
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
バックアップ装置と、コンピュータとに接続される記憶装置システムであって、

前記第 1の に記憶されるデータのコピーを格納する第 2の と、
へのアクセスを制御する、前記コンピュータと接続

される制御装置とを有し、
前記制御装置は、

コンピュータから更新命令を受信すると、 に格納されているデ
ータを更新し、前記 に格納された更新データのコピーを

に格納し、
コンピュータから分割命令を受信すると、前記分割命令を受信した後、前記第 1の

に格納される更新データのコピーを、前記第 2の に格納することを中
断し、

コンピュータからボリュームの指定を含むコピー命令を受信すると、コンピュータか
ら指定されたボリュームが、 前記 ボリューム

を確認し、
ボリュームが かつ、

場合は、前記コンピュータを介さずに、前記 ボリュ
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第 1のボリュームと、
ボリューム ボリューム 前記第

1のボリュームと前記第 2のボリューム

前記 前記第 1のボリューム
第 1のボリューム 前記第２のボリ

ューム
前記 ボ
リューム ボリューム

前記
前記第 2のボリュームであり、かつ 第 2の への

前記第 1のボリュームに格納される更新データのコピーが中断されているか
前記コンピュータから指定された 、前記第 2のボリュームであり、 前
記第 2のボリュームに対し前記第 1のボリュームに格納される更新データのコピーが中断さ
れている コンピュータから指定された



ームに格納されているデータを前記バックアップ装置に転送し、
前記 ボリュームが 前記第 2の または、

場合は、前記コンピュータに対し、エラーを報告することを特徴とする記憶
装置システム。
【請求項２】
請求項１記載の記憶装置システムであって、
前記制御装置は、更新命令に基づく前記第 1の に格納されているデータの更新
と、
前記 ボリュームに格納されているデータの前記バックアップ
装置への転送を並行して実行することを特徴とする記憶装置システム。
【請求項３】
請求項 1記載の記憶装置システムであって、
前記制御装置は、前記分割命令を受信した後に、更新命令に基づいてデータが更新された
前記第 1の記憶装置内の記憶領域を示すビットマップを有することを特徴とする記憶装置
システム。
【請求項４】
請求項３記載の記憶装置システムであって、
前記制御装置は、前記第 2の に格納されているデータの前記バックアップ装置
への転送が完了した後、 コンピュータから再同期命令を受信し、
前記ビットマップを用いて、前記分割命令を受信した後に更新された前記第 1の

内に格納されている更新データのコピーを前記第 2の記憶装置に格納することを特徴と
する記憶装置システム。
【請求項５】
請求項 1記載の記憶装置システムであって、
前記分割命令は、前記第１のボリュームの一部記憶領域を特定する情報を含み、
前記制御装置は、分割命令受信後、更新命令に基づき、分割命令によって特定された一部
記憶領域に格納された更新データを前記第 2の に格納することを中断すること
を特徴とする記憶装置システム。
【請求項６】
請求項１記載の記憶装置システムであって、
前記コピー命令は、第 2のボリュームの一部記憶領域を特定する情報を含み、
前記制御装置は、前記第 2の 内のコピー命令により特定された一部記憶領域に
格納されているデータを前記バックアップ装置に転送することを特徴とする記憶装置シス
テム。
【請求項７】
請求項５記載の記憶装置システムであって、
前記制御装置は、分割命令を受信した後に、更新命令に基づいてデータが更新された、分
割命令により特定された一部記憶領域内の記憶領域を示すビットマップを有することを特
徴とする記憶装置システム。
【請求項８】
請求項１記載の記憶装置システムであって、
前記制御装置は、分割命令を受信した後、前記第 2の に格納されているデータ
の前記バックアップ装置への転送の完了前に、
前記コンピュータにバックップの完了を報告することを特徴とする記憶装置システム。
【請求項９】
バックアップ装置とコンピュータに接続される記憶装置システムであって、
第１の と、
前記第 1の に格納されるデータのコピーを格納する第 2の と、
前記第 1の と前記第 2の を制御する、前記コンピュータと接続される

10

20

30

40

50

(2) JP 3726559 B2 2005.12.14

コンピュータから指定された 、 ボリュームでない、
前記第 2のボリュームに対し前記第 1のボリュームに格納される更新データのコピーが中断
されていない

ボリューム

コンピュータから指定された

ボリューム
前記

ボリュー
ム

ボリューム

ボリューム

ボリューム

ボリューム
ボリューム ボリューム
ボリューム ボリューム



制御装置とを有し、
前記制御装置は、前記コンピュータからの更新命令を受信すると、前記第 1の
に格納されているデータを更新し、前記第 1の に格納される更新データのコピ
ーを第 2の に格納して、前記コンピュータから書き込まれるデータが格納され
る前記第 1のボリュームと前記コンピュータから書き込まれるデータのコピーが格納され
る前記第 2のボリュームとでペアを形成し、
前記コンピュータからボリュームの指定を含むコピー命令を受信すると、
前記コピー命令により指定されるボリュームとペアであるボリュームが存在するかどうか
を確認し、
前記コピー命令により指定されるボリュームとペアであるボリュームが存在する場合は、
前記第 1の に格納される更新データのコピーを、前記第 2の に格納す
ることを中断し、
前記コンピュータを介さずに、前記第 2の に格納されているデータを前記バッ
クアップ装置に転送し、
バックアップが完了したら、前記第 1の に格納される更新データのコピーを、
前記第 2の に格納することを中断した後に、前記第 1の に格納された
データのコピーを前記第 2の に格納し、
前記コピー命令により指定されるボリュームとペアであるボリュームが存在しない場合は
、前記コンピュータに対し、エラーを報告することを特徴とする記憶装置システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はデータバックアップ方法に関するものであり、特にホストコンピュータ上で動作
するアプリケーションプログラムのＩ／Ｏ処理を中断することなしに、ディスクシステム
からバックアップ媒体へホストコンピュータを介することなくバックアップする方法に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
バックアップはシステム障害、人為的ミス、災害などからデータを保護するために必要で
ある。一般的なユーザでは、日に一度、あるいは週に一度、夜間にオンライン業務を停止
してバックアップを行っている。ところが近年では、企業のグローバル化や顧客に対する
サービス向上のために、オンライン業務の無停止化に対する要求が高まっていて、バック
アップに割くことのできる時間はますます短くなっている。この要求にこたえるために、
Legato社ホワイトペーパー "Legato NetWorkerfor EMC Symmetrix Installation and Admi
nistration Guide"(www.legato.comより入手 )に開示されている従来技術が知られている
。本従来技術では、図１２に示すように、ユーザデータを格納しており、オンライン業務
に使用しているユーザボリューム６ａのコピーをセカンダリボリューム６ｂに格納する。
バックアップを行わないときは、データはユーザボリューム６ａとセカンダリボリューム
６ｂに二重化して格納されている。バックアップを行う際には、ホストコンピュータ２ａ
はそのキャッシュメモリに格納されたダーティデータ（ボリューム６ａへ未反映のデータ
）をフラッシュした後、ディスクシステム１に対してペア分割要求を発行する。この要求
をディスクシステム１が受領すると、ユーザボリューム６ａに対するホストコンピュータ
２ａからの更新を、セカンダリボリューム６ｂへ反映するのを中断することによって、セ
カンダリボリューム６ｂのデータを凍結する。その後ホストコンピュータ２ｂはセカンダ
リボリューム６ｂからデータを読出し、テープ装置等へデータをバックアップする。この
バックアップ方法の利点は、ダーティデータが全てセカンダリボリューム６ｂに反映され
た時点で凍結されるので、無矛盾なデータのバックアップが取得できること、およびペア
分割処理は非常に短時間で完了するので、オンライン処理を中断する必要がないことであ
る。なお、バックアップ処理が完了すると、ホストコンピュータ２ａは再同期コマンドを
発行して、ユーザボリューム６ａとセカンダリボリューム６ｂを再び二重化状態にもどす
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ボリューム
ボリューム

ボリューム

ボリューム ボリューム

ボリューム

ボリューム
ボリューム ボリューム

ボリューム



。
【０００３】
このように、ある一点時点の凍結データをスナップショットと呼ぶ。スナップショットを
取得する他の方法として、 Legato社ホワイトペーパー "Celestra Architecture for Serve
rless Backups" および "Celestra Block Copy Interface Specification" (ともに www.ig
uard.comより取得可能 )に開示された従来技術が知られている。この様子を図２を使って
説明する。本従来技術では、通称ＣＣＯＰＹコマンドと呼ばれるボリュームから他のボリ
ュームへ、あるいはボリュームからテープ装置へデータをコピーするコマンドを使用する
。ホストコンピュータ２ａはバックアップ取得処理に先立って、ダーティデータをフラッ
シュして、ユーザボリューム６ａへデータを書出す。その後ＣＣＯＰＹコマンドを使用し
て、ユーザボリューム６ａからワークボリューム６ｃへデータをコピーする。ホストコン
ピュータ２ａ上で走行するアプリケーションプログラムが未コピーのデータへライトしよ
うとすると、コピープログラムはそれを検出し、ＣＣＯＰＹコマンドを使用して、ライト
対象のブロックをワークボリューム６ｃへコピーする。以上の処理により、バックアップ
取得処理開始時点のデータがワークボリューム６ｃ上に得られることになる。その後ＣＣ
ＯＰＹコマンドを使用して、データをワークボリューム６ｃからテープ装置３へバックア
ップする。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
タイムアウトによってアプリケーションプログラムがハングするのを防止したり、オンラ
イン処理の待ち時間を小さくためには、アプリケーションプログラムが待たされる時間を
最小にする必要がある。 Legato社ホワイトペーパー "Celestra Architecture for Serverl
ess Backups" および "Celestra Block Copy Interface Specification" (ともに www.igua
rd.comより取得可能 )に開示された従来技術だと、アプリケーションプログラムが未コピ
ーの領域へライトしようとすると、コピーが完了するまでライト処理が待たされる。ユー
ザボリューム６ａの全データをワークボリューム６ｃに一度にコピーしようとすると、全
データのコピーが完了するまでアプリケーションプログラムが待たされることになってし
まう。これを避けるためには、コピー対象のデータを少しずつワークボリューム６ｃにコ
ピーしていく必要がある。このように少しずつコピーしていった場合、一つのＣＣＯＰＹ
コマンドでバックアップ対象データの部分領域のコピーを行うので、コピーコマンドの発
行回数が多くなる。
この様子を図２の例を用いてさらに説明する。バックアップ対象のデータが領域１から領
域５より構成されるとする。ここで領域１から領域５をユーザボリューム６ａからワーク
ボリューム６ｃへコピーするよう、一つのＣＣＯＰＹコマンドにより要求したとする。そ
の後、アプリケーションから領域３に対するライト要求が発生すると、領域１から領域５
までのコピーが完了するまでこのライト要求は待たされる。
【０００５】
一方で、今度は各領域毎に一個のＣＣＯＰＹコマンドを発行する場合を考える。例えば領
域１のコピーを要求した後、アプリケーションプログラムから領域３のライト要求が発生
したとする。この場合、やはり領域１のコピーが完了するまでライト要求は待たされるが
、前述のケースと比べると待ち時間は大幅に短縮できる。反面、ＣＣＯＰＹコマンドの発
行回数が多くなり、ホストコンピュータのＩ／Ｏ発行負荷が大きくなる欠点がある。
【０００６】
以上から本発明における第一の目的は、ＣＣＯＰＹ処理における上記の背反する事象を解
決する、すなわちアプリケーションプログラムのライト処理待ち時間を最小にするととも
に、ＣＣＯＰＹコマンドの発行回数を最小にして、ホストコンピュータのＩ／Ｏ発行負荷
を低減することにある。
【０００７】
さらにこの従来技術では、バックアップを行うために、データをユーザボリューム６ａか
らワークボリューム６ｃへコピーした後、テープ装置３へバックアップを行うため、バッ
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クアップを完了するまでに時間がかかる。
【０００８】
以上から本発明における第二の目的は、バックアップ時のワークボリューム６ｃへのデー
タコピーを無くして、バックアップ時間を短縮することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明では上記課題を解決するために、ホストコンピュータはペア分割コマンドに続いて
、分割したボリューム上に格納されたバックアップ対象の全データをバックアップするＣ
ＣＯＰＹコマンドを、セカンダリボリューム６ｂに対して発行する手段を有する。一方、
ディスクシステムはペア分割コマンドを受領すると、指定されたボリュームペアを分割す
る手段、およびＣＣＯＰＹコマンドを受領すると、、指定されたブロック１７をセカンダ
リボリューム６ｂからテープ装置３へ直接バックアップする手段を有する。ペア分割時点
でセカンダリボリューム６ｂ上のデータは凍結される。このため、ホストコンピュータは
一つのＣＣＯＰＹコマンドで、セカンダリボリューム６ｂ上に凍結されたバックアップ対
象の全データをバックアップするよう指示できる。つまり、ＣＣＯＰＹコマンドは一度だ
け発行すれば良く、コマンド発行回数が削減できる。さらに従来技術で説明したように、
ペア分割後はユーザボリューム６ａに対するアクセスと、セカンダリボリュームからのバ
ックアップ処理は平行して行えるので、アプリケーションプログラムがＣＣＯＰＹの完了
を待つ必要はなく、アプリケーションのライトＩ／Ｏ待ち時間を最小にすることができる
。さらにペア分割処理は非常に短い時間で終了し、セカンダリボリューム６ｂからテープ
装置３へバックアップを行えるので、従来のワークボリューム６ｃを使ったやり方に比べ
て、バックアップ時間を短縮することができる。
【００１０】
一方、ディスクシステム１は、上記手段に加えて、ＣＣＯＰＹコマンドを受領した時に、
指定されたセカンダリボリューム６ｂが分割済みかどうかを判定する手段、および分割済
みならばセカンダリボリューム６ｂからテープ装置３へバックアップを行い、分割済みで
なければホストコンピュータ２へエラーを報告する手段を設ける。これらの手段により、
ホストコンピュータ２が分割コマンドを発行せず、誤ってＣＣＯＰＹコマンドのみを発行
した場合でも、矛盾のあるデータのバックアップが取得されることはない。
【００１１】
本発明では、コマンド発行回数をさらに削減するために、ディスクシステム１がＣＣＯＰ
Ｙコマンドを受領すると、ペア分割、バックアップ、ペア統合の一連の処理を行う手段を
有する。ここでペア統合とは、ペア分割中に発生した書き込みを差分管理しておき、この
情報に基づいて差分データをユーザボリューム６ａからセカンダリボリューム６ｂへ反映
して、再び二重化状態へ復帰させることである。この手段により、ホストコンピュータ２
のコマンド発行回数をさらに削減することができるとともに、ホストコンピュータがペア
の状態を意識する必要がなくなるので、管理が単純化できる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
図１を用いて本発明の概要について説明する。ディスクシステム１には、ユーザボリュー
ム６ａとセカンダリボリューム６ｂが存在し、これらはあらかじめ二重化されている。こ
れをペアボリューム２０と呼ぶ。ホストコンピュータ２からユーザボリューム６ａに対し
て更新が行われると、更新データをセカンダリボリューム６ｂに反映することにより、二
重化状態が保たれる。ボリューム６は複数の固定長のブロック１７より構成されていて、
ブロック１７はボリューム６内で一意に番号付けされている。ボリューム６には一個以上
のファイル１８が格納されていて、ファイル１８は一個以上のブロック１７により構成さ
れている。ファイル１８とは、ホスト２上で走行するプログラムが認識している論理的な
アクセス単位である。図の例のように、ファイル１８にはボリューム６上で連続したブロ
ック１７が割当てられるとは限らない。バックアップはファイル１８単位に実行される。
ホストコンピュータ２がペア分割コマンドをディスクシステム１に対して発行すると、二
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重化状態は解除される。つまり、ユーザボリューム６ａに対する以降の更新はセカンダリ
ボリューム６ｂに反映されなくなり、セカンダリボリューム６ｂ上のデータはその時点で
凍結される。
【００１３】
その後、ホストコンピュータ２はバックアップを行うセカンダリボリューム６ｂからテー
プ装置３へのコピーコマンドを発行する。この際、コピーコマンドのパラメータとして、
バックアップ対象のファイル１８を構成する全てのブロック１７をコピーするよう指示す
る。すると、ディスクシステム１は指示されたブロック１７ｂをテープ装置３にコピーす
る。
【００１４】
セカンダリボリューム６ｂからテープ装置３へのコピー実行中でも、ホストコンピュータ
２からユーザボリューム６ａへのアクセスは継続できる。もし更新があったら、当該ブロ
ック１７がセカンダリボリューム６ｂに未反映であることを記録しておく。バックアップ
が完了すると、ホストコンピュータ２は再同期コマンドを発行して、ユーザボリューム６
ａとセカンダリボリューム６ｂを再び二重化状態にもどす。この際にはユーザボリューム
６ａの更新データでセカンダリボリューム６ｂに未反映のものをコピーする。
【００１５】
以上、本発明の概要について説明した。以下にこれを実現するための方法について具体的
に説明する。
【００１６】
図３は本発明におけるシステム構成例である。一台以上のホストコンピュータ２では、ア
プリケーションプログラムや、ペアボリューム２０の制御、バックアップおよびリストア
の実行、磁気テープライブラリ３の管理等をおこなうプログラムが走行する。ホストコン
ピュータ２は、他のホストコンピュータ２、ディスクシステム１、磁気テープライブラリ
３と、ネットワーク１７により接続されていて、互いに通信が可能である。ここでネット
ワークとは、 10BaseTや 100BaseT等の一般的にＬＡＮ等で使用されるケーブルで接続され
ていて、通信には TCP/IPや UDPなどのネットワークプロトコルにしたがって行われるもの
とする。ホストコンピュータ２はさらに、チャネルパス１２によりディスクシステム１に
接続されている。チャネルパス１２の実例としては、ＳＣＳＩケーブルあるいはＦｉｂｒ
ｅチャネルを想定する。なお以降の説明では、チャネルパス１２はファイバチャネルを前
提とする。チャネルパス１２がファイバチャネルの場合は、ホストコンピュータ２とディ
スクシステム１がポイントツーポイントで接続されるケースや、ＦＣ－ＡＬと呼ばれるル
ープ状に各装置（ノードと呼ぶ）が接続されるケースや、図３のようにスイッチ４を介在
して接続されるケースなどがある。本発明はこの接続形態のいずれにも対応可能である。
【００１７】
テープ装置３はバックアップデータを格納するための装置である。テープ装置３の実現例
としては、例えば磁気テープライブラリ、カートリッジテープ、ＤＶＤ（ライブラリ）装
置、ＤＶＤ－ＲＡＩＤ装置、ＣＤ－ＲＷ、あるいはディスク装置等、あらゆる記憶媒体を
適用できる。
【００１８】
ディスクシステム１は、データを格納する一台以上のディスク装置１５と、ディスク装置
１５とホストコンピュータ２間のデータ転送を制御する制御装置５から構成される。ディ
スク装置１５とディスク制御装置５はチャネルパス１４により接続されている。本発明で
は、チャネルパス１４はＳＣＳＩケーブル、ファイバチャネルＩＢＭ社のＳＳＡを想定し
、これらのインタフェースに迎合したディスク装置１５が使用される。また、近年では複
数のディスク装置１５を一つのグループとして、このグループ上にボリューム６を分散配
置するＲＡＩＤと呼ばれる手法が一般的になっている。本発明はディスクシステム１がＲ
ＡＩＤを採用した場合でも適用可能である。
【００１９】
さて次に、ディスク制御装置５内の制御情報のうち、第一の実施例に関連するものを説明
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する。コピーパラメータ８は、ホストコンピュータ２から受領したコピーパラメータを格
納するための領域である。差分ビットマップ９は、ボリューム６対応に存在し、ユーザボ
リューム６ａとセカンダリボリューム６ｂが分割された後、ボリューム６にホストコンピ
ュータ２から更新があった場合に該当するビットがオンされる。本発明では、ブロック１
７単位にビットを持ち、ブロック番号１がビット１に、ブロック番号２がビット２に、．
．．と対応させる。もちろんブロック１７対応に１ビットを対応させる必要はなく、例え
ばｎブロック（ｎ＞１）単位に１ビットを対応させても構わない。このようにすることに
よって、差分ビットマップの容量を削減することも可能である。
【００２０】
コピーコマンドは、ＳＣＳＩ－２で標準化されているＣＯＰＹコマンドと、 Legato社ホワ
イトペーパー "Celestra Architecture for Serverless Backups" および "Celestra Block
 Copy Interface Specification" (ともに www.iguard.comより取得可能 )に開示された従
来技術で開示されたＣＣＯＰＹコマンドが一般的に知られている。本発明ではこれら両方
に適用可能だが、以降の説明では、ＣＣＯＰＹコマンドを前提に説明する。なお、これら
のコマンドの詳細については、「ＳＣＳＩ－２詳細解説」、菅谷誠一著、 CQ出版社、なら
びに "Celestra Block Copy Interface Specification"を参照されたい。
【００２１】
次に図４を使用して、バックアップ処理について説明する。
【００２２】
まずステップ４０で、ユーザまたは管理者は、ペアボリューム２０を形成する。このステ
ップでは、ユーザボリューム６ａとセカンダリボリューム６ｂがユーザにより指定される
。この要求を受領すると、ディスク制御装置５は、ユーザボリューム６ａからセカンダリ
ボリューム６ｂへデータをコピーする。これ以降、ホストコンピュータ２からユーザボリ
ューム６ａへ更新があると、更新データはセカンダリボリューム６ｂへコピーされ、二重
化状態が保持される。
【００２３】
ステップ４１で、ユーザまたは管理者からのバックアップ指示があると、あるいはあらか
じめスケジュールされていた時刻が到来すると、ホストコンピュータ２上ではバックアッ
ププログラムが動作して、バックアップ処理モードに入る。バックアップ処理モードに入
ってからステップ４６までの間、ホストコンピュータ２上で走行するコピープログラムは
、アプリケーションプログラムからのユーザボリューム６ａへのアクセスを禁止する。
【００２４】
続いてホストコンピュータ２は、ステップ４２で、バックアップ対象のファイル１８を構
成するブロック１７と、そのブロック１７を格納しているユーザボリュームを特定する。
その後、ステップ４３で、 Inqueryコマンド等を用いて当該ユーザボリューム６ａがペア
を形成しているかどうかを調べる。ペアを形成している場合は、ステップ４４で分割コマ
ンドを発行して、二重化状態を中断する。このコマンドをディスク制御装置５が受領する
と、ユーザボリューム６ａに対する更新はセカンダリボリューム６ｂに反映されなくなり
、その時点でセカンダリボリューム６ｂのデータは凍結される。
【００２５】
ペアの分割が完了すると、ホストコンピュータ２はステップ４５で、ファイル１８全体を
バックアップするＣＣＯＰＹコマンドをセカンダリボリューム６ｂに対して発行する。こ
のとき、アクセスするセカンダリボリューム６ｂは、ステップ４３でＩｎｑｕｅｒｙコマ
ンドを発行したときに特定される。
【００２６】
ディスク制御装置５は、ステップ４５でＣＣＯＰＹコマンドを受領すると、ステップ４６
で、まず指定されたボリューム６がセカンダリボリューム６ｂであり（つまりペアボリュ
ーム２０を構成しており）、かつペアが分割された状態かどうかを調べる。この条件に合
致していない場合は、エラーをホストコンピュータ２へ報告し、バックアップ処理は行わ
ない。合致している場合は、そのパラメータをコピーパラメータ８に格納してコマンド完
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了を返す。その後、コピーパラメータ８に格納された情報にしたがって、セカンダリボリ
ューム６ｂからテープライブラリ装置３へのバックアップを実行する。ＣＣＯＰＹコマン
ドのパラメータには、コピー元（すなわちセカンダリボリューム６ｂ上）のブロックアド
レスとブロック数と、これらのブロック１７を格納するテープ装置のポートアドレスとの
組が含まれる。したがって、このパラメータにしたがって、セカンダリボリューム６ｂか
らブロック１７を読出し、指定されたポートアドレスに送信してやれば良い。ここで、Ｃ
ＣＯＰＹコマンドの完了報告は、バックアップ処理の開始を示すものであるため、注意す
ること（バックアップ完了を報告するものではない）。この段階では、バックアップの実
行可能条件をチェックして、可能であれば、完了報告する。
【００２７】
ホストコンピュータ２は、ディスク制御装置５からＣＣＯＰＹコマンド完了を受領すると
、ステップ４７で、ユーザボリューム６ａへのアクセスを再開させる。その後、ステップ
４８で、バックアップが完了したかどうかをチェックし、もし完了していれば、ペア再同
期コマンドを発行して、ペアボリューム２０を再び二重化状態へもどす。ディスク制御装
置５は、再同期コマンドを受領すると、差分ビットマップ８にしたがって、差分データを
ユーザボリューム６ａからセカンダリボリューム６ｂへコピーする。
【００２８】
ステップ４３でユーザボリューム６ａがペアを形成していないことが分かると、ホストコ
ンピュータ２はステップ４９で、通常のＣＣＯＰＹ処理を実行する。この処理については
公知技術であるので、説明を省略する。
【００２９】
ディスク制御装置５は、ステップ４７で、ＣＣＯＰＹコマンドの実行可否をチェックした
。もしホストコンピュータ２がペアボリューム２０を分割せずにＣＣＯＰＹコマンドを発
行し、かつステップ４７のチェックを行わずにバックアップをおこなってしまったら、凍
結データのバックアップを取得することはできない。すなわち本発明の本来の目的である
、無矛盾なデータのバックアップが取得できないことになる。したがってこの処理は、ペ
アの分割および統合の機能に、ＣＣＯＰＹを使用したバックアップ処理を組み合わせる際
の重要なステップである。
【００３０】
以上の処理によれば、ペアを分割することによってセカンダリボリューム６ｂのデータを
凍結でき、このためホストコンピュータ２はファイル１８全体のバックアップを行うＣＣ
ＯＰＹコマンドをセカンダリボリューム６ｂに対して発行できるようになる。このため、
ＣＣＯＰＹコマンドは最初の一回だけ発行すればよく、ホストのＣＣＯＰＹコマンド発行
負荷を低減できる。
【００３１】
以上で第一実施例の説明を終わるが、最後にこの効果についてまとめておく。第一実施例
では、ペア分割を使用してＣＣＯＰＹによるダイレクトバックアップ方法について説明し
た。従来技術では、ファイル１８をいったんワークディスク６ｃへ格納した後、テープ装
置３へバックアップしていた。また、ワークディスク６ｃへファイル１８をコピーする際
には、複数のＣＣＯＰＹコマンドを発行していた。第一実施例では、ＣＣＯＰＹコマンド
とペア分割・再同期を行う処理と組み合わせることにより、ホストコンピュータ２はファ
イル１８全体をバックアップするＣＣＯＰＹコマンドを一度だけ発行すれば済み、ホスト
のＩ／Ｏ発行負荷を低減できる。さらにセカンダリボリューム６ｂからテープ装置３へバ
ックアップを行うので、ワークディスク６ｃへコピー処理が不要となり、バックアップ時
間を短縮することができる。
【００３２】
第二実施例
次に第二の実施例について説明する。
【００３３】
第一の実施例では、ホストコンピュータ２はペア分割、バックアップ指示に続いて、バッ
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クアップ処理が完了した後、ペア再同期を指示していた。バックアップ処理の完了は Inqu
eryコマンドをたびたび発行することにより、調べていた。本実施例は、これらの処理を
無くし、ホストコンピュータ２のコマンド発行回数をさらに削減するためのものである。
【００３４】
図９に本実施例におけるホストコンピュータ２およびディスク制御装置５の処理フローを
示す。なお、図９のステップ９０からステップ９５以外は図４の説明と同様なので、省略
する。
【００３５】
ホストコンピュータ２は、ステップ９０で、ファイル全体をバックアップするＣＣＯＰＹ
コマンドをＡＵＴＯ指定で発行する。ここでＡＵＴＯ指定とは、ペアの分割、セカンダリ
ボリューム６ｂからテープ装置３へのバックアップ、ペアの再同期までの一連の処理を、
ディスクシステム１で自動的に実行するモードである。このモード指定には、ＣＣＯＰＹ
コマンド CDB(Command Descriptor Block)のリザーブ領域に１ビットを設ければ良い。
【００３６】
ディスク制御装置５が、ＡＵＴＯモード指定のＣＣＯＰＹコマンドを受領すると、ステッ
プ９１でバックアップ対象のユーザボリューム６ａが、ペアを形成しているかどうか、す
なわちセカンダリボリューム６ｂを有するかどうかをチェックする。もし、ペアを形成し
ていなければ、ステップ９４で、ホストコンピュータ２に対してエラーを報告して処理を
完了する。もしペアを形成していれば、ステップ９３で、ペアを分割した後、ステップ９
４で、ＣＣＯＰＹコマンドの完了を報告し、セカンダリボリューム６ｂからテープ装置３
へのバックアップ処理を実行する。
【００３７】
ステップ９４のＣＣＯＰＹ完了報告を契機に、ホストコンピュータ２はステップ４７で、
アプリケーションプログラムのボリュームアクセスを再開させるが、この間もディスク制
御装置５はバックアップを継続する。そしてＣＣＯＰＹコマンドで指定されたバックアッ
プ処理が全て完了すると、ディスク制御装置５はステップ９５で、ペアを再同期させる。
【００３８】
以上の処理により、ＣＣＯＰＹコマンド発行契機で、ディスク制御装置５が、ペア分割、
バックアップ、ペア再同期までの一連の処理を実行する。これら全ての処理はホストコン
ピュータ２に対して透過的なので、ペア状態の監視、制御などによるホストプログラムの
複雑さから開放される。さらに本実施例から分かるように、ホストコンピュータ２はディ
スク制御装置５に対してＣＣＯＰＹコマンドを一度発行すればよく、コマンド発行回数を
削減できる。
【００３９】
第三実施例
次に第三の実施例について説明する。
【００４０】
第一および第二の実施例では、ペアの分割および統合の単位はボリューム６であった。と
ころが実際にバックアップを実行するのはボリューム６上のごく一部の領域である。ボリ
ューム全体を分割してしまうと、ホストコンピュータ２からの更新があれば差分ビットが
オンされ、再同期時にコピー対象となってしまうので、再同期処理に時間がかかる。第二
の実施例ではこれを解決するために、バックアップ対象の領域のみを分割する方法を開示
する。さらにこの方法を用いると、あるユーザボリューム６ａに格納された各ファイル１
８を任意の時点でバックアップすることが可能になる。すなわち、第一の実施例ではボリ
ューム６を分割した時点でセカンダリボリューム６ｂが凍結される。そしてバックアップ
が完了し、ペアの再同期が行われるまでは、同一のユーザボリューム６ａに格納された別
のファイル１８をバックアップすることができなかった。ところが本実施例の技術を適用
すると、ペアボリューム２０はバックアップ対象のブロック１７毎に分割・再同期が行わ
れるので、各ファイル１８毎に任意のタイミングでバックアップすることができる。以下
、第二実施例の詳細について説明する。
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【００４１】
この方法では、図３に示すように、ディスク制御装置５はペア分割ビットマップ１０をボ
リューム６対応に保持する。これはブロック１７対応のビットマップであり、分割コマン
ドにより指示されたブロック１７に対応するビットがオンされる。ホストコンピュータ２
から更新があった場合には、ペア分割ビットマップ１０を見て、ライト対象のブロック１
７のビットがオンなら、セカンダリボリューム６ｂへのコピーを行わない。そしてＣＣＯ
ＰＹコマンドにより指示されたブロック１７を、セカンダリボリューム６ｂからテープ装
置３へバックアップする。なお、ペア分割ビットマップ１０は連続したｎブロック対応に
１ビットを割当てても構わない。
【００４２】
次に処理ステップの詳細を図４を用いて説明する。ステップ４０から４３まではこれまで
の説明と同じである。ディスク制御装置５はステップ４４において、ステップ４２で特定
されたブロック１７を分割するよう、ペア分割コマンドを発行する。
【００４３】
図５はペア分割・再同期コマンドのフォーマットを示す。ペア分割・再同期コマンドコー
ド５０は、本コマンドに割当てられたコードを示す。分割要求ビット５１は本コマンドが
ペア分割か、それとも再同期かを示すビットである。パラメータリスト数５２は、ブロッ
クアドレス・ブロック数５３がいくつ後続するかを示す。分割するブロック１７の個数と
、それらのブロック１７が連続的にボリューム６上に割当てられているかどうかによって
、可変である。ブロックアドレス・ブロック数５３は、分割するブロック１７がボリュー
ム６上で連続だった場合に、そのブロック集合内の先頭ブロックアドレスと、ブロック数
を格納する。
【００４４】
図６は、ペア分割コマンドを受領した時のディスク制御装置の処理を示す。ディスク制御
装置５がペア分割コマンドを受領すると、ステップ６０で、ブロックアドレス・ブロック
数５３から、分割対象のブロックアドレスを求め、ペア分割ビットマップ１０の対応する
ビットをオンする。この処理以降、当該ボリューム６はステップ６１で示したペア分割モ
ードに入る。ボリューム６がペア分割モードにあるとき、ステップ６２においてホストコ
ンピュータ２からライトコマンドを受領すると、  ステップ６３で、ライト対象ブロック
１７が分割対象かどうかを、ペア分割ビットマップ１０を参照して調べる。ライトコマン
ドには、ライト対象の先頭ブロック１７と、ライトするブロック１７数がパラメータに含
まれるので、これよりライト対象ブロック１７を求めて、対応するビットがオンかどうか
を調べれば良い。もし分割対象ならば、ステップ６４で、差分ビットマップ９の対象ビッ
トをオンした後、ユーザボリューム６ａに書込みを行う。ステップ６３で分割対象でなけ
れば、ステップ６５で、ユーザボリューム６ａとセカンダリボリューム６ｂの両方へ書込
みを行う。
【００４５】
以上、ペア分割コマンドを受領した時のディスク制御装置５の処理について説明した。再
び図４に戻る。ステップ４５および４６は以前の説明と同様である。これらのステップに
より、ファイル１８がセカンダリボリューム６ｂからテープ装置３へバックアップされる
。バックアップが完了し、ステップ４７でペアの再同期を行う。ペアの再同期の際には、
図５で説明したペア分割・再同期コマンドを使用するが、分割要求ビット５１は０とする
（これによりペア再同期を示す）。
【００４６】
図７はペア再同期コマンドを受領した時のディスク制御装置５の処理フローを示す。ペア
再同期コマンドを受領すると、ディスク制御装置５は本コマンドで受領した全てのブロッ
ク１７に対してステップ７０以降の処理を実行する。まずステップ７０で、当該ブロック
１７に対応するペア分割ビットマップ１０のビットがオンかどうかを調べ、もしオンなら
、ステップ７１で、差分ビットマップ９の対応するビットがオンかどうかを調べる。これ
もオンなら、差分データが存在することになるので、ステップ７２で、当該ブロック１７
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をユーザボリューム６ａからセカンダリボリューム６ｂへコピーする。そしてステップ７
３および７４で、差分ビットおよびペア分割ビットをオフする。その後ステップ７５で、
全てのペア分割ビットがオフになっていたら、当該ボリューム６のペア分割モードを解除
する。これによって、以降のホストコンピュータ２からの全てのライトデータは、ユーザ
ボリューム６ａおよびセカンダリボリューム６ｂの両方に書込まれる。以上によりペア再
同期処理が完了する。
【００４７】
以上、第三実施例でも、ホストコンピュータ２は、ペア分割コマンド、ＣＣＯＰＹコマン
ド、ペア再同期コマンドの３つのコマンドを送信していた。このコマンドに伴う一連の処
理は定型的なものなので、第二の実施例と同様に、一つのＣＣＯＰＹコマンドによりこれ
らの処理を行わせることができる。つまり、ホストコンピュータ２がＣＣＯＰＹコマンド
を発行すると、ディスク制御装置５は、本コマンドで指定されたブロック１７に関してペ
ア分割、バックアップ、ペア統合を実行するわけである。この方法により、ホストコンピ
ュータ２のコマンド発行回数を一回に削減することが可能となる。
【００４８】
これで第三実施例の説明を終わるが、最後にこの効果についてまとめておく。第三実施例
では、ペアボリューム２０をブロック１７単位にペア分割する方法について説明した。こ
の方法によると、ペア分割中は分割対象のブロック１７のみが差分管理されるため、再同
期にかかる時間が短くて済む。また、ペア分割モード中でも、新たなペア分割コマンドを
受領すると、図６に示した処理を実行することによって、他のブロック１７に関してペア
分割できる。このため、同一ユーザボリューム６ａに格納された任意のファイル１８を任
意の時点でバックアップすることができる。
【００４９】
次に第四の実施例として、本発明における他の構成例を図８を用いて説明する。図８では
、２台のディスクシステム１ａおよび１ｂと、これらを接続するチャネルパス８０から構
成される。さらにスイッチ４ａおよびスイッチ４ｂはチャネルパス８１により接続され、
スイッチ間でデータの送受信が可能である。ディスクシステム１ａはユーザボリューム６
ａを有し、ディスクシステム１ａに接続したホストコンピュータ２ａでは、オンライン処
理等のアプリケーションプログラムを実行する。他方、ディスクシステム２ｂはセカンダ
リボリューム６ｂを有し、ディスクシステム２ｂに接続したホストコンピュータ２ｂでは
、テープ装置３の制御を行う。すなわち本構成では、遠隔地に設置された 2台のディスク
システム１ａおよび１ｂ間でペアボリューム２０を構成している。ホストコンピュータ２
ａからユーザボリューム６ａに対して更新があると、ディスクシステム１ａと１ｂを接続
するチャネルパス８０を介してライトデータが転送され、セカンダリボリューム６ｂに更
新データが反映される。あるいはディスクシステム１ａからスイッチ４ａへ、さらにスイ
ッチ４ａからチャネルパス８１経由でスイッチ４ｂへ、そしてスイッチ４ｂからディスク
システム１ｂへライトデータが送信され、最終的にはセカンダリボリューム６ｂへ書込ま
れる。このようにして二重化状態が保持される。
【００５０】
以上のような構成においても、第一、第二、第三の実施例で説明した方式を適用できる。
すなわち、バックアップの際にはペアを分割した後、ディスクシステム１ｂが、セカンダ
リボリューム６ｂからテープ装置３へバックアップを行う。また、ブロック１７毎にペア
分割を行う場合でも、ディスクシステム１ａはペア分割ビットマップ１０を利用して、分
割が指示されたブロック１７については、ディスクシステム１ｂへライトデータを転送し
ない。
【００５１】
他の実現例として、図８において、ディスクシステム１ｂのボリューム６ｂと６ｃをさら
に二重化する場合を考える。したがって、ボリューム６ａ、６ｂ、６ｃは、同一データを
保持する三重化状態である。バックアップの際に、ボリューム６ｂとボリューム６ｃ間の
ペアを分割した後、ボリューム６ｃからテープ装置３へバックアップを行っても良い。
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【００５２】
続いて第五の実施例として、スイッチ４がＣＣＯＰＹコマンドを解釈し、バックアップ処
理を実行する方法について説明する。本実施例の概要を図１０に示す。この場合、ホスト
コンピュータ２は、まずペア分割コマンドをディスク制御装置５に対して発行し、その後
、スイッチ４に対してＣＣＯＰＹコマンドを発行する。この際に、ＣＣＯＰＹコマンドの
パラメータとして、コピー元となるディスクシステム１に接続されたチャネルパス１２の
ポートアドレスと、ボリューム６ｂのアドレス、バックアップするテープ装置３のアドレ
スを指定する。スイッチ４はＣＣＯＰＹコマンドを解釈し、コピー処理を実行する機能を
有する。本機能により、スイッチ４はボリューム６ｂからバックアップ対象のデータを読
出し、それをテープ装置３へ格納していく。ＣＣＯＰＹコマンドにより指定された全ての
ブロックをテープ装置３へ格納すると、処理を完了する。
【００５３】
ボリューム６ａと６ｂはスプリットされているので、ボリューム６ｂからテープ装置３へ
データをバックアップしている間も、ホストコンピュータ２からボリューム６ａへのアク
セスは継続できる。
【００５４】
図１１は第六の実施例を示す。本実施例では、テープ装置３がＣＣＯＰＹコマンドを解釈
し、バックアップ処理を実行する方法に関するものである。この場合、この場合、ホスト
コンピュータ２は、まずペア分割コマンドをディスク制御装置５に対して発行し、その後
、テープ装置３に対してＣＣＯＰＹコマンドを発行する。この際に、ＣＣＯＰＹコマンド
のパラメータとして、コピー元となるディスクシステム１に接続されたチャネルパス１２
のポートアドレスと、ボリューム６ｂのアドレス、バックアップするテープ装置３のアド
レスを指定する。テープ装置３はＣＣＯＰＹコマンドを解釈し、コピー処理を実行する機
能を有する。本機能により、テープ装置３はボリューム６ｂからバックアップ対象のデー
タを読出し、それをテープ装置３へ格納していく。ＣＣＯＰＹコマンドにより指定された
全てのブロックをテープ装置３へ格納すると、処理を完了する。
【００５５】
ボリューム６ａと６ｂはスプリットされているので、ボリューム６ｂからテープ装置３へ
データをバックアップしている間も、ホストコンピュータ２からボリューム６ａへのアク
セスは継続できる。
【００５６】
【発明の効果】
以上、説明したように、本発明によれば、アプリケーションプログラムのライト処理待ち
時間を最小にするとともに、ＣＣＯＰＹコマンドの発行回数を最小にして、ホストコンピ
ュータのＩ／Ｏ発行負荷を低減できる。また、バックアップ時のワークボリューム６ｃへ
のデータコピーを無くして、バックアップ時間を短縮できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の概要図である。
【図２】第一従来技術の概要図である。
【図３】本発明におけるシステム構成である。
【図４】バックアップ処理フローである。
【図５】ペア分割・再同期コマンド形式である。
【図６】ペア分割コマンド受領時のディスク制御装置の処理フローである。
【図７】ペア再同期コマンド受領時のディスク制御装置の処理フローである。
【図８】本発明における他のシステム構成例である。
【図９】ＣＣＯＰＹコマンド・ＡＵＴＯモード指定時のバックアップ処理フローである。
【図１０】第五実施例の概要図である。
【図１１】第六実施例の概要図である。
【図１２】第二従来技術の概要図である。
【符号の説明】
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１…ディスクシステム、２…ホストコンピュータ、３…テープ装置、４…スイッチ、５…
ディスク制御装置、６…ボリューム、６ａ…ユーザボリューム、６ｂ…セカンダリボリュ
ーム、８…コピーパラメータ、９…差分ビットマップ、１０…ペア分割ビットマップ、１
２…チャネルパス、１３…ネットワーク、１４…ディスク接続パス、１５…ディスク装置
、１７…ブロック、１８…ファイル、２０…ペアボリューム。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】

(16) JP 3726559 B2 2005.12.14



フロントページの続き

(72)発明者  荒川　敬史
            神奈川県川崎市麻生区王禅寺１０９９番地　株式会社日立製作所　システム開発研究所内
(72)発明者  大枝　　高
            神奈川県川崎市麻生区王禅寺１０９９番地　株式会社日立製作所　システム開発研究所内
(72)発明者  木村　光一
            神奈川県川崎市麻生区王禅寺１０９９番地　株式会社日立製作所　システム開発研究所内

    審査官  篠塚　隆

(56)参考文献  特開平０７－２８１９３３（ＪＰ，Ａ）
              特開平０５－０９４２６５（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.7，ＤＢ名)
              G06F  3/06- 3/08
              G06F 12/00
              G11B 20/10-20/16

(17) JP 3726559 B2 2005.12.14


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

