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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一連のチェックポイントで不揮発性記憶装置においてファイルシステムオブジェクトを
保持する方法であって、
　（Ａ）ファイルシステムオブジェクトの第１のバージョンを表す第１のルートノードと
前記ファイルシステムオブジェクトの第２のバージョンを表す第２のルートノードとを含
んだオブジェクトデータ構造体をメモリに設定し、ファイルシステムオブジェクトの各バ
ージョンは、ルートノードから直接的又は間接的に参照される複数のデータブロックを有
し、
　（Ｂ）下記（ｂ１）及び（ｂ２）を交互に繰り返す、
（ｂ１）前記第１のバージョンを前記メモリから前記不揮発性記憶装置に格納するととも
に新たなチェックポイントを生成している状態において前記ファイルシステムオブジェク
トへの更新が生じる場合、前記メモリ上で前記第２のバージョンを更新する、
（ｂ２）前記第２のバージョンを前記メモリから前記不揮発性記憶装置に格納するととも
に新たなチェックポイントを生成している状態において前記ファイルシステムオブジェク
トへの更新が生じる場合、前記メモリ上で前記第１のバージョンを更新する、
方法。
【請求項２】
　各ルートノードにバージョン番号を保持することをさらに含み、
　前記バージョン番号は、前記ファイルシステムオブジェクトの対応するバージョンに関
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連付けられたチェックポイントを示す、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記不揮発性記憶装置は、複数のセクターを含み、前記第１のルートノードおよび前記
第２のルートノードは、前記不揮発性記憶装置内の隣接するセクターに記憶される、
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ルートノードの前記バージョン番号に基づいて前記ファイルシステムオブジェクト
の最新の有効バージョンを決定することをさらに含む、
請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記不揮発性記憶装置の空きスペース領域のリストを保持することと、
　空きルートノードのリストを保持することと、
　前記空きスペース領域のリストおよび前記空きルートノードのリストのうちの１つから
前記ルートノードを前記オブジェクトデータ構造体に割り当てることと、
　前記空きスペース領域のリストのみから中間ノードおよびデータブロックを前記オブジ
ェクトデータ構造体に割り当てることと
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記不揮発性記憶装置から前記ファイルシステムオブジェクトを削除すること、
をさらに含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記不揮発性記憶装置からファイルシステムオブジェクトを削除することは、
　前記空きルートノードのリストに前記ルートノードを追加することと、
　前記空きスペース領域のリストに前記中間ノードおよび前記データブロックを追加する
ことと
　を含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記（ｂ１）で、前記新たなチェックポイントを作成する前の状態において前記ファイ
ルシステムオブジェクトへの更新が生じる場合、前記メモリ上で前記第１のバージョンを
更新し、前記第１のバージョンを前記不揮発性記憶装置に格納せず、
　前記（ｂ２）で、前記新たなチェックポイントを作成する前の状態において前記ファイ
ルシステムオブジェクトへの更新が生じる場合、前記メモリ上で前記第２のバージョンを
更新し、前記第２のバージョンを前記不揮発性記憶装置に格納しない、
請求項１乃至７のうちのいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　一連のチェックポイントで不揮発性記憶装置においてファイルシステムオブジェクトを
保持する装置であって、
　ファイルシステムオブジェクトの第１のバージョンを表す第１のルートノードと前記フ
ァイルシステムオブジェクトの第２のバージョンを表す第２のルートノードとを含んだオ
ブジェクトデータ構造体を記憶するメモリと、
　制御手段と
を有し、
　前記ファイルシステムオブジェクトの各バージョンは、ルートノードから直接的又は間
接的に参照される複数のデータブロックを有し、
　前記制御手段は、下記（ｂ１）及び（ｂ２）を交互に繰り返す、
（ｂ１）前記第１のバージョンを前記メモリから前記不揮発性記憶装置に格納するととも
に新たなチェックポイントを生成している状態において前記ファイルシステムオブジェク
トへの更新が生じる場合、前記メモリ上で前記第２のバージョンを更新する、
（ｂ２）前記第２のバージョンを前記メモリから前記不揮発性記憶装置に格納するととも
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に新たなチェックポイントを生成している状態において前記ファイルシステムオブジェク
トへの更新が生じる場合、前記メモリ上で前記第１のバージョンを更新する、
装置。
【請求項１０】
　前記オブジェクト構造体を介して前記オブジェクトの読取り専用バージョンを保持する
手段をさらに備える、
請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記ファイルシステムオブジェクトから前記オブジェクト構造体の保持済み読取り専用
バージョンを削除する手段をさらに備える、
請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記ファイルシステムオブジェクトの少なくとも１つの保持済み読取り専用バージョン
が前記オブジェクト構造体に存在する間に前記ファイルシステムオブジェクトの現行バー
ジョンを削除する手段をさらに備える、
請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　前記ファイルシステムオブジェクトの現行バージョンを前記ファイルシステムオブジェ
クトの保持済み読取り専用バージョンに復帰させる手段をさらに備える、
請求項１０に記載の装置。
【請求項１４】
　前記（ｂ１）で、前記新たなチェックポイントを作成する前の状態において前記ファイ
ルシステムオブジェクトへの更新が生じる場合、前記制御手段は、前記メモリ上で前記第
１のバージョンを更新し、前記第１のバージョンを前記不揮発性記憶装置に格納せず、
　前記（ｂ２）で、前記新たなチェックポイントを作成する前の状態において前記ファイ
ルシステムオブジェクトへの更新が生じる場合、前記制御手段は、前記メモリ上で前記第
２のバージョンを更新し、前記第２のバージョンを前記不揮発性記憶装置に格納しない、
請求項９乃至１３のうちのいずれか１項に記載の装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（技術分野および背景技術）
　本発明は、コンピュータ・ファイル・システムに関し、特に、コンピュータ・プリケー
ション・プログラムの実行に用いられるプロセッサーに関連したハードウェアとは異なる
コンピュータ・ハードウェアを用いてアクセスするファイル・システムに関するものであ
る。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００２】
　（発明の要旨）
　本発明の一実施形態の中には、幾つか例を挙げると、磁気記憶装置、光磁気記録装置、
または光記憶装置などを含むデータ記憶システムにアクセスし利用するファイル・サーバ
・システムが設けられている。本システムには、データ記憶システムとつながっており、
データ記憶システムに記憶されたデータを提供し、データ記憶システムからデータを検索
するデータ・バス装置が含まれている。また、本システムには、複数の連結サブモジュー
ルが含まれており、グループとしての連結サブモジュールは、ファイル・サービス要求を
受け取るための制御入力端と、ファイル・サービス要求に応じるための制御出力端と、に
つながっており、このようなサービス要求を処理したり、制御出力端から要求に対する回
答を発出している。制御入力端、及び制御出力端は通常データ・バス装置とは異なってい
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る。各サブモジュールは、かかるファイル・システム要求の処理に関連した異なるオペレ
ーション一式を行うよう形成されている。本システムは、また、複数のメタデータ・メモ
リー・キャッシュを含んでいる。各メタデータ・メモリー・キャッシュは、通常はファイ
ル内容データを記憶しないサブモジュールのオペレーションに関係したメタデータを記憶
するための、対応サブモジュールと関連付けられている。
【０００３】
　例示的な実施形態として、階層的に配列された複数の連結サブモジュールがある。
【０００４】
　例示的な実施形態には、次のサブモジュール、即ち、記憶システムの中でファイル・シ
ステム・オブジェクトの記憶、及び検索を行うオブジェクト記憶サブモジュールと、ファ
イル属性に関連付けられたデータ構造を管理するファイル・サブモジュールと、ファイル
・サブモジュール用のディレクトリ管理を行うディレクトリ・サブモジュールと、ディレ
クトリ・サブモジュール用のディレクトリ探索を行うツリー・サブモジュールと、次の記
憶用のファイル・システム要求データを記憶システムに記憶する不揮発性記憶装置と関連
付けられた不揮発性記憶装置処理サブモジュールと、データ記憶システムの中のスペース
の割当てに関するデータを検索、及び更新する空きスペース割当てサブモジュールと、が
含まれている。
【０００５】
　特に、ツリー・サブモジュールは、ディレクトリ・サブモジュール用の論理ツリー構造
を管理する。ツリー構造を実質的に平衡させる目的で、ディレクトリ・サブモジュールは
、ランダム（または、多分より正確には、擬似乱数）値と各ファイルを関連付けし、ツリ
ー・サブモジュールは、ディレクトリ・サブモジュールからのランダム値に基づいて論理
ツリー構造を管理する。各ランダム値は、例えば、巡回冗長検査（ＣＲＣ）、または他の
ランダム化手法を用いて、ファイル名で作成される。ツリー・サブモジュールは、各ラン
ダム値を論理ツリー構造のインデックスと関連付けを行い、ランダム値を使って論理ツリ
ー構造にアクセスする。ツリー・サブモジュールは、各ランダム値をディレクトリ表のイ
ンデックスと関連付けを行う。
【０００６】
　不揮発性記憶装置処理サブモジュールは、プロセッサの故障復帰依頼により、ファイル
・システム要求データを、不揮発性記憶装置に記憶する。不揮発性記憶装置処理サブモジ
ュールは、不揮発性記憶装置にファイル・システム要求データの記憶を確認した旨の通知
を、プロセッサへ送る。不揮発性記憶装置処理サブモジュールは、不揮発性記憶装置に記
憶されているファイル・システム要求データをインターフェイスを経由して別のファイル
・サーバから受け取ることができる。不揮発性記憶装置処理サブモジュールは、また、別
のファイル・サーバによるファイル・システム要求データの不揮発性記憶のために、ファ
イル・システム要求データをインターフェイスを経由して別のファイル・サーバへ送って
もよい。
【０００７】
　オブジェクト記憶サブモジュールは、記憶システムに記憶される各ファイル・システム
・オブジェクト用のファイル構造を維持している。ファイル構造は、通常は、専用のメタ
データ・キャッシュに記憶されている。ファイル・システム・オブジェクトは、通常、フ
ァイル、ディレクトリ、ファイル属性などのものを含んでいる。オブジェクト記憶サブモ
ジュールは、種々のチェックポイントにおいて、ファイル構造を記憶システムに記憶する
。チェックポイントは、外部プロセッサにより開始できる。即ち、ある事象が起きた時、
例えば、記憶システムにファイル構造を前回記憶してから所定の時間が経過した時、ファ
イル・システム要求データの記憶に使用された不揮発性記憶装置の一部が一杯になった時
、または記憶システムと関連付けされたセクター・キャッシュが一杯になった時である。
【０００８】
　チェックポイントを取得するために、チェックポイント問合せコマンドを不揮発性記憶
装置処理サブモジュールに送り、チェックポイント用記憶システムにファイル構造の記憶
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を開始する。チェックポイント問合せコマンドは通常チェックポイント用のチェックポイ
ント番号を含んでいる。不揮発性記憶装置処理サブモジュールは、不揮発性記憶装置にど
のような未処理のファイル・システム要求でも記憶し、他のファイル・サーバのファイル
・システム要求数の不揮発性記憶のため、インターフェイスを経由して別のファイル・サ
ーバにファイル・システム要求数を随意的に送り、ファイル・システム要求数をファイル
・サブモジュールへ送り、続いて、チェックポイント・コマンドをファイル・サブモジュ
ールへ送る。（ファイル・システム要求の記憶、及び「ミラーリング」、並びにファイル
・システム要求のファイル・サーバ・モジュールへの通過は、チェックポイントの取得中
も必要に応じて起きていることに留意されたい。）ファイル・サブモジュールは、どのよ
うなファイル・システム要求でも処理し、不揮発性記憶装置処理サブモジュールから、チ
ェックポイント・コマンドを受け取り次第、残りのサブモジュールを経由して完了するあ
る一定のオペレーションを待ち、次にチェックポイント・コマンドをディレクトリ・サブ
モジュールへ送る。ディレクトリ・サブモジュールは、チェックポイント・コマンドをフ
ァイル・サブモジュールから受け取り、チェックポイント・コマンドをツリー・サブモジ
ュールへ送る。ツリー・サブモジュールは、チェックポイント・コマンドをディレクトリ
・サブモジュールから受け取り、チェックポイント・コマンドをオブジェクト記憶サブモ
ジュールへ送る。オブジェクト記憶サブモジュールは、チェックポイント・コンマンドを
ツリー・サブモジュールから受け取り、チェックポイント問合せを空きスペース割当てサ
ブモジュールへ送る。空きスペース割当てサブモジュールは、チェックポイント問合せを
オブジェクト記憶サブモジュールから受け取り、チェックポイント問合せを受け取った後
に開始されたオペレーション含むチェックポイントに必要な全てのオペレーションを完了
する。オブジェクト記憶サブモジュールは、次に、最後のチェックポイント以降に修正さ
れた全てのオブジェクトを示す更新オブジェクト・リストを含むファイル・システム・オ
ブジェクトを記憶システムに書き込む。
【０００９】
　本発明の代表的な実施形態においては、各ファイル構造は複数のノード、及び少なくと
も１つのデータ・ブロックから構成されている。各ノードは、通常は、他のノードを指す
ポインタ、データ・ブロック記述子を指すポインタ、及びノードが作成されている間のチ
ェックポイントを示すチェックポイント番号などを含んでいる。
【００１０】
　本発明の特殊な実施形態においては、ファイル構造には、第１、及び第２のチェックポ
イント用の情報を記憶する少なくとも２つのルート・ノードが含まれている。記憶システ
ムは論理的にセクターに分割され、２つのルート・ノードは、好ましくは、記憶システム
の連接セクターに記憶される。各ルート・ノードは通常、ファイル・システム・オブジェ
クトの型を示すオブジェクト型（例えば、ファイル、ディレクトリ、空きスペース・オブ
ジェクト、ボリューム記述子オブジェクトなど）、ファイル・システム・オブジェクトと
関連付けされたデータ・ブロック数を示すオブジェクト長さ、ルート・ノードが利用され
た回数を示す再利用カウント、ルート・ノードの以前のインスタンス化を指すポインタ、
ルート・ノードの次のインスタンス化を指すポインタ、データ・ブロックを指すポインタ
を含む少なくとも１つのデータ・ブロック記述子、データ・ブロックが作成された相対的
時間を示すチェックポイント番号、データ・ブロックが零または非零、及びファイル属性
（イーノード）であることを示す標識、などを含んでいる。実際のオブジェクト長さは、
データ・ブロックの整数でなくともよいが、その場合、オブジェクト長さは、ブロックの
使用数のカウントがわかる次のより高いブロックの倍数に切り上げることに留意されたい
。
【００１１】
　ルート・ノード以外に、ファイル構造は、データ・ブロック記述子を含む多数の直接ノ
ードを含むことができる。ルート・ノードは直接ノードを指すポインタを含むことができ
る。ファイル構造は、また、多数の間接ノードで構成できる。間接ノードは、他の間接ノ
ードまたは直接ノードを指す。ルート・ノードは、間接ノードを指すポインタを含んでよ
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い。オブジェクトは、それに関連付けられたデータを有しなくてもよいが、その場合には
、オブジェクトはどのようなブロック記述子も持たない。
【００１２】
　大きな空き（即ち、ゼロで埋められた）ファイルが作成し易いように、ファイル構造は
、データ・ブロックが零か非零かであるかを示す、ファイル・システムと関連付けられた
各データ・ブロックごとの標識を通常含んでいる。ファイル構造は、また、各ノード、及
びデータ・ブロックが作成されたかどうかを示す、各ノード、及びデータ・ブロック用の
標識を通常含んでいる。オブジェクト記憶サブモジュールは、必要に応じて、各ノード、
及びデータ・ブロックを作成し、ファイル・システム書込み要求の応じ、ノード、及びデ
ータ・ブロックが作成されたことを示す、各ノード、及びデータ・ブロック用の標識を設
定する。オブジェクト記憶サブモジュールは、通常、空きスペース割当てサブモジュール
によってスペースをデータ・ブロックに割り当てることによりデータ・ブロックを作成す
る。
【００１３】
　故障から容易に回復できるように、オブジェクト記憶サブモジュールは、通常、記憶シ
ステムにファイル構造と共に時々記憶したトランザクション・ログを通常維持している。
各サブモジュールは、専用のハードウェアまたは専用のプロセッサを用いて実現してもよ
い。
【００１４】
　本発明の別の実施形態においては、２台以上の相互接続ファイル・サーバを有するクラ
スター化ファイル・サーバが設けられている。３台以上のファイル・サーバをスイッチに
より相互接続することが好ましいが、２台のファイル・サーバは、背中合わせに接続でき
る。スイッチは、どのようなサーバにも他のどのサーバとも連絡しあう能力を与える。サ
ーバは次に本機能を利用して、例えば、仮想ループ構成で、ファイル・システム要求デー
タを不揮発性記憶するためにサーバ間でファイル・システム要求データを交換する。通常
、サーバのうち１台が利用できななくなっても、スイッチの構成を修正する必要はないが
、逆に、サーバは、その状況を認識し、その結果、仮想ループを修正する。
【００１５】
　本発明の別の実施形態においては、少なくとも３台のファイル・サーバ、及びスイッチ
を有するクラスター化ファイル・サーバが設けられている。各ファイル・サーバはファイ
ル・システム要求を発出するとともに不揮発性記憶領域を含む。スイッチは、いかなるフ
ァイル・サーバの不揮発性記憶装置でも他のファイル・サーバの選択した１台からファイ
ル・システム要求データをを記憶できるようファイル・サーバを相互接続する。スイッチ
は、各ファイル・サーバからのファイル・システム要求データを少なくとも１台の他のフ
ァイル・サーバに記憶するよう、例えば、仮想ループ構成で、構成することができる。ス
イッチには、通常、ファイル・システム要求データの記憶に利用できなくなったファイル
・サーバの側路のために構成を修正する能力がある。
【００１６】
　本発明の別の実施形態には、ネットワークを経由してファイル・サービス要求を受け取
り応答するサービス・モジュールを有するファイル・サーバと、サービス要求に応じるフ
ァイル・モジュールと、サービス・モジュール、及びファイル・モジュールとつながって
いるプロセッサとが設けられている。サービス・モジュールは、ファイル・サービス要求
をプロセッサに渡す。プロセッサはファイル・サービス要求を処理してファイル・サービ
ス要求をファイル・モジュールに渡す。ファイル・モジュールは、ファイル・サービス要
求に対する回答を直接ファイル・モジュールに送り、プロセッサを側路する。
【００１７】
　本発明の別の実施形態には、ファイル・システムの再利用データ構造を管理する方法が
ある。本方法には、再利用データ構造の再利用値を維持するステップと、データ構造が再
利用される度に再利用値を変更するステップが含まれている。再利用データ構造は通常フ
ァイル・システム・オブジェクトと関連付けられたオブジェクト構造のルート・ノードで
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ある。クライアントは通常ファイル・システム・オブジェクトにアクセスを要求する時の
再利用値を含んでいる。この場合、この要求の再利用値は、ルート・ノードの再利用値と
比較されてルート・ノードがクライアントに再利用値を与えた後で再利用されたのかどう
かを判断するとともに、その要求の再利用値がルート・ノードの再利用値に一致する場合
かつその場合に限りその要求は応じられる。
【００１８】
　本発明の別の実施形態には、継続的なチェックポイントで、不揮発性記憶装置にファイ
ル・システム・オブジェクト維持する方法が付与されている。本方法は、ファイル・シス
テム・オブジェクト用のオブジェクト構造を維持するステップを含んでいる。このオブジ
ェクト構造は、第１のルート・ノードが根付いた第１のツリー構造、及び第２のルート・
ノードが根付いた第２のツリー構造から成る。各ツリー構造は随意的に多数の中間ノード
と多数のデータ・ブロックとで構成されている。各ツリー構造はファイル・システム・オ
ブジェクトのバージョンを表す。本方法は、また、第２のルート・ノードが根付いた第２
のツリー構造を前記不揮発性記憶装置に記憶中に第１のルート・ノードが根付いた第１の
ツリー構造を使って前記オブジェクト構造の管理、及び第１のルート・ノードが根付いた
第１のツリー構造を前記不揮発性記憶装置に記憶中に第２のルート・ノードが根付いた第
２のツリー構造を使って前記オブジェクト構造の管理を交互に管理するステップと、を含
んでいる。本方法は、また、各ルート・ノードごとに、バージョン番号を維持するステッ
プを含んでおり、バージョン番号は対応するツリー構造と関連付けられたチェックポイン
トを示す。不揮発性記憶装置は、通常、複数のセクターから構成されている。第１、及び
第２のルート・ノードは、通常、不揮発性記憶装置の隣接セクターに記憶される。本方法
は、また、通常、ルート・ノードのバージョン番号に基づいてファイル・システム・オブ
ジェクトの最新の有効バージョンを決定するステップを含んでいる。本方法は、また、通
常、不揮発性記憶装置の空きスペース領域のリスト維持するステップと、空きルート・ノ
ードのリストを維持するステップと、空きスペース領域のリスト、及び空きルート・ノー
ドのリストの１つからルート・ノードをオブジェクト構造に割り当てるステップと、空き
スペース領域のリストのみから中間ノード、及びデータ・ブロックをオブジェクト構造に
割り当てるステップと、を含んでいる。本方法は、また、不揮発性記憶装置からファイル
・システム・オブジェクトを削除するステップを含んでいる。不揮発性記憶装置からファ
イル・システム・オブジェクトを削除するステップは、通常、空きルート・ノードのリス
トにルート・ノードを追加するステップと、空きスペース領域のリストに中間ノード、及
びデータ・ブロックを追加するステップとを含んでいる。
【００１９】
　本発明の別の実施形態には、ファイル・システムにオブジェクトの読取り専用バージョ
ンを保持する方法が付与されている。本方法は、オブジェクト用のオブジェクト構造を維
持するステップを含んでおり、そのオブジェクト構造は、オブジェクトの現行バージョン
と、多数の中間ノードと、オブジェクト・データを記憶する多数のデータ・ブロックと、
とに関連付けられた少なくともルート・ノードを含み、各ノードは、ルート・ノードから
各データ・ブロックまでの経路を形成するために、少なくとも１つのデータ・ブロック、
または別のノードのリファレンスを含んでいる。本方法は、また、オブジェクト構造を不
揮発性記憶装置に記憶するステップと、オブジェクトの保持バージョン用のルート・ノー
ドのコピーを作成するステップとを含んでいる。本方法はまた、オブジェクトのオブジェ
クト構造にルート・ノードのコピーのリファレンスを記憶するステップを含んでもよい。
本方法は、また、ルート・ノードのコピーにルート・ノードのリファレンスを記憶するス
テップを含むことができる。本方法は、また、ルート・ノードからルート・ノードの以前
のバージョンのリファレンスを入手するステップと、ルート・ノードのコピーにルート・
ノードの以前のバージョンのリファレンスを記憶するステップと、ルート・ノードの以前
のバージョンにルート・ノードのコピーのリファレンスを記憶するステップとを含むこと
ができる。本方法は、また、不揮発性記憶装置にルート・ノードのコピーを記憶するステ
ップを含むことができる。
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【００２０】
　本方法は、オブジェクトの保持バージョンと関連付けられた全ての中間ノードまたはデ
ータ・ブロックも修正せずにオブジェクト・データを修正するステップを含んでもよい。
オブジェクトの保持バージョンと関連付けられた全ての中間ノードまたはデータ・ブロッ
クも修正せずにオブジェクト・データを修正するステップは、通常、データ・ブロックの
コピーを作成するステップと、データ・ブロックのコピーを修正してデータ・ブロックの
修正済みコピーを作るステップと、オブジェクトの保持済みバージョンと関連付けられた
データ・ブロックへの経路に沿った全ての中間ノードを修正せずにルート・ノードからデ
ータ・ブロックの修正済みコピーまでの経路を形成するステップとを含んでいる。ルート
・ノードはデータ・ブロックのリファレンスを有することができる。このリファレンスは
修正されデータ・ブロックでなくデータ・ブロックの修正済みコピーを参照する。あるい
は、ルート・ノードからデータ・ブロックの修正済みコピーまでの経路は、データ・ブロ
ックのリファレンスを有するルート・ノードにより参照される中間ノードを含むことがで
きるが、この場合には、中間ノードのコピーが作成され、修正されて、データ・ブロック
ではなく、データ・ブロックの修正済みコピーが参照される。ルート・ノードは修正され
て中間ノードのコピーが参照される。あるいは、ルート・ノードからデータ・ブロックま
での経路は、ルート・ノードが参照する少なくとも第１の中間ノード、及びデータ・ブロ
ックのリファレンスを有する最後の中間ノードを含む複数の中間ノード含んでもよいが、
この場合には、各中間ノードのコピーが作成されて、ルート・ノードは、修正され第１の
中間ノードのコピーを参照し、最後の中間ノードのコピーは修正されデータ・ブロックの
修正済みコピーを参照し、ルート・ノードからデータ・ブロックの修正済みコピーまでの
経路を形成するため、他の各中間ノードのコピーは修正され、別の中間ノードのコピーを
参照する。
【００２１】
　本方法は、また、オブジェクトの保持済みバージョンと関連付けられた全ての中間ノー
ドまたはデータ・ブロックも修正せずにオブジェクトからデータ・ブロックを削除するス
テップを含むことができる。ルート・ノードはデータ・ブロックのリファレンスを有して
もよいが、この場合には、オブジェクトからデータ・ブロックを削除するステップは、ル
ート・ノードからデータ・ブロックのリファレンスを削除するステップを含む。あるいは
、ルート・ノードからデータ・ブロックまでの経路は、ルート・ノードにより参照され、
データ・ブロックのリファレンスを有する中間ノードを含んでもよいが、この場合には、
オブジェクトからデータ・ブロックを削除するステップは、中間ノードのコピーを作成す
るステップと、中間ノードのコピーからデータ・ブロックのリファレンスを削除するステ
ップと、ルート・ノードを修正して中間ノードのコピーを参照するステップとを含む。あ
るいは、ルート・ノードからデータ・ブロックまでの経路は、ルート・ノードにより参照
される少なくとも第１の中間ノード、及びデータ・ブロックのリファレンスを有する最後
の中間ノードを含む複数の中間ノードを含んでもよいが、この場合には、オブジェクトか
らデータ・ブロックを削除するステップは、各中間ノードのコピーを作成するステップと
、ルート・ノードを修正して第１の中間ノードのコピーを参照するステップと、最後の中
間ノードのコピーからデータ・ブロックのリファレンスを削除するステップと、ルート・
ノードから最後の中間ノードまでの経路を形成するために、他の各中間ノードのコピーを
修正し別の中間ノードを参照するステップとを含む。
【００２２】
　本方法は、オブジェクトの保持済みバージョンと関連付けられた全ての中間ノードまた
はデータ・ブロックを修正せずに、新しいデータ・ブロックをオブジェクトに追加するス
テップを含むことができる。新しいデータ・ブロックをオブジェクトに追加するステップ
は、新しいデータ・ブロックを割り当てるステップと、新らしいデータ・ブロックのリフ
ァレンスをルート・ノードに追加するステップとを含むことができる。新しいデータ・ブ
ロックをオブジェクトに追加するステップは、新らしいデータ・ブロックを割り当てるス
テップと、中間ノードのコピーを作成するステップと、新らしいデータ・ブロックのリフ
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ァレンスを中間ノードのコピーに記憶するステップと、中間ノードのコピーのリファレン
スをルート・ノードに記憶するステップとを含んでもよい。新データ・ブロックのオブジ
ェクトへの追加ステップは、新データ・ブロックの割当てステップと、新中間ノードの割
当てステップと、新データ・ブロックのリファレンスを新中間ノードに記憶するステップ
と、ルート・ノードに新中間ノードのリファレンスを記憶するステップとを含むことがで
きる。新データ・ブロックを追加するステップは、新データ・ブロックの割当てステップ
と、新中間ノードの割当てステップと、新データ・ブロックのリファレンスを新中間ノー
ドに記憶するステップと、新中間ノードへの経路をオブジェクトの保持済みバージョンと
関連付けられた全ての中間ノードまたはデータ・ブロックを修正せずに形成するステップ
とを含むことができる。
【００２３】
　本方法は、また、オブジェクトの保持済みバージョン用の修正済みオブジェクト・リス
トを維持するステップを含むことができる。修正済みオブジェクト・リストは、オブジェ
クトの保持済みバージョン用のルート・ノードのコピー作成後に追加され、修正され、削
除された全ての中間ノードを示している。
【００２４】
　本方法は、また、ファイル・システムからオブジェクトの保持済み読取り専用バージョ
ンを削除するステップを含むことができる。ファイル・システムからオブジェクトの保持
済み読取り専用バージョンを削除するステップは、オブジェクトの読取り専用バージョン
を保持した後、修正された全ての中間ノード、及びデータ・ブロックを識別するステップ
と、削除されるオブジェクトの保持済みバージョン用のルート・ノードのコピーを識別す
るステップと、オブジェクトの以前の保持済みバージョンと関連付けられたルート・ノー
ドで、それが存在する場合に識別するステップと、オブジェクトの最後の保持済みバージ
ョンとオブジェクトの現行バージョンの１つである、オブジェクトの最後のバージョンと
関連付けられたルート・ノードを識別するステップと、削除されるオブジェクトの保持済
みバージョンと関連付けられた全ての中間ノード、及びデータ・ブロックを識別するステ
ップと、削除されるオブジェクトの保持済みバージョンによってのみ使用される全ての中
間ノード、及びデータ・ブロックを識別するステップと、削除されるオブジェクトの保持
済みバージョンによってのみ使用される各中間ノード、及びデータ・ブロックをオブジェ
クト構造から削除するステップと、オブジェクトの後のバージョンによって使用される全
ての中間ノード、及びデータ・ブロックを識別するステップと、オブジェクトの後のバー
ジョンによって使用される全ての中間ノード、及びデータ・ブロックをオブジェクトの後
のバージョンと関連付けられた修正済みオブジェクト・リストに追加するステップと、削
除されるオブジェクトの保持済みバージョン用のルート・ノードのコピーが削除されるオ
ブジェクトの保持済みバージョンにのみ使用されたかどうかを判断するステップと、削除
されるオブジェクトの保持済みバージョン用のルート・ノードのコピーが削除されるオブ
ジェクトの保持済みバージョンにのみ使用された場合かつその場合に限り、削除されるオ
ブジェクトの保持済みバージョン用のルート・ノードのコピーをオブジェクトから削除す
るステップとを含む。オブジェクトの保持済み読取り専用バージョンで修正される全ての
中間ノード、及びデータ・ブロックを識別するステップは、通常、オブジェクトの読取り
専用バージョンを保持した後で修正済みの中間ノード、及びデータ・ブロックのリストを
維持するステップを含んでいる。オブジェクトの保持済み読取り専用バージョン用ルート
・ノードは、通常、オブジェクトの以前の保持済みバージョンのルート・ノードのリファ
レンスで、それが存在する場合は含み、オブジェクトの以前の保持済みバージョンと関連
付けられたルート・ノードを識別するステップは、通常、オブジェクトの保持済み読取り
専用バージョン用のルート・ノードの中のオブジェクトの以前の保持済みバージョンのル
ート・ノードのリファレンスにアクセスするステップを含んでいる。オブジェクトの保持
済み読取り専用バージョン用のルート・ノードは、通常、オブジェクトの後のバージョン
のルート・ノードのリファレンスを含み、オブジェクトの後のバージョンと関連付けられ
たルート・ノードの識別するステップは、オブジェクトの保持済み読取り専用バージョン
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用のルート・ノードの中のオブジェクトの後のバージョンのルート・ノードのリファレン
スにアクセスするステップを含んでいる。削除されるオブジェクトの保持済みバージョン
によってのみ使用される全ての中間ノード、及びデータ・ブロックを識別するステップは
、通常、削除されるオブジェクトの保持済みバージョンの各中間ノード、及びデータ・ブ
ロックについては、オブジェクトの以前のバージョン、及びオブジェクトの後のバージョ
ンに等価の中間ノードまたはデータ・ブロックがあれば識別するステップと、オブジェク
トの以前のバージョンと、オブジェクトの後のバージョンとの双方で、削除されるオブジ
ェクトの保持済みバージョンの中間ノードまたはデータ・ブロックを等価の中間ノードま
たはデータ・ブロックと比較するステップと、等価の中間ノードまたはデータ・ブロック
が、それが存在する場合、オブジェクトの以前のバージョン、及びオブジェクトの後のバ
ージョンにおいて、異なる場合かつその場合に限り、中間ノードまたはデータ・ブロック
が削除されるオブジェクトの保持済みバージョンによってのみ使用されていることを判断
するステップとを含む。各削除済み中間ノード、及びデータ・ブロックは通常空きスペー
ス領域にリストに追加される。オブジェクトの以前の保持済みバージョンと関連付けられ
たルート・ノードは、通常、削除されるオブジェクトの保持済みバージョン用のルート・
ノードのコピーのリファレンスを含み、削除されるオブジェクトの保持済みバージョン用
のルート・ノードのコピーのリファレンスを、これが存在する場合、オブジェクトの後の
バージョンと関連付けられたルート・ノードのリファレンスで置き換え、リファレンスが
存在しない場合、ヌル値で置き換えるステップを含んでいる。オブジェクトの後のバージ
ョンと関連付けられたルート・ノードは、通常、削除される保持済みバージョン用のルー
ト・ノードのコピーのリファレンスを含み、削除される保持済みバージョン用のルート・
ノードのコピーをオブジェクト構造から削除するステップは、通常、削除されるオブジェ
クトの保持済みバージョン用のルート・ノードのコピーのリファレンスを、これが存在す
る場合、オブジェクトの以前のバージョンと関連付けられたルート・ノードのリファレン
スで置き換え、リファレンスが存在しなければ、ヌル値で置き換えるステップを含んでい
る。ルート・ノードの削除済みコピーは、通常、空きルート・ノードのリストに追加され
る。
【００２５】
　本発明の別の実施形態には、ファイル・システムのオブジェクトの一部の内容を示す方
法が付与されている。本方法はオブジェクトの多数のデータ・ブロックを含むオブジェク
ト構造を維持するステップ、及び各データ・ブロックごとの標識を維持するステップとを
含み、各標識は、対応するデータ・ブロックが論理的に所定値で満たされていることを示
す第１の状態と、対応するデータ・ブロックがオブジェクト・データを含むことを示す第
２の状態とを有する。各標識は、通常、対応するデータ・ブロックを参照するノードに維
持されている。所定値は、通常、ゼロ値である。本方法は、また、所定値を対応するデー
タ・ブロックに書き込まずに、対応するデータ・ブロックが論理的に所定値で満たされて
いることを示す第１の状態に標識を設定するステップを含む。本方法は、また、オブジェ
クト・データをデータ・ブロックに書き込むステップと、データ・ブロックに対応する標
識を対応するデータ・ブロックがオブジェクト・データを含むことを示す第２の状態に設
定するステップとを含んでいる。
【００２６】
　本発明の別の実施形態では、ファイル・システムのスパース・オブジェクトを割り当て
る方法を付与している。本方法は、ルート・ノードをオブジェクトに割り当てるステップ
と、必要に応じて追加のノード、及びデータ・ブロックをゼロで埋められていないオブジ
ェクトの部分にのみ割り当てるステップとを含んでいる。各ノードは、データ・ブロック
および／または他のノードの多数のリファレンスを含む。各ノードは、通常、別のノード
の各リファレンスごとの標識を含む。各標識は、他のノードが割り当てられたことを示す
第１の状態、及び他のノードが割り当てられていないことを示す第２の状態を有する。未
割当てノードと関連付けられた各リファレンス用の標識が最初に第２の状態に設定される
。オブジェクト・データを前記オブジェクトのゼロで埋められた部分に書き込むために、
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追加のノード、及びデータ・ブロックが割り当てられ、割当て済みノードのリファレンス
を割り当て済みノードのリファレンスを有する各ノードに記憶するとともに、割当て済み
ノードのリファレンス用標識を前記第１の状態に設定する。
【００２７】
　本発明の別の実施形態では、ファイル・システムにオブジェクトと関連付けられたメー
タデータを記憶する方法が付与されている。本方法は、少なくともルート・ノードと、随
意的に中間ノード、及びデータ・ブロックとを含む、オブジェクト用第１のオブジェクト
構造を維持するステップ、並びにメタデータの第１の部分をルート・ノードに記憶するス
テップを含む。本方法は、また、多数のデータ・ブロックをメタデータの第２部分の記憶
に割り当てるステップも含んでいる。本方法は、また、第２のオブジェクト構造をメタデ
ータの第３の部分の記憶用に割り当てるステップを含む。この場合には、第２のオブジェ
クト構造のリファレンスは、通常、第１のオブジェクト構造、例えば、第１のオブジェク
ト構造のルート・ノード、またはメタデータの第２部分に記憶される。
【００２８】
　本発明の別の実施形態では、不発性記憶装置と、オブジェクトの現行バージョンを管理
するための２つ、及び２つだけ有するオブジェクト構造を用いて継続的なチェックポイン
トで不揮発性記憶装置にファイル・システム・オブジェクトを維持する手段とを含む装置
が設けられ、この手段は継続的チェックポイントで前記オブジェクトの管理用の前記２つ
のルート・ノードの間で交互に繰り返す。装置は、また、通常、オブジェクト構造を介し
てオブジェクトの読取り専用バージョンを保持する手段を備えている。装置は、また、通
常、オブジェクトからオブジェクトの保持済み読取り専用バージョンを削除する手段を備
えている。装置は、また、通常、オブジェクトの少なくとも１つの保持済み読取り専用バ
ージョンがオブジェクト構造に存在する間は、オブジェクトの現行バージョンを削除する
手段を備えている。装置は、また、通常、オブジェクトの現行バージョンをオブジェクト
の保持済み読取り専用バージョンに復帰させる手段を備えている。
【００２９】
　本発明の別の実施形態では、不揮発性記憶装置を有するファイル・システムにファイル
・システム・オブジェクトを維持する方法が付与されている。本方法は、複数のファイル
・システム・オブジェクトのそれぞれのオブジェクト構造であって、少なくとも１つのル
ート・ノード、及び随意的に多数の中間ノード、及び多数のデータ・ブロックを含むオブ
ジェクト構造を維持するステップと、全ての修正済みノードを識別するトランザクション
・ログを維持するステップと、不揮発性記憶装置にトランザクション・ログにより識別さ
れた全ての修正済み中間ノードを記憶するステップと、不揮発性記憶装置にトランザクシ
ョン・ログを記憶するステップと、不揮発性記憶装置にトランザクション・ログを記憶し
た後にのみ、不揮発性記憶装置にトランザクション・ログによって識別された全ての修正
済みルート・ノードを記憶するステップと、を含む。本方法は、また、不揮発性記憶装置
へのトランザクション・ログの記憶時と、不揮発性記憶装置へのトランザクション・ログ
によって識別された全ての修正済みルート・ノードの記憶時との間に故障が起きたことを
判断するステップと、トランザクション・ログによって識別された各ノードに関しては、
不揮発性記憶装置に記憶されたノードの以前のバージョンに復帰するステップとを含んで
いる。
【００３０】
　本発明の別の実施形態では、共有資源を管理する少なくとも第１のファイル・サーバと
、共有資源にアクセスする第２のファイル・サーバとを有する分散型ファイル・システム
における共有資源へアクセスする方法が付与されている。本方法には、共有資源用のキャ
ッシュを第２のファイル・サーバにより維持するステップと、共有資源への読み込みアク
セスを第２のファイル・サーバにより第１のファイル・サーバに要求するステップと、共
有資源への読み込みアクセスを第１のファイル・サーバにより第２のファイル・サーバへ
与えるステップと、共有資源データを前記第２のファイル・サーバにより前記第１のファ
イル・サーバから得るステップと、第２のファイル・サーバにより共有資源をキャッシュ
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に記憶するステップと、を含んでいる。
【００３１】
　本発明の別の実施形態では、共有資源を管理する少なくとも第１のファイル・サーバと
共有資源にアクセスする第２のファイル・サーバとを有する分散型ファイル・システムに
おける共有資源へアクセスする方法が付与されている。本方法は、第２のファイル・サー
バにより共有資源用のキャッシュを維持するステップと、第２のファイル・サーバによる
共有資源への読み込みアクセスを第１のファイル・サーバに要求するステップと、第１の
ファイル・サーバにより共有資源への読み込みアクセスを第２のファイル・サーバに対し
て否認するステップと、第１のファイル・サーバにより共有資源データを前記第２のファ
イル・サーバへ与えるステップと、第２のファイル・サーバによりキャッシュから共有資
源データを省略するステップとを含む。
【００３２】
　本発明の別の実施形態には、複数のファイル・サーバの間で共有する資源を有する分散
型ファイル・システムにおけるオペレーション用のファイル・サーバが設けられている。
ファイル・サーバには、共有資源と関連付けられたデータを記憶するためのキャッシュと
、共有資源へのアクセスを制御する分散型ロック手段であって、作動可能に接続されキャ
ッシュの共有資源データを選択的に記憶する分散型ロック手段と、を備えている。
（項目１）
　データ記憶システムにアクセスするとともに、これを利用するファイル・サーバ・シス
テムであって、
　ａ．前記データ記憶システムとつながり、前記データ記憶システムに記憶されるデータ
を供給するとともに前記データ記憶システムからデータを検索するデータ・バス装置と、
　ｂ．グループとしての連結サブモジュールが、ファイル・サービス要求を受け取るため
の制御入力端、及びファイル・サービス要求に応じるための制御出力端とつながり、かか
るサービス要求を処理するとともに、前記出力端から要求に対してレスポンスを発生し、
各サブモジュールはかかるファイル・サービス要求の処理に関した異なるオペレーション
一式を行うよう形成され、さらに前記制御入力端、及び前記制御出力端は前記データ・バ
ス装置とは別個のものである、複数の前記連結サブモジュールと、
　ｃ．各メタデータ・メモリー・キャッシュが、サブモジュールのオペレーションに関連
するメタデータを記憶するための対応するサブモジュールと関連付けられている、複数の
メタデータ・メモリー・キャッシュと、
を備えることを特徴とするファイル・サーバ・システム。
（項目２）
　データ記憶システムにアクセスするとともに、これを利用するファイル・サーバ・シス
テムであって、
　ａ．前記データ記憶システムとつながり、前記データ記憶システムに記憶されるデータ
を供給するとともに前記データ記憶システムからデータを検索するデータ・バス装置と、
　ｂ．グループとしての連結サブモジュールが、ファイル・サービス要求を受け取るため
の制御入力端、及びファイル・サービス要求に応じるための制御出力端とつながり、かか
るサービス要求を処理するとともに、前記出力端から要求に対してレスポンスを発生し、
各サブモジュールはかかるファイル・サービス要求の処理に関した異なるオペレーション
一式を行うよう形成されている、複数の前記連結サブモジュールと、
　ｃ．　各メタデータ・メモリー・キャッシュが、ファイル内容データの記憶装置を有し
ないサブモジュールのオペレーションに関連するメタデータを記憶するための対応するサ
ブモジュールと関連付けられている、複数のメタデータ・メモリー・キャッシュと、
を備えることを特徴とするファイル・サーバ・システム。
（項目３）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムの
中でファイル・システム・オブジェクトの記憶、及び検索を行うオブジェクト記憶サブモ
ジュールと、ファイル属性に関連付けられたデータ構造の管理を行うファイル・サブモジ
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ュールと、を含むことを特徴とする項目１、及び２のいずれかに記載のファイル・サーバ
。
（項目４）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムの
中でファイル・システム・オブジェクトの記憶、及び検索を行うオブジェクト記憶サブモ
ジュールと、ファイル属性に関連付けられたデータ構造の管理を行うファイル・サブモジ
ュールと、前記ファイル・サブモジュール用のディレクトリ管理を行うディレクトリ・サ
ブモジュールと、を含むことを特徴とする項目１、及び２のいずれかに記載のファイル・
サーバ。
（項目５）
　前記複数の連結サブモジュールは、前記記憶システムの中でファイル・システム・オブ
ジェクトの記憶、及び検索を行うオブジェクト記憶サブモジュールと、データ記憶システ
ムの中でスペースの割当てに関するデータを検索、及び更新する空きスペース割当てサブ
モジュールと、を含むことを特徴とする項目１、及び２のいずれかに記載のファイル・サ
ーバ。
（項目６）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムの
中でファイル・システム・オブジェクトの記憶、及び検索を行うオブジェクト記憶サブモ
ジュールと、ファイル属性に関連付けられたデータ構造の管理を行うファイル・サブモジ
ュールと、前記ファイル・サブモジュール用のディレクトリ管理を行うディレクトリ・サ
ブモジュールと、前記ディレクトリ・サブモジュールのディレクトリの探索を行うツリー
・サブモジュールと、を含むことを特徴とする項目１、及び２のいずれかに記載のファイ
ル・サーバ。
（項目７）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムの
中でファイル・システム・オブジェクトの記憶、及び検索を行うオブジェクト記憶サブモ
ジュールと、ファイル属性に関連付けられたデータ構造の管理を行うファイル・サブモジ
ュールと、前記ファイル・サブモジュールのディレクトリ管理を行うディレクトリ・サブ
モジュールと、前記ディレクトリ・サブモジュールのディレクトリの探索を行うツリー・
サブモジュールと、を含むとともに、前記ディレクトリ・サブモジュールは、各ファイル
をランダム値と関連付け、前記ツリー・サブモジュールは、前記ディレクトリ・サブモジ
ュールからの前記ランダム値に基づく論理ツリー構造を管理することを特徴とする項目１
、及び２のいずれかに記載のファイル・サーバ。
（項目８）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムの
中でファイル・システム・オブジェクトの記憶、及び検索を行うオブジェクト記憶サブモ
ジュールと、ファイル属性に関連付けられたデータ構造の管理を行うファイル・サブモジ
ュールと、前記ファイル・サブモジュールのディレクトリ管理を行うディレクトリ・サブ
モジュールと、前記ディレクトリ・サブモジュールのディレクトリの探索を行うツリー・
サブモジュールと、を含むとともに、前記ディレクトリ・サブモジュールは、各ファイル
を、前記ファイルと関連付けたファイル名の巡回冗長検査（ＣＲＣ）から構成されるラン
ダム値と関連付け、前記ツリー・サブモジュールは、前記ディレクトリ・サブモジュール
からの前記ランダム値に基づく論理ツリー構造を管理することを特徴とする項目１、及び
２のいずれかに記載のファイル・サーバ。
（項目９）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムの
中でファイル・システム・オブジェクトの記憶、及び検索を行うオブジェクト記憶サブモ
ジュールと、ファイル属性に関連付けられたデータ構造の管理を行うファイル・サブモジ
ュールと、前記ファイル・サブモジュールのディレクトリ管理を行うディレクトリ・サブ
モジュールと、前記ディレクトリ・サブモジュールのディレクトリの探索を行うツリー・
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サブモジュールと、を含むとともに、前記ディレクトリ・サブモジュールは、各ファイル
をランダム値と関連付け、前記ツリー・サブモジュールは、各ランダム値を前記論理ツリ
ー構造のインデックスと関連付けを行うとともに、前記ランダム値を用いて前記論理ツリ
ー構造にアクセスすることを特徴とする項目１、及び２のいずれかに記載のファイル・サ
ーバ。
（項目１０）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムの
中でファイル・システム・オブジェクトの記憶、及び検索を行うオブジェクト記憶サブモ
ジュールと、ファイル属性に関連付けられたデータ構造の管理を行うファイル・サブモジ
ュールと、前記ファイル・サブモジュールのディレクトリ管理を行うディレクトリ・サブ
モジュールと、前記ディレクトリ・サブモジュールのディレクトリの探索を行うツリー・
サブモジュールと、を含むとともに、前記ディレクトリ・サブモジュールは、各ファイル
をランダム値と関連付け、前記ディレクトリ・サブモジュールは、同じランダム値と関連
付けられたファイルのリストを維持するとともに、前記ファイルのリストを用いて同じラ
ンダム値と関連付けられたファイルにアクセスすることを特徴とする項目１、及び２のい
ずれかに記載のファイル・サーバ。
（項目１１）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムに
後の記憶用ファイル・システム要求データを記憶するための関連付けられた不揮発性記憶
装置を有する不揮発性記憶装置処理サブモジュールを含むことを特徴とする項目１、及び
２のいずれかに記載のファイル・サーバ。
（項目１２）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムに
後の記憶用ファイル・システム要求データを記憶するための関連付けられた不揮発性記憶
装置を有する不揮発性記憶装置処理サブモジュールを含み、前記不揮発性記憶装置処理サ
ブモジュールを、作動可能に接続して、プロセッサの故障復帰要求により揮発性記憶装置
にファイル・システム要求データを記憶することを特徴とする項目１、及び２のいずれか
に記載のファイル・サーバ。
（項目１３）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムに
後の記憶用ファイル・システム要求データを記憶するための関連付けられた不揮発性記憶
装置を有する不揮発性記憶装置処理サブモジュールを含み、前記不揮発性記憶装置処理サ
ブモジュールを、作動可能に接続して、プロセッサの故障復帰要求により不揮発性記憶装
置にファイル・システム要求データを記憶するとともに、ファイル・システム要求データ
が前記不揮発性記憶装置に記憶されたことを確認した通知を送ることを特徴とする項目１
、及び２のいずれかに記載のファイル・サーバ。
（項目１４）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムに
後の記憶用ファイル・システム要求データを記憶するための関連付けられた不揮発性記憶
装置を有する不揮発性記憶装置処理サブモジュールを含み、前記不揮発性記憶装置処理サ
ブモジュールを、作動可能に接続して、インターフェイスを経由して別のファイル・サー
バからファイル・システム要求データ受け取り、他のサーバからの前記ファイル・システ
ム要求データを前記不揮発性記憶装置に記憶することを特徴とする項目１、及び２のいず
れかに記載のファイル・サーバ。
（項目１５）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムに
後の記憶用ファイル・システム要求データを記憶するための関連付けられた不揮発性記憶
装置を有する不揮発性記憶装置処理サブモジュールを含み、前記不揮発性記憶装置処理サ
ブモジュールを、作動可能に接続して、他のファイル・サーバによる前記ファイル・シス
テム要求データの不揮発性記憶装置用インターフェイスを経由して、前記ファイル・シス
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テム要求データを別のファイル・サーバへ送ることを特徴とする項目１、及び２のいずれ
かに記載のファイル・サーバ。
（項目１６）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムの
中でファイル・システム・オブジェクトの記憶、及び検索を行うオブジェクト記憶サブモ
ジュールを含み、前記オブジェクト記憶サブモジュールは、前記記憶システムに記憶され
る各ファイル・システム・オブジェクト用のファイル構造を維持することを特徴とする項
目１、及び２のいずれかに記載のファイル・サーバ。
（項目１７）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムの
中でファイル・システム・オブジェクトの記憶、及び検索を行うオブジェクト記憶サブモ
ジュールを含み、前記オブジェクト記憶サブモジュールは、前記記憶システムに記憶され
る各ファイル・システム・オブジェクト用の前記オブジェクト記憶サブモジュールが関連
するメタデータ・キャッシュの中にファイル構造を維持することを特徴とする項目１、及
び２のいずれかに記載のファイル・サーバ。
（項目１８）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムの
中でファイル・システム・オブジェクトの記憶、及び検索を行うオブジェクト記憶サブモ
ジュールを含み、前記オブジェクト記憶サブモジュールは、前記記憶システムに記憶され
る、ファイル、ディレクトリ、ファイル属性で構成される各ファイル・システム・オブジ
ェクト用のファイル構造を維持することを特徴とする項目１、及び２のいずれかに記載の
ファイル・サーバ。
（項目１９）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムの
中でファイル・システム・オブジェクトの記憶、及び検索を行うオブジェクト記憶サブモ
ジュールを含み、前記オブジェクト記憶サブモジュールは、前記記憶システムに記憶され
る各ファイル・システム・オブジェクト用のファイル構造を維持するとともに、前記ファ
イル構造を種々のチェックポイントにおいて記憶システムの中にファイル構造を記憶する
ことを特徴とする項目１、及び２のいずれかに記載のファイル・サーバ。
（項目２０）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムの
中でファイル・システム・オブジェクトの記憶、及び検索を行うオブジェクト記憶サブモ
ジュールを含み、前記オブジェクト記憶サブモジュールは、前記記憶システムに記憶され
る各ファイル・システム・オブジェクト用のファイル構造を維持するとともに、外部プロ
セッサにより起動させられた時に、記憶システムの中にファイル構造を記憶することを特
徴とする項目１、及び２のいずれかに記載のファイル・サーバ。
（項目２１）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムの
中でファイル・システム・オブジェクトの記憶、及び検索を行うオブジェクト記憶サブモ
ジュールを含み、前記オブジェクト記憶サブモジュールは、前記記憶システムに記憶され
る各ファイル・システム・オブジェクト用のファイル構造を維持するとともに、前記ファ
イル構造を記憶システムに最後に記憶してから所定時間が経った時、記憶システムにファ
イル構造を記憶することを特徴とする項目１、及び２のいずれかに記載のファイル・サー
バ。
（項目２２）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムに
後の記憶用ファイル・システム要求データを記憶する関連付けられた不揮発性記憶装置を
有する不揮発性記憶装置処理サブモジュールと、前記記憶システムの中でファイル・シス
テム・オブジェクトの記憶、及び検索を行うオブジェクト記憶サブモジュールとを含み、
前記オブジェクト記憶サブモジュールは、前記記憶システムに記憶される各ファイル・シ



(16) JP 5007350 B2 2012.8.22

10

20

30

40

50

ステム・オブジェクト用のファイル構造を維持するとともに、前記ファイル・システム要
求データの記憶に用いられた前記不揮発性記憶装置一部が一杯になった時、記憶システム
にファイル構造を記憶することを特徴とする項目１、及び２のいずれかに記載のファイル
・サーバ。
（項目２３）
　記憶システムについてのセクター・レベルの情報を維持するセクター・キャッシュをさ
らに備え、前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶シ
ステムの中でファイル・システム・オブジェクトの記憶、及び検索を行うオブジェクト記
憶サブモジュールを含み、前記オブジェクト記憶サブモジュールは、前記記憶システムに
記憶される、各ファイル・システム・オブジェクト用のファイル構造を維持するとともに
、前記セクターキャッシュが一杯になった時に記憶システムにファイル構造を記憶するこ
とを特徴とする項目１、及び２のいずれかに記載のファイル・サーバ。
（項目２４）
　前記複数の連結サブモジュールの外側にある制御装置をさらに備え、前記複数の連結サ
ブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムに後の記憶用ファイル
・システム要求データを記憶する関連付けられた不揮発性記憶装置を有する不揮発性記憶
装置処理サブモジュールと、ファイル属性に関連付けられたデータ構造を管理するファイ
ル・サブモジュールと、前記ファイル・サブモジュール用のディレクトリ管理を行うディ
レクトリ・サブモジュールと、前記ファイル・サブモジュール用のディレクトリ探索を行
うツリー・サブモジュールと、記憶システムに記憶される各ファイル・システム・オブジ
ェクト用ファイル構造を維持するとともに種々のチェックポイントにおいて記憶システム
にファイル構造を記憶するオブジェクト記憶サブモジュールと、データ記憶システムのス
ペースの割り当てに関連するデータを検索するとともに更新する空きスペース割当てサブ
モジュールとを含み、さらに、
　前記制御装置は、ファイル・システム要求数を前記不揮発性記憶装置処理サブモジュー
ルに送り、続いて、前記チェックポイント用のチェックポイント番号を含むチェックポイ
ント問合わせコマンドを前記不揮発性記憶装置処理サブモジュールに送って、チェックポ
イントでファイル構造を記憶システムに記憶し始め、
　不揮発性記憶装置処理サブモジュールは、ファイル・システム要求数を不揮発性記憶装
置に記憶し、随意的に、他のファイル・サーバによるファイル・システム要求数の不揮発
性記憶装置用のインターフェイスを経由して、ファイル・システム要求数を別のファイル
・サーバに送り、ファイル・システム要求数を前記ファイル・サブモジュールに送り、続
いて前記ファイル・サブモジュールにチェックポイント・コマンドを送り、
　前記ファイル・サブモジュールはファイル・システム要求数を処理し、不揮発性記憶装
置処理サブモジュールからチェックポイント・コマンドを受け取り次第、残りのサブモジ
ュールを経由してある一定のオペレーションが完了するのを待ち、次に前記ディレクトリ
・サブモジュールにチェックポイント・コマンドを送り、
　前記ディレクトリ・サブモジュールは、前記ファイル・サブモジュールから前期チェッ
クポイント・コマンドを受け取り、チェックポイント・コマンドを前記ツリー・サブモジ
ュールへ送り、
　前記ツリー・サブモジュールは、前記ディレクトリ・サブモジュールから前記チェック
ポイント・コマンドを受け取り、チェックポイント・コマンドを前記オブジェクト記憶サ
ブモジュールへ送り、
　前記オブジェクト記憶サブモジュールは、前記ツリー・サブモジュールから前記チェッ
クポイント・コマンドを受け取り、前記空きスペース割当てサブモジュールへチェックポ
イント問合せを送り、
　空きスペース割当てサブモジュールは、オブジェクト記憶サブモジュールからチェック
ポイント問合せを受け取り、チェックポイント問合せを受け取った後に開始されたオペレ
ーションを含むチェックポイントに必要などのようなオペレーションも完了し、オブジェ
クト記憶サブモジュールへレスポンスを送り、
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　オブジェクト記憶サブモジュールは、最後のチェックポイント後に修正された全てのオ
ブジェクト示す更新済みオブジェクト・リストを含むファイル・システム・オブジェクト
を記憶システムへ書き込むことを特徴とする項目１、及び２のいずれかに記載のファイル
・サーバ。
（項目２５）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムに
記憶される各ファイル・システム・オブジェクト用の複数のノード、及び少なくとも１つ
のデータ・ブロックから構成されるファイル構造を維持するオブジェクト記憶サブモジュ
ールを含むことを特徴とする項目１、及び２のいずれかに記載のファイル・サーバ。
（項目２６）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムに
記憶される各ファイル・システム・オブジェクト用の複数のノード、及び少なくとも１つ
のデータ・ブロックから構成されるファイル構造を維持するオブジェクト記憶サブモジュ
ールを含み、各ノードは少なくとも１つの、
　別のノードを指すポインタと、
　データ・ブロック・記述子と、から構成されることを特徴とする項目１、及び２のいず
れかに記載のファイル・サーバ。
（項目２７）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムに
記憶される各ファイル・システム・オブジェクト用の複数のノード、及び少なくとも１つ
のデータ・ブロックから構成される構成されるファイル構造を維持するオブジェクト記憶
サブモジュールを含み、各ノードは前記ノードが作成されて間のチェックポイントを示す
チェックポイント番号から構成されることを特徴とする項目１、及び２のいずれかに記載
のファイル・サーバ。
（項目２８）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムに
記憶される各ファイル・システム・オブジェクト用の複数のノード、及び少なくとも１つ
のデータ・ブロックから構成されるファイル構造を維持するオブジェクト記憶サブモジュ
ールを含み、前記複数のノードは第１、及び第２のチェックポイント用情報を記憶する少
なくとも２つのルート・ノードから構成されることを特徴とする項目１、及び２のいずれ
かに記載のファイル・サーバ。
（項目２９）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムに
記憶される各ファイル・システム・オブジェクト用の複数のノード、及び少なくとも１つ
のデータ・ブロックから構成されるファイル構造を維持するオブジェクト記憶サブモジュ
ールを含み、前記複数のノードは第１、及び第２のチェックポイント用情報を記憶する少
なくとも２つのルート・ノードから構成され、前記２つのルート・ノードは前記記憶シス
テムの隣接セクターに記憶されることを特徴とする項目１、及び２のいずれかに記載のフ
ァイル・サーバ。
（項目３０）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムに
記憶される各ファイル・システム・オブジェクト用の複数のノード、及び少なくとも１つ
のデータ・ブロックから構成されるファイル構造を維持するオブジェクト記憶サブモジュ
ールを含み、前記複数のノードは第１、及び第２のチェックポイント用情報を記憶する少
なくとも２つのルート・ノードから構成され、各ルート・ノードは少なくとも１つの、
　前記ファイル・システム・オブジェクトがファイルなのか、ディレクトリなのかを示す
オブジェクト型と、
　ファイル・システム・オブジェクトと関連付けされたデータ・ブロック数を示すオブジ
ェクトの長さと、
　前記ルート・ノードが利用された回数を示す再利用カウントと、
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　前記ルート・ノードの以前のインスタンス化を示すポインタと、
　前記ルート・ノードの次のインスタンス化を示すポインタと、
　データ・ブロックを指すポインタと、データ・ブロックが作成された相対的時間を示す
チェックポイント番号と、前記データ・ブロックが零か、非零かを表示する標識とを含む
少なくとも１つのデータ・ブロック記述子と、
　ファイル属性（イーノード）と、
を含むことを特徴とする項目１、及び２のいずれかに記載のファイル・サーバ。
（項目３１）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムに
記憶される各ファイル・システム・オブジェクト用の複数のノード、及び少なくとも１つ
のデータ・ブロックから構成される構成されるファイル構造を維持するオブジェクト記憶
サブモジュールを含み、前記複数のノードは第１、及び第２のチェックポイント用情報を
記憶する少なくとも２つのルート・ノード、及び少なくとも１つのデータ・ブロック記述
子を含む少なくとも１つの直接ノードから構成されることを特徴とする項目１、及び２の
いずれかに記載のファイル・サーバ。
（項目３２）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムに
記憶される各ファイル・システム・オブジェクト用の複数のノード、及び少なくとも１つ
のデータ・ブロックから構成されるファイル構造を維持するオブジェクト記憶サブモジュ
ールを含み、前記複数のノードは第１、及び第２のチェックポイント用情報を記憶する少
なくとも２つのルート・ノード、及び少なくとも１つのデータ・ブロック記述子を含む少
なくとも１つの直接ノードから構成されることを特徴とする項目１、及び２のいずれかに
記載のファイル・サーバ。
（項目３３）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムに
記憶される各ファイル・システム・オブジェクト用の複数のノード、及び少なくとも１つ
のデータ・ブロックから構成されるファイル構造を維持するオブジェクト記憶サブモジュ
ールを含み、前記複数のノードは第１、及び第２のチェックポイント用の情報を記憶する
少なくとも２つのルート・ノード、及び少なくとも２つの関接ノードから構成され、各間
接ノードは、
　別の間接ノード、
　及び直接ノード
の１つを指す少なくとも１つのポインタを含むことを特徴とする項目１、及び２のいずれ
かに記載のファイル・サーバ。
（項目３４）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムに
記憶される各ファイル・システム・オブジェクト用の複数のノード、及び少なくとも１つ
のデータ・ブロックから構成されるファイル構造を維持するオブジェクト記憶サブモジュ
ールを含み、前記複数のノードは第１、及び第２のチェックポイント用情報を記憶する少
なくとも２つのルート・ノード、及び少なくとも２つの関接ノードから構成され、前記ル
ート・ノードの少なくとも１つは間接ノードを指すポインタから構成され、前記間接ノー
ドは少なくとも２つの直接ノードを指すポインタから構成されることを特徴とする項目１
、及び２のいずれかに記載のファイル・サーバ。
（項目３５）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムに
記憶される各ファイル・システム・オブジェクト用の複数のノード、及び少なくとも１つ
のデータ・ブロックから構成されるファイル構造を維持するオブジェクト記憶サブモジュ
ールを含み、前記ファイル構造は、前記データ・ブロックが零か非零かを示す前記ファイ
ル・システム・オブジェクトと関連付けされた各データ・ブロック用の標識から構成され
ることを特徴とする項目１、及び２のいずれかに記載のファイル・サーバ。
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（項目３６）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムに
記憶される各ファイル・システム・オブジェクト用の複数のノード、及び少なくとも１つ
のデータ・ブロックから構成されるファイル構造を維持するオブジェクト記憶サブモジュ
ールを含み、前記ファイル構造は、各ノード、及びデータ・ブロックが作成されたかどう
かを示すノード、及びデータ・ブロック用の標識から構成されることを特徴とする項目１
、及び２のいずれかに記載のファイル・サーバ。
（項目３７）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムに
記憶される各ファイル・システム・オブジェクト用の複数のノード、及び少なくとも１つ
のデータ・ブロックから構成されるファイル構造を維持するオブジェクト記憶サブモジュ
ールを含み、前記オブジェクト記憶サブモジュールは、作動可能に接続し、必要に応じて
ノード、及びデータ・ブロックを作成してファイル・システム書込み要求に応じるととも
に、前記ノードまたはデータ・ブロックが作成されたことを示す各ノード、及びデータ・
ブロック用の標識を設定することを特徴とする項目１、及び２のいずれかに記載のファイ
ル・サーバ。
（項目３８）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムに
記憶される各ファイル・システム・オブジェクト用の複数のノード、及び少なくとも１つ
のデータ・ブロックから構成されるファイル構造を維持するオブジェクト記憶サブモジュ
ールと、前記記憶システムのスペースの割当てに関するデータを検索、及び更新する空き
スペース割当てサブモジュールと、を含み、前記オブジェクト記憶サブモジュールは、デ
ータ・ブロック用のスペースを前記空きスペース割当てサブモジュールにより割り当てる
ことによってデータ・ブロックを作成することを特徴とする項目１、及び２のいずれかに
記載のファイル・サーバ。
（項目３９）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムに
記憶される各ファイル・システム・オブジェクト用のファイル構造を維持するオブジェク
ト記憶サブモジュールを含み、前記オブジェクト記憶サブモジュールは、作動可能に接続
して、トランザクション・ログを維持することを特徴とする項目１、及び２のいずれかに
記載のファイル・サーバ。
（項目４０）
　前記複数の連結サブモジュールは、階層的に配置されるとともに、前記記憶システムに
記憶される各ファイル・システム・オブジェクト用のファイル構造、及びトランザクショ
ン・ログを維持するオブジェクト記憶サブモジュールを含み、前記オブジェクト記憶サブ
モジュールは、作動可能に接続して、トランザクション・ログ、及び前記ファイル構造を
前記記憶システムに時々記憶することを特徴とする項目１、及び２のいずれかに記載のフ
ァイル・サーバ。
（項目４１）
　前記複数のサブモジュールの少なくとも１つは専用のハードウェアから構成されること
を特徴とする項目１、及び２のいずれかに記載のファイル・サーバ。
（項目４２）
　前記複数のサブモジュールの少なくとも１つは専用のプロセッサから構成されることを
特徴とする項目１、及び２のいずれかに記載のファイル・サーバ。
（項目４３）
　前記記憶システムは
　磁気記憶装置、
　光磁気記憶装置、
　光記憶装置、
の中の少なくとも１つから構成されることを特徴とする項目１、及び２のいずれかに記載



(20) JP 5007350 B2 2012.8.22

10

20

30

40

50

のファイル・サーバ。
（項目４４）
　スイッチによって相互接続された少なくとも第１のファイル・サーバ、及び第２ファイ
ル・サーバを備えたクラスタ化ファイル・サーバ・システムであって、前記第１のファイ
ル・サーバはファイル・システム要求データを前記スイッチに送り、前記スイッチは第１
のファイル・サーバからの前記ファイル・システム要求データを、前記第２のファイル・
サーバで前記ファイル・システム要求データを不揮発性記憶するために前記第２のファイ
ル・サーバに振り向けることを特徴とするクラスタ化ファイ・サーバ・システム。
（項目４５）
　各ファイル・サーバがファイル・システム要求データを生成するとともに不揮発性記憶
領域を有する少なくとも３台の前記ファイル・サーバと、
　いかなるファイル・サーバの不揮発性記憶装置でも他のファイル・サーバの選択した１
台からファイル・システム要求データを記憶できるよう前記ファイル・サーバを相互接続
するスイッチと、
を備えたことを特徴とするクラスタ化ファイ・サーバ・システム。
（項目４６）
　前記スイッチは作動可能に接続され、各ファイル・サーバからのファイル・システム要
求データを少なくとも１台の他のファイル・サーバに記憶するよう構成された前記ファイ
ル・サーバを相互接続することを特徴とする項目４５に記載のクラスタ化ファイ・サーバ
・システム。
（項目４７）
　前記構成は仮想ループ構成であることを特徴とする項目４６に記載のクラスタ化ファイ
・サーバ・システム。
（項目４８）
　前記スイッチは、作動可能に接続され、ファイル・システム要求データの記憶に利用で
きなくなったファイル・サーバの側路のために前記構成を修正することを特徴とする項目
４６に記載のクラスタ化ファイ・サーバ・システム。
（項目４９）
　ネットワークを経由してファイル・サービス要求を受け取り、それに応答するサービス
・モジュールと、
　ファイル・サービス要求に応じるファイル・モジュールと、
　前記サービス・モジュール、及び前記ファイル・モジュールとつながっているプロセッ
サと、
を備えるファイル・サーバであって、
　前記サービス・モジュールは、ファイル・サービス要求を前記プロセッサに渡し、
　前記プロセッサは前記ファイル・サービス要求を処理し、前記ファイル・サービス要求
を前記ファイル・モジュールへ渡し、
　前記ファイル・モジュールは、前記ファイル・サービス要求に対する回答を直接前記サ
ービス・モジュールへ送り、プロセッサを側路することを特徴とするファイル・サーバ
（項目５０）
　再使用可能データ構造の再使用値を維持するステップと、
　データ構造が再使用される度に前記再使用値を変更するステップと、
を含むことを特徴とするファイル・システムの再使用可能データ構造を管理する方法。
（項目５１）
　前記再使用可能データ構造はファイル・システム・オブジェクトと関連付けられたオブ
ジェクト構造のルート・ノードであることを特徴とする項目５０に記載の方法。
（項目５２）
　前記ファイル・システム・オブジェクトを参照するためクライアントに前記再使用値を
提供するステップを含むことを特徴とする項目５１に記載の方法。
（項目５３）
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　クライアントから、前記ファイル・システム・オブジェクトにアクセスするための再使
用値を含む要求を受け取るステップと、
　前記要求の再使用値を前記ルート・ノードの再使用値と比較して、前記ルート・ノード
が前記クライアントに再利用値を提供する前に再使用されたかどうかを判断するステップ
と、
　前記要求の再利用値が前記ルート・ノードの再使用値に一致している場合かつその場合
に限り前記要求に応じるステップと、
をさらに含むことを特徴とする項目５２に記載の方法。
（項目５４）
　不揮発性記憶装置のファイル・システム・オブジェクトを継続的なチェックポイントで
維持する方法であって、
　前記ファイル・システム・オブジェクト用のオブジェクト構造であって、第１のルート
・ノードが根付いた第１のツリー構造、及び第２のルート・ノードが根付いた第２のツリ
ー構造から構成され、各ツリー構造は多数の中間ノード、及び多数のデータ・ブロックを
随意的に含み、各ツリー構造は前記ファイル・システム・オブジェクトのバージョンを表
す、前記オブジェクト構造を維持するステップと、
第２のルート・ノードが根付いた第２のツリー構造を前記不揮発性記憶装置に記憶中に第
１のルート・ノードが根付いた第１のツリー構造を使って前記オブジェクト構造の管理、
及び第１のルート・ノードが根付いた第１のツリー構造を前記不揮発性記憶装置に記憶中
に第２のルート・ノードが根付いた第２のツリー構造を使って前記オブジェクト構造の管
理を交互に管理するするステップと、
を含むことを特徴とする方法。
（項目５５）
　前記対応するツリー構造と関連付けられた前記チェックポイントを示す、各ルート・ノ
ード用の前記バージョン番号を維持するステップをさらに含むことを特徴とする項目５４
に記載の方法。
（項目５６）
　前記不揮発性記憶装置は、複数のセクターを含み、前記第１、及び第２のルート・ノー
ドは前記不揮発性記憶装置の隣接セクターに記憶されることを特徴とする項目５４に記載
の方法。
（項目５７）
　前記バージョン番号を維持するステップを含んでいる。をさらに含むことを特徴とする
項目５５に記載の方法。
（項目５８）
　前記不揮発性記憶装置の空きスペース領域のリストを維持するステップと、
　空きルート・ノードのリストを維持するステップと、
　前記空きスペース領域リスト、及び前記空きルート・ノード・リストの１つから前記オ
ブジェクト構造に前記ルート・ノードを割り当てるステップと、
　前記空きスペース領域リストのみから前記オブジェクト構造に中間ノード、及びデータ
・ブロックを割り当てるステップと、
をさらに含むことを特徴とする項目５４に記載の方法。
（項目５９）
　前記不揮発性記憶装置から前記ファイル・システム・オブジェクトを削除するステップ
をさらに含むことを特徴とする項目５８に記載の方法。
（項目６０）
　前記不揮発性記憶装置から前記ファイル・システム・オブジェクトを削除するステップ
は、
　前記空きルート・ノード・リストに前記ルート・オーノードを追加するステップと、
　前記空きスペース領域リストに中間ノード、及びデータ・ブロックを追加するステップ
と、
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を含むことを特徴とする項目５９に記載の方法。
（項目６１）
　ファイル・システムのオブジェクトの読み取り専用バージョンを保持する方法であって
、
　前記オブジェクトの現行バージョンと関連付けられた少なくともルート・ノード、及び
多数の中間ノード、及びオブジェクト・データを記憶する多数のデータ・ブロックを含む
、前記オブジェクト用のオブジェクト構造であって、各ノードは前記ルート・ノードから
各データ・ブロックへの経路を形成するため、データ・ブロックまたは別のノードの少な
くとも１つのリファレンスを含む、前記オブジェクト構造を維持するステップと、
　不揮発性記憶装置に前記オブジェクト構造を記憶するステップと、
　前記オブジェクトの前記保持済みバージョン用の前記ルート・ノードのコピーを作成す
るステップと、
を含むことを特徴とする方法。
（項目６２）
　前記オブジェクト用オブジェクト構造に前記ルート・ノードのコピーのリファレンスを
記憶するステップをさらに含むことを特徴とする項目６１に記載の方法。
（項目６３）
　前記ルート・ノードのコピーに前記ルート・ノードのリファレンスを記憶するステップ
をさらに含むことを特徴とする項目６１に記載の方法。
（項目６４）
　前記ルート・ノードから前記ルート・ノードの以前のバージョンのリファレンスを入手
するステップと、
　前記ルート・ノードのコピーに前記ルート・ノードの前記以前のバージョンのリファレ
ンスを記憶するステップと、
をさらに含むことを特徴とする項目６１に記載の方法。
（項目６５）
　前記ルート・ノードの前記以前のバージョンに前記ルート・ノードのコピーのリファレ
ンスを記憶するステップをさらに含むことを特徴とする項目６４に記載の方法。
（項目６６）
　不揮発性記憶装置に前記ルート・ノードのコピーを記憶するステップをさらに含むこと
を特徴とする項目６１に記載の方法。
（項目６７）
　前記オブジェクトの保持済みバージョンと関連付けられた全ての中間ノードまたはデー
タ・ブロックを修正せずにオブジェクト・データを修正するステップをさらに含むことを
特徴とする項目６１に記載の方法。
（項目６８）
　前記オブジェクトの保持済みバージョンと関連付けられた全ての中間ノードまたはデー
タ・ブロックを修正せずにオブジェクト・データを修正するステップは、
　データ・ブロックのコピーを作成するステップと、
　前記データ・ブロックの修正済みコピーを形成するため前記データ・ブロックのコピー
を修正するステップと、
前記オブジェクトの保持済みバージョンと関連付けされた前記データ・ブロックへの経路
に沿って全ての中間ノードを修正せずに前記ルート・ノードから前記データ・ブロックの
修正済みコピーまでの経路を形成するステップと、
を含むことを特徴とする項目６７に記載の方法。
（項目６９）
　前記ルート・ノードは前記データ・ブロックのリファレンスを有し、前記オブジェクト
の保持済みバージョンと関連付けされた前記データ・ブロックへの経路に沿って全ての中
間ノードを修正せずに前記ルート・ノードから前記データ・ブロックの修正済みコピーま
での経路を形成するステップは、
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　前記データ・ブロックではなく、前記データ・ブロックの前記修正済みコピーを参照す
るため前記ルート・ノードを修正するステップを含むことを特徴とする項目６８に記載の
方法。
（項目７０）
　前記ルート・ノードから前記データ・ブロックまでの経路は、前記ルート・ノードによ
り参照されるとともに、前記データ・ブロックのリファレンスを有する中間ノードから構
成され、前記オブジェクトの保持済みバージョンと関連付けされた前記データ・ブロック
への経路に沿った全ての中間ノードを修正せずに、前記ルート・ノードから前記データ・
ブロックの修正済みコピーまでの経路を形成するステップは、
　前記中間ノードのコピーを作成するステップと、
　前記中間ノードのコピーを修正して前記データ・ブロックではなく、前記データ・ブロ
ックの前記修正済みコピーを参照するステップと、
　前記ルート・ノードを修正して前記中間ノードのコピーを参照するステップと、
を含むことを特徴とする項目６８に記載の方法。
（項目７１）
　前記ルート・ノードから前記データ・ブロックまでの経路は、前記ルート・ノードによ
り参照される少なくとも第１の中間ノードを含む複数の中間ノード、及び前記データ・ブ
ロックのリファレンスを有する最新の中間ノードから構成され、前記オブジェクトの保持
済みバージョンと関連付けされた前記データ・ブロックへの経路に沿った全ての中間ノー
ドを修正せずに前記ルート・ノードから前記データ・ブロックの修正済みコピーまでの経
路を形成するステップは、
　各中間ノードのコピーを作成するステップと、
　前記ルート・ノードを修正して前記第１の中間ノードのコピーを参照するステップと、
　前記最新の中間ノードのコピーを修正して前記データ・ブロックの修正済みコピーを参
照するステップと、
　他の各中間ノードを修正して、前記ルート・ノードから前記データ・ブロックの修正済
みコピーまでの経路を形成するため別の中間ノードのコピーを参照するステップと、
を含むことを特徴とする項目６８に記載の方法。
（項目７２）
　前記オブジェクトの保持済みバージョンと関連付けられた全ての中間ノード、またはデ
ータ・ブロックを修正せずに、前記オブジェクトからデータ・ブロックを削除するステッ
プをさらに含むことを特徴とする項目６１に記載の方法。
（項目７３）
　前記ルート・ノードは前記データ・ブロックのリファレンスを有し、前記オブジェクト
の保持済みバージョンと関連付けられた全ての中間ノード、またはデータ・ブロックを修
正せずに、前記オブジェクトからデータ・ブロックを削除するステップは、
　前記ルート・ノードから前記データ・ブロックのリファレンスを削除するステップを含
むことを特徴とする項目７２に記載の方法。
（項目７４）
　前記ルート・ノードから前記データ・ブロックまでの経路は、前記ルート・ノードによ
り参照され、前記データ・ブロックのリファレンスを有する中間ノードから構成され、前
記オブジェクトの保持済みバージョンと関連付けられた全ての中間ノード、またはデータ
・ブロックを修正せずに、前記オブジェクトからデータ・ブロックを削除するステップは
、
　前記中間ノードのコピーを作成するステップと、
　前記中間ノードのコピーから前記データ・ブロックのリファレンスを削除するステップ
と、
　前記ルート・ノードを修正して前記中間ノードのコピーを参照するステップと、
を含むことを特徴とする項目７２に記載の方法。
（項目７５）
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　前記ルート・ノードから前記データ・ブロックまでの経路は、前記ルート・ノードによ
って参照される少なくとも第１の中間ノード、及び前記データ・ブロックのリファレンス
を有する最新の中間ノードを含む複数の中間ノードから構成され、前記オブジェクトの保
持済みバージョンと関連付けられた全ての中間ノード、またはデータ・ブロックを修正せ
ずに、前記オブジェクトからデータ・ブロックを削除するステップは、
　各中間ノードのコピーを作成するステップと、
　前記ルート・ノードを修正して前記第１の中間ノードのコピーを参照するステップと、
　前記最新の中間ノードのコピーから前記データ・ブロックのリファレンスを削除するス
テップと、
　他の各中間ノードのコピーを修正して、前記ルート・ノードから前記最新の中間ノード
のコピーまでの経路を形成するため、別の中間ノードのコピーを参照するステップと、
を含むことを特徴とする項目７２に記載の方法。
（項目７６）
　前記オブジェクトの保持済みバージョンと関連付けられた全ての中間ノード、またはデ
ータ・ブロックを修正せずに前記オブジェクトに新しいデータ・ブロックを追加するステ
ップをさらに含むことを特徴とする項目６１に記載の方法。
（項目７７）
　前記オブジェクトの保持済みバージョンと関連付けられた全ての中間ノード、またはデ
ータ・ブロックを修正せずに前記オブジェクトに前記新データ・ブロックを追加するステ
ップは、
　前記新データ・ブロックを割り当てるステップと、
　前記ルート・ノードに前記新データ・ブロックのリファレンスを追加するステップと、
を含むことを特徴とする項目７６に記載の方法。
（項目７８）
　前記オブジェクトの保持済みバージョンと関連付けられた全ての中間ノード、またはデ
ータ・ブロックを修正せずに前記オブジェクトに新しいデータ・ブロックを追加するステ
ップは、
　前記新データ・ブロックを割り当てるステップと、
　中間ノードのコピーを作成するステップと、
　前記中間ノードのコピーに前記新データ・ブロックのリファレンスを記憶するステップ
、及び前記ルート・ノードに前記中間ノード・コピーのリファレンスを記憶するステップ
と、
を含むことを特徴とする項目７６に記載の方法。
（項目７９）
　前記オブジェクトの保持済みバージョンと関連付けられた全ての中間ノード、またはデ
ータ・ブロックを修正せずに前記オブジェクトに前記新データ・ブロックを追加するステ
ップは、
　前記新データ・ブロックを割り当てるステップと、
　新しい中間ノードを割り当てるステップと、
　前記新しい中間ノードに前記新データ・ブロックのリファレンスを記憶するステップ、
及び前記ルート・ノードに前記新中間ノードのリファレンスを記憶するステップと、
を含むことを特徴とする項目７６に記載の方法。
（項目８０）
　前記オブジェクトの保持済みバージョンと関連付けられた全ての中間ノード、またはデ
ータ・ブロックを修正せずに前記オブジェクトに前記新データ・ブロックを追加するステ
ップは、
　前記新データ・ブロックを割り当てるステップと、
　新しい中間ノードを割り当てるステップと、
　前記新中間ノードに前記新データ・ブロックのリファレンスを記憶するステップ、及び
前記オブジェクトの保持済みバージョンと関連付けられた全ての中間ノード、またはデー
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タ・ブロックを修正せずに、前記新中間ノードまでの経路を形成するステップと、
を含むことを特徴とする項目７６に記載の方法。
（項目８１）
　前記オブジェクトの保持済みバージョン用であって、前記オブジェクトの保持済みバー
ジョン用の前記ルート・ノードのコピー作成後に追加、修正、または削除される全ての中
間ノード、及びデータ・ブロックを示す修正済みオブジェクト・リストを維持するステッ
プをさらに含むことを特徴とする項目６７、項目７２、項目７６に記載の方法。
（項目８２）
　前記ファイル・システムから前記オブジェクトの保持済み読取り専用バージョンを削除
するステップを、さらに含むことを特徴とする項目６１に記載の方法。
（項目８３）
　前記ファイル・システムから前記オブジェクトの保持済み読取り専用バージョンを削除
するステップは、
　前記オブジェクトの前記読取り専用バージョンを保持した後、修正される全ての中間ノ
ード、及びデータ・ブロックを識別するステップと、
　削除される前記オブジェクトの保持済みバージョン用の前記ルート・ノードのコピーを
識別するステップと、
　前記オブジェクトの以前の保持済みバージョンと関連付けられたルート・ノードを、そ
れが存在する場合、識別するステップと、
　前記オブジェクトの後の保持済みバージョン、及び前記オブジェクトの現行バージョン
の１つである、前記オブジェクトの後のバージョンと関連付けられたルート・ノードを識
別するステップと、
　削除される前記オブジェクトの前記保持済みバージョンと関連付けられた全ての中間ノ
ード、及びデータ・ブロックを識別するステップと、
　削除される前記オブジェクトの前記保持済みバージョンのみで使用される全ての中間ノ
ード、及びデータ・ブロックを識別するステップと、
　前記オブジェクト構造から、　削除される前記オブジェクトの前記保持済みバージョン
のみで使用される各中間ノード、及びデータ・ブロックを削除するステップと、
　前記オブジェクトの後のバージョンにより使用される全ての中間ノード、及びデータ・
ブロックを識別するステップと、
　前記オブジェクトの後のバージョンにより使用される全ての中間ノード、及びデータ・
ブロックを、前記オブジェクトの後のバージョンと関連付けられた修正済みオブジェクト
・リストに追加するステップと、
　削除される前記オブジェクトの前記保持済みバージョン用の前記ルート・ノードのコピ
ーが、削除される前記オブジェクトの前記保持済みバージョンにのみ使用されたかどうか
を判断するステップと、
　削除される前記オブジェクトの前記保持済みバージョン用の前記ルート・ノードのコピ
ーが、削除される前記オブジェクトの前記保持済みバージョンにのみ使用された場合かつ
その場合に限り、前記オブジェクト構造から削除される前記オブジェクトの前記保持済み
バージョンのコピーを削除するステップと、
を含むことを特徴とする項目８２に記載の方法。
（項目８４）
　前記オブジェクトの前記読取り専用バージョンで修正される全ての中間ノード、及びデ
ータ・ブロックを識別するステップは、
　前記オブジェクトの前記読取り専用バージョンを保持した後で修正される中間ノード、
及びデータ・ブロックのリストを維持するステップを含むことを特徴とする項目８３に記
載の方法。
（項目８５）
　前記オブジェクトの前記読取り専用バージョン用の前記ルート・ノードは前記オブジェ
クトの以前の保持済みバージョンのルート・ノードのリファレンスを、それが存在する場
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合には、含み、前記オブジェクトの以前の保持済みバージョンと関連付けられたルート・
ノードを識別するステップは、前記オブジェクトの前記読取り専用バージョン用の前記ル
ート・ノードの中の、前記オブジェクトの以前の保持済みバージョンの前記ルート・ノー
ドのリファレンスにアクセスするステップを含むことを特徴とする項目８３に記載の方法
。
（項目８６）
　前記オブジェクトの前記読取り専用バージョン用の前記ルート・ノードは、前記オブジ
ェクトの以前の保持済みバージョンのルート・ノードのリファレンスを含み、前記オブジ
ェクトの以前の保持済みバージョンと関連付けられたルート・ノードを識別するステップ
は、前記オブジェクトの前記読取り専用バージョン用の前記ルート・ノードの中の、前記
オブジェクトの後の保持済みバージョンの前記ルート・ノードのリファレンスにアクセス
するステップを含むことを特徴とする項目８３に記載の方法。
（項目８７）
　削除される前記オブジェクトの前記保持済みバージョンのみで使用される全ての中間ノ
ード、及びデータ・ブロックを識別するステップは、
　削除される前記オブジェクトの前記保持済みバージョンのみで使用される各中間ノード
、及びデータ・ブロックに関しては、等価の中間ノードまたはデータ・ブロックが、前記
オブジェクトの以前のバージョン、及び前記オブジェクトの後のバージョンに、それが存
在する場合に識別するステップと、
　前記オブジェクトの以前のバージョン、及び後のバージョンの双方の中で、削除される
前記オブジェクトの前記保持済みバージョンの前記中間ノードまたはデータ・ブロックを
前記等価な中間ノードまたはデータ・ブロックと比較するステップと、
　前記等価な中間ノードまたはデータ・ブロックが、これらが存在する場合、前記オブジ
ェクトの以前のバージョン、及び後のバージョンにおいて、異なる場合かつその場合に限
り、前記中間ノードまたはデータ・ブロックは、削除される前記オブジェクトの前記保持
済みバージョンのみで使用されていると判断するステップと、
を含むことを特徴とする項目８３に記載の方法。
（項目８８）
　削除される前記オブジェクトの前記保持済みバージョンのみで使用されている各中間ノ
ード、及びデータ・ブロックを前記オブジェクト構造から削除するステップは、削除済み
中間ノード、及びデータ・ブロックを空きスペース領域のリストへ戻すステップを含むこ
とを特徴とする項目８３に記載の方法。
（項目８９）
　前記オブジェクトの前記以前の保持済みバージョンと関連付けられた前記ルート・ノー
ドは、削除される前記オブジェクトの前記保持済みバージョンのルート・ノードのコピー
のリファレンスを含み、前記オブジェクト構造から、削除される前記保持済みバージョン
用の前記ルート・ノードのコピーを削除するステップは、
　削除される前記保持済みバージョン用の前記ルート・ノードのコピーのリファレンスを
、これが存在する場合、前記オブジェクトの後のバージョンと関連付けた前記ルート・ノ
ードのリファレンスで置き換え、リファレンスが存在しない場合、ヌル値と関連付けた前
記ルート・ノードのリファレンスで、置き換えるステップを含むことを特徴とする項目８
３に記載の方法。
（項目９０）
　前記オブジェクトの前記後の保持済みバージョンと関連付けられた前記ルート・ノード
は、削除される前記保持済みバージョン用の前記ルート・ノードのコピーのリファレンス
を含み、前記オブジェクト構造から、削除される前記保持済みバージョン用の前記ルート
・ノードのコピーを削除するステップは、
　削除される前記保持済みバージョン用の前記ルート・ノードのコピーのリファレンスを
、これが存在する場合、前記オブジェクトの以前のバージョンと関連付けた前記ルート・
ノードのリファレンスで、それが存在しない場合、ヌル値と関連付けた前記ルート・ノー
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ドのリファレンスで置き換え、リファレンスが存在しない場合、ヌル値と関連付けた前記
ルート・ノードのリファレンスで置き換えるステップを含むことを特徴とする項目８３に
記載の方法。
（項目９１）
　前記オブジェクト構造から、削除される前記保持済みバージョン用の前記ルート・ノー
ドのコピーを削除するステップは、
　前記ルート・ノードのコピーを空きルート・ノードのリストに追加するステップを含む
ことを特徴とする項目８３に記載の方法。
（項目９２）
　ファイル・システムのオブジェクトの一部の内容を示す方法であって、
　前記オブジェクト用の、多数のデータ・ブロックを含むオブジェクト構造を維持するス
テップと、
　各データ・ブロック用の、前記対応するデータ・ブロックは、所定の値で論理的に一杯
になったことを示す第１の状態と、前記対応するデータ・ブロックははオブジェクト・デ
ータを含むことを示す第２の状態とを有する標識を維持するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
（項目９３）
　前記オブジェクト構造は、データ・ブロック数を参照する多数のノードを含み、各標識
は前記対応するデータ・ブロックを参照する前記ノードに維持されることを特徴とする項
目９２に記載の方法。
（項目９４）
　前記所定値はゼロ値であることを特徴とする項目９２に記載の方法。
（項目９５）
　前記所定値を前記対応するデータ・ブロックに書き込まずに、前記対応するデータ・ブ
ロックが論理的に所定値で満されたことを示す前記第１の状態に標識を設定するステップ
を含むことを特徴とする項目９２に記載の方法。
（項目９６）
　オブジェクト・データをデータ・ブロックに書き込むステップと、
　前記対応するデータ・ブロックがオブジェクト・データを含むことを示す前記第２の状
態に前記データ・ブロックに対応する標識を設定するステップと、
をさらに含むことを特徴とする項目９２に記載の方法。
（項目９７）
　ファイル・システムのオブジェクトを割り当てる方法であって、
　前記オブジェクトにルート・ノードを割り当てるステップと、
　追加のノード、及びデータ・ブロックを必要に応じてゼロで埋められていない前記オブ
ジェクトの部分に割り当てるステップと、
を含むことを特徴とする方法。
（項目９８）
　各ノードは、少なくとも１つデータ・ブロック、及び別のノードを参照する多数のリフ
ァレンスを含み、各ノードは、それぞれ他のノードが割り当てられたことを示す第１の状
態、及び他のノードが割り当てられていないことを示す第２の状態を有する、別のノード
の各リファレンスごとの標識をさらに含むことを特徴とする項目９７に記載の方法。
（項目９９）
　未割当てノードと関連付けられた各リファレンス用の標識を第２の状態に設定するステ
ップを含むことを特徴とする項目９８に記載の方法。
（項目１００）
　オブジェクト・データを前記オブジェクトのゼロで埋められた部分に書き込むステップ
を含むことを特徴とする項目９８に記載の方法。
（項目１０１）
　オブジェクト・データを前記オブジェクトのゼロで埋められた部分に書き込むステップ
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は、
　追加のノード、及びデータ・ブロックを必要に応じてオブジェクト・データで書き込ま
れる前記オブジェクトのゼロで埋められた部分に割り当てるステップと、
割当て済みノードのリファレンスを有する各ノードにおいては、割当て済みノードのリフ
ァレンスを記憶するとともに、前記割当て済みノードのリファレンス用標識を前記第１の
状態に設定するステップと、
を含むことを特徴とする項目１００に記載の方法。
（項目１０２）
　ファイル・システムのオブジェクトと関連付けられるメタデータを記憶する方法であっ
て、
　前記オブジェクト用の第１のオブジェクト構造であって、少なくともルート・ノードを
含むとともに随意的に中間ノード、及びデータ・ブロックを含む前記第１のオブジェクト
構造を維持するステップと、メタデータの第１の部分を前記ルート・ノードに記憶するス
テップと、
を含むことを特徴とする方法。
（項目１０３）
　多数のデータ・ブロックをメタデータの第２の部分の記憶用に割り当てるステップを含
むことを特徴とする項目１０２に記載の方法。
（項目１０４）
　第２のオブジェクト構造をメタデータの第３の部分を記憶用に割り当てるステップを含
むことを特徴とする項目１０３に記載の方法。
（項目１０５）
　前記第２のオブジェクト構造のリファレンスを前記第１のオブジェクト構造に記憶する
ステップを含むことを特徴とする項目１０４に記載の方法。
（項目１０６）
　前記第２のオブジェクト構造のリファレンスを前記第１のオブジェクト構造に記憶する
ステップは、
　前記リファレンスを第１のオブジェクト構造の前記ルート・ノードに記憶するステップ
を含むことを特徴とする項目１０５に記載の方法。
（項目１０７）
　前記第２のオブジェクト構造のリファレンスを前記第１のオブジェクト構造に記憶する
ステップは、前記リファレンスをメタデータの前記第２の部分に記憶するステップを含む
ことを特徴とする項目１０５に記載の方法。
（項目１０８）
　不揮発性記憶装置と、
前記オブジェクトの現行バージョンを管理するためのルート・ノードを２つ、及び２つだ
け有するオブジェクト構造を用いて継続的なチェックポイントで前記不揮発性記憶装置に
ファイル・システム・オブジェクトを維持する手段であって、前記継続的チェックポイン
トで前記オブジェクトを管理する前記２つのルート・ノード間を交互に繰り返すことを特
徴とする装置。
（項目１０９）
　前記オブジェクト構造を介して前記オブジェクトの読取り専用バージョンを保持する手
段をさらに含むことを特徴とする項目１０８に記載の方法。
（項目１１０）
　前記オブジェクトから前記オブジェクトの保持済み読取り専用バージョンを削除する手
段をさらに含むことを特徴とする項目１０９に記載の方法。
（項目１１１）
　前記オブジェクトの少なくとも１つの保持済み読取り専用バージョンが前記オブジェク
ト構造に存在している期間に、前記オブジェクトの現行バージョンを削除する手段をさら
に含むことを特徴とする項目１０９に記載の方法。
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（項目１１２）
　前記オブジェクトの現行バージョンを前記オブジェクトの保持済み読取り専用バージョ
ンに復帰させる手段をさらに備えることを特徴とする項目１０９に記載の方法。
（項目１１３）
　不揮発性記憶装置を有するファイル・システムにファイル・システム・オブジェクトを
維持する方法であって、
　複数のファイル・システム・オブジェクトのそれぞれのオブジェクト構造であって、少
なくとも１つのルート・ノードを含むとともに随意的に多数の中間ノード、及び多数のデ
ータ・ブロックを含む前記オブジェクト構造を維持するステップと、
　全ての修正済みノードを識別するトランザクション・ログを維持するステップと、
　前記不揮発性記憶装置に前記トランザクション・ログにより識別された全ての修正済み
中間ノードを記憶するステップと、
　前記不揮発性記憶装置に前記トランザクション・ログを記憶するステップと、
　前記不揮発性記憶装置に前記トランザクション・ログを記憶した後だけ、前記不揮発性
記憶装置に前記トランザクション・ログによって識別された全ての修正済みルート・ノー
ドを記憶するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
（項目１１４）
　前記不揮発性記憶装置へ前記トランザクション・ログの記憶時と、前記不揮発性記憶装
置へ前記トランザクション・ログによって識別された全ての修正済みルート・ノードの記
憶時の間に故障が起きたことを判断するステップと、
　前記トランザクション・ログによって識別された各ノードに関しては、不揮発性記憶装
置に記憶された前記ノードの以前のバージョンに復帰するステップと、
を含むことを特徴とする項目１１３に記載の方法。
（項目１１５）
　共有資源を管理する少なくとも第１のファイル・サーバと前記共有資源にアクセスする
第２のファイル・サーバとを有する分散型ファイル・システムにおける前記共有資源へア
クセスする方法であって、
　前記共有資源用のキャッシュを前記第２のファイル・サーバにより維持するステップと
、
　共有資源への読み込みアクセスを前記第２のファイル・サーバにより前記第１のファイ
ル・サーバに要求するステップと、
　共有資源への読み込みアクセスを前記第１のファイル・サーバにより第２のファイル・
サーバへ与えるステップと、
　共有資源データを前記第２のファイル・サーバにより前記第１のファイル・サーバから
得るステップと、
　前記第２のファイル・サーバにより共有資源をキャッシュに記憶するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
（項目１１６）
　共有資源を管理する少なくとも第１のファイル・サーバと前記共有資源にアクセスする
第２のファイル・サーバとを有する分散型ファイル・システムにおける前記共有資源へア
クセスする方法であって、
　前記共有資源用のキャッシュを前記第２のファイル・サーバにより維持するステップと
、
　共有資源への読み込みアクセスを前記第２のファイル・サーバにより前記第１のファイ
ル・サーバに要求するステップと、
　前記第１のファイル・サーバにより共有資源への読み込みアクセスを前記第２のファイ
ル・サーバに対して否認するステップと、
　前記第１のファイル・サーバにより共有資源データを前記第２のファイル・サーバへ与
えるステップと、
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　前記第２のファイル・サーバにより前記キャッシュから前記共有資源データを省略する
ステップと、
を含むことを特徴とする方法。
（項目１１７）
　複数のファイル・サーバの間で共有する資源を有する分散型ファイル・システムにおけ
るオペレーション用のファイル・サーバであって、
　前記共有資源と関連付けられたデータを記憶するためのキャッシュと、
　前記共有資源へのアクセスを制御する分散型ロック手段であって、作動可能に接続され
前記キャッシュに共有資源データを選択的に記憶する分散型ロック手段と、
を備えることを特徴とする方法。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
　本特許の前述の特徴は、添付図面と照合して以下の詳細な説明を参照することによって
さらに容易に理解されるだろう。
【図１】図１は、本発明の様々な態様を適用したファイル・サーバの実施形態のブロック
線図である。
【図２】図２は、図１の実施形態の実行に関するブロック線図である。
【図３】図３は、本発明の実施形態に基づくファイル・システム・モジュールのブロック
線図である。
【図４】図４は、ソフトウェア制御を介在させずにファイル・サービス・モジュールによ
ってネットワーク・リクエストへの自動応答が可能となる本発明の実施形態への制御フロ
ーの使用方法を示すブロック線図である。
【図５】図５は、本発明の実施形態に基づくセクター・キャッシュ・ロッキングを具体化
したクラスター化ファイル・サーバ構成のブロック線図である。
【図６】図６は、不揮発性メモリを垂直ループ構成でミラー化した本発明の実施形態によ
るクラスター化ファイル・サーバ構成のブロック線図である。
【図７】図７は、図３に示す実施形態に基づく他のオーノード（ｏｎｏｄｅ）を有しない
ルート・オーノード（ｒｏｏｔ　ｏｎｏｄｅ）の用法を示すブロック線図である。
【図８】図８は、直接オーノードを有するルート・オーノードの用法を示すブロック線図
である。
【図９】図９は、直接オーノード、及び間接オーノードを有するルート・オーノードの用
法を示すブロック線図である。
【図１０】図１０は、ルート・オーノードと、直接オーノードとの間に置かれた間接オー
ノード多重層の用法を示すブロック線図である。
【図１１】図１１は、図３の実施形態に基づくチェックポイントＡ期間中のルート・ノー
ドの作成状況を示す線図である。
【図１２】図１２は、図１１のルート・オーノードに対して、ルート・ノードの右側に書
き込まれた修正を更に行った場合の効果を示す線図である。
【図１３】図１３は、チェックポイントＡの作成結果を示す線図であって、ディスクに図
１２のルート・オーノードが書き込まれている。
【図１４】図１４は、同じルート・オーノード用のチェックポイントＢの作成結果を示す
線図である。
【図１５】図１５は、チェックポイントＢが作成される間に、チェックポイントＣの一部
分としてルート・オーノードを修正した場合の結果を示す線図である。
【図１６】図１６は、２レベルの間接参照を有するオブジェクト構造の一部であるルート
・オーノードの図の出発点を示す線図である。
【図１７】図１７は、図１６のルート・オーノードが対応するオブジェクトの構造を示す
線図である。
【図１８】図１８は、図１７に図示されるオブジェクトに対してチェックポイントを取っ
た場合の結果を示す図である。
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【図１９】図１９は、図１８のデータ構造に関して、新しいチェックポイントを取得する
前に、新しいデータブロック２を割り当てるとともに、この新しいデータブロックを指す
オーノード構造の全てを更新した場合の結果を示す図である。
【図２０】図２０は、図１９の構造に関して、チェックポイントを取得した場合の結果を
示す線図である。
【図２１】図２１は、図２０の構造に関して、データ上書きモードのオブジェクトでデー
タ・ブロック１に書き込んだ場合の結果を示す線図である。
【図２２】図２２は、チェックポイントの作成ステップ示すスケジュール表である。
【図２３】図２３は、チェックポイント番号１でのデータブロック４個と、各種のオーノ
ードとを含む典型的なオブジェクトの構造を示す線図である。
【図２４】図２４は、保持済みチェックポイントをチェックポイント番号２で取得した後
、及びチェックポイント番号３の期間中にデータブロック０を修正している間、具体的に
は、オブジェクトのルート・オーノードのコピーが空きスペースへセーブされ、ルート・
オーノードを更新してセーブ済みルート・オーノードを示すポインターが含まれるように
した後の、本発明の実施形態に基づく、図２３の典型的なオブジェクトの構造を示す線図
である。
【図２５】図２５は、データブロックの修正済みコピーを空きスペースへ書き込んだ後の
、本発明の実施の形態による、図２４の典型的なオブジェクトの構造を示す線図である。
【図２６】図２６は、新しい直接オーノードを作成してデータブロックの修正済みコピー
を指すようにした後の、本発明の実施形態による、図２５の典型的なオブジェクトの構造
を示す線図である。
【図２７】図２７は、新しい間接オーノードを作成して新しい直接オーノードを指すよう
にした後の、本発明の実施の形態による、図２６の典型的なオブジェクトの構造を示す線
図である。
【図２８】図２８は、新しい間接オーノードを指すポインターをオブジェクト用の現行ル
ート・オーノードに書き込んだ後の、本発明の実施の形態による、図２７の典型的なオブ
ジェクトの構造を示す線図である。
【図２９】図２９は、保持済みチェックポイントをチェックポイント番号４で取得し、デ
ータブロック３がチェックポイント番号５で削除された後の、本発明の実施の形態による
、図２８の典型的なオブジェクトの構造を示す線図である。
【図３０】図３０は、チェックポイント番号４で取得された保持済みチェックポイントが
削除された後の、本発明の実施の形態による、図２９の典型的なオブジェクトの構造を示
す線図である。
【図３１】図３１は、オブジェクトの現行バージョンが削除され、チェックポイント番号
２で取得された保持済みチェックポイントのみが残った、本発明の実施の形態による、図
３０の典型的なオブジェクトの構造を示す線図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　（発明の実施の形態）
　用語の定義について述べる。明細書本文、及び特許請求の範囲に使用されている以下の
用語は、文脈上、他の意味に解すべき場合を除き、指示した意味を有するものとする。即
ち、「データ記憶システム」は、適切な大型のデータ記憶装置であって、１台または複数
の磁気、また磁気光学、または光ディスク・ドライブ群、並びに固体記憶装置、及び磁気
テープを含むが、これらに限定するものではない。便宜上、データ記憶システムは、「デ
ィスク」、または「ハード・ディスク」と呼ばれることもある。「ハードウェア実行サブ
システム」なる語は、主なサブシステム機能はソフトウェア・プログラムの力が直接及ば
ないところで作動する専用ハードウェアの中で果たされるサブシステムを意味する。この
種のサブシステムは、ソフトウェアの制御下にあるプロセッサと影響し合うこともあるが
、サブシステム自体はソフトウェアにより直接制御されることはないことを留意すべきで
ある。「主な」機能とは、使用頻度が高い機能のことである。
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【００３５】
　「ハードウェア加速サブシステム」とは、主なサブシステム機能が専用のプロセッサ、
及び専用のメモリ、さらに（または代替的に）、特殊目的のハードウェアを使って発揮さ
せられるものである。換言すれば、専用のプロセッサ、及びメモリは、いかなる中央処理
装置（ＣＰＵ）、及びＣＰＵと関連したメモリとは異なる。
【００３６】
　「ファイル」とは、データの論理的結合である。
【００３７】
　「メタデータ」は、実際のファイル内容データとは対照的にファイル・オバーヘッド情
報を指している。
【００３８】
　「ファイル内容データ」は、ファイル・オバーヘッド情報が全くないファイル・データ
を指す。
【００３９】
　ここに記載の内容に関し、Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｆｉｌｅ　Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ
　Ｍｅｔｈｏｄ　という表題で共有米国特許出願番号１０／２８６，１５３が、Ｆｒａｎ
ｃｅｓｃｏ　Ｌａｃａｐｒａ，Ｆｉｏｒｅｎｚｏ　Ｃａｔｔａｎｅｏ，Ｓｉｍｏｎ　Ｌ．
Ｂｅｎｈａｍ，Ｔｒｅｖｏｒ　Ｅ．Ｗｉｌｌｉｓ，Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ　Ｊ．Ａｓｔ
ｏｎ　の名義で同日付けで出願され、全体を参照することにより本書に盛り込まれている
。
【００４０】
　図１は、本発明の様々な態様が適用されるファイル・サーバの実施形態のブロック線図
である。この種のファイル・サーバは、２００１年４月１９日付けで公表されたＰＣＴ出
願番号ＷＯ０１／２８１７９　Ａ２の表題が、Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏ
ｄ　ｆｏｒ　Ｈａｒｄｗａｒｅ　Ｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎ　ｏｒ　Ａｃｃｅｌｅｒ
ａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ（この中の
共同発明者も、同じく共同発明者である発明を説明した文書であるが）も参照することに
より本書に盛り込まれている。図１は、上述のＰＣＴ出願の図３に概ね対応している。図
１の中のファイル・サーバ１２は、ネットワーク１１とつながったサービス・モジュール
１３を含む構成要素を有している。サービス・モジュール１３は、ネットワークからサー
ビス要求を受け取るとともに応答し、ファイル・システム・モジュール１４とつながって
おり、記憶アクセスに関するサービス要求を関連のファイル・システム・プロトコルに合
ったフォーマットに直す（及び、要求を発出するこのようなフォーマットから、このよう
な要求に直す）。次に、ファイル・システム・モジュール１４は、記憶モジュール１５と
つながることによって、ファイル・システム・モジュール１４の出力を、記憶モジュール
１５がつながっている記憶システムへのアクセスが可能なフォーマットに変換する。記憶
モジュールは、記憶装置に書込み、読取られるファイル内容データ用のセクター・キャッ
シュを有している。前記ＰＣＴ出願で説明したように、各種モジュールはそれぞれハード
ウェア実行でもハードウェア加速でもよい。
【００４１】
　図２は、図１の実施形態の実行に関するブロック線図である。この実行においては、図
１のサービス・モジュール１３、ファイル・システム・モジュール１４、記憶モジュール
１５は、それぞれネットワーク・インターフェイス・ボード２１、ファイル・システム・
ボード２２、記憶インターフェイス・ボード２３により実行される。記憶装置インターフ
ェイス・ボード２３は、記憶装置２４とつながっており、実施の形態で用いられる記憶シ
ステムを構成している。この実行に関しては、Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏ
ｄ　ｆｏｒ　Ｈａｒｄｗａｒｅ　Ｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎ　ｏｒ　Ａｃｃｅｌｅｒ
ａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓという表題
の２００１年６月１２日付け出願の米国出願、連続番号０９／８７９，７９８に、さらに
詳細に記載され、参照することとにより本書に盛り込まれている。
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【００４２】
　図３は、本発明によるファイル・システム・モジュールの実施形態のブロック線図であ
る。ファイル・システム・モジュールの実施形態は、図１、及び図２で説明したタイプの
システムに用いることができる。各種インターフェイス用の例示的なバス幅が示してある
が、本発明はこれらのバス幅、またはどのような特定のバス幅にも限定されるものではな
いことに留意すべきである。
【００４３】
　この実施形態のデータの流れは、Ｔｏ　Ｄｉｓｋ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　を略して、ＴＤ
Ｐと呼ばれる上位バス３１１、及び、Ｆｒｏｍ　Ｄｉｓｋ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌを略して、
ＦＤＰと呼ばれる下位バス３１２によって示されている。このようなプロトコルは、普通
、例えば図２の記憶インターフェイス・ボード２３によって実行できる図１の記憶モジュ
ール１５との通信を指している。ファイル・システム・モジュールは、常に、データバス
３１１、及びデータバス３１２とは異なる制御経路を使用し、この制御経路の中では、デ
ータバス３１１、及びデータバス３１２により伝送されるデータのポインタを用いている
。データバス３１１、及びデータバス３１２は、それぞれ書込みバッファ　ＷＲＢＵＦＦ
、及び読取りバッファ　ＲＤＢＵＦＦを備えている。例えば、磁気テープなどへのバック
アップ目的のため、図面の左部分にＣＯＰＹＰＡＴＨとして確認できる、データバス３１
２からデータバス３１１への２つのバッファの間にダイレクト・データ・パスが設けられ
ている。
【００４４】
　このファイル・システム・モジュールで個別になっているサブモジュール系列は、ファ
イル・システム管理に関したタスクを処理している。これらのサブモジュールは、通常そ
れぞれ自前のキャッシュメモリを有し、サブモジュールのタスクに関したメタデータを記
憶している。（メタデータとは、実際のファイル内容データとは対照的にファイル・オバ
ーヘッド情報を指している。ファイル内容データは、上述のデータバス３１１、及びデー
タバス３１２を通って処理される。）これらのサブモジュールは、空きスペース割当て３
２１、オブジェクト記憶３２２、ファイル・システム・ツリー３２３、ファイル・システ
ム・ディレクトリ３２４、ファイル・システム・ファイル３２５、不揮発性記憶装置処理
３２６である。
【００４５】
　サブモジュールは、プロセッサの普通の管理下で動作するが、処理されるファイル・シ
ステム要求の内容により命じられる方法でサブモジュールの特殊なタスクを処理するよう
組織化されている。具体的には、より上位のサブモジュールは連続的に左側のより遠くに
位置するようにサブモジュールは階層的に配列されている。各サブモジュール左側から要
求を受け取るとともに、各要求を満たし、左側へ応答を送る仕事を行う。そして、もしサ
ブモジュールが要求を直接に満たしえない場合には、次に要求を発出して、それを右側へ
送り、従属する右側のサブモジュールから回答を受け取ることができる。任意のサブモジ
ュールは、従属のサブモジュールにより提供される回答を、同様のデータに対しての要求
を再度送ることがないように、近い所のその関連のキャッシュに記憶ができる。一実施例
においては、これらのサブモジュールは、適当に構成したＦＰＧＡ（フィールド・プログ
ラマブル・ゲート・アレイ）を使って、ハードウェアに実装される。各サブモジュールは
、別個のＦＰＧＡを用いて実装してもよい。または、多数のブモジュールを単体のＦＰＧ
Ａに組み入れてもよい。（例えば、ファイル・システム・ツリー３２３、及びファイル・
システム・ディレクトリ３２４を単体のＦＰＧＡに組み入れることもできる）。あるいは
、各サブモジュール（または、サブモジュールの組合せ）は、例えば、本目的にそってプ
ログラムされた集積回路、または専用のプロセッサを用いて実装することができる。
【００４６】
　本書で付与されているファイル・システムの実施形態は自然界に分布していることが分
かる。この自然界での分布により、ファイル内容キャッシュとは異なるキャッシュメモリ
のファイル・システムと関連付けたメタデータ全てを保持することができる。この配置（
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配列）には、メタデータが関係するファイルのサイズ、及びファイル操作処理のスループ
ットの増加、及びプロセッサ・オーバーヘッドの減少に関係なく、大量のメタデータをキ
ャッシュに入れる能力を含む数多くの利点がある。
【００４７】
　ファイル・システムの要求の処理は、例えば１０秒毎に、あるユーザ設定期間よりも低
くない頻度で起こるよう計画した一連のチェックポイントを図で詳細に表す。各連続した
チェックポイントに関しては、以前に記憶されたファイル構造情報が直前のチェックポイ
ントに取って替わる、ディスクに記憶した現行のファイル構造情報が記憶されている。チ
ェックポイントには連続番号が付けられ、ファイル要求の処理を一時的にグループ化する
のに使用される。
【００４８】
　ある選択された時点のファイル・システム構造の知識を持つことは多様な目的に対し有
益であるかもしれない。この能力は、現行のセーブ済みチェックポイントに関連付けされ
たファイル・システム構造データのユーザ・トリガ記憶を可能にすることで与えられ、以
下、便宜上、保持済みチェックポイントと称し、以下に詳細に述べる。保持済みチェック
ポイントは、本質的に、特定のチェックポイントにおけるファイル・システム構造の読取
り専用版である。多数の保持済みチェックポイントを取得することができ、メカニズムに
は、選択された保持済みチェックポイントを削除、またはファイル・システムを選択され
た保持済みチェックポイントに復帰（例えば、ファイル・システムをカタストロフィの後
に続くわかっている状態に戻る）が含まれる。
【００４９】
　ファイル・システムモジュールの中心には、オブジェクト記憶サブモジュール３２２が
ある。この実装においては、ハードディスクに記憶される項目の全てが、形式（例えば、
ファイル、ディレクトリ、空きスペースの割当情報、最後のチェックポイントを取得した
後で作成され修正されたオブジェクトのリスト、最後の保持済みチェックポイントを取得
した後で作成され修正されたオブジェクトのリスト、及び、あるファイルの属性情報を含
む）に関係なくオブジェクトと見なし、このような項目の記憶はオブジェクト記憶サブモ
ジュール３２２で取り扱われる。オブジェクト記憶サブモジュールオブジェクトに関する
次のオペレーションを行うことができる。即ち、作成、削除、書込み、及び読取りである
。さらに、プロセッサからの命令により、オブジェクト記憶サブモジュールはチェックポ
イントを作成し、また保持済みチェックポイントをも作成、保持済みチェックポイントを
削除、またはファイル・システムを保持済みチェックポイントへ復帰させることができる
。オブジェクト記憶サブモジュールは、ディスク上に記憶されたデータの物理的位置を追
跡することにより、以下に説明する各種のデータ構造を用いて各オブジェクトと関連付け
らる。オブジェクト記憶サブモジュールは、バス３１１の通信リンクにディスク記憶要求
を送らせバス３１２の通信リンクによりディスク記憶回答を入手する。もし、オブジェク
ト記憶サブモジュールは、読取りオペレーションための要求を受け取ったら、オブジェク
ト記憶サブモジュールは、バス３１１に働きかけることで要求を直接満足させることがで
きる。
【００５０】
　本書のファイル・システムの実施形態が使用されている記憶システムは「ディスク」と
称されるが、記憶システムは、１台または複数の磁気、また磁気光学、または光ディスク
・ドライブ群、並びに固体記憶装置、及び磁気テープを含むが、これらに限定しない、適
当な大量のデータ記憶構成であればどのようなものであってもよいことは言うまでもない
。
【００５１】
　空きスペース割当てサブモジュール３２１は、オブジェクト記憶サブモジュール３２２
の動作に必要なデータを管理し、オブジェクト記憶サブモジュール３２２の影響を受けて
、ディスク上のスペースの総合的割当てを探知する。オブジェクト記憶サブモジュール３
２２から要求を受け取ると、空きスペース割当てサブモジュール３２１は、利用可能なブ
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ロック番号をオブジェクト記憶サブモジュールに提供する。空きスペース割当を探知する
ために、空きスペース割当てサブモジュールは、ディスク上のデータの各ブロックの空き
および／または空いてない状態を示す単一ビットで、ディスクのビット・マップを確立す
る。このビット・マップ自体は、オブジェクト記憶サブモジュールにより処理される特殊
なオブジェクトとしてディスクに記憶されている。一方では、オブジェクト記憶サブモジ
ュールは、ディスク上で空きスペースの管理と割当の目的で、空きスペース割当サブモジ
ュールと双方向の通信路を有し、他方では、空きスペース割当サブモジュールは、ディス
ク空きスペース・ビット・マップ用のデータを検索したり、更新するためのオブジェクト
記憶サブモジュールとの双方向の通信路を有しているので、オブジェクト記憶、及び空き
スペース割当サブモジュールの間には２つの双方向経路がある。
【００５２】
　ファイル・システム・ファイル・サブモジュール３２５は、ファイルのタイム・スタン
プ、ファイルの所有者、ファイルのリンク数（即ち、ファイルが所有する名前の数）、読
取り専用の状態などのファイルの属性と関連付けられたデータ構造を管理する。中でも、
とりわけ、本サブモジュールは、ファイルを作成する要求を取り扱い、ディレクトリを作
成し、親ディレクトリのファイル名を挿入し、親ディレクトリを更新する。このサブモジ
ュールは、次に、以下に説明する他のサブモジュールと対話を行う。
【００５３】
　ファイル・システム・ディレクトリ・サブモジュール３２４は、ディレクトリの管理を
行う。ディレクトリは、リスト・ファイルとして管理され、これらのファイルは、このフ
ァイルの関連付けられたオブジェクト番号と一緒に、ディレクトリと関連付けられる。フ
ァイル・システム・ディレクトリ・サブモジュール３２４は、各ディレクトリの次のオペ
レーションを管理する。即ち、作成、削除、ファイルのディレクトリへの挿入、エントリ
の削除、エントリの探索、ディレクトリの内容のリスト作成である。
【００５４】
　ファイル・システム・ディレクトリ・サブモジュール３２４は、ファイル・システム・
ツリー・サブモジュール３２３と協働して効率的なディレクトリ検索を行う。従来のツリ
ー構造はディレクトリ用に作成されるが、木の分岐を、ファイル名自体を使うのではなく
、ファイル名から生成されるＣＲＣ（巡回冗長合計検査）などの擬似乱数値を使って、非
アルファベット的方法で処理する。ＣＲＣは、各ファイル名に対して無作為であり、普通
は、特有な傾向にあるので、通常、この方法は、ファイル名の全てが偶然類似していたと
しても、木を強制的に平衡させる。このため、新しいファイル名の入ったディレクトリ一
覧表を更新する際には、ファイル・システム・ディレクトリ・サブモジュール３２４は、
ファイル名のＣＲＣを生成し、ファイル・システム・ツリー・サブモジュール３２３にそ
のインデックスのＣＲＣを利用するよう要求する。ファイル・システム・ツリー・サブモ
ジュールは、ファイル名のＣＲＣをディレクトリ表のインデックスと間連付けを行う。こ
のようにして、サブモジュールはＣＲＣの検索を行うとともに、インデックスを復帰させ
る。
【００５５】
　ファイル・システム・ツリー・サブモジュール３２３は、ファイル・システム・ディレ
クトリ・サブモジュール３２４と同様の方法で働き、以下の機能を支援している。即ち、
作成、削除、ＣＲＣのディレクトリへの挿入、エントリの削除、エントリの探索である。
しかしながら、どの場合も、その機能はファイルではなく、ＣＲＣに関するものである。
【００５６】
　もっともまれな場合で、２つの異なるファイル用のＣＲＣが同じである場合があり、フ
ァイル・システム・モジュールは、このような場合でも処理する必要がある。このような
状態に対応するために、ファイル・システム・ツリー・サブモジュール３２４は同じＣＲ
Ｃを有する全ファイルのリストを維持するとともに、ＣＲＣを有する任意のあるファイル
から同じＣＲＣを有する別のファイルまでのポインタを有することによって確実に維持し
ている。（ＣＲＣが相対的にユニークであるため、これは、最終選考リストになりそうで
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あるである。）ファイル・システム・ディレクトリ３２４は、任意のあるファイル用のリ
ストの始点を維持している。
【００５７】
　不揮発性記憶装置処理サブモジュール３２６は、不揮発性記憶装置（図３に示すＮＶＲ
ＡＭと称される）と、インターフェイスで連結され、停電時や他の事態において、ディス
クにセーブされる予定のキャッシュ・データが実際にディスクにセーブされないよう防ぐ
ための復帰の方法を備えている。具体的には、最後のチェックポイント（チェックポイン
トは図３の説明の冒頭近くで、説明済みである）において、ファイル・システム構造一式
が記憶されているので、不揮発性記憶装置処理サブモジュール３２６のタスクとしては、
最後のチェックポイントの後のファイル・システム・要求データを記憶することである。
この方法においては、回復、ファイル・システム要求データの処理の次の中断は、最後の
記憶されているチェックポイントからファイル・システム構造データを用い、次に、ＮＶ
ＲＡＭに記憶されているその次のファイル・システム要求を再度処理することにより達成
できる。
【００５８】
　オペレーション中に、受け取ったあらゆるファイル・システム要求（未修正の要求を除
く）に関して、プロセッサが、不揮発性記憶装置処理サブモジュール３２６に、ＮＶＲＡ
Ｍに要求を記憶するかどうかを伝える。そして、仮に、そのように伝えると、次に、ＮＶ
ＲＡＭにその要求を記憶する。（もし、本サブモジュールが、マルチ・ノードのファイル
・サーバ・システムの一部である場合には、その要求も、別のノードのＮＶＲＡＭに記憶
される。）サブモジュールのそばの（及び別のファイル・サーバ・ノードの任意の対にな
ったサブモジュールのそばの）ＮＶＲＡＭの中に局所的に記憶装置が存在すると、サブモ
ジュールが、判断するまで、クライアントには要求履行の受取通知は返送されない。この
ファイル・システム要求のキャッシング方法は、プロセッサがファイル・システム要求を
ＮＶＲＡＭに最初に書き込み、次いでディスクに書き込む、従来のシステムとはかなり違
っている。ファイル・システム要求をＮＶＲＡＭにコピーする時に手間がかかるプロセッ
サがない（コピーは自動的に行われる。）ために、この方法は違っているのである。
【００５９】
　ＮＶＲＡＭのオーバーフローを避けるために、チェックポイントは、ＮＶＲＡＭのデー
タ量が所定の閾値に達した時には、強制的にチェックポイントが発生するようになってい
る。チェックポイントは、以前のチェックポイントがもはや存在しない時点における、次
のチェックポイントが作成されるまでに限って有効である。
【００６０】
　ファイル・サーバ・システムをクラスター化した時に、揮発性記憶装置をスイッチを用
いてミラー化し、仮想ループを得るようにしてもよい。図６は、不揮発性メモリを垂直ル
ープ構成でミラー化した本発明の実施形態によるクラスター化ファイル・サーバ構成のブ
ロック線図である。本図において、５つのファイル・サーバ・ノードがクラスター化され
ていると仮定している。（この手法は、サーバ・ノードのどのような番号ともうまくいく
が、各サーバ・ノードがファイル・システム・モジュールを結合し、そして、ファイル・
システム・モジュールは、不揮発性記憶装置処理サブモジュール３２６、指定のＮＶ＿Ａ
（項目６１）、ＮＶ＿Ｂ（項目６２）、ＮＶ＿Ｃ（項目６３）ＮＶ＿Ｄ（項目６４）ＮＶ
＿Ｅ（項目６５）を有する。）これらのサブモジュールはそれぞれスイッチ６６を経由し
て、サブモジュールの中の異なる１つと接続されることにより、対応するサブモジュール
に関連付けされたＮＶＲＡＭに記憶されている元のファイル・システム要求データのバッ
クアップ・コピーを、接続されたサブモジュールに関連したＮＶＲＡＭが維持が可能とな
る。スイッチ６６による接続を破線で示してあり、バックアップ・パス６１１は、ＮＶ＿
Ａに関連付けられたＮＶＲＡＭのファイル・システム要求データを、ＮＶ＿Ｂに関連付け
れたＮＶＲＡＭによってバックアップが可能となる。同様に、バックアップ・パス６２１
は、ＮＶ＿Ｂに関連付けられたＮＶＲＡＭのファイル・システム要求データを、ＮＶ＿Ｃ
などに関連付けれたＮＶＲＡＭによってバックアップが、ループの最後の部分に達するま
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で、可能である。ここでバックアップ・パス６５１は、ＮＶ＿Ｅに関連付けられたＮＶＲ
ＡＭのファイル・システム要求データを、ＮＶ＿Ａなどに関連付けれたＮＶＲＡＭによっ
てバックアップが可能である。仮に、サーバ・ノードが、非稼働となった場合には、スイ
ッチは、稼働している他の残りのノードからループを再構成できる。
【００６１】
　本書で説明するように、整合性のあるファイル・システム・イメージ（チェックポイン
トと称する）が、等間隔でディスクに記憶されており、プロセッサにより要求されたが、
チェックポイントのディスクに未だ記憶されていない全てのファイル・システム変更は、
不揮発性記憶装置処理サブモジュールによりＮＶＲＡＭに記憶される。
【００６２】
　システムが故障した場合には、プロセッサは、オンディスク・ファイル・システムが「
クリーン」でないことを検出し、回復手順を開始する。先ず、オンディスク・ファイル・
システムは、ディスクに記憶されている最後のチェックポイントで表される状態に戻され
る。これはチェックポイントであるから、内部的には整合性がある。しかしながら、チェ
ックポイントを取得した後で要求される変化は全て喪失される。回復手順を完了するため
、これらの変化は復旧させる必要がある。このことは可能である。何故なら、これらの変
化は全てがプロセッサによって発出された要求により起きており、また、上記のように、
プロセッサにより要求されたが、チェックポイントのディスクに未だ記憶されていない全
てのファイル・システム変更は、不揮発性記憶装置処理サブモジュールによりＮＶＲＭに
記憶されるからである。喪失した変化は、それゆえに、プロセッサによって要求されたフ
ァイル・システムの変更オペレーションの順序を、最後のチェックポイントの時から、シ
ステム故障まで繰り返すことにより回復可能である。
【００６３】
　これを完了させるため、プロセッサはＮＶＲＡＭの内容を調べ、最後のチェックポイン
トの時から、システム故障までのプロセッサが要求したオペレーションの全てを抽出する
。次いで、プロセッサはこれらの要求をファイル・システム・ファイル・サブモジュール
に再提出し、必要なオンディスク変更を行うことにより要求を満足する。ファイル・シス
テム・ファイル・サブモジュールは、「目下の」ファイル・システム要求と、回復手順中
の発出されている再提出要求とを識別しない。双方とも同一の方法で（再提出要求がそこ
にないため、それがＮＶＲＡＭにログされない場合を除いて）処理される。
【００６４】
　この手順で厄介なことは、ファイル（またはディレクトリ）参照を行うファイル・ハン
ドルに関することである。普通のオペレーションでは、ファイルが作成される時には、フ
ァイルはファイル・ハンドルに割り当てられる。そのファイルを引き続き参照する必要が
あるオペレーションはいずれもこのファイル・ハンドルを用いてそのようにしている。従
って、例えば、次のような一連のオペレーションが行われる。即ち、
（１）プロセッサはファイル作成を要求する。
（２）ファイル・システム・ファイル・サブモジュールはファイルを作成しファイル・ハ
ンドルＡを返す。
（３）プロセッサはデータの書き込みをファイル・ハンドルＡに要求する。ファイルＡに
データを書き込むよう要求する？
（４）ファイル・システム・ファイル・サブモジュールは書き込みを実行する。
【００６５】
　本例においては、手順（１）及び（３）の２つの要求は、ＮＶＲＡＭに記憶される。
ここで困った問題が持ち上がってくる。それは、上述の回復手続き中にファイル・システ
ム・ファイル・サブモジュールが割り当てたファイル・ハンドルは、当初割り当てられた
ファイル・ハンドルとは異なる恐れがあるからである。従って、例えば、ＮＶＲＡＭに記
憶されるオペレーションは、上記の例と同じものかも知れない。しかしながら、回復中に
おいては、手順（２）でファイル・システム・ファイル・サブモジュールが戻すファイル
・ハンドルはＢかも知れない。この場合には、ファイル・ハンドルＡは、ファイル・シス
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テム・ファイル・サブモジュールによって認識されていないので、ファイル・ハンドルＡ
を使った手順（３）のデータの書き込みはできていない。
【００６６】
　この問題を解決するため、ファイルが作成される度に、プロセッサが明確にＮＶＲＡＭ
の中に割当て済みハンドルのログを行う。（これは不揮発性記憶装置処理サブモジュール
への特別要求によって行う。）従って、回復時のＮＶＲＡＭの内容は、以下の通りである
。即ち、
（１）プロセッサはファイル作成を要求する。
【００６７】
　ここで他の無関係要求に対するより多くのエントリがあるかもしれない。
（２）作成ファイルをファイル・ハンドルＡに割り当てる。
【００６８】
　ここで他の無関係要求に対するより多くのエントリがあるかもしれない。
（３）プロセッサはデータの書き込みをファイル・ハンドルＡに要求する。
【００６９】
　従って、回復手続き中に、作成オペレーションに遭遇した場合には、プロセッサはＮＶ
ＲＡＭを探索して割当て済みハンドルを探し出す。そして、プロセッサは作成要求を発し
て、（潜在的に異なる）ハンドルを得る。この時点以降は、再生オペレーションにおける
作成済みファイル用の以前のハンドルのリファレンスは全て、作成済みファイル用のハン
ドルで置き換えられる。
【００７０】
　例えば、前記の回復手続きは以下のように進められる。即ち、
　（１）プロセッサは、ファイル作成要求を再度提出する。
【００７１】
　（２）ファイル・システム・ファイル・サブモジュールはファイルを作成し、ハンドル
Ｂを戻す。
【００７２】
　（３）プロセッサは、以前の割当て済みハンドルを探索し、以前に割当て済みハンドル
がハンドルＡであるのか判断する。
【００７３】
　（４）プロセッサは、ハンドルＡのＮＶＲＡＭのその後のリファレンスはどれもがハン
ドルＢで置き換えられるべきであるとこに留意する。
【００７４】
　（５）プロセッサは、ハンドルＡをハンドルＢと取替え、データの書き込みをファイル
Ｂに要求する。
【００７５】
　（６）ファイル・システム・ファイル・サブモジュールは書き込みを実行する。
【００７６】
　通常の実施形態では、あるファイル・システム要求に応ずる自動応答機構を利用してい
る。図４は、ソフトウェア制御を介在させずにファイル・サービス・モジュールによって
ネットワーク・リクエストへの自動応答が可能となる本発明の実施形態への制御フローの
使用方法を示すブロック線図である。図４には、図１と同様に、サービス・モジュール１
３、ファイル・システム・モジュール１４、記憶モジュール１５があり、サービス・モジ
ュール１３、及びファイル・システム・モジュール１４は、ソフトウェア４１の制御を受
けており、記憶装置モジュール１５は記憶装置４２とつながっている。ブロック間の接続
は、データ流れではなく制御流れを表している。サービス・モジュール１３がファイル・
サービス要求を識別すると、要求は通常はサービス・モジュール１３からソフトウェア制
御４１へ送られ、例えば、安全や他の複雑なタスクを処理する。次に、ソフトウェア制御
４１の下で、要求はファイル・システム・モジュール１４により処理される。他方におい
て、ファイル・システム要求への回答は、これは必ずしも複雑ではないが、ソフトウェア
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制御４１を経て返送されるのではなく、制御流れ４３を経由して、ファイル・システム・
モジュール１４から、直接サービス・モジュール１３へと返送される。最終的に、ソフト
ウェア制御４１には、要求が満足されたことが伝えられる。
【００７７】
　共通の記憶装置にアクセスするファイル・サーバ・ノードのクラスターを採用した構成
においては、多数のノードが共通の記憶装置の配置に関する矛盾するタスクを行おうと努
めるかもしれない事例に取り組む必要がある。図５は、本問題を扱う本発明の実施形態に
よるセクター・キャッシュ・ロッキングを具体化したクラスター化ファイル・サーバ構成
のブロック線図である。本実施形態において、ファイル・サーバ・ノードＡ（項目５２）
、及びファイル・サーバ・ノードＢ（項目５３）は、双方ともクライアント５１とつなが
っており、各サーバ・ノードがディスクＡ（項目５４）、及びディスクＢ（項目５５）の
両方にアクセス（即ち、ディスクから読み取り、書き込み）できるように構成されている
。（ここで、以前に説明した方法に類似した方法において、「ディスク」なる語は、任意
の記憶装置識別子であるとともに、数枚のディスクの用途、例えば、または１台のディス
ク・ドライブ上の特別領域の用途を含んでいる。記憶装置のモードは、磁気、及び光磁気
に適したどのようなものでも含むこれに限定するものではない。）
　本実施形態においては、各サーバ・ノードは、セクター・レベルで、ディスクＡ、及び
ディスクＢのそれぞれのセークター・キャッシュを維持している。このような状況のもと
では、各サーバ・ノードがディスクの書き込みを処理する場合のキャッシュ整合性を得る
方法に関する問題を解決する必要がある。この問題は次のように処理する。ある任意のデ
ィスクについては、サーバ・ノードの１つだけがディスクに書き込める。（クライアント
はディスクに、またはサーバ・ノードを経由して、ディスクに書き込めるが。）例えば、
図５においては、サーバ・ノードＡだけがディスクＡに書き込めるとともに、サーバ・ノ
ードＢだけがディスクＢに書き込める。各サーバ・ノードは、サーバ・ノードが書き込む
ディスクのロック・マネージャを実行する。ディスクは３２キロバイト・ページに分割さ
れる。各ページは３つの状態の１つにできる。即ち、キャッシュされていない状態、読み
取りがロックされている状態、または書き込みがロックされている状態である。
【００７８】
　例として、サーバ・ノードＡがディスクＢの読取りをキャッシュに入れたいと希望して
いる場合を想定する。従って、サーバ・ノードＡは、先ず、サーバ・ノードＢと連絡をと
る必要がある。サーバ・ノードＡが読み取りを希望しているページの読取りロックを要求
する。サーバ・ノードＡが読み取りロックの状態になると、サーバ・ノードＡはデータを
読み取り、データをサーバ・ノードＡのセクター・キャッシュに置く。さて、サーバ・ノ
ードＢが同じページの書き込みを希望している場合を想定してみよう。サーバ・ノードＢ
には、サーバ・ノードＡからこのページの読取りロックを有している旨、連絡済みである
。従って、サーバ・ノードＢはサーバ・ノードＡと連絡を取って、サーバ・ノードＡの読
取りロックの中断をサーバ・ノードＡに命令する。次に、サーバ・ノードＢは、サーバ・
ノードＡからの読取りロックが解除された旨の連絡を待つ。（すると直ぐに、サーバ・ノ
ードＡは、サーバ・ノードＡのキャッシュから、そのページを一気に消去する。）次に、
サーバ・ノードＢは、書込みロックを有し、ページに書き込める。もし、サーバ・ノード
Ａが、再び、ページを読み込みたいと希望する場合には、サーバ・ノードＡは、読取りロ
ックを要求する。サーバ・ノードＢは、読込みロックは否認するが、サーバ・ノードＢの
キャッシュは更新する旨の応答をして、サーバ・ノードＡにキャッシュに入ったデータを
転送する。サーバ・ノードＡは、このデータをキャッシュに入れられないので、読取りロ
ックを否認される。次に、読込みロックは、ディスクＢがディスクＢのキャッシュから更
新される場合に（即ち、次のチェックポイントにおいて）サーバ・ノードＡに与えてもよ
い。このように、上記の実行により、分散したロック・マネージャが付与され、ハードウ
ェアにおいても、同様のことが行われる。
【００７９】
　１．オブジェクト記憶構造
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１．１　オブジェクト記憶データ構造の概要
　オブジェクト記憶サブモジュールは、各種のファイル・システム・オブジェクトを維持
し記憶するために用いられる。ファイル・システム・オブジェクトはファイル・オブジェ
クト、ディレクトリ・オブジェクト、空きスペース割当てオブジェクト、修正済みチェッ
クポイント・オブジェクト・リスト・オブジェクト、修正済み保持オブジェクト・リスト
・オブジェクト、及びｍノード・オブジェクトを含んでいる。ファイル・オブジェクトは
、ユーザ・データ、及びワープロ、または表計算ファイルなど関連属性の記憶用ファイル
・システム・ファイル・サブモジュールによって作成される。ディレクトリ・オブジェク
トは、ディレクトリ情報の記憶用ファイル・システム・ディレクトリ・サブモジュールに
より作成される。空きスペース割当てオブジェクトは、空きスペース割当情報の記憶用の
空きスペース割当サブモジュールにより作成される。修正済みチェックポイント・オブジ
ェクト・リスト・オブジェクト、及び修正済み保持オブジェクト・リスト・オブジェクト
（双方とも、以下でさらに詳細に述べる。）は、それぞれチェックポイント、及び保持済
みチェックポイントに関する情報の記憶用オブジェクト・記憶サブモジュールによって作
成される。ｍノード・オブジェクト（以下にさらに詳細に説明する）は、ファイル、また
はディレクトリ・オブジェクトに関連付けられた超過ファイル属性を保持するための特殊
なオブジェクト（即ち、以下に述べる、ファイル、またはディレクトリ・オブジェクトの
中の所定領域に収まれないファイル属性である。例えば、ＣＩＦＳの安全に関する属性な
どのファイル属性である。）であって、ファイル、またはディレクトリ・オブジェクトの
クリエータによって作成され、これは、ファイル、またはディレクトリ・オブジェクト内
にｍノード・オブジェクトのリファレンスを含んでいる。
【００８０】
　以下にデータ構造の概要について述べる。この構造は、ディスクに記憶される位置を追
跡するオブジェクト記憶サブモジュールが採用している「オーノード（ｏｎｏｄｅ）」と
呼ばれているものである。データ構造の他の詳細については、後で説明する。（これらの
データ構造は、本発明の典型的な唯一の実施形態であることに留意すべきである。）
　オブジェクトは、ルート・オーノード、及び随意に多数の間接、及び直接オーノードか
ら作られている。また、チェックポイント、及び保持済みチェックポイントを制御するの
に使用される、多数の他のオンディスク・オブジェクト、及び構造も存在している。それ
らの全てを以下に説明する。
【００８１】
　オーノードには、ルートオーノード、直接オーノード、間接オーノードの３種類がある
。（例えば、ファイル、またはディレクトリなどの）オブジェクトを作成する場合には、
対応するルート・オーノードが作成される（実際は、以下に述べる通り、１対のルート・
オーノードである）。各ルート・オーノードは、ディスクの所与のセクター番号に記憶さ
れ、セクター番号は、独自にルート・オーノード、及び、結果的にルート・オーノードの
対応オブジェクトをも識別する。通常の実施形態においては、各セクターは５１２バイト
であるので、ルート・オーノードのサイズは同じく５１２バイトに限定される。明らかに
なってくるように、本ファイル構造の実装の態様は、基本型Ｕｎｉｘ（登録商標）ファイ
ル構造に類似しているが、従来のＵｎｉｘ（登録商標）システムは、間接ポンインタの固
定番号のみを有している。そして、ポンインタの固定番号を用いると、ファイル・サイズ
の限界に達する。さらに、従来のＵｎｉｘ（登録商標）システムは、特に、ファイルにの
み、かかる記憶技術を用いており、本発明の種々の実施形態の方法におけるオブジェクト
記憶モデルも採用していない。
【００８２】
　ルート・オーノードは、実際にはペアで作成される。ルート・オーノードはセクター番
号で識別されるため、それのペアの他の構成要素は、その次に高いセクター番号となる。
ペアの構造は、ペアの一方のルート・オーノードが、チェックポイントに対して有効であ
るとともに完全となるよう使用される。ペアの他方の構成要素の対応オブジェクトが修正
されると、それは次いで更新され、オブジェクトの新しい状態を反映する。普通の処理に
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おいては、ペアのオーノードの両方の構成要素が読み取られ、チェックポイント番号がよ
り高い要素が現在のものとなる。
ファイル・システム要求の多くはディスクの使用方法を含んでいる。ブロックの関するこ
のような使用方法について便宜的に述べる。ブロックは、特殊なデータ記憶ユニットであ
り、普通の実施形態においては、規模が、２キロバイトから６４キロバイトの範囲である
ことが多い。
【００８３】
　ルート・オーノード・データ構造は、識別するチェックポイント番号を含み、このチェ
ックポイントの下で、オブジェクトの本バージョンが作成される。また、ルート・オーノ
ードにおいて、データ構造は、ルート・オーノードがメタデータを供給しているオブジェ
クトの型を識別するパラメータである。オブジェクト型は、例えば、空きスペース、ファ
イル、またはディレクトリのいずれであってもよい。さらにオブジェクト型以外に、ルー
ト・オーノードは、また、ブロックのオブジェクト長さのパラメータを有している。
【００８４】
　別のルート・オーノード・パラメータは再使用カウントである。オブジェクトが削除さ
れると、空きスペースへ戻らずに空きルート・オーノードの待ち行列に進むため、再使用
カウント・パラメータが使用される。所与のルート・オーノードが新しいオブジェクトに
割り当てられると、関連付けられたルート・オーノード再使用カウントは増加する。再使
用カウントは、オブジェクトに関連付けられたファイル・ハンドルの一部である。ルート
・オーノードが再使用される度に再使用カウントを増加させることにより、ルート・オー
ノードの旧バージョンで作成されるファイル処理を用いたファイル要求を識別し、排除す
ることが可能である。
【００８５】
　上記に提案の通り、ルート・オーノード一連のポインタを担持している。これらポイン
タの１つは、直前を先行するルート・オーノードのバージョンいずれかを指すポインタで
ある。もし、保持済みチェックポイントが関連のチェックポイント期間中に取得されたこ
とが分かった場合には、直前を先行する当のルート・オーノードのバージョンが記憶され
ていた可能性がある。そしてポインタは、ルート・オーノードのそのような直前のバージ
ョンのセクター番号を識別する。
【００８６】
　ルート・オーノードが対応する実際のデータについては、ルート・オーノードのオブジ
ェクトと関連付けられたデータの各ブロックを指す別個のポインタがある。データブロッ
クが１８個までの位置は、ルート・オーノードに記憶されている。１８ブロックを越える
データについては、直接オーノードがさらに必要となる。その場合には、ルート・オーノ
ードは、また、直接ポインタを指すポインタを有し、これはルート・オーノードの中で、
ディスクのセクター番号で識別される。
【００８７】
　ルート・オーノードのように、直接オーノードは、チェックポイント番号を識別するパ
ラメータを含んでおり、これを基準にして直接オーノードが作成される。直接オーノード
は、直接オーノードのルート・オーノードに対応するオブジェクトに関連するブロックデ
ータ約６０、または６１個までの位置を記憶するために配置されている。
【００８８】
　最初の直接オーノードが充分に活用されデータ・ブロックを識別すると、次に、１つ、
または複数の間接オーノードが使用されて最初のオーノード、ならびに、オブジェクトに
対応するデータのブロックを有する追加の直接オーノードを識別する。このような場合に
おいては、ルート・オーノードは間接オーノードを示すポインタを有し、間接オーノード
は、対応する直接オーノードを指示するポインタを有している。間接オーノードが充分に
活用されると、追加の介在する間接オーノードは、必要に応じて使用される。この構造に
より、ファイルの断片化とは関係なく、ファイルの一部の識別が迅速にできるようになる
。
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【００８９】
　直接、及びルート・オーノードの構造は、なかでも、ファイルが最初に作成される時、
通常０値に設定する大きなファイルを迅速に作成することができる別の特徴を備えている
。この特徴は、対応するブロックが０値を有するかどうかを識別する各ルート、及び直接
オーノードの各ブロックポインタごとのフラグである。
また、大きいファイルの迅速な作成が容易になる関連の特徴もある。いずれのモードでも
、ブロックまたは他のオーノードを指すポインタはいずれもブロックまたはオーノードが
実際に作成されたかどうかを識別するビットを有している。関連のブロック、及びオーノ
ードが未だ作成されていない場合には、ブロック、及びオーノードは必要に応じて作成さ
れ、書き込み要求に応じ、そして、その結果、割り当てビットが切り替わる。ブロックの
作成には、空きスペース割当てサブモジュールからのスペースの割り当て、ブロックへの
データの書き込み、及び関連のオーノードのビット・フラグの設定が必要なことに留意さ
れたい。
【００９０】
　回復のために、現行のチェックポイントで修正されたオーノード全部のトランザクショ
ン・ログも記憶されている。さらに、修正済みルート・オーノードを全部有するディスク
上でトランズアクション・ログが完全に終わるまで、ルート・オーノードは、ディスクに
は書き込まれない。（ルート・オーノードにはこのように書込みが遅延する特徴がある。
他のオーノードにはないし、ある必要もない。何故なら、これらは、ルート・オーノード
のみを経てアクセスされるからである。）現行の無効チェックポイントに関する回復モー
ドにおいては、仮にオーノードが現行チェックポイントで修正された場合には、以前のチ
ェックポイント値が利用される。（オーノードの内容が、トランザクション・ログと一緒
にディスクに記憶されるとともに、メタデータ・キャッシュのフライに維持されることに
留意されたい。）
　オーノード構造もまた、オーノード構造に関するディスク書き込みをさらに減らす方法
で、本実施例で確立されている。結局、オーノード構造は、ファイル内容のみならず、フ
ァイル属性の記憶装置も収容しなければならない。ファイルの属性は、ファイル規模、フ
ァイル作成時間、及び期日、ファイル修正時間、及び期日、読出し専用状況、アクセス許
可、その他を含む多様なパラメータを含んでいる。この関係は、ルート・オーノードは未
だディスクに書き込まれていないため、ルート・オーノードの内容変更は所与のチェック
ポイントで頻繁に行われるという事実を利用している。（ルート・オーノードのディスク
書き込みは遅延するということを思い起こすだろう。）従って、ルート・オーノードの一
部は、ファイルの属性を記憶するために保存される。
【００９１】
　より一般的に、ファイルの属性の記憶装置用の以下の構造を定義する。即ち、
　イーノード（ｅｎｏｄｅ）（更新用の小さなオバーヘッド、容量限定的）。本構造は、
ルート・オーノードで定義され、１２８バイトである。
【００９２】
　アイノード（ｉｎｏｄｅ）（更新用の中程度のオバーヘッド、イーノードよりも大きい
容量を備える）。このアイノードは、ファイルまたはディレクトリを表す第１のｎバイト
（通常は、０～６４キロバイト）のオブジェクトである。（そして、従って、オブジェク
ト用のルート・オーノードが示す場所にあるディスクに記憶されている。）このアイノー
ドは、安全の記述子として、ＣＩＦＳ目的で、このような属性情報に用いられる。
【００９３】
　エムノード（ｍｎｏｄｅ）（高価、更新用オバーヘッド、容量は無限に近い）これは、
データ記憶用専用のオブジェクトであり、従って、ディスクに自前の記憶場所を有する。
オブジェクトは、イーノードで（あるいは、アイノードで）識別される。
【００９４】
　図３の実施形態に関したオブジェクト記憶装置について、以下に、さらに詳細に説明す
る。
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【００９５】
　１．２　ルート・オーノード
　各ルート・オーノードは、長さが５１２バイトある。以下の情報がルート・オーノード
に記憶されている。
・オブジェクトの本バージョンを作成するチェックポイント番号
・オブジェクトの本バージョンのデータ長
・本オブジェクト用ランリストに使用される間接参照のレベル数
・オブジェクトの型、これは主に、オブジェクトにアクセスするために要求が届いた時に
判断が正しいかどうかのチェック用として用いられる。
・本ルート・オーノードの使用頻度を伝えるための再使用カウント
・保持済みチェックポイント用に作られた旧ルート・オーノードバージョンを指すポイン
タ（もし、１つある場合）
・新ルート・オーノード・バージョンを指すポインタ（もし、これが、保持済みチェック
ポイント用に作られたコピーの場合のみに有効）
・データブロック記述子が１９個まで。各データブロック記述子は、データブロックを指
すポインタ、データが作成されるチェックポイント番号、ブロックが零補充されているか
どうかを伝えるビットを含む。
・直接オーノードか間接オーノードかのいずれかを指す単一ポインタ
・本オブジェクト用の１２８バイトのイーノード・データ
・巡回冗長検査ＣＲＣ、及びルート・オーノードが有効かどうかを調べられる各種判断の
倍長語
　所与オブジェクトについては、ルート・オーノードの現行の有効バージョンを記憶でき
る場所が２箇所ある。これらの場所は、（ｏｂｊ＿ｎｕｍ＊５１２）または（（ｏｂｊ＿
ｎｕｍ＊５１２）＋５１２）のいずれかのボリュームにオフセットされたビットの所にあ
る。いずれが最も最新かを探すため、双方とも読み取る必要がある。全ての認証検査に合
格するだけでなく、後の作成チェックポイント番号をも有するものが最新の有効バージョ
ンである。
【００９６】
　以下の第４節で述べるように、オブジェクトは、チェックポイントを取得する度に作成
されるルート・オーノードのコピーを含んでもよい。旧ルート・オーノードを指すポイン
タ、及び新ルート・オーノードを指すポインタにより、保持済みチェックポイント用に作
成された現行のルート・オーノード、及びルート・オーノードのコピーのいずれも含む、
双方に好まれるルート・オーノードのリスト作成が可能である。双方に好まれるリストに
より保持済みチェックポイントの作成、及び削除が容易となる。
【００９７】
　１．３　間接オーノード
　間接オーノードは、ルート・オーノードと直接オーノードとの間の間接参照レベルを提
供するものである。各間接オーノードは、長さが１キロバイトである。間接オノード１対
を、最小のディスク・ブロック・サイズ、２キロバイトを有するディスク・ブロックにパ
ック可能であるが、各間接オーノードは、通常、簡易化のために別個のディスク・ブロッ
クに記憶されている。
【００９８】
　間接オーノードには、次の情報が記憶されている。
・間接オーノード作成チェックポイント番号
・間接または直接オーノードのいずれかを示す１２２までのポインタ
・巡回冗長検査ＣＲＣ、及び間接オーノードが有効かどうかを調べられる各種判断の倍長
語
　ルート・オーノードと同様に、現行の有効間接オーノードは、間接オーノードの一番最
新のバージョンを含むペアの間接オーノードの１つと一緒に、ペアで保持される。しかし
ながら、ルート・オーノードと違って、現行の有効な間接オーノードは、直接現行ルート
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・オーノードから示されているので、どちらが一番最新かを知るために間接オーノードの
双方を読み取る必要はない。
【００９９】
　１．４　直接オーノード
　直接オーノードはディスクのデータ・ブロックを指す直接ポインタを付与する。各間接
オーノードは長さが１キロバイトであり、このことは直接オーノードのペアは現行の最小
データ・ブロック・サイズの２キロバイトに適合することを意味する。
【０１００】
　直接オーノードには、次の情報が記憶されている。
・直接オーノード作成チェックポイント番号
・データブロック記述子が６２個まで。各データ・ブロック記述子は、データブロックを
指すポインタ、及びデータを作成するチェックポイント番号、及びブロックが零補充され
ているかどうか伝えるビットを含む。
・巡回冗長検査ＣＲＣ、及び間接オーノードが有効かどうかを調べられる各種判断の倍長
語。
【０１０１】
　１．５　動的スーパーブロック
　ディスク上では２つの動的スーパーブロックがあり、それらの１つだけを、任意の時点
における最も最新と見なす。これらは、ディスクのチェックポイントの状態を記録するの
に用いる。
【０１０２】
　各動的スーパーブロックには、次の情報が記憶されている。
・動的スーパーブロックと関連付けられたチェックポイント番号
・本チェックポイント用修正済みチェックポイント・オブジェクト・リスト・オブジェク
トの処理
・最後に保持したチェックポイントからの修正済み保持オブジェクト・リスト・オブジェ
クトのオブジェクト番号
・本チェックポイントの状態。状態として、ＷＲＩＴＴＥＮ＿ＯＢＪ＿ＬＩＳＴ、及びＣ
ＨＥＣＫＰＯＩＮＴ＿ＣＲＥＡＴＥＤ　が予想される。
・巡回冗長検査ＣＲＣ、及び間接オーノードが有効かどうかを調べられる各種判断の倍長
語
　連続するチェックポイントは、使用する動的スーパーブロックのチェックポイントの間
で交互に繰り返している。ソフトウェアがボリュームを開くと、ソフトウェアは、動的ス
ーパーブロックの両方を読み取る必要がある。ＣＨＥＣＫＰＯＩＮＴ＿ＣＲＥＡＴＥＤと
印されたボリューム状態を有し、判断が正しいかどうかの全てチェックに合格した最後の
チェックポイント番号の付いている一方が、本ボリュームの最後の有効なチェックポイン
トを識別する。ＯＢＪ＿ＳＴＯＲＥ　ＯＰＥＮ＿ＶＯＬＵＭＥコールは、オブジェクト記
憶サブモジュールが、どちらの動的スーパーブロックを初めに使用すべきかを識別する。
これは、最も最新のチェックポイントを特定しなかった方となる。
【０１０３】
　１．６　修正済みチェックポイント・オブジェクト・リスト・オブジェクト
　各チェックポイントの開始において、修正済みチェックポイント・オブジェクト・リス
ト・オブジェクトが作成される。このチェックポイントの一部として異なるオブジェクト
が作成され、修正される度に、そのオブジェクト番号は、修正済みチェックポイント・オ
ブジェクト・リスト・オブジェクトに書き込まれるため、チェックポイントが作成された
時には、そのチェックポイントで作成された、または修正されたオブジェクトを全てリス
トにしたオブジェクトが存在する。
【０１０４】
　１．７　修正済み保持オブジェクト・リスト・オブジェクト
　各保持済みチェックポイントの開始において、修正済み保持オブジェクト・リスト・オ
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ブジェクトが作成される。保持済みチェックポイントが作成された後で異なるオブジェク
トが作成され、または修正される度に、並びに次の保持済みチェックポイントが取得され
るまで、そのオブジェクト番号は修正済み保持オブジェクト・リスト・オブジェクトに書
き込まれる。
【０１０５】
　２．オブジェクト動作の基本
２．１　オブジェクト作成、及び削除
　オブジェクトが（ＷＦＳ　ＡＰＩ　ＯＢＪ＿ＣＲＥＡＴＥ　ｃａｌｌを用いて）初めて
作成される場合、オブジェクトは、間接オーノード、直接オーノード、またはデータ・ブ
ロックのいずれかを指すポインタがないルート・オーノード（実際は、ルート・オーノー
ドのペア）しか持っていない。
【０１０６】
　１つだけ留意すべきことは、一旦、ディスク・ブロックがルート・オーノードとして割
り当てられると、そのディスク・ブロックは、他のどれにも絶対に用いてはならないこと
である。何故ならば、ルート・オーノードに対して戻された処理は、ルート・オーノード
のディスク上でセクター・オフセットであるオブジェクト番号を含むからである。もしも
、オブジェクトが削除され、次いで、クライアントが処理をキャッシュに入れたままで、
ファイル用の別の要求を携えて入って来た場合、オブジェクトの記憶が出て行って、オブ
ジェクト番号で指定される位置でディスクのデータを読み取ることになる。もしも、ディ
スク・ブロックが再使用されていたとしたら、ディスク・ブロックは、あらゆる種類の問
題を引き起こすルート・オーノード（または、実際に新しいルート・オーノードである）
になると思われる。
【０１０７】
　この問題を乗り越えるために、次の３項目を行う。
【０１０８】
　１．　仮にクライアントが再びそのオブジェクトを読み取ろうとしても、オブジェクト
記憶にはオブジェクトは削除されていることが分かるよう、ルート・オーノードが削除さ
れた場合には、そのオブジェクト型をディスクの上にＯＢＪ＿ＴＹＰＥ＿ＤＥＬＥＴＥＤ
として設定する。
【０１０９】
　２．　オブジェクトが削除される時には、オブジェクトのルート・オーノードが使用し
ているディスク・スペースを空きスペース割り当て制御装置へ戻さない。代わりに、削除
されたルート・オーノードは空きルート・オーノードのリンク・リストに保持する。（デ
ータ・ブロックと違って、ルート・オーノードがペアで配置されているため、これらの空
きになったデータブロックを、チェックポイントが取得される前に、再利用するのが安全
であることを留意されたい。）オブジェクトが作成された時には、空きルート・オーノー
ドは、それが利用できれば使用する。空きルート・オーノードが利用できない場合に限り
、ルート・オーノードの新ディスク・スペースが割り当てられる。
【０１１０】
　３．　ルート・オーノードが最初新しく割り当てられた空きスペースで作成された場合
には、ルート・オーノードには零の再利用カウントを与える。ルート・オーノードが新し
いオブジェクト用に再利用される度に、再利用カウントは増加する。再利用カウントはク
ライアントへ戻す処理の一部を成している。このことは、再利用されたルート・オーノー
ドを参照した以前の処理は、再利用カウントが間違っているため、無効として削除される
ことを意味している。
【０１１１】
　２．２　オブジェクト・データ作成
　データが作成される時に、そのデータは初めに、ルート・オーノードから直接示された
データ・ブロックに入れられる。これは、図７の線図に示してある。他のオーノードがな
いルート・オーノードの用法を示す。この線図、及び以下の全ての線図において、簡略化
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のために、ルート・オーノード、及び直接オーノードはデータ・ポインタ２個のみで示さ
れ、また、間接オーノードは間接オーノード・ポインタ、または直接オーノード・ポイン
タ２個のみで示されていることに留意されたい。
【０１１２】
　一旦、直接ブロック・ポインタの全部が満たされると、次に、直接オーノードＡが、ル
ート・オーノードから直接オーノードへのポインタによって作成される。図８は、この直
接オーノードＡを有するルート・オーノードを使用した模様を示している。ルート・オー
ノードは、直接、または間接のオーノードのいずれかを指す１本だけのポインタを除き、
多数のデータ・ブロックを有していることに留意されたい。
【０１１３】
　もし、オブジェクトの中のデータが次第に直接オーノードの中のデータ・ポインタの全
てを満たすようになってくると、図９に示すように間接オーノードＢが作成される。図９
はこの間接オーノード、及び直接オーノードを有するルート・オーノードを使用した模様
を示している。直接オーノードＡを指していたルート・オーノードの中のポインタは変更
されて、間接オーノードＢを指し、そして、間接オーノードＢの最初のポインタは直接オ
ーノードＡを指すよう設定される。同時に新しいオーノードＣが作成されて、これも、間
接オーノードＢから指される。データが多く作成されるに従い、直接オーノードも多く作
成され、それらの全ては、間接オーノードから指される。
【０１１４】
　一度、間接オーノードＢの直接オーノード・ポインタの全てが使用されると、別のオー
ノードＤが作成され、これはルート・オーノードと最初の間接オーノードＢの間に挿入さ
れる。他の間接オーノードＥ、及び直接オーノードＦも、作成されて、より多くのデータ
・ブロックが参照できるようになる。これらの状況は図１０に示してあり、ここではルー
ト・オーノードと直接オーノードの間に置かれた多数の間接オーノード層の用法を図示し
ている。
【０１１５】
　直接オーノード、及び間接オーノードを追加することにより、さらに多くのレベルの間
接参照を作成するこの方法は、繰り返されて、オブジェクトが含む大量のデータを収容す
る。
【０１１６】
　オブジェクトのアイノード部分は、オブジェクトのデータ部分と同様、オブジェクト記
憶サブモジュールによって処理されるということに留意すべきである。オブジェクト記憶
サブモジュールは、アイノード部分とアイノード部分を区別せず、アイノード部分に自動
的な割当も行わない。逆に、データがオブジェクトに追加されるので、オブジェクトを作
成、または修正する構成要素（通常は、ファイル・システム・ファイル・サブモジュール
、またはファイル・システム・ディレクトリサブモジュールなどのオブジェクト記憶サブ
モジュールより上流にあるサブモジュール）が、アイノードにどれだけのスペースを残す
かを判断しなければならない。
【０１１７】
　２．３　オブジェクト・データ削除
　データをオブジェクト、及びデータ・ブロックから削除され、直接オーノード、及び間
接オーノードはもはや不要となるので、空きスペース割り当て制御装置へ戻される。　
【０１１８】
　一実施形態によれば、オブジェクトが減少するに従い、残りの全ての直接オーノード、
及び間接オーノードが空いてくる、ルート・オーノードの直接ブロックポインタを経由し
て、オブジェクトの全てのデータを参照できるまでの間接参照のレベル数、及び間接参照
のレベルは零に設定される。
【０１１９】
　２．４　零の補充
　もし、ファイルへの書き込みがなされ、これが、現行のファイルの終端を超えてスター
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ト・オフセットを有している場合には、新しい書込みデータの現行終端と開始との間のフ
ァイルの不定部分は零で埋める必要がある。オブジェクトの長さが現行の長さより長く設
定されている場合も同じことが起こる。
【０１２０】
　これは、もしファイルが作成され、長さが、例えば、１ギガバイトに、設定された場合
には、特に問題となる。直接実装の場合、これには、ファイルに割り当てられたディスク
・ブロックは実際に零で書き込む必要がある。１ギガバイトのファイルの場合、１０秒程
度掛かると思われる。１テラバイトでは、３時間程度掛かる。
【０１２１】
　本発明の実施形態では、この問題は、そのブロックが零補充されたかどうかを伝える各
データ・ブロック・ポインタを備えたビットを有することで、避けられる。もしも、オブ
ジェクト記憶サブモジュールがこのビットが設定されるのを確認しておれば、オブジェク
ト記憶サブモジュールは、ディスク上では、このブロックが全く違うものを含んでいるか
も知れないが、このブロックを零で補充すべきことを認識している。もし、ブロックが読
み取られている場合には、オブジェクト記憶サブモジュールは、それのディスクに書き込
まれる内容ではなく、このブロック用の零を戻す。もし、ブロックが、ブロック全体を補
充しない書き込みで、書き込まれる場合には、オブジェクト記憶サブモジュールは先ず零
を、いま書き込まれていないブロック全部に書き込み、このブロック用の零を補充された
ビットをリセットする。
【０１２２】
　この場合には、ディスク・ブロックは零で補充されていないが、ディスク・ブロックは
ファイルの零を補充された部分の全てに対して割り当てられる。
【０１２３】
　２．５　スパース・オーノード構造
　一旦、零の補充問題が解決すれば、ある非常に大きな値へのオブジェクトの長さ設定に
関する次の問題は、データ・ブロックを割り当て、及び必要な直接オーノード構造、及び
間接オーノード構造の作成に掛かる時間である。ディスク・ブロック・サイズが４キロバ
イトの場合で、１テラバイトのオブジェクトには、ほぼ４百万の直接オーノード、ならび
に、これより少ない間接オーノードが必要になる。ディスクへの書き込みには、約４０秒
掛かると思われる。また必要なデータ・ブロック全部の空きスペース割り当て、及び空き
スペース・ビットマップの次の更新がこの時間に大きく加わる。もし、チェックポイント
がファイル作成が始まった直後に取得されるのであれば、システム全体は、この全時間中
、（どのボリュームに対しても）要求に応じられなくなる。
【０１２４】
　本発明の実施の形態においては、２つの面を有する方法によって解決する。解決策の第
１の態様は、ファイルの零の補充部分のディスク・ブロックを実際に割り当てないことで
ある。このことは、オブジェクト記憶が、零の補充ブロックへの書き込みを確認する時に
、オブジェクト記憶は最初に、ディスク・スペースをそのブロックに割り当て、及びディ
スク・スペースを指すポインタを関連のオーノード構造に置かなければならない。
【０１２５】
　第２の態様は、第１の態様の上の設ける。即ち、データ・ブロックを割り当てないこと
に以外に、オーノード構造も作成しない。この態様を実施するため、各オーノード・ポイ
ンタは、それが指すオーノードが割り当てられたかどうかを伝えるビットを有する。もし
、有していなければ、オペレーションが生じ，これにより、オーノードが有効であること
が求められ、この時に限り、オーノードに対してディスク・スペースが割り当てられて、
正確なポインタが挿入される。このように、巨大な零補充オブジェクトは、ルート・オー
ノードのみを有することになり、明らかに、非常に迅速に作成できる。
【０１２６】
　３．チェックポイント
３．１　ファイル・システム整合性概論
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　ファイル・システムの基本的特徴の１つに、システム故障時のファイル・システム整合
性を維持する能力がある。
【０１２７】
　本書のファイル・システムの実施形態に関しては、チェックポイント機構が用いられて
いるが、これが従来の実施形態とは異なった実装により、ファイル・システム整合性を維
持している。メタデータをディスクの新しい領域に、常に書き込むのではなくて、代表的
な従来のシステム同様に、ある任意のオーノード・メタデータ２コピーを維持して、これ
の一方のコピーは有効であり、他方は更新中とすることができる。仮に、一方のコピーが
更新中にシステムが故障した場合には、システムは、他のコピーに復帰できるため、有効
であると保障される。ユーザ・データについては、システムは、ユーザによりトリガーさ
れたファイル・システム・データ構造セーブの整合性、または高い性能、及びファイルの
非断片化を与えるために、それをディスクの新しい領域に常に書き込むのか、または、既
存データに上書きするのかの選択を、オブジェクト・本位で、有することできる。これに
関することは全て、次節で詳細に述べる。
【０１２８】
　３．２　ユーザ・データ処理
　ユーザ・データの処理はメタデータの処理法に影響するので、先ず、ユーザ・データの
処理について考察する。
【０１２９】
　オブジェクトのルート・オーノード、間接オーノード、または直接オーノードに含まれ
ないものの意味を、先ず、「ユーザ・データ」で定義することが大切である。オブジェク
ト記憶へ入れられるユーザ・データは、本書の実施形態のファイル・システムの別の部分
へ入れる（ディレクトリ・リストや空きスペース・ビットマップなどの）メタデータであ
ってもよいお。このようなデータの場合、例え、ＮＶＲＭの内容が喪失していたとしても
、ディスクに書き込まれるファイル・システムが常に整合性があることを確実にするため
に、チェックポイントにおけるディスクのデータが整合性があるのか確認することが重要
である。
【０１３０】
　ルート・オーノードは、遅延書き込みコマンドを用いて、常に記憶モジュールに書き込
まれる。遅延書き込みコマンドには、タグ番号が付けられ、コマンドに関連つけられたデ
ータは、タグ・フラッシュが正確なタグ番号で行われるまで、ディスクには書き込まれな
い。本処理が行われる理由を説明したオーノード処理についての節を参照されたい。これ
に関しての１つの問題は、記憶モジュールのセクター・キャッシュは、それがシステム全
体をロックするため、汚損したルート・オーノードで絶対に満たされていないことを保証
する必要がることである。他のオーノード構造、及びオーノード・データについては、ル
ート・オーノードに用いられたものに付けられた異なるタグ番号で、普通のタグ付き書き
込みが使用できる。これによって、記憶モジュールに、ディスクにそれらを書き込む前に
タグ・フラッシュを待つ必要がなくなるオプションを与えると共に、セクター・キャッシ
ュが満たされる危険性が低下する。
【０１３１】
　オーノード・ユーザ・データは、多くの異なる方法で処理できる。２つのデータ処理モ
ード、即ち、データ・コピー・モード、及びデータ上書きモード、ならびに任意の第３の
データ処理モード、即ち、データ・ペア・モードであるが、これらについて以下に述べる
。データ処理モードは、オブジェクト本位で選択が可能である。
【０１３２】
　データ・コピー・モード
　本モードを用いたオブジェクトは、オブジェクト用チェックポイント化メタデータ、及
び、ユーザ・データの両方が整合性があることを保証する。本モードを、実際にはシステ
ムの他のブロックのメタデータであるユーザ・データに使用すべきである。
【０１３３】
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　データ・コピー・モードにおいては、以前のチェックポイント番号で書き込まれたデー
タ・ブロックに書き込む時に、以下のことが行われる。
【０１３４】
　新しいデータ・ブロックを割り当てる。
【０１３５】
　旧ブロックの内容を新しいブロックにコピーする。（新しいデータがブロック全体を満
たしておれば、必要ない。
【０１３６】
　新データを新ブロックに書き込む。
【０１３７】
　新ブロックを指すオーノード・データ・ポインタを更新する。
【０１３８】
　旧ブロックを空きスペース割当て制御装置に戻す。
【０１３９】
　最後の手順は、ここで、旧ブロックは未だ、以前のチェックポイントであるので、少し
変わった手順であってもよい。もし、次に、空きスペース割り当てサブモジュールが、空
きスペース要求に応答して、再びデータ・ブロックを使い切ってしまうならば、チェック
ポイント化されたデータはその時、上書きされるので、問題が起こることになる。しかし
ながら、空きスペース割り当てサブモジュールに対する要求事項の１つは、空きスペース
として、制御装置へ戻されるデータ・ブロックは、チェックポイントが取得された後では
、決して再びなくなってはならないことである。このことによって、最後の手順は安全と
なる。
【０１４０】
　データ・上書きモード
　本モードを用いたオブジェクトは、チェックポイント化されたメタデータが、整合性は
あるが、必ずしもチェックポイント化されたユーザ・データではないことを保証する。本
モードは、真実のユーザ・データ（即ち、ファイル内容）である全てのデータに用いるこ
とができる。
【０１４１】
　データ・上書きモードにおいては、以前のチェックポイント番号で、事前に書き込まれ
たデータ・ブロックに書き込む時に、以下のことが行われる。
【０１４２】
　新データを旧データ・ブロックに書き込む。
【０１４３】
　上書きモードにおいては、システムが故障し、ＮＶＲＡＭの内容が喪失された場合にデ
ータ整合性の問題のみがあることに留意されたい。ＮＶＲＡＭが機能している限り、ユー
ザ・データは、ＮＶＲＡＭの内容を再生することにより、整合性のある状態に置ける。以
上のこを下の表に要約する。
【０１４４】
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【表１】

　データ・ペア・モード
　空きスペースオブジェクトなどのオブジェクトを考慮すると、オブジェクトはファイル
・システム・メタデータを含んでいるので、データ・コピー・モードを使用する必要があ
る。しかしながら、本モードにおいては、オブジェクトは絶えず更新されているため、細
かく断片化されそうである。
【０１４５】
　この種のオブジェクトについては、モードが含まれ、それにより、あらゆるデータブロ
ックは、オーノード構造と同様の方法でペアを有している。このことによって、データが
チェックポイント化されるので、ぺアの中のブロック間で交換が可能となる。これを行う
ことにより、ファイル断片化の問題を軽減化し、同時に、全ての割り当てを処理する空き
スペース割り当てサブモジュール、及びオブジェクトが修正されるためブロックの開放が
要らなくなる。
【０１４６】
　空きスペースオブジェクトは、普通のオペレーションでは絶対にサイズを変えないため
、この種の処理に特に役に立っている。
【０１４７】
　３．３　オーノード処理
　既に述べた通り、あらゆるオーノード構造（ルート・オーノード、間接オーノード、直
接オーノード）は実際は、ペア構造で出来ている。他に適当な名前がないため、個々の構
造は、ペアの左側（ＬＨＳ）、及びペアの右側（ＲＨＳ）と称す。
【０１４８】
　先ずは、図１１チェックポイントＡのルート・オーノードの作成について、考察してみ
よう。これが先ず作成される場合には、ルート・オーノードをペアのＬＨＳに書き込む。
ルート・オーノードは記憶モジュール内では有効であるが、遅延書き込みを用いて書き込
まれているため、チェックポイントが作成されるまでディスクに書き込まれないことに留
意されたい。
チェックポイントＡが作成される前に起こるルート・オーノードへの全ての変化（例えば
、オブジェクトへの書き込み、オブジェクトの削除、同じルート・オーノードを用いた新
しいオブジェクト作成など）は、ＬＨＳルート・オーノードの上で起こる。
【０１４９】
　チェックポイントＡが作成される時には、タグ付のフラッシュが発出されることにより
ＬＨＳがディスクに書き込まれる。もし、チェックポイントが取得されている間に、（チ
ェックポイントＢに反映する）さらに多くの修正がルート・オーノードに対して行われた
場合には、これらの修正は、図１２に示す、ルート・オーノードのＲＨＳに書き込まれる
。
【０１５０】
　一旦、チェックポイントＡが作成されると、ルート・オーノードはディスクに書き込ま
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れ、ルート・オーノード・ペアは図１３に示す態様を有するようになる。
【０１５１】
　システムがチェックポイントＢの作成を始めると仮定してみよう。チェックポイントＢ
のタグ付きのフラッシュが発出されると、ルート・オーノードは図１４に示す態様を有す
るようになる。
【０１５２】
　チェックポイントＢ用のルート・オーノードのＲＨＳが未だディスクに書き込まれてい
る間に、オブジェクトがチェックポイントＣの一部として再度修正されたと、もう１度仮
定してみよう。チェックポイントＢが未だ作成されていないため、ディスクのルート・オ
ーノードのＬＨＳバージョンは、依然として最新の有効なチェックポイントＡを含んでい
る。従って、ＬＨＳを更新するために遅延書き込みが用いられるが、チェックポイントＣ
が作成されるまでは、ＬＨＳへの変更のいずれも、ディスクに書き込まれないようにしな
ければならない。チェックポイントＢが作成されている間の状況は図１５に示している。
【０１５３】
　一旦、チェックポイントＢが作成されると、システムはディスクにチェックポイントＣ
のＬＨＳルート・オーノードを書き込み始められるように思えるかもしれない。このこと
は、直接オーノード、及び間接オーノードにも成り立つが、ルート・オーノードについて
は当て嵌まらない。その理由は、もし、システムがチェックポイントＣが作成される前に
故障したとして、しかしながら、その時までに、ルート・オーノードのＬＨＳがディスク
に書き込まれており、次に、オブジェクト記憶がルート・オーノードのペアを読み取りに
来て、どちらが最新の有効なものかを探し出したとすれば、システムは、チェックポイン
トＣに関連付けられたＬＨＳルート・オーノードが最も最新であると考えるだろう。これ
は間違いである。このため、任意のルート・オーノードがディスクに書き込まれる前に、
どのルート・オーノードが修正されるのかを伝えるために、修正済みチェックポイント化
オブジェクト・リストは、書き込まれる。これによって、システムは、ルート・オーノー
ドを更新している間に故障から回復することができる。この件は、チェックポイント回復
の関する節でさらに説明する。
【０１５４】
　さて、以下の全ての線図を簡略化するため、チェックポイントの作成途中の当面の状況
は省略する。
【０１５５】
　システムが、図１６に示すようなルート・オーノードで始動したと想像してみよう。
【０１５６】
　ルート・オーノードが今、２つのレベルの間接参照があるように延びていると仮定する
。チェックポイントを取得する前に、構造は図１７の態様を有している。直接オーノード
、及び間接オーノードは、以前のチェックポイントが完全に作成される前に遅延書込みで
全て書き込まれ、一旦以前のチェックポイントがディスク上で有効になると、タグ付き書
込みで全て書き込まれていることに留意されたい。データは全てタグ付の書き込みで書き
込まれている。
【０１５７】
　もし、次に、チェックポイントが取得されると、構造は図１８に示す態様を取る。
【０１５８】
　さて、データ・ブロック２への書き込みが、データ・コピー・モードのオブジェクトで
行われたと仮定する。この場合、新しいデータ・ブロック２が割り当てられ、オーノード
構造の全てが更新されこの新ブロックを指す。チェックポイントの前の構造は、図１９に
示すような態様である。チェックポイント化データはオリジナルとして保存され、オリジ
ナル・データ・ブロック２は修正されないことに留意されたい。
【０１５９】
　チェックポイント後、構造は図２０に示すような態様となる。
【０１６０】
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　さてここで、この新しい構造について、データ・ブロック１がデータ・上書きモードの
オブジェクトで上書きされたと仮定してみよう。この場合、イーノード構造の他のものは
変化していないので、（新オーノードを有する）ルート・オーノードだけが更新される。
ブロック０のチェックポイント化バージョンは修正済みであるので、本モードでは、チェ
ックポイント化されたデータは破損している。以上の動作結果は、図２１に示す。
３．４　記憶モジュール・タグ番号
　チェックポイント・プロセス期間中、多くの異なる記憶モジュール・タグ番号が使用さ
れている。タグ番号の詳細は下表に示す。
【０１６１】
【表２】

　所与の３２キロバイトの記憶モジュール・セクター・キャッシュ・ブロックは、１つの
遅延書込みタグ待ち行列、及び１つの非遅延書込みタグ待ち行列の中でのみに存在可能で
ある。従って、同じブロックが異なるタグ番号で書き込まれた場合にどのようになるかと
いう問題が発生する。
【０１６２】
　動的スーパーブロックは、この３２キロバイトのセクター・キャッシュ・ブロックの中
で、これが唯一であるよう配列される。即ち、このことは、それが存在するセクター・キ
ャッシュ・ブロックは、異なるタグ番号では、絶対に書き込み不可能であるということを
意味している。
【０１６３】
　ある一定のバッファに関しては、同一チェックポイント番号用のルート・オーノード遅
延書込み、ならびに直接及び間接オーノード遅延書込みの双方が存在する場合には、ルー
ト・オーノード遅延書込みタグ待ち行列で終わる必要がある。
【０１６４】
　２つの遅延書込み問合せに関しては、チェックポイントＮ＋１の遅延書き込みを開始す
る時には、チェックポイントＮからの遅延書込みタグを持ったどのようなバッファも決し
て存在しないよう、チェックポイントを、その時点で、構成する。もし、それぞれに対す
る別の汚損したブロック・ビットマップを持った２つの遅延書込みタグ・待ち行列の中に
キャッシュ・ブロックが存在する場合には、以前のチェックポイントの遅延書き込みタグ
付きフラッシュが発出される前に、システムは、次のチェックポイントの遅延書き込みを
開始する。これについては、以下のチェックポイント取得の節において、さらに詳細に述
べる。
【０１６５】
　残り２つのタグ付き書込み構造については、チェックポイントをその時点で構成するよ
うにシステムがチェックポイントＮ＋１のタグ付き書き込みを開始する際にはチェックポ
イントＮからの記憶モジュールの中にどのようなタグ付きバッファも絶対にないことであ
る。もし、キャッシュ・ブロックに割り当てられたタグ番号を有したキャッシュ・ブロッ
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クがチェックポイントの中に書き込まれている場合には、修正済みチェックポイント・オ
ブジェクト・リスト・タグ待ち行列でブロックが終わるかを確認する必要がある。もし、
時間を短縮のために、以下に提案する性能改善が行われるならば、システムチェックポイ
ントを取得している間に新しい要求を処理することが不可能となり、この確認はさらに複
雑になる。
【０１６６】
　３．５　チェックポイント取得　－　簡易版
　ファイル・システム・ソフトウェアにチェックポイント取得に必要な種々の理由がある
。
・本チェックポイントに使用されるＮＶＲＡＭの半分が一杯になってきている。
・記憶モジュール上のセクター・キャッシュが一杯になってきている。
・前回チェックポイントが取得されてから、所定の時間（通常１０秒）が経っている。
・保持済みチェックポイントを取得する旨ユーザから要求があった。
【０１６７】
　チェックポイントを取得することが必要であったり、望ましい、または便利な時が、他
にもあると思われる。
【０１６８】
　システム・レベルにおいて、チェックポイントの取得には、マウントされる各ボリュー
ムについて、以下のオペレーションが含まれる。
【０１６９】
　１．ファイル・システムが整合状態となるようシステムの全オペレーションを停止する
。
【０１７０】
　２．記憶モジュールの修正済みチェックポイント・オブジェクト・リスト・オブジェク
トのタグ・フラッシュを行う。
【０１７１】
　３．修正済みチェックポイント・オブジェクト・リスト・オブジェクトが書き込まれた
ことを伝えるため、チェックポイント・動的スーパーブロックを更新する。
【０１７２】
　４．記憶モジュールのオーノード構造、及びオーノードデータのタグ・フラッシュを行
う。
【０１７３】
　５．チェックポイントが今作成されたことを伝えるため動的スーパーブロックを更新す
る。
【０１７４】
　手順４が始まると直ぐに、システムは新しい問合せに応じ始める。
【０１７５】
　３．６　チェックポイント取得　-　詳細説明
　チェックポイントを取得するために必要な実際のオペレーションについて以下に述べる
。これらのことは図２２に、要約してある。オペレーションは単一ボリュームのみをマウ
ントした場合を仮定して説明してある。（もし、その時に、多数のボリュームあれば、各
手順のオペレーションはマウントされたボリュームごとに繰り返される。）
　１．ファイル・システム・ソフトウェアは、それがオペレーション一式を不揮発性記憶
装置処理サブモジュールに入れるまで待つ。これが完了すると、不揮発性記憶装置処理サ
ブモジュールから整合性の在るファイル・システムが得られる。
【０１７６】
　２．次に、本ソフトウェアは、ＷＦＳ＿ＣＲＥＡＴＥ＿ＣＨＥＣＫＰＯＩＮＴの問合せ
を不揮発性記憶装置処理サブモジュールへ入れる。本コマンドは、次のチェックポイント
の作成に使用されるチェックポイント番号を含んでいる。
【０１７７】
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　３．不揮発性記憶装置処理サブモジュールは、チェックポイント問合せの前の全部のコ
マンドがファイル・システム・ファイル・サブモジュール、及びこれのクラスター・ぺア
・マシン（１つしかない場合）の双方が入れられるまで待ち、自前のＮＶＲＡＭにこれら
のコマンドを全て記憶する。
【０１７８】
　４．不揮発性記憶装置処理サブモジュールは、ソースとして不揮発性記憶装置処理サブ
モジュール、及び宛先としてファイル・システム・ファイル・サブモジュールを有する新
しいチェックポイント・コマンドを生成する。不揮発性記憶装置処理サブモジュールは、
次に、プロセッサからの多くの要求の処理が始められる。これらは、ＮＶＲＡＭの残りの
半分に今記憶される。そして、これらの要求をファイル・システム・ファイル・サブモジ
ュールに渡し始めることができる。
５．ファイル・システム・ファイル・サブモジュールは、チェックポイント問合せの前の
コマンドの全てが完了するまで待つ。これが起きるまで、不揮発性記憶装置処理サブモジ
ュールからの新しいコマンドのどのようなものであれ処理し始めることはできない。これ
は、最長の遅延が起きそうな全チェックポイント・オペレーションの中のポイントである
ことに留意されたい。現在の我々の予測では、ビジーなファイル・システムで、このオペ
レーションは、数１０ミリ秒掛かっている。これを軽減する別の方法により、ファイル・
システム・ファイル・サブモジュールは、完了すべき未処理のオペレーションを待つ間デ
ィスクのどのような修正も行わないオペレーションを続けることができる。
【０１７９】
　６．ファイル・システム・ファイル・サブモジュールは、次いで、ソースとしてファイ
ル・システム・ファイル・サブモジュール、及び宛先としてファイル・システム・ディレ
クトリ・サブモジュールを有する新しいチェックポイント問合せを生成する。この時点で
、ファイル・システム・ファイル・サブモジュールは不揮発性記憶装置処理サブモジュー
ルからの新しいコマンドを処理し始めることができる。
【０１８０】
　７．次に、手順５、及び手順６は、ファイル・システム・ディレクトリ・サブモジュー
ル、及びファイル・システム・ツリー・サブモジュールのために繰り返される。これらの
それぞれについて、手順５の待ち時間は未処理のオペレーションがないことを保証すべき
であるので、完了すべき未処理のオペレーションを待つ必要はないことに留意されたい。
【０１８１】
　８．オブジェクト記憶サブモジュールがファイル・システム・ツリー・サブモジュール
からチェックポイント・コマンドを受け取ると、オブジェクト記憶サブモジュールは、空
きスペース割当てサブモジュールに作成チェックポイント問合せを送る。この時、オブジ
ェクト記憶サブモジュールはまた、ファイル・システム・ツリー・サブモジュールインタ
ーフェイスからのどのような新しい問合せの処理も停止する
　９．空きスペース割当てサブモジュールは、未処理の空きスペース問合せを完了し、適
切なビットマップを更新すると、チェックポイント応答を返送する。空きスペース割当て
サブモジュールが、オブジェクト記憶サブモジュールに送っているオブジェクト問合せは
、オブジェクト記憶サブモジュールにより生成されているより多くの空きスペース問合せ
となる恐れがあるので、チェックポイント応答を返送を待っている間、オブジェクト記憶
サブモジュールは新しい空きスペースを処理し（、及び完了すべきこれらを待ち）続けな
ければないことに留意されたい。チェックポイント応答を送る前に、空きスペース問合せ
を処理すること、及び完了すべきスペース問合せを待つことによって起きる「無限ループ
」を防ぐまたは逃れる対策を立てる必要がある。
【０１８２】
　１０．オブジェクト記憶サブモジュールが、空きスペース割当てサブモジュールからチ
ェックポイント応答を受け取ると、オブジェクト記憶サブモジュールは、記憶モジュール
にタグ付きフラッシュを送り、記憶モジュールが、このボリューム用の修正済みチェック
ポイント・オブジェクト・リスト・オブジェクトを一気に消去するよう伝える。修正済み
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チェックポイント・オブジェクト・リストは、ある一定のボリュームの現行チェックポイ
ント中に修正されたオブジェクト全部のオブジェクト番号を記録したオブジェクトである
。
【０１８３】
　１１．修正済みチェックポイント・オブジェクト・リスト・オブジェクトのＴＡＧ＿Ｆ
ＬＵＳＨが完了すると、オブジェクト記憶サブモジュールは、ＷＲＩＴＥ＿ＯＢＪ＿ＬＩ
Ｓ、及び修正済みチェックポイント・オブジェクト・リスト・オブジェクトの処理に設定
された状態で、このチェックポイント番号用の動的スーパーブロックに書き込む。これは
、ディスクを経由し、タグ付き書き込みを用い、続いてタグ付きフラッシュにより、書き
込む必要がある。これは、チェックポイントをより迅速に書き込むため（これは動的スー
パーブロックを書き込む時間が長くなる可能性があるが）に行われるので、直接、及び間
接オーノード、ならびに、オーノード・データのフラッシュは同時に行うことに留意され
たい。
【０１８４】
　１２．動的スーパーブロックがディスクに書き込まると、タグ付きフラッシュはルート
・オーノードの全部（また、もし、これが以前に行われていなければ、直接、及び間接オ
ーノードに対して）に発出可能である。
【０１８５】
　１３．タグ付きフラッシュが発出されると同時に、オブジェクト記憶サブモジュールは
次のチェックポイントの作業を始める。このことは、現行のチェックポイント番号を、チ
ェックポイント問合せで指示されるものに更新し、正確なタグ番号を、新しいチェックポ
イントの全ての構造に使用することに変換し、ファイル・システム・ツリー・サブモジュ
ールからの問合せを処理し始めることを意味している。あるいは、もし、３２キロバイト
のキャッシュ・ブロックを（それぞれに対し別々の汚損したブロック・マスクの付いた）
２つの遅延書込みタグ待ち行列の中に置けるように記憶モジュール・キャッシュ制御装置
を変更した場合、手順１０でタグ・フラッシュが発出されると同時に、次のチェックポイ
ントの作業を始めることが可能となる。これによって、手順１０、及び手順１２の間での
大幅な遅延にがあるため、性能が改善する。
【０１８６】
　１４．オーノードデータ、及びオーノード構造の２つのタグ付きフラッシュが完了する
と、オブジェクト記憶サブモジュールは、ＷＲＩＴＴＥＮ＿ＣＨＥＣＫＰＯＩＮに設定さ
れた状態で、このチェックポイント番号用の動的スーパーブロックに書き込む。これは、
タグ付き書き込みを用いて、次にタグ付きフラッシュによりディスクに書き込む必要があ
る。
【０１８７】
　１５．動的スーパーブロックがディスクに書き込まれると、チェックポイントは首尾よ
く作成される。オブジェクト記憶サブモジュールが、ファイル・システム・ツリー・サブ
モジュールへ、チェックポイント回答を送る。これがファイル・システム・ディレクトリ
・サブモジュール、及びファイル・システム・ファイル・サブモジュールを経由して不揮
発性記憶装置処理サブモジュールへ戻るチェックポイント応答となる。これが、チェック
ポイント応答を確認した時、このチェックポイントと関連付けされたＮＶＲＡＭのセーブ
済みデータ全てを処分する。
【０１８８】
　１６．不揮発性記憶装置処理サブモジュールは、次に、プロセッサに応答する。プロセ
ッサがチェックポイントの応答を確認したときに限り、プロセッサは別のチェックポイン
トの生成を要求する。
【０１８９】
　３．７　チェックポイントの復元
　ボリュームをマウントすると、システムは普通、最後の有効チェックポイントへ戻るこ
とを希望する。これを解決するには、ソフトウェアが動的スーパーブロックの双方を読み
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取る必要がある。これらの双方とも有効でなければならない。オブジェクト記憶サブモジ
ュールが動的スーパーブロックに書き込む方法は、スーパーブロックの書き込みはディス
ク上の破損した動的スーパーブロックを、システムに残してはならないを確実に行うべき
である。双方の動的スーパーブロックが有効であることを、例えば、あらゆるオペレーシ
ョンをボリューム上で行う前に２つのチェックポイント・オペレーションを行うなど、充
分に確実にするための追加対策を講じてもよい。
【０１９０】
　双方の動的スーパーブロックが有効あり、次に、フトウェアが、後のチェックポイント
番号をもったものを探すと仮定しよう。この動的スーパーブロックの状態には２つの可能
性がある。
【０１９１】
　ＷＲＩＴＴＥＮ＿ＯＢＪ＿ＬＩＳＴ
　この状態は、オブジェクト記憶が、修正済みチェックポイント・オブジェクト・リスト
をディスクに書き込んだけれども、システムが故障した時点では、オーノード構造、及び
オーノード・データの全てを未だ書き込んでいないことを意味する。このことは、オブジ
ェクト記憶が、アンクリーンなシステム停止であったことと、ディスクの最近の有効なチ
ェックポイントが他の動的スーパーブロックに記録されたものであることを示している。
（その状態は、ＷＲＩＴＴＥＮ＿ＣＨＥＣＫＰＯＩＮＴである。）
　この状態においては、ディスク上のルート・オーノードの幾つかは、このチェックポイ
ント作成の１部分として、更新されている。このことは、このチェックポイントに書き込
まれたもののペアの時点でこのルート・オーノードを読み取ることが、最新の有効なもの
になりそうな時に問題がある。このことは、このチェックポイントが完全でなかったので
間違っている。同じ問題は、他の全てのオーノード構造には当て嵌まらないことに留意さ
れたい。何故なら、それを参照するオブジェクトが、使用するペアの中から正しいものを
、直接向けられるからである。
【０１９２】
　この問題は、修正済みチェックポイント・オブジェクト・リストを利用して処理する。
これは、ルート・オーノードへの変更がある前にディスクに書き込み、それのルート・オ
ーノードがチェックポイントで修正されようとしているトランザクション・ログを提供す
る。チェックポイント不能の場合には、ソフトウェアが、修正済みチェックポイント・オ
ブジェクト・リスト・オブジェクトを読み取り、それが向いているオブジェクトのそれぞ
れを通過する。オブジェクトのそれぞれについては、ソフトウェアがルート・オーノード
のペアを読み取る必要がある。そして、もし、それらのいずれかが書き込まれておれば、
それは無効である。
【０１９３】
　ＷＲＩＴＴＥＮ＿ＣＨＥＣＫＰＯＩＮＴ
　この状態は、システムが作動しなくなった時、オブジェクト記憶がオーノード構造、及
びデータをディスクに書き込み中ではないことと、この動的スーパーブロックで定義され
たチェックポイント番号は、ディスク上の最後のチェックポイントであることとを意味し
ている。このことは、ボリュームがクリーンに停止したため、ＮＶＲＡＭの中の再生すべ
きオペレーションが未だ存在するという意味ではない。
【０１９４】
　４．保持済みチェックポイント
　チェックポイントは、チェックポイントが、もはや存在しなくなる時点での、次のチェ
ックポイントが作成されるまでに限り有効である。従って、ユーザが、チェックポイント
の削除を選択するまで、有効性、及びアクセス可能性を機構が維持するよう、チェックポ
イントを保持するためのユーザ・トリガー機構が設けられる。上述の通り、ユーザ・トリ
ガー機構によって保持されるこのようなチェックポイントを本書では保持済みチェックポ
イントと称す。オブジェクト記憶モジュールは多数の保持済みチェックポイントを維持す
る能力がある。保持済みチェックポイントが活性状態にある限り、保持済みチェックポイ
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ントから構成される、オーノード、及びデータ・ブロックは修正、または空きスペースへ
戻ることはできない。オーノード、及びデータ・ブロックは、多数の保持済みチェックポ
イントの構成要素であってもよく、オーノード、及びデータ・ブロックが、少なくとも１
つの保持済みチェックポイントの構成要素である限り、特定のオーノード、及びデータ・
ブロックは空きスペースへ戻れないことに留意されたい。
【０１９５】
　４．１　保持済みチェックポイントの作成
　保持済みチェックポイントは最初にある任意のボリュームに次の一連のオペレーション
を行うことにより作成される。
【０１９６】
　１．チェックポイントを取得する。
【０１９７】
　２．コマンドを必要ボリュームのオブジェクト記憶サブモジュールに発出して、保持済
みチェックポイントを作成する。
【０１９８】
　３．別のチェックポイントを取得する。
【０１９９】
　オブジェクト記憶サブモジュールがコマンドを受け取り、保持済みチェックポイントを
作成すると、オブジェクト記憶サブモジュールは、ボリューム上の最後の保持済みチェッ
クポイントはどのチェックポイント番号で作成されているかを指示する記録を更新する。
これは、動的スーパーブロックに記録され、オペレーション３のチェックポイントが取得
された時にディスクにセーブされている。保持済みチェックポイントは、オペレーション
２の多数ボリューム上に取得が可能である。
【０２００】
　４．２　保持済みチェックポイントの後のオブジェクトの修正
　オブジェクト記憶サブモジュールがオブジェクト修正要求を受け取る度に、オブジェク
ト記憶サブモジュールは最初にルート・オーノード・オブジェクトを調べて、ルート・オ
ーノード・オブジェクトが作成されたチェックポイント番号を決定する。もし、ルート・
オーノード・オブジェクトが最後の保持済みチェックポイントの作成以前に作成されてい
る場合は、ルート・オーノード・オブジェクトはその最後の保持済みチェックポイントの
一部である。この場合、ルート・オーノード・オブジェクトは、上述の通り、修正不可能
である。何故なら、このことで、保持済みチェックポイントのオブジェクトのバージョン
を損傷するからである。逆に、以下の例により述べる特殊な方法でオブジェクトを修正す
る。
【０２０１】
　図２３はチェックポイント番号１で作成されるオブジェクト例としてオブジェクト構造
を示す。オブジェクトは、データ・ブロック０（２３１０）、データ・ブロック１（２３
１２）、データ・ブロック２（２３１４）、データ・ブロック３（２３１６）の４つのデ
ータ・ブロックを含んでいる。直接オーノード２３０６は、データ・ブロック０（２３１
０）を示すポインタ、及びデータ・ブロック１（２３１２）を示すポインタを含んでいる
。直接オーノード２３０８は、データ・ブロック２（２３１４）を示すポインタ、及びデ
ータ・ブロック３（２３１６）を示すポインタを含んでいる。間接オーノード２３０４、
直接オーノード２３０６を示すポインタ、及び直接オーノード２３０８を示すポインタを
含んでいる。ルート・オーノード２３０２は、間接オーノード２３０４を示すポインタを
含んでいる。全てのオーノード、及び全てのデータ・ブロックには、チェックポイント番
号１が付いている。
【０２０２】
　さて、保持済みチェックポイントがチェックポイント番号２で取得され、データ・ブロ
ック０（２３１０）は、チェックポイント番号３で修正されると仮定しよう。
【０２０３】
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　この場合、オブジェクト記憶サブモジュールは先ずオブジェクト用ルート・オーノード
２３０２をロードするとともに、チェックポイント番号２で設定される最後の保持済みチ
ェックポイントの前に（チェックポイント番号１で作成された）ルート・オーノード２３
０２が作成されたことを認識する。オブジェクトの最も最新バージョンへのアクセスを最
適化するため、最も最新のルート・オーノードは、オブジェクト番号で表示されるセクタ
ー番号のところにあることが好ましい。従って、他に何かを行う前に、オブジェクト記憶
サブモジュールはディスクの空きスペースに、旧ルート・オーノードのコピーをセーブし
、セーブ済みルート・オーノードを示すポインタを、更新済みのルート・オーノードに書
き込み、そして、更新済みルート・オーノードを示すポインタをセーブ済みルート・オー
ノードに書き込む。
【０２０４】
　図２４は、旧ルート・オーノードがディスク空きスペースへセーブされた後のオブジェ
クト構造を示す。具体的には、ブロック２４０３は、旧ルート・オーノードをディスクの
空きスペースへセーブしたコピーを表している。現行のルート・オーノード２４０２を示
すポインタはセーブ済みルート・オーノード２４０３に書き込まれている。ブロック２４
０２は、チェックポイント番号３を持つ更新済みルート・オーノードを表す。セーブ済み
ルート・オーノード２４０３を示すポインタは現行のルート・オーノード２４０２に書き
込まれている。
【０２０５】
　オブジェクト記憶サブモジュールは、次に、オブジェクト記憶サブモジュールがデータ
・ブロック０（２３１０）用の記述子に到達するまでルート・オーノードから始まるオブ
ジェクト構造を横断する。データ・ブロック０（２３１０）は最後の保持済みチェックポ
イントの取得以前に作成されているので、修正不可能である。その代わり、オブジェクト
記憶サブモジュールは、必要なデータ修正をして、データ・ブロック０（２３１０）のコ
ピーをディスクの空きスペースへ書き込む。
【０２０６】
　図２５は、データ・ブロック０の修正済みコピーをディスクの空きスペースへ書き込ん
だ後のオブジェクト構造をしめす。具体的には、ブロック２５１０は、ディスクの空きス
ペースへ書き込まれたデータ・ブロック０の修正済みコピーを表す。ブロック２５１０は
、チェックポイント番号３（即ち、そこでその番号が作成されたチェックポイント）を含
んでいる。
【０２０７】
　さて、オブジェクト記憶サブモジュールは、直接オーノードに新しいデータ・ブロック
２５１０を示すポインタを置く必要があるが、直接オーノード２３０６が保持済みチェッ
クポイントの構成要素であるので、オブジェクト記憶サブモジュールは、直接オーノード
２３０６に新しいデータ・ブロック２５１０を示すポインタを置けない。オブジェクト記
憶サブモジュールは、それ故、新しいデータ・ブロック０（２５１０）、及び旧データ・
ブロック１（２３１２）を示すポインタを有する新しい直接オーノードを作成する。
【０２０８】
　図２６は、新しいデータ・ブロック用として新しい直接オーノードを作成した後のオブ
ジェクト構造を示す。具体的には、ブロック２６０６は、新しい直接オーノードを表す。
ブロック２６０６はチェックポイント番号３、ならびに新しいデータ・ブロック０（２５
１０）、及び旧データ・ブロック１（２３１２）を示すポインタを含んでいる。
【０２０９】
　オブジェクト記憶サブモジュールは、間接オーノードに新しい直接オーノード２６０６
を示すポインタを置く必要があるが、間接オーノード２３０４が保持済みチェックポイン
トの構成要素であるので、オブジェクト記憶サブモジュールは、間接オーノード２３０４
に新しい直接オーノード２６０６を示すポインタを置けない。それ故、オブジェクト記憶
サブモジュールは、新しい直接オーノード２６０６、及び旧直接オーノード２３０８を示
すポインタを有する新しい間接オーノードを作成する。
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【０２１０】
　図２７は、新しい直接オーノード用として新しい間接オーノードを作成した後のオブジ
ェクト構造を示す。具体的には、ブロック２７０４は、新しい間接オーノードを表す。ブ
ロック２７０４は、チェックポイント番号３、ならびに新しい直接オーノード２６０６、
及び旧直接オーノード２３０８を示すポインタを含んでいる。
【０２１１】
　最後に、オブジェクト記憶サブモジュールは、オブジェクトルート・オーノード２４０
２の現行バージョンの新しい間接オーノード２７０４を示すポインタを書き込む。
【０２１２】
　図２８は、新しい間接オーノード２７０４を示すポインタをオブジェクト・ルート・オ
ーノード２４０２の現行バージョンに書き込んだ後のオブジェクト構造を示す。
【０２１３】
　データ・ブロック０の修正が完了した後、ブロック２４０３、２３０４、２３０６、２
３１０は保持済みチェックポイントの構成要素となったが、オブジェクトの現行のバージ
ョンの構成要素ではない、即ちブロック２３０８、２３１２、２３１４、２３１６は、保
持済みチェックポイント、及びオブジェクトの現行バージョン双方の構成要素であり、ブ
ロック２４０２、２７０４、２６０６、２５１０は、現行バージョン双方の構成要素では
あるが、保持済みチェックポイントの構成要素ではないことに留意されたい。
【０２１４】
　さて、保持済みチェックポイントがチェックポイント番号４で取得され、データ・ブロ
ック３（２３１６）がチェックポイント５で削除されたと仮定しよう。ここでの手続きは
、データ・ブロック０を修正した上記手続きに類似しており、データ・ブロック３の削除
後のオブジェクト構造を示す図２９を参照して説明する。
【０２１５】
　この場合、オブジェクト記憶サブモジュールは、ブロック２９０３で表されるチェック
ポイント番号３から旧ルート・オーノードのコピーをディスク空きスペースにセーブし、
ルート・オーノード・オブジェクト２９０２を更新してチェックポイント番号５を含める
とともに、現行、及びセーブ済みルート・オーノードの各種ポインタを更新する。具体的
には、セーブ済みのルート・オーノード２９０３は、事実上、現行ルート・オーノード２
９０２、及び以前のルート・オーノード２４０３の間の２重にリンクされたリストに挿入
されている。現行ルート・オーノード２９０２においては、旧ルート・オーノードバージ
ョンを示すポインタは更新されて、以前のセーブ済みルート・オーノード２４０３ではな
く、セーブ済みルート・オーノード２９０３を示す。以前のセーブ済みルート・オーノー
ド２４０３においては、新しいルート・オーノードバージョンを示すポインタは更新され
て、現行のルート・オーノード２９０２ではなく、新しいセーブ済みルート・オーノード
２９０３を示す。セーブ済みオーノード２９０３においては、新しいルート・オーノード
・バージョンを示すポインタは更新されて、現行のルート・オーノード２９０２を示す。
一方、旧ルート・オーノード・バージョンを示すポインタは更新されて、以前のセーブ済
みルート・オーノード２４０３を示す。
【０２１６】
　次に、オブジェクト記憶サブモジュールは、データ・ブロック３（２３１６）用記述子
を含む直接オーノード２３０８に到着するまで、ルート・オーノードから始まるオブジェ
クト構造を横断する。直接オーノード２３０８、及びデータ・ブロック３（２３１６）は
既存の保持済みチェックポイントの構成要素であるので、データ・ブロック３（２３１６
）の記述子を取り外すために、オブジェクト記憶サブモジュールはデータ・ブロック３（
２３１６）を簡単に削除ができないし、また直接オーノード２３０８を修正することもで
きない。従って、オブジェクト記憶サブモジュールは、チェックポイント番号５、及びデ
ータ・ブロック２（２３１４）を指すポインタは有するが、データ・ブロック３（２３１
６）を指すポインタは有しない新しい直接オーノード２９０８を作成する。また、オブジ
ェクト記憶サブモジュールは、チェックポイント番号５、並びに旧直接オーノード２６０
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６、及び新しい直接オーノード２９０８を指すポインタを有する新しい間接オーノード２
９０４を作成する。最後に、オブジェクト記憶サブモジュールは、新しい間接オーノード
２９０４を示すポインタを、ルート・オーノード２９０２の現行バージョンへ書き込む。
【０２１７】
　データ・ブロック３の削除後、ブロック２９０３、２４０３、２３０４、２７０４、２
３０６、２３０８、２３１０、２３１６は、少なくとも１つの保持済みチェックポイント
の構成要素となるが、オブジェクトの現行バージョンの構成要素ではない。即ち、ブロッ
ク２６０６、２５１０、２３１２、２３１４は、オブジェクトの現行バージョン、及び少
なくとも１つの保持済みチェックポイントの構成要素であって、ブロック２９０２、２９
０４、２９０８は、オブジェクトの現行バージョンの構成要素ではあるが、保持済みチェ
ックポイントの構成要素ではないことに留意されたい。
【０２１８】
　４．３　保持済みチェックポイントへのアクセス
　オブジェクト記憶サブモジュールに、オブジェクトのオペレーションを行うよう依頼が
あると、オブジェクト記憶サブモジュールに処理が回され、そのオブジェクトを識別する
ことが可能となる。とりわけ、この処理は、要求されたオブジェクトのチェックポイント
番号を特定する。通常、このチェックポイント番号はオブジェクトの現行バージョンを示
す値に設定される。しかしながら、もしも、異なるチェックポイント番号が特定された場
合、オブジェクト記憶サブモジュールはオブジェクトの要求されたバージョンのオペレー
ションを行うことになる。
【０２１９】
　オブジェクト記憶サブモジュールは、要求されたチェックポイント番号、または以前の
チェックポイント番号を有するルート・オーノードが見付かるまで、ルート・オーノード
の新バージョンからルート・オーノードの旧バージョンまでのポインタを使って、現行、
及びセーブ済みルート・オーノードを通ってオブジェクトの要求されたバージョンを探そ
うとする。オブジェクト記憶サブモジュールは、次に、そのルート・オーノードからオブ
ジェクト構造を横断する。以上のことは、図２９を再度参照した例によって説明している
。
【０２２０】
　もし、オブジェクト記憶サブモジュールが、チェックポイント番号５の要求を受け取る
と、オブジェクト記憶サブモジュールは初めにルート・オーノード・オブジェクト２９０
２の現行バージョンへ進む。現行ルート・オーノード２９０２は、要求済みチェックポイ
ント番号であるチェックポイント番号５を持っている。従って、オブジェクト記憶サブモ
ジュールはオブジェクトの要求バージョンを付与するルート・オーノード２９０２からオ
ブジェクト構造を横断する。具体的には、ルート・オーノード２９０２は、間接オーノー
ド２９０４を指している。間接オーノード２９０４は、直接オーノード２６０６、及び２
９０８を指している。直接オーノード２６０６は、修正済みデータ・ブロック０（２５１
０）、及びデータ・ブロック１（２３１２）を指している。直接オーノード２９０８は、
データ・ブロック２（２３１４）を指している。このように、オブジェクトの現行バージ
ョンはデータ・ブロック０を含み、削除済みデータ・ブロック３を排除している。
【０２２１】
　もし、オブジェクト記憶サブモジュールがチェックポイント番号４の要求を受け取ると
、オブジェクト記憶サブモジュールは先ずルート・オーノード・オブジェクト２９０２の
現行バージョンへ進む。現行オーノード２９０２は、チェックポイント番号５を有してい
るが、これがあまりにも新し過ぎて、オブジェクト記憶サブモジュールはセーブ済みルー
ト・オーノード２９０３を指すポインタに従う。ルート・オーノード２９０３は、オブジ
ェクトの要求バージョンよりも以前のチェックポイント番号３を有している。従って、オ
ブジェクト記憶サブモジュールは、オブジェクトの要求バージョンを付与するルート・オ
ーノード２９０３からオブジェクト構造を横断する。具体的には、ルート・オーノード２
９０３は、間接オーノード２７０４を指している。間接オーノード２７０４は直接オーノ
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ード２６０６、及び２３０８を指している。直接オーノード２６０６は、修正済みデータ
・ブロック０（２５１０）、及びデータ・ブロック１（２３１２）を指している。直接２
３０８は、データ・ブロック２（２３１４）、及びデータ・ブロック３（２３１６）を指
している。このように、チェックポイント番号４の保持済みチェックポイントは、修正済
みデータ・ブロック０を含むとともに、データ・ブロック３をも含んでいる。
【０２２２】
　もし、オブジェクト記憶サブモジュールがチェックポイント番号２の要求を受け取った
場合には、オブジェクト記憶サブモジュール最初にルート・オーノードブジェクト２９０
２の現行バージョンへ進む。現行ルート・オーノード２９０２はチェックポイント番号５
を有してが、あまりにも新し過ぎるため、オブジェクト記憶サブモジュールはルート・オ
ーノード２９０２のポインタを用いセーブ済みルート・オーノード２９０３にアクセスす
る。セーブ済みルート・オーノード２９０３はチェックポイント番号３を有しているが、
これもまた新し過ぎるため、ルート・オーノード２９０３のポインタを使用しセーブ済み
ルート・オーノード２４０３にアクセスする。セーブ済みルート・オーノード２４０３は
、オブジェクトの要求バージョンよりも前のチェックポイント番号１を有している。次い
で、オブジェクト記憶サブモジュールは、オブジェクトの要求バージョンを付与するセー
ブ済みルート・オーノード２４０３からオブジェクト構造を横断する。具体的には、ルー
ト・オーノード２４０３は間接オーノード２３０４を指している。間接オーノード２３０
４は直接オーノード２３０６、及び２３０８を指している。直接オーノード２３０６は、
データ・ブロック０（２３１０）、及びデータ・ブロック１（２３１２）を指している。
直接オーノード２３０８は、データ・ブロック２（２３１４）、及びデータ・ブロック３
（２３１６）をポインタで指している。このように、チェックポイント番号２の保持済み
チェックポイントは、元の４つのデータ・ブロックを含んでいる。
【０２２３】
　もし、オブジェクト記憶サブモジュールがオブジェクトの要求バージョンを発見できな
い場合には、オブジェクト記憶サブモジュールは、通常、エラーメッセージを発生するこ
とに留意されたい。図２９をもう一度参照して、例えば、もし、オブジェクト記憶サブモ
ジュールがチェックポイント番号０の要求を受け取った場合には、オブジェクト記憶サブ
モジュールは、ルート・オーノード２４０３に到着するまで、ルート・オーノードを通っ
て進む。ルート・オーノード２４０３は新し過ぎ、以前のルート・オーノードを示すポイ
ンタを有していないため、オブジェクト記憶サブモジュールはオブジェクトの要求バージ
ョンが発見できなかったことを示すエラーメッセージを発生する。
【０２２４】
　さらに、保持済みチェックポイントを修正することはできず、オブジェクト記憶サブモ
ジュールは読取りオペレーションのみをその上で行うことができるということに留意され
たい。
【０２２５】
　４．４　保持済みチェックポイントの削除
　保持済みチェックポイントを削除するプロセスには、２つの段階がある。
【０２２６】
　第１の段階には、削除予定の保持済みチェックポイントで作成あるいは修正されるオブ
ジェクト全部のリスト入手が含まれる。これは、保持済みチェックポイント全てに対して
作られている特殊なオブジェクト（修正済み保持オブジェクト・リスト・オブジェクト）
を使ってできる。このオブジェクトは、ボリュームが一番最初に開かれた時、または保持
済みチェックポイントが取得された後のいずれかの場合に、作成する。もし、オブジェク
トが、以前の保持済みチェックポイントで作成されている場合には、オブジェクトを作成
される度に、または、初めてオブジェクトが修正される時に、オブジェクト番号をこのオ
ブジェクトに書き込む。この特殊なオブジェクトのオブジェクト番号を動的スーパーブロ
ックに記憶する。保持済みチェックポイントを作成する前に、ソフトウェアは、後で保持
済みチェックポイントの削除を希望した時のために、この特殊オブジェクトのオブジェク
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ト番号を記録する。
【０２２７】
　保持済みチェックポイント削除の第２段階には、保持済みチェックポイントで、作成ま
たは修正のいずれかが行われるオブジェクトそれぞれの次の一連のオペレーションが含ま
れる。
【０２２８】
　１．オブジェクトが他のオペレーションで使えないようにオブジェクトをロックする。
保持済みチェックポイントが作動中のファイル・システムで削除される場合のみ、これが
必要となる。
【０２２９】
　２．もし、最も最近の保持済みチェックポイントが削除される、及びオブジェクトが削
除されておれば、保持済みチェックポイント用のルート・オーノードと、以前の保持済み
チェックポイント用のルート・オーノード（１つある場合）と、次の保持済みチェックポ
イントのルート・オーノード（１つある場合）、またはオブジェクトの現行バージョンの
ルート・オーノードのいずれかと、を探す。
【０２３０】
　３．削除される保持済みチェックポイント構造を経由して進み、それが使用している全
ての間接、及び直接オーノード、ならびにデータ・ブロックを識別する。このようなオー
ノード、及びデータ・ブロックのそれぞれに関しては、削除される保持済みチェックポイ
ントだけで、項目を使用しているのかどうかを判断する。これは、オブジェクトの以前と
次の両バージョンに等価な項目を見つけることで行うことができる。もし、等価項目が、
オブジェクトの以前と次のバージョンで異なっておれば、その項目は、この保持済みチェ
ックポイントに特有である。
【０２３１】
　４．もし、項目が、削除される保持済みチェックポイントのみで使用されるならば、項
目は、もはや必要なくなるので、空きスペースへ戻される。もし、その項目が保持済みチ
ェックポイントのみで使用されており、次の更新済み保持オブジェクト・リストの中に既
になければ、次のチェックポイント用の更新済み保持オブジェクト・リストに追加される
。更新済み保持オブジェクト・リストに項目を追加することで、オブジェクト記憶サブモ
ジュールは、その保持済みチェックポイントが削除されることになる時に、項目が未だ必
要とされているのかどうかの調査について認識する。
【０２３２】
　５．最後に、もし、この保持済みチェックポイント用のルート・オーノードがこの保持
済みチェックポイントの中だけで使用されているのであれば、ルート・オーノードもまた
もはや必要でなく、削除される。この場合、もし、旧保持済みチェックポイントがあれば
、削除される保持済みチェックポイントのルート・オーノードを以前に指していたルート
・オーノードの次のバージョンから後方へ向かうポインタ（もしあれば）は、更新されて
、以前の保持済みチェックポイントのルート・オーノードを指す。
【０２３３】
　ファイル・システム整合性を維持するため、チェックポイントの取得プロセスと保持済
みチェックポイント削除とを結合する方法について細心の注意を払う必要があり、これに
より、チェックポイントが常にファイル・システムの首尾一貫した考え方を表わしている
こと、及び保持済みチェックポイントの削除途中での故障が回復できることが確実となる
。
【０２３４】
　保持済みチェックポイントの削除は例示することができる。図２９を参照して、チェッ
クポイント番号４で作成された保持済みチェックポイントが削除されると仮定しよう。こ
のチェックポイントはルート・オーノード２９０３で表されている。構造の中で、この保
持済みチェックポイントで使用される項目は、ルート・オーノード２９０３、及び直接オ
ーノード２７０４のみである。これらのオーノードは空きスペースへ戻される。ルート・
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オーノード２９０２は更新されて削除済みルート・オーノード２９０３でなくルート・オ
ーノード２４０３を指す。図３０は保持済みチェックポイント番号４のチェックポイント
が削除された後のオブジェクト構造を示している。
【０２３５】
　再度、図３０を参照して、さて、チェックポイント番号２が未だ存在している間に、オ
ブジェクトの現行バージョンが削除されると仮定しよう。これは、構造の中で現行バージ
ョンに特有な全ての項目を識別する必要性、及びこれらの項目を空きスペースに戻す必要
性がある点で、削除される保持済みチェックポイントの場合と、類似している。この場合
、オーノード２９０４、２６０６、２９０８は、オブジェクトの現行バージョンに使用さ
れるが、残りの保持済みチェックポイントのいずれにも使用されないので、これらのオー
ノードは空きスペースに戻される。現行ルート・オーノード２９０２は、修正されて、削
除されたオブジェクトを参照しているが、少なくとも１つの有効な保持済みチェックポイ
ントを指すポインタを未だ有していることを示してる。図３１は、オブジェクトの現行バ
ージョンが削除された後のオブジェクト構造を示す。
【０２３６】
　本オブジェクトの残り全ての保持済みチェックポイントが削除されると、ルート・オー
ノード２９０２は、空きスペースでなく、空きルート・オーノード待ち行列に戻される。
【０２３７】
　４．５　保持済みチェックポイントへの復帰
　幾つかの状況下で、稼働中のファイル・システムを保持済みチェックポイントで表され
るバージョンは復帰させる必要や望ましいことがあるかもしれない。稼働中のファイル・
システムを保持済みチェックポイントで表されるバージョンへ復帰させるには、多くの異
なる方法によって可能である。稼働中のファイル・システムを保持済みチェックポイント
への復帰は以下のようなことを含む。
【０２３８】
　１．保持済みチェックポイントと関連付けされたルート・オーノードの関連内容を、現
行のルート・オーノードにコピーすること。（例えば、直接オーノード、及び間接オーノ
ード、ならびにデータ・ブロックを指すポインタ、以前の保持済みチェックポイントを指
すポインタなど）
　２．以前の保持済みチェックポイント（１つある場合）と関連付けされたルート・オー
ノードを識別すること、及び、稼働中のファイル・システムが復帰させられる保持済みチ
ェックポイントと関連付けられたルート・オーノードなく、現行のルート・オーノードを
指すようルート・オーノードのポインタを修正する。
【０２３９】
　３．保持済みチェックポイントと関連付けされたルート・オーノードを削除すること。
【０２４０】
　４．更新済みチェックポイント・オブジェクト・リストをクリアすること。（即ち、稼
働中のファイル・システムを保持済みチェックポイントで表されるバージョンへ復帰させ
た後、事実上、修正済みオブジェクトは存在しない。）
　５．ファイル・システムが復帰させられるチェックポイントが保持された後で取得され
た任意の保持済みチェックポイントと関連付けられたルート・オーノード、及び他のオブ
ジェクトを含む、チェックポイントの保持後に作成された全てのオブジェクトを削除する
こと。
【０２４１】
　以前の保持済みチェックポイントと関連付けられたルート・オーノードのポインタを修
正する以外に、もし１つあれば、旧保持済みチェックポイントのいずれも変化がないまま
である。しかしながら、新しい保持済みチェックポイントは全てが実質的には削除される
。
【０２４２】
　４．６　保持済みチェックポイントに関する他のオペレーション
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　保持済みチェックポイントと通常関連付けられた他の全ての機能は本書に述べる機構を
用いて果たすことができる。例えば、インクリメンタル・バックアップは、継続的保持済
みチェックポイントの間で変化するものを算定するための更新済み保持オブジェクト・リ
ストを用いて行うことができる。
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