
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
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通信媒体に接続された複数のサーバと、前記通信媒体及び該通信媒体とは異なる通信網
との通信を行う通信制御装置とを有するロードシェアシステムであって、
　個々の前記サーバは、
　前記通信媒体を介して送られてきた処理要求に伴う業務を提供する業務提供手段と、
　前記業務提供手段の使用状態を基にした自己の負荷情報を、前記通信媒体を経由して前
記通信制御装置へ送信する状態管理代理手段と、
　を有し、
　前記通信制御装置は、
　前記通信媒体を経由して送られてくる前記サーバからの負荷情報を基に、前記サーバの
管理情報を管理する状態管理手段と、
　活性状態もしくは非活性状態にある複数の振り分け条件を有しており、前記通信網から
前記通信制御装置の宛先通信アドレスを有する処理要求情報が到来した場合、該処理要求
情報の宛先通信アドレスを、前記管理情報を基に活性状態にある前記振り分け条件にした
がって選択した前記サーバの通信アドレスに変換し、前記通信媒体を経由して送信する振
り分け処理を行う振り分け手段と、
　前記振り分け手段が有する個々の前記振り分け条件に対し、活性化もしくは非活性化さ
せる運用操作手段と、
　を有し、



【請求項２】
　

【請求項３】
　

【請求項４】
　

【請求項５】
　

【請求項６】
　

【請求項７】
　

【請求項８】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は複数のプロセッサで分散処理を行うロードシェアシステムに関し、特に通信媒体
を介して構築されたロードシェアシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
多数の利用者に様々な機能を提供する場合、サーバが利用者に提供する業務を複数のプロ
セッサに分散させることができる。このような分散処理を行うシステムをロードシェアシ
ステムと呼ぶ。このロードシェアシステムをローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）
に接続された複数のサーバで構築することも行われている。ここで業務とは、サーバがア
プリケーションプログラム（以後、単に「アプリケーション」と呼ぶ）を実行することに
より、利用者に代わってデータ処理を行う際の処理単位をいう。
【０００３】
従来のＬＡＮで構築されたロードシェアシステムでは、複数のサーバ間の負荷の分散の割
合は、予めネットワーク上で定義付けられており実質的に固定である。つまり、システム
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　前記振り分け手段は、活性状態にある前記振り分け条件において所定の利用者分類情報
が指定された前記業務提供手段に対しては、前記利用者分類情報に合致する利用者からの
前記処理要求情報のみを振り分ける、
　ことを特徴とするロードシェアシステム。

前記状態管理手段は、前記状態管理代理手段との間で前記通信媒体を介した通信パスを
確立し、前記通信パスを用いて前記サーバの負荷情報を前記状態管理代理手段から受け取
ることを特徴とする請求項１記載のロードシェアシステム。

前記状態管理手段は、前記通信媒体を介して前記サーバに対して状態監視要求情報を送
信し、
　前記状態管理代理手段は、前記状態管理手段から前記状態監視要求情報を受けた際に、
前記状態管理手段へ負荷情報を送信する、
　ことを特徴とする請求項１記載のロードシェアシステム。

前記状態管理代理手段は、前記業務提供手段の状態が変化した場合に、前記状態管理手
段へ負荷情報を送信することを特徴とする請求項１記載のロードシェアシステム。

前記サーバの前記業務提供手段は、互いに共用のデータベースを管理していることを特
徴とする請求項１記載のロードシェアシステム。

前記振り分け手段は、前記サーバ内の前記業務提供手段を所定のキーに対応づけて管理
しており、前記処理要求情報が到来すると、前記処理要求情報の内容から振り分けキーを
特定し、前記振り分けキーに対応する前記業務提供手段を前記処理要求情報の振り分け先
候補として選択する、ことを特徴とする請求項１記載のロードシェアシステム。

前記状態管理代理手段は、動作していることを互いに確認し合っており、他の前記サー
バが停止したことを検出するとその旨を前記状態管理手段に通知することを特徴とする請
求項１記載のロードシェアシステム。

前記状態管理手段は、前記サーバを現用サーバと待機サーバとに分けて管理しており、
前記現用サーバが停止した旨の通知を受け取ると前記現用サーバの振り分け状態を非活性
化し、前記待機サーバの振り分け状態を活性化することを特徴とする請求項７記載のロー
ドシェアシステム。



の負荷の分散を自由に制御することはできない。
【０００４】
従って、業務の運用を切り換えるには、サーバ単位にアプリケーションを操作するか、あ
るいは各サーバの持つネットワーク資源を操作していた。サーバのアプリケーションを操
作する場合は、そのアプリケーションの起動・停止、及び受け付ける業務の数の変更等の
操作を行う。ネットワーク資源を操作する場合は、その各サーバ上のネットワーク資源を
個々に活性化あるいは非活性化の操作を行う。
【０００５】
一方、システムの利用者が業務の提供を受けるには、複数のサーバの個々にアクセスする
必要がある。個々のサーバにアクセスするには、それぞれのサーバの通信アドレスや業務
が設けられている構成などを利用者側で認識していなければならない。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、従来のロードシェアシステムでは負荷の分散を一括して制御できないため、シス
テムの運用状況の変化に応じた負荷分散の制御ができず、システムの運用効率の悪化や信
頼性の低下を招いていた。つまり、業務が１つのサーバに集中したり、バッチ処理等の臨
時業務が発生すると、利用者側でのレスポンスが悪化する場合があった。また、アプリケ
ーションやサーバ自身に障害が発生すると、利用者からの要求が拒否される場合があった
。
【０００７】
なお、システムの管理者が各サーバごとに資源などを操作することにより負荷の配分を変
更することは可能であったが、それには利用者がどのサーバのどの業務に集中しているの
かをその都度的確に判断しなければならない。運用中のサーバの負荷は常に変動するため
、システムの管理者が常に的確な判断を行いロードシェアシステムの負荷分散を最適化す
ることは困難である。
【０００８】
一方、利用者にとっては、個々のサーバにアクセスしなければならないため、利用者側の
端末においても複雑な通信環境の設定を行う必要があり、利用者の負担が大きいという問
題点があった。
【０００９】
本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、運用効率を最適に保ち高い信頼性を
有する、ＬＡＮを介して構築されたロードシェアシステムを提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明では上記課題を解決するために、
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通信媒体に接続された複数のサーバと、前記通
信媒体及び該通信媒体とは異なる通信網との通信を行う通信制御装置とを有するロードシ
ェアシステムであって、個々の前記サーバは、前記通信媒体を介して送られてきた処理要
求に伴う業務を提供する業務提供手段と、前記業務提供手段の使用状態を基にした自己の
負荷情報を、前記通信媒体を経由して前記通信制御装置へ送信する状態管理代理手段と、
を有し、前記通信制御装置は、前記通信媒体を経由して送られてくる前記サーバからの負
荷情報を基に、前記サーバの管理情報を管理する状態管理手段と、活性状態もしくは非活
性状態にある複数の振り分け条件を有しており、前記通信網から前記通信制御装置の宛先
通信アドレスを有する処理要求情報が到来した場合、該処理要求情報の宛先通信アドレス
を、前記管理情報を基に活性状態にある前記振り分け条件にしたがって選択した前記サー
バの通信アドレスに変換し、前記通信媒体を経由して送信する振り分け処理を行う振り分
け手段と、前記振り分け手段が有する個々の前記振り分け条件に対し、活性化もしくは非
活性化させる運用操作手段と、を有し、前記振り分け手段は、活性状態にある前記振り分
け条件において所定の利用者分類情報が指定された前記業務提供手段に対しては、前記利
用者分類情報に合致する利用者からの前記処理要求情報のみを振り分ける、ことを特徴と
するロードシェアシステムが提供される。



【００１１】
　この構成によれば、

【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
図１は本発明の原理構成図である。サーバ２は、データベース（ＤＢ）１ａを有している
。サーバ３，４は、共用のデータベース１ｂを有している。これら複数のサーバ２，３，
４は、通信媒体５を介して送られた処理要求を処理する業務提供手段２ａ，３ａ，４ａと
、自己の動作状態を管理する状態管理代理手段２ｂ，３ｂ，４ｂとを有している。
【００１５】
通信制御装置６において、状態管理手段６ａは、状態管理代理手段２ｂ，３ｂ，４ｂとの
間で通信媒体５を介した通信パスを確立し、通信パスを用いて各サーバ２，３，４の状態
を示す管理情報を状態管理代理手段から受け取り、サーバ２，３，４の状態を一括管理す
る。振り分け手段６ｂは、通信網７を介して接続されている利用者側装置８ａ，８ｂ，８
ｃからの要求を受信し、状態管理手段６ａが管理している情報に基づき要求の振り分け先
を決定し、要求をサーバ２，３，４に対する処理要求として通信媒体５を介して送信する
。運用操作手段６ｃは、業務提供手段２ａ，３ａ，４ａに要求を振り分けるための複数の
条件の活性化又は非活性化の状態切り換えを行う。
【００１６】
このような構成において、各サーバ２，３，４の動作状況は状態管理代理手段２ｂ，３ｂ
，４ｂから状態管理手段６ａに送られ、状態管理手段６ａは各サーバ２，３，４の動作状
況を一括管理する。そして、利用者側装置８ａ，８ｂ，８ｃから出力された要求は、通信
網７を介して通信制御装置６に送られる。通信制御装置６内では、振り分け手段６ｂが現
在活性状態となっている条件に基づいて要求の振り分け先を決定し、出力を受けた要求を
、振り分け先として決定したサーバの業務提供手段への処理要求として、該当するサーバ
へ送信する。処理要求を受け取ったサーバの業務提供手段は、処理要求の内容に従って、
データベースを操作する。また、各サーバ２，３，４の動作状況に変化が生じ、負荷配分
を変える必要が生じた場合には、運用操作手段６ｃが、振り分け比率等の振り分けの条件
を操作する。
【００１７】
このようにして、利用者はこのシステムが複数のサーバによるロードシェアシステムであ
ることを意識せずにすむ。また、通信制御装置６は、状態管理代理手段２ｂ，３ｂ，４ｂ
から各サーバ２，３，４内の状態に関する情報を収集しているため、最適な負荷の分散を
行うことができる。さらに、運用操作手段６ｃが、振り分け条件の活性化・非活性化の切
り換えを行うことにより、様々な状況の変化に対して直ぐに適切な対処をすることが可能
となり、システムの負荷の配分を最適化することができる。
【００１８】
ところで、上記のロードシェアシステムを実現するためのハードウェア構成として、通信
制御装置が１台の場合と複数台の場合とが考えられる。以下の説明では、まず通信制御装
置が１台の場合について説明し、その後通信制御装置が複数台の場合について説明する。
【００１９】
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利用者端末から通信制御装置宛に送られた処理要求情報は、通信制
御装置で処理要求情報の宛先通信アドレスを、管理情報を基に活性状態にある振り分け条
件にしたがって選択したサーバの通信アドレスに変換し、通信媒体を経由して送信するこ
とにより、いずれかのサーバへ振り分けられる。従って、利用者側が個々のサーバの通信
アドレスなどを認識している必要がないとともに、活性もしくは非活性を切り換えること
によりサーバ間の効率的な負荷分散を行うことができる。また、活性状態にある振り分け
条件において業務提供手段について利用者分類情報が指定されている場合、利用者分類情
報に合致する利用者からの処理要求情報のみがその業務提供手段を有するサーバに振り分
けられる。従って、利用者を指定した運用の切り換えを行うことにより、利用者の利用頻
度の地域格差を考慮した運用の切り換えが可能となる。



図２は本発明のロードシェアシステムの概略構成を示すブロック図である。これは、通信
制御装置が１台の場合の構成である。この図には１つのローカルエリアネットワーク（Ｌ
ＡＮ）４１と２つの通信媒体４４，４５が示されている。ＬＡＮ４１には、複数のサーバ
１０，２０，３０と通信制御装置１００とが接続されている。サーバ１０にはデータベー
ス（ＤＢ）４２が接続されている。サーバ２０，３０は、データベース４３を共有してい
る。通信媒体４４には、通信制御装置１００と他の複数のシステム５１，５２とが接続さ
れている。各システム５１，５２には、端末６１，６２が接続されている。通信媒体４５
には、通信制御装置１００と複数の端末６３，６４とが接続されている。
【００２０】
サーバ１０，２０，３０のそれぞれには、利用者に各種業務を提供するアプリケーション
１１，２１，３１、自己の動作状態を示すデータが格納された状態管理テーブル１２，２
２，３２、及び通信制御装置１００へ自己の動作状態を報告する状態管理エージェント１
３，２３，３３が設けられている。
【００２１】
通信制御装置１００はＬＡＮ４１と他の通信媒体４４，４５との情報通信を制御する装置
であり、内部にネットワーク連携装置１００ａを有している。ネットワーク連携装置１０
０ａは、振り分けプログラム１１０と記憶装置１２０とを有している。振り分けプログラ
ム１１０は、状態管理エージェントから各サーバ１０，２０，３０の状態を収集し一括管
理する状態管理部１１１、利用者からの要求をいずれかのサーバに振り分ける振り分け処
理部１１２、及び要求を振り分けるための条件の活性化・非活性化の切り換えを行う運用
操作部１１３から構成されている。また、記憶装置１２０内には各サーバの負荷状態を示
す負荷分散情報１２１、各サーバに振り分けられた要求の情報を示す状態管理テーブル１
２２、及び運用を切り換えるための複数の条件が格納された運用テーブル１２３が格納さ
れている。
【００２２】
　以上のような１台の通信制御装置で構成されるロードシェアシステムは、大別して次の
諸機能を備えている。
　第１の機能は、通信制御装置１００とサーバ１０，２０，３０とが一体となり、１つの
サーバのように振る舞う機能である。言い換えると、通信制御装置１００が他のサーバ１
０，２０，３０を隠蔽し、利用者からは１つのシステムとみえるようにする機能である。
以後、この機能を１システムビュ と呼ぶ。
【００２３】
第２の機能は、サーバ側に配置した状態管理エージェント１３，２３，３３の働きにより
、各サーバ１０，２０，３０のアプリケーションの動作状況を通信制御装置１００で一括
管理する機能である。
【００２４】
第３の機能は、上記第１の機能と第２の機能とを併用した機能である。つまり、通信制御
装置１００が一括管理している各サーバの管理情報に基づき、利用者からの要求を適切な
サーバへ振り分けることにより、負荷配分の最適化を図る機能である。
【００２５】
第４の機能は、上記第１の機能を用いて要求を振り分ける際に、振り分け先を決定するた
めの条件の活性化・非活性化を切り換えることにより、効率的な負荷の分散を実現する機
能である。
【００２６】
第５の機能は、第４の機能を実行する際に、第２の機能で管理している各サーバ１０，２
０，３０の負荷状態に応じて、動的に振り分け条件を切り換える機能である。
【００２７】
まず、第１の機能である１システムビューについて説明する。図３は１システムビューの
機能を示すブロック図である。なお、この図では、図２における２つの通信媒体４４，４
５を包括して通信媒体４６としている。
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【００２８】
ここでは、端末６３、６４や、他のシステム５１、５２からＤＢ４２，４３の更新処理の
要求を出力する場合を例にとり説明する。端末６３、６４やシステム５１、５２から要求
７１，７２を出力する際には、通信制御装置１００の通信アドレス（Ａ）を送信先として
指定して出力する。すると、その要求７１，７２は通信媒体４６を介して通信制御装置１
００に送られる。通信制御装置１００では、振り分け処理部１１２が要求７１，７２に含
まれるロードシェアシステムとしての通信アドレス（Ａ）をサーバ１０，２０，３０のい
ずれかの通信アドレス（Ｂ），通信アドレス（Ｃ），通信アドレス（Ｄ）に変換する。そ
して、通信アドレス変換後の要求７３，７４，７５は、通信制御装置１００からＬＡＮ４
１を介していずれかのサーバに転送される。サーバ１０，２０，３０内のアプリケーショ
ン１１，２１，３１は、要求を受け取るとその要求内容に応じてＤＢ４２，４３を操作す
る。
【００２９】
このようにして、端末６３、６４や、他のシステム５１、５２からは、通信制御装置１０
０の通信アドレス（Ａ）を指定して、アプリケーションの機能の提供を受けることができ
る。つまり、利用者はサーバ１０，２０，３０の存在を意識する必要がない。
【００３０】
図４は利用者が認識しているネットワーク網のイメージを示す図である。利用者は、通信
媒体４６には端末６３，６４、システム５１、５２及び共用ＤＢ４２，４３を操作するア
プリケーション１０１ａを有するサーバ１００ａが存在しているように認識している。こ
のサーバ１００ａは、実際にはサーバ１０，２０，３０と通信制御装置１００との複合シ
ステムである。
【００３１】
一方、通信制御装置１００では、通信アドレス（Ａ）と各サーバ１０，２０，３０のそれ
ぞれの通信アドレス（Ｂ），通信アドレス（Ｃ），通信アドレス（Ｄ）とを相互にリンク
させている。
【００３２】
図５は通信制御装置１００内での通信アドレスのリンク状態を示す図である。通信制御装
置１００の通信アドレス（Ａ）８１からサーバ１０の通信アドレス（Ｂ）８２、サーバ２
０の通信アドレス（Ｃ）８３、サーバ３０の通信アドレス（Ｄ）８４の順でリンクが張ら
れている。また、通信アドレス（Ｂ）８２から通信アドレス（Ａ）８１へ、通信アドレス
（Ｃ）８３から通信アドレス（Ａ）８１へ、通信アドレス（Ｄ）８４から通信アドレス（
Ａ）８１へ、それぞれリンクが張られている。
【００３３】
この状態で、振り分け処理部１１２は、利用者の端末６３、６４やシステム５１，５２側
からサーバ１０，２０，３０側へ、あるいはサーバ１０，２０，３０側から利用者の端末
６３，６４やシステム５１，５２側への通信アドレスの変換を行う。以下に、通信アドレ
スの変換方式を示す。
【００３４】
図６は通信アドレスの変換方式を示す図である。このネットワーク網では、２つの通信ア
ドレスがペアとなって伝送される。図中の左側は、通信制御装置１００とサーバ１０，２
０，３０との間で使用される通信アドレスペア８５～８７である。通信アドレスペア８５
～８７は、各サーバ１０，２０，３０のそれぞれの通信アドレス（Ｂ），通信アドレス（
Ｃ），通信アドレス（Ｄ）と利用者の端末の通信アドレス（ｘ）とのペアである。一方、
図中の右側は、通信制御装置１００と端末６１～６４との間で使用される通信アドレスペ
ア８８である。通信アドレスペア８８は、各通信制御装置１００の通信アドレス（Ａ）と
利用者の端末の通信アドレス（ｘ）のペアである。
【００３５】
通信制御装置１００内の振り分け処理部１１２は、通信媒体４６を介して通信アドレスペ
ア８８を受け取ると、通信アドレスペア８８内の自己の通信アドレス（Ａ）をサーバ１０
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，２０，３０のいずれかの通信アドレスに変更する。そして、変更後の通信アドレスペア
をＬＡＮ４１上に出力する。
【００３６】
次に、第２の機能である、サーバ内のアプリケーションの状態を通信制御装置１００で一
括管理する機能について説明する。図７は通信制御装置１００での一括管理機能の概略構
成を示すブロック図である。この機能を実現するために、通信制御装置１００側の状態管
理部１１１と各サーバ１０，２０，３０側の状態管理エージェント１３，２３，３３との
間でサーバの状態管理用の通信パス９１，９２，９３を確立している。状態管理部１１１
は通信パス９１，９２，９３を使用して、アプリケーション１１，２１，３１の状態要求
を状態管理エージェント１３，２３，３３へ送信する。状態管理エージェント１３，２３
，３３は状態取得要求を受信すると、アプリケーション１１，２１，３１の動作状況を状
態管理部１１１へ送信する。状態管理部１１１は、各状態管理エージェント１３，２３，
３３が応答したアプリケーション１１，２１，３１の動作状況を記憶装置１２０で一括管
理する。記憶装置１２０内では、各サーバの動作状況は負荷分散情報１２１と状態管理テ
ーブル１２２とに分けて管理される。以後、負荷分散情報１２１と状態管理テーブル１２
２とに運用情報を加えたものを管理簿と呼ぶ。
【００３７】
図８は状態管理を行う際の処理手順を示すフローチャートである。これは、状態管理部１
１１が実行する処理である。
〔Ｓ１〕状態管理エージェント１３，２３，３３との間で状態管理用の通信パス９１，９
２，９３を確立する。
〔Ｓ２〕状態管理エージェント１３，２３，３３に対して状態要求を送信する。
〔Ｓ３〕状態管理エージェント１３，２３，３３からサーバ１０，２０，３０毎のアプリ
ケーション１１，２１，３１の状態を受信する。
〔Ｓ４〕アプリケーション１１，２１，３１の状態が変化した際に状態管理エージェント
１３，２３，３３が出力する状態変更情報を受信する。
〔Ｓ５〕サーバ１０，２０，３０のアプリケーション１１，２１，３１の状態を管理簿を
用いて管理する。
【００３８】
以下に、管理簿の内容について説明する。図９は管理簿内の一例を示す図である。管理簿
では、「業務」、「運用情報」、「状態管理情報」、及び「負荷分散情報」に分けて管理
されている。
【００３９】
　「業務」は、ロードシェアシステムで実行される処理の単位である。「運用情報」は、
「業務」がサービスの提供を行っている場合には「運用中」であり、サービスの提供を停
止して る場合には「停止中（抑止状態）」である。
【００４０】
「状態管理情報」は、「通信先サーバ情報」、「サーバ上のアプリケーションプログラム
」、「ＩＤ」、及び「状態」に別れている。「通信先サーバ情報」は、後に続く情報がど
のサーバの情報であるかを示している。「サーバ上のアプリケーションプログラム」は、
サーバ内で業務を提供しているアプリケーションプログラムの名称を示している。「ＩＤ
」は、サーバ上のアプリケーション単位に割り振られた識別番号である。「状態」は、ア
プリケーションが使用可能であるか否かを示している。
【００４１】
なお、「ＩＤ」の情報は、状態管理エージェントとの間の状態に関する情報の交換の際に
使用される。ネットワーク連携装置１００ａ内でエージェントからの状態を反映する際、
「ＩＤ」を用いることにより資源検索の高速化が図れる。
【００４２】
「負荷分散情報」は、「振り分け数の情報」と「比率情報」とに分かれている。「振り分
け数の情報」は、アプリケーションへ振り分けた利用者からの要求の数を示している。「
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比率情報」は、当該業務に対する全要求数の中の、各サーバに現在振り分けられている要
求の割合を示している。この数字から、アプリケーションの負荷の分散状況を知ることが
できる。
【００４３】
図１０は状態管理処理の概念図である。この図では、サーバ１０はアプリケーション１１
，１４を有しており、サーバ２０はアプリケーション２１，２４を有している。なお、ア
プリケーション１１とアプリケーション２１とは同じ業務を提供するアプリケーションで
ある。また、状態管理簿１２３の内容は、図９に示したものである。ここで、アプリケー
ション１１，１４，２１は動作しているが、アプリケーション２４は停止しているものと
する。
【００４４】
このような条件で、通信制御装置１００内の状態管理部１１１は、まずサーバ１０とサー
バ２０とに対する問い合わせ情報１０１、１０３を組み立て、それを状態要求として出力
する。サーバ１０，２０内のそれぞれの状態管理エージェント１３，２３は状態要求に応
答し、自己のサーバ内のアプリケーションの状態を示す応答情報１０２、１０４を出力す
る。状態管理部１１１は応答情報１０２、１０４を受けとり、その内容を管理簿１２３に
反映する。
【００４５】
図１１は通信制御装置の状態要求の際のフローチャートである。これは、通信制御装置１
００内の状態管理部１１１が実行する処理である。
〔Ｓ１１〕管理状態を通信するための通信パスを各状態管理エージェントとの間で確立す
る。
〔Ｓ１２〕管理簿より状態管理情報の読み込みを行う。
〔Ｓ１３〕サーバ単位に状態問い合わせ情報を組み立てる。この時に、資源単位に「ＩＤ
」が設定される。
〔Ｓ１４〕サーバ内状態管理エージェントへの状態要求を送信する。
【００４６】
図１２は状態通知を受け取った通信制御装置の処理手順を示すフローチャートである。こ
れは、通信制御装置１００内の状態管理部１１１が実行する処理である。
〔Ｓ２１〕状態管理エージェントからの状態通知を受信する
〔Ｓ２２〕受信した状態通知内のＩＤから、資源を特定する。
〔Ｓ２３〕特定した資源が使用可能であるのか、使用不可能であるのかを判別する。使用
可能であればステップＳ２４に進み、使用不可能であればステップＳ２５に進む。
〔Ｓ２４〕特定した資源が使用可能である旨を管理簿に反映する。
〔Ｓ２５〕特定した資源が使用不可能である旨を管理簿に反映する。
【００４７】
以上の図１１、図１２が通信制御装置で実行される処理手順である。次に、各サーバ内に
おける状態管理エージェントで実行される処理手順を説明する。
図１３は通信制御装置からの要求により状態通知を出力する際の状態管理エージェントの
処理手順を示すフローチャートである。
〔Ｓ３１〕通信制御装置との間の状態管理パスを確立する。
〔Ｓ３２〕ネットワーク連携装置内の状態管理部から振り分け資源の状態要求を受信する
。
〔Ｓ３３〕振り分け資源の状態確認及び状態遷移通知出口を状態管理エージェント内に登
録する。これで、振り分け資源名とその状態を示す管理テーブルが作成される。ここで、
状態遷移通知出口とは、サーバ内でアプリケーションを管理しているプログラムから状態
管理エージェントへ資源の状態を通知するための情報伝達の受信口である。この受信口（
状態遷移通知出口）を状態管理エージェントに登録しておくことにより、アプリケーショ
ンの状態を状態管理エージェントが取得可能となる。
〔Ｓ３４〕状態要求で指定された資源が使用可能状態か、使用不可能状態かを判別する。
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使用可能状態であればステップＳ３５に進み、使用不可能状態であればステップＳ３６に
進む。
〔Ｓ３５〕状態要求で指定された資源が使用可能である旨を状態管理部に通知する。
〔Ｓ３６〕状態要求で指定された資源が使用不可能である旨を状態管理部に通知する。
【００４８】
図１４は資源の状態の変化により状態通知を出力する際の状態管理エージェントの処理手
順を示すフローチャートである。
〔Ｓ４１〕振り分け資源（ロードシェアシステムで機能を分散させるべき資源）の状態の
変化を検出する。
〔Ｓ４２〕状態遷移が発生し、状態遷移出口を起動する。
〔Ｓ４３〕状態遷移の状況を状態管理部に通知する。
〔Ｓ４４〕他の資源に状態の変化があるか否かを判断し、状態が変化した資源があればス
テップＳ４１に進み、状態が変化した資源がなければステップＳ４５に進む。
〔Ｓ４５〕状態管理パスを解放し、状態遷移通知出口を削除する。
【００４９】
以上のようにして、サーバ内のアプリケーションの状態を通信制御装置１００で一括管理
することができる。この方式では、管理簿内のＩＤにより管理対象を特定し、サーバシス
テムに適した状態管理エージェントを配置することにより、サーバシステムの種別に依存
せずに通信制御装置１００でアプリケーションを一括管理することができる。例えば、サ
ーバシステムが大型のホスト計算機であっても、ＵＮＩＸのシステムであってもよい。
【００５０】
また、管理簿内のＩＤにより管理対象を特定し、サーバシステムに適した状態管理エージ
ェントを配置することにより、アプリケーションの通信プロトコルに依存せずに管理する
ことができる。
【００５１】
次に、第３の機能である、上記第１の機能と第２の機能とを併用した機能について説明す
る。この機能では、通信制御装置１００が一括管理している各サーバの管理情報に基づき
、利用者からの要求を適当なサーバへ振り分けることにより、負荷配分の最適化を図る。
【００５２】
図１５は一括管理された管理情報に基づき利用者からの要求を振り分ける処理の概念図で
ある。図において、状態管理エージェント１３，２３，３３と状態管理部１１１との間に
は通信パス９４～９６が確立されている。これにより、各サーバ１０，２０，３０内のア
プリケーション１１，２１，３１の動作状態は、状態管理部１１１で一括管理される。そ
れらの状態管理情報は記憶装置１２０内に管理簿として格納されている。
【００５３】
そして、利用者の端末６１，６３，６４からＤＢ４２，４３に対する要求７６，７６ａが
出力されると、その要求は通信媒体４６を介して振り分け処理部１１２に入力される。振
り分け処理部１１２は、状態管理部１１１から各アプリケーション１１，２１，３１の現
在の状態の情報を取得し、その情報から各サーバへの負荷が分散するように、要求を実行
させるアプリケーションを特定する。そして、特定したアプリケーションに対して要求７
７～７９を出力する。要求を受け取ったアプリケーションは、要求内容に従ってＤＢ４２
，４３を処理する。
【００５４】
ここで、振り分け処理部１１２では、利用者からの要求の一部を振り分けキーとし、振り
分けキーに対応付けた振り分け先候補とその所在を管理しておく。図１６は振り分け処理
のフローチャートである。なお、ステップＳ５１～ステップＳ５９までの処理は、振り分
け処理部が実行する。ステップＳ６０の処理はトランザクション処理であればアプリケー
ションが実行し、コネクション処理であればアプリケーションと利用者の端末とにより実
行される。
〔Ｓ５１〕ネットワーク利用者からのコネクション確立要求、またはトランザクション開
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始要求を受信する。
【００５５】
以下のステップは、サーバ側のコネクション確立処理、またはトランザクションの開始処
理である。
〔Ｓ５２〕振り分けキー情報を取得する。
〔Ｓ５３〕振り分け先サーバ候補の抽出をする。
〔Ｓ５４〕振り分け先サーバ候補があるか否かを判断し、振り分け先サーバ候補があれば
ステップＳ５６へ進み、振り分け先サーバ候補がなければステップＳ５５へ進む。
〔Ｓ５５〕振り分け先サーバ候補がない場合には、利用者からの要求がコネクション振り
分けなら確立失敗とし、利用者からの要求がトランザクションの振り分けなら一定時間保
留とし、時間経過後再度ステップＳ５４へ進む。
〔Ｓ５６〕振り分け先サーバ候補があれば、振り分け先サーバを決定する。
〔Ｓ５７〕サーバ側コネクションの確立、またはトランザクションの振り分け処理を行う
。
〔Ｓ５８〕コネクション確立が成功したか否かを判断し、成功であればステップ６０へ進
み、失敗であればステップＳ５９へ進む。なお、要求がトランザクション処理であればこ
のステップは実行せず、ステップＳ６０に進む。
〔Ｓ５９〕コネクション確立が失敗の場合には、振り分け候補から失敗したサーバを除外
し、ステップＳ５４に進む。
〔Ｓ６０〕コネクション確立が成功の場合には、データ通信またはトランザクション処理
を実行する。
【００５６】
次に、振り分けキーの取得処理について詳しく説明する。図１７は振り分けキーの取得処
理を示す図である。振り分け処理部１１２は状態管理部１１１を有している。状態管理部
１１１では、振り分けキーごとに振り分け先候補とこの所在を管理している。
【００５７】
利用者からの要求７５は、まず振り分け処理部１１２に入力される。振り分け処理部１１
２では、要求の中から振り分けキー７５ａを抽出する。振り分けキー７５ａは、状態管理
部１１１に送られる。状態管理部１１１は、振り分けキー７５ａに対応する振り分け先候
補とその所在に関する情報１１２ｂを抽出し、振り分け処理部１１２へ渡す。振り分け処
理部１１２は、情報１１２ｂに基づき要求７５の振り分け先を決定する。
【００５８】
なお、上記の例では要求の一部の文字列を振り分けキーとしているが、その文字列を端末
名と組み合わせたり、ネットワーク利用者のデータや業務の名前など、様々なものを振り
分けキーとすることができる。
【００５９】
以上のように、振り分けキーは利用者からのコネクションの確立要求やトランザクション
開始時に受け付けた要求から抽出される。抽出する情報は通信プロトコルや振り分けの種
類に応じて以下のように設定している。
【００６０】
コネクション振り分けにおいて、通信プロトコルがＦＮＡ（富士通ネットワークアーキテ
クチャ）の場合、宛て先（業務名）、通信元ネットワーク利用者名である。具体的には、
業務の論理的な名前＋端末名（端末グループ）、業務の論理的な名前＋端末名＋端末の属
するシステムのアドレス、業務の論理的な名前＋端末名＋端末の属するシステムのアドレ
ス＋ユーザデータ内の任意のデータ等である。
【００６１】
コネクション振り分けにおいて、通信プロトコルがＯＳＩ（ Open System Interconnectio
n ）の場合には、宛て先のアドレスと通信元のアドレスである。具体的には、業務のＴ－
ＳＡＰアドレスと通信元のＮＳＡＰアドレス（ＯＳＩにおけるネットワーク層のアドレス
）である。
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【００６２】
ＴＣＰコネクション振り分けにおいて、通信プロトコルがＴＣＰ／ＩＰの場合には、クラ
イアントが確立した通信制御装置上のポート番号、送信元ネットワーク利用者名である。
【００６３】
トランザクションの振り分けの場合には、トランザクション処理における業務名、トラン
ザクション開始時のメッセージの内容である。
なお、振り分けキーとして選択するデータを、アクセス種別（排他、共用、照会、更新等
）と対応付けることで、システム全体のトランザクション性能やＤＢアクセスでの負荷の
分散を図ることができる。
【００６４】
ところで、キーとなる情報がサーバとの間でのコネクションの確立要求に含まれていない
場合、つまりトランスポート層よりも上位レベルの情報をキーとする場合には、利用者の
端末側からトランスポート層の確立要求が送られただけでは、振り分け先を特定すること
ができない。従って、従来のように端末とサーバのトランスポート層での接続を完了して
から上位レベルの通信を行うという手順を踏むことができない。そこで本発明では、この
問題を以下の方法で解決する。
【００６５】
図１８は上位レベルの情報をキーとする場合のコネクション手順を示す図である。図にお
いて、まずネットワーク利用者の端末からトランスポート層の確立要求が出力される。通
信制御装置は端末との間のトランスポートコネクションのみを確立し、サーバとのコネク
ションは保留にする。次いで、端末から上位レベルの確立要求が出力される。通信制御装
置は、その要求からキーを抽出し、振り分けるべきサーバを特定する。サーバを特定した
ら、そのサーバとの間でトランスポート層のコネクションと上位レベルのコネクションと
を順次確立する。最後に、端末との間の上位レベルのコネクションを確立する。以後は、
端末とサーバ間でデータ転送が行われる。
【００６６】
このように、サーバとの間のトランスポート層のコネクションの確立を一時的に保留する
ことにより、上位レベルのデータに含まれる詳細な情報を基に振り分け先を選択すること
ができ、より信頼性の高い負荷分散を行うことができる。
【００６７】
次に、振り分け先サーバ候補の抽出処理の詳細を説明する。図１９は振り分け先サーバ候
補の抽出される情報のリンク状態を示す図である。まず、振り分け候補グループ５１０か
ら振り分け候補（１）５２１に繋がっている。さらに、振り分け候補（１）５２１から振
り分け候補（２）５２２へ繋がっている。以後、同様に最後の振り分け候補（ｎ）５２３
までが順に繋がっている。各振り分け候補５２１～５２３には、業務情報５３１～５３３
、パス情報５４１～５４３、サーバ情報５５１～５５３が順に繋がっている。
【００６８】
振り分けサーバを決定する際には、図１９の振り分け候補の情報から、以下の全ての条件
を満たすものを候補として選択する。
第１に、振り分け情報が抑止状態（停止状態）でないこと。第２に、カレントセション数
が最大振り分け数を超えていないこと。第３に、パス情報が抑止状態（停止状態）でない
こと。第４に、業務状態が抑止状態（停止状態）でないこと。第５に、業務内のアプリケ
ーションの状態が非活性状態でないこと。
【００６９】
図１９では、各種振り分け情報ごとに状態情報を有している。例えば、抑止状態、アプリ
ケーションの動作状態等である。このような状態情報を業務等の情報にまで持たせたのは
、情報ごとに対応する資源への振り分けを抑止できるようにするためである。例えば、特
定の業務のみ振り分けを一時的に抑止可能としたり、サーバ単位に振り分けを抑止可能と
する。
【００７０】
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次に、選択された振り分け候補の中からの、振り分け先サーバの決定方法を説明する。振
り分け候補の中から、以下に論理式に従って求めた分散比率の最も少ないものを振り分け
先と決定する。
【００７１】
【数１】
｛（ＴＣ n  ＋１）／Ｒ n  ｝×１００　・・・・・（１）
ここで、ＴＣ n  はｎ番目の振り分け候補のサーバでの振り分け済セション数であり、Ｒ n  

はｎ番目の振り分け候補のサーバ分散比率である。
【００７２】
なお、式（１）の値が同じ振り分け候補のサーバが複数存在した場合には、次のように取
り扱う。コネクションの振り分けの場合には、最後に振り分けを行ったサーバの次のサー
バに決定する。トランザクション振り分けの場合には、過去の振り分け実績（振り分けた
トランザクション数）が一番少ないサーバに決定する。これは、一時点で振り分けるセシ
ョンやトランザクションが候補となるサーバ数よりも少なく、かつ、セションは何度も確
立解放を繰り返すような運用を行ったときに、すべてのサーバへの振り分けを可能とする
ためである。
特別な振り分けとして、同一のクライアントとサーバ（またはサーバ内のアプリケーショ
ン）との間で複数のセションが確立する運用では、上記のような論理によらず、１つ目の
セションと同じサーバへの振り分けを行うこともできる。なお、両者の選択は通信プロト
コルの違いにより実現するか、あるいは、予め定義しておく。これによれば、同じクライ
アントとサーバとの間で、複数の業務を同時に連携して行う場合に有効となる。
【００７３】
また、トランザクションの振り分けにおいて、振り分け候補が１つもない場合には、振り
分けを保留することができる。具体的には、振り分け候補が１つもないか、または、最大
振り分け数を超えたものがある場合には、トランザクション開始要求を一定の保留時間だ
け保留する。なお、保留するトランザクション開始要求は、保留可能な要求数の範囲内で
なければならない。また、保留時間については、トランザクション要求毎に保留時間の変
更が可能である。
【００７４】
これにより、瞬間的にトランザクション要求が大量に発生した場合のサーバへの過負荷が
防止できるとともに、ホットスタンバイ時のシステム切り換え時にトランザクション要求
を失敗させずにすむ。
【００７５】
次に第４の機能である業務の運用を切り換えることにより、サーバ間の効率的な負荷の分
散を行う機能について説明する。この機能を実行するには、図２に示す振り分け処理部１
１２に対して各種条件の定義を入力する。この定義では、各サーバのアプリケーションへ
の振り分け条件をグループ化する。このグループ化により、複数の振り分け条件をまとめ
て管理することができる。
【００７６】
さらに、振り分け条件グループの定義に「振り分け状態」を持たせる。そして、振り分け
処理部１１２は、振り分け先の決定に使用する振り分け条件グループを「活性状態」に、
振り分け先の決定に使用しない振り分け条件グループを「非活性状態」にすることにより
業務の振り分けを管理する。このとき、各振り分け条件グループは業務の運用に対応して
いる。
【００７７】
図２０は振り分け処理部１１２に入力する振り分け定義の例を示す図である。この例では
、実資源の定義として、サーバ１０，２０，３０をそれぞれ「サーバＸ」、「サーバＹ」
、「サーバＺ」と名付けており、各サーバ１０，２０，３０内で業務を実行するアプリケ
ーション１１，２１，３１を、それぞれ「業務プログラムＡ（業務Ａ）」、「業務プログ
ラムＢ（業務Ｂ）」、「業務プログラムＢ（業務Ｂ）」と名付けている。ここで、サーバ
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２０とサーバ３０とは同じ業務を提供しており、ロードシェア形態をとっている。
【００７８】
振り分けの定義において、「業務Ａ」は、「振り分け条件グループＡ１（振り分け状態＝
活性）」と「振り分け条件グループＡ２（振り分け状態＝非活性）」とに分かれている。
「振り分け条件グループＡ１」の振り分け条件は「振り分け条件Ａ１Ｘ（最大１００）」
であり、「振り分け条件グループＡ２」の振り分け条件は「振り分け条件Ａ２Ｘ（最大５
０）」である。「業務Ｂ」は、「振り分け条件グループＢ１（振り分け状態＝活性）」と
「振り分け条件グループＢ２（振り分け状態＝非活性）」とに分かれている。「振り分け
条件グループＢ１」の振り分け条件は「振り分け条件Ｂ１Ｙ（最大１００）」、「振り分
け条件Ｂ１Ｚ（最大１００）」である。一方、「振り分け条件グループＢ２」の振り分け
条件は「振り分け条件Ｂ２Ｙ（最大５０）」、「振り分け条件Ｂ２Ｚ（最大５０）」であ
る。
【００７９】
ここで、振り分け条件の最後のアルファベットが業務を実行するサーバを示しており、「
最大」とはそのサーバへの振り分けが許される要求の最大数を示している。
【００８０】
振り分け処理部１１２は、振り分け状態が活性である振り分け条件グループの定義を使用
して振り分け先のサーバを決定する。運用の切り換えは、活性状態の振り分け条件グルー
プを非活性状態とし、新しい運用に使用すべき振り分け条件グループを活性状態とするこ
とにより行う。
【００８１】
図２１は図２０に示した振り分け定義による運用の切り換え状況を示す図である。なお、
運用の切り換え状況を説明する図（図２１、図２４、図２６、図２８、図３０、図３４）
では、各サーバ１０，２０，３０とアプリケーション１１，２１，３１とには、その時の
定義で与えられている名称を表記している。従って、与えられている定義によって、図中
のサーバ等の表記も異なる。
【００８２】
「振り分け条件グループＡ１」と「振り分け条件グループＢ１」が活性状態の場合（図中
、上側）では、利用者の端末６３，６４等からの業務Ａの要求１４０は全てサーバ１０に
対する要求１４１となり、処理できる最大の要求数は「１００」である。業務Ｂの要求１
５０は、サーバ２０とサーバ３０とに対する要求１５１，１５２となり、サーバ２０，３
０の処理できる最大の要求数はそれぞれ「１００」ずつである。
【００８３】
ここで運用を「振り分け条件グループＡ２」と「振り分け条件グループＢ２」とを活性状
態にすると（図中、下側）では、業務Ａの要求１４０ａは全てサーバ１０に対する要求１
４１ａとなり、処理できる最大の要求数は「５０」である。業務Ｂの要求１５０ａは、サ
ーバ２０とサーバ３０とに対する要求１５１ａ，１５２ａとなり、サーバ２０，３０の処
理できる最大の要求数はそれぞれ「５０」ずつである。
【００８４】
ところで、上記の説明では各振り分け条件グループの状態（活性／非活性）を個々に切り
換えることにより運用を切り換えているが、各分け条件グループを予め運用と対応づけて
おくことにより、運用の切り換え制御を簡略化することができる。
【００８５】
図２２は振り分け条件グループと運用とを対応づけた場合の定義の例を示す図である。こ
の例の定義は、図２０に示したものと殆ど同じであるため、相違点のみを説明する。図２
０では各振り分け条件グループには振り分け状態が設定されていたが、図２２の各振り分
け条件グループには運用名が設定されている。この例では、「振り分け条件グループＡ１
」は「運用α」、「振り分け条件グループＡ２」は「運用β」、「振り分け条件グループ
Ｂ１」は「運用α」、「振り分け条件グループＢ２」は「運用β」である。そして、図２
２で追加された項目として運用の振り分け状態の設定がある。図では、「運用α」の振り
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分け状態が「活性」、「運用β」の振り分け状態が「非活性」である。
【００８６】
そして、振り分け制御部１１２は、運用の振り分け状態を変更することにより運用の切り
換えを行うことができる。従って、個々の振り分けグループを管理する必要がなく、切り
換えの制御が簡略化される。
【００８７】
さらに、振り分け条件グループの定義にユーザの指定を追加し、ネットワークの利用者を
指定することもできる。その場合、振り分け条件グループのユーザの指定には、ネットワ
ーク利用者の端末名、ワイルドカード（＊）、及び任意の端末群をグループ化したユーザ
グループに定義付けられた名前等を指定することができる。なお、ワイルドカードは、全
ての利用者を振り分け可能であることを意味する。また、要求の一部をキーとして指定す
ることにより、そのキーを有する要求を対象とすることもできる。
【００８８】
図２３はユーザの指定を追加した振り分け定義を示す図である。この例では簡単のために
２つのサーバ１０，２０で説明する。
実資源の定義として、サーバ１０，２０をそれぞれ「サーバＸ」、「サーバＹ」とし、各
サーバ１０，２０内で業務を実行するアプリケーション１１，２１を、それぞれ「業務Ａ
」、「業務Ｂ」と定義している。
【００８９】
振り分けの定義において、「業務Ａ」は、「振り分け条件グループＡ１１（運用＝運用α
、ユーザ＝端末群１）」、「振り分け条件グループＡ１２（運用＝運用α、ユーザ＝端末
群２）」、及び「振り分け条件グループＡ２（運用＝運用β、ユーザ＝＊）」に分かれて
いる。「振り分け条件グループＡ１１」の振り分け条件は「振り分け条件Ａ１１Ｘ（最大
５０）」であり、「振り分け条件グループＡ１２」の振り分け条件は「振り分け条件Ａ１
２Ｘ（最大５０）」であり、「振り分け条件グループＡ２」の振り分け条件は「振り分け
条件Ａ２Ｘ（最大５０）」である。
【００９０】
「業務Ｂ」は、「振り分け条件グループＢ１１（運用＝運用α、ユーザ＝端末群１）」、
「振り分け条件グループＢ１２（運用＝運用α、ユーザ＝端末群２）」、「振り分け条件
グループＢ２１（運用＝運用β、ユーザ＝端末群１）」、「振り分け条件グループＢ２２
（運用＝運用β、ユーザ＝端末群２）」とに分かれている。「振り分け条件グループＢ１
１」の振り分け条件は「振り分け条件Ｂ１１Ｙ（最大５０）」、「振り分け条件グループ
Ｂ１２」の振り分け条件は「振り分け条件Ｂ１２Ｙ（最大５０）」、「振り分け条件グル
ープＢ２１」の振り分け条件は「振り分け条件Ｂ２１Ｙ（最大２５）」、「振り分け条件
グループＢ２２」の振り分け条件は「振り分け条件Ｂ２２Ｙ（最大２５）」である。
【００９１】
図では、運用αの振り分け状態が活性であり、運用βの振り分け状態が非活性である。
このような定義が設定された状態で、振り分け処理部１１２は、利用者からの要求に付加
されるユーザ情報や要求内容と活性状態の振り分け条件とを対比することにより、振り分
け先を決定する。そして、運用の振り分け状態を変更することにより、運用を切り換える
ことができる。
【００９２】
図２４はユーザの指定を追加した振り分け定義による運用の切り換え状況を示す図である
。ここで、端末６３，６４は第１の端末群１８１に含まれ、端末６５，６６は第２の端末
群１８２に含まれている。
【００９３】
　［運用α］の状態では、第１の端末群１８１から業務Ａへの要求１６０は全てサーバ１
０への要求１６２とな 、最大の要求数は「５０」である。第１の端末群１８１から業務
Ｂへの要求１７０は全てサーバ２０への要求１７２とな 、最大の要求数は「５０」であ
る。第２の端末群１８２から業務Ａへの要求１６１は全てサーバ１０への要求１６３とな
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、最大の要求数は「５０」である。第２の端末群１８２から業務Ｂへの要求１７１は全
てサーバ２０への要求１７３とな 、最大の要求数は「５０」である。
【００９４】
ここで、運用が切り換えられ［運用β］になると、第１の端末群１８１から業務Ａへの要
求１６０ａと第２の端末群１８２から業務Ａへの要求１６１ａとは、全てサーバ１０への
要求１６４となる。そして、要求１６４の最大の要求数は、双方の端末群からの総要求数
で換算して「５０」である。一方、第１の端末群１８１から業務Ｂへの要求１７０ａは全
てサーバ２０への要求１７２ａとなり、最大の要求数は「２５」である。第２の端末群１
８２から業務Ｂへの要求１７１ａは全てサーバ２０への要求１７３ａとなり、最大の要求
数は「２５」である。
【００９５】
この図に示すようにユーザを指定した運用の切り換えを行うことにより、利用者の利用頻
度の地域格差を考慮した運用の切り換えが可能となる。
次に、第５の機能である、第１の機能で管理している各サーバの負荷状態に応じて、動的
に振り分け条件を切り換える機能について説明する。運用操作部１１３は、状態管理部１
１１が管理している各サーバの負荷状態等に応じて運用の切り換えを行うこともできる。
この場合、アプリケーションの定義に「振り分け状態」の設定項目を設ける。この「振り
分け状態」は、対応するアプリケーションの振り分けが可能な場合には「活性」とし、振
り分けが不可能な場合には「非活性」とする。
【００９６】
図２５はアプリケーションの状態の定義を追加した振り分け定義を示す図である。この図
では、実資源の定義として、サーバ１０，２０，３０をそれぞれ「サーバＸ」、「サーバ
Ｙ」、「サーバＺ」とし、各サーバ１０，２０，３０内で業務を実行するアプリケーショ
ン１１，２１，３１を、それぞれ「業務プログラムＡ（業務Ａ）」、「業務プログラムＢ
（業務Ｂ）」、「業務プログラムＢ（業務Ｂ）」と定義している。さらに、各アプリケー
ション１１，２１，３１には振り分け状態が設定されており、図中では全て「活性」であ
る。なお、振り分けの定義は、図２２に示した例と同じである。
【００９７】
ロードシェア形態の業務で特定のサーバのアプリケーションにトラブルが発生した場合、
トラブルが発生したサーバ内に配置された状態管理エージェントから状態管理部１１１へ
アプリケーションに障害が発生した旨が通知される。状態管理部１１１は、障害の発生し
たアプリケーションの状態を「非活性」とする。
【００９８】
図２６はロードシェア形態でのトラブル対処の例を示す図である。図中のトラブル発生前
の状態（図中、上側）は、図２１の［運用α］の状態と同じである。ただし、この図では
、各サーバ１０，２０，３０内に状態管理エージェント１３，２３，３３を図示している
。ここで、例えば、サーバ２０に障害が発生した場合には、サーバ２０内の状態管理エー
ジェント２３が、通信制御装置１００内の状態管理部１１１にアプリケーション２１が使
用できないことを通知する。状態管理部１１１は、アプリケーション２１の状態を「非活
性」とする。これにより、利用者から業務Ｂへの要求がアプリケーション２１へ振り分け
られることはなくなる。
【００９９】
トラブル発生後の状態（図中、下側）では、利用者から業務Ｂへの要求１５０は、全てサ
ーバ３０に対する要求１５２ａとなる。ここで、サーバ２０のアプリケーション２１が復
旧した場合には、サーバ２０内の状態管理エージェント２３がアプリケーション２１が復
旧した旨を状態管理部１１１に通知する。状態管理部１１１は、その通知を受けてアプリ
ケーション２１の振り分け状態を活性とする。これにより、アプリケーション２１に対す
る要求の振り分けが再開される。
【０１００】
このように、定義内に各アプリケーションの振り分け状態を設定しておき、振り分け処理
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部１１２は「活性」状態のアプリケーションの中から振り分け先を選択することにより、
アプリケーションのメンテナンス時にも利用者に対する業務の提供を停止させずにすむ。
【０１０１】
次に、システム運用におけるサーバ障害発生時の運用について説明する。この場合、サー
バの定義に「振り分け状態」を持たせ、振り分け可能な場合に「活性状態」、振り分け不
可能な場合に「非活性状態」として管理する。
【０１０２】
図２７はホットスタンバイ切り換えを実現するための振り分け定義を示す図である。この
例では、１つのデータベースを共有しているサーバ２０，３０のうち、サーバ２０を現用
、サーバ３０を待機として運用している。実資源の定義として、サーバ２０，３０をそれ
ぞれ「サーバＸ」、「サーバＹ」とし、各サーバ２０，３０内で業務を実行するアプリケ
ーション２１，３１をともに「業務Ａ」と定義している。
【０１０３】
振り分けの定義において、「業務Ａ」は、「振り分け条件グループＡ１（運用名＝運用α
）」と「振り分け条件グループＡ２（運用名＝運用β）」とに分かれている。「振り分け
条件グループＡ１」の振り分け条件は「振り分け条件Ａ１Ｘ（最大１００）」と「振り分
け条件Ａ１Ｙ（最大１００）」とであり、「振り分け条件グループＡ２」の振り分け条件
は「振り分け条件Ａ２Ｘ（最大５０）」と「振り分け条件Ａ２Ｙ（最大５０）」とである
。
【０１０４】
現在、「運用α」が活性状態であり、「運用β」が非活性状態である。
図２８はホットスタンバイ切り換えの状況を示す図である。２つのサーバ２０，３０が共
に正常に動作している状態（図中、上側）では、端末６３，６４やシステム５１からの業
務Ａの要求１４２は、現用であるサーバ２０への要求１４３として振り分けられている。
この時、双方のサーバ２０，３０内の状態管理エージェント２３，３３は、定期的に通信
を行う事により、互いに監視し合っている。従って、一方のサーバがダウンすると、他方
のサーバ内の状態管理エージェントがそのことを検出する仕組みになっている。
【０１０５】
この状態において、現用のサーバ２０にトラブルが発生すると、サーバ２０からの通信が
滞ったことをサーバ３０内の状態管理エージェント３３が検出し、サーバ２０がダウンし
たことを認識する。すると、状態管理エージェント３３は通信制御装置１００の振り分け
プログラム１１０（その中の状態管理部１１１）との間の通信パスを利用して、サーバ２
０がダウンした旨を通信制御装置に通知する。通信制御装置１００の状態管理部１１１が
その通知を受け取ると、それに応じて、運用操作部１１３がサーバ２０の振り分け状態を
非活性状態に変更する。続いて、サーバ３０の振り分け状態を活性状態に変更する。これ
により、待機サーバであったサーバ３０が新たに現用サーバとなる。従って、振り分け状
態変更後（図中、下側）では、利用者の端末６３，６４等から出力された要求が、全てサ
ーバ３０への要求１４４となる。
【０１０６】
この方式を使用して、各サーバの振り分け状態を順次操作することで、業務を停止せずに
ホットスタンバイ運用のメンテナンスを行うことができる。
次に、業務の振り分け先の決定を、様々な要素を考慮して行うこともできる。その決定の
ファクターとしては、例えば、サーバ間の相対振り分け比率、アプリケーションに対する
最大振り分け数を指定する。
【０１０７】
サーバ間の相対振り分け比率とは、ロードシェア形態の各サーバ上のアプリケーション間
の相対的な振り分け比率である。アプリケーションに対する最大振り分け数とは、アプリ
ケーションがそのサーバで同時に処理可能な要求数である。
【０１０８】
ところで、振り分け処理部１１２は、利用者からの要求が全アプリケーションの最大振り

10

20

30

40

50

(16) JP 3847364 B2 2006.11.22



分け数の合計を超えた場合に、いずれかのサーバのアプリケーションが振り分け可能にな
るまで、待ち合わせ（保留）を行う機能を有している。この際、要求を無制限に待ち合わ
せると、通信制御装置が資源枯渇したり、ネットワーク利用者の端末がハングする事態が
生じる。
【０１０９】
そこで、振り分け条件グループに、業務の最大処理数を超えた場合の処理を決定するため
のファクターとして「要求の最大保留数」と「要求の最大保留時間」を指定する。この指
定により、待ち合わせの上限が設定される。従って、待ち合わせが「要求の最大保留数」
と「要求の最大保留時間」とのいずれかを超えた場合には、振り分け処理部１１２から利
用者に対して処理不能の旨の応答を返し、利用者からの要求を失敗させる。
【０１１０】
上記の２つの指定（「要求の最大保留数」，「要求の最大保留時間」）は、利用者からの
要求を受信した際に振り分け先を決定するために使用する情報であり、運用中に変更操作
を行っても利用者に悪影響を及ぼさない。振り分け処理部１１２は、これらの２つの指定
を動的に変更することにより、振り分け配分を最適に保つことができる。
【０１１１】
図２９は振り分け配分の動的な変更を行うための定義の例を示す図である。この例では、
実資源の定義として、サーバ２０，３０をそれぞれ「サーバＸ」、「サーバＹ」とし、各
サーバ２０，３０内で業務を実行するアプリケーション２１，３１を、共に「業務Ａ」と
定義している。この２つのサーバ２０，３０はロードシェア形態をとっている。
【０１１２】
振り分けの定義において、業務Ａには振り分け条件グループＡ１（最大保留数＝５，最大
保留時間６０）が定義されている。振り分け条件グループＡ１には、２つの振り分け条件
として、振り分け条件Ａ１Ｘ（振り分け比率＝３，最大振り分け数＝１００）と振り分け
条件Ａ１Ｙ（振り分け比率＝３，最大振り分け数＝１００）が設定されている。
【０１１３】
さらに、変更内容が設定されており、その内容は、振り分け条件Ａ１Ｙに対して、振り分
け比率を「３」→「１」、最大振り分け数を「１００」→「５０」とするものである。
【０１１４】
図３０は振り分け配分の動的な変更状況を示す図である。通常動作時（図中、上側）は、
利用者からの要求が、アプリケーション２１への要求１９０とアプリケーション３１への
要求１９１とに均等に割り振られている。ここで、サーバ３０に臨時業務３５が発生する
と（図中、下側）、アプリケーション３１への振り分け比率が「１」になる。従って、ア
プリケーション２１への要求１９０ａはアプリケーション３１への要求１９１ａの３倍と
なる。
【０１１５】
以上の説明が、図２に示したマルチサーバシステムで行うことができる各種処理機能であ
る。ここで、通信制御装置１００内の振り分けプログラム１１０とサーバ内の状態管理エ
ージェントの内部構成について説明する。
【０１１６】
図３１は振り分けプログラムと状態管理エージェントの内部構成を示すブロック図である
。サーバ３０の状態管理エージェント３３は、他サーバ監視部３３ａ、アプリケーション
監視部３３ｂ、コマンド機能部３３ｃ、及び通信制御機能部３３ｄを有している。他サー
バ監視部３３ａは、サーバ１０，２０内の他サーバ監視部と通信を行っており、互いに正
常に動作していることを確認し合っている。アプリケーション監視部３３ｂは、サーバ３
０内の複数のアプリケーション３１，３１ａの動作状況を監視している。コマンド制御部
３３ｃは、操作端末３０ａからのコマンド入力に応じて、各種命令を出力する。通信制御
機能部３３ｄは、ＬＡＮ４１を介した通信を制御する。
【０１１７】
振り分けプログラム１１０は、図２に示した状態管理部１１１、振り分け処理部１１２、
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運用操作部１１３に加え、通信制御部１１４とコマンド機能部１１５とを有している。通
信制御部１１４は、ＬＡＮ４１を介した通信を制御する。コマンド機能部１１５は、操作
端末１０５からのコマンド入力に応じて、サーバに対する状態要求等を出力する。また、
操作端末１０５からの入力により、運用切り換え命令を運用操作部１１３に出力する。運
用操作部１１３は運用切り換え命令に従って、運用の切り換えを行う。
【０１１８】
以上の説明が、１台の通信制御装置によりロードシェアシステムを構成した場合である。
以下に、２台の通信制御装置によりロードシェアシステムを構成した場合を説明する。ま
ず、２台の通信制御装置で１システムビューを実現する場合を以下に示す。
【０１１９】
図３２は２台の通信制御装置を有するマルチサーバシステムを示す図である。このシステ
ムには、ロードシェア運用を行っている３台のサーバ２１０，２２０，２３０と２台の通
信制御装置２４０，２５０がＬＡＮ２０２を介して接続されている。通信制御装置２４０
，２５０は、通信媒体２０３を介して他のシステム２６０，２７０と接続されている。
【０１２０】
サーバ２１０，２２０，２３０は、同じ業務を行うアプリケーション２１１，２２１，２
３１を有しており、このアプリケーション２１１，２２１，２３１によって１つのデータ
ベース（ＤＢ）２０１を共有している。また、各サーバ２１０，２２０，２３０は、それ
ぞれ異なるアドレスを有している。通信制御装置２４０，２５０は、それぞれ振り分けプ
ログラム２４１，２５１を有している。また、通信制御装置２４０，２５０は同じ通信ア
ドレスを有している。サーバからサービスを受けるシステム２６０，２７０は、それぞれ
アプリケーション２６１，２７１を有している。
【０１２１】
このような構成により、システム２６０内で動作するアプリケーション２６１が、サーバ
２１０，２２０，２３０内のアプリケーション２１１，２２１，２３１と振り分け機能を
利用して通信する。
【０１２２】
このような運用では、アプリケーション２６１と通信制御装置との間に確立するコネクシ
ョンは、通信アドレスＮと通信アドレス（４）との通信アドレスペアのコネクション上に
、複数の上位レベルのコネクションを確立することができる。そのため、個々のコネクシ
ョンを識別するための識別子が必要となる。
【０１２３】
ここで、２台の通信制御装置２４０，２５０がそれぞれ上位レベルのコネクションに「１
０」を割り振ったとする。すると、ネットワークの利用者である通信相手のシステム２６
０では、コネクションの確認ができなくなる。
【０１２４】
この問題を回避するために、通信制御装置２４０，２５０のそれぞれが管理する上位の通
信資源の範囲を、定義等によって重複しないようにする。通信資源を分割する方法として
は、以下の３パターンが考えられる。
【０１２５】
第１の方法は定義を用いる方法である。これは、通信制御装置２４０，２５０での管理範
囲をそれぞれの通信制御単位に事前に定義することで分割管理を実現する方法である。
【０１２６】
例えば、トランスポート層のレファレンス値は、通信時のＮＳＡＰアドレス単位に１～６
５５３５までの値であるため、これを４分割して、その２つをそれぞれ通信制御装置２４
０，２５０に定義する。残りの２つのブロックは、将来の通信制御装置の増設用に未割当
とする。
【０１２７】
第２の方法は管理プログラムによる方法である。この方法では、上位レベルの資源の分割
範囲を管理するプログラムと、各通信制御装置内の通信制御プログラムとで、動的に分割
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範囲を獲得または配分する。
【０１２８】
図３３は管理プログラムによる通信資源の分割の状況を示す図である。通信制御装置２４
０は、資源の分配管理プログラム２４２と通信制御・振り分けプログラム２４３とを有し
ている。通信制御装置２５０は、通信制御・振り分けプログラム２５２を有している。
【０１２９】
各通信制御装置２４０，２５０内の通信制御・振り分けプログラム２４３，２５２は、シ
ステム起動時や上位レベルのコネクション確立時に振り分け処理部から資源の分割範囲を
入手する。図の例では、通信制御・振り分けプログラム２４３には１～１００が割り当て
られ、通信制御・振り分けプログラム２５２には５０１～６００が割り当てられている。
【０１３０】
第３の方法はコネクション確立時に分配する方法である。この方法では、上位レベル（ト
ランスポート層）のコネクションの確立時に上位資源を管理するプログラム（図３３にお
ける分配管理プログラム２４２に該当する）から資源を獲得する。
【０１３１】
以上のいずれかの方法で、分配管理を実現することができる。
また、通信制御装置を２台設けた場合には、サーバの内の状態管理エージェントから各通
信制御装置へ状態の変化を通知する。図３４は通信制御装置が２台ある場合のサーバから
の通知による運用切り換え状況を示す図である。図において、２台のサーバ３１０，３２
０と２台の通信制御装置３０１，３０２とは、ＬＡＮを介して接続されている。通信制御
装置３０１，３０２には、それぞれ個別の通信媒体３４３，３４４を介して、端末３６１
～３６４や他のシステム３５１，３５２が接続されている。
【０１３２】
サーバ３１０，３２０内には、アプリケーション（業務プログラムＡ）３１１，アプリケ
ーション（業務プログラムＢ）３２１と状態管理エージェント３１２，３２２が設けられ
ている。通信制御装置３０１，３０２内には、振り分けプログラム３０１ａ，３０２ａが
設けられている。
【０１３３】
切り換え前の状態（図中、上側）では、通信媒体３４３を介して送られてきた業務Ａ要求
はサーバ３１０へ、業務Ｂの要求はサーバ３２０へ送られる。それらの最大は、共に１０
０である。同様に、通信媒体３４４を介して送られてきた業務Ａ要求はサーバ３１０へ、
業務Ｂの要求はサーバ３２０へ送られる。それらの最大は、共に１００である。
【０１３４】
ここで、状態管理エージェント３１２から業務プログラムＡの利用率低下などの情報が、
各通信制御装置３０１，３０２へ送られると、サーバ３１０へ送られる要求の最大数が抑
制される。図では（図中、下側）、各通信制御装置３０１，３０２からの最大要求数が５
０に制限されている。
【０１３５】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明では、通信網から送られた処理要求情報を、通信制御装置が
、サーバの負荷状態を示す管理情報に基づいて
選択されたサーバの通信アドレスに送り、いずれかのサーバへ振り分けるようにしたため
、利用者側がサーバの通信アドレスなどを認識している必要がなく、利用者にとっては１
台のサーバが全ての機能を提供できるように認識でき（１システムビュー）利用者の負担
が軽減するとともに、各サーバ間の業務の負荷分散の制御が一括管理できるようになる。
【０１３６】
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活性状態にある振り分け条件にしたがって

また、各サーバ内へ要求を振り分けるための条件を活性化・非活性化させることにより
運用の切り換えができるようにしたため、サーバ間の負荷の分散を考慮した運用の切り換
えが容易となる。

また、活性状態にある振り分け条件において業務提供手段について利用者分類情報が指



【０１３７】
　

【０１３８】
　また、サーバの１つに障害が発生した場合には、他のサーバが障害を検出し通信制御装
置にその旨を通知するように 、サーバの障害を隠蔽することができる。従って
、ユーザへのサービスを停止させずにサーバの追加、削除が可能となり、システムのスケ
ーラビリティに対応可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の原理構成図である。
【図２】本発明のロードシェアシステムの概略構成を示すブロック図である。
【図３】１システムビューの機能を示すブロック図である。
【図４】利用者が認識しているネットワーク網のイメージを示す図である。
【図５】通信制御装置内での通信アドレスのリンク状態を示す図である。
【図６】通信アドレスの変換方式を示す図である。
【図７】通信制御装置での一括管理機能の概略構成を示すブロック図である。
【図８】状態管理を行う際の処理手順を示すフローチャートである。これは、状態管理部
が実行する処理である。
【図９】管理簿内の一例を示す図である。
【図１０】状態管理処理の概念図である。
【図１１】通信制御装置の状態要求の際のフローチャートである。
【図１２】状態通知を受け取った通信制御装置の処理手順を示すフローチャートである。
【図１３】通信制御装置からの要求により状態通知を出力する際の状態管理エージェント
の処理手順を示すフローチャートである。
【図１４】資源の状態の変化により状態通知を出力する際の状態管理エージェントの処理
手順を示すフローチャートである。
【図１５】一括管理された管理情報に基づき利用者からの要求を振り分ける処理の概念図
である。
【図１６】振り分け処理のフローチャートである。
【図１７】振り分けキーの取得処理を示す図である。
【図１８】上位レベルの情報をキーとする場合のコネクション手順を示す図である。
【図１９】振り分け先サーバ候補の抽出される情報のリンク状態を示す図である。
【図２０】振り分け処理部に入力する振り分け定義の例を示す図である。
【図２１】図２０に示した振り分け定義による運用の切り換え状況を示す図である。
【図２２】振り分け条件グループと運用とを対応づけた場合の定義の例を示す図である。
【図２３】ユーザの指定を追加した振り分け定義を示す図である。
【図２４】ユーザの指定を追加した振り分け定義による運用の切り換え状況を示す図であ
る。
【図２５】アプリケーションの状態の定義を追加した振り分け定義を示す図である。
【図２６】ロードシェア形態でのトラブル対処の例を示す図である。
【図２７】ホットスタンバイ切り換えを実現するための振り分け定義を示す図である。
【図２８】ホットスタンバイ切り換えの状況を示す図である。
【図２９】振り分け配分の動的な変更を行うための定義の例を示す図である。
【図３０】振り分け配分の動的な変更状況を示す図である。
【図３１】振り分けプログラムと状態管理エージェントの内部構成を示すブロック図であ
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定されている場合に、利用者分類情報に合致する利用者からの処理要求情報のみをその業
務提供手段を有するサーバに振り分けるようにしたため、利用者を指定した運用の切り換
えができ、利用者の利用頻度の地域格差を考慮した運用の切り換えが可能となる。

特に、各サーバに配置した状態管理代理手段が通信制御装置の状態管理手段へ、各サー
バの状態を通知するようにすることで、各サーバの動作状況が状態管理手段で一括管理で
き、サーバの動作状態をタイムリに把握することができるとともに、各サーバの通信プロ
トコルに依存せずに状態を管理することが可能となる。

することで



る。
【図３２】２台の通信制御装置を有するマルチサーバシステムを示す図である。
【図３３】管理プログラムによる通信資源の分割の状況を示す図である。
【図３４】通信制御装置が２台ある場合のサーバからの通知による運用切り換え状況をし
めす図である。
【符号の説明】
１ａ，１ｂ　データベース
２，３，４　サーバ
２ａ，３ａ，４ａ　業務提供手段
２ｂ，３ｂ，４ｂ　状態管理代理手段
５　通信媒体
６　通信制御装置
６ａ　状態管理手段
６ｂ　振り分け手段
６ｃ　運用操作手段
７　通信網
８ａ，８ｂ，８ｃ　利用者側装置
１０，２０，３０　サーバ
４１　ＬＡＮ
４２，４３　データベース
４４，４５　通信媒体
５１，５２　システム
６１～６４　端末
１００　通信制御装置
１１０　振り分けプログラム
１１１　状態管理部
１１２　振り分け処理部
１１３　運用操作部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】
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【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】 【 図 ２ ８ 】

(28) JP 3847364 B2 2006.11.22



【 図 ２ ９ 】 【 図 ３ ０ 】

【 図 ３ １ 】 【 図 ３ ２ 】
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【 図 ３ ３ 】 【 図 ３ ４ 】
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