
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
計算機の情報処理で用いられるデータをバックアップするバックアップ処理方法において
、
計算機の情報処理で用いられるデータをバックアップする為に必要な複数の資源の中から
その状態が使用可能であることを示している資源を選択するステップと、前記選択された
資源間の経路を形成する為の複数のスイッチ装置の中からその状態が使用可能であること
を示しているスイッチ装置を選択するステップと、
前記選択により、当該計算機の情報処理で用いられるデータをバックアップする為に必要
な資源及び経路が複数系統分確保された場合に、前記確保された資源及び経路を用いてバ
ックアップ処理を行うステップとを有することを特徴とするバックアップ処理方法。
【請求項２】
前記確保された複数の資源及び経路を用いてバックアップ処理を行い、バックアップ中に
障害が発生しなかったバックアップ処理が少なくとも１系統ある場合に当該バックアップ
処理を成功とすることを特徴とする請求項１に記載されたバックアップ処理方法。
【請求項３】
前記確保された複数の資源及び経路の内の少なくとも１系統を用いてバックアップ処理を
行い、そのバックアップ処理中に障害が発生した場合に、他の資源及び経路を用いて当該
バックアップ処理を続行することを特徴とする請求項１に記載されたバックアップ処理方
法。
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【請求項４】
前記バックアップ処理をバックアップ指示コマンドの処理により実行してそのバックアッ
プ指示コマンドの処理結果により当該バックアップ処理の障害を検出することを特徴とす
る請求項３に記載されたバックアップ処理方法。
【請求項５】
前記バックアップ指示コマンドは、対象データのバックアップ処理を複数回のコピーに分
割して行わせるものであることを特徴とする請求項４に記載されたバックアップ処理方法
。
【請求項６】
前記バックアップ処理により格納されたバックアップデータとその格納場所との対応情報
を保持することを特徴とする請求項２乃至請求項５のいずれか１項に記載されたバックア
ップ処理方法。
【請求項７】
前記バックアップ処理の内で障害が発生しなかったバックアップ処理により格納されたバ
ックアップデータとその格納場所との対応情報を保持することを特徴とする請求項２に記
載されたバックアップ処理方法。
【請求項８】
前記格納されたバックアップデータとその格納場所との対応情報を用いてバックアップデ
ータの格納場所を取得し、データのリストア処理を行うことを特徴とする請求項６または
請求項７のいずれかに記載されたバックアップ処理方法。
【請求項９】
計算機の情報処理で用いられるデータをバックアップするバックアップ処理システムにお
いて、
計算機の情報処理で用いられるデータをバックアップする為に必要な複数の資源の中から
その状態が使用可能であることを示している資源を選択する資源選択処理部と、前記選択
された資源間の経路を形成する為の複数のスイッチ装置の中からその状態が使用可能であ
ることを示しているスイッチ装置を選択する経路選択処理部と、
前記選択により、当該計算機の情報処理で用いられるデータをバックアップする為に必要
な資源及び経路が複数系統分確保された場合に、前記確保された資源及び経路を用いてバ
ックアップ処理を行うバックアップ処理部とを備えることを特徴とするバックアップ処理
システム。
【請求項１０】
計算機の情報処理で用いられるデータをバックアップするバックアップ処理システムとし
てコンピュータを機能させる為のプログラムにおいて、
計算機の情報処理で用いられるデータをバックアップする為に必要な複数の資源の中から
その状態が使用可能であることを示している資源を選択する資源選択処理部と、前記選択
された資源間の経路を形成する為の複数のスイッチ装置の中からその状態が使用可能であ
ることを示しているスイッチ装置を選択する経路選択処理部と、
前記選択により、当該計算機の情報処理で用いられるデータをバックアップする為に必要
な資源及び経路が複数系統分確保された場合に、前記確保された資源及び経路を用いてバ
ックアップ処理を行うバックアップ処理部としてコンピュータを機能させることを特徴と
するプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はオンライン処理やバッチ処理を実行する情報処理システムのデータをバックアッ
プするバックアップ処理システムに関し、特にバックアップ処理中に障害が発生した場合
にバックアップ処理時間の増加を防止するバックアップ処理システムに適用して有効な技
術に関するものである。
【０００２】
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【従来の技術】
銀行や証券会社等の情報処理システムでは、オンライン処理やバッチ処理が、プログラム
のバグや記憶装置の障害等によって異常終了し、データを矛盾した状態にしてしまうこと
がある。また、情報処理システムに携わる人間の人為的ミスによって大切なデータを消去
してしまうことがある。この様な状態になった情報処理システムを回復する為に、データ
の矛盾を解消して途中で止まった処理を再開させたり、或いは、途中で止まった処理をも
う一度やり直したりする為の手段がいくつか知られている。その内の一つの手段にバック
アップとリストアによる回復手段がある。
【０００３】
バックアップとリストアによる回復処理では、例えば、データベースシステムの場合、磁
気テープ等の記憶媒体に定期的にデータのバックアップが取得される。システムに障害が
発生した場合は、磁気テープに取得されたバックアップから記憶装置にデータをリストア
し、ログファイルを使用して適切なポイントまで記憶装置のデータを再構築する。この様
な処理により、データベースのデータを適切な状態に回復し、データベース処理を再開さ
せることができる。
【０００４】
バッチ処理の場合には、処理の開始に先立って磁気テープにデータのバックアップが取得
される。バッチ処理の開始後、処理が異常終了した場合、磁気テープからデータがリスト
アされ、記憶装置のデータがバッチ処理を開始する前の状態に戻される。その後、バッチ
処理が最初から再実行される。
【０００５】
また特開２０００－２４２４３７号公報にはバックアップ対象のデータへのアクセスを妨
げない様に、前記データのコピーに対してバックアップを取得するべく、記憶装置内でデ
ータのコピーを作成する記憶装置システムが示されている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
前記従来の技術では、バックアップ処理中に磁気テープドライブの障害や磁気テープの障
害の為に、バックアップ処理が異常終了することがある。この様な場合、別の磁気テープ
ドライブと別の磁気テープを用意して、バックアップ処理をやり直すことになる為、バッ
クアップ処理時間が延びてしまうという問題がある。
【０００７】
近年、情報処理システムが保持するデータは急激に増加しており、バックアップを必要と
するデータ量も大きくなっている一方で、オンライン業務に与える影響を最小にする為に
、バックアップ処理に許される時間も短縮されている。この様な情報処理システムでは、
バックアップ処理のやり直しにかかる時間が大きくなってしまい、定められた時間内にバ
ックアップが完了せず、オンライン業務等に影響を与えてしまうという問題が発生する。
【０００８】
特開２０００－２４２４３７号公報に示されている様に対象データのコピーを作成して、
前記コピーに対してバックアップを取得する場合では、オンライン業務等に与える影響は
軽減できるが、磁気テープドライブやデータ転送路等の資源の使用時間はやはり大きく、
バックアップ処理の異常終了とやり直しにより例えば１日の内に完了すべきバックアップ
処理を全て完了することができないという問題が発生する。
【０００９】
本発明の目的は上記問題を解決し、バックアップ処理中に障害が発生してもバックアップ
処理に必要な時間の増加を抑えることが可能な技術を提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明は、計算機の情報処理で用いられるデータをバックアップするバックアップ処理シ
ステムにおいて、計算機の情報処理で用いられるデータをバックアップする為に必要な資
源及び経路を動的に複数系統分確保してバックアップ処理を行うものである。
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【００１１】
本発明のバックアップ処理システムでは、まず計算機の情報処理で用いられるデータをバ
ックアップする為に必要な複数のバックアップサーバやライブラリ装置等の資源の状態を
管理しておき、それらの資源の中からその状態が使用可能であることを示している資源を
選択した後、前記選択された資源間の経路を形成する為の複数のスイッチ装置の中からそ
の状態が使用可能であることを示しているスイッチ装置を選択する。
【００１２】
次に、前記選択の結果、当該計算機の情報処理で用いられるデータをバックアップする為
に必要な資源及び経路が複数系統分確保されたかどうかを調べ、前記資源及び経路が複数
系統分確保された場合に、その確保された資源及び経路を用いてバックアップ処理を行う
。
【００１３】
前記バックアップ処理の際には、前記確保された複数の資源及び経路を用いてバックアッ
プ処理を行い、バックアップ中に障害が発生しなかったバックアップ処理が少なくとも１
系統ある場合に当該バックアップ処理を成功としたり、また、前記確保された複数の資源
及び経路の内の少なくとも１系統を用いてバックアップ処理を行い、そのバックアップ処
理中に障害が発生した場合に、他の資源及び経路を用いて当該バックアップ処理を続行す
る処理を行う。
【００１４】
以上の様に本発明のバックアップ処理システムによれば、計算機の情報処理で用いられる
データをバックアップする為に必要な資源及び経路を動的に複数系統分確保してバックア
ップ処理を行うので、バックアップ処理中に障害が発生してもバックアップ処理に必要な
時間の増加を抑えることが可能である。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下に計算機の情報処理で用いられるデータをバックアップする一実施形態のバックアッ
プ処理システムについて説明する。
【００１６】
図１は本実施形態のバックアップ処理システムの概略構成を示す図である。図１に示す様
に本実施形態のバックアップマネージャ４００は、資源選択処理部４０１と、経路選択処
理部４０２と、バックアップ処理部４０３と、リストア処理部４０４とを有している。
【００１７】
資源選択処理部４０１は、ホスト１００の情報処理で用いられるデータをバックアップす
る為に必要な複数のバックアップサーバ３００、ライブラリ装置５００、テープ５１０等
の資源の中からその状態が使用可能であることを示している資源を選択する処理部である
。
【００１８】
経路選択処理部４０２は、前記選択された資源間の経路を形成する為の複数のＦＣスイッ
チ６００の中からその状態が使用可能であることを示しているＦＣスイッチ６００を選択
する処理部である。バックアップ処理部４０３は、前記選択により、ホスト１００の情報
処理で用いられるデータをバックアップする為に必要な資源及び経路が複数系統分確保さ
れた場合に、前記確保された資源及び経路を用いてバックアップ処理を行う処理部である
。
【００１９】
リストア処理部４０４は、前記バックアップ処理により格納されたバックアップデータと
その格納場所との対応情報を用いてバックアップデータの格納場所を取得し、データのリ
ストア処理を行う処理部である。
【００２０】
バックアップマネージャ４００を資源選択処理部４０１、経路選択処理部４０２、バック
アップ処理部４０３及びリストア処理部４０４として機能させる為のプログラムは、ＣＤ
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－ＲＯＭ等の記録媒体に記録され磁気ディスク等に格納された後、メモリにロードされて
実行されるものとする。なお前記プログラムを記録する記録媒体はＣＤ－ＲＯＭ以外の他
の記録媒体でも良い。また前記プログラムを当該記録媒体から情報処理装置にインストー
ルして使用しても良いし、ネットワークを通じて当該記録媒体にアクセスして前記プログ
ラムを使用するものとしても良い。
【００２１】
このシステムはホスト１００、記憶装置２００、バックアップサーバ３００、バックアッ
プマネージャ４００、ライブラリ装置５００、ファイバチャネルスイッチ装置であるＦＣ
スイッチ６００、バックアップ指示コマンドによりホスト１００のデータをコピーするコ
ピー装置６１０から構成される。
【００２２】
ホスト１００とバックアップサーバ３００とバックアップマネージャ４００とＦＣスイッ
チ６００はネットワーク８００で接続されている。更にホスト１００と記憶装置２００と
バックアップサーバ３００とバックアップマネージャ４００とライブラリ装置５００とコ
ピー装置６１０は、ＦＣスイッチ６００から構成される、データ転送用の経路であるスト
レージエリアネットワークのＳＡＮ７００によって接続されている。
【００２３】
ホスト１００にはバックアップ処理の為にホスト１００のアプリケーションソフトやデー
タベース管理ソフトを制御するバックアップエージェント１１０が存在する。記憶装置２
００は、ホスト１００の要求に従って、ホスト１００が使用するデータの記録／再生を行
う機能を有する。単体の磁気ディスク装置やＲＡＩＤ (Redundant Array of Inexpensive 
Disk)構成をとる制御装置付磁気ディスク装置等が、記憶装置２００に該当する。
【００２４】
ライブラリ装置５００は、複数のテープ５１０を有し、外部からの制御によって選択され
たテープ５１０に対し、接続されたデバイスからのリード／ライト要求に基づいてデータ
の再生／記録を行い、以下に説明する処理ではホスト１００が使用する記憶装置２００に
格納されたデータのコピー（バックアップデータ）を格納する。
【００２５】
ホスト１００とバックアップサーバ３００とバックアップマネージャ４００は、処理を行
う為のメモリやＣＰＵ等、計算機において必ず存在する構成要素を有するが、本実施形態
においては重要ではない為、ここでは明記しない。
【００２６】
以下に説明する処理では、バックアップマネージャ４００は、スケジュールに基づいて記
憶装置２００に格納されたデータのバックアップ処理に必要な資源を多重に確保し、バッ
クアップサーバ３００にバックアップ処理の実行を指示して、既定の時間内の前記データ
のバックアップ処理を実現する。
【００２７】
図２は本実施形態のバックアップマネージャ４００が保持するバックアップ処理情報４１
０の一例を示す図である。図２の処理番号はそれぞれのバックアップ処理を示す番号であ
る。日時はスケジューリングされたバックアップを開始する日時を示す。対象は記憶装置
２００に格納されたバックアップ対象のデータを示す情報であり、論理または物理ボリュ
ームを識別する情報やファイル名（識別子）やデータベーステーブル名（識別子）等が指
定される。
バックアップマネージャ４００は、図３～図６に例示する各種情報を保持して、前記の各
種資源を管理する。
【００２８】
図３は本実施形態のバックアップサーバ情報４２０の一例を示す図である。図３のサーバ
番号はバックアップサーバ３００を識別する番号である。サーバ名はバックアップサーバ
３００を識別する名前（識別子）である。状態は、バックアップサーバ３００がバックア
ップ処理に現在使用可能か使用中か使用不可かを示す。処理番号は当該バックアップサー
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バ３００がバックアップ処理中である場合に、実行中のバックアップ処理を示し、バック
アップ処理情報４１０の処理番号に対応する。ストリーム番号はバックアップ処理につい
て後述の様に多重に行われるデータのコピーを区別する為の番号である。
【００２９】
図４は本実施形態のライブラリ装置情報４３０の一例を示す図である。図４のライブラリ
装置番号はライブラリ装置５００を識別する番号である。ライブラリ装置名はライブラリ
装置５００を識別する名前（識別子）である。状態、処理番号、ストリーム番号について
は上記のバックアップサーバ情報４２０と同様に、ライブラリ装置５００とバックアップ
処理の関係を示すものである。
【００３０】
図５は本実施形態の各ライブラリ装置が保有するテープに関するテープ情報４４０の一例
を示す図である。バックアップマネージャ４００は、テープ情報４４０を各ライブラリ毎
に保持する。テープ番号は各ライブラリ装置５００においてテープ５１０を識別する番号
である。状態、処理番号、ストリーム番号については上記のバックアップサーバ情報４２
０と同様に、テープ５１０とバックアップ処理の関係を示すものである。
【００３１】
図６は本実施形態のＦＣスイッチ情報４５０の一例を示す図である。図６のＦＣスイッチ
番号はＦＣスイッチ６００を識別する番号である。ＦＣスイッチ名はＦＣスイッチ６００
を識別する名前（識別子）である。状態、処理番号、ストリーム番号については上記のバ
ックアップサーバ情報４２０と同様に、ＦＣスイッチ６００とバックアップ処理の関係を
示すものである。
【００３２】
図７は本実施形態のバックアップマネージャ４００が行うバックアップ処理の処理手順を
示すフローチャートである。
図８は本実施形態のバックアップマネージャ４００が行うバックアップ処理の続きを示す
図である。バックアップマネージャ４００が行うバックアップ処理を図７及び図８を用い
て説明する。
【００３３】
バックアップマネージャ４００は、バックアップ処理情報４１０に設定されている日時に
基づき、バックアップ対象に対するバックアップ処理を開始する（ステップ１０００）。
バックアップマネージャ４００は、ホスト１００のバックアップエージェント１１０にバ
ックアップ準備を指示する（ステップ１０１０）。
【００３４】
バックアップマネージャ４００の資源選択処理部４０１は、バックアップサーバ情報４２
０を用いて、状態が使用可能なバックアップサーバ３００から上記のバックアップ処理に
使用可能なバックアップサーバ３００を選択し、更にバックアップマネージャ４００の資
源選択処理部４０１は、バックアップサーバ情報４２０において、選んだバックアップサ
ーバ３００の状態を使用中にし、前記バックアップ処理を示すバックアップ番号と、スト
リーム番号「０」を設定する（ステップ１０２０）。以下、このバックアップサーバ３０
０をバックアップサーバ「０」と表記する。
【００３５】
同様にバックアップマネージャ４００の資源選択処理部４０１は、ライブラリ装置情報４
３０とテープ情報４４０を用いて、上記のバックアップ処理に使用可能なライブラリ装置
５００に存在するテープ５１０を選択し、それぞれの状態を使用中にして前記バックアッ
プ番号と、ストリーム番号「０」を設定する（ステップ１０３０）。以下、このライブラ
リ装置５００とテープ５１０をそれぞれライブラリ装置「０」、テープ「０」と表記する
。
【００３６】
またバックアップマネージャ４００の経路選択処理部４０２は、記憶装置２００とバック
アップサーバ「０」とライブラリ装置「０」との経路を形成するＦＣスイッチ６００を選
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択し、ＦＣスイッチ情報４５０において選択したＦＣスイッチ６００の状態を使用中にし
て前記バックアップ番号と、ストリーム番号「０」を設定する（ステップ１０４０）。
【００３７】
次いでバックアップマネージャ４００の経路選択処理部４０２は、上記と同様の選択と設
定をバックアップサーバ３００とライブラリ装置５００とテープ５１０とＦＣスイッチ６
００についてストリーム番号「１」として繰り返し、他のバックアップの経路を確保する
（ステップ１０５０～１０７０）。この処理で選択されたバックアップサーバ３００とラ
イブラリ装置５００とテープ５１０をそれぞれバックアップサーバ「１」とライブラリ装
置「１」とテープ「１」として表記する。
【００３８】
上記の処理において、２系統の経路が確保できなかった場合、バックアップマネージャ４
００のバックアップ処理部４０３は、前記バックアップ対象のバックアップ処理を失敗と
し、確保した資源を解放して、バックアップ処理失敗をログに記録する（ステップ１１８
０、１１９０）。更にユーザに通知しても良い。
【００３９】
確保できた場合、バックアップマネージャ４００のバックアップ処理部４０３は、ライブ
ラリ装置「０」を制御して、テープ「０」へのデータ記録が可能な様に準備する（ステッ
プ１０９０）。
【００４０】
次いでバックアップマネージャ４００のバックアップ処理部４０３は、バックアップサー
バ「０」にバックアップ対象データ及びライブラリ装置「０」及びテープ「０」を通知し
、バックアップサーバ「０」にバックアップ対象データのテープ「０」へのバックアップ
を指示する（ステップ１１００）。
【００４１】
指示を受けたバックアップサーバ「０」は対象データを記憶装置２００から読み出し、ラ
イブラリ装置「０」へ転送してテープ「０」へライトする。指示されたバックアップが正
常に終了した場合、バックアップサーバ「０」はバックアップマネージャ４００のバック
アップ処理部４０３に正常終了を通知し、異常終了した場合は異常終了を通知する（ステ
ップ１１１０）。
【００４２】
前記と並行して同様に、バックアップマネージャ４００のバックアップ処理部４０３は、
ライブラリ装置「１」を準備し、バックアップサーバ「１」にバックアップ対象データの
テープ「１」へのバックアップを指示する。上記の処理と同様にバックアップサーバ「１
」は指示されたバックアップを実行し、結果をバックアップマネージャ４００のバックア
ップ処理部４０３に通知する（ステップ１１２０～１１４０）。
【００４３】
バックアップマネージャ４００のバックアップ処理部４０３は、バックアップサーバ「０
」及び「１」から前記バックアップ結果を受領し、それぞれの内容を照らし合わせて上記
のバックアップ処理の成功／失敗を判断する。前記バックアップ結果が全て失敗であれば
、上記のバックアップ処理は失敗とする（ステップ１１８０、１１９０）。前記バックア
ップ結果の内少なくとも１つが成功であれば上記のバックアップ処理は成功とし、バック
アップマネージャ４００のバックアップ処理部４０３は、バックアップデータの位置を決
定してバックアップデータ保存情報４６０を更新する（ステップ１１６０）。
【００４４】
図９は本実施形態のバックアップデータ保存情報４６０の一例を示す図である。図９の対
象はバックアップ対象のデータを示す情報であり、論理または物理ボリュームを識別する
情報やファイル名（識別子）やデータベーステーブル名（識別子）等が指定される。開始
日時はバックアップ処理を開始した日時を示す。終了日時はバックアップ処理を終了した
日時を示す。データ日時はバックアップデータとしての日時を示す。ライブラリ装置番号
及びテープ番号はバックアップデータを格納したライブラリ装置５００及びテープ５１０
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を識別する番号であり、ライブラリ装置情報４３０でのライブラリ装置番号及びテープ情
報４４０でのテープ番号に対応している。データ位置はバックアップデータのテープ上の
位置を求める為の情報であり、例えばブロックアドレスや先頭からのオフセットのバイト
数である。データサイズはバックアップデータのサイズであり、例えばブロック数やバイ
ト数である。
【００４５】
上記のバックアップ結果の１つのみが成功であった場合、バックアップマネージャ４００
のバックアップ処理部４０３は、バックアップデータの格納が成功したライブラリ装置５
００及びテープ５１０の番号をバックアップデータ保存情報４６０に記録する。２つ以上
が成功であった場合は、バックアップマネージャ４００のバックアップ処理部４０３は、
バックアップデータの格納が成功したライブラリ装置５００及びテープ５１０の組の内、
いずれか１組（または複数組）の番号をバックアップデータ保存情報４６０に記録する。
バックアップデータのテープ上の位置もあわせて記録する。
【００４６】
バックアップマネージャ４００のバックアップ処理部４０３は、バックアップデータ保存
情報４６０の各テープ５１０に対応する内容の全てまたは一部を当該テープに保存する（
ステップ１１７０）。バックアップマネージャ４００のバックアップ処理部４０３は、必
要に応じてテープ５１０から前記情報を収集することができるものとする。
【００４７】
バックアップマネージャ４００のバックアップ処理部４０３は、バックアップ処理の為に
使用中に設定した、バックアップサーバ情報４２０とライブラリ装置情報４３０とテープ
情報４４０とＦＣスイッチ情報４５０を使用可能に設定し、すなわちバックアップ処理の
為に確保した資源を解放してバックアップ処理を終了する（ステップ１１９０）。
【００４８】
図１０は本実施形態のバックアップマネージャ４００が行うリストア処理の処理手順を示
すフローチャートである。装置障害や運用障害により記憶装置２００に格納されていたデ
ータが失われた場合等に、ユーザはバックアップマネージャ４００のリストア処理部４０
４にバックアップデータの保存状況を問い合わせる（ステップ２０００）。
【００４９】
問い合わせを受けたバックアップマネージャ４００のリストア処理部４０４は、バックア
ップデータ保存情報４６０を用いて、保存してあるデータをユーザに示す（ステップ２０
１０）。
【００５０】
ユーザはリストアしたいデータを選択し、選択したリストア対象データとリストア先（記
憶装置２００の記憶領域上の位置）を指定してバックアップマネージャ４００のリストア
処理部４０４にリストアを指示する（ステップ２０２０）。
【００５１】
指示を受けたバックアップマネージャ４００のリストア処理部４０４は、バックアップデ
ータ保存情報４６０を用いて、リストア対象データを格納しているライブラリ装置５００
、テープ５１０及びテープ５１０上の位置を特定し、ライブラリ装置情報４３０とテープ
情報４４０を参照して、前記のライブラリ装置５００及びテープ５１０が使用可能である
ことを確認して前記ライブラリ装置５００及びテープ５１０を使用中に設定する（ステッ
プ２０３０）。
【００５２】
更にバックアップマネージャ４００のリストア処理部４０４は、バックアップサーバ情報
４２０を用いて状態が使用可能なバックアップサーバ３００からリストア処理に使用する
バックアップサーバ３００を選択し、選んだバックアップサーバ３００についてバックア
ップサーバ情報４２０を使用中に設定する（ステップ２０４０）。また前記のライブラリ
装置５００と選択したバックアップサーバ３００と記憶装置２００との経路を形成するＦ
Ｃスイッチ６００を選択し、そのＦＣスイッチ６００が使用中の状態であることをＦＣス
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イッチ情報４５０に設定する（ステップ２０５０）。
【００５３】
次にバックアップマネージャ４００のリストア処理部４０４は、前記ライブラリ装置５０
０を制御して、前記テープ５１０からリストア対象データが取得できる様に準備する（ス
テップ２０６０）。
【００５４】
次にバックアップマネージャ４００のリストア処理部４０４は、選択したバックアップサ
ーバ３００に、前記のライブラリ装置５００とテープ５１０とリストア対象データとその
テープ上の位置とリストア先を通知して、リストア対象データのリストアを指示する（ス
テップ２０７０）。
【００５５】
指示を受領したバックアップサーバ３００は、対象データを前記ライブラリ装置５００の
テープ５１０から読み出し、記憶装置２００上の指定されたリストア先へリストアする（
ステップ２０８０）。
【００５６】
指示されたリストアが正常に終了した場合、バックアップサーバ３００はバックアップマ
ネージャ４００のリストア処理部４０４に正常終了を通知し、異常終了した場合は異常終
了を通知する（ステップ２０９０）。
【００５７】
バックアップマネージャ４００のリストア処理部４０４は、前記通知が正常終了の場合は
リストア処理の成功を、異常終了の場合はリストア処理の失敗を、ログに記録するととも
にユーザに通知する（ステップ２１００）。
【００５８】
バックアップマネージャ４００のリストア処理部４０４は、リストア処理の為に使用中に
設定した各種情報を使用可能に設定し、すなわちリストア処理の為に確保した資源を解放
してリストア処理を終了する（ステップ２１１０）。
【００５９】
前記の様に本実施形態のバックアップ処理システムでは、ホスト１００の情報処理で用い
られるデータをバックアップする為に必要な資源及び経路をその状態に応じて動的に複数
系統分確保し、その複数系統により複数のバックアップ処理を並列に行うので、その複数
のバックアップ処理のいずれかに障害が発生した場合でも、バックアップ処理に必要な時
間の増加を回避し、バックアップ処理を既定の時間内で完了させることができる。
【００６０】
上に説明したバックアップ処理では複数のバックアップサーバ３００でバックアップを並
列に実行したが、図１１及び図１２で以下に説明するバックアップ処理では、バックアッ
プの為のデータコピーを実行するコピー装置６１０を障害時に切り替える。
【００６１】
図１１は本実施形態のバックアップマネージャ４００が行うバックアップ処理の処理手順
を示すフローチャートである。
図１２は本実施形態のバックアップマネージャ４００が行うバックアップ処理の続きを示
す図である。上記の処理と同様にバックアップ処理を開始したバックアップマネージャ４
００の資源選択処理部４０１は、コピー装置情報４７０を用いて、状態が使用可能なコピ
ー装置６１０の中から当該バックアップ処理で使用するコピー装置６１０を選択してコピ
ー装置情報４７０を設定する（ステップ３０００）。
【００６２】
以下、選択したコピー装置６１０をコピー装置「０」と表記する。バックアップマネージ
ャ４００が行うコピー装置「０」の選択やコピー装置情報４７０に対する設定は、上に説
明したバックアップ処理でバックアップサーバ３００及びバックアップサーバ情報４２０
に対して行ったものと同様である。
【００６３】
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図１３は本実施形態のバックアップマネージャ４００が保持するコピー装置情報４７０の
一例を示す図である。図１３のコピー装置番号はコピー装置６１０を識別する番号である
。コピー装置名はコピー装置６１０を識別する名前（識別子）である。状態、処理番号、
ストリーム番号についてはバックアップサーバ情報４２０と同様である。
【００６４】
更にバックアップマネージャ４００は、上に説明した処理と同様に、ライブラリ装置「０
」、テープ「０」、コピー装置「１」、ライブラリ装置「１」、テープ「１」及びＦＣス
イッチ６００を選択し、各種情報を設定して確保する（ステップ３０１０）。２系統以上
の経路が確保できなかった場合は上記の処理と同様にバックアップ処理を失敗とし（ステ
ップ３１６０）、バックアップ処理の為に確保した資源を解放する（ステップ３１７０）
。
【００６５】
次にバックアップマネージャ４００のバックアップ処理部４０３は、ライブラリ装置「０
」及びライブラリ装置「１」を制御して、テープ「０」及びテープ「１」へのデータ記録
が可能な様に準備する（ステップ３０３０、３０４０）。
【００６６】
次いでバックアップマネージャ４００のバックアップ処理部４０３は、コピー装置「０」
にライブラリ装置「０」のテープ「０」へのバックアップ対象データのバックアップ（コ
ピー）を指示する（ステップ３０５０）。このコピー指示を行うバックアップ指示コマン
ドの仕様の例としては、 SCSI(Small Computer System Interface)に規定されている EXTEN
DED COPYコマンドがある。 EXTENDED COPYコマンドでは、コピー元デバイス、コピー先デ
バイス、コピー元領域アドレス、コピー先領域アドレス、コピー長等をパラメータとして
指定してコピーを指示することができる。
【００６７】
バックアップマネージャ４００のバックアップ処理部４０３は、バックアップ対象データ
のコピーを、複数の EXTENDED COPYコマンドで複数回のコピーに分割して行わせる。例え
ば対象データが１００ＭＢの大きさである場合、１０個のコマンドでコピー長を各１０Ｍ
Ｂとして、コピーを１０回に分けて行わせる。コピーを分割することによって障害処理に
おけるコマンド単位の細かい粒度を実現することができ、以下に説明する様に障害発生へ
の速やかな障害処理の実行とバックアップ処理の継続を実現できる。
【００６８】
コピー装置「０」は指示されたコピーを実行し、コピーが正常に終了した場合は正常終了
を、異常終了した場合は異常終了をバックアップマネージャ４００のバックアップ処理部
４０３に報告する（ステップ３０６０）。
【００６９】
正常終了の報告を受けたバックアップマネージャ４００のバックアップ処理部４０３は、
正常にコピーが終了した分のデータについてバックアップデータ保存情報４６０にライブ
ラリ装置「０」及びテープ「０」及びテープ上のデータ位置を記録し（ステップ３０８０
）、まだコピーしていないデータがある場合は次のコピー指示コマンドをコピー装置「０
」に発行する（ステップ３０９０）。バックアップ対象データのコピーが全て終了した場
合は、バックアップ処理は成功とし（ステップ３１５０）、バックアップ処理の為に確保
した資源を解放する（ステップ３１７０）。
【００７０】
コピー装置「０」からコピーの異常終了の報告を受けた場合、またはコピー装置「０」か
らの報告が既定の時間無くタイムアウトした場合、バックアップマネージャ４００のバッ
クアップ処理部４０３は、このコピーが正常に終了しなかったデータについて、コピー装
置「１」にライブラリ装置「１」のテープ「１」へのコピー指示コマンドを発行する（ス
テップ３１００）。
コピー装置「１」は指示されたコピーを実行して結果を上記と同様にバックアップマネー
ジャ４００のバックアップ処理部４０３に報告する（ステップ３１１０）。
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【００７１】
正常終了の報告を受けたバックアップマネージャ４００のバックアップ処理部４０３は、
正常にコピーが終了した分のデータについてバックアップデータ保存情報４６０にライブ
ラリ装置「１」及びテープ「１」及びテープ上のデータ位置を記録し（ステップ３１３０
）、まだコピーしていないデータがある場合は次のコピー指示コマンドをコピー装置「１
」に発行する（ステップ３１４０）。
【００７２】
バックアップ対象データのコピーが全て終了した場合は、バックアップ処理は成功とし（
ステップ３１５０）、バックアップ処理の為に確保した資源を解放する（ステップ３１７
０）。コピー装置「１」からコピーの異常終了の報告を受けた場合、またはタイムアウト
した場合はバックアップ処理を失敗とし（ステップ３１６０）、バックアップ処理の為に
確保した資源を解放する（ステップ３１７０）。
【００７３】
上で説明したバックアップの切り替えが発生した場合は、バックアップデータは複数に分
割されて異なるライブラリ装置５００及びテープ５１０に格納され、バックアップデータ
のどれだけの部分がどこに格納されたかはバックアップデータ保存情報４６０に各々記録
されて管理される。すなわちバックアップデータ保存情報４６０はあるバックアップ対象
データのバックアップデータに対して複数の保存場所のエントリを持つ場合がありうる。
【００７４】
上記のリストア処理で説明した様にバックアップマネージャ４００がデータのリストアを
行う際は、バックアップデータ保存情報４６０を用いてリストア可能なデータの提示とリ
ストア対象データの格納位置を求めるが、前述の場合の様にバックアップデータ（リスト
ア対象データ）が分割して格納されている場合は、バックアップマネージャ４００のリス
トア処理部４０４は、バックアップデータ保存情報４６０を用いて各格納場所（ライブラ
リ装置５００のテープ５１０）を求め、順次、確保、バックアップサーバ３００またはコ
ピー装置６１０へのリストア指示、解放を行って、全リストア対象データのリストア処理
を行う。
【００７５】
前記の様に本実施形態のバックアップ処理システムでは、ホスト１００の情報処理で用い
られるデータをバックアップする為に必要な資源及び経路をその状態に応じて動的に複数
系統分確保し、その一つの系統によるバックアップ処理で障害が発生した場合に他の系統
でバックアップ処理を続行するので、バックアップ処理に必要な時間の増加を回避し、バ
ックアップ処理を既定の時間内で完了させることができる。
【００７６】
上記のバックアップ処理において、バックアップ処理は、ユーザの指示に基づきバックア
ップ処理情報４１０に設定された日時に従って開始される。またユーザがバックアップ処
理の開始を指示することもありうる。
【００７７】
またＦＣスイッチ６００が、ＦＣスイッチ６００の有する複数ポートをグループ化してグ
ループ内のみでのアクセス及び転送を許可するゾーニング機能を有し、上記のバックアッ
プ処理及びリストア処理で説明している資源（経路）の選択及び確保において、バックア
ップマネージャ４００がネットワーク８００を介してＦＣスイッチ６００を設定し、選択
した経路を独立した経路としてゾーニングし、バックアップ処理またはリストア処理での
データ転送が、他の計算機による他の処理の転送に影響を与えず、他の転送から影響を受
けない様に処理を行っても良い。
【００７８】
また上に説明した２つのバックアップ処理ではいずれも２系統の資源（経路）を確保して
処理を行っているが、更に耐障害性を高める為に３系統以上の経路を用いて処理しても良
い。
【００７９】
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上記のバックアップ処理及びリストア処理において、バックアップ対象やリストア対象が
ファイルやデータベーステーブルである場合、バックアップマネージャ４００やバックア
ップサーバ３００はファイルシステムのファイル管理情報やデータベースの管理情報を解
釈する手段を有するものとする。
【００８０】
また上記のバックアップ処理の方法は、記憶装置２００で対象データのコピー（スナップ
ショット）を作成して、前記コピーに対してバックアップを取得する場合においても適用
できる。
【００８１】
上記の説明では、ホスト１００とバックアップサーバ３００とバックアップマネージャ４
００を異なる計算機としているが、これらの計算機が備える手段及び機能を１つまたは複
数の計算機が兼ね備え、上に説明した処理と同様にバックアップ処理を実現しても良い。
【００８２】
上記の前者のバックアップ処理の説明では、バックアップマネージャ４００が各種情報を
管理し、バックアップサーバ３００を用いてバックアップ処理を行っているが、他の構成
の例として、各バックアップサーバ３００が前記情報を、内容が各バックアップサーバ３
００上で同一内容となる様に同期を取りつつ管理して、上記の説明でバックアップマネー
ジャ４００が行っていた処理をバックアップサーバ３００が行ってバックアップ処理を実
現しても良い。
【００８３】
また後者のバックアップ処理の説明では、 EXTENDED COPYコマンドの異常終了を契機とし
て経路の切り替えを行っているが、他の転送指示方法を用いて、例えば記憶装置２００の
ブロックやトラックやシリンダを単位とするデータ転送の異常終了を契機として経路の切
り替えを行っても良い。
【００８４】
更に、上記の説明ではバックアップデータの格納場所をライブラリ装置５００のテープ５
１０としているが、例えば単体の磁気ディスク装置やＲＡＩＤ構成をとる制御装置付磁気
ディスク装置等の他の記憶装置であっても良い。
【００８５】
以上説明した様に本実施形態のバックアップ処理システムによれば、計算機の情報処理で
用いられるデータをバックアップする為に必要な資源及び経路を動的に複数系統分確保し
てバックアップ処理を行うので、バックアップ処理中に障害が発生してもバックアップ処
理に必要な時間の増加を抑えることが可能である。
【００８６】
【発明の効果】
本発明によれば計算機の情報処理で用いられるデータをバックアップする為に必要な資源
及び経路を動的に複数系統分確保してバックアップ処理を行うので、バックアップ処理中
に障害が発生してもバックアップ処理に必要な時間の増加を抑えることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施形態のバックアップ処理システムの概略構成を示す図である。
【図２】本実施形態のバックアップマネージャ４００が保持するバックアップ処理情報４
１０の一例を示す図である。
【図３】本実施形態のバックアップサーバ情報４２０の一例を示す図である。
【図４】本実施形態のライブラリ装置情報４３０の一例を示す図である。
【図５】本実施形態の各ライブラリ装置が保有するテープに関するテープ情報４４０の一
例を示す図である。
【図６】本実施形態のＦＣスイッチ情報４５０の一例を示す図である。
【図７】本実施形態のバックアップマネージャ４００が行うバックアップ処理の処理手順
を示すフローチャートである。
【図８】本実施形態のバックアップマネージャ４００が行うバックアップ処理の続きを示
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す図である。
【図９】本実施形態のバックアップデータ保存情報４６０の一例を示す図である。
【図１０】本実施形態のバックアップマネージャ４００が行うリストア処理の処理手順を
示すフローチャートである。
【図１１】本実施形態のバックアップマネージャ４００が行うバックアップ処理の処理手
順を示すフローチャートである。
【図１２】本実施形態のバックアップマネージャ４００が行うバックアップ処理の続きを
示す図である。
【図１３】本実施形態のバックアップマネージャ４００が保持するコピー装置情報４７０
の一例を示す図である。
【符号の説明】
１００…ホスト、１１０…バックアップエージェント、２００…記憶装置、３００…バッ
クアップサーバ、４００…バックアップマネージャ、４１０…バックアップ処理情報、４
２０…バックアップサーバ情報、４３０…ライブラリ装置情報、４４０…テープ情報、４
５０…ＦＣスイッチ情報、４６０…バックアップデータ保存情報、４７０…コピー装置情
報、５００…ライブラリ装置、５１０…テープ、６００…ＦＣスイッチ、６１０…コピー
装置、７００…ＳＡＮ、８００…ネットワーク、４０１…資源選択処理部、４０２…経路
選択処理部、４０３…バックアップ処理部、４０４…リストア処理部。
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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