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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　連携して動作する複数のアプリケーションで構成されたグループである複合アプリケー
ション環境を示す複合アプリケーション環境識別子と、前記複合アプリケーション環境を
構成する各アプリケーションを示すアプリケーション識別子とを関連付けるアプリケーシ
ョン管理情報を記憶する記憶部と、
　前記アプリケーション管理情報を参照することで、前記複合アプリケーション環境を構
成する前記複数のアプリケーションを特定し、特定された前記複数のアプリケーションに
割当てられる複数の第一の論理ボリュームと、前記複数の第一の論理ボリュームに記憶さ
れるデータのバックアップ先となる複数の第二の論理ボリュームとを同一のボリュームグ
ループに所属させる指示を、前記複数の第一の論理ボリュームと前記複数の第二の論理ボ
リュームとの少なくとも一方を備える一以上のストレージシステムに送信する設定部と
を備え、
　前記記憶部が、前記複合アプリケーション環境に対応したボリュームグループとそのボ
リュームグループにおいてどのようなバックアップを行うかのバックアップポリシーとを
表すバックアップポリシー管理情報を更に記憶し、
　前記複合アプリケーション環境の構成要素の一つである第１アプリケーションと連携す
る第２アプリケーションが前記アプリケーション管理情報に追加される場合、前記設定部
は、前記第１アプリケーションを示す第１アプリケーション識別子と、前記第２アプリケ
ーションを示す第２アプリケーション識別子とを取得し、前記アプリケーション管理情報
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に基づいて、前記第１アプリケーション識別子に関連付けられている前記複合アプリケー
ション環境を特定し、前記特定された複合アプリケーション環境に対応したボリュームグ
ループ及びバックアップポリシーを前記バックアップポリシー管理情報から特定し、前記
第２アプリケーションに割当てられる第一の論理ボリュームとその第一の論理ボリューム
のバックアップ先となる第二の論理ボリュームとを前記特定されたボリュームグループに
追加することの指示を、前記特定されたバックアップポリシーを基に作成し、前記作成さ
れた指示を、前記一以上のストレージシステムに送信し、前記複合アプリケーション環境
識別子と前記第２アプリケーション識別子との関連付けを前記アプリケーション管理情報
へ追加する、
計算機。
【請求項２】
　前記同一のボリュームグループにおいて前記複数の第一の論理ボリュームから前記複数
の第二の論理ボリュームにどのようにデータがバックアップされるかは、前記複数の第一
の論理ボリュームと前記複数の第二の論理ボリュームとを備える一以上のストレージシス
テムが有する複数種類のバックアップ機能のうちのどの種類のバックアップ機能をそのボ
リュームグループに適用するかを基に定まる、
請求項１記載の計算機。
【請求項３】
　前記複数種類のバックアップ機能には、複数の第一のストレージシステムに存在する複
数の第一の論理ボリュームから複数の第二のストレージシステムに存在する複数の第二の
論理ボリュームにデータをバックアップする機能が含まれている、
請求項２記載の計算機。
【請求項４】
　前記設定部が、前記複合アプリケーション環境を構成するいずれかのアプリケーション
に新たな第一の論理ボリュームが割当てられる場合、その複合アプリケーション環境に対
応したボリュームグループ及びバックアップポリシーを前記バックアップポリシー管理情
報から特定し、前記新たな第一の論理ボリュームとその第一の論理ボリュームのバックア
ップ先となる第二の論理ボリュームとを前記特定されたボリュームグループに追加するこ
との指示を、特定されたバックアップポリシーを基に作成し、その指示を、前記一以上の
ストレージシステムに送信する、
請求項１記載の計算機。
【請求項５】
　前記設定部が、前記複合アプリケーション環境からアプリケーションが外される場合、
そのアプリケーションに関する情報を前記アプリケーション管理情報における前記複合ア
プリケーション環境に対応した各アプリケーションに関する情報から削除し、その外され
るアプリケーションに割当てられていた第一の論理ボリュームとそれに記憶されているデ
ータのバックアップ先である第二の論理ボリュームとをそれらが所属しているボリューム
グループから外すことの指示を、前記一以上のストレージシステムに送信する、
請求項１記載の計算機。
【請求項６】
　第一及び第二の複合アプリケーション環境を含んだ複数の複合アプリケーション環境が
存在し、
　前記記憶部が、どの論理ボリュームがどのストレージシステムに存在するかを表すボリ
ューム管理情報を更に記憶し、
　前記アプリケーション管理情報が、複合アプリケーション環境毎に、複合アプリケーシ
ョン環境を構成する各アプリケーションを表し、
　前記設定部が、前記第一の複合アプリケーション環境が前記第二の複合アプリケーショ
ン環境と連携する場合、前記第一の複合アプリケーション環境を構成する複数のアプリケ
ーションに割当てられている複数の第一の論理ボリュームと、前記第二の複合アプリケー
ション環境を構成する複数のアプリケーションに割当てられている複数の第一の論理ボリ
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ュームとが一つのストレージシステムに存在するか否かを、前記ボリューム管理情報を参
照することにより判断し、否定的な判断結果であれば、前記一つのストレージシステムと
は別のストレージシステムに存在する第一の論理ボリュームを前記一つのストレージシス
テムにマイグレーションすることの指示を、前記別のストレージシステムと前記一つのス
トレージシステムとの少なくとも一方に送信する、
請求項１記載の計算機。
【請求項７】
　アプリケーションがどのアプリケーションと連携するかの関係を示す連係情報を、その
アプリケーションを実行するホスト計算機から取得し、取得した連携情報を用いて前記ア
プリケーション管理情報を更新する連携情報取得部、を更に備える、
請求項１記載の計算機。
【請求項８】
　前記設定部は、前記取得された連係情報が、前記複合アプリケーション環境を構成する
いずれかのアプリケーションに新たなアプリケーションが連携していることを表している
場合、その複合アプリケーション環境に対応したボリュームグループを特定し、前記新た
なアプリケーションに割当てられる第一の論理ボリュームとその第一の論理ボリュームの
バックアップ先となる第二の論理ボリュームとを前記特定されたボリュームグループに追
加することの指示を、前記一以上のストレージシステムに送信する、
請求項７記載の計算機。
【請求項９】
　前記設定部は、前記取得された連係情報が、前記複合アプリケーション環境を構成する
いずれかのアプリケーションに新たな第一の論理ボリュームが割当てられたことを表して
いる場合、その複合アプリケーション環境に対応したボリュームグループを特定し、前記
新たな第一の論理ボリュームとその第一の論理ボリュームのバックアップ先となる第二の
論理ボリュームとを前記特定されたボリュームグループに追加することの指示を、前記一
以上のストレージシステムに送信する、
請求項７記載の計算機。
【請求項１０】
　前記設定部は、前記取得された連携情報が、前記複合アプリケーション環境のいずれか
のアプリケーションと連携していたアプリケーションが連携しなくなったことを表してい
る場合、そのアプリケーションに関する情報を前記アプリケーション管理情報における前
記複合アプリケーション環境に対応した各アプリケーションに関する情報から削除し、そ
の外されるアプリケーションに割当てられていた第一の論理ボリュームとそれに記憶され
ているデータのバックアップ先である第二の論理ボリュームとをそれらが所属しているボ
リュームグループから外すことの指示を、前記一以上のストレージシステムに送信する、
請求項７記載の計算機。
【請求項１１】
　設定部と記憶部とを備えた計算機において、
　連携して動作する複数のアプリケーションで構成されたグループである複合アプリケー
ション環境を示す複合アプリケーション環境識別子と、前記複合アプリケーション環境を
構成する各アプリケーションを示すアプリケーション識別子とを関連付けるアプリケーシ
ョン管理情報を記憶し、
　前記アプリケーション管理情報を参照することで、前記複合アプリケーション環境を構
成する前記複数のアプリケーションを特定し、一以上のストレージシステムにおける、特
定された前記複数のアプリケーションに割当てられる複数の第一の論理ボリュームと、前
記複数の第一の論理ボリュームに記憶されるデータのバックアップ先となる複数の第二の
論理ボリュームとを、同一のボリュームグループに所属させ、
　前記複合アプリケーション環境に対応したボリュームグループとそのボリュームグルー
プにおいてどのようなバックアップを行うかのバックアップポリシーとを表すバックアッ
プポリシー管理情報を記憶し、
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　前記複合アプリケーション環境の構成要素の一つである第１アプリケーションと連携す
る第２アプリケーションが前記アプリケーション管理情報に追加される場合、前記設定部
は、前記第１アプリケーションを示す第１アプリケーション識別子と、前記第２アプリケ
ーションを示す第２アプリケーション識別子とを取得し、前記アプリケーション管理情報
に基づいて、前記第１アプリケーション識別子に関連付けられている前記複合アプリケー
ション環境を特定し、前記特定された複合アプリケーション環境に対応したボリュームグ
ループ及びバックアップポリシーを前記バックアップポリシー管理情報から特定し、前記
第２アプリケーションに割当てられる第一の論理ボリュームとその第一の論理ボリューム
のバックアップ先となる第二の論理ボリュームとを前記特定されたボリュームグループに
追加し、前記複合アプリケーション環境識別子と前記第２アプリケーション識別子との関
連付けを前記アプリケーション管理情報へ追加する、
バックアップ環境設定方法。
【請求項１２】
　連携して動作する複数のアプリケーションで構成されたグループである複合アプリケー
ション環境を示す複合アプリケーション環境識別子と、前記複合アプリケーション環境を
構成する各アプリケーションを示すアプリケーション識別子とを関連付けるアプリケーシ
ョン管理情報を参照することで、前記複合アプリケーション環境を構成する前記複数のア
プリケーションを特定し、特定された前記複数のアプリケーションに割当てられる複数の
第一の論理ボリュームと、前記複数の第一の論理ボリュームに記憶されるデータのバック
アップ先となる複数の第二の論理ボリュームとを同一のボリュームグループに所属させる
指示を、前記複数の第一の論理ボリュームと前記複数の第二の論理ボリュームとの少なく
とも一方を備える一以上のストレージシステムに送信し、
　前記複合アプリケーション環境の構成要素の一つである第１アプリケーションと連携す
る第２アプリケーションが前記アプリケーション管理情報に追加される場合、前記第１ア
プリケーションを示す第１アプリケーション識別子と、前記第２アプリケーションを示す
第２アプリケーション識別子とを取得し、前記アプリケーション管理情報に基づいて、前
記第１アプリケーション識別子に関連付けられている前記複合アプリケーション環境を特
定し、前記複合アプリケーション環境に対応したボリュームグループとそのボリュームグ
ループにおいてどのようなバックアップを行うかのバックアップポリシーとを表すバック
アップポリシー管理情報を参照することで、前記特定された複合アプリケーション環境に
対応したボリュームグループ及びバックアップポリシーを前記バックアップポリシー管理
情報から特定し、前記第２アプリケーションに割当てられる第一の論理ボリュームとその
第一の論理ボリュームのバックアップ先となる第二の論理ボリュームとを前記特定された
ボリュームグループに追加することの指示を、前記特定されたバックアップポリシーを基
に作成し、前記作成された指示を、前記一以上のストレージシステムに送信し、前記複合
アプリケーション環境識別子と前記第２アプリケーション識別子との関連付けを前記アプ
リケーション管理情報へ追加する
ことをコンピュータに実行させるコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データのバックアップ環境の設定を行う技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、計算機システムでは、ストレージシステムの障害、コンピュータウィルスによ
るデータの破壊、ユーザによる誤操作などによってデータを喪失することがある。計算機
システムは、このようなデータ喪失に備えて、定期的にデータのバックアップを行い、リ
ストアできるようにする。
【０００３】
　特許文献１には、上記リストアを実現するためのバックアップ技術として、アプリケー
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ションが利用するデータが記憶される論理ボリューム（以下、データボリューム）を一括
してバックアップする技術が開示されている。特許文献１には、一括してバックアップ操
作を行いたいデータボリュームの集合（以下、「コピーグループ」）をストレージシステ
ムが記憶することと、コピーグループ単位のバックアップ指示を受け付けると、当該コピ
ーグループに属する全データボリュームのデータのバックアップが完了するまで書き込み
を保留することでコピーグループに属する全データボリュームの同一時点のデータをバッ
クアップすること、が示されている。このバックアップ技術によりリストアが行われると
、各データボリュームのデータが、同一時点の状態にリストアされる。
【０００４】
　特許文献２には、ジャーナリングを用いたバックアップ技術が開示されている。特許文
献２には、一つ以上のデータボリュームで構成される論理的なグループ（以下、「ジャー
ナルグループ」）の特定時点のスナップショット（フルバックアップあるいは、差分バッ
クアップなどの論理的なイメージ）を取得し、それ以降にデータボリュームに書き込まれ
たデータをジャーナルとしてジャーナルグループに関連付けられたジャーナルボリューム
に格納することと、書き込まれた順序どおりに一連のジャーナルをスナップショットに適
用することで、ジャーナルグループに属する全データボリュームのデータを特定の時点の
状態にリストアすることと、が示されている。これは、一般に「Continuous Data Protec
tion」又はそれを略して「ＣＤＰ」と呼ばれる技術の一例である。
【０００５】
　特許文献３には、ジャーナルをリモートサイトのジャーナルボリュームに格納し、リモ
ートサイトにおいてデータの復元を行うリモートバックアップ技術が開示されている。特
許文献３には、ジャーナルグループの特定時点のスナップショットを取得してそのスナッ
プショットをリモートサイトに格納し、それ以降にデータボリュームに書込まれたデータ
をジャーナルとしてリモートサイトのジャーナルボリューム（ジャーナルグループに関連
付けられたジャーナルボリューム）に格納することと、書き込まれた順序どおりに一連の
ジャーナルをスナップショットに適用することで、ジャーナルグループに属する全データ
ボリュームのデータをリモートサイトにおいてリストアすることと、が示されている。こ
のバックアップ技術を用いると、リモートサイトにリストアされる各データボリュームの
データは、同一時点の状態にリストアされる。
【特許文献１】特開２００５－１９６６１８号公報
【特許文献２】特開２００４－２５２６８６号公報
【特許文献３】特開２００５－２２２１１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　現在、多くの企業では、企業の経営資源を有効に活用して経営を効率化するために、基
幹業務の部門ごとに独立して運用されていたアプリケーションプログラム（データベース
マネジメントシステム（ＤＢＭＳ）やファイルシステム等）を、ＥＲＰパッケージ（Ente
rprise Resource Planning package）等を用いて統合し、各アプリケーションが連携して
動作可能な計算機システムを構築している。例えば、各部門において運用されるそれぞれ
のアプリケーションプログラム（以下、アプリケーション）が、同一のストレージシステ
ムを利用することで、情報の共有化が図られている。また、アプリケーション同士が、お
互いの機能を利用したり、お互いの処理結果を利用したりすることで、計算機システム全
体として効率的な処理を行うことも図られている。ここでは、アプリケーション同士が連
携しているといえば、それらのアプリケーション同士が、お互いの機能を利用したり、お
互いの処理結果を利用したりして動作していることを意味するものとする。
【０００７】
　互いに連携するアプリケーションが存在する計算機システムに障害が発生した場合は、
アプリケーション間で、データの整合性が保たれた状態にリストアされる必要がある。即
ち、各アプリケーションが利用しているそれぞれのデータは、全て同一時点の状態にリス
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トアされる必要がある。
【０００８】
　以下、連携して動作する複数のアプリケーションで構成されたグループを「複合アプリ
ケーション環境」と呼ぶ。尚、一つの複合アプリケーション環境が、複数の複合アプリケ
ーション環境から構築される場合もある。例えば、第一の複合アプリケーション環境に、
第一のアプリケーションが含まれ、第二の複合アプリケーション環境に、第一のアプリケ
ーションに対して所定のインタフェースを公開する第二のアプリケーションが含まれる場
合、そのインタフェースを利用する第一のアプリケーションとそのインタフェースを提供
する第二のアプリケーションとは、互いに連携していることになる。この場合、第一の複
合アプリケーション環境と第二の複合アプリケーション環境とで構成された一つの複合ア
プリケーション環境があるとみなすことができる。
【０００９】
　複合アプリケーション環境において、アプリケーション間のデータの整合性が保たれた
状態でリストアするためには、各アプリケーションが利用するデータボリュームを同一の
ボリュームグループに属させてバックアップし、リストア時に各データボリュームを同一
時点の状態にリストアする必要がある。しかしながら、複合アプリケーション環境内に、
他のアプリケーションに機能を提供するために連携用のインタフェースを公開しているア
プリケーションが存在するときは、管理者が全てのアプリケーションの連携関係を把握で
きていない場合もある。この場合は、バックアップを行うための環境であるバックアップ
環境（例えば、ボリュームグループの構成やそのボリュームグループにおいてどのような
バックアップを行うか）を管理者が構築する際に、複合アプリケーション環境内の全ての
アプリケーションが使用するデータボリュームを同一のボリュームグループに属させるこ
とができないという問題が起こってしまう。
【００１０】
　この問題点について、図２３を参照して具体的に説明する。同図には、ＡＰ１（アプリ
ケーション１）とＡＰ２（アプリケーション２）、ＡＰ２とＡＰ３（アプリケーション３
）、ＡＰ３とＡＰ４（アプリケーション４）がそれぞれ連携している複合アプリケーショ
ン環境が示されている。同図において、ＡＰ２とＡＰ３は、異なる管理者により管理され
ている。また、ＡＰ２とＡＰ３は、ＡＰ２とＡＰ３のうちのいずれか一方又は両方が公開
するインタフェースを介して連携している。このような場合、ＡＰ２の管理者は、ＡＰ３
とＡＰ４の連携を認識することができない。なぜなら、ＡＰ２の管理者から見てＡＰ３の
処理は、いわゆるブラックボックスとなるからである。同様に、ＡＰ３の管理者は、ＡＰ
２とＡＰ１の連携を認識することができない。なぜなら、ＡＰ３の管理者から見てＡＰ２
の処理は、いわゆるブラックボックスとなるからである。同じような理由から、ＡＰ１の
管理者は、ＡＰ３とＡＰ４の連携を認識することができず、また、ＡＰ４の管理者は、Ａ
Ｐ１とＡＰ２の連携を認識することができない。このため、複合アプリケーション環境に
属する連携アプリケーションはＡＰ１、ＡＰ２、ＡＰ３及びＡＰ４の４つであることや、
それら４つのＡＰ１、ＡＰ２、ＡＰ３及びＡＰ４が使用するデータボリュームが、ＶＯＬ
１、ＶＯＬ２、ＶＯＬ３及びＶＯＬ４であることがわからず、故に、ＶＯＬ１、ＶＯＬ２
、ＶＯＬ３及びＶＯＬ４を同一のボリュームグループに属させることができない。このた
め、同じ複合アプリケーション環境に所属するＡＰ１、ＡＰ２、ＡＰ３及びＡＰ４のバッ
クアップ環境が異なってしまう。
【００１１】
　そこで、本発明の目的は、同一の複合アプリケーション環境を構成する全てのアプリケ
ーションに対して同一のバックアップ環境を設定することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　連携して動作する複数のアプリケーションで構成されたグループである複合アプリケー
ション環境を構成する各アプリケーションを表すアプリケーション管理情報を記憶する。
そのアプリケーション管理情報を参照することで、その複合アプリケーション環境を構成
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する複数のアプリケーションを特定する。特定された複数のアプリケーションに割当てら
れる複数の第一の論理ボリュームと、複数の第一の論理ボリュームに記憶されるデータの
バックアップ先となる複数の第二の論理ボリュームとを同一のボリュームグループに所属
させる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　実施形態１では、計算機の記憶部に、連携して動作する複数のアプリケーションで構成
されたグループである複合アプリケーション環境を構成する各アプリケーションを表すア
プリケーション管理情報が記憶される。そして、その計算機には、設定部が備えられる。
その設定部は、アプリケーション管理情報を参照することで、複合アプリケーション環境
を構成する複数のアプリケーションを特定する。設定部は、特定された複数のアプリケー
ションに割当てられる複数の第一の論理ボリュームと、複数の第一の論理ボリュームに記
憶されるデータのバックアップ先となる複数の第二の論理ボリュームとを同一のボリュー
ムグループに所属させる指示を、複数の第一の論理ボリュームと複数の第二の論理ボリュ
ームとの少なくとも一方を備える一以上のストレージシステムに送信する。
【００１４】
　一以上のストレージシステムには、例えば、メモリを有した制御部が備えられ、そのメ
モリに、例えば、ボリュームグループ構成情報が記憶されている。ボリュームグループ構
成情報は、例えば、どのボリュームグループにどの複数の第一の論理ボリュームとどの複
数の第二の論理ボリュームが存在するかを表している。計算機から上記指示を受けたスト
レージシステムでは、制御部が、その指示で指定されている複数の第一の論理ボリューム
及び複数の第二の論理ボリュームを同一のボリュームグループに所属するようボリューム
グループ構成情報を更新する。これにより、更新後のボリュームグループ構成情報に基づ
き、制御部が、その同一のボリュームグループについて、複数の第一の論理ボリュームに
記憶されているデータを複数の第二の論理ボリュームにバックアップすることができる。
【００１５】
　実施形態１の変形例１では、上記同一のボリュームグループにおいて複数の第一の論理
ボリュームから複数の第二の論理ボリュームにどのようにデータがバックアップされるか
は、複数の第一の論理ボリュームと複数の第二の論理ボリュームとを備える一以上のスト
レージシステムが有する複数種類のバックアップ機能のうちのどの種類のバックアップ機
能をそのボリュームグループに適用するかを基に定まる。
【００１６】
　実施形態１の変形例２では、変形例１において、複数種類のバックアップ機能には、複
数の第一のストレージシステムに存在する複数の第一の論理ボリュームから複数の第二の
ストレージシステムに存在する複数の第二の論理ボリュームにデータをバックアップする
機能が含まれている。その機能は、例えば、後述する「多対多リモートコピー機能」であ
る。
【００１７】
　実施形態１の変形例３では、記憶部が、更に、複合アプリケーション環境に対応したボ
リュームグループとそのボリュームグループにおいてどのようなバックアップを行うかの
バックアップポリシーとを表すバックアップポリシー管理情報を記憶する。
【００１８】
　実施形態１の変形例４では、変形例３において、設定部が、複合アプリケーション環境
の構成要素として新たなアプリケーションが追加される場合、その複合アプリケーション
環境に対応したボリュームグループ及びバックアップポリシーをバックアップポリシー管
理情報から特定し、新たなアプリケーションに割当てられる第一の論理ボリュームとその
第一の論理ボリュームのバックアップ先となる第二の論理ボリュームとを特定されたボリ
ュームグループに追加することの指示を、上記特定されたバックアップポリシーを基に作
成し、その指示を、一以上のストレージシステムに送信する。ここで、「バックアップポ
リシーを基に指示を作成する」とは、例えば、指示に含めるパラメータ（例えば、ボリュ
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ーム識別子、バックアップ機能、後述の保護期間などのそれぞれの値）を、そのバックア
ップポリシーを基に決定し、その決定されたパラメータを含んだ指示を作成することを言
う。
【００１９】
　実施形態１の変形例５では、変形例３乃至４のうちの少なくとも一つにおいて、設定部
が、複合アプリケーション環境を構成するいずれかのアプリケーションに新たな第一の論
理ボリュームが割当てられる場合、その複合アプリケーション環境に対応したボリューム
グループ及びバックアップポリシーを前記バックアップポリシー管理情報から特定し、前
記新たな第一の論理ボリュームとその第一の論理ボリュームのバックアップ先となる第二
の論理ボリュームとを前記特定されたボリュームグループに追加することの指示を、特定
されたバックアップポリシーを基に作成し、その指示を、前記一以上のストレージシステ
ムに送信する。
【００２０】
　実施形態１の変形例６では、実施形態１、及び変形例１乃至５のうちの少なくとも一つ
において、設定部が、複合アプリケーション環境からアプリケーションが外される場合、
そのアプリケーションに関する情報を前記アプリケーション管理情報における複合アプリ
ケーション環境に対応した各アプリケーションに関する情報から削除し、その外されるア
プリケーションに割当てられていた第一の論理ボリュームとそれに記憶されているデータ
のバックアップ先である第二の論理ボリュームとをそれらが所属しているボリュームグル
ープから外すことの指示を、前記一以上のストレージシステムに送信する。
【００２１】
　実施形態１の変形例７では、実施形態１、及び変形例１乃至６のうちの少なくとも一つ
において、第一及び第二の複合アプリケーション環境を含んだ複数の複合アプリケーショ
ン環境が存在する。記憶部が、どの論理ボリュームがどのストレージシステムに存在する
かを表すボリューム管理情報を更に記憶する。アプリケーション管理情報が、複合アプリ
ケーション環境毎に、複合アプリケーション環境を構成する各アプリケーションを表す。
設定部が、第一の複合アプリケーション環境のいずれかのアプリケーションが第二の複合
アプリケーション環境のいずれかのアプリケーションと連携する場合、第一の複合アプリ
ケーション環境を構成する複数のアプリケーションに割当てられている複数の第一の論理
ボリュームと、第二の複合アプリケーション環境を構成する複数のアプリケーションに割
当てられている複数の第一の論理ボリュームとが一つのストレージシステムに存在するか
否かを、ボリューム管理情報を参照することにより判断する。否定的な判断結果であれば
、設定部は、上記一つのストレージシステムとは別のストレージシステムに存在する第一
の論理ボリュームを上記一つのストレージシステムにマイグレーションすることの指示を
、上記別のストレージシステムと上記一つのストレージシステムとの少なくとも一方に送
信する。
【００２２】
　実施形態１の変形例８では、実施形態１、変形例１乃至７のうちの少なくとも一つにお
いて、計算機が、連係情報取得部を更に備える。連携情報取得部が、アプリケーションが
どのアプリケーションと連携するかの関係を示す連係情報を、そのアプリケーションを実
行するホスト計算機から取得し、取得した連携情報を用いてアプリケーション管理情報を
更新する。
【００２３】
　実施形態１の変形例９では、変形例８において、設定部は、取得された連係情報が、複
合アプリケーション環境を構成するいずれかのアプリケーションに新たなアプリケーショ
ンが連携していることを表している場合、その複合アプリケーション環境に対応したボリ
ュームグループを特定し、新たなアプリケーションに割当てられる第一の論理ボリューム
とその第一の論理ボリュームのバックアップ先となる第二の論理ボリュームとを上記特定
されたボリュームグループに追加することの指示を、一以上のストレージシステムに送信
する。
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【００２４】
　実施形態１の変形例１０では、変形例８乃至９のうちの少なくとも一つにおいて、設定
部は、取得された連係情報が、複合アプリケーション環境を構成するいずれかのアプリケ
ーションに新たな第一の論理ボリュームが割当てられたことを表している場合、その複合
アプリケーション環境に対応したボリュームグループを特定し、新たな第一の論理ボリュ
ームとその第一の論理ボリュームのバックアップ先となる第二の論理ボリュームとを上記
特定されたボリュームグループに追加することの指示を、一以上のストレージシステムに
送信する。
【００２５】
　実施形態１の変形例１１では、変形例８乃至１０のうちの少なくとも一つにおいて、設
定部は、前記取得された連携情報が、前記複合アプリケーション環境のいずれかのアプリ
ケーションと連携していたアプリケーションが連携しなくなったことを表している場合、
そのアプリケーションに関する情報をアプリケーション管理情報における前記複合アプリ
ケーション環境に対応した各アプリケーションに関する情報から削除し、その外されるア
プリケーションに割当てられていた第一の論理ボリュームとそれに記憶されているデータ
のバックアップ先である第二の論理ボリュームとをそれらが所属しているボリュームグル
ープから外すことの指示を、一以上のストレージシステムに送信する。
【００２６】
　上述した実施形態１、及び変形例１乃至１１のうちの任意の二以上を組み合わせること
ができる。また、記憶部は、例えば、メモリ或いは他種の記憶資源で構成することができ
る。上述した設定部及び連携情報取得部のうちの少なくとも一つは、ハードウェア、コン
ピュータプログラム又はそれらの組み合わせ（例えば一部をコンピュータプログラムによ
り実現し残りをハードウェアで実現すること）により構築することができる。コンピュー
タプログラムは、所定のプロセッサに読み込まれて実行される。また、コンピュータプロ
グラムがプロセッサに読み込まれて行われる情報処理の際、適宜に、メモリ等のハードウ
ェア資源上に存在する記憶域が使用されてもよい。また、コンピュータプログラムは、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ等の記録媒体から計算機にインストールされてもよいし、通信ネットワークを
介して計算機にダウンロードされてもよい。
【００２７】
　また、上記の計算機は、ストレージシステム内部に組み込まれる形で構成されてもよい
し、計算機とストレージシステムとは、通信ネットワークを介して接続されてもよい。
【００２８】
　また、計算機は、複数のアプリケーションが実行されるホスト計算機と、ホスト計算機
に指示を出す管理計算機とが一体となった計算機であっても良いし、それらのうちのホス
ト計算機或いは管理計算機であっても良い。
【００２９】
　以下、本発明のいくつかの実施例について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお
、これにより本発明が限定されるものではない。
【００３０】
　＜第一の実施例＞。
【００３１】
　まず、第一の実施例について説明する。なお、以下の説明では、ボリュームグループを
、便宜上、「管理グループ」と呼ぶ。
【００３２】
　本実施例に係る計算機システムは、ローカルコピー機能、ＣＤＰ機能及びリモートコピ
ー機能のうちのひとつ以上のバックアップ機能を持つストレージシステムを備える。ロー
カルコピー機能とは、一ストレージシステム内でデータボリューム間のデータコピーを行
う機能である。ＣＤＰ機能とは、ＣＤＰを利用したバックアップを行う機能である。リモ
ートコピー機能とは、ストレージシステム内のデータボリュームに記憶されているデータ
を別のストレージシステム内のデータボリュームにコピーする機能である。
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【００３３】
　また、本計算機システムは、複数のアプリケーションを備える。そして、ひとつ以上の
アプリケーションは、自らの機能を提供するためのインタフェースを公開している。他の
アプリケーションは、このインタフェースを利用して、インタフェースを公開しているア
プリケーションの所定の機能を利用することができる。このように、公開されたインタフ
ェースを利用してアプリケーション同士が連携することにより、本計算機システム上には
、複合アプリケーション環境が構築される。
【００３４】
　以下、自らの機能を提供するためのインタフェースを公開しているアプリケーションを
「連携先アプリケーション」と呼び、当該インタフェースを利用するアプリケーションを
「連携元アプリケーション」と呼ぶことがある。また、連携先アプリケーションが属する
複合アプリケーション環境を「連携先複合アプリケーション環境」、連携元アプリケーシ
ョンが属する複合アプリケーション環境を「連携元複合アプリケーション環境」と呼ぶこ
とがある。
【００３５】
　以下、本実施例のシステム構成と動作を説明する。
【００３６】
　（１－１）第一の実施例のシステム構成。
【００３７】
　図１は、本実施例に係る計算機システムの構成例を示すブロック図である。
【００３８】
　本システムでは、ストレージシステム１０００と一以上のホスト計算機１１００は、デ
ータネットワーク１３００を介して互いに接続される。本実施例では、データネットワー
ク１３００は、ストレージエリアネットワーク（ＳＡＮ）とするが、ＩＰネットワークで
あっても、あるいはこれら以外のデータ通信用ネットワークであってもよい。
【００３９】
　ストレージシステム１０００とホスト計算機１１００と管理計算機１２００は、管理ネ
ットワーク１４００を介して互いに接続される。本実施例では、管理ネットワーク１４０
０は、ＩＰネットワークとするが、ストレージエリアネットワークであっても、あるいは
これら以外のデータ通信用ネットワークであってもよい。また、データネットワーク１３
００と管理ネットワーク１４００が、同一ネットワークであってもよいし、ホスト計算機
１１００と管理計算機１２００が、同一計算機であってもかまわない。
【００４０】
　なお、説明の都合上、図１では、ストレージシステム１０００を１台、管理計算機１２
００を１台としたが、それぞれ、２台以上設置されても良い。
【００４１】
　ストレージシステム１０００は、データを格納するディスク装置１０１０と、ストレー
ジシステム１０００内の制御を行うディスクコントローラ１０２０とを備える。
【００４２】
　ディスク装置１０１０は、ディスク型の記憶装置、例えば、ハードディスクドライブで
ある。ディスク装置１０１０に代えて、フラッシュメモリデバイス等、多種の記憶装置が
採用されてもよい。ディスク装置１０１０の記憶空間を基に、複数の論理ボリューム１０
１１が形成される。論理ボリューム１０１１は、バックアップ機能ごとに異なる使われ方
をする。本実施例では、説明の明確化のために、各バックアップ機能における用途ごとに
論理ボリュームの呼び名を変える。たとえば、アプリケーションが利用するデータの格納
に利用される場合は「データボリューム」、スナップショットの格納に利用される場合は
「スナップショットボリューム」等が、それぞれ論理ボリューム１０１１の呼び名とされ
る。このような論理ボリューム１０１１の用途とその呼び名については、図２、図３及び
図４を用いて説明する。
【００４３】



(11) JP 5137476 B2 2013.2.6

10

20

30

40

50

　ディスクコントローラ１０２０は、管理Ｉ／Ｆ１０２１と、データＩ／Ｆ１０２２と、
ディスクＩ／Ｆ１０２５と、メインメモリ１０２６と、ＣＰＵ１０２３と、タイマ１０２
４とを備えている。
【００４４】
　メインメモリ１０２６には、管理情報群１０２９と、制御プログラム１０２８とが記憶
される。ＣＰＵ１０２３は、メインメモリ１０２６に記憶されたプログラムを実行する。
以下、コンピュータプログラムが主語になる場合は、実際にはそのコンピュータプログラ
ムを実行するＣＰＵによって処理が行われるものとする。
【００４５】
　制御プログラム１０２８は、ＣＰＵ１０２３に実行されることにより、ローカルコピー
機能、ＣＤＰ機能、リモートコピー機能のうち一つ以上の機能を実現するための種々の処
理を実行する。例えば、制御プログラム１０２８には、ローカルコピー機能を実現するロ
ーカルコピープログラムや、ＣＤＰ機能を実現するＣＤＰプログラムや、リモートコピー
機能を実現するリモートコピープログラムが含まれる。
【００４６】
　また、制御プログラム１０２８は、管理計算機１２００やホスト計算機１１００からの
要求に応じ、ディスク装置１０１０に対するデータの入出力を処理したり、ストレージシ
ステム１０００内の構成情報や制御情報を設定したりする。構成情報には、例えば、どの
論理ボリューム１０１１がデータボリュームなのか等の論理ボリュームの種別（用途）を
示す情報や、データボリュームがどのジャーナルグループに所属しているのか又はどのデ
ータボリュームとどのバックアップボリュームが関連付けられているか等のボリューム間
の関係性を示す情報が含まれる。構成情報は、管理情報群１０２９の全部又は一部として
、メインメモリ１０２８に記録される。制御プログラム１０２８は、管理情報群１０２９
に含まれる構成情報を参照または更新しながら上述した種々の処理を実行することができ
る。
【００４７】
　タイマ１０２４は、現在時刻を管理する一般的なタイマである。制御プログラム１０２
８は、タイマ１０２４を参照することにより、ジャーナルが作成された時やスナップショ
ットが取得された時の時刻を得ることができる。
【００４８】
　データＩ／Ｆ１０２２は、データネットワーク１３００に対するインタフェースである
。データＩ／Ｆ１０２２は、一つ以上の通信用のポートを持つ。ディスクコントローラ１
０２０は、このポートを介してホスト計算機１１００や他のストレージシステム１０００
と、データや制御命令の送受信を行う。
【００４９】
　管理Ｉ／Ｆ１０２１は、管理ネットワーク１４００とのインタフェースである。管理Ｉ
／Ｆ１０２１は、ホスト計算機１１００や管理計算機１２００と、データや制御命令の送
受信を行う。
【００５０】
　ディスクＩ／Ｆ１０２５は、ディスク装置１０１０に対するインタフェースである。デ
ィスクＩ／Ｆ１０２５は、ディスク装置１０１０に対してデータや制御命令の送受信を行
う。
【００５１】
　ホスト計算機１１００は、キーボードやマウスなどの入力装置１１４０と、ＣＰＵ１１
３０と、ＣＲＴなどの表示装置１１２０と、メモリ１１６０と、データＩ／Ｆ１１１０と
、管理Ｉ／Ｆ１１５０とを備える。
【００５２】
　データＩ／Ｆ１１１０は、データネットワーク１３００に対するインタフェースである
。データＩ／Ｆ１１１０は、一つ以上の通信用のポートを持つ。このポートを介して、ホ
スト計算機１１００は、ストレージシステム１０００と、データや制御命令の送受信を行
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う。
【００５３】
　管理Ｉ／Ｆ１１５０は、管理ネットワーク１４００に対するインタフェースである。管
理Ｉ／Ｆ１１５０は、システム管理のために管理計算機１２００及びストレージシステム
１０００と、データや制御命令の送受信を行う。
【００５４】
　メモリ１１６０には、アプリケーション１１６１が記憶される。ＣＰＵ１１３０は、メ
モリ１１６０に記憶されたプログラムを実行することで、各機能を実現する。
【００５５】
　アプリケーション１１６１は、論理ボリューム１０１１の一種であるデータボリューム
を利用するアプリケーションプログラムであり、例えば、ＤＢＭＳやファイルシステムで
ある。アプリケーション１１６１は、複合アプリケーション環境に所属し、このホスト計
算機１１００或いは別のホスト計算機１１０内の他のアプリケーションと連携して動作す
る。
【００５６】
　管理計算機１２００は、キーボードやマウスなどの入力装置１２４０と、ＣＰＵ１２３
０と、ＣＲＴなどの表示装置１２２０と、メモリ１２５０と、管理Ｉ／Ｆ１２１０とを備
える。
【００５７】
　管理Ｉ／Ｆ１２１０は、システム管理のために、ホスト計算機１１００及びストレージ
システム１０００と、データや制御命令を送受信する。
【００５８】
　メモリ１２５０には、設定プログラム１２５１と、複合ＡＰ環境管理テーブル１２５２
と、ＡＰ／ＶＯＬ対応テーブル１２５３と、バックアップポリシー管理テーブル１２５４
と、ストレージ機能管理テーブル１２５５と、プールボリューム管理テーブル１２５６と
、ストレージ間接続管理テーブル１２５７とが記憶される。
【００５９】
　設定プログラム１２５１は、ストレージシステム１０００が各種バックアップ機能を実
現するために利用するバックアップ環境情報を設定するためのプログラムである。設定さ
れたバックアップ環境情報は、管理情報群１０２９の全部又は一部として、ストレージシ
ステム１０００のメインメモリ１０２６に記録される。また、設定プログラム１２５１は
、種々のテーブル１２５２乃至１２５７に情報を設定する。設定プログラム１２５１は、
管理者にその情報を設定させるためのインタフェースとして、例えば、ＣＬＩ（Command 
Line Interface）などを提供する。
【００６０】
　ＣＰＵ１２３０は、設定プログラム１２５１を実行することで、後述する各種機能を実
現する。
【００６１】
　複合ＡＰ環境管理テーブル１２５２、ＡＰ／ＶＯＬ対応テーブル１２５３、バックアッ
プポリシー管理テーブル１２５４、ストレージ機能管理テーブル１２５５、プールボリュ
ーム管理テーブル１２５６、ストレージ間接続管理テーブル１２５７の詳細については後
述する。
【００６２】
　図２乃至図４は、バックアップ機能ごとの管理グループの構成例を示した図である。こ
れらの図を参照して、バックアップ機能ごとの論理ボリューム１０１１の用途及びその呼
び名について説明する。
【００６３】
　図２は、ローカルコピー機能を実現する管理グループの構成例を示す図である。なお、
同図では、ディスク装置１０１０の内部を示しているが、それ以外の構成は、図１と同じ
である。
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【００６４】
　データボリューム２００１は、ホスト計算機１１００が利用するデータを格納する論理
ボリューム１０１１である。また、バックアップボリューム２００３は、データボリュー
ム２００１に関連付けられた論理ボリューム１０１１であり、関連付けられたデータボリ
ューム２００１の特定の時点のスナップショットを格納する。以下、このようなデータボ
リューム２００１とバックアップボリューム２００３のボリュームペアを「ローカルコピ
ーペア」と呼ぶ。コピーグループ２００２は、複数のローカルコピーペアを論理的にグル
ープ化したものである。
【００６５】
　これらの論理ボリューム１０１１に関する構成情報（例えば、どの論理ボリュームとど
の論理ボリュームでローカルコピーペアが形成されているか、どのローカルコピーペアが
どのコピーグループの構成要素になっているかを表す情報）は、制御プログラム１０２８
によって、管理情報群１０２９に含まれる一つの情報として管理される。
【００６６】
　ローカルコピー機能を実現するストレージシステム１０００の具体的な処理は、次のと
おりである。即ち、ストレージシステム１０００の制御プログラム１０２８は、管理者の
バックアップ指示に従い、コピーグループ２００２に属するデータボリューム２００１の
データを、そのデータボリューム２００１の対となるバックアップボリューム２００３へ
バックアップする。このとき、制御プログラム１０２８は、バックアップが完了するまで
、データボリューム２００１への書き込みを保留にしてもよい。あるいは、制御プログラ
ム１０２８は、管理者からのバックアップ指示に従い、データボリューム２００１のデー
タをブロックごとにバックアップボリューム２００３へコピーし、ブロックごとにコピー
の完了又は未完了の情報を管理してもよい。そして、制御プログラム１０２８は、バック
アップ指示受領のタイミング以降にデータボリューム２００１への書き込みが発生した時
は、管理していたブロックごとのコピー完了又は未完了の情報を参照し、書き込み先のブ
ロックのコピーが未完了であれば、まずその領域のデータをバックアップボリューム２０
０３へコピーし、その後にデータボリュームへの書き込みを実行することもできる。これ
により、コピーグループ２００２内の全データボリューム２００１の同一時点のバックア
ップが作成される。
【００６７】
　図３は、ＣＤＰ機能を実現する管理グループの構成例を示す図である。図２と同様に、
同図では、ディスク装置１０１０の内部を示しているが、それ以外の構成は、図１と同じ
である。
【００６８】
　データボリューム２００１は、図２に記載のデータボリュームと同様である。また、ス
ナップショットボリューム３００２は、データボリューム２００１に関連付けられた論理
ボリューム１０１１であり、関連付けられたデータボリューム２００１の特定の時点のス
ナップショットを格納する。以下、このようなデータボリューム２００１とスナップショ
ットボリューム３００２のボリュームペアを「ＣＤＰペア」と呼ぶ。ＣＤＰジャーナルグ
ループ３００１は、複数のＣＤＰペアを論理的にグループ化したものである。
【００６９】
　ＣＤＰジャーナルグループ３００１には、一つ以上のジャーナルボリューム３００４が
関連付けられる。ジャーナルボリューム３００４は、ジャーナルを格納する論理ボリュー
ム１０１１である。
【００７０】
　これらの論理ボリュームに関する構成情報（例えば、どの論理ボリュームとどの論理ボ
リュームでＣＤＰペアが形成されているか、どのＣＤＰペアがどのＣＤＰジャーナルグル
ープの構成要素になっているかを表す情報）は、図２の場合と同様に、制御プログラム１
０２８によって、管理情報群１０２９に含まれる一つの情報として管理される。
【００７１】
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　ＣＤＰ機能を実現するストレージシステム１０００の具体的な処理は、次のとおりであ
る。即ち、ストレージシステム１０００の制御プログラム１０２８は、管理者からのＣＤ
Ｐ機能開始指示に従い、ＣＤＰジャーナルグループ３００１に属するデータボリューム２
００１のスナップショットを取得して、取得したスナップショットをそのデータボリュー
ム２００１とＣＤＰペアを構成するスナップショットボリューム３００２へ格納する。そ
して、制御プログラム１０２８は、その後のデータボリューム２００１への書き込みをジ
ャーナルとして、当該データボリューム２００１が属するＣＤＰジャーナルグループ３０
０１に関連付けられたジャーナルボリューム３００４へ格納する。このとき、制御プログ
ラム１０２８は、書き込み順番と関連付けてジャーナルを管理する。リストア時には、制
御プログラム１０２８は、スナップショットに一連のジャーナルを書き込み順序どおりに
適用することで、ＣＤＰジャーナルグループ３００１に属する全てのデータボリューム２
００１のデータを同一の任意時点の状態にリストアする。
【００７２】
　なお、図３を参照した説明では、書き込まれるデータをジャーナルとしたが、それに代
えて、書き込まれる前のデータをジャーナルとして扱ってもよい。この場合は、制御プロ
グラム１０２８は、データボリューム２００１へジャーナルを書くことで、ＣＤＰジャー
ナルグループ３００１に属する全てのデータボリューム２００１のデータを同一の任意時
点の状態にリストアする。
【００７３】
　図４は、リモートコピー機能を実現する管理グループの構成例を示す図である。なお、
同図では、ホスト計算機１１００及び管理計算機１２００を省略しているが、それらは図
１と同じである。また、ディスクコントローラ１０２０の内部も、図１と同じである。
【００７４】
　本構成における論理ボリューム１０１１の用途及びその呼び名は、図３とほぼ同じであ
るため、差分のみ説明する。本構成では、１対のストレージシステム１０００（一方を「
プライマリストレージシステム４０００」、他方を「セカンダリストレージシステム４１
００」と呼ぶ（単に、「正側」、「副側」と呼ぶ場合もある））が備えられる。プライマ
リストレージシステム４０００のディスクコントローラ１０２０とセカンダリストレージ
システム４１００のディスクコントローラ１０２０とは、データネットワーク１３００を
介して接続されており、両ストレージシステム４０００、４１００の制御プログラム１０
２８は、お互いにデータや制御命令のやり取りが可能となっている。このような接続情報
も、制御プログラム１０２８によって、管理情報群１０２９に含まれる情報として管理さ
れる。
【００７５】
　プライマリストレージシステム４０００は、データボリューム２００１とローカルジャ
ーナルボリューム４００４とを有する。セカンダリストレージシステム４１００は、セカ
ンダリボリューム４００３とリモートジャーナルボリューム４００２とを有する。
【００７６】
　データボリューム２００１は、図２に記載のデータボリュームと同じである。また、セ
カンダリボリューム４００３は、データボリューム２００１に関連付けられた論理ボリュ
ーム１０１１であり、関連付けられたデータボリューム２００１の特定の時点のスナップ
ショットを格納する。以下、このようなデータボリューム２００１とセカンダリボリュー
ム４００３のボリュームペアを「リモートコピーペア」と呼ぶ。リモートコピージャーナ
ルグループ４００１は、複数のリモートコピーペアを論理的にグループ化したものである
。
【００７７】
　リモートコピージャーナルグループ４００１には、一つ以上のローカルジャーナルボリ
ューム４００４と一つ以上のリモートジャーナルボリューム４００２とが関連付けられる
。ローカルジャーナルボリューム４００４は、データボリューム２００１への書き込みを
ジャーナルとして格納する論理ボリューム１０１１である。リモートジャーナルボリュー
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ム４００２は、正側から転送されてくるジャーナルを一時的に格納しておく論理ボリュー
ム１０１１である。
【００７８】
　これらの論理ボリュームに関する構成情報（例えば、どの論理ボリュームとどの論理ボ
リュームでリモートコピーペアが形成されているか、どのリモートコピーペアがどのリモ
ートコピージャーナルグループの構成要素になっているかを表す情報）は、図２、図３の
場合と同様に、制御プログラム１０２８によって、管理情報群１０２９に含まれる一つの
情報として管理される。
【００７９】
　リモートコピー機能を実現するストレージシステム１０００の具体的な処理は、次のと
おりである。即ち、管理者がプライマリストレージシステム４０００の制御プログラム１
０２８へリモートコピーの開始指示を出すと、プライマリストレージシステム４０００の
制御プログラム１０２８とセカンダリストレージシステム４１００の制御プログラム１０
２８とは、制御情報とデータのやり取りを行いながら、リモートコピージャーナルグルー
プ４００１に属するデータボリューム２００１のスナップショットを取得して、取得した
スナップショットをそのデータボリューム２００１とリモートコピーペアを構成するセカ
ンダリボリューム４００３へ格納する。そして、プライマリストレージシステム４０００
の制御プログラム１０２８は、その後のデータボリューム２００１への書き込みをジャー
ナルとして、当該データボリューム２００１が属するジャーナルグループ４００１に関連
付けられたローカルジャーナルボリューム４００４へ、書き込み順序に従って格納する。
そして、プライマリストレージシステム４０００の制御プログラム１０２８は、ローカル
ジャーナルボリューム４００４へ格納されたジャーナルを、データネットワーク１３００
を介してセカンダリストレージシステム４１００へ、書き込み順序に従って転送する。セ
カンダリストレージシステム４１００の制御プログラム１０２８は、受け取ったジャーナ
ルを書き込み順序に従い当該リモートコピージャーナルグループ４００１に関連付けられ
たリモートジャーナルボリューム４００２へ格納する。そして、セカンダリストレージシ
ステム４１００の制御プログラム１０２８は、管理者からの指示あるいは特定のタイミン
グで、リモートジャーナルボリューム４００２に格納されたジャーナルを書き込み順序に
従いセカンダリボリューム４００３へ適用する。これにより、リモートコピージャーナル
グループ４００１に属する全てのデータボリューム２００１の同一時点のデータが、セカ
ンダリボリューム４００３へリストアされる。
【００８０】
　なお、ローカルジャーナルボリューム４００４は、プライマリストレージシステム４０
００のメインメモリ１０２６上の一時的なデータ格納領域（例えばキャッシュ）を割り当
てることにより形成されてもよい。同様に、リモートジャーナルボリューム４００２は、
セカンダリストレージシステム４１００のメインメモリ１０２６上の一時的なデータ格納
領域（例えばキャッシュ）を割り当てることにより形成されてもよい。
【００８１】
　さらに、図４を参照した説明では、プライマリストレージシステム４０００の制御プロ
グラム１０２８が主体となってデータを副側ストレージ装置４１００へ転送していたが、
それに代えて、セカンダリストレージシステム４１００の制御プログラム１０２８が主体
となってプライマリストレージシステム４０００の制御プログラム１０２８へ、データの
転送命令を発するようにしてもよい。
【００８２】
　また、本リモートコピー機能を用いた構成は、バックアップ用途以外にも、災害復旧用
の予備サイト作成用途に利用されてもよい。
【００８３】
　以上が、バックアップ機能ごとの論理ボリューム１０１１の用途及びその呼び名につい
ての説明である。以上の説明でわかるとおり、各バックアップ機能を実現する構成の共通
点として、バックアップ元となる論理ボリューム１０１１（データボリューム２００１）
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とスナップショットを格納する論理ボリューム１０１１（バックアップボリューム２００
３、スナップショットボリューム３００２又はセカンダリボリューム４００３）とでボリ
ュームペアが構成されている。以下、各種ボリュームペアを、単に「ペア」と呼ぶことが
ある。そして、バックアップ元の論理ボリューム１０１１を「プライマリＶＯＬ」と呼び
、スナップショットを格納する論理ボリューム１０１１を「セカンダリＶＯＬ」と呼ぶこ
とがある。
【００８４】
　また、ほかの共通点として、各バックアップ機能ともにペアをグルーピングして扱って
いる。以下、これらのグループ（コピーグループ、ＣＤＰジャーナルグループ、リモート
コピージャーナルグループ）を総称して、「管理グループ」と呼ぶ。
【００８５】
　本実施例に係る計算機システムでは、複数の同種又は異種のバックアップ機能を組合わ
せて実現することもできる。例えば、ローカルコピー機能によりデータボリューム２００
１のデータをバックアップボリューム２００３へバックアップしている構成において、さ
らにそのバックアップボリューム２００３のデータを任意のバックアップ機能でバックア
ップすることができる。従って、プライマリＶＯＬとなりうる論理ボリューム１０１１は
、データボリューム２００１には限られず、各バックアップ機能におけるセカンダリＶＯ
Ｌとなる場合もある。以下、ある管理グループに属するペアのセカンダリＶＯＬのデータ
を更にバックアップするための構成を「カスケード構成」とよぶ。そして、当該セカンダ
リＶＯＬがスナップショット格納先ボリュームとして属している管理グループを「カスケ
ード元管理グループ」と呼び、当該セカンダリＶＯＬをバックアップ元のボリュームとし
て属している管理グループを「カスケード先管理グループ」と呼ぶ。
【００８６】
　また、いずれのバックアップ機能においても、プライマリＶＯＬについて複数のペアを
組ませることもできる。たとえば、一のデータボリューム２００１を複数のバックアップ
ボリューム２００３とペアにすることができる。
【００８７】
　図５は、複合ＡＰ環境管理テーブル１２５２の一例を示す図である。
【００８８】
　本テーブル１２５２には、複合アプリケーション環境ごとに、複合アプリケーション環
境の構成に関する情報（どのアプリケーション１１６１同士が連携しているのかを表す情
報）が記録される。或る複合アプリケーション環境（以下、図５において「対象複合アプ
リケーション環境」と呼ぶ）について言うと、複合ＩＤ５００１は、対象複合アプリケー
ション環境の識別子である。アプリＩＤ５００２は、対象複合アプリケーション環境に属
するアプリケーション１１６１の識別子である。認識可能ストレージポートＩＤ５００３
は、対象複合アプリケーション環境に対応したアプリＩＤ５００２で示されるアプリケー
ション１１６１が稼動するホスト計算機１１００が認識可能なストレージシステム１００
０のデータＩ／Ｆ１０２２の識別子である。一つのアプリケーション１１６１について、
認識可能ストレージポートＩＤ５００３として複数の値が設定されても良い。
【００８９】
　本テーブル１２５２における各情報要素の対応関係は、設定プログラム１２５１が提供
するＣＬＩを用いて、ユーザによって設定される。この設定の流れは後述する。
【００９０】
　図６は、ＡＰ／ＶＯＬ対応テーブル１２５３の一例を示す図である。
【００９１】
　本テーブル１２５３は、各アプリケーション１１６１が利用するデータボリューム２０
０１に関する情報を管理する。アプリＩＤ６００１は、アプリケーション１１６１の識別
子である。ストレージＩＤ６００２は、アプリＩＤ６００１で示されるアプリケーション
１１６１が利用するデータボリューム２００１を格納するストレージシステム１０００の
識別子である。ボリュームＩＤ６００３は、アプリＩＤ６００１で示されるアプリケーシ
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ョン１１６１が利用するデータボリューム２００１の識別子である。容量６００４は、ボ
リュームＩＤ６００３で示されるデータボリューム２００１の容量である。
【００９２】
　本テーブル１２５３における各情報要素の対応関係は、設定プログラム１２５１が提供
するＣＬＩを用いて、ユーザによって設定される。この設定の流れは後述する。
【００９３】
　図７は、バックアップポリシー管理テーブル１２５４の一例を示す図である。
【００９４】
　本テーブル１２５４には、管理グループごとに、対象管理グループ対応する複合アプリ
ケーション環境に関する情報と、対象管理グループに対応するバックアップポリシーに関
する情報が記録される。或る管理グループ（以下、図７の説明において「対象管理グルー
プ」と呼ぶ）について言うと、グループＩＤ７００１は、対象管理グループの識別子であ
る。複合ＩＤ７００２は、対象管理グループに対応付けられた複合アプリケーション環境
の識別子である。バックアップ機能７００３は、対象管理グループのバックアップ機能の
種別（即ち、ローカルコピー機能やＣＤＰ機能やリモートコピー機能等）を表す情報であ
る。同図では、「ローカルコピー」はローカルコピー機能を、「ＣＤＰ」はＣＤＰ機能を
、「リモートコピー」はリモートコピー機能を、それぞれ示している。カスケード元管理
グループ７００４は、対象管理グループがカスケード先管理グループとなっているか否か
を示す情報である。カスケード元管理グループ７００４としていずれかの管理グループの
識別子が記録されている場合は、対象管理グループはカスケード先管理グループであり、
カスケード元管理グループ７００４が示す管理グループがカスケード元管理グループであ
ることがわかる。カスケード元管理グループ７００４として管理グループの識別子が記録
されていない場合は（同図では、「－」が記録されている）、対象管理グループは、カス
ケード先管理グループとなっていないことを示す。プライマリストレージシステムＩＤ７
００５は、プライマリＶＯＬを備えるストレージシステム１０００の識別子である。セカ
ンダリストレージシステムＩＤ７００６は、セカンダリＶＯＬを備えるストレージシステ
ム１０００の識別子である。保護期間７００７は、バックアップ機能としてＣＤＰ機能や
リモートコピー機能が利用された場合のリストア時における現在から見て遡れる時間の目
標値である。例えば、１０時間前まで遡れるようにしたい場合は、「１０Ｈ」が設定され
る。一方、バックアップ機能をバックアップ用途ではなく災害復旧時の予備サイトの作成
のために使用する場合は、例えば、「０Ｈ」が設定される。なお、バックアップ機能７０
０３がローカルコピー機能である場合、本値には、例えば「－」が設定される。
【００９５】
　本実施例では、バックアップ環境は、管理グループの構成と、バックアップポリシーと
の組み合わせで定義される。バックアップポリシーは、その管理グループについてどのよ
うなバックアップを実行するかであり、少なくとも、どのような種類のバックアップを実
行するかを含む。バックアップポリシーには、その他に、データの保護期間などが含まれ
ても良い。
【００９６】
　本テーブル１２５４における各情報要素の対応関係は、設定プログラム１２５１が提供
するユーザインタフェース（例えばＣＬＩ）を用いて、ユーザによって設定される。この
設定の流れは後述する。
【００９７】
　図８は、ストレージ機能管理テーブル１２５５の一例を示す図である。
【００９８】
　本テーブル１２５５には、ストレージシステム毎に、どんなバックアップ機能が存在す
るか記録される。或るストレージシステム（以下、図８の説明において「対象ストレージ
システム」と呼ぶ）について言うと、ストレージＩＤ８００１は、対象ストレージシステ
ムの識別子である。ローカルコピー８００２は、対象ストレージシステム１０００がロー
カルコピー機能を備えているか否かを示す情報である。ＣＤＰ８００３は、対象ストレー
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ジシステム１０００がＣＤＰ機能を備えているか否かを示す情報である。リモートコピー
８００４は、対象ストレージシステム１０００がリモートコピー機能を備えているか否か
を示す情報である。ローカルコピー８００２、ＣＤＰ８００３及びリモートコピー８００
４は、それぞれ、ストレージシステム１０００がそれぞれのバックアップ機能を備えてい
る場合は「ＯＫ」という値であり、備えていない場合は「ＮＧ」という値である。
【００９９】
　本テーブル１２５５における各情報要素は、設定プログラム１２５１が提供するユーザ
インタフェース（例えばＣＬＩ）を用いて、ユーザによって設定される。それに代えて、
設定プログラム１２５１が制御プログラム１０２８から各情報要素を取得し本テーブル１
２５５に設定してもよい。
【０１００】
　図９は、プールボリューム管理テーブル１２５６の一例を示す図である。
【０１０１】
　本テーブル１２５６には、未使用の論理ボリューム１０１１に関する情報が記録される
。或る未使用の論理ボリューム１０１１（以下、図９の説明において「対象未使用ボリュ
ーム」と呼ぶ）について言うと、ストレージＩＤ９００１は、対象未使用ボリューム１０
１１を備えるストレージシステム１０００の識別子である。ボリュームＩＤ９００２は、
対象未使用ボリューム１０１１の識別子である。容量９００３は、対象未使用ボリューム
１０１１の記憶容量である。
【０１０２】
　本テーブル１２５６における各情報要素は、設定プログラム１２５１が提供するユーザ
インタフェース（例えばＣＬＩ）を用いて、ユーザによって設定される。
【０１０３】
　図１０は、ストレージ間接続管理テーブル１２５７の一例を示す図である。
【０１０４】
　本テーブル１２５７には、ストレージシステム１０００間の接続関係を表す情報が記録
される。本テーブル１２５７において接続関係が示されている２つのストレージシステム
１０００は、そのうちの一つがイニシエータ（データ転送元）となって、もう一つがター
ゲット（データ転送先）となって、互いにデータの転送を行うことができる。つまり。ロ
ーカルストレージシステムＩＤ１０００１が、イニシエータとなるストレージシステム１
０００の識別子であり、リモートストレージシステムＩＤ１０００３が、ターゲットとな
るストレージシステム１０００の識別子である。
【０１０５】
　本テーブル１２５７における各情報要素は、設定プログラム１２５１が提供するユーザ
インタフェース（例えばＣＬＩ）を用いて、ユーザによって設定される。
【０１０６】
　（１－２）第一の実施例で行われる処理。
【０１０７】
　図１１は、いずれかのホスト計算機１１００に新規アプリケーション１１６１を追加す
る処理の流れを示したフローチャートである。
【０１０８】
　本処理は、管理者が設定プログラム１２５１を起動することで開始される。設定プログ
ラム１２５１は、起動の際、以下の４つのパラメータを受け取る。ただし、追加するアプ
リケーション１１６１が他のアプリケーション１１６１と連携しない場合は、設定プログ
ラム１２５１は、パラメータ（ｄ）を受け取らなくともよい。
（１１ａ）新規アプリケーション１１６１に割り当てる識別子、
（１１ｂ）新規アプリケーション１１６１が稼動するホスト計算機１１００が認識可能な
ストレージシステム１０００のデータＩ／Ｆ１０２２の識別子、
（１１ｃ）新規アプリケーション１１６１に割り当てるデータボリューム２００１の記憶
容量（複数のデータボリューム２００１が割り当てられても良く、それ故、複数の記憶容
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量であってもよい。）、
（１１ｄ）連携先アプリケーションあるいは連携先複合アプリケーション環境の識別子。
【０１０９】
　本処理が開始されると、まず、設定プログラム１２５１は、ステップ１１０１０で、パ
ラメータ（１１ｄ）を受け取ったか否かを判定する。パラメータ（１１ｄ）を受け取った
場合は、設定プログラム１２５１は、そのパラメータ（１１ｄ）が連携先アプリケーショ
ンの識別子であるか、又は連携先複合アプリケーション環境の識別子であるか、を判定す
る（ステップ１１０１０）。
【０１１０】
　ステップ１１０１０において、パラメータ（１１ｄ）を受け取らなかった場合は、設定
プログラム１２５１は、パラメータ（１１ｃ）で指定された記憶容量のデータボリューム
２００１をアプリケーション１１６１に割り当てる（割り当てられるデータボリューム２
００１は、一つとは限らず複数の場合もあるので、以下、割り当てられたデータボリュー
ム２００１をデータボリューム群（或いは論理ボリューム群）と表す。）（ステップ１１
０２０）。具体的には、設定プログラム１２５１は、プールボリューム管理テーブル１２
５６を参照して、一又は複数の未使用な論理ボリューム１０１１を選択する。そして、設
定プログラム１２５１は、選択した論理ボリューム群とパラメータ（１１ｂ）で指定され
たデータＩ／Ｆ１０２２との間にパスを張ることのパス形成命令（選択した論理ボリュー
ム群の各論理ボリュームのボリュームＩＤ９００２とパラメータ（１１ｂ）が示すポート
ＩＤとを指定したパス形成命令）を、そのデータＩ／Ｆ１０２２を備えるストレージシス
テム１０００に送信する。ここで、選択される論理ボリューム群を構成する各論理ボリュ
ームの条件としては、パラメータ（１１ｃ）で指定された記憶容量以上の記憶容量を持つ
こと、パラメータ（１１ｂ）で指定されたデータＩ／Ｆ１０２２を備えるストレージシス
テム１０００に格納されていること、の２つが挙げられる。尚、ここで割り当てたデータ
ボリューム２００１に何らかのバックアップ機能を適用する場合は、そのバックアップ機
能を実現するために必要となる論理ボリューム１０１１（例えばバックアップボリューム
２００３等）の割り当ても行われる。また、図示していないが、上記の条件に当てはまる
未使用の論理ボリューム１０１１がない場合は、設定プログラム１２５１は、警告を表示
して処理を終了する。
【０１１１】
　次に、設定プログラム１２５１は、新規アプリケーション１１６１のみからなる複合ア
プリケーション環境（連携関係はないが、便宜的に複合アプリケーション環境として取り
扱う）を複合ＡＰ環境管理テーブル１２５２へ追加する（ステップ１１０３０）。具体的
には、設定プログラム１２５１は、新規の複合アプリケーション環境に任意の識別子を割
り振り、その識別子と、パラメータ（１１ａ）で指定されたアプリケーション１１６１の
識別子と、パラメータ（１１ｂ）で指定されたデータＩ／Ｆ１０２２とを、一つのレコー
ドとして複合ＡＰ環境管理テーブル１２５２へ登録する。
【０１１２】
　次に、設定プログラム１２５１は、新規アプリケーション１１６１に割り当てたデータ
ボリューム群に関する情報をＡＰ／ＶＯＬ対応テーブル１２５３へ登録する（ステップ１
１０４０）。
【０１１３】
　その後、設定プログラム１２５１は、ステップ１１０４０でデータボリューム群として
割り当てられた各論理ボリューム１０１１に対応したレコード（一行に記録されている情
報）や、バックアップ機能を実現するために割り当てられた論理ボリューム１０１１に対
応したレコードを、プールボリューム管理テーブル１２５７から削除し（ステップ１１０
５０）、処理を終了する。
【０１１４】
　ステップ１１０１０において、パラメータ（１１ｄ）として連携先アプリケーションの
識別子が指定されていた場合は、設定プログラム１２５１は、複合ＡＰ環境管理テーブル
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１２５２を参照してその連携先アプリケーションが属する複合アプリケーション環境を特
定する（ステップ１１０７０）。
【０１１５】
　一方、ステップ１１０１０において、パラメータ（１１ｄ）として連携先複合アプリケ
ーションの識別子が指定されていた場合は、設定プログラム１２５１は、ステップ１１０
７０の処理を行わずにステップ１１０９０の処理を行う。
【０１１６】
　次に、設定プログラム１２５１は、パラメータ（１１ｃ）で指定された記憶容量のデー
タボリューム２００１をアプリケーション１１６１に割り当てる（ステップ１１０９０）
。すなわち、ステップ１１０２０の場合と同様に、設定プログラム１２５１は、プールボ
リューム管理テーブル１２５６を参照して、一又は複数の未使用な論理ボリューム１０１
１を選択し、選択した論理ボリューム群とパラメータ（１１ｂ）で指定されたデータＩ／
Ｆ１０２２とを結ぶパスを形成することのパス形成命令を、そのデータＩ／Ｆ１０２２を
備えるストレージシステム１０００に送信する。ここで、選択される論理ボリューム群を
構成する各未使用論理ボリュームの条件としては、ステップ１１０２０において示した２
つの条件に加えて、連携先複合アプリケーション環境で利用されるデータボリューム２０
０１が属するストレージシステム１０００に格納されていること、が挙げられる。なお、
上記と同様、条件に当てはまる論理ボリューム１０１１がない場合は、設定プログラム１
２５１は、警告を表示して処理を終了する。
【０１１７】
　次に、設定プログラム１２５１は、割り当てられたデータボリューム群をプライマリＶ
ＯＬ群の候補としてバックアップ機能の設定を行う（ステップ１１１００）。本ステップ
の詳細は後述する。
【０１１８】
　次に、設定プログラム１２５１は、複合ＡＰ環境管理テーブル１２５２を更新する（ス
テップ１１１２０）。具体的には、設定プログラム１２５１は、パラメータ（１１ｄ）で
指定された又はステップ１１０７０で特定された連携先複合アプリケーション環境の識別
子と、パラメータ（１１ａ）で指定されたアプリケーション１１６１の識別子と、パラメ
ータ（１１ｂ）で指定されたデータＩ／Ｆ１０２２とを含んだレコードを、複合ＡＰ環境
管理テーブル１２５２へ登録する。
【０１１９】
　次に、設定プログラム１２５１は、新規アプリケーション１１６１に割り当てたデータ
ボリューム群に関する情報をＡＰ／ＶＯＬ対応テーブル１２５３へ登録する（ステップ１
１０４０）。
【０１２０】
　その後、設定プログラム１２５１は、データボリューム群として割り当てられた各論理
ボリューム１０１１に対応したレコードや、バックアップ機能を実現するために割り当て
られた論理ボリューム１０１１に対応したレコードを、プールボリューム管理テーブル１
２５７から削除し（ステップ１１０５０）、処理を終了する。
【０１２１】
　なお、既にデータボリューム２００１が割り当てられているアプリケーション１１６１
を連携させる場合は、ステップ１１０９０の処理が省略されてもよい。また、既に割り当
てられているデータボリューム２００１が連携先アプリケーションのデータボリューム２
００１と同じストレージシステム１０００に格納されていない場合は、これらのデータボ
リューム２００１を同一の管理グループに属させることができないので、設定プログラム
１２５１は、警告を発し処理を終了することができる。あるいは、それに代えて、設定プ
ログラム１２５１は、警告を発し処理を終了せずに、連携元アプリケーションのデータボ
リューム２００１を連携先アプリケーションのデータボリューム２００１を備えるストレ
ージシステム１０００の所定の論理ボリューム１０１１にマイグレーションさせて、これ
らのデータボリューム２００１を同一管理グループに属させるようにすることもできる。
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これらの処理の詳細については、後述する。
【０１２２】
　以上が、本実施例に係る計算機システムを構成するいずれかのホスト計算機１１００に
新規アプリケーション１１６１を追加する際の処理の説明である。
【０１２３】
　次に、対象の論理ボリュームに割当てるバックアップ機能の設定を行う処理を、図１２
を用いて説明する。本処理は、例えば、図１１のステップ１１１００の際に実行される。
その場合、「対象の論理ボリューム」は、プライマリＶＯＬ群の候補を構成する各データ
ボリュームである。
【０１２４】
　本処理では、設定プログラム１２５１は、パラメータとして、対象の論理ボリューム１
０１１の識別子と、カスケード元管理グループの識別子とを受け取る。対象の論理ボリュ
ーム１０１１としては、例えば、データボリューム、バックアップボリューム或いはスナ
ップショットボリュームが採用され得るが、対象の論理ボリューム１０１１がデータボリ
ュームの場合には、設定プログラム１２５１は、カスケード元管理グループの識別子を受
け取らない。
【０１２５】
　本処理では、まず設定プログラム１２５１は、カスケード元管理グループの識別子を受
け取ったか否かを判定する（ステップ１２０１０）。
【０１２６】
　カスケード元管理グループの識別子を受け取った場合は、設定プログラム１２５１は、
バックアップポリシー管理テーブル１２５４を参照して、複合ＩＤ７００２が図１１にお
けるパラメータ（１１ｄ）で指定された又はステップ１１０７０で特定された連携先複合
アプリケーション環境の識別子であり、かつ、カスケード元管理グループ７００４が本処
理の開始時に受け取ったカスケード元管理グループの識別子である管理グループを列挙す
る（ステップ１２０２０）。カスケード元管理グループの識別子を受け取らなかった場合
は、設定プログラム１２５１は、バックアップポリシー管理テーブル１２５４を参照して
、複合ＩＤ７００２が図１１におけるパラメータ（１１ｄ）で指定された又はステップ１
１０７０で特定された連携先複合アプリケーション環境の識別子であり、かつ、カスケー
ド元管理グループ７００４として「－」が記録されている（つまり、カスケード先管理グ
ループとなっていない）管理グループを列挙する（ステップ１２０３０）。
【０１２７】
　以降の処理は、列挙された各管理グループについて行われる。以下、或る管理グループ
（以下、この図１２の説明で「対象管理グループ」と言う）について説明する。
【０１２８】
　まず、設定プログラム１２５１は、バックアップポリシー管理テーブル１２５４を参照
して、対象管理グループに対応したバックアップ機能を判定する（ステップ１２０４０）
。
【０１２９】
　ステップ１２０４０における判定の結果、対象管理グループが採用するバックアップ機
能がローカルコピー機能であった場合は、設定プログラム１２５１は、データボリューム
群のペアとなるバックアップボリューム群を選択する（ステップ１２０５０）。具体的に
は、設定プログラム１２５１は、プールボリューム管理テーブル１２５７に登録されてい
る未使用の論理ボリューム１０１１からバックアップボリュームを選択する。このときの
選択の条件としては、プライマリＶＯＬの候補の容量以上の容量を持つこと、セカンダリ
ストレージシステムＩＤ７００６で示されるストレージシステム１０００に格納されてい
ること、が挙げられる。なお、条件を満たす論理ボリューム１０１１がない場合は、設定
プログラム１２５１は、当該管理グループについての処理を終了し、他の管理グループに
ついての処理を行う。
【０１３０】
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　次に、設定プログラム１２５１は、プライマリＶＯＬの候補が格納されているストレー
ジシステム１０００に対して、プライマリＶＯＬの候補とステップ１２０５０で選択され
たバックアップボリューム２００１とでローカルコピーペアを組む指示（例えば、プライ
マリＶＯＬの候補のボリュームＩＤと、選択されたバックアップボリューム２００１のボ
リュームＩＤとが指定された指示）を送信する（ステップ１２０６０）。また、設定プロ
グラム１２５１は、ここで組まれたローカルコピーペアを対象管理グループ（コピーグル
ープ２００２）に属させる指示（例えば、ローカルコピーペアの識別子、そのペアを構成
するプライマリＶＯＬとバックアップボリュームのそれぞれの識別子、及び、対象管理グ
ループのグループＩＤを指定した指示）を、ストレージシステム１０００に送信する（ス
テップ１２０７０）。ステップ１２０６０で送信された指示や、ステップ１２０７０で送
信された指示を受けたストレージシステムでは、受けた指示に応答して、管理情報群１０
２９の更新が行われる。なお、ここでは、管理情報群１０２９が更新されるのみで、デー
タのバックアップは開始されない。データのバックアップは、ストレージシステム１００
０の制御プログラム１０２８が管理者からバックアップ指示を受け付けてから開始される
。
【０１３１】
　次に、設定プログラム１２５１は、ステップ１２０５０で選択されたバックアップボリ
ューム群をプライマリＶＯＬ群の候補、対象管理グループをカスケード元管理グループと
して、本処理を再び呼び出す（ステップ１２０８０）。
【０１３２】
　ステップ１２０４０における判定の結果、対象管理グループが採用するバックアップ機
能がＣＤＰ機能であった場合、設定プログラム１２５１は、データボリューム群のペアと
なるスナップショットボリューム群を選択する（ステップ１２０９０）。具体的には、設
定プログラム１２５１は、プールボリューム管理テーブル１２５７に登録されている未使
用の論理ボリューム１０１１からスナップショットボリュームを選択する。このときの選
択の条件としては、プライマリＶＯＬの候補の容量以上の容量を持つこと、セカンダリス
トレージシステムＩＤ７００６で示されるストレージシステム１０００に格納されている
こと、が挙げられる。なお、条件を満たす論理ボリューム１０１１がない場合は、設定プ
ログラム１２５１は、当該管理グループについての処理を終了し、他の管理グループにつ
いての処理を行う。
【０１３３】
　次に、設定プログラム１２５１は、プライマリＶＯＬの候補が格納されているストレー
ジシステム１０００に対して、プライマリＶＯＬの候補とステップ１２０９０で選択され
たスナップショットボリューム３００２とでＣＤＰペアを組む指示（例えば、プライマリ
ＶＯＬの候補のボリュームＩＤと、選択されたスナップショットボリューム３００２のボ
リュームＩＤとが指定された指示）を送信する（ステップ１２１００）。また、設定プロ
グラム１２５１は、ここで組まれたＣＤＰペアを対象管理グループ（ＣＤＰジャーナルグ
ループ３００１）に属させる指示（例えば、ＣＤＰペアの識別子、そのペアを構成するプ
ライマリＶＯＬとスナップショットボリュームのそれぞれの識別子、及び、対象管理グル
ープのグループＩＤを指定した指示）をストレージシステム１０００に送信する（ステッ
プ１２１１０）。ステップ１２１００で送信された指示や、ステップ１２１１０で送信さ
れた指示を受けたストレージシステムでは、受けた指示に応答して、管理情報群１０２９
の更新が行われる。なお、ここでは、管理情報群１０２９が更新されるのみで、データの
バックアップは開始されない。データのバックアップは、ストレージシステム１０００の
制御プログラム１０２８が管理者や設定プログラム１２５１からバックアップ指示を受け
付けてから開始される。また、対象グループ（ＣＤＰジャーナルグループ３００１）にお
いてバックアップが既に開始されている場合は、設定プログラム１２５１は、追加したＣ
ＤＰペアについてもバックアップを開始するように制御プログラム１０２８へ指示を出す
。
【０１３４】
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　次に、設定プログラム１２５１は、ステップ１２０９０で選択されたスナップショット
ボリューム群をプライマリＶＯＬ群の候補、対象管理グループをカスケード元管理グルー
プとして本処理を再び呼び出す（ステップ１２１２０）。
【０１３５】
　ステップ１２０４０における判定の結果、対象ボリュームグループが採用するバックア
ップ機能がリモートコピー機能であった場合は、設定プログラム１２５１は、データボリ
ューム群のペアとなるセカンダリボリューム群を選択する（ステップ１２１３０）。具体
的には、設定プログラム１２５１は、プールボリューム管理テーブル１２５７に登録され
ている未使用の論理ボリューム１０１１からセカンダリボリュームを選択する。このとき
の選択の条件としては、プライマリＶＯＬの候補の記憶容量以上の記憶容量を持つこと、
セカンダリストレージシステムＩＤ７００６で示されるストレージシステム１０００に格
納されていること、が挙げられる。なお、条件を満たす論理ボリューム１０１１がない場
合は、設定プログラム１２５１は、当該管理グループについての処理を終了し、他の管理
グループについての処理を行う。
【０１３６】
　次に、設定プログラム１２５１は、プライマリＶＯＬの候補が格納されているストレー
ジシステム１０００及びセカンダリストレージシステムＩＤ７００６で示されるストレー
ジシステム１０００のそれぞれに対して、プライマリＶＯＬの候補とステップ１２１３０
で選択されたセカンダリボリューム４００３とでリモートコピーペアを組む指示（例えば
、プライマリＶＯＬの候補のボリュームＩＤと、選択されたセカンダリボリューム４００
３のボリュームＩＤとが指定された指示）を送信する（ステップ１２１４０）。また、設
定プログラム１２５１は、ここで組まれたリモートコピーペアを対象管理グループ（リモ
ートコピージャーナルグループ４００１）に属させる指示（例えば、リモートコピーペア
の識別子、そのペアを構成するプライマリＶＯＬとセカンダリボリュームのそれぞれの識
別子、及び、対象管理グループのグループＩＤを指定した指示）を、ストレージシステム
１０００へ送信する（ステップ１２１５０）。ステップ１２１４０で送信された指示や、
ステップ１２１５０で送信された指示を受けたストレージシステムでは、受けた指示に応
答して、管理情報群１０２９の更新が行われる。なお、ここでは、管理情報群１０２９が
更新されるのみで、データのバックアップは開始されない。データのバックアップは、ス
トレージシステム１０００の制御プログラム１０２８が管理者や設定プログラム１２５１
からバックアップ指示を受け付けてから開始される。また、対象管理グループ（リモート
コピージャーナルグループ４００１）においてバックアップが既に開始されている場合は
、設定プログラム１２５１は、追加したリモートコピーペアについてもバックアップを開
始するように制御プログラム１０２８へ指示を出す。
【０１３７】
　次に、設定プログラム１２５１は、ステップ１２１３０で選択されたセカンダリボリュ
ーム群をプライマリＶＯＬ群の候補、処理の対象となっている管理グループをカスケード
元管理グループとして本処理を再び呼び出す（ステップ１２１６０）。
【０１３８】
　以上の処理が列挙された全ての管理グループについて行われた後、設定プログラム１２
５１は、バックアップ環境の設定が、列挙された全ての管理グループについて正常に行わ
れたか否かを判定する（ステップ１２１７０）。バックアップ環境の設定が正常に行われ
ていなかった場合は（具体的には、いずれかの管理グループについて管理情報群１０２９
の更新に失敗があった場合は）、設定プログラム１２５１は、正常に設定されなかったバ
ックアップ環境についてその設定を解除する指示（例えば、更新に失敗した情報を管理情
報群１０２９から削除する指示）をストレージシステム１０００に送信し、警告を表示し
て処理を異常終了する（ステップ１２１８０）。バックアップ環境の設定が正常に行われ
ていた場合は、設定プログラム１２５１は、本処理を正常終了する。
【０１３９】
　なお、ＣＤＰジャーナルグループに新たにボリュームペアを追加することで、そのＣＤ
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Ｐジャーナルグループに対応付けられている保護期間７００７が表す保護期間を満たせな
くなってしまう場合がある（例えば、保護期間が１０時間である第一のＣＤＰジャーナル
グループに、保護期間が３時間である第二のＣＤＰジャーナルグループ中のボリュームペ
アを追加することで、第一のＣＤＰジャーナルグループに要求される保護期間を満たせな
くなってしまう場合がある）。この場合は、設定プログラム１２５１は、ステップ１２１
１０の処理の後に、プールボリューム管理テーブル１２５７から適切な未使用の論理ボリ
ューム１０１１（前述した条件を満たす論理ボリューム１０１１）を選択して、選択した
論理ボリューム１０１１をジャーナルボリューム３００４に追加することができる。同様
に、リモートコピージャーナルグループに新たにボリュームペアを追加することで、その
リモートコピージャーナルグループに対応付けられている保護期間７００７が表す保護期
間を満たせなくなってしまう場合は、設定プログラム１２５１は、ステップ１２１５０の
処理の後に、プールボリューム管理テーブル１２５７から適切な未使用の論理ボリューム
１０１１を選択して、選択した論理ボリューム１０１１をリモートジャーナルボリューム
４００２に追加することができる。
【０１４０】
　以上、図１１と図１２の処理により、新規アプリケーションに割り当てられた全てのデ
ータボリュームと、連携先複合アプリケーション環境に属するアプリケーションの全ての
データボリュームとを同一の管理グループに含めたバックアップ環境が構築される。この
とき、設定プログラム１２５１を起動した管理者は、複合アプリケーション環境全体の構
成を知らなくてもよい。
【０１４１】
　図１３は、既存の複合アプリケーション環境同士を連携させる処理の流れを示したフロ
ーチャートである。
【０１４２】
　本処理は、管理者が設定プログラム１２５１を起動することで開始される。設定プログ
ラム１２５１は、起動の際、以下の２つのパラメータを受け取る。
（１３ａ）連携元複合アプリケーション環境の識別子、
（１３ｂ）連携先複合アプリケーション環境の識別子。
【０１４３】
　本処理が開始されると、設定プログラム１２５１は、連携元複合アプリケーション環境
のデータボリューム２００１を列挙する（ステップ１３０１０）。具体的には、設定プロ
グラム１２５１は、複合ＡＰ環境管理テーブル１２５２を参照して、連携元複合アプリケ
ーション環境の識別子を複合ＩＤ５００１に持つレコードを特定し、特定した各レコード
からアプリＩＤ５００２を列挙し、その後、ＡＰ／ＶＯＬ対応テーブル１２５３を参照し
て、列挙されたアプリＩＤ５００２に対応するボリュームＩＤ６００３を列挙する。
【０１４４】
　次に、設定プログラム１２５１は、列挙されたデータボリューム２００１が連携先複合
アプリケーション環境のデータボリューム２００１と同一のストレージシステム１０００
に格納されているかを判定する（ステップ１３０２０）。
【０１４５】
　列挙された全てのデータボリューム２００１が同一のストレージシステム１０００に格
納されている場合は、ステップ１３０６０が行われる。
【０１４６】
　一方、列挙されたデータボリューム２００１のうちの少なくとも一つのデータボリュー
ム２００１が異なるストレージシステム１０００に格納されている場合は、設定プログラ
ム１２５１は、そのデータボリューム２００１を連携先複合アプリケーション環境のデー
タボリューム２００１が属するストレージシステム１０００へマイグレーション可能か否
かを判定する（ステップ１３０３０）。なお、ここでは、両ストレージシステム１０００
同士が接続されていること（ストレージ間接続管理テーブル１２５７を参照して判断する
）、両ストレージシステム１０００がリモートコピー機能を備えていること（ストレージ
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機能管理テーブル１２５５を参照して判断する）、マイグレーション先論理ボリュームを
確保できること（プールボリューム管理テーブル１２５６を参照して判断する）、連携元
複合アプリケーション環境に属するアプリケーション１１６１が稼動するホスト計算機１
１００がマイグレーション先ストレージシステム１０００のデータＩ／Ｆ１０２２を認識
できること（複合ＡＰ環境管理テーブル１２５２を参照して判断する）、の全てを満たす
場合に、マイグレーションが可能であると判断される。
【０１４７】
　マイグレーションができない場合は、設定プログラム１２５１は、警告を表示して（ス
テップ１３０４０）、処理を異常終了する。
【０１４８】
　一方、マイグレーションが可能な場合は、設定プログラム１２５１は、両ストレージシ
ステム１０００にマイグレーション指示（例えば、マイグレーション元の論理ボリューム
のＩＤとマイグレーション先の論理ボリュームのＩＤとを指定した指示）を送信する（ス
テップ１３０５０）。この指示に基づいて、連携元アプリケーション環境に対応したデー
タボリューム２００１が、連携先複合アプリケーション環境のデータボリューム２００１
が属するストレージシステム１０００へマイグレーションされる。具体的には、連携元ア
プリケーション環境に対応したデータボリューム２００１内のデータが、そのストレージ
システム１０００で確保されたマイグレーション先論理ボリュームにマイグレーションさ
れる。なお、マイグレーション先の論理ボリューム１０１１は、プールボリューム管理テ
ーブル１２５６を参照して選択される。マイグレーションが完了した後、ＡＰ／ＶＯＬ対
応テーブル１２５３が更新される。
【０１４９】
　次に、ステップ１３０１０で列挙されたデータボリューム２００１（ステップ１３０５
０が行われた場合は、マイグレーションされたデータボリューム２００１が含まれる）を
プライマリＶＯＬ群の候補としてバックアップ機能の設定が行われる（ステップ１３０６
０）。本ステップでは、図１２と同様の処理が行われる。
【０１５０】
　その後、設定プログラム１２５１は、連携先複合アプリケーション環境の識別子と、ス
テップ１３０１０で列挙されたアプリＩＤ５００２とをそれぞれ関連付けて複合ＡＰ環境
管理テーブル１２５２に登録する（ステップ１３０７０）。そして、設定プログラム１２
５１は、マイグレーション先の論理ボリューム１０１１に関するレコードをプールボリュ
ーム管理テーブル１２５６から削除し（ステップ１３０８０）、処理を終了する。
【０１５１】
　なお、本処理に加えて、連携元複合アプリケーション環境のバックアップ環境を連携先
複合アプリケーション環境に適用したい場合は、本処理において連携元複合アプリケーシ
ョン環境と連携先複合アプリケーション環境を入れ替えて（つまり、本処理における連携
元複合アプリケーション環境の識別子を連携先複合アプリケーション環境の識別子とし、
本処理における連携先複合アプリケーション環境の識別子を連携元複合アプリケーション
環境の識別子とし）、再び本処理が実行されるか、或いは、連携先複合アプリケーション
環境に対応するデータボリュームが、連携元複合アプリケーションが使用するデータボリ
ュームを有するストレージシステムにマイグレーションされても良い。
【０１５２】
　また、連携元複合アプリケーション環境のバックアップ環境を削除したい場合は、ステ
ップ１３０１０の直後に、設定プログラム１２５１が、ステップ１３０１０にて列挙した
データボリューム２００１に関連するバックアップ環境を解除する指示（例えば、そのデ
ータボリューム２００１の識別子を指定したバックアップ環境解除指示）をストレージシ
ステム１０００に送信する。ストレージシステム１０００の制御プログラム１０２８は、
その指示に応答して、指定されたデータボリューム２００１を含んだ管理グループの構成
に関する情報を管理情報群１０２９から削除することができる。なお、データボリューム
２００１に関連するバックアップ環境の情報は、前述したとおり、ストレージシステム１
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０００が管理情報群１０２９として管理しているため、設定プログラム１２５１は、そこ
から取得して削除しても良い。バックアップ環境の解除が完了したら、設定プログラム１
２５１は、バックアップポリシー管理テーブル１２５６から、連携元複合アプリケーショ
ン環境の識別子を複合ＩＤ７００２に持つレコードを全て削除する。また、設定プログラ
ム１２５１は、複合ＡＰ環境管理テーブル１２５２から、連携元複合アプリケーション環
境の識別子を複合ＩＤ５００１に持つレコードを全て削除する。
【０１５３】
　以上の処理により、複合アプリケーション環境同士を連携させる時に、それぞれの複合
アプリケーション環境に属する全てのアプリケーション１１６１のデータボリューム２０
０１を同一の管理グループでバックアップできるようなバックアップ環境を構築すること
ができる。
【０１５４】
　図１４は、既存の複合アプリケーション環境に属するアプリケーション１１６１に新規
データボリューム２００１を割り当てる処理の流れを示したフローチャートである。
【０１５５】
　本処理は、管理者が設定プログラム１２５１を起動することで開始される。設定プログ
ラム１２５１は、起動の際、以下の３つのパラメータを受け取る。
（１４ａ）データボリューム２００１の割り当てを行うアプリケーション１１６１の識別
子、
（１４ｂ）当該アプリケーション１１６１が稼動するホスト計算機１１００が認識可能な
ストレージシステム１０００のデータＩ／Ｆ１０２２の識別子、
（１４ｃ）割り当てるデータボリューム２００１の容量、
【０１５６】
　本処理が開始されると、まず、設定プログラム１２５１は、パラメータ（１４ｃ）で指
定された容量のデータボリューム２００１をアプリケーション１１６１に割り当てる（ス
テップ１４０１０）。すなわち、設定プログラム１２５１は、プールボリューム管理テー
ブル１２５６を参照して、一又は複数の未使用な論理ボリューム１０１１を選択する。そ
して、設定プログラム１２５１は、選択した論理ボリューム群とパラメータ（１４ｂ）で
指定されたデータＩ／Ｆ１０２２とを結ぶパスを張る指示を、そのデータＩ／Ｆ１０２２
を備えるストレージシステム１０００に送信する。このときの論理ボリューム１０１１の
選択の条件としては、パラメータ（１４ｃ）で指定された以上の容量を持つこと、パラメ
ータ（１４ｂ）で指定されたデータＩ／Ｆ１０２２を備えるストレージシステム１０００
に格納されていること、割当て対象のデータボリュームが複合アプリケーション環境（そ
のデータボリュームの割当て先のアプリケーションが属する複合アプリケーション環境）
に属しているいずれかのアプリケーションのデータボリュームと同じストレージに格納さ
れていること、の３つが挙げられる。なお、上記の条件に当てはまる論理ボリューム１０
１１がない場合は、設定プログラム１２５１は、警告を表示して処理を終了する。
【０１５７】
　次に、設定プログラム１２５１は、割り当てられたデータボリューム群をプライマリＶ
ＯＬ群の候補としてバックアップ機能の設定を行う（ステップ１４０２０）。本ステップ
は、以下の点を除き図１２で示した処理と同等である。即ち、ステップ１２０２０及びス
テップ１２０３０において、連携先複合アプリケーション環境は、データボリューム２０
０１の割り当てを行うアプリケーション１１６１が属する複合アプリケーション環境とさ
れる。
【０１５８】
　次に、設定プログラム１２５１は、割り当てたデータボリューム２００１に関するレコ
ード（例えば、そのデータボリューム２００１の識別子や、割当て先のアプリケーション
の識別子を含んだレコード）を、ＡＰ／ＶＯＬ対応テーブル１２５３に登録する（ステッ
プ１４０３０）。
【０１５９】
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　最後に、設定プログラム１２５１は、データボリューム群として割り当てられた論理ボ
リューム１０１１に対応したレコードやバックアップ環境の構築に利用された論理ボリュ
ーム１０１１に対応したレコードを、プールボリューム管理テーブル１２５６から削除し
（ステップ１４０４０）、処理を終了する。
【０１６０】
　以上の処理により、複合アプリケーション環境に属するアプリケーションに新規ボリュ
ームを割り当てる時に、当該ボリュームを当該複合アプリケーション環境と同一の管理グ
ループ群でバックアップできるようなバックアップ環境を構築できる。
【０１６１】
　図１５は、既存の複合アプリケーション環境からアプリケーション１１６１を削除する
処理の流れを示したフローチャートである。
【０１６２】
　本処理は、管理者が設定プログラム１２５１を起動することで開始される。設定プログ
ラム１２５１は、起動の際、以下のパラメータを受け取る。
（１５ａ）削除するアプリケーション１１６１の識別子。
【０１６３】
　本処理が開始されると、まず、設定プログラム１２５１は、削除するアプリケーション
１１６１が利用するデータボリューム２００１を列挙する（ステップ１５０１０）。
【０１６４】
　次に、設定プログラム１２５１は、列挙したデータボリューム２００１に関連するバッ
クアップ機能の設定を解除するようにストレージシステム１０００へ指示を出す（ステッ
プ１５０２０）。データボリュームに関連するバックアップ環境の情報は、前述したとお
り、ストレージシステム１０００が管理情報群１０２９として管理しているため、設定プ
ログラム１２５１は、そこから取得することができる。
【０１６５】
　その後、設定プログラム１２５１は、複合アプリケーション環境管理テーブル１２５２
から削除対象となっているアプリケーション１１６１に関する情報を削除する。
【０１６６】
　最後に、設定プログラム１２５１は、ＡＰ／ＶＯＬ対応テーブル１２５３から削除対象
となっているアプリケーション１１６１に関するレコードを削除して、処理を終了する。
【０１６７】
　以上の処理により、複合アプリケーション環境に所属する必要の無い（例えば、他のア
プリケーションと連携関係のない）アプリケーション１１６１に割当てられているデータ
ボリューム２００１を、その複合アプリケーション環境に対応した管理グループから削除
することができる。
【０１６８】
　図１６は、複合アプリケーション環境のために新たなバックアップ環境を構築しそれに
割当てる処理の流れを示したフローチャートである。
【０１６９】
　本処理は、管理者が設定プログラム１２５１を起動することで開始される。設定プログ
ラム１２５１は、起動の際、以下の５つのパラメータを受け取る。ただし、バックアップ
元の論理ボリューム１０１１がデータボリューム２００１である場合は、パラメータ（１
６ｃ）は無くても良い。また、バックアップ機能がリモートコピー機能でない場合は、パ
ラメータ（１６ｄ）は無くても良い。さらに、バックアップ機能がローカルコピー機能で
ある場合は、パラメータ（１６ｅ）は無くても良い。
（１６ａ）バックアップ機能の種別、
（１６ｂ）バックアップ機能を適用する複合アプリケーション環境の識別子、
（１６ｃ）カスケード元管理グループの識別子、
（１６ｄ）セカンダリストレージシステムＩＤ、
（１６ｅ）保護期間。
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【０１７０】
　本処理が開始されると、設定プログラム１２５１は、パラメータ（１６ｃ）であるカス
ケード元管理グループの識別子を受け取ったか否かを判定する（ステップ１６０１０）。
【０１７１】
　パラメータ（１６ｃ）を受け取った場合は、設定プログラム１２５１は、パラメータ（
１６ｃ）で示されたカスケード元管理グループのセカンダリＶＯＬ群をプライマリＶＯＬ
群の候補とする（ステップ１６０２０）。なお、カスケード元管理グループのセカンダリ
ＶＯＬ群に関する情報は、ストレージシステム１０００が管理情報群１０２９として管理
しているため、設定プログラム１２５１は、そこから取得することができる。
【０１７２】
　一方、パラメータ（１６ｃ）を受け取らなかった場合は、設定プログラム１２５１は、
バックアップ機能の割り当て先となる複合アプリケーション環境で利用されるデータボリ
ューム２００１をプライマリＶＯＬ群の候補とする。
【０１７３】
　次に、設定プログラム１２５１は、ストレージシステム１０００がパラメータ（１６ａ
）で指定されたバックアップ機能を有するか否かを判断する（ステップ１６０４０）。例
えば、パラメータ（１６ａ）で指定されたバックアップ機能がローカルコピー機能又はＣ
ＤＰ機能である場合、設定プログラム１２５１は、プライマリＶＯＬ群の候補が格納され
ているストレージシステム１０００が有するバックアップ機能を、ストレージ機能管理テ
ーブル１２５５を参照して識別する。一方、パラメータ（１６ａ）で指定されたバックア
ップ機能がリモートコピー機能である場合、第一に、設定プログラム１２５１は、プライ
マリＶＯＬ群の候補が格納されているストレージシステム１０００が有するバックアップ
機能と、パラメータ（１６ｄ）で指定されたセカンダリストレージシステムが有するバッ
クアップ機能とを、ストレージ機能管理テーブル１２５５を参照して識別する。第二に、
設定プログラム１２５１は、上記二つのストレージシステム１０００間でデータ転送可能
であるかを、ストレージ間接続管理テーブル１２５７を参照して判別する。
【０１７４】
　ステップ１６０４０の判断の結果、ストレージシステム１０００がパラメータ（１６ａ
）で指定されたバックアップ機能を有さない場合は、設定プログラム１２５１は、管理者
に警告を発行し、異常終了する（ステップ１６０５０）。
【０１７５】
　一方、ステップ１６０４０の判断の結果、ストレージシステム１０００がパラメータ（
１６ａ）で指定されたバックアップ機能を有する場合は、設定プログラム１２５１は、指
定されたバックアップ機能に応じて以下の処理を実行する（ステップ１６０６０）。
【０１７６】
　指定されたバックアップ機能がローカルコピー機能である場合、まず、設定プログラム
１２５１は、プライマリＶＯＬ群の候補を格納するストレージシステム１０００にコピー
グループ２００２を作成する指示を送信する（ステップ１６０７０）。次に、設定プログ
ラム１２５１は、バックアップボリューム２００１をプールボリューム管理テーブル１２
５６が表す未使用ボリューム群から選択する（ステップ１６０８０）。そして、設定プロ
グラム１２５１は、プライマリＶＯＬの候補とステップ１６０８０にて選択したバックア
ップボリューム２００１とで構成されるローカルコピーペアを作成する指示をストレージ
システム１０００に送信する（ステップ１６０９０）。また、設定プログラム１２５１は
、ステップ１６０７０で送信された指示により作成されるコピーグループ２００２にステ
ップ１６０９０で送信された指示により作成されるローカルコピーペアを追加する指示を
ストレージシステム１０００に送信する（ステップ１６１００）。最後に、設定プログラ
ム１２５１は、今回作成されたコピーグループ２００２に関する情報（例えば、グループ
ＩＤ７００１や、バックアップ機能７００３を含んだレコード）をバックアップポリシー
管理テーブル１２５４へ追加し（ステップ１６１１０）、プールボリューム管理テーブル
１２５６からステップ１６０８０にて選択されたボリュームに対応したレコードを削除し
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て（ステップ１６１２０）、処理を終了する。
【０１７７】
　指定されたバックアップ機能がＣＤＰ機能である場合、まず、設定プログラム１２５１
は、プライマリＶＯＬ群の候補を格納するストレージシステム１０００にＣＤＰジャーナ
ルグループ３００１を作成する指示を送信する（ステップ１６１２０）。次に、設定プロ
グラム１２５１は、ジャーナルボリューム３００４をプールボリューム管理テーブル１２
５６が表す未使用ボリューム群から選択し、そのジャーナルボリューム３００４をステッ
プ１６１２０で送信された指示により作成されるＣＤＰジャーナルグループ３００１へ関
連付ける指示をストレージシステム１０００に送信する（ステップ１６１４０）。次に、
設定プログラム１２５１は、プールボリューム管理テーブル１２５６が表す未使用ボリュ
ーム群からスナップショットボリューム３００２を選択する（ステップ１６１５０）。そ
して、設定プログラム１２５１は、プライマリＶＯＬの候補とステップ１６１５０にて選
択したスナップショットボリューム３００２とで構成されるＣＤＰペアを作成する指示を
ストレージシステム１０００に送信する（ステップ１６１６０）。また、設定プログラム
１２５１は、ステップ１６１３０で送信された指示により作成されるＣＤＰジャーナルグ
ループ３００１にステップ１６１６０で送信された指示により作成されるＣＤＰペアを追
加する指示をストレージシステム１０００に送信する（ステップ１６１７０）。最後に、
設定プログラム１２５１は、今回作成されたＣＤＰジャーナルグループ３００１に関する
情報（例えば、グループＩＤ７００１や、パラメータ（ｅ）で指定された保護期間７００
７を含んだレコード）をバックアップポリシー管理テーブル１２５４へ追加し（ステップ
１６１１０）、プールボリューム管理テーブル１２５６から今回選択された論理ボリュー
ム１０１１に対応するレコードを削除して（ステップ１６１２０）、処理を終了する。
【０１７８】
　指定されたバックアップ機能がリモートコピー機能である場合、まず、設定プログラム
１２５１は、プライマリＶＯＬ群の候補を格納するストレージシステム１０００とセカン
ダリストレージシステムとにリモートコピージャーナルグループ４００１を作成する指示
をそれぞれ送信する（ステップ１６１８０）。次に、設定プログラム１２５１は、ローカ
ルジャーナルボリューム４００４をプールボリューム管理テーブル１２５６が表す未使用
ボリューム群から選択し、選択したローカルジャーナルボリューム４００４をステップ１
６１８０で送信された指示により作成されるリモートコピージャーナルグループ４００１
へ関連付ける指示をストレージシステム１０００に送信する（ステップ１６１９０）。次
に、設定プログラム１２５１は、リモートジャーナルボリューム４００２をプールボリュ
ーム管理テーブル１２５６が表す未使用ボリューム群から選択し、選択したリモートジャ
ーナルボリューム４００２をステップ１６１８０で送信された指示により作成されるリモ
ートコピージャーナルグループ４００１へ関連付ける指示をストレージシステム１０００
に送信する（ステップ１６２００）。次に、設定プログラム１２５１は、プールボリュー
ム管理テーブル１２５６が表す未使用ボリューム群からセカンダリボリュームを選択する
（ステップ１６２１０）。そして、設定プログラム１２５１は、プライマリＶＯＬの候補
とステップ１６２１０にて選択したセカンダリボリュームとで構成されるリモートコピー
ペアを作成する指示をストレージシステム１０００に送信する（ステップ１６２２０）。
また、設定プログラム１２５１は、ステップ１６１８０で送信された指示により作成され
るリモートコピージャーナルグループ４００１にステップ１６２２０で送信された指示に
より作成されるリモートコピーペアを追加する指示をストレージシステム１０００に送信
する（ステップ１６２３０）。最後に、設定プログラム１２５１は、今回作成されたリモ
ートコピージャーナルグループ４００１に関する情報（例えば、グループＩＤ７００１や
、パラメータ（ｅ）で指定された保護期間７００７を含んだレコード）をバックアップポ
リシー管理テーブル１２５４へ追加し（ステップ１６１１０）、プールボリューム管理テ
ーブル１２５６から今回選択された論理ボリューム１０１１に対応するレコードを削除し
て（ステップ１６１２０）、処理を終了する。
【０１７９】
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　以上が、複合アプリケーション環境のために新たなバックアップ環境を構築しそれに割
当てる処理の説明である。本処理により、複合アプリケーション環境で利用される全ての
論理ボリューム１０１１に対して、一括してバックアップ機能を適用することができる。
【０１８０】
　以上が、第一の実施例の説明である。本実施例によれば、複合アプリケーション環境で
利用される全てのデーボリューム２００１が同一の管理グループ群でバックアップされる
ことが保障される。
【０１８１】
　＜第二の実施例＞。
【０１８２】
　次に、第二の実施例について説明する。
【０１８３】
　大規模な計算機システムでは、単一のプライマリストレージシステム４０００と単一の
セカンダリストレージシステム４１００間で行われるリモートコピーの負荷が高くなり、
Ｉ／Ｏ性能が落ちるなど業務へ影響を与えたしまうことがある。この課題を解決するため
に、複数のプライマリストレージシステム４０００と複数のセカンダリストレージシステ
ム４１００利用することで負荷分散を行う技術（例えば、特開２００５－１９０４５５号
に開示の技術がある。この技術によれば、第一の実施例で示したリモートコピージャーナ
ルグループ４００１を複数個まとめたグループを作成することが可能である。このグルー
プは、複数のストレージシステム１０００にまたがって作成されてもよい。以降、このグ
ループを「グローバルジャーナルグループ」と呼ぶ。グローバルジャーナルグループに属
する全てのプライマリストレージシステム４０００は、同一のタイマを共有している（こ
こで言う「同一のタイマを共有する」とは、全てのプライマリストレージシステム４００
０における時刻が同じであることを意味する）。そして、書き込みが発生したときに作成
するジャーナルの属性として、このタイマから取得した時刻が付与される。また、セカン
ダリストレージシステム４１００に転送されたジャーナルをセカンダリボリューム４００
３に適用するときには、各セカンダリストレージシステム４１００が受け取った最新のジ
ャーナルに付与されている時刻のうち最古の時刻までの特定の同一時点まで各セカンダリ
ストレージシステムにおいてジャーナルが適用される。これにより、全てのセカンダリス
トレージシステム４１００のセカンダリボリューム４００３に同一時点のデータをリスト
アすることができる。以下、このようなバックアップ機能を「多対多リモートコピー機能
」と呼ぶ。
【０１８４】
　（２－１）第二の実施例のシステム構成。
【０１８５】
　本実施例に係る計算機システムの構成は、第一の実施例とほぼ同等であるため、主に差
分について説明する。
【０１８６】
　図１７は、本実施例に係る計算機システムの構成例を示すブロック図である。
【０１８７】
　グローバルジャーナルグループ１７１０は、一つ以上のリモートコピージャーナルグル
ープ４００１から構成される。当該リモートコピージャーナルグループ４００１を構成す
るデータボリューム２００１とセカンダリボリューム４００３を格納するストレージシス
テム１０００とは、データネットワーク１３００を介して接続されており、お互いにデー
タや制御情報のやり取りが可能である。
【０１８８】
　また、グローバルジャーナルグループ１７０１０に属する複数のプライマリストレージ
システム４０００のうちの一つが、マスタープライマリストレージシステム１７１００と
なる。このマスタープライマリストレージシステム１７１００が備えるタイマ（図示しな
い）は、他のプライマリストレージシステム４０００と共有される。プライマリストレー
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ジシステム４０００の制御プログラム１０２８がジャーナルを作成するときには、この共
有されたタイマ１０２４の時刻が付与される。タイマ１０２４を参照するために各プライ
マリストレージシステム４０００の制御プログラム１０２８は、どのリモートコピージャ
ーナルグループ４００１がどのグローバルジャーナルグループ１７０１０に属しているの
か、各グローバルジャーナルグループ１７０１０のマスタープライマリストレージシステ
ム１７１００はどのストレージシステム１０００なのかを、各々のストレージシステム１
０００が備える管理情報群１０２９で管理している。
【０１８９】
　また、セカンダリストレージシステム４１００の制御プログラム１０２８は、プライマ
リストレージシステム４０００から受け取ったジャーナルをセカンダリボリューム４００
３へ適用する際には、同一のグローバルジャーナルグループ１７０１０の各セカンダリス
トレージシステム４１００と連携し、各セカンダリストレージシステム４１００が受け取
った最新のジャーナルに付与された時刻を比較し、最古の時刻以前のジャーナルをセカン
ダリボリューム４００３に適用する。このため、セカンダリストレージシステム４１００
の制御プログラム１０２８は、どのリモートコピージャーナルグループ４００１がどのグ
ローバルジャーナルグループ１７０１０に属しているのかを、そのストレージシステム１
０００が備える管理情報群１０２９で管理している。
【０１９０】
　なお、図示しないが、本実施例では、バックアップポリシー管理テーブル１２５４のバ
ックアップ機能７００３には多対多リモートコピー機能を示す値（例えば「多対多リモー
ト」）を格納することができる。また、多対多リモートコピー機能では、プライマリスト
レージシステムＩＤ７００５とセカンダリストレージシステムＩＤ７００７に複数のスト
レージシステム１０００の識別子を記録することができる。
【０１９１】
　（２－２）第二の実施例で行われる処理。
【０１９２】
　本実施例で行われる処理は、第一の実施例とほぼ同等であるため、主に差分について説
明する。
【０１９３】
　図１８は、本実施例における、既存の複合アプリケーション環境同士を連携させる処理
の流れを示したフローチャートである。
【０１９４】
　本処理は、管理者が設定プログラム１２５１を起動することで開始される。設定プログ
ラム１２５１は、起動の際、以下の２つのパラメータを受け取る。
（１８ａ）連携元複合アプリケーション環境の識別子、
（１８ｂ）連携先複合アプリケーション環境の識別子。
【０１９５】
　ステップ１３０１０及びステップ１３０２０における処理は、図１３で説明したものと
同じである。また、ステップ１３０２０にて、同一のストレージシステム１０００に格納
されていると判定された場合も、それ以降の処理は図１３で説明したものと同じである。
即ち、ステップ１３０２０における判定結果がＹＥＳである場合は、その後、図１３にお
けるステップ１３０６０、１３０７０及び１３０８０の処理が順番に行われる。
【０１９６】
　ステップ１３０２０にて、異なるストレージシステム１０００に格納されていると判定
された場合は、設定プログラム１２５１は、バックアップポリシー管理テーブル１２５４
を参照し、連携先複合アプリケーション環境に適用されているバックアップ機能がリモー
トコピー機能のみであるか否かを判定する（ステップ１８０３０）。
【０１９７】
　他のコピー機能が含まれている場合は、図１３におけるステップ１３０３０及び１３０
４０の処理が順番に行われる。
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【０１９８】
　リモートコピー機能のみである場合は、設定プログラム１２５１は、多対多リモートコ
ピー機能の適用が可能か否かを判定する（ステップ１８０５０）。ここでは、設定プログ
ラム１２５１は、バックアップポリシー管理テーブル１２５４を参照し、当該管理グルー
プのプライマリストレージシステムＩＤ７００５及びセカンダリストレージシステムＩＤ
７００６で示されるそれぞれのストレージシステム１０００、及び、連携元複合アプリケ
ーション環境のデータボリューム２００１が属するストレージシステム１０００のそれぞ
れが多対多リモートコピー機能を有しているか否かを判定する。また、設定プログラム１
２５１は、それぞれのストレージシステム１０００が互いに制御命令やデータのやり取り
をすることができるか否かを、ストレージ間接続管理テーブル１２５７を参照して判定す
る。それぞれのストレージシステム１０００が多対多リモートコピー機能を有し、それぞ
れのストレージシステム１０００がデータや制御命令のやり取りをすることができる場合
は、本処理はステップ１８０６０へ移行する。それ以外は、本処理はステップ１３０３０
へ移行する。
【０１９９】
　ステップ１８０６０では、設定プログラム１２５１は、連携元複合アプリケーション環
境のデータボリューム２００１をプライマリＶＯＬ群としてリモートコピーペアの生成及
びリモートコピージャーナルグループ４００１の作成を行う。なお、本処理は、図１６で
説明したリモートコピージャーナルグループ４００１の作成方法（ステップ１６１８０～
ステップ１６２３０）と次の点を除き同じである。即ち、セカンダリボリューム４００３
を選択する際の条件として、当該セカンダリボリューム４００３が多対多リモートコピー
機能を有するストレージシステム１０００に属していることが更に加えられる。
【０２００】
　次に、設定プログラム１２５１は、作成されたリモートコピージャーナルグループ４０
０１のバックアップ種別を判定する（ステップ１８０７０）。
【０２０１】
　通常のリモートコピー機能であれば、まず、設定プログラム１２５１は、グローバルジ
ャーナルグループ１７０１０を作成する指示を、作成されたリモートコピージャーナルグ
ループ４００１に対応するプライマリストレージシステムＩＤ７００５及びセカンダリス
トレージシステムＩＤ７００６で示されるストレージシステム１０００に送信する（ステ
ップ１８０８０）。このとき、設定プログラム１２５１は、そのグローバルジャーナルグ
ループ１７０１０に所定の識別子を割り振る。
【０２０２】
　次に、設定プログラム１２５１は、作成された一つのリモートコピージャーナルグルー
プ４０００１に対応したプライマリストレージシステムＩＤ７００５で示されるストレー
ジシステム１０００をマスタープライマリストレージシステムとする指示を、プライマリ
ストレージシステムＩＤ７００５及びセカンダリストレージシステムＩＤ７００６で示さ
れるストレージシステム１０００にそれぞれ送信する（ステップ１８０９０）。
【０２０３】
　次に、設定プログラム１２５１は、ステップ１８０６０で作成したリモートコピージャ
ーナルグループ４００１をグローバルジャーナルグループ１７０１０に追加する指示を、
グローバルジャーナルグループ１７０１０に属するプライマリストレージシステム群とセ
カンダリストレージシステム群、及び、ステップ１８０６０で作成したリモートコピージ
ャーナルグループ４００１のプライマリストレージシステム４０００、セカンダリストレ
ージシステム４１００に、それぞれ送信する（ステップ１８１１０）。このとき、設定プ
ログラム１２５１は、他のストレージシステム１０００から当該グローバルジャーナルグ
ループ１７０１０に関する情報を取得し、ステップ１８０６０で作成したリモートコピー
ジャーナルグループ４００１のプライマリストレージシステム４０００及びセカンダリス
トレージシステム４１００に通知する。この情報は、例えば、当該グローバルジャーナル
グループ１７０１０に属するリモートコピージャーナルグループ４００１の情報やマスタ
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ー正ストレージシステムの情報などである。
【０２０４】
　そして、図１３で説明したように、設定プログラム１２５１は、複合ＡＰ環境管理テー
ブル１２５２を更新し（ステップ１８１１０）、割り当てた論理ボリューム１０１１に対
応するレコードをプールボリューム管理テーブル１２５７から削除して（ステップ１８１
２０）、処理を終了する。
【０２０５】
　以上が、第二実施例の説明である。当該実施例によれば、異なるストレージシステムの
データボリューム２００１を用いるアプリケーション１１６１が連携する計算機システム
において、ストレージシステム１０００を跨がる管理グループ群によってバックアップさ
れることが保障される。
【０２０６】
　＜第三の実施例＞。
【０２０７】
　次に、第三の実施例について説明する。
【０２０８】
　第三の実施例では、アプリケーション１１６１が、自分と連携するアプリケーション１
１６１に関する情報が記録された情報資源を有し、その情報資源を利用して、複合アプリ
ケーション環境に含まれるアプリケーション１１６１同士の連携に関する情報（以下、「
連携情報」）が入力される。
【０２０９】
　（３－１）第三の実施例のシステム構成。
【０２１０】
　本実施例に係る計算機システムの構成は、第一の実施例とほぼ同等であるため、主に差
分について説明する。
【０２１１】
　図１９は、本実施例に係る計算機システムの構成例を示すブロック図である。
【０２１２】
　本実施例では、ホスト計算機１１００のメモリ１１６０には、連携取得エージェント１
９０１０と、連携管理テーブル１９０２０とが更に記憶されている。
【０２１３】
　連携管理テーブル１９０２０は、当該アプリケーション１１６１が連携しているアプリ
ケーション１１６１を示す情報が記録された上記情報資源の一種である。
【０２１４】
　連携取得エージェント１９０１０は、後述する連係情報取得プログラム１９０３０から
の要求に応じて、連携管理テーブル１９０２０等から連係情報を取得して、取得した連携
情報を連携情報取得プログラム１９０３０へ送信する。連携情報には、例えば、当該アプ
リケーション１１６１が連携するアプリケーション１１６１を示す情報と、当該アプリケ
ーション１１６１が連携するアプリケーション１１６１を稼働するホスト計算機１１００
のネットワークアドレスと、当該アプリケーション１１６１が利用するデータボリューム
２００１の一覧情報とが含まれる。この処理の流れは後述する。
【０２１５】
　また、管理計算機１２００のメモリ１２５０には、連係情報取得プログラム１９０３０
が更に記録されている。
【０２１６】
　連係情報取得プログラム１９０３０は、定期的又は不定期的に、ホスト計算機１１００
で稼動する連携取得エージェント１９０１０から、連携情報を取得する。この処理の流れ
は後述する。
【０２１７】
　図２０は、本実施例に係る複合ＡＰ環境管理テーブル１２５２’の一例を示す図である
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。
【０２１８】
　本テーブル１２５２’の大部分は、第一の実施例と同じであるため、主に差分について
説明する。
【０２１９】
　本テーブル１２５２’には、ネットワークアドレス２０００４が更に記録される。ネッ
トワークアドレス２００４は、アプリＩＤ５００２で示されるアプリケーション１１６１
が稼動しているホスト計算機１１００のネットワークアドレス（例えばＩＰアドレス）で
ある。本テーブル１２５２’における各情報要素の対応関係は、連係情報取得プログラム
１９０３０によって設定される。この設定の流れは後述する。
【０２２０】
　図２１は、連携管理テーブル１９０２０の一例を示す図である。
【０２２１】
　本テーブル１９０２０は、当該アプリケーション１１６１が連携しているアプリケーシ
ョン１１６１の情報を管理する。
【０２２２】
　アプリＩＤ２１００１は、連携元アプリケーションの識別子、言い換えると、本テーブ
ル１９０２０を管理するホスト計算機１１００上で稼動しているアプリケーション１１６
１の識別子である。連携先アプリＩＤ２１００２は、連携先アプリケーションの識別子で
ある。ネットワークアドレス２１００３は、連携先アプリＩＤ２１００２で示されるアプ
リケーション１１６１が稼動しているホスト計算機１１００のネットワークアドレスであ
る。本テーブル１９０２０における各情報要素の対応関係は、連携先アプリケーションが
追加される際に、管理者によって設定される。
【０２２３】
　（３－２）第三の実施例で行われる処理。
【０２２４】
　本実施例の動作は、第一の実施例とほぼ同等であるため、主に差分について説明する。
【０２２５】
　図２２は、連係情報取得プログラム１９０３０が実行する処理の流れを示したフローチ
ャートである。
【０２２６】
　本処理は、管理者が連係情報取得プログラム１９０３０を起動することで開始される。
【０２２７】
　本処理が開始されると、連係情報取得プログラム１９０３０は、所定の時間待機する（
ステップ２２０１０）。
【０２２８】
　次に、連係情報取得プログラム１９０３０は、複合環境管理テーブル１２５２から全複
合アプリケーション環境を列挙し、複合アプリケーション環境の数だけ以下の処理を繰り
返す（ステップ２２０２０）。
【０２２９】
　この複合アプリケーション環境についての繰り返し処理では、連係情報取得プログラム
１９０３０は、複合環境管理テーブル１２５２から当該複合アプリケーション環境に属す
るアプリケーション１１６１を列挙し、さらにアプリケーション１１６１の数だけ以下ス
テップ２２０４０～ステップ２２０６０の処理を繰り返す（ステップ２２０３０）。
【０２３０】
　このアプリケーション１１６１についての繰り返し処理では、連係情報取得プログラム
１９０３０は、当該アプリケーション１１６１のネットワークアドレス２０００４を利用
して、当該アプリケーション１１６１が稼動しているホスト計算機１１００上の連携取得
エージェント１９０１０に対して、連係情報の取得を要求する（ステップ２２０４０）。
【０２３１】
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　要求を受け取った連携取得エージェント１９０１０は、連携管理テーブル１９０２０か
ら当該アプリケーション１１６１が連携するアプリケーション１１６１の識別子とそのネ
ットワークアドレスとを取得する（ステップ２２０５０）。また、連携取得エージェント
１９０１０は、当該アプリケーション１１６１が利用するデータボリューム２００１の一
覧情報を取得する（ステップ２２０６０）。そして、連携取得エージェント１９０１０は
、ステップ２２０５０及び２２０６０において取得した連係情報を、連係情報取得プログ
ラム１９０３０へ送信する。尚、データボリューム２００１の一覧情報は、アプリケーシ
ョン１１６１の管理者によって予め設定される。たとえば、Ｌｉｎｕｘ（登録商標）のフ
ァイルシステムであれば、/etc/fstabなどに記載される。
【０２３２】
　連携情報取得プログラム１９０３０は、ステップ２２０４０～ステップ２２０６０の処
理をアプリケーション１１６１の数だけ繰り返すことにより、複合アプリケーション環境
に属する全てのアプリケーション１１６１の連係情報を収集する。
【０２３３】
　次に、連係情報取得プログラム１９０３０は、収集した連係情報で示されるアプリケー
ション１１６１の連携関係が、ホスト計算機１１００上で管理されている複合ＡＰ環境管
理テーブル１２５２’及びＡＰ／ＶＯＬ対応テーブル１２５３に示されるものと一致する
か否かを判定する（ステップ２２０７０）。
【０２３４】
　ステップ２２０７０の判定の結果、連携するアプリケーション１１６１が増加している
場合は、連係情報取得プログラム１９０３０は、複合アプリケーション環境間の連携の設
定を行う。この処理は、図１３で説明したものと同じである。
【０２３５】
　ステップ２２０７０の判定の結果、連携するアプリケーション１１６１が減少している
場合は、連係情報取得プログラム１９０３０は、複合アプリケーション環境からのアプリ
ケーション１１６１の削除を行う。この処理は、図１５で説明したものと同じである。
【０２３６】
　ステップ２２０７０の判定の結果、アプリケーション１１６１のデータボリューム２０
０１が増加している場合は、連係情報取得プログラム１９０３０は、データボリューム２
００１の追加処理を行う。この処理は、図１４で説明したものと同じである（但し、新た
なデータボリューム２００１の割当ては行われず、増加したデータボリューム２００１が
追加される）。
【０２３７】
　連携情報取得プログラム１９０３０は、以上の処理を複合アプリケーション環境の数だ
け繰り返す。繰り返しが終了したら、本処理は、ステップ２２０１０へ移行する。
【０２３８】
　以上が、連携情報取得プログラム１９０３０が実行する処理の流れの説明である。
【０２３９】
　以上が、第三の実施例の説明である。当該実施例によれば、管理計算機１２００が、ア
プリケーション１１６１が直接連携するアプリケーション１１６１の情報を収集すること
で、複合アプリケーション環境全体の構成を把握することができる。
【０２４０】
　以上、本発明の好適な幾つかの実施例を説明したが、これらは本発明の説明のための例
示であって、本発明の範囲をこれらの実施例にのみ限定する趣旨ではない。本発明は、他
の種々の形態でも実施することが可能である。例えば、設定プログラム１２５１は、管理
グループの構成に加えて、その管理グループに対応付ける他種の情報（例えば保護期間）
を指定した更新指示をストレージシステム１０００に送信することができる。この場合、
ストレージシステム１０００の制御プログラム１０２８が、その更新指示に応答して、管
理情報群１０２９を更新することで、指定された他種の情報（例えば保護期間）をその管
理グループに対応付けることができる。
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【図面の簡単な説明】
【０２４１】
【図１】第一の実施例に係る計算機システムの構成例を示すブロック図である。
【図２】ローカルコピー機能を実現する管理グループの構成例を示す図である。
【図３】ＣＤＰ機能を実現する管理グループの構成例を示す図である。
【図４】リモートコピー機能を実現する管理グループの構成例を示す図である
【図５】複合ＡＰ環境管理テーブルの一例を示す図である。
【図６】ＡＰ／ＶＯＬ対応テーブルの一例を示す図である。
【図７】バックアップポリシー管理テーブルの一例を示す図である。
【図８】ストレージ機能管理テーブルの一例を示す図である。
【図９】プールボリューム管理テーブルの一例を示す図である。
【図１０】ストレージ間接続管理テーブルの一例を示す図である。
【図１１】ホスト計算機に新規アプリケーションを追加する処理の流れを示したフローチ
ャートである。
【図１２】対象の論理ボリュームに割当てるバックアップ機能の設定を行う処理の流れを
示したフローチャートである。
【図１３】既存の複合アプリケーション環境同士を連携させる処理の流れを示したフロー
チャートである。
【図１４】既存の複合アプリケーション環境に属するアプリケーションに新規データボリ
ュームを割り当てる処理の流れを示したフローチャートである。
【図１５】既存の複合アプリケーション環境からアプリケーションを削除する処理の流れ
を示したフローチャートである。
【図１６】複合アプリケーション環境に新たなバックアップ機能を割当てる処理の流れを
示したフローチャートである。
【図１７】第二の実施例に係る計算機システムの構成例を示すブロック図である。
【図１８】第二の実施例における、既存の複合アプリケーション環境同士を連携させる処
理の流れを示したフローチャートである。
【図１９】第三の実施例に係る計算機システムの構成例を示すブロック図である。
【図２０】第三の実施例に係る複合ＡＰ環境管理テーブルの一例を示す図である。
【図２１】連携管理テーブルの一例を示す図である。
【図２２】連係情報取得プログラム１９０３０が実行する処理の流れを示したフローチャ
ートである。
【図２３】課題を説明するための図である。
【符号の説明】
【０２４２】
　１０００…ストレージシステム、１１００…ホスト計算機、１２００…管理計算機、１
３００…データネットワーク、１４００…管理ネットワーク
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