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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホストコンピュータと、仮想記憶化された複数の記憶装置サブシステムと、バックエン
ドサーバと、を備える計算機システムであって、
　前記バックエンドサーバは、
　第1の記憶装置サブシステムの第１の記憶領域および第２の記憶装置サブシステムの第
２の記憶領域に対応させた仮想記憶領域を前記ホストコンピュータへ提示するように操作
可能な仮想デバイスドライバを備え、
　該仮想デバイスドライバは、前記仮想記憶領域内の第１の位置を特定する仮想アドレス
を含む第１のデータ要求を前記ホストコンピュータから受信して、前記第１の記憶領域へ
向けた第２のデータ要求を生成するように構成され、該第２のデータ要求は前記仮想記憶
領域内の前記第１の位置に対応した前記第１の記憶装置サブシステムの第１の記憶領域内
の第２の位置を特定する記憶アドレスを含み、
　また、該仮想デバイスドライバは、前記仮想記憶領域内の前記第１の位置を前記第２の
記憶装置サブシステムの第２の記憶領域内の第３の位置へと変更するように構成され、該
対応の変更は前記第２の位置に記憶されたデータの前記第３の位置への移行を含むデータ
移行操作に関連して行われる、計算機システム。
【請求項２】
　前記バックエンドサーバは、前記データ移行後、前記仮想記憶領域の第１の位置を特定
する前記仮想アドレスを含む第３のデータ要求を前記ホストコンピュータから受信すると
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、前記第２の記憶装置サブシステムに向けた第４のデータ要求を生成するように構成され
、該第４のデータ要求は前記第２の記憶領域内の前記第３の位置を特定する記憶アドレス
を含む、請求項１に記載の計算機システム。
【請求項３】
　前記バックエンドサーバは、前記第１の記憶装置サブシステムの前記第１の記憶領域に
記憶された第１のデータを前記第２の記憶装置サブシステムの前記第２の記憶領域へと移
行するデータ移行を開始するように構成された、請求項１に記載の計算機システム。
【請求項４】
　前記バックエンドサーバは、前記第１のデータが前記第２の記憶領域へと移行されてい
る間に、前記第１のデータへアクセスする要求を前記ホストコンピュータから受信するよ
うに構成される、請求項３に記載の計算機システム。
【請求項５】
　前記バックエンドサーバは、データ移行手段にアクセスし、前記ホストコンピュータか
ら受信した前記第１のデータへアクセスする要求に応じて生成されるサーバ要求が、前記
第１の記憶装置サブシステムまたは前記第２の記憶装置サブシステムのいずれに向けられ
るかを判定し、該データ移行手段は、データを固定サイズで移行し、前記第１のデータが
前記第２の記憶領域へと移行されている間、前記第１の記憶領域内にとどまる前記第１の
データの前記固定サイズのデータ移行状態を示すフラグを保持するテーブルを維持する、
請求項４に記載の計算機システム。
【請求項６】
　前記データ移行手段は、前記記憶装置サブシステムのうちの１つにまたは前記バックエ
ンドサーバに設けられる、請求項５に記載の計算機システム。
【請求項７】
　複数のホストコンピュータと、仮想記憶化された複数の記憶装置サブシステムと、バッ
クエンドサーバと、を備える計算機システムにおける記憶装置サブシステムの切替方法で
あって、
　第１の記憶装置サブシステムの第１の記憶領域と第２の記憶装置サブシステムの第２の
記憶領域に対応させて仮想記憶領域をホストコンピュータに提示する過程と、
　前記仮想記憶領域内の第１の位置を特定する仮想アドレスを含む第１のデータ要求を前
記複数のホストコンピュータのうちの１つから受信し、かつ、前記第１の記憶領域へ向け
た第２のデータ要求を生成する過程であって、該第２のデータ要求は前記仮想記憶領域内
の前記第１の位置に対応した前記第１の記憶領域内の第２の位置を特定する記憶アドレス
を含む過程と、
　前記仮想記憶領域内の前記第１の位置を前記第２の記憶領域内の第３の位置へと変更す
るように前記対応を変更する過程であって、該対応の変更は前記第２の位置に記憶された
データの前記第３の位置への移行を含むデータ移行操作に関連して行われる過程と、を備
える方法。
【請求項８】
　前記バックエンドサーバは、前記データ移行後、前記仮想記憶領域の第１の位置を特定
する前記仮想アドレスを含む第３のデータ要求を前記複数のホストコンピュータのうちの
１つから受信すると、前記第２の記憶装置サブシステムに向けた第４のデータ要求を生成
するように構成され、該第４のデータ要求は前記第２の記憶領域内の前記第３の位置を特
定する記憶アドレスを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１の記憶装置サブシステムの前記第１の記憶領域に記憶された第１のデータを前
記第２の記憶装置サブシステムの前記第２の記憶領域へと移行するデータ移行を開始する
過程を含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１のデータが前記第２の記憶領域へと移行されている間に、前記第１のデータに
アクセスする要求を前記ホストのうちの１つから受信する過程を含む、請求項９に記載の
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方法。
【請求項１１】
　前記ホストコンピュータのうちの１つから受信した前記第１のデータへアクセスする要
求に応じて生成されるサーバ要求が、前記第１の記憶装置サブシステムまたは前記第２の
記憶装置サブシステムのいずれに向けられるかを判定する過程と、データ移行手段が、デ
ータを固定サイズで移行し、前記第１のデータが前記第２の記憶領域へと移行されている
間、前記第１の記憶領域内にとどまる前記第１のデータの前記固定サイズでのデータ移行
状態を示すフラグを保持するテーブルを維持する過程と、を備える請求項１０に記載の方
法。
【請求項１２】
　複数のホストコンピュータによりアクセス可能な仮想化された記憶装置サブシステムを
提供するバックエンドサーバであって、
　仮想化された記憶装置サブシステムに記憶されているデータの読取りを要求する、該仮
想化された記憶装置サブシステムの仮想記憶領域内の第１の位置を特定する記憶アドレス
を含む第１のデータアクセス要求を、アクセスを要求するホストコンピュータから受信し
、
　第１の記憶装置サブシステムへ向けた第２のデータアクセス要求を生成し、該第２のデ
ータアクセス要求は前記仮想化された記憶装置サブシステムの仮想記憶領域内の第１の位
置にマッピングされた該第１の記憶装置サブシステムの第１の記憶領域内の第２の位置を
特定する記憶アドレスを含み、
　前記第１の記憶装置サブシステムから受信したデータを、第２の記憶装置サブシステム
の第２の記憶領域内の第３の位置へコピーし、
　該受信したデータを前記アクセスを要求するホストコンピュータへ送信する、ように構
成されて、
　前記アクセスを要求するホストコンピュータが前記第１および第２の記憶装置サブシス
テムにアクセスできるように、前記仮想化された記憶装置サブシステムの仮想記憶領域内
の第１の位置のマッピングを、前記第１の記憶装置サブシステムの記憶領域内の第２の位
置から前記第２の記憶装置サブシステムの記憶領域内の第３の位置へ変更するように構成
される、バックエンドサーバ。
【請求項１３】
　前記バックエンドサーバは、前記仮想化された記憶装置サブシステムの仮想記憶領域内
の第１の位置を特定する記憶アドレスを含む第３のデータアクセス要求を、データコピー
の後にアクセスを要求するホストから受信した場合に、前記第２の記憶装置サブシステム
へ向けた第４のデータアクセス要求を生成するように構成されており、該第４のデータア
クセス要求は前記第２の記憶装置サブシステムの第２の記憶領域内の第３の位置を特定す
る記憶アドレスを含む、請求項１２に記載のバックエンドサーバ。
【請求項１４】
　前記バックエンドサーバは、前記複数のホストコンピュータと前記第１及び第２の記憶
装置サブシステムとネットワークスイッチを介して接続される、請求項１２に記載のバッ
クエンドサーバ。
【請求項１５】
　前記バックエンドサーバは、前記第１の記憶装置サブシステムの記憶領域から前記第２
の記憶装置サブシステムの記憶領域へコピーされていないデータの移動を開始し、一方で
、ホストコンピュータからの仮想化された記憶装置サブシステムへのデータアクセス操作
を停止するように構成される、請求項１２に記載のバックエンドサーバ。
【請求項１６】
　前記バックエンドサーバは、前記第１の記憶装置サブシステムの第１の記憶領域に記憶
されたデータが前記第２の記憶装置サブシステムの第２の記憶領域へと移動される間に該
第１の記憶領域に記憶されたデータの一部分へのアクセスを要求するデータアクセス要求
を、アクセスを要求するホストコンピュータから受信した場合、データ移動部にアクセス
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してデータアクセス要求を前記第１の記憶装置サブシステムへ向けて送信するべきか、あ
るいは前記第２の記憶装置サブシステムへ向けて送信するべきかを判定し、前記データ移
動部は、前記第１の記憶領域に記憶されたデータが前記第２の記憶領域へと移動される間
に該第１の記憶領域に留まる、該第１の記憶領域に記憶されたデータの部分についての記
録を保持する、請求項１２に記載のバックエンドサーバ。
【請求項１７】
　前記データ移動部は前記第１および第２の記憶装置サブシステムまたはバックエンドサ
ーバのうちの一方に設けられる、請求項１６に記載のバックエンドサーバ。
【請求項１８】
　前記バックエンドサーバの機能が前記ネットワークスイッチ内に設けられる、請求項１
４に記載のバックエンドサーバ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、情報処理システムなどにおける記憶装置システムのデータアクセス方法に係り
、特に、記憶装置内のデータ移行方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
パソコン、ワークステーション、メインフレームなどの異なるアーキテクチャ、オペレー
ティングシステムを採用しているプラットフォームと複数の記憶装置とを相互に接続し、
いわゆる１つのネットワークにまとめる動きが盛んになっている。これを一般に、複数の
計算機をイーサネット(Ethernet)などのネットワークで接続したLAN(Local Area Network
)に対する言葉でSAN (Storage Area Network)と呼ぶ。SANは通常ファイバチャネル(Fibre
 Channel)という光ケーブルないし銅線の伝送路を用いて計算機と記憶装置を接続する。
【０００３】
SANにはいくつかの利点があげられている。まず第１に複数の計算機から記憶装置が共通
にアクセスできる環境を提供することである。第２に記憶装置同士も相互接続されること
により記憶装置間でのデータ転送が可能で、これにより、ホスト計算機に負荷をかけるこ
となくバックアップや記憶装置間のデータコピーが実現でき、記憶装置障害時には副系の
記憶装置への切り替えが可能となる。第３に、これまで個々の計算機に個々の記憶装置が
接続されていたため、記憶装置の管理(装置の状態の監視、設定の変更)は接続されている
個々の計算機からしかできなかったものを、特定の計算機から全ての記憶装置の管理を可
能にする。また、従来のSCSI(Small Computer System Interface)では最高16台までの機
器しか接続できなかったが、ファイバチャネルによって100台以上の機器をオンラインで
接続でき、容易な拡張性を得られる。
【０００４】
近年、SANを実現するための製品が数多く現れてきているが、実際に上記利点を生かした
ものはない。とくに拡張性においては、機器のオンライン接続は物理的に可能になったも
のの、それを活用する基盤技術が不足している。たとえばSANにおいて、ディスク装置の
交換のために新規にディスク装置を増設した場合、機器の増設はオンラインにて実施でき
るが、そのあとでデータの移動をユーザが明示的に行う必要がある。オンラインの機器増
設でユーザがメリットを享受するには、単純なハードウェアの増設だけでなく、ハードウ
ェアの増設に伴いデータ移動などがユーザに対して透過的に実施される必要がある。
【０００５】
ディスク装置間の、オンラインのデータの移動に関しては、米国特許5680640号にその例
が開示されている。米国特許5680640号はメインフレーム用ディスクを前提としたデータ
移行であるが、ディスク装置間を接続する通信線を利用し、ホストとディスク装置間の接
続を短時間切断するだけで、あとはユーザに透過的にディスク装置間のデータ移行を可能
にしている。
【０００６】
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【発明が解決しようとする課題】
米国特許5680640号はユーザに対して限りなく透過的にディスク装置間でのデータ移動を
可能にしている。ただし、これはメインフレーム用ディスクを前提としたデータ移行方法
であり、SANにおいての適用は出来ない。米国特許5680640号では旧ディスク装置を新規デ
ィスク装置に切り替える際、ディスク装置側の設定によって新規ディスクがあたかも旧デ
ィスク装置であるかのようにホスト側に見せかけることが出来る。これはディスク装置の
デバイス番号などの設定を操作することで可能である。
【０００７】
ただし、SAN、たとえばファイバチャネル環境の場合には、個々のディスクに付与される
一意なIDは、ネットワークを構成する機器（ディスク装置、ファイバチャネルスイッチ）
同士のネゴシエーションによって決定され、ユーザの設定によって変えられるものではな
い。米国特許5680640号のデータ移行方法を用いる場合、ホストコンピュータに対して、
新規ディスク装置を旧ディスク装置として見せかけることはできず、事実上ユーザに透過
的なデータ移行は実現できない。本発明の目的は、ホスト、ユーザに対して透過的で、か
つSANの拡張性を生かすことのできるシステムを提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明における計算機システムは、ホスト計算機、バックエンド計算機、複数の記憶装置
サブシステムと、ホスト計算機とバックエンド計算機とを接続するスイッチとで構成され
る。ホスト計算機はバックエンド計算機を介して各記憶装置サブシステムにアクセスする
が、バックエンド計算機は、ホスト計算機に対して１つないし複数の仮想的なディスク装
置を提供する。ホスト計算機から仮想的なディスク装置にアクセス要求があると、バック
エンド計算機では要求のあった仮想的なディスク装置の種類に応じて、実際に接続されて
いる記憶装置サブシステムに適宜要求を出す。
【０００９】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明を適用した計算機システムの一実施形態における構成例を示すブロック図
である。計算機システムは、ホスト１、旧記憶装置サブシステム２、新記憶装置サブシス
テム２、バックエンドサーバ３、ファイバチャネルスイッチ４とで構成される。
【００１０】
ホスト１はオペレーティングシステム１１、アプリケーション１２、インタフェース１３
から構成される。オペレーティングシステム１１、アプリケーション１２は実際にはホス
ト１上のＣＰＵ、メモリ上で動作するが、これらハードウェアの構成要素については本発
明の内容と関係が無いため省略している。実際にはホスト１以外に複数のホストコンピュ
ータがつながる環境が一般的であるが、本発明では簡単のため、ホストコンピュータとし
てホスト１のみを記載している。旧記憶装置サブシステム２はディスク２１、コントロー
ラ２２、インタフェース２３とから構成される。ディスク２１は複数の物理ディスクをま
とめて１つの論理的なディスク装置に見せかけた論理ドライブであっても、本発明の内容
に変わりはない。インタフェース２３はファイバチャネルスイッチ４と接続される。新記
憶装置サブシステム２も旧記憶装置サブシステム２と同様、ディスク２１、コントローラ
２２、インタフェース２３とから構成される。旧記憶装置サブシステム２と異なる点は、
コントローラ２２中にデータ移行手段２４が含まれることである。
【００１１】
バックエンドサーバ３は仮想デバイスドライバ３１、インタフェース３２、３３から構成
される。仮想デバイスドライバ３１はバックエンドサーバ３上のＣＰＵ、メモリ上で動作
するソフトウェアで、ユーザによって外部から設定を変更したりあるいはプログラム自体
の入れ替えをすることが可能であるが、ＣＰＵ、メモリなどのハードウェア構成要素に関
しては本発明の内容と関係ないため省略している。
【００１２】
ファイバチャネルスイッチ４は複数のポート４１ａ、４１ｂ、４１ｃ、４１ｄ、４１ｅ（
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以下総称してポート４１と略す）から構成され、ホスト１、旧記憶装置サブシステム２、
新記憶装置サブシステム２、バックエンドサーバ３を相互に接続するために使用される。
ポート４１ａからはいずれもポート４１ｂ、４１ｃ、４１ｄ、４１ｅにアクセスすること
が可能である。そのため、ホスト１はポート４１ｂ、４１ｅから直接旧記憶装置サブシス
テム２や新記憶装置サブシステム２にアクセスすることもできるが、本実施形態において
は、基本的にホスト１はすべてバックエンドサーバ３を介して記憶装置サブシステム２に
アクセスすることとする。
【００１３】
バックエンドサーバ３の役割について説明する。バックエンドサーバ３は仮想デバイスド
ライバ３１によって、ホスト１から見てあたかも１つないし複数のディスク装置であるか
のように見える。本実施形態では、ホスト１がポート４１ｄを介してインタフェース３３
を見ると、１つのディスクがつながっているように見えるものとする。以降、このディス
クのことを仮想ディスクと呼ぶ。仮想デバイスドライバ３１は、最初はホスト１からは仮
想ディスクが旧記憶装置サブシステム２のディスク２１と同じ物に見えるように設定され
ている。すなわちホスト１が仮想ディスクの論理ブロックアドレス(LBA)０あるいはLBA１
にアクセスすると、仮想デバイスドライバ３１はインタフェース３２、ポート４１ｃを介
して、ディスク２１のLBA０あるいはLBA１にアクセスし、結果をインタフェース３３、ポ
ート４１ｄを介してホスト１に返す。本発明の実施形態ではインタフェース３２がディス
ク２１やディスク２１にアクセスするために使われ、またインタフェース３３がホスト１
とのやり取りに使われるようになっているが、１つのインタフェースでこれら２つの役割
を行わせることも可能である。また、仮想デバイスドライバ３１の設定を変えることで、
仮想ディスクが新記憶装置サブシステム２のディスク２１に見えるようにすることも可能
である。設定変更を行った場合、ホストコンピュータから見える仮想ディスクに変化はな
い。ファイバチャネルインタフェースを持つディスク装置の場合、ホストコンピュータか
らはポートIDと論理ユニット番号(LUN)で一意にディスク装置が認識できるが、仮想デバ
イスドライバの設定を変更して仮想ディスクがディスク２１からディスク２１に変更され
たとしても、ホスト１に対して見える仮想ディスクのポートIDとLUNは変化せず、ホスト
１は実際にアクセスしているディスクが変わったことの認識はない。次に新記憶装置サブ
システム２のデータ移行手段２４について説明する。データ移行手段２４は米国特許5680
640号に開示されているものと同様の手段を有する。データの移行が指示されると、デー
タ移行手段２４は記憶装置サブシステム２のディスク２１の先頭から順にデータを読み出
し、ディスク２１へとデータを書き込む。さらに各ブロックないしは複数ブロック単位に
、データの移行が終了したかどうかを記録するテーブルを持ち、移行処理中にリードアク
セスがくると、このテーブルを参照し、データ移行が済んでいない領域についてはディス
ク２１からデータを読み出し、データ移行が済んでいる領域についてはディスク２１のデ
ータを返す。
【００１４】
図２はデータ移行手段のもつテーブル100を表したものである。データ移行手段２４では
ブロックごとにデータをディスク２１からディスク２１へとコピーしていく。テーブル１
００ではそれぞれのアドレス１０１ごとにフラグ１０２を持つ。フラグ１０２が１である
場合には、そのアドレスのデータはすでにディスク２１からディスク２１にコピーされた
ことを示し、０の場合には未コピー　であることを示す。データ移行処理や、データ移行
処理中のリード、ライト処理ではこのテーブル１００を利用する。
【００１５】
図３で、データ移行手段２４の行う移行処理の流れを説明する。まずカウンタＢを用意し
、初期値を０とする(ステップ２００１)。次にテーブル１００を参照し、LBA Ｂのフラグ
１０２が１かどうかチェックする(ステップ２００２)。フラグが１の場合にはデータ移行
が済んでいるため、カウンタＢを１増加する(ステップ２００５)。また、ステップ２００
２で、フラグ１０２が０であれば、ディスク２１からディスク２１へとデータをコピーし
(ステップ２００３)、テーブル１００の該当するフラグ１０２を１に更新し(ステップ２
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００４)、ステップ２００５へと進む。ステップ２００６ではディスク２１の最終LBAまで
処理したかチェックする。すなわちＢがディスク２１の最終LBAを超えたかどうかチェッ
クし、超えていれば処理を完了し、超えていなければステップ２００２に戻って、処理を
繰り返す。
【００１６】
次に図４で、データ移行手段が図３のデータ移行処理を行っている間に、上位ホスト、す
なわち本実施形態ではバックエンドサーバ３からのライト要求があった場合の処理を説明
する。この処理は簡単で、ステップ２１０１でディスク２１にデータを書き込み、ステッ
プ２１０２でテーブル１００の該当するＬＢＡのフラグ１０２を１に更新する。つまり、
データ移行処理中にライト処理が行われたＬＢＡについては、ディスク２１からのデータ
移行は行われない。
【００１７】
図５で、データ移行手段が図３のデータ移行処理を行っている間に、上位ホスト、すなわ
ち本実施形態ではバックエンドサーバ３からのリード要求があった場合の処理を説明する
。ステップ２２０１で、テーブル１００内のリード要求のあったＬＢＡについてフラグ１
０２を参照する。ステップ２２０２でフラグ１０２が１かどうかチェックして処理を分岐
する。フラグが１の場合には、そのＬＢＡについてはディスク２１からのデータ移行が完
了しているので、ディスク２１からデータを読み出す(ステップ２２０３)。フラグが０の
場合には、そのＬＢＡについてデータ移行が完了していないので、一旦ディスク２１から
ディスク２１にデータをコピーする(ステップ２２０５)。続いてテーブル１００のフラグ
１０２を１に更新して(ステップ２２０６)、ステップ２２０３以降へ進む。ステップ２２
０４で読み出したデータをバックエンドサーバ３に渡して処理は完了する。
【００１８】
次に、本実施形態のシステムでの、旧記憶装置サブシステム２から新記憶装置サブシステ
ム２へのデータ移行処理について、システム全体の流れを説明していく。データ移行を行
う際、ユーザはバックエンドサーバ３に移行を指示する。バックエンドサーバ３から新記
憶装置サブシステム２へのデータ移行処理開始の指示は、インタフェース３２を介して新
記憶装置サブシステム２に伝えられる。図６はバックエンドサーバ３の処理の流れを説明
している。バックエンドサーバ３は移行の指示を受けると、まず、仮想デバイスドライバ
３１による仮想ディスクの動作を停止する (ステップ１００１)。これにより、仮想デバ
イスドライバ３１から旧記憶装置サブシステム２へのアクセスは中断され、仮想デバイス
ドライバ３１はホスト１から仮想ディスクに対するアクセスコマンドを受け付けても、ア
クセス中止が解除されるまで応答を返さない。次に記憶装置管理プログラム３４は新記憶
装置サブシステム２に対してデータ移行処理の開始を指示する(ステップ１００２)。新記
憶装置サブシステム２の行うデータ移行処理については後述する。ステップ１００３では
、仮想デバイスドライバ３１がこれまでホスト１に見せていた仮想デバイスの設定を、デ
ィスク２１へのアクセスを行うように変更し、ステップ１００４ではステップ１００１で
中止していたアクセスを再開させる。仮想ディスクのアクセスが再開されると、ステップ
１００１、ステップ１００２の間にホスト１から仮想ディスクに対してアクセスがきてい
た場合、そのアクセスは全てディスク２１に対して実施される。
【００１９】
また、本実施形態においては、記憶装置サブシステム２とバックエンドサーバ３が直接ス
イッチにつながった接続形態であったが、図７のように記憶装置サブシステム２がバック
エンドサーバ３を介してつながる構成であっても実現は可能である。さらに、新規に増設
する記憶装置サブシステム２が図１の例のようにデータ移行手段２４をもたないような場
合には、図８のようにバックエンドサーバ３側にデータ移行手段２４を持たせ、バックエ
ンドサーバでデータ移行処理を行わせることで同様のことが実現できる。また、本実施形
態ではバックエンドサーバ３を設けてホストに仮想的なディスクを見せる処理を施してい
るが、図９のように仮想デバイスドライバ３１、記憶装置管理プログラム３４、そしてデ
ータ移行手段２４をファイバチャネルスイッチ４に持たせるという構成も可能である。本
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たが、さまざまな適用先がある。仮想デバイスドライバが仮想ディスクと実際の記憶装置
との対応付けを行えば、ホストコンピュータにとっては実際にデータがどの記憶装置にあ
ってもかまわない。そのため、例えば普段は必要最低限の仮想ディスクを定義しておき、
必要になった時点で動的に必要な容量の仮想ディスクを用意できるような記憶装置管理シ
ステムや、データのアクセス頻度により、ホストに透過的にデータを低速ディスクから動
的に高速ディスクに移動するシステムなどに応用できる。
【００２０】
【発明の効果】
本発明によれば、ホストコンピュータに対して一切透過的にディスク装置間のデータ移動
や、ディスク容量のオンライン拡張など、あらゆるデータ操作が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態における計算機システムの構成例を示すブロック図である。
【図２】本発明の新記憶装置サブシステムのデータ移行手段の使用するテーブルを示すテ
ーブル構成図である。
【図３】本発明のデータ移行手段が行うデータ移行処理の流れを示すフローチャートであ
る。
【図４】データ移行処理中にライト要求が来たときの、データ移行手段の処理の流れを示
すフローチャートである。
【図５】データ移行処理中にリード要求が来たときの、データ移行手段の処理の流れを示
すフローチャートである。
【図６】本発明の実施形態における計算機システムにおいて、旧記憶装置サブシステムか
ら新記憶装置サブシステムへのデータ移行処理を行うときの、バックエンドサーバの処理
の流れを示すフローチャートである。
【図７】本発明の実施形態を実現する、別の計算機システムの構成例を示すブロック図で
ある。
【図８】本発明の実施形態を実現する、別の計算機システムの構成例を示すブロック図で
ある。
【図９】本発明の実施形態を実現する、別の計算機システムの構成例を示すブロック図で
ある。
【符号の説明】
１…ホスト、２…旧記憶装置サブシステム、２…新記憶装置サブシステム、３…バックエ
ンドサーバ、４…ファイバチャネルスイッチ、１１…オペレーティングシステム、１２…
アプリケーション、１３…インタフェース、２１…ディスク、２２…コントローラ、２３
…インタフェース、２４…データ移行手段、３１…仮想デバイスドライバ、３２…インタ
フェース、３３…インタフェース、３４…記憶装置管理プログラム、４１ａ…ポート、４
１ｂ…ポート、４１ｃ…ポート、４１ｄ…ポート、４１ｅ…ポート。
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