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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータが、
　前記コンピュータ上の第１の仮想マシン上で動作し、かつ、バックアップ対象のデータ
が記憶されている第１の記憶領域を利用する、データ利用プログラムのプロセスに、前記
第１の記憶領域に対する更新操作を一時的に停止させるための停止命令を、前記第１の仮
想マシンで動作する第１の制御プログラムにしたがって発行し、
　前記コンピュータ上の仮想マシンであって、１つ以上の実記憶装置の各々を認識するこ
とが可能な第２の仮想マシンで動作する、第２の制御プログラムのプロセスに対して、前
記第１の仮想マシンにおいて認識される１つ以上の仮想記憶装置内において前記第１の記
憶領域を識別する第１の仮想ディスクに対応するデバイスファイルのパス名と、前記デー
タのバックアップ先である第２の記憶領域を前記１つ以上の仮想記憶装置内において識別
する第２の仮想ディスクに対応するデバイスファイルのパス名を、前記第１の制御プログ
ラムにしたがって通知し、
　前記１つ以上の実記憶装置と前記１つ以上の仮想記憶装置との間の対応関係と、通知さ
れた前記第１の仮想ディスクに対応するデバイスファイルのパス名とを用いて、前記１つ
以上の実記憶装置内において前記第１の記憶領域を識別する第１の実識別情報を、前記第
２の制御プログラムにしたがって取得し、
　前記対応関係と、通知された前記第２の仮想ディスクに対応するデバイスファイルのパ
ス名とを用いて、前記１つ以上の実記憶装置内において前記第２の記憶領域を識別する第
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２の実識別情報を、前記第２の制御プログラムにしたがって取得し、
　前記第１の記憶領域から前記第２の記憶領域に前記データをバックアップするためのバ
ックアップ命令を、取得した前記第１の実識別情報と取得した前記第２の実識別情報に基
づいて、前記第２の制御プログラムにしたがって発行する
　ことを含むバックアップ制御方法。
【請求項２】
　第１の仮想マシンと、１つ以上の実記憶装置の各々を認識することが可能な第２の仮想
マシンが構築された情報処理装置であって、
　前記第１の仮想マシン上で動作し、かつ、バックアップ対象のデータが記憶されている
第１の記憶領域を利用する、データ利用プログラムのプロセスに対して、前記第１の記憶
領域に対する更新操作を一時的に停止させるための停止命令を、前記第１の仮想マシン内
から発行する停止命令発行部と、
　前記第１の仮想マシンにおいて認識される１つ以上の仮想記憶装置内において前記第１
の記憶領域を識別する第１の仮想ディスクに対応するデバイスファイルのパス名と、前記
データのバックアップ先である第２の記憶領域を前記１つ以上の仮想記憶装置内において
識別する第２の仮想ディスクに対応するデバイスファイルのパス名についての通知を、前
記第１の仮想マシン内から発行する通知部と、
　前記通知を前記第２の仮想マシンにおいて受け取り、前記１つ以上の実記憶装置と前記
１つ以上の仮想記憶装置との間の対応関係と、通知された前記第１の仮想ディスクに対応
するデバイスファイルのパス名とを用いて、前記１つ以上の実記憶装置内において前記第
１の記憶領域を識別する第１の実識別情報を取得し、前記対応関係と、通知された前記第
２の仮想ディスクに対応するデバイスファイルのパス名とを用いて、前記１つ以上の実記
憶装置内において前記第２の記憶領域を識別する第２の実識別情報を取得する取得部と、
　前記第１の記憶領域から前記第２の記憶領域に前記データをバックアップするためのバ
ックアップ命令を、取得された前記第１の実識別情報と取得された前記第２の実識別情報
に基づいて、前記第２の仮想マシン内から発行するバックアップ命令発行部
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はデータをバックアップする技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年は様々な仮想化技術が研究されている。ある種の仮想化技術によれば、物理的な資
源を複数のプラットフォーム間で共有することも可能である。
　例えば、複数のコンピューティングプラットフォームで資源を共有するための、次のよ
うな方法が提案されている。当該方法は、共有ディスク記憶をサポートする目的で使用す
ることができる。
【０００３】
　当該方法によれば、各プラットフォームに設けられたファームウェアは、ＯＳ（Operat
ing System）の実行時に利用可能なようにロードされる。共有資源は、プラットフォーム
で動作するＯＳに対し、ローカル資源として示される。実際には、共有資源は通常、他の
プラットフォームによりホストされる。
【０００４】
　オペレーティング資源アクセス要求は、要求するプラットフォームにより受信され、資
源アクセス要求にサービスを提供するために用いられるターゲット資源を実際にホストす
る他のプラットフォームへと送られる。グローバル資源マップは、適切なホストプラット
フォームを決定する目的で用いられる。
【０００５】
　プラットフォーム間の通信は、ＯＯＢ（Out-Of-Band）通信チャネルまたはネットワー
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クを介して、可能になる。ＯＯＢチャネルを介したデータのルート変更を実現するために
、隠し実行モードが実行される。それによって、当該方法は、プラットフォームで動作す
るＯＳに対し、トランスペアレントに実行される。
【０００６】
　また、ある種の仮想化技術は、サーバ間の移行（マイグレーション）を容易にする。サ
ーバ間のライブマイグレーションについても様々な研究が行われている。
　例えば、仮想サーバ同士が別々のＳＡＮ（Storage Area Network）環境にあるために、
仮想サーバ間でストレージ装置のボリュームを共有することができない場合がある。この
ような場合でも仮想サーバのライブマイグレーションを可能とするために、次のような仮
想計算機システムが提案されている。
【０００７】
　移行元仮想サーバと移行先仮想サーバのそれぞれは、ボリューム割当て部と、ボリュー
ム情報管理部と、識別部と、仮想ＯＳ移行部を有する。ボリューム割当て部は、管理ＯＳ
が管理する論理ボリュームと、各仮想ＯＳが管理する論理ボリュームとを割り当てる。ボ
リューム情報管理部は、論理ボリュームを識別するボリューム識別情報と、それぞれの管
理ＯＳが管理する論理ボリュームとを対応づけて管理する。識別部は、ボリューム識別情
報に基づいて、移行元仮想サーバと移行先仮想サーバとが同一の論理ボリュームを対象論
理ボリュームとして識別することを可能とする。
【０００８】
　仮想ＯＳ移行部は、移行元仮想サーバの仮想ＯＳが使用するメモリ領域内のデータを、
移行先仮想サーバに移行する。仮想ＯＳ移行部はさらに、移行中に更新されるメモリ領域
内の更新データを、移行先仮想サーバに移行する。
【０００９】
　以上例示したように、様々な仮想化技術が研究され、提案されている。しかし、仮想化
されていない環境用に開発された技術の中には、そのままでは仮想環境で使用することが
できないものもある。仮想化されていない環境用に開発された技術を、仮想環境でも利用
可能とするための研究の余地は、まだ残っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特表２００７－５２６５２７号公報
【特許文献２】特開２００９－１４００５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　記憶媒体と制御装置を含むストレージシステムは、第１の記憶領域から第２の記憶領域
にデータをバックアップするためのバックアップ命令を、何らかのプロトコルにしたがっ
てコンピュータから受け付ける。そして、ストレージシステムは、受け付けたバックアッ
プ命令にしたがって、データをバックアップする。プロトコルによっては、第１と第２の
記憶領域を指定する情報として、第１と第２の記憶領域を物理的に識別する情報しか使え
ないことがある。
【００１２】
　一方で、第１の記憶領域を物理的に識別する情報は、常に利用可能だとは限らない。例
えば、物理コンピュータ上のある環境内では、第１の記憶領域を物理的に識別する情報で
はなく、当該環境内で第１の記憶領域を仮想的に識別する情報が使われるかもしれない。
そして、第１の記憶領域のデータを利用するデータ利用プログラムが、そのような環境に
おいて実行されるかもしれない。
【００１３】
　この場合、バックアップ命令は、上記環境中のデータ利用プログラムのプロセスからで
はなく、第１と第２の記憶領域を物理的に識別する情報を認識することの可能な他の環境
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で実行される他のプログラムのプロセスから、発行されてもよい。しかし、データ利用プ
ログラムによる動作と独立して任意にバックアップ命令が発行されると、バックアップ処
理の実行中にデータが更新されるおそれがあり、その結果として、データの整合性が保た
れないおそれがある。
【００１４】
　そこで、データの整合性を保つために、バックアップ命令の発行は、データ利用プログ
ラムにしたがって行われる第１の記憶領域へのアクセスを制約または監視するための処理
をともなっていてもよい。
【００１５】
　ところが、データ利用プログラムが実行される環境の外部から、上記のような制約また
は監視を受けるためのインタフェイスは、データ利用プログラムに必ず備わっているとは
限らない。つまり、バックアップ命令にしたがったデータのバックアップは、無条件に実
行可能（feasible）な訳ではない。データ利用プログラムが実行される環境や、データ利
用プログラムのインタフェイスによっては、データの整合性を保ちつつバックアップ命令
を利用してデータをバックアップすることができない可能性がある。
【００１６】
　本発明は、１つの側面では、所定の命令にしたがったデータのバックアップが実行可能
な条件を緩和することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　一態様によるバックアップ制御プログラムは、第１のプログラムモジュールと第２のプ
ログラムモジュールとを含む。前記第１のプログラムモジュールは、コンピュータ上の第
１の環境で実行される。また、前記コンピュータ上の環境であって、１つ以上の実記憶装
置の各々を認識することが可能な第２の環境で、前記第２のプログラムモジュールが実行
される。
【００１８】
　前記バックアップ制御プログラムが前記コンピュータに実行させる処理は、停止命令を
前記第１のプログラムモジュールにしたがって発行することを含む。前記停止命令は、前
記第１の環境上で動作し、かつ、バックアップ対象のデータが記憶されている第１の記憶
領域を利用する、データ利用プログラムのプロセスに、前記第１の記憶領域に対する更新
操作を一時的に停止させるための命令である。
【００１９】
　前記バックアップ制御プログラムが前記コンピュータに実行させる前記処理は、第１の
仮想識別情報と第２の仮想識別情報を、前記第２のプログラムモジュールのプロセスに対
して、前記第１のプログラムモジュールにしたがって通知することを含む。前記第１の仮
想識別情報は、前記第１の環境において認識される１つ以上の仮想記憶装置内において前
記第１の記憶領域を識別する情報である。前記第２の仮想識別情報は、前記データのバッ
クアップ先である第２の記憶領域を前記１つ以上の仮想記憶装置内において識別する情報
である。
【００２０】
　前記バックアップ制御プログラムが前記コンピュータに実行させる前記処理は、前記１
つ以上の実記憶装置内において前記第１の記憶領域を識別する第１の実識別情報を取得す
ることを含む。前記第１の実識別情報は、前記１つ以上の実記憶装置と前記１つ以上の仮
想記憶装置との間の対応関係と、通知された前記第１の仮想識別情報とを用いて、前記第
２のプログラムモジュールにしたがって取得される。
【００２１】
　前記バックアップ制御プログラムが前記コンピュータに実行させる前記処理は、前記１
つ以上の実記憶装置内において前記第２の記憶領域を識別する第２の実識別情報を取得す
ることを含む。前記第２の実識別情報は、前記対応関係と、通知された前記第２の仮想識
別情報とを用いて、前記第２のプログラムモジュールにしたがって取得される。
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【００２２】
　前記バックアップ制御プログラムが前記コンピュータに実行させる前記処理は、バック
アップ命令を前記第２のプログラムモジュールにしたがって発行することを含む。前記バ
ックアップ命令は、前記第１の記憶領域から前記第２の記憶領域に前記データをバックア
ップするための命令である。前記バックアップ命令は、取得した前記第１の実識別情報と
取得した前記第２の実識別情報に基づいて発行される。
【発明の効果】
【００２３】
　上記のバックアップ制御プログラムによれば、バックアップ命令のような所定の命令に
したがったデータのバックアップが実行可能な条件が緩和される。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】第１実施形態のブロック図である。
【図２】第１実施形態におけるバックアップ制御のシーケンス図である。
【図３】第１比較例を説明する図である。
【図４】第２比較例を説明する図である。
【図５】第２実施形態のブロック図である。
【図６】システムのハードウェア構成図である。
【図７】バックアップ制御処理のフローチャートである。
【図８】処理に使われる値の例を示す図である。
【図９】仮想パーティションと仮想ディスクと実パーティションと実ディスクの例を説明
する図である。
【図１０】物理領域情報を取得する処理のフローチャートである。
【図１１】デバイスの領域情報を取得する処理のフローチャートである。
【図１２】ストレージシステムにデータのコピーを指示する処理のフローチャートである
。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。具体的には、図１～２
を参照して第１実施形態についてまず説明する。次に、図３～４を参照して第１～第２比
較例について説明する。その後、図５～１２を参照して第２実施形態について説明する。
最後に、その他の変形例についても説明する。
【００２６】
　図１は、第１実施形態のブロック図である。図１には、コンピュータ１００と、仮想記
憶装置１１０と、実記憶装置１２０が図示されている。
　図１では仮想記憶装置１１０が１つのブロックで示されているが、仮想記憶装置１１０
の数は１でもよいし、２以上でもよい。同様に、図１では実記憶装置１２０が１つのブロ
ックで示されているが、実記憶装置１２０の数は１でもよいし、２以上でもよい。
【００２７】
　例えば、各実記憶装置１２０が実ディスクであってもよい。その場合、各仮想記憶装置
１１０は仮想ディスクである。
　各実記憶装置１２０は、コンピュータ１００にＤＡＳ（Direct Attached Storage）と
して接続された通常のＨＤＤ（Hard Disk Drive）のディスクであってもよい。あるいは
、各実記憶装置１２０は、ＲＡＩＤ（Redundant Array of Independent DisksまたはRedu
ndant Array of Inexpensive Disksの略）システムにおいて、外部からは１台の実ディス
クドライブとして認識される、１つの論理ユニットであってもよい。
【００２８】
　ＲＡＩＤシステムは、例えばＳＡＮなどのネットワークを介してコンピュータ１００に
接続されていてもよい。また、ＲＡＩＤコントローラと複数の磁気ディスク媒体とを含む
１つのＲＡＩＤシステムの全体が、1つのシャーシに収められた１つの装置として提供さ
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れてもよい。
【００２９】
　ＲＡＩＤシステムが使われる場合、ＲＡＩＤレベルは任意である。例えば、ＲＡＩＤ０
、ＲＡＩＤ１、ＲＡＩＤ５、ＲＡＩＤ０＋１、ＲＡＩＤ１＋０、ＲＡＩＤ０＋５、ＲＡＩ
Ｄ５＋０などのレベルが利用可能である。
【００３０】
　以上例示したような、通常のＨＤＤとＲＡＩＤシステムは、どちらも、記憶媒体（例え
ば磁気ディスク媒体）だけでなく、制御装置（例えばＨＤＤ内の制御回路またはＲＡＩＤ
システムにおけるＲＡＩＤコントローラ）を含む。ＨＤＤやＲＡＩＤシステムは、コンピ
ュータ１００から命令を受け取り、受け取った命令に応じて、制御装置による制御のもと
で動作する。
【００３１】
　また、コンピュータ１００上には、第１の環境１０１と第２の環境１０２が構築されて
いる。第２の環境１０２においては、１つ以上の実記憶装置１２０の各々を認識すること
が可能である。具体的には、例えば以下の（１ａ）や（１ｂ）のような場合があり得る。
【００３２】
　　（１ａ）第１の環境１０１がハイパーバイザ上で動作する第１の仮想マシンであり、
第２の環境１０２がハイパーバイザ上で動作する第２の仮想マシンである場合。
　　（１ｂ）第１の環境１０１が、第２の環境１０２上または第２の環境１０２内に構築
された環境である場合。
【００３３】
　上記の（１ａ）と（１ｂ）のいずれの場合においても、第１の環境１０１においては、
１つ以上の実記憶装置１２０は認識されなくてもよく、代わりに、１つ以上の仮想記憶装
置１１０が認識されてもよい。
【００３４】
　ところで、１つ以上の仮想記憶装置１１０のいずれかに含まれる記憶領域へのアクセス
は、物理的には、いずれかの実記憶装置１２０上に割り当てられている当該記憶領域への
アクセスにより、実現される。
【００３５】
　例えば、１つ以上の仮想記憶装置１１０のいずれかに含まれる第１の記憶領域１１１と
して、物理的には、１つ以上の実記憶装置１２０のいずれかに含まれる第１の記憶領域１
２１が使われる。したがって、仮想記憶装置１１０上の第１の記憶領域１１１へのアクセ
スは、物理的には実記憶装置１２０上の第１の記憶領域１２１へのアクセスによって、実
現される。換言すれば、「１１１」と「１２１」という参照符号は、どちらも、物理的に
は同じ第１の記憶領域を指す。
【００３６】
　同様に、１つ以上の仮想記憶装置１１０のいずれかに含まれる第２の記憶領域１１２と
して、物理的には、１つ以上の実記憶装置１２０のいずれかに含まれる第２の記憶領域１
２２が使われる。したがって、仮想記憶装置１１０上の第２の記憶領域１１２へのアクセ
スは、物理的には実記憶装置１２０上の第２の記憶領域１２２へのアクセスによって、実
現される。換言すれば、「１１２」と「１２２」という参照符号は、どちらも、物理的に
は同じ第２の記憶領域を指す。
【００３７】
　例えば（１ａ）の場合に、上記のとおり第１の仮想マシンは、１つ以上の実記憶装置１
２０を認識しなくてもよい。この場合、第１の仮想マシンから仮想記憶装置１１０へのア
クセスを実現するための実記憶装置１２０へのアクセスは、第２の仮想マシンのデバイス
ドライバを介して行われてもよい。
【００３８】
　（１ａ）の場合、より具体的には、第１の環境１０１は、例えばＸｅｎハイパーバイザ
上の「ドメインＵ」であってもよく、第２の環境１０２は、Ｘｅｎハイパーバイザ上の「
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ドメイン０」であってもよい（Ｘｅｎは登録商標）。仮想記憶装置１１０上の記憶領域へ
のドメインＵからのアクセスは、物理的には実記憶装置１２０上の記憶領域へのアクセス
として実現される。そして、実記憶装置１２０上の記憶領域へのアクセスは、ドメイン０
のデバイスドライバを介して行われる。
【００３９】
　もちろん、第１の環境１０１と第２の環境１０２は、Ｘｅｎ以外の他のハイパーバイザ
上の仮想マシンであってもよい。ハイパーバイザ上で提供される環境は、「ドメイン」、
「論理ドメイン」、「パーティション」など様々な名前で呼ばれる。また、例えば上記の
（１ｂ）の場合のように、ハイパーバイザ以外の仮想化技術により、コンピュータ１００
内に第１の環境１０１と第２の環境１０２が構築されていてもよい。
【００４０】
　また、上記のとおり、（１ｂ）の場合も、１つ以上の仮想記憶装置１１０のいずれかに
含まれる記憶領域への第１の環境１０１内からのアクセスは、物理的には、いずれかの実
記憶装置１２０上に割り当てられている当該記憶領域へのアクセスにより、実現される。
実記憶装置１２０へのアクセスは、上記（１ｂ）の場合には、第２の環境１０２を提供す
るＯＳを介して行われてもよい。
【００４１】
　上記（１ｂ）の場合のより具体的な例として、例えば以下の（２ａ）～（２ｃ）のよう
な場合があり得る。
【００４２】
　　（２ａ）第１の環境１０１が、ホストＯＳ上で動作する仮想マシンであり、第２の環
境１０２が、ホストＯＳが提供する環境（つまり仮想マシンより下のレイヤの環境）であ
る場合。ホストＯＳ上で仮想マシンを実行する技術として、例えば、ＶＭｗａｒｅ　Ｐｌ
ａｙｅｒなどの製品が知られている（ＶＭｗａｒｅは登録商標）。
　　（２ｂ）第１の環境１０１が、第２の環境１０２内に含まれる実行環境（runtime en
vironment）である場合。例えば、第１の環境１０１がＳｏｌａｒｉｓコンテナの非大域
ゾーン（non-global zone）であり、第２の環境１０２がＳｏｌａｒｉｓコンテナの大域
ゾーン（global zone）である場合（Ｓｏｌａｒｉｓは登録商標）。
　　（２ｃ）第２の環境１０２が、ホストＯＳにより提供される環境であり、当該ホスト
ＯＳのカーネルにはＫＶＭ（Kernel-based Virtual Machine）用のモジュールが組み込ま
れている場合。この場合、第１の環境１０１は、ゲストＯＳが提供する環境である。
【００４３】
　もちろん、コンピュータ１００上に第１の環境１０１と第２の環境１０２を構築するた
めの仮想化技術は、上記の仮想化技術の例には限られない。
　また、図１では図示の便宜上、第１の環境１０１が第２の環境１０２の左に描かれてい
るが、上記（１ｂ）のとおり、第１の環境１０１は、第２の環境１０２上に構築されてい
てもよいし、第２の環境１０２内に構築されていてもよい。
【００４４】
　さて、第１実施形態のバックアップ制御プログラム１０３は、第１の環境１０１と第２
の環境１０２が構築されたコンピュータ１００により実行されるプログラムである。バッ
クアップ制御プログラム１０３は、第１の環境１０１で実行される第１のプログラムモジ
ュール１０４と、第２の環境１０２で実行される第２のプログラムモジュール１０５を含
む。換言すれば、第１のプログラムモジュール１０４は、第１の環境１０１で動作する第
１の制御プログラムであり、第２のプログラムモジュール１０５は、第２の環境１０２で
動作する第２の制御プログラムである。
【００４５】
　図１に示すように、第１の環境１０１上では、第１のプログラムモジュール１０４だけ
でなく、データ利用プログラム１０６も動作する。データ利用プログラム１０６は、例え
ば、ＤＢＭＳ（Database Management System）のプログラムであってもよい。
【００４６】
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　データ利用プログラム１０６は、仮想記憶装置１１０内の第１の記憶領域１１１を利用
するプログラムである。上記のとおり、第１の記憶領域１１１は物理的には第１の記憶領
域１２１であるから、第１の記憶領域１２１内のデータが、データ利用プログラム１０６
にしたがってアクセスされることになる。
【００４７】
　ここで、第１の記憶領域１１１に記憶されているデータを第２の記憶領域１１２へバッ
クアップすることを、ユーザ（例えば、コンピュータ１００のアドミニストレータ）が望
んだとする。
【００４８】
　上記のとおり、各実記憶装置１２０は、例えば、ディスクであってもよい。この場合、
各仮想記憶装置１１０は仮想ディスクである。
　仮想ディスクの数は２以上でもよく、すなわち、少なくとも第１と第２の仮想記憶装置
１１０があってもよい。そして、第１の記憶領域１１１は第１の仮想記憶装置１１０上の
１つのパーティションであってもよく、第２の記憶領域１１２は第２の仮想記憶装置１１
０上の１つのパーティションであってもよい。
【００４９】
　第１の仮想記憶装置１１０用に、いずれかの実記憶装置１２０上の１つのパーティショ
ンが割り当てられていてもよい。同様に、第２の仮想記憶装置１１０用に、いずれかの実
記憶装置１２０上の１つのパーティションが割り当てられていてもよい。
【００５０】
　これら２つの実パーティションは、同じ実ディスクに含まれていてもよい。しかし、よ
り安全にデータを保護するためには、これら２つの実パーティションは違う実ディスクに
あることが好ましい。
【００５１】
　つまり、より安全にデータを保護するためには、第１の記憶領域１１１に対応する第１
の記憶領域１２１を含む実ディスクと、第２の記憶領域１１２に対応する第２の記憶領域
１２２を含む実ディスクは、異なることが好ましい。なお、第１の記憶領域１２１を含む
実ディスクと第２の記憶領域１２２を含む実ディスクは、同じ１台の装置（例えば、１つ
のシャーシに収容された１つのＲＡＩＤシステム）に含まれていてもよいし、２台の装置
に分かれて存在していてもよい。
【００５２】
　バックアップ制御プログラム１０３は、第１の記憶領域１１１から第２の記憶領域１１
２へのデータのバックアップ（換言すれば第１の記憶領域１２１から第２の記憶領域１２
２へのデータのバックアップ）を制御するためのプログラムである。具体的には、コンピ
ュータ１００は、第１のプログラムモジュール１０４と第２のプログラムモジュール１０
５にしたがって以下のように動作する。
【００５３】
　コンピュータ１００は、第１のプログラムモジュール１０４にしたがって停止命令を発
行する。停止命令は、データ利用プログラム１０６のプロセスに、第１の記憶領域１１１
（つまりバックアップ対象のデータが記憶されている領域）に対する更新操作を一時的に
停止させるための命令である。更新操作は、具体的には、新たなデータを追加する操作、
既存のデータを削除する操作、既存のデータを書き換える操作などを含む。
【００５４】
　ここで、第１のプログラムモジュール１０４のプロセスと、データ利用プログラム１０
６のプロセスは、同じ第１の環境１０１内のプロセス同士である。よって、停止命令の発
行と受領は、第１の環境１０１内でのプロセス間通信のためのインタフェイス（例えば、
第１の環境１０１内で使われるＡＰＩ（Application Programming Interface）など）を
介して行われてもよい。
【００５５】
　コンピュータ１００はさらに、第１のプログラムモジュール１０４にしたがって、第２



(9) JP 5966466 B2 2016.8.10

10

20

30

40

50

のプログラムモジュール１０５のプロセスに対して、下記（３ａ）と（３ｂ）の情報を通
知する。
【００５６】
　　（３ａ）第１の環境１０１において認識される１つ以上の仮想記憶装置１１０内にお
いて、第１の記憶領域１１１を識別する、第１の仮想識別情報。
　　（３ｂ）第１の環境１０１において認識される１つ以上の仮想記憶装置１１０内にお
いて、第２の記憶領域１１２（つまりデータのバックアップ先）を識別する、第２の仮想
識別情報。
【００５７】
　第１の仮想識別情報は、例えば、第１の記憶領域１１１を含む１つの仮想記憶装置１１
０を、１つ以上の仮想記憶装置１１０の中で識別する情報と、当該１つの仮想記憶装置１
１０内での第１の記憶領域１１１の位置を表す情報を含んでいてもよい。同様に、第２の
仮想識別情報は、第２の記憶領域１１２を含む１つの仮想記憶装置１１０を、１つ以上の
仮想記憶装置１１０の中で識別する情報と、当該１つの仮想記憶装置１１０内での第２の
記憶領域１１２の位置を表す情報を含んでいてもよい。
【００５８】
　仮想記憶装置１１０内での記憶領域の位置を表す情報は、より具体的には、当該記憶領
域の開始アドレスを含んでいてもよい。例えば、開始アドレスとサイズの組み合わせ、ま
たは、開始アドレスと終了アドレスの組み合わせが、記憶領域の位置を表す情報として使
われてもよい。
【００５９】
　第１の仮想識別情報と第２の仮想識別情報の通知は、異なる環境間の通知（具体的には
、第１の環境１０１内から第２の環境１０２内への通知）である。よって、第１の仮想識
別情報と第２の仮想識別情報の通知は、ネットワークプロトコルにしたがって行われても
よい。ネットワークプロトコルとしては、例えば、ＴＣＰ／ＩＰ（Transmission Control
 Protocol/Internet Protocol）が使われてもよいが、他のプロトコルが使われてもよい
。
【００６０】
　コンピュータ１００は、続いて、第２のプログラムモジュール１０５にしたがって、下
記（４ａ）と（４ｂ）の情報を取得する。
【００６１】
　　（４ａ）１つ以上の実記憶装置１２０内において、第１の記憶領域１２１（すなわち
第１の記憶領域１１１用に割り当てられている領域）を識別する、第１の実識別情報。
　　（４ｂ）１つ以上の実記憶装置１２０内において、第２の記憶領域１２２（すなわち
第２の記憶領域１１２用に割り当てられている領域）を識別する、第２の実識別情報。
【００６２】
　具体的には、コンピュータ１００は、１つ以上の実記憶装置１２０と１つ以上の仮想記
憶装置１１０との間の対応関係と、通知された（３ａ）の第１の仮想識別情報とを用いて
、（４ａ）の第１の実識別情報を取得する。同様に、コンピュータ１００は、１つ以上の
実記憶装置１２０と１つ以上の仮想記憶装置１１０との間の対応関係と、通知された（３
ｂ）の第２の仮想識別情報とを用いて、（４ｂ）の第２の実識別情報を取得する。
【００６３】
　ここで、第２のプログラムモジュール１０５は、１つ以上の実記憶装置１２０を認識す
ることの可能な第２の環境１０２内で実行される。そして、第２の環境１０２内において
は、より具体的には、各仮想記憶装置１１０がどの実記憶装置１２０に対応するのかを認
識することが可能である。よって、コンピュータ１００は、第２のプログラムモジュール
１０５にしたがって、上記対応関係を用いて、（４ａ）と（４ｂ）の情報を取得すること
ができる。
【００６４】
　なお、第１の実識別情報は、例えば、第１の記憶領域１２１を含む１つの実記憶装置１
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２０を、１つ以上の実記憶装置１２０の中で識別する情報と、当該１つの実記憶装置１２
０内での第１の記憶領域１２１の位置を表す情報を含んでいてもよい。同様に、第２の実
識別情報は、第２の記憶領域１２２を含む１つの実記憶装置１２０を、１つ以上の実記憶
装置１２０の中で識別する情報と、当該１つの実記憶装置１２０内での第２の記憶領域１
２２の位置を表す情報を含んでいてもよい。
【００６５】
　実記憶装置１２０内での記憶領域の位置を表す情報は、より具体的には、当該記憶領域
の開始アドレスを含んでいてもよい。例えば、開始アドレスとサイズの組み合わせ、また
は、開始アドレスと終了アドレスの組み合わせが、記憶領域の位置を表す情報として使わ
れてもよい。
【００６６】
　コンピュータ１００は、続いて、第２のプログラムモジュール１０５にしたがって、バ
ックアップ命令を発行する。バックアップ命令は、第１の記憶領域１２１から第２の記憶
領域１２２にデータをバックアップするための命令である。
【００６７】
　バックアップ命令の形式に応じて、バックアップ命令は、第１の記憶領域１２１を含む
装置（例えばＲＡＩＤシステムまたはＨＤＤ）に対して発行されてもよいし、第２の記憶
領域１２２を含む装置に対して発行されてもよい。なお、第１の記憶領域１２１と第２の
記憶領域１２２が、同じ１つの装置（例えば同じ１つのＲＡＩＤシステムまたは同じ１つ
のＨＤＤ）に含まれる場合もあり得る。
【００６８】
　具体的には、コンピュータ１００は、取得した第１の実識別情報と取得した第２の実識
別情報を用いて、バックアップ命令を発行する。例えば、第１の実識別情報と第２の実識
別情報そのものまたはその一部（例えば、位置を表す情報）が、バックアップ命令のパラ
メタとして使われてもよい。第１の実識別情報と第２の実識別情報から得られる他の情報
（例えば、実識別情報よりもさらに物理的なレベルにおいて実記憶装置１２０に割り当て
られている識別番号など）が、バックアップ命令のパラメタとして使われてもよい。第１
の実識別情報と第２の実識別情報は、さらに、バックアップ命令の宛先を決めるために用
いられてもよい。
【００６９】
　バックアップ命令などの各種の命令は、特定のプロトコル（例えばＳＣＳＩ（Small Co
mputer System Interface）プロトコル）にしたがった形式を持つ。しかし、プロトコル
の種類によっては、仮想識別情報がバックアップ命令のパラメタとして使えないことがあ
る。例えば、バックアップ命令が具体的にはＳＣＳＩコマンドである場合、パラメタとし
ては、実識別情報（または、実識別情報から得られる、より低レベルの情報）が使われる
。
【００７０】
　仮想識別情報がバックアップ命令のパラメタとして使えない場合にも、上記のバックア
ップ制御プログラム１０３によれば、データのバックアップが可能である。つまり、コン
ピュータ１００は、第１の実識別情報と第２の実識別情報を用いることによって、適切な
バックアップ命令を発行することができる。
【００７１】
　バックアップ命令の発行後、コンピュータ１００は、バックアップ命令に対する応答を
、第２のプログラムモジュール１０５にしたがって待ち、応答を受信する。バックアップ
命令に対する応答は、具体的には、１つ以上の実記憶装置１２０のうち、第１の記憶領域
１２１または第２の記憶領域１２２を有する実記憶装置１２０を制御する制御装置から返
される。制御装置の具体例は、ＲＡＩＤシステム内のＲＡＩＤコントローラや、ＨＤＤ内
のコントローラなどである。
【００７２】
　コンピュータ１００は、受け取った応答の内容を、第２のプログラムモジュール１０５
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にしたがって、第１のプログラムモジュール１０４のプロセスに対して通知してもよい。
例えば、応答は、バックアップのための処理が正常に終了したか否かを示す結果情報を含
んでいてもよく、結果情報が第１のプログラムモジュール１０４のプロセスに通知されて
もよい。
【００７３】
　また、受け取った応答が正常終了を示していれば、コンピュータ１００は、第１のプロ
グラムモジュール１０４にしたがって、停止命令を解除する解除命令を、データ利用プロ
グラム１０６のプロセスに対して発行してもよい。解除命令の受領に応じて、データ利用
プログラム１０６のプロセスは、第１の記憶領域１１１に対する更新操作を再開する。
【００７４】
　以上説明したように、コンピュータ１００は、第１のプログラムモジュール１０４と第
２のプログラムモジュール１０５を含むバックアップ制御プログラム１０３にしたがって
動作する。そして、コンピュータ１００がバックアップ制御プログラム１０３にしたがっ
て動作することにより、バックアップ命令にしたがったデータのバックアップが実行可能
な条件は緩和される。具体的には、下記（５ａ）～（５ｃ）の３つの観点から、条件は緩
和される。
【００７５】
　　（５ａ）バックアップ命令のパラメタとして使える情報の種類は何か、という観点。
　　（５ａ）データ利用プログラム１０６のプロセスが、第１の環境１０１の内部からし
か停止命令を受け付けることができないのか、それとも第１の環境１０１の外部からも停
止命令を受け付けることができるのか、という観点。
　　（５ｃ）第１の環境１０１内で、各実記憶装置１２０を認識することができるか否か
、という観点。
【００７６】
　これら３つの観点からの条件緩和と、その理由についてまとめれば、下記のとおりであ
る。
　バックアップ命令のパラメタとして仮想識別情報が使えなくても、バックアップ命令を
使ったデータのバックアップが可能である。なぜなら、コンピュータ１００は、第１の実
識別情報と第２の実識別情報を取得し、取得した第１の実識別情報と第２の実識別情報に
基づいてバックアップ命令のパラメタを決定し、バックアップ命令を発行するからである
。
【００７７】
　データ利用プログラム１０６のプロセスが、第１の環境１０１内からしか停止命令を受
け付けることができなくても、バックアップ命令を使ったデータのバックアップが可能で
ある。なぜなら、第１の環境１０１内で実行される第１のプログラムモジュール１０４に
したがって、停止命令が発行される（すなわち、第１のプログラムモジュール１０４のプ
ロセスから停止命令が発行される）からである。
【００７８】
　第１の環境１０１内では各実記憶装置１２０を認識することができなくても、バックア
ップ命令を使ったデータのバックアップが可能である。なぜなら、バックアップ制御プロ
グラム１０３は、第１の環境１０１内で実行される第１のプログラムモジュール１０４だ
けでなく、各実記憶装置１２０を認識することが可能な第２の環境１０２内で実行される
第２のプログラムモジュール１０５も含むからである。そして、第１のプログラムモジュ
ール１０４のプロセスと第２のプログラムモジュール１０５のプロセスの間で情報が送受
信されるからである。
【００７９】
　続いて、第１実施形態におけるバックアップ制御の例について、図２のシーケンス図を
参照して説明する。
　ステップＳ１０１で、第１の記憶領域１１１中のデータを第２の記憶領域１１２にバッ
クアップする処理を開始するきっかけとなる、何らかのイベントが発生する。例えば、ス



(12) JP 5966466 B2 2016.8.10

10

20

30

40

50

テップＳ１０１では、下記（６ａ）または（６ｂ）のようなイベントが発生する。
【００８０】
　　（６ａ）予めスケジュールされていた日時になった、というイベント。
　　（６ｂ）ユーザが、バックアップ処理の開始を命じる入力を、入力装置を介して与え
た、というイベント。
【００８１】
　すると、ステップＳ１０２でコンピュータ１００は、第１のプログラムモジュール１０
４にしたがって、停止命令を発行する。換言すれば、第１のプログラムモジュール１０４
のプロセスが停止命令を発行する。上記のとおり、停止命令は、データ利用プログラム１
０６のプロセスに、第１の記憶領域１１１に対する更新操作を一時的に停止させるための
命令である。
【００８２】
　そして、ステップＳ１０３でコンピュータ１００は、データ利用プログラム１０６にし
たがって、第１の記憶領域１１１に対する更新操作を一時的に停止するための制御を行う
。換言すれば、データ利用プログラム１０６のプロセスが、第１の記憶領域１１１に対す
る更新操作を一時的に停止するための制御を行う。
【００８３】
　例えば、データ利用プログラム１０６が、第１の記憶領域１１１上のデータベース（Ｄ
Ｂ）を利用するＤＢＭＳプログラムである場合、ステップＳ１０３では、例えば以下の（
７ａ）～（７ｃ）のような処理が行われてもよい。（７ａ）～（７ｃ）の処理は、データ
の静止点（quiescent point）を作成するための処理の例である。
【００８４】
　　（７ａ）実行途中のトランザクションがある場合、実行途中の各トランザクションを
、最後まで実行してコミットするか、または、強制的にロールバックする処理。
　　（７ｂ）第１の記憶領域１１１用のディスクキャッシュとして使われるメモリ上の領
域に記憶されているデータを、第１の記憶領域１１１へ書き出す（つまりフラッシュ（fl
ush）する）処理。
　　（７ｃ）ＤＢＭＳの動作モードを書き込み禁止モードに変更する処理。
【００８５】
　なお、書き込み禁止モードは、具体的には、新たな書き込みアクセス要求を受け付けた
場合に、要求に応じた書き込みアクセスはしないで、要求の内容をキューに記憶するモー
ドであってもよい。あるいは、書き込み禁止モードは、新たな書き込みアクセス要求を受
け付けた場合に、要求に応じた結果を、第１の記憶領域１１１へは書き込まずに、他の記
憶領域に書き込むモードであってもよい。例えば、他の記憶領域は、第１の記憶領域１１
１用のディスクキャッシュとして使われるメモリ上の領域であってもよいし、第１の記憶
領域１１１とは別の、ディスク上の記憶領域であってもよい。
【００８６】
　ステップＳ１０３の制御が完了すると、ステップＳ１０４において、データ利用プログ
ラム１０６のプロセスから第１のプログラムモジュール１０４のプロセスへと完了通知が
送られる。つまり、コンピュータ１００はデータ利用プログラム１０６にしたがって完了
通知を送り、第１のプログラムモジュール１０４にしたがって完了通知を受け取る。
【００８７】
　そして、ステップＳ１０５でコンピュータ１００は、第１のプログラムモジュール１０
４にしたがって、第２のプログラムモジュール１０５のプロセスに対して、上記（３ａ）
の第１の仮想識別情報と上記（３ｂ）の第２の仮想識別情報を通知する。換言すれば、第
１のプログラムモジュール１０４のプロセスが、上記（３ａ）と（３ｂ）の情報を、第２
のプログラムモジュール１０５のプロセスに通知する。
【００８８】
　次のステップＳ１０６では、コンピュータ１００は、第２のプログラムモジュール１０
５にしたがって、上記（４ａ）の第１の実識別情報と上記（４ｂ）の第２の実識別情報を
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取得する。換言すれば、第２のプログラムモジュール１０５のプロセスが、上記（４ａ）
と（４ｂ）の情報を取得する。
【００８９】
　さらに、ステップＳ１０７でコンピュータ１００は、第２のプログラムモジュール１０
５にしたがって、バックアップ命令を発行する。換言すれば、第２のプログラムモジュー
ル１０５のプロセスが、バックアップ命令を発行する。
【００９０】
　上記のとおり、バックアップ命令は、第１の記憶領域１２１を含む装置（例えばＲＡＩ
ＤシステムまたはＨＤＤ）に対して発行されてもよい。あるいは、バックアップ命令は、
第２の記憶領域１２２を含む装置に対して発行されてもよい。
【００９１】
　図２には、バックアップ命令の宛先の装置内の制御装置１２３（具体的には、例えば、
ＲＡＩＤシステムにおけるＲＡＩＤコントローラ、あるいは、ＨＤＤにおける制御回路な
ど）が図示されている。制御装置１２３は、受信した命令（例えば、バックアップ命令、
リード命令、ライト命令など）に応じた制御を行い、命令に対して応答を返す。
【００９２】
　具体的には、ステップＳ１０８では、制御装置１２３は、バックアップ命令にしたがっ
た制御を行う。ステップＳ１０８での制御は、例えば、第１の記憶領域１２１のスナップ
ショットを作成する処理を含んでもよい。
【００９３】
　第１の記憶領域１２１が比較的大きい場合、第１の記憶領域１２１全体を第２の記憶領
域１２２に実際にバックアップするには、ある程度長い時間がかかる。しかし、スナップ
ショットを作成するのにかかる時間はわずかである。よって、ステップＳ１０８の制御は
すぐに完了する。
【００９４】
　なお、スナップショットの作成後、制御装置１２３は、第１の記憶領域１２１から第２
の記憶領域１２２へ実際にデータをコピーする（つまりバックアップする）ためのバック
グラウンド処理を開始する。このバックグラウンド処理は、具体的には、コピーオンライ
ト（Copy-On-Write）にしたがった処理でもよい。
【００９５】
　そして、次のステップＳ１０９で制御装置１２３は、第２のプログラムモジュール１０
５のプロセスに対して、バックアップ命令に対する応答を返す。
　例えば、ステップＳ１０８でスナップショットの作成が成功した場合、ステップＳ１０
９での応答は、バックアップ処理の正常終了を表す通知であってもよい。つまり、実際に
データをコピーする処理は、ステップＳ１０９よりも後にバックグラウンドで行われると
しても、制御装置１２３は、コンピュータ１００に対して、あたかも実際のデータのコピ
ーがステップＳ１０８で完了したかのように見せかけてもよい。図２の例では、ステップ
Ｓ１０９の応答が、バックアップ処理の正常終了を表すものとする。
【００９６】
　すると、ステップＳ１１０でコンピュータ１００は、制御装置１２３から受け取った応
答の内容を、第２のプログラムモジュール１０５にしたがって、第１のプログラムモジュ
ール１０４のプロセスに対して通知する。換言すれば、第２のプログラムモジュール１０
５のプロセスが、上記応答の内容を第１のプログラムモジュール１０４のプロセスに通知
する。
【００９７】
　例えば、上記のようにステップＳ１０９の応答が、バックアップ処理の正常終了を表す
場合、ステップＳ１１０では、バックアップ処理の正常終了が第１のプログラムモジュー
ル１０４のプロセスに対して通知される。
【００９８】
　そして、以上のようにして正常終了が通知された場合、ステップＳ１１１でコンピュー
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タ１００は、第１のプログラムモジュール１０４にしたがって、解除命令をデータ利用プ
ログラム１０６のプロセスに対して発行する。換言すれば、第１のプログラムモジュール
１０４のプロセスが解除命令を発行する。なお、上記のとおり、解除命令は、停止命令を
解除するための命令である。
【００９９】
　すると、ステップＳ１１２でコンピュータ１００は、データ利用プログラム１０６にし
たがって、第１の記憶領域１１１に対する更新操作を再開するための制御を行う。換言す
れば、ステップＳ１１２での制御は、データ利用プログラム１０６のプロセスにより行わ
れる。
【０１００】
　例えば、ステップＳ１０３で上記（７ｃ）のように動作モードを変更する処理が行われ
た場合、ステップＳ１１２では、ＤＢＭＳの動作モードを通常モードに戻すための処理が
行われる。通常モードへの復帰にともなって、例えば以下のような処理がさらに行われて
もよい。
【０１０１】
　書き込み禁止モードは、上記のとおり、実施形態に応じて、キューを使うモードであっ
てもよいし、第１の記憶領域１１１とは別のキャッシュ領域（例えば、ディスクキャッシ
ュとして使われるメモリ上の領域）を使うモードであってもよい。よって、ステップＳ１
１２では、もしデータ利用プログラム１０６のキューに１つ以上の書き込みアクセス要求
の内容が記憶されていれば、当該１つ以上の書き込みアクセス要求に順々にしたがって、
第１の記憶領域１１１への書き込みアクセスが行われてもよい。あるいは、動作モードが
書き込み禁止モードに設定されていた間に、上記キャッシュ領域に何らかの書き込みアク
セス要求に応じて結果が書き込まれていた場合、当該結果がステップＳ１１２で第１の記
憶領域１１１へ書き出されてもよい。
【０１０２】
　また、ステップＳ１１２以降に、データ利用プログラム１０６のプロセスが新たに別の
書き込みアクセス要求を受け付けた場合、当該新たな書き込みアクセス要求に応じた書き
込みアクセスも行われる。例えば、以上のようにして、データ利用プログラム１０６のプ
ロセスは、解除命令の受領に応じて、第１の記憶領域１１１に対する更新操作を再開する
。
【０１０３】
　続いて、以上説明した第１実施形態の利点についての理解を助けるため、図３～４を参
照して、第１～第２比較例について説明する。図３は、第１比較例を説明する図であり、
図４は、第２比較例を説明する図である。
【０１０４】
　図３の第１比較例では、物理サーバ２００上でゲストＯＳ２０１が動作する。物理サー
バ２００内では、例えば「管理ＯＳ」または「ホストＯＳ」と呼ばれるような、特定のＯ
Ｓがさらに動作している。当該特定のＯＳからは、実ハードウェア（例えば実ディスク）
が認識可能である。しかし、図３では、当該特定のＯＳは省略されている。物理サーバ２
００内では、不図示の別のゲストＯＳがさらに動作していてもよい。
【０１０５】
　ゲストＯＳ２０１は、具体的には、物理サーバ２００内の仮想マシン上で動作する。ま
た、ゲストＯＳ２０１上では、バックアップソフトウェア２０２と、バックアップ対象の
データを利用するアプリケーション２０３（例えばＤＢＭＳアプリケーション）が動作す
る。
【０１０６】
　また、物理サーバ２００は、ＳＡＮ２１０を介してストレージシステム２２０に接続さ
れている。ストレージシステム２２０は実ディスク２２１と２２２を含む。例えば、スト
レージシステム２２０はＲＡＩＤシステムであってもよく、実ディスク２２１と２２２の
それぞれは、物理的にはディスクアレイにより実現されてもよい。
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【０１０７】
　説明の便宜上、アプリケーション２０３が利用するデータ（つまりバックアップ対象の
データ）は、物理的には実ディスク２２１上の記憶領域に記憶されているものとする。ま
た、データのバックアップ先が、実ディスク２２２上の記憶領域であるものとする。
【０１０８】
　ところで、ある種の仮想化技術によれば、ゲストＯＳ２０１が動作する仮想マシンから
も、実ディスクが認識可能である。例えば、Ｈｙｐｅｒ－Ｖの「パススルーディスク」オ
プションや、ＶＭｗａｒｅの「ＲＤＭ」（Raw Device Mapping）オプションは、仮想マシ
ンが実ディスクを認識して利用することを可能にする技術の例である（Ｈｙｐｅｒ－Ｖお
よびＶＭｗａｒｅは登録商標）。
【０１０９】
　第１比較例では、例えば以上のような仮想化技術を用いることにより、ゲストＯＳ２０
１が動作する仮想マシンから、実ディスクが認識可能になっているものとする。仮想マシ
ンから実ディスクが認識可能な場合、仮想マシン上で動作するバックアップソフトウェア
２０２にしたがったバックアップ処理は、実マシンにおけるバックアップ処理と同じ手順
で実行することが可能である。理由は以下の（８ａ）～（８ｂ）のとおりである。
【０１１０】
　　（８ａ）アプリケーション２０３のプロセスに実ディスク２２１への書き込みアクセ
スを停止させるための命令（すなわち停止命令）が、定義されていてもよい。アプリケー
ション２０３のプロセスが停止命令として受け付けることのできる命令は、ゲストＯＳ２
０１が動作する仮想マシン内から発せられた命令に限られるかもしれない。しかし、その
場合も、第１比較例によれば、アプリケーション２０３のプロセスは、バックアップソフ
トウェア２０２のプロセスからの停止命令を受け付けることが可能である。なぜなら、バ
ックアップソフトウェア２０２とアプリケーション２０３は、同じゲストＯＳ２０１上で
動作するからである。
　　（８ｂ）ストレージシステム２２０が受け付け可能なバックアップ命令のパラメタと
して、仮想ディスクを識別する情報が使えず、実ディスクを識別する情報しか使えないか
もしれない。しかし、その場合も、第１比較例では、バックアップソフトウェア２０２の
プロセスは、ストレージシステム２２０が受け付け可能なバックアップ命令を発行するこ
とができる。なぜなら、ゲストＯＳ２０１が動作する仮想マシンから、実ディスク２２１
や２２２が認識可能であり、バックアップソフトウェア２０２はゲストＯＳ２０１上で動
作するからである。
【０１１１】
　具体的には、第１比較例では、以下のようにして実ディスク２２１から実ディスク２２
２へのデータのバックアップが行われる。
　まず、バックアップソフトウェア２０２のプロセスが、アプリケーション２０３のプロ
セスに対して停止命令を発行する。例えばバックアップソフトウェア２０２がＤＢＳＭア
プリケーションの場合、アプリケーション２０３のプロセスは、停止命令の受領に応じて
上記（７ａ）～（７ｃ）と類似の制御を実行する。その結果、データの静止点が作成され
る。こうして、アプリケーション２０３が利用する実ディスク２２１上のデータは、停止
命令の発行と受領にともなって、バックアップ可能な状態になる。
【０１１２】
　静止点の作成後、アプリケーション２０３のプロセスは、バックアップソフトウェア２
０２のプロセスに対して、静止点の作成が完了したことを通知する。このように、同じゲ
ストＯＳ２０１上で動作するバックアップソフトウェア２０２のプロセスとアプリケーシ
ョン２０３のプロセスは、互いに連携することができる。
【０１１３】
　ここで、実ディスク２２１と２２２は、ゲストＯＳ２０１上で動作するバックアップソ
フトウェア２０２のプロセスから認識可能である。換言すれば、バックアップソフトウェ
ア２０２のプロセスは、実ディスク２２１と２２２上の記憶領域をそれぞれ識別する実識
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別情報を取得することができる。
【０１１４】
　よって、アプリケーション２０３のプロセスからの通知にともない、バックアップソフ
トウェア２０２のプロセスは、ストレージシステム２２０に対してバックアップ命令を発
行する。バックアップ命令のパラメタとして、上記のようにして取得された実識別情報（
または実識別情報から得られる他の情報）が使われる。また、バックアップ命令は、ＳＡ
Ｎ２１０を介してストレージシステム２２０へと送信される。
【０１１５】
　すると、ストレージシステム２２０は、バックアップ命令にしたがった制御を行う。例
えば、ストレージシステム２２０は、図２のステップＳ１０８と同様に、実ディスク２２
１上の、バックアップ対象のデータが記憶されている記憶領域のスナップショットを作成
する。スナップショットの作成が完了したら、ストレージシステム２２０は、バックアッ
プソフトウェア２０２のプロセスに完了を通知する。完了通知は、ＳＡＮ２１０を介して
送信される。また、ストレージシステム２２０は、実ディスク２２１から実ディスク２２
２へ実際にデータをコピーする処理を、バックグラウンドで実行する。
【０１１６】
　他方、ストレージシステム２２０からの完了通知の受信に応じて、バックアップソフト
ウェア２０２のプロセスは、バックアップ処理の完了をアプリケーション２０３のプロセ
スに通知する。すると、アプリケーション２０３のプロセスは、図２のステップＳ１１２
と同様の制御を行う。その結果、実ディスク２２１への更新操作が再開される。
【０１１７】
　以上のようにして、第１比較例では実ディスク２２１から実ディスク２２２へのデータ
のバックアップが行われる。
　そして、第１実施形態と第１比較例は「オンラインバックアップが可能である」という
点で共通である。オンラインバックアップは、ホットバックアップとも言われ、例えばＤ
ＢＭＳのようなシステムのシャットダウンを伴わずにデータをバックアップする処理のこ
とである。換言すれば、第１実施形態と第１比較例は、「バックアップ対象のデータを利
用するプログラムの実行を停止することなく、バックアップ命令に応じたバックアップ処
理を行うことが可能である」という点で共通である。
【０１１８】
　しかしながら、第１比較例では、上記のとおり、ゲストＯＳ２０１が動作する環境から
実ディスク２２１と２２２が認識可能でなくてはならない。つまり、第１比較例は、特定
の仮想化技術（例えば「パススルーディスク」オプションなど）に依存している。特定の
仮想化技術への依存は、「バックアップ命令に応じたバックアップ処理が実行可能な条件
が限定されてしまう」ということを意味する。
【０１１９】
　それに対し、第１実施形態では、第１の環境１０１から実記憶装置１２０が認識可能で
ある必要はない。つまり、第１実施形態には、第１比較例のような、特定の仮想化技術へ
の依存性がない。そのため、第１実施形態では、バックアップ命令を用いたバックアップ
処理が実行可能な条件が、第１比較例よりも緩和されている。
【０１２０】
　そして、以上の比較から分かるように、実システムから仮想システムへの移行を検討す
るユーザにとって、第１比較例は、バックアップ処理のために仮想ディスクの使用を諦め
なくてはならないシステム構成である。他方、第１実施形態は、実記憶装置１２０を仮想
化した仮想記憶装置１１０を使用することと、バックアップ命令を用いたオンラインバッ
クアップを行うことが両立可能なシステム構成である。つまり、上記の条件の緩和は、オ
ンラインバックアップの適用範囲の拡大であるとも言えるし、仮想化に関する選択肢の増
加であるとも言える。したがって、第１実施形態は、第１比較例と比べて優れている。
【０１２１】
　次に、図４を参照して、第２比較例について説明する。図４の第２比較例では、第１比
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較例とは異なり、バックアップ対象のデータを利用するアプリケーションが動作する仮想
マシンからは、実ディスクが認識されない。
【０１２２】
　具体的には、第２比較例では、物理サーバ３００上で管理ＯＳ３０１とゲストＯＳ３０
２が動作する。そして、管理ＯＳ３０１上ではバックアップソフトウェア３０３が動作す
る。一方、バックアップ対象のデータを利用するアプリケーション３０４（例えばＤＢＭ
Ｓアプリケーション）は、ゲストＯＳ３０２上で動作する。
【０１２３】
　物理サーバ３００は、ＳＡＮ３１０を介してストレージシステム３２０に接続されてい
る。ストレージシステム３２０は実ディスク３２１と３２２を含む。例えば、ストレージ
システム３２０はＲＡＩＤシステムであってもよく、実ディスク３２１と３２２のそれぞ
れは、物理的にはディスクアレイにより実現されてもよい。
【０１２４】
　説明の便宜上、アプリケーション３０４が利用するデータ（つまりバックアップ対象の
データ）は、物理的には実ディスク３２１上の記憶領域に記憶されているものとする。ま
た、データのバックアップ先が、実ディスク３２２上の記憶領域であるものとする。
【０１２５】
　ところで、第２比較例において、ゲストＯＳ３０２の動作する仮想マシンからは、実デ
ィスク３２１上の領域に割り当てられた仮想ディスク３２３や、実ディスク３２２上の領
域に割り当てられた仮想ディスク３２４が認識可能である。しかし、ゲストＯＳ３０２の
動作する仮想マシンからは、実ディスク３２１や３２２自体は認識されない。
【０１２６】
　他方、第２比較例では、ストレージシステム３２０が受け付け可能なバックアップ命令
のパラメタとして、仮想ディスクを識別する情報が使えず、実ディスクを識別する情報し
か使えない。また、バックアップソフトウェア３０３は、ストレージシステム３２０に対
してバックアップ命令を発行することを含む処理を、物理サーバ３００のＣＰＵ（Centra
l Processing Unit）に実行させるプログラムである。よって、第２比較例のバックアッ
プソフトウェア３０３は、管理ＯＳ３０１上で動作するようにインストールされる。
【０１２７】
　このようにバックアップソフトウェア３０３とアプリケーション３０４が異なるＯＳ上
で動作する場合、オンラインバックアップができないことがある。なぜなら、ある種のア
プリケーション３０４によれば、アプリケーション３０４のプロセスに書き込みアクセス
を停止させるための停止命令は、アプリケーション３０４が動作するゲストＯＳ３０２内
からのみ受け付け可能だからである。換言すれば、ある種のアプリケーション３０４には
、アプリケーション３０４が動作する仮想マシンの外部から停止命令を受け付けるための
インタフェイスがない。
【０１２８】
　第２比較例では、上記のような種類のアプリケーション３０４が使われているものとす
る。例えば、アプリケーション３０４のプロセスは、ゲストＯＳ３０２により提供される
ＡＰＩを介して、ゲストＯＳ３０２の内部から発行された停止命令を受け付けることはで
きるかもしれない。しかし、アプリケーション３０４には、ゲストＯＳ３０２の外部から
発行された停止命令（例えば、ネットワーク経由で送信される停止命令）を受け付けるた
めのインタフェイスがないかもしれない。
【０１２９】
　上記のように、アプリケーション３０４のプロセスが、ゲストＯＳ３０２の外部から停
止命令を受け付けることができないと、停止命令を用いたバックアップソフトウェア３０
３とアプリケーション３０４の間の連携も不能である。そして、停止命令を用いた連携が
不能な場合、停止命令の発行と受領に応じて静止点が作成されることもない。静止点が作
成されないと、データの整合性を保ってオンラインバックアップを行うことができない。
つまり、第２比較例では、オンラインバックアップがサポートされない。
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【０１３０】
　したがって、第２比較例では、オフラインバックアップ（コールドバックアップともい
う）が行われる。具体的には、実行中のアプリケーション３０４が先に停止され、その後
、バックアップソフトウェア３０３のプロセスからバックアップ命令が発行される。バッ
クアップ命令に対する応答がストレージシステム３２０から返された後、アプリケーショ
ン３０４は再起動される。
【０１３１】
　このように、オフラインバックアップが行われる場合、アプリケーション３０４が実行
されない期間（すなわち、アプリケーション３０４のプロセスが外部から要求を受け付け
ることのできない期間）が生じる。例えば、アプリケーション３０４がＤＢＭＳアプリケ
ーションの場合、オフラインバックアップの実行中は、ＤＢＭＳがシャットダウンされて
いるので、データベースへの外部からのアクセス要求は受け付け不能である。
【０１３２】
　他方、アプリケーション３０４により提供されるサービスに高可用性が求められる場合
は、オンラインバックアップがサポートされることが望ましい。換言すれば、オンライン
バックアップがサポートされない第２比較例は、求められる可用性のレベルによっては、
好ましくないことがある。
【０１３３】
　以上のような第２比較例を、図１～２の第１実施形態と比較してみると、以下のことが
言える。まず、「バックアップ対象のデータを利用するアプリケーションが動作する環境
からは、仮想ディスクしか認識可能でなくてもよい」という点では、第２比較例と第１実
施形態は共通である。しかし、第２比較例では上記のようにオンラインバックアップがサ
ポートされないのに対して、第１実施形態ではオンラインバックアップがサポートされる
。
【０１３４】
　つまり、仮に図１のデータ利用プログラム１０６が第１の環境１０１内からしか停止命
令を受け付けることができないとしても、図１～２の第１実施形態では、オンラインバッ
クアップが可能である。それに対し、第２比較例では、アプリケーション３０４がゲスト
ＯＳ３０２の外部から停止命令を受け付けることができないと、オンラインバックアップ
が不能である。したがって、第１実施形態の方が第２比較例よりも優れている。
【０１３５】
　換言すれば、ある特定のアプリケーションを仮想環境下で利用したいとユーザが望む場
合、第２比較例によれば、ユーザはオンラインバックアップ機能を諦めなくてはならない
。しかし、第１実施形態によれば、ユーザはオンラインバックアップ機能を諦める必要が
ない。
【０１３６】
　あるいは、ユーザが仮想環境下でのオンラインバックアップを望む場合、ユーザは、第
２比較例のバックアップソフトウェア３０３を利用しようとする限りは、アプリケーショ
ン３０４のようなある種のアプリケーションを使うことを諦めなくてはならない。しかし
、第１実施形態によれば、たとえデータ利用プログラム１０６が第１の環境１０１内から
しか停止命令を受け付けることができないとしても、ユーザはデータ利用プログラム１０
６を使うことを諦める必要はない。
【０１３７】
　以上のように、第１実施形態では、バックアップ命令を用いたバックアップ処理が実行
可能な条件が、第２比較例のようにオフラインバックアップに限定されておらず、オンラ
インバックアップが可能である。また、第１実施形態では、バックアップ処理を実行可能
にするための条件として、データ利用プログラム１０６に特に課される制約もない。
【０１３８】
　つまり、第１実施形態では、バックアップ命令を用いたバックアップ処理が実行可能な
条件が、第２比較例よりも緩和されている。そして、条件が緩和されてユーザの選択肢が



(19) JP 5966466 B2 2016.8.10

10

20

30

40

50

多いぶん、第１実施形態は第２比較例よりも優れている。
【０１３９】
　さらに、第１実施形態には次のような利点もある。
　バックアップ制御プログラム１０３のユーザインタフェイスは、仮想化されていないコ
ンピュータで実行されるバックアップ制御プログラムのものと同様でもよい。ユーザイン
タフェイスの１つの例は、例えば、バックアップ制御プログラム１０３の実行スケジュー
ルを設定するためのインタフェイスである。ユーザインタフェイスの他の例は、ユーザ定
義スクリプトにしたがってバックアップ制御プログラム１０３を実行するためのインタフ
ェイスである。
【０１４０】
　具体的には、バックアップ制御プログラム１０３のユーザインタフェイスは、第１のプ
ログラムモジュール１０４によって提供されてもよい。
　仮想化されていないコンピュータでは、バックアップ対象のデータを利用するデータ利
用プログラムと、バックアップ制御プログラムは、同じＯＳ上で動作する。また、第１実
施形態において第１のプログラムモジュール１０４は、データ利用プログラム１０６と同
じく、第１の環境１０１内で動作する。
【０１４１】
　このように、データ利用プログラムと同じ環境内で動作するという点で、第１実施形態
の第１のプログラムモジュール１０４は、仮想化されていないコンピュータで実行される
バックアップ制御プログラムと類似である。よって、仮想化されていないコンピュータで
実行されるバックアップ制御プログラムと同様のユーザインタフェイスを、第１のプログ
ラムモジュール１０４に設けることが可能である。
【０１４２】
　そして、仮想化されていないコンピュータで実行されるバックアップ制御プログラムと
同様のユーザインタフェイスを第１のプログラムモジュール１０４が提供する場合、次の
ような利点がある。すなわち、この場合、実システムから仮想システムへの移行に際して
、今まで実システムで使用されていたユーザ定義スクリプト等のユーザ資産がそのまま利
用可能である。よって、ユーザにとっては、「ユーザ資産を無駄にすることなく、実シス
テムから仮想システムへ移行する」という選択肢が選択可能となる。
【０１４３】
　このように、第１実施形態は、ユーザ利便性に優れている。また、第１実施形態は、仮
想システムへの移行を容易にするという効果がある。
【０１４４】
　続いて、図５～１２を参照して第２実施形態について説明する。比較の詳細説明は省略
するが、第２実施形態も第１実施形態と同様に、第１比較例よりも優れており、また、第
２比較例よりも優れている。
【０１４５】
　図５は、第２実施形態のブロック図である。第２実施形態では、仮想化技術として具体
的にはＸｅｎハイパーバイザが利用される。図５のコンピュータ４００では、不図示のＸ
ｅｎハイパーバイザが動作する。
【０１４６】
　図５には、Ｘｅｎハイパーバイザ上で動作する２つの仮想マシン４１０と４２０が図示
されている。また、図５には、ＳＡＮ４３０を介してコンピュータ４００と接続されたス
トレージシステム４４０も図示されている。
【０１４７】
　仮想マシン４１０は、具体的にはドメインＵであり、仮想マシン４２０は、具体的には
ドメイン０である。仮想マシン４１０は図１の第１の環境１０１に対応し、仮想マシン４
２０は図１の第２の環境１０２に対応する。
【０１４８】
　仮想マシン４１０上では、アプリケーション４１１が動作する。以下では説明の便宜上
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、アプリケーション４１１が具体的にはＤＢＭＳアプリケーションであるものとする。ア
プリケーション４１１は、図１のデータ利用プログラム１０６と対応する。
【０１４９】
　他方、仮想マシン４２０（すなわちドメイン０）は、仮想マシン管理部４２１とＸｅｎ
Ｓｔｏｒｅ４２２を含む。Ｘｅｎハイパーバイザが使われる場合、１つまたは複数のドメ
インＵが存在し得る。仮想マシン管理部４２１は、当該１つまたは複数のドメインＵに関
する情報を管理する。ＸｅｎＳｔｏｒｅ４２２は、各ドメインに関する情報を格納する１
種のデータベースである。ＸｅｎＳｔｏｒｅ４２２では名前空間が階層化されている。
【０１５０】
　ところで、上記のように第１実施形態では、バックアップ制御プログラム１０３が、第
１の環境１０１上で動作する第１のプログラムモジュール１０４と、第２の環境１０２上
で動作する第２のプログラムモジュール１０５を含む。同様に、第２実施形態のバックア
ップ制御プログラムは、仮想マシン４１０上で動作するフロントエンドコンポーネント４
１２と、仮想マシン４２０上で動作するバックエンドコンポーネント４２３を含む。
【０１５１】
　フロントエンドコンポーネント４１２は連携部４１３と要求部４１４を含み、バックエ
ンドコンポーネント４２３は受付部４２４とＡＰＩ群４２５を含む。
【０１５２】
　連携部４１３は、アプリケーション４１１とフロントエンドコンポーネント４１２の間
の連携のためのモジュールである。例えば、連携部４１３は、第１実施形態と同様の停止
命令や解除命令を、アプリケーション４１１のプロセスに対して発行する。連携部４１３
は、ユーザインタフェイスも提供する。
【０１５３】
　要求部４１４は、バックエンドコンポーネント４２３への要求をフロントエンドコンポ
ーネント４１２から送信し、バックエンドコンポーネント４２３からの応答を受信するた
めのモジュールである。要求部４１４から送信された要求は、受付部４２４により受信さ
れる。
【０１５４】
　詳しくは後述するが、受付部４２４は、要求部４１４から受け付けた要求に応じて様々
な処理を行う。そして、受付部４２４は、要求部４１４からの要求に対する応答を、要求
部４１４に送信する。
【０１５５】
　ＡＰＩ群４２５は、ストレージシステム４４０に関連するいくつかのＡＰＩを含む。例
えば、コンピュータ４００からストレージシステム４４０に対してコマンドを与え、コマ
ンドに対する応答をストレージシステム４４０から受け取るためのいくつかのＡＰＩが、
ＡＰＩ群４２５には含まれる。コマンドは、具体的には例えばＳＣＳＩコマンドでもよく
、コマンドに対する応答は、例えば、ＳＣＳＩコマンドに対して返されるステータスであ
ってもよい。受付部４２４は、ＡＰＩ群４２５を用いていくつかの処理を行う。
【０１５６】
　フロントエンドコンポーネント４１２とバックエンドコンポーネント４２３が協働して
行うバックアップ制御のさらなる詳細は、図７～１２とともに後述する。
【０１５７】
　さて、ストレージシステム４４０は実ディスク４４１と４４２を含む。ストレージシス
テム４４０は、具体的にはＲＡＩＤシステムでもよく、実ディスク４４１と４４２のそれ
ぞれは、物理的にはディスクアレイにより実現されてもよい。ＲＡＩＤレベルは任意であ
る。
【０１５８】
　ストレージシステム４４０がＲＡＩＤシステムである場合、実ディスク４４１は、具体
的には、仮想マシン４２０（すなわちドメイン０）から１台の実ディスクドライブとして
認識される、１つの論理ユニットである。同様に、ストレージシステム４４０がＲＡＩＤ
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システムである場合、実ディスク４４２は、仮想マシン４２０から１台の実ディスクドラ
イブとして認識される、もう１つの論理ユニットである。
【０１５９】
　実ディスク４４１と４４２は、仮想マシン４１０（すなわちドメインＵ）からは認識さ
れない。その代わり、仮想マシン４１０からは、仮想ディスク４４３と４４４が認識され
る。仮想ディスク４４３は、物理的には、実ディスク４４１上の領域に割り当てられてい
る。同様に、仮想ディスク４４４は、物理的には、実ディスク４４２上の領域に割り当て
られている。
【０１６０】
　説明の便宜上、アプリケーション４１１が利用するデータ（すなわちバックアップ対象
のデータ）が、仮想ディスク４４３に記憶されているものとする。そして、バックアップ
先の領域は、仮想ディスク４４４にあるものとする。換言すれば、アプリケーション４１
１が利用するデータは、物理的には実ディスク４４１に記憶されており、実ディスク４４
１上のデータが実ディスク４４２にバックアップされる。
【０１６１】
　たとえアプリケーション４１１が仮想マシン４１０内からしか停止命令を受け付けるこ
とができなくても、また、たとえ仮想マシン４１０からは実ディスク４４１と４４２が認
識されなくても、第２実施形態によれば、オンラインバックアップが可能である。なぜな
ら、バックアップ制御プログラムのフロントエンドコンポーネント４１２とバックエンド
コンポーネント４２３は、仮想マシン４１０と４２０に分かれており、協働してバックア
ップ処理を制御するからである。
【０１６２】
　次に、図５のようなコンピュータ４００とＳＡＮ４３０とストレージシステム４４０を
含むシステムのハードウェア構成の例について説明する。図６は、システムのハードウェ
ア構成図である。
【０１６３】
　図６には、コンピュータ５００と、ネットワーク５１０と、ネットワーク５１０を介し
てコンピュータ５００に接続された他のコンピュータ５２０と、コンピュータ読み取り可
能な記憶媒体５３０が示されている。ネットワーク５１０は、例えば、ＬＡＮ（Local Ar
ea Network）、ＷＡＮ（Wide Area Network）、インターネット、またはそれらの組み合
わせであってもよい。
【０１６４】
　また、図６には、ＳＡＮ５４０と、ＳＡＮ５４０を介してコンピュータ５００に接続さ
れた２つのストレージシステム５５０および５６０も示されている。ＳＡＮ５４０は、例
えば、ファイバチャネルによるネットワークでもよい。ストレージシステム５５０と５６
０のそれぞれは、例えば、コントローラと複数の磁気ディスク媒体が１つのシャーシに収
容されたＲＡＩＤシステムであってもよい。
【０１６５】
　また、ストレージシステム５６０はなくてもよい。逆に、３つ以上のストレージシステ
ムがＳＡＮ５４０に接続されていてもよい。
【０１６６】
　図５のコンピュータ４００は、具体的には図６のコンピュータ５００であってもよい。
また、図５のＳＡＮ４３０は図６のＳＡＮ５４０に対応する。図５では１つのストレージ
システム４４０のブロックのみが図示されているが、図６に示すように、ＳＡＮ５４０に
は２つ以上のストレージシステムが接続されていてもよい。
【０１６７】
　例えば、図５の実ディスク４４１と４４２の双方が、具体的には図６のストレージシス
テム５５０に含まれていてもよい。あるいは、実ディスク４４１と４４２のうちの一方が
ストレージシステム５５０に含まれ、実ディスク４４１と４４２のうちの他方がストレー
ジシステム５６０に含まれているのでもよい。
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【０１６８】
　コンピュータ５００は、ＣＰＵ５０１と、ＲＡＭ（Random Access Memory）５０２と、
ＬＡＮインタフェイス５０３を含む。なお、紙幅の都合上、図６では「インタフェイス」
を「Ｉ／Ｆ」と表記している。コンピュータ５００は、ＬＡＮインタフェイス５０３を介
して、ネットワーク５１０に接続されている。
【０１６９】
　コンピュータ５００はさらに、記憶媒体５３０の駆動装置５０４と、入力装置５０５と
、出力装置５０６を有する。入力装置５０５は、例えば、キーボードを含み、さらに、マ
ウスなどのポインティングデバイスを含んでいてもよいし、マイクを含んでいてもよい。
出力装置５０６は、例えば、ディスプレイ、スピーカ、またはその組み合わせでもよい。
【０１７０】
　コンピュータ５００は、さらに、ホストバスアダプタ５０７と、ローカルＨＤＤ５０８
も有する。ホストバスアダプタ５０７は、コンピュータ５００とＳＡＮ５４０を接続する
インタフェイスである。
【０１７１】
　コンピュータ５００は、ストレージシステム５５０または５６０のディスク上のデータ
を用いてクライアントにサービスを提供するサーバであってもよい。例えば、コンピュー
タ５００は、図５のアプリケーション４１１によるデータベースサービスを提供するデー
タベースサーバであってもよい。
【０１７２】
　サービスに使われるデータは、上記のとおりストレージシステム５５０または５６０の
ディスクに記憶される。他方、コンピュータ５００自体の制御に使われるデータ（例えば
、ＣＰＵ５０１が実行する種々のプログラム、ＸｅｎＳｔｏｒｅ４２２中のデータ、仮想
マシン管理部４２１が管理するデータ、など）は、ローカルＨＤＤ５０８に記憶される。
【０１７３】
　ローカルＨＤＤ５０８の代わりに（あるいは、ローカルＨＤＤ５０８とともに）ＳＳＤ
（Solid-State Drive）が使われてもよい。なお、コンピュータ５００内の上記構成要素
同士は、バス５０９で互いに接続されている。
【０１７４】
　さて、コンピュータ５００のＣＰＵ５０１は、様々なプログラムをＲＡＭ５０２にロー
ドし、ＲＡＭ５０２をワーキングエリアとしても使いながら、プログラムを実行する。Ｃ
ＰＵ５０１が実行するプログラムの例は、（９ａ）～（９ｇ）に示すとおりである。
【０１７５】
　　（９ａ）Ｘｅｎハイパーバイザのプログラム。
　　（９ｂ）仮想マシン４１０（つまりドメインＵ）のＯＳのプログラム。
　　（９ｃ）仮想マシン４２０（つまりドメイン０）のＯＳのプログラム。
　　（９ｄ）アプリケーション４１１のプログラム。
　　（９ｅ）フロントエンドコンポーネント４１２のプログラム。
　　（９ｆ）バックエンドコンポーネント４２３のプログラム。
　　（９ｇ）仮想マシン管理部４２１を実現するためのプログラム。
【０１７６】
　換言すれば、図５の連携部４１３は、ＣＰＵ５０１により実現される。また、要求部４
１４もＣＰＵ５０１により実現される。
【０１７７】
　なお、要求部４１４と受付部４２４の間ではＴＣＰ／ＩＰ通信が行われるが、要求部４
１４と受付部４２４を実現するために、物理的なＬＡＮインタフェイス５０３は必ずしも
使われなくてもよい。なぜなら、ＬＡＮインタフェイス５０３も仮想化されるからである
。要求部４１４と受付部４２４の間のＴＣＰ／ＩＰ通信は、物理的なＬＡＮインタフェイ
ス５０３を介さずに、コンピュータ５００内の仮想ネットワークのレベルで行われてもよ
い。
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【０１７８】
　受付部４２４の一部も、要求部４１４と同様に、ＣＰＵ５０１により実現される。また
、受付部４２４は、ＡＰＩ群４２５を用いて、ＳＡＮ４３０を介して、命令を送信したり
応答を受信したりする。ＳＡＮ４３０を介した通信は、具体的にはホストバスアダプタ５
０７により実現される。
【０１７９】
　ところで、ＣＰＵ５０１が実行する（９ａ）～（９ｇ）のような各種プログラムは、予
めローカルＨＤＤ５０８に記憶されていてもよいし、ネットワーク５１０を介してコンピ
ュータ５２０からコンピュータ５００にダウンロードされてもよい。あるいは、ＣＰＵ５
０１が実行する各種プログラムは、記憶媒体５３０に記憶されて提供されてもよい。つま
り、プログラムは、駆動装置５０４にセットされた記憶媒体５３０から読み取られ、ロー
カルＨＤＤ５０８にコピーされてもよい。あるいは、プログラムは、駆動装置５０４から
直接ＲＡＭ５０２へロードされてもよい。
【０１８０】
　記憶媒体５３０は、具体的には、ＣＤ（Compact Disc）やＤＶＤ（Digital Versatile 
Disk）などの光ディスクでもよいし、光磁気ディスクでもよいし、磁気ディスクでもよい
し、フラッシュメモリカードなどの不揮発性の半導体メモリでもよい。また、記憶媒体５
３０だけでなく、例えばＲＡＭ５０２や、ローカルＨＤＤ５０８に含まれるディスク媒体
なども、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体の例である。そして、以上例示したような
各種の記憶媒体は、いずれも、有形の（tangible）媒体であり、信号搬送波のような一時
的な（transitory）媒体ではない。
【０１８１】
　ところで、ストレージシステム５５０は、上記のとおり、例えばＲＡＩＤシステムでも
よい。ストレージシステム５５０は、ストレージシステム５５０を制御するコントローラ
５５１（より具体的には、例えばＲＡＩＤコントローラ）を含む。また、ストレージシス
テム５５０はＮ個のディスク５５２－１～５５２－Ｎを含む。Ｎは１以上であれば任意で
ある。図６には、例として２≦Ｎの場合が例示されている。
【０１８２】
　詳しくは図９とともに説明するが、ディスク５５２－１は、“／ｄｅｖ／ｓｄａ”とい
うパス名のデバイスファイルに対応する実ディスクとして、コンピュータ４００上の仮想
マシン４２０からは認識される。同様に、ディスク５５２－２は、“／ｄｅｖ／ｓｄｂ”
というパス名のデバイスファイルに対応する実ディスクとして、コンピュータ４００上の
仮想マシン４２０からは認識される。例えば、図５の実ディスク４４１が具体的には図６
のディスク５５２－１であってもよく、実ディスク４４２がディスク５５２－２であって
もよい。
【０１８３】
　ストレージシステム５６０の詳細は、図示を省略した。しかし、ストレージシステム５
６０も、ストレージシステム５５０と同様に、コントローラと、１個または複数個のディ
スクを含む。
【０１８４】
　なお、第１実施形態の図１のコンピュータ１００も、具体的には、例えば図６のコンピ
ュータ５００により実現されてもよい。つまり、ＣＰＵ５０１が、以下の(１０ａ）～（
１０ｅ）のような種々のプログラムを実行してもよい。
【０１８５】
　　（１０ａ）第１の環境１０１を提供するためのプログラム。
　　（１０ｂ）第２の環境１０２を提供するためのプログラム。
　　（１０ｃ）第１のプログラムモジュール１０４。
　　（１０ｄ）第２のプログラムモジュール１０５。
　　（１０ｅ）データ利用プログラム１０６。
【０１８６】
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　ＣＰＵ５０１は、第１のプログラムモジュール１０４を実行することにより、データ利
用プログラム１０６のプロセスに対して第１の環境１０１内から停止命令を発行する停止
命令発行部として動作してもよい。さらに、ＣＰＵ５０１は、第１のプログラムモジュー
ル１０４を実行することにより、第１の仮想識別情報と第２の仮想識別情報についての通
知を第１の環境１０１内から発行する通知部として動作してもよい。
【０１８７】
　一方で、ＣＰＵ５０１は、第２のプログラムモジュール１０５を実行することにより、
第１の仮想識別情報と第２の仮想識別情報からそれぞれ第１の実識別情報と第２の実識別
情報を第２の環境１０２内において取得する取得部として動作してもよい。さらに、ＣＰ
Ｕ５０１は、第２のプログラムモジュール１０５を実行することにより、第２の環境１０
２内からバックアップ命令を発行するバックアップ命令発行部として動作してもよい。
【０１８８】
　換言すれば、コンピュータ１００は、停止命令発行部と通知部と取得部とバックアップ
命令発行部を含む情報処理装置である。そして、停止命令発行部と通知部は、第１の環境
１０１上に実装され、取得部とバックアップ命令発行部は第２の環境１０２上に実装され
る。
【０１８９】
　そして、図１の１つ以上の実記憶装置１２０のそれぞれは、具体的には、ストレージシ
ステム５５０内のディスクでもよいし、ストレージシステム５６０内のディスクでもよい
。例えば、第１の記憶領域１２１は、ディスク５５２－１上の領域であってもよいし、第
２の記憶領域１２２は、ディスク５５２－２上の領域であってもよい。
【０１９０】
　ここで、第２実施形態の説明に戻る。以下では、第２実施形態で行われるバックアップ
制御について、フローチャートと具体的なデータ例を参照して説明する。
　図７は、バックアップ制御処理のフローチャートである。図７のバックアップ制御処理
は、フロントエンドコンポーネント４１２が仮想マシン４１０にインストールされ、かつ
、バックエンドコンポーネント４２３が仮想マシン４２０にインストールされた後、任意
のタイミングで開始されてよい。図７のステップＳ２０１は初期化であり、初期化が終わ
った後、ステップＳ２０２～Ｓ２０６が繰り返し実行される。
【０１９１】
　具体的には、ステップＳ２０１で、ユーザからの入力にしたがい、（１１ａ）と（１１
ｂ）の情報が所定のファイルに登録される。
【０１９２】
　　（１１ａ）バックエンドコンポーネント４２３（より具体的には受付部４２４）のＩ
Ｐアドレス。
　　（１１ｂ）バックエンドコンポーネント４２３（より具体的には受付部４２４）のポ
ート番号。
【０１９３】
　ステップＳ２０１における上記所定のファイルは、具体的には、ドメイン０の管理ＯＳ
が使用する所定のファイルである。当該所定のファイルは、第２実施形態においては、例
えば図８のファイル６０１のようなＣＳＶ（Comma Separated Values）形式のファイルで
ある。図８の例では、ステップＳ２０１の結果として、ファイル６０１に、“１０．１０
．１０．１０”という受付部４２４のＩＰアドレスと、“１２２６”という受付部４２４
のポート番号が登録されている。
【０１９４】
　ステップＳ２０１の処理は、要求部４１４と受付部４２４の間の通信のための事前準備
であり、より具体的には以下のように行われる。
　連携部４１３が提供するユーザインタフェイスを介して、ユーザから、上記（１１ａ）
と（１１ｂ）の入力が与えられる。ユーザは、例えば図６の入力装置５０５を用いて（１
１ａ）と（１１ｂ）の情報を入力する。そして、連携部４１３が入力を受け取る。
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【０１９５】
　ここで、ファイル６０１は、仮想マシン４２０上で管理ＯＳにより管理されるファイル
である。したがって、ファイル６０１は、仮想マシン４２０の外部にある連携部４１３か
らは、直接にはアクセスされない。その代わり、例えば、仮想マシン４１０からファイル
６０１に間接的にアクセスするための特定のドライバが、仮想マシン４１０にインストー
ルされていてもよい。
【０１９６】
　連携部４１３は、入力された（１１ａ）と（１１ｂ）の情報をファイル６０１に登録す
ることを、上記特定のドライバに要求してもよい。上記特定のドライバは、ＸｅｎＢｕｓ
を介して、（１１ａ）と（１１ｂ）の情報をファイル６０１に登録してもよい。
【０１９７】
　ＸｅｎＢｕｓは、ドメインＵとドメイン０の間の（例えば、図５の例では、仮想マシン
４１０と４２０の間の）情報共有に使われる仕組みである。ＸｅｎＢｕｓへのアクセスが
ドメイン０において検出されると、ＸｅｎＳｔｏｒｅ４２２が参照される。
【０１９８】
　例えば、仮想マシン４２０内ではＸｅｎＢｕｓへのアクセスを監視するデーモンが動作
していてもよい。当該デーモンが、上記特定のドライバからのＸｅｎＢｕｓへのアクセス
を検出し、検出したアクセスに応じて、実際に（１１ａ）と（１１ｂ）の情報をファイル
６０１に書き込んでもよい。
【０１９９】
　例えば以上のようにして、ユーザからの入力にしたがって、ファイル６０１に受付部４
２４のＩＰアドレスと、受付部４２４のポート番号が登録される。その後、ステップＳ２
０２に示すように、データバックアップのトリガが発生するまでは、特に何の処理も行わ
れなくてよい。そして、データバックアップのトリガが発生するたびに、ステップＳ２０
３～Ｓ２０６の処理が実行される。
【０２００】
　なお、フロントエンドコンポーネント４１２とバックエンドコンポーネント４２３を含
むバックアップ制御プログラムの実行は、ステップＳ２０１の実行後、一旦終了してもよ
い。また、バックアップ制御プログラムの実行は、ステップＳ２０６の実行後にも、一旦
終了してもよい。そして、データバックアップのトリガの発生に応じて、バックアップ制
御プログラムが再度起動されてもよい。
【０２０１】
　逆に、ステップＳ２０１やＳ２０６の実行後、バックアップ制御プログラムは終了され
なくてもよい。例えば連携部４１３がトリガの発生を監視し続けてもよい。
【０２０２】
　また、データバックアップのトリガは任意である。例えば、ユーザが、入力装置５０５
を介してバックアップ制御プログラムを起動してもよい。ユーザはさらに、アプリケーシ
ョン４１１が利用するデータをバックアップするための指示を、入力装置５０５を介して
連携部４１３に与えてもよい。ユーザから連携部４１３に指示が与えられたというイベン
トは、トリガの一例である。
【０２０３】
　あるいは、決められたスケジュールにしたがってバックアップ制御プログラムを起動し
、いくつかのパラメタを連携部４１３に与えるためのスクリプトが予め作成されていても
よい。この場合、決められた日時になったというイベントが、トリガである。
【０２０４】
　例えば上記のような何らかのトリガが発生すると、次に、ステップＳ２０３において、
連携部４１３とアプリケーション４１１が連携して、静止点を作成する。なお、ステップ
Ｓ２０２におけるトリガの発生は、図２のステップＳ１０１に対応し、ステップＳ２０３
における静止点の作成は、ステップＳ１０２～Ｓ１０４に対応する。つまり、ステップＳ
２０３では、ステップＳ１０２～Ｓ１０４と類似の処理が行われる。
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【０２０５】
　具体的には、ステップＳ２０３で連携部４１３は、実行中のアプリケーション４１１の
プロセスに対して、停止命令を発行する。上記のとおり第２実施形態では、アプリケーシ
ョン４１１は、仮想ディスク４４３上の記憶領域に記憶されたデータを利用する。よって
、第２実施形態における停止命令は、具体的には、アプリケーション４１１のプロセスに
、仮想ディスク４４３上の上記記憶領域に対する更新操作を一時的に停止させるための命
令である。
【０２０６】
　なお、停止命令のパラメタとして、仮想ディスク４４３上の記憶領域を識別する情報が
指定されてもよい。あるいは、当該記憶領域に記憶されているデータベースの名前や、当
該データベースに含まれるテーブルの名前が停止命令のパラメタとして指定されてもよい
。
【０２０７】
　アプリケーション４１１のプロセスは、停止命令に応じて、例えば第１実施形態におけ
る（７ａ）～（７ｃ）の処理と類似の、（１２ａ）～（１２ｃ）の処理を行ってもよい。
【０２０８】
　　（１２ａ）実行途中のトランザクションがある場合、実行途中の各トランザクション
を、最後まで実行してコミットするか、または、強制的にロールバックする処理。
　　（１２ｂ）仮想ディスク４４３上の、アプリケーション４１１の利用する上記記憶領
域用のディスクキャッシュとして使われるＲＡＭ５０２上の領域に記憶されているデータ
を、仮想ディスク４４３上の上記記憶領域へとフラッシュする処理。
　　（１２ｃ）アプリケーション４１１（つまりＤＢＭＳアプリケーション）の動作モー
ドを、書き込み禁止モードに変更する処理（書き込み禁止モードについては、第１実施形
態に関連して説明したとおりである）。
【０２０９】
　例えば（１２ａ）～（１２ｃ）のような処理により、バックアップ対象のデータ（すな
わちコピー元のデータ）は、全体としてバックアップ可能な状態となる。なお、データを
バックアップ可能な状態にするための処理は、（１２ａ）～（１２ｃ）の処理に限られな
い。そして、停止命令は、データをバックアップ可能な状態に遷移させる処理をアプリケ
ーション４１１のプロセスに行わせるための命令のうちの、一つの例である。
【０２１０】
　例えば、アプリケーション４１１のプロセスは、更新操作を一時的に停止する代わりに
、更新操作のログをとることによって、データをバックアップ可能な状態にしてもよい。
換言すれば、（１２ｃ）の処理の代わりに、アプリケーション４１１の動作モードをログ
モードに変更する処理が行われてもよい。この場合、アプリケーション４１１のプロセス
に動作モードを書き込み禁止モードへ変更させることになる停止命令の代わりに、アプリ
ケーション４１１のプロセスに動作モードをログモードへ変更させることになる別の命令
を、連携部４１３が発行してもよい。
【０２１１】
　なお、ログモードにおいて、アプリケーション４１１のプロセスは、新たな書き込みア
クセス要求を受け付けた場合に、次のように動作する。すなわち、アプリケーション４１
１のプロセスは、書き込みアクセスによってデータがどのように更新されるかをログに記
録するとともに、要求に応じた書き込みアクセスを実行する。
【０２１２】
　以上のようにして、ログモードでは、書き込みアクセスが監視され、記録される。つま
り、仮想ディスク４４３から仮想ディスク４４４へとデータが実際にバックアップされて
いる最中に起きる書き込みアクセスによるデータの変更は、ログモードを利用することで
管理可能となる。このような管理が可能な場合、書き込みアクセスが禁止されていなくて
も、データの整合性を保ったバックアップ処理が可能である。換言すれば、ログモードへ
の遷移により、データはバックアップ可能な状態になる。
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【０２１３】
　以上例示したように、データをバックアップ可能な状態にするための具体的な手法は、
アプリケーション４１１の種類に応じて様々である。しかし、以下では説明の便宜上、連
携部４１３から停止命令が発行され、停止命令に応じて書き込みアクセスが禁止され、そ
の結果として、静止点が作成される（つまりデータがバックアップ可能な状態になる）も
のとする。
【０２１４】
　アプリケーション４１１のプロセスは、静止点の作成に成功すると、図２のステップＳ
１０４と同様に、連携部４１３に対して完了通知を送る。
【０２１５】
　完了通知に応じて、次のステップＳ２０４では、要求部４１４が、後のステップＳ２０
５～Ｓ２０６での受付部４２４との通信に使うための情報を取得する。具体的には、要求
部４１４は、図８のファイル６０１に登録されている、受付部４２４のＩＰアドレスとポ
ート番号を取得するとともに、仮想マシン４１０のドメイン名を取得する。
【０２１６】
　ステップＳ２０１に関して説明したとおり、仮想マシン４１０からファイル６０１に間
接的にアクセスするための特定のドライバが、仮想マシン４１０にインストールされてい
てもよい。また、仮想マシン４２０内（つまり管理ＯＳ上）では、ＸｅｎＢｕｓへのアク
セスを監視するデーモンが動作していてもよい。ステップＳ２０４では、上記ドライバと
デーモンを介して、要求部４１４が情報を取得してもよい。
【０２１７】
　例えば、要求部４１４は、ファイル６０１に登録されているＩＰアドレスとポート番号
と、仮想マシン４１０のドメイン名とを読み取るように、上記特定のドライバに要求する
。すると、上記特定のドライバはＸｅｎＢｕｓにアクセスし、ＸｅｎＢｕｓへのアクセス
をデーモンが検出する。
【０２１８】
　そして、検出に応じて、デーモンは、ＸｅｎＳｔｏｒｅ４２２を参照してファイル６０
１を特定する。デーモンは、ＩＰアドレスとポート番号をファイル６０１から読み取ると
ともに、仮想マシン４１０のドメイン名をＸｅｎＳｔｏｒｅ４２２の“／ｖｍ／ｎａｍｅ
”パスから読み取る。そして、デーモンは、読み取ったＩＰアドレスとポート番号とドメ
イン名を上記特定のドライバに返す。すると、上記特定のドライバは、以上のようにして
得られたＩＰアドレスとポート番号とドメイン名を、要求部４１４に返す。
【０２１９】
　例えば以上のような一連の処理により、所定のファイル６０１に登録されているＩＰア
ドレスとポート番号と、仮想マシン４１０のドメイン名とが、要求部４１４からの要求に
応じて、ＸｅｎＳｔｏｒｅ４２２を介して読み取られ、要求部４１４に返される。すなわ
ち、要求部４１４は、以上のようにして、受付部４２４のＩＰアドレスとポート番号を取
得する。よって、要求部４１４は今後のステップＳ２０５～Ｓ２０６において、ＴＣＰ／
ＩＰにしたがって、受付部４２４との間で通信を行うことができる。
【０２２０】
　さて、ステップＳ２０５は、図２のステップＳ１０５～Ｓ１０６に対応し、ステップＳ
２０６は図２のステップＳ１０７～Ｓ１１１に対応する。また、ステップＳ２０５の詳細
は図１０のとおりであり、ステップＳ２０６の詳細は図１２のとおりである。ここでは、
ステップＳ２０５とＳ２０６の概要を説明する。
【０２２１】
　ステップＳ２０５では、要求部４１４が受付部４２４に要求を送る。そして、要求に応
じて、受付部４２４は、コピー元の仮想デバイスとコピー先の仮想デバイスそれぞれにつ
いて、ストレージシステム４４０上での物理的な領域情報を取得する。
【０２２２】
　そして、ステップＳ２０６では、受付部４２４が、データをコピーする（すなわちバッ
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クアップする）ようストレージシステム４４０に指示する。換言すれば、受付部４２４は
、物理的な領域情報に基づいて、ＡＰＩ群４２５中のあるＡＰＩを介して、バックアップ
命令を発行する。バックアップ命令に応じて、ストレージシステム４４０は、データをバ
ックアップするための処理を実行し、受付部４２４に応答する。
【０２２３】
　以上のようにしてステップＳ２０２～Ｓ２０６でオンラインバックアップが行われた後
、図７の処理は、ステップＳ２０２に戻る。なお上記のとおり、ステップＳ２０６の完了
後、フロントエンドコンポーネント４１２とバックエンドコンポーネント４２３を含むバ
ックアップ制御プログラムの実行は、一旦終了されてもよい。
【０２２４】
　続いて、上記のステップＳ２０５～Ｓ２０６の詳細について、図８～９の具体的な値の
例と、図１０～１２のフローチャートを参照しながら説明する。図８のファイル６０１は
、ステップＳ２０１とＳ２０４に関して既に説明したとおりである。図８のコマンド実行
例６０２については、図１０のステップＳ３０４～Ｓ３０５とともに後述する。
【０２２５】
　図９は、仮想パーティションと仮想ディスクと実パーティションと実ディスクの例を説
明する図である。
　仮想パーティションは、仮想マシン４１０から認識されるパーティションであり、仮想
ディスクは仮想マシン４１０から認識されるディスクである。仮想ディスクの例は、図５
の仮想ディスク４４３と４４４である。
【０２２６】
　各仮想ディスクは、物理的には、いずれかの実ディスク上の領域に割り当てられている
。実ディスクの例は、図５の実ディスク４４１と４４２や、図６のディスク５５２－１～
５５２－Ｎなどである。以下では参照符号「５５２－１」～「５５２－Ｎ」のディスクの
ことを「実ディスク」とも表記する。
【０２２７】
　もちろん、実ディスクもパーティショニングされていてよい。実ディスク上のパーティ
ションを、以下では実パーティションという。
　一方、第２実施形態では、デバイスドライバのインタフェイスとして、デバイスファイ
ルが使われる。したがって、デバイスは、ＯＳの標準的なシステムコールを介してアクセ
スされる。パーティションとディスクは、いずれも、デバイスの１種であり、各々のデバ
イスファイルと対応する。
【０２２８】
　つまり、仮想パーティションと仮想ディスクの各々は、仮想マシン４１０内で認識され
るデバイスファイルと対応する。実パーティションと実ディスクの各々は、仮想マシン４
２０内で認識されるデバイスファイルと対応する。
【０２２９】
　以下では説明の便宜上、以下の（１３ａ）～（１３ｈ）のように仮定する。
【０２３０】
　　（１３ａ）バックアップ対象の記憶領域は、仮想マシン４１０から認識される仮想デ
ィスク４４３上の１つのパーティション全体である。当該パーティションは、具体的には
、仮想マシン４１０において“／ｄｅｖ／ｘｖｄａ３”というパス名で識別されるデバイ
スファイルに対応する、図９の仮想パーティション６０３－１である。
　　（１３ｂ）データのバックアップ先の記憶領域は、仮想マシン４１０から認識される
仮想ディスク４４４上の１つのパーティション全体である。当該パーティションは、具体
的には、仮想マシン４１０において“／ｄｅｖ／ｘｖｄｂ３”というパス名で識別される
デバイスファイルに対応する、図９の仮想パーティション６０３－２である。
　　（１３ｃ）仮想パーティション６０３－１は、仮想マシン４１０において認識される
仮想ディスク６０４－１上のパーティションのうちの１つである。仮想ディスク６０４－
１は、仮想マシン４１０において“／ｄｅｖ／ｘｖｄａ”というパス名で識別されるデバ



(29) JP 5966466 B2 2016.8.10

10

20

30

40

50

イスファイルに対応する。図５の仮想ディスク４４３は、具体的には仮想ディスク６０４
－１である。
　　（１３ｄ）仮想パーティション６０３－２は、仮想マシン４１０において認識される
仮想ディスク６０４－２上のパーティションのうちの１つである。仮想ディスク６０４－
２は、仮想マシン４１０において“／ｄｅｖ／ｘｖｄｂ”というパス名で識別されるデバ
イスファイルに対応する。図５の仮想ディスク４４４は、具体的には仮想ディスク６０４
－２である。
　　（１３ｅ）物理的には、実パーティション６０５－１の全体が仮想ディスク６０４－
１用に使われる。実パーティション６０５－１は、仮想マシン４２０において“／ｄｅｖ
／ｓｄａ６”というパス名で識別されるデバイスファイルに対応する。
　　（１３ｆ）物理的には、実パーティション６０５－２の全体が仮想ディスク６０４－
２用に使われる。実パーティション６０５－２は、仮想マシン４２０において“／ｄｅｖ
／ｓｄｂ６”というパス名で識別されるデバイスファイルに対応する。
　　（１３ｇ）実パーティション６０５－１は、仮想マシン４２０において認識される実
ディスク５５２－１上のパーティションのうちの１つである。図６にも示したように、実
ディスク５５２－１は、仮想マシン４２０において“／ｄｅｖ／ｓｄａ”というパス名で
識別されるデバイスファイルに対応する。図５の実ディスク４４１は、具体的には実ディ
スク５５２－１である。
　　（１３ｈ）実パーティション６０５－２は、仮想マシン４２０において認識される実
ディスク５５２－２上のパーティションのうちの１つである。図６にも示したように、実
ディスク５５２－２は、仮想マシン４２０において“／ｄｅｖ／ｓｄｂ”というパス名で
識別されるデバイスファイルに対応する。図５の実ディスク４４２は、具体的には実ディ
スク５５２－２である。
【０２３１】
　ところで、ディスクやパーティションなどのデバイス上のアドレスは、例えば、５１２
バイトのセクタを単位としたＬＢＡ（Logical Block Addressing）番号で表されてもよい
。図９には、アドレスも例示されている。具体的には以下のとおりである。
【０２３２】
　実ディスク５５２－１上のアドレスＡ１から始まる領域が、実パーティション６０５－
１として使われる。実ディスク５５２－１のサイズはＡ２である。
　また、仮想ディスク６０４－１上のアドレスＢ１から始まる領域が、仮想パーティショ
ン６０３－１として使われる。仮想ディスク６０４－１のサイズはＢ２である。
【０２３３】
　なお、第２実施形態では、実パーティション６０５－１の全体が、仮想ディスク６０４
－１用に割り当てられている。そのため、実パーティション６０５－１のサイズもＢ２で
あり、仮想パーティション６０３－１が物理的に位置する領域は、実パーティション６０
５－１上のアドレスＢ１から始まる領域である。
【０２３４】
　図９のとおり、仮想パーティション６０３－１のサイズをＣとする。すると、仮想パー
ティション６０３－１は、仮想ディスク６０４－１上の、アドレスＢ１からアドレス（Ｂ
１＋Ｃ－１）までの領域である。また、仮想パーティション６０３－１は、物理的には、
実パーティション６０５－１上の、アドレスＢ１からアドレス（Ｂ１＋Ｃ－１）までの領
域を占める。そして、当該領域の開始アドレスと終了アドレスを、実ディスク５５２－１
上のアドレスにより表すと、それぞれ、アドレス（Ａ１＋Ｂ１）とアドレス（Ａ１＋Ｂ１
＋Ｃ－１）である。
【０２３５】
　さて、実ディスク５５２－２上のアドレスＤ１から始まる領域が、実パーティション６
０５－２として使われる。実ディスク５５２－２のサイズはＤ２である。
　また、仮想ディスク６０４－２上のアドレスＥ１から始まる領域が、仮想パーティショ
ン６０３－２として使われる。仮想ディスク６０４－２のサイズはＥ２である。
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【０２３６】
　なお、第２実施形態では、実パーティション６０５－２の全体が、仮想ディスク６０４
－２用に割り当てられている。そのため、実パーティション６０５－２のサイズもＥ２で
あり、仮想パーティション６０３－２が物理的に位置する領域は、実パーティション６０
５－２上のアドレスＥ１から始まる領域である。
【０２３７】
　ところで、仮想パーティション６０３－２は、仮想パーティション６０３－１上のデー
タをバックアップするために使われるので、仮想パーティション６０３－２は仮想パーテ
ィション６０３－１と同じか、それより大きいサイズである。以下では簡単のため、仮想
パーティション６０３－１と６０３－２は同一サイズであるとする。
【０２３８】
　したがって、仮想パーティション６０３－２は、仮想ディスク６０４－２上の、アドレ
スＥ１からアドレス（Ｅ１＋Ｃ－１）までの領域である。また、仮想パーティション６０
３－２は、物理的には、実パーティション６０５－２上の、アドレスＥ１からアドレス（
Ｅ１＋Ｃ－１）までの領域を占める。そして、当該領域の開始アドレスと終了アドレスを
、実ディスク５５２－２上のアドレスにより表すと、それぞれ、アドレス（Ｄ１＋Ｅ１）
とアドレス（Ｄ１＋Ｅ１＋Ｃ－１）である。
【０２３９】
　続いて、図９の仮想パーティション６０３－１から仮想パーティション６０３－２への
データのバックアップを具体例として参照しながら、図７のステップＳ２０５の詳細を説
明する。図１０は、ステップＳ２０５において物理領域情報を取得する処理のフローチャ
ートである。
【０２４０】
　なお、説明の便宜上、図１０では、コピー元の仮想デバイスの名前を“ｓｒｃ”と表記
し、コピー先の仮想デバイスの名前を“ｄｓｔ”と表記してある。また、以下では、特に
断らない限り、デバイスの名前として当該デバイスに対応するデバイスファイルのパス名
が使われるものとする。
【０２４１】
　したがって、図９の例においては、コピー元の仮想デバイスの名前ｓｒｃは、コピー元
の仮想パーティション６０３－１に対応するデバイスファイルの、“／ｄｅｖ／ｘｖｄａ
３”というパス名である。そして、コピー先の仮想デバイスの名前ｄｓｔは、コピー先の
仮想パーティション６０３－２に対応するデバイスファイルの、“／ｄｅｖ／ｘｖｄｂ３
”というパス名である。
【０２４２】
　なお、コピー元の仮想デバイスの名前ｓｒｃと、コピー先の仮想デバイスの名前ｄｓｔ
は、図７のステップＳ２０２でトリガイベントが検出されたときに、連携部４１３により
取得される。例えば、これらの名前ｓｒｃとｄｓｔは、入力装置５０５を介して入力され
てもよいし、スクリプトに記載されていてもよい。
【０２４３】
　そして、これらの名前ｓｒｃとｄｓｔは、連携部４１３から要求部４１４に通知される
。したがって、要求部４１４は、これらの名前ｓｒｃとｄｓｔを用いて図１０の処理を開
始することができる。
【０２４４】
　まず、ステップＳ３０１で要求部４１４は、コピー元の仮想デバイスについての領域情
報を、コピー元の仮想デバイスの名前ｓｒｃから取得する。ステップＳ３０１で取得され
る領域情報は、ゲストＯＳにより認識される領域情報（つまり、要求部４１４が含まれる
仮想マシン４１０から認識される領域情報）であって、具体的には、例えば以下の（１４
ａ）～（１４ｃ）を含む。
【０２４５】
　　（１４ａ）仮想デバイスが存在する仮想ディスクを識別する情報（例えば、仮想ディ
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スクに対応するデバイスファイルのパス名）。
　　（１４ｂ）仮想デバイスの、仮想ディスク上での開始位置（例えば、ＬＢＡ番号によ
り表される開始アドレス）。
　　（１４ｃ）仮想デバイスのサイズ（例えば、ＬＢＡ番号と同様に５１２バイトのセク
タを単位として表されるサイズ）。
【０２４６】
　以上の領域情報は、仮想マシン４１０において認識される１つ以上の仮想ディスク（図
９の場合、少なくとも２つの仮想ディスク６０４－１と６０４－２）の中で、仮想パーテ
ィション６０３－１を識別する情報の例である。したがって、（１４ａ）～（１４ｃ）を
含む領域情報は、第1実施形態の（３ａ）に示した第１の仮想識別情報に対応する。
【０２４７】
　また、例えば、図９の例の場合、要求部４１４はステップＳ３０１で、コピー元の仮想
パーティション６０３－１の名前（すなわち“／ｄｅｖ／ｘｖｄａ３”）から、以下の（
１５ａ）～（１５ｃ）を含む領域情報を取得する。
【０２４８】
　　（１５ａ）仮想ディスク６０４－１の名前（すなわち“／ｄｅｖ／ｘｖｄａ”）。
　　（１５ｂ）仮想パーティション６０３－１の、仮想ディスク６０４－１上での開始位
置を示すアドレスＢ１。
　　（１５ｃ）仮想パーティション６０３－１のサイズＣ。
【０２４９】
　なお、ステップＳ３０１における領域情報の取得のための具体的方法は実施形態に応じ
て様々であってよい。ここで、一例として、図１１の方法について説明する。図１１は、
デバイスの領域情報を取得する処理のフローチャートである。
【０２５０】
　図１１に示す処理は、フロントエンドコンポーネント４１２内の要求部４１４によって
実行されてもよいし、後述するように、バックエンドコンポーネント４２３内の受付部４
２４によって実行されてもよい。要求部４１４が図１１の処理を実行する場合は、仮想デ
バイス（具体的には仮想パーティションまたは仮想ディスク）の名前から、当該仮想デバ
イスについての領域情報が得られる。他方、受付部４２４が図１１の処理を実行する場合
は、実デバイス（具体的には実パーティションまたは実ディスク）の名前から、当該実デ
バイスについての領域情報が得られる。以下では、図１０のステップＳ３０１において要
求部４１４が図１１の処理を実行する場合を例として、説明する。
【０２５１】
　なお、説明の便宜上、図１１では、領域情報を取得する対象のデバイスの名前を“ｄ”
と表記してある。例えば、要求部４１４がステップＳ３０１で、仮想パーティション６０
３－１の名前（すなわち“／ｄｅｖ／ｘｖｄａ３”）から領域情報を取得しようとする場
合、図１１におけるデバイス名ｄは、“／ｄｅｖ／ｘｖｄａ３”である。
【０２５２】
　ステップＳ４０１で要求部４１４は、デバイス名ｄのデバイスをオープンして、ファイ
ルディスクリプタを取得する。以下では説明の便宜上、取得されたファイルディスクリプ
タを、“ｆ”という符号で参照する。要求部４１４は、仮想マシン４１０のゲストＯＳが
提供するシステムコールを利用することで、デバイス名ｄのデバイスをオープンすること
ができる。
【０２５３】
　次に、ステップＳ４０２で要求部４１４は、例えばｉｏｃｔｌ（ｆ，ＨＤＩＯ＿ＧＥＴ
ＧＥＯ）というシステムコールを実行することによって、上記デバイスの開始位置とサイ
ズを取得する。
【０２５４】
　そして、ステップＳ４０３で要求部４１４は、取得した開始位置が０であるか否かを判
断する。
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　開始位置が０の場合、上記デバイスは、ディスクの一部のパーティションではなく、デ
ィスク全体である。そこで、図１１の処理はステップＳ４０４へと移行する。
【０２５５】
　逆に、開始位置が０ではない場合（より具体的には開始位置が０より大きい場合）、上
記デバイスは、ディスク上のパーティションである。そこで、図１１の処理は、ステップ
Ｓ４０５へと移行する。
【０２５６】
　ステップＳ４０４で要求部４１４は、デバイス名ｄで識別されるデバイスについての領
域情報として、以下の（１６ａ）～（１６ｃ）の組を取得する。そして、図１１の処理は
終了する。
【０２５７】
　　（１６ａ）ディスク名であるデバイス名ｄ。
　　（１６ｂ）０という開始位置。
　　（１６ｃ）ステップＳ４０２で取得したサイズ。
【０２５８】
　例えば、図９の例では、コピー対象（つまりバックアップ対象）のデバイスは仮想パー
ティション６０３－１である。しかし、実施形態によっては、アプリケーション４１１が
仮想ディスク６０４－１全体を利用してもよい。
【０２５９】
　アプリケーション４１１が仮想ディスク６０４－１全体を利用する場合、仮想ディスク
６０４－１全体がバックアップ対象として指定される。つまり、実施形態によっては、図
１０のステップＳ３０１におけるコピー元の仮想デバイスが、仮想ディスク６０４－１全
体であるかもしれない。例えば、コピー元の仮想デバイスが仮想ディスク６０４－１全体
である場合、ステップＳ４０４では、“／ｄｅｖ／ｘｄｖａ”という仮想ディスク６０４
－１の名前と、０という開始位置と、Ｂ２というサイズが取得される。
【０２６０】
　さて、開始位置が０ではない場合、ステップＳ４０５で要求部４１４は、以下の（１７
ａ）と（１７ｂ）から、ディスク名（すなわち、デバイス名ｄで識別されるパーティショ
ンが存在するディスクの名前）を取得する。
【０２６１】
　　（１７ａ）パーティションを示すデバイス名ｄ。
　　（１７ｂ）パーティション名とディスク名の間の対応関係。例えば、「ディスク名の
末尾に数字をつけた名前が、パーティション名として使われる」などの既知の規則により
表される対応関係。
【０２６２】
　例えば、デバイス名ｄが仮想パーティション６０３－１の名前（すなわち“／ｄｅｖ／
ｘｖｄａ３”）である場合、（１７ｂ）の対応関係から、要求部４１４は、“／ｄｅｖ／
ｘｖｄａ”というディスク名を取得する。このディスク名は、図９から理解されるように
、仮想パーティション６０３－１が存在する仮想ディスク６０４－１の名前である。
【０２６３】
　そして、次のステップＳ４０６で要求部４１４は、デバイス名ｄで識別されるデバイス
についての領域情報として、以下の（１８ａ）～（１８ｃ）の組を取得する。そして、図
１１の処理は終了する。
【０２６４】
　　（１８ａ）ステップＳ４０５で取得したディスク名。
　　（１８ｂ）ステップＳ４０２で取得した開始位置。
　　（１８ｃ）ステップＳ４０２で取得したサイズ。
【０２６５】
　例えば、デバイス名ｄが“／ｄｅｖ／ｘｖｄａ３”である場合、図９の例によれば、ス
テップＳ４０２で要求部４１４は、開始位置としてアドレスＢ１を取得するとともに、サ
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イズとしてＣという値を取得する。また、この場合、上記のとおり要求部４１４は、ステ
ップＳ４０５で仮想ディスク６０４－１のディスク名（つまり“／ｄｅｖ／ｘｖｄａ”）
を取得する。よって、要求部４１４は、“／ｄｅｖ／ｘｖｄａ”というディスク名と、ア
ドレスＢ１と、サイズＣとの組を、仮想パーティション６０３－１の領域情報として取得
する。
【０２６６】
　以上、図１０のステップＳ３０１の処理の一例として、図１１のフローチャートについ
て説明した。しかし、もちろん、実施形態に応じて、ステップＳ３０１の処理の詳細は様
々であってよい。
【０２６７】
　例えば、図１１のフローチャートは、ＬＶＭ（Logical Volume Manager）などのボリュ
ーム管理ソフトウェアが仮想マシン４１０において使われていない場合に行われる処理を
示す。しかし、場合によっては、ボリューム管理ソフトウェアが使われていてもよい。そ
の場合、ステップＳ３０１で要求部４１４は、ボリューム管理ソフトウェアのＣＬＩ（Co
mmand Line Interface）を介して、コピー元の仮想デバイスの名前から、コピー元の仮想
デバイスについての領域情報を取得してもよい。
【０２６８】
　ここで、図１０の説明に戻る。ステップＳ３０２で要求部４１４は、コピー先の仮想デ
バイスについての領域情報を、コピー先の仮想デバイスの名前ｄｓｔから取得する。ステ
ップＳ３０２で取得される領域情報も、ゲストＯＳにより認識される領域情報である。ス
テップＳ３０２の処理の詳細は、ステップＳ３０１と同様である。
【０２６９】
　ステップＳ３０２で取得される領域情報は、仮想マシン４１０において認識される１つ
以上の仮想ディスク（図９の場合、少なくとも２つの仮想ディスク６０４－１と６０４－
２）の中で、仮想パーティション６０３－２を識別する情報の例である。したがって、ス
テップＳ３０２で取得される領域情報は、第1実施形態の（３ｂ）に示した第２の仮想識
別情報に対応する。
【０２７０】
　例えば、図９の例の場合、要求部４１４はステップＳ３０２で、コピー先の仮想パーテ
ィション６０３－２の名前（すなわち“／ｄｅｖ／ｘｖｄｂ３”）から、以下の（１９ａ
）～（１９ｃ）を含む領域情報を取得する。
【０２７１】
　　（１９ａ）仮想ディスク６０４－２の名前（すなわち“／ｄｅｖ／ｘｖｄｂ”）。
　　（１９ｂ）仮想パーティション６０３－２の、仮想ディスク６０４－２上での開始位
置を示すアドレスＥ１。
　　（１９ｃ）仮想パーティション６０３－２のサイズＣ。
【０２７２】
　そして、次のステップＳ３０３で要求部４１４は、以下の（２０ａ）～（２０ｄ）の情
報を、ＴＣＰ／ＩＰにしたがって受付部４２４に通知する。ステップＳ３０３での通知は
、換言すれば、コピー元の仮想デバイスとコピー先の仮想デバイスについての物理的な領
域情報を取得するよう、受付部４２４に求める要求である。また、ステップＳ３０３は図
２のステップＳ１０５に対応する。
【０２７３】
　　（２０ａ）ステップＳ３０１で取得した、コピー元の仮想デバイスについての領域情
報のうち仮想ディスクの名前（例えば、（１５ａ）の“／ｄｅｖ／ｘｖｄａ”という名前
）。
　　（２０ｂ）ステップＳ３０２で取得した、コピー先の仮想デバイスについての領域情
報のうち仮想ディスクの名前（例えば、（１９ａ）の“／ｄｅｖ／ｘｖｄｂ”という名前
）。
　　（２０ｃ）要求部４１４が含まれる仮想マシン４１０のドメイン名。
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　　（２０ｄ）要求部４１４がステップＳ３０３で受付部４２４に要求する処理に対応す
る特定のＡＰＩを、ＡＰＩ群４２５の中で識別する識別情報（例えば、“７”などの番号
で表されるＩＤ（identifier））。
【０２７４】
　なお、要求部４１４は、図７のステップＳ２０４で受付部４２４のＩＰアドレスとポー
ト番号を既に取得している。よって、要求部４１４は、取得したＩＰアドレスとポート番
号を用いて、受付部４２４との間でＴＣＰ／ＩＰ通信を行うことができる。ＴＣＰ／ＩＰ
を利用することにより、互いに異なる仮想マシンに含まれる要求部４１４と受付部４２４
との間での通信が可能となる。
【０２７５】
　受付部４２４は、要求部４１４からの通知を受信すると、ステップＳ３０４～Ｓ３０９
の処理を行い、ステップＳ３１０で要求部４１４に応答する。ステップＳ３０４～Ｓ３０
９は、図２のステップＳ１０６に対応し、具体的には以下のとおりである。
【０２７６】
　ステップＳ３０４で受付部４２４は、コピー元について通知された（２０ａ）の情報（
すなわち仮想ディスク名）から、コピー元の実デバイスを識別する識別情報を取得する。
具体的には、受付部４２４は、例えば、“ｌｉｓｔ　－－ｌｏｎｇ”オプションを指定し
たｘｍコマンドを利用して、コピー元の実デバイスの識別情報を取得してもよい。受付部
４２４は、管理ＯＳの動作する仮想マシン４２０内にあるので、ｘｍコマンドを呼び出し
て使うことができる。
【０２７７】
　例えば図８のコマンド実行例６０２に示すように、受付部４２４は、要求部４１４から
通知されたドメイン名（例えば“ｄｏｍＡ”）をパラメタとして、ｘｍコマンドを呼び出
してもよい。参照の便宜のため、図８では適宜改行と空白を加えて、コマンド実行例６０
２をＳ式（S-expression）の形式で示している。
【０２７８】
　受付部４２４は、コマンドの実行結果の中から、次の条件（２１ａ）～（２２ｂ）をと
もに満たすようなＳ式を検索する。
【０２７９】
　　（２１ａ）“ｄｅｖｉｃｅ”タグを持っている。
　　（２１ｂ）要求部４１４から通知された仮想ディスク名を“ｄｅｖ”タグと対応づけ
るＳ式を含んでいる。
【０２８０】
　コマンド実行例６０２の場合、“ｄｅｖｉｃｅ”タグを持っており、かつ、“（ｄｅｖ
　ｘｖｄａ：ｄｉｓｋ）”というＳ式を含むＳ式が見つかる。そして、受付部４２４は、
見つかったＳ式の中で、“ｕｎａｍｅ”タグを含むＳ式を検索する。コマンド実行例６０
２の場合、“（ｕｎａｍｅ　ｐｈｙ：／ｄｅｖ／ｓｄａ６）”というＳ式が見つかる。
【０２８１】
　受付部４２４は、見つかったＳ式において“ｕｎａｍｅ”タグと対応づけられている実
デバイス名を取得する。コマンド実行例６０２の場合、“／ｄｅｖ／ｓｄａ６”という実
デバイス名が取得される。こうして取得される“／ｄｅｖ／ｓｄａ６”という実デバイス
名は、図９に示すように、実パーティション６０５－１（すなわちコピー元の仮想パーテ
ィション６０３－１が物理的に位置している実デバイス）の名前である。
【０２８２】
　受付部４２４は、例えば以上のようにして、ｘｍコマンドを利用することで、コピー元
の実デバイスの識別情報を取得する。もちろん、実施形態によっては、ｘｍコマンド以外
のコマンドが使われてもよい。
【０２８３】
　次に、ステップＳ３０５で受付部４２４は、コピー先について通知された（２０ｂ）の
情報（すなわち仮想ディスク名）から、コピー先の実デバイスを識別する識別情報を取得
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する。例えば、受付部４２４は、ステップＳ３０４で実行したｘｍコマンドの結果を用い
て、ステップＳ３０４と同様の方法により、ステップＳ３０５でコピー先の実デバイスの
識別情報を取得してもよい。
【０２８４】
　図８のコマンド実行例６０２によれば、“／ｄｅｖ／ｘｖｄｂ”という仮想ディスク名
から“／ｄｅｖ／ｓｄｂ６”という実デバイス名が取得される。こうして取得される“／
ｄｅｖ／ｓｄｂ６”という実デバイス名は、図９に示すように、実パーティション６０５
－２（すなわちコピー先の仮想パーティション６０３－２が物理的に位置している実デバ
イス）の名前である。
【０２８５】
　そして、ステップＳ３０６で受付部４２４は、コピー元の実デバイスについての領域情
報を、ステップＳ３０４で取得した識別情報から取得する。ステップＳ３０６で取得され
る領域情報は、管理ＯＳにより認識される領域情報（つまり受付部４２４が含まれる仮想
マシン４２０から認識される領域情報）であって、具体的には、例えば以下の（２２ａ）
～（２２ｃ）を含む。
【０２８６】
　　（２２ａ）実デバイスが存在する実ディスクを識別する情報（例えば、実ディスクに
対応するデバイスファイルのパス名）。
　　（２２ｂ）実デバイスの、実ディスク上での開始位置（例えば、ＬＢＡ番号により表
される開始アドレス）。
　　（２２ｃ）実デバイスのサイズ（例えば、ＬＢＡ番号と同様に５１２バイトのセクタ
を単位として表されるサイズ）。
【０２８７】
　例えば、図９の例の場合、受付部４２４はステップＳ３０６で、コピー元の実パーティ
ション６０５－１の名前（すなわち“／ｄｅｖ／ｓｄａ６”）から、以下の（２３ａ）～
（２３ｃ）を含む領域情報を取得する。
【０２８８】
　　（２３ａ）実ディスク５５２－１の名前（すなわち“／ｄｅｖ／ｓｄａ”）。
　　（２３ｂ）実パーティション６０５－１の、実ディスク５５２－１上での開始位置を
示すアドレスＡ１。換言すれば、仮想ディスク６０４－１が実ディスク５５２－１上に占
める領域の開始位置を示すアドレスＡ１。
　　（２３ｃ）実パーティション６０５－１のサイズＢ２。
【０２８９】
　なお、ステップＳ３０６における領域情報の取得のための具体的方法は実施形態に応じ
て様々であってよい。例えば、仮想マシン４２０においてＬＶＭなどのボリューム管理ソ
フトウェアが使われていなければ、受付部４２４は、図１１のフローチャートにしたがっ
て上記の（２２ａ）～（２２ｃ）を含む領域情報を取得してもよい。図１１に関しては、
要求部４１４が図１１の処理を行う場合について具体的に説明したが、上記のとおり受付
部４２４が図１１の処理を行うこともできる。
【０２９０】
　あるいは、仮想マシン４２０においてボリューム管理ソフトウェアが使われていれば、
受付部４２４は、ボリューム管理ソフトウェアのＣＬＩを介して、コピー元の実デバイス
の名前から、コピー元の実デバイスについての領域情報を取得してもよい。
【０２９１】
　次に、ステップＳ３０７で受付部４２４は、コピー先の実デバイスについての領域情報
を、ステップＳ３０５で取得した識別情報から取得する。ステップＳ３０７で取得される
領域情報も、管理ＯＳにより認識される領域情報である。ステップＳ３０７の詳細は、ス
テップＳ３０６と同様である。
【０２９２】
　例えば、図９の例の場合、受付部４２４はステップＳ３０７で、コピー先の実パーティ
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ション６０５－２の名前（すなわち”／ｄｅｖ／ｓｄｂ６”）から、以下の（２４ａ）～
（２４ｃ）を含む領域情報を取得する。
【０２９３】
　　（２４ａ）実ディスク５５２－２の名前（すなわち“／ｄｅｖ／ｓｄｂ”）。
　　（２４ｂ）実パーティション６０５－２の、実ディスク５５２－２上での開始位置を
示すアドレスＤ１。換言すれば、仮想ディスク６０４－２が実ディスク５５２－２上に占
める領域の開始位置を示すアドレスＤ１。
　　（２４ｃ）実パーティション６０５－２のサイズＥ２。
【０２９４】
　そして、次のステップＳ３０８で受付部４２４は、コンピュータ４００に接続された１
つまたは複数のストレージシステム４４０（例えば図６では２つのストレージシステム５
５０と５６０）の中でコピー元の実ディスク５５２－１を識別する識別情報を取得する。
ステップＳ３０８における識別情報の取得は、具体的には、ＡＰＩ群４２５のうちで、ス
テップＳ３０３の通知中の（２０ｄ）の識別情報で識別される特定のＡＰＩを介して、行
われる。以下では説明の便宜上、この特定のＡＰＩを「ボリューム取得ＡＰＩ」と呼ぶこ
とにする。
【０２９５】
　例えば、図６のストレージシステム５５０と５６０が、いずれも、ＳＣＳＩコマンドを
受け付けるＲＡＩＤシステムであるとする。この場合、ステップＳ３０８で受付部４２４
は、具体的には、実ディスク５５２－１に対するＳＣＳＩコマンドを、ボリューム取得Ａ
ＰＩを介して発行する。
【０２９６】
　例えば、ＳＣＳＩコマンドは、次のようにして発行されてもよい。受付部４２４は、実
ディスク５５２－１の名前をパラメタに指定して、ボリューム取得ＡＰＩを呼び出す。す
ると、ボリューム取得ＡＰＩにより、指定された名前のデバイスファイルがオープンされ
て、ファイルディスクリプタが取得される。さらに、取得されたファイルディスクリプタ
とＳＣＳＩコマンドの内容がパラメタとして指定されたｉｏｃｔｌ（）システムコールが
、ボリューム取得ＡＰＩから呼び出される。
【０２９７】
　ＳＣＳＩコマンドの発行は、例えば以上のような一連の処理によって実現されてもよい
。発行されたＳＣＳＩコマンドは、ホストバスアダプタ５０７とＳＡＮ５４０を介して送
信される。
【０２９８】
　受付部４２４は、ＳＣＳＩコマンドに対する応答として、ストレージシステム５５０と
５６０の中で実ディスク５５２－１を識別する識別情報を、実ディスク５５２－１を含む
方のストレージシステム５５０から取得する。取得される識別情報は、具体的には、以下
の（２５ａ）～（２５ｂ）を含む。
【０２９９】
　　（２５ａ）コピー元の実ディスクを有するストレージシステムの識別情報（以下、ス
トレージシステムＩＤともいう）。例えば、実ディスク５５２－１を含むストレージシス
テム５５０のＩＤ（例えば、“１”などの番号で表されるＩＤ）。
　　（２５ｂ）上記（２５ａ）の識別情報で識別されるストレージシステムのディスクア
レイ内において、コピー元の実ディスクに対応するボリュームを識別する識別情報（以下
、ボリュームＩＤともいう）。例えば、ストレージシステム５５０内で実ディスク５５２
－１に対応するボリュームを識別するために使われ、ストレージシステム５５０内で一意
のＩＤ（例えば、“２”などの番号で表されるＩＤ）。ボリュームＩＤは、具体的にはＬ
ＵＮ（Logical Unit Number）であってもよい。
【０３００】
　さらに、ステップＳ３０９で受付部４２４は、コンピュータ４００に接続された１つま
たは複数のストレージシステム４４０（例えば図６では２つのストレージシステム５５０



(37) JP 5966466 B2 2016.8.10

10

20

30

40

50

と５６０）の中でコピー先の実ディスク５５２－２を識別する識別情報を取得する。ステ
ップＳ３０９の詳細はステップＳ３０８と同様である。受付部４２４は、ボリューム取得
ＡＰＩを介して、例えば以下の（２６ａ）～（２６ｂ）を含む識別情報を、実ディスク５
５２－２を含むストレージシステム５５０から取得する。
【０３０１】
　　（２６ａ）実ディスク５５２－２を含むストレージシステム５５０のストレージシス
テムＩＤ。
　　（２６ｂ）ストレージシステム５５０のディスクアレイ内において、実ディスク５５
２－２に対応するボリュームを識別するボリュームＩＤ。
【０３０２】
　そして、次のステップＳ３１０で受付部４２４は、ステップＳ３０４～Ｓ３０９の処理
により取得した情報を、要求部４１４に通知する。ステップＳ３１０の通知はステップＳ
３０３の要求に対する応答である。
【０３０３】
　ステップＳ３１０での通知も、ＴＣＰ／ＩＰにしたがって行われる。また、ステップＳ
３１０では、具体的には以下の（２７ａ）～（２７ｇ）の情報が通知される。
【０３０４】
　　（２７ａ）処理結果を示す情報（例えば、復帰コードとエラー番号の組み合わせ）。
　　（２７ｂ）ステップＳ３０８で取得されたストレージシステムＩＤ（例えば、ストレ
ージシステム５５０のＩＤ）。
　　（２７ｃ）ステップＳ３０８で取得されたボリュームＩＤ（例えば、ストレージシス
テム５５０内で実ディスク５５２－１に対応するボリュームのＩＤ）。
　　（２７ｄ）ステップＳ３０６で取得された開始位置（例えば、アドレスＡ１）。
　　（２７ｅ）ステップＳ３０９で取得されたストレージシステムＩＤ（例えば、ストレ
ージシステム５５０のＩＤ）。
　　（２７ｆ）ステップＳ３０９で取得されたボリュームＩＤ（例えば、ストレージシス
テム５５０内で実ディスク５５２－２に対応するボリュームのＩＤ）．
　　（２７ｇ）ステップＳ３０７で取得された開始位置（例えば、アドレスＤ１）。
【０３０５】
　なお、今までの説明においては、簡単化のためエラー処理について特に言及しなかった
。しかし、場合によっては、何らかのエラーが生じることもあり得る。何らかのエラーが
生じた場合、上記（２７ｂ）～（２７ｇ）の項目はすべて無効な値でもよい。
【０３０６】
　以下では説明の簡単化のため、エラーが生じなかったものとする。つまり、（２７ａ）
の復帰コードは成功を示す値であるものとする。
【０３０７】
　受付部４２４からの応答を受信すると、要求部４１４はステップＳ３１１で、コピー元
の仮想デバイスの実ディスク上での開始位置を計算する。具体的には、要求部４１４は、
受付部４２４からの応答に含まれる（２７ｄ）の開始位置と、ステップＳ３０１で取得し
た（１４ｂ）の開始位置とを足す。
【０３０８】
　図９の例によれば、コピー元の仮想デバイスは仮想パーティション６０３－１であり、
（２７ｄ）の開始位置はアドレスＡ１であり、（１４ｂ）の開始位置は（１５ｂ）に例示
したとおりアドレスＢ１である。よって、要求部４１４は、アドレスＡ１とＢ１を足す。
その結果、仮想パーティション６０３－１の実ディスク５５２－１上での開始位置である
、アドレス（Ａ１＋Ｂ１）が得られる。
【０３０９】
　以上のようにして、第２実施形態においても、第１実施形態の（４ａ）に示した第１の
実識別情報に相当する情報が取得される。つまり、１つ以上の実ディスク（図９の場合、
少なくとも２つの実ディスク５５２－１と５５２－２）の中で、仮想パーティション６０
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３－１が占める記憶領域を識別する情報が取得される。
【０３１０】
　１つの観点から見れば、（２３ａ）の実ディスク名（すなわち“／ｄｅｖ／ｓｄａ”）
と、ステップＳ３１１で計算されたアドレス（Ａ１＋Ｂ１）の組み合わせが、第１の実識
別情報に相当する。別の観点から見れば、（２５ａ）のストレージシステムＩＤと、（２
５ｂ）のボリュームＩＤと、ステップＳ３１１で計算されたアドレス（Ａ１＋Ｂ１）の組
み合わせが、第１の実識別情報に相当する。しかし、いずれにしろ、第１の実識別情報に
相当する情報は、コンピュータ４００がバックエンドコンポーネント４２３にしたがって
動作した結果に基づいて、取得される。
【０３１１】
　また、要求部４１４はステップＳ３１２で、コピー先の仮想デバイスの実ディスク上で
の開始位置を計算する。具体的には、要求部４１４は、受付部４２４からの応答に含まれ
る（２７ｇ）の開始位置と、ステップＳ３０２で取得した開始位置（例えば（１９ｂ）に
例示した開始位置）とを足す。
【０３１２】
　図９の例によれば、コピー先の仮想デバイスは仮想パーティション６０３－２であり、
（２７ｇ）の開始位置はアドレスＤ１であり、ステップＳ３０２で取得した開始位置は（
１９ｂ）に例示したとおりアドレスＥ１である。よって、要求部４１４は、アドレスＤ１
とＥ１を足す。その結果、仮想パーティション６０３－２の実ディスク５５２－２上での
開始位置である、アドレス（Ｄ１＋Ｅ１）が得られる。
【０３１３】
　以上のようにして、第２実施形態においても、第１実施形態の（４ｂ）に示した第２の
実識別情報に相当する情報が取得される。つまり、１つ以上の実ディスク（図９の場合、
少なくとも２つの実ディスク５５２－１と５５２－２）の中で、仮想パーティション６０
３－２が占める記憶領域を識別する情報が取得される。
【０３１４】
　１つの観点から見れば、（２４ａ）の実ディスク名（すなわち“／ｄｅｖ／ｓｄｂ”）
と、ステップＳ３１２で計算されたアドレス（Ｄ１＋Ｅ１）の組み合わせが、第２の実識
別情報に相当する。別の観点から見れば、（２６ａ）のストレージシステムＩＤと、（２
６ｂ）のボリュームＩＤと、ステップＳ３１２で計算されたアドレス（Ｄ１＋Ｅ１）の組
み合わせが、第２の実識別情報に相当する。しかし、いずれにしろ、第２の実識別情報に
相当する情報は、コンピュータ４００がバックエンドコンポーネント４２３にしたがって
動作した結果に基づいて、取得される。
【０３１５】
　以上説明したようにして、図１０のフローチャートにしたがって物理領域情報が取得さ
れる。なお、図１０の処理におけるステップの実行順序は、矛盾が生じない限り適宜入れ
替えられてもよい。例えば、ステップＳ３０１とＳ３０２の順序は逆でもよい。ステップ
Ｓ３１１とＳ３１２の順序も、逆でもよい。ステップＳ３０４～Ｓ３０９の順序は、様々
に変更可能である。例えば、ステップＳ３０５、Ｓ３０７、Ｓ３０９、Ｓ３０４、Ｓ３０
６、Ｓ３０８という実行順序も可能である。
【０３１６】
　図１０の処理の終了後、次に、図７のステップＳ２０６に相当する図１２の処理が行わ
れる。図１２は、ストレージシステムにデータのコピーを指示する処理のフローチャート
である。
【０３１７】
　ステップＳ５０１で要求部４１４が、受付部４２４にコピー処理を要求する。要求に際
して、要求部４１４は、受付部４２４に以下の（２８ａ）～（２８ｊ）のパラメタを通知
する。ステップＳ５０１での要求も、具体的にはＴＣＰ／ＩＰにしたがって行われる。
【０３１８】
　　（２８ａ）要求部４１４が存在する仮想マシン４１０のドメイン名。
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　　（２８ｂ）要求部４１４がステップＳ５０１で受付部４２４に要求する処理に対応す
る特定のＡＰＩ（以下では説明の便宜上、コピー開始ＡＰＩという）を、ＡＰＩ群４２５
の中で識別する識別情報（例えば、“３”などの番号で表されるＩＤ）。
　　（２８ｃ）データをコピーするためのＳＣＳＩコマンドを発行する対象となる仮想デ
ィスクの名前。図９の例では、コピー元の仮想ディスク６０４－１の名前である“／ｄｅ
ｖ／ｘｖｄａ”か、または、コピー先の仮想ディスク６０４－２の名前である“／ｄｅｖ
／ｘｖｄｂ”。
　　（２８ｄ）コピー元の仮想デバイスに対応して、図１０のステップＳ３１０で通知さ
れた（２７ｂ）のストレージシステムＩＤ（例えば、ストレージシステム５５０のＩＤ）
。
　　（２８ｅ）コピー元の仮想デバイスに対応して、図１０のステップＳ３１０で通知さ
れた（２７ｃ）のボリュームＩＤ（例えば、ストレージシステム５５０内で実ディスク５
５２－１に対応するボリュームのＩＤ）。
　　（２８ｆ）コピー元の仮想デバイスに関して、図１０のステップＳ３１１で計算した
開始位置（例えば、アドレス（Ａ１＋Ｂ１））。
　　（２８ｇ）コピー元の仮想デバイスに関して、図１０のステップＳ３０１で取得した
サイズ（例えば、サイズＣ）。
　　（２８ｈ）コピー先の仮想デバイスに対応して、図１０のステップＳ３１０で通知さ
れた（２７ｅ）のストレージシステムＩＤ（例えば、ストレージシステム５５０のＩＤ）
。
　　（２８ｉ）コピー先の仮想デバイスに対応して、図１０のステップＳ３１０で通知さ
れた（２７ｆ）のボリュームＩＤ（例えば、ストレージシステム５５０内で実ディスク５
５２－２に対応するボリュームのＩＤ）。
　　（２８ｊ）コピー先の仮想デバイスに関して、図１０のステップＳ３１２で計算した
開始位置（例えば、アドレス（Ｄ１＋Ｅ１））。
【０３１９】
　次に、ステップＳ５０２で受付部４２４は、要求部４１４から（２８ｃ）のパラメタと
して通知された、コピー元またはコピー先の仮想ディスクの名前から、対応する実デバイ
ス名を取得する。
【０３２０】
　例えば、（２８ｃ）のパラメタとして、コピー元の仮想ディスク６０４－１の名前であ
る“／ｄｅｖ／ｘｖｄａ”が通知された場合、受付部４２４は、仮想ディスク６０４－１
に対応する実パーティション６０５－１の名前を取得する。受付部４２４は、図１０のス
テップＳ３０４と同様にして、例えばｘｍコマンドを利用することにより、実パーティシ
ョン６０５－１の名前である“／ｄｅｖ／ｓｄａ６”を取得することができる。
【０３２１】
　あるいは、（２８ｃ）のパラメタとして、コピー先の仮想ディスク６０４－２の名前で
ある“／ｄｅｖ／ｘｖｄｂ”が通知された場合、受付部４２４は、仮想ディスク６０４－
２に対応する実パーティション６０５－２の名前を取得する。受付部４２４は、図１０の
ステップＳ３０５と同様にして、実パーティション６０５－２の名前である“／ｄｅｖ／
ｓｄｂ６”を取得することができる。
【０３２２】
　次に、ステップＳ５０３で受付部４２４は、ストレージシステム４４０に対して、デー
タをコピー（すなわちバックアップ）するよう指示するための命令を発行する。具体的に
は受付部４２４は、要求部４１４から通知されたパラメタと、ステップＳ５０２で取得し
た実デバイス名を使って、ストレージシステム４４０に対して命令を発行する。命令の発
行は、ＡＰＩ群４２５のうち、（２８ｂ）のパラメタにより指定されているコピー開始Ａ
ＰＩを介して、行われる。ステップＳ５０３は、図２のステップＳ１０７に対応し、ステ
ップＳ５０３で発行される命令は、第１実施形態のバックアップ命令に相当する。
【０３２３】
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　より具体的には、コピー開始ＡＰＩを介してＳＣＳＩコマンドを発行するために、ステ
ップＳ５０３で受付部４２４は、コピー開始ＡＰＩに対して以下の（２９ａ）～（２９ｈ
）のパラメタを指定する。
【０３２４】
　　（２９ａ）ＳＣＳＩコマンドを発行する対象となる実デバイスの名前（すなわち、ス
テップＳ５０２で取得した名前）。
　　（２９ｂ）コピー元の仮想デバイスに対応するストレージシステムＩＤ（すなわち、
要求部４１４から通知された（２８ｄ）のストレージシステムＩＤ）。
　　（２９ｃ）コピー元の仮想デバイスに対応するボリュームＩＤ（すなわち、要求部４
１４から通知された（２８ｅ）のボリュームＩＤ）。
　　（２９ｄ）コピー元の仮想デバイスの実ディスク上での開始位置（すなわち、要求部
４１４から通知された（２８ｆ）のアドレス）。
　　（２９ｅ）コピー元の仮想デバイスのサイズ（すなわち、要求部４１４から通知され
た（２８ｇ）のサイズ）。
　　（２９ｆ）コピー先の仮想デバイスに対応するストレージシステムＩＤ（すなわち、
要求部４１４から通知された（２８ｈ）のストレージシステムＩＤ）。
　　（２９ｇ）コピー先の仮想デバイスに対応するボリュームＩＤ（すなわち、要求部４
１４から通知された（２８ｉ）のボリュームＩＤ）。
　　（２９ｈ）コピー先の仮想デバイスの実ディスク上での開始位置（すなわち、要求部
４１４から通知された（２８ｊ）のアドレス）。
【０３２５】
　上記のパラメタのうち、（２９ｂ）～（２９ｈ）のパラメタは、ＳＣＳＩコマンドのパ
ラメタとして使われる。他方、（２９ａ）のパラメタは、実デバイスのデバイスファイル
をオープンしてファイルディスクリプタを取得するために使われる。
【０３２６】
　取得されたファイルディスクリプタと、（２９ｂ）～（２９ｈ）のパラメタが指定され
たＳＣＳＩコマンドの内容が、オープンされたデバイスファイルに対するｉｏｃｔｌ（）
システムコールにパラメタとして指定される。その結果、第１実施形態のバックアップ命
令に相当するＳＣＳＩコマンドが、コピー開始ＡＰＩを介して発行される。ＳＣＳＩコマ
ンドは、ホストバスアダプタ５０７とＳＡＮ５４０を介して送信される。
【０３２７】
　なお、ステップＳ５０１で要求部４１４が受付部４２４に通知する（２８ｃ）のパラメ
タとしては、コピー元の仮想ディスクの名前とコピー先の仮想ディスクの名前のうちの、
一方だけで十分である。そのため、受付部４２４がステップＳ５０３でコピー開始ＡＰＩ
に指定する（２９ａ）のパラメタも、コピー元の実デバイスの名前とコピー先の実デバイ
スの名前の、いずれか一方である。このように、コピー元とコピー先のいずれかの実デバ
イスの名前だけで十分な理由は、以下のとおりである。
【０３２８】
　例えば図６と図９に示すように、コピー元の実デバイスとコピー先の実デバイスが同じ
ストレージシステム５５０に含まれている場合がある。この場合、当該ストレージシステ
ム５５０がＳＣＳＩコマンドを受信すれば十分である。
【０３２９】
　また、場合によっては、コピー元の実デバイスとコピー先の実デバイスのうち、一方が
ストレージシステム５５０に含まれ、他方がストレージシステム５６０に含まれることも
あり得る。しかし、コピー元とコピー先の実デバイスがストレージシステム５５０と５６
０に分かれていても、ストレージシステム５５０と５６０のうち一方のみがＳＣＳＩコマ
ンドを受信すれば十分である。
【０３３０】
　例えば、コピー元の実デバイスがストレージシステム５５０に含まれ、コピー先の実デ
バイスがストレージシステム５６０に含まれ、ＳＣＳＩコマンドがストレージシステム５
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５０に送信されたとする。このような場合でも、ストレージシステム５５０がＳＡＮ５４
０を介してストレージシステム５６０に適宜の制御情報を送信すれば、ストレージシステ
ム５５０と５６０が協働してコピー処理（すなわちバックアップ処理）を行うことができ
る。
【０３３１】
　逆に、ＳＣＳＩコマンドがストレージシステム５６０に送信された場合は、ストレージ
システム５６０がＳＡＮ５４０を介してストレージシステム５５０に適宜の制御情報を送
信すればよい。いずれの場合も、制御情報の送信は、ＳＣＳＩプロトコルにしたがって行
われてもよい。
【０３３２】
　したがって、受付部４２４は、ストレージシステム５５０と５６０の一方にのみ、コピ
ー制御ＡＰＩを介してＳＣＳＩコマンドを送信すれば、十分である。
　以下では説明の簡単化のため、図６のように１つのストレージシステム５５０の中にコ
ピー元の実ディスク５５２－１とコピー先の実ディスク５５２－２の双方が含まれるもの
とする。この場合、ステップＳ５０３で送信されるＳＣＳＩコマンドに応じて、ストレー
ジシステム５５０は、コントローラ５５１による制御にしたがい、データをコピーする（
つまりバックアップする）。具体的には、ストレージシステム５５０は、例えば以下のよ
うに動作してもよい。
【０３３３】
　ストレージシステム５５０は、（２９ｂ）～（２９ｅ）のパラメタによって特定される
第１の記憶領域（例えば、図９の実ディスク５５２－１上の灰色の領域）のスナップショ
ットを作成する。スナップショットの作成は、図２のステップＳ１０８に対応する。スナ
ップショットの作成後、ストレージシステム５５０は、第１の記憶領域から、（２９ｅ）
～（２９ｈ）のパラメタによって特定される第２の記憶領域（例えば、図９の実ディスク
５５２－２上の灰色の領域）へと、実際にデータをコピーする。
【０３３４】
　なお、第２の記憶領域のサイズは第１の記憶領域のサイズと同じである。そのため、ど
ちらのサイズも（２９ｅ）のパラメタによって示されている。
　第１の記憶領域から第２の記憶領域に実際にデータをコピーする上記の処理は、バック
グラウンドで行われる。ストレージシステム５５０は、スナップショットの作成後、バッ
クグラウンド処理が完了しないうちに（例えばバックグラウンド処理を開始する前に）、
受付部４２４に応答を返す。当該応答は、データをコピーする処理の完了を示す。また、
当該応答を返す処理は、図２のステップＳ１０９に対応する。
【０３３５】
　以上のようにストレージシステム５５０が動作することにより、実際にはストレージシ
ステム５５０がバックグラウンドでデータをコピーする処理を実行中であっても、受付部
４２４は、実際にデータをコピーする処理があたかも完了したかのように認識する。
【０３３６】
　また、第１の記憶領域のサイズが大きい場合、第１の記憶領域から第２の記憶領域に実
際にデータをコピーするには、ある程度長い時間がかかる。しかし、たとえ第１の記憶領
域のサイズが大きくても、スナップショットの作成には短い時間しかかからない。よって
、以上のようにストレージシステム５５０が動作することにより、受付部４２４は、「第
１の記憶領域から第２の記憶領域へのデータのバックアップが短い時間で完了した」と認
識することになる。
【０３３７】
　図１２におけるステップＳ５０４は、受付部４２４がストレージシステム４４０（具体
的には例えばストレージシステム５５０）からの応答の受信を待つことを示す。受付部４
２４が、例えばコピー開始ＡＰＩを介して応答を受信すると、図１２の処理はステップＳ
５０５へと移行する。
【０３３８】
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　ステップＳ５０５で受付部４２４は、要求部４１４に対して処理結果を通知する。ステ
ップＳ５０５は図２のステップＳ１１０に対応する。
　例えば、スナップショットの作成が成功した場合、ストレージシステム４４０からの応
答は、データをコピーする処理が正常に終了したことを示す。したがって、この場合、受
付部４２４は、正常終了を要求部４１４に通知する。逆に、何らかの理由によりスナップ
ショットの作成が失敗した場合、ストレージシステム４４０からの応答はエラーを示すの
で、受付部４２４も要求部４１４に対してエラーを通知する。なお、ステップＳ５０５の
通知もＴＣＰ／ＩＰにしたがって行われる。
【０３３９】
　最後に、ステップＳ５０６で連携部４１３が、アプリケーション４１１のプロセスに対
して、処理結果を通知する。ステップＳ５０６は図２のステップＳ１１１に対応する。
　つまり、連携部４１３は、要求部４１４が受付部４２４からステップＳ５０５で受信し
た処理結果を、アプリケーション４１１のプロセスに通知する。ステップＳ５０６での通
知は、例えば、仮想マシン４１０上で動作するゲストＯＳにより提供される、仮想マシン
４１０内でのプロセス間通信のための標準的なＡＰＩを介して行われてもよい。
【０３４０】
　連携部４１３からの通知が正常終了を示していれば、アプリケーション４１１のプロセ
スは、仮想パーティション６０３－１に対する更新操作を再開する。つまり、正常終了を
示す連携部４１３からの通知は、第１実施形態における解除命令に相当する。
【０３４１】
　より具体的には、アプリケーション４１１のプロセスは、例えば、動作モードを書き込
み禁止モードから通常モードに変更する。動作モードの変更にともなって、アプリケーシ
ョン４１１のプロセスは、書き込み禁止モードで動作していた間に受け付けた書き込みア
クセスの結果がキャッシュされているキャッシュ領域中のデータを、仮想パーティション
６０３－１にフラッシュしてもよい。更新操作の再開のための以上のような処理は、図２
のステップＳ１１２に対応する。
【０３４２】
　そして、アプリケーション４１１のプロセスは、新たな書き込みアクセス要求を受け付
けた場合、当該書き込みアクセス要求に応じて、仮想パーティション６０３－１への書き
込みアクセスを実行する。
【０３４３】
　ところで、本発明は上記実施形態に限られるものではない。上記の説明においてもいく
つかの変形について説明したが、上記実施形態は、さらに例えば下記の観点から様々に変
形することもできる。上記および下記の変形は、相互に矛盾しない限り、任意に組み合わ
せることが可能である。
【０３４４】
　第２実施形態ではＸｅｎハイパーバイザが利用されており、第２実施形態の仮想マシン
４１０は第１実施形態の第１の環境１０１に対応し、第２実施形態の仮想マシン４２０は
第１実施形態の第２の環境１０２に対応する。しかし、第１実施形態に関して上記（１ａ
）～（１ｂ）と（２ａ）～（２ｃ）で説明したように、第１の環境１０１と第２の環境１
０２を提供する仮想化技術は、別にＸｅｎハイパーバイザに限定されるわけではない。し
たがって、Ｘｅｎハイパーバイザを利用する第２実施形態は、仮想化技術の違いに応じた
適宜の変更を加えれば、Ｘｅｎハイパーバイザ以外の仮想化技術が使われる場合にも適用
可能となる。
【０３４５】
　例えば、第２実施形態においては、Ｘｅｎハイパーバイザが使われる場合に特有のＸｅ
ｎＳｔｏｒｅ４２２やｘｍコマンドが使われる。しかし、他の仮想化技術が使われる場合
、仮想化技術の種類に応じて、第２実施形態におけるＸｅｎＳｔｏｒｅ４２２やｘｍコマ
ンドの利用は、他のコンポーネントあるいは他のコマンドの利用に適宜置き換えられてよ
い。そのような適宜の置き換えがなされれば、Ｘｅｎハイパーバイザ以外の仮想化技術が
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使われる場合においても、第２実施形態と類似のバックアップ制御が可能である。
【０３４６】
　また、図１のデータ利用プログラム１０６と図５のアプリケーション４１１は、上記の
とおり、いずれも例えばＤＢＭＳアプリケーションであってもよいが、他の種類のアプリ
ケーションであってもよい。
【０３４７】
　また、図９の例では、仮想ディスクと実ディスクのサイズが異なり、実ディスクの一部
である実パーティションの１つが、１台の仮想ディスクに割り当てられている。しかし、
実施形態によっては、実ディスクと仮想ディスクのサイズが同じでもよい。つまり、１台
の実ディスク全体が、１台の仮想ディスクに割り当てられていてもよい。第２実施形態は
、そのような場合にも適用可能である。
【０３４８】
　もし実ディスクと仮想ディスクのサイズが同じであれば、図１０のステップＳ３０６と
Ｓ３０７で受付部４２４が行う図１１の処理において、ステップＳ４０２で０という開始
位置が取得され、ステップＳ４０４が実行される。しかし、図７および１０～１２に示し
たフローチャート自体には、何の変更もいらない。
【０３４９】
　また、第２実施形態に関しては、１つの仮想パーティション全体がバックアップ対象の
場合について具体的に説明した。しかし、バックアップ対象の記憶領域は、仮想パーティ
ションの一部であってもよい。
【０３５０】
　第２実施形態に関して、ＳＣＳＩコマンドのパラメタの具体例を説明したが、実施形態
によっては、さらに別のオプションがＳＣＳＩコマンドにパラメタとして指定されてもよ
い。また、実施形態によっては、ＳＣＳＩプロトコル以外の他のプロトコルにしたがって
コマンドを受け付けるストレージシステムが使われてもよい。ＳＡＮの種類も実施形態に
応じて任意である。
【０３５１】
　また、第１実施形態においてコンピュータ１００は、第１の記憶領域１１１と第２の記
憶領域１１２のサイズが等しいか否か（換言すれば第１の記憶領域１２１と第２の記憶領
域１２２のサイズが等しいか否か）をチェックしてもよい。同様に、第２実施形態におい
て要求部４１４は、例えばステップＳ３０１とＳ３０２でそれぞれ取得したサイズ同士が
等しいか否かをチェックしてもよい。
【０３５２】
　あるいは、第２の記憶領域１１２は第１の記憶領域１１１よりも大きくてもよい。同様
に、仮想パーティション６０３－２は、仮想パーティション６０３－１よりも大きくても
よい。
【０３５３】
　第２実施形態では、ステップＳ３１０で受付部４２４が要求部４１４に通知した情報の
一部が、ステップＳ５０１で要求部４１４から受付部４２４に通知される。つまり、第２
実施形態では多少冗長な通信が行われる。しかし、実施形態によっては、ステップＳ３１
０で受付部４２４が要求部４１４に既に通知した情報は、ステップＳ５０１では送信され
なくてもよい。
【０３５４】
　また、第２実施形態では、ステップＳ３１１～Ｓ３１２で要求部４１４が開始位置の計
算を行う。しかし、実施形態によっては、要求部４１４が、ステップＳ３０１とＳ３０２
でそれぞれ取得した２つのアドレスを受付部４２４に通知し、受付部４２４がステップＳ
３１１～Ｓ３１２と同様の計算を行ってもよい。
【０３５５】
　最後に、上記の種々の実施形態に関して、さらに下記の付記を開示する。
（付記１）
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　コンピュータ上の第１の環境で実行される第１のプログラムモジュールと、前記コンピ
ュータ上の環境であって、１つ以上の実記憶装置の各々を認識することが可能な第２の環
境で実行される第２のプログラムモジュールとを含むバックアップ制御プログラムであっ
て、前記コンピュータに、
　前記第１の環境上で動作し、かつ、バックアップ対象のデータが記憶されている第１の
記憶領域を利用する、データ利用プログラムのプロセスに、前記第１の記憶領域に対する
更新操作を一時的に停止させるための停止命令を、前記第１のプログラムモジュールにし
たがって発行し、
　前記第１の環境において認識される１つ以上の仮想記憶装置内において前記第１の記憶
領域を識別する第１の仮想識別情報と、前記データのバックアップ先である第２の記憶領
域を前記１つ以上の仮想記憶装置内において識別する第２の仮想識別情報を、前記第２の
プログラムモジュールのプロセスに対して、前記第１のプログラムモジュールにしたがっ
て通知し、
　前記１つ以上の実記憶装置と前記１つ以上の仮想記憶装置との間の対応関係と、通知さ
れた前記第１の仮想識別情報とを用いて、前記１つ以上の実記憶装置内において前記第１
の記憶領域を識別する第１の実識別情報を、前記第２のプログラムモジュールにしたがっ
て取得し、
　前記対応関係と、通知された前記第２の仮想識別情報とを用いて、前記１つ以上の実記
憶装置内において前記第２の記憶領域を識別する第２の実識別情報を、前記第２のプログ
ラムモジュールにしたがって取得し、
　前記第１の記憶領域から前記第２の記憶領域に前記データをバックアップするためのバ
ックアップ命令を、取得した前記第１の実識別情報と取得した前記第２の実識別情報に基
づいて、前記第２のプログラムモジュールにしたがって発行する
　ことを含む処理を実行させるバックアップ制御プログラム。
（付記２）
　前記プログラムが前記コンピュータに実行させる前記処理が、
　　前記１つ以上の実記憶装置のうち、前記第１の記憶領域または前記第２の記憶領域を
有する実記憶装置を制御する制御装置から、前記バックアップ命令に対する応答を、前記
第２のプログラムモジュールにしたがって受け取り、
　　前記応答の内容を、前記第２のプログラムモジュールにしたがって、前記第１のプロ
グラムモジュールのプロセスに対して通知し、
　　前記応答が正常終了を示していれば、前記第１のプログラムモジュールにしたがって
、前記停止命令を解除する解除命令を、前記データ利用プログラムの前記プロセスに対し
て発行する
　ことをさらに含むことを特徴とする付記１に記載のバックアップ制御プログラム。
（付記３）
　前記第１の仮想識別情報と前記第２の仮想識別情報の通知は、ネットワークプロトコル
にしたがって行われる
　ことを特徴とする付記１または２に記載のバックアップ制御プログラム。
（付記４）
　前記１つ以上の実記憶装置の各々は、ディスクであり、
　前記１つ以上の仮想記憶装置は、少なくとも第１と第２の仮想記憶装置を含み、
　前記第１の記憶領域は、前記第１の仮想記憶装置上のパーティションであり、
　前記第２の記憶領域は、前記第２の仮想記憶装置上のパーティションである
　ことを特徴とする付記１から３のいずれか１項に記載のバックアップ制御プログラム。
（付記５）
　前記第１の環境は、ハイパーバイザ上で動作する第１の仮想マシンであり、
　前記第２の環境は、前記ハイパーバイザ上で動作する第２の仮想マシンであり、
　前記第１の仮想マシンから前記１つ以上の実記憶装置へのアクセスは、前記第２の仮想
マシンのデバイスドライバを介して行われる
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　ことを特徴とする付記１から４のいずれか１項に記載のバックアップ制御プログラム。
（付記６）
　前記第１の環境は、前記第２の環境上または前記第２の環境内に構築された環境であり
、
　前記第１の環境内からの前記１つ以上の実記憶装置へのアクセスは、前記第２の環境を
提供するオペレーティング・システムを介して行われる
　ことを特徴とする付記１から４のいずれか１項に記載のバックアップ制御プログラム。
（付記７）
　コンピュータが、
　前記コンピュータ上の第１の環境上で動作し、かつ、バックアップ対象のデータが記憶
されている第１の記憶領域を利用する、データ利用プログラムのプロセスに、前記第１の
記憶領域に対する更新操作を一時的に停止させるための停止命令を、前記第１の環境で動
作する第１の制御プログラムにしたがって発行し、
　前記コンピュータ上の環境であって、１つ以上の実記憶装置の各々を認識することが可
能な第２の環境で動作する、第２の制御プログラムのプロセスに対して、前記第１の環境
において認識される１つ以上の仮想記憶装置内において前記第１の記憶領域を識別する第
１の仮想識別情報と、前記データのバックアップ先である第２の記憶領域を前記１つ以上
の仮想記憶装置内において識別する第２の仮想識別情報を、前記第１の制御プログラムに
したがって通知し、
　前記１つ以上の実記憶装置と前記１つ以上の仮想記憶装置との間の対応関係と、通知さ
れた前記第１の仮想識別情報とを用いて、前記１つ以上の実記憶装置内において前記第１
の記憶領域を識別する第１の実識別情報を、前記第２の制御プログラムにしたがって取得
し、
　前記対応関係と、通知された前記第２の仮想識別情報とを用いて、前記１つ以上の実記
憶装置内において前記第２の記憶領域を識別する第２の実識別情報を、前記第２の制御プ
ログラムにしたがって取得し、
　前記第１の記憶領域から前記第２の記憶領域に前記データをバックアップするためのバ
ックアップ命令を、取得した前記第１の実識別情報と取得した前記第２の実識別情報に基
づいて、前記第２の制御プログラムにしたがって発行する
　ことを含むバックアップ制御方法。
（付記８）
　第１の環境と、１つ以上の実記憶装置の各々を認識することが可能な第２の環境が構築
された情報処理装置であって、
　前記第１の環境上で動作し、かつ、バックアップ対象のデータが記憶されている第１の
記憶領域を利用する、データ利用プログラムのプロセスに対して、前記第１の記憶領域に
対する更新操作を一時的に停止させるための停止命令を、前記第１の環境内から発行する
停止命令発行部と、
　前記第１の環境において認識される１つ以上の仮想記憶装置内において前記第１の記憶
領域を識別する第１の仮想識別情報と、前記データのバックアップ先である第２の記憶領
域を前記１つ以上の仮想記憶装置内において識別する第２の仮想識別情報についての通知
を、前記第１の環境内から発行する通知部と、
　前記通知を前記第２の環境において受け取り、前記１つ以上の実記憶装置と前記１つ以
上の仮想記憶装置との間の対応関係と、通知された前記第１の仮想識別情報とを用いて、
前記１つ以上の実記憶装置内において前記第１の記憶領域を識別する第１の実識別情報を
取得し、前記対応関係と、通知された前記第２の仮想識別情報とを用いて、前記１つ以上
の実記憶装置内において前記第２の記憶領域を識別する第２の実識別情報を取得する取得
部と、
　前記第１の記憶領域から前記第２の記憶領域に前記データをバックアップするためのバ
ックアップ命令を、取得された前記第１の実識別情報と取得された前記第２の実識別情報
に基づいて、前記第２の環境内から発行するバックアップ命令発行部
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　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【符号の説明】
【０３５６】
　　１００、４００、５００、５２０　コンピュータ
　　１０１　第１の環境
　　１０２　第２の環境
　　１０３　バックアップ制御プログラム
　　１０４　第１のプログラムモジュール
　　１０５　第２のプログラムモジュール
　　１０６　データ利用プログラム
　　１１０　仮想記憶装置
　　１１１、１２１　第１の記憶領域
　　１１２、１２２　第２の記憶領域
　　１２０　実記憶装置
　　１２３　制御装置
　　２００、３００　物理サーバ
　　２０１、３０２　ゲストＯＳ
　　２０２、３０３　バックアップソフトウェア
　　２０３、３０４、４１１　アプリケーション
　　２１０、３１０、４３０、５４０　ＳＡＮ
　　２２０、３２０、４４０、５５０、５６０　ストレージシステム
　　２２１、２２２、３２１、３２２、４４１、４４２、５５２－１～５５２－Ｎ　実デ
ィスク
　　３０１　管理ＯＳ
　　３２３、３２４、４４３、４４４、６０４－１、６０４－２　仮想ディスク
　　４１０、４２０　仮想マシン
　　４１２　フロントエンドコンポーネント
　　４１３　連携部
　　４１４　要求部
　　４２１　仮想マシン管理部
　　４２２　ＸｅｎＳｔｏｒｅ
　　４２３　バックエンドコンポーネント
　　４２４　受付部
　　４２５　ＡＰＩ群
　　５０１　ＣＰＵ
　　５０２　ＲＡＭ
　　５０３　ＬＡＮインタフェイス
　　５０４　駆動装置
　　５０５　入力装置
　　５０６　出力装置
　　５０７　ホストバスアダプタ
　　５０８　ローカルＨＤＤ
　　５０９　バス
　　５１０　ネットワーク
　　５３０　記憶媒体
　　５５１　コントローラ
　　６０１　ファイル
　　６０２　コマンド実行例
　　６０３－１、６０３－２　仮想パーティション
　　６０５－１、６０５－２　実パーティション
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