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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々が複数のディスクデバイスを含む複数のストレージサブシステムと、前記ストレー
ジサブシステムのディスクデバイスにアクセスするサーバ装置と、前記ストレージサブシ
ステムおよびサーバ装置間を接続するファイバチャネルおよびファイバチャネルスイッチ
を含むストレージエリアネットワークと、を含むストレージエリアネットワークシステム
のアクセス制御方法であって、
　前記ストレージエリアネットワークシステム内における複数のディスクデバイスに関す
る前記サーバ装置が認識およびアクセスする範囲を設定するための共通の管理情報を、前
記ストレージサブシステムに接続される管理端末装置から、個々のストレージサブシステ
ム内の一つの管理用のディスクデバイスに格納し、
　前記ファイバチャネルスイッチは、前記ストレージサブシステム内の前記管理用のディ
スクデバイスから読み出した前記管理情報を用いて、前記サーバ装置からの前記ディスク
デバイスに関する認識要求に対しては、当該要求元のサーバ装置による複数のディスクデ
バイスの認識およびアクセスの範囲を、当該サーバ装置の前記ファイバチャネルに接続す
るポートに付与されたＷＷＮに対応付けられた特定のディスクデバイスのグループに制限
するように制御することを特徴とするストレージエリアネットワークシステムのアクセス
制御方法。
【請求項２】
　請求項１記載のストレージエリアネットワークシステムのアクセス制御方法において、
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　前記管理端末装置から設定可能な前記管理情報として、前記ストレージエリアネットワ
ークシステムに含まれる複数のストレージサブシステムを少なくとも一つの第１のグルー
プに分けて管理するための第１の管理情報、および前記第１のグループ内の複数のディス
クデバイスを少なくとも一つの第２のグループに分けて管理するための第２の管理情報を
含み、
　前記ファイバチャネルスイッチは、前記ストレージサブシステム内の前記管理用のディ
スクデバイスから読み出した前記管理情報を用いて、前記サーバ装置からの前記ディスク
デバイスに関する認識要求に対しては、当該要求元のサーバ装置による複数のディスクデ
バイスの認識およびアクセスの範囲を、当該サーバ装置のポートのＷＷＮに対応付けられ
た特定の前記第１のグループに属するストレージサブシステムまたは前記第２のグループ
に属するディスクデバイスの一方または両方に制限するように制御することを特徴とする
ストレージエリアネットワークシステムのアクセス制御方法。
【請求項３】
　請求項１記載のストレージエリアネットワークシステムのアクセス制御方法において、
　前記ファイバチャネルスイッチは、前記サーバ装置毎のポートのＷＷＮに応じて前記ス
トレージサブシステムのディスクデバイスに対するアクセスの経路を制限する経路制御を
行い、前記サーバ装置からの前記ストレージエリアネットワークシステム内の複数のディ
スクデバイスに関する認識要求に対しては、前記管理情報またはそれを変換生成した情報
の参照に基づき、前記管理情報が格納された前記管理用のディスクデバイスへ制限してア
クセスされるように、当該サーバ装置から当該ストレージサブシステムへのアクセスの経
路を設定し且つその他の経路をアクセス制限設定する経路制御を行うことを特徴とするス
トレージエリアネットワークシステムのアクセス制御方法。
【請求項４】
　請求項１記載のストレージエリアネットワークシステムのアクセス制御方法において、
　前記管理端末装置からの前記管理情報の設定の際、同じグループに属する複数のストレ
ージサブシステムの設定において、一つのストレージサブシステム内には前記管理情報を
格納する前記管理用のディスクデバイスが主デバイスとして設定され、他のストレージサ
ブシステム内には前記管理情報を格納する前記管理用のディスクデバイスが従デバイスと
して設定され、
　前記同じグループにおける前記主デバイスを持つストレージサブシステムと前記従デバ
イスを持つストレージサブシステムとの間での同期処理により前記管理情報の内容が一致
させられ、
　前記ファイバチャネルスイッチは、前記同じグループのストレージサブシステムのうち
いずれかから前記管理情報を収集し、収集した情報をもとに前記制御のためのアクセス経
路情報を変換生成し、前記サーバ装置からの認識要求に対しては、前記アクセス経路情報
をもとにアクセス頻度の低い前記管理用のディスクデバイスおよびそのストレージサブシ
ステムへの経路を選定してアクセス要求させ且つその他の経路を制限し、当該アクセス要
求を受けたストレージサブシステムから当該要求元のサーバ装置に対し当該管理用のディ
スクデバイスのみへのアクセスを許可し、
　前記サーバ装置は、前記許可された管理用のディスクデバイスへアクセスして読み取っ
た情報をもとに実際に使用するディスクデバイスへアクセス要求し、当該アクセス要求に
対し前記ファイバチャネルスイッチは、前記アクセス経路情報をもとに当該ディスクデバ
イスおよびそのストレージサブシステムへの経路を選定してアクセス要求させ且つその他
の経路を制限し、当該アクセス要求を受けたストレージサブシステムから当該サーバ装置
に対し当該ディスクデバイスへのアクセスを許可することを特徴とするストレージエリア
ネットワークシステムのアクセス制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ストレージ技術に関し、特に、コンピュータシステムにおける記憶デバイスの
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管理および制御に関し、より詳しくは、記憶装置を含むストレージサブシステムおよびフ
ァイバチャネルスイッチ、およびサーバによって構成されるストレージエリアネットワー
クシステム等に適用して有効な技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
たとえば、インターネットの普及等の情報化社会の進展にともなって、各種データベース
やＷＥＢサーバ向け等のデータ記憶装置の大容量化、大規模化も進展しており、一つのホ
ストの配下に専用の記憶サブシステムを接続した旧来の構成に代わって、複数の記憶サブ
システムを専用の情報ネットワークを介して相互に接続することで、外部から接続される
複数のホストに対して個々の記憶サブシステムを意識させることなく、論理的に一つの大
きな記憶装置を構築するストレージエリアネットワークシステムの概念が知られている。
【０００３】
このようなストレージエリアネットワーク環境を構築し、多数のディスクデバイス（論理
ユニットや論理ボリューム等）が存在するシステムにおいて、サーバ起動時やディスクデ
バイスの認識処理の実行時に、そのストレージエリアネットワーク環境に存在するディス
クデバイスの認識を行うが、サーバが実際にそのディスクデバイスを利用するか否かに関
わらずアクセス可能な全てのディスクデバイスを認識しようとする。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
多数のディスクデバイスが存在するストレージエリアネットワーク環境を有するシステム
において、サーバ起動時やディスクデバイスの認識処理の実行時に、当該サーバが利用し
ないディスクデバイスの認識の為に、サーバ起動やディスク認識に多大なる時間が必要と
なったり、サーバや当該サーバのオペレーティングシステムの能力や性能によっては認識
可能なディスクデバイス数に限りがあり、それを超えるとサーバが動作不能となる場合が
ある。
【０００５】
本発明の目的は、ストレージエリアネットワークシステムにおいて、サーバによるディス
クデバイスの認識時間の短縮、不必要なディスクデバイスの認識による起動障害等のエラ
ーの回避を実現することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明は、各々が複数の記憶装置を含む複数の記憶サブシステムと、記憶サブシステム間
を接続する情報ネットワークと、を含むストレージエリアネットワークシステムのアクセ
ス制御方法であって、ストレージエリアネットワークシステム内における複数の記憶装置
の認識範囲やアクセス経路等を設定する管理情報を、個々の記憶サブシステム内の一つの
記憶装置に格納し、この記憶装置から読み出される管理情報を用いて記憶装置の認識範囲
を制御するものである。
【０００７】
より具体的には、情報ネットワークで相互に接続されたストレージサブシステム内に多数
のディスクデバイスが存在するストレージエリアネットワーク環境を有するシステムで、
個々のサーバが利用するディスクデバイスやアクセス経路をストレージサブシステムおよ
びディスクデバイス、ファイバチャネルスイッチ、サーバに共通の管理情報としてストレ
ージサブシステムの一部（特定の専用ディスクデバイス）で一元管理し、システム上の各
々の装置がその管理情報を取得し制御情報として利用する事により、サーバのディスクデ
バイスへの効率よいアクセスを可能とする。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら詳細に説明する。
【０００９】
図１は、本発明の一実施の形態である制御方法を実施するストレージエリアネットワーク
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システムを含む情報処理システムの構成例を示す概念図である。
【００１０】
本実施の形態の情報処理システムは、多数のファイバチャネルスイッチ１０１と多数のス
トレージサブシステム１０２を含み、各ストレージサブシステム１０２には、物理ボリュ
ーム、物理ディスクデバイス、論理ボリュームあるいは論理ディスクデバイス（ＬＵ）等
の多数（たとえば数千個以上）のディスクデバイス１０３が格納されるストレージエリア
ネットワークシステムと、このストレージエリアネットワークシステムに対してファイバ
チャネルスイッチ１０１を介して接続された多数のサーバ１００から構成されている。
【００１１】
サーバ１００とファイバチャネルスイッチ１０１の間およびファイバチャネルスイッチ１
０１同士の間およびファイバチャネルスイッチ１０１とストレージサブシステム１０２の
間はファイバチャネル１０５にて接続されておりファイバチャネル１０５によるネットワ
ークを構築している。
【００１２】
また、個々のストレージサブシステム１０２およびファイバチャネルスイッチ１０１は、
ファイバチャネル１０５とは別のＬＡＮ等のネットワーク２００を介してストレージサブ
システム管理端末１０４に接続されており、後述のような各種の情報の設定等の保守管理
が行われる。
【００１３】
ストレージサブシステム１０２のファイバチャネル１０５を接続する接続ポート１０２ａ
毎に利用するディスクデバイス１０３を割り当てる事によりサーバ１００がファイバチャ
ネル１０５とファイバチャネルスイッチ１０１を介してストレージサブシステム１０２の
接続ポート１０２ａ単位で割り当てられたディスクデバイス１０３にアクセス可能となる
。
【００１４】
この時、本実施の形態の場合には、ストレージエリアネットワークシステム上のストレー
ジサブシステム１０２またはディスクデバイス１０３は資源として管理され、その管理単
位として管理対象とする単一または複数のストレージサブシステムの集まりを資源管理グ
ループ１０とし、一意の固有名称を割り当てる。資源管理グループ１０はストレージネッ
トワークシステム上に資源が重複しないようにして複数設定可能とする。
【００１５】
次に資源管理グループ１０に所属するストレージサブシステム１０２のディスクデバイス
１０３をその用途毎に利用されるディスクデバイス１０３の集まりとして資源用途グルー
プ１１とし、一意の固有名称を割り当てる。資源用途グループ１１は異なるストレージサ
ブシステム１０２にまたがってディスクデバイス１０３を纏める事ができる。
【００１６】
資源管理グループ１０に所属するストレージサブシステム１０２は必ず１つの資源情報を
管理する専用のディスクデバイスとして、資源情報管理主デバイス（情報管理マスタデバ
イス）１２あるいは資源情報管理従デバイス（情報管理レプリカデバイス）１３のいずれ
かを持つ。資源情報管理主デバイス１２あるいは資源情報管理従デバイス１３のどちらを
持つかの条件としては、資源管理グループ１０に所属するストレージサブシステム１０２
が単一の場合、そのストレージサブシステム１０２が持つ資源情報を管理する専用のディ
スクデバイスを資源情報管理主デバイス１２とする。
【００１７】
また、資源管理グループ１０に所属するストレージサブシステム１０２が複数ある場合に
は、そのうちの１台が資源情報管理主デバイス１２を持ち、それ以外のストレージサブシ
ステム１０２は資源情報管理従デバイス１３を持ち、同一の資源管理グループ１０の資源
情報管理主デバイス１２を持つストレージサブシステム１０２と接続されているファイバ
チャネル１０５により同期処理を行い主デバイスの情報を従デバイスに反映させる。
【００１８】
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これにより、資源管理グループ１０毎に１つの管理デバイス（資源情報管理主デバイス１
２または資源情報管理従デバイス１３）を管理する事により当該資源管理グループ１０の
全体の管理を可能とする。
【００１９】
本実施の形態では、資源管理グループ１０および資源用途グループ１１で管理するディス
クデバイス１０３へのアクセス経路を管理および制御する為に、サーバ１００（接続ポー
ト１００ａ）、ファイバチャネルスイッチ１０１（接続ポート１０１ａ）、ストレージサ
ブシステム１０２（接続ポート１０２ａ）の各々に、ファイバチャネル１０５上で当該接
続ポート単位に割り当てられる一意のアドレスであるＷＷＮ（Ｗｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｎ
ａｍｅ）を使用する。
【００２０】
資源情報管理主デバイス１２および資源情報管理従デバイス１３には、図３に示すような
登録情報フォーマットにて、デバイスマップ３００とサーバセキュリティテーブル４００
が格納され、サーバ１００の接続ポート１００ａのＷＷＮ等の登録にて資源情報等を一元
管理する。
【００２１】
すなわち、デバイスマップ３００は、資源管理グループ１０および資源用途グループ１１
に帰属するディスクデバイス１０３を設定するものであり、資源管理グループ名３０１、
資源用途グループ名３０２、所属するストレージサブシステム１０２の製造シリアル番号
等の一意のストレージサブシステムＩＤ３０３、ストレージサブシステム１０２の接続ポ
ート１０２ａのＷＷＮ３０４、実際のディスクデバイス１０３を示す対象ＬＵ番号３０５
等からなる。
【００２２】
サーバセキュリティテーブル４００は、サーバ１００毎にアクセスが許可される資源管理
グループおよび資源用途グループを設定するものであり、当該サーバ１００が利用する資
源管理グループ１０（資源管理グループ名４０１）および資源用途グループ１１（資源用
途グループ名４０２）、および当該グループへのアクセスが許可されたサーバ名を示すア
クセス許可サーバ４０３、当該サーバ１００の接続ポート１００ａの接続ポートＷＷＮ４
０４、等が登録される。
【００２３】
ストレージサブシステム１０２の上記に示すデバイスマップ３００やサーバセキュリティ
テーブル４００等の設定や制御はネットワーク２００を介してストレージサブシステム管
理端末１０４から実施する。
【００２４】
また、ファイバチャネルスイッチ１０１には自身に接続されているポート上に資源情報管
理主デバイス１２および資源情報管理従デバイス１３の有無を検出し、存在する資源情報
管理主デバイス１２および資源情報管理従デバイス１３から直接ディスクデータとして読
み取り、図４に示すようなディスクデバイス１０３へのアクセスに重点をおいたアクセス
経路マップ６００等の経路情報を変換生成し、ファイバチャネルスイッチ１０１自身の記
憶領域上に管理する。
【００２５】
図５は、本実施の形態のファイバチャネルスイッチ１０１の構成の一例を示す概念図であ
る。
【００２６】
本実施の形態のファイバチャネルスイッチ１０１は、ファイバチャネル１０５を介して個
々のサーバ１００やストレージサブシステム１０２、他のファイバチャネルスイッチ１０
１が接続される複数の接続ポート１０１ａと、この接続ポート１０１ａ間を選択的に接続
することで、サーバ１００とストレージサブシステム１０２との間の接続経路を制御する
クロスバースイッチ１０１ｂ、ルーティングテーブル１０１ｅおよび後述の経路情報フォ
ーマットテーブル１０１ｆ等の情報に基づいてクロスバースイッチ１０１ｂの動作を制御
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するパス制御部１０１ｃ、スイッチ全体を制御するプロセッサ１０１ｄ、ＬＡＮ等のネッ
トワーク２００に接続されるネットワークインタフェース１０１ｉ等を備えている。
【００２７】
さらにファイバチャネルスイッチ１０１は、資源情報管理主デバイス１２あるいは資源情
報管理従デバイス１３の認識および当該デバイスからのデバイスマップやサーバセキュリ
ティテーブル等の情報の取得を行う経路情報取得部１０１ｈ、資源情報管理主デバイス１
２あるいは資源情報管理従デバイス１３から取得された情報を後述のアクセス経路マップ
等の情報に変換する経路情報生成部１０１ｇ、等を備えている。
【００２８】
パス制御部１０１ｃ、経路情報取得部１０１ｈ、経路情報生成部１０１ｇは、たとえば、
プロセッサ１０１ｄにて実行されるソフトウェア、あるいはハードウェアとして実装する
ことができる。
【００２９】
図４に、ファイバチャネルスイッチ１０１における経路情報フォーマットテーブル１０１
ｆに格納される情報の一例を示す。
【００３０】
本実施の形態の場合、経路情報フォーマットテーブル１０１ｆには、資源情報管理主デバ
イス１２あるいは資源情報管理従デバイス１３のファイバチャネル上での位置を示す資源
情報管理デバイステーブル５００と、アクセス経路マップ６００が格納されている。
【００３１】
資源情報管理デバイステーブル５００は、資源管理グループ名５０１、資源情報管理デバ
イス種別５０２、ストレージサブシステムＩＤ５０３、接続ポートＷＷＮ５０４、ＬＵ番
号５０５、アクセス数５０６、等の情報が格納される。
【００３２】
資源管理グループ名５０１～ＬＵ番号５０５の情報は、ネットワーク２００を介してスト
レージサブシステム管理端末１０４から設定される。
【００３３】
アクセス経路マップ６００は、サーバ名６０１、サーバの接続ポートＷＷＮ６０２、スト
レージサブシステムＩＤ６０３、サブシステムの接続ポートＷＷＮ６０４、資源管理グル
ープ名６０５、資源用途グループ名６０６、他スイッチ経由情報６０７、等の情報を含ん
でいる。
【００３４】
このアクセス経路マップ６００の情報は、資源情報管理主デバイス１２または資源情報管
理従デバイス１３から読み出されたデバイスマップ３００およびサーバセキュリティテー
ブル４００に基づいて生成される。
【００３５】
図２は、本実施の形態の制御方法の作用の一例を示すフローチャートである。以下、この
図２のフローチャート等を参照して、本実施の形態の制御方法の作用の一例について説明
する。
【００３６】
図２の手順Ｓ１に示すように、ストレージサブシステム管理端末１０４から同一の資源管
理グループ１０に属する管理対象となるストレージサブシステム１０２のいずれか１つに
資源情報管理主デバイス１２を登録し、図３のデバイスマップ３００やサーバセキュリテ
ィテーブル４００に例示されるような一連の情報を登録する。
【００３７】
次に図２の手順Ｓ２に示すように、同一の資源管理グループ１０配下の他のストレージサ
ブシステム１０２に資源情報管理従デバイス１３を登録する。
【００３８】
すると図２の手順Ｓ３に示すように、同一の資源管理グループ１０に属するストレージサ
ブシステム１０２の資源情報管理主デバイス１２と資源情報管理従デバイス１３の間で図
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３に例示される設定情報の内容を一致させる同期処理を開始する。
【００３９】
その後、図２の手順Ｓ４および手順Ｓ５に示すように、ファイバチャネルスイッチ１０１
は自身に接続されているポート上に資源情報管理主デバイス１２および資源情報管理従デ
バイス１３の有無を検出し、資源情報管理デバイステーブル５００に登録するとともに、
存在する資源情報管理主デバイス１２および資源情報管理従デバイス１３からデバイスマ
ップ３００やサーバセキュリティテーブル４００のデータを読み取り、図４に示すアクセ
ス経路マップ６００に例示されるような経路情報を変換生成し、ファイバチャネルスイッ
チ１０１自身の記憶領域に登録する。
【００４０】
一方、サーバ１００には図２の手順Ｓ６に示すように、自身が利用したい資源管理グルー
プ１０の名称（資源管理グループ名７０１）および資源用途グループ１１の名称（資源用
途グループ７０２）を、自システム内記憶装置等に、図６に例示されるようなデバイス認
識テーブル７００として登録しておく。
【００４１】
ブート処理時等において、サーバ１００がディスクデバイスの認識を行う（図２の手順Ｓ
７）際には、サーバ１００のデバイス認識テーブル７００に登録されている資源管理グル
ープ１０の名称（資源管理グループ名７０１）とサーバ自身の接続ポート１００ａ毎のＷ
ＷＮ等の情報をパラメータに持つコマンド等を発行することで資源情報管理主デバイス１
２或いは資源情報管理従デバイス１３へのアクセスを要求する。
【００４２】
図２の手順Ｓ８に示すように、ファイバチャネルスイッチ１０１は、当該の資源管理グル
ープ１０に、単一のストレージサブシステム１０２のみが存在する場合にはそのサブシス
テムの資源情報管理主デバイス１２の経路を選定し、ストレージサブシステム１０２への
アクセス要求を中継する。当該の資源管理グループ１０に複数のストレージサブシステム
１０２が存在する場合には、資源情報管理主デバイス１２或いは資源情報管理従デバイス
１３のうちアクセス数５０６の少ないものを選定し、ストレージサブシステム１０２への
アクセス要求を中継する。この時、必要となる経路以外のアクセスは実施しないようにサ
ーバ１００（の接続ポート１００ａ）のＷＷＮ（サーバの接続ポートＷＷＮ６０２）毎に
動的にセキュリティ制御を実施してアクセスを制限する。
【００４３】
図２の手順Ｓ９に示すように、ストレージサブシステム１０２はサーバ１００からのアク
セス要求（コマンド）に対し、当該アクセス要求に付加されている情報（コマンドパラメ
ータ）と、管理している情報からそのサーバ１００による当該資源情報管理主デバイス１
２或いは資源情報管理従デバイス１３へのアクセス可否を判断し、アクセス許可の場合は
そのサーバ１００に当該資源情報管理主デバイス１２或いは資源情報管理従デバイス１３
のみを認識させる。アクセス不可の場合はそのサーバ１００にその旨を通知し、ディスク
アクセス処理を中止とし以降の処理は実施しない。この時、当該資源情報管理主デバイス
１２或いは資源情報管理従デバイス１３以外のディスクデバイス１０３に対してはストレ
ージサブシステム１０２がサーバ１００のＷＷＮ毎に動的にセキュリティ制御を実施して
アクセスを制限する。
【００４４】
図２の手順Ｓ１０に示すように、サーバ１００は、当該資源情報管理主デバイス１２或い
は資源情報管理従デバイス１３を認識できたら、資源用途グループ１１より実際にアクセ
スするディスクデバイス１０３を確認し、アクセス要求を出す。
【００４５】
図２の手順Ｓ１１に示すように、ファイバチャネルスイッチ１０１は経路情報から経路を
選定し、アクセスに必要となる経路のみが有効となるようにサーバ１００のＷＷＮ（サー
バの接続ポートＷＷＮ６０２）毎に動的にセキュリティ制御を実施し、ストレージサブシ
ステム１０２へのアクセス要求を中継する。
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【００４６】
図２の手順Ｓ１２に示すように、ストレージサブシステム１０２は、サーバ１００からの
アクセス要求に対し、アクセス要求に付加されている情報と管理している情報からそのサ
ーバが要求する資源用途グループ１１の対象となるディスクデバイス１０３へのアクセス
可否を判断し、アクセス許可の場合には、当該ディスクデバイス１０３をサーバ１００に
認識させる。アクセス不可の場合はそのサーバにその旨を通知し、ディスクアクセス処理
を中止とし以降の処理は実施しない。当該ディスクデバイス１０３のアクセスに対しては
ストレージサブシステム１０２がサーバ１００のＷＷＮ（サーバの接続ポートＷＷＮ４０
４）毎に動的にセキュリティ制御を実施してアクセスを制限する。
【００４７】
図３の設定例では、接続ポート１００ａのＷＷＮが“ａａａａａａａａａａａａａａ”の
“Ｓｅｒｖｅｒ１”は、資源管理グループ名“ｇｒｏｕｐ０１”の資源用途グループ名“
ｄａｔａｂａｓｅ”として割り当てられたストレージサブシステムＩＤ＝“００１”の中
のＬＵ番号が０１，０２，０３のディスクデバイス１０３を選択的に認識して、入出力ア
クセス等の使用を開始することになる。
【００４８】
以上説明したように、本実施の形態によれば、ストレージエリアネットワークシステムに
おいて、複数のストレージサブシステム１０２の各々に、資源情報管理主デバイス１２あ
るいは資源情報管理従デバイス１３のいずれかを設けて、資源管理グループ１０および資
源用途グループ１１の各々に属するディスクデバイス１０３の情報を関係するサーバ１０
０のＷＷＮ等の情報とともに登録しておき、サーバ１００によるディスクデバイス１０３
の認識処理に際しては、まず、当該資源情報管理主デバイス１２あるいは資源情報管理従
デバイス１３に対して選択的にサーバ１００をアクセスさせて、当該サーバ１００に関係
する資源管理グループ１０および資源用途グループ１１の各々に属するディスクデバイス
１０３の情報を読み出させて当該ディスクデバイス１０３を選択的に認識させることで、
個々のサーバ１００の起動時等における物理ディスク、論理ディスク、論理ボリューム等
のデバイス認識時間の短縮、さらには不必要な多数のデバイスの認識による起動障害等を
回避する事が可能となる。
【００４９】
また、資源管理グループ１０および資源用途グループ１１の設定情報等が格納される資源
情報管理主デバイス１２あるいは資源情報管理従デバイス１３として、個々のストレージ
サブシステム１０２内の一つのディスクデバイス１０３を使用するので、ストレージサブ
システム管理端末１０４や別のネットワーク２００等を使用せずに、ストレージエリアネ
ットワーク環境に閉じた状態でのシステムの管理情報等の共有が可能となり、管理情報等
へのアクセス効率の向上、およびセキュリティの向上等を期待できる。
【００５０】
本願の特許請求の範囲に記載された発明を見方を変えて表現すれば以下の通りである。
【００５１】
（１）ストレージサブシステムおよびディスクデバイス、ファイバチャネルスイッチ、お
よびサーバによって構成されるストレージエリアネットワークシステムにおいて、各々の
装置が共通に認識可能なディスクデバイス管理情報を管理し、前記サーバによる前記ディ
スクデバイスの認識時にアクセス経路を特定してアクセスの効率化を図るディスクアクセ
ス経路の管理および制御方法。
【００５２】
（２）項目（１）記載のディスクアクセス経路の管理および制御方法で、前記サーバ、前
記ファイバチャネルスイッチ、前記ストレージサブシステムが利用する情報を格納する専
用の管理ディスクを設ける事により、従来のクライアント・サーバ・ネットワークを使用
せずに、前記ストレージエリアネットワークシステムの環境に閉じた情報共有を可能とす
るディスクアクセス経路の管理および制御方法。
【００５３】
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（３）項目（１）または（２）記載のディスクアクセス経路の管理および制御方法を用い
るストレージエリアネットワークシステムにおいて、ファイバチャネルに接続するポート
単位に割り当てられる一意のアドレスであるＷＷＮ（Ｗｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｎａｍｅ）
をチェックし、アクセスを行う前記サーバの接続ポート毎に認識させる前記ディスクデバ
イスを切り替えて、仮想的に前記サーバの接続ポート毎に個別の前記ディスクデバイスの
配置を可能とするストレージサブシステムのディスクデバイス管理方法。
【００５４】
（４）項目（１）または（２）記載のディスクアクセス経路の管理および制御方法におい
て、ストレージエリアネットワークシステムで専用の管理ディスクデバイスを認識し、そ
の管理ディスクデバイスから直接に設定データを読み取り、その設定データを基にして前
記ファイバチャネルスイッチが前記サーバと前記ストレージサブシステムとの間の経路情
報を変換生成し管理するディスクアクセス経路の管理および制御方法。
【００５５】
（５）項目（４）記載のディスクアクセス経路の管理および制御方法において、変換生成
したディスクアクセス経路情報を基にして、ファイバチャネルに接続するポート単位に割
り当てられる一意のアドレスであるＷＷＮ（Ｗｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｎａｍｅ）をチェッ
クし、アクセスを行う前記サーバの接続ポート毎に接続を確立させるディスクデバイスへ
のアクセス経路を切り替えて、仮想的に前記サーバの接続ポート毎に個別のディスクアク
セス経路制御を可能とするディスクアクセス経路の管理および制御方法。
【００５６】
以上本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発明は
前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能で
あることはいうまでもない。
【００５７】
【発明の効果】
ストレージエリアネットワークシステムにおいて、サーバによるディスクデバイス認識の
所要時間の短縮、不必要なディスクデバイスの認識による起動障害等のエラーの回避を実
現することができる、という効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態である制御方法を実施するストレージエリアネットワーク
システムを含む情報処理システムの構成の一例を示す概念図である。
【図２】本発明の一実施の形態であるストレージエリアネットワークシステムの制御方法
の作用の一例を示すフローチャートである。
【図３】本発明の一実施の形態であるストレージエリアネットワークシステムの制御方法
にて用いられる管理情報フォーマットの一例を示す概念図である。
【図４】本発明の一実施の形態であるストレージエリアネットワークシステムを構成する
ファイバチャネルスイッチで変換生成するアクセス経路情報フォーマットの一例を示す概
念図である。
【図５】本発明の一実施の形態であるストレージエリアネットワークシステムを構成する
ファイバチャネルスイッチの構成の一例を示す概念図である。
【図６】本発明の一実施の形態であるストレージエリアネットワークシステムにアクセス
するサーバに設定されるデバイス認識テーブルの一例を示す概念図である。
【符号の説明】
１０…資源管理グループ（第１グループ）、１１…資源用途グループ（第２グループ）、
１２…資源情報管理主デバイス（マスタ）、１３…資源情報管理従デバイス（レプリカ）
、１００…サーバ（アクセス要求元）、１００ａ…接続ポート、１０１…ファイバチャネ
ルスイッチ（ネットワークスイッチ）（情報ネットワーク）、１０１ａ…接続ポート、１
０１ｂ…クロスバースイッチ、１０１ｃ…パス制御部、１０１ｄ…プロセッサ、１０１ｅ
…ルーティングテーブル、１０１ｆ…経路情報フォーマットテーブル、１０１ｇ…経路情
報生成部、１０１ｈ…経路情報取得部、１０１ｉ…ネットワークインタフェース、１０２
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…ストレージサブシステム、１０２ａ…接続ポート、１０３…ディスクデバイス（記憶装
置）、１０４…ストレージサブシステム管理端末、１０５…ファイバチャネル（情報ネッ
トワーク）、２００…ネットワーク、３００…デバイスマップ、３０１…資源管理グルー
プ名、３０２…資源用途グループ名、３０３…ストレージサブシステムＩＤ、３０４…ス
トレージサブシステムのＷＷＮ、３０５…対象ＬＵ番号、４００…サーバセキュリティテ
ーブル、４０１…資源管理グループ名、４０２…資源用途グループ名、４０３…アクセス
許可サーバ、４０４…サーバの接続ポートＷＷＮ、５００…資源情報管理デバイステーブ
ル、５０１…資源管理グループ名、５０２…資源情報管理デバイス種別、５０３…ストレ
ージサブシステムＩＤ、５０４…接続ポートＷＷＮ、５０５…ＬＵ番号、５０６…アクセ
ス数、６００…アクセス経路マップ、６０１…サーバ名、６０２…サーバの接続ポートＷ
ＷＮ、６０３…ストレージサブシステムＩＤ、６０４…ストレージサブシステムの接続ポ
ートＷＷＮ、６０５…資源管理グループ名、６０６…資源用途グループ名、６０７…他ス
イッチ経由情報、７００…デバイス認識テーブル、７０１…資源管理グループ名、７０２
…資源用途グループ。
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