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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定のデータを記憶可能な複数のストレージシステムを備え、該複数のストレージシス
テムを用いて、ホストコンピュータが取り扱うホストデータの少なくとも一部を保存デー
タとして保存するデータライフサイクルマネージメントシステムにおいて、前記複数のス
トレージシステム間における前記保存データの移行を管理するデータ保存管理方法であっ
て、
　前記ホストコンピュータおよび前記複数のストレージシステムとのデータのやり取りが
可能な保存管理サーバによって、前記複数のストレージシステムのうちの所定のストレー
ジシステムに保存されている保存データを、該ストレージシステムとは異なる他のストレ
ージシステムへと移行し、
　前記所定のストレージシステムから前記他のストレージシステムへの保存データの移行
に際し、該保存データを処理するために前記ホストコンピュータが用いていたハードウェ
ア動作環境を再現可能に特定するハード特定情報を前記保存管理サーバによって取得し、
　前記所定のストレージシステムから前記他のストレージシステムへの保存データの移行
に際し、該保存データを処理するために前記ホストコンピュータが用いていたソフトウェ
ア動作環境を前記ホストコンピュータから前記保存管理サーバによって取得し、
　前記所定のストレージシステムから前記他のストレージシステムに移行される保存デー
タについて前記保存管理サーバによって取得されたハード特定情報およびソフトウェア動
作環境を、該保存データに関連付けて前記他のストレージシステムに格納する、データ保
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存管理方法。
【請求項２】
　前記複数のストレージシステムのうちの第１のストレージシステムに前記ハード特定情
報および前記ソフトウェア動作環境に関連付けて保存されている保存データを、該ストレ
ージシステムとは異なる第２のストレージシステムへと移行する際に、前記保存管理サー
バによって、前記第１のストレージシステムに保存されているハード特定情報およびソフ
トウェア動作環境を、該保存データとの関連付けを維持したまま前記第２のストレージシ
ステムへと移行する請求項１に記載のデータ保存管理方法。
【請求項３】
　請求項１に記載のデータ保存管理方法であって、
　前記複数のストレージシステムのうちの第１のストレージシステムに前記ハード特定情
報および前記ソフトウェア動作環境に関連付けて保存されている保存データを、該ストレ
ージシステムとは異なる第２のストレージシステムへと移行する際に、前記第１のストレ
ージシステムに保存されているソフトウェア動作環境と同一のものが前記第２のストレー
ジシステムに保存されているか否かを前記保存管理サーバによって判断し、
　前記第２のストレージシステムに同一のソフトウェア動作環境が保存されていると判断
した場合に、前記保存管理サーバによって、前記第１のストレージシステムに保存されて
いるハード特定情報を、該保存データとの関連付けを維持したまま前記第２のストレージ
システムへと移行すると共に、前記第２のストレージシステムに保存されている同一のソ
フトウェア動作環境を該保存データに関連付ける
　データ保存管理方法。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記載のデータ保存管理方法であって、
　前記保存データの処理を実行するための復元指示の入力を受け付け、
　前記ホストコンピュータが前記復元指示された保存データを処理するために用いていた
ハードウェア動作環境をソフトウェアにより再現可能なエミュレータを用意し、
　該エミュレータを有する後継ホストコンピュータと、前記複数のストレージシステムの
うち前記復元指示された保存データが保存されている復元ストレージシステムとのデータ
のやり取りが可能な復元管理サーバによって、前記復元指示された保存データに関連付け
て保存されているハード特定情報を前記復元ストレージシステムから読み出し、
　該読み出したハード特定情報により特定されるハードウェア動作環境に従って、前記エ
ミュレータの動作環境を設定し、
　前記復元管理サーバによって、前記復元指示された保存データに関連付けて保存されて
いるソフトウェア動作環境を前記復元ストレージシステムから読み出し、
　該読み出したソフトウェア動作環境を、前記動作環境が設定されたエミュレータに対し
てインストールし、
　前記復元管理サーバによって、前記復元指示された保存データを前記復元ストレージシ
ステムから読み出し、
　該読み出した保存データを、前記ソフトウェア動作環境がインストールされたエミュレ
ータに対して引き渡す
　データ保存管理方法。
【請求項５】
　前記保存データに関連付けて保存されるソフトウェア動作環境には、オペレーティング
システムおよびそのコンフィグレーション、並びにアプリケーションプログラムを含む請
求項１ないし請求項４のいずれか一項に記載のデータ保存管理方法。
【請求項６】
　前記複数のストレージシステムには、ＲＡＩＤ技術によって管理されるＲＡＩＤストレ
ージシステムを含む請求項１ないし請求項５のいずれか一項に記載のデータ保存管理方法
。
【請求項７】
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　前記複数のストレージシステムには、磁気ディスクストレージシステムまたは光ディス
クストレージシステム，半導体メモリストレージシステム,磁気テープストレージシステ
ムの少なくとも一つを含む請求項１ないし請求項６のいずれか一項に記載のデータ保存管
理方法。
【請求項８】
　前記保存データの移行元のストレージシステムは、該保存データの移行先のストレージ
システムよりもデータ転送が高速なストレージシステムである請求項１ないし請求項７の
いずれか一項に記載のデータ保存管理方法。
【請求項９】
　所定のデータを記憶可能な複数のストレージシステムを備え、該複数のストレージシス
テムを用いて、ホストコンピュータが取り扱うホストデータを保存データとして保存する
データライフサイクルマネージメントシステムであって、
　前記複数のストレージシステムのうちの所定のストレージシステムに保存されている保
存データを、該ストレージシステムとは異なる他のストレージシステムへと移行するデー
タ移行手段と、
　前記データ移行手段による前記保存データの移行に際し、該保存データを処理するため
に前記ホストコンピュータが用いていたハードウェア動作環境を再現可能に特定するハー
ド特定情報を取得するハード特定情報取得手段と、
　前記データ移行手段による前記保存データの移行に際し、該保存データを処理するため
に前記ホストコンピュータが用いていたソフトウェア動作環境を前記ホストコンピュータ
から取得するソフト環境取得手段と、
　前記ハード特定情報取得手段によって取得されたハード特定情報、および前記ソフト環
境取得手段によって取得されたソフトウェア動作環境を、前記データ移行手段によって移
行される保存データに関連付けて前記他のストレージシステムに格納する関連付け格納手
段と
　を備えるデータライフサイクルマネージメントシステム。
【請求項１０】
　請求項９に記載のデータライフサイクルマネージメントシステムであって、更に、
　前記複数のストレージシステムのうちの第１のストレージシステムに前記ハード特定情
報および前記ソフトウェア動作環境に関連付けて保存されている保存データを、該ストレ
ージシステムとは異なる第２のストレージシステムに移行する関連付けデータ移行手段と
、
　該関連付けデータ移行手段によって前記保存データが移行される際に、前記第１のスト
レージシステムに保存されているハード特定情報およびソフトウェア動作環境を、該保存
データとの関連付けを維持したまま前記第２のストレージシステムへと移行する関連付け
移行手段と
　を備えるデータライフサイクルマネージメントシステム。
【請求項１１】
　請求項９に記載のデータライフサイクルマネージメントシステムであって、更に、
　前記複数のストレージシステムのうちの第１のストレージシステムに前記ハード特定情
報および前記ソフトウェア動作環境に関連付けて保存されている保存データを、該ストレ
ージシステムとは異なる第２のストレージシステムに移行する関連付けデータ移行手段と
、
　該関連付けデータ移行手段によって前記保存データが移行される際に、前記第１のスト
レージシステムに保存されているソフトウェア動作環境と同一のものが前記第２のストレ
ージシステムに保存されているか否かを判断する同一判断手段と、
　該同一判断手段によって前記第２のストレージシステムに同一のソフトウェア動作環境
が保存されていると判断された場合に、前記第１のストレージシステムに保存されている
ハード特定情報を、該保存データとの関連付けを維持したまま前記第２のストレージシス
テムへと移行すると共に、前記第２のストレージシステムに保存されている同一のソフト
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ウェア動作環境を該保存データに関連付ける関連付け移行手段と
　を備えるデータライフサイクルマネージメントシステム。
【請求項１２】
　請求項９ないし請求項１１のいずれか一項に記載のデータライフサイクルマネージメン
トシステムであって、更に、
　前記保存データの処理を実行するための復元指示の入力を受け付ける復元受付手段と、
　前記ホストコンピュータが前記復元指示された保存データを処理するために用いていた
ハードウェア動作環境をソフトウェアにより再現可能なエミュレータを有する後継ホスト
コンピュータとのデータのやり取りを行うホストインタフェースと、
　前記複数のストレージシステムのうち前記復元指示された保存データが保存されている
復元ストレージシステムから、前記復元指示された保存データに関連付けて保存されてい
るハード特定情報を読み出すハード特定情報読み出し手段と、
　該読み出したハード特定情報により特定されるハードウェア動作環境に従って、前記エ
ミュレータの動作環境を設定するハード環境設定手段と、
　前記復元ストレージシステムから、前記復元指示された保存データに関連付けて保存さ
れているソフトウェア動作環境を読み出すソフト環境読み出し手段と、
　該読み出したソフトウェア動作環境を、前記動作環境が設定されたエミュレータに対し
てインストールするインストール手段と、
　前記復元指示された保存データを前記復元ストレージシステムから読み出すデータ読み
出し手段と、
　該読み出した保存データを、前記ソフトウェア動作環境がインストールされたエミュレ
ータに対して引き渡すデータ引き渡し手段と
　を備えるデータライフサイクルマネージメントシステム。
【請求項１３】
　前記保存データに関連付けて保存されるソフトウェア動作環境には、オペレーティング
システムおよびそのコンフィグレーション、並びにアプリケーションプログラムを含む請
求項９ないし請求項１２のいずれか一項に記載のデータライフサイクルマネージメントシ
ステム。
【請求項１４】
　前記複数のストレージシステムには、ＲＡＩＤ技術によって管理されるＲＡＩＤストレ
ージシステムを含む請求項９ないし請求項１３のいずれか一項に記載のデータライフサイ
クルマネージメントシステム。
【請求項１５】
　前記複数のストレージシステムには、磁気ディスクストレージシステムまたは光ディス
クストレージシステム，半導体メモリストレージシステム,磁気テープストレージシステ
ムの少なくとも一つを含む請求項９ないし請求項１４のいずれか一項に記載のデータライ
フサイクルマネージメントシステム。
【請求項１６】
　前記保存データの移行元のストレージシステムは、該保存データの移行先のストレージ
システムよりもデータ転送が高速なストレージシステムである請求項９ないし請求項１５
のいずれか一項に記載のデータライフサイクルマネージメントシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データの長期的な保存を管理するデータ保存管理技術に関し、詳しくは、ホ
ストコンピュータが取り扱うホストデータの少なくとも一部を、複数のストレージシステ
ムを用いて保存するデータライフサイクルマネージメントシステムにおけるデータ保存管
理技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　従来、データライフサイクルマネージメントシステムに保存されている保存データを、
そのデータの重要度や参照頻度など価値の経年変化に応じた適切なストレージシステムへ
と移行（マイグレーション、Migration）するデータ保存管理技術が知られている。なお
、本明細書中、「データライフサイクルマネージメントシステムにおけるデータの保存」
とは、データライフサイクルマネージメントシステムにおける複数のストレージシステム
の少なくともいずれかにデータを記憶しておくことを意味する。また、本明細書中、「所
定のストレージシステムから他のストレージシステムへのデータの移行」とは、所定のス
トレージシステムに記憶されているデータを他のストレージシステムへとコピーし、その
データを所定のストレージシステムから消去することを意味する。下記特許文献１には、
保存データをストレージシステム間で移行する技術が開示されている。
【０００３】
【特許文献１】米国特許第６,１０８,７４８号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来のデータ保存管理技術では、保存データは経年変化に応じて適切な
ストレージシステムへと移行されて保存されているものの、ホストコンピュータの動作環
境が変更された場合には、保存データを処理可能なアプリケーションプログラムがホスト
コンピュータ上で動作するとは限らないため、ホストコンピュータによって保存データを
処理することができなくなってしまう懸念があった。
【０００５】
　本発明は、上記した課題を踏まえ、ホストコンピュータの動作環境の変更に対する保存
データの再現性を向上させるためのデータ保存管理技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記した課題を解決するため、本発明のデータ保存管理技術は、所定のデータを記憶可
能な複数のストレージシステムを備え、該複数のストレージシステムを用いて、ホストコ
ンピュータが取り扱うホストデータの少なくとも一部を保存データとして保存するデータ
ライフサイクルマネージメントシステムにおいて、前記複数のストレージシステム間にお
ける前記保存データの移行を管理するデータ保存管理方法であって、
　前記ホストコンピュータおよび前記複数のストレージシステムとのデータのやり取りが
可能な保存管理サーバによって、前記複数のストレージシステムのうちの所定のストレー
ジシステムに保存されている保存データを、該ストレージシステムとは異なる他のストレ
ージシステムへと移行し、
　前記所定のストレージシステムから前記他のストレージシステムへの保存データの移行
に際し、該保存データを処理するために前記ホストコンピュータが用いていたハードウェ
ア動作環境を再現可能に特定するハード特定情報を前記保存管理サーバによって取得し、
　前記所定のストレージシステムから前記他のストレージシステムへの保存データの移行
に際し、該保存データを処理するために前記ホストコンピュータが用いていたソフトウェ
ア動作環境を前記ホストコンピュータから前記保存管理サーバによって取得し、
　前記所定のストレージシステムから前記他のストレージシステムに移行される保存デー
タについて前記保存管理サーバによって取得されたハード特定情報およびソフトウェア動
作環境を、該保存データに関連付けて前記他のストレージシステムに格納することを特徴
とする。
【０００７】
　上記した課題を解決するため、本発明のデータライフサイクルマネージメントシステム
は、所定のデータを記憶可能な複数のストレージシステムを備え、該複数のストレージシ
ステムを用いて、ホストコンピュータが取り扱うホストデータを保存データとして保存す
るデータライフサイクルマネージメントシステムであって、
　前記複数のストレージシステムのうちの所定のストレージシステムに保存されている保
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存データを、該ストレージシステムとは異なる他のストレージシステムへと移行するデー
タ移行手段と、
　前記データ移行手段による前記保存データの移行に際し、該保存データを処理するため
に前記ホストコンピュータが用いていたハードウェア動作環境を再現可能に特定するハー
ド特定情報を取得するハード特定情報取得手段と、
　前記データ移行手段による前記保存データの移行に際し、該保存データを処理するため
に前記ホストコンピュータが用いていたソフトウェア動作環境を前記ホストコンピュータ
から取得するソフト環境取得手段と、
　前記ハード特定情報取得手段によって取得されたハード特定情報、および前記ソフト環
境取得手段によって取得されたソフトウェア動作環境を、前記データ移行手段によって移
行される保存データに関連付けて前記他のストレージシステムに格納する関連付け格納手
段と
　を備えることを特徴とする。
【０００８】
　本発明のデータ保存管理方法およびデータライフサイクルマネージメントシステムによ
れば、ホストコンピュータの動作環境が変更された場合であっても、保存データに関連付
けられたハード特定情報およびソフトウェア動作環境に基づいてホストコンピュータ側の
動作環境を整備することができるため、保存データの再現性を向上させることができる。
また、ホストコンピュータにおける変更後の動作環境に対応させたデータ形式等へのコン
バートを保存データに対して行うことによって保存データの再現性を向上させる訳ではな
いため、保存データの同一性を維持したまま保存データの再現性を向上させることができ
る。また、ハード特定情報およびソフトウェア動作環境の関連付けによって保存データの
再現性を確保するため、一般的ではない特殊なデータ形式の保存データについての保存管
理の容易化や、異なる動作環境で取り扱われる複数の保存データの一元的な保存管理の容
易化を図ることができる。
【０００９】
　上記の本発明のデータ保存管理方法およびデータライフサイクルマネージメントシステ
ムは、以下の態様を採ることもできる。本発明のデータ保存管理方法であって、前記複数
のストレージシステムのうちの第１のストレージシステムに前記ハード特定情報および前
記ソフトウェア動作環境に関連付けて保存されている保存データを、該ストレージシステ
ムとは異なる第２のストレージシステムへと移行する際に、前記保存管理サーバによって
、前記第１のストレージシステムに保存されているハード特定情報およびソフトウェア動
作環境を、該保存データとの関連付けを維持したまま前記第２のストレージシステムへと
移行することとしても良い。
【００１０】
　本発明のデータライフサイクルマネージメントシステムであって、前記複数のストレー
ジシステムのうちの第１のストレージシステムに前記ハード特定情報および前記ソフトウ
ェア動作環境に関連付けて保存されている保存データを、該ストレージシステムとは異な
る第２のストレージシステムに移行する関連付けデータ移行手段と、該関連付けデータ移
行手段によって前記保存データが移行される際に、前記第１のストレージシステムに保存
されているハード特定情報およびソフトウェア動作環境を、該保存データとの関連付けを
維持したまま前記第２のストレージシステムへと移行する関連付け移行手段とを備えたこ
ととしても良い。
【００１１】
　これらの態様の発明によれば、ハード特定情報およびソフトウェア動作環境との関連付
けが図られている保存データを、その再現性を維持して他のストレージシステムへと移行
することができる。
【００１２】
　また、本発明のデータ保存管理方法であって、前記複数のストレージシステムのうちの
第１のストレージシステムに前記ハード特定情報および前記ソフトウェア動作環境に関連
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付けて保存されている保存データを、該ストレージシステムとは異なる第２のストレージ
システムへと移行する際に、前記第１のストレージシステムに保存されているソフトウェ
ア動作環境と同一のものが前記第２のストレージシステムに保存されているか否かを前記
保存管理サーバによって判断し、前記第２のストレージシステムに同一のソフトウェア動
作環境が保存されていると判断した場合に、前記保存管理サーバによって、前記第１のス
トレージシステムに保存されているハード特定情報を、該保存データとの関連付けを維持
したまま前記第２のストレージシステムへと移行すると共に、前記第２のストレージシス
テムに保存されている同一のソフトウェア動作環境を該保存データに関連付けることとし
ても良い。
【００１３】
　本発明のデータライフサイクルマネージメントシステムであって、前記複数のストレー
ジシステムのうちの第１のストレージシステムに前記ハード特定情報および前記ソフトウ
ェア動作環境に関連付けて保存されている保存データを、該ストレージシステムとは異な
る第２のストレージシステムに移行する関連付けデータ移行手段と、該関連付けデータ移
行手段によって前記保存データが移行される際に、前記第１のストレージシステムに保存
されているソフトウェア動作環境と同一のものが前記第２のストレージシステムに保存さ
れているか否かを判断する同一判断手段と、該同一判断手段によって前記第２のストレー
ジシステムに同一のソフトウェア動作環境が保存されていると判断された場合に、前記第
１のストレージシステムに保存されているハード特定情報を、該保存データとの関連付け
を維持したまま前記第２のストレージシステムへと移行すると共に、前記第２のストレー
ジシステムに保存されている同一のソフトウェア動作環境を該保存データに関連付ける関
連付け移行手段とを備えたこととしても良い。
【００１４】
　これらの態様の発明によれば、ハード特定情報およびソフトウェア動作環境との関連付
けが図られている保存データを、その再現性を維持して他のストレージシステムへと移行
することができると共に、複数の保存データ間で関連付けられているソフトウェア動作環
境が同一である場合には、そのソフトウェア動作環境に複数の保存データを重複して関連
付けることによって、ストレージシステムの記憶容量を節約することができる。
【００１５】
　また、本発明のデータ保存管理方法であって、前記保存データの処理を実行するための
復元指示の入力を受け付け、前記ホストコンピュータが前記復元指示された保存データを
処理するために用いていたハードウェア動作環境をソフトウェアにより再現可能なエミュ
レータを用意し、該エミュレータを有する後継ホストコンピュータと、前記複数のストレ
ージシステムのうち前記復元指示された保存データが保存されている復元ストレージシス
テムとのデータのやり取りが可能な復元管理サーバによって、前記復元指示された保存デ
ータに関連付けて保存されているハード特定情報を前記復元ストレージシステムから読み
出し、該読み出したハード特定情報により特定されるハードウェア動作環境に従って、前
記エミュレータの動作環境を設定し、前記復元管理サーバによって、前記復元指示された
保存データに関連付けて保存されているソフトウェア動作環境を前記復元ストレージシス
テムから読み出し、該読み出したソフトウェア動作環境を、前記動作環境が設定されたエ
ミュレータに対してインストールし、前記復元管理サーバによって、前記復元指示された
保存データを前記復元ストレージシステムから読み出し、該読み出した保存データを、前
記ソフトウェア動作環境がインストールされたエミュレータに対して引き渡すこととして
も良い。
【００１６】
　本発明のデータライフサイクルマネージメントシステムであって、前記保存データの処
理を実行するための復元指示の入力を受け付ける復元受付手段と、前記ホストコンピュー
タが前記復元指示された保存データを処理するために用いていたハードウェア動作環境を
ソフトウェアにより再現可能なエミュレータを有する後継ホストコンピュータとのデータ
のやり取りを行うホストインタフェースと、前記複数のストレージシステムのうち前記復
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元指示された保存データが保存されている復元ストレージシステムから、前記復元指示さ
れた保存データに関連付けて保存されているハード特定情報を読み出すハード特定情報読
み出し手段と、該読み出したハード特定情報により特定されるハードウェア動作環境に従
って、前記エミュレータの動作環境を設定するハード環境設定手段と、前記復元ストレー
ジシステムから、前記復元指示された保存データに関連付けて保存されているソフトウェ
ア動作環境を読み出すソフト環境読み出し手段と、該読み出したソフトウェア動作環境を
、前記動作環境が設定されたエミュレータに対してインストールするインストール手段と
、前記復元指示された保存データを前記復元ストレージシステムから読み出すデータ読み
出し手段と、該読み出した保存データを、前記ソフトウェア動作環境がインストールされ
たエミュレータに対して引き渡すデータ引き渡し手段とを備えたこととしても良い。
【００１７】
　これらの態様の発明によれば、保存データを処理するために用いていたハードウェア環
境をソフトウェアにより再現可能なエミュレータを用意さえすれば、動作環境が変更され
た後継ホストコンピュータによる保存データの処理を実現することが可能となるため、保
存データの復元の容易化を図ることができる。なお、本明細書中、「保存データの復元」
とは、データライフサイクルマネージメントシステムに保存されている保存データを、ホ
ストコンピュータによって取り扱い可能な状態に置くことを意味する。
【００１８】
　なお、前記保存データに関連付けて保存されるソフトウェア動作環境には、オペレーテ
ィングシステムおよびそのコンフィグレーション、並びにアプリケーションプログラムを
含むことが望ましい。これによって、保存データの復元の際に、ホストコンピュータのソ
フトウェア動作環境をより忠実に再現することができる。
【００１９】
　また、前記複数のストレージシステムには、ＲＡＩＤ技術によって管理されるＲＡＩＤ
ストレージシステムを含むこととしても良い。これによって、保存データの再現性の向上
を図りつつ、保存データ並びにハード特定情報，ソフトウェア動作環境の各データを保存
する上での信頼性を向上させることができる。
【００２０】
　また、前記複数のストレージシステムには、磁気ディスクストレージシステムまたは光
ディスクストレージシステム，半導体メモリストレージシステム,磁気テープストレージ
システムの少なくとも一つを含むこととしても良いし、前記保存データの移行先のストレ
ージシステムは、該保存データの移行元のストレージシステムよりもデータ転送が低速だ
が安価なストレージシステムであることとしても良い。これによって、保存データの再現
性の向上を図りつつ、その価値の経年変化に応じた適切なストレージシステムへと移行す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以上説明した本発明の構成および作用を一層明らかにするために、以下本発明を適用し
たデータ保存管理技術について、次の順序で説明する。
【００２２】
　目次
Ａ．実施例
　Ａ－（１）．電子計算機システムＣＳの構成
　Ａ－（２）．電子計算機システムＣＳの動作
　　Ａ－（２－１）．関連付け格納処理
　　Ａ－（２－２）．関連付け移行処理
　　Ａ－（２－３）．復元処理
Ｂ．その他の実施形態
【００２３】
Ａ．実施例：
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　Ａ－（１）．電子計算機システムＣＳの構成：
　図１は、電子計算機システムＣＳの構成を示す説明図である。本発明の実施例の一つで
ある電子計算機システムＣＳには、所定のデータ処理を行うホストコンピュータ１０を備
えたホストコンピュータシステムＨＳ１と、ホストコンピュータ１０が取り扱うホストデ
ータの少なくとも一部を保存データとして保存するデータライフサイクルマネージメント
システムＤＬＭＳと、保存データを用いたデータ処理を行うホストコンピュータ７０を備
えたホストコンピュータシステムＨＳ２とが設けられている。
【００２４】
　データライフサイクルマネージメントシステムＤＬＭＳは、所定のデータを記憶可能な
ストレージシステム３０，４０，５０と、ストレージシステム３０，４０，５０を用いた
保存データの保存を管理する保存管理サーバ２０と、保存データをホストコンピュータ７
０によって処理可能に復元するデータ復元サーバ６０とを備える。ストレージシステム３
０，４０，５０、並びに保存管理サーバ２０，データ復元サーバ６０の各々は、ファイバ
チャンネル(Fibre Channel)によって相互にデータのやり取りが可能なＳＡＮ(Storage Ar
ea Network)を構成する。データライフサイクルマネージメントシステムＤＬＭＳに構成
されたＳＡＮには、ファイバチャンネルによってホストコンピュータ１０，７０がそれぞ
れ接続されている。
【００２５】
　データライフサイクルマネージメントシステムＤＬＭＳの保存管理サーバ２０およびデ
ータ復元サーバ６０は、セントラルプロセッシングユニット（Central Processing Unit
、以下、ＣＰＵという）や、リードオンリメモリ（Read Only Memory、以下、ＲＯＭとい
う），ランダムアクセスメモリ（Random Access Memory、以下、ＲＡＭという），ハード
ディスクドライブ（Hard Disk Drive、以下、ＨＤＤという），各種のインタフェース回
路などのハードウェアを備えたコンピュータである。保存管理サーバ２０には、ＯＳの他
、保存データの保存を管理するためのアプリケーションなどがインストールされている。
データ復元サーバ６０には、ＯＳの他、保存データを復元するためのアプリケーションな
どがインストールされている。保存管理サーバ２０およびデータ復元サーバ６０には、デ
ィスプレイやキーボードなどのユーザインタフェースを備えた端末装置２５，６５がそれ
ぞれ設けられ、ユーザからの種々の入力を受け付けることが可能とされている。
【００２６】
　データライフサイクルマネージメントシステムＤＬＭＳのストレージシステム３０は、
データライフサイクルマネージメントシステムＤＬＭＳにおいて保存データが最初に格納
されるプライマリストレージシステムであり、ファイバチャンネルのデータ転送速度に対
応したＨＤＤであるＦＣドライブを複数備え、更に、複数のＦＣドライブによるデータの
記憶をＲＡＩＤ技術によって管理するＲＡＩＤコントローラ，各種のインタフェースを備
える。ストレージシステム３０は、ＳＡＮに接続されると共に、ホストコンピュータシス
テムＨＳ１のネットワークに直接的に接続され、ホストコンピュータ１０によるＮＡＳ(N
etwork Attached Storage)としての利用が可能とされている。ホストコンピュータからス
トレージシステム３０に対して直接的に格納されたホストデータは、データライフサイク
ルマネージメントシステムＤＬＭＳ側で保存データとして取り扱われる。
【００２７】
　データライフサイクルマネージメントシステムＤＬＭＳのストレージシステム４０は、
ストレージシステム３０の次に保存データが格納されるニアラインストレージシステムで
あり、ＦＣドライブよりもデータ転送速度が低速なＡＴＡ規格のＨＤＤであるＡＴＡドラ
イブを複数備え、更に、複数のＡＴＡドライブによるデータの記憶をＲＡＩＤ技術によっ
て管理するＲＡＩＤコントローラ，各種のインタフェースを備える。なお、ストレージシ
ステム４０は、ストレージシステム３０よりも記憶容量あたりの価格が低いストレージシ
ステムであればＡＴＡドライブを有するストレージシステムでなくても良い。
【００２８】
　データライフサイクルマネージメントシステムＤＬＭＳのストレージシステム５０は、
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ストレージシステム４０の次に保存データが格納されるオフラインストレージシステムで
あり、テープカートリッジに納められた磁気テープにデータの読み書きを行う磁気テープ
ドライブを複数備え、更に、複数の磁気テープドライブによるデータの記憶をＲＡＩＤ技
術によって管理するＲＡＩＤコントローラ，各種のインタフェースを備える。ストレージ
システム５０によって保存データが格納されたテープカートリッジは、ストレージシステ
ム５０から取り出され、オフラインにて保管される。なお、ストレージシステム５０は、
ストレージシステム４０よりも記憶容量あたりの価格が低いストレージシステムであれば
磁気テープドライブを有するストレージシステムでなくても良い。
【００２９】
　ホストコンピュータシステムＨＳ１のホストコンピュータ１０は、ＣＰＵ,ＲＯＭ,ＲＡ
Ｍ,ＨＤＤ，各種のインタフェース回路などのハードウェアを備えたコンピュータである
。ホストコンピュータ１０には、オペレーティングシステム（Operating System、以下、
ＯＳという）の他、データ処理を実行するための種々のアプリケーション・ソフトウェア
（Application Software、以下、アプリケーションという），データライフサイクルマネ
ージメントシステムＤＬＭＳを利用するためのアプリケーションなどがインストールされ
ている。

【００３０】
　ホストコンピュータシステムＨＳ２のホストコンピュータ７０は、ホストコンピュータ
システムＨＳ１のホストコンピュータ１０とはハードウェア面およびソフトウェア面にお
いて異なるアーキテクチャ(Architecture)のコンピュータである。ホストコンピュータ７
０には、ホストコンピュータ１０とは異なるＯＳの他、ホストコンピュータ１０のハード
ウェア動作環境をソフトウェアにより再現可能なエミュレータ(Emulator)、データライフ
サイクルマネージメントシステムＤＬＭＳを利用するためのアプリケーションなどがイン
ストールされている。なお、ホストコンピュータ７０は、ホストコンピュータ１０を更新
するために導入される後継ホストコンピュータである。
【００３１】
　Ａ－（２）．電子計算機システムＣＳの動作：
　　Ａ－（２－１）．関連付け格納処理：
　図２は、保存管理サーバ２０が実行する関連付け格納処理を示すフローチャートである
。図３は、関連付け格納処理におけるデータのやり取りの様子を示す説明図である。関連
付け格納処理とは、ストレージシステム３０に保存されている保存データを、ストレージ
システム４０に移行するための処理であり、本実施例では、ソフトウェアに基づく保存管
理サーバ２０の動作によって実現される処理である。関連付け格納処理の実行は、ホスト
コンピュータ１０から保存管理サーバ２０に対して保存データの移行が要求された場合や
、端末装置２５によってユーザからの保存データの移行指示の入力があった場合に行うこ
ととしても良いが、本実施例では、ストレージシステム３０における保存データの保存期
間が所定期間を経過した場合に行われる。
【００３２】
　図２に示す関連付け格納処理の各処理は、保存管理サーバ２０内で所定のプログラムが
実行されることにより実現される。（１）．保存管理サーバ２０は、図２に示した関連付
け格納処理を開始すると、移行対象である保存データをホストコンピュータ１０が処理す
るために用いていたハードウェア動作環境およびソフトウェア動作環境を再現可能に特定
する動作環境特定情報を取得する（ステップＳ１１０）。動作環境特定情報の取得の経路
としては、ホストコンピュータ１０の内蔵メモリに予め用意された動作環境特定情報をホ
ストコンピュータ１０からＳＡＮを介して取得する経路や、ユーザから端末装置２５に入
力された動作環境特定情報を取得する経路など種々の経路が考えられ、本実施例では、保
存管理サーバ２０は、端末装置２５経由で予め取得した動作環境特定情報を内蔵メモリに
記憶しておき、そのメモリから読み出すことによって動作環境特定情報を取得する。
【００３３】
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　動作環境特定情報のうちハードウェア動作環境を特定する情報としては、ホストコンピ
ュータ１０のハードウェア・アーキテクチャの種類を示す情報，ホストコンピュータ１０
のＣＰＵの種類を示す情報，ホストコンピュータ１０のメモリマッピングを示す情報など
がある。動作環境特定情報のうちソフトウェア動作環境を特定する情報としては、ホスト
コンピュータ１０のＯＳの種類を示す情報，移行対象である保存データを処理するための
アプリケーションの種類を示す情報などがある。
【００３４】
　（２）．保存管理サーバ２０は、動作環境特定情報を取得した後、動作環境特定情報に
より特定されるソフトウェア動作環境を保存ソフト環境として、ホストコンピュータ１０
のシステムディスク１３０からＳＡＮ経由で取得し、この保存ソフト環境をＳＡＮ経由で
ストレージシステム４０に格納することによって、ホストコンピュータ１０のソフトウェ
ア動作環境をストレージシステム４０に複製する（ステップＳ１２０）。本実施例では、
ホストコンピュータ１０のソフトウェア動作環境であるＯＳ，コンフィギュレーション，
アプリケーションが、保存ソフト環境としてストレージシステム４０に格納される。
【００３５】
　（３）．保存管理サーバ２０は、保存ソフト環境をストレージシステム４０に格納した
後、移行対象の保存データをストレージシステム３０からＳＡＮ経由でストレージシステ
ム４０へと複製する（ステップＳ１３０）。なお、ストレージシステム３０の保存データ
は、ホストコンピュータ１０のメインメモリ１２０上で取り扱われていたホストデータで
あり、前述した通り、ホストコンピュータ１０からストレージシステム３０に対して直接
的に格納されたホストデータである。
【００３６】
　（４）．保存管理サーバ２０は、保存データを複製した後、動作環境特定情報および保
存ソフト環境を、ストレージシステム４０に複製した保存データに関連付けるための管理
情報を作成する（ステップＳ１４０）。図４は、管理情報の一例を示す説明図である。管
理情報には、保存データを移行した日時を示す移行日時，保存データのストレージシステ
ム４０上の格納場所を示すポインタ，保存データを移行する際に取得した動作環境特定情
報，保存ソフト環境のストレージシステム４０上の格納場所を示すポインタが含まれる。
【００３７】
　（５）．保存管理サーバ２０は、作成した管理情報をＳＡＮ経由でストレージシステム
４０に格納する（ステップＳ１５０）。管理情報には、ストレージシステム４０上の保存
データおよび保存ソフト環境の各ポインタと、動作環境特定情報とが含まれるため、スト
レージシステム４０上の保存データは、環境特定情報および保存ソフト環境に関連付けら
れた態様で保存されることとなる。
【００３８】
　（６）．保存管理サーバ２０は、管理情報をストレージシステム４０に格納した後、ス
トレージシステム４０への複製を終えた保存データの消去をストレージシステム３０に対
して指示する（ステップＳ１６０）。なお、本実施例では、移行対象データをストレージ
システム３０からストレージシステム４０へと複製した後（ステップＳ１３０）、複製を
終えた移行対象データの消去をストレージシステム３０に指示する（ステップＳ１６０）
こととしたが、保存管理サーバ２０がストレージシステム３０またはストレージシステム
４０に対して移行対象データを指定すれば、その後、保存管理サーバ２０が関与しなくと
も、移行対象データの移行がストレージシステム３０とストレージシステム４０との間で
実行されるように構成しても良い。
【００３９】
　（７）．保存管理サーバ２０は、データライフサイクルマネージメントシステムＤＬＭ
Ｓにおける保存データの移行に関する種々の情報を記録したデータ移行情報を内蔵メモリ
に記憶しており、保存データの消去を指示した後、保存データの移行や保存ソフト環境の
格納を反映させるためにデータ移行情報の更新を行う（ステップＳ１７０）。図５は、デ
ータ移行情報の一例を示す説明図である。データ移行情報には、各ストレージシステム間
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における保存データの移行時期の設定を示す保存データ移行時期情報，データライフサイ
クルマネージメントシステムＤＬＭＳにおける各保存データの保存場所を示す保存データ
保存場所情報，保存ソフト環境として複製された各ＯＳの保存場所を示すＯＳ保存場所情
報，保存ソフト環境として複製された各コンフィギュレーションの保存場所を示すコンフ
ィギュレーション保存場所情報，保存ソフト環境として複製されたアプリケーションの保
存場所を示すアプリケーション保存場所情報などが記録されている。保存データに関して
は、保存されているストレージシステムを示す情報，対応する管理情報を示す情報，スト
レージシステム上のアドレスを示す情報が記録されている。保存ソフト環境に関しては、
保存されているストレージシステムを示す情報，ストレージシステム上のアドレスを示す
情報が記録されている。
【００４０】
　なお、保存データ移行時期情報は、保存管理サーバ２０の管理の下で保存データを移行
するための設定データであり、図５に示した例では、ストレージシステム３０の保存デー
タは、１週間経過するとストレージシステム４０へと移行され、ストレージシステム４０
の保存データは、１ヶ月経過するとストレージシステム５０へと移行される設定とされて
いる。本実施例では、保存移行時期情報は、ホストコンピュータ１０や端末装置２５など
から設定変更が可能とされている。
【００４１】
　（８）．保存管理サーバ２０は、データ移行情報を更新した後、ホストコンピュータ１
０に対して、ストレージシステム３０の保存データをストレージシステム４０に移行した
旨を通知し（ステップＳ１８０）、関連付け格納処理を終了する。
【００４２】
　ホストコンピュータ１０は、データ移行の通知によって、移行された保存データがスト
レージシステム３０には無いことを知ることができる。保存管理サーバ２０は、移行され
た保存データの受け渡しをホストコンピュータ１０から要求された場合には、その保存デ
ータの保存場所をホストコンピュータ１０に通知することによって、ホストコンピュータ
１０による保存データへの直接的なアクセスを可能とすることとしても良いが、本実施例
では、ストレージシステム３０に保存データを複製することによってホストコンピュータ
１０による保存データへのアクセスを可能としている。
【００４３】
　　Ａ－（２－２）．関連付け移行処理：
　図６は、保存管理サーバ２０が実行する関連付け移行処理を示すフローチャートである
。図７は、関連付け移行処理におけるデータのやり取りの様子を示す説明図である。関連
付け移行処理とは、ストレージシステム４０に保存されている保存データを、ストレージ
システム５０に移行するための処理であり、本実施例では、ソフトウェアに基づく保存管
理サーバ２０の動作によって実現される処理である。関連付け移行処理の実行は、ホスト
コンピュータ１０から保存管理サーバ２０に対して保存データの移行が要求された場合や
、端末装置２５によってユーザからの保存データの移行指示の入力があった場合に行うこ
ととしても良いが、本実施例では、ストレージシステム４０における保存データの保存期
間が所定期間を経過した場合に行われる。
【００４４】
　　図６に示す関連付け移行処理の各処理は、保存管理サーバ２０内で所定のプログラム
が実行されることにより実現される。（１）．保存管理サーバ２０は、図６に示した関連
付け移行処理を開始すると、図５に示したデータ移行情報の保存データ保存場所情報を参
照して、移行対象の保存データに対応する管理情報をＳＡＮ経由でストレージシステム４
０から読み出す（ステップＳ２１０）。
【００４５】
　（２）．その後、図５に示したデータ移行情報のＯＳ保存場所情報，コンフィギュレー
ション保存場所情報，アプリケーション保存場所情報を参照して（ステップＳ２２０）、
読み出した管理情報に含まれる動作環境特定情報により特定されるソフトウェア動作環境
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と同一のものが、既に保存ソフト環境としてストレージシステム５０に保存されているか
否かを判断する（ステップＳ２２５）。
【００４６】
　（３）．同一の保存ソフト環境がストレージシステム５０に保存されていない場合には
、ストレージシステム５０に保存されていない保存ソフト環境をストレージシステム４０
からストレージシステム５０へと複製する（ステップ２３０）。例えば、保存ソフト環境
のうちＯＳ，コンフィギュレーション，アプリケーションの全てがストレージシステム５
０に保存されていなければ、保存ソフト環境の全てをストレージシステム５０に複製し、
保存ソフト環境のうちの一部がストレージシステム５０に保存されていなければ、その一
部のみをストレージシステム５０に複製する。保存ソフト環境の全てがストレージシステ
ム５０に保存されている場合には、保存ソフト環境の複製を行わずに次の処理へと移る。
【００４７】
　（４）．次に、保存管理サーバ２０は、移行対象の保存データをストレージシステム４
０からＳＡＮ経由でストレージシステム５０へと複製した後（ステップＳ２４０）、（５
）．読み出した管理情報の更新を行う（ステップＳ２５０）。管理情報の更新内容として
は、移行日時の追加や、保存データのポインタの変更，保存ソフト環境のポインタの変更
などがある。保存データのポインタは、移行先のストレージシステム５０上の格納場所を
示すポインタである。保存ソフト環境のポインタは、保存ソフト環境を移行した場合には
、移行先のストレージシステム５０上の格納場所を示すポインタであり、同一の保存ソフ
ト環境がストレージシステム５０に保存されていると判断された場合には、その同一の保
存ソフト環境のストレージシステム５０上の格納場所を示すポインタである。
【００４８】
　（６）．保存管理サーバ２０は、更新した管理情報をＳＡＮ経由でストレージシステム
５０に格納する（ステップＳ２６０）。更新した管理情報には、ストレージシステム５０
上の保存データおよび保存ソフト環境の各ポインタと、動作環境特定情報とが含まれるた
め、ストレージシステム５０上の保存データは、環境特定情報および保存ソフト環境に関
連付けられた態様で保存されることとなる。同一の保存ソフト環境がストレージシステム
５０に保存されていると判断された場合における関連付けの例として、図７には、ストレ
ージシステム５０に保存されている保存データ２,３に、保存ソフト環境であるＯＳ２，
コンフィギュレーション２，アプリケーション２が共通して関連付けられている様子が示
されている。なお、ストレージシステム５０によって保存される各種データは、オフライ
ンで保管されることとなるテープカートリッジに保存されるため、互いに関連付けられて
いる管理情報,保存データ,保存管理情報は、単一のテープカートリッジ内に格納すること
が望ましい。
【００４９】
　（７）．保存管理サーバ２０は、管理情報をストレージシステム５０に格納した後、ス
トレージシステム４０に対して複製を終えた保存データおよびそのデータに関連付けて保
存されているデータの消去を指示する（ステップＳ２７０）。なお、本実施例では、移行
対象データをストレージシステム４０からストレージシステム５０へと複製した後（ステ
ップＳ２３０,Ｓ２４０）、複製を終えた移行対象データの消去をストレージシステム４
０に指示する（ステップＳ２７０）こととしたが、保存管理サーバ２０がストレージシス
テム４０またはストレージシステム５０に対して移行対象データを指定すれば、その後、
保存管理サーバ２０が関与しなくとも、移行対象データの移行がストレージシステム３０
とストレージシステム４０との間で実行されるように構成しても良い。
【００５０】
　（８）．保存管理サーバ２０は、保存データの消去を指示した後、保存データおよび保
存ソフト環境の移行を反映させるためにデータ移行情報の更新を行い（ステップＳ２７０
）、関連付け移行処理を終了する。
【００５１】
　　Ａ－（２－３）．復元処理：
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　図８は、データ復元サーバ６０が実行する復元処理を示すフローチャートである。図９
は、復元処理におけるデータのやり取りの様子を示す説明図である。復元処理とは、スト
レージシステム５０に保存されている保存データを、ホストコンピュータ１０とは異なる
アーキテクチャのホストコンピュータ７０によって処理可能とするための処理であり、本
実施例では、ソフトウェアに基づくデータ復元サーバ６０の動作によって実現される処理
である。なお、前述した通り、ホストコンピュータ７０には、ホストコンピュータ１０の
ハードウェア動作環境をソフトウェアにより再現可能なエミュレータがインストールされ
ている。
【００５２】
　復元処理の実行は、保存データの処理を実行するための復元指示がホストコンピュータ
７０からデータ復元サーバ６０に対して入力された場合や、端末装置６５によってユーザ
からの復元指示の入力があった場合に行われる。なお、復元指示には、復元対象である保
存データを示す情報が含まれている。
【００５３】
　図８に示す復元処理の各処理は、データ復元サーバ６０内で所定のプログラムが実行さ
れることにより実現される。（１）．データ復元サーバ６０は、図８に示した復元処理を
開始すると、復元指示を受け付け（ステップＳ３１０）、（２）．図５に示したデータ移
行情報の保存データ保存場所情報を参照して、復元対象の保存データに対応する管理情報
をＳＡＮ経由でストレージシステム５０から読み出す（ステップＳ２１０）。
【００５４】
　（３）．その後、管理情報に含まれる動作環境特定情報により特定されるハードウェア
動作環境に従って、ホストコンピュータ７０にインストールされているエミュレータの動
作環境を設定する（ステップＳ３３０）。図９に示す例では、ホストコンピュータ７０の
メインメモリ７２０にエミュレータが読み込まれ、エミュレータのコンフィギュレーショ
ンＥＭが、ホストコンピュータ１０のハードウェア動作環境に従って設定される。コンフ
ィギュレーションＥＭの設定に伴って、ホストコンピュータ１０のメインメモリ１２０に
相当する再現メモリＶＭがエミュレータ上に確保される。
【００５５】
　（４）．データ復元サーバ６０は、エミュレータのハードウェア動作環境を設定した後
、復元対象の保存データに関連付けられている保存ソフト環境を、管理情報に基づいてＳ
ＡＭ経由でストレージシステム５０から読み出す（ステップＳ３４０）。
【００５６】
　（５）．その後、管理情報に含まれる環境特定情報により特定されるソフトウェア動作
環境に従って、ストレージシステム５０から読み出した保存ソフト環境を、ホストコンピ
ュータ７０に設定されたエミュレータに対してインストールする（ステップＳ３５０）。
これによって、エミュレータの再現メモリＶＭには、ホストコンピュータ１０のソフトウ
ェア動作環境が格納される。
【００５７】
　（６）．データ復元サーバ６０は、ホストコンピュータ７０のエミュレータに保存ソフ
ト環境をインストールした後、復元対象の保存データをストレージシステム５０から読み
出す（ステップＳ３６０）。（７）．その後、読み出した保存データをホストコンピュー
タ７０のエミュレータに引き渡す（ステップＳ３７０）。これによって、エミュレータの
再現メモリＶＭには、復元対象の保存データが格納される。（８）．データ復元サーバ６
０は、保存データをエミュレータに引き渡した後、ホストコンピュータ７０に対してエミ
ュレータの起動を指示し（ステップＳ３８０）、復元処理を終了する。
【００５８】
　以上説明した電子計算機システムＣＳによれば、ホストコンピュータ１０の動作環境が
ホストコンピュータ７０へと変更された場合であっても、保存管理サーバ２０による関連
付け格納処理（図２，３）によって保存データに関連付けられた動作環境特定情報および
保存ソフト環境に基づいてホストコンピュータ７０の動作環境を整備することができるた
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め、保存データの再現性を向上させることができる。また、ホストコンピュータ７０の動
作環境に対応させたデータ形式等へのコンバートを保存データに対して行うことによって
保存データの再現性を向上させる訳ではないため、保存データの同一性を維持したまま保
存データの再現性を向上させることができる。また、動作環境特定情報および保存ソフト
環境の関連付けによって保存データの再現性を確保するため、一般的ではない特殊なデー
タ形式の保存データについての保存管理の容易化や、異なる動作環境で取り扱われる複数
の保存データの一元的な保存管理の容易化を図ることができる。
【００５９】
　また、保存管理サーバ２０による関連付け移行処理（図６，７）によって、環境特定情
報および保存ソフト環境との関連付けが図られている保存データを、その再現性を維持し
て他のストレージシステムへと移行することができる。また、複数の保存データ間で関連
付けられている保存ソフト環境が同一である場合には、その保存ソフト環境に複数の保存
データを重複して関連付けることによって（図６のステップＳ２２０～Ｓ２５０）、スト
レージシステムの記憶容量を節約することができる。
【００６０】
　また、保存データを処理するために用いていたハードウェア環境をソフトウェアにより
再現可能なエミュレータをホストコンピュータ７０に用意さえすれば、データ復元サーバ
６０による復元処理（図８，９）によって、ホストコンピュータ１０とは動作環境が異な
るホストコンピュータ７０による保存データの処理を実現することが可能となるため、保
存データの復元の容易化を図ることができる。
【００６１】
　また、保存ソフト環境として、ＯＳおよびそのコンフィグレーション、並びにアプリケ
ーションプログラムを保存するため、保存データの復元の際に、ホストコンピュータ１０
のソフトウェア動作環境をより忠実に再現することができる。また、ストレージシステム
３０，４０，５０は、ＲＡＩＤ技術によって管理されるＲＡＩＤストレージシステムであ
るため、保存データの再現性の向上を図りつつ、保存データ並びに環境特定情報，保存ソ
フト環境の各データを保存する上での信頼性を向上させることができる。ストレージシス
テム５０は、ストレージシステム４０よりもデータ転送が低速だが安価であり、ストレー
ジシステム４０は、ストレージシステム３０よりもデータ転送が低速だが安価であるため
、保存データの再現性の向上を図りつつ、その価値の経年変化に応じた適切なストレージ
システムへと移行することができる。
【００６２】
Ｂ．その他の実施形態：
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明はこうした実施の形態に何ら限
定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内において様々な形態で実施し得
ることは勿論である。例えば、電子計算機システムＣＳを構成する各装置間の接続は、フ
ァイバチャンネルによる接続に限るものではなく、ファイバチャンネルとは異なるインタ
フェース、例えば、ＳＣＳＩ(Small Computer System Interface)や、ｉＳＣＳＩ(intern
et SCSI)、ギガビットイーサネット(Gigabit Ethernet)（イーサネット(Ethernet)は、登
録商標），メインフレームシリアルチャンネル，メインフレームファイバチャンネルなど
の種々のインタフェースによる接続であっても良い。また、本発明は、ＳＡＮやＮＡＳに
よる各装置間の接続形態に限るものではなく、種々の接続形態に適用することが可能であ
る。また、データライフサイクルマネージメントシステムＤＬＭＳにおける各ストレージ
システム間の保存データのやり取りは、保存管理サーバ２０を介して間接的にやり取りす
るのではなく、保存管理サーバ２０の指示に従ってストレージシステム間で直接的にやり
取りすることとしても良い。
【００６３】
　また、本実施例では、ホストコンピュータ７０に対して復元処理を行うこととして説明
したが、動作環境が変更されたホストコンピュータ１０に対して、ホストコンピュータ７
０と同様に復元処理を行うこととしても良い。また、本実施例では、保存管理サーバ２０
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によって各種の処理を行うこととしても良い。また、ストレージシステム３０，４０，５
０は、前述したタイプのストレージシステムに限るものでなく、磁気ディスクストレージ
システムまたは光ディスクストレージシステム，半導体メモリストレージシステム,磁気
テープストレージシステムなど種々のストレージシステムを採用することができる。
【００６４】
　また、関連付け格納処理における複製処理（図２のステップＳ１２０）にて複製される
ソフトウェア動作環境は、動作環境特定情報で特定されるものを複製するのではなく、ホ
ストコンピュータ１０のシステムディスク１３０の内容を全て複製することとしても良い
。また、本実施例では、ストレージシステム５０の保存データについての復元処理を示し
たが、ストレージシステム４０の保存データについても同様に復元処理を行うこととして
も良い。
【００６５】
　また、エミュレータによって保存データを処理するホストコンピュータ７０について、
関連付け格納処理をホストコンピュータ１０と同様に実行することによって、エミュレー
タを含むホストコンピュータ７０の動作環境を保存データと共に保存することとしても良
い。これによって、保存データの再現性を更に向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】電子計算機システムＣＳの構成を示す説明図である。
【図２】保存管理サーバ２０が実行する関連付け格納処理を示すフローチャートである。
【図３】関連付け格納処理におけるデータのやり取りの様子を示す説明図である。
【図４】管理情報の一例を示す説明図である。
【図５】データ移行情報の一例を示す説明図である。
【図６】保存管理サーバ２０が実行する関連付け移行処理を示すフローチャートである。
【図７】関連付け移行処理におけるデータのやり取りの様子を示す説明図である。
【図８】データ復元サーバ６０が実行する復元処理を示すフローチャートである。
【図９】復元処理におけるデータのやり取りの様子を示す説明図である。
【符号の説明】
【００６７】
　　１０...ホストコンピュータ
　　２０...保存管理サーバ
　　２５...端末装置
　　３０，４０，５０...ストレージシステム
　　６０...データ復元サーバ
　　６５...端末装置
　　７０...ホストコンピュータ
　ＣＳ...電子計算機システム
　ＤＬＭＳ...データライフサイクルマネージメントシステム
　ＨＳ１...ホストコンピュータシステム
　ＨＳ２...ホストコンピュータシステム
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