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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記憶部にデータを記憶しプログラムを実行するプログラム実行装置であって、
　サスペンド機能を利用して、前記記憶部のデータのうち、ページテーブルだけを仮想的
な記憶部にスワップアウトさせ、該スワップアウトを完了させた場合に、スワップアウト
が完了した旨を要求元に通知しないことで、前記記憶部に対するアクセスを凍結するアク
セス凍結手段と、
　前記記憶部に記憶されたデータを他装置にマイグレーションし、自装置が実行していた
プログラムを他装置に実行させるマイグレーション実行手段と、
　を備えたことを特徴とするプログラム実行装置。
【請求項２】
　前記マイグレーション実行手段は、前記他装置がプログラム実行するために必要な最小
限のデータのみを該他装置に転送し、未転送のデータは前記他装置のデータ要求に応じて
転送することを特徴とする請求項１に記載のプログラム実行装置。
【請求項３】
　前記マイグレーション実行手段は、自装置のプログラム実行中に前記記憶部に記憶され
たデータを部分的に他装置に転送し、マイグレーション実行時には前記記憶部から他装置
に転送されたデータのうち、転送後に変更されたデータだけを他装置に転送することを特
徴とする請求項１に記載のプログラム実行装置。
【請求項４】
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　前記記憶部に記憶されたデータをスナップショットとして採取するスナップショット採
取手段を更に備えたことを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載のプログラム実
行装置。
【請求項５】
　記憶部にデータを記憶し、アクセス凍結手段とマイグレーション実行手段を有する運用
系計算機および待機系計算機から計算機システムを構成し、前記運用系計算機または待機
系計算機にプログラムを実行させるプログラム実行方法であって、
　前記運用系計算機の前記アクセス凍結手段が、サスペンド機能を利用して、前記運用系
計算機の前記記憶部のデータのうち、ページテーブルだけを前記運用系計算機の仮想的な
記憶部にスワップアウトさせ、該スワップアウトを完了させた場合に、スワップアウトが
完了した旨を要求元に通知しないことで、前記運用系計算機の記憶部に対するアクセスを
凍結するアクセス凍結工程と、
　前記運用系計算機の前記マイグレーション実行手段が、前記運用系計算機の記憶部に記
憶されたデータを待機系計算機にマイグレーションし、運用系計算機が実行していたプロ
グラムを前記待機系計算機に実行させるマイグレーション実行工程と、
　を含んだことを特徴とするプログラム実行方法。
【請求項６】
　前記マイグレーション実行工程は、前記運用系計算機の前記マイグレーション実行手段
が、前記待機系計算機のプログラム実行に必要なデータのみを前記運用系計算機から待機
系計算機に転送し、未転送のデータは前記待機系計算機のデータ要求に応じて前記運用系
計算機から転送することを特徴とする請求項５に記載のプログラム実行方法。
【請求項７】
　前記アクセス凍結工程は、前記運用系計算機の前記アクセス凍結手段が、前記運用系計
算機の記憶部のデータを前記運用系計算機の仮想的な記憶部にスワップアウトさせるスワ
ップアウト実行工程と、該スワップアウトを完了させた場合に、スワップアウトが完了し
た旨を要求元に通知しないことで前記運用系計算機の記憶部に対するアクセスを凍結する
凍結工程とを含んだこと特徴とする請求項５または６に記載のプログラム実行方法。
【請求項８】
　前記マイグレーション実行工程は、前記運用系計算機の前記マイグレーション実行手段
が、サスペンド機能を利用して前記運用系計算機を停止させる前記運用系計算機の停止工
程と、前記運用系計算機の記憶部に記憶されたデータを前記待機系計算機の記憶部に転送
する転送工程と、前記待機系計算機の前記マイグレーション実行手段が、レジューム機能
を利用した前記待機系計算機の実行再開工程と、前記運用系計算機の記憶部から前記待機
系計算機の記憶部へデータをスワップインするスワップイン実行工程とを含んだことを特
徴とする請求項５、６または７に記載のプログラム実行方法。
【請求項９】
　記憶部にデータを記憶し、アクセス凍結手段とマイグレーション実行手段を有する運用
系計算機および待機系計算機から計算機システムを構成し、前記運用系計算機または待機
系計算機にサービスを提供させるサービス提供プログラムであって、
　前記運用系計算機の前記アクセス凍結手段が、サスペンド機能を利用して、前記運用系
計算機の前記記憶部のデータのうち、ページテーブルだけを前記運用系計算機の仮想的な
記憶部にスワップアウトさせ、該スワップアウトを完了させた場合に、スワップアウトが
完了した旨を要求元に通知しないことで、前記運用系計算機の記憶部に対するアクセスを
凍結するアクセス凍結手順と、
　前記運用系計算機の前記マイグレーション実行手段が、前記運用系計算機の記憶部に記
憶されたデータを前記待機系計算機にマイグレーションし、前記運用系計算機が提供して
いたサービスを前記待機系計算機に提供させるマイグレーション実行手順と、
　をコンピュータに実行させることを特徴とするサービス提供プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　この発明は、記憶部にデータを記憶しプログラムを実行するプログラム実行装置等に関
し、特に任意時点におけるスナップショットを効率よく取得することができるプログラム
実行装置、プログラム実行方法およびサービス提供プログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、サーバシステムなどに障害が発生した場合には、この障害発生にかかる原因を究
明するため、障害発生時の情報であるダンプ情報をメモリまたは仮想メモリなどから取り
出し、磁気ディスク等の記憶装置に退避させている。
【０００３】
　しかし、メモリまたは仮想メモリに記憶されたダンプ情報を全て記憶装置に退避させた
後に、サーバシステムを復旧させる必要があるため、サーバシステムは、迅速にユーザに
対するサービスを再開することができないという問題があった。
【０００４】
　そこで、特許文献１では、運用系サーバと待機系サーバとを設置し、運用系サーバに障
害が発生した場合に、運用系サーバのダンプ情報を待機系サーバに転送し、転送したダン
プ情報を待機系サーバによって記憶装置に記憶させると共に、運用系サーバを復旧させる
技術が公開されている。
【０００５】
　また、特許文献２では、二重化した主記憶装置をサーバに設置し、サーバに障害が発生
した場合に、二重化した主記憶装置を相互に切り離してそれぞれ個別の主記憶装置として
機能させ、一方の主記憶装置を利用してサーバを復旧させると共に、他方の主記憶装置を
利用してダンプ情報を保持させる技術が公開されている。
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－２９０６７７号公報
【特許文献２】特開平７－２３４８０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、かかる従来の技術では、任意の時点でのメモリ内のデータを効率よく取
得することができないという問題があった。
【０００８】
　なぜなら、特許文献１に公開された技術では、ダンプ情報を取得する場合に、運用系サ
ーバに記憶されたダンプ情報を待機系サーバに転送する必要があり、運用系サーバから待
機系サーバへのダンプ情報転送が遅れた場合には、運用系サーバを迅速に復旧させること
ができないからである。
【０００９】
　また、特許文献２に公開された技術では、一度ダンプ情報を取得した際に、二重化され
た主記憶装置が切り離されてしまうため、再度、任意の時点でダンプ情報を取得する場合
には、主記憶装置を再び二重化する必要があるため、膨大な時間およびコストが必要とな
ってしまう。
【００１０】
　この発明は、上述した従来技術による問題点を解消するためになされたものであり、任
意の時点におけるスナップショットを効率よく取得することができるプログラム実行装置
、プログラム実行方法およびサービス提供プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、請求項１の発明にかかるプログラム実行
装置は、記憶部にデータを記憶しプログラムを実行するプログラム実行装置であって、サ
スペンド機能を利用して、前記記憶部のデータのうち、ページテーブルだけを仮想的な記
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憶部にスワップアウトさせ、該スワップアウトを完了させた場合に、スワップアウトが完
了した旨を要求元に通知しないことで、前記記憶部に対するアクセスを凍結するアクセス
凍結手段と、前記記憶部に記憶されたデータを他装置にマイグレーションし、自装置が実
行していたプログラムを他装置に実行させるマイグレーション実行手段と、を備えたこと
を特徴とする。
【００１２】
　この請求項１の発明によれば、プログラム実行装置は、サスペンド機能を利用して、前
記記憶部のデータのうち、ページテーブルだけを仮想的な記憶部にスワップアウトさせ、
該スワップアウトを完了させた場合に、スワップアウトが完了した旨を要求元に通知しな
いことで、データを記憶した記憶部に対するアクセスを凍結し、記憶部に記憶されたデー
タを他装置にマイグレーションし、自装置が実行していたプログラムを他装置に実行させ
る。
【００１３】
　また、請求項２の発明に係るプログラム実行装置は、請求項１の発明において、前記マ
イグレーション実行手段は、前記他装置がプログラム実行するために必要な最小限のデー
タのみを該他装置に転送し、未転送のデータは前記他装置のデータ要求に応じて転送する
ことを特徴とする。
【００１４】
　この請求項２の発明によれば、プログラム実行装置は、データを記憶した記憶部に対す
るアクセスを凍結し、他装置がプログラムを実行するために必要な最小限のデータのみを
他装置に転送し、未転送のデータは他装置のデータ要求に応じて転送する。
【００１７】
　また、請求項３の発明に係るプログラム実行装置は、請求項１の発明において、前記マ
イグレーション実行手段は、自装置のプログラム実行中に前記記憶部に記憶されたデータ
を部分的に他装置に転送し、マイグレーション実行時には前記記憶部から他装置に転送さ
れたデータのうち、転送後に変更されたデータだけを他装置に転送することを特徴とする
。
【００１８】
　この請求項３の発明によれば、プログラム実行装置は、自装置のプログラム実行中に記
憶部に記憶されたデータを部分的に他装置に転送し、マイグレーション実行時には記憶部
から他装置に転送されたデータのうち、転送後に変更されたデータだけを他装置に転送す
る。
【００１９】
　また、請求項４の発明に係るプログラム実行装置は、請求項１～３のいずれか一つに記
載の発明において、前記記憶部に記憶されたデータをスナップショットとして採取するス
ナップショット採取手段を更に備えたことを特徴とする。
【００２０】
　この請求項４の発明によれば、プログラム実行装置は、データを記憶した記憶部に対す
るアクセスを凍結し、記憶部に記憶されたデータを他装置にマイグレーションし、自装置
が実行していたプログラムを他装置に実行させ、自装置の記憶部に記憶されたデータをス
ナップショットとして採取する。
【００２１】
　また、請求項５にかかるプログラム実行方法は、記憶部にデータを記憶し、アクセス凍
結手段とマイグレーション実行手段を有する運用系計算機および待機系計算機から計算機
システムを構成し、前記運用系計算機または待機系計算機にプログラムを実行させるプロ
グラム実行方法であって、前記運用系計算機の前記アクセス凍結手段が、サスペンド機能
を利用して、前記運用系計算機の前記記憶部のデータのうち、ページテーブルだけを前記
運用系計算機の仮想的な記憶部にスワップアウトさせ、該スワップアウトを完了させた場
合に、スワップアウトが完了した旨を要求元に通知しないことで、前記運用系計算機の記
憶部に対するアクセスを凍結するアクセス凍結工程と、前記運用系計算機の前記マイグレ
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ーション実行手段が、前記運用系計算機の記憶部に記憶されたデータを待機系計算機にマ
イグレーションし、運用系計算機が実行していたプログラムを前記待機系計算機に実行さ
せるマイグレーション実行工程と、を含んだことを特徴とする。
【００２２】
　この請求項５の発明によれば、プログラム実行方法は、サスペンド機能を利用して、前
記記憶部のデータのうち、ページテーブルだけを仮想的な記憶部にスワップアウトさせ、
該スワップアウトを完了させた場合に、スワップアウトが完了した旨を要求元に通知しな
いことで、データを記憶した記憶部に対するアクセスを凍結し、記憶部に記憶されたデー
タを他装置にマイグレーションし、自装置が実行していたプログラムを他装置に実行させ
る。
【００２３】
　また、請求項６にかかるプログラム実行方法は、請求項５の発明において、前記マイグ
レーション実行工程は、前記運用系計算機の前記マイグレーション実行手段が、前記待機
系計算機のプログラム実行に必要なデータのみを前記運用系計算機から待機系計算機に転
送し、未転送のデータは前記待機系計算機のデータ要求に応じて前記運用系計算機から転
送することを特徴とする。
【００２４】
　この請求項６の発明によれば、プログラム実行方法は、運用系計算機の記憶部に対する
アクセスを凍結し、待機系計算機がプログラムを実行するために必要なデータのみを運用
系計算機から待機系計算機に転送し、未転送のデータは待機系計算機のデータ要求に応じ
て転送する。
【００２５】
　また、請求項７にかかるプログラム実行方法は、請求項５または６の発明において、前
記アクセス凍結工程は、前記運用系計算機の前記アクセス凍結手段が、前記運用系計算機
の記憶部のデータを前記運用系計算機の仮想的な記憶部にスワップアウトさせるスワップ
アウト実行工程と、該スワップアウトを完了させた場合に、スワップアウトが完了した旨
を要求元に通知しないことで前記運用系計算機の記憶部に対するアクセスを凍結する凍結
工程とを含んだこと特徴とする。
【００２６】
　この請求項７の発明によれば、プログラム実行方法は、運用系計算機の記憶部のデータ
を仮想的な記憶部にスワップアウトさせ、このスワップアウトを完了させた場合に、スワ
ップアウトが完了した旨を要求元に通知しないことで運用系計算機の記憶部に対するアク
セスを凍結する。
【００２７】
　また、請求項８にかかるプログラム実行方法は、請求項５、６または７の発明において
、前記マイグレーション実行工程は、前記運用系計算機の前記マイグレーション実行手段
が、サスペンド機能を利用して前記運用系計算機を停止させる前記運用系計算機の停止工
程と、前記運用系計算機の記憶部に記憶されたデータを前記待機系計算機の記憶部に転送
する転送工程と、前記待機系計算機の前記マイグレーション実行手段が、レジューム機能
を利用した前記待機系計算機の実行再開工程と、前記運用系計算機の記憶部から前記待機
系計算機の記憶部へデータをスワップインするスワップイン実行工程とを含んだことを特
徴とする。
【００２８】
　この請求項８の発明によれば、プログラム実行方法は、前記待機系計算機におけるペー
ジフォルトを引き金にして、仮想的な記憶部に対してスワップイン要求を発生し、前記運
用系計算機の凍結された記憶部のデータを前記待機系計算機の記憶部へ転送することによ
ってスワップインする。
【００２９】
　また、請求項９にかかるサービス提供プログラムは、記憶部にデータを記憶し、アクセ
ス凍結手段とマイグレーション実行手段を有する運用系計算機および待機系計算機から計
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算機システムを構成し、前記運用系計算機または待機系計算機にサービスを提供させるサ
ービス提供プログラムであって、前記運用系計算機の前記アクセス凍結手段が、サスペン
ド機能を利用して、前記運用系計算機の前記記憶部のデータのうち、ページテーブルだけ
を前記運用系計算機の仮想的な記憶部にスワップアウトさせ、該スワップアウトを完了さ
せた場合に、スワップアウトが完了した旨を要求元に通知しないことで、前記運用系計算
機の記憶部に対するアクセスを凍結するアクセス凍結手順と、前記運用系計算機の前記マ
イグレーション実行手段が、前記運用系計算機の記憶部に記憶されたデータを前記待機系
計算機にマイグレーションし、前記運用系計算機が提供していたサービスを前記待機系計
算機に提供させるマイグレーション実行手順と、をコンピュータに実行させることを特徴
とする。
【００３０】
　この請求項９にかかるサービス提供プログラムは、運用系計算機の記憶部に対するアク
セスを凍結し、運用系計算機の記憶部に記憶されたデータを待機系計算機にマイグレーシ
ョンし、運用系計算機が実行していたプログラムを前記待機系計算機に実行させる。
【発明の効果】
【００３１】
　請求項１の発明によれば、プログラム実行装置は、サスペンド機能を利用して、記憶部
のデータのうち、ページテーブルだけを仮想的な記憶部にスワップアウトさせ、該スワッ
プアウトを完了させた場合に、スワップアウトが完了した旨を要求元に通知しないことで
、データを記憶した記憶部に対するアクセスを凍結し、記憶部に記憶されたデータを他装
置にマイグレーションし、自装置が実行していたプログラムを他装置に実行させるので、
サービス提供を滞らせることなく、マイグレーションを行うことができる。また、任意の
時点（例えば、スワップアプトが完了してから完了通知を要求元＜ＯＳカーネル部＞に行
う前までの期間）でのスナップショットを採取することを複雑な処理を行うことなく可能
にすると共に、スナップショットを得るための停止時間を最小限に抑えることができる。
【００３２】
　また、請求項２の発明によれば、プログラム実行装置は、データを記憶した記憶部に対
するアクセスを凍結し、他装置がプログラムを実行するために必要な最小限のデータのみ
を他装置に転送し、未転送のデータは他装置のデータ要求に応じて転送するので、迅速に
自装置が実行していたプログラムを他装置に実行させることができる。
【００３４】
　また、請求項３の発明によれば、プログラム実行装置は、自装置のプログラム実行中に
記憶部に記憶されたデータを部分的に他装置に転送し、マイグレーション実行時には記憶
部から他装置に転送されたデータのうち、転送後に変更されたデータだけを他装置に転送
するので、迅速に自装置が行っていたプログラムを他装置に実行させることができる。
【００３５】
　また、請求項４の発明によれば、プログラム実行装置は、データを記憶した記憶部に対
するアクセスを凍結し、記憶部に記憶されたデータを他装置にマイグレーションし、自装
置が実行していたプログラムを他装置に実行させ、自装置の記憶部に記憶されたデータを
スナップショットとして採取するので、サービス提供を滞らせることなく、マイグレーシ
ョンを行うことができ、かつ任意時点でのスナップショットを効率よく採取することがで
きる。
【００３６】
　また、請求項５の発明によれば、プログラム実行方法は、サスペンド機能を利用して、
記憶部のデータのうち、ページテーブルだけを仮想的な記憶部にスワップアウトさせ、該
スワップアウトを完了させた場合に、スワップアウトが完了した旨を要求元に通知しない
ことで、データを記憶した記憶部に対するアクセスを凍結し、記憶部に記憶されたデータ
を他装置にマイグレーションし、自装置が実行していたプログラムを他装置に実行させる
ので、サービス提供を滞らせることなく、マイグレーションを行うことができる。また、
任意の時点（例えば、スワップアプトが完了してから完了通知を要求元＜ＯＳカーネル部
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＞に行う前までの期間）でのスナップショットを採取することを複雑な処理を行うことな
く可能にすると共に、スナップショットを得るための停止時間を最小限に抑えることがで
きる。
【００３７】
　また、請求項６の発明によれば、プログラム実行方法は、運用系計算機の記憶部に対す
るアクセスを凍結し、待機系計算機がプログラムを実行するために必要なデータのみを運
用系計算機から待機系計算機に転送し、未転送のデータは待機系計算機のデータ要求に応
じて転送するので、迅速に運用系計算機が実行していたプログラムを待機系計算機に実行
させることができる。
【００３８】
　また、請求項７の発明によれば、プログラム実行方法は、サスペンド機能を利用して運
用系計算機の記憶部のデータを仮想的な記憶部にスワップアウトさせ、このスワップアウ
トを完了させた場合に、スワップアウトが完了した旨を要求元に通知しないことで運用系
計算機の記憶部に対するアクセスを凍結するので、ディスクドライバに機能を追加するだ
けでＯＳに新たな機能を追加することなくマイグレーションを実行可能となる。
【００３９】
　また、請求項８の発明によれば、プログラム実行方法は、前記待機系計算機におけるペ
ージフォルトを引き金にして、仮想的な記憶部に対してスワップイン要求を発生し、前記
運用系計算機の凍結された記憶部のデータを前記待機系計算機の記憶部へ転送することに
よってスワップインするので、ディスクドライバに機能を追加するだけでＯＳに新たな機
能を追加することなくマイグレーションが実行可能となる。
【００４０】
　また、請求項９の発明によれば、サービス提供プログラムは、サスペンド機能を利用し
て、記憶部のデータのうち、ページテーブルだけを仮想的な記憶部にスワップアウトさせ
、該スワップアウトを完了させた場合に、スワップアウトが完了した旨を要求元に通知し
ないことで、データを記憶した記憶部に対するアクセスを凍結し、記憶部に記憶されたデ
ータを他装置にマイグレーションし、自装置が実行していたプログラムを他装置に実行さ
せるので、サービス提供を滞らせることなく、マイグレーションを行うことができる。ま
た、任意の時点（例えば、スワップアプトが完了してから完了通知を要求元＜ＯＳカーネ
ル部＞に行う前までの期間）でのスナップショットを採取することを複雑な処理を行うこ
となく可能にすると共に、スナップショットを得るための停止時間を最小限に抑えること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
　以下に添付図面を参照して、この発明に係るプログラム実行装置、プログラム実行方法
およびサービス提供プログラムの好適な実施の形態を詳細に説明する。
【実施例】
【００４２】
　まず、本実施例にかかるシステムの概念について説明する。図１は、本実施例にかかる
システムの概念を説明するための説明図である。なお、本実施例では、サーバ１００，２
００がネットワークを介して接続されている場合について説明する。
【００４３】
　図１に示すように、任意の時点で、サーバ１００のメモリ内に記憶されたデータをスナ
ップショットとして取り出す場合には、サーバ１００は、サービスを一旦停止する。そし
て、サーバ１００は、メモリ内に記録されたデータのうち、サービス提供をする上で必要
最小限のデータをサーバ２００に転送し、サーバ１００が行っていたサービスをサーバ２
００に提供させる。
【００４４】
　サーバ２００は、サービスを提供する過程において、ページフォルトが発生した場合に
は、対応するデータをサーバ１００に要求（オンデマンドで要求）し、足りないデータを
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補っていく。そして、サーバ１００は、スナップショット採取し、採取したスナップショ
ットをハードディスクなどに保存する。
【００４５】
　このように、サーバ１００のスナップショットを採取する場合には、最小限のデータを
サーバ２００に転送し、直ちにサーバ１００が行っていたサービス提供をサーバ２００に
提供させることができるので、任意の時点にかかるスナップショット採取を効率よく実行
できると共に、サービス提供が途切れる期間が非常に短いため、頻繁にスナップショット
を採取することができる。
【００４６】
　また、サーバ２００がサーバ１００の代わりにサービスの提供を行っているため、サー
バ１００側では、スナップショットにかかる記録をゆっくりかつ確実に行うことができる
。
【００４７】
　次に、スナップショット採取時にサーバ１００および２００の間で行われるマイグレー
ションについて説明する。図２は、スナップショット採取時にサーバ１００および２００
の間で行われるマイグレーションを説明するための説明図である。同図に示すように、ス
ナップショットを採取する場合には、サーバ１００は、動作中のプロセスを停止し、サス
ペンド機能を利用して、メモリ１００ａ内のデータ（スワップアウト不可能な領域に記録
されたデータを除く）を仮想ＲＡＭ（Random Access Memory）ディスク１００ｂにスワッ
プアウトさせ、ハードウェア１００ｃを停止させる。
【００４８】
　仮想ＲＡＭディスクの実際にデータを記憶しておく場所はサーバの記憶部（メモリ）で
あり、スワップアウトはデータの記憶場所（ディスクのオフセット）とメモリのアドレス
の対応表であるページテーブルの管理だけを行い、実際のメモリ転送は行わないので、ス
ワップ処理は瞬時に終了する。
【００４９】
　そして、サーバ１００は、ＯＳ（Operating System）を動作させる上で必要最小限のデ
ータ（カーネル等にかかわるデータを含む）のスナップショットを作成し（以下、ＯＳス
ナップショット）、ハードウェア１００ｃを再開させ、ＯＳスナップショット１００ｆを
サーバ２００に転送し、サーバ１００にかかるＩＰ（Internet Protocol）アドレスなど
を変更する。
【００５０】
　サーバ２００は、ＯＳスナップショット１００ｆを受信した場合に、メモリ２００ａに
このＯＳスナップショット１００ｆを格納し、ＯＳスナップショット１００ｆによってプ
ロセスを再開させる。
【００５１】
　そして、サーバ２００がプロセスを再開させた後に、ページフォルト（page fault）が
発生した場合には、サーバ２００は対応するページをサーバ１００に要求し、サーバは要
求されたページを仮想ＲＡＭディスク１００ｂから検索すると共に、検索したページをサ
ーバ２００に転送する。
【００５２】
　サーバ２００は、サーバ１００から転送されたページを、メモリ２００ａにスワップイ
ンする。なお、サーバ１００は、仮想ＲＡＭディスク１００ｂに格納されたデータをスナ
ップショットとしてディスク１００ｅに保存する。
【００５３】
　このように、サーバ１００は、仮想ＲＡＭディスク１００ｂを利用してメモリ１００ａ
のデータをスワップアウトし、サスペンド機能を利用してＯＳを停止し、サーバ２００は
、レジーム機能を利用してＯＳの実行を再開し、仮想ＲＡＭディスク２００を利用してス
ワップインを行うことでマイグレーションが実行可能となるので、従来のマイグレーショ
ン技術のように、既存のＯＳにマイグレーションを行うための新しい機能を組み込む必要
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性を無くすことができると共に、マイグレーションにかかる信頼性を向上させることがで
きる。
【００５４】
　次に、本実施例にかかるサーバ１００および２００の構成について説明する。図３は、
本実施例にかかるサーバ１００および２００の構成を示す機能ブロック図である。同図に
示すように、サーバ１００は、インターフェース部１１０と、ＯＳカーネル部１２０と、
ディスクドライバ部１３０と、記憶部１４０と、仮想ＲＡＭディスク１５０と、スナップ
ショット保存処理部１６０とスナップショット記憶部１７０とを有し、サーバ２００は、
インターフェース部２１０と、ＯＳカーネル部２２０と、ディスクドライバ部２３０と、
記憶部２４０とを有する。
【００５５】
　インターフェース部１１０は、所定の通信プロトコルを利用してサーバ２００と通信を
行う処理部であり、ＯＳカーネル部１２０は、ディスクドライバ部１３０に対してデータ
の書き込み／読み込み要求またはスワップアウト要求などを行う処理部である。
【００５６】
　ディスクドライバ部１３０は、記憶部１４０に記憶されたデータを仮想ＲＡＭディスク
１５０にスワップアウトし、スワップアウトしたデータをサーバ２００にマイグレーショ
ンする処理部である。
【００５７】
　ここで、ディスクドライバ１３０の処理を具体的に説明する。ディスクドライバ部１３
０は、ＯＳカーネル部１２０からスワップアウト要求を受付けた場合に、記憶部１４０に
記憶されたＡＰ（Application）データ１４０ａおよびＯＳデータ１４０ｂをスワップア
ウトする要求を受付ける。このとき、要求を受付けるだけで特に何も処理を行わない。こ
こに、ＡＰデータ１４０ａは、所定のアプリケーションプログラムを実行するためのデー
タであり、ＯＳデータ１４０ｂはＯＳにかかるプログラムを実行するためのデータである
。
【００５８】
　ディスクドライバ１３０は、処理完了通知をＯＳカーネル部１２０にあえて行わないこ
とで、記憶部１４０に対するアクセスを凍結させ、記憶部１４０に記憶されたＡＰデータ
１４０ａおよびＯＳデータ１４０ｂが書き換えられないようにする。
【００５９】
　また、ディスクドライバ部１３０は、記憶部１４０のデータを一括してサーバ２００に
転送するのではなく、非特許文献（ACM Computing Survey, Vol.32, No.3 September 200
0, pp.241-299）によって公開された技術を利用して、ＯＳを実行させるために最低限必
要となるデータのスナップショット（ＯＳスナップショット）を、ＯＳデータ１４０ｂを
基に作成し、このＯＳスナップショットをサーバ２００に転送する。また、このＯＳスナ
ップショットは、後にスナップショット記憶部１７０に保存するために、仮想ＲＡＭディ
スク１５０のスナップショットデータ１５０ｂに記録する。
【００６０】
　そして、ディスクドライバ部１３０は、サーバ２００からのページ要求（ページフォル
トによるページ要求）を受付けた場合には、要求されたページのアドレス情報を、ページ
テーブル１５０ａを基に特定し、特定したアドレス情報に位置するページをサーバ２００
に転送する。ここに、ページテーブル１５０ａは、スワップアウトされた各ページと、各
ページのアドレス情報との関係を示すテーブルである。
【００６１】
　スナップショット保存処理部１６０は、仮想ＲＡＭディスク１５０に記憶されたスナッ
プショットデータ１５０ｂのスナップショットを作成し、作成したスナップショットと記
憶部１４０のデータをスナップショット記憶部１７０に記憶させる処理部である。スナッ
プショット記憶部１７０は、スナップショット保存処理部１６０が作成したスナップショ
ットを記憶する記憶部である。
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【００６２】
　インターフェース部２１０は、所定の通信プロトコルを利用して、サーバ１００と通信
を行うための処理部であり、ＯＳカーネル部２２０は、ディスクドライバ部２３０に対し
てデータの書き込み／読み込み要求またはスワップアウト要求などを行う処理部である。
【００６３】
　ディスクドライバ部２３０は、ページフォルトが発生した場合にＯＳカーネル部２２０
からスワップイン要求を受付け、該当するページをサーバ１００に要求し、スワップイン
を実行する処理部である。
【００６４】
　ここで、ディスクドライバ２３０の処理を具体的に説明する。ディスクドライバ部２３
０は、サーバ１００からＯＳスナップショットを取得した場合に、取得したＯＳスナップ
ショットを記憶部２４０にＯＳデータ２４０ｂとして記憶し、このＯＳデータ２４０ｂに
よってプロセスを開始し、サーバ１００が行っていたサービスの提供を行う。
【００６５】
　なお、サービス提供を開始した場合に、ディスクドライバ部２３０は、ＯＳカーネル部
２２０に対して、スワップアウト要求を棄却する旨を通知する。これは、完了通知を行わ
なかったために、サーバ１００から取得したＯＳスナップショットにディスクドライバ部
１３０に対するスワップアウト要求が残っているためである。
【００６６】
　また、ディスクドライバ２３０は、サーバ１００上で仮想ＲＡＭディスクにスワップア
ウトした全てのページについて、ページ無効化を行う。これにより記憶部２４０にまだ転
送されていないページをサーバ２００がアクセスした場合に、ページフォルトが発生し、
ディスクドライバ２３０に対しスワップイン要求が発生する。
【００６７】
　なお、ディスクドライバ２３０は、スワップイン要求を受付けた場合には、対応するペ
ージをサーバ１００に要求し、要求したページをサーバ１００から受信した場合には、受
信したデータを記憶部２４０に記憶させる。そして、ディスクドライバ２３０は、スワッ
プインが完了した場合には、スワップインが完了した旨をＯＳカーネル部２２０に通知す
る。
【００６８】
　次に、本実施例にかかるサーバ１００およびサーバ２００が行うスナップショット採取
開始からサービス再開までの処理について説明する。図４は、本実施例にかかるサーバ１
００およびサーバ２００が行うスナップショット採取開始からサービス再開までの処理を
示すフローチャートである。
【００６９】
　同図に示すように、サーバ１００は、ディスクドライバ部１３０がＯＳカーネル部１２
０からスワップアウト要求を受付けた場合に、操作対象となるデータを先頭ページにセッ
トし（ステップＳ１０１）、ＯＳを実行するのに必要不可欠であるカーネルが予約したペ
ージか否かを判定する（ステップＳ１０２）。
【００７０】
　カーネルが予約したページである場合には（ステップＳ１０２、Ｙｅｓ）、操作対象は
最後ページか否かを判定する（ステップＳ１０３）。一方、カーネルが予約したページで
ない場合には（ステップＳ１０２，Ｎｏ）、仮想ＲＡＭディスク１５０にスワップアウト
し（ステップＳ１０４）、ステップＳ１０３に移行する。
【００７１】
　操作対象が最終ページでない場合には（ステップＳ１０３，Ｎｏ）、操作対象を次のペ
ージにセットし（ステップＳ１０５）、ステップＳ１０２に移行する。一方、操作対象が
最終ページである場合には（ステップＳ１０３，Ｙｅｓ）、カーネルの予約ページのコピ
ーを作成し（ステップＳ１０６）、カーネルの予約ページ（ＯＳスナップショット）をサ
ーバ２００に送信する（ステップＳ１０７）。
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【００７２】
　そして、スワップアウトしたページをスナップショット保存処理部１６０がスナップシ
ョット記憶部１７０に保存し、ディスクドライバ部１３０はサーバ２００からのページフ
ォルトによるページ要求待ちの状態に移行する（ステップＳ１０９）。
【００７３】
　続いて、サーバ２００は、ディスクドライバ部２３０がカーネル予約ページを受信し（
ステップＳ１１０）、受信したカーネル予約ページと実行中のカーネルとを入れ替え（ス
テップＳ１１１）、操作対象を先頭ページにセットし（ステップＳ１１２）、スワップア
ウト処理したページか否かを判定する（ステップＳ１１３）。
【００７４】
　スワップアウト処理したページでない場合には（ステップＳ１１３，Ｎｏ）、操作対象
は最終ページが否かを判定する（ステップＳ１１４）。一方、スワップアウト処理したペ
ージである場合には（ステップＳ１１３，Ｙｅｓ）、スワップアウト要求をキャンセルし
ページを無効化し（ステップＳ１１５）、ステップＳ１１４に移行する。
【００７５】
　操作対象が最終ページでない場合には（ステップＳ１１４，Ｎｏ）、操作対象を次のペ
ージにセットし（ステップＳ１１６）、ステップＳ１１３に移行する。一方、操作対象が
最終ページである場合には（ステップＳ１１４，Ｙｅｓ）、サーバ２００は、サーバ１０
０が行っていたサービスを再開する（ステップＳ１１７）。
【００７６】
　次に、本実施例にかかるサーバ１００およびサーバ２００が行うサービス再開後の処理
について説明する。図５は、本実施例にかかるサーバ１００およびサーバ２００が行うサ
ービス再開後の処理を示すフローチャートである。
【００７７】
　同図に示すように、サーバ１００は、ディスクドライバ部１３０がサーバ２００からの
ページ要求のリクエスト待ちを行い（ステップＳ２０１）、サーバ２００は、ディスクド
ライバ部２３０がスワップイン要求をＯＳカーネル部２２０から受付け（ステップＳ２０
２）、ページフォルトが発生した場合に、ページ要求をサーバ１００に行う（ステップＳ
２０３）。
【００７８】
　そして、ディスクドライバ部１３０がページ要求を受信し（ステップＳ２０４）、ペー
ジテーブル１５０ａを検索し、該当アドレスを取得し（ステップＳ２０５）、アドレスに
対応するページの転送指示を行い（ステップＳ２０６）、ページをサーバ２００に転送す
る（ステップＳ２０７）。
【００７９】
　サーバ２００は、ステップＳ２０３の後、ページの受信指示を行い（ステップＳ２０８
）、ディスクドライバ部２３０がページを受信し、ページのデータを記憶部２４０に格納
し（ステップＳ２０９）、スワップインが完了した場合に、スワップイン完了通知をＯＳ
カーネル部２２０に通知する（ステップＳ２１０）。
【００８０】
　このように、ディスクドライバ部１３０がカーネル予約ページにかかるスナップショッ
トを作成し、作成したスナップショットをサーバ２００に送信してサーバ１００が提供し
ていたサービスを提供させ、残りのページはオンデマンドでサーバ２００に転送すると共
に、スナップショット保存処理部１６０が仮想ＲＡＭディスク１５０に記憶されたスナッ
プショットデータ１５０ｂと凍結された記憶部１４０のデータをスナップショットデータ
としてスナップショット記憶部１７０に保存するので、任意の時点におけるスナップショ
ットを効率よく採取することができる。
【００８１】
　上述してきたように本実施例にかかるサーバ１００は、ディスクドライバ部１３０がＯ
Ｓカーネル部１２０からスナップショット要求を受付けた場合に、ＯＳスナップショット
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を作成し、作成したＯＳスナップショットをサーバ２００に転送すると共に、記憶部１４
０に記憶されたデータを仮想ＲＡＭディスクにスワップアウトし、記憶部１４０に対する
アクセスを凍結する。
【００８２】
　そして、サーバ２００からページ要求を受信した場合には、要求されたページを仮想Ｒ
ＡＭディスク１５０から検索し、検索したページをサーバ２００に転送する。また、スナ
ップショット保存処理部１６０は、仮想ＲＡＭディスクに記憶されたデータのスナップシ
ョット１５０ｂと凍結された記憶部１４０のデータをスナップショット記憶部１７０に保
存するので、任意の時点におけるスナップショットを効率よく採取することができる。
【００８３】
　また、サーバ１００の状態を、スナップショット採取前に戻したい場合には、従来では
ディスクからスナップショットを読み出して記憶部１４０にわざわざ展開するという処理
が必要であったが、本発明では、記憶部１４０に対するアクセスの凍結を解除するだけで
元の状態に戻すことができる。
【００８４】
　なお、本実施例では一例として、ディスクドライバ部１３０がサーバ２００にマイグレ
ーションを実行する場合にＣＯＲ（Copy On Reference）方式を用いて行う場合を示した
が、これに限定されるものではなく、precopy方式を利用してマイグレーションを実行し
ても良い。
【００８５】
　すなわち、ディスクドライバ部１３０は、サーバ１００がサービス提供中に記憶部１４
０に記憶されたデータをページ単位でサーバ２００に転送しておき、マイグレーションを
実行する場合には、ページを転送してからマイグレーションを実行するまでの間に変更が
あったページのみをサーバ２００に転送し、サーバ２００にサーバ１００が行っていたサ
ービス提供を効率よく行わせることができる。
【００８６】
　ところで、本実施例では、２台のサーバ１００、２００間でマイグレーションを実行し
、サーバ１００のスナップショットを採取する場合を示したが、複数のサーバなどを用意
して、各サーバにスナップショットを残しながらＯＳが各サーバを渡り歩くようにして、
任意の過去の状態を再現することもできる。
【００８７】
　図６は、複数のサーバを用意して、複数のスナップショットを採取する手法を説明する
ための説明図である。図６では、説明の便宜上、５台のサーバを利用する場合について説
明する。
【００８８】
　同図に示すように、５台のサーバ１０～５０を用意して、毎日スナップショットを採取
することで、採取したスナップショットを基に、任意の日数前の状態にサーバを瞬時に戻
すことができる。
【００８９】
　すなわち、１日目にサーバ１０のデータをサーバ２０にマイグレートしてスナップショ
ット１を採取し、２日目にサーバ２０のデータをサーバ３０にマイグレートしてスナップ
ショット２を採取し、３日目にサーバ３０のデータをサーバ４０にマイグレートしてスナ
ップショット３を採取し、４日目にサーバ４０のデータをサーバ５０にマイグレートして
スナップショット４を採取する。そして、例えば、１日目の状態にサーバを戻す場合には
、スナップショット１を利用することで瞬時に１日目の状態にサーバを戻すことができる
。
【００９０】
　また、図７に示すように、サーバ２台を用意して相互にマイグレートを実行し、スナッ
プショットを複数採取することも可能である。図７は、２台のサーバを利用して、複数の
スナップショットを採取する手法を説明するための説明図である。なお、この場合、サー
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バ６０がサーバ７０に対してマイグレーションを実行し、スナップショットを取得した場
合には、転送元のメモリに対するアクセス凍結をドライバが解除する（スワップアウト要
求に対する完了通知を行う）。
【００９１】
　また、サーバは、ＯＳのマイグレーションを複数のサーバに対して行い、転送元の仮想
ＲＡＭディスクドライバが複数のサーバに対してスナップショットを転送しておくことで
、転送元のサーバに故障が発生した場合に、サーバ故障に対する調査を複数人が行うこと
もできる。
【００９２】
（付記１）記憶部にデータを記憶しプログラムを実行するプログラム実行装置であって、
　前記記憶部に対するアクセスを凍結するアクセス凍結手段と、
　前記記憶部に記憶されたデータを他装置にマイグレーションし、自装置が実行していた
プログラムを他装置に実行させるマイグレーション実行手段と、
　を備えたことを特徴とするプログラム実行装置。
【００９３】
（付記２）前記マイグレーション実行手段は、前記他装置がプログラム実行するために必
要な最小限のデータのみを該他装置に転送し、未転送のデータは前記他装置のデータ要求
に応じて転送することを特徴とする付記１に記載のプログラム実行装置。
【００９４】
（付記３）前記アクセス凍結手段は、サスペンド機能を利用して、前記記憶部のデータを
仮想的な記憶部にスワップアウトさせるスワップアウト実行手段と、該スワップアウトを
完了させた場合に、スワップアウトが完了した旨を要求元に通知しないことで前記記憶部
に対するアクセスを凍結する凍結手段とを備えたこと特徴とする付記１または２に記載の
プログラム実行装置。
【００９５】
（付記４）前記マイグレーション実行手段は、自装置のプログラム実行中に前記記憶部に
記憶されたデータを部分的に他装置に転送し、マイグレーション実行時には前記記憶部か
ら他装置に転送されたデータのうち、転送後に変更されたデータだけを他装置に転送する
ことを特徴とする付記１に記載のプログラム実行装置。
【００９６】
（付記５）前記記憶部に記憶されたデータをスナップショットとして採取するスナップシ
ョット採取手段を更に備えたことを特徴とする付記１～４のいずれか一つに記載のプログ
ラム実行装置。
【００９７】
（付記６）記憶部にデータを記憶した運用系計算機および待機系計算機から計算機システ
ムを構成し、前記運用系計算機または待機系計算機にプログラムを実行させるプログラム
実行方法であって、
　前記運用系計算機の記憶部に対するアクセスを凍結するアクセス凍結工程と、
　前記運用系計算機の記憶部に記憶されたデータを待機系計算機にマイグレーションし、
運用系計算機が実行していたプログラムを前記待機系計算機に実行させるマイグレーショ
ン実行工程と、
　を含んだことを特徴とするプログラム実行方法。
【００９８】
（付記７）前記マイグレーション実行工程は、前記待機系計算機のプログラム実行に必要
な最小限のデータのみを前記運用系計算機から待機系計算機に転送し、未転送のデータは
前記待機系計算機のデータ要求に応じて前記運用系計算機から転送することを特徴とする
付記６に記載のプログラム実行方法。
【００９９】
（付記８）前記アクセス凍結工程は、前記運用系計算機の記憶部のデータを仮想的な記憶
部にスワップアウトさせるスワップアウト実行工程と、該スワップアウトを完了させた場
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合に、スワップアウトが完了した旨を要求元に通知しないことで前記運用系計算機の記憶
部に対するアクセスを凍結する凍結工程とを含んだこと特徴とする付記６または７に記載
のプログラム実行方法。
【０１００】
（付記９）前記マイグレーション実行工程は、サスペンド機能を利用した前記運用系計算
機の停止工程と、前記運用系計算機の記憶部に記憶されたデータを前記待機系計算機の記
憶部に転送する転送工程と、レジューム機能を利用した前記待機系計算機の実行再開工程
と、前記運用系計算機の記憶部から前記待機系計算機の記憶部へデータをスワップインす
るスワップイン実行工程とを含んだことを特徴とする付記６、７または８に記載のプログ
ラム実行方法。
【０１０１】
（付記１０）前記マイグレーション実行工程は、前記運用系計算機のプログラム実行中に
前記運用系計算機の記憶部に記憶されたデータを部分的に待機系計算機に転送し、マイグ
レーション実行時には前記運用系計算機の記憶部から待機系計算機に転送されたデータの
うち、転送後に変更されたデータだけを待機系計算機に転送することを特徴とする付記６
に記載のプログラム実行方法。
【０１０２】
（付記１１）前記運用系の記憶部に記憶されたデータをスナップショットとして採取する
スナップショット採取工程を更に含んだことを特徴とする付記６～１０のいずれか一つに
記載のプログラム実行方法。
【０１０３】
（付記１２）記憶部にデータを記憶した運用系計算機および待機系計算機から計算機シス
テムを構成し、前記運用系計算機または待機系計算機にサービスを提供させるサービス提
供プログラムであって、
　前記運用系計算機の記憶部に対するアクセスを凍結するアクセス凍結手順と、
　前記運用系計算機の記憶部に記憶されたデータを待機系計算機にマイグレーションし、
運用系計算機が提供していたサービスを前記待機系計算機に提供させるマイグレーション
実行手順と、
　をコンピュータに実行させることを特徴とするサービス提供プログラム。
【０１０４】
（付記１３）前記マイグレーション実行手順は、前記待機系計算機のサービス提供に必要
な最小限のデータのみを前記運用系計算機から待機系計算機に転送し、未転送のデータは
前記待機系計算機のデータ要求に応じて前記運用系計算機から転送することを特徴とする
付記１２に記載のサービス提供プログラム。
【０１０５】
（付記１４）前記アクセス凍結手順は、前記運用系計算機の記憶部のデータを仮想的な記
憶部にスワップアウトさせるスワップアウト実行手順と、該スワップアウトを完了させた
場合に、スワップアウトが完了した旨を要求元に通知しないことで前記運用系計算機の記
憶部に対するアクセスを凍結する凍結手順とをコンピュータに実行させること特徴とする
付記１２または１３に記載のサービス提供プログラム。
【０１０６】
（付記１５）前記マイグレーション実行手順は、サスペンド機能を利用した前記運用系計
算機の停止手順と、前記運用系計算機の記憶部に記憶されたデータを前記待機系計算機の
記憶部に転送する転送手順と、レジューム機能を利用した前記待機系計算機の実行再開手
順と、前記運用系計算機の記憶部から前記待機系計算機の記憶部へデータをスワップイン
するスワップイン実行手順とをコンピュータに実行させることを特徴とする付記１２、１
３または１４に記載のサービス提供プログラム。
【０１０７】
（付記１６）前記マイグレーション実行手順は、前記運用系計算機のプログラム実行中に
前記運用系計算機の記憶部に記憶されたデータを部分的に待機系計算機に転送し、マイグ
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うち、転送後に変更されたデータだけを待機系計算機に転送することを特徴とする付記１
２に記載のサービス提供プログラム。
【０１０８】
（付記１７）前記運用系の記憶部に記憶されたデータをスナップショットとして採取する
スナップショット採取手順を更にコンピュータに実行させることを特徴とする付記１２～
１６のいずれか一つに記載のサービス提供プログラム。
【産業上の利用可能性】
【０１０９】
　以上のように、本発明にかかるプログラム実行装置、プログラム実行方法およびサービ
ス提供プログラムは、サービス提供を滞らせることなく、任意の時点におけるスナップシ
ョットを採取する必要のあるサーバシステムなどに対して有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】本実施例にかかるシステムの概念を説明するための説明図である。
【図２】スナップショット採取時にサーバ１００および２００の間で行われるマイグレー
ションを説明するための説明図である。
【図３】本実施例にかかるサーバ１００および２００の構成を示す機能ブロック図である
。
【図４】本実施例にかかるサーバ１００およびサーバ２００が行うスナップショット採取
開始からサービス再開までの処理を示すフローチャートである。
【図５】本実施例にかかるサーバ１００およびサーバ２００が行うサービス再開後の処理
を示すフローチャートである。
【図６】複数のサーバを用意して、複数のスナップショットを採取する手法を説明するた
めの説明図である。
【図７】２台のサーバを利用して、複数のスナップショットを採取する手法を説明するた
めの説明図である。
【符号の説明】
【０１１１】
１００，２００　　サーバ
１１０，２１０　　インターフェース部
１２０，２２０　　ＯＳカーネル部
１３０，２３０　　ディスクドライバ部
１４０，２４０　　記憶部
１４０ａ，２４０ａ　　ＡＰデータ
１４０ｂ，２４０ｂ　　ＯＳデータ
１５０　　仮想ＲＡＭディスク
１５０ａ　ページテーブル
１５０ｂ　スナップショットデータ
１６０　　スナップショット保存処理部
１７０　　スナップショット記憶部
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【図７】
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