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(57)【要約】
【課題】各サーバの負荷や、ネットワークトラフィック
を抑える。
【解決手段】接続管理サーバ２を複数設置し、これら接
続管理サーバ２のいずれにおいてもシンクライアント端
末３からの接続要求の受付を実行させ、さらに、接続管
理サーバ２が、クライアント１１ごとの状態を保持する
ためこれらクライアント１１の状態管理を行うとともに
、シンクライアント端末３からの接続要求に応じて、当
該シンクライアント端末３が接続可能なクライアント１
１の検索を行い、当該検索結果をシンクライアント端末
３に返信し、シンクライアント端末３からシンクライア
ントサーバ１への接続要求ごとに、クライアントの検索
を実行する接続管理サーバ２の範囲を制限する。
【選択図】図１



(2) JP 2012-38152 A 2012.2.23

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シンクライアント端末からシンクライアントサーバへの接続の管理を行う接続管理サー
バを複数有する接続管理システムであって、
　前記接続管理サーバは、前記クライアントの状態を保持するためこれらクライアントの
状態管理を行うとともに、前記シンクライアント端末からの接続要求に応じて、当該シン
クライアント端末が利用可能なクライアントの検索を実行し、当該検索結果を前記シンク
ライアント端末に返信するものであり、
　前記シンクライアント端末から前記シンクライアントサーバへの接続要求ごとに、前記
クライアントの検索を実行する接続管理サーバの範囲を制限する、接続管理システム。
【請求項２】
　前記接続管理サーバは、
　接続管理サーバごとに当該接続管理サーバが属するグループの識別情報が格納されてい
るサーバ構成情報テーブルと、
　前記シンクライアント端末からの接続要求を受け付け、ユーザからのグループ指定に基
づいて前記クライアントの検索を実行する接続管理サーバを選択し、検索要求を送信する
要求窓口部と、
　前記検索要求を受信し、前記シンクライアント端末に割り当て可能な担当クライアント
の中から接続可能なクライアントを選択して応答する接続先管理部と、
を有する、請求項１に記載の接続管理システム。
【請求項３】
　前記クライアントがグループ化されている、請求項１または２に記載の接続管理システ
ム。
【請求項４】
　複数の前記シンクライアント端末と、該シンクライアント端末から接続されてアプリケ
ーションを実行するクライアントを有する複数のシンクライアントサーバと、請求項１か
ら３のいずれか一項に記載の接続管理システムとを有する、シンクライアントシステム。
【請求項５】
　複数のシンクライアント端末と、該シンクライアント端末から接続されてアプリケーシ
ョンを実行するクライアントを有するシンクライアントサーバと、前記シンクライアント
端末から前記シンクライアントサーバへの接続の管理を行う接続管理サーバと、を有する
シンクライアントシステムにおける該接続管理サーバの連携方法において、
　前記接続管理サーバを複数設置し、これら接続管理サーバのいずれにおいても前記シン
クライアント端末からの接続要求の受付を実行させ、
　さらに、前記接続管理サーバが、前記クライアントごとの状態を保持するためこれらク
ライアントの状態管理を行うとともに、前記シンクライアント端末からの接続要求に応じ
て、当該シンクライアント端末が接続可能なクライアントの検索を行い、当該検索結果を
前記シンクライアント端末に返信し、
　前記シンクライアント端末から前記シンクライアントサーバへの接続要求ごとに、前記
クライアントの検索を実行する接続管理サーバの範囲を制限する、
シンクライアントシステムにおける接続管理サーバの連携方法。
【請求項６】
　前記接続管理サーバは、前記シンクライアント端末からの接続要求の受付と、接続可能
なクライアントの選択結果の応答とを引き受け、当該シンクライアント端末からの接続要
求の転送先の範囲を決定するとき、各接続管理サーバの情報が格納されている構成情報テ
ーブルを参照する、請求項５に記載のシンクライアントシステムにおける接続管理サーバ
の連携方法。
【請求項７】
　前記接続管理サーバは、
　接続可能なクライアントグループの検索と、前記シンクライアント端末が接続可能なク
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ライアントの選択と、前記クライアントの状態管理とを行う接続先管理部を有し、
　当該接続管理サーバ内及び他の接続管理サーバ内の前記接続先管理部への前記検索要求
の転送とその転送先の範囲の決定、及びその転送した検索要求に対する応答の集計を行う
、請求項６に記載のシンクライアントシステムにおける接続管理サーバの連携方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、接続管理システム、及びシンクライアントシステムにおける接続管理サーバ
の連携方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のクライアント・サーバ形態のシステムでは、磁気ディスク装置などを備えるＰＣ
がクライアント端末として利用されているが、近年では、業務の複雑化のために１人のユ
ーザが複数台のＰＣを使用したり、複数の業務で１台のＰＣを共有したりしており、その
結果、クライアント端末用のソフトウェアが複雑化していることともあいまって、クライ
アント端末の管理コストが上昇している。さらに、クライアント端末に磁気ディスク装置
などの記憶装置が存在することは、情報漏洩の可能性を増すことになる。
【０００３】
　そこで、近年、ディスクレス（磁気ディスク装置などの記憶装置を備えない）あるいは
ディスクへの書込みが禁止された端末（以下、シンクライアント端末という）と、データ
を保持するとともにオペレーティングシステム（ＯＳ）や業務アプリケーションが実行さ
れるサーバ（以下、シンクライアントサーバという）とを組み合わせて業務システムを構
築することが行われている。
【０００４】
　シンクライアントサーバは、従来のクライアント・サーバ形態のシステムにおいてはク
ライアント端末が実行していた業務アプリケーションを実行するものであるから、シンク
ライアント端末ごとの実行部（実行イメージ）として仮想的に構成されたクライアントを
備えており、クライアントには、シンクライアント端末からの接続ごとに割り当てられる
ＯＳと業務アプリケーションとデータとがインストールされる。一般にシンクライアント
サーバは複数のシンクライアント端末を管轄するものであるから、複数のクライアントが
同一のシンクライアントサーバ上で稼動するようになっている。
【０００５】
　このようなシンクライアントシステムでは、ユーザはシンクライアント端末からネット
ワークを経由して、データセンターなどで稼動しているクライアントに接続して、そのク
ライアント上でアプリケーションなどを実行させる。そして、アプリケーションの実行に
必要な入力をシンクライアント端末を介して行い、アプリケーションの実行結果をシンク
ライアント端末の画面上で確認することになる。
【０００６】
　ところで、シンクライアントシステムでは、複数のクライアントを複数のユーザで共用
することもあり、システムの利便性を高めるためには、ユーザが利用を開始するときに他
のユーザが利用していないクライアントを検索してユーザに割り当て、割り当てられたク
ライアントにシンクライアント端末から接続させる仕組みが必要である。また、ユーザの
利便性のため、接続に必要な操作を最小限にとどめることも重要である。この点、例えば
、接続管理サーバ（ないしは該接続管理サーバを有する接続管理システム）を設け、当該
接続管理サーバで、すべてのクライアントの状態管理やシンクライアント端末からの要求
に応じて利用可能なクライアントの検索と検索結果の返信を行うシンクライアントの接続
管理方法などの技術が提案されている（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
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【特許文献１】特開２００８－１４０３０６号公報
【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、上述のごとき従来技術においては、システムが大規模化し、接続管理サ
ーバで管理するクライアントの数やシンクライアント端末の接続数が多くなると、接続管
理サーバへの負荷が高くなり、シンクライアント端末からの要求応答に時間がかかるよう
になるなど、サービスが低下することが起こりうる。
【０００９】
　そこで、本発明は、各サーバの負荷や、ネットワークトラフィックを抑えることを可能
とした接続管理システム、及びシンクライアントシステムにおける接続管理サーバの連携
方法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】
【００１０】
　かかる課題を解決するべく本発明者は種々の検討を行った。上記課題に対する解決策と
しては、接続管理サーバを複数用意して負荷を分散する方法が考えられる。このような複
数台のサーバによる負荷分散の実現方法は下記のようにいくつか考えられるが、それぞれ
課題もある。以下に例を挙げる。
【００１１】
　一つ目の方法は、各接続管理サーバが完全に独立してクライアント管理とシンクライア
ント端末への要求応答を行う方法である。この場合は、ユーザがどのクライアントに接続
したいかによってどの接続管理サーバに接続要求を出すかを指定する必要があるので、ユ
ーザの手間がかかる。
【００１２】
　二つ目の方法は、必要な情報を一つのデータベースで管理し、クライアントの状態管理
やシンクライアント端末からの要求応答といった処理を行うために、すべての接続管理サ
ーバからそのデータベースを利用する方法である。この方法の課題は、データベースに関
するあらゆる処理が、そのデータベースが動作しているサーバで行われるため、このサー
バがシンクライアントシステムのボトルネックになる可能性があることである。
【００１３】
　三つ目の方法は、各接続管理サーバがデータベースを持ち、処理に必要なデータベース
の情報を同期させて、各サーバが独立してクライアントの状態管理やシンクライアント端
末からの要求応答を行う方法である。ここで、データベースの同期方法として、定期的に
同期をとる方法と、データベースの中の情報に変更があるたびに同期する方法とがある。
整合性を保って接続管理の処理をするためには、クライアントの状態監視を常時行うので
、前者の方法では各サーバで最新の情報が利用できないために同じクライアントを複数の
ユーザに同時に割り当ててしまうなどの恐れがあり、後者の方法では、同期するための通
信や処理が頻繁に行われ、各サーバやネットワークの負荷が大きくなるため、接続管理の
システムに向かない。
【００１４】
　四つ目の方法は、各接続管理サーバがデータベースを持ち、各サーバのデータベースに
各サーバ自身が管理しているクライアントにかかわる情報だけを格納し、各サーバがシン
クライアント端末から接続要求を処理するときに、サーバ間で連携し、情報をやり取りす
ることでクライアントの割り当て処理を行う方法である。この方法の課題は、シンクライ
アント端末から接続要求があるたびに、すべての接続管理サーバと情報のやり取りをする
と、各サーバやネットワークの負荷が大きくなることである。
【００１５】
　本発明者は、上記のごとき負荷分散の実現方法およびそれぞれの課題に着目し、種々の
検討を重ね、課題の解決に結び付く新たな知見を得るに至った。本発明はかかる知見に基
づくものであり、シンクライアント端末からシンクライアントサーバへの接続の管理を行
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う接続管理サーバを複数有する接続管理システムであって、接続管理サーバは、クライア
ントの状態を保持するためこれらクライアントの状態管理を行うとともに、シンクライア
ント端末からの接続要求に応じて、当該シンクライアント端末が利用可能なクライアント
の検索を実行し、当該検索結果をシンクライアント端末に返信するものであり、シンクラ
イアント端末からシンクライアントサーバへの接続要求ごとに、クライアントの検索を実
行する接続管理サーバの範囲を制限する、というものである。
【００１６】
　この場合、接続管理サーバは、接続管理サーバごとに当該接続管理サーバが属するグル
ープの識別情報が格納されているサーバ構成情報テーブルと、シンクライアント端末から
の接続要求を受け付け、ユーザからのグループ指定に基づいてクライアントの検索を実行
する接続管理サーバを選択し、検索要求を送信する要求窓口部と、検索要求を受信し、シ
ンクライアント端末に割り当て可能な担当クライアントの中から接続可能なクライアント
を選択して応答する接続先管理部と、を有することが好ましい。
【００１７】
　さらに、当該接続管理システムにおいて、クライアントがグループ化されていることも
好ましい。
【００１８】
　本発明にかかるシンクライアントシステムは、複数のシンクライアント端末と、該シン
クライアント端末から接続されてアプリケーションを実行するクライアントを有する複数
のシンクライアントサーバと、上述のごとき接続管理システムとを有するものである。
【００１９】
　また、本発明は、複数のシンクライアント端末と、該シンクライアント端末から接続さ
れてアプリケーションを実行するクライアントを有するシンクライアントサーバと、シン
クライアント端末からシンクライアントサーバへの接続の管理を行う接続管理サーバと、
を有するシンクライアントシステムにおける該接続管理サーバの連携方法において、接続
管理サーバを複数設置し、これら接続管理サーバのいずれにおいてもシンクライアント端
末からの接続要求の受付を実行させ、さらに、接続管理サーバが、クライアントごとの状
態を保持するためこれらクライアントの状態管理を行うとともに、シンクライアント端末
からの接続要求に応じて、当該シンクライアント端末が接続可能なクライアントの検索を
行い、当該検索結果をシンクライアント端末に返信し、シンクライアント端末からシンク
ライアントサーバへの接続要求ごとに、クライアントの検索を実行する接続管理サーバの
範囲を制限する。
【００２０】
　本発明にかかる接続管理サーバの連携方法においては、利用可能なクライアントを検索
する接続管理サーバの範囲を適切に制限することで、各接続管理サーバの負荷（CPU負荷
など）や、ネットワークトラフィックを抑えることが可能となる。
【００２１】
　接続管理サーバは、シンクライアント端末からの接続要求の受付と、接続可能なクライ
アントの選択結果の応答とを引き受け、当該シンクライアント端末からの接続要求の転送
先の範囲を決定するとき、各接続管理サーバの情報が格納されている構成情報テーブルを
参照することが好ましい。
【００２２】
　さらに、接続管理サーバは、接続可能なクライアントグループの検索と、シンクライア
ント端末が接続可能なクライアントの選択と、クライアントの状態管理とを行う接続先管
理部を有し、当該接続管理サーバ内及び他の接続管理サーバ内の接続先管理部への検索要
求の転送とその転送先の範囲の決定、及びその転送した検索要求に対する応答の集計を行
うことが好ましい。
【００２３】
　本発明において、接続管理サーバにおける要求窓口部は、従来、接続先管理部が行って
いたシンクライアント端末からの接続要求の受付と要求応答（シンクライアント端末が接
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続可能なクライアントの選択およびその結果の回答を含む）を引き受ける。このような要
求窓口部を導入することにより、接続管理サーバの内部機能を、外部との通信を行う階層
（要求窓口部）と、利用可能なクライアントグループの検索を行う階層（接続先管理部）
とに分離でき、従来の接続先管理部を一切変更せずに、接続管理サーバの連携により適し
た構成を構築することができる。
【００２４】
　サーバ構成情報テーブルは、上述した要求の転送先の範囲を決定するときに参照される
テーブルである。転送先が多いほど、広い範囲から使用可能なクライアントを検索できる
が、ネットワークやサーバに大きな負荷がかかるようになる。そこで、クライアントを複
数のユーザで共用する形態のシンクライアントシステムにおける特徴を活かして転送先を
限定し、負荷を軽減する。
【００２５】
　ところで、ある特定のグループ（部署）に所属するユーザは、日々、いくつかの特定の
シンクライアント端末（自分専用の据え置き端末やモバイル端末、部内共用の端末）だけ
を使用して、接続管理サーバからある特定のグループに所属する（管理者がその部署に割
り当てている）いくつかのクライアントの中から一つのクライアントを割り当てられて利
用するという事例が多い。このような場合には、シンクライアント端末ごとに頻繁に接続
されるクライアントは特定されているため、シンクライアント端末がはじめに接続する接
続管理サーバとして、あらかじめそれぞれのシンクライアント端末ごとに頻繁に接続され
るクライアントを管理している接続管理サーバを登録しておき、利用可能なクライアント
を他の接続管理サーバで検索することなく自サーバ（当該接続管理サーバ）の中だけで検
索することができる。従って、このようなシンクライアントシステムにおいては、他のサ
ーバやネットワークに負荷をかけないようにすることができる。
【００２６】
　また、あるクライアントグループがシンクライアントシステムの中の一部の接続管理サ
ーバで管理されている場合には、その一部の接続管理サーバだけでクライアントを検索す
るようにしておくことができる。従って、その他のサーバには負荷をかけないようにする
ことができる。
【００２７】
　一方で、ユーザが出張などでいつもとは異なる場所に設置されている共用のシンクライ
アント端末から、そのユーザが日常的に利用しているクライアントグループ（出張先の端
末から見ると頻繁に接続しているものとは別のクライアントグループ）に接続する場合も
ある。この場合は、その共用のシンクライアント端末に登録されている特定の接続管理サ
ーバを検索しただけでは、利用可能なクライアントが見つからない。従って、このような
場合のために、ユーザがより広い範囲の接続管理サーバ、あるいは全接続管理サーバから
の検索を要求できるようにしておくことが望ましい。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、検索するサーバの範囲を適切に制限することで、各サーバの負荷や、
ネットワークトラフィックを抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の一実施形態を示すシンクライアントシステムの構成図である。
【図２】グループ情報管理テーブルの一例を示す図である。
【図３】接続先設定情報テーブルの一例を示す図である。
【図４】クライアント状態管理テーブルの一例を示す図である。
【図５】サーバ構成情報テーブルの一例を示す図である。
【図６】シンクライアント端末からシンクライアントサーバに対して接続を行う場合の接
続管理の手順の一例を示すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
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【００３０】
　以下、本発明の構成を図面に示す実施の形態の一例に基づいて詳細に説明する。
【００３１】
　図１に、本発明の一実施形態におけるシンクライアントシステムの構成例を示す。図示
されているシンクライアントシステムは、複数台のシンクライアントサーバ１と、複数台
のシンクライアント端末３と、シンクライアント端末３からシンクライアントサーバ１上
のクライアント１１への接続を管理する複数台の接続管理サーバ２と、から構成されてい
る。接続管理サーバ２は、シンクライアントサーバ１とシンクライアント端末３とを接続
するネットワーク内に設けられている。
【００３２】
　各シンクライアントサーバ１は、仮想的に構成されたコンピュータマシンであるクライ
アント１１を備えている。各クライアント１１には、ＯＳ（クライアントＯＳ）、業務ア
プリケーション及びデータがインストールされており、さらに、各クライアント１１は状
態取得部１１１を備えている。各クライアント１１は、ユーザがシンクライアント端末３
から接続管理サーバ２に接続するたびに割り振られてユーザに利用される。状態取得部１
１１は、クライアント１１の状態（電源オン、電源オフ、ログオフ、ログオン等）を接続
管理サーバ２の接続先管理部２１に送信する機能を有する。
【００３３】
　接続管理サーバ２は、接続先管理部２１、要求窓口部２２、グループ情報管理テーブル
２３、接続先設定情報テーブル２４、及びクライアント状態管理テーブル２５、サーバ構
成情報テーブル２６を備えている（図１参照）。
【００３４】
　要求窓口部２２は、シンクライアント端末３からクライアント１１への接続の要求を受
け、自サーバ内及び他サーバの接続先管理部２１への要求の転送とその転送先の範囲の決
定、及びその転送した要求に対する応答の集計を行い、シンクライアント端末３へ受けた
要求の応答を返す機能を有する。この要求窓口部２２は、従来、接続先管理部２１が行っ
ていたシンクライアント端末３からの要求の受付と応答を引き受けるものである。このよ
うな要求窓口部２２を導入することにより、外部との通信を行う階層（当該要求窓口部２
２）と、利用可能なクライアントグループの検索を行う階層（接続先管理部２１）とに分
離でき、従来の接続管理部を一切変更することなくサーバ連携構成（多数のクライアント
１１の状態管理と多数のシンクライアント端末３からの接続を複数の接続管理サーバ２で
対応するために連携させた構成）を構築することができる。
【００３５】
　接続先管理部２１は、要求窓口部２２から転送された要求に対し、接続可能なクライア
ントグループの検索や、シンクライアント端末３が接続する接続先クライアントの決定、
クライアント１１の状態管理を行う機能を有する。
【００３６】
　グループ情報管理テーブル２３、接続先設定情報テーブル２４、クライアント状態管理
テーブル２５、及びサーバ構成情報テーブル２６には、接続先管理部２１が接続管理を行
うために必要な情報がそれぞれ格納されている。
【００３７】
　グループ情報管理テーブル２３には、図２に示すように、ユーザ名（ユーザＩＤ）、シ
ンクライアント端末３、クライアント１１の各情報と、それぞれのユーザ、シンクライア
ント端末３、クライアント１１がどのグループに属しているかの情報が格納されている。
接続先設定情報テーブル２４には、図３に示すように、各クライアントグループに接続で
きる、ユーザ（ユーザＩＤ）グループ、シンクライアント端末グループに関する情報（紐
付け情報）が格納されている。クライアント状態管理テーブル２５には、図４に示すよう
に、クライアント１１の状態について、クライアント毎の情報が格納されている。サーバ
構成情報テーブル２６には、図５に示すように、シンクライアント端末３からの要求の転
送先を決定するのに使用するための各サーバの情報が格納されている。グループ情報管理
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テーブル２３、接続先設定情報テーブル２４及び、サーバ構成情報テーブル２６のデータ
は、このシンクライアントシステムの運用開始前（ユーザがクライアント１１に接続を行
う前）に設定しておく必要がある。
【００３８】
　シンクライアント端末３は、接続部３１、接続先制御部３２、接続管理サーバ情報ファ
イル３３を備える。接続管理サーバ情報ファイル３３には、各シンクライアント端末３が
接続するべき接続管理サーバ２の情報（IPアドレス）をあらかじめ指定しておく。ここで
指定する接続管理サーバ２は、その端末から頻繁に利用されるクライアント１１を管理し
ている接続管理サーバである。接続先制御部３２は、シンクライアント端末３上でユーザ
からのユーザＩＤ情報と検索範囲の入力を取得し、入力された情報とそのシンクライアン
ト端末３のシンクライアント端末情報を接続管理サーバ情報ファイル３３で指定された接
続管理サーバ２の要求窓口部２２に送信し、その後、接続可能なクライアント情報を要求
窓口部２２から取得して接続部３１に送信する機能を有する。接続部３１は受け取った情
報を用いてクライアント１１への接続を行う機能を有する。
【００３９】
　続いて、図６を用いて、シンクライアント端末３からシンクライアントサーバ１に対し
て接続を行う場合の接続管理の手順を説明する。
【００４０】
　ユーザがシンクライアント端末３を用いてクライアント１１への接続を行おうとする場
合、シンクライアント端末３の使用開始時において、そのユーザはシンクライアント端末
３に自身のユーザＩＤを入力し、検索範囲を指定する。すると接続先制御部３２は、ユー
ザから入力されたユーザ情報（ユーザＩＤ）と指定された検索範囲を取得し、次に、入力
されたユーザ情報と利用者が使っているシンクライアント端末３の情報（シンクライアン
ト端末情報）と検索範囲とを、接続管理サーバ情報ファイル３３で指定された接続管理サ
ーバ（以下、「デフォルト接続管理サーバ」という）２の要求窓口部２２に送信し、利用
可能なクライアントグループのリストを要求する（ステップＺ１）。デフォルト接続管理
サーバ２の要求窓口部２２は、ユーザ情報とシンクライアント端末情報と検索範囲とを受
け取り、指定された検索範囲とサーバ構成情報テーブル２６をもとに接続要求の転送先と
なる接続管理サーバ２を決定する（ステップＺ２）。このとき、転送先として決定された
接続管理サーバ２には、デフォルト接続管理サーバが含まれていてもよい。
【００４１】
　ここで、転送先サーバの決定方法について図５を用いて述べる。例として、デフォルト
接続管理サーバである接続管理サーバ＃１はステップＺ１で、シンクライアント端末３か
ら検索範囲として、「“範囲識別子（グループＩＤ）の値が１以下”のサーバ」という情
報を受け取ったとする。この場合、ステップＺ２でデフォルト接続管理サーバ＃１は自サ
ーバの中にあるサーバ構成情報テーブル２６を参照し、“範囲識別子の値が１以下“であ
るサーバを抽出する。これにより、接続管理サーバ＃１と、接続管理サーバ＃２が転送先
のサーバに決定される。一方、接続管理サーバ＃３は範囲識別子の値が２なので転送先に
ならない。なお、ステップＺ２では、範囲識別子のつけ方や検索範囲を決定する条件によ
って転送先となる接続管理サーバ２を柔軟に変えることができる。ただし、複雑な検索範
囲をユーザに指定させると使い勝手が悪くなるため、ユーザに検索範囲を指定させるとき
のユーザインターフェースとして、「人事部用のクライアントに接続する」や「接続可能
なクライアントをすべて検索する」といったユーザに分かりやすい選択肢を提供し、ユー
ザが簡単に検索範囲の指定が行えるようにするのが望ましい。
【００４２】
　次に、要求窓口部２２は、ステップＺ２で決定した各転送先の接続管理サーバ（この実
施形態の場合、デフォルト接続管理サーバを含む）の接続先管理部２１に対して、ユーザ
情報とシンクライアント端末情報を転送する（ステップＺ３）。ユーザ情報とシンクライ
アント端末情報を受け取った各接続管理サーバ２の接続先管理部２１は、受け取ったユー
ザ情報とシンクライアント端末情報とを用いて、これらの情報と紐付けられているクライ
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アントグループを接続先設定情報テーブル２４から抽出する（ステップＺ４）。
【００４３】
　紐付けの方法は任意であるが、例えば、クライアント・シンクライアント端末・ユーザ
をそれぞれグループとしてまとめ、各グループを紐付けることができる。これにより、「
人事部」などある特定のグループに所属する複数人のユーザで、クライアントやシンクラ
イアント端末を共有して使用するといった利用形態を実現しており、本発明もこのような
紐付け方を想定している。
【００４４】
　抽出された、接続可能なクライアントグループのリストは、各接続管理サーバ２の接続
先管理部２１からデフォルト接続管理サーバ２の要求窓口部２２に送信される（ステップ
Ｚ５）。デフォルト接続管理サーバ２の要求窓口部２２は、各接続管理サーバ（この実施
形態の場合、デフォルト接続管理サーバを含む）から送信されたクライアントグループの
リストを集計する（ステップＺ６）。集計されたリストは、シンクライアント端末３の接
続先制御部３２に送信される（ステップＺ７）。これを受けてシンクライアント端末３で
は、接続先制御部３２がユーザに、接続可能なクライアントグループのリストの中から接
続しようとするクライアントグループを選択させ、選択されたクライアントグループに関
する情報をデフォルト接続管理サーバ２の要求窓口部２２に送信する（ステップＺ８）。
【００４５】
　デフォルト接続管理サーバ２の要求窓口部２２は、選択されたクライアントグループに
関する情報を受信し、その選択されたクライアントグループを含むリストを送信した接続
管理サーバ２を特定し（ステップＺ９）、選択されたクライアントグループに関する情報
を、上記特定した接続管理サーバ２の接続先管理部２１に転送する（ステップＺ１０）。
情報を受け取った接続先管理部２１は、クライアント状態管理テーブル２５を検索するこ
とによって、そのクライアントグループに利用可能なクライアント１１、すなわち、どの
ユーザもログオンしていないクライアントを選択する（ステップＺ１１）。そして接続先
管理部２１は、そのクライアント１１の情報をデフォルト接続管理サーバ２の要求窓口部
２２に送信する（ステップＺ１２）。さらに、クライアントの情報を受け取ったデフォル
ト接続管理サーバ２の要求窓口部２２は、そのクライアントの情報を接続先制御部３２に
送信する（ステップＺ１３）。
【００４６】
　このようにして接続すべきクライアント１１に関する情報を受信した接続先制御部３２
は、そのシンクライアント端末３内の接続部３１に対してそのクライアント１１の情報を
入力する（ステップＺ１４）。その結果、接続部３１はクライアント１１に接続し（ステ
ップＺ１５）、そのクライアント１１上の状態取得部１１１は、クライアント状態管理テ
ーブル２５のそのクライアント１１の状態を接続先管理部２１経由で更新する（ステップ
Ｚ１６）。
【００４７】
　以上のようにして接続管理サーバ２は、シンクライアント端末３に対して所望の範囲か
ら接続可能なクライアントを検索し、当該クライアント１１に接続させることができる。
【００４８】
　上述したように、本実施形態における接続管理サーバ２およびこれを有するシンクライ
アントシステムにおいては、従来は１台の接続管理サーバで行っていたシンクライアント
システムにおける接続管理を複数のサーバで行えるようになることから、より多くのユー
ザ、シンクライアント端末、シンクライアントサーバ、クライアントで構成される大規模
なシンクライアントシステムを構築・運用できることが可能となる。
【００４９】
　また、本実施形態における接続管理サーバ２およびこれを有するシンクライアントシス
テムによれば、例えばユーザが出張などで、普段使用しないシンクライアント端末３を利
用してクライアント１１に接続するときだけ、広い範囲で利用可能なクライアント１１の
検索を行うようにし、普段は必要最小限の接続管理サーバ２だけを検索するといった接続
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管理を行うことが可能となる。したがって、シンクライアント端末３からのクライアント
１１への接続要求ごとに利用可能なクライアント１１を検索するサーバ（接続管理サーバ
２）の範囲を適切に制限することで、各サーバの負荷（CPU負荷など）や、ネットワーク
トラフィックを抑えることができる。
【００５０】
　なお、上述の実施形態は本発明の好適な実施の一例ではあるがこれに限定されるもので
はなく本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々変形実施可能である。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
　本発明は、複数のシンクライアント端末３と、該シンクライアント端末３から接続され
てアプリケーションを実行するクライアント１１を有するシンクライアントサーバ１とで
構成されるシンクライアントシステムにおいて、シンクライアント端末３からシンクライ
アントサーバ１に対して接続を行う場合の接続管理に適用して好適である。
【符号の説明】
【００５２】
１…シンクライアントサーバ、２…接続管理サーバ、３…シンクライアント端末、１１…
クライアント、２１…接続先管理部、２２…要求窓口部、２６…サーバ構成情報テーブル

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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