意味する。なお、管理機能１０は、ア
プリケーションファイル２０についてのファイル更新状態を記録したデータベースを図示
しない記憶手段に格納し、順次更新する。
【００７７】
　管理機能１０は、ノード２の運転監視により、更新済みのアプリケーションファイル２
０の安定動作が成功したと判定した場合に運転監視状態を解除する。具体的には、管理機
能１０は、更新状態が「更新済み」の状態として把握されているアプリケーションファイ
ル２０の安定動作が、予め定められた所定時間Ｔの間、継続して確認できた場合に運転監
視状態を解除し、アプリケーションファイルの更新終了報告を、データ移動先のノード２
に通知する。
【００７８】
　一方、管理機能１０は、ノード２の運転監視により、更新済みのアプリケーションファ
イル２０の安定動作が失敗したと判定した場合に、すなわち、アプリケーションファイル
２０の安定動作が継続して確認できた時間が所定時間Ｔに満たなかった場合には、アプリ
ケーションファイルの更新終了報告を、データ移動先のノード２に通知せずに、運転監視
状態を継続する。ここで、運転監視状態の継続とは、例えば、所定時間Ｔや、所定時間Ｔ
とは異なる予め定められた所定時間Ｔ0に亘って当該ノード２の運転状態をあらためて監
視すると共に、アプリケーションファイル２０の更新状態を「更新済み」から「更新中」
に変更することを意味する。
【００７９】
　アプリケーションファイル２０のファイル更新失敗の具体例として、管理機能１０がノ
ード２の運転監視状態中（所定時間Ｔ経過以前）に、更新済みのアプリケーションファイ
ル２０で不具合が発生した場合の処理について図１２を参照して説明する。なお、図１２
において、図４と同様の構成には同じ符号を付すと共に、図４と同じ動作については同じ
処理番号を付して説明を省略する。なお、ノード２ａ，２ｂにおいて管理機能１０の図示
を省略する。また、ノード２ａ，２ｂは、同じアプリケーションファイル２１をデプロイ
されているものとした。
【００８０】
　図１２に示すように、例えば、ノード２ａは、アプリケーションファイル２１「APL ve
r1.0」を、アプリケーションファイル２３「APL ver2.0」に更新した後、所定時間Ｔの間
に、更新済みのアプリケーションファイル２３にて不具合が発生したとする（ステップＳ
７１）。この場合、アプリケーションファイル２３「APL ver2.0」は、ファイルの更新状
態が、「更新済み」から「更新中」に変更される。このようにアプリケーションファイル
の現在状態がリセットされて「更新中」の状態になったファイルは、未更新アプリケーシ
ョンファイルとして扱われる。
【００８１】
　そして、ノード２ａの管理機能１０は、この未更新アプリケーションファイル（アプリ
ケーションファイル２３「APL ver2.0」）をデプロイしなおし（ステップＳ７２）、ステ
ップＳ１２ａに戻る。なお、ノード２ａにおいて、アプリケーションファイルをデプロイ
しなおしている間、データ移動先であるノード２ｂは、更新終了報告を受けていないので
、ノード２ａのトラフィックを肩代わりしたまま、引き続き処理を行う（ステップＳ１３
）。
【００８２】
　そして、ノード２ａの管理機能１０は、アプリケーションファイルをデプロイしなおし
た後、運転監視状態の継続によって、更新済みのアプリケーションファイル２３「APL ve
r2.0」の安定動作が成功したと判定した場合に、運転監視状態を解除すると共に、アプリ
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ｂは、通知を受けて安定動作が確認できたら、更新対象のノード２ａに対して、肩代わり
していたデータを引き継ぐ（ステップＳ７３）。
【００８３】
　第３実施形態の通信システムによれば、ノード２ａの管理機能１０が、更新済みのアプ
リケーションファイル２０の所定時間Ｔの監視状態にある場合に、このアプリケーション
ファイル２０に何らかの不具合が発生したとしても、トラフィックを他のノード２ｂで肩
代わりしているため、サービスとして無中断の処理が継続可能である。また、このサービ
ス無中断の間に、更新対象のノード２ａは、ファイル更新状態のステータスを変更してデ
プロイし直す処理をすることができるので、安定動作が確認でき次第、データを引き継ぐ
ことができる。
【００８４】
　以上、本発明の各実施形態について説明したが、本発明はこれらに限定されるものでは
なく、その趣旨を変えない範囲で実施することができる。例えば、第１実施形態の通信シ
ステム１は、アプリケーションファイル２０を更新する機能と、ブートイメージ４０等を
更新する機能との双方を有したベストモードとしたが、アプリケーションファイル２０の
更新機能だけを備えるようにしてもよい。この場合、ノード２の前段にロードバランサ４
を必ずしも設ける必要はない。このような構成としても、アプリケーションファイル２０
の更新により既存サービスを提供しているときに、サービス無中断で新規サービスを追加
することができる。
【符号の説明】
【００８５】
　１　　　通信システム
　２　　　ノード（制御ノード）
　２ａ　　ノード（第１のノード）
　２ｂ　　ノード（第２のノード）
　３　　　ユーザ端末
　４　　　ロードバランサ（振分機能部）
　５　　　制御ノード
　６（６ａ～６ｇ）　リソースプール
　７　　　リソースプールマネージャ
　８　　　オペレータ端末
　９　　　サーバクラスタ
　１０　　管理機能
　２０，２１，２２，２３　アプリケーションファイル
　３０　　サーバリソースコンポーネント
　３１，３２，３３　サーバ
　４０　　ブートイメージ
　４１　　クラスタサーバ
　４２　　クラスタＬＢ
　４３　　クラスタ管理機能
　４４　　クラスタＥＭＳ
　５０　　ソフトウェアコンポーネント
　５１　　ＯＳ
　５２　　ミドルウェア
　５３　　ライブラリ
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