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(57)【要約】
【課題】論理的なサーバとして機能する複数の物理的な
サーバからなるサーバ群を管理対象として、物理的なサ
ーバの物理的な配置を模擬した画面上に、各々の物理的
なサーバの物理的な配置に対応づけて、物理的なサーバ
情報と、論理的なサーバの使用用途の情報及び属性情報
とを含む論理的なサーバ情報を表示する。
【解決手段】制御部１２が、シャーシ２内のサーバ群か
らサーバ情報を取得してサーバ情報ＤＢ１５に記憶し、
編集部１３が、サーバ情報ＤＢ１５からサーバ情報を読
み出して、該サーバ情報に基づいて、各々の物理サーバ
の物理的な配置に対応付けられた物理サーバ情報と、論
理サーバの使用用途の情報及び属性情報を含む論理的な
サーバ情報とを画面表示情報として生成し、表示部１４
が、物理的なサーバの物理的な配置を模擬した画面上に
画面表示情報を表示する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　論理的なサーバとして機能する複数の物理的なサーバからなるサーバ群を管理するサー
バ管理装置であって、
　物理的なサーバ情報と、前記論理的なサーバの使用用途の情報及び属性情報とを含む論
理的なサーバ情報とがサーバ情報として記憶された記憶手段と、
　前記記憶手段から前記サーバ情報を読み出して、該サーバ情報に基づいて、前記物理的
なサーバの物理的な配置を模擬した画面上に、各々の前記物理的なサーバの物理的な配置
に対応付けられた前記物理的なサーバ情報と前記論理的なサーバの使用用途の情報及び属
性情報とを含む論理的なサーバ情報を表示する表示手段とを備える
　ことを特徴とするサーバ管理装置。
【請求項２】
　前記表示手段が、前記物理的なサーバの物理的な配置を模擬した画面上に、物理的なサ
ーバの物理的な配置に対応付けて、前記物理的なサーバ情報に対応する物理的なサーバの
状態と、前記論理的なサーバ情報に対応する論理的なサーバの状態とを表示する
　ことを特徴とする請求項１に記載のサーバ管理装置。
【請求項３】
　前記記憶手段内に記憶されたサーバ情報を更新制御する制御手段を備える
　ことを特徴とする請求項１に記載のサーバ管理装置。
【請求項４】
　前記制御手段が、更に、第１の物理的なサーバが第２の物理的なサーバに切り替えられ
たときに、該第１の物理的なサーバに対応付けられた論理的なサーバ情報を前記第２の物
理的なサーバに対応付け、
　前記表示手段が、前記制御手段によって対応付けられた情報を表示する
　ことを特徴とする請求項１に記載のサーバ管理装置。
【請求項５】
　論理的なサーバとして機能する複数の物理的なサーバからなるサーバ群を管理するサー
バ管理装置におけるサーバ管理方法であって、
　物理的なサーバ情報と、前記論理的なサーバの使用用途の情報及び属性情報とを含む論
理的なサーバ情報とがサーバ情報として記憶された記憶手段から前記サーバ情報を読み出
して、該サーバ情報に基づいて、前記物理的なサーバの物理的な配置を模擬した画面上に
、各々の前記物理的なサーバの物理的な配置に対応付けられた前記物理的なサーバ情報と
前記論理的なサーバ情報と論理的なサーバの使用用途の情報及び属性情報とを含む論理的
なサーバ情報を表示する
　ことを特徴とするサーバ管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サーバ管理装置及びサーバ管理方法に関し、特に、物理的なサーバの物理的
な配置を模擬した画面上に、物理的なサーバ情報と、論理的なサーバの使用用途の情報及
び属性情報とを含む論理的なサーバ情報と表示することを通じてサーバを管理するサーバ
管理装置及びサーバ管理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、サーバからサーバ名、ホスト名、ＩＰアドレスといった情報を取得する監視ソフ
トがある。また、従来、サーバの使用用途については、付箋紙やテプラ（登録商標）等を
用いて管理していた。
【０００３】
　なお、監視対象装置が異常状態の場合に、その異常発生からの経過時間に伴って、異常
状態を示す異常マークの表示サイズを大とする状態表示装置が提案されている（例えば、
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特許文献１を参照）。
【特許文献１】特開２００２－１３２３４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年サーバに関する高度な専門知識を有した者だけではなく、一般的なオフィスユーザ
がサーバ管理を兼務として行なうことが多くなってきた。例えばブレードサーバに関連す
る資産が増大する中、当該資産や運用上必要な情報を一括に管理することが難しくなって
きた。ここで、１つの物理的なサーバを、仮想化技術を用いて複数台の仮想サーバ（仮想
マシン）として運用する形態が増えてきているため、物理的なサーバと仮想サーバとの対
応の把握が難しくなってきている。
【０００５】
　監視ソフトがサーバからサーバ名やホスト名、ＩＰアドレスといった情報を取得してサ
ーバ管理を行う従来技術では、論理的なサーバとして機能する複数の物理的なサーバから
なるサーバ群を管理対象として、物理的なサーバの物理的な配置を模擬した画面上に、各
々の物理的なサーバに対応づけて物理的なサーバ情報と、論理的なサーバの使用用途の情
報等を含む論理的なサーバ情報を表示してユーザに把握させることができない。
【０００６】
　また、従来技術では、サーバ群全体のステータス、各々のサーバのステータス、論理サ
ーバのステータス、各サーバの使用用途を一画面内で一覧表示することができない。
【０００７】
　また、物理的なサーバが他の物理的なサーバに切り替わったり、物理的なサーバの物理
的な配置が移動された場合には、付箋紙やテプラ（登録商標）等を用いてサーバの使用用
途を管理する従来技術によっては、どのサーバがどのような用途で使用されているかを把
握することが困難となる。
【０００８】
　本発明は、論理的なサーバとして機能する複数の物理的なサーバからなるサーバ群を管
理対象として、物理的なサーバの物理的な配置を模擬した画面上に、各々の物理的なサー
バの物理的な配置に対応づけて、物理的なサーバ情報と、論理的なサーバの使用用途の情
報及び属性情報とを含む論理的なサーバ情報を表示するサーバ管理装置の提供を目的とす
る。
【０００９】
　また、本発明は、論理的なサーバとして機能する複数の物理的なサーバからなるサーバ
群を管理対象として、物理的なサーバの物理的な配置を模擬した画面上に、各々の物理的
なサーバの物理的な配置に対応づけて、物理的なサーバ情報と、論理的なサーバの使用用
途の情報及び属性情報とを含む論理的なサーバ情報を表示するサーバ管理方法の提供を目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本サーバ管理装置は、論理的なサーバとして機能する複数の物理的なサーバからなるサ
ーバ群を管理するサーバ管理装置であって、物理的なサーバ情報と、前記論理的なサーバ
の使用用途の情報及び属性情報とを含む論理的なサーバ情報とがサーバ情報として記憶さ
れた記憶手段と、前記記憶手段から前記サーバ情報を読み出して、該サーバ情報に基づい
て、前記物理的なサーバの物理的な配置を模擬した画面上に、各々の前記物理的なサーバ
の物理的な配置に対応付けられた前記物理的なサーバ情報と前記論理的なサーバの使用用
途の情報及び属性情報とを含む論理的なサーバ情報を表示する表示手段とを備える。
【００１１】
　また、本サーバ管理方法は、論理的なサーバとして機能する複数の物理的なサーバから
なるサーバ群を管理するサーバ管理装置におけるサーバ管理方法であって、物理的なサー
バ情報と、前記論理的なサーバの使用用途の情報及び属性情報とを含む論理的なサーバ情



(4) JP 2009-276835 A 2009.11.26

10

20

30

40

50

報とがサーバ情報として記憶された記憶手段から前記サーバ情報を読み出して、該サーバ
情報に基づいて、前記物理的なサーバの物理的な配置を模擬した画面上に、各々の前記物
理的なサーバの物理的な配置に対応付けられた前記物理的なサーバ情報と前記論理的なサ
ーバ情報と論理的なサーバの使用用途の情報及び属性情報とを含む論理的なサーバ情報を
表示する。
【発明の効果】
【００１２】
　本サーバ管理装置及び本サーバ管理方法によれば、物理的なサーバの物理的な配置を模
擬した画面上に、各々の物理的なサーバの物理的な配置に対応づけて、物理的なサーバ情
報と、論理的なサーバの使用用途の情報及び属性情報とを含む論理的なサーバ情報を表示
することが可能となる。その結果、本サーバ管理装置及び本サーバ管理方法による表示結
果を参照したユーザは、各々の物理的なサーバの物理的な配置に対応する物理的なサーバ
情報と論理的なサーバの使用用途の情報及び属性情報とを含む論理的なサーバ情報を容易
に把握することができるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下に、本実施形態について、図を用いて説明する。図１は、本実施形態の構成例を示
す図である。サーバ管理装置１は、シャーシ２の内の各スロットに格納された複数の物理
的なサーバ（物理サーバ）からなるサーバ群を管理する処理装置である。該サーバ群は、
例えば、ブレードサーバである。サーバ管理装置１は、ネットワーク３を介して１又は複
数のシャーシ２（及びシャーシ２内の物理サーバ）と接続されている。シャーシ２は、物
理サーバを格納する筐体であり、シャーシ２内に格納された複数の物理サーバの各々は、
仮想マシン（仮想サーバ）を含む論理的なサーバ（論理サーバ）として機能する。すなわ
ち、各々の物理サーバは、論理サーバに対応付けられている。
【００１４】
　サーバ管理装置１は、情報入力部１１、制御部１２、編集部１３、表示部１４、サーバ
情報データベース（ＤＢ）１５を備える。情報入力部１１は、サーバ管理装置１のユーザ
による後述するサーバ情報表示画面上における選択操作に応じた情報（選択情報）を入力
する。選択情報は、例えば、サーバ情報表示画面上の特定の領域、ボタン又はアイコン等
が選択されたことを示す情報である。また、情報入力部１１は、上記ユーザの指定入力に
従って、サーバ情報ＤＢ１５内のサーバ情報を設定する情報（サーバ情報の設定情報）を
入力する。サーバ情報は、物理サーバの物理的な配置（例えば、該物理サーバが格納され
るシャーシ２内のスロット）に対応づけられた、後述する物理サーバ情報と、論理サーバ
の使用用途の情報及び属性情報とを含む論理サーバ情報である。
【００１５】
　制御部１２は、各々のシャーシ２内のサーバ群からネットワーク３を介してサーバ情報
を取得してサーバ情報ＤＢ１５に記憶する。また、制御部１２は、情報入力部１１によっ
て入力された、サーバ情報の設定情報に基づいて、サーバ情報ＤＢ１５内のサーバ情報を
設定又は更新する。すなわち、サーバ管理装置１は、制御部１２によって、サーバ情報を
設定又は更新することができる。
【００１６】
　また、制御部１２は、例えば、ネットワーク３を通じて、シャーシ２内のサーバ群から
、該シャーシ２内の第１の物理サーバが第２の物理サーバに切り替えられたことを示す情
報（サーバ切替情報）を取得する。そして、制御部１２は、例えば、取得されたサーバ切
替情報に基づいて、サーバ情報ＤＢ１５内の、上記第１の物理サーバに対応付けられた論
理サーバ情報（に含まれる論理サーバの使用用途の情報及び属性情報）を、上記第２の物
理サーバに対応付ける。そして、制御部１２は、後述する編集部１３に指示して、該対応
付けられた論理サーバ情報に含まれる論理サーバの使用用途の情報及び属性情報を上記第
２の物理サーバの物理的な配置に対応付けて表示させる。その結果、物理サーバの切り替
えに応じて、物理サーバの物理的な配置に対応付けられた論理サーバ情報に含まれる論理
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サーバの使用用途の情報及び属性情報とを自動的に表示することができる。
【００１７】
　本発明の一実施形態によれば、制御部１２が、第１の物理サーバの物理的な配置が移動
になったことを示す情報をサーバ移動情報として取得するようにしてもよい。そして、制
御部１２が、サーバ移動情報に基づいて、サーバ情報ＤＢ１５内の、物理的な配置が移動
された第１の物理サーバ（例えば、格納されるスロットが変更された物理サーバ）に対応
付けられた論理サーバ情報（に含まれる論理サーバの使用用途の情報及び属性情報）を、
該移動後の物理的な配置に対応付ける。そして、制御部１２が、編集部１３に指示して、
該論理サーバ情報に含まれる論理サーバの使用用途の情報及び属性情報を上記移動後の物
理的な配置に対応付けて表示させる。その結果、物理サーバの移動に応じて、物理サーバ
の物理的な配置に対応付けられた論理サーバ情報に含まれる論理サーバの使用用途の情報
及び属性情報とを自動的に表示することができる。
【００１８】
　なお、制御部１２は、上記サーバ切替情報、サーバ移動情報、各々のシャーシ２内の物
理サーバの切替を制御する制御装置（図示を省略）からネットワーク３を通じて取得して
もよい。また、情報入力部１１が、ユーザの指定入力に従ってサーバ切替情報、サーバ移
動情報を入力し、制御部１２が該サーバ切替情報、サーバ移動情報を取得するようにして
もよい。
【００１９】
　編集部１３は、サーバ情報ＤＢ１５からサーバ情報を読み出して、該サーバ情報と、情
報入力部１１によって入力された選択情報とに基づいて、サーバ情報表示画面上に表示す
る情報（画面表示情報）を生成し、表示部１４に指示して、物理的なサーバの物理的な配
置を模擬した画面上に該画面表示情報を表示させる。編集部１３は、例えば、各々の物理
サーバの物理的な配置に対応付けられた物理サーバ情報と、論理サーバの使用用途の情報
及び属性情報を含む論理サーバ情報とを画面表示情報として生成し、表示部１４に表示さ
せる。該表示結果を参照したユーザは、物理的なサーバ情報と、論理的なサーバ情報に含
まれる論理的なサーバの使用用途の情報及び属性情報との関係を容易に把握することがで
きるようになる。
【００２０】
　編集部１３が、物理的なサーバの物理的な配置を模擬した画面上に、物理的なサーバの
物理的な配置に対応付けて、上記物理サーバ情報に対応する物理サーバの状態と、上記論
理的サーバ情報に対応する論理サーバの状態とを表示するようにしてもよい。該表示結果
を参照したユーザは、物理的なサーバの物理的な配置に対応する物理サーバの状態と、論
理サーバの状態とを容易に把握することができる。また、編集部１３が、制御部１２の指
示に応じた情報を画面表示情報とするようにしてもよい。
【００２１】
　表示部１４は、編集部１３が生成した画面表示情報を表示する。サーバ情報ＤＢ１５に
は、各シャーシ２内のサーバ群毎のサーバ情報が記憶される。
【００２２】
　サーバ管理装置１が備える各処理部の処理は、図示を省略するＣＰＵとその上で実行さ
れるプログラムにより実現される。該プログラムは、コンピュータが読み取り可能な記録
媒体に格納することができ、該記録媒体に記録して提供され、又は、通信インタフェース
を介してネットワークを利用した送受信により提供される。
【００２３】
　図２は、サーバ情報ＤＢ内のサーバ情報の構成例を示す図である。図２では、あるシャ
ーシ２内のサーバ群に対応するサーバ情報を例にとって説明する。図２に示すように、サ
ーバ情報は、各々のスロット番号に対応付けられた、物理サーバ情報、論理サーバ情報、
業務ラベル情報、コメントといった情報を含む。スロット番号は、物理サーバが格納され
るスロットの識別番号である。物理サーバ情報は、物理サーバに関する情報である。物理
サーバ情報には、例えば、該物理サーバの電源の状態、該物理サーバの状態、該物理サー



(6) JP 2009-276835 A 2009.11.26

10

20

30

40

50

バを示すアイコン等を示す情報が含まれる。物理サーバの状態は、物理サーバが停止状態
、エラー状態、正常状態、アラーム状態等のいずれかであることを示す。
【００２４】
　論理サーバ情報は、該物理サーバに対応付けられる論理サーバに関する情報である。論
理サーバ情報には、例えば、ＯＳ（オペレーティングシステム）の種別、論理サーバの状
態、論理サーバを示すアイコン（論理サーバアイコン）等を示す情報が含まれる。論理サ
ーバの状態は、論理サーバが停止状態、エラー状態、正常状態、アラーム状態等のいずれ
かであることを示す。また、論理サーバ情報には、後述する業務ラベル情報とコメントの
情報とが含まれる。
【００２５】
　物理サーバが複数の仮想サーバであるゲストサーバ（例えば、ＶＭ（Virtual Machine 
) Ｇｕｅｓｔ) として機能する場合は、上記論理サーバ情報には、ＶＭＧｕｅｓｔを管理
する仮想ホスト（例えば、ＶＭＨｏｓｔ）に関する情報（ＶＭＨｏｓｔ情報）と、ゲスト
サーバに関する情報（ＶＭＧｕｅｓｔ情報）とが含まれる。またこの場合、上記ＯＳの種
別はＶＭＨｏｓｔのＯＳを示す。上記ＶＭＨｏｓｔ情報には、ＶＭＨｏｓｔを示すアイコ
ン（ＶＭアイコン）を示す情報が含まれる。ＶＭＧｕｅｓｔ情報には、例えば、ゲストサ
ーバ名、ゲストサーバのアイコン（ゲストアイコン）、ゲストサーバの状態、ゲストサー
バの電源状態、ゲストサーバのＯＳが含まれる。ゲストサーバの状態は、ゲストサーバが
停止状態、エラー状態、正常状態、アラーム状態等のいずれかであることを示す。
【００２６】
　業務ラベル情報は、論理サーバの使用用途を示す情報である。業務ラベル情報は、例え
ば、「営業１の○○用」といった文字情報を含む。物理サーバが複数の仮想サーバ（ゲス
トサーバ）として機能する場合は、該物理サーバに対応付けられた業務ラベル情報は、Ｖ
ＭＨｏｓｔに対応する業務ラベル情報（ＶＭＨｏｓｔの使用用途に関する情報）と、ゲス
トサーバに対応する業務ラベル情報（ゲストサーバの使用用途に関する情報）とを含む。
コメントは、論理サーバの属性情報である。コメントは、例えば、論理サーバの担当者、
該担当者の連絡先、該論理サーバに障害が発生した時の対処方法に関する情報を含む。
【００２７】
　なお、サーバ管理装置１に未登録である（待機状態である）物理サーバについては、サ
ーバ情報ＤＢ１５内には、サーバ情報として物理サーバ情報のみが記憶される。
【００２８】
　図３は、サーバ情報の収集処理フローの一例を示す図である。まず、制御部１２が、サ
ーバ情報を収集し（ステップＳ１）、収集したサーバ情報をサーバ情報ＤＢ１５に記憶す
る（ステップＳ２）。
【００２９】
　図４は、サーバ情報表示画面上への画面表示情報の表示処理フローの一例を示す図であ
る。まず、編集部１３が、サーバ情報ＤＢ１５からサーバ情報を読み出す（ステップＳ１
１）。例えば、編集部１３が、サーバ情報ＤＢ１５から、管理対象のシャーシ２内のサー
バ群に対応するサーバ情報を読み出す。管理対象のシャーシ２は、図５中に示すような初
期のサーバ情報表示画面中のシャーシ表示領域１０１内に表示されているシャーシ２であ
る。編集部１３が、読み出されたサーバ情報に含まれる物理サーバ情報に基づいて、サー
バ状態ビューを生成し、表示部１４が、例えば図５のサーバ情報表示画面中の太線で囲ま
れた領域に示されるサーバ状態ビュー１００を表示する（ステップＳ１２）。サーバ状態
ビュー１００は、管理対象のシャーシ２内のサーバ群に含まれる全ての物理サーバについ
て、物理サーバの状態（正常状態、エラー状態、アラーム状態、停止状態）毎に物理サー
バが何台あるかを示す情報である。編集部１３は、表示部に指示して、図５中に示すサー
バ状態ビュー１００に、物理サーバの状態を示す状態アイコンに対応付けて、物理サーバ
を示すアイコン（物理サーバアイコン）と、該状態である物理サーバの台数の情報とを表
示する。例えば、図５中に示すサーバ状態ビュー１００中の状態アイコン２００はエラー
状態を示し、状態アイコン２０１は、アラーム状態（物理サーバからアラームが出されて
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いる状態）を示す。また、状態アイコン２０２は、停止状態を示す。また、状態アイコン
が付けられていない物理サーバアイコンに対応付けられる台数は、正常状態である物理サ
ーバの台数を示す。
【００３０】
　次に、編集部１３が、サーバ情報に基づいて、サーバ一覧ビューを生成し、表示部１４
が、図６のサーバ情報表示画面中の太線で囲まれた領域に示されるサーバ一覧ビュー１０
２を表示する（ステップＳ１３）。具体的には、編集部１３が、サーバ情報に含まれる、
物理サーバが格納されるスロットのスロット番号の情報（例えば、スロット番号１からス
ロット番号１０までのスロット番号）を取得し、各スロット番号に対応するスロット対応
情報表示領域１０３をサーバ情報表示画面上に表示することを通じて、サーバ一覧ビュー
１０２を表示する。
【００３１】
　サーバ一覧ビュー１０２は、シャーシ２内のサーバ群を構成する物理サーバの物理的な
配置に対応付けられた物理サーバ情報と論理サーバの使用用途の情報及び属性情報とを含
む論理サーバ情報が表示される領域である。すなわち、該サーバ一覧ビュー１０２が表示
されるサーバ情報表示画面は、物理的なサーバの物理的な配置を模擬した画面である。図
７を参照して後述する処理に従って、図６中に示すサーバ一覧ビュー１０２内の各々のス
ロット対応情報表示領域１０３に、物理サーバが格納されるスロット毎のサーバ情報（物
理サーバの物理情報と論理サーバの使用用途の情報及び属性情報とを含む論理サーバ情報
）が表示される。なお、図６中のスロット対応情報表示領域１０３内に表示されている番
号１乃至１０が、シャーシ２内のスロットのスロット番号である。
【００３２】
　図７は、サーバ一覧ビューへのサーバ情報の表示処理フローの一例を示す図である。ま
ず、編集部１３が、所定のカウンタ（図示を省略）においてスロット番号を１に設定する
（ステップＳ２１）。編集部１３が、設定されたスロット番号が所定値（例えば、シャー
シ２内のスロットの総数の値である１０）より大きいかを判断する（ステップＳ２２）。
編集部１３が、スロット番号が所定値より大きいと判断した場合は処理を終了する。編集
部１３が、スロット番号が所定値より大きくないと判断した場合は、編集部１３が、表示
部１４に指示して、上記図４のステップＳ１１において読み出されたサーバ情報のうち、
該スロット番号に対応するサーバ情報を、該スロット番号に対応するスロット対応情報表
示領域１０３に表示させる（ステップＳ２３）。そして、編集部１３が、スロット番号を
インクリメントして（ステップＳ２４）、上記ステップＳ２２に戻る。
【００３３】
　図８は、図７のステップＳ２３におけるスロット対応情報表示領域へのサーバ情報の表
示処理の詳細を説明する図である。まず、表示部１４が、サーバ情報に含まれる物理サー
バの電源の状態を表示する（ステップＳ３１）。例えば、図９に示すように、サーバ情報
表示画面中の各スロット番号に対応するスロット対応情報表示領域１０３に、電源の状態
を示すアイコン（電源状態アイコン）１０４が表示される。なお、ユーザが電源状態アイ
コン１０４を選択すると、制御部１２が、ネットワーク３を通じて該電源状態アイコンに
対応するサーバに制御信号を送信して、該電源状態アイコン１０４に対応するサーバの電
源をＯＮ又はＯＦＦする。
【００３４】
　次に、表示部１４が、各スロット番号に対応するスロット対応情報表示領域１０３に、
それぞれのスロット番号が示すスロットに格納されている物理サーバの状態を表示する（
ステップＳ３２）。例えば、図９に示すように、スロット番号１に対応するスロット対応
情報表示領域１０３に、該スロット番号１のスロットに格納されている物理サーバを示す
物理サーバアイコン３０３とともに、該物理サーバが停止状態であることを表す状態アイ
コン２０２が表示される。また、例えば、スロット番号２に対応するスロット対応情報表
示領域１０３に、該スロット番号２のスロットに格納されている物理サーバを示す物理サ
ーバアイコン３００とともに、該物理サーバがエラー状態であることを表す状態アイコン



(8) JP 2009-276835 A 2009.11.26

10

20

30

40

50

２００が表示される。また、例えば、スロット番号３、スロット番号７に対応するスロッ
ト対応情報表示領域１０３に、それぞれ、スロット番号３、スロット番号７のスロットに
格納されている物理サーバを示す物理サーバアイコン３０２、物理サーバアイコン３０４
が表示される。該物理サーバアイコン３０２、３０４が示す物理サーバは、例えば正常状
態であるので、状態アイコンは表示されない。また、例えば、スロット番号５に対応する
スロット対応情報表示領域１０３に、該スロット番号５に格納されている物理サーバを示
す物理サーバアイコン３０１とともに、該物理サーバがアラーム状態であることを表す状
態アイコン２０１が表示される。
【００３５】
　次に、表示部１４が、サーバ情報に含まれるＯＳと、サーバ情報に含まれる業務ラベル
情報を示す業務ラベルと、サーバ情報に含まれる論理サーバの状態とを表示する（ステッ
プＳ３３）。例えば、表示部１４は、図９に示すように、スロット番号１に対応するスロ
ット対応情報表示領域１０３に、論理サーバアイコン４００を表示するとともに、ＯＳ、
論理サーバアイコン４００が示す論理サーバに対応する業務ラベル、論理サーバの状態を
表示する。図９中のスロット対応情報表示領域１０３中に表示されている「ＯＳ－Ａ」、
「ＯＳ－Ｂ」、「ＶＭＯＳ－Ｃ」等が、ステップＳ３３において表示されるＯＳを示す。
なお、例えば、図９中のスロット番号７のスロット対応情報表示領域１０３に表示される
「ＶＭＯＳ－Ｃ」は、仮想マシン対応のＯＳである。また、図９中のスロット対応情報表
示領域１０３中に表示されている「営業１」、「営業２」、「営業３」、「営業」、「総
務」等が記述された業務ラベル４０１が、ステップＳ３３において表示される業務ラベル
を示す。表示部１４は、例えば、論理サーバの各状態を、異なる表示形式の論理サーバア
イコン４００で表現する。
【００３６】
　なお、物理サーバが複数のゲストサーバとして機能する場合は、上記ステップＳ３３に
おいて、論理サーバアイコン４００の代わりに、ゲストサーバを管理するＶＭＨｏｓｔを
示すＶＭアイコンが表示される。例えば、スロット番号７のスロットに格納された物理サ
ーバが複数のゲストサーバとして機能する場合、図９中のスロット番号７に対応するスロ
ット対応情報表示領域１０３中に、ＶＭＨｏｓｔを示すＶＭアイコン４０２が表示される
。また、ＶＭＨｏｓｔの使用用途を示す業務ラベル４０１が表示される。
【００３７】
　上記ステップＳ３３の処理によって業務ラベルが表示されることによって、サーバの使
用用途を一見して把握することができる。その結果、ユーザは、サーバの電源ＯＮ操作又
は電源ＯＦＦ操作を迷うことなく円滑に行うことができる。
【００３８】
　次に、編集部１３が、ＯＳが仮想マシン（ＶＭ）対応であるか（ＶＭ対応か）を判断す
る（ステップＳ３４）。編集部１３が、ＯＳが仮想マシン対応でないと判断した場合は、
処理を終了する。編集部１３が、ＯＳが仮想マシン対応であると判断した場合は、編集部
１３が、表示部１４に指示して、ゲストサーバ（ＶＭＧｕｅｓｔ）のゲストアイコンと該
ゲストサーバに対応する業務ラベルとを表示する（ステップＳ３５）。例えば、スロット
番号７のスロットに格納された物理サーバが複数のゲストサーバとして機能する場合、該
ゲストサーバを管理するＶＭＨｏｓｔのＯＳは、仮想マシン対応のＯＳである。従って、
図９中に示すように、スロット番号７に対応するスロット対応情報表示領域１０３中に、
ゲストアイコン４０３とゲストサーバに対応する業務ラベル４０４とが表示される。
【００３９】
　編集部１３が、ゲストサーバ数が所定数（例えば、１０台）を超えるかを判断する（ス
テップＳ３６）。編集部１３が、ゲストサーバ数が所定数を超えないと判断した場合は、
処理を終了する。編集部１３が、ゲストサーバ数が所定数を超えると判断した場合は、編
集部１３は、表示部１４に指示して、ページングを行うインタフェース部品を配置する（
ステップＳ３７）。例えば、図９に示すように、スロット番号７に対応するスロット対応
情報表示領域１０３中に、ページングを行うインタフェース部品４０５－１、４０５－２
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が配置される。ユーザが、例えばインタフェース部品４０５－１を選択すると、上記所定
数を超えた分の数のゲストサーバが次のページに表示される。
【００４０】
　図９に示すサーバ情報表示画面上で、ユーザが、スロット番号７に対応するスロット対
応情報表示領域１０３中に表示されている、ＶＭＨｏｓｔのＯＳであるＶＭＯＳ－３をク
リックすると、編集部１３が、該スロット番号７に対応するサーバ情報に基づいて、後述
する図１１に示すサーバ情報表示画面中に示すようなＶＭＧｕｅｓｔ詳細ビュー５００を
生成し、表示部１４に表示させる。ＶＭＧｕｅｓｔ詳細ビュー５００は、サーバ一覧ビュ
ー１０２の表示領域と異なる表示領域に表示される。ＶＭＧｕｅｓｔ詳細ビュー５００に
は、例えば、ＶＭＨｏｓｔが管理するゲストサーバのゲストサーバ名、該ゲストサーバの
アイコン（ゲストアイコン）４０３、該ゲストサーバの状態を示す状態アイコン４０８、
該ゲストサーバの電源状態を示す電源状態アイコン４０６、該ゲストサーバのＯＳ、該ゲ
ストサーバの使用用途を示す業務ラベル４０４が表示される。
【００４１】
　図１０は、ＶＭＧｕｅｓｔ詳細ビューの表示処理フローの一例を示す図である。ユーザ
が、図９中のスロット番号７に対応するスロット対応情報表示領域１０３において表示さ
れているＶＭＨｏｓｔのＯＳ（ＶＭＯＳ－Ｃ）をクリックすると、情報入力部１１が、該
クリック操作に応じた選択情報を入力する（ステップＳ４１）。編集部１３が、表示部１
４に指示して、図１１のサーバ情報表示画面中に示すように、スロット番号７に対応する
ＶＭＧｕｅｓｔ詳細ビュー５００を、例えばサーバ一覧ビュー１０２より下の位置に表示
する（ステップＳ４２）。次に、編集部１３が、サーバ情報に含まれるＶＭＧｕｅｓｔ情
報を参照して、上記ＶＭＨｏｓｔが管理するＶＭＧｕｅｓｔの状態を取得し、表示部１４
に指示して、該状態を示す状態アイコン４０８をＶＭＧｕｅｓｔ詳細ビュー５００内に表
示する。
【００４２】
　次に、編集部１３が、上記ＶＭＧｕｓｔ情報に含まれるＶＭＧｕｅｓｔのＯＳの情報と
、上記サーバ情報の業務ラベル情報に含まれる該ＶＭＧｕｅｓｔの業務ラベル情報とを取
得し、表示部１４に指示して、該ＶＭＧｕｅｓｔのＯＳと業務ラベル４０４とをＶＭＧｕ
ｅｓｔ詳細ビュー５００内に表示させる（ステップＳ４４）。そして、編集部１３が、上
記ＶＭＧｕｓｔ情報に含まれるＶＭＧｕｅｓｔの電源状態を取得し、表示部１４に指示し
て、該ＶＭＧｕｅｓｔの電源状態を示す電源状態アイコン４０６を表示させる（ステップ
Ｓ４５）。
【００４３】
　図１２は、業務ラベル又はコメントの表示処理フローの一例を示す図である。まず、情
報入力部１１が、サーバ情報表示画面上における業務ラベルの表示箇所へのユーザによる
入力を検知し（ステップＳ５１）、該入力が業務ラベル上へのマウスオーバー操作による
入力であるか、該業務ラベルのクリック操作による入力であるかを判断する。情報入力部
１１が、該入力が業務ラベル上へのマウスオーバー操作による入力であると判断した場合
、情報入力部１１が、該マウスオーバー操作に応じた選択情報を入力し、編集部１３が、
該選択情報の入力に応じて、サーバ情報に含まれる業務ラベル情報が示す文字情報を全文
表示する（ステップＳ５２）。その結果、マウスオーバーされた業務ラベルが全文表示さ
れる。情報入力部１１が、該入力が業務ラベルのクリック操作であると判断した場合、情
報入力部１１が、該クリック操作に応じた選択情報を入力し、表示部１４が、編集部１３
の指示に従って、サーバ情報に含まれる業務ラベル情報が示す文字情報を全文表示すると
ともに、該サーバ情報に含まれるコメントを表示する（ステップＳ５３）。ステップＳ５
３によって、例えば、サーバの担当者、連絡先、サーバに障害が発生した時の対処方法に
関する情報がコメントとして表示される。従って、ユーザは、該コメントを参照すること
によって、サーバの担当者、連絡先、サーバに障害が発生した時の対処方法に関する情報
を容易に把握することができる。
【００４４】
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　図１２を参照して説明した業務ラベル又はコメントの表示処理と図８を参照して説明し
たスロット対応情報表示領域へのサーバ情報の表示処理によれば、サーバに障害が発生し
た場合に、ユーザが該障害に対して迅速に対処することができる。すなわち、シャーシ２
のスロット番号「２」のスロットに格納されたサーバに障害が発生すると、上記図８のス
テップＳ３２の処理によって、例えば図９に示すように、サーバ状態表示画面中のスロッ
ト番号２に対応するスロット対応情報表示領域１０３に、該サーバを示す物理サーバアイ
コン３００とともに、該サーバがエラー状態であることを表す状態アイコン２００が表示
される。ユーザが、該スロット対応情報表示領域１０３上で、「営業２」と記述された業
務ラベル４０１をクリックすると、上記図１２のステップＳ５３の処理によって、該サー
バの担当者、連絡先、該サーバに障害が発生した時の対処方法に関する情報が表示される
ので、ユーザは、該サーバに発生した障害への対応処理を迅速にとることができる。
【００４５】
　図１３は、サーバ情報ＤＢ内のサーバ情報の更新制御処理フローの一例を示す図である
。図１３では、サーバ情報に含まれる業務ラベル情報とコメントの更新制御処理を例にと
って説明する。
【００４６】
　まず、図９に示すサーバ情報表示画面上で、ユーザが、ラベル／コメント一覧編集メニ
ュー６００を選択すると、情報入力部１１が、該選択操作に応じた選択情報を入力する（
ステップＳ６１）。制御部１２が、該選択情報に応じて、表示部１４に指示して、業務ラ
ベル／コメント一覧編集ウインドウ（図示を省略）を表示する（ステップＳ６２）。業務
ラベル／コメント一覧編集ウインドウは、業務ラベルとコメントとを設定するための画面
であり、例えば、論理サーバの選択欄、論理サーバに対応する業務ラベルの入力欄、コメ
ントの入力欄が表示される。ユーザが、論理サーバの選択欄において論理サーバを選択し
、論理サーバに対応する業務ラベルの入力欄において業務ラベルを入力し、コメントの入
力欄においてコメントを入力すると、情報入力部１１が、該選択された論理サーバの情報
、入力された業務ラベル、コメントの情報をサーバ情報の設定情報として入力する（ステ
ップＳ６３）。そして、制御部１２が、サーバ情報ＤＢ１５内のサーバ情報のうち、上記
選択された論理サーバに対応するサーバ情報を特定し、特定されたサーバ情報に含まれる
業務ラベル、コメントを、上記サーバ情報の設定情報に含まれる業務ラベル、コメントで
更新する（ステップＳ６４）。上記図１３を参照して説明した、サーバ情報に含まれる業
務ラベル情報とコメントの更新制御処理によれば、ユーザが、業務ラベル情報とコメント
を自由に編集することができる。
【００４７】
　図１４は、物理サーバの切り替え時の表示処理フローの一例を示す図である。図１４で
は、シャーシ２内の第１の物理サーバが、待機状態であった第２の物理サーバに切り替え
られた時の表示処理を例にとって説明する。まず、制御部１２が、ネットワーク３を通じ
て、シャーシ２内の第１の物理サーバが、待機状態であった第２の物理サーバに切り替え
られたことを示すサーバ切替情報を取得する（ステップＳ７１）。制御部１２が、取得さ
れたサーバ切替情報に基づいて、サーバ情報ＤＢ１５内の、第１の物理サーバに対応付け
られた論理サーバ情報を上記第２の物理サーバに対応付け（ステップＳ７２）、ステップ
Ｓ７３に進む。
【００４８】
　図１５及び図１６は、ステップＳ７２における、論理サーバ情報、業務ラベル情報、コ
メントの対応付け処理を説明する図である。図１５中に示す７００は第１の物理サーバ（
稼働サーバ）のサーバ情報、図１５中に示す７０１は稼働サーバが稼働中に待機状態であ
った第２の物理サーバ（待機サーバ）のサーバ情報である。
【００４９】
　ここで、稼働サーバにエラーが発生し、稼働サーバが待機サーバに切り替えられて、該
待機サーバが新たな稼働サーバになった場合、制御部１２は、図１６中の＃１に示すよう
に、サーバ情報７００に含まれる論理サーバ情報と該サーバ情報７００に含まれる物理サ



(11) JP 2009-276835 A 2009.11.26

10

20

30

40

50

ーバ情報との対応付けを解除するとともに、図１６中の＃２に示すように、該サーバ情報
７００に含まれる論理サーバ情報をサーバ情報７０１に含まれる物理サーバ情報に対応付
ける（リンクさせる）。
【００５０】
　ステップＳ７３において、制御部１２は、編集部１３に指示して、上記ステップＳ７２
において上記第２の物理サーバに対応付けられた論理サーバ情報を、第２の物理サーバの
物理的な配置に対応付けて表示させる（ステップＳ７３）。例えば、図９に示すスロット
番号２に対応するスロット対応情報表示領域１０３中に表示されている物理サーバアイコ
ン３００が示す第１の物理サーバにエラーが発生し、該第１の物理サーバが、待機状態で
あった、あるスロット内の第２の物理サーバに切り替えられた場合、該スロットのスロッ
ト番号に対応するスロット対応情報表示領域１０３中に、該第２の物理サーバを示す物理
サーバアイコンに対応付けて、上記第１の物理サーバに対応付けられていた「ＯＳ－Ａ」
と、論理サーバアイコン４００と、「営業２」と記述された業務ラベル４０１と、コメン
トとが表示される。
【００５１】
　以上から把握できるように、本実施形態の特徴を述べると以下の通りである。
【００５２】
　（付記１）論理的なサーバとして機能する複数の物理的なサーバからなるサーバ群を管
理するサーバ管理装置であって、
　物理的なサーバ情報と、前記論理的なサーバの使用用途の情報及び属性情報とを含む論
理的なサーバ情報とがサーバ情報として記憶された記憶手段と、
　前記記憶手段から前記サーバ情報を読み出して、該サーバ情報に基づいて、前記物理的
なサーバの物理的な配置を模擬した画面上に、各々の前記物理的なサーバの物理的な配置
に対応付けられた前記物理的なサーバ情報と前記論理的なサーバの使用用途の情報及び属
性情報とを含む論理的なサーバ情報を表示する表示手段とを備える
　ことを特徴とするサーバ管理装置。
【００５３】
　（付記２）前記表示手段が、前記物理的なサーバの物理的な配置を模擬した画面上に、
物理的なサーバの物理的な配置に対応付けて、前記物理的なサーバ情報に対応する物理的
なサーバの状態と、前記論理的なサーバ情報に対応する論理的なサーバの状態とを表示す
る
　ことを特徴とする付記１に記載のサーバ管理装置。
【００５４】
　（付記３）前記記憶手段内に記憶されたサーバ情報を更新制御する制御手段を備える
　ことを特徴とする付記１に記載のサーバ管理装置。
【００５５】
　（付記４）前記制御手段が、更に、第１の物理的なサーバが第２の物理的なサーバに切
り替えられたときに、該第１の物理的なサーバに対応付けられた論理的なサーバ情報を前
記第２の物理的なサーバに対応付け、
　前記表示手段が、前記制御手段によって対応付けられた情報を表示する
　ことを特徴とする付記１に記載のサーバ管理装置。
【００５６】
　（付記５）論理的なサーバとして機能する複数の物理的なサーバからなるサーバ群を管
理するサーバ管理装置におけるサーバ管理方法であって、
　物理的なサーバ情報と、前記論理的なサーバの使用用途の情報及び属性情報とを含む論
理的なサーバ情報とがサーバ情報として記憶された記憶手段から前記サーバ情報を読み出
して、該サーバ情報に基づいて、前記物理的なサーバの物理的な配置を模擬した画面上に
、各々の前記物理的なサーバの物理的な配置に対応付けられた前記物理的なサーバ情報と
前記論理的なサーバ情報と論理的なサーバの使用用途の情報及び属性情報とを含む論理的
なサーバ情報を表示する



(12) JP 2009-276835 A 2009.11.26

10

20

30

40

　ことを特徴とするサーバ管理方法。
【００５７】
　（付記６）前記物理的なサーバの物理的な配置を模擬した画面上に、物理的なサーバの
物理的な配置に対応付けて、前記物理的なサーバ情報に対応する物理的なサーバの状態と
、前記論理的なサーバ情報に対応する論理的なサーバの状態とを表示する
　ことを特徴とする付記５に記載のサーバ管理方法。
【００５８】
　（付記７）前記記憶手段内に記憶されたサーバ情報を更新制御する
　ことを特徴とする付記５に記載のサーバ管理方法。
【００５９】
　（付記８）第１の物理的なサーバが第２の物理的なサーバに切り替えられたときに、該
第１の物理的なサーバに対応付けられた論理的なサーバ情報を前記第２の物理的なサーバ
に対応付け、該対応付けられた情報を表示する
　ことを特徴とする付記５に記載のサーバ管理方法。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本実施形態の構成例を示す図である。
【図２】サーバ情報ＤＢ内のサーバ情報の構成例を示す図である。
【図３】サーバ情報の収集処理フローの一例を示す図である。
【図４】サーバ情報表示画面上への画面表示情報の表示処理フローの一例を示す図である
。
【図５】サーバ情報表示画面の例を示す図である。
【図６】サーバ情報表示画面の例を示す図である。
【図７】サーバ一覧ビューへのサーバ情報の表示処理フローの一例を示す図である。
【図８】スロット対応情報表示領域へのサーバ情報の表示処理の詳細を説明する図である
。
【図９】サーバ情報表示画面の例を示す図である。
【図１０】ＶＭＧｕｅｓｔ詳細ビューの表示処理フローの一例を示す図である。
【図１１】サーバ情報表示画面の例を示す図である。
【図１２】業務ラベル又はコメントの表示処理フローの一例を示す図である。
【図１３】サーバ情報ＤＢ内のサーバ情報の更新制御処理フローの一例を示す図である。
【図１４】物理サーバの切り替え時の表示処理フローの一例を示す図である。
【図１５】論理サーバ情報、業務ラベル情報、コメントの対応付け処理を説明する図であ
る。
【図１６】論理サーバ情報、業務ラベル情報、コメントの対応付け処理を説明する図であ
る。
【符号の説明】
【００６１】
　　１　サーバ管理装置
　　２　シャーシ
　　３　ネットワーク
　１１　情報入力部
　１２　制御部
　１３　編集部
　１４　表示部
　１５　サーバ情報ＤＢ
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