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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のサイトに設置され、第１の論理ボリュームを提供する第１のストレージ装置と、
　第２のサイトに設置され、前記第１のストレージ装置と第１のネットワークを介して接
続され、前記第１の論理ボリュームとコピーペアを形成する仮想ボリュームと、第２の論
理ボリュームを提供する第２のストレージ装置と、
　第３のサイトに設置され、前記第２のストレージ装置と第２のネットワークを介して接
続され、前記第１の論理ボリュームのバックアップとなる第３の論理ボリュームを提供す
る第３のストレージ装置と
　を備え、
　前記第１の論理ボリュームと前記仮想ボリュームによる前記コピーペアが同期状態の場
合に、
　前記第１のストレージ装置は、前記第１の論理ボリュームに書き込まれたライトデータ
を前記第２のストレージ装置の前記仮想ボリュームヘ送信し、
　前記第２のストレージ装置は、受信した前記ライトデータを前記第２の論理ボリューム
に一時的に格納し、前記ライトデータを前記第２の論理ボリュームからリードして前記第
３のストレージ装置に転送するように制御し、
　前記第３のストレージ装置は、前記第２のストレージ装置を介して転送された前記ライ
トデータを前記第３の論理ボリューム内の前記第１の論理ボリュームと対応するアドレス
に書き込み、
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　前記第２のストレージ装置と前記第３のストレージ装置間の前記第２のネットワークに
おける障害を検出した場合には、
　前記第１の論理ボリュームと前記仮想ボリュームによる前記コピーペアの同期状態を解
除して、前記第１のストレージ装置から前記第２のストレージ装置の前記仮想ボリューム
へのライトデータの送信を中断し、
　前記第１のストレージ装置は、前記第１の論理ボリューム内の同期状態解除後にライト
データが格納されたアドレスを管理する第１の管理情報を管理し、
　前記第２のストレージ装置は、前記第１のストレージ装置から送信され未だ前記第２の
論理ボリュームに転送されていないライトデータと対応する前記第１の論理ボリューム内
のアドレスを管理し、
　前記第３のストレージ装置は、前記第２のストレージ装置から送信され未だ第３の論理
ボリュームに格納されていないライトデータと対応する前記第１の論理ボリューム内のア
ドレスを管理する第３の管理情報を管理し、
　前記第２のネットワークが障害から回復した場合には、
　前記第１乃至第３の管理情報を第１のストレージ装置に集約し、集約された管理情報に
基づき、前記第１の論理ボリュームに格納されたデータのうち、前記第３の論理ボリュー
ムに書き込まれるべきデータを前記第１のストレージ装置から前記第２のストレージ装置
を介して前記第３のストレージ装置に転送する
　ことを特徴とするストレージシステム。
【請求項２】
　前記第２及び第３のストレージ装置は、
　前記第２のネットワークにおける障害を検出した場合には、自己が保持する前記ライト
データが書き込まれるべき前記第３の論理ボリューム内のアドレスを差分ビットマップを
用いてそれぞれ管理し、
　前記第２のネットワークが障害から回復した場合には、前記第２及び第３のストレージ
装置がそれぞれ保持する前記差分ビットマップをマージすることにより、前記第２及び第
３のストレージ装置がそれぞれ管理している前記第３の論理ボリューム内のアドレスを管
理する
　ことを特徴とする請求項１に記載のストレージシステム。
【請求項３】
　前記第１及び第２のストレージ装置間では、前記第１の論理ボリュームにライトデータ
が書き込まれるのと同期して前記ライトデータを前記第１のストレージ装置から前記第２
のストレージ装置に転送し、
　前記第２及び第３のストレージ装置間では、前記第１のストレージ装置から前記第２の
ストレージ装置に対する前記ライトデータの転送とは非同期に当該ライトデータを前記第
２のストレージ装置から前記第３のストレージ装置に転送する
　ことを特徴とする請求項１に記載のストレージシステム。
【請求項４】
　前記第１のストレージ装置は、前記第１の論理ボリュームに書き込まれたライトデータ
を、前記仮想ボリュームを書込み先とするライト命令と共に前記第２のストレージ装置に
送信し、
　前記第２のストレージ装置は、前記第１のストレージ装置から送信される前記ライト命
令及び前記ライトデータに基づいて、当該ライトデータ及び当該ライトデータの更新情報
からなるジャーナルを作成し、当該ジャーナルを前記第３のストレージ装置に転送する
　ことを特徴とする請求項１に記載のストレージシステム。
【請求項５】
　第１のストレージ装置が提供する第１の論理ボリュームに書き込まれたライトデータを
第２のストレージ装置の前記第１の論理ボリュームとコピーペアを形成する仮想ボリュー
ムと第２の論理ボリュームを提供する第２のストレージ装置の前記仮想ボリュームへ送信
し、前記第２のストレージ装置は、受信した前記ライトデータを前記第２の論理ボリュー
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ムに一時的に格納し、該第２の論理ボリュームからリードした前記ライトデータを第３の
ストレージ装置に転送し、前記第３のストレージ装置において、前記ライトデータを前記
第３の論理ボリューム内の前記第１の論理ボリュームと対応するアドレスに書き込むスト
レージシステムにおけるリモートコピー復旧方法において、
　前記第２のストレージ装置と前記第３のストレージ装置間の第２のネットワークにおけ
る障害を検出した場合には、前記第１の論理ボリュームと前記仮想ボリュームによる前記
コピーペアの同期状態を解除して、前記第１のストレージ装置から前記第２のストレージ
装置の前記仮想ボリュームへのライトデータの送信を中断して、前記第１のストレージ装
置は、前記第１の論理ボリューム内の同期状態解除後にライトデータが格納されたアドレ
スを管理する第１の管理情報を管理し、前記第２のストレージ装置は、前記第１のストレ
ージ装置から送信され未だ前記第２の論理ボリュームに転送されていないライトデータと
対応する前記第１の論理ボリューム内のアドレスを管理し、前記第３のストレージ装置は
、前記第２のストレージ装置から送信され未だ第３の論理ボリュームに格納されていない
ライトデータと対応する前記第１の論理ボリューム内のアドレスを管理する第３の管理情
報を管理する第１のステップと、
　前記第２のネットワークが障害から回復した場合には、前記第１乃至第３の管理情報を
第１のストレージ装置に集約し、集約された管理情報に基づき、前記第１の論理ボリュー
ムに格納されたデータのうち、前記第３の論理ボリュームに書き込まれるべきデータを前
記第１のストレージ装置から前記第２のストレージ装置を介して前記第３のストレージ装
置に転送する第２のステップと
　を備えることを特徴とするリモートコピー復旧方法。
【請求項６】
　前記第１のステップでは、
　前記第２のネットワークにおける障害を検出した場合には、自己が保持する前記ライト
データが書き込まれるべき前記第３の論理ボリューム内のアドレスを差分ビットマップを
用いてそれぞれ管理し、
　前記第２のネットワークが障害から回復した場合には、前記第２及び第３のストレージ
装置がそれぞれ保持する前記差分ビットマップをマージすることにより、前記第２及び第
３のストレージ装置がそれぞれ管理している前記第３の論理ボリューム内のアドレスを管
理する
　ことを特徴とする請求項５に記載のリモートコピー復旧方法。
【請求項７】
　前記第１及び第２のストレージ装置間では、前記第１の論理ボリュームにライトデータ
が書き込まれるのと同期して前記ライトデータを前記第１のストレージ装置から前記第２
のストレージ装置に転送し、
　前記第２及び第３のストレージ装置間では、前記第１のストレージ装置から前記第２の
ストレージ装置に対する前記ライトデータの転送とは非同期に当該ライトデータを前記第
２のストレージ装置から前記第３のストレージ装置に転送する
　ことを特徴とする請求項５に記載のリモートコピー復旧方法。
【請求項８】
　前記第１のストレージ装置は、前記第１の論理ボリュームに書き込まれたライトデータ
を、前記仮想ボリュームを書込み先とするライト命令と共に前記第２のストレージ装置に
送信し、
　前記第２のストレージ装置は、前記第１のストレージ装置から送信される前記ライト命
令及び前記ライトデータに基づいて、当該ライトデータ及び当該ライトデータの更新情報
からなるジャーナルを作成し、当該ジャーナルを前記第３のストレージ装置に転送する
　ことを特徴とする請求項５に記載のリモートコピー復旧方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、ストレージシステム及びリモートコピー復旧方法に関し、例えば３ＤＣ（Da
ta Center）システムに適用して好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ストレージシステムに対する被災対策（ディザスタリカバリ）として、あるサイ
トにおいて運用されているストレージ装置が提供する正論理ボリュームに書き込まれたデ
ータを、これと遠隔したサイトに設置されたストレージ装置が提供する副論理ボリューム
にコピー（以下、これをリモートコピーと呼ぶ）するようにしてバックアップする技術が
知られている。
【０００３】
　また近年では、運用されている第１のサイトに設置された第１のストレージ装置が提供
する正論理ボリュームに書き込まれたデータを、第２のサイトに設置された第２のストレ
ージ装置を介して第３のサイトに設置された第３のストレージ装置に転送し、この第３の
ストレージ装置において、当該第３のストレージ装置が提供する副論理ボリュームにかか
るデータをコピーする３ＤＣシステムと呼ばれるストレージシステムに関する技術も多く
提案されている。
【０００４】
　例えば特許文献１には、かかる３ＤＣシステムにおいて、中間サイト（第２のサイト）
において転送対象のデータを保持することなく、第３のストレージ装置に転送する技術が
開示されている。この方法によれば、第２のストレージ装置に正論理ボリュームと同じ容
量の論理ボリュームを用意する必要がなく、その分、安価に３ＤＣシステムを構築し得る
利点がある。
【特許文献１】特開２００５－３０９５５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、３ＤＣシステムでは、例えば第２及び第３のストレージ装置間を接続するネ
ットワークに障害が発生した場合、当該ネットワークが障害から回復した後に第１のスト
レージ装置内のリモートコピー対象のデータをすべて第２のストレージ装置を介して第３
のストレージ装置に転送していた。このため、かかるネットワーが障害から復旧してから
３ＤＣシステムの運用を通常の運用に戻すまでに相当の時間を要する問題があった。
【０００６】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、リモートコピーの障害からの復旧時間を
短時間で行い得るストレージシステム及びリモートコピー復旧方法を提案しようとするも
のである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　かかる課題を解決するため本発明においては、ストレージシステムにおいて、第１のサ
イトに設置され、第１の論理ボリュームを提供する第１のストレージ装置と、第２のサイ
トに設置され、前記第１のストレージ装置と第１のネットワークを介して接続され、前記
第１の論理ボリュームとコピーペアを形成する仮想ボリュームと、第２の論理ボリューム
を提供する第２のストレージ装置と、第３のサイトに設置され、前記第２のストレージ装
置と第２のネットワークを介して接続され、前記第１の論理ボリュームのバックアップと
なる第３の論理ボリュームを提供する第３のストレージ装置とを備え、前記第１の論理ボ
リュームと前記仮想ボリュームによる前記コピーペアが同期状態の場合に、前記第１のス
トレージ装置は、前記第１の論理ボリュームに書き込まれたライトデータを前記第２のス
トレージ装置の前記仮想ボリュームヘ送信し、前記第２のストレージ装置は、受信した前
記ライトデータを前記第２の論理ボリュームに一時的に格納し、前記ライトデータを前記
第２の論理ボリュームからリードして前記第３のストレージ装置に転送するように制御し
、前記第３のストレージ装置は、前記第２のストレージ装置を介して転送された前記ライ
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トデータを前記第３の論理ボリューム内の前記第１の論理ボリュームと対応するアドレス
に書き込み、前記第２のストレージ装置と前記第３のストレージ装置間の前記第２のネッ
トワークにおける障害を検出した場合には、前記第１の論理ボリュームと前記仮想ボリュ
ームによる前記コピーペアの同期状態を解除して、前記第１のストレージ装置から前記第
２のストレージ装置の前記仮想ボリュームへのライトデータの送信を中断し、前記第１の
ストレージ装置は、前記第１の論理ボリューム内の同期状態解除後にライトデータが格納
されたアドレスを管理する第１の管理情報を管理し、前記第２のストレージ装置は、前記
第１のストレージ装置から送信され未だ前記第２の論理ボリュームに転送されていないラ
イトデータと対応する前記第１の論理ボリューム内のアドレスを管理し、前記第３のスト
レージ装置は、前記第２のストレージ装置から送信され未だ第３の論理ボリュームに格納
されていないライトデータと対応する前記第１の論理ボリューム内のアドレスを管理する
第３の管理情報を管理し、前記第２のネットワークが障害から回復した場合には、前記第
１乃至第３の管理情報を第１のストレージ装置に集約し、集約された管理情報に基づき、
前記第１の論理ボリュームに格納されたデータのうち、前記第３の論理ボリュームに書き
込まれるべきデータを前記第１のストレージ装置から前記第２のストレージ装置を介して
前記第３のストレージ装置に転送することを特徴とする。
【０００８】
　また本発明においては、第１のストレージ装置が提供する第１の論理ボリュームに書き
込まれたライトデータを第２のストレージ装置の前記第１の論理ボリュームとコピーペア
を形成する仮想ボリュームと第２の論理ボリュームを提供する第２のストレージ装置の前
記仮想ボリュームへ送信し、前記第２のストレージ装置は、受信した前記ライトデータを
前記第２の論理ボリュームに一時的に格納し、該第２の論理ボリュームからリードした前
記ライトデータを第３のストレージ装置に転送し、前記第３のストレージ装置において、
前記ライトデータを前記第３の論理ボリューム内の前記第１の論理ボリュームと対応する
アドレスに書き込むストレージシステムにおけるリモートコピー復旧方法において、前記
第２のストレージ装置と前記第３のストレージ装置間の第２のネットワークにおける障害
を検出した場合には、前記第１の論理ボリュームと前記仮想ボリュームによる前記コピー
ペアの同期状態を解除して、前記第１のストレージ装置から前記第２のストレージ装置の
前記仮想ボリュームへのライトデータの送信を中断して、前記第１のストレージ装置は、
前記第１の論理ボリューム内の同期状態解除後にライトデータが格納されたアドレスを管
理する第１の管理情報を管理し、前記第２のストレージ装置は、前記第１のストレージ装
置から送信され未だ前記第２の論理ボリュームに転送されていないライトデータと対応す
る前記第１の論理ボリューム内のアドレスを管理し、前記第３のストレージ装置は、前記
第２のストレージ装置から送信され未だ第３の論理ボリュームに格納されていないライト
データと対応する前記第１の論理ボリューム内のアドレスを管理する第３の管理情報を管
理する第１のステップと、前記第２のネットワークが障害から回復した場合には、前記第
１乃至第３の管理情報を第１のストレージ装置に集約し、集約された管理情報に基づき、
前記第１の論理ボリュームに格納されたデータのうち、前記第３の論理ボリュームに書き
込まれるべきデータを前記第１のストレージ装置から前記第２のストレージ装置を介して
前記第３のストレージ装置に転送する第２のステップとを備えることを特徴とする。
【０００９】
　本発明のストレージシステム及びリモートコピー復旧方法によれば、第１乃至第３のス
トレージ装置間におけるデータの転送を再開する際に、第１の論理ボリューム及び副論理
ボリューム間の差分のみがコピーされるため、第１の論理ボリューム内のすべてのデータ
を副論理ボリュームにコピーする従来の方法と比して、リモートコピーを格段的に短時間
で通常の状態に復旧させることができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、リモートコピーの障害からの復旧時間を短時間で行い得るストレージ
システム及びリモートコピー復旧方法を実現できる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下図面について、本発明の一実施の形態を詳述する。
【００１２】
（１）本実施の形態によるストレージシステムの構成
　図１は、本実施の形態によるストレージシステム１を示す。ストレージシステム１は、
第１～第３のサイト２Ａ～２Ｃにそれぞれ設置された第１～第３のホストコンピュータ３
Ａ～３Ｃ及び第１～第３のストレージ装置４Ａ～４Ｃを含んで構成される。第１～第３の
サイト２Ａ～２Ｃは、例えば大学や企業などの組織によって運営されるコンピュータ施設
や、インターネット上のＷｅｂサーバの運営、ＡＳＰ（Application Service Provider）
の運用などが行われているデータセンタなどである。このストレージシステム１は、地震
、火災、台風、洪水、落雷又はテロなどに対するディザスタリカバリのために構築される
。
【００１３】
　３つのサイトのうちの第１のサイト２Ａには、第１のホストコンピュータ３Ａ及び第１
のストレージ装置４Ａが設置される。また第２のサイト２Ｂには、第２のホストコンピュ
ータ３Ｂ及び第２のストレージ装置４Ｂが設置され、第３のサイト２Ｃには、第３のホス
トコンピュータ３Ｃ及び第３のストレージ装置４Ｃが設置される。
【００１４】
　第１のサイト２Ａに設置された第１のホストコンピュータ３Ａ及び第１のストレージ装
置４Ａは業務用として運用され、第３のサイト２Ｃに設置された第３のホストコンピュー
タ３Ｃ及び第３のストレージ装置４Ｃは、バックアップ用として運用される。また、第２
のサイト２Ａに設置された第２のホストコンピュータ３Ｂ及び第２のストレージ装置４Ｂ
は、第１及び第３のストレージ装置４Ａ，４Ｃ間におけるデータ転送時の中継用として用
いられる。
【００１５】
　第１～第３のサイト２Ａ～２Ｃにそれぞれ設置された第１～第３のホストコンピュータ
３Ａ～３Ｃは、ネットワーク５を介して通信可能に接続される。このネットワーク５は、
具体的にはＩＰ（Internet Protocol）ネットワークから構成されるＷＡＮ（Wide Area N
etwork）などである。
【００１６】
　また第１及び第２のストレージ装置４Ａ，４Ｂ間、並びに、第２及び第３のストレージ
装置４Ｂ，４Ｃ間も、それぞれネットワーク６Ａ，６Ｂを介して接続される。この場合に
おけるネットワーク６Ａ，６Ｂとしては、後述する第２及び第３のストレージ装置４Ｂ，
４Ｃ間でのリモートコピー時におけるコピーデータの送信のために、例えばＡＴＭ（Asyn
chronous Transfer Mode）やファイバーチャネルなどの高速かつ大容量のネットワークが
採用される。
【００１７】
　第１～第３のホストコンピュータ３Ａ～３Ｃは、それぞれＣＰＵ（Central Processing
 Unit）及びメモリ等のハードウェア資源を備えたコンピュータ装置であり、例えばパー
ソナルコンピュータや、ワークステーション、メインフレームなどから構成される。
【００１８】
　第１～第３のストレージ装置４Ａ～４Ｃは、図２に示すように、それぞれ複数のハード
ディスク装置１０から構成されるディスクアレイ１１部と、これらハードディスク装置１
０に対するデータの入出力を制御するコントロール部１２とから構成される。
【００１９】
　ハードディスク装置１０は、例えばＦＣ（Fibre channel）ディスク等の高価なディス
ク又はＳＡＴＡ（Serial AT Attachment）ディスク等の安価なディスクから構成される。
１又は複数のハードディスク装置１０が提供する記憶領域上に１又は複数の論理的なボリ
ューム（以下、これを論理ボリュームと呼ぶ）ＶＯＬが作成される。そしてデータは、こ
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の論理ボリュームＶＯＬ内に所定大きさのブロック（以下、これを論理ブロックと呼ぶ）
単位で記憶される。
【００２０】
　各論理ボリュームＶＯＬには、それぞれ固有の識別子（以下、これを論理ボリューム番
号と呼ぶ）が付与される。本実施の形態の場合、データの入出力は、この論理ボリューム
番号と、各論理ブロックにそれぞれ付与されるその論理ブロックに固有の番号（ＬＢＡ：
Logical Block Address）とを組み合わせたものをアドレスとして、当該アドレスを指定
して行われる。
【００２１】
　コントロール部１２は、複数のチャネルアダプタ２０、接続部２１、共有メモリ２２、
キャッシュメモリ２３及び複数のディスクアダプタ２４を備えて構成される。
【００２２】
　各チャネルアダプタ２０は、それぞれマイクロプロセッサ、メモリ及び通信インタフェ
ース等を備えたマイクロコンピュータシステムとして構成されており、自ストレージ装置
と接続された第１～第３のホストコンピュータ３Ａ～３Ｃや、ネットワークを介して自ス
トレージ装置と接続された第１～第３のストレージ装置４Ａ～４Ｃとの間の通信インタフ
ェースとして機能する。
【００２３】
　接続部２１は、チャネルアダプタ２０、共有メモリ２２、キャッシュメモリ２３及びデ
ィスクアダプタ２４と接続される。チャネルアダプタ２０、共有メモリ２２、キャッシュ
メモリ２３及びディスクアダプタ２４間でのデータやコマンドの授受は、この接続部２１
を介して行われる。接続部２１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
速クロスバススイッチなどのスイッチ又はバス等で構成される。
【００２４】
　共有メモリ２２は、チャネルアダプタ２０及びディスクアダプタ２４により共有される
記憶メモリである。共有メモリ２２には、そのストレージ装置の構成情報などの情報が格
納される。後述するボリューム情報テーブル３０（図３）、ペア情報テーブル３１（図４
）及びジャーナルグループ設定情報テーブル３２（図５）もこの共有メモリ２２に格納さ
れる。
【００２５】
　キャッシュメモリ２３も、チャネルアダプタ２０及びディスクアダプタ２４により共有
される記憶メモリである。このキャッシュメモリ２３は、主として論理ボリュームＶＯＬ
に入出力するデータを一時的に記憶するために利用される。
【００２６】
　各ディスクアダプタ２４は、マイクロプロセッサやメモリ等を備えたマイクロコンピュ
ータシステムとして構成され、各ハードディスク装置１０との通信時におけるプロトコル
制御を行うインタフェースとして機能する。これらディスクアダプタ２４は、例えばファ
イバーチャネルケーブルを介して対応するハードディスク装置１０と接続されており、フ
ァイバーチャネルプロトコルに従ってこれらハードディスク装置１０との間のデータの授
受を行う。
【００２７】
（２）本ストレージシステムにおけるリモートコピーの流れ
　次に、図１を用いて、本ストレージシステム１におけるリモートコピーの流れについて
説明する。なお、以下においては、第１のストレージ装置４Ａ内に第１及び第２の論理ボ
リュームＶＯＬ１，ＶＯＬ２が設けられており、第１のホストコンピュータからのデータ
は第１の論理ボリュームＶＯＬ１に読み書きされるものとする。つまり本ストレージシス
テム１では、第１の論理ボリュームＶＯＬ１が３ＤＣシステムにおける正論理ボリューム
となる。
【００２８】
　また第２のストレージ装置４Ｂ内には、第１の論理ボリュームＶＯＬ１とコピーペアに
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設定された、実体を有さない仮想的な論理ボリューム（以下、これを仮想ボリュームと呼
ぶ）ＶＶＯＬと、後述するジャーナルが格納される第１のジャーナルボリュームＪＶＯＬ
１とが設けられているものとする。なお、「コピーペア」とは、第１及び第２のサイト２
Ａ，２Ｂ間や第２及び第３のサイト２Ｂ，２Ｃ間においてデータコピーを行うように設定
されたコピー元の論理ボリュームＶＯＬ及びコピー先の論理ボリュームＶＯＬの対のこと
をいう。
【００２９】
　さらに第３のストレージ装置４Ｃ内には、第１のジャーナルボリュームＪＶＯＬ１とコ
ピーペアに設定された第２のジャーナルボリュームＪＶＯＬ２と、第１の論理ボリューム
ＶＯＬ１の最終的なバックアップボリューム（副論理ボリューム）である第３の論理ボリ
ュームＶＯＬ３とが設けられているものとする。
【００３０】
　まず、ジャーナルについて説明する。ジャーナルは、ある論理ボリュームに格納された
データの更新があった場合に作成されるその論理ボリュームの更新履歴情報であり、更新
データそのものと、その更新が行われた論理ボリューム内のアドレスや更新時間などの情
報（以下、これを更新情報と呼ぶ）とから構成される。
【００３１】
　ある時点におけるコピー元の論理ボリュームのデータイメージをコピー先の論理ボリュ
ームにコピー（以下、これを初期コピーと呼ぶ）しておき、これ以降、コピー元の論理ボ
リュームに対するデータの書き込みがある度に上述のジャーナルを作成し、作成したジャ
ーナルをコピー先のストレージ装置に転送する。
【００３２】
　そしてコピー先のストレージ装置では、転送されてきたジャーナルを古いものから順番
にコピー先の論理ボリュームに反映する。これによりコピー元の論理ボリュームのデータ
イメージが更新されたときに、これと同様にコピー先の論理ボリュームのデータイメージ
を更新することができる。なお「ジャーナルの反映」とは、ジャーナルに含まれるライト
データをコピー先の論理ボリューム内のそのジャーナルに含まれる更新情報により指定さ
れたアドレス位置に書き込むことを意味する。
【００３３】
　論理ボリュームと、その論理ボリュームに関するジャーナルが格納されるジャーナルボ
リュームとからなる論理ボリューム群をジャーナルグループと呼ぶ。本ストレージシステ
ムでは、仮想ボリュームＶＶＯＬ及び第１のジャーナルボリュームＪＮＡＬ１によって１
つのジャーナルグループＪＧ１が構成され、第２のジャーナルボリュームＪＮＡＬ２及び
第３の論理ボリュームによってもう１つのジャーナルグループＪＧ２が構成される。
【００３４】
　本ストレージシステム１におけるリモートコピーの流れについて説明を続ける。第１の
ストレージ装置４Ａは、第１のホストコンピュータ３Ａから第１の論理ボリュームＶＯＬ
１に対するライト命令及びライトデータが与えられると（図１の矢印）、ライト命令にお
いて指定された第１の論理ボリュームＶＯＬ１内の当該ライト命令において指定されたア
ドレス位置にそのライトデータを格納する。また第１のストレージ装置４Ａは、かかるラ
イトデータを、仮想ボリュームＶＶＯＬを書込み先とするライト命令と共に第２のストレ
ージ装置４Ｂに転送する（図１の矢印ａ１）。
【００３５】
　第２のストレージ装置４Ｂは、第１のストレージ装置４Ａから転送されるライト命令及
びライトデータを受信すると、これらライト命令及びライトデータに基づいてジャーナル
を作成し、作成したジャーナルを第１のジャーナルボリュームＪＶＯＬ１に格納する（図
１の矢印ａ２）。また第２のストレージ装置４Ｂは、この後、第１のストレージ装置４Ａ
からのライト命令及びライトデータの転送とは非同期に、第１のジャーナルボリュームＪ
ＶＯＬ１に格納されたジャーナルを第３のストレージ装置４Ｃに送信する（図１の矢印ａ
３）。
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【００３６】
　第３のストレージ装置４Ｃは、第２のストレージ装置４Ｂから送信されるジャーナルを
第２のジャーナルボリュームＪＶＯＬ２に格納する。また第３のストレージ装置４Ｃは、
この後、第２のジャーナルボリュームＪＶＯＬ２に格納されたジャーナルを読み出し、当
該ジャーナルを第３の論理ボリュームＶＯＬ３に反映する（図１の矢印ａ４）。
【００３７】
　なお、第２のストレージ装置４Ｂの第１のジャーナルボリュームＪＶＯＬ１に格納され
たジャーナルを第３のストレージ装置４Ｃの第２のジャーナルボリュームＪＶＯＬ２にリ
モートコピーする方式としては、第２のストレージ装置４Ｂが主体となって第３のストレ
ージ装置４Ｃにジャーナルを転送する方式（以下、これをＰＵＳＨ方式と呼ぶ）と、第３
のストレージ装置４Ｃが主体となって第２のストレージ装置４Ｂからジャーナルを読み出
す方式（以下、これをＰＵＬＬ方式と呼ぶ）とがある。
【００３８】
　ＰＵＬＬ方式では、第３のストレージ装置４Ｃから第２のストレージ装置４Ｂにジャー
ナルのリード命令（以下、これをジャーナルリード命令と呼ぶ）が与えられる。そして第
２のストレージ装置４Ｂは、かかるジャーナルリード命令が第３のストレージ装置４Ｃか
ら与えられると、第３のストレージ装置４Ｃに未転送のジャーナルを第１のジャーナルボ
リュームＪＶＯＬ１から読み出して第３のストレージ装置４Ｃに転送する。以下において
は、第２のストレージ装置４Ｂから第３のストレージ装置４Ｃにジャーナルを転送する方
式として、ＰＵＬＬ方式が採用されているものとする。
【００３９】
　以上のようなリモートコピーを行うための手段として、第１～第３のストレージ装置４
Ａ～４Ｃの共有メモリ２２には、それぞれ図３に示すようなボリューム情報テーブル３０
及び図４に示すようなペア情報テーブル３１が格納され、第２及び第３のストレージ装置
４Ｂ，４Ｃの共有メモリ２２には、さらに図５に示すようなジャーナルグループ設定情報
テーブル３２が格納されている。
【００４０】
　ボリューム情報テーブル３０（図３）は、第１～第３のストレージ装置４Ａ～４Ｃのチ
ャネルアダプタ２０が自ストレージ装置内に設定された論理ボリュームＶＯＬを管理する
ためのテーブルであり、図３に示すように、論理ボリューム番号欄３０Ａ、ボリューム状
態欄３０Ｂ及びペア番号欄３０Ｃから構成される。
【００４１】
　そして論理ボリューム番号欄３０Ａには、その第１～第３のストレージ装置４Ａ～４Ｃ
内の各論理ボリュームＶＯＬ（仮想ボリュームＶＶＯＬ及びジャーナルボリュームＬＶＯ
Ｌ１，ＪＶＯＬ２も含む）にそれぞれ付与された論理ボリューム番号が格納され、ボリュ
ーム状態欄３０Ｂには、対応する論理ボリュームＶＯＬの状態が格納される。またペア番
号欄３０Ｃには、対応する論理ボリュームＶＯＬが他の論理ボリュームＶＯＬとコピーペ
アに設定されている場合に、そのコピーペアに対して付与された固有の識別子（以下、こ
れをペア番号とよぶ）が格納される。なお、このペア番号は、図４について後述するペア
情報テーブル３１のペア番号欄３１Ａに格納されたペア番号と同じものである。
【００４２】
　従って、図３の例では、論理ボリューム番号が「１」の論理ボリュームＶＯＬ（仮想ボ
リュームＶＶＯＬ）の状態は「正常」であり、その論理ボリュームＶＯＬが他の論理ボリ
ュームＶＯＬ（第１の論理ボリュームＶＯＬ１）と共にペア番号が「１」のコピーペアを
構成していることが示されている。
【００４３】
　ペア情報テーブル３１（図４）は、第１～第３のストレージ装置４Ａ～４Ｃ内のチャネ
ルアダプタ２０が、上述のボリューム情報テーブル３０に登録された論理ボリュームＶＯ
Ｌが自ストレージ装置内又は他のストレージ装置内に設定された他の論理ボリュームＶＯ
Ｌとコピーペアに設定されている場合に、そのコピーペアを管理するためのテーブルであ
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る。このペア情報テーブル３１は、図５に示すように、ペア番号欄３１Ａ、ペア状態欄３
１Ｂ、装置内論理ボリューム番号欄３１Ｃ、相手装置番号欄３１Ｄ、相手論理ボリューム
番号欄３１Ｅ及び仮想化フラグ欄３１Ｆから構成される。
【００４４】
　そしてペア番号欄３１Ａには、対応するコピーペアに付与されたペア番号が格納され、
ペア状態欄３１Ｂには、対応するコピーペアの状態が格納される。なおコピーペアの状態
としては、コピー元の論理ボリュームＶＯＬの更新内容が同期又は非同期にコピー先の論
理ボリュームＶＯＬに反映される状態にある「同期」と、コピー元の論理ボリュームＶＯ
Ｌの更新内容をコピー先の論理ボリュームＶＯＬに反映するのを中断した状態にある「障
害」と、「障害」の状態から「同期」の状態に遷移するためにコピー元の論理ボリューム
ＶＯＬ及びコピー先の論理ボリュームＶＯＬの差分をコピー先の論理ボリュームＶＯＬに
反映する「同期中」とがある。
【００４５】
　装置内論理ボリューム番号欄３１Ｃには、対応するコピーペアを構成するその第１～第
３のストレージ装置４Ａ～４Ｃ内の論理ボリュームＶＯＬの論理ボリューム番号が格納さ
れる。また相手論理ボリューム番号欄３１Ｅには、装置内論理ボリューム番号欄３１Ｃに
論理ボリューム番号が格納された論理ボリュームＶＯＬと共にそのコピーペアを構成する
相手側の論理ボリューム（以下、これを相手側論理ボリュームと呼ぶ）ＶＯＬの論理ボリ
ューム番号が格納され、相手装置番号欄３１Ｄには、その相手側論理ボリュームＶＯＬが
設けられたストレージ装置（第１～第３のストレージ装置４Ａ～４Ｃ）に付与された固有
の識別子（以下、これを装置番号と呼ぶ）が格納される。
【００４６】
　さらに仮想化フラグ欄３１Ｆには、相手側論理ボリュームＶＯＬが仮想ホリュームであ
るか否かを表すフラグ（以下、これを仮想化フラグと呼ぶ）が格納される。この仮想化フ
ラグは、相手側論理ボリュームＶＯＬが仮想ボリュームのときにはオン（ＯＮ）に設定さ
れ、相手側論理ボリュームが仮想ボリュームでない（つまり実体を有する通常の論理ボリ
ューム）であるときにはオフ（０）に設定される。
【００４７】
　従って、図４の例では、ペア番号が「１」のコピーペアは、コピー元の論理ボリューム
ＶＯＬ及びコピー先の論理ボリュームＶＯＬ間で同期がとれた状態（「同期」）にあり、
相手側論理ボリュームＶＯＬは装置番号が「１」のストレージ装置内に設定された論理ボ
リューム番号が「１」の仮想ボリューム（仮想化フラグが「ＯＮ」）であることが分かる
。
【００４８】
　ジャーナルグループ設定情報テーブル３２（図５）は、第２及び第３のストレージ装置
４Ｂ，４Ｃのチャネルアダプタ２０が自ストレージ装置内に設定されたジャーナルグルー
プＪＧ１，ＪＧ２（図１）を管理するためのテーブルであり、図５に示すように、ジャー
ナルグループ番号欄３２Ａ、ソースボリューム欄３２Ｂ、ジャーナルボリューム番号欄３
２Ｃ、パス障害検知監視時間欄３２Ｄ及びパス切れ検知時刻欄３２Ｅから構成される。
【００４９】
　そしてジャーナルグループ番号欄３２Ａには、その第２又は第３のストレージ装置４Ｂ
，４Ｃ内に設定された各ジャーナルグループＪＧ１，ＪＧ２にそれぞれ付与された固有の
識別子（以下、これをジャーナルグループ番号と呼ぶ）が格納される。またジャーナルボ
リューム欄３２Ｃには、そのジャーナルグループＪＧ１，ＪＧ２に属するジャーナルボリ
ューム（第１又は第２のジャーナルボリュームＪＶＯＬ１，ＪＶＯＬ２）の論理ボリュー
ム番号が格納され、ソースボリューム欄３２Ｂには、かかるジャーナルボリュームと共に
そのジャーナルグループＪＧ１，ＪＧ２を構成する論理ボリュームＶＯＬの論理ボリュー
ム番号が格納される。
【００５０】
　さらにパス障害検知監視時間欄３２Ｄには、対応するジャーナルグループＪＧ１，ＪＧ
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２のジャーナルを送受信するパス（ネットワーク６Ａ，６Ｂ）に異常が発生してからチャ
ネルアダプタ２０が当該パスに障害が発生したと認識するまでの時間（以下、これをパス
障害検知監視時間と呼ぶ）が格納される。本ストレージシステム１では、第２及び第３の
ストレージ装置４Ｂ，４Ｃ間において相互にハートビート信号をやり取りしており、この
ハートビート信号を受信しなくなってからチャネルアダプタ２０がネットワーク６Ａ，６
Ｂに障害が発生したと検知するまでの時間としてユーザが設定した時間がパス障害検知監
視時間としてパス障害検知監視時間欄３２Ｄに格納される。さらにパス切れ検知時刻欄３
２Ｅには、チャネルアダプタ２０がパス障害を検知した時刻（年／月／日／時／分）が格
納される。
【００５１】
　従って、図５の例では、ジャーナルグループ番号が「１」のジャーナルグループＪＧ１
，ＪＧ２は、論理ボリューム番号が「１」の論理ボリュームＶＯＬと、論理ボリューム番
号が「３」のジャーナルボリュームＪＶＯＬ１、ＪＶＯＬ２とから構成されており、その
パス障害検知監視時間として「５分」が設定されていることが示されている。
【００５２】
　図６～図１０は、以上のようなリモートコピー時における第１～第３のストレージ装置
４Ａ～４Ｃ内での命令及びデータの流れを示す。図６～図１０において、細い矢印は命令
の流れを示し、太い矢印はデータの流れを示している。
【００５３】
　また図６～図１０において、命令受信処理プログラム４０、命令転送処理プログラム４
１、ジャーナルリード処理プログラム４３、リストア処理プログラム４４及び差分化処理
プログラム４５はそれぞれチャネルアダプタ２０に実装された処理プログラムであり、リ
ード／ライト処理プログラム４２はディスクアダプタ２４に実装された処理プログラムで
ある。
【００５４】
　図６～図１０において、ある処理プログラムを始点とする細い矢印が記載されている場
合は、その処理プログラムから当該矢印の終点に向けて命令が発行されることを表し、処
理プログラムを始点とし又は処理プログラム上を通過するように太い矢印が記載されてい
る場合には、その処理プログラムに基づいてデータがその矢印に沿って転送されることを
表す。
【００５５】
　図６に示すように、第１のホストコンピュータ３Ａから第１のストレージ装置４Ａにラ
イト命令及びライトデータが与えられた場合、これらライト命令及びライトデータを受信
した第１のストレージ装置４Ａのチャネルアダプタ２０は、ライトデータをキャッシュメ
モリ２３に保存する（図６の矢印ａ１０）と共にライト命令を共有メモリ２２に保存する
。
【００５６】
　そしてキャッシュメモリ２３に格納されたライトデータは、その後、対応するディスク
アダプタ２４によりキャッシュメモリ２３から読み出され、共有メモリ２２に保存された
上述のライト命令において指定された論理ボリュームＶＯＬ１内の当該ライト命令におい
て指定されたアドレス位置に格納される（図６の矢印ａ１１）。
【００５７】
　またかかるライト命令及びライトデータを受信したチャネルアダプタ２０は、ボリュー
ム情報テーブル３０（図３）及びペア情報テーブル３１（図４）を参照して、第２のスト
レージ装置４Ｂと接続されたチャネルアダプタ２０に対してかかるライトデータを第２の
ストレージ装置４Ｂに転送すべき旨の命令（以下、これをデータ転送命令と呼ぶ）を送信
する（図６の矢印ａ１２）。
【００５８】
　そしてかかるデータ転送命令を受信したチャネルアダプタ２０は、ボリューム情報テー
ブル３０及びペア情報テーブル３１を参照して、キャッシュメモリ２３に格納されたライ
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トデータを読み出し、読み出したライトデータを、仮想ボリュームＶＶＯＬをライト先と
して指定したライト命令と共に第２のストレージ装置４Ｂに転送する（図６の矢印ａ１３
）。
【００５９】
　一方、かかるライト命令及びライトデータを受信した第２のストレージ装置４Ｂのチャ
ネルアダプタ２０は、図７に示すように、ライト命令を共有メモリ２２に格納すると共に
ライトデータをキャッシュメモリ２３に格納する。またチャネルアダプタ２０は、これと
併せて、かかるライト命令に基づくジャーナルの更新情報を生成し、これをキャッシュメ
モリ２３に格納する（図７の矢印ａ２０）。
【００６０】
　そしてチャネルアダプタ２０は、この後、ライトデータの書き込みが完了したことを第
１のストレージ装置４Ａに報告する。かくしてこの報告を受けた第１のストレージ装置４
Ａのチャネルアダプタ２０は、データ書込み完了通知を第１のホストコンピュータ３Ａと
接続されたチャネルアダプタ２０を介して第１のホストコンピュータ３Ａに送信する。
【００６１】
　なお、第２のストレージ装置４Ｂのキャッシュメモリ２３に格納されたライトデータ及
び更新情報は、その後、第１のジャーナルボリュームＪＶＯＬ１を管轄するディスクアダ
プタ２４によりキャッシュメモリ２３から読み出され、そのライトデータのジャーナルと
して第１のジャーナルボリュームＪＶＯＬ１に格納される（図７の矢印ａ２１，ａ２２）
。
【００６２】
　他方、図９に示すように、第３のストレージ装置４Ｃ内のチャネルアダプタ２０のうち
、第２のストレージ装置４Ａと接続されたチャネルアダプタ２０は、自己の負荷状況に応
じて都合の良いタイミングで第２のストレージ装置４Ｂに対してリードジャーナル命令を
送信する（図９の矢印ａ３０）。
【００６３】
　そしてこのリードジャーナル命令を受信した第２のストレージ装置４Ｂのチャネルアダ
プタ２０は、図８に示すように、第３のストレージ装置４Ｃに未転送のジャーナルが第１
のジャーナルボリュームＪＶＯＬ１内に存在するか否かを調査する。そしてチャネルアダ
プタ２０は、かかるジャーナルが第１のジャーナルボリュームＪＶＯＬ１内に存在する場
合には、第１のジャーナルボリュームＪＶＯＬ１を管轄するディスクアダプタ２４に対し
てそのジャーナルのリード命令を送信する。
【００６４】
　このリード命令を受信したディスクアダプタ２４は、第１のジャーナルボリュームＪＶ
ＯＬ１に格納されているジャーナルのうち、作成順位が最も早いジャーナルを当該第１の
ジャーナルボリュームＪＶＯＬ１から読み出し、これをキャッシュメモリ２３に格納する
（図８の矢印ａ３１，ａ３２）。そしてこのキャッシュメモリ２３に格納されたジャーナ
ルは、この後第３のストレージ装置４Ａと接続されたチャネルアダプタ２０により、キャ
ッシュメモリ２３から読み出されて第３のストレージ装置４Ｃに転送される（図８の矢印
ａ３３）。
【００６５】
　第３のストレージ装置４Ｃ側では、図９に示すように、このジャーナルを受信したチャ
ネルアダプタ２０が、当該ジャーナルをキャッシュメモリ２３に格納する（図９の矢印ａ
３４）。そしてこのキャッシュメモリ２３に格納されたジャーナルは、この後、第２のジ
ャーナルボリュームＪＶＯＬ２を管轄するディスクアダプタ２４によりキャッシュメモリ
２３から読み出されてジャーナルとして第２のジャーナルボリュームＪＶＯＬ２に格納さ
れる（図９の矢印ａ３５，ａ３６）。
【００６６】
　この後、図１０に示すように、かかる第２のジャーナルボリュームＪＶＯＬ２を管轄す
るディスクアダプタ２４に対して特定又は任意のチャネルアダプタ２０からリストア命令
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が与えられる（図１０の矢印ａ３７）。そしてこのリストア命令を受信したディスクアダ
プタ２４は、第２のジャーナルボリュームＪＶＯＬ２に格納されているジャーナルを順次
読み出し、当該ジャーナルのうちの更新情報をキャッシュメモリ２３に格納すると共に、
当該ジャーナルのうちのライトデータをキャッシュメモリ２３内のキャッシュ領域２３Ａ
に格納する（図１０の矢印ａ３８）。
【００６７】
　そしてこのキャッシュ領域２３Ａに格納されたライトデータは、この後第３の論理ボリ
ュームＶＯＬ３を管理するディスクアダプタ２４により読み出される。そして、ディスク
アダプタ２４は、キャッシュメモリ２３に格納された対応する更新情報を参照して、かか
るライトデータを第３の論理ボリュームＶＯＬ３内の対応するアドレス位置に書き込む（
図１０の矢印ａ３９）。
【００６８】
　以上のようにして、本ストレージシステム１では、第１の論理ボリュームＶＯＬ１に書
き込まれたデータが第２のストレージ装置４Ｂを介して第３の論理ボリュームＶＯＬ３に
リモートコピーされる。
【００６９】
（３）第１～第３のストレージ装置における同期解除処理及び再同期処理
　次に、第２及び第３のストレージ装置４Ｂ，４Ｃ間を接続するネットワーク６Ｂに障害
が発生したことに起因して又はユーザからの指示により、第２及び第３のストレージ装置
４Ｂ，４Ｃ間におけるジャーナルのリモートコピーを中断する第１～第３のストレージ装
置４Ｂ，４Ｃ内で行われる同期解除処理と、かかるリモートコピー処理を再開する場合に
、ユーザ操作に応じて第１～第３のストレージ装置４Ａ～４Ｃにおいて行われる再同期処
理とについて、図１１～図２８を用いて説明する。
【００７０】
　なお、図１１～図２８において、細い矢印は命令の流れを示し、太い矢印はデータの流
れを示す。また図１１～図２８において、命令受信処理プログラム４０、命令転送処理プ
ログラム４１、ジャーナルリード処理プログラム４３、リストア処理プログラム４４、差
分化処理プログラム４５及びペア状態管理処理プログラム４６はそれぞれチャネルアダプ
タ２０に実装された処理プログラムであり、リード／ライト処理プログラム４２はディス
クアダプタ２４に実装された処理プログラムである。
【００７１】
　さらに図１４、図１６、図２０、図２２、図２５及び図２７を除く図１１～図２８にお
いて、ある処理プログラムを始点とする細い矢印が記載されている場合は、その処理プロ
グラムから当該矢印の終点に向けて命令が発行されることを表し、処理プログラムを始点
とし又は処理プログラム上を通過するように太い矢印が記載されている場合には、その処
理プログラムに基づいてデータがその矢印に沿って転送されることを表す。
【００７２】
（３－１）同期解除処理
　まず、同期解除処理について説明する。第２及び第３のストレージ装置４Ｂ，４Ｃは、
ネットワーク６Ｂに障害が発生したことを検知し、又はユーザより第２及び第３のストレ
ージ装置４Ｂ，４Ｃ間のリモートコピーを中断すべき指示が与えられると、図１１に示す
ように、自ストレージ装置が保持する第３の論理ボリュームＶＯＬ３に未反映のデータを
それぞれ管理する。
【００７３】
　具体的に、第２及び第３のストレージ装置４Ｂ，４Ｃは、自ストレージ装置内の第１又
は第２のジャーナルボリュームＪＶＯＬ１，ＪＶＯＬ２に格納されている各ジャーナルが
それぞれ反映されるべき第３の論理ボリュームＶＯＬ３内のアドレス位置を、それぞれ副
側Ｐ／Ｉ間差分ビットマップ５１Ｂ又は副側Ｉ／Ｒ間差分ビットマップ５１Ｂを用いて管
理する。
【００７４】
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　また第１のストレージ装置４Ａは、第２及び第３のストレージ装置４Ｂ，４Ｃ間のリモ
ートコピーを中断してから更新された第１の論理ボリュームＶＯＬ１内のアドレス位置を
正側Ｐ／Ｉ間差分ビットマップ５１Ａを用いて管理する。
【００７５】
　図１２は、このような同期解除処理のうち、ネットワーク６Ｂに発生した障害を第２の
ストレージ装置４Ｂが検知した場合に当該第２のストレージ装置４Ｂにおいて行われる同
期解除処理の流れを示す。
【００７６】
　第２のストレージ装置４Ｂのチャネルアダプタ２０のうち、第３のストレージ装置４Ｃ
と接続されたチャネルアダプ２０は、ペア状態監視処理プログラム４６に基づいて、第３
のストレージ装置４Ｃに対して所定の検査用信号を送信し、その検査用信号に対する第３
のストレージ装置４Ｃの応答の有無に基づいて第２及び第３のストレージ装置４Ｂ，４Ｃ
間を接続するネットワーク６Ｂの状態を常に監視している（図１２の矢印ａ４０）。
【００７７】
　そしてチャネルアダプタ２０は、検査用信号を第３のストレージ装置４Ｃに送信してか
ら、ジャーナルグループ設定情報テーブル３２（図５）上で設定された対応するパス障害
検知監視時間を超える時間を経過しても第３のストレージ装置４Ｃから応答が得られなか
った場合、第１のストレージ装置４Ａと接続されたチャネルアダプタ２０に対して同期解
除命令を送信する（図１２の矢印ａ４１）。
【００７８】
　この同期解除命令を受信したチャネルアダプタ２０は、まず、図１４に示すように、ペ
ア情報テーブル３１のエントリのうち、第１及び第２のジャーナルボリュームＪＶＯＬ１
，ＪＶＯＬ２から構成されるコピーペアに対応するエントリのペア状態欄３１Ｂに格納さ
れたペア状態を「障害」に変更する。
【００７９】
　次いで、そのチャネルアダプタ２０は、同期解除対象の第１のジャーナルボリュームＪ
ＶＯＬ１を管轄するディスクアダプタ２４に対して、その時点で第１のジャーナルボリュ
ームＪＶＯＬ１に格納されているジャーナルのうち、１つのジャーナルの更新情報を読み
出してキャッシュメモリ２３に格納すべき旨のリード命令を発行する（図１２の矢印ａ４
２）。
【００８０】
　このリード命令を受信したディスクアダプタ２４は、まず、キャッシュメモリ２３に保
持されているライトデータ及びその更新情報のうち、未だ第１のジャーナルボリュームＪ
ＶＯＬ１に格納していないライトデータ及びその更新情報をジャーナルとして第１のジャ
ーナルボリュームＪＶＯＬ１に保存する。そしてディスクアダプタ２４は、この後、第１
のジャーナルボリュームＪＶＯＬ１に格納されている１つのジャーナルの更新情報を読み
出し、読み出した更新情報をキャッシュメモリ２４に格納する（図１２の矢印ａ４３）。
【００８１】
　続いて、同期解除命令を受信したチャネルアダプタ２０は、第１のホストコンピュータ
３Ａに提供される第１の論理ボリュームＶＯＬ１の各ブロックにそれぞれ対応させてビッ
トが設けられた差分ビットマップ（以下、これを正側Ｉ／Ｒ間差分ビットマップと呼ぶ）
５０Ａを共有メモリ２２上に作成する。この正側Ｉ／Ｒ間差分ビットマップ５０Ａは、初
期時にはこれらすべてのビットがオフ（「０」）に設定される。
【００８２】
　そして、同期解除命令を受信したチャネルアダプタ２０は、この後、キャッシュメモリ
２３に読み出された更新情報に基づいて、対応するジャーナルが反映されるべき第３の論
理ボリュームＶＯＬ３上のアドレス位置を判定し、正側Ｐ／Ｉ間差分ビットマップ５０Ａ
上のそのアドレス位置に対応するビットをオンに設定する（図１２の矢印ａ４４）。
【００８３】
　この後、かかるチャネルアダプタ２０は、第１のジャーナルボリュームＪＶＯＬ１に格
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納されているすべてのジャーナルについて同様の処理を実行する。これにより第２及び第
３のストレージ装置４Ｂ，４Ｃ間を接続するネットワーク６Ｂの障害が検知された時点に
おいて第１のジャーナルボリュームＪＶＯＬ１内に保持された各ジャーナルがそれぞれ反
映されるべき第３の論理ボリュームＶＯＬ３内のアドレス位置が正側Ｉ／Ｒ間差分ビット
マップ５０Ａに登録される。
【００８４】
　一方、図１３は、例えば第２のホストコンピュータ３Ｂから第２のストレージ装置４Ｂ
に対して第１及び第２のジャーナルボリュームＪＶＯＬ１，ＪＶＯＬ２間の同期を解除す
べき同期解除命令（図１３の矢印ａ５０）が与えられた場合における当該第２のストレー
ジ装置４Ｂの具体的な処理内容を示している。
【００８５】
　この場合、かかる同期解除命令を受信した第２のストレージ装置４Ｂのチャネルアダプ
タ２０は、そのとき受信した同期解除命令を第３のストレージ装置４Ｃと接続されたチャ
ネルアダプタ２０に転送する（図１３の矢印ａ５１）。また第３のストレージ装置４Ｃと
接続されたチャネルアダプタ２０は、受信した同期解除命令を第３のストレージ装置４Ｃ
に転送する（図１３の矢印ａ５２）。
【００８６】
　また第１のストレージ装置４Ａと接続されたチャネルアダプタ２０は、この後、図１２
において矢印ａ４２，ａ４４について上述した処理と同様の処理を実行する。この結果、
この場合にも図１２の場合と同様に、かかる同期解除命令が第２のストレージ装置に与え
られた時点においてキャッシュメモリ２３又は第１のジャーナルボリュームＪＶＯＬ１内
に保持された各ジャーナルがそれぞれ反映されるべき第３の論理ボリュームＶＯＬ３内の
アドレス位置が正側Ｉ／Ｒ間差分ビットマップ５０Ａに登録される。
【００８７】
　他方、図１５は、第２及び第３のストレージ装置４Ｂ，４Ｃ間を接続するネットワーク
６Ｂに発生した障害を第３のストレージ装置４Ｃが検知した場合における当該第３のスト
レージ装置４Ｃの処理の流れを示す。
【００８８】
　第３のストレージ装置４Ｂのチャネルアダプタ２０のうち、第２のストレージ装置４Ｂ
と接続されたチャネルアダプタ２０は、自己又は他のチャネルアダプタ２０からの要求に
応じてリードジャーナル命令を第２のストレージ装置４Ｂに送信した場合（図１５の矢印
ａ６０）、当該リードジャーナル命令を送信してから応答が得られるまでの時間を常に計
測している。
【００８９】
　そしてかかるチャネルアダプタ２０は、リードジャーナル命令を第２のストレージ装置
４Ｂに送信してから、ジャーナルグループ設定情報テーブル３２（図５）上で設定された
対応するパス障害検知監視時間を超える時間を経過しても第２のストレージ装置４Ｂから
応答が得られなかった場合、特定又は任意のチャネルアダプタ２０に対して同期解除命令
を送信する（図１５の矢印ａ６１）。
【００９０】
　この同期解除命令を受信したチャネルアダプタ２０は、まず、図１６に示すように、ペ
ア情報テーブル３１のエントリのうち、第１及び第２のジャーナルボリュームＪＶＯＬ１
，ＪＶＯＬ２から構成されるコピーペアに対応するエントリのペア状態欄３１Ｂに格納さ
れたペア状態を「障害」に更新する。
【００９１】
　次いで、同期解除命令を受信したチャネルアダプタ２０は、同期解除対象の第２のジャ
ーナルボリュームＪＶＯＬ２を管理しているディスクアダプタ２４に対して、その時点で
第２のジャーナルボリュームＪＶＯＬ２に格納されているジャーナルのうち、１つのジャ
ーナルの更新情報を読み出すべき旨のリード命令を発行する（図１５の矢印ａ６２）。
【００９２】
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　このリード命令を受信したディスクアダプタ２４は、まず、キャッシュメモリ２３に保
持されているライトデータ及びその更新情報のうち、未だ第２のジャーナルボリュームＪ
ＶＯＬ２に格納していないライトデータ及びその更新情報をジャーナルとして第２のジャ
ーナルボリュームＪＶＯＬ２に保存する。そしてディスクアダプタ２４は、この後、第２
のジャーナルボリュームＪＶＯＬ２に格納されている１つのジャーナルの更新情報を第２
のジャーナルボリュームＪＶＯＬ２から読み出し、これをキャッシュメモリ２３に格納す
る（図１５の矢印ａ６３）。
【００９３】
　続いて、同期解除命令を受信したチャネルアダプタ２０は、第１の論理ボリュームＶＯ
Ｌ１の各ブロックにそれぞれ対応させてビットが設けられた差分ビットマップ（以下、こ
れを副側Ｉ／Ｒ間差分ビットマップと呼ぶ）５０Ｂを共有メモリ２２上に作成する。この
副側Ｉ／Ｒ間差分ビットマップ５０Ｂは、初期時にはこれらすべてのビットがオフ（「０
」）に設定される。
【００９４】
　そして、同期解除命令を受信したチャネルアダプタ２０は、この後、キャッシュメモリ
２３に格納された更新情報に基づいて、対応するジャーナルが反映されるべき第３の論理
ボリュームＶＯＬ３上のアドレス位置を判定し、副側Ｉ／Ｒ間差分ビットマップ５０Ｂ上
のそのアドレス位置に対応するビットをオンに設定する（図１５の矢印ａ６４）。
【００９５】
　この後、かかるチャネルアダプタ２０は、第２のジャーナルボリュームＪＶＯＬ２に格
納されているすべてのジャーナルについて同様の処理を実行する。これにより第２及び第
３のストレージ装置４Ｂ，４Ｃ間を接続するネットワーク６Ｂの障害が検知された時点に
おいてキャッシュメモリ２３又は第２のジャーナルボリュームＪＶＯＬ２内に保持された
各ジャーナルがそれぞれ反映されるべき第３の論理ボリュームＶＯＬ３内のアドレス位置
が副側Ｉ／Ｒ間差分ビットマップ５０Ｂに登録される。
【００９６】
　なお、第１のホストコンピュータ３Ａから第１のストレージ装置４Ａを介して第２のス
トレージ装置４Ｂに対して同期解除命令が与えられたときも、第３のストレージ装置４Ｃ
において同様の処理が行われる。この場合、図１３について上述したように、かかる同期
解除命令が第２のストレージ装置４Ｂから第３のストレージ装置４Ｃに転送される。そし
てこの同期解除命令を受信した第３のストレージ装置４Ｃのチャネルアダプタ２０は、こ
の同期解除命令を特定又は任意のチャネルアダプタ２０に対して同期解除命令を送信する
。
【００９７】
　また同期解除命令を受信した特定又は任意のチャネルアダプタ２０は、上述と同様の同
期解除処理を実行する。これにより第２のストレージ装置４Ｂから同期解除命令が転送さ
れてきた時点において第２のジャーナルボリュームＪＶＯＬ２内に保持された各ジャーナ
ルがそれぞれ反映されるべき第３の論理ボリュームＶＯＬ３内のアドレス位置が登録され
た副側Ｉ／Ｒ間差分ビットマップ５０Ｂが第３のストレージ装置４Ｃにおいて作成される
。
【００９８】
　さらに、図１７は、第２及び第３のストレージ装置４Ｂ，４Ｃ間におけるリモートコピ
ーがネットワーク６Ｂの障害又はユーザ指示により中断した場合における第１のストレー
ジ装置４Ａの具体的な処理内容を示している。
【００９９】
　図６について上述したように、第１のストレージ装置４Ａは、第１のホストコンピュー
タ３Ａからライト命令及びライトデータが与えられると、第２のストレージ装置４Ｂにそ
のライト命令を転送する。そして第２のストレージ装置４Ｂは、このとき第３のストレー
ジ装置４Ｃとの間のリモートコピーを中断している場合には、障害発生通知を第１のスト
レージ装置４Ａに送信する。
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【０１００】
　この障害発生通知を受信した第１のストレージ装置４Ａ内のチャネルアダプタ２０は、
共有メモリ２２に格納されているペア情報テーブル３１（図４）のエントリのうち、第１
の論理ボリュームＶＯＬ１及び仮想ボリュームＶＶＯＬから構成されるコピーペアに対応
するエントリのペア状態欄３１Ｂに格納されたペア状態を「障害」に変更する。
【０１０１】
　また第１のホストコンピュータ３Ａと接続されたチャネルアダプタ２０は、この後、第
１のホストコンピュータ３Ａから第１の論理ボリュームＶＯＬ１をデータ書込み先とする
ライト命令及びライトデータが転送されると、そのライトデータをキャッシュメモリ２３
に格納した後（図１７の矢印ａ７０）、直ちに第１のホストコンピュータ３Ａにライト完
了通知を発行する（図１７の矢印ａ７１）。
【０１０２】
　そして、そのチャネルアダプタ２０は、この後、共有メモリ２２に格納されている差分
ビットマップ（以下、これを正側Ｐ／Ｉ間差分ビットマップと呼ぶ）５１Ａ上のビットの
うち、そのとき受信したライト命令において指定された第１の論理ボリュームＶＯＬ１内
のブロックと対応するビットをオンに設定する（図１７の矢印ａ７３）。これにより、第
２及び第３のストレージ装置４Ｂ，４Ｃ間においてリモートコピーを中断した後に更新さ
れた第１の論理ボリュームＶＯＬ１内の位置が正側Ｐ／Ｉ間差分ビットマップ５０Ａによ
り管理される。
【０１０３】
　なお、キャッシュメモリ２３に格納されたライトデータは、この後、第１の論理ボリュ
ームＶＯＬ１を管轄するディスクアダプタ２４によりキャッシュメモリ２３から読み出さ
れて第１の論理ボリュームＶＯＬ１内のかかるライト命令により指定された位置に格納さ
れる（図１７の矢印ａ７４）。
【０１０４】
（３－２）再同期処理
　次に、再同期処理について説明する。本ストレージシステム１において、第２及び第３
のストレージ装置４Ｂ，４Ｃ間のネットワーク６Ｂが復旧した後、第１及び第３の論理ボ
リュームＶＯＬ１，ＶＯＬ３間のリモートコピーを再開する場合、ユーザは、まず、図２
８に示すように、第２のホストコンピュータ３Ｂを操作して、第２及び第３のサイト２Ｂ
，２Ｃ間を再同期させる再同期命令を第２のホストコンピュータ３Ｂから第２のストレー
ジ装置４Ｂに送信する。
【０１０５】
　かかる再同期命令を受信した第２のストレージ装置４Ｂは、図２８及び図１８に示すよ
うに、副側Ｉ／Ｒ間差分ビットマップ５０Ｂを転送すべき旨の差分ビットマップ転送命令
を第３のストレージ装置４Ｃに送出する（図２８のＳＰ１００）。またこの差分ビットマ
ップ転送命令を受信した第３のストレージ装置４Ｃは、そのとき共有メモリ２２に保持し
ている副側Ｉ／Ｒ間差分ビットマップ５０Ｂを第２のストレージ装置４Ｂに送信する（図
２８のＳＰ１０１）。さらに、この副側Ｉ／Ｒ間差分ビットマップ５０Ｂを受信した第２
のストレージ装置４Ｃは、当該副側Ｉ／Ｒ間差分ビットマップ５０Ｂを、そのとき共有メ
モリ２２に保持している正側Ｐ／Ｉ間差分ビットマップ５１Ａにマージする（図２８のＳ
Ｐ１０２）。
【０１０６】
　この後、第２及び第３のストレージ装置４Ｂ，４Ｃにおいて、第１及び第２のジャーナ
ルボリュームＪＶＯＬ１，ＪＶＯＬ２からなるコピーペアのペア状態がそれぞれ「同期」
に戻され、第３のストレージ装置４Ｃから第２のストレージ装置４Ｂに対するリードジャ
ーナル命令の発行が再開される（図２８のＳＰ１０３）。
【０１０７】
　またユーザは、この後図２８に示すように、第１のホストコンピュータ３Ａを操作して
第１及び第２のサイト２Ａ，２Ｂ間を再同期させる再同期命令を第１のホストコンピュー
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タ３Ａから第１のストレージ装置４Ａに送信する。
【０１０８】
　かかる再同期命令を受信した第１のストレージ装置４Ａは、図２８及び図２３に示すよ
うに、副側Ｐ／Ｉ間差分ビットマップ５１Ｂを転送すべき旨の差分ビットマップ転送命令
を第２のストレージ装置４Ｂに送出する（図２８のＳＰ１０４）。またこの差分ビットマ
ップ転送命令を受信した第２のストレージ装置４Ｂは、そのとき共有メモリ２２に保持し
ている副側Ｐ／Ｉ間差分ビットマップ５１Ｂを第１のストレージ装置４Ａに送信する（図
２８のＳＰ１０５）。さらに、この副側Ｐ／Ｉ間差分ビットマップ５１Ｂを受信した第１
のストレージ装置４Ａは、当該副側Ｐ／Ｉ間差分ビットマップ５１Ｂを正側Ｐ／Ｉ間差分
ビットマップ５１Ａにマージする（図２８のＳＰ１０６）。
【０１０９】
　この後、第１及び第２のストレージ装置４Ａ，４Ｂにおいて、第１の論理ボリュームＶ
ＯＬ１及び仮想ボリュームＶＶＯＬからなるコピーペアのペア状態がそれぞれ「同期」に
戻され、第１の論理ボリュームＶＯＬ１内のブロックのうち、正側Ｐ／Ｉ間差分ビットマ
ップ５１Ａにおいて対応するビットがオンに設定された各ブロックに格納されているデー
タを第１のストレージ装置４Ａ及び第２のストレージ装置４Ｂ間でリモートコピーするい
わゆる差分コピーが実行される（図２８のＳＰ１０７）。
【０１１０】
　そしてかかる差分コピーが完了すると、第１及び第２のストレージ装置４Ａ，４Ｂ間に
おいて、図６及び図７について上述したリモートコピーが再開される。
【０１１１】
　ここで図１９は、図２８について上述した一連の処理のうち、第２のホストコンピュー
タ３Ｂから第２のストレージ装置４Ｂに再同期命令が与えられた場合に当該第２のストレ
ージ装置４Ｂにおいて行われる再同期処理の内容を示している。
【０１１２】
　この場合、かかる再同期命令（図１９の矢印ａ８１）を受信した第２のストレージ装置
４Ｂのチャネルアダプタ２０は、第３のストレージ装置４Ｃと接続されたチャネルアダプ
タ２０にこの再同期命令を転送する（図１９の矢印ａ８２）。
【０１１３】
　さらに第３のストレージ装置４Ｃと接続されたチャネルアダプタ２０は、この再同期命
令を受信すると、差分ビットマップの転送命令（以下、これを差分ビットマップ転送命令
と呼ぶ）を第３のストレージ装置４Ｃに送信する（図１９の矢印ａ８３）。
【０１１４】
　かくして、この差分ビットマップ転送命令を受信した第３のストレージ装置４Ｃのチャ
ネルアダプタ２０は、図２１に示すように、共有メモリ２２から副側Ｉ／Ｒ間差分ビット
マップ５０Ｂを読み出し、これを第２のストレージ装置４Ｂに転送する（図２１の矢印ａ
８４）。またかかるチャネルアダプタ２０は、図２２に示すように、共有メモリ２３に格
納されたペア情報テーブル３１のエントリのうち、第１及び第２のジャーナルボリューム
ＪＶＯＬ１，ＪＶＯＬ２からなるコピーペアと対応するエントリのペア状態欄３１Ｂに格
納されているペア状態を「障害」から「同期中」に更新する。
【０１１５】
　さらに、かかる副側Ｉ／Ｒ間差分ビットマップ５０Ｂを受信した第２のストレージ装置
４Ｂのチャネルアダプタ２０は、図２１に示すように、当該副側Ｉ／Ｒ間差分ビットマッ
プ５０Ｂを、共有メモリ２３上に予め用意した正側Ｉ／Ｒ間差分ビットマップ５０Ａにマ
ージする。またそのチャネルアダプタ２０は、この後、正側Ｉ／Ｒ間差分ビットマップ５
０Ａを共有メモリ２３に保持している上述の副側Ｐ／Ｉ間差分ビットマップ５１Ｂにマー
ジする（図２１の矢印ａ８５）。
【０１１６】
　具体的に、かかるチャネルアダプタ２０は、まず、副側Ｉ／Ｒ間差分ビットマップ５０
Ｂ上のオンに設定された各ビットとそれぞれ対応する正側Ｉ／Ｒ間差分ビットマップ５０



(19) JP 5147570 B2 2013.2.20

10

20

30

40

50

Ａ上のビットをそれぞれオンに設定する。またチャネルアダプタ２０は、この後、正側Ｉ
／Ｒ間差分ビットマップ５０Ａ上のオンに設定された各ビットとそれぞれ対応する副側Ｐ
／Ｉ間差分ビットマップ５１Ｂ上のビットをそれぞれオンに設定する。
【０１１７】
　次いで、第３のストレージ装置４Ｃと接続されたチャネルアダプタ２０は、図２０に示
すように、共有メモリ２３に格納されたペア情報テーブル３１のエントリのうち、第１及
び第２のジャーナルボリュームＪＶＯＬ１，ＪＶＯＬ２から構成されるコピーペアと対応
するエントリのペア状態欄３１Ｂに格納されているペア状態を「障害」から「同期中」に
更新する。
【０１１８】
　他方、図２４は、図２８について上述した一連の処理のうち、第１のホストコンピュー
タ３Ａから第１のストレージ装置４Ａに再同期命令が与えられた場合に当該第１のストレ
ージ装置４Ａにおいて行われる再同期処理の内容を示している。
【０１１９】
　この場合、かかる再同期命令（図２４の矢印ａ９１）を受信した第１のストレージ装置
４Ａのチャネルアダプタ２０は、第２のストレージ装置４Ｂと接続されたチャネルアダプ
タ２０にこの再同期命令を転送する（図２４の矢印ａ９２）。
【０１２０】
　さらに第２のストレージ装置４Ｂと接続されたチャネルアダプタ２０は、この再同期命
令を受信すると、差分ビットマップの転送命令（以下、これを差分ビットマップ転送命令
と呼ぶ）を第２のストレージ装置４Ｂに送信する（図２３の矢印ａ９３）。
【０１２１】
　かくして、この差分ビットマップ転送命令を受信した第２のストレージ装置４Ｂのチャ
ネルアダプタ２０は、図２６に示すように、共有メモリ２２から副側Ｐ／Ｉ間差分ビット
マップ５１Ｂを読み出し、これを第１のストレージ装置４Ａに転送する（図２６の矢印ａ
９４）。またかかるチャネルアダプタ２０は、図２７に示すように、共有メモリ２３に格
納されたペア情報テーブル３１のエントリのうち、第１の論理ボリュームＶＯＬ１及び仮
想ボリュームＶＶＯＬからなるコピーペアと対応するエントリのペア状態欄３１Ｂに格納
されているペア状態を「障害」から「同期中」に更新する。
【０１２２】
　さらに、かかる副側Ｐ／Ｉ間差分ビットマップ５１Ｂを受信した第１のストレージ装置
４Ａのチャネルアダプタ２０は、図２４に示すように、当該副側Ｐ／Ｉ間差分ビットマッ
プ５１Ｂを、正側Ｐ／Ｉ間差分ビットマップ５１Ａにマージする（図２４の矢印ａ９５）
。具体的に、かかるチャネルアダプタ２０は、副側Ｐ／Ｉ間差分ビットマップ５１Ｂ上の
オンに設定された各ビットとそれぞれ対応する正側Ｐ／Ｉ間差分ビットマップ５１Ａ上の
ビットをそれぞれオンに設定する。
【０１２３】
　この後、第３のストレージ装置４Ｃと接続されたチャネルアダプタ２０は、図２５に示
すように、共有メモリ２３に格納されたペア情報テーブル３１のエントリのうち、第１の
論理ボリュームＶＯＬ１及び仮想ボリュームＶＶＯＬから構成されるコピーペアと対応す
るエントリのペア状態欄３１Ｂに格納されているペア状態を「障害」から「同期中」に更
新する。
【０１２４】
（４）チャネルアダプタの処理
　次に、同じサイト内に設置された第１～第３のホストコンピュータ３Ａ～３Ｃや、自ス
トレージ装置と接続された第１～第３のストレージ装置４Ａ～４Ｃから送信された命令を
受信した第１～第３のストレージ装置４Ａ～４Ｃのチャネルアダプタ２０が実行する具体
的な処理内容について説明する。
（４－１）命令受信処理
　図２９は、同じサイト内に設置された第１～第３のホストコンピュータ３Ａ～３Ｃや、
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自ストレージ装置と接続された第１～第３のストレージ装置４Ａ～４Ｃからの命令を受信
したチャネルアダプタ２０が実行する命令受信処理の処理内容を示している。
【０１２５】
　チャネルアダプタ２０は、かかる命令を受信すると、この図２９に示す命令受信処理を
開始し、まず、その命令がライト命令であるか否かを判断する（ＳＰ１）。そしてチャネ
ルアダプタ２０は、この判断において肯定結果を得ると、その命令（ライト命令）に応じ
たライト処理を実行し（ＳＰ２）、この後、この命令受信処理を終了する。なお、ライト
命令は、第１及び第２のストレージ装置４Ａ，４Ｂが受信する可能性がある命令であり、
第３のストレージ装置４Ｃが受信することはない。
【０１２６】
　これに対してチャネルアダプタ２０は、ステップＳＰ１の判断において否定結果を得る
と、その命令が同期解除命令であるか否かを判断する（ＳＰ３）。そしてチャネルアダプ
タ２０は、この判断において肯定結果を得ると、同期解除命令において指定されたコピー
ペアの同期を解除する同期解除処理を実行し（ＳＰ４）、この後、この命令受信処理を終
了する。なお、同期解除命令は、第１～第３のストレージ装置４Ａ～４Ｃのいずれもが受
信する可能性がある命令である。
【０１２７】
　またチャネルアダプタ２０は、ステップＳＰ３の判断において否定結果を得ると、その
命令が差分ビットマップ転送命令であるか否かを判断する（ＳＰ５）。そしてチャネルア
ダプタ２０は、この判断において肯定結果を得ると、自ストレージ装置内の共有メモリ２
２に格納されている副側Ｐ／Ｉ間差分ビットマップ５１Ｂ又は副側Ｉ／Ｒ間差分ビットマ
ップ５０Ｂを当該命令の送信元に転送する差分ビットマップ転送処理を実行し（ＳＰ６）
、この後、この命令受信処理を終了する。なお、差分ビットマップ転送命令は、第２及び
第３のストレージ装置４Ｂ，４Ｃが受信する可能性がある命令であり、第１のストレージ
装置４Ａが受信することはない。
【０１２８】
　一方、チャネルアダプタ２０は、ステップＳＰ５の判断において否定結果を得ると、そ
の命令が再同期命令であるか否かを判断する（ＳＰ７）。そしてチャネルアダプタ２０は
、この判断において肯定結果を得ると、その命令（再同期命令）において指定された第１
～第３のストレージ装置４Ａ～４Ｃとの間で再同期を取るための再同期処理を実行し（Ｓ
Ｐ８）、この後、この命令受信処理を終了する。なお再同期命令は、第１～第３のストレ
ージ装置４Ａ～４Ｃのいずれもが受信する可能性がある命令である。
【０１２９】
　さらにチャネルアダプタ２０は、ステップＳＰ７の判断において否定結果を得ると、そ
の命令に応じた処理を実行し（ＳＰ９）、この後、この命令受信処理を終了する。
【０１３０】
（４－２）ライト処理
　図３０は、上述した命令受信処理のステップＳＰ２において行われるライト処理の具体
的な処理内容を示している。本実施の形態の場合、このライト処理は、第１のストレージ
装置４Ａのチャネルアダプタ２０のうちの第１のホストコンピュータ３Ａと接続されたチ
ャネルアダプタ２０、又は第２のストレージ装置４Ｂのチャネルアダプタ２０のうちの第
１のストレージ装置４Ａと接続されたチャネルアダプタ２０において行われる処理である
。
【０１３１】
　かかるチャネルアダプタ２０は、図２９について上述した命令受信処理のステップＳＰ
２に進むとこのライト処理を開始し、まず、共有メモリ２３に格納されているボリューム
情報テーブル３０（図３）を参照して、ライト命令において指定されたライトデータの書
込み先の論理ボリューム（第１の論理ボリュームＶＯＬ１又は仮想ボリュームＶＶＯＬで
あり、以下、これをデータ書込み先論理ボリュームと呼ぶ）の状態が正常であるか否かを
判断する（ＳＰ１０）。
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【０１３２】
　そしてチャネルアダプタ２０は、この判断において否定結果を得ると、ライト命令の送
信元（第１のホストコンピュータ３Ａ又は第１のストレージ装置４Ａ）にその旨のエラー
報告を行なった後（ＳＰ１１）、このライト処理を終了して図２９の命令受信処理に戻る
。
【０１３３】
　これに対してチャネルアダプタ２０は、ステップＳＰ１０の判断において肯定結果を得
ると、かかるライト命令と共に当該ライト命令の送信元から送信されるライトデータをキ
ャッシュメモリ２３に格納する（ＳＰ１２）。
【０１３４】
　続いてチャネルアダプタ２０は、共有メモリ２２に格納されているペア情報テーブル３
１（図４）を参照して、ライト命令において指定されたデータ書込み先論理ボリュームが
、他の論理ボリュームとコピーペアに設定されていないか否かを判断する（ＳＰ１３）。
【０１３５】
　そしてチャネルアダプタ２０は、この判断において肯定結果を得ると、そのライト命令
の送信元にライトデータの書込み処理を終了したことを報告した後（ＳＰ２２）、このラ
イト処理を終了して図２９の命令受信処理に戻る。なお、このときキャッシュメモリ２３
に格納されたライトデータは、この後、対応するディスクアダプタ２４により読み出され
、上述のライト命令により指定された論理ボリュームの当該ライト命令により指定された
アドレス位置に書き込まれる。
【０１３６】
　一方、チャネルアダプタ２０は、ステップＳＰ１３の判断において否定結果を得ると、
ペア情報テーブル３１を参照して、データ書込み先論理ボリュームが構成するコピーペア
のペア状態が「同期」又は「同期中」であるか否かを判断する（ＳＰ１４）。
【０１３７】
　この判断において否定結果を得ることは、かかるコピーペアのペア状態が「障害」であ
ることを意味する。ただし、第１のストレージ装置４Ａは第１の論理ボリュームＶＯＬ１
及び仮想ボリュームＶＶＯＬからなるコピーペアのペア状態が「障害」となった後は第２
のストレージ装置４Ｂにライト命令を送信しないため、この判断において否定結果を得る
のは第１のストレージ装置４Ａのチャネルアダプタ２０だけである。
【０１３８】
　かくしてこのとき、そのチャネルアダプタ２０は、共有メモリ２２に格納されている正
側Ｐ／Ｉ間差分ビットマップ５１Ａ上のビットのうち、そのとき受信したライト命令にお
いて指定されたデータ書込み先のブロックと対応するビットをオンに設定する（ＳＰ１５
）。またそのチャネルアダプタ２０は、そのライト命令の送信元（ここでは第１のホスト
コンピュータ３Ａ）にライトデータの書込み処理が終了したことを報告し（ＳＰ２２）、
この後、このライト処理を終了して図２９の命令受信処理に戻る。
【０１３９】
　他方、チャネルアダプタ２０は、ステップＳＰ１４の判断において肯定結果を得ると、
そのデータ書込み先論理ボリュームが自ストレージ装置内に設定されたいずれかのジャー
ナルグループに属するか否かを判断する（ＳＰ１６）。
【０１４０】
　ここで、そのチャネルアダプタ２０が第１のストレージ装置４Ａのものである場合、そ
のチャネルアダプタ２０は、このステップＳ１５の判断において否定結果を得る。かくし
て、このときそのチャネルアダプタ２０は、第１のホストコンピュータ３Ａから転送され
てきたライトデータを第２のストレージ装置４Ｂに転送し（ＳＰ１７）、この後、第２の
ストレージ装置４Ｂからの応答の有無等に基づいて、このライトデータの転送が成功した
か否かを判断する（ＳＰ１８）。
【０１４１】
　そしてチャネルアダプタ２０は、この判断において肯定結果を得ると、そのライト命令
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の送信元（ここでは第１のホストコンピュータ３Ａ）にライトデータの書込み処理が終了
したことを報告し（ＳＰ２２）、この後このライト処理を終了して図２９の命令受信処理
に戻る。
【０１４２】
　これに対してチャネルアダプタ２０は、ステップＳＰ１８の判断において否定結果を得
ると、ペア情報テーブル３１の対応するエントリのペア状態欄３１Ｂ（図４）に格納され
ているそのコピーペアのペア状態を「障害」に変更する（ＳＰ１９）。
【０１４３】
　またチャネルアダプタ２０は、共有メモリ２２に格納されている正側Ｐ／Ｉ間差分ビッ
トマップ５１Ａ上のビットのうち、そのライト命令において指定された論理ボリューム（
第１の論理ボリュームＶＯＬ１）内の当該ライト命令において指定されたブロックに対応
するビットをオンに設定する（ＳＰ２０）。
【０１４４】
　次いでチャネルアダプタ２０は、そのライト命令の送信元（第１のホストコンピュータ
３Ａ）にライトデータの書き込み処理が終了したことを報告し（ＳＰ２２）、この後、こ
のライト処理を終了して図２９の命令受信処理に戻る。
【０１４５】
　さらに、チャネルアダプタ２０が第２のストレージ装置４Ｂのものである場合、そのチ
ャネルアダプタ２０は、ステップＳＰ１６の判断において肯定結果を得る。かくして、こ
のときそのチャネルアダプタ２０は、ステップＳＰ１２においてキャッシュメモリ２３に
格納したライトデータについての更新情報を作成し、これをキャッシュメモリ２３に格納
する（ＳＰ２１）。そしてこのとき作成された更新情報は、この後、対応するディスクア
ダプタ２４によりステップＳＰ１２においてキャッシュメモリ２３に書き込まれた対応す
るライトデータと共にジャーナルとして第１のジャーナルボリュームＪＶＯＬ１に書き込
まれる。
【０１４６】
（４－３）同期解除処理
　一方、図３１は、上述した命令受信処理のステップＳＰ４において行われる同期解除処
理の具体的な処理内容を示している。本実施の形態の場合、この同期解除処理は、第２の
ストレージ装置４Ｂのチャネルアダプタ２０のうちの第１のストレージ装置と接続された
チャネルアダプタ２０、又は第３のストレージ装置４Ｃのチャネルアダプタ２０のうちの
第２のストレージ装置４Ｂと接続されたチャネルアダプタ２０において行われる処理であ
る。
【０１４７】
　かかるチャネルアダプタ２０は、図２９について上述した命令受信処理のステップＳＰ
４に進むとこの同期解除処理を開始し、まず、ペア情報テーブル３１（図４）のエントリ
のうち、同期解除命令において指定された同期解除対象のコピーペアに対応するエントリ
のペア状態欄３１Ｂに格納されたペア状態を「障害」に変更する（ＳＰ３０）。
【０１４８】
　続いてチャネルアダプタ２０は、未だ第１又は第２のジャーナルボリュームＪＶＯＬ１
，ＪＶＯＬ２に格納されていないジャーナル（ライトデータ及びその更新情報）がキャッ
シュメモリ２３上に存在するときには、対応するディスクアダプタ２４を制御して、当該
ジャーナルを第１又は第２のジャーナルボリュームＪＶＯＬ１，ＪＶＯＬ２に格納させる
（ＳＰ３１）。
【０１４９】
　この後、チャネルアダプタ２０は、自ストレージ装置内の第１又は第２のジャーナルボ
リュームＪＶＯＬ１，ＪＶＯＬ２内に、第３のストレージ装置４Ｃに未転送又は第３の論
理ボリュームＶＯＬ３に未反映のジャーナルが存在するか否かを判断する（ＳＰ３２）。
【０１５０】
　チャネルアダプタ２０は、この判断において肯定結果を得ると、対応するディスクアダ
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プタ２４を制御することにより、第１又は第２のジャーナルボリュームＪＶＯＬ１、ＪＶ
ＯＬ２に格納されているジャーナルのうちの１つのジャーナルの更新情報をキャッシュメ
モリ２３に読み出させる（ＳＰ３３）。
【０１５１】
　続いてチャネルアダプタ２０は、このときディスクアダプタ２４により読み出された更
新情報に基づいて、共有メモリ２２に格納されている副Ｐ／Ｉ間差分ビットマップ５１Ｂ
又は副Ｉ／Ｒ間差分ビットマップ５０Ｂ上のビットのうち、ステップＳＰ３３において更
新情報が読み出されたジャーナルが反映されるべき第３の論理ボリュームＶＯＬ３内のブ
ロックに対応するビットをオンに設定する（ＳＰ３４）。
【０１５２】
　さらにチャネルアダプタ２０は、第１又は第２のジャーナルボリュームＪＶＯＬ１，Ｊ
ＶＯＬ２内のそのジャーナルが格納されている記憶領域を解放する（ＳＰ３５）。これに
より、第１又は第２のジャーナルボリュームＪＶＯＬ１，ＪＶＯＬ２からそのジャーナル
が消去される。
【０１５３】
　この後、チャネルアダプタ２０は、ステップＳＰ３２において否定結果を得るまで、ス
テップＳＰ３２～ステップＳＰ３５の処理を繰り返す。これにより、そのとき、第１又は
第２のジャーナルボリュームＪＶＯＬ１，ＪＶＯＬ２に格納されているジャーナルにより
更新されるべき第３の論理ボリュームＶＯＬ３のアドレス位置にそれぞれ対応する副側Ｐ
／Ｉ間差分ビットマップ５１Ｂ又は副側Ｉ／Ｒ間差分ビットマップ５０Ｂ上の各ビットが
順次オンに設定されてゆく。
【０１５４】
　そしてチャネルアダプタ２０は、やがて、第１又は第２のジャーナルボリュームＪＶＯ
Ｌ１，ＪＶＯＬ２に格納されていたすべてのジャーナルについて上述の処理を実行し終え
ることによりステップＳＰ３２の判断において否定結果を得ると、この同期解除処理を終
了して図２９について上述したコマンド実行処理に戻る。
【０１５５】
（４－４）差分ビットマップ転送処理
　他方、図３２は、上述した命令受信処理のステップＳＰ６において行われる差分ビット
マップ転送処理の具体的な処理内容を示している。本実施の形態の場合、この差分ビット
マップ転送処理は、第２のストレージ装置４Ｂのチャネルアダプタ２０のうちの第１のス
トレージ装置と接続されたチャネルアダプタ２０、又は第３のストレージ装置４Ｃのチャ
ネルアダプタ２０のうちの第２のストレージ装置４Ｂと接続されたチャネルアダプタ２０
において行われる処理である。
【０１５６】
　かかるチャネルアダプタ２０は、図２９について上述した命令受信処理のステップＳＰ
６に進むと、図３２に示す差分ビットマップ転送処理を開始し、副側Ｐ／Ｉ間差分ビット
マップ５１Ｂ又は副側Ｉ／Ｒ間差分ビットマップ５０Ｂを共有メモリ２２から読み出し、
これを差分ビットマップ転送命令の送信元（第１又は第２のストレージ装置４Ａ，４Ｂ）
に転送する（ＳＰ４０）。
【０１５７】
　続いてチャネルアダプタ２０は、共有メモリ２２に格納されているペア情報テーブル３
１（図４）のエントリのうち、第１の論理ボリュームＶＯＬ１及び仮想ボリュームＶＶＯ
Ｌからなるコピーペアに対応するエントリのペア状態欄３１Ｂに格納されたペア状態（そ
のチャネルアダプタ２０が第２のストレージ装置４Ｂのものである場合）、又はかかるペ
ア情報テーブル３１（図４）のエントリのうち、第１及び第２のジャーナルボリュームＬ
ＶＯＬ１，ＬＶＯＬ２からなるコピーペアに対応するエントリのペア状態欄３１Ｂに格納
されたペア状態（そのチャネルアダプタ２０が第３のストレージ装置４Ｃのものである場
合）を「同期」に変更する（ＳＰ４１）。
【０１５８】
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　そしてチャネルアダプタ２０は、この後この差分ビットマップ転送処理を終了して図２
９について上述した命令受信処理に戻る。
【０１５９】
（４－５）再同期処理
　さらに図３３は、上述した命令受信処理のステップＳＰ８において行われる再同期処理
の具体的な処理内容を示している。本実施の形態の場合、この再同期処理は、第１のスト
レージ装置４Ａのチャネルアダプタ２０のうちの第２のストレージ装置４Ｂと接続された
チャネルアダプタ２０、又は第２のストレージ装置４Ｂのチャネルアダプタ２０のうちの
第３のストレージ装置４Ｃと接続されたチャネルアダプタ２０において行われる処理であ
る。
【０１６０】
　かかるチャネルアダプタ２０は、図２９について上述した命令受信処理のステップＳＰ
８に進むとこの再同期処理を開始し、まず、相手側ストレージ装置（チャネルアダプタ２
０が第１のストレージ装置４Ａのものである場合には第２のストレージ装置４Ｂ、チャネ
ルアダプタ２０が第２のストレージ装置４Ｂのものである場合には第３のストレージ装置
４Ｃ）に対して、第１の論理ボリュームＶＯＬ１及び仮想ボリュームＶＶＯＬ（チャネル
アダプタ２０が第１のストレージ装置４Ａのものである場合）又は第１及び第２のジャー
ナルボリュームＪＶＯＬ１，ＪＶＯＬ２（チャネルアダプタ２０が第２のストレージ装置
４Ｂのものである場合）からなるコピーペアの再同期を要求するペア再同期要求を送信す
る（ＳＰ５０）。
【０１６１】
　続いてチャネルアダプタ２０は、相手側ストレージ装置からの応答の有無や当該応答の
内容等に基づいて、かかるコピーペアの再同期が可能であるか否かを判断する（ＳＰ５１
）。そしてチャネルアダプタ２０は、この判断において否定結果を得ると、再同期が失敗
したことを再同期命令の発行元の第１又は第２のホストコンピュータ３Ａ，３Ｂに報告し
（ＳＰ６０）、この後、この再同期処理を終了して図２９について上述した命令受信処理
に戻る。
【０１６２】
　これに対してチャネルアダプタ２０は、ステップＳＰ５１の判断において肯定結果を得
ると、相手側ストレージ装置に対して差分ビットマップ転送要求を発行し（ＳＰ５２）、
この後、相手側ストレージ装置から差分ビットマップ（副側Ｐ／Ｉ間差分ビットマップ５
１Ｂ又は副側Ｉ／Ｒ間差分ビットマップ５０Ｂ）が転送されてきたか否かを判断する（Ｓ
Ｐ５３）。
【０１６３】
　チャネルアダプタ２０は、この判断において否定結果を得るとステップＳＰ６０に進み
、これに対して肯定結果を得ると、そのとき取得した差分ビットマップを自ストレージ装
置の共有メモリ２２に保持している正側Ｐ／Ｉ間差分ビットマップ５１Ａ又は正側Ｉ／Ｒ
間差分ビットマップ５０Ａにマージする（ＳＰ５４）。
【０１６４】
　続いてチャネルアダプタ２０は、自ストレージ装置が設置されているサイトが中間サイ
ト（第２のサイト２Ｂ）であるか否かを判断する（ＳＰ５５）。
【０１６５】
　この判断において否定結果を得ることは、そのチャネルアダプタ２０が第１のストレー
ジ装置４Ａのものであることを意味する。かくしてこのときチャネルアダプタ２０は、ス
テップＳＰ５８に進む。
【０１６６】
　これに対してステップＳＰ５５の判断において肯定定結果を得ることは、そのチャネル
アダプタ２０が第２のストレージ装置４Ｂのものであることを意味する。かくしてこのと
きチャネルアダプタ２０は、共有メモリ２２に格納されている正側Ｉ／Ｒ間差分ビットマ
ップ５０Ａを副側Ｐ／Ｒ間差分ビットマップ５１Ｂにマージし（ＳＰ５６）、この後、正
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側Ｉ／Ｒ間差分ビットマップ５０Ａを破棄する（ＳＰ５７）。
【０１６７】
　この後、チャネルアダプタ２０は、共有メモリ２２に格納されているペア情報テーブル
３１（図４）のエントリのうち、そのとき対象としているコピーペアに対応するエントリ
のペア状態欄３１Ｂに格納されたペア状態を「同期」に変更する（ＳＰ５８）。
【０１６８】
　またチャネルアダプタ２０は、再同期が完了したことを再同期命令の発行元の第１又は
第２のホストコンピュータ３Ａ，３Ｂに報告し（ＳＰ５９）、この後、この再同期処理を
終了して図２９について上述した命令受信処理に戻る。
 
【０１６９】
（４－６）第２のストレージ装置におけるペア状態監視処理
　一方、第２のストレージ装置４Ｂのチャネルアダプタ２０のうち、第３のストレージ装
置４Ｃと接続されたチャネルアダプタ２０は、図２９～図３３について上述した命令受信
処理と並行して、図３４に示すペア状態管理処理を定期的に実行することにより、第１及
び第２のジャーナルボリュームＪＶＯＬ１，ＪＶＯＬ２からなるコピーペアのペア状態を
監視する。
【０１７０】
　すなわち、かかるチャネルアダプタ２０は、定期的にこの図３４に示すペア状態管理処
理を開始し、まず、共有メモリ２２に格納されたペア情報テーブル３１（図４）を参照し
て、第１及び第２のジャーナルボリュームＪＶＯＬ１，ＪＶＯＬ２からなるコピーペアの
ペア状態が「同期」であるか否か（第１のジャーナルボリュームＪＶＯＬ１に格納されて
いるジャーナルが正常に第２のジャーナルボリュームＪＶＯＬ２に転送されている状態に
あるか否か）を判断する（ＳＰ７０）。
【０１７１】
　チャネルアダプタ２０は、この判断において否定結果を得ると、このペア状態管理処理
を終了する。これに対してチャネルアダプタ２０は、この判断において肯定結果を得ると
、第３のストレージ装置４Ｃとの間のネットワーク６Ｂに障害が発生しているか否かをチ
ェックする（ＳＰ７１）。具体的には、第３のストレージ装置４Ｃに対して検査用信号を
送信し、その検査用信号に対する応答の有無をチェックすることになる。
【０１７２】
　そしてチャネルアダプタ２０は、ステップＳＰ７１のチェック結果に基づいて、ネット
ワーク６Ｂに障害が発生しているか否かを判断する（ＳＰ７２）。
【０１７３】
　チャネルアダプタ２０は、この判断において否定結果を得ると、ジャーナルグループ設
定情報テーブル３２（図５）のエントリのうち、第１のジャーナルボリュームＪＶＯＬ１
が属するジャーナルグループＪＧ１に対応するエントリのパス切れ検知時刻欄３２Ｅに、
パス切れ検知時刻として無効値（０）を格納し（ＳＰ７３）、この後、このペア状態管理
処理を終了する。
【０１７４】
　これに対してチャネルアダプタ２０は、ステップＳＰ７２の判断において肯定結果を得
ると、かかるパス切れ検知時刻欄３２Ｅに設定されているパス切れ検知時刻が無効値（０
）であるか否かを判断する（ＳＰ７４）。そしてチャネルアダプタ２０は、この判断にお
いて肯定結果を得ると、そのパス切れ検知時刻欄３２Ｅに現在の時刻を格納した後（ＳＰ
７５）、ステップＳＰ６６に進む。
【０１７５】
　これに対してチャネルアダプタ２０は、ステップＳＰ７４の判断において否定結果を得
ると、ジャーナルグループ設定情報テーブル３２のエントリのうち、第１のジャーナルボ
リュームＪＶＯＬ１が属するジャーナルグループＪＧ１に対応するエントリのパス障害検
知監視時間欄３２Ｄに格納されているパス障害検知監視時間を読み出し、ステップＳＰ７
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１において第３のストレージ装置４Ｃに検査用信号を送信してから当該パス障害検知監視
時間が経過したか否かを判断する（ＳＰ７６）。
【０１７６】
　チャネルアダプタ２０は、この判断において否定結果を得ると、このペア状態管理処理
を終了する。これに対してチャネルアダプタ２０は、この判断において否定結果を得ると
、図３１について上述した同期解除処理を実行し（ＳＰ７７）、この後、このペア状態管
理処理を終了する。
【０１７７】
（４－７）第３のストレージ装置におけるペア状態監視処理
　他方、図３５は、第３のストレージ装置４Ｃのチャネルアダプタ２０のうち、第２のス
トレージ装置４Ｂと接続されたチャネルアダプタ２０が実行するリードジャーナル処理の
処理内容を示す。かかるチャネルアダプタ２０は、第２のストレージ装置４Ｂにリードジ
ャーナル命令を発行する際、図２９～図３３について上述した命令受信処理と並行して、
この図３５に示すリードジャーナル処理を実行する。
【０１７８】
　すなわち、かかるチャネルアダプタ２０は、リードジャーナル命令を第２のストレージ
装置４Ｂに発行する際、このリードジャーナル処理を開始し、まず、共有メモリ２２に格
納されたペア情報テーブル３１（図４）を参照して、第１及び第２のジャーナルボリュー
ムＪＶＯＬ１，ＪＶＯＬ２からなるコピーペアのペア状態が「同期」であるか否か（第１
のジャーナルボリュームＪＶＯＬ１に格納されているジャーナルが正常に第２のジャーナ
ルボリュームＪＶＯＬ２に転送されている状態にあるか否か）を判断する（ＳＰ８０）。
【０１７９】
　チャネルアダプタ２０は、この判断において肯定結果を得ると、このリードジャーナル
処理を終了する。これに対してチャネルアダプタ２０は、この判断において肯定結果を得
ると、第２のストレージ装置４Ｂに対してリードジャーナル命令を送信する（ＳＰ８１）
。
【０１８０】
　そしてチャネルアダプタ２０は、この後、かかるリードジャーナル命令に対する第２の
ストレージ装置４Ｂからの応答の有無に基づいて、第２及び第３のストレージ装置４Ｂ，
４Ｃ間を接続するネットワーク６Ｂに障害が発生しているか否かを判断する（ＳＰ８２）
。
【０１８１】
　チャネルアダプタ２０は、この判断において肯定結果を得ると（つまり、かかるリード
ジャーナル命令に応じて第２のストレージ装置４Ｂからジャーナルが送信されてくると）
、ジャーナルグループ設定情報テーブル３２（図５）のエントリのうち、第２のジャーナ
ルボリュームＪＶＯＬ２が属するジャーナルグループＪＧ２に対応するエントリのパス切
れ検知時刻欄３２Ｅに、パス切れ検知時刻として無効値（０）を格納する（ＳＰ８３）。
次いでチャネルアダプタ２０は、そのとき取得したジャーナルをキャッシュメモリ２３に
格納し、この後、このリードジャーナル処理を終了する。
【０１８２】
　これに対してチャネルアダプタ２０は、ステップＳＰ８２の判断において否定結果を得
ると、ステップＳＰ８５～ステップＳＰ８８までを、図３４について上述したペア状態管
理処理のステップＳＰ７４～ステップＳＰ７７までと同様に処理し、この後このリードジ
ャーナル処理を終了する。
【０１８３】
（５）本実施の形態の効果
　以上のように本実施の形態によるストレージシステム１では、第１～第３のストレージ
装置４Ａ～４Ｃ間におけるリモートコピーを中断したときに、第２及び第３のストレージ
装置４Ｂ，４Ｃにおいて、自己が保持するデータが書き込まれるべき第３の論理ボリュー
ムＶＯＬ３内の位置をそれぞれ管理し、データの転送を再開する際には、第２及び第３の
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ストレージ装置４Ｂ，４Ｃにおいてそれぞれ管理している第３の論理ボリュームＶＯＬ３
内の位置を集約し、集約した第３の論理ボリュームＶＯＬ３の各位置にそれぞれ書き込ま
れるべきデータを第１のストレージ装置４Ａから第２のストレージ装置４Ｂを介して第３
のストレージ装置４Ｃに転送するようにしているため、第１～第３のストレージ装置４Ａ
～４Ｃ間におけるデータの転送を再開する際に、第１の論理ボリュームＶＯＬ１及び第３
の論理ボリュームＶＯＬ３間の差分のみがコピーされる。
【０１８４】
　従って、本ストレージシステム１では、第１の論理ボリュームＶＯＬ１内のすべてのデ
ータを第３の論理ボリュームＶＯＬ３にコピーする従来の方法と比して、リモートコピー
を格段的に短時間で通常の状態に復旧させることができる。
【０１８５】
（６）他の実施の形態
　なお上述の実施の形態においては、第２のサイト３Ｂを１つのみ有するストレージシス
テム１に本発明を適用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、第
２のサイト３Ｂが複数設けられ、これら第２のサイト３Ｂにそれぞれ設置された第２のス
トレージ装置３Ｂがカスケードに接続されたストレージシステムにも本発明を適用するこ
とができる。
【０１８６】
　また上述の実施の形態においては、第１のストレージ装置４Ａの第１の論理ボリューム
ＶＯＬ１とコピーペアに設定される第２のストレージ装置４Ｂの論理ボリュームを仮想ボ
リュームＶＶＯＬとする場合について述べたが、本発明はこれに限らず、かかる仮想ボリ
ュームＶＶＯＬに代えて、実体を有する論理ボリュームを適用するようにしても良い。
【図面の簡単な説明】
【０１８７】
【図１】本実施の形態によるストレージシステムの全体構成を示すブロック図である。
【図２】第１～第３のストレージ装置の構成を示すブロック図である。
【図３】ボリューム情報テーブルの構成を概念的に示す概念図である。
【図４】ペア情報テーブルの構成を概念的に示す概念図である。
【図５】ジャーナルグループ設定情報テーブルの構成を概念的に示す概念図である。
【図６】第１のストレージ装置におけるリモートコピー処理の説明に供するブロック図で
ある。
【図７】第２のストレージ装置におけるリモートコピー処理の説明に供するブロック図で
ある。
【図８】第２のストレージ装置におけるリモートコピー処理の説明に供するブロック図で
ある。
【図９】第３のストレージ装置におけるリモートコピー処理の説明に供するブロック図で
ある。
【図１０】第３のストレージ装置におけるリモートコピー処理の説明に供するブロック図
である。
【図１１】第１～第３のストレージ装置における同期解除処理の説明に供するブロック図
である。
【図１２】第２のストレージ装置における同期解除処理の説明に供するブロック図である
。
【図１３】第２のストレージ装置における同期解除処理の説明に供するブロック図である
。
【図１４】第２のストレージ装置における同期解除処理の説明に供する概念図である。
【図１５】第３のストレージ装置における同期解除処理の説明に供するブロック図である
。
【図１６】第３のストレージ装置における同期解除処理の説明に供する概念図である。
【図１７】第１のストレージ装置における同期解除処理の説明に供するブロック図である
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【図１８】第２及び第３のストレージ装置間の再同期に関して第２及び第３のストレージ
装置において行われる再同期処理の説明に供するブロック図である。
【図１９】第２及び第３のストレージ装置間の再同期に関して第２のストレージ装置にお
いて行われる再同期処理の説明に供するブロック図である。
【図２０】第２及び第３のストレージ装置間の再同期に関して第２のストレージ装置にお
いて行われる再同期処理の説明に供する概念図である。
【図２１】第２及び第３のストレージ装置間の再同期に関して第３のストレージ装置にお
いて行われる再同期処理の説明に供するブロック図である。
【図２２】第２及び第３のストレージ装置間の再同期に関して第３のストレージ装置にお
いて行われる再同期処理の説明に供する概念図である。
【図２３】第１及び第２のストレージ装置間の再同期に関して第１及び第２のストレージ
装置において行われる再同期処理の説明に供するブロック図である。
【図２４】第１及び第２のストレージ装置間の再同期に関して第１のストレージ装置にお
いて行われる再同期処理の説明に供するブロック図である。
【図２５】第１及び第２のストレージ装置間の再同期に関して第１のストレージ装置にお
いて行われる再同期処理の説明に供する概念図である。
【図２６】第１及び第２のストレージ装置間の再同期に関して第２のストレージ装置にお
いて行われる再同期処理の説明に供するブロック図である。
【図２７】第１及び第２のストレージ装置間の再同期に関して第２のストレージ装置にお
いて行われる再同期処理の説明に供する概念図である。
【図２８】第１～第３のストレージ装置間の再同期に関して第１～第３のストレージ装置
において行われる再同期処理の説明に供するタイムチャートである。
【図２９】命令受信処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図３０】ライト処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図３１】同期解除処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図３２】差分ビットマップ転送処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図３３】再同期処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図３４】ペア状態監視処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図３５】ジャーナルリード処理の処理手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１８８】
　１……ストレージシステム、２Ａ～２Ｃ……サイト、３Ａ～３Ｃ……ホストコンピュー
タ、４Ａ～４Ｃ……ストレージ装置、６Ａ，６Ｂ……ネットワーク、１０……ハードディ
スク装置、１２……コントロール部、２０……チャネルアダプタ、２１……接続部、２２
……共有メモリ、２３……キャッシュメモリ、２４……ディスクアダプタ、３０……ボリ
ューム情報テーブル、３１……ペア情報テーブル、３２……ジャーナルグループ設定情報
テーブル、５０Ａ……正側Ｉ／Ｒ間差分ビットマップ、５０Ｂ……副側Ｉ／Ｒ間差分ビッ
トマップ、５１Ａ……正側Ｐ／Ｉ間差分ビットマップ、５１Ｂ……副側Ｐ／Ｉ間差分ビッ
トマップ、ＶＯＬ……論理ボリューム、ＶＶＯＬ……仮想ボリューム、ＪＶＯＬ……ジャ
ーナルボリューム、ＪＧ……ジャーナルグループ。
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