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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のＲＡＩＤグループを有するストレージ装置と複数のサーバと管理サーバとを含む
システムにおける性能情報提供方法であって、
　前記複数のＲＡＩＤグループを用いて前記ストレージ装置に複数の論理ボリュームを定
義し、前記複数のサーバからアクセス可能とする、前記ストレージ装置の論理ボリューム
定義ステップと、
　前記複数の論理ボリュームを、前記複数のサーバで実行する複数の業務プログラムが利
用可能とする複数のボリュームとしてマウントする、前記複数のサーバのマウントステッ
プと、
　前記複数のボリュームの性能情報を収集し、前記管理サーバの性能情報リポジトリに格
納させる、前記複数のサーバのボリューム性能情報収集ステップと、
　前記複数のボリュームと前記複数の論理ボリュームと前記複数のＲＡＩＤグループとの
対応情報を前記管理サーバの前記性能情報リポジトリへ格納する、前記管理サーバのサー
バ－ストレージマッピング情報収集ステップと、
　前記複数のＲＡＩＤグループから第一のＲＡＩＤグループを指定した第一の要求を受信
し、前記性能情報リポジトリに格納した前記対応情報を元に前記第一のＲＡＩＤグループ
に対応する一つ以上の論理ボリュームを前記複数の論理ボリュームから選択し、前記選択
した一つ以上の論理ボリュームに対応する一つ以上のボリュームを前記複数のボリューム
から選択し、前記性能情報リポジトリに格納した前記性能情報のうち、前記選択した一つ
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以上のボリュームに関する情報と前記指定された第一のＲＡＩＤグループに関する情報を
出力する、前記管理サーバのボリューム性能情報出力ステップと、
　を有することを特徴とする性能情報提供方法。
【請求項２】
　請求項１記載の性能情報提供方法であって、
　前記性能情報リポジトリに格納した前記対応情報は、前記複数のサーバが前記複数のボ
リュームを指定してＳＣＳＩインクワイアリを発行することによって取得した情報を含む
ことを特徴とする性能情報提供方法。
【請求項３】
　請求項１記載の性能情報提供方法であって、
　前記性能情報リポジトリに格納した前記性能情報は、前記複数のボリューム毎の複数の
時点における性能値を含み、
　第二の要求を受信し、前記第一のＲＡＩＤグループに関する前記一つ以上のボリューム
に関する複数の時点における性能値を前記性能情報から出力する、前記管理サーバのボリ
ューム性能履歴情報出力ステップと、
　を有することを特徴とする性能情報提供方法。
【請求項４】
　請求項１乃至３記載の性能情報提供方法であって、
　前記複数のＲＡＩＤグループに関するＩＯＰＳまたは毎秒当たりの転送データ量の値を
収集し、前記管理サーバの前記性能情報リポジトリに格納させる、前記ストレージ装置の
ストレージ性能情報収集ステップと、
　前記性能情報リポジトリに格納した前記複数のＲＡＩＤグループに関するＩＯＰＳまた
は毎秒あたりの転送データ量の値のうち、前記第一のＲＡＩＤグループに関する値を出力
する、前記管理サーバのＲＡＩＤグループ性能情報出力ステップと、
　を有することを特徴とする性能情報提供方法。
【請求項５】
　請求項１乃至４記載の性能情報提供方法であって、前記性能情報は前記複数のボリュー
ムに関するＩＯＰＳまたは毎秒あたりの転送データ量の値を含むことを特徴とする性能情
報提供方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、サーバとストレージ装置の性能情報を表示/分析するシステムに関するもので
ある。
【０００２】
【従来の技術】
近年、SAN(Storage Area Network)技術の発展により、単一のストレージ装置を複数のサ
ーバで共有して利用する構成が増えている。このような構成が増えているのは、バックア
ップや障害管理などの運用業務の局所化が容易になり、運用管理コストを圧縮することが
できるからである。
【０００３】
しかしながら一方で、単一のストレージ装置を、複数のサーバで共有することにより、ボ
リュームの割り当てやストレージの性能管理は複雑になる。ＳＡＮ環境におけるボリュー
ム割り当てを簡易化する方法を開示したものがある(特許文献１参照)。
【０００４】
【特許文献１】
米国特許出願公開第２００３／００５１１１９号
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
コンピュータシステムにおいて、ストレージ装置はCPU内のキャッシュやメモリと比較す



(3) JP 4421230 B2 2010.2.24

10

20

30

40

50

ると低速な記憶媒体であるため、しばしばストレージ装置がシステム全体のボトルネック
となることがある。このため、ストレージ装置ができるだけ高い性能を出せるよう、シス
テムの構築フェーズや、運用フェーズで、各種性能指標値を取得し、所定の性能値が得ら
れているかなどを分析することは重要である。
【０００６】
単一のストレージ装置を複数のサーバで共有して利用するような構成では、ストレージ装
置内の特定のリソースに対して複数サーバからのI/O処理が重複し、その結果深刻な性能
劣化を引き起こす場合がある。
【０００７】
例えば、ストレージ装置内部の特定の物理ディスクグループに複数のサーバからのI/O負
荷が集中し、そのI/O競合によって、サーバ側から見たI/O性能が十分に出ないというのが
その例である
ストレージ装置が提供しているツールにより、ストレージ装置内の特定のリソースが処理
しているI./O量を閲覧/分析することができる。しかしながら、この方法では、ストレー
ジ装置の外側の設定によって引き起こされるI/O競合性能問題の原因の特定、すなわち具
体的にはストレージ装置内の特定のリソースにI/O負荷をかけているサーバ郡や性能のボ
トルネックとなっている部分を特定することは困難であった。
【０００８】
本発明の目的は、上記の問題を解決し、ストレージ装置内のリソース上でI/Oの競合を引
き起こしているサーバ群や性能のボトルネックとなっている部分の特定を容易にする方法
を提供することである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明のコンピュータを用いた性能情報表示方法であって、前記コンピュータは、予め記
憶装置に格納されたストレージ装置の情報と前記ストレージ装置を利用する複数の機器の
情報とを読み出し、前記読み出した情報にもとづいて、前記ストレージ装置の識別子と前
記ストレージ装置を利用する複数の機器の識別子とを画面に表示し、前記表示したストレ
ージ装置の識別子を選択する指示を受け付け、前記受付けた指示と前記読み出した情報に
もとづいて、前記選択されたストレージ装置を利用する複数の機器の性能情報を関連づけ
て表示することを特徴とする。
【００１０】
本発明は、ストレージ装置内部の特定のリソースを起点に、そのリソースに負荷をかけて
いるサーバ群の性能指標値を一挙に表示する方法を提供する。具体的には、本発明を実施
した性能管理ツールは、ストレージ装置とサーバ間のマッピング情報とサーバ郡の性能情
報を収集する。本性能管理ツールは、ユーザからの指示があると、特定のストレージ装置
内のリソースを利用しているサーバ群を、ストレージ装置とサーバ間のマッピング情報か
ら検索して検出し、そのサーバ郡の性能データのみに絞り込んだI/O競合のレポートを作
成する。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下に、複数のサーバがストレージ装置を共用しているSANシステムにおける、本発明の
１実施形態について説明する。以下の実施形態におけるSANシステムの例は、本実施例の
説明に不要な機能や詳細を省略しているため、一般的なSANシステムに比べ単純化されて
いるが、本実施例の適用範囲が制限されるものではない。
【００１２】
図１は本実施形態のSANシステムの構成を示す図である。本SANシステムは、ストレージ装
置Ａ：１２０と、サーバＡ：１１０ＡとサーバＢ：１１０Ｂからなるサーバ群と、サーバ
群とストレージ装置を接続するＳＡＮ：１４０と、管理サーバ：１３０と、サーバ群およ
びストレージ装置と管理サーバを接続するＬＡＮ：１５０を含む。サーバは、プログラム
が実行されるコンピュータや、コンピュータの機能を用いる端末装置であってもよいし、
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その他のものでもよい。
【００１３】
サーバ群およびストレージ装置Ａは、それぞれの性能情報を、ＬＡＮ：１５０を経由して
、管理サーバ：１３０に送信し、管理サーバ：１３０はその性能情報を内部の２次記憶装
置に格納している。
【００１４】
サーバＡ：１１０Ａは、ＨＢＡ：１１４を介して、ＳＡＮ：１４０に接続している。サー
バＡ：１１０Ａは、ストレージ装置Ａ：１２０から提供されるボリュームをマウントする
ボリュームマウント機能：１１１Ａと、マウントされたボリュームを利用して業務処理を
行う業務プログラム：１１２Ａと、サーバボリュームの性能情報を収集するサーバ性能情
報収集プログラム：１０１を実行している。
【００１５】
サーバＢ：１１０ＢもサーバＡと同様に、ＨＢＡを介してＳＡＮ：１４０に接続しており
、ボリュームマウント機能と業務プログラムとサーバ性能情報収集プログラムを実行して
いる。尚、ここではネットワークの一例としてＳＡＮ、ＬＡＮを用いて説明するが、これ
以外のもの(NAS(Network Attached Storage)等)を用いてもよい。
【００１６】
ストレージ装置Ａ：１２０は、ポートＡ：１２３およびポートＢ：１２４を介してＳＡＮ
：１４０に接続している。ストレージ装置Ａ：１２０の内部では、ＳＡＮ側にボリューム
を提供する、ボリューム提供機能：１２１と、ストレージ装置の性能情報を収集する、ス
トレージ性能情報収集プログラム：１０２が実行される。
【００１７】
本実施例では、簡単のために、ストレージ装置を１台とし、かつストレージ装置Ａ：１２
０が提供しているボリュームを利用しているサーバ群を、サーバＡ：１１０ＡとサーバＢ
：１１０Ｂの２台のみとしているが、ストレージ装置台数や、サーバ台数がもっと多い構
成においても適用可能である。
【００１８】
管理サーバ：１３０は、２次記憶装置：１６１、主記憶装置：１６２、通信装置：１６３
、ＣＰＵ：１６４、表示装置：１６５、キーボード：１６６、マウス：１６７の装置を含
む。また、図示を省略したが、ストレージ装置に格納されているデータをサーバが認識す
るために必要なファイルシステム等の機能も含んでいる。
【００１９】
２次記憶装置：１６１には、サーバ群および、ストレージ装置Ａ：１２０の性能情報を保
存する、性能情報リポジトリ：１０３が格納されている。主記憶装置：１６２には、オペ
レーティングシステム：１６８が格納されている。オペレーティングシステム：１６８の
内部では、性能情報リポジトリ：１０３に蓄積された性能情報を分析し、表示装置１６５
に表示する、性能情報分析プログラム：１０４が実行される。
【００２０】
図２は、ストレージ装置Ａ：１２０のボリューム提供機能と、サーバ群のボリュームのマ
ウント機能について説明した図である。
【００２１】
まず、ボリューム提供機能について説明する。本実施例における、ボリューム提供機能１
２０は、ストレージ装置Ａ：１２０内の物理ディスク群の可用性を、RAID(Redundant Arr
ay of Independent Disks)の構成にすることによって高め、RAID構成された仮想的なディ
スクであるRAIDグループを上位のサーバから使いやすい大きさにスライスし、スライスさ
れた結果である論理ボリュームがポートを介してＳＡＮ側から使えるようにする機能を提
供している。このように、複数のディスクを組み合わせることで、ディスクアクセスの高
速化を図ることや、ディスクの故障などに対する耐障害性を高めることが可能となる。
【００２２】
具体的には、本実施例におけるストレージ装置Ａ：１２０は、８個の物理ディスク、すな
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わち物理ディスクＡ：２４０Ａと、物理ディスクＢ：２４０Ｂと、物理ディスクＣ：２４
０Ｃと、物理ディスクＤ：２４０Ｄと、物理ディスクＥ：２４０Ｅと、物理ディスクＦ：
２４０Ｆと、物理ディスクＧ：２４０Ｇと、物理ディスクＨ：２４０Ｈを保持している。
本実施例では、ボリューム提供機能：１２１はこれらの物理ディスクを用いて、二つのRA
IDグループＡ：２３０ＡとRAIDグループＢ：２３０Ｂを作成している。
【００２３】
RAIDグループとは、RAID構成を組んでいる複数の物理ディスク群を、一つの仮想的なディ
スクとみなした単位である。
【００２４】
また、本実施例では、ボリューム提供機能：１２１は、作成したRAIDグループを論理的に
スライスし、上位のサーバから利用可能なボリュームとして、６つの論理ボリュームを作
成している。すなわち、ＲＡＩＤグループＡ：２３０Ａから論理ボリュームＡ：２２０Ａ
と、論理ボリュームＢ：２２０Ｂと、論理ボリュームＣ：２２０Ｃを作成し、ＲＡＩＤグ
ループＢ：２３０Ｂから論理ボリュームＤ：２２０Ｄと、論理ボリュームＥ：２２０Ｅと
、論理ボリュームＦ：２２０Ｆを作成している。また、ボリューム提供機能：１２１は、
論理ボリュームをポートに公開し、ＳＡＮ：１４０側からアクセス可能にしている。
【００２５】
例えば、ポートＡを経由して、論理ボリュームＡにサーバからのI/O要求があった場合は
、ボリューム提供機能：１２１によって、そのI/O要求は、RAIDグループＡ内の対応する
スライス部分へのI/O要求に一旦変換され、さらに、ボリューム提供機能：１２１によっ
て、当該RAIDグループＡを物理的に構成している、物理ディスクＡ：２４０Ａから物理デ
ィスクＤ：２４０ＤにまたがったI/O要求に変換され、処理される。
【００２６】
次に、ボリュームマウント機能について説明する。サーバＡ：１１０Ａのボリュームマウ
ント機能：１１１Ａは、ストレージ装置Ａ：１２０から、ＳＡＮ１４０側に公開されてい
るボリュームを、サーバＡ：１１０Ａ内にマウントし、業務プログラム：１１２Ａから利
用できるようにしている。またサーバＢ：１１０Ｂについても同様である。通常この種の
ボリュームマウント機能は、オペレーティングシステムの一部として提供される。
【００２７】
最後に本実施例における、サーバ側ボリュームと、ストレージ側論理ボリュームの相関関
係について説明する。本実施例では、サーバA：１１０ＡはボリュームＡ：２１０Ａとボ
リュームＢ：２１０Ｂの２つのボリュームを、ストレージ装置Ａ：１２０からマウントし
て利用しており、これらのボリュームはそれぞれ、ストレージ装置Ａ：１２０内の論理ボ
リュームＡ：２２０Ａと、論理ボリュームＢ：２２０Ｂに対応している。
【００２８】
また、サーバＢ：１１０Ｂは、ボリュームＣ：２１０Ｃをストレージ装置Ａ：１２０から
マウントして利用しており、このボリュームは、ストレージ装置Ａ：１２０内の論理ボリ
ュームＣ：２２０Ｃに対応している。論理ボリュームＡ、Ｂ、Ｃはいずれも、ＲＡＩＤグ
ループＡ：２３０Ａからスライスされた論理ボリュームであるため、本実施例ではサーバ
ＡとサーバＢのI/O負荷は同一のRAIDグループAの負荷となっており、I/Oが物理競合しう
る状況であるといえる。
【００２９】
図３は、管理サーバ：１３０の２次記憶装置：１６１に格納された、性能情報リポジトリ
：１０３の内部構造を説明した図である。性能情報リポジトリ：１０３は、４つのテーブ
ルから構成される。サーバ性能情報テーブル：３１０は、サーバ群のボリュームに対する
性能情報を格納したテーブルである。サーバ－ストレージマッピングテーブル：３２０は
、サーバのボリュームとストレージ装置のポート、論理ボリューム、RAIDグループとのマ
ッピング情報を格納したテーブルである。ストレージRAIDグループ性能情報テーブル：３
３０はストレージ装置のRAIDグループの性能情報を格納したテーブルである。ストレージ
ポート性能情報テーブル：３４０は、ストレージ装置のポートの性能情報を格納したテー



(6) JP 4421230 B2 2010.2.24

10

20

30

40

50

ブルである。
【００３０】
図４は、性能情報収集プログラム：１０１と、性能情報分析プログラム：１０４の連携方
法を説明した図である。
先に述べたように、サーバA：１１０AとサーバB：１１０B上では、サーバ性能情報収集プ
ログラム：１０１が稼動している。サーバ性能情報収集プログラム：１０１は、サーバ上
のボリュームの性能情報を収集し、性能情報リポジトリ：１０３上の、サーバ性能情報テ
ーブル：３１０とサーバ－ストレージマッピングテーブル：３２０にレコードを追加する
。
【００３１】
ストレージ装置A：１２０では、ストレージ性能情報収集プログラム：１０２が稼動して
いる。ストレージ性能情報収集プログラム：１０２は、ストレージ装置のポートおよびRA
IDグループの性能情報を収集し、性能情報リポジトリ：１０３上のストレージRAIDグルー
プ性能情報テーブル：３３０と、ストレージポート性能情報テーブル：３４０にレコード
を追加する。
【００３２】
管理サーバ：１３０上では、性能情報分析プログラム：１０４が稼動しており、ユーザか
らの要求に応じて、性能情報リポジトリ：１０３上の性能情報データを取得、分析し、結
果を表示装置：１６５に表示する。
【００３３】
図５は、サーバ性能情報テーブル：３１０に格納されるデータ項目を詳細に説明した図で
ある。本テーブルは、各サーバ上の各ボリュームのI/O性能情報を格納したテーブルであ
り、サーバ性能情報収集プログラム：１０１によりレコードが追加されるテーブルである
。本実施例では、本テーブルはまず、サーバとボリュームを一意に識別するためのカラム
である、サーバカラム：５１１とボリュームカラム：５１２をもつ。
【００３４】
次に、各々のボリュームの毎秒あたりIO回数、読み込みIO回数、書き込みIO回数を表す、
IOPS(IO per Second)カラム：５１３と、Read IOPS(IO per Second)カラム：５１４と、W
rite IOPS(IO per Second)カラム：５１５をもつ。
【００３５】
また次に、各々のボリュームの毎秒あたり転送データ量、読み込み転送データ量、書き込
み転送データ量を表す、Xfer(Transfer) カラム：５１６と、Read Xfer(Transfer)カラム
：５１７と、Write Xfer(Transfer)カラム：５１８をもち、最後に、その性能情報が観測
された時刻である、TSカラム：５１９をもつ。
【００３６】
図６は、サーバ－ストレージマッピングテーブル：３２０に格納されるデータ項目を詳細
に説明した図である。本テーブルは、各サーバの各ボリュームが、ストレージ装置のどの
ポートを経由して、どの論理ボリュームおよび、どのRAIDグループに対応しているかを格
納したテーブルであり、サーバ性能情報収集プログラム：１０１によりレコードが追加さ
れるテーブルである。
【００３７】
本実施例では、本テーブルはまず、サーバとボリュームを一意に識別するためのカラムで
ある、サーバカラム：６１１とボリュームカラム：６１２をもち、また各々のボリューム
がどのストレージ装置、ポート、論理ボリューム、RAIDグループを利用しているかを表す
、ストレージカラム：６１３と、ポートカラム：６１４と、論理ボリュームカラム：６１
５と、RAIDグループカラム：６１６をもつ。
【００３８】
本実施例では、サーバ－ストレージマッピングテーブル：３２０には、最新のマッピング
情報のみを持つことを想定しているが、マッピング情報の取得時刻カラムを本テーブルに
追加し、マッピング情報の過去履歴情報を持つようにすることによって、過去のマッピン
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グ情報に基づいて、関連サーバ群を絞り込むレポートを作成するようにすることも可能で
ある。
【００３９】
図７は、ストレージRAIDグループ性能情報テーブル：３３０に格納されるデータ項目を詳
細に説明した図である。本テーブルは、各ストレージ装置の各RAIDグループのI/O性能情
報を格納したテーブルであり、ストレージ性能情報収集プログラム：１０２によりレコー
ドが追加されるテーブルである。本実施例では、本テーブルはまず、ストレージ装置上の
RAIDグループを一意に識別するためのカラムである、ストレージカラム：７１１とRAIDグ
ループカラム：７１２をもち、次に、各々のRAIDグループの毎秒あたりIO回数、読み込み
IO回数、書き込みIO回数を表す、IOPS(IO per Second)カラム：７１３と、Read IOPS(IO 
per Second)カラム：７１４と、Write IOPS(IO per Second)カラム：７１５をもつ。
【００４０】
また次に、各々のRAIDグループの毎秒あたり転送データ量、読み込み転送データ量、書き
込み転送データ量を表す、Xfer(Transfer) カラム：７１６と、Read Xfer(Transfer)カラ
ム：７１７と、Write Xfer(Transfer)カラム：７１８をもち、最後に、その性能情報が観
測された時刻である、TSカラム：７１９をもつ。
【００４１】
図８は、ストレージポート性能情報テーブル：３４０に格納されるデータ項目を詳細に説
明した図である。本テーブルは、各ストレージ装置の各ポートのI/O性能情報を格納した
テーブルであり、ストレージ性能情報収集プログラム：１０２によりレコードが追加され
るテーブルである。
【００４２】
本実施例では、本テーブルはまず、ストレージ装置上のポートを一意に識別するためのカ
ラムである、ストレージカラム：８１１とポートカラム：８１２をもち、次に、各々のポ
ートの毎秒あたりIO回数、最大IO回数、最小IO回数を表す、IOPS(IO per Second)カラム
：８１３と、Max IOPS(IO per Second)カラム：８１４と、Min IOPS(IO per Second)カラ
ム：８１５をもち、また次に、各々のポートの毎秒あたり転送データ量、最大転送データ
量、最小転送データ量を表す、Xfer(Transfer) カラム：８１６と、Read Xfer(Transfer)
カラム：８１７と、Write Xfer(Transfer)カラム：８１８をもち、最後に、その性能情報
が観測された時刻である、TSカラム：８１９をもつ。
【００４３】
図９は、SCSIインクワイアリレスポンス情報を説明した図である。SCSIインクワイアリ(I
nquiry)は、サーバ上から各々のボリュームに対して発行することができる。発行されたS
CSIインクワイアリはSANを経由してストレージ装置に伝達され、ストレージ装置はその応
答としてサーバ側に本図で示したSCSIインクワイアリレスポンス情報を返す。
【００４４】
本実施例では、サーバ性能情報収集プログラム：１０１の内部で、各々のサーバ上のボリ
ュームに対してSCSIインクワイアリを発行し、返されたSCSIインクワイアリレスポンス情
報を利用して、接続先のストレージ装置側の情報を取得している。また本実施例では、SC
SIインクワイアリレスポンス情報は、接続先のストレージ装置名、ポート名、論理ボリュ
ーム名、RAIDグループ名を、接続先ストレージカラム：９１１と、接続先ポートカラム：
９１２と、接続先論理ボリュームカラム：９１３と、接続先RAIDグループカラム：９１４
に保持している。
【００４５】
尚、ここでは一例としてSCSIのコマンドを用いて各種情報を収集する例を示したが、これ
以外の方法で情報を収集してもよい。
【００４６】
図１０は、サーバ性能情報収集プログラム：１０１の処理を説明したフローチャートであ
る。サーバ性能情報収集プログラム：１０１は、本プログラムが稼動するサーバ上の全て
のボリュームに対して、性能情報と、接続先のストレージ装置情報を取得し、性能情報リ
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ポジトリ１０３にレコードを追加するプログラムである。
【００４７】
ステップ１００１では、サーバ内の全てのボリューム毎に繰り返し処理を行うための初期
化処理を行う。
【００４８】
ステップ１００２では、当該ボリュームの性能情報取得をOSに依頼し、その結果を取得す
る。本実施例では、一例としてボリューム毎に、毎秒あたりIO回数、読み込みIO回数、書
き込みIO回数、毎秒あたり転送データ量、読み込み転送データ量、書き込み転送データ量
を取得している。
【００４９】
ステップ１００３では、前記ステップにて取得した、当該ボリュームの性能情報を、タイ
ムスタンプとともに、サーバ性能情報テーブル：３１０に追加する。
【００５０】
ステップ１００４では、当該ボリュームに対して、SCSIインクワイアリを発行し、SCSIイ
ンクワイアリ情報：９１０を取得する。また、取得したSCSIインクワイアリ情報：９１０
から、当該ボリュームが利用している、ストレージ装置、ポート、論理ボリューム、RAID
グループ情報を抜き出す。
【００５１】
ステップ１００５では、前記ステップで取得した当該ボリュームの接続先情報を、サーバ
ストレージマッピングテーブル：３２０に追加する。もし既に当該ボリュームのマッピン
グ情報が存在している場合は、削除してから追加する。
【００５２】
ステップ１００６では、当該ボリュームが、サーバ上の最後のボリュームかどうかをチェ
ックし、もし最後のボリュームであれば処理を終了する。まだ残りのボリュームがある場
合は、ステップ１００２に戻る。
【００５３】
　図１１は、ストレージ性能情報収集プログラム：１０２の処理を説明したフローチャー
トである。ストレージ性能情報収集プログラム：１０２は、本プログラムが稼動するスト
レージ装置上の全てのポートおよびＲＡＩＤグループの性能情報を取得し、性能情報リポ
ジトリ：１０３にレコードを追加するプログラムである。
【００５４】
ステップ１１０１では、ストレージ装置内の全てのポート毎に繰り返し処理を行うための
初期化処理を行う。
【００５５】
ステップ１１０２では、当該ポート性能情報の取得をストレージ装置に依頼し、その結果
を取得する。本実施例では、一例としてポート毎に、毎秒あたりIO回数、最大IO回数、最
小IO回数、毎秒あたり転送データ量、最大転送データ量、最小転送データ量を取得してい
る。
【００５６】
ステップ１１０３では、前記ステップで取得した、当該ポートの性能情報を、タイムスタ
ンプとともに、ストレージポート性能情報テーブル：３４０に追加する。
【００５７】
ステップ１１０４では、当該ポートがストレージ装置上の最後のポートかどうかをチェッ
クし、もし最後のポートであれば、ステップ１１０５に進む。まだ残りのポートがある場
合は、ステップ１１０２に戻る。
【００５８】
ステップ１１０５では、ストレージ装置内の全てのRAIDグループ毎に繰り返し処理を行う
ための初期化処理を行う。
【００５９】
ステップ１１０６では、当該RAIDグループの性能情報の取得をストレージ装置に依頼し、
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その結果を取得する。本実施例では、一例としてRAIDグループ毎に毎秒あたりIO回数、読
み込みIO回数、書き込みIO回数、毎秒あたり転送データ量、読み込み転送データ量、書き
込み転送データ量を取得している。
【００６０】
ステップ１１０７では、前記ステップで取得した、当該RAIDグループ性能情報を、タイム
スタンプとともに、ストレージRAIDグループ性能テーブル：３３０に追加する。
【００６１】
ステップ１１０８では、当該RAIDグループがストレージ装置上の最後のRAIDグループかど
うかをチェックし、もし最後のRAIDグループであれば、処理を終了する。まだ、残りのRA
IDグループがある場合は、ステップ１１０６に戻る。
【００６２】
図１２は性能情報分析プログラム：１０４の内部構造と、本プログラムが出力する画面の
概要について説明した図である。
【００６３】
性能情報分析プログラム：１０４は、内部で３つのサブプログラムを持つ。ストレージ性
能情報表示サブプログラム：１２０１と、関連サーバ性能情報表示サブプログラム：１２
０２と、関連サーバ性能履歴情報表示サブプログラム：１２０３である。
【００６４】
ストレージ性能情報表示サブプログラム：１２０１は、ストレージ性能情報画面：１２１
０を表示することによって、ストレージ装置内のポートとRAIDグループの性能情報をユー
ザに提供するプログラムである。
【００６５】
関連サーバ性能情報表示サブプログラム：１２０２は、関連サーバ性能情報画面：１２２
０を表示することによって、ある特定のストレージ側のポートもしくはRAIDグループリソ
ースを利用するサーバ側のボリュームのみに絞り込んで、複数のサーバ側ボリュームの性
能情報を表示するプログラムである。
【００６６】
関連サーバ性能情報表示画面：１２２０は、ストレージ性能情報表示画面：１２１０より
ユーザ要求に応じて起動される。関連サーバ性能情報表示画面：１２２０を見ることによ
り、ユーザは、特定のストレージ装置内のリソースに負荷をかけているサーバを特定する
ことが容易になり、かつ、そのサーバ群の性能情報を一挙に閲覧することによって、どの
サーバが特にそのリソースに負荷をかけているかを特定することができる。
【００６７】
関連サーバ性能履歴情報表示サブプログラム：１２０３は、関連サーバ性能履歴情報画面
：１２３０を表示することによって、特定のストレージ装置内のリソースを利用している
サーバ群の性能履歴情報を、性能情報が観測された時刻順に、時系列に表示するプログラ
ムである。関連サーバ性能履歴情報画面：１２３０は、関連サーバ性能情報画面：１２２
０よりユーザ要求に応じて起動される。
【００６８】
図１３は、ストレージ性能情報画面：１２１０の一実施例を説明した図である。本画面は
、ストレージオブジェクト選択領域：１３１０と、性能表示日時入力領域：１３２０と、
選択オブジェクト性能情報表示領域：１３３０と、関連サーバ性能表示ボタン：１３４０
を持つ。
【００６９】
本実施例では、ストレージ性能情報画面：１２１０に、ストレージ装置とストレージ装置
内部のリソースをツリー状に表示している。具体的に本図では、ツリーの親ノードとして
、ストレージ装置Aノード：１３１１が表示され、その子ノードとしてRAIDグループとポ
ートが、RAIDグループAノード：１３１２、RAIDグループBノード：１３１3、ポートAノー
ド：１３１４、ポートBノード：１３１５のように表示される。ユーザは、本ストレージ
オブジェクト選択領域にて、いずれかの子ノードを選択することができ、選択したオブジ
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ェクトに関する性能情報が、選択オブジェクト性能情報表示領域：１３３０に表示される
。
【００７０】
本実施例では、性能分析の対象とするストレージ内部のリソース種別をＲＡＩＤグループ
と、ポートの２種類としているが、本実施例はストレージ装置内のキャッシュメモリなど
のその他のリソースに対しても同様に実施可能であり、その適用を制限するものではない
。
【００７１】
性能表示日時入力領域：１３２０は、表示したい性能情報が観測された時刻をユーザが入
力する領域である。この領域に入力された日時における、性能情報が性能情報リポジトリ
から検索され、選択オブジェクト性能情報表示領域：１３３０に表示される。尚、性能情
報を表示するための日時の指定については、プログラムで予め現在時刻を表示するように
指定してもよいし、ユーザから受付けたデータに応じて一定期間内の性能情報を時系列順
に表示してもよいし、その他のものでもよい。
【００７２】
選択オブジェクト性能情報表示領域：１３３０は、ストレージオブジェクト選択領域：１
３１０で選択されたオブジェクトについての性能情報を、性能表示日時入力領域に入力さ
れた日時について表示する領域である。
【００７３】
図１３は、ストレージオブジェクト選択領域にて、RAIDグループAノード：１３１２が選
択され、かつ、性能表示日時として、２００３年７月１９日午前１０時が入力されたこと
を想定した図になっている。このため、選択オブジェクト性能情報表示領域：１３３０に
は、RAIDグループAの２００３年７月１９日午前１０時の性能情報が表示されている。具
体的には、選択されたリソース名すなわち「RAIDグループA」が選択オブジェクト表示領
域１３３７に表示され、また、RAIDグループAの２００３年７月１９日午前１０時におけ
る性能情報が、IOPS(IO per Second)カラム：１３３１、Read IOPS(IO per Second)カラ
ム：１３３２、Write IOPS(IO per Second)カラム：１３３３、Xfer(Transfer)カラム：
１３３４、Read Xfer(Transfer)カラム：１３３５、Write Xfer(Transfer)カラム：１３
３６に表示されている。
【００７４】
関連サーバ性能表示ボタン：１３４０は、関連サーバ性能情報画面：１２２０の表示を要
求するためのボタンである。本ボタンを押すことにより、ストレージオブジェクト選択領
域：１３１０で選択されたオブジェクトを利用する、サーバ側のボリュームの性能情報を
表示するための、関連サーバ性能情報画面：１２２０を表示することができる。本ボタン
は、内部では、関連サーバ性能情報表示サブプログラム：１２０２を起動する。
【００７５】
図１４は、関連サーバ性能情報画面：１２２０の一実施例を説明した図である。本画面は
、特定のRAIDグループもしくはポートを利用するサーバとボリュームの一覧と、その性能
情報を表示する画面である。ユーザは本画面を見ることにより、特定のRAIDグループもし
くはポートに負荷をかけている、サーバおよびボリュームを特定することができる。
【００７６】
関連サーバ性能情報画面：１２２０は、関連サーバ性能情報表示領域：１４１０と履歴情
報表示ボタン：１４２０を持つ。
関連サーバ性能情報表示領域：１４１０は、関連サーバとボリュームの一覧および、その
性能情報を表示する領域である。本実施例では、当該RAIDグループもしくはポートを利用
する、サーバとボリュームを特定するための、サーバカラム：１４２１と、ボリュームカ
ラム：１４２２をもつ。また、本実施例では、本領域にそのボリュームの性能情報として
、IOPS(IO per Second)カラム：１４２３、Write IOPS(IO per Second)カラム：１４２４
、Read IOPS(IO per Second)カラム：１４２５、Xfer(Transfer)カラム：１４２６、Read
 Xfer(Transfer)カラム：１４２７、Write Xfer(Transfer)カラム：１４２８を表示して
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いる。
【００７７】
履歴情報表示ボタン：１４２０は、関連サーバ性能履歴情報画面：１２３０の表示を要求
するためのボタンである。本ボタンを押すことにより、関連サーバ群の性能情報をヒスト
リカルに表示するための、関連サーバ性能履歴情報画面：１２３０を表示することができ
る。本ボタンは、内部では、関連サーバ性能履歴情報表示サブプログラム：１２０３を起
動する。
【００７８】
図１５は、関連サーバ性能履歴情報画面の一実施例を説明した図である。本画面は、関連
サーバ群の性能情報をヒストリカルに表示する。本画面は、関連サーバ性能履歴情報表示
領域：１５１０をもつ。関連サーバ性能履歴情報表示領域：１５１０には、図１５に図示
したように折れ線グラフ等によって、関連サーバのヒストリカルな性能情報を表示する。
【００７９】
尚、図１５では一例として、グラフの横軸に時間を示し、グラフの縦軸に性能情報を示し
ている。また、サーバAのボリュームAの性能履歴データとサーバBのボリュームCの性能履
歴データとを折れ線グラフによって重ね合わせて表示し、それぞれにサーバ名とボリュー
ム名を付加しているが、これは一例であり、サーバ以外の性能情報を表示してもよい。
【００８０】
たとえば、論理ボリュームごとに1画面で性能情報を表示してもよい。また、各サーバが
認識するボリュームが同じRAIDグループを利用している場合には、RAIDグループ毎にウイ
ンドウで表示してもよいし、その他の表示方法でもよい。
【００８１】
また、１つのウインドウを複数に区切り、ウインドウの左側に図１３の１３１０のように
ツリー構造で各種機器を表示し、１３１０で示されたツリー構造の構成要素のいずれかを
ユーザが選択したときに、当該ユーザの選択に基づいてウインドウの右側に関連する機器
の性能履歴情報表示（例えば、図１５）を行ってもよい。
【００８２】
また、ユーザから指定されたストレージ機器を共有する装置の情報を同じ座標軸のグラフ
を用いて重ね合わせて表示したり、指定されたストレージ機器の性能情報と該指定された
ストレージ機器を利用する装置の中で負荷の高い装置の上位３つの性能情報とを対応づけ
て表示したりしてもよいし、その他の表示方法でもよい。尚、複数の性能情報を表示する
際には、複数の性能情報の中で値の低い順に重なるように１つのウインドウに表示しても
よいし、予め指定された順序に従って１つのウインドウに表示してもよいし、複数のウイ
ンドウを上下又は左右に対応づけて並べて表示してもよい
このように、機器やコンピュータの性能を単体で見せるのではなく、サーバからストレー
ジ装置に至るまでの経路上における関連する機器の性能情報や、ストレージ装置を共有す
る機器の性能情報等と対応づけて表示することにより、複雑なシステム環境においても性
能のボトルネックとなる部分を判別しやすくできる。
【００８３】
また、ユーザからの指定に応じて、多数の性能情報の中から、関連ある機器の性能情報を
絞り込んで表示することも可能となり、人間にとって性能情報が理解しやすくなる。
【００８４】
図１６は、ストレージ性能情報表示サブプログラム：１２０１の処理を説明したフローチ
ャートである。本プログラムは、ストレージ性能情報画面：１２１０の表示を行うプログ
ラムである。
【００８５】
本プログラムは大きく２つの処理に分かれており、ステップ１６０１からステップ１６０
３はストレージオブジェクト選択領域：１３１０を描画する処理であり、ステップ１６０
４から終了処理までは、選択オブジェクト性能情報表示領域：１３３０を描画する処理と
なっている。
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【００８６】
ステップ１６０１では、ストレージRAIDグループ性能情報テーブル：３３０を走査し、全
てのRAIDグループと、そのRAIDグループが属するストレージ装置の組のリストを取得する
。
【００８７】
ステップ１６０２では、ストレージポート性能情報テーブル：３４０を走査し、全てのポ
ートと、そのポートが属するストレージ装置の組のリストを取得する。
【００８８】
ステップ１６０３では、前記ステップ１６０１とステップ１６０２にて取得したストレー
ジ装置と組になったRAIDグループとポートのリストを元に、ストレージオブジェクト選択
領域：１３１０に、全てのストレージ装置と、RAIDグループおよびポートを描画する。
【００８９】
ステップ１６０４では、性能表示日時入力領域：１３２０に入力された日時情報を取得す
る。
【００９０】
ステップ１６０５では、ストレージオブジェクト選択領域：１３１０にて選択されたオブ
ジェクトの名前を取得する。たとえば、RAIDグループの識別子、ポート名、その他ストレ
ージ関連機器の名前や識別子等の指定を受付ける。
【００９１】
ステップ１６０７では、前記ステップで取得したストレージオブジェクトの名前から、そ
のオブジェクトがRAIDグループであるか、ポートであるか判断する。RAIDグループである
場合は、ステップ１６０８へ進み、ポートである場合はステップ１６１０へ進む。
【００９２】
ステップ１６０８では、ステップ１６０５で取得したオブジェクト名とステップ１６０４
で取得した日時をキーとして、ストレージRAIDグループ性能情報テーブル３３０を検索し
、選択されたRAIDグループの、指定された日時における性能情報を取得する。
【００９３】
ステップ１６０９では、前記ステップで取得したRAIDグループの性能情報を、選択オブジ
ェクト性能情報表示領域：１３３０に描画する。
【００９４】
ステップ１６１０では、ステップ１６０５で取得したオブジェクト名とステップ１６０４
で取得した日時をキーとして、ストレージポート性能情報テーブル３４０を検索し、選択
されたポートの、指定された日時における性能情報を取得する。
【００９５】
ステップ１６０９では、前記ステップで取得したポートの性能情報を、選択オブジェクト
性能情報表示領域：１３３０に描画する。
【００９６】
図１７は、関連サーバ性能情報表示サブプログラム：１２０２の処理を説明したフローチ
ャートである。本プログラムは、ストレージ性能情報画面：１２１０上でユーザが関連サ
ーバ性能表示ボタン：１３４０を押した場合に実行され、関連サーバ性能情報画面：１２
２０を描画するプログラムである。
【００９７】
ステップ１７０１では、性能表示日時入力領域：１３２０に入力された日時情報を取得す
る。
【００９８】
ステップ１７０２では、ストレージオブジェクト選択領域：１３１０にて選択されたオブ
ジェクトの名前を取得する。
ステップ１７０２では、前記ステップで取得したストレージオブジェクトの名前から、そ
のオブジェクトがRAIDグループであるか、ポートであるか判断する。RAIDグループである
場合は、ステップ１７０４へ進み、ポートである場合はステップ１７０５へ進む。
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【００９９】
ステップ１７０４では、サーバ－ストレージマッピングテーブル３２０を、ステップ１７
０２で取得したオブジェクト名をRAIDグループカラムのキーとして検索し、当該RAIDグル
ープを利用しているサーバのボリューム一覧を取得する。
【０１００】
ステップ１７０５では、サーバ－ストレージマッピングテーブル３２０を、ステップ１７
０２で取得したオブジェクト名をポートカラムのキーとして検索し、当該ポートを利用し
ているサーバのボリューム一覧を取得する。
【０１０１】
ステップ１７０６では、サーバ性能情報テーブル：３１０を、ステップ１７０１で取得し
た日時と、ステップ１７０４もしくは、ステップ１７０５で得られたサーバのボリューム
一覧をキーとして検索し、当該RAIDグループもしくは当該ポートを利用しているサーバ側
のボリューム群の性能情報を取得する。
【０１０２】
ステップ１７０７では、前記ステップで取得した、関連サーバの性能情報を、関連サーバ
性能情報表示領域：１４１０に描画する。
【０１０３】
図１８は、関連サーバ性能履歴情報表示サブプログラム：１２０３の処理を説明したフロ
ーチャートである。本プログラムは、関連サーバ性能情報画面：１２２０上でユーザが履
歴情報表示ボタン：１４２０を押した場合に実行され、関連サーバ性能履歴情報画面：１
２３０を描画するプログラムである。
【０１０４】
ステップ１８０１では、関連サーバ性能情報領域：１４１０に表示されている、サーバサ
イドのボリュームのリストを取得する。
【０１０５】
ステップ１８０２では、前記ステップにて取得した、サーバサイドのボリュームのリスト
をキーとして、サーバ性能情報テーブル：３１０を検索し、ボリューム群のヒストリカル
性能データを取得する。
【０１０６】
ステップ１８０３では、履歴関連サーバ性能情報画面：１２３０を作成し、前記ステップ
で取得した、関連ボリュームのヒストリカル性能データを、関連サーバ性能履歴情報表示
領域：１５１０に描画する。
【０１０７】
上述した処理や表示の遷移は一例であり、別な画面遷移を行ってもよい。たとえば、ユー
ザが図１３の画面で、RAIDグループA：１３１２をマウスポインタ等で指定した場合に、R
AIDグループAを利用している複数のサーバの負荷情報をグラフで重ね合わせたもの（例え
ば、図１５）を表示してもよい。また、ポートを指定し、指定されたポート情報に基づい
て当該ポートを利用するサーバの負荷情報を表示してもよいし、当該ポートを利用する経
路情報と当該経路上にあるストレージ装置を対応付けて（例えば、「サーバ－ボリューム
名－スイッチ（I/Oポート）－論理ボリューム－RAIDグループ－物理ディスク」）、スト
レージ装置各々に関連する情報を表示してもよいし、その他の表示を行ってもよい。
【０１０８】
また、あるサーバのI/O性能が劣化したことを検出した場合に、性能が劣化したサーバを
基点として、当該サーバが利用しているポートの性能情報と当該ポートを利用しているサ
ーバの情報を表示してもよい。また、当該サーバが利用している論理ボリュームやRAIDグ
ループを調べ、当該論理ボリュームやRAIDグループを共有して利用している他のサーバの
性能情報を表示してもよい。
【０１０９】
上述したように、ストレージリソース競合状況検出方法によれば、ストレージ装置内部の
特定のリソースを起点に、そのリソースに負荷をかけているサーバ群（又は各種装置）の
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性能指標値を一挙に表示するため、単一のストレージ装置を複数のサーバで共有して利用
する構成において、ストレージ装置内のリソースにI/O負荷が集中していることの検出お
よび、負荷をかけているサーバの特定を容易に行うことができる。
【０１１０】
また、複数のストレージ装置又は複数のサーバが各種機器を共有している場合において、
関連する機器の性能情報を収集および分析することにより、共有されている機器の性能の
ボトルネックとなる機器の状態を把握しやすくなる。
【０１１１】
【発明の効果】
本発明によれば、ストレージ装置に負荷をかけている機器の性能値を関連づけて表示する
ため、ストレージ装置内のリソース上でI/Oの競合を引き起こしているサーバ群や性能の
ボトルネックとなっている部分の特定を容易にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施形態のSANシステムの構成を示す図である。
【図２】ストレージ装置のボリューム提供機能と、サーバのボリュームマウント機能につ
いて説明した図である。
【図３】性能情報リポジトリの内部構造を説明した図である。
【図４】性能情報収集プログラムと、性能情報分析プログラムの連携方法を説明した図で
ある。
【図５】サーバ性能情報テーブルに格納されるデータ項目を説明した図である。
【図６】サーバ－ストレージマッピングテーブルに格納されるデータ項目を説明した図で
ある。
【図７】ストレージRAIDグループ性能情報テーブルに格納されるデータ項目を説明した図
である。
【図８】ストレージポート性能情報テーブルに格納されるデータ項目を説明した図である
。
【図９】　SCSIインクワイアリレスポンス情報を説明した図である。
【図１０】サーバ性能情報収集プログラムの処理を説明したフローチャートである。
【図１１】ストレージ性能情報収集プログラムの処理を説明したフローチャートである。
【図１２】性能情報分析プログラムの内部構造と、当該プログラムが出力する画面の概略
について説明した図である。
【図１３】ストレージ性能情報画面の一実施例を説明した図である。
【図１４】関連サーバ性能情報画面の一実施例を説明した図である。
【図１５】関連サーバ性能履歴情報画面の一実施例を説明した図である。
【図１６】ストレージ性能情報表示サブプログラムの処理を説明したフローチャートであ
る。
【図１７】関連サーバ性能情報表示サブプログラムの処理を説明したフローチャートであ
る。
【図１８】関連サーバ性能履歴情報表示サブプログラムの処理を説明したフローチャート
である。
【符号の説明】
１０１…サーバ性能情報収集プログラム、１０２…ストレージ性能情報収集プログラム、
１０３…性能情報リポジトリ、１０４…性能情報分析プログラム、１１０Ａ…サーバＡ、
１１０Ｂ…サーバＢ、１１１Ａ…サーバＡ上のボリュームマウント機能、１１２Ａ…サー
バＡ上の業務プログラム、１１１Ｂ…サーバＢ上のボリュームマウント機能、１１２Ｂ…
サーバＢ上の業務プログラム、１１４…ＨＢＡ、１２０…ストレージ装置Ａ、１２１…ボ
リューム提供機能、１２３…ポートＡ、１２４…ポートＢ、１３０…管理サーバ、１４０
…ＳＡＮ、１５０…ＬＡＮ、１６１…２次記憶装置、１６２…主記憶装置、１６３…通信
装置、１６４…ＣＰＵ、１６５…表示装置、１６６…キーボード、１６７…マウス、１６
８…オペレーティングシステム、２１０Ａ…ボリュームＡ、２１０Ｂ…ボリュームＢ、２
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１０Ｃ…ボリュームＣ、２２０Ａ…論理ボリュームＡ、２２０Ｂ…論理ボリュームＢ、２
２０Ｃ…論理ボリュームＣ、２２０Ｄ…論理ボリュームＤ、２２０Ｅ…論理ボリュームＥ
、２２０Ｆ…論理ボリュームＦ、２２０Ｇ…論理ボリュームＧ、２２０Ｈ…論理ボリュー
ムＨ、２３０Ａ…ＲＡＩＤグループＡ、２３０Ｂ…ＲＡＩＤグループＢ、２４０Ａ…物理
ディスクＡ、２４０Ｂ…物理ディスクＢ、２４０Ｃ…物理ディスクＣ、２４０Ｄ…物理デ
ィスクＤ、２４０Ｅ…物理ディスクＥ、２４０Ｆ…物理ディスクＦ、２４０Ｇ…物理ディ
スクＧ、２４０Ｈ…物理ディスクＨ、３１０…サーバ性能情報テーブル、３２０…サーバ
－ストレージマッピングテーブル、３３０…ストレージＲＡＩＤグループ性能情報テーブ
ル、３４０ストレージポート性能情報テーブル、５１１…サーバカラム、５１２…ボリュ
ームカラム、５１３…IOPS(IO per Second)カラム、５１４…Read IOPS(IO per Second)
カラム、５１５…Write IOPS(IO per Second) カラム、５１６…Xfer(Transfer) カラム
、５１７…Read Xfer(Transfer)カラム、５１８…Write Xfer(Transfer)カラム、５１９
…TSカラム、６１１…サーバカラム、６１２…ボリュームカラム、６１３…ストレージカ
ラム、６１４…ポートカラム、６１５…論理ボリュームカラム、６１６…ＲＡＩＤグルー
プカラム、７１１…ストレージカラム、７１２…ＲＡＩＤグループカラム、７１３…IOPS
(IO per Second)カラム、７１４…Read IOPS(IO per Second)カラム、７１５…Write IOP
S(IO per Second) カラム、７１６…Xfer(Transfer) カラム、７１７…Read Xfer(Transf
er)カラム、７１８…Write Xfer(Transfer)カラム、７１９…TSカラム、８１１…ストレ
ージカラム、８１２…ポートカラム、８１３…IOPS(IO per Second)カラム、８１４…Max
 IOPS(IO per Second)カラム、８１５…Min IOPS(IO per Second) カラム、８１６…Xfer
(Transfer) カラム、８１７…Max Xfer(Transfer)カラム、８１８…Min Xfer(Transfer)
カラム、８１９…TSカラム、９１０…SCSIインクワイアリ情報、９１１…接続先ストレー
ジカラム、９１２…接続先ポートカラム、９１３…接続先論理ボリュームカラム、９１４
…接続先RAIDグループカラム、１２０１…ストレージ性能情報表示サブプログラム、１２
０２…関連サーバ性能情報表示サブプログラム、１２０３…関連サーバ性能履歴情報表示
サブプログラム、１２１０…ストレージ性能情報画面、１２２０…関連サーバ性能情報画
面、１２３０…関連サーバ性能履歴情報画面、１３１０…ストレージオブジェクト選択領
域、１３１１…ストレージ装置Ａノード、１３１２…ＲＡＩＤグループＡノード、１３１
３…ＲＡＩＤグループＢノード、１３１４…ポートＡノード、１３１５…ポートＢノード
、１３２０…性能表示日時入力領域、１３３０…選択オブジェクト性能情報表示領域、１
３３１…IOPS(IO per Second)カラム、１３３２…Read IOPS(IO per Second)カラム、１
３３３…Write IOPS(IO per Second)カラム、１３３４…Xfer(Transfer)カラム、１３３
５…Read Xfer(Transfer)カラム、１３３６…Write Xfer(Transfer)カラム、１３３７…
選択オブジェクト名表示領域、１３４０…関連サーバ性能表示ボタン、１４１０…関連サ
ーバ性能情報表示領域、１４２１…サーバカラム、１４２２…ボリュームカラム、１４２
３…IOPS(IO per Second)カラム、１４２４…Write IOPS(IO per Second)カラム、１４２
５…Read IOPS(IO per Second)カラム、１４２６…Xfer(Transfer)カラム、１４２７…Re
ad Xfer(Transfer)カラム、１４２８…Write Xfer(Transfer)カラム、１４２０…履歴情
報表示ボタン、１５１０…関連サーバ性能履歴情報表示領域
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