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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データを格納する複数の記憶デバイスと、
　前記複数の記憶デバイスに対するデータの格納を制御する記憶デバイス制御部と、
　前記記憶デバイス制御部に接続される接続部と、
　前記接続部及び自ディスクアレイ装置の外部のローカルエリアネットワークに接続され
る複数の第一のチャネル制御部と、
　前記複数の第一のチャネル制御部及び前記記憶デバイス制御部によってやり取りされる
制御情報が格納される共有メモリと、
　前記複数の第一のチャネル制御部と前記記憶デバイス制御部との間でやり取りされるデ
ータを一時的に保存するキャッシュメモリと
　を備え、
　前記第一のチャネル制御部は、
　前記ローカルエリアネットワークを介して受けたファイルレベルのデータをブロックレ
ベルのデータに変換して、前記複数の記憶デバイスへの格納を要求する第一のプロセッサ
と、
　前記第一のプロセッサからの要求に応じて前記接続部及び前記記憶デバイス制御部を介
して前記複数の記憶デバイスに前記ブロックレベルのデータを転送する第二のプロセッサ
と
　を備え、
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　前記第二のプロセッサは、
　前記ブロックレベルのデータが格納される複数の記憶領域と、複数の前記第一のプロセ
ッサによって相互にやり取りされるプロセッサ間の処理状況に関する情報が格納されるプ
ロセッサ情報格納領域とを前記複数の記憶デバイスの記憶領域を用いて作成するものであ
り、
　前記記憶デバイス制御部は、
　前記第一のプロセッサの指示に応じて、前記プロセッサ情報格納領域に格納された情報
を、前記複数の記憶デバイスの記憶領域を用いて作成されたプロセッサ情報バックアップ
用の格納領域に対してコピーするものであり、
　前記プロセッサ情報格納領域は、複数の第一のパーティションに分割され、
　各前記第一のパーティションは、
　それぞれ当該第一のパーティションと対応付けられた第一のチャネル制御部と、当該第
一のチャネル制御部に障害が発生した場合に当該第一のチャネル制御部の処理を引き継ぐ
他の第一のチャネル制御部と、からのアクセスが可能に設定され、
　前記プロセッサ情報バックアップ用の格納領域は、複数の第二のパーティションに分割
され、
　前記第二のパーティションは、
　当該第二のパーティションと対応付けられた前記第一のパーティションに対するアクセ
スが可能に設定された前記第一のチャネル制御部と、当該第一のチャネル制御部に障害が
発生した場合に当該第一のチャネル制御部の処理を引き継ぐ前記他の第一のチャネル制御
部と、からのアクセスが可能に設定され、
　前記記憶デバイス制御部は、
　前記第一のパーティションに格納された情報を、当該第一のパーティションと対応付け
られた前記第二のパーティションにコピーする
　ことを特徴とするディスクアレイ装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のディスクアレイ装置において、
　前記第一のプロセッサは、
　前記第一のプロセッサが設けられている前記第一のチャネル制御部内の前記第二のプロ
セッサに対して、前記第一のプロセッサの処理状況に関する情報を前記プロセッサ情報格
納領域に格納するように指示するものであり、
　前記第二のプロセッサは、
　前記第一のプロセッサの指示に応じて、前記第一のプロセッサの処理状況に関する情報
を、前記プロセッサ情報格納領域内の対応する前記第一のパーティションに格納するもの
である
　ことを特徴とするディスクアレイ装置。
【請求項３】
　請求項１に記載のディスクアレイ装置において、
　前記第二のプロセッサは、
　前記第二のプロセッサが設けられている前記第一のチャネル制御部内の前記第一のプロ
セッサの要求に従って、前記ブロックレベルのデータを前記キャッシュメモリに保存する
とともに、前記ブロックレベルのデータを前記キャッシュメモリに保存したことを表す情
報を前記共有メモリに格納するものであり、
　前記共有メモリは、
　前記第二のプロセッサの制御のもとに、前記ブロックレベルのデータが前記キャッシュ
メモリに保存されたことを表す情報が格納されるものである
　ことを特徴とするディスクアレイ装置。
【請求項４】
　請求項１に記載のディスクアレイ装置において、
　前記第一のプロセッサは、
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　前記記憶デバイス制御部に対して、前記プロセッサ情報格納領域内の前記第一のパーテ
ィションに格納された情報を、前記プロセッサ情報バックアップ用の格納領域内の対応す
る前記第二のパーティションに対してコピーするように指示するものであり、
　前記記憶デバイス制御部は、
　前記第一のプロセッサの指示に応じて、コピーするものである
　ことを特徴とするディスクアレイ装置。
【請求項５】
　請求項４に記載のディスクアレイ装置において、
　前記第一のプロセッサは、
　前記プロセッサ情報格納領域内の対応する前記第一のパーティションに格納された情報
の読み出し又は書き込みが不可能になった場合、前記プロセッサ情報バックアップ用の格
納領域内の対応する前記第二のパーティションに格納された情報を読み出し又は書き込む
ことにより、処理を継続する
　ことを特徴とするディスクアレイ装置。
【請求項６】
　請求項１に記載のディスクアレイ装置において、
　前記複数の第一のチャネル制御部は、
　複数のクラスタグループに分類されるものであり、
　前記複数のクラスタグループは、
　前記複数の第一のパーティションのうちの各々異なる第一のパーティションを割当てら
れるものである
　ことを特徴とするディスクアレイ装置。
【請求項７】
　請求項６に記載のディスクアレイ装置において、
　前記複数のクラスタグループのうちの第一のクラスタグループに含まれる前記複数の第
一のチャネル制御部は、
　対応する第一のパーティションに対して、前記第一のプロセッサによって相互にやり取
りされるプロセッサ間の処理状況に関する情報を格納するものであり、
　前記複数のクラスタグループのうちの第二のクラスタグループに含まれる前記複数の第
一のチャネル制御部は、
　対応する他の第一のパーティションに対して、前記第一のプロセッサによって相互にや
り取りされるプロセッサ間の処理状況に関する情報を格納するものである
　ことを特徴とするディスクアレイ装置。
【請求項８】
　請求項７に記載のディスクアレイ装置において、
　前記第一のクラスタグループに含まれる前記複数の第一のチャネル制御部の前記第一の
プロセッサは、
　前記第一のパーティションに格納された情報の複製の作成を、前記記憶デバイス制御部
に対して指示するものであり、
　前記記憶デバイス制御部は、
　前記第一のクラスタグループに含まれる前記複数の第一のチャネル制御部の前記第一の
プロセッサの指示に応じて、対応する前記第二のパーティションに対して、前記第一のパ
ーティションに格納された情報の複製を格納するものである
　ことを特徴とするディスクアレイ装置。
【請求項９】
　請求項７に記載のディスクアレイ装置において、
　前記第一のクラスタグループに含まれる前記複数の第一のチャネル制御部の前記第一の
プロセッサは、
　前記第一のパーティション及び前記他の第一のパーティションに格納された情報の複製
の作成を、前記記憶デバイス制御部に対して指示するものであり、
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　前記記憶デバイス制御部は、
　前記第一のクラスタグループに含まれる前記複数の第一のチャネル制御部の前記第一の
プロセッサの指示に応じて、前記プロセッサ情報バックアップ用の格納領域内の前記第一
のパーティションに対応する第二のパーティションに対して、当該第一のパーティション
に格納された情報の複製を格納し、前記プロセッサ情報バックアップ用の格納領域内の前
記他の第一のパーティションに対応する第二のパーティションに対して、当該他の第一の
パーティションに格納された情報の複製を格納するものである
　ことを特徴とするディスクアレイ装置。
【請求項１０】
　請求項７に記載のディスクアレイ装置において、
　前記複数の第一のチャネル制御部及び前記記憶デバイス制御部に関する情報の取得に利
用される管理端末を備え、
　前記記憶デバイス制御部は、
　前記管理端末からの指示に応じて、前記プロセッサ情報バックアップ用の格納領域内の
前記第一のパーティションに対応する第二のパーティションに対して、当該第一のパーテ
ィションに格納された情報の複製を格納し、前記プロセッサ情報バックアップ用の格納領
域内の前記他の第一のパーティションに対応する第二のパーティションに対して、当該他
の第一のパーティションに格納された情報の複製を格納するものである
　ことを特徴とするディスクアレイ装置。
【請求項１１】
　請求項８に記載のディスクアレイ装置において、
　前記第一のクラスタグループに含まれる前記複数の第一のチャネル制御部の前記第一の
プロセッサは、
　対応する前記第一のパーティションに格納された情報の読み出し又は書き込みが不可能
になった場合、対応する第二のパーティションに格納された情報を読み出し又は書き込む
ことにより、処理を継続するものである
　ことを特徴とするディスクアレイ装置。
【請求項１２】
　データを格納する複数の記憶デバイスと、
　前記複数の記憶デバイスに対するデータの格納を制御する記憶デバイス制御部と、
　前記記憶デバイス制御部に接続される接続部と、
　自ディスクアレイ装置の外部のローカルエリアネットワークを介して受けたファイルレ
ベルのデータをブロックレベルのデータに変換して、前記複数の記憶デバイスへの格納を
要求する第一のプロセッサと、前記第一のプロセッサからの要求に応じて前記接続部及び
前記記憶デバイス制御部を介して前記複数の記憶デバイスに前記ブロックレベルのデータ
を転送する第二のプロセッサとを有し、前記接続部及び前記ローカルエリアネットワーク
に接続される複数の第一のチャネル制御部と、
　前記複数の第一のチャネル制御部及び前記記憶デバイス制御部によってやり取りされる
制御情報が格納される共有メモリと、
前記複数の第一のチャネル制御部と前記記憶デバイス制御部との間でやり取りされるデー
タを一時的に保存するキャッシュメモリと
　を備え、
　前記第二のプロセッサは、
　前記ブロックレベルのデータが格納される複数の記憶領域と、複数の前記第一のプロセ
ッサによって相互にやり取りされるプロセッサ間の処理状況に関する情報が格納されるプ
ロセッサ情報格納領域と、複数の前記第一のプロセッサ上で動作するソフトウェアプログ
ラムが格納されるソフトウェアプログラム格納領域とを前記複数の記憶デバイスの記憶領
域を用いて作成するものであり、
　前記第一のプロセッサは、
　前記第一のプロセッサが設けられている前記第一のチャネル制御部内の前記第二のプロ
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セッサの制御に応じて、前記ソフトウェアプログラム格納領域に格納されているソフトウ
ェアプログラムを取得して、前記ソフトウェアプログラムに基づいて処理を実行するもの
であり、
　前記記憶デバイス制御部は、
　前記第一のプロセッサの指示に応じて、前記プロセッサ情報格納領域に格納された情報
を、前記複数の記憶デバイスの記憶領域を用いて作成されたプロセッサ情報バックアップ
用の格納領域に対してコピーするものであり、
　前記プロセッサ情報格納領域は、複数の第一のパーティションに分割され、
　各前記第一のパーティションは、
　それぞれ当該第一のパーティションと対応付けられた第一のチャネル制御部と、当該第
一のチャネル制御部に障害が発生した場合に当該第一のチャネル制御部の処理を引き継ぐ
他の第一のチャネル制御部と、からのアクセスが可能に設定され、
　前記プロセッサ情報バックアップ用の格納領域は、複数の第二のパーティションに分割
され、
　前記第二のパーティションは、
　当該第二のパーティションと対応付けられた前記第一のパーティションに対するアクセ
スが可能に設定された前記第一のチャネル制御部と、当該第一のチャネル制御部に障害が
発生した場合に当該第一のチャネル制御部の処理を引き継ぐ前記他の第一のチャネル制御
部と、からのアクセスが可能に設定され、
　前記記憶デバイス制御部は、
　前記第一のパーティションに格納された情報を、当該第一のパーティションと対応付け
られた前記第二のパーティションにコピーする
　ことを特徴とするディスクアレイ装置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のディスクアレイ装置において、
前記複数の第一のチャネル制御部内の前記第一のプロセッサは、
前記ソフトウェアプログラムに基づいて、前記記憶デバイス制御部に対して、前記プロセ
ッサ情報格納領域に格納された情報を、前記プロセッサ情報バックアップ用の格納領域に
対してコピーするように指示するものであり、
　前記記憶デバイス制御部は、
　前記複数の第一のチャネル制御部内の前記第一のプロセッサの指示に応じて、前記プロ
セッサ情報格納領域内の対応する前記第一のパーティションに格納された情報を、前記複
数の記憶デバイスの記憶領域を用いて作成されたプロセッサ情報バックアップ用の格納領
域内の対応する前記第二のパーティションに対してコピーするものである
　ことを特徴とするディスクアレイ装置。
【請求項１４】
　請求項１２に記載のディスクアレイ装置において、
　前記複数の第一のチャネル制御部は、
　複数のクラスタグループに分類されるものであり、
　前記複数のクラスタグループのうちの第一のクラスタグループに含まれる前記複数の第
一のチャネル制御部は、
　各々の前記ソフトウェアプログラムに基づいて、相互に、対応する前記第一のパーティ
ションに対して、プロセッサ間の処理状況に関する情報を格納するものである
　ことを特徴とするディスクアレイ装置。
【請求項１５】
　請求項１２に記載のディスクアレイ装置において、
　前記複数の第一のチャネル制御部は、
　複数のクラスタグループに分類されるものであり、
　前記複数の第一のパーティションに格納された情報は、
　前記複数のクラスタグループ毎に、それぞれ対応する前記第二のパーティションに複製
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されるものである
　ことを特徴とするディスクアレイ装置。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のディスクアレイ装置において、
　前記複数のクラスタグループのうちの第一のクラスタグループに含まれる前記複数の第
一のチャネル制御部内の前記第一のプロセッサは、
　前記第一のプロセッサが設けられている前記第一のチャネル制御部内の前記第二のプロ
セッサを介して、前記記憶デバイス制御部に対して、ブロック単位で前記複製を実行する
ように指示するものであり、
　前記記憶デバイス制御部は、
　前記第一のプロセッサの指示に応じて、対応する前記第一のパーティションに格納され
た情報を、ブロック単位で、対応する前記第二のパーティションに複製するものである
　ことを特徴とするディスクアレイ装置。
【請求項１７】
　請求項１５に記載のディスクアレイ装置において、
　前記ローカルエリアネットワークには、端末が設けられており、
　前記複数のクラスタグループのうちの第一のクラスタグループに含まれる前記複数の第
一のチャネル制御部内の前記第一のプロセッサは、
　前記端末からの指示に応じて、前記第一のプロセッサが設けられている前記第一のチャ
ネル制御部内の前記第二のプロセッサを介して、前記記憶デバイス制御部に対して、ブロ
ック単位で前記複製を実行するように指示するものである
　ことを特徴とするディスクアレイ装置。
【請求項１８】
　請求項１５に記載のディスクアレイ装置において、
　前記複数のクラスタグループのうちの第一のクラスタグループに含まれる前記複数の第
一のチャネル制御部内の前記第一のプロセッサは、
　一定の時間間隔毎に、前記第一のプロセッサが設けられている前記第一のチャネル制御
部内の前記第二のプロセッサを介して、前記記憶デバイス制御部に対して、ブロック単位
で前記複製を実行するように指示するものである
　ことを特徴とするディスクアレイ装置。
【請求項１９】
　請求項１５に記載のディスクアレイ装置において、
　前記複数のクラスタグループのうちの第一のクラスタグループに含まれる前記複数の第
一のチャネル制御部内の前記第一のプロセッサは、
　前記第一のプロセッサが設けられている前記第一のチャネル制御部内の前記第二のプロ
セッサを介して、前記記憶デバイス制御部の負荷状態を取得し、前記記憶デバイス制御部
の負荷状態に応じて、前記記憶デバイス制御部に対して、ブロック単位で前記複製を実行
するように指示するものである
　ことを特徴とするディスクアレイ装置。
【請求項２０】
　請求項１５に記載のディスクアレイ装置において、
　前記複数のクラスタグループのうちの第一のクラスタグループに含まれる前記複数の第
一のチャネル制御部内の前記第一のプロセッサは、
　対応する前記第一のパーティションに格納された情報へのアクセスが不可能になった場
合に、対応する前記第二のパーティションに格納された情報を用いて処理を実行し、前記
第一のパーティションが新たに形成された場合に、前記第二のパーティションに格納され
た情報を前記新たに形成された第一のパーティションに複製して、前記新たに形成された
第一のパーティションに格納された情報を用いて、処理を実行するものである
　ことを特徴とするディスクアレイ装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の異種ネットワークに接続可能なように新たに発明された記憶装置シス
テムに関し、特に記憶装置システムの複製を制御する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年コンピュータシステムで取り扱われるデータ量が急激に増加している。かかる膨大
なデータを効率よく利用し管理するために、複数のディスクアレイ装置（以下、記憶装置
システムと称する）と情報処理装置とを専用のネットワーク（Storage Area Network、以
下ＳＡＮと記す）で接続し、記憶装置システムへの高速かつ大量なアクセスを実現する技
術が開発されている。記憶装置システムと情報処理装置とをＳＡＮで接続し高速なデータ
転送を実現するためには、ファイバチャネルプロトコルに従った通信機器を用いてネット
ワークを構築するのが一般的である。
【０００３】
　一方、複数の記憶装置システムと情報処理装置とをＴＣＰ／ＩＰ（Transmission Contr
ol Protocol/Internet Protocol）プロトコルを用いたネットワークで相互に接続し、記
憶装置システムへのファイルレベルでのアクセスを実現する、ＮＡＳ（Network Attached
 Storage）と呼ばれるネットワークシステムが開発されている。ＮＡＳにおいては、記憶
装置システムに対してファイルシステム機能を有する装置が接続されているため、情報処
理装置からのファイルレベルでのアクセスが可能となっている。特に最近ではミッドレン
ジクラスやエンタープライズクラスと呼ばれるような、巨大な記憶資源を提供するＲＡＩ
Ｄ（Redundant Arrays of Inexpensive Disks）方式で管理された記憶装置システムにフ
ァイルシステムを結合させた、大規模なＮＡＳが注目されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－３５１７０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら従来のＮＡＳは、ＴＣＰ／ＩＰ通信機能及びファイルシステム機能を持た
ない記憶装置システムに、ＴＣＰ／ＩＰ通信機能及びファイルシステム機能を持った情報
処理装置を接続させることにより実現されていた。そのため、上記接続される情報処理装
置の設置スペースが必要であった。また上記情報処理装置と記憶装置システムとの間は、
高速に通信を行う必要性からＳＡＮで接続されていることが多く、そのための通信制御機
器や通信制御機能を備える必要もあった。
【０００６】
　本発明は上記課題を鑑みてなされたものであり、複数の異種ネットワークに接続可能な
ように全く新しく発明された記憶装置システム、及びかかる記憶装置システムを発明する
にあたり必要とされる記憶デバイス制御装置、及びデバイス制御装置の複製を制御する方
法を提供することを主たる目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のディスクアレイ装置は、以下の構成を有する。
【０００８】
　ディスクアレイ装置は、データを格納する複数の記憶デバイスと、前記複数の記憶デバ
イスに対するデータの格納を制御する記憶デバイス制御部と、前記記憶デバイス制御部に
接続される接続部と、複数の第一のチャネル制御部と、前記複数の第一のチャネル制御部
及び前記記憶デバイス制御部によってやり取りされる制御情報が格納される共有メモリと
、前記複数の第一のチャネル制御部と前記記憶デバイス制御部との間でやり取りされるデ
ータを一時的に保存するキャッシュメモリと、を有する。
【０００９】
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　第一のチャネル制御部は、自ディスクアレイ装置の外部のローカルエリアネットワーク
を介して受けたファイルレベルのデータをブロックレベルのデータに変換して、前記複数
の記憶デバイスへの格納を要求する第一のプロセッサと、前記第一のプロセッサからの要
求に応じて前記接続部及び前記記憶デバイス制御部を介して前記複数の記憶デバイスへ前
記ブロックレベルのデータを転送する第二のプロセッサとを有し、前記接続部及び前記ロ
ーカルエリアネットワークに接続される。
【００１０】
　前記複数の第一のチャネル制御部内の前記第二のプロセッサは、前記ブロックレベルの
データが格納される複数の記憶領域と、複数の前記第一のプロセッサによって相互にやり
取りされるプロセッサ間の処理状況に関する情報が格納されるプロセッサ情報格納領域と
、を前記複数の記憶デバイスの記憶領域を用いて作成する。
【００１１】
　前記記憶デバイス制御部は、前記第一のプロセッサの指示に応じて、前記プロセッサ情
報格納領域に格納された情報を、前記複数の記憶デバイスの記憶領域を用いて作成された
プロセッサ情報バックアップ用の格納領域に対してコピーするように制御する。
　前記記憶デバイス制御部は、前記第一のプロセッサの指示に応じて、前記プロセッサ情
報格納領域に格納された情報を、前記複数の記憶デバイスの記憶領域を用いて作成された
プロセッサ情報バックアップ用の格納領域に対してコピーする。
　前記プロセッサ情報格納領域は、複数の第一のパーティションに分割され、各前記第一
のパーティションは、それぞれ当該第一のパーティションと対応付けられた第一のチャネ
ル制御部と、当該第一のチャネル制御部に障害が発生した場合に当該第一のチャネル制御
部の処理を引き継ぐ他の第一のチャネル制御部と、からのアクセスが可能に設定される。
　また前記プロセッサ情報バックアップ用の格納領域は、複数の第二のパーティションに
分割され、前記第二のパーティションは、当該第二のパーティションと対応付けられた前
記第一のパーティションに対するアクセスが可能に設定された前記第一のチャネル制御部
と、当該第一のチャネル制御部に障害が発生した場合に当該第一のチャネル制御部の処理
を引き継ぐ前記他の第一のチャネル制御部と、からのアクセスが可能に設定される。
　そして前記記憶デバイス制御部は、前記第一のパーティションに格納された情報を、当
該第一のパーティションと対応付けられた前記第二のパーティションにコピーする。
【００１２】
　また、本発明のディスクアレイ装置において、前記複数の第一のチャネル制御部内の前
記第一のプロセッサは、前記第一のプロセッサが設けられている前記第一のチャネル制御
部内の前記第二のプロセッサに対して、前記第一のプロセッサの処理状況に関する情報を
前記プロセッサ情報格納領域に格納するように指示する。この場合、前記第一のプロセッ
サが設けられている前記第一のチャネル制御部内の前記第二のプロセッサは、前記第一の
チャネル制御部の指示に応じて、前記第一のプロセッサの処理状況に関する情報を、前記
プロセッサ情報格納領域内の対応する前記第一のパーティションに格納するように制御す
る。
【００１３】
　また、本発明のディスクアレイ装置において、前記複数の第一のチャネル制御部内の第
二のプロセッサは、前記第二のプロセッサが設けられている前記第一のチャネル制御部内
の前記第一のプロセッサの要求に従って、前記ブロックレベルのデータを前記キャッシュ
メモリに保存するとともに、前記ブロックレベルのデータを前記キャッシュメモリに保存
したことを表す情報を前記共有メモリに格納する。この場合、共有メモリは、前記複数の
第一のチャネル制御部内の第二のプロセッサの制御のもとに、前記ブロックレベルのデー
タが前記キャッシュメモリに保存されたことを表す情報が格納されるものである。
【００１４】
　また、本発明のディスクアレイ装置において、前記複数の第一のチャネル制御部内の前
記第一のプロセッサは、前記記憶デバイス制御部に対して、前記プロセッサ情報格納領域
内の前記第一のパーティションに格納された情報を、前記プロセッサ情報バックアップ用
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の格納領域内の対応する前記第二のパーティションに対してコピーするように指示するも
のである。この場合、前記記憶デバイス制御部は、前記第一のプロセッサの指示に応じて
、コピー処理を制御する。
【００１５】
　また、本発明のディスクアレイ装置において、前記複数の第一のチャネル制御部内の前
記第一のプロセッサは、前記プロセッサ情報格納領域内の対応する前記第一のパーティシ
ョンに格納された情報の読み出し又は書き込みが不可能になった場合、前記プロセッサ情
報バックアップ用の格納領域内の対応する前記第二のパーティションに格納された情報を
読み出し又は書き込むことにより、処理を継続する。
【００１６】
　また、本発明のディスクアレイ装置において、前記複数の第一のチャネル制御部は、複
数のクラスタグループに分類されるものである。前記複数のクラスタグループは、前記複
数の第一のパーティションのうちの各々異なる第一のパーティションを割当てられるもの
である。
【００１７】
　また、本発明のディスクアレイ装置において、前記複数のクラスタグループのうちの第
一のクラスタグループに含まれる前記複数の第一のチャネル制御部は、対応する第一のパ
ーティションに対して、前記第一のプロセッサによって相互にやり取りされるプロセッサ
間の処理状況に関する情報を格納する。この場合、前記複数のクラスタグループのうちの
第二のクラスタグループに含まれる前記複数の第一のチャネル制御部は、対応する他の第
一のパーティションに対して、前記第一のプロセッサによって相互にやり取りされるプロ
セッサ間の処理状況に関する情報を格納する。
【００１８】
　また、本発明のディスクアレイ装置において、前記第一のクラスタグループに含まれる
前記複数の第一のチャネル制御部の前記第一のプロセッサは、前記第一のパーティション
に格納された情報の複製の作成を、前記記憶デバイス制御部に対して指示する。この場合
、前記記憶デバイス制御部は、前記第一のクラスタグループに含まれる前記複数の第一の
チャネル制御部の前記第一のプロセッサの指示に応じて、対応する第二のパーティション
に対して、前記第一のパーティションに格納された情報の複製を格納する。
【００１９】
　また、本発明のディスクアレイ装置において、前記第一のクラスタグループに含まれる
前記複数の第一のチャネル制御部の前記第一のプロセッサは、前記第一のパーティション
及び前記他の第一のパーティションに格納された情報の複製の作成を、前記記憶デバイス
制御部に対して指示する。この場合、前記記憶デバイス制御部は、前記第一のクラスタグ
ループに含まれる前記複数の第一のチャネル制御部の前記第一のプロセッサの指示に応じ
て、前記プロセッサ情報バックアップ用の格納領域内の前記第一のパーティションに対応
する第二のパーティションに対して、当該第一のパーティションに格納された情報の複製
を格納し、前記プロセッサ情報バックアップ用の格納領域内の前記他の第一のパーティシ
ョンに対応する第二のパーティションに対して、当該他の第一のパーティションに格納さ
れた情報の複製を格納する。
【００２０】
　また、本発明のディスクアレイ装置において、前記複数の第一のチャネル制御部及び前
記記憶デバイス制御部に関する情報の取得に利用される管理端末と、を有する。この場合
、前記記憶デバイス制御部は、前記管理端末からの指示に応じて、前記プロセッサ情報バ
ックアップ用の格納領域内の前記第一のパーティションに対応する第二のパーティション
に対して、当該第一のパーティションに格納された情報の複製を格納し、前記プロセッサ
情報バックアップ用の格納領域内の前記他の第一のパーティションに対応する第二のパー
ティションに対して、当該他の第一のパーティションに格納された情報の複製を格納する
。
【００２１】



(10) JP 4400913 B2 2010.1.20

10

20

30

40

50

　また、本発明のディスクアレイ装置において、前記第一のクラスタグループに含まれる
前記複数の第一のチャネル制御部の前記第一のプロセッサは、対応する前記第一のパーテ
ィションに格納された情報の読み出し又は書き込みが不可能になった場合、対応する第二
のパーティションに格納された情報を読み出し又は書き込むことにより、処理を継続する
。
【００２２】
　また、本発明のディスクアレイ装置は、以下の構成を有する。
【００２３】
　ディスクアレイ装置は、データを格納する複数の記憶デバイスと、前記複数の記憶デバ
イスに対するデータの格納を制御する記憶デバイス制御部と、前記記憶デバイス制御部に
接続される接続部と、複数の第一のチャネル制御部と、前記複数の第一のチャネル制御部
及び前記記憶デバイス制御部によってやり取りされる制御情報が格納される共有メモリと
、前記複数の第一のチャネル制御部と前記記憶デバイス制御部との間でやり取りされるデ
ータを一時的に保存するキャッシュメモリと、を有する。
【００２４】
　複数の第一のチャネル制御部は、自ディスクアレイ装置の外部のローカルエリアネット
ワークを介して受けたファイルレベルのデータをブロックレベルのデータに変換して、前
記複数の記憶デバイスへの格納を要求する第一のプロセッサと、前記第一のプロセッサか
らの要求に応じて前記接続部及び前記記憶デバイス制御部を介して前記複数の記憶デバイ
スへ前記ブロックレベルのデータを転送する第二のプロセッサとを有し、前記接続部及び
前記ローカルエリアネットワークに接続される。
【００２５】
　前記複数の第一のチャネル制御部内の前記第二のプロセッサは、前記ブロックレベルの
データが格納される複数の記憶領域と、複数の前記第一のプロセッサによって相互にやり
取りされるプロセッサ間の処理状況に関する情報が格納されるプロセッサ情報格納領域と
、複数の前記第一のプロセッサ上で動作するソフトウェアプログラムが格納されるソフト
ウェアプログラム格納領域と、を前記複数の記憶デバイスの記憶領域を用いて作成する。
【００２６】
　前記複数の第一のチャネル制御部内の前記第一のプロセッサは、前記第一のプロセッサ
が設けられている前記第一のチャネル制御部内の前記第二のプロセッサの制御に応じて、
前記ソフトウェアプログラム格納領域に格納されているソフトウェアプログラムを取得し
て、動作する。
　前記記憶デバイス制御部は、前記第一のプロセッサの指示に応じて、前記プロセッサ情
報格納領域に格納された情報を、前記複数の記憶デバイスの記憶領域を用いて作成された
プロセッサ情報バックアップ用の格納領域に対してコピーする。
　前記プロセッサ情報格納領域は、複数の第一のパーティションに分割され、各前記第一
のパーティションは、それぞれ当該第一のパーティションと対応付けられた第一のチャネ
ル制御部と、当該第一のチャネル制御部に障害が発生した場合に当該第一のチャネル制御
部の処理を引き継ぐ他の第一のチャネル制御部と、からのアクセスが可能に設定される。
　また前記プロセッサ情報バックアップ用の格納領域は、複数の第二のパーティションに
分割され、前記第二のパーティションは、当該第二のパーティションと対応付けられた前
記第一のパーティションに対するアクセスが可能に設定された前記第一のチャネル制御部
と、当該第一のチャネル制御部に障害が発生した場合に当該第一のチャネル制御部の処理
を引き継ぐ前記他の第一のチャネル制御部と、からのアクセスが可能に設定される。
　そして前記記憶デバイス制御部は、前記第一のパーティションに格納された情報を、当
該第一のパーティションと対応付けられた前記第二のパーティションにコピーする。
【００２７】
　また、本発明のディスクアレイ装置において、前記複数の第一のチャネル制御部内の前
記第一のプロセッサで動作するソフトウェアプログラムは、前記記憶デバイス制御部に対
して、前記プロセッサ情報格納領域に格納された情報を、前記プロセッサ情報バックアッ
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プ用の格納領域に対してコピーするように指示する。この場合、前記記憶デバイス制御部
は、前記複数の第一のチャネル制御部内の前記第一のプロセッサの指示に応じて、前記プ
ロセッサ情報格納領域内の対応する前記第一のパーティションに格納された情報を、前記
複数の記憶デバイスの記憶領域を用いて作成されたプロセッサ情報バックアップ用の格納
領域内の対応する前記第二のパーティションに対してコピーするように制御する。
【００２８】
　また、本発明のディスクアレイ装置において、前記複数の第一のチャネル制御部は、複
数のクラスタグループに分類されるものである。前記プロセッサ情報格納領域は、複数の
プロセッサ情報格納部分を有するものである。前記複数のクラスタグループのうちの第一
のクラスタグループに含まれる前記複数の第一のチャネル制御部で動作するソフトウェア
プログラムの各々は、相互に、対応する前記第一のパーティションに対して、プロセッサ
間の処理状況に関する情報を格納しながら動作する。
【００２９】
　また、本発明のディスクアレイ装置において、前記複数の第一のパーティションに格納
された情報は、前記複数のクラスタグループ毎に、それぞれ対応する前記第二のパーティ
ションに複製されるものである。
【００３０】
　また、本発明のディスクアレイ装置において、前記複数のクラスタグループのうちの第
一のクラスタグループに含まれる前記複数の第一のチャネル制御部内の前記第一のプロセ
ッサは、前記第一のプロセッサが設けられている前記第一のチャネル制御部内の前記第二
のプロセッサを介して、前記記憶デバイス制御部に対して、ブロック単位で前記複製を実
行するように指示する。この場合、前記記憶デバイス制御部は、前記第一のプロセッサの
指示に応じて、対応する前記第一のパーティションに格納された情報を、ブロック単位で
、対応する前記第二のパーティションに複製する。
【００３１】
　また、本発明のディスクアレイ装置において、前記ローカルエリアネットワークには、
端末が設けられる。この場合、前記複数のクラスタグループのうちの第一のクラスタグル
ープに含まれる前記複数の第一のチャネル制御部内の前記第一のプロセッサは、前記端末
からの指示に応じて、前記第一のプロセッサが設けられている前記第一のチャネル制御部
内の前記第二のプロセッサを介して、前記記憶デバイス制御部に対して、ブロック単位で
前記複製を実行するように指示する。
【００３２】
　また、本発明のディスクアレイ装置において、前記複数のクラスタグループのうちの第
一のクラスタグループに含まれる前記複数の第一のチャネル制御部内の前記第一のプロセ
ッサは、一定の時間間隔毎に、前記第一のプロセッサが設けられている前記第一のチャネ
ル制御部内の前記第二のプロセッサを介して、前記記憶デバイス制御部に対して、ブロッ
ク単位で前記複製を実行するように指示する。
【００３３】
　また、本発明のディスクアレイ装置において、前記複数のクラスタグループのうちの第
一のクラスタグループに含まれる前記複数の第一のチャネル制御部内の前記第一のプロセ
ッサは、前記第一のプロセッサが設けられている前記第一のチャネル制御部内の前記第二
のプロセッサを介して、前記記憶デバイス制御部の負荷状態を取得し、前記記憶デバイス
制御部の負荷状態に応じて、前記記憶デバイス制御部に対して、ブロック単位で前記複製
を実行するように指示する。
【００３４】
　また、本発明のディスクアレイ装置において、前記複数のクラスタグループのうちの第
一のクラスタグループに含まれる前記複数の第一のチャネル制御部内の前記第一のプロセ
ッサは、対応する前記第一のパーティションに格納された情報へのアクセスが不可能にな
った場合に、対応する前記第二のパーティションに格納された情報を用いて処理を実行す
る。前記第一のプロセッサは、前記第一のパーティションが新たに形成された場合に、前
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記第二のパーティションに格納された情報を前記新たに形成された第一のパーティション
に複製して、前記新たに形成された第一のパーティションに格納された情報を用いて、処
理を実行する。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明によれば、複数の異種ネットワークに接続可能なように全く新しく発明された記
憶装置システムを提供することができ、さらに、かかる記憶装置システムを発明するにあ
たり必要とされる記憶デバイス制御装置のシステム領域の複製を制御する方法をも提供す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。
【００３７】
　まず、本実施の形態に係る記憶装置システムの全体構成を示すブロック図を図１に示す
。
（全体構成例）
　記憶装置システム６００は、記憶デバイス制御装置１００と記憶デバイス３００とを備
えている。記憶デバイス制御装置１００は、情報処理装置２００から受信したコマンドに
従って記憶デバイス３００に対する制御を行う。例えば情報処理装置２００からデータの
入出力要求を受信して、記憶デバイス３００に記憶されているデータの入出力のための処
理を行う。データは、記憶デバイス３００が備えるディスクドライブにより提供される物
理的な記憶領域上に論理的に設定される記憶領域である論理ボリューム（Logical　Unit
）（以下、LUと記す）に記憶されている。また、記憶デバイス制御装置１００は、情報処
理装置２００との間で、記憶装置システム６００を管理するための各種コマンドの授受も
行う。
【００３８】
　情報処理装置２００はCPU（Central Processing Unit）やメモリを備えたコンピュータ
である。情報処理装置２００が備えるCPUにより各種プログラムが実行されることにより
さまざまな機能が実現される。情報処理装置２００は、例えばパーソナルコンピュータや
ワークステーションであることもあるし、メインフレームコンピュータであることもある
。
【００３９】
　図１において、情報処理装置１乃至３（２００）は、LAN（Local Area Network）４０
０を介して記憶デバイス制御装置１００と接続されている。LAN４００は、インターネッ
トとすることもできるし、専用のネットワークとすることもできる。LAN４００を介して
行われる情報処理装置１乃至３（２００）と記憶デバイス制御装置１００との間の通信は
、例えばTCP/IPプロトコルに従って行われる。情報処理装置１乃至３（２００）からは、
記憶装置システム６００に対して、ファイル名指定によるデータアクセス要求（ファイル
単位でのデータ入出力要求。以下、ファイルアクセス要求と記す）が送信される。
【００４０】
　LAN４００にはバックアップデバイス９１０が接続されている。バックアップデバイス
９１０は具体的にはMOやCD-R、DVD-RAMなどのディスク系デバイス、DATテープ、カセット
テープ、オープンテープ、カートリッジテープなどのテープ系デバイスである。バックア
ップデバイス９１０は、LAN４００を介して記憶デバイス制御装置１００との間で通信を
行うことにより、記憶デバイス３００に記憶されているデータのバックアップデータを記
憶する。またバックアップデバイス９１０は情報処理装置１（２００）と接続されるよう
にすることもできる。この場合は情報処理装置１（２００）を介して記憶デバイス３００
に記憶されているデータのバックアップデータを取得するようにする。
【００４１】
　記憶デバイス制御装置１００は、チャネル制御部１乃至４（１１０）を備える。記憶デ
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バイス制御装置１００は、チャネル制御部１乃至４（１１０）によりLAN４００を介して
情報処理装置１乃至３（２００）からのファイルアクセス要求を個々に受け付ける。すな
わち、チャネル制御部１乃至４（１１０）には、個々にLAN４００上のネットワークアド
レス（例えば、IPアドレス）が割り当てられていてそれぞれが個別にNASとして振る舞い
、個々のNASがあたかも独立したNASが存在するかのように、NASとしてのサービスを情報
処理装置１乃至３（２００）に提供することができる。以下、チャネル制御部１乃至４（
１１０）をCHNと記す。このように１台の記憶装置システム６００に個別にNASとしてのサ
ービスを提供するチャネル制御部１乃至４（１１０）を備えるように構成したことで、従
来、独立したコンピュータで個々に運用されていたNASサーバが一台の記憶システム６０
０に集約される。そして、これにより記憶装置システム６００の統括的な管理が可能とな
り、各種設定・制御や生涯管理、バージョン管理といった保守業務の効率化が図られる。
【００４２】
　なお、本実施の形態に係る記憶デバイス制御装置１００のチャネル制御部１乃至４（１
１０）は、後述するように、一体的にユニット化された回路基板上に形成されたハードウ
ェアおよびこのハードウェアにより実行されるオペレーティングシステム（以下、OSと記
す）やこのOS上で動作するアプリケーションプログラム、あるいはこのハードウェアによ
り実行される実行可能オブジェクトコードなどのソフトウェアにより実現される。このよ
うに本実施例の記憶装置システム６００では、従来ハードウェアの一部として実装されて
きた機能がソフトウェアにより実現されている。このため、本実施例の記憶装置システム
６００では柔軟性に富んだシステム運用が可能となり、多様で変化の激しいユーザニーズ
によりきめ細かなサービスを提供することが可能となる。
【００４３】
　情報処理装置３乃至４（２００）はSAN（Storage Area Network）５００を介して記憶
デバイス制御装置１００と接続されている。SAN５００は、記憶デバイス３００が提供す
る記憶領域におけるデータの管理単位であるブロックを単位として情報処理装置３乃至４
（２００）との間でデータの授受を行うためのネットワークである。SAN５００を介して
行われる情報処理装置３乃至４（２００）と記憶デバイス制御装置１００との間の通信は
、一般にファイバチャネルプロトコルに従って行われる。情報処理装置３乃至４からは、
記憶装置システム６００に対して、ファイバチャネルプロトコルに従ってブロック単位の
データアクセス要求（以下、ブロックアクセス要求と記す）が送信される。
【００４４】
　SAN５００にはSAN対応のバックアップデバイス９００が接続されている。SAN対応バッ
クアップデバイス９００は、SAN５００を介して記憶デバイス制御装置１００との間で通
信を行うことにより、記憶デバイス３００に記憶されているデータのバックアップデータ
を記憶する。
【００４５】
　情報処理装置５（２００）は、LAN４００やSAN500等のネットワークを介さずに記憶デ
バイス制御装置１００と接続されている。情報処理装置５（２００）としては例えばメイ
ンフレ－ムコンピュータとすることができる。情報処理装置５（２００）と記憶デバイス
制御装置１００との間の通信は、例えばFICON（Fibre Connection）（登録商標）やESCON
（Enterprise System Connection）（登録商標）、ACONARC（Advanced Connection Archi
tecture）（登録商標）、FIBARC（Fibre Connection Architecture）（登録商標）などの
通信プロトコルに従って行われる。情報処理装置５（２００）からは、記憶装置システム
６００に対して、これらの通信プロトコルに従ってブロックアクセス要求が送信される。
 
【００４６】
　記憶デバイス制御装置１００は、チャネル制御部７乃至８（１１０）により情報処理装
置５（２００）との間で通信を行う。以下、チャネル制御部７乃至８（１１０）をCHAと
記す。
【００４７】
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　SAN５００には記憶装置システム６００の設置場所（プライマリサイト）とは遠隔した
場所（セカンダリサイト）に設置される他の記憶装置システム６１０が接続している。記
憶装置システム６１０は、後述するレプリケーション又はリモートコピーの機能における
データの複製先の装置として利用される。なお、記憶装置システム６１０はSAN５００以
外にもATMなどの通信回線により記憶装置システム６００に接続していることもある。こ
の場合には例えばチャネル制御部１１０として上記通信回線を利用するためのインタフェ
ース（チャネルエクステンダ）を備えるチャネル制御部１１０が採用される。
（記憶デバイス）
　記憶デバイス３００は、多数のディスクドライブ（物理ディスク）を備えており、情報
処理装置２００に対して記憶領域を提供する。データは、ディスクドライブにより提供さ
れる物理的な記憶領域上に論理的に設定される記憶領域であるＬＵに記憶されている。デ
ィスクドライブとしては、例えばハードディスク装置やフレキシブルディスク装置、半導
体記憶装置等さまざまなものを用いることができる。なお、記憶デバイス３００は例えば
複数のディスクドライブによりディスクアレイを構成するようにすることもできる。この
場合、情報処理装置２００に対して提供される記憶領域は、ＲＡＩＤにより管理された複
数のディスクドライブにより提供されるようにすることもできる。
【００４８】
　記憶デバイス制御装置１００と記憶デバイス３００との間は図１のように直接に接続さ
れる形態とすることもできるし、ネットワークを介して接続するようにすることもできる
。さらに記憶デバイス３００は記憶デバイス制御装置１００と一体として構成されること
もできる。
【００４９】
　記憶デバイス３００に設定されるＬＵには、情報処理装置２００からアクセス可能なユ
ーザＬＵや、チャネル制御部１１０の制御のために使用されるシステムＬＵ等がある。シ
ステムＬＵにはＣＨＮ１１０で実行されるOSも格納される。また各ＬＵにはチャネル制御
部１１０が対応付けられている。これによりチャネル制御部１１０ごとにアクセス可能な
ＬＵが割り当てられている。また上記対応付けは、複数のチャネル制御部１１０で一つの
ＬＵを共有するようにすることもできる。なお以下において、ユーザＬＵやシステムＬＵ
をそれぞれユーザディスク、システムディスク等とも記す。
（記憶デバイス制御装置）
　記憶デバイス制御装置１００は、チャネル制御部１１０、共有メモリ１２０、キャッシ
ュメモリ１３０、ディスク制御部１４０、管理端末１６０及び接続部１５０を備える。
【００５０】
　チャネル制御部１１０は、情報処理装置２００との間で通信を行うための通信インタフ
ェースを備え、情報処理装置２００との間でデータ入出力コマンド等を授受する機能を備
える。例えばＣＨＮ１１０は情報処理装置１乃至３（２００）からのファイルアクセス要
求を受け付ける。これによる記憶装置システム６００はＮＡＳとしてのサービスを情報処
理装置１乃至３（２００）に提供することができる。またＣＨＦ１１０は情報処理装置３
乃至４（２００）からのファイバチャネルプロトコルに従ったブロックアクセス要求を受
け付ける。これにより記憶装置システム６００は高速アクセス可能なデータ記憶サービス
を情報処理装置３乃至４（２００）に対して提供することができる。またＣＨＡ１１０は
情報処理装置５（２００）からのＦＩＣＯＮやＥＳＣＯＮ、ＡＣＯＮＡＲＣ、ＦＩＢＥＲ
Ｃ等のプロトコルに従ったブロックアクセス要求を受け付ける。これにより記憶装置シス
テム６００は情報処理装置５（２００）のようなメインフレームコンピュータに対しても
データ記憶サービスを提供することができる。
【００５１】
　各チャネル制御部１１０は、管理端末１６０とともに内部ＬＡＮ１５１等の通信網で接
続されている。これによりチャネル制御部１１０に実行させるマイクロプログラム等を管
理端末１６０から送信しインストールすることが可能となっている。チャネル制御部１１
０の構成については後述する。
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【００５２】
　接続部１５０はチャネル制御部１１０、共有メモリ１２０、キャッシュメモリ１３０及
びディスク制御部１４０と接続されている。チャネル制御部１１０、共有メモリ１２０、
キャッシュメモリ１３０及びスク制御部１４０間でのデータやコマンドの授受は、接続部
１５０を介することにより行われる。接続部１５０は、例えば高速スイッチングによりデ
ータ伝送を行う超高速クロスバスイッチなどのスイッチ、又はバス等で構成される。チャ
ネル制御部１１０同士がスイッチで接続されていることで、個々のコンピュータ上で動作
するＮＡＳサーバがＬＡＮを通じて接続する従来の構成に比べてチャネル制御部１１０間
の通信パフォーマンスが大幅に向上している。また、これにより高速なファイル共有機能
や高速フェイルオーバなどが可能となる。
【００５３】
　共有メモリ１２０およびキャッシュメモリ１３０は、チャネル制御部１１０、
ディスク制御部１４０により共有される記憶メモリである。共有メモリ１２０は主に制御
情報やコマンド等を記憶する為に利用されるのに対し、キャッシュメモリ１３０は主にデ
ータを記憶するために利用される。
【００５４】
　例えば、あるチャネル制御部１１０が情報処理装置２００から受信したデータ入出力コ
マンドが書き込みコマンドであった場合には、当該チャネル制御部１１０は、書き込みコ
マンドを共有メモリ１２０に書き込むとともに、情報処理装置２００から受信した書き込
みデータをキャッシュメモリ１３０に書き込む。一方、ディスク制御部１４０は共有メモ
リ１２０を監視しており、共有メモリ１２０に書き込みコマンドが書き込まれたことを検
出すると、当該コマンドに従ってキャッシュメモリ１３０から書き込みデータを読み出し
て記憶デバイス３００に書き込む。
【００５５】
　また、例えば、あるチャネル制御部１１０が情報処理装置２００から受信したデータ入
出力コマンドが読み出しコマンドであった場合には、当該チャネル制御部１１０は、読み
出しコマンドを共有メモリ１２０に書き込むとともに、情報処理装置２００から読み出し
コマンドによって要求されたデータをキャッシュメモリ１３０から読み出す。仮に読み出
しコマンドによって要求されたデータがキャッシュメモリ１３０に書き込まれていなかっ
た場合、チャネル制御部１１０又はディスク制御部１４０は、読み出しコマンドによって
要求されたデータを記憶デバイス３００から読み出して、キャッシュメモリ１３０に書き
込む。
【００５６】
　なお、上記の本実施の形態においては、共有メモリ１２０及びキャッシュメモリ１３０
がチャネル制御部１１０及びディスク制御部１４０に対して独立に設けられていることに
ついて記載されているが、本実施の形態はこの場合に限られるものでなく、共有メモリ１
２０又はキャッシュメモリ１３０がチャネル制御部１１０及びディスク制御部１４０の各
々に分散されて設けられることも好ましい。この場合、接続部１５０は、分散された共有
メモリ又はキャッシュメモリを有するチャネル制御部１１０及びディスク制御部１４０を
相互に接続させることになる。
【００５７】
　ディスク制御部１４０は、記憶デバイス３００の制御を行う。例えば上述のように、チ
ャネル制御部１１０が情報処理装置２００から受信したデータ書き込みコマンドに従って
記憶デバイス３００へデータの書き込みを行う。また、チャネル制御部１１０により送信
された論理アドレス指定によるＬＵへのデータアクセス要求を、物理アドレス指定による
物理ディスクへのデータアクセス要求に変換する。記憶デバイス３００における物理ディ
スクがＲＡＩＤにより管理されている場合には、ＲＡＩＤ構成に従ったデータのアクセス
を行う。またディスク制御部１４０は、記憶デバイス３００に記憶されたデータの複製管
理の制御やバックアップ制御を行う。さらにディスク制御部１４０は、災害発生時のデー
タ消失防止（ディザスタリカバリ）などを目的として、プライマリサイトの記憶装置シス
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テム６００のデータの複製をセカンダリサイトに設置された他の記憶装置システム６１０
にも記憶する制御（レプリケーション機能、またはリモートコピー機能）なども行う。
【００５８】
　各ディスク制御部１４０は管理端末１６０とともに内部ＬＡＮ１５１等の通信網で接続
されており、相互に通信を行うことが可能である。これにより、ディスク制御部１４０に
実行させるマイクロプログラム等を管理端末１６０から送信しインストールすることが可
能となっている。ディスク制御部１４０の構成については後述する。
（管理端末）
　管理端末１６０は記憶装置システム６００を保守・管理するためのコンピュータである
。管理端末１６０を操作することにより、例えば記憶デバイス３００内の物理ディスク構
成の設定や、ＬＵの設定、チャネル制御部１１０において実行されるマイクロプログラム
のインストール等を行うことができる。ここで、記憶デバイス３００内の物理ディスク構
成の設定としては、例えば物理ディスクの増設や減設、ＲＡＩＤ構成の変更（ＲＡＩＤ１
からＲＡＩＤ５への変更等）等を行うことができる。さらに管理端末１６０からは、記憶
装置システム６００の動作状態の確認や故障部位の特定、チャネル制御部１１０で実行さ
れるOSのインストール等の作業を行うこともできる。また管理端末１６０はＬＡＮや電話
回線等で外部保守センタと接続されており、管理端末１６０を利用して記憶装置システム
６００の障害監視を行ったり、障害が発生した場合に迅速に対応することも可能である。
障害の発生は例えばＯＳやアプリケーションプログラム、ドライバソフトウェアなどから
通知される。この通知はＨＴＴＰプロトコルやＳＮＭＰ（Simple Network Management Pr
otocol）、電子メールなどにより行われる。これらの設定や制御は、管理端末１６０で動
作するＷｅｂサーバが提供するＷｅｂページをユーザインタフェースとしてオペレータな
どにより行われる。オペレータ等は、管理端末１６０を操作して障害監視する対象や内容
の設定、障害通知先の設定などを行うこともできる。
【００５９】
　管理端末１６０は記憶デバイス制御装置１００に内蔵されている形態とすることもでき
るし、外付けされている形態とすることもできる。また管理端末１６０は、記憶デバイス
制御装置１００及び記憶デバイス３００の保守・管理を専用に行うコンピュータとするこ
ともできるし、汎用のコンピュータに保守・管理機能を持たせたものとすることもできる
。
【００６０】
　管理端末１６０の構成を示すブロック図を図２に示す。
【００６１】
　管理端末１６０は、CPU１６１、メモリ１６２、ポート１６３、記録媒体読み取り装置
１６４、入力装置１６５、出力装置１６６及び記憶装置１６８を備える。
【００６２】
　CPU１６１は、管理端末１６０の全体の制御を司るもので、メモリ１６２に格納された
プログラム１６２ｃを実行することにより上記Webサーバとしての機能等を実現する。メ
モリ１６２には、物理ディスク管理テーブル１６２ａとLU管理テーブル１６２ｂとプログ
ラム１６２ｃとが記憶されている。
【００６３】
　物理ディスク管理テーブル１６２ａは、記憶デバイス３００に備えられる物理ディスク
（ディスクドライブ）を管理するためのテーブルである。物理ディスク管理テーブル１６
２ａを図３に示す。図３においては、記憶デバイス３００が備える多数の物理ディスクの
うち、ディスク番号＃００１乃至＃００６までが示されている。それぞれの物理ディスク
に対して、容量、ＲＡＩＤ構成、使用状況が示されている。
【００６４】
　ＬＵ管理テーブル１６２ｂは、上記物理ディスク上に論理的に設定されるＬＵを管理す
るためのテーブルである。ＬＵ管理テーブル１６２ｂを図４に示す。図４においては、記
憶デバイス３００上に設定される多数のＬＵのうち、ＬＵ番号＃１乃至＃３までが示され
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ている。それぞれのＬＵに対して、物理ディスク番号、容量、ＲＡＩＤ構成が示されてい
る。
【００６５】
　記憶媒体読取装置１６４は、記録媒体１６７に記録されているプログラムやデータを読
み取るための装置である。読み取られたプログラムやデータはメモリ１６２や記憶装置１
６８に格納される。従って、例えば記録媒体１６７に記録されたプログラム１６２ｃを、
記録媒体読取装置１６４を用いて記録媒体１６７から読み取って、目盛り１６２や記憶装
置１６８に格納するようにすることができる。記録媒体１６７としてはフレキシブルディ
スクやＣＤ－ＲＯＭ、半導体メモリ等を用いることができる。記録媒体読取装置１６２は
管理端末１６０に内蔵されている形態とすることもできる。記憶装置１６８は、例えばハ
ードディスク装置やフレキシブルディスク装置、半導体記憶装置等である。入力装置１６
５は、オペレータ等による管理端末１６０へのデータ入力等のために用いられる。入力装
置１６５としては例えばキーボードやマウス等が用いられる。出力装置１６６は、情報を
外部に出力するための装置である。出力装置１６６としては例えばディスプレイやプリン
タ等が用いられる。ポート１６３は内部ＬＡＮ１５１に接続されており、これにより管理
端末１６０はチャネル制御部１１０やディスク制御部１４０等と通信を行うことができる
。またポート１６３は、ＬＡＮ４００に接続するようにすることもできるし、電話回線に
接続するようにすることもできる。
（外観図）
　次に、本実施の形態に係る記憶装置システム６００の外観構成を図５に示す。
また、記憶デバイス制御装置１００の外観構成を図６に示す。
【００６６】
　図５に示すように、本実施の形態に係る記憶装置システム６００は記憶デバイス制御装
置１００および記憶デバイス３００がそれぞれの筐体に収められた形態をしている。記憶
デバイス制御装置１００の筐体の両側に記憶デバイス３００の筐体が配置されている。
【００６７】
　記憶デバイス制御装置１００は、正面中央部に管理端末１６０が備えられている。管理
端末１６０はカバーで覆われており、図６に示すようにカバーを開けることにより管理端
末１６０を使用することができる。なお図６に示した管理端末１６０はいわゆるノート型
パーソナルコンピュータの形態をしているが、どのような形態とすることも可能である。
【００６８】
　管理端末１６０の下部には、チャネル制御部１１０を装着するためのスロットが設けら
れている。各スロットにはチャネル制御部１１０のボードが装着される。本実施の形態に
係る記憶装置システム６００においては、例えばスロットは８つあり、図５および図６に
は８つのスロットにチャネル制御部１１０を装着するためのガイドレールが設けられてい
る。ガイドレールに沿ってチャネル制御部１１０をスロットに挿入することにより、チャ
ネル制御部１１０を記憶デバイス制御装置１００に装着することができる。また各スロッ
トに装着されたチャネル制御部１１０は、ガイドレールに沿って手前方向に引き抜くこと
により取り外すことができる。また各スロットの奥手方向正面部には、各チャネル制御部
１１０を記憶デバイス制御装置１００と電気的に接続するためのコネクタが設けられてい
る。チャネル制御部１１０には、ＣＨＮ、ＣＨＦ、ＣＨＡがあるが、いずれのチャネル制
御部１１０もサイズやコネクタの位置、コネクタのピン配列等に互換性をもたせているた
め、８つのスロットにはいずれのチャネル制御部１１０も装着することが可能である。従
って、例えば８つのスロット全てにＣＨＮ１１０を装着するようにすることもできる。ま
た例えば図１に示したように、４枚のＣＨＮ１１０と、２枚のＣＨＦ１１０と、２枚のＣ
ＨＡ１１０とを装着するようにすることもできる。チャネル制御部１１０を装着しないス
ロットを設けることもできる。
【００６９】
　なお、上述したように、チャネル制御部１１０は上記各スロットに装着可能なボード、
すなわち同一のユニットに形成された一つのユニットとして提供されるが、上記同一のユ
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ニットは複数枚数の基板から構成されているようにすることもできる。つまり、複数枚数
の基板から構成されていても、各基板が相互に接続されて一つのユニットとして構成され
、記憶デバイス制御装置１００のスロットに対して一体的に装着できる場合は、同一の回
路基板の概念に含まれる。
【００７０】
　ディスク制御部１４０や共有メモリ１２０等の、記憶デバイス制御装置１００を構成す
る他の装置については図５および図６には示されていないが、記憶デバイス制御装置１０
０の背面側当に装着されている。
【００７１】
　また記憶デバイス制御装置１００には、チャネル制御部１１０とらおから発生する熱を
放出するためのファン１７０が設けられている。ファン１７０は記憶デバイス制御装置１
００の上面部に設けられるほか、チャネル制御部１１０用スロットの上部にも設けられて
いる。
【００７２】
　ところで、筐体に収容されて構成される記憶デバイス制御装置１００および記憶デバイ
ス３００としては、例えばＳＡＮ製品として製品化されている従来構成の装置を利用する
ことができる。特に上記のようにＣＨＮのコネクタ形状を従来構成の筐体に設けられてい
るスロットにそのまま装着できる形状とすることとで従来構成の装置をより簡単に利用す
ることができる。つまり、本実施例の記憶装置システム６００は、既存の製品を利用する
ことで容易に構築することができる。
【００７３】
　さらに、本実施の形態によれば、記憶装置システム６００内にＣＨＮ１１０、
ＣＨＦ１１０、ＣＨＡ１１０を混在させて装着させることにより、異種ネットワークに接
続される記憶装置システムを実現できる。具体的には、記憶装置システム６００は、ＣＨ
Ｎ１１０を用いてＬＡＮ１４０に接続し、かつＣＨＦ１１０を用いてＳＡＮ５００に接続
するという、ＳＡＮ－ＮＡＳ統合記憶装置システムである。
（チャネル制御部）
　本実施の形態に係る記憶装置システム６００は、上述の通りＣＨＮ１１０により情報処
理装置１乃至３（２００）からのファイルアクセス要求を受け付け、ＮＡＳとしてのサー
ビスを情報処理装置１乃至３（２００）に提供する。
【００７４】
　ＣＨＮ１１０のハードウェア構成を図７に示す。この図に示すようにＣＨＮ１１０のハ
ードウェアは一つのユニットで構成される。以下、このユニットのことをＮＡＳボードと
記す。ＮＡＳボードは一枚もしくは複数枚の回路基板を含んで構成される。より具体的に
は、ＮＡＳボードは、ネットワークインタフェース部１１１、入出力制御部１１４、ボー
ド接続用コネクタ１１６、通信コネクタ１１７及びファイルサーバ部８００を備え、これ
らが同一のユニットに形成されて構成されている。さらに、入出力制御部１１４は、ＮＶ
ＲＡＭ（Non Volatile RAM）１１５及びＩ／Ｏ（Input/Output）プロセッサ１１９を有す
る。
【００７５】
　ネットワークインタフェース部１１１は、情報処理装置２００との間で通信を行うため
の通信インタフェースを備えている。ＣＨＮ１１０の場合は、例えばＴＣＰ／ＩＰプロト
コルに従って情報処理装置２００から送信されたファイルアクセス要求を受信する。通信
コネクタ１１７は、情報処理装置２００との間で通信を行うためのコネクタである。ＣＨ
Ｎ１１０の場合は、ＬＡＮ４００に接続可能なコネクタであり、例えばイーサネット（登
録商標）に対応している。
【００７６】
　ファイルサーバ部８００は、ＣＰＵ１１２、メモリ１１３、ＢＩＯＳ（Basic Input/Ou
tput System）８０１及びＮＶＲＡＭ８０４を有する。ＣＰＵ１１２は、ＣＨＮ１１０を
ＮＡＳボードとして機能させるための制御を司る。ＣＰＵ１１２は、ＮＦＳ又はＣＩＦＳ
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等のファイル共有プロトコル及びＴＣＰ／ＩＰの制御、ファイル指定されたファイルアク
セス要求の解析、メモリ１１３内の制御情報へのファイル単位のデータと記憶デバイス３
００内のＬＵとの変換テーブル（図示せず）を用いた相互変換、記憶デバイス３００内の
ＬＵに対するデータ書き込み又は読み出し要求の生成、データ書き込み又は読み出し要求
のＩ／Ｏプロセッサ１１９への送信等を処理する。ＢＩＯＳ８０１は、例えばＣＨＮ１１
０に電源が投入された際に、ＣＰＵ１１２を起動する過程で最初にメモリ１１３にロード
され実行されるソフトウェアであり、例えばフラッシュメモリなどの不揮発性の媒体に保
存されてＣＨＮ１１０上に実装されている。ＣＰＵ１１２は、ＢＩＯＳ８０１からメモリ
１１３上に読み込まれたソフトウェアを実行することにより、ＣＨＮ２１上のＣＰＵ１１
２が関係する部分の初期化、診断などを行うことができる。さらに、ＣＰＵ１１２は、Ｂ
ＩＯＳ８０１からＩ／Ｏプロセッサ１１９にコマンドなどの指示を発行することにより、
記憶デバイス３００から所定のプログラム、例えばＯＳのブート部などをメモリ１１３に
読み込むことができる。読み込まれたＯＳのブート部は、さらに記憶デバイス３００に格
納されているＯＳの主要部分をメモリ１１３に読み込む動作をし、これによりＣＰＵ１１
２上でＯＳが起動され、例えばファイルサーバとしての処理が実行できるようになる。ま
た、ファイルサーバ部８００は、ＰＸＥ（Preboot eXecution Environment）などの規約
にしたがうネットワークブートローダを格納するＮＶＲＡＭ８０４を実装し、後述するネ
ットワークブートを行わせることも可能である。
【００７７】
　メモリ１１３にはさまざまなプログラムやデータが記憶される。例えば図８に示すメタ
データ７３０やロックテーブル７２０、また図１４に示されるNASマネージャ７０６等の
各種プログラムが記憶される。メタデータ７３０は、ファイルシステムが管理しているフ
ァイルに対応させて生成される情報である。メタデータ７３０には例えばファイルのデー
タが記憶されているLU上のアドレスやデータサイズなど、ファイルの保管場所を特定する
ための情報が含まれる。メタデ－タ７３０にはファイルの容量、所有者、更新時刻等の情
報が含まれることもある。また、メタデータ７３０はファイルだけでなくディレクトリに
対応させて生成されることもある。メタデータ７３０の例を図９に示す。メタデータ７３
０は記憶デバイス３００上の各LUにも記憶されている。
【００７８】
　ロックテーブル７２０は、情報処理装置１乃至３（２００）からのファイルアクセスに
対して排他制御を行うためのテーブルである。排他制御を行うことにより情報処理装置１
乃至３（２００）でファイルを共用することができる。ロックテーブル７２０を図１０に
示す。図１０に示すようにロックテーブル７２０には、ファイルロックテーブル７２１と
LUロックテーブル７２２とがある。ファイルロックテーブル７２１は、ファイルごとにロ
ックが掛けられているか否かを示すためのテーブルである。いずれかの情報処理装置２０
０によりあるファイルがオープンされている場合に当該ファイルにロックが掛けられる。
ロックが掛けられたファイルに対する他の情報処理装置２００によるアクセスは禁止され
る。LUロックテーブル７２２は、LUごとにロックが掛けられているか否かを示すためのテ
ーブルである。いずれかの情報処理装置２００により、あるLUに対するアクセスが行われ
ている場合に当該LUにロックが掛けられる。ロックが掛けられたLUに対する他の情報処理
装置２００によるアクセスは禁止される。
【００７９】
　入出力制御部１１４は、ディスク制御部１４０キャッシュメモリ１３０、共有メモリ１
２０及び管理端末１６０との間でデータやコマンドの授受を行う。入出力制御部１１４は
Ｉ／Ｏプロセッサ１１９及びＮＶＲＡＭ１１５を備えている。Ｉ／Ｏプロセッサ１１９は
例えば１チップのマイコンで構成される。Ｉ／Ｏプロセッサ１１９は、記憶デバイス３０
０内のＬＵに対するデータ書き込み又は読み出し要求やデータの授受を制御し、ＣＰＵ１
１２とディスク制御部１４０との間の通信を中継する。ＮＶＲＡＭ１１５はＩ／Ｏプロセ
ッサ１１９の制御を司るプログラムを格納する不揮発性メモリである。ＮＶＲＡＭ１１５
に記憶されるプログラムの内容は、管理端末１６０や、後述するＮＡＳマネージャ７０６
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からの指示により書き込みや書き換えを行うことができる。
【００８０】
　図１１は、ＣＨＮ１１０上のＣＰＵ１１２とＩ／Ｏプロセッサ１１９との通信経路につ
いて具体的に示す。Ｉ／Ｏプロセッサ１１９と、ＣＰＵ１１２は、ＣＨＮ１１０上に実装
された通信メモリ８０２、ハードウェアレジスタ群８０３で物理的に接続されている。通
信メモリ８０２およびハードウェアレジスタ群８０３は、それぞれＣＰＵ１１２およびＩ
／Ｏプロセッサ１１９のいずれからもアクセスが可能である。ハードウェアレジスタ群８
０３は、ＣＰＵ１１２に対して電源を投入又は切断する回路に接続される。これにより、
Ｉ／Ｏプロセッサ１１９は、ハードウェアレジスタ群８０３にアクセスすることによって
、ハードウェアレジスタ群８０３を介してＣＰＵ１１２の電源を操作することが可能とな
る。ハードウェアレジスタ群８０３は、必要に応じて、ＣＰＵ１１２あるいはＩ／Ｏプロ
セッサ１１９がハードウェアレジスタ群８０３にアクセスを行った際に、アクセス対象の
相手先に割り込み信号などを生成して、アクセスが行われたことを通知する等の複数の機
能を有する。これら複数の機能は、ハードウェアレジスタ群８０３を構成する各レジスタ
にそれぞれハードウェア的に割り当てられる。
【００８１】
　図１２は、ＣＰＵ１１２とＩ／Ｏプロセッサ１１９とを、内部ＬＡＮ１５１によって接
続しているハードウェア構成図である。このように、ＣＰＵ１１２とＩ／Ｏプロセッサ１
１９とは、ともに内部ＬＡＮ１５１によっても接続されており、内部ＬＡＮ１５１を介し
て管理端末１６０との通信が可能である。これにより、例えば、ＣＰＵ１１２は、ＮＶＲ
ＡＭ８０４に予め格納されているネットワークブートローダを実行することにより、管理
端末１６０から起動用のソフトウェアをメモリ１１３にダウンロードし、起動用のソフト
ウェアを実行することができる。これによって例えば、管理端末１６０をサーバとし、Ｃ
ＰＵ１１２をクライアントとするネットワークブートプロセスが実行される。なお、ネッ
トワークブートは、例えばＰＸＥなどの規約に従い、クライアント上のネットワークブー
トローダと管理端末１６０上で動作するサーバとが、ＩＰプロトコル、ＤＨＣＰ、ＴＦＴ
Ｐ、ＦＴＰなどのプロトコルを組み合わせることにより、ＬＡＮ上の管理端末１６０に存
在するＯＳのブートイメージを起動及び実行する方法である。
【００８２】
　図１３は、ディスク制御部１４０のハードウェア構成を示すブロック図である。既に述
べた通り、ディスク制御部は、記憶デバイス３００に接続されるとともに接続部１５０を
介してＣＨＮ１１２に接続され、ディスク制御部１４０独自で、又はＣＨＮ１１２によっ
て制御されることにより、記憶デバイス３００に対してデータの読み書きを行う。
【００８３】
　ディスク制御部１４０は、インタフェース部１４１、メモリ１４３、ＣＰＵ１４２、Ｎ
ＶＲＡＭ１４４及びボード接続用コネクタ１４５を備え、これらが一体的なユニットとし
て形成されている。
【００８４】
　インタフェース部１４１は、接続部１５０を介してチャネル制御部１１０等と通信を行
うための通信インタフェース、記憶デバイス３００と通信を行うための通信インタフェー
ス、内部ＬＡＮ１５１を介して管理端末１６０と通信を行うための通信インタフェースを
備えている。
【００８５】
　ＣＰＵ１４２は、ディスク制御部１４０全体の制御を司るとともに、チャネル制御部１
１０や記憶デバイス３００、管理端末１６０との間の通信を行う。メモリ１４３やＮＶＲ
ＡＭ１４４に格納された各種プログラムを実行することにより本実施の形態に係るディス
ク制御部１４０の機能が実現される。ディスク制御部１４０により実現される機能として
は、記憶デバイス３００の制御やＲＡＩＤ制御、記憶デバイス３００に記憶されたデータ
の複製管理やバックアップ制御、リモートコピー制御等である。
【００８６】
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　ＮＶＲＡＭ１４４はＣＰＵ１４２の制御を司るプログラムを格納する不揮発性メモリで
ある。ＮＶＲＡＭ１４４に記憶されるプログラムの内容は、管理端末１６０や、ＮＡＳマ
ネージャ７０６からの指示により書き込みや書き換えを行うことができる。
【００８７】
　またディスク制御部１４０はボード接続用コネクタ１４５を備えている。ボード接続用
コネクタ１４５が記憶デバイス制御装置１００側のコネクタと接続することにより、ディ
スク制御部１４０は、記憶デバイス制御装置１００と電気的に接続される。
（ソフトウェア構成図）
　図１４は、本実施の形態に係る記憶装置システム６００におけるソフトウェア構成図で
ある。既に述べたように、CHN１１０上には、CPU１１２およびI/Oプロセッサ１１９が存
在する。CPU１１２およびI/Oプロセッサ１１９は、それぞれ１つずつであってもよいし、
それぞれ複数存在してもよい。CPU１１２上では、OS７０１とNASマネージャ７０６等の多
様なアプリケーションとが実行されることにより、CPU１１２はNASサーバとして動作する
。Ｉ／Ｏプロセッサ１１９上では、コントローラとしてのマイクロプログラムが動作して
いる。ディスク制御部１４０では、ＲＡＩＤ制御部７４０がＣＰＵ１４２上で動作してい
る。管理端末１６０の上では、ＣＰＵ１６１がネットブートサーバ７０３として動作する
。ネットブートサーバ７０３は、記録媒体１６７又は記憶装置１６８等から内部ＬＡＮ１
５１を介して、ミニカーネル７０４、ＯＳイメージ７０５等をＣＨＮ１１０上のＣＰＵ１
１２に転送する。ネットブートサーバ７０３は、例えば、ＤＨＣＰ（Dynamic Host Confi
guration Protocol）サーバなどを有し、ＣＰＵ１１２、ＣＰＵ１６１及びＩ／Ｏプロセ
ッサ１１９にＩＰアドレス又はＭＡＣアドレスを割り当てる等して、管理端末１６０とＣ
ＰＵ１１２、ＣＰＵ１６１及びＩ／Ｏプロセッサ１１９との間の転送を行う。ネットブー
トを行うとき、例えば、ＣＰＵ１１２は、クライアントとして、ネットブートサーバ７０
３に対してＤＨＣＰ要求及びファイル転送要求等を要求する。ＣＰＵ１１２は、ネットブ
ートの手順を経て、ＣＰＵ１１２上でミニカーネル７０４を動作させることになる。最終
的に、ＣＰＵ１１２は、Ｉ／Ｏプロセッサ１１９を経由してＯＳイメージ７０５を記憶デ
バイス３００にインストールさせる。
【００８８】
　なお、図１４は、情報処理装置２００のソフトウェア構成についても明示してある。情
報処理装置２００は、ＮＦＳ（Network File System）７１１を有するもの、又はＣＩＦ
Ｓ（Common Internet File System）７１３を有するものが存在する。ＮＦＳ７１１は、
主にＵＮＩＸ（登録商標）系のオペーティングシステム７１４によって用いられるファイ
ル共有プロトコルであり、ＣＩＦＳ７１３は、主にＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）系のOS７
１５によって用いられるファイル共有プロトコルである。
（記憶装置システムのシステム領域）
　図１５は、情報処理装置２００内部における、ソフトウェアや情報の格納領域を示して
いる。ＣＰＵ１１２のソフトウェアは、ネットワークインストールなどによって記憶デバ
イス３００に格納されている。ここで記憶デバイスをＬＵ（Logical Unit）１からＬＵ６
で表す。ここでＣＨＮ１のＣＰＵ１１２のソフトウェアがＬＵ１に格納され、ＣＨＮ２の
ＣＰＵ１１２のソフトウェアがＬＵ４に格納されているものとする。ＬＵ２はＣＨＮ１の
情報格納エリアとして予約されており、ＬＵ５はＣＨＮ２の情報格納エリアとして予約さ
れている。またＬＵ３は、ＣＨＮ１のＣＰＵ１１２のソフトウェアと、ＣＨＮ２のＣＰＵ
１１２のソフトウェアが連携して動作するために必要な情報を格納する共有ＬＵである。
さらにＬＵ６は、ＬＵ３の情報をバックアップするための共有ＬＵバックアップＬＵであ
る。
【００８９】
　ＩＯプロセッサ１１９は、ＣＰＵ１１２からの指示を受けるか、管理端末１６０からの
指示を受けることによって、共有ＬＵから共有ＬＵバックアップへのデータ転送を行うこ
とができる。また、ディスク制御部１４０が共有ＬＵから共有ＬＵバックアップへのデー
タ転送を独自に行うこともできる。
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【００９０】
　これにより、ＬＵ３の情報を使って例えばＣＨＮ１とＣＨＮ２との間でフェイルオーバ
などのオペレーションを行おうとした際、ＬＵ３が使用不能であった場合に、ＬＵ３の情
報を使用する替わりにＬＵ６の情報を使用することによって、問題なくフェイルオーバ動
作を続行することができる。
【００９１】
　さらに、ＩＯプロセッサ１１９は、ＣＰＵ１１２からの指示を受けるか、管理端末１６
０からの指示を受けることによって、ＬＵ１からＬＵ４へ、ＬＵ５からＬＵ２へと、互い
に異なるＣＨＮの情報格納エリアに対して、ＣＰＵ１１２のソフトウェアをバックアップ
することもできる。これにより例えばＣＨＮ１のＣＰＵ１１２のソフトウェア格納領域が
使用不能になった場合に、ＬＵ１を保守員が交換した後に、ＣＨＮ１のソフトウェアはイ
ンストールされていない状態に戻ってしまうが、ＣＨＮ２のＣＰＵから指示を行うことに
よって、ＬＵ４からソフトウェアを復元することができる。
【００９２】
　（記憶装置システムのデータアクセス方式）
　一般に、オペレーティングシステムから見て記憶装置上のデータに対するアクセス方式
には２種類がある。ひとつはファイルシステムを使用したアクセスであり、もう一つはフ
ァイルシステムを使用しないアクセスである。オペレーティングシステムは、システムコ
ールと呼ばれる方法などにより、ファイルシステムを使用することなくデータへのアクセ
スを行うこともできる。ファイルシステムを使用しないアクセスは、記憶装置上のデータ
の位置を直接指定してアクセスすることになる。記憶装置上のデータの位置を直接指定し
てアクセスする場合、特段の処理を施さない場合は、複数のオペレーティングシステムか
ら同時に同じ位置へのアクセスが発生した場合排他を行うことが出来ないため、オペレー
ティングシステム同士、あるいは複数のコントローラマイクロプログラム間、あるいは複
数のディスク制御部間で何らかの手段でお互いに排他制御を行う必要がある。
【００９３】
　ファイルシステムとは、記憶装置上のデータに対する管理の方式、あるいは記憶装置上
のデータを管理するソフトウェア、あるいは記憶装置上に格納された、記憶装置上のデー
タの管理情報などを指す一般的な用語である。通常オペレーティングシステムはファイル
システムを使用してデータにアクセスを行う。ファイルシステムのソフトウェアはデータ
の排他制御機能を通常実装しているため、複数のオペレーティングシステムが記憶装置上
の同じ領域にあるデータを同時にアクセスしようとした場合でも、互いのファイルシステ
ムの排他制御によってデータが保全される。ファイルシステムを用いてデータを管理する
場合には、記憶装置上の領域に対してファイルシステムを定義し、定義したファイルシス
テムをオペレーティングシステムの管理用情報として登録したのちにファイルシステムに
対してアクセス要求を行う必要がある。一般にファイルシステムの定義はファイルシステ
ムの作成、ファイルシステムの登録はファイルシステムのマウントなどと呼ばれる。ファ
イルシステムは任意のタイミングで、オペレーティングシステムからの指示によりマウン
トを行ったり、マウントを取り消したりできる。マウントの取り消しはアンマウントとい
う。
【００９４】
　通常、コントローラマイクロプログラムに対してＩ／Ｏなどの指示を直接行うのは、Ｃ
ＰＵで動作しているＩ／Ｏドライバである。オペレーティングシステムは通常ファイルシ
ステムソフトウェアを使用して、Ｉ／Ｏドライバに対して、コントローラマイクロプログ
ラムに向かって命令を発行するように要求する。この場合のアクセスはファイルシステム
アクセスとなり、排他制御や、データの物理的格納位置についてはファイルシステムが管
理する。また、オペレーティングシステムはファイルシステムソフトウェアを使用せずに
、直接Ｉ／Ｏドライバに対して、コントローラマイクロプログラムに向かって命令を発行
するように要求することもできる。この場合、データの位置や排他を管理するファイルシ
ステムを使用しないため、オペレーティングシステムは何らかの手段でデータの位置を管



(23) JP 4400913 B2 2010.1.20

10

20

30

40

50

理し、排他制御などを独自に行う必要がある。いずれの場合でも、コントローラマイクロ
プログラムから見ると、データの位置情報、転送サイズなどが指定された状態の要求がＩ
／Ｏドライバから発行されてくることになる。これは、コントローラマイクロプログラム
の立場からは、ＣＰＵからの要求がファイルシステムを使用したものか、そうでないのか
の判断ができないことを意味する。
（ＣＨＮの動作方式）
　本記憶装置において、高い可用性を保証するために、複数のＣＨＮがひとつの組となっ
て、互いに補完しあいながら動作することが可能である。これら複数のＣＨＮによって作
られる動作の単位をクラスタと呼ぶ。あるクラスタに属するＣＨＮは、ユーザデータの格
納されているＬＵへのパスを共有し、ユーザがクライアントからどのＣＨＮに対して要求
を発行しても、適切なＬＵへのアクセスができる状態になっている。ただしパスの定義は
記憶装置システムのコントローラマイクロプログラムが認識する情報であるため、オペレ
ーティングシステムが当該ＬＵへアクセスするためには、通常はファイルシステムを使用
しマウントを行う必要がある。パスが定義されていないとコントローラマイクロプログラ
ムからオペレーティングシステムに対し当該ＬＵの存在が伝達されないため、マウントも
行えないが、パスが定義されていることによって、オペレーティングシステムがコントロ
ーラマイクロプログラムに対して問い合わせを行った際に、コントローラマイクロプログ
ラムが当該ＬＵの存在をオペレーティングシステムに伝達することができる。すなわち、
オペレーティングシステムが当該ＬＵにアクセスするためには、まずコントローラマイク
ロプログラムから当該ＬＵへのアクセスパスを定義し、オペレーティングシステムがコン
トローラマイクロプログラムに対して使用可能なデバイスの問い合わせを行った際に当該
ＬＵの存在がコントローラマイクロプログラムから報告される必要があり、さらに、使用
可能として報告されているデバイスの中から、オペレーティングシステムは最小で一つ、
最大で報告されているデバイス全てについて、ファイルシステムの作成を行い、さらにそ
のファイルシステムをマウントすることによって実現される。ここでファイルシステムの
作成とは、オペレーティングシステムが、当該デバイスに対して、ファイル名やディレク
トリ名を指定してデータアクセスを行うことができるよう、ファイルやディレクトリの構
造を定義し、その構造に対するアクセスのルールを定義し、これらの情報をシステム領域
とデータ領域双方に記憶することを言う。本システムの場合システム領域はシステムＬＵ
内に存在し、データ領域はユーザＬＵ内に存在する。オペレーティングシステムは、この
ルールに従ってファイルやディレクトリ構造を操作することによって、データにアクセス
する。このアクセス方式をファイルシステムアクセスという。
【００９５】
　（記憶装置システムの記憶装置に対するデータアクセス方法）
　図１６は、情報処理装置２００において共有ＬＵを複数のパーティションに分割し、そ
れぞれを複製する様子を論理ブロック図で示している。
【００９６】
　共有ＬＵは４個のパーティションに分割されており、同容量の共有ＬＵバックアップＬ
Ｕも同じ容量ずつの４個のパーティションに分割されている。これらの設定は、ＣＨＮに
オペレーティングシステムをインストールする際、管理端末１６０からの設定で共有ＬＵ
および共有ＬＵバックアップＬＵの初期化を行うよう指示することにより達成される。
（記憶装置システムのバックアップＬＵ）
次に、実際に共有ＬＵをバックアップする際の手順を、ＣＨＮ１およびＣＨＮ５が共用し
ている共有ＬＵのパーティション部分のバックアップの例を用いて説明する。共有ＬＵは
共有ＬＵ３１１乃至３１４の４つのパーティションに分割される。パーティションの分割
は、オペレーティングシステムの定義によって行われ、オペレーティングシステムからの
アクセスによってのみ意味を持つ。共有ＬＵ３１１乃至３１４と、共有ＬＵのバックアッ
プ３２１乃至３２４は、それぞれＣＨＮ１およびＣＨＮ５からパスが定義されている。こ
れは、ＣＨＮ１のコントローラと、ＣＨＮ５のコントローラから、共有ＬＵ３１１乃至３
１４と、共有ＬＵのバックアップ３２１乃至３２４にアクセスができることを意味する。
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この段階で、ＣＨＮ１あるいはＣＨＮ５のオペレーティングシステムから、データブロッ
クアクセス指示をＣＨＮ１、ＣＨＮ５のコントローラに対して発行することによって、共
有ＬＵ３１１乃至３１４と、共有ＬＵのバックアップ３２１乃至３２４に対してデータの
読み込み、あるいは書き出しの操作ができることを意味する。さらに、もしＣＨＮ１ある
いはＣＨＮ５のオペレーティングシステムから共有ＬＵ３１１乃至３１４、共有ＬＵのバ
ックアップ３２１乃至３２４に対してファイルシステムを作成している場合、当該ファイ
ルシステムをＣＨＮ１あるいはＣＨＮ５からマウントすれば、オペレーティングシステム
は、共有ＬＵ３１１乃至３１４、共有ＬＵのバックアップ３２１乃至３２４に対して、フ
ァイルシステムを使用してデータの読み込み、書き出しを行うことができることになる。
ここでは、ファイルシステムを使用したデータの読み込み、書き出しを行う例について述
べる。ＣＨＮ１、ＣＨＮ２、ＣＨＮ３，ＣＨＮ５，ＣＨＮ６，ＣＨＮ７は、それぞれ自分
が装着されているスロットの位置によって、アクセスするべきパーティションの位置を決
定し、オペレーティングシステムはそれによって自分がアクセスするべき共有ＬＵ３１１
乃至３１４と、共有ＬＵのバックアップ３２１乃至３２４の場所を判定する。この例では
、ＣＨＮ１およびＣＨＮ５は、共有ＬＵ３１１と、共有ＬＵのバックアップ３２１に対し
てアクセスすることが決定される。ＣＨＮ１およびＣＨＮ５は、共有ＬＵ３１２乃至３１
４と、共有ＬＵ３２２乃至３２４に対しては、オペレーティングシステムとしてはアクセ
スを行わない。
【００９７】
　（バックアップＬＵの定義）
　まず初めに、各ＣＨＮは、それぞれ独自の共有ＬＵ３１１乃至３１４を持つ。
共有ＬＵ３１１乃至３１４、共有ＬＵのバックアップ３２１乃至３２４については、あら
かじめ管理端末１６０からアクセスパスを定義しておく。ＣＨＮが複数存在する場合は、
すべてのＣＨＮに対して、これらの共有ＬＵ乃至３１１乃至３１４、共有ＬＵのバックア
ップ３２１乃至３２４へのアクセスパスを定義しておく。
【００９８】
　次に、システムに一番初めにＮＡＳを導入する際に、最初にＣＨＮを実装するタイミン
グで、オペレーティングシステムを管理端末１６０からネットワークインストールする。
この際、ネットワークインストールの作業の一環として、インストールプログラムによっ
て、共有ＬＵ３１１乃至３１４、共有ＬＵのバックアップ３２１乃至３２４の初期化を行
う。またこの際に、共有ＬＵを共有ＬＵ３１１乃至３２４、共有ＬＵのバックアップを共
有ＬＵのバックアップ３２１乃至３２４というようにパーティションに分割し、それらの
情報を共有ＬＵに記憶させる。その作業が完了したのちに、オペレーティングシステムを
、オペレーティングシステム用ＬＵに管理端末１６０よりネットワークインストールする
。
【００９９】
　以降、ＣＨＮを実装する際には、それぞれのＣＨＮに対応するオペレーティングシステ
ム用ＬＵを順次初期化し、オペレーティングシステムをネットワークインストールしてい
くが、共有ＬＵ３１１乃至３１４、および共有ＬＵのバックアップ３２１乃至３２４につ
いては、既に一度初期化してあるため以降は初期化しない。
【０１００】
　（共有ＬＵの用途）
　共有ＬＵ３１１に格納されるデータは、たとえばＣＨＮ間で処理の引継ぎを行う際の引
き継ぎデータなどが格納される。ＣＨＮ１は、処理を行っている際に、ＣＨＮのＩＰアド
レス等のクライアントからのアクセスに必要な情報、クライアント情報や動作アプリケー
ション情報、オペレーションシステム上のサービスやデーモンの動作状態などの処理情報
を共有ＬＵ３１１に格納する。もしＣＨＮ１がハードウェア障害やソフトウェア障害など
で使用不能になった場合、これをハートビート機能などでＣＨＮ５が検知すると、共有Ｌ
Ｕ３１１に格納されている上記の情報を元に、ＣＨＮ１が行っていた処理を肩代わりし実
行する。これにより、ＣＨＮ１にアクセスしていたクライアントは、引き続きＣＨＮ５に
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アクセスすることにより処理を継続できる。この動作をフェイルオーバという。
（共有ＬＵのバックアップの必要性）
　共有ＬＵ３１１は、通常ＲＡＩＤシステムなどにより、物理的なハードディスクが１台
故障しても動作が継続できるように設計されているが、予めＲＡＩＤとして用意された冗
長度を超えた深刻度の故障が発生した場合などは、共有ＬＵ３１１は使用不能となる。こ
の場合、さらにＣＨＮ１が故障した場合には、ＣＨＮ５が処理を引き継ぐための情報を取
得することができなくなる。このため共有ＬＵ３１１のデータを、共有ＬＵのバックアッ
プ３２１にコピーする必要が生じる。
（共有ＬＵのバックアップ方式）
　共有ＬＵのバックアップには、例えばオペレーティングシステム上の汎用コマンドによ
って、コピーを行うことが考えられる。この場合、デバイスレベルでブロック単位でコピ
ーを行うコマンドや、ファイル名を指定することによってファイル単位でコピーを行うコ
マンドなどがある。このコマンドを、ネットワーク上に存在するクライアントワークステ
ーションやパーソナルコンピュータなどからオペレーティングシステムにログインし、端
末を表示させて端末上で入力することにより、オペレーティングシステムに実行させるこ
とによってバックアップを実行する。これらのコマンドは、例えばオペレーティングシス
テムがＵＮＩＸ（登録商標）である場合は、ファイル単位のコピーであればcpコマンド、
またデバイス指定のブロック単位でのコピーであればddコマンドなどが挙げられる。
【０１０１】
　また、一般的にオペレーティングシステムの設定により、これらのコマンドを定期的に
実行するように指定することができる。これにより共有ＬＵを定期的にバックアップする
ことができる。さらに、管理端末１６０からなどの指示によって、ディスク制御部１４０
が持つディスクコピー機能を利用して、ＣＨＮのオペレーティングシステムやコントロー
ラマイクロプログラムとは無関係に、共有ＬＵ全体を共有ＬＵバックアップにコピーする
ことも可能である。また、指示を契機にコピーを行うのではなく、ＣＨＮ１が初めから共
有ＬＵ３１１と共有ＬＵバックアップ３２１に同時に共有データを書き込むことにより、
共有ＬＵ３１１または共有ＬＵバックアップ３２１が使用不能になった場合に残りの情報
を使用してＣＨＮ５にフェイルオーバをさせることも可能である。
【０１０２】
　　（バックアップデータの使用）
　バックアップされたデータを使用する手順を以下に示す。
【０１０３】
　共有ＬＵ３１１に障害が発生し、フェイルオーバなどの動作が出来なくなった場合、記
憶装置システムに装備されている通報機能により保守員やシステム管理者に通報が行われ
る。保守員または管理者は、管理端末などより、共有ＬＵバックアップ３２１上で、存在
するファイルシステムをマウントする。その後、通常の処理をする。フェイルオーバが必
要な場合は、共有ＬＵバックアップ３２１上の情報を使用する。ついで保守員は障害が発
生したドライブを交換するなどし、あたらしい共有ＬＵ３１１が準備できたら、再度ドラ
イブを初期化し、共有ＬＵバックアップ３２１から共有ＬＵ３１１に対し、バックアップ
を作成するのと同じ手段で逆方向にコピーする。
【０１０４】
　（バックアップデータの格納先）
　上記実施の形態では、バックアップは同一記憶装置内の別ＬＵに作成したが、オペレー
ティングシステムからアクセスできる外部テープドライブなどに、ＮＤＭＰプロトコルな
どを使用してバックアップしてもよい。また、ＣＨＦ１を経由して、ＳＡＮ上のバックア
ップデバイスに対してバックアップしてもよい。さらに記憶装置のリモートコピー機能を
利用して、別の記憶装置内へコピーしてもよい。
【０１０５】
　次に、これらの処理手順を図に従って説明する。
【０１０６】
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　図１７は、初めてＮＡＳをシステムに導入する際に、共有ＬＵを初期化し、オペレーテ
ィングシステムをシステム用ＬＵへインストールし、パーティションを作成するまでの手
順を示している。図１８は、ＣＨＮがフェイルオーバするときの手順を示している。図１
９は共有ＬＵをバックアップし、共有ＬＵが使用不能になった場合に共有ＬＵバックアッ
プの情報を用いてＣＨＮがフェイルオーバするときの手順を示している。
【０１０７】
　まず図１７について説明する。図１７の順番１から８までは、共有ＬＵおよび共有ＬＵ
バックアップをシステムとしてＣＨＮ１およびＣＨＮ５から認識できるようにするための
パス定義の手順である。次いで、図１７の順番９から２４までは、オペレーティングシス
テムをシステム用ＬＵにインストールしながら、インストールソフトウェアによって共有
ＬＵおよび共有ＬＵバックアップを初期化する手順を示している。
【０１０８】
　システム管理者または保守員は、管理端末１６０から論理レベルでの共有ＬＵの初期化
を指示する（図１７-順番１）。これにより共有ＬＵは、ディスクアレイとして論理的に
初期化される（図１７－順番２）。この状態では共有ＬＵは、パスが定義されればＩ／Ｏ
プロセッサ１１９からは読み書きが可能な状態になっているが、オペレーティングシステ
ムからの認識はまだできる状態にはなっていない。ついでシステム管理者または保守員は
、管理端末１６０から論理レベルでの共有ＬＵバックアップの初期化を指示する（図１７
－順番３）。これにより共有ＬＵバックアップは、ディスクアレイとして論理的に初期化
される（図１７－順番４）。その後システム管理者または保守員は、管理端末１６０から
共有ＬＵへのパス定義指示を行う（図１７－順番５）。これにより、ＣＨＮ１およびＣＨ
Ｎ５と共有ＬＵとが関連付けられ、ＣＨＮ１およびＣＨＮ５に属するＩ／Ｏプロセッサ１
１９は、共有ＬＵに対してアクセスすることが可能となる（図１７－順番６）。さらにシ
ステム管理者または保守員は、管理端末１６０から共有ＬＵバックアップへのパス定義指
示を行う（図１７－順番７）。これにより、ＣＨＮ１およびＣＨＮ５に属するＩ／Ｏプロ
セッサ１１９は、共有ＬＵバックアップに対してアクセスすることが可能となる（図１７
－順番８）。こののちシステム管理者は、オペレーティングシステムのインストール指示
を行う。
【０１０９】
　まずシステム管理者または保守員は、オペレーティングシステムをＣＨＮ１にインスト
ールするよう、管理端末１６０から指示を発行する（図１７－順番９）。これによりＣＨ
Ｎ１のオペレーティングシステムのインストールが開始される（図１７－順番１０）。イ
ンストールソフトウェアは、ＣＰＵ１１２上にロードされた後動作を開始し、他にこれま
でＣＨＮが存在せず、当該インストール動作がシステムで初めてのものであることを検出
すると、共有ＬＵをオペレーティングシステムで使用可能となるようにオペレーティング
システムレベルでの初期化を行う（図１７－順番１１）。この初期化指示は実際にはＩ／
Ｏプロセッサ１１９を通じて行われる。またこの際、クラスタ毎に共有ＬＵの所定の部分
を使用することを予めソフトウェア的に決定してある場合は、インストールソフトウェア
は、各クラスタが使用すべき共有ＬＵの所定領域を割り当てるために、共有ＬＵの領域を
分割する。この処理をパーティション作成という（図１７－順番１１）。これにより共有
ＬＵは、Ｉ／Ｏプロセッサからのみならず、オペレーティングシステムからのアクセスが
可能なように初期化され、かつそれぞれのクラスタに属するオペレーティングシステムが
それぞれ独自の領域にアクセスができるようにパーティションに分割される（図１７－順
番１２）。同様に、インストールソフトウェアは、共有ＬＵバックアップについてもオペ
レーティングシステムレベルでの初期化指示、パーティション分割指示を行い（図１７－
順番１３）、共有ＬＵバックアップは各クラスタに属するオペレーティングシステムから
アクセス可能なように初期化され、パーティションに分割される（図１７－順番１４）。
【０１１０】
　インストールソフトウェアは、引き続いて共有ＬＵの所定領域に、ファイルシステムを
作成する（図１７－順番１５）。これはＣＨＮ１およびＣＨＮ５から共用されるものであ
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るために、ＣＨＮ１側で一旦作成されると、ＣＨＮ５からは改めて作成する必要はない。
この手順により共有ＬＵ上には、ＣＨＮ１およびＣＨＮ５から、オペレーティングシステ
ムがファイルシステムとしてアクセス可能な情報が作成される（図１７－順番１６）。同
様に、インストールソフトウェアは、共有ＬＵバックアップ上にファイルシステムを作成
し（図１７－順番１７）、共有ＬＵバックアップ上には、ＣＨＮ１およびＣＨＮ５からオ
ペレーティングシステムがファイルシステムとしてアクセス可能な情報が作成される（図
１７－順番１８）。
【０１１１】
　その後インストールソフトウェアは、ＣＨＮ１のオペレーティングシステムを格納する
ＬＵ領域に対しオペレーティングシステムのインストールを行い、それが完了すると管理
端末に対してＣＨＮ１へのオペレーティングシステムのインストールが完了したことを通
知する（図１７－順番１９）。管理端末１６０ではこの完了通知を受領すると（図１７－
順番２０）、終了したことを示すメッセージを端末画面に出力する。システム管理者また
は保守員は当該メッセージを確認したのち、こんどはＣＨＮ５に対して同様にオペレーテ
ィングシステムのインストール指示を行う（図１７－順番２１）。ＣＨＮ５ではインスト
ールソフトウェアが実行され、オペレーティングシステムのネットワークインストールが
開始される（図１７－順番２２）。ただし、ここでは、既にＣＨＮ１がシステムにインス
トール済みであるため、共有ＬＵや共有ＬＵバックアップの初期化は行わない。インスト
ールソフトウェアは、ＣＨＮ５のオペレーティングシステムを格納するＬＵ領域に対しオ
ペレーティングシステムのインストールを行い、それが完了すると管理端末に対してＣＨ
Ｎ５へのオペレーティングシステムのインストールが完了したことを通知する（図１７－
順番２３）。管理端末１６０ではこの完了通知を受領すると（図１７－順番２４）、終了
したことを示すメッセージを端末画面に出力する。これによって、システムへのオペレー
ティングシステムのインストールと、共有ＬＵおよび共有ＬＵバックアップの初期化、パ
ーティション作成が完了する。
【０１１２】
　なお、本実施例では、最初にオペレーティングシステムをインストールするＣＨＮ１上
で動作するインストールソフトウェアが、他のＣＨＮの使用するパーティションについて
もすべて初期化を行ったが、そうではなくＣＨＮ１からはＣＨＮ１の使用する領域のみの
初期化を行い、各ＣＨＮ上でオペレーティングシステムをインストールするタイミングで
、それぞれ関連する領域を初期化する方法としてもよい。またＣＨＮ毎の領域は、ある一
つの共有ＬＵ内のパーティション毎に分ける形式にしたが、そうではなくＣＨＮ毎に共有
ＬＵを独自に割り当て、各共有ＬＵに他のＣＨＮからもパスを定義しアクセスが可能とす
ることで情報を共有する形式としてもよい。
【０１１３】
　次に、図１８について説明する。
【０１１４】
　図１８は、ＣＨＮ１のオペレーティングシステムが続行不能になった場合に、その業務
をＣＨＮ５が引き継ぐ手順について述べている。
【０１１５】
　まず、本手順ではＣＨＮ５のオペレーティングシステムは、ＣＨＮ１の障害発生（図１
８－順番１０）までのいずれかの時点で動作していればよいが、本実施例では、説明を簡
単にするため、ＣＨＮ１での動作説明をする前の時点から動作しているものとして扱う（
図１８－順番１）。
【０１１６】
　ＣＨＮ１上で動作しているオペレーティングシステムは、ＣＨＮ１から使用する共有Ｌ
Ｕのファイルシステムをマウントする（図１８－順番２）。このファイルシステムは、例
えば図１７－順番１５で作成したファイルシステムである。マウントが完了すると、オペ
レーティングシステムが当該ファイルシステムに対して、データの読み書きを行うことが
できるようになる（図１８－順番３）。こののちオペレーティングシステムは通常のクラ
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イアントに対するファイルサービスなどの処理を開始する（図１８－順番４）。
【０１１７】
　通常処理の間、ＣＨＮ１のオペレーティングシステムは共有ＬＵに対して、もしもＣＨ
Ｎ１が動作続行不能に陥った場合に、ＣＨＮ５がクライアントに対するファイルサービス
などを肩代わりして再開できるような、引継ぎ情報を共有ＬＵに書き込む（図１８－順番
５）。この書き込みは本実施例ではファイルシステムによる書き込みである。ファイルシ
ステムを使用せず、たとえばブロックアクセスによって書き込む場合は、他のＣＨＮから
の書き込みと競合した場合の排他処理などを行う必要がある。また、引継ぎ情報は、クラ
イアントのＩＰアドレスなどの情報、システム管理者や一般ユーザを含むユーザ情報、オ
ペレーティングシステム上で動作しているサービスの動作情報、デーモンの動作情報など
、あるいはユーザＬＵや共有ＬＵ、ファイルシステムをＣＨＮ１、ＣＨＮのどちらが使用
しているかと行った情報、ファイルシステムがどのＬＵを使っているかと言う情報、ＣＨ
Ｎ１やＣＨＮ５がクライアントに対して提供しているＩＰアドレスの情報などが含まれる
。この引継ぎ情報の書き込みは、定期的あるいは必要情報に変更があった時点で、オペレ
ーティングシステム自身の判断で共有ＬＵに書き込まれる（図１８－順番７、図１８－順
番９）。あるいは、管理端末１６０からの指示などによって、ユーザが共有ＬＵに対して
引継ぎ情報を書き込ませるようにしてもよい。
【０１１８】
　これとは別に、ＣＨＮ５上で動作しているオペレーティングシステムは、ＣＨＮ１が引
き続き動作しているかどうかを定期的に監視している（図１８－順番６、図１８－順番８
、図１８－順番１１）。
【０１１９】
　ここでＣＨＮ１側に何らかの障害が発生し、クライアントへのサービスが中断した（図
１８－順番１０）とする。このとき、ＣＨＮ５上で動作しているオペレーティングシステ
ムからの動作監視（図１８－順番１１）は、ＣＨＮ１で障害が発生したことを検出する（
図１８－順番１２）。すると、ＣＨＮ５上で動作しているオペレーティングシステムは、
共有ＬＵ上のファイルシステムを自らマウントする（図１８－順番１３）。マウントが完
了する（図１８－順番１４）と、ＣＨＮ５のオペレーティングシステムは、それまでＣＨ
Ｎ１のオペレーティングシステムが使用していた引継ぎ情報にアクセスすることが可能と
なる。ＣＨＮ５のオペレーティングシステムは、この引継ぎ情報を用いて、クライアント
に対して自らがあたかもＣＨＮ１であるかのごとく振るまい、サービスを再開することが
可能となる（図１８－順番１５）。
【０１２０】
　なお、図１８の実施例ではＣＨＮ１が通常処理系、ＣＨＮ５が待機系という役割でフェ
イルオーバを行う例を挙げた。この例はいわゆるアクティブ－スタンバイと呼ばれる動作
形式であるが、この他にも、ＣＨＮ１とＣＨＮ５双方が通常処理系の、いわゆるアクティ
ブ－アクティブの形態を取ることもできる。その場合は各ＣＨＮ毎に個別のファイルシス
テムを作成し、ＣＨＮの障害時には互いに相手が使用しているファイルシステムをマウン
トすることとしてもよい。また共有ＬＵへの情報格納はファイルシステム形式ではなく、
論理アドレス形式にして、各ＣＨＮ毎に予めデータ格納エリアを論理アドレス毎に割り当
てておく方式としてもよい。アクティブ－アクティブ形式の場合は、図１８で示したよう
な引継ぎ情報の書き込みや、ＣＨＮの動作状態の監視を相互に行うこととなる。
【０１２１】
　次に、図１９について説明する。
【０１２２】
　図１９は共有ＬＵをバックアップし、共有ＬＵが使用不能になった場合に共有ＬＵバッ
クアップの情報を用いてＣＨＮがフェイルオーバするときの手順を示している。
【０１２３】
　図１８と同様、ＣＨＮ１で障害が発生した場合に処理を引き継ぐ役割のＣＨＮ５につい
ては、当初から通常処理を開始しているものとする（図１９－順番１）。また、図１８と
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同様、本図の例はアクティブ－スタンバイの形式の例であるが、ＣＨＮ１とＣＨＮ５の役
割を入れ替え、双方が行うことにすればアクティブ－アクティブの形態として運用するこ
とも可能である。
【０１２４】
　ＣＨＮ１上で動作しているオペレーティングシステムは、ＣＨＮ１から使用する共有Ｌ
Ｕのファイルシステムをマウントする（図１９－順番２）。このファイルシステムは、例
えば図１７－順番１５で作成したファイルシステムである。マウントが完了すると、オペ
レーティングシステムが当該ファイルシステムに対して、データの読み書きを行うことが
できるようになる（図１９－順番３）。こののちオペレーティングシステムは通常のクラ
イアントに対するファイルサービスなどの処理を開始する（図１９－順番４）。
【０１２５】
　通常処理の間、ＣＨＮ１のオペレーティングシステムは共有ＬＵに対して、もしもＣＨ
Ｎ１が動作続行不能に陥った場合に、ＣＨＮ５がクライアントに対するファイルサービス
などを肩代わりして再開できるような、引継ぎ情報を共有ＬＵに書き込む（図１９－順番
５）。この書き込みは本実施例ではファイルシステムによる書き込みである。ファイルシ
ステムを使用せず、たとえばブロックアクセスによって書き込む場合は、他のＣＨＮから
の書き込みと競合した場合の排他処理などを行う必要がある。また、引継ぎ情報は、クラ
イアントのＩＰアドレスなどの情報、システム管理者や一般ユーザを含むユーザ情報、オ
ペレーティングシステム上で動作しているサービスの動作情報、デーモンの動作情報など
、あるいはユーザＬＵや共有ＬＵ、ファイルシステムをＣＨＮ１、ＣＨＮのどちらが使用
しているかと行った情報、ファイルシステムがどのＬＵを使っているかと言う情報、ＣＨ
Ｎ１やＣＨＮ５がクライアントに対して提供しているＩＰアドレスの情報などが含まれる
。この引継ぎ情報の書き込みは、定期的あるいは必要情報に変更があった時点で、オペレ
ーティングシステム自身の判断で共有ＬＵに書き込まれる（図１９－順番７）。あるいは
、管理端末１６０からの指示などによって、ユーザが共有ＬＵに対して引継ぎ情報を書き
込ませるようにしてもよい。
【０１２６】
　これとは別に、ＣＨＮ５上で動作しているオペレーティングシステムは、ＣＨＮ１が引
き続き動作しているかどうかを定期的に監視している（図１９－順番６、図１９－順番１
６）。
【０１２７】
　ＣＨＮ１のオペレーティングシステムからはいつでも、ＯＳのコピーコマンドにより、
ＣＨＮ１およびＣＨＮ５で使用する共有ＬＵの領域をバックアップすることができる（図
１９－順番８）。これは例えば、ＬＡＮ４００上の情報処理装置２００上で動作するＵＮ
ＩＸオペレーティングシステム７１４や、Ｗｉｎｄｏｗｓオペレーティングシステム７１
５から、ＣＰＵ１１２上で動作しているオペレーティングシステム７０２にログインし、
オペレーティングシステム７０２が汎用に提供しているコピーコマンドを使用してもよい
。オペレーティングシステム７０２がＵＮＩＸである場合には、たとえばこのコマンドは
cpというコマンドとなる。ファイルシステムを使用せず、ＬＵデバイスを指定して直接デ
ータをブロック単位でコピーする場合には、このコマンドは例えばddというコマンドとな
る。また、ＬＡＮ４００上の情報処理装置２００上で動作するＵＮＩＸオペレーティング
システム７１４や、Ｗｉｎｄｏｗｓオペレーティングシステム７１５から、ＣＰＵ１１２
上で動作しているＮＡＳマネージャ等のアプリケーション７０６にログインし、アプリケ
ーションの機能を用いてコピーしてもよい。あるいは管理端末１６０からこれらオペレー
ティングシステムやアプリケーションにログインしてコピー機能を実行してもよいし、管
理端末１６０からディスク制御部１４０に指示を発行することにより、ディスク制御部が
独自にコピーをおこなってもよい。更に、Ｉ／Ｏプロセッサ１１９上のコントローラマイ
クロプログラム、ＣＰＵ１１２上のＮＡＳマネージャ等のアプリケーション、ＣＰＵ１１
２上のオペレーティングシステム、ディスク制御部１４０上のＲＡＩＤ制御部７４０やＣ
ＰＵ１４２がシステム状態を監視し、たとえばシステムに対するデータ転送負荷の割合が
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一定値より低く、コピーを実行したとしてもクライアントに対するサービスに性能低下な
どの著しい悪影響を及ぼさないと判断した時点で、自動的にこれらのコマンドを起動およ
び実行させ、バックアップを行うようにしてもよい。
【０１２８】
　本実施例では、オペレーティングシステムが汎用に提供しているcpコマンドを情報処理
端末２００からログインして使うものとする。これにより、共有ＬＵ上のＣＨＮ１および
ＣＨＮ５用の領域は共有ＬＵバックアップの対応する領域にコピーされる（図１９－順番
９、図１９－順番１０）。
【０１２９】
　また、バックアップを同一ディスクアレイ装置内の共有ＬＵバックアップ３２１乃至３
２４に対してではなく、外部バックアップデバイス９００や、外部記憶装置システム６１
０に対して作成してもよい。ここでは、ＮＤＭＰ（Network Data Management Protocol）
を用いて、ＳＡＮ経由でテープデバイス９００に対して、ＣＨＮ１およびＣＨＮ５用の共
有ＬＵ領域をバックアップする方法を示す（図１９－順番１１）。これによりデータは外
部バックアップデバイスにバックアップされる（図１９－順番１２、図１９－順番１３）
。なお、外部記憶装置システム６１０に対して共有ＬＵをバックアップした場合、その情
報を用いて外部記憶装置システム６１０においてクライアントに対するサービスを引き継
ぐことも考えられる。この場合はクライアントに対するサービスのみならず、クライアン
トがアクセスしていたユーザデータそのものもリモートコピー機能などを用いて外部記憶
装置システム６１０に同期しておく必要がある。
【０１３０】
　ここで、共有ＬＵが障害などにより使用不能になったとする（図１９－順番１４）。こ
の時点では、特にクライアントに対するファイルサービスに影響は発生しないが、ここで
更にＣＨＮ１が何らかの障害が発生し（図１９－順番１５）、フェイルオーバが必要にな
った場合に、図１８－順番１３のようなＣＨＮ５からの引継ぎ情報の取得が不可能となる
。実際には、ＣＨＮ５上のオペレーティングシステムはＣＨＮ１の障害発生を検出すると
（図１９－順番１７）、共有ＬＵのファイルシステムのマウント指示を行う（図１９－順
番１８）が、このマウント操作は共有ＬＵが使用不能であるため失敗する（図１９－順番
１９）。この共有ＬＵのマウント失敗を検出すると、ＣＨＮ５のオペレーティングシステ
ムは、共有ＬＵのバックアップにあるファイルシステムをマウントするように指示する（
図１９－順番２０）。これにより共有ＬＵのバックアップにあるファイルシステムに対し
て、ＣＨＮ５のオペレーティングシステムが読み書きを行うことができるようになる（図
１９－順番２１）。その後、ＣＨＮ５のオペレーティングシステムは、共有ＬＵのバック
アップの引継ぎ情報を元に、クライアントに対してＣＨＮ１のファイルサービスなどの業
務を再開することが可能となる（図１９－順番２２）。
【０１３１】
　この後、例えば物理的なデバイスの交換などによって共有ＬＵが再び使用可能となった
場合は、デバイス交換の契機などによって共有ＬＵを再び初期化し、図１９－順番８など
の手順を共有ＬＵのバックアップから共有ＬＵに対して実行することにより、再度共有Ｌ
Ｕに引継ぎ情報を書き戻すこともできる。
【０１３２】
　以上本実施の形態について説明したが、上記実施の形態は本発明の理解を容易にするた
めのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。本発明はその趣旨を逸
脱することなく変更、改良され得るとともに、本発明にはその等価物等も含まれる。
【図面の簡単な説明】
【０１３３】
【図１】本実施の形態に係る記憶装置システムの全体構成を示すブロック図である。
【図２】本実施の形態に係る管理端末の構成を示すブロック図である。
【図３】本実施の形態に係る物理ディスク管理テーブルを示す図である。
【図４】本実施の形態に係るＬＵ管理テーブルを示す図である。
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【図５】本実施の形態に係る記憶装置システムの外観構成を示す図である。
【図６】本実施の形態に係る記憶デバイス制御装置の外観構成を示す図である。
【図７】本実施の形態に係るＣＨＮのハードウェア構成を示す図である。
【図８】本実施の形態に係るメモリに記憶されるデータの内容を説明するための図である
。
【図９】本実施の形態に係るメタデータを示す図である。
【図１０】本実施の形態に係るロックデータを示す図である。
【図１１】本実施の形態に係るＣＨＮ上のＣＰＵとＩ／Ｏプロセッサとの通信経路を示す
図である。
【図１２】本実施の形態に係るＣＨＮ上の内部ＬＡＮを介したハードウェア構成を示す図
である。
【図１３】本実施の形態に係るディスク制御部を示す図である。
【図１４】本実施の形態に係る記憶装置システムのソフトウェア構成図である。
【図１５】本実施の形態に係るオペレーティングシステム用ＬＵ、共有ＬＵの論理構成を
示す図である。
【図１６】本実施の形態に係る共有ＬＵをパーティション毎に分けてバックアップする場
合の論理構成を示す図である。
【図１７】本実施の形態に係る共有ＬＵを初期化しパーティションごとに分ける手順を示
す図である。
【図１８】本実施の形態に係る共有ＬＵに格納した情報を用いてＣＨＮがフェイルオーバ
する手順を示す図である。
【図１９】本実施の形態に係る共有ＬＵをバックアップする手順、および共有ＬＵが使用
不能になった場合に共有ＬＵバックアップの情報を用いてＣＨＮがフェイルオーバする手
順を示す図である。
【符号の説明】
【０１３４】
１００　記憶デバイス制御装置
１１０　チャネル制御部
１１１　ネットワークインタフェース部
１１２　ＣＰＵ
１１３　メモリ
１１４　入出力制御部
１１５　ＮＶＲＡＭ
１１６　ボード接続用コネクタ
１１７　通信コネクタ
１１８　回路基板
１１９　Ｉ／Ｏプロセッサ
１２０　共有メモリ
１３０　キャッシュメモリ
１４０　ディスク制御部
１５０　接続部
１５１　内部ＬＡＮ
１６０　管理端末
６００　記憶装置システム
８０１　ＢＩＯＳ
８０２　通信メモリ
８０３　ハードウェアレジスタ群
８０４　ＮＶＲＡＭ
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