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(57)【要約】
【課題】ＯＳやＢＩＯＳで認識できないＬＵＮに対応す
るアクセス対象を、認識させることのできる論理ユニッ
ト番号管理装置を提供する。
【解決手段】論理ユニット番号管理装置１が、ＬＵＮ管
理テーブルに格納されるＬＵＮと論理識別情報との対応
関係を外部からの変更要求に基づいて変更し、その変更
要求に基づいてＬＵＮ管理テーブルを変更した場合に、
アクセス処理部へ当該変更完了を通知する。そして、Ｍ
ＰＵのアクセス処理部は、変更完了の通知後に、ＬＵＮ
管理テーブルに格納されたＬＵＮの何れかに対応する論
理識別情報で示されるアクセス対象へアクセスし、ＢＭ
Ｃのアクセス制御部が、当該アクセスを制御して、アク
セス対象に記録された情報等のエミュレーション処理を
行う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクセス対象に対応して設定された論理識別情報を識別する論理ユニット番号を用いて
前記アクセス対象との間の情報処理を行うアクセス処理部と、
　前記論理識別情報と前記論理ユニット番号との対応関係を格納した論理ユニット番号管
理テーブルを記憶する論理ユニット番号管理テーブル記憶部と、
　前記論理ユニット番号管理テーブルに格納される前記対応関係を外部からの変更要求に
基づいて変更する論理ユニット番号管理テーブル変更部と、
　前記変更要求に基づいて前記論理ユニット番号管理テーブルを変更した場合に、前記ア
クセス処理部へ当該変更完了を通知する変更完了通知部と、
　前記変更完了の通知後に、前記論理ユニット番号管理テーブルに格納された論理ユニッ
ト番号の何れかに対応する前記論理識別情報で示される前記アクセス対象へのアクセスを
制御するアクセス制御部と、
　を備えることを特徴とする論理ユニット番号管理装置。
【請求項２】
　前記変更完了通知部は、前記変更後の前記論理ユニット番号管理テーブルに登録されて
いる論理ユニット番号の数を前アクセス処理部へ通知し、
　前記アクセス処理部は、通知を受けた前記論理ユニット番号の数に応じて予め定められ
た論理ユニット管理番号の何れかに対応する前記論理識別情報で示される前記アクセス対
象へのアクセスを制御する
　ことを特徴とする請求項１に記載の論理ユニット番号管理装置。
【請求項３】
　前記アクセス対象は、通信ネットワークを介して接続された他装置に備わる記憶装置で
ある
　ことを特徴とする請求項１または請求項２の何れかに記載の論理ユニット番号管理装置
。
【請求項４】
　前記論理識別情報は、前記他装置に備わる記憶装置の論理名であることを特徴とする請
求項３に記載の論理ユニット番号管理装置。
【請求項５】
　論理ユニット番号管理装置における論理ユニット番号管理方法であって、
　アクセス処理部が、アクセス対象に対応して設定された論理識別情報を識別する論理ユ
ニット番号を用いて前記アクセス対象との間の情報処理を行い、
　論理ユニット番号管理テーブル記憶部が、前記論理識別情報と前記論理ユニット番号と
の対応関係を格納した論理ユニット番号管理テーブルを記憶し、
　論理ユニット番号管理テーブル変更部が、前記論理ユニット番号管理テーブルに格納さ
れる前記対応関係を外部からの変更要求に基づいて変更し、
　変更完了通知部が、前記変更要求に基づいて前記論理ユニット番号管理テーブルを変更
した場合に、前記アクセス処理部へ当該変更完了を通知し、
　アクセス制御部が、前記変更完了の通知後に、前記論理ユニット番号管理テーブルに格
納された論理ユニット番号の何れかに対応する前記論理識別情報で示される前記アクセス
対象へのアクセスを制御する
　ことを特徴とする論理ユニット番号管理方法。
【請求項６】
　論理ユニット番号管理装置のコンピュータを、
　アクセス対象に対応して設定された論理識別情報を識別する論理ユニット番号を用いて
前記アクセス対象との間の情報処理を行うアクセス処理手段、
　前記論理識別情報と前記論理ユニット番号との対応関係を格納した論理ユニット番号管
理テーブルに格納される前記対応関係を外部からの変更要求に基づいて変更する論理ユニ
ット番号管理テーブル変更手段、
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　前記変更要求に基づいて前記論理ユニット番号管理テーブルを変更した場合に、前記ア
クセス処理部へ当該変更完了を通知する変更完了通知手段、
　前記変更完了の通知後に、前記論理ユニット番号管理テーブルに格納された論理ユニッ
ト番号の何れかに対応する前記論理識別情報で示される前記アクセス対象へのアクセスを
制御するアクセス制御手段、
　として機能させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アクセス対象の論理ユニット番号を管理する論論理ユニット番号管理装置及
び論理ユニット番号管理方法並びにそのプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータシステムに接続されたある第１端末が、当該コンピュータシステム上の他
の第２端末に接続された光学ドライブなどのアクセス対象装置へ、第１端末に搭載された
ＢＭＣ(Baseboard Management Controller)を介して接続する技術が存在する。この技術
を提供するＢＭＣの機能は、仮想メディア機能（リモートメディア機能）と呼ばれている
。
　当該仮想メディア機能においては、ＢＭＣが、第２端末に接続されたアクセス対象装置
に対応するＬＵＮ（Logical Unit Number）を管理者などによる設定に基づいて記憶して
おり、この情報に基づいて第１端末はＬＵＮへアクセスする。このとき、ＢＭＣはアクセ
スされたＬＵＮに対応する第二端末の記憶装置の記憶する情報を取得し、エミュレーショ
ン処理を行うことにより、第１端末の、第２端末に接続されたアクセス対象装置へのアク
セスが可能となる。
　なお、マルチＬＵＮ方式のＵＳＢマスストレージに関してＬＵＮを設定する方式が特許
文献１に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－０４８０７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述のマルチＬＵＮ方式を用いた仮想メディア機能においては、ＢＩＯ
ＳやＯＳの実装によってはマルチＬＵＮのうち先頭のＬＵＮしか認識できないという問題
や、複数のＬＵＮの順番を変更できないという問題があり、これにより、複数の仮想メデ
ィアを同時に認識できない場合があった。
【０００５】
　そこでこの発明は、上述の課題を解決することのできる論理ユニット番号管理装置及び
論理ユニット番号管理方法並びにそのプログラムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明は、アクセス対象に対応して設定された論理識別情
報を識別する論理ユニット番号を用いて前記アクセス対象との間の情報処理を行うアクセ
ス処理部と、前記論理識別情報と前記論理ユニット番号との対応関係を格納した論理ユニ
ット番号管理テーブルを記憶する論理ユニット番号管理テーブル記憶部と、前記論理ユニ
ット番号管理テーブルに格納される前記対応関係を外部からの変更要求に基づいて変更す
る論理ユニット番号管理テーブル変更部と、前記変更要求に基づいて前記論理ユニット番
号管理テーブルを変更した場合に、前記アクセス処理部へ当該変更完了を通知する変更完
了通知部と、前記変更完了の通知後に、前記論理ユニット番号管理テーブルに格納された
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論理ユニット番号の何れかに対応する前記論理識別情報で示される前記アクセス対象への
アクセスを制御するアクセス制御部と、を備えることを特徴とする論理ユニット番号管理
装置である。
【０００７】
　また本発明は、論理ユニット番号管理装置における論理ユニット番号管理方法であって
、アクセス処理部が、アクセス対象に対応して設定された論理識別情報を識別する論理ユ
ニット番号を用いて前記アクセス対象との間の情報処理を行い、論理ユニット番号管理テ
ーブル記憶部が、前記論理識別情報と前記論理ユニット番号との対応関係を格納した論理
ユニット番号管理テーブルを記憶し、論理ユニット番号管理テーブル変更部が、前記論理
ユニット番号管理テーブルに格納される前記対応関係を外部からの変更要求に基づいて変
更し、変更完了通知部が、前記変更要求に基づいて前記論理ユニット番号管理テーブルを
変更した場合に、前記アクセス処理部へ当該変更完了を通知し、アクセス制御部が、前記
変更完了の通知後に、前記論理ユニット番号管理テーブルに格納された論理ユニット番号
の何れかに対応する前記論理識別情報で示される前記アクセス対象へのアクセスを制御す
ることを特徴とする論理ユニット番号管理方法である。
【０００８】
　また本発明は、論理ユニット番号管理装置のコンピュータを、アクセス対象に対応して
設定された論理識別情報を識別する論理ユニット番号を用いて前記アクセス対象との間の
情報処理を行うアクセス処理手段、前記論理識別情報と前記論理ユニット番号との対応関
係を格納した論理ユニット番号管理テーブルに格納される前記対応関係を外部からの変更
要求に基づいて変更する論理ユニット番号管理テーブル変更手段、前記変更要求に基づい
て前記論理ユニット番号管理テーブルを変更した場合に、前記アクセス処理部へ当該変更
完了を通知する変更完了通知手段、前記変更完了の通知後に、前記論理ユニット番号管理
テーブルに格納された論理ユニット番号の何れかに対応する前記論理識別情報で示される
前記アクセス対象へのアクセスを制御するアクセス制御手段、として機能させることを特
徴とするプログラムである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、ＬＵＮ管理テーブルでＬＵＮと論理識別情報との対応関係を保持し、
ＬＵＮに対応する論理識別情報を変更することができるので、先頭のＬＵＮしか認識でき
ないような装置であっても、変更によりＬＵＮの先頭に割り当てられた論理識別情報に基
づいて、その論理識別情報に対応するアクセス対象へアクセスできるよう制御することが
できる。また、ＬＵＮと論理識別情報の対応を自由に変更することができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】論理ユニット番号設定システムの構成を示すブロック図である。
【図２】論理ユニット番号管理装置と管理端末の機能ブロック図である。
【図３】記憶部の記憶するデータ例を示す第１の図である。
【図４】ＬＵＮ管理テーブルのデータ例を示す図である。
【図５】論理ユニット番号設定システムの処理フローを示す図である。
【図６】ＬＵＮ管理テーブルのデータ例を示す第２の図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の一実施形態による論理ユニット番号管理装置を図面を参照して説明する
。
　図１は同実施形態による論理ユニット番号設定システムの構成を示すブロック図である
。
　この図において、符号１は論理ユニット番号（ＬＵＮ；Logical Unit Number）を管理
論理ユニット番号管理装置、２は論理ユニット番号管理装置１の記憶する論理ユニット番
号（以下、ＬＵＮと呼ぶ）を変更する管理端末である。
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　ここで、論理ユニット番号管理装置１と管理端末２とは通信ネットワークを介して接続
されている。論理ユニット番号管理装置１は、ＵＳＢインタフェースを介して接続された
アクセス対象を管理するＬＵＮと、管理端末２に備わる記憶装置等のアクセス対象を示す
論理識別情報との対応関係を記憶しており、ある番号のＬＵＮへのアクセス要求に基づい
て、当該ＬＵＮに対応する管理端末２の記憶装置等へアクセスすることができる。
【００１２】
　図２は論理ユニット番号管理装置と管理端末の機能ブロック図である。
　この図が示すように、論理ユニット番号管理装置１はＭＰＵ（Micro Processing Unit
）１１と、ＢＭＣ（Baseboard Management Controller）１２とを備えている。ＭＰＵ１
１は、論理ユニット番号管理装置１を制御する処理部であり、当該ＭＰＵ１１は内部にア
クセス処理部１１１、制御部１１２を少なくとも備えている。またＢＭＣ１２は、論理ユ
ニット番号管理装置１の内部の温度やＣＰＵ速度などを監視するとともに、ＬＵＮとＵＳ
Ｂインタフェースを介して論理ユニット番号管理装置１がアクセスするアクセス対象の情
報の対応関係を管理するものであり、当該管理処理のために、内部にＬＵＮ管理テーブル
変更部１２１、変更完了通知部１２２、アクセス制御部１２３、記憶部１２４を備えてい
る。
【００１３】
　また、管理端末２は、制御部２１、ＬＵＮ変更処理部２２、記憶装置Ａ、記憶装置Ｂ、
記憶装置Ｃを備えている。管理端末２は記憶装置を３つ以上備えていてもよい。
　なお、図２で示す論理ユニット番号管理装置１と管理端末２の機能ブロックは、本実施
形態の機能を説明するために必要な機能構成のみを示しているが、実際には図示する以外
の機能構成を有している。しかしながら、それらの機能構成については説明の便宜上、省
略して説明するものとする。
【００１４】
　ここで、本実施形態においては、論理ユニット番号管理装置１は、ＬＵＮに割り当てら
れたアクセス対象にアクセスする装置である。当該アクセス対象は、例えば、自装置に備
わる記憶装置や、自装置とＵＢインタフェースケーブルや通信ネットワーク等を介して接
続された外部記憶装置、通信ネットワーク等を介して接続された装置に接続される記憶装
置などである。本実施形態においては、論理ユニット番号管理装置１は、管理端末２の記
憶装置Ａ～Ｃまたは、論理ユニット番号管理装置１の記憶部１２４の何れかのアクセス対
象へＬＵＮに基づいてアクセスする。
【００１５】
　ここで、ＭＰＵ１１においてアクセス処理部１１１は、ＬＵＮに対応するアクセス対象
へアクセスする処理部である。当該アクセスにより、例えば、管理端末２に備わる記憶装
置Ａの情報を取得し、出力処理や演算処理等に利用する。
　また、ＭＰＵ１１において制御部１１２は、アクセス処理部１１１など、ＭＰＵ１１を
制御する処理部である。
　またＢＭＣ１２においてＬＵＮ管理テーブル変更部１２１は、ＬＵＮと論理ユニット番
号管理装置１のアクセス対象を示す論理識別情報との対応関係を、外部からの変更要求に
基づいて変更する処理部である。
　また、変更完了通知部１２２は、ＬＵＮ管理テーブル変更部１２１による、ＬＵＮと論
理識別情報との対応関係の変更が完了したことをＭＰＵ１１へ通知する処理部である。
　また、アクセス制御部１２３は、ＭＰＵ１１のアクセス処理部１１１がＬＵＮに基づい
てアクセス対象へアクセスする際の中継（エミュレーション処理）を行う処理部である。
　また記憶部１２４は各種情報を記憶する記憶部である。
【００１６】
　ＭＰＵ１１とＢＣＭ１２とは、ＵＳＢインタフェース１３やホストインタフェース１４
と接続されている。ＵＳＢインタフェース１３は、ＭＰＵ１１がＢＣＭ１２を介してＬＵ
Ｎが割り当てられた論理識別情報の示すアクセス対象へアクセスする際に利用される。ま
たホストインタフェース１４は、記憶部１２４が記憶するＬＵＮ管理テーブルをＭＰＵの
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制御部１１２が変更する際などに利用される。
【００１７】
　また、管理端末２において、制御部２１は、管理端末２の各処理部を制御する処理部で
ある。またＬＵＮ変更処理部２２は、論理ユニット番号管理装置１が記憶するＬＵＮと論
理識別情報との対応関係の変更を要求する処理部である。
　記憶装置Ａ～Ｃは別々の物理的に分かれた記憶装置であってもよいし、論理的に分かれ
た記憶装置であってもよい。
【００１８】
　図３は記憶部の記憶するデータ例を示す図である。
　この図が示すように記憶部１２４は、イメージファイルと、ＬＵＮ管理テーブルを別々
のパーティション等に分けて記憶している。記憶部１２４は、より具体的にはＲＡＭやＲ
ＯＭなどで構成されるものであり、イメージファイルは、例えば、ＭＰＵ１１のアクセス
処理部１１１によって読み取られ何らかの処理に利用されるものである。またＬＵＮ管理
テーブルは、ＬＵＮと論理ユニット番号管理装置のアクセス対象を示す論理識別情報との
対応関係を記憶するものである。
【００１９】
　図４はＬＵＮ管理テーブルのデータ例を示す図である。
　この図で示すように、記憶部１２４の記憶するＬＵＮ管理テーブルは、当該テーブルに
登録されたＬＵＮの数と、ＬＵＮの各番号とアクセス対象の論理識別情報の対応関係と、
が記録されている。論理識別情報は、本実施形態においてはアクセス対象の論理名称であ
る。本実施形態においては管理端末２の記憶装置Ａを仮想メディアＡ、記憶装置Ｂを仮想
メディアＢ、記憶装置Ｃを仮想メディアＣ、論理ユニット番号管理装置１のＢＭＣ１２に
備えられる記憶部１２４内のイメージファイルを格納するパーティションを仮想メディア
Ｄ、の各論理名とする。そして、例えば図４で示すように、本実施形態の初期の状態にお
いては、ＬＵＮ０に仮想メディアＡ（管理端末２の記憶装置Ａ）が、ＬＵＮ１に仮想メデ
ィアＢ（管理端末２の記憶装置Ｂ）が、ＬＵＮ２に仮想メディアＣ（管理端末２の記憶装
置Ｃ）が対応付けられて、ＬＵＮ管理テーブルに登録されているものとする。
【００２０】
　この状態において、ＭＰＵ１１のアクセス処理部１１１がＬＵＮ０にアクセスすると、
ＢＭＣ１２のアクセス制御部１２３が、仮想メディアＡに対応する管理端末２の記憶装置
Ａへのアクセス処理部１１１のアクセスを制御する。
　またＭＰＵ１１のアクセス処理部１１１がＬＵＮ１にアクセスすると、ＢＭＣ１２のア
クセス制御部１２３が、仮想メディアＢに対応する管理端末２の記憶装置Ｂへのアクセス
処理部１１１のアクセスを制御する。
　またＭＰＵ１１のアクセス処理部１１１がＬＵＮ２にアクセスすると、ＢＭＣ１２のア
クセス制御部１２３が、仮想メディアＣに対応する管理端末２の記憶装置Ｃへのアクセス
処理部１１１のアクセスを制御する。
　このとき、論理ユニット番号管理装置のＯＳやＢＩＯＳが、ＬＵＮ０のみ認識でき、Ｌ
ＵＮ１やＬＵＮ２を認識できないような場合には、ＬＵＮ１,ＬＵＮ２へのアクセスは出
来ない。
【００２１】
　そして、図１，２で示した論理ユニット番号設定システムにおいては、論理ユニット番
号管理装置１が、ＬＵＮ管理テーブルに格納されるＬＵＮと論理識別情報との対応関係を
外部からの変更要求に基づいて変更し、その変更要求に基づいてＬＵＮ管理テーブルを変
更した場合に、アクセス処理部１１１へ当該変更完了を通知する。そして、ＭＰＵ１１の
アクセス処理部１１１は、変更完了の通知後に、ＬＵＮ管理テーブルに格納されたＬＵＮ
の何れかに対応する論理識別情報で示されるアクセス対象へアクセスし、ＢＭＣ１２のア
クセス制御部１２３が、当該アクセスを制御して、アクセス対象に記録された情報等の中
継（エミュレーション処理）を行う。
　このような機能を備えることにより、ＢＩＯＳやＯＳの実装によっては複数のＬＵＮの
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うち先頭のＬＵＮしか認識できないという問題や、複数のＬＵＮの順番を変更できないと
いう問題を解決する。
【００２２】
　図５は論理ユニット番号設定システムの処理フローを示す図である。
　次に、論理ユニット番号設定システムの処理フローについて図１～図５を用いて説明す
る。
　ＬＵＮ管理テーブルが図４の状態である場合において、例えば、システム管理者がＬＵ
Ｎ管理テーブルに記録されているＬＵＮと論理識別情報の対応関係を変更したいと考えた
場合、当該システム管理者は、管理端末２のマウスやキーボードを操作して、ＬＵＮ変更
の操作を行う。当該操作は、論理ユニット番号管理装置１へのアクセスに基づいて当該装
置から管理端末２送信されるＧＵＩの画面を介して行うようにしてもよいし、ＬＵＮ管理
テーブルにおいて更新されるＬＵＮと論理識別情報との対応関係のデータを論理ユニット
番号管理装置１へ送信するようにしてもよい。例えば、具体的には、管理端末２のＬＵＮ
変更処理部２２が、論理ユニット番号管理装置１へ変更要求を送信する（ステップＳ１０
１）。当該変更要求には、ＬＵＮ管理テーブルの記憶するＬＵＮと論理識別情報との対応
関係を示す情報が格納される。
【００２３】
　例えば、図４の状態においては、
　ＬＵＮ０－仮想メディアＡ
　ＬＵＮ１－仮想メディアＢ
　ＬＵＮ２－仮想メディアＣ
　の対応関係をＬＵＮ管理テーブルが保持しているが、この対応関係を変更するために、
　ＬＵＮ０－仮想メディアＢ
　ＬＵＮ１－ダミーメディアＡ
　ＬＵＮ２－仮想メディアＤ
　の対応関係を示す変更要求を管理端末２が送信したとする。
【００２４】
　そして、管理端末２の送信した変更要求を論理ユニット番号管理装置１が受信すると、
ＢＭＣ１２のＬＵＮ管理テーブル変更部１２１が、変更要求に格納されたＬＵＮと論理識
別情報との対応関係を検出する（ステップＳ１０２）。そして、ＬＵＮ管理テーブル変更
部１２１は、ＬＵＮ管理テーブルに登録されている情報を、変更要求から検出したＬＵＮ
と論理識別情報の対応関係に変更する（ステップＳ１０３）。そして、ＬＵＮ管理テーブ
ル変更部１２１は、ＬＵＮ管理テーブルの変更処理を終了すると、変更完了通知部１２２
に変更完了を示す信号を出力し、これに基づいて、変更完了通知部１２２がＭＰＵ１１へ
、ＵＳＢインタフェース１３を介して変更完了信号を送信する（ステップＳ１０４）。
【００２５】
　次に、ＭＰＵ１１の制御部１１２は、変更完了通知の受信に基づいて、変更後のＬＵＮ
数を、ＢＭＣ１２へＵＳＢインタフェース１３を介して問い合わせる（ステップＳ１０５
）。するとＢＭＣ１２のアクセス制御部１２３が、ＬＵＮ管理テーブルに登録されている
ＬＵＮ数をＭＰＵ１１へ通知する（ステップＳ１０６）。ここで、ＭＰＵ１１の制御部１
１２は、ＬＵＮ数に応じたＬＵＮの各番号を予め記憶している。例えば、本実施形態にお
いては、変更後のＬＵＮ数は３であるため、ＬＵＮ０，ＬＵＮ１，ＬＵＮ２の３つのＬＵ
Ｎが利用されていることを制御部１１２は検出する。そして、ＭＰＵ１１のアクセス処理
部１１１は、それらＬＵＮ０，ＬＵＮ１，ＬＵＮ２の何れかのＬＵＮの指定をユーザや自
装置で動作するアプリケーションプログラムより受け付ける。当該指定を受け付けること
により、アクセス処理部１１１は、指定されたＬＵＮへのアクセスを開始する（ステップ
Ｓ１０７）。ここで、ＯＳやＢＩＯＳがＬＵＮ先頭のＬＵＮ０のみ認識できるようなもの
であれば、ＬＵＮ０の指定を受け付ける。本実施形態の論理ユニット番号管理装置１にお
いてはＯＳやＢＩＯＳがＬＵＮ０，ＬＵＮ１，ＬＵＮ２の３つのＬＵＮを認識できるもの
とし、ＬＵＮ０の指定を受け付けたものとする。
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【００２６】
　次に、アクセス処理部１１１は、指定を受け付けたＬＵＮ０を格納するアクセス要求を
ＢＭＣ１２へ通知する。すると、ＢＭＣ１２のアクセス制御部１２３は、ＬＵＮ０に対応
する論理識別情報（仮想メディアＢ）をＬＵＮ管理テーブルから読取る。そして仮想メデ
ィアＢに対応するアクセス対象（管理端末２の記憶装置Ｂ）を特定する。そして、アクセ
ス制御部１２３は管理端末２の記憶装置Ｂへアクセスし、当該記憶装置Ｂが記憶する情報
を管理端末２から取得し、エミュレーション処理によって、ＵＳＢインタフェース１３を
介してＭＰＵ１１へ出力する（ステップＳ１０８）。これにより、ＭＰＵ１１のアクセス
処理部１１１は、管理端末２の記憶装置Ｂの記憶する情報を、例えば、自装置に接続され
たモニタに出力するなどの処理を行う。
【００２７】
　図６はＬＵＮ管理テーブルのデータ例を示す第２の図である。
　上述したように、論理ユニット番号管理装置１のＢＭＣ１２に備えられる記憶部１２４
内のイメージファイルを格納するパーティションが仮想メディアＤであり、図６で示すよ
うに、当該仮想メディアＤがＬＵＮ２に対応してＬＵＮ管理テーブルに登録されている場
合には、仮想メディアＤであるイメージファイルを格納するパーティションの情報を、Ｍ
ＰＵ１１に出力するようにしてもよい。
　また、図６で示すように、ＬＵＮ１にダミーメディアＡを論理識別情報として対応させ
、ＭＰＵ１１に対して、ＬＵＮ１に対応する論理識別情報がダミーメディアであることを
認識させるようにしてもよい。なおダミーメディアとは、実際にはアクセス対象の記録装
置がないことを示している。当該ダミーメディアに対応するＬＵＮへアクセスした場合、
ＭＰＵ１１のアクセス処理部１１１には、アクセス制御部１２３からアクセス不可の信号
が送られる。そしてＭＰＵ１１のアクセス処理部１１１は、アクセス不可の情報をモニタ
等へ出力する。
【００２８】
　以上の処理により、ＬＵＮ管理テーブルでＬＵＮと論理識別情報との対応関係を保持し
、ＬＵＮに対応する論理識別情報を変更することができるので、先頭のＬＵＮしか認識で
きないような装置であっても、変更によりＬＵＮの先頭に割り当てられた論理識別情報に
基づいて、その論理識別情報に対応するアクセス先へアクセスできるよう制御することが
できる。また、ＬＵＮと論理識別情報の対応を自由に変更することができるようになる。
【００２９】
　ここで、上述の論理ユニット番号管理装置１は、内部に、コンピュータシステムを有し
ている。そして、上述した各処理の過程は、プログラムの形式でコンピュータ読み取り可
能な記録媒体に記憶されており、このプログラムをコンピュータが読み出して実行するこ
とによって、上記処理が行われる。ここでコンピュータ読み取り可能な記録媒体とは、磁
気ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、半導体メモリ等をいう。
また、このコンピュータプログラムを通信回線によってコンピュータに配信し、この配信
を受けたコンピュータが当該プログラムを実行するようにしても良い。
【００３０】
　また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良い。
さらに、前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組
み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル（差分プログラム）であっても良い。
【符号の説明】
【００３１】
１・・・論理ユニット番号管理装置
２・・・管理端末
１１・・・ＭＰＵ
１２・・・ＢＭＣ
１３・・・ＵＳＢインタフェース
１４・・・ホストインタフェース
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２１・・・制御部
２２・・・ＬＵＮ変更処理部
１１１・・・アクセス処理部
１１２・・・制御部
１２１・・・ＬＵＮ管理テーブル変更部
１２２・・・変更完了通知部
１２３・・・アクセス制御部
１２４・・・記憶部

【図１】 【図２】
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