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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のネットワーク接続型ストレージとバックアップ装置が相互接続されたバックアッ
プシステムであって、
　各ネットワーク接続型ストレージは１つ以上のボリュームを有し、各ボリュームはファ
イルシステムを有するものであり、
　前記バックアップ装置は少なくとも１台のホスト計算機が前記１つ以上のボリューム上
に格納したデータのバックアップを行うものであり、
　各ネットワーク接続型ストレージは前記バックアップ装置からのバックアップ要求に応
じて対象となるボリュームを複製し、複製されたボリュームのファイルリストを前記バッ
クアップ装置に送り、
　前記バックアップ装置は前記ファイルリストを参照してバックアップすべき各ファイル
を該当するネットワーク接続型ストレージに要求し、
　当該ネットワーク接続型ストレージは要求された各ファイルを送出し、
　前記バックアップ装置は送出された各ファイルを受け取って記憶媒体に保管する、こと
を特徴とするバックアップシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載のバックアップシステムであって、
　前記バックアップ装置からの前記バックアップ要求は、各ネットワーク接続型ストレー
ジ内の前記ファイルシステムを安全に停止させ、ボリュームの複製を行わせ、そして、フ
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ァイルシステムを回復させる、ことを特徴とするバックアップシステム。
【請求項３】
　複数のネットワーク接続型ストレージとバックアップ装置が相互接続されたバックアッ
プシステムであって、
　各ネットワーク接続型ストレージは１つ以上のボリュームを有し、各ボリュームはファ
イルシステムを有するものであり、
　前記バックアップ装置は少なくとも１台のホスト計算機が前記１つ以上のボリューム上
に格納したデータのバックアップを行うものであり、
　各ネットワーク接続型ストレージは前記バックアップ装置からのバックアップ要求に応
じて対象となるボリュームを複製し、
　前記バックアップ装置は前記複製されたボリュームのファイルシステムのファイルリス
トを該当するネットワーク接続型ストレージを介して参照して、当該ボリュームのデータ
のバックアップをファイル単位で行う、ことを特徴とするバックアップシステム。
【請求項４】
　請求項３におけるバックアップシステムにおいて、
　前記バックアップ装置におけるファイル単位でのデータのバックアップは、
　前記バックアップ装置が該当するネットワーク接続型ストレージのファイルシステムに
アクセスしてファイルの管理情報を参照してバックアップすべきファイルを該ネットワー
ク接続型ストレージに要求し、
　当該ネットワーク接続型ストレージが要求された各ファイルを送出し、
　前記バックアップ装置が、送出された各ファイルを受け取って記憶媒体に保管する、こ
とを含むものであることを特徴とするバックアップシステム。
【請求項５】
　請求項３又は４に記載のバックアップシステムであって、
　前記バックアップ装置からの前記バックアップ要求は、要求されたネットワーク接続型
ストレージ内の前記ファイルシステムを安全に停止させ、ボリュームの複製を行わせ、そ
して、ファイルシステムを回復させる、ことを特徴とするバックアップシステム。
【請求項６】
　請求項４に記載のバックアップシステムであって、
　前記バックアップ装置は、各ネットワーク接続型ストレージの前記ボリュームのファイ
ルシステム内のファイルへアクセスする際に、ファイルが保管されているボリューム情報
と論理的な物理アドレスを含むファイルの管理情報を第１のネットワークを経由して入手
し、当該ボリュームのデータを前記第１のネットワークよりも高速な第２のネットワーク
を経由して参照することを特徴とするバックアップシステム。
【請求項７】
　請求項６に記載のバックアップシステムであって、
　前記ファイルへのアクセスは、ファイルのオープン、ファイル内のデータの読み込み、
ファイル内のデータの書き込み、ファイル名の検索を含む、ことを特徴とするバックアッ
プシステム。
【請求項８】
　請求項３に記載のバックアップシステムであって、
　前記バックアップ装置は、各ネットワーク接続型ストレージ内に複製されたボリューム
のファイルシステムを共有可能なファイルシステム部を有し、該ファイルシステム部によ
ってバックアップするファイルがリストされる、ことを特徴とするバックアップシステム
。
【請求項９】
　請求項１又は３に記載のバックアップシステムであって、
　各ネットワーク接続型ストレージは、前記バックアップ要求に応じて対象となるボリュ
ームを複製した後、複製されたボリュームのボリューム名を書き換えて別ボリュームとし
て前記ファイルリストに登録する、ことを特徴するバックアップシステム。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はネットワーク接続型ストレージ内のファイルのバックアップを行う装置に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
磁気ディスク記憶装置は計算機装置から得られたデータを保管する。これらのデータを事
故、災害、故障から守るために計算機装置を用いて磁気テープ装置へデータの転送を行う
。これらのデータ保護手順を一般に「バックアップ」と呼ぶ。通常バックアップでは、オ
ペレータが手作業によるバックアップ元のデバイスとバックアップ先のバックアップ装置
(テープドライブ、あるいはテープライブラリ装置)を指定し、ある時間にバックアップ処
理を起動して、データを磁気テープなどのバックアップデバイスにコピーする。これを発
展させて、ある時間に定期的に特定のデバイス上のデータをバックアップする処理をシェ
ルスクリプトなどで記述し、バッチ的に実行する方法もある。
【０００３】
また近年、複数のホスト計算機と複数の記憶装置とを相互に接続し、いわゆる１つのネッ
トワークにまとめる動きが盛んになっている。これを一般に、複数の計算機をイーサネッ
ト(Ethernet)などのネットワークで接続したLAN(Local Area
Network)に対する言葉でSAN (Storage Area Network)と呼ぶ。
【０００４】
SANは通常ファイバチャネル(Fibre Channel)という光ケーブルないし銅線の伝送路を用い
て計算機と記憶装置を接続する。この場合の大きな利点は、複数の計算機から記憶装置を
共通にアクセスできる環境を提供できることである。例えば複数の計算機のもつデータを
バックアップする場合、バックアップ装置も複数の計算機から共有できるので、複数の計
算機のデータを1台のバックアップ装置でバックアップできる。計算機・磁気ディスク装
置の台数が多いシステム構成の場合、バックアップ装置としてテープライブラリ装置、高
速なテープ装置が用いられることが多いが、複数のホスト計算機からバックアップ装置を
共有できるので、システム構築のコストを削減できる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ストレージエリアネットワークの登場により、バックアップ装置を共有する環境が増えて
きたが、ネットワーク接続型ストレージの場合、内部に独自ファイルシステムを有するた
め、ファイルシステムが存在するボリュームを直接参照する場合にファイル単位でのバッ
クアップは行えず、ボリューム単位でバックアップを行ってきた。また、オンライン中に
高速なバックアップを行うためには、ストレージをストレージエリアネットワーク等の高
速なＩ／Ｏバスに接続する必要がある。
【０００６】
本発明の目的は、ネットワーク接続型ストレージ内の独自ファイルシステムのファイルを
ストレージエリアネットワーク等のＩ／Ｏバスに接続し、同ネットワークに接続されたバ
ックアップサーバによってファイル単位でバックアップするバックアップシステムを提供
することある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明のバックアップシステムでは、少なくとも1台のネットワーク接続型ストレージ、
少なくとも1台のバックアップサーバもしくはホストが少なくとも１つのネットワークで
相互接続された構成をとる。ネットワーク接続型ストレージはボリュームを複製する機構
を有し、ボリュームをオンライン中に複製し、分割することでオンライン中におけるバッ
クアップがネットワーク経由で行える機構備える。
【０００８】
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さらに、ネットワーク接続型ストレージは、自らのファイルシステムの管理を行い、これ
らのファイルシステムを外部のバックアップサーバもしくはホストから第二のネットワー
クから参照できる機構を有する。
【０００９】
【発明の実施の形態】
本発明の第一の実施の形態では、バックアップシステムは、図１に示すようにネットワー
ク接続型ストレージ１００とバックアップサーバ２００から構成され、ネットワーク接続
型ストレージの独自ファイルシステムを稼動中に安全な状態で停止し、ボリュームの複製
を作成し、その複製からバックアップする。また、本発明のバックアップシステムでは、
複製ボリュームを用いてリストアを行なう。
図１に、本発明を適用したバックアップシステムの構成例を示す。バックアップシステム
は、ネットワーク接続型ストレージ１００とバックアップサーバ２００で構成し、ネット
ワーク接続型ストレージ１００とバックアップサーバ２００はＬＡＮ３００に接続される
。本実施例では、ネットワーク接続型ストレージ１００とバックアップサーバ２００は1
台だけであるが、複数台用いてもよい。
【００１０】
ネットワーク接続型ストレージ１００は、ＬＡＮ３００と接続するためのネットワークイ
ンターフェイス(Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉ／Ｆ)１１０、ユーザのデータを記録するための正ボ
リューム１２０、後述のバックアップとリストアで利用する副ボリューム１３０、そして
、これらのシステムを制御するための制御部１４０から構成される。ネットワーク接続型
ストレージ１００は、各装置を動作させるために、ＣＰＵ、メモリ、ＯＳ、ＦＳ内のファ
イルをアクセスするためのＮＦＳやＣＩＦＳ等のネットワークファイルプロトコル等を有
するが、本実施例の発明に直接関係しないので省略する。
【００１１】
ＬＡＮ３００は、本実施例では、Ｇｉｇａｂｉｔ　Ｅｔｈｅｒｎｅｔを使用するが、１０
０ＢａｓｅＴ、ＡＴＭ、ＦＤＤＩ等のネットワークを使用してもよい。
【００１２】
制御部１４０は、バックアップサーバ２００からの制御を受けるエージェント部１４１、
ファイルシステムの一貫性保証を行うと同時にボリュームを安全に複製する手順を実施す
る命令部１４２、正ボリューム１２０と副ボリューム１３０のボリューム構成を管理する
の論理ボリューム管理部１４３、正ボリューム１２０と副ボリューム１３０との間での複
製を制御するミラー制御部１４４、そして、ユーザのファイルを容易にかつ高速に保管す
るためのファイルシステム部（ＦＳ部）１４５を備える。このＦＳ部１４５には、ファイ
ルシステムのファイル情報を保管するメタデータの一貫性の保証を行うための機能を備え
る。
【００１３】
バックアップサーバ２００は、ＬＡＮ３００に接続するためのネットワークインターフェ
イス（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉ／Ｆ）２１０、ネットワーク接続型ストレージ１００内のファ
イルをバックアップ時に制御するバックアップ制御部２２０、テープの動作を決定するテ
ープ制御部２３０、そして、テープ装置４００を接続するための入出力インターフェイス
（Ｉ／Ｆ）２４０から構成される。テープ装置４００とバックアップサーバ２００との間
を接続するための入出力インターフェイス２４０は、本実施例ではＦｉｂｒｅ　Ｃｈａｎ
ｎｅｌを利用するが、ＳＣＳＩ、ＲＳ２３２Ｃ等のような、テープ装置と接続して、テー
プ装置を制御し、データ転送が可能なインターフェイスを使用してもよい。
【００１４】
バックアップサーバ２００は、各種部位を動作するために、ＣＰＵ、メモリ、ＯＳを有す
るが、本実施例とは直接に関係しないため、省略する。なお、図１中の実線はデータの流
れを示し、破線は、制御の流れを示す。テープ装置４００は、入出力インターフェイス（
Ｉ／Ｆ）２４０を介してバックアップサーバ２００に接続されている。本実施例では、単
体のテープ装置を利用しているが、テープサイロを使用してもよい。
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【００１５】
本発明のシステムは、バックアップサーバ２００からネットワーク接続ストレージ１００
を呼び出し、バックアップもしくはリストアの動作を行う。図２は、その動作を示す。本
実施例では、バックアップ制御部２２０はバックアップサーバ２００内で動作し、エージ
ェント部１４１はネットワーク接続型ストレージ１００内で動作する。まず、バックアッ
プ制御部２２０は、エージェント部１４１に後述する準備動作を要求する（１１０１）。
【００１６】
エージェント部１４１はバックアップ制御部２２０の要求に従い、後述する準備処理をす
る（１１０２）。この準備処理では、正ボリューム１１０のバックアップ時にＦＳの一貫
性が保証できた状態にある副ボリューム１３０にＦＳの複製を作成して、リストア時には
リストアを行うための新規のＦＳを作成した副ボリューム１３０を提供する。準備処理後
、バックアップ制御部２２０は、後述する主処理として実際のバックアップもしくはリス
トアの処理を行う（１１０３）。主処理が終了後、エージェント部１４１は、使用した副
ボリューム１３０のアンマウント等の後述する終了処理を行う（１１０４）。
【００１７】
ネットワーク接続型ストレージ１００は、正ボリューム１２０から副ボリューム１３０へ
複製を作成する際に、より短期間に複製を作成するために正ボリューム１２０の更新分を
副ボリューム１３０へ適用し、迅速に複製を作成する機構を備えている。この機構を十分
に活用するためには、予め正ボリューム１２０と副ボリューム１３０との間でボリューム
の複製を行い、ボリュームの内容を一致させなければならない。この状態を、本ネットワ
ーク接続型ストレージ１００では初期状態と呼ぶ。
【００１８】
図３はミラー制御部１４４が行なう初期状態の設定の処理である。この処理は、電源起動
時もしくは再スタート時に、動作する処理である。処理手順を図３を用いて説明する。正
ボリューム１２０の複製を作るために、正ボリューム１２０から副ボリューム１３０へ複
製を作成する（１３０１）。複製処理終了後、複製処理を解除する（１３０２）。そして
、副ボリューム１３０のボリューム構成情報を削除する（１３０３）。この処理は、ボリ
ュームの複製を更新分に対して行うボリューム複製機能において、更新量が少ない場合、
全てのデータの複製せずに更新分のみを複製し、複製時間を短縮できる。
【００１９】
なお、ボリュームの構成情報２７００は、図１７に示すように、ホストからボリュームを
利用する際に使用されるボリューム名２７１０、ボリューム内の構成上情報を記したスラ
イスｎの領域範囲２７３０、実際のボリューム内のスライス構成情報２７２０からなる。
この情報は、ボリューム中のボリュームラベル２７００としてボリュームの先頭部から数
ブロックに記録される。ボリューム名２７１０は、システムにおいて一意であるので、本
バックアップシステムの論理ボリューム管理部１４６で一意に決定する番号でもよい。
【００２０】
また、スライスの構成情報２７２０の各領域にはスタートアドレスとエンドアドレスが格
納される。例えば、１０００ブロックを持つボリュームに２つの５００ブロックづつのス
ライスが組まれていた時には、スライス１がスタートアドレスＬＢＡ（Ｌｏｇｉｃａｌ　
Ｂｌｏｃｋ　Ａｄｄｒｅｓｓ）０そしてエンドアドレスＬＢＡが４９９、スライス２のス
タートアドレスＬＢＡが５００、エンドアドレスＬＢＡが９９９といったようにボリュー
ムを構成する。論理ボリューム制御部１４６でこのスライスを認識し、各スライス毎にボ
リュームを作成することができる。また、複数のボリュームを単一ボリュームとする論理
ボリューム管理を本システムに導入してもよい。
【００２１】
図３のステップ１３０３で、副ボリュームのボリューム構成情報を削除するのは以下の理
由による。即ち、障害発生時にボリュームの複製が行われていた場合、ネットワーク接続
型ストレージ１００が正ボリューム１２０と副ボリューム１３０の区別ができないので、
予めボリュームラベルを削除する。
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【００２２】
図２に示した動作概要では、準備処理１１０２、主処理１１０３、終了処理１１０４があ
ることを述べた。以下ではこれら３つの具体的な動作について述べる。まず、図４を用い
て準備処理１１０２について説明する。エージェント部１４１は、バックアップ制御部２
２０より処理開始の命令を受ける。このとき、バックアップもしくはリストアの命令が一
緒に添付される。命令部１４２は後述するスクリプトを起動する（１４０１）。スクリプ
トとは、処理手順を記述したテキストである。このスクリプトの動作判定を行い（１４０
２）、エラーの場合はエージェント部１４１にエラーを戻して（１４０３）処理を停止す
る。ボリューム名２７１０が変更された副ボリューム１３０を論理ボリューム管理部１４
６で認識して（１４０４）、ＦＳ部１４５によってファイルシステム上の内容を確認後に
副ボリューム１３０をマウントし（１４０５）、準備処理を終了する。
【００２３】
次にこのスクリプト起動（１４０１）の動作について図５を用いて説明する。スクリプト
では、引数としてバックアップ動作もしくはリストア動作が指定される。指定された動作
の判定を行い（１５０１）、バックアップの場合、後述するスナップショットボリューム
の作成を行い（１５０２）、リストアの場合、後述するリストアボリュームの作成を行う
（１５０３）。この時も正常動作の有無を調べ（１５０４）、エラーの場合は、エラーを
戻して処理を停止する（１５０５）。正常終了の場合は処理を終了する。
【００２４】
スナップショットの作成（１５０２）の動作を図６に示す。まず、正ボリューム１２０の
論理ボリューム構成を調べる（１６０１）。この構成情報では、一般ボリュームの構成情
報はボリューム先頭から数ブロックまでに記録されている後述するボリュームラベル２７
００内に記載される。このボリューム構成を調べた後、ＦＳ内のファイルに対するファイ
ル操作を一時的に停止する（１６０２）。この処理の中で、ファイルシステム内で高速に
アクセスを実現するために蓄積してあるファイルの情報とデータを正ボリューム１２０へ
書き出し、アンマウントをしたことを示すビットを立てることにより、ファイルシステム
の一貫性を保証する。
【００２５】
次に、ミラー制御部１４４で正ボリューム１２０から副ボリューム１３０へボリュームの
複製をするために、更新差分の適用を副ボリューム１３０に対して行う（１６０３）。再
同期完了後、副ボリューム１３０を単体のボリュームとして運用する（１６０４）。ＦＳ
制御部１４５にて停止中のＦＳのファイル操作を再開する（１６０５）。論理ボリューム
管理部１４６で副ボリューム１３０を別ボリュームとして登録するためにボリュームラベ
ル２７００上のボリューム名２７１０を変更する（１６０６）。例えば、ボリューム名Ｐ
ＶＯＬをＳＶＯＬとして名前を付替える。この操作は、ボリュームラベル２７００のボリ
ューム名２７１０を直接書き換え、スナップショットの作成を終了する。
【００２６】
次にリストアボリュームの作成（１５０３）について図７を用いて説明する。まず、正ボ
リューム１２０と同等なリストアボリュームを副ボリューム１３０に作成するために正ボ
リューム１２０の論理ボリューム構成情報を収集する（１７０１）。副ボリュームをリス
トアボリュームとして登録するために、副ボリュームのボリュームラベル２７００に論理
ボリューム構成情報を直接記録し、ボリューム名２７１０のみを変更する（１７０２）。
例えば、ボリュームラベル２７００は正ボリューム１２０と副ボリューム１３０の間で複
製を作成し、副ボリューム１３０のボリューム名２７１０をＳＶＯＬとして変更する。論
理ボリューム管理部１４６はボリュームラベルを元に副ボリューム１３０を再構成して別
ボリュームとして認識する（１７０３）。リストアを行うためにファイルシステムの再構
築を行う（１７０４）。以上でリストアボリュームの作成を終了する。
【００２７】
主処理１１０３について説明する。主処理はバックアップ及びリストアでそれぞれ内容が
異なる。まず、バックアップの場合について図８を用いて説明する。バックアップサーバ
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２００内のバックアップ制御部２２０はバックアップする際のファイルのリストを要求す
る（１８０１）。ネットワーク接続型ストレージ１００のエージェント部１４１はマウン
トされている副ボリューム内のファイルリスト２０００を図１０に示す形式で戻す（１８
０２）。この際、ファイルリスト２０００中にはファイル名２００１と確認ビット２００
２が付属し、確認ビットは「１」がバックアップ済み、「０」がバックアップ未処理を示
す。
【００２８】
図８に戻り、バックアップサーバ２００のバックアップ制御部２２０は、戻されたファイ
ルリスト２０００を元に、バックアップ対象ファイルが全てバックアップしたか否かを判
定する。ファイルリスト２０００内にバックアップ対象ファイルが残っている場合、ファ
イルリスト２０００の確認ビット２００２を参照しバックアップ未処理となっているファ
イルをエージェント部１４１に要求する（１８０４）。エージェント部１４１は、副ボリ
ューム１３０からＦＳ部１４６経由で目的のファイル単位の読み出しを行う（１８０５）
。バックアップサーバ２００へＬＡＮ３００経由にてファイル転送を行う（１８０６）。
【００２９】
バックアップ制御部２２０は、受信したファイルをテープ制御部２３０経由でテープに保
管する（１８０７）。テープに保管したファイルに関してはファイルリスト２０００の確
認ビット２００２をバックアップ処理済を示す「１」に書き換える（１８０８）。上記ス
テップ１８０３～１８０８を繰り返し、全てのファイルのバックアップが完了した時点、
つまり、ファイルリスト２０００内の確認ビット２００２が全て１となった時点で、ステ
ップ１８０３の判定によって処理の終了が確認され、主処理を終了する。
【００３０】
次にリストアの場合について図９を用いて説明する。まずテープ装置４００より保管して
あるファイルのリストを読み出す。（１９０１）。この情報が、予めバックアップサーバ
２００内に保管されている場合はその情報を利用してもよい。このファイルリストとして
図１０のファイルリスト２０００が用いられる。上記のバックアップと同様に、ファイル
リスト２０００にはファイル名２００１と確認値２００２があるが、リストアの場合、確
認値の「０」はリストア未処理、「１」はリストア済みを示すことにする。さらに、この
ファイルリストから特定のファイルをユーザが選択して、そのリストをファイルリスト２
０００として利用してもよい。ファイルリスト内のファイルを一つ選びテープより読み出
す（１９０２）。読み出されたファイルをエージェント部１４１へＬＡＮ３００経由で転
送する（１９０３）。
【００３１】
エージェント部１４１は転送されたファイルをＦＳ部１４５へファイル単位で書き出しを
行う。バックアップサーバ２００のエージェント部１４１によるファイル保管が終了する
と、ファイルリスト２０００の確認ビット２００２には今回リストアしたファイルに関し
てリストア済みとして「１」のフラグを設定する（１９０５）。ファイルリスト内の全フ
ァイルリストアが完了したかをファイルリスト２０００の確認ビット２００２を用いてス
テップ１９０６で判定し、ファイルのリストア処理が残っている場合には、ステップ１９
０２に戻る。ファイルのリストアがファイルリスト２０００内の全てのファイルに関して
完了している場合、つまり、確認ビット２００２が全て１の場合には、処理を終了する。
【００３２】
次に終了処理１１０４について図１１を用いて説明する。終了処理では、エージェント部
１４１が命令部１４２の後述する終了スクリプトを呼び出す（２１０１）。その正常終了
判定を行い（２１０２）、正常終了した場合は処理を終了し、異常終了した場合にはエラ
ーを戻し、処理を停止する（２１０３）。
【００３３】
この終了スクリプト実行の詳細を図１２を用いて説明する。まず、ＦＳ部１５６で副ボリ
ュームのファイルシステムのアンマウントを行う（２２０１）。ＯＳが副ボリュームを誤
認識しなようにするために、ボリュームのラベルを削除する（２２０２）。主処理がリス
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トアの場合は、ミラー制御部１４４で、正ボリューム１２０と副ボリューム１３０間での
ボリューム複製を予め作成しておき、最小の差分管理を行うために、ボリューム間の複製
を行う（２２０４）。複製終了後、複製を停止し、ミラー管理部１４４では以降の更新デ
ータを別領域に保管する（２２０５）。バックアップの処理の場合、ステップ２２０３で
判定が行われ、終了スクリプトの実行を終了する。
【００３４】
第二の実施の形態では、図１のネットワーク接続型ストレージ１００とバックアップサー
バ２００の間にファイバチャネル等のストレージネットワーク（ＳＡＮ）５００を設け、
ネットワーク接続型ストレージ１００がバックアップサーバにファイルの情報（メタデー
タ等）を渡す手段を提供することにより、バックアップサーバが自らファイルのデータブ
ロックを参照して、ファイルをテープにバックアップするバックアップシステムを提供す
る。バックアップしたデータをリストアする際に、バックアップサーバがネットワーク接
続型ストレージで提供されたボリュームにファイル単位でデータを書き出し、ＳＡＮ５０
０経由でのリストアを行なう。
【００３５】
本実施形態の構成を図１３を用いて説明する。本システムは、図１の第一の実施例のシス
テムを元に構築されている。このため、以下では、第一の実施例と異なる構成について説
明する。まず、図１ではネットワーク接続型ストレージ１００に配置されたエージェント
部１４１をバックアップサーバ内２００に配置する。また、エージェント部１４１はネッ
トワーク接続型ストレージ１００の命令部１４２を制御するためＬＡＮ３００と通信し、
制御を行える機構を備える。バックアップサーバ２００には、自らファイルにアクセスを
行うためのネットワーク接続型ストレージ１００内のファイルシステムを共有可能なＦＳ
部２５０、ファイルシステムを利用して副ボリューム１３０の作成やファイルのバックア
ップを行うエージェント部１４１が設けられている。
また、ネットワーク接続型ストレージ１００のバックアップ用副ボリューム１３０をバッ
クアップサーバ２００が認識するためにＳＡＮ５００が提供されている。このＳＡＮ５０
０は本実施例ではファイバチャネルを使用するがＳＣＳＩ、イーサーネット等のデータが
転送可能な通信路を使用しても構わない。このＳＡＮ５００にネットワーク接続型ストレ
ージ１００のＩ／Ｏインターフェイス１５０とバックアップサーバ２００のＩ／Ｏインタ
ーフェイス２４０が接続される。また、磁気テープ装置４００がＳＡＮ５００に接続され
る。バックアップサーバ２００は、副ボリューム１３０のボリューム構成を判断するため
に論理ボリューム管理部２６０を持ちボリュームの認識を行う。
【００３６】
第二の実施例における動作は、基本的には図２に示した第一の実施例と動作は似ているが
、バックアップサーバ２００がＳＡＮ５００経由でファイル単位のアクセスを行うため、
一部動作が異なる。以下では、第一の実施例の動作を元に第二の実施例の動作を説明する
。
【００３７】
本実施例のバックアップシステムは、バックアップサーバ２００からネットワーク接続ス
トレージ１００を呼び出し、バックアップもしくはリストアの動作を行う。図２は、その
動作を示す。本実施例では、バックアップ制御部２２０とエージェント部１４１はバック
アップサーバ２００内で動作する。実際の処理動作は実施例１の図２の説明と同じため割
愛する。
【００３８】
次に、本実施例のネットワーク型ストレージ１００はボリューム間の高速な複製を行うた
めに第一の実施例と同様に正ボリューム１２０の更新分を副ボリューム１３０へ適用して
、迅速に複製を作成する機構を持つ。この機構は、第一の実施例と同じである。この機構
を本実施例で生かすために、第一の実施例で示した初期状態の動作を電源起動時又は再ス
タート時に行う。
【００３９】
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図２の動作概要で、本実施例は、第一の実施例と同様に準備処理１１０２、主処理１１０
３、終了処理１１０４があることを述べた。以下ではこれら３つの具体的な動作について
述べる。
【００４０】
まず、図４を用いて準備処理１１０２について説明する。この動作は、第一の実施例と基
本的には同じであるが、本実施例ではＬＡＮ３００経由でバックアップサーバ２００内の
エージェント部１４１が命令部１４２の動作を示すスクリプトを起動して、その時の戻り
値によって動作の判定を行う。また、エージェント部１４１は図１３に示すようにバック
アップサーバ内に存在するので、図４のステップ１４０４のボリューム認識は、論理ボリ
ューム管理部２６０にて副ボリューム１３０を別ボリュームとして認識する。
【００４１】
図１９に示すように、図４のステップ１４０５で副ボリューム１３０をマウントするとき
に、ネットワーク接続型ストレージ１００で副ボリューム１３０内のファイルシステムに
おけるファイル情報の一貫性確認をｆｓｃｋ等のファイル一貫性確認ツールで行い（２９
０１）、ボリュームのマウントを行う（２９０２）。これにより、ファイルシステムの管
理がネットワーク接続型ストレージ１００で集約して実行される。
【００４２】
その後、バックアップサーバ１００は副ボリューム１３０の擬似マウントの要求を行う（
２９０３）。ネットワーク接続型ストレージ１００のＦＳ部１４５が擬似マウントを許可
すると（２９０４）、バックアップサーバ内で副ボリューム１３０のマウントが行なわれ
る（２９０５）。ここで、擬似マウントにより、バックアップサーバ２００は、ネットワ
ーク接続型ストレージ１００の副ボリューム内のファイルを、後述するオープン、ファイ
ルアクセス、そして、クローズの機能により操作できる。
【００４３】
このスクリプト起動の動作について図５を用いて説明する。本実施例でのこの動作は第一
の実施例の動作と同じである。次に、図５に示すスクリプト起動の中のスナップショット
作成（１５０２）の動作を図６に示す。次にリストアボリュームの作成（１５０３）を図
７に示す。この動作は、本実施例では第一の実施例と同じ動作であるので動作の説明を割
愛する。
【００４４】
次に、主処理１１０３について説明する。主処理はバックアップ及びリストアでそれぞれ
内容が異なる。まず、バックアップの場合について図８を用いて説明する。基本的な動作
は、第一の実施例と同じ動作であるが、本実施例ではバックアップサーバ２００自らがフ
ァイルのデータブロックへアクセスが可能な形態をもつ。したがって、ファイルに関する
処理、つまり、ファイルのオープン、ファイルアクセス、そして、バックアップを行うた
めのファイルリストを取得する手順が異なる。この手順に関しては後述するが、これらの
影響を与える処理は、図８に示す本主処理のバックアップ操作の中で、ステップ１８０２
の副ボリューム１３０内のファイルリスト作成、ステップ１８０５の副ボリュームからバ
ックアップサーバ２００内のＦＳ部２５０経由でのファイルのオープン、データ読み出し
、クローズの処理である。リストアに関しても同様で、ファイルに関する処理が異なる。
つまり、図９に示すステップ１９０１のファイルリスト２０００の取得、ステップ１９０
４のリストア先となる副ボリューム１３０へのファイルの書き出しを行うために、オープ
ン、書き出し、そしてクローズを行う処理が、本実施例と第一の実施例とで異なる。
【００４５】
では、具体的に、ファイルのオープン、ファイルアクセス、そして、ファイルリストを取
得する手順を説明する。一般にファイルシステム経由のファイルアクセスでは、（１）フ
ァイルのオープンを行ってファイル識別子を取得する、（２）ファイル識別子を参照して
、ファイルの実データを読み出し、又は書き込むためのアクセスをする、（３）目的のア
クセスが終了するとファイル識別子を元にファイルをクローズする。これらの３つの処理
を行う。この３つの処理を第一の実施例ではＦＳ部１４５が行っていた。
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【００４６】
本実施例では、ネットワーク接続型ストレージ２００内のボリュームをバックアップサー
バ２００でも参照できる機構を設ける。そこで、前述の３つの処理をバックアップサーバ
２００で実行し、ＬＡＮ３００経由でネットワーク接続型ストレージ１００内のファイル
の情報を参照できる機構を設ける。ファイルには、ファイル名、属性等を保管したファイ
ルのメタデータと実際のデータを保管する実データ保管部からなる。本実施例のファイル
の情報をＬＡＮ３００で参照するために、ファイルのメタデータの交換をＬＡＮ３００で
行い、実データへのアクセスは、ＳＡＮ５００を用いて行うことにより、ファイルの制御
とデータアクセスを分断してデータアクセスの傾向に適したシステム構成を設ける。
実際のオープン処理を図１４を用いて説明する。まず、バックアップサーバ２００のＦＳ
部２５０がオープン命令を受け取ると、ネットワーク接続型ストレージ１００に対しファ
イルのオープン要求を発行する（２４０１）。ファイルが存在する場合、そのファイルの
識別子をバックアップサーバ３００に戻す（２４０２）。ファイルが存在しない場合、オ
ープン時の指定でファイル情報を作成しても良い。もし指定が無ければエラーとして取り
扱われる。バックアップサーバ３００は識別子を受け取り、オープンを指示したアプリケ
ーション等に戻す（２４０３）。
【００４７】
次にファイルの読み出し書き出しを行うファイルアクセス処理を図１５を用いて説明する
。バックアップサーバ２００は特定のファイルを指示するために、ファイル識別子とアク
セスサイズ（Ｂｙｔｅ単位）をネットワーク接続型ストレージ１００のＦＳ部１４５に渡
す（２５０１）。ファイル識別子に基づいてファイルのメタデータを副ボリューム１３０
から取得する（２５０２）。このメタデータは、図１８に示すように、所有者２８１０、
ファイルハードリンク数２８２０、ファイルサイズ２８３０、データブロックのアドレス
ＬＢＡ２８４０、最終アクセス時間２８５０、そして、最終変更時間２８６０からなる。
このとき、ファイルのアクセスが書き出し処理の場合（２５０３）、データを保管するた
めの新規のデータブロックを割り当て（２５０４）、メタデータ２８００内に新規ブロッ
クのＬＢＡを記録する（２５０５）。このファイルのメタデータ２８００をバックアップ
サーバ２００のＦＳ部２５０に戻す（２５０６）。ファイルのデータの保管場所であるメ
タデータ２８００のアドレス２８４０を参照して、ＳＡＮ５００経由でボリュームへのア
クセスを行う（２５０７）。本実施例では、副ボリューム１３０をＳＡＮ５００経由で参
照を行っている。
【００４８】
次に図１６を用いてクローズ処理を説明する。まず、使用していたファイル識別子と共に
ファイルクローズ要求をネットワーク接続型ストレージ１００のＦＳ部１４５に渡す（２
６０１）。利用されたファイルに対するファイル識別子を未使用として管理する（２６０
２）。クローズ処理の結果が、バックアップサーバ２００のＦＳ部１４５に戻され、処理
が終了する。
【００４９】
これらのファイルへの操作以外に、ファイルを指定するために、ファイルシステム内のフ
ァイルを指定するファイル名を出力する必要がある。本実施例のＦＳ部２５０は、バック
アップ制御部２２０から命令されたファイル名の要求に基づいて、一般のファイルシステ
ムと同様に、単一ディレクトリ内のファイルをリストするコマンドを持つ。一般的なＯＳ
ではこれらのコマンドはｌｓもしくはdirとして存在する。また、単一のディレクトリ内
に別ディレクトリが存在する時、そのディレクトリを指定し、ファイル内のデータを参照
することが可能である。本実施例でのファイルシステムは、一般的な階層型ファイルシス
テム、つまり、先頭のディレクトリがあり、同ディレクトリ内にファイルもしくはディレ
クトリを配置できる構造になっている。したがって、副ボリューム１３０内のファイルリ
ストを作成しようとした時に、ファイルをリストするコマンドを用いて、ファイルシステ
ム内のファイルの名前を参照し、図１０のファイル名２００１に格納されているファイル
名のリストを作成することも可能である。



(11) JP 4108973 B2 2008.6.25

10

20

30

40

50

【００５０】
本実施例の終了処理は、図１１に示す第一の実施例の終了処理と同一の動作をするため説
明を割愛する。
【００５１】
終了スクリプトの詳細を図１２を用いて説明する。基本的な動作は、第一の実施例と同じ
であるが、本実施例中の図１２のＦＳ部は、ネットワーク接続型ストレージ１００内のＦ
Ｓ部１４５とバックアップサーバ２００内のＦＳ部２５０の両方を示す。従って、ステッ
プ２２０１におけるアンマウントは、ネットワーク接続型ストレージ１００内のアンマウ
ントと擬似マウントされたバックアップサーバ２００のアンマウントの両方を示す。また
、本スクリプトはバックアップサーバ２００で動作するが、ネットワーク接続型ストレー
ジ１００内のＦＳ部１４５とミラー制御部１４４はＬＡＮ３００経由で制御する。
【００５２】
第三の実施の形態では、図１のネットワーク接続型ストレージ１００とバックアップサー
バ２００の間にファイバチャネル等のストレージネットワーク（ＳＡＮ）を設け、ネット
ワーク接続型ストレージ１００で運用中のファイルシステムが含まれる正ボリューム１２
０の複製を副ボリュームとして提供し、ＳＡＮ５００経由で、バックアップサーバが副ボ
リューム内のファイルシステムのデータブロックを参照して、ファイルをテープにバック
アップするバックアップシステムを提供する。また、バックアップしたデータをリストア
する際に、バックアップサーバ２００がネットワーク接続型ストレージ１００で提供され
た副ボリューム１３０にファイル単位でデータを書き出し、ＳＡＮ５００経由でのリスト
アを行なう。
本システムは、図１３の第二の実施例のシステムを元に構築されているため、以下では、
第二の実施例と異なる構成について説明する。
【００５３】
第二の実施例におけるネットワーク接続型ストレージ１００のＦＳ部１４５とバックアッ
プサーバ２００内のＦＳ部２５０は通信を行い、バックアップサーバ２００からネットワ
ーク接続型ストレージ１００のボリューム内のファイルシステムを参照できるが、本実施
例においては、バックアップサーバ２００がネットワーク接続型ストレージ１００のボリ
ューム内に記録されているファイルシステムを理解できるＦＳ部２５０を持っているため
、ＦＳ部１４５とＮｅｔｗｏｒｋＩ／Ｆ１１０との間、そして、ＦＳ部２５０とＮｅｔｗ
ｏｒｋ　Ｉ／Ｆ２１０との間をそれぞれ結ぶ制御線（破線部）は不要である。
【００５４】
第三の実施例における動作は、基本的には第二の実施例と動作は似ているが、バックアッ
プサーバ２００がＳＡＮ５００経由で副ボリューム１３０内のファイルシステムを直接参
照するため、一部動作が異なる。以下では、第二の実施例の動作を元に第三の実施例の動
作を説明する。
【００５５】
本発明のシステムは、バックアップサーバ２００からネットワーク接続ストレージ１００
を呼び出し、バックアップもしくはリストアの動作を行う。図２は、その動作を示す。本
実施例では、バックアップ制御部２２０とエージェント部１４１はバックアップサーバ２
００内で動作する。実際の処理動作は実施例二の図２の説明と同じため割愛する。
【００５６】
次に、本実施例のネットワーク型ストレージ１００はボリューム間の高速な複製を行うた
めに第二の実施例と同様な正ボリュームの１２０の更新分を副ボリューム１３０へ適用し
て、迅速に複製を作成する機構を持つ。この機能は、第二の実施例と同じ機能である。
【００５７】
本実施例には、第二の実施例と同様に準備処理１１０２、主処理１１０３、終了処理１１
０４がある。以下ではこれら３つの具体的な動作について述べる。まず、準備処理１１０
２について説明する。この基本的な動作は、図４に示す第二の実施例と同じであるが、ス
テップ１４０５における副ボリューム１３０のマウント時の動作が異なる。図２０にその
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動作を示す。エージェント部１４１で副ボリューム１３０のファイルシステム内に保管さ
れているファイル情報の一貫性確認をｆｓｃｋ等のファイル一貫性確認ツールで行い（３
００１）、マウントを行う（３００２）。
【００５８】
次に、図５に示すスクリプト起動中のスナップショット作成（１５０２）の動作を図６に
示す。本実施例におけるこの動作は第二の実施例と同じ動作をする。次にリストアボリュ
ームの作成（１５０３）を図７に示す。この動作は、本実施例では第二の実施例と同じ動
作であるので説明を割愛する。
【００５９】
次に、主処理１１０３について説明する。主処理はバックアップ及びリストアでそれぞれ
内容が異なる。まず、バックアップの場合について図８を用いて説明する。基本的な動作
は、第二の実施例と図８の同じ動作であるが、本実施例ではバックアップサーバ２００自
らが副ボリューム１３０のＦＳ部２５０を用いてファイルシステムを理解することにより
、ファイルのデータブロックへ直接アクセスできる。従って、ＦＳ部２５０が、ネットワ
ーク接続型ストレージ１００内の副ボリューム１３０のファイルシステムを理解する機能
を持つ。つまり、ファイルのオープン、ファイルアクセス、そして、ファイルリストを直
接副ボリューム１３０のファイルシステムに対して実行する。具体的には、（１）ファイ
ルのオープンを行ってファイル識別子を取得する、（２）ファイル識別子を参照して、フ
ァイルの実データを読み出し、又は書き込むためのアクセスをする、（３）目的のアクセ
スが終了するとファイル識別子を元にファイルをクローズする処理を副ボリュームに対し
て行う。これら３つの処理をＦＳ部２５０が行う。リストアの場合については第二の実施
例の図９の動作と同じ動作をする。
【００６０】
本実施例の終了処理は図１１に示す第二の実施例における終了処理と同一の動作をするた
め説明を割愛する。終了スクリプトの基本的な動作は、図１２に示す第二の実施例と同じ
であるが、本実施例では、図１２のＦＳ部２５０は、バックアップサーバ２００内のＦＳ
部２５０示す。従って、図１２のステップ２２０１におけるアンマウントはバックアップ
サーバ２００でマウントされた副ボリューム１３０のアンマウントを示す。また、本スク
リプトはバックアップサーバ２００で動作するが、ネットワーク接続型ストレージ１００
内のＦＳ部１４５とミラー制御部１４４はＬＡＮ３００経由で制御する。
【００６１】
【発明の効果】
本発明によれば、ネットワーク接続型ストレージ等の特殊なファイルシステムを持ったフ
ァイルサーバのファイルをファイル単位で高速にバックアップすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第一の実施形態における計算機システムの構成図である。
【図２】本発明の実施の形態におけるバックアップ制御部２４０とエージェント部間の処
理を示したフローチャートである。
【図３】本発明の実施の形態におけるミラー制御部１４４の処理を示したフローチャート
である。
【図４】本発明の実施の形態における準備処理のエージェント部１４１と命令部１４２間
の処理を示したフローチャートである。
【図５】本発明の実施の形態のスクリプトの処理における命令部１４２と論理ボリューム
管理部１４６の処理を示したフローチャートである。
【図６】本発明の実施の形態のスナップショットボリュームの作成処理における論理ボリ
ューム管理部、ＦＳ部とミラー制御部１４４の処理を示したフローチャートである。
【図７】本発明の実施の形態のリストアボリュームの作成処理における論理ボリューム管
理部、ＦＳ部とミラー制御部１４４の処理を示したフローチャートである。
【図８】本発明の実施の形態の主処理のバックアップ処理におけるバックアップ制御部２
２０、エージェント部の処理を示したフローチャートである。
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【図９】本発明の実施の形態の主処理のリストア処理におけるバックアップ制御部２２０
、エージェント部１４１の処理を示したフローチャートである。
【図１０】本発明の実施の形態のファイルリストを示した図である。
【図１１】本発明の実施の形態における終了処理のエージェント部と命令部１４２間の処
理を示したフローチャートである。
【図１２】本発明の実施の形態の終了スクリプトの処理におけるＦＳ部１４５とミラー制
御部１４４間の処理を示したフローチャートである。
【図１３】本発明の第二の実施形態における計算機システムの構成図である。
【図１４】本発明の第二の実施形態におけるオープン処理を示したフローチャートである
。
【図１５】本発明の第二の実施形態におけるファイルアクセス処理を示したフローチャー
トである。
【図１６】本発明の第二の実施形態におけるクローズ処理を示したフローチャートである
。
【図１７】本発明の実施形態におけるボリュームラベルの構造図である。
【図１８】本発明の実施形態におけるメタデータの構造図である。
【図１９】本発明の第二の実施形態にＦＳのファイル情報を確認後、副ボリュームをマウ
ントする動作を示したフローチャートである。
【図２０】本発明の第三の実施形態にＦＳのファイル情報を確認後、副ボリュームをマウ
ントする動作を示したフローチャートである。
【符号の説明】
１００：ネットワーク接続型ストレージ、
１１０：ネットワークインターフェイス、１２０：正ボリューム、
１３０：副ボリューム、１４０：制御部、１４１：エージェント部、
１４２：命令部、１４３：論理ボリューム管理部、１４４：ミラー制御部、
１４５：ＦＳ部、２００：バックアップサーバ、
２１０：ネットワークインターフェイス、２２０：バックアップ制御部、
２３０：テープ制御部、２４０：入出力インターフェイス（Ｉ／Ｆ）、
２５０：ＦＳ部、２６０：論理ボリューム管理部、３００：ＬＡＮ、
４００：テープ装置、２０００：ファイルリスト、２００１：ファイル名、
２００２：確認ビット、２７００：ボリュームラベル、２７１０：ボリューム名、
２７２０：スライス構成情報、２８００：メタデータ、２８１０：所有者、
２８２０：リンク数、２８３０：サイズ、２８４０：アドレス、
２８５０：最終アクセス時間、２８６０：最終変更時間
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