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(57)【要約】
【課題】アウトオブバンドネットワーク管理のためのシ
ステムと方法を提供する
【解決手段】１つ以上の異なる管理インターフェイスが
共通フォーマット管理データに変換される。本システム
は共通フォーマット管理データを暗号化できる。また、
本システムは、管理インターフェイスへのアクセスを試
みる各ユーザを認証する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータネットワークのアウトオブバンド（out-of-band）管理システムであって
：
　データ転送インターフェイス以外の専用の管理インターフェイスを介して管理可能な複
数のネットワークノードであって、前記複数のネットワークノードが管理データを生成す
る少なくとも異なる２つのタイプの管理インターフェイスを利用する、当該ネットワーク
ノードと；
　コンピュータで実行され、前記異なるタイプの管理インターフェイスの管理データを共
通管理データフォーマットに変換し、前記共通管理データフォーマットをネットワーク管
理システムに送る管理モジュールとを具備し；
　前記ネットワーク管理システムは、コンピュータで実行され、前記共通管理データフォ
ーマットと、ユーザが前記管理モジュールにアクセスすることを許容するウェブブラウザ
とに基づいて、グラフィックユーザインターフェイスを生成するウェブサーバ・アプリケ
ーションをさらに具備する
　ことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記管理モジュールは、前記管理インターフェイスによって利用される１つ以上の低レ
ベルプロトコルを、TCP/IPネットワークを介して前記ネットワーク管理システムに転送さ
れることに適した１つ以上の高レベルプロトコルに変換する、前記コンピュータによって
実行される複数のコンピュータ命令を含むモジュールをさらに具備する
　ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記管理モジュールは、前記コンピュータによって実行され、前記ネットワーク管理シ
ステムへの転送中に前記共通管理データがインターセプトされることを防ぐために前記共
通管理データを暗号化する複数のコンピュータ命令を含むモジュールをさらに具備する
　ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記管理モジュールは、前記コンピュータによって実行され、前記管理インターフェイ
スへのアクセスを与える前に企業ディレクトリシステムと通信してユーザを認証する、複
数のコンピュータ命令を含むモジュールをさらに具備する
　ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記管理モジュールは、前記コンピュータによって実行され、ネットワーク管理事象を
検出して、前記ネットワーク管理事象の検出に応答してアクションを実行する、複数のコ
ンピュータ命令を含むモジュールをさらに具備する
　ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　コンピュータシステムで実行され、１つ以上の管理インターフェイスと管理プロトコル
を含む１つ以上のネットワークノードを管理するアウトオブバンド・ネットワーク管理方
法であって：
　前記１つ以上の管理インターフェイスから管理データを受信し；
　前記１つ以上の管理インターフェイスの前記管理データを、共通管理データプロトコル
に変換し；
　前記共通管理データをネットワーク管理システムに送り；
　前記共通管理データに基づいてグラフィックユーザインターフェイスをウェブサーバ上
で発行し；及び
　ウェブブラウザを使って前記管理インターフェイスへのアクセスを許可することを含む
　ことを特徴とする方法。
【請求項７】
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　前記管理データを変換することは、前記管理インターフェイスによって利用される１つ
以上の低レベルプロトコルを、TCP/IPネットワークでの転送に適した１つ以上の高レベル
プロトコルに変換することをさらに含む
　ことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記低レベルプロトコルは、RS-232プロトコル、キーボード・ビデオ・マウス・プロト
コル、インテリジェントプラットフォーム管理インターフェイス・プロトコル、インテグ
レーテッド・ライトアウトインターフェイス・プロトコル、アドバンスト・ライトアウト
管理インターフェイス・プロトコル、及びBladeセンター管理プロトコルのうちの１つ以
上を備える
　ことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記共通管理データを暗号化して、前記ネットワーク管理システムに送られる暗号化管
理データを生成して、前記共通管理データが転送中にインターセプトされることを防ぐこ
とをさらに含む
　ことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　前記管理アプリケーションと前記管理インターフェイスへのアクセスを許す前にユーザ
を認証することをさらに含む
　ことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項１１】
　前もってプログラムされた事象を検出し、前記前もってプログラムされた事象の検出時
点で、前もってプログラムされたアクションを実行することをさらに含む
　ことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項１２】
　コンピュータシステムで実行され、１つ以上の管理インターフェイスと管理プロトコル
を含む１つ以上のネットワークノードを管理するアウトオブバンド・ネットワーク管理装
置であって：
　コンピュータシステムで実行され、前記１つ以上の管理プロトコルを、共通管理データ
プロトコルに変換し、前記共通管理データをネットワーク管理システムに送る管理手段を
具備し；
　前記ネットワーク管理システムは、コンピュータシステムで実行され、前記共通管理デ
ータと、前記ユーザによって利用されるウェブブラウザとに基づいてグラフィックユーザ
インターフェイスを発行し、前記管理アプリケーションと前記共通管理データにアクセス
する手段をさらに具備する
　ことを特徴とする装置。
【請求項１３】
　前記管理手段は、前記管理インターフェイスによって利用される１つ以上の低レベルプ
ロトコルを、TCP/IPネットワークでの転送に適した１つ以上の高レベルプロトコルに変換
する手段をさらに備える
　ことを特徴とする請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記低レベルプロトコルは、RS-232プロトコル、キーボード・ビデオマウス・プロトコ
ル、インテリジェントプラットフォーム管理インターフェイス・プロトコル、インテグレ
ーテッド・ライトアウトインターフェイス・プロトコル、アドバンスト・ライトアウト管
理インターフェイス・プロトコル、及びBladeセンター管理プロトコルのうちの１つ以上
を備える
　ことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ネットワークノードは、シリアルコンソールサーバ、キーボードビデオマウススイ
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ッチ、インテリジェントプラットフォーム管理インターフェイスデバイス、インテグレー
テッド・ライトアウト・インターフェイスデバイス、アドバンスト・ライトアウト管理イ
ンターフェイスデバイス、Bladeセンター管理モジュールのうちの１つ以上を備える
　ことを特徴とする請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記管理手段は、前記共通管理データを暗号化して、前記ネットワーク管理システムに
送られる暗号化管理データを生成し、転送中に前記共通管理データがインターセプトされ
ることを防ぐ手段をさらに備える
　ことを特徴とする請求項１２に記載の装置。
【請求項１７】
　前記管理手段は、前記管理アプリケーションと前記管理インターフェイスへのアクセス
を許す前にユーザを認証するために企業認証システムと通信する手段をさらに備える
　ことを特徴とする請求項１２に記載の装置。
【請求項１８】
　前記企業ディレクトリシステムプロトコルは、RADIUS、TACACS、Secure ID、X509 cert
ificates、Kerberos、NIS、アクティブディレクトリ（Active Directory）、及びLDAPの
うちの１つを備える
　ことを特徴とする請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記管理手段は、前記前もってプログラムされた事象を検出する手段と、
　前記前もってプログラムされた事象の検出時点で前もってプログラムされたアクション
を実行する手段とをさらに備える
　ことを特徴とする請求項１２に記載の装置。
【請求項２０】
　コンピュータシステムで実行され、１つ以上の管理インターフェイスと管理プロトコル
を含む１つ以上のネットワークノードを管理するアウトオブバンド・ネットワーク管理装
置であって、
　コンピュータシステムで実行され、前記１つ以上の管理プロトコルを、共通管理データ
プロトコルに変換し、前記共通管理データをネットワーク管理システムに送る管理アプリ
ケーションを具備し、
　前記ネットワーク管理システムは、コンピュータシステムで実行され、前記共通管理デ
ータと、前記ユーザによって利用されるウェブブラウザとに基づいてグラフィックユーザ
インターフェイスを発行し、前記管理アプリケーションと前記共通管理データとにアクセ
スするウェブサーバアプリケーションをさらに備えることを特徴とする装置。
【請求項２１】
　前記管理アプリケーションは、前記管理インターフェイスによって利用される１つ以上
の低レベルプロトコルを、TCP/IPネットワークでの転送に適した１つ以上の高レベルプロ
トコルに変換するモジュールをさらに備える
　ことを特徴とする請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記低レベルプロトコルは、RS-232プロトコル、キーボード・ビデオマウス・プロトコ
ル、インテリジェントプラットフォーム管理インターフェイス・プロトコル、インテグレ
ーテッド・ライトアウトインターフェイス・プロトコル、アドバンスト・ライトアウト管
理インターフェイス・プロトコル、及びBladeセンター管理プロトコルのうちの１つ以上
を備える
　ことを特徴とする請求項２１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記ネットワークノードは、シリアルコンソールサーバ、キーボードビデオマウススイ
ッチ、インテリジェントプラットフォーム管理インターフェイスデバイス、インテグレー
テッド・ライトアウトインターフェイスデバイス、アドバンスト・ライトアウト管理イン
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ターフェイスデバイス、及びBladeセンター管理モジュールのうちの１つ以上を備える
　ことを特徴とする請求項２２に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記管理アプリケーションは、前記共通管理データを暗号化して、前記ネットワーク管
理システムに送られる暗号化管理データを生成し、転送中に前記共通管理データがインタ
ーセプトされることを防ぐモジュールをさらに備える
　ことを特徴とする請求項２０に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記管理アプリケーションは、前記管理アプリケーションと前記管理インターフェイス
へのアクセスを許す前にユーザを認証するために企業認証システムと通信するモジュール
をさらに備える
　ことを特徴とする請求項２０に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記企業ディレクトリシステムプロトコルは、RADIUS、TACACS、Secure ID、X509 cert
ificates、Kerberos、NIS、アクティブディレクトリ（Active Directory）、及びLDAPの
うちの１つを備える
　ことを特徴とする請求項２５に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記管理アプリケーションは、前もってプログラムされた事象を検出し、前記前もって
プログラムされた事象の検出時点で前もってプログラムされたアクションを実行する自動
化モジュールをさらに備える
　ことを特徴とする請求項２０に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンピュータネットワーク管理の分野に関し、特に、管理されているデータ
ネットワークとは異なるネットワークを介して管理情報を送ることが可能なアウトオブバ
ンド（out-of-band）ネットワーク管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　データセンター管理者は、通常、コンピュータサーバ、ネットワーク機器、セキュリテ
ィ機器、記憶装置、センサー、制御装置などのネットワークノードのオペレーションを監
視し回復させるためのネットワーク管理ツールを使う。これらの典型的なネットワーク管
理ツールは、管理者がネットワークノードのオペレーションを遠隔から管理し回復するこ
とを許容する。典型的にはこれらのネットワーク管理ツールは、２つのカテゴリ：即ち、
インバンド(in-band)管理ツールとアウトオブバンド(out-of-band)管理ツールに分類され
る。インバンド管理ツールは、管理情報の転送をネットワークノードに接続されたデータ
ネットワークに頼るものである。アウトオブバンド管理ツールは、ダイアルアップ電話線
や、管理専用の独立したネットワークなどの別のハードウェア手段を使ってネットワーク
ノードと通信するための代替経路(alternative path)を生成する。アウトオブバンド管理
ツールは、ネットワークノードがネットワーク接続を失ったときでさえ、管理者が管理す
るネットワークノードをアクセスすることを許す。
【０００３】
　インバンド管理ツールは、大規模ネットワークを管理するために普通使われるシンプル
ネットワーク管理プロトコル(SNMP)などのネットワークプロトコルに基づくものである。
そのアーキテクチャに従う市販のインバンド（in band）管理ツールの幾つかの例として
は、HP（登録商標）のOpenViewと、IBM（登録商標）のTivoliと、BMC（登録商標）のPatr
olと、CA（登録商標）のUnicenterの製品がある。しかしながら、ネットワークノードと
関係するデータネットワークが停止するか、或いは、管理されているデバイスがネットワ
ーク接続を失ったときはいつでも、これらのインバンドツールは有効でなくなる。従って
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、これらのインバンドネットワーク管理ツールは、ネットワークアドミニストレータをデ
ッドロック状態にする(例えば、デバイスが停止してデータネットワークがダウンし、そ
のデータネットワークがダウンしたためにアドミニストレータがそのデバイスと連絡不能
になる)。このデッドロック状態の共通の原因の例としては、ソフトウェア・クラッシュ
、コンフィグレーション・エラー、電源サージ(power surges)によるハードウェアの誤動
作、ファームウェアの更新が必要になったこと、及び／又は、ネットワークの誤動作があ
る。従って、ネットワークノードがデータネットワークから切断される原因となる不具合
が発生すると、人間のオペレータは、ネットワークノードが設置されている場所まで行っ
て、故障機器の機能を回復させるために人間のオペレータが管理ポートやアクチェエート
物理制御スイッチに直接接続された端末を介して故障機器と通信しなければならない。人
間のオペレータがネットワークノードの場所にいくには費用がかかり、人間のオペレータ
は長時間を費やし、データネットワークがダウンしている時間が長くなるためビジネスの
損失が発生する。
【０００４】
　インバンドネットワーク管理ツールの制限を克服するために、アウトオブバンド管理ポ
ートと、パワーサイクリングや温度の監視やその他の健康状態インディケータなどのその
他のネットワークノードの制御機能をリモートアクセスすることを可能にするシステムを
構築した。このシステムでは人間のオペレータが問題が発生した場所まで物理的に行く必
要はない。典型的には、アウトオブバンドアクセスのための物理インターフェイスには、
シリアルコンソール、KVMポート、電源回路、温度・湿度プローブ、及び／又は、リモー
トアクチュエータがある。これは有効ではあるが、アウトオブバンドアクセスのために異
なる接続媒体を使って代替的な独立のネットワークを構築すると、データセンターの構築
コストが増大する。
【０００５】
　物理インターフェイスを標準化し、アウトオブバンド・アクセスコストを低減させる努
力を行って、産業コンソーシアムは、インテリジェントプラットフォーム管理インターフ
ェイス(Intelligent Platform Management Interface: IPMI)と呼ばれるインターフェイ
スを開発した。その他のベンダーは同様な商用の(proprietary)インターフェイスを構築
した。例えば、HP（登録商標）は、自前のIntegrated Lights-Out(ILO)インターフェイス
を所有しており、Sun Micro Systems（登録商標）は、自前のAdvanced Lights Out（アド
バンスト・ライトアウト）モジュール(ALOM)インターフェイスを所有している。これらの
インターフェイスのプロトコルは周知のものである。これらのアウトオブバンド管理イン
ターフェイスは、特定のタイプのネットワークノードと共に使われるだけであって、TCP/
IPプロトコルを規定し、管理情報の転送のために共通のイーサネット（登録商標）媒体を
利用するが可能である。
【０００６】
　従来のアウトオブバンドのインターフェイスとプロトコルと、より新しいアウトオブバ
ンドのインターフェイスとプロトコルとはともに、ローカル管理ネットワークを超えて転
送される際の堅牢性(robustness)と安全性を欠いている。従って、一種類のアクセスイン
ターフェイスに統合し、認証を与え、リモートネットワーク管理に要求される暗号化機能
を提供可能なアグレゲータ(aggregators)或いはゲートウェイが必要である。そのアグレ
ゲータの例としては、コンソールサーバ(シリアルコンソールのアグレゲータ)、KVM-オー
バ-IP(KVM-over-IP)スイッチ(キーボード-ビデオ-マウスポートのアグレゲータ)、インテ
リジェントパワー分配ユニット(パワー制御回路のアグレゲータ)、IPMIゲートウェイ(IPM
Iインターフェイスのアグレゲータ)などがある。アクセスインターフェイス／物理媒体の
各タイプを統合してリモートアクセスを提供するための市販製品が幾つか存在する。
【０００７】
　そのため、従来は、新しいシステムと従来のシステムを管理するための完全な解決方法
として異種の(disparate)複数のシステムを利用する典型的な異質の(heterogeneous)デー
タセンターが存在する状況であった。インバンド管理ツールに加えて、データセンターの
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マネージャは、コンソールサーバ(Unix(登録商標)/Linuxシステム、ネットワーク機器、
自動化デバイス用)、KVM-オーバ-IPスイッチ(Windows(登録商標)サーバ用)、インテリジ
ェントパワー制御ユニット(リモートパワー制御用)、環境監視、各タイプのアウトオブバ
ンド・インターフェイスに関連するソフトウェアシステムを利用する。これによって、実
施コストと、データネットワークの管理システムのオペレーションの複雑度が増大し、多
くのトレーニングを必要とし、オペレータのエラーに起因する問題を増大させ、異なる管
理システムによって引き起こされる事象を関連付けて(correlate)ネットワークサービス
を回復させるために必要となる時間が増大する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従って、データネットワーク内のネットワークノードへのアウトオブバンドアクセスを
安全にし、統合し、自動化するシステムと方法を提供することが望まれる。ここで、異な
る様々なプロトコルとインターフェイスがサポートされるが、それは、本発明の意図する
目的のためのものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、複数のアウトオブバンド・インターフェイスのための単一の共通集約(aggre
gation)ポイントを提供し、管理されたデバイスに近接する統合体(consolidation)を提供
するシステムであり、ここで、この統合体は、企業のネットワークと公衆ネットワークに
全く異なる(disparate)データストリームが転送されることを回避する。また、本システ
ムは、モデム接続によって本発明を具現するシステム、或いは、データネットワークに直
接接続されたあらゆるコンピュータを通して、物理インターフェイスとは独立に単一のグ
ラフィックユーザアクセスインターフェイスをアウトオブバンドのインフラに提供する。
また、本システムは、他の企業セキュリティ・メカニズムに統合化された単一の暗号化と
ユーザ認証のモデルを提供する。これによって、管理データの安全性を確保し、アウトオ
ブバンド物理媒体とは独立して、管理ポートに対する非認証アクセスを妨げることができ
る。また、本システムは、中央集中化ネットワーク管理システムには独立したローカル事
象(incident)を相関付ける能力(correlation capabilities)を備えるので、前もってプロ
グラムされた事象に応答して前もってプログラムされたアクションの実行を自動化するこ
とができる。また、本システムは、アウトオブバンドのドメインと高レベルネットワーク
管理システムを統合化するので、データセンター管理を一つの単一システムに統合化する
ことができる。
【００１０】
　本発明は、使用中の物理的なインターフェイスと論理的なインターフェイスとは独立に
、アウトオブバンド管理を安全化し、統合化し、自動化し、強化するシステムと方法を備
える。本システムは、シリアルコンソール、KVMポート、パワー回路、センサーと制御部
、TelnetとSSH、インテリジェントプラットフォーム管理インターフェイス（Intelligent
 Platform Management Interface: IPMI）、インテグレーテッド・ライトアウト（Integr
ated Lights Out: ILO）、アドバンスト・ライトアウト管理部（Advanced Lights Out Ma
nagement: ALOM)からなるグループから選択された少なくとも２つのインターフェイスを
サポートする接続機構を含む。
【００１１】
　従って、本発明は、コンピュータネットワークのためのアウトオブバンド管理システム
を提供する。本システムは、データ転送インターフェイス以外の専用管理インターフェイ
スを介して管理可能な複数のネットワークノードを備える。ここで、この複数のネットワ
ークノードは、管理データを生成する少なくとも２つの異なるタイプの管理インターフェ
イスを利用する。また、本システムは、コンピュータで実行され、異なるタイプの管理イ
ンターフェイスの管理データを共通の管理データフォーマットに変換し、共通の管理デー
タフォーマットをネットワーク管理システムに送る管理モジュールを備える。ネットワー
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ク管理システムは、コンピュータで実行され、共通の管理データフォーマットと、ユーザ
が前記管理モジュールをアクセスすることを許すウェブブラウザとに基づいてグラフィッ
クユーザインターフェイスを生成するウェブサーバ・アプリケーションをさらに備える。
【００１２】
　本発明の別の一態様によれば、コンピュータシステムで実行され、１つ以上の管理イン
ターフェイスと管理プロトコルを含む１つ以上のネットワークノードを管理するアウトオ
ブバンドネットワーク管理方法が提供される。本方法を使うことによって、前記１つ以上
の管理インターフェイスから管理データが受信され、前記１つ以上の管理インターフェイ
スの前記管理データが、共通管理データプロトコルに変換される。この共通管理データが
、共通管理データに基づいてグラフィックユーザインターフェイスをウェブサーバで発行
し(publishes)、ウェブブラウザを使って前記管理インターフェイスへのアクセスを許可
するネットワーク管理システムに送られる。
【００１３】
　本発明の別の一態様によれば、コンピュータシステムで実行され、１つ以上の管理イン
ターフェイスと管理プロトコルを含む１つ以上のネットワークノードを管理するアウトオ
ブバンド・ネットワーク管理装置が提供される。本装置は、コンピュータシステムで実行
され、前記１つ以上の管理プロトコルを、共通管理データプロトコルに変換し、共通管理
データをネットワーク管理システムに送る管理手段を備える。このネットワーク管理シス
テムは、コンピュータシステムで実行され、共通管理データと、ユーザによって利用され
るウェブブラウザに基づいてグラフィックユーザインターフェイスを発行し、管理アプリ
ケーションと共通管理データにアクセスする手段を更に備える。
【００１４】
　本発明のさらに別の一態様によれば、コンピュータシステムで実行され、１つ以上の管
理インターフェイスと管理プロトコルを含む１つ以上のネットワークノードを管理するア
ウトオブバンド・ネットワーク管理装置が提供される。本装置は、コンピュータシステム
で実行され、１つ以上の管理プロトコルを、共通管理データプロトコルに変換し、共通管
理データをネットワーク管理システムに送る管理アプリケーションを備える。このネット
ワーク管理システムは、コンピュータシステムで実行され、共通管理データと、ユーザに
よって利用されるウェブブラウザとに基づいてグラフィックユーザインターフェイスを発
行し、管理アプリケーションと共通管理データにアクセスするウェブサーバ・アプリケー
ションをさらに備える。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明は、特に、以下で説明するインターネット上の特定の管理されたデバイスとイン
ターフェイスする本発明に係るアウトオブバンド・ネットワーク管理システムに適用可能
である。しかしながら、本発明のシステムと方法は、多目的に利用可能であることを正し
く理解していただきたい。何故ならば、そのシステムは、新規に開発されたインターフェ
イスとプロトコルだけでなく既存のインターフェイスとプロトコルを共に利用可能である
からである。
【００１６】
　図１は、代表的なアウトオブバンド・ネットワーク管理システム２０を示す図である。
本システム２０は、例えばRS-232デバイス２２１、KVMデバイス２２２、IPDUデバイス２
２Ｎ等のうちの１つ以上のアウトオブバンドモニターデバイス２２を備える。典型的には
、これらのデバイス２２の各々は、機能／オペレーションを実行するデバイスにロードさ
れる１つ以上のソフトウェア２４を備える。
【００１７】
　この典型的なシステムでは、各デバイス２２は、特定のプロトコルを使って、特定のタ
イプの管理されたデバイスを監視する。これには、例えば、周知のRS-232プロトコルを利
用してLinuxサーバとUnix(登録商標)サーバとネットワーク機器を監視し管理するためにR
S-232 ボックスが使われる。別の例では、KVMデバイスが、本システムでは周知のKVMプロ
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トコルに基づいてWindows(登録商標) boxesを監視するために使われる。ここでは、各デ
バイス２２は、Unix(登録商標)サーバ、Windows(登録商標)サーバ、Bladeサーバ、Blade
シャーシ(chassis)、Telecom機器、ネットワークルータ、スイッチ、ロードバランサー、
ネットワーク接続された記憶装置、リモートアクセス・サーバを含むがこれらに限定され
ることはない特定の管理されたデバイス又は管理されたデバイス３０のグループを監視し
管理し、さらに管理されたデバイスのグループに関する管理データを生成する。図１に示
す一例では、管理されたデバイス３０には、Unix(登録商標)、Linux、RS-232プロトコル
に基づいて管理されるネットワークデバイス３０１、KVMプロトコルに基づいて管理され
るWindows(登録商標)システム３０２、パワープロトコルに基づいて管理されるサーバ及
びネットワーク自動化デバイス３０３、IPMIプロトコルに基づいて管理されるIPMIイネー
ブルド・サーバ３０４、その他の管理されたデバイス３０Ｎを含む。図示されているよう
に、各デバイスは、RS-232プロトコル、KVMプロトコル、パワーデバイスプロトコル、IPM
Iプロトコルなどの異なるプロトコルを使うことができる。各デバイス２２によって生成
された管理データは、それ自体のユニークなプロトコルとフォーマットを備える。従って
、各デバイス２２は、アウトオブバンド管理データを統合する(consolidate)が、MRV又は
Lantronixのシリアルコンソール、AvocentのKVMコンソール、IntelのIPMIコンソール、IB
MのBladesなどの単一の種類の媒体に焦点を絞っている。そして、管理データの統合は、
ネットワーク管理システムで発生する(管理された各デバイスに近いところではない)。各
デバイス２２の管理データは、その特定のデバイスによって管理される複数のタイプの管
理されたデバイス３０の統合化データ(consolidated data)を表現する。次に、管理され
たデバイスの管理データは、インターネット、ワイドエリアネットワーク、ローカルエリ
アネットワーク、それらのネットワークの組み合わせ、その他の通信ネットワークなどの
通信ネットワーク２６を介して、オペレーションと特徴と機能が周知であるネットワーク
管理システム２８やネットワーク管理ワークステーション２９に送られる。
【００１８】
　典型的なこのシステムでは、デバイス２２とネットワーク管理システム２８間で通信さ
れる管理データは暗号化されないか、又は、そのデータは各デバイス２２で暗号化されな
ければならないが、これは困難な処理であるか、或いは、暗号化不能である。また、本シ
ステムでは、異なるデバイス２２からの異なる様々な管理データをNMS２８で統合化する
必要があるので、多様なデータストリームが通信ネットワークを通過しなければならず、
その結果、通信ネットワークで大量のデータトラフィックが発生する。ネットワークに多
数のデータストリームを転送することの不都合に加えて、NMS２８で統合化するには、ユ
ーザ(即ち、NMSシステム)が異なる各システムに個別に対して別個に認証／ログイン処理
しなければならない。これは、不便であり時間がかかるため、システム全体のセキュリテ
ィが低くなる。本発明のアウトオブバンド・ネットワーク管理システムによって、単一の
認証／ログイン処理が可能となるので、アクセス媒体に依存することなく全デバイスに対
するアクセスを制御することができる。既存の特定媒体向け(media-specific)の統合シス
テムでは、設計上、複数のアクセス媒体のサポートのための拡張はできず、その結果、異
なる複数のアクセス媒体を使った従来のネットワークデバイスと新しいネットワークデバ
イスの共存を妨げることはないが、既存のシステムではそのような共存を促進することは
ない。その結果、ネットワークシステムの複雑度が増し、新しい技術に対する障壁が生成
される。この典型的なシステムに対するこれらの制限を克服する本発明のアウトオブバン
ド・ネットワーク管理システムについてここで説明する。
【００１９】
　図２は、本発明のアウトオブバンド・ネットワーク管理システム３４を示す図である。
図１と同様に、本システムは、図示されているような異なる管理プロトコルを使う様々な
管理されたデバイス／管理されたデバイス３０のグループを管理するために利用される。
本発明で管理される機器には、これに限定されることはないが、Unix(登録商標)サーバ、
Windows(登録商標)サーバ、Bladeサーバ、Bladeシャーシ、Telecom機器、ネットワークル
ータ、スイッチ、ロードバランサー、多数のアクセスデバイスとプロトコルを使ってアク
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セスされる、ネットワークに設置された記憶装置、リモートアクセス・サーバが含まれる
がこれらに限定されることはない。これらの機器は、多数のアクセスデバイスとプロトコ
ルを用いてアクセスされるが、このアクセスデバイス及びプロトコルは、シリアルコンソ
ールサーバ、キーボード・ビデオ・マウススイッチ、インテリジェントプラットフォーム
管理インターフェイス、HPのIntegrated Lights out(インテグレーテッド・ライトアウト
)インターフェイス、SUNのアドバンスト・ライトアウト管理インターフェイス、IBMのBla
deセンター管理モジュールが含まれるがこれらに限定されることはない。一般的に、本発
明によれば、ネットワーク管理システム２８或いはワークステーション２９のユーザはパ
ワーを制御し、システム管理インターフェイスをアクセスし、内部センサーとシステムロ
グメッセージに基づいて警報(alerts)を記録し生成することができる。本発明は、管理さ
れたネットワークを介して単一の安全なアクセスポイントを管理されたデバイス３０に提
供し、認証、権限付与、アカウンティング、暗号化に関するセキュリティポリシーを中央
集中的に実施することが可能になる。各システムによって利用される一つの接続技術或い
は複数の接続技術から独立して、上述のものをアクセスすることを可能にする標準のユー
ザインターフェイスが利用される。
【００２０】
　本発明のアウトオブバンド・ネットワーク管理システム３４は、１つ以上のソフトウェ
アモジュールでもよい管理モジュール４０をさらに備える。尚、各ソフトウェアモジュー
ルは、以下で説明する管理モジュールの機能を利用する複数のラインのコンピュータコー
ドを備える。本発明に係るシステム３４の一実施例の管理モジュールは、Cyclades社から
販売されているAlterpath Manager製品であり、管理モジュール４０は、十分なメモリと
処理パワーをもつコンピュータリソース、例えばサーバ等、で実行されて、管理モジュー
ルを実現してもよい。図２に示すように、管理モジュール４０は、異なる様々なプロトコ
ルを使って多様に管理されたデバイス３０１－３０Ｎからの管理データを統合化し、管理
データを以下で詳述される共通フォーマットに変換することによって、管理されたデバイ
スの管理データがその管理されたデバイスにより近接して(close to)適合するように統合
化される。また、管理モジュールは、周知の技術を利用して管理データを暗号化して、周
知のプロトコルを使って通信ネットワーク２６上でデータを送ることができる。従って、
管理モジュールは、全管理データのためのセキュリティプロトコルを実施することができ
る。さらに、管理モジュールは又、複数の異なるプロトコルに基づいて通信ネットワーク
２６に管理データを転送する処理を除くことで、通信ネットワーク２６に送られる総デー
タ量が低減される。好適な実施形態では、管理モジュールからの暗号化管理データや未暗
号化管理データが周知のシンプルネットワーク管理プロトコル(SNMP)、ウェブサーバ、及
び／又はSSHプロトコルを使ってネットワーク管理システム２８及び／又はワークステー
ション２９に送られる。本発明によれば、管理モジュールからネットワーク管理システム
２８に管理データを送るために利用されるプロトコルについては、本発明から逸脱しない
範囲でそのプロトコルの変更／更新が可能である。
【００２１】
　図２に示すように、各グループの管理デバイス３０は、特定のプロトコルと特定の接続
タイプを使って通信する。例えば、Unix(登録商標)、Linux、ネットワークデバイス３０

１はコンソールサーバによってTelnet/SSHリンク上で転送されるRS232プロトコルを利用
するが、一方、Windows(登録商標)デバイス３０２はWebプロキシリンク上でKVMプロトコ
ルを利用する。サーバとネットワーク自動化デバイス３０３はコマンドラインインターフ
ェイス(CLI)プロトコルを利用し、IPMIイネーブルド・デバイス３０４は周知のIPMIプロ
トコルを利用する。本発明によれば、システム３４のユーザは、例えば、コマンドライン
インターフェイスを加えた典型的なウェブブラウザ(不図示)を使う統合化された安全な単
一のユーザインターフェイスを介して管理されたシステムにアクセスする。さらに別のイ
ンターフェイスは、既存のネットワーク管理システムに送られる管理されたネットワーク
からの情報を代理し(proxy)変換する(translate)サービスを提供する。本発明によれば、
管理モジュール４０は、管理モジュールが異なる様々な管理プロトコルとインターフェイ



(11) JP 2008-507865 A 2008.3.13

10

20

30

40

50

スすることを可能にする１つ以上のドライバー(不図示)を含んでもよい。さらに、管理モ
ジュール４０は、周知のHTTPプロトコル或いはHTTPSプロトコルを使ってアクセス可能な
ウェブユーザインターフェイスモジュール(不図示)と、周知のSSHプロトコル或いはTelne
tプロトコルを使ってアクセス可能なコマンドラインインターフェイスモジュール(不図示
)と、既知のインバンド(in band)ネットワーク管理システムの管理モジュール４０に対す
る接続を提供するメッセージインターフェイスモジュール(不図示)を含んでよい。
【００２２】
　図３は、本発明のアウトオブバンド・ネットワーク管理システムの管理モジュール４０
を詳細に描いた図である。管理モジュールは、管理アプリケーションモジュール４２とユ
ニバーサル接続モジュール４４を備えることができる。ここで、これらのモジュールの各
々は、好適な一実施形態によれば、管理モジュールの機能を実装するサーバコンピュータ
などのコンピュータリソースで実行される複数ラインのコンピュータコードを備えること
ができる。一般的に、管理アプリケーションモジュールは、デバイス管理機能、デバイス
制御機能、事象処理(event handling)機能を扱う。また、管理アプリケーションモジュー
ルには、典型的には、周知のネットワーク管理システムへのインターフェイスが含まれ、
これは、例えば、HP（登録商標）のOpenView、IBM（登録商標）のTivoli、CA（登録商標
）のUnicenter、BMC（登録商標）のPatrolである。ユニバーサル接続モジュール４４は、
１つ以上のサービスを実装してよい。ここで、そのサービスには、これに限定されること
はないが、管理コンソールへの接続、管理コンソールファームウェアの更新、管理インタ
ーフェイスのコンフィグレーション、パワー制御、警報(alarm)の収集、SNMPなどの標準
プロトコルからHPのiLOなどの商用プロトコルへの変換が含まれる。より具体的には、ユ
ニバーサル接続モジュール４４は、管理アプリケーションモジュール４２からのリクエス
トを処理し、サービスリクエストを、サポートされる様々な管理インターフェイスとプロ
トコルとの特定プロトコル向け(protocol specific)交信に変換することができる。例え
ば、NMS或いはシステムアドミニストレータは、特定のネットワークノードに対してパワ
ーサイクルを実行して、壊滅的な(catastrophic)ソフトウェアの不具合から回復させるこ
とを望む。本システムは、「パワーサイクル」コマンドをイネーブルにする単一インター
フェイスを提供することができる。このコマンドは、本システムによって変換され、シリ
アルインターフェイスを介してIntelligent Power Distribution Unit(IPDU)（インテリ
ジェントパワー分配ユニット）(そのデバイスが外部のIPDUによるパワー制御のために接
続されている場合)に送られるコマンドラインになるか、或いは、ネットワークインター
フェイス(そのデバイスがIPMIイネーブルである場合に)を介して送られるIPMIコマンドに
なるか、或いは、Telnet接続(パワーサイクルが実行されるデバイスが、ALOMイネーブル
であるSunサーバである場合に)によって送られるALOMコマンドラインインターフェイスに
なり得る。
【００２３】
　その他の例では、本システムは、ルータのコンソール部分上の平文(clear text)、IPMI
プロトコルに基づいてサーバから受信した警報、温度センサーからのセンサーの読み値な
どの様々なプロトコルを使ってネットワークノードによって生成されたネットワーク事象
を識別できる。これらの全事象は単一のエンジンによって処理され、ユーザによって単一
インターフェイス上に表示／管理される。各タイプの管理インターフェイスでは異なるプ
ロトコル、暗号化法、認証方法、コマンドシンタックスなどを使うことができるので、ユ
ニバーサル接続モジュール４４は、必要な全ての変換を双方向で行い、管理アプリケーシ
ョンモジュール４２は統一的なかつ標準的な方法で管理インターフェイスのサービスを利
用することができる。本発明によれば、ユニバーサル接続モジュール４４を使ってサポー
トされる管理インターフェイスは、これまで示してきた管理インターフェイスに限定され
ることはない。新しい管理インターフェイスを開発／利用／普及するときに、新しいモジ
ュールをユニバーサル接続モジュール４４に組み込んで新しい管理インターフェイスを扱
うことができる。ユニバーサル接続モジュール４４は、管理と、機器の複数の管理インタ
ーフェイスへのアクセスと制御を要求するその他のアプリケーションを生成する処理を簡
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単化する。尚、これらの機器には、これに限定されることはないが、Unix(登録商標)サー
バとワークステーション、Linuxサーバとワークステーション、Microsoft Windows(登録
商標)サーバとワークステーション、ネットワークルータ、ネットワークスイッチ、ファ
イアーウォール、telecomスイッチ、記憶装置、Bladeサーバ、コンピュータクラスタが含
まれる。
【００２４】
　より具体的には、アプリケーションモジュール４２は、ネットワーク管理システム統合
モジュール４６、ユーザ管理モジュール４８、事象管理モジュール５０、パワー管理モジ
ュール５２、変動管理モジュール５４、パッチ管理モジュール５６をさらに備える。ここ
で、好適な実施形態において、各モジュールは、特定モジュールの機能を実装する複数ラ
インのコンピュータ命令を備える。ネットワーク管理システム統合モジュール４６は、管
理モジュール４０が上述したその他の周知のネットワーク管理システムと統合されること
を可能にし、ユーザ管理モジュール４８は、ネットワーク管理システム３４がユーザ認証
とセキュリティ、ユーザログイン、ユーザデータベース管理等の様々なユーザに関する機
能を実行することを可能にする。事象管理モジュール５０は、管理モジュール４０が検出
された事象に応答してネットワーク管理事象を自動的に検出し、アクションを自動的に実
行することを可能にし、パワー管理モジュール５２は、管理モジュール４０が管理された
デバイス３０のパワーを制御することを可能にする。変化管理モジュール５４は、アウト
オブバンド管理ネットワークのその他の構成要素、例えば、コンソールサーバ、KVMスイ
ッチ、IPDU、IPMI、iLOエージェントのコンフィグレーション情報を中央集中化(centrali
zation)することを可能にし、一方、パッチ管理モジュール５６は、アウトオブバンド管
理ネットワークのその他の構成要素、例えば、コンソールサーバ、KVMスイッチ、IPDU、I
PMI、iLOエージェントのためのファームウェア・パッチを自動的に制御し更新することを
可能にする。
【００２５】
　本発明によれば、ユニバーサル接続モジュール４４は、管理モジュール４０が周知のKV
M管理インターフェイスとインターフェイスすることを可能にするKVM/IPモジュール６０
、管理モジュール４０が周知のRS-232管理インターフェイスとインターフェイスすること
を可能にするシリアルコンソールモジュール６２、管理モジュール４０が周知のIPMI管理
インターフェイスとインターフェイスすることを可能にするIPMIモジュール６４、管理モ
ジュール４０が周知のiLO管理インターフェイスとインターフェイスすることを可能にす
るiLOモジュール６６、管理モジュール４０が周知のBlade管理インターフェイスとインタ
ーフェイスすることを可能にするbladeモジュール６８、管理モジュール４０が周知の無
停止電源管理インターフェイスとインターフェイスすることを可能にするUPSモジュール
７０、管理モジュール４０が周知のPDU管理インターフェイスとインターフェイスするこ
とを可能にするPDUモジュールをさらに備えていてもよい。上述したように、新しい管理
インターフェイスを収容するために、ユニバーサル接続モジュール４４内にさらに別のモ
ジュールを追加することができる。好適な一実施形態によれば、各モジュールは、特定の
管理インターフェイスのためのAPIを実装する複数ラインのコンピュータ命令を備える。
【００２６】
　例えば、その制御は、Cyclades PMデバイスなどのパワー管理デバイスのパワー管理モ
ジュール５２(以下を参照)によって行われる。Cyclades PMは、RS232シリアル接続でCycl
ades TSコンソールサーバに接続される。ここで、Cyclades PMは、複数のサーバへのパワ
ーを制御するために使われている。パワー管理モジュール５２は、次のコマンドを発行す
ることができる：即ち、パワーオフ(Cyclades PM、IPアドレス、TCPポート、Outlet、ユ
ーザネーム、パスワード、SSH)である。本発明によれば、本システムは、Cyclades PMド
ライバー(　1)IPアドレスとポート番号へのSSH接続を開放し；2)ユーザネームとパスワー
ドでログインし；3)アウトレットをパワーオフする(pm off outlet)コマンドを発行し；4
)アプリケーションにコマンドへの結果コード(result code)をフィードバックする、こと
によって、コマンドをCyclades PMデバイス用の対応するコマンドに変換する）をロード
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する。上述のコマンドによって生成される実際のコマンドは、以下のものである：
　　　ssh user:port@IP address
　　　pm off outlet
　　　read exit code
　従って、所望のパワー管理デバイスのオペレーションを達成するために、上述の原コマ
ンドはリストされているコマンドセットに変換される。
【００２７】
　図４は、本発明の管理データ接続インターフェイスを管理する方法８０を示す図である
。ステップ８２では、ユニバーサル接続モジュール４４がアプリケーションリクエストを
受けとる。ここで、モジュール４４は、サポートされているあらゆるインターフェイスタ
イプが要求されると(on demand)ドライバーをロードし、アプリケーションからのサービ
スリクエストを処理する。このアプリケーションリクエストでは、モジュール４４は、ど
のタイプのインターフェイスを使うのか、また、そのサービスが要求されるのかを示す情
報をアプリケーションから受信する。従って、ステップ８４では、モジュール４４は、リ
クエストされたモジュールがKVMタイプであるかどうかを決定して、ステップ８６でKVMモ
ジュールをロードし、さもなくばステップ８８に進む。そのモジュールが識別されロード
されると、ステップ９０で、リクエストされたアクションが実行され、ステップ９２でそ
のモジュールがアンロードされる。ステップ８８では、モジュール４４は、リクエストさ
れたモジュールがシリアルタイプであるかどうかを決定して、ステップ９４でシリアルモ
ジュールをロードし、さもなくばステップ９６に進む。ステップ９６では、リクエストさ
れたモジュールがKVM或いはシリアルタイプでなければ、モジュール44はリクエストされ
たモジュールがIPMIタイプであるかどうか決定し、IPMIモジュールがリクエストされた場
合は、ステップ９８でIPMIモジュールをロードする。ステップ１００では、モジュール44
は、リクエストされたモジュールがiLOタイプであるかどうか決定し、ステップ１０２でi
LOモジュールがリクエストされた場合はiLOモジュールをロードする。そうでない場合は
、モジュール４４がリクエストされたモジュールがBladeタイプモジュールであることを
決定するステップ１０４に進む。Bladeタイプモジュールがリクエストされた場合、ステ
ップ１０６でBladeモジュールがロードされる。ステップ１０８では、モジュール４４は
、リクエストされたモジュールがUPSタイプであるかどうか決定し、UPSモジュールがリク
エストされた場合、ステップ１１０でそのモジュールがロードされる。従って、モジュー
ル４４は、そのインターフェイスによって要求される特定のプロトコルを使って管理イン
ターフェイスと必要な
全ての通信を実行する適切なモジュールタイプをロードする。本発明によれば、モジュー
ル４４によって必要な全てのプロトコルとデータフォーマットの変換が実行されるので、
アプリケーションから特定のインターフェイスタイプのサポートされたサービスに透過的
にアクセスすることが可能になる。一実施形態では、モジュール４４は、これに限定され
ることはないが、KVMオーバIP、シリアルコンソールサーバ、HPのiLO、インテリジェント
プラットフォーム管理インターフェイス(IPMI)、インテリジェントパワー分配ユニット(P
DU)、IBMのBladeCenter、SUNのアドバンスト・ライトアウト管理を含むインターフェイス
タイプをサポートすることができる。また、特定プロトコル向けドライバー/モジュール
を追加して、必要な全てのプロトコルとデータの変換を扱って、不変のアプリケーション
レイヤーから標準のAPIの利用を可能にすることによって、将来の管理インターフェイス
とプロトコルをこの構造に容易に統合化できることがわかる。
【００２８】
　ユニバーサル接続モジュール４４の主目的は、各々異なるシステム管理インターフェイ
スによって利用される異なる接続タイプとプロトコルを管理することである。ユニバーサ
ル接続モジュール44によって提供される機能性とサービスの例としては、セッションのセ
ットアップ、セッションの停止(teardown)、セッションの認証、データの暗号化、データ
の転送、コマンドシンタックスの変換、システムステータス(温度、電圧、ファン速度な
ど)の転送、パワー制御を含んでよい。管理インターフェイス間の違いを示すために、管
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理インターフェイスタイプとその性能の幾つかの例をより詳細に説明する。
【００２９】
（シリアルコンソール）
　シリアルコンソールは、ASCIIコード文字を使ってシリアルRS232インターフェイスを介
して通信する。さらに、(その他の場面では)SunサーバとCiscoルータの管理コンソールで
利用されるBreak信号などの特殊な非ASCII文字の転送のためのサポートを利用することが
できる。通常、シリアルコンソール管理インターフェイスは、Unix(登録商標)とLinuxの
コンピュータシステムと同様、ルータ、スイッチなどのネットワーク機器で見つけられる
。
【００３０】
　ユニバーサル接続モジュールのシリアルコンソールドライバー/モジュール６２は、ASC
IIコード化されたRS232シリアルストリームを中央管理アプリケーションに転送するため
に適したフォーマットに変換できなければならない。シリアルコンソールデータストリー
ムは、CycladesACSファミリーなどのコンソールサーバとして知られるデバイスによってT
CP/IPパケットに変換される。ユニバーサル接続モジュールは、これらのTCP/IPパケット
を変換して、アプリケーションレイヤー/モジュールで処理されるシリアルストリームに
戻すことができる。また、ドライバー/モジュール６２は、ブレイク信号などの特殊文字
を転送することができる。本システムの好適な一実施形態ではTelnet或いはSSHが転送の
ために使われる。また、ユニバーサル接続モジュールは、通常のTelnetとSSHプロトコル
に従って、接続のセットアップ及び停止(teardown)を扱い得る。また、ユニバーサル接続
モジュールは必要な認証を行って、これに限定されることはないがRadius、TACACS+、Sec
ure lD、SSH key、NIS、Kerberos、X509 certificates、Active director、或いは、LDAP
を含む多くの形態を取り得る管理コンソールにアクセスすることができる。ASCII、RS232
、Telnet、SSH Secure Shell、TCP/IP、ブレイク(Break)信号は、全て、多様な国際標準
及びRFCで規定されている周知の用語とプロトコルである。より詳細な情報については、
本願の援用文献である(incorporated herein by reference)RS232規格のEIA232E、本願の
援用文献であるTelnetプロトコル仕様のRFC854、本願の援用文献であるANSIX3.4-1986とA
SCII規格のその他の文献を参照されたい。
【００３１】
（KVMコンソール）
　KVM(キーボード・ビデオ・マウス)コンソールは、通常、Microsoft Windows(登録商標)
システムにあるようなグラフィックユーザインターフェイスと通信するために利用される
管理インターフェイスである。KVMコンソールでは、コンピュータシステムのキーボード
、ビデオ、及びマウスの信号をデジタル化し、IPネットワークに転送するためにパケット
化する必要がある。通常、このタスクは、Cyclades KVMnetの製品ラインなどの典型的なK
VM/IPスイッチによって実行される。ユニバーサル接続モジュール４４は、KVMビューワ・
アプリケーションをクライアント・ワークステーションにロードして、パケット化された
KVMデータをクライアントに送るために、セッションのセットアップと停止、認証と暗号
化の設定の役目を負っている。一例では、ビデオインターフェイスは、典型的にはVGAで
あり、キーボードとマウスのインターフェイスは、周知の規格であるPS/2或いはUSBであ
る。
【００３２】
（インテリジェントパワー分配ユニット(IPDU)）
　インテリジェントパワー分配ユニットは、様々なタイプの機器にパワーを供給するデバ
イスであり、そのコマンドインターフェイスを介して受信されたコマンドに基づいて各パ
ワーアウトレットをオン或いはオフする。IPDUの典型的な例としては、Cyclades PM10とA
PCの製品がある。IPDUは、コマンドライン命令に基づくコマンドインターフェイスを備え
るか、或いは、テキストメニュー・アーキテクチャに基づくものであってもよい。コマン
ドインターフェイスは、SNMPコマンド或いは商用(proprietary)プロトコルに基づくもの
である。本発明によれば、ユニバーサル接続モジュール４４は、パワーON(PowerON)やパ
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ワーOff(PowerOff)などの管理アプリケーション/モジュール命令を、イーサネット(登録
商標)、或いは、制御される特定デバイスに依存するシリアルRS232接続によって送られる
特定デバイス向け(device specific)命令に変換することができる。また、ユニバーサル
接続モジュールは、特定デバイス向けコマンドセット或いはプロトコルを使って、標準の
APIコマンドを特定デバイス向けのコマンドとシーケンスに変換する必要がある。また、
この場合のユニバーサル接続モジュールは、認証とデータの暗号化を行うことができる。
【００３３】
（HPのiLO）
　HPのiLO(Integrated Lights Out)は、転送にイーサネット(登録商標)を利用するblades
とHPサーバ用の管理インターフェイスである。これは、テキストコンソール(Telnetを介
してアクセス可能)、KVMコンソール(商用のクライアントを使ってアクセスされる)、サー
バのパワー制御(商用プロトコルを使って制御される)、システムの健康状態の監視、仮想
媒体を含む幾つかのユーザインターフェイスを提供するものである。ユニバーサル接続モ
ジュール４４(とiLOモジュール６６)は、必要な認証を行って、これらのリソースへのア
クセスを許可し、必要に応じて、データストリームを変換することができる。テキストコ
ンソールのトラフィックは、アプリケーションレイヤーに送られる前にTelnetフォーマッ
トからプレーン(plain)シリアルストリームに変換されてもよい。ユーザアプリケーショ
ンから受け取ったあらゆるパワー制御メッセージ(パワーオン、パワーオフ)を、対応する
iLOコマンドシーケンスに変換して、iLOインターフェイスに転送することができる。KVM
アプリケーションクライアントソフトウェアは、クライアント・ワークステーションに送
られ、認証後に、ユーザワークステーションとサーバ間の接続を確立する。HPのiLO管理
インターフェイスは、本願の援用文献であるhttp://hl8013.wwwl.hp.com/products/serve
rs/management/に記載されている。
【００３４】
（IPMI(インテリジェントプラットフォーム管理インターフェイス)）
　IPMIは、コンピュータ機器の管理を扱う、Intelが開発した新興の(emerging)規格であ
る。IPMIは、テキストコンソールへの接続、ファンの速度などのシステムハードウェアス
テータスの読み値、機器のパワー制御の仕様(specification)を提供するものである。ユ
ニバーサル接続モジュールは、パワー制御、システムステータス、IPMIプロトコルフォー
マットへの管理コンソールアクセスのためのアプリケーションからのリクエストを変換し
、セッションのセットアップ/停止、認証、暗号化の設定を扱う。IPMIは、本願の援用文
献であるhttp://www.intel.com/design/server/ipmi/に記載されている。
【００３５】
（その他の管理プロトコルとインターフェイス）
　本発明によれば、ユニバーサル接続モジュールが、全のコール(call)のセットアップ/
停止、認証、暗号化、データフォーマットとプロトコルの変換を扱う場合に、アプリケー
ションレイヤーの標準インターフェイスが、サポートされている管理インターフェイスの
特性に提供されるように、ユニバーサルドライバーは、その他の管理プロトコルとインタ
ーフェイス、或いは、あらゆる新規に開発された管理インターフェイスを同様に扱うこと
ができる。ここで、本発明のアウトオブバンド・ネットワーク管理システムのユーザイン
ターフェイスの幾つかの例を説明する。
【００３６】
　図５は、本発明の一アウトオブバンド・ネットワーク管理システムのログインスクリー
ン１２０の画面例を示す。上述したように、本システムは、本システムがサポートする管
理コンソール/インターフェイスの全てに対する中央集中化したユーザ認証を提供する。H
PのiLOなどの管理コンソールの中には、元々サポートされている認証が企業にとっては十
分ではないものがあるので、本発明によれば、元々サポートされているプロトコルと認証
スキームとは独立してどのような管理インターフェイスに対しても標準的な企業クラスの
認証とセキュリティを実施することができる。これは、ユーザが適切に認証され、コンソ
ールへの接続権が与えらたときに限って、そのコンソールへの接続を許可するネットワー
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クプロキシの特徴を利用することによって達成される。
【００３７】
　図６は、本発明の一アウトオブバンド・ネットワーク管理システムのアクセス制御スク
リーン１３０の画面例を示す。管理コンソールの全てが閲覧(viewed)可能で、統一的かつ
標準的な方法でアクセス可能であるので、アクセス制御スクリーンは統合アクセス制御を
提供する。ユニバーサル接続モジュールは、エンドポイントデバイス自体に関連する暗号
化と認証だけでなく、必要なアドレッシングと接続のセットアップを実行する。各管理イ
ンターフェイスは異なるプロトコルを使い、異なるクライアントアプリケーションを要求
するので、各デバイスが共通の特徴のセットをもつように、ユニバーサル接続モジュール
を使って要求された認証と暗号化プロキシサービスを実行することによって、複数の管理
コンソールが本発明に基づいて統合化される。スクリーンには、サポートされた各コンソ
ールに関するデータの１つ以上の行１３２があり、ユーザは管理コンソール間をナビゲー
トすることができる。各行には、ユーザが図７に示されるような特定の管理コンソールと
交信するためにアプリケーション／クライアントを開始させることを許可するリンク１３
４(そのテキストは特定の管理コンソール名)がある。
【００３８】
　図７は、本発明の一アウトオブバンド・ネットワーク管理システムのシリアルコンソー
ルスクリーン１４０の画面例を示す。特に、ユーザがシリアルRS232管理コンソールにア
クセスすることを許可する組み込みSecure Shell(SSH)クライアント142を起動する一例を
示す。クライアント１４２は、図６に示すスクリーン１３０の管理コンソール名リンク１
３４をクリックすることによって起動される。図で示されているように、SSHクライアン
ト１４２は、シリアル管理コンソールのための典型的なLinuxコマンドラインインターフ
ェイスをユーザに提供する。
【００３９】
　図８は、本発明の一アウトオブバンド・ネットワーク管理システムのKVMコンソールス
クリーン１５０の画面例を示す。このスクリーンでは、ユーザは、初期ログインスクリー
ンからKVM管理コンソールに対応するリンク１３４をクリックすることができ、これによ
って、キーボード・ビデオ・マウス(KVM)ビューワ・アプリケーション１５２が起動され
る。また、KVMビューワ・アプリケーションは、管理コンソールタイプのリストからKVMア
プリケーションを選択することによって起動可能である。本発明によれば、ビューワ・ア
プリケーション１５２が起動されると、そのデバイスに対して自動的に接続が確立され、
認証と暗号化プロキシのサービスが実行される。
【００４０】
　図９は、本発明の一アウトオブバンド・ネットワーク管理システムのパワー制御コンソ
ールスクリーン１６０の画面例を示す。上述の例と同様に、ユーザは標準化された統一的
インターフェイスを使ってこの管理コンソールと接続し、アウトレットマネージャアプリ
ケーション／スクリーン(図９に示される)、ビューIPDU情報アプリケーション／スクリー
ン、ユーザ・マネージャ・スクリーン／アプリケーション、コンフィグレーションアプリ
ケーション／スクリーン、ソフトウェアアップグレード・アプリケーション／スクリーン
などのパワー制御のための特徴の標準セットにアクセスする。ユニバーサル接続マネージ
ャは、このケースではシリアルパワーストリップ(strip)であるか、或いは、SNMPによっ
て制御されるパワーデバイスへの接続の複雑度を隠す(hides)。又は、それらは、IPMI、H
PのILO、或いは、SUN ALOMを使ったターゲットシステムのサービスプロセッサに統合され
得る。各パワー管理プロトコルは、異なるセッションのセットアップと停止を要求し、そ
の各々は異なるレベルのセキュリティと異なるコマンドシンタックスを備える。本発明は
、いかなるタイプのパワーデバイスも同じアプリケーションによってサポートされるよう
にこのレベルの複雑度を抽象化する。
【００４１】
　図１０は、本発明の一アウトオブバンド・ネットワーク管理システムのパワー及びコン
ソール統合化インターフェイススクリーン１７０の一場面を示す。この例では、ユーザイ
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ンターフェイスは、完全に別々の２つのコンソールタイプを統合化する。図１０で示され
る例では、LAN接続上のIPMIシリアルは、Linuxシステムコンソールへのアクセスを可能に
し、Cyclades PMインテリジェントパワー分配ユニットによってパワー制御がなされるの
で、本発明によって、各管理コンソールタイプをそれが有効になるいかなる環境でも利用
可能になる。従って、PMインテリジェントパワー分配ユニットによって、SNMPプロトコル
、或いは、SUN ALOMプロトコルに基づくALOMインターフェイスを利用して、例えば、パワ
ー制御がなされる。
【００４２】
　図１１は、本発明の一アウトオブバンド・ネットワーク管理システムのデータロギング
スクリーン１８０の画面例を示す。このサービスは、ASCIIコードの文字が管理インター
フェイス中で利用されるあらゆるプロトコル或いはデバイスのために、ユニバーサル接続
モジュールによって提供される。従って、RS232シリアルなどの管理インターフェイスを
使って、データロギングを利用することが可能である。又は、それは(その他の場面では)
ネットワーク接続されたSecure Shell(SSH)セッションである。又は、それはLANプロトコ
ル上のIPMIシリアルを使ってもよい。ユニバーサル接続モジュールは、データをそのデー
タ源から送るために使われる下層の(underlying)プロトコルと転送機構には依存せずに、
シリアル化データストリームをアプリケーションに提供する。
【００４３】
　図１２は、本発明の一アウトオブバンド・ネットワーク管理システムの警報処理(alarm
 handling)スクリーン１９０の画面例を示す。従って、本発明は、下層の管理インターフ
ェイスの警報状態のアクセスを可能にする。これらの警報はSNMPを使って転送されるか、
又は、管理コンソール出力の検査によって検出されるか、又は、IPMIなどで転送可能であ
る。ユニバーサル接続モジュールによって各事象の検出が可能になり、これらをアプリケ
ーションが利用できるような標準フォーマットに変換する。警報処理の共通する特徴は既
存のネットワーク管理・事故管理システムに対してプロキシサービスを提供することであ
る。図１２に示すように、各警報によって、ユーザは警報を掘り下げて(drill down)その
データに関してさらに学ぶことができる。従って、ユーザは、コンソール名リンク１９２
を選択して特定のコンソールを見るか、チケットリンク１９４を選択して特定の警報チケ
ットを見るか、トリガ名リンク１９６を選択して特定のトリガ名詳細を見るか、又は、コ
ンソールログリンク１９８を選択して特定のコンソールのログを見ることができる。ここ
で、自動警報処理方法について詳細に説明する。
【００４４】
　図１３は、本発明の一アウトオブバンド・ネットワーク管理システムの自動警報処理方
法２００の画面例を示す。また、本発明は、ローカルでの自動警報処理を可能にする。本
発明がない場合は、(プロトコル・コンバータがそのタイプのデバイスにとって利用可能
である場合)オペレータに対して問題を強調するために、各警報がネットワーク管理シス
テムに転送される。次に、オペレータは異なるアプリケーションを使って(異なる認証ス
キーム、接続方法、転送プロトコルを利用して)そのデバイスにアクセスして問題を解決
する。このアプローチは、ネットワークオペレーションセンター或いはシステムアドミニ
ストレータに複数のクライアントソフトウェアにアクセスすることを要求するものである
。また、各管理インターフェイスタイプと交信するためには、ユーザは、各管理インター
フェイスによって利用される異なるプロトコルスタックをインストールして維持しなけれ
ばならず、異なる認証データベースを使い、異なるパスワードを維持するか、又は、セキ
ュリティポリシーを変更して新しいインターフェイスタイプを収容しなければならない。
【００４５】
　本発明を使って様々なアクセス・タイプ、認証タイプ、クライアント管理アプリケーシ
ョンが公衆ネットワークから隠され、本発明の中に全て包含される。例えば、Windows(登
録商標)マシンがクラッシュし、Blueスクリーン(Blue Screen)を生成した場合は、本発明
は、windows(登録商標)サーバのMicrosoft Windows(登録商標) Emergency管理サービスモ
ジュール(EMS)から受信されたXMLコードのメッセージを使って、その問題を検出する。こ
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れは、管理コンソールが、シリアルコンソールサーバを介した最も可能性があるアクセス
方法を使って接続し、Windows(登録商標) EMSモジュールがこのポートに対してロードさ
れることを要求するものである。いったん警報状態が認識されると、好適な応答は本シス
テムに対してパワーサイクルを実行することである。従って、ユニバーサル接続モジュー
ルを使って、適切なパワー制御モジュールを用いてローカル接続を自動的に確立すること
が可能である。パワー制御モジュールは、イーサネット(登録商標)接続上でSNMPを利用す
ることができ、又は、コマンドラインチャット・スクリプトを使ってパワー制御モジュー
ルと通信し、これを制御することができる。いったんユニバーサル接続モジュールが接続
を確立すると、警報モジュールによってパワーサイクルコマンドを自動的に送り、本シス
テムに対してパワーサイクルを実行する。ここで、ユニバーサル接続モジュールのデータ
ロギングサービスを使って、影響を受けるサーバに対して生成されたパワーオン・メッセ
ージを記録し、最終的に、EMSモジュールは、Windows(登録商標)オペレーティングシステ
ムのリブートを検出することができる。また、本システムがクラッシュしリブートされ、
現在動作を再開したことをネットワークオペレーションセンターに通知するために、外部
事象が生成可能である。
【００４６】
　従って、図１３に示すように、ユニバーサル接続モジュールによって、複数のデバイス
タイプとの通信が可能になり、警報監視、パワーサイクルの実行、データロギングを達成
できる。各ケースでは、異なるプロトコルモジュールとサービスモジュールが必要とされ
得る。しかしながら、ユニバーサル接続モジュールを使って全モジュールがアクセス可能
であるので、ユニバーサル接続モジュールは警報事象と応答を処理することができる。こ
の例では、本願に記載される全ての機能とオペレーションが、本システムの管理モジュー
ル４０の１つ以上のモジュールによって実行される。従って、ステップ２０２では、ユニ
バーサル接続モジュールによってデバイスの監視が開始される。ステップ２０４では、警
報管理ソフトウェアモジュールがロードされる。ステップ２０６では、Windows(登録商標
)に基づくシステムのBlueスクリーン状態が警報モジュールによって検出される。ステッ
プ２０８では、本システムはその状態を検出し、自動応答（この例では、本デバイスのパ
ワーサイクル）を行う。ステップ２１０では、パワーモジュールがロードされて、ステッ
プ２１２では、本デバイスのパワーサイクルを実行する。ステップ２１４では、管理モジ
ュールはリブートの結果を記録する。ステップ２１６では、管理モジュールはデータログ
モジュールをロードして、ステップ２１８では、本システムが安定状態になるまで待つ。
ステップ２２０では、警報モジュールが再びロードされて、最初に検出された事象／トリ
ガがまだ発生しているかどうかを決定する。ステップ２２２では、管理モジュールは、自
動警報処理とその結果に関する通知をネットワーク管理システムに送ることができる。
【００４７】
　これまでの記載は本発明の特定の実施形態に関するものであったが、当業者であれば、
請求の範囲が添付の請求項で規定されている本発明の原理と要旨から逸脱することなく本
実施形態の変更を行うことができることを正しく理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】典型的なアウトオブバンド・ネットワーク管理システムを示す図である。
【図２】本発明のアウトオブバンド・ネットワーク管理システムを示す図である。
【図３】本発明のアウトオブバンド・ネットワーク管理システムの管理モジュールの詳細
を示す図である。
【図４】本発明の管理データ接続インターフェイスを管理する方法を示す図である。
【図５】本発明のアウトオブバンド・ネットワーク管理システムの一例のログインスクリ
ーンを示す画面例である。
【図６】本発明のアウトオブバンド・ネットワーク管理システムの一例のアクセス制御ス
クリーンを例示した画面例である。
【図７】本発明のアウトオブバンド・ネットワーク管理システムの一例のシリアルコンソ
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ールスクリーンを例示した画面例である。
【図８】本発明のアウトオブバンド・ネットワーク管理システムの一例のKVMコンソール
スクリーンを例示した画面例である。
【図９】本発明のアウトオブバンド・ネットワーク管理システムの一例のパワー制御コン
ソールスクリーンを例示した画面例である。
【図１０】本発明のアウトオブバンド・ネットワーク管理システムの一例のパワー・コン
ソール統合化インターフェイススクリーンを例示した画面例である。
【図１１】本発明のアウトオブバンド・ネットワーク管理システムの一例のデータロギン
グスクリーンを例示した画面例である。
【図１２】本発明のアウトオブバンド・ネットワーク管理システムの一例の警報処理スク
リーンを例示した画面例である。
【図１３】本発明のアウトオブバンド・ネットワーク管理システムの一例の自動化警報処
理方法を示す図である。
【符号の説明】
【００４９】
２２　　コンソールサーバ
２４　　スイッチ
２６　　ネットワーク
２８　　NMS

【図１】 【図２】
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