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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トランスミッションコントロールプロトコル（ＴＣＰ）又はストリームコントロールト
ランスミッションプロトコル（ＳＣＴＰ）又はユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）
オペレーション、又はその任意の組合せをインターネットプロトコル（ＩＰ）上で提供す
るハードウエアプロセッサであって、前記オペレーションは、イニシエータから又はイニ
シエータへ、及びターゲットへ又はターゲットからネットワーク上でデータを転送するリ
モートダイレクトメモリアクセス（ＲＤＭＡ）機能を含み、スモールコンピュータシステ
ムインタフェース（ＳＣＳＩ）コマンド層及びＩＰストレージドライバを有するホストプ
ロセッサによって要求され、前記ハードウエアプロセッサは、
　ａ．ＲＤＭＡ機構、
　ｂ．プロセッサ内の作動のためのホストプロセッサのコマンド層からのコマンドをスケ
ジュールに入れるためのコマンドスケジューラ、
　ｃ．前記コマンドスケジューラを経由する既存セッションのための前記ホストプロセッ
サからのスケジュールされたコマンドを待ち行列に入れるための第１のコマンド待ち行列
、
　ｄ．前記コマンドスケジューラを経由する現在存在しないセッションのための前記ホス
トプロセッサからのスケジュールされたコマンドを待ち行列に入れるための第２のコマン
ド待ち行列、
　ｅ．前記コマンドが移送されたセッションの状態を記録するための、また、該コマンド
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のＲＤＭＡを使用するものに対するＲＤＭＡの進行を記録するためのデータベース、
　ｆ．コマンド実行の状況を処理のために前記ＳＣＳＩ層に通信するためのプロセッサと
前記ＳＣＳＩ層の間の通信パス、及び
　ｇ．コマンドを解釈し、前記ハードウエアプロセッサと前記ターゲット及び前記イニシ
エータの少なくとも１つとの間でデータを転送するためのＲＤＭＡオペレーションを実行
するために協働するように連結した少なくとも１つの送信／受信エンジン及び少なくとも
１つのコマンドエンジン、
　を含むことを特徴とするプロセッサ。
【請求項２】
　少なくとも１つのデータプロセッサを複数のインターネットプロトコル（ＩＰ）プロセ
ッサにインタフェースで接続するための複数のＩＰプロセッサに連結した少なくとも１つ
のデータプロセッサを含むマルチプロセッサシステムであって、
　前記複数のＩＰプロセッサの各々は、リモートダイレクトメモリアクセス（ＲＤＭＡ）
プロトコルと、トランスミッションコントロールプロトコル（ＴＣＰ）、ストリームコン
トロールトランスミッションプロトコル（ＳＣＴＰ）、及びユーザデータグラムプロトコ
ル（ＵＤＰ）のうちの１つのプロトコルとを実行するよう構成され、データをＩＰネット
ワークのセット上に転送し、前記ＩＰプロセッサの１つは前記少なくとも１つのプロセッ
サからのコマンドを受信するよう構成され、　前記複数のＩＰプロセッサの１つは、
　ａ．ＲＤＭＡを介してデータを転送するためのＲＤＭＡ機構、
　ｂ．前記データを含む複数のＩＰパケットを処理するための少なくとも１つのパケット
プロセッサ、
　ｃ．前記データの転送に使用されるセッションに関するＴＣＰ／ＩＰセッション情報を
保存するためのセッションメモリ、
　ｄ．前記データを保存するメモリに対するメモリアクセスを制御するための少なくとも
１つのメモリコントローラ、
　ｅ．前記ＩＰネットワークの少なくとも１つに連結し、リモートホストからの要求を受
信するための少なくとも１つのメディアインタフェース、及び
　ｆ．前記少なくとも１つのデータプロセッサに連結するためのホストインタフェース、
又は前記受信した要求に応答してファブリックを介してストレージシステムにアクセスす
るためのファブリックインタフェース、
　ｇ．前記コマンドの状態を記録し、前記コマンドのターミネーションに基づいて前記コ
マンドの状態を更新するよう構成されたコマンド状態テーブル、
　を含む、
　ことを特徴とするシステム。
【請求項３】
　前記ＩＰプロセッサの１つは、
　ａ．ＩＰストレージセッション情報を保存するためのＩＰストレージセッションメモリ
、
　ｂ．ＩＰパケットを分類するための分類プロセッサ、及び、前記少なくとも１つのパケ
ットプロセッサによって使用される分類タグと前記ＩＰパケットとの対応付け、
　ｃ．前記データのフローを制御するためのフローコントローラ、
　ｄ．ポリシーを適用するためのポリシープロセッサ、
　ｅ．認証、暗号化、及び復号化のうちの１又は複数のセキュリティ作動を実行するため
のセキュリティプロセッサ、
　ｆ．パケットを保存するためのパケットメモリ、
　ｇ．プレーン処理を制御するためのコントローラ、
　ｈ．パケットスケジューラ、
　ｉ．ピアプロセッサにインタフェース接続するための共用プロセッサインタフェース、
又は
　ｊ．これらの任意の組合せ、
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　のうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項２に記載のマルチプロセッサシ
ステム。
【請求項４】
　トランスミッションコントロールプロトコル（ＴＣＰ）又はインターネットプロトコル
（ＩＰ）ネットワーク上の他の接続指向プロトコルを使用しリモートダイレクトメモリア
クセス（ＲＤＭＡ）を介してデータ転送が可能なハードウエアプロセッサを有するストレ
ージエリアネットワークであって、
　前記ハードウエアプロセッサはプログラム可能なように構成され、ポリシー処理エンジ
ンを含み、前記ポリシー処理エンジンは、パケット基準毎、フロー基準毎、及びコマンド
基準毎の１又は複数に基づくポリシーを適用するものであって、
　前記ハードウエアプロセッサは、
　ホストプロセッサから受信したデータ転送に対応するコマンドを実行し、前記受信した
コマンドに基づいて前記ホストプロセッサのアドレスを決定し、前記コマンドの完了に際
して前記決定されたアドレスにおいて前記ホストプロセッサのみに割り込みを行うようプ
ログラム可能である
ことを特徴とするストレージエリアネットワーク。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの送信／受信エンジンは、分離された送信エンジン及び分離された
受信エンジンとして実装されることを特徴とする、請求項１に記載のハードウエアプロセ
ッサ。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの送信／受信エンジン及び少なくとも１つのコマンドエンジンは、
送信、受信、及びコマンドエンジン機能を与える少なくとも１つの複合エンジンとして実
装されることを特徴とする、請求項１に記載のハードウエアプロセッサ。
【請求項７】
　前記ハードウエアプロセッサは、イニシエータからターゲットは、あるいはターゲット
からイニシエータへのデータ転送についてのｉＳＣＳＩコマンドをｉＳＣＳＩセッション
のいて受信し、前記セッションの各々の状態を前記データベースにセッションエントリと
して記録することを特徴とする、請求項１に記載のハードウエアプロセッサ。
【請求項８】
　前記複数のＩＰプロセッサの２以上のものが互いに結合されることを特徴とする、請求
項２に記載のマルチプロセッサシステム。
【請求項９】
　前記ハードウエアプロセッサは深いパケット分類エンジンを更に含むことを特徴とする
、請求項４に記載のストレージエリアネットワーク。
【請求項１０】
　前記ハードウエアプロセッサは、サーバ、ホストバスアダプタ、スイッチ、スイッチラ
インカード、ゲートウェイ、ゲートウェイのラインカード、ストレージエリアネットワー
クアプライアンス、アプライアンスのラインカード、ストレージシステム、及びストレー
ジシステムのラインカード、のうちの１又は複数において配置されることを特徴とする、
請求項４に記載のストレージエリアネットワーク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願
　２００２年６月１１日出願の米国特許仮出願出願番号第６０／３８８，４０７号に対し
て優先権を請求する。２００３年６月１０日出願の「ＲＤＭＡを使用する高性能ＩＰプロ
セッサ」という名称の米国特許出願（出願番号未定）、２００３年６月１０日出願の「Ｒ
ＤＭＡを使用するＴＣＰ／ＩＰプロセッサ及びエンジン」という名称の米国特許出願（出
願番号未定）、２００３年６月１０日出願の「ＲＤＭＡを使用するＩＰストレージプロセ
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ッサ及びそのためのエンジン」という名称の米国特許出願（出願番号未定）、２００３年
６月１０日出願の「高性能ＩＰプロセッサ用メモリシステム」という名称の米国特許出願
（出願番号未定）、２００３年６月１０日出願の「インターネットプロトコル及びＲＤＭ
Ａを使用するデータ処理システム」という名称の米国特許出願（出願番号未定）、２００
３年６月１０日出願の「高性能ＩＰプロセッサ」という名称の米国特許出願（出願番号未
定）、及び２００３年６月１０日出願の「インターネットプロトコルを使用するデータ処
理システム」という名称の米国特許出願（出願番号未定）は、上記の仮出願に関連する。
　本発明は、一般的に、ストレージネットワーキング半導体に関し、より詳細には、イン
ターネットプロトコル（ＩＰ）ベースのストレージネットワークを作り出すために使用さ
れる高性能ネットワークストレージプロセッサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネットプロトコル（ＩＰ）は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、メト
ロエリアネットワーク（ＭＡＮ）、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）などの様々なネ
ットワークに亘って配備される最も普及しているネットワーキングプロトコルである。ス
トレージエリアネットワーク（ＳＡＮ）は、主にファイバチャンネル（ＦＣ）技術に基づ
いている。ＩＰベースのストレージネットワークを作り出す必要性が存在する。
【０００３】
　データストリームを移送するように設計されたＩＰ上でブロックストレージトラフィッ
クを移送する時に、データストリームは、ＩＰの上で実行されるように階層化された伝送
制御プロトコル（ＴＣＰ）を使用して移送される。ＴＣＰ／ＩＰは、オペレーティングシ
ステム内のソフトウエアで実行される確実な接続／セッション志向プロトコルである。Ｔ
ＣＰ／ＩＰソフトウエアスタックは、将来配備されることになる高回線速度を扱うには非
常に低速である。現在、１Ｇｂｐｓネットワーク接続を使用してＴＣＰ／ＩＰスタックを
実行する１ＧＨｚプロセッサベースサーバは、５０～７０％又はそれ以上のプロセッササ
イクルを使用し、プロセッサがサーバ上で実行されるアプリケーションに割り当てるのに
利用可能な最小限のサイクルを残す。このオーバーヘッドは、高性能ＩＰネットワークに
対する場合と同じく、ストレージデータをＴＣＰ／ＩＰ上で移送する場合は許容できない
ことである。従って、新しいハードウエアソリューションは、ストレージ及びデータトラ
フィックを運び、ＦＣベースソリューションと競合するようにＴＣＰ／ＩＰスタックを加
速するであろう。ＴＣＰプロトコルに加えて、ＳＣＴＰ及びＵＤＰプロトコルのような他
のプロトコル、及びデータストリームを移送するのに適切な他のプロトコルを使用するこ
ともできる。
【０００４】
【特許文献１】米国特許仮出願出願番号第６０／３８８，４０７号
【特許文献２】２００３年６月１０日出願「ＲＤＭＡを使用する高性能ＩＰプロセッサ」
米国特許出願（出願番号未定）
【特許文献３】２００３年６月１０日出願「ＲＤＭＡを使用するＴＣＰ／ＩＰプロセッサ
及びエンジン」米国特許出願（出願番号未定）
【特許文献４】２００３年６月１０日出願「ＲＤＭＡを使用するＩＰストレージプロセッ
サ及びそのためのエンジン」米国特許出願（出願番号未定）
【特許文献５】２００３年６月１０日出願「高性能ＩＰプロセッサ用メモリシステム」米
国特許出願（出願番号未定）
【特許文献６】２００３年６月１０日出願「インターネットプロトコル及びＲＤＭＡを使
用するデータ処理システム」米国特許出願（出願番号未定）
【特許文献７】２００３年６月１０日出願「高性能ＩＰプロセッサ」米国特許出願（出願
番号未定）
【特許文献８】２００３年６月１０日出願「インターネットプロトコルを使用するデータ
処理システム」米国特許出願（出願番号未定）
【発明の開示】
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【０００５】
　本発明人は、ホストプロセッサからＴＣＰ／ＩＰプロトコルスタックのオーバーヘッド
を大幅に低減し、ＩＰに基づく高回線速度のストレージ及びデータ移送ソリューションを
可能にする高性能ハードウエアプロセッサについて説明する。
　従来的に、ＴＣＰ／ＩＰネットワーキングスタックは、ソフトウエアスタックとしてオ
ペレーティングシステムカーネルの内部で実行されている。ソフトウエアＴＣＰ／ＩＰス
タックの実行は、上述のように、１Ｇｂｐｓネットワークに情報提供する時に、１ＧＨｚ
プロセッサで使用可能な処理サイクルの５０％よりも多くを費やす。オーバーヘッドは、
チェックサム計算、メモリバッファコピー、パケット到着時のプロセッサ割り込み、セッ
ションの確立、セッションの取外し、及び他の確実な移送サービスを含むソフトウエアＴ
ＣＰ／ＩＰスタックの様々な局面から生じる。ソフトウエアスタックのオーバーヘッドは
、回線速度がより高い時は法外に大きくなる。より性能が低いホストプロセッサを使用す
る無線ネットワークのような回線速度がより低いネットワークでも同様の問題が発生する
。ハードウエアの実施によってホストプロセッサからオーバーヘッドを取り除くことがで
きる。
【０００６】
　オペレーティングシステムから提供されたソフトウエアＴＣＰ／ＩＰネットワーキング
スタックは、ホストプロセッササイクルの大部分を使い果たす。ＴＣＰ／ＩＰは、不安定
なデータリンク上で実行することができる確実な移送手段である。従って、ネットワーク
パケットが欠落するか又はエラーを有する場合、ＴＣＰは、パケットの再送信を行う。パ
ケットのエラーは、パケット内に有するチェックサムを使用して検出される。ＴＣＰパケ
ットの受け取り側は、受け取ったパケットのチェックサムを実行し、それを受け取ったチ
ェックサムと比較する。これは、パケット内の各受信バイトに関わる各パケット上で実行
される高価な計算集約的作業である。発信元と宛先の間のパケットは、順序が狂って到着
する場合があり、ＴＣＰ層は、それをより上の層に呈示する前にデータストリームの順序
付けを行う。ＩＰパケットはまた、リンク層の最大移送ユニット（ＭＴＵ）に基づいてフ
ラグメント化される場合があり、従って、受け取り側は、パケットを非フラグメント化す
ることを期待される。これらの機能は、順序の狂ったパケット、フラグメント化したパケ
ット、又は肯定応答されなかったパケットの例えばネットワークカード上のメモリへの一
時的保存をもたらす。回線速度が１Ｇｂｐｓを超えて増加すると、これらによって生じる
メモリサイズオーバーヘッド及びメモリ速度の妨害により、ネットワークカードにかなり
のコストが追加され、同じく莫大な性能的オーバーヘッドを引き起こす。多くのプロセッ
サのリソースを費やす別の機能は、ネットワークカードバッファ、カーネルバッファ、及
びアプリケーションバッファへの／からのデータのコピーである。
【０００７】
　マイクロプロセッサは、深いパイプライン化とスーパースカラーアーキテクチャを使用
して、益々高性能と高速度を実現している。小さなパケットの到着時にこれらのプロセッ
サに割り込むと、コンテキスト切替オーバーヘッド、パイプラインフラッシュ、及びパイ
プラインの補充のために厳しい性能劣化を引き起こすことになる。従って、プロセッサの
割り込みは、最も基本的な割り込みだけにして最小限にすべきである。ブロックストレー
ジトラフィックがＴＣＰ／ＩＰネットワーク上で移送される時、これらの性能の問題が重
大になり、ストレージトラフィックの処理能力と待ち時間に大幅な影響を与える。従って
、ストレージトラフィックの移送の処理全体におけるプロセッサの介入は、ＩＰベースス
トレージソリューションが、ハードウエア実行を目的として特化されたファイバチャンネ
ルのような他の特化されたネットワークアーキテクチャと同等な性能と待ち時間を有する
ために最小にする必要がある。ｉＳＣＳＩ、ＦＣＩＰ、ｉＦＣＰ、及び他のもの（ＮＦＳ
、ＣＩＦＳ、ＤＡＦＳ、ＨＴＴＰ、ＸＭＬ、ＸＭＬ派生物（音声ＸＭＬ、ＥＢＸＭＬ、マ
イクロソフトＳＯＡＰ、及びその他など）、ＳＧＭＬ、及びＨＴＭＬフォーマットのよう
な）のような出現してきたＩＰベースストレージ基準は、ＴＣＰ／ＩＰセグメント内のス
トレージ及びデータトラフィックをカプセル化する。しかし、通常は、ＴＣＰセグメント
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とＴＣＰパケットによってカプセル化されたプロトコルデータユニットとの間には、アラ
インメント関係が存在しない。これは、今日のネットワークでは非常に頻繁なイベントで
あるパケットの順序が狂って到着した時に問題となる。ストレージ及びデータブロックは
、ストリーム内の中間パケットが到着するまで、使用のための抽出を順序が狂ったパケッ
トから行うことができず、この中間パケットは、ネットワークアダプタにこれらのパケッ
トをメモリに保存させ、中間パケットの到着時にそれらを検索させ、それらを順序化させ
ることになる。これは、要求されるメモリストレージのサイズから、及びメモリサブシス
テムがサポートすることを期待される性能からも、特に回線速度が１Ｇｂｐｓを超える時
に高価になる可能性がある。各ＴＣＰセグメントがプロトコルデータユニット及びそのシ
ーケンスを一意的に識別することができる場合、このオーバーヘッドを排除することがで
きる。これは、パケットをホストシステム内のそれらの末端メモリ位置に直接移送するこ
とを可能にすることができる。ホストプロセッサの介入はまた、ストレージサブシステム
に転送される場合があるか又はクラスター化した環境又は他のクライアントサーバ環境で
他のプロセッサと共有される大きなデータブロックの転送では最小限にされるべきである
。プロセッサは、影響を最小限にするためにストレージコマンド境界上でのみ割り込まれ
るべきである。
【０００８】
　本明細書に示すＩＰプロセッサは、革新的な構造的特徴と設計により、以上概説した様
々な問題の影響を除去するか又は著しく低減する。説明したプロセッサのアーキテクチャ
は、ストレージ及びデータペイロードを運ぶＴＣＰトラフィックを終了させる機能を提供
し、それによってホストプロセッサ上のＴＣＰ／ＩＰネットワーキングスタックのオーバ
ーヘッドを除去するか又は大幅に低減し、パケットを入力から出力まで最小の待ち時間で
通過させるパケットストリームアーキテクチャをもたらす。高回線速度のストレージ又は
データトラフィックがＩＰ上で搬送されることを可能にするために、従来はホストカーネ
ル又はドライバソフトウエアによって維持されていた様々な接続（セッション）に対する
伝送制御ブロック情報を維持することが必要になる。本特許で使用されるように、用語「
ＩＰセッション」は、ＩＰ上で実行されるセッション志向プロトコルに対するセッション
を意味する。例としては、ＴＣＰ／ＩＰ及びＳＣＴＰ／ＩＰなどがある。各パケットに対
するセッション情報へのアクセスは、大幅な処理オーバーヘッドを付加する。説明したア
ーキテクチャは、このオーバーヘッドを大幅に低減する高性能メモリサブシステムを作り
出す。このプロセッサのアーキテクチャは、主としてコマンド又はデータ転送終了境界で
のホストプロセッサに対する割り込みを最小限にする知的フロー制御の機能を提供する。
【０００９】
　今日、セキュリティを有するＴＣＰ／ＩＰプロセッサは提供されていない。
　説明したプロセッサのアーキテクチャはまた、一体化されたセキュリティ機能を提供す
る。ストレージトラフィックが、ネットワーク上でサーバからＳＡＮ又は他のストレージ
システム内のストレージアレイまで搬送される時、それは、直接取付けられたストレージ
システムが処理する必要のない様々なセキュリティの脆弱性に露出される。このプロセッ
サは、ストリーム内でストレージトラフィックの暗号化と暗号解読を可能にするので、高
回線速度を可能にし、同時にストレージデータトラフィックの機密性を提供する。
【００１０】
　ネットワークトラフィックの分類は、深いパケットの検査及び処理のための僅かなサイ
クルを残してパケットプロセッサ上で利用可能な処理サイクルの半分までを消費する別の
タスクである。ＩＰベースのストレージトラフィックは、プロトコルの性質上、高速で待
ち時間が少ない深いパケット処理を要求する。説明したＩＰプロセッサは、プログラマブ
ル分類エンジンを提供することにより、分類のオーバーヘッドを大幅に低減する。
【００１１】
　ストレージ容量とストレージネットワークにおける大きな成長は、ＩＴ部門の主なコス
トアイテムとしてストレージ領域菅理を作り出している。菅理コストを抑えるためにポリ
シーベースのストレージ菅理が要求される。説明したプログラマブル分類エンジンは、パ
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ケット、トランザクション、フロー、及びコマンド境界に対して強制することができるス
トレージポリシーの配備を可能にする。これは、ストレージ領域の菅理コストを大幅に改
善することになる。
【００１２】
　プログラマブルＩＰプロセッサアーキテクチャはまた、顧客特定アプリケーションの配
備を可能にするのに十分なヘッドルームを提供する。これらのアプリケーションは、例え
ば、ネットワーク菅理、ストレージファイアウォール又は他のセキュリティ機能、帯域幅
菅理、サービス品質、仮想化、性能モニタリング、ゾーニング、及びＬＵＮマスキングな
どの複数のカテゴリに属するであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明人は、ソフトウエアＴＣＰ／ＩＰスタックの厳しい性能の影響からホストプロセ
ッサを解放するために、ハードウエアにＴＣＰ／ＩＰスタックを実施する新しい高性能で
待ち時間が短い方法を提供する。このハードウエアＴＣＰ／ＩＰスタックは、次に、付加
的な処理要素とインタフェースで接続され、高性能で待ち時間が短いＩＰベースのストレ
ージアプリケーションを使用可能にする。
　これは、ＴＣＰ／ＩＰの終了、高性能で待ち時間が短いＩＰストレージ機能、遠隔ＤＭ
Ａ（ＲＤＭＡ）機能、セキュリティ機能、及びプログラマブル分類及びポリシー処理機能
などの恩典をもたらすために、様々な形式で実行することができる。以下は、これを実行
することができるいくつかの実施形態である。
【００１４】
　サーバ
　説明するアーキテクチャは、ＴＣＰ／ＩＰソフトウエアの１つ又は複数のホストサーバ
プロセッサ及び性能オーバーヘッドを緩和するハードウエアベースのＴＣＰ／ＩＰ機能を
提供する高性能サーバ環境に組み込むことができる。ＩＰプロセッサは、ハードウエアＴ
ＣＰ／ＩＰとの高性能ネットワーキングインタフェースを提供する、サーバチップセット
に対する対照プロセッサとすることができる。サーバは、ブレードサーバ、アプライアン
スサーバ、ファイルサーバ、シンサーバ、クラスター化サーバ、データベースサーバ、ゲ
ームサーバ、グリッド計算サーバ、ＶＯＩＰサーバ、無線ゲートウェイサーバ、セキュリ
ティサーバ、ネットワーク取付ストレージサーバ、又は従来のサーバのような様々な形状
因子にすることができる。本実施形態は、サーバマザーボード上に高性能ネットワークイ
ンタフェースの作成を可能にすると考えられる。
【００１５】
　サーバチップセットに対する対照プロセッサ
　サーバ環境はまた、高性能ＴＣＰ／ＩＰ及び／又はＲＤＭＡ機能に加えて、説明したプ
ロセッサの高性能ＩＰストレージ処理性能に影響を及ぼすことがある。そのような実施形
態では、プロセッサは、サーバプロセッサからのＴＣＰ／ＩＰオフロードに加えて高性能
ネットワークストレージＩ／Ｏ性能を提供する、サーバチップセットに対する対照プロセ
ッサとすることができる。この実施形態は、マザーボード上に高性能ＩＰベースのネット
ワークストレージＩ／Ｏの作成を可能にすると考えられる。換言すれば、それは、マザー
ボード上の「ＩＰ　ＳＡＮ」を使用可能にするであろう。
【００１６】
　ストレージシステムチップセット
　プロセッサはまた、ストレージシステム内のチップセットの対照として使用することが
でき、これは、ストレージネットワーキング環境でストレージデータサーバの機能を実行
するストレージアレイ（又は、他の適切なストレージシステム又はサブシステム）コント
ローラとすることができる。ＩＰベースＳＡＮにおいてネットワーキングするために、プ
ロセッサは、ストレージアレイコントローラに対してＩＰネットワークストレージ機能を
提供すると考えられる。その構成は、ストレージアレイにアクセスして別のストレージ中
枢機能を提供するために、システム内に付加的な機能を持ったサーバ環境の構成と同等に
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することができる。
【００１７】
　サーバ／ストレージホストアダプタカード
　ＩＰプロセッサはまた、高速度ＴＣＰ／ＩＰネットワーキングを提供するサーバホスト
アダプタカードに組み込むことができる。同じアダプタカードはまた、ＩＰベースストレ
ージネットワークに対して、高速度ネットワークストレージ機能を提供することができる
。アダプタカードは、従来のサーバで使用することができ、同様にブレードサーバ構成に
おいてブレードとして使用することもできる。プロセッサはまた、ＩＰベースストレージ
ネットワーキング機能を提供するストレージアレイ（又は、別のストレージシステム又は
サブシステム）のフロントエンド内のアダプタで使用することができる。
【００１８】
　プロセッサチップセット構成要素
　ＴＣＰ／ＩＰプロセッサは、ＴＣＰ／ＩＰオフロード機能を提供するプロセッサチップ
セットの内部に組み込むことができる。そのような構成は、ハイエンドサーバ、ワークス
テーション、又は高速ネットワークとインタフェースで接続する高性能パーソナルコンピ
ュータに使用することができる。そのような実施形態はまた、ＩＰストレージ又はＲＤＭ
Ａ機能、又は本発明の組合せを含むことができ、チップセットに組み込まれたＩＰベース
ストレージネットワーキング、及び／又はＲＤＭＡ機能を有するＴＣＰ／ＩＰを提供する
。説明したアーキテクチャの複数の機能の使用は、機能要件、開発時間とコスト、及びシ
リコンダイのコストなどのトレードオフとして、上記又は他の実施形態の他の機能の使用
と独立して行うことができる。
【００１９】
　ストレージ又はＳＡＮシステム又はサブシステム切替回線カード
　ＩＰプロセッサはまた、高性能で待ち時間が少ないＳＡＮ切換システム（又は、別のシ
ステム又はサブシステム）回線カードを作り出すために使用することができる。プロセッ
サは、回線カードへの／からのＩＰベースストレージトラフィックを終了させたり開始さ
せたりするメインプロセッサとして使用することができる。このプロセッサは、ホストの
ように作動することができる切換システムのファブリックコントローラを使用して作動し
、切換システム内に存在する転送情報ベースによって判断された適切な切替回線カードに
対するＩＰ宛先に基づいて、終了したストレージトラフィックを移送する。そのような切
換システムは、純粋にＩＰベースネットワーキングをサポートすることができ、又は、マ
ルチプロトコルサポートをサポートすることもでき、ファイバチャンネルのような他のデ
ータセンターのＳＡＮファブリックに加えて、ＩＰベースＳＡＮとインタフェースで接続
することを可能にする。ゲートウェイコントローラシステムの内部には、ＬＡＮ又はＷＡ
ＮからＩＰストレージトラフィックを終了させ、ストレージトラフィックをＳＡＮに搬送
するために新しいセッションを開始させる非常に類似の構成が存在することができ、上述
のＳＡＮは、ＩＰベースＳＡＮか、又は、より可能性があるのは、ファイバチャンネルの
ようなデータセンター内部の他のファブリックから構成されたＳＡＮである。プロセッサ
はまた、ＳＡＮゲートウェイコントローラに組み込むことができる。
【００２０】
　ストレージアプライアンス
　ストレージネットワークの菅理コストは急速に増加している。ネットワーク及びストレ
ージ容量の大幅な成長を菅理する能力は、ストレージ領域の菅理機能をもたらす特別なア
プライアンスを作り出すことを要求する。高性能ＩＰベースＳＡＮに対して説明した菅理
アプライアンスは、その機能を達成することができるように、ＴＣＰ／ＩＰパケット内部
で移送されたストレージトラフィック上で高性能ＩＰプロセッサを実行する。これらのシ
ステムは、ポリシーベースの菅理及び実施機能を提供するために、深いパケットの検査を
実行してＩＰトラフィック内のストレージペイロードを抽出するための高性能プロセッサ
を要求する。セキュリティを有するプログラマブル分類及びポリシーエンジンは、説明し
た高速ＴＣＰ／ＩＰ及びＩＰストレージエンジンと共に、本特許に説明するこれらのアプ
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ライアンスと他の実施形態が、高回線速度かつ短い待ち時間で深いパケット検査及び分類
を実行し、パケット毎のベースで必要なポリシーを適用することを可能にする。更に、こ
れらの機能は、仮想化、ポリシーベース菅理、セキュリティ実施、アクセス制御、侵入検
出、帯域幅菅理、トラフィックシェーピング、サービス品質、迷惑メール防止、ウイルス
検出、暗号化、暗号解読、ＬＵＮマスキング、ゾーニング、リンク集約、及びストレージ
領域ネットワークトラフィックに対してインバンドである類似のもののような、その機能
を実行することができるストレージ菅理アプライアンスの作成を可能にする。同様のポリ
シーベースの菅理、及びセキュリティ作動又は機能性はまた、本特許に説明する他の実施
形態の内部でサポートすることができる。
【００２１】
　クラスター化された環境
　システム性能と、クラスター化データベースなどのようなアプリケーションに対する拡
張容易性とを増強するために、クラスター化環境ではサーバシステムが使用される。高性
能クラスターサーバ上で作動しているアプリケーションは、プロセス間通信に対して高速
でデータを共有する能力を要求する。従来のソフトウエアＴＣＰ／ＩＰネットワーク上の
クラスタープロセッサ間でのこのプロセス間通信トラフィックの移送は、厳しい性能のオ
ーバーヘッドを受ける。従って、ファイバチャンネルのような専用ファブリックがそのよ
うな構成では使用されてきた。しかし、通信プロセスメモリ間で直接のメモリアクセスを
可能にするＴＣＰ／ＩＰベースのファブリックは、ファイバチャンネルのような専用ファ
ブリックに変換することなく、任意のＴＣＰ／ＩＰネットワーク上で作動するアプリケー
ションによって使用される。説明したＩＰプロセッサは、その高性能ＴＣＰ／ＩＰ処理機
能とＲＤＭＡ機能を使用してクラスターサーバ環境に組み込むことが可能であり、高性能
で短い待ち時間の直接メモリという恩典をメモリデータ転送にもたらす。この実施形態は
また、グローバルなクラスター化を作り出すために使用することができ、同様にグリッド
コンピュータ及びグリッドネットワーク内のデータ転送を可能にするために使用すること
ができる。
【００２２】
　付加的な実施形態
　プロセッサアーキテクチャは、部分的にソフトウエアで、また部分的にハードウエアで
実施することができる。性能の必要性とコストの推測は、本発明のシステムアーキテクチ
ャ全体のハードウエア及びソフトウエア分割に対するトレードオフを推し進める可能性が
ある。このアーキテクチャをハードウエア及びソフトウエア分割と共にチップセットの組
み合わせとして、又は分割とは独立して実行することも可能である。例えば、セキュリテ
ィプロセッサと分類エンジンは、別々のチップ上にあり、同様の機能を提供することがで
きる。これは、開発及び製造コストを含めて、シリコンコストの廉価なＩＰプロセッサを
もたらすことができるが、いくつかの例では、システムも含めた要素を増加させ、設置面
積とソリューション全体のコストを増大させる可能性がある。セキュリティ及び分類エン
ジンも別々のチップとすることができるであろう。本明細書で使用されるように、チップ
セットは、複数チップのチップセット、又は単一チップだけを含むチップセットを意味す
ることができ、それはアプリケーションに依存する。
【００２３】
　ストレージフローコントローラと待ち行列は、ホスト上のソフトウエア内に維持するこ
とができ、又はチップセット内の別のチップの一部になることもできる。従って、高性能
プロセッサの将来の出現に伴って要求される高性能ＩＰベースストレージとＴＣＰ／ＩＰ
オフロードアプリケーションとを達成するために、このアーキテクチャを分割する複数の
方法が実現可能である。ｉＳＣＳＩと関連してストレージエンジンが説明されたが、制御
プロセッサと共に、ＴＣＰ／ＩＰ及びストレージエンジンのプログラム可能性、分類子の
プログラム可能性、及びストレージフローコントローラを使用して、ｉＦＣＰ、ＦＣＩＰ
、及びその他のような他のＩＰストレージプロトコルを適切なファームウエアで実施する
ことができる。ｉＳＣＳＩ作動はまた、ＩＰストレージ作動とすることができる。高性能
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ＩＰプロセッサコアは、より低い回線速度の複数の入力出力ポートと連結し、全処理量を
適合させてマルチポートＩＰプロセッサ実施形態を同様に作り出すことができる。
【００２４】
　ストレージエンジンを使用しないでメインプロセッサからオフロードする高性能ＴＣＰ
／ＩＰに対してこのアーキテクチャを使用することが実現可能である。これは、データ及
び遠距離通信アプリケーションの次世代の高性能ネットワークに対してシリコンとシステ
ムのソリューションをもたらすことができる。ＴＣＰ／ＩＰエンジンは、アプリケーショ
ン特定のパケット加速器を使用して増強し、コアのアーキテクチャを利用してこのプロセ
ッサの新しい味を引き出すことができる。本発明の他の機能に加えて、ストレージエンジ
ンをファイアウォールエンジン、又はルート検索エンジン、又は遠距離通信／ネットワー
ク加速エンジンのような別のアプリケーション特定の加速器と取り替え、このプロセッサ
アーキテクチャのターゲットを遠距離通信／ネットワーキング及び他のアプリケーション
にすることができる。
【００２５】
　詳細な説明
　ストレージのコストと需要は、過去数年間に亘って速いペースで増加してきた。これは
、近い将来に亘って同じ割合で成長することが見込まれる。ｅビジネスの出現に伴って、
サーバ又はシステムの機能停止時間に関係なく、任意の時間の任意の場所でのデータ使用
可能度が重要になっている。これは、大きな必要性を駆り立て、サーバ接続ストレージを
ネットワークに移動させ、ストレージの統合、データの利用可能性、及びデータ菅理の容
易性をもたらしている。ストレージエリアネットワーク（ＳＡＮ）は、現在では大部分が
ファイバチャンネル技術に基づいており、ＴＣＰ／ＩＰ技術と比べてハードウエア志向の
スタックを使用した短い待ち時間と高性能というような様々な恩典をもたらしている。
【００２６】
　一部のシステムは、データストリームを移送するように設計されたＩＰ上でブロックス
トレージトラフィックを移送する。データストリームは、ＩＰの上で実行されるように階
層化された伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）を使用して移送される。ＴＣＰは、オペレーテ
ィングシステム内のソフトウエアで実施される確実な接続志向プロトコルである。ＴＣＰ
／ＩＰソフトウエアスタックは、将来配置されるであろう高回線速度を処理するには低速
である。新しいハードウエアのソリューションは、ストレージとネットワークトラフィッ
クを搬送するためにＴＣＰ／ＩＰスタックを加速し、ＦＣベースのソリューションに対し
て競争力があることになる。
【００２７】
　高性能サーバ、ワークステーション、ストレージコントローラ、及びネットワークトラ
フィックで普及しているストレージプロトコルは、約２０年前から存在するＳＣＳＩプロ
トコルである。ＳＣＳＩアーキテクチャは、階層化プロトコルアーキテクチャとして構築
されている。図１は、イニシエータ（ブロック１０１）とターゲットサブシステム（ブロ
ック１０２）内の様々なＳＣＳＩアーキテクチャ階層を示す。本特許で使用されるように
、用語「イニシエータ」及び「ターゲット」は、データ処理装置又はそれらを含むサブシ
ステム又はシステムを意味する。用語「イニシエータ」及び「ターゲット」はまた、クラ
イアント又はサーバ又はピアを意味することができる。同様に、用語「ピア」は、対等の
処理装置又はそれらのサブシステム又はシステムを意味することができる。「遠隔ピア」
は、世界中に亘って又は部屋中に亘って配置されたピアとすることができる。
【００２８】
　図１のイニシエータとターゲットサブシステムは、クライアントサーバ要求と応答処理
を提供するために使用されるＳＣＳＩアプリケーションプロトコル層（ブロック１０３）
を使用して互いに対話する。それは、ディスクアレイやテープドライブなどのような多く
の形態をとることができるイニシエータ及びターゲットの大容量ストレージ間で装置サー
ビス要求と応答を同様に提供する。従来、ターゲットとイニシエータは、ＳＣＳＩプロト
コル（ブロック１０４）を搬送するＳＣＳＩバスアーキテクチャを使用して相互接続され
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た。ＳＣＳＩプロトコル層は、ＳＣＳＩアプリケーションプロトコルを使用して、クライ
アントとサーバの対話を互いに可能にする移送層である。移送層は、上部層のプロトコル
とアプリケーションが移送プロトコルを独立させておくことができるように、上部層に対
して同じ意味を呈するべきである。
【００２９】
　図２は、ベースとなる移送層に加えてＳＣＳＩアプリケーション層を示す。ＩＥＴＦ基
準の追跡プロトコル、すなわち、ｉＳＣＳＩ（ＩＰ上のＳＣＳＩ）は、ＩＰベースのスト
レージ移送プロトコルを提供するための試みである。ＦＣＩＰ（ＩＰにカプセル化された
ＦＣ）、ｉＦＣＩＰ（ＩＰ上のＦＣ）などを含む別の同様の試みがある。移送機構として
のＴＣＰ／ＩＰに加えて、これらのプロトコルの多くは、図２に示す方法と同様の方法で
階層化される。図２に示すように、ｉＳＣＳＩプロトコルサービス層（ブロック２０４）
は、ＳＣＳＩアプリケーション層（ブロック２０３）に対して層状インタフェースを形成
する。ｉＳＣＳＩは、基準によって定められるように、ｉＳＣＳＩプロトコルデータユニ
ット（ＰＤＵ）としてＳＣＳＩコマンド及びデータを搬送する。これらのプロトコルデー
タユニットは、次に、ＴＣＰ／ＩＰ（ブロック２０５）などを使用してネットワーク上で
移送することができる。この基準は、「ｉＳＣＳＩ　ＰＤＵ」を運ぶ基本的な移送を実施
するための手段を特定しない。図２は、「ｉＳＣＳＩ　ＰＤＵ」に対して移送を提供する
ＴＣＰ／ＩＰ上で階層化されたｉＳＣＳＩを示す。
【００３０】
　ｉＳＣＳＩのようなＩＰベースのストレージプロトコルは、ソフトウエアベースのＴＣ
Ｐ／ＩＰスタックに加えて、ソフトウエア内で階層化することができる。しかし、そのよ
うな実施は、それに加えてソフトウエアＴＣＰ／ＩＰと階層化されたストレージプロトコ
ルから発生する厳しい性能ペナルティに苦しむことになる。それらの実施は、ホストプロ
セッサの性能に厳しく影響し、１Ｇｂｐｓを超える回線速度での他の全てのタスクに対し
てプロセッサを使用不能にするであろう。従って、ハードウエア内でＴＣＰ／ＩＰスタッ
クを実施し、ホストプロセッサを解放し、その上にストレージプロトコルを構築すること
ができるであろう。ｉＳＣＳＩと同様にストレージプロトコルは、ホストプロセッサ上で
実施されるソフトウエア内に構築することができるか、又は本特許に説明するようにハー
ドウエアの実施によって加速することができる。ソフトウエアｉＳＣＳＩスタックは、受
信ＴＣＰセグメントからＰＤＵを抽出してそれらに作用することができるように、ホスト
プロセッサに対して多くの割り込みを呈することになる。そのような実施は、ソフトウエ
アベースＴＣＰスタックが実施したであろう同様の理由で、厳しい性能ペナルティに苦し
むことになる。説明したプロセッサは、ホストプロセッサに対する性能ペナルティと得ら
れる待ち時間の影響とを排除又は大幅に低減する、ＴＣＰ／ＩＰベースネットワーク上で
ストレージプロトコルを移送するための高性能で待ち時間の短いアーキテクチャを提供す
る。
【００３１】
　図３は、ＯＳＩネットワーキングスタックとして参照されたファイバチャンネルに対す
るＴＣＰ／ＩＰスタックの比較を示す。ＴＣＰ／ＩＰスタック（ブロック３０３）には、
本特許の「発明の開示」の節で上述したように、ホスト上のソフトウエアの実施に起因す
る性能上の問題がある。それに比べて、ファイバチャンネル（ブロック３０４）のような
又は他の専用ネットワーキングプロトコルは、ハードウエア内で実施されるように設計さ
れる。ハードウエアでの実施により、ネットワーキングソリューションがＩＰベースソリ
ューションよりも高性能になる。しかし、ＩＰのユビキタス性とＩＴユーザ及び開発者の
観点からのＩＰの習熟性とは、広範囲の開発に対してＩＰを更に適切なものにする。これ
は、ＴＣＰ／ＩＰに起因する性能ペナルティが、他の競争力のある専用プロトコルに相当
するまで減少した場合に達成することができる。図４は、図示の他の専用プロトコルと競
合することができるようになるために、ＴＣＰ／ＩＰ（ブロック４０３）に使用されるハ
ードウエア及びソフトウエア内で階層化するプロトコルのレベルを示す。
【００３２】
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　図５は、ハードウエアベースのＴＣＰ／ＩＰと、本特許のストレージプロトコルの実行
を使用するホストオペレーティングシステムスタックとを示す。プロトコルは、それがホ
ストオペレーティングシステムスタック（ブロック５１３）内にオペレーティングシステ
ム層がその上で不変のまま導入されように実施される。これは、ＳＣＳＩアプリケーショ
ンプロトコルを一切変えないで作動させる。ドライバ層（ブロック５１５）と、ＩＰベー
スのストレージインタフェースのための下のスタック（ブロック５０１）とは、非ネット
ワーキングＳＣＳＩインタフェース（ブロック５０６及び５０３）又はファイバチャンネ
ルインタフェース（ブロック５０２）と同等のインタフェースを表すことになる。
【００３３】
　図６は、ソフトウエアＴＣＰ／ＩＰスタックに包含されたデータ転送を示す。ＴＣＰ／
ＩＰスタックのそのような実施は、データ転送のメモリコピーからの非常に大きな性能ペ
ナルティを有する。図は、クライアントとサーバネットワーキングスタックの間のデータ
転送を表す。クライアントからユーザまで又はその反対に移送する必要があるユーザレベ
ルのアプリケーションバッファ（ブロック６０１）は、図示の様々なレベルのデータ転送
を通過する。発信元上のユーザアプリケーションバッファは、ＯＳカーネルのスペースバ
ッファ（ブロック６０２）にコピーされる。このデータは、次に、ネットワークドライバ
のバッファ（ブロック６０３）にコピーされ、そこからネットワークインタフェースカー
ド（ＮＩＣ）又はホストバスアダプタ（ＨＢＡ）にＤＭＡ転送される。バッファコピー作
動は、ホストプロセッサを伴い、大事なプロセッササイクルを使い果たす。更に、転送中
のデータは、ホストからの付加的な計算サイクルを使い果たし、ホスト上のチェックサム
計算を通って進行する。ホスト上のシステムメモリへの又はからのデータの複数回の移動
も、同じくメモリ帯域幅の妨害を作り出す。ＮＩＣ／ＨＢＡに移送されたデータは、次に
ネットワーク上に送られ（ブロック６０９）、宛先システムに到着する。宛先システムで
は、データパケットは、ホストと反対方向であるが同様のバッファコピーとチェックサム
作動に従って、ソフトウエアネットワーキングスタックを通ってトラバースする。ＴＣＰ
／ＩＰスタックのそのような実施は、ブロックストレージデータの移送に対して、及び発
信元と宛先の間で大量のデータが移送されるような場合のクラスター化アプリケーション
に対しては非能率である。
【００３４】
　図７は、本特許に説明するアーキテクチャの遠隔の直接メモリアクセス（ＲＤＭＡ）機
能を可能にするという特徴を有するイニシエータ及びターゲットでのネットワーキングス
タックを示す。以下は、ＲＤＭＡ能力又はＲＤＭＡ機構又はＲＤＭＡ機能と呼ぶことがで
きる。そのようなシステムでは、イニシエータ又はターゲット上で実行されるアプリケー
ションは、メモリ領域（ブロック７０２）を登録し、この領域は、実質的にホストの介入
なしでそのピアにＮＩＣ／ＨＢＡから直接利用可能にされる。これらのアプリケーション
はまた、それらのピアにＲＤＭＡ（ブロック７０８）に関して利用可能であるメモリ領域
について知らせるであろう。通信の両方のピアがＲＤＭＡ機構を使用する準備ができた状
態で、ＲＤＭＡ領域からのデータの移送は、ピア内のＮＩＣ／ＨＢＡハードウエアがＲＤ
ＭＡ機能を実行すれば、実質的なホストの介在がなくても発信元から宛先まで基本的にゼ
ロコピーのオーバーヘッドで起こり得る。発信元、すなわちイニシエータは、その要求の
そのピアに特定ＲＤＭＡ使用可能バッファを読み取るか又は書き込むように通知し、次に
、宛先、すなわちターゲットにそのＲＤＭＡバッファへ／からデータをプッシュ又はプル
させる。イニシエータ及びターゲットＮＩＣ／ＨＢＡは、次に、本特許に説明するＴＣＰ
／ＩＰハードウエア実施、ＲＤＭＡ７０３、ＴＣＰ／ＩＰオフロード７０４、ＲＤＭＡ７
０８、及びオフロード７０９を使用して、ホストプロセッサの実質的な記入なしで互いの
間でデータを移送し、それによってプロセッサのオーバーヘッドを大幅に低減するであろ
う。この機構は、ホストプロセッサ上のＴＣＰ／ＩＰ処理のオーバーヘッドを大幅に低減
し、図６に示すデータ転送のための複数バッファのコピーの必要性を排除すると考えられ
る。ＲＤＭＡ実行可能システムは、従って、高速又は低速の如何に関わらず、システムが
そのピアの機能の妨害を作成せずにデータ転送を実行することを可能にする。ＩＰソリュ
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ーションの上でストレージ内のこのプロセッサに実施されたＲＤＭＡ機能は、通常はデー
タ転送の開始時と終了時を除いて、ホストの介在を排除する。これは、ターゲット及びイ
ニシエータの両方のシステムでホストプロセッサを解放し、各パケット到着又は転送時に
介入されることなく有用なタスクを実行する。ＲＤＭＡの実行はまた、システムを安全に
し、認可されていないアクセスを阻止することを可能にする。これは、領域のＩＤと共に
アクセス制御キーを有するＨＢＡ／ＮＩＣを使用してエクスポートされたメモリを登録す
ることによって達成される。ＨＢＡ／ＮＩＣは、遠隔のホストからＲＤＭＡバッファへの
メモリ領域要求のアドレス変換を実行し、セキュリティキー検証のような安全作動を実行
し、次にデータを移送させる。この処理は、ＨＢＡ／ＮＩＣに常駐するか、又は、例えば
マザーボード上のホストプロセッサに対するコンパニオンプロセッサとして、本発明のプ
ロセッサのホストプロセッサから切り離されて実行される。この機能はまた、クライアン
トサーバアプリケーションと同様に、厳しいクラスター化アプリケーションに対する大量
のデータ転送に使用することができる。発信元すなわちイニシエータと宛先すなわちター
ゲットの間で大量のデータを移送するリアルタイムのメディアアプリケーションは、これ
によって恩典を得ることができる。
【００３５】
　図８は、ソフトウエアで実行されたホストファイルシステムとＳＣＳＩスタックとを示
す。上述の通り、ＩＰベースのストレージスタック（ブロック８０５、８０６、８０７、
８０８、及び８０９）は、ＳＣＳＩ層（ブロック８０３及び８０４）に対して、ＳＣＳＩ
移送層（ブロック８１１）又はファイバチャンネル移送（ブロック８１０）によって提供
されたような一貫したインタフェースを呈示すべきである。この図は、性能に影響されや
すいブロックデータを移送するように設定されていないＩＰの様々な問題によって課せら
れるもの以外に、システムレベルからＩＰベースのストレージの実行に課せられる高レベ
ルの要求を示す。
【００３６】
　図９は、図８に示すｉＳＣＳＩスタックをより詳細に示す。ｉＳＣＳＩスタック（ブロ
ック８０５から８０９）は、ＳＣＳＩコマンド統合層（ブロック８０３及び８０４）に対
して、この層とその上の他の層の挙動が変わらないように、ＯＳで定められたドライバイ
ンタフェースレベルの機能性を提供すべきである。図９は、ＩＰストレージ機能を提供す
るために実施されると考えられる一組の機能を示す。ｉＳＣＳＩの機能性を提供する機能
は、関連する組の機能に分類されるが、どの当業者も認めるように、これらの多くの変形
が存在する可能性がある。標準的（例えば、ターゲット及びイニシエータのログイン及び
ログアウト）機能（ブロック９１６）や接続の確立及び取外し機能（ブロック９０５）を
満足するように要求される一組の機能がある。図は、「ＯＳ　ＳＣＳＩ」ソフトウエアス
タックがｉＳＣＳＩ装置（ブロック９１６）を見つけ、オプション／パラメータ（ブロッ
ク９０３及び９０９）を設定して取得し、装置を始動して（ブロック９１３）装置を解放
する（ブロック９１１）ことを可能にする機能を示す。上述の制御機能以外に、ｉＳＣＳ
Ｉの実施は、待ち行列（９１２及び９１７）を通じて大量のデータの移送機能を提供し、
ｉＳＣＳＩ基準によって規定されたＰＤＵを移送する。ｉＳＣＳＩスタックはまた、直接
データ転送／配置（ＤＤＴ）又はＲＤＭＡ機能又はその組合せを含むことができ（ブロッ
ク９１８）、これらは、イニシエータ及びターゲットシステムによって使用することがで
き、ストレージ及び他の大量のブロックデータ転送を含めて、実質的にゼロバッファのコ
ピーとホスト介入のないデータ転送とを実行する。ＳＣＳＩコマンド及びこれらに関連す
るブロックデータ転送は、説明したプロセッサ上で実行されるコマンド待ち行列（ブロッ
ク９１２及び９１７）として実施される。ホストは、主にコマンドの終了時に割り込まれ
る。終了したコマンドは、ホストの都合のよい時に作用するように、ホストに対する待ち
行列に入れられる。図は、ｉＳＣＳＩプロトコル層と、同じくプロセッサから切り離され
て実行される本明細書に説明したＩＰプロセッサシステム上のＴＣＰ／ＩＰスタック（ブ
ロック９０７及び９０８）上で階層化されたドライブ層とを示す。
【００３７】
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　図１０は、説明したＩＰプロセッサシステムで実施されるＴＣＰ／ＩＰスタック機能性
を示す。これらの機能は、このプロセッサの高性能ＴＣＰ／ＩＰ実施を利用するために、
上部層プロトコル機能に対するインタフェースを提供し、直接「ＯＳ　ＴＣＰ／ＩＰ」バ
イパス、ＲＤＭＡ又はネットワークソケット直接機能、又はその組合せから恩典を得るこ
とができる他のアプリケーションと共にＩＰストレージトラフィックを搬送する。ＴＣＰ
／ＩＰスタックは、上部層データ（ブロック１０１７及び１０３１）とコマンドＰＤＵを
送受信し、移送接続と取外し機能（ブロック１０２１）を確立し、データ転送機能やチェ
ックサム機能（ブロック１０１９）、並びにエラー処理機能（ブロック１０２２）やセグ
メント化及び順序付け及びウィンドウ操作作動（ブロック１０１３）を送受信するための
機能を提供する。チェックサム確認／作成のような特定の機能は、データ転送の全てのバ
イトに関連するのに対して、データパケットを移送して伝送制御ブロック又はセッション
データベースを更新するいくつかの機能は、データ転送の各パケットのために呼び出され
る。セッションＤＢ（ブロック１０２５）は、ＴＣＰ／ＩＰ状態情報と共に、アクティブ
セッション／接続に関する様々な情報を維持するために使用される。ＴＣＰ層は、基準に
よる要求に応じてＩＰ機能を提供するＩＰ層に加えて構築される。この層は、パスＭＴＵ
によってパケットをフラグメント化／フラグメント解消する機能（ブロック１０３３）を
提供し、例えば、ＩＣＭＰ（ブロック１０２９）のようなエラーを通信するために必要な
他の機能とのインタフェースと同様に、ルート及び転送情報（ブロック１０３２）を提供
する。ＩＰ層は、イーサネット層又は他のメディアアクセス層技術とインタフェースで接
続し、ネットワーク上にＴＣＰ／ＩＰパケットを移送する。この説明の様々な図には、よ
り低い層がイーサネットとして示されているが、例えば、ＭＡＮ／ＷＡＮ上のＳＯＮＥＴ
に亘ってパケットを移送するためのＳＯＮＥＴのような別の技術とすることができる。イ
ーサネットはまた、類似のアプリケーションで使用されるが、例えば、ＬＡＮ及び専用ロ
ーカルＳＡＮ環境内で更に多く使用することができる。
【００３８】
　図１１は、ｉＳＣＳＩデータフローを示す。図は、データフローの受信及び送信パスを
示す。ホストのＳＣＳＩコマンド層は、ｉＳＣＳＩドライバと協働し、両方ともブロック
１１０１に示されているが、図２６により詳細に見られるストレージフローコントローラ
内のコマンドスケジューラ（ブロック１１０８）に対して処理されるようにコマンドをス
ケジュールに入れるであろう。コマンドスケジューラ１１０８は、図１７により詳細に示
すプロセッサ内で作動するために、新しいコマンドをスケジュールに入れる。既存の接続
を用いてターゲット装置と定められた新しいコマンドは、その既存の接続に対する待ち行
列に入れられる（ブロック１１１１）。ターゲット装置に対する接続が存在しない場合は
、新しいコマンドは、割り当てられていないコマンド待ち行列に対してエンキューされる
（ブロック１１０２）。図４７とブロック９０５及び１００６に示すようなセッション／
接続の確立処理が次に呼び出され、ターゲットに接続される。接続が確立された状態で、
待ち行列１１０２からの対応するコマンドは、図に示すように、コマンドスケジューラ１
１０８により新しく作り出された接続コマンド待ち行列１１１１に対してエンキューされ
る。コマンドが実行ステージに達した状態で、コマンドが読取又は書込トランザクション
次第で、受信１１０７又は送信１１０９パスがアクティブにされる。コマンドが移送され
る接続／セッションの状態は、次に説明するように、セッションデータベース内でのコマ
ンド実行の進行を記録するために使用される。データ転送に関連するバッファは、転送が
終了する時までロックすることができる。イニシエータとターゲットの間でデータを送信
するためにＲＤＭＡ機構が使用される場合、適切な領域バッファ識別子、アクセス制御キ
ー、及び関連ＲＤＭＡ状態データは、選択された実施次第でプロセッサ上のメモリに維持
され、同じくオフチップメモリにも維持することができる。複数のＴＣＰセグメントに亘
ることがあるコマンドに関連するデータ転送が終了すると、コマンド実行のステータスは
、次に適切な処理を行うホストのＳＣＳＩ層に転送される。これは、アプリケーションや
統計データの更新などに対するデータ転送のために使用されているバッファの解放を含む
ことができる。転送中は、「ｉＳＣＳＩ　ＰＤＵ」は、伝送コマンドエンジン（ブロック
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１１１０）と協働する伝送エンジン（ブロック１１０９）によって伝送され、このコマン
ドエンジンは、ＰＤＵを変換し、ストレージプロセッサに対するＤＭＡを使用し、ホスト
メモリからのアプリケーションバッファを検索するなどの適切な作動を実行し、進行に伴
って更新されたｉＳＣＳＩ接続データベース内のストレージコマンドフロー情報を維持す
る。本特許で使用されるように、用語「エンジン」は、エンジンの機能又は使用に適する
データプロセッサ又はデータプロセッサの一部とすることができる。同様に、受信エンジ
ン（ブロック１１０７）は、受信コマンドを新しい要求、応答、エラー、又は他のコマン
ド、又は適切に作用されるべきデータＰＤＵに翻訳する。コマンドエンジン（ブロック１
１０６）と協働するこれらの受信エンジンは、読取データ又は受信データを、直接データ
転送／配置、又はｉＳＣＳＩセッションテーブル内のセッションのために維持されたＲＤ
ＭＡ制御情報を通じて、適切に割り当てられたアプリケーションバッファにルーティング
する。コマンドが終了すると、それぞれのバッファに対する制御（ブロック１１０３及び
１１１２）は、使用するアプリケーションのために解放される。受信及び送信エンジンは
、図２３のＴＣＰ／ＩＰプロセッサ又は図２４のＩＰプロセッサから見る時にグローバル
メモリとして見ることができる、セッションデータベースエントリ１７０４に記録された
セッション情報と協働するこのＩＰプロセッサの図１７のＳＡＮパケットプロセッサ１７
０６（ａ）から１７０６（ｎ）とすることができる。ブロック１７０４と図１７の１７０
８のセッションデータベースの一部分に関連して以下により詳細に説明される、セッショ
ンデータベースによって提供された適切なストレージフローコンテキストを使用して、同
じエンジンを異なるパケットとコマンドのために再使用することができる。明確にするた
めに、ＩＰネットワークアプリケーションプロセッサ、ＩＰストレージプロセッサ、ネＩ
Ｐストレージネットワークアプリケーションプロセッサ、及びＩＰプロセッサという用語
は、アプリケーション次第で同じエンティティとすることができる。ＩＰネットワークア
プリケーションプロセッサコア及びＩＰストレージネットワークアプリケーションプロセ
ッサコアは、アプリケーション次第で同じエンティティとすることができる。
【００３９】
　同様に、制御コマンドは、送信パスを使用することができ、一方、受信応答は、受信パ
スを使用するであろう。類似のエンジンは、ターゲットと同様にイニシエータ上に存在す
ることができる。データフローの方向は、それがイニシエータかターゲットかによって異
なる。しかし、ターゲットでは付加的な段階を伴うが、本質的にはイニシエータとターゲ
ットの両方に類似のデータフローが存在する。例えば、書込コマンドデータを取得するの
に必要なバッファを保証するために、ターゲットは、付加的な作動を実行する必要がある
か又はイニシエータにデータが供給される前に読取データを準備する必要があるであろう
。中間装置の場合は同様の例が存在するであろうが、そのようなスイッチ又はアプライア
ンスとすることができる装置では、あるレベルの仮想化又はフレーム濾過、又は、一方で
セッションの終了を他方でセッションの開始を要求する場合がある類似の別の作動を実施
することができる。この機能性は、このアーキテクチャによってサポートされるが、当業
者には公知の範囲なので図には明確には示されていない。
【００４０】
　図１２から図１５は、移送セッションに関する特定のプロトコル情報と、その情報をメ
モリ内のデータベースに保存することができる方法とを示す。
　図１２は、ｉＳＣＳＩプロトコル及び関連ＴＣＰ／ＩＰ接続のために維持されたデータ
構造を示す。各ｉＳＣＳＩセッション（ブロック１２０１）に属するデータは、基本的に
イニシエータとターゲット接続のネクサスであり、適切な接続（ブロック１２０２）上で
搬送される。従属コマンドは、同じ接続の待ち行列上でスケジュールに入れられ、コマン
ドの順序を維持する（ブロック１２０３）。しかし、関連のないコマンドは、別の移送接
続に割り当てることができる。実施がセッション当たり１つの接続だけをサポートする場
合、全てのコマンドを同じ接続の待ち行列に入れることが可能である。しかし、イニシエ
ータとターゲットの間の回線中継をサポートするために、セッション当たり複数の接続が
実現可能である。例えば、いくつかの実施形態では、イニシエータとターゲットは、互い



(16) JP 4406604 B2 2010.2.3

10

20

30

40

50

に通信が可能であり、複数接続を受け入れるための交渉を通じて決めることになる。別の
実施形態では、イニシエータとターゲットは、１つのセッション又は接続だけを通じて通
信する。図１３と図１４は、ＴＣＰ／ＩＰ及びｉＳＣＳＩセッションデータベース、又は
、セッション及び接続毎の伝送制御ブロックを示す。これらのエントリは、別々のテーブ
ルとして搬送することができ、又は、次に図２３、２４、２６、及び２９に関連して見ら
れるように、複合テーブルとして一緒に搬送することもできるが、ＴＣＰ／ＩＰだけ、Ｒ
ＤＭＡを有するＴＣＰ／ＩＰ、ＩＰストレージだけ、ＴＣＰ／ＩＰを有するＩＰストレー
ジ、及びＲＤＭＡを有するＩＰストレージなど、選択された実施と実施された機能性とに
依存する。ＴＣＰ／ＩＰ及びストレージフロー制御を実施する様々なエンジンは、これら
のフィールドの全部又はいくつか、又は、示されていないより多くのフィールドを使用し
て、ＴＣＰ／ＩＰに亘ってブロックデータ転送を方向付けする。データ転送過程の間に複
数の状態を通じて接続が進行する時、適切なフィールドが更新される。図１５は、オンチ
ップセッションキャッシュ（ブロック１５０１及び１５０２）、及びデータ転送の連続し
た進行のために必要な状態情報を保持するオフチップセッションメモリ（ブロック１５０
３、１５０４、１５０５、１５０６、及び１５０７）から成るメモリサブシステムに転送
制御エントリを保存する一方法を示す。
【００４１】
　図１６は、抽象化レベルの高いＩＰプロセッサアーキテクチャを示す。プロセッサは、
モジュールの拡張可能ＩＰネットワークアプリケーションプロセッサコア（ブロック１６
０３）から成る。その機能性ブロックは、ＩＰネットワーク上で高速保存とデータ転送を
利用可能にする機能性を提供する。プロセッサコアは、インテリジェントフローコントロ
ーラプログラマブル分類エンジン、及びストレージ／ネットワークポリシーエンジンを含
むことができる。それぞれは、独立したプロセッサと考えることができ、それらの任意の
組合せは、単一プロセッサとして実行することができる。開示されたプロセッサはまた、
セキュリティ処理ブロックを含み、ネットワークパケットに対して高回線速度の暗号化及
び暗号解読機能を提供する。同様に、これは、単一プロセッサにすることができ、又は上
述の他のものと組み合わせることができる。開示されたプロセッサは、メモリサブシステ
ムを含み、このサブシステムは、オンチップセッションキャッシュ／メモリを菅理するメ
モリコントローラインタフェースと、オフチップメモリへのアクセスを菅理するメモリコ
ントローラ（ブロック１６０２）とを含み、このオフチップメモリは、ＳＲＡＭ、ＤＲＡ
Ｍ、ＦＬＡＳＨ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ、ＲＤＲＡＭ、ＦＣＲＡＭ
、ＱＤＲ　ＳＲＡＭ、又は、静的又は動的ランダムアクセスメモリの他の派生物、又はそ
の組合せとすることができる。ＩＰプロセッサは、適切なシステムインタフェースを含み
、それを目標のマーケットセグメントで使用することができるようにし、ＬＡＮ、ＳＡＮ
、ＷＡＮ、及びＭＡＮネットワーク、並びに同様のネットワーク、並びに適切なホストイ
ンタフェース（ブロック１６０６）に対して、適正なメディアインタフェース（ブロック
１６０１）を提供する。メディアインタフェースブロックとホストインタフェースブロッ
クとは、マルチポートの形態で存在することができ、そこでは、いくつかのポートは、開
示されたプロセッサが使用されるネットワーク及びシステムで冗長性及びフェイルオーバ
ー機能を供給することができる。プロセッサはまた、例えば、複数プロセッサシステムを
作り出してメインプロセッサの機能を拡張するために、共用プロセッサインタフェース（
ブロック１６０５）を含むことができる。ブロック１６０４のシステムコントローライン
タフェースは、このプロセッサが汎用マイクロコントローラとインタフェースで接続する
ことを可能にし、このマイクロプロコントローラは、開示されたプロセッサを使用するこ
とができるシステムに対して、システムコントローラとして作動することができる。プロ
セッサアーキテクチャはまた、システムコントローラ又はセッションマネージャとして作
動することができる搭載された制御プレーンプロセッサをサポートする。システムコント
ローラインタフェースを依然として提供し、外部プロセッサの使用を可能にすることがで
きる。このプロセッサのこのようなバージョンは、ダイのコストの理由から制御プロセッ
サを含むことができない。例えば、サーバアダプタ、又はストレージコントローラ、又は
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スイッチ回線カード、又は他のネットワーキングシステムのような特定のシステム要件に
的を絞って作り出すことができる様々な形式のコアアーキテクチャがある。主な違いは、
本特許の前出の節で上述したようなことであろう。これらのプロセッサブロックは、ｉＳ
ＣＳＩ、ＦＣＩＰ、ｉＦＣＩＰなどのような標準的プロトコルを使用し、高性能ＩＰベー
スのストレージを達成するための機能と性能をもたらす。これらのブロックの詳細なアー
キテクチャを以下に説明する。
【００４２】
　図１７は、ＩＰプロセッサアーキテクチャをより詳細に示す。上述のアーキテクチャは
、完全なＴＣＰ／ＩＰの終了と深いパケットの検査とを通じてメディアアクセス制御装置
（ＭＡＣ）又は他の適切な装置からの着信ＩＰパケットを処理するための機能を提供する
。この図表は、図１６のＭＡＣ層のブロック１６０１、又はブロック１６０２、１６０４
、又は１６０５を示していない。メディアインタフェース（ブロック１６０１）内のプロ
セッサの入力待ち行列（ブロック１７０１）と出力待ち行列（ブロック１７１２）とに対
するＭＡＣ層インタフェースブロックは、図１６に示されている。ＭＡＣの機能性は、ネ
ットワークに依存する特定の形式を有する標準ベースとすることができるであろう。イー
サネット及びＳＯＮＥＴ上パケットは、今日最も広範囲に使用されるインタフェースの例
であり、それらは、同じシリコン上、又は各々を使用して作り出されたプロセッサの異な
るバージョンに含めることができる。
【００４３】
　図１７のブロック図は、入力待ち行列及び出力待ち行列ブロック１７０１及び１７１２
を２つの別のブロックとして示す。機能性は、組み合わせられたブロックを使用して提供
することができる。入力待ち行列１７０１は、ＭＡＣインタフェースブロックからの着信
パケットを検索するために、論理、制御、及びストレージから成る。ブロック１７０１は
、パケットスケジューラ１７０２及び分類エンジン１７０３と協働してインタフェースか
ら到着するパケットを待ち行列に入れ、パケットの最初、パケットの最後、及び、フラグ
メント化したパケット又は安全なパケットのような他の属性を識別するために適切な標識
を作り出す。パケットスケジューラ１７０２は、入力待ち行列コントローラからパケット
を検索し、分類のためにそれらを分類エンジンに転送することができる。分類ブロック１
７０３は、スケジューラに続くように示されているが、論理的な観点から、分類エンジン
が入力待ち行列からパケットを受け取り、パケットを分類して分類タグをパケットに提供
し、そのパケットが次にスケジューラによってプロセッサアレイ１７０６（ａ）．．．１
７０６（ｎ）に対してスケジュールに入れられる。従って、分類エンジンは、通過分類エ
ンジンとして作用することができ、その構成を最高回線速度で使用してパケットフローを
維持する。分類エンジンは、プログラマブルエンジンであり、様々なカテゴリのネットワ
ークからパケットを受け取り、識別の結果を使用して、スケジューラと、使用すべき他の
パケットプロセッサとのためにパケットにタグ付けする。ネットワークトラフィックの分
類は、非常に計算集約的なタスクであり、パケットプロセッサで利用可能なプロセッササ
イクルの半分を占める。この一体化された分類エンジンは、第２層から第７層の検査を実
行するためにプログラム可能である。分類されるフィールドは、適合するものがあれば、
それらに対応する比較と処置のための期待値を使用してプログラムされる。図３０に関連
して次に見られるように、分類子は、分類ウォークの結果を収集し、分類結果を識別する
パケットに対するタグとしてこれらを呈示することができる。これは、ツリー構造によく
似ており、「ウォーク」として理解されている。分類されたパケットは、次に、処理のパ
イプラインの次の段階としてスケジューラ１７０２に供給される。
【００４４】
　パケットスケジューラブロック１７０２は、状態コントローラと、開示されたプロセッ
サ上の適切な実行エンジンにパケットを割り当てるシーケンサとを含む。実行エンジンは
、所望する実施次第で、ＴＣＰ／ＩＰ、及び／又はストレージエンジン、並びにストレー
ジフロー／ＲＤＭＡコントローラ（ブロック１７０８）、又はホストバイパス、及び／又
は他の適切なプロセッサを含むＳＡＮパケットプロセッサ（ブロック１７０６（ａ）から
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１７０６（ｎ））である。明確にするために、記号「／」は、本特許でハードウエア構成
要素を指す時は、適宜「及び／又は」を意味することができる。例えば、構成要素「スト
レージフロー／ＲＤＭＡコントローラ」は、実行に対して適宜、ストレージフロー及びＲ
ＤＭＡコントローラ、ストレージフローコントローラ、又はＲＤＭＡコントローラとする
ことができる。スケジューラはまた、パケットから同じ接続／セッション上のパケットへ
の状態の従属性が着信パケットの正しい処理のために重要である場合、プロセッサを通じ
てパケット順序化を維持する。パケットのリタイヤメントまで、プロセッサを使用してス
ケジュールに入れたパケットの進行を追跡するために、スケジューラは、様々なテーブル
を維持する。スケジューラはまた、出ていくコマンド上のパケットプロセッサと、ホスト
プロセッサ又は切替ファブリックコントローラ又はインタフェースからのパケットとに対
してスケジュールに入れる必要があるコマンドを受け取る。
【００４５】
　プログラマブルパケットプロセッサに加えて、ＴＣＰ／ＩＰ及びストレージエンジンは
、図１７のＳＡＮパケットプロセッサ１７０６（ａ）から１７０６（ｎ）として一緒にラ
ベル付けされる。これらのパケットプロセッサは、独立のプログラマブル構成要素である
エンジンであり、特定の役割を果たす。代替的に、２つ又はそれ以上のそれらを望ましい
実行次第で単一プロセッサとして実行することができる。図２３のＴＣＰ／ＩＰエンジン
と図２４のストレージエンジンは、この例で、図２１のプログラマブルパケットプロセッ
サエンジンブロック２１０１に対する共有プロセッサとして構成される。このアーキテク
チャは、コスト、製造、マーケットセグメントのような理由からストレージエンジンを置
換／除去することにより、ストレージ以外のアプリケーションに比較的容易に適用するこ
とができる。純粋なネットワーキング環境では、ストレージエンジンは、専用のＴＣＰ／
ＩＰエンジンを有するパケットプロセッサを残して除去され、ネットワーキングトラフィ
ックの代わりに適用されることがあり、ＴＣＰ／ＩＰソフトウエアスタックによる同様の
処理のオーバーヘッドに直面する。代替として、１つ又はそれ以上のエンジンを望ましい
実施のために落としてもよく、例えば、ＩＰストレージ機能だけをサポートするプロセッ
サに対して、別のチップ内にあるＴＣＰ／ＩＰエンジン及び／又はパケットエンジンを落
とすことができる。従って、コアの拡張可能モジュラーアーキテクチャの複数の変形が実
現可能である。従って、コアのアーキテクチャは、例えば、アプリケーション専用の加速
度のためにサポートを提供する高性能ネットワークセキュリティ及びポリシーエンジン、
高性能ルーティングエンジン、高性能ネットワーク菅理エンジン、ストリング検索を提供
する深いパケット検査エンジン、ＸＭＬのエンジン、仮想化のためのエンジンのような他
の専用エンジンでストレージエンジンを置換することにより、ＩＰアプリケーション上の
ストレージに加えて、アプリケーション内で強化することができる。このＩＰプロセッサ
の処理機能は、ネットワークインタフェースの回線速度の要求に合致するように、チップ
内のＳＡＮパケットプロセッサブロック１７０６（ａ）から１７０６（ｎ）の数を増減す
ることにより、スケーリングすることができる。拡張容易性からの根本的な制約は、要求
されるシリコンのスペースとシリコン処理技術によって課せられる制約から生じる。根本
的にこのアーキテクチャは、より多くのＳＡＮパケットプロセッサブロックを追加して処
理機能を向上させることにより、かなりの高回線速度まで拡張することができる。同様の
結果を達成する他の手段は、プロセッサの作動のクロック周波数を処理技術の限界内で実
現可能な程度まで上げることである。
【００４６】
　図１７はまた、ＩＰセッションキャッシュ／メモリ及びメモリコントローラブロック１
７０４を示す。このキャッシュは、内部メモリ又はローカルセッションのデータベースキ
ャッシュと見ることができる。このブロックは、ＴＣＰ／ＩＰセッションデータベースと
、同様に特定数のアクティブセッションに対するストレージセッションデータベースとを
キャッシュして保存するために使用される。キャッシュされるセッションの数は、選択さ
れたシリコンスペースと、製造するための経済的な可能性との直接の結果である。オンチ
ップでないセッションは、ブロック１７０４の一部か又は別様の高性能メモリコントロー
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ラブロックを使用して、外部メモリとして見られるオフチップメモリへ／から保存及び検
索される。このプロセッサの様々な処理要素は、高速内部バスを使用してこのコントロー
ラを共有し、セッション情報を保存して検索する。メモリコントローラはまた、フラグメ
ント化したパケットを一時的に保存するために、又はホストインタフェース又は外部行き
の待ち行列がバックアップされる時に使用することができる。コントローラはまた、統計
データ情報、又は、開示プロセッサか又は開示又はホストプロセッサ上で作動しているア
プリケーションによって収集することができる他の任意の情報を保存するために使用する
ことができる。
【００４７】
　図１７のプロセッサのブロック図はまた、ホスト入力待ち行列（ブロック１７０７）と
ホスト出力待ち行列（ブロック１７０９）、並びにストレージフロー／ＲＤＭＡコントロ
ーラ（ブロック１７０８）を示す。これらのブロックは、ホスト（「ピア」とも呼ばれる
）メモリ又は切替ファブリックへ及びそこからデータを転送するために必要な機能を提供
する。これらのブロックはまた、ホストベースのドライバがコマンドをスケジュールに入
れ、着信ステータスを検索し、セッションデータベースのエントリを検索し、開示された
プロセッサをプログラムすることができるようにする機能を提供し、ソケット直接アーキ
テクチャ、ＴＣＰ／ＩＰの完全終了、ＩＰストレージオフロードのような機能をＲＤＭＡ
を使用して、又は使用しないで実行することができるようにする。図２７により詳細に見
られるホストインタフェースコントローラ１７１０は、構成レジスタ、メモリ対メモリの
直接データ転送のためのＤＭＡエンジン、及び上述のいくつかのタスクを実行するホスト
コマンドブロックをホストインタフェース処理コントローラ及びホスト割り込みコントロ
ーラと共に提供する。ホスト入力及び出力待ち行列１７０７及び１７０９は、着信パケッ
トと発信パケットに待ち行列を提供する。ストレージフローとＲＤＭＡコントローラブロ
ック１７０８は、開示されたプロセッサに対してホストがコマンドを待ち行列に入れるた
めに必要な機能性を提供し、このプロセッサは、次にこれらのコマンドを取得してそれら
を実行し、コマンドが終了するとホストプロセッサに割り込む。ブロック１７０８のＲＤ
ＭＡコントローラ部分は、遠隔の直接メモリアクセスを可能にするために必要な様々な機
能を提供する。それは、ＲＤＭＡ領域、アクセスキー、及び仮想アドレス変換機能性のよ
うな情報を含むテーブルを有する。このブロック内部のＲＤＭＡエンジンは、データ転送
を実行し、受け取ったＲＤＭＡコマンドを変換し、実行が許可されている場合に処理を実
行する。ブロック１７０８のストレージフローコントローラはまた、ターゲットとイニシ
エータの間でデータ転送が発生した時に、スケジュールに入れられた様々なコマンドの進
行状態の追跡を保存する。ストレージフローコントローラは、実行するためのコマンドを
スケジュールに入れ、コマンド終了情報をホストドライバに提供する。以上はＲＤＭＡ機
能と考えられ、説明したように又は個々のプロセッサを実施することにより、設計者の選
択次第で実施することができる。また、本特許の精神及び範囲から逸脱することなく、こ
れらの説明に対して付加的な機能を追加するか又は排除することができる。
【００４８】
　このプロセッサの制御プレーンプロセッサブロック１７１１は、ＩＣＭＰプロトコルに
よるエラー処理、ネーム解決、及びアドレス解決プロトコルを含むことができるＴＣＰ／
ＩＰ及び／又はストレージプロトコルに対する比較的低速のルーティング機能を提供する
のに使用され、それはまた、プログラムされてセッションコントローラ／接続マネージャ
としてのセッション開始／取外し作動、ログイン及びパラメータ交換などを実行すること
ができる。この制御プレーンプロセッサは、システム開発者に制御プレーンプロセッサの
選択を提供するためにオフチップにするか、又は統合されたソリューションを提供するた
めにオンチップにすることができる。制御プレーンプロセッサがオフチップの場合、イン
タフェースブロックがそこで作り出されるか又は統合され、このプロセッサが制御プレー
ンプロセッサとインタフェースで接続することができるようになり、データとコマンドの
転送を実行する。内部バス構造及び機能ブロック相互接続は、性能やダイのコスト要件な
どに関する全ての詳細図に対して図示と異なることがあり、それらは、本発明の精神及び
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範囲から逸脱しないものである。
　図１７のブロックに関して上述した機能は、以下により詳細に説明するように、開示さ
れたプロセッサの様々な処理リソースによるインストリーム処理を使用して、パケットが
最低限の待ち時間で入力から出力まで通過することができるパケットストリームアーキテ
クチャを実行可能にする。
【００４９】
　図１８は、一般的に、詳細には図１７の１７０１で表される入力待ち行列とコントロー
ラブロックを示す。このブロックの核になる機能性は、ブロック１８０１及び１８０２（
ｉ）から１８０２（ｎ）において複数の入力ポートであるポート１からＮからの着信パケ
ットを受け入れ、パケットが分類子、スケジューラ、及びスケジューラＩ／Ｆブロック１
８０７～１８１４を通した更に別の処理に対してデキューされた入力パケット待ち行列（
ブロック１８１０）に対する固定又はプログラマブル優先度を使用して、それらを待ち行
列に入れることである。入力待ち行列コントローラは、各入力ポート（マルチポート実行
のポート１からポートＮ）とインタフェースで接続し、入力パケット待ち行列上１８１０
に対してパケットを待ち行列に入れる。パケット待ちコントローラとマーカーブロック１
８０４は、ポート速度、ポートのネットワークインタフェース、ポート優先度、及び他の
適切な様々な特徴に基づいて、固定された優先度機能を提供することができ、又は、別々
のインタフェースに対して別々のポリシーが適用されるようにプログラムすることができ
る。ラウンドロビンや重み付けラウンドロビンなどのような様々なモードの優先度をプロ
グラムすることができる。入力パケットデキューコントローラ（１８１２）は、パケット
をデキューし、それらをスケジューラＩ／Ｆ１８１４を通じてパケットスケジューラ（図
１７のブロック１７０２）に供給する。スケジューラは、図１７の分類エンジン１７０３
によってパケットが分類された状態で、ＳＡＮパケットプロセッサ１７０６（ａ）～１７
０６（ｎ）に対してパケットをスケジュールに入れる。暗号化されたパケットは、最初に
暗号化される時に分類することができ、実施がセキュリティ処理を含む場合、認証及び／
又は暗号解読のために、図１８の安全なパケットインタフェースブロック１８１３により
、図１７のセキュリティエンジン１７０５に転送されるが、そうでない場合は、セキュリ
ティインタフェースは存在しないことがあり、同様の機能を実行するために外部セキュリ
ティプロセッサが使用されるであろう。クリアなパケットインタフェース（ブロック１８
１１）から暗号解読されたパケットは、次に、パケットがクリアなパケットと同じパスを
追従するブロック１８１２を通じて入力待ち行列に供給される。
【００５０】
　フラグメント化したＩＰパケットは、フラグメント化パケット保存制御バッファ（ブロ
ック１８０６）内のオンチップに保存することができるか、又は内部又は外部メモリに保
存することができる。最後のフラグメントが到着すると、ブロック１８０６のフラグメン
ト化コントローラは、図１７の分類エンジン及びスケジューラと協働して、これらのフラ
グメントを組み合わせて完全なパケットを組み立てる。フラグメント化したパケットが組
み合わせられて完全なパケットを形成した状態で、パケットは、ブロック１８０４を通じ
て入力待ち行列に対してスケジュールに入れられ、次に、パケットデキューコントローラ
（ブロック１８１２）によって処理され、このプロセッサの様々な他の処理ステージに通
される。図１８の入力待ち行列コントローラは、ブロック１８０８のパケット属性及びタ
グアレイに保存された、分類エンジンからの他の任意のセキュリティ情報と共にパケット
開始、サイズ、バッファアドレスのようなパケット記述子フィールドを使用するブロック
１８０９の属性マネージャによって菅理されるパケットタグ／記述子を各着信パケットに
割り当てる。パケットタグ及び属性は、プロセッサのスケジューラと他の構成要素により
、インタフェース８０７、１８１１、１８１３，及び１８１４を通じて、プロセッサを通
過するパケットのフローを効率的に制御するために使用される。
【００５１】
　図１９は、図１７のパケットスケジューラとシーケンサ１７０２をより詳細に示す。こ
のブロックは、パケットのスケジュール設定とこのプロセッサの実行リソースに対するタ
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スクとを担い、従って、負荷バランサとしても作用する。スケジューラは、入力待ち行列
コントローラ１９０１から、ヘッダの待ち行列（ブロック１９０２）のパケットのヘッダ
を検索し、それらを図１７の分類エンジン１７０３に通し、このエンジンは、次に、残り
のプロセッサによって使用される分類子待ち行列（ブロック１９０９）の分類結果を戻す
。分類エンジンは、最初はヘッダと共に呈示することができるが、深いパケット検査もプ
ログラムされる場合は、分類エンジンは、分類の後でスケジューラにルーティングする完
全なパケットを受け取ることができる。スケジューラは、分類エンジンを通じてパケット
の実行を菅理する分類コントローラ／スケジューラ（ブロック１９０８）を有する。図１
９のこのブロックは、フラグメント化したパケット又は安全なパケットの場合は、そのよ
うなパケットに対して適切な作動を行うために、例えば、図１７のセキュリティエンジン
に対して暗号化されたパケットをスケジュールに入れるために、入力待ち行列コントロー
ラ（ブロック１９０１）にコマンドを供給する。スケジューラ状態制御及びシーケンサ（
ブロック１９１６）は、プロセッサ内部でアクティブな様々な処理／作動の状態情報を受
け取り、次の作動のセットに対する命令を提供する。例えば、スケジューラは、ブロック
１９０３の入力パケット待ち行列からパケットを検索し、分類子から受け取った分類の結
果に基づいて、適切なリソース待ち行列に対してこれらのパケットをスケジュールに入れ
るか、又はパケットをパケットメモリ（ブロック１９１３又は１７０４から１９０６）に
導き、スケジュール設定時又はその後に作動を実行するために、適切なリソースがそれを
必要とする時にパケットを検索するために使用することができるパケット記述子／タグを
作り出す。状態制御及びシーケンサブロック１９１６は、分類結果（ブロック１９１４）
を有するパケットが、パケットが作動のためにスケジュールに入れられる時に検索される
パケットメモリ（ブロック１９１３）に保存されるように命令／誘導する。状態コントロ
ーラ及びシーケンサは、作動のためのパケットを受け取るべき実行リソースを識別し、コ
マンドを作り出し、このコマンドをパケットタグと共に図１９のリソース待ち行列ブロッ
ク１９１７（制御プレーン）、１９１８（ポートｉ～ポートｎ）、１９１９（バイパス）
、及び１９２０（ホスト）に割り当てる。優先度セレクタ１９２１は、割り当てられた優
先度に基づいて、それぞれの待ち行列からコマンドとパケットタグを検索し、これをパケ
ットフェッチとコマンドコントローラ（ブロック１９２２）に転送するプログラマブルブ
ロックである。このブロックは、分類結果と共にパケットメモリストア１９１３からパケ
ットを検索し、例えば、１９２６でリソースが作動待機中などの時に、高性能プロセッサ
のコマンド上の適切なリソースとパケットバスに対してパケット転送をスケジュールに入
れる。それぞれの受け取り側のコマンドバスインタフェースコントローラ１９０５のよう
なバスインタフェースブロックは、コマンドを解釈してパケットと作動のための分類タグ
を受け入れる。これらの実行エンジンは、何時パケット作動が終了し、何時パケットが最
終の宛先（ホストバスインタフェース、又は出力インタフェース、又は制御プレーンイン
タフェースなどのいずれか）に対してスケジュールに入れられるかをスケジューラに通知
する。これによって、スケジューラは、ブロック１９０４のリタイヤメントエンジンの助
けを借りて、パケットをその状態から退去させることができ、リソース割当テーブル（ブ
ロック１９２３）のこのセッションのためにリソースエントリを解放する。リソース割当
テーブルは、例えば、ＳＡＮパケットプロセッサエンジンのバッファに入れられたセッシ
ョンデータベースキャッシュエントリや発信元内で実行されている現在のパケットの接続
ＩＤなどのこれらのリソースの内部状態の現在の状態により、受け取ったパケットを特定
のリソースに割り当てるためにシーケンサによって使用される。従って、順序付けられた
実施に依存するパケットは、最初に同じリソースに割り当てられ、プロセッサのセッショ
ンメモリの現在のＤＢ状態を使用してメモリのトラフィックと性能を改善し、従って、新
しいセッションのエントリを検索しなくてもよい。シーケンサはまた、パケットを待ち行
列に入れるためにメモリコントローラ（ブロック１９０６）とのインタフェースを有し、
これらのパケットは、フラグメント化されたパケットであり、及び／又は、最大回線速度
性能を維持するために割り当てられたものよりも多くの時間が掛かり、パケット上で実行
された特定のアプリケーションが原因となることがある下流のパケット処理の妨害のため
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にスケジューラの待ち行列が渋滞する場合のものであり、又は、他の任意の下流のシステ
ムが一杯になって回線速度が維持できない場合のものである。
【００５２】
　分類エンジンが入力待ち行列からパケットを受け取る図１７に関連して上述したように
、分類子がスケジューラの前で実施される場合、アイテム１９０１、１９０２、１９０８
、１９０９、及び１９１０は、個々の設計次第で分類子内にあるか又は必要ないこともあ
る。分類子からスケジューラブロック１９０３、１９０７、１９１４、及び１９１５まで
／からの適切な連結は、そのようなシナリオで作り出すことができ、分類子は、図１８の
入力待ち行列ブロックに直接連結される。
【００５３】
　図２０は、通常は図１７の１７０３で表されるパケット分類エンジンを示す。パケット
のそれらの様々な属性への分類は、非常に計算集約的な作動である。分類子は、パケット
形式、例えば、ＩＰ、ＩＣＭＰ、ＴＣＰ、ＵＤＰのようなプロトコル形式、ポートアドレ
ス、発信元及び宛先フィールドなどを識別するために、受け取ったパケットの様々なフィ
ールドを試験するプログラマブルプロセッサとすることができる。分類子は、ヘッダ又は
ペイロード内の特定フィールド又は一組のフィールドを試験するために使用することがで
きる。ブロック図は、内容アドレスメモリベースの分類子を示す。しかし、先に説明した
ように、これもまた、プログラマブルプロセッサとすることができる。主な違いは、性能
とエンジンの実施の複雑さである。分類子は、図２０の入力待ち行列（ブロック２００５
及び２００４）からスケジューラを通じて入力パケットを取得する。入力バッファ２００
４は、分類される必要があるパケット／記述子及び／又はパケットヘッダを待ち行列に入
れる。次に、分類シーケンサ２００３は、待ち行列内の利用可能なパケットをフェッチし
、プログラムされるか又はプログラムすることができるグローバルフィールド記述子の組
（ブロック２００７）に基づいて、適切なパケットフィールドを抽出する。次に、分類子
は、内容アドレスメモリ（ＣＡＭ）アレイ（ブロック２００９）にこれらのフィールドを
通し、分類を実行する。フィールドは、ＣＡＭアレイを通過するので、これらのフィール
ドの符合は、比較されるべきフィールドの次の組と、場合によってはそれらのビットフィ
ールド位置とを識別する。ＣＡＭアレイでの符合は、アクション／イベントタグをもたら
し、このタグは、結果コンパイラ（ブロック２０１４）から収集され（「コンパイル」が
「収集」の意味で使用される場合）、また、特定のＣＡＭ条件又は規則の符合に関連する
メモリアレイ（ブロック２０１３）のデータを更新することができるアクションとしても
作用する。これは、演算論理装置（ＡＬＵ）作動（ブロック２０１７）の実行を含むこと
ができ、これは、例えば条件符合の増分又は減分などのこのフィールド上の実行リソース
の一例と考えられる。ＣＡＭアレイは、ホスト又は制御プレーンプロセッサインタフェー
ス１７１０及び１７１１を通してプログラミングのためにアクセス可能なデータベース初
期化ブロック２０１１を通じて、比較すべき次のフィールドを含むフィールド、それらの
期待値、及び符合に対するアクションを使用してプログラムされる。分類がリーフノード
に達した状態で、分類は終了し、同じ分類タスクを実行するのを回避するためにＩＰプロ
セッサの他のエンジンによって次に使用することができる、トラバースされたパスを識別
する分類タグが生成される。例えば、分類タグは、フロー又はセッションＩＤ、ＴＣＰ／
ＵＤＰ／ＩＣＭＰのようなプロトコル形式の表示、処理、バイパス、パケットのドロップ
、セッションのドロップなどをするか否かを示す値を含むことができ、又は実行リソース
がパケット処理を開始するための特定のファームウエアコードのルーチンポインタを含む
ことができ、又はトラバースされた分類パスの署名などを含むこともできる。分類タグフ
ィールドは、プロセッサの実行と機能性に基づいて選択される。分類子リタイヤメント待
ち行列（ブロック２０１５）は、分類されたパケットのパケット／記述子と分類タグを保
持し、スケジューラによって検索されるのを待機する。分類データベースは、データベー
ス拡張インタフェースとパイプライン制御論理ブロック２００６とを使用して拡張するこ
とができる。これによって、より大きな分類データベースのための拡張性を必要とするシ
ステムの構築が可能になる。アクションインタープリタ、ＡＬＵ、及び範囲符合ブロック
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２０１２を有する分類エンジンはまた、ストレージ／ネットワークポリシー／特定のポリ
シーが満足された場合に取る必要があるアクションをプログラムする機能を提供する。ポ
リシーは、規則及びアクションテーブルの形態で実行することができる。ポリシーは、分
類テーブルと共にホストインタフェースを使用して分類エンジン内でコンパイルされ、プ
ログラムされる。データベースインタフェースとパイプライン制御２００６は、分類／ポ
リシーエンジンを拡張するためにコンパニオンプロセッサと連結するように実施すること
ができる。
【００５４】
　図２１は、通常は図７の１７０６（ａ）から１７０６（ｎ）で示すようなＳＡＮパケッ
トプロセッサを示す。パケットプロセッサは、特別に設計されたパケットプロセッサか、
又はＡＲＭ、ＭＩＰＳ、ＳｔｒｏｎｇＡＲＭ、Ｘ８６、ＰｏｗｅｒＰＣ、Ｐｅｎｔｉｕｍ
プロセッサのような任意の適切なプロセッサか、又は本明細書に説明した機能を満足させ
る他の任意のプロセッサとすることができる。これは、本特許の様々な節においてパケッ
トプロセッサ複合システムとも呼ぶ。このパケットプロセッサは、パケット処理のための
ターゲット命令、又はＴＣＰ／ＩＰエンジン（ブロック２１０２）、又はＩＰストレージ
エンジン（ブロック２１０３）、又はその組合せを備えた、一般的にＲＩＳＣマシンであ
るパケットエンジン（ブロック２１０１）を有する。これらのエンジンは、パケットエン
ジンに対する共有エンジンとして、又は独立したエンジンとして構成することができる。
図２２は、パケットエンジンをより詳細に示す。パケットエンジンは、通常は上述のよう
にパケット処理マイクロルーチン及びパケット及び中間ストレージを保持するために使用
される命令メモリ（ブロック２２０２）及びデータメモリ（ブロック２２０６）（両方と
もＲＡＭである）を備えたＲＩＳＣマシンである。命令メモリ２２０２は、本特許の全て
のこのようなメモリと同様にＲＡＭ又は他の適切なストレージであり、パケット処理中に
実行されるコードを使用して初期化される。パケット処理コードは、割り当てられたメモ
リ内に適合する緊密なマイクロルーチンとして編成される。命令復号器及びシーケンサ（
ブロック２２０４）は、命令メモリ２２０２からの命令をフェッチしてそれらを復号化し
、ＡＬＵ（ブロック２２０８）内に包含された実行ブロックを通じてそれらを順序付けす
る。このマシンは、単純なパイプラインエンジンか、又はパケット志向命令セットを提供
するように設計されたより複雑な深いパイプラインマシンとすることができる。ＤＭＡエ
ンジン（ブロック２２０５）及びバスコントローラ（ブロック２２０１）により、パケッ
トエンジンがデータパケットを図１９のスケジューラから移動し、ホストインタフェース
を作動のためにデータメモリ２２０６に移動させることが可能になる。ＤＭＡエンジンは
、パケット／データをメモリ／パケットメモリへ／から保存／検索するために複数のメモ
リ記述子を保持することができる。これによって、メモリアクセスが、プロセッサエンジ
ン作動と平行して発生するようになる。ＤＭＡエンジン２２０５はまた、データパケット
をＴＣＰとストレージエンジン２２１０及び２２１１の間で移動させるために使用するこ
とができる。パケットの実行が終了した状態で、抽出されたデータ又は新しく生成された
パケットは、メディアインタフェース又はホストインタフェースのいずれかに向けて出力
インタフェースに転送される。
【００５５】
　図２３は、通常は図２２の２２１０に見られるプログラマブルＴＣＰ／ＩＰパケットプ
ロセッサエンジンをより詳細に示す。このエンジンは、一般的に、様々なＴＣＰ／ＩＰ志
向命令及び実行エンジンと共に共有ＲＩＳＣ命令を有するプログラマブルプロセッサであ
るが、本特許に説明する適切な実行エンジンを備えたマイクロコード化又は状態機械駆動
プロセッサとすることもできるであろう。ＴＣＰプロセッサは、ＴＣＰチェックサムの確
認、及びプロセッサ上のこれらの命令の実行による新しいチェックサム生成のためのチェ
ックサムブロック２３１１を含む。チェックサムブロックは、パケットバッファメモリ２
３０９（データＲＡＭがそのようなメモリの一例である）からデータを抽出し、チェック
サムの生成又は確認を行う。パケット検索インタフェースブロック２３１０は、実行エン
ジンと命令シーケンサ２３０５を助け、様々なデータパケットフィールド又は全データパ



(24) JP 4406604 B2 2010.2.3

10

20

30

40

50

ケットにアクセスを提供する。分類タグインタープリタ２３１３は、そのような実行が選
択された場合、分類の結果に基づいてプログラムフローを誘導するために命令復号器２３
０４によって使用される。プロセッサは、例えば、次の予想されるシーケンス番号を検索
し、受け取ったものが合意されたスライドウインドウの範囲内にあるか否か、また、パケ
ットが属する接続に対してどのスライドウインドウがＴＣＰプロトコルの公知の部分であ
るかを見るために、特定のシーケンスとＴＣＰ／ＩＰデータ順序付け計算で使用するため
の分割（ブロック２３１５）を含むウィンドウ作動を提供する。この要素２３１５は、図
２４の２４１３で表すような分割コントローラを含むことができる。代替的に、当業者は
、本特許の教示を使用して、この図２３のＴＣＰ／ＩＰプロセッサ上のどこにでも分割コ
ントローラを容易に実施することができる。このプロセッサは、ハッシュエンジン（ブロ
ック２３１７）を提供し、このエンジンは、パケットの特定フィールドに対してハッシュ
作動を実行するために使用され、パケットに対して正しいセッションエントリを取得する
ために必要なハッシュテーブルウォークを実行する。プロセッサはまた、データの発信元
及び宛先のためのポインタレジスタ、コンテキストレジスタセット、及び汎用レジスタフ
ァイルに加えてＴＣＰ状態を保持するレジスタと共に、ＴＣＰ処理のための様々な共通に
使用されるヘッダフィールドを抽出するレジスタファイル（ブロック２３１６）を含む。
ＴＣＰ／ＩＰプロセッサは、パケットの実行に対して複数のコンテキストを有することが
でき、そのために、例えばメモリアクセスのような何らかの理由で所定パケットの実行が
機能停止すると、別のコンテキストが喚起され、プロセッサは、ごく僅かの効率ロスで別
のパケットストリームの実行を継続することができる。ＴＣＰ／ＩＰプロセッサエンジン
はまた、ローカルセッションキャッシュ（ブロック２３２０）を維持し、このキャッシュ
は、最も最近使用された又は最も頻繁に使用されたエントリを保持し、グローバルセッシ
ョンメモリから検索する必要なしに局所的に使用することができる。ローカルセッション
キャッシュは、パケットプロセッサとすることができるＴＣＰ／ＩＰプロセッサの内部メ
モリと考えることができる。セッション又はグローバルメモリから付加的なものを検索す
ることなく、より多くのエントリが使用されて内部メモリに保存することができるほど、
処理がより効率的になるのは勿論である。図１９のパケットスケジューラは、ＴＣＰ／Ｉ
Ｐリソース毎にキャッシュされた接続ＩＤを通知され、従って、同じパケットプロセッサ
複合システムに対して同じセッションに属するパケットをスケジュールに入れることがで
きる。特定の接続に対してパケットプロセッサがセッションエントリを保持しない場合、
ＴＣＰセッションデータベース検索エンジン（ブロック２３１９）は、セッションマネー
ジャ（ブロック２３２１）及びハッシュエンジンと協働し、グローバルセッションメモリ
からメモリコントローラインタフェース（ブロック２３２３）を通じて対応するエントリ
を検索する。ハッシュエンジンと共に作用して、対応するセッションエントリ又はそのフ
ィールドをセッションデータベースに対して保存／検索するためのセッション識別子を生
成するセッションエントリ又はセッションエントリのフィールドのアクセスを可能にする
セッションマネージャ内の論理回路のような手段がある。これは、それらのフィールド又
はエントリをパケット処理の結果として更新するために使用することができる。新しいエ
ントリがフェッチされると、配置されているエントリは、グローバルセッションメモリに
保存される。ローカルセッションキャッシュは、キャッシュ原理に排他的に従うことがで
き、従って、複数プロセッサの複合システムは、セッションの状態に損害を与えるいかな
る競合条件ももたらすことはない。ＭＥＳＩプロトコルのような他のキャッシュプロトコ
ルは、類似の結果を達成するのに使用することができる。プロセッサ複合システムでセッ
ションエントリがキャッシュされ、別のプロセッサ複合システムがそのエントリを必要と
する場合、アルゴリズムに基づいて独占的アクセス又は適切なキャッシュ状態を使用し、
このエントリは、新しいプロセッサに転送される。セッションエントリはまた、グローバ
ルセッションメモリに書き込まれる場合がある。ＴＣＰ／ＩＰプロセッサはまた、作動さ
れている接続に対してＴＣＰ状態をウォークスルーするために、ＴＣＰ状態機械（ブロッ
ク２３２２）を含む。この状態機械は、新しく受け取ったパケットから、状態に影響する
適切なフィールドと共にセッションエントリに保存された同じ情報を受け取る。これによ
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って、状態移行があり、情報がセッションテーブルエントリで更新されている場合は、状
態機械は、次の状態を生成することができるようになる。ＴＣＰ／ＩＰプロセッサはまた
、フレーム情報を抽出して順序不揃いのパケット実行の作動を行うために使用されるフレ
ームコントローラ／順序不揃いマネージャブロック２３１８を含む。このブロックはまた
、図２４の２４１７で表されるＲＤＭＡ機構を含むことができるが、非ストレージデータ
転送のために使用される。当業者はまた、本特許の教示を使用して、ＴＣＰ／ＩＰプロセ
ッサのどこにでもＲＤＭＡ機構を実施することができる。このアーキテクチャは、上部層
フレーム指示機構を作り出し、この機構は、プログラマブルフレームコントローラによっ
て使用されるフレーム指示キー又は他のキーとしてパケットＣＲＣを使用することができ
、パケットの順序が狂って到着した時でも埋め込まれたＰＤＵを抽出し、それらが最後の
バッファの宛先に導かれるようにする。このユニットは、セッションデータベースと対話
し、順序が狂って到着した情報を処理し、この情報は記録され、従って、中間セグメント
が到着した状態で再送信が回避される。パケットがＴＣＰ／ＩＰプロセッサを通じて処理
された状態で、パケットがストレージデータ転送に属し、特定の実施がストレージエンジ
ンを含む場合は、それは、作動のためにストレージエンジンに配信され、そうでなければ
、最終のバッファの宛先に対するＤＭＡの処理のために、パケットは、ホストプロセッサ
のインタフェースか、又はブロック１７０８のストレージフロー／ＲＤＭＡコントローラ
に通される。パケットはまた、パケット上の任意の付加的な処理のために、パケットプロ
セッサブロックに転送することができる。これは、ＴＣＰ／ＩＰプロセッサ及びストレー
ジプロセッサにより、処理の前か後にパケット上で実行することができるアプリケーショ
ン及びカスタムアプリケーションコードを含むことができる。ホストから出力メディアイ
ンタフェースへのデータ転送はまた、ＴＣＰ／ＩＰプロセッサを通過し、データ周辺に作
り出されるべき適切なヘッダを形成し、フレームコントローラ及び／又はストレージプロ
セッサと協働し、適切なデータ分割を実行し、同じくセッション状態を更新する。このデ
ータは、作動のためにスケジューラによってパケットプロセッサに対してスケジュールに
入れられたホストコマンド又は受信ネットワークパケットの結果として検索することがで
きる。内部バス構造及び機能性ブロック相互接続は、性能やダイコスト要件などに関して
説明したものと異なる場合がある。例えば、ホストコントローラインタフェース２３０１
、スケジューラインタフェース２３０７、及びメモリコントローラインタフェース２３２
３は、バスコントローラの一部とすることができ、このバスコントローラは、スケジュー
ラ、又はストレージフロー／ＲＤＭＡコントローラ、又はホスト、又はセッションコント
ローラ、又は、以下に限定されるものではないが、キュリティプロセッサ、メディアイン
タフェースユニット、ホストインタフェース、スケジューラ、分類プロセッサ、パケット
バッファ又はコントローラプロセッサ、又は以上の任意の組合せのような他のリソースへ
の又はからのデータパケット又は状態情報又はコマンド又はその組合せの転送を可能にす
るものである。
【００５６】
　図２４は、図２２のＩＰストレージプロセッサをより詳細に示す。ストレージエンジン
は、一般的に、通常のＲＩＳＣ様のパケット処理用命令セットと共にＩＰベースのストレ
ージを意図した命令セットを有するプログラマブルエンジンである。ＩＰストレージプロ
セッサエンジンは、ＣＲＣ作動を実行するためのブロック２４１１を含む。このブロック
は、ＣＲＣの生成と確認を可能にする。ＩＰストレージを使用して着信パケットは、ＴＣ
Ｐ／ＩＰエンジンからＤＭＡ（ブロック２４０２及び２４０８）を通って、データメモリ
（そのようなメモリの例がデータＲＡＭである）（ブロック２４０９）に転送される。実
施がＴＣＰ／ＩＰエンジン又はパケットプロセッサエンジン又はその組合せを含まない場
合は、パケットを例えばスケジューラから直接受け取ることができる。接続に関連するＴ
ＣＰセッションデータベース情報は、必要に応じてローカルセッションキャッシュから検
索することができるか、又はＴＣＰ／ＩＰエンジンからパケットを使用して受け取ること
ができる。ストレージＰＤＵは、ＰＤＵ分類子エンジン（ブロック２４１８）に提供され
、このエンジンは、ＰＤＵを適切なコマンドに分類し、このコマンドは、次に、適切なス
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トレージコマンド実行エンジン（ブロック２４１２）を呼び出すために使用される。コマ
ンド実行は、ＲＩＳＣ又はピア又は命令セットを使用し、又は専用ハードウエアエンジン
を使用して達成することができる。コマンド実行エンジンは、ＰＤＵで受け取ったコマン
ドを実行する。受け取ったＰＤＵは、保留書込コマンド又はＩＰストレージプロトコルに
よって要求された他のコマンドに対して、読取コマンドデータ又はＲ２Ｔを含むことがで
きる。これらのエンジンは、書込データをホストインタフェースから検索するか、又は読
取データを宛先バッファに誘導する。ストレージセッションデータベースは、プロセッサ
によって供給された最近の又は頻繁な接続に対してローカルメモリ（ブロック２４２０）
として見なされるものにローカルにキャッシュされる。コマンド実行エンジンは、コマン
ドを実行し、ストレージ状態機械（ブロック２４２２）及びセッションマネージャ（ブロ
ック２４２１）と協働してストレージデータベースエントリの更新を行う。接続ＩＤは、
セッションを識別するために使用され、セッションがキャッシュに存在しない場合は、ス
トレージセッション検索エンジン（ブロック２４１９）により、図１７のグローバルセッ
ションメモリ１７０４から検索される。イニシエータからターゲットへのデータ転送のた
めに、プロセッサは、分割コントローラ（ブロック２４１３）を使用し、パスＭＴＵなど
のような様々なネットワーク制約毎にデータユニットをセグメントに分割する。分割コン
トローラは、発信ＰＤＵが接続に対して最適なサイズになることを保証するように試みる
。要求されたデータ転送が分割の最大有効サイズよりも大きい場合は、分割コントローラ
は、データを複数のパケットに圧縮し、シーケンスマネージャ（ブロック２４１５）と協
働してシーケンス番号を適切に割り当てる。分割コントローラ２４１３はまた、図２３の
ＴＣＰ／ＩＰプロセッサ内で実行することができる。換言すれば、分割コントローラは、
このプロセッサがＴＣＰ／ＩＰ作動のために使用されてストレージ作動でない時には、図
２３のシーケンス／ウインドウ作動マネージャ２３１５の一部である。当業者は、本特許
の教示を使用して、分割コントローラをＴＣＰ／ＩＰプロセッサに組み込むための代替実
施形態を容易に示唆することができる。図２４のストレージプロセッサ（又は、図２３の
ＴＣＰ／ＩＰプロセッサ）はまた、このＲＤＭＡ機構を使用して実施されるストレージ又
はネットワークデータ転送のためにＰＤＵ内で受け取った遠隔の直接アクセス命令を変換
するＲＤＭＡエンジンを含むこともできる。例えば、図２４では、それはＲＤＭＡエンジ
ン２４１７である。図２３のＴＣＰ／ＩＰプロセッサでは、ＲＤＭＡエンジンは、フレー
ムコントローラ及び順序不揃いマネージャ２３１８、又は他の適切な要素の一部とするこ
とができる。接続の両端がデータ転送のＲＤＭＡモードに合致する場合は、実質的なホス
トの介在なしにターゲット及びイニシエータ間のデータ転送をスケジュールに入れるため
にＲＤＭＡエンジンが使用される。ＲＤＭＡ転送状態は、セッションデータベースエント
リに維持される。このブロックは、データの周囲で階層化されたＲＤＭＡのヘッダを作り
出し、ＲＤＭＡ使用可能の接続上で受け取った受信パケットからこれらのヘッダを抽出す
るためにも使用される。ＲＤＭＡエンジンは、メッセージ／命令を通過させることにより
、ストレージフロー／ＲＤＭＡコントローラ（１７０８）及びホストインタフェースコン
トローラ（１７１０）と協働し、実質的なホストの介入なしに大量のブロックデータの転
送を達成する。ＩＰプロセッサのストレージフロー／ＲＤＭＡコントローラブロック（１
７０８）のＲＤＭＡエンジンは、要求された作動に対して保護検査を実行し、また、ＲＤ
ＭＡ領域識別子からホスト空間の物理的又は仮想アドレスへの変換も提供する。この機能
性はまた、選択された実行に基づくＳＡＮパケットプロセッサのストレージエンジンのＲ
ＤＭＡエンジン（ブロック２４１７）によって提供することができる。２４１７と１７０
８、及び他の同様のエンジンの間のＲＤＭＡ機能の分布は、本特許を使用して当業者が行
うことができる実施の選択肢である。発信データは、ＰＤＵクリエータ（ブロック２４２
５）によって標準ベースのＰＤＵにパッケージ化される。ＰＤＵのフォーマット設定はま
た、パケット処理命令を使用することによって達成することができる。図２４のストレー
ジエンジンは、図２３のＴＣＰ／ＩＰエンジン及び図１７のパケットプロセッサエンジン
と協働し、両方の方向、すなわちイニシエータからターゲット、ターゲットからホスト、
及びその逆にデータ及びコマンド転送を伴うＩＰストレージ作動を実行する。換言すれば
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、ホストコントローラインタフェース２４０１及び２４０７は、コマンド又はデータ又は
その組合せをホストプロセッサへ保存し、又はそれから検索する。これらのインタフェー
スは、直接又は中間の接続を通じてホストに接続される。２つの装置として示されている
が、インタフェース２４０１及び２４０７は、単一の装置として実施することができる。
これらのブロックを通るデータフローは、その転送の方向に基づいて異なるであろう。例
えば、コマンド又はデータがホストからターゲットに送られる場合、ストレージ処理エン
ジンは、ＰＤＵをフォーマット設定するために最初に呼び出されることになり、次に、こ
のＰＤＵがＴＣＰプロセッサに通され、ＰＤＵを有効なＴＣＰ／ＩＰセグメントにパッケ
ージ化する。しかし、受け取ったパケットは、ストレージプロセッサエンジンに対してス
ケジュールに入れられる前に、ＴＣＰ／ＩＰエンジンを通って進むことになる。内部バス
構造及び機能性ブロック相互接続は、性能やダイコスト要件などのために図示のものと異
なる場合がある。例えば、図２３と同様に、ホストコントローラインタフェース２４０１
及び２４０７、及びメモリコントローラインタフェース２４２３は、バスコントローラの
一部とすることができ、このバスコントローラは、スケジューラ、又はホスト、又はスト
レージフロー／ＲＤＭＡコントローラ、又はセッションコントローラ、又は、以下に限定
されるものではないが、セキュリティプロセッサ、又はメディアインタフェースユニット
、ホストインタフェース、スケジューラ、分類プロセッサ、パケットバッファ、又はコン
トローラプロセッサ、又は以上の任意の組合せのような他のリソースへ又はそれからのデ
ータパケット又は状態情報又はコマンド又はその組合せの転送を可能にするものである。
【００５７】
　一例として図２４のｉＳＣＳＩプロセッサのようなＩＰストレージプロセッサにより、
図２３のＴＣＰ／ＩＰプロセッサを組み込まないチップ上でストレージが行われる用途で
は、ＴＣＰ／ＩＰインタフェース２４０６は、ＩＰストレージプロセッサによって処理す
るＩＰストレージパケットをスケジュールに入れるためのスケジューラに対するインタフ
ェースとして機能するであろう。本特許の開示を鑑みる時、同様の変形は、十分に当業者
の知識の範囲内である。
【００５８】
　図２５は、図１７の出力待ち行列コントローラブロック１７１２をより詳細に示す。こ
のブロックは、図１６のネットワークメディアの独立インタフェース１６０１に送る必要
があるパケットを受け取る。パケットは、送出される前に暗号化する必要があるか否かを
示すためにタグ付けすることができる。コントローラは、待ち行列２５１１及びセキュリ
ティエンジンインタフェース２５１０を通じてセキュリティエンジンに保護する必要があ
るパケットを待ち行列に入れる。暗号化されたパケットは、セキュリティエンジンから受
け取られ、ブロック２５０９で待ち行列に入れられ、それらの宛先に送られる。このよう
な機構がサポートされている場合は、出力待ち行列コントローラは、それらの各サービス
品質（ＱＯＳ）待ち行列にパケットを割り当てることができる。プログラマブルパケット
優先度セレクタ（ブロック２５０４）は、送られる次のパケットを選択し、そのパケット
を適切なポート、すなわち、ポート１．．．ポートＮに対してスケジュールに入れる。ポ
ートに付随するメディアコントローラブロック１６０１は、パケットを受け入れ、それら
をその宛先に送る。
【００５９】
　図２６は、一般的に、図１７の１７０８で表すストレージフロー／ＲＤＭＡコントロー
ラブロックをより詳細に示す。ストレージフロー及びＲＤＭＡコントローラブロックは、
コマンド（ストレージ、又はＲＤＭＡ、又はソケット直接、又はその組合せ）をこのプロ
セッサに対して待ち行列に入れるためにホストに対して必要な機能性を提供し、このプロ
セッサは、次に、これらのコマンドを取り出してそれらを実行し、主にコマンドが終了す
る時にホストプロセッサに割り込む。新しいアクティブなコマンド待ち行列（ブロック２
６１１及び２６１０）と終了待ち行列（ブロック２６１２）とは、部分的にオンチップに
することができ、又は部分的にホストメモリ領域又はＩＰプロセッサに付随するメモリに
入れることができ、それらからコマンドがフェッチされるか又は終了ステータスが保存さ
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れる。ＲＤＭＡエンジン（ブロック２６０２）は、遠隔の直接メモリアクセスを使用可能
にするのに必要な様々な機能を提供する。それは、ＲＤＭＡ領域及びアクセスキーのよう
な情報と仮想アドレス変換機能性とを含むＲＤＭＡ検索テーブル２６０８のようなテーブ
ルを有する。このブロック２６０２内部のＲＤＭＡエンジンは、データ転送を実行し、受
け取ったＲＤＭＡコマンドを解釈して、可能であればトランザクションを実行する。スト
レージフローコントローラはまた、ターゲットとイニシエータの間でデータ転送が発生し
た時にスケジュールに入れられた様々なコマンドの進行状態の追跡を維持する。ストレー
ジフローコントローラは、実行のためのコマンドをスケジュールに入れ、また、ホストド
ライバにコマンド終了情報も提供する。ストレージフローコントローラは、ホストからの
新しい要求が入っており、同様にアクティブなコマンドがアクティブコマンド待ち行列に
保持されたコマンド待ち行列を提供する。ブロック２６０１のコマンドスケジューラは、
接続が存在しないターゲットのために受信した新しいコマンドを、新しい接続を開始する
ためにスケジューラに割り当てる。スケジューラ１７０２は、図１７の１７１１で表され
る制御プレーンプロセッサを使用して、一般的に図１５と図１７の１７０４で表されるセ
ッションキャッシュに接続エントリが移動される点で接続を確立し、ストレージフローコ
ントローラブロック２６０１内の状態コントローラは、新しいコマンドをアクティブコマ
ンドに移動して、そのコマンドを適切な接続に関連付ける。ブロック２６１０内のアクテ
ィブコマンドは、パケットプロセッサによる作動のために、検索されてスケジューラ（ブ
ロック１７０２）に送られる。コマンドステータスに対する更新は、再度フローコントロ
ーラに提供され、このコントローラは、次に、それをブロック２６０３を通じてアクセス
されるコマンド状態テーブル（ブロック２６０７）に保存する。２６０１のシーケンサは
、コマンドスケジュール設定に対してプログラマブル優先度を適用し、従って、アクティ
ブコマンドと新しいコマンドからスケジュールに入れられるべき次のコマンドを選択する
。フローコントローラはまた、着信コマンド（ブロック２６１３）のための新しい要求の
待ち行列を含む。新しい要求は、ホスト上でホストドライバによって適切な処理とバッフ
ァ予約が行われた状態で、アクティブコマンド待ち行列に転送される。実行のためにコマ
ンドがスケジュールに入れられると、状態コントローラ２６０１は、ホストデータ事前取
り出しマネージャ（ブロック２６１７）により、ホストインタフェースブロック２７０７
のＤＭＡエンジンを使用して、ホストメモリからデータの事前取り出しを開始し、従って
、コマンドが実行される時に、パケットプロセッサ複合システムに対して提供する準備が
完了したデータを保存する。出力待ち行列コントローラ（ブロック２６１６）は、ホスト
コントローラインタフェース（ブロック２６１４）と協働して、データ転送を可能にする
。ストレージフロー／ＲＤＭＡコントローラは、解決されたターゲット／イニシエータと
、迅速な検索のため及びアクティブ接続にコマンドを関付けるために確立された接続とを
関連付けるターゲット－イニシエータテーブル（ブロック２６０９）を維持する。コマン
ドシーケンサはまた、実行されているコマンドがＲＤＭＡコマンドの場合か、又はストレ
ージ転送が接続開始時にＲＤＭＡ機構を通じて実行されるように交渉された場合は、ＲＤ
ＭＡエンジンと協働することができる。ＲＤＭＡエンジン２６０２は、上述のように、複
数ＲＤＭＡ領域、アクセス制御キー、及び仮想アドレス変換ポインタを受け入れるための
機能性を提供する。ホストアプリケーション（ユーザアプリケーション又はＯＳカーネル
機能、ストレージ、又は、ウェブページ又はビデオファイルなどのダウンロードのような
非ストレージとすることができる）は、それが、開示されたプロセッサを用い、関連ホス
トドライバによって提供されたサービスを通じてＲＤＭＡトランザクションでの使用を希
望するメモリ領域を登録する。これが行われた状態で、ホストアプリケーションは、その
遠隔端末のピアにこの情報を通信する。この時点で、遠隔マシン又はホストは、実質的に
ホストの介在なしに、両端のＲＤＭＡブロックによって供給されたＲＤＭＡコマンドを実
行することができる。ＲＤＭＡ転送は、領域からの読取、特定オフセットを有するある一
定数のバイト、又は属性が類似の書込のような作動を含むことができる。ＲＤＭＡ機構は
また、２つの端末ノード間での通信パイプの作成のために有用な送信機能性を含むことが
できる。これらの機能は、クラスター内のサーバ、又は、更に可能性があるのは、２つの
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異なるクラスターのサーバ内のサーバ、又は他のそのようなクラスター化システムで実行
される２つのアプリケーションのバッファ間で大量のデータ転送が要求される、アプリケ
ーションのクラスター化において有用である。ストレージデータの転送は、それが実質的
にホストの介在なしに大きなブロックのデータ転送を可能にするので、ＲＤＭＡ機構を使
用しても達成される。両端のホストは、ＲＤＭＡ転送を行なうこと、及び共有されたアク
セス制御キーを通じてメモリ領域と認可を割り当てることに同意するために最初に関わり
合っている。更に、２つのノード間のデータ転送は、利用可能なバッファスペースとバッ
ファ転送クレジットが２つの端部ノードによって維持されている限りは、ホストプロセッ
サの介入がなくても継続することができる。ストレージデータ転送プロトコルは、ＲＤＭ
Ａプロトコルを使用することに同意し、それを両端で使用可能にすることにより、ＲＤＭ
Ａの上で実行されるであろう。図２６のストレージフローコントローラ及びＲＤＭＡコン
トローラは、次に、ＲＤＭＡコマンドを使用して、ストレージコマンド実行とデータ転送
を遂行することができる。予想されたデータ転送が終了すると、終了待ち行列２６１２を
使用して、ストレージコマンド終了ステータスがホストに通信される。ネットワークから
到着した着信データパケットは、図１７のパケットプロセッサ複合システムによって処理
され、次にＰＤＵが抽出され、ストレージ／ＲＤＭＡデータパケットの場合、図２６のフ
ローコントローラに呈示される。これらは、次に着信待ち行列ブロック２６０４に割り当
てられ、受信バッファのメモリ記述子の検索によって端末宛先バッファに転送され、次に
、ホストインタフェースブロック２７０７のＤＭＡエンジンを使用してＤＭＡを実行する
。ＲＤＭＡコマンドはまた、ＲＤＭＡ初期化のように保護キー検索及びアドレス変換を通
過することができる。
　以上の内容はまた、ＲＤＭＡ能力、又はＲＤＭＡ機構、又はＲＤＭＡ機能の一部と考え
ることができる。
【００６０】
　図２７は、図１７の１７１０で表されるホストインタフェースコントローラをより詳細
に示す。ホストインタフェースブロックは、ホストバスに対して物理的なインタフェース
を提供するホストバスインタフェースコントローラ（ブロック２７０９）を含む。ホスト
インタフェースブロックは、スイッチ又はゲートウェイ又は同様な構成に組み込まれる時
は、システムアーキテクチャに依存し、ファブリックインタフェースとして又はメディア
独立インタフェースとして実行することができ、仮想出力待ち行列及び／又は他の品質の
サービス機能として提供することができる。ブロック２７０８の処理コントローラ部分は
、様々なバス処理を実行し、それらのステータスを維持して終了するために要求された処
理を行う。ホストコマンドユニット（ブロック２７１０）は、ホストによって配送された
コマンドを実行するために、ホストバス構成レジスタと１つ又はそれ以上のインタープリ
タとを含む。ホストドライバは、ホスト出力待ち行列インタフェース２７０３上でこれら
のコマンドをこのプロセッサに提供する。コマンドは、構成レジスタやスケジュールＤＭ
Ａ転送の設定、必要に応じてＤＭＡ領域及び許可の設定、セッションエントリや検索セッ
ションデータベースの設定、及びＲＤＭＡエンジンの構成などのような様々な機能を提供
する。ストレージ及び他のコマンドはまた、ＩＰプロセッサによる実行のためにこのイン
タフェースを使用して転送することができる。
【００６１】
　図２８は、図１７のセキュリティエンジン１７０５をより詳細に示す。図示のセキュリ
ティエンジンは、例えば、ＩＰＳＥＣのような基準によって要求されるような認証及び暗
号化及び暗号解読サービスを提供する。セキュリティエンジンによって提供されるサービ
スは、複数の認証及びセキュリティアルゴリズムを含むことができる。セキュリティエン
ジンは、上述のように、プロセッサをオンボードにすることができ、又は別のシリコンチ
ップの一部とすることができる。ＩＰセキュリティサービスを提供する外部セキュリティ
エンジンは、着信パケットのパケット処理の最初のステージの１つとして、かつ、出てい
くパケットの最後のステージの１つとして、データフロー内の同様な位置に配置される。
図示のセキュリティエンジンは、セキュリティ基準として適合した非常にハードウエア性
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能効率的なアルゴリズムの最新暗号化基準（ＡＥＳ）ベースの暗号化及び暗号解読サービ
スを提供する。このブロックは、一例としてＤＥＳや３ＤＥＳのような他のセキュリティ
機能を同様に提供することができる。セキュリティと認証のためにサポートされたアルゴ
リズムと機能は、シリコンコストと開発コストから影響されたものである。選択されたア
ルゴリズムはまた、ＩＰストレージ基準によって要求されたものである。認証エンジン（
ブロック２８０３）は、利用可能なアルゴリズムの一例としてＳＨＡ－１を含むように示
されている。このブロックは、ＩＰセキュリティ基準で規定されたようなメッセージのダ
イジェストと認証機能を提供する。セキュリティ及びメッセージ認証サービスが要求され
る時、データは、これらのブロックを通過する。ターゲットに向けて出ていく途中のクリ
アなパケットは暗号化され、次に、必要に応じて適切なエンジンを使用して認証される。
受け取った安全なパケットは、反対の順序で同じ段階を進む。安全なパケットは認証され
、次に、このブロックのエンジン２８０３及び２８０４を使用して暗号解読される。セキ
ュリティエンジンはまた、接続のために確立されたセキュリティコンテキストメモリ（ブ
ロック２８０９）にセキュリティアソシエーションを維持する。セキュリティアソシエー
ションは、（安全なセッションのインデックス、セキュリティキー、使用されるアルゴリ
ズム、セッションの現在の状態などを含むことができ）、メッセージ認証及び暗号化／暗
号解読サービスを実行するために使用される。メッセージ認証サービス及び暗号化／暗号
解読サービスを互いに独立して使用することも可能である。
【００６２】
　図２９は、全体的に図１７の１７０４で表されるセッションキャッシュ及びメモリコン
トローラ複合システムをより詳細に示す。メモリ複合システムは、キャッシュ又はメモリ
又はその組合せとして、本特許ではセッション／グローバルセッションメモリ又はセッシ
ョンキャッシュと呼ばれるＴＣＰ／ＩＰセッションデータベースのためのキャッシュ／メ
モリアーキテクチャを含む。セッションキャッシュ検索エンジン（ブロック２９０４）は
、特定のセッションキャッシュエントリを検索するための機能性を提供する。この検索ブ
ロックは、提供されたフィールドの外にハッシュインデックスを作り出すか、又はハッシ
ュキーを受け入れてセッションキャッシュエントリを検索することができる。キャッシュ
アレイ内にハッシュインデックスとのタグの符合がない場合、検索ブロックは、このキー
を使用して外部メモリからセッションエントリを見つけ、現在のセッションキャッシュエ
ントリをそのセッションエントリと取り替える。それは、要求のパケットプロセッサ複合
システムにセッションエントリフィールドを提供する。ローカルプロセッサ複合システム
キャッシュ内に存在するキャッシュエントリは、グローバルキャッシュに共有されるよう
にマーク付けされる。従って、任意のプロセッサがこのキャッシュエントリを要求すると
、それは、グローバルキャッシュと要求しているプロセッサとに転送され、グローバルキ
ャッシュにそのようにマーク付けされる。セッションメモリコントローラはまた、退去さ
せられたキャッシュエントリをこのブロック内部のグローバルキャッシュに移動させる役
割を果たす。従って、セッションエントリの任意の要求者に対して、最新のセッション状
態だけがいつでも利用可能である。セッションキャッシュが満杯の場合、新しいエントリ
により最低使用頻度のエントリを退去させることができる。セッションメモリは、所定の
処理技術で使用することができるシリコンスペースに応じて、単一回路又は複数回路キャ
ッシュ又はハッシュインデックスメモリ、又はその組合せにすることができる。ネットワ
ークスイッチ又はルータのためのネットワーキングアプリケーションでは、一般的にパケ
ット間で利用可能な基準特性の局所性があまり多くなく、従って、キャッシュの使用はキ
ャッシュミスのために多くの性能改善をもたらさないという点で、セッションデータベー
スエントリを保存するためのキャッシュの使用は独特である。しかし、ストレージ処理は
、２つの端部システム間の持続時間が長い処理であり、大量のデータを交換することがで
きる。クラスター化又はメディアサーバのように２つのノード間で大量のデータ転送が発
生するこのシナリオ又はケースでは、キャッシュベースのセッションメモリアーキテクチ
ャは、オフチップメモリからのデータ転送を大幅に低減することにより、性能的な恩典を
達成することになる。セッションキャッシュのサイズは、利用可能なシリコンダイ面積の
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関数であり、トレードオフによって性能に影響を及ぼすことがある。メモリコントローラ
ブロックはまた、パケット、パケットのフラグメント、又はメモリ内のオペレーティング
データを保存する必要がある他のブロックにサービスを提供する。メモリインタフェース
は、サポートする必要のある予想データ帯域幅に依存して、単一又は複数の外部メモリコ
ントローラ（ブロック２９０１）を提供する。これは、ＤＲＡＭ又はＳＲＡＭ又はＲＤＲ
ＡＭ、又は他の動的又は静的ＲＡＭ、又はその組合せのための１つ又は複数の２倍データ
速度コントローラとすることができる。図は、複数コントローラを表すが、その数は必要
な帯域幅とコストに応じて変動する。メモリ複合システムはまた、セッションデータベー
スメモリブロックによって維持された再発信待ち行列上でセッション自体を待ち行列に入
れるセッションに対する再発信タイムアウトに使用するためのタイマ機能性を提供するこ
とができる。
【００６３】
　図３０は、分類エンジンのデータ構造の詳細を示す。これは、分類エンジンのデータ構
造を編成するための１つの方法である。分類データベースは、ツリー構造（ブロック３０
０１）として表され、ツリー内のノード（ブロック３００３）とノードに関連したアクシ
ョン（ブロック３００８）とは、分類エンジンがツリーの下方にウォークし、特定のノー
ド値の比較を行うことを可能にする。ノード値とそれらが呈示するフィールドは、プログ
ラム可能である。アクションフィールドは、フィールドが特定のノード値に符合する時に
抽出される。アクションアイテムは、次の段階を規定し、この段階は、新しいフィールド
の抽出と比較を含むことができ、このノード値の対に関連する特定のデータフィールド上
でＡＬＵ作動のような他の作動を実行するか、又は端末ノードを表示することができ、そ
の時点で特定パケットの分類が終了する。データ構造は、それがパケットスケジューラか
ら受け取るパケットを分類するために分類エンジンによって使用される。符合する値を使
用して検索されたアクションアイテムは、パケットの異なるフィールドを繰り返す一方で
、結果コンパイラによって使用され、一般的にパケットのヘッダの前でパケットに接続さ
れる分類タグを生成する。分類タグは、次に、プロセッサの残りによって基準として使用
され、分類の結果に基づいて取る必要があるアクションを決める。プログラマブルな特性
を有する分類子は、分類ツリー構造のシステム変更を可能にし、分類の必要性の異なるシ
ステムでプロセッサの使用を可能にする。分類エンジンはまた、分類のツリーノード値ア
クションの構造の一部としてプログラムすることができるストレージ／ネットワークポリ
シーの作成を可能にし、ＩＰベースのストレージシステムにおいて非常に強力な機能を提
供する。ポリシーは、このプロセッサを使用するシステムの菅理を増強し、特定のポリシ
ー又は規則が符合した時又は侵害された時の強化機能を可能にする。分類エンジンは、特
定のシステム制約によって要求された時に、外部の要素を使用して分類データベースの拡
張を可能にする。ツリーとノードの数は、シリコン面積と性能トレードオフとに基づいて
決まる。データ構造の構成要素は、分類エンジンの様々なブロックに維持され、分類シー
ケンサによって使用され、構造によってパケット分類の方向付けが行われる。分類データ
構造は、ターゲットソリューションに応じて、表示されたものよりも多いか又は少ないフ
ィールドを要求することができる。従って、分類のコアの機能性は、基本となるアーキテ
クチャから離れることなく、より少ない要素と構造を使用して達成することができる。分
類処理は、プログラムに従ってツリーとノードを通ってウォークする。特定ノードアクシ
ョンにより、分類の残りのフィールドのために新しいツリーの使用を可能にすることがで
きる。従って、分類処理は、ツリールートで始まり、ノードを通って進行し、最後はリー
フノードに到達する。
【００６４】
　図３１は、イニシエータとターゲットの間の読取作動を示す。イニシエータは、処理を
開始するためにターゲットにＲＥＡＤコマンド要求（ブロック３１０１）を送信する。こ
れは、アプリケーション層の要求であり、特定のＳＣＳＩプロトコルコマンドにマップさ
れ、ＩＰベースのストレージネットワーク内でＲＥＡＤプロトコルデータユニット（ブロ
ック３１０２）として移送されるものである。ターゲットは、要求されたデータ（ブロッ
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ク３１０３）を準備し、最大転送ユニット制約を満足するように分割された読取応答ＰＤ
Ｕ（ブロック３１０５）を提供する。イニシエータは、次に、ＩＰパケットからデータを
検索（ブロック３１０６）し、それは、次に、この作動のために割り当てられた読取バッ
ファに保存される。全てのデータが転送された状態で、ターゲットは、コマンド終了の応
答を行ってステータスを感知する（ブロック３１０７）。完全な転送が終了する（ブロッ
ク３１０９）と、イニシエータは、次にコマンドを退去させる。ターゲットに何らかのエ
ラーがあり、何らかの理由でコマンドが中途終了している時は、イニシエータによって単
独で回復の手順を開始することができる。このトランザクションは、プロトコルのＰＤＵ
としてのｉＳＣＳＩのようなＩＰベースのストレージプロトコル上のデータ移送を有する
標準的ＳＣＳＩのＲＥＡＤトランザクションである。
【００６５】
　図３２は、図３１に示すトランザクションの受信「ＲＥＡＤ　ＰＤＵ」の１つに対する
本発明のＩＰプロセッサ内部のデータフローを示す。内部データフローは、イニシエータ
端末上のＩＰプロセッサによって受信した読取データＰＤＵに対して示される。この図は
、パケットが通過する作動の様々なステージを表す。ステージは、パケットがトラバース
するパイプラインステージと考えることができる。トラバースするパイプのステージの数
は、受け取ったパケットの種類に依存する。図は、確立された接続上で受け取ったパケッ
トに対するパイプステージを表す。パケットは、以下の主要なパイプステージを通ってト
ラバースする。
【００６６】
　１．ブロック３２０７に示す主要な段階を有するブロック３２０１の受信パイプステー
ジ。パケットは、メディアアクセスコントローラによって受信される。パケットが検出さ
れ、プリアンブル／トレーラーが除去され、パケットは、第２層ヘッダとペイロードと共
に抽出される。これは、第２層確認、及び全てのエラー検出が意図する受取人に対して発
生するステージである。確立されたポリシー毎に適用されるサービス品質検査がある場合
もある。パケット確認がクリアされた状態で、パケットは、入力待ち行列に入れられる。
　２．ブロック３２０８に示す主要な段階を有するブロック３２０２のセキュリティパイ
プステージ。パケットは、入力待ち行列から分類エンジンまで動かされ、そこでセキュリ
ティ処理のための迅速な判断が行われ、パケットがセキュリティ処理を通過する必要があ
る場合、セキュリティパイプステージに入る。パケットがクリアなテキストで受信されて
認証を必要としない場合、セキュリティパイプステージは省略される。セキュリティパイ
プステージはまた、セキュリティエンジンがＩＰプロセッサと統合されていない場合は、
省略することができる。パケットは、第１にこの接続に対するセキュリティアソシエーシ
ョンがメモリから検索され、パケットが選択されたメッセージ認証アルゴリズムを使用し
て認証されるセキュリティエンジンの様々なステージを通過する。パケットは、次に、セ
ッションのために確立されたセキュリティキーを使用して暗号解読される。パケットがク
リアなテキストになった状態で、それは、入力待ち行列コントローラに対して再度待ち行
列に入れられる。
　３．ブロック３２０９に示す主要な段階を有するブロック３２０３の分類パイプステー
ジ。スケジューラは、入力待ち行列からクリアなパケットを検索し、分類のためにパケッ
トをスケジュールに入れる。分類エンジンは、第３層及びより高い層の分類のためにパケ
ットから関連フィールドを抽出するような様々なタスクを実行し、ＴＣＰ／ＩＰ／ストレ
ージプロトコルなどを識別し、それらの分類タグを生成し、分類エンジンでプログラムさ
れたポリシーに応じて、パケットを排除したりバイパスのためにパケットにタグ付けする
ようなアクションを取ることができる。分類エンジンはまた、実行を容易にするためのパ
ケットヘッダ及びペイロードのマーク付けと共に、セッション又はこのエンジンが属する
フローでパケットにタグ付けすることができる。分類エンジンのプログラムに依存して、
列挙されたタスクのいくつかを実行することができ、又は実行されなくてもよく、他のタ
スクが実行されてもよい。分類が実行されると、パケットに分類タグが追加され、処理す
るためにスケジューラに対してパケットが待ち行列に入れられる。
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　４．ブロック３２１０に示す主要な段階を有するブロック３２０４のスケジュールパイ
プステージ。分類パケットが、分類エンジン待ち行列から検索され、処理のためにスケジ
ューラ内に保存される。スケジューラは、パケットヘッダから発信元及び宛先フィールド
のハッシュを実行し、分類子によって実行されない場合にパケットが属するフローを識別
する。フローの識別が行われた状態で、パケットは、フローの従属性に基づいて実行リソ
ース待ち行列に割り当てられる。新しいパケットを受け入れるためにリソースが利用可能
になると、待ち行列の次のパケットが、そのリソースに対する実行のために割り当てられ
る。
　５．ブロック３２１１に示す主要な段階を有するブロック３２０５の実行パイプステー
ジ。パケットは、このパケットを実行するためにリソースが利用可能になると、実行パイ
プステージに入る。パケットは、パケットを実行するために想定されたパケットプロセッ
サ複合システムに転送される。プロセッサは、パケットに接続された分類タグを見て、パ
ケットのために要求される処理段階を決める。これがＩＰベースのストレージパケットの
場合、このセッションのためのセッションデータベースエントリが検索される。ローカル
セッションキャッシュが既にセッションエントリを保持する場合は、データベースアクセ
スは要求されない。フローに基づいてパケット割当が行われた場合は、グローバルセッシ
ョンメモリからセッションエントリを検索する必要はない。パケットプロセッサは、次に
、ＴＣＰエンジン／ストレージエンジンを開始し、それらの作動を実行する。ＴＣＰエン
ジンは、チェックサム、シーケンス番号検査、必要なＣＲＣ作動を使用したフレーム指示
検査、及びＴＣＰ状態更新を含む様々なＴＣＰ検査を実行する。次に、ストレージＰＤＵ
が抽出され、実行のためにストレージエンジンに割り当てられる。ストレージエンジンは
、ＰＤＵ内のコマンドを変換し、この特定のケースでは、それをアクティブなセッション
に対する読取応答として識別する。次に、それは、ペイロードの整合性とシーケンスの整
合性を確認し、次に、セッションデータベースエントリ内のストレージフロー状態を更新
する。宛先バッファのメモリ記述子はまた、セッションデータベースエントリから検索さ
れ、抽出されたＰＤＵペイロードはストレージフロー／ＲＤＭＡコントローラに対して、
それらのホストインタフェースブロックはＤＭＡに対して、データは最終のバッファ宛先
に対して、待ち行列に入れられる。データは、メモリ記述子と実行するコマンド／作動と
共に、フローコントローラに配信することができる。この場合、このアクティブ読取コマ
ンドに対してデータを入れる。ストレージフローコントローラは、そのアクティブコマン
ドデータベースを更新する。実行エンジンは、パケットが既に退去しており、パケットプ
ロセッサ複合システムがそのシステムの次のコマンドを受け取る準備ができていることを
スケジューラに示す。
　６．ブロック３２１２に示す主要な段階を有するブロック３２０６のＤＭＡパイプステ
ージ。ストレージフローコントローラがメモリ記述子、コマンド、及びフロー状態の適切
な確認を行った状態で、このコントローラは、ホストメモリに対する転送のためにＤＭＡ
エンジンにデータブロックを送る。ＤＭＡエンジンは、そのようなＱＯＳ機構がプログラ
ムされるか又は実行されると、優先度ベースの待ち行列を実行することができる。データ
は、ＤＭＡを通じてホストメモリ位置に転送される。これがコマンドの最後の作動の場合
、ホストドライバにコマンド実行の終了が表示される。これがコマンドに対する最後の作
動であり、コマンドが終了待ち行列に対して待ち行列に入れられている場合、コマンドに
対して割り当てられたリソースは、新しいコマンドを受け入れるために解放される。コマ
ンド統計データは、性能分析、ポリシー菅理、他のネットワーク管理、又は統計目的のた
めに要求される場合があるので、終了ステータスと共に収集して転送することができる。
【００６７】
　図３３は、イニシエータとターゲットの間の書込コマンド作動を示す。イニシエータは
、トランザクションを開始するためにターゲットにＷＲＩＴＥコマンド（３３０１）を送
る。このコマンドは、ＩＰストレージネットワーク上で「ＷＲＩＴＥ　ＰＤＵ」（ブロッ
ク３３０２）として移送される。レシーバは、新しい要求待ち行列に受け取ったコマンド
を入れる。作動の古いコマンドが終了した状態で（ブロック３３０４）、レシーバは、リ
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ソースを割り当ててコマンド（ブロック３３０５）に対応するＷＲＩＴＥデータを受け入
れる。このステージで、レシーバは、受け取る予定のデータ量とどの位置から受け取るか
の指示を使用して、イニシエータに転送待機中（Ｒ２Ｔ）ＰＤＵ（ブロック３３０６）を
出す。イニシエータは、Ｒ２Ｔ要求のフィールドを変換し、データパケット（ブロック３
３０７）を、受け取ったＲ２Ｔ毎にレシーバに送る。イニシエータとターゲットの間のこ
の交換のシーケンスは、コマンドが終了されるまで続く。成功したコマンドの終了又はエ
ラー条件は、応答ＰＤＵとしてターゲットによってイニシエータに通信され、それが次に
コマンドを終了させる。イニシエータは、エラーの場合に回復処理を開始するように要求
することができる。これは、図３３の交換には示されていない。
【００６８】
　図３４は、「Ｒ２Ｔ　ＰＤＵ」の１つに対する本発明のＩＰプロセッサ内部のデータフ
ローと、図３３に示す書込トランザクションの追随する書込データとを示す。イニシエー
タは、ネットワークメディアインタフェースを通じてＲ２Ｔパケットを受け取る。パケッ
トは、受信、セキュリティ、分類、スケジュール、及び実行を含む図３２の「ＲＥＡＤ　
ＰＤＵ」と同様の対応するブロック３４１５、３４１６、３４０９、及び３４１０内の詳
細な主要段階を使用して、全てのステージ（ブロック３４０１、３４０２、３４０３、及
び３４０４）を通過する。セキュリティ処理は、この図には表示されていない。これらの
ステージに続いてＲ２Ｔは、図３４に示すＤＭＡステージを使用して、書込データフェッ
チを開始する（ブロック３４０５及び３４１１）。書込データは、次に分割され、実行ス
テージ（ブロック３４０６及び３４１２）を通じてＴＣＰ／ＩＰパケットに置かれる。Ｔ
ＣＰ及びストレージセッションＤＢエントリは、Ｒ２Ｔに応答して転送されたデータを用
いてＷＲＩＴＥコマンドに対して更新される。パケットは、次に、出力待ち行列コントロ
ーラに対して待ち行列に入れられる。接続セキュリティの合意に基づいて、パケットは、
セキュリティパイプステージ（ブロック３４０７及び３４１３）に入ることができる。パ
ケットが暗号化されてメッセージ認証コードが生成された状態で、パケットは、宛先への
送信のためにメディアインタフェースに対して待ち行列に入れられる。このステージ（ブ
ロック３４０８及び３４１４）の間に、パケットは、パケットプロセッサによってまだ為
されていなければ、第２層ヘッダ内にカプセル化され、かつ送信される。パイプラインの
各ステージで従うべき段階は、上述の「ＲＥＡＤ　ＰＤＵ」パイプステージと類似であり
、この図に示されている書込データパケットステージのための付加的なステージを有する
。各ステージで実行される特定の作動は、コマンドの種類、セッションの状態、コマンド
の状態、及び設定することができるポリシーに対する他の様々な構成に依存する。
【００６９】
　図３５は、イニシエータとターゲットの間のＲＤＭＡ機構を使用したＲＥＡＤデータ転
送を示す。イニシエータとターゲットは、ＲＤＭＡデータ転送を開始させる前にＲＤＭＡ
バッファを登録する（ブロック３５０１、３５０２、及び３５０３）。イニシエータは、
予想される受け取り側としてのＲＤＭＡを使用してＲＥＡＤコマンド（ブロック３５１０
）を出す。このコマンドは、ターゲット（ブロック３５１１）に移送される。ターゲット
は、読み込まれるデータを準備し（ブロック３５０４）、次に、ＲＤＭＡ書込作動（ブロ
ック３５０５）を実行し、書込データをイニシエータにおいてホストの介在なしに直接Ｒ
ＤＭＡバッファに保存する。作動の終了は、コマンド終了応答を使用して示される。
【００７０】
　図３６は、ＲＥＡＤコマンドフローを実行するＲＤＭＡ書込パケットの内部アーキテク
チャデータフローを示す。ＲＤＭＡ書込パケットはまた、ネットワークインタフェース上
で受け取った他の任意の有効なパケットと同じパイプステージに従う。このパケットは、
受信パイプステージ（ブロック３６０１及び３６０７）内の第２層処理を通過し、そこか
ら、それは、セキュリティ処理の必要性を検出するためにスケジューラに対して待ち行列
に入れられる。パケットが暗号解読される必要がある場合、それは、セキュリティパイプ
ステージに入る（ブロック３６０２及び３６０８）。暗号解読されたパケットは、次に、
プログラムされていた分類タスクを実行するために、分類エンジンに対してスケジュール
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に入れられる（ブロック３６０３及び３６０９）。分類が終了した状態で、タグ付けされ
たパケットは、スケジュールパイプステージ（ブロック３６０４及び３６１０）に入り、
そこで、スケジューラは、フローベースのスケジュール設定に依存して、このパケットを
リソース特定の待ち行列に割り当てる。意図されたリソースがこのパケットを実行する準
備が完了している場合、それは、そのパケットプロセッサ複合システム（ブロック３６０
５及び３６１１）に転送され、そこで、全てのＴＣＰ／ＩＰ確認、検査、及び状態更新が
行われ、ＰＤＵが抽出される。次に、ストレージエンジンは、ＲＤＭＡを使用して実施さ
れたストレージＰＤＵに対するストレージフローに属するとしてＰＤＵを識別し、ＲＤＭ
Ａコマンドを解釈する。この場合、特定のＲＤＭＡバッファに書き込むのはＲＤＭＡであ
る。このデータは、抽出されて、ＲＤＭＡ領域変換及び保護検査を行うストレージフロー
／ＲＤＭＡコントローラブロックに通され、パケットは、ホストインタフェース（ブロッ
ク３６０６及び３６１２）を通じてＤＭＡに対して待ち行列に入れられる。パケットがパ
ケットプロセッサ複合システムを通じた作動を終了した状態で、スケジューラに通知され
、パケットは、スケジューラ内に保持された状態から退去させられる。ＤＭＡステージで
ＲＤＭＡデータ転送が終了した状態で、これがストレージコマンド実行を終了させる最後
のデータ転送の場合、そのコマンドは退去させられ、コマンド終了待ち行列に割り当てら
れる。
【００７１】
　図３７は、ＲＤＭＡ読取作動を使用するストレージ書込コマンド実行を示す。イニシエ
ータ及びターゲットは、ＲＤＭＡコントローラを使用して最初にそれらのＲＤＭＡバッフ
ァを登録し、次に、同じくバッファをピアに通知する。次に、イニシエータは、ターゲッ
トに書込コマンド（ブロック３７０１）を出し、それは、ＩＰストレージＰＤＵを使用し
て移送される。受け取り側は、最初にＲＤＭＡバッファを割当てることによって書込コマ
ンドを実行し、書込を受け取り、次にイニシエータに対してＲＤＭＡ読取を要求する（ブ
ロック３７０７及び３７０８）。イニシエータから書き出されるデータは、次に、ＲＤＭ
Ａ読取応答パケット（ブロック３７０７及び３７０８）として供給される。受け取り側は
、いかなるホストの介入もなく、パケットを直接ＲＤＭＡバッファに保存する。読取要求
がセグメントサイズよりも大きなデータに対するものだった場合、ＲＥＡＤ要求に応答し
て、複数のＲＥＡＤ応答ＰＤＵがイニシエータに送られるであろう。データ転送が終了し
た状態で、イニシエータに終了ステータスが移送され、ホストに対してコマンド終了が示
される。
【００７２】
　図３８は、図３７に示すフロー処理の１つのセクションに対するＲＤＭＡ読取要求及び
得られる書込データ転送のデータフローを示す。データフローは、図３４の書込データフ
ローと非常に似ている。ＲＤＭＡ読取要求パケットは、受信、分類、スケジュール、及び
実行（ブロック３８０１、３８０２、３８０３、３８０４、３８１５、３８１６、３８０
９、及び３８１０）を含む様々な処理パイプステージを通って流れる。この要求が実行さ
れた状態で、それは、ＲＤＭＡ読取応答パケットを生成する。ＲＤＭＡ応答は、最初にシ
ステムメモリから要求されたデータのＤＭＡ（ブロック３８０５及び３８１１）を行うこ
とによって生成され、次に、実行ステージ（ブロック３８０６及び３８１２）を通してセ
グメントとパケットを生成する。適切なセッションデータベースエントリが更新され、デ
ータパケットは、必要に応じてセキュリティステージに進む（ブロック３８０７及び３８
１３）。安全又はクリアなパケットは、次に、送信ステージに対して待ち行列に入れられ
（ブロック３８０８及び３８１４）、このステージは、適切な第２層更新を実行してパケ
ットをターゲットに送信する。
【００７３】
　図３９は、イニシエータから開始されたストレージコマンドに対するイニシエータコマ
ンドフローをより詳細に示す。図示のように、以下は、コマンドが従う主要段階のいくつ
かである。
　１．ホストドライバは、コマンドをストレージフロー／ＲＤＭＡコントローラのプロセ
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ッサコマンド待ち行列に入れる。
　２．ホストは、作動のため及びリソースを予約するためにコマンドが正常にスケジュー
ルに入れられたかを通知される。
　３．ストレージフロー／ＲＤＭＡコントローラは、ターゲットに対する接続が確立され
た場合、作動のためのコマンドをパケットスケジューラに対してスケジュールに入れる。
そうでなければ、コントローラは、ターゲットセッション開始を開始し、セッションが確
立された状態で、コマンドは、パケットスケジューラに対してスケジュールに入れられる
。
　４．スケジューラは、このコマンドを受け入れる準備が完了したＳＡＮパケットプロセ
ッサの１つにコマンドを割り当てる。
　５．プロセッサ複合システムは、セッションエントリのために、要求をセッションコン
トローラに送る。
　６．セッションエントリが、パケットプロセッサ複合システムに供給される。
　７．パケットプロセッサは、ＰＤＵとしてコマンドを運び、出力待ち行列に対してスケ
ジュールに入れられるパケットを形成する。
　８．コマンドＰＤＵは、それをターゲットに送るネットワークメディアインタフェース
に与えられる。
　これは、イニシエータとターゲットの間で接続が確立された時に、主にイニシエータか
らターゲットまで大部分のコマンドが追従する高レベルのフローである。
【００７４】
　図４０は、読取パケットデータフローをより詳細に示す。ここでは、読取コマンドは、
最初に図３９に示すフローと同様のフローを使用し、イニシエータからターゲットに送ら
れる。ターゲットは、図４０に示すようなフローに従う読取応答ＰＤＵをイニシエータに
送る。図示のように、読取データパケットは、以下の主要段階を通過する。
　１．入力パケットは、ネットワークメディアインタフェースブロックから受信される。
　２．パケットスケジューラは、入力待ち行列からパケットを検索する。
　３．パケットは、分類のためにスケジュールに入れられる。
　４．分類されたパケットは、分類タグと共に分類子から戻る。
　５．分類とフローベースのリソース割当とに基づいて、パケットは、パケット上で作動
するパケットプロセッサ複合システムに割り当てられる。
　６．パケットプロセッサ複合システムは、セッションキャッシュ内のセッションエント
リを検索する（ローカルに存在しない場合）。
　７．セッションキャッシュエントリが、パケットプロセッサ複合システムに戻される。
　８．パケットプロセッサ複合システムは、ＴＣＰ／ＩＰ作動／ＩＰストレージ作動を実
行し、ペイロード内の読取データを抽出する。ＭＤＬ（メモリ記述子リスト）のような適
切な宛先タグを有する読取データが、ホストインタフェース出力コントローラに提供され
る。
　９．ホストＤＭＡエンジンは、システムバッファメモリに読取データを転送する。
　これらの段階のいくつかは、安全なパケットフローが表された図３２により詳細に与え
られ、一方、図４０は、クリアテキスト読取パケットフローを表す。本特許に示すこのフ
ロー及び他のフローは、本特許の教示により当業者が容易に実施することができる開示さ
れたプロセッサの適切なリソースを使用することにより、ストレージ及び非ストレージデ
ータ転送に適用可能である。
【００７５】
　図４１は、書込データフローをより詳細に示す。書込コマンドは、図３９のフローと同
様のフローに従う。イニシエータは、書込コマンドをターゲットに送る。ターゲットは、
ターゲットが指定量のデータを受け取る準備が完了していることをイニシエータに示す転
送待機中（Ｒ２Ｔ）ＰＤＵによりイニシエータに応答する。イニシエータは、次に、要求
されたデータをターゲットに送る。図４１は、イニシエータからターゲットまで要求され
た書込データパケットが従うＲ２Ｔを示す。このフローで追従される主な段階は、以下の
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通りである。
　１．入力パケットが、ネットワークメディアインタフェースブロックから受信される。
　２．パケットスケジューラは、入力待ち行列からパケットを検索する。
　３．パケットは、分類のためにスケジュールに入れられる。
　４．分類されたパケットは、分類タグと共に分類子から戻る。
　ａ．分類とフローベースのリソース割当とに依存して、パケットは、パケット上で作動
するパケットプロセッサ複合システムに割り当てられる。
　５．パケットプロセッサ複合システムは、セッションキャッシュ内のセッションエント
リを検索する（ローカルに存在しない場合）。
　６．セッションキャッシュエントリが、パケットプロセッサ複合システムに戻される。
　７．パケットプロセッサは、「Ｒ２Ｔ　ＰＤＵ」を判断し、ストレージフロー／ＲＤＭ
Ａコントローラへの要求で書込データを要求する。
　８．フローコントローラは、ホストインタフェースに対してＤＭＡを開始する。
　９．ホストインタフェースは、ＤＭＡを実行し、ホスト入力待ち行列にデータを戻す。
　１０．パケットプロセッサ複合システムは、ホスト入力待ち行列からデータを受け取る
。
　１１．パケットプロセッサ複合システムは、有効なＰＤＵとパケットをデータの周りに
形成し、適切なセッションエントリを更新し、出力待ち行列にパケットを転送する。
　１２．パケットは、データパケットを宛先に送信する出力ネットワークメディアインタ
フェースブロックに転送される。
【００７６】
　図４１のフローは、クリアテキストデータ転送を示す。データ転送が安全である必要が
ある場合は、フローは、出力データパケットが１１ａ及び１１ｂとラベル付けされた矢印
で示すような安全パケットを通るようにルーティングされた図４３に示すフローと同様で
ある。入力Ｒ２Ｔパケットはまた、安全である場合に、セキュリティエンジンを通るよう
にルーティングされるであろう（これは、図示されていない）。
【００７７】
　図４２は、パケットが暗号テキストか又は安全である場合の読取パケットフローを示す
。このフローは、上述の関連する説明を使用して図３２により詳細に示されている。安全
な読取フローとクリアな読取フローの主な相違点は、パケットが分類子によって安全パケ
ットとして最初に分類され、従って、セキュリティエンジンにルーティングされることで
ある。これらの段階は、２ａ、２ｂ、及び２ｃとラベル付けされた矢印で示されている。
セキュリティエンジンは、パケットを暗号解読し、メッセージの認証を実行し、矢印２ｄ
で示すような更なる処理のために入力待ち行列にクリアパケットを転送する。クリアパケ
ットは、次に、スケジューラによって検索され、図４２の２ｅ及び３とラベル付けされた
矢印で示すように、分類エンジンに供給される。残りの段階と作動は、上述の図４０のも
のと同様である。
【００７８】
　図４４は、ＲＤＭＡバッファ通知フローを示す。このフローは、図３９に示すような他
の全てのストレージコマンドフローと非常に似ているように示されている。主な段階で取
られる詳細なアクションは、コマンドによって異なる。ＲＤＭＡバッファ通知とレジスト
レーションに対して、ＲＤＭＡ領域ＩＤが作成され、この領域に対するアドレス変換機構
と共に記録される。ＲＤＭＡレジストレーションはまた、アクセス制御のための保護キー
を含み、ＲＤＭＡ転送のために必要な別のフィールドを含むことができる。コマンドのた
めのパケットを作り出す段階は、図３９の段階と類似である。
【００７９】
　図４５は、ＲＤＭＡ書込フローをより詳細に示す。ＲＤＭＡ書込は、ＲＤＭＡ書込を受
け取るイニシエータに対する通常の読取ＰＤＵのように見える。ＲＤＭＡ書込パケットは
、図４０に示す読取ＰＤＵのような同じ主要フローの段階に従う。ＲＤＭＡ転送は、ＲＤ
ＭＡアドレス変換と領域アクセス制御キー検査とを伴い、他のセッションエントリ以外に
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ＲＤＭＡデータベースエントリを更新する。主要なフローの段階は、通常の読取応答ＰＤ
Ｕと同じである。
【００８０】
　図４６は、ＲＤＭＡ読取データフローをより詳細に示す。この図は、イニシエータによ
ってターゲットから受け取られるＲＤＭＡ読取要求と、イニシエータからターゲットに書
き出されるＲＤＭＡ読取データとを示す。このフローは、ストレージ書込コマンドが従う
Ｒ２Ｔ応答と非常に似ている。このフローでは、ストレージ書込コマンドは、ＲＤＭＡ読
取を使用して達成される。パケットが従う主な段階は、図４１に示すＲ２Ｔ書込データフ
ローと基本的に同じである。
【００８１】
　図４７は、セッション作成フローの主要な段階を示す。この図は、イニシエータとター
ゲットの間のセッション開始で要求される、この低速パス作動のための制御プレーンプロ
セッサの使用を表す。この機能性は、パケットプロセッサ複合システムを通して実施する
ことが可能である。しかし、ここでは、制御プレーンプロセッサを使用して実施されるも
のとして示されている。どちらの手法も許容することができる。以下は、セッション作成
中の主要な段階である。
　１．コマンドが、ホストドライバによってスケジュールに入れられる。
　２．ホストドライバは、コマンドがスケジュールに入れられ、ホストによって要求され
た全ての制御情報が通されることを通知される。
　３．ストレージフロー／ＲＤＭＡコントローラは、セッションが存在しないターゲット
にコマンドを送る要求を検出し、従って、それは、その要求を制御プレーンプロセッサに
通して移送セッションを確立する。
　４．制御プレーンプロセッサは、出力待ち行列に「ＴＣＰ　ＳＹＮ」パケットを送る。
　５．ＳＹＮパケットは、ネットワークメディアインタフェースに送信され、そこから宛
先に送信される。
　６．宛先は、ＳＹＮパケットを受け取った後に、ＳＹＮ－ＡＣＫ応答を使用して応答し
、そのパケットは、ネットワークメディアインタフェースから受け取り次第入力待ち行列
に入れられる。
　７．パケットが、パケットスケジューラによって検索される。
　８．パケットが、分類エンジンに通される。
　９．タグ付けされて分類されたパケットが、スケジューラに戻される。
　１０．スケジューラは、分類に基づいてこのパケットを制御プレーンプロセッサに転送
する。
　１１．プロセッサは、次に、ＡＣＫパケットを使用して出力待ち行列に応答する。
　１２．パケットは、次に、最終の宛先に送信され、従って、セッション確立ハンドシェ
ークを終了する。
　１３．セッションが確立された状態で、この状態は、ストレージフローコントローラに
供給される。セッションエントリは、このように作り出され、次に、セッションメモリコ
ントローラに通される（この部分は、図に示されていない）。
　セッションを段階１３のような確立状態にする前に、制御プレーンプロセッサは、スト
レージプロトコルの完全なログイン段階を実行し、パラメータを交換し、それがストレー
ジデータ転送接続の場合は、それらを特定接続のために記録するように要求されることが
ある。ログインが認証されてパラメータ変換が終了した状態で、セッションは、上述の段
階１３で示されたセッション確立状態に入る。
【００８２】
　図４８は、セッション取外しフローの主要な段階を示す。このフローの段階は、図４７
の段階と非常に似ている。２つのフローの主な違いは、セッション作成のためのＳＹＮ、
ＳＹＮ－ＡＣＫ、及びＡＣＫパケットの代わりに、イニシエータとターゲットの間で、Ｆ
ＩＮ、ＦＩＮ－ＡＣＫ、及びＡＣＫパケットが転送されることである。それ以外は、主要
段階は、非常に類似している。ここでの別の主な相違点は、適切なセッションエントリが
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作り出されず、セッションキャッシュとセッションメモリから除去されることである。接
続の作動統計データは、図に示されていないが、記録されてホストドライバに供給するこ
とができる。
【００８３】
　図４９は、ターゲットの観点からのセッション作成とセッション取外しの段階を示す。
以下は、セッション作成のために従うべき段階である。
　１．イニシエータからのＳＹＮ要求が、ネットワークメディアインタフェース上で受信
される。
　２．スケジューラは、入力待ち行列からＳＹＮパケットを検索する。
　３．スケジューラは、分類のためにこのパケットを分類エンジンに送る。
　４．分類エンジンは、適切なタグを付けて分類されたパケットを戻す。
　５．スケジューラは、ＳＹＮパケットとしての分類に基づいて、このパケットを制御プ
レーンプロセッサに転送する。
　６．制御プレーンプロセッサは、ＳＹＮ－ＡＣＫ肯定応答パケットを使用して応答する
。それはまた、イニシエータからの非送信請求データ転送のために適切なバッファスペー
スを割り当てるようにホストに要求する（この部分は、図示されていない）。
　７．ＳＹＮ－ＡＣＫパケットが、イニシエータに送られる。
　８．イニシエータは、次に、ＡＣＫパケットを使用してＳＹＮ－ＡＣＫパケットに肯定
応答し、３方向ハンドシェークを終了する。このパケットは、ネットワークメディアイン
タフェースで受信され、第２層処理の後で入力待ち行列に入れられる。
　９．スケジューラは、このパケットを検索する。
　１０．パケットが、分類子に送られる。
　１１．分類されたパケットは、スケジューラに戻され、３方向ハンドシェークを終了す
るために、制御プロセッサに提供されるべくスケジュールに入れられる。
　１２．コントローラは、ＡＣＫパケットを取得する。
　１３．制御プレーンプロセッサは、この時点で確立状態での接続を有し、セッションキ
ャッシュ内にエントリを作り出すストレージフローコントローラに送る。
　１４．ホストドライバは、終了したセッション作成を通知される。
　セッション確立はまた、図４９に示されていないが、ログイン段階を伴う場合がある。
しかし、ログイン段階とパラメータ変換は、完全に構成されて確立された状態にセッショ
ンが入る前に起きる。これらのデータ転送とハンドシェークは、主として制御プロセッサ
によって行うことができる。これらの段階が行われた状態で、上述のフローの残りの段階
を実行することができる。
【００８４】
　図５０及び５１は、ターゲットサブシステムの書込データフローを示す。図５０は、イ
ニシエータからのデータ書込を受け入れる準備が完了していることをイニシエータに通知
するためにターゲットによって使用されるＲ２Ｔコマンドフローを示す。イニシエータは
、次に、ターゲットで受け取った書込を送り、その内部データフローは、図５１に示され
ている。２つの図は、両方で１つのＲ２Ｔ及びデータ書込の対を示す。以下は、図４０及
び５１の両方で示すように追従される主な段階である。
　１．ターゲットホストシステムは、図３３に示すような書込要求の受信に応答して、書
込データを受け入れるために適切なバッファを準備し、ストレージフローコントローラに
準備完了したらそれを通知し、転送待機中要求をイニシエータに送る。
　２．フローコントローラは、ホストドライバに対して、要求とＤＭＡのためのバッファ
ポインタとの受領を肯定応答する。
　３．フローコントローラは、次に、実行されるＲ２Ｔコマンドをスケジューラに対して
スケジュールに入れる。
　４．スケジューラは、コマンドをこのコマンドを実行する準備が完了しているパケット
プロセッサ複合システムの１つに出す。
　５．パケットプロセッサは、セッションキャッシュコントローラからセッションエント
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リを要求する。
　６．セッションエントリが、パケットプロセッサに戻される。
　７．パケットプロセッサは、ＴＣＰパケットを形成し、Ｒ２Ｔコマンドをカプセル化し
、出力待ち行列にそれを送る。
　８．パケットは、次に、ネットワークメディアインタフェースに送られ、それは、次に
、イニシエータにこのパケットを送る。転送が安全転送である必要がある場合は、セキュ
リティエンジンを伴うことができるであろう。
　９．次に、図５１に示すように、イニシエータは、書込データをターゲットに送ること
によってＲ２Ｔに応答する。ネットワークメディアインタフェースは、パケットを受け取
り、入力待ち行列にそれを入れる。
　１０．パケットスケジューラは、入力待ち行列からパケットを検索する。
　１１．パケットは、分類エンジンに対してスケジュールに入れられる。
　１２．分類エンジンは、分類タグと共に分類されたパケットをスケジューラに供給する
。図示のフローは、暗号化されていないパケットのためであり、従って、セキュリティエ
ンジンは実行されない。
　１３．スケジューラは、パケットプロセッサ待ち行列に対するフローベースのリソース
割当待ち行列に基づいてパケットを割り当てる。パケットは、次に、パケットプロセッサ
がこのパケットの実行を待機中の時に、パケットプロセッサ復号システムに転送される。
　１４．パケットプロセッサは、セッションキャッシュエントリを要求する（それがその
ローカルキャッシュにまだそれを有していない場合）。
　１５．セッションエントリが、要求するパケットプロセッサに戻される。
　１６．パケットプロセッサは、全てのＴＣＰ／ＩＰ機能を実行し、セッションエントリ
を更新し、ストレージエンジンは、以前のＲ２Ｔに応答して書込コマンドとしてＰＤＵを
抽出する。それは、ストレージセッションエントリを更新し、パケットをそれがホストバ
ッファに転送されるようにホスト出力待ち行列にルーティングする。パケットは、ホスト
割当の宛先バッファ内へのこのパケットのＤＭＡの実行に使用することができるメモリ記
述子又はメモリ記述子リストを使用してタグ付けすることができる。
　１７．ホストインタフェースブロックは、ＤＭＡを実行し、書込データコマンドのこの
セグメントを終了する。
【００８５】
　図５２は、ターゲット読取データフローを示す。このフローは、図４１に示すイニシエ
ータＲ２Ｔ及び書込データフローに非常に似ている。このフローで従うべき主な段階は、
次の通りである。
　１．ネットワークメディアインタフェースブロックから入力パケットが受信される。
　２．パケットスケジューラは、入力待ち行列からパケットを検索する。
　３．分類のためにパケットがスケジュールに入れられる。
　４．分類されたパケットが、分類タグを付けて分類子から戻る。
　ａ．分類とフローベースのリソース割当とにより、パケットは、パケット上で作動する
パケットプロセッサ複合システムに割り当てられる。
　５．パケットプロセッサ複合システムは、セッションキャッシュ内のセッションエント
リを検索する（ローカルに存在しない場合）。
　６．セッションキャッシュエントリが、パケットプロセッサ複合システムに戻される。
　７．パケットプロセッサは、読取コマンドＰＤＵを判断し、フローコントローラに対す
る要求を用いて読取データを要求する。
　８．フローコントローラは、ホストインタフェースに対してＤＭＡを開始する。
　９．ホストインタフェースは、ＤＭＡを実行し、ホスト入力待ち行列にデータを戻す。
　１０．パケットプロセッサ複合システムは、ホスト入力待ち行列からデータを受け取る
。
　１１．パケットプロセッサ複合システムは、データの周囲に有効なＰＤＵとパケットを
形成し、適切なセッションエントリを更新し、出力待ち行列にパケットを転送する。
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　１２．パケットは、宛先にデータパケットを送信する出力ネットワークメディアインタ
フェースブロックに転送される。
【００８６】
　上述のフローの説明は、高帯域幅データ転送に伴ういくつかの主なフローの一例である
。図示していないが本発明のＩＰプロセッサによってサポートされるフラグメント化デー
タフロー、複数の異なる種類のエラーを有するエラーフロー、ネーム解決サービスフロー
、アドレス解決フロー、及び、ログイン及びログアウトフローなどのようないくつかのフ
ローが存在する。
　本発明のＩＰプロセッサは、限定する意味でなく以下に概説する製造工程を使用して、
様々な実現可能な実施形態の選択されたものにおけるハードウエア製品に製造することが
できる。プロセッサは、特定ターゲット製造工程技術に対する機能性、タイミング、及び
他の設計及び製造制約に対するＲＴＬレベル、回路／回路図／ゲートレベル、レイアウト
レベルなどのような様々なレベルのチップ設計抽象概念で設計及び検証することができる
。適切な物理的／レイアウトレベルでのプロセッサ設計を用いて、ターゲット処理技術に
おいてチップを製造するのに使用されるマスクセットを作り出すことができる。次に、マ
スクセットを用いて、選択された処理技術に対して使用される段階を通してプロセッサチ
ップが構築される。プロセッサチップは、次に、製造されたプロセッサ製品の品質を保証
するのに適切な場合は、試験／包装工程を通過することができる。
　上述の事項は本発明の特定の実施形態に関連したものであるが、当業者は、本発明の原
理及び精神から逸脱することなく、これらの実施形態に変更を行うことができることを認
めるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】階層化されたＳＣＳＩアーキテクチャと、イニシエータとターゲットシステムの
間に位置するそれぞれの層の間の対話とを示す図である。
【図２】イニシエータとターゲットシステムの間のｉＳＣＳＩ及びＴＣＰ／ＩＰベースの
移送を有する階層化されたＳＣＳＩアーキテクチャを示す図である。
【図３】ファイバチャンネルのようなハードウエア志向プロトコルを有するソフトウエア
ベースＴＣＰ／ＩＰスタックのＯＳＩスタック比較を示す図である。
【図４】他の非ＩＰハードウエア志向プロトコルとの性能パリティを提供するためのハー
ドウエアベースＴＣＰ／ＩＰ実施によるＯＳＩスタックを示す図である。
【図５】ネットワーキング及びストレージスタックを実行するオペレーティングシステム
層を表すホストソフトウエアスタックを示す図である。
【図６】ソフトウエアＴＣＰスタックデータ転送を示す図である。
【図７】本特許に説明するようなホストプロセッサからのＴＣＰ／ＩＰオフロードを使用
する遠隔の直接メモリアクセスデータ転送を示す図である。
【図８】ＩＰネットワーク上でブロックストレージデータを移送するためのホストソフト
ウエアＳＣＳＩストレージスタック層を示す図である。
【図９】本発明の実施形態の特定のｉＳＣＳＩストレージネットワーク層スタックの詳細
を示す図である。
【図１０】本発明の実施形態のＴＣＰ／ＩＰネットワークスタックの機能的詳細を示す図
である。
【図１１】本発明の実施形態の様々な要素を通じたｉＳＣＳＩストレージデータフローを
示す図である。
【図１２】本発明に有用なｉＳＣＳＩストレージデータ構造を示す図である。
【図１３】本発明の実施形態に有用なセッションデータベースエントリのためのＴＣＰ／
ＩＰ伝送制御ブロックデータ構造を示す図である。
【図１４】本発明の実施形態に有用なｉＳＣＳＩセッションデータベース構造を示す図で
ある。
【図１５】本発明の実施形態に有用なｉＳＣＳＩセッションメモリ構造を示す図である。
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【図１６】本発明の実施形態に有用なＩＰネットワークアプリケーションプロセッサの高
レベルアーキテクチャブロック図である。
【図１７】図１６のＩＰネットワークアプリケーションプロセッサのアーキテクチャブロ
ック図の詳細図である。
【図１８】ＩＰプロセッサの一実施形態の入力待ち行列とコントローラを示す図である。
【図１９】ＩＰプロセッサの一実施形態に有用なパケットスケジューラ、シーケンサ、及
び負荷バランサを示す図である。
【図２０】ＩＰストレージプロセッサの一実施形態のポリシーエンジンブロックを含むパ
ケット分類エンジンを示す図である。
【図２１】高レベルでのＩＰプロセッサの一実施形態のＳＡＮパケットプロセッサブロッ
クの実施形態を概略で示す図である。
【図２２】説明したＩＰプロセッサのＳＡＮパケットプロセッサブロックの実施形態をよ
り詳細に示す図である。
【図２３】説明したＳＡＮパケットプロセッサの一部として使用することができるプログ
ラマブルＴＣＰ／ＩＰプロセッサエンジンの実施形態を示す図である。
【図２４】説明したＳＡＮパケットプロセッサの一部として使用することができるプログ
ラマブルＩＰストレージプロセッサエンジンの実施形態を示す図である。
【図２５】図１７のプログラマブルＩＰプロセッサの出力待ち行列ブロックの実施形態を
示す図である。
【図２６】ストレージフローコントローラ及びＲＤＭＡコントローラの実施形態を示す図
である。
【図２７】本発明の実施形態に有用なＩＰプロセッサのホストインタフェースコントロー
ラブロックの実施形態を示す図である。
【図２８】セキュリティエンジンの実施形態を示す図である。
【図２９】説明したプロセッサに有用なメモリ及びコントローラの実施形態を示す図であ
る。
【図３０】説明した分類エンジンの実施形態に利用可能なデータ構造を示す図である。
【図３１】イニシエータとターゲットの間のストレージ読取フローを示す図である。
【図３２】説明したプロセッサのパイプラインステージを通じた読取データパケットフロ
ーを示す図である。
【図３３】イニシエータとターゲットの間のストレージ書込作動フローを示す図である。
【図３４】説明したプロセッサのパイプラインステージを通じた書込データパケットフロ
ーを示す図である。
【図３５】イニシエータとターゲットの間の遠隔ＤＭＡ（ＲＤＭＡ）機能を使用したイニ
シエータとターゲットの間のストレージ読取フローを示す図である。
【図３６】説明したプロセッサのパイプラインステージを通じてＲＤＭＡを使用したイニ
シエータとターゲットの間の読取データパケットフローを示す図である。
【図３７】ＲＤＭＡ機能を使用したイニシエータとターゲットの間のストレージ書込フロ
ーを示す図である。
【図３８】説明したプロセッサのパイプラインステージを通じてＲＤＭＡを使用した書込
データパケットフローを示す図である。
【図３９】説明したプロセッサのパイプラインステージを通じたイニシエータコマンドフ
ローをより詳細に示す図である。
【図４０】説明したプロセッサのパイプラインステージを通じた読取パケットデータフロ
ーをより詳細に示す図である。
【図４１】説明したプロセッサのパイプラインステージを通じた書込データフローをより
詳細に示す図である。
【図４２】パケットがチップセットテキストか又はそうでなければ説明されたプロセッサ
のパイプラインステージを通じた安全なパケットの時の読取データパケットフローを示す
図である。
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【図４３】パケットがチップセットテキストか又はそうでなければ説明されたプロセッサ
のパイプラインステージを通じた安全なパケットの時の書込データパケットフローを示す
図である。
【図４４】説明したプロセッサのパイプラインステージを通じたＲＤＭＡバッファ通知フ
ローを示す図である。
【図４５】説明したプロセッサのパイプラインステージを通じたＲＤＭＡ書込フローをよ
り詳細に示す図である。
【図４６】説明したプロセッサのパイプラインステージを通じたＲＤＭＡ読取データフロ
ーをより詳細に示す図である。
【図４７】説明したプロセッサのパイプラインステージを通じたセッション作成フローの
段階を示す図である。
【図４８】説明したプロセッサのパイプラインステージを通じたセッション取外しフロー
の段階を示す図である。
【図４９】説明したプロセッサのパイプラインステージを通じてターゲットの展望で見た
セッション作成及びセッション取外しの段階を示す図である。
【図５０】説明したプロセッサのパイプラインステージを通じたターゲットサブシステム
のＲ２Ｔコマンドフローを示す図である。
【図５１】説明したプロセッサのパイプラインステージを通じたターゲットサブシステム
の書込データフローを示す図である。
【図５２】説明したプロセッサのパイプラインステージを通じたターゲット読取データフ
ローを示す図である。
【符号の説明】
【００８８】
　１７０１　入力待ち行列
　１７０２　パケットスケジューラ
　１７０３　分類エンジン
　１７０５　セキュリティエンジン
　１７０６　ストレージエリアネットワーク（ＳＡＮ）パケットプロセッサ
　１７０７　ホスト入力待ち行列
　１７０９　ホスト出力待ち行列
　１７１２　出力待ち行列
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