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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信回線を介して他のコンピュータと接続されたコンピュータであって、
　自装置が所有するバックアップ対象のファイルである対象ファイルと同一のファイルを
所有する前記他のコンピュータの一覧、および当該一覧に提示された他のコンピュータに
関する情報である端末情報を取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得された前記一覧および前記端末情報に基づいて、前記他のコン
ピュータが所有する前記対象ファイルと同一のファイルをバックアップによる当該対象フ
ァイルの複製と見做す見做しバックアップの処理を行うか否かを決定する決定手段と、
　前記決定手段により前記見做しバックアップの処理を行うと決定された場合に、前記対
象ファイルと同一のファイルを所有する前記他のコンピュータに対して、当該対象ファイ
ルと同一のファイルをバックアップによる当該対象ファイルの複製と見做したことを通知
する通知手段と
を備えるコンピュータ。
【請求項２】
　前記決定手段は、前記取得手段により取得された前記一覧および前記端末情報に基づい
て、前記対象ファイルと同一のファイルを取得する取得し易さの度合いを算出し、算出し
た当該取得し易さの度合いをもとに、前記見做しバックアップの処理を行うか否かを決定
することを特徴とする請求項１に記載のコンピュータ。
【請求項３】
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　前記決定手段は、コンピュータの使用者間の関連性を表す指標である社会的距離に基づ
き、自装置の使用者との間の当該社会的距離が一定の範囲内の使用者が使用する前記他の
コンピュータから、前記対象ファイルと同一のファイルを取得するものとして、前記取得
し易さの度合いを算出することを特徴とする請求項２に記載のコンピュータ。
【請求項４】
　前記社会的距離は、前記コンピュータの使用者が所属している組織の情報、当該コンピ
ュータの使用者が所属しているコミュニティの情報、または当該コンピュータの使用者の
メール送受信履歴の少なくともいずれかをもとに算出されることを特徴とする請求項３に
記載のコンピュータ。
【請求項５】
　前記決定手段は、所定の基準に基づき前記対象ファイルと同一のファイルを所有してい
る可能性が高いと判断されるコンピュータとして抽出された前記他のコンピュータから、
当該対象ファイルと同一のファイルを取得するものとして、前記取得し易さの度合いを算
出することを特徴とする請求項２に記載のコンピュータ。
【請求項６】
　前記取得手段により取得された前記一覧から前記他のコンピュータを選択し、選択した
当該他のコンピュータに対して、バックアップによる前記対象ファイルの複製と見做した
ファイルを要求する要求手段と、
　前記要求手段により要求されたバックアップによる前記対象ファイルの複製と見做した
ファイルを受信し、受信した当該ファイルにより当該対象ファイルを復元する復元手段と
をさらに備えたことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載のコンピュータ。
【請求項７】
　通信回線を介して他のコンピュータと接続されたコンピュータであって、
　自装置が所有するバックアップ対象のファイルである対象ファイルと同一のファイルを
所有する前記他のコンピュータの一覧、および当該一覧に提示された他のコンピュータに
関する情報である端末情報を取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得された前記一覧および前記端末情報に基づいて、前記他のコン
ピュータが所有する前記対象ファイルと同一のファイルをバックアップによる当該対象フ
ァイルの複製と見做す見做しバックアップの処理を行うか否かを決定する決定手段と、
　前記決定手段により前記見做しバックアップの処理を行うと決定された場合に、前記対
象ファイルと同一のファイルを所有する前記他のコンピュータに対して、当該対象ファイ
ルと同一のファイルをバックアップによる当該対象ファイルの複製と見做したことを通知
する通知手段と、
　前記取得手段により取得された前記一覧から前記他のコンピュータを選択し、選択した
当該他のコンピュータに対して、バックアップによる前記対象ファイルの複製と見做した
ファイルを要求する要求手段と、
　前記要求手段により要求されたバックアップによる前記対象ファイルの複製と見做した
ファイルを受信し、受信した当該ファイルにより当該対象ファイルを復元する復元手段と
を備え、
　前記決定手段は、前記取得手段により取得された前記一覧および前記端末情報に基づい
て、前記対象ファイルと同一のファイルを取得する取得し易さの度合いを算出し、算出し
た当該取得し易さの度合いをもとに、前記見做しバックアップの処理を行うか否かを決定
することを特徴とするコンピュータ。
【請求項８】
　複数のコンピュータが通信回線を介して接続されたコンピュータシステムであって、
　前記複数のコンピュータのうちバックアップを実行するバックアップ実行端末が、
　前記複数のコンピュータのうち、自装置が所有するバックアップ対象のファイルである
対象ファイルと同一のファイルを所有するバックアップ先端末について、当該バックアッ
プ先端末の一覧および当該バックアップ先端末に関する情報である端末情報を取得する取
得手段と、
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　前記取得手段により取得された前記一覧および前記端末情報に基づいて、前記バックア
ップ先端末が所有する前記対象ファイルと同一のファイルをバックアップによる当該対象
ファイルの複製と見做す見做しバックアップの処理を行うか否かを決定する決定手段と、
　前記決定手段により前記見做しバックアップの処理を行うと決定された場合に、前記バ
ックアップ先端末に対して、前記対象ファイルと同一のファイルをバックアップによる当
該対象ファイルの複製と見做したことを通知する通知手段とを備え、
　前記バックアップ先端末が、
　前記バックアップ実行端末から、前記対象ファイルと同一のファイルをバックアップに
よる当該対象ファイルの複製と見做したことの通知を受信すると、当該バックアップ実行
端末と当該対象ファイルと同一のファイルとを対応付けて記憶する記憶手段
を備えるシステム。
【請求項９】
　前記バックアップ先端末は、前記記憶手段により前記バックアップ実行端末と対応付け
て記憶された前記対象ファイルと同一のファイルについて、編集または削除されるかどう
かを監視し、当該対象ファイルと同一のファイルが編集または削除される場合、一定の条
件のもとで、編集前または削除前の当該ファイルの複製を生成する生成手段をさらに備え
たことを特徴とする請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記バックアップ先端末の前記生成手段は、前記対象ファイルと同一のファイルが編集
または削除される場合、前記バックアップ実行端末が前記対象ファイルと同一のファイル
を取得する取得し易さの度合いが予め定められた閾値より小さければ、当該対象ファイル
の複製を生成することを特徴とする請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　サーバコンピュータと複数のクライアントコンピュータとが通信回線を介して接続され
たコンピュータシステムであって、
　前記複数のクライアントコンピュータのうちバックアップを実行するバックアップ実行
端末が、
　前記複数のクライアントコンピュータのうち、自装置が所有するバックアップ対象のフ
ァイルである対象ファイルと同一のファイルを所有するバックアップ先端末について、当
該バックアップ先端末の一覧および当該バックアップ先端末に関する情報である端末情報
を取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得された前記一覧および前記端末情報に基づいて、前記対象ファ
イルと同一のファイルを取得する取得し易さの度合いを算出し、算出した当該取得し易さ
の度合いが予め定められた閾値より大きい場合、前記バックアップ先端末が所有する当該
対象ファイルと同一のファイルをバックアップによる当該対象ファイルの複製と見做す見
做しバックアップの処理を行い、当該取得し易さの度合いが当該予め定められた閾値より
小さい場合、当該対象ファイルを前記サーバコンピュータに送信してバックアップを実行
する実バックアップの処理を行うバックアップ実行手段とを備え、
　前記バックアップ先端末が、
　前記バックアップ実行端末から、前記対象ファイルと同一のファイルをバックアップに
よる当該対象ファイルの複製と見做したことの通知を受信すると、当該バックアップ実行
端末と当該対象ファイルと同一のファイルとを対応付けて記憶する記憶手段を備え、
　前記サーバコンピュータが、
　前記バックアップ実行手段により前記実バックアップの処理が行われた場合に、前記バ
ックアップ実行端末から送信された前記対象ファイルを格納する格納手段
を備えるシステム。
【請求項１２】
　前記バックアップ実行端末の前記バックアップ実行手段は、前記対象ファイルについて
前記見做しバックアップの処理を行った後、前記取得し易さの度合いが前記予め定められ
た閾値より小さくなった場合、当該対象ファイルについて前記実バックアップの処理を行
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うことを特徴とする請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記バックアップ実行端末の前記バックアップ実行手段は、前記対象ファイルについて
前記実バックアップの処理を行った後、前記取得し易さの度合いが前記予め定められた閾
値より大きくなった場合、当該対象ファイルについて前記見做しバックアップの処理を行
い、
　前記サーバコンピュータの前記格納手段は、前記バックアップ実行端末から送信された
前記対象ファイルを格納した後、当該バックアップ実行端末の前記バックアップ実行手段
が当該対象ファイルについて前記見做しバックアップの処理を行った場合、格納した当該
対象ファイルを削除することを特徴とする請求項１１または１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　通信回線を介して他のコンピュータと接続されたコンピュータがバックアップを行う方
法であって、
　前記コンピュータが所有するバックアップ対象のファイルである対象ファイルと同一の
ファイルを所有する前記他のコンピュータの一覧、および当該一覧に提示された当該他の
コンピュータに関する情報である端末情報を取得するステップと、
　取得された前記一覧および前記端末情報に基づいて、前記他のコンピュータが所有する
前記対象ファイルと同一のファイルをバックアップによる当該対象ファイルの複製と見做
す見做しバックアップの処理を行うか否かを決定するステップと、
　前記見做しバックアップの処理を行うと決定された場合に、前記対象ファイルと同一の
ファイルを所有する前記他のコンピュータに対して、当該対象ファイルと同一のファイル
をバックアップによる当該対象ファイルの複製と見做したことを通知するステップと
を含む方法。
【請求項１５】
　サーバコンピュータと複数のクライアントコンピュータとが通信回線を介して接続され
、当該複数のクライアントコンピュータのうち第１のコンピュータがバックアップを行う
方法であって、
　前記複数のクライアントコンピュータのうち、前記第１のコンピュータが所有するバッ
クアップ対象のファイルである対象ファイルと同一のファイルを所有する第２のコンピュ
ータについて、当該第２のコンピュータの一覧および当該第２のコンピュータに関する情
報である端末情報を取得するステップと、
　取得された前記一覧および前記端末情報に基づいて、前記第１のコンピュータが前記対
象ファイルと同一のファイルを取得する取得し易さの度合いを算出し、算出した当該取得
し易さの度合いが予め定められた閾値より大きい場合、前記第２のコンピュータが所有す
る当該対象ファイルと同一のファイルをバックアップによる当該対象ファイルの複製と見
做す見做しバックアップの処理を行い、当該取得し易さの度合いが当該予め定められた閾
値より小さい場合、当該対象ファイルを前記サーバコンピュータに送信してバックアップ
を実行する実バックアップの処理を行うステップと、
　前記第２のコンピュータが、前記第１のコンピュータから、前記対象ファイルと同一の
ファイルをバックアップによる当該対象ファイルの複製と見做したことの通知を受信する
と、当該第１のコンピュータと当該対象ファイルと同一のファイルとを対応付けて当該第
２のコンピュータに記憶させるステップと、
　前記実バックアップの処理が行われた場合に、前記第１のコンピュータから送信された
前記対象ファイルを前記サーバコンピュータに格納させるステップと
を含む方法。
【請求項１６】
　通信回線を介して他のコンピュータと接続されたコンピュータがバックアップを行うプ
ログラムであって、
　前記コンピュータに、
　自装置が所有するバックアップ対象のファイルである対象ファイルと同一のファイルを
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所有する前記他のコンピュータの一覧、および当該一覧に提示された他のコンピュータに
関する情報である端末情報を取得する機能と、
　取得された前記一覧および前記端末情報に基づいて、前記他のコンピュータが所有する
前記対象ファイルと同一のファイルをバックアップによる当該対象ファイルの複製と見做
す見做しバックアップの処理を行うか否かを決定する機能と、
　前記見做しバックアップの処理を行うと決定された場合に、前記対象ファイルと同一の
ファイルを所有する前記他のコンピュータに対して、当該対象ファイルと同一のファイル
をバックアップによる当該対象ファイルの複製と見做したことを通知する機能と
を実現させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ファイルのバックアップの処理を行うコンピュータ、システム、方法および
プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、データを喪失した場合に復旧できるようにしておくバックアップの方式として、
ＤＶＤや磁気テープなどのメディアにデータを記録しておく方式がある。また、ネットワ
ーク内のファイルサーバを統合した大規模なストレージシステムを構築し、ネットワーク
経由でデータを管理する方式がある。
【０００３】
　例えば、特許文献１に開示される従来技術は、ネットワーク内の任意の情報処理装置を
バックアップ保管場所として設定し、設定されたバックアップ保管端末は、共有すべき実
体データを要求して取得し、保存する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１９５５４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年、ハードディスクの大容量化に伴い、大量のファイルを装置内に保管することが可
能になってきたが、それとともに装置の故障や紛失に伴う重要データの喪失リスクが高ま
っており、バックアップの重要性がますます向上している。その一方、従来のバックアッ
プの方式では、同一のファイルを複数ユーザが所有していても、各ユーザが個別にバック
アップの処理を行っていた。
　そのため、個々のバックアップ処理が増加するのに伴って、必要な記憶容量も増加する
こととなる。また、通信経路を流れるトラフィック量も増加し、通信経路が逼迫する問題
も生じる。本発明は、同一のファイルを複数人が所有する場合に効率良くバックアップの
処理を行うことで、必要となる記憶容量やトラフィック量を削減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するため、本発明は、次のようなコンピュータとして実現される。こ
のコンピュータは、通信回線を介して他のコンピュータと接続されたコンピュータであっ
て、自装置が所有するバックアップ対象のファイルである対象ファイルと同一のファイル
を所有する他のコンピュータの一覧、および一覧に提示された他のコンピュータに関する
情報である端末情報を取得する取得手段と、取得手段により取得された一覧および端末情
報に基づいて、他のコンピュータが所有する対象ファイルと同一のファイルをバックアッ
プによる対象ファイルの複製と見做す見做しバックアップの処理を行うか否かを決定する
決定手段と、決定手段により見做しバックアップの処理を行うと決定された場合に、対象
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ファイルと同一のファイルを所有する他のコンピュータに対して、対象ファイルと同一の
ファイルをバックアップによる対象ファイルの複製と見做したことを通知する通知手段と
を備える。
【０００７】
　また、好ましくは、上記のコンピュータの決定手段は、取得手段により取得された一覧
および端末情報に基づいて、対象ファイルと同一のファイルを取得する取得し易さの度合
いを算出し、算出した取得し易さの度合いをもとに、見做しバックアップの処理を行うか
否かを決定する。
　より好ましくは、上記のコンピュータの決定手段は、コンピュータの使用者間の関連性
を表す指標である社会的距離に基づき、自装置の使用者との間の社会的距離が一定の範囲
内の使用者が使用する他のコンピュータから、対象ファイルと同一のファイルを取得する
ものとして、取得し易さの度合いを算出する。
　さらに好ましくは、上記の社会的距離は、コンピュータの使用者が所属している組織の
情報、コンピュータの使用者が所属しているコミュニティの情報、またはコンピュータの
使用者のメール送受信履歴の少なくともいずれかをもとに算出される。
　また、上記のコンピュータの決定手段は、所定の基準に基づき対象ファイルと同一のフ
ァイルを所有している可能性が高いと判断されるコンピュータとして抽出された他のコン
ピュータから、対象ファイルと同一のファイルを取得するものとして、取得し易さの度合
いを算出する。
　また、好ましくは、上記のコンピュータは、取得手段により取得された一覧から他のコ
ンピュータを選択し、選択した他のコンピュータに対して、バックアップによる対象ファ
イルの複製と見做したファイルを要求する要求手段と、要求手段により要求されたバック
アップによる対象ファイルの複製と見做したファイルを受信し、受信したファイルにより
対象ファイルを復元する復元手段とをさらに備える。
【０００８】
　また、本発明は、次のようなシステムとして実現される。このシステムは、複数のコン
ピュータが通信回線を介して接続されたコンピュータシステムであって、複数のコンピュ
ータのうちバックアップを実行するバックアップ実行端末が、複数のコンピュータのうち
、自装置が所有するバックアップ対象のファイルである対象ファイルと同一のファイルを
所有するバックアップ先端末について、バックアップ先端末の一覧およびバックアップ先
端末に関する情報である端末情報を取得する取得手段と、取得手段により取得された一覧
および端末情報に基づいて、バックアップ先端末が所有する対象ファイルと同一のファイ
ルをバックアップによる対象ファイルの複製と見做す見做しバックアップの処理を行うか
否かを決定する決定手段と、決定手段により見做しバックアップの処理を行うと決定され
た場合に、バックアップ先端末に対して、対象ファイルと同一のファイルをバックアップ
による対象ファイルの複製と見做したことを通知する通知手段とを備え、バックアップ先
端末が、バックアップ実行端末から、対象ファイルと同一のファイルをバックアップによ
る対象ファイルの複製と見做したことの通知を受信すると、バックアップ実行端末と対象
ファイルと同一のファイルとを対応付けて記憶する記憶手段を備える。
【０００９】
　また、好ましくは、上記のバックアップ先端末は、記憶手段によりバックアップ実行端
末と対応付けて記憶された対象ファイルと同一のファイルについて、編集または削除され
るかどうかを監視し、対象ファイルと同一のファイルが編集または削除される場合、一定
の条件のもとで、編集前または削除前のファイルの複製を生成する生成手段をさらに備え
る。
　また、上記のバックアップ先端末の生成手段は、対象ファイルと同一のファイルが編集
または削除される場合、バックアップ実行端末が対象ファイルと同一のファイルを取得す
る取得し易さの度合いが予め定められた閾値より小さければ、対象ファイルの複製を生成
する。
【００１０】



(7) JP 5954738 B2 2016.7.20

10

20

30

40

50

　また、本発明は、次のようなシステムとして実現される。このシステムは、サーバコン
ピュータと複数のクライアントコンピュータとが通信回線を介して接続されたコンピュー
タシステムであって、複数のクライアントコンピュータのうちバックアップを実行するバ
ックアップ実行端末が、複数のクライアントコンピュータのうち、自装置が所有するバッ
クアップ対象のファイルである対象ファイルと同一のファイルを所有するバックアップ先
端末について、バックアップ先端末の一覧およびバックアップ先端末に関する情報である
端末情報を取得する取得手段と、取得手段により取得された一覧および端末情報に基づい
て、対象ファイルと同一のファイルを取得する取得し易さの度合いを算出し、算出した取
得し易さの度合いが予め定められた閾値より大きい場合、バックアップ先端末が所有する
対象ファイルと同一のファイルをバックアップによる対象ファイルの複製と見做す見做し
バックアップの処理を行い、取得し易さの度合いが予め定められた閾値より小さい場合、
対象ファイルをサーバコンピュータに送信してバックアップを実行する実バックアップの
処理を行うバックアップ実行手段とを備え、バックアップ先端末が、バックアップ実行端
末から、対象ファイルと同一のファイルをバックアップによる対象ファイルの複製と見做
したことの通知を受信すると、バックアップ実行端末と対象ファイルと同一のファイルと
を対応付けて記憶する記憶手段を備え、サーバコンピュータが、バックアップ実行手段に
より実バックアップの処理が行われた場合に、バックアップ実行端末から送信された対象
ファイルを格納する格納手段を備える。
【００１１】
　また、好ましくは、上記のバックアップ実行端末のバックアップ実行手段は対象ファイ
ルについて見做しバックアップの処理を行った後、取得し易さの度合いが予め定められた
閾値より小さくなった場合、対象ファイルについて実バックアップの処理を行う。
　また、上記のバックアップ実行端末のバックアップ実行手段は、対象ファイルについて
実バックアップの処理を行った後、取得し易さの度合いが予め定められた閾値より大きく
なった場合、対象ファイルについて見做しバックアップの処理を行い、上記のサーバコン
ピュータの格納手段は、バックアップ実行端末から送信された対象ファイルを格納した後
、バックアップ実行端末のバックアップ実行手段が対象ファイルについて見做しバックア
ップの処理を行った場合、格納した対象ファイルを削除する。
【００１２】
　また、本発明は、通信回線を介して他のコンピュータと接続されたコンピュータがバッ
クアップを行う方法としても実現される。この方法は、コンピュータが所有するバックア
ップ対象のファイルである対象ファイルと同一のファイルを所有する他のコンピュータの
一覧、および一覧に提示された他のコンピュータに関する情報である端末情報を取得する
ステップと、取得された一覧および端末情報に基づいて、他のコンピュータが所有する対
象ファイルと同一のファイルをバックアップによる対象ファイルの複製と見做す見做しバ
ックアップの処理を行うか否かを決定するステップと、見做しバックアップの処理を行う
と決定された場合に、対象ファイルと同一のファイルを所有する他のコンピュータに対し
て、対象ファイルと同一のファイルをバックアップによる対象ファイルの複製と見做した
ことを通知するステップとを含む。
【００１３】
　また、本発明は、サーバコンピュータと複数のクライアントコンピュータとが通信回線
を介して接続され、複数のクライアントコンピュータのうち第１のコンピュータがバック
アップを行う方法であって、複数のクライアントコンピュータのうち、第１のコンピュー
タが所有するバックアップ対象のファイルである対象ファイルと同一のファイルを所有す
る第２のコンピュータについて、第２のコンピュータの一覧および第２のコンピュータに
関する情報である端末情報を取得するステップと、取得された一覧および端末情報に基づ
いて、第１のコンピュータが対象ファイルと同一のファイルを取得する取得し易さの度合
いを算出し、算出した取得し易さの度合いが予め定められた閾値より大きい場合、第２の
コンピュータが所有する対象ファイルと同一のファイルをバックアップによる対象ファイ
ルの複製と見做す見做しバックアップの処理を行い、取得し易さの度合いが予め定められ
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た閾値より小さい場合、対象ファイルをサーバコンピュータに送信してバックアップを実
行する実バックアップの処理を行うステップと、第２のコンピュータが、第１のコンピュ
ータから、対象ファイルと同一のファイルをバックアップによる対象ファイルの複製と見
做したことの通知を受信すると、第１のコンピュータと対象ファイルと同一のファイルと
を対応付けて第２のコンピュータに記憶させるステップと、実バックアップの処理が行わ
れた場合に、第１のコンピュータから送信された対象ファイルをサーバコンピュータに格
納させるステップとを含む。
【００１４】
　さらにまた、本発明は、コンピュータを制御して上述した装置の各機能を実現するプロ
グラム、またはコンピュータに上記の方法における各ステップに対応する処理を実行させ
るプログラムとしても実現される。このプログラムは、磁気ディスクや光ディスク、半導
体メモリ、その他の記録媒体に格納して配布したり、ネットワークを介して配信したりす
ることにより、提供することができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、同一のファイルを複数人が所有する場合に効率良くバックアップの処
理を行うことで、必要となる記憶容量やトラフィック量を削減することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本実施の形態に係るバックアップシステムの構成例を示した図である。
【図２】バックアップ実行端末におけるバックアップ時の手順の一例を示したフローチャ
ートである。
【図３】バックアップ先端末におけるバックアップ時の手順の一例を示したフローチャー
トである。
【図４】バックアップ実行端末における復元時の手順の一例を示したフローチャートであ
る。
【図５】バックアップ先端末における復元時の手順の一例を示したフローチャートである
。
【図６】バックアップ先端末における同一ファイルの監視手順の一例を示したフローチャ
ートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
＜システム構成＞
　図１は、本実施の形態に係るバックアップシステムの構成例を示した図である。
　本実施の形態に係るバックアップシステムは、通信回線を介して相互に接続された、バ
ックアップ実行端末１とバックアップ先端末２と管理サーバ３とを備える。このバックア
ップシステムは、１または複数のバックアップ実行端末１と１または複数のバックアップ
先端末２とを備えるが、図１に示すバックアップシステムでは、１台のバックアップ実行
端末１と複数のバックアップ先端末２とを備えるものとする。また、図１に示すバックア
ップシステムでは、バックアップ実行端末１とバックアップ先端末２とを異なる端末とし
ているが、バックアップ実行端末１の機能およびバックアップ先端末２の機能の両方を実
現する端末があっても良い。
【００１８】
　バックアップ実行端末１は、自装置が所有するファイルからバックアップをする対象の
ファイル（以下、対象ファイルと称する）を選択し、バックアップシステム内で対象ファ
イルと同一のファイル（以下、同一ファイルと称する）を所有する他の端末における取得
し易さの度合いの一例としての復元容易性を算出する。そして、バックアップ実行端末１
は、算出した復元容易性の値をもとに、見做しバックアップの処理または実バックアップ
の処理のいずれか一方を実行する。ここで、見做しバックアップとは、バックアップ実行
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端末１が対象ファイルを送信せずに、他の端末が所有する同一ファイルをバックアップに
よる対象ファイルの複製と見做すことをいう。また、実バックアップとは、バックアップ
実行端末１が管理サーバ３に実際に対象ファイルを送信して、管理サーバ３をバックアッ
プ先とすることをいう。
【００１９】
　また、復元容易性とは、バックアップ実行端末１が、同一ファイルを取得して、対象フ
ァイルを復元する復元のし易さの度合いを表したものであり、次に示す調達容易性と調達
端末数とに基づいた値である。
　調達容易性とは、バックアップ実行端末１が、同一ファイルを所有しているバックアッ
プシステム内の他の端末から同一ファイルを調達する場合の調達のし易さを、調達先の端
末ごとに表した値である。
　例えば、バックアップ実行端末１と同一時間帯にオンライン状態である確率の高い端末
は、バックアップ実行端末１が対象ファイルを復元する時にアクセスできる可能性が高い
。そのため、そのような端末のバックアップ実行端末１に対する調達容易性は高くなる。
この場合、例えば、ある期間における各端末の稼働時間をもとに、バックアップ実行端末
１と同時にオンライン状態にある時間を端末ごとに測定し、測定した時間に基づいて予め
定められた計算式により、端末ごとに数値が計算される。この計算された数値が、バック
アップ実行端末１に対する各端末の調達容易性である。
　他の例として、移動させることが少ない据え置き型の端末は、移動可能な端末よりも復
元時にアクセスできる可能性が高いと考えられるため、そのような端末の調達容易性は高
くなる。また、ディスクの空き容量が少ない端末は、同一ファイルを所有していてもユー
ザに削除される可能性が高いため、そのような端末の調達容易性は低くなる。
【００２０】
　次に、調達端末数とは、バックアップシステム内で、同一ファイルを所有しているバッ
クアップ実行端末１以外の端末の数である。調達端末数が多ければ、バックアップ実行端
末１が復元するためのファイルを要求できる要求先の数が多く、調達端末数が少なければ
、バックアップ実行端末１が復元するためのファイルを要求できる要求先の数が少ないと
いえる。
【００２１】
　ここで、調達端末数が多く、さらに調達容易性の高い端末が多ければ、バックアップ実
行端末１は対象ファイルを復元し易く、復元容易性は高い。
　しかし、調達端末数が多かったとしても、調達容易性の低い端末ばかりであれば、バッ
クアップ実行端末１は対象ファイルを復元し難い場合がある。例えば、同一ファイルを所
有している端末が、バックアップ実行端末１と同時にオンライン状態にある時間が少ない
端末ばかりであれば、端末数が多くても、バックアップ実行端末１は対象ファイルを復元
するまで時間を要することが考えられる。このような場合の復元容易性は低い。
　また、調達端末数が少なかったとしても、調達容易性の高い端末があれば、バックアッ
プ実行端末１が対象ファイルを復元し易い場合がある。例えば、同一ファイルを所有して
いる端末が、バックアップ実行端末１と常にオンライン状態にあれば、調達端末数が少な
くてもバックアップ実行端末１はすぐに対象ファイルを復元できると考えられる。このよ
うな場合の復元容易性は高い。
　以上のように、復元容易性は、各端末の調達容易性と調達端末数とに基づいて計算され
る値である。また、調達容易性が重視される場合もあれば、調達端末数が重視される場合
もあり、両者の重要度に応じて、調達容易性と調達端末数とに対して重み付けを行い、復
元容易性を計算することとしても良い。
【００２２】
　バックアップ先端末２は、同一ファイルを所有しているバックアップシステム内の端末
であり、バックアップ実行端末１により対象ファイルのバックアップ先として見做された
端末である。バックアップ実行端末１が対象ファイルの復元を行う場合、バックアップ実
行端末１により選択されたバックアップ先端末２は、同一ファイルをバックアップ実行端
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末１へ送信する。
【００２３】
　管理サーバ３は、実バックアップ時、バックアップ実行端末１から対象ファイルを受信
して、バックアップ実行端末１のバックアップ先として機能する。また、管理サーバ３は
、バックアップシステム内の各端末から各端末が所有しているファイルのリストや端末情
報等を受信して管理する。ここで、端末情報とは、調達容易性を算出するために必要な情
報であり、上述した各端末の稼働時間やディスク容量等を指す。
【００２４】
＜バックアップ実行端末の機能構成＞
　図１に示すバックアップシステムにおいて、バックアップ実行端末１は、バックアップ
実行端末１が所有するファイルを記憶する所有ファイル記憶部１０と、バックアップ実行
端末１が所有するファイルのリストや端末情報を記録して、管理サーバ３へ送信する第１
統計情報管理部１１と、対象ファイルを選択してバックアップを実行するバックアップ制
御部１２と、バックアップ時または復元時にファイルの送受信を行うファイル送受信部１
３と、算出された復元容易性に基づいてバックアップ方法を決定するバックアップ方法決
定部１４と、算出された復元容易性に基づいて復元方法を決定する復元方法決定部１５と
、同一ファイルを所有する各端末に対してバックアップ先として設定したことを通知する
バックアップ実行情報管理部１６とを備える。
【００２５】
　所有ファイル記憶部１０は、バックアップ実行端末１が所有する各種ファイルを記憶す
る。
　第１統計情報管理部１１は、所有ファイル記憶部１０に記憶されているファイルやバッ
クアップ実行端末１の端末情報を記録し、記録したファイルリストや端末情報を管理サー
バ３に送信する。
【００２６】
　バックアップ実行手段の一例としてのバックアップ制御部１２は、所有ファイル記憶部
１０から対象ファイルを選択し、選択した対象ファイルのバックアップ方法を決定するよ
うに、バックアップ方法決定部１４に対して指示を行う。そして、バックアップ制御部１
２は、バックアップ方法決定部１４による決定に基づいて、見做しバックアップまたは実
バックアップのいずれか一方を実行する。見做しバックアップでは、バックアップ制御部
１２は、同一ファイルを所有している各端末に対してバックアップ先端末２として設定し
たことを通知するように、バックアップ実行情報管理部１６に指示を行う。実バックアッ
プでは、バックアップ制御部１２は、対象ファイルを管理サーバ３へ送信するように、フ
ァイル送受信部１３に指示を行う。
　また、バックアップ制御部１２は、選択した対象ファイルにすでにバックアップ先端末
２の設定が存在している場合、その古い設定を新しい設定に切りかえるために、そのバッ
クアップ先端末２に対して設定を削除したことを通知するように、バックアップ実行情報
管理部１６に指示を行う。
【００２７】
　また、復元手段の一例としてのバックアップ制御部１２は、所有ファイル記憶部１０か
ら、バックアップを実行した対象ファイルのうち復元するファイル（以下、復元対象ファ
イルと称する）を選択し、選択した復元対象ファイルの復元方法を決定するように、復元
方法決定部１５に対して指示を行う。そして、バックアップ制御部１２は、バックアップ
方法決定部１４による決定に基づいて、復元対象ファイルの復元を行う。ここで、バック
アップ先端末２から復元する場合、バックアップ制御部１２は、バックアップ先端末２に
対して復元要求を送信するようにファイル送受信部１３に指示を行い、復元対象ファイル
と同一のファイル（以下、復元ファイルと称する）を受信する。また、管理サーバ３から
復元する場合、バックアップ制御部１２は、管理サーバ３に対して復元要求を送信するよ
うにファイル送受信部１３に指示を行い、管理サーバ３に送信されていた復元対象ファイ
ルを受信する。
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【００２８】
　ファイル送受信部１３は、実バックアップ時、対象ファイルを管理サーバ３へ送信する
。また、要求手段の一例としてのファイル送受信部１３は、バックアップ先端末２から復
元する場合、バックアップ先端末２に対して、バックアップによる復元対象ファイルの複
製と見做した復元ファイルを要求する。また、ファイル送受信部１３は、管理サーバ３か
ら復元する場合、管理サーバ３に対して復元対象ファイルを要求する。
【００２９】
　取得手段、決定手段、バックアップ実行手段の一例としてのバックアップ方法決定部１
４は、調達端末数および各端末の調達容易性に基づいて、バックアップ方法を決定する。
ここで、バックアップ方法決定部１４は、まず、管理サーバ３から、バックアップシステ
ム内で同一ファイルを所有している端末の一覧、および、一覧に提示された各端末に関す
る情報である端末情報を取得する。そして、バックアップ方法決定部１４は、同一ファイ
ルを所有している端末の一覧および端末情報に基づいて、復元容易性を算出し、算出した
復元容易性の値をもとに、見做しバックアップまたは実バックアップのいずれか一方を実
行する。
【００３０】
　即ち、バックアップ方法決定部１４は、調達端末数が予め定められた端末数以上である
か否かを判断する。調達端末数が予め定められた端末数より少ない場合、バックアップ方
法決定部１４は実バックアップを行うことを決定する。一方、調達端末数が予め定められ
た端末数以上の場合、バックアップ方法決定部１４は、同一ファイルを所有している各端
末の端末情報をもとに、各端末の調達容易性を算出する。そして、バックアップ方法決定
部１４は、各端末の調達容易性を合計し、合計した調達容易性が予め定められた閾値以上
であるか否かを判断する。合計した調達容易性が閾値以上の場合、バックアップ方法決定
部１４は見做しバックアップを行うことを決定する。一方、合計した調達容易性が閾値よ
り小さい場合、バックアップ方法決定部１４は実バックアップを行うことを決定する。
　また、バックアップ方法決定部１４は、復元容易性の値をもとにバックアップ方法を決
定するため、見做しバックアップが行われた後に復元容易性が低くなれば、実バックアッ
プを行うことを決定する場合がある。同様に、バックアップ方法決定部１４は、実バック
アップが行われた後に復元容易性が高くなれば、見做しバックアップを行うことを決定す
る場合もある。
【００３１】
　要求手段の一例としての復元方法決定部１５は、復元ファイルを所有している各バック
アップ先端末２の復元容易性に基づいて、復元方法を決定する。ここで、復元方法決定部
１５は、まず、管理サーバ３からバックアップシステム内で復元ファイルを所有している
バックアップ先端末２の一覧、および、各バックアップ先端末２の端末情報を取得する。
復元ファイルを所有しているバックアップ先端末２が存在していれば、復元方法決定部１
５は、取得した各バックアップ先端末２の端末情報をもとに、各バックアップ先端末２の
調達容易性を算出する。そして、復元方法決定部１５は、復元ファイルを要求するバック
アップ先端末２を１つ選択する。この選択では、例えば、復元方法決定部１５は、オンラ
イン状態にあり、バックアップ実行端末１からアクセス可能な端末を１つ選択する。一方
、復元ファイルを所有しているバックアップ先端末２が存在していなければ、復元対象フ
ァイルが管理サーバ３に存在しているので、復元方法決定部１５は、管理サーバ３から復
元することを決定する。
【００３２】
　通知手段の一例としてのバックアップ実行情報管理部１６は、見做しバックアップ時、
バックアップシステム内で同一ファイルを所有している各端末をバックアップ先端末２と
して設定する。そして、バックアップ実行情報管理部１６は、設定した各バックアップ先
端末２に対して、バックアップ先端末２として設定したこと、つまり、同一ファイルをバ
ックアップによる対象ファイルの複製と見做したことを通知する設定通知を行う。
　また、バックアップ実行情報管理部１６は、対象ファイルとして選択されたファイルに
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すでにバックアップ先端末２の設定が存在している場合、その古い設定を新しい設定に切
りかえるため、そのバックアップ先端末２の設定を削除する。そして、バックアップ実行
情報管理部１６は、設定を削除した各バックアップ先端末２に対して、設定を削除したこ
とを通知する削除通知を行う。
【００３３】
＜バックアップ先端末の機能構成＞
　図１に示すバックアップシステムにおいて、バックアップ先端末２は、バックアップ先
端末２が所有するファイルのリストや端末情報を管理サーバ３へ送信する第２統計情報管
理部２０と、バックアップ実行端末１と同一ファイルとを対応付けて管理するバックアッ
プ先情報管理部２１と、復元時にバックアップ実行端末１に復元ファイルを送信するファ
イル送信部２２と、同一ファイルに関する編集や削除の状況を監視するファイル監視部２
３と、同一ファイル（復元ファイル）や同一ファイルの複製を記憶する見做し対象ファイ
ル記憶部２４とを備える。
【００３４】
　第２統計情報管理部２０は、バックアップ実行端末１の第１統計情報管理部１１と同様
に、バックアップ先端末２が所有している各種ファイルやバックアップ先端末２の端末情
報を記録し、記録したファイルリストや端末情報を管理サーバ３に送信する。
【００３５】
　記憶手段の一例としてのバックアップ先情報管理部２１は、バックアップ実行端末１の
バックアップ実行情報管理部１６からの通知が設定通知か削除通知かを判断し、その通知
内容をもとに、同一ファイルとその同一ファイルをバックアップによる対象ファイルの複
製と見做しているバックアップ実行端末１とを対応付けて記憶する。また、バックアップ
先情報管理部２１は、通知内容をファイル監視部２３に送信する。
　また、バックアップ先情報管理部２１は、バックアップ実行端末１から復元ファイルを
要求されると、見做し対象ファイル記憶部２４に記憶された復元ファイルを確認する。そ
して、バックアップ先情報管理部２１は、バックアップ実行端末１から設定通知を受信し
てから復元ファイルがユーザにより編集または削除されたか否かを判断する。復元ファイ
ルが編集または削除されていない場合、バックアップ先情報管理部２１は、復元ファイル
をバックアップ実行端末１へ送信するようにファイル送信部２２に指示を行う。一方、復
元ファイルが編集または削除されている場合、バックアップ先情報管理部２１は、編集前
または削除前の復元ファイルの複製が存在しているか否かを判断する。編集前または削除
前の復元ファイルの複製が存在していれば、バックアップ先情報管理部２１は、編集前ま
たは削除前の復元ファイルの複製をバックアップ実行端末１へ送信するようにファイル送
信部２２に指示を行う。編集前または削除前の復元ファイルの複製が存在しなければ、バ
ックアップ先情報管理部２１は、エラーをバックアップ実行端末１へ送信するようにファ
イル送信部２２に指示を行う。
　さらに、ファイル監視部２３に監視されていた同一ファイルがユーザにより編集または
削除される場合、編集または削除の処理が確定する前に、バックアップ先情報管理部２１
は、ファイル監視部２３からの要求を受けて、同一ファイルに対応する対象ファイルを所
有するバックアップ実行端末１に対して、対象ファイルにおける調達端末数および調達容
易性の最新情報の送信を要求する。
【００３６】
　ファイル送信部２２は、バックアップ実行端末１からの復元ファイルの要求に応じ、復
元ファイルをバックアップ実行端末１へ送信する。復元ファイルがユーザにより編集また
は削除されていれば、ファイル送信部２２は、編集前または削除前の復元ファイルの複製
をバックアップ実行端末１へ送信する。さらに、編集前または削除前の復元ファイルの複
製が存在していなければ、ファイル送信部２２は、復元ファイルを所有していない旨を通
知するエラーをバックアップ実行端末１へ送信する。
【００３７】
　生成手段の一例としてのファイル監視部２３は、同一ファイルについて、ユーザによる
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編集または削除の状況を監視する。ここで、ファイル監視部２３は、バックアップ実行端
末１からの設定通知に応じ、同一ファイルを監視リストへ追加し、同一ファイルの監視を
行う。また、ファイル監視部２３は、バックアップ実行端末１からの削除通知に応じ、同
一ファイルを監視リストから削除する。
　ここで、バックアップ実行端末１が複数ある場合、監視リストには、同一ファイルとそ
の同一ファイルをバックアップ用と見做しているバックアップ実行端末１との対応関係も
記録される。そのため、例えば、削除通知を受けた同一ファイルであっても、削除通知を
送信していないバックアップ実行端末１のバックアップ用と見做されていれば、その同一
ファイルの監視は継続される。
【００３８】
　また、同一ファイルがユーザにより編集または削除される場合、編集または削除の処理
が確定する前に、ファイル監視部２３は、対象ファイルにおける調達端末数および調達容
易性の最新情報を、バックアップ先情報管理部２１に要求する。そして、ファイル監視部
２３は、バックアップ実行端末１から送信された最新情報をもとに、編集前または削除前
の同一ファイルの複製を生成する必要があるか否かを判断する。
　ここで、ファイル監視部２３は、同一ファイルが編集または削除されることで、対象フ
ァイルの調達端末数が予め定められた端末数より小さくなるか否かを判断する。また、フ
ァイル監視部２３は、同一ファイルが編集または削除されることで、対象ファイルに関し
て、端末ごとの調達容易性の合計値が予め定められた閾値より小さくなるか否かを判断す
る。同一ファイルが削除されても、調達端末数が予め定められた端末数以上であり、さら
に、調達容易性の合計値が予め定められた閾値以上であれば、バックアップ実行端末１が
見做しバックアップを行うための条件が満たされているといえる。そのため、ファイル監
視部２３は、編集前または削除前の同一ファイルの複製を生成せずに、監視リストからバ
ックアップ実行端末１と同一ファイルとの対応関係を削除する。そして、ファイル監視部
２３は、バックアップ実行端末１に対して、監視リストから同一ファイルを削除したこと
を通知する。
【００３９】
　一方、同一ファイルが編集または削除されることで、調達端末数が予め定められた端末
数より小さくなる場合、または、調達容易性が予め定められた閾値より小さくなる場合、
バックアップ実行端末１が見做しバックアップを行うための条件が満たされていないとい
える。そのため、ファイル監視部２３は、編集前または削除前の同一ファイルの複製を生
成する。ファイル監視部２３が同一ファイルの複製を生成した後、バックアップ実行端末
１が対象ファイルを管理サーバ３へ送信完了した時点、または、同一ファイルを所有する
別の端末が新たに見つかり、調達端末数が閾値以上になるとともに調達容易性の合計値が
閾値以上になった時点で、ファイル監視部２３は同一ファイルの複製を削除する。
【００４０】
　見做し対象ファイル記憶部２４は、バックアップ実行端末１からバックアップ用と見做
された同一ファイルと、ファイル監視部２３により生成された同一ファイルの複製とを記
憶する。
【００４１】
＜管理サーバの機能構成＞
　図１に示すバックアップシステムにおいて、管理サーバ３は、各端末が所有するファイ
ルのリストおよび端末情報を管理する共有情報管理部３０と、バックアップ実行端末１と
ファイルの送受信を行うバックアップ管理部３１と、バックアップ実行端末１から送信さ
れた対象ファイルを記憶するバックアップファイル格納部３２とを備える。
　共有情報管理部３０は、バックアップシステム内の各端末から送信された各端末が所有
するファイルのリスト、および、各端末の端末情報を記憶する。そして、共有情報管理部
３０は、バックアップ実行端末１に対して、バックアップシステム内で同一ファイルを所
有している端末の一覧、および、同一ファイルを所有している各端末の端末情報を送信す
る。また、共有情報管理部３０は、バックアップ実行端末１に対して、バックアップシス
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テム内で復元ファイルを所有している端末の一覧、および、復元ファイルを所有している
各端末の端末情報を送信する。
【００４２】
　バックアップ管理部３１は、実バックアップ時、バックアップ実行端末１から対象ファ
イルを受信する。また、バックアップ実行端末１からの復元対象ファイルの要求に応じ、
復元対象ファイルをバックアップ実行端末１へ送信する。
　格納手段の一例としてのバックアップファイル格納部３２は、実バックアップ時にバッ
クアップ実行端末１から送信された対象ファイルを格納する。
【００４３】
＜バックアップ実行端末１におけるバックアップ時の手順＞
　図２は、バックアップ実行端末１におけるバックアップ時の手順の一例を示したフロー
チャートである。
　まず、バックアップ制御部１２は、所有ファイル記憶部１０から対象ファイルを１つ選
択する（ステップ１０１）。次に、バックアップ制御部１２は、選択した対象ファイルに
ついて、バックアップ先端末２の設定がすでに存在しているか否かを判断する（ステップ
１０２）。バックアップ先端末２の設定がすでに存在している場合、バックアップ実行情
報管理部１６は、そのバックアップ先端末２の設定を削除して、削除通知を行う（ステッ
プ１０３）。
【００４４】
　次に、バックアップ方法決定部１４は、管理サーバ３からバックアップシステム内で同
一ファイルを所有している端末一覧、および、各端末の端末情報を取得する。そして、バ
ックアップ方法決定部１４は、調達端末数が予め定められた端末数以上であるか否かを判
断する（ステップ１０４）。調達端末数が予め定められた端末数より少ない場合、バック
アップ方法決定部１４は、実バックアップを行うことを決定する。その決定により、ファ
イル送受信部１３は対象ファイルを管理サーバ３へ送信する（ステップ１０５）。
【００４５】
　一方、ステップ１０４において、調達端末数が予め定められた端末数以上の場合、バッ
クアップ方法決定部１４は、各端末の端末情報をもとに各端末の調達容易性を算出する（
ステップ１０６）。次に、バックアップ方法決定部１４は、各端末の調達容易性を合計し
、合計した調達容易性が予め定められた閾値以上であるか否かを判断する（ステップ１０
７）。調達容易性が閾値より小さい場合、バックアップ方法決定部１４はステップ１０５
と同様に、実バックアップを行うことを決定する。一方、調達容易性が閾値以上の場合、
バックアップ方法決定部１４は、見做しバックアップを行うことを決定する。その決定に
より、バックアップ実行情報管理部１６は、同一ファイルを所有している各端末をバック
アップ先端末２として設定し、各端末に設定通知を行う（ステップ１０８）。
　次に、バックアップ制御部１２は、バックアップをする対象ファイルが他にも存在する
か否かを判断する（ステップ１０９）。他にも対象ファイルが存在する場合、引き続きス
テップ１０１の処理が実行される。一方、対象ファイルが存在しない場合、処理は終了と
なる。
【００４６】
＜バックアップ先端末２におけるバックアップ時の手順＞
　図３は、バックアップ先端末２におけるバックアップ時の手順の一例を示したフローチ
ャートである。
　初期状態として、バックアップ先情報管理部２１がバックアップ実行端末１からの通知
を待ち受けているものとする（ステップ２０１）。そして、バックアップ先情報管理部２
１は、バックアップ実行端末１からの通知を受信すると、その通知が設定通知であるか否
かを判断し、その通知内容をもとにバックアップ実行端末１と同一ファイルとの対応関係
を記憶する（ステップ２０２）。また、通知が設定通知である場合、ファイル監視部２３
はバックアップ実行端末１と同一ファイルとを対応させて監視リストに追加し、同一ファ
イルの監視を行う（ステップ２０３）。
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【００４７】
　一方、通知が設定通知ではない場合、削除通知であるため、ファイル監視部２３は監視
リストからバックアップ実行端末１と同一ファイルとの対応関係を削除する（ステップ２
０４）。次に、ファイル監視部２３は、同一ファイルが過去にユーザに編集または削除さ
れたことにより、編集前または削除前の同一ファイルの複製が生成されているか否かを判
断する（ステップ２０５）。同一ファイルの複製が生成されている場合、この同一ファイ
ルの複製をバックアップ用と見做しているバックアップ実行端末１が存在しているか否か
を判断する（ステップ２０６）。同一ファイルの複製をバックアップ用と見做しているバ
ックアップ実行端末１が存在していれば、ファイル監視部２３は同一ファイルの複製を削
除しない。一方、同一ファイルの複製をバックアップ用と見做しているバックアップ実行
端末１が存在していなければ、同一ファイルの複製は不要であるので、ファイル監視部２
３は同一ファイルの複製を削除する（ステップ２０７）。
　そして、バックアップ先端末２がシャットダウンされない限り、バックアップ先情報管
理部２１はバックアップ実行端末１からの通知を待ち受け、ステップ２０１乃至ステップ
２０７の処理が繰り返される（ステップ２０８）。
【００４８】
＜バックアップ実行端末１における復元時の手順＞
　図４は、バックアップ実行端末１における復元時の手順の一例を示したフローチャート
である。
　まず、バックアップ制御部１２は、所有ファイル記憶部１０から復元対象ファイルを１
つ選択する（ステップ３０１）。次に、復元方法決定部１５は、管理サーバ３からバック
アップシステム内で復元ファイルを所有しているバックアップ先端末２の一覧、および、
各端末の端末情報を取得する。そして、復元方法決定部１５は、復元ファイルを所有して
いるバックアップ先端末２が存在しているか否かを判断する（ステップ３０２）。
【００４９】
　復元ファイルを所有しているバックアップ先端末２が存在している場合、復元方法決定
部１５は、管理サーバ３ではなく、いずれかのバックアップ先端末２から復元することを
決定する。次に、復元方法決定部１５は、各バックアップ先端末２の調達容易性を算出し
、復元ファイルを要求するバックアップ先端末２を１つ選択する。そして、ファイル送受
信部１３は、選択されたバックアップ先端末２に復元ファイルを要求し、復元ファイルを
受信する（ステップ３０３）。一方、復元ファイルを所有しているバックアップ先端末２
が存在しない場合、復元方法決定部１５は、管理サーバ３から復元することを決定する。
その決定により、ファイル送受信部１３は管理サーバ３に復元対象ファイルを要求し、復
元対象ファイルを受信する（ステップ３０４）。
　次に、バックアップ制御部１２は、復元をする対象のファイルが他にも存在するか否か
を判断する（ステップ３０５）。他にも復元対象ファイルが存在する場合、引き続きステ
ップ３０１の処理が実行される。一方、復元対象ファイルが存在しない場合、処理は終了
となる。
【００５０】
＜バックアップ先端末２における復元時の手順＞
　図５は、バックアップ先端末２における復元時の手順の一例を示したフローチャートで
ある。
　初期状態として、バックアップ先情報管理部２１が、バックアップ実行端末１からの復
元ファイルの要求を待ち受けているものとする（ステップ４０１）。そして、バックアッ
プ先情報管理部２１は、バックアップ実行端末１からの復元ファイルの要求を受信すると
、要求された復元ファイルが、バックアップ実行端末１からの設定通知を受信してからユ
ーザに編集または削除されたか否かを判断する（ステップ４０２）。復元ファイルが編集
または削除されていない場合、ファイル送信部２２はバックアップ実行端末１へ復元ファ
イルを返信する（ステップ４０３）。
【００５１】
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　一方、復元ファイルがユーザにより編集または削除されている場合、バックアップ先情
報管理部２１は、編集前または削除前の復元ファイルの複製が存在しているか否かを判断
する（ステップ４０４）。編集前または削除前の復元ファイルの複製が存在している場合
、ファイル送信部２２はバックアップ実行端末１へ編集前または削除前の復元ファイルの
複製を返信する（ステップ４０５）。一方、編集前または削除前の復元ファイルの複製が
存在していない場合、ファイル送信部２２はバックアップ実行端末１へエラーを送信する
（ステップ４０６）。
【００５２】
＜バックアップ先端末２における同一ファイルの監視手順＞
　図６は、バックアップ先端末２における同一ファイルの監視手順の一例を示したフロー
チャートである。
　初期状態として、ファイル監視部２３が、監視リストの同一ファイルを監視しているも
のとする（ステップ５０１）。そして、ファイル監視部２３は、監視リストの同一ファイ
ルがユーザにより編集または削除されるか否かを判断する（ステップ５０２）。同一ファ
イルがユーザにより編集または削除される場合、編集または削除の処理が確定する前に、
ファイル監視部２３は、対象ファイルに関する調達端末数および調達容易性の最新情報を
、バックアップ先情報管理部２１に要求する。バックアップ先情報管理部２１は、ファイ
ル監視部２３からの要求を受けて、バックアップ実行端末１に対して、対象ファイルに関
する調達端末数および調達容易性に関する最新情報の送信を要求する。
　バックアップ実行端末１は、バックアップ先端末２からの要求を受信すると、管理サー
バ３から、同一ファイルを所有している端末一覧、および、各端末の端末情報を取得する
。そして、バックアップ実行端末１は、対象ファイルの調達端末数、および、各端末の調
達容易性を算出し、算出した調達端末数および調達容易性をバックアップ先端末２に返信
する。
【００５３】
　次に、ファイル監視部２３は、バックアップ実行端末１から送信された調達端末数をも
とに、同一ファイルが編集または削除されることで、対象ファイルの調達端末数が予め定
められた端末数より小さくなるか否かを判断する（ステップ５０３）。同一ファイルが削
除されても調達端末数が予め定められた端末数以上である場合、次に、ファイル監視部２
３は、バックアップ実行端末１から送信された調達容易性をもとに、同一ファイルが編集
または削除されることで、対象ファイルの調達容易性が予め定められた閾値より小さくな
るか否かを判断する（ステップ５０４）。同一ファイルが削除されても調達容易性が予め
定められた閾値以上である場合、ファイル監視部２３は、監視リストからバックアップ実
行端末１と同一ファイルとの対応関係を削除する（ステップ５０５）。そして、ファイル
監視部２３は、バックアップ実行端末１に同一ファイルを監視リストから削除したことを
通知する（ステップ５０６）。
【００５４】
　一方、ステップ５０３において、調達端末数が予め定められた端末数より小さくなる場
合、ファイル監視部２３は同一ファイルの複製を生成する（ステップ５０７）。同様に、
ステップ５０４において、調達容易性が予め定められた閾値より小さくなる場合、ファイ
ル監視部２３は同一ファイルの複製を生成する。
　次に、他にも監視リストの同一ファイルが存在する場合、ステップ５０１に戻り、引き
続きファイル監視部２３は同一ファイルの監視を行う。他には監視リストの同一ファイル
が存在しない場合、処理は終了となる（ステップ５０８）。
【００５５】
　また、上述したフローでは、同一ファイルがユーザにより編集または削除される場合、
編集または削除の処理が確定する前に、ファイル監視部２３は、調達端末数および調達容
易性の最新情報をバックアップ先情報管理部２１に要求する。そして、ファイル監視部２
３は、バックアップ実行端末１から送信された情報をもとに、同一ファイルの複製を生成
するか否かを決め、その後、同一ファイルの編集または削除の処理が確定される。ここで
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、バックアップ実行端末１からの情報の送信が遅れる等により、ユーザにより編集または
削除の処理が入力されてからその処理が確定するまでに、時間を要する場合がある。その
ため、ファイル監視部２３は、同一ファイルの複製を生成するか否かを決める前に、一時
的に同一ファイルの複製を生成しておいても良い。ファイル監視部２３が一時的に同一フ
ァイルの複製を生成することにより、同一ファイルの複製を生成するか否かが決まる前に
、ユーザによる編集または削除の処理を確定することができる。ファイル監視部２３は、
後に、同一ファイルの複製を生成しないと決めた場合、一時的に生成した同一ファイルの
複製を削除する。
【００５６】
　本実施の形態では、バックアップ実行端末１はバックアップ方法を決定する場合に、バ
ックアップシステム内の全ての端末を対象として、管理サーバ３から同一ファイルを所有
している端末の一覧、および、同一ファイルを所有している各端末の端末情報を取得した
が、これに限られるものではない。例えば、バックアップシステム内の端末を複数のグル
ープに分け、バックアップ実行端末１が自端末と同一のグループに属する端末の情報のみ
を管理サーバ３から取得するようにしても良い。バックアップ実行端末１が同一グループ
に属する端末の情報のみ取得するようにすれば、管理サーバ３は同一グループ内の端末の
みを対象にして端末一覧および端末情報を返信すれば良いため、管理サーバ３の処理が軽
減される。
【００５７】
　また、グループとしては、例えば、端末の使用者間の関連性を表す指標である社会的距
離をもとに、バックアップ実行端末１の使用者との間の社会的距離が一定の範囲内のユー
ザが使用する端末を、バックアップ実行端末１と同一のグループとすれば良い。社会的距
離は、例えば、端末の使用者が所属している組織の情報、コミュニティの情報、端末の使
用者のメール送受信履歴等に基づいて算出されるものとする。バックアップ実行端末１の
使用者との間の社会的距離が近いユーザは、バックアップ実行端末１の使用者との関連性
が高いため、そのようなユーザの端末は同一ファイルを所有している可能性が高いと考え
られる。
【００５８】
　例えば、バックアップ実行端末１の使用者と同一の組織や同一の部署に所属しているユ
ーザや、バックアップ実行端末１の使用者の部署とは異なる部署ではあるが、業務上関わ
りが深い部署に所属しているユーザの端末は、同一ファイルを所有している可能性が高い
と考えられる。また、入社年度が同じユーザが集められたコミュニティ等、バックアップ
実行端末１の使用者と同一のコミュニティに所属しているユーザの端末も、同一ファイル
を所有している可能性が高いと考えられる。このような場合、各ユーザが所属している組
織やコミュニティの情報をもとに、バックアップ実行端末１の使用者と同一の組織や関わ
りがある組織、同一のコミュニティに所属しているユーザの端末等を、バックアップ実行
端末１と同一のグループとする。
　また、バックアップ実行端末１の使用者とメールやチャットのやり取りを頻繁に行うよ
うなユーザも、社会的距離が近いと考えられ、同一ファイルを所有している可能性が高い
といえる。さらに、ファイルが添付されたメールのやり取りが多いユーザは、同一ファイ
ルを所有している可能性がより高まる。この場合、メールやチャットの送受信履歴をもと
に、そのようなユーザの端末をバックアップ実行端末１と同一のグループとする。他に、
ＳＮＳ（Social Networking Service）等をもとに、交友関係のあるユーザ同士の端末を
同一のグループとしても良い。
　以上のように、バックアップ実行端末１は、バックアップ実行端末１の使用者との間の
社会的距離が一定の範囲内のユーザが使用する複数の端末、つまり同一ファイルを所有し
ている可能性が高いと判断される複数の端末を抽出して同一のグループとすることで、バ
ックアップ実行端末１が対象ファイルを復元できる可能性を高めることができる。
【００５９】
　他のグループの例として、例えば、設置された場所の距離が互いに近い複数の端末では
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なく、設置された場所が分散された複数の端末を１つのグループとしても良い。設置場所
が分散されていれば、バックアップ用の同一ファイルが１箇所に集中することがなく、複
数の箇所に分散される。そのため、災害等に伴う地理的リスクを軽減することができる。
　また、バックアップ実行端末１は、バックアップ方法を決定する場合に限らず、復元方
法を決定する場合等も同様に、同一グループの端末の情報のみを管理サーバ３から取得す
れば良い。
【００６０】
＜バックアップシステムの第１の変形例＞
　本実施の形態のバックアップシステムでは、バックアップ実行端末１が復元容易性の値
をもとに対象ファイルのバックアップを行う。一方、復元容易性の値をもとに、管理サー
バ３が処理を行うシステムとして機能することもできる。
　管理サーバ３は、バックアップシステム内の各端末から各端末が所有しているファイル
のリストや端末情報等を受信する。ここで、例えば、リスト内のファイルについて、管理
サーバ３もそのファイルを格納しており、また、そのファイルを所有している端末数が予
め定められた端末数以上であるとする。この場合、バックアップ実行端末１がバックアッ
プ先として見做すことができる十分な数の端末が存在するため、そのようなファイルを管
理サーバ３が格納する必要性は低い。
【００６１】
　そのため、例えば、対象ファイルについてバックアップ実行端末１により実バックアッ
プが行われた後、調達端末数が予め定められた端末数以上になり、バックアップ実行端末
１により見做しバックアップが行われた場合、本変形例における管理サーバ３は、その対
象ファイルを格納する必要性は低いとして削除する。このように、管理サーバ３は、復元
容易性の値をもとに格納しておく必要があるか否かをファイルごとに判断して、格納する
必要性は低いと判断できるファイルを削除することにより、空き容量を増やすことができ
る。また、管理サーバ３は、ファイルを削除するのではなく、格納する必要性は低いと判
断できるファイルをリストアップしてユーザへ通知しても良い。
【００６２】
　さらに、例えば、各端末から送信されたリスト内のファイルで、そのファイルを所有し
ている端末数が予め定められた端末数より少ないとする。この場合、そのファイルに関し
て、本変形例の管理サーバ３が、バックアップ実行端末１がバックアップ先として見做す
ことができる十分な数の端末が存在しないとして、実バックアップを行うようにユーザへ
通知するような構成としても良い。
【００６３】
＜バックアップシステムの第２の変形例＞
　本実施の形態のバックアップシステムは、バックアップ実行端末１とバックアップ先端
末２と管理サーバ３とを備えていたが、管理サーバ３を備えず、バックアップ実行端末１
とバックアップ先端末２とを備えるシステムとして機能することもできる。本実施の形態
に係るバックアップ実行端末１は、対象ファイルを選択して管理サーバ３から情報を取得
する。一方、本変形例では、バックアップシステムは管理サーバ３を備えないため、バッ
クアップ実行端末１やバックアップ先端末２の端末間で情報の送受信が行われる。各端末
は端末間で定期的に情報を送受信することで、他端末が所有しているファイルのリストや
他端末の端末情報を取得することができる。
【００６４】
　ここで、各端末はバックアップシステム内の他の全端末と情報の送受信を行うこととし
ても良いが、バックアップシステム内の端末数が多くなればなるほど送受信される情報量
が多くなり、各端末での負荷も高くなる。そのため、送受信される情報量の削減、各端末
での負荷軽減のために、各端末は同一グループ内の端末間で情報の送受信を行うこととし
ても良い。このグループは、上述したグループを採用すれば良く、例えば、同一ファイル
を所有する可能性の高い端末を１つのグループとする。
　そして、バックアップ実行端末１は、復元容易性の値をもとに対象ファイルの見做しバ
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ックアップまたは実バックアップのいずれか一方を実行する。ただし、実バックアップと
しては、例えば、バックアップ実行端末１の外部に接続されたメディアにファイルを記録
する等の構成が考えられる。
【符号の説明】
【００６５】
１…バックアップ実行端末、２…バックアップ先端末、３…管理サーバ、１０…所有ファ
イル記憶部、１１…第１統計情報管理部、１２…バックアップ制御部、１３…ファイル送
受信部、１４…バックアップ方法決定部、１５…復元方法決定部、１６…バックアップ実
行情報管理部、２０……第２統計情報管理部、２１…バックアップ先情報管理部、２２…
ファイル送信部、２３…ファイル監視部、２４…見做し対象ファイル記憶部、３０…共有
情報管理部、３１…バックアップ管理部、３２…バックアップファイル格納部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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