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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物理ボリュームを有するストレージ装置と、アプリケーションが動作し、前記ストレー
ジ装置の物理ボリュームからそれぞれ一以上の論理ボリュームを含む複数のボリュームグ
ループを作成し、少なくとも一の前記論理ボリュームが前記アプリケーションに割り当て
られているホスト計算機と、に相互に通信可能に接続し、
　前記アプリケーションが使用している前記論理ボリュームが属するボリュームグループ
をバックアップ元として、バックアップ元の前記ボリュームグループを形成する前記物理
ボリュームである正物理ボリュームと、前記正物理ボリュームに格納されているデータの
コピー先としての物理ボリュームである副物理ボリュームとの組合せとして定義されるペ
アを構成する場合に、前記ボリュームグループに、他のアプリケーションが使用している
他の論理ボリュームがあるか否かを判定するボリュームグループ重複使用判定部と、
　前記アプリケーションが使用している前記論理ボリュームが属するボリュームグループ
をバックアップ元とする前記ペアを構成する場合に、前記アプリケーションについて設定
されたバックアップポリシー情報と同一のバックアップポリシー情報が設定されている他
のボリュームグループがあるか否かを判定するバックアップポリシー判定部とを備え、
　前記ボリュームグループ重複使用判定部が、前記ボリュームグループに前記他のアプリ
ケーションが使用している他の論理ボリュームがないと判定した場合に、当該ボリューム
グループをバックアップ元として前記ペアを構成し、
　前記ボリュームグループ重複使用判定部が、前記ボリュームグループに前記他のアプリ
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ケーションが使用している他の論理ボリュームがあると判定し、かつ前記バックアップポ
リシー判定部が同一のバックアップポリシー情報を有する他のアプリケーションが使用し
ている論理ボリュームが属する他のボリュームグループがあると判定した場合に、
　前記アプリケーションのデータを、当該他のボリュームグループに移動させ、当該他の
ボリュームグループをバックアップ元として前記ペアを構成する
ことを特徴とする管理計算機。
【請求項２】
　請求項１に記載の管理計算機であって、
　前記ボリュームグループ重複使用判定部が、前記ボリュームグループに前記他のアプリ
ケーションが使用している他の論理ボリュームがないと判定した場合に、当該アプリケー
ションが使用している論理ボリュームが属するボリュームグループをバックアップ元とし
て前記ペアを構成可能である旨を当該アプリケーションの管理者に通知し、
　前記ボリュームグループ重複使用判定部が、前記ボリュームグループに前記他のアプリ
ケーションが使用している他の論理ボリュームがあると判定した場合に、当該ボリューム
グループをバックアップ元として前記ペアを構成できない旨を当該アプリケーションの管
理者に通知するとともに、当該アプリケーションのデータを前記他のボリュームグループ
に移動させる旨を当該管理者に通知することを特徴とする管理計算機。
【請求項３】
　請求項２に記載の管理計算機であって、
　前記ボリュームグループ重複使用判定部が、前記ボリュームグループに前記他のアプリ
ケーションが使用している他の論理ボリュームがあると判定した場合に、
　当該アプリケーションについて設定されたバックアップポリシー情報と同一のバックア
ップポリシー情報が設定されている他のアプリケーションが使用している論理ボリューム
が属する既存のボリュームグループがあるか否かを検索し、
　あると判定された場合に、移動先となるボリュームグループが存在する旨をアプリケー
ション管理者に通知することを特徴とする管理計算機。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか１つに記載の管理計算機であって、
　バックアップ元のボリュームグループに格納されているアプリケーションのデータを、
当該アプリケーションが動作しているホスト計算機によって、ファイル単位で前記他のボ
リュームグループへ移動させることを特徴とする管理計算機。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか１つに記載の管理計算機であって、
　前記バックアップポリシー情報は、ローカルコピー又はリモートコピーの種別、バック
アップ作成世代数、及びバックアップスケジュールから選択した項目を含んでいることを
特徴とする管理計算機。
【請求項６】
　物理ボリュームを有するストレージ装置と、仮想化ソフトウェアによって一以上の仮想
サーバが構築されており、各前記仮想サーバ上で少なくとも一のアプリケーションが動作
し、前記ストレージ装置の物理ボリュームからそれぞれ一以上の論理ボリュームを含む複
数のボリュームグループを作成し、少なくとも一の前記論理ボリュームが前記仮想サーバ
に割り当てられているホスト計算機と、に相互に通信可能に接続し、
　前記仮想サーバが使用している前記論理ボリュームが属するボリュームグループをバッ
クアップ元として、バックアップ元の前記ボリュームグループを形成する前記物理ボリュ
ームである正物理ボリュームと、前記正物理ボリュームに格納されているデータのコピー
先としての物理ボリュームである副物理ボリュームとの組合せとして定義されるペアを構
成する場合に、前記ボリュームグループに、他の仮想サーバが使用している他の論理ボリ
ュームがあるか否かを判定するボリュームグループ重複使用判定部と、
　前記仮想サーバが使用している前記論理ボリュームが属するボリュームグループをバッ
クアップ元とする前記ペアを構成する場合に、前記仮想サーバについて設定されたバック
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アップポリシー情報と同一のバックアップポリシー情報が設定されている他のボリューム
グループがあるか否かを判定するバックアップポリシー判定部とを備え、
　前記ボリュームグループ重複使用判定部が前記ボリュームグループに前記他の仮想サー
バが使用している他の論理ボリュームがないと判定した場合に、当該ボリュームグループ
をバックアップ元として前記ペアを構成し、
　前記ボリュームグループ重複使用判定部が、前記ボリュームグループに他の仮想サーバ
が使用している他の論理ボリュームがあると判定し、かつ前記バックアップポリシー判定
部が同一のバックアップポリシー情報を有する他の仮想サーバが使用している論理ボリュ
ームが属する他のボリュームグループがあると判定した場合に、
　前記仮想サーバのデータを、当該他のボリュームグループに移動させ、当該他のボリュ
ームグループをバックアップ元として前記ペアを構成する
ことを特徴とする管理計算機。
【請求項７】
　請求項６に記載の管理計算機であって、
　前記ボリュームグループ重複使用判定部が、前記ボリュームグループに前記他の仮想サ
ーバが使用している他の論理ボリュームがあると判定し、かつ前記バックアップポリシー
判定部が、同一のバックアップポリシー情報を有する他の仮想サーバが使用している論理
ボリュームが属する他のボリュームグループがないと判定した場合は、
　前記ホスト計算機によって新たなボリュームグループを作成させる
ことを特徴とする管理計算機。
【請求項８】
　請求項６又は請求項７に記載の管理計算機であって、
　前記ボリュームグループ重複使用判定部が前記ボリュームグループに前記他の仮想サー
バが使用している他の論理ボリュームがないと判定した場合に、当該仮想サーバが使用し
ている論理ボリュームが属するボリュームグループをバックアップ元として前記ペアを構
成可能である旨を当該仮想サーバの管理者に通知し、
　前記ボリュームグループ重複使用判定部が、前記ボリュームグループに前記他の仮想サ
ーバが使用している他の論理ボリュームがあると判定した場合に、当該ボリュームグルー
プをバックアップ元として前記ペアを構成できない旨を当該仮想サーバの管理者に通知す
るとともに、当該仮想サーバのデータを他のボリュームグループに移動させる旨を当該管
理者に通知することを特徴とする管理計算機。
【請求項９】
　請求項６乃至請求項８のいずれか１つに記載の管理計算機であって、
　前記ボリュームグループ重複使用判定部が、前記ボリュームグループに前記他の仮想サ
ーバが使用している他の論理ボリュームがあると判定した場合に、
　当該仮想サーバについて設定されたバックアップポリシー情報と同一のバックアップポ
リシー情報が設定されている他の仮想サーバが使用している論理ボリュームが属する既存
のボリュームグループがあるか否かを検索し、
　あると判定された場合に、移動先となるボリュームグループが存在する旨を仮想サーバ
の管理者に通知することを特徴とする管理計算機。
【請求項１０】
　請求項６乃至請求項９のいずれか１つに記載の管理計算機であって、
　前記ボリュームグループ重複使用判定部が、前記ボリュームグループに前記他の仮想サ
ーバが使用している他の論理ボリュームがあると判定した場合に、
　当該仮想サーバについて設定されたバックアップポリシー情報と同一のバックアップポ
リシー情報が設定されている他の仮想サーバが使用している論理ボリュームが属する既存
のボリュームグループがあるか否かを検索し、
　ないと判定された場合に、前記ホスト計算機によって新たなボリュームグループを作成
させる旨を前記仮想サーバの管理者に通知する
ことを特徴とする管理計算機。
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【請求項１１】
　請求項６乃至請求項１０のいずれか１つに記載の管理計算機であって、
　バックアップ元のボリュームグループに格納されている仮想サーバのデータを、当該仮
想サーバが構築されているホスト計算機によって、ファイル単位で他のボリュームグルー
プへ移動させることを特徴とする管理計算機。
【請求項１２】
　請求項６乃至請求項１１のいずれか１つに記載の管理計算機であって、
　前記バックアップポリシー情報は、ローカルコピー又はリモートコピーの種別、バック
アップ作成世代数、及びバックアップスケジュールから選択した項目を含んでいることを
特徴とする管理計算機。
【請求項１３】
　請求項６乃至請求項１２のいずれか１つに記載の管理計算機であって、
　バックアップの対象が、前記仮想サーバ上で動作するアプリケーションのデータである
ことを特徴とする管理計算機。
【請求項１４】
　アプリケーションが動作するホスト計算機と、物理ボリュームを有し、前記物理ボリュ
ームから作成されるそれぞれ一以上の論理ボリュームを含む複数のボリュームグループと
、前記アプリケーションからのファイル入出力要求に応じて前記論理ボリュームに対する
データ書き込み及び読み出しを行うファイル共有システムと、通信インターフェイスとを
備え、少なくとも一の前記論理ボリュームが前記アプリケーションに割り当てられている
ストレージ装置とに相互に通信可能に接続し、
　前記アプリケーションが使用している前記論理ボリュームが属するボリュームグループ
をバックアップ元として、バックアップ元の前記ボリュームグループを形成する前記物理
ボリュームである正物理ボリュームと、前記正物理ボリュームに格納されているデータの
コピー先としての物理ボリュームである副物理ボリュームとの組合せとして定義されるペ
アを構成する場合に、前記ボリュームグループに、他のアプリケーションが使用している
他の論理ボリュームがあるか否かを判定するボリュームグループ重複使用判定部と、
　前記アプリケーションが使用している前記論理ボリュームが属するボリュームグループ
をバックアップ元とする前記ペアを構成する場合に、前記アプリケーションについて設定
されたバックアップポリシー情報と同一のバックアップポリシー情報が設定されている他
のボリュームグループがあるか否かを判定するバックアップポリシー判定部とを備え、
　前記ボリュームグループ重複使用判定部が前記ボリュームグループに前記他のアプリケ
ーションが使用している他の論理ボリュームがないと判定した場合に、当該ボリュームグ
ループをバックアップ元として前記ペアを構成し、
　前記ボリュームグループ重複使用判定部が前記ボリュームグループに前記他のアプリケ
ーションが使用している他の論理ボリュームがあると判定し、かつ前記バックアップポリ
シー判定部が同一のバックアップポリシー情報を有する他のアプリケーションが使用して
いる論理ボリュームが属する他のボリュームグループがあると判定した場合に、
　前記アプリケーションのデータを、当該他のボリュームグループに移動させ、当該他の
ボリュームグループをバックアップ元として前記ペアを構成する
ことを特徴とする管理計算機。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の管理計算機であって、
　前記ボリュームグループ重複使用判定部が前記ボリュームグループに前記他のアプリケ
ーションが使用している他の論理ボリュームがないと判定した場合に、当該アプリケーシ
ョンが使用している論理ボリュームが属するボリュームグループをバックアップ元として
前記ペアを構成可能である旨を当該アプリケーションの管理者に通知し、
　前記ボリュームグループ重複使用判定部が、前記ボリュームグループに前記他のアプリ
ケーションが使用している他の論理ボリュームがあると判定した場合に、当該ボリューム
グループをバックアップ元として前記ペアを構成できない旨を当該アプリケーションの管
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理者に通知するとともに、当該アプリケーションのデータを他のボリュームグループに移
動させる旨を当該管理者に通知することを特徴とする管理計算機。
【請求項１６】
　請求項１４又は請求項１５に記載の管理計算機であって、
　前記管理計算機は、前記ボリュームグループ重複使用判定部が、前記ボリュームグルー
プに前記他のアプリケーションが使用している他の論理ボリュームがあると判定した場合
に、
　当該アプリケーションについて設定されたバックアップポリシー情報と同一のバックア
ップポリシー情報が設定されている他のアプリケーションが使用している論理ボリューム
が属する既存のボリュームグループがあるか否かを検索し、あると判定された場合に、移
動先となるボリュームグループが存在する旨をアプリケーション管理者に通知することを
特徴とする管理計算機。
【請求項１７】
　請求項１又は請求項１４に記載の管理計算機であって、
　前記ボリュームグループ重複使用判定部が前記ボリュームグループに前記他のアプリケ
ーションが使用している他の論理ボリュームがあると判定し、かつ前記バックアップポリ
シー判定部が同一のバックアップポリシー情報を有する他のアプリケーションが使用して
いる論理ボリュームが属する他のボリュームグループがないと判定した場合は、
　前記ホスト計算機によって新たなボリュームグループを作成させる
ことを特徴とする管理計算機。
【請求項１８】
　請求項３又は請求項１６に記載の管理計算機であって、
　前記ボリュームグループ重複使用判定部が前記ボリュームグループに前記他のアプリケ
ーションが使用している他の論理ボリュームがあると判定した場合に、
　当該アプリケーションについて設定されたバックアップポリシー情報と同一のバックア
ップポリシー情報が設定されている他のアプリケーションが使用している論理ボリューム
が属する既存のボリュームグループがあるか否かを検索し、
　ないと判定された場合に、前記ホスト計算機によって新たなボリュームグループを作成
させる旨を前記アプリケーションの管理者に通知する
ことを特徴とする管理計算機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、管理計算機に係わり、特に計算機システムにおいて、アプリケーションデー
タのバックアップ構成構築あるいは運用に用いる管理計算機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　企業のデータセンタ等の、大量のデータを高速処理することが求められる環境では、ス
トレージ資源を有効活用するために、一つ以上の物理ボリュームからボリュームグループ
を形成し、そのボリュームグループから一つ以上の論理ボリュームを作成する技術を用い
ることがある。この技術は論理ボリューム管理（Logical Volume Management、以下「Ｌ
ＶＭ」と称する。）機能と呼ばれ、例えばLinux（登録商標）をはじめとしたUNIX系OS上
で利用することができる。ＬＶＭ機能によって作成された論理ボリューム毎にこれを利用
するアプリケーションが割り当てられ、運用が行われている。
【０００３】
　通常アプリケーションによってストレージの論理ボリュームに格納されたデータは、例
えばその論理ボリュームとペアを構成した他の論理ボリュームでバックアップすることに
よって論理ボリュームを構成するディスクの故障等の不具合から保護される。あるいは、
当初バックアップを行わずに運用していたアプリケーションの重要度が増すなどし、運用
開始後にバックアップ構成を構築する必要が生じることもある。
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【０００４】
　その場合には、アプリケーション毎にバックアップを取りたいという要望に対して、運
用しているアプリケーションがどの物理ボリュームを使用しているか特定してバックアッ
プ用の正ボリュームと副ボリュームとからなるペアを組まなければならない。この操作を
簡潔にするために、アプリケーションの構成情報から使用している物理ボリュームを特定
し、その物理ボリュームをバックアップ元とすることで、アプリケーションのバックアッ
プ構成の構築手順を軽減する技術がある（例えば、特許文献１）。
【特許文献１】特開２００５－１１３１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に開示されている発明によれば、複数のアプリケーションが同一ボリューム
グループを使用する環境において、バックアップ構成構築が指定されたアプリケーション
が使用しているボリュームグループを構成している全ての物理ボリュームがバックアップ
元とされる。この場合、指定されたアプリケーション以外のアプリケーションのデータも
バックアップ対象となってしまう。
【０００６】
　例えば、複数のアプリケーションに対しそれぞれに別の管理者がいると想定する。この
場合に、上記の構成で指定されたアプリケーションについてバックアップを行うと、その
指定されたアプリケーション以外のアプリケーション管理者は、他のアプリケーションに
ついてのバックアップによって副ボリュームに自身が管理するアプリケーションのデータ
がコピーされたことを知ることができない。
【０００７】
　よって、そのアプリケーション管理者が正ボリューム側でデータを削除しても、副ボリ
ューム側にはアプリケーション管理者が知る機会がないままバックアップされたデータが
残り続けてしまう。この場合、例えば副ボリューム側に不正アクセスなどがなされてデー
タを読まれても、その他のアプリケーション管理者に分からないことがあるという問題が
ある。
【０００８】
　本発明は、ある特定のアプリケーションデータのバックアップ構成を、他のアプリケー
ションのデータに影響を与えることなく構築することを可能とする管理計算機を提供する
ことを一つの目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記のそして他の目的を達成するための本発明の一態様は、物理ボリュームを有するス
トレージ装置と、アプリケーションが動作し、前記ストレージ装置の物理ボリュームから
それぞれ一以上の論理ボリュームを含む複数のボリュームグループを作成し、少なくとも
一の前記論理ボリュームが前記アプリケーションに割り当てられているホスト計算機と、
に相互に通信可能に接続し、前記アプリケーションが使用している前記論理ボリュームが
属するボリュームグループをバックアップ元として、バックアップ元の前記ボリュームグ
ループを形成する前記物理ボリュームである正物理ボリュームと、前記正物理ボリューム
に格納されているデータのコピー先としての物理ボリュームである副物理ボリュームとの
組合せとして定義されるペアを構成する場合に、前記ボリュームグループに、他のアプリ
ケーションが使用している他の論理ボリュームがあるか否かを判定するボリュームグルー
プ重複使用判定部と、前記アプリケーションが使用している前記論理ボリュームが属する
ボリュームグループをバックアップ元とする前記ペアを構成する場合に、前記アプリケー
ションについて設定されたバックアップポリシー情報と同一のバックアップポリシー情報
が設定されている他のボリュームグループがあるか否かを判定するバックアップポリシー
判定部とを備え、前記ボリュームグループ重複使用判定部が、前記ボリュームグループに
前記他のアプリケーションが使用している他の論理ボリュームがないと判定した場合に、
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当該ボリュームグループをバックアップ元として前記ペアを構成し、前記ボリュームグル
ープ重複使用判定部が、前記ボリュームグループに前記他のアプリケーションが使用して
いる他の論理ボリュームがあると判定し、かつ前記バックアップポリシー判定部が同一の
バックアップポリシー情報を有する他のアプリケーションが使用している論理ボリューム
が属する他のボリュームグループがあると判定した場合に、前記アプリケーションのデー
タを、当該他のボリュームグループに移動させ、当該他のボリュームグループをバックア
ップ元として前記ペアを構成することを特徴とする管理計算機である。
【００１０】
　その他、本願が開示する課題、及びその解決方法は、発明を実施するための最良の形態
の欄、及び図面により明らかにされる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ある特定のアプリケーションデータのバックアップ構成を、他のアプ
リケーションのデータに影響を与えることなく構築することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面を参照しつつ実施の形態について説明する。
【００１３】
＝＝第１の実施形態＝＝
　まず、本発明の第１の実施形態について、図１等を参照して説明する。図１は、本発明
の第１の実施形態に係る計算機システムの構成を示す図である。
【００１４】
　図１に示すように、本実施形態の計算機システム１は、ストレージ装置１１０と、ホス
ト計算機１３０と、管理計算機１５０とを備えて構成されている。本実施形態ではストレ
ージ装置１１０の他にストレージ装置１２５も接続されているが、ストレージ装置は１つ
のみ、あるいは３つ以上設けられていても構わない。またホスト計算機についても本実施
形態のようにホスト計算機１３０及びホスト計算機１４５の２つを設けても、また１つの
み、あるいは３つ以上設けることとしてもよい。さらに、ホスト計算機１３０と管理計算
機１５０とに同一の計算機を使用する構成とすることもできる。
【００１５】
　ストレージ装置１１０、ホスト計算機１３０、及び管理計算機１５０は、各々のネット
ワークインターフェイス（Ｉ／Ｆ）である、ストレージ装置１１０のＩ／Ｆ１１５、ホス
ト計算機１３０のＩ／Ｆ１３３、及び管理計算機１５０のＩ／Ｆ１５５によって、ネット
ワークを介して接続される。このネットワークは、例えばＬＡＮである。
【００１６】
　ストレージ装置１１０は、データを格納する記憶デバイス１１１と、ストレージ装置１
１０の制御を行うストレージコントローラ１１２とを備える。記憶デバイス１１１とスト
レージコントローラ１１２とは、ストレージＩ／Ｆ１１８を介して接続される。
【００１７】
　記憶デバイス１１１は、実際に計算機（例えばホスト計算機１３０）が操作するデータ
を格納する記憶領域を収容しているディスク１１４を１台又は複数台備えて構成されてい
る。ボリューム１１３はディスク１１４から構成された論理記録領域である。ディスク１
１４は典型的にはハードディスクドライブであり、ボリューム１１３は例えばハードディ
スクを複数使用してＲＡＩＤ構成としたボリュームとして実現される。
【００１８】
　ストレージ装置１１０はさらに、データリードライトに関するデータＩ／Ｏの送受信や
管理計算機１５０などとの通信を行なうＩ／Ｆ１１５と、データＩ／Ｏのリード／ライト
の制御を行なうＣＰＵ１１６とメモリ１１７を有する。
【００１９】
　Ｉ／Ｆ１１５は、通信形態の相違（例えば管理計算機１５０との通信がＩＰ（Internet
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 Protocol）、ホスト計算機１３０とのデータＩ／ＯはＦＣ（Fibre Channel））によって
は、通信形態ごとに通信装置が別々に配置されることもある。また同じプロトコルでも、
用途の違いなどから、管理計算機１５０との通信と、ホスト計算機１３０との通信とで別
々に配置されることもある。
【００２０】
　メモリ１１７には、ストレージマイクロプログラム１１９と、ストレージマイクロプロ
グラム１１９が管理するストレージ管理テーブル１２０が格納されている。ストレージマ
イクロプログラム１１９は、記憶デバイス１１１の構成について管理するプログラムであ
りＣＰＵ１１６によって実行されて、ボリューム１１３に対するペア定義を作成する機能
や、ボリューム１１３をＩ／Ｆ１１５経由でホスト１３０に認識させるための機能などを
実現する。ストレージ管理テーブル１２０は、ペアを定義するために必要な情報等、スト
レージマイクロプログラム１１９で利用する情報を管理するテーブルである。
【００２１】
　ホスト計算機１３０は、ストレージ装置１１０のボリューム１１３に、Ｉ／Ｆ１３３を
介してデータを格納、編集する。ホスト計算機１３０は、ＣＰＵ１３１、メモリ１３２、
及びＩ／Ｆ１３３を備える。ＣＰＵ１３１は、メモリ１３２に格納されたプログラムを実
行するプロセッサである。メモリ１３２には、アプリケーション１３４、論理ボリューム
マネージャプログラム１３５、データ移行プログラム１３６、アプリケーション構成テー
ブル１３７、及びＬＶＭ構成テーブル１３８が格納される。
【００２２】
　アプリケーション１３４は、ホスト計算機１３０上で動作する、業務を実行するプログ
ラムである。このアプリケーション１３４は一つ以上実装されており、各アプリケーショ
ン１３４はアプリケーション管理者によって管理される。論理ボリュームマネージャプロ
グラム１３５は、ストレージ装置１１０の一つ以上のボリューム１１３からボリュームグ
ループを形成する。また、そのボリュームグループから各アプリケーション１３４が利用
する一つ以上の論理ボリュームを作り出すことができる。
【００２３】
　データ移行プログラム１３６は、指定されたファイルや、指定されたディスクの記憶領
域に格納されているデータを他の記憶領域に移行する機能を有する。Ｉ／Ｆ１３３はスト
レージ装置１１０と後述する管理計算機１５０に接続されている。このＩ／Ｆ１３３は、
管理計算機１５０及びストレージ装置１１０に対して同一のプロトコルを用いる場合は一
つ、管理計算機１５０へのデータの送受信には例えばＴＣＰ／ＩＰを、ストレージ装置１
１０に対しては例えばFibre Channelを用いる場合には、それぞれに対応するＩ／Ｆ１３
３を設ければよい。
【００２４】
　管理計算機１５０は、ＣＰＵ１５１、メモリ１５２、入力装置１５３、表示装置１５４
、及びＩ／Ｆ１５５を備えて構成されている。入力装置１５３は、例えば、キーボード、
マウス等の入力デバイスである。表示装置１５４は、例えば、ＣＲＴ等の画面表示装置で
ある。メモリ１５２には、バックアップ構成構築プログラム１５６、バックアップ運用プ
ログラム１５７、リストアプログラム１５８、バックアップポリシーテーブル１５９、及
びバックアップカタログテーブル１６０、アプリケーション管理者テーブル１６１が格納
されている。
【００２５】
　バックアップ構成構築プログラム１５６は、ＣＰＵ１５１によって実行されることによ
り、本実施形態に係る処理を実現する。バックアップ運用プログラム１５７はバックアッ
プ構築後にバックアップスケジュールを基にバックアップを実施するプログラムである。
【００２６】
　次に、本実施形態におけるバックアップ構成構築プログラム１５６について説明する。
図２に、バックアップ構成構築プログラム１５６の機能ブロックの一例を示す。図示のよ
うに、バックアップ構成構築プログラム１５６は、ログイン処理部１５６１、バックアッ
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プ構成取得部１５６２、ボリュームグループ構成取得部１５６３、ボリュームグループ重
複使用判定部１５６４、バックアップポリシー判定部１５６５、及び通知処理部１５６６
を備えて構成されている。これらの各部はバックアップ構成構築プログラム１５６の機能
を実現する機能モジュールであり、前記のようにＣＰＵ１５１によってメモリ１５２から
読み出されて実行されることにより各機能を実現する。
【００２７】
　ログイン処理部１５６１は、バックアップ構成構築を行おうとするアプリケーション管
理者が入力したログイン情報を取得して、後述するアプリケーション管理者テーブル１６
１を参照してアプリケーション管理者のログイン処理を行う。　
　バックアップ構成取得部１５６２は、アプリケーション管理者が例えば後出の図１１に
示すバックアップ構成設定画面において設定したバックアップ構成に関する各種情報を取
得する。
【００２８】
　ボリュームグループ構成取得部１５６３は、後出のアプリケーション構成テーブル１３
７、ＬＶＭ構成テーブル１３８、ストレージ管理テーブル１２０を参照して、バックアッ
プ構成構築が要求されているアプリケーションが使用しているボリュームグループを特定
する。　
　ボリュームグループ重複使用判定部１５６４は、ボリュームグループ構成取得部１５６
３によって特定された当該アプリケーションの使用するボリュームグループについて、他
のアプリケーションによっても重複して使用されているか否かを判定する。
【００２９】
　バックアップポリシー判定部１５６５は、バックアップ構成取得部１５６２によって取
得されたバックアップ構成に関する情報を後出のバックアップポリシーテーブル１５９と
比較して、同一のバックアップポリシーが設定されているボリュームグループが他にある
か否かを判定する。　
　通知処理部１５６６は、ボリュームグループ重複使用判定部１５６４、バックアップポ
リシー判定部１５６５の判定結果などのバックアップ構成構築プログラム１５６における
処理結果をアプリケーション管理者に通知する処理を行う。
【００３０】
　次に、本実施形態におけるリストアプログラム１５８について説明する。図３は、リス
トアプログラム１５８の機能ブロックの一例を示す。図示のように、リストアプログラム
１５８は、ログイン処理部１５８１、バックアップ構成取得部１５８２、ボリュームグル
ープ構成取得部１５８３、ボリュームグループ重複使用判定部１５８４、バックアップポ
リシー判定部１５８５、及び通知処理部１５８６を備えて構成されている。これらの各部
はバックアップ構成構築プログラム１５６の場合と同様に、リストアプログラム１５８の
機能を実現する機能モジュールであり、前記のようにＣＰＵ１５１によってメモリ１５２
から読み出されて実行されることにより各機能を実現する。
【００３１】
　ログイン処理部１５８１は、リストア、すなわちバックアップペアを構成している副ボ
リュームから正ボリュームへのデータの書き戻しを行おうとするアプリケーション管理者
が入力したログイン情報を取得し、後述するアプリケーション管理者テーブル１６１を参
照してアプリケーション管理者のログイン処理を行う。　
　リストア設定取得部１５８２は、アプリケーション管理者が例えば後出の図１９に示す
リストア実行画面において設定したリストアに関する各種情報を取得する。
【００３２】
　ボリュームグループ構成取得部１５８３は、後出のアプリケーション構成テーブル１３
７、ＬＶＭ構成テーブル１３８、ストレージ管理テーブル１２０を参照して、リストアが
要求されているアプリケーションが使用しているボリュームグループを特定する。　
　ボリュームグループ重複使用判定部１５８４は、ボリュームグループ構成取得部１５８
３によって特定された当該アプリケーションの使用するボリュームグループについて、他
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のアプリケーションによっても重複して使用されているか否かを判定する。
【００３３】
　リストア方法取得部１５８５は、図２０に例示するリストア手法選択画面１８００によ
りアプリケーション管理者が入力したリストア手法の情報を取得する。本実施形態では、
後述するように、「他のアプリケーションのデータを他の既存ボリュームグループへ退避
させる手法」と、「副ボリュームをホスト計算機にマウントする手法」とからアプリケー
ション管理者が選択することとしている。　
　通知処理部１５８６は、ボリュームグループ重複使用判定部１５８４の判定結果などの
リストアプログラム１５８における処理結果をアプリケーション管理者に通知する処理を
行う。
【００３４】
　なお、以上説明したバックアップ構成構築プログラム１５６及びリストアプログラム１
５８を構成する各機能モジュールについては、例示した以外の単位のモジュールとして構
成してもよく、また同一ないし類似の機能を有するモジュールを二以上のプログラムによ
って共用するように構成してもよい。
【００３５】
　次に、本実施形態において参照される各テーブルについて説明する。バックアップポリ
シーテーブル１５９は、管理計算機１５０で実行されるバックアップ構成構築プログラム
１５６によって参照される。図４に、バックアップポリシーテーブル１５９の一例を示す
。バックアップポリシーテーブル１５９には、各ボリュームグループに付された識別符号
であるボリュームグループＩＤ２０１、各ボリュームグループについて設定されているコ
ピー種別２０２、正副ボリュームのペアに付された識別符号であるペアＩＤ２０３、及び
バックアップスケジュール２０４が格納されている。このバックアップポリシーテーブル
１５９には、新規のボリュームグループが作成されたときに当該ボリュームグループにつ
いてのレコードが追加される。詳しくは後出の図１６中ステップ１４１１にて説明する。
【００３６】
　コピー種別２０２の欄は、バックアップを行う際に、ローカルコピーを実行するか、リ
モートコピーを実行するかの種別を格納する。ローカルコピーは同一ストレージ装置内で
コピーを行い、リモートコピーは異なるストレージ装置間でコピーを行う。例えばローカ
ルコピーに、正ボリュームのデータ全てをコピーする機能や差分コピーする機能や差分の
みをコピーする機能などの様々な種類があるときは、その種類を提示してもよい。
【００３７】
　バックアップスケジュール２０４の欄には、バックアップデータを作成するタイミング
が設定される。一つのボリュームグループＩＤに複数のバックアップスケジュールを設定
してもよく、また、時刻で指定するだけでなく、日にち指定や月指定としてもよい。
【００３８】
　図４の例では、ボリュームグループＶＧ＿０１にはバックアップが設定されていない。
ボリュームグループＶＧ＿０２については２世代のバックアップデータが作られる。ボリ
ュームグループＶＧ＿０３についてはカスケード構成である。
【００３９】
　例えば、ボリュームグループＶＧ＿０３のペア構成は、次の手順により知ることができ
る。まず、後述のＬＶＭ構成テーブル１３８により、ボリュームグループＶＧ＿０３は物
理ボリュームＬＵＮ＿０６を正ボリュームとして使用していることが分かる。図４のバッ
クアップポリシーテーブル１５９のペアＩＤ２０３から、ＰＡＩＲ＿０３とＰＡＩＲ＿０
４のペアが構築されていることが分かる。後述のペア情報テーブル７２０を参照すると、
ボリュームグループＶＧ＿０３が使用している物理ボリュームＬＵＮ＿０６は物理ボリュ
ームＬＵＮ＿０７とリモートコピーで接続され、その物理ボリュームＬＵＮ＿０７は物理
ボリュームＬＵＮ＿０８とローカルコピーで接続されていることから、カスケード構成で
あることが分かる。また、後述の物理ボリューム情報テーブル７１０の物理ボリュームＩ
Ｄ７１２と記憶デバイスＩＤ７１１の関係から、物理ボリュームＬＵＮ＿０７と物理ボリ
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ュームＬＵＮ＿０８は、物理ボリュームＬＵＮ＿０６を備えている記憶デバイスＳＴ＿０
１とは異なる記憶デバイスＳＴ＿０２に設けられていることが分かる。
【００４０】
　次に、バックアップカタログテーブル１６０について説明する。バックアップカタログ
テーブル１６０は、管理計算機１５０で実行されるバックアップ運用プログラム１５７、
およびリストアプログラム１５８によって参照される。図３に、バックアップカタログテ
ーブル１６０の一例を示す。バックアップカタログテーブル１６０には、バックアップＩ
Ｄ３０１、時刻３０２、及びペアＩＤ３０３が格納されている。バックアップＩＤ３０１
は、設定されているバックアップの設定毎に割り当てられた識別符号である。時刻３０２
には、直近にバックアップが実行された時刻データが格納される。ペアＩＤ３０３は正副
ボリュームの各ペアに付された識別符号であり、後述のストレージ管理テーブル１２０に
含まれるペア情報テーブル７２０を参照すると、各ペアで使用されている正副物理ボリュ
ームＩＤを知ることができる。
【００４１】
　次に、アプリケーション管理者テーブル１６１について説明する。アプリケーション管
理者テーブル１６１は、管理計算機１５０で実行されるバックアップ構成構築プログラム
１５６によって参照される。図６に、アプリケーション管理者テーブル１６１の一例を示
す。アプリケーション管理者テーブル１６１は、アプリケーション管理者ＩＤ４０１、ホ
ストＩＤ４０２、アプリケーションＩＤ４０３、及び管理可能記憶デバイスＩＤ４０４か
らなる。
【００４２】
　アプリケーション管理者ＩＤ４０１は、アプリケーションを管理する各アプリケーショ
ン管理者に付された識別符号である。ホストＩＤ４０２は、各アプリケーションが所属し
ているホスト計算機に付されている識別符号である。アプリケーションＩＤ４０３は各ア
プリケーションに付された識別符号である。
【００４３】
　管理可能記憶デバイスＩＤ４０４は、アプリケーション管理者が管理可能に設定されて
いる記憶デバイスに付された識別符号である。このように、管理可能記憶デバイスＩＤ４
０４を管理することで、アプリケーション管理者が管理可能でない記憶デバイスにあるボ
リュームを含んでいるボリュームグループへデータが移動されることがなくなる。
【００４４】
　次に、アプリケーション構成テーブル１３７について説明する。アプリケーション構成
テーブル１３７は、管理計算機１５０で実行されるバックアップ構成構築プログラム１５
６によって参照される。図７に、アプリケーション構成テーブル１３７の一例を示す。ア
プリケーション構成テーブル１３７は、ホスト計算機１３０で実行されるアプリケーショ
ン１３４のアプリケーションＩＤ５０１とそのアプリケーションが記憶領域として使用し
ている論理ボリュームＩＤ５０２、及びそのアプリケーションで使用されているファイル
のＩＤ５０３が格納されている。ここで、例えばメインフレームの場合には、論理ボリュ
ームＩＤに代えて、アプリケーションが使用している物理ボリュームのディスクの範囲が
格納される。
【００４５】
　次に、ＬＶＭ構成テーブル１３８について説明する。ＬＶＭ構成テーブル１３８は、管
理計算機１５０で実行されるバックアップ構成構築プログラム１５６によって参照される
。図８に、ＬＶＭ構成テーブル１３８の一例を示す。ＬＶＭ構成テーブル１３８には、Ｌ
ＶＭ論理ボリューム構成テーブル６１０とＬＶＭボリュームグループ構成テーブル６２０
が含まれている。
【００４６】
　ＬＶＭ論理ボリューム構成テーブル６１０には、ホスト計算機１３０に存在する論理ボ
リュームＩＤ６１１とその論理ボリュームが属しているボリュームグループＩＤ６１２が
格納されている。ＬＶＭボリュームグループ構成テーブル６２０にはホスト計算機１３０
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に存在するボリュームグループＩＤ６２１とそのボリュームグループを形成している記憶
デバイス１１１に存在するボリューム１１３の物理ボリュームＩＤ６２２が格納されてい
る。ここでは、一つのボリュームグループに、一つの物理ボリュームが割り当てられてい
るが、複数の物理ボリュームを割当ててもよい。
【００４７】
　次に、ストレージ管理テーブル１２０について説明する。ストレージ管理テーブル１２
０は、管理計算機１５０で実行されるバックアップ構成構築プログラム１５６によって参
照される。図９に、ストレージ管理テーブル１２０の一例を示す。ストレージ管理テーブ
ル１２０には、物理ボリューム情報テーブル７１０とペア情報テーブル７２０とが含まれ
ている。
【００４８】
　物理ボリューム情報テーブル７１０には、記憶デバイス１１１のＩＤ７１１と、その記
憶デバイス１１１に設定されている論理ボリューム１１３に対応する物理ボリュームＩＤ
７１２、論理ボリューム１１３が使用可能であるか否かを識別するフラグである使用可否
７１３が格納されている。使用可否７１３では、例えば何にも使われていない、すなわち
現に使用されていないボリュームに対して「可」と記録するものとする。したがって、未
使用のボリュームだけでなく、使用履歴があっても現在は使用されていない論理ボリュー
ムも含まれる。
【００４９】
　この「可」のフラグが付された論理ボリュームは、新しくボリュームグループを作成し
たときに正ボリュームに割当てるときや、ペア構築が指示されたときの副ボリュームとし
て割当てるときに使用することができる。ペア情報テーブル７２０には、ペアＩＤ７２１
、物理ボリュームＩＤ７２２、コピー種別７２３、物理ボリュームＩＤ７２２と対となる
副ボリュームＩＤ７２４が格納されている。
【００５０】
＝＝バックアップ構成構築処理＝＝
　次に、本実施形態に係るバックアップ構成構築処理について説明する。図１０は、この
バックアップ構成を構築する処理の一例を示すフローチャートである。図１０において、
ステップ８０１ないしステップ８１５の処理は、本実施形態によるバックアップ構成構築
プログラム１５６によって実現される処理である。ただし、ステップ８１３では、本実施
形態の論理ボリュームマネージャプログラム１３５、データ移行プログラム１３６、又は
ストレージマイクロプログラム１１９による処理を含む。
【００５１】
　いずれにしても、具体的にどの処理ステップがどのプログラムによって実現されるよう
に構成するかはシステム設計上の要請等により適宜決定すればよい。またこれらの処理ス
テップが実際には、ＣＰＵがメモリから各プログラムを読み出し、各プログラムのステッ
プを実行することで実現されることは言うまでもない。
【００５２】
　まず、管理計算機１５０は、ログイン処理部１５６１によりアプリケーション管理者が
ログインした情報を取得して、アプリケーション管理者テーブル１６１からアプリケーシ
ョン管理者ＩＤ４０１を参照する。次にアプリケーション管理者からバックアップ構成を
構築する旨の要求を受け付けて、バックアップ構成の設定画面を表示しバックアップ構成
を構築する処理を開始する。
【００５３】
　図１１に、バックアップ構成設定画面の一例を示す。図１１の画面は、バックアップ構
成を構築する対象アプリケーションの指定９０１、バックアップポリシー入力テーブル９
０２、構築指示ボタン９０７、バックアップ構成構築処理を止めて終了するためのキャン
セルボタン９０８を含んで構成されている。
【００５４】
　対象アプリケーションの指定９０１の欄には、バックアップ構成の対象とするアプリケ
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ーションを、そのアプリケーションＩＤによって指定する。バックアップポリシー入力テ
ーブル９０２はさらに、コピー種別指定９０３、世代数指定９０４、バックアップの頻度
指定９０５、及びバックアップの時刻指定９０６の各欄を備えている。
【００５５】
　コピー種別指定９０３の欄には、ローカルコピー、リモートコピーのいずれを実行する
かを指定する。世代数指定９０４の欄には、バックアップを作成する世代数を指定する。
バックアップ頻度指定９０５の欄には、バックアップを実行する頻度を、例えば、毎日、
週１回等の時間間隔で指定する。バックアップ時刻指定９０６の欄は、バックアップを実
行する時刻を指定する。管理計算機１５０は、図９のバックアップ構成設定画面において
アプリケーション管理者が設定した前記の情報を取得する（ステップ８０３）。
【００５６】
　図１１の設定画面において、構築ボタン９０７を選択するとバックアップ構成の構築を
開始するために、処理はステップ８０５へ進む。キャンセルボタン９０８を選択すると何
も行わずにそのまま処理を終了する。このとき、バックアップ構成構築プログラム１５６
は、アプリケーション管理者テーブル１６１のアプリケーション管理者ＩＤ４０１とアプ
リケーションＩＤ４０２との関係から、操作する管理者が、対象アプリケーション指定９
０１欄に入力されたアプリケーションを管理できる権限を有しているかチェックし、その
アプリケーションの管理者でないと判定された場合には、バックアップ構成の構築ができ
ない旨を通知する。
【００５７】
　図１１の例では、アプリケーションＡＰ＿０２に対して、ローカルコピーの２世代を毎
日１２：００にバックアップする構成を構築することが要求されている。
【００５８】
　次に、ステップ８０５では、バックアップ構成構築プログラム１５６が、バックアップ
構成取得部１５６２、ボリュームグループ構成取得部１５６３により、ホスト計算機１３
０のメモリ１３２に格納されているアプリケーション構成テーブル１３７、ＬＶＭ構成テ
ーブル１３８、及びストレージ装置１１０のメモリ１１７に格納されているストレージ管
理テーブル１２０の情報を管理計算機１５０上に収集する。
【００５９】
　次に、ステップ８０７でバックアップ構成構築プログラム１５６は、ボリュームグルー
プ重複使用判定部１５６４により、ステップ８０５で取得した情報を基に、ステップ８０
３で指定されたアプリケーションが使用している論理ボリュームと、その論理ボリューム
が属しているボリュームグループを特定する。
【００６０】
　図１１の例では、対象アプリケーション９０１にＡＰ＿０２が指定されているので、ア
プリケーション構成テーブル１３７のアプリケーションＩＤ５０１よりＡＰ＿０２を参照
すると、論理ボリュームＩＤ５０２がＬＶ＿０２の論理ボリュームを使用していることが
分かる。次に、ＬＶＭ論理ボリューム構成テーブル６１０の論理ボリュームＩＤ６１１よ
り、ＬＶ＿０２を参照すると、ボリュームグループＩＤ６１２がＶＧ＿０１のボリューム
グループを使用していることが分かる。
【００６１】
　次に、ステップ８０９でバックアップ構成構築プログラム１５６は、バックアップポリ
シー判定部１５６５により、ステップ８０３で取得したバックアップポリシーと同じポリ
シーのボリュームグループの存在を、バックアップポリシーテーブル１５９を用いて検索
する。本実施形態ではバックアップ構成が一つの場合を例示しているが、カスケード構成
などの複数の構成を持つボリュームグループのバックアップポリシーにも対応することが
可能である。この場合ペアＩＤ２０５から構成を算出することで同じ構成かどうかを確認
する。
【００６２】
　ステップ８０９では、アプリケーション管理者テーブル１６１のアプリケーション管理
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者ＩＤ４０１から管理可能記憶デバイスＩＤ４０４を参照し、検索したボリュームグルー
プが使用しているボリュームが、バックアップ構成構築を要求しているアプリケーション
管理者の管理権限がある記憶デバイスに属するか否かを判定する。本実施形態ではローカ
ルコピーで同じ記憶デバイスのボリュームを利用しているが、リモートコピーを用いて異
なる記憶デバイスのボリュームを利用する場合も同様に管理権限を確認できる。
【００６３】
　図１１の例でより具体的に説明する。まず、バックアップポリシーテーブル１５９を参
照すると、コピー種別２０２がローカルコピー、世代数が２世代であってペアが２つある
もの、バックアップスケジュール２０４が毎日１２：００と一致するボリュームグループ
としてＶＧ＿０２が検出される。
【００６４】
　次いで、バックアップポリシーテーブル１５９のペアＩＤ２０３から、ボリュームグル
ープＶＧ＿０２にはＰＡＩＲ＿０１とＰＡＩＲ＿０２の２つのペアが存在することが分か
る。ペア情報テーブル７２０から、使用している物理ボリュームは、ＬＵＮ＿０２、ＬＵ
Ｎ＿０３、及びＬＵＮ＿０４であることが分かり、更に物理ボリューム情報テーブル７１
０から記憶デバイスＩＤ７１１を参照すると、それらの物理ボリュームは記憶デバイスＳ
Ｔ＿０１に属していることが分かる。　
　この場合、アプリケーション管理者テーブル１６１から、アプリケーション管理者Ｐ＿
０２は記憶デバイスＳＴ＿０１及びＳＴ＿０２が利用可能とされているので、ボリューム
グループＶＧ＿０２への移行が可能であると判断される。
【００６５】
　本実施形態では、ローカルコピーを実行する構成とされているので、同じ記憶デバイス
上にボリュームが存在するため、管理権限の確認は特に必要ない。リモートコピーを実行
する構成で異なる記憶デバイスにボリュームが存在する場合には、上記と同様の手順で移
行先のボリュームグループを構成している物理ボリュームについてアプリケーション管理
者の管理権限があるかどうかを確認することで、移行可能か判断することができる。
【００６６】
　次に、バックアップ構成構築プログラム１５６は、バックアップ構成構築可否診断を行
う（ステップ８１１）。図１２に、バックアップ構成構築可否診断処理フローの一例を示
す。　
　まず、バックアップ構成構築プログラム１５６は、ボリュームグループ重複使用判定部
１５６４により、指定されたアプリケーションが存在するボリュームグループが、他のア
プリケーションによって共有されているかどうかを確認する（ステップ１００１）。ＬＶ
Ｍ論理ボリューム構成テーブル６１０を用いて、ステップ８０７で特定したボリュームグ
ループに他の論理ボリュームが存在するか確認する。
【００６７】
　他の論理ボリュームが存在しない場合、そのボリュームグループを共有している他のア
プリケーションはないと判定される。他の論理ボリュームが存在する場合、アプリケーシ
ョン構成テーブル１３７の論理ボリュームＩＤ５０２からアプリケーションＩＤ５０１を
参照し、同一ボリュームグループを使用しているアプリケーションが存在することを確認
する。
【００６８】
　他のアプリケーションが存在しない場合は、他のアプリケーションは指定アプリケーシ
ョンのバックアップ構成構築によって影響を受けないため、例えば「指定したバックアッ
プ構成は構築可能です」などの問題無しの旨の通知を通知処理部１５６６によりアプリケ
ーション管理者に対して送信して（ステップ１００３）終了し、ステップ８１３の構築へ
と進む。影響を受ける他のアプリケーションが存在する場合はステップ１００５の処理へ
進む。
【００６９】
　図１１の例では、ボリュームグループＶＧ＿０１について、ＬＶＭ論理ボリューム構成
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テーブル６１０を参照することにより論理ボリュームＬＶ＿０２の他に論理ボリュームＬ
Ｖ＿０１が検出され、更に、アプリケーション構成テーブル１３７より論理ボリュームＬ
Ｖ＿０１はアプリケーションＡＰ＿０１が利用していることが特定される。したがって、
このままアプリケーションＡＰ＿０２のバックアップ構成を構築すると、他のアプリケー
ションＡＰ＿０１のデータまで一緒にコピーされてしまうと判断される。
【００７０】
　次に、ステップ１００５で、バックアップ構成構築プログラム１５６は、通知処理部１
５６６により、アプリケーション管理者に、例えば図１３に例示するようなバックアップ
構成構築可否の診断結果を通知する。図１３は、ボリュームグループの使用状況や、それ
に伴う他のアプリケーションへの影響などが記載される警告欄１１０１、警告に対する解
決策提示の画面へ進む解決策へのボタン１１０２、及び処理を終了する終了ボタン１１０
３を備えている。
【００７１】
　解決策へのボタン１１０２を選択した場合、処理はステップ１００７へ進む。図１３の
例では、警告欄１１０１にて、アプリケーションＡＰ＿０２がボリュームグループＶＧ＿
０１を使用していることを通知し、警告欄１１０１で、アプリケーションＡＰ＿０２が属
するボリュームグループを提示し、現在の構成のままでは、他のアプリケーションＡＰ＿
０１のデータもコピーされてしまうので、「他のアプリケーションのデータのコピーを許
可しないため、バックアップ構成が構築できない」ことを通知することとしている。
【００７２】
　次に、ステップ１００７で、バックアップ構成構築プログラム１５６は、通知処理部１
５６６により、ステップ１００５で示した警告に対する解決策を、例えば図１４に例示す
るように画面表示する。図１４の画面は、解決策を示す欄１２０１、ステップ８０９で検
索した同じバックアップポリシーを持つボリュームグループの提示欄１２０２、及びＯＫ
ボタン１２０３を備えて構成されている。図１２では解決策として、移行可能なボリュー
ムグループを提示し、アプリケーション管理者に対して指定されたアプリケーションにつ
いて、ボリュームグループを移行するように促す。しかし、移行すべきデータの量や通信
Ｉ／Ｏなどの条件を考慮に入れて、ボリュームグループを共有している他のアプリケーシ
ョンのデータを移行するように提案することとしてもよい。
【００７３】
　ＯＫボタン１２０３を選択すると、処理はステップ８１３へ進みバックアップの構成を
構築する。また、バックアップ構成の構築は実施せず、ステップ８０３からステップ８１
１までの診断の処理のみで終了してもよい。この場合、ステップ８０３では、図１１同様
に図１５に例示する入力画面をアプリケーション管理者に提示し、バックアップ構成を構
築する対象アプリケーション１３０１とバックアップポリシーのテーブル１３０２をアプ
リケーション管理者に入力してもらい、診断ボタン１３０３を選択することで処理を開始
することとする。
【００７４】
　本実施形態はバックアップ構成を構築するときの例であるが、バックアップ構成を解除
する場合も、同様にバックアップ構成が組まれていないボリュームグループを検索し、当
該アプリケーションのデータを移行することを勧める通知をアプリケーション管理者に送
信する。
【００７５】
　次に、ボリュームグループの移動に基づいたバックアップ構成構築（ステップ８１３）
を行う。図１６はバックアップ構成構築処理フローの一例を示す。　
　まず、ステップ１４０１では、同一ボリュームグループを使用しているアプリケーショ
ンの存在を特定する。この操作は前出の図１２におけるステップ１００１と同様に実行さ
れる。同一ボリュームグループを使用している他のアプリケーションが存在する場合はス
テップ１４０５へ進む。
【００７６】



(16) JP 5172574 B2 2013.3.27

10

20

30

40

50

　同一ボリュームグループを使用する他のアプリケーションが存在しない場合は、ペアの
構築（ステップ１４０３）を行い、終了する。このとき、他のアプリケーションへ影響を
与えないようにするため、バックアップ構成構築プログラム１５６は、ＬＶＭボリューム
グループ構成テーブル６２０を参照して、使用しているボリュームグループを構成してい
る物理ボリュームを特定する。ストレージ装置１１０のメモリ１１７に格納されているス
トレージマイクロプログラム１１９は、その物理ボリュームをバックアップ元としてペア
を構築する。
【００７７】
　副ボリュームとなる物理ボリュームは、バックアップ構成構築プログラム１５６により
、物理ボリューム情報テーブル７１０を参照して、使用可否７１３から「可」のボリュー
ム（現に使用されていない物理ボリューム）を検出し、これを副ボリュームとして割当て
る。このとき、ペア情報テーブル７２０に、作成した新規ペアの情報を追加し、バックア
ップポリシーテーブル１５９のペアＩＤ２０５の情報、物理ボリューム使用可否テーブル
７１０の使用可否７１３の情報を更新する。
【００７８】
　同一ボリュームグループを使用している他のアプリケーションが存在しない場合の図１
１を例に、バックアップ構成構築処理をより具体的に説明する。　
　アプリケーションＡＰ＿０２はボリュームグループＶＧ＿０１を利用しているので、Ｌ
ＶＭボリュームグループ構成テーブル６２０を参照すると、物理ボリュームＬＵＮ＿０１
が使用されていることが分かる。次に、物理ボリューム情報テーブル７１０を参照して、
同じ記憶デバイスＳＴ＿０１内で使用可能な物理ボリュームＬＵＮ＿０５を検出する。そ
して、ストレージマイクロプログラム１１９から、ペアＰＡＩＲ＿０４として、物理ボリ
ュームＬＵＮ＿０１を正ボリューム、物理ボリュームＬＵＮ＿０５を副ボリュームとした
ペアを構築する。バックアップ世代数の指定が「２」のため、同様にペアＰＡＩＲ＿０５
も構築する。
【００７９】
　このとき、ペア情報テーブル７２０には、ペアＩＤ７２１が「ＰＡＩＲ＿０４」として
追加され、物理ボリュームＩＤ７２２に「ＬＵＮ＿０１」、コピー種別７２３に「ローカ
ルコピー」、副ボリュームＩＤ７２４に「ＬＵＮ＿０５」が記録される。ＰＡＩＲ＿０５
についても同様に情報が追加される。
【００８０】
　バックアップポリシーテーブル１５９では、ボリュームグループＩＤ２０１がＶＧ＿０
１のレコードを、コピー種別２０２に「ローカルコピー」、バックアップスケジュール２
０４に「毎日１２：００」、世代数に「２」、ペアＩＤ２０３に「ＰＡＩＲ＿０４」、「
ＰＡＩＲ＿０５」と記録して更新する。物理ボリューム使用可否テーブル７１０では、物
理ボリュームＩＤ７１２がＬＵＮ＿０５のレコードについて、使用可否７１３を「否」と
更新する。ペアＰＡＩＲ＿０５で用いた物理ボリュームに対しても同様の更新を行う。
【００８１】
　次に、ステップ１４０５で、バックアップ構成構築プログラム１５６は、ホスト計算機
１３０上にデータ移行プログラム１３６が存在するかどうかを確認する。データ移行プロ
グラム１３６が存在する場合はステップ１４０９へ進む。データ移行プログラム１３６が
存在しない場合は、要求されたバックアップ構成の構築ができない旨を要求元のアプリケ
ーション管理者に通知し（ステップ１４０７）、手動でボリュームグループを移行するよ
うに促す通知を送信して処理を終了する。
【００８２】
　次に、ステップ１４０９で、図１７に例示する移行先選択画面によりアプリケーション
管理者が入力したボリュームグループの移行先の情報を取得する。移行先が既存ボリュー
ムグループの場合は、新たにボリュームグループを作成する必要がないため、ステップ１
４１５へ進む。新規ボリュームグループを移行先とする場合は、処理がステップ１４１１
へ進む。
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【００８３】
　図１７に例示する移行先選択画面は、操作提示欄１５０１、移行先選択チェック欄１５
０２、移行先となるボリュームグループ名１５０３、ＯＫボタン１５０４、及びキャンセ
ルボタン１５０５を備えて構成されている。選択肢として、ステップ１００７で表示した
移行可能な同じバックアップポリシーを持つボリュームグループへの移行と、新規ボリュ
ームグループ作成の選択肢がある。移動先のボリュームグループが見つからない場合は、
ボリュームグループの新規作成のみが選択肢となる。ＯＫボタン１５０４を選択すると次
のステップ１４１１へと進み、キャンセルボタン１５０５を選択すると処理を中断する。
【００８４】
　なお、バックアップ構成構築プログラム１５６が適切な移行先を検出した場合に、自動
的に移行先を設定する処理を組み込むこととすれば、アプリケーション管理者に移行先を
選択させるステップ１４０９をスキップすることもできる。図１７の画面例では、アプリ
ケーションＡＰ＿０２のデータを既存のボリュームグループＶＧ＿０２へ移行することを
選択している。
【００８５】
　ステップ１４１１では、ホスト計算機１３０のメモリ１３２に格納されている論理ボリ
ュームマネージャプログラム１３５を利用して、新しいボリュームグループを作成する。
使用する物理ボリュームは、物理ボリューム情報テーブル７１０を参照して、使用可否７
１３の欄から「可」と記録されている物理ボリュームを検出して、割当てる。このとき、
バックアップポリシーテーブル１５９に新規ボリュームグループの情報を次の手順で追加
する。
【００８６】
　まず、新規にボリュームグループを作るので、ボリュームグループＩＤ２０１について
既存のＩＤと重複しないＩＤを取得する。ステップ８０１で取得したバックアップポリシ
ーからコピー種別２０２とバックアップスケジュール２０４を記録する。ペアＩＤ２０３
は、次のステップ１４１３で作成したペアＩＤを、ペア情報テーブル６２０を参照して記
入する。　
　次に、ステップ１４１３では、ステップ１４１１で作成したボリュームグループで割当
てた物理ボリュームをバックアップ元とし、ステップ１４０３と同様の処理でペアの構築
を行う。　
　次に、ステップ１４１５では、ホスト計算機１３０のメモリ１３２に格納されているデ
ータ移行プログラム１３６を用いて、指定されたアプリケーションのデータをファイルレ
ベルで移行する。よって指定されたアプリケーションのデータのみをバックアップするこ
とができる。
【００８７】
　ここで、データの移行方法について説明する。アプリケーション構成テーブル１３７を
参照すると、使用しているアプリケーションＩＤ５０１から、使用しているファイルＩＤ
５０３が特定される。例えば、ファイルをホストから透過的に移行する機能であるサーバ
のファイルレベルＨＳＭ（Hierarchical Storage Management、階層型ストレージ管理）
機能を用いる。　
　また、例えば、ストレージ装置１１０がメインフレームの場合、使用ファイルＩＤの代
わりにディスクの使用範囲を格納し、ディスクの範囲を指定したストレージのコピー機能
を利用してもよい。
【００８８】
　以上の処理により、ステップ８１３のボリュームグループの移動に基づいたバックアッ
プ構成構築の処理を終了する。　
　最後に、ステップ８１５では、管理計算機１５０のメモリ１５２上にあるバックアップ
構成構築プログラム１５６が、バックアップ構成の構築が完了した旨をアプリケーション
管理者に通知して、一連の処理が終了する。
【００８９】
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　バックアップ構成の構築後は、バックアップの運用をするために、管理計算機１５０の
メモリ１５２上にあるバックアップ運用プログラム１５７を用いて、バックアップ構成構
築時に設定されたスケジュールに従いバックアップ運用を行う。バックアップ運用プログ
ラム１５７は、アプリケーションの静止化も行う。アプリケーションが静止化された状態
で、ペア状態にしてデータをコピーする。例えば、ストレージ装置のマイクロプログラム
１１９を用いて、ペアのスプリット状態、ペア状態の処理の制御を行う。リストアプログ
ラムにペア操作の機能があれば、これを用いてもよい。バックアップを行うたびに、図５
のバックアップカタログテーブル１６０にバックアップの記録を追記するので、いつのデ
ータがどこのボリュームに残っているか容易に知ることができる。
【００９０】
　なお、本実施形態では、アプリケーション管理者は一つのアプリケーションしか管理し
ていないが、一のアプリケーション管理者が複数のアプリケーションを管理することもあ
る。同一ボリュームグループにアプリケーション管理者が同じアプリケーションが複数存
在する場合、そのアプリケーション全てに対して「同じバックアップ構成を構築するか」
確認し、ボリュームグループの移行を行わないようにすることもできる。ステップ８０３
からステップ８１１までの同様の処理で、アプリケーションを検索することができる。
【００９１】
＝＝リストア処理＝＝
　次に、本実施形態によるリストア処理について、図１等を参照して説明する。このリス
トア処理は、本実施形態により前述の手順でバックアップ構成を構築した後、指定された
アプリケーションのデータをリストアする手法である。ここで主として動作するのは、管
理計算機１５０のメモリ１５２上にあるリストアプログラム１５８である。リストアプロ
グラム１５８は、ＣＰＵ１５１によってメモリ１５２から読み出されて実行されることに
より、本リストア処理を実現するものである。本実施形態におけるリストア処理は、ディ
スク障害などの障害が発生した場合の復旧にも利用することができる。
【００９２】
　図１８に、本リストア処理のフローチャートの一例を示す。図１８において、ステップ
１６０１からステップ１６１９までがリストアプログラム１５８のステップに対応する。
ただし、ステップ１６０７では論理ボリュームマネージャプログラム１３５のステップを
含む。ステップ１６０９、ステップ１６１３、ステップ１６１９ではデータ移行プログラ
ム１３６のステップを含む。バックアップ構成構築処理と同様に、具体的にどの処理ステ
ップがどのプログラムによって実現されるように構成するかはシステム設計上の要請等に
より適宜決定すればよい。
【００９３】
　まず、管理計算機１５０上のリストアプログラム１５８は、図１９に例示するリストア
実行画面よりアプリケーション管理者が入力したバックアップＩＤ１７０２からリストア
の対象となるボリュームを特定し、リストア処理を開始する。このとき、リストアを指定
されたアプリケーションと同じボリュームグループを使用しているアプリケーションが存
在するか、図１２の処理フローにおけるステップ１００１と同様に特定する（ステップ１
６０１）。
【００９４】
　同一ボリュームグループを使用する他のアプリケーションが存在しない場合はステップ
１６０３へ、存在する場合はステップ１６０５へ進む。図１９に示すように、リストア実
行画面１７００は、操作提示欄１７０１、リストア対象となるバックアップＩＤ１７０２
、リストアボタン１７０３、及びキャンセルボタン１７０４を備えて構成される。アプリ
ケーション管理者は、バックアップカタログテーブル１６０からデータの時刻３０２とペ
アＩＤ３０３を参考にリストアするバックアップＩＤ３０１を選択する。このときペアＩ
Ｄ３０３から、ペア情報テーブル７２０の正ボリュームの物理ボリュームＩＤ７２２と副
ボリュームの物理ボリュームＩＤ７２４を取得する。よって、バックアップＩＤ１７０２
を指定するとリストアする副ボリュームを特定することができる。
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【００９５】
　図１９の例では、リストア対象となるバックアップＩＤ１７０２がＢＫ＿００２なので
、バックアップカタログテーブル１６０から、ペアＩＤ３０３がＰＡＩＲ＿０２であるこ
とを特定し、ペア情報テーブル７２０からペアＩＤ７２１を参照する。これにより、バッ
クアップデータが格納されている副ボリュームＩＤ７２４がＬＵＮ＿０４と特定される。
【００９６】
　次にステップ１６０３では、他のアプリケーションに影響が及ぶことがないため、管理
計算機１５０上のリストアプログラム１５８より、特定した副ボリュームのデータを正ボ
リュームに書き戻すリストアを実行して終了する。
【００９７】
　一方、ステップ１６０５では、図２０に例示するリストア手法選択画面１８００により
アプリケーション管理者が入力したリストア手法の情報を取得する。図１８に示すように
、リストア手法選択画面１８００は、操作提示欄１８０１、リストア手法選択チェック欄
１８０２、リストア手法１８０３、実行ボタン１８０４、及びキャンセルボタン１８０５
を備えて構成される。
【００９８】
　本実施形態では、例として２種類のリストア手法を採用している。影響を受ける他のア
プリケーションのデータを他のボリュームグループに一時退避させる手法と、バックアッ
プ先の副ボリュームを他のホストにマウントして利用する手法の２種類である。他のボリ
ュームグループに一時退避させる手法が選択された場合はステップ１６０７へ、副ボリュ
ームを他のホストにマウントする手法が選択された場合はステップ１６１５へ進む。
【００９９】
　リストア手法選択画面１８００において、リストア手法選択チェック欄１８０２により
所望のリストア手法を選択して実行ボタン１８０４を操作すると次のステップへ、図２０
の例では、ステップ１６０７へ処理が進む。
【０１００】
　まず、他のアプリケーションのデータを他のボリュームグループに一時退避させる手法
について、図１８のステップ１６０７からステップ１６１３を参照して説明する。ステッ
プ１６０７では、ホスト計算機１３０のメモリ１３２上にある論理ボリュームマネージャ
プログラム１３５を用いて、一時退避用ボリュームグループを作成する。このとき、スト
レージコントローラ１１２のストレージ管理テーブル１２０に含まれている物理ボリュー
ム情報テーブル７１０を参照して使用可能なボリュームを検出し、そのボリュームを用い
る。　
　ステップ１６０９では、ホスト計算機１３０上のデータ移行プログラム１３６を用いて
リストア指定があったアプリケーション以外の他のアプリケーションのデータを、ステッ
プ１６０７で作成した一次退避用ボリュームグループへ移行する。移行方法はバックアッ
プ構成構築処理に関する図１６のステップ１４１５と同様である。
【０１０１】
　ステップ１６１１では、リストアプログラム１５８を用いて元のボリュームに対して、
ステップ１６０３同様にバックアップカタログテーブル１６０からリストア元となる副ボ
リュームを特定し、リストア処理を行う。　
　ステップ１６１３では、データ移行プログラム１３６を用いて、一時退避させていた他
のアプリケーションのデータをリストア処理後のボリュームグループに戻す。そして、論
理ボリュームマネージャプログラム１３５を用いて不要となった一時退避用のボリューム
グループを削除する。
【０１０２】
　次に、副ボリュームを他のホストにマウントする手法について、図１８のステップ１６
１５からステップ１６１９を参照して説明する。ステップ１６１５では、ストレージ装置
１１０上のストレージマイクロプログラム１１９を用いて、バックアップカタログテーブ
ル１６０からリストア元となるデータが存在する副ボリュームを特定し、そのペアがスプ
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リットされていない場合はスプリットする。
【０１０３】
　ステップ１６１７では、リストアプログラム１５８を用いて、特定したバックアップ先
である副ボリュームを、ホスト計算機（例えばホスト計算機１３０）にマウントする。ス
テップ１６１９では、リストアプログラム１５８を用いて、リストアの指定があったアプ
リケーションのデータをホスト経由で正ボリュームにコピーする。最後に副ボリュームを
アンマウントして元のペア状態に戻す。
【０１０４】
　バックアップ構成が構築されていないアプリケーションのデータに対して、新たにバッ
クアップ構成を構築した場合、以上の処理を行うことで、リストアしたいアプリケーショ
ンのデータのみをリストアすることができる。また、バックアップ運用中のボリュームに
対してバックアップ構成変更処理を行った直後は、新しい副ボリュームにバックアップデ
ータが生成されていないが、この場合には、ステップ１６０３と同様にバックアップデー
タがどこに格納されているか特定する。
【０１０５】
　移行前のボリュームグループにてリストアが必要なため、ステップ１６０７からステッ
プ１６１１と同様の処理を行い、リストア後の移行前のボリュームグループから指定され
たアプリケーションのデータのみを移行後のボリュームグループに移行する処理が必要と
なる。移行前のボリュームグループで退避していたアプリケーションを元に戻す。よって
、バックアップ構成変更直後のアプリケーションのリストアも実現できる。
【０１０６】
＝＝＝第２実施形態＝＝＝
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。本実施形態では、第１実施形態におけ
る計算機システムにおいて、仮想サーバを適用した計算機システム構成を採用している点
が異なる。本実施形態では、図１の構成との差異を中心に仮想サーバのバックアップ構成
の構築に本発明を適用した場合について説明する。
【０１０７】
　図２１に、本実施形態に係る仮想サーバを備えた計算機システム１’のシステム構成図
を示す。ホスト計算機１９００は、ＣＰＵ１９０１、メモリ１９０２、及びＩ／Ｆ１９０
３を備えて構成されている。メモリ１９０２上には、仮想サーバ１９０４、仮想化ソフト
ウェア１９０５、及び仮想化ソフトウェア構成テーブル１９０６が格納されている。第１
実施形態におけるアプリケーション１３４は、本実施形態での仮想サーバ１９０４に対応
している。　
　仮想サーバ１９０４上では、アプリケーション１９０７が運用されている。このアプリ
ケーション１９０７は、仮想サーバ１９０４上で動作する業務を実行するプログラムであ
る。一つの仮想サーバ１９０４にアプリケーションは一つでもよいし、複数存在してもよ
い。
【０１０８】
　仮想化ソフトウェア１９０５は、第１実施形態における論理ボリュームマネージャプロ
グラム１３５とデータ移行プログラム１３６の機能を有している。よって、仮想ソフトウ
ェア１９０５は、一つ以上のボリューム１１３からボリュームグループを作成すること、
また、そのボリュームグループから複数の論理ボリュームを作成することができる。論理
ボリュームには、一つ以上の仮想サーバを割当てることができる。また、仮想化ソフトウ
ェア１９０５は、仮想サーバ１９０４が使用しているデータを移行する機能をも有してい
る。　
　仮想化ソフトウェア構成テーブル１９０６は、仮想サーバ構成テーブル１９０８と、第
１実施形態におけるＬＶＭ構成テーブル１３８の情報とを備えている。
【０１０９】
　次に、本実施形態でのバックアップ構成構築処理に使用される各種情報について、第１
実施形態における図２から図７までの各テーブルに記録されている情報と異なる部分を説
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明する。
【０１１０】
　管理計算機１５０で管理している図６のアプリケーション管理者テーブル１６１では、
アプリケーション管理者ＩＤ４０１に代えて、仮想サーバ１９０４を管理する仮想サーバ
管理者ＩＤが記録される。図７のアプリケーション構成テーブル１３７は、仮想サーバ構
成テーブル１９０８として使用される。この場合、アプリケーションＩＤ５０１に代えて
仮想サーバＩＤ５０１が記録され、論理ボリュームＩＤ５０２と使用ファイルＩＤ５０３
は、その仮想サーバ１９０４が使用している論理ボリュームＩＤ及びファイルＩＤである
。
【０１１１】
　本実施形態におけるバックアップ構成構築手順は、上記のように対応する構成を置き換
えることで、第１実施形態の場合と同様に実現可能となる。この場合、バックアップの構
成の構築を要求する管理者は、仮想サーバ管理者となる。　
　バックアップ構成構築の要請があった仮想サーバ１９０４のデータの移行に関しても、
仮想ソフトウェア１９０５が、仮想サーバ構成テーブル１９０８を管理しているため、第
１実施形態と同様に処理を行うことができる。
【０１１２】
　図１０から図２０までの中でアプリケーションと記載されている個所は、仮想サーバと
読み替える。よって、第１実施形態にあっては図１０のステップ８０３では、バックアッ
プ対象として対象アプリケーションの情報を取得していたが、本実施形態では仮想サーバ
管理者が指定した対象仮想サーバの情報を取得することとなる。
【０１１３】
　仮想サーバとその仮想サーバに搭載されているアプリケーションの管理者が同一であり
、かつ、仮想サーバとアプリケーションが一対一の関係であり、更に、例えば、管理者に
よる設定やプログラムによる認識により、仮想サーバとアプリケーションの関係が識別で
きた場合、バックアップ対象としてアプリケーションを指定してもよい。
【０１１４】
　仮想サーバをテストしたいときなどに、全く同じ仮想サーバのイメージをクローニング
して用いることがある。例えば複製した仮想サーバに新たにボリュームを割当てたとき、
管理計算機１５０のバックアップ構成構築プログラム１５６は、複製元の仮想サーバのバ
ックアップ構成と同じ構成をとるように促す。
【０１１５】
　具体的には、仮想化ソフトウェア１９０５によりクローニングを実施する。そのイベン
トをバックアップ構成構築プログラム１５６が取得し、例えば図１３の警告欄１１０１に
「複製元の仮想サーバはバックアップの構成が組まれています」と警告をだす。仮想化ソ
フトウェア１９０５がクローニングを実行する。イベントがおきたことを、仮想化ソフト
ウェア１９０５が受け取り管理計算機１５０上のバックアップ構成構築プログラム１５６
に送り、通知をだしてもよいし、逆でもよい。
【０１１６】
　本実施形態に対応するリストア処理に関しても、構成を置き換えるだけで、第１実施形
態と同様に実現可能となる。この場合、第１実施形態で使用していたアプリケーション構
成テーブル１３７に代えて、仮想サーバ構成テーブル１９０８を使用することとなる。
【０１１７】
＝＝＝第３実施形態＝＝＝
　次に、本発明の第３実施形態について説明する。本実施形態では、図１に示した第１実
施形態の構成において、ＮＡＳを適用した計算機システム構成を採用している。図２２に
、本実施形態における計算機システム１”の構成の一例を示す。ＮＡＳ環境では、ストレ
ージ装置２０１０は、ホスト計算機２０３０からネットワークを介して自身の論理ボリュ
ームを参照することを可能としたファイルサーバとして機能する。論理ボリュームは、ホ
スト計算機２０３０上で運用しているアプリケーション２０３４のデータを格納するため
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に用いられる。
【０１１８】
　以下、本実施形態に係るＮＡＳ環境に適用されるアプリケーションのバックアップ構成
の構築について、第１実施形態との差異点を説明する。　
　本実施形態のストレージ装置２０１０には、記憶デバイス２０１１、ストレージコント
ローラ２０１２に加えてＮＡＳ２０１３が搭載されている。
【０１１９】
　ＮＡＳ２０１３には、ネットワークを介してホスト計算機２０３０と接続されるＩ／Ｆ
２０１４と、ＣＰＵ２０１５、メモリ２０１６、及びストレージコントローラ２０１２と
接続されるＩ／Ｆ２０１７を備えて構成される。メモリ２０１６上には、第１実施形態で
はホスト計算機１３０に存在していた、論理ボリュームマネージャプログラム２０１８、
データ移行プログラム２０１９、及びＬＶＭ構成テーブル２０２０が格納されている。論
理ボリュームマネージャプログラム２０１８及びデータ移行プログラム２０１９は、ＣＰ
Ｕ２０１５によって読み出され実行されることによりその機能が実現される。
【０１２０】
　論理ボリュームマネージャプログラム２０１８は、記憶デバイス２０１１の一つ以上の
ボリュームからボリュームグループを形成し、そのボリュームグループから一つ以上の論
理ボリュームを作成する。またその論理ボリュームを、例えばディスクドライブのように
ホスト計算機２０３０に見せることができ、データを格納することができる。
【０１２１】
　データ移行プログラム２０１９は、第１実施形態と同様にアプリケーション構成テーブ
ル２０３５から使用している論理ボリュームと使用ファイルを特定し、指定されたファイ
ル範囲のデータを移行する。
【０１２２】
　ホスト計算機２０３０上のメモリ２０３２には、アプリケーション２０３４と、アプリ
ケーション構成テーブル２０３５とが格納されている。本実施形態で用いる各種情報は、
第１実施形態に関する図４から図９までに示した各テーブルに記録されていた情報と同様
である。
【０１２３】
　本実施形態におけるバックアップ構成を構築する手順は、上記のように構成を置き換え
ることで、第１実施形態の場合と同様の処理で実現可能となる。すなわち、第１実施形態
に関して図１０～図１７に示したフローチャート及び画面例は同様のものを用いることが
できる。
【０１２４】
　ただし、第１実施形態ではホスト計算機１３０上にあった論理ボリュームマネージャプ
ログラム２０１８とデータ移行プログラム２０１９は、本実施例ではストレージ装置２０
１０のＮＡＳ２０１３上に存在するため、管理計算機１５０の操作の対象となる装置が、
ホスト計算機２０３０からストレージ装置２０１０へ変更となる。同様に、ホスト計算機
１３０上にあったＬＶＭ構成テーブルは、本実施形態ではストレージ装置２０１０のＮＡ
Ｓ２０１３上に存在するため、図１０のフローチャートでのステップ８０５の情報の取得
元が異なる。
【０１２５】
　管理計算機１５０上のバックアップ構成構築プログラム１５６は、ホスト計算機２０３
０上にあるアプリケーション構成テーブル２０３５と、ストレージ装置２０１０のＮＡＳ
２０１３上にあるＬＶＭ構成テーブル２０２０と、ストレージコントローラ２０１２上に
あるストレージ管理テーブル１２０の情報を、管理計算機１５０上に収集する。
【０１２６】
　本実施形態におけるリストア処理に関しても、図２２のように構成を置き換えるだけで
、図１８から図２０に図示した処理を用いて、第２実施形態の場合と同様に実現可能であ
る。ただし、論理ボリュームマネージャプログラム２０１８とデータ移行プログラム２０
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１９はストレージ装置２０１０上に存在するので、管理計算機１５０上にあるバックアッ
プ構成構築プログラム１５６は、ストレージ装置２０１０を操作対象とする。同様に、Ｌ
ＶＭ構成テーブル２０２０は、ストレージ装置２０１０のＮＡＳ２０１３上から取得する
。
【図面の簡単な説明】
【０１２７】
【図１】本発明の第１実施形態に係る計算機システム１の構成の一例を示す図である。
【図２】バックアップ構成構築プログラム１５６の構成例を示す図である。
【図３】リストアプログラム１５８の構成例を示す図である。
【図４】バックアップポリシーテーブル１５９の一例を示す図である。
【図５】バックアップカタログテーブル１６０の一例を示す図である。
【図６】アプリケーション管理者テーブル１６１の一例を示す図である。
【図７】アプリケーション構成テーブル１３７の一例を示す図である。
【図８】ＬＶＭ構成テーブル１３８の一例を示す図である。
【図９】ストレージ管理テーブル１２０の一例を示す図である。
【図１０】第１実施形態におけるバックアップ構成構築処理のフローチャートの一例を示
す図である。
【図１１】バックアップ構成設定画面９００の一例を示す図である。
【図１２】バックアップ構成構築可否診断処理のフローチャートの一例を示す図である。
【図１３】バックアップ構成構築可否診断結果の警告を通知する画面１１００の一例を示
す図である。
【図１４】バックアップ構成構築可否診断結果の解決策を通知する画面１２００の一例を
示す図である。
【図１５】バックアップ構成構築可否診断処理の設定画面１３００の一例を示す図である
。
【図１６】ボリュームグループの移動によるバックアップ構成構築処理のフローチャート
の一例を示す図である。
【図１７】ボリュームグループ移行先の選択画面１５００の一例を示す図である。
【図１８】本発明の第１実施形態による計算機システムにおけるリストア処理のフローチ
ャートの一例を示す図である。
【図１９】リストア処理設定画面１７００の一例を示す図である。
【図２０】リストア処理に適用するリストア手法の選択画面１８００の一例を示す図であ
る。
【図２１】本発明の第２実施形態に係る計算機システム１’の構成の一例を示す図である
。
【図２２】本発明の第３実施形態に係る計算機システム１”の構成の一例を示す図である
。
【符号の説明】
【０１２８】
１、１’、１”　計算機システム
１１０、１２５　ストレージ装置
１１１　記憶デバイス
１１２　ストレージコントローラ
１１３　ボリューム
１１４　ディスク
１１５　Ｉ／Ｆ
１１６　ＣＰＵ
１１７　メモリ
１１８　ストレージＩ／Ｆ
１１９　ストレージマイクロプログラム
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１２０　ストレージ管理テーブル
１３０、１４５　ホスト計算機
１３１　ＣＰＵ
１３２　メモリ
１３３　Ｉ／Ｆ
１３４　アプリケーション
１３５　論理ボリュームマネージャプログラム
１３６　データ移行プログラム
１３７　アプリケーション構成テーブル
１３８　ＬＶＭ構成テーブル
１５０　管理計算機
１５１　ＣＰＵ
１５２　メモリ
１５３　入力装置
１５４　表示装置
１５５　Ｉ／Ｆ
１５６　バックアップ構成構築プログラム
１５７　バックアップ運用プログラム
１５８　リストアプログラム
１５９　バックアップポリシーテーブル
１６０　バックアップカタログテーブル

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】
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【図８】 【図９】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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