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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上位装置に接続され、前記上位装置からデータを受ける上位アダプタと、
　前記上位アダプタから書き込み又は読み出しされるデータ及び制御情報を保存するメモ
リと、
　前記メモリに保存されたデータの転送を制御するディスクアダプタと、
　第１の複数のディスクドライブ及び第２の複数のディスクドライブが行方向に配置され
、第３の複数のディスクドライブ及び第４の複数のディスクドライブが前記第１の複数の
ディスクドライブ及び前記第２の複数のディスクドライブと行を異にして行方向に配列さ
れ、前記第１の複数のディスクドライブ、前記第２の複数のディスクドライブ、前記第３
の複数のディスクドライブ及び前記第４の複数のディスクドライブより成り、各々にデー
タが格納される複数のディスクドライブと、
　前記行方向と直交する方向に配線されて前記第１の複数のディスクドライブの各々と１
対１で対応させて接続される第１の複数のデータ転送経路を、ディスクドライブごとに用
意したバイパス手段を介して第１のループ状のデータ転送経路に接続させ、前記ディスク
アダプタから転送されたデータを、前記第１のループ状のデータ転送経路と前記バイパス
手段を介して前記第１の複数のデータ転送経路に順次転送する第１のデータ中継装置と、
　前記行方向と直交する方向に配線されて前記第２の複数のディスクドライブの各々と１
対１で対応させて接続される第２の複数のデータ転送経路を、ディスクドライブごとに用
意したバイパス手段を介して第２のループ状のデータ転送経路に接続させ、前記ディスク
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アダプタから転送されたデータを、前記第２のループ状のデータ転送経路と前記バイパス
手段を介して前記第２の複数のデータ転送経路に順次転送する第２のデータ中継装置と、
　前記行方向に直交する方向に配線されて前記第３の複数のディスクドライブの各々と１
対１で対応させて接続される第３の複数のデータ転送経路を、ディスクドライブごとに用
意したバイパス手段を介して第３のループ状のデータ転送経路に接続させ、前記ディスク
アダプタから転送されたデータを、前記第３のループ状のデータ転送経路と前記バイパス
手段を介して前記第３の複数のデータ転送経路に順次転送する第３のデータ中継装置と、
　前記行方向に直交する方向に配線されて前記第４の複数のディスクドライブの各々と１
対１で対応させて接続される第４の複数のデータ転送経路を、ディスクドライブごとに用
意したバイパス手段を介して第４のループ状のデータ転送経路に接続させ、前記ディスク
アダプタから転送されたデータを、前記第４のループ状のデータ転送経路と前記バイパス
手段を介して前記第４の複数のデータ転送経路に順次転送する第４のデータ中継装置とを
有し、
　前記第１のデータ中継装置及び前記第３のデータ中継装置は前記第１の複数のディスク
ドライブと前記第３の複数のディスクドライブとの間に配置し、前記第２のデータ中継装
置及び前記第４のデータ中継装置は前記第２の複数のディスクドライブと前記第４の複数
のディスクドライブとの間に配置すると共に、前記第１のデータ中継装置と前記第２のデ
ータ中継装置とを同一の行方向に連続して配置し、前記第３のデータ中継装置と前記第４
のデータ中継装置とを同一の行方向に連続して配置し、
　前記それぞれのディスクドライブと前記それぞれのバイパス手段との間を接続する前記
第１，第２，第３，第４の複数のデータ転送経路を、前記行方向と直交する垂直方向に配
置した基板上に設けた配線長が略等しい配線で構成したことを特徴とするディスクアレイ
装置。
【請求項２】
　請求項１記載のディスクアレイ装置において、
　前記複数のディスクドライブを構成する各ディスクドライブは、ファイバーチャネル規
格のハードディスクドライブであることを特徴とするディスクアレイ装置。
【請求項３】
　請求項１記載のディスクアレイ装置において、
　前記複数のディスクドライブを構成する各ディスクドライブは、ＡＴＡ規格のシリアル
転送方式のハードディスクドライブであることを特徴とするディスクアレイ装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のディスクアレイ装置において、
　前記第１，第２，第３，第４のループ状のデータ転送経路に接続されたバイパス手段を
、各ループ状のデータ転送経路ごとに１つの集積回路とし、その１つの集積回路内のバイ
パス手段から前記それぞれのディスクドライブまでの配線長を略等しい配線で構成したこ
とを特徴とするディスクアレイ装置。
【請求項５】
　上位装置に接続され、前記上位装置からデータを受ける上位アダプタと、
　前記上位アダプタから書き込み又は読み出しされるデータ及び制御情報を保存するメモ
リと、
　前記メモリに保存されたデータの転送を制御するディスクアダプタと、
　第１の複数のディスクドライブ及び第２の複数のディスクドライブが行方向に配置され
、第３の複数のディスクドライブ及び第４の複数のディスクドライブが前記第１の複数の
ディスクドライブ及び前記第２の複数のディスクドライブと行を異にして行方向に配列さ
れ、前記第１の複数のディスクドライブ、前記第２の複数のディスクドライブ、前記第３
の複数のディスクドライブ及び前記第４の複数のディスクドライブより成り、各々にデー
タが格納される複数のディスクドライブとを有するディスクアレイ装置のデータ中継方法
において、
　前記ディスクアダプタと前記複数のディスクドライブとの間の接続として、
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　前記行方向と直交する方向に配線されて前記第１の複数のディスクドライブの各々と１
対１で対応させて接続される第１の複数のデータ転送経路を、ディスクドライブごとに用
意したバイパス手段を介して第１のループ状のデータ転送経路に接続させ、前記ディスク
アダプタから転送されたデータを、前記第１のループ状のデータ転送経路と前記バイパス
手段を介して前記第１の複数のデータ転送経路に順次転送する第１のデータ中継処理と、
　前記行方向と直交する方向に配線されて前記第２の複数のディスクドライブの各々と１
対１で対応させて接続される第２の複数のデータ転送経路を、ディスクドライブごとに用
意したバイパス手段を介して第２のループ状のデータ転送経路に接続させ、前記ディスク
アダプタから転送されたデータを、前記第２のループ状のデータ転送経路と前記バイパス
手段を介して前記第２の複数のデータ転送経路に順次転送する第２のデータ中継処理と、
　前記行方向に直交する方向に配線されて前記第３の複数のディスクドライブの各々と１
対１で対応させて接続される第３の複数のデータ転送経路を、ディスクドライブごとに用
意したバイパス手段を介して第３のループ状のデータ転送経路に接続させ、前記ディスク
アダプタから転送されたデータを、前記第３のループ状のデータ転送経路と前記バイパス
手段を介して前記第３の複数のデータ転送経路に順次転送する第３のデータ中継処理と、
　前記行方向に直交する方向に配線されて前記第４の複数のディスクドライブの各々と１
対１で対応させて接続される第４の複数のデータ転送経路を、ディスクドライブごとに用
意したバイパス手段を介して第４のループ状のデータ転送経路に接続させ、前記ディスク
アダプタから転送されたデータを、前記第４のループ状のデータ転送経路と前記バイパス
手段を介して前記第４の複数のデータ転送経路に順次転送する第４のデータ中継処理とを
行い、
　前記第１のデータ中継処理及び前記第３のデータ中継処理のデータ転送経路は前記第１
の複数のディスクドライブと前記第３の複数のディスクドライブとの間に配置し、前記第
２のデータ中継処理及び前記第４のデータ中継処理のデータ転送経路は前記第２の複数の
ディスクドライブと前記第４の複数のディスクドライブとの間に配置すると共に、前記第
１のデータ中継処理のデータ転送経路と前記第２のデータ中継処理のデータ転送経路とを
同一の行方向に連続して配置し、前記第３のデータ中継処理のデータ転送経路と前記第４
のデータ中継処理のデータ転送経路とを同一の行方向に連続して配置し、
　前記それぞれのディスクドライブと前記それぞれのバイパス手段との間を接続する前記
第１，第２，第３，第４の複数のデータ転送経路を、前記行方向と直交する垂直方向に配
置した基板上に設けた配線長が略等しい配線としたことを特徴とするディスクアレイ装置
のデータ中継方法。
【請求項６】
　請求項５記載のディスクアレイ装置のデータ中継方法において、
　前記複数のディスクドライブを構成する各ディスクドライブは、ファイバーチャネル規
格のハードディスクドライブであることを特徴とするディスクアレイ装置のデータ中継方
法。
【請求項７】
　請求項５記載のディスクアレイ装置のデータ中継方法において、
　前記複数のディスクドライブを構成する各ディスクドライブは、ＡＴＡ規格のシリアル
転送方式のハードディスクドライブであることを特徴とするディスクアレイ装置のデータ
中継方法。
【請求項８】
　請求項５～７のいずれか１項に記載のディスクアレイ装置のデータ中継方法において、
　前記第１，第２，第３，第４のループ状のデータ転送経路に接続されたバイパス手段を
、各ループ状のデータ転送経路ごとに１つの集積回路とし、その１つの集積回路内のバイ
パス手段から前記それぞれのディスクドライブまでの配線長を略等しい配線で構成したこ
とを特徴とするディスクアレイ装置のデータ中継方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明はデータが格納される複数のディスクドライブを有し、これら複数のディスクド
ライブを制御し上位装置からのデータを書き込み又は上位装置へのデータの読み出しを行
うようにしたディスクアレイ装置及びこのディスクアレイ装置のデータ中継方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　一般にデータが格納される複数のディスクドライブを有し、これら複数のディスクドラ
イブを制御し、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）やメモリを
備えたコンピュータより成る情報処理装置（上位装置）からのデータを書き込み又はこの
情報処理装置（上位装置）へのデータの読み出しを行うようにしたディスクアレイ装置が
提案されている。
【０００３】
　このディスクアレイ装置はディスク制御装置とディスク駆動装置とを備え、ディスク制
御装置が中央に配置され、その左右にディスク駆動装置が配置されている。ディスク制御
装置はディスクアレイ装置全体の制御を司る。ディスク駆動装置はディスクドライブを収
納する。ディスクドライブとしては、例えばハードディスクドライブや半導体記憶装置等
様々なものを採用することができる。
【０００４】
　ディスク制御装置は管理端末や、制御回路部、冷却用ファン、電源部等を備えている。
管理端末はディスク制御装置の前面に配置されている。この管理端末を用いることにより
、オペレータはディスクアレイ装置の保守、管理を行うことができる。
【０００５】
　制御回路部はディスクアレイ装置全体の制御を司るための各種装置が装着される部分で
ある。装着される装置としては、例えば後述するチャネルアダプタ（チャネル制御部）、
ディスクアダプタ（ディスク制御部）、キャッシュメモリ、共有メモリ等がある。冷却用
ファンはディスク制御装置を冷却するために用いられる。電源部はディスクアレイを稼働
させるために必要な電力を供給する。
【０００６】
　ディスク駆動装置には多数のディスクドライブが配置されている。ディスクドライブは
、ディスク駆動装置のディスクドライブ筐体に着脱可能なように格納されている。ディス
クドライブはディスクアレイ装置の前面側すなわち管理端末と同じ側に格納されるのみな
らず、後面側にも格納されている。
【０００７】
　特許文献１にディスクアレイ装置が開示されている。このディスクアレイ装置は、複数
のハードディスクドライブ（ＨＤＤ）を備えており、ファイバーチャネルアービトレイテ
ッドループ（Ｆｉｂｒｅ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ａｒｂｉｔｒａｔｅｄ　Ｌｏｏｐ（以下ＦＣ
－ＡＬループとも記す））及びポートバイパスサーキット（Ｐｏｒｔ　Ｂｙｐａｓｓ　Ｃ
ｉｒｃｕｉｔ（ＰＢＣ回路））を利用してこの複数のハードディスクドライブに対するデ
ータの書き込み又は読み出しを制御するものである。
【０００８】
　ところで、従来のディスクアレイ装置における複数のディスクドライブ４とＰＢＣ回路
１４を搭載したＰＢＣボード２０とのディスクドライブ筐体３ａ内の配置は、例えば図１
８Ａ及びＢに示す如く、ディスクドライブ筐体３ａ内の中央に４枚のＰＢＣボード２０を
ディスクドライブ４の配列方向に対し垂直に配し、この４枚のＰＢＣボード２０の左及び
右側に夫々２段構成の１６個のディスクドライブ（ハードディスクドライブ）４が水平方
向（行方向）に配置されていた。
【０００９】
　また、この４枚のＰＢＣボード２０には図１９に示す如く２系統を構成する２個のＬＳ
Ｉによる集積したＰＢＣ回路１４が搭載されると共に、複数のディスクドライブ４の夫々
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にインターフェース接続される複数の中継コネクタ２１が搭載され、このＬＳＩによるＰ
ＢＣ回路１４とこの複数の中継コネクタ２１とが配線により夫々接続されている。
【００１０】
　このＰＢＣボード２０の中継コネクタ２１と各ディスクドライブ４のポートとの接続は
、図１８Ｂに示す如く、この複数のディスクドライブ４の背面に固定された背面基板２２
に設けられた行方向の配線２２ａによるデータ転送経路により行われていた。
【特許文献１】特開２００１－２２２３８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　ところで、ＦＣ－ＡＬ（Ｆｉｂｅｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ａｒｂｉｔｒａｔｅｄ　Ｌｏｏ
ｐ）ループにおいてはシリアル転送によるループ構成をとることにより１Ｇｂｐｓ、２Ｇ
ｂｐｓの転送速度の通信が既に実用化され、現在４Ｇｂｐｓの実用化に向けて開発が進め
られている。
【００１２】
　この高速シリアル転送において大きな障害となっているのがＰＢＣボード２０、背面基
板２２等のプリント基板である。このプリント基板は高周波になると導体損、表皮効果に
加えて誘電損が大きくなり、結果的に高周波成分が減衰することになり、ローパスフィル
タを通したものと等価となる。
【００１３】
　このため、帯域制限を受けたパルスの立上がりが鈍ってしまう。これにより、短波長成
分の減衰、符号間干渉ＩＳＩ（Ｉｎｔｅｒ　Ｓｙｍｂｏｌ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ）
が生じ、ファイバーチャネル（Ｆｉｂｒｅ　Ｃｈａｎｎｅｌ）信号の品質を悪化させ、デ
ィスクドライブ４及びＰＢＣ回路１４の受信側のアイパターンの線幅が太くノイズやジッ
タが多くなって、アイパターンの開口率低下によりビットエラー率（ＢＥＲ）が低下する
ことになる。
【００１４】
　この結果、プリント基板上のファイバーチャネル信号伝送路の配線長及び転送周波数に
比例して伝送損失が大きくなるため、ＰＢＣ回路１４とディスクドライブ４との間の背面
基板２２上の配線長Ｌに比例してファイバーチャネル信号（ＦＣ信号）の減衰及び符号間
干渉（ＩＳＩ）が大きくなり、このファイバーチャネル信号の品質が低下する。
【００１５】
　以上のようなファイバーチャネル信号の品質低下を踏まえ、従来のディスクアレイ装置
では、複数のディスクドライブ４の送受信ポートをループ状に接続し、ファイバーチャネ
ル信号の送受信を行うＰＢＣ回路１４を搭載したＰＢＣボード２０が図１８Ａに示す如く
実装グループ（例えば１６個）の各ディスクドライブ４が水平方向に実装された中央位置
に配されていた。このため、各ディスクドライブ４とＰＢＣ回路１４との間の背面基板２
２上の水平方向の配線長Ｌが実装位置により異なっていた。
【００１６】
　例えばこのＰＢＣ基板２０に最も近いディスクドライブ４ａでは背面基板２２上の配線
長Ｌは、このディスクドライブ４ａの幅の約２５．４ｍｍの最短配線長で結線が可能であ
るが、このＰＢＣボード２０より最も遠いディスクドライブ４ｂでは背面基板２２上の配
線長Ｌはこのディスクドライブ４の幅２５．４ｍｍの８倍の約２０３．２ｍｍとなり、こ
の背面基板２２上の配線長Ｌはディスクドライブ４の搭載数に応じて長くなる。
【００１７】
　従って従来のディスクアレイ装置においては、ディスクドライブ４の実装位置に応じて
バックエンドにおけるファイバーチャネル信号の品質が異なり、この背面基板２２におけ
る配線長Ｌが長くなるに従って伝送路損失による高域成分の減衰、符号間干渉（ＩＳＩ）
等によるファイバーチャネル信号の品質が低下する不都合があった。
【００１８】
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　本発明は斯る点に鑑みディスクドライブの実装位置に応じたファイバーチャネルの信号
の品質の低下を改善することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明ディスクアレイ装置は、第１のデータ中継装置及び第３のデータ中継装置を第１
の複数のディスクドライブと第３の複数のディスクドライブとの間に配置し、第２のデー
タ中継装置及び第４のデータ中継装置を第２の複数のディスクドライブと第４の複数のデ
ィスクドライブと間に配置すると共に、第１のデータ中継装置と第２のデータ中継装置と
を同一の行方向に連続して配置し、第３のデータ中継装置と第４のデータ中継装置とを同
一の行方向に連続して配置し、それぞれのディスクドライブとそれぞれのバイパス手段と
の間を接続する第１，第２，第３，第４の複数のデータ転送経路を、行方向と直交する垂
直方向に配置した基板上に設けた配線長が略等しい配線で構成した。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、高容量化のためのディスクドライブ搭載数の増加に関係なくループ状
データ転送経路とディスクドライブとの間の複数のデータ転送経路の配線長を比較的短く
でき、信号減衰、符号間干渉（ＩＳＩ）等、さまざまな要因による信号品質低下を改善で
きる。
【００２４】
　また本発明によれば、ディスクドライブの実装位置に関係なくループ状データ転送経路
とこのディスクドライブとの間のデータ送受信転送経路の配線長の均一化が図れるので、
ディスクドライブの実装位置に関係なく、データの誤り率（ＢＥＲ）を同じにできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、図面を参照して本発明ディスクアレイ装置及びディスクアレイ装置のデータ中継
方法を実施するための最良の形態の例につき説明する。
【００２６】
　図１は本例によるディスクアレイ装置の全体構成の外観を示す。この図１に示すディス
クアレイ装置１はディスク制御装置２とディスク駆動装置３とを備え、ディスク制御装置
２が収納されたコントローラ筐体２ａが中央に配置され、その左右にディスク駆動装置３
が収納されたディスクドライブ筐体３ａが配置されている。ディスク制御装置２はディス
クアレイ装置１全体の制御を司る。ディスク駆動装置３はディスクドライブ４を設けてい
る。ディスクドライブ４としては、例えばハードディスクドライブ（ＨＤＤ）や半導体記
憶装置等様々なものを採用することができる。
【００２７】
　ディスク制御装置２は、管理端末５、制御回路部６、冷却用ファン７、電源部８等を備
えている。管理端末５はディスク制御装置２の前面に配置されている。図１において管理
端末５はノート型コンピュータの形態をしており、折りたたみ可能に構成されたディスプ
レイ装置とキーボード装置とを備えている。この管理端末５を用いることにより、オペレ
ータはディスクアレイ装置１の保守、管理を行うことができる。
【００２８】
　制御回路部６はディスクアレイ装置１全体の制御を司るための各種装置が装着される部
分である。装着される装置としては、例えば後述するチャネルアダプタ（チャネル制御部
）９、ディスクアダプタ（ディスク制御部）１０、キャッシュメモリ１１、共有メモリ１
２等がある。冷却用ファン７はディスク制御装置２を冷却するために用いられる。電源部
８はディスクアレイ装置１を稼働させるために必要な電力を供給する。
【００２９】
　ディスク駆動装置３には多数のディスクドライブ４が配置されている。その様子を図２
Ａ，Ｂ，Ｃに示す。図２Ａは前面、図２Ｂは側面、図２Ｃは後面を示す。ディスクドライ
ブ４は、ディスク駆動装置３のディスクドライブ筐体３ａに着脱可能なように格納されて
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いる。ディスクドライブ４は、ディスクアレイ装置１の前面側すなわち管理端末５と同じ
側に格納されるのみならず、後面側にも格納されている。またＬＥＤ（ｌｉｇｈｔ－ｅｍ
ｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ）表示部が設けられており、各ディスクドライブ４の動作状態
をＬＥＤの点灯や点滅等により表示することができる。
【００３０】
　なおディスクアレイ装置１の構成やその構成要素の配置は上記の内容に限られるもので
はない。例えば管理端末５はディスクアレイ装置１に組み込まれている必要は無く、通信
ネットワークで結ばれた遠隔地のコンピュータとすることもできる。またノート型コンピ
ュータの形態に限られず、例えばデスクトップ型の形態とすることもできる。またディス
ク制御装置２とディスク駆動装置３とが一体的に構成されるようにすることもできる。
【００３１】
　図３Ａは、ディスクアレイ装置１のディスク制御装置２とディスク駆動装置３との間の
ＦＣ－ＡＬ接続構成を示す。図３Ｂはその一部拡大図であるが、ＰＢＣボード２０のＣＬ
１（２０ｃ）は接続関係を明確にするため、その向きを変えて表現している。またこの図
３Ｂにおいてはディスクドライブ４としてＦＣＨＤＤの以外にＳＡＴＡＨＤＤ及びＳＥＳ
ＨＤＤが使用できることを示している。
【００３２】
　このＦＣ（Ｆｉｂｒｅ　Ｃｈａｎｎｅｌ）ＨＤＤはファイバーチャネル（Ｆｉｂｒｅ　
Ｃｈａｎｎｅｌ）の規格に沿って形成されたハードディスクドライブでＦＣ－ＡＬループ
に接続できるようになされたディスクドライブであり、伝送速度は１～２Ｇｂｐｓである
。
【００３３】
　またＳ（Ｓｅｒｉａｌ）ＡＴＡＨＤＤは、ＡＴＡ仕様で採用されていたパラレル転送方
式をシリアル転送方式にしたハードディスクドライブで、シンプルなケーブルで高速な伝
送速度（例えば１．５Ｇｂｐｓ）ができ、しかも安価である。
【００３４】
　然しながらＳＡＴＡＨＤＤをディスクドライブ４として使用したときにはＦＣＨＤＤを
使用したときに比較し、信号品質の劣化が大きい。このためＳＡＴＡＨＤＤをディスクド
ライブ４と使用したディスクアレイ装置に後述する本例を適用したときは更に有効である
。
【００３５】
　また、ＳＥＳ（ＳＣＳＩ　Ｅｎｃｌｏｓｕｒｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ）ＨＤＤとは、ディ
スクアダプタ１０と、ディスクドライブ４の電源供給を制御する電源コントローラとを通
信可能に接続するように動作させる機能を有するディスクドライブ４をいう。ＳＥＳＨＤ
Ｄは、ＳＣＳＩ３（Ｓｍａｌｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ
　３）規格に規定されるＳＥＳ（ＳＣＳＩ　Ｅｎｃｌｏｓｕｒｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ）や
ＥＳＩ（Ｅｎｃｌｏｓｕｒｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｉ／Ｆ）の機能を備えており、ＳＥＳＨ
ＤＤが備えるインターフェースコネクタの所定の信号ピンを結線することで、ＳＥＳやＥ
ＳＩとして機能させることができる。
【００３６】
　図４は、このディスクアレイ装置１の全体構成を示すブロック図を示すものである。
　ディスク制御装置２は、情報処理装置１００からデータ入出力要求を受信し、ディスク
駆動装置３が備えるディスクドライブ４に記憶されているデータに対するデータ入出力を
行う。
【００３７】
　ここで情報処理装置１００はＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉ
ｔ）やメモリを備えたコンピュータである。情報処理装置１００が備えるＣＰＵにより各
種プログラムが実行されることにより、様々な機能が実現される。情報処理装置１００は
例えば銀行の自動預金預け払いシステムや航空機の座席予約システム等における中枢コン
ピュータとして利用されるようにすることもできる。
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【００３８】
　ディスク制御装置２は、チャネルアダプタ（チャネル制御部）９、キャッシュメモリ１
１、共有メモリ１２、ディスクアダプタ（ディスク制御部）１０、管理端末（図４におい
てはＳＶＰと記載されている）５を備える。
【００３９】
　チャネルアダプタ９は、情報処理装置１００との通信インターフェースを備え、情報処
理装置１００との間でデータ入出力要求等を授受する。なおチャネルアダプタ９は、複数
の情報処理装置１００との間でデータ入出力要求を授受するように構成することもできる
。この場合、ディスク制御装置２は複数のチャネルアダプタ９を設けるようにすることも
できる。また、チャネルアダプタ９と情報処理装置１００との間は、ネットワークにより
接続されるようにすることもできる。
【００４０】
　キャッシュメモリ１１及び共有メモリ１２は、チャネルアダプタ９とディスクアダプタ
１０との間で授受されるデータやコマンドを記憶するメモリである。例えば情報処理装置
１００から受信したデータ入出力要求が書き込み要求であった場合には、チャネルアダプ
タ９は、当該書き込み要求を共有メモリ１２に書き込むと共に、情報処理装置１００から
受信した書き込みデータをキャッシュメモリ１１に書き込む。
【００４１】
　そうすると、ディスクアダプタ１０は共有メモリ１２に書き込まれた当該書き込み要求
に従って、キャッシュメモリ１１から書き込みデータを読み出して、そのデータをディス
クドライブ４に書き込む。
【００４２】
　ディスクアダプタ１０は、ディスクドライブ４と通信を行うことによりディスクドライ
ブ４に対するデータの入出力を行う。データの入出力は、図４に示すようにファイバーチ
ャネル規格のＦＣ－ＡＬ（Ｆｉｂｅｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ａｒｂｉｔｒａｔｅｄ　Ｌｏｏ
ｐ）によって定められるループ（以下、ＦＣ－ＡＬループとも記す）を構成する通信路１
３を介して行われる。通信速度は例えばファイバーチャネル規格により定められる１Ｇｂ
ｐｓ、又は２Ｇｂｐｓである。その他の通信速度とするようにすることもできる。
【００４３】
　なお、チャネルアダプタ９、ディスクアダプタ１０、キャッシュメモリ１１、共有メモ
リ１２は、本例のようにそれぞれ別個として設けられる必要はなく、例えば一体的に構成
されるようにすることもできる。また、これらのうちの少なくともいずれかの組み合わせ
が一体的に構成されるようにすることもできる。
【００４４】
　また、チャネルアダプタ９、ディスクアダプタ１０、キャッシュメモリ１１、共有メモ
リ１２は、図４に示すようにバスで接続されるようにすることもできるし、スイッチで接
続されるようにすることもできる。さらにネットワークで接続されるようにすることもで
きる。この場合、ネットワークとしてＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）
を構成するようにすることもできる。
【００４５】
　図５は、ディスクアダプタ１０がＦＣ－ＡＬループを構成する通信路１３によりディス
クドライブ４と接続される様子を示す。
　図５に示すようにＦＣ－ＡＬループは、ＰＢＣ（Ｐｏｒｔ　Ｂｙｐａｓｓ　Ｃｉｒｃｕ
ｉｔ）回路１４が備えるマルチプレクサ１５にディスクアダプタ１０やディスクドライブ
４、ＣＤＲ（Ｃｌｏｃｋ　Ｄａｔａ　Ｒｅｃｏｖｅｒｙ）回路１６を接続することにより
構成することができる。ＣＤＲ回路１６は、通信路１３を介して授受されるデータの乱れ
、例えばジッタを抑制するための回路である。
【００４６】
　各マルチプレクサ１５のセレクト信号は、各マルチプレクサ１５の“１”で示される側
の入力と、“０”で示される側の入力とのいずれかを選択する。マルチプレクサ１５に、
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ディスクドライブ４が接続された場合に、マルチプレクサ１５の“１”で示される側の入
力が選択されるようにセレクト信号が入力される。マルチプレクサ１５にディスクドライ
ブ４が接続されない場合には、マルチプレクサ１５の“０”で示される側の入力が選択さ
れるようにセレクト信号が入力される。
【００４７】
　ＰＢＣ回路１４は、ディスクドライブ４に障害が起きたときに、障害が起きたディスク
ドライブ４をＦＣ－ＡＬループから切り離すものとして利用される。障害が起きたハード
ディスクドライブ４をＦＣ－ＡＬループから切り離すことの指示は、ディスクアダプタ１
０から指示され、かかる指示の伝達方法としては、ＦＣ－ＡＬループを利用する場合と、
ディスクアダプタ１０とＰＢＣ回路１４とを結線した信号線を利用する場合とがある。
【００４８】
　あるディスクドライブ４に障害が発生したことが検出された場合には、当該ディスクド
ライブ４が接続されているマルチプレクサ１５の“０”で示される側の入力が選択される
ようにセレクト信号が入力される。各マルチプレクサ１５のセレクト信号の入力は、それ
ぞれに接続されるディスクアダプタ１０やディスクドライブ４、ＣＤＲ回路１６により行
われる様にすることもできるし、例えばディスクアダプタ１０により集中して行われる様
にすることもできる。
【００４９】
　なおＰＢＣ回路１４が備えるマルチプレクサ１５の数は、図５に示した例に限られない
。例えば図２に示すディスク駆動装置３の例において、横１列に配列された１６台のディ
スクドライブ４毎に１つのＰＢＣ回路１４を設ける場合には、一つのＰＢＣ回路１４が備
えるマルチプレクサ１５の数は、１台のディスクアダプタ１０と最大１６台のディスクド
ライブ４とを接続してＦＣ－ＡＬループを構成可能とするために、少なくとも１７台は必
要である。
【００５０】
　また、ＣＤＲ回路１６はＰＢＣ回路１４と一体的に構成するようにすることもできる。
例えば図５に示すＰＢＣ回路１４において、左右両端のマルチプレクサ１５にはＣＤＲ回
路１６がＰＢＣ回路１４を構成する基板上に構成されるようにすることもできる。
【００５１】
　本例においては、ディスクドライブ４をディスクドライブ筐体３ａ内に配置するのに図
１、図２Ａ及びＣに示す如く第１の複数、例えば８個のディスクドライブ４１及び第２の
複数、例えば８個のディスクドライブ４２を行方向（ディスクドライブ筐体３ａの横方向
）に配置し、第３の複数、例えば８個のディスクドライブ４３及び第４の複数、例えば８
個のディスクドライブ４４をこの第１の複数のディスクドライブ４１及びこの第２の複数
のディスクドライブ４２と行を異にして行配列する。全てのディスクドライブ４を上述同
様にして配置収納する。
【００５２】
　また、本例においては、図５及び図７に示す如きＰＢＣ（Ｐｏｒｔ　Ｂｙｐａｓｓ　Ｃ
ｉｒｃｕｉｔ）回路１４、ＣＤＲ回路１６等より構成した第１のＦＣ－ＡＬループ（第１
のループ状の転送経路）が設けられた第１のＰＢＣボード２０ａと、ＰＢＣ回路１４、Ｃ
ＤＲ回路１６等より構成した第２のＦＣ－ＡＬループ（第２のループ状の転送経路）が設
けられた第２のＰＢＣボード２０ｂと、ＰＢＣ回路１４、ＣＤＲ回路１６等より構成した
第３のＦＣ－ＡＬループ（第３のループ状転送経路）が設けられた第３のＰＢＣボード２
０ｃと、ＰＢＣ回路１４、ＣＤＲ回路１６等より構成した第４のＦＣ－ＡＬループ（第４
のループ状転送経路）が設けられた第４のＰＢＣボード２０ｄが形成される。
【００５３】
　図１、図２Ａ及びＣに示す如く、この第１のＰＢＣボード２０ａ及び第３のＰＢＣボー
ド２０ｃをこの第１の複数のディスクドライブ４１とこの第３の複数のディスクドライブ
４３との間に配置し、この第２のＰＢＣボード２０ｂ及び第４のＰＢＣボード２０ｄをこ
の第２の複数のディスクドライブ４２と第４の複数のディスクドライブ４４との間に配置
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する。
【００５４】
　また、本例においては、この第１、第２、第３及び第４のＰＢＣボード２０ａ，２０ｂ
，２０ｃ及び２０ｄの第１、第２、第３及び第４の複数のディスクドライブ４１，４２，
４３及び４４に接続する第１、第２、第３及び第４の複数のデータ転送経路２２ｂを夫々
接続する複数の中継コネクタ２１ａ，２１ａ‥‥を図７に示す如く各ディスクドライブ４
，４‥‥に対向してこのＰＢＣボード２０ａ，２０ｂ，２０ｃ，２０ｄの行方向（横方向
）に分散して配置する。この図６Ａ及びＢ、図７例は第１のＰＢＣボード２０ａ及び第２
のＰＢＣボード２０ｂを一体とし、第３のＰＢＣボード２０ｃ及び第４のＰＢＣボード２
０ｄを一体とした例を示す。
【００５５】
　また本例においては、背面基板２２に形成するこの中継コネクタ２１，２１‥‥と、こ
の第１、第２、第３及び第４の複数のディスクドライブ４１，４２，４３及び４４とを接
続する第１、第２、第３及び第４の複数のデータ転送経路の配線２２ｂを、図６Ａに仮想
的に示す如く行方向と直交する方向（ディスクボード筐体３ａの縦方向）とし、その長さ
をディスクドライブ４の高さの略半分例えば５０ｍｍの一定の長さとする。
【００５６】
　この場合、第１、第２、第３及び第４の複数のディスクドライブ４１，４２，４３及び
４４と接続される第１、第２、第３及び第４の複数のデータ転送経路２２ｂを、第１、第
２、第３及び第４のループ状のデータ転送経路によって接続させ、ディスクアダプタ１０
から転送されたデータをこの第１、第２、第３及び第４のループ状のデータ転送経路（Ｆ
Ｃ－ＡＬループ）を介して、この第１、第２、第３及び第４の複数のデータ転送経路２２
ｂに順次転送する。
【００５７】
　また本例においては、図７に示す如く、第１、第２、第３及び第４のＰＢＣボード２０
ａ，２０ｂ，２０ｃ及び２０ｄの第１、第２、第３及び第４のループ状データ転送路のＰ
ＢＣ回路１４のマルチプレクサ１５を行方向（横方向）に分散して配置し、この第１、第
２、第３及び第４のループ状転送経路のＰＢＣ回路１４のマルチプレクサ１５と対応する
複数の中継コネクタ２１ａ，２１ａ‥‥までの配線長を略等しくする。
【００５８】
　本例によれば第１のＰＢＣボード２０ａ及び第３のＰＢＣボード２０ｃを第１の複数の
ディスクドライブ４１と第３の複数のディスクドライブ４３との間に水平方向に配置し、
第２のＰＢＣボード２０ｂ及び第４のＰＢＣボード２０ｄを第２の複数のディスクドライ
ブ４２と第４の複数のディスクドライブ４４との間に水平方向に配置したので、この第１
、第２、第３及び第４のＰＢＣボード２０ａ，２０ｂ，２０ｃ及び２０ｄの第１、第２、
第３及び第４のループ状のデータ転送経路（ＦＣ－ＡＬループ）と、第１、第２、第３及
び第４の複数のディスクドライブ４１，４２，４３及び４４とを接続する第１、第２、第
３及び第４の複数のデータ転送経路の配線を夫々行方向と直交する方向とし、この夫々の
配線を比較的短い同一の長さ例えば５０ｍｍとできる。即ち、図１６に示す如くＰＢＣ回
路１４とディスクドライブ４との間の背面基板２２上の配線２２ｂの長さＬを同一の長さ
の例えば５０ｍｍとすることができる。
【００５９】
　この配線長を例えば５０ｍｍとしたときには通常のプリント基板で図８に示す如く各符
号間干渉（ＩＳＩ）を全て同一の－５．６３ｄＢとすることができる。この図８は配線長
が５０ｍｍのときの転送速度と振幅減衰の特性を示す。
【００６０】
　このため、本例によれば高容量化のためのディスクドライブ４の搭載数の増加に関係な
く、ループ状データ転送経路とディスクドライブ４との間の複数のデータ転送経路２２ｂ
の配線長を比較的短くすることができ、信号減衰、符号間干渉（ＩＳＩ）等、さまざまな
要因による信号品質低下を改善できる。
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【００６１】
　また本例によれば、ディスクドライブ４の実装位置に関係なくループ状データ転送経路
とこのディスクドライブとの間のデータ送受信転送経路２２ｂの配線長の均一化を図るこ
とができるので、ディスクドライブ４の実装位置に関係なく、データの誤り率（ＢＥＲ）
を同じにできる。
【００６２】
　また本例によれば、第１、第２、第３及び第４のＰＢＣボード２０ａ，２０ｂ，２０ｃ
及び２０ｄを行方向に配列した複数のディスクドライブ４１，４２，４３，４４に対して
水平方向に実装したことによってＦＣ－ＡＬループの配線領域が広くできるため、スルー
ホール、ビア等のインピーダンス不整合部分を極力少なくすることができると共に、信号
反射、クロストーク等の信号品質低下要因を排除することができる。
【００６３】
　なお、上述図７例ではＰＢＣボード２０ａ，２０ｂ，２０ｃ，２０ｄのＰＢＣ回路１４
（マルチプレクサ１５）を行方向に分散した例につき述べたが、図９に示す如く図５、図
７に示す如き複数のＰＢＣ回路１４、マルチプレクサ１５等を高集積化した１個の高集積
回路（ＬＳＩ）より成る多ポートのＰＢＣ回路１４としても良い。この場合、図９に示す
如くこのＰＢＣボード２０ａ，２０ｂ，２０ｃ，２０ｄの第１、第２、第３、第４のルー
プ状データ転送経路（ＦＣ－ＡＬループ）より対応する複数の中継コネクタ２１ａ，２１
ａ‥‥までの配線３１の配線長を略等しくする。この夫々のＰＢＣボード２０ａ，２０ｂ
，２０ｃ，２０ｄの配線３１は夫々１つのＦＣ－ＡＬループを形成している。
【００６４】
　また、１個の多ポートのＰＢＣ回路１４を使用したときには、図９例の代わりに図１０
に示す如く、この第１、第２、第３、第４のＰＢＣボード２０ａ，２０ｂ，２０ｃ，２０
ｄの第１、第２、第３、第４のループ状データ転送経路より対応する複数の中継コネクタ
２１ａ，２１ａ‥‥間に夫々バッファアンプ３０，３０‥‥を設けるようにしても良い。
【００６５】
　この図９、図１０例においては、図７例と同様の作用効果が得られると共にＰＢＣ回路
１４はディスクドライブ４に障害が起きたときにこの障害の起きたディスクドライブをＦ
Ｃ－ＡＬループから切り離すのに使用しているが、このＰＢＣ回路１４をディスクアダプ
タ１０からデータ格納先のディスクドライブ４へ、又はデータ格納先のディスクドライブ
４からディスクアダプタ１０へデータを転送する場合に、ディスクドライブ４の実装位置
に関係なく転送特性が一定となり有効である。
【００６６】
　また、上述例においては、第１のＰＢＣボード２０ａ及び第３のＰＢＣボード２０ｃを
第１の複数のディスクドライブ４１と第３の複数のディスクドライブ４３との間に配置し
、第２のＰＢＣボード２０ｂ及び第４のＰＢＣボード２０ｄを第２の複数のディスクドラ
イブ４２と第４の複数のディスクドライブ４４との間に配置した例につき述べた。この代
わりに図１１Ａ及びＢに示す如く、この第１のＰＢＣボード２０ａ及び第３のＰＢＣボー
ド２０ｃを第１の複数のディスクドライブ４１と第３の複数のディスクドライブ４３との
間に対応する背面基板２２のディスクドライブ側とは反対面（後方）にこの背面基板２２
に直交（水平方向）する如く配置（固定）し、この第２のＰＢＣボード２０ｂ及び第４の
ＰＢＣボード２０ｄをこの第２の複数のディスクドライブ４２と第４のディスクドライブ
４４との間に対応する背面基板２２のディスクドライブ側とは反対面（後方）にこの背面
基板２２に直交（水平方向）する如く配置（固定）するようにしても良い。
【００６７】
　この場合も上述例同様の作用効果が得られることは容易に理解できよう。
【００６８】
　ところで、ディスクアレイ装置においてディスクドライブ４の数が増加し４Ｇｂｐｓの
ＦＣ－ＡＬループを使用するようになったときは背面基板２２の行方向と直交する方向に
配線されて、第１、第２、第３及び第４の複数のディスクドライブ４１，４２，４３及び
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４４に接続される第１、第２、第３及び第４の複数のデータ転送経路を構成する配線２２
ｂの長さを例えば５０ｍｍとしたときにも、送信側（ＰＢＣボード２０ａ，２０ｂ，２０
ｃ，２０ｄ側又は各ディスクドライブ４側）と受信側（各ディスクドライブ４側又はＰＢ
Ｃボード２０ａ，２０ｂ，２０ｃ，２０ｄ側）との間の最長記録波長及び最短記録波長の
減衰が例えば図１７、図１２に示す如く異なっている。図１７は背面基板（プリント基板
）２２の配線２２ｂの配線長とＦＣ信号（４Ｇｂｐｓ）減衰との関係及び符号間干渉（Ｉ
ＳＬ）を示す。図１７は最短記録波長の振幅減衰が最長記録波長振幅減衰より大きく且つ
配線長が長くなるに従ってその差が大きくなることを示し、図１２はその波形を示してい
る。
【００６９】
　そこで本例においては、この場合図１３に示す如く、図６に示す如き背面基板２２のデ
ータ転送経路を構成する配線２２ｂの夫々のデータの送信側（ＰＢＣボード２０ａ，２０
ｂ，２０ｃ，２０ｄ側又は各々のディスクドライブ４側）に振幅調節回路５０及び部分強
調回路（プリエンファシス回路）５１を設けて、この振幅減衰差の不都合を補う如くして
いる。
【００７０】
　この図１３において、５０ａはデータである現在のファイバーチャネル信号（ＦＣ信号
）が入力されるデータ入力端子、５０ｂはこのＦＣ信号の記録波長に応じた振幅調節信号
が供給されるＦＣ振幅調節信号入力端子である。
【００７１】
　この振幅調節回路５０はデータ入力端子５０ａをインバータ回路５０ｃを介してドレイ
ン同志が接続されたＰ形電界効果トランジスタ５０ｅ及びｎ形電界効果トランジスタ５０
ｆの夫々のゲートに接続し、この電界効果トランジスタ５０ｅのソースをＰ形電界効果ト
ランジスタ５０ｄのドレインに接続し、この電界効果トランジスタ５０ｄのソースを電源
端子Ｖｃｃに接続し、また電界効果トランジスタ５０ｆのソースをｎ形電界効果トランジ
スタ５０ｇのドレインに接続し、この電界効果トランジスタ５０ｇのソースを接地する。
【００７２】
　またＦＣ振幅調節信号入力端子５０ｂをインバータ回路５０ｈ及び５０ｉの直列回路を
介して電界効果トランジスタ５０ｇのゲートに接続し、このインバータ回路５０ｈ及び５
０ｉの接続中点を電界効果トランジスタ５０ｄのゲートに接続し、電界効果トランジスタ
５０ｅのコレクタ及び電界効果トランジスタ５０ｆのコレクタとの接続点を転送経路（配
線）２２ｂの送信側端に接続する。
【００７３】
　また部分強調回路（プリエンファシス回路）５１はデータ入力端子５０ａをインバータ
回路５１ｂ及び５１ｃの直列回路を介してドレイン同志が接続されたＰ形電界効果トラン
ジスタ５１ｅ及びｎ形電界効果トランジスタ５１ｆの夫々のゲートに接続し、この電界効
果トランジスタ５１ｅのソースをＰ形電界効果トランジスタ５１ｄのドレインに接続し、
この電界効果トランジスタ５１ｄのソースを電源端子Ｖｃｃに接続し、また電界効果トラ
ンジスタ５１ｆのソースをｎ形電界効果トランジスタ５１ｇのドレインに接続し、この電
界効果トランジスタ５１ｆのソースを接地する。
【００７４】
　またＦＣ信号の記録波長に応じたプリエンファシス調節信号が供給されるプリエンファ
シス調節信号入力端子５１ａをインバータ回路５１ｈ及び５１ｉの直列回路を介して電界
効果トランジスタ５１ｇのゲートに接続し、このインバータ回路５１ｈ及び５１ｉの接続
中点を電界効果トランジスタ５１ｄのゲートに接続し、電界効果トランジスタ５１ｅのコ
レクタ及び電界効果トランジスタ５１ｆのコレクタとの接続点を転送経路（配線）２２ｂ
の送信側端に接続する。
【００７５】
　従ってこのデータの転送経路２２ｂの送信側に振幅調節回路５０の出力信号とこの部分
強調回路５１の出力信号とが合成された図１４に示す如きＦＣ信号の送信信号が供給され
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る。この図１４は短記録波長になるに従って振幅が大きくなり長記録波長になるに従って
振幅が小さくなっていることを示している。
【００７６】
　この場合このデータの転送経路２２ｂの受信側５２においては、図１５に示す如くＦＣ
信号の最長記録波長ＶｌｆとＦＣ信号の最短記録波長Ｖｈｆとの振幅を略同じ大きさとす
ることができる。この図１５の波形は図１４に示す如く記録波長に応じて振幅を調節する
ことにより受信側５２で良好な波形を得ることができることを示している。
【００７７】
　従って背面基板２２のデータの転送経路２２ｂの送信側に図１３に示す如き振幅調節回
路５０及び部分強調回路５１を設けたときには更に信号品質が改善され、ビット誤り率を
低減することができると共にディスクドライブ４の実装位置間の信号品質のバラツキをな
くすことができ、また４ＧｂｐｓのＦＣ－ＡＬループを使用したときにも対応できる。
【００７８】
　本発明は上述例に限ることなく本発明の要旨を逸脱することなくその他種々の構成が採
り得ることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】本発明ディスクアレイ装置の全体の外観を示す斜視図である。
【図２】本発明の要部の例を示し、Ａは前面図、Ｂは側面図、Ｃは背面図である。
【図３】図１例のＦＣ－ＡＬ接続例を示す線図である。
【図４】図１例のブロック図である。
【図５】ＦＣ－ＡＬループの例を示す結線図である。
【図６】本発明の要部の例を示し、Ａは正面図、Ｂは側面図である。
【図７】本発明によるＰＢＣボードの例を示す構成図である。
【図８】本発明の説明に供する線図である。
【図９】本発明によるＰＢＣボードの他の例を示す構成図である。
【図１０】本発明によるＰＢＣボードの他の例を示す構成図である。
【図１１】本発明の要部の他の例を示し、Ａは正面図、Ｂは側面図である。
【図１２】本発明の説明に供する線図である。
【図１３】本発明に適用して好適な回路例を示す結線図である。
【図１４】図１３の説明に供する線図である。
【図１５】図１３の説明に供する線図である。
【図１６】背面基板の接続例を示す構成図である。
【図１７】ＦＣ信号減衰と配線長との関係を示す線図である。
【図１８】従来のディスクアレイ装置の要部を示し、Ａは正面図、Ｂは側面図である。
【図１９】従来のＰＢＣボードの例を示す構成図である。
【符号の説明】
【００８０】
　１‥‥ディスクアレイ装置、２‥‥ディスク制御装置、２ａ‥‥コントローラ筐体、３
‥‥ディスク駆動装置、３ａ‥‥ディスクドライブ筐体、４‥‥ディスクドライブ、９‥
‥チャネルアダプタ、１０‥‥ディスクアダプタ、１１‥‥キャッシュメモリ、１２‥‥
共有メモリ、１３‥‥通信路、１４‥‥ＰＢＣ回路、１５‥‥マルチプレクサ、１６‥‥
ＣＤＲ回路、２０ａ，２０ｂ，２０ｃ，２０ｄ‥‥ＰＢＣボード、２１ａ‥‥中継コネク
タ、２２‥‥背面基板、２２ｂ‥‥データ転送経路、３０‥‥バッファアンプ、４１，４
２，４３，４４‥‥複数のディスクドライブ、５０‥‥振幅調節回路、５１‥‥部分強調
回路
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【図７】 【図８】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】 【図１８】
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