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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データを記憶するための記憶ボリュームを複数備える複数の記憶デバイスと、データの
入出力要求を行う情報処理装置と、に接続され、前記情報処理装置から入出力要求を受信
し、キャッシュメモリを利用して前記記憶ボリュームに対するデータの入出力処理を行う
記憶デバイス制御装置の制御方法であって、
　前記複数の記憶ボリュームのうち、ある記憶ボリュームと、前記ある記憶ボリュームに
データが書き込まれると当該データの複製が書き込まれる他の記憶ボリュームと、を対応
付け、前記ある記憶ボリュームと前記他の記憶ボリュームとで構成されるペアを複数含ん
で構成されるペアグループを形成するステップと、
　前記情報処理装置から前記ペアグループに対して送信されて前記記憶デバイス制御装置
によって受信されるスプリット命令に応じて、前記ペアグループを構成する前記複数のペ
アの前記対応付けの解除を開始するステップと、
　前記ペアグループを構成する前記複数のペアの前記対応付けの解除を開始した後であっ
て且つ前記ペアグループを構成する前記複数の全てのペアの前記対応付けの解除を完了す
る前に、前記情報処理装置からの入出力要求が、前記ペアグループを構成する複数のペア
のうち、前記対応付けが未解除のペアに対してなされた場合には、前記未解除のペアの対
応付けの解除を行ってから前記入出力処理を行うステップと、を有することを特徴とする
記憶デバイス制御装置の制御方法。
【請求項２】
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　前記ペアグループを構成する前記複数のペアの前記対応付けの解除は、前記ペアグルー
プを構成する前記複数のペアの各々のペアに対して順次開始することを特徴とする請求項
１に記載の記憶デバイス制御装置の制御方法。
【請求項３】
　前記ペアグループを構成する前記複数のペアの前記対応付けの解除の開始と前記複数の
全てのペアの対応付けの解除の完了を示す識別情報を前記記憶デバイス制御装置が備える
メモリに記憶しておき、前記識別情報を参照し、前記識別情報の内容に応じて、前記情報
処理装置からの前記入出力要求が、前記ペアグループを構成する前記複数のペアの前記対
応付けの解除を開始した後であって且つ前記ペアグループを構成する前記複数の全てのペ
アの前記対応付けの解除を完了する前にされたかどうかを判定することを特徴とする請求
項１に記載の記憶デバイス制御装置の制御方法。
【請求項４】
　前記ペアグループを構成する前記複数のペアの各ペアのペア状態を示す識別情報を前記
記憶デバイス制御装置が備えるメモリに記憶しておき、前記ペア状態を示す識別情報を参
照し、前記ペア状態を示す識別情報の内容に応じて、前記情報処理装置からの前記入出力
要求が、前記対応付けが未解除のペアに対してなされたか否かを判定することを特徴とす
る請求項１に記載の記憶デバイス制御装置の制御方法。
【請求項５】
　データを記憶するための記憶ボリュームを複数備える複数の記憶デバイスと、データの
入出力要求を行う情報処理装置と、に接続され、前記情報処理装置から入出力要求を受信
し、キャッシュメモリを利用して前記記憶ボリュームに対するデータの入出力処理を行う
記憶デバイス制御装置であって、
　前記複数の記憶ボリュームのうちのある記憶ボリュームと、前記ある記憶ボリュームに
データが書き込まれると当該データの複製が書き込まれる他の記憶ボリュームと、を対応
付け、前記ある記憶ボリュームと前記他の記憶ボリュームとで構成されるペアを複数含ん
で構成されるペアグループを形成する手段と、
　前記情報処理装置から前記ペアグループに対して送信されて前記記憶デバイス制御装置
によって受信されるスプリット命令に応じて、前記ペアグループを構成する前記複数のペ
アの前記対応付けの解除を開始する手段と、
　前記ペアグループを構成する前記複数のペアの前記対応付けの解除を開始した後であっ
て且つ前記ペアグループを構成する前記複数の全てのペアの前記対応付けの解除を完了す
る前に、前記情報処理装置からの入出力要求が、前記ペアグループを構成する複数のペア
のうち、前記対応付けが未解除のペアに対してなされた場合には、前記未解除のペアの対
応付けの解除を行ってから前記入出力処理を行う手段と、を備えていることを特徴とする
記憶デバイス制御装置。
【請求項６】
　前記ペアグループを構成する前記複数のペアの前記対応付けの解除は、前記ペアグルー
プを構成する前記複数のペアの各々のペアに対して順次開始する手段を備えていることを
特徴とする請求項５に記載の記憶デバイス制御装置。
【請求項７】
　前記ペアグループを構成する前記複数のペアの前記対応付けの解除の開始と前記複数の
全てのペアの対応付けの解除の完了を示す識別情報を前記記憶デバイス制御装置が備える
メモリに記憶しておき、前記識別情報を参照し、前記識別情報の内容に応じて、前記情報
処理装置からの前記入出力要求が、前記ペアグループを構成する前記複数のペアの前記対
応付けの解除を開始した後であって且つ前記ペアグループを構成する前記複数の全てのペ
アの前記対応付けの解除を完了する前にされたかどうかを判定する手段を備えていること
を特徴とする請求項５に記載の記憶デバイス制御装置。
【請求項８】
　前記ペアグループを構成する前記複数のペアの各ペアのペア状態を示す識別情報を前記
記憶デバイス制御装置が備えるメモリに記憶しておき、前記ペア状態を示す識別情報を参
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照し、前記ペア状態を示す識別情報の内容に応じて、前記情報処理装置からの前記入出力
要求が、前記対応付けが未解除のペアに対してなされたか否かを判定する手段を備えてい
ることを特徴とする請求項５に記載の記憶デバイス制御装置。
【請求項９】
　データを記憶するための記憶ボリュームを複数備える複数の記憶デバイスと、データの
入出力要求を行う情報処理装置と、に接続され、前記情報処理装置から入出力要求を受信
し、キャッシュメモリを利用して前記記憶ボリュームに対するデータの入出力処理を行う
記憶デバイス制御装置の制御プログラムであって、
　前記複数の記憶ボリュームのうちのある記憶ボリュームと、前記ある記憶ボリュームに
データが書き込まれると当該データの複製が書き込まれる他の記憶ボリュームと、を対応
付け、前記ある記憶ボリュームと前記他の記憶ボリュームとで構成されるペアを複数含ん
で構成されるペアグループを形成する手順と、
　前記情報処理装置から前記ペアグループに対して送信されて前記記憶デバイス制御装置
によって受信されるスプリット命令に応じて、前記ペアグループを構成する前記複数のペ
アの前記対応付けの解除を開始する手順と、
　前記ペアグループを構成する前記複数のペアの前記対応付けの解除を開始した後であっ
て且つ前記ペアグループを構成する前記複数の全てのペアの前記対応付けの解除を完了す
る前に、前記情報処理装置からの入出力要求が、前記ペアグループを構成する複数のペア
のうち、前記対応付けが未解除のペアに対してなされた場合には、前記未解除のペアの対
応付けの解除を行ってから前記入出力処理を行う手順と、をコンピュータに実行させるた
めの記憶デバイス制御装置の制御プログラム。
【請求項１０】
　前記ペアグループを構成する前記複数のペアの前記対応付けの解除の際に、前記ペアグ
ループを構成する前記複数のペアの各々のペアに対して順次開始する手順をコンピュータ
に実行させるための請求項９に記載の記憶デバイス制御装置の制御プログラム。
【請求項１１】
　前記ペアグループを構成する前記複数のペアの前記対応付けの解除の開始と前記複数の
全てのペアの対応付けの解除の完了を示す識別情報を前記記憶デバイス制御装置が備える
メモリに記憶しておき、前記識別情報を参照し、前記識別情報の内容に応じて、前記情報
処理装置からの前記入出力要求が、前記ペアグループを構成する前記複数のペアの前記対
応付けの解除を開始した後であって且つ前記ペアグループを構成する前記複数の全てのペ
アの前記対応付けの解除を完了する前にされたかどうかを判定する手順をコンピュータに
実行させるための請求項９に記載の記憶デバイス制御装置の制御プログラム。
【請求項１２】
　前記ペアグループを構成する前記複数のペアの各ペアのペア状態を示す識別情報を前記
記憶デバイス制御装置が備えるメモリに記憶しておき、前記ペア状態を示す識別情報を参
照し、前記ペア状態を示す識別情報の内容に応じて、前記情報処理装置からの前記入出力
要求が、前記対応付けが未解除のペアに対してなされたか否かを判定する手順をコンピュ
ータに実行させるための請求項９に記載の記憶デバイス制御装置の制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、記憶デバイス制御装置の制御方法、記憶デバイス制御装置、及びプログラムに
関する。
【０００２】
【従来の技術】
通信可能に接続された情報処理装置とディスクアレイ装置とを含む記憶装置システムにお
いて、データの複製元となるプライマリボリューム（正ボリューム）と複製先となるセカ
ンダリボリューム（副ボリューム）とでペアを形成し、プライマリボリュームからセカン
ダリボリュームへのリアルタイムなデータの複製により、プライマリボリュームのデータ
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を二重に管理する複製管理機能が知られている。
【０００３】
【特許文献１】
特開２００１－３１８８３３号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、例えば情報処理装置とディスクアレイ装置との間で授受されるデータが１
つのプライマリボリュームに収まりきらない場合等、複数のプライマリボリュームに跨っ
てデータが格納される場合がある。このような場合に例えばデータのバックアップをとろ
うとすると、複数のペアに対してペア状態を解除する必要がある。ここで、個々のペアに
対するペア状態の解除を行っている間にプライマリボリュームに対するデータの更新があ
ると、ペア状態解除済みのプライマリボリュームに対するデータの更新はセカンダリボリ
ュームに反映されないのに対し、ペア状態が未解除のプライマリボリュームに対するデー
タの更新はセカンダリボリュームに反映される場合がある。
【０００５】
そこで本発明は、複数の記憶ボリュームに格納されたデータの整合性を保ちつつデータの
複製管理を行うことができる記憶デバイス制御装置の制御方法、記憶デバイス制御装置、
及びプログラムを提供することを主たる目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
データを記憶するための記憶ボリュームを複数備える記憶デバイスと、前記データの入出
力要求を行う情報処理装置とに接続され、前記情報処理装置から前記入出力要求を受信し
、前記記憶ボリュームに対する前記データの入出力処理を行う記憶デバイス制御装置の制
御方法であって、ある前記記憶ボリュームと、前記ある記憶ボリュームに前記データが書
き込まれると当該データの複製が書き込まれる他の前記記憶ボリュームとを対応付け、前
記ある記憶ボリュームと前記他の記憶ボリュームとで構成されるペアを複数含んで構成さ
れるペアグループを形成するステップと、前記ペアグループを構成する各前記ペアの前記
対応付けの解除を開始するステップと、前記情報処理装置からの前記入出力要求が、前記
対応付けの解除を開始した後に発行されたものであるかどうかを判定するステップと、前
記情報処理装置からの前記入出力要求が、前記対応付けの解除を開始した後に発行された
ものである場合には、前記対応付けの解除を行ってから前記入出力処理を行うステップと
を備える。
【０００７】
ここで、記憶デバイスと記憶デバイス制御装置とは、上述したディスクアレイ装置を構成
する。そして情報処理装置とディスクアレイ装置とは、上述した記憶装置システムを構成
する。
【０００８】
記憶ボリュームとは、ディスクアレイ装置又は記憶デバイスが備えるディスクドライブに
より提供される物理的な記憶領域である物理ボリュームと、物理ボリューム上に論理的に
設定される記憶領域である論理ボリュームとを含む、ディスクアレイ装置又は記憶デバイ
スにより提供される記憶リソースである。
【０００９】
また、上記ある記憶ボリュームと他の記憶ボリュームとが対応付けられている状態が上述
した「ペア状態」である。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。
＜第１の実施の形態＞
＝＝＝全体構成例＝＝＝
まず、本実施の形態に係る記憶装置システムの全体構成を示すブロック図を図１に示す。
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【００１１】
情報処理装置１００はＣＰＵ（Central Processing Unit）やメモリを備えたコンピュー
タである。情報処理装置１００が備えるＣＰＵにより各種プログラムが実行されることに
より、様々な機能が実現される。情報処理装置１００は例えば銀行の自動預金預け払いシ
ステムや航空機の座席予約システム等における中枢コンピュータとして利用される。
【００１２】
また情報処理装置１００は記憶デバイス制御装置２００と接続されており、記憶デバイス
制御装置２００との間で通信を行う。記憶デバイス制御装置２００に対してデータ入出力
コマンド（データの入出力要求）を送信することにより、記憶デバイス３００に記憶され
ているデータの読み出し、あるいは記憶デバイス３００に対するデータの書き込みを行う
。また情報処理装置１００は、記憶デバイス制御装置２００との間で記憶デバイス３００
を管理するための各種コマンドの授受も行う。例えば記憶デバイス３００が備える記憶ボ
リュームに記憶されるデータの複製管理のためのコマンド等である。
【００１３】
情報処理装置１００の構成を示すブロック図を図２に示す。
情報処理装置１００は、ＣＰＵ１１０、メモリ１２０、ポート１３０、記録媒体読取装置
１４０、入力装置１５０、出力装置１６０を備える。
【００１４】
ＣＰＵ１１０は情報処理装置１００の全体の制御を司るもので、メモリ１２０に格納され
たプログラムを実行することにより各種機能を実現する。記録媒体読取装置１４０は、記
録媒体１７０に記録されているプログラムやデータを読み取るための装置である。読み取
られたプログラムやデータはメモリ１２０に格納される。従って、例えば記録媒体１７０
に記録された記憶デバイス管理プログラム１２１やアプリケーションプログラム１２２を
、記録媒体読取装置１４０を用いて上記記録媒体１７０から読み取って、メモリ１２０に
格納するようにすることができる。記録媒体１７０としてはフレキシブルディスクやＣＤ
－ＲＯＭ、半導体メモリ等を用いることができる。記録媒体読取装置１４０は情報処理装
置１００に内蔵されている形態とすることもできるし、外付されている形態とすることも
できる。入力装置１５０はオペレータ等による情報処理装置１００へのデータ入力等のた
めに用いられる。入力装置１５０としては例えばキーボードやマウス等が用いられる。出
力装置１６０は情報を外部に出力するための装置である。出力装置１６０としては例えば
ディスプレイやプリンタ等が用いられる。ポート１３０は記憶デバイス制御装置２００と
通信を行うための装置である。また他の情報処理装置１００との間で通信を行うために使
用することもできる。この場合、例えば記憶デバイス管理プログラム１２１やアプリケー
ションプログラム１２２を、ポート１３０を介して他の情報処理装置１００から受信して
、メモリ１２０に格納するようにすることもできる。
【００１５】
記憶デバイス管理プログラム１２１は、記憶デバイス３００が備える記憶ボリュームに記
憶されるデータの複製管理を行うためのプログラムである。複製管理を行うための各種コ
マンドを記憶デバイス制御装置２００に対して送信することにより複製管理が行われる。
【００１６】
アプリケーションプログラム１２２は、情報処理装置１００により各種機能を実現するた
めのプログラムである。例えば上述した銀行の自動預金預け払いシステムを実現するため
の機能や航空機の座席予約システムを実現するための機能等である。
【００１７】
次に図１に戻って記憶デバイス制御装置２００について説明する。記憶デバイス制御装置
２００は、情報処理装置１００から受信したコマンドに従って記憶デバイス３００に対す
る制御を行う。例えば情報処理装置１００からデータの入出力要求を受信して、記憶デバ
イス３００が備える記憶ボリュームに記憶されているデータの入出力処理を行う。
【００１８】
記憶デバイス制御装置２００は、チャネルアダプタ２１０、キャッシュメモリ２２０、共
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有メモリ２３０、ディスクアダプタ２４０、管理端末（ＳＶＰ：SerVice Processor）２
６０、接続部２５０を備える。
【００１９】
チャネルアダプタ２１０は情報処理装置１００との通信インタフェースを備え、情報処理
装置１００との間でデータ入出力コマンド等を授受する。
【００２０】
チャネルアダプタ２１０の構成を示すブロック図を図３に示す。
チャネルアダプタ２１０は、ＣＰＵ２１１、キャッシュメモリ２１２、制御メモリ２１３
、ポート２１５、バス２１６を備えている。
【００２１】
ＣＰＵ２１１はチャネルアダプタ２１０の全体の制御を司るものであり、制御メモリ２１
３に格納された制御プログラム２１４を実行する。制御メモリ２１３に格納された制御プ
ログラム２１４が実行されることにより本実施の形態に係るデータの複製管理が実現され
る。キャッシュメモリ２１２は情報処理装置１００との間で授受されるデータやコマンド
等を一時的に格納するためのメモリである。ポート２１５は情報処理装置１００との間の
通信や記憶デバイス制御装置２００内部の他の装置との間の通信を行うための通信インタ
フェースである。バス２１６はこれらの装置を相互に接続する。
【００２２】
再び図１に戻る。キャッシュメモリ２２０は、チャネルアダプタ２１０とディスクアダプ
タ２４０との間で授受されるデータを一時的に格納するための記憶メモリである。すなわ
ち、例えばチャネルアダプタ２１０が情報処理装置１００から受信したデータ入出力コマ
ンドが書き込みコマンドであった場合には、チャネルアダプタ２１０は当該コマンドを共
有メモリ２３０に書き込むと共に、情報処理装置１００から受信した書き込みデータをキ
ャッシュメモリ２２０に書き込む。そうすると、ディスクアダプタ２４０は共有メモリ２
３０に書き込まれた当該書き込みコマンドに従って、キャッシュメモリ２２０から書き込
みデータを読み出して記憶デバイス３００に書き込む。
【００２３】
管理端末２６０は記憶デバイス制御装置２００や記憶デバイス３００を保守・管理するた
めの情報処理装置の一形態である。例えばチャネルアダプタ２１０において実行される制
御プログラム２１４の変更は管理端末２６０を用いて行われる。管理端末２６０は記憶デ
バイス制御装置２００に内蔵されている形態とすることもできるし、別体とすることもで
きる。また管理端末２６０は、記憶デバイス制御装置２００及び記憶デバイス３００の保
守・管理を専用に行う情報処理装置とすることもできるし、汎用の情報処理装置に保守・
管理機能を持たせたものとすることもできる。管理端末２６０の構成は図２に示した情報
処理装置１００の構成と同様である。すなわち管理端末２６０は、ＣＰＵ１１０やメモリ
１２０、ポート１３０、記録媒体読取装置１４０、入力装置１５０、出力装置１６０を備
えている。従って、チャネルアダプタ２１０において実行される制御プログラム２１４は
、管理端末２６０の記録媒体読取装置１４０を用いて記録媒体１７０から読み取るように
することもできるし、管理端末２６０のポート１３０を介して接続される他の情報処理装
置１００から受信するようにすることもできる。
【００２４】
ディスクアダプタ２４０はチャネルアダプタ２１０からの指示に従い、記憶デバイス３０
０の制御を行う。
【００２５】
記憶デバイス３００は、情報処理装置１００に提供するための記憶ボリュームを備えてい
る。記憶ボリュームとは、記憶デバイス３００が備えるディスクドライブにより提供され
る物理的な記憶領域である物理ボリュームと、物理ボリューム上に論理的に設定される記
憶領域である論理ボリュームとを含む、記憶デバイス３００により提供される記憶リソー
スである。ディスクドライブとしては、例えばハードディスク装置やフレキシブルディス
ク装置、半導体記憶装置等様々なものを採用することができる。またディスクアダプタ２
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４０と記憶デバイス３００との間は図１のように直接に接続される形態とすることもでき
るし、ネットワークを介して接続するようにすることもできる。さらに記憶デバイス３０
０は記憶デバイス制御装置２００と一体型として構成されることもできる。
【００２６】
共有メモリ２３０はチャネルアダプタ２１０とディスクアダプタ２４０の両方からアクセ
スが可能である。データ入出力要求コマンドの受け渡しに利用される他、記憶デバイス制
御装置２００や記憶デバイス３００の管理情報等が記憶される。本実施の形態においては
、図４に示すようにコンシステンシグループ管理テーブル２３１、ペア管理テーブル２３
２が共有メモリ２３０に記憶される。
【００２７】
＝＝＝ペア管理テーブル＝＝＝
ペア管理テーブル２３２は、記憶デバイス３００に記憶されるデータの複製管理を行うた
めのテーブルである。ペア管理テーブル２３２は、「ペア」欄、「正ボリューム」欄、「
副ボリューム」欄、「ペア状態」欄、「コンシステンシグループ」欄を備える。
【００２８】
「ペア」欄はペアの名称を示す。ペアとは２つの記憶ボリュームにより形成される記憶ボ
リュームの組み合わせをいう。ペアを形成している記憶ボリュームの例を図５に示す。図
５においては２組のペア、すなわちペアＡとペアＢとが示されている。ペアを形成する記
憶ボリュームは、一方をプライマリボリューム、他方をセカンダリボリュームとして管理
される。図５においてはプライマリボリュームを「正」、セカンダリボリュームを「副」
と記されている。なお、一つのプライマリボリュームに対して複数のセカンダリボリュー
ムを組み合わせることも可能である。
【００２９】
図４のペア管理テーブル２３２に戻ると、「正ボリューム」欄は当該ペアのプライマリボ
リュームを示す。「副ボリューム」欄は当該ペアのセカンダリボリュームを示す。
【００３０】
「ペア状態」欄は当該ペアの状態を示す。ペアの状態としては、「ペア中」、「スプリッ
ト中」、「リシンク中」がある。
「ペア中」の場合は、情報処理装置１００からプライマリボリュームに書き込まれたデー
タがセカンダリボリュームにも反映される。このようなプライマリボリュームとセカンダ
リボリュームとの対応付けにより、プライマリボリュームに記憶されている内容とセカン
ダリボリュームに記憶されている内容との同一性を確保することができる。
【００３１】
「スプリット中」の場合は、情報処理装置１００からプライマリボリュームにデータが書
き込まれてもセカンダリボリュームには反映されない。すなわち「スプリット中」の状態
は、「ペア中」におけるプライマリボリュームとセカンダリボリュームとの対応付けが解
除された状態である。従ってプライマリボリュームの内容とセカンダリボリュームの内容
の同一性は保証されない。しかし「スプリット中」はセカンダリボリュームの内容が更新
されないので、この間にデータのバックアップをとることが可能となる。例えば磁気テー
プ等にセカンダリボリュームに記憶されているデータを保存するようにする。これにより
、情報処理装置１００がそれまで行っていた業務をプライマリボリュームにより継続した
まま、データのバックアップをとることが可能となる。
【００３２】
「リシンク中」は「スプリット中」から「ペア中」に移行する途中の状態である。すなわ
ち、「スプリット中」にプライマリボリュームに対してなされたデータの更新をセカンダ
リボリュームに反映している状態である。反映が完了すると当該ペアの状態は「ペア中」
になる。
【００３３】
上記ペアの形成や、「ペア中」の記憶ボリュームの「スプリット中」への移行、あるいは
「スプリット中」の記憶ボリュームの「ペア中」への移行は、記憶デバイス管理プログラ
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ム１２１が実行されている情報処理装置１００に対して入力装置１５０からオペレータが
指示入力を与えることにより行われる。オペレータにより与えられた指示入力は記憶デバ
イス制御装置２００のチャネルアダプタ２１０に送信される。チャネルアダプタ２１０は
制御プログラム２１４を実行して、上記指示に従って、ペアの形成やペア状態の変更を行
う。そして形成したペアのペア状態に応じて、例えば「ペア中」のペアに対してはプライ
マリボリュームの更新データの複製をセカンダリボリュームへ反映する等、記憶ボリュー
ムに対する制御を行う。
【００３４】
チャネルアダプタ２１０によるペア状態の変更は、各ペアに対して逐次に行われる。なぜ
ならば、例えば上述したように一つのプライマリボリュームに対して複数のセカンダリボ
リュームを組み合わせてペアを形成することもできるので、かかる場合に同時に複数のペ
ア状態が変化すると、プライマリボリュームの管理が複雑になるからである。
【００３５】
なお、上記ペアの形成やペア状態の移行は、情報処理装置１００がオペレータから受けた
指示により開始される他、オペレータからの指示がなくても、例えば所定の時刻になると
自動的にペア状態の移行が行われるようにすることもできる。またポート１３０を介して
接続される他の情報処理装置１００から指示を受信することにより行われるようにするこ
ともできる。
【００３６】
＝＝＝コンシステンシグループ＝＝＝
「コンシステンシグループ」欄には、当該ペアが属するコンシステンシグループ（ペアグ
ループ）の番号が記載される。ここでコンシステンシグループとは、スプリット状態への
移行が同時に行われるように制御される複数の記憶ボリュームのペアにより構成されるグ
ループをいう。つまり、上述のように複数のペアに対するペア状態の変更は各ペアに対し
て逐次に行われるが、同一コンシステンシグループに属する複数のペアに対しては、スプ
リット状態への移行が同時に行われるように制御される（以下、スプリット状態への移行
の同時性という）。
【００３７】
例えば、同一コンシステンシグループに属する複数のペアを順次ペア状態からスプリット
状態に変更している間に情報処理装置１００からデータの書き込みがあった場合を考える
。仮にコンシステンシグループが形成されていなければ、当該データの書き込みがスプリ
ット状態への移行が完了したペアのプライマリボリュームに対するものであった場合には
当該書き込みデータはセカンダリボリュームには反映されないが、スプリット状態への移
行が完了していないペアのプライマリボリュームに対するものであった場合には当該書き
込みデータはセカンダリボリュームに反映されてしまう。しかしながら、コンシステンシ
グループが形成されている場合には、スプリット状態への移行が完了している、していな
いに拘わらず、当該書き込みデータはセカンダリボリュームへは反映されない。なぜなら
ば、当該データの書き込みは、コンシステンシグループのペアに対するスプリットを開始
（対応付けの解除を開始）した後に発行されたものだからである。
【００３８】
このように複数のペアに対してコンシステンシグループを形成することは、特に、例えば
書き込みデータが一つの記憶ボリュームに収まりきらないほど大きなものある場合や、一
つのファイルデータを複数の記憶ボリュームに格納するように制御している場合等、一つ
のデータが複数の記憶ボリュームに跨って格納されている場合に有効である。
【００３９】
なお、コンシステンシグループによる各ペアのスプリット状態への移行の同時性の確保は
、情報処理装置１００からセカンダリボリュームへのデータの書き込み要求又は読み出し
要求があった場合にも有効である。
すなわち、仮にコンシステンシグループが形成されていなければ、スプリット状態への移
行が完了したペアのセカンダリボリュームに対してはデータの書き込み又は読み出しが可
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能であるのに対し、スプリット状態への移行が完了していないペアのセカンダリボリュー
ムに対してはデータの書き込み又は読み出しが禁止されているからである。
【００４０】
本実施の形態においては、上記コンシステンシグループによる各ペアのスプリット状態へ
の移行の同時性の確保は、コンシステンシグループ管理テーブル２３１の一括スプリット
受領フラグ（識別情報）を用いることにより行われる。図６に示すフローチャートを用い
て処理の流れを説明する。
【００４１】
＝＝＝処理の流れ＝＝＝
なお以下の処理は、本実施の形態に係る各種の動作を行うためのコードから構成される制
御プログラム２１４（プログラム）を、チャネルアダプタ２１０が備えるＣＰＵ２１１が
実行することにより実現される。
【００４２】
まず、チャネルアダプタ２１０は情報処理装置１００から、あるコンシステンシグループ
に対するペア分割要求（スプリット命令）を受領する（S1000）。そうするとチャネルア
ダプタ２１０は、共有メモリ２３０のコンシステンシグループ管理テーブル２３１の一括
スプリット受領フラグを"ＯＮ"にする（S1001）。次に、当該コンシステンシグループに
属する未分割のペアのスプリット状態への移行を開始する（S1003）。具体的には、当該
ペアのプライマリボリュームとセカンダリボリュームとの対応付けを解除し、プライマリ
ボリュームへの書き込みデータのセカンダリボリュームへの反映を中止する。そしてペア
管理テーブル２３２の当該ペアのペア状態欄を「スプリット中」に変更する（S1004）。
以上の処理を同一コンシステンシグループ内の全てのペアに対して繰り返す。同一コンシ
ステンシグループ内の全てのペアが「スプリット中」になったら（S1005）、一括スプリ
ットフラグを"ＯＦＦ"にして、処理を終了する。
【００４３】
上記処理の途中で情報処理装置１００からデータのリードライト要求を受領した場合には
、当該データのリードライト要求がペア未分割の記憶ボリューム、すなわちペア状態が「
ペア中」の記憶ボリューム（対応付けが未解除の記憶ボリューム）に対するものであるか
どうかをチェック（判定）する（S1006）。「ペア中」の記憶ボリュームに対するもので
ある場合には、まず当該記憶ボリュームのペアを「スプリット中」に移行させる（S1007
）。そしてペア管理テーブル２３２の当該ペアのペア状態欄を「スプリット中」に変更し
（S1008）、その後データのリードライト処理（入出力処理）を実行する（S1009）。
【００４４】
一方（S1006）において、当該データのリードライト要求がペア分割済み、すなわちペア
状態が「スプリット中」の記憶ボリュームに対するものであった場合には、当該記憶ボリ
ュームに対するリードライト処理を実行する（S1009）。
【００４５】
このようにすることにより、同一コンシステンシグループ内の各ペアのスプリット状態へ
の移行の同時性を確保することが可能となる。
【００４６】
なお、図６に示したフローチャートにおいては、コンシステンシグループ内のペアを順次
分割している途中で情報処理装置１００からデータのリードライト要求を受領した場合に
は、当該データのリードライト要求がペア未分割の記憶ボリュームに対するものであるか
どうかをチェックし（S1006）リードライト処理を実行（S1009） しているが、コンシス
テンシグループ内のペアを順次分割している途中の状態で情報処理装置１００からデータ
のリードライト要求を受領しても、リードライト処理を実行しないようにすることもでき
る。この場合には、コンシステンシグループ内の全てのペアの分割が完了し一括スプリッ
トフラグが"ＯＦＦ"にされた後に、当該リードライト処理が実行される。
【００４７】
以上の処理を詳細に示したフローチャートを図７に示す。
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まず、情報処理装置１００から送信されたコマンドによりペアＡ、ペアＢに対してコンシ
ステンシグループが形成される（S2000乃至S2002）。コマンドは例えばオペレータにより
情報処理装置１００の入力装置１５０から入力される。情報処理装置１００に入力された
コマンドは、記憶デバイス管理プログラム１２１によりチャネルアダプタ２１０に送信さ
れる。図７に示す"paircreate -g GRP0"はコマンドの一例である。このコマンドを受信す
ることによりチャネルアダプタ２１０はコンシステンシグループ０を形成する。また、チ
ャネルアダプタ２１０は共有メモリ２３０のペア管理テーブル２３２、及びコンシステン
シグループ管理テーブル２３１に所定のデータを記録する。その様子が図４に示される。
ただし、図４においてはペア管理テーブル２３２のペアＡのペア状態欄は「スプリット中
」と記載されているが、この段階ではペアＡのペア状態の欄は「ペア中」である。またコ
ンシステンシグループ管理テーブル２３１のコンシステンシグループ０の一括スプリット
受領フラグ欄が"ＯＮ"と記載されているが、この段階では"ＯＦＦ"である。
【００４８】
この状態で情報処理装置１００から、ペアＡを形成する記憶ボリューム１に対するデータ
のリードライト要求（R/W１）を受領した場合には（S2008）、チャネルアダプタ２１０は
、通常の通りにリードライト処理を実行する（S2009）。コンシステンシグループ管理テ
ーブル２３１のコンシステンシグループ０に対する一括スプリット受領フラグ欄が"ＯＦ
Ｆ"だからである。
【００４９】
その後、情報処理装置１００からのコマンドによりペアＡ、ペアＢにより構成されるコン
システンシグループ０に対してペアの分割が指示される（S2003）。図７に示す"pairspli
t -g GRP0"はコマンドの一例である。このコマンドも、例えばオペレータにより情報処理
装置１００の入力装置１５０から入力される。
【００５０】
そうすると、チャネルアダプタ２１０は、共有メモリ２３０のコンシステンシグループ管
理テーブル２３１のコンシステンシグループ０に対する一括スプリット受領フラグを"Ｏ
Ｎ"にして（S2004）、各ペアに対するスプリットを順次開始する（S2005、S2006）。ペア
Ａに対するスプリットが完了した状態が図４のペア管理テーブル２３２に示されている。
全てのペアに対するスプリットが完了したら、一括スプリット受領フラグを"ＯＦＦ"にし
て処理を終了する（S2007）。
【００５１】
ここで、コンシステンシグループ０に対するペア分割のコマンドを情報処理装置１００か
ら受領した後（S2003）であって、一括スプリット受領フラグを"ＯＮ"にする（S2004）ま
での間に、情報処理装置１００からペアＢを形成する記憶ボリューム３に対するデータの
リードライト要求（R/W２）を受領した場合には（S2010）、チャネルアダプタ２１０は、
通常通りに当該リードライト処理を実行する（S2011）。コンシステンシグループ管理テ
ーブル２３１のコンシステンシグループ０に対する一括スプリット受領フラグ欄が"ＯＦ
Ｆ"だからである。
【００５２】
しかし、一括スプリット受領フラグを"ＯＮ"した後に（S2004）情報処理装置１００から
ペアＢを形成する記憶ボリューム３に対するデータのリードライト要求（R/W３）を受領
した場合には（S2012）、まずペアＢのスプリットを実行し（S2013）、その後リードライ
ト処理を実行する（S2014）。
【００５３】
このようにチャネルアダプタ２１０は、情報処理装置１００からリードライト要求を受領
した際に一括スプリット受領フラグを参照することにより、当該リードライト要求が当該
コンシステンシグループを構成する各ペアのペア状態の解除を開始した後に発行されたも
のであるかどうかを判定する。
【００５４】
（S2005）においてペアＡに対するスプリットが完了した後に、情報処理装置１００から
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ペアＡを形成する記憶ボリューム１に対するデータのリードライト要求（R/W４）を受領
した場合には（S2015）、チャネルアダプタ２１０は当該リードライト処理を実行する（S
2016）。ペア管理テーブル２３２のペアＡに対するペア状態欄が「スプリット中」となっ
ているので、ペアＡのスプリットが完了していることが分かるからである。
【００５５】
なお、（S2013）によりデータのリードライト処理の際にペアＢのスプリットが完了して
いるので、（S2005）においてはペアＢのスプリット処理は行われない。
【００５６】
このように本実施の形態においては、一括スプリット受領フラグを設けることにより、同
一コンシステンシグループ内の各ペアのスプリット状態への移行の同時性を確保すること
ができる。
【００５７】
＜第２の実施の形態＞
＝＝＝コンシステンシグループ管理テーブル＝＝＝
次に、第２の実施の形態について説明する。
第１の実施の形態との相違点は、図８に示すようにコンシステンシグループ管理テーブル
２３１においてスプリット開始時刻が記録される点である。図８の例では、コンシステン
シグループ０に属するペアは、時刻１２時になるとスプリットが開始されることが示され
ている。そして、コンシステンシグループ０に属する全てのペアのスプリットが完了する
と、スプリット開始時刻欄は"－"に変更される。
【００５８】
スプリットの開始時刻は、情報処理装置１００から送信されるコマンドにより指示される
が、具体的な時刻が指示されるのではなく、直ちにスプリットを開始せよとの指示を行え
るようにすることも可能である。この場合には、スプリット開始時刻欄には現在の時刻が
記録される。
【００５９】
本実施の形態においては、チャネルアダプタ２１０は情報処理装置１００からデータのリ
ードライトコマンドを受領すると、当該リードライトコマンドに記録されているリードラ
イトコマンドの発行時刻と、コンシステンシグループ管理テーブル２３１のスプリット開
始時刻欄に記載された時刻とを比較する。そしてリードライトコマンドの発行時刻の方が
遅い場合には、当該リードライト処理はスプリット実行後に行われる。
これにより、同一コンシステンシグループ内の各ペアのスプリット状態への移行の同時性
を確保することができる。
【００６０】
＝＝＝処理の流れ＝＝＝
具体的な処理の流れを図９のフローチャートを用いて説明する。
なお以下の処理は、本実施の形態に係る各種の動作を行うためのコードから構成される制
御プログラム２１４（プログラム）を、チャネルアダプタ２１０が備えるＣＰＵ２１１が
実行することにより実現される。
【００６１】
まず、チャネルアダプタ２１０は情報処理装置１００から、あるコンシステンシグループ
に対するペア分割要求（スプリット命令）を受領する（S3000）。そうするとチャネルア
ダプタ２１０は、当該スプリット命令に記録されているスプリット開始時刻を共有メモリ
２３０のコンシステンシグループ管理テーブル２３１のスプリット開始時刻欄に記録する
（S3001）。次に、現在の時刻とスプリット開始時刻とを比較し、スプリット開始時刻を
経過していないかどうかをチェックする（S3003）。スプリット開始時刻を経過している
場合には、当該コンシステンシグループに属する未分割のペアのスプリット状態への移行
を開始する（S3004）。具体的には、当該ペアのプライマリボリュームとセカンダリボリ
ュームとの対応付けを解除し、プライマリボリュームへの書き込みデータのセカンダリボ
リュームへの反映を中止する。そしてペア管理テーブル２３２の当該ペアのペア状態欄を
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「スプリット中」に変更する（S3005）。以上の処理を同一コンシステンシグループ内の
全てのペアに対して繰り返す。同一コンシステンシグループ内の全てのペアが「スプリッ
ト中」になったら（S3006）、スプリット開始時刻欄を"－"に変更して処理を終了する（S
3007）。
【００６２】
上記処理の途中で情報処理装置１００からデータのリードライト要求を受領した場合には
、当該データのリードライト要求がペア未分割の記憶ボリューム、すなわちペア状態が「
ペア中」の記憶ボリューム（対応付けが未解除の記憶ボリューム）に対するものであるか
どうかをチェック（判定）する（S3008）。「ペア中」の記憶ボリュームに対するもので
ある場合には、当該リードライトコマンドに記録されているリードライトコマンドの発行
時刻と、スプリット開始時刻とを比較する（S3010）。そしてリードライトコマンドの発
行時刻の方が遅い場合には、まず当該記憶ボリュームのペアを「スプリット中」に移行さ
せる（S3011）。そしてペア管理テーブル２３２の当該ペアのペア状態欄を「スプリット
中」に変更し（S3012）、その後データのリードライト処理（入出力処理）を実行する（S
3013）。
【００６３】
一方（S3008）において当該データのリードライト要求がペア分割済み、すなわちペア状
態が「スプリット中」の記憶ボリュームに対するものであった場合、または（S3010）に
おいて当該リードライト要求に記録されているリードライトコマンドの発行時刻がスプリ
ット開始時刻よりも早い場合には、当該記憶ボリュームに対するリードライト処理を実行
する（S3009）。
【００６４】
このようにすることにより、同一コンシステンシグループ内の各ペアのスプリット状態へ
の移行の同時性を確保することが可能となる。
【００６５】
なお、図９に示したフローチャートにおいては、コンシステンシグループ内のペアを順次
分割している途中で情報処理装置１００からデータのリードライト要求を受領した場合に
は、当該データのリードライト要求がペア未分割の記憶ボリュームに対するものであるか
どうかをチェックし（S3008）リードライト処理を実行（S3009、S3013） しているが、コ
ンシステンシグループ内のペアを順次分割している途中の状態で情報処理装置１００から
データのリードライト要求を受領しても、リードライト処理を実行しないようにすること
もできる。この場合には、コンシステンシグループ内の全てのペアの分割が完了しスプリ
ット開始時刻欄が"－"に変更された後に、当該リードライト処理が実行される。
【００６６】
以上本実施の形態について説明したが、上記実施例は本発明の理解を容易にするためのも
のであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。本発明はその趣旨を逸脱する
ことなく変更、改良され得ると共に、本発明にはその等価物も含まれる。
【００６７】
【発明の効果】
記憶デバイス制御装置の制御方法、記憶デバイス制御装置、及びプログラムを提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本実施の形態に係る記憶装置システムの全体構成を示すブロック図である。
【図２】　本実施の形態に係る情報処理装置の構成を示すブロック図である。
【図３】　本実施の形態に係る記憶デバイス制御装置におけるチャネルアダプタの構成を
示すブロック図である。
【図４】　本実施の形態に係る記憶デバイス制御装置における共有メモリに記憶されるテ
ーブルを示す図である。
【図５】　本実施の形態に係る記憶ボリュームのペアを示す図である。
【図６】　本実施の形態に係る記憶デバイス制御装置において実行されるペア分割処理を
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【図７】　本実施の形態に係る記憶デバイス制御装置において実行されるペア分割処理と
入出力処理とを示すフローチャートである。
【図８】　第２の実施の形態に係る記憶デバイス制御装置における共有メモリに記憶され
るテーブルを示す図である。
【図９】　第２の実施の形態に係る記憶デバイス制御装置において実行されるペア分割処
理を説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
１００　　情報処理装置
１１０　　ＣＰＵ
１２０　　メモリ
１２１　　記憶デバイス管理プログラム
１２２　　アプリケーションプログラム
１３０　　ポート
１４０　　記録媒体読取装置
１５０　　入力装置
１６０　　出力装置
１７０　　記録媒体
２００　　記憶デバイス制御装置
２１０　　チャネルアダプタ
２１１　　ＣＰＵ
２１２　　キャッシュメモリ
２１３　　制御メモリ
２１４　　制御プログラム
２１５　　ポート
２１６　　バス
２２０　　キャッシュメモリ
２３０　　共有メモリ
２３１　　コンシステンシグループ管理テーブル
２３２　　ペア管理テーブル
２４０　　ディスクアダプタ
２５０　　接続部
２６０　　管理端末
３００　　記憶デバイス
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