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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の計算機ノードを有する計算機システムであって、
前記複数の計算機ノードは各々、複数の仮想計算機と、当該複数の仮想計算機を制御す
る制御基盤部とを有しており、
各仮想計算機は、当該仮想計算機が動作している自計算機ノードとは別の他の計算機ノ
ード上で動作している他の仮想計算機と多重化グループを構成し、当該仮想計算機若しく
は当該他の仮想計算機のいずれか一方が主系仮想計算機として動作し他方が従系仮想計算
機として動作しており、
前記制御基盤部は、当該制御基盤部が備えられている自計算機ノードの複数の仮想計算
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機各々について、主系仮想計算機若しくは従系仮想計算機のいずれとして動作しているの
かを管理し、当該複数の仮想計算機各々の状態を監視しており、
前記制御基盤部は、自計算機ノード上で主系仮想計算機として動作する仮想計算機の障
害を検知した場合に、前記自計算機ノード上で主系仮想計算機として動作している仮想計
算機の数と従系仮想計算機として動作している仮想計算機の数との比率に応じて、障害が
生じた仮想計算機とともに自計算機ノード上で動作する他の仮想計算機も主系仮想計算機
から従系仮想計算機へ切り替えるかどうか判定することを特徴とする計算機システム。
【請求項２】
複数の計算機ノードを有する計算機システムであって、
前記複数の計算機ノードは各々、複数の仮想計算機と、当該複数の仮想計算機を制御す
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る制御基盤部とを有しており、
各仮想計算機は、当該仮想計算機が動作している自計算機ノードとは別の他の計算機ノ
ード上で動作している他の仮想計算機と多重化グループを構成し、当該仮想計算機若しく
は当該他の仮想計算機のいずれか一方が主系仮想計算機として動作し他方が従系仮想計算
機として動作しており、
前記制御基盤部は、当該制御基盤部が備えられている自計算機ノードの複数の仮想計算
機各々について、主系仮想計算機若しくは従系仮想計算機のいずれとして動作しているの
かを管理し、当該複数の仮想計算機各々の状態を監視しており、
前記制御基盤部は、自計算機ノード上で主系仮想計算機として動作する仮想計算機の障
害を検知した場合に、前記自計算機ノード上で主系仮想計算機として動作している仮想計
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算機の数が、当該自計算機ノード上で動作している仮想計算機の総数の半数未満である場
合に、障害が生じた仮想計算機とともに当該自計算機ノード上で主系仮想計算機として動
作している他の仮想計算機も、主系仮想計算機から従系仮想計算機へ切り替えるよう制御
を行うことを特徴とする計算機システム。
【請求項３】
複数の計算機ノードを有する計算機システムであって、
前記複数の計算機ノードは各々、複数の仮想計算機と、当該複数の仮想計算機を制御す
る制御基盤部とを有しており、
各仮想計算機は、当該仮想計算機が動作している自計算機ノードとは別の他の計算機ノ
ード上で動作している他の仮想計算機と多重化グループを構成し、当該仮想計算機若しく
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は当該他の仮想計算機のいずれか一方が主系仮想計算機として動作し他方が従系仮想計算
機として動作しており、
前記制御基盤部は、当該制御基盤部が備えられている自計算機ノードの複数の仮想計算
機各々について、主系仮想計算機若しくは従系仮想計算機のいずれとして動作しているの
かを管理し、当該複数の仮想計算機各々の状態を監視しており、
前記制御基盤部は、自計算機ノード上で主系仮想計算機として動作する仮想計算機の障
害を検知した場合に、前記自計算機ノード上で主系仮想計算機として動作している仮想計
算機の数が、当該自計算機ノード上で動作している仮想計算機の総数の半数以上である場
合には、障害が生じた仮想計算機を主系仮想計算機から従系仮想計算機へ切り替えるよう
制御し、

30

前記制御基盤部は、前記障害が回復した場合に、前記仮想計算機を従系仮想計算機から
主系仮想計算機へ戻すよう制御することを特徴とする計算機システム。
【請求項４】
請求項１から請求項３の何れか一つの請求項に記載の計算機システムであって、
前記制御基盤部は、自計算機ノード上で動作する仮想計算機を主系仮想計算機から従系
仮想計算機へ切り替える場合に、当該仮想計算機へ従系仮想計算機への切替要求を通知す
ると共に、当該仮想計算機と多重化グループを構成している他の仮想計算機を従系仮想計
算機から主系仮想計算機へ切り替えるために、当該他の仮想計算機が動作する他の計算機
ノードへ通知を送信することを特徴とする計算機システム。
【請求項５】
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請求項１から請求項３の何れか一つの請求項に記載の計算機システムであって、
前記制御基盤部は、前記自計算機ノード上で動作する各仮想計算機が使用するハードウ
ェアリソースを管理しており、主系仮想計算機として動作する複数の仮想計算機に共有さ
れるハードウェアリソースの障害を検知した場合には、当該複数の仮想計算機を共に主系
仮想計算機から従系仮想計算機へ切り替えるよう制御することを特徴とする計算機システ
ム。
【請求項６】
請求項１から請求項３の何れか一つの請求項に記載の計算機システムであって、
前記制御基盤部は、前記自計算機ノード上で動作する複数の仮想計算機が論理的なグル
ープを構成している場合に、当該複数の仮想計算機の一に障害が生じた場合は、当該論理
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的なグループを構成している他の仮想計算機も共に主系仮想計算機から従系仮想計算機へ
切り替えるよう制御することを特徴とする計算機システム。
【請求項７】
複数の計算機ノードを有する計算機システムにおいて実行される方法であって、
前記複数の計算機ノードは各々、複数の仮想計算機と、当該複数の仮想計算機を制御す
る制御基盤部とを有しており、
各仮想計算機は、当該仮想計算機が動作している自計算機ノードとは別の他の計算機ノ
ード上で動作している他の仮想計算機と多重化グループを構成し、当該仮想計算機若しく
は当該他の仮想計算機のいずれか一方が主系仮想計算機として動作し他方が従系仮想計算
機として動作しており、
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前記制御基盤部は、当該制御基盤部が備えられている自計算機ノードの複数の仮想計算
機各々について、主系仮想計算機若しくは従系仮想計算機のいずれとして動作しているの
かを管理し、当該複数の仮想計算機各々の状態を監視しており、
前記制御基盤部は、自計算機ノード上で主系仮想計算機として動作する仮想計算機の障
害を検知した場合に、前記自計算機ノード上で主系仮想計算機として動作している仮想計
算機の数と従系仮想計算機として動作している仮想計算機の数との比率に応じて、障害が
生じた仮想計算機とともに自計算機ノード上で動作する他の仮想計算機も主系仮想計算機
から従系仮想計算機へ切り替えるかどうか判定することを特徴とする方法。
【請求項８】
複数の計算機ノードを有する計算機システムにおいて実行される方法であって、
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前記複数の計算機ノードは各々、複数の仮想計算機と、当該複数の仮想計算機を制御す
る制御基盤部とを有しており、
各仮想計算機は、当該仮想計算機が動作している自計算機ノードとは別の他の計算機ノ
ード上で動作している他の仮想計算機と多重化グループを構成し、当該仮想計算機若しく
は当該他の仮想計算機のいずれか一方が主系仮想計算機として動作し他方が従系仮想計算
機として動作しており、
前記制御基盤部は、当該制御基盤部が備えられている自計算機ノードの複数の仮想計算
機各々について、主系仮想計算機若しくは従系仮想計算機のいずれとして動作しているの
かを管理し、当該複数の仮想計算機各々の状態を監視しており、
前記制御基盤部は、自計算機ノード上で主系仮想計算機として動作する仮想計算機の障
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害を検知した場合に、前記自計算機ノード上で主系仮想計算機として動作している仮想計
算機の数が、当該自計算機ノード上で動作している仮想計算機の総数の半数未満である場
合に、障害が生じた仮想計算機とともに当該自計算機ノード上で主系仮想計算機として動
作している他の仮想計算機も、主系仮想計算機から従系仮想計算機へ切り替えるよう制御
を行うことを特徴とする計算機方法。
【請求項９】
複数の計算機ノードを有する計算機システムにおいて実行される方法であって、
前記複数の計算機ノードは各々、複数の仮想計算機と、当該複数の仮想計算機を制御す
る制御基盤部とを有しており、
各仮想計算機は、当該仮想計算機が動作している自計算機ノードとは別の他の計算機ノ

40

ード上で動作している他の仮想計算機と多重化グループを構成し、当該仮想計算機若しく
は当該他の仮想計算機のいずれか一方が主系仮想計算機として動作し他方が従系仮想計算
機として動作しており、
前記制御基盤部は、当該制御基盤部が備えられている自計算機ノードの複数の仮想計算
機各々について、主系仮想計算機若しくは従系仮想計算機のいずれとして動作しているの
かを管理し、当該複数の仮想計算機各々の状態を監視しており、
前記制御基盤部は、自計算機ノード上で主系仮想計算機として動作する仮想計算機の障
害を検知した場合に、前記自計算機ノード上で主系仮想計算機として動作している仮想計
算機の数が、当該自計算機ノード上で動作している仮想計算機の総数の半数以上である場
合には、障害が生じた仮想計算機を主系仮想計算機から従系仮想計算機へ切り替えるよう
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制御し、
前記制御基盤部は、前記障害が回復した場合に、前記仮想計算機を従系仮想計算機から
主系仮想計算機へ戻すよう制御することを特徴とする方法。
【請求項１０】
請求項７から請求項９の何れか一つの請求項に記載の方法であって、
前記制御基盤部は、自計算機ノード上で動作する仮想計算機を主系仮想計算機から従系
仮想計算機へ切り替える場合に、当該仮想計算機へ従系仮想計算機への切替要求を通知す
ると共に、当該仮想計算機と多重化グループを構成している他の仮想計算機を従系仮想計
算機から主系仮想計算機へ切り替えるために、当該他の仮想計算機が動作する他の計算機
ノードへ通知を送信することを特徴とする方法。
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【請求項１１】
請求項７から請求項９の何れか一つの請求項に記載の方法であって、
前記制御基盤部は、前記自計算機ノード上で動作する各仮想計算機が使用するハードウ
ェアリソースを管理しており、主系仮想計算機として動作する複数の仮想計算機に共有さ
れるハードウェアリソースの障害を検知した場合には、当該複数の仮想計算機を共に主系
仮想計算機から従系仮想計算機へ切り替えるよう制御することを特徴とする方法。
【請求項１２】
請求項７から請求項９の何れか一つの請求項に記載の方法であって、
前記制御基盤部は、前記自計算機ノード上で動作する複数の仮想計算機が論理的なグル
ープを構成している場合に、当該複数の仮想計算機の一に障害が生じた場合は、当該論理
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的なグループを構成している他の仮想計算機も共に主系仮想計算機から従系仮想計算機へ
切り替えるよう制御することを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、サーバ仮想化環境において可用性を上げるために複数の計算機ノードを多重
化して構成された計算機システムに関し、特に計算機ノード上のホストマシンおよび各仮
想マシンの障害監視と計算機ノードの系切り替えを行う方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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サーバ仮想化技術は、１台の物理計算機上で複数の仮想マシンを実行し、物理計算機の
台数を削減することで、運用コスト、計算機の設置スペース及び消費電力等を削減できる
メリットがあり、近年、注目を浴びている。ただし、物理計算機で運用していたシステム
と同様な信頼性の確保のため、仮想化環境を提供する物理計算機の多重化とともに、各物
理計算機で制御・運用される仮想マシンの多重系構成も要求されている。
【０００３】
特許文献１には、物理計算機上の各仮想マシン単位で、障害を検知し系を切替える方法
が開示されている。特許文献１では、図２０に示すように、物理計算機２００１と２０３
１が、ＬＡＮを介して多重化されており、物理計算機Ａ２００１はホストマシン２００２
および仮想マシン２００５と２０１５を備えたサーバ仮想化環境を備えており、物理計算
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機Ｂ２０３１も同様な構成を備えている。また、障害検知方法および系切替え方法として
、物理計算機Ａ２００１上の仮想マシンＡ２００５上にゲストクラスタプログラム２００
７、仮想マシンＢ２０１５上にゲストクラスタプログラム２０１７、および、ホストマシ
ン２００２上にホストクラスタプログラム２００３を設けている。物理計算機Ｂ２０３１
も同様な構成である。
【０００４】
ゲストクラスタプログラム２００７と２０１７または２０３７と２０４７は、アプリケ
ーションプログラム２００６、２０１６、２０３６、２０４６の稼働状況を監視しつつ、
ホストクラスタプログラム２００３または２０３３に監視結果を通知する。また、ゲスト
クラスタプログラム２００７、２０１７は、ホストクラスタプログラム２００３から系切
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替え命令を受けた場合には、各々対応する仮想マシン２００５、２０１５に対する主系／
従系モードの系切替えを実施する。仮想マシンが主系モードの時には、 アプリケーショ
ンが入力されたデータに対して処理を行い処理結果を出力する。一方、仮想マシンが従系
モードの時には、 アプリケーションが入力されたデータに対して処理を行うが処理結果
の出力は行わない。また、ゲストクラスタプログラム２０３７、２０４７も同様に、ホス
トクラスタプログラム２０３３から系切替え命令を受けた場合には、各々対応する仮想マ
シン２０３５、２０４５に対する主系／従系モードの系切替えを実施する。一方、ホスト
クラスタプログラム２００３または２０３３は、同じ物理計算機上で稼動している各仮想
マシン（仮想マシン２００５と２０１５または仮想マシン２０３５と２０４５）の稼働状
況を監視し、例えば、主系モードの仮想マシンＡ２００５が停止していることを検知した
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場合には、仮想マシンＡ２０３５を従系モードから主系モードへ切り替える。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８−２６９３３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
特許文献１では、物理計算機上の仮想マシン単位での障害を検知し障害発生時には主系
と従系との間の系切り替えを実施する。例えば、図２０において、物理計算機Ａ２００１
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上の各仮想マシン２００５と２０１５が全て主系モードで、物理計算機Ｂ２０３１上の各
仮想マシン２０３５と２０４５が全て従系モードの場合に、物理計算機Ａ２００１上の仮
想マシンＡ２００５が障害とする。この場合には、物理計算機Ｂ上の仮想マシンＡ２０３
５が従系モードから主系モードに切り替わって稼働する。この場合物理計算機Ａには主系
モードの仮想マシンと従系モードの仮想マシンが混在した状態となる。物理計算機Ｂも同
様に主系モードおよび従系モードの仮想マシンが混在した状態となる。
【０００７】
しかしながら、物理計算機に対してハードウェア保守を行いたい場合には、物理計算機
上の全ての仮想マシンが従系モード（または停止モード）でなければ、物理計算機を一旦
停止させることができない。なぜなら、主系モードの仮想マシンは実際の処理を行った結
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果を出力しているから、処理中の仮想マシンを停止することができない。つまり、物理計
算機上に主系モードの仮想マシンおよび従系モードの仮想マシンが混在している状態では
、ハードウェア保守を行うことができない問題がある。
【０００８】
そこで、仮想化計算機の多重系構成制御において、物理計算機上に搭載されている複数
の仮想マシンがなるべく同じの動作モードとなるように、各仮想マシンの系切替えを実施
する技術を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
計算機システムは複数の計算機ノードを有し、各計算機ノードは複数の仮想計算機と仮
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想計算機を制御する制御基盤部とを有する。各仮想計算機は、自計算機ノードとは別の他
の計算機ノード上で動作している他の仮想計算機と多重化グループを構成し、いずれか一
方が主系仮想計算機として動作し他方が従系仮想計算機として動作している。制御基盤部
は、各仮想計算機について、主系/従系仮想計算機のいずれとして動作しているのかを管
理し、各仮想計算機各々の状態を監視している。制御基盤部は、自計算機ノード上で主系
仮想計算機として動作する仮想計算機の障害を検知した場合に、予め定められた規則に従
って、障害が生じた仮想計算機とともに自計算機ノード上で動作する他の仮想計算機も主
系仮想計算機から従系仮想計算機へ切り替えるかどうか判定する。
【発明の効果】
【００１０】
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仮想化計算機の多重系構成制御において、物理計算機上に搭載されている複数の仮想マ
シンがなるべく同じの動作モードとなるように、各仮想マシンの系切替えを実施すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】仮想化多重システムの構成例を示す図である。
【図２】計算機ノードの構成例を示す図である。
【図３】計算機ノード構成管理テーブルの構成例を示す図である。
【図４】ＶＭ状態管理テーブルの構成例を示す図である。
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【図５】リソース管理テーブルの構成例を示す図である。
【図６】系切替制御テーブルの構成例を示す図である。
【図７】ＶＭ１を対象とした系切替制御テーブルの例を示す図である。
【図８】計算機ノード間通信フォーマットの一例を示す図である。
【図９】多重系制御エージェントプログラムと多重系制御基盤プログラム間の通信フォー
マットの一例を示す図である。
【図１０】仮想化多重系システムで実行される処理の一例を示すフローチャートである。
【図１１】リソース監視処理の一例を示す図である。
【図１２】リソース監視処理の一例を示すフローチャートである。
【図１３】系切替通知処理の一例を示すフローチャートである。
【図１４】メッセージ送信処理の一例を示すフローチャートである。
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【図１５】ノード監視処理の一例を示すフローチャートである。
【図１６】生死監視処理の一例を示すフローチャートである。
【図１７】全ＶＭ切替処理の一例を示すフローチャートである。
【図１８】主系処理の一例を示すフローチャートである。
【図１９】従系処理の一例を示すフローチャートである。
【図２０】計算機システムの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
以下、実施の形態を図面を用いて説明する。なお、本発明が実施の形態に制限されるこ
とは無く、本発明の思想に合致するあらゆる応用例が本発明に該当する。
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【実施例１】
【００１３】
＜図１：全体構成例＞
図１は、仮想化多重システムの全体構成例である。
【００１４】
仮想化多重系システム１は一つまたは複数の端末２と外部ネットワーク３を介して接続
される。仮想化多重系システム１は二台の計算機ノード１００（図１では計算機ノードＡ
１００−Ａと計算機ノードＢ

１００−Ｂ）と内部ネットワーク４より構成されている

。
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【００１５】
計算機ノード１００はメモリ１０１、プロセッサ１０２、記憶装置１０３、外部通信イ
ンタフェース１０４（図中、インタフェースをＩ／Ｆと略記）、ノード間通信Ｉ／Ｆ１０
５を備える。計算機ノードＡ

１００−Ａと計算機ノードＢ

１００−Ｂは共に同様の構

成を有する。
【００１６】
メモリ１０１内にはホストオペレーティングシステム４００（図中、ホストＯＳと略記
）、多重系制御基盤プログラム３００と一つまたは複数の仮想マシン環境２００（図中、
ＶＭと略記）が保持される。ホストＯＳ４００内には仮想化プログラム４０１とデバイス
制御プログラム４０２が保持される。多重系制御基盤プログラム３００は計算機ノード構
成管理テーブル３０１、ＶＭ状態管理テーブル３０２、リソース管理テーブル３０３、系
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切替制御テーブル３０４と計算機ノード監視部３０５から構成される。ＶＭ２００はアプ
リケーション２１１（図中、ＡＰと略記）、多重系制御エージェントプログラム２１２、
ゲストオペレーティングシステム２１３（図中、ゲストＯＳと略記）から構成される。
【００１７】
尚、図１では端末２として三台の端末２−Ａ、２−Ｂ、２−Ｃが仮想化多重系システム
１に接続されており、また計算機ノードＡ

１００−Ａ内にはＶＭ２００としてＶＭ１

２００−Ａ、ＶＭ２

２００−Ｃが備えられている例を示したが、

２００−Ｂ、ＶＭ３

特に台数は限定されるものではない。
【００１８】
仮想化多重系システム１内の計算機ノードＡ

１００−Ａ、計算機ノードＢ

１００−
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Ｂは内部ネットワーク４を介して接続される。計算機ノード１００では、外部ネットワー
ク３は外部通信Ｉ／Ｆ１０４に接続し、内部ネットワーク４はノード間通信Ｉ／Ｆ１０５
に接続する。
【００１９】
端末２は外部ネットワーク３を介して仮想化多重系システム１に要求を送信し、仮想化
多重系システム１は要求を処理した結果を端末２に返信する。仮想化多重系システム１内
の計算機ノードＡ

１００−Ａ、計算機ノードＢ

１００−Ｂは、一方が「主系ノード」

、他方が「従系ノード」として動作する。端末２からの要求は計算機ノードＡ
Ａ、計算機ノードＢ

１００−

１００−Ｂ両方で受取られ、処理されるが、正常な状態で動作する

場合には、処理結果は「主系ノード」である計算機ノード１００だけが端末２に返信する

20

。外部通信Ｉ／Ｆ１０４などの故障で主系ノードの処理継続に支障が生じた時に、計算機
ノード１００間の主系ノード／従系ノードの関係は切替る。
【００２０】
計算機ノード１００の記憶装置１０３はホストＯＳ４００、多重系制御基盤プログラム
３００（プログラムと各種テーブル情報）、ＶＭ２００を構成するＡＰ２１１、多重系制
御エージェントプログラム２１２、ゲストＯＳ２１３を格納する。プロセッサ１０２は記
憶装置１０３からホストＯＳ４００、多重系制御基盤プログラム３００、ＶＭ２００構成
物をメモリ１０１に展開、実行し、また外部通信Ｉ／Ｆ１０４やノード間通信Ｉ／Ｆ１０
５からの割込みを処理する。外部通信Ｉ／Ｆ１０４は外部ネットワーク３を通じて端末２
とのデータの送受信を行う。ノード間通信Ｉ／Ｆ１０５は内部ネットワーク４を通じて他
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の計算機ノード１００との間でデータの送受信を行う。
【００２１】
仮想化プログラム４０１はＶＭ２００を作成、管理するためのプログラムであり、デバ
イス制御プログラム４０２は外部通信Ｉ／Ｆ１０４、ノード間通信Ｉ／Ｆ１０５や記憶装
置１０３にアクセスするためのプログラムである。ホストＯＳ４００は仮想化プログラム
４０１やデバイス制御プログラム４０２を用いて、多重系制御基盤プログラム３００やＶ
Ｍ２００の実行を制御し、外部通信Ｉ／Ｆ１０４、ノード間通信Ｉ／Ｆ１０５や記憶装置
１０３へのアクセス制御を行う。
【００２２】
ＶＭ２００は固有のプログラムやオペレーティングシステムが動作することが可能な、
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仮想化プログラム４０１により作成された仮想的な実行環境である。複数のＶＭ２００が
存在する場合に、異なるＶＭ２００内で動作するプログラムやオペレーティングシステム
は同じでも良いし、異なっていても良い。また、異なるＶＭ２００内で動作するプログラ
ムやオペレーティングシステムが互いに直接影響を与え合うことはない。ＶＭ２００は仮
想化多重系システム１内で一意の識別子を持ち、例えば、図１中のＶＭ２００は「ＶＭ１
」、「ＶＭ２」、「ＶＭ３」の識別子を保有する。また異なる計算機ノード１００内で動
作する任意のＶＭ２００の対（ペア）は、「主系ＶＭ」／「従系ＶＭ」の関係を持つ。通
常、主系ノードの計算機ノード１００内のＶＭ２００は「主系ＶＭ」となり、従系ノード
の計算機ノード１００内のＶＭ２００は「従系ＶＭ」となる。「主系ＶＭ」／「従系ＶＭ
」の関係を持つＶＭ２００の対は、二つの単体ＶＭ２００間で構成される場合もあるし、
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一つの計算機ノード１００内の複数のＶＭグループが協同してアプリケーションを実行し
てサービスを提供する場合には複数のＶＭ２００から構成されるＶＭグループ間で構成さ
れる場合もある。主系ＶＭの動作に異常が生じた場合には、「主系ＶＭ」／「従系ＶＭ」
の関係を入れ替える、系切替処理が行われる。
【００２３】
ＡＰ２１１は端末２からの要求を処理する。ＡＰ２１１は自身が動作するＶＭ２００が
主系ＶＭ、従系ＶＭのいずれであっても端末２からの要求を読取り、演算処理を行うが、
端末２への応答動作は異なる。主系ＶＭで動作するＡＰ２１１は演算結果を端末２へ返答
するが、従系ＶＭで動作するＡＰ２１１は演算結果を返答しない。ＡＰ２１１は「系切替
」を行うことで端末２への返答動作を切替える。
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【００２４】
多重系制御エージェントプログラム２１２は多重系制御基盤プログラム３００との間で
情報通信を行うプログラムであり、ＡＰ２１１の動作状態を監視して多重系制御基盤プロ
グラム３００に通知したり、多重系制御基盤プログラム３００からの指示に従ってＡＰ２
１１の系切替を行ったりする。ＡＰ２１１の動作状態を監視する方法の詳細は図１１、図
１２と共に後述する。
【００２５】
ゲストＯＳ２１３はＶＭ２００の環境内でＡＰ２１１や多重系制御エージェントプログ
ラム２１２の動作を制御する。
【００２６】
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多重系制御基盤プログラム３００は、他の計算機ノード１００内で動作する多重系制御
基盤プログラム３００との間で情報を交換することで仮想化多重系システム１内のＶＭ２
００の状態を判断し、ＶＭ２００の「主系ＶＭ」／「従系ＶＭ」の系切替を制御する。主
系ノードである計算機ノード１００内で動作する多重系制御基盤プログラム３００はＶＭ
２００の状態判断と系切替の実行を指示し、従系ノードの計算機ノード１００内で動作す
る多重系制御基盤プログラム３００は主系ノードの生死状態を監視する。計算機ノード１
００の監視は、主系ノード、従系ノードの双方から行う方式も有り得るが、本実施形態で
は従系ノードからのみ実行する。しかし、本発明の思想がこれに限定されるものでは無い
。多重系制御基盤プログラム３００のＶＭ２００の状態判断の詳細は図１３と共に後述す
る。系切替や生死状態監視処理についての詳細は、計算機ノード監視部３０５の処理説明
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として、図１４、図１５、図１６、図１７、図１８、図１９と共に後述する。
【００２７】
計算機ノード構成管理テーブル３０１は多重系制御基盤プログラム３００が計算機ノー
ド１００の主系ノード／従系ノードなどの状態を管理するためのテーブルである。詳細は
図３と共に後述する。
【００２８】
ＶＭ状態管理テーブル３０２は多重系制御基盤プログラム３００が計算機ノード１００
内のＶＭ２００の主系ＶＭ／従系ＶＭなどの状態を管理するためのテーブルである。詳細
は図４と共に後述する。
【００２９】
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リソース管理テーブル３０３は多重系制御基盤プログラム３００が、ＶＭ２００が使用
しているメモリ１０１や実行しているＡＰ２１１、他のＶＭ２００との関係などの「リソ
ース」を管理するためのテーブルである。詳細は図５と共に後述する。
【００３０】
系切替制御テーブル３０４は多重系制御基盤プログラム３００が、ＶＭ２００が使用す
るリソースに異常が発生した時などにおける、障害内容とこれに対する対応動作を記載し
たテーブルである。詳細は図６、図７と共に後述する。
【００３１】
計算機ノード監視部３０５は多重系制御基盤プログラム３００が他の計算機ノード１０
０内で動作する多重系制御基盤プログラム３００との間で通信を行い、生死状態監視処理
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を行う処理である。計算機ノード監視部３０５は多重系制御基盤プログラム３００を構成
するプログラムではあるが、多重系制御基盤プログラム３００の処理とは独立した契機で
活動する。詳細は図１４、図１５、図１６、図１７、図１８、図１９と共に後述する。
＜図２：仮想化環境構成例＞
図２は計算機ノードの構成の例を示す図である。アプリケーションやオペレーティング
システムの動作環境であるＶＭ２００は仮想的な計算機の実行環境であり、実際には、計
算機ノード１００内のメモリ１０１やプロセッサ１０２などの現存するリソースを割当て
ることで構築される。
【００３２】
図２は計算機ノード１００のメモリ１０１、プロセッサ１０２、外部通信Ｉ／Ｆ１０４
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等のリソースを複数のＶＭ２００やホストＯＳ４００への割当てた例を示した図である。
【００３３】
図２中において、計算機ノードＡ
０−Ａ、ＶＭ２

１００−Ａ内には複数のＶＭ２００（ＶＭ１

２００−Ｂ、ＶＭ３

２０

２００−Ｃ）が作成されている。メモリ１０１は

複数のメモリ領域に分割することが可能で、それぞれのメモリ領域が個別に各ＶＭ２００
やホストＯＳ４００に割り当てられたり、共有されたりする。プロセッサ１０２は「マル
チコア」のプロセッサで、コア単位でＶＭ２００やホストＯＳ４００に割り当てられたり
、共有されたりする。外部通信Ｉ／Ｆ１０４は計算機ノード１００内には複数存在し、そ
れぞれの外部通信Ｉ／Ｆ１０４がＶＭ２００やホストＯＳ４００に割り当てられたり、共
20

有されたりする。
【００３４】
仮想環境ＶＭ１

２００−Ａは、プロセッサ１０２のＶＭ１占有コア＃１

１０２−Ａ

、ＶＭ１占有メモリ１０１−ＡとＶＭ１とＶＭ２間共有メモリ１０１−Ｂのメモリ領域、
ＶＭ１とＶＭ２共有外部通信Ｉ／Ｆ１０４−Ａのリソースを使用して構築される。仮想環
境ＶＭ１

２００−Ａは、プロセッサ１０２のＶＭ２占有コア＃２

１０２−Ｂ、ＶＭ２

占有メモリ１０１−ＣとＶＭ１とＶＭ２共有メモリ１０１−Ｂのメモリ領域、ＶＭ１とＶ
Ｍ２共有外部通信Ｉ／Ｆ１０４−Ａのリソースを使用して構築される。
ＶＭ１

２００−Ａ、ＶＭ２

２００−Ｂに割当てられていないリソースであるプロセッ

サ１０２のホストＯＳ占有コア＃０

１０２−Ｃは、ホストＯＳ４００のみが使用するプ

ロセッサ・コアで、ＶＭ２００から使用されることは無い。また外部通信Ｉ／Ｆ１０４−
ＢはホストＯＳ４００と、ＶＭ１

２００−ＡとＶＭ２
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２００−Ｂ以外のＶＭ２００が

使用する。
【００３５】
計算機ノードＢ

１００−Ｂ内にも複数のＶＭ２０１（ＶＭ４

２０１−Ａ、ＶＭ５

２０１−Ｂ、ＶＭ６

２０１−Ｃ）が作成されており、各ＶＭ２０１やホストＯＳ４００

には計算機ノードＢ

１００−Ｂ内のリソースが割り当てられる。

＜図３：計算機ノード構成管理テーブル＞
図３は計算機ノード構成管理テーブル３０１の構成例を示す図である。計算機ノード構
成管理テーブル３０１は多重系制御基盤プログラム３００内に保持され、仮想化多重系シ
ステム１内の計算機ノード１００の状態情報を格納する。仮想化多重系システム１内の各
計算機ノードＡ

１００−Ａ、計算機ノードＢ

40

１００−Ｂは、同じ内容の計算機ノード

構成管理テーブル３０１を保持する。
【００３６】
計算機ノード識別子３１１には仮想化多重系システム１内の計算機ノード１００を識別
する一意の情報を格納する。
【００３７】
主／従系状態フラグ３１２には各計算機ノード１００が「主系ノード」、「従系ノード
」のいずれの状態にあるかを識別する情報を格納する。対象の計算機ノード１００が主系
ノードの場合は「Ｍ」を格納し、従系ノードの場合は「Ｓ」を格納する。
【００３８】
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マルチキャストアドレス３１３には計算機ノード１００にアクセスするための、内部ネ
ットワーク４のマルチキャストアドレスを格納する。
【００３９】
生死状態フラグ３１４には計算機ノード１００の正常／異常状態を識別する情報を格納
する。計算機ノード１００が「正常状態」の場合には「０」値を格納し、「異常状態」の
場合には「１」を格納する。本発明の実施の形態では正常／異常状態を「０／１」値で表
すが、正常／異常状態の識別が可能な情報であれば格納情報は「０／１」値に限らない。
【００４０】
監視周期３１５は計算機ノード１００の状態を監視する周期時間を格納する。従系ノー
ドの多重系制御基盤プログラム３００の計算機ノード監視部３０５は、監視周期３１５の

10

時間周期で、主系ノードの計算機ノード１００の状態を取得する。主系ノードは従系ノー
ドの計算機ノード１００の状態取得要求に応じて、状態情報を返信する。
【００４１】
生死確定カウンタ３１６は計算機ノード１００の状態取得要求に対して応答が無かった
場合に、相手計算機ノード１００が異常状態にあることを判断するためのしきい値を格納
する。生死確定カウンタ３１６の回数分、状態取得要求に対する相手計算機ノード１００
からの返信が連続して無かった場合は、相手計算機ノード１００が異常状態にあると判断
する。
＜図４：ＶＭ状態管理テーブル＞
図４は本発明の実施の形態のＶＭ状態管理テーブル３０２の構成を示す図である。ＶＭ
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状態管理テーブル３０２は多重系制御基盤プログラム３００内に保持され、計算機ノード
１００内に作成されているＶＭ２００の状態情報を保持する。
【００４２】
ＶＭ状態管理テーブル３０２に格納される状態情報は計算機ノード１００毎に異なる。
計算機ノードＡ
２

１００−ＡのＶＭ状態管理テーブル３０２はＶＭ１

２００−Ｂ、ＶＭ３

２００−Ａ、ＶＭ

２００−Ｃの状態情報を保持する。計算機ノードＢ

ＢのＶＭ状態管理テーブル３０２はＶＭ４

２０１−Ａ、ＶＭ５

１００−

２０１−Ｂ、ＶＭ６

２０１−Ｃの状態情報を保持する。
管理ＶＭ総数３２１には一台の計算機ノード１００内に作成されているＶＭ２００の総数
30

を格納する。
【００４３】
障害ＶＭ総数３２２には一台の計算機ノード１００内に作成されているＶＭ２００内、
異常状態にあるＶＭ２００の個数を格納する。障害ＶＭ総数３２２は「０」以上、管理Ｖ
Ｍ総数３２１の値以下の値となる。
【００４４】
ＶＭ識別子３２３には仮想化多重系システム１内でＶＭ２００を一意に識別する情報を
格納する。行３２８はＶＭ１

２００−Ａの状態情報を格納した行であることを示す。

【００４５】
ホスト計算機ノード識別子３２４はＶＭ２００が作成されている計算機ノード１００の
識別情報を格納する。

40

【００４６】
主／従系状態フラグ３２５にはＶＭ２００の「主系ＶＭ」、「従系ＶＭ」を識別する情
報を格納する。対象のＶＭ２００が主系ＶＭの場合は「Ｍ」を格納し、従系ＶＭの場合は
「Ｓ」を格納する。
【００４７】
生死状態フラグ３２６にはＶＭ２００の正常／異常状態を識別する情報を格納する。Ｖ
Ｍ２００が「正常状態」の場合には「０」値を格納し、「異常状態」の場合には「１」を
格納する。本発明の実施の形態では正常／異常状態を「０／１」値で表すが、正常／異常
状態の識別が可能な情報であれば格納情報は「０／１」値に限らない。
【００４８】
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主／従系構成ＶＭ情報３２７には、ＶＭ識別子３２３のＶＭ２００と主系ＶＭ／従系Ｖ
Ｍの関係に対応するＶＭ２００の情報を格納する。ホスト計算機ノード識別子３２７−Ａ
には対応するＶＭ２００が作成されている計算機ノード１００の識別情報を格納し、ＶＭ
識別子３２７−Ｂには対応するＶＭ２００を一意に特定する識別情報を格納する。
＜図５：リソース管理テーブル＞
図５はリソース管理テーブル３０３の構成例を示す図である。リソース管理テーブル３
０３は多重系制御基盤プログラム３００内に保持され、ＶＭ２００が使用する個別リソー
スの状態情報を格納する。リソース管理テーブル３０３に格納される状態情報は計算機ノ
ード１００毎に異なる。計算機ノードＡ
Ｍ１

２００−Ａ、ＶＭ２

２００−Ｂ、ＶＭ３

情報を保持する。計算機ノードＢ
２０１−Ａ、ＶＭ５

１００−Ａのリソース管理テーブル３０３はＶ
２００−Ｃが使用するリソースの状態

10

１００−Ｂのリソース管理テーブル３０３はＶＭ４

２０１−Ｂ、ＶＭ６

２０１−Ｃが使用するリソースの状態情報を

保持する。
【００４９】
ＶＭ識別子３３１にはＶＭ２００を一意に識別する情報を格納し、リソース識別子３３
２にはＶＭ２００が使用するリソースを一意に特定する情報を格納する。行３３６はＶＭ
１

２００−ＡがＡＰ１

２１１−Ａをリソースとして使用していることを意味する。

【００５０】
監視周期３３３には使用リソースの正常／異常状態を監視するための周期時間を格納す
る。リソース状態の取得をイベントなどの契機で行い、周期的に監視しない場合は無効値

20

である「０」を格納する。
【００５１】
リソース生死状態フラグ３３４には使用リソースの正常／異常状態を識別する情報を格
納する。リソースの状態が「正常状態」の場合には「０」値を格納し、「異常状態」の場
合には「１」を格納する。本発明の実施の形態では正常／異常状態を「０／１」値で表す
が、正常／異常状態の識別が可能な情報であれば格納情報は「０／１」値に限らない。
【００５２】
リソース詳細情報３３５には所有状態３３５−Ａと個別情報３３５−Ｂの項目が含まれ
る。所有状態３３５−ＡにはＶＭ２００のリソースを使用する形態を格納し、個別情報３
30

３５−Ｂにはリソース状態の取得手段を示す情報を格納する。
【００５３】
例えば図５における所有状態３３５−Ａの値、「占有」は使用リソースをＶＭ１

２０

０−Ａのみで使用することを意味し（行３３６）、「共有」は使用リソースをＶＭ１

２

００−Ａと他ＶＭ２００とで使用することを意味し（行３３８）、「論理／SERVER」はＶ
Ｍ１

２００−ＡがＶＭ２

２００−Ｂと論理的な繋がりのあるグループを形成して「サ

ーバ」の関係になっていることを意味し（行３３９）、「論理／CLIENT」はＶＭ２
０−ＢがはＶＭ１

２０

２００−Ａと論理的な繋がりのあるグループを形成して「クライアン

ト」の関係になっていることを意味する（行３４０）。
【００５４】
例えば図５における個別情報３３５−Ｂの値、「２１２」は使用リソースＡＰ１

２１

40

１−Ａの状態を多重系制御エージェントプログラム２１２が取得することを意味し（行３
３６）、「ＥＶＴ」は使用リソースＶＭ１占有メモリ１０１−Ａ状態の取得はハードウェ
ア状態を検知する計算機ノード１００のハードウェア機能などが送出するシグナル信号を
検出することで行う事を意味する（行３３７）。図５の例では、多重系制御エージェント
プログラム２１２は監視周期３３３に格納された値の周期で使用リソースＡＰ１

２１１

−Ａの状態を取得するが（行３３６）、「ＥＶＴ」の場合はハードウェア機能は使用リソ
ースＶＭ１占有メモリ１０１−Ａの状態に変化が生じた時にだけシグナル信号を送出する
ので監視周期３３３の格納値は使用しない（行３３７）。
＜図６：系切替制御テーブル＞
図６は系切替制御テーブル３０４の構成例を示す図である。系切替制御テーブル３０４
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は多重系制御基盤プログラム３００内に保持され、障害発生時に多重系制御基盤プログラ
ム３００がＶＭ２００の主系ＶＭ／従系ＶＭの系切替を行うための規則を格納する。仮想
化多重系システム１内の各計算機ノード１００は同じ内容の系切替制御テーブル３０４を
保持している。
【００５５】
障害内容３４１には計算機ノード１００やＶＭ２００の障害発生部位を指定する情報を
格納する。図６における「計算機ノード障害」は計算機ノード１００自体の動作継続に支
障が生じる部位の指定情報であることを示す。ＶＭ２００の障害発生部位は、全てのＶＭ
２００を対象に、使用リソースの所有状態種別毎にリソース識別子を格納する。
10

【００５６】
系切替対象ＶＭ３４２には、障害内容３４１に障害発生時に系切替対象となるＶＭ２０
０のＶＭ識別子を格納する。図６における「全ＶＭ」は障害が生じた計算機ノード１００
内に存在する全てのＶＭ２００を系切替対象とすることを意味する。「該当ＶＭのみ」は
障害が発生したリソースを使用するＶＭ２００だけが系切替対象となることを意味し、実
際には当該ＶＭ２００の識別子が格納される。「関連全ＶＭ」は障害が発生したリソース
を共用する複数のＶＭ２００、または障害が発生したリソースを使用しているＶＭ２００
及び当該ＶＭ２００と論理的なグループ関係にある複数のＶＭ２００が一緒に系切替対象
となることを意味し、実際には系切替対象となる複数のＶＭ２００の識別子が格納される
。

20

【００５７】
過半数判断ロジック適用要否３４３にはＶＭ２００の系切替実行時に「過半数判断ロジ
ック」の適用の有無を指定する情報を格納する。「要」は「過半数判断ロジック」を適用
することを意味し、「否」は「過半数判断ロジック」を適用しないことを意味する。「過
半数判断ロジック」は主系ＶＭ／従系ＶＭの系切替対象となるＶＭ２００を再評価する処
理であり、ＶＭ状態管理テーブル３０２の障害ＶＭ総数３２２と系切替対象ＶＭ３４２の
ＶＭ２００の合計数が、ＶＭ状態管理テーブル３０２の管理ＶＭ総数３２１の半数以上で
あるかを判断し、系切替対象のＶＭ２００を決定する。過半数であれば「過半数判断ロジ
ック」は全ＶＭを系切替対象と決定し、半数未満であれば系切替対象ＶＭ３４２に格納さ
れたＶＭ２００のみを系切替対象とする。

30

【００５８】
Ｆａｉｌｂａｃｋ処理適用可否３４４には系切替を行ったＶＭ２００に「フェイルバッ
ク」処理の適用の可否を指定する情報を格納する。「可」は系切替を行ったＶＭ２００を
フェイルバックしても良いことを意味し、「否」は系切替を行ったＶＭ２００をフェイル
バックしてはいけないことを意味する。「フェイルバック」とはＶＭ２００の主系ＶＭ／
従系ＶＭの状態を系切替実行前に戻す処理のことである。主系ＶＭのＶＭ２００に障害が
発生すると多重系制御基盤プログラム３００により系切替が実行され、ＶＭ２００は従系
ＶＭに切替る。「フェイルバック」処理は、系切替後の従系ＶＭのＶＭ２００を、後に障
害回復した際に再度系切替を実行して、主系ＶＭに戻す処理を行う。
＜図７：ＶＭ１障害内容と系切替制御内容例＞
図７は計算機ノードＡ

１００−Ａに作成されたＶＭ１

替制御テーブル３０４の例を示した図である。ＶＭ１
てＡＰ１

２００−Ａを対象とした系切
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２００−Ａは、占有リソースとし

２１１−ＡとＶＭ１占有メモリ１０１−Ａを、共有リソースとしてＶＭ１とＶ

Ｍ２共有メモリ１０１−ＢとＶＭ１とＶＭ２共有外部通信Ｉ／Ｆ１０４−Ａを使用し、論
理リソースとしてＶＭ２

２００−Ｂとグループ関係にある。障害内容３４１には「ＶＭ

１占有リソース障害」としてＡＰ１

２１１−ＡとＶＭ１占有メモリ１０１−Ａを格納し

（行３５２）、「ＶＭ１共有リソース障害」としてＶＭ１とＶＭ２共有メモリ１０１−Ｂ
とＶＭ１とＶＭ２共有外部通信Ｉ／Ｆ１０４−Ａを格納し（行３５３）、「ＶＭ１論理リ
ソース障害」としてＶＭ２

２００−Ｂを格納する。

【００５９】
行３５１はＶＭ１

２００−Ａが存在する計算機ノードＡ

１００−Ａが障害により動
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作継続不可となった場合の系切替規則で、計算機ノードＡ

１００−Ａ内の全ＶＭ２００

が系切替対象となり、「過半数判断ロジック」と「フェイルバック」処理は適用しない。
【００６０】
行３５２は占有リソースのＡＰ１

２１１−ＡとＶＭ１占有メモリ１０１−Ａが障害で

使用不能となった場合の系切替規則で、ＶＭ１

２００−Ａのみが系切替対象となり、系

切替実行時に「過半数判断ロジック」を適用し、占有リソースの障害回復時には「フェイ
ルバック」処理を行う。
【００６１】
行３５３は共有リソースのＶＭ１とＶＭ２共有メモリ１０１−ＢとＶＭ１とＶＭ２共有
外部通信Ｉ／Ｆ１０４−Ａが障害で使用不能となった場合の系切替規則で、共に同じリソ
ースを使用するＶＭ１

２００−ＡとＶＭ２

10

２００−Ｂが系切替対象となり、系切替実

行時に「過半数判断ロジック」を適用し、共有リソースの障害回復時には「フェイルバッ
ク」処理を行う。
【００６２】
行３５４はグループ関係にあるＶＭ２
切替規則で、同一グループ内のＶＭ１

２００−Ｂが障害で動作不能となった場合の系
２００−ＡとＶＭ２

２００−Ｂが系切替対象と

なり、系切替実行時に「過半数判断ロジック」を適用し、ＶＭ２

２００−Ｂの障害回復

時には「フェイルバック」処理を行う。
＜図８：計算機ノード間通信フォーマット＞
図８は計算機ノード間通信フォーマット５００を示す図である。計算機ノード間通信フ
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ォーマット５００は異なる計算機ノード１００の多重系制御基盤プログラム３００の間で
送受信される通信データのフォーマットで、計算機ノード１００の動作状況を取得する「
生死監視」、及び主系ＶＭ／従系ＶＭの系切替要求である「フェイルバック」、「異常Ｖ
Ｍ系切替」、「全ＶＭ系切替」の用途で用いられる。
【００６３】
計算機ノード識別子５０１には通信データを生成した計算機ノード１００を特定する識
別子を格納する。通信データ生成時には、送受信される当該通信データを識別する情報を
シーケンス番号５０２に格納し、また当該通信データ生成時の時刻情報を送信タイムスタ
ンプ５０３に格納する。
【００６４】

30

通信種類５０４は通信データの用途を識別する情報を格納する。通信用途を識別する情
報として、生死５０４−Ａ、ＦａｉｌＢａｃｋ５０４−Ｂ、異常ＶＭ５０４−Ｃ、全ＶＭ
５０４−Ｄのうちの一つを使用する。従系ノードから主系ノードへ「生死監視」を行う場
合には生死５０４−Ａを使用し、主系ノードから従系ノードへ異常状態になった特定の主
系ＶＭの系切替を指示する「異常ＶＭ系切替」の場合には異常ＶＭ５０４−Ｃを使用し、
全ての主系ＶＭの系切替を指示する「全ＶＭ系切替」の場合には全ＶＭ５０４−Ｄを使用
し、ＶＭ２００の状態が回復した際に切替っていた主系ＶＭ／従系ＶＭの状態を元に戻す
「フェイルバック」を指示する場合にはＦａｉｌＢａｃｋ５０４−Ｂを使用する。
【００６５】
計算機ノード１００の間でデータ通信を行う際には、相手計算機ノード１００に自計算
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機ノード１００内のＶＭ２００の状態を通知するために、ＶＭ状態管理テーブル内容５０
５にはＶＭ状態管理テーブル３０２の内容を格納し、リソース管理テーブル内容５０６に
はリソース管理テーブル３０３の内容を格納する。
「生死監視」などの用途での計算機ノード１００間でデータ通信では、相手計算機ノード
１００状態の異常発生などにより、発信したデータ通信に対する応答が返ってこないなど
の応答異常が発生する場合がある。応答異常カウント５０７には応答異常の発生回数を格
納する。
＜図９：多重系制御エージェントプログラムと多重系制御基盤プログラム間の通信フォー
マット＞
図９は多重系制御エージェントプログラムと多重系制御基盤プログラム間の通信フォー
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マット６００を示す図である（以降、プログラム間通信フォーマット６００と称する）。
プログラム間通信フォーマット６００は計算機ノード１００内の多重系制御基盤プログラ
ム３００と多重系制御エージェントプログラム２１２の間で送受信されるデータ通信のフ
ォーマットである。
【００６６】
ＶＭ識別子６０１には通信元／先のＶＭ２００を特定する情報を格納し、シーケンス番
号６０２には送受信される通信データを識別する情報を格納し、送信タイムスタンプ６０
３には通信データ生成時の時刻情報を格納する。
【００６７】
多重系制御基盤プログラム３００と多重系制御エージェントプログラム２１２の間でＶ

10

Ｍ２００が使用するリソース情報の通知を行う場合には、リソース管理テーブル内容６０
４にリソース管理テーブル３０３の内容を格納する。
【００６８】
多重系制御基盤プログラム３００と多重系制御エージェントプログラム２１２の間で主
系ＶＭ／従系ＶＭの系切替要求を通知したい場合には、系切替要求６０５に値を設定する
。本発明の形態では、系切替要求がある場合には「１」を設定し、系切替要求が無い場合
には「０」を設定するが、系切替要求の有無が識別可能であれば「０／１」値に限られる
ものではない。
＜図１０：仮想化多重系システムの全体フローチャート＞
図１０は仮想化多重系システム１で実行される処理の全体フローチャートである。仮想
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化多重系システム１の全体処理は、多重系制御基盤プログラム３００の起動処理及び系切
替通知処理Ｓ１１６、多重系制御エージェントプログラム２１２の起動処理及びリソース
監視処理Ｓ１０６と系切替処理、計算機ノード監視部３０５のメッセージ送信処理Ｓ１１
２及びノード監視処理Ｓ１２３より成り立つ。
【００６９】
ホストＯＳ４００及びプロセッサ１０２は多重系制御基盤プログラム３００及びＶＭ２
００を計算機ノード１００のメモリ１０１内に展開すると、多重系制御基盤プログラム３
００の処理を開始する。計算機ノード監視部３０５及びＶＭ２００は多重系制御基盤プロ
グラム３００の処理の中から処理を開始される。
【００７０】

30

多重系制御基盤プログラム３００は処理が開始されると、初めに計算機ノード監視部３
０５の起動を行う（Ｓ１１１）。
【００７１】
次に多重系制御基盤プログラム３００は記憶装置１０３からＶＭ状態管理テーブル３０
２とリソース管理テーブル３０３をメモリ１０１内に読込み（Ｓ１１２）、系切替制御テ
ーブル３０４もメモリ１０１内に読込む（Ｓ１１３）。
【００７２】
多重系制御基盤プログラム３００は制御下にある各ＶＭ２００のメモリ領域にリソース
管理テーブル３０３をコピーし（Ｓ１１４）、ＶＭ２００の処理を起動する（Ｓ１１５）
40

。
【００７３】
多重系制御基盤プログラム３００はＳ１１５の後、系切替通知処理Ｓ１１６を実行する
。
【００７４】
計算機ノード監視部３０５は多重系制御基盤プログラム３００によって立ち上げられ処
理を開始すると、多重系制御基盤プログラム３００からの「ＶＭ切替」または「フェイル
バック」実行の送信要求の有無を判定する（Ｓ１２１）。
【００７５】
多重系制御基盤プログラム３００からの送信要求が存在する場合（Ｓ１２１の結果が「
Ｙ」）はメッセージ送信処理Ｓ１１２を実行し、その後ノード監視処理Ｓ１２３を実行す
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る。多重系制御基盤プログラム３００からの送信要求が存在しない場合（Ｓ１２１の結果
が「Ｎ」）はノード監視処理Ｓ１２３を実行する。
【００７６】
計算機ノード監視部３０５はノード監視処理Ｓ１２３の実行終了後は、再び多重系制御
基盤プログラム３００からの送信要求の有無判定Ｓ１２１から処理を実行する。
【００７７】
多重系制御エージェントプログラム２１２は処理を開始すると、自ＶＭ２００のメモリ
領域内のリソース管理テーブル３０３を読込む（Ｓ１０１）。
【００７８】
多重系制御エージェントプログラム２１２は読込んだリソース管理テーブル３０３から

10

、ＶＭ識別子３３１の格納値が自ＶＭ２００の識別子と一致し、かつ個別情報３３５−Ｂ
の格納値が「多重系制御エージェントプログラム２１２」である個別リソース管理情報を
選別する。そして選別した個別リソース管理情報のリソース識別子３３２と監視周期３３
３から状態監視対象のリソースと監視周期を取得する。（Ｓ１０２）
次に多重系制御エージェントプログラム２１２は自ＶＭ２００の状態を多重系制御基盤
プログラム３００に通知する。多重系制御エージェントプログラム２１２は状態監視対象
リソースの状態を取得、自ＶＭ２００のメモリ領域内のリソース管理テーブル３０３を更
新し、プログラム間通信フォーマット６００の通信データを作成して多重系制御基盤プロ
グラム３００に送信する。（Ｓ１０３）
次に多重系制御エージェントプログラム２１２は多重系制御基盤プログラム３００から

20

の主系ＶＭ／従系ＶＭの系切替要求の有無を確認する（Ｓ１０４）。
【００７９】
系切替要求が有る場合（Ｓ１０４の結果が「Ｙ」）、多重系制御エージェントプログラ
ム２１２は系切替処理Ｓ１０５を実行の後、再びＳ１０４を実行する。系切替処理Ｓ１０
５は自ＶＭ２００内で動作するＡＰ２１１に対して系切替を要求する処理である。
【００８０】
系切替要求が無い場合（Ｓ１０４の結果が「Ｎ」）、多重系制御エージェントプログラ
ム２１２はリソース監視処理Ｓ１０６を実行の後、再びＳ１０４を実行する。
＜図１１：リソース監視処理概要＞
図１１はリソース監視処理Ｓ１０６の概要を示す図である。本実施形態では、多重系制

30

御エージェントプログラム２１２のリソース状態は、ＡＰ２１１の実行状態を取得するこ
とで判断する。
【００８１】
ＡＰ２１１が動作する時には、ＶＭ２００内の任意の場所（例えば／ｖａｒ／ｒｕｎ）
にＡＰ２１１の実行状態やエラー情報を出力するＡＰｄｏｇ７００ファイルが確保される
。ＡＰｄｏｇ７００ファイルはＡＰ２１１以外のプログラムからも参照が可能なファイル
である。ＡＰ２１１は自身の実行状態を定期的にＡＰｄｏｇ７００ファイルに出力し、多
重系制御エージェントプログラム２１２はＡＰｄｏｇ７００ファイルを参照することでＡ
Ｐ２１１の実行状態の監視を行う。
【００８２】
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多重系制御エージェントプログラム２１２のリソース状態の監視は、例えばＡＰ２１１
リソースの稼動状態はＡＰｄｏｇ７００が定期的に更新されていることを確認することで
認識し、外部通信Ｉ／Ｆ１０４リソースの異常はＡＰ２１１がＡＰｄｏｇ７００に出力し
た端末２との外部通信異常情報を取得することで行い、論理グループ関係にある他のＶＭ
２００リソースの異常はＡＰ２１１がＡＰｄｏｇ７００に出力した他のＡＰ２１１との内
部通信異常情報を取得することで行う。
リソース状態の変化を検知した多重系制御エージェントプログラム２１２は、リソース状
態を多重系制御基盤プログラム３００に通知する。
＜図１２：リソース監視処理のフローチャート＞
図１２はリソース監視処理Ｓ１０６の一例を示すフローチャートである。多重系制御エ
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ージェントプログラム２１２は監視対象リソースに異常を検出すると、異常状態を多重系
制御基盤プログラム３００に通知する。
【００８３】
多重系制御エージェントプログラム２１２は起動すると、初めにＡＰｄｏｇ７００を参
照してリソース状態の監視を開始し（Ｓ２０１）、監視対象リソースの異常の有無を判断
する（Ｓ２０２）。
【００８４】
監視対象リソースの内のいずれかに異常が認められた場合（Ｓ２０２の結果が「Ｙ」）
、ＶＭ２００内に保持されているリソース管理テーブル３０３の該当リソースのリソース
生死状態フラグ３３４に死状態である「１」を設定し（Ｓ２０３）、リソース管理テーブ

10

ル３０３をプログラム間通信フォーマット６００のリソース管理テーブル内容６０４に設
定して通信データを作成して多重系制御基盤プログラム３００に送信して（Ｓ２０４）、
リソース監視処理Ｓ１０６を終了する（Ｓ２０５）。
【００８５】
監視対象リソースの内のいずれにも異常が認められない場合（Ｓ２０２の結果が「Ｎ」
）は、リソース監視処理Ｓ１０６を終了する（Ｓ２０５）。
【００８６】
リソース監視処理Ｓ１０６を終了した後、多重系制御エージェントプログラム２１２は
、多重系制御基盤プログラム３００からの主系ＶＭ／従系ＶＭの系切替要求の有無を確認
するために図１０に示したＳ１０４を起動する。

20

＜図１３：系切替通知処理のフローチャート＞
図１３は本発明の実施の形態の系切替通知処理Ｓ１１６のフローチャートである。多重
系制御基盤プログラム３００は系切替通知処理Ｓ１１６で多重系制御エージェントプログ
ラム２１２からのＶＭ２００状態の通知を取得し、計算機ノード監視部３０５に主系ＶＭ
／従系ＶＭの系切替要求を行う。
【００８７】
多重系制御基盤プログラム３００は系切替通知処理Ｓ１１６を開始すると、初めに多重
系制御エージェントプログラム２１２からのＶＭ２００状態の通知、及び計算機ノード１
００やホストＯＳ４００からのハードウェア状態検出の通知を待つ（Ｓ３０１）。
【００８８】
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ＶＭ２００状態やハードウェア状態の通知内容を解釈し、計算機ノード１００内のある
ＶＭ２００に新たに異常が認められた場合（Ｓ３０２の結果が「Ｙ」）、ＶＭ状態管理テ
ーブル３０２の該当ＶＭ２００の主／従系状態フラグ３２５には従系ＶＭ状態を意味する
「Ｓ」を設定して、生死状態フラグ３２６には死状態を意味する「１」を設定する（Ｓ３
１１）。
【００８９】
そしてＶＭ状態管理テーブル３０２の障害ＶＭ総数３２２の値を「１」増加させる（Ｓ
３１２）。
【００９０】
次に多重系制御基盤プログラム３００は計算機ノード構成管理テーブル３０１の自計算

40

機ノード１００に該当する主／従系状態フラグ３１２を参照し、自計算機ノード１００の
主系ノード／従系ノード状態を判別する（Ｓ３１３）。
【００９１】
主／従系状態フラグ３１２の値が「Ｓ」で自計算機ノード１００が従系ノード状態であ
る場合（Ｓ３１３の結果が「Ｎ」）、多重系制御基盤プログラム３００は何も処理するこ
となく、再びＶＭ２００状態やハードウェア状態の通知を待つためにＳ３０１を起動する
。
【００９２】
主／従系状態フラグ３１２の値が「Ｍ」で自計算機ノード１００が主系ノード状態であ
る場合（Ｓ３１３の結果が「Ｙ」）、多重系制御基盤プログラム３００は異常ＶＭ２００
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の主系ＶＭ／従系ＶＭの系切替要求を行うために計算機ノード間通信フォーマット５００
の通信パケットを作成する（Ｓ３３１）。
【００９３】
多重系制御基盤プログラム３００は、異常ＶＭ２００のリソース障害内容が「過半数判
断ロジック」の適用を要するものである場合には、ＶＭ状態管理テーブル３０２の障害Ｖ
Ｍ総数３２２と異常ＶＭ２００の数量の和が管理ＶＭ総数３２１の半数以上であるかの判
断を行う（Ｓ３３２）。
【００９４】
障害ＶＭ２００の総数が過半数となる場合には（Ｓ３３２の結果が「Ｙ」）、正常なＶ
Ｍ２００も含めて全てのＶＭ２００を系切替対象とするために、計算機ノード間通信フォ

10

ーマット５００の通信パケットの通信種類５０４には全ＶＭ５０４−Ｄの識別値を設定す
る（Ｓ３４１）。
【００９５】
障害ＶＭ２００の総数が過半数とならない場合には（Ｓ３３２の結果が「Ｎ」）、異常
ＶＭ２００のみを系切替対象とするために、計算機ノード間通信フォーマット５００の通
信パケットの通信種類５０４には異常ＶＭ５０４−Ｃの識別値を設定する（Ｓ３５１）。
【００９６】
計算機ノード間通信フォーマット５００の通信パケットの作成が完了すると、多重系制
御基盤プログラム３００は計算機ノード監視部３０５に送信要求を行う（Ｓ３４２）。
【００９７】
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次に異常ＶＭ２００を停止させるためにリセットを行い（Ｓ３４３）、リソース管理テ
ーブル３０３を参照して異常ＶＭ２００が使用しているリソースに対してもリセットを行
い（Ｓ３４４）、停止させた異常ＶＭ２００を再起動させるためにＳ１１５を起動する。
【００９８】
ＶＭ２００状態やハードウェア状態の通知内容から計算機ノード１００内のあるＶＭ２
００に異常が認められない場合（Ｓ３０２の結果が「Ｎ」）、当該ＶＭ２００は「死状態
」から回復したものであるかを確認するために、ＶＭ状態管理テーブル３０２に記録され
た当該ＶＭ２００の生死状態フラグ３２６の値を参照する（Ｓ３２１）。
【００９９】
生死状態フラグ３２６の値が「０」で当該ＶＭ２００が「正状態」であると判断されて
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いた場合には（Ｓ３２１の結果が「Ｎ」）、当該ＶＭ２００の状態に変化は起きていない
ため、多重系制御基盤プログラム３００は再び多重系制御エージェントプログラム２１２
からの通知や計算機ノード１００／ホストＯＳ４００からのハードウェア状態検出の通知
を待つために、Ｓ３０１を起動する。
【０１００】
生死状態フラグ３２６の値が「１」で当該ＶＭ２００が「死状態」であると判断されて
いた場合には（Ｓ３２１の結果が「Ｙ」）、当該ＶＭ２００は状態が正常に回復したもの
と判断されるため、多重系制御エージェントプログラム２１２から受信したプログラム間
通信フォーマット６００の通信データのリソース管理テーブル内容６０４の該当ＶＭ２０
０の状態を、多重系制御基盤プログラム３００内のＶＭ状態管理テーブル３０２に反映す

40

る（Ｓ３２２）。
【０１０１】
次に当該ＶＭ２００の主系ＶＭ／従系ＶＭの状態のフェイルバック要求を行うために、
計算機ノード構成管理テーブル３０１の主／従系状態フラグ３１２を参照して、自計算機
ノード１００の主系ノード／従系ノード状態を判別する（Ｓ３２３）。
【０１０２】
主／従系状態フラグ３１２の値が「Ｓ」で自計算機ノード１００が従系ノードであった
場合には（Ｓ３２３の結果が「Ｎ」）、従系ノードが自らフェイルバック要求は行わない
ため、再び多重系制御エージェントプログラム２１２からの通知や計算機ノード１００／
ホストＯＳ４００からのハードウェア状態検出の通知を待つためにＳ３０１を起動する。

50

(18)

JP 5733318 B2 2015.6.10

【０１０３】
主／従系状態フラグ３１２の値が「Ｍ」で自計算機ノード１００が主系ノードであった
場合には（Ｓ３２３の結果が「Ｙ」）、計算機ノード間通信フォーマット５００の通信パ
ケットを作成し（Ｓ３２４）、フェイルバック要求であるため通信種類５０４にはＦａｉ
ｌＢａｃｋ５０４−Ｂの識別値を設定し（Ｓ３２５）、計算機ノード監視部３０５に作成
した通信パケットの送信要求を行い（Ｓ３２６）、再び多重系制御エージェントプログラ
ム２１２からの通知や計算機ノード１００／ホストＯＳ４００からのハードウェア状態検
出の通知を待つためにＳ３０１を起動する。
＜図１４：メッセージ送信処理のフローチャート＞
図１４はメッセージ送信処理Ｓ１１２のフローチャートである。計算機ノード監視部３

10

０５は多重系制御基盤プログラム３００から受けた他計算機ノード１００への「フェイル
バック」要求、「異常ＶＭ切替」要求、「全ＶＭ切替」要求を、メッセージ送信処理Ｓ１
１２で発信する。
【０１０４】
主系ＶＭ／従系ＶＭの「全ＶＭ切替」が実行される場合、切替対象となるＶＭ２００の
中には本来切替を必要としない正常状態のＶＭ２００が含まれることもある。「全ＶＭ切
替」を実行するために、正常ＶＭ２００の系切替を行うための事前処理はメッセージ送信
処理Ｓ１１２内で実行する。
【０１０５】
計算機ノード監視部３０５はメッセージ送信処理Ｓ１１２を開始すると、初めに通信要

20

求の種類が「全ＶＭ切替」とその他を特定するために、計算機ノード間通信フォーマット
５００の通信要求パケットの通信種類５０４を確認する（Ｓ４０１）。
【０１０６】
通信種類５０４の値が全ＶＭ５０４−Ｄの識別値ではなく通信要求が「全ＶＭ切替」以
外の場合（Ｓ４０１の結果が「Ｎ」）、系切替対象は状態が異常に転じた、または状態が
回復したＶＭ２００に限られるため、Ｓ４１１を起動して通信要求パケットを仮想化多重
系システム１内の他の計算機ノード１００にマルチキャスト送信する。
【０１０７】
通信種類５０４の値が全ＶＭ５０４−Ｄの識別値であり通信要求が「全ＶＭ切替」の場
合は（Ｓ４０１の結果が「Ｙ」）、正常状態のＶＭ２００を系切替するための処理を起動

30

する。
【０１０８】
計算機ノード監視部３０５はＶＭ状態管理テーブル３０２の主／従系状態フラグ３２５
の値が「Ｍ」の主系ＶＭのＶＭ２００を検索する（Ｓ４０２）。
【０１０９】
検索された該当ＶＭ２００に系切替を要求するために、プログラム間通信フォーマット
６００の系切替要求６０５に「１」を設定した通信データを作成し（Ｓ４０３）、該当Ｖ
Ｍ２００の多重系制御エージェントプログラム２１２に対して送信する（Ｓ４０４）。
【０１１０】
次にＶＭ状態管理テーブル３０２の全てのＶＭ２００の主／従系状態フラグ３２５に従

40

系ＶＭを意味する「Ｓ」を設定し、また生死状態フラグ３２６を死状態である「１」に変
更する（Ｓ４０５）。
【０１１１】
そしてＶＭ状態管理テーブル３０２の障害ＶＭ総数３２２の値を「０」にリセットして
（Ｓ４０６）、「全ＶＭ切替」の通信要求パケットを仮想化多重系システム１内の他の計
算機ノード１００にマルチキャスト送信する（Ｓ４１１）。
【０１１２】
Ｓ４１１で通信要求パケットを送信し終えた後は、メッセージ送信処理Ｓ１１２を終了
し（Ｓ４２１）、次のノード監視処理Ｓ１２３を起動する。
＜図１５：ノード監視処理のフローチャート＞
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図１５はノード監視処理Ｓ１２３のフローチャートである。主系ノード及び従系ノード
の計算機ノード１００内で動作する多重系制御基盤プログラム３００の計算機ノード監視
部３０５の間では、「生死監視」及び「フェイルバック」、「異常ＶＭ切替」、「全ＶＭ
切替」要求の種別の計算機ノード間通信が行われる。計算機ノード監視部３０５は受信し
た計算機ノード間通信データの種別を判別し、種別に応じた処理の起動を行う。
【０１１３】
計算機ノード監視部３０５はノード監視処理Ｓ１２３の処理を開始すると、初めに他の
計算機ノード１００からの計算機ノード間通信パケットを受信しているかを判別する。従
系ノードの計算機ノード監視部３０５は、「生死監視」に対する応答、および「異常ＶＭ
切替」、「全ＶＭ切替」、「フェイルバック」要求の計算機ノード間通信データを受信す

10

る。主系ノードの計算機ノード監視部３０５は、「生死監視」の計算機ノード１００状態
取得要求、および「異常ＶＭ切替」、「全ＶＭ切替」、「フェイルバック」に対する応答
の計算機ノード間通信データを受信する。（Ｓ５０１）。
【０１１４】
計算機ノード間通信パケットを受信している場合（Ｓ５０１の結果が「Ｙ」）、計算機
ノード監視部３０５は計算機ノード構成管理テーブル３０１の主／従系状態フラグ３１２
を参照し、自計算機ノード１００の主系ノード／従系ノード状態を判別する。主／従系状
態フラグ３１２が「Ｍ」で自計算機ノード１００が主系ノードの場合（Ｓ５０２の結果が
「Ｙ」）は主系処理Ｓ５０３を起動し、主／従系状態フラグ３１２が「Ｓ」で自計算機ノ
ード１００が従系ノードの場合（Ｓ５０２の結果が「Ｎ」）は従系処理Ｓ５０４を起動す

20

る。（Ｓ５０２）
主系処理Ｓ５０３または従系処理Ｓ５０４が終了すると、計算機ノード監視部３０５は
ノード監視処理Ｓ１２３を終了する（Ｓ５３１）。
【０１１５】
計算機ノード間通信データを受信していない場合（Ｓ５０１の結果が「Ｎ」）、計算機
ノード監視部３０５は計算機ノード構成管理テーブル３０１の主／従系状態フラグ３１２
を参照し、自計算機ノード１００の主系ノード／従系ノード状態を判別する。
【０１１６】
主／従系状態フラグ３１２が「Ｍ」で自計算機ノード１００が主系ノードの場合（Ｓ５
１１の結果が「Ｎ」）はノード監視処理Ｓ１２３を終了し、主／従系状態フラグ３１２が

30

「Ｓ」で自計算機ノード１００が従系ノードの場合（Ｓ５１１の結果が「Ｙ」）は「生死
監視」要求に対する応答が返ってこないことであるため次のＳ５１２を起動する。（Ｓ５
１１）
Ｓ５１２では、「生死監視」要求に対する応答の無い計算機ノード１００の計算機ノー
ド構成管理テーブル３０１の生死確定カウンタ３１６の値と、計算機ノード間通信フォー
マット５００の応答異常カウント５０７の値を比較し、当該計算機ノード１００の生死状
態の判別を行う。
【０１１７】
応答異常カウント５０７の値が生死確定カウンタ３１６の値未満の場合（Ｓ５１２の結
果が「Ｎ」）は当該計算機ノード１００がまだ正常状態であると判断して生死監視処理Ｓ

40

５１３を起動し、応答異常カウント５０７の値が生死確定カウンタ３１６の値以上の場合
（Ｓ５１２の結果が「Ｙ」）は当該計算機ノード１００が異常状態にあると判断して全Ｖ
Ｍ切替処理Ｓ５２１を起動する。
【０１１８】
生死監視処理Ｓ５１３または全ＶＭ切替処理Ｓ５２１が終了すると、計算機ノード監視
部３０５はノード監視処理Ｓ１２３を終了する（Ｓ５３１）。
【０１１９】
ノード監視処理Ｓ１２３の終了後、計算機ノード監視部３０５は多重系制御基盤プログ
ラム３００からの送信要求の有無判定Ｓ１２１を起動する。
＜図１６：生死監視処理のフローチャート＞
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図１６は本発明の実施の形態の生死監視処理Ｓ５１３のフローチャートである。従系ノ
ードである計算機ノード１００の多重系制御基盤プログラム３００の計算機ノード監視部
３０５は生死監視処理Ｓ５１３で「生死監視」要求を実行する。
【０１２０】
従系ノードの計算機ノード監視部３０５は生死監視処理Ｓ５１３を起動すると、計算機
ノード構成管理テーブル３０１の主系ノードである計算機ノード１００の監視周期３１５
を参照する（Ｓ６０１）。
【０１２１】
前回の「生死監視」要求からの経過時間が監視周期３１５を超えていない場合（Ｓ６０
１の結果が「Ｎ」）は生死監視処理Ｓ５１３を終了する。

10

【０１２２】
経過時間が監視周期３１５を超えている場合（Ｓ６０１の結果が「Ｙ」）は「生死監視
」要求を行うために次のＳ６０２を起動する。
【０１２３】
主系ノードである計算機ノード１００に送る計算機ノード間通信フォーマット５００の
パケットを作成するために、自計算機ノード１００のＶＭ状態管理テーブル３０２をＶＭ
状態管理テーブル内容５０５に、リソース管理テーブル３０３の内容をリソース管理テー
ブル内容５０６に設定する（Ｓ６０２）。そして通信種類５０４には生死５０４−Ａの識
別値を設定する（Ｓ６０３）。
【０１２４】

20

次に作成したパケットを、仮想化多重系システム１内の主系ノードである計算機ノード
１００に対してマルチキャストで送信する（Ｓ６０４）。
【０１２５】
「生死監視」要求のパケット送信が完了すると生死監視処理Ｓ５１３を終了する。
＜図１７：全ＶＭ切替処理のフローチャート＞
図１７は全ＶＭ切替処理Ｓ５２１のフローチャートである。従系ノードである計算機ノ
ード１００で動作する多重系制御基盤プログラム３００は、全ＶＭ切替処理Ｓ５２１を実
行して、当該計算機ノード１００内の全てのＶＭ２００を主系ＶＭ状態に、当該計算機ノ
ード１００を主系ノード状態に変更する。
【０１２６】

30

多重系制御基盤プログラム３００は全ＶＭ切替処理Ｓ５２１を起動すると、初めに計算
機ノード構成管理テーブル３０１の自計算機ノード１００に該当する主／従系状態フラグ
３１２に「Ｍ」を設定し、主系ノード状態に変更する（Ｓ７０１）。
【０１２７】
次に自計算機ノード１００内の全てのＶＭ２００の系切替を行うために、プログラム間
通信フォーマット６００の系切替要求６０５に系切替の実行を指定する「１」を設定した
、通信データを作成する（Ｓ７０２）。
【０１２８】
次にＳ７０３で自計算機ノード１００内の全てのＶＭ２００の多重系制御エージェント
プログラム２１２に対して作成したプログラム間通信フォーマット６００の通信データを

40

送信した後、Ｓ７０４で全ＶＭ切替処理Ｓ５２１を終了する。
＜図１８：主系処理のフローチャート＞
図１８は主系処理Ｓ５０３のフローチャートである。ノード監視処理Ｓ１２３のＳ５０
２から起動された主系処理Ｓ５０３は、従系ノードである計算機ノード１００からの「生
死監視」要求、および「フェイルバック」、「異常ＶＭ切替」、「全ＶＭ切替」の応答に
対する処理を行う。
【０１２９】
処理を開始した主系処理Ｓ５０３は、初めに計算機ノード間通信フォーマット５００の
受信パケットの通信種類５０４を参照し（Ｓ８０１）、「生死監視」要求の受信パケット
であるかを判別する。
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【０１３０】
受信パケットの通信種類５０４が生死５０４−Ａの識別値である場合（Ｓ８０２の結果
が「Ｙ」）、Ｓ８１１を起動して自計算機ノード１００の状態の返信処理を開始する。受
信パケットの通信種類５０４が生死５０４−Ａの識別値でなかった場合（Ｓ８０２の結果
が「Ｎ」）、受信パケットの種別を更に特定するためにＳ８２１を起動する。（Ｓ８０２
）
Ｓ８１１では計算機ノード間通信フォーマット５００の返信パケットに自計算機ノード
１００のＶＭ状態管理テーブル３０２の内容をＶＭ状態管理テーブル内容５０５に設定し
、リソース管理テーブル３０３の内容をリソース管理テーブル内容５０６に設定する。
【０１３１】

10

次に作成した「生死監視」要求に対する返信パケットを、Ｓ８１２で従系ノードである
計算機ノード１００にマルチキャストで送信した後、主系処理Ｓ５０３を終了する。
【０１３２】
Ｓ８２１では受信パケットが「フェイルバック」の応答であるかを判別する。受信パケ
ットの通信種類５０４がＦａｉｌＢａｃｋ５０４−Ｂの識別値である場合（Ｓ８２１の結
果が「Ｙ」）、主系ノードである計算機ノード１００での「フェイルバック」処理を行う
ためにＳ８３１を起動する。受信パケットの通信種類５０４がＦａｉｌＢａｃｋ５０４−
Ｂの識別値でない場合（Ｓ８２１の結果が「Ｎ」）、受信パケットの種別を更に特定する
ためにＳ８２２を起動する。
【０１３３】

20

Ｓ８３１ではＶＭ状態管理テーブル３０２の主／従系状態フラグ３２５を参照して、値
が「Ｓ」である従系ＶＭのＶＭ２００を探索し、これを主系ＶＭへの系切替対象とする。
【０１３４】
次にプログラム間通信フォーマット６００の系切替要求６０５に系切替要求である「１
」を設定した通信データを作成する（Ｓ８３２）。
【０１３５】
次のＳ８３３において、Ｓ８３１で探索した系切替対象のＶＭ２００の多重系制御エー
ジェントプログラム２１２にＳ８３２で作成した通信データを送信した後、主系処理Ｓ５
０３を終了する。
【０１３６】

30

Ｓ８２２では受信パケットが「全ＶＭ切替」の応答であるかを判別する。受信パケット
の通信種類５０４が全ＶＭ５０４−Ｄの識別値である場合（Ｓ８２２の結果が「Ｙ」）、
Ｓ８２３を起動して計算機ノード構成管理テーブル３０１の自計算機ノード１００に該当
する主／従系状態フラグ３１２に「Ｓ」を設定することで自計算機ノード１００を従系ノ
ード状態に変更した後、主系処理Ｓ５０３を終了する。
【０１３７】
受信パケットの通信種類５０４が全ＶＭ５０４−Ｄの識別値でない場合（Ｓ８２２の結
果が「Ｎ」）は主系処理Ｓ５０３を終了する。
＜図１９：従系処理のフローチャート＞
図１９は従系処理Ｓ５０４のフローチャートである。ノード監視処理Ｓ１２３のＳ５０
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２から起動された従系処理Ｓ５０４は、主系ノードである計算機ノード１００からの「生
死監視」への応答、及び「フェイルバック」、「異常ＶＭ切替」、「全ＶＭ切替」要求に
対する処理を行う。
【０１３８】
処理を開始した従系処理Ｓ５０４は、初めに計算機ノード間通信フォーマット５００の
受信パケットの通信種類５０４を参照し（Ｓ９０１）、「生死監視」への応答の受信パケ
ットであるかを判別する。受信パケットの通信種類５０４が生死５０４−Ａの識別値であ
る場合（Ｓ９０２の結果が「Ｙ」）はＳ９１１を起動して「生死監視」の処理を行い、通
信種類５０４が生死５０４−Ａの識別値で無い場合（Ｓ９０２の結果が「Ｎ」）は受信パ
ケットの種別を更に特定するためにＳ９２１を起動する。（Ｓ９０２）
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Ｓ９１１において、「生死監視」要求に対する返答が合ったことから主系ノードの計算
機ノード１００は正常状態にあると判断できるため、計算機ノード間通信フォーマット５
００の通信パケットの応答異常カウント５０７の値を「０」にリセットした後、従系処理
Ｓ５０４を終了する。
【０１３９】
Ｓ９２１では受信パケットが「フェイルバック」要求であるかを判別する。受信パケッ
トの通信種類５０４がＦａｉｌＢａｃｋ５０４−Ｂの識別値である場合（Ｓ９２１の結果
が「Ｙ」）、従系ノードである計算機ノード１００での「フェイルバック」処理を行うた
めにＳ９４１を起動する。受信パケットの通信種類５０４がＦａｉｌＢａｃｋ５０４−Ｂ
の識別値で無い場合（Ｓ９２１の結果が「Ｎ」）、受信パケットの種別を更に特定するた

10

めにＳ９２２を起動する。
【０１４０】
Ｓ９４１では計算機ノード間通信フォーマット５００の受信パケットのＶＭ状態管理テ
ーブル内容５０５に格納されているＶＭ状態管理テーブル３０２情報を参照して、主／従
系状態フラグ３２５の値が「Ｓ」である従系ＶＭ状態にある主系ノードの計算機ノード１
００内のＶＭ２００を検索する。
【０１４１】
次に、自計算機ノード１００の識別子及び自計算機ノード１００内のＶＭ２００の識別
子を、Ｓ９４１で検索したＶＭ２００の主／従系構成ＶＭ情報３２７のホスト計算機ノー
ド識別子３２７−Ａ及びＶＭ識別子３２７−Ｂと比較し、系切替に該当する自計算機ノー
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ド１００内のＶＭ２００を検索する（Ｓ９４２）。
【０１４２】
次に該当ＶＭ２００に系切替要求を行うために、Ｓ９４３でプログラム間通信フォーマ
ット６００の系切替要求６０５に系切替要求である「１」を設定した通信データを作成し
、Ｓ９４４で該当ＶＭ２００の多重系制御エージェントプログラム２１２に作成した通信
データを送信する。
【０１４３】
次に主系ノードの計算機ノード１００に「フェイルバック」の応答を行うために、Ｓ９
４５で自計算機ノード１００のＶＭ状態管理テーブル３０２とリソース管理テーブル３０
３の内容を計算機ノード間通信フォーマット５００のＶＭ状態管理テーブル内容５０５と
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リソース管理テーブル内容５０６に格納した通信パケットを作成し、次のＳ９４６では通
信パケットの通信種類５０４にＦａｉｌＢａｃｋ５０４−Ｂの識別値を設定する。
【０１４４】
次のＳ９４７で、作成した通信パケットを仮想化多重系システム１内の主系ノードであ
る計算機ノード１００にマルチキャストで送信した後、従系処理Ｓ５０４を終了する。
【０１４５】
Ｓ９２２では受信パケットが「全ＶＭ切替」要求であるかを判別する。受信パケットの
通信種類５０４が全ＶＭ５０４−Ｄの識別値である場合（Ｓ９２２の結果が「Ｙ」）、従
系ノードである計算機ノード１００での「全ＶＭ切替」処理を行うために全ＶＭ切替処理
Ｓ５２１を起動する。受信パケットの通信種類５０４が全ＶＭ５０４−Ｄの識別値で無い
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場合（Ｓ９２２の結果が「Ｎ」）、従系ノードである計算機ノード１００での「異常ＶＭ
切替」処理を行うためにＳ９２３を起動する。
【０１４６】
全ＶＭ切替処理Ｓ５２１の終了後、主系ノードの計算機ノード１００に「全ＶＭ切替」
の応答を行うために、Ｓ９３２で自計算機ノード１００のＶＭ状態管理テーブル３０２と
リソース管理テーブル３０３の内容を計算機ノード間通信フォーマット５００のＶＭ状態
管理テーブル内容５０５とリソース管理テーブル内容５０６に格納した通信パケットを作
成し、次のＳ９３３では通信パケットの通信種類５０４に全ＶＭ５０４−Ｄの識別値を設
定する。
【０１４７】
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次のＳ９３４で、作成した通信パケットを仮想化多重系システム１内の主系ノードであ
る計算機ノード１００にマルチキャストで送信した後、従系処理Ｓ５０４を終了する。
【０１４８】
Ｓ９２３では、「異常ＶＭ切替」処理を行うために、計算機ノード間通信フォーマット
５００の受信パケットのＶＭ状態管理テーブル内容５０５に格納されているＶＭ状態管理
テーブル３０２情報を参照して、主／従系状態フラグ３２５の値が「Ｓ」である従系ＶＭ
状態にある主系ノードの計算機ノード１００内のＶＭ２００を検索する。
【０１４９】
次に、自計算機ノード１００の識別子及び自計算機ノード１００内のＶＭ２００の識別
子を、Ｓ９２３で検索したＶＭ２００の主／従系構成ＶＭ情報３２７のホスト計算機ノー

10

ド識別子３２７−Ａ及びＶＭ識別子３２７−Ｂと比較し、系切替に該当する自計算機ノー
ド１００内のＶＭ２００を検索する（Ｓ９２４）。
【０１５０】
次に該当ＶＭ２００に系切替要求を行うために、Ｓ９２５でプログラム間通信フォーマ
ット６００の系切替要求６０５に系切替要求である「１」を設定した通信データを作成し
、次のＳ９２６で該当ＶＭ２００の多重系制御エージェントプログラム２１２に作成した
通信データを送信し、従系処理Ｓ５０４を終了する。
【０１５１】
以上の実施形態によれば、物理計算機上で障害検知した主系モードの仮想マシンが搭載
済みの仮想マシンよりも半数未満の場合には、仮想マシン毎に対して系切替え（フェイル
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オーバ）を行った後にフェイルバックする。一方、物理計算機上で障害検知した主系モー
ドの仮想マシンが搭載済みの仮想マシンよりも半数以上の場合には、全ての仮想マシンに
対して系切替えを行う。以上によって、単一の主系モードの仮想マシンが障害を起こした
としても、複数の主系モードの仮想マシンが障害を起こしたとしても、つまり、いずれの
場合にも、最終的には物理計算機の片方に全ての仮想マシンが主系モードで稼働するよう
になり、利用者にとって物理計算機の全体の動作モードが管理しやすくなる。その結果、
物理計算機上の全ての仮想マシンを主系モードで稼働させながら、もう一方の物理計算機
に対してハードウェアやソフトウェアの保守を行うことが可能となる。
【符号の説明】
【０１５２】
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１…仮想化多重系システム
２…端末
３…外部ネットワーク
４…内部ネットワーク
１００…計算機ノード
１０１…メモリ
１０２…プロセッサ
１０３…記憶装置、
１０４…外部通信Ｉ／Ｆ
１０５…ノード間通信Ｉ／Ｆ
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２００…ＶＭ
２０１…ＶＭ
２１１…ＡＰ
２１２…多重系制御エージェントプログラム
２１３…ゲストＯＳ
３００…多重系制御基盤プログラム
３０１…計算機ノード構成管理テーブル
３０２…ＶＭ状態管理テーブル
３０３…リソース管理テーブル
３０４…系切替制御テーブル
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３０５…計算機ノード監視部
４００…ホストＯＳ
４０１…仮想化プログラム
４０２…デバイス制御プログラム
７００…ＡＰｄｏｇ
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