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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　格納デバイスのアレイをサポートするシステムに適用可能な格納システムの状態を示す
方法であって、該方法は、
　該格納デバイスのアレイにおける、利用可能な格納デバイスの量と、冗長性のレベルと
に基づいて、格納システム状態を決定することと、
　該格納デバイスのアレイにおける、該利用可能な格納デバイスの量と、該冗長性のレベ
ルとに基づいて、追加の格納容量が推奨されるかどうかを決定することと、
　追加の格納容量が推奨される場合に、該アレイにおけるどのスロットに追加の格納容量
が配置されるべきかを含む格納システム状態を示すことと
　を包含する、格納システムの状態を示す方法。
【請求項２】
　前記アレイにおける各スロットが、１つのインジケータと関連し、
　前記アレイにおけるどのスロットに追加の格納容量が配置されるべきかを示すことを含
む前記格納システム状態を示すように、複数のインジケータが集合的に使用される、請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記格納システム状態を示すことが、
　前記スロットに追加の格納容量が配置されるべきではない場合に、所定のスロットと関
連する前記インジケータを第１の状態に設定することと、
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　前記システムがすべてではないが一部の格納デバイスにわたって新たに格納されたオブ
ジェクトについて冗長性を有し、かつ該スロットに追加の格納容量が配置されるべきであ
る場合に、該スロットと関連する該インジケータを第２の状態に設定することと、
　該システムが単一の格納デバイスのみの上で新たに格納されたオブジェクトについて冗
長性を有し、かつ該スロットに追加の格納容量が配置されるべきである場合に、該スロッ
トと関連する該インジケータを第３の状態に設定することと
　を包含する、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　各インジケータが複数色のライトであり、各状態が異なる色と関連する、請求項３に記
載の方法。
【請求項５】
　前記複数色のライトは３つの色のライトであり、
　前記第１の状態は緑色であり、
　前記第２の状態は黄色であり、
　前記第３の状態は赤色である、
　請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記システムが一つの状態から別の状態へ移行中であるかどうかを決定することであっ
て、そうである場合に該移行の事実を示すことをさらに包含する、請求項１に記載の方法
。
【請求項７】
　前記移行の事実を示すことが、オフ状態とオン状態との間でライトをフラッシュさせる
ことを包含する、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記移行の事実を示すことが、２つの異なる色の間でライトをフラッシュさせることを
包含する、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　格納システムであって、
　種々の格納容量の格納デバイスを受け入れるための複数の格納デバイススロットと、
　格納システム状態情報を提供するための少なくとも一つの状態インジケータと、
　該複数の格納デバイススロットと該少なくとも一つの状態インジケータとに、動作可能
なように接続された格納マネジャーであって、該格納デバイススロットを介して接続され
る、格納デバイスのセットを管理する、格納マネジャーとを備え、
　該格納マネジャーは、
　該格納デバイスのセットにおける、利用可能な格納デバイスの量と、冗長性のレベルと
に基づいて、格納システム状態を決定し、
　それによって追加の格納容量が推奨されるかどうかを決定し、
　該格納マネジャーは、該少なくとも一つの状態インジケータを介して、該格納システム
状態を示し、
　該格納システム状態は、追加の格納容量が推奨される場合に、どの格納デバイススロッ
トに追加の格納容量が配置されるべきかを含む、格納システム。
【請求項１０】
　各スロットが、１つのインジケータと関連し、
　どのスロットに追加の格納容量が配置されるべきかを示すことを含む前記格納システム
状態を示すように、複数のインジケータが集合的に使用される、請求項９に記載の格納シ
ステム。
【請求項１１】
　前記スロットに追加の格納容量が配置されるべきではない場合に、前記格納マネジャー
が、所定のスロットと関連する前記インジケータを第１の状態に設定し、
　前記システムがすべてではないが一部の格納デバイスにわたって新たに格納されたオブ
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ジェクトについて冗長性を有し、かつ該スロットに追加の格納容量が配置されるべきであ
る場合に、前記格納マネジャーが、該スロットと関連する該インジケータを第２の状態に
設定し、
　該システムが単一の格納デバイスのみの上で新たに格納されたオブジェクトについて冗
長性を有し、かつ該スロットに追加の格納容量が配置されるべきである場合に、前記格納
マネジャーが、該スロットと関連する該インジケータを第３の状態に設定する、請求項１
０に記載の格納システム。
【請求項１２】
　各インジケータが複数色のライトであり、各状態が異なる色と関連する、請求項１１に
記載の格納システム。
【請求項１３】
　前記複数色のライトは３つの色のライトであり、
　前記第１の状態は緑色であり、
　前記第２の状態は黄色であり、
　前記第３の状態は赤色である、
　請求項１２に記載の格納システム。
【請求項１４】
　前記格納マネジャーが、前記システムが一つの状態から別の状態へ移行中であるかどう
かを決定し、そうである場合に該移行の事実を示す、請求項９に記載の格納システム。
【請求項１５】
　前記格納マネジャーが、オフ状態とオン状態との間でライトをフラッシュさせることに
よって前記移行の事実を示す、請求項１４に記載の格納システム。
【請求項１６】
　前記格納マネジャーが、２つの異なる色の間でライトをフラッシュさせることによって
前記移行の事実を示す、請求項１４に記載の格納システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタルデータ格納システムおよび方法に関連し、より具体的には、故障許
容格納を提供するシステムおよび方法に関連する。
【背景技術】
【０００２】
　種々のＲＡＩＤ（Ｒｅｄｕｎｄａｎｔ　Ａｒｒａｙ　ｏｆ　Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　
Ｄｉｓｋｓ）のいずれか一つに従って、一定のパターンの冗長ディスク格納を提供するこ
とは、従来技術において公知である。一般的に、ＲＡＩＤパターンを使用したディスクア
レイは、経験豊かな情報技術者による管理を必要とする複雑な構造である。さらに、ＲＡ
ＩＤパターンを使用した多くのアレイ設計において、アレイにおけるディスクドライブの
容量が均一でない場合には、設計は、アレイにおける最小のドライブの容量を超えるドラ
イブの上で、いかなる容量を使用することもでき得ない。
【０００３】
　標準的なＲＡＩＤシステムの一つの問題は、ディスクアレイのまれにしか使用されない
エリアの上で、ディスク表面の破損が生じる可能性があることである。別のドライブが故
障する場合には、破損が生じたことを決定することは必ずしも可能ではない。そのような
場合には、破損されたデータは、ＲＡＩＤアレイが故障したドライブを再構築するときに
、伝播および保存され得る。
【０００４】
　多くの格納システムにおいて、スペアの格納デバイスが使用可能状態で維持されるので
、別の格納デバイスが故障した場合にそれが使用され得る。そのようなスペアの格納デバ
イスは、しばしば「ホットスペア」と呼ばれる。ホットスペアは、格納システムの通常の
作動中は、データを格納するようには使用されない。活動状態の格納デバイスが故障する
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ときには、故障した格納デバイスはホットスペアと論理的に置き換えられ、データはホッ
トスペアの上に移動されるかまたはさもなければ再作成される。故障した格納デバイスが
修復されるかまたは置き換えられる場合には、データは一般的に、（再）作動させられた
格納デバイスの上に移動させられるかまたはさもなければ再作成されるので、別の故障の
場合にそれが容易に使用される。ホットスペアディスクの維持は一般的に複雑であるので
、熟練した管理者によって一般的に処理される。ホットスペアディスクは、追加の費用を
も意味する。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　（本発明の概要）
　本発明の第１の実施形態において、方法および格納システムの状態を示す方法が提供さ
れ、該方法は、該システムが動作可能であり、かつすべての格納デバイスにわたって新た
に格納されたオブジェクトについて冗長性を有するかどうか、を決定することであって、
そうである場合に「進行」状態を示し、該「進行」状態において、格納デバイスは良好な
レベルのデータ安全性を提供する、ことと、該システムが動作可能であり、かつすべてで
はないが一部の格納デバイスにわたって新たに格納されたオブジェクトについて冗長性を
有するかどうか、を決定することであって、そうである場合に「効率性のためのより多く
の格納デバイスが必要とされる」状態を示し、該「効率性のためのより多くの格納デバイ
スが必要とされる」状態において、安全性と両立するデータの効率的な格納のためにより
多くの格納デバイスが必要とされる、ことと、該システムが動作可能であり、かつ単一の
格納デバイスのみの上で新たに格納されたオブジェクトについて冗長性を有するかどうか
、を決定することであって、そうである場合に「安全性のためにより多くの格納デバイス
が必要とされる」状態を示し、該「安全性のためにより多くの格納デバイスが必要とされ
る」状態において、データ安全性のためにより多くの格納デバイスが必要とされる、こと
とを含む。
【０００６】
　関連する実施形態において、上記示すことは、各色が異なる状態と関連する複数色のラ
イトなどの単一インジケータを使用して達成され得るか、または各インジケータが異なる
状態と関連する複数のインジケータを使用して達成され得る。
【０００７】
　他の関連する実施形態において、上記システムが一つの状態から別の状態へ移行中であ
るかどうかについての決定がなされ得、そうである場合には、該移行の事実が示され得る
。該移行の事実は、たとえば、オフ状態とオン状態との間でライトをフラッシュさせるこ
とによって、または２つの異なる色の間でライトをフラッシュさえることによって、示さ
れ得る。
【０００８】
　本発明の第２の実施形態において、格納デバイスのアレイの状態を示すための方法およ
び格納システムが提供される。格納システム状態は、該格納デバイスのアレイにおける、
利用可能な格納デバイスの量と、冗長性のレベルとに基づいて、決定される。該格納デバ
イスのアレイにおける、利用可能な格納デバイスの量と、冗長性のレベルとに基づいて、
追加の格納容量が推奨されるかどうかについてのさらなる決定がなされる。格納システム
状態は、追加の格納容量が推奨される場合には、該アレイのどのスロットに追加の格納容
量が配置されるべきかについての指示を含んで示される。
【０００９】
　関連する実施形態において、上記アレイにおける各スロットは、インジケータと関連し
得、その場合には、該インジケータが集合的に使用され、該アレイにおけるどのスロット
に追加の格納容量が配置されるべきかを示すことを含む上記格納システム状態を示すため
に使用され得る。システム状態は、上記スロットに追加の格納容量が配置されるべきでは
ない場合に、所定のスロットと関連する前記インジケータを第１の状態に設定することと
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、上記システムがすべてではないが一部の格納デバイスにわたって新たに格納されたオブ
ジェクトについて冗長性を有し、かつ該スロットに追加の格納容量が配置されるべきであ
る場合に、該スロットと関連する該インジケータを第２の状態に設定することと、該シス
テムが単一の格納デバイスのみの上で新たに格納されたオブジェクトについて冗長性を有
し、かつ該スロットに追加の格納容量が配置されるべきである場合に、該スロットと関連
する該インジケータを第３の状態に設定することとによって、示され得る。各インジケー
タは、複数色のライトであり得、各状態は、異なる色と関連し得る。第１の状態は緑色の
ライトと関連し得、第２の状態は黄色または琥珀色のライトと関連し得、第３の状態は赤
色のライトと関連し得る。
【００１０】
　他の関連する実施形態において、上記システムが一つの状態から別の状態に移行中であ
るかどうかについての決定がなされ得、そうである場合には、該移行の事実が示され得る
。該移行の事実は、たとえば、オフ状態とオン状態との間でライトをフラッシュさせるこ
とによって、または２つの異なる色の間でライトをフラッシュさえることによって、示さ
れ得る。
【００１１】
　他の関連する実施形態において、上記インジケータは、上記アレイのどのスロットに追
加の格納容量が配置されるべきであるかを示すことを含む上記格納システム状態を示すた
めに、該スロットの各々に対するフロントパネルと、該フロントパネルを照らすための関
連するライトとを備え得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明の前述の特徴は、添付の図面を参照して、以下の詳細な説明を参照することによ
って容易に理解される。
【００１３】
　（具体的な実施形態の詳細な説明）
　定義。本明細書および添付の特許請求の範囲において使用されるように、文脈上特別な
断りがない限り、以下の用語は指示された意味を有する。
【００１４】
　オブジェクトの「チャンク」は、オブジェクトの抽象スライスであり、使用される物理
的格納とは無関係に作られ、一般的にオブジェクトの隣接バイトの固定数である。
【００１５】
　データ格納のための故障許容「パターン」は、データが一つ以上の格納デバイスにわた
って冗長に分散される事項（ｐａｒｔｉｃｕｌａｒ）であり、なかでも、ミラリング（た
とえばＲＡＩＤ１に類似した方法で）、ストライピング（たとえばＲＡＩＤ５に類似した
方法で）、ＲＡＩＤ６、二重パリティ、対角線パリティ、低密度パリティチェック（Ｌｏ
ｗ　Ｄｅｎｓｉｔｙ　Ｐａｒｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ）コード、ターボコード、または他の冗
長スキーム、または冗長スキームの組み合わせであり得る。
【００１６】
　所定のチャンクのハッシュ数は、該所定のチャンクが任意の他のチャンクのハッシュ数
とは一般的に異なるハッシュ数を生成するときに、該他のチャンクが該所定のチャンクと
同一のデータコンテンツを有するときを除いて、「一意」である。すなわち、２つのチャ
ンクは、それらのコンテンツが同一でないときはいつでも、異なるハッシュ数を一般的に
有する。以下に詳細に説明されるように、「一意」という用語は、この文脈において、同
一でないチャンクに対して共通ハッシュ数をたまに生成するハッシュ関数から生成される
ハッシュ数をカバーするように使用される。なぜなら、ハッシュ関数は、異なるチャンク
について異なる数を生成することにおいて、一般的に完全ではないからである。
【００１７】
　「領域」は、格納媒体の上の隣接する物理ブロックのセットである（たとえばハードド
ライブ）。
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【００１８】
　「ゾーン」は、２つ以上の領域からなる。ゾーンを構成する領域は、一般的に隣接する
ことが要求されない。以下に説明される例示的な実施形態において、ゾーンは、１ＧＢの
データまたは制御情報と等価なものを格納する。
【００１９】
　「クラスタ」は、ゾーンの中の単位サイズであり、圧縮（以下に説明される）の単位を
表す。以下に説明される例示的な実施形態において、クラスタは、４ＫＢ（すなわち８つ
の５１２バイトセクタ）であり、本質的にチャンクと同じである。
【００２０】
　「冗長セット」は、データのセットに冗長性を提供するセクタ／クラスタのセットであ
る。
【００２１】
　「領域をバックアップすること」は、一つの領域のコンテンツを別の領域にコピーする
ことを含む。
【００２２】
　格納デバイスの「第１のペア」および「第２のペア」は、共通格納デバイスを含み得る
。
【００２３】
　「第１の複数の」および「第２の複数の」格納デバイスは、一つ以上の共通格納デバイ
スを含み得る。
【００２４】
　格納デバイスの「第１の配置」および「第２の配置」または「異なる配置」は、一つ以
上の共通格納デバイスを含み得る。
【００２５】
　図１は、本発明の実施形態の図示であり、オブジェクト、この例においてはファイルが
、格納のために一連のチャンクに分解される。最初に、ファイル１１が格納ソフトウェア
に渡され、そこでオブジェクト１２として指定され、一意のオブジェクト識別番号、この
場合は＃００７が割当てられる。新しいエントリ１３１は、オブジェクトテーブル１３の
中に作られ、この新しいオブジェクトの割当てを表す。オブジェクトは、今度はデータ１
２１、１２２および１２３の「チャンク」に分解され、それらはオブジェクトの固定長セ
グメントである。各チャンクは、ハッシングアルゴリズムを通過させられ、ハッシングア
ルゴリズムはチャンクについて一意のハッシュ数を返す。このアルゴリズムは、リトライ
されたチャンクが格納されたチャンクと同一であることを保証するために、検索されたチ
ャンクと、もともとのハッシュと比較された結果とに、後で適用され得る。各チャンクの
ハッシュ数は、後で完全なオブジェクトがチャンクの収集によって検索され得るように、
オブジェクト１３２のエントリ行においてオブジェクトテーブル１３の中に格納される。
【００２６】
　図１においてさらに、チャンクハッシュは、今度はチャンクテーブル１４の中の既存の
エントリと比較される。既存のエントリ１４１と一致する任意のハッシュは、すでに格納
されているので、行動はとられない（すなわち、データは再び格納されず、オブジェクト
の自動的圧縮につながる）。新しいハッシュ（チャンクテーブル１４の中に対応するエン
トリがないハッシュ）は、チャンクテーブル１４１の中に入力される。チャンクにおける
データは、次に、故障許容格納のために最も効率的な方法で、利用可能な格納デバイス１
５１、１５２および１５３の上に格納される。このアプローチは、チャンクデータが、た
とえば、一つまたは２つのデバイスからなる格納システムの上にミラリングされた方法で
、または３つ以上の格納デバイスを用いてシステムの上でパリティストライピングされた
方法で格納されることにつながり得る。このデータは、物理的位置１５１１、１５２１お
よび１５３１において格納デバイスの上に格納され、チャンクのすべての物理的部分が後
で場所を突き止められ検索され得るように、これらの位置および位置の番号は、チャンク
テーブルの列１４３および１４２に格納される。
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【００２７】
　図２は、より多くの格納デバイス（ｓｔｏｒａｇｅ）の追加の結果として、チャンクの
ための故障許容格納のパターンがどのように動的に変化され得るかという同じ実施形態を
示す。特に、図２は、追加の格納デバイスがシステム全体にひとたび追加されると、格納
デバイスの上に物理的に格納されたチャンクが、新しいパターンにおいてどのようにレイ
アウトされ得るかを示す。図２ａにおいて、格納システムは２つの格納デバイス２２１お
よび２２２を備え、チャンクデータは、位置２２１１および２２２１において２つの格納
デバイスの上に物理的にミラリングされ、故障許容を提供する。図２ｂにおいて、第３の
格納デバイス２２３が追加され、チャンクをパリティストライピングした方法で格納する
ことが可能になり、これは、ミラリングされたパターンよりも格納効率が良いパターンで
ある。チャンクは、３つの物理的位置２３１１、２３２１および２３３１において、この
新しいパターンにレイアウトされ、利用可能な格納デバイスにとる割合がはるかに低い。
チャンクテーブル２１はアップデートされて、新しいレイアウトが３つの位置２１２にす
ることと、新しいチャンクの物理的位置２３１１、２３２１および２３３１が２１３に記
録されていることをも示す。
【００２８】
　図３は、本発明の実施形態による、完成された（ｍａｔｕｒｅ）格納システムを示し、
ある期間にわたって機能していた。これは、可変格納容量を有する格納デバイスの上で、
チャンクが、時間を経てどのように物理的に格納され得るかを図示する。この図は、４０
ＧＢ格納デバイス３１と、８０ＧＢ格納デバイス３２と、１２０ＧＢ格納デバイス３３と
からなる格納システムを示す。最初に、チャンクは、４０ＧＢ格納デバイス３１が満杯に
なるまで、故障許容ストライプパターン３４で格納される。次に、格納スペースの欠如の
ために、新しいデータは、８０ＧＢ格納デバイス３２および１２０ＧＢ格納デバイス３３
の上の利用可能なスペースの上に、ミラリングされたパターン３６で格納される。８０Ｇ
Ｂ格納デバイス３２がひとたび満杯になると、次に、新しいデータは単一のディスク故障
許容パターン３７でレイアウトされる。たとえ格納デバイスがデータ格納のための単一の
プールを備えていても、チャンクにおいて格納されたようなデータそのものは、種々の別
個のパターンで格納されている。
【００２９】
　図４は、本発明の別の実施形態を図示し、非効率的な格納デバイスの使用と、故障許容
の低いレベルとを警告するために、インジケータ状態が使用される。図４ａにおいて、す
べての３つの格納デバイス４１、４２および４５は使用されていないスペースを有してお
り、効率的で故障許容の方法でデータが格納されていることを示すために、インジケータ
ライト４４は緑色である。図４ｂにおいて、４０ＧＢ格納デバイス４１は満杯になったの
で、新しいデータは、ミラリングされた冗長パターン４６で、使用されていない残りのス
ペースを用いて２つの格納デバイス４２および４３の上のみに格納され得る。データは完
全に冗長ではあるが、効率的に格納されていないことを示すために、インジケータライト
４４は琥珀色に変わった。図４ｃにおいて、１２０ＧＢ格納デバイス４３のみが使用され
ていない残りのスペースを有しているので、すべての新しいデータは、この一つのデバイ
ス４３の上でミラリングされたパターンのみで格納され得る。故障許容はよりロバスト（
ｒｏｂｕｓｔ）でなくなり、システムはスペースが非常に足りなくなっているので、より
多くの格納デバイスの追加が必要であることを示すために、インジケータライト４４は赤
色に変わる。
【００３０】
　一つの代替的な実施形態において、アレイにおけるそれぞれのドライブ／スロットに、
たとえば３色（たとえば緑色、黄色、赤色）の形で、インジケータが提供される。一つの
特定の実施形態において、ライトは、光る効果でディスクキャリアの前面全体を照らすよ
うに使用される。ライトは、システムの全体的な状態のみならず、（もしあれば）どのド
ライブ／スロットが注意を必要としているかを示すように制御される。それぞれの３色ラ
イトは、少なくとも４つの状態に置かれ得、具体的には、オフ、緑色、黄色、赤色である
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。スロットが空であり、システムが十分な格納デバイスと冗長性をもって作動しているた
めに、スロットにドライブがインストールされる必要がない場合には、特定のスロットの
ためのライトは、オフ状態に置かれ得る。特定のスロットのためのライトは、対応するド
ライブが十分であり、置き換えられる必要がない場合には、緑色状態に置かれ得る。特定
のスロットのためのライトは、対応するドライブをより大きなドライブに置き換えること
が推奨されるようにシステム操作が低下する場合には、黄色の状態に置かれ得る。特定の
スロットのためのライトは、対応するドライブをインストールまたは置き換えなければな
らない場合には、赤色の状態に置かれ得る。必要または要求に応じて、たとえば、オンと
オフとの状態の間でライトをフラッシュさせることによって、または２つの異なる色の間
でライトをフラッシュさせる（たとえば、ドライブが置き換えられた後に、データの再レ
イアウトが進行中であるときに、赤色と緑色との間でフラッシュさせる）ことによって、
追加の状態が示され得る。例示的な実施形態のさらなる詳細が、以下に説明される。
【００３１】
　もちろん、システム状態とドライブ／スロット状態との両方を示すために、他の指示技
術が使用され得る。たとえば、システム状態と、必要な場合には、注意を必要とするスロ
ット番号とを示すために、ＬＣＤディスプレイが使用され得る。さらに、他の種類のイン
ジケータ（たとえば、スロットインジケータまたは各スロット用のライトとともに、シス
テムのための単一の状態インジケータ（たとえば緑色／黄色／赤色））が使用され得る。
【００３２】
　図５は、図１～３に関連して上述されたような、本発明の実施形態に従ったデータの格
納、検索および再レイアウトにおいて使用される機能モジュールのブロック図である。通
信のための入口点および出口点は、オブジェクトの格納または検索のためにオブジェクト
をシステムに渡すオブジェクトインタフェース５１１と、格納システムを一つの大きな格
納デバイスであるように見せるブロックインタフェース５１２と、格納システムをＷｉｎ
ｄｏｗｓ（登録商標）ファイルシステムであるように見せるＣＩＦＳインタフェース５１
３とである。これらのインタフェースがデータの格納を要求するとき、データはチャンク
パーサ（Ｃｈｕｎｋ　Ｐａｒｓｅｒ）５２に渡され、チャンクパーサは、データのチャン
クへの分解を実行し、オブジェクトテーブル５１２への最初のエントリを生成する（図１
に関連して上述されたように）。これらのチャンクは、次にハッシュコード生成器５３に
渡され、ハッシュコード生成器は各チャンクについて関連するハッシュコードを生成し、
それらをオブジェクトテーブルに入力するので、各オブジェクトに関連するチャンクは５
１２で列挙される（図１に関連して上述されたように）。チャンクハッシュ数は、チャン
クテーブル５３１におけるエントリと比較される。一致が見出された場合には、新しいチ
ャンクは、格納システムにすでに格納されたチャンクと同一であるので、捨てられる。チ
ャンクが新しい場合には、そのための新しいエントリがチャンクテーブル５３１の中に作
成され、ハッシュされたチャンクは物理的格納マネジャー５４に渡される。物理的格納マ
ネジャーは、利用可能な格納デバイス５７１、５７２および５７３の上で可能な最も効率
的なパターンでチャンクを格納して、チャンクのコンテンツが後で５１２で検索され得る
ように（図１に関連して上述されたように）、チャンクの物理的格納がどこで発生したか
を示すために、チャンクテーブル５３１の中に対応するエントリを作成する。
【００３３】
　オブジェクトインタフェース５１１、ブロックインタフェース５１２、またはＣＩＦＳ
インタフェース５１３による、図５におけるデータの検索は、検索マネジャー５６に対す
るリクエストによって実行され、検索マネジャーは、どのチャンクがオブジェクトを含む
かを決定するためにオブジェクトテーブル５２１を調べ、次にこれらのチャンクを物理的
格納マネジャー５４から要求する。物理的格納マネジャー５４は、要求されたチャンクが
どこに格納されているかを決定するためにチャンクテーブル５３１を調べ、次にそれらを
検索し、完了したデータ（オブジェクト）を検索マネジャー５６に返し、検索マネジャー
は、要求しているインタフェースにデータを返す。図５には、故障許容マネジャー（ＦＴ
Ｌ）５５も含まれ、チャンクが可能な最も効率的な方法で格納されているかどうかを決定
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するために、絶えずチャンクテーブルをスキャンする。（格納デバイス５７１、５７２お
よび５７３が追加されたり取り外されたりすると、これらは変化し得る。）チャンクが可
能な最も効率的な方法で格納されていない場合には、ＦＴＬは、物理的格納マネジャー５
４に、チャンクについて新しいレイアウトパターンを作成し、チャンクテーブル５３１を
アップデートするように、要求する。このようにして、すべてのデータは、アレイを含む
格納デバイスの数について可能な最も効率的な方法で格納されたままでいる（図２および
３に関連して上述されたように）。
【００３４】
　以下は、本発明の例示的な実施形態のさらなる詳細を提供する。
【００３５】
　（データレイアウトスキーム－ゾーン）
　なかでも、ゾーンは、ディスクの上に格納されている実際のデータから、冗長性とディ
スク再レイアウトとを隠す効果を有する。ゾーンは、ゾーンのユーザに影響することなく
、追加のレイアウト方法が追加および変更されることを可能にする。
【００３６】
　格納アレイは、ゾーンと呼ばれる仮想セクションにおけるディスクの上で、データをレ
イアウトする。ゾーンは、所定および固定の量（たとえば１Ｇバイト）のデータを格納す
る。ゾーンは、単一のディスクの上に存在し得るか、あるいは一つ以上のドライブにわた
ってまたがり得る。ゾーンの物理的レイアウトは、そのゾーンについて指定された形で冗
長性を提供する。
【００３７】
　図６は、２つ以上のドライブを含むアレイにおいてミラリングが使用される例を示す。
図７は、データを格納するために異なるレイアウトスキームを使用するいくつかの例示的
なゾーンを示す。図は、ゾーンが１ＧＢのデータを格納することを想定する。以下の点に
留意されたい。
ｉ）複数のドライブにまたがるゾーンは、セットにわたるドライブの中に同じオフセット
を必ずしも使用しない。
ｉｉ）単一ドライブミラリングは、１Ｇのデータを格納するために２Ｇの格納デバイスを
必要とする。
ｉｉｉ）二重ドライブミラリングは、１Ｇのデータを格納するために２Ｇの格納デバイス
を必要とする。
ｉｖ）３つのドライブストライピングは、１Ｇのデータを格納するために１．５Ｇの格納
デバイスを必要とする。
ｖ）４つのドライブストライピングは、１Ｇのデータを格納するために１．３３Ｇの格納
デバイスを必要とする。
ｖｉ）ゾーンＡ、ゾーンＢなどは、任意のゾーン名である。実際のインプリメンテーショ
ンにおいて、それぞれのゾーンは一意の数によって識別され得る。
ｖｉｉ）図によって暗示されるものの、ゾーンは必ずしもディスクの上で隣接しない（後
で領域を参照）。
ｖｉｉｉ）ミラリングが２つのドライブに制約される技術的理由はない。たとえば、３ド
ライブシステムにおいて、データの一つのコピーが一つのドライブの上に格納され得、ミ
ラリングされたデータの半分が他の２つのドライブのそれぞれの上に格納され得る。同様
に、データは３つのドライブにわたってミラリングされ得、データの半分が２つのドライ
ブのそれぞれの上にミラリングされ、ミラリングの半分が他の２つのドライブの上にミラ
リングされる。
【００３８】
　（データレイアウトスキーム－領域）
　各ディスクは、均等なサイズの領域に分割される。領域のサイズはゾーンよりもはるか
に小さく、ゾーンは一つ以上のディスクからの一つ以上の領域から構築される。ディスク
スペースの効率的な使用のために、領域のサイズは一般的に、異なるゾーンサイズと、ア
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レイによってサポートされる異なる数のディスクとの共通因子である。例示的な実施形態
において、領域はゾーンの１／１２のデータサイズである。以下の表は、本発明の例示的
な実施形態に従って、種々のレイアウトについての、領域／ゾーンの数と、領域／ディス
クの数とを列挙する。
【００３９】
【表１－１】

【００４０】
【表１－２】

　個々の領域は、使用済み、使用されていない、または不良としてマークされ得る。ゾー
ンが作成されるときには、適切なディスクから使用されていない領域のセットが、テーブ
ルにおいて選択されログをとられる。これらの領域は、任意の順序であり得、ディスクの
上で隣接する必要はない。データがゾーンに書き込まれるかまたはゾーンから読み取られ
るときには、アクセスは適切な領域にリダイレクトされる。なかでも、このことは、デー
タの再レイアウトが柔軟かつ効率的な方法で生ずることを可能にする。時間を経て、異な
るサイズのゾーンは、おそらく断片化を発生させ、小さすぎて完全なゾーンを保持できな
い多くのディスクエリアを残す。適切な領域サイズを使用することによって、断片化によ
って残されたすべてのギャップは、サイズにおいて少なくとも一つの領域になり、ディス
ク全体を断片化解消（ｄｅ－ｆｒａｇｍｅｎｔ）する必要なしに、これらの小さなギャッ
プの容易な再使用を可能にする。
【００４１】
　（データレイアウトスキーム－再レイアウト）
　インプリメンテーションを容易にするために、固定シーケンスの拡張および縮小が強化
され得る。たとえば、２つのドライブが急に追加される場合には、第２のドライブを組み
込むために第２の拡張が実行される前に、あたかも一つのドライブが追加されたかのよう
に、ゾーンの拡張が中間の拡張を経由し得る。代替的には、複数のドライブを含む拡張お
よび縮小は、中間のステップなしに、アトミックに（ａｔｏｍｉｃａｌｌｙ）処理され得
る。
【００４２】
　任意の再レイアウトが生じる前に、必要とされるスペースが利用可能でなければならな
い。このことは、不必要な再レイアウトが生じないことを確実にするために、再レイアウ
トを始める前に計算されるべきである。
【００４３】
　（レイアウトスキーム－ドライブ拡張）
　以下は、本発明の例示的な実施形態に従って、単一ドライブミラリングから二重ドライ
ブミラリングに拡張する一般的なプロセスを説明する。
ｉ）単一ドライブミラリングが、データ「Ａ」とミラリング「Ｂ」とを有すると想定する
。
ｉｉ）ゾーンを「Ｃ」へと拡張するために、ドライブの上に１２の領域を割当てる。
ｉｉｉ）ミラリング「Ｂ」を領域セット「Ｃ」にコピーする。
ｉｖ）すでにコピーされたデータへのいかなる書き込みも、「Ｃ」における適切な場所に
ミラリングされなければならない。
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ｖ）コピーが完了したら、新しいレイアウトタイプを用いてゾーンテーブルをアップデー
トし、「Ｂ」へのポインタを「Ｃ」へのポインタに置き換える。
ｖｉ）「Ｂ」を構成する領域を、使用されていないとしてマークする。
【００４４】
　以下は、本発明の例示的な実施形態に従って二重ドライブミラリングからパリティを用
いた三重ドライブストライピングへと拡張する、一般的なプロセスを説明する。
ｉ）一つのドライブがデータ「Ａ」を有し、第２のドライブがミラリング「Ｂ」を有する
と想定する。
ｉｉ）パリティ情報「Ｃ」のために、第３のドライブの上に６つの領域を割当てる。
ｉｉｉ）「Ａ」の第１の６領域と、「Ｂ」の第２の６領域とを使用して、パリティ情報を
計算する。
ｉｖ）「Ｃ」にパリティ情報を置く。
ｖ）すでに処理されたデータになされたいかなる書き込みも、「Ｃ」における適切な場所
にパリティされなければならない。
ｖｉ）コピーが完了したら、新しいレイアウトタイプのポイントテーブルを用いて、ゾー
ンテーブルを、「Ａ」の第１の半分と、「Ｂ」の第２の半分と、「Ｃ」とにアップデート
する。
ｖｉｉ）「Ａ」の第２の半分と「Ｂ」の第１の半分とを、使用されていないとしてマーク
する。
【００４５】
　以下は、本発明の例示的な実施形態に従って三重ドライブストライピングからパリティ
を用いた四重ドライブストライピングに拡張する、一般的なプロセスを説明する。
ｉ）一つのドライブがデータ「Ａ」を有し、第２のドライブがデータ「Ｂ」を有し、第３
のドライブがパリティ「Ｐ」を有すると想定する。
ｉｉ）ストライピングデータ「Ｃ」のために、第４のドライブの上に４つの領域を割当て
る。
ｉｉｉ）「Ａ」の最後の２領域を、「Ｃ」の最初の２領域にコピーする。
ｉｖ）「Ｂ」の最初の２領域を、「Ｃ」の最後の２領域にコピーする。
ｖ）パリティドライブ「Ｄ」の上に４つの領域を割当てる。
ｖｉ）Ａの最初の４領域と、Ｃと、Ｂの最後の４領域とを使用して、パリティ情報を計算
する。
ｖｉｉ）パリティ情報を「Ｄ」に置く。
ｖｉｉｉ）すでに処理されたデータへのいかなる書き込みも、「Ｄ」における適切な場所
にパリティされなければならない。
ｉｘ）新しいレイアウトタイプとポイントテーブルとを用いて、ゾーンテーブルを、「Ａ
」の第１の４領域と、「Ｃ」と、「Ｂ」の第２の４領域と、「Ｄ」とにアップデートする
。
ｘ）「Ａ」の最後の２領域と、「Ｂ」の最初の２領域を、使用されていないとしてマーク
する。
【００４６】
　（データレイアウトスキーム－ドライブ縮小）
　ドライブ縮小は、ディスクが取り外されるかまたは故障するときに発生する。そのよう
な場合には、アレイは、可能であればすべてのゾーンを冗長状態に戻すために、データを
縮小する。ドライブ縮小は、拡張よりもやや複雑である。なぜなら、より多くの選択がな
されるべきだからである。しかし、レイアウト方法の間の移行は、拡張と同様の方法で生
じるが、逆の順序である。再生されるべきデータの量を最小限に保つことは、冗長性が可
能な限り迅速に達成されることを可能にする。ドライブ縮小は、すべてのゾーンが再レイ
アウトされるまで、スペースが利用可能である間に、一般的に一度に１ゾーン先行する。
一般的に言って、取り外されたかまたは故障したディスクの上に存在するデータのみが再
構築される。
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【００４７】
　（どのように縮小するかの選択）
　以下の表は、本発明の例示的な実施形態に従って、再レイアウトされる必要のある各ゾ
ーンについての決定ツリーを説明する：
【００４８】
【表２－１】

【００４９】
【表２－２】

　以下は、本発明の例示的な実施形態に従って、二重ドライブミラリングから単一ドライ
ブミラリングに縮小する一般的なプロセスを説明する。
ｉ）単一ドライブミラリングが、データ「Ａ」と欠いているミラリング「Ｂ」とを有する
か、またはその逆であると仮定する。
ｉｉ）「Ａ」を「Ｃ」として含むドライブの上に１２の領域を割当てる。
ｉｉｉ）データ「Ａ」を領域セット「Ｃ」にコピーする。
ｉｖ）すでにコピーされたデータへのいかなる書き込みも、「Ｃ」における適切な場所に
ミラリングされなければならない。
ｖ）コピーが完了したら、新しいレイアウトタイプを用いてゾーンテーブルをアップデー
トし、「Ｂ」へのポインタを「Ｃ」へのポインタに置き換える。
【００５０】
　以下は、本発明の例示的な実施形態に従って、三重ドライブストライピングから二重ド
ライブミラリングに縮小する一般的なプロセスを説明する（パリティを欠いている）。
ｉ）ストライピングは、異なるドライブの上のデータブロック「Ａ」、「Ｂ」および「Ｃ
」からなると想定する。パリティ「Ｃ」が欠けている。
ｉｉ）「Ａ」をゾーンの第１の半分を含むものとして定義し、「Ｂ」をゾーンの第２の半
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分を含むものとして定義する。
ｉｉｉ）「Ａ」ドライブの上に６つの領域「Ｄ」を割当て、「Ｂ」ドライブの上に６つの
領域「Ｅ」を割当てる。
ｉｖ）「Ａ」を「Ｅ」にコピーする。
ｖ）「Ｂ」を「Ｄ」にコピーする。すでにコピーされたデータへのいかなる書き込みも、
「Ｄ」および「Ｅ」における適切な場所にミラリングされなければならない。
ｖｉｉ）コピーが完了したら、新しいレイアウトタイプを用いてゾーンテーブルをアップ
デートし、「Ａ」／「Ｄ」および「Ｅ」／「Ｂ」へのポインタを設定する。
【００５１】
　以下は、本発明の例示的な実施形態に従って、三重ドライブストライピングから二重ド
ライブミラリングに縮小する一般的なプロセスを説明する（データを欠いている）。
ｉ）ストライピングは、異なるドライブの上のデータブロック「Ａ」、「Ｂ」および「Ｃ
」からなると想定する。データ「Ｃ」が欠けている。
ｉｉ）「Ａ」をゾーンの第１の半分を含むものとして定義し、「Ｃ」をゾーンの第２の半
分を含むものとして定義する。
ｉｉｉ）「Ａ」ドライブの上に６つの領域「Ｄ」を割当て、「Ｂ」ドライブの上に１２の
領域「Ｅ」を割当てる。
ｉｖ）「Ａ」を「Ｅ」の第１の半分にコピーする。
ｖ）「Ａ」および「Ｂ」から、欠けているデータを再構築する。データを「Ｄ」に書き込
む。
ｖｉ）「Ｄ」を「Ｅ」の第２の半分にコピーする。
ｖｉｉ）すでにコピーされたデータへのいかなる書き込みも、「Ｄ」および「Ｅ」におけ
る適切な場所にミラリングされなければならない。
ｖｉｉｉ）コピーが完了したら、新しいレイアウトタイプを用いてゾーンテーブルをアッ
プデートし、「Ａ」／「Ｄ」および「Ｅ」へのポインタを設定する。
ｉｘ）「Ｂ」領域を、使用されていないとしてマークする。
【００５２】
　以下は、本発明の例示的な実施形態に従って、四重ドライブストライピングから三重ド
ライブストライピングに縮小する一般的なプロセスを説明する（パリティを欠いている）
。
ｉ）ストライピングは、異なるドライブの上のデータブロック「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」お
よび「Ｄ」からなると仮定する。パリティ「Ｄ」が欠けている。
ｉｉ）「Ａ」をゾーンの第１の３分の１を含むものとして定義し、「Ｂ」を第２の３分の
１を含むものとして定義し、「Ｃ」を第３の３分の１を含むものとして定義する。
ｉｉｉ）「Ａ」ドライブの上に２領域「Ｇ」を割当て、「Ｃ」ドライブの上に２領域「Ｅ
」を割当て、「Ｂ」ドライブの上に６領域「Ｆ」を割当てる。
ｉｖ）「Ｂ」の第１の半分を「Ｇ」にコピーする。
ｖ）「Ｂ」の第２の半分を「Ｅ」にコピーする。
ｖｉ）「Ａ」／「Ｇ」および「Ｅ」／「Ｃ」からパリティを構築し、「Ｆ」に書き込む。
ｖｉｉ）すでにコピーされたデータへのいかなる書き込みも、「Ｇ」、「Ｅ」および「Ｆ
」における適切な場所にミラリングされなければならない。
ｖｉｉｉ）コピーが完了したら、新しいレイアウトタイプを用いてゾーンテーブルをアッ
プデートし、「Ａ」／「Ｇ」、「Ｅ」／「Ｃ」、および「Ｆ」へのポインタを設定する。
ｉｘ）「Ｂ」領域を、使用されていないとしてマークする。
【００５３】
　以下は、本発明の例示的な実施形態に従って、四重のドライブストライピングから三重
のドライブストライピングに縮小する一般的なプロセスを説明する（最初の１／３を欠い
ている）。
ｉ）ストライピングは、異なるドライブの上のデータブロック「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」お
よび「Ｄ」からなると想定する。データ「Ａ」が欠けている。
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ｉｉ）「Ａ」をゾーンの第１の３分の１を含むものとして定義し、「Ｂ」を第２の３分の
１を含むものとして定義し、「Ｃ」を第３の３分の１を含むものとして定義し、「Ｄ」を
パリティを含むものとして定義する。
ｉｉｉ）「Ｂ」ドライブの上に４領域「Ｅ」を割当て、「Ｃ」ドライブの上に２領域「Ｆ
」を割当て、「Ｄ」ドライブの上に６領域「Ｇ」を割当てる。
ｉｖ）「Ｂ」の第２の半分を「Ｆ」にコピーする。
ｖ）「Ｂ」、「Ｃ」および「Ｄ」から、欠けているデータを構築し、「Ｅ」に書き込む。
ｖｉ）「Ｅ」／「Ｂの第１の半分」と、「Ｆ」／「Ｃ」とから新しいパリティを構築し、
「Ｇ」に書き込む。
ｖｉｉ）すでにコピーされたデータへのいかなる書き込みも、「Ｂ」、「Ｅ」、「Ｆ」お
よび「Ｇ」における適切な場所にミラリングされなければならない。
ｖｉｉｉ）コピーが完了したら、新しいレイアウトタイプを用いてゾーンテーブルをアッ
プデートし、「Ｅ」／「Ｂの第１の半分」、「Ｆ」／「Ｃ」、および「Ｇ」へのポインタ
を設定する。
ｉｘ）「Ｂ」の第２の半分および「Ｄ」の領域を、使用されていないとしてマークする。
【００５４】
　以下は、本発明の例示的な実施形態に従って、四重のドライブストライピングから三重
のドライブストライピングに縮小する一般的なプロセスを説明する（第２の１／３を欠い
ている）。
ｉ）ストライピングは、異なるドライブの上のデータブロック「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」お
よび「Ｄ」からなると想定する。データ「Ｂ」が欠けている。
ｉｉ）「Ａ」をゾーンの第１の３分の１を含むものとして定義し、「Ｂ」を第２の３分の
１を含むものとして定義し、「Ｃ」を第３の３分の１を含むものとして定義し、「Ｄ」を
パリティを含むものとして定義する。
ｉｉｉ）「Ａ」ドライブの上に２領域「Ｅ」を割当て、「Ｃ」ドライブの上に２領域「Ｆ
」を割当て、「Ｄ」ドライブの上に６領域「Ｇ」を割当てる。
ｉｖ）「Ａ」の第１の半分、「Ｃ」の第１の半分、および「Ｄ」の第１の半分から、欠け
ているデータを構築し、「Ｅ」に書き込む。
ｖ）「Ａ」の第２の半分、「Ｃ」の第２の半分、および「Ｄ」の第２の半分から、欠けて
いるデータを構築し、「Ｆ」に書き込む。
ｖｉ）「Ａ」／「Ｅ」および「Ｆ」／「Ｃ」から新しいパリティを構築し、「Ｇ」に書き
込む。
ｖｉｉ）すでにコピーされたデータへのいかなる書き込みも、「Ｅ」、「Ｆ」および「Ｇ
」における適切な場所にミラリングされなければならない。
ｖｉｉｉ）コピーが完了したら、新しいレイアウトタイプを用いてゾーンテーブルをアッ
プデートし、「Ｅ」、「Ｆ」および「Ｇ」へのポインタを設定する。
ｉｘ）「Ｄ」領域を、使用されていないとしてマークする。
【００５５】
　以下は、本発明の例示的な実施形態に従って、四重のドライブストライピングから三重
のドライブストライピングへの縮小の一般的なプロセスを説明する（第３の１／３を欠い
ている）。
ｉ）ストライピングは、異なるドライブの上のデータブロック「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」お
よび「Ｄ」からなると想定する。データ「Ｃ」が欠けている。
ｉｉ）「Ａ」をゾーンの第１の３分の１を含むものとして定義し、「Ｂ」を第２の３分の
１を含むものとして定義し、「Ｃ」を第３の３分の１を含むものとして定義し、「Ｄ」を
パリティを含むものとして定義する。
ｉｉｉ）「Ａ」ドライブの上に２領域「Ｅ」を割当て、「Ｂ」ドライブの上に４領域「Ｆ
」を割当て、「Ｄ」ドライブの上に６領域「Ｇ」を割当てる。
ｉｖ）「Ｂ」の第１の半分を「Ｅ」にコピーする。
ｖ）「Ａ」、「Ｂ」および「Ｄ」から、欠けているデータを構築し、「Ｆ」に書き込む。
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ｖｉ）「Ａ」／「Ｅ」と、「Ｂ」／「Ｆ」の第２の半分とから新しいパリティを構築し、
「Ｇ」に書き込む。
ｖｉｉ）すでにコピーされたデータへのいかなる書き込みも、「Ｅ」、「Ｆ」および「Ｇ
」における適切な場所にミラリングされなければならない。
ｖｉｉｉ）コピーが完了したら、新しいレイアウトタイプを用いてゾーンテーブルをアッ
プデートし、「Ａ」／「Ｅ」、「Ｂ」／「Ｆ」の第２の半分、および「Ｇ」へのポインタ
を設定する。
ｉｘ）「Ｂ」の第１の半分および「Ｄ」を、使用されていないとしてマークする。
【００５６】
　たとえば、図３を再び参照して、ドライブ０またはドライブ１のいずれかが失われた場
合には、ドライブ２の上に十分な利用可能なスペースがあるという条件で、二重ドライブ
ミラリング（ゾーンＢ）はドライブ２の上で再構築され得る。同様に、ドライブ０～２の
いずれかが失われた場合には、ドライブ３の上に十分な利用可能なスペースがあるという
条件で、ドライブストライピング（ゾーンＣ）は、ドライブ３を利用して再構築され得る
。
【００５７】
　（データレイアウトスキーム－ゾーン再構築）
　ゾーン再構築は、ドライブが取り外されて、理想的なゾーン再レイアウトのために残り
のドライブの上に十分なスペースがあるとき、あるいはドライブがより大きなサイズの新
しいドライブと置き換えられたときに、生じる。
【００５８】
　以下は、本発明の例示的な実施形態に従って、二重ドライブミラリングの再構築の一般
的なプロセスを説明する。
ｉ）単一ドライブミラリングが、データ「Ａ」と欠けているミラリング「Ｂ」とを有する
と想定する。
ｉｉ）「Ａ」を含むドライブ以外のドライブの上に１２の領域「Ｃ」を割当てる。
ｉｉｉ）データ「Ａ」を「Ｃ」にコピーする。
ｉｖ）すでにコピーされたデータへのいかなる書き込みも、「Ｃ」における適切な場所に
ミラリングされなければならない。
ｖ）コピーが完了したら、ゾーンテーブルをアップデートし、「Ｂ」へのポインタを「Ｃ
」へのポインタにアップデートする。
【００５９】
　以下は、本発明の例示的な実施形態に従って、三重ドライブストライピングの再構築の
一般的なプロセスを説明する。
ｉ）一つのドライブがデータ「Ａ」を有し、第２のドライブがデータ「Ｂ」を有し、第３
のドライブがパリティ「Ｐ」を有すると想定する。「Ｂ」が欠けている。どの断片が欠け
ているかは問題ではなく、必要とされる行動はすべての場合において同じであることに留
意されたい。
ｉｉ）「Ａ」および「Ｐ」を含むドライブ以外のドライブの上に、６つの領域「Ｄ」を割
当てる。
ｉｉｉ）「Ａ」および「Ｐ」から、欠けているデータを構築する。データを「Ｄ」に書き
込む。
ｉｖ）すでに処理されたデータへのいかなる書き込みも、「Ｄ」における適切な場所にパ
リティされなければならない。
ｖ）「Ｂ」へのポインタを「Ｄ」へのポインタに置き換えることによって、ゾーンテーブ
ルをアップデートする。
【００６０】
　この例示的な実施形態において、取り外されたドライブが別のドライブと置き換えられ
る場合に、４ドライブ再構築のみが生じる。再構築は、新しいドライブの上に６つの領域
を割当てることと、他の３つの領域セットから、欠けているデータを再構築することとか
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らなる。
【００６１】
　（データレイアウトスキーム－一時的に欠けるドライブの問題）
　ドライブが取り外されて、再レイアウトのための余地がないときには、古いドライブが
再び取り付けられるか、またはドライブが新しいドライブと置き換えられるまで、アレイ
は劣化したモードで作動し続ける。新しいドライブが取り付けられる場合には、ドライブ
セットが再構築されるべきである。この場合には、データが再レイアウトされる。古いデ
ィスクがアレイの中に戻して置かれる場合には、それはもはや現在のディスクセットの一
部ではなく、新しいディスクとしてみなされる。しかし、新しいディスクがアレイに置か
れるのではなく、古いディスクが戻される場合には、古いディスクは、たとえ古いメンバ
であろうとも、やはりディスクセットのメンバであるとして認識される。この場合には、
すでに再レイアウトされた任意のゾーンが新しい構成を保ち、古いディスクの上の領域は
解放される。再レイアウトされていない任意のゾーンは、やはり古いディスクの適切な領
域をポインティングする。しかし、劣化したゾーンに何らかの書き込みが実行され得た場
合には、これらのゾーンはリフレッシュされる必要がある。生じたすべての書き込みのロ
グをとるのではなく、変更された劣化領域はマークされ得る。このようにして、ディスク
が置き換えられるときには、変更された領域のみがリフレッシュされる必要がある。
【００６２】
　さらに、書き込まれたゾーンは、再レイアウトのための優先リストにさらに置かれ得る
。このことは、ディスクが置き換えられた場合に、リフレッシュされる必要がある領域の
数を低減し得る。タイムアウトも使用され得、その時点の後で、ディスクはたとえ置き換
えられても消去される（ｗｉｐｅｄ）。しかし、このタイムアウトは非常に大きくあり得
、場合によると数分ではなく数時間である。
【００６３】
　（データレイアウトスキーム－データ保全性）
　上述のように、標準的なＲＡＩＤシステムの一つの問題は、ディスクアレイのまれにし
か使用されないエリアの上で、ディスク表面の破損が生じる可能性があることである。別
のドライブが故障する場合には、破損が生じたことを決定することは必ずしも可能ではな
い。そのような場合には、ＲＡＩＤアレイが故障したドライブを再構築するときに、破損
したデータが伝播され保存され得る。
【００６４】
　上述のハッシュメカニズムは、ＲＡＩＤのもとで利用可能なメカニズムにわたってデー
タ破損検出の追加のメカニズムを提供する。他の場合に述べられるように、チャンクが格
納されるときに、そのチャンクについて、ハッシュ値が計算され格納される。チャンクが
読み出されるときはいつでも、検索されたチャンクについてのハッシュ値が計算され得、
格納されたハッシュ値と比較され得る。ハッシュ値が一致しない場合には（破損したチャ
ンクを示し）、チャンクデータは冗長データから回復され得る。
【００６５】
　ディスクの上のデータ破損が生じ得る時間窓（ｔｉｍｅ　ｗｉｎｄｏｗ）を最小化する
ために、破損したデータを可能な限り速やかに発見し修正するように、ディスクの定期的
なスキャンが実行される。それは、オプションとして、アレイからの読み出しにおいてチ
ェックが実行されることをも可能にする。
【００６６】
　（データレイアウトスキーム－ボリューム）
　スパースボリューム（ｓｐａｒｓｅ　ｖｏｌｕｍｅ）において、アレイにおけるディス
クの上で利用可能な格納スペースの量に関わりなく、アレイは固定サイズ（たとえばＭテ
ラバイト）であることをつねに求める。アレイはＳバイトの実際の格納スペースを含み、
ここでＳ＜＝Ｍであり、データは、Ｍテラバイトのスペースの中の位置Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３
などに格納されるように要求され得ると仮定する。要求された位置Ｌｎ＞Ｓである場合に
は、Ｌｎのためのデータは、位置Ｐｎ＜Ｓに格納されなければならない。このことは、図
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含むことによって管理される。この特徴は、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）、Ｌｉｎｕｘ（
登録商標）およびＡｐｐｌｅ（登録商標）のオペレーティングシステムなどの、ボリュー
ム拡張をサポートしないオペレーティングシステムとともに、アレイが作動することを可
能にする。さらに、アレイは、複数のスパースボリュームを提供し得、そのすべては同一
の物理格納を共有する。それぞれのスパースボリュームは、専用のルックアップテーブル
を有するが、データ格納のために同一の物理スペースを共有する。
【００６７】
　（ドライブスロットインジケータ）
　上述のように、格納アレイは一つ以上のドライブスロットからなる。それぞれのドライ
ブスロットは、空であり得るか、またはハードディスクドライブを含み得る。それぞれの
ドライブスロットは、４つの状態を示す能力のある専用インジケータを有する。すなわち
、オフ、ＯＫ、劣化、および故障である。状態は、一般的に以下のように解釈される：
【００６８】

【表３】

　この例示的な実施形態において、赤色／琥珀色／緑色の発光ダイオード（ＬＥＤ）がイ
ンジケータとして使用される。ＬＥＤは、一般的に以下のように解釈される：
【００６９】
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【表４】

　図９は、本発明の例示的な実施形態に従った、利用可能な格納スペースを有し、故障許
容方法において作動する、例示的なアレイを示す。スロットＢ、ＣおよびＤには、格納デ
バイスが配置され、追加のデータを冗長に格納するために利用可能な十分な格納スペース
がある。スロットＢ、ＣおよびＤのインジケータは緑色であり（これらの格納デバイスが
正しく作動しており、アレイデータが冗長であり、アレイが利用可能なディスクスペース
を有することを示す）、スロットＡのインジケータはオフである（格納デバイスをスロッ
トＡに配置する必要がないことを示す）。
【００７０】
　図１０は、本発明の例示的な実施形態に従った、冗長データ格納を維持するために十分
なスペースを有せず、より多くのスペースが追加されなければならない、例示的なアレイ
を示す。スロットＢ、ＣおよびＤには、格納デバイスが配置される。スロットＣおよびＤ
における格納デバイスは満杯である。スロットＢ、ＣおよびＤのインジケータは緑色であ
り（これらの格納デバイスが正しく作動していることを示す）、スロットＡのインジケー
タは赤色である（アレイが、冗長データ格納を維持するための十分なスペースを有せず、
スロットＡに格納デバイスが配置されるべきであることを示す）。
【００７１】
　図１１は、本発明の例示的な実施形態に従った、故障の場合に冗長データを維持するこ
とができなくあり得る、例示的なアレイを示す。スロットＡ、Ｂ、ＣおよびＤには、格納
デバイスが配置される。スロットＣおよびＤにおける格納デバイスは満杯である。スロッ
トＡ、ＢおよびＣのインジケータは緑色であり（アレイが正しく作動していることを示す
）、スロットＤのインジケータは琥珀色である（スロットＤにおける格納デバイスが、よ
り大きな格納容量を有する格納デバイスに置き換えられるべきであることを示す）。
【００７２】
　図１２は、本発明の例示的な実施形態に従った、格納デバイスが故障した例示的なアレ
イを示す。スロットＢ、ＣおよびＤには、格納デバイスが配置される。スロットＣにおけ
る格納デバイスが故障した。スロットＢおよびＤのインジケータは緑色であり（これらが
正しく作動していることを示す）、スロットＣのインジケータは赤色であり（スロットＣ
における格納デバイスが置き換えられるべきであることを示す）、スロットＡのインジケ
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ータはオフである（格納デバイスがスロットＡに配置される必要がないことを示す）。
【００７３】
　以下は、本発明の例示的な実施形態のためのソフトウェア設計の説明である。ソフトウ
ェア設計は、６つのソフトウェアレイヤに基づき、ソフトウェアレイヤは、ディスクに物
理的にアクセスすることから、ホストコンピューティングシステムと通信することまでの
、論理アーキテクチャにわたる。
【００７４】
　この例示的な実施形態において、ファイルシステムは、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）、
Ｌｉｎｕｘ（登録商標）またはＡｐｐｌｅ（登録商標）などのホストサーバに常駐し、Ｕ
ＳＢデバイスまたはｉＳＣＳＩデバイスとして格納アレイにアクセスする。ホストインタ
フェースを介して到着する物理的ディスクリクエストは、ホストリクエストマネジャー（
Ｈｏｓｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｍａｎａｇｅｒ）（ＨＲＭ）によって処理される。ホストＩ
／Ｏインタフェースは、ホストに対するホストＵＳＢまたはｉＳＣＳＩインタフェースの
プレゼンテーションを調整し（ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅ）、ＨＲＭとインタフェースする。
ＨＲＭは、ホストＩ／Ｏインタフェースからのデータ読み出し／書き込みリクエストを調
整し、読み出しおよび書き込みリクエストをタスク指名し、これらのリクエストが完了し
たときに、これらのリクエストのホストへの回収（ｒｅｔｉｒｉｎｇ）を調整する。
【００７５】
　格納アレイの何よりも重要な目的は、ひとたびデータがシステムによって受け入れられ
ると、システムが現在格納する冗長性の最大量を利用して、データが確実な方法で格納さ
れることを保証することである。アレイが物理的構成を変化させると、データは冗長性を
維持する（さらに場合によると最大化する）ために再編成される。さらに、使用される格
納量を低減するために、単純なハッシュに基づいた圧縮が使用される。
【００７６】
　最も基本的なレイヤは、データを異なるディスクに格納するディスクドライバからなる
。ディスクは、ＵＳＢインタフェースを介して通り抜けた（ｔｕｎｎｅｌｅｄ）ＡＴＡな
どの種々のインタフェースを介して接続され得る。
【００７７】
　ディスクの上のセクタは、領域、ゾーン、およびクラスタに編成され、それぞれが異な
る論理的役割を有する。
【００７８】
　領域は、ディスクの上の隣接する物理ブロックのセットを表す。４ドライブシステムに
おいて、それぞれの領域は、サイズが１／１２ＧＢであり、冗長性の最小単位を表す。領
域の中のセクタが物理的に損傷していることがわかった場合は、領域全体が放棄される。
【００７９】
　ゾーンは、冗長性の単位を表す。ゾーンは、適切な量の冗長性を提供するために、場合
により異なるディスクの上の、多数の領域からなる。ゾーンは、１ＧＢのデータ容量を提
供するが、冗長性を提供するためにより多くの領域を要求し得る。冗長性のない１ＧＢは
、１セットの１２領域（１ＧＢ）を要求する；１ＧＢのミラリングされたゾーンは、２セ
ットの１ＧＢ領域（２４領域）を要求する；１ＧＢの３ディスクストライピングされたゾ
ーンは、３セットの０．５ＧＢ領域（１８領域）を要求する。異なるゾーンは、異なる冗
長特性を有する。
【００８０】
　クラスタは、圧縮の基本単位を表し、ゾーンの中の単位サイズである。クラスタのサイ
ズは現在４ＫＢ、すなわち８×５１２バイトセクタである。ディスクの上の多くのクラス
タは、おそらく同じデータを含む。クラスタアクセステーブル（ＣＡＴ）は、ハッシュ関
数を介してクラスタの利用を追跡するために使用される。ＣＡＴは、論理ホストアドレス
と、ゾーンにおける適切なクラスタの位置との間の変換をする。
【００８１】
　ディスクに書き込むときに、データがディスクの上にすでに存在するかどうかを知るた
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めにハッシュ関数が使用される。そうである場合には、ＣＡＴテーブルにおける適切なエ
ントリが、既存のクラスタを示すように設定される。
【００８２】
　ＣＡＴテーブルは、自らのゾーンの中に常駐する。ＣＡＴテーブルがゾーンのサイズを
超える場合には、追加のゾーンが使用され、ＣＡＴのその部分のゾーンに論理アドレスを
マッピングするために、テーブルが使用される。代替的には、ゾーンはＣＡＴテーブルを
含むように事前に割当てられる。
【００８３】
　ホスト書き込み待ち時間を低減し、データ信頼性を保証するために、ジャーナルマネジ
ャーが、（ディスクまたはＮＶＲＡＭのいずれかに対する）すべての書き込みリクエスト
を記録する。システムが再起動される場合には、ジャーナルエントリは再起動に際してコ
ミットされる。
【００８４】
　ディスクは出入りし得、領域は、破損を有することがわかった場合には、使わなく（ｒ
ｅｔｉｒｅ）され得る。これらの状況のいずれにおいても、レイアウトマネジャーは、冗
長タイプを変更するために、またはゾーンの領域的な構成を変化させるために（領域が破
損した場合に）、
ゾーンの中の領域を再編成することが可能である。
【００８５】
　格納アレイは、物理的ディスクスペースの変化するレベルによって支援されて、仮想デ
ィスクアレイを提供し、それはブロックレベルのインタフェースを提供するので、いつク
ラスタがファイルシステムによってもはや使われなくなるかは、明らかではない。結果と
して、使用されるクラスタスペースは、拡張し続ける。ガーベッジコレクタ（ホストまた
はファームウェアのいずれかに位置する）は、どのクラスタが解放されたかを決定するた
めにファイルシステムを分析し、それらをハッシュテーブルから取り除く。
【００８６】
　以下の表は、本発明の例示的な実施形態に従った６つのソフトウェアレイヤを示す：
【００８７】

【表５】

　図１３は、異なるソフトウェアレイヤと、それらが互いにどのように関連するかを表す
、モジュール階層を示す。ソフトウェアレイヤリングは、明瞭なＡＰＩおよび記述を提供
するために、好ましくはリジッドである。
【００８８】
　ガーベッジコレクタ（Ｇａｒｂａｇｅ　Ｃｏｌｌｅｃｔｏｒ）は、ホストファイルシス
テムによってもはや使われないクラスタを解放する。たとえば、ファイルが削除されると
きに、そのファイルを含むために使用されたクラスタは、好ましくは解放される。
【００８９】
　ジャーナルマネジャー（Ｊｏｕｒｎａｌ　Ｍａｎａｇｅｒ）は、書き込みの実行記録（
ｊｏｕｒｎａｌｉｎｇ）の形を提供するので、電源異常または他のエラー状態の場合にお
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いて、保留中の書き込みは失われない。
【００９０】
　レイアウトマネジャー（Ｌａｙｏｕｔ　Ｍａｎａｇｅｒ）は、ゾーンの領域に対するゾ
ーンのランタイム再レイアウトを提供する。このことは、ディスクの挿入／取り外しまた
は故障の結果として生じ得る。
【００９１】
　クラスタマネジャー（Ｃｌｕｓｔｅｒ　Ｍａｎａｇｅｒ）は、データゾーンのセットの
中にクラスタを割当てる。ディスク利用デーモン（Ｄｉｓｋ　Ｕｔｉｌｉｚａｔｉｏｎ　
Ｄａｅｍｏｎ）は、使用されていないディスクスペースを定期的にチェックする。
【００９２】
　ロックテーブル（Ｌｏｃｋ　Ｔａｂｌｅ）は、書き込み衝突発行（ｃｏｌｌｉｓｉｏｎ
　ｉｓｓｕｅｓ）の後で、読み出しを処理する。
【００９３】
　ホストリクエストマネジャー（Ｈｏｓｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｍａｎａｇｅｒ）は、ホス
トおよびガーベッジコレクタからの読み出し／書き込みリクエストを処理する。書き込み
はジャーナルマネジャーに渡されるが、読み出しはクラスタアクセステーブル（ＣＡＴ）
管理レイヤを介して処理される。
【００９４】
　上述のように、代表的なファイルシステムにおいて、ある量のデータが一般的に事実上
反復される。ディスクスペース利用を低減させるために、このデータの複数のコピーはデ
ィスクに書き込まれない。代わりに、一つのインスタンスが書き込まれ、同じデータのす
べての他のインスタンスが、この一つのインスタンスに対して参照される。
【００９５】
　この例示的な実施形態において、システムはつねにデータのクラスタの上で作動し（た
とえば８つの物理的セクタ）、これはハッシュされる単位である。ＳＨＡ１アルゴリズム
は、１６０ビットハッシュを生成するために使用される。このことは、良好な独特さ（ｕ
ｎｉｑｕｅｎｅｓｓ）を含む多数の利益を有し、多数のプロセッサにおいてオンチップで
サポートされる。すべての１６０ビットがハッシュ記録に格納されるが、最下位の１６ビ
ットのみがハッシュテーブルへのインデックスとして使用される。最も低い１６ビットと
一致する他のインスタンスは、リンクされたリストを介して連鎖される。
【００９６】
　この例示的な実施形態において、一度に一つの読み出し／書き込み操作のみが生じ得る
。性能の目的のために、クラスタをディスクに書き込むときにハッシュ分析が生じること
は許されない。代わりに、ハッシュ分析は、ハッシュマネジャーによるバックグラウンド
活動として生じる。
【００９７】
　書き込みリクエストは、ジャーナルの書き込みキューから読み込まれ、完了に向けて処
理される。データの一貫性を保証するために、書き込み操作がクラスタの上ですでに活動
状態である場合には、書き込みは遅らせなければならない。他のクラスタの上の操作は、
妨げられずに進行し得る。
【００９８】
　クラスタ全体が書き込まれない限りは、書き込まれるデータは、クラスタに格納された
既存のデータと併合される必要がある。論理セクタアドレス（ＬＳＡ）に基づいて、クラ
スタのＣＡＴエントリが位置づけられる。ハッシュキー、ゾーン、およびクラスタオフセ
ット情報は、この記録から獲得され、次に、ハッシュテーブルを検索して一致を見出すた
めに使用され得る。これがクラスタである。
【００９９】
　正しいハッシュエントリのルックアップの速度を改善するために、一度はＳＨＡ１ダイ
ジェストを介して、次にゾーン／クラスタオフセットによって、ハッシュテーブルを二重
にハッシュすることは十分に必要であり得る。ハッシュ記録がすでに使用されている場合
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ントリによって参照されるスナップショットがない場合には、ハッシュエントリおよびク
ラスタは、それぞれのフリーリストに解放し返され得る。
【０１００】
　もともとのクラスタデータは、これでクラスタのアップデートセクションと併合させら
れ、データは再ハッシュされる。新しいクラスタはフリーリストから除去され、併合され
たデータはクラスタに書き込まれ、新しいエントリはハッシュテーブルに追加され、ＣＡ
Ｔテーブルにおけるエントリは新しいクラスタを指し示すようにアップデートされる。
【０１０１】
　ハッシュテーブルをアップデートする結果として、エントリも内部キューに追加されて
、バックグラウンドタスクによって処理される。このタスクは、新たに追加されたクラス
タおよびハッシュエントリと、ハッシュテーブル行アドレスに一致する他のハッシュエン
トリとを比較し、これらが重複している場合には記録を結合し、必要に応じてハッシュエ
ントリおよびＣＡＴテーブルエントリを解放する。これは、この活動によって書き込み待
ち時間に負荷がかけられないことを保証する。この処理の間に故障（たとえば電力の損失
）が生じる場合には、種々のテーブルが削除され得、結果としてデータの損失になる。テ
ーブルは、最終コミットがアトミックであるか、あるいはジャーナルエントリが完全に完
了しなかった場合には再実行され得るような方法で、管理されるべきである。
【０１０２】
　以下は、書き込み論理の疑似コードである。
【０１０３】

【化１－１】

【０１０４】
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【化１－２】

　読み出しリクエストもまた、一度に一つのクラスタ（「セクタ」ではなく）で処理され
る。読み出しリクエストは、上記に概説されたハッシュ関連の処理を経ない。代わりに、
ホスト論理セクタアドレスが、ＣＡＴを参照するために使用され、ゾーン番号とゾーンの
中へのクラスタオフセットとを獲得する。読み出しリクエストは、ＣＡＴキャッシュにお
けるＣＡＴテーブルエントリをルックアップすべきであり、書き込み進行中のビットが設
定されることにおいて遅延されなければならない。他の読み出し／書き込みは、妨げられ
ずに進行し得る。データ保全性のチェックを改善するために、クラスタは、読み出される
ときにハッシュされ、そのハッシュは、ハッシュ記録に格納されたＳＨＡ１ハッシュ値と
比較される。このことは、ハッシュテーブルの中への検索キーとして、ハッシュ、ゾーン
、およびクラスタを使用することを必要とする。
【０１０５】
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　クラスタは、可能な限り少ないゾーンを使用するように割当てられる。なぜなら、ゾー
ンは、ディスクドライブの使用に直接的に対応するからである。すべてのゾーンについて
、ハードドライブアレイの上に２つ以上の領域がある。ゾーンの数を最小化することによ
って、物理的領域の数が最小化され、したがってハードドライブアレイの上のスペースの
消費が低減される。
【０１０６】
　クラスタマネジャーは、データゾーンのセットからクラスタを割当てる。ゾーンにおけ
る使用されていないクラスタを把握するために、リンクされたリストが使用される。しか
し、使用されていないクラスタの情報は、ディスクの上にビットマップ（ゾーンあたり３
２ＫＢ）として格納される。リンクされたリストは、ビットマップから動的に構築される
。最初に、使用されていないクラスタの一定の数のリンクされたリストが、メモリの中で
作成される。クラスタが割当てられると、リストは縮小する。所定の最低点において、使
用されていないクラスタを表す新しいリンクされたリストのノードは、ディスクの上のビ
ットマップから抽出される。このようにして、ビットマップは、割当て用に使用されてい
ないクラスタを見出すために分析される必要はない。
【０１０７】
　この例示的な実施形態において、ハッシュテーブルは６４Ｋの記録（ハッシュのより下
位の１６ビットによって索引をつけられる）であり、以下のフォーマットを有する：
【０１０８】
【表６－１】

【０１０９】
【表６－２】

　オールゼロ（ａｌｌ　ｚｅｒｏ）のクラスタは、かなり一般的であり得るので、たとえ
ば決して削除され得ないように、オールゼロの場合は特別な場合として扱われ得る（した
がってカウントをラッピング（ｗｒａｐｐｉｎｇ）することは問題ではあり得ない）。
【０１１０】
　複数のハッシュが同一の最下位ハッシュを有するとき、あるいは２つのハッシュエント
リが異なるデータクラスタを指し示すときには、使用されていないハッシュ記録のリンク
されたリストが使用される。いずれの場合においても、使用されていないハッシュ記録は
、リストから取られ、ｐＮｅｘｔＨａｓｈポインタを介してリンクされる。
【０１１１】
　ハッシュマネジャーは、ハッシュテーブルに追加されたエントリを整頓し、ディスクの
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上の同一のクラスタを結合する。新しいハッシュ記録がハッシュテーブルに追加されると
、メッセージがハッシュマネジャーに通知される。これは、ハッシュマネジャーによって
自動的に行われる。バックグラウンド活動として、ハッシュマネジャーはキューの上のエ
ントリを処理する。ハッシュマネジャーは、完全な（ｆｕｌｌ）ハッシュ値が既存のハッ
シュ記録と一致するかどうかを知るために、完全なハッシュ値を比較する。そうする場合
には、ハッシュマネジャーは、完成した（ｃｏｍｐｌｅｔｅ）クラスタデータも比較する
。クラスタが一致する場合には、新しいハッシュ記録は使用されていないキューに捨て戻
され得、ハッシュ記録カウントは増加させられ、重複するクラスタはクラスタの使用され
ていないキューに戻される。ハッシュマネジャーは、記録を結合するときに、スナップシ
ョットビットを前に伝播させるように注意しなければならない。
【０１１２】
　クラスタアクセステーブル（ＣＡＴ）は、間接的なポインタを含む。ポインタは、ゾー
ンの中のデータクラスタ（０が最初のデータクラスタである）を指し示す。一つのＣＡＴ
エントリは、単一のデータクラスタ（暫定的にサイズが４ＫＢ）を参照する。多くの反復
データがあるときには、ディスク使用要件を低減するために、ＣＡＴが（ハッシングとと
もに）使用される。単一のＣＡＴは、格納の隣接ブロックをつねに表す。ＣＡＴは、非デ
ータゾーンの中に含まれる。それぞれのＣＡＴエントリは４８ビットである。以下の表は
、それぞれのエントリがどのようにレイアウトされるかを示す（それぞれのデータゾーン
が１ＧＢのデータを含むと想定する）：
【０１１３】
【表７】

　ＣＡＴは６４ビットの中に収まることが望ましいが、これは必要不可欠ではない。２Ｔ
ＢアレイのためのＣＡＴテーブルは、現在、サイズが４ＧＢまでである。それぞれのＣＡ
Ｔエントリは、データとゾーンの数とを含むゾーンを指し示す。
【０１１４】
　図１４は、ゾーンにおけるデータクラスタにアクセスするために、ＣＡＴがどのように
使用されるかを示す。冗長データは、ＣＡＴにおける２つ以上のエントリによって参照さ
れる。２つの論理クラスタが同じデータを含むので、それらのＣＡＴエントリは、同じ物
理的クラスタに指し示される。
【０１１５】
　ハッシュキーエントリは、クラスタ全体の１６０ビットＳＨＡ１ハッシュ値の１６ビッ
ト抽出を含む。このエントリは、書き込み操作の間にハッシュテーブルをアップデートす
るために使用される。
【０１１６】
　１６ＴＢのデータを参照するＣＡＴにおけるそれぞれのエントリにおいて、十分なビッ
トがある。しかし、すべてのデータクラスタが互いに異なる場合には（コンテンツに関し
て）、２ＴＢのデータを参照するために、ちょうど３ゾーン相当以上のＣＡＴエントリが
必要とされる（それぞれのゾーンは、サイズが１ＧＢであり、したがって１ＧＢサイズの
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ＣＡＴエントリを格納し得る。６バイトＣＡＴエントリを想定すると、１７８９５６９７
０ＣＡＴエントリ／ゾーンであり、すなわち、それぞれのクラスタが４Ｋである場合には
、テーブルは約６８２ＧＢ／ゾーンを参照する）。
【０１１７】
　ホスト論理セクタ変換テーブルは、ホスト論理セクタアドレスをゾーン番号に変換する
ために使用される。ホスト論理セクタアドレスに対応するＣＡＴの部分は、このゾーンに
常駐する。それぞれのＣＡＴエントリは、４０９６バイトのクラスタサイズを表すことに
留意されたい。これは８つの５１２バイトセクタである。以下は、ホスト論理セクタ変換
テーブルの表現を示す：
【０１１８】
【表８－１】

【０１１９】
【表８－２】

　ゾーンは、ＣＡＴ全体を保持するように事前に割当てられ得る。代替的に、ＣＡＴに対
してより多くのエントリが要求されるときには、ゾーンがＣＡＴに対して割当てられ得る
。ＣＡＴは、２ＴＢ仮想ディスクをホストセクタアドレススペースにマッピングするので
、ホストによるハードディスクのパーティショニングまたはフォーマッティングの間に、
おそらくＣＡＴの大部分が参照される。このことを理由として、ゾーンは事前に割当てら
れ得る。
【０１２０】
　ＣＡＴは大きな１ＧＢ／ゾーンのテーブルである。使用されるクラスタのワーキングセ
ットは、この大きなテーブルからのスパースセット（ｓｐａｒｓｅ　ｓｅｔ）である。性
能の理由のために、活動状態のエントリは、ディスクから（おそらく時間的に）つねに読
み込むのではなく、プロセッサメモリにおいてキャッシュされ得る。キャッシュを配置す
るために、少なくとも２つのオプションがあり、ＣＡＴからの個々のエントリ、またはＣ
ＡＴからの全体のクラスタである。
【０１２１】
　進行中の書き込みは、ＣＡＴキャッシュテーブルと結合されるので、すべての未処理の
書き込みがキャッシュの中に留まることを保証する必要がある。したがって、キャッシュ
は、少なくとも、未処理の書き込みリクエストの最大数と同じくらい大きい必要がある。
【０１２２】
　キャッシュにおけるエントリは、クラスタサイズ（すなわち４Ｋ）である。クラスタの
上で作動中の進行中の書き込みがあるかどうかを知る必要がある。この指示は、クラスタ
についてのキャッシュエントリにおけるフラグとして格納され得る。以下の表は、ＣＡＴ
キャッシュエントリのフォーマットを示す：
【０１２３】
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【表９】

　キャッシュエントリにおける進行中のフラグは、２つの意味を有する。第一に、書き込
みが進行中であり、クラスタの上のいかなる書き込み（または追加の書き込み）も、書き
込みが完了するまでは延期されなければならない、ということを示す。第二に、キャッシ
ュにおけるこのエントリは、ビットが設定される間はフラッシュ（ｆｌｕｓｈ）されては
ならない。このことは、部分的にはビットの状態を保護するためであり、このクラスタが
現在使用されているという事実を反映させるためでもある。さらに、このことは、キャッ
シュのサイズが、少なくとも、未処理の書き込み操作の数と同じくらい大きくなければな
らないことを意味する。
【０１２４】
　進行中の書き込みのインジケータをクラスタについてのキャッシュエントリに格納する
ことの一つの利点は、現在操作中であるという事実を反映し、別のテーブルを有すること
を不要にし、追加のハッシュベースのルックアップ、またはこのビットもチェックするた
めのテーブルウォーク（ｔａｂｌｅ　ｗａｌｋ）を不要にすることである。キャッシュは
、書き込み遅延（ｗｒｉｔｅ－ｄｅｌａｙｅｄ）キャッシュであり得る。より早く書き込
ませることは有益であり得るが、書き込み操作が完了したときにキャッシュエントリをデ
ィスクに書き戻すのみでよい。ハッシュされ得る未処理の書き込みエントリの数を増加さ
せるために、ハッシュ関数または他のメカニズムが使用され得る。
【０１２５】
　代替のアプローチは、ＣＡＴのクラスタ全体をキャッシュすることである（すなわちエ
ントリのうちの４Ｋエントリ）。このことは、アクセスの良好な空間的局所性がある場合
に、一般的に性能を改善し得る。ＣＡＴエントリは４８ビット幅なので、注意が払われる
必要があり、キャッシュにおけるエントリの全体の数はない。以下の表は、クラスタされ
たＣＡＴキャッシュエントリの例を示す：
【０１２６】
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【表１０】

　テーブルサイズは、４０９６＋９９６（４１９２バイト）であり得る。２５０エントリ
のキャッシュサイズを有する必要があると想定すると、キャッシュは約１ＭＢを占め得る
。
【０１２７】
　論理ＣＡＴエントリアドレスの適切なマスキングによらずに、最初および最後のエント
リが不完全であるかどうかを計算することは可能である。キャッシュするルックアップル
ーチンは、エントリのローディングの前にこれを行うべきであり、必要とされるＣＡＴク
ラスタをロードするべきである。
【０１２８】
　ホストがセクタ（またはクラスタ）読み出しリクエストを送信するときに、論理セクタ
アドレスを介して送信する。論理セクタアドレスは、ホストによって要求される実際のデ
ータを含むゾーンにおけるクラスタのオフセットを獲得するために、ＣＡＴの中へのオフ
セットとして使用される。その結果は、ゾーン番号と、そのゾーンの中へのオフセットと
である。その情報は、レイヤ２（Ｌａｙｅｒ　２）ソフトウェアに渡され、レイヤ２ソフ
トウェアは、次に、ドライブからロークラスタ（ｒａｗ　ｃｌｕｓｔｅｒ）を抽出する。
【０１２９】
　ホストによっていまだかつて書き込まれていないクラスタを処理するために、すべての
ＣＡＴエントリが、オールゼロを含む「デフォルト」クラスタを指し示すように初期化さ
れる。
【０１３０】
　ジャーナルマネジャーは、二層の書き込み実行記録システムである。システムの目的は
、書き込みリクエストがホストから受け入れられ得ることを確実にし、データが保全性を
保証しながら受け入れられたことをホストに迅速に示し返すことである。さらに、システ
ムは、任意のディスク書き込みの間のシステムリセットの場合において、ブロックレベル
データまたはシステムメタデータ（たとえばＣＡＴおよびハッシュテーブルエントリ）の
破損または損失がないことを保証する必要がある。
【０１３１】
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　Ｊ１ジャーナルマネジャーは、すべての書き込みリクエストをホストからディスクへ可
能な限り迅速にキャッシュする。ひとたび書き込みが首尾良く完了すると（すなわちデー
タがアレイによって受け入れられると）、ホストは、操作が完了したことを示すために信
号を送られ得る。ジャーナルエントリは、故障から回復するときに、書き込みリクエスト
の回復を可能にする。ジャーナル記録は、ディスクに書き込まれるべきデータと、書き込
みトランザクションに関連するメタデータとからなる。
【０１３２】
　ディスク読み出し／書き込みを低減するために、書き込みに関連するデータが書き込ま
れて、クラスタを解放する。このことは、データを自動的にミラリングする。使用されて
いないクラスタは、使用されていないクラスタのリストから取られる。ひとたびデータが
書き込まれると、使用されていないクラスタのリストは、ディスクに書き戻されなければ
ならない。
【０１３３】
　ジャーナル記録は、ミラリングされていないゾーンの上のジャーナルキューに対して書
き込まれる。それぞれの記録は、サイズにおいてセクタであり、ジャーナル書き込みの間
の故障が以前のジャーナルエントリを破損し得るリスクを低減するために、セクタ境界に
位置合わせされる。ジャーナルエントリは、記録の終端において一意の増加するシーケン
スカウントを含むので、キューの終端は容易に識別され得る。
【０１３４】
　ジャーナル書き込み操作は、スレッドを処理するホストキューの中で同期的に生じる。
ジャーナル書き込みは、ディスクに書き込まれるときに順序づけられなければならないの
で、任意の時間において一つのスレッドのみがジャーナルに書き込み得る。Ｊ１テーブル
におけるジャーナルエントリのアドレスは、一意の識別子として使用され得るので、Ｊ１
ジャーナルエントリは、Ｊ２ジャーナルにおけるエントリと相互に関連させられ得る。ひ
とたびジャーナルエントリが書き込まれると、トランザクション完了通知が、ホスト完了
キューに対して通知される。今や書き込み操作が実行され得る。ジャーナル書き込みが完
了する前の、クラスタに対するいかなる次の読み出しも、遅延されることを保証すること
が重要である。
【０１３５】
　以下の表は、Ｊ２ジャーナル記録のフォーマットを示す：
【０１３６】
【表１１】

　それぞれのジャーナル記録は、セクタ境界に位置合わせされる。ジャーナル記録は、ゾ
ーン／オフセット／サイズの組のアレイを含み得る。
【０１３７】
　図１５は、本発明の例示的な実施形態に従ったジャーナルテーブルアップデートを示す
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。具体的には、ホスト書き込みリクエストが受信されるときに、ジャーナルテーブルがア
ップデートされ、一つ以上のクラスタが割当てられ、データがクラスタに書き込まれる。
【０１３８】
　ホストジャーナルリクエストが処理される。これらによって、クラスタは書き込まれ、
ディスクにシャドウバック（ｓｈａｄｏｗ　ｂａｃｋ）されなければならないメタデータ
構造（たとえばＣＡＴテーブル）へのアップデートももたらされる。たとえシステムリセ
ットが生じても、これらのメタデータ構造がディスクに正しく書き戻されることを保証す
ることが重要である。低レベルディスクＩ／Ｏ書き込み（Ｊ２）ジャーナルは、このため
に使用される。
【０１３９】
　ホストインタフェースジャーナルエントリを処理するために、メタデータ構造の適切な
操作が決定されるべきである。メモリにおいて変化が生じるべきであり、種々のディスク
ブロックへの変化の記録が生成されるべきである。この記録は、ディスクの上でなされる
べき実際の変化を含む。アップデートされるそれぞれのデータ構造は、Ｊ２ジャーナルマ
ネジャーを用いて登録される。この記録は、ディスクベースのジャーナルに記録されるべ
きであり、識別子を用いてスタンプされるべきである。記録がＪ１ジャーナルエントリと
結びつけられる場合には、識別子がリンクされるべきである。ひとたび記録が格納される
と、ディスクへの変更がなされ得る（あるいはバックグラウンドタスクを介して行われ得
る）。
【０１４０】
　Ｊ２ジャーナルは、論理的にレイヤ３において存在する。これは、ゾーンマネジャーを
介した書き込みを含み得るメタデータアップデートを実行記録（ｊｏｕｒｎａｌ）するた
めに使用される。ジャーナルエントリの再生が生じるときには、ゾーンマネジャーの方法
を使用する。ジャーナルそのものは、特殊な領域に格納され得る。ジャーナルエントリの
短い寿命を考慮すれば、ジャーナルエントリはミラリングされない。
【０１４１】
　特に構造へのアップデートがアトミックである場合には、すべてのメタデータがＪ２ジ
ャーナルを経る必要はない。領域マネジャー構造は、Ｊ２ジャーナルを使用し得ない。た
とえばバックグラウンドスレッドをチェックする保全性を用いて、領域マネジャービット
マップにおける不整合を検出することが可能であり得る。
【０１４２】
　Ｊ２ジャーナルのための単純なアプローチは、単一の記録を含むことである。記録がデ
ィスクに対してコミットされるとすぐに、記録は再生され、ディスクの上の構造をアップ
デートする。複数のＪ２記録を有することと、ディスクの上の記録のアップデートをコミ
ットするバックグラウンドタスクを有することとは可能である。この場合、ジャーナルと
、種々のデータ構造に関連する任意のキャッシングアルゴリズムとの間の相互作用に、周
到な注意が払われる必要がある。
【０１４３】
　最初のアプローチは、ジャーナルエントリがディスクに対してコミットされるとすぐに
、ジャーナルエントリを実行する。原則としては、Ｊ２の複数の同時ユーザがあり得るが
、Ｊ２ジャーナルは一度に一人のユーザに対してロックされ得る。たとえこの場合におい
ても、ジャーナルエントリは、実行依頼されたらすぐにコミットされるべきである。
【０１４４】
　任意のより高いレベルのジャーナル活動が生じる前に、メタデータ構造が修復されるこ
とを保証することが重要である。システム再起動の際に、Ｊ２ジャーナルが分析され、任
意の記録が再生される。ジャーナルエントリがＪ１ジャーナルエントリと相互に関連させ
られる場合には、Ｊ１エントリは、完成したものとしてマークされ、除去され得る。ひと
たびすべてのＪ２ジャーナルエントリが完成すると、メタデータは信頼性のある状態にな
り、任意の残りのＪ１ジャーナルエントリが処理され得る。
【０１４５】
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　Ｊ２ジャーナル記録は、以下の情報を含む。
・操作の数
・各操作は以下を含む：
－Ｊ１記録インジケータ
－書き込むべきゾーン／データオフセット
－書き込むべきデータ
－データのサイズ
－データクラスタの中へのオフセット
・ジャーナル記録識別子
・終端マーカ
　このスキームは、たとえばＪ２ジャーナルエントリの終端を識別するためにシーケンス
番号を用いて、Ｊ２ジャーナルエントリをセクタ境界に置いて、Ｊ１ジャーナルスキーム
と同様に作動し得る。
【０１４６】
　Ｊ１データポインタインジケータが設定される場合には、この特定の操作が、Ｊ１ジャ
ーナル記録を指し示し得る。ホストによって供給される書き込みデータは、われわれの（
ｏｕｒ）ジャーナルエントリにコピーされる必要はない。ジャーナル記録における操作の
最大数は十分に理解されると予想されるので、操作は固定サイズとして定義されることが
できるべきである。
【０１４７】
　低レベル書き込み操作の間におけるセクタの破損（たとえば電力の損失によるもの）か
らの回復を可能にするために、Ｊ２ジャーナルは、書き込まれたセクタ全体を格納し得る
ので、必要な場合にはこの情報からセクタが再書き込みされ得る。代替的にまたは追加的
に、書き込み操作の再生が必要とされるかどうかを決定するために、それぞれの変更され
たセクタについて計算されたＣＲＣは、Ｊ２記録に格納され得、ディスクの上のセクタか
ら（たとえばゾーンマネジャーによって）計算されたＣＲＣと比較され得る。
【０１４８】
　異なるジャーナルが異なる位置に格納され得るので、ジャーナル記録を補助格納デバイ
スに書き込むために提供されるインタフェースレイヤがある。位置は非揮発性であるべき
である。２つの候補は、ハードディスクおよびＮＶＲＡＭである。Ｊ１がハードディスク
に格納される場合には、Ｊ１ジャーナルのミラリングされないゾーンに格納される。Ｊ１
ジャーナルは、ＮＶＲＡＭに格納する候補である。Ｊ２ジャーナルは、特殊な領域に格納
され得るが、ディスクの上に格納されるべきである（すなわち、短い寿命を有するので冗
長ではない）。Ｊ２ジャーナルをディスクの上に格納する利点は、内部データ構造のアッ
プデートの間にシステムリセットがある場合に、データ構造が一貫性のある状態に戻され
得ることである（たとえユニットが長時間にわたって電源を入れられないままにされると
しても）。
【０１４９】
　ゾーンマネジャー（ＺＭ）は、より高いレベルのソフトウェアによって必要とされるゾ
ーンを割当てる。ＺＭへのリクエストは以下を含む：
ａ．ゾーンを割当てる
ｂ．ゾーンを再割当て／解放する
ｃ．Ｌ１に対してデータ読み出し／書き込みパススルーを制御する（？）
ｄ．ゾーンにおけるクラスタの読み出し／書き込みをする（クラスタのオフセットとゾー
ン番号とを考慮して）
　ＺＭは、冗長メカニズムを管理し（ドライブの数およびその相対的サイズの関数として
）、ミラリング、ストライピング、およびデータの読み出し／書き込みのための他の冗長
スキームを処理する。
【０１５０】
　ＺＭは、ゾーンを割当てる必要があるときには、２つ以上のセットの領域の割当てを要
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求する。たとえば、ゾーンは１ＧＢのデータに対して割当てられ得る。このゾーンを構成
する領域は、冗長データを含む１ＧＢのデータを含むことができる。ミラリングメカニズ
ムのために、ゾーンは、それぞれ１ＧＢの２セットの領域からなる。別の例として、３デ
ィスクストライピングメカニズムは、それぞれ１／２ＧＢの３セットの領域を利用する。
【０１５１】
　ＺＭは、ゾーンを構成する領域の各セットの位置（ドライブ番号および開始領域番号）
を見出すために、ＺＲ変換テーブル（６）を使用する。１／１２ＧＢの領域サイズを想定
すると、最大２４領域が必要とされる。２４領域は２×１ＧＢゾーンを構成する。したが
って、ＺＲ変換テーブルは、ドライブ／領域データを提供する２４列を含む。
【０１５２】
　ＺＭは一般的に以下のように働く：
ａ．ＳＤＭ（単一ドライブミラリング）の場合には、２４列が使用される。ドライブ番号
はすべての列において同じである。それぞれのエントリは、ゾーンを構成する物理的ドラ
イブの上の物理的領域に対応する。最初の１２エントリは、データの一つのコピーを含む
領域を指し示す。最後の１２エントリは、データの第２のコピーを含む領域を指し示す。
ｂ．ＤＤＭ（二重ドライブミラリング）の場合は、最初の１２エントリのドライブ番号が
最後の１２エントリのドライブ番号とは異なることを除いて、ＳＤＭと同じである。
ｃ．ストライピングの場合には、３つ以上の列が使用され得る。たとえば、ストライピン
グが３つのドライブにわたって使用される場合には、６つの領域が３つの異なるドライブ
から必要とされ得（すなわち１８エントリが使用される）、最初の６エントリが同じドラ
イブ番号を含み、次の６エントリが別のドライブ番号を含み、それに続く６エントリが第
３のドライブ番号を含み、未使用のエントリはゼロにされる。
【０１５３】
　以下は、ゾーン領域変換テーブルの表現を示す：
【０１５４】
【表１２】

　読み出し／書き込みリクエストが入ってくるときに、ＺＭは、ゾーン番号およびそのゾ
ーンの中へのオフセットを提供される。ＺＭは、そのゾーンについての冗長メカニズムを
見出すためにＺＲ変換テーブルを調べ、どのドライブ／領域が読み出し／書き込みされな
ければならないセクタを含むかを計算するためにオフセットを使用する。ドライブ／領域
情報は、次に、実際の読み出し／書き込みを行うＬ１レイヤに提供される。使用（Ｕｓａ
ｇｅ）の列における追加の可能なエントリは、「使用されていない」である。「使用され
ていない」は、ゾーンが定義されているものの、現在は使用中ではないことを示す。
【０１５５】
　クラスタマネジャーは、データゾーンのセットの中のクラスタを割当ておよび再割当て
する。
【０１５６】
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　レイアウトマネジャーは、ゾーンの領域に対するゾーンのランタイム再レイアウトを提
供する。このことは、ディスクの挿入／取り外しまたは故障の結果として生じ得る。
【０１５７】
　レイヤ１（Ｌ１）ソフトウェアは、物理的なドライブおよび物理的なセクタについて知
っている。なかでも、Ｌ１ソフトウェアは、ゾーンマネジャーによる使用のために、物理
的ドライブから領域を割当てる。この例示的な実施形態において、それぞれの領域は、４
ドライブアレイシステムについて１／１２ＧＢ（すなわち１７４７６３セクタ）のサイズ
を有する。より大きなドライブ最大数（８、１２または１６）を有するシステムは、異な
る領域サイズを有する。
【０１５８】
　ＳＤ３（３つのドライブにわたるストライピング；パリティがプラスされた２データ）
を用いて１ＧＢのデータを含むゾーンを作成するためには、３つのドライブにおいてそれ
ぞれ６つの領域を使用することになる（６×１／１２＝ドライブあたり１／２ＧＢ）。
【０１５９】
　この領域スキームの使用は、ゾーンが、たとえばミラリングからストライピングへと、
移動または再構成されるときに、ディスクスペースのより良好な利用を提供することを可
能にする。Ｌ１ソフトウェアは、領域のビットマップを用いて、物理的ドライブの上の利
用可能なスペースを追跡する。それぞれのドライブは一つのビットマップを有する。それ
ぞれの領域は、領域が使用されていないか、使用されているか、または不良であるかを追
跡するために、ビットマップにおける２ビットによって表される。Ｌ２ソフトウェア（Ｚ
Ｍ）は、ゾーンを作成する必要があるときには、Ｌ１レイヤから領域のセットを得る。ゾ
ーンを構成する領域は、ディスクの中で隣接しない。
【０１６０】
　Ｌ１へのリクエストは以下を含む：
ａ．データの読み出し／書き込みをする（領域のグループの中のクラスタに対して）
ｂ．読み出し／書き込みを制御する（テーブル、データ構造、ＤＩＣなど）
ｃ．領域に対して物理的スペースを割当てる（１ドライブの中の実際の物理的セクタ）
ｄ．領域を再割当てする
ｅ．物理的ドライブの中の物理的クラスタに対してロー（Ｒａｗ）読み出し／書き込みを
する
ｆ．領域から領域へデータをコピーする
ｇ．領域を不良としてマークする
　使用されていない領域ビットマップは大きくあり得、したがって、使用されていないエ
ントリを見つけるための検索（最悪の場合、使用されていないエントリがない）は、遅く
あり得る。性能を改善するために、ビットマップの一部がメモリの中に事前にロードされ
得、使用されていない領域のリンクされたリストがメモリに格納され得る。活動状態のそ
れぞれのゾーンについてリストがある。リストの最低点に達した場合には、より多くの使
用されていないエントリが、バックグランド活動としてディスクから読み出され得る。
【０１６１】
　ディスクマネジャー（Ｄｉｓｋ　Ｍａｎａｇｅｒ）は、レイヤ０において作動する。以
下の表に示されるように、２つのサブレイヤがあり、具体的には、抽象化レイヤと、物理
的な格納アレイと通信するデバイスドライバとである。
【０１６２】
【表１３】

　デバイスドライバ（Ｄｅｖｉｃｅ　Ｄｒｉｖｅｒ）レイヤはまた、いくつかのレイヤを
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含む。たとえば、ＵＳＢドライブを使用する格納アレイのために、ＵＳＢ移送レイヤの一
番上にＡＴＡまたはＳＣＳＩスタックがある。抽象化レイヤは、格納アレイにおいて使用
されるドライブの種類から独立した、基本的な読み出し／書き込み機能を提供する。
【０１６３】
　一つ以上のディスクアクセスキューが、ディスクアクセスリクエストをキューに入れる
ために使用され得る。ディスクアクセスレートは、われわれのシステムにおける重要な性
能ボトルネックの一つである。われわれは、全般的なシステム待ち時間を低減し、性能を
改善するために、ディスクインタフェースがつねに可能な限りビジーに保たれることを確
実にしたい。ディスクインタフェースへのリクエストは、非同期インタフェースを有する
べきであり、ディスク操作が終了したときには、コールバックハンドラが操作を完了する
。一つのディスクリクエストの完了は、キューの上の次のリクエストを自動的に開始する
。ドライブごとに一つのキュー、またはすべてのドライブに一つのキューがあり得る。
【０１６４】
　レイヤ１は、ドライブを論理ドライブ番号として参照する。レイヤ０は、論理ドライブ
番号を、物理的ドライブ参照に変換する（たとえば、オープン（）コールの結果として、
／ｄｅｖ／ｓｄａまたはファイルデバイス番号）。柔軟性のために（ＵＳＢを介した拡張
）、それぞれの論理ドライブについてキューがあるべきである。
【０１６５】
　以下は、一部の例示的なオブジェクト定義およびデータフローである：
【０１６６】
【化２－１】

【０１６７】
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【０１６８】
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【化２－３】

　以下は、物理的ディスクレイアウトの説明である。上述のように、それぞれのディスク
は固定サイズの領域に分割される。この例示的な実施形態において、それぞれの領域は、
４ドライブアレイシステムについて、１／１２ＧＢ（すなわち１７４７６３セクタ）のサ
イズを有する。より大きなドライブ最大数（８、１２または１６）を有するシステムは、
異なる領域サイズを有する。最初に、領域番号０および１は、領域マネジャーによる使用
のために予約され、割当てのためには使用されない。領域番号１は、領域番号０のミラリ
ングである。所定のハードディスクについて領域マネジャーによって使用されるすべての
内部データは、このハードディスクの領域番号０および１に格納される。この情報は、他
のドライブと重複（またはミラリング）されない。領域０または１のいずれかにエラーが
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ある場合には、データを保持するために他の領域が割当てられ得る。ディスク情報構造（
Ｄｉｓｋ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）は、これらの領域を指し示す
。
【０１６９】
　それぞれのディスクは、ディスクと、ディスクが属するディスクセットと、ディスクに
ついてのレイアウト情報とを識別する、ＤＩＳを含む。ハードディスクの上の第１のセク
タは予約されている。ＤＩＳは、第１のセクタの後の、第１の不良でないクラスタに格納
される。ＤＩＳは、１ＫＢ相当のデータの中に含まれる。ＤＩＳの２つのコピーがある。
ＤＩＳのコピーは、ＤＩＳが属するディスクの上に格納される。さらに、システムにおけ
るすべてのディスクは、システムにおけるディスクのすべてのＤＩＳのコピーを含む。以
下の表は、ＤＩＳフォーマットを示す。
【０１７０】
【表１４－１】

【０１７１】
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【表１４－２】

【０１７２】
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【表１４－３】

　領域マネジャーは、領域情報構造における内部データを格納する。以下の表は、領域情
報構造フォーマットを示す。
【０１７３】
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【表１５】

　ゾーン情報構造は、ゾーンマネジャーがどこにゾーンテーブルを見出し得るかに関する
情報を提供する。以下は、ゾーン情報構造フォーマットを示す。
【０１７４】

【表１６－１】

【０１７５】
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【表１６－２】

　高レベル情報ゾーンは、ハイレベルマネジャーによって使用されるゾーンテーブルおよ
び他のテーブルを含む。これらは、ミラリングを使用して保護される。
【０１７６】
　以下の表は、ゾーンテーブルノードフォーマットを示す。
【０１７７】

【表１７－１】

【０１７８】
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【表１７－２】

　以下は、ゾーン情報のレイアウトの説明である。ゾーンテーブルノード（Ｚｏｎｅｓ　
Ｔａｂｌｅ　Ｎｏｄｅｓ）のリンクされたリストは、以下の方法でＺＩＳの後に置かれる
。
【０１７９】
【表１８】

　この情報は、ゾーンテーブル領域（Ｚｏｎｅｓ　Ｔａｂｌｅ　Ｒｅｇｉｏｎ）に格納さ
れる。
【０１８０】
　図１６は、本発明の例示的な実施形態に従ったドライブレイアウトを示す。最初の２つ
の領域は、互いのコピーである。第３の（オプションの）ゾーンテーブル領域は、ゾーン
テーブルを含む。一つ以上のドライブを有するシステムにおいて、ドライブのうちの２つ
のみがＺＴＲを含む。一つのドライブのみを有するシステムにおいて、２つの領域は、Ｚ
ＴＲの２つの（ミラリングされた）コピーを保持するために使用される。ＤＩＳは、ＲＩ
ＳおよびＺＩＳの位置に関する情報を含む。ＲＩＳの第１のコピーは、領域０の中にある
必要はないことに留意されたい（たとえば、領域０が不良セクタを含む場合には、異なる
領域に位置し得る）。
【０１８１】
　ゾーンマネジャーは、システム起動時にゾーンテーブルをロードする必要がある。それ
を行うために、ゾーンマネジャーは、領域番号およびオフセットをＤＩＳから抽出する。
これは、ＺＩＳの開始を指し示す。
【０１８２】
　定モジュール（たとえばＣＡＴマネジャー）は、制御構造およびデータテーブルをゾー
ンに格納する。レイヤ３以上におけるモジュールについてのすべての制御構造は、ゾーン
０に格納される構造から参照される。このことは、たとえば、実際のＣＡＴ（クラスタ割
当てテーブル）の位置が、ゾーン０に格納されたデータ構造から参照されることを意味す
る。
【０１８３】
　以下の表は、ゾーン０情報テーブルフォーマットを示す。
【０１８４】
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【表１９】

　ＣＡＴのリンクされたリストは、ＣＡＴを含むゾーンを記述するノードのリンクされた
リストである。以下の表は、ＣＡＴのリンクされたリストのノードフォーマットを示す。
【０１８５】
【表２０－１】

【０１８６】
【表２０－２】
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　ハッシュテーブルのリンクされたリストは、ハッシュテーブルを保持するゾーンを記述
するノードのリンクされたリストである。以下の表は、ハッシュテーブルのリンクされた
リストのノードフォーマットを示す。
【０１８７】
【表２１】

　図１７は、本発明の例示的な実施形態に従った、ゾーン０のレイアウトと、他のゾーン
がどのように参照されるかとを示す。
【０１８８】
　上述のように、冗長セットは、データのセットに対して冗長性を提供するセクタ／クラ
スタのセットである。領域をバックアップすることは、一つの領域のコンテンツを別の領
域にコピーすることを含む。
【０１８９】
　データ読み出しエラーの場合には、より低いレベルのソフトウェア（ディスクマネジャ
ーまたはデバイスドライバ）は、最初の失敗した試みの後に、追加の２回にわたって読み
出しリクエストを再試行する。失敗状態は、ゾーンマネジャーに返される。次に、ゾーン
マネジャーは、冗長クラスタから（読み出しによって）リクエストされるデータを、ディ
スクアレイにおいて再構築することを試みる。冗長データは、ミラリングされたクラスタ
（ＳＤＭ、ＤＤＭについて）、またはパリティを含むクラスタのセット（ストライピング
されたインプリメンテーションについて）のいずれかであり得る。次に、再構築されたデ
ータは、ホストに返される。ＺＭがデータを再構築することができない場合には、読み出
しエラーがホストに返される。ゾーンマネジャーは、エラー通知パケット（Ｅｒｒｏｒ　
Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｐａｃｋｅｔ）をエラーマネジャー（Ｅｒｒｏｒ　Ｍａｎａ
ｇｅｒ）に送信する。図１８は、本発明の例示的な実施形態に従った読み出しエラー処理
を示す。
【０１９０】
　データ書き込みエラーの場合には、より低いレベルのソフトウェア（ディスクマネジャ
ーまたはデバイスドライバ）は、最初の失敗した試みの後に、追加の２回にわたって書き
込みリクエストを再試行する。失敗状態はゾーンマネジャーに返される。ゾーンマネジャ
ーは、エラー通知パケットをエラーマネジャーに送信する。
【０１９１】
　このレベルにおいてデータ書き込みが実行されるときに、冗長情報もディスクに書き込
まれる。結果として、一つのみのクラスタが書き込みエラーを有する限りは、次の読み出
しはデータを再構築することができる。複数のディスクエラーがあり、冗長情報が読み出
しまたは書き込みされ得ない場合には、少なくとも二つの可能なアプローチがある。
ａ．書き込みエラー状態をホストに戻す。冗長セットに関連するすべての領域を、不良セ
クタを含まない、新たに割当てられた領域に、バックアップする。
ｂ．書き込みを遅らせる。冗長セットに関連するすべての領域を、不良セクタを含まない
、新たに割当てられた領域に、バックアップする。次に、新たに割当てられた領域におけ



(45) JP 4870678 B2 2012.2.8

10

20

30

40

50

る適切なクラスタに書き込みを行う（すべての冗長部分、たとえばパリティなどとともに
）。別個の書き込みキューは、遅らせられた書き込みを含むように使用され得る。
【０１９２】
　アプローチ（ａ）は、問題がある。なぜなら、ジャーナルの成功した書き込みの結果と
して、書き込み状態がすでにホストに送信されてい得るので、ホストはエラーがあったこ
とを知り得ないからである。代替策は、読み出しの失敗を報告するが、書き込みを可能に
することである。ＣＡＴにおけるビットは、特定のＬＢＡが不良読み出しを戻すべきであ
ることを追跡するために使用され得る。
【０１９３】
　図１９は、本発明の例示的な実施形態に従ったエラー処理を示す。
【０１９４】
　エラーマネジャー（ＥＭ）は、クラスタが本当に不良であるかどうかを知るためにクラ
スタをチェックする。そうである場合には、領域全体が不良であると考えられる。領域の
コンテンツは、同じディスクの上の新たに割当てられた領域にコピーされる。次に、現在
の領域はＢＡＤ（不良）とマークされる。領域にコピーする間に、エラーマネジャーは、
不良セクタに遭遇したときに、必要とあればデータを再構築する。図２０は、本発明の例
示的な実施形態に従った、エラーマネジャーによる不良領域のバックアップを示す論理フ
ロー図である。
【０１９５】
　データ読み出しエラーがあり、エラーマネジャーが所定のクラスタについてデータを再
構築できない場合には（たとえば、冗長セットにわたる読み出しエラーの結果として）、
再構築され得ないデータの代わりに、ゼロが使用される。この場合には、不良セクタを含
む他のセクタ（冗長セットからの）もまた、バックアップされなければならない。この場
合もやはり、再構築され得ないデータの代わりにゼロが使用される。
【０１９６】
　ひとたび冗長セットのコピーが行われると、ＥＭはゾーンのこの部分に対応するクラス
タへのアクセスを使用不能にする。次にＥＭは、新たに割当てられた領域を指し示すよう
に、ゾーンテーブルをアップデートする。次に、クラスタへのアクセスが再び使用可能に
される。
【０１９７】
　この例示的な実施形態は、８つのスナップショットをサポートするように設計される（
これは、ハッシュ／クラスタのエントリが特定のスナップショットインスタンスによって
使用されるかどうかを示す１バイトの使用を可能にする）。スナップショットに含まれる
２つのテーブルがある。
１．スナップショットあたりのＣＡＴテーブルは、論理セクタアドレスと、そのＬＡＳに
ついてのデータを含むディスクの上のクラスタとの関係を捉えるように、存在する必要が
ある。究極的には、スナップショットあたりのＣＡＴは、スナップショットが取られた瞬
間におけるＣＡＴのコピーでなければならない。
２．ハッシュ値とデータクラスタとの間のマッピングをするシステムハッシュテーブル。
ハッシュ関数は、どのスナップショットが使用されているかに関わらず同じ結果を返し、
結果としてすべてのスナップショットにわたって共通である。結果として、このテーブル
は、一意にクラスタが任意のスナップショットによって使用されているかどうかを理解し
なければならない。ハッシュエントリを使用するスナップショットがない限りは、ハッシ
ュクラスタエントリは、解放され得ないか、または新しいデータと置き換えられ得ない。
【０１９８】
　現在のものでありなおかつ追加されつつあるスナップショットが、つねにある。ハッシ
ュエントリが作成またはアップデートされるときに、現在のスナップショット番号をその
ハッシュエントリに適用する必要がある。スナップショットが作られるときに、現在のス
ナップショット番号が増加させられる。
【０１９９】
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　任意のスナップショットによってもはや必要とされないクラスタ／ハッシュのエントリ
は、ハッシュテーブルをざっと読むこと（ｗａｌｋｉｎｇ　ｔｈｒｏｕｇｈ）によって解
放され、リタイヤ（ｒｅｔｉｒｅ）したスナップショットビットセットで任意のハッシュ
エントリを見出し、そのビットをクリアする。スナップショットバイトがゼロである場合
には、ハッシュエントリはテーブルから除去され得、クラスタは解放され得る。
【０２００】
　ハッシュツリーに追加されつつある任意の新しいエントリとの衝突を防ぐために（新し
いスナップショット番号は、リタイヤするスナップショット番号と同じであるから）、７
つのスナップショットのみが取られることが可能にされ得、最後の（８番目の）スナップ
ショットはリタイヤするスナップショットである。ハッシュテーブルは、バックグラウン
ド活動として調べられ（ｗａｌｋｅｄ）得る。
【０２０１】
　スナップショットを作成するために、主たるＣＡＴがアップデートされているときはい
つでも、第２のＣＡＴゾーンが書き込まれ得る。これらのアップデートはキューに入れら
れ得、シャドー（ｓｈａｄｏｗ）ＣＡＴは別のタスクとしてアップデートされ得る。スナ
ップショットするために、シャドーＣＡＴはスナップショットＣＡＴになる。
【０２０２】
　ひとたびスナップショットが行われると、新しいスナップショットＣＡＴになる新しい
ゾーンにこのスナップショットテーブルをコピーするために、バックグランドプロセスが
開始され得る。ＣＡＴのコピーが完了するまではシャドーＣＡＴキューが処理されないよ
うに、キューが使用され得る。万一、シャドーＣＡＴをアップデートする前に故障が生じ
た場合には（この場合にはキューにおけるエントリが失われ得る）、アレイがオンライン
にされる前に、主たるＣＡＴテーブルからの再シャドーが実行され得る。
【０２０３】
　代替的に、スナップショットが必要とされるときに、最初のＣＡＴコピーがプラスされ
た「デルタ」の収集がスナップショットを構成し得る。次に、バックグランドタスクが、
この情報から完全なスナップショットＣＡＴを再構成し得る。このことは、スナップショ
ットを行うためにダウンタイムをほとんどあるいはまったく必要とし得ない。一方、デル
タの別のセットが、次のスナップショットのために収集され得る。
【０２０４】
　上述のように、いわゆる「ガーベッジコレクタ」は、ホストファイルシステムによって
もはや使用されないクラスタを解放するために使用され得る（たとえばファイルが削除さ
れるとき）。一般的に言って、ガーベッジ収集は、使用されていないブロックを見出し、
それらのホストＬＳＡを計算し、ＬＳＡに基づいてそれらのＣＡＴエントリの場所を突き
止めることによって働く。特定のＬＳＡについてＣＡＴエントリがない場合には、クラス
タはすでに使用されていない。しかし、ＣＡＴエントリの場所が突き止められる場合には
、参照カウントが増加され、カウントがゼロに当たる場合にクラスタが解放される。
【０２０５】
　ガーベッジ収集の一つの問題は、ホストファイルシステムが使用しているブロックと、
すでに使用され、ある時点で使用されていないとしてマークされたブロックとを区別する
ことが難しくあり得ることである。ホストファイルシステムがブロックを書き込むときに
、格納システムは、データのクラスタならびにそれを記述するＣＡＴエントリを割当てる
。その時点から、たとえホストファイルシステムが次にそのブロックの使用を停止したと
しても、一般的にクラスタは使用されているように見える（すなわち、クラスタは有効な
ＣＡＴエントリとともにまだ使用されている）。
【０２０６】
　たとえば、特定のホストファイルシステムは、使用されたディスクブロックを追跡する
ためにビットマップを使用する。最初は、ビットマップは、たとえばすべてのビットをク
リアすることによって、すべてのブロックが使用されていないことを示す。ファイルシス
テムが使用されると、ホストファイルシステムは、使用されていないブロックビットマッ
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プを使用することによって、ブロックを割当てる。格納システムは、クラスタおよびＣＡ
Ｔエントリを以前に概略された（ｏｕｔｌｉｎｅｄ）ものとして割当てることによって、
物理的格納をこれらのファイルシステム割当てと関連づける。ホストファイルシステムが
、一部のブロックを、使用されていないプールに解除するときに、使用されていないブロ
ックビットマップにおける対応するビットをクリアする必要が単にある。格納システムの
上で、このことは、ホストの使用されていないブロックビットマップの一部をたまたま含
むクラスタへの書き込みとして、一般的に明らかにされ、おそらく解放された実際のクラ
スタに対するＩ／Ｏがない（しかし、たとえば、ホストファイルシステムが一部の強化さ
れたセキュリティーモードで実行している場合には、解放されたクラスタに対するＩ／Ｏ
があり得、その場合には、長期経過の（ｓｔａｌｅ）クラスタコンテンツが攻撃者によっ
て読み出され得る可能性を低減させるために、ゼロまたはランダムデータのクリプトスト
ロングハッシュ（ｃｒｙｐｔｏ　ｓｔｒｏｎｇ　ｈａｓｈ）をクラスタにおそらく書き込
み得る）。さらに、ホストファイルシステムが、新しい割当てリクエストを満たすときに
以前に解放したブロックを再使用するという保証はない。したがって、ホストファイルシ
ステムが、格納システムの観点から、新しい、すなわち以前に再使用されたブロックを割
当て続ける場合には、格納システムは、使用されていないクラスタをすぐに使い果たして
しまい、圧縮によって再生され得るどんなスペースにも左右される。たとえば、ファイル
システムブロックが４ｋであると想定すると、ホストが、ファイルシステムブロック１０
０～５００を割当て、次に使用されていないブロック３００～５００を割当て、次にブロ
ック１０００～１１００を割当てる場合には、合計のファイルシステム使用は３００ブロ
ックになり、それでもアレイは５００クラスタを使用する。
【０２０７】
　本発明の例示的な実施形態において、格納システムは、ホストファイルシステムのレイ
アウトにアクセスし、その使用されていないブロックビットマップを分析し、ファイルシ
ステムによってもはや使用されていないクラスタを特定するためにその情報を使用するこ
とによって、ホストファイルシステムのディスクリソースの解放を検出し得る。格納シス
テムが未使用のクラスタをこのように特定できるためには、格納システムは、ファイルシ
ステムの使用されていないブロックビットマップの場所を突き止めて理解することができ
なければならない。したがって、格納システムは、所定のセットのファイルシステムを一
般的にサポートし、格納システムは、ファイルシステムについて、使用されていないブロ
ックビットマップの場所を突き止めて利用するのに十分なほど内部の働きを「理解」する
。サポートされないファイルシステムについては、格納システムは、おそらくガーベッジ
収集を実行することができず、したがって、過剰にコミットされることを回避するために
、アレイの実際の物理的サイズの公示のみをするべきである。
【０２０８】
　ファイルシステムタイプ（たとえば、ＮＴＦＳ、ＦＡＴ、ＲｅｉｓｅｒＦＳ、ｅｘｔ３
）を決定するために、ファイルシステムのスーパーブロック（または同等の構造）の場所
が突き止められる必要がある。スーパーブロックを見出すために、パーティションテーブ
ルが分析されて、ＯＳパーティションの場所を突き止める。ＯＳパーティションの場所が
突き止められると想定すると、スーパーブロックの場所を突き止める目的のために、ＯＳ
パーティションが分析され、それによってファイルシステムタイプを特定する。ひとたび
ファイルシステムタイプがわかると、使用されていないブロックビットマップを見出すた
めに、レイアウトが分析され得る。
【０２０９】
　使用されていないブロックの検索を容易にするために、たとえば、非公式の非冗長ゾー
ンに格納され得る使用されていないブロックビットマップのコピーを作り、そのコピーを
使用して検索を実行することによって、ホストファイルシステムビットマップの履歴デー
タが保たれ得る。ビットマップのサイズを考慮すれば、情報は、ビットマップ全体につい
てではなく、一度に比較的少数のクラスタについて保たれ得る。ガーベッジ収集が実行さ
れるときに、現在の使用されていないブロックビットマップが、クラスタごとに履歴コピ
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ーと比較され得る。割当てられた状態から使用されない状態へと移行する任意のビットマ
ップエントリが特定され得、ごみあさりをする（ｓｃａｖｅｎｇｉｎｇ）操作が、再使用
の良い候補であるクラスタに正確に向けられることを可能にする。それぞれのビットマッ
プクラスタが処理されると、ビットマップ操作の経過する履歴を維持するために、履歴コ
ピーが現在のコピーと置き換えられ得る。時間が経つにつれて、使用されていないブロッ
クビットマップのコピーは、時間的にばらばらなクラスタの寄せ集めになるが、使用され
ていないエントリの場所を突き止めるために、現在のコピーがつねに使用されるので、こ
のことは何の問題も引き起こさない。
【０２１０】
　特定の条件下で、たとえば、ホストファイルシステムが、使用されていないブロックビ
ットマップを使用してディスクブロックを割当て、次にデータブロックを書き込み、次に
変更されたビットマップをディスクに流し戻す場合には、使用されていないブロックビッ
トマップに関する競争状態があり得る。そのような場合には、たとえファイルシステムが
クラスタを使用中であるとしても、ガーベッジコレクタがクラスタを解放し得る。このこ
とはファイルシステムの破損につながり得る。格納システムは、そのような条件を回避ま
たは処理するようにインプリメントされるべきである。
【０２１１】
　ガーベッジ収集はかなり高価な操作であり得、軽量のごみあさりがバックエンドＩ／Ｏ
帯域幅を消費するので、ガーベッジ収集は過剰に使用されるべきではない。ガーベッジコ
レクタは、軽いバックグランドの遅いごみあさりから、積極的で重量の、または高優先度
でさえあるごみあさりにわたる、いくつかのモードにおいて実行することができるべきで
ある。たとえば、ガーベッジコレクタは、スペースの３０％が使用されるときに、または
少なくとも週に一回、軽く実行され得、スペースの５０％が使用されるときに、やや激し
く実行され得、ディスクスペースの９０％以上が使用されるときに、すっかり高優先度の
ごみあさりで実行され得る。ガーベッジコレクタの積極性は、再利用するクラスタの目標
数に限定することによって、およびおそらくそれぞれの収集実行について最大の許容でき
るＩ／Ｏカウントに限定することによって、制御され得る。たとえば、ガーベッジコレク
タは、わずか１０，０００のＩ／Ｏを使用して１ＧＢを再使用するように構成され得る。
再利用リクエストを達成できなかったことは、次回に実行されるときにより積極的に操作
するように、コレクタへのフィードバックとして使用され得る。ガーベッジコレクタがホ
ストファイルシステム全体の使用されていないブロックビットマップを分析することと、
おそらく可能なすべてのブロックを再使用することとの許可を、ガーベッジコレクタに与
える、「すべて再使用」モードもあり得る。これは、アレイが（ほとんど）完全に満杯で
あるときに、クラスタを再使用する最後の試みとして行われ得る。ガーベッジコレクタは
、そのルールを適用するために定期的に実行され得、ごみあさり操作を実行することを決
定し得るかまたはし得ない。ごみあさり操作は、別のモジュール（たとえば領域マネジャ
ーが領域を構築するためにクラスタを見出そうと努力しているときの領域マネジャー）か
ら明示的に要求されることもできるべきである。
【０２１２】
　ガーベッジ収集機能は、状態インジケータメカニズムの中に結びつけられ得る。たとえ
ば、ある時点において、格納システムは「赤色」状態にあり得るが、進行中のガーベッジ
収集操作は「赤色」状態を消去するのに十分なスペースを解放し得る。関連する状態情報
を示すために、追加のインジケータ状態が使用され得る（たとえば、赤色インジケータは
、ガーベッジ収集操作が進行中であることを示すように点滅させられ得る）。
【０２１３】
　図２１は、本発明の例示的な実施形態に従った、格納アレイの関連するコンポーネント
を示す模式的なブロック図である。なかでも、格納アレイは、シャーシ２５０２を含み、
格納マネジャー２５０４はシャーシ２５０２を介して複数の格納デバイス２５０８１～２
５０８Ｎと通信し、格納デバイス２５０８１～２５０８Ｎはそれぞれ複数のスロット２５
０６１～２５０６Ｎを通してシャーシに結合される。それぞれのスロット２５０６１～２
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でも、格納マネジャー２５０４は、上述の機能性をインプリメントするための種々のハー
ドウェアおよびソフトウェアのコンポーネントを一般的に含む。ハードウェアコンポーネ
ントは、プログラムコード、データ構造、およびデータを格納するためのメモリ、ならび
にプログラムコードを実行するためのマイクロプロセッサシステムを一般的に含む。
【０２１４】
　（仮想ホットスペア）
　上述のように、多くの格納システムにおいて、ホットスペア格納デバイスが作動可能状
態において維持されるので、別の格納デバイスが故障した場合に迅速にオンラインにされ
得る。本発明の特定の実施形態において、物理的に別個のホットスペアを維持するのでは
なく、複数の格納デバイスにわたる未使用の格納容量から、仮想ホットスペアが作成され
る。物理的なホットスペアとは異なり、この未使用の格納容量は、格納デバイスが残りの
格納デバイスから回復されたデータを格納できない場合に利用可能である。
【０２１５】
　仮想ホットスペア機構は、ディスク故障の際にデータが冗長に再レイアウトされ得るこ
とを保証するために、アレイの上に十分なスペースが利用可能であることを必要とする。
したがって、進行中の方法で、格納システムは、一般的に、仮想ホットスペアのインプリ
メンテーションのために必要とされる未使用の格納容量の量を決定し（たとえば、格納デ
バイスの数、種々の格納デバイスの容量、格納されるデータの量、およびデータが格納さ
れる方法に基づいて）、仮想ホットスペアのために追加の格納容量が必要とされる場合に
信号を発生する（たとえば、実質的に上述のような状態およびスロットを示す緑色／黄色
／赤色のライトを使用して）。ゾーンが割当てられると、ディスクごとにそのゾーンを再
レイアウトするためにいくつの領域が必要とされるかについての記録が保たれる。以下の
表は、４つのドライブが使用される仮想ホットスペアを示す。
【０２１６】
【表２２－１】

【０２１７】
【表２２－２】

　以下の表は、３つのドライブが使用される仮想ホットスペアを示す。
【０２１８】



(50) JP 4870678 B2 2012.2.8

10

20

30

40

50

【表２３】

　この例示的な実施形態において、仮想ホットスペアは、１つまたは２つのドライブのみ
を有するアレイの上では利用可能ではない。それぞれのゾーンと、アレイにおけるディス
クの数とに関する情報に基づいて、アレイは、それぞれのあり得るディスク故障について
再レイアウトのシナリオを決定し、それぞれのシナリオについてそれぞれのドライブの上
で十分なスペースが利用可能であることを保証する。生成される情報は、再レイアウトエ
ンジンおよびゾーンマネジャーにフィードバックされ得るので、データは、データ格納と
ホットスペア機構との間で正しくバランスを取られ得る。ホットスペア機構は、再レイア
ウトが生じ得るように、ゾーンレイアウトデータから計算されるものに加えて、十分なス
ペアワーキングスペース領域を必要とすることに留意されたい。
【０２１９】
　図２２は、本発明の例示的な実施形態に従った、仮想ホットスペアを管理するための例
示的な論理を示す論理フロー図である。ブロック２１０２において、論理は、それぞれの
あり得るディスク故障について再レイアウトのシナリオを決定する。ブロック２１０４に
おいて、論理は、最悪の事態のシナリオにおいてデータを冗長に再レイアウトするために
それぞれのドライブの上で必要とされるスペースの量を決定する。ブロック２１０６にお
いて、論理は、最悪の事態のシナリオにおいてデータを冗長に再レイアウトするために必
要とされるスペアワーキングスペース領域の量を決定する。ブロック２１０８において、
論理は、最悪の事態のシナリオにおいてデータを冗長に再レイアウトすることを可能にす
るためにそれぞれのドライブの上で必要とされるスペースの総量を決定する（基本的に、
再レイアウトのために必要とされるスペースの量と、必要とされるスペアワーキングスペ
ース領域の量との合計）。ブロック２１１０において、論理は、格納システムが適切な大
きさの利用可能な格納デバイスを含むかどうかを決定する。適切な大きさの利用可能な格
納デバイスがある場合には（ブロック２１１２における「はい」）、論理反復はブロック
２１９９において終了する。しかし、不適切な大きさの利用可能な格納装置がある場合に
は（ブロック２１１２における「いいえ」）、論理は、ブロック２１１４において、どの
ドライブ／スロットがアップグレードを必要とするかを決定する。次に、ブロック２１１
６において、論理は、追加の格納スペースが必要とされるという信号を出し、どのドライ
ブ／スロットがアップグレードを必要とするかを示す。論理反復は、ブロック２１９９に
おいて終了する。
【０２２０】
　図２３は、本発明の例示的な実施形態に従った、図２２のブロック２１０２におけるよ
うな、それぞれのあり得るディスク故障について再レイアウトのシナリオを決定するため
の例示的な論理を示す論理フロー図である。ブロック２２０２において、論理はゾーンを
割当てる。次に、ブロック２２０４において、論理は、ディスクごとにそのゾーンを再レ
イアウトするためにいくつの領域が必要とされるかを決定する。論理反復は、ブロック２
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２９９において終了する。
【０２２１】
　図２４は、本発明の例示的な実施形態に従った、仮想ホットスペア機能を呼び出すため
の例示的な論理を示す論理フロー図である。ブロック２３０２において、論理は、最悪の
事態のシナリオの際にデータを冗長に再レイアウトすることを可能にするために利用可能
な格納の十分な量を維持する。ブロック２３０４においてドライブの損失（たとえば取り
外しまたは故障）を決定すると、論理は、ブロック２３０６において、データの故障許容
を復元するために、一つ以上の残りのドライブを自動的に再構成する。論理反復は、ブロ
ック２３９９において終了する。
【０２２２】
　図２５は、本発明の例示的な実施形態に従った、図２４のブロック２３０６におけるよ
うな、データの故障許容を復元するために一つ以上の残りのドライブを自動的に再構成す
るための例示的な論理を示す論理フロー図である。ブロック２４０２において、論理は、
４つ以上の格納デバイスにわたる第１のストライピングパターンを、３つ以上の残りの格
納デバイスにわたる第２のストライピングパターンに変換し得る。ブロック２４０４にお
いて、論理は、３つの格納デバイスにわたるストライピングパターンを、残りの２つの格
納デバイスにわたるミラリングパターンに変換し得る。もちろん、論理は、ドライブの損
失の後でデータを冗長に再レイアウトするために、他の方法でパターンを変換し得る。論
理反復は、ブロック２４９９において終了する。
【０２２３】
　再び図２１を参照すると、格納マネジャー２５０４は、上述のような仮想ホットスペア
機能をインプリメントするための適切なコンポーネントおよび論理を一般的に含む。
【０２２４】
　（動的アップグレード）
　格納の動的な拡大および縮小を処理するための上述の論理は、動的にアップグレード可
能なシステムを提供するように延長され得る。該システムにおいて、格納デバイスは必要
に応じてより大きな格納デバイスと置き換えられ得、冗長性が維持または拡張されて、な
おかつより大きな格納デバイスによって提供される追加の格納スペースが、複数の格納デ
バイスにわたる利用可能な格納スペースのプールに含まれるように、既存のデータが格納
デバイスにわたって自動的に再構成される。したがって、より小さな格納デバイスがより
大きな格納デバイスに置き換えられるときに、すでに格納されたデータの冗長性を改善す
るため、ならびに追加のデータを格納するために、追加の格納スペースが使用され得る。
より多くの格納スペースが必要とされるときはいつでも、適切な信号がユーザに提供され
（たとえば実質的に上述のような緑色／黄色／赤色のライトを使用して）、ユーザは単に
格納デバイスを取り外し得、それをより大きな格納デバイスと置き換え得る。
【０２２５】
　図２６は、本発明の例示的な実施形態に従った、格納デバイスをアップグレードするた
めの例示的な論理を示す論理フロー図である。ブロック２６０２において、論理は、第１
の格納デバイスの上のデータを、その上に格納されたデータが他の格納デバイスの上で冗
長に見えるように、格納する。ブロック２６０４において、論理は、第１の格納デバイス
が、第１の格納デバイスよりも大きな格納容量を有する置換用デバイスと置き換えられた
ことを検出する。ブロック２６０６において、論理は、第１のデバイスの上に格納された
データを、他のデバイスの上に冗長に格納されたデータを使用して、置換用デバイスの上
に自動的に複写する。ブロック２６０８において、論理は、新しいデータを冗長に格納す
るために利用可能な置換用デバイスの上に、追加の格納スペースを作る。ブロック２６１
０において、新しいデータに冗長性を提供するために利用可能な十分な量の格納容量を有
するデバイスが他にない場合には、論理は、置換用デバイスの上の追加の格納スペースの
中に、新しいデータを冗長に格納し得る。ブロック２６１２において、少なくとも一つの
他のデバイスが、新しいデータに冗長性を提供するために利用可能な十分な量の格納容量
を有する場合には、論理は、複数の格納デバイスにわたって新しいデータを冗長に格納し
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得る。
【０２２６】
　再び図２１を参照すると、格納マネジャー２５０４は、上述のような動的アップグレー
ド機能をインプリメントするための適切なコンポーネントおよび論理を一般的に含む。
【０２２７】
　（その他）
　本発明の実施形態は、本明細書において全体が参照により援用されている、Ｇｅｏｆｆ
ｒｅｙ　Ｓ．Ｂａｒｒａｌの名義で２００４年１１月５日に出願された米国仮特許出願第
６０／６２５，４９５号に記述される態様で、周辺接続プロトコルを使用して、格納容量
をホストコンピュータに提供するように使用され得る。
【０２２８】
　ハッシュアルゴリズムは、厳密に一意のハッシュ値を生成し得ないことが留意されるべ
きである。したがって、ハッシュアルゴリズムが、同一でないコンテンツを有するデータ
の２つのチャンクに対して、同じハッシュ値を生成することが考えられる。（ハッシュア
ルゴリズムを一般的に取り入れる）ハッシュ関数は、一意性を確認するメカニズムを一般
的に含む。たとえば、上述のような本発明の例示的な実施形態において、一つのチャンク
のハッシュ値が別のチャンクのハッシュ値と異なる場合には、これらのチャンクのコンテ
ンツは同一でないと考えられる。しかし、一つのチャックのハッシュ値が別のチャンクの
ハッシュ値と同じである場合には、コンテンツが同一であるか同一でないかを決定するた
めに、ハッシュ関数は、２つのチャンクのコンテンツを比較し得るか、または何らかの他
のメカニズムを利用し得る（たとえば異なるハッシュ関数）。
【０２２９】
　論理フロー図は、本発明の種々の局面を示すために本明細書中で使用されるものであり
、本発明を任意の特定の論理フローまたは論理インプリメンテーションに限定するものと
解釈されるべきではないことが留意されるべきである。記載される論理は、全般的な結果
を変化させることなく、またはさもなければ本発明の真の範囲から逸脱することなく、異
なる論理ブロック（たとえば、プログラム、モジュール、機能、またはサブルーチン）に
分割され得る。全般的な結果を変化させることなく、またはさもなければ本発明の真の範
囲から逸脱することなく、しばしば、時間および論路要素が、追加され得、変更され得、
省略され得、異なる順序で実行され得、または異なる論理構成を使用してインプリメント
され得る（たとえば、論理ゲート、ルーピング基本命令、条件付き論理、および他の論理
構成）。
【０２３０】
　本発明は、プロセッサ（たとえば、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジ
タル信号プロセッサ、または汎用コンピュータ）とともに使用するコンピュータプログラ
ム、プログラム可能論理デバイスとともに使用するプログラマブルロジック（たとえば、
フィールドプログラマブルゲートアレイ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａ
ｔｅ　Ａｒｒａｙ）（ＦＰＧＡ）、または他のＰＬＤ）、個別のコンポーネント、集積回
路（たとえば、特定用途向けＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔ
ｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）（ＡＳＩＣ）、またはこれらの任意の組み合わせを含
む任意の他の手段を含むが決してこれらに限定されない多くの異なる形で具体化され得る
。
【０２３１】
　本明細書中にこれまで記載された機能性のすべてまたは一部をインプリメントするコン
ピュータプログラム論理は、ソースコードの形態、コンピュータ実行可能な形態、および
種々の中間的な形態（たとえば、アセンブラ、コンパイラ、リンカ、またはロケータ）を
含むが決してそれらに限定されない、種々の形において具体化され得る。ソースコードは
、種々のオペレーティングシステムまたはオペレーティング環境とともに使用する、種々
のプログラミング言語（たとえば、オブジェクトコード、アセンブリ言語、またはＦｏｒ
ｔｒａｎ、Ｃ、Ｃ＋＋、ＪＡＶＡ（登録商標）、またはＨＴＭＬ）のいずれかにおいてイ
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ンプリメントされる一連のコンピュータプログラム命令を含み得る。ソースコードは、種
々のデータ構造および通信メッセージを定義および使用し得る。ソースコードはコンピュ
ータ実行可能な形態（たとえば、インタプリタを介して）であり得、あるいはソースコー
ドはコンピュータ実行可能な形態に変換され得る（たとえば、翻訳プログラム（ｔｒａｎ
ｓｌａｔｏｒ）、アセンブラ、またはコンパイラを介して）。
【０２３２】
　コンピュータプログラムは、半導体メモリデバイス（たとえば、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＰＲ
ＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、またはフラッシュプログラム可能ＲＡＭ）、磁気メモリデバイス（
たとえばディスケットまたは固定ディスク）、光メモリデバイス（たとえば、ＣＤ－ＲＯ
Ｍ）、ＰＣカード（たとえば、ＰＣＭＣＩＡカード）、または他のメモリデバイスなどの
有形の格納媒体において、永久的または一時的に、任意の形態（たとえば、ソースコード
の形態、コンピュータ実行可能な形態、または中間的な形態）で固定され得る。コンピュ
ータプログラムは、アナログテクノロジー、デジタルテクノロジー、光学テクノロジー、
ワイヤレステクノロジー（たとえば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）、ネットワーキングテクノロ
ジー、およびインターネットワーキングテクノロジーを含むが決してそれらに限定されな
い、種々の通信テクノロジーのいずれかを使用してコンピュータに送信可能な信号におけ
る任意の形態に固定され得る。コンピュータプログラムは、付随する印刷文書または電子
文書とともに取り外し可能な格納媒体（たとえば、シュリンクラップソフトウェア）とし
て任意の形態で配布され得るか、コンピュータシステム（たとえば、システムＲＯＭまた
は固定ディスクの上）に事前ロードされ得るか、または通信システム（たとえば、インタ
ーネットまたはワールドワイドウェブ）を介してサーバまたは電子掲示板から配信され得
る。
【０２３３】
　本明細書中にこれまで記載された機能性のすべてまたは一部をインプリメントするハー
ドウェア論理（プログラム可能論理デバイスとともに使用するプログラマブルロジックを
含む）は、従来のマニュアル方法を使用して設計され得るか、あるいは計算機援用設計（
Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ａｉｄｅｄ　Ｄｅｓｉｇｎ）（ＣＡＤ）、ハードウェア記述言語（た
とえば、ＶＨＤＬまたはＡＨＤＬ）、またはＰＬＤプログラミング言語（たとえば、ＰＡ
ＬＡＳＭ、ＡＢＥＬ、またはＣＵＰＬ）などの種々のツールを使用して、設計、キャプチ
ャ、シミュレーション、または電子的文書化をされ得る。
【０２３４】
　プログラマブルロジックは、半導体メモリデバイス（たとえば、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＰＲ
ＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、またはフラッシュプログラム可能ＲＡＭ）、磁気メモリデバイス（
たとえば、ディスケットまたは固定ディスク）、光メモリデバイス（たとえば、ＣＤ－Ｒ
ＯＭ）、または他のメモリデバイスなどの、有形の格納媒体において、永久的または一時
的に固定され得る。プログラマブルロジックは、アナログテクノロジー、デジタルテクノ
ロジー、光学テクノロジー、ワイヤレステクノロジー（たとえば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）
、ネットワーキングテクノロジー、およびインターネットワーキングテクノロジーを含む
が決してそれらに限定されない、種々の通信テクノロジーのいずれかを使用してコンピュ
ータに送信可能な信号に固定され得る。プログラマブルロジックは、付随する印刷文書ま
たは電子文書とともに取り外し可能な格納媒体（たとえば、シュリンクラップ（ｓｈｒｉ
ｎｋ　ｗｒａｐｐｅｄ）ソフトウェア）として配布され得るか、コンピュータシステム（
たとえば、システムＲＯＭまたは固定ディスクの上）に事前ロードされ得るか、または通
信システム（たとえば、インターネットまたはワールドワイドウェブ）を介してサーバま
たは電子掲示板から配信され得る。
【０２３５】
　本出願は、以下の米国特許出願に関連し、それらは本明細書と同じ日付で出願され、参
照によりそれらの全体が本明細書に援用されている：
　「Ｄｙｎａｍｉｃａｌｌｙ　Ｅｘｐａｎｄａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｃｏｎｔｒａｃｔｉｂｌ
ｅ　Ｆａｕｌｔ－Ｔｏｌｅｒａｎｔ　Ｓｔｏｒａｇｅ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｐｅｒｍｉｔｔｉ
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ｎｇ　Ｖａｒｉｏｕｓｌｙ　Ｓｉｚｅｄ　Ｓｔｏｒａｇｅ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｍ
ｅｔｈｏｄ」というタイトルの、代理人整理番号２９５０／１０３；
　「Ｄｙｎａｍｉｃａｌｌｙ　Ｕｐｇｒａｄｅａｂｌｅ　Ｆａｕｌｔ－Ｔｏｌｅｒａｎｔ
　Ｓｔｏｒａｇｅ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｐｅｒｍｉｔｔｉｎｇ　Ｖａｒｉｏｕｓｌｙ　Ｓｉｚ
ｅｄ　Ｓｔｏｒａｇｅ　Ｄｅｖｉｃｅｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ」というタイトルの、代
理人整理番号２９５０／１０４；および
　「Ｄｙｎａｍｉｃａｌｌｙ　Ｅｘｐａｎｄａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｃｏｎｔｒａｃｔｉｂｌ
ｅ　Ｆａｕｌｔ－Ｔｏｌｅｒａｎｔ　Ｓｔｏｒａｇｅ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｗｉｔｈ　Ｖｉｒ
ｔｕａｌ　Ｈｏｔ　Ｓｐａｒｅ」というタイトルの、代理人整理番号２９５０／１０５。
【０２３６】
　本発明は、本発明の真の範囲から逸脱することなく、他の特定の形において具体化され
得る。記載された実施形態は、あらゆる点で、説明的なものとしてのみ考えられ、限定的
なものとしては考えられない。
【図面の簡単な説明】
【０２３７】
【図１】図１は、格納のためにオブジェクトが一連のチャンクに分析される、本発明の実
施形態の図示である。
【図２ａ】図２ａおよび図２ｂは、同じ実施形態において、より多くの格納デバイスの追
加の結果として、チャンクのための故障許容格納のパターンがどのように動的に変化させ
られ得るかを図示する。
【図２ｂ】図２ａおよび図２ｂは、同じ実施形態において、より多くの格納デバイスの追
加の結果として、チャンクのための故障許容格納のパターンがどのように動的に変化させ
られ得るかを図示する。
【図３】図３は、本発明のさらなる実施形態において、異なるサイズの格納デバイスを使
用して構築された格納システムの上の異なる故障許容パターンにおけるチャンクの格納を
図示する。
【図４ａ】図４ａ、図４ｂおよび図４ｃは、非効率な格納の使用および低レベルの故障許
容を警告するためにインジケータ状態が使用される、本発明の別の実施形態を図示する。
【図４ｂ】図４ａ、図４ｂおよび図４ｃは、非効率な格納の使用および低レベルの故障許
容を警告するためにインジケータ状態が使用される、本発明の別の実施形態を図示する。
【図４ｃ】図４ａ、図４ｂおよび図４ｃは、非効率な格納の使用および低レベルの故障許
容を警告するためにインジケータ状態が使用される、本発明の別の実施形態を図示する。
【図５】図５は、本発明の実施形態に従った、データの格納、検索および再レイアウトに
おいて使用される機能性モジュールのブロック図である。
【図６】図６は、２つ以上のドライブを含むアレイにおいてミラリングが使用される例を
示す。
【図７】図７は、異なるレイアウトスキームを使用してデータを格納するいくつかの例示
的なゾーンを示す。
【図８】図８は、スパースボリュームをインプリメントするためのルックアップテーブル
を示す。
【図９】図９は、本発明の例示的な実施形態に従った、利用可能な格納スペースを有し、
かつ故障許容の方法で作動する、例示的なアレイのための、状態インジケータを示す。
【図１０】図１０は、本発明の例示的な実施形態に従った、冗長データ格納を維持するた
めに十分なスペースを有せず、より多くのスペースが追加されなければならない、例示的
なアレイの状態インジケータを示す。
【図１１】図１１は、本発明の例示的な実施形態に従った、故障の際に冗長データを維持
することができ得ない例示的なアレイの状態インジケータを示す。
【図１２】図１２は、本発明の例示的な実施形態に従った、格納デバイスが故障した例示
的なアレイの状態インジケータを示す。スロットＢ、ＣおよびＤに、格納デバイスが配置
されている。
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【図１３】図１３は、例示的な実施形態の異なるソフトウェアレイヤを表すモジュール階
層と、それらが互いにどのように関係するかとを示す。
【図１４】図１４は、本発明の例示的な実施形態に従って、ゾーンにおけるデータクラス
タにアクセスするためにクラスタアクセステーブルがどのように使用されるかを示す。
【図１５】図１５は、本発明の例示的な実施形態に従ったジャーナルテーブルアップデー
トを示す。
【図１６】図１６は、本発明の例示的な実施形態に従ったドライブレイアウトを示す。
【図１７】図１７は、本発明の例示的な実施形態に従った、ゾーン０のレイアウトと、他
のゾーンがどのように参照されるかとを示す。
【図１８】図１８は、本発明の例示的な実施形態に従った読み出しエラー処理を示す。
【図１９】図１９は、本発明の例示的な実施形態に従った書き込みエラー処理を示す。
【図２０】図２０は、本発明の例示的な実施形態に従った、エラーマネジャーによる不良
領域のバックアップを示す論理フロー図である。
【図２１】図２１は、本発明の例示的な実施形態に従った格納アレイの関連コンポーネン
トを示す模式的なブロック図である。
【図２２】図２２は、本発明の例示的な実施形態に従った、仮想ホットスペアを管理する
ための例示的な論理を示す論理フロー図である。
【図２３】図２３は、本発明の例示的な実施形態に従った、図２２のブロック２１０２に
おけるような、それぞれのあり得るディスク故障について再レイアウトシナリオを決定す
るための例示的な論理を示す論理フロー図である。
【図２４】図２４は、本発明の例示的な実施形態に従った、仮想ホットスペア機能を呼び
出すための例示的な論理を示す論理フロー図である。
【図２５】図２５は、本発明の例示的な実施形態に従った、図２４のブロック２３０６に
おけるような、データの故障許容を復元する一つ以上の残りのドライブを自動的に再構成
するための例示的な論理を示す論理フロー図である。
【図２６】図２６は、本発明の例示的な実施形態に従った、格納デバイスをアップグレー
ドするための例示的な論理を示す論理フロー図である。
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