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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホストコンピュータから送られる更新データによって更新されたキャッシュメモリに格
納されている更新後データの更新部分を示す更新情報を更新情報管理テーブルに記憶する
更新情報記憶処理と、
　該更新情報管理テーブルから前記更新後データの更新情報を取得し、該更新情報が示す
更新部分を有する前記更新後データについて、Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式による書込み
処理を行なう場合の負荷を表す第１の基準値と、Ｒｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗ
ｒｉｔｅ方式による書込み処理を行なう場合の負荷を表す第２の基準値と、を生成する基
準値生成処理と、
　該基準値生成処理によって生成された前記第１の基準値と前記第２の基準値とを比較し
、該比較結果に基づいて、Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式とＲｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄ
ｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式とのいずれかの方式を書込み方式に決定する書込み方式決定処理と
、
　前記キャッシュメモリに格納された前記更新後データのデータストライプを読出し、前
記書込み方式決定処理で決定した方式によって前記データストライプの更新を行なう書込
み処理と、
　をＲＡＩＤ制御装置に行なわせることを特徴とするライトバック方法。
【請求項２】
　前記第１及び第２の基準値には、前記ディスク装置に対して発行するコマンド発行回数



(2) JP 4410178 B2 2010.2.3

10

20

30

40

50

、前記ディスク装置との間で送受信されるデータ転送量、更新後データのパリティデータ
を生成するために必要なＸＯＲ演算回数、の少なくとも１つを用いる、
　ことを特徴とする請求項１に記載のライトバック方法。
【請求項３】
　前記書込み方式決定処理は、前記第２の基準値より前記第１の基準値が小さい場合にＳ
ｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式に決定し、前記第１の基準値より前記第２の基準値が小さい場
合にＲｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式に決定する、
　ことを特徴とする請求項１に記載のライトバック方法。
【請求項４】
　ホストコンピュータから送られる更新データによって更新されたキャッシュメモリに格
納されている更新後データの更新部分を示す更新情報を更新情報管理テーブルに記憶する
更新情報記憶手段と、
　該更新情報管理テーブルから前記更新後データの更新情報を取得し、該更新情報からが
示す更新部分を有する前記更新後データについて、Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式による書
込み処理を行なう場合の負荷を表す第１の基準値と、Ｒｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ
　Ｗｒｉｔｅ方式による書込み処理を行なう場合の負荷を表す第２の基準値と、を生成す
る基準値生成手段と、
　該基準値生成手段によって生成された前記第１の基準値と前記第２の基準値とを比較し
、該比較結果に基づいて、Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式とＲｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄ
ｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式とのいずれかの方式を書込み方式に決定する書込み方式決定手段と
、
　前記キャッシュメモリに格納された前記更新後データのデータストライプを読出し、前
記書込み方式決定手段で決定した方式によって前記データストライプの更新を行なう書込
み手段と、
　を備えるＲＡＩＤ制御装置。
【請求項５】
　ホストコンピュータから送られる更新データを格納するための複数の記憶部を備えるＲ
ＡＩＤ装置であって、
　前記更新データによって更新されたキャッシュメモリに格納されている更新後データの
更新部分を示す更新情報を更新情報管理テーブルに記憶する更新情報記憶手段と、
　該更新情報管理テーブルから前記更新後データの更新情報を取得し、該更新情報が示す
更新部分を有する前記更新後データについて、Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式による書込み
処理を行なう場合の負荷を表す第１の基準値と、Ｒｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗ
ｒｉｔｅ方式による書込み処理を行なう場合の負荷を表す第２の基準値と、を生成する基
準値生成手段と、
　該基準値生成手段によって生成された前記第１の基準値と前記第２の基準値とを比較し
、該比較結果に基づいて、Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式とＲｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄ
ｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式とのいずれかの方式を書込み方式に決定する書込み方式決定手段と
、
　前記キャッシュメモリに格納された前記更新後データのデータストライプを読出し、前
記書込み方式決定手段で決定した方式によって前記データストライプを前記複数の記憶部
に格納する書込み手段と、
　を備えるＲＡＩＤ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディスクアレイサブシステムのＲＡＩＤ制御方式におけるライトバック方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　コンピュータシステムで取り扱う大量のデータを記憶する手段として、ＲＡＩＤ（Ｒｅ
ｄｕｎｄａｎｔ　Ａｒｒａｙ　ｏｆ　Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ／Ｉｎｅｘｐｅｎｓｉｖｅ
　Ｄｉｓｋ　ｄｒｉｖｅｓ）装置が広く使用されている。特に、ＲＡＩＤ５は、コスト効
率が高くシンプルな構成でデータの保護を実現できる等の理由から広く利用されている。
【０００３】
　ＲＡＩＤ５では、パリティディスクを使用してデータの冗長性を維持しているため、ラ
イトバック（Ｗｒｉｔｅ　Ｂａｃｋ）処理を行なう際にパリディディスクのデータ（パリ
ティデータ）を更新する必要がある。
【０００４】
　ここで、ライトバック処理とは、例えば、ディスクから新しい情報をＲＡＩＤ制御装置
内のキャッシュメモリに取り出す時に、キャッシュメモリ上で不要となった情報をディス
クに書き込む処理をいう。
【０００５】
　図１０は、ライトバック処理時に全データストライプを更新する場合におけるＲＡＩＤ
制御装置が備えるキャッシュメモリ内のデータの例を示している。
　ホストコンピュータ等からＲＡＩＤ制御装置に送られる更新データは、ＲＡＩＤ制御装
置によってストライピングされる。そして、キャッシュメモリに更新対象のデータが存在
する場合には、当該データが更新データによって更新される。
【０００６】
　ここで、以下の説明においては、ＲＡＩＤ制御装置によってストライピングされた１つ
のデータを「データストライプ」という。
　同図に示すデータ１は、４つのディスク（同図に示すＤｉｓｋ＃０～＃３）で構成され
るＲＡＩＤ５のデータを示し、＃０～＃３にストライピングされている。
【０００７】
　また、同図に示すデータ１は、データストライプ＃０～＃２が全て更新データである場
合を示している。
　更新する全データストライプ（データストライプ＃０～＃２）がキャッシュメモリ上に
あるので、Ｄｉｓｋ＃０～＃３からのリード処理を行なうことなく、パリティデータ（デ
ータストライプ＃３）を生成することができる。そして、生成したデータ１は、Ｄｉｓｋ
＃０～＃３に格納される（以下、この書込み方式を「Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方
式」という）。
【０００８】
　図１１は、ライトバック処理時に一部のデータストライプを更新する場合におけるＲＡ
ＩＤ制御装置が備えるキャッシュメモリ内のデータの例を示す図である。
　同図に示すデータ２も図１０と同様に、４つのディスク（同図に示すＤｉｓｋ＃０～＃
３）で構成されるＲＡＩＤ５のデータを示し、＃０～＃３にストライピングされている。
【０００９】
　また、同図に示すデータ２は、データストライプ＃０及び＃１のみが更新データである
場合を示している。
　この場合、ストライプの一部のデータのみキャッシュメモリ上にあるため、Ｄｉｓｋ＃
０、＃１、及び＃３から更新前データを読込み、更新データ（データストライブ＃０及び
＃１）と排他的論理和（以下、単に「ＸＯＲ」という）をとることによってパリティデー
タを生成する必要がある。そして、更新データと生成したパリティデータとをそれぞれＤ
ｉｓｋ＃０、＃１、及び＃３に格納する（以下、この書込み方式を「Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉ
ｔｅ方式」という）。
【００１０】
　上述のように、ＲＡＩＤ５等におけるデータの更新処理、特に、更新データの一部の更
新（ディスクへのライト処理）時には、更新前のデータとパリディデータを一旦ディスク
から読み出し、更新データに応じた新たなパリティデータ（以下、「更新パリティ」とい
う）を生成した後に更新データとともに更新パリティをディスクに書き込む必要がある。
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【００１１】
　すなわち、一部のデータストライプを更新する場合には、全てのデータストライプを更
新する場合に比べて、ディスクから更新前データを読込む処理等が余分に必要となり、更
新時の処理速度が遅くなるという問題があった。
【００１２】
　ここで、特許文献１には、ライトバック処理の時間を短縮してスループットを向上させ
るために、ホストコンピュータによるライト処理後の更新データをキャッシュメモリに格
納して管理するとともに、更新前データがキャッシュメモリ上に残っている場合には更新
前データもキャッシュ管理テーブルで管理するディスクアレイ装置について開示されてい
る。
【特許文献１】特開平０７－３１１６５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、上述した問題に鑑みてなされたものであり、その解決しようとする課題は、
一部のデータストライプを更新する処理が含まれる場合であっても、更新時の処理速度を
向上することが可能なＲＡＩＤ装置におけるライトバック方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題を解決するために、本発明に係るＲＡＩＤ制御装置におけるライトバック方法
は、ホストコンピュータから送られる更新データによって更新されたキャッシュメモリに
格納されている更新後データの更新情報を更新情報管理テーブルに記憶する更新情報記憶
処理と、該更新情報管理テーブルから前記更新後データの更新情報を取得し、該更新情報
から、Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式による書込み処理の負荷を表す第１の基準値と、Ｒｅ
ａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式による書込み処理の負荷を表す第２の基
準値と、を生成する基準値生成処理と、該基準値生成処理によって生成された前記第１の
基準値と前記第２の基準値とを比較し、該比較結果に基づいて、Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ
方式とＲｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式とのいずれかの方式を書込み
方式に決定する書込み方式決定処理と、前記キャッシュメモリに格納された前記更新後デ
ータのデータストライプを読出し、前記書込み方式決定処理で決定した方式によって前記
データストライプの更新を行なう書込み処理と、をＲＡＩＤ制御装置に行なわせる。
【００１５】
　本発明によると、基準値生成処理によって第１及び第２の基準値を生成し、書込み方式
決定処理によって第１の基準値と第２の基準値との比較結果に基づいて書込み方式を決定
する。そして、この決定した書込み方式によって書込み処理が行われるので、比較結果か
らＲＡＩＤ制御装置に負荷が少なくなるようにライトバック処理を行わせることが可能と
なる効果を奏する。
【００１６】
　本発明は、ホストコンピュータから送られる更新データによって更新されたキャッシュ
メモリに格納されている更新後データの更新情報を更新情報管理テーブルに記憶する更新
情報記憶手段と、該更新情報管理テーブルから前記更新後データの更新情報を取得し、該
更新情報から、Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式による書込み処理の負荷を表す第１の基準値
と、Ｒｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式による書込み処理の負荷を表す
第２の基準値と、を生成する基準値生成手段と、該基準値生成手段によって生成された前
記第１の基準値と前記第２の基準値とを比較し、該比較結果に基づいて、Ｓｍａｌｌ　Ｗ
ｒｉｔｅ方式とＲｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式とのいずれかの方式
を書込み方式に決定する書込み方式決定手段と、前記キャッシュメモリに格納された前記
更新後データのデータストライプを読出し、前記書込み方式決定手段で決定した方式によ
って前記データストライプの更新を行なう書込み手段と、を備えるＲＡＩＤ制御装置であ
っても同様の効果を奏する。
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【００１７】
　また、本発明は、ホストコンピュータから送られる更新データを格納するための複数の
記憶部を備えるＲＡＩＤ装置であって、前記更新データによって更新されたキャッシュメ
モリに格納されている更新後データの更新情報を更新情報管理テーブルに記憶する更新情
報記憶手段と、該更新情報管理テーブルから前記更新後データの更新情報を取得し、該更
新情報から、Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式による書込み処理の負荷を表す第１の基準値と
、Ｒｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式による書込み処理の負荷を表す第
２の基準値と、を生成する基準値生成手段と、該基準値生成手段によって生成された前記
第１の基準値と前記第２の基準値とを比較し、該比較結果に基づいて、Ｓｍａｌｌ　Ｗｒ
ｉｔｅ方式とＲｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式とのいずれかの方式を
書込み方式に決定する書込み方式決定手段と、前記キャッシュメモリに格納された前記更
新後データのデータストライプを読出し、前記書込み方式決定手段で決定した方式によっ
て前記データストライプを前記複数の記憶部に格納する書込み手段と、を備えるＲＡＩＤ
装置であっても同様の効果を奏する。
【発明の効果】
【００１８】
　以上のように、本発明によると、一部のデータストライプを更新する処理が含まれる場
合であっても、更新時の処理速度を向上することが可能なＲＡＩＤ装置におけるライトバ
ック方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態について図１から図９に基づいて説明する。
　図１は、本発明の原理図を示している。
　図１に示すＲＡＩＤ制御装置３は、データを一時的に格納するキャッシュメモリ４と、
キャッシュメモリ４に格納されているデータの更新情報（更新箇所、更新位置）を格納す
る更新情報管理テーブル５と、キャッシュメモリ４に格納されているデータの更新を検出
し、この更新情報を更新情報管理テーブル５に格納する更新情報記憶手段６と、更新情報
管理テーブル５から更新情報を取得し、この更新情報からＳｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式及
びＲｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式によるライトバック処理の負荷を
表す基準値を生成する基準値生成処理７と、この基準値から書込み方式（Ｓｍａｌｌ　Ｗ
ｒｉｔｅ方式／Ｒｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式）を決定する書込み
方式決定手段８と、決定した方式によってＲＡＩＤ制御装置３に接続されるディスク装置
群（ディスクアレイ）１６にライトバック処理を行なう書込み手段９と、を少なくとも備
えている。
【００２０】
　ここで、Ｒｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ方式とは、例えば、図１１に示した更新デ
ータ２において、Ｄｉｓｋ＃２からデータを読込み、更新データとＸＯＲを行なうことに
よって更新パリティを生成し、更新データと生成した更新パリティとをそれぞれＤｉｓｋ
＃０、＃１、及び＃３に格納する方式をいう。
【００２１】
　また、本実施例において、ディスク装置群１６又はキャッシュメモリ４上のデータであ
って、ホストコンピュータ１４等の上位装置から送られる更新データによって更新される
前のデータを「更新前データ」といい、この時のパリティデータを「更新前パリティ」と
いう。また、ホストコンピュータ１４等の上位装置から送られる更新データによって更新
されたキャッシュメモリ４上のデータを「更新後データ」という。
【００２２】
　キャッシュメモリ４は、ホストコンピュータ１４等からの要求に応じてディスク装置群
から読み出したデータが一時的に格納される記憶部である。また、更新情報管理テーブル
５は、キャッシュメモリ４に格納されているデータの更新情報、例えば、ブロック単位の
更新の有無に関する情報、が格納される記憶部である。
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【００２３】
　更新情報記憶手段６は、ホストコンピュータ１４等から送られる更新データによって、
キャッシュメモリ４上のデータが更新された更新箇所（更新位置）を検出して更新情報を
生成し、更新情報管理テーブル５に記憶する。
【００２４】
　基準値生成手段７は、更新情報管理テーブル５から更新後データの更新情報を取得し、
取得した更新情報から、Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式によるライトバック処理を行なった
場合の負荷を表す第１の基準値と、Ｒｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式
によるライトバック処理を行なった場合の負荷を表す第２の基準値と、を生成する。
【００２５】
　本実施例では、第１及び第２の基準値として、ライトバック処理時の
　（１）ディスク装置群１６へのコマンド発行回数、
　（２）ＲＡＩＤ制御装置３－ディスク装置群１６間のデータ転送量、及び
　（３）更新パリティを生成するためのＸＯＲ処理回数
を使用する。
【００２６】
　なお、上記（１）～（３）の全てを第１及び第２の基準値として使用することに限定す
る趣旨ではない。例えば、（１）～（３）のいずれか１つ又は２つの組み合わせを第１及
び第２の基準値として使用してもよい。
【００２７】
　書込み方式決定手段８は、第１の基準値と第２の基準値とを比較して、より小さい負荷
で行える方式に書込み方式を決定する。例えば、比較の結果、第１の基準値の方が小さい
場合には、Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式に決定し、第２の基準値の方が小さい場合には、
Ｒｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式に決定する。
【００２８】
　書込み手段９は、ＲＡＩＤ制御装置３に備わる図示しないキャッシュメモリ制御部等か
らのライトバック処理命令に応じて書込み方式決定手段８で決定した書込み方式によって
ライトバック処理を行なう。
【００２９】
　図２は、本実施例に係るＲＡＩＤ装置の構成例を示す図である。
　図２に示すＲＡＩＤ装置は、ＣＡ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ａｄａｐｔｅｒ）１３ａを介して
ホストコンピュータ１４と接続されるＲＡＩＤ制御装置のＣＭ３ａと、ＣＭ３ａとルータ
１５ａを介して接続されるディスク装置群１６ａと、を少なくとも備えている。
【００３０】
　また、本実施例では、ＣＡ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ａｄａｐｔｅｒ）１３ｂを介してホスト
コンピュータ１４と接続されるＲＡＩＤ制御装置のＣＭ３ｂと、ＣＭ３ｂとルータ１５ｂ
を介して接続されるディスク装置群１６ｂと、を更に備え、ＣＭ３ａとＣＭ３ｂとはルー
タ１７を介して接続されている。また、ディスク装置群１６ａ及びディスク装置群１６ｂ
は、ルータ１５ａ及びルータ１５ｂを介してＣＭ３ａ及びＣＭ３ｂに接続されている。
【００３１】
　ここで、本実施例では、ＲＡＩＤ制御装置（ＣＭ３ａ、ＣＭ３ｂ）及びディスク装置群
（ディスク装置群１６ａ、ディスク装置群１６ｂ）をそれぞれ二重化した場合の構成例を
示しているが、これに限定する趣旨ではない。二重化以上の冗長構成であってもよいし、
ＣＭ３ａ及びディスク装置群１６ａのみを使用したシングル構成であってもよい。
【００３２】
　ＣＡ１３ａは、ホストコンピュータに備わる図示しないＩ／Ｏ装置とＣＭ３ａとのイン
ターフェースであり、ホストコンピュータ－ＣＭ３ａ間のコマンドやデータの制御を行な
う。
【００３３】
　ＣＭ３ａは、マイクロプロセッサ１０ａとキャッシュメモリ１１ａとＲＡＭ（Ｒａｎｄ
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ｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１２ａとを少なくとも備え、所定のプログラムに従
ってマイクロプロセッサ１０ａを動作させることによって、更新情報記憶手段６、基準値
生成手段７、書込み方式決定手段８、及び書込み手段９を実現する。
【００３４】
　更新情報記憶手段６は、キャッシュメモリ１１ａに格納されている更新前データが、Ｃ
Ａ１３ａを介してホストコンピュータ１４から送られた更新データによって更新された更
新箇所を検出し、当該更新箇所をブロック毎に管理する更新データ管理テーブル５を生成
してＲＡＭ１２ａに格納する。
【００３５】
　さらに、基準値生成手段７は、更新情報管理テーブル５から更新データの更新箇所を取
得し、当該更新箇所からライトバック処理にかかる負荷を示す基準値（第１の基準値、第
２の基準値）を算出する。そして、書込み方式決定手段８が当該基準値に基づいて書込み
方式を決定する。
【００３６】
　書込み手段９は、決定された書込み方式に従ってキャッシュメモリ１１ａに格納された
更新後のデータをディスク装置群１６ａに書き込む処理（ライトバック処理）を行なう。
　ディスク装置群１６ａは、Ｄｉｓｋ＃０～＃３の磁気ディスクで構成されるＲＡＩＤデ
ィスクドライブである。
【００３７】
　ここで、本実施例に係るディスク装置群１６ａは、ＲＡＩＤ５の構成をとっているが、
ディスク装置群１６ａを構成する磁気ディスクの数を限定する趣旨ではなく、少なくとも
３つ以上の磁気ディスクで構成するＲＡＩＤディスクドライブを使用すればよい。
【００３８】
　以上に説明したＣＡ１３ａ、ＣＭ３ａ、ルータ１５ａ、及びディスク装置群１６ａの構
成は、ＣＡ１３ｂ、ＣＭ３ｂ、ルータ１５ｂ、及びディスク装置群１６ｂも同様なので説
明は省略する。
【００３９】
　ＣＭ３ａとＣＭ３ｂとはルータ１７を介して接続され、例えば、更新データがホストコ
ンピュータ１４からＣＡ１３ａを介してＣＭ３ａに送られると、プロセッサ１０ａは、更
新データをキャッシュメモリ１１ａに格納するとともに、ルータ１７を介してＣＭ３ｂに
送信する。そして、ＣＭ３ｂでは、プロセッサ１０ｂが受信した更新データをキャッシュ
メモリ１１ｂに格納することによって、ＣＭ３ａ内のキャッシュメモリ１１ａとＣＭ３ｂ
内のキャッシュメモリ１１ｂとは常に同一のデータが格納される。
【００４０】
　以上の処理によって、ＣＭ３ａとＣＭ３ｂとが二重化されることとなる。したがって、
以下、説明を簡単にするためにＣＡ１３ａ、ＣＭ３ａ、ルータ１５ａ、及びディスク装置
群１６ａの動作（処理）について説明をする。
【００４１】
　図３は、本実施例に係るＲＡＩＤ制御装置の処理の概要を示すフローチャートである。
　キャッシュメモリ１１ａを制御するキャッシュメモリ制御部等からライトバック処理要
求がない状態では、図３に示すライトバック処理は実行されない。
【００４２】
　一方、ＲＡＩＤ制御装置３であるＣＭ３ａの更新情報記憶手段６は、ホストコンピュー
タ１４から受信した更新データによって、キャッシュメモリ１１ａに格納されている更新
前データが更新された箇所をブロック単位で検出し、更新情報管理テーブル５を生成する
。そして、生成された更新情報管理テーブル５を、ＲＡＭ１２ａの所定のアドレスに格納
する。
【００４３】
　ここで、図４は、更新情報記憶手段６で生成される更新情報管理テーブル５の例を示し
ている。
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　図４に示す更新情報管理テーブル５は、ホストコンピュータ１４から送られる更新デー
タの番号（更新データ番号）と、各更新データ番号の更新データを構成するデータストラ
イプの番号（データストライプ番号）と、各データストライプ番号のデータストライプを
構成するブロックの番号（ブロック番号）と、各ブロック番号のブロックの更新の有無を
表すブロック更新フラグと、で構成されている。
【００４４】
　また、図４に示すブロック更新フラグは、例えば、１ビットのデータで構成され、１の
場合には更新有りを示し、０の場合には更新無しを示す。したがって、ＲＡＭ１２ａ上で
は、ビットマップテーブルとして格納されている。
【００４５】
　ＣＭ３ａに備わる図示しないキャッシュメモリ制御部等からプロセッサ１０ａに対して
ライトバック処理が要求されると、ＣＭ３ａはライトバック処理を開始し（ステップＳ３
００）、処理をステップＳ３０１に移行する。
【００４６】
　ステップＳ３０１において、ＣＭ３ａは、キャッシュメモリ１１ａに格納されている更
新情報管理テーブル５を参照し、ブロック更新フラグが全て１（更新有り）であるか判別
する。
【００４７】
　ブロック更新フラグが全て１の場合には、キャッシュメモリ１１ａに格納されている更
新後データは、ホストコンピュータ１４から送られた更新データによって全て更新された
ことを示すので、処理をステップＳ３０２に移行する。そして、書込み方式をＢａｎｄｗ
ｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式に設定する。
【００４８】
　また、ブロック更新フラグが全て１でない（少なくとも１つ以上のブロック更新フラグ
に０が含まれる）場合は、キャッシュメモリ１１ａに格納されていた更新前データの一部
が、ホストコンピュータ１４から送られた更新データによって更新されたことを示すので
、処理をステップＳ３０３に移行する。
【００４９】
　ステップＳ３０３において、ＣＭ３ａは、書込み方式をＳｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式又
はＲｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式のいずれか一方の方式に設定する
。なお、ステップＳ３０３では、Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式又はＲｅａｄ　＆　Ｂａｎ
ｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式のいずれを書込み方式に設定してもよいが、本実施例では
、Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式に設定する。
【００５０】
　さらに、ＣＭ３ａは、ＲＡＭ１２ａの所定のアドレスに格納されている（ａ）ディスク
装置群１６ａへのコマンド発行回数、（ｂ）ＣＭ３ａ－ディスク装置群１６ａ間のデータ
転送量及び（ｃ）更新パリティを生成するためのＸＯＲ処理回数（以下、「総合基準値」
という）を読出す。
【００５１】
　ここで、総合基準値は、所定の期間に実行されるライトバック処理による（ａ）ディス
ク装置群１６ａへのコマンド発行回数、（ｂ）ＣＭ３ａ－ディスク装置群１６ａ間のデー
タ転送量及び（ｃ）更新パリティを生成するためのＸＯＲ処理回数の積算値である。
【００５２】
　したがって、ＣＭ３ａは、ライトバック処理時に（ａ）ディスク装置群１６ａへのコマ
ンド発行回数、（ｂ）ＣＭ３ａ－ディスク装置群１６ａ間のデータ転送量及び（ｃ）更新
パリティを生成するためのＸＯＲ処理回をそれぞれカウントし、（ａ）～（ｃ）のそれぞ
れの総合基準値に加算した値をＲＡＭ１２ａに記憶する。
【００５３】
　処理方式一時決定処理が完了すると、ＣＭ３ａは、処理をステップＳ３０４に移行する
。
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　ステップＳ３０４において、ＣＭ３ａは、ステップＳ３０３で取得した（ａ）コマンド
発行回数が予め設定された上限値を超えているか否かのチェックを行なう。そして、コマ
ンド発行回数が上限値を超えている場合には、処理をステップＳ３０５に移行し、ステッ
プＳ３０３で一時決定した方式とは別の方式を書込み方式に決定する。
【００５４】
　例えば、ステップＳ３０３で、Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式を選択した場合に、ディス
クへのコマンド発行回数が上限値を越えてしまったときには、ステップＳ３０５において
、Ｒｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式に方式を変更する。
【００５５】
　また、ステップＳ３０４において、コマンド発行回数が上限値を超えていない場合には
、処理をステップＳ３０６に移行する。
　ステップＳ３０６において、ＣＭ３ａは、ステップＳ３０３で取得した（ｂ）データ転
送量が予め設定された上限値を超えているか否かのチェックを行なう。そして、データ転
送量が上限値を超えている場合には、処理をステップＳ３０５に移行し、ステップＳ３０
３で一時決定した方式とは別の方式を書込み方式に決定する。
【００５６】
　例えば、ステップＳ３０３で、Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式を選択した場合に、ディス
クへのデータ転送量が上限値を越えていたときには、ステップＳ３０５において、Ｒｅａ
ｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式に方式を変更する。
【００５７】
　また、ステップＳ３０６において、データ転送量が上限値を超えていない場合には、処
理をステップＳ３０７に移行する。
　ステップＳ３０７において、ＣＭ３ａは、ステップＳ３０３で取得した（ｃ）ＸＯＲ回
数が上限値を超えているか否かのチェックを行なう。そして、ＸＯＲの回数が上限値を超
えている場合には、処理をステップＳ３０５に移行し、ステップＳ３０３で一時決定した
方式とは別の方式を書込み方式に決定する。
【００５８】
　また、ステップＳ３０７において、ＸＯＲの回数が上限値を超えていない場合には、処
理をステップＳ３０８に移行する。
　ステップＳ３０８において、ＣＭ３ａは、ＲＡＭ１２ａに記憶されている更新情報管理
テーブル５を参照して更新情報（更新箇所）を取得し、第１及び第２の基準値を生成する
。そして、第１の基準値と第２の基準値との比較結果に基づいて書込み方式を決定する。
なお、ステップＳ３０８の詳細については、図５で説明する。
【００５９】
　ステップＳ３０２、Ｓ３０５及びＳ３０８の処理によって書込み方式が決定すると、Ｃ
Ｍ３ａは、処理をステップＳ３０９に移行する。そして、決定した書込み方式によってラ
イトバック処理を行なう。
【００６０】
　以上に説明した処理において、ステップＳ３０３では、書込み方式にＳｍａｌｌ　Ｗｒ
ｉｔｅ方式を設定したが、Ｒｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式を設定し
てもよいことは当然である。
【００６１】
　図５は、本実施例に係る処理方式最終決定処理を示すフローチャートである。
　図３に示したステップＳ３０７において、（ｃ）ＸＯＲの回数が上限値を超えていない
場合には、処理をステップＳ５００に移行して処理方式最終決定処理を開始する。
【００６２】
　ステップＳ５０１において、ＣＭ３ａは、ＲＡＭ１２ａ上の更新情報管理テーブル５を
参照し、更新情報（更新箇所）を取得する。そして、以下に説明するように、更新情報か
ら第１及び第２の基準値を生成する。
【００６３】
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　まず、本実施例に係る第１の基準値、すなわち、Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式によるラ
イトバック処理時の
　（１ａ）ディスク装置群１６ａへのコマンド発行回数、
　（２ａ）ＲＡＩＤ制御装置３－ディスク装置群１６ａ間のデータ転送量、及び
　（３ａ）更新パリティを生成するためのＸＯＲ処理回数の生成方法
について説明し、次に、本実施例に係る第２の基準値、すなわち、Ｒｅａｄ　＆　Ｂａｎ
ｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式によるライトバック処理時の
　（１ｂ）ディスク装置群１６ａへのコマンド発行回数、
　（２ｂ）ＲＡＩＤ制御装置３－ディスク装置群１６ａ間のデータ転送量、及び
　（３ｂ）更新パリティを生成するためのＸＯＲ処理回数の生成方法
について説明する。
【００６４】
　なお、（１ａ）～（３ａ）及び（１ｂ）～（３ｂ）の具体例は、それぞれ図６及び８、
図７及び９に基づいて後述する。
（１ａ）ディスク装置群１６ａへのコマンド発行回数
　ＣＭ３ａは、更新情報管理テーブル５から取得した更新情報に基づいて、更新データに
よって更新された領域（例えば、図６に示す更新後データ２０ａにおける領域＃００、＃
１１、＃１３及び＃２０）と更新されていない領域（例えば、図６に示す更新後データ２
０ａにおける領域＃１２）とに各データストライプを分割する。
【００６５】
　Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式によるライトバック処理の場合、ＣＭ３ａは、更新データ
によって更新された領域の更新前データと更新前パリティをディスク装置群１６ａから読
出す。この時、ＣＭ３ａがディスク装置群１６ａに対して発行するＲｅａｄ命令の回数は
、次式により算出できる。
【００６６】
　（Ｒｅａｄ命令の回数）＝（更新された領域の数）＋１　　　　　　　・・・（１）
　同様に、ＣＭ３ａは、更新データによって更新された領域の更新後データと更新後パリ
ティをディスク装置群１６ａに書き込む。この時、ＣＭ３ａがディスク装置群１６ａに対
して発行するＷｒｉｔｅ命令の回数は、次式により算出できる。
【００６７】
　（Ｗｒｉｔｅ命令の回数）＝（更新された領域の数）＋１　　　　　　・・・（２）
（２ａ）ＲＡＩＤ制御装置３－ディスク装置群１６ａ間のデータ転送量
　Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式によるライトバック処理の場合、ＣＭ３ａは、更新データ
によって更新された領域の更新前データと更新前パリティをディスク装置群１６ａから読
出し、更新データによって更新された領域の更新後データと更新後パリティをディスク装
置群１６ａに書き込む。
【００６８】
　したがって、この時のデータ転送量は、次式により算出できる。
　（Ｒｅａｄ時のデータ転送量）＝（データストライプの数）
　　　　　　　　　　　　　　　×（１データストライプのブロック数）
　　　　　　　　　　　　　　　－（更新されない領域のブロック数）　・・・（３）
　（Ｗｒｉｔｅ時のデータ転送量）＝（データストライプの数）
　　　　　　　　　　　　　　　　×（１データストライプのブロック数）
　　　　　　　　　　　　　　　　－（更新されない領域のブロック数）・・・（４）
（３ａ）更新パリティを生成するためのＸＯＲ処理回数
　Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式によるライトバック処理の場合、ＣＭ３ａは、更新データ
によって更新された領域と更新されない領域とに分割されたデータストライプ（例えば、
図６に示す更新後データ２０ａ）について、さらに、各データストライプ内の領域が同じ
構成となるように分割する（例えば、図６に示す更新後データ２０ｂの領域＃０１～＃０
３、＃１１～＃１３及び＃２１～＃２３）。
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【００６９】
　また、更新前データをディスク装置群１６ａから読出し、各データストライプ内の領域
が同じ構成となるように分割する（例えば、図６に示す更新前データ３０ｂの＃３１～＃
３３、＃４１～＃４３、＃５１～＃５３及び＃６１～＃６３）。
【００７０】
　そして、各領域の更新後データと更新後データに対応する更新前データと更新前パリテ
ィとについてＸＯＲ処理を行なう。
　したがって、この時のＸＯＲ処理回数は、次式により算出される。
【００７１】
　（ＸＯＲ処理回数）＝２×（更新された領域の数）
　　　　　　　　　　　　＋（１データストライプ内の領域の数）　　　・・・（５）
（１ｂ）ディスク装置群１６ａへのコマンド発行回数
　Ｒｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式によるライトバック処理の場合、
ＣＭ３ａは、更新データによって更新されなかった領域の更新前データをディスク装置群
１６ａから読出す。この時、ＣＭ３ａがディスク装置群１６ａに対して発行するＲｅａｄ
命令の回数は、次式により算出できる。
【００７２】
　（Ｒｅａｄ命令の回数）＝（更新なし領域の数）　　　　　　　　　　・・・（６）
　また、Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式によるライトバック処理の場合と同様に、ＣＭ３ａ
は、更新データによって更新された領域の更新後データと更新後パリティをディスク装置
群１６ａに書き込む。この時、ＣＭ３ａがディスク装置群１６ａに対して発行するＷｒｉ
ｔｅ命令の回数は、式（２）により算出できる。
（２ｂ）ＲＡＩＤ制御装置３－ディスク装置群１６ａ間のデータ転送量
　Ｒｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式によるライトバック処理の場合、
ＣＭ３ａは、更新データによって更新されなかった領域の更新前データのみをディスク装
置群１６ａから読出し、更新データによって更新された領域の更新後データと更新後パリ
ティをディスク装置群１６ａに書き込む。
【００７３】
　したがって、この時のデータ転送量は、次式により算出できる。
　（Ｒｅａｄ時のデータ転送量）＝（更新なし領域のブロック数）　　　・・・（７）
　（Ｗｒｉｔｅ時のデータ転送量）＝（データストライプの数）
　　　　　　　　　　　　　　　　×（１データストライプのブロック数）
　　　　　　　　　　　　　　　　－（更新なし領域のブロック数）　　・・・（８）
（３ｂ）更新パリティを生成するためのＸＯＲ処理回数
　Ｒｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式によるライトバック処理の場合の
ＸＯＲ処理回数は、全てを更新されたデータストライプ（例えば、図７に示す更新後デー
タ２０ｃのデータストライプ＃０、＃２）と更新されない領域を含むデータストライプ（
例えば、図７に示す更新前データ３０ｃのデータストライプ＃１）とについてＸＯＲ処理
を行うので、次式により算出される。
【００７４】
　（ＸＯＲ処理回数）＝（ディスク装置群１６ａを構成するディスクの数）－１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・（９）
　以上に説明したように、ステップＳ５０１において、第１及び第２の基準値を生成する
と、ＣＭ３ａは、処理をステップＳ５０２に移行する。
【００７５】
　ステップＳ５０２において、ＣＭ３ａは、（１）コマンド発行回数について第１の基準
値と第２の基準値とを比較し、コマンド発行回数の少ない方に点数を加算する。
　ステップＳ５０３において、ＣＭ３ａは、（２）データ転送量について第１の基準値と
第２の基準値とを比較し、データ転送量の少ない方に点数を加算する。
【００７６】
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　さらに、ステップＳ５０４において、ＣＭ３ａは、（３）更新パリティを生成するため
のＸＯＲ処理回数について、第１の基準値と第２の基準値とを比較し、ＸＯＲ処理回数が
少ない方に点数を加算する。
【００７７】
　ステップＳ５０１～Ｓ５０４の比較処理が終了すると、ＣＭ３ａは、処理をステップＳ
５０５に移行する。
　ステップＳ５０５において、ＣＭ３ａは、ステップＳ５０２～Ｓ５０４で取得した第１
の基準値の点数と第２の基準値の点数とを比較する。そして、比較の結果、第１の基準値
の点数の方が大きい場合には、処理をステップＳ５０６に移行し、書込み方式をＳｍａｌ
ｌ　Ｗｒｉｔｅ方式に設定する。
【００７８】
　また、ステップＳ５０５での比較の結果、第２の基準値の点数の方が大きい場合には、
処理をステップＳ５０７に移行し、書込み方式をＲｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗ
ｒｉｔｅ方式に設定する。
【００７９】
　ステップＳ５０６又はＳ５０７で書込み方式が決定されると、ＣＭ３ａは、処理をステ
ップＳ５０８に移行して、処理方式最終決定処理を終了する。
　以下、図６～図９に基づいてライトバック処理時の（１）ディスク装置群１６ａへのコ
マンド発行回数、（２）ＣＭ３ａ－ディスク装置群１６ａ間のデータ転送量及び（３）更
新パリティを生成するためのＸＯＲ処理回数の具体例を示して説明する。
【００８０】
　そして、図６及び図７には、第１の例として、データストライプの一部に更新されない
データがある場合を示す。そして、図６ではＳｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式によるライトバ
ック処理について説明し、図７ではＲｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式
によるライトバック処理について説明する。
【００８１】
　また、図８及び図９には、第２の例として、データストライプの２箇所に更新されない
データがある場合を示す。そして、図８ではＳｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式によるライトバ
ック処理について説明し、図９ではＲｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式
によるライトバック処理について説明する。
【００８２】
　なお、説明を簡単にするために１データストライプが１６ブロックの場合について説明
するが、これに限定する趣旨ではないことは当然である。
　図６は、データストライプの一部に更新されないデータがある場合のＳｍａｌｌ　Ｗｒ
ｉｔｅ方式によるライトバック処理について説明する図である。
【００８３】
　図６に示す更新後データ２０ａは、データストライプ＃０～＃２にストライピングされ
たキャッシュメモリ１１ａ上のデータである。また、この更新後データ２０ａは、更新デ
ータによってデータ領域＃００、＃１１、＃１３及び＃２０が更新された状態を示してい
る。
【００８４】
　ここで、更新後データ２０ａに示す領域＃１１、＃１２及び＃１３は、領域＃１０が領
域＃１１、＃１２及び＃１３に分割されていることを表している。以下、領域＃０１、＃
０２及び＃０３、領域＃２１、＃２２及び＃２３等についても同様である。
【００８５】
　この時、更新情報管理テーブル２１は、更新後データ２０ａの領域＃００、＃１１、＃
１３及び＃２０に対応するブロック更新フラグが１、領域＃１２に対応するブロック更新
フラグが０である。
【００８６】
　Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式によるライトバック処理において、ＣＭ３ａは、更新後デ
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ータ２０ａを各データストライプ内の領域が同じ構成となるように適当な領域に分割して
更新後データ２０ｂを生成するとともに、ディスク装置＃０～＃３で構成されるディスク
装置群１６ａから読出した更新前データ３０ａを各データストライプ内の領域が同じ構成
となるように適当な領域に分割して更新前データ３０ｂを生成する。
【００８７】
　そして、更新後データ２０ｂと更新前データ３０ｂの各領域についてＸＯＲ処理をして
得る更新パリティ（＃７１～＃７３）を付加した更新後データ４０をディスク装置群１６
ａに格納する。
（１ａ）ディスク装置群１６ａへのコマンド発行回数
　Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式によるライトバック処理において、ＣＭ３ａは、ディスク
装置群１６ａに対してＲｅａｄ命令を発行する。そして、更新後データ２０ａに対応する
更新前データをディスク装置群１６ａから読出して、更新前データ３０ａを生成する。
【００８８】
　この時、ＣＭ３ａは、ディスク装置＃０に対して領域＃００の更新前データを要求して
更新前データ３０ａの領域＃３０に格納する。また、ＣＭ３ａは、ディスク装置＃１に対
して領域＃１１及び＃１３の更新前データをそれぞれ要求して領域＃４１、＃４３に格納
する。同様に、ＣＭ３ａは、ディスク装置＃２、＃３に対して領域＃２０、＃３０の更新
前データを要求するので、ディスク装置群１６ａに対して合計５回のＲｅａｄ命令を発行
する。
【００８９】
　また、ＣＭ３ａは、更新後データ２０ｂと更新前データ３０ｂとから生成した更新パリ
ティを付加した更新後データ４０を、ディスク装置群１６ａに書込むために、ディスク装
置群１６ａに対するＷｒｉｔｅ命令を発行する。
【００９０】
　この時、ＣＭ３ａは、ディスク装置＃０に対して更新後データ４０の領域＃００のデー
タの書込みを要求する。また、ＣＭ３ａは、ディスク装置＃１に対して、領域＃１１及び
＃１３のデータの書込みをそれぞれ要求する。同様に、ＣＭ３ａは、ディスク装置＃２、
＃３に対して領域＃２０、領域＃７１～＃７３のデータの書込みを要求するので、ディス
ク装置群１６ａに対して合計５回のＷｒｉｔｅ命令を発行する。
（２ａ）ＣＭ３ａ－ディスク装置群１６ａ間のデータ転送量
　Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式によるライトバック処理では、ＣＭ３ａは、更新パリティ
を生成するために、更新後データ２０ａの領域＃００（１６ブロック）、＃１１（８ブロ
ック）、＃１３（４ブロック）及び＃２０（１６ブロック）の更新前データと、更新前パ
リティ（１６ブロック）をディスク装置群１６ａから読出して更新前データ３０ａの領域
＃３０、＃４１、＃４３、＃５０及び＃６０に記憶するので、合計６０ブロックのデータ
をディスク装置群１６ａから読出すことになる。
【００９１】
　また、ＣＭ３ａは、更新後データと更新パリティをディスク装置群１６ａに書き込むた
めに、ディスク装置群１６ａに対して更新後データ４０の領域＃００（１６ブロック）、
＃１１（８ブロック）、＃１３（４ブロック）及び＃２０（１６ブロック）の更新後デー
タと更新後パリティデータ（領域＃７１～＃７３の１６ブロック）を転送するので、合計
６０ブロックのデータをディスク装置群１６ａに書込むことになる。
（３ａ）更新パリティを生成するためのＸＯＲ処理回数
　Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式によるライトバック処理では、更新パリティを生成するＸ
ＯＲ処理を行なうために、ＣＭ３ａは、更新後データ２０ａを各データストライプ内の領
域が同じ構成となるように領域分割して更新後データ２０ｂを生成し、同様に、更新前デ
ータ３０ａを各データストライプ内の領域が同じ構成となるように領域分割して更新後デ
ータ３０ｂを生成する。
【００９２】
　そして、以下に示すＸＯＲ処理を行なって更新パリティを生成する。
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　（＃７１）＝（＃０１）ＸＯＲ（＃１１）ＸＯＲ（＃２１）
　　　　ＸＯＲ（＃３１）ＸＯＲ（＃４１）ＸＯＲ（＃５１）ＸＯＲ（＃６１）
　（＃７２）＝（＃０２）ＸＯＲ（＃２２）ＸＯＲ（＃３２）
　　　　ＸＯＲ（＃５２）ＸＯＲ（＃６２）
　（＃７３）＝（＃０３）ＸＯＲ（＃１３）ＸＯＲ（＃２３）
　　　　ＸＯＲ（＃３３）ＸＯＲ（＃４３）ＸＯＲ（＃５３）ＸＯＲ（＃６３）
　ここで、（領域番号）は、該当する領域内のデータを示す。例えば、（＃３０）は、領
域＃３０のデータを示す。
【００９３】
　したがって、（＃７１）を算出するために６回、（＃７２）を算出するために４回、（
＃７３）を算出するために６回、合計１６回のＸＯＲ演算が行なわれる。
　図７は、データストライプの一部に更新されないデータがある場合のＲｅａｄ　＆　Ｂ
ａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式によるライトバック処理について説明する図である。
【００９４】
　図７に示す更新後データ２０ｃは、図６で示した更新後データ２０ａ（又は更新後デー
タ２０ｂ）であり、データストライプ＃０～＃２にストライピングされたデータを示して
いる。したがって、この更新データ２０ｃは、更新データによってデータ領域＃００、＃
１１、＃１３及び＃２０が更新された状態を示している。
【００９５】
　この時、更新情報管理テーブル２１は、更新後データ２０ｃの領域＃００、＃１１、＃
１３及び＃２０に対応するブロック更新フラグが１、領域＃１２に対応するブロック更新
フラグが０となっている。
【００９６】
　Ｒｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式によるライトバック処理において
、ＣＭ３ａは、更新後データ２０ｃと、ディスク装置＃０～＃３で構成されるディスク装
置群１６ａから読出した更新前データ３０ｃと、の各データストライプについてＸＯＲ処
理をして得る更新パリティ（＃７０）を付加した更新後データ４０をディスク装置群１６
ａに格納する。
（１ｂ）ディスク装置群１６ａへのコマンド発行回数
　Ｒｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式によるライトバック処理において
、ＣＭ３ａは、更新対象でない更新前データをディスク装置群１６ａから読出すために、
ディスク装置群１６ａに対してＲｅａｄ命令を発行する。そして、更新後データ２０ｃに
対応する更新前データをディスク装置群１６ａから読出して、更新前データ３０ｃを生成
する。
【００９７】
　この時、ＣＭ３ａは、ディスク装置＃１に対して更新後データ２０ｃの領域＃１２の更
新前データを要求して更新前データ３０ｃの領域＃４１に格納する。したがって、合計１
回のＲｅａｄ命令をディスク装置群１６ａに対して発行する。
【００９８】
　また、ＣＭ３ａは、更新後データ２０ｃと更新前データ３０ｃとから生成した更新パリ
ティを付加した更新後データ４０を、ディスク装置群１６ａに書き込むために、ディスク
装置群１６ａに対してＷｒｉｔｅ命令を発行する。
【００９９】
　この時、ＣＭ３ａは、Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式と同様に、ディスク装置＃０に対し
て更新後データ４０の領域＃００のデータの書込みを要求し、ディスク装置＃１に対して
、領域＃１１及び＃１３のデータの書込みをそれぞれ要求する。同様に、ＣＭ３ａは、デ
ィスク装置＃２、＃３に対して更新後データ４０の領域＃２０、＃７０のデータの書込み
を要求するので、ディスク装置群１６ａに対して合計５回のＷｒｉｔｅ命令を発行する。
（２ｂ）ＣＭ３ａ－ディスク装置群１６ａ間のデータ転送量
　Ｒｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式によるライトバック処理では、Ｃ
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Ｍ３ａは、更新後データ２０ｃの領域＃１２の更新前データをディスク装置＃１から読出
すので、４ブロックのデータをディスク装置群１６ａから読出すことになる。
【０１００】
　また、ＣＭ３ａは、更新後データと更新パリティをディスク装置群１６ａに書き込むた
めに、ディスク装置群１６ａに対して更新後データ４０の領域＃００、＃１１、＃１３及
び＃２０の更新後データと領域＃７０の更新後パリティデータを転送するので、合計６０
ブロックのデータをディスク装置群１６ａに書込みことになる。
（３ｂ）更新パリティを生成するためのＸＯＲ処理回数
　Ｒｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式によるライトバック処理では、更
新パリティを生成するために、以下の計算を行なう。
【０１０１】
　（＃７０）＝（＃００）ＸＯＲ（＃２０）ＸＯＲ（＃４０）
　したがって、（＃７０）を算出するために２回のＸＯＲ演算が行なわれる。
　図８は、データストライプの２箇所に更新されないデータがある場合のＳｍａｌｌ　Ｗ
ｒｉｔｅ方式によるライトバック処理について説明する図である。
【０１０２】
　図８に示す更新後データ２２ａは、データストライプ＃０～＃２にストライピングされ
たキャッシュメモリ１１ａ上のデータである。また、この更新後データ２２ａは、更新デ
ータによってデータ領域＃００、＃１２及び＃２１が更新された状態を示している。
【０１０３】
　この時、更新情報管理テーブル２３は、更新後データ２２ａの領域＃００、＃１２及び
＃２１に対応するブロック更新フラグが１、領域＃１１及び＃２２に対応するブロック更
新フラグが０である。
【０１０４】
　Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式によるライトバック処理において、ＣＭ３ａは、更新後デ
ータ２２ａを各データストライプ内の領域が同じ構成となるように適当な領域に分割して
更新後データ２２ｂを生成するとともに、ディスク装置＃０～＃３で構成されるディスク
装置群１６ａから読出した更新前データ３１ａを各データストライプ内の領域が同じ構成
となるように適当な領域に分割して更新前データ３１ｂを生成する。
【０１０５】
　そして、更新後データ２２ｂと更新前データ３１ｂの各領域についてＸＯＲ処理をして
得る更新パリティ（＃７１～＃７３）を付加した更新後データ４１をディスク装置群１６
ａに格納する。
（１ａ）ディスク装置群１６ａへのコマンド発行回数
　Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式によるライトバック処理において、ＣＭ３ａは、ディスク
装置群１６ａに対してＲｅａｄ命令を発行する。そして、更新後データ２２ａに対応する
更新前データをディスク装置群１６ａから読出して、更新前データ３１ａを生成する。
【０１０６】
　この時、ＣＭ３ａは、ディスク装置＃０に対して領域＃００の更新前データを要求して
更新前データ３１ａ領域＃３０に格納する。また、ＣＭ３ａは、ディスク装置＃１に対し
て領域＃１２の更新前データを要求して領域＃４３に格納する。同様に、ＣＭ３ａは、デ
ィスク装置＃２に対して領域＃２１の更新前データを要求して領域＃５１に格納し、ディ
スク装置＃３に対して更新前パリティを要求して領域＃６０に格納する。したがって、デ
ィスク装置群１６ａに対して合計４回のＲｅａｄ命令を発行する。
【０１０７】
　また、ＣＭ３ａは、更新後データ２０ｂと更新前データ３０ｂとから生成した更新パリ
ティを付加した更新後データ４０を、ディスク装置群１６ａに書込むために、ディスク装
置群１６ａに対するＷｒｉｔｅ命令を発行する。
【０１０８】
　この時、ＣＭ３ａは、ディスク装置＃０に対して更新後データ４１の領域＃００のデー
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タの書込みを要求する。また、ＣＭ３ａは、ディスク装置＃１に対して領域＃１２のデー
タの書込みを要求する。同様に、ＣＭ３ａは、ディスク装置＃２、＃３に対してそれぞれ
領域＃２１、領域＃７０のデータの書込みを要求するので、ディスク装置群１６ａに対し
て合計４回のＷｒｉｔｅ命令を発行する。
（２ａ）ＣＭ３ａ－ディスク装置群１６ａ間のデータ転送量
　Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式によるライトバック処理では、ＣＭ３ａは、更新パリティ
を生成するために、更新後データ２２ａの領域＃００（１６ブロック）、＃１２（４ブロ
ック）及び＃２１（４ブロック）の更新前データと、更新前パリティ（１６ブロック）を
ディスク装置群１６ａから読出して更新前データ３１ａの領域＃３０、＃４３、＃５１及
び＃６０に記憶するので、合計４０ブロックのデータをディスク装置群１６ａから読出す
ことになる。
【０１０９】
　また、ＣＭ３ａは、更新後データと更新パリティをディスク装置群１６ａに書き込むた
めに、ディスク装置群１６ａに対して更新後データ４１の領域＃００（１６ブロック）、
＃１２（４ブロック）及び＃２１（４ブロック）の更新後データと更新後パリティデータ
（領域＃７０の１６ブロック）を転送するので、合計４０ブロックのデータをディスク装
置群１６ａに書込むことになる。
（３ａ）更新パリティを生成するためのＸＯＲ処理回数
　Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式によるライトバック処理では、更新パリティを生成するＸ
ＯＲ処理を行なうために、ＣＭ３ａは、更新後データ２２ａを各データストライプ内の領
域が同じ構成となるように領域分割して更新後データ２２ｂを生成し、同様に、更新前デ
ータ３１ａを各データストライプ内の領域が同じ構成となるように領域分割して更新後デ
ータ３１ｂを生成する。
【０１１０】
　そして、以下に示すＸＯＲ処理を行なって更新パリティを生成する。
　（＃７１）＝（＃０１）ＸＯＲ（＃２１）ＸＯＲ（＃３１）
　　　　ＸＯＲ（＃５１）ＸＯＲ（＃６１）
　（＃７２）＝（＃０２）ＸＯＲ（＃３２）ＸＯＲ（＃６２）
　（＃７３）＝（＃０３）ＸＯＲ（＃１２）ＸＯＲ（＃３３）
　　　　ＸＯＲ（＃４３）ＸＯＲ（＃６３）
　したがって、（＃７１）を算出するために４回、（＃７２）を算出するために２回、（
＃７３）を算出するために４回、合計１０回のＸＯＲ演算が行なわれる。
【０１１１】
　図９は、データストライプの２箇所に更新されないデータがある場合のＲｅａｄ　＆　
Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式によるライトバック処理について説明する図である
。
【０１１２】
　図９に示す更新後データ２２ｃは、図８で示した更新後データ２２ａ（又は更新後デー
タ２２ｂ）であり、データストライプ＃０～＃２にストライピングされたデータを示して
いる。したがって、この更新後データ２２ｃは、更新データによってデータ領域＃００、
＃１２及び＃２１が更新された状態を示している。
【０１１３】
　この時、更新情報管理テーブル２３は、更新後データ２２ｃの領域＃００、＃１２及び
＃２１に対応するブロック更新フラグが１、領域＃１１及び＃２２に対応するブロック更
新フラグが０となっている。
【０１１４】
　Ｒｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式によるライトバック処理において
、ＣＭ３ａは、更新後データ２２ｃと、ディスク装置＃０～＃３で構成されるディスク装
置群１６ａから読出した更新前データ３１ｃと、の各データストライプについてＸＯＲ処
理をして得る更新パリティ（＃７０）を付加した更新後データ４１をディスク装置群１６
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ａに格納する。
（１ｂ）ディスク装置群１６ａへのコマンド発行回数
　Ｒｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式によるライトバック処理において
、ＣＭ３ａは、更新対象でない更新前データをディスク装置群１６ａから読出すために、
ディスク装置群１６ａに対してＲｅａｄ命令を発行する。そして、更新後データ２２ｃに
対応する更新前データをディスク装置群１６ａから読出して、更新前データ３１ｃを生成
する。
【０１１５】
　この時、ＣＭ３ａは、ディスク装置＃１に対して更新後データ２２ｃの領域＃１１の更
新前データを要求して更新前データ３１ｃの領域＃４１に格納する。また、ディスク装置
＃２に対して領域＃２２の更新前データを要求して領域＃５１に格納する。したがって、
合計２回のＲｅａｄ命令をディスク装置群１６ａに対して発行する。
【０１１６】
　また、ＣＭ３ａは、更新後データ２０ｃと更新前データ３０ｃとから生成した更新パリ
ティを付加した更新後データ４０を、ディスク装置群１６ａに書き込むために、ディスク
装置群１６ａに対してＷｒｉｔｅ命令を発行する。
【０１１７】
　この時、ＣＭ３ａは、Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式と同様に、ディスク装置＃０に対し
て更新後データ４１の領域＃００のデータの書込みを要求し、ディスク装置＃１に対して
、領域＃１２のデータの書込みを要求する。同様に、ＣＭ３ａは、ディスク装置＃２に対
して更新後データ４１の領域＃２１のデータの書込みを要求し、ディスク装置＃３に対し
て領域＃７０のデータの書込みを要求するので、ディスク装置群１６ａに対して合計４回
のＷｒｉｔｅ命令を発行する。
（２ｂ）ＣＭ３ａ－ディスク装置群１６ａ間のデータ転送量
　Ｒｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式によるライトバック処理では、Ｃ
Ｍ３ａは、ディスク装置＃１から更新後データ２２ｃの領域＃１１、ディスク装置＃２か
ら領域＃２２の更新前データをそれぞれ読出すので、８ブロック（４ブロック＋４ブロッ
ク）のデータをディスク装置群１６ａから読出すことになる。
【０１１８】
　また、ＣＭ３ａは、更新後データと更新パリティをディスク装置群１６ａに書き込むた
めに、ディスク装置群１６ａに対して更新後データ４１の領域＃００、＃１２及び＃２１
の更新後データと領域＃７０の更新後パリティデータを転送するので、合計４０ブロック
のデータをディスク装置群１６ａに書込みことになる。
（３ｂ）更新パリティを生成するためのＸＯＲ処理回数
　Ｒｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式によるライトバック処理では、更
新パリティを生成するために、以下の計算を行なう。
【０１１９】
　（＃７０）＝（＃００）ＸＯＲ（＃４０）ＸＯＲ（＃５０）
　したがって、（＃７０）を算出するために２回のＸＯＲ演算が行なわれる。
　以上に説明したように、本実施例に係るＲＡＩＤ制御装置は、第１及び第２の基準値を
生成して比較を行ない、より基準値の低い書込み方式によるライトバック処理を行なうこ
とによって、ライトバック処理時の負荷を減らしてＲＡＩＤ装置の性能（例えば、ディス
ク装置群へのアクセス速度、時間等）を向上することが可能となる。
【０１２０】
　また、第１及び第２の基準値として、ライトバック処理時の（１）ディスク装置群１６
へのコマンド発行回数、（２）ＲＡＩＤ制御装置３－ディスク装置群１６間のデータ転送
量、及び（３）更新パリティを生成するためのＸＯＲ処理回数を使用し、図５に示したよ
うに全体として（１）～（３）の値が低くなる書込み方式を選択することによって、ＲＡ
ＩＤ装置の性能向上にとってのボトルネックとなる要因を低減することが可能となる効果
を奏する。
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【０１２１】
　また、図３に示したステップＳ３０４～Ｓ３０７に示したように、所定の期間に実行さ
れるライトバック処理による（ａ）ディスク装置群１６ａへのコマンド発行回数、（ｂ）
ＣＭ３ａ－ディスク装置群１６ａ間のデータ転送量及び（ｃ）更新パリティを生成するた
めのＸＯＲ処理回数の積算値に上限を設け、この上限を越えないように書込み方式を選択
することによっても、ＲＡＩＤ装置の性能向上にとってのボトルネックとなる要因を低減
することが可能となる効果を奏する。
【０１２２】
　（付記１）　ホストコンピュータから送られる更新データによって更新されたキャッシ
ュメモリに格納されている更新後データの更新情報を更新情報管理テーブルに記憶する更
新情報記憶処理と、該更新情報管理テーブルから前記更新後データの更新情報を取得し、
該更新情報から、Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式による書込み処理の負荷を表す第１の基準
値と、Ｒｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式による書込み処理の負荷を表
す第２の基準値と、を生成する基準値生成処理と、該基準値生成処理によって生成された
前記第１の基準値と前記第２の基準値とを比較し、該比較結果に基づいて、Ｓｍａｌｌ　
Ｗｒｉｔｅ方式とＲｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式とのいずれかの方
式を書込み方式に決定する書込み方式決定処理と、前記キャッシュメモリに格納された前
記更新後データのデータストライプを読出し、前記書込み方式決定処理で決定した方式に
よって前記データストライプの更新を行なう書込み処理と、をＲＡＩＤ制御装置に行なわ
せることを特徴とするライトバック方法。
（付記２）　前記第１及び第２の基準値には、前記ディスク装置に対して発行するコマン
ド発行回数、前記ディスク装置との間で送受信されるデータ転送量、更新後データのパリ
ティデータを生成するために必要なＸＯＲ演算回数、の少なくとも１つを用いる、ことを
特徴とする請求項１に記載のライトバック方法。
（付記３）　前記書込み方式決定処理は、前記第２の基準値より前記第１の基準値が小さ
い場合にＳｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式に決定し、前記第１の基準値より前記第２の基準値
が小さい場合にＲｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式に決定する、ことを
特徴とする請求項１に記載のライトバック方法。
（付記４）　前記書込み方式決定処理は、前記ディスク装置に対して発行するコマンド発
行回数と、前記ディスク装置との間で送受信されるデータ転送量と、及び更新後データの
パリティデータを生成するために必要なＸＯＲ演算回数と、をそれぞれ前記第１及び第２
の基準値に用いて比較をし、該比較の結果、前記コマンド発行回数、前記データ転送量、
及び前記ＸＯＲ演算回数の少なくとも２以上について、前記第２の基準値より前記第１の
基準値が小さい場合にＳｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式に決定し、前記第１の基準値より前記
第２の基準値が小さい場合にＲｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式に決定
する、ことを特徴とする請求項１に記載のライトバック方法。
（付記５）　前記書込み方式決定処理は、前記ディスク装置に対して発行するコマンド発
行回数、前記ディスク装置との間で送受信されるデータ転送量、更新後データのパリティ
データを生成するために必要なＸＯＲ演算回数に、上限値を設け、該上限値を超えた場合
には、Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式とＲｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方
式のうち前記上限値を超えない方に決定する、ことを特徴とする請求項１に記載のライト
バック方法。
（付記６）　ホストコンピュータから送られる更新データによって更新されたキャッシュ
メモリに格納されている更新後データの更新情報を更新情報管理テーブルに記憶する更新
情報記憶手段と、該更新情報管理テーブルから前記更新後データの更新情報を取得し、該
更新情報から、Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式による書込み処理の負荷を表す第１の基準値
と、Ｒｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式による書込み処理の負荷を表す
第２の基準値と、を生成する基準値生成手段と、該基準値生成手段によって生成された前
記第１の基準値と前記第２の基準値とを比較し、該比較結果に基づいて、Ｓｍａｌｌ　Ｗ
ｒｉｔｅ方式とＲｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式とのいずれかの方式
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を書込み方式に決定する書込み方式決定手段と、前記キャッシュメモリに格納された前記
更新後データのデータストライプを読出し、前記書込み方式決定手段で決定した方式によ
って前記データストライプの更新を行なう書込み手段と、を備えるＲＡＩＤ制御装置。
（付記７）　前記第１及び第２の基準値には、前記ディスク装置に対して発行するコマン
ド発行回数、前記ディスク装置との間で送受信されるデータ転送量、更新後データのパリ
ティデータを生成するために必要なＸＯＲ演算回数、の少なくとも１つを用いる、ことを
特徴とする請求項６に記載のＲＡＩＤ制御装置。
（付記８）　前記書込み方式決定手段は、前記第２の基準値より前記第１の基準値が小さ
い場合にＳｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式に決定し、前記第１の基準値より前記第２の基準値
が小さい場合にＲｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式に決定する、ことを
特徴とする請求項６に記載のＲＡＩＤ制御装置。
（付記９）　前記書込み方式決定手段は、前記ディスク装置に対して発行するコマンド発
行回数と、前記ディスク装置との間で送受信されるデータ転送量と、及び更新後データの
パリティデータを生成するために必要なＸＯＲ演算回数と、をそれぞれ前記第１及び第２
の基準値に用いて比較をし、該比較の結果、前記コマンド発行回数、前記データ転送量、
及び前記ＸＯＲ演算回数の少なくとも２以上について、前記第２の基準値より前記第１の
基準値が小さい場合にＳｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式に決定し、前記第１の基準値より前記
第２の基準値が小さい場合にＲｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式に決定
する、ことを特徴とする請求項６に記載のＲＡＩＤ制御装置。
（付記１０）　前記書込み方式決定手段は、前記ディスク装置に対して発行するコマンド
発行回数、前記ディスク装置との間で送受信されるデータ転送量、更新後データのパリテ
ィデータを生成するために必要なＸＯＲ演算回数に、上限値を設け、該上限値を超えた場
合には、Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式とＲｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ
方式のうち前記上限値を超えない方に決定する、ことを特徴とする請求項６に記載のＲＡ
ＩＤ制御装置。
（付記１１）　ホストコンピュータから送られる更新データを格納するための複数の記憶
部を備えるＲＡＩＤ装置であって、前記更新データによって更新されたキャッシュメモリ
に格納されている更新後データの更新情報を更新情報管理テーブルに記憶する更新情報記
憶手段と、該更新情報管理テーブルから前記更新後データの更新情報を取得し、該更新情
報から、Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式による書込み処理の負荷を表す第１の基準値と、Ｒ
ｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式による書込み処理の負荷を表す第２の
基準値と、を生成する基準値生成手段と、該基準値生成手段によって生成された前記第１
の基準値と前記第２の基準値とを比較し、該比較結果に基づいて、Ｓｍａｌｌ　Ｗｒｉｔ
ｅ方式とＲｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式とのいずれかの方式を書込
み方式に決定する書込み方式決定手段と、前記キャッシュメモリに格納された前記更新後
データのデータストライプを読出し、前記書込み方式決定手段で決定した方式によって前
記データストライプを前記複数の記憶部に格納する書込み手段と、を備えるＲＡＩＤ装置
。
（付記１２）　前記第１及び第２の基準値には、前記記憶部に対して発行するコマンド発
行回数、前記記憶部との間で送受信されるデータ転送量、更新後データのパリティデータ
を生成するために必要なＸＯＲ演算回数、の少なくとも１つを用いる、ことを特徴とする
請求項１１に記載のＲＡＩＤ装置。
（付記１３）　前記書込み方式決定手段は、前記第２の基準値より前記第１の基準値が小
さい場合にＳｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式に決定し、前記第１の基準値より前記第２の基準
値が小さい場合にＲｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式に決定する、こと
を特徴とする請求項１１に記載のＲＡＩＤ装置。
（付記１４）　前記書込み方式決定手段は、前記記憶部に対して発行するコマンド発行回
数と、前記記憶部との間で送受信されるデータ転送量と、及び更新後データのパリティデ
ータを生成するために必要なＸＯＲ演算回数と、をそれぞれ前記第１及び第２の基準値に
用いて比較をし、該比較の結果、前記コマンド発行回数、前記データ転送量、及び前記Ｘ
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ＯＲ演算回数の少なくとも２以上について、前記第２の基準値より前記第１の基準値が小
さい場合にＳｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式に決定し、前記第１の基準値より前記第２の基準
値が小さい場合にＲｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式に決定する、こと
を特徴とする請求項１１に記載のＲＡＩＤ装置。
（付記１５）　前記書込み方式決定手段は、前記記憶部に対して発行するコマンド発行回
数、前記記憶部との間で送受信されるデータ転送量、更新後データのパリティデータを生
成するために必要なＸＯＲ演算回数に、上限値を設け、該上限値を超えた場合には、Ｓｍ
ａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式とＲｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔｅ方式のうち前
記上限値を超えない方に決定する、ことを特徴とする請求項１１に記載のＲＡＩＤ装置。
【図面の簡単な説明】
【０１２３】
【図１】本発明の原理を示す図である。
【図２】本実施例に係るＲＡＩＤ装置の構成例を示す図である。
【図３】本実施例に係るＲＡＩＤ制御装置の処理の概要を示すフローチャートである。
【図４】本実施例に係る更新情報記憶手段で生成される更新情報管理テーブルの例を示す
図である。
【図５】本実施例に係る処理方式最終決定処理を示すフローチャートである。
【図６】本実施例に係る第１の例におけるＳｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式によるライトバッ
ク処理について説明する図である。
【図７】本実施例に係る第１の例におけるＲｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔ
ｅ方式によるライトバック処理について説明する図である。
【図８】本実施例に係る第２の例におけるＳｍａｌｌ　Ｗｒｉｔｅ方式によるライトバッ
ク処理について説明する図である。
【図９】本実施例に係る第２の例におけるＲｅａｄ　＆　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｗｒｉｔ
ｅ方式によるライトバック処理について説明する図である。
【図１０】ライトバック処理時に全データストライプを更新する場合におけるＲＡＩＤ制
御装置が備えるキャッシュメモリ内のデータの従来例を示す図である。
【図１１】ライトバック処理時に一部のデータストライプを更新する場合におけるＲＡＩ
Ｄ制御装置が備えるキャッシュメモリ内のデータの従来例を示す図である。
【符号の説明】
【０１２４】
　３　　　ＲＡＩＤ制御装置
　４　　　キャッシュメモリ
　５　　　更新情報管理テーブル
　６　　　更新情報記憶手段
　７　　　基準値生成手段
　８　　　書き込み方式決定手段
　９　　　書き込み手段
１０ａ、１０ｂ　　　マイクロプロセッサ
１１ａ、１１ｂ　　　キャッシュメモリ
１２ａ、１２ｂ　　　ＲＡＭ
１３ａ、１３ｂ　　　ＣＡ
１４　　　ホストコンピュータ
１６ａ、１６ｂ　　　ディスク装置群
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