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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ファイルディレクトリのもとに管理する複数のファイルを保持する既存の第１のネット
ワークストレージと、仮想一元化装置を備えた第２のネットワークストレージとがネット
ワークに接続されたシステムにおいて、前記ネットワークに接続したクライアントに対し
て前記第１、第２のネットワークストレージを単一のネットワークストレージに見せるた
めに仮想一元化ファイルシステムを構築する仮想一元化方法であって、
　前記第２のネットワークストレージによって、前記第１のネットワークストレージのＩ
Ｐアドレスと名前情報を含む基本設定情報を読み出すステップと、
　前記第２のネットワークストレージによって、前記仮想一元化装置内の管理手段に前記
読み出した第１のネットワークストレージのＩＰアドレスと名前情報を設定し、かつ前記
仮想一元化装置内のホストテーブルに該名前情報を登録し、もって前記第１のネットワー
クストレージを前記仮想一元化ファイルシステムのメンバとして登録するステップと、
前記第２のネットワークストレージによって、前記第１のネットワークストレージのファ
イルの実体を除いたファイルディレクトリ構造を前記仮想一元化装置内に生成した一元管
理ディレクトリに複写し、かつ該一元管理ディレクトリのファイルディレクトリ構造上の
各ファイルの位置にそれらファイルの実体の格納元である前記第１のネットワークストレ
ージを示す識別子を記録することで前記第１のネットワークストレージのファイルディレ
クトリ構成を継承した一元管理ディレクトリを形成するステップとを備え、
　もって前記一元管理ディレクトリのもとにファイルを管理する前記仮想一元化ファイル



(2) JP 4240930 B2 2009.3.18

10

20

30

40

50

システムを構築する複数ネットワークストレージの仮想一元化方法。
【請求項２】
　請求項１記載の複数ネットワークストレージの仮想一元化方法において、前記一元管理
ディレクトリを形成するステップの後に、更に前記第１のネットワークストレージに存在
するファイルを前記第２のネットワークストレージに移動するステップを有することを特
徴とする複数ネットワークストレージの仮想一元化方法。
【請求項３】
　請求項１記載の複数ネットワークストレージの仮想一元化方法において、
前記一元管理ディレクトリを形成するステップの後に、更に、前記クライアントからのフ
ァイルアクセス要求を受け付け処理するステップを含み、
　前記クライアントが該ファイルアクセス要求を発行すると、前記一元管理ディレクトリ
を参照してアクセス対象ファイルを保持するネットワークストレージを特定し、特定した
ネットワークストレージに対して該ファイルアクセス要求を発行することを特徴とする複
数ネットワークストレージの仮想一元化方法。
【請求項４】
　ネットワークを介して接続された外部のネットワークストレージと自らが所有するスト
レージ装置とを、前記ネットワークに接続されたクライアントに対して単一のネットワー
クストレージに見せるために仮想一元化ファイルシステムを構築する仮想一元化装置を備
えたネットワーストレージ装置であって、前記仮想一元化装置は、
　前記外部のネットワークストレージのＩＰアドレスと名前情報を含む基本設定情報を読
み出す設定情報読み出し手段、
　前記外部のネットワークストレージのＩＰアドレスと名前情報を内部に設定する管理手
段、
　前記外部のネットワークストレージの名前情報をホストテーブルに登録し、もって前記
外部のネットワークストレージを前記仮想一元化ファイルシステムのメンバとして登録す
るメンバ登録手段、
　前記外部のネットワークストレージのファイルディレクトリ構造を、該ネットワークス
トレージに格納されたファイルの実体を除いて前記仮想一元化装置内に生成した一元管理
ディレクトリに複写する複写手段、
　前記一元管理ディレクトリの前記複写されたファイルディレクトリ構造上の各ファイル
の位置に、それらのファイルの実体の格納元である前記外部のネットワークストレージを
示す識別子を記録し、もって前記外部ネットワークストレージのファイルディレクトリ構
造を継承した一元管理ディレクトリを形成するマッピング手段、及び
　前記ネットワークを介してファイルアクセス要求を受け付け、前記一元管理ディレクト
を参照してアクセス対象のネットワークストレージを特定し、特定したネットワークスト
レージに前記ファイルアクセス要求を転送する要求処理手段を含むことを特徴とするネッ
トワークストレージ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数ネットワークストレージの仮想化方法に関連し、特に複数のファイルシス
テムをクライアント計算機に対して仮想的に単一のファイルシステムに見せるための方法
および装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、データはクライアント計算機に直接接続したストレージ（ＤＡＳ:Ｄｉｒｅｃｔ　
Ａｔｔａｃｈｅｄ　Ｓｔｏｒａｇｅ）に格納されていた。ＤＡＳ上のデータは直接接続し
ているクライアント計算機を介してのみアクセス可能であるため、クライアント計算機が
他のクライアント計算機に接続したＤＡＳのデータをアクセスする場合には、ＤＡＳが接
続している計算機を経由してデータをアクセスする必要があった。
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【０００３】
しかしながら、近年のネットワーク技術の発展により個々のクライアント計算機に格納す
べきデータ量が飛躍的に増大している。それに伴い、これらのデータを効率良く管理した
いというニーズも増大し、ＤＡＳに代わりネットワークに接続したストレージシステム（
ネットワークストレージ）が導入されるようになってきた。ネットワークストレージを導
入することにより、複数のクライアント計算機間でデータを共有できるため、管理者は共
有データを効率良く管理することができる。
【０００４】
ネットワークストレージの例としては、ＳＡＮ（Ｓｔｏｒａｇｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ）で接続されてブロックアクセスを提供するＳＡＮストレージ、ＩＰネットワークや
Ｉｎｆｉｎｉｂａｎｄ等で接続されてファイルアクセスを提供するＮＡＳ（Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ　Ａｔｔａｃｈｅｄ　Ｓｔｏｒａｇｅ）がある。その中でもＮＡＳは、ＳＡＮストレー
ジに比べて安価であり、かつＮＦＳ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｆｉｌｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）やＣＩ
ＦＳ（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｆｉｌｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）のような複数の標準
的なファイルアクセスプロトコルを用いて複数のクライアント計算機が簡単にファイルを
共有することができるため、その市場は拡大している。
【０００５】
このように、ネットワークストレージは、管理者が効率的に複数クライアント計算機の共
有データを一括して管理できるため、世の中に広く受け入れられている。ところが、ネッ
トワーク技術の発展によって、複数のクライアント計算機が扱う共有データ量がさらに増
大し、１台のネットワークストレージには格納できなくなりつつある。格納すべきデータ
量が１台のネットワークストレージの容量を超えてしまう場合には、管理者は新しいネッ
トワークストレージを用意して、以下の作業を行なわなければならない。
【０００６】
　まず、新しいネットワークストレージをネットワークに接続してＩＰアドレスや名前を
つけるといった基本的な設定を行なう。次に、複数のクライアント計算機が複数ネットワ
ークストレージ中のどれを共有するかという共有設定を再度行なう必要がある。例えば、
２つのクライアント計算機が１台のネットワークストレージを共有していた場合を想定す
る。新しいネットワークストレージを追加した場合、管理者は、第一のクライアント計算
機が設置済ネットワークストレージを使用し、第二のクライアント計算機が新ネットワー
クストレージを使用するように設定を変更する。このように複数クライアント計算機にお
ける共有設定を変更した場合には、管理者が設置済ネットワークストレージ上にある第２
のクライアント計算機のデータを、新しく共有する新ネットワークストレージに明示的に
移動しなければならない。これらの管理コストは管理すべきネットワークストレージの数
が多いほど膨張する。
【０００７】
管理コストを抑える方法としては、複数のネットワークストレージをクライアント計算機
からは仮想的に単一のストレージシステムに見せ、新たなネットワークストレージを追加
してもシステム全体に影響が及ばないようにするネットワークストレージの仮想化技術が
開示されている。
【０００８】
例えば、特開平２００２－９９５１９では、既存のファイルサーバの容量が不足してサー
バの容量を増加したい場合において、既存のファイルサーバにディスク増設を行うための
専門知識や拡張用の機器類、およびその作業を一切不要として、ネットワークに接続した
複数のファイルサーバシステムをクライアントからは単一の動的仮想ファイルサーバに見
せるための動的ファイルサーバシステムを構築する方法が記載されている。サーバ計算機
が、動的仮想ファイルサーバに加入する旨の宣言情報を前記ネットワーク上に送出すると
、動的仮想ファイルサーバの各メンバは、宣言情報を受け取り内容を解釈して、各メンバ
が保持する動的仮想ファイルサーバの管理情報を更新する。このように宣言情報を送出し
たサーバ計算機を動的仮想サーバのメンバに加えることで、動的仮想ファイルサーバを運
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用しつつ、その容量を拡張できる。（第１の公知例）
特開平２００１－５１８９０では、ネットワーク上に分散した複数のファイルサーバの台
数やストレージ装置の接続状態を意識させないための仮想分散ファイルサーバシステムに
ついて記載されている。仮想分散ファイルサーバシステムは、マルチキャスト可能なネッ
トワークに接続された複数のファイルサーバに分散して実装される。各ファイルサーバは
、仮想分散ファイルサーバシステムとそのファイルを実際に管理するローカルファイルシ
ステムとの間のマッピング情報を保持するマッピングテーブルを持つ。さらに、各ファイ
ルサーバは、クライアントからマルチキャストされたファイルアクセス要求を受け取り、
マッピングテーブルを参照して、自分がその要求を処理するのに最適なファイルサーバで
あると認識した場合にのみ、サーバ内のローカルファイルシステムにアクセスして、ファ
イルアクセス操作を行う。クライアントは、仮想分散ファイルサーバを介して、ネットワ
ーク上に分散した複数ファイルサーバにアクセスするため、複数のファイルサーバの存在
を意識せずにシステムを拡張できる。（第２の公知例）
特開平５－２４１９３４には、複数ファイルシステムの実際の配置状態に関係なく仮想的
に単一のファイルシステムとして見せる機能を持つ仮想ファイルシステムが記載されてい
る。仮想ファイルシステムは、複数サーバのうちの一つに存在し、クライアントからのフ
ァイルアクセス要求を全て受け付け、複数ファイルシステムを１つの木構造で管理する手
段を持つ。クライアントは仮想ファイルシステムの存在するサーバに対してファイルアク
セス要求を発行する。仮想ファイルシステムは、クライアントからのファイルアクセス要
求に対して、要求されたファイルが存在するサーバのファイルシステムを調査し、ファイ
ルが存在するサーバに対してアクセス要求を発行し、データをクライアントに送り返す。
クライアントと仮想ファイルシステムの各メンバは、仮想ファイルシステムの情報のみを
知っていればよいので、サーバ増設によるシステム変更を容易に実現できる。（第３の公
知例）
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、上記第１、第２および第３の公知例で記載されているネットワークストレージ
の仮想化技術では、新しいネットワークストレージを増設する場合に、設置済ネットワー
クストレージがすでに仮想一元化ファイルシステムにより一元管理されていることが前提
である。また、仮想一元化ファイルシステムに属する全てのメンバが、仮想一元化に関す
る情報を持つ必要がある。例えば、第１の公知例では、仮想一元化ファイルシステムに属
する全てのメンバが、仮想一元化ファイルシステムを構成するメンバ情報をもつ必要があ
る。また第２の公知例では、仮想一元化ファイルシステムに属する全てのメンバが、仮想
一元化ファイルシステムとローカルファイルシステムのマッピング情報を持つ必要がある
。第３の公知例では、全メンバが仮想一元化ファイルシステムの存在するサーバ情報を持
つ必要がある。
【００１０】
　一般に、管理者がネットワークストレージを導入する場合、その容量が足りなくなるこ
とを想定していない。まず、ネットワークストレージを1台購入しオフィス等で運用する
。そして、容量が足りなくなった場合に、新しいネットワークストレージを買い足す。1
台のネットワークストレージのみで運用されている状態では、そのネットワークストレー
ジを仮想一元化する必要性がないため、仮想一元化機能は必要ない。容量不足により、新
しいネットワークストレージを購入してはじめて、管理者は管理コストを削減するために
、一元管理しようとする。ところが、設置済のネットワークストレージは仮想一元化機能
を持たないため、公知の方法では管理者が設置済ネットワークストレージのディレクトリ
ツリー構造を保って仮想一元化することはできない。
【００１１】
この問題点を解決するために、設置済ネットワークストレージが仮想一元化機能を使用せ
ずに運用している状況で、新しいネットワークストレージを増設した場合でも、設置済ネ
ットワークストレージのディレクトリツリー構造を継承しつつ、仮想一元化する必要があ
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る。
【００１２】
また、ネットワークストレージはほとんどの場合、アプライアンス装置として提供される
。アプライアンス装置は、管理者の管理コストを低減するため、管理者が設定可能な情報
が限定されている。そのため、仮想一元化されずに運用していた設置済ネットワークスト
レージを一元管理しようとしても、先に述べたような仮想一元化するための特別な情報を
設定することができず、結果として一元管理することはできない。
【００１３】
この問題点を解決するために、設置済ネットワークストレージと新しいネットワークスト
レージとを仮想一元化する場合に、設置済ネットワークストレージには特別な情報を設定
することなく仮想一元化する必要がある。
【００１４】
さらに、複数のクライアント計算機が設置済ネットワークストレージを共有する状況にお
いて、仮に新しいネットワークストレージを増設して設置済ネットワークストレージを仮
想一元化できたとしても、クライアント計算機における共有設定を新しいネットワークス
トレージへと変更しなければならない。共有設定の変更するには、クライアント計算機の
運用を一旦停止する必要があり、管理コストが増大する。
【００１５】
この問題点を解決するために、クライアント計算機におけるネットワークストレージの共
有設定を変更することなく、すなわち、クライアント計算機は設置済ネットワークストレ
ージを共有するように設定したままで、設置済ネットワークストレージと新ネットワーク
ストレージを仮想一元化する必要がある。
【００１６】
本発明の第１の課題は、管理者が設置済ネットワークストレージの容量が足りなくなって
新しいネットワークストレージを増設する場合に、設置済ネットワークストレージに仮想
一元化機能がなくても簡単に設置済ネットワークストレージのディレクトリ構造、ファイ
ル構造を継承して、その容量を拡張することができる仮想一元化方法を提供することにあ
る。
【００１７】
本発明の第２の課題は、設置済ネットワークストレージと新しいネットワークストレージ
を仮想一元化する場合に、設置済ネットワークストレージには特別な情報を設定せずに簡
単に一元管理することができる仮想一元化方法を提供することにある。
【００１８】
本発明の第３の課題は、クライアント計算機における設置済ネットワークストレージの共
有設定を変更することなく、設置済ネットワークストレージと新ネットワークストレージ
を一元管理することができる仮想一元化方法を提供することにある。
【００１９】
【課題を解決するための手段】
本発明の第１の課題は、新ネットワークストレージ上の仮想一元化装置に、設置済ネット
ワークストレージのファイルシステムと新ネットワークストレージのファイルシステムを
１つのディレクトリツリー構造で管理する一元管理ディレクトリと、仮想一元化装置を構
成するメンバ情報を保持するテーブルと、管理者からの構成変更要求を受け付け仮想一元
化装置全体を管理する管理手段と、仮想一元化されていない設置済ネットワークストレー
ジの設定情報を読み出す設定情報読み出し手段と、設置済ネットワークストレージを仮想
一元化装置のメンバに登録するメンバ登録手段と、読み出した設定情報を利用して設置済
ネットワークストレージに搭載したファイルシステム上のディレクトリツリー構造を一元
管理ディレクトリに複写する手段を設けることで解決できる。
【００２０】
本発明の第２の課題は、第１の課題を解決する手段に加えて、新ネットワークストレージ
上の仮想一元化装置に、ファイルを格納するネットワークストレージを決定するマッピン
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グ手段と、クライアント計算機からのファイルアクセス要求を受け付け、マッピング手段
により決定したネットワークストレージに対して標準ファイルアクセスプロトコルを用い
てアクセスする要求処理手段を設けることで解決できる。
【００２１】
本発明の第３の課題は、第１および第２の課題を解決する手段に加えて、設置済ネットワ
ークストレージの設定情報と新ネットワークストレージの設定情報を置き換える設定情報
置き換え手段を設けることで解決できる。
【００２２】
仮想一元化されていない設置済ネットワークストレージの容量が足りなくなり、新しいネ
ットワークストレージを増設した場合にも、新しいネットワークストレージの仮想一元化
装置が、設置済ネットワークストレージの設定情報を読み出して、設置済ネットワークス
トレージを仮想一元化装置の構成メンバに登録し、設置済ネットワークストレージに搭載
したファイルシステム上のディレクトリツリー構造を新ネットワークストレージの仮想一
元化装置に複写することで、設置済ネットワークストレージのディレクトリツリー構造と
ファイル構造を継承して仮想一元化されていない設置済ネットワークストレージと新しい
ネットワークストレージを仮想一元化することができる。
【００２３】
また、クライアント計算機からファイルアクセス要求が発行されると、仮想一元化装置が
そのファイルアクセス要求を受け付け、マッピング手段を利用して、アクセス対象ファイ
ルの存在するネットワークストレージを特定し、特定したネットワークストレージに対し
て標準ファイルアクセスプロトコルによりファイルアクセス要求を発行することで、設置
済ネットワークストレージに特別な情報を設定することなく、仮想一元化されていない設
置済ネットワークストレージと新ネットワークストレージを仮想一元化することができる
。
【００２４】
さらに、新ネットワークストレージ上の仮想一元化装置が、設置済ネットワークストレー
ジの設定情報と、新ネットワークストレージの設定情報の入れ替えを行ない、新ネットワ
ークストレージが設置済ネットワークストレージに成り代わることで、クライアント計算
機におけるネットワークストレージの共有設定を変更することなく、設置済ネットワーク
ストレージと新ネットワークストレージを仮想一元化することができる。
【００２５】
【発明の実施の形態】
＜代表的な発明の実施の形態＞
　図１に本発明の実施例であるネットワークストレージシステムを示す。ネットワークス
トレージシステムは、クライアント１００～１０１、ネットワーク１０２、設置済ネット
ワークストレージ１０３、新ネットワークストレージ１０４で構成する。以下の説明では
、当初、クライアント１００～１０１が設置済ネットワークストレージ１０３のみを使用
してファイル共有を行なっており、新ネットワークストレージ１０４を増設して、設置済
ネットワークストレージ１０３の容量不足を補う場合について詳細に説明する。また、本
実施例では、増設処理と同等の処理を行なうことで、設置済ネットワークストレージ１０
３を新しいネットワークストレージ１０４に置き換える（リプレースする）ことも可能で
あるため、このリプレース処理についても詳細に説明する。
【００２６】
新ネットワークストレージ１０４をネットワークに接続していない状況では、クライアン
ト１００～１０１は、設置済ネットワークストレージ１０３に対してのみファイルアクセ
ス要求を発行する。
【００２７】
クライアント１００～１０１は、ＮＦＳ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｆｉｌｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）ク
ライアントプログラムあるいは、ＣＩＦＳ（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｆｉｌｅ
　Ｓｙｓｔｅｍ）を介して、ネットワーク１０２経由で、設置済ネットワークストレージ
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１０３あるいは新ネットワークストレージ１０４にアクセスする。ここで、クライアント
としてＮＦＳとＣＩＦＳのみを例にとったが、これ以外の標準的なファイルアクセスプロ
トコルを利用してもよい。その他のファイルアクセスプロトコルとしては、ＡＦＰ（Ａｐ
ｐｌｅ　Ｆｉｌｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）やＮＣＰ（Ｎｅｔｗａｒｅ　Ｃｏｒｅ　Ｐｒｏｔ
ｏｃｏｌｓ）等がある。
設置済ネットワークストレージ１０３は、ネットワークインタフェース１１０、リモート
制御手段１１１、ストレージ装置１１２、管理手段１１３で構成する。設置済ネットワー
クストレージ１０３は、専用装置であってもよいし、ストレージ装置を有する汎用サーバ
、ワークステーション、あるいはＰＣにリモート制御手段を搭載してもよい。
【００２８】
ネットワークインタフェース１１０は、ネットワーク１０２を介してクライアント１００
～１０１と設置済ネットワークストレージ１０３が通信するためのインタフェースである
。
【００２９】
リモート制御手段１１１は、ネットワーク１０２上に接続したクライアント１００～１０
１からのマウント要求およびファイルの生成要求、読み出し要求、書きこみ要求、あるい
はディレクトリの生成、ディレクトリの削除等を行なう。マウントとは、ネットワークを
介してアクセスするネットワークストレージのファイルシステムをクライアント計算機の
ファイルシステムの一部分にする処理である。マウント処理により、クライアントはネッ
トワーク上に分散するストレージ装置をあたかもクライアントのローカルファイルシステ
ムのようにアクセスできる。リモート制御手段１１１は、ＮＦＳあるいはＣＩＦＳ等の標
準的なファイルアクセスプロトコルを使用して、クライアント１００～１０１と通信を行
なう。例えば、ＮＦＳプロトコルを使用する場合には、公知のｍｏｕｎｔｄとｎｆｓｄを
使用する。
【００３０】
クライアント１００～１０１は、ストレージ装置に対してファイルハンドルを利用してフ
ァイルアクセス要求を発行する。ファイルハンドルはファイルオブジェクトの識別子であ
り、全ファイルに対して一意であることが保証されている。ファイルオブジェクトとはフ
ァイルあるいはディレクトリのいずれかである。図２にファイルハンドルの構成を示す。
ファイルハンドル２００は、親ディレクトリのｉノード番号フィールド２０１とファイル
オブジェクトのｉノード番号フィールド２０２を含む。
【００３１】
ＮＦＳプロトコルで規定されたファイルやディレクトリに対するアクセス要求としては、
ファイル名を与えてファイルハンドルを取得するＬＯＯＰＵＰ要求、ファイルを生成する
ＣＲＥＡＴＥ要求、ファイルを読み出すＲＥＡＤ要求、ファイルを書きこむＷＲＩＴＥ要
求、ファイルの属性を設定するＳＥＴＡＴＴＲ要求、ファイルの属性を読み出すＧＥＴＡ
ＴＴＲ要求、ファイルを削除するＲＥＭＯＶＥ要求、ファイル名を変更するＲＥＮＡＭＥ
要求、ディレクトリを生成するＭＫＤＩＲ要求、ディレクトリを読み出すＲＥＡＤＤＩＲ
要求、ディレクトリを削除するＲＭＤＩＲ要求がある。
【００３２】
リモート制御手段１１１は、マウント要求およびＬＯＯＰＵＰ要求処理の結果得られるフ
ァイルハンドルを引数として、クライアントからのファイルアクセス要求を受け付け、各
要求を処理して結果をクライアントに返す。
【００３３】
ＣＩＦＳプロトコルを使用する場合には、公知のＳａｍｂａ等を使用すればよい。本実施
例ではクライアントがＮＦＳプロトコルを利用して設置済ネットワークストレージ１０３
にアクセスする。
【００３４】
ストレージ装置１１２にはファイルシステムを搭載する。図３は、ＵＮＩＸ系オペレーテ
ィングシステムにおけるファイルシステムの基本構造を示す。ＵＮＩＸ系のオペレーティ
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ングシステムとしては、サン・マイクロシステムズ社にＳｏｌａｒｉｓ、インターナショ
ナル・ビジネス・マシーン社（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｍａｃ
ｈｉｎｅｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）社のＡＩＸ、ヒューレット・パッカード社（Ｈｅ
ｗｌｅｔｔ－Ｐａｃｋａｒｄ　Ｃｏｍｐａｎｙ）のＨＰ―ＵＸ、Ｌｉｎｕｘ、及び、Ｆｒ
ｅｅＢＳＤ等がある。図３の／、ｄ１、ｄ２、ｄ３はディレクトリ、ｆ１、ｆ２、ｆ３は
ファイルを示す。／はルートディレクトリと呼ばれ、階層ディレクトリの始点である。
【００３５】
管理手段１１３は、設置済ネットワークストレージ１０３に関する基本的な設定情報を管
理し、ファイルアクセス操作の場合はリモート制御手段１１１を呼び出して要求を処理す
る。基本的な設定情報はＩＰアドレス、名前情報、マウントポイント等である。名前情報
には、ホスト名とＮｅｔＢＩＯＳ名の両方がある。その他の設定情報としては、時刻、ア
カウント等がある。管理手段１１３を介したファイルアクセス操作としては、新しく共有
ディレクトリを作成したり、ディレクトリのアクセス権限の変更する処理がある。
【００３６】
管理者は、クライアント１００～１０１上の汎用Ｗｅｂブラウザをユーザインタフェース
として管理手段１１３にアクセスする。あるいは、クライアント上に専用のユーザインタ
フェースプログラムを搭載してそれを用いてもよい。あるいは、設置済ネットワークスト
レージ１０３にコンソールを接続してそれを用いてもよい。管理手段１１３は、クライア
ントがＷｅｂブラウザ等を利用できるように、Ｗｅｂサーバを搭載する。Ｗｅｂサーバは
公知のＡｐａｃｈｅ等を使用する。
【００３７】
新ネットワークストレージ１０４は、ネットワークインタフェース１２０、リモート制御
手段１２１、ストレージ装置１２２、仮想一元化装置１２３で構成する。新ネットワーク
ストレージ１０４は、専用装置であってもよいし、ストレージ装置を有する汎用サーバ、
ワークステーション、あるいはＰＣにリモート制御手段と仮想一元化装置１２３を搭載し
てもよい。ネットワークインタフェース１２０、リモート制御手段１２１、及びストレー
ジ装置１２２の構成は先に説明した設置済ネットワークストレージ１０３の各構成要素と
同じであるため、説明を省略する。
【００３８】
　仮想一元化装置１２３は、設置済ネットワークストレージ１０３と新ネットワークスト
レージ１０４を仮想的に一元管理し、クライアント１００～１０１からは２つのネットワ
ークストレージが仮想的に一つのファイルシステムに見えるようにする。具体的には、ク
ライアント１００～１０１に対して、単一のディレクトリツリー構造を見せる。実施例中
で本発明の特徴を成す部分でる。
【００３９】
仮想一元化装置１２３は、管理手段１３０、要求処理手段１３１、設定情報読み出し手段
１３２、ディレクトリツリー複写手段１３３、設定情報置き換え手段１３４、メンバ登録
手段１３５、ファイル移行手段１３６、マッピング手段１３７、ホストテーブル１４０、
一元管理ディレクトリ１４１で構成する。
【００４０】
　管理手段１３０は、仮想一元化装置１２３に常駐し、クライアントからの管理要求に従
い、ＩＰアドレス、名前情報、マウントポイント等を設定する。また、複数のネットワー
クストレージを仮想一元化する場合に、ホストテーブル１４０、一元管理ディレクトリ１
４１を書き換えたり、設定情報読み出し手段１３２、ディレクトリツリー複写手段１３３
、設定情報置き換え手段１３４、メンバ登録手段１３５、ファイル移行手段１３５、マッ
ピング手段１３６を呼び出して要求を処理する。管理者は、クライアント１００～１０１
上の汎用Ｗｅｂブラウザをユーザインタフェースとして管理手段１３０にアクセスする。
あるいは、クライアント上に専用のユーザインタフェースプログラムを搭載してそれを用
いてもよい。あるいは、新ネットワークストレージ１０４にコンソールを接続してそれを
用いてもよい。Ｗｅｂブラウザ等を利用してアクセスできるように、上記管理手段にＷｅ



(9) JP 4240930 B2 2009.3.18

10

20

30

40

50

ｂサーバ機能を搭載してもよい。Ｗｅｂサーバは公知のＡｐａｃｈｅ等を使用する。本実
施例では、管理手段１３０が複数ネットワークストレージを仮想一元化するだけでなく、
ＩＰアドレス、名前情報、マウントポイント等の基本的な情報も設定するが、仮想一元化
するための管理手段と基本的な情報を設定するための管理手段を分けて設けてもよい。
【００４１】
要求処理手段１３１は、クライアント１００～１０１からのマウント要求とファイルアク
セス要求を処理する。本実施例では、クライアント１００は、前述のＮＦＳプロトコルを
用いて、要求処理手段１３１にアクセスする。仮想一元化装置１２３と設置済ネットワー
クストレージ１０３および新ネットワークストレージ１０４のファイルシステム間もＮＦ
Ｓプロトコルを用いてファイルアクセスを行なうものとする。クライアントがＣＩＦＳク
ライアントである場合には、ＣＩＦＳプロトコルを用いて、要求処理手段１３１にアクセ
スする。その場合、仮想一元化装置１２３の要求処理手段１３１と設置済ネットワークス
トレージ１０３および新ネットワークストレージ１０４のストレージ装置間でのファイル
アクセスは、ＮＦＳプロトコルを使用する。ＣＩＦＳプロトコルを使用したファイルアク
セスは、Ｓａｍｂａ等の公知の技術を用いて実現できるため、ここでは詳細には説明しな
い。要求処理手段１３１が処理するファイルアクセス要求処理については後述する。
【００４２】
設定情報読み出し手段１３２は、設置済ネットワークストレージ１０３から、ＩＰアドレ
ス、名前情報、マウントポイント等の基本的な設定情報を読み出す。設定情報の読み出し
は、設置済ネットワークストレージ１０３の管理手段１１３にアクセスすることで実現で
きる。あるいは、設置済ネットワークストレージ１０３における基本的な設定情報がファ
イルとして存在すれば、そのファイルを読み出すことでも実現できる。あるいは、基本的
な設定情報が設置済ネットワークストレージ１０３の特定領域に書きこまれる場合には、
その領域を読み出すことで実現できる。
【００４３】
ディレクトリツリー複写手段１３３は、設置済ネットワークストレージ１０３のストレー
ジ装置１１２にアクセスし、設定情報読み出し手段１３２により読み出したマウントポイ
ント以下のディレクトリツリー構造とファイル構造を探索して、ディレクトリツリー構造
とファイル構造を仮想一元化装置１２３の一元管理ディレクトリ１４１に複写する。
【００４４】
設定情報置き換え手段１３４は、新ネットワークストレージ１０４の管理手段１３０に設
定したＩＰアドレスと名前情報を設置済ネットワークストレージ１０３の管理手段１１３
に設定する。そして、設定情報読み出し手段１３２により設置済ネットワークストレージ
１０３から読み出したＩＰアドレスと名前情報を新ネットワークストレージ１０４の管理
手段１３０に設定する。このように基本的な設定情報を入れ替えることにより、新ネット
ワークストレージ１０４が設置済ネットワークストレージ１０３に成りかわる。新ネット
ワークストレージ１０４は、設置済ネットワークストレージ１０３のＩＰアドレス、名前
情報を持ち、設置済ネットワークストレージ１０３は新ネットワークストレージ１０４の
ＩＰアドレス、名前情報を持つ。その結果、クライアント１００～１０１の設定を変更す
ることなく、クライアントには、設置済ネットワークストレージ１０３の容量が拡張した
ようにみえる。
メンバ登録手段１３５は、管理手段１３０により起動する。メンバ登録手段１３５は、管
理手段１３０からのメンバ登録要求を受け取ると、ホストテーブル１４０に仮想一元化装
置１２３のメンバとなる、つまり仮想化して単一のネットワークストレージに見せるネッ
トワークストレージを登録する。一元管理ディレクトリ１４１にディレクトリツリー構造
が存在する場合には、新メンバのストレージ装置に一元管理ディレクトリ１４１のディレ
クトリツリー構造を複写する。また、管理手段１３０からメンバ削除要求を受け取ると、
ホストテーブル１４０からメンバ情報を削除する。
【００４５】
ファイル移行手段１３６は、管理手段１３０により起動する。ファイル移行手段１３６は
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、設置済ネットワークストレージ１０３が古くなったり、動作が不安定な場合に、新ネッ
トワークストレージ１０４を設置済ネットワークストレージ１０３に置き換えるためにフ
ァイルを移動する。また、設置済ネットワークストレージ１０３のストレージ装置１１２
の空き容量が少なくなった場合には、設置済ネットワークストレージ１０３から新ネット
ワークストレージ１０４にファイルを移動する。さらに、設置済ネットワークストレージ
１０３と新ネットワークストレージ１０４の間で空き容量に不均衡が生じた場合等に、空
き容量の少ないネットワークストレージから空き容量の多いネットワークストレージに対
してファイルを移動する。
【００４６】
ファイル移行手段１３６におけるファイルの移動は、クライアントからネットワークスト
レージへのファイルアクセスに影響を及ぼさないように、バックグラウンドで少しずつ行
なってもよいし、クライアントからのファイルアクセスを一旦停止して、集中的に行なっ
てもよい。
【００４７】
　ホストテーブル１４０は、仮想一元化装置１２３のメンバ情報を管理する。また、設定
情報置き換え手段１３４により名前情報が置き返られる場合に、ホストテーブル１４０に
保持したネットワークストレージの名前情報も置き換える。ホストテーブル１４０の概要
を図４に示す。ホストテーブル１４０は、仮想一元化装置１２３のメンバとなるネットワ
ークストレージの名前情報とメンバ間で一意なネットワークストレージ識別子との対応付
けを行なう。４０１の行はメンバとなるネットワークストレージのストレージ装置の名前
情報であり、４０２の行は、各ストレージ装置のマウントポイント、４０３の行は各ネッ
トワークストレージのストレージ装置に対応する識別子である。一つのネットワークスト
レージに複数のストレージ装置が存在する場合には、各ストレージ装置に対応して識別子
が登録される。図４では、設置済ネットワークストレージ１０３のネットワークストレー
ジ識別子をＰＳ１、新ネットワークストレージ１０４のネットワークストレージ識別子を
ＰＳ２としてある。
【００４８】
一元管理ディレクトリ１４１は、設置済ネットワークストレージ１０３および新ネットワ
ークストレージ１０４を含むシステム全体のディレクトリツリー構造と、全ファイル識別
子（属性情報）のみを管理する。クライアントには一元管理ディレクトリ１４１のディレ
クトリツリー構造とファイル構造を見せるが、一元管理ディレクトリ１４１上の各ファイ
ルは、各ファイルの実体であるデータを持たない。全データは、設置済ネットワークスト
レージおよび新ネットワークストレージに分散して格納する。
【００４９】
本実施例では、クライアントには仮想的に単一のディレクトリツリー構造を見せる一元管
理ディレクトリ１４１としてファイルシステムを利用する。一般的なファイルシステムは
、ファイルのディレクトリツリー構造とファイル識別子と共に、ファイルの実体であるデ
ータも格納してしまう。そこで、仮想一元化装置１２３は、一元管理ディレクトリ１４１
のファイルシステムにダミーファイルを生成する。ダミーファイルはファイルの実体であ
るデータを持たない。クライアントが仮想一元化装置１２３にファイル生成要求（ＮＦＳ
プロトコルではＣＲＥＡＴＥ要求）を発行すると、要求処理手段１３１は一元管理ディレ
クトリ１４１にファイル構造を作るが、ファイルの実体は設置済ネットワークストレージ
あるいは新ネットワークストレージのファイルシステムに格納する。また、クライアント
１００が仮想一元化装置１２３の要求処理手段１３１にＲＥＡＤ要求を発行すると、要求
処理手段１３１は、一元管理ディレクトリ１４１にアクセスして、ダミーファイルを特定
し、ダミーファイルを利用してファイルの実体を格納するネットワークストレージを決定
する。次に、そのネットワークストレージからファイルの実体であるデータを読み出し、
一元管理ディレクトリ１４１で管理する属性情報とあわせて、クライアントに返送する。
なお、一元管理ディレクトリ１４１は、ディレクトリツリー構造とファイル識別子の管理
さえできればよいため、必ずしもファイルシステムを使用する必要はない。ファイル識別
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子が全ファイルに対して一意であることを保証できれば、データベースを利用してもよい
し、専用のテーブルで管理してもよい。
【００５０】
マッピング手段１３７は、ファイルとファイルの格納先のネットワークストレージとを対
応つける。本実施例では、マッピング手段１３７は、一元管理ディレクトリ１４１に作成
したダミーファイルの中に、ファイルの実体を格納するネットワークストレージの識別子
を格納する。ネットワークストレージの識別子はホストテーブル１４０に登録したシステ
ムに一意な値であり、各ダミーファイルに書きこむネットワークストレージの識別子の決
定方法は、各ネットワークストレージに均等にファイルが分配されるようにする。具体的
には、ＣＲＥＡＴＥ要求によりファイルを新しく生成する場合に、ラウンドロビンでファ
イルの実体を格納するネットワークストレージの識別子を決定する。その他にも、各ネッ
トワークストレージの容量を監視して、格納されている容量が均等になるようにネットワ
ークストレージを決定することもできる。あるいは、特定ディレクトリ以下のファイルを
全て同じネットワークストレージに割り当てることもできる。
【００５１】
本実施例では、ダミーファイルにファイルの実体を格納するネットワークストレージの識
別子を格納する方法をとったが、ダミーファイルではなく、各ディレクトリ毎に保持する
ファイル名とファイルの実体を格納するネットワークストレージの識別子を対応付けるリ
ストを別途保持してもよい。ファイル識別子から、各ファイルの実体を格納するネットワ
ークストレージが一意に決定できる方法であれば、専用のテーブルで管理してもよいし、
他のどのような方法を用いてもよい。
【００５２】
　次に、ディレクトリツリー複写手段１３３が行なうディレクトリツリー複写処理につい
て図５を用いて詳細に説明する。管理手段１３０は、設定情報読み出し手段１３２により
設置済ネットワークストレージ１０３からマウントポイントを読み出すと、次にディレク
トリツリー複写手段１３３を呼び出し、ディレクトリツリー複写処理を行なう。プロセス
５０２では、設置済ネットワークストレージ１０３の未探索のファイルオブジェクトＦが
存在するかをどうかを調査する。未探索のファイルオブジェクトＦが存在する場合はプロ
セス５０４において、ファイルオブジェクトＦがディレクトリであるかどうかを判定する
。ディレクトリの場合、プロセス５０５を行なう。プロセス５０５では、一元管理ディレ
クトリ１４１にディレクトリＦを生成する。ＮＦＳプロトコルを利用する場合には、一元
管理ディレクトリ１４１に対してディレクトリの名前Ｆと親ディレクトリのファイルハン
ドルＨを引数としたＭＫＤＩＲ要求を発行する。ＭＫＤＩＲ要求に対する応答が一元管理
ディレクトリ１４１から返ると、ディレクトリＦの生成処理を終了し、プロセス５０２に
戻る。
　プロセス５０２において未探索のファイルオブジェクトＦがまだ存在する場合には、プ
ロセス５０４を行なう。ファイルオブジェクトＦがファイルの場合、プロセス５０６にお
いて、ホストテーブル１４０を参照して設置済ネットワークストレージ１０３の識別子Ｐ
Ｓを求める。ホストテーブル１４０から設置済ネットワークストレージ１０３の識別子Ｐ
Ｓ１を求められる。ファイルは設置済ネットワークストレージ１０３にのみ存在するため
、識別子ＰＳ１は変わらない。そこで、最初の一回のみプロセス５０６において識別子Ｐ
Ｓ１を求め、後はメモリ等に格納したものをもちいればよい。プロセス５０７では、一元
管理ディレクトリ１４１にプロセス５０６で求めた設置済ネットワークストレージ１０３
の識別子ＰＳ（＝ＰＳ２）をデータに持つダミーファイルＦを生成する。ダミーファイル
Ｆの生成はＣＲＥＡＴＥ命令とＷＲＩＴＥ命令を利用して実現できる。ダミーファイルＦ
を生成後プロセス５０２に戻り処理を継続する。プロセス５０２において未探索のファイ
ルオブジェクトＦがなくなると、ディレクトリツリー複写処理を完了する（プロセス５０
３）。
【００５３】
図６にファイル移行手段１３６によるファイル移行処理の流れの詳細を示す。ファイル移
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行手段１３６は、設置済ネットワークストレージ１０３の空き容量が閾値を下回った場合
や、設置済ネットワークストレージ１０３を新ネットワークストレージ１０４に置き換え
る場合に管理手段１３０により起動される。
【００５４】
ファイル移行処理ではプロセス６０２において移行元のネットワークストレージＰＳｓと
移行先のネットワークストレージのＰＳｄを決定する。プロセス６０３では、ファイル移
行処理の終了条件を満たすかどうかを判定する。例えば、ファイル移行手段１３６が、空
き容量監視結果に従って管理手段１３０により起動された場合には、ファイル移行処理に
よりＰＳｓの空き容量が閾値よりも大きくなれば移行処理は終了する。設置済ネットワー
クストレージ１０３から新ネットワークストレージ１０４へのリプレース要求により、管
理手段１３０がファイル移行手段１３６を起動する場合には、ファイル移行処理の終了条
件はＰＳｓに存在するファイル全てをＰＳｄに移動することとなる。ファイル移行処理は
、プロセス６０３において上記の終了条件を満たすまで、プロセス６０５以下を実行する
。
【００５５】
プロセス６０５では、一元管理ディレクトリ１４１において、未探索のダミーファイルＦ
が存在するかどうかをチェックする。プロセス６０６では、ダミーファイルＦに保持した
ネットワークストレージの識別子ＰＳが移行元ネットワークストレージＰＳｓであるかど
うかを判定する。ＰＳとＰＳｓが一致する場合、すなわちファイルＦの実体がＰＳｓに存
在する場合、プロセス６０７を行なう。プロセス６０７では、要求処理手段１３１におい
て処理中あるいは処理待ちのファイルアクセス要求があるかどうかをチェックする。ファ
イルアクセス要求がなければ、プロセス６０８において、ＰＳｓからＰＳｄにファイルＦ
の実体のコピー処理を開始する。
【００５６】
プロセス６０８のコピー処理は、移行元ネットワークストレージＰＳｓに対してＬＯＯＫ
ＵＰ要求を発行することにより取得したファイルハンドルＨｐｓｓを引数としてＲＥＡＤ
要求を発行する。そして、移行先であるＰＳｄに対して、ファイルＦのＣＲＥＡＴＥ要求
を発行してファイルＦを生成し、ＷＲＩＴＥ要求により、ＰＳｄに対するＲＥＡＤ要求の
返り値であるデータをファイルＦに書きこむ。ＮＦＳプロトコルでは、一定サイズ以上の
ファイルの読み書きは、複数のＲＥＡＤ要求および複数のＷＲＩＴＥ要求を発行すること
により実現する。例えば、ＮＦＳプロトコルでのＲＥＡＤ要求、ＷＲＩＴＥ要求は８１９
２Ｂずつデータを転送する。本実施例では、クライアントからのファイルアクセス要求を
可能な限り停止しないように、ＲＥＡＤ要求およびＷＲＩＴＥ要求を実行する度に、プロ
セス６０９を実行して処理待ちのファイルアクセス要求があるかどうかをチェックする。
処理待ちのファイルアクセス要求が存在する場合には、プロセス６１１を行なう。プロセ
ス６１１では、ＰＳｄにコピー中のファイルＦを廃棄する。ファイルＦの廃棄はＰＳｄに
対してＲＥＭＯＶＥ要求を発行することにより実現する。ＲＥＭＯＶＥ要求の返答を受け
取ると、プロセス６０７に戻り、処理待ちのファイルアクセス要求がなくなるまで待つ。
処理待ちのファイルアクセス要求がなくなると、ファイル移行処理を再開し、ファイルＦ
を再度ＰＳｓからＰＳｄに移動する。ファイルＦのコピー処理が終わるとプロセス６１０
を実行する。
【００５７】
プロセス６１０では、ファイルＦのコピー処理完了後、一元管理ディレクトリ１４１のダ
ミーファイルＦが保持するネットワークストレージの識別子ＰＳをＰＳｓからＰＳｄに変
更し、ＰＳｓからファイルＦを削除する。ファイルＦの削除はＰＳｓに対してＲＥＭＯＶ
Ｅ要求を発行することにより実現する。そしてプロセス６０３に戻り処理を継続する。
【００５８】
図７にメンバ登録手段１３５を用いたメンバ登録処理の流れを示す。クライアントからの
増設要求に従い、管理手段１３０がメンバ登録手段１３５を起動し、メンバ登録処理７０
１が開始される。管理手段１３０からのメンバ登録要求は、登録対象のストレージ装置を
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持つネットワークストレージの名前情報とストレージ装置のファイルシステムのマウント
ポイントを引数とする。プロセス７０２では、管理手段１３０からのメンバ登録要求に従
い、ホストテーブル１４０に登録対象のネットワークストレージの名前ＮＳｎａｍｅとマ
ウントポイントＭを登録し、ネットワークストレージの識別子ＰＳを設定する。プロセス
７０３では、一元管理ディレクトリ１４１にディレクトリツリー構造が存在するかどうか
をチェックする。存在しない場合には、メンバ登録処理を完了する。プロセス７０３にお
いて、一元管理ディレクトリ１４１にディレクトリツリー構造が存在する場合には、プロ
セス７０４を行なう。プロセス７０４では、一元管理ディレクトリ１４１のディレクトリ
ツリーを探索し、未探索のディレクトリＤがあるかどうかをチェックする。未探索のディ
レクトリＤがない場合にはメンバ登録処理を完了する。プロセス７０４において、一元管
理ディレクトリ１４１のディレクトリツリーに未検索のディレクトリＤが存在すれば、プ
ロセス７０５においてネットワークストレージの識別子ＰＳで識別されるネットワークス
トレージのストレージ装置にディレクトリＤを生成する。ディレクトリＤは識別子ＰＳの
ネットワークストレージに対してＭＫＤＩＲ要求を発行することで生成する。生成後プロ
セス７０４に戻り処理を継続する。図７ではメンバ登録処理の流れを説明したが、メンバ
削除処理については登録処理のうちプロセス７０２に相当する処理のみ行なえばよい。具
体的には、ホストテーブル１４０からメンバ削除対象のネットワークストレージに関する
情報を全て削除する。
【００５９】
次に、要求処理手段１３１におけるファイルアクセス要求の処理について説明する。要求
処理手段１３１は、ネットワークストレージが一元管理装置１２３により一元化されてい
る場合にのみ、クライアントからのファイルアクセス要求を受け付け、要求を処理する。
本実施例では、ＮＦＳプロトコルを利用する。
【００６０】
図８にＬＯＯＰＵＰ要求処理の流れを示す。ＬＯＯＫＵＰ要求は、ファイルオブジェクト
の親ディレクトリのファイルハンドルＨと、ファイルオブジェクトの名前Ｆを引数とする
。要求処理手段１３１が、クライアント１００からＬＯＯＰＵＰ要求を受け取ると、図８
のプロセス８０１を呼び出す。プロセス８０２において、ファイルハンドルＨからフィー
ルド２０１に保持されたｉノード番号ＰＩを取りだし、このｉノード番号で識別される一
元管理ディレクトリ１４１に存在する名前Ｆのファイルオブジェクトのｉノード番号Ｉを
取得する。次にプロセス８０３において、親ディレクトリのｉノード番号ＰＩとファイル
オブジェクトＦのｉノード番号Ｉをあわせてファイルハンドルを構成し、それをクライア
ント１００に返す。
ＲＥＡＤＤＩＲ要求の処理はＬＯＯＰＵＰ要求と同様で、対象ディレクトリの情報を読み
出し、クライアント１００に返す。
【００６１】
図９にＣＲＥＡＴＥ要求処理の流れを示す。ＣＲＥＡＴＥ要求は、ファイルを生成するデ
ィレクトリのファイルハンドルＨと、ファイルの名前Ｆを引数とする。要求処理手段１３
１は、ＣＲＥＡＴＥ要求を受け取るとプロセス９０１を呼び出す。プロセス９０２では、
ファイルハンドルＨのフィールド２０２から、ファイルを生成するディレクトリのｉノー
ド番号ＰＩを取りだし、このｉノード番号で識別されるディレクトリにファイルの名前が
Ｆとなるダミーファイルを生成する。プロセス９０３では、マッピング手段１３７および
ホストテーブル１４０を利用して、ＣＲＥＡＴＥ要求対象のファイルを格納するネットワ
ークストレージ識別子ＰＳを決定する。プロセス９０４では、識別子ＰＳをダミーファイ
ルＦに書き込む。書きこみは、例えばＷＲＩＴＥ要求を利用する。プロセス９０５では、
クライアントから送られてきたＣＲＥＡＴＥ要求をネットワークストレージＰＳに対して
発行する。プロセス９０６では、ネットワークストレージＰＳからＣＲＥＡＴＥ要求の応
答が返ると、ダミーファイルＦを生成したディレクトリのｉノード番号ＰＩとダミーファ
イルのｉノード番号Ｉからファイルハンドルを構成して、クライアント１００に返す。
【００６２】
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図１０はＲＥＡＤ要求処理の流れを示す。ＲＥＡＤ要求は、読み出すファイルＦのファイ
ルハンドルＨと読み出すファイルＦの親ディレクトリのファイルハンドルＨｐを引数とす
る。クライアント１００が要求処理手段１３１にＲＥＡＤ要求を発行すると、プロセス１
００１を呼び出す。プロセス１００２では、ファイルハンドルＨからダミーファイルＦを
読み出し、ダミーファイルＦからファイル実体格納先のネットワークストレージＰＳを求
める。プロセス１００３では、ネットワークストレージＰＳからファイルＦの実体に対す
るファイルハンドルＨｐｓを取得する。ファイルハンドルＨｐｓは、ネットワークストレ
ージＰＳに対してＬＯＯＫＵＰ要求を発行することにより取得できる。一度取得したファ
イルハンドルＨｐｓの値とファイルハンドルＨとの対応関係を一元管理ディレクトリ１４
１内部に記録しておくことで次にファイルハンドルＨを用いてＲＥＡＤ要求を発行する場
合には、ＬＯＯＰＵＰ要求を発行しなくてもファイル格納先ネットワークストレージＰＳ
におけるファイルハンドルＨｐｓを取得できる。
【００６３】
プロセス１００４では、取得したファイルハンドルＨｐｓを引数としてＲＥＡＤ要求をネ
ットワークストレージＰＳに発行する。プロセス１００５では、ネットワークストレージ
ＰＳがＲＥＡＤ要求の返り値である読み出し結果を返すと、その結果をクライアント１０
０に返す。
【００６４】
ＷＲＩＴＥ要求もＲＥＡＤ要求の処理とほぼ同じである。プロセス１００３においてＲＥ
ＡＤ要求を識別子ＰＳで識別されるネットワークストレージに発行するかわりに、ＷＲＩ
ＴＥ要求をネットワークストレージＰＳに発行すればよい。ＲＥＮＡＭＥ要求とＲＥＭＯ
ＶＥ要求も同様である。
【００６５】
図１１にＭＫＤＩＲ要求処理の流れを示す。ＭＫＤＩＲ要求は、生成するディレクトリの
名前Ｄと、生成する親ディレクトリのファイルハンドルＨを引数とする。要求処理手段１
３１が、クライアント１００からＭＫＤＩＲ要求を受け付けると、プロセス１１０１を読
み出す。プロセス１１０２では、ファイルハンドルＨのフィールド２０２に保持されたｉ
ノード番号によって識別される一元管理ディレクトリ１４１のディレクトリ内に、名前Ｄ
のディレクトリを生成する。生成したディレクトリのｉノード番号はＩとする。プロセス
１１０３では、ホストテーブル１４０に登録されている全ネットワークストレージに、Ｍ
ＫＤＩＲ要求を発行して名前Ｄのディレクトリを生成する。プロセス１１０４では、ディ
レクトリＤの親ディレクトリのｉノード番号ＰＩと一元管理ディレクトリ１４１に生成し
たディレクトリＤのｉノード番号Ｉからファイルハンドルを生成し、クライアント１００
に返送する。
【００６６】
　ＲＭＤＩＲ要求処理も同じであり、ＭＫＤＩＲ要求をＲＭＤＩＲ要求に変更すればよい
。ＧＥＴＡＴＴＲ要求では、アクセス対象のファイルオブジェクトがディレクトリの場合
、ＭＫＤＩＲ要求処理と同様に、各ネットワークストレージに対して要求を発行してディ
レクトリ属性の読み出しを行う。ＳＥＴＡＴＴＲ要求では同じく各ネットワークストレー
ジに対して要求を発行してディレクトリ属性の設定を行なう。アクセス対象のファイルオ
ブジェクトがファイルの場合、ＲＥＡＤ要求処理と同様ファイル格納先のネットワークス
トレージに発行すればよい。
【００６７】
次に、本実施例における処理全体の流れについて説明する。
管理者が新ネットワークストレージ１０４を購入した場合に行う処理の種類としては、設
置済ネットワークストレージ１０３の容量が足りなくなって、新ネットワークストレージ
１０４を増設する増設処理と、設置済ネットワークストレージ１０３が古くなって、新ネ
ットワークストレージ１０４に置きかえるリプレース処理がある。
【００６８】
最初に増設処理について説明する。
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【００６９】
図１に示すように、新ネットワークストレージ１０４の増設する前、クライアント１００
～１０１は設置済ネットワークストレージ１０３を共有している。本実施例では、クライ
アントと設置済ネットワークストレージ１０３間のファイルアクセスにおいてＮＦＳプロ
トコルを利用するものとする。ＮＦＳプロトコルでは、最初にクライアントが設置済ネッ
トワークストレージ１０３に対してマウント要求を発行して、共有ファイルのルートディ
レクトリ（マウントポイントと呼ぶ）をクライアントのファイルシステムの一部分にマウ
ントする。そこで、設置済ネットワークストレージ１０３のリモート制御手段１１１は、
クライアントからのマウント要求に対して、公知のｍｏｕｎｔｄを利用してマウント要求
に応える。ｍｏｕｎｔｄは、設置済ネットワークストレージ１０３のマウントポイントの
ファイルハンドルをクライアントに返す。以降、クライアントはファイルハンドルを使用
して設置済ネットワークストレージ１０３のファイルにアクセスする。また、設置済ネッ
トワークストレージ１０３の管理手段１１３においてＩＰアドレスｘｘｘｘ、名前ＮＳｏ
ｌｄが設定されているとする。また、マウントポイントは／である。
【００７０】
設置済ネットワークストレージ１０３の空き容量が少なくなると、設置済ネットワークス
トレージ１０３の管理手段１１３は管理者に対して、電子メール等を用いて、空き容量が
少ないため新ネットワークストレージの追加するように、通知する。空き容量の監視およ
び電子メール等による通知方法は公知であるためここでは詳細は説明しない。管理者は通
知を受け取ると、新ネットワークストレージ１０４を設置済ネットワークストレージ１０
３の拡張ストレージとして増設する。
【００７１】
図１２に管理者による新ネットワークストレージの増設手順を示す。増設手順は、電源お
よびネットワークとの接続（ステップ１２０２）、ネットワーク設定（ステップ１２０３
）、増設先ネットワークストレージ指定（ステップ１２０４）、増設処理開始（ステップ
１２０５）、増設処理完了（ステップ１２０６）の順に行なう。
【００７２】
ステップ１２０２において管理者は、新ネットワークストレージ１０４の電源コードをコ
ンセントボックス等に接続し、新ネットワークストレージ１０４を物理的にネットワーク
１０２に接続する。
【００７３】
ステップ１２０３～１２０５は、クライアント上のＷｅｂブラウザ等により全ての入力情
報を新ネットワークストレージ１０４の管理手段１３０に対して設定する。
【００７４】
ステップ１２０３では、管理者はＷｅｂブラウザ経由あるいは、専用のユーザインタフェ
ースプログラムを利用して、新ネットワークストレージ１０４に対して仮のＩＰアドレス
と名前情報を設定する。ＩＰアドレスは、クライアントが静的に与えてもよいし、ＤＨＣ
Ｐサーバ等を用いて動的に与えてもよい。ネットワークの設定を行なうことで、設置済ネ
ットワークストレージ１０３との通信が可能となる。ネットワークアドレスの設定方法は
公知であるため、ここでは詳細を説明しない。本実施例では、新ネットワークストレージ
１０４に与える仮のＩＰアドレスをｙｙｙｙ、名前をＮＳｎｅｗとする。
【００７５】
ステップ１２０４～１２０５における処理は、図１３に示すユーザインタフェース画面を
利用して説明する。
【００７６】
図１３（ａ）および図１３（ｂ）にステップ１２０４～１２０５を実行する場合のＷｅｂ
ブラウザ上あるいは専用ユーザインタフェースプログラムにおけるユーザインタフェース
画面を示す。図１３（ａ）の１３０１は、管理者がステップ１２０４を実行する時のユー
ザインタフェース画面、図１３（ｂ）の１３０２は、管理者がステップ１２０５を実行す
る場合のユーザインタフェース画面である。ユーザインタフェース画面１３０１には、初
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期設定画面として、増設処理あるいはリプレース処理を選択するためのチェックボックス
１３１０～１３１１がある。また、各処理について、増設先あるいはリプレース先のネッ
トワークストレージを選択するリストボックス１３２０～１３２１を用意し、リストボッ
クスの中には増設先あるいはリプレース先候補のネットワークストレージの名前リスト１
３３０を表示する。また、設定した情報を引数として増設処理あるいはリプレース処理を
開始するための適用ボタン１３４０と、設定情報を無効化するためのキャンセルボタン１
３４１を持つ。ネットワークストレージリスト１３３０は、ネットワーク１０２上に存在
する増設あるいはリプレース可能なネットワークストレージのリストであり、新ネットワ
ークストレージ１０４がネットワーク１０２上にブロードキャスト要求等を送出すること
で取得する。リストボックス１３２１にもネットワークストレージリスト１３３０と同様
のリストが表示されるが、本実施例では記載していない。
【００７７】
本実施例では、ネットワークストレージリスト１４３０から増設先あるいはリプレース先
のネットワークストレージの名前情報を選択して設定することにより、設置済ネットワー
クストレージ１０３の共有ファイルのルートディレクトリであるマウントポイントが一意
に決まるとする。具体的には、ネットワークストレージが管理者に公開しているマウント
ポイントがあらかじめ決められているとする。マウントポイントが一意に決まらない場合
には、設置済ネットワークストレージ１０３におけるマウントポイント入力欄を別途設け
、管理者に入力させてもよい。
【００７８】
ステップ１２０４では、管理者は、図１３（ａ）に示すユーザインタフェース画面を利用
して、新ネットワークストレージ１０４の増設先として、容量を増やしたいと考えている
ネットワークストレージを選択する。チェックボックス１３１０を選択し、ネットワーク
ストレージリスト１３３０から、設置済ネットワークストレージ１０３の名前ＮＳｏｌｄ
を選択する。本実施例では、設置済ネットワークストレージ１０３は、名前情報で指定す
るが、名前情報はＮｅｔＢＩＯＳ名、ホスト名のいずれでもよい。あるいはＩＰアドレス
でもよい。
【００７９】
ステップ１２０５では、増設開始コマンドを新ネットワークストレージ１０４に送信する
。増設開始コマンドは、管理者がリストボックス１２２０に設定した設置済ネットワーク
ストレージ１０３の名前を引数とする。ステップ１２０５におけるユーザインタフェース
画面を図１３（ｂ）に示す。図１３（ｂ）のユーザインタフェース画面における各要素は
、図１３（ａ）と同じである。ただし、ステップ１２０４実行後であるため、チェックボ
ックス１３１２がチェックされ、リストボックス１３２２ではＮＳｏｌｄが選択されてい
る。その状態で適用ボタン１３４０をクリックすることにより、新ネットワークストレー
ジ１０３における仮想一元化装置１２３の管理手段１３０に増設開始コマンドと増設先の
ネットワークストレージの名前情報（ここでは、ＮＳｏｌｄ）が書きこまれ、管理者には
増設処理あるいはリプレース処理中である旨が表示される。
【００８０】
ステップ１２０５を実行することにより、増設処理コマンドと増設先として設置済ネット
ワークストレージ１０３の名前ＮＳｏｌｄが新ネットワークストレージ１０４の仮想一元
化装置１２３内の管理手段１３１に書き込まれる。書きこみは、ＨＴＭＬプロトコルのＰ
ＵＴコマンド等を利用して実現できる。そのほかにもＷｅｂ対応のインタフェースを利用
すれば公知の技術で実現できる。管理手段１３０はクライアントからの書きこみを契機と
して新ネットワークストレージ１０４上で増設処理を開始する。管理者は、ユーザインタ
フェース画面に処理完了の旨が表示されるまで待つ。
【００８１】
図１４に新ネットワークストレージ１０４が行う増設処理のフローを示す。新ネットワー
クストレージ１０４が行なう増設処理は、増設先ネットワークストレージのファイル共有
サービス停止（ステップ１４０２）、増設先ネットワークストレージの設定情報の読み出
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し処理（ステップ１４０３）、増設先ネットワークストレージ１０３のメンバ登録処理（
ステップ１４０４）、増設先ネットワークストレージのディレクトリツリー構造の複写処
理（ステップ１４０５）、新ネットワークストレージ１０４のメンバ登録処理（ステップ
１４０６）、設定情報の置き換え処理（ステップ１４０７）、ファイル共有サービス再開
（ステップ１４０８）の順に行なう。ここでは、管理者が増設先ネットワークストレージ
として設置済ネットワークストレージ１０３であるＮＳｏｌｄを選択した場合について説
明する。
【００８２】
ステップ１４０２では、増設処理が終了するまでの間、設置済ネットワークストレージ１
０３のファイル共有サービスを停止する。具体的には、設置済ネットワークストレージ１
０３にアクセスして、ファイル共有サービスがＮＦＳプロトコルを利用している場合には
、マウントポイントのクライアントへの公開を中止する。公開を一旦中止する場合にはｅ
ｘｐｏｒｔｓファイルを変更する等で対処する。クライアントがＣＩＦＳプロトコルを利
用している場合には、ｅｘｐｏｒｔｓを変更しなくともＳａｍｂａサービスを停止すれば
よい。これらの処理を行なわない場合には、管理者がクライアントに対して設置済ネット
ワークストレージ１０３にアクセスしないように電子メール等で通知してもよい。
【００８３】
ステップ１４０３では、設定情報読み出し手段１３２を用いて、設置済ネットワークスト
レージ１０３の基本的な設定情報を読み出す。具体的には、設置済ネットワークストレー
ジ１０３の管理手段１１３にアクセスしてＩＰアドレスｘｘｘｘ、名前ＮＳｏｌｄ、マウ
ントポイント／を読み出し、新ネットワークストレージ１０４の管理手段１３０に保持す
る。
【００８４】
ステップ１４０４では、メンバ登録手段１３５により、図７のメンバ登録処理に従って、
ステップ１４０３で読み出した設定情報をホストテーブル１４０に登録する。図７のプロ
セス７０２では、管理手段１３０からメンバ登録手段１３５に送られた増設先ネットワー
クストレージの名前情報及びマウントポイントをホストテーブル１４０に登録する。増設
先ネットワークストレージ１０３の名前ＮＳｏｌｄ、マウントポイント／であるため、こ
れをホストテーブル１４０に登録し、識別子ＰＳ１を取得する。プロセス７０３では、一
元管理ディレクトリ１４１にディレクトリツリー構造が存在しないため、メンバ登録処理
を完了して管理手段１３０に戻る。
【００８５】
　ステップ１４０５では、管理手段１３０がディレクトリツリー複写手段１３３を呼び出
して、設置済ネットワークストレージ１０３のディレクトリツリー構造を新ネットワーク
ストレージ１０４における仮想一元化装置１２３内の一元管理ディレクトリ１４１に複写
する。設置済ネットワークストレージ１０３から新ネットワークストレージ１０４へのデ
ィレクトリツリー複写処理を図１および図５を使用して詳細に説明する。ディレクトリツ
リー複写処理では、設置済ネットワークストレージ１０３のストレージ装置１１２上のデ
ィレクトリツリー構造とファイル構造を一元管理ディレクトリ１４１に複写する。最初に
マウント要求を発行することにより、設置済ネットワークストレージ１０３におけるスト
レージ装置１１２のファイルシステムをマウントし、そのルートディレクトリ／のファイ
ルハンドルを入手する。プロセス５０２では、ストレージ装置１１２のファイルシステム
に未検索のファイルオブジェクトがあるかどうかをチェックする。プロセス５０４では、
ＬＯＯＫＵＰ要求を発行することにより、未検索のファイルオブジェクトがディレクトリ
かどうかをチェックする。ｄ１はディレクトリであるため、プロセス５０５を行なう。プ
ロセス５０５は、ディレクトリの名前ｄ１と、設置済ネットワークストレージ１０３のデ
ィレクトリｄ１に対するＬＯＯＫＵＰ要求処理の結果取得したディレクトリｄ１の属性情
報を引数としてＭＫＤＩＲ要求を発行し、一元管理ディレクトリ１４１にディレクトリｄ
１を作成する。ディレクトリｄ１生成後、プロセス５０２に戻り、未探索のファイルオブ
ジェクトを調査する。調査の結果、ファイルオブジェクトｄ２が存在し、ディレクトリで
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ある場合、設置済ネットワークストレージからディレクトリｄ２の属性情報を読み出す。
プロセス５０５が、ディレクトリの名前ｄ２と属性情報を引数としてＭＫＤＩＲ要求を発
行することにより、一元管理ディレクトリ１４１にディレクトリｄ２を作成する。ディレ
クトリｄ３も同様に生成する。プロセス５０２において次の未探索のファイルオブジェク
トはｆ１であるから、プロセス５０６を実行する。プロセス５０６では、ホストテーブル
１４０を参照し設置済ネットワークストレージ１０３の識別子を求める。設置済ネットワ
ークストレージ１０３の識別子はＰＳ１である。次にプロセス５０７において、一元管理
ディレクトリ１４１にＰＳ１をデータに持つダミーファイルｆ１を生成する。ダミーファ
イルの生成は、ＣＲＥＡＴＥ要求とＷＲＩＴＥ要求により実現する。生成後はプロセス５
０２に戻る。次に、未検索のファイルオブジェクトは名前ｆ２のファイルであるため、再
度プロセス５０６を実行する。ホストテーブル１４０の参照結果から、ネットワークスト
レージ識別子はＰＳ１であることがわかっている。次にプロセス５０７を実行し、一元管
理ディレクトリ１４１にネットワークストレージ識別子ＰＳ１をもつダミーファイルｆ２
を生成する。ファイルｆ３についても同様に処理を行ない、一元管理ディレクトリ１４１
にダミーファイルｆ３を生成する。以上の処理の結果、一元管理ディレクトリ１４１には
設置済ネットワークストレージ１０３と同じディレクトリツリー構造とファイル構造が生
成される。ただし、一元管理ディレクトリ１４１の各ファイルはファイルの実体ではなく
、実体を保持する設置済ネットワークストレージ１０３の識別子ＰＳ１を保持する。
【００８６】
ステップ１４０６では、メンバ登録手段１３５を用いて、新ネットワークストレージ１０
４のストレージ装置１２２をメンバ登録する。図７に示すように、メンバ登録処理では、
プロセス７０２において、新ネットワークストレージの名前情報とマウントポイントをホ
ストテーブル１４０に登録する。プロセス７０３では、一元管理ディレクトリ１４１にデ
ィレクトリツリーが存在するため、プロセス７０４を行なう。プロセス７０４は、一元管
理ディレクトリ１４１のディレクトリツリー構造のみ、新ネットワークストレージ１０４
のストレージ装置１２２に複写する。複写の結果、新ネットワークストレージ１０４のス
トレージ装置１２２には、一元管理ディレクトリ１４１のディレクトリツリー構造がコピ
ーされる。発明の実施の形態では、新ネットワークストレージ１０４がストレージ装置１
２２を持つ場合について説明したが、新ネットワークストレージ１０４がストレージ装置
を持たない場合には、このステップは行なわない。
【００８７】
ステップ１４０７では、設定情報置き換え手段１３４により設置済ネットワークストレー
ジ１０３と新ネットワークストレージ１０４の設定情報をおき替える。まず新ネットワー
クストレージ１０４の管理手段１３０が保持する新ネットワークストレージ用のＩＰアド
レスｙｙｙｙと名前ＮＳｎｅｗを設置済ネットワークストレージ１０３の管理手段１１３
に設定する。また、設定情報読み出し手段１３２により読み出した設置済ネットワークス
トレージ１０３のＩＰアドレスｘｘｘｘ、名前ＮＳｏｌｄを管理手段１３０に設定する。
同時に、ホストテーブル１４０の名前も置きかえる。
【００８８】
クライアントがＣＩＦＳプロトコルを利用している場合、クライアントがネットワークス
トレージを名前情報のみで共有していることがある。例えば、設置済ネットワークストレ
ージ１０３をクライアントのネットワークドライブに割り当てて使用するケースではＮｅ
ｔＢＩＯＳ名のみでネットワークストレージが管理される。このようなケースでは設定情
報置き換え手段１３４において、設置済ネットワークストレージ１０３の名前ＮＳｏｌｄ
と新ネットワークストレージ１０４の名前ＮＳｎｅｗを交換するだけで、クライアントの
設定を変更することなく、新ネットワークストレージ１０４が設置済ネットワークストレ
ージ１０３に成り代わることができる。
【００８９】
ステップ１４０７を実行すると、増設処理は完了し、管理手段１３１経由でユーザインタ
フェース画面に処理完了のメッセージを表示する。処理完了後は、プロセス１４０８にお
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いて、ファイル共有サービスを再開する。具体的には、一元管理ディレクトリ１４１のル
ートディレクトリをクライアントに公開することで、クライアントからのファイルアクセ
ス操作が可能になる。クライアントからのファイルアクセス操作はステップ１４０８以降
、全て要求処理手段１３１を経由して処理される。
【００９０】
増設処理完了直後は、ファイルの実体は全て設置済ネットワークストレージ１０３に存在
する。そのため、クライアントがファイルアクセス要求を発行すると、新ネットワークス
トレージ１０４の要求処理手段１３１を介して、一元管理ディレクトリ１４１にアクセス
し、設置済ネットワークストレージ１０３のストレージ装置１１２にアクセスする。ただ
し、クライアントの設定は変更していないため、クライアントには設置済ネットワークス
トレージ１０３の容量が拡張したようにみえる。
【００９１】
増設直後は、新ネットワークストレージ１０４のストレージ装置にはファイルを格納して
いない。そこで、ネットワークストレージ間の空き容量を平均化するためにファイル移行
手段１３６により明示的に設置済みネットワークストレージ１０３から新ネットワークス
トレージ１０４にファイルを移動してもよい。ファイル移行処理は、クライアントのファ
イルアクセス処理の邪魔をしないように行なってもよいし、クライアントのファイルアク
セスを完全に停止してまとめて行なってもよい。あるいは、マッピング手段１３７を変更
して、増設処理以降新たに作成されるファイルを新しいネットワークストレージ１０４に
格納するようにしてもよい。
【００９２】
次にリプレース処理について説明する。
【００９３】
図１に示すように、最初、クライアント１００～１０１は名前がＮＳｏｌｄである設置済
ネットワークストレージ１０３を共有している。リプレース処理においても増設処理と同
様、クライアントと設置済ネットワークストレージ１０３間のファイルアクセスにおいて
ＮＦＳプロトコルを利用するものとする。
【００９４】
　設置済ネットワークストレージ１０３が古くなると、管理者は、新ネットワークストレ
ージ１０４を購入して、設置済ネットワークストレージ１０３と置き換える。図１５に管
理者による新ネットワークストレージのリプレース手順を示す。リプレース手順は、電源
およびネットワークとの接続（ステップ１５０２）、ネットワーク設定（ステップ１５０
３）、リプレース先ネットワークストレージ指定（ステップ１５０４）、リプレース処理
開始（ステップ１５０５）、リプレース処理終了（ステップ１５０６）の順に行なう。
【００９５】
各処理は、図１２に示す増設処理と同様であるため説明を省略する。リプレースの場合は
、図１３に示すユーザインタフェース画面１３０１、１３０２でリプレース処理を選択す
る点が異なる。
【００９６】
　ステップ１５０２からステップ１５０５までを実行することにより、リプレース処理コ
マンドとリプレース先の設置済ネットワークストレージ１０３の名前が新ネットワークス
トレージ１０４の管理手段１３０に書き込まれ、仮想一元化装置１２３の管理手段１３０
がリプレース処理を開始する。クライアントは、ユーザインタフェース画面にファイル共
有サービス再開の旨が表示されるまで待つ。リプレース処理は、設置済ネットワークスト
レージ１０３の全ファイルを新ネットワークストレージ１０４に移行する必要がある。全
ファイルの移行を待つのでは、長時間ファイル共有サービスが停止してしまうため、リプ
レースによるファイル移行が終了していない状態でもクライアントに対するファイル共有
サービスを再開する。ファイル移行が完全に済むと、クライアントにはリプレース完了お
よびネットワークストレージの切り離しが可能である旨のメッセージを表示する。
【００９７】
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図１６に新ネットワークストレージ１０４が行うリプレース処理のフローを示す。新ネッ
トワークストレージ１０４が行なうリプレース処理は、リプレース先ネットワークストレ
ージのファイル共有サービス停止（ステップ１６０２）、ネットワークストレージの設定
情報の読み出し処理（ステップ１６０３）、ホストテーブル１４０への登録処理（ステッ
プ１６０４）、リプレース先ネットワークストレージのディレクトリツリー構造の複写処
理（ステップ１６０５）、新ネットワークストレージ１０４のホストテーブル１４０への
登録処理（ステップ１６０６）、設定情報の置き換え処理（ステップ１６０７）、ファイ
ル共有サービスの再開（ステップ１６０８）、ファイル移行処理（ステップ１６０９）、
設置済ネットワークストレージ１０３のホストテーブル１４０からの削除処理（ステップ
１６１０）の順に行なう。ここでは、リプレース先ネットワークストレージとして設置済
ネットワークストレージ１０３ＮＳｏｌｄが選択されている場合について説明する。
【００９８】
ステップ１６０２では、ステップ１６０７の処理が終了するまでの間、設置済ネットワー
クストレージ１０３のファイル共有サービスを停止する。ファイル共有サービスの停止方
法は増設処理の場合と同様である。
【００９９】
ステップ１６０３からステップ１６０７までは、図１４に示す増設処理におけるステップ
１４０３からステップ１４０７の処理と同じである。ステップ１６０７までの処理が完了
すると、ステップ１６０８においてファイル共有サービスを再開し、クライアントからの
ファイルアクセスを許可する旨を表示する。ファイル共有サービスを再開では、一元管理
ディレクトリ１４１のルートディレクトリをクライアントに対して公開する。
【０１００】
　ステップ１６０９では、ファイル移行手段１３６を利用して設置済ネットワークストレ
ージ１０３のストレージ装置１１２から新ネットワークストレージ１０４のストレージ装
置１２２へファイルを移行する。ファイル移行は、図６に示すようにクライアントのファ
イルアクセスの邪魔をしないように行なう。また、マッピング手段１３７において、設置
済ネットワークストレージ１０３にファイルを新しく作成しないようにマッピング方法を
変更する。
　ステップ１６０９におけるファイル移行処理が完了すると、ステップ１６１０ではホス
トテーブル１４０から、設置済ネットワークストレージ１０３を削除する。ここで、先の
ステップ１６０７で設定情報の置き換え処理をしているため、削除対象となるのは、名前
ＮＳｎｅｗ、ネットワークストレージの識別子ＰＳ１である設置済ネットワークストレー
ジ１０３である。増設処理と異なるのは、ファイル移行処理がリプレース処理完了前に完
了しなければならない点、ファイル移行処理が完了後に、ホストテーブル１４０から設置
済ネットワークストレージ１０３のエントリを削除する点である。クライアントからのフ
ァイルアクセスを完全に停止してファイルの移行を行なう場合には、ステップ１６０８の
処理をスキップすればよい。
【０１０１】
ステップ１６１０を実行すると、リプレース処理は完了し、管理手段１３０経由でユーザ
インタフェース画面に処理完了のメッセージを表示する。リプレース処理完了後は、設置
済ネットワークストレージ１０３へのファイルアクセスは発生しないため、ネットワーク
から切り離すことができる。
＜実施の形態の変形例１＞
上述の代表的な実施の形態では、一元管理ディレクトリ１４１とファイルの実体を保持す
る各ネットワークストレージとの対応付けを行なうために、各ダミーファイルがファイル
実体を格納するネットワークストレージの識別子を保持した。ところが、この管理方法で
は、新しいネットワークストレージを増設したり、リプレースすることによりファイル移
行処理が行なわれる場合に、各ダミーファイルに保持したネットワークストレージの識別
子を書きかえる必要がある。また、ファイルアクセスの度にダミーファイルをオープンし
て、ネットワークストレージの識別子を読み取る必要があるため、ダミーファイル数が多
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いほど、書き換えオーバヘッドは大きくなる。
【０１０２】
そこで、変形例１では、一元管理ディレクトリ１４１に配置するダミーファイルにはネッ
トワークストレージ識別子を持たない。そのかわりに、ファイルをグループ化し、ファイ
ルグループ毎にファイルを保持するネットワークストレージの識別子を決定する。
【０１０３】
図１７に変形例１におけるネットワークストレージシステムの構成を示す。変形例１では
、新ネットワークストレージ１０４の仮想一元化装置１２３がグループテーブル１７００
を有する。また、一元管理ディレクトリ１７０１のダミーファイルの構造、マッピング手
段１７０２、ディレクトリツリー複写手段１７０３、ファイル移行手段１７０４の処理が
実施の形態とは異なる。さらに、要求処理手段１７０５で処理するファイルアクセス要求
のうち、ネットワークストレージに保持したファイルの実体をアクセスする場合の要求処
理が異なる。具体的には、ＣＲＥＡＴＥ要求、ＲＥＡＤ要求、ＷＲＩＴＥ要求、ＲＥＮＡ
ＭＥ要求、ＲＥＭＯＶＥ要求処理におけるファイル格納先ネットワークストレージを決定
するプロセスが異なる。また、ＳＥＴＡＴＴＲ要求およびＧＥＴＡＴＴＲ要求のうちアク
セス対象のファイルオブジェクトがファイルであるものについては、ファイル格納先ネッ
トワークストレージを決定するプロセスが異なる。
【０１０４】
　グループテーブル１７００の構造を図１８に示す。グループテーブル１７００は、ファ
イルとファイルが属するファイルグループの対応関係を与える。具体的には、ファイル識
別子であるｉノード番号Ｉと、ｉノード番号Ｉで識別されるファイルグループの識別子Ｇ
を与える。１８０１の行は４つのファイルグループの識別番号０～３を示す。１８０２の
行は、１８０１の各ファイルグループに属するファイルを格納するネットワークストレー
ジ識別子ＰＳを示す。ファイルグループ０に属するファイルの格納先は識別子ＰＳ１を持
つネットワークストレージであり、ファイルグループ３に属するファイルの格納先は識別
子ＰＳ２を持つネットワークストレージである。ネットワークストレージの識別子がどの
ネットワークストレージに対応するかはホストテーブル１４０を参照すればよい。グルー
プテーブル１７００は、ファイル移行手段１３６によりファイルの属するグループを移動
した場合に書きかえられる。
【０１０５】
一元管理ディレクトリ１７０１には各ネットワークストレージに分散されて保持されるフ
ァイルのダミーを置くが、変形例１では、ダミーファイルには格納先ネットワークストレ
ージの識別情報を保持しない。
【０１０６】
マッピング手段１７０２は、ファイルとファイルが属するファイルグループの対応を与え
る。具体的には、一元管理ディレクトリ１４１で管理されるダミーファイルの識別子であ
るｉノード番号Ｉを検索鍵としハッシュ値をファイルグループ識別子とするハッシュ関数
で与える。例えば、ファイルをＮ個のファイルグループに分割する場合のハッシュ関数と
して、ｉノード番号Ｉにファイルグループ数Ｎのモジュロ演算（Ｎで割ったあまり）を適
用して得られた値をファイルグループ識別子Ｇとする。例えば、ファイルグループ数Ｎが
４の場合、ファイルグループ識別子は０～３のいずれかをとる。ファイルグループ数Ｎは
ネットワークストレージシステムの構成の違いによらず不変である。
【０１０７】
　図１９は変形例１におけるディレクトリツリー複写手段１７０３によるディレクトリツ
リー複写処理の流れを示す。変形例１におけるディレクトリツリー複写処理では、設置済
ネットワークストレージのディレクトリツリー構造を一元管理ディレクトリ１４１に複写
した後、グループマップの１８０２に示す行に全てのグループが設置済ネットワークスト
レージ１０３に対応するように設定する点が前記の代表的実施例とは異なる。また、ディ
レクトリツリー構造のファイルオブジェクトＦがファイルである場合には、一元管理ディ
レクトリには容量０のダミーファイルを作成する点が実施例とは異なる。
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【０１０８】
また、ファイル移行手段１７０４によるファイル移行処理において、移行元ネットワーク
ストレージＰＳｓと移行先ネットワークストレージＰＳｄを決定すると、グループマップ
１７００に示される移行元ネットワークストレージＰＳｓに属するグループの一つを選択
して、そのグループに属するファイル群をまとめて移行先ネットワークストレージＰＳｄ
にコピーする点が実施例とは異なる。グループＧに属するファイルは、一元管理ディレク
トリ１７０１のディレクトリツリーを探索することで抽出できる。移行処理を行なう場合
に、抽出したファイル名をリスト等に保持し、グループＧの各ファイルについて移行状態
を管理することで効率よくファイルを移行することが可能である。
＜実施の形態の変形例２＞
代表的な実施の形態では、新ネットワークストレージ１０４を増設して仮想一元化されて
いない設置済ネットワークストレージ１０３の容量拡張処理およびリプレース処理を実現
する。実施の形態の変形例２では、新ネットワークストレージ１０４に、設置済ネットワ
ークストレージ１０３が仮想一元化されているかどうかを識別する手段を持つ点が上記代
表的な実施の形態とは異なる。
【０１０９】
図２０に変形例２におけるネットワークストレージシステムの構成を示す。変形例２では
、識別手段２０００を有することに特徴がある。識別手段２０００は、管理手段１３０に
より起動され、クライアントが管理手段１３０に設定した増設先の設置済ネットワークス
トレージ１０３にアクセスし、仮想一元化されていないかどうか、仮想一元化するための
手段を備えているかどうか、仮想一元化されているかどうかを識別した上で、増設処理あ
るいはリプレース処理を行う。設置済ネットワークストレージ１０３が仮想一元化されて
いない場合には、新ネットワークストレージ１０４の管理手段１３０が増設処理を行ない
、設置済ネットワークストレージ１０３が仮想一元化するための手段を備えている場合、
および仮想一元化している場合には、新ネットワークストレージ１０４の管理手段が設置
済ネットワークストレージ１０３の管理手段を呼び出し、呼び出した設置済ネットワーク
ストレージ１０３の管理手段が増設処理を行ない、処理結果を新ネットワークストレージ
１０４の管理手段に返す。識別手段１９００は管理手段１３０に含んでもよい。
【０１１０】
　図２１に増設処理における識別処理部分の流れを示す。図１２に示す増設手順において
、新ネットワークストレージ１０４の管理手段１３０に、ＩＰアドレスや名前情報等を設
定し、さらに新ネットワークストレージ１０４の増設開始コマンドと増設先のネットワー
クストレージの名前情報を設定すると、管理手段１３０は増設処理を開始する。増設処理
を開始すると、管理手段１３０はまず識別手段２０００を呼び出す。識別手段２０００に
よる識別処理では、プロセス２１０２において、増設先の設置済ネットワークストレージ
１０３の管理手段１１３にアクセスして、仮想一元化装置が存在するかどうかをチェック
する。仮想一元化装置が存在しない場合には、プロセス２１０８の増設処理Ｃを行なう。
増設処理Ｃは、本発明の実施例で説明した増設処理と同じである。具体的には、新ネット
ワークストレージ１０４の管理手段１３０が主体となって、図１４に示す増設処理を行な
う。仮想一元化装置のメンバを登録するホストテーブル１４０や一元管理ディレクトリ１
４１は新ネットワークストレージ１０４に存在する。プロセス２１０２において、増設先
ネットワークストレージに仮想一元化装置が存在する場合には、プロセス２１０３でその
仮想一元化装置が使用されているかどうかをチェックする。仮想一元化装置を使用してい
るかどうかは、ホストテーブルが設定されているかどうか、あるいは要求処理手段が起動
されているかどうか等で識別可能である。プロセス２１０３において、増設先ネットワー
クストレージにおいて仮想一元化装置を使用している場合には、プロセス２１０４で増設
先ネットワークストレージにおける仮想一元化装置の管理手段を呼び出し、増設処理Ａを
行なう。プロセス２１０３において、仮想一元化装置を使用していない場合には、プロセ
ス２１０５で増設先ネットワークストレージの仮想一元化装置を起動し、管理手段を呼び
出して、増設処理Ｂ（２１０７）を行なう。変形例２では、識別処理の結果、増設処理Ａ
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および増設処理Ｂを増設先ネットワークストレージの管理手段が行ない、増設処理Ｃを新
ネットワークストレージ１０４の管理手段１３０が行なうことに特徴がある。
【０１１１】
図２４に増設処理Ａの対象となるネットワークストレージシステムの概略構成と増設手順
の概要を示す。設置済ネットワークストレージ２４０２および新ネットワークストレージ
２４０３はそれぞれ仮想一元化装置２４３０および２４４０を有する。説明を簡単にする
ため、仮想一元化装置２４３０には管理手段２４３１と一元管理ディレクトリ２４３３の
み、仮想一元化装置２４４０には管理手段２４４１のみ記載しているが、実際には図１に
示した構成要素も含んでいる。増設処理Ａでは、クライアント２４００は、仮想一元化装
置２４３０を経由してファイルアクセスを行なっている（２４５０）。増設手順において
、クライアントが新ネットワークストレージ２４０３の管理手段２４４１に、増設先であ
る設置済ネットワークストレージ２４０２の名前情報を引数とした増設要求を発行すると
（２４６０）、管理手段２４４１が設置済ネットワークストレージ２４０２の管理手段２
４３１を呼び出す（２４６１）。そして、管理手段２４３１が一元管理ディレクトリ２４
３３にアクセスして（２４６２）、一元管理ディレクトリ１４１からストレージ装置２４
２２へディレクトリツリー構造を複写する（２４６２）。
【０１１２】
図２２に増設処理Ａの流れを示す。増設先ネットワークストレージは、設置済ネットワー
クストレージ２４０２とする。プロセス２２０２では、まず増設先である設置済ネットワ
ークストレージ２４０２のファイル共有サービスを停止する。続いて、プロセス２２０３
では、新ネットワークストレージを増設先ネットワークストレージのホストテーブルに登
録する。図７に示すように、メンバ登録処理では、プロセス７０２において新ネットワー
クストレージ２４０３の名前情報とマウントポイントをホストテーブルに設定し、ネット
ワークストレージの識別子を取得する。プロセス７０３では、一元管理ディレクトリ２４
３３にディレクトリツリー構造が存在するため、新ネットワークストレージ２４０３のス
トレージ装置２４２２にディレクトリツリー構造を複写して増設処理Ａを完了する。増設
処理Ａを完了すると、新ネットワークストレージ２４０３の管理手段２４４１に完了通知
が送出され、それをクライアントに返す。
【０１１３】
図２５に増設処理Ｂの対象となるネットワークストレージシステムの概略構成と増設手順
の概要を示す。システムの概略構成は図２４と同じであるが、増設処理Ｂでは、クライア
ント２５００は、仮想一元化装置２５３０ではなく、リモート制御手段２５１１を経由し
てファイルアクセスを行なっている（２５５０）。仮想一元化装置２５３０は未使用であ
る。増設手順において、クライアントが新ネットワークストレージ２５０３の管理手段２
５４１に、増設先となる設置済ネットワークストレージ２５０２の名前情報を引数とした
増設要求を発行すると（２５６０）、管理手段２５４１が設置済ネットワークストレージ
２５０２の管理手段２５３１を起動し呼び出して、増設処理を行なう（２５６１）。管理
手段２５３１は、設置済ネットワークストレージ２５０２のストレージ装置２５１２にア
クセスし（２５６２）、そのディレクトリツリー構造とファイル構造を一元管理ディレク
トリ２５３３に複写する（２５６３）。その後、一元管理ディレクトリ２５３３のディレ
クトリツリー構造を新ネットワークストレージ２５０３のストレージ装置２５２２へ複写
する（２５６３）。
【０１１４】
図２３に増設処理Ｂの流れを示す。プロセス２３０２では、まず設置済ネットワークスト
レージ２５０２のファイル共有サービスを停止する。次にプロセス２３０３では、設置済
ネットワークストレージ２５０２をホストテーブルにメンバ登録する。ここでは、設置済
ネットワークストレージ２５０２の一元管理ディレクトリ２５３３にはディレクトリツリ
ー構造が存在しないため、メンバ登録処理を終了する。プロセス２３０４では、設置済ネ
ットワークストレージ２５０２の一元管理ディレクトリ１４１に設置済ネットワークスト
レージ２５０２のストレージ装置２５１２のディレクトリツリー構造を複写する。複写後
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、プロセス２３０５において、新ネットワークストレージ２５０３を設置済ネットワーク
ストレージ２５０２のホストテーブルに登録する。メンバ登録処理では、一元管理ディレ
クトリ２５３３のディレクトリツリー構造を新ネットワークストレージ２５０３のストレ
ージ装置２５２２にコピーする。プロセス２３０６では、クライアントへのファイル共有
サービスを再開して増設処理Ｂを完了する。増設処理Ｂを完了すると、新ネットワークス
トレージ２５０３の管理手段２５４１に完了通知が送出され、それをクライアントに返す
。クライアント２５００からのファイルアクセス要求の発行先はリモート制御手段２５１
１から仮想一元化装置２５３０に変更になる。
図２６に増設処理Ｃを行なう場合のネットワークストレージシステムの概略構成と増設手
順の概要を示す。増設処理Ｃでは、新ネットワークストレージ２６０３のみ仮想一元化装
置２６４０を有する。クライアント２６００は、設置済ネットワークストレージ２６０２
のリモート制御手段２６１１に対してファイルアクセス要求を発行している。増設手順に
おいて、クライアント２６００が新ネットワークストレージ２６０３の管理手段２６４１
に、増設先となる設置済ネットワークストレージ２６０２の名前情報を引数とした増設要
求を発行すると（２６６０）、管理手段２６４１が増設処理を行なう（２６６１）。管理
手段２６４１は、設置済ネットワークストレージ２６０２のストレージ装置２６１２にア
クセスし（２６６１）、そのディレクトリツリー構造とファイル構造を一元管理ディレク
トリ２６４２に複写する（２６６２）。そして一元管理ディレクトリ２６４２から新ネッ
トワークストレージ２６０３のストレージ装置２６２２へディレクトリツリー構造を複写
する（２６６３）。複写後、設置済ネットワークストレージ２６０２と新ネットワークス
トレージ２６０３の設定情報を置き換えて、増設処理Ｃを完了する。完了後、管理手段２
６４１はクライアントに完了通知を返送する。増設処理Ｃの結果、クライアント２６００
は、新ネットワークストレージ２６０３の仮想一元化装置２６４０に対してファイルアク
セス要求を発行する。ファイルアクセス要求の発行先は、設置済ネットワークストレージ
２６０２から新ネットワークストレージ２６０３へと変わるが、設定情報が入れ換えられ
ているため、クライアント２６００での設定変更は発生しない。
【０１１５】
増設処理Ｃの流れは、図１４と同じであるため、説明を省略する。
【０１１６】
増設処理Ａおよび増設処理Ｂでは仮想一元化装置が増設先ネットワークストレージに存在
するため、増設処理Ｃのように増設先ネットワークストレージと新ネットワークストレー
ジ間で設定情報を置き換える必要はない。
【０１１７】
変形例２では、管理者が新ネットワークストレージの増設処理を行なう場合に、増設先の
設置済ネットワークストレージの管理状態を意識することなく、設置済ネットワークスト
レージの容量を拡張する方法について説明した。リプレース処理の場合も識別手段２００
０を用いることにより、リプレース先のネットワークストレージが一元管理されているか
どうかによらず、設置済ネットワークストレージをリプレースできる。
【０１１８】
また、変形例２では、識別手段２０００により、増設処理Ａ、Ｂ、Ｃのいずれを実行する
かどうかを自動的に選択したが、管理者により識別情報を入力してもらう方法も考えられ
る。この場合は、新ネットワークストレージ１０４のユーザインタフェース画面において
、管理者に増設あるいはリプレース先のネットワークストレージの運用状態を（Ａ）仮想
一元化装置利用中、（Ｂ）仮想一元化装置はあるが、未使用、（Ｃ）仮想一元化装置なし
、で分類してそのうちのいずれかを入力してもらうことで、識別手段２０００において、
増設先のネットワークストレージに問い合わせることなく、増設先あるいは新ネットワー
クストレージの管理手段を呼び出して増設処理を行なうことができる。
＜実施の形態の変形例３＞
上述の代表的な実施の形態では、図１に示す設定情報読み出し手段１３２により読み出し
た設置済ネットワークストレージ１０３の設定情報と新ネットワークストレージ１０４の
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設定情報を置きかえる。設定情報には、ＩＰアドレスや名前情報だけでなく、ユーザアカ
ウント情報も含まれる。アカウント情報の制御をネットワークストレージではない、ネッ
トワーク上の別計算機システムが行なう場合には、アカウント情報を置き換え対象の設定
情報に含む必要はないが、ネットワークストレージが行なう場合には設置済ネットワーク
ストレージから暗号化されたアカウント情報も読み出す必要がある。そこで、変形例３で
は、仮想一元化装置１２３が暗号解読手段と暗号化手段を有する。設定情報読み出し手段
１３２により設定情報を読み出す場合に、暗号化されているアカウント情報を暗号解読手
段により解読して読み出す。また、設定情報を書き込む場合には、再度暗号化して書き込
む。
【０１１９】
【発明の効果】
本発明の実施の形態によれば、仮想一元化されていない設置済ネットワークストレージの
容量が足りなくなり、管理者が新しいネットワークストレージを増設した場合に、新しい
ネットワークストレージの仮想一元化装置が、設置済ネットワークストレージを仮想一元
化ファイルシステムのメンバに登録し、設置済ネットワークストレージのローカルファイ
ルシステム上のディレクトリツリー構造とファイル構造を複写することで、仮想一元化さ
れていない設置済ネットワークストレージと新しいネットワークストレージを一元管理す
ることができる。
【０１２０】
また、新ネットワークストレージ上の仮想一元化装置が、メンバとなる各ネットワークス
トレージと仮想一元化装置が管理する一意なネットワークストレージの識別子との対応表
に従い、標準的なファイルアクセスプロトコルを用いて、設置済ネットワークストレージ
あるいは新ネットワークストレージのローカルファイルシステムをアクセスすることで、
設置済ネットワークストレージに特別な情報を設定することなく、設置済ネットワークス
トレージと新ネットワークストレージを一元管理することができる。
【０１２１】
さらに、設置済ネットワークストレージが仮想一元化されていない場合にも、新ネットワ
ークストレージ上の仮想一元化装置が、設置済ネットワークストレージの設定情報と、新
しいネットワークストレージの設定情報を入れ替えることで、クライアント計算機におけ
るネットワークストレージの共有設定を変更することなく、仮想一元化されていなかった
設置済ネットワークストレージと新しいネットワークストレージを一元管理することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第表的な実施の形態におけるネットワークストレージシステムの全体構
成を示す図である。
【図２】上記実施の形態におけるファイルハンドル２００の構成を示す図である。
【図３】上記実施の形態におけるファイルシステムの基本構造を示す図である。
【図４】上記実施の形態におけるホストテーブル１４０の構成を示す図である。
【図５】上記実施の形態におけるディレクトリツリー複写処理の流れを示す図である。
【図６】上記実施の形態におけるファイル移行処理の流れを示す図である。
【図７】上記実施の形態におけるメンバ登録処理の流れを示す図である。
【図８】上記実施の形態における要求処理手段１３１におけるＬＯＯＰＵＰ要求処理の流
れを示す図である。
【図９】上記実施の形態における要求処理手段１３１におけるＣＲＥＡＴＥ要求処理の流
れを示す図である。
【図１０】上記実施の形態における要求処理手段１３１におけるＲＥＡＤ要求処理の流れ
を示す図である。
【図１１】上記実施の形態における要求処理手段１３１におけるＭＫＤＩＲ要求処理の流
れを示す図である。
【図１２】上記実施の形態における管理者によるネットワークストレージ増設手順を示す
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図である。
【図１３】上記実施の形態におけるユーザインタフェース画面を示す図である。
【図１４】上記実施の形態における増設処理の流れを示す図である。
【図１５】上記実施の形態における管理者によるネットワークストレージリプレース手順
を示す図である。
【図１６】上記実施の形態におけるリプレース処理の流れを示す図である。
【図１７】変形例１におけるネットワークストレージシステムの構成を示す図である。
【図１８】上記変形例１におけるグループテーブル１７００の構成を示す図である。
【図１９】上記変形例１におけるディレクトリツリー複写処理の流れを示す図である。
【図２０】変形例２におけるネットワークストレージシステムの構成を示す図である。
【図２１】　上記変形例２における識別処理の流れを示す図である。
【図２２】上記変形例２における増設処理Ａの流れを示す図である。
【図２３】上記変形例２における増設処理Ｂの流れを示す図である。
【図２４】上記変形例２における増設処理Ａの対象となるネットワークストレージシステ
ムの概略構成と増設手順の概要を示す図である。
【図２５】上記変形例２における増設処理Ｂの対象となるネットワークストレージシステ
ムの概略構成と増設手順の概要を示す図である。
【図２６】上記変形例２における増設処理Ｃの対象となるネットワークストレージシステ
ムの概略構成と増設手順の概要を示す図である。
【符号の説明】
１００～１０１…クライアント、１０２…ネットワーク、１０３…設置済ネットワークス
トレージ、１０４…新ネットワークストレージ、１１０…ネットワークインタフェース、
１１１…リモート制御手段、１１２…ストレージ装置、１１３…管理手段、１２０…ネッ
トワークインタフェース、１２１…リモート制御手段、１２２…ストレージ装置、１２３
…仮想一元化装置、１３０…管理手段、１３１…要求処理手段、１３２…設定情報読み出
し手段、１３３…ディレクトリツリー複写手段、１３４…設定情報入れ替え手段、１３５
…メンバ登録手段、１３６…ファイル移行手段、１３７…マッピング手段、１４０…ホス
トテーブル、１４１…一元管理ディレクトリ、２００…ファイルハンドル、１７００…グ
ループテーブル、２０００…識別手段。
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