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(57)【要約】
【課題】
複数の記憶デバイスを備えた計算機システムにおいて、
ファイルシステムによりファイルを配置する記憶デバイ
スを制御し、ファイルへのアクセス開始／終了の予期に
基づいて記憶デバイスの電源をオン／オフする技術を提
供する。
【解決手段】
記憶デバイス１４０の電源と記憶デバイスへのファイル
を介したデータのアクセスを管理するプログラム１２０
は、ファイルを配置する領域として記憶デバイスを割り
当てる手段１２１と、ファイルを配置している記憶デバ
イスを選択する手段１２２と、ファイルへのアクセスが
開始することを予期する手段１２３と、ファイルへのア
クセスが開始することの予期に基づいて記憶デバイスの
電源のオンを指示する手段１２４と、ファイルへのアク
セスが終了することを予期する手段１２５と、ファイル
へのアクセスが終了することの予期に基づいて記憶デバ
イスの電源のオフを指示する手段１２６で構成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも一つの記憶デバイスを含む計算機システムにおける、前記記憶デバイスの電源
と、前記記憶デバイスへのファイルを介したデータのアクセスを管理するストレージ管理
方法であって、
前記ファイルを配置する領域として前記記憶デバイスを割り当て、
前記ファイルを配置している前記記憶デバイスを選択し、
前記ファイルへのアクセスが開始、或いは終了することを予期し、
前記ファイルへのアクセスが開始することの予期に基づいて前記記憶デバイスの電源のオ
ンを指示し、
前記ファイルへのアクセスが終了することの予期に基づいて前記記憶デバイスの電源のオ
フを指示する
ことを特徴とするストレージ管理方法。
【請求項２】
請求項１に記載のストレージ管理方法であって、
前記記憶デバイスを割り当てる際、前記計算機システムに登録するユーザのユーザ情報に
基づいて、前記ファイルを配置する前記記憶デバイスを割り当てる、
ことを特徴とするストレージ管理方法。
【請求項３】
請求項２に記載のストレージ管理方法であって、
前記記憶デバイスを選択する際、前記ユーザ情報に基づいて、前記ファイルを配置してい
る前記記憶デバイスを選択する、
ことを特徴とするストレージ管理方法。
【請求項４】
請求項３に記載のストレージ管理方法であって、
前記ファイルへのアクセスが開始、或いは終了することを予期する際、前記計算機システ
ムへログイン、或いは前記計算機システムからログアウトしたユーザの前記ユーザ情報に
基づき、前記記憶デバイスの電源をオン、或いはオフするよう指示する、
ことを特徴とするストレージ管理方法。
【請求項５】
請求項３に記載のストレージ管理方法であって、
前記計算機システムは、前記ユーザのジョブを保持して実行をスケジュールしており、前
記ファイルへのアクセスが開始、或いは終了を予期する際、実行を開始、或いは終了する
前記ジョブの前記ユーザ情報に基づき、前記記憶デバイスの電源をオン、或いはオフする
よう指示する、
ことを特徴とするストレージ管理方法。
【請求項６】
請求項３に記載のストレージ管理方法であって、
前記ファイルは、メタデータとデータを有し、前記メタデータは、前記データへ分散アク
セスすることを示す分散アクセス属性を有し、前記分散アクセス属性に基づき、複数の前
記記憶デバイスを割り当てる、
ことを特徴とするストレージ管理方法。
【請求項７】
請求項６に記載のストレージ管理方法であって、
前記記憶デバイスの電源のオン、オフを指示する際、前記複数の記憶デバイスの電源オン
、オフを指示する、
ことを特徴とするストレージ管理方法。
【請求項８】
請求項７に記載のストレージ管理方法であって、
前記記憶デバイスを選択する際、前記分散アクセス属性を設定していないファイルを、前



(3) JP 2009-157452 A 2009.7.16

10

20

30

40

50

記複数の記憶デバイスに含まれる一つの記憶デバイスへ配置し、前記分散アクセス属性を
設定しているファイルを前記複数の記憶デバイスへ分割して配置する、
ことを特徴とするストレージ管理方法。
【請求項９】
請求項３に記載のストレージ管理方法であって、
前記ファイルは、メタデータとデータを有し、前記メタデータは、前記データへのアクセ
スが希であることを示すアクセス希少属性を有し、前記アクセス希少属性に基づき、第１
と第２の前記記憶デイバスを割り当てる、
ことを特徴とするストレージ管理方法。
【請求項１０】
請求項９に記載のストレージ管理方法であって、
前記記憶デバイスの電源のオンを指示する際、前記第１の記憶デバイスの電源のオンを指
示し、前記第２の記憶デバイスの電源のオンは指示しない、
前記記憶デバイスの電源のオフを指示する際、前記第１の記憶デバイスの電源のオフを指
示し、前記第２の記憶デバイスの電源のオフは指示しない、
ことを特徴とするストレージ管理方法。
【請求項１１】
請求項１０に記載のストレージ管理方法であって、
前記記憶デバイスを選択する際、前記アクセス希少属性を設定していない前記ファイルと
、前記アクセス希少属性を設定している前記ファイルの前記メタデータを配置する記憶デ
バイスとして前記第１の記憶デバイスを選択し、
前記アクセス希少属性を設定している前記ファイルの前記データを配置する記憶デバイス
として前記第２の記憶デバイスを選択し、前記アクセス希少属性を設定している前記ファ
イルが開かれている間、前記第２の記憶デバイスの電源をオンにする、
ことを特徴とするストレージ管理方法。
【請求項１２】
計算機と少なくとも一つの記憶デバイスを含む計算機システムにおける、前記記憶デバイ
スの電源と、前記記憶デバイスへのファイルを介したデータのアクセスを管理する、前記
計算機で実行されるストレージ管理プログラムであって、
前記ファイルを配置する領域として前記記憶デバイスを割り当てる関数と、
前記ファイルを配置している前記記憶デバイスを選択する関数と、
前記ファイルへのアクセスが開始することを予期する関数と、
前記ファイルへのアクセスが終了することを予期する関数と、
を含むことを特徴とするストレージ管理プログラム。
【請求項１３】
請求項１２に記載のストレージ管理プログラムであって、
前記記憶デバイスを割り当てる関数は、前記計算機システムに登録するユーザのユーザ情
報に基づいて、前記ファイルを配置する記憶デバイスを割り当て、
前記記憶デバイスを選択する関数は、前記ユーザ情報に基づいて、前記ファイルを配置し
ている前記記憶デバイスを選択する、
ことを特徴とするストレージ管理プログラム。
【請求項１４】
請求項１３に記載のストレージ管理プログラムであって、
前記ファイルへのアクセスが開始することの予期に基づき、前記記憶デバイスの電源のオ
ンを指示する関数と、
前記ファイルへのアクセスが終了することの予期に基づき、前記記憶デバイスの電源のオ
フを指示する関数と、を更に含み、
前記ファイルへのアクセスが開始することを予期する関数は、前記計算機システムへログ
インしたユーザの前記ユーザ情報を前記記憶デバイスの電源のオンを指示する関数へ渡し
、
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前記ファイルへのアクセスが終了することを予期する関数は、前記計算機システムからロ
グアウトしたユーザの前記ユーザ情報を前記記憶デバイスの電源のオフを指示する関数へ
渡す、
ことを特徴とするストレージ管理プログラム。
【請求項１５】
請求項１２に記載のストレージ管理プログラムであって、
前記ファイルは、メタデータとデータを有し、前記メタデータは、前記データへ分散アク
セスすることを示す分散アクセス属性を有し、
前記記憶デバイスを割り当てる関数は、前記分散アクセス属性に基づき、複数の前記記憶
デバイスを割り当てる、
ことを特徴とするストレージ管理プログラム。
【請求項１６】
計算機と、記憶デバイス制御装置と、少なくとも一つの記憶デバイスを含む計算機システ
ムにおける、前記記憶デバイスの電源と、前記記憶デバイスへのファイルを介したデータ
のアクセスを管理するストレージ管理システムであって、
前記計算機は、
前記ファイルを配置する領域として前記記憶デバイスを割り当て、
前記ファイルを配置している前記記憶デバイスを選択し、
前記ファイルへのアクセスが開始、或いは終了することを予期し、
前記ファイルへのアクセスが開始することの予期に基づいて、前記記憶デバイス制御装置
に対し、前記記憶デバイスの電源をオンするよう指示し、
前記ファイルへのアクセスが終了することの予期に基づいて、前記記憶デバイス制御装置
に対し、前記記憶デバイスの電源のオフを指示する、
ことを特徴とするストレージ管理システム。
【請求項１７】
請求項１６に記載のストレージ管理システムであって、
前記計算機は、
前記記憶デバイスを割り当てる際、前記計算機システムに登録するユーザのユーザ情報に
基づいて、前記ファイルを配置する前記記憶デバイスを割り当て、
前記記憶デバイスを選択する際、前記ユーザ情報に基づいて前記ファイルを配置している
前記記憶デバイスを選択する、
ことを特徴とするストレージ管理システム。
【請求項１８】
請求項１７に記載のストレージ管理システムであって、
前記ファイルは、メタデータとデータを有し、前記メタデータは、前記データへのアクセ
スが希であることを示すアクセス希少属性を有し、
前記計算機は、
前記記憶デバイスを割り当てる際、前記アクセス希少属性に基づき、第１と第２の前記記
憶デイバスを割り当てる、
ことを特徴とするストレージ管理システム。
【請求項１９】
請求項１８に記載のストレージ管理システムであって、
前記計算機は、
前記記憶デバイスの電源のオンを指示する際、前記第１の記憶デバイスの電源のオンを指
示し、前記第２の記憶デバイスの電源のオンは指示しない、
前記記憶デバイスの電源のオフを指示する際、前記第１の記憶デバイスの電源のオフを指
示し、前記第２の記憶デバイスの電源のオフは指示しない、
ことを特徴とするストレージ管理システム。
【請求項２０】
請求項１９に記載のストレージ管理システムであって、
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前記計算機は、
前記記憶デバイスを選択する際、前記アクセス希少属性を設定していない前記ファイルと
、前記アクセス希少属性を設定している前記ファイルの前記メタデータを配置する記憶デ
バイスとして前記第１の記憶デバイスを選択し、
前記アクセス希少属性を設定している前記ファイルの前記データを配置する記憶デバイス
として前記第２の記憶デバイスを選択し、前記アクセス希少属性を設定している前記ファ
イルが開かれている間、前記第２の記憶デバイスの電源をオンにする、
ことを特徴とするストレージ管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、計算機システムにおけるファイルシステムによるストレージの管理技術に関
し、特に、大規模な計算機システムにおけるストレージの電源の管理技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　計算機システムで処理するデータ量の増大にともなって、ストレージの大規模化が進ん
でいる。大規模な計算機システムでは、数百ＴＢから数ＰＢの記憶デバイスを備えるもの
もあり、ストレージが消費する電力が無視できなくなってきている。
【０００３】
　一方、上記の大規模な計算機システムでは、一年３６５日２４時間の間絶えることなく
すべての記憶デバイスへアクセスが発生しているわけではない。例えば、大規模な計算機
システムはユーザに対して時間単位で貸し出す運用となっており、貸し出し中のユーザが
所有するファイルが存在しない記憶デバイスへのアクセスは希である。
【０００４】
　そこで、特許文献１に示されるように、起動／停止を制御可能な物理記憶デバイスと制
御不可能な物理記憶デバイスが混在するストレージにおいて、特性を考慮して物理記憶デ
バイス上に論理記憶デバイスを設定し、ストレージの消費電力を削減する技術が知られて
いる。この技術では、物理記憶デバイス上に設定した論理記憶デバイスへのアクセスが途
絶える際に、その物理記憶デバイスを停止可能か判定する。そして、停止可能な場合には
物理記憶デバイスを停止し、停止不可能な場合には論理記憶デバイスを停止可能な物理記
憶デバイスへ移動して移動先の物理記憶デバイスを停止する。
【０００５】
　また、特許文献２に示されるように、アクセス状況に基づいて論理記憶デバイスを電源
供給モードの異なる物理記憶デバイス間で移動し、通電時間を短縮する技術も知られてい
る。この技術では、アクセス頻度が高い論理記憶デバイスを長時間通電モードの物理記憶
デバイスに配置し、アクセス頻度が少ない論理記憶デバイスを短時間通電モードの物理記
憶デバイスに配置するように、論理記憶デバイスの再配置を計画する。そして、物理記憶
デバイスへのアクセス頻度に基づいて論理記憶デバイスの再配置を実行する。
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－１３３８２１号公報
【特許文献２】特開２００７－１６４６５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、上記の従来技術では、アクセス状況に基づいて記憶デバイスの起動／停止を
制御している。このとき、アクセス頻度が高いファイルが複数の記憶デバイス上に点在し
ている場合には、停止可能な記憶デバイスが少なくなるため、消費電力の削減効果が小さ
くなる恐れがある、という問題がある。
【０００８】
　また、上記の従来技術では、アクセスするファイルが停止している記憶デバイスに配置
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されている場合には、そのアクセスを契機として記憶デバイスを起動した後に、ファイル
へアクセスすることになる。このとき、記憶デバイスの起動には数十秒の時間を要するた
め、ファイルへのアクセスがタイムアウトする恐れがある、という他の問題がある。
【０００９】
　そこで、本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、複数の記憶デ
バイスを備えた計算機システムにおいて、ファイルシステムによってファイルを配置する
記憶デバイスを制御することにより、ストレージの消費電力の削減効果を向上することに
ある。
【００１０】
　また、本発明の他の目的は、ファイルへのアクセス開始／終了の予期に基づいて記憶デ
バイスの電源をオン／オフすることにより、ファイルへのアクセスのタイムアウトを防ぐ
ことにある。
【００１１】
　本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面か
ら明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば次の通り
である。
【００１３】
　本発明は、少なくとも一つの記憶デバイスを含む計算機システムにおける、記憶デバイ
スの電源と、記憶デバイスへのファイルを介したデータのアクセスを管理する方法、その
プログラムであって、次のような特徴を有するものである。
【００１４】
　ファイルを配置する領域として記憶デバイスを割り当てる手段と、ファイルを配置して
いる記憶デバイスを選択する手段と、ファイルへのアクセスが開始することを予期する手
段と、ファイルへのアクセスが開始することの予期に基づいて記憶デバイスの電源のオン
を指示する手段と、ファイルへのアクセスが終了することを予期する手段と、ファイルへ
のアクセスが終了することの予期に基づいて記憶デバイスの電源のオフを指示する手段と
、を有する。
【発明の効果】
【００１５】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明
すれば次の通りである。
【００１６】
　本発明によれば、複数の記憶デバイスを備えた計算機システムにおいて、ファイルシス
テムによってファイルを配置する記憶デバイスを制御することにより、ストレージの消費
電力の削減効果を向上することが可能になる。
【００１７】
　また、本発明によれば、ファイルへのアクセス開始／終了の予期に基づいて記憶デバイ
スの電源をオン／オフすることにより、ファイルへのアクセスのタイムアウトを防ぐこと
が可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。なお、実施の形態を説明す
るための全図において、同一の部材には原則として同一の符号を付し、その繰り返しの説
明は省略する。
【実施例１】
【００１９】
　図１は、本発明の実施例１における計算機システムを示す概略構成図である。実施例１
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における計算機システムは、ユーザ管理プログラム１００と、ログイン／ログアウトプロ
グラム１１０と、ファイルシステムプログラム１２０と、記憶デバイス制御装置１３０と
、複数の記憶デバイス１４０から構成される。この内、ユーザ管理プログラム１００と、
ログイン／ログアウトプログラム１１０と、ファイルシステムプログラム１２０は、計算
機システムの計算機（コンピュータ）を構成する中央処理部（Central Processing Unit
、以下、ＣＰＵ）において実行され、記憶部（メモリ）に記憶される。このコンピュータ
は汎用のものであり、内部バスで接続された、図示が省略されたＣＰＵ、メモリ、更には
外部装置とのデータをやり取りするインターフェース部等から構成されるものである。コ
ンピュータと記憶デバイス制御装置１３０とのデータのやり取りは、インターフェース部
を介して実行される。
【００２０】
　ＣＰＵで実行されるユーザ管理プログラム１００は、計算機システムのユーザの登録／
削除を行ない、ユーザの識別子等の情報を保持するユーザ管理テーブル１０１を更新する
。また、ユーザ管理プログラム１００は、計算機システムのユーザの登録を行なう際に、
そのユーザの情報をファイルシステムプログラム１２０へ渡す。本実施例では、ユーザの
情報としてユーザの識別子を用いることにする。ユーザ管理テーブル１０１はメモリに記
憶される。
【００２１】
　ログイン／ログアウトプログラム１１０は、計算機システムに登録されているユーザの
ログイン／ログアウトを受け付ける。また、ログイン／ログアウトプログラム１１０は、
計算機システムへのユーザのログイン／ログアウトを受け付けた際に、ユーザ管理テーブ
ル１０１を参照して、ユーザの情報を取得し、ファイルシステムプログラム１２０へ渡す
。
【００２２】
　ファイルシステムプログラム１２０は、複数の機能構成手段で構成される。すなわち、
記憶デバイス割り当て手段１２１と、記憶デバイス選択手段１２２と、アクセス開始予期
手段１２３と、記憶デバイス電源オン手段１２４と、アクセス終了予期手段１２５と、記
憶デバイス電源オフ手段１２６を有している。なお、これらを便宜上、「手段」と表現し
たが、実体はプログラムであるため、「関数」、「機能」、「部」等と呼ぶことがある。
例えば、アクセス開始予期手段１２３を、アクセス開始予期関数、アクセス開始予期部と
呼ぶことがある。
【００２３】
　また、ファイルシステムプログラム１２０は、記憶デバイス１４０の識別子や記憶デバ
イス１４０を割り当てたユーザ等の情報を保持する記憶デバイス管理テーブル１２７を有
しており、メモリに記憶される。
【００２４】
　記憶デバイス制御装置１３０は、ファイルシステムプログラム１２０からの要求に基づ
いて指定された記憶デバイス１４０のファイル１４１へアクセスする。また、記憶デバイ
ス制御装置１３０は、ファイルシステムプログラム１２０からの要求に基づいて指定され
た記憶デバイス１４０の電源を制御する。
【００２５】
　なお、市販されている記憶デバイス制御装置には、記憶デバイスの電源制御機能の付加
されているものがあり、記憶デバイス制御装置１３０は、この電源制御機能を使うことに
より、ファイルシステムプログラム１２０がコンピュータから記憶デバイス制御装置１３
０に対し要求を出せば、記憶デバイス制御装置１３０は記憶デバイスの電源制御を行なう
ことが可能である。例えば、ＮＥＣ社のiStorage（登録商標）シリーズにおける、iStora
ge StoragePowerConserver（省電力機能）などが利用できる。
【００２６】
　また、ファイルシステムプログラム１２０がコンピュータから記憶デバイス制御装置１
３０に対し直接電源制御の要求を出せない場合には、図示が省略されたサービスプロセッ
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サ（Service Processor、以下、ＳＶＰ）に対し要求を出すことにより、ＳＶＰを経由し
て記憶デバイス制御装置１３０に電源制御の要求を出すことも可能である。
【００２７】
　記憶デバイス１４０は、記憶デバイス制御装置１３０からの要求に基づいてファイル１
４１へアクセスする。また、記憶デバイス１４０は、記憶デバイス制御装置１３０からの
要求に基づいて電源をオン／オフする。
【００２８】
　図２は、本実施例におけるユーザ管理テーブル１０１を示す説明図である。
【００２９】
　カラム２００は、計算機システムに登録されているユーザ名を示している。カラム２１
０は、暗号化したパスワードを示している。カラム２２０は、ユーザの識別子を示してい
る。カラム２３０は、ユーザが属するグループの識別子を示している。カラム２４０は、
ユーザに対するコメントを示している。カラム２５０は、ユーザのホームディレクトリを
示している。カラム２６０は、ユーザのログインシェルを示している。
【００３０】
　図３は、記憶デバイス管理テーブル１２７を示す説明図である。
【００３１】
　カラム３００は、記憶デバイス１４０の識別子を示している。カラム３１０は、記憶デ
バイス１４０を割り当てたユーザの情報を示している。カラム３２０は、記憶デバイス１
４０の電源カウンタを示している。なお、記憶デバイス識別子としては、例えば、ＬＵＩ
Ｄ（Logical Unit ID）やＬＶＩＤ（Logical Volume ID）などを用いる。
【００３２】
　本実施例では、ユーザが実行する基本的なコマンドを提供するルートユーザに割り当て
た記憶デバイス１４０はシステムの起動時に電源がオンされるものとし、その記憶デバイ
ス１４０の電源がオフされることがないようにカラム３２０の電源カウンタを１に初期化
することにする。また、本実施例では、ルートユーザに割り当てたものを除いた記憶デバ
イス１４０に関するカラム３２０の電源カウンタの値を０に初期化することにする。
【００３３】
　図４は、記憶デバイス１４０内のファイル１４１を示す説明図である。
【００３４】
　ファイル１４１は、メタデータ４００と、データ４１０から構成される。メタデータ４
００は、ファイルの種別４０１と、ファイルのアクセス権４０２と、ファイルを所有して
いるユーザの識別子４０３と、ファイルを所有しているユーザが属しているグループの識
別子４０４と、ファイルへのアクセス時刻４０５と、ファイルのサイズ４０６といった情
報を有している。このメタデータ４００は、メタ情報とも呼ばれることがあり、あるデー
タが付随して持つそのデータ自身についての付随的なデータを意味している。本明細書に
おいて、単に「データ」と呼ぶ場合、このメタデータを除いたものを指すこととする。
【００３５】
　図５および図６は、本実施例における記憶デバイス割り当て手段１２１による処理のフ
ローチャートを示す。
【００３６】
　図５のステップ５００で、ユーザ管理プログラム１００から計算機システムへ登録する
ユーザの情報を取得する。
【００３７】
　ステップ５１０では、記憶デバイス管理テーブル１２７を参照して、カラム３１０に取
得したユーザの情報が登録された行が存在するか判定する。
【００３８】
　ステップ５１０で、カラム３１０に登録された行が存在する場合には、記憶デバイス１
４０を割り当てる必要はないため終了する。カラム３１０に登録された行が存在しない場
合には、ステップ５２０へ進む。
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【００３９】
　ステップ５２０では、記憶デバイス管理テーブル１２７を参照して、カラム３１０が登
録されていない行が存在するか判定する。
【００４０】
　ステップ５２０で、カラム３１０が登録されていない行が存在しない場合には、ステッ
プ５３０へ進む。カラム３１０が登録されていない行が存在する場合には、図６のステッ
プ６００へ進む。
【００４１】
　ステップ５３０では、記憶デバイス１４０の割り当てが不可能なことを示すエラーを表
示して終了する。
【００４２】
　図６のステップ６００では、記憶デバイス管理テーブル１２７を参照して、カラム３１
０が登録されていない行の一つを選択する。
【００４３】
　ステップ６１０では、選択している行のカラム３１０へユーザの情報を登録する。
【００４４】
　ステップ６２０では、選択している行のカラム３００の識別子を持つ記憶デバイス１４
０の電源のオンを記憶デバイス制御装置１３０へ要求する。
【００４５】
　ステップ６３０では、ファイル１４１を配置することができるように、選択している行
のカラム３００の識別子を持つ記憶デバイス１４０の初期化を記憶デバイス制御装置１３
０へ要求する。
【００４６】
　ステップ６４０では、選択している行のカラム３００の識別子を持つ記憶デバイス１４
０の電源のオフを記憶デバイス制御装置１３０へ要求して終了する。
【００４７】
　図７は、本実施例における記憶デバイス選択手段１２２による処理のフローチャートを
示す。
【００４８】
　ステップ７００で、ファイル１４１へアクセスするプログラムから実行しているユーザ
の情報を取得する。
【００４９】
　ステップ７１０では、記憶デバイス管理テーブル１２７を参照して、カラム３１０に取
得したユーザの情報が登録されている行を検索する。
【００５０】
　ステップ７２０では、検索した行のカラム３００の識別子を持つ記憶デバイス１４０の
ファイル１４１へのアクセスを記憶デバイス制御装置１３０へ要求する。
【００５１】
　図８は、本実施例におけるアクセス開始予期手段１２３による処理のフローチャートを
示す。
【００５２】
　ステップ８００で、ログイン／ログアウトプログラム１１０から計算機システムへログ
インするユーザのユーザ情報を取得する。
【００５３】
　ステップ８１０では、取得したユーザの情報を記憶デバイス電源オン手段１２４へ渡し
て終了する。
【００５４】
　図９は、本実施例における記憶デバイス電源オン手段１２４による処理のフローチャー
トを示す。
【００５５】
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　ステップ９００で、アクセス開始予期手段１２３からユーザのユーザ情報を取得する。
【００５６】
　ステップ９１０では、記憶デバイス管理テーブル１２７を参照して、カラム３１０に取
得したユーザのユーザ情報が登録されている行を検索する。
【００５７】
　ステップ９２０では、検索した行のカラム３２０の電源カウンタの値を判定する。
【００５８】
　ステップ９２０で、カラム３２０の値が０より大きい場合には、記憶デバイス１４０の
電源はオンであるため、ステップ９３０へ進む。カラム３２０の値が０の場合には、ステ
ップ９４０へ進む。
【００５９】
　ステップ９３０では、検索した行のカラム３２０の値をインクリメントして終了する。
【００６０】
　ステップ９４０では、検索した行のカラム３００の識別子を持つ記憶デバイス１４０の
電源のオンを記憶デバイス制御装置１３０へ要求する。
【００６１】
　図１０は、本実施例におけるアクセス終了予期手段１２５による処理のフローチャート
を示す。
【００６２】
　ステップ１０００で、ログイン／ログアウトプログラム１１０から計算機システムから
ログアウトするユーザのユーザ情報を取得する。
【００６３】
　ステップ１０１０では、ログアウトするユーザがバックグラウンドで実行しているプロ
グラムが存在するか判定する。なお、ユーザが実行しているプログラムの確認には、例え
ば、実行中プログラム表示コマンドを用いることができる。
【００６４】
　ステップ１０１０で、バックグラウンドで実行しているプログラムが存在する場合には
、記憶デバイス１４０へのアクセスが発生する可能性があるため、ステップ１０２０へ進
む。バックグラウンドで実行しているプログラムが存在しない場合には、ステップ１０３
０へ進む。
【００６５】
　ステップ１０２０では、バックグラウンドで実行しているプログラムの終了を監視する
。
【００６６】
　ステップ１０３０では、取得したユーザのユーザ情報を記憶デバイス電源オフ手段１２
６へ渡して終了する。
【００６７】
　図１１は、本実施例における記憶デバイス電源オフ手段１２６による処理のフローチャ
ートを示す。
【００６８】
　ステップ１１００で、アクセス終了予期手段１２５からユーザの情報を取得する。
【００６９】
　ステップ１１１０では、記憶デバイス管理テーブル１２７を参照して、カラム３１０に
取得したユーザの情報が登録されている行を検索する。
【００７０】
　ステップ１１２０では、検索した行のカラム３２０の電源カウンタの値をデクリメント
する。
【００７１】
　ステップ１１３０では、検索した行のカラム３２０の電源カウンタの値を判定する。
【００７２】
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　ステップ１１３０で、検索した行のカラム３２０の値が０より大きい場合には、記憶デ
バイス１４０の電源をオフする必要はないため、終了する。検索した行のカラム３２０の
値が０の場合には、ステップ１１４０へ進む。
【００７３】
　ステップ１１４０では、検索した行のカラム３００の識別子を持つ記憶デバイス１４０
の電源のオフを記憶デバイス制御装置１３０へ要求する。
【００７４】
　図１２は、本実施例におけるディレクトリ構造ビュー１２００を示す説明図である。
【００７５】
　ディレクトリ構造ビュー１２００は、計算機システムを使用しているユーザに見えるデ
ィレクトリ構造である。
【００７６】
　ディレクトリ構造１２１０、ディレクトリ構造１２１１およびディレクトリ構造１２１
２はそれぞれ、ユーザの情報に基づいて割り当てた記憶デバイス１４０におけるファイル
の配置を示している。
【００７７】
　ファイルシステムプログラム１２０により、電源がオンになっている記憶デバイス１４
０のディレクトリ構造１２１０およびディレクトリ構造１２１１を重ね合わせたものがデ
ィレクトリ構造ビュー１２００として計算機を使用しているユーザに見える。
【００７８】
　よって、本実施例によれば、ファイルシステムプログラム１２０において、記憶デバイ
ス割り当て手段１２１および記憶デバイス選択手段１２２により、計算機システムを使用
するユーザの情報に基づいてファイルを配置する記憶デバイスを制御し、記憶デバイス電
源オン手段１２４および記憶デバイス電源オフ手段１２６により、計算機システムを使用
しているユーザの情報に基づいて記憶デバイスの電源を制御することで、ストレージの消
費電力の削減効果を向上することが可能になる。また、アクセス開始予期手段１２３およ
びアクセス終了予期手段１２５により、計算機システムへのユーザのログイン／ログアウ
トを受け付けた際に記憶デバイスの電源を制御することで、ユーザが実行するプログラム
からのファイルへのアクセスがタイムアウトすることを防ぐことが可能になる。
【実施例２】
【００７９】
　図１３は、本発明の実施例２における計算機システムを示す概略構成図である。本実施
例を、上記の実施例１との差分を中心に説明する。
【００８０】
　本実施例における計算機システムは、上記の実施例１の計算機システムの構成に加えて
、ジョブスケジュールプログラム１３００を有している。
【００８１】
　ジョブスケジュールプログラム１３００は、計算機システムに登録されているユーザの
ジョブを保持して実行をスケジュールする。また、ジョブスケジュールプログラム１３０
０は、保持しているジョブの実行開始／実行終了の際に、ユーザ管理テーブル１０１を参
照して、ユーザの情報を取得し、ファイルシステムプログラム１２０へ渡す。
【００８２】
　図１４は、本実施例におけるアクセス開始予期手段１２３による処理のフローチャート
を示す。
【００８３】
　本実施例におけるアクセス開始予期手段１２３は、上記の実施例１のアクセス開始予期
手段１２３のステップに加えて、ジョブスケジュールプログラム１３００に関するステッ
プを有している。
【００８４】
　ステップ１４００で、ジョブスケジュールプログラム１３００から実行を開始するジョ
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ブのユーザの情報を取得する。
【００８５】
　ステップ１４０１では、取得したユーザの情報を記憶デバイス電源オン手段１２４へ渡
して終了する。
【００８６】
　図１５は、本実施例におけるアクセス終了予期手段１２５による処理のフローチャート
を示す。
【００８７】
　本実施例におけるアクセス終了予期手段１２５は、上記の実施例１のアクセス終了予期
手段１２５のステップに加えて、ジョブスケジュールプログラム１３００に関するステッ
プを有している。
【００８８】
　ステップ１５００で、ジョブスケジュールプログラム１３００から実行を終了したジョ
ブのユーザの情報を取得する。
【００８９】
　ステップ１５０１では、取得したユーザの情報を記憶デバイス電源オフ手段１２６へ渡
して終了する。
【００９０】
　よって、本実施例によれば、ファイルシステムプログラム１２０において、アクセス開
始予期手段１２３およびアクセス終了予期手段１２５により、保持しているジョブの実行
開始／実行終了の際に記憶デバイスの電源を制御することで、ジョブからのファイルへの
アクセスがタイムアウトすることを防ぐとともに、ストレージの消費電力の削減効果を向
上することが可能になる。
【実施例３】
【００９１】
　実施例３における計算機システムの概略構成は、上記の実施例１、あるいは実施例２に
おける計算機システムの概略構成と同じである。本実施例を、上記の実施例１、あるいは
実施例２との差分を中心に説明する。
【００９２】
　図１６は、本実施例におけるファイル１４１を示す説明図である。本実施例におけるフ
ァイル１４１のメタデータ４００は、実施例１、あるいは実施例２のメタデータ４００の
情報に加えて、ファイルへ分散アクセスすることを示す属性１６００を有している。
【００９３】
　図１７は、本実施例における記憶デバイス管理テーブル１２７を示す説明図である。本
実施例における記憶デバイス管理テーブル１２７は、実施例１、あるいは実施例２の記憶
デバイス管理テーブル１２７のカラムに加えて、ファイル１４１を分割して配置する次の
記憶デバイス１４０の識別子を示すカラム１７００を有している。
【００９４】
　図１８、図１９および図２０は、本実施例における記憶デバイス割り当て手段１２１に
よる処理のフローチャートを示す。
【００９５】
　本実施例における記憶デバイス割り当て手段１２１は、上記の実施例１、あるいは実施
例２の記憶デバイス割り当て手段１２１のステップに加えて、ファイル１４１を分割して
配置する記憶デバイス１４０に関するステップを有している。本実施例では、分割したフ
ァイル１４１を配置する記憶デバイス１４０を他のユーザに割り当てることができるもの
とする。また、本実施例では、分割したファイル１４１を配置する記憶デバイス１４０と
して、記憶デバイス管理テーブル１２７の連続している行の記憶デバイス１４０を割り当
てることにする。
【００９６】
　図１９のステップ１９００では、選択している行のカラム３００の識別子が前の行のカ
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ラム１７００に登録されているか判定する。
【００９７】
　ステップ１９００で、前の行のカラム１７００に登録されている場合には、選択してい
る行のカラム３００の識別子を持つ記憶デバイス１４０を初期化する必要はないため、ス
テップ１９２０へ進む。前の行のカラム１７００に登録されていない場合には、図２０の
ステップ６２０へ進む。
【００９８】
　ステップ１９１０では、前の行のカラム１７００の識別子へ、選択している行のカラム
３００の識別子を登録する。
【００９９】
　ステップ１９２０では、記憶デバイス１４０を割り当てた数とファイル１４１を分割す
る数が一致するか判定する。
【０１００】
　ステップ１９２０で、割り当てた数と分割する数が一致する場合には終了する。割り当
てた数と分割する数が一致しない場合には、ステップ１９３０へ進む。
【０１０１】
　ステップ１９３０では、記憶デバイス管理テーブル１２７の次の行を選択し、ステップ
１９００へ戻る。
【０１０２】
　図２０のステップ２０００では、選択している行のカラム１７００の識別子へ、ファイ
ル１４１を分割して配置する次の記憶デバイス１４０が未定であることを示す識別子を登
録する。本実施例では、ファイル１４１を分割して配置する次の記憶デバイス１４０が未
定であることを示す識別子として、選択している行のカラム３００の識別子を用いること
にする。
【０１０３】
　図２１および図２２は、本実施例における記憶デバイス電源オン手段１２４による処理
のフローチャートを示す。
【０１０４】
　本実施例における記憶デバイス電源オン手段１２４は、上記の実施例１、あるいは実施
例２の記憶デバイス電源オン手段１２４に加えて、ファイル１４１を分割して配置する記
憶デバイス１４０に関するステップを有している。
【０１０５】
　図２２のステップ２２００では、記憶デバイス１４０の電源をオンした数とファイル１
４１を分割する数が一致するか判定する。
【０１０６】
　ステップ２２００で、電源をオンした数と分割する数が一致する場合には、終了する。
電源をオンした数と分割する数が一致しない場合には、ステップ２２１０へ進む。
【０１０７】
　ステップ２２１０では、記憶デバイス管理テーブル１２７を参照して、検索した行のカ
ラム１７００の識別子がカラム３００に登録されている行を検索し、図２１のステップ９
２０へ戻る。
【０１０８】
　図２３およぶ図２４は、本実施例における記憶デバイス電源オフ手段１２６による処理
のフローチャートを示す。
【０１０９】
　本実施例における記憶デバイス電源オフ手段１２６は、上記の実施例１、あるいは実施
例２の記憶デバイス電源オフ手段１２６のステップに加えて、ファイル１４１を分割して
配置する記憶デバイス１４０に関するステップを有している。
【０１１０】
　図２４のステップ２４００では、記憶デバイス１４０の電源をオフした数とファイル１
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４１を分割する数が一致するか判定する。
【０１１１】
　ステップ２４００で、電源をオフした数と分割する数が一致する場合には、終了する。
電源をオフした数と分割する数が一致しない場合には、ステップ２４１０へ進む。
【０１１２】
　ステップ２４１０では、記憶デバイス管理テーブル１２７を参照して、検索した行のカ
ラム１７００の識別子がカラム３００に登録されている行を検索し、図２３のステップ１
１２０へ戻る。
【０１１３】
　図２５、図２６および図２７は、本実施例における記憶デバイス選択手段１２２による
処理のフローチャートを示す。
【０１１４】
　本実施例における記憶デバイス選択手段１２２は、上記の実施例１、あるいは実施例２
の記憶デバイス選択手段１２２のステップに加えて、ファイル１４１の分割配置に関する
ステップを有している。
【０１１５】
　図２５のステップ２５００では、アクセスするファイル１４１のメタデータ４００の分
散アクセス属性１６００を判定する。
【０１１６】
　ステップ２５００で、分散アクセス属性１６００が指定されていない場合には、図２６
のステップ２６００へ進む。分散アクセス属性１６００が指定されている場合には、図２
７のステップ２７００へ進む。
【０１１７】
　図２６のステップ２６００では、ファイル１４１へのアクセスがオープン要求か判定す
る。
【０１１８】
　ステップ２６００で、ファイル１４１へのアクセスがオープン要求である場合には、ス
テップ２６１０へ進む。ファイル１４１へのアクセスがオープン要求でない場合には、ス
テップ７２０へ進む。
【０１１９】
　ステップ２６１０では、検索した行のカラム１７００の識別子を持つ記憶デバイス１４
０へファイル１４１が分割して配置されているか判定する。
【０１２０】
　ステップ２６１０で、分割して配置されていない場合には、終了する。分割して配置さ
れている場合には、ステップ２６２０へ進む。
【０１２１】
　ステップ２６２０では、ファイル１４１を分割する数にしたがって検索した行のカラム
１７００の識別子がカラム３００に登録されている行を辿り、結合したファイル１４１の
記憶デバイス１４０への再配置を記憶デバイス制御装置１３０へ要求して終了する。
【０１２２】
　図２７のステップ２７００では、ファイル１４１へのアクセスがオープン要求か判定す
る。
【０１２３】
　ステップ２７００で、ファイル１４１へのアクセスがオープン要求である場合には、ス
テップ２７１０へ進む。ファイル１４１へのアクセスがオープン要求でない場合には、ス
テップ２７３０へ進む。
【０１２４】
　ステップ２７１０では、検索した行のカラム１７００の識別子を持つ記憶デバイス１４
０へファイル１４１が分割して配置されているか判定する。
【０１２５】
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　ステップ２７１０で、分割して配置されている場合には、終了する。分割して配置され
ていない場合には、ステップ２７２０へ進む。
【０１２６】
　ステップ２７２０では、ファイル１４１を分割する数にしたがって検索した行のカラム
１７００の識別子がカラム３００に登録されている行を辿り、分割したファイル１４１の
記憶デバイス１４０への再配置を記憶デバイス制御装置１３０へ要求して終了する。
【０１２７】
　ステップ２７３０では、ファイル１４１を分割する数にしたがって検索した行のカラム
１７００の識別子がカラム３００に登録されている行を辿り、記憶デバイス１４０へのア
クセスを分配して記憶デバイス制御装置１３０へ要求して終了する。
【０１２８】
　図２８は、本実施例におけるファイルプロパティウィンドウ２８００を示す説明図であ
る。
【０１２９】
　ファイルプロパティウィンドウ２８００は、ファイル１４１のメタデータ４００が持つ
情報を表示するフィールド２８１０と、ファイル１４１のメタデータ４００が持つ属性を
指定するフィールド２８２０を有している。
【０１３０】
　フィールド２８２０の属性をマークすることで、ファイル１４１のメタデータ４００の
分散アクセス属性１６００が指定され、記憶デバイス選択手段１２２によってファイル１
４１が記憶デバイス１４０へ分割して配置される。
【０１３１】
　図２９は、本実施例におけるディレクトリ構造ビューを示す説明図である。
【０１３２】
　ディレクトリ構造ビュー２９００は、計算機システムを使用しているユーザに見えるデ
ィレクトリ構造である。
【０１３３】
　ディレクトリ構造２９１０、ディレクトリ構造２９１１およびディレクトリ構造２９１
２はそれぞれ、ユーザの情報に基づいて割り当てた記憶デバイス１４０におけるファイル
の配置を示している。また、本実施例では、ディレクトリ構造２９１１を持つ記憶デバイ
ス１４０は、ディレクトリ構造２９１０を持つ記憶デバイス１４０の分割したファイル１
４１を配置する記憶デバイスとしても割り当てている。同様に、ディレクトリ構造２９１
２を持つ記憶デバイス１４０は、ディレクトリ構造２９１１を持つ記憶デバイス１４０の
分割したファイル１４１を配置する記憶デバイスとしても割り当てている。
【０１３４】
　ファイルシステムプログラム１２０により、電源がオンになっている記憶デバイス１４
０のディレクトリ構造２９１０、ディレクトリ構造２９１１およびディレクトリ構造２９
１２を重ね合わせたものがディレクトリ構造ビュー２９００として計算機を使用している
ユーザに見える。また、ファイルシステムプログラム１２０により、ディレクトリ構造２
９１１およびディレクトリ構造２９１２を持つ記憶デバイス１４０へ分割して配置してい
るファイル１４１へアクセスすることが可能である。
【０１３５】
　よって、本実施例によれば、ファイルシステムプログラム１２０において、記憶デバイ
ス割り当て手段１２１および記憶デバイス選択手段１２２により、分散アクセス属性１６
００が指定されているファイル１４１を複数の記憶デバイスへ分割して配置することで、
ストレージの消費電力の削減効果を向上させながら、ファイルへのアクセス性能を向上す
ることが可能になる。
【実施例４】
【０１３６】
　本発明の実施例４における計算機システムの概略構成は、上記の実施例１、あるいは実
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施例２における計算機システムの概略構成と同じである。本実施例を、上記の実施例１、
あるいは実施例２との差分を中心に説明する。
【０１３７】
　図３０は、本実施例におけるファイル１４１を示す説明図である。
【０１３８】
　本実施例におけるファイル１４１のメタデータ４００は、上記の実施例１、あるいは実
施例２のメタデータ４００の情報に加えて、ファイル１４１へのアクセスが希であること
を示す属性（アクセス希少属性）３０００を有している。
【０１３９】
　図３１は、本実施例における記憶デバイス管理テーブル１２７を示す説明図である。
【０１４０】
　本実施例における記憶デバイス管理テーブル１２７は、上記の実施例１、あるいは実施
例２の記憶デバイス管理テーブル１２７のカラムに加えて、アクセスが希なファイル１４
１のデータ４１０を配置する記憶デバイス１４０の識別子を示すカラム３１００を有して
いる。
【０１４１】
　図３２、図３３および図３４は、本実施例における記憶デバイス割り当て手段１２１に
よる処理のフローチャートを示す。
【０１４２】
　本実施例における記憶デバイス割り当て手段１２１は、上記の実施例１、あるいは実施
例２の記憶デバイス割り当て手段１２１のステップに加えて、アクセスが希なファイル１
４１のデータ４１０を配置する記憶デバイス１４０に関するステップを有している。本実
施例では、アクセスが希なファイル１４１のデータ４１０を配置する記憶デバイス１４０
を他のユーザに割り当てることができるものとする。また、本実施例では、アクセスが希
なファイル１４１のデータ４１０を配置する記憶デバイス１４０として、記憶デバイス管
理テーブル１２７の次の行の記憶デバイス１４０を割り当てることにする。
【０１４３】
　図３３のステップ３３００では、記憶デバイス管理テーブル１２７の次の行を選択する
。
【０１４４】
　図３４のステップ３４００では、選択している行のカラム３００の識別子が前の行のカ
ラム３１００に登録されているか判定する。
【０１４５】
　ステップ３４００で、前の行のカラム３１００に登録されている場合には、選択してい
る行のカラム３００の識別子を持つ記憶デバイス１４０を初期化する必要はないため、呼
び出し元へ戻る。前の行のカラム３１００に登録されていない場合には、ステップ６２０
へ進む。
【０１４６】
　ステップ３４１０では、選択している行のカラム３１００の識別子へ、アクセスが希な
ファイル１４１のデータ４１０を配置する記憶デバイス１４０が未定であることを示す識
別子を登録する。本実施例では、アクセスが希なファイル１４１のデータ４１０を配置す
る記憶デバイス１４０が未定であることを示す識別子として、選択している行のカラム３
００の識別子を用いることにする。
【０１４７】
　ステップ３４２０では、前の行のカラム１７００の識別子へ、選択している行のカラム
３００の識別子を登録する。
【０１４８】
　本実施例における記憶デバイス電源オン手段１２４は、上記の実施例１、あるいは実施
例２の記憶デバイス電源オン手段１２４と同じであり、アクセスが希なファイル１４１の
データ４１０を配置する記憶デバイス１４０に関するステップは有していない。
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【０１４９】
　また、本実施例における記憶デバイス電源オフ手段１２６は、上記の実施例１、あるい
は実施例２の記憶デバイス電源オフ手段１２６と同じであり、アクセスが希なファイル１
４１のデータ４１０を配置する記憶デバイス１４０に関するステップは有していない。
【０１５０】
　図３５、図３６、図３７、図３８、図３９および図４０は、本実施例における記憶デバ
イス選択手段１２２による処理のフローチャートを示す。
【０１５１】
　本実施例における記憶デバイス選択手段１２２は、上記の実施例１、あるいは実施例２
の記憶デバイス選択手段１２２のステップに加えて、アクセスが希なファイル１４１の配
置に関するステップを有している。
【０１５２】
　図３５のステップ３５００では、アクセスするファイル１４１のメタデータ４００のア
クセス希少属性３０００を判定する。
【０１５３】
　ステップ３５００で、アクセス希少属性３０００が指定されていない場合には、図３６
のステップ３６００へ進む。アクセス希少属性３０００が指定されている場合には、図３
９のステップ３９００へ進む。
【０１５４】
　図３６のステップ３６００では、ファイル１４１へのアクセスがオープン要求か判定す
る。
【０１５５】
　ステップ３６００で、ファイル１４１へのアクセスがオープン要求である場合には、ス
テップ３６１０へ進む。ファイル１４１へのアクセスがオープン要求でない場合には、ス
テップ７２０へ進む。
【０１５６】
　ステップ３６１０では、検索した行のカラム３１００の識別子を持つ記憶デバイス１４
０へファイル１４１のデータ４１０が配置されているか判定する。
【０１５７】
　ステップ３６１０で、データ４１０が配置されていない場合には、終了する。データ４
１０が配置されている場合には、ステップ３６２０へ進む。
【０１５８】
　ステップ３６２０では、記憶デバイス管理テーブル１２７を参照して、検索した行のカ
ラム３１００の識別子がカラム３００に登録されている行を選択し、図３７のステップ３
７００へ進む。
【０１５９】
　ステップ３６３０では、検索した行のカラム３００の識別子を持つ記憶デバイス１４０
へのファイル１４１のデータ４１０の再配置を記憶デバイス制御装置１３０へ要求し、図
３８のステップ３８００へ進む。
【０１６０】
　図３７のステップ３７００では、選択した行のカラム３２０の電源カウンタの値を判定
する。
【０１６１】
　ステップ３７００で、選択した行のカラム３２０の値が０より大きい場合には、記憶デ
バイス１４０の電源をオンする必要はないため、ステップ３７１０へ進む。選択した行の
カラム３２０の値が０の場合には、ステップ３７２０へ進む。
【０１６２】
　ステップ３７１０では、選択した行のカラム３２０の値をインクリメントし、呼び出し
元へ戻る。
【０１６３】
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　ステップ３７２０では、選択した行のカラム３００の識別子を持つ記憶デバイス１４０
の電源のオンを記憶デバイス制御装置１３０へ要求する。
【０１６４】
　図３８のステップ３８００では、選択した行のカラム３２０の値をデクリメントする。
【０１６５】
　ステップ３８１０では、選択した行のカラム３２０の電源カウンタの値を判定する。
【０１６６】
　ステップ３８１０で、選択した行のカラム３２０の値が０より大きい場合には、記憶デ
バイス１４０の電源をオフする必要はないため、呼び出し元へ戻る。選択した行のカラム
３８１０の値が０の場合には、ステップ３８２０へ進む。
【０１６７】
　ステップ３８２０では、選択した行のカラム３００の識別子を持つ記憶デバイス１４０
の電源のオフを記憶デバイス制御装置１３０へ要求し、呼び出し元へ戻る。
【０１６８】
　図３９のステップ３９００では、記憶デバイス管理テーブル１２７を参照して、検索し
た行のカラム３１００の識別子がカラム３００に登録されている行を選択する。
【０１６９】
　ステップ３９１０では、ファイル１４１へのアクセスがオープン要求か判定する。
【０１７０】
　ステップ３９１０で、ファイル１４１へのアクセスがオープン要求である場合には、図
３７のステップ３７００へ進む。ファイル１４１へのアクセスがオープン要求でない場合
には、図４０のステップ４０００へ進む。
【０１７１】
　ステップ３９２０では、選択した行のカラム３００の識別子を持つ記憶デバイス１４０
へファイル１４１のデータ４１０が配置されているか判定する。
【０１７２】
　ステップ３９２０で、データ４１０が配置されている場合には、終了する。データ４１
０が配置されていない場合には、ステップ３９３０へ進む。
【０１７３】
　ステップ３９３０では、選択した行のカラム３００の識別子を持つ記憶デバイス１４０
へのファイル１４１のデータ４１０の再配置を記憶デバイス制御装置１３０へ要求して終
了する。
【０１７４】
　図４０のステップ４０００では、ファイル１４１へのアクセスがクローズ要求か判定す
る。
【０１７５】
　ステップ４０００で、ファイル１４１へのアクセスがクローズ要求である場合には、図
３８のステップ３８００へ進む。ファイル１４１へのアクセスがクローズ要求でない場合
には、ステップ４０１０へ進む。
【０１７６】
　ステップ４０１０では、検索した行のカラム３００の識別子および選択した行のカラム
３００の識別子にしたがって記憶デバイス１４０へのファイル１４１のメタデータ４００
アクセスとデータ４１０アクセスを分配して記憶デバイス制御装置１３０へ要求して終了
する。
【０１７７】
　図４１は、本実施例におけるファイルプロパティウィンドウ４１００を示す説明図であ
る。
【０１７８】
　ファイルプロパティウィンドウ４１００は、ファイル１４１のメタデータ４００が持つ
情報を表示するフィールド４１１０と、ファイル１４１のメタデータ４００が持つ属性を
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指定するフィールド４１２０を有している。
【０１７９】
　フィールド４１２０の属性をマークすることで、ファイル１４１のメタデータ４００の
アクセス希少属性３０００が指定され、記憶デバイス選択手段１２２によってファイル１
４１のメタデータ４００とデータ４１０が記憶デバイス１４０へ分割して配置される。
【０１８０】
　図４２は、本実施例におけるディレクトリ構造ビューを示す説明図である。
【０１８１】
　ディレクトリ構造ビュー４２００は、計算機システムを使用しているユーザに見えるデ
ィレクトリ構造である。
【０１８２】
　ディレクトリ構造４２１０、ディレクトリ構造４２１１およびディレクトリ構造４２１
２はそれぞれ、ユーザの情報に基づいて割り当てた記憶デバイス１４０におけるファイル
の配置を示している。また、本実施例では、ディレクトリ構造４２１１を持つ記憶デバイ
ス１４０は、ディレクトリ構造４２１０を持つ記憶デバイス１４０のアクセスが希なファ
イル１４１のデータ４１０を配置する記憶デバイスとしても割り当てている。同様に、デ
ィレクトリ構造４２１２を持つ記憶デバイス１４０は、ディレクトリ構造４２１１を持つ
記憶デバイス１４０のアクセスが希なファイル１４１のデータ４１０を配置する記憶デバ
イスとしても割り当てている。
【０１８３】
　ファイルシステムプログラム１２０により、電源がオンになっている記憶デバイス１４
０のディレクトリ構造４２１０およびディレクトリ構造４２１１を重ね合わせたものがデ
ィレクトリ構造ビュー４２００として計算機を使用しているユーザに見える。また、ファ
イルシステムプログラム１２０により、ディレクトリ構造４２１２を持つ記憶デバイス１
４０は、割り当てたユーザが計算機システムの使用を開始するか、あるいはディレクトリ
構造４２１１を持つ記憶デバイス１４０のアクセスが希なファイル１４１への要求が発生
するまで電源がオンになることはない。
【０１８４】
　よって、本実施例によれば、ファイルシステムプログラム１２０において、記憶デバイ
ス割り当て手段１２１および記憶デバイス選択手段１２２により、アクセス希少属性１６
００が指定されているファイル１４１のメタデータ４００とデータ４１０を異なる記憶デ
バイスへ配置することで、ストレージの消費電力の削減効果を向上させながら、ストレー
ジを効率的に使用することが可能になる。
【０１８５】
　以上、数々の実施例に基づいて本発明を具体的に説明したが、本発明は上記実施例に限
定されるものではなく、ユーザの情報としてユーザの識別子の代わりにグループの識別子
を用いるなど、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。
【０１８６】
　本発明は、計算機システムにおけるファイルシステムによるストレージの管理方法に適
用することが可能であり、特に、大規模な計算機システムにおけるストレージの電源の管
理方法に適用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１８７】
【図１】実施例１における計算機システムを示す概略構成図である。
【図２】実施例１において、ユーザ管理テーブルを示す説明図である。
【図３】実施例１において、記憶デバイス管理テーブルを示す説明図である。
【図４】実施例１において、ファイルを示す説明図である。
【図５】実施例１において、記憶デバイス割り当て手段１による処理を示すフローチャー
トである。
【図６】実施例１において、記憶デバイス割り当て手段２による処理を示すフローチャー
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トである。
【図７】実施例１において、記憶デバイス選択手段による処理を示すフローチャートであ
る。
【図８】実施例１において、アクセス開始予期手段による処理を示すフローチャートであ
る。
【図９】実施例１において、記憶デバイス電源オン手段による処理を示すフローチャート
である。
【図１０】実施例１において、アクセス終了予期手段による処理を示すフローチャートで
ある。
【図１１】実施例１において、記憶デバイス電源オフ手段による処理を示すフローチャー
トである。
【図１２】実施例１において、ディレクトリ構造ビューを示す説明図である。
【図１３】実施例２における計算機システムを示す概略構成図である。
【図１４】実施例２において、アクセス開始予期手段による処理を示すフローチャートで
ある。
【図１５】実施例２において、アクセス終了予期手段による処理を示すフローチャートで
ある。
【図１６】実施例３において、ファイルを示す説明図である。
【図１７】実施例３において、記憶デバイス管理テーブルを示す説明図である。
【図１８】実施例３において、記憶デバイス割り当て手段１による処理を示すフローチャ
ートである。
【図１９】実施例３において、記憶デバイス割り当て手段２による処理を示すフローチャ
ートである。
【図２０】実施例３において、記憶デバイス割り当て手段３による処理を示すフローチャ
ートである。
【図２１】実施例３において、記憶デバイス電源オン手段１による処理を示すフローチャ
ートである。
【図２２】実施例３において、記憶デバイス電源オン手段２による処理を示すフローチャ
ートである。
【図２３】実施例３において、記憶デバイス電源オフ手段１による処理を示すフローチャ
ートである。
【図２４】実施例３において、記憶デバイス電源オフ手段２による処理を示すフローチャ
ートである。
【図２５】実施例３において、記憶デバイス選択手段１による処理を示すフローチャート
である。
【図２６】実施例３において、記憶デバイス選択手段２による処理を示すフローチャート
である。
【図２７】実施例３において、記憶デバイス選択手段３による処理を示すフローチャート
である。
【図２８】実施例３において、ファイルプロパティウィンドウを示す説明図である。
【図２９】実施例３において、ディレクトリ構造ビューを示す説明図である。
【図３０】実施例４において、ファイルを示す説明図である。
【図３１】実施例４において、記憶デバイス管理テーブルを示す説明図である。
【図３２】実施例４において、記憶デバイス割り当て手段１による処理を示すフローチャ
ートである。
【図３３】実施例４において、記憶デバイス割り当て手段２による処理を示すフローチャ
ートである。
【図３４】実施例４において、記憶デバイス割り当て手段３による処理を示すフローチャ
ートである。
【図３５】実施例４において、記憶デバイス選択手段１による処理を示すフローチャート
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である。
【図３６】実施例４において、記憶デバイス選択手段２による処理を示すフローチャート
である。
【図３７】実施例４において、記憶デバイス選択手段３による処理を示すフローチャート
である。
【図３８】実施例４において、記憶デバイス選択手段４による処理を示すフローチャート
である。
【図３９】実施例４において、記憶デバイス選択手段５による処理を示すフローチャート
である。
【図４０】実施例４において、記憶デバイス選択手段６による処理を示すフローチャート
である。
【図４１】実施例４において、ファイルプロパティウィンドウを示す説明図である。
【図４２】実施例４において、ディレクトリ構造ビューを示す説明図である。
【符号の説明】
【０１８８】
１００…ユーザ管理プログラム
１０１…ユーザ管理テーブル
１１０…ログイン／ログアウトプログラム
１２０…ファイルシステムプログラム
１２１…記憶デバイス割り当て手段
１２２…記憶デバイス選択手段
１２３…アクセス開始予期手段
１２４…記憶デバイス電源オン手段
１２５…アクセス終了予期手段
１２６…記憶デバイス電源オフ手段
１２７…記憶デバイス管理テーブル
１３０…記憶デバイス制御装置
１４０…記憶デバイス
１４１…ファイル
２００…ユーザ名カラム
２１０…パスワードカラム
２２０…ユーザ識別子カラム
２３０…グループ識別子カラム
２４０…コメントカラム
２５０…ホームディレクトリカラム
２６０…ログインシェルカラム
３００…記憶デバイス識別子カラム
３１０…ユーザ情報カラム
３２０…電源カウンタカラム
４００…メタデータ
４０１…ファイル種別
４０２…アクセス権
４０３…ユーザ識別子
４０４…グループ識別子
４０５…アクセス時刻
４０６…サイズ
４１０…データ
１３００…ジョブスケジュールプログラム
１６００…分散アクセス属性
１７００…分割配置記憶デバイス識別子カラム
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３０００…アクセス希少属性
３１００…データ配置記憶デバイス識別子カラム。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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