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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つ以上のサーバ、１つ以上のストレージ装置及び１つ以上のルータからなる情報機器
をネットワークを介して接続したストレージ・エリア・ネットワークにおいて、前記情報
機器の構成情報と稼働情報とを統合的に管理するストレージセッション管理サーバが設け
られており、
　ストレージセッション管理サーバは、前記各情報機器の稼動状態を定期的に収集し、
　収集された前記稼働状態に基づいて前記ストレージ装置に関連付けられたセッションの
情報を管理用途毎のカテゴリに基づいてグルーピングをし、
　前記各情報機器からの障害報告又は収集した前記稼動状態に基づいて、前記セッション
のグループに限定して障害通知を行うこと、
を特徴とするストレージ・エリア・ネットワークにおけるストレージセッション管理シス
テム。
【請求項２】
　前記ストレージセッション管理サーバは、前記ストレージ・エリア・ネットワークにお
いて時間的に変化し得る動的な前記構成情報、又は前記ストレージ・エリア・ネットワー
クにおいて時間的に変化しない静的な前記構成情報の管理を行うことを特徴とする請求項
１に記載のストレージセッション管理システム。
【請求項３】
　前記ストレージ・エリア・ネットワークにおける動的な前記構成情報は、ＭＩＢのデー
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タ形式で保存されたセッションの情報、及び前記ストレージ装置に備わるディスクマネー
ジャが保持する内部の接続情報であり、前記ストレージセッション管理サーバは、動的な
前記構成情報に基づいて前記セッション情報を集約して管理することを特徴とする請求項
２に記載のストレージセッション管理システム。
【請求項４】
　前記情報機器に備わるデフォルトゲートウェイ情報及びルーティング情報に基づいて、
前記論理／物理の接続関係の管理を行うことを特徴とする請求項２に記載のストレージセ
ッション管理システム。
【請求項５】
　前記セッションの障害情報を統合し、障害の程度と前記セッションのグループ内に占め
るセッション障害の割合を求め、前記セッションのグループの全体としての障害情報に集
約・表示することを特徴とする請求項１に記載のストレージセッション管理システム。
【請求項６】
　前記セッションの性能情報を統合し、性能の程度と前記セッションのグループ内に占め
るセッションの性能低下の割合を求め、前記セッションのグループの全体としての性能情
報に集約・表示することを特徴とする請求項１に記載のストレージセッション管理システ
ム。
【請求項７】
　前記ストレージセッション管理サーバは、前記ストレージ・エリア・ネットワークの全
体に渡って前記ストレージ装置の前記稼働情報を収集し、前記稼働情報に基づいて性能低
下をしたと判定される前記ストレージ装置が属する前記セッション又はそのグループの単
位で前記ストレージ装置の前記稼働情報に絞り込んだ情報を生成・表示することを特徴と
する請求項１に記載のストレージセッション管理システム。
【請求項８】
　前記ストレージ装置が属する前記セッション又はそのグループの単位で障害情報を取得
することにより、前記ストレージ装置で発生した前記障害が影響している前記セッション
の前記稼働情報を特定することを特徴とする請求項７に記載のストレージセッション管理
システム。
【請求項９】
　前記ストレージ装置が属する前記セッション又はそのグループの単位で性能情報を取得
することにより、前記ストレージ装置で発生した前記性能低下が影響している前記セッシ
ョンの前記稼働情報を特定することを特徴とする請求項７に記載のストレージセッション
管理システム。
【請求項１０】
　前記ストレージセッション管理サーバは、前記ストレージ・エリア・ネットワークの前
記各情報機器と通信可能であり、障害の有無に関らず定期的に前記各装置の稼動状態の報
告を発行する状態収集機能、前記状態収集機能によって生成されたセッションの情報を管
理用途毎のカテゴリに基づいてグルーピングし集約するセッション集約機能、前記各装置
からの障害報告又は前記状態収集機能からの前記稼動状態の前記報告を受けて障害通知の
実行を促す指示を発行する障害検出機能、前記障害検出機能からの障害通知の実行を促す
指示を出力に基づいて前記セッション集約機能によって集約処理された前記セッションの
グループに対して障害通知を行う障害通知機能、及び前記セッション集約機能によって集
約処理されたセッション情報を前記障害通知機能からの障害通知に関する情報とともに可
視化するセッション表示機能を備えたセッション管理機能を有することを特徴とする請求
項１～９のいずれか１項に記載のストレージセッション管理システム。
【請求項１１】
　前記セッション集約機能には、前記セッション表示機能で表示されたセッション情報に
基づいた管理者のポリシーが反映可能であることを特徴とする請求項１０に記載のストレ
ージセッション管理システム。
【請求項１２】
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　前記セッション表示機能は、静的論理接続及び動的論理接続を含む前記ストレージ・エ
リア・ネットワークの骨格を表示すると共に少なくとも前記ストレージ・エリア・ネット
ワークを構成する装置のうち障害が発生した前記装置又はセッションを表示可能な構成情
報画面と、前記構成情報画面と関連して障害が発生した前記装置又は前記セッションに障
害通知を発行するための操作パネル画面とを表示する画面を有することを特徴とする請求
項１０又は１１に記載のストレージセッション管理システム。
【請求項１３】
　前記構成情報画面は、稼働情報に含まれる前記装置毎の性能情報に基づいて、性能低下
した前記装置、若しくは当該装置が属するストレージセッション又はストレージセッショ
ングループ毎に絞り込んで表示／非表示又は強調表示／非強調表示することを特徴とする
請求項１２に記載のストレージセッション管理システム。
【請求項１４】
　前記操作パネル画面は、構成情報表示画面に表示すべきセッションを選択するセッショ
ン表示パネルと、障害装置のリストとその中から選択して障害の影響範囲の表示を指示可
能な障害影響範囲表示パネルと、前記障害装置名、セッション名、通知項目及び通知先の
各項目からなる障害通知ポリシーを設定可能な障害通知ポリシー設定パネルと、セッショ
ンのリストと通知項目とを指定して通知を指令する障害通知／管理用通知パネルとを有す
ることを特徴とする請求項１２に記載のストレージセッション管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インターネット・プロトコル（Internet　Protocol：以下、「ＩＰ」と略す
。）を用いたストレージ・エリア・ネットワーク（Strage　Area　Network：以下、「Ｓ
ＡＮ」と略す。）におけるストレージセッション管理方式に関するものである。以下、Ｉ
Ｐを用いたＳＡＮのことを、ＩＰ－ＳＡＮと表記する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のストレージアクセスのための技術は、シリアル転送方式を用いるファイバチャネ
ル（Fibre  Channel: 以下、「ＦＣ」と略す）であった。以下、ＦＣを用いたＳＡＮのこ
とを、ＦＣ－ＳＡＮと表記する。ＦＣ－ＳＡＮにおいて、あるストレージ装置に障害が発
生した場合、そのストレージ装置に静的に接続される全てのサーバに対して障害通知が発
行されても大きな問題はなかった。これは、ＦＣ－ＳＡＮの技術的制約から、ネットワー
クが大規模になり得ないため、障害通知が始めから特定の範囲に限られること、そして、
ＦＣ－ＳＡＮでは物理接続があれば、一般に論理接続も確立されるため、動的に変化する
ストレージセッションという概念がなかったことによるものである。
【０００３】
　しかしながら、ストレージアクセスのための技術が、非特許文献１で示されるようなＩ
ｎｔｅｒｎｅｔ　ＳＣＳＩ（Internet　Small  Computer  System  Interface：以下、「
ｉＳＣＳＩ」と表記する）をベースとしたＩＰ－ＳＡＮになると、静的な接続があっても
動的に変化するストレージセッション（以下、「ｉＳＣＳＩセッション」と表記する）が
確立されているとは限らなくなってきた。このため、例えば、あるストレージ装置に障害
が発生した場合、そのストレージ装置に静的に接続されている全てのサーバに対して障害
通知が発行されるという問題が発生する。これは、ＩＰ－ＳＡＮはネットワーク拡張性が
高いため、障害通知の範囲が極めて広範囲になる可能性があること、そして、この障害通
知の方法では、障害発生したストレージ装置へのアクセスがなく、障害の影響を受けない
サーバに対しても障害通知を送ってしまう可能性がある。このため、ＳＡＮに対して、障
害通知のための余計な負荷が掛かる、あるいは障害通知を受けるサーバ側の負担が増すと
いう問題がある。
【０００４】
　ＩＰ－ＳＡＮにおける従来の構成管理方式を、次に示す。
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【特許文献１】米国特許出願公開２００３００８８６８３
【非特許文献１】RFC3720：Internet　Small　Computer　Systems　Interface　(iSCSI)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　背景技術の説明で触れたように、従来のＦＣ－ＳＡＮにおける障害通知の方法を、その
ままＩＰ－ＳＡＮに用いると、ネットワークやユーザに対して掛かる負荷が高くなってし
まう。このため、ＩＰ－ＳＡＮにおいて問題なく障害通知を行うためには、静的な接続情
報と、動的な接続情報であるｉＳＣＳＩセッション情報とを同時に管理するｉＳＣＳＩセ
ッション管理方式が必要となる。また、上記ｉＳＣＳＩセッション管理方式は、一般的な
要求として、管理者、ネットワーク及びユーザにとって低負荷でなければならない。
【０００６】
　本発明の目的は、ＩＰ－ＳＡＮ内のネットワーク機器及びサーバから定期的に取得する
静的な接続情報だけでなく、ＩＰ－ＳＡＮ内のストレージ装置から定期的に収集するｉＳ
ＣＳＩセッション情報とｉＳＣＳＩセッション同士の関係を示す情報に基き、大規模化す
る要素を有するＩＰ－ＳＡＮ全域に渡ってｉＳＣＳＩセッション情報の管理を行い、障害
通知の範囲を限定可能にすることによって、管理者、ネットワーク及びユーザに対する負
荷及び管理コストを軽減することができるストレージセッション管理システムを提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、この発明によるストレージ・エリア・ネットワークにおける
ストレージセッション管理システムは、１つ以上のサーバ、１つ以上のストレージ装置及
び１つ以上のルータからなる情報機器をネットワークを介して接続したストレージ・エリ
ア・ネットワークにおいて、前記情報機器の構成情報と稼働情報とを統合的に管理するス
トレージセッション管理サーバが設けられており、ストレージセッション管理サーバは、
前記各情報機器の稼動状態を定期的に収集し、収集された前記稼働状態に基づいて前記ス
トレージ装置に関連付けられたセッションの情報を管理用途毎のカテゴリに基づいてグル
ーピングをし、前記各情報機器からの障害報告又は収集した前記稼動状態に基づいて、前
記セッションのグループに限定して障害通知を行うこと、を特徴とする。
【０００８】
　この発明によるストレージ・エリア・ネットワークにおけるストレージセッション管理
システムによれば、情報機器の構成情報と稼働情報とを統合的に管理するストレージセッ
ション管理サーバを設けており、ストレージセッション管理サーバは、各情報機器の稼動
状態を定期的に収集し、収集された稼働状態に基づいてストレージ装置に関連付けられた
セッションの情報を管理用途毎のカテゴリに基づいてグルーピングをし、各情報機器から
の障害報告又は収集した稼動状態に基づいて、セッションのグループに限定して障害通知
を行っているので、ストレージに関連するセッション同士の関係について汎用的は情報か
ら定期的に収集して、ストレージセッション情報のグループ化が行われ、各情報機器で生
じる可能性がある障害や性能低下の事態について、そうした事態を表示・報知する際に、
グルーピングされた最低限必要な範囲で表示・報知することによって、各情報機器やネッ
トワークに負担をかけることのないストレージセッション管理を行うことができる。統合
管理の形態としては、ｉＳＣＳＩセッション情報グループ化が挙げられ、障害通知を行う
ときにもこのグループ単位に限定して通知をすることで、管理者、ネットワーク及びユー
ザに対する負荷を軽減することが可能になる。
【０００９】
　このストレージセッション管理システムにおいて、ストレージセッション管理サーバは
、ストレージ・エリア・ネットワークにおいて時間的に変化し得る動的な構成情報、又は
ストレージ・エリア・ネットワークにおいて時間的に変化しない静的な構成情報の管理を
行うことができる。ストレージセッション管理サーバはストレージ・エリア・ネットワー
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クにおいて時間的に変化しない静的な構成情報の管理のみならず、情報機器の接続状態等
の時間的に変化し得る動的な構成情報の管理を行うので、時々刻々変化する構成情報に基
づいて、障害や性能低下の事態を表示・報知する際の範囲が、最低限必要な範囲に限定可
能となり、システム負荷の軽減を図ることができる。
【００１０】
　ストレージセッション管理サーバがストレージ・エリア・ネットワークにおいて動的又
は静的な構成情報を管理する上記のストレージセッション管理システムにおいて、ストレ
ージ・エリア・ネットワークにおける動的な構成情報は、ＭＩＢ［Management　Informat
ion　Base］のデータ形式で保存されたセッションの情報、及びストレージ装置に備わる
ディスクマネージャが保持する内部の接続情報であり、ストレージセッション管理サーバ
は、当該動的な構成情報に基づいてセッション情報を集約して管理することができる。動
的な構成情報としてのＭＩＢのデータ形式で保存されたセッションの情報と、ディスクマ
ネージャが保持する内部の接続情報とに基づいてセッション情報を管理することにより、
その時々のセッション情報を集約して管理することができる。
【００１１】
　ストレージセッション管理サーバがストレージ・エリア・ネットワークにおいて動的又
は静的な構成情報を管理する上記のストレージセッション管理システムにおいて、情報機
器に備わるデフォルトゲートウェイ情報及びルーティング情報に基づいて、前記論理／物
理の接続関係の管理を行うことができる。
【００１２】
　このストレージセッション管理システムにおいて、ストレージセッション管理サーバは
、ストレージ装置の稼働情報とストレージ装置に関連付けられたセッションの稼働情報の
管理を行うことができる。ここで、ストレージ装置に関連付けられたセッションとは、セ
ッションそのものと、セッションに間接的に関係するものを含む。
【００１３】
　ストレージセッション管理サーバがセッションの稼働情報の管理を行うストレージセッ
ション管理システムにおいて、ストレージセッション管理サーバは、ストレージ・エリア
・ネットワークの全体に渡って、ストレージ装置の障害情報及び性能情報の基礎データと
なるセッション毎の稼働情報を収集し、情報機器の障害発生と性能低下を管理することが
できる。
【００１４】
　セッション毎の稼働情報を収集し管理する上記のストレージセッション管理システムに
おいて、セッションの障害情報を統合し、障害の程度とセッションのグループ内に占める
セッション障害の割合を求め、セッションのグループの全体としての障害情報に集約・表
示することができる。
【００１５】
　セッション毎の稼働情報を収集し管理する上記のストレージセッション管理システムに
おいて、セッションの性能情報を統合し、性能の程度とセッションのグループ内に占める
セッションの性能低下の割合を求め、セッションのグループの全体としての性能情報に集
約・表示することができる。
【００１６】
　ストレージセッション管理サーバがセッションの稼働情報の管理を行うストレージセッ
ション管理システムにおいて、ストレージセッション管理サーバは、ストレージ・エリア
・ネットワークの全体に渡ってストレージ装置の稼働情報を収集し、稼働情報に基づいて
性能低下をしたと判定されるストレージ装置が属するセッション又はそのグループの単位
でストレージ装置の稼働情報に絞り込んだ情報を生成・表示することができる。
【００１７】
　ストレージ・エリア・ネットワークの全体に渡って稼働情報を収集し管理する上記のス
トレージセッション管理システムにおいて、ストレージ装置が属するセッション又はその
グループの単位で障害情報を取得することにより、ストレージ装置で発生した障害が影響
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しているセッションの稼働情報を特定することができる。
【００１８】
　ストレージ・エリア・ネットワークの全体に渡って稼働情報を収集し管理する上記のス
トレージセッション管理システムにおいて、ストレージ装置が属するセッション又はその
グループの単位で性能情報を取得することにより、ストレージ装置で発生した性能低下が
影響しているセッションの稼働情報を特定することができる。
【００１９】
　上記のストレージセッション管理システムにおいて、ストレージセッション管理サーバ
は、ストレージ・エリア・ネットワークの各情報機器と通信可能であり、障害の有無に関
らず定期的に各装置の稼動状態の報告を発行する状態収集機能、当該状態収集機能によっ
て生成されたセッションの情報を管理用途毎のカテゴリに基づいてグルーピングし集約す
るセッション集約機能、各装置からの障害報告又は状態収集機能からの稼動状態の報告を
受けて障害通知の実行を促す指示を発行する障害検出機能、当該障害検出機能からの障害
通知の実行を促す指示を出力に基づいてセッション集約機能によって集約処理されたセッ
ションのグループに対して障害通知を行う障害通知機能、及びとセッション集約機能によ
って集約処理されたセッション情報を障害通知機能からの障害通知に関する情報とともに
可視化するセッション表示機能を備えたセッション管理機能を有することができる。この
ストレージセッション管理システムによれば、ストレージ・エリア・ネットワークの各情
報機器からの情報は、状態収集機能、セッション集約機能及び障害検出機能に通信され、
状態収集機能で収集された情報は障害検出機能に送られて、生じている障害が検出される
とその情報は障害通知機能に送られる。セッション集約機能では、セッションの情報がグ
ルーピングされて集約されるので、障害通知機能は、その集約情報に基づいて必要なセッ
ションのグループに対してのみ障害通知を行う。
【００２０】
　上記各基本的な各機能を備えたストレージセッション管理システムにおいて、セッショ
ン集約機能には、セッション表示機能で表示されたセッション情報に基づいた管理者のポ
リシーを反映可能とすることができる。即ち、セッション表示機能で表示されたセッショ
ン情報を認識した管理者は、セッション情報の集約のあり方について、例えば、障害通知
の出し方についてのポリシーを反映可能とすることができ、より望ましい障害通知を実施
することができる。
【００２１】
　ストレージセッション管理システムにおいて、前記セッション表示機能は、静的論理接
続及び動的論理接続を含む前記ストレージ・エリア・ネットワークの骨格を表示すると共
に少なくとも前記ストレージ・エリア・ネットワークを構成する装置のうち障害が発生し
た前記装置又はセッションを表示可能な構成情報画面と、前記構成情報画面との関連して
障害が発生した前記装置又は前記セッションに障害通知を発行するための操作パネル画面
とを表示する画面を有するができる。セッション表示機能がこれらの構成情報画面と操作
パネル画面とを表示することで、管理者は、これらの画面を見て障害が発生している装置
とその影響とを容易に認識することができ、迅速且つ的確な対応策を取るとこができる。
なお、構成情報画面と操作パネル画面とは同じ画面に並べて表示することが好ましい。
【００２２】
　セッション表示機能が構成情報画面と操作パネル画面とを表示するストレージセッショ
ン管理システムにおいて、構成情報画面は、稼働情報に含まれる装置毎の性能情報に基づ
いて、性能低下した装置、若しくは当該装置が属するストレージセッション又はストレー
ジセッショングループ毎に絞り込んで表示／非表示又は強調表示／非強調表示することが
できる。このような表示によって、障害が正に生じている装置の範囲、及び性能低下の影
響が及ぶ他の装置の範囲が可視化表示され、管理者が障害の有無、及び障害が発生してい
る場合にはその程度を正確に且つ容易に認識することができる。
【００２３】
　セッション表示機能が構成情報画面と操作パネル画面とを表示するストレージセッショ
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ン管理システムにおいて、操作パネル画面は、構成情報表示画面に表示すべきセッション
を選択するセッション表示パネルと、障害装置のリストとその中から選択して障害の影響
範囲の表示を指示可能な障害影響範囲表示パネルと、障害装置名、セッション名、通知項
目及び通知先の各項目からなる障害通知ポリシーを設定可能な障害通知ポリシー設定パネ
ルと、セッションのリストと通知項目とを指定して通知を指令する障害通知／管理用通知
パネルとかを有することができる。このような操作パネル画面を持つことにより、セッシ
ョン表示パネルにおける操作によって構成情報表示画面に表示すべきセッションを選択す
ることができ、障害が発生した装置があるときには影響範囲表示パネルにおける操作によ
って装置を選択して影響範囲を指示可能であり、障害通知ポリシー設定パネルでの操作に
よって障害装置名、セッション名、通知項目及び通知先の各項目からなる障害通知ポリシ
ーを設定し、障害通知／管理用通知パネルでの操作によってセッションのリストと通知項
目とを指定して通知を指令することができる。
【発明の効果】
【００２４】
　大規模化する要素を有するＩＰ－ＳＡＮに対して本発明を適用することにより、以下に
挙げるような効果を得る。即ち、ｉＳＣＳＩセッション情報を集約（収集とグルーピング
）しその統合的な管理を行うことにより、ｉＳＣＳＩセッションを生成可能な個所、実際
にｉＳＣＳＩセッションを生成している個所、ｉＳＣＳＩセッションで発生した障害情報
、その障害によって消滅したｉＳＣＳＩセッションの情報などを把握し、その障害によっ
て影響を受ける影響範囲をグループ化した範囲に絞り込むことができる。その結果、障害
に関係のあるグループ化されたアクティブセッションにだけ障害通知を発行することがで
き、それ以外のセッションについては障害通知の発行は不要とすることができるので、ネ
ットワーク負荷、ユーザへの影響を共に最小限に抑制し、ＩＰ－ＳＡＮの管理コストを低
減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、図面を参照して、１つ以上の業務サーバと、１つ以上のストレージ装置と、１つ
以上のｉＳＣＳＩセッション管理サーバが１つ以上のルータから成るＩＰネットワークを
介して接続されるＩＰ－ＳＡＮについて、更に詳細に説明する。
【実施例１】
【００２６】
　本発明の実施例として、ＩＰ－ＳＡＮにおいて、ローカルサイトに設置されたプライマ
リストレージ装置とリモートサイトに設置されたセカンダリストレージ装置との間でリモ
ートコピーを実現する場合、ＩＰ－ＳＡＮ内で発生した障害に対して、実際にその影響を
受ける業務サーバだけに自動的に通知範囲を絞り込んで通知を行うｉＳＣＳＩセッション
管理システムの例を挙げて説明する。
【００２７】
　図１は、本発明の１つの実施例であるＩＰ－ＳＡＮのシステム構成を表す。本実施例に
は、構成図上に破線で示した２つのｉＳＣＳＩセッションが存在する。１つ目のｉＳＣＳ
Ｉセッションは、業務サーバ１１０上のアプリケーションＡＰ１と、プライマリストレー
ジ装置１３０上のディスク１３２との通信を実現するためのｉＳＣＳＩセッションであり
、業務サーバ１１０上のｉＳＣＳＩドライバ１１４にて実行されているイニシエータｉ１
がポートＰ１、ＩＰネットワーク１７０及びポートＰ３を介してターゲットｔ１との間に
生成したｉＳＣＳＩセッションである。以下、このｉＳＣＳＩセッションのことを便宜上
、ｓｅｓｓｉｏｎ１と表記する。本実施例において、業務サーバ１１０，１２０は、ユー
ザサイトのサーバとして用いられるため、ｓｅｓｓｉｏｎ１は、ユーザアクセス用のｉＳ
ＣＳＩセッションということができる。
【００２８】
　２つ目のｉＳＣＳＩセッションは、プライマリストレージ装置１３０上のディスク１３
２と、セカンダリストレージ装置１４０上のディスク１４２との通信を実現するためのｉ
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ＳＣＳＩセッションであり、プライマリストレージ装置１３０上のｉＳＣＳＩドライバ１
３８にて実行されているイニシエータｉ３がポートＰ４、ＩＰネットワーク１７１及びポ
ートＰ５を介してターゲットｔ３との間に生成したｉＳＣＳＩセッションである。以下、
このｉＳＣＳＩセッションのことを便宜上、ｓｅｓｓｉｏｎ２を表記する。本実施例にお
いて、プライマリストレージ装置１３０とセカンダリストレージ装置１４０は、リモート
コピーの関係にあるため、ｓｅｓｓｉｏｎ２は、リモートコピー用のｉＳＣＳＩセッショ
ンということができる。
【００２９】
　本実施例において、業務サーバ１２０は、他のどの装置に対するｉＳＣＳＩセッション
も生成していない。また、ＩＰネットワーク１７０と、ＩＰネットワーク１７１は、互い
に異なるネットワークであっても良いし、同じネットワークであっても良い。業務サーバ
１１０，１２０は、本発明におけるサーバとなり得るものであり、プライマリストレージ
装置１３０及びセカンダリストレージ装置１４０は、本発明におけるストレージ装置の例
であって、いずれも、本発明における情報機器に相当する。
【００３０】
　業務サーバ１１０，１２０、プライマリストレージ装置１３０及びセカンダリストレー
ジ装置１４０は、それぞれ自己のデフォルトゲートウェイがどのＩＰアドレスであるかと
いうデフォルトゲートウェイ情報１１２、１２２、１３４、１４４を保持している。本発
明における情報機器の一つであるルータ１６０は、サブネット単位でのルーティングの仕
方を定義したルーティング情報１６１を保持している。
【００３１】
　プライマリストレージ装置１３０は、自装置内のどのディスクが、セカンダリストレー
ジ装置１４０のどのディスクと接続関係を持っているか、また、接続関係を持っていれば
、どのＩＰアドレスで、どのポートを用いて接続されているか、などの具体的な事柄を定
義した情報として、コピーペア情報１３５を保持している。また、プライマリストレージ
装置１３０は、自装置を経由して流れるｉＳＣＳＩセッションの全情報を、ｉＳＣＳＩ－
ＭＩＢ１３６として保持している。ここで、ｉＳＣＳＩ－ＭＩＢ１３６は、ｉＳＣＳＩセ
ッションの情報をManagement　Information　Base　（以下、ＭＩＢと表記する）の形式
にしたものである。ｉＳＣＳＩセッションの全情報は、情報が通過するパスであり、本発
明における動的な構成情報の一つである。
【００３２】
　また、プライマリストレージ装置１３０とセカンダリストレージ装置１４０は、どのイ
ニシエータがどのディスクを使用するかという対応関係を管理するディスクマネージャ１
３９，１４５をそれぞれ有している。ディスクマネージャ１３９，１４５は、セッション
管理機能１５１からデータ取得の要求を受けると、上記イニシエータのディスクの対応関
係をセッション管理機能１５１に対して応答する。ディスクマネージャが保持する内部の
接続情報としてのこの対応関係は、本発明における動的な構成情報の一つである。
【００３３】
　ＩＰ－ＳＡＮ内の各情報機器は、自装置の稼動状態が正常であるか、障害発生している
か、障害発生していれば具体的にどのような障害であるのか、どこで、いつその障害が発
生したのか、などの状態を、稼動情報１１３，１２３，１３７，１４５，１６２として保
持する。これらの各稼働情報は、情報機器の構成情報と同様に、後述するストレージセッ
ション管理サーバ１５０が統合的に管理する対象の一つである。
【００３４】
　本発明の特徴は、ｉＳＣＳＩセッション管理サーバ１５０のセッション管理機能１５１
に集約される。ｉＳＣＳＩセッション管理サーバ１５０は、セッション管理機能１５１に
よって、一般のＩＰネットワークあるいは専用の管理ネットワークを介し、通信１７２，
１７３，１７５，１７６，１７７，１７８により、ＩＰ－ＳＡＮ内の各情報機器から定期
的に、デフォルトゲートウェイ情報１１２，１２２，１３４，１４４と、ルーティング情
報１６１と、コピーペア情報１３５と、ｉＳＣＳＩ－ＭＩＢ１３６と、稼動情報１１３，
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１２３，１３７，１４５，１６２とを収集する。また、ＩＰ－ＳＡＮ内の各情報機器は、
ｉＳＣＳＩセッション管理サーバ１５０に対して、自機器上で障害発生した事実、及び障
害内容を示す障害報告を発行し、ｉＳＣＳＩセッション管理サーバ１５０はこの障害報告
を受理する。ＩＳＣＳＩセッション管理サーバ１５０は、この障害報告及び稼動状態の情
報を基にして、障害発生を検知し、セッション管理機能１５１の内部で障害通知範囲の自
動的な絞り込みを行った後、特定の情報機器に対して障害通知１７４を行う。本実施例で
は、障害通知範囲が、業務サーバ１１０に限られて発行された例である。
【００３５】
　図２は、図１で示した実施例において、時間的に変化しない静的な構成情報の一つとし
ての物理構成、即ち、物理的な接続関係を表す。業務サーバ１１０，１２０、プライマリ
ストレージ装置１３０、セカンダリストレージ装置１４０及びｉＳＣＳＩセッション管理
サーバ１５０は、ＣＰＵ２１１，２２１，２４３，２５３，２６０によって制御されるメ
モリ２１２，２２２，２４１，２５１，２６１と、１つ以上のディスク２１０，２２０，
２４２，２４４，２５２，２５４とを備えており、それぞれバスＩ／Ｆ２１３，２２３，
２４０，２５０，２６２を介して他の装置に接続されている。また、ルータ１６０はＣＰ
Ｕ２３０とメモリ２３１を有し、バスＩ／Ｆ２３２によって他の装置に接続される。
【００３６】
　ここで、アプリケーションＡＰ１は、業務サーバ１１０のディスク２１０上又はメモリ
２１２上にその実体を持つ。また、アプリケーションＡＰ２は、業務サーバ１２０のディ
スク２２０上、あるいはメモリ２２２上にその実体を持つ。さらに、アプリケーションＡ
Ｐ１が使用するイニシエータｉ１はｉＳＣＳＩドライバ１１４上にその実体を持ち、アプ
リケーションＡＰ２が使用するイニシエータｉ２はｉＳＣＳＩドライバ１２４上にその実
体を持つ。デフォルトゲートウェイ情報１１２と稼動情報１１３とは、業務サーバ１１０
のディスク２１０、又はメモリ２１２上にその実体を持つ。デフォルトゲートウェイ情報
１２２と稼動情報１２３とは、業務サーバ１２０のディスク２２０又はメモリ２２２上に
その実体を持つ。ルーティング情報１６１及び稼動情報１６２は、ルータ１６０のメモリ
２３１上にその実体を持つ。デフォルトゲートウェイ情報１３４と、コピーペア情報１３
５と、ｉＳＣＳＩ－ＭＩＢ１３６と、稼動情報１３７とは、プライマリストレージ装置１
３０上のディスク２４２，２４４又はメモリ２４１上にその実体を持つ。更に、デフォル
トゲートウェイ情報１４４と稼動情報１４５とは、セカンダリストレージ装置１４０のデ
ィスク２５２，２５４又はメモリ２５１上にその実態を持つ。
【００３７】
　イニシエータｉ１～ｉ３及びターゲットｔ１～ｔ３は、各装置のディスク上又はメモリ
上にソフトウェアプログラム及びその実行プロセスとして存在しても良いし、ｉＳＣＳＩ
対応のホストバスアダプタ又はチャネルアダプタのＴＣＰ／ＩＰ　Ｏｆｆｌｏａｄ　Ｅｎ
ｇｉｎｅ（ＴＯＥ）アクセラレータ上に存在しても良い。
【００３８】
　図３は、セッション管理機能の詳細を表す機能モジュール図である。本実施例において
、セッション管理機能１５１はｉＳＣＳＩセッション管理サーバ１５０内で動作するが、
セッション管理機能１５１はＩＰ－ＳＡＮ内の各情報機器と通信可能な場所であれば物理
的な配置に制約はない。セッション管理機能は、状態収集機能３００、セッション集約機
能３０１、障害検出機能３０２、障害通知機能３０３及びセッション表示機能３０４の５
つの基本機能から構成される。なお、ｉＳＣＳＩセッション管理機能１５１の管理範囲は
、ＩＰ－ＳＡＮ全域である。以下、それぞれの機能モジュール毎にその特徴を述べる。
【００３９】
　図３に示す状態収集機能３００は、ＩＰ－ＳＡＮ全域に渡って各情報機器の状態が正常
に維持されているかを管理するための機能である。状態収集機能３００においては、各情
報機器から通信３０８にて稼動情報１１３，１２３，１３７，１４５，１６２と、ｉＳＣ
ＳＩ－ＭＩＢ１３６とを定期的に収集し、これらの情報を情報機器毎に整理したテーブル
として、図４に示すステータステーブルを自動生成し、同時に、ｉＳＣＳＩセッション毎
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に整理したテーブルとして、図５に示すｉＳＣＳＩセッションテーブルを自動生成する。
通信３０８は、図１における通信１７２，１７３，１７５，１７６，１７７，１７８を含
む。このときの収集間隔は、管理者によって予め設定された値、あるいは管理者による収
集間隔の設定が無い場合においては状態収集機能の内部に予め設定されたデフォルト値に
従って、ＩＰ－ＳＡＮ内の各情報機器に対し、情報機器の稼動状態を収集するための要求
を発信し、また各情報機器からその稼動状態を得る。この稼動状態は、各情報機器の状態
が正常であるか、あるいは障害であるかを判別できる情報として十分なものであれば、特
に情報の形式に制約はない。
【００４０】
　図４に示すように、ステータステーブルは、情報機器についての装置ＩＤカラム、稼動
状態の種類を示す状態種別カラム及び稼動状態カラムから構成されている。装置ＩＤカラ
ムの情報は、情報機器を一意に識別できる情報であれば何を適用しても良く、ＩＰアドレ
スでもホスト名でもＭＡＣアドレスであっても良い。状態種別カラムの中のポートカラム
には、当装置ＩＤが有する複数のインタフェース情報が入る。ここで、インタフェース情
報とは、ＩＰアドレスやＭＡＣアドレスの情報を指す。状態種別カラムの情報には、一般
的に、ＣＰＵ利用率、メモリのロードアベレージ、パケット破棄率、Ｓｙｓｌｏｇメッセ
ージ、Ｓｉｍｐｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ＳＮ
ＭＰ）トラップなどが用いられる可能性が高い。状態収集機能３００は、個々の状態種別
毎の状態を加味して、その情報機器の総合的な状態が正常であるか障害発生しているかを
表す情報を稼動状態カラムに対して自動的に付与する。稼動状態カラムの情報は、ＣＰＵ
利用率やインタフェースなど全てに障害が発生したときに、初めて稼動状態カラムを障害
としてもよいし、状態種別のうちどれか１つに障害発生しただけでも、稼動状態カラムを
障害としてもよい。状態種別カラム内の情報は、各情報機器の性能管理及び障害管理に用
いられる。例えば、サービスレベル管理を行うことによって、情報機器の性能レベルがあ
る閾値まで低下すれば性能低下と判定し、更にレベルが低下したときには障害と判定する
ことができる。稼働状態カラムの情報は、各情報機器の稼働情報に対応している。障害と
の稼働情報が得られた情報機器については、障害が生じた旨の通知等のアクションの対象
となる。
【００４１】
　図５に示すように、ｉＳＣＳＩセッションテーブルは、ｉＳＣＳＩセッションＩＤ、本
セッションを構成するイニシエータ名とターゲット名、このｉＳＣＳＩセッションのアク
セス先であるディスク番号、そのｉＳＣＳＩセッションが通るポート、ｉＳＣＳＩセッシ
ョン情報の取得が成功した（セッションが存在した）最後の時刻としての収集時刻、その
セッションが今現在アクティブセッションとして生き残っているか否かの現在状態、とい
う７つのカラムから成る。このうち、ｉＳＣＳＩセッションＩＤカラムは、セッションを
一意に識別するための情報であれば制限がなく、ポータル情報であっても良い。また、ポ
ートカラムは、そのｉＳＣＳＩセッションが通るポートの対応関係をペアで保持する。ｉ
ＳＣＳＩセッションが動的な構成情報であることは、そのテーブルを構成するカラムであ
る収集時刻や現在状態（アクティブ）が端的に示されている。現在状態がアクティブであ
れば「１」と表示され、非アクティブ（単に、スイッチ切りの状態にある場合や、障害を
生じている或いは生じていた場合も含む）であれば「０」と表示されている。セッション
が非アクティブであっても、そのセッションに関連する装置が障害か否かの情報は、図４
に基づいて説明したように、装置の稼働状態をチェックすることで得られる。この現在状
態の情報は、本発明におけるセッション毎の稼働情報に相当する。この稼働情報以外の図
５～図８に示す情報が、本発明における構成情報に相当する。
【００４２】
　次に、状態収集機能３００は、ルーティング情報１６１とデフォルトゲートウェイ情報
１１２，１２２，１３４，１４４とを基礎データとして、図７に示す経路テーブルを自動
生成する。この経路テーブルは、ＩＰレイヤにおける論理的な経路情報であり、経路毎に
、その経路が構成されるためのポートの接続関係を有している。経路テーブルは、経路カ
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ラムと、ポートカラムから構成され、経路カラムには、状態収集機能３００が自動的に付
与する経路の通し番号が入り、ポートカラムには、その経路を構成するためのポートを接
続の順番で列挙した情報が入る。また、図７の経路２においては、ＩＰネットワーク１７
１内に存在するルータのポートを仮にＰｎ、Ｐｍとした場合の一連のリモートコピーのＩ
Ｐレイヤにおける経路を表している。図７に示す経路テーブルは、ＩＰネットワークの論
理的な接続関係であり、本発明における静的な構成情報に相当する。
【００４３】
　更に、状態収集機能３００は、各ｉＳＣＳＩセッション同士の関係を示す情報、即ち本
実施例においては、プライマリストレージ装置が有するコピーペア情報１３５を上記収集
間隔毎に収集する。収集したコピーペア情報の例を図６に示す。コピーペア情報は、コピ
ー元情報とコピー先情報のペアから構成されるテーブルで、それぞれ装置名、ＩＰアドレ
ス、ディスク番号、ポート番号のカラムから成る。図６に示すコピーペアテーブルから分
かるように、ＩＰアドレスがａ．ｂ．ｃ．１のプライマリストレージ装置１３０内にある
ディスク１３２が正ボリュームとなり、ＩＰアドレスがａ．ｂ．ｃ．２であるセカンダリ
ストレージ装置１４０内にあるディスク１４２が副ボリュームとなって、お互いにポート
Ｐ４とポートＰ５を使ってコピーペアの関係を構築していることが分かる。ここまでの処
理が、状態収集機能３００の処理である。
【００４４】
　次に、セッション集約機能３０１は、状態収集機能３００によって自動生成されたｉＳ
ＣＳＩセッションテーブルの情報を管理用途毎のカテゴリに基づいてグルーピングし、ｉ
ＳＣＳＩセッション情報を集約する機能である。状態収集機能３００は、通信３１５通じ
て、当該ｉＳＣＳＩセッションテーブルの情報をセッション集約機能３０１に渡す。カテ
ゴリ分けの方法には、例えば、ユーザ毎のアクセス管理を行う方法がある。この場合、例
えば、ＩＰ－ＳＡＮ内の各ｉＳＣＳＩセッションが、リモートコピー用のセッション、ス
トレージ仮想化用のセッション、外部ストレージ用のセッション、あるいはストレージプ
ール用のセッションとして、複数に分離したセッションであっても、ユーザ毎に提供され
る一連のサービスとして成立するｉＳＣＳＩセッションがグルーピングされる。このよう
なセッション情報のグルーピングによってセッション情報は集約して管理され、各情報の
統合的な管理が図られる。
【００４５】
　本実施例におけるグルーピングの概要を説明する。業務サーバ１からプライマリストレ
ージ装置１３０間のｉＳＣＳＩセッションであるｓｅｓｓｉｏｎ１はプライマリストレー
ジ装置に対するアクセス用のセッションであり、プライマリストレージ装置１３０からセ
カンダリストレージ装置１４０間のｉＳＣＳＩセッションであるｓｅｓｓｉｏｎ２は、リ
モートコピー用のセッションであって、両者共独立したセッションではあるが、業務サー
バ１１０のユーザに対する一連のサービスであるため、ｓｅｓｓｉｏｎ１とｓｅｓｓｉｏ
ｎ２はグルーピングされる。
【００４６】
　セッション集約機能３０１は、図６に示すようなコピーペアテーブルにおけるディスク
番号のペアを１行ずつ抽出し、抽出したディスク番号をアクセス先の情報として持つｉＳ
ＣＳＩセッションを図５に示すｉＳＣＳＩセッションテーブルから検索する。その結果、
ｉＳＣＳＩセッションテーブルから発見されるｉＳＣＳＩセッションのペアを、サービス
毎のセッションのグルーピング結果として、図８に示すサービスグループテーブルの各行
に追加していく。
【００４７】
　図８に示すサービスグループテーブルは、サービスカラムとユーザアクセスカラムとコ
ピーペアカラムから構成される。サービスカラムには、どのサービスであるかを一意に判
別するためにセッション集約機能３０１が自動的に付与する通し番号などの識別子、ある
いはそのサービスがどのアプリケーションに対応しているかの情報を状態収集機能３００
が持っている場合は、そのアプリケーション名又はそのアプリケーションを一意に識別す
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るための識別子を付与してもよい。本実施例においては、ｉＳＣＳＩセッションテーブル
を生成する際に、アプリケーションＡＰ１がｓｅｓｓｉｏｎ１を用い、アプリケーション
がｓｅｓｓｉｏｎ２を用いて通信を行っているという対応関係だけは既に各業務サーバの
設定情報又はセッション管理機能１５１への設定情報として取得しているものとし、この
ため、本実施例におけるサービスグループテーブルのサービスカラムにはアプリケーショ
ン名（ＡＰ１，ＡＰ２）が入っている。また、ユーザアクセスカラムと、リモートコピー
カラムには、それぞれユーザアクセスのためのセッションＩＤ、リモートコピーのための
セッションＩＤの情報が入っている。従って、例えば、一連のサービスであるアプリケー
ションＡＰ１に対するサービスは、ユーザアクセスｓｅｓｓｉｏｎ１のセッションとリモ
ートコピーｓｅｓｓｉｏｎ２のセッションとから構成されていることが分かる。図８は、
本ストレージセッション管理システムにおいて入手しようとする最終的な情報であり、大
規模なシステムでは、障害が生じた場合にその旨を通知するときの通知先を可及的に少な
くするために必要なセッションについての情報となる。即ち、関連しないためにグループ
化されないアプリケーションにはチェックを入れる必要がなくなるので、大規模なシステ
ムでは障害発生時の通知の際にシステムやユーザへの負担が軽減される。
【００４８】
　この集約処理は、図６に示すようなコピーペアテーブル中の全てのディスクのペア情報
を取り出した時点で一旦終了する。次にこのグルーピング処理を実行するのは、状態収集
機能３００が収集した稼動状態の内容に変更があった場合である。
【００４９】
　状態収集機能３００は、障害の有無に関らず、定期的に各装置の稼動状態の報告を障害
検出機能３０２に対して発行する。障害検出機能３０２は、通信３１０による障害報告を
受理した場合か、あるいは状態収集機能３００から通信３０５を通じて受理した稼動状態
の中に障害報告が含まれていた場合において、障害通知機能３０３に対して、通信３１３
を通じて障害通知の実行を促す指示を発行する。
【００５０】
　障害通知機能３０３は、状態収集機能３００からの稼動状態の報告内容に障害報告が含
まれていた場合、あるいはＩＰネットワーク３１２内の各装置から自発的に発行される障
害報告があった場合には、障害検出機能３０２で障害を検出した旨を知らせる通知を、障
害発生個所、障害発生時刻、障害内容、などの情報と共に通信３１１を通じて、各業務サ
ーバに対して発行すると共に、セッション表示機能３０４に対しても通信３１４を通じて
通知する。セッション集約機能３０１によって集約処理を施したｉＳＣＳＩセッションの
グループについての情報が、図３に示されるように、予め通信３０６を通じて障害通知機
能３０３に対して通知される。障害通知機能３０３は、集約処理を施したｉＳＣＳＩセッ
ションのグループについての情報に基づいて必要な情報機器に対して障害通知を行うので
、ネットワーク負荷やユーザへの影響を最小限に抑制することができる。
【００５１】
　図９は、障害発生時の動作を示すフローチャートである。本実施例では、仮にセカンダ
リストレージ装置１４０のディスク１４２で障害発生した場合を想定して、障害通知のフ
ローの概略を述べる。本実施例において、ディスク障害は、セカンダリストレージ装置１
４０内部で検出され、セカンダリストレージ装置１４０からセッション管理機能１５１に
対して自発的に障害報告が発行される。
【００５２】
　図９のステップ９０１において、前述のように、障害検出機能３０２が各監視対象装置
からの自発的な障害報告（一般に、ＳＮＭＰトラップや、Ｓｙｓｌｏｇメッセージとして
送られるものとするが、障害報告の形態は限定されない。）があるか否かを判定し、障害
報告がなければステップ９０２に進み、何らかの障害報告があれば、ステップ９０３に進
む。即ち、ステップ９０２において、障害検出機能３０２が状態収集機能３００からの稼
動状態の報告内容に障害報告が含まれているか否かを判定し、含まれていなければ本処理
を再び繰り返すループに戻り、何らかの障害報告が含まれていれば、ステップ９０３に進
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む。本実施例では、セカンダリストレージ装置１４０からセッション管理機能１５１に対
して自発的に発行された障害報告を障害検出機能３０２が受理するため、ステップ９０１
からステップ９０３へ処理が移行する。
【００５３】
　ステップ９０３では、障害検出機能３０２が、障害報告に含まれる装置名、ＩＰアドレ
ス、ポート番号、ディスク番号などの障害発生場所を示す情報を、ステータステーブル、
ｉＳＣＳＩセッションテーブル及びコピーペアテーブルから検索し、その情報を行に含む
テーブルを発見したら、その行に含まれる他のテーブルの情報を辿って、最終的にｉＳＣ
ＳＩセッションテーブルのどのｉＳＣＳＩセッションであるかを特定する。
【００５４】
　本実施例では、障害報告に含まれる障害発生場所を示す情報が、セカンダリストレージ
装置１４０のディスク１４２という情報であるため、障害検出機能３０２は、コピーペア
テーブル内の１行目を本障害に関係のある情報として発見する。次に、障害検出機能３０
２は、発見した行の情報に、ポートＰ４とポートＰ５を用いてリモートコピーが行われて
いるという対応関係を取得する。この情報を基にして、ｉＳＣＳＩセッションテーブルを
検索すると、ｓｅｓｓｉｏｎ２というｉＳＣＳＩセッションと、ｓｅｓｓｉｏｎ４という
ｉＳＣＳＩセッションがポートＰ４とポートＰ５を用いて通信を行うセッションであるこ
とを発見する。次に、障害検出機能３０２は、発見したｉＳＣＳＩセッションがアクティ
ブセッションであるか否かを判定し、現在アクティブセッションでないものは本障害の影
響範囲から除外する。ここでは、ｓｅｓｓｉｏｎ４がアクティブでないセッションである
ため、影響範囲から除外され、ｓｅｓｓｉｏｎ１だけを本障害の影響範囲とする。
【００５５】
　次に、障害通知機能３０３は、ステップ９０４において、ステップ９０３で特定したｉ
ＳＣＳＩセッションのセッションＩＤであるｓｅｓｓｉｏｎ１を含む行をサービスグルー
プテーブルから検索し、ｓｅｓｓｉｏｎ１とｓｅｓｓｉｏｎ２を用いて通信を行うアプリ
ケーションＡＰ１に対するサービスを１行目に発見する。
【００５６】
　次に、障害通知機能３０３は、ステップ９０５において、ステップ９０４で特定した影
響範囲であるｓｅｓｓｉｏｎ１とｓｅｓｓｉｏｎ２に対する装置をｉＳＣＳＩセッション
テーブルから検索し、検索結果である業務サーバ１１０及びプライマリストレージ装置１
３０に対してのみ、通信３１１を介して、図１０の障害通知テーブルの情報を障害通知と
して発行する。また、障害情報表示のために、上記障害通知テーブルの情報を、通信３１
４を介して、セッション表示機能３０４に対して発行する。そして、次の障害発生に備え
て、本処理を再び繰り返すループに戻る。
【００５７】
　ステップ９０５において、障害通知機能３０３は、障害通知の内容を図１０に示す障害
通知テーブルとして自動生成する。障害通知テーブルは、ターゲット名、ｉＳＣＳＩセッ
ションＩＤ、障害発生場所、障害発生時刻、及び障害内容の各カラムから成り、最初のタ
ーゲット名のカラムは障害通知を発行するために必須のカラムである。但し、本通知にお
いて、一連のサービスの末端であるターゲットｔ１にのみ通知しても良いし、途中のプラ
イマリストレージ装置１３０に対して同時に通知を行っても良い。生成した障害通知テー
ブルの内容は、セッション管理機能１５１が、各装置への障害通知用としても、またセッ
ション表示用としても用いる。
【００５８】
　最後に、セッション表示機能３０４は、上記グルーピングされたｉＳＣＳＩセッション
情報を可視化するための機能である。セッション表示機能３０４の特徴は、ｉＳＣＳＩセ
ッションを生成可能な個所、実際にｉＳＣＳＩセッションを生成している個所、ｉＳＣＳ
Ｉセッションで発生した障害情報、その障害によって影響を受ける影響範囲、その障害に
よって消滅したｉＳＣＳＩセッションの情報などを１つの画面上で透過的に表示すること
にある。このとき、障害に関する情報は、障害通知機能３０３から通信３１４によって取
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得して上記画面上に表示される。また、ＩＰレイヤにおける論理構成情報と、ｉＳＣＳＩ
セッションの情報を重ねて表示する。
【００５９】
　更に、このセッション表示機能３０４の有する表示画面は、セッション集約機能３０１
が行うｉＳＣＳＩセッションの集約処理において、サービスグループテーブルを生成する
ためのポリシー、即ち、サービスグループの単位を管理者によって入力された新たなポリ
シーによって更新するためのインタフェースを有しており、その結果は、図３における通
信３０７を介して、セッション集約機能３０１に対して自動的に反映される。表示画面の
一例が、図１１に示されている。即ち、セッション表示機能３０４における表示画面を見
た管理者は、そこでの操作によって、セッション集約機能３０１でのセッションの情報を
管理用途毎のカテゴリに基づいてグルーピングし集約する機能についてフィードバックを
及ぼすことができる。
【００６０】
　図１１に示す表示画面は、ストレージセッション管理画面の一例であって、画面左側に
は構成情報画面が、また画面右側には操作パネル画面が表示されている。構成情報表示画
面は、図１に示すＩＰ－ＳＡＮのシステム構成図の骨格に対応する画面であり、静的論理
接続とともに動的論理接続（ストレージセッション）が示されている。図では、ストレー
ジ２の一方のディスクに障害が発生していることが表示されている。また、障害が発生し
た装置又はセッションのみならず、稼働情報に含まれる装置毎の性能情報を利用すること
で、性能低下した装置、又はその装置が属するストレージセッション又はストレージセッ
ショングループ毎に絞り込んで、表示／非表示（強調表示／非強調表示）することにより
、障害が正に生じている範囲の他、発生している性能低下の影響が及ぶ他の装置の範囲を
可視化することも好ましい。画面では、ストレージセッション内に含まれる装置の稼働情
報を一覧表示などの態様で表示させている。セッションの選択は、個々のセッションを単
位毎に選択可能及びセッショングループ全体を選択可能にすることができる。個々のセッ
ションを選択して、例えばダブルクリック操作をすることで、属性情報を展開させること
が好ましい。サーバ１からストレージ１に至るセッションについて、セッション情報とし
て、イニシエータ名とそのＩＰアドレスを含む接続元情報、ターゲット名とそのＩＰアド
レスを含む接続先情報、及びエラー統計及びアクティブ／非アクティブの状態に関するス
テータス情報を示すことができる。構成情報表示画面上でのクリック操作で、より選択し
た装置、又はその装置内の構成要素に関連したセッションのみを表示させることが好まし
い。セッショングループを選択した場合も、同様の操作によって、そのセッショングルー
プに属するすべてのセッションの属性情報を展開させることができる。
【００６１】
　操作パネルは、構成情報表示画面に表示すべきセッションを選択するセッション表示パ
ネルと、障害発生装置のリストとその中から選択指示可能な障害の影響範囲表示パネルと
、障害装置名、セッション名、通知項目及び通知先の各項目からなる障害通知ポリシーを
設定可能な設定ボタンからなる障害通知ポリシーの設定パネルと、セッションのリストと
通知項目とを指定して通知を指令する障害通知／管理用通知パネルとから成っている。セ
ッション表示パネルにおいては、ラジオボタンで選択した種類のセッションが構成情報表
示画面で強調表示される。全セッションを選択するとアクティブ／非アクティブのすべて
のセッションが表示されるが、異なる強調表示を行って違いを判別可能にするのが好まし
い。アクティブ／非アクティブを選択して絞り込み表示を行うことができる。また、セッ
ションのリストの中から任意のセッション（複数可）を選択して表示させることもできる
。表示ボタンを押した際のアクションは、構成情報表示画面内の該当セッションが完全に
表示／非表示にする方法と、すべてを表示しておいて強調有り／無しで表現する方法の２
通りを選択可能にすることができる。障害の影響範囲表示パネルにおいては、障害発生装
置のリストからある特定の装置（複数可）だけを絞り込んで表示可能とする。表示ボタン
を押した際のアクションは、セッション表示パネルの場合と同様にすることができる。障
害通知ポリシーの設定パネルにおいては、上記した各項目を指定した上で、設定ボタンを
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押す。設定した項目をデフォルト化することで、次回からの通知に同じ内容で利用しても
よい。障害通知／管理用通知パネルにおいては、障害の有無に関わらず、任意のタイミン
グで障害通知ボタンが押されたことを契機として、障害通知を発行することができる。通
知はセッション単位に行うが、障害通知ポリシーの設定パネルと同様に、装置単位で通知
先を指定してもよい。
【００６２】
　これらの一連のプロセスにより、従来のＩＰ－ＳＡＮにおいて、障害発生した場合は、
動的な接続関係がどうであるかに関係無く、静的な接続関係を有する全ての業務サーバに
対して障害通知が発行されていたものが、本発明によれば、ＩＰ－ＳＡＮのどこで障害が
発生しても、実際に本障害の影響を受けることが予見される時間的及びグループ的に範囲
を自動的に割り出し、その範囲だけに障害通知が発行される。このような障害時の対策を
取ることにより、ネットワークの規模に関わらず、不用意に障害通知の範囲が拡大するこ
とを回避でき、ネットワークへの負荷や、ユーザや業務サーバへの影響を最小限に抑制す
ることが可能となるというメリットがある。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】実施例１におけるＩＰ－ＳＡＮのシステム構成図。
【図２】実施例１におけるＩＰ－ＳＡＮの物理構成図。
【図３】セッション管理機能の機能モジュール図。
【図４】ステータステーブルの一例。
【図５】ｉＳＣＳＩセッションテーブルの一例。
【図６】コピーペアテーブルの一例。
【図７】経路テーブルの一例。
【図８】サービスグループテーブルの一例。
【図９】障害通知の一例。
【図１０】障害通知テーブルの一例。
【図１１】セッション表示機能が表示する表示画面の一例。
【符号の説明】
【００６４】
　１１０，１２０　業務サーバ
　１１１，１２１　アプリケーション
　ｉ１～ｉ３　イニシエータ
　ｔｉ～ｔ３　ターゲット
　Ｐ１～Ｐ１１　物理ポート
　１７０、１７１　ＩＰネットワーク
　１５０　ｉＳＣＳＩセッション管理サーバ
　１５１　セッション管理機能
　３００　状態収集機能
　３０１　セッション集約機能
　３０２　障害検出機能
　３０３　障害通知機能
　３０４　セッション表示機能
　１６０　ルータ
　１１２，１２２，１３４，１４４　ＤＧ情報
　１６１　ルーティング情報
　１１３，１２３，１６２，１３７，１４５　稼動情報
　１３５　コピーペア情報
　１３９，１４５　ディスクマネージャ
　２１０，２２０，２４２，２４４，２５２，２５４，２６３　ディスク
　２１１，２２１，２３１，２４１，２５１，２６０　ＣＰＵ
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　２１２，２２２，２３１，２４１，２５１，２６１　メモリ
　２１３，２３３，２３２，２４０，２５０，２６２　バスＩ／Ｆ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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【図１０】
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【図１１】
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