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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
正ボリューム名と副ボリューム名とを含むペア情報を受信した場合に当該正ボリュームか
ら当該副ボリュームへのバックアップを実行するストレージ装置と接続されている計算機
を用いて、前記バックアップの実行によって前記副ボリュームに格納される複製データを
管理する複製データの管理方法であって、
　前記計算機は、バックアップ対象となるファイルがそれぞれ業務に対応した複数のグル
ープに分類されている場合の当該各グループ名と対応付けて、当該グループを構成する前
記ファイル名を格納する第一のテーブルと、前記副ボリューム名と対応づけて前記ファイ
ル名及び前記グループ名とを格納するための第二のテーブルとを保持しており、
　第一のグループの指定を受け付けて、第一のファイルが格納されている第一の正ボリュ
ーム名と第一の副ボリューム名とを含む前記ペア情報を前記ストレージ装置に送信する場
合に、前記第一のファイルのファイル名及び指定を受け付けた前記第一のグループのグル
ープ名とを前記第一の副ボリューム名と対応付けて前記第二のテーブルに格納するステッ
プを有し、さらに、
　第一のファイルを含む第二のグループの指定を受付けて前記第一のファイルのデータが
格納されている前記第一の正ボリューム名と第二の副ボリューム名とを含む前記ペア情報
を前記ストレージ装置に送信する場合に、前記第二のテーブルから、前記第一のファイル
の複製データが格納されている前記第一の副ボリューム名を抽出するステップと、
　抽出された当該第一の副ボリューム名と対応付けられて前記第二のテーブルに格納され
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ている前記第一のグループのグループ名を抽出するステップとを有し、
　前記第一のテーブルには、前記グループ名と対応づけて前記複製データを管理する方法
であるポリシーが格納されており、
　前記計算機は、複製データを格納するための前記副ボリューム名と対応付けて当該副ボ
リュームが利用可能か否かを示すフラグを格納するための第三のテーブルを保持しており
、
　前記副ボリュームの使用用途が抽出された前記第一のグループ名と対応付けて前記第一
のテーブルに格納されているポリシーが所定の条件を満たすか否かを判定するステップと
、
　判定した結果に応じて、前記第一の副ボリュームが利用可能であることを示す前記フラ
グを前記第三のテーブルに格納するか否かを決定するステップとを有することを特徴とす
る複製データの管理方法。
【請求項２】
請求項１に記載の複製データの管理方法であって、ポリシーが所定の条件を満たすか否か
を判定する前記ステップは、当該ポリシーが、当該ポリシーと対応付けられて前記第一の
テーブルに格納されている前記グループを指定してバックアップされたファイルについて
最新の状態のデータのみが必要であることを示すフラグを有するか否かを判定するもので
あることを特徴とする複製データの管理方法。
【請求項３】
請求項１に記載の複製データの管理方法であって、前記各グループは、一連の処理の1ま
とまりである各業務を実行した結果更新されるファイルから構成されていることを特徴と
する複製データの管理方法。
【請求項４】
請求項３に記載の複製データの管理方法であって、
　前記第一のテーブルには、前記グループ名と対応付けられて前記複製データを管理する
方法であるポリシーが格納されており、
　前記計算機は、複製データを格納するための前記副ボリューム名と対応付けて当該副ボ
リュームが利用可能か否かを示すフラグを格納するための第三のテーブルを保持しており
、
　第二の業務を実行した結果更新されるファイルからなる第二のグループの指定を受付け
て当該第二のグループに属する前記第一のファイルが格納されている前記第一の正ボリュ
ーム名と第二の副ボリューム名とを含むペア情報を前記ストレージ装置に送信する場合に
、前記第一のファイルの複製データを格納している前記第一の副ボリューム名と当該第一
の副ボリューム名と対応付けられて前記第二のテーブルに格納されている前記第一のグル
ープのグループ名とを抽出するステップと、
　抽出した前記第一のグループと対応付けられて前記第一のテーブルに格納されているフ
ァイル名が前記第一のファイルのファイル名のみであるか否かを判定するステップと、
　前記副ボリュームの使用用途が抽出した前記第一のグループのグループ名と対応付けら
れて前記第一のテーブルに格納されているポリシーが所定の条件を満たすか否かを判定す
るステップと、
　前記判定した結果に応じて、前記第二の副ボリュームが利用可能であることを示す前記
フラグを前記第三のテーブルに格納するか否かを決定するステップとを有することを特徴
とする複製データの管理方法。
【請求項５】
　バックアップ対象となるファイルが、一連の処理の１まとまりである各業務を実行した
結果更新されるファイルからなる複数のグループに分類されている場合の当該各グループ
を識別する業務名と対応付けて、当該グループを構成する前記ファイル名を格納する第一
のテーブルと、一の業務を実行した結果更新される一のファイルのデータを識別するため
の当該一の業務名及び当該一のファイル名と対応付けて一のデータ識別子を格納するため
の第二のテーブルと、前記各業務と対応付けて当該業務の実行に必要なデータを識別する
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ための前記データ識別子を格納している第三のテーブルと、一の業務名を指定して当該業
務名で識別される前記グループに属する一のファイルが一の副ボリュームへバックアップ
された場合に当該一の副ボリューム名と対応づけて前記一のファイル名及び前記一の業務
名とを格納するための第四のテーブルと、前記副ボリューム名と対応付けて当該副ボリュ
ームに格納されている複製データに障害があるか否かを示す情報を格納する第五のテーブ
ルとを保持し、正ボリューム名と副ボリューム名とを有するペア情報とを受信した場合に
当該正ボリュームに格納されているデータの当該副ボリュームへのバックアップを実行す
るストレージ装置と接続されている計算機を用いて、バックアップされた前記複製データ
を管理する複製データの管理方法であって、
　第一の業務名を指定してバックアップされた第一のファイルのリストアの指示を受付け
、
　前記第一のグループのグループ名及び前記第一のファイルのファイル名と対応付けられ
て前記第四のテーブルに格納されている第一の副ボリューム名を抽出し、
　前記第五のテーブルを参照して、前記第一の副ボリュームに格納されている複製データ
に障害があると判定された場合には、前記第一の業務名と対応付けられて前記第三のテー
ブルに格納されているデータ識別子を抽出し、
　抽出された前記データ識別子で識別されるデータの複製データに障害がない場合には、
前記第一の業務名を表示することを特徴とする複製データの管理方法。
【請求項６】
正ボリューム名と副ボリューム名とを含むペア情報を受信した場合に当該正ボリュームか
ら当該副ボリュームへのバックアップを実行するストレージ装置と接続されている計算機
が実行する複製データの管理方法のプログラムであって、前記プログラムは、
　バックアップ対象となるファイルがそれぞれ業務に対応した複数のグループに分類され
ている場合の当該各グループ名と対応付けて、当該グループを構成する前記ファイル名と
複製データを管理する方法であるポリシーとを格納する第一のテーブルを保持する手順と
、
　前記副ボリューム名と対応づけて前記ファイル名及び前記グループ名及び前記副ボリュ
ームが利用可能か否かを示すフラグとを格納するための第二のテーブルを保持する手順と
、
　第一のグループの指定を受け付けて第一のファイルが格納されている第一の正ボリュー
ムと第一の副ボリューム名とを含む前記ペア情報を前記ストレージ装置に送信する場合に
、前記第一のファイルのファイル名及び指定を受け付けた前記第一のグループのグループ
名とを前記第一の副ボリューム名と対応付けて前記第二のテーブルに格納する手順と、
　第一のファイルを含む第二のグループの指定を受付けて前記第一のファイルのデータが
格納されている前記第一の正ボリューム名と第二の副ボリューム名とを含む前記ペア情報
を前記ストレージ装置に送信する場合に、前記第二のテーブルを参照から、前記第一のフ
ァイルの複製データが格納されている前記第一の副ボリューム名を抽出する手順と、
　抽出された当該第一の副ボリューム名と対応付けられて前記第二のテーブルに格納され
ている前記第一のグループのグループ名を抽出する手順と、
　前記副ボリュームの使用用途が抽出された前記第一のグループのグループ名と対応付け
て前記第一のテーブルに格納されているポリシーが、前記第一のグループを指定してバッ
クアップされたファイルについて最新の状態のデータのみが必要であることを示すフラグ
を有するか否かを判定する手順と、
　判定した結果に応じて、前記第一の副ボリュームが利用可能であることを示す前記フラ
グを前記第二のテーブルに格納するか否かを決定する手順とを実行させるためのプログラ
ム。
【請求項７】
正ボリューム名と副ボリューム名とを含むペア情報を受信した場合に当該正ボリュームか
ら当該副ボリュームへのバックアップを実行するストレージ装置と接続可能な計算機であ
って、
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　バックアップ対象となるファイルがそれぞれ業務に対応した複数のグループに分類され
ている場合の当該各グループ名と対応付けて、当該グループを構成する前記ファイル名を
格納する第一のテーブルと、前記副ボリューム名と対応づけて前記ファイル名及び前記グ
ループ名とを格納するための第二のテーブルとを保持する記憶部と、
　第一のグループの指定を受け付けて第一のファイルが格納されている第一の正ボリュー
ム名と第一の副ボリューム名とを含む前記ペア情報を前記ストレージ装置に送信する場合
に、前記第一のファイルのファイル名及び指定を受け付けた前記第一のグループのグルー
プ名とを前記第一の副ボリューム名と対応付けて前記第二のテーブルに格納する第一の処
理部と、
　第一のファイルを含む第二のグループの指定を受付けて前記第一のファイルのデータが
格納されている前記第一の正ボリューム名と第二の副ボリューム名とを含む前記ペア情報
を前記ストレージ装置に送信する場合に、前記第二のテーブルを参照して、前記第一のフ
ァイルの複製データが格納されている前記第一の副ボリューム名を抽出する第二の処理部
と、
　抽出された当該第一の副ボリューム名と対応付けられて前記第二のテーブルに格納され
ている前記第一のグループのグループ名を抽出する第三の処理部を有し、
　前記第一のテーブルには、前記グループ名と対応づけて前記複製データを管理する方法
であるポリシーが格納されており、
　前記記憶部は、複製データを格納するための前記副ボリューム名と対応付けて当該副ボ
リュームが利用可能か否かを示すフラグを格納するための第三のテーブルを保持しており
、
　前記第三の処理部は、抽出された前記第一のグループのグループ名と対応付けて前記第
一のテーブルに格納されているポリシーが所定の条件を満たすか否かを判定し、
　判定した結果に応じて、前記第一の副ボリュームが利用可能であることを示す前記フラ
グを前記第三のテーブルに格納するか否かを決定することを特徴とする計算機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ストレージ装置等のストレージ装置に格納されたボリューム間でバックアップ
/リストアを行う場合において、ボリューム及び当該ボリュームに格納されているデータ
を管理する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
記憶領域の論理的な単位であるボリューム（LU）を格納しているRAID装置等のストレージ
装置であって、ボリューム間でデータのコピーを行う複製機能を有するストレージ装置が
知られている。このようなストレージ装置にコピーを実行させるためには、どのボリュー
ムとどのボリュームの間でコピーを実行するかを定義し、ストレージ装置に認識させる必
要がある。これに対して、従来、あるボリュームに対するコピーの指示を受領した際に、
当該ボリュームとの間でコピーを実行する相手となるボリュームを選択して、これら対と
なるペアボリューム間でストレージ装置においてコピーを実行させる技術が知られている
（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－３１８８３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記の従来技術では、コピーの対象となるファイル等の属性に応じて、コピーによって
得られる複製データやこれを格納しているボリュームを管理することについては考慮され
ていなかった。
【０００５】
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　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、複製データや、これを格納している
ボリュームを、ユーザのニーズに応じて柔軟に管理することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記課題を解決するため、本発明では、バックアップの対象となるファイル等に対してバ
ックアップの指示を受付ける際に、当該バックアップ対象の属性や、当該バックアップ対
象のバックアップによって得られる複製データを管理する方法等についての指定を受付け
た場合に、当該複製データやこれが格納されるボリューム名と対応付けて、指定された前
記属性等を管理する方法を提供する。
【０００７】
　なお、前記方法は、CPU等の処理部とRAM、ROM等の記憶部を有する情報処理装置におい
て所定のプログラムが実行されることにより提供されるものとすることが出来る。前記プ
ログラムは、CD-ROM等の記録媒体に記録されているものを前記計算機が読み取ることによ
り、前記計算機において実行されるものとすることが出来る。
【発明の効果】
【０００８】
　ユーザの設定した運用ポリシーに基づいたストレージ装置内のボリュームの管理が可能
になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、図面を用いて本発明の一実施形態について説明する。
【実施例１】
【００１０】
　図１は、本発明の一実施形態にかかる、ボリューム間のコピー処理を管理するシステム
の構成例を示す図面である。本システムは、管理サーバ100、業務サーバ110、ストレージ
装置120によって構成されている。管理サーバ100、業務サーバ110、ストレージ装置120は
それぞれCPUなどの処理部101、111、121とRAM、ROMなどの記憶部102、112、122とを有す
る計算機によって構成される。ここで、記憶部は、計算機と同一筐体内にあってもよいし
、別筐体であってもよい。それぞれの処理部において記憶部に記憶されたプログラムが実
行されることにより所定の機能が実現される。図２は、図1における管理サーバ、業務サ
ーバ、ストレージ装置を、各々において実行される各プログラム及びこれと協働して動作
することによって所定の機能を実現するハードウェア資源からなる機能単位から構成され
る情報処理装置として表した場合のシステム構成例の図である。例えば、図1の管理サー
バ100で実行されるポリシー制御プログラム103及びこれと協働して動作する処理部等のハ
ードウェア資源からなるポリシー制御部が、図２の202に示されている。
【００１１】
　また、業務サーバ110の記憶部112や記憶装置115に記憶されているプログラムやテーブ
ルの一部が管理サーバ100の記憶部102や記憶装置107に記憶されており、当該プログラム
の実行によって実現される機能の一部が管理サーバ100において実現されるという構成に
することも可能である。さらに、管理サーバ100の記憶部102や記憶装置107に記憶されて
いるプログラムやテーブルの一部又は全部が、一又は複数の業務サーバ110の記憶部112や
記憶装置115に記憶されており、当該プログラムの実行によって実現される機能の一部又
は全部が当該業務サーバ110において実現されるものとすることも出来る。
【００１２】
　図１に示したシステムにおいて、管理サーバ100と業務サーバ110との間及び業務サーバ
110、ストレージ装置120の間はLANやストレージエリアネットワーク(SAN)等のネットワー
クで接続されている。
【００１３】
　管理サーバ100は、ボリューム等管理の方法である“ポリシー”を設定するポリシー制
御プログラム103、ストレージ装置上のバックアップ可能なボリュームを管理するボリュ
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ーム監視プログラム104、ストレージ装置120上のボリュームのペアを設定するボリューム
設定プログラム105とを有している。また管理サーバ100には、記憶装置106が接続されて
おり、バックアップの対象となるファイルやデータベースについての情報を格納している
バックアップ対象管理テーブル109、現在のボリュームの状態及び構成情報を格納するボ
リューム構成情報テーブル108、業務サーバ110で実行される各業務の実行に必要なデータ
を管理している業務管理テーブルとを格納している。尚、ここでポリシーとはデータのバ
ックアップ/リストアに使用するボリュームや、当該ボリュームに格納されているデータ
の管理の方針を意味しており、ポリシーの設定とはユーザがあらかじめ用意された数種類
のオプションを組み合わせることにより、バックアップ対象となるファイル等に対するポ
リシーを設定することを意味するものとする。
【００１４】
　業務サーバ110は、管理サーバ100からの指示によるデータのバックアップ/リストア、
およびストレージ装置上のボリューム情報の検出を実行するバックアップ/リストア制御
プログラム113、およびストレージ装置上のボリュームのペアを制御するボリュームペア
制御プログラム114とを有している。また、業務サーバ110は、業務で使用するデータの格
納されたボリュームを特定するための情報を登録したボリューム論理構成マップテーブル
115（を保持している記憶装置）を有している。
ストレージ装置120は、業務サーバ110が業務を実行するときに利用するものであり、業務
サーバ110から送信されるバックアップ/リストア実行の指示に応じてバックアップ/リス
トアを実行するコピー実行プログラム123、データの塊であるファイルが格納される記憶
部124、記憶部124のバックアップ/リストア領域に使用する記憶部125、126、127、128と
を有している。なお、この記憶部125、126、127、128は、一又は複数の物理的なディスク
によって構成される論理的な記憶領域であり、業務サーバや管理サーバのOSが記憶装置12
0を認識する際の論理的な単位である。この記憶部（125、126等）を、以下、“ボリュー
ム”、あるいは“LU(ロジカルユニット)”と呼ぶ。
【００１５】
　OSがデータを管理する単位である各ファイル（記憶装置に記録されたデータのまとまり
）には、特定のボリュームが対応付けられており、当該ファイルを構成するデータは当該
特定のボリューム（に相当する記憶装置上の領域）に記録されている。アプリケーション
等からあるファイルのデータを読み出す場合には、当該ファイルと対応付けられている特
定のボリューム（に相当する記憶領域）に記録されているデータが読み出され、当該ファ
イルにデータを書込む場合には当該ファイルと対応付けられている特定のボリューム（に
相当する記憶領域）にデータが書込まれることになる。なお、あるファイルと対応付けら
れている特定のボリュームは,一つの場合もあるし、複数の場合もある。また、複数の異
なるファイルが特定の一つのボリュームと対応付けられていてもよい。
【００１６】
　“あるボリューム”に格納されているデータと同一内容のデータを“別のボリューム”
に書込むことを、「“あるボリューム”から゛別のボリューム゛へコピーを実行する」と
言うことにする。“あるボリューム”が、あるファイルと対応付けられているボリューム
（当該ファイルのデータの読み出し・書き込み要求に応じてデータの読み出し・書き込み
が行われる対象となるボリューム）であり、“別のボリューム”が当該ファイルと対応付
けられていないボリュームである場合に、当該“あるボリューム”を“正ボリューム”、
当該゛別のボリューム゛を“副ボリューム”と呼ぶことにする。
“正ボリューム”から“副ボリューム゛へのコピーを実行することを、「バックアップを
実行する」ということにする。これに対して、「リストアを実行する」とは、上記“副ボ
リューム”から“正ボリューム”へのコピーを実行することをいう。また、“あるデータ
”が格納されている正ボリュームから副ボリュームへバックアップを実行することによっ
て、当該副ボリュームに格納されることになる当該“あるデータ”と同一内容のデータの
ことを、（当該“あるデータ”の）“複製データ”と呼ぶことにする。
【００１７】
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　“コピー”は、ストレージ装置上で実行されるコピー実行プログラムによって実現され
る。ストレージ装置において、互いにデータの複製が行われる正ボリュームと副ボリュー
ムの組は“ペア”としてテーブル等に格納して管理されている。業務サーバ110等は、コ
ピーを行う対象となる“ペア”を識別するためのペア識別子と、複製の方向（正ボリュー
ムから副ボリュームへのコピー（バックアップ）を実行するのか、副ボリュームから正ボ
リュームへのコピー（リストア）を実行するのか）を特定するための複製方向識別子とを
ストレージ装置に送信する。ストレージ装置で実行される上記コピー実行プログラムは、
送信されたペア識別子で識別されるボリューム同士の間で、送信された複製方向識別子に
応じてバックアップまたはリストアを行う。なお、複製の方向を特定するための方法とし
ては上記に限られるものではなく、バックアップとリストアをストレージ装置等が区別し
得る情報をストレージ装置等に送信するようないかなるものであってもよい。
【００１８】
　また、ストレージ装置において、ペアとして管理していたボリューム同士をペアとして
管理しないようにすることを“ペアを解除する”等ということにする。ストレージ装置に
おいて、あるペアについてのコピーが完了した後、当該ペアを構成する正ボリューム（あ
るいは副ボリューム）を他のボリュームと新たにペアとして認識させるための情報が当該
ストレージ装置に送信される時点までの間の任意のタイミングで、当該ペアの解除が行わ
れるものとする。ペアの解除は、業務サーバ等からの指示に応じて行うことにしてもよい
し、当該ペアについてのコピーが完了後、自発的に行うことにしてもよい。
【００１９】
　図3は、データのある１まとまり（例えば、一つのデータベース、一つのファイル等を
１単位（以下、“バックアップ対象”という。）とし、これらバックアップ対象が複数の
グループに分類されて管理されているバックアップ対象管理テーブルの1例を示す図であ
る。各グループには当該グループを識別するため識別子であるグループ名が付与されてい
るものとする。図３において、「グループ」の欄300には、当該グループを識別するため
のグループ名（A,B等）が格納されている。そして、「バックアップ対象」の欄301には、
上記バックアップ対象を識別するための情報（データベース名やファイル名等）が格納さ
れている。例えば、図３において、「グループ」の欄が“A”である行の「バックアップ
対象」の欄にはデータベース名“System”が格納されており、これは、グループ名“A”
で識別されるグループが、データベース“System”から構成されることを示している。な
お、各グループは、一または複数のバックアップ対象の任意の組合せとすることができる
が、例えば、計算機で実行される一連の処理のひとまとまりを“業務”という単位で表し
、この“業務”に関係するファイル等の集合を一つのグループとすることが出来る。ここ
で、ある業務に関係するファイル等としては、該当する業務の実行のために必要となるフ
ァイル（入力となるファイル）、および該当業務の実行の結果、生成、もしくは編集され
るファイル（出力となるファイル）等がある。
【００２０】
　「サーバ」の欄302には、当該グループに属するバックアップ対象を使用するサーバ名
が格納されている。なお、同一グループに属するバックアップ対象であっても、これを使
用するサーバが異なる場合には、バックアップ対象ごとにこれを使用するサーバ名を管理
することにしてもよい。
【００２１】
　「有効期限」の欄303には、副ボリュームに格納されている複製データを保持しておく
べき期間を表すための情報が格納されている。
【００２２】
　「ポリシー」の欄304には、バックアップの際に複製データを格納するための副ボリュ
ームを選ぶ方法や、副ボリュームに格納されている複製データを管理する方法等について
の指示内容が、「゛最新の状態のみ゛」の欄305や「“二次利用”」の欄306に分けて格納
されている。これについては後に詳述する。
【００２３】
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　図４は、バックアップ対象となるデータベースやファイルが格納されているボリューム
の構成に関する情報を格納している、ボリューム論理構成マップテーブルの図である。本
テーブルには、バックアップ/リストアを実行する対象のデータベース名400、対象データ
ベースの実体となるファイル名401、ファイルの格納されているボリュームを業務サーバ
から特定するために使用するデバイスファイル名402、ストレージ装置内でボリュームを
特定するための識別子であるディスクID403、ストレージ装置の筐体を識別するための筐
体ID404が登録されている。例えば、図４に記載されているデータベース「system」は、
ファイル「aaa.txt」とファイル「bbb.txt」から構成されており、このうちファイル「aa
a.txt」は、業務サーバ上110でデバイスファイル「c5t0d1」として認識されているボリュ
ームに格納されていることが示されている。また、ファイル「aaa.txt」の格納されてい
るボリュームは、筐体ID「100」で識別されるストレージ装置120上に格納されているディ
スクID「001」で識別されるものであることがわかる。
なお、図４においてファイル「qqq.txt」のデータベース名の欄が「―」となっているが
、これは「qqq.txt」がデータベースとしてではなく通常のファイルとして使用されてい
ることを意味している。なお、本テーブルはバックアップ/リストア制御プログラム113が
収集した情報に基づいて作成され、ここに格納された情報はバックアップ/リストア制御
プログラム113が行うボリュームのバックアップ/リストアの処理の際に使用される。
【００２４】
　図６は、各ボリュームに関する情報を格納しているボリューム構成情報テーブルの一例
を示す図である。ボリューム構成情報テーブルはボリュームを識別するためのディスクID
600、当該ディスク（を構成している記憶領域）が格納されている筐体を識別するための
筐体ID601、ボリュームを使用しているサーバ名602、ボリュームの種別（正ボリュームか
副ボリュームか等）603、ペアを構成している場合の相手となるボリューム（ストレージ
装置において、ある正ボリュームと副ボリュームとがペアとして認識されている場合に当
該正ボリュームと副ボリュームとはペアを構成しているものとする。）のディスクID604
、当該ディスクが格納されている筐体ID605が登録されている。
【００２５】
　また、「利用可能フラグ」の欄606には、当該ボリュームを副ボリュームとして使用可
能か否かを示す情報が格納されている。すなわち、業務サーバ等がある正ボリュームのペ
アの相手となる副ボリュームを選択する場合には、「利用可能フラグ」の欄に格納されて
いる情報を参照して、副ボリュームとして使用可能なボリュームを選択するものとするこ
とが出来る。例えば、上書きしたくない複製データを格納している副ボリューム等につい
ては、「利用可能フラグ」の欄に副ボリュームとして使用できないことを表す情報を格納
しておくことにより、当該複製データが不用意に上書きされることを防止することが出来
る。なお、「利用可能フラグ」に格納すべき情報としては、例えば、副ボリュームとして
使用可能であることを示すフラグとすることが出来る。
【００２６】
　さらに、「複製データ」の欄607には、当該ボリュームが副ボリュームとして使用され
、複製データを格納している場合に、当該複製データの属性に関する情報が格納されてい
る。すなわち、グループ名Xを指定してバックアップが行われたことにより、バックアッ
プ対象xの複製データを格納している場合には、「グループ」の欄608に“X”、「バック
アップ対象」の欄609に“x”がそれぞれ格納されることになる。また、同一のグループ名
を指定して同一のバックアップ対象について複数回のバックアップが行われた場合には、
同一のグループ名を指定して同一のバックアップ対象について行われたバックアップの内
、何回目に行われたバックアップによって作成された複製データかを表すための値が「世
代番号」の欄610に格納されている。例えば、図6において、ディスクIDが002で筐体IDが1
00である副ボリューム（図6の2行目に相当）には、グループ名“A”を指定してバックア
ップ対象“aaa.txt”について行われたバックアップの内、1回目に行われたバックアップ
によって作成された“aaa.txt”の複製データが格納されていることが示されている。
「複製データ」の欄607は、当該ボリュームが副ボリュームとして使用され、複製データ
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が書き込まれた場合に登録される。また、一度ある複製データが格納されても、後に別の
複製データが書き込まれた場合には、当該別の複製データに対応するグループ名及びバッ
クアップ対象名によって更新される（すなわち、「複製データ」の欄には、現在、当該ボ
リュームに格納されている複製データに対応するグループ名及びバックアップ対象名が格
納されていることになる。）。
【００２７】
　「障害フラグ」の欄611には、複製データに何らかの障害があるか否かを表すための情
報が格納されている。例えば、ディスクIDが“002”、筐体IDが“100”の副ボリューム(
図6の2行目のボリューム)の「障害フラグ」の欄は“なし”となっており、これは当該副
ボリュームに格納されている複製データに障害がないことを表している。
【００２８】
　なお本テーブルは、バックアップ/リストア制御プログラム114が業務サーバ110上で収
集した情報に基づいて、ボリューム監視プログラム104によって作成され、実際の処理に
おいてボリューム設定プログラム105がボリュームの選択を行った時点、あるいはボリュ
ームを利用可能にした時点等に内容の更新が行われる。
【００２９】
　尚、管理サーバ100上のボリューム監視プログラム104は定期的に業務サーバ110上のバ
ックアップ/リストア制御プログラム113を通じて、ストレージ装置120上に格納されたボ
リュームの構成情報を取得し、ボリューム構成情報テーブル107に格納しているものとす
ることが出来る。
【００３０】
　次に、各バックアップ対象をグループに分類する処理と、バックアップ対象（あるいは
グループ）に対してポリシーを指定する処理の一実施例について説明する。
【００３１】
　ユーザーから管理サーバ100に対してポリシーの設定あるいはグループの設定要求を受
け付けると、管理サーバ100上のポリシー制御プログラム103は業務サーバ110上のバック
アップ/リストア制御プログラム113に対してバックアップ対象に関する情報を収集する旨
の指示を有する情報を送信する。
【００３２】
　バックアップ/リストア制御プログラム113はポリシー制御プログラム103からの指示に
従い、情報の収集を行なう。なお、この時収集された情報はボリューム論理構成マップテ
ーブル115に格納される。
【００３３】
　ポリシー制御プログラム103はボリューム論理構成マップテーブル115から、バックアッ
プ対象であるデータベース名400、およびファイル名401の情報を取得し、これらの一覧を
ユーザーに提示する。なお、ボリューム論理構成マップテーブルは管理サーバ100から直
接に参照可能な記憶装置１０７に格納されることにしてもよいことは前述したとおりであ
る。。
【００３４】
　ユーザーは提示されたバックアップ対象を、グループに分類する。この時、各グループ
に対して名称（グループ名300）を設定した上で、各グループに対して、あるいは各バッ
クアップ対象に対して、図３に示した“最新の状態のみ”、“二次利用”、“ディザスタ
リカバリ”等のポリシーについての設定を行う。また、図３の有効期限の設定についても
行なうことが出来る。なお、ポリシーや有効期限をグループに対して設定した場合には、
各グループに属するバックアップ対象については同一のポリシーや有効期限が設定される
ことになる。一方、各バックアップ対象ごとにポリシーや有効期限を設定した場合には、
同一のグループに属するバックアップ対象同士でも、異なるポリシーや有効期限が設定さ
れる可能性がある。
ユーザーによって入力された情報は管理サーバ100上のポリシー制御プログラム103によっ
て処理され、図３のようなバックアップ対象管理テーブル109に格納される。
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【００３５】
　次に、業務サーバ110上でバックアップの実行が指示された場合の処理の流れの1例につ
いて説明する。
【００３６】
　まず、業務サーバ１１０のバックアップ/リストア制御プログラム113は、バックアップ
実行の指示を受付ける。バックアップ実行の指示がされる場合には、バックアップの対象
となるべきバックアップ対象を特定する情報を受付ける必要があるが、この方法としては
、バックアップ対象を識別するためのファイル名やデータベース名が指定されることにし
てもよいし、バックアップ対象が属するグループが指定されることにしてもよい。グルー
プが指定された場合には、当該グループに属する全てのファイルやデータベースについて
バックアップ実行の指示がなされたものとして扱うことが出来る。
【００３７】
　なお、バックアップ実行の指示は、ユーザが業務サーバ上で所定のコマンド等を入力す
る等によって行うものとしてもよいし、バックアップ対象が業務で扱うデータであるよう
な場合は、当該業務を管理するプログラム等が当該業務の実行完了を検知して当該業務に
関係するファイルやデータベースのバックアップを指示するものとしてもよい。
【００３８】
　バックアップ対象を識別するファイル名等を指定してバックアップ実行の指示を受付け
る場合には、当該ファイル名等と対応付けて、当該ファイル等が属するグループ名（当該
ファイル等が互いに異なる複数のグループに属する場合にはその内の一つのグループ名）
を受付けたり、当該グループ名と対応付けられてバックアップ対象管理テーブル（図３）
のテーブルに格納されているポリシーや有効期限の指定を受付けるものとすることも出来
る。また、バックアップ対象ごとにポリシーや有効期限を設定したい場合には、バックア
ップ対象を識別するファイル名等を指定してバックアップ実行の指示を受付ける場合に、
当該ファイル名等と対応付けてポリシーや有効期限の指定を受付けるものとすることが出
来る。以上によって、バックアップ実行の対象となるバックアップ対象の複製データを管
理する方法や、当該複製データを格納するための副ボリュームを選択する方法を指定する
ことが可能となる。
【００３９】
　次に、バックアップ/リストア制御プログラム113は、バックアップ実行の指示がなされ
たことを示す情報と、バックアップ対象を特定するために受付けたバックアップ対象名（
またはグループ名）と、当該バックアップ対象名と対応付けて指定を受付けたグループ名
（あるいはポリシーや有効期限）とを含むデータを管理サーバ１００に送信する。
【００４０】
　管理サーバ100がグループ名等を含む上記データを受信すると、管理サーバ100上のポリ
シー制御プログラム103が起動し、バックアップ対象管理テーブル（図３）から当該グル
ープ名（あるいはバックアップ対象名）と対応付けられているサーバ名302を取得する。
また、バックアップ対象を特定する情報としてグループ名が指定されている場合には、当
該グループ名と対応付けられてバックアップ対象管理テーブル（図3）に格納されている
ファイル名やデータベース名を抽出する。
【００４１】
　次に、ポリシー制御プログラムにより、上記サーバに対して、上記バックアップ対象の
構成情報を取得すべき旨の指示を有するデータが送信される。
【００４２】
　これを受信した上記サーバ上のバックアップ/リストア制御プログラム113は、ボリュー
ム論理構成マップテーブル（図４）から、上記バックアップ対象名と対応付けらているデ
ィスクID、および筐体IDを検出し、これらを含む情報をボリューム設定プログラム105に
対して送信する。例えば、業務サーバが、バックアップ対象を特定する情報としてデータ
ベース名“System”の指定を受付け、これと対応付けてグループ名“A”の指定を受付け
た場合には、バックアップ対象”System”に関して、ディスクID”001”、および筐体ID
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”100”という情報が送信されることになる。
【００４３】
　次に、ボリューム設定プログラム105はこの情報に基づいて、バックアップ対象のデー
タを格納している正ボリュームのバックアップに使用するための副ボリュームの選択を行
うが、この時のアルゴリズムをフローチャートとして示したものが図７、図８である。
【００４４】
　バックアップに使用する副ボリュームが選択されると、バックアップ対象を格納してい
る正ボリューム名と選択された副ボリューム名とを有するペア情報をストレージ装置に送
信し、当該正ボリュームから副ボリュームへのバックアップを実行させる。ペア情報の送
信は、バックアップ実行の指示を受付けた業務サーバを介して行うことが出来る。また、
ボリューム設定プログラム等が業務サーバにおいて実行される場合には、上記ペア情報は
、当該業務サーバから直接ストレージ装置に送信されるものとすることが出来る。
【００４５】
　ここで、副ボリュームを選択する方法の一実施例について説明する。図７は、本発明の
一実施例にかかる副ボリュームを選択する方法のアルゴリズムを表すフローチャートの図
である。まず、ボリューム設定プログラムは、バックアップ/リストア制御プログラムが
受付けたグループ名Xと、バックアップ実行の指示がなされたバックアップ対象xが格納さ
れている正ボリュームを識別する情報（ここでは、ディスクID及び筐体ID）とを受付ける
（S７００）。これについては、前述したとおりである。なお、ボリューム論理構成マッ
プテーブル115が、ボリューム設定プログラムから直接、参照可能な記憶装置等に保持さ
れているような場合には、グループ名とバックアップ対象名とを指定したバックアップ実
行の指示を受け付ける処理から、当該バックアップ対象が格納されている正ボリュームの
ディスクIDと筐体IDを抽出する処理までの一連の処理を、ボリューム設定プログラム自身
で行うことにしてもよい。
【００４６】
　次に、前記正ボリュームのバックアップに使用する副ボリュームを選択する（S７０１
）。副ボリュームを選択する方法としては、ボリューム構成情報テーブル（図６）の「利
用可能フラグ」の欄６０６に格納されている値を参照して、当該ボリュームが副ボリュー
ムとして使用可能か否かを判定し（使用可能であることを示すフラグの有無等により判定
することが出来る。）、使用可能な副ボリュームを抽出し、当該副ボリュームを選択する
。
【００４７】
　また、指定されたグループ名Xについて、“二次利用”や“ディザスタリカバリ”等の
ポリシーが指定されている場合（バックアップ対象管理テーブル（図3）の「二次利用」
や「ディザスタリカバリ」の欄のフラグが“あり”の場合）には、次の様にして副ボリュ
ームを選択することにしてもよい。すなわち、「二次利用」の欄のフラグが“あり”とな
っている場合には、利用可能なボリュームの内、正ボリュームを使用するサーバとは異な
るサーバから使用可能なボリュームを副ボリュームとして選択する。例えば、ボリューム
構成情報テーブル（図６）における「使用サーバ」の欄602に格納されているサーバ名が
（正ボリュームの「使用サーバ」の欄に格納されているサーバ名とは）異なるボリューム
を副ボリュームとして選択することにすればよい。同様に、「ディザスタリカバリ」の欄
のフラグが“あり”となっている場合には、正ボリュームが格納されている筐体とは別の
筐体に格納されている利用可能な副ボリュームを選択する。この場合には、ボリューム構
成情報テーブル（図６）における「ペア筐体ID」605の欄に格納されている筐体IDが（正
ボリュームのものとは）異なるボリュームを副ボリュームとして選択することにすればよ
い。
【００４８】
　副ボリュームを選択した後、バックアップ対象xが格納されている正ボリュームから、
選択した副ボリュームへのバックアップをストレージ装置等に実行させるため、当該正ボ
リューム名と選択した副ボリューム名とを含むペア情報をストレージ装置等に送信する。
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【００４９】
　S７０１において副ボリュームが選択された後、ボリューム構成情報テーブル（図６）
を更新する（S７０２）。更新の内容は次のとおりである。すなわち、まず、バックアッ
プ対象xを格納している正ボリューム及び、選択した副ボリュームの各々と対応付けられ
ている「ペアディスクID」及び「ペア筐体ID」の欄に、ペアの相手となるボリュームのデ
ィスクID及び筐体IDを格納する。例えば、“ディスクID=001”、“筐体ID=100”で識別さ
れる正ボリューム（図６の1行目に相当）のバックアップに使用される副ボリュームとし
て、“ディスクID=003”、“筐体ID=100”で識別される副ボリューム（図６の3行目に相
当）が選択された場合、当該正ボリュームと対応付けられている「ペアディスクID」の欄
には“003”が格納され、「ペア筐体ID」の欄には“100”が格納される。また、当該副ボ
リュームと対応付けられている「ペアディスクID」の欄には“001”が格納され、「ペア
筐体ID」の欄には“100”が格納される。
【００５０】
　さらに、選択された副ボリューム名と対応付けられている「利用可能フラグ」の欄606
に、“off”を格納する。これは、当該副ボリュームを以降に実行される他のバックアッ
プに使用可能でないことを表すためである。このように本実施例においては、ある副ボリ
ュームがバックアップに使用される副ボリュームとして選択された場合に、当該副ボリュ
ームを以降に実行される他のバックアップに使用可能でない状態にするために、「利用可
能フラグ」の欄を更新する。そして、その後特に指示が無い限りは、使用可能でない状態
に保つものとする。これは、副ボリュームとして選択され、バックアップが実行されるこ
とにより当該副ボリュームに格納される複製データが上書きされないように保護するため
である。
【００５１】
　さらに、選択された副ボリュームの「バックアップ対象」の欄609には、バックアップ
実行の指示の対象となったバックアップ対象名xを格納し、「グループ」の欄608には、x
に対するバックアップ実行の指示の際に指定されたグループ名Xを格納する。このように
、本実施例においてはバックアップの対象となるバックアップ対象名xに対するバックア
ップ実行の指示の他に、当該バックアップ対象が属するグループ名を受けつけ可能とし、
当該指示に応じて実行されるバックアップに使用される副ボリューム名(副ボリューム識
別するための情報)と対応付けて、指定を受付けた上記グループ名を格納しておくことが
できる。これによって、同じバックアップ対象についてのバックアップに使用された副ボ
リューム（あるいは当該副ボリュームに格納される複製データ）についても、指定された
グループを区別して管理可能としている。これによって、例えば、同一のバックアップ対
象の複製データや当該複製データを格納している副ボリュームについての扱いを、指定さ
れたグループによって変えるといった管理が可能となる。特に、バックアップ対象となる
ファイル等を、一連の処理のまとまりである業務に関係するファイルごとのグループに分
類しているような場合には、あるグループに属するファイル同士は（当該グループに対応
する業務に関係するという意味で）密接な関係を有しいるため、バックアップ実行の指示
の際にグループ名（業務名）を指定し、これを複製データ（あるいはこれを格納する副ボ
リューム）と対応付けて管理しておくことが有用である。例えば、ある業務に関係するフ
ァイルを、当該業務の実行終了時点における状態で保存しておきたい状況を想定する。こ
のような場合には、例えば、当該業務の実行終了時点の状態で、当該業務に関係するファ
イルを、当該業務名（あるいは当該業務に関係するファイルからなるグループを識別する
グループ名）を指定してバックアップしておくことが考えられる。後に、当該業務の実行
終了時点での状態のこれらファイルを利用したい場合には、これらファイルの複製データ
が格納されている副ボリュームをリストアすればよい。この際、どの副ボリュームをリス
トアすればよいかは、上記の様に副ボリューム名と対応付けて管理されているグループ名
（業務名）を参照して知ることが可能である（ある業務の実行終了時点の状態でのファイ
ルを得たい場合には、当該業務名が対応付けられている副ボリュームをリストアすればよ
い。）。
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【００５２】
　次に、S７０３以降の処理について説明する。S７０１で（バックアップ対象xについて
の）副ボリュームの選択が行われたことを契機として、同一のバックアップ対象xについ
て以前に実行されたバックアップによって取得された複製データを格納している副ボリュ
ームがあるか否かを判定する（S７０３）。この判定は、例えば、ボリューム構成情報テ
ーブル（図６」の「複製データ」の欄を参照することにより行うことが出来る。すなわち
、ボリューム構成情報テーブル（図６）における「バックアップ対象」の欄609に格納さ
れている値が“x”となっている副ボリュームがあるか否かを判定すればよい。
【００５３】
　判定の結果、“ない（NO）”と判定された場合には、処理を終了する（S７０７）。判
定の結果、“ある（YES）”と判定された場合には、当該副ボリューム名vを抽出し、当該
副ボリュームと対応付けられて、ボリューム構成情報テーブル（図６）の「グループ」の
欄608に格納されているグループ名Wを抽出する（S７０４）。例えば、バックアップ対象x
が“aaa.txt”である場合には、図７の2行目に格納されている副ボリューム（ディスクID
が“002”、筐体IDが“100”で識別される副ボリューム。）が抽出され、当該副ボリュー
ムと対応付けられているグループ名として、“A”が抽出されることになる。なお、S７０
３において、複数の副ボリュームが抽出された場合には、抽出された各副ボリュームに対
して、S７０４以降の処理を行うものとすることが出来る。
【００５４】
　以上、S７０３及びS７０４によって、S７００において受付けたバックアップ対象xと同
一のバックアップ対象xについて既に実行されたバックアップによって得られた複製デー
タがある場合には、当該複製データを格納している副ボリュームと、当該複製データを得
るためのバックアップ実行の指示の際に指定されたグループ名を抽出することが可能とな
る。あるバックアップ対象についてのバックアップが実行されることにより、当該バック
アップ対象についての最新の状態の複製データが得られることを契機として、当該バック
アップ対象について以前に実行されたバックアップによって得られた複製データの有無と
その際に指定されたグループ名とを抽出することにより、当該バックアップ対象の複製デ
ータに対する様々な管理が可能となる。
【００５５】
　S７０４においてグループ名（W）を抽出した後、当該グループ名と対応付けられてバッ
クアップ対象管理テーブルの「ポリシー」の欄304に格納されている値を参照する。そし
て、「ポリシー」の欄の内、「最新の状態のみ」の欄305に当該ポリシーを適用すべきこ
とを示すフラグが格納されているか否かを判定する（S７０５）。当該フラグが格納され
ていないと判定された場合には、終了する（S７０７）。一方、当該フラグが格納されて
いると判定された場合には、S７０３において抽出した副ボリューム名vで識別される副ボ
リュームを以降に行われる他のバックアップに使用可能とするため、当該副ボリューム名
vと対応付けられてボリューム構成情報テーブル（図６）に格納されている「利用可能フ
ラグ」の欄606に、“on”を格納する（S７０６）。
【００５６】
　以上により、グループごとに当該グループに属するバックアップ対象について最新の状
態のデータのみがあればいいのか否かについてのポリシーを指定すると、指定された要求
を満たしつつ、ボリュームの使用効率を高めることが可能となる。すなわち、Xのバック
アップ対象xに対するバックアップ実行の指示に応じて当該バックアップに使用する副ボ
リュームを選択することを契機として、最新の状態のデータのみが必要であるというポリ
シーが設定されているグループ名Wを指定したバックアップ指示に応じて取得されたバッ
クアップ対象xの複製データが格納されている副ボリュームvを他のボリュームの副ボリュ
ームとして利用可能にしているので、たとえ当該副ボリュームvに格納されている複製デ
ータが他の複製データによって上書きされたとしても、上書きされた複製データ（Wを指
定したバックアップ指示に応じて取得されたxの複製データ）については、より新しい状
態（一般に、時間的に後に実行されるバックアップによって取得される複製データは、こ
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れより前に実行されたバックアップによって取得された複製データよりも新しいと言える
。正ボリュームに格納されているデータは時間の経過と共に更新されているので、時間的
に後になるほどバックアップされるべきデータの内容は新しいものであると言えるからで
ある。）の複製データ（Xを指定したバックアップ指示に応じて取得されるxの複製データ
）が確保されているので、Wを指定したバックアップ指示に応じて取得される複製データ
については最新の状態のみが必要であるという要求を満たしている。他方、（より新しい
状態のデータの複製データが取得されるので）既に保持しておく必要のないデータ（Wを
指定したバックアップ指示に応じて取得されるxの複製データ）が格納されている副ボリ
ュームを、以降に行われるバックアップにおいて使用可能とすることにより、資源の有効
利用（不必要なデータが格納されているボリュームを必要なデータの格納に用いることに
より資源（ボリューム）を無駄にしていないという意味である。）が可能となっている。
【００５７】
　次に、本発明の他の実施例にかかる副ボリュームを選択する方法について説明する。
【００５８】
　図８は本実施例にかかる副ボリュームの選択方法のアルゴリズムを表すフローチャート
の図である。上述した実施例との違いは次のとおりである。まず、バックアップ実行の指
示はグループ単位で行われる。すなわち、バックアップ/リストア制御プログラムは、グ
ループ名Xに対するバックアップ実行の指示を受付ける。そして、Xに属する全てのバック
アップ対象について、当該各バックアップ対象が格納されている正ボリュームの識別情報
（ここでは、ディスクID及び筐体IDとする。）を抽出して、これらをボリューム設定プロ
グラムに送信する。ボリューム設定プログラムがこれら正ボリュームの識別情報を受付け
て（S８００）、図８のフローチャートが開始する。S８０１では、S８００で受付けた各
ディスクID及び筐体IDで特定される各正ボリュームについての副ボリュームを選択する。
このように、グループに属する全てのバックアップ対象についてバックアップを実行する
ことは、各グループが（処理のひとまとまりである）業務に関係するファイルから構成さ
れているような場合等に必要となる。すなわち、例えば、各業務に関係するファイルにつ
いて当該各業務の実行が完了した時点の状態でバックアップしておきたいような場合には
、当該各業務の実行が完了した時点で、当該各業務に関係するファイルについてバックア
ップをとっておく必要がある。
【００５９】
　S８０２のボリューム構成情報テーブル（図６）を更新する処理については、上述した
実施例の場合と同様である。ただし、本実施例においては、S８００で指定されたグルー
プに属する全てのバックアップ対象について副ボリュームの選択（S８０１）が行われる
ので、ボリューム構成情報テーブル（図６）の更新も、当該各バックアップ対象を格納し
ている各正ボリュームとこれに対して選択された各副ボリュームについて行う。
【００６０】
　次に、グループXに属する各バックアップ対象について、S８０３からS８０７の処理を
行う。S８０３とS８０４の処理については上述した実施例と同様である、
　S８０５においては、S８０４で抽出されたグループWがグループXに含まれるか（Wに属
する全てのバックアップ対象がXに属するか）を判定する。そして、WがXに含まれると判
定された場合にのみ、Wを指定してバックアップされた（Wに属する）バックアップ対象の
複製データを格納している副ボリューム（このような副ボリュームは、ボリューム構成情
報テーブル図６を参照して抽出することが出来る。すなわち、「グループ」の欄６０８に
“W”が格納されている副ボリュームを抽出すればよい。）と対応付けられている（図６
における）「利用可能フラグ」の欄606を“on”にする。
【００６１】
　以上により、Wに属する全てのバックアップ対象について、より新しい状態の複製デー
タが得られた場合にのみ、当該Wに属するバックアップ対象の複製データが格納されてい
る全ての副ボリュームを利用可能にするといった運用が可能となる。そして、Wに属する
バックアップ対象の複製データが格納されている副ボリューム内の一部のみが利用可能と
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されてしまうこと（結果として、他の複製データによって上書きされてしまうこと）を防
ぐことが可能となる。
【００６２】
　尚、本実施例を実現するためのアルゴリズムとして、次のようなものにしてもよい。す
なわち、S８０２の処理の後、まず、バックアップ対象管理テーブル（図３）を参照して
、グループXに含まれるグループWがあるか否かを判定する。ない場合には処理を終了する
。ある場合には当該Wを抽出し、ボリューム構成情報テーブル（図６）を参照して、「グ
ループ」の欄に格納されている値が“W”であるような副ボリューム名がある否かを判定
して、ある場合には当該副ボリューム名を抽出する。そして、バックアップ対象管理テー
ブル（図３）に、Wと対応付けられて格納されている「最新の状態のみ」のポリシーの欄
の値が“フラグあり”となっているか否かを判定する。“フラグあり”となっている場合
には、抽出した前記副ボリュームを以降のバックアップで使用可能にするために、ボリュ
ーム構成情報テーブル（図６）の「利用可能フラグ」の欄を“on”にする。
【００６３】
　次に、バックアップの実行によって副ボリュームに格納される複製データの状態を出力
（表示画面への表示等）する処理について説明する。
【００６４】
　図１３は、複製データの状態に関する情報を出力するための表示画面の一例である。図
１３において、「グループ」の欄1300には、グループ名が表示されている。「バックアッ
プ対象」の欄1301には、データベース名や、ファイル名等のバックアップ対象を識別する
ための情報が表示されている。「複製データ」の欄1302には、1回のバックアップ（バッ
クアップの指示に応じた副ボリュームの選択から、当該副ボリュームへの複製データの格
納に至る一連の処理を指す。）と一つのアイコンを対応付けて、これをバックアップが行
われた順番（ストレージ装置等においてバックアップが完了した順番であってもよいし、
副ボリュームが選択された順番であってもよい。）に従って（図１３では、左から右に向
かって振られている数字（1、2、3等）が小さいほど、当該数字の列に表示されているア
イコンで表されるバックアップが古く行われたことを示している。）並べて表示したもの
である。例えば、図１３において、グループ名Aで識別されるグループを指定してSystem
について５回のバックアップが行われ、それぞれに対応する５つのアイコンが“複製デー
タ”の欄に表示されている。　そして、各バックアップにより副ボリュームに格納された
複製データ（あるいは当該複製データが格納されている副ボリューム）の状態に応じて、
白抜きのアイコンまたは黒塗りのアイコンが表示されている。
【００６５】
　ここでいう“状態”とは、例えば、次のようなものである。まず、あるバックアップ対
象に対するバックアップ実行の指示に応じて、副ボリュームの選択が行われた（あるいは
、当該副ボリュームを用いて実際にバックアップが実行された）、という状態がある。ま
た、ある複製データが格納されている副ボリュームが、他のバックアップに利用可能であ
る（あるいは、実際に他のバックアップに使用する副ボリュームとして選択されたり、他
のバックアップの実行によって別の複製データが格納された）、という状態がある。
【００６６】
　尚、複製データの状態が異なることを表す方法としては、アイコンの種類を変えるとい
うものに限られるものではない。例えば、一種類のアイコンと対応付けて、何らかの符号
（“×”など）を付加すること等によって異なる状態を表すことにしてもよい。
【００６７】
　図１３のような表示を行う方法の１実施例を、図１１等を用いて説明する。本実施例に
係るアルゴリズムを表すフローチャートを図１１に示す。図１１は、図７に示されている
、副ボリュームを選択するためのフローチャートに、S１１０２とS１１０７が加わったも
のである。すなわち、本実施例は、副ボリュームを選択する処理と付随させて図１３のよ
うな表示を行うものである。S１１０２とS１１０７以外は図７と同じなので、S１１０２
とS１１０７について説明する。図１１のS１１０１において、ボリューム設定プログラム
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が副ボリュームを選択する処理を行った場合に、S１０００において指定されたグループ
名及びバックアップ実行の指示対象となったバックアップ対象名と対応付けて第一のアイ
コンを表示する（S１１０２）。副ボリュームが選択されただけでは、実際にバックアッ
プが行われて複製データが取得されるわけではないが、ストレージ装置等におけるバック
アップ処理が正常に終了すれば、副ボリュームが選択されることによって(タイミングは
多少遅れるが)複製データが取得されることになる。このため、副ボリュームの割り当て
が行われた場合に、複製データが取得されたことを表す第一のアイコンを表示するものと
している。なお、副ボリュームが選択された後、ストレージ装置等においてバックアップ
が完了したことを確認してから、第一のアイコンを表示することにしてもよい。
【００６８】
　次に、S１１０７について説明する。S１１０７では、S１１０６の判定の結果、グルー
プ名Wを指定して実行されたバックアップ対象xのバックアップによって取得された複製デ
ータを格納している副ボリュームが他のバックアップに利用可能とされたことを表すため
に、当該W及びxと対応付けられて表示されている第一のアイコンを第二のアイコンに変更
する処理である。
【００６９】
　以上により、グループを指定してバックアップの指示を行った場合におけるバックアッ
プ対象の複製データや、当該複製データが格納されている副ボリュームの状態を知ること
が可能となる。
【００７０】
　複数の業務(計算機上で実行される一連の処理の一まとまり)が、定められた順番で実行
されるよう設定されている場合がある。例えば、A、B、Cという3つの業務に対して、Aが
終了後にBを実行し、さらにBが終了後にCが実行されるように設定されている等である。
【００７１】
　既述したように、各業務に関係するファイル等について、当該各業務の実行が完了した
時点の状態で利用したい場合がある。通常、正ボリュームに格納されているデータは次々
に更新されていくので、ある業務の実行が完了した時点からある程度時間が経過すると、
正ボリュームに格納されているファイルは当該業務実行完了時点における状態から更新さ
れてしまっているのが通常である。この場合に、ユーザがある業務に関係するファイル等
について、当該業務の実行完了時点の状態のデータを利用するためには、これらのファイ
ル等についての当該業務の実行完了時点の状態のデータを副ボリュームにバックアップし
ておき、副ボリュームに格納されている複製データをリストアすることが必要となる。
【００７２】
　ここで、ユーザ等が、リストアしたいバックアップ対象と、当該バックアップ対象につ
いて、どの業務の実行完了時点における状態の複製データをリストアしたいかを特定した
場合には、リストアの対象とすべき当該複製データが格納されている副ボリューム名を特
定して、ストレージ装置等に送信する必要がある。以下では、業務及びバックアップ対象
の指定を受け付けた場合に、指定された当該業務の実行完了時点における指定された当該
バックアップ対象の複製データが格納されている副ボリュームを抽出する方法についての
１実施例を説明する。
【００７３】
　まず、各業務の実行が完了した時点における状態でバックアップしておくべきバックア
ップ対象を、当該各業務を識別するためのグループ名（あるいは業務名）と対応付けてバ
ックアップ対象管理テーブルに管理しておく。例えば、バックアップ対象管理テーブル（
図３）の、「グループ」の欄に、業務を識別するグループ名（あるいは業務名）を格納し
、当該グループ名と対応付けて、当該業務の実行が完了した時点における状態でバックア
ップしておきたいバックアップ対象名を、「バックアップ対象」の欄に格納しておくこと
にすればよい。また、必要に応じて、「ポリシー」の欄等についても設定したい指示内容
を表す値を格納しておくことが出来る。
【００７４】
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　これらバックアップ対象については、図７あるいは図８に示したフローチャートに従っ
て、副ボリュームの選択が行われ、選択した副ボリュームを用いたバックアップの指示を
ストレージ装置等に送信する。ここで、バックアップ実行の指示を受け付ける際には、業
務を識別するためのグループ名（あるいは業務名）の指定を受け付けて、当該グループ名
と対応付けられてバックアップ対象管理テーブル（図３）に格納されている各バックアッ
プ対象について図7あるいは図8の処理を実行する。この方法でバックアップされた複製デ
ータ及び当該複製データが格納されている副ボリュームについては、ボリューム構成情報
テーブル（図６）のように管理されることは上述したとおりである。
【００７５】
　次に、リストアによって得たい複製データを特定するために、バックアップ/リストア
制御プログラムが、業務を識別するためのグループ名X（あるいは業務名X）及びバックア
ップ対象名xの指定を受け付けた場合には、Ｘ及びxをボリューム設定プログラムに送信す
る。これを受付けたボリューム設定プログラムは、次に示す処理を行う。
【００７６】
　まず、ボリューム構成情報テーブルの「グループ」の欄に“X”が格納されており、「
バックアップ対象」の欄に“x”が格納されている副ボリューム名を抽出する。そして、
当該副ボリュームに対するリストア実行の指示を受け付けるために、抽出した副ボリュー
ム名をユーザ端末の表示部に表示することにしてもよいし、当該副ボリュームに対するリ
ストアの実行を、自動的に、ストレージ装置等に指示することにしてもよい。以上のとお
り、バックアップ対象に対するバックアップ実行の指示を受け付ける場合に、当該バック
アップ対象名とグループ名（あるいは業務名）とを受け付けて、当該バックアップ対象に
ついての複製データが格納される副ボリューム名と対応付けて、当該バックアップ対象名
と指定を受け付けたグループ名とをテーブルに格納しておく等によって管理しておくこと
によって、リストアしたい複製データを特定するためのバックアップ対象名及びグループ
名（あるいは業務名）との指定を受け付けた場合に、当該複製データを格納している副ボ
リューム名を容易に抽出することが可能となっている。
【００７７】
　以上は、指定された複製データがいずれかの副ボリュームに格納されていることを想定
しているが、設定されたポリシーによっては、あるバックアップ対象の複製データを格納
している副ボリュームが他のバックアップに使用され、当該複製データが上書きされてし
まっている場合もある。また、業務を実行するサーバに障害が発生した場合等には、業務
の実行に伴って生成されるバックアップ対象のデータに何らかの欠陥が含まれることがあ
り、欠陥を含む当該データのバックアップによって得られた複製データにも欠陥が含まれ
る場合がある。さらに、上記のように複数の業務が所定の順番で実行されるような場合に
は、前に実行された業務の実行によって生じるデータを利用して後の業務が実行されるこ
とがある。この場合、仮に前の業務の実行によって生じるデータに何らかの欠陥が含まれ
ると、これを用いて実行された後の業務によって生じるデータにも欠陥が含まれてしまう
ことがある。このように、複製データに欠陥が含まれる場合には、これをリストアしても
、利用したいはずのデータを得ることは出来ない。
【００７８】
　以下では、ある業務（Ｘ）の実行が完了した時点における状態の、あるバックアップ対
象の複製データをリストアによって取得したいが、当該複製データに欠陥が含まれていた
り、欠陥は含まれていなくても複製データが上書きされたり破棄される等によりリストア
出来ない場合を想定する。このとき、業務Ｘの実行に必要な全てのファイル等がリストア
によって取得可能であり、かつ、これに欠陥がない場合には、これらをリストアして利用
することによって業務Ｘを再度実行すれば、Ｘの実行が完了した時点の状態のデータを得
ることが可能である。しかし、業務Ｘの実行に必要なファイル等の複製データに欠陥があ
る場合には、これを利用してＸを実行しても欠陥のあるデータしか得られない可能性があ
る。また、Ｘより以前に実行された業務の複製データが上書きにより失われている場合に
は、これを利用してＸを実行することは出来ない。
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【００７９】
　一方、所定の順番で実行される業務の内、一番最初に実行されるべき業務については、
以降に実行される業務の実行完了時点のファイル等を利用することはないので、当該一番
最初の業務から指定された業務名Xに至る一連の業務を所定の順番で再度実行すれば、Ｘ
の実行完了時点の状態のファイルを得ることは可能である。しかしながらこの場合、業務
Ｘの実行の前に実行すべき業務が多いとその分時間を要してしまうことになる。
【００８０】
　ユーザとしては、出来るだけ短い時間で業務Ｘの実行完了時点の状態のデータを得たい
という要求があり、このために、どの業務を再度実行すればよいかが分れば便宜である。
以下に説明する実施例では、ユーザによって、業務名Xとバックアップ対象名xの指定を受
け付けた場合に、当該Xの実行完了時点における状態のxのデータを得るために、どの業務
を再度実行すればよいかの情報を提供することが可能である。
【００８１】
　以下、利用したい複製データを特定する情報を受け付けた場合に、当該複製データと同
一内容のデータを生成するために実行すべき業務名を抽出する方法の１実施例を説明する
。図９は、本実施例のアルゴリズムを示すフローチャートの図であり、再実行業務抽出プ
ログラムにより実行される。
【００８２】
　再実行業務抽出プログラムは、まず、利用したい複製データを特定するための情報を受
け付ける（Ｓ９００）。複製データを特定する方法としては種種のものが有り得るが、例
えば、業務を特定するためのグループ名Ｘ(あるいはグループ名X)と、バックアップ対象
名x（ファイル名等）により特定することが出来る。また、同一の業務を指定して同一の
バックアップ対象について複数回バックアップが実行されている場合には、何回目に行わ
れたバックアップによって得られた複製データかを識別するための世代番号も併せて受け
付けることが出来る。例えば、Ａ，Ｂ、Ｃで識別される3種類の業務がこの順番で繰り返
し実行される場合に、3回目の繰り返しで実行されるＢを指定して実行されるバックアッ
プによって得られるファイル名bbb.txtの複製データは、“Ｘ＝Ｂ”と、“x=bbb.txt”及
び“ｉ＝３”で特定されることになる（これを、以下、Xi(bbb.txt)の様に表記するもの
とする。）。
【００８３】
　次に、ボリューム構成情報テーブル（図６）の「複製データ」の欄（及び「障害フラグ
」の欄611）を参照して、指定された複製データが、リストア可能か否かを判定する（S９
０１）。ここで「リストア可能」とは、“複製データがいずれかの副ボリュームに格納さ
れていること”をいうものとしてもよいし、“いずれかの副ボリュームに格納されており
、かつ当該副ボリュームに格納されている当該複製データに何らの障害もないこと”をい
うものとしてもよい。ここで、いずれかの副ボリュームに格納されているか否かは、ボリ
ューム構成情報テーブル（図６）を参照して、「複製データ」の欄に、S９００で指定さ
れた業務名（グループ名）、バックアップ対象名、世代番号と一致するものが格納されて
いるか否かを判定することによって行うことが出来る。また、副ボリュームに格納されて
いる複製データに障害があるか否かは、当該複製データに対して障害を検出するための障
害検出プログラムを実行してみることにより、判定することが可能である。本実施例では
、ボリューム構成情報テーブルに格納されている各複製データについて、任意のタイミン
グで、障害検出プログラムを用いて障害がないか否かを判定して、その結果を「障害フラ
グ」の欄611に格納しておくことにしてもよいし、S９０１の処理を実行する際に、（障害
検出プログラムを用いて）当該複製データについて障害の有無を判定することにしてもよ
い。
【００８４】
　S９０１の判定の結果、指定された複製データがリストア可能と判定された場合には、
処理を終了する（S９０５）。この際、指定された複製データがリストア可能である旨や
、指定された複製データが格納されている副ボリューム名等を出力（表示画面への表示等
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）することにしてもよい。これによって、ユーザは、指定した複製データのリストアをス
トレージ装置等に指示するための副ボリューム名を知ることが可能となる。
【００８５】
　S９０１の判定の結果、指定された複製データがリストア可能でないと判定された場合
には、業務名Xを“再実行業務リスト”に登録する（S９０２）。“再実行業務リスト”は
、S９００で指定された複製データと同一内容のデータを得るために、再度実行する必要
がある業務名から構成されるテーブルである。
【００８６】
　次に、S９０３では、入力値をXとして、処理Aを実行する。処理Aは、図10のフローチャ
ートで表される。処理Aについては後に説明する。
【００８７】
　処理Aが終了すると、再実行業務リストに格納されている業務名を出力し（S９０４）、
終了する（S９０５）。尚、再実行業務リストは、処理Aにおいて更新される可能性がある
。
【００８８】
　次に、処理Aについて、図１０のフローチャートを用いて説明する。処理Aは、一または
複数の業務名を入力値として受け付けて開始する（S１０００）。複数の入力値を受付け
た場合には、各々の入力値について、Ｓ１００１からＳ１００５の処理を実行する。
【００８９】
　まず、変数Yに入力値を代入する（S１００１）。図９のS９０２に続いて、処理Aが1回
目に実行される場合には、入力値はXなので、Yは値Xをとる。次にYで識別される業務の実
行に必要なデータの複製データがリストア可能か否かを判定する（S１００２）。Yの実行
に必要なデータを抽出するためには、業務管理テーブル（図５）を参照して、「業務名」
の欄500に格納されている“Y”と対応付けられて「必要なデータ」の欄501に格納されて
いるファイル名等を抽出すればよい。業務管理テーブル（図５）の、「必要なデータ」の
欄501には、データを識別するための情報として、業務名（グループ名）とファイル名（
あるいはデータベース名）との組からなる識別子が用いられている。例えば、業務Aの実
行によって得られる、ファイルaaa.txtのデータについては、（A,aaa.txt）のように表さ
れている。また、業務名とファイル名に加えて、上述した“世代番号”をも用いてデータ
を識別したい場合には、これら3つの値の組からなる識別子によって、識別するものとす
る事ができる。Yの実行に必要なデータとして抽出された各データがリストア可能か否か
を判定するには、ボリューム構成情報テーブル（図６）の「複製データ」の欄（及び「障
害フラグ」の欄）を参照することによって行うことができるが、これについては、図９の
S９０１の処理の説明において述べたとおりである。
【００９０】
　S１００２の判定の結果、Yの実行に必要な全てのデータがリストア可能と判定された場
合、または、Yの実行に必要なデータとして業務管理テーブル（図５）に格納されている
データがない場合には、処理を終了する（S１００５）。本実施例では、ある業務名（あ
るいはグループ名）を入力値とする処理Aが終了したとしても、他の業務名を入力値とす
る処理Aが実行されている（あるいはされるべき状態にある）場合には、S９０４には進ま
ない。そして、実行されている（あるいは実行されるべき）、全ての処理Aが終了した時
点で、S９０４に進むものとする。実行されている（あるいは実行されるべき）処理Aを管
理する方法としては、例えば、次のようにすればよい。すなわち、S９０３、あるいは後
述する図１０のS１０００において、ある入力値について処理Aが呼び出された場合に、当
該入力値と、当該入力値に対する処理Aが終了したか否かを示すフラグを対応付けて格納
するための、実行状態管理テーブルを設けることにすればよい。そして、例えば、ある入
力値に対する処理Aが終了した時点で、実行状態管理テーブルを更新し、終了したことを
示すフラグが格納されていない入力値があるか否かを判定することにすればよい。判定し
た結果、全ての入力値に対する処理Aが終了していれば、S９０４に進むことにすればよい
。
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【００９１】
　S１００２の判定の結果、リストア不可能な複製データがあると判定された場合には、
リストア不可能と判定された複製データを特定する業務名を抽出する（S１００３）。な
お、抽出した業務名の集合を{W1,W2,..,Wk}とする。
【００９２】
　次に、抽出された業務名{W1,W2,…,Wk}を上述した再実行業務リストに登録する（S１０
０４）。そして、{W1,W2,..,Wk}の各業務名を入力値とした処理Aの実行を開始する（S１
０００）。この場合には、各Wiを入力値とした処理Aが独立に実行される。
【００９３】
　なお、所定の順番で実行されるべき各業務の実行に必要なデータは、当該業務よりも前
に実行されるべき業務の実行によって得られるデータ（を含むファイル）（あるいはファ
イルの集まりであるデータベース）であるものとし、かつ、一番最初に実行されるべき業
務を実行するためには、他のいずれの業務の実行によって得られるデータも必要としない
ものとする。このような前提のもとでは、処理Aは必ず終了することが分る。すなわち、
ある業務名Yを入力値として処理Aが開始された場合に、S１００３で抽出される複製デー
タを特定する業務名Wiは、必ず、Yよりも前に実行されるべき業務に対応している。そう
すると、たかだか実行された業務の数と同じ回数だけ繰り返された後に実行される処理A
において、S１２００でYの実行にデータとして何も抽出されないという状態（少なくとも
、一番最初に実行されるべき業務については、業務管理テーブルの「必要なデータ」の欄
には何も格納されていないのが前提である。）になるからである。
【００９４】
　以上、図９、図１０のフローチャートによって表される処理を実行した結果得られる再
実行業務リストに格納されている業務を所定の順番で実行することにより、S９００にお
いて指定された複製データと同一の内容のデータを得ることが可能となる。
【００９５】
　ここで、図９、図１０の処理を簡単な具体例を用いて説明する。いま、５つの業務A、B
、C、D、Eがこの順番で実行される場合を考える。そして、各業務の実行に必要なデータ
は、図５に示す業務管理テーブルに表されているとおりであるものとする。さらに、図５
の業務管理テーブルの「必要なデータ」の欄に格納されている複製データの内、(B,bbb.t
xt)と(D,ddd.txt)の２つはリストア不可能であり、残りは全てリストア可能であるものと
する。
【００９６】
　いま、図９のS９００において、業務名Eとファイル名xで特定される複製データの指定
を受け付けたものとし、当該複製データがリストア不可能であるものとする。このとき、
S９０１において“NO”と判定されるので、S９０２に進み、再実行業務リストにEが登録
される。次に、入力値を業務名Eとして処理Aの実行が開始される（S９０３）。
【００９７】
　図１０で表される処理Aにおいて、まず、Yには入力値Eが代入される（S１００１）。そ
して、図５を参照して、Y=Eの実行に必要なデータとして、(A,aaa.txt)、(B,bbb.txt)、(
Ｄ,ddd.txt)の３つが抽出され、この内、(B,bbb.txt)、(D,ddd.txt)はリストア不可能で
あるので、S１２００は“NO”と判定される。次に、これらリストア不可能な業務名とし
てB及びDが抽出され（S１００３）、再実行業務リストに登録される（S１００４）。この
時点で、再実行業務リストには、E、D、及びBが登録されていることになる。そして、B及
びDの各々を入力値として処理Aが開始される（S１０００）。
【００９８】
　まず、Bを入力値として実行される処理Aについて説明する。まず、S１００１において
、YにBが入力される。次に、Bの実行に必要なデータとして、図５の業務管理テーブルに
格納されている(A,aaa.txt)を抽出し、これがリストア可能か否かを判定する（S１００２
）。ここでは、(A,aaa.txt)はリストア可能という想定であったので、“YES”と判定され
、Bを入力値とした処理Aを終了する（S１００５）。
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【００９９】
　次に、Dを入力値として実行される処理Aについて説明する。まず、S１００１においてY
に入力値Dが代入される。そして、Y=Dの実行に必要なデータとして、業務管理テーブル（
図５）に格納されている(A,aaa.txt)及び(C,Temp)を抽出し、これらがリストア可能か否
かを判定する（S１００２）。ここでは、いずれの複製データもリストア可能という想定
であったので、“YES”と判定され、Dを入力値とした処理Aが終了する（S１００５）。
【０１００】
　B及びDを入力値とする処理Aがいずれも終了した場合には、他に実行されるべき処理Aは
ないので、図9のS９０４に進む。そして、再実行業務リストに格納されている業務名E、D
、及びDを出力する。これらの３つの業務を、上記したとおりの定められた順番、すなわ
ち、B、D、Eの順番で実行すれば、S９００において指定されたデータが得られることにな
る。このように、本実施例を適用することにより、指定されたデータを得るために実行す
べき、必要最小限の業務を抽出することが可能となっている。
【０１０１】
　次に、複製データが格納されている副ボリュームを、当該複製データについての有効期
限に応じて、利用可能にするという実施例について説明する。本実施例にかかるアルゴリ
ズムを、図１２に示すフローチャートを用いて説明する。図１２のフローチャートは管理
サーバ100上のボリューム監視プログラム105により実行される。
まず、ボリューム構成情報テーブル（図６）を参照する等により、複製データが格納され
ている副ボリューム名(図６においては、ディスクIDと筐体IDの組からなる情報を副ボリ
ューム名として用いている。)を抽出する（S１２００）。複製データが格納されているか
否かは、ボリューム構成情報テーブルの「複製データ」の欄に、複製データに関する情報
が格納されているか否かを判定することによって行うことが出来る。
一般に、複製データが格納されている副ボリュームは複数存在し得るが、この内のいずれ
の副ボリューム名を抽出するかについては次のようにする。すなわち、当該副ボリューム
に格納されている複製データがバックアップされた時刻が、前回に抽出した副ボリューム
に格納されている複製データがバックアップされた時刻の次に古いもの抽出することとし
てもよいし、図６のテーブルに登録されているものの内からランダムに抽出することとし
てもよいし、その他の方法でもよい。
次に、S１２０１で抽出した副ボリューム名と対応付けられてボリューム構成情報テーブ
ル（図６）の「利用可能フラグ」の欄に格納されている値が“off”（利用可能でない状
態にあることを示している。）であるか否かを判定する（S１２０２）。利用可能フラグ
の欄に格納されている値が“on”である場合には、当該副ボリュームは既に利用可能な状
態にあるので、以降の処理を行う必要がないため、処理を終了する（S１２０６）。
【０１０２】
　S１２０２における判定結果が、“YES”であった場合には、S１２０１で抽出した副ボ
リューム名と対応付けられて、ボリューム構成情報テーブル（図６）の「グループ」の欄
に格納されている値Wを抽出する（S１２０３）。そして、抽出したWと対応付けられて、
バックアップ対象管理テーブルにおける「有効期限」の欄に格納されている有効期限の値
を抽出し、S１２０１で抽出された上記副ボリュームvに格納されている複製データがバッ
クアップされた時刻から現在までの経過時間が、抽出した有効期限を経過しているか否か
を判定する（S１２０４）。複製データがバックアップされた時刻については、例えば、
当該複製データについて、ボリューム構成情報テーブル（図６）の「複製データ」の欄に
値を格納する際に、同テーブルに「バックアップ時刻」の欄を設けて、その時の時刻を格
納しておくことにすればよい。
【０１０３】
　S１２０４の判定において、“NO”と判定された場合には、処理を終了する（S１２０６
）。一方、S１２０４において、“YES”と判定された場合には、S１２０１で抽出された
上記副ボリューム名vと対応付けられて、ボリューム構成情報テーブル（図６）の「利用
可能フラグ」の欄に格納されている値を“on”にする（S１２０５）。これによって、当
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該副ボリュームvは、以降に行われるバックアップに使用される副ボリュームとして選択
され得る状態になる。
【０１０４】
　以上により、保存しておくべき期間が経過した複製データを格納している副ボリューム
については、他のバックアップに利用可能な状態にし、他の複製データを新たに格納し得
る状態になるので、資源の有効利用が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０１０５】
【図１】本発明の一実施形態係る、ボリューム間のコピー実行を管理するシステム構成例
を表す図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る、図1のシステムを構成する計算機を、各々において
実行されるプログラム及びこれと協働して動作することによって所定の機能を実現するハ
ードウェア資源からなる機能単位から構成される情報処理装置として表した場合のシステ
ム構成例を表す図である。
【図３】本発明の一実施形態係る、バックアップ対象に関する属性等を管理するためのバ
ックアップ対象管理テーブルを表す図である。
【図４】本発明の一実施形態係る、バックアップ対象となるファイル等が格納されている
ボリュームに関する情報を管理するためのボリューム論理構成マップテーブルを表す図で
ある。
【図５】本発明の一実施形態係る、業務の実行に必要なデータを管理するための業務管理
テーブルを表す図である。
【図６】本発明の一実施形態係る、バックアップ対象となるファイル等を格納するための
各ボリュームに関する情報を管理するためのボリューム構成情報テーブルを表す図である
。
【図７】本発明の一実施形態係る、バックアップに用いる副ボリュームを選択するアルゴ
リズムのフローチャートを表す図である。
【図８】本発明の一実施形態係る、バックアップに用いる副ボリュームを選択するアルゴ
リズムのフローチャートを表す図である。
【図９】本発明の一実施形態係る、バックアップの対象となったファイル等の指定を受付
け、当該バックアップ対象のデータを得るために実行すべき業務を抽出するアルゴリズム
のフローチャートを表す図である。
【図１０】本発明の一実施形態係る、バックアップの対象となったファイル等の指定を受
付け、当該バックアップ対象のデータを得るために実行すべき業務を抽出するアルゴリズ
ムのフローチャートを表す図である。
【図１１】本発明の一実施形態係る、バックアップによって取得された複製データやこれ
を格納しているボリュームの状態等に関する情報を出力するためのアルゴリズムのフロー
チャートを表す図である。
【図１２】本発明の一実施形態係る、バックアップに用いられた副ボリュームを、当該副
ボリュームに格納されている複製データの有効期限に応じて管理するアルゴリズムのフロ
ーチャートを表す図である。
【図１３】本発明の一実施形態係る、バックアップによって取得された複製データやこれ
を格納しているボリュームの状態等に関する情報の出力例を表す図である。
【符号の説明】
【０１０６】
１００　管理サーバ
１０１　処理部
１０２　記憶部
１０３　ポリシー制御プログラム
１０４　ボリューム監視プログラム
1０５　ボリューム設定プログラム
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