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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
チャネルアダプタとキャッシュメモリとディスクアダプタとを有するディスクコントロー
ラと、複数の入出力ポートを備えた複数のディスクドライブを有するディスクアレイと、
スイッチとからなるディスク装置において、
前記ディスクアダプタと前記スイッチとが接続され、
前記ディスクドライブと前記スイッチとが接続され、さらに各前記ディスクドライブの各
前記入出力ポートと接続される前記スイッチの入出力ポートが異なり、
前記ディスクアダプタは、
前記ディスクアダプタと前記ディスクドライブの間を送信されるエクスチェンジのフレー
ムの送信先である前記ディスクドライブの入出力ポートを、前記フレームのコマンドの種
類がデータの読み出しコマンドであるか、あるいはデータの書き込みコマンドであるかに
より選定し、選定された前記入出力ポートをもとにフレーム内の送信先情報を決定し、
前記スイッチは、前記ディスクアダプタと前記ディスクドライブの前記入出力ポート間の
接続を、前記送信先情報に従って切り替えることを特徴とするディスク装置。
【請求項２】
請求項１記載のディスク装置であって、
前記ディスクドライブの前記複数の入出力ポートは、データの読み出しコマンドの送信に
用いられる入出力ポートとデータの書き込みコマンドの送信に用いられる入出力ポートを
有することを特徴とするディスク装置。
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【請求項３】
チャネルアダプタとキャッシュメモリとディスクアダプタとを有するディスクコントロー
ラと、複数の入出力ポートを備えた複数のディスクドライブを有するディスクアレイと、
スイッチとからなるディスク装置において、
前記ディスクアダプタと前記スイッチとが接続され、
前記ディスクドライブと前記スイッチとが接続され、さらに各前記ディスクドライブの各
前記入出力ポートと接続される前記スイッチの入出力ポートが異なり、
前記ディスクアダプタは、
前記ディスクアダプタと前記ディスクドライブの間を送信されるエクスチェンジのフレー
ムのコマンドの種類がデータの読み出しコマンドか、データの書き込みコマンドかにより
、前記スイッチと前記ディスクドライブ間のフレームが通るパスを決定し、
前記スイッチは、前記ディスクアダプタと前記ディスクドライブの前記入出力ポート間の
接続を、前記パスに従って切り換えることを特徴とするディスク装置。
【請求項４】
請求項３記載のディスク装置であって、
前記パスは、データの書き込みコマンドが通るパスと、データの読み出しコマンドが通る
パスを分けていることを特徴とするディスク装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンピュータシステムにおける２次記憶装置に関し、特に入出力データ転送
性能が高いディスク装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在のコンピュータシステムにおいては、ＣＰＵ（中央処理装置）が必要とするデ－タ
は２次記憶装置に保存され、ＣＰＵなどが必要とするときに応じて２次記憶装置に対して
デ－タの書き込みおよび読み出しを行う。この２次記憶装置としては、一般に不揮発な記
憶媒体が使用され、代表的なものとして磁気ディスク装置や、光ディスク装置などのディ
スク装置がある。近年高度情報化に伴い、コンピュータシステムにおいて、この種の２次
記憶装置の高性能化が要求されている。
【０００３】
　高性能ディスク装置では、入出力インターフェイスとしてファイバチャネルが使用され
ることが多い。図２０、図２１、図２２にファイバチャネルの接続トポロジを示す。図２
０は、ポイントツーポイント(point to point)と呼ばれるトポロジである。このトポロジ
では、ファイバチャネルのポートはN_Portと呼ばれ、一対のN_Port間は物理的には送受信
２本の伝送路で相互に接続されている。図２１は、アービトレイテッドループ(Arbitrate
d Loop、以下FC-ALと記す)と呼ばれるトポロジである。FC-ALにおけるファイバチャネル
のポートはNL_Port(Node Loop Portｔ)と呼ばれ、各NL_Portをループ状に接続するトポロ
ジである。FC_ALは多数のディスクドライブを接続する場合に多く適用される。図２２は
、ファブリック(Fabric)と呼ばれるトポロジである。このトポロジは、サーバやストレー
ジ装置のポート(N_Port)とファイバチャネルのスイッチのポート(F_Port)を接続するトポ
ロジである。ポイントツーポイント・トポロジとファブリック・トポロジでは、接続され
た一対のポート間で全二重データ転送が可能である。
【０００４】
　図２３と図２４に、ファイバチャネルFCP(Fibre Channel Protocol for SCSI、以下FCP
と記す)におけるエクスチェンジの例を示す。一般的に、エクスチェンジはシーケンス群
からなり、またシーケンスは一連の動作を行う(又は複数の)フレームからなる。図２３は
Readの例である。イニシエータからターゲットへReadコマンドが送られ(FCP_CMND)、それ
に対してターゲットからイニシエータへ読み出しデータが送られ(FCP_DATA)、最後にター
ゲットからイニシエータへステータス情報が送信されて(FCP_RSP)、エクスチェンジが終
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了する。図２４はWriteの例である。イニシエータからターゲットへWriteコマンドが送ら
れ(FCP_CMND)、必要に応じてターゲットからイニシエータへバッファ制御情報が送られ(F
CP_XFER_RDY)、それに対してイニシエータからターゲットへ書き込みデータが送られ(FCP
_DATA)、最後にターゲットからイニシエータへステータス情報が送信されて(FCP_RSP)、
エクスチェンジが終了する。このようにFCPでは、データ転送に方向性があり、多くの場
合半二重オペレーションが行われている。データを送信しながら別のデータを平行して受
信する場合を全二重オペレーションという。
【０００５】
　ファイバチャネルは全二重データ転送が可能なので、FCPにおいても全二重オペレーシ
ョンを活用すればデータ転送能力が向上する。FCPにおいて全二重データ転送を実現する
第１の従来技術としては、例えばキューロジック(QLogic)社が発行しているホワイトペー
パ“Full-Duplex and Fibre Channel, http://www.qlogic.com/documents/datasheets/kn
owledge_data/whitepapers/tb_duplex.pdf”に記載の方法がある。第１の従来技術では、
ディスクドライブを接続した複数のFC-ALとサーバを、スイッチを介して接続し、サーバ
と複数のFC-ALとの間で平行してデータ転送を行う。
【０００６】
　上位処理装置と記憶制御装置間において全二重データ転送を実現する方法が、特開２０
０３－８５１１７号の「記憶処理装置およびその運用方法」に開示されている。以下、該
公報に記載の従来技術を第２の従来技術と呼ぶ。第２の従来技術では、上位装置と記憶制
御装置間が全二重動作となるように、上位装置からのコマンド、データ量等に従って、入
出力処理を行うチャネルプロセッサを制御する。
【０００７】
　ディスクアレイ制御部とディスクドライブとをスイッチ接続したディスクアレイシステ
ムが、特開２０００－２２２３３９号の「ディスクサブシステム」に開示されている。以
下、該公報に記載の従来技術を第３の従来技術と呼ぶ。
【０００８】
【特許文献１】特開２００３－８５１１７号の「記憶処理装置およびその運用方法」
【０００９】
【特許文献２】特開２０００－２２２３３９号の「ディスクサブシステム」
【非特許文献１】キューロジック(QLogic)社が発行しているホワイトペーパ“Full-Duple
x and Fibre Channel, http://www.qlogic.com/documents/datasheets/knowledge_data/w
hitepapers/tb_duplex.pdf”
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ネットワーク技術の進歩に伴い、１チャネル当りのデータ転送速度は年々増加している
。例えばディスク装置に使われるファイバチャネルでは、現状でチャネル当りのデータ転
送速度が１Ｇｂｐｓから２Ｇｂｐｓであるが、近い将来４Ｇｂｐｓから１０Ｇｂｐｓへ高
速化されることが予定されている。サーバとディスク装置間（以下フロントエンドと呼ぶ
）のスループットはこの高速化に従うことが予想される。ところが、ディスク装置内のデ
ィスクアダプタとディスクアレイ間（以下バックエンドと呼ぶ）のスループットは以下の
理由により、フロントエンドほど高速化されないと予想される。
【００１１】
　第１の理由は、ディスクドライブは機械部品を含むので、電子、光素子のみ高速化を行
えば良いフロントエンドに比べ高速化が難しいこと、である。第２の理由は、たとえディ
スクドライブが高速化したとしても、全てのディスクドライブ毎に高速インターフェイス
を搭載するのは、多数のディスクドライブを有するディスク装置の高コスト化を招く、こ
とである。そこで、チャネル当たりのスピードを高速化せずに、ファイバチャネルの全二
重データ転送能力を活用することにより、ディスク装置のバックエンドを高スループット
化することが考えられる。
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【００１２】
　ファイバチャネルインターフェイスを有するディスクドライブでは、信頼性を高めるた
め、複数の入出力ポートを備えるディスクドライブが一般的である。第１の従来技術では
、複数入出力ポートを有するディスクドライブについて考慮されておらず、バックエンド
が複数入出力ポートを有するディスクドライブからなるディスク装置への適用は困難であ
る。
【００１３】
　第２の従来技術では、データ転送中のダイナミックな制御が必要であり、制御方法が複
雑という問題があった。また、第２の従来技術では、ディスク装置のバックエンドにおけ
る全二重データ転送については触れられていない。
【００１４】
　第３の従来技術では、複数の入出力ポートを備えるディスクドライブのバックエンドへ
の適用と、全二重データ転送については触れられていない。
【００１５】
　本発明の目的は、ディスク装置のバックエンドに好適な、全二重データ転送ネットワー
クを有するディスク装置を提供することにある。
【００１６】
　本発明の他の目的は、信頼性の高いバックエンド・ネットワークを有するディスク装置
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記目的を達成するため、本発明は、チャネルアダプタとキャッシュメモリとディスク
アダプタとを有するディスクコントローラと、複数の入出力ポートを備えたディスクドラ
イブを有するディスクアレイとからなるディスク装置において、前記ディスクアダプタと
前記ディスクアレイを、スイッチを介して接続し、　前記ディスクアダプタと前記ディス
クドライブ間を転送されるエクスチェンジに含まれるコマンドの種類によって、転送され
るフレームの送信先ドライブの入出力ポートを決定するようにした。
【００１８】
　また、コマンドの種類がデータの読み出しコマンドか、あるいはデータの書き込みコマ
ンドかによって、前記フレームの送信先ドライブポートを決定するようにした。
【００１９】
　さらに、データの読み出しに関する上記エクスチェンジと、データの書き込みに関する
上記エクスチェンジが、平行して進行するようにした。
【００２０】
　さらにまた、前記ディスクアダプタと前記ディスクドライブ間のエクスチェンジに含ま
れるコマンドの種類によって、前記スイッチと前記ディスクドライブ間において転送され
るフレームが通るパスを決定するようにした。
【００２１】
　また、コマンドの種類がデータの読み出しコマンドか、あるいはデータの書き込みコマ
ンドかによって、前記スイッチと前記ディスクドライブ間において前記フレームが通るパ
スを決定するようにした。
【００２２】
　さらにまた、前記ディスクアダプタと前記ディスクドライブ間のエクスチェンジに含ま
れるコマンドの種類によって、前記ディスクアダプタから前記ディスクドライブへ送るフ
レーム内の送信先情報を前記ディスクアダプタにおいて決定し、前記スイッチは、前記デ
ィスクアダプタが接続されたポートと前記ディスクアレイを構成するディスクドライブが
接続された各ポートとのポート間接続の切り換えを、入力されたフレーム毎に、該フレー
ム内の送信先情報に従って行うようにした。
【００２３】
　また、前記スイッチは、前記ディスクアダプタが接続されたポートと前記ディスクアレ
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イを構成するディスクドライブが接続された各ポートとのポート間接続を、入力されたフ
レーム毎に、前記ディスクアダプタと前記ディスクドライブ間のエクスチェンジに含まれ
るコマンドの種類とフレーム内の送信先情報に従って、切り換えるようにした。
【００２４】
　さらに、前記スイッチは、前記ディスクアダプタから前記ディスクドライブへ転送され
るフレームについては該フレーム内の送信先情報と誤り検出符号を変更し、前記ディスク
ドライブから前記ディスクアダプタへ転送されるフレームについては該フレーム内の送信
元情報と誤り検出符号を変更するようにした。
【００２５】
　さらにまた、前記ディスクアダプタと前記ディスクドライブの第１のドライブポート群
を、第１のスイッチを介して接続し、前記ディスクアダプタと前記ディスクドライブの第
２のドライブポート群を、第２のスイッチを介して接続し、さらに第１のスイッチと第２
のスイッチを接続し、前記ディスクアダプタと前記ディスクドライブ間のエクスチェンジ
に含まれるコマンドの種類によって、転送されるフレームの送信先ドライブの入出力ポー
トを決定するようにした。
【００２６】
　また、第１のディスクアダプタと前記ディスクドライブの第１のドライブポート群を第
１のスイッチを介して接続し、第１のディスクアダプタと前記ディスクドライブの第２の
ドライブポート群を第２のスイッチを介して接続し、第２のディスクアダプタと前記ディ
スクドライブの第２のドライブポート群を第２のスイッチを介して接続し、第２のディス
クアダプタと前記ディスクドライブの第１のドライブポート群を第１のスイッチを介して
接続し、さらに第１のスイッチと第２のスイッチを接続し、
前記第１のディスクアダプタあるいは第２のディスクアダプタと前記ディスクドライブ間
のエクスチェンジに含まれるコマンドの種類によって、転送されるフレームの送信先ドラ
イブの入出力ポートを決定するようにした。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、容易な制御で全二重データ転送が可能なバックエンド・ネットワーク
を有するディスク装置が実現でき、ディスク装置のスループットを向上させる効果を奏す
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、図面を参照して本発明に係る実施の形態を詳細に説明する。
【００２９】
　（第１の実施の形態）
  図１に、本発明の第１の実施の形態であるディスク装置の構成を示す。ディスク装置は
、ディスクコントローラＤＫＣと、ディスクアレイＤＡ１と、スイッチＳＷからなる。デ
ィスクコントローラＤＫＣは、チャネルアダプタＣＨＡと、キャッシュメモリＣＭと、デ
ィスクアダプタＤＫＡからなる。チャネルアダプタＣＨＡとキャッシュメモリＣＭとディ
スクアダプタＤＫＡは、相互接続網ＮＷで接続されている。チャネルアダプタＣＨＡは、
チャネルＣ１、Ｃ２を介して上位装置（図示せず）と接続する。ディスクアダプタＤＫＡ
はチャネルＤ０１、Ｄ０２とスイッチＳＷを介して、ディスクアレイＤＡ１と接続されて
いる。
【００３０】
　図２は、チャネルアダプタＣＨＡの構成を示す。
  チャネルアダプタＣＨＡは、チャネルＣ１、Ｃ２に接続されたホストチャネル・インタ
ーフェイス２１と、相互結合網ＮＷに接続されたキャッシュメモリ・インターフェイス２
２と、サービスプロセッサＳＶＰに接続するためのネットワーク・インターフェイス２３
と、上位装置との間でのデータ転送を制御するためのプロセッサ２４と、該プロセッサが
参照する各種のテーブルや実行すべきソフトウェアを格納したローカルメモリ２５と、こ
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れらの要素間の相互接続するプロセッサ周辺制御部２６からなる。
【００３１】
　サービスプロセッサＳＶＰは、プロセッサ２４、３４（後出）が参照する上記各種テー
ブルの設定、変更、あるいはディスク装置の稼働状況のモニタ等に使用する。
【００３２】
　ホストチャネル・インターフェイス２１は、チャネルパスＣ１、Ｃ２上のデータ転送プ
ロトコルと、ディスクコントローラ内部のデータ転送プロトコルとの間の変換機能を有し
、ホストチャネル・インターフェイス２１とキャッシュメモリ・インターフェイス２２と
の間は信号線２７によって接続されている。
【００３３】
　図３は、ディスクアダプタＤＫＡの構成を示す。
  ディスクアダプタＤＫＡは、相互結合網ＮＷに接続されたキャッシュメモリ・インター
フェイス３１と、ディスクチャネルＤ０１、Ｄ０２に接続されたディスクチャネル・イン
ターフェイス３２と、サービスプロセッサＳＶＰに接続するためのネットワーク・インタ
ーフェイス３３と、プロセッサ３４と、該プロセッサが参照する各種のテーブルや実行す
べきソフトウェアを格納したローカルメモリ３５と、これらの要素間の相互接続するプロ
セッサ周辺制御部３６とからなる。
【００３４】
　キャッシュメモリ・インターフェイス３１とディスクチャネル・インターフェイス３２
との間は信号線３７によって接続されている。ディスクチャネル・インターフェイス３２
は、ディスクコントローラ内部のデータ転送プロトコルと、ディスクチャネルＤ０１、Ｄ
０２上のデータ転送プロトコル、例えば、ＦＣＰとの間の変換機能を備えている。
【００３５】
　本実施の形態におけるディスクアレイＤＡ１の構成を述べる。図１に示したディスクア
レイＤＡ１は、チャネルＤ１１、Ｄ１２上に接続した４個のディスクドライブからなるデ
ィスクアレイと、Ｄ１３、Ｄ１４上に接続した４個のディスクドライブからなるディスク
アレイからなる。チャネルＤ１１を例にとると、ディスクドライブＤＫ０、ＤＫ１、ＤＫ
２、ＤＫ３が、チャネルＤ１１上に接続されている。このように、多数のドライブを一つ
のチャネル上に接続してディスクドライブにアクセスする方法としては、ファイバチャネ
ル・アービトレイテッド・ループ（以下ＦＣ－ＡＬと呼ぶ）がある。
【００３６】
　図４に本実施の形態におけるＦＣ－ＡＬの接続形態の詳細を示す。各ディスクドライブ
は、それぞれＮＬポートを２個有する。各ディスクドライブの入出力ポートおよびスイッ
チＳＷの入出力ポートは、送信機Ｔｘと受信機Ｒｘを有する。スイッチＳＷのディスクア
レイＤＡ１接続側入出力ポートは、ＦＬ（Ｆａｂｒｉｃ　Ｌｏｏｐ）ポートである。チャ
ネルＤ１１により、スイッチＳＷ、ディスクドライブＤＫ０、ＤＫ１、ＤＫ２、ＤＫ３を
ループ状に接続する。同様にチャネルＤ１２により、スイッチＳＷ、ディスクドライブＤ
Ｋ０、ＤＫ１、ＤＫ２、ＤＫ３をループ状に接続する。これら２個のループは、ファイバ
チャネルのパブリックループであり、ディスクドライブＤＫ０、ＤＫ１、ＤＫ２、ＤＫ３
は、スイッチＳＷを介して、ディスクアダプタＤＫＡのディスクチャネル・インターフェ
イス３２と通信可能である。以上、チャネルＤ１１、Ｄ１２の接続形態を例に説明したが
、チャネルＤ１３、Ｄ１４でも同様である。
【００３７】
　次に、本実施の形態のスイッチ動作を説明する。図５に示すように、スイッチＳＷは入
出力ポートＰ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６を有する。ポートＰ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ
４、Ｐ５、Ｐ６は、全二重データ転送可能な入出力ポートである。動作の例として、ポー
トＰ１からフレームを入力し、ポートＰ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６から出力する場合を
述べる。スイッチＳＷは図５に示すように、クロスバスイッチ５１０と、スイッチコント
ローラ５１１からなる。クロスバスイッチ５１０は、この例では６×６のクロスバスイッ
チであり、入力ポートｉｎ１、ｉｎ２、ｉｎ３、ｉｎ４、ｉｎ５、ｉｎ６と、出力ポート



(7) JP 4220887 B2 2009.2.4

10

20

30

40

50

ｏｕｔ１、ｏｕｔ２、ｏｕｔ３、ｏｕｔ４、ｏｕｔ５、ｏｕｔ６を有する。
【００３８】
　ポートＰ１から入力したフレームは、シリアルパラレル変換装置ＳＰ１と、バッファメ
モリＢＭ１と、８ｂ１０ｂ変換デコーダＤＥＣ１とフレームヘッダ解析部５０１を経由し
、スイッチコントローラ５１１と入力ポートｉｎ１へ入力される。スイッチコントローラ
５１１において、入力フレームのヘッダ部分に書かれた送信先ポートＩＤに従い、クロス
バスイッチ５１０を切り換える。例として、ポートＰ６に接続されたデバイスのポートが
送信先として選ばれた場合は、入力したフレームは出力ポートｏｕｔ６と、８ｂ１０ｂ変
換エンコーダＥＮＣ１と、バッファメモリＢＭ２と、パラレルシリアル変換装置ＰＳ１を
経由して、ポートＰ６から出力される。ここで、バッファメモリＢＭ１、ＢＭ２はＦＩＦ
Ｏ(Ｆｉｒｓｔ－Ｉｎ　Ｆｉｒｓｔ－ｏｕｔ)メモリである。
【００３９】
　ディスクアダプタＤＫＡとディスクアレイＤＡ１を、スイッチＳＷを介して接続したこ
とにより、ディスクアダプタＤＫＡはディスクドライブＤＫ０～ＤＫ７の任意の入出力ポ
ートにフレームを送信することができる。
【００４０】
　図１において、ディスクアダプタＤＫＡとスイッチＳＷは、２本のチャネルＤ０１、Ｄ
０２によって接続されているが、説明を容易にする為、ここではチャネルＤ０１のみ使用
する場合を考える。ディスクアダプタＤＫＡ内のプロセッサ３４が参照する、バックエン
ド管理テーブルの例を図６に示す。ドライブ番号に対応して、Readコマンドの送信先ドラ
イブのポートＩＤと、Writeコマンドの送信先ドライブポートＩＤが、図６の６０１にセ
ットされている。６０１において、PID_0.a～PID_7.aは、チャネルＤ１１あるいはチャネ
ルＤ１３と接続されたＦＣ－ＡＬ上のディスクドライブのポートＩＤを示す。PID_0.b～P
ID_7.bは、チャネルＤ１２あるいはチャネルＤ１４と接続されたＦＣ－ＡＬ上のディスク
ドライブのポートＩＤを示す。通常動作時(各ドライブポートが正常)は、ディスクアダプ
タＤＫＡから送信されたReadコマンドは、チャネルＤ０１とスイッチＳＷを経由し、送信
先ポートであるPID_0.a～PID_7.aのいずれかに届く。読み出しデータは、Readコマンドと
方向は逆であるが同じパスを通る。一方Writeコマンドと書き込みデータは、チャネルＤ
０１とスイッチＳＷを経由して、送信先ポートであるPID_0.b～PID_7.bのいずれかに届く
。
【００４１】
　例として、ドライブ番号０のディスクドライブに対するReadと、ドライブ番号１のディ
スクドライブに対するWriteの動作について述べる。図３のプロセッサ３４は、図６の６
０１を参照することにより、ReadコマンドをPID_0.aへ、WriteコマンドをPID_1.bへ送信
する。Readコマンドが通るパスは、ディスクアダプタＤＫＡから始まり、チャネルＤ０１
、スイッチＳＷ、チャネルＤ１１を経由し、ポートPID_0.aへ至る。Writeコマンドが通る
パスは、ディスクアダプタＤＫＡから始まり、チャネルＤ０１、スイッチＳＷ、チャネル
Ｄ１２を経由し、ポートPID_1.bへ至る。このようにコマンドの種類(Read/Write)によっ
て、スイッチとディスクアレイ間でデータが通るパスを分けているので、Readのエクスチ
ェンジとWriteのエクスチェンジを平行して進行させることができる。
【００４２】
　図２５は、ReadエクスチェンジとWriteエクスチェンジが平行して進行している場合の
、ディスクアダプタＤＫＡ－スイッチ間ＳＷ(チャネルＤ０１上)のフレーム例を示す図で
ある。ReadエクスチェンジとWriteエクスチェンジのデータ転送シーケンスに重なる時間
の部分が生じるように、ディスクアダプタＤＫＡはReadコマンドとWriteコマンドを発行
する。ディスクアダプタＤＫＡは、ReadコマンドとWriteコマンドを、必ずしも同時に発
行する必要はない。また、ReadエクスチェンジとWriteエクスチェンジで、データ転送サ
イズが同じである必要もない。さらに、複数のReadエクスチェンジと複数のWriteエクス
チェンジが平行して進行してもよい。
【００４３】
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　このとき、チャネルＤ０１上では平行して双方向にデータ転送が行われる。つまり、デ
ィスクアダプタＤＫＡとスイッチＳＷ間において全二重オペレーションの状態となる。プ
ロセッサ３４は、ReadエクスチェンジとWriteエクスチェンジのデータ転送シーケンスの
時間が重なるようにコマンドを発行することにより、ディスクアダプタＤＫＡとスイッチ
ＳＷ間の全二重オペレーションが可能となる。ディスクアダプタＤＫＡが送信先ポートＩ
Ｄを決定するためには、エクスチェンジ開始時に1回だけ管理テーブルを参照するだけで
よいので、非常に容易な手段で全二重オペレーションを実現できることが分かる。
【００４４】
　もし、ディスクドライブのポートの一方に障害が発生した場合は、６０２あるいは６０
３の設定を適用することにより、ディスクアダプタＤＫＡはディスクアレイＤＡ１にアク
セス可能である。例えば、ドライブ番号２のディスクドライブをReadしようとしたが、PI
D_2.aのポートに障害が発生した場合を考える。このとき、プロセッサ３４は６０２の設
定を参照し、ドライブ番号２のディスクドライブに対してはReadコマンドをPID_2.bのポ
ートへ送信する。同様に、ドライブ番号３のディスクドライブをWriteしようとしたが、P
ID_3.bのポートに障害が発生した場合を考える。このとき、プロセッサ３４は６０３の設
定を参照し、ドライブ番号３のディスクドライブに対してはWriteコマンドをPID_3.aのポ
ートへ送信する。
【００４５】
　バックエンド管理テーブルの他の例を図７に示す。図６の管理テーブルとの違いは、例
えば７０１の項目に記されているように、Readコマンド送信先ポートとWriteコマンド送
信先ポートが同じＦＣ－ＡＬ上に設定されている点である。この場合、Readエクスチェン
ジとriteエクスチェンジが同じＦＣ－ＡＬの帯域を共有することになる。しかし、例えば
、ドライブ番号０のディスクドライブへのReadとドライブ番号２のディスクドライブへの
Writeのように、異なるＦＣ－ＡＬ上のエクスチェンジを平行して進行させることにより
、チャネルＤ０１上では平行して双方向にデータ転送が行われる。このように同じＦＣ－
ＡＬ上にReadのエクスチェンジとWriteのエクスチェンジが混在する設定にしていても、
全二重オペレーションは問題なく実施でき、半二重オペレーション実行時に対してスルー
プットが向上する。
【００４６】
　以上、第１の実施の形態においては、ディスクアダプタが、発行するコマンドの種類(R
ead/Write)に応じて、送信先のディスクポートを決定していた。同様の処理はスイッチに
おいても実施可能である。
【００４７】
　（第２の実施の形態）
  図８から図１１Ａ、図１１Ｂに、本発明における第２の実施の形態を示す。本実施の形
態では、ディスクアダプタで設定された送信先ドライブポートにかかわらず、スイッチに
おいてフレーム内情報を変更することで全二重オペレーションを実現する。
【００４８】
　図８は本実施の形態で使用するスイッチの構成を示す。図５のスイッチに対して、メモ
リ８１２が追加され、スイッチ部８１０は共有メモリ型となっている。プロセッサ８１１
は、共有メモリ型スイッチ８１０に蓄えられたフレームを読み書き可能である。メモリ８
１２には図１１Ａおよび図１１Ｂに示す管理テーブルが格納され、プロセッサ８１１は図
１０のフローチャートに従い、フレーム変更処理を行う。図１１Ａの管理テーブルでは、
ディスクアダプタからスイッチへ送信されたフレーム内の送信先ポートＩＤ 1101に対す
る変更ポートＩＤ 1102、1103が対応づけられている。1102はReadのエクスチェンジに対
する変更ポートＩＤであり、1103はWriteのエクスチェンジに対する変更ポートＩＤであ
る。図１１Ｂの管理テーブルは、エクスチェンジ毎に作製される変更項目を示し、図１０
のフローチャートに従って作製、参照される。
【００４９】
　図１０のフローチャートは、スイッチをフレームが通過するたびに実行される。詳細に
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は、このフレーム変更処理は、ディスクアダプタとスイッチ間での入出力に際して実行さ
れる。二重実行を防ぐため、スイッチとディスクアレイとの入出力に際しては、実行され
ない。
【００５０】
　ステップ1001において、入力フレームがFCP_CMNDかどうかチェックし、新しいエクスチ
ェンジが開始したかを判断する。次にフレームがFCP_CMNDの場合は、ステップ1002におい
てコマンド種類を調べる。次にコマンドがReadまたはWriteの場合は、ステップ1003に進
む。
【００５１】
　ステップ1003において、FCP_CMNDフレームからエクスチェンジＩＤ OX_IDと、送信先Ｉ
Ｄ D_ID、送信元ＩＤ S_IDを読み取る。読み取ったOX_ID、S_ID、D_IDを、それぞれ図１
１Ｂテーブルの1104、1105、1106にセットする。1106にセットした送信先ポートＩＤと図
１１Ａテーブルから、変更後の送信元ポートＩＤ 1107、送信先ポートＩＤ 1108をセット
する。一つのエクスチェンジにおいて、ディスクアダプタからスイッチへ入力されるフレ
ームに対しては1109の変更を行い、スイッチからディスクアダプタへ出力されるフレーム
に対しては1110の変更を行い、合わせて２種類のフレーム変更処理を行う。1109では送信
先ポートＩＤのみ変更し、1110では送信元ポートＩＤのみ変更する。1110の変更は、ディ
スクアダプタへ送信されるフレームのS_IDとD_IDに矛盾を発生させないために必要である
。
【００５２】
　次に図１０のステップ1004に進む。ここで先に作製したテーブル図１１Ｂに従い、フレ
ームの送信先ポートＩＤ D_IDを変更し、さらにＣＲＣ(Cyclic Redundancy Check)を計算
し直してフレーム内の所定の位置に書き戻す。
【００５３】
　ステップ1001で判定がNoの場合は、ステップ1005へ進む。フレーム内のエクスチェンジ
ＩＤ OX_ID、送信元ポートＩＤ S_ID、送信先ポートＩＤ D_IDを読み取り、図１１Ｂテー
ブルの各行と比較する。テーブル内に該当する項目があれば（各行においてOX_ID、S_ID
、D_IDが全て一致する項目があれば）、ステップ1006へ進み、図１１Ｂテーブルに従って
送信元ポートＩＤ S_ID、送信先ポートＩＤ D_IDを変更し、さらにＣＲＣを計算し直して
フレーム内の所定の位置へ書き戻す。次にステップ1007へ進み、エクスチェンジ終了条件
を調べる。もしエクスチェンジが終了した場合には、ステップ1008へ進み、図１１Ｂから
該当するエクスチェンジの行のエントリを削除する。
【００５４】
　なお、図９にフレームの構造(例としてFCP_CMND)を示すが、送信先ポートＩＤは９０１
、送信元ポートＩＤは９０２、エクスチェンジＩＤは９０３、コマンド種類は９０４、エ
ラー検出情報は９０５、エクスチェンジ終了状況は９０６を調べることにより、容易に知
ることができる。
【００５５】
　以上述べたように本実施の形態によれば、スイッチにおけるフレーム変更処理により、
第１の実施の形態と同様の動作を実現できるので、ディスクアダプタの負荷を低減できる
効果がある。
（第３の実施の形態）
  図１２に本発明の、第３の実施の形態であるディスク装置の構成を示す。本実施の形態
のディスク装置は、スイッチを二重化した点に特徴がある。本実施の形態において、ディ
スクアダプタＤＫＡと、スイッチＳＷ１、ＳＷ２と、ディスクアレイＤＡ２との間のデー
タ転送方式は、ファイバチャネルを使用している。
【００５６】
　本実施の形態のディスク装置は、ディスクコントローラＤＫＣと、スイッチＳＷ１、Ｓ
Ｗ２と、ディスクアレイＤＡ２からなる。ディスクコントローラＤＫＣは、チャネルアダ
プタＣＨＡと、キャッシュメモリＣＭと、ディスクアダプタＤＫＡからなる。
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【００５７】
　ディスクアダプタＤＫＡとスイッチＳＷ１をチャネルＤ０１で接続し、ディスクアダプ
タＤＫＡとスイッチＳＷ２をチャネルＤ０２で接続する。スイッチＳＷ１とスイッチＳＷ
２は、チャネル1201で接続する。
【００５８】
　ディスクアレイＤＡ２を構成する各ディスクドライブは、入出力ポートを２個有する。
例えば、ディスクドライブＤＫ０、ＤＫ４、ＤＫ８、ＤＫ１２は、チャネルＤ１１および
Ｄ２１の両チャネルと接続する。ディスクアレイＤＡ２は、チャネルＤ１１とＤ２１に接
続した４個のディスクからなるディスクアレイと、Ｄ１２とＤ２２に接続した４個のディ
スクからなるディスクアレイと、Ｄ１３とＤ２３に接続した４個のディスクからなるディ
スクアレイと、Ｄ１４とＤ２４に接続した４個のディスクからなるディスクアレイ、から
なる。チャネルＤ１１、Ｄ１２、Ｄ１３、Ｄ１４、Ｄ２１、Ｄ２２、Ｄ２３、Ｄ２４は、
ＦＣ－ＡＬでディスクドライブを接続する。
【００５９】
　本実施の形態におけるバックエンド管理テーブル例を図１３に示す。項目1301（ＶＤＥ
Ｖ）は、ディスクドライブが属する論理グループを示す。ディスクアダプタＤＫＡは、項
目1302、1303、1304のDKA Port値が０の場合はチャネルＤ０１を、値が１の場合はチャネ
ルＤ０２を使用して、スイッチＳＷ１あるいはスイッチＳＷ２と接続し、ディスクアレイ
ＤＡ２と通信する。PID_0.a～PID_15.aは、スイッチＳＷ１に接続されたＦＣ－ＡＬ上の
ディスクドライブのポートＩＤを示す。PID_0.b～PID_15.bは、スイッチＳＷ２に接続さ
れたＦＣ－ＡＬ上のディスクドライブのポートＩＤを示す。通常動作時（ＳＷ１、ＳＷ２
共に正常）は、ディスクアダプタＤＫＡから送信されたReadコマンドはＳＷ１を経由し、
送信先ポートであるPID_0.a～PID_15.aのいずれかに届く。読み出しデータは、Readコマ
ンドと方向は逆であるが同じパスを通る。一方Writeコマンドと書き込みデータは、スイ
ッチＳＷ１と、チャネル1201と、スイッチＳＷ２を経由して、送信先ポートであるPID_0.
b～PID_15.bのいずれかに届く。
【００６０】
　例として、ドライブ番号０のディスクドライブに対するReadと、ドライブ番号４のディ
スクドライブに対するWriteの動作について述べる。Readコマンドが通るパスは、ディス
クアダプタＤＫＡから始まり、チャネルＤ０１、スイッチＳＷ１、チャネルＤ１１を経由
し、ポートPID_0.aへ至る。Writeコマンドが通るパスは、ディスクアダプタＤＫＡから始
まり、チャネルＤ０１、スイッチＳＷ１、チャネル１２０１、スイッチＳＷ２、チャネル
Ｄ２１を経由し、ポートPID_4.bへ至る。
【００６１】
　このようにコマンドの種類(Read/Write)によって、スイッチとディスクアレイ間でデー
タが通るパスを分けているので、ReadのエクスチェンジとWriteのエクスチェンジを平行
して進行させることができ、ディスクアダプタＤＫＡとスイッチＳＷ１間の全二重オペレ
ーションが可能となる。
【００６２】
　スイッチＳＷ１に障害が発生した場合は、1303の設定を適用し、ＳＷ２に障害が発生し
た場合は1304の設定を適用することにより、１個のスイッチに障害が発生した場合でもデ
ィスクアダプタＤＫＡは、ディスクアレイＤＡ２にアクセス可能である。ただし、スイッ
チ障害発生時は、一つのＦＣ－ＡＬの帯域を共有するコマンド数が増えることになるので
、正常時に比べスループットは低下する場合がある。
【００６３】
　図１４Ａ、図１４Ｂ、図１４Ｃ及び図１５により、本発明の実施の形態におけるスルー
プット向上効果を説明する。図１４Ａ、図１４Ｂ、及び図１４Ｃに比較検討したトポロジ
を示す。図１４Ａ、図１４Ｂ、及び図１４Ｃは、ＦＣ－ＡＬに接続された４台のディスク
ドライブに対して、内ドライブ２個に対してはWrite、他のドライブ２個に対してはRead
を実行するトポロジを示している。図１４Ａは従来のディスク装置のトポロジである。デ
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ィスクアダプタにＦＣ－ＡＬが直結されている。ループ速度は１Ｇｂｐｓである。図１４
Ｂは、本実施の形態のトポロジであるが、コマンド種類(Read/Write)毎にループを分けた
例である。ループ速度は１Ｇｂｐｓであるが、ディスクアダプタとスイッチ間および２個
のスイッチ間のチャネル速度は２Ｇｂｐｓとした。図１４Ｃは、図１４Ｂ同様、本実施の
形態のトポロジであるが、異なるコマンド(Read/Write)を同じループに混在させた例であ
る。ループ速度は１Ｇｂｐｓであるが、ディスクアダプタとスイッチ間および２個のスイ
ッチ間のチャネル速度は２Ｇｂｐｓとした。
【００６４】
　図１５は、図１４Ａ、図１４Ｂ、及び図１４Ｃで示したトポロジにおけるスループット
の実測例である。図１５において、曲線(Ａ)は図１４Ａ、曲線(Ｂ)は図１４Ｂ、曲線(Ｃ)
は図１４Ｃのトポロジにおけるスループット特性を示す。横軸は１コマンド当たりのデー
タ転送サイズ（ＫＢ）を、縦軸はスループット（ＭＢ/s）である。
グラフから明らかな様に、データ転送サイズ８ＫＢ以上で従来の(Ａ)トポロジに比べてス
ループット向上が認められ、データ転送サイズ１６ＫＢ以上で３６％、データ転送サイズ
が１２８ＫＢ以上の領域では８７％のスループット向上を確認できた。
【００６５】
　また、曲線(Ｂ)と(Ｃ)を比較するとわかるが、コマンド(Read/Write)によって使用する
ループを別にした方が、ループ内に異なるコマンドを混在させるよりもスループット向上
効果が高い。
【００６６】
　以上、第３の実施の形態では、ディスクアダプタの入出力ポート２個の内１個を定常系
、他１個を障害時用の交替系として説明したが、もちろん、２個の入出力ポートを同時に
使用しても構わない。図１６に、ディスクアダプタの２個の入出力ポートを同時使用する
場合のバックエンド管理テーブル例を示す。図１６の項目1601に示すように、ディスクド
ライブによって使用するディスクアダプタのポートを変更している。これにより、２個の
ディスクアダプタ・ポート間でバックエンド・ネットワーク負荷を分散できる。また、障
害発生時に使用してみて初めて、交替系の故障が判明するのを防止する効果がある。
（第４の実施の形態）
  図１７に、本発明の第４の実施の形態であるディスク装置の構成を示す。本実施の形態
において、ディスクアダプタＤＫＡ１、ＤＫＡ２と、スイッチＳＷ１、ＳＷ２と、ディス
クアレイＤＡ３との間のデータ転送方式は、ファイバチャネルを使用している。本実施の
形態は、第３の実施の形態に比べてディスクコントローラを構成する要素が二重化されて
おり、信頼性が高い特徴を有する。チャネルアダプタＣＨＡ1、ＣＨＡ２、キャッシュメ
モリＣＭ１、ＣＭ２、ディスクアダプタＤＫＡ１、ＤＫＡ２は、２つの相互結合網ＮＷ１
、ＮＷ２で相互接続されている。ディスクアダプタＤＫＡ１は、スイッチＳＷ１あるいは
ＳＷ２を介してディスクアレイと接続可能である。ディスクアダプタＤＫＡ２も同様に、
スイッチＳＷ１あるいはＳＷ２を介してディスクアレイＤＡ３と接続可能である。本実施
の形態におけるバックエンド管理テーブルの例を、図１８に示す。PID_0.a～PID31.aは、
スイッチＳＷ１に接続されたＦＣ－ＡＬ上のディスクドライブのポートＩＤを示す。また
、PID_0.b～PID31.bは、スイッチＳＷ２に接続されたＦＣ－ＡＬ上のディスクドライブの
ポートＩＤを示す。ディスクアダプタＤＫＡ１は、ＤＫＡPort値が０の場合はチャネルＤ
０１を、値が１の場合はチャネルＤ０２を使用して、スイッチＳＷ１あるいはＳＷ２と接
続し、ディスクアレイＤＡ３と通信する。ディスクアダプタＤＫＡ１は、ＤＫＡPort値が
０の場合はチャネルＤ０３を、値が１の場合はチャネルＤ０４を使用して、スイッチＳＷ
１あるいはＳＷ２と接続し、ディスクアレイＤＡ３と通信する。図１８では、図１６の管
理テーブルに比べてＤＫＡ番号1801の項目が追加されている。項目1801は、二重化されて
いるディスクアダプタのどちらを使用するかを示す。例えばＤＫＡ番号が０ならば、その
ディスクドライブはディスクアダプタＤＫＡ１からアクセスする。逆に、ＤＫＡ番号が１
ならば、そのディスクドライブはディスクアダプタＤＫＡ２からアクセスする。ディスク
アダプタのうちどちらか一方に障害が発生した場合は、他方のディスクアダプタからアク
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セスするように管理テーブルのＤＫＡ番号1801を変更する。本実施の形態によれば、ディ
スクアダプタを二重化しているので信頼性が向上できる効果の他、正常動作時は２個のデ
ィスクアダプタ間で負荷を分散できる効果がある。また、言うまでもないが、第1から第
３の実施の形態と同様に、ディスクアダプタが発行するコマンドの種類によって、フレー
ム送信先のディスクドライブ・ポートを決定することにより、全二重オペレーション実行
時のスループットが向上する効果がある。
【００６７】
　図１８の管理テーブルでは、スイッチＳＷ１と接続されたディスクドライブのポートは
Read用、スイッチＳＷ２と接続されたディスクドライブのポートはWrite用に割り当てて
いる(スイッチＳＷ１、ＳＷ２正常時)。例えば、ディスクアダプタＤＫＡ１からドライブ
０へのWriteデータは、ディスクアダプタＤＫＡ１からスイッチＳＷ１、チャネル１７０
１、スイッチＳＷ２を順に経由し、ドライブ０へ転送される。また、ドライブ４からディ
スクアダプタＤＫＡ２へのReadデータは、ドライブ４からスイッチＳＷ１、チャネル１７
０１、スイッチＳＷ２を順に経由して、ディスクアダプタＤＫＡ２へ転送される。図１８
の設定では、スイッチ間をつなぐチャネル１７０１上のデータ転送方向は、スイッチＳＷ
１からスイッチＳＷ２への一方向となる。
【００６８】
　第４の実施の形態における、バックエンド管理テーブルの他の例を図２６に示す。図２
６の設定では、同じスイッチに接続するディスクドライブのポートでも、属するループに
よってRead用ポートあるいはWrite用ポートの割り当てを変更している点に特徴がある。
【００６９】
　図２６によれば、ドライブ０、４、８、１２・・・２８およびドライブ２、６、１０、
１４・・・３０のスイッチＳＷ１へ接続するポートはRead用ポート、スイッチＳＷ２へ接
続するポートはWrite用ポートとして割り当てる。一方、ドライブ１、５、９、１３・・
・２９およびドライブ３、７、１１、１５・・・３１のスイッチＳＷ１へ接続するポート
はWrite用ポート、スイッチＳＷ２へ接続するポートはRead用ポートとして割り当てる。
例えば、ドライブ０へのWriteデータは、ディスクアダプタＤＫＡ１からスイッチＳＷ１
、チャネル１７０１、スイッチＳＷ２を順に経由し、ドライブ０へ転送される。それに対
して、ドライブ１からのReadデータは、ドライブ１からスイッチＳＷ２、チャネル１７０
１、スイッチＳＷ１を順に経由して、ディスクアダプタＤＫＡ１へ転送される。このよう
に、同じスイッチに接続したドライブポートにおいて、Read／Writeコマンドとドライブ
ポートとの対応をループ毎に変えることにより、スイッチ間で双方向にデータが流れるよ
うになるので、チャネル１７０１上においても全二重オペレーションが実現可能である。
図１８の設定に比べて図２６の設定では，スイッチ間を接続するチャネル１７０１の配線
本数を節約することができる。
【００７０】
　（第５の実施の形態）
　図１９に、本発明の第５の実施の形態であるディスク装置の構成を示す。上記第１から
第４の実施の形態では、バックエンド・ネットワークはファイバチャネルを使用していた
が、本実施の形態ではＳＡＳ(Serial Attached SCSI)を使用した例を示す。ディスクアダ
プタＤＫＡ１は、エキスパンダ1904あるいはエキスパンダ1905を介してディスクアレイと
接続可能である。ディスクアダプタＤＫＡ２も同様に、エキスパンダ1904あるいはエキス
パンダ1905を介してディスクアレイと接続可能である。ディスクアダプタＤＫＡ１とエキ
スパンダ１、２間と、ディスクアダプタＤＫＡ２とエキスパンダ１、２間、および、エキ
スパンダ１、２間は、Wideポートで接続し、エキスパンダと各ディスクドライブ間を、Na
rrowポートで接続している。エキスパンダは、ファイバチャネルのスイッチに相当するが
、ループ接続はサポートされていない。従って、多数のディスクドライブを接続する場合
は、複数のエキスパンダを多段に接続し、ドライブ接続ポート数を増やしても良い。使用
できるディスクドライブは、２ポートを有するＳＡＳドライブ1901の他、ＳＡＴＡ(Seria
l ATA)ドライブ1902も接続できる。ただし、入出力ポートが１個のＳＡＴＡドライブ１９
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０３の場合はセレクタ１９０６を介して、エキスパンダ1904およびエキスパンダ1905と接
続する。本実施の形態によれば、ファイバチャネルドライブより安価なＳＡＳドライブ、
ＳＡＴＡドライブを使用できるので、ディスク装置を低コスト化できる。また、言うまで
もないが、第1から第４の実施の形態と同様に、ディスクアダプタが発行するコマンドの
種類によって、フレーム送信先のディスクドライブ・ポートを決定することにより、全二
重オペレーション実行時のスループットが向上する効果がある。
【００７１】
　さらに本実施例の形態によれば、ディスクドライブの２個の入出力ポートを定常的に使
用することにより全二重データ転送を実現しているので、障害発生時に初めて交替用ディ
スクドライブポートの障害が発見されるのを防止することができる。そして、ディスクア
ダプタとディスクアダプタ間の接続を２個のエキスパンダを冗長化しているので、バック
エンドネットワークの信頼性が高い。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】本発明の第１の実施の形態のディスク装置を示す図である。
【図２】本発明のチャネルアダプタ１０の構成例を示す図である。
【図３】本発明のディスクアダプタ２０の構成例を示す図である。
【図４】本発明のバックエンド構成例の詳細を示す図である。
【図５】本発明に用いるスイッチの構成例を示す図である。
【図６】本発明のディスクアダプタで参照される管理テーブル例を示す図である。
【図７】本発明のディスクアダプタで参照される管理テーブル例を示す図である。
【図８】本発明の第２の実施の形態に用いるスイッチの構成を示す図である。
【図９】本発明のＦＣＰ＿ＣＭＮＤのフレーム例を示す図である。
【図１０】本発明のスイッチにおける処理フロー例を示す図である。
【図１１Ａ】本発明のスイッチで参照される管理テーブル例を示す図である。
【図１１Ｂ】本発明のスイッチで参照される管理テーブル例を示す図である。
【図１２】本発明の第３の実施の形態のディスク装置を示す図である。
【図１３】本発明の第３の実施の形態で参照される管理テーブルを示す図である。
【図１４Ａ】本発明の第３の実施の形態の効果を説明するための比較図である。
【図１４Ｂ】本発明の第３の実施の形態の効果を説明するための図である。
【図１４Ｃ】本発明の第３の実施の形態の効果を説明するための図である。
【図１５】本発明の第３の実施の形態の効果を説明するための図である。
【図１６】本発明の第３の実施の形態で参照される管理テーブルを示す図である。
【図１７】本発明の第４の実施の形態のディスク装置を示す図である。
【図１８】本発明の第４の実施の形態で参照される管理テーブルを示す図である。
【図１９】本発明の第５の実施の形態のディスク装置を示す図である。
【図２０】ポイントツーポイント・トポロジを説明する図である。
【図２１】アービトレイテッドループ・トポロジを説明する図である。
【図２２】ファブリック・トポロジを説明する図である。
【図２３】Read動作時のエクスチェンジを説明する図である。
【図２４】Write動作時のエクスチェンジを説明する図である。
【図２５】本発明の同時進行するReadエクスチェンジとWriteエクスチェンジ例を説明す
る図である。
【図２６】本発明のバックエンド管理テーブル例を示す図である。
【符号の説明】
【００７３】
　ＤＫＣ・・・ディスクコントローラ、
　ＣＨＡ、ＣＨＡ１、ＣＨＡ２・・・チャネルアダプタ、
　ＣＭ、ＣＭ１、ＣＭ２・・・キャッシュメモリ、
　ＤＫＡ、ＤＫＡ１、ＤＫＡ２・・・ディスクアダプタ、
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　ＤＡ１、ＤＡ２、ＤＡ３・・・ディスクアレイ、
　ＤＫ０、ＤＫ１、ＤＫ２、ＤＫ３、
　ＤＫ４、ＤＫ５、ＤＫ６、ＤＫ７、
　ＤＫ８、ＤＫ１２・・・ディスクドライブ、
　Ｃ１、Ｃ２、Ｄ０１、Ｄ０２、Ｄ０３、Ｄ０４、Ｄ１１、Ｄ１２、Ｄ１３、Ｄ１４Ｄ２
１、Ｄ２２、Ｄ２３、Ｄ２４・・・チャネル
　ＳＷ、ＳＷ１、ＳＷ２・・・スイッチ
　Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６・・・スイッチポート
　５１０・・・クロスバスイッチ、
　５１１・・・スイッチコントローラ、
　ｉｎ１、ｉｎ２、ｉｎ３、ｉｎ４、ｉｎ５、ｉｎ６・・・クロスバスイッチ入力ポート
、
　ｏｕｔ１、ｏｕｔ２、ｏｕｔ３、ｏｕｔ４、ｏｕｔ５、ｏｕｔ６・・・クロスバスイッ
チ出力ポート、
　ＳＰ１・・・シリアルパラレル変換装置、
　ＰＳ１・・・パラレルシリアル変換装置、
　ＢＭ１、ＢＭ２・・・パッファメモリ、
　ＤＥＣ１・・・８ｂ１０ｂ変換デコーダ、
　ＥＮＣ１・・・８ｂ１０ｂ変換エンコーダ、
　Ｔｘ・・・送信機、
　Ｒｘ・・・受信機、
　ＮＬ・・・ＮＬポート、
　ＦＬ・・・ＦＬポート、
　Ｎ・・・Ｎポート、
　Ｆ・・・Ｆポート、
　ＮＷ、ＮＷ１、ＮＷ２・・・相互結合網、
　ＶＥＤＶ０、ＶＤＥＶ１、ＶＤＥＶ２、ＶＤＥＶ３、ＶＥＤＶ４、ＶＤＥＶ５、Ｖ　Ｄ
ＥＶ６、ＶＤＥＶ７・・・論理グループ、
　ＳＶＰ・・・サービスプロセッサ、
　２１・・・ホストチャネル・インターフェイス、
　２２、３１・・・キャッシュメモリ・インターフェイス
　２３、３３・・・ネットワーク・インターフェイス、
　２４、３４・・・プロセッサ、
　２６、３６・・・プロセッサ周辺制御部、
　２５、３５・・・ローカルメモリ、
　２７、３７・・・信号線、
　８１０・・・共有メモリ型スイッチ、
　８１１・・・プロセッサ、
　８１２・・・メモリ、
　１９０１・・・ＳＡＳドライブ、
　１９０２、１９０３・・・ＳＡＴＡドライブ、
　１９０６・・・セレクタ、
　１９０４、１９０５・・・エキスパンダ。
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