
JP 4366298 B2 2009.11.18

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キャッシュメモリ上のデータを、上位装置のアクセス単位となるブロックデータを複数
含むページデータ単位に管理して、前記上位装置の記憶デバイスに対する入出力要求を処
理するキャッシュ制御部と、
　上位装置により更新された前記記憶デバイスの記憶データより新しい前記キャッシュメ
モリ上のダーティデータを前記記憶デバイスの前記記憶データの記憶されている箇所に書
き戻す際に、前記ダーティデータのページ内での不連続領域を判定した場合は、前記不連
続領域を前記記憶デバイスから読み出して前記ダーティデータにマージすることにより前
記キャッシュ上に連続領域を生成して一つのコマンドで前記連続領域をライトバックする
ライトバック処理部と、
を備えたことを特徴とする記憶装置。
【請求項２】
　請求項１記載の記憶装置に於いて、前記ライトバック処理部は、３回以上のコマンド発
行によるライトバック処理となる場合に、不連続領域を前記記憶デバイスから読み出して
マージすることにより連続領域を生成してライトバックすることを特徴とする記憶装置。
【請求項３】
　請求項１記載の記憶装置に於いて、前記ライトバック処理部は、ページ内のダーティデ
ータの分布として、ページ先端に最も近い第１連続領域とページ末尾に最も近い第２連続
領域の間に不連続領域を介して少なくとも1つの第３連続領域が存在する場合に、前記第
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１連続領域と第２連続領域の間の第３連続領域を含む不連続領域を判定して前記記憶デバ
イスから読み出し、前記不連続領域に存在する第３連続領域以外の領域を読み出したデー
タのマージにより連続領域を生成してライトバックすることを特徴とする記憶装置。
【請求項４】
　請求項３記載の記憶装置に於いて、前記キャッシュ制御部は、
　前記ページ内におけるダーティデータの有無を各ブロック対応のビットにより管理する
ダーティビットマップと、
　前記ページ内におけるデータの有無を各ブロック対応のビットにより管理する現在デー
タビットマップと、
を備え、
　前記ライトバック処理部は、前記ダーティデータビットマップを参照してダーティデー
タのページ内での前記不連続領域を判定し、前記不連続領域の一端又は両端について前記
現在データビットマップから連続現在データを判別した場合は、残りの不連続領域につき
前記記憶デバイスから読み出してマージすることを特徴とする記憶装置。
【請求項５】
　請求項１記載の記憶装置に於いて、前記記憶デバイスのストリップデータのサイズを前
記キャッシュメモリのページサイズと同一としたことを特徴とする記憶装置。
【請求項６】
　記憶装置の制御方法に於いて、
キャッシュメモリ上のデータを、上位装置のアクセス単位となるブロックデータを複数含
むページデータ単位に管理して、前記上位装置の記憶デバイスに対する入出力要求を処理
するキャッシュ制御ステップと、
　上位装置により更新された前記記憶デバイスの記憶データより新しい前記キャッシュメ
モリ上のダーティデータを前記記憶デバイスの前記記憶データの記憶されている箇所に書
き戻す際に、前記ダーティデータのページ内での不連続領域を判定した場合は、前記不連
続領域を前記記憶デバイスから読み出して前記ダーティデータにマージすることにより前
記キャッシュ上にページ連続データを生成して一つのコマンドで前記連続領域をページ単
位にライトバックするライトバック処理ステップと、
を備えたことを特徴とする記憶装置の制御方法。
【請求項７】
　請求項６記載の記憶装置の制御方法に於いて、前記ライトバック処理ステップは、３回
以上のコマンド発行によるライトバック処理となる場合に、不連続領域を前記記憶デバイ
スから読み出してマージすることによりページ連続データを生成してページ単位にライト
バックすることを特徴とする記憶装置の制御方法。
【請求項８】
　請求項６記載の記憶装置の制御方法に於いて、前記ライトバック処理ステップは、ペー
ジ内のダーティデータの分布として、ページ先端に最も近い第１連続領域とページ末尾に
最も近い第２連続領域の間に不連続領域を介して少なくとも1つの第３連続領域が存在す
る場合に、前記大地連続領域と第２連続領域の間の第３連続領域を含む不連続領域を判定
して前記記憶デバイスから読み出し、前記不連続領域に存在する第３連続領域以外の領域
を読み出したデータのマージにより連続領域を生成してライトバックすることを特徴とす
る記憶装置の制御方法。
【請求項９】
　請求項８記載の記憶装置の制御方法に於いて、前記キャッシュ制御ステップは、
　前記ページ内におけるダーティデータの有無を各ブロック対応のビットにより管理する
ダーティビットマップと、
　前記ページ内におけるデータの有無を各ブロック対応のビットにより管理する現在デー
タビットマップと、
を生成し、
　前記ライトバック処理ステップは、前記ダーティデータビットマップを参照してダーテ
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ィデータのページ内での前記不連続領域を判定し、前記不連続領域の一端又は両端につい
て前記現在データビットマップから連続現在データを判別した場合は、残りの不連続領域
につき前記記憶デバイスから読み出してマージすることを特徴とする記憶装置の制御方法
。
【請求項１０】
　記憶装置のコンピュータに、
キャッシュメモリ上のデータを、上位装置のアクセス単位となるブロックデータを複数含
むページデータ単位に管理して、前記上位装置の記憶デバイスに対する入出力要求を処理
するキャッシュ制御ステップと、
　上位装置により更新された前記記憶デバイスの記憶データより新しい前記キャッシュメ
モリ上のダーティデータを前記記憶デバイスの前記記憶データの記憶されている箇所に書
き戻す際に、前記ダーティデータのページ内での不連続領域を判定した場合は、前記不連
続領域を前記記憶デバイスから読み出して前記ダーティデータにマージすることにより前
記キャッシュ上にページ連続データを生成して一つのコマンドで前記連続領域をページ単
位にライトバックするライトバック処理ステップと、
を実行させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、上位装置の記憶デバイスに対する入出力要求をキャッシュメモリを介して処
理する記憶装置、その制御方法及びプログラムに関し、特にキャッシュメモリ上で更新さ
れた最新のデータを記憶デバイスにライトバックする記憶装置、その制御方法及びプログ
ラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ホストからの入出力要求を処理するＲＡＩＤ装置にあっては、制御モジュールに
キャッシュメモリを設け、キャッシュメモリ上でホストからの入出力要求を処理するよう
にしている。
【０００３】
　このようなＲＡＩＤ装置のキャッシュデータはページ単位に管理されており、図１１の
ように、キャッシュページ１００は例えば６６，５６０バイトを１ページとして管理して
いる。
【０００４】
　キャッシュページ１００はホストのアクセス単位となる複数のブロック単位のユーザデ
ータで構成され、１ブロックのユーザデータは５１２バイトであり、５１２バイト毎に８
バイトのブロックチェックコード（ＢＣＣ）が付加され、この５２０バイトのブロックを
１２８ブロック単位で１ページとして管理し、このため１ページは５２０×１２８=６６
，５６０バイトとなる。
【０００５】
　またキャッシュページを管理するためにキャッシュバンドルエレメントＣＢＥと呼ばれ
るキャッシュ管理テーブルを用意する。キャッシュ管理テーブルには１ページごとに対応
する管理レコードが存在し、管理レコードは論理ユニット番号ＬＵＮ、論理ブロックアド
レスＬＢＡ、１ブロックを１ビットで対応したダーティデータを示す図１２（Ｂ）のダー
ティデータビットマップ１０４、及び同じく１ブロックを１ビットで対応した現在データ
の有無を示す図１２（Ａ）の現在データビットマップ１０２等を保持している。このキャ
ッシュ管理テーブルの１ページはＲＡＩＤグループを構成するディスク装置のストリップ
は１対１のサイズに合わせている。
【０００６】
　ＲＡＩＤ装置のキャッシュ制御にあっては、ホストからライト要求時にキャッシュペー
ジを必要分割り当てるが、ライトデータは必ず１ページ分の全て存在する分けではないた
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め、ページ内のライト処理で更新されたブロックについてダーティビットマップの対応す
るビットをビット１にセットしてダーティデータの有無を管理している。
【０００７】
　また従来のキャッシュ制御にあっては、キャッシュメモリ空き領域が不足した場合やＬ
ＲＵアルゴリズムにより古いキャッシュデータを追い出す際に、ページ内に存在するダー
ティデータをディスク装置に書き戻すライトバック処理を行う。
【特許文献１】特開平０５－３０３５２８号公報
【特許文献２】特開平０８－１１５１６９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、このような従来のキャッシュ制御処理にあっては、ページ内に存在する
ダーティデータをディスク装置にライトバックする場合、ダーティデータビットマップで
管理されたビット１となるブロックのみをディクス装置へライトするため、ページ内にダ
ーティデータのブロックが不連続に存在する場合、ビット１のかたまりとなる連続領域ご
とにライトコマンドを発行してディスク装置に書き込むこととなり、ディスク装置に対す
るコマンド処理の時間が長くなり、性能が低下する問題がある。
【０００９】
　本発明は、ページ内にダーティデータが不連続に存在してもライトバックのコマンド発
行数を必要最小限に抑えてライトバック処理時間を低減する記憶装置、その制御方法及び
プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　図１は本発明の原理説明図である。本発明は記憶装置を提供する。本発明の記憶装置は
、
　キャッシュメモリ上のデータを、上位装置のアクセス単位となるブロックデータを複数
含むページデータ単位に管理して上位装置の記憶デバイス２２に対する入出力要求を処理
するキャッシュ制御部４２と、
　上位装置により更新された記憶デバイス２２の記憶データより新しいキャッシュメモリ
上のダーティデータを記憶デバイスに書き戻す際に、ダーティデータのページ内での不連
続領域を判定した場合は、不連続領域を記憶デバイス２２から読み出してマージすること
により連続領域を生成してライトバックするライトバック処理部５４と、
を備えたことを特徴とする。
【００１１】
　ここで、ライトバック処理部は、３回以上のコマンド発行によるライトバック処理とな
る場合に、不連続領域を前記記憶デバイスから読み出してマージすることにより連続領域
を生成してページ単位にライトバックする。
【００１２】
　ライトバック処理部は、ページ内のダーティデータの分布として、ページ先端に最も近
い第１連続領域とページ末尾に最も近い第２連続領域の間に不連続領域を介して少なくと
も1つの第３連続領域が存在する場合に、第１連続領域と第２連続領域の間の第３連続領
域を含む不連続領域を判定して記憶デバイスから読み出し、不連続領域に存在する第３連
続領域以外の領域を読み出したデータでマージした連続領域を生成してライトバックする
。
【００１３】
　キャッシュ制御部は、ページ内におけるダーティデータの有無を各ブロック対応のビッ
トにより管理するダーティビットマップと、ページ内におけるデータの有無を各ブロック
対応のビットにより管理する現在データビットマップとを備え、ライトバック処理部は、
ダーティデータビットマップを参照してダーティデータのページ内での不連続領域を判定
し、不連続領域の一端又は両端について現在データビットマップから連続現在データを判
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別した場合は、残りの不連続領域につき記憶デバイスから読み出してマージする。
【００１４】
　記憶デバイスのストリップデータのサイズはキャッシュメモリのページサイズと同一と
する。
【００１５】
　本発明は記憶装置の制御方法を提供する。本発明による記憶装置の制御方法は、
　キャッシュメモリ上のデータを、上位装置のアクセス単位となるブロックデータを複数
含むページデータ単位に管理して、前記上位装置の記憶デバイスに対する入出力要求を処
理するキャッシュ制御ステップと、
　上位装置により更新された記憶デバイスの記憶データより新しいキャッシュメモリ上の
ダーティデータを記憶デバイスに書き戻す際に、ダーティデータのページ内での不連続領
域を判定した場合は、不連続領域を記憶デバイスから読み出してマージすることにより連
続領域を生成してライトバックするライトバック処理ステップと、
を備えたことを特徴とする。
【００１６】
　本発明は記憶装置のコンピュータで実行されるプログラムを提供する。本発明のプログ
ラムは、記憶装置のコンピュータに、
　キャッシュメモリ上のデータを、上位装置のアクセス単位となるブロックデータを複数
含むページデータ単位に管理して、上位装置の記憶デバイスに対する入出力要求を処理す
るキャッシュ制御ステップと、
　上位装置により更新された記憶デバイスの記憶データより新しいキャッシュメモリ上の
ダーティデータを記憶デバイスに書き戻す際に、ダーティデータのページ内での不連続領
域を判定した場合は、不連続領域を記憶デバイスから読み出してマージすることにより連
続領域を生成してライトバックするライトバック処理ステップと、
を実行させることを特徴とする。
【００１７】
　なお、本発明における記憶装置の制御方法及びプログラムの詳細は、本発明の記憶装置
の場合と基本的に同じになる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、ページ内に少なくとも３箇所以上に分かれてダーティデータが存在す
る場合であっても、不連続領域を記憶デバイスから読み出してマージするためのリードコ
マンドの発行と、読み出しによるマージで生成した連続領域を記憶デバイスに書き込むラ
イトコマンドの発行の２回のコマンド発行でライトバックすることができ、ページ内にダ
ーティデータが不連続に分散して存在しても、コマンド発生回数を２回に抑えてコマンド
処理時間を短縮し、装置全体としての性能向上に大きく寄与させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　図２は本発明が適用されるＲＡＩＤ装置のハードウェア構成のブロック図であり、大型
の装置構成を例にとっている。図２において、ＲＡＩＤ装置１０に対しては、フレーム系
ホスト１２とＵＮＩＸ（Ｒ）／ＡＩサーバ系ホスト１４が設けられている。
【００２０】
　ＲＡＩＤ装置１０内には、ＣＰＵ１５を備えたチャネルアダプタ１６、制御モジュール
１８－１～１８－４、バックエンドルータ２０－１，２０－２、記憶デバイスとして機能
するＲＡＩＤ構成をとるハードディスクドライブなどのディスク装置２２－１～２２－４
、更にフロントエンドルータ３２－１～３２－４を設けている。
【００２１】
　ＲＡＩＤ装置１０は最大構成で制御モジュールを８台実装することができるが、この例
にあっては制御モジュール１８－１～１８－４の４台構成とした場合を例にとっている。
チャネルアダプタ１６はＣＰＵ１５を備え、フレームワーク系ホスト１２を制御モジュー
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ル１８－１～１８－４に接続している。
【００２２】
　制御モジュール１８－１～１８－４には、制御モジュール１８－１に代表して示すよう
に、ＣＰＵ２４、チャネルアダプタ２６、キャッシュメモリ２８及びファイバチャネル３
０－１～３０－８が設けられている。チャネルアダプタ２６はＵＮＩＸ（Ｒ）／ＡＩサー
バ系ホスト１４を接続する。
【００２３】
　ＣＰＵ２４には、ホスト１２からのライトコマンド及びリードコマンドに対する入出力
要求をキャッシュメモリ２８上で処理して応答する入出力処理機能に加え、キャッシュメ
モリ２８の制御と管理、更にキャッシュメモリ２８からバックエンドルータ２０－１，２
０－２を介して、ディスク装置２２－１～２２－４に対するキャッシュデータのライトバ
ック、及びディスク装置２２－１～２２－４からのディスクデータのステージングなどを
プログラム制御により行っている。
【００２４】
　フロントエンドルータ３２－１～３２－４は、制御モジュール１８－１に対し他の制御
モジュール１８－２～１８－４を接続して、制御の多重化を図っている。またバックエン
ドルータ２０－１，２０－２に対しては制御モジュール１８－１～１８－４がそれぞれ接
続され、制御モジュール側のＣＰＵ２４によるＲＡＩＤ制御によるデータの入出力処理を
行っている。
【００２５】
　図３は本発明が適用されるＲＡＩＤ装置の他のハードウェア構成のブロック図であり、
図２の大型装置に対し規模の小さな小型あるいは中型装置とした場合を例にとっている。
図３において、ＲＡＩＤ装置１０は、ＣＰＵ１５を備えたチャネルアダプタ１６、二重構
成の制御モジュール１８－１，１８－２、及びＲＡＩＤ構成をとるディスク装置２２－１
～２２－３を備えている。制御モジュール１８－１，１８－２には、制御モジュール１８
－１に代表して示すように、ＣＰＵ２４、チャネルアダプタ２６、キャッシュメモリ２８
及びファイバチャネル３０－１～３０－８が設けられている。
【００２６】
　この小型及び中型に対応した図３のＲＡＩＤ装置１０は、図２のＲＡＩＤ装置１０から
バックエンドルータ２０－１，２０－２及びフロントエンドルータ３２－１～３２－４を
除いた規模の小さな構成であり、それ以外の構成は基本的に図２の実施形態と同じである
。
【００２７】
　図４は本発明によるＲＡＩＤ装置の機能構成のブロック図である。図４において、ＲＡ
ＩＤ装置１０の機能は、制御モジュール１８に設けているＣＰＵ２４のプログラム制御に
より実現され、図４の制御モジュール１８内に示すように、リソース処理部３４、キャッ
シュ処理部３６、ＲＡＩＤ制御部３８及びコピー処理部４０を構築している。
【００２８】
　キャッシュ処理部３６にはキャッシュ制御部４２、キャッシュ管理テーブル４４及びラ
イトバック処理部５４が設けられている。キャッシュ処理部３６の対象となる図２または
図３に示したキャッシュメモリ２８は、図１１に示したようにページ単位に管理されてお
り、ホスト側のアクセス単位である５１２バイトのユーザデータと８バイトのＢＣＣで構
成される５２０バイトのブロックデータを１２８ブロック備えた６６，５６０バイトで１
ページを構成している。
【００２９】
　このようなキャッシュメモリ上のページに対し、キャッシュ管理テーブル４４はページ
ごとにレコード管理を行っており、ページに対応したレコードは図示のように、論理ユニ
ット番号（ＬＵＮ）４６、論理ブロックアドレス（ＬＢＡ）４８、ダーティデータビット
マップ５０及び現在データビットマップ５２で構成されている。
【００３０】
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　ダーティデータビットマップ５０は１ページを構成する１２８ブロックのそれぞれを１
ビットに対応した１２８ビットデータで構成されており、ホストからのライトコマンドに
より更新が行われたブロックの対応ビットが１にセットされ、ダーティデータ以外のブロ
ックはビット０となっている。
【００３１】
　現在データビットマップ５２はダーティデータビットマップと同様、１ページを構成す
る１２８ブロックをビット対応で表した１２８ビットのビットマップであり、ダーティデ
ータを含めてデータの有無を示しており、データありでビット１、データなしでビット０
となっている。
【００３２】
　ライトバック処理部５４は、キャッシュ制御部４２から記憶デバイス２２に対するライ
トバック指示を受けた際に、対象となったページ内のダーティデータについて不連続領域
を判定した場合は、不連続領域を記憶デバイスは２２から読み出してマージすることによ
り連続領域を生成して、記憶デバイス２２にライトバックする。
【００３３】
　このライトバック処理にあっては、ページ内におけるダーティデータの分布状態により
、３回以上のコマンド発行によるライトバック処理となる場合に、不連続領域を記憶デバ
イスから読み出してマージすることにより連続領域を生成してライトバックする。
【００３４】
　具体的には、ページ内のダーティデータを２回のライトコマンドの発行で記憶デバイス
２２にライトバックできる場合には、そのままライトバック処理を終了し、ライトコマン
ドを３回以上発行する必要のある場合に限り、ページ内のダーティデータの不連続領域を
記憶デバイス２２から読み出してマージすることにより、ページ内で連続した１つのダー
ティデータの連続領域とし、記憶デバイス２２から不連続領域のデータを読み出すための
１回のリードコマンドの発行と、リードコマンドで読み出した不連続領域にデータをマー
ジすることで連続領域としたダーティデータの１回のライトコマンド発行によるライトバ
ックの合計２回のコマンド発行でライトバック処理を終了させるように処理する。
【００３５】
　図５は本発明のライトバック処理におけるダーティデータ、現在データ及びライトバッ
クデータのビットマップの説明図である。図５（Ａ）はダーティデータビットマップ５０
であり、この例では１ページの１２８ブロックに対応した１２８ビットデータのビット列
において、ビット１がダーティデータを表している。
【００３６】
　この例でダーティデータの分布は、ページ先頭側の２ブロックの連続領域５８－１、そ
の後ろに２ブロック空いた１ブロックとなる連続領域５８－２、更に末尾に複数ブロック
連続した連続領域５８－３の３つの領域に分かれており、その間にビット０となる不連続
領域を持っている。
【００３７】
　この図８（Ａ）のダーティデータビットマップ５０のダーティデータは、連続領域５８
－１，５８－２，５８－３ごとにライトコマンドを発行して記憶デバイス２８にライトバ
ックする必要があるため、コマンド発行が３回となる。このようにコマンド発行が３回以
上となった場合には、本発明によるライトバック処理が適用される。
【００３８】
　本発明のライトバック処理にあっては、図５（Ａ）のダーティデータビットマップ５０
について、ダーティデータの連続領域と記憶デバイス２８からの読出しによりマージを必
要とする不連続領域６０を判定する。この場合、ページ先頭側の連続領域５８－１とペー
ジ末尾側の連続領域５８－３に挟まれた連続領域５８－２を含む領域を不連続領域６０と
して判定する。
【００３９】
　次に図５（Ｂ）の現在データビットマップ５２を参照して、ダーティデータビットマッ
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プ５０から判定した不連続領域６０について現在データの有無を判定する。図５（Ｂ）の
現在データビットマップ５２にあっては、ダーティデータを含んで各ブロックのデータの
有無を示しており、連続領域５８－１，５８－２，５８－３はダーティデータであり、こ
れに加えて、連続領域５８－３の先頭側から前方に３ブロックの現在データがビット１と
して存在しており、この３ブロックの現在データ領域６２を図５（Ａ）で判定した不連続
領域６０から除去した不連続領域６４をリード対象として特定する。
【００４０】
　続いて図５（Ｂ）で特定された不連続領域６４について、記憶デバイス２８からデータ
を読み出し、図５（Ｃ）に示すようにダーティデータの連続領域５８－２を除くブロック
のリードデータを不連続領域６４にマージする。
【００４１】
　そして、図５（Ｃ）のライトバックビットマップ５６に示すように、１ページ分の全ブ
ロックをダーティデータとして、１回のライトコマンドの発行で記憶デバイスに対するラ
イトバック処理を行う。
【００４２】
　この結果、図５の場合には、図５（Ｂ）で生成した不連続領域６４を記憶デバイスから
読み出すためのリードコマンドの発行と、図５（Ｃ）の連続ブロックとなった１ページ分
のダーティデータをライトバックするための１回のライトコマンド発行の２回のコマンド
発行で、不連続領域を含むダーティデータのライトバックを完了することができる。
【００４３】
　図６は本発明のライトバック処理におけるダーティデータの不連続領域が現在データで
リカバリされて通常のライトバック処理となる場合の説明図である。図６（Ａ）は図５（
Ａ）のダーティデータビットマップ５０と同じであるが、図６（Ｂ）の現在データビット
マップ５２にあっては、ダーティデータビットマップ５０における連続領域５８－２と５
８－３の間の全ブロックにつき、現在データ連続領域６６でリカバリできている。
【００４４】
　その結果、図６（Ｃ）に示すように、ライトバックビットマップ５６にあってはダーテ
ィデータの連続領域は連続領域５８－１と５８－４の２つになっている。この場合には、
連続領域５８－１を記憶デバイス２８にライトバックするライトコマンドの発行と、連続
領域５８－４を記憶デバイス２８にライトバックするためには、ライトコマンドの発行の
２回のコマンド発行で済むことから、本発明による記憶デバイスからの読出しによるマー
ジは必要とせずに、そのまま従来と同様なライトバック処理とする。
【００４５】
　図７は本発明のライトバック処理から除外されるダーティデータのビットマップ説明図
である。図７（Ａ）のダーティデータビットマップ５０にあっては、ページの先頭の連続
領域５８－１と末尾の連続領域５８－２の間が不連続領域６０となっており、この場合に
も連続領域５８－１と連続領域５８－２のそれぞれをライトバックする２回のライトコマ
ンドの発行で済むことから、本発明のライトバック処理は適用されない。
【００４６】
　図７（Ｂ）のダーティデータビットマップ５０にあっては、ページ内の前半が不連続領
域６０、後半が連続領域５８となった場合であり、この場合には連続領域５８について１
回のライトコマンドの発行でライトバックできることから、本発明によるライトバック処
理は適用されない。
【００４７】
　図８はキャッシュメモリのライトバックの際に出現するダーティデータのページ内の分
布パターンをまとめて示した説明図である。図８（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ）は本発明によ
るライトバック処理が適用されるダーティデータの分布パターンであり、残り図８（Ｅ）
（Ｆ）（Ｇ）（Ｈ）（Ｉ）は本発明のライトバック処理が除外されるダーティデータ分布
パターンである。
【００４８】
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　図８（Ａ）は図５（Ａ）と同じ分布パターンであり、ページ先頭側に連続領域５８－１
が存在し、ページ末尾に連続領域５８－３が存在し、その間に不連続領域６６－１，６６
－２を介して連続領域５８－２が存在している。
【００４９】
　この場合には、先頭側の連続領域５８－１の直後から末尾側の連続領域５８－３の先頭
直前までの連続領域５８－２を含む領域を不連続領域６０として記憶デバイス２８からデ
ータをリードして、連続領域５８－２を除いた連続領域６６－１，６６－２にマージし、
１ページ全体を１回のライトコマンドでライトバックする。
【００５０】
　図８（Ｂ）は、ページ先頭が不連続領域６６－１となって、その後ろに連続領域５８－
１、不連続領域６６－２、連続領域５８－２、不連続領域６６－３及び連続領域５８－３
が分布した場合である。
【００５１】
　この場合には、不連続領域６０で示す連続領域５８－２を含む領域について記憶デバイ
ス２８からリードして、不連続領域６６－２，６６－３にマージし、連続領域５８－１か
らページ末尾までの領域を１回のライトコマンドでライトバックする。
【００５２】
　図８（Ｃ）はページ末尾が不連続領域６６－３となった場合であり、ページ手前側に連
続領域５８－１，５８－２，５８－３と不連続領域６６－１，６６－２が交互に存在して
いる。
【００５３】
　この場合にも、連続領域５８－２を含む不連続領域６０につき、記憶デバイス２８から
データをリードして不連続領域６２－１，６２－２をマージし、連続領域５８－１から連
続領域５８－３までの領域のデータを１回のライトコマンドでライトバックする。
【００５４】
　図８（Ｄ）はページ先頭とページ末尾がそれぞれ不連続領域６６－１，６６－４となっ
た場合であり、その間に連続領域５８－１，５８－２，５８－３と不連続領域６６－２，
６６－３が交互に存在している。
【００５５】
　この場合には、連続領域５８－２を含む不連続領域６０を記憶デバイス２２からリード
して不連続領域６６－２，６６－３をマージし、連続領域５８－１から連続領域５８－３
までのブロックのデータを１回のライトコマンドでライトバックする。
【００５６】
　この図８（Ａ）～（Ｄ）の本発明のライトバック処理が適用されるダーティデータの分
布パターンをまとめると、ページ内のダーティデータの分布として、ページ先端に最も近
い第１連続領域５８－１とページ末尾に最も近い第２連続領域５８－３の間に、不連続領
域６６－２，６６－３を介して少なくとも１つの第３連続領域５８－２が存在する場合に
、第１連続領域５８－１と第２連続領域の間の第３連続領域５８－２を含む不連続領域６
０を判定して記憶デバイス２８から読み出し、不連続領域６０に存在する第３連続領域５
８－２以外の領域６６－２，６６－３を、読み出したデータのマージにより連続領域を作
成してライトバックする、ということができる。
【００５７】
　図８（Ｅ）はページ全領域がダーティデータの場合であり、１回のライトコマンドで済
むことから、本発明のライトバック処理からは除外される。図８（Ｆ）は先頭側が連続領
域５８－１、末尾側が不連続領域６６－１となった場合であり、１回のライトコマンドで
連続領域５８－１のライトバックが可能であることから、本発明のライトバック処理から
は除外される。
【００５８】
　図８（Ｇ）は図７（Ｂ）と同じパターンであり、１回の連続領域５８－１のライトバッ
クで済むことから、本発明のライトバック処理からは除外される。図８（Ｈ）は連続領域
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５８－１の前後に不連続領域６６－１，６６－２が存在した場合であり、この場合にも連
続領域５８－１を１回のライトコマンドでライトバックできることから、本発明のライト
バック処理からは除外される。
【００５９】
　図８（Ｉ）は連続領域５８－１，５８－２の間に不連続領域６６－１が存在した場合で
あり、図７（Ａ）と同じ分布パターンであり、連続領域５８－１，５８－２のそれぞれの
ライトバックで２回のライトコマンドの発行で済むことから、本発明のライトバック処理
からは除外される。
【００６０】
　なお図８（Ａ）～（Ｄ）は、先頭側の連続領域５８－１と末尾側の連続領域５８－３の
間に不連続領域６６－１，６６－２を介して連続領域５８－２が存在した場合を例にとる
ものであったが、ヘッド側の連続領域５８－１と末尾側の連続領域５８－３の間に不連続
領域を間に介して交互に存在する連続領域の数は、複数であっても全く同様に本発明のラ
イトバック処理が適用されることになる。
【００６１】
　図９は本発明によるライトバック処理のフローチャートである。図９において、ライト
バック処理は、ステップＳ１でライトバックの対象となったページのダーティデータビッ
トマップからダーティデータの連続領域と不連続領域を判定する。続いてステップＳ２で
ダーティデータは全て連続データか否かチェックし、もし連続データであればステップＳ
１１に進み、そのままディスクライト処理を実行する。
【００６２】
　ステップＳ２でダーティデータがページ内で不連続であった場合には、ステップＳ３に
進み、ライトバック処理のコマンド発行回数は３回以上か否かチェックする。３回未満即
ち１回または２回であった場合には、ステップＳ１１に進み、そのままディスクライト処
理を実行する。
【００６３】
　コマンド発行回数が３回以上の場合にはステップＳ４に進み、対象データの現在データ
ビットマップを判定し、ステップＳ５で不連続領域が現在データにより全て連続領域とし
て存在することになるか否かチェックする。もし不連続領域が全て現在データの連続領域
としてリカバリされた場合には、ステップＳ１１に進み、そのままディスクライト処理を
実行する。
【００６４】
　不連続領域が現在データにより全て連続領域とならない場合には、ステップＳ６に進み
、不連続領域の一端または両端に続く現在データは存在するか否かチェックする。もし存
在すれば、ステップＳ７で現在データの存在領域を除いた不連続領域を生成する。存在し
ない場合はステップＳ９へ進む。
【００６５】
　この新たに生成した不連続領域について、ステップＳ８でライトバック処理のコマンド
回数が３回以上か否かチェックする。もし３回未満即ち１回または２回であれば、ステッ
プＳ１１でそのままディスクライト処理を実行する。
【００６６】
　コマンド回数が３回以上の場合には、ステップＳ９で不連続領域をディスク装置からリ
ードし、ステップＳ１０でリードデータをキャッシュデータにマージする。もちろんダー
ティデータについては、マージは行わない。そしてステップＳ１１で連続データとなった
ダーティデータについてディスクライト処理を実行する。
【００６７】
　図１０は図９のステップＳ１におけるダーティビットマップの判定処理のフローチャー
トであり、判定結果として記憶デバイスからデータを読み出してマージする不連続領域が
存在するか、そのままライトバックできる不連続領域なしとするかの判定結果を得る。
【００６８】
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　図１０において、まずステップＳ１でダーティデータビットマップを先頭から１ビット
ずつビットサーチを開始する。続いてステップＳ２でエンドビットか否かチェックしてお
り、エンドビットに達するまでは、ステップＳ３でビット変化がビット１からビット０と
なったか否かチェックしている。
【００６９】
　このビット１からビット０への変化は、ダーティデータの連続領域から不連続領域への
境界を検出している。ステップＳ３でビット１からビット０へのビット変化が検出される
と、ステップＳ４に進み、不連続領域開始位置を登録し、ステップＳ５へ進む。
【００７０】
　なお、ステップＳ２でステップＳ３のビット変化を検出することなくエンドビットに達
した場合には、ステップＳ１３に進み、不連続領域なしと判定する。
【００７１】
　ステップＳ５のビットサーチに続いて、ステップＳ６でエンドビットへの到達をチェッ
クした後、ステップＳ７でビット変化がビット０からビット１となったか否かチェックし
ている。このビットが０から１に変化する状態は、ダーティデータの不連続領域から連続
領域への境界を検出している。
【００７２】
　ステップＳ７でビットがビット０からビット１に変化した場合には、ステップＳ８に進
み、不連続領域終了位置を登録または更新する。即ち、最初の不連続領域位置の検出につ
いては登録し、２回目以降については前に登録した不連続領域終了位置を新たに検出した
終了位置に更新する。
【００７３】
　続いて、ステップＳ９でカウンタＡを１つカウントアップする。カウンタＡの初期値は
Ａ＝０である。このカウンタＡは連続領域の間に存在する不連続領域の数をカウントして
いる。続いて、ステップＳ１０で再度ビットサーチを開始し、ステップＳ１１でエンドビ
ットか否かチェックし、ステップＳ１２でビット０からビット１へのビット変化、即ち２
回目以降の不連続領域から連続領域への境界位置の検出を行っている。
【００７４】
　ステップＳ１２で再度、ビット０からビット１への変化を検出すると、ステップＳ８に
戻り、不連続領域終了位置を前回の登録位置から新たに検出した登録位置に更新した後、
ステップＳ９でカウンタＡを１つカウントアップし、再びステップＳ１０でビットサーチ
に入る。
【００７５】
　ステップＳ１０～Ｓ１２におけるビットサーチの間に、ステップＳ１１でエンドビット
への到達が判別されると、ステップＳ１４に進み、不連続領域を計数しているカウンタＡ
の値が２以上か否かチェックし、２以上であればステップＳ１５に進み、ステップＳ４で
検出した不連続領域開始位置からステップＳ８で更新している不連続領域終了位置までの
分布を持つ不連続領域を判定して、図９のメインルーチンにリターンする。
【００７６】
　ステップＳ１４でカウンタＡが２未満であった場合には、ステップＳ１６で不連続領域
はないものと判断して、ステップＳ９にリターンする。
【００７７】
　図９にリターンした場合、不連続領域なしについてはステップＳ２の全データが連続デ
ータであるとの判断、あるいはステップＳ３におけるライトバック処理のコマンド発行回
数が３回以上との判断で３回未満と判定され、本発明によるライトバック処理をスキップ
して、ステップＳ１１でそのまま従来と同じディスクライト処理を行うことになる。
【００７８】
　ここで図１０のビットマップ判定処理を例えば図８（Ａ）のダーティデータ分布パター
ンについて具体的に説明すると、次のようになる。
【００７９】
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　まずステップＳ１～Ｓ３の処理により、ページ内の先頭側の連続領域５８－１から次の
不連続領域６６－１の境界におけるビット１からビット０への変化をステップＳ３で検出
し、ステップＳ４で不連続領域６０の開始位置を登録する。
【００８０】
　続いてステップＳ５で不連続領域６６－１のビットサーチを行い、ステップＳ６を介し
て、ステップＳ７で不連続領域６６－１の末尾から連続領域５８－２の先頭へのビット０
からビット１への変化を検出し、ステップＳ８で不連続領域６６－１の最後のビットを不
連続領域終了位置として登録する。
【００８１】
　続いて、ステップＳ９でカウンタＡを１つカウントアップしてＡ＝１とすることで不連
続領域６６－１の数を計数した後、ステップＳ１０で連続領域５８－２のビットサーチを
開始する。
【００８２】
　このビットサーチにあっては、ステップＳ１２でビット０からビット１への変化はない
ことから、そのまま不連続領域６６－２のビットサーチに入り、不連続領域６６－２の最
終ビットと次の連続領域５８－１の先頭ビットのビットサーチでステップＳ１２のビット
０からビット１への変化が検出され、ステップＳ８で不連続領域６６－２の最終ビットを
不連続領域終了位置として、前回の登録位置を更新し、ステップＳ９でカウンタＡを１つ
カウントアップしてＡ＝２とし、不連続領域の数を計数する。
【００８３】
　続いて連続領域５８－３のビットサーチをステップＳ１０で繰り返していると、１２８
ビット目のビットサーチでステップＳ１１のエンドビット判別が行われ、ステップＳ１４
に進み、カウンタＡを判定すると、Ａ＝２であることから、ステップＳ１５に進み、ステ
ップＳ４の開始位置とステップＳ８の終了位置を持つ不連続領域６０を判定することがで
きる。もちろん、本発明が対象とするダーティデータの分布パターンの判定は図１０のビ
ットマップ判定処理によらず、適宜のパターン判定の手法を適用することができる。
【００８４】
　また本発明はＲＡＩＤ装置のＣＰＵ２４で実行されるプログラムを提供するものであり
、図９のフローチャート及び図１０に示したフローチャートに従った手順でプログラムを
実現することができる。
【００８５】
　なお本発明は、その目的と利点を損なうことのない適宜の変形を含み、更に上記の実施
形態に示した数値による限定は受けない。
【００８６】
　ここで本発明の特徴をまとめて列挙すると次の付記のようになる。
（付記）
　（付記１）
　キャッシュメモリ上のデータを、上位装置のアクセス単位となるブロックデータを複数
含むページデータ単位に管理して、前記上位装置の記憶デバイスに対する入出力要求を処
理するキャッシュ制御部と、
上位装置により更新された前記記憶デバイスの記憶データより新しい前記キャッシュメモ
リ上のダーティデータを前記記憶デバイスに書き戻す際に、前記ダーティデータのページ
内での不連続領域を判定した場合は、不連続領域を前記記憶デバイスから読み出してマー
ジすることにより連続領域を生成してライトバックするライトバック処理部と、
を備えたことを特徴とする記憶装置。（１）
【００８７】
　（付記２）
　付記１記載の記憶装置に於いて、前記ライトバック処理部は、３回以上のコマンド発行
によるライトバック処理となる場合に、不連続領域を前記記憶デバイスから読み出してマ
ージすることにより連続領域を生成してライトバックすることを特徴とする記憶装置。（
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２）
【００８８】
　（付記３）
　付記１記載の記憶装置に於いて、前記ライトバック処理部は、ページ内のダーティデー
タの分布として、ページ先端に最も近い第１連続領域とページ末尾に最も近い第２連続領
域の間に不連続領域を介して少なくとも1つの第３連続領域が存在する場合に、前記第１
連続領域と第２連続領域の間の第３連続領域を含む不連続領域を判定して前記記憶デバイ
スから読み出し、前記不連続領域に存在する第３連続領域以外の領域を読み出したデータ
のマージにより連続領域を生成してライトバックすることを特徴とする記憶装置。（３）
【００８９】
　（付記４）
　付記３記載の記憶装置に於いて、前記キャッシュ制御部は、
前記ページ内におけるダーティデータの有無を各ブロック対応のビットにより管理するダ
ーティビットマップと、
前記ページ内におけるデータの有無を各ブロック対応のビットにより管理する現在データ
ビットマップと、
を備え、
前記ライトバック処理部は、前記ダーティデータビットマップを参照してダーティデータ
のページ内での前記不連続領域を判定し、前記不連続領域の一端又は両端について前記現
在データビットマップから連続現在データを判別した場合は、残りの不連続領域につき前
記記憶デバイスから読み出してマージすることを特徴とする記憶装置。（４）
【００９０】
　（付記５）
　付記１記載の記憶装置に於いて、前記記憶デバイスのストリップデータのサイズを前記
キャッシュメモリのページサイズと同一としたことを特徴とする記憶装置。（５）
【００９１】
　（付記６）
　記憶装置の制御方法に於いて、
キャッシュメモリ上のデータを、上位装置のアクセス単位となるブロックデータを複数含
むページデータ単位に管理して、前記上位装置の記憶デバイスに対する入出力要求を処理
するキャッシュ制御ステップと、
上位装置により更新された前記記憶デバイスの記憶データより新しい前記キャッシュメモ
リ上のダーティデータを前記記憶デバイスに書き戻す際に、前記ダーティデータのページ
内での不連続領域を判定した場合は、不連続領域を前記記憶デバイスから読み出してマー
ジすることによりページ連続データを生成してページ単位にライトバックするライトバッ
ク処理ステップと、
を備えたことを特徴とする記憶装置の制御方法。（６）
【００９２】
　（付記７）
　付記６記載の記憶装置の制御方法に於いて、前記ライトバック処理ステップは、３回以
上のコマンド発行によるライトバック処理となる場合に、不連続領域を前記記憶デバイス
から読み出してマージすることによりページ連続データを生成してページ単位にライトバ
ックすることを特徴とする記憶装置の制御方法。（７）
【００９３】
　（付記８）
　付記６記載の記憶装置の制御方法に於いて、前記ライトバック処理ステップは、ページ
内のダーティデータの分布として、ページ先端に最も近い第１連続領域とページ末尾に最
も近い第２連続領域の間に不連続領域を介して少なくとも1つの第３連続領域が存在する
場合に、前記大地連続領域と第２連続領域の間の第３連続領域を含む不連続領域を判定し
て前記記憶デバイスから読み出し、前記不連続領域に存在する第３連続領域以外の領域を
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読み出したデータのマージにより連続領域を生成してライトバックすることを特徴とする
記憶装置の制御方法。（８）
【００９４】
　（付記９）
　付記８記載の記憶装置の制御方法に於いて、前記キャッシュ制御ステップは、
前記ページ内におけるダーティデータの有無を各ブロック対応のビットにより管理するダ
ーティビットマップと、
前記ページ内におけるデータの有無を各ブロック対応のビットにより管理する現在データ
ビットマップと、
を生成し、
前記ライトバック処理ステップは、前記ダーティデータビットマップを参照してダーティ
データのページ内での前記不連続領域を判定し、前記不連続領域の一端又は両端について
前記現在データビットマップから連続現在データを判別した場合は、残りの不連続領域に
つき前記記憶デバイスから読み出してマージすることを特徴とする記憶装置の制御方法。
（９）
【００９５】
　（付記１０）
　付記６記載の記憶装置の制御方法に於いて、前記記憶デバイスのストリップデータのサ
イズを前記キャッシュメモリのページサイズと同一としたことを特徴とする記憶装置の制
御方法。
【００９６】
　（付記１１）
　記憶装置のコンピュータに、
キャッシュメモリ上のデータを、上位装置のアクセス単位となるブロックデータを複数含
むページデータ単位に管理して、前記上位装置の記憶デバイスに対する入出力要求を処理
するキャッシュ制御ステップと、
上位装置により更新された前記記憶デバイスの記憶データより新しい前記キャッシュメモ
リ上のダーティデータを前記記憶デバイスに書き戻す際に、前記ダーティデータのページ
内での不連続領域を判定した場合は、不連続領域を前記記憶デバイスから読み出してマー
ジすることによりページ連続データを生成してページ単位にライトバックするライトバッ
ク処理ステップと、
を実行させることを特徴とするプログラム。（１０）
【００９７】
　（付記１２）
　付記１１記載のプログラムに於いて、前記ライトバック処理ステップは、３回以上のコ
マンド発行によるライトバック処理となる場合に、不連続領域を前記記憶デバイスから読
み出してマージすることによりページ連続データを生成してページ単位にライトバックす
ることを特徴とするプログラム。
【００９８】
　（付記１３）
　付記１１記載のプログラムに於いて、前記ライトバック処理ステップは、ページ内のダ
ーティデータの分布として、ページ先端に最も近い第１連続領域とページ末尾に最も近い
第２連続領域の間に不連続領域を介して少なくとも1つの第３連続領域が存在する場合に
、前記大地連続領域と第２連続領域の間の第３連続領域を含む不連続領域を判定して前記
記憶デバイスから読み出し、前記不連続領域に存在する第３連続領域以外の領域を読み出
したデータのマージにより連続領域を生成してライトバックすることを特徴とするプログ
ラム。
【００９９】
　（付記１４）
　付記１３記載のプログラムに於いて、前記キャッシュ制御ステップは、
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前記ページ内におけるダーティデータの有無を各ブロック対応のビットにより管理するダ
ーティビットマップと、
前記ページ内におけるデータの有無を各ブロック対応のビットにより管理する現在データ
ビットマップと、
を生成し、
前記ライトバック処理ステップは、前記ダーティデータビットマップを参照してダーティ
データのページ内での前記不連続領域を判定し、前記不連続領域の一端又は両端について
前記現在データビットマップから連続現在データを判別した場合は、残りの不連続領域に
つき前記記憶デバイスから読み出してマージすることを特徴とするプログラム。
【０１００】
　（付記１５）
　付記１１記載のプログラムに於いて、前記記憶デバイスのストリップデータのサイズを
前記キャッシュメモリのページサイズと同一としたことを特徴とするプログラム。
【図面の簡単な説明】
【０１０１】
【図１】本発明の原理説明図
【図２】本発明が適用されるＲＡＩＤ装置のハードウェア構成のブロック図
【図３】本発明が適用されるＲＡＩＤ装置の他のハードウェア構成のブロック図
【図４】本発明によるＲＡＩＤ装置の機能構成のブロック図
【図５】本発明のライトバック処理におけるダーティデータ、現在データ及びライトバッ
クデータのビットマップの説明図
【図６】本発明のライトバック処理におけるダーティデータの不連続領域が現在データで
リカバリされた場合のビットマップ説明図
【図７】本発明のライトバック処理から除外されるダーティデータのビットマップ説明図
【図８】ライトバックの際に出現するダーティデータの分布パターンをまとめて示した説
明図
【図９】本発明によるライトバック処理のフローチャート
【図１０】図９のステップＳ１におけるダーティビットマップの判定処理のフローチャー
ト
【図１１】従来装置におけるキャッシュページのレコード構造の説明図
【図１２】従来のキャッシュ管理テーブルに設けたダーティビットマップと現在データビ
ットマップの説明図
【符号の説明】
【０１０２】
１０：ＲＡＩＤ装置
１２：ホスト（メインフレーム系）
１４：ホスト（ＵＮＩＸ（Ｒ）／ＡＩサーバ系）
１５，２４：ＣＰＵ
１６，２６：チャネルアダプタ
１８，１８－１～１８－４：制御モジュール
２０－１，２０－２：バックエンドルータ
２２：記憶デバイス
２２－１～２２－４：ディスク装置
２８：キャッシュメモリ
３０－１～３０－８：ファイバチャネル
３２－１～３２－４：フロントエンドルータ
３４：リソース処理部
３６：キャッシュ処理部
３８：ＲＡＩＤ制御部
４０：コピー処理部
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４２：キャッシュ制御部
４４：キャッシュ管理テーブル
４６：論理ユニット番号（ＬＵＮ）
４８：論理ブロックアドレス（ＬＢＡ）
５０：ダーティデータビットマップ
５２：現在データビットマップ
５４：ライトバック処理部
５６：ライトバックビットマップ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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