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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　計算機からデータが書き込まれる複数の第一の論理ディスクを有する第一のシステムと
、
　前記第一のシステムに接続され、複数の第二の論理ディスクを有する第二のシステムと
、
　前記第一のシステムに接続され、複数の第三の論理ディスクを有する第三のシステムと
、
コピーグループ管理部とを有するシステムにおける、リモートコピーの制御方法であって
、
　前記第一のシステムと前記第二のシステムとの間には、各々コピー元である第一の論理
ディスク及びコピー先である第二の論理ディスクを有する同期タイプのリモートコピーペ
アが複数構成されており、当該複数の同期タイプのリモートコピーペアにおいては、第一
のシステムから第二のシステムへ送信されるデータが更新順序の整合性を維持しつつ複数
の第二の論理ディスクのいずれかに格納され、
　前記コピーグループ管理部は、前記複数の同期タイプのリモートコピーペアを同期タイ
プのコピーグループとして管理し、
　前記第一のシステムと前記第三のシステムとの間には、各々コピー元である第一の論理
ディスク及びコピー先である第三の論理ディスクを有する非同期タイプのリモートコピー
ペアが複数構成されており、当該複数の非同期タイプのリモートコピーペアにおいては、



(2) JP 4382602 B2 2009.12.16

10

20

30

40

50

第一のシステムから第三のシステムへ送信されるデータが更新順序の整合性を維持しつつ
複数の第三の論理ディスクのいずれかに格納され、
　前記コピーグループ管理部は、前記複数の非同期タイプのリモートコピーペアを非同期
タイプのコピーグループとして管理し、
　前記コピーグループ管理部が、いずれかの第一の論理ディスクに関するリモートコピー
処理の障害通知を受信すると、
　前記コピーグループ管理部は、前記障害通知が、前記第一の論理ディスクを有する同期
タイプのリモートコピーペア及び前記第一の論理ディスクを有する非同期タイプのリモー
トコピーペアの内、いずれのリモートコピーペアにおけるリモートコピー処理に関するも
のであるかを特定するための情報を取得し、
　前記情報を用いて特定されるリモートコピーペアと同じコピーグループに属する他のリ
モートコピーペアのリモートコピー処理を停止するために、前記コピーグループ管理部は
、前記情報を用いて、前記同期タイプのコピーグループ若しくは前記非同期タイプのコピ
ーグループのいずれに属するリモートコピーペアのリモートコピー処理を停止すべきかを
決定することを特徴とするリモートコピーの制御方法。
【請求項２】
　請求項１記載のリモートコピーの制御方法であって、
　前記障害通知には、障害に係るリモートコピーペアに含まれるコピー先論理ディスクを
特定するための情報が含まれており、
　前記コピーグループ管理部は、前記コピー先論理ディスクを特定するための情報を取得
して、前記同期タイプのコピーグループ若しくは前記非同期タイプのコピーグループのい
ずれに属するリモートコピーペアのリモートコピー処理を停止すべきかを決定することを
特徴とするリモートコピーの制御方法。
【請求項３】
　請求項１記載のリモートコピーの制御方法であって、
　前記コピーグループ管理部が前記同期タイプのコピーグループに属するリモートコピー
ペアのリモートコピー処理を停止する旨を決定した場合に、
　前記コピーグループ管理部は、当該同期タイプのコピーグループに属する同期タイプの
リモートコピーペアを特定し、特定された同期タイプのリモートコピーペアに関するリモ
ートコピー処理を、データの更新順序の整合性を維持しつつ停止するよう前記第一のシス
テムに指示することを特徴とするリモートコピーの制御方法。
【請求項４】
　請求項３記載のリモートコピーの制御方法であって、
　前記コピーグループ管理部は、前記第一のシステムに前記同期タイプのリモートコピー
ペアに関するリモートコピー処理を停止するよう指示する場合に、前記同期タイプのリモ
ートコピーペアに属する第一の論理ディスクに対する書き込み要求の処理を保留するよう
前記第一のシステムに指示し、当該書き込み要求の処理が保留されたことを確認した後に
、前記同期タイプのリモートコピーペアに関するリモートコピー処理を停止するよう前記
第一のシステムに指示することを特徴とするリモートコピーの制御方法。
【請求項５】
　請求項４記載のリモートコピーの制御方法であって、
　前記第一のシステムには、各々第一の論理ディスクを有する複数の第一のストレージシ
ステムが含まれており、
　前記第二のシステムには、各々第二の論理ディスクを有する複数の第二のストレージシ
ステムが含まれており、
　前記第三のシステムには、各々第三の論理ディスクを有する複数の第三のストレージシ
ステムが含まれており、
　前記コピーグループ管理部は、前記第一のシステムに前記同期タイプのリモートコピー
ペアに関するリモートコピー処理を停止するよう指示する場合に、前記同期タイプのコピ
ーグループに属する同期タイプのリモートコピーペアを構成する第一の論理ディスクを有
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する第一のストレージシステムに対して、当該第一の論理ディスクに対する書き込み要求
の処理を保留するよう指示し、当該指示を行った全ての第一のストレージシステムから当
該指示に対する完了報告を受信した後に、前記第一のストレージシステムに対して前記同
期タイプのリモートコピーペアに関するリモートコピー処理を停止するよう指示すること
を特徴とするリモートコピーの制御方法。
【請求項６】
　請求項５記載のリモートコピーの制御方法であって、
　前記コピーグループ管理部から書き込み要求の処理を保留するよう指示された第一のス
トレージシステムは、当該指示を受ける前に受信した前記第一の論理ディスクに対する書
き込み要求の処理は実行し、当該指示を受けた後に受信した前記第一の論理ディスクに対
する書き込み要求の処理は保留して、前記コピーグループ管理部に完了報告を送信するこ
とを特徴とするリモートコピーの制御方法。
【請求項７】
　請求項１記載のリモートコピーの制御方法であって、
　前記同期タイプのコピーグループに属する複数のリモートコピーペアに関するリモート
コピー処理の停止方法と、前記非同期タイプのコピーグループに属する複数のリモートコ
ピーペアに関するリモートコピー処理の停止方法とは異なることを特徴とするリモートコ
ピーの制御方法。
【請求項８】
複数の第一の論理ディスクを有する第一のシステムと、
　前記第一のシステムに接続され、複数の第二の論理ディスクを有する第二のシステムと
、
　前記第一のシステムに接続され、複数の第三の論理ディスクを有する第三のシステムと
、
コピーグループ管理部とを有しており、
　前記第一のシステムと前記第二のシステムとの間には、各々コピー元である第一の論理
ディスク及びコピー先である第二の論理ディスクを有する同期タイプのリモートコピーペ
アが複数構成されており、当該複数の同期タイプのリモートコピーペアにおいては、第一
のシステムから第二のシステムへ送信されるデータが更新順序の整合性を維持しつつ複数
の第二の論理ディスクのいずれかに格納され、
　前記コピーグループ管理部は、前記複数の同期タイプのリモートコピーペアを有する同
期タイプのコピーグループを管理し、
　前記第一のシステムと前記第三のシステムとの間には、各々コピー元である第一の論理
ディスク及びコピー先である第三の論理ディスクを有する非同期タイプのリモートコピー
ペアが複数構成されており、当該複数の非同期タイプのリモートコピーペアにおいては、
第一のシステムから第三のシステムへ送信されるデータが更新順序の整合性を維持しつつ
複数の第三の論理ディスクのいずれかに格納され、
　前記コピーグループ管理部は、前記複数の非同期タイプのリモートコピーペアを有する
非同期タイプのコピーグループを管理し、
　前記コピーグループ管理部が、いずれかの第一の論理ディスクに関するリモートコピー
処理の障害通知を受信すると、
　前記コピーグループ管理部は、前記障害通知が、前記第一の論理ディスクを有する同期
タイプのリモートコピーペア及び前記第一の論理ディスクを有する非同期タイプのリモー
トコピーペアの内、いずれのリモートコピーペアにおけるリモートコピー処理に関するも
のであるかを特定するための情報を取得し、
　前記情報を用いて特定されるリモートコピーペアと同じコピーグループに属する他のリ
モートコピーペアのリモートコピー処理を停止するために、前記コピーグループ管理部は
、前記情報を用いて、前記同期タイプのコピーグループ若しくは前記非同期タイプのコピ
ーグループのいずれに属するリモートコピーペアのリモートコピー処理を停止すべきかを
決定し、
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前記同期タイプのコピーグループに属するリモートコピーペアのリモートコピー処理を停
止する場合に、前記コピーグループ管理部は、当該同期タイプのコピーグループに属する
同期タイプのリモートコピーペアを特定し、特定された同期タイプのリモートコピーペア
に関するリモートコピー処理を、データの更新順序の整合性を維持しつつ停止するよう前
記第一のシステムに指示することを特徴とするリモートコピーシステム。
【請求項９】
　請求項８記載のリモートコピーシステムであって、
　前記障害通知には、障害に係るリモートコピーペアに含まれるコピー先論理ディスクを
特定するための情報が含まれており、
　前記コピーグループ管理部は、前記コピー先論理ディスクを特定するための情報を取得
して、前記同期タイプのコピーグループ若しくは前記非同期タイプのコピーグループのい
ずれに属するリモートコピーペアのリモートコピー処理を停止すべきかを決定することを
特徴とするリモートコピーシステム。
【請求項１０】
　請求項８記載のリモートコピーシステムであって、
　前記コピーグループ管理部は、前記第一のシステムに前記同期タイプのリモートコピー
ペアに関するリモートコピー処理を停止するよう指示する場合に、前記同期タイプのリモ
ートコピーペアに属する第一の論理ディスクに対する書き込み要求の処理を保留するよう
前記第一のシステムに指示し、当該書き込み要求の処理が保留されたことを確認した後に
、前記同期タイプのリモートコピーペアに関するリモートコピー処理を停止するよう前記
第一のシステムに指示することを特徴とするリモートコピーシステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ストレージシステムを含んだ情報処理システムに関し、さらに詳しくは２台
以上のストレージシステム間で、データをコピーするリモートコピーシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ストレージシステムを有する情報処理システムにおいて電源障害や天災等の災害によっ
てストレージシステムに障害が発生した場合、当該情報処理システムを使用する業務が一
時的に停止したり、最悪の場合、ストレージシステムに格納されたデータが失われること
がある。このような事態を回避するために、当該情報処理システムが設置された場所（以
降、正サイトと呼ぶ）とは異なる遠隔地（以降、副サイトと呼ぶ）に用意されたストレー
ジシステムに、正サイトのストレージシステムに格納されたデータを転送して、データの
複製を副サイトのストレージシステムに格納しておく技術（以下「リモートコピー」と称
する）が存在する。
【０００３】
　リモートコピーとは、正サイトの情報処理システムに含まれるホストコンピュータ（以
下ホストと呼ぶ。）から正サイトのストレージシステムへ書き込まれた書き込みデータを
、副サイトのストレージシステムに対しても転送し、副サイトのストレージシステムにも
格納する技術である。リモートコピーには同期方式と非同期方式の二種類ある。
【０００４】
　同期方式は、ホストから正サイトのストレージシステム（以降、正ストレージシステム
と呼ぶ。）へ書き込み命令があった場合に、まず副サイトのストレージシステム（以降、
副ストレージシステムと呼ぶ。）へ書き込みデータを転送した後、正ストレージシステム
が書き込み命令に対する返事（即ち書き込み完了報告）を正サイトのホストに返信する方
式である。
【０００５】
　非同期方式は、ホストから正ストレージシステムに書き込み命令があった場合に、正ス
トレージシステムはまず書き込み命令に対する完了報告をホストに返信した後、副ストレ
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ージシステムへ書き込みデータ転送する方式である。
【０００６】
　尚、以後の説明では正ストレージシステムが有する論理ディスクを正論理ディスク、副
ストレージシステムが有する論理ディスクであって、リモートコピーによって正論理ディ
スクのデータのコピーが格納される論理ディスクを副論理ディスクと呼ぶ。
【０００７】
　正サイトの情報処理システムに障害が生じた場合、副サイトにおいて、ホストは副スト
レージシステムの副論理ディスクに格納されているデータを用いてアプリケーションを再
開する。この際、副サイトのホストが副論理ディスクを用いてアプリケーションを再開す
るためには、副論理ディスクのコンシステンシ（整合性）が保たれている必要がある。こ
こで、コンシステンシとは論理ディスクに対して書き込まれたデータの順序に関する概念
で、以下の２つの条件が満たされる場合にコンシステンシがあるとみなす。
【０００８】
　（１）ホストが最初のデータＡとその次のデータＢをデータＡ及びデータＢ間の順序関
係を保って論理ディスクへ書き込む場合、ホストはストレージシステムにまずデータＡを
書き込み、ストレージシステムからデータＡの書き込み完了報告を受信するのを待ってか
らデータＢをストレージシステムに書き込まなければならない。
【０００９】
　（２）（１）の条件を満たした書き込みについては、データＡが全て論理ディスク上に
存在したときに限ってデータＢの一部または全てのデータが論理ディスクに存在する。
【００１０】
　非同期方式の場合、正ストレージシステムがホストから受信した書き込みデータに順序
情報（シーケンシャルナンバー）を与えて、シーケンシャルナンバー付きの書き込みデー
タを副ストレージシステムに転送して、副ストレージシステムがシーケンシャルナンバー
順に書き込みデータを副論理ディスクへ格納することで、副論理ディスクのコンシステン
シが保たれる。また、ある期間中に正論理ディスクに書き込まれたデータを一つの固まり
とし、これを正ストレージシステムがアトミックに副ストレージシステムに転送して副論
理ディスクにコピーする方法も考えられる。更に、特許文献１に記載されている方法を用
いて、非同期方式のリモートコピーシステムにおいて副論理ディスクの整合性を確保する
こともできる。
【００１１】
　一方同期方式の場合、正論理ディスクと副論理ディスクとのペアが複数存在し、複数の
ペアが別々にコピーの開始・停止を制御できる場合に整合性が問題となる。
【００１２】
　例えば、正サイトと副サイトとの間にペアＡとペアＢが存在する場合に、ペアＡにのみ
正論理ディスクと副論理ディスク間に通信障害が生じリモートコピーが停止したとする。
この場合に、正サイトのホストが、ペアＡの正論理ディスクにデータＡを書き込んだ後に
ペアＢの正論理ディスクにデータＢを書き込むケースを考えてみる。ペアＡについては通
信障害のためリモートコピーが停止されているので、ペアＡの正論理ディスクを有する正
ストレージシステムは正サイトのホストからデータＡを受信すると、副ストレージシステ
ムにデータＡを送信することなく書き込みの完了報告を正サイトのホストに返信する。完
了報告を受信した正サイトのホストは次に、ペアＢの正論理ディスクを有する正ストレー
ジシステムにデータＢを書き込む。ペアＢについてはリモートコピーは停止されていない
ので、データＢを受信した正ストレージシステムは、データＢを副ストレージシステムに
送信した後に書き込み完了報告を正サイトのホストに返す。この結果データＡはペアＡの
副論理ディスクに書き込まれていないのに、データＢはペアＢの副論理ディスクに書き込
まれている状態が生じてしまい、ペアＡとペアＢの副論理ディスク間では整合性が保たれ
ない状態が生じてしまう。
【００１３】
　特許文献２には、係る問題を解決する方法が記載されている。この方法によれば、以下
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のステップで副論理ディスクの整合性を確保する。
【００１４】
　（１）ホストがリモートコピー中の複数のペアについて、各ペアの正論理ディスクに対
するホストからの書き込みを一時保留するよう指示する。
【００１５】
　（２）ホストからの指示を受けた正ストレージシステムは、指示を受信する前にホスト
から受信した書き込み要求に基づくデータの書き込みは実行し、指示を受信した後にホス
トから受信した書き込み要求に対してはビジーを返す。
【００１６】
　（３）ホストは更に複数のペア全てについて、リモートコピーを停止するよう指示し、
この指示を受信した正ストレージシステムは、リモートコピー処理を停止する。
【００１７】
【特許文献１】米国特許第６，４０８，３７０号
【特許文献２】米国特許第５，６９２，１５５号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　特許文献２による技術は、情報処理システムが複数のコンシステンシグループを有する
場合が考慮されていない。そのため、情報処理システムに存在する複数のペアのうち、１
ペア間でリモートコピーを停止する場合は、他の全てのペア間でリモートコピーを停止す
ることとなり効率が悪い。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　計算機システムは、ホスト計算機と、ホスト計算機に接続される複数の第１のストレー
ジシステムと、各々複数の第１のストレージシステムのいずれかに接続される複数の第２
のストレージシステムとを有する。複数の第１のストレージシステムは各々、第１の論理
ディスクと、第１の論理ディスクへのデータの書き込みを制御する第１の制御装置を有し
ており、複数の第２のストレージシステムは各々、第２の論理ディスクと、第２の論理デ
ィスクへのデータの書き込みを制御する第２の制御装置を有している。
【００２０】
　まず、第１の論理ディスクと、第１の論理ディスクに格納されるデータのコピーが格納
される第２の論理ディスクとを有するペアを複数有する第１のコピーグループ、及び第１
の論理ディスクと、該第１の論理ディスクに格納されるデータのコピーが格納される第２
の論理ディスクとを有するペアを複数有する第２のコピーグループを生成する。
【００２１】
　複数の第１のストレージシステムは各々、第１の論理ディスクに書き込まれるデータを
ホストから受信すると、第１の論理ディスクと同じペアに属する第２の論理ディスクを有
する第２のストレージシステムにこのデータを送信し、複数の第２のストレージシステム
は各々、第１のストレージシステムから受信したデータをこのデータが格納される第１の
論理ディスクと同じペアに属する第２の論理ディスクに格納する。
【００２２】
　リモートコピー処理を停止すべきコピーグループとして、前記第１のコピーグループが
特定されると、第１のコピーグループに属する複数のペアを特定し、特定された複数のペ
ア各々について、このペアに含まれる第１の論理ディスクを有する第１のストレージシス
テムは、この第１の論理ディスクに格納されるデータの第２のストレージシステムへの送
信を停止する。
【発明の効果】
【００２３】
　あるペアに関するリモートコピーが停止した場合、リモートコピーが停止したペアに関
連のあるペアのみを中断し、その他のペアについてはリモートコピーを継続することがで
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きる。
【００２４】
　また各々ペアを含むコピーグループが複数存在する場合、コピーグループ毎にそのコピ
ーグループに属するペアのリモートコピーを停止させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、本発明に係る実施形態を、図面を用いて説明する。尚、本発明は以下の実施例に
よって限定されるものではない。
【実施例１】
【００２６】
　（０）システム構成
　先ず、図１を用いて本実施形態に係る計算機システムの構成の一例を説明する。
【００２７】
　計算機システムは、複数のホスト１００（１００ａ、１００ｂ）、複数の正ストレージ
システム、複数の副ストレージシステム、及び管理計算機１０を有している。図１では正
ストレージシステム及び副ストレージシステムがそれぞれ2台存在する例を示したが、正
ストレージシステムおよび副ストレージシステムの数は2台に限られることはなく、それ
以上存在しても良く、1台しか存在しなくても良い。
【００２８】
　複数の正ストレージシステムは各々、正制御装置１０００（１０００ａ又は１０００ｂ
）と正制御装置１０００に接続された一又は複数の正ディスク装置１６００を有しており
、複数の副ストレージシステムも各々、副制御装置２０００（２０００ａ又は２０００ｂ
）と副制御装置２０００に接続された一又は複数の副ディスク装置２６００を有している
。
【００２９】
　管理計算機１０はCPU、CPUによって実行されるシステム管理ソフトウエア１５（プログ
ラム）が格納されているメモリ、及びネットワーク１７に接続するためのIOポートを有す
る計算機であり、計算機システムの管理処理を実行する。
【００３０】
　正制御装置１０００は、管理計算機１０と管理ネットワーク１７を介して接続されてい
る。また正制御装置１０００は、ホスト１００ａ及びホスト１００ｂとファイバチャネル
ネットワークやIPネットワーク等の通信路を介して接続されている。更に正制御装置１０
０は副制御装置ともネットワークを介して接続されており、このネットワークを介して正
制御装置と副制御装置との間ではディザスタリカバリのためにデータのリモートコピー処
理が実行される。
【００３１】
　正制御装置１０００は、共有メモリ１４００、キャッシュメモリ１２００、ホスト１０
０若しくは副制御装置２０００と接続されるポートアダプタ１１００（１１００ａ、１１
００ｂ、１１００ｃ）、正ディスク装置１６００と接続されるディスクアダプタ１５００
（１５００ａ，１５００ｂ）、及びこれらを相互に接続するクロスバスイッチ１３００を
有する。
【００３２】
　ディスクアダプタ１５００は、ポート１５３０を有し、ポート１５３０を介してディス
ク装置１６００に接続されている。ディスクアダプタ１５００は、ディスク装置１６００
内のデータを管理し、必要に応じ他装置との間でデータの転送処理をおこなう。このため
ディスクアダプタはプロセッサ１５２０とプロセッサによって実行されるプログラムが格
納されたメモリ１５１０とを備えている。
【００３３】
　ポートアダプタ１１００は、プロセッサ１１１０、メモリ１１３０、ＩＯポート１１２
０を有する。ポートアダプタ１１００は、ホストからのＩＯ要求を受け、必要に応じ副制
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御装置２０００へのリモートコピー操作をおこなう。
【００３４】
　副制御装置２０００も正制御装置１０００と同様の構成を有しており、共有メモリ２４
００、キャッシュメモリ２２００、クロスバスイッチ２３００、ポートアダプタ２１００
、ディスクアダプタ２５００（２５００ａ、２５００ｂ）を有する。
【００３５】
　正ディスク装置１６００及び副ディスク装置２６００はFC（Fibre Channel）ディスク
やSATA(Serial ATA)ディスク等である。一または複数の正ディスク装置、一又は複数の副
ディスク装置が論理ディスクを構成している。具体的には論理ディスクは、一つのディス
ク装置の全部または一部の記憶領域で定義されたり、複数のディスク装置の個々の記憶領
域（一部でも全てでも構わない）の集合として定義される場合もある。
【００３６】
　ホスト１００は、プロセッサ１２０、メモリ１３０、ＩＯポート１１０を有する。図示
していないが、プロセッサ、メモリ、ＩＯポートは、内部バスなどの通信路で接続されて
いる。各ホスト上で動作するＯＳが異なっていてもよいし、また、ホストと制御装置間の
ＩＯ通信方式が異なっていてもよい。ホスト１００は管理ネットワーク１７を介して管理
計算機１０と接続されている。
【００３７】
　（１）制御装置におけるコピー処理動作
　（１．１）同期リモートコピーのコピー処理動作
　同期リモートコピーとは前述の様に、正制御装置がホストから正論理ディスクに対する
書き込み要求を受け付けた場合、書き込みデータを副制御装置に送信した後に、ホストに
対して書き込み完了を返すリモートコピー方法である。
【００３８】
　同期リモートコピーが実行される際、正論理ディスクと副論理ディスクとのペア間にお
けるリモートコピーの状況を管理計算機１０に表示したり、リモートコピーの状態を操作
するために、ストレージシステムの制御装置はペア状態（Ｓｉｍｐｌｅｘ、Ｉｎｉｔｉａ
ｌ－Ｃｏｐｙｉｎｇ、Ｄｕｐｌｅｘ、Ｓｕｓｐｅｎｄ及びＤｕｐｌｅｘ－Ｐｅｎｄｉｎｇ
）と呼ばれる情報を管理する。図２に同期リモートコピーのペア状態に関する状態遷移図
を示す。以下、各ペア状態について説明する。
【００３９】
　（１．１．１）Ｓｉｍｐｌｅｘ状態
　Ｓｉｍｐｌｅｘ状態は、ペアを構成する正論理ディスクと副論理ディスク間でコピーが
開始されていない状態である。
【００４０】
　（１．１．２）Ｄｕｐｌｅｘ状態
　Ｄｕｐｌｅｘ状態は、同期リモートコピーが開始され、後述する初期化コピーも完了し
てペアを構成する正論理ディスクと副論理ディスクのデータ内容が同一となった状態であ
る。同期リモートコピーの場合、正論理ディスクに対して行われた書き込みの内容が副論
理ディスクに対してコピーされた後に、書き込みを行ったホストに対して正常完了のメッ
セージが返される。従って、書き込み途中の領域を除けば、正論理ディスクのデータと副
論理ディスクのデータの内容は同じとなる。
【００４１】
　（１．１．３）Ｉｎｉｔｉａｌ－Ｃｏｐｙｉｎｇ状態
　Ｉｎｉｔｉａｌ－Ｃｏｐｙｉｎｇ状態は、Ｓｉｍｐｌｅｘ状態からＤｕｐｌｅｘ状態へ
遷移するまでの中間状態であり、この期間中に、必要ならば正論理ディスクから副論理デ
ィスクへの初期化コピー（正論理ディスクに既に格納されていたデータの副論理ディスク
へのコピー）が行われる。初期化コピーが完了し、Ｄｕｐｌｅｘ状態へ遷移するために必
要な処理が終わったら、ペア状態はＤｕｐｌｅｘとなる。
【００４２】
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　（１．１．４）Ｓｕｓｐｅｎｄ状態
　Ｓｕｓｐｅｎｄ状態は、正論理ディスクに対する書き込みの内容を副論理ディスクに反
映させない状態である。この状態では、ペアを構成している正論理ディスクと副論理ディ
スクのデータは同じでない。オペレータやホストからの指示を契機に、ペア状態は他の状
態からＳｕｓｐｅｎｄ状態へ遷移する。それ以外に、正ストレージシステムと副ストレー
ジシステム間の通信回線障害等により、同期リモートコピーを行うことが出来なくなった
場合に自動的にペア状態がＳｕｓｐｅｎｄ状態に遷移することが考えられる。
【００４３】
　以後の説明では、後者の場合、即ち障害により生じたＳｕｓｐｅｎｄ状態を障害Ｓｕｓ
ｐｅｎｄ状態と呼ぶことにする。障害Ｓｕｓｐｅｎｄ状態となる代表的な原因としては、
正論理ディスクや副論理ディスクの障害、正制御装置や副制御装置の障害、正制御装置と
副制御装置間の通信障害が考えられる。
【００４４】
　Ｓｕｓｐｅｎｄ状態となった場合正制御装置は、Ｓｕｓｐｅｎｄ状態となった時点以降
に正論理ディスクに対して書き込み要求があると、書き込み要求に従ってライトデータを
受信し、一旦キャッシュメモリに格納した後、正論理ディスクに書き込むが、副制御装置
にはライトデータを送信しない。また正制御装置は書き込まれたライトデータの正論理デ
ィスク上での書き込み位置を差分ビットマップ等として記憶する。更に正制御装置はライ
トデータを受信してキャッシュメモリに格納すると、副制御装置にライトデータを送信す
ることなく、ホストに完了報告を送信する。
【００４５】
　尚Ｓｕｓｐｅｎｄ状態となった時点移行に副論理ディスクに対して書き込み要求があっ
た場合には、副制御装置が上述の正制御装置と同様に動作する。
【００４６】
　（１．１．５）Ｄｕｐｌｅｘ－Ｐｅｎｄｉｎｇ状態
　Ｄｕｐｌｅｘ－Ｐｅｎｄｉｎｇ状態は、Ｓｕｓｐｅｎｄ状態からＤｕｐｌｅｘ状態に遷
移するまでの中間状態である。この状態では、正論理ディスクと副論理ディスクのデータ
の内容を一致させるために、正論理ディスクから副論理ディスクへのデータのコピーが実
行される。正論理ディスクと副論理ディスクのデータが同一になった後、ペア状態はＤｕ
ｐｌｅｘとなる。
【００４７】
　なお、Ｄｕｐｌｅｘ－Ｐｅｎｄｉｎｇ状態におけるデータのコピーは、Ｓｕｓｐｅｎｄ
状態の間、正制御装置又は副の制御装置が記録した書き込み位置（例えば上述の差分ビッ
トマップ等）を利用して、更新が必要な部分（即ち正論理ディスクと副論理ディスクとの
データの不一致部分）だけをコピーする差分コピーによって実行される。
【００４８】
　なお、以上の説明ではＩｎｉｔｉａｌ－Ｃｏｐｙｉｎｇ状態とＤｕｐｌｅｘ－Ｐｅｎｄ
ｉｎｇ状態は別々な状態としたが、これらをまとめて一つの状態として管理計算機１０の
画面に表示したり、状態を遷移させても良い。
【００４９】
　（１．２）非同期リモートコピーのコピー処理動作
　非同期リモートコピーの場合、ホストが正制御装置に対して書き込みデータを送信した
場合、正制御装置からホストに対する書き込みの完了報告の送信とは独立（非同期）に、
正制御装置から副制御装置へ書き込みデータが送信されて副論理ディスクに書き込まれる
。
【００５０】
　非同期リモートコピーの場合、正制御装置から副制御装置へのデータコピーの方法とし
て、以下の方法がある。
【００５１】
　例えば、データが書き込まれる正論理ディスク上の記憶領域のアドレスを含んだ制御情
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報及び書き込まれるデータの組（以下「ログエントリ」）を、正制御装置がホストからの
データの書き込みの度に作成し、このログエントリを副制御装置へ転送し、副制御装置は
ログエントリ内の制御情報に基づいて受信したデータを副論理ディスク上の記憶領域へ書
き込む方法がある。さらにこの発展形として、ログエントリの制御情報に書き込みの時間
順序を示す情報を含め、副制御装置がデータを副論理ディスク上の記憶領域へ書き込む際
には、この時間順序を示す情報を利用して時間順序どおりに反映する方法がある。また更
に効率的な方法として、正論理ディスク上の同一記憶領域に対する書き込みが連続して発
生した場合には、正制御装置は、途中の書き込みに対するログエントリ（即ち後続の書き
込みによって上書きされる書き込みに対するログエントリ）は副制御装置へ転送せず、最
後の書き込みに対するログエントリのみを転送する方法がある。
【００５２】
　また非同期リモートコピーの他の例としては、正制御装置がある一定時間に正論理ディ
スクに対して書き込まれたデータを差分データとして保持しておき、この差分データを副
制御装置に送信し、副論理ディスクへコピーする方法がある。この方法の場合、差分デー
タを副制御装置へ全て転送してから論理ディスクへコピーする。
【００５３】
　非同期リモートコピーも、ペア状態（Ｓｉｍｐｌｅｘ、Ｉｎｉｔｉａｌ－Ｃｏｐｙｉｎ
ｇ、Ｄｕｐｌｅｘ、Ｓｕｓｐｅｎｄ、Ｄｕｐｌｅｘ－Ｐｅｎｄｉｎｇ及びＳｕｓｐｅｎｄ
ｉｎｇ）を用いて操作と管理を行う。図３に非同期リモートコピーのペア状態に関する状
態遷移図を示す。Ｓｉｍｐｌｅｘ、Ｉｎｉｔｉａｌ－Ｃｏｐｙｉｎｇ、Ｓｕｓｐｅｎｄ及
びＤｕｐｌｅｘ－Ｐｅｎｄｉｎｇ状態については同期リモートコピーと同様である。
【００５４】
　（１．２．１）Ｄｕｐｌｅｘ状態
　Ｄｕｐｌｅｘ状態も基本的には同期リモートコピーの場合と同じであるが、書き込みデ
ータの副論理ディスクへのコピーが非同期に行われるため、副論理ディスクは正論理ディ
スクより少し遅れながら正論理ディスクに追従する。
【００５５】
　（１．２．２）Ｓｕｓｐｅｎｄｉｎｇ状態
　Ｓｕｓｐｅｎｄｉｎｇ状態とは、Ｄｕｐｌｅｘ状態からＳｕｓｐｅｎｄ状態へ遷移する
までの中間状態である。非同期リモートコピーの場合は、Ｓｕｓｐｅｎｄｉｎｇ状態を経
由してＳｕｓｐｅｎｄ状態へ遷移する。尚、同期リモートコピーのＳｕｓｐｅｎｄ状態の
時と同様、正制御装置及び副制御装置はＳｕｓｐｅｎｄｉｎｇ状態となった以降に受信し
た書き込みデータについて、このデータが書き込まれる位置を記録するが、非同期リモー
トコピーの場合には更に、Ｓｕｓｐｅｎｄｉｎｇ状態となる以前に正制御装置がホストか
ら受信した書き込みデータであって、Ｓｕｓｐｅｎｄｉｎｇ状態となる以前に正制御装置
から副制御装置へコピーできなかった書き込みデータに関するログエントリが有するデー
タの書き込み位置（またはログエントリそのもの）を、正制御装置が記録しておく。
【００５６】
　（２）制御装置におけるコピーグループ作成の手続き
　次に、コピーグループおよびサブコピーグループの作成の手順を説明する。
【００５７】
　（２．１）コピーグループとサブコピーグループの概念
　始めに、コピーグループとサブコピーグループの概念について説明する。
【００５８】
　複数のペアを一括して操作するため、ホスト１００では「コピーグループ」と「サブコ
ピーグループ」により、ペアを管理し操作する。
【００５９】
　「コピーグループ」は、一括して操作するペアをまとめたグループであり、サブコピー
グループの集合として定義される。「サブコピーグループ」は、ストレージシステムがグ
ループ操作を提供するペアの集合である。
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【００６０】
　コピーグループやサブコピーグループの指定は、管理計算機１０で実行されるシステム
管理ソフト１５や、ホスト１００で実行されるアプリケーションプログラム１４０の指示
に基づいて、ホスト１００で実行されるグループ管理ソフト１が一括操作をしたいペアの
集合を指定することで行われる。例えば、ホスト１００で実行中のアプリケーションが複
数存在する場合、各々のアプリケーションに対して一つずつコピーグループを割り当て、
アプリケーションが読み書きする論理ディスクを含むペアは全て当該アプリケーションに
対応したコピーグループに含めてしまうことが考えられる。このようにすれば、アプリケ
ーション単位で一括してリモートコピーを停止することができるからである。
【００６１】
　ホスト１００では、コピーグループおよびサブコピーグループを、コピーグループリス
ト１４２０、サブコピーグループリスト１４５０、ペア情報表１４４０の三つのリストを
用いて管理する。これらのリストは、ホスト１００内のメモリ１３０に置かれる。
【００６２】
　以下、図４及び図５を用いてコピーグループ及びサブコピーグループについて説明する
。図４は、コピーグループリスト、サブコピーグループリスト、ペア情報表各々の一例と
、これらのリストの関係を表す図である。図５はコピーグループの構成の一例を示す図で
ある。
【００６３】
　図４に示すコピーグループリスト１４２０は、ホスト１００に定義されたコピーグルー
プの一覧が記録されたリストである。コピーグループリストは、コピーグループ番号、コ
ンシステンシ保障レベル、サブコピーグループリストポインタ、および、状態の情報を持
つ。
【００６４】
　「コピーグループ番号」は、このコピーグループを一意に識別する番号である。
【００６５】
　「コンシステンシ保障レベル」とは、コピーグループに含まれるペアを構成する副論理
ディスクのコンシステンシに関する情報である。コンシステンシ保障レベルには、「完全
保障」と「サブコピーグループ」と「未保障」のいずれかの値が入る。「完全保障」の場
合はコピーグループに属するペアを構成する全副論理ディスク間で整合性を保障する。「
サブコピーグループ」の場合はコピーグループに属するサブコピーグループごとに、同じ
サブコピーグループに属するペアを構成する副論理ディスク間で整合性を保障する。「未
保障」の場合は、前述以外の場合で、例えば、ペアを構成する各副論理ディスク単位で整
合性を保障する場合がこれに該当する。
【００６６】
　「サブコピーグループリストポインタ」は、コピーグループに属するサブコピーグルー
プの一覧を登録しているサブコピーグループリストのメモリ１３０内でのアドレスを示す
。
【００６７】
　「状態」はコピーグループの現状の状態を示し、図２若しくは図３に示した状態のいず
れかが登録される。
【００６８】
　サブコピーグループリスト１４５０は、コピーグループを構成するサブコピーグループ
の一覧が記録されたリストである。従って、コピーグループ毎にサブコピーグループリス
トは存在する。例えば図４に示したコピーグループリストには、三つのコピーグループが
登録されているので、この場合には、サブコピーグループリストも三つ存在することにな
る。
【００６９】
　なお、サブコピーグループは、非同期リモートコピーにおけるコンシステンシグループ
と同等のものであっても良い。コンシステンシグループとは、複数の論理ディスク間でラ
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イトデータの更新順序の整合性を保証し、障害停止の保証をおこなうべきペアの集合のこ
とである。またサブコピーグループは、同期リモートコピーにおける操作グループと同等
のものであっても良い。操作グループとはストレージシステムの制御装置が、複数のペア
をグループ化してまとめて操作する際のグループのことである。
【００７０】
　サブコピーグループリストは、サブコピーグループ番号、コピー元制御装置ＩＤ、コピ
ー種別、ペアグループ有無、ペアグループ番号・ペア番号、および、状態の情報を持つ。
【００７１】
　「サブコピーグループ番号」は、このサブコピーグループをコピーグループ内で一意に
識別する番号である。
【００７２】
　「コピー元制御装置ＩＤ」とは、サブコピーグループに含まれるペアのコピー元制御装
置を一意に識別するための情報である。
【００７３】
　「コピー種別」とは非同期リモートコピー、同期リモートコピーといったリモートコピ
ーの種別を表す。
【００７４】
　「ペアグループ有無」は、当該サブコピーグループが複数のペアを含むか否かを示す。
「有り」の場合は、そのサブコピーグループが複数のペアを含むことを、「なし」の場合
は、サブコピーグループが単一のペアから構成されていることを示す。
【００７５】
　「ペアグループ番号・ペア番号」は、サブコピーグループに属するペアグループの識別
番号か、ペアの識別番号を示している。ペアグループの識別番号を示すときは、前述のペ
アグループ有無の値が「有り」の場合であり、ペアの識別番号を示すときは、前述のペア
グループ有無の値が「なし」の場合である。ペアグループ番号はストレージシステム内部
でグループ管理を実行するための識別子であり、ストレージシステム内で一意な番号であ
る。典型的には、コンシステンシグループの識別子または操作グループの識別子を、ペア
グループ番号に割り当てる。ペア番号とは、各ペアに一意に割り当てられた番号で、ペア
情報表１４４０からペア情報を検索する際に用いる。
【００７６】
　状態はサブコピーグループの現状の状態であり、コピー種別が同期の場合には図２に示
す状態のいずれかを、コピー種別が非同期の場合には図３に示す状態のいずれかを示す。
【００７７】
　ペア情報表１４４０は、リモートコピーのペアを構成する制御装置と論理ディスク、制
御装置によるグループ操作用の識別子等、ペアに関する情報を格納する表である。このペ
ア情報表１４４０を参照することにより、正制御装置１０００が正論理ディスクに格納さ
れるデータを、どの副制御装置２０００のどの副論理ディスクにコピーすればよいかを求
めることができる。
【００７８】
　ペア情報には、ペア番号、コピー元制御装置ＩＤ、正論理ディスク番号、コピー先制御
装置ＩＤ、副論理ディスク番号、コピー種別、コンシステンシ保証レベル、ペアグループ
番号、コピーグループ番号、サブコピーグループ番号が記録されている。
【００７９】
　ペア番号は、当該ペアを一意に識別するための識別番号である。
【００８０】
　「コピー元制御装置ＩＤ」と「正論理ディスク番号」は各々、コピー元となる制御装置
と論理ディスクの識別子である。「コピー先制御装置ＩＤ」と「副論理ディスク番号」は
各々、コピー先となる制御装置と論理ディスクの識別子である。
【００８１】
　コピー種別とコンテンシ保障レベルは、上述のコピーグループリスト１４２０や、サブ
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コピーグループリスト１４５０に記録されているものと同様の情報である。従って、必ず
しもペア情報に記録しておく必要はないが、ペア情報表にも係る情報をもたせて情報を冗
長化しておけば、アクセスの高速化に寄与する。
【００８２】
　「ペアグループ番号」は、ストレージシステム内部でグループ管理を実行するための識
別子であり、当該ペアが所属するコンシステンシグループまたは操作グループの識別子を
示す。このペアグループ番号は上述のサブコピーグループリスト１４５０に記録されてい
るペアグループ番号と同じものである。
【００８３】
　コピーグループ番号とサブコピーグループ番号は各々、ペアが属するコピーグループと
サブコピーグループを示す識別子である。
【００８４】
　なお、正制御装置１０００と副制御装置２０００の共有メモリ（１４００及び２４００
）には、ペア情報表の全て又はペア情報表のうち各正制御装置若しくは各副制御装置に関
連のある部分と、リモートコピープログラムが格納されており（図示せず）、リモートコ
ピープログラムがポートアダプタ１１１０によって実行されることにより、ペア情報表を
用いたペアの管理が実行される。
【００８５】
　これら三つのリストの関係を示すと、図４のようになる。
【００８６】
　図４に示される例では、正サイトに存在する複数の正ストレージシステム内に三つのコ
ピーグループが存在している場合を表している。コピーグループリスト１４２０には三つ
のコピーグループが登録されており、当該コピーグループリスト内の各エントリ５Ａ，５
Ｂ，５Ｃには、サブコピーグループリストポインタが記録されている。このサブコピーグ
ループポインタが、コピーグループに属するサブコピーグループを示すサブコピーグルー
プリスト（１４５０ａ，１４５０ｂ，１４５０ｃ）の格納場所(メモリ１３０上のアドレ
ス)を指している。サブコピーグループリストはコピーグループの登録数分存在し、図４
の例では、三つ存在する。
【００８７】
　さらに、サブコピーグループのエントリ６Ａはペアグループ欄が「有り」となっている
ため、複数のペアがサブコピーグループに含まれることがわかる。サブコピーグループに
含まれるペアは、ペア情報表からコピーグループ番号とサブコピーグループ番号を用いて
検索することで分かる。なお、サブコピーグループやコピーグループに含まれるペアを高
速に検索できるよう、これらのペアについてインデックスを作成してもよい。
【００８８】
　図４に示すコピーグループのうち、コピーグループ番号１のコピーグループの構成を示
したのが図５である。コピーグループ番号１のコピーグループには３つのサブコピーグル
ープが含まれる。サブコピーグループ番号１のサブコピーグループは正制御装置２０００
ａがコピー元制御装置となるサブコピーグループ、サブコピーグループ番号２のサブコピ
ーグループは正制御装置２０００ｂがコピー元制御装置となるサブコピーグループ、サブ
コピーグループ番号３のサブコピーグループは正制御装置２０００ｃがコピー元制御装置
となるサブコピーグループである。
【００８９】
　サブコピーグループ番号１のサブコピーグループにはペアが複数含まれ、具体的には正
制御装置１０００ａと接続される正論理ディスク１と副制御装置２０００ａと接続される
副論理ディスク１とのペア１、正制御装置１０００ａと接続される正論理ディスク２と副
制御装置２０００ａと接続される副論理ディスク２とのペア２の２つのペアが含まれる。
【００９０】
　サブコピーグループ番号２のサブコピーグループには、正制御装置１０００ｂと接続さ
れる正論理ディスク１と副制御装置２０００ｂと接続される副論理ディスク１とのペア３
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が含まれる。
【００９１】
　サブコピーグループ番号３のサブコピーグループには、正制御装置１０００ｃと接続さ
れる正論理ディスク２と副制御装置２０００ｃと接続される副論理ディスク２とのペア４
が含まれる。
【００９２】
　（２．２）　コピーグループとサブコピーグループの作成手順
　次に、図６および図７を用いてコピーグループ、サブコピーグループ、及びペアの作成
手順について説明する。
【００９３】
　図６は、コピーグループの作成手順の一例を示すフローチャートである。
【００９４】
　図７は、サブコピーグループの作成手順の一例を示すフローチャートである。
【００９５】
　はじめに、コピーグループが作成される（図６）。
【００９６】
　まず、管理計算機１０で実行されるシステム管理ソフト１５や、ホスト１００で実行さ
れるアプリケーションＡ１４０が発行したコピーグループ作成指示を、ホスト１００で実
行されるグループ管理ソフト1が受信する。
【００９７】
　グループ管理ソフト1はメモリ１３０内にコピーグループリスト１４２０が存在してい
るかを確認し（ステップ２１０）、確認の結果、コピーグループリストが存在していない
ならば、コピーグループリストを作成する（ステップ２２０）。
【００９８】
　次に、グループ管理ソフトはコピーグループリスト内に新規エントリを追加する（ステ
ップ２３０）。この新しく追加されたエントリには、グループ管理ソフト１がシステム管
理ソフト１５若しくはアプリケーションA１４０から受信したコピーグループ番号、コン
システンシ保障レベルが登録される。また、このエントリ中の状態欄にはＳｉｍｐｌｅｘ
が設定される。
【００９９】
　尚、コピーグループ番号については、グループ管理ソフトが既に作成されているコピー
グループのコピーグループ番号と重複しない様な番号を選んで、この番号を新しく追加さ
れたエントリに記録するものとしても良い。
【０１００】
　また、サブコピーグループリストポインタは、サブコピーグループリストが作成された
後に登録される。
【０１０１】
　新規エントリが追加された後、グループ管理ソフト1はコピーグループ作成指示に基づ
くコピーグループの作成が成功したことを示すメッセージを作成し、作成指示発行元であ
るシステム管理ソフト１５や、アプリケーションＡ１４０に応答する（ステップ２３５）
。この応答には、新規に作成されたコピーグループのコピーグループ番号が含まれていて
も良い。
【０１０２】
　次に、サブコピーグループの作成に移る（図７）。
【０１０３】
　まず、システム管理ソフト１５や、アプリケーションＡ１４０が発行したサブコピーグ
ループ登録指示をグループ管理ソフト1が受信する。このサブコピーグループ登録指示に
はコピーグループ番号が含まれている。
【０１０４】
　グループ管理ソフト1はコピーグループリスト１４２０のエントリに、サブコピーグル
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ープ登録指示に含まれていたコピーグループ番号が存在しているかどうか確認する（ステ
ップ２５０）。確認の結果、コピーグループ番号がコピーグループリストに存在していな
いならば、グループ管理ソフト１は、サブコピーグループ登録指示にて指定されたコピー
グループが存在していないことを示すエラーメッセージを作成し、サブコピーグループ登
録指示の発行元に返す（ステップ２５５）。
【０１０５】
　サブコピーグループ登録指示に含まれていたコピーグループ番号がコピーグループリス
トに存在しているならば、このコピーグループ用のサブコピーグループリストがメモリ１
３０に存在するか否かを確認する（ステップ２６０）。この確認処理は、コピーグループ
リスト内の、サブコピーグループ登録指示に含まれていたコピーグループ番号に対応する
エントリのサブコピーグループリストポインタ欄に、ポインタが登録されているか否かに
より行う。
【０１０６】
　サブコピーグループリストがメモリ１３０内に存在していない場合には（即ちサブコピ
ーグループリストポインタ欄にポインタが登録されていない場合には）、グループ管理ソ
フト1がサブコピーグループリストを作成し、更にコピーグループリスト内のサブコピー
グループリストポインタ欄に、新しく作成したサブコピーグループリストへのポインタ（
即ちこのサブコピーグループリストが保存されるメモリ１３０内のアドレス）を登録する
（ステップ２７０）。
【０１０７】
　ステップ２６０にてサブコピーグループリストがメモリ１３０内に存在している場合（
即ちサブコピーグループリストポインタ欄にポインタが登録されている場合）、若しくは
ステップ２７０にてサブコピーグループリストが新たに作成された後に、グループ管理ソ
フト1は受信したサブコピーグループ登録指示の内容に従って、サブコピーグループリス
トにエントリを追加する（ステップ２８０）。
【０１０８】
　このエントリには、サブコピーグループ登録指示によって指定されるサブコピーグルー
プ番号、コピー元制御装置ID、コピー種別、ペアグループ有無、ペアグループ番号・ペア
番号、及び状態が登録される。
【０１０９】
　尚、状態の欄には初期状態としてＳｉｍｐｌｅｘ状態が登録される。またサブコピーグ
ループ番号については、グループ管理ソフト１が同じコピーグループに属する他のサブコ
ピーグループの番号と重複しないようにサブコピーグループ番号を選択しても良い。
【０１１０】
　次に、ペアをサブコピーグループに登録する。まずグループ管理ソフト１は、メモリ１
３０内にペア情報表が存在するか否かを確認する（ステップ３００）。ペア情報表が存在
しない場合には、ペア情報表をグループ管理ソフト1が作成する（ステップ３１０）。
【０１１１】
　ステップ３００にてペア情報表がある場合、若しくはステップ３１０にてペア情報表を
作成した後、グループ管理ソフトはサブコピーグループ登録指示に従ってペア情報表内に
エントリを作成する（ステップ３２０）。
【０１１２】
　このエントリには、サブコピーグループ登録指示において指定されるペア番号、コピー
元制御装置ID、正論理ディスク番号、コピー先制御装置ID、副論理ディスク番号、コンシ
ステンシ保障レベル、ペアグループ番号、コピーグループ番号、サブコピーグループ番号
が登録される。尚サブコピーグループ番号については上述のステップ２８０で述べた様に
グループ管理ソフトが選択した番号であっても良い。
【０１１３】
　尚、グループ管理ソフトは、上述の様に新規にペアを作成してこのペアの情報をペア情
報表に登録するだけでなく、既存のペアを新たに作成されたサブコピーグループに登録す
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ることもできる。係る場合には、ペア情報表にはこの既存ペアの情報として、ペア番号、
コピー元制御装置ID、正論理ディスクの識別番号、コピー先制御装置ID、副論理ディスク
の識別番号が既に登録されているので、ステップ３２０にてグループ管理ソフト１はペア
情報表のこの既存ペアのエントリを更新すれば良い。具体的にはグループ管理ソフト１は
ペア情報表のコンシステンシ保障レベル、ペアグループ番号、コピーグループ番号、サブ
コピーグループ番号の欄に、サブコピーグループ登録指示において指定される値を登録す
れば良い。
【０１１４】
　ステップ３２０によって、ペア情報表に新たにエントリが追加されたり、若しくはペア
情報表が更新されたりするので、この後ホスト１００から正制御装置及び副制御装置にペ
ア情報表が配布される。尚正制御装置及び副制御装置に配布されるペア情報表はホスト１
００が有するペア情報表と同じものでなくても、正制御装置若しくは副制御装置に関連の
あるペアの情報を有していれば良い。尚、ペア情報表が正制御装置及び副制御装置に配布
されるのは、後述する図８に示す初期コピー開始処理中（具体的には後述の図８のステッ
プ１２００４において）であっても良い。また、ペア情報表の配布形態としては、後ほど
説明する制御装置に対するペア作成指示に付随した情報として渡されることが考えられる
が、これ以外であってもよい。
【０１１５】
　最後に、グループ管理ソフト1はサブコピーグループ登録指示に基づくサブコピーグル
ープの登録が成功したことを示すメッセージを作成し、サブコピーグループ登録指示の発
行元に当該メッセージを返送する（ステップ３４０）。
【０１１６】
　以上の処理により、コピーグループ、サブコピーグループが作成される。コピーグルー
プ、サブコピーグループの作成が終わると、グループ管理ソフト１は、コピーグループを
指定することにより、コピーグループごとにコピー処理を開始したり停止したりすること
ができるようになる。
【０１１７】
　（３）リモートコピーとグループ管理ソフト1との連携動作
　（３．１）　初期コピー開始
　図８に、コピーグループ単位でリモートコピーの初期コピーを実行するための処理の一
例を示す。
【０１１８】
　まずグループ管理ソフト1は、図６及び図７に示す処理に従って、コピーグループリス
ト１４２０とサブコピーグループリスト１４５０とペア情報表１４４０を作成する（ステ
ップ１２０００）。
【０１１９】
　グループ管理ソフト1は、システム管理ソフト１５やアプリケーションＡ１４０から、
リモートコピー開始指示を受信する。このリモートコピー開始指示にはコピーグループ番
号が含まれている（ステップ１２００１）。
【０１２０】
　グループ管理ソフト1は、リモートコピー開始指示において指定されたコピーグループ
番号を用いてコピーグループリストを検索し、このコピーグループ番号が示すコピーグル
ープの状態と、このコピーグループに属する全てのサブコピーグループの状態を、ｉｎｉ
ｔｉａｌ－Ｃｏｐｙｉｎｇとする（ステップ１２００２）。
【０１２１】
　グループ管理ソフト1は、コピーグループリスト１４２０とサブコピーグループリスト
１４５０とペア情報表１４４０を参照して、正制御装置に対して初期コピーを指示すべき
一つ以上のペア、即ちリモートコピー開始指示において指定されたコピーグループに属す
る一つ以上のペアを見つける（ステップ１２００３）。
【０１２２】
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　グループ管理ソフト1は、ステップ１２００３にて見つけた個々のペアの正制御装置に
対して、当該ペアについて初期コピーを実行するようコピー初期化指示を与える。このコ
ピー初期化指示を受信した正制御装置は、コピー初期化指示にて指定されたペアについて
初期コピーを開始する（即ちコピー初期化指示にて指定されたペアの正論理ディスクに格
納されているデータを副論理ディスクにコピーする）（ステップ１２００４）。
【０１２３】
　なお、グループ管理ソフト１がコピー初期化指示を与えるにあたって必要な情報は以下
の通りであり、これらの情報はペア情報表を参照することで取得できる。
【０１２４】
　　　（Ａ）コピー種別
　　　（Ｂ）正制御装置（コピー元制御装置）ID（Ｃ）正論理ディスク番号
　　　（Ｄ）副制御装置（コピー先制御装置）ID
　　　（Ｅ）副論理ディスク番号
　　　（Ｆ）サブコピーグループ番号
　尚グループ管理ソフト１は、正制御装置に対して上述の（A）から（F）の情報ではなく
、ペア番号を指定することでコピー初期化指示を与えることもできる。更にグループ管理
ソフト１は正制御装置に対してペア番号ではなくコピーグループ番号とサブコピーグルー
プ番号の組や、ペアグループ番号を指定してコピー初期化指示を発行することもできる。
この場合に正制御装置は、受信したペア番号、若しくはコピーグループ番号とサブコピー
グループ番号の組、若しくはペアグループ番号に基づいて、自身が有するペア情報表から
ペアを構成する正論理ディスク、副制御装置、副論理ディスクを特定して、特定されたペ
ア間での初期コピーを実行する。
【０１２５】
　グループ管理ソフト1は、ステップ１２００３にて見つけたペアのペア状態を監視する
（ステップ１２００５）。この監視処理は、グループ管理ソフト１が管理ネットワーク１
７を介してペア状態を問い合わせるための管理コマンドをストレージシステムに送信し、
この管理コマンドへの応答をストレージシステムから受信することによって行う。
【０１２６】
　初期コピー対象のペアの状態が全てがＤｕｐｌｅｘ状態へ遷移したら（ステップ１２０
０６）、グループ管理ソフトは、当該コピーグループと当該コピーグループに属する全て
のサブコピーグループの状態をＤｕｐｌｅｘにする（即ちコピーグループリスト及びサブ
コピーグループリストの状態欄を更新する。）（ステップ１２００７）。
【０１２７】
　尚、グループ管理ソフト1は、システム管理ソフト１５やアプリケーションA１４０の要
求に基いて、コピーグループやサブコピーグループの状態を要求元に通知し、通知を受け
たシステム管理ソフト１５やアプリケーションA１４０はコピーグループやサブコピーグ
ループの状態を出力する。従って、グループ管理ソフト1がコピーグループやサブコピー
グループの状態をコピーグループリストやサブコピーグループリストに記録しておくこと
で、管理者はシステム管理ソフト１５やアプリケーションA１４０を用いてコピーグルー
プやサブコピーグループの状態を把握することができる。
【０１２８】
　以上図８に示す処理により、グループ管理ソフトはある特定のコピーグループを指定し
て、このコピーグループに属するペアについてのみストレージシステムに初期コピーを実
行させることができる。従ってグループ管理ソフトは、計算機システムに存在する他のペ
アについては初期コピーを実行させることなく、初期コピーが必要なコピーグループにつ
いてのみ初期コピーを実行させることができる。
【０１２９】
　（３．２）リモートコピー停止処理
　図９に、コピーグループ単位でリモートコピーを停止するための処理の一例を示す。
【０１３０】
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　グループ管理ソフト1は、システム管理ソフト１５やアプリケーションＡ１４０から、
リモートコピー停止指示を受信する。このリモートコピー停止指示にはリモートコピーを
停止すべきコピーグループを指定するためのコピーグループ番号が含まれている（ステッ
プ１３００１）。
【０１３１】
　グループ管理ソフト1は、コピーグループリスト１４２０とサブコピーグループリスト
１４５０とペア情報表１４４０を参照して、リモートコピー停止指示にて指定されたコピ
ーグループに属するペアを特定する（ステップ１３００２）。
【０１３２】
　グループ管理ソフト1は、ステップ１３００２にて見つけた個々のペアについて、当該
ペアの正論理ディスクを制御する正制御装置に、当該ペアのリモートコピー停止指示を発
行する。このリモートコピー停止指示を受信した正制御装置は、リモートコピー停止指示
にて指定されたペアについてのリモートコピーを停止する（ステップ１３００３）。
【０１３３】
　なお、グループ管理ソフト１が正制御装置に発行するリモートコピー停止指示には、以
下の情報が含まれる。
【０１３４】
　　　（Ａ）正制御装置（コピー元制御装置）ID
　　　（Ｂ）正論理ディスク番号
　　　（Ｃ）副制御装置（コピー先制御装置）ID
　　　（Ｄ）副論理ディスク番号
　しかし、上記情報の変わりとしてリモートコピーを停止すべきペアのペア番号を指定し
てもよい。また、上述のステップ１２００４にて説明したのと同様の方法を用いれば、管
理ソフト１はコピーグループ番号とサブコピーグループ番号の組や、ペアグループ番号を
指定して、リモートコピーの停止を正制御装置に指示することもできる。
【０１３５】
　正制御装置に対してリモートコピー停止指示を発行すると、グループ管理ソフト1は、
リモートコピーの停止対象となっているコピーグループ、及びこのコピーグループに属す
るサブコピーグループの状態をＳｕｓｐｅｎｄｉｎｇとする（即ちコピーグループリスト
及びサブコピーグループリストの状態欄を更新する。）（ステップ１３００４）。
【０１３６】
　グループ管理ソフト1は、ステップ１３００２にて見つけた各ペアのペア状態を監視す
る。監視の方法は、図８のステップ１２００５にて述べたのと同様である（ステップ１３
００５）。
【０１３７】
　リモートコピーの停止対象となっているコピーグループに属する全てのペアがＳｕｓｐ
ｅｎｄ状態へ遷移したら（ステップ１３００６）、ステップ１３００４にて更新したコピ
ーグループ及びサブコピーグループの状態をＳｕｓｐｅｎｄとする（ステップ１３００５
）。
【０１３８】
　図９に示す処理によってグループ管理ソフト１は、ある特定のコピーグループを指定し
て、このコピーグループに属するペアについてのみストレージシステムにリモートコピー
を停止させることができる。従ってグループ管理ソフトは、計算機システムに存在する他
のペアについてはリモートコピーを継続させたまま、リモートコピーを停止すべきコピー
グループについてのみリモートコピーを停止させることができる。
【０１３９】
　しかしながら、図９に示す処理においては、リモートコピーを停止するコピーグループ
に属する複数の副論理ディスク間で整合性を維持することができない場合がある。これは
、各正制御装置がこのコピーグループに属するペアについてのリモートコピーを停止する
タイミングが、ペアによって異なる可能性があるからである。
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【０１４０】
　例えばあるコピーグループに同期リモートコピー方式のペアA及びペアBが存在し、この
コピーグループに対するリモートコピー停止指示をグループ管理ソフト１が受信する場合
を考える。尚、まずリモートコピー停止指示に基きペアAに関するリモートコピーが停止
し、その後にホスト１００がペアAを構成する正論理ディスクAに対してデータ１を書き込
み、更にその後にホスト１００がペアBを構成する正論理ディスクBに対しデータ２を書き
込み、その後にリモートコピー停止指示に基きペアBに関するリモートコピーが停止した
ものとする。
【０１４１】
　この場合、データ１についてはペアAのリモートコピーが停止されているので、正論理
ディスクAを制御する正制御装置はデータ１をペアAを構成する副論理ディスクAに対して
送信することなく、ホストに完了報告を返信する。この完了報告を受信したホストはデー
タ2を正論理ディスクBに対して書き込む。ペアBのリモートコピーはまだ停止されていな
いので、正論理ディスクBを制御する正制御装置はデータ２をペアBを構成する副論理ディ
スクBに対して送信した後に、ホストに対して完了報告を送信する。この結果、データ1は
副論理ディスクAに格納されないにも関わらず、データ1より後に正論理ディスクに書き込
まれたデータ2が副論理ディスクBに格納される状態が生じてしまい、副論理ディスクAと
副論理ディスクBとの間の整合性が崩れてしまう。
【０１４２】
　（３．３）整合性を保ったリモートコピー停止処理
　そこで、図１０に、コピーグループ内の全ての副論理ディスク間での整合性を保ちつつ
、リモートコピー処理を停止する方法の一例を示す。
【０１４３】
　グループ管理ソフト1は、システム管理ソフト１５やアプリケーションＡ１４０から、
リモートコピー停止指示を受信する。リモートコピー停止指示にはコピーグループ番号が
含まれている（ステップ１４００１）。
【０１４４】
　グループ管理ソフト1は、コピーグループリスト１４２０とサブコピーグループリスト
１４５０とペア情報表１４４０から、リモートコピー停止指示にて指定されたコピーグル
ープに含まれるペアを見つける（ステップ１４００２）。
【０１４５】
　グループ管理ソフト1は、ステップ１４００２で見つけたペア各々について、ペアを構
成する正論理ディスクを制御する正制御装置に対して、アプリケーションＡ１４０から当
該正論理ディスクへの書き込み要求の処理を一時停止するように指示する。指示を受信し
た正制御装置は、停止指示を受信する前に既に正制御装置が受信している当該正論理ディ
スクへの書き込み要求のみを実行し、停止指示を受信した後に受信した当該正制御ディス
クへの書き込み要求は実行せずに保留する（ステップ１４００３）。その後、指示を受信
した正制御装置は停止指示に対する完了報告をグループ管理ソフト１に送信する。
【０１４６】
　ステップ１４００３にて書き込み要求を一時停止するように指示した正制御装置が全て
、指示に従って書き込み処理を保留すると（即ち全ての正制御装置から完了報告が返って
きたら）、グループ管理ソフト1は、ステップ１４００２にて見つけたペア各々について
、ペアを構成する正論理ディスクを制御する正制御装置に対して、当該ペアに関するリモ
ートコピー処理を停止するよう、リモートコピー停止指示を発行する。このリモートコピ
ー停止指示を受信した正制御装置はリモートコピーの停止処理を開始する（ステップ１４
００４）。
【０１４７】
　ここで、当該ペア間のリモートコピー種別が同期リモートコピーであれば、ステップ１
４００３にて正制御装置が書き込み要求の一時停止指示を受信するよりも前に受信した書
き込み要求は、当該正制御装置によって実行され、副ストレージシステムにも当該書き込
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み要求に基づくライトデータが送信されている。同期リモートコピーにおいては、副スト
レージシステムにライトデータが送信された後に正制御装置がホストに対して完了報告を
送信し、これによって書き込み要求に対する処理が完了するからである。従って正制御装
置は当該ペアについてはすぐリモートコピー処理を停止できる。
【０１４８】
　一方当該ペア間のリモートコピー種別が非同期リモートコピーであれば、正制御装置は
正ストレージシステムにデータを書き込むと、副ストレージシステムにデータを書き込む
前にホストに完了報告を送信するから、正制御装置にはステップ１４００３にて正制御装
置が一時停止指示を受信するより前に受信した書き込み要求に基づくライトデータであり
ながら、未だ副ストレージシステムに送信されていないライトデータ（サイドファイルデ
ータと呼ぶ）が存在し得る。係る場合には正制御装置はこの様なサイドファイルデータを
副制御装置に送信した後にリモートコピー処理を停止する。尚、非同期リモートコピーの
場合、全ての制御装置が正常に動作しているのであれば、サイドファイルの送信前に書き
込みを再開しても良い。
【０１４９】
　リモートコピー処理の停止指示を発行した後、グループ管理ソフト1は、ステップ１４
００３にて一時保留した書き込み要求処理の再開を、正制御装置に指示する。当該再開指
示を受け付けた正制御装置は、ステップ１４００３にて停止していた書き込み要求処理を
再開する（ステップ１４００５）。尚、再開されるのは正論理ディスクへの書き込み処理
であって、ステップ１４００４にて停止されたリモートコピー処理は再開されない。従っ
て書き込み要求の再開によって正論理ディスクへ書き込まれるデータは、副論理ディスク
へはコピーされない。
【０１５０】
　グループ管理ソフト1は、ステップ１４００１にて受信したリモートコピー停止指示に
て指定されたコピーグループと、このコピーグループに属するサブコピーグループの状態
をＳｕｓｐｅｎｄｉｎｇとする（即ち、コピーグループリスト１４２０とサブコピーグル
ープリスト１４５０の状態欄を書き換える）（ステップ１４００６）。
【０１５１】
　グループ管理ソフト1は、ステップ１４００２にて見つけたペアのペア状態を監視する
（ステップ１４００７）。監視方法は上述の図８のステップ１２００５にて述べた方法と
同様である。
【０１５２】
　リモートコピー停止指示にて指定されたコピーグループに属する全てのペアのペア状態
がＳｕｓｐｅｎｄ状態となったら（ステップ１４００８）、ステップ１４００６にて更新
したコピーグループとサブコピーグループの状態をＳｕｓｐｅｎｄとする（１４００９）
。
【０１５３】
　なお、グループ管理ソフト１が正制御装置に発行する書き込み要求の一時停止指示（ス
テップ１４００３）、リモートコピー停止指示（ステップ１４００４）、書き込み要求の
再開指示（ステップ１４００５）には、以下の情報が含まれる。
【０１５４】
　　　（Ａ）正制御装置（コピー元制御装置）ID
　　　（Ｂ）正論理ディスク番号
　　　（Ｃ）副制御装置（コピー先制御装置）ID
　　　（Ｄ）副論理ディスク番号
　しかし、上記情報の変わりとして指示の対象となるペアのペア番号を用いてもよいまた
、図８のステップ１２００４にて説明したのと同様の方法を用いれば、管理ソフト１はコ
ピーグループ番号とサブコピーグループ番号の組やペアグループ番号を指定してこれらの
指示を正制御装置に発行することもできる。
【０１５５】
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　なお、ステップ１４００３からステップ１４００５にて書き込み要求処理が一時停止し
ている間、ホストが正制御装置の機能が停止していると誤解しないように、正制御装置か
らなんらかの信号をホストに送ることが考えられる。例えば、特許文献２では正制御装置
がＥｘｔｅｎｄｅｄ　Ｌｏｎｇ　Ｂｕｓｙをホストに返しており、本実施形態においても
この方法を使用することができる。
【０１５６】
　また、ホストがＳＣＳＩを用いて正制御装置に対して正論理ディスクに対するＩＯ要求
（書き込み要求も含まれる）を発行している場合は、正制御装置がＩＯ要求に対してホス
トに返信する返事に含まれるステータスバイトに、Ｂｕｓｙステータス若しくはＣｈｅｃ
ｋ　Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎステータスを設定して、これを受信したホストが書き込み要求を
発行しなおす方法も考えられる。この場合書き込み要求の再発行は、ホストで実行される
ＯＳ中のＳＣＳＩデバイスドライバによって実行されるため、ＳＣＳＩデバイスドライバ
より上位層で実行されるホスト上のファイルシステムや、ホストのＯＳ上で実行されるア
プリケーションＡ１８０に対しては、書き込み要求の再発行を隠すことができる。
【０１５７】
　また、ホストがｉＳＣＳＩを用いて正制御装置に対し正論理ディスクへの書き込み要求
を発行している場合には、ホストはＦｉｂｒｅＣｈａｎｎｅｌやＦＩＣＯＮより低信頼な
ＩＰ網をＴＣＰの再送機能を用いて高信頼化しているため、１分程度正制御装置がホスト
に何も応答を返さなくてもホストが誤解することはない。
【０１５８】
　図１０に示す処理によれば、コピーグループに属する全てのペアについて、一旦正論理
ディスクに対する書き込み要求の処理が停止された後に、このコピーグループに属するペ
アについてのリモートコピーが停止される。従ってコピーグループに属する副論理ディス
クの整合性を維持しつつ、コピーグループに属するペアのリモートコピーを停止すること
ができる。
【０１５９】
　例えば前述と同様、コピーグループに同期リモートコピー方式のペアA及びペアBが存在
し、このコピーグループに対するリモートコピー停止指示をグループ管理ソフト１が受信
する場合を考える。この場合図１０によれば、まずペアAとペアBについて各ペアを構成す
る正論理ディスクA及び正論理ディスクBへの書き込み処理が一時停止される。この後まず
リモートコピー停止指示に基きペアAに関するリモートコピーが停止され、その後にホス
ト１００がペアAを構成する正論理ディスクAに対してデータ１を書き込み、更にその後に
ホスト１００がペアBを構成する正論理ディスクBに対しデータ２を書き込み、その後にリ
モートコピー停止指示に基きペアBに関するリモートコピーが停止されたものとする（書
き込み処理の一時停止以外は図９と同じ）。
【０１６０】
　この場合、データ１についてはペアAのリモートコピーが停止されているので、正論理
ディスクAを制御する正制御装置は、データ１をペアAを構成する副論理ディスクAに対し
て送信することなく、ホストに完了報告を返信する。一方、ペアBのリモートコピーはま
だ停止されていない間にデータ２の書き込みが行われているが、ペアBを構成する正論理
ディスクBへの書き込み要求の処理は一時停止されている。従って正論理ディスクBを制御
する正制御装置は、データ2を正論理ディスクBに書き込むことも、ペアBを構成する副論
理ディスクBに対してデータ２を送信することもない。
【０１６１】
　この結果データ１及びデータ2は共に副論理ディスクに格納されない。副論理ディスク
に格納されるのは、コピーグループに属するペアについて書き込み要求の処理の一時停止
指示が発行される前に正制御装置が処理した書き込み要求に基くデータのみとなる。係る
データは同期リモートコピー方式に基き、正論理ディスクへの書き込み順序通りに副論理
ディスクにも書き込まれる。従って図１０に示す処理によれば、コピーグループに属する
複数の副論理ディスク間の整合性を維持しつつコピーグループに属するペアのリモートコ
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ピーを停止することができる。
【０１６２】
　尚、コピーグループに属するペアのコピー種別が非同期リモートコピーである場合には
、前述の様にライトデータに付与されたシーケンシャル番号順に副制御装置が副論理ディ
スクにデータを格納したり、特許文献１に示す技術を用いることにより、リモートコピー
処理が停止された場合であっても複数の論理ディスク間の整合性を維持することができる
。
【０１６３】
　（３．４）　コピー再開
　図９若しくは図１０に示す処理によりリモートコピーが停止されたコピーグループにつ
いて、リモートコピーを再開するための処理内容は、基本的に図８に示すリモートコピー
開始処理と同じである。但し、既にコピーグループ、サブコピーグループは構成されてい
るので、ステップ１２０００は省略可能である。
【０１６４】
　また、リモートコピーを停止している間に正論理ディスクに対するライトデータがホス
トから書き込まれた場合、正制御装置がライトデータの書き込み位置をビットマップ等を
用いて記録しておけば、ステップ１２００４にて正制御装置から副制御装置へコピーすべ
きデータは、記録しておいた書き込み位置に書き込まれているデータのみで済む。
【０１６５】
　（３．５）　障害発生によるリモートコピー処理の停止
　図１１に、複数のペアを含むコピーグループ内で任意のペアが障害Ｓｕｓｐｅｎｄとな
った場合に、コピーグループに含まれる全ての副論理ディスクの整合性を保ちつつ残りの
ペアのコピーを停止する方法を示す。
【０１６６】
　ホストのアプリケーションが、障害Ｓｕｓｐｅｎｄ状態のペアを構成している正論理デ
ィスクに対する、書き込み要求を発行する（ステップ１６００１）。
【０１６７】
　書き込み要求を受信した正制御装置は、書き込み要求が障害Ｓｕｓｐｅｎｄ状態のペア
の正論理ディスクに対する要求だと判断したら、その書き込み要求に対する処理を保留す
る（ステップ１６００２）。
【０１６８】
　ペア状態が障害Ｓｕｓｐｅｎｄである場合、正制御装置は、正論理ディスクの障害によ
りこの正論理ディスクに対するデータの書き込み処理が実行できなかったり、通信障害に
より副制御装置へデータを送信できなかったり、副論理ディスクの障害により副ストレー
ジシステムへのライトデータの書き込みが失敗に終わることから、書き込み要求が障害Ｓ
ｕｓｐｅｎｄ状態のペアの正論理ディスクに対する要求だと判断することができる。そこ
で、書き込み要求が障害Ｓｕｓｐｅｎｄ状態のペアの正論理ディスクに対する要求であっ
た場合には、正制御装置はその書き込み要求に対する処理を保留する旨をホストに通知す
る。なお、通知の際はペアである副制御装置と副論理ディスクを識別する情報を合わせて
通知してもよい。
【０１６９】
　グループ管理ソフト1は、正制御装置が発行した通知を検出して、アプリケーションが
発行した書き込み要求が保留された旨を検知したら、ペア情報表を参照して一時保留され
た書き込み要求の対象となっている正論理ディスクと合わせて通知された副論理ディスク
を含むコピーグループを見つける（ステップ１６００３）。
【０１７０】
　グループ管理ソフト1は、コピーグループリスト１４２０とサブコピーグループリスト
１４５０とペア情報表１４４０から、ステップ１６００３にて見つけたコピーグループに
含まれる他のペアを見つける（ステップ１６００４）。
【０１７１】
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　グループ管理ソフト1は、ステップ１６００４で見つけた各ペアについて、このペアの
正論理ディスクを制御している正制御装置を見つけ、見つけた正制御装置に対してアプリ
ケーションＡ１４０からの当該正論理ディスクに対する書き込み要求の処理を保留するよ
う、書き込み要求の処理の一時停止指示を発行する（ステップ１６００５）。
【０１７２】
　この書き込み要求の処理の一時停止指示を受信した正制御装置は、一時停止指示にて指
定された正論理ディスクについて、一時停止指示を受信する前に受信した書き込み要求は
実行し、一時停止指示を受信した後に受信した書き込み要求の処理は一時保留する。そし
て一時停止指示を受信した正制御装置は、書き込み要求の処理を保留すると、完了報告を
グループ管理ソフト１に返信する。
【０１７３】
　グループ管理ソフト1は、ステップ１６００５にて書き込み要求の処理の一時停止を指
示した全ての正制御装置から完了報告を受信すると、ステップ１６００４にて見つけた各
ペアの正論理ディスクを制御する正制御装置に対して、当該ペアについてのリモートコピ
ー停止指示を送信する（ステップ１６００６）。　指示を受けた正制御装置は、指示にお
いて指定されたペアについてのリモートコピー処理を停止する。正制御装置におけるリモ
ートコピーの停止処理は前述の図１０のステップ１４００４と同様の方法にて実行される
。
【０１７４】
　グループ管理ソフト1は、ステップ１６００６においてリモートコピー処理を停止した
後、ステップ１６００４にて保留した書き込み要求の処理を再開するよう正制御装置に指
示する（ステップ１６００７）。当該再開指示を受け付けた正制御装置は書き込み要求処
理を再開する。ここで再開される処理は、図１０のステップ１４００５と同様、正論理デ
ィスクへのデータの書き込み処理であって、リモートコピー処理は停止されたままである
。従って書き込み要求の再開によって正論理ディスクへ書き込まれるデータは、副論理デ
ィスクへはコピーされない。
【０１７５】
　グループ管理ソフト1は、ステップ１６００３にて見つけたコピーグループと、このコ
ピーグループに属するサブコピーグループの状態をＳｕｓｐｅｎｄｉｎｇとする（ステッ
プ１６００８）。尚ステップ１６００７とステップ１６００８の実行順序は逆であっても
良い。
【０１７６】
　更にグループ管理ソフト１はステップ１６００４にて見つけたペアのペア状態を監視す
る（ステップ１６００９）。監視方法は図８にて述べた方法と同様である。監視対象のペ
アの状態が全てＳｕｓｐｅｎｄ状態となったら（ステップ１６０１０）、ステップ１６０
０８で更新した、コピーグループの状態とサブコピーグループの状態を障害Ｓｕｓｐｅｎ
ｄとする（ステップ１６０１１）。
【０１７７】
　図１１に示した障害発生時におけるリモートコピー処理の停止方法は、コピーグループ
を構成するペアのリモートコピー種別が同期リモートコピーである場合に有効である。図
１０と同様、コピーグループ内のあるペアが障害Ｓｕｓｐｅｎｄ状態になった場合には、
このペアに対する書き込み要求の処理を一時保留すると共に、このペアと同じコピーグル
ープに属する他のペアについての書き込み要求の処理も一時保留してから、各ペアのリモ
ートコピー処理を停止しているからである。従って、コピーグループ内のあるペアが障害
Ｓｕｓｐｅｎｄ状態となった場合に、このコピーグループ内に属する副論理ディスクの整
合性を維持しつつ、このコピーグループに属する他のペアのリモートコピー処理を停止す
ることができる。
【０１７８】
　一方リモートコピー種別が非同期リモートコピーである場合には、例えば特許文献１に
記載の方法等を用いて、障害発生時の整合性を確保する必要がある。
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【０１７９】
　なお、図１０にて説明したリモートコピーの停止処理と同様、ステップ１６００５から
ステップ１６００７にて正制御装置が書き込み要求の処理を一時停止している間、ホスト
が正制御装置の機能が停止していると誤解しない様に、正制御装置からなんらかの信号を
ホストに送信することが望ましい。この方法としては図１０にて説明したのと同様の方法
を採用することができる。
【０１８０】
　また、ステップ１６００３において、グループ管理ソフト1が正制御装置にて書き込み
要求の処理が保留されている旨を知る方法として、以下の方法が考えられる。
【０１８１】
　（Ａ）ホストが正制御装置からＥｘｔｅｎｄｅｄ　Ｌｏｎｇ　Ｂｕｓｙを受け取ったら
、ホストのＯＳがＥｘｔｅｎｄｅｄ　Ｌｏｎｇ　Ｂｕｓｙの受信をコンソールに出力する
ので、グループ管理ソフト1はコンソールへの出力を監視することにより、書き込み要求
処理の保留を検出する。
【０１８２】
　（Ｂ）ホストが正制御装置から、ＳＣＳＩステータスバイトにＢｕｓｙステータス若し
くはＣｈｅｃｋ　Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎステータスを含む返信を受信したら、ホストのＯＳ
はその旨をコンソールやログファイルへ出力するので、グループ管理ソフト1はコンソー
ル若しくはログファイルを監視することにより、書き込み要求処理の保留を検出する。
【０１８３】
　尚、グループ管理ソフト１が正制御装置に発行する書き込み要求の一時停止指示（ステ
ップ１６００５）、リモートコピー停止指示（ステップ１６００６）、書き込み要求の再
開指示（ステップ１６００７）には、指示の対象となるペアのペア番号が含まれている。
また、図８のステップ１２００４にて説明したのと同様の方法を用いれば、管理ソフト１
はコピーグループ番号とサブコピーグループ番号の組やペアグループ番号を指定してこれ
らの指示を正制御装置に発行することもできる。
【０１８４】
　更に、ステップ１６００３からステップ１６００５に示す、書き込み要求処理の一時保
留の監視から、書き込み要求処理の停止処理については、グループ管理ソフト１に代わっ
てホストのＯＳ上で動作するデバイスドライバが実行しても良い。
【実施例２】
【０１８５】
　第２の実施例について説明する。
【０１８６】
　図１２は、第２の実施例における計算機システムの構成例を示す図である。
【０１８７】
　計算機システムはホスト（１００ａ、１００ｂ）と管理計算機１０と、ストレージシス
テム（４０１０、４０２０、４０３０、４０４０）を有する。各ストレージシステムは実
施例１と同様、制御装置と論理ディスク（４０１１、４０２１、４０３１、４０４１）を
含む。
【０１８８】
　ホスト１００ａ、ホスト１００ｂ、管理計算機１０はネットワーク１７を介して相互に
接続されている。またホスト１００ａ、ホスト１００ｂ、管理計算機１０、正ストレージ
システム（４０１０、４０２０）もネットワークを介して接続されている。
【０１８９】
　更に正ストレージシステム４０１０と副ストレージシステム４０３０間、正ストレージ
システム４０２０と副ストレージシステム４０４０間は各々接続されており、これらのス
トレージシステムはリモートコピーを実行している。
【０１９０】
　ホスト１００ａには、メモリにＯＳ１７０ａとアプリケーションＡ１４０ａが格納され
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ており、これをＣＰＵが実行する。アプリケーションＡはＳＣＳＩ以外のプロトコルに従
って論理ディスク４０１１へデータの読み書きを行う。
【０１９１】
　ホスト１００ｂでは、メモリにＯＳ１７０ｂとアプリケーションＢ１４０ｂが格納され
ており、これをＣＰＵが実行する。アプリケーションＢはＳＣＳＩプロトコルに従って論
理ディスク４０２１へ読み書きを行う。
【０１９２】
　ここで、アプリケーションＡとアプリケーションＢは、お互いに通信しながら、共同で
一つの処理を行っているものとする。従って、もしアプリケーションＢのある処理が、ア
プリケーションＡのある処理の完了後に実行する必要がある処理である場合には、アプリ
ケーションＡは処理の完了メッセージをネットワーク１７を介してアプリケーションＢへ
転送し、アプリケーションＢはアプリケーションＡからの完了メッセージを受信してから
処理を実行することにより、お互いが同期を取っている。
【０１９３】
　論理ディスク４０１１と論理ディスク４０３１はリモートコピーのペア（４０５０）で
ある。また、論理ディスク４０２１と論理ディスク４０４１もまた、リモートコピーのペ
ア（４０６０）である。
【０１９４】
　管理計算機１０は、メモリにグループ管理ソフト1が格納されておりＣＰＵがグループ
管理ソフト１を実行している。グループ管理ソフト1は、ペア４０５０とペア４０６０を
コピーグループとして一括操作するものとする。なお、グループ管理ソフトはホスト１０
０ａやホスト１００ｂに含まれても良い。
【０１９５】
　ホストや管理計算機、ストレージシステムの構成については、実施例１と同様であるの
で、図１２では省略する。
【０１９６】
　実施例２では、ＳＣＳＩプロトコルを用いるホスト１００ｂがデータを書き込むペア４
０６０と、ＳＣＳＩ以外のプロトコルを用いるホスト１００ａがデータを書き込むペア４
０５０間において障害発生時のコンシステンシを保つことができる。以下にペア４０５０
若しくはペア４０６０に障害が発生した場合の手順を示す。
【０１９７】
　図１３は、図１２に示すシステムにおいてペア４０５０に障害が生じた場合の処理の一
例を示す図である。
【０１９８】
　ホスト１００ａのアプリケーション１４０ａが、非ＳＣＳＩプロトコルに従って正スト
レージシステム４０１０の正論理ディスク４０１１に対して書き込み要求を発行する（ス
テップ１８００１）。
【０１９９】
　正ストレージシステム４０１０の正制御装置は、受信した書き込み要求の対象のペアが
障害Ｓｕｓｐｅｎｄであることを検出し、ホスト１００ａに対してＥｘｔｅｎｄｅｄ　Ｌ
ｏｎｇ　Ｂｕｓｙステータスを返し、正論理ディスク４０１１に対する書き込み処理を一
時停止する（ステップ１８００２）。障害Ｓｕｓｐｅｎｄの検出方法は上述の図１１にて
述べた方法と同様である。
【０２００】
　ホスト１００ａのＯＳ１７０ａは、Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｌｏｎｇ　Ｂｕｓｙステータス
を受信したことを、ネットワークを介して管理計算機１０のグループ管理ソフト1へ通知
する。この通知には障害Ｓｕｓｐｅｎｄとなったペアの以下の情報が含まれる。
【０２０１】
　　　（Ａ）正制御装置（コピー元制御装置）ID
　　　（Ｂ）正論理ディスク番号
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　　　（Ｃ）副制御装置（コピー先制御装置）ID
　　　（Ｄ）副論理ディスク番号
しかし、その代わりとしてペア番号を含めてもよい。グループ管理ソフト1は、受信した
情報を用いてペア情報表を参照し、障害Ｓｕｓｐｅｎｄとなったペアが所属するコピーグ
ループを見つける（ステップ１８００３）。
【０２０２】
　グループ管理ソフト1は更に、コピーグループリスト、サブコピーグループリスト、ペ
ア情報表を用いて、ステップ１８００３にて見つけたコピーグループに所属する他のペア
を見つける（ステップ１８００４）。
【０２０３】
　グループ管理ソフト1は、ステップ１８００４で見つけたペアの正論理ディスクを制御
している正制御装置を特定し、この正制御装置に当該正論理ディスクへの書き込み要求の
処理を停止するように指示する。この指示を受信した正制御装置は、書き込み要求の処理
の停止指示を受信する前に受信した当該正論理ディスクに対する書き込み要求は実行し、
停止指示を受信した後に受信した当該正論理ディスクに対する書き込み要求は保留する（
ステップ１８００５）。尚、書き込み処理停止中の正論理ディスクに書き込み要求が到着
した場合は、正制御装置は以下の処理を行う。
【０２０４】
　　（Ａ）到着した書き込み要求が、非ＳＣＳＩプロトコルに従った書き込み要求である
場合は、Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｌｏｎｇ　Ｂｕｓｙステータスを返す。
【０２０５】
　　（Ｂ）到着した書き込み要求が、ＳＣＳＩプロトコルに従った書き込み要求である場
合には、ＢｕｓｙステータスまたはＣｈｅｃｋ　Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎステータスを返す。
【０２０６】
　即ち、正制御装置は、書き込み停止中の正論理ディスクに対してホスト１００aからア
クセスがあった場合には、Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｌｏｎｇ　Ｂｕｓｙステータスを返し、ホ
スト１００ｂからアクセスがあった場合には、ＢｕｓｙステータスまたはＣｈｅｃｋ　Ｃ
ｏｎｄｉｔｉｏｎステータスを返す。
【０２０７】
　なお正制御装置は、それぞれの正論理ディスクについて、上記方法（Ａ）及び（Ｂ）の
使い分けを行うために、各正論理ディスクがホストからどのプロトコルに従ってアクセス
されるかを記憶している。
【０２０８】
　書き込み処理が停止されると、正制御装置はグループ管理ソフト１に完了報告を返す。
【０２０９】
　ステップ１８００５で書き込み要求の処理の停止指示を発行した全ての正制御装置から
完了報告が返ってきたら、グループ管理ソフト1は、ステップ１８００４にて見つけたペ
アについて、ペアを構成する正論理ディスクを制御する正制御装置に対してリモートコピ
ーの停止を指示する。このリモートコピー停止指示を受け付けた正制御装置は、指示にて
指定されたペアのリモートコピー処理を停止する（ステップ１８００６）。
【０２１０】
　リモートコピー停止指示を発行した後にグループ管理ソフト1は、ステップ１８００５
にて書き込み要求の処理を一時停止させた正論理ディスクについて、書き込み要求の処理
の再開を指示する。この指示を受信した正制御装置は、書き込み処理を再開する（ステッ
プ１８００７）。
【０２１１】
　グループ管理ソフト1は、ステップ１８００３にて見つけたコピーグループと、このコ
ピーグループに属するサブコピーグループの状態をＳｕｓｐｅｎｄｉｎｇとする（ステッ
プ１８００８）。
【０２１２】
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　グループ管理ソフトはステップ１８００３にて見つけたコピーグループに属するペアの
ペア状態を監視する（ステップ１８００９）。全てのペアがＳｕｓｐｅｎｄ状態となった
ら（ステップ１８０１０）、ステップ１８００８にて更新した状態をＳｕｓｐｅｎｄとす
る（１８０１１）。
【０２１３】
　尚、図１３においてはＳＣＳＩプロトコル以外のプロトコルに従ってアクセスされるペ
ア４０５０に障害が生じた場合を例に説明したが、ＳＣＳＩプロトコルでアクセスされる
ペア４０６０に障害が生じた場合にも同様の方法によって整合性を確保することができる
。この場合にはステップ１８００２において、正ストレージシステム４０２０の正制御装
置が、受信した書き込み要求の対象のペアが障害Ｓｕｓｐｅｎｄであることを検知し、ホ
スト１００ｂに対してＢｕｓｙステータスまたはＣｈｅｃｋ　Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎステー
タスを返し、正論理ディスク４０２１に対する書き込み処理を一時停止する。
【０２１４】
　また、グループ管理ソフト１が正制御装置に発行する書き込み要求の一時停止指示（ス
テップ１８００５）、リモートコピー停止指示（ステップ１８００６）、書き込み要求の
再開指示（ステップ１８００７）には、指示の対象となる以下の情報が含まれる。
【０２１５】
　　　（Ａ）正制御装置（コピー元制御装置）ID
　　　（Ｂ）正論理ディスク番号
　　　（Ｃ）副制御装置（コピー先制御装置）ID
　　　（Ｄ）副論理ディスク番号
しかし、その代わりとしてペアのペア番号を含めてもよい。また、図８のステップ１２０
０４にて説明したのと同様の方法を用いれば、管理ソフト１はコピーグループ番号とサブ
コピーグループ番号の組やペアグループ番号を指定してこれらの指示を正制御装置に発行
することもできる。
【０２１６】
　以上の様に、ストレージシステムの制御装置が、自身が制御する論理ディスクについて
、ホストからＳＣＩＳプロトコルに従ってアクセスされるのか、ＳＣＳＩプロトコル以外
のプロトコルに従ってアクセスされるのかを管理することによって、リモートコピーのペ
アに障害が生じた場合に適切な方法でホストに障害を通知することができる。従って、Ｓ
ＣＳＩプロトコルでアクセスされる論理ディスクによって構成されるペアと、ＳＣＳＩプ
ロトコル以外のプロトコルに従ってアクセスされる論理ディスクによって構成されるペア
との間で、障害発生時に整合性を確保しつつ、リモートコピーを停止することが可能とな
る。
【実施例３】
【０２１７】
　次に実施例３について説明する。
【０２１８】
　図１４は、第３の実施例における３サイト計算機システムの構成例を示す図である。３
サイト計算機システムはサイトＡ、サイトＢ、サイトＣの３つのサイトから構成される。
【０２１９】
　サイトＡには、ホスト１００ａ、ストレージシステムＡＡ１７００１、ストレージシス
テムＡＢ１７００２が含まれる。ストレージシステムＡＡは正制御装置と正論理ディスク
１７０１１を、ストレージシステムＡＢは正制御装置と正論理ディスク１７０１２を有す
る。ホスト１００ａはアプリケーションプログラムＡ１４０ａ、グループ管理ソフト１、
ＯＳ(Operating System)１７０ａを有する。アプリケーションＡはサイトＡの正論理ディ
スク（１７０１１、１７０１２）へデータの読み書きを行う。
【０２２０】
　サイトＢにはストレージシステムＢＡ１７００３とストレージシステムＢＢ１７００４
が存在し、ストレージシステムＢＡは副制御装置と副論理ディスク１７０１３、ストレー
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ジシステムＢＢは副制御装置と副論理ディスク１７０１４を有する。
【０２２１】
　サイトＣにはストレージシステムＣＡ１７００５とストレージシステムＣＢ１７００６
が存在し、ストレージシステムＣＡは副制御装置と副論理ディスク１７０１５、ストレー
ジシステムＣＢは副制御装置と副論理ディスク１７０１６を有する。
【０２２２】
　正論理ディスク１７０１１と副論理ディスク１７０１３はリモートコピーのペア（１７
０２１）である。正論理ディスク１７０１２と副論理ディスク１７０１４もリモートコピ
ーのペア（１７０２２）である。正論理ディスク１７０１１はまた、副論理ディスク１７
０１５とペア（１７０３１）でもある。同様に、正論理ディスク１７０１２は、副論理デ
ィスク１７０１６ともペア（１７０３２）である。ペア１７０２１とペア１７０２２のコ
ピー種別は非同期、ペア１７０３１とペア１７０３２のコピー種別は同期であるものとす
る。従って、本実施例ではサイトＡから、サイトＢとサイトＣへ並行してリモートコピー
が実行される。
【０２２３】
　尚、ホストや管理計算機、ストレージシステムの構成については、実施例１と同様であ
るので、図１４では省略する。
【０２２４】
　グループ管理ソフト１は、ペア１７０２１と１７０２２をコピーグループ１と、ペア１
７０３１と１７０３２をコピーグループ２とするように、コピーグループ、サブコピーグ
ループ、ペアを設定する。
【０２２５】
　この結果ホスト１００ａに設定されるコピーグループリスト、サブコピーグループリス
ト、ペア情報表の一例を図１５に示す。尚、図１５に示すコピーグループリスト、サブコ
ピーグループリスト、ペア情報表は、図６及び図７に示す処理に従って作成される。
【０２２６】
　コピーグループリストには、コピーグループ１とコピーグループ２が登録され、各々の
コピーグループにはサブコピーグループリストへのポインタが登録される。
【０２２７】
　コピーグループが２つ存在するので、サブコピーグループリストは各コピーグループに
対応して２つ存在する。サブコピーグループリストには、正制御装置ごとに同じコピーグ
ループに属するペアがサブコピーグループとしてまとめて登録される。図１４に示すシス
テムでは、コピーグループ１には、ストレージシステムAAの正制御装置をコピー元制御装
置とするペア１７０２１が属するサブコピーグループ１と、ストレージシステムABの正制
御装置をコピー元制御装置とするペア１７０２２が属するサブコピーグループ２が含まれ
る。この２つのサブコピーグループのコピー種別は共に非同期である。一方コピーグルー
プ２には、ストレージシステムAAの正制御装置をコピー元制御装置とするペア１７０３１
が属するサブコピーグループ１と、ストレージシステムABの正制御装置をコピー元制御装
置とするペア１７０３２が属するサブコピーグループ２が含まれる。この２つのサブコピ
ーグループのコピー種別は共に同期である。
【０２２８】
　図１４に示すシステムにはペアが４つ存在するので、ペア情報表には４つのペア（ペア
１７０２１、１７０２２、１７０３１、１７０３２）が登録されている。
【０２２９】
　係る状態において、ペア１７０３２に障害が生じてペア状態が障害Ｓｕｓｐｅｎｄとな
った場合を想定する。この場合、図１１に示す処理が実行されることによって、コピーグ
ループ１に属するペア１７０３１とペア１７０３２のリモートコピー処理は停止される。
しかし障害Ｓｕｓｐｅｎｄとなったペア１７０３２とは異なるコピーグループ２に属する
ペア１７０２１とペア１７０２２については、リモートコピー処理は停止されないので、
サイトＡからサイトＢへのリモートコピーは継続した状態となる。
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【０２３０】
　以上の様に、本実施形態によれば、グループ管理ソフトは、コピーグループ毎に整合性
を維持しつつリモートコピー処理を停止することができる。従って３サイト構成の計算機
システムにおいて、サイトＡとサイトＢ間のリモートコピーのペアと、サイトＡとサイト
Ｃ間のリモートコピーのペアとを各々別のコピーグループに属するよう管理しておけば、
サイトＡとサイトＣ間に障害が生じてリモートコピーが停止してしまった場合に、サイト
Ｃの副論理ディスク間の整合性を維持しつつ、サイトＡとサイトＢとの間のリモートコピ
ー処理は継続させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０２３１】
【図１】実施形態１における計算機システムの一例を示す図である。
【図２】同期リモートコピーのペア状態の状態遷移の一例を示す図である。
【図３】非同期リモートコピーのペア状態の状態遷移の一例を示す図である。
【図４】コピーグループリスト、サブコピーグループリスト、ペア情報表各々の一例と、
これらのリストの関係を示す図である。
【図５】コピーグループの構成の一例を示す図である。
【図６】コピーグループの作成手順の一例を示す図である。
【図７】サブコピーグループの作成手順の一例を示す図である。
【図８】コピーグループ単位でリモートコピーの初期コピーを実行するための処理の一例
を示す図である。
【図９】コピーグループ単位でリモートコピーを停止するための処理の一例を示す図であ
る。
【図１０】副論理ディスク間での整合性を維持しつつ、コピーグループ単位でリモートコ
ピーを停止するための処理の一例を示す図である。
【図１１】あるペアが障害サスペンドとなった場合に、当該ペアと同じコピーグループに
属するペアのリモートコピーを、当該コピーグループに属する副論理ディスクの整合性を
維持しつつ停止するための処理の一例を示す図である。
【図１２】実施形態２における計算機システムの一例を示す図である。
【図１３】実施形態２において、あるペアに障害が生じた際の処理の一例を示す図である
。
【図１４】実施形態３における３サイト計算機システムの構成例を示す図である。
【図１５】実施形態３における３サイト計算機システムの、コピーグループリスト、サブ
コピーグループリスト、ペア情報表の一例を示す図である。
【符号の説明】
【０２３２】
１　グループ管理ソフト
１００　ホスト
１０００　正制御装置
１４２０　コピーグループリスト
１４４０　ペア情報表
１４５０　サブコピーグループリスト
１６００　正ディスク装置
２０００　副制御装置
２６００　副ディスク装置
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