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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
オンラインストレージシステムにおけるインターネットサービスセンタに設置されるＷ
ｅｂ／ＤＡＶサーバであって、
ｉＳＣＳＩイニシエータ機能を有し、
ユーザ宅に設置され、ストレージ装置に接続するネットワークアプライアンス装置にｉ
ＳＣＳＩ

ｌｏｇｉｎし、

前記ユーザ宅に設置されるユーザ端末からサーバ管理要求を受け付けて、これを前記ネ
ットワークアプライアンス装置を介して前記ストレージ装置に送信することを特徴とする
10

Ｗｅｂ／ＤＡＶサーバ。
【請求項２】
オンラインストレージシステムにおけるユーザ宅に設置されるネットワークアプライア
ンス装置であって、
ｉＳＣＳＩターゲット機能を有し、
ストレージ装置に接続し、
インターネットサービスセンタに設置され、前記ユーザ宅に設置されるユーザ端末から
サーバ管理要求を受け付けるＷｅｂ／ＤＡＶサーバからのｉＳＣＳＩ

ｌｏｇｉｎを受け

付け、前記ストレージ装置に対する管理要求を受け付けて、これを前記ストレージ装置に
送信することを特徴とするネットワークアプライアンス装置。
【請求項３】
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インターネットサービスセンタに設置され、ｉＳＣＳＩイニシエータ機能を有し、ユー
ザ宅に設置されるユーザ端末からサーバ管理要求を受け付けるＷｅｂ／ＤＡＶサーバと、
前記ユーザ宅に設置され、ｉＳＣＳＩターゲット機能を有し、ストレージ装置に接続す
るネットワークアプライアンス装置と、
前記ネットワークアプライアンス装置に接続する前記ストレージ装置と、
サーバ管理を行う前記ユーザ端末と、を有するオンラインストレージシステムであって
、
前記Ｗｅｂ／ＤＡＶサーバは、前記ネットワークアプライアンス装置にｉＳＣＳＩ

ｌ

ｏｇｉｎし、前記ユーザ端末からサーバ管理要求を受け付けて、これを該ネットワークア
10

プライアンス装置に送信し、
前記ネットワークアプライアンス装置は、前記Ｗｅｂ／ＤＡＶサーバからのｉＳＣＳＩ
ｌｏｇｉｎを受け付け、前記ストレージ装置に対する管理要求を受け付けて、これを前
記ストレージ装置に送信することを特徴とするオンラインストレージシステム。
【請求項４】
オンラインストレージシステムにおけるインターネットサービスセンタに設置されｉＳ
ＣＳＩイニシエータ機能を有するＷｅｂ／ＤＡＶサーバの制御方法であって、
ユーザ宅に設置され、ストレージ装置に接続するネットワークアプライアンス装置にｉ
ＳＣＳＩ

ｌｏｇｉｎするステップと、

前記ユーザ宅に設置されるユーザ端末からサーバ管理要求を受け付けるステップと、
前記要求を前記ネットワークアプライアンス装置を介して前記ストレージ装置に送信す
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るステップと、を有することを特徴とするＷｅｂ／ＤＡＶサーバの制御方法。
【請求項５】
オンラインストレージシステムにおけるユーザ宅に設置され、ｉＳＣＳＩターゲット機
能を有し、ストレージ装置に接続するネットワークアプライアンス装置の制御方法であっ
て、
インターネットサービスセンタに設置され、前記ユーザ宅に設置されるユーザ端末から
サーバ管理要求を受け付けるＷｅｂ／ＤＡＶサーバからのｉＳＣＳＩ

ｌｏｇｉｎを受け

付けるステップと、
前記ストレージ装置に対する管理要求を受け付けて、これを前記ストレージ装置に送信
するステップと、を有することを特徴とするネットワークアプライアンス装置の制御方法
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。
【請求項６】
インターネットサービスセンタに設置され、ｉＳＣＳＩターゲット機能を有し、ユーザ
宅に設置されるユーザ端末からサーバ管理要求を受け付けるＷｅｂ／ＤＡＶサーバと、
前記ユーザ宅に設置され、ｉＳＣＳＩイニシエータ機能を有し、ストレージ装置に接続
するネットワークアプライアンス装置と、
前記ネットワークアプライアンス装置に接続する前記ストレージ装置と、
サーバ管理を行う前記ユーザ端末と、を有するオンラインストレージシステムの制御方
法であって、
前記Ｗｅｂ／ＤＡＶサーバが、前記ネットワークアプライアンス装置にｉＳＣＳＩ

ｌ
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ｏｇｉｎするステップと、
ネットワークアプライアンス装置が、前記Ｗｅｂ／ＤＡＶサーバからのｉＳＣＳＩ

ｌ

ｏｇｉｎを受け付けるステップと、
前記Ｗｅｂ／ＤＡＶサーバが、前記ユーザ端末からサーバ管理要求を受け付けるステッ
プと、
ネットワークアプライアンス装置が、前記ストレージ装置に対する管理要求を受け付け
て、これを前記ストレージ装置に送信するステップと、を有することを特徴とするオンラ
インストレージシステムの制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、インターネットデータセンタに設置されるファイルサーバの管理技術に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
図１は従来のオンラインストレージサービスシステムの構成図である。図１において、
インターネットデータセンタ１３内のＷｅｂ／ＤＡＶサーバ１６はＤＮＳ１４に対してド
メイン名登録を行う(Ｓ１)。
【０００３】
ＤＮＳ１４はドメイン名登録を行うとともに、Ｗｅｂ／ＤＡＶサーバ１６に対して登録
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名を通知する(Ｓ２)。
【０００４】
ユーザ端末１２はＤＮＳ１４に対してＷｅｂ／ＤＡＶサーバ１６への名前解決を要求し
(Ｓ３)、ＤＮＳ１４はこれに対して登録ドメイン名を送信する(Ｓ４)。
【０００５】
ユーザ端末１２はＷｅｂ／ＤＡＶサーバ１６に接続してサーバ管理を行い、Ｗｅｂ／Ｄ
ＡＶサーバ１６を介してストレージ装置１５にアクセスを行う(Ｓ５)。
【０００６】
ユーザ端末は１２ストレージ装置１５へのアクセスに対してレスポンスを得る(Ｓ６)。
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【０００７】
上記のように、インターネットデータセンタ１１はストレージ装置１５と一体的に管理
運用されてきた。オンラインストレージサービスでは、インターネットデータセンタ１１
の中で、冗長性を上げてハイエンド機種を管理することで、比較的故障率の高いストレー
ジ装置１５の信頼性確保を実現している（例えば、非特許文献１参照。）。
【０００８】
また、付随するバックアップ機器、保守管理システムソフトウェアも、ストレージ装置
の価格レンジ相応に備えることとなるため、システム全体のサービス対価が高い場合には
、個人ユーザレベルで入手可能なストレージ装置との間に大きな価格差が存在する。
【０００９】
一方、ファイルサーバを個人ユーザレベルで運用することにより、ストレージ装置に起
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因する高コスト構造は回避できる。しかし、ファイルサーバ自体の運用、信頼性、ファイ
ルサーバを利用するグループ化されたユーザ個々の管理、及び、悪意のあるアクセスへの
対処など、管理に関わる負荷が非常に大きく、専門的な知識を有するユーザのみがこのよ
うな対応を採り得た。
【非特許文献１】Ｗｏｌｆｇａｎｇ

Ｓｉｎｇｅｒ，

ｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

Ｏｖｅｒｖｉｅｗ

ｏｒｌｄ

Ｓｐｒｉｎｇ

２００５

ＮＡＳ

，Ｓｔｏｒａｇｅ

ａｎｄ

ｉＳＣＳＩ

Ｔ

Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ

Ｗ

インターネット＜ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．

Ｓｓｎｗｕｓａ．ｃｏｍ／ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎｓｆｉｎ．ｈｔｍｌ＞
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１０】
そこで、オンラインストレージサービスの高信頼−高コスト、個人ベースのストレージ
サービスの低信頼−低コストを回避し、高信頼−低コスト構造を実現するとともに、サー
バ容量をユーザの意志に基づき柔軟に変更可能な技術の提供を目的とする。
【００１１】
更に、オンラインストレージサービスの利用に際して、ユーザからのオンデマンド要求
に基づき、ファイルサーバリソースを割り当てることを可能とすることで、システム全体
の効率的投資、効率的運用を可能とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
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そこで上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、オンラインストレージシ
ステムにおけるインターネットサービスセンタに設置されるＷｅｂ／ＤＡＶサーバであっ
て、ｉＳＣＳＩイニシエータ機能を有し、ユーザ宅に設置され、ストレージ装置に接続す
るネットワークアプライアンス装置にｉＳＣＳＩ

ｌｏｇｉｎし、前記ユーザ宅に設置さ

れるユーザ端末からサーバ管理要求を受け付けて、これを前記ネットワークアプライアン
ス装置を介して前記ストレージ装置に送信することを特徴とする。
【００１３】
また、請求項２に記載の発明は、オンラインストレージシステムにおけるユーザ宅に設
置されるネットワークアプライアンス装置であって、ｉＳＣＳＩターゲット機能を有し、
ストレージ装置に接続し、インターネットサービスセンタに設置され、前記ユーザ宅に設

10

置されるユーザ端末からサーバ管理要求を受け付けるＷｅｂ／ＤＡＶサーバからのｉＳＣ
ＳＩ

ｌｏｇｉｎを受け付け、前記ストレージ装置に対する管理要求を受け付けて、これ

を前記ストレージ装置に送信することを特徴とする。
【００１４】
また、請求項３に記載の発明は、インターネットサービスセンタに設置され、ｉＳＣＳ
Ｉイニシエータ機能を有し、ユーザ宅に設置されるユーザ端末からサーバ管理要求を受け
付けるＷｅｂ／ＤＡＶサーバと、前記ユーザ宅に設置され、ｉＳＣＳＩターゲット機能を
有し、ストレージ装置に接続するネットワークアプライアンス装置と、前記ネットワーク
アプライアンス装置に接続する前記ストレージ装置と、サーバ管理を行う前記ユーザ端末
と、を有するオンラインストレージシステムであって、前記Ｗｅｂ／ＤＡＶサーバは、前
記ネットワークアプライアンス装置にｉＳＣＳＩ
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ｌｏｇｉｎし、前記ユーザ端末からサ

ーバ管理要求を受け付けて、これを該ネットワークアプライアンス装置に送信し、前記ネ
ットワークアプライアンス装置は、前記Ｗｅｂ／ＤＡＶサーバからのｉＳＣＳＩ

ｌｏｇ

ｉｎを受け付け、前記ストレージ装置に対する管理要求を受け付けて、これを前記ストレ
ージ装置に送信することを特徴とする。
【００１５】
また、請求項４に記載の発明は、オンラインストレージシステムにおけるインターネッ
トサービスセンタに設置されｉＳＣＳＩイニシエータ機能を有するＷｅｂ／ＤＡＶサーバ
の制御方法であって、ユーザ宅に設置され、ストレージ装置に接続するネットワークアプ
ライアンス装置にｉＳＣＳＩ

ｌｏｇｉｎするステップと、前記ユーザ宅に設置されるユ
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ーザ端末からサーバ管理要求を受け付けるステップと、前記要求を前記ネットワークアプ
ライアンス装置を介して前記ストレージ装置に送信するステップと、を有することを特徴
とする。
【００１６】
また、請求項５に記載の発明は、オンラインストレージシステムにおけるユーザ宅に設
置され、ｉＳＣＳＩターゲット機能を有し、ストレージ装置に接続するネットワークアプ
ライアンス装置の制御方法であって、インターネットサービスセンタに設置され、前記ユ
ーザ宅に設置されるユーザ端末からサーバ管理要求を受け付けるＷｅｂ／ＤＡＶサーバか
らのｉＳＣＳＩ

ｌｏｇｉｎを受け付けるステップと、前記ストレージ装置に対する管理

要求を受け付けて、これを前記ストレージ装置に送信するステップと、を有することを特
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徴とする。
【００１７】
また、請求項６に記載の発明は、インターネットサービスセンタに設置され、ｉＳＣＳ
Ｉターゲット機能を有し、ユーザ宅に設置されるユーザ端末からサーバ管理要求を受け付
けるＷｅｂ／ＤＡＶサーバと、前記ユーザ宅に設置され、ｉＳＣＳＩイニシエータ機能を
有し、ストレージ装置に接続するネットワークアプライアンス装置と、前記ネットワーク
アプライアンス装置に接続する前記ストレージ装置と、サーバ管理を行う前記ユーザ端末
と、を有するオンラインストレージシステムの制御方法であって、前記Ｗｅｂ／ＤＡＶサ
ーバが、前記ネットワークアプライアンス装置にｉＳＣＳＩ

ｌｏｇｉｎするステップと

、ネットワークアプライアンス装置が、前記Ｗｅｂ／ＤＡＶサーバからのｉＳＣＳＩ

ｌ
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ｏｇｉｎを受け付けるステップと、前記Ｗｅｂ／ＤＡＶサーバが、前記ユーザ端末からサ
ーバ管理要求を受け付けるステップと、ネットワークアプライアンス装置が、前記ストレ
ージ装置に対する管理要求を受け付けて、これを前記ストレージ装置に送信するステップ
と、を有することを特徴とする。
【００１８】
請求項１〜６に記載の発明で実現されるオンラインストレージシステムでは、各ユーザ
ごとのストレージ装置を設置することが可能である。
【００１９】
また、インターネットサービスセンタでは、ユーザの要求時にＷｅｂ／ＤＡＶサーバを
ユーザに割り当てればよい。
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【００２０】
なお、Ｗｅｂ／ＤＡＶサーバは、ユーザデータ保存のためのストレージが内蔵又はスト
レージ装置接続専用ケーブル類で外付け接続されていない、複数のＷｅｂサーバ兼ファイ
ルサーバである。
【発明の効果】
【００２１】
請求項１〜６に記載の発明で実現されるオンラインストレージシステムによれば、イン
ターネットサービスセンタに高価なストレージ装置を設置する必要が無い。
【００２２】
また、必要に応じたストレージ装置を選択可能であり、ストレージ装置の容量をユーザ
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の意志により設定可能である。
【００２３】
また、ユーザから要求のあったときにＷｅｂ／ＤＡＶサーバを割り当てるので、システ
ム全体の効率的な使用が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
本実施形態では、インターネットデータセンタ等でのオンラインストレージサービスの
管理運用に際して、従来のＷｅｂ／ＤＡＶサーバに付随するユーザデータ保管用のストレ
ージ装置を切り離す。一方で、ユーザ宅にユーザデータ保管用のストレージ装置を設置し
て、ｉＳＣＳＩターゲット機能を有するネットワークアプライアンス装置を接続する。Ｗ
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ｅｂ／ＤＡＶサーバは、ユーザに供するデータ保管用のストレージ装置をｉＳＣＳＩ接続
で収容することでオンラインストレージシステムを構成する。
【００２５】
インターネットデータセンタは、負荷分散装置、ＤＮＳ、並びにユーザデータ保存のた
めのストレージが内蔵若しくはストレージ装置接続専用ケーブル類で外付け接続されてい
ない複数のＷｅｂサーバ兼ファイルサーバ（Ｗｅｂ／ＤＡＶサーバ）により構成される。
【００２６】
一方、ユーザ宅には、インターネットデータセンタのＷｅｂ／ＤＡＶサーバにｈｔｔｐ
接続し保守管理を行うＰＣ、及びｉＳＣＳＩターゲット機能を有しハードディスクを外付
け接続可能なネットワークアプライアンス装置が設置される。
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【００２７】
Ｗｅｂ／ＤＡＶサーバは、管理用にＷｅｂサーバ機能を有し、ユーザデータの保管を目
的とするファイルサーバ機能も有するが、プロトコルについてはＷｅｂＤＡＶ，ＣＩＦＳ
，ＮＦＳなどの各種ファイルサーバ用プロトコルを搭載可能である。
【００２８】
負荷分散装置は、Ｗｅｂ／ＤＡＶサーバが、ｉＳＣＳＩ接続によりユーザ宅のネットワ
ークアプライアンス装置にｉＳＣＳＩ接続されていない状態を「使用中」と見なし、充分
短い間隔で状態監視することにより、「使用中でない」サーバ装置を常時把握するととも
に、ユーザ宅に設置したネットワークアプライアンス装置からの「サーバ開設要求」に際
して、「使用中でない」サーバへ「サーバ開設要求」を振り分ける機能を有する。
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【００２９】
「サーバ開設要求」を受けたＷｅｂ／ＤＡＶサーバは、「サーバ開設要求」に基づいて
サーバ開設イベントを記録するとともに、アクセス元のＩＰアドレスに対して、ｉＳＣＳ
Ｉ接続を試みる。
【００３０】
接続が成功すると、Ｗｅｂ／ＤＡＶはＤＮＳに対して、「ドメイン登録要求」を行う。
ＤＮＳは要求に基づき「ドメイン登録」を行うとともに、Ｗｅｂ／ＤＡＶサーバに対して
「登録ドメイン」名を通知する。
【００３１】
「登録ドメイン」名の通知を受けたＷｅｂ／ＤＡＶサーバは、自らの状態を「使用中」
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として、負荷分散装置からの状態監視に対して「使用中」を通知する。
【００３２】
また、「登録ドメイン」名を、ネットワークアプライアンス装置に通知する。
【００３３】
ネットワークアプライアンス装置は、「登録ドメイン」名の通知を得て、保守管理用Ｐ
Ｃからのアクセスに際して、「登録ドメイン」名を通知する。
【００３４】
「登録ドメイン」名を得た保守管理用ＰＣは、当該ドメイン名を用いて、割り当てられ
たＷｅｂ／ＤＡＶサーバにｈｔｔｐ接続を行い、Ｗｅｂベースでファイルサーバ管理（デ
ィスクフォーマット，パーティション管理，ユーザ登録，ユーザ属性管理等）を行う。
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【００３５】
以降、登録されたユーザ間でオンラインストレージサービスが利用可能となる。
【００３６】
オンラインストレージサービス解説に伴い設定を行った、ユーザ登録等のユーザ固有情
報は、ユーザ宅内のストレージ装置に記録される。
【００３７】
ユーザ宅内に設置したストレージ装置を既に当該オンラインストレージサービスで使用
した経歴がある場合は、当該データを再利用可能である。
【００３８】
オンラインストレージサービスの廃止は、保守管理ＰＣからのネットワークアプライア
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ンス装置アクセスを経由して行う。ネットワークアプライアンス装置は「登録ドメイン」
名を介して、使用中のＷｅｂ／ＤＡＶサーバに接続し、「サーバ閉鎖要求」を行う。
【００３９】
「サーバ閉鎖要求」を受けたＷｅｂ／ＤＡＶサーバは、ｉＳＣＳＩ接続を切断し、ＤＮ
Ｓに対して「登録ドメイン」名の廃止要求を行い、確認回答受信後、負荷分散装置からの
状態監視に際して「使用中でない」状態を通知する。
【００４０】
以上により、当該ユーザに対してオンラインストレージを構成するシステムは初期状態
に復旧される。
【００４１】
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ここで図２を参照して、オンラインストレージシステムについて説明する。
【００４２】
インターネットデータセンタ２５とユーザ宅２１間は、ＩＰｖ６アドレス体系により構
成されたＩＰ網内にあり、各ユーザ２１宅はＦＴＴＨ回線により接続される。ユーザ宅２
１内に設置される各ユーザ端末２２は、ＩＰｖ６機能の自動アドレス付与ルールによりＩ
Ｐｖ６アドレスを取得する。
【００４３】
ＩＰｖ６網ではＦＴＴＨ回線契約と取得アドレス体系をマッピングして管理する。
【００４４】
インターネットデータセンタ２５では、アクセス元のＩＰｖ６アドレスによりアクセス
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元の所在と契約者、及びアクセス端末の種別を一意に特定可能になる。
【００４５】
このような構成のオンラインストレージシステムにおいて、まず、ユーザ端末２２はサ
ーバ開設要求を行うため、ＩＰｖ６自動設定に基づき、ネットワークアプライアンス装置
２３のＩＰｖ６アドレスに直接ｈｔｔｐアクセスする(Ｓ２１)。
【００４６】
ネットワークアプライアンス装置２３は、リバースプロキシ機能により予め内部メモリ
に記録された負荷分散装置２７の登録ドメイン名に対してｈｔｔｐ接続を行う(Ｓ２２)。
【００４７】
負荷分散装置２７はアクセス元のＩＰｖ６アドレスからネットワークインターフェース
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（下位６４ビット）を抽出し、当該サービス対応のネットワークアプライアンス装置２３
のみをフィルタリングした上で、「使用中でない」状態のＷｅｂ／ＤＡＶサーバ２８へ、
アクセス元ＩＰｖ６アドレスを保持したまま、「サーバ開設要求」を振り分ける(Ｓ２３)
。
【００４８】
Ｗｅｂ／ＤＡＶサーバ２８はＩＰｖ６アドレスが当該サービス契約者に割り当てられた
ものであることを確認の上、当該アドレスに対してｉＳＣＳＩ

Ｌｏｇｉｎを行う(Ｓ２

４)。
【００４９】
ｉＳＣＳＩ接続要求を受けたユーザ宅内のネットワークアプライアンス装置２３は、ネ
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ットワークアプライアンス装置２３とＳＡＴＡ，ＵＳＢ，ＳＣＳＩ，ＩＥＥＥ１３９４な
どの個人向けＰＣ用途のストレージ装置用インターフェースにより接続されたストレージ
装置２４が使用可能状態であることを確認の上(Ｓ２５)、ｉＳＣＳＩ

Ｌｏｇｉｎの確認

レスポンスをＷｅｂ／ＤＡＶサーバ２８に返す(Ｓ２６)。
【００５０】
ｉＳＣＳＩ

Ｌｏｇｉｎを確認したＷｅｂ／ＤＡＶサーバ２８は、当該サーバのドメイ

ン登録のため、ＤＮＳ２６にアクセスする(Ｓ２７)。
【００５１】
ＤＮＳ２６は、ドメイン名の登録に際して、過去の登録名との重複を避けるアルゴリズ
ムを利用し、Ｗｅｂ／ＤＡＶサーバ２８に登録名を通知する(Ｓ２８)。
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【００５２】
Ｗｅｂ／ＤＡＶサーバ２８は、負荷分散装置２７の状態監視に対して「使用中」である
ことを通知する(Ｓ２９)。「使用中」であることは、ドメイン登録通知を契機として、サ
ーバ内のフラグを書き換えることで実現する。
【００５３】
並行して、Ｗｅｂ／ＤＡＶサーバ２８は、ネットワークアプライアンス装置２３に登録
ドメイン名を通知する(Ｓ３０)。
【００５４】
ネットワークアプライアンス装置２３はユーザ端末２２に対して、登録ドメイン名を通
知する(Ｓ３１)。登録ドメイン名を取得したユーザ端末２２は、「サーバ開設要求」に基
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づいて割り当てられたＷｅｂ／ＤＡＶサーバ２８へ直接アクセス可能となり、ＤＮＳ２６
へＷｅｂ／ＤＡＶサーバ２８の名前解決要求(Ｓ３２)、及びその回答(Ｓ３３)を行い、Ｗ
ｅｂ／ＤＡＶサーバ２８に接続してサーバ管理を行う(Ｓ３４)。
【００５５】
Ｗｅｂ／ＤＡＶサーバ２８へ直接アクセスするユーザ端末２２のうち、「サーバ開設要
求」を行ったＩＰｖ６アドレスと同じネットワークプリフィックス（ＩＰｖ６の上位６４
ビット）を有するｈｔｔｐアクセスに対して、当該サーバに対する管理者権限を付与し、
Ｗｅｂベースの管理者コンソールアクセスによりサーバ管理を行う。
【００５６】
ユーザ端末２２はサーバ管理に際して、ユーザ宅内のストレージ装置２４に対するフォ
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ーマット、Ｗｅｂ／ＤＡＶサーバ２８のサポートするファイルシステムから選択のうえ、
ファイルシステムを構築する。さらに。当該サーバの管理者外ユーザの登録を、ドメイン
登録名、又はネットワークプリフィックスに基づき行う。
【００５７】
以上、実施形態について説明したが、この実施形態に限定されることなく、種々変更・
応用が可能である。例えば、上記実施形態では、ファイルサーバについて説明したが、ス
トリーミングサーバを用いることも可能である。
【００５８】
上記実施形態により、インターネットデータセンタの管理運用者は、導入コスト変動、
耐久寿命等のリスクの高いストレージ装置を保有する必要が無くなり、効率的な投資が可

10

能となる。
【００５９】
一方、当該サービスのユーザは、必要に応じてファイルサーバの開設と閉鎖が可能とな
る。加えて、自らの求めるサービスグレードに応じて、低コストのストレージ装置を選択
でき、また、必要に応じてストレージ容量を増減可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】オンラインサーバストレージシステムの構成図。
【図２】オンラインサーバストレージシステムの構成図。
【符号の説明】
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【００６１】
１１

ユーザ宅

１２

ユーザ端末

１３

インターネットデータセンタ

１４

ＤＮＳ

１５

ストレージ装置

１６

Ｗｅｂ／ＤＡＶサーバ

２１

ユーザ宅

２２

ユーザ端末

２３

ネットワークアプライアンス装置

２４

ストレージ装置

２５

インターネットデータセンタ

２６

ＤＮＳ

２７

負荷分散装置

２８

Ｗｅｂ／ＤＡＶサーバ
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【図２】
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