
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
それぞれが複数のデータファイルを蓄積する複数のファイルサーバを相互接続するように
機能 、前記 ファイルサーバ
から データファイルを蓄積する む第２次蓄積手段
と、前記ネットワークに接続され、前記複数のファイルサーバと前記第２次蓄積手段との
間 、データファイルの転送を 自動的に管理す
る 蓄積サーバ手段と 、

データ蓄積管理システム。
【請求項２】
前記第２次蓄積手段が、多階層メモリを有し、この階層メモリが異なる特性の媒体を有す
る請求項１のシステム。
【請求項３】
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するネットワークのデータを管理するシステムであって 複数の
転送される複数の ための複数の媒体を含

で 、前記複数のファイルサーバから独立して
ための を有し この蓄積サーバ手段は前記複数のファイルサーバから

転送される複数のデータファイルをデータブロックとして集めて転送ユニットに構成する
手段と、前記第２次蓄積手段に移された複数のデータファイルの各々が前記第２次蓄積手
段の中で占める位置を識別するために物理的データ蓄積位置を示すデータを蓄積するディ
レクトリ手段とを備え、このディレクトリ手段が、個々のデータファイルとこのデータフ
ァイルが入っている転送ユニットとの間の対応を示すデータを蓄積する転送ユニット・デ
ィレクトリ手段と、個々の転送ユニットと、個々の転送ユニットとそれらが格納されてい
る媒体との間の対応を示すデータを蓄積する媒体オブジェクト・ディレクトリ手段とを備
える



前記階層メモリが複数の層を有し、磁気媒体、光学媒体、及び固体媒体のクラスの中の少
なくとも１つの媒体からなるメモリ装置を含む請求項２のシステム。
【請求項４】
前記階層メモリの各層が前記蓄積サーバ手段に接続されている請求項２のシステム。
【請求項５】
前記階層メモリの内の少なくとも１層が、前記複数のファイルサーバから移されてきた

データファイルを蓄積する複数のデータ蓄積要素と、少なくとも１つのデータ蓄積要
素駆動手段であって、このデータ蓄積要素駆動手段に取り付けられ データ蓄積要素に

データ 読み出し／書き込みを 手段と、そして前記複数のデータ蓄積要素
１つを前記データ蓄積要素駆動手段にロボットのように取り付ける自動化

データ蓄積要素管理手段とを有する請求項２のシステム。
【請求項６】
前記第２次蓄積手段が多階層メモリを有し、この多階層メモリの 階層メモリが異なる特
性の媒体を有し、前記蓄積サーバ手段が、前記階層メモリの第１層に前記転送ユニットを
蓄積する手段と、前記階層メモリの 層に蓄積されているデータファイルを所定の基準
の関数に従って前記階層メモリの別の層へ自動的に再配置する手段とを有し、そして前記
自動的に再配置する手段 前記転送ユニットを前記階層メモリの前記別の層へ
する請求項１のシステム。
【請求項７】

転送ユニットが、前記転送ユニットが入って
いる前記媒体から前記階層メモリの中の別の媒体へ再配置されるとき、前記蓄積サーバ

が前記媒体オブジェクト・ディレクトリ手段を更新する請求項 のシステム。
【請求項８】
前記階層メモリの前記第１層に書き込まれているそれぞれの前記転送ユニットを、取り付
け可能なデータ蓄積要素に書き込む バックアップ手段を更に有する請求項 のシス
テム。
【請求項９】
前記転送ユニットを一杯に充たすだけのデータがなくとも所定の時間が経過すると、前記
バックアップ手段が前記取り付け可能なデータ蓄積要素に部分的にしか充たされていない
前記転送ユニットを書き 請求項 のシステム。
【請求項１０】
前記バックアップ手段が 部分的にし
か充たされていない前記転送ユニット

請求
項 のシステム。
【請求項１１】
前記蓄積サーバ手段が、指定された前記転送ユニットの中に要求されたデータファイルが
ないことに 、前記バックアップ手段から要求のあったデータファイルを検索し、前
記指定された転送ユニットの少なくとも 部分を前記取り付け可能なデータ蓄積要素から
読み出して前記失われたデータファイルを回復 る請求項 のシステム。
【請求項１２】
前記蓄積サーバ手段が、前記階層メモリの最下層にデータ蓄積の空きスペースが不足して
いるということに 、少なくとも１つの 前記転送ユニットを前記最下層か
ら消去する手段を更に有する請求項 のシステム。
【請求項１３】
前記蓄積サーバ が、前記階層メモリ 追加したことに

、前記 消去された転送ユニットを前記取り付け可能なデータ蓄積要素か
ら読み出すことによって、前記 、消去された転送ユニットを前記バックアップ手
段から前記追加された媒体の層へ転送する手段を更に有する請求項 のシステム。
【請求項１４】
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前記蓄積サーバ が、前記階層メモリの最下層にデータ蓄積容量を追加したことに
、前記 消去された転送ユニットを前記取り付け可能なデータ蓄積要素から読

み出すことによって、前記 消去された転送ユニットを前記バックアップ手段か
ら前記追加されたデータ蓄積容量へ転送する手段を更に有する請求項 のシステム。
【請求項１５】
前記蓄積サーバ手段が、前記階層メモリの中 層のデータ蓄積空きスペースが
取り除かれたことに 、前記取り除かれるデータ蓄積空きスペースに蓄積されていた
全ての前記転送ユニットを前記 層から消去する手段を更に有する請求項 のシ
ステム。
【請求項１６】
前記蓄積サーバ が、前記階層メモリの中の前記 層より下の層の
データ蓄積容量の 、前記消去された転送ユニットを前記取り付け可能なデ
ータ蓄積要素から読み出して、前記消去された転送ユニットを前記バックアップ手段から
前記 データ蓄積容量へ転送する手段を更に有する請求項 のシステム。
【請求項１７】
前記階層メモリの内の少なくとも１層が、前記複数のファイルサーバから移された
データファイルを含む少なくとも１つの取り付け可能な前記データ蓄積要素を有するシェ
ルフ層であって、前記データ蓄積要素上のそのデータファイルの位置は前記
・ディレクトリ手段に保持されている請求項 のシステム。
【請求項１８】
前記シェルフ層の取り付け可能な媒体が前記バックアップの取り付け可能な媒体を有する
請求項 のシステム。
【請求項１９】
前記階層メモリの内の１層が、前記ファイルサーバから移されたデータファイルを含む少
なくとも１つの取り付け可能な前記データ蓄積要素を有する退役層であって、そのデータ
ファイルのディレクトリ・エントリが前記転送ユニット・ディレクトリ手段から排除され
ている請求項 のシステム。
【請求項２０】
前記蓄積サーバ手段が、前記シェルフ層に取り付け可能なデータ蓄積要素が無くなってい
ることに応じて、前記無くなった取り付け可能なデータ蓄積要素に蓄積されていた全ての
前記転送ユニットを前記取り付け可能なバックアツプ・データ蓄積要素から読み出して、
前記取り付け可能なデータ蓄積要素を前記バックアップ手段から検索する請求項 のシ
ステム。
【請求項２１】
前記蓄積サーバ手段が、前記階層メモリの内の１層にあった媒体が無くなっていることに

、前記無くなった媒体に蓄積されていた全ての前記転送ユニットを前記取り付け可
能なバックアツプ・データ蓄積要素から読み出して、前記無くなった媒体を前記バックア
ップ手段から 請求項 のシステム。
【請求項２２】
前記蓄積サーバ手段が、前記 前記媒体の関数によって前記転送ユニット
のサイズを決定する手段を 有する請求項 のシステム。
【請求項２３】
前記蓄積サーバ手段が、前記 ファイルサーバの中に位置し、前記第２次蓄積手段に
移されたデータファイルへの選択された前記ファイルサーバにおける呼び を傍受する
傍受手段と、そしてこの傍受手段に 、移されたデータファイルを前記第２次蓄積手
段から前記 ファイルサーバへ呼び戻す呼び戻し手段とを有する請求項１のシス
テム。
【請求項２４】
前記ネットワークが、前記複数のファイルサーバ上での複数のデータファイルの蓄積位置
を識別するディレクトリ手段を含み、前記蓄積サーバ手段がネットワーク・ディレクトリ
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でそれぞれの移動されたデータファイルに対するディレクトリ位置に、前記データファイ
ルが前記第２次蓄積手段へ移されたことを示すデータを書き込む書き込み手段を有する請
求項１のシステム。
【請求項２５】
前記蓄積サーバ手段が、前記ファイルサーバの中に位置し、前記ファイルサーバに蓄積さ
れたデータファイルへの 前記複数のファイルサーバにおける呼びを傍受する傍
受手段と、そして前記ネットワーク・ディレクトリに書き込まれ、要求されたデータファ
イルが前記第２次蓄積手段へ移されたことを示す前記データに 、要求されたデータ
ファイルを前記第２次蓄積手段から前記ファイルサーバへ呼び戻す呼び戻し手段とを有す
る請求項 のシステム。
【請求項２６】
前記蓄積サーバ手段が、前記第２次蓄積手段へ移されたデータファイルそれぞれの前記第
２次蓄積手段における位置を識別する 物理的データ蓄積位置に データを蓄積
するディレクトリ手段を有し、そして前記呼び戻し手段が、前記ディレクトリ手段に蓄積
されている前記データを読み出して、移動されていたデータファイルの前記第２次蓄積手
段へ移されたデータファイルそれぞれの前記第２次蓄積手段における位置を識別する

前記ディレクトリ手段に蓄積されている前記データを要求に 読み出す手段と、そ
して移動されていたデータファイルを前記第２次蓄積手段の位置から前記 ファ
イルサーバへ要求に 送信する送信手段とを有する請求項 のシステム。
【請求項２７】
前記蓄積サーバ手段が、前記第２次蓄積手段へ移されたデータファイルそれぞれの前記第
２次蓄積手段における位置を識別する 物理的データ蓄積位置に データを蓄積
する前記ディレクトリ手段を有し、そして前記ネットワーク・ディレクトリで移動してい
たデータファイルの中から選別されたデータファイルに対するディレクトリ位置に、前記
書き込み手段によって書き込まれた前記データが、前記移動していたデータファイルの中
から選別されたデータファイルの前記第２次蓄積手段における位置を識別する 物理
的データ蓄積位置に関するデータを蓄積している前記ディレクトリ内のデータ蓄積位置を
識別する請求項 のシステム。
【請求項２８】

書き込み手段によって書き込まれた前記データが データファ
イル・アトリビュートの一部である請求項 のシステム。
【請求項２９】
前記ネットワークが前記ファイルサーバ上のデータファイルの蓄積位置を識別する
ディレクトリ手段を含み、前記蓄積サーバ手段が

ファイルサーバ上に蓄積されているデータファイルに データを得る 前
記データファイルの種々の特性を示すネットワーク・ディレクトリを見る手段を有する請
求項１のシステム。
【請求項３０】
前記データファイル移動手段が、前記 ファイルサーバ上に蓄積されているデー
タファイル 前記データファイルの 特性 優先度 順序付け
する手段を有する請求項 のシステム。
【請求項３１】
前記ファイルサーバのそれぞれが複数のデータ蓄積のボリュームを含み、前記データファ
イル移動手段が、前記少なくとも１つのファイルサーバの各ボリュームを見直し、そこに
蓄積されている を認識する手段を更に有す
る請求項 のシステム。
【請求項３２】
前記データファイル移動手段が、 優先度が最も低いと認識されたデータファイルの内
の少なくとも１つを前記第２次蓄積手段に送信する手段を更に有する請求項 のシステ
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ム。
【請求項３３】
前記蓄積サーバ手段が、前記 ファイルサーバのボリュームにおいて
メモリ が予め定められた閾値と少なくとも同じになるまで、優先度が最も低い連続
した データファイル 前記データファイル移動手段を起動 手段を更に有
する請求項 のシステム。
【請求項３４】
前記蓄積サーバ手段が、前記データファイル移動手段の起動 を時間ベースで
手段を更に有する請求項 のシステム。
【請求項３５】
前記蓄積サーバ手段が、

起動 手段を更に有する請求項 のシステム。
【請求項３６】
前記蓄積サーバ手段が、前記データファイル移動手段を前記データ・ネットワーク上の活
動度の関数で起動 手段を更に有する請求項 のシステム。
【請求項３７】
前記データファイル移動手段が、 優先度で順序付けしたデータファイルの少なくとも
１つを前記 ファイルサーバから前記第２次蓄積手段にコピーする手段と、

前記コピーされた少なくとも１つの 優先度で順序付けされたデータファイルが占め
るデータ蓄積

とを有す
る請求項 のシステム。
【請求項３８】
前記第２次蓄積手段が多階層メモリを有し、前記蓄積サーバ手段が、前記第２次蓄積手段
に送信された複数のデータファイルを

手段と、前記転送ユニットを前記階層メモリの第１層に蓄積する手段とを有 前
記第２次蓄積手段が、前記階層メモリの前記第１層上に蓄積されている前記転送ユニット
のコピーを蓄積する手段を更に有する請求項１のシステム。
【請求項３９】
前記第２次蓄積手段が

最下層が複数の媒体ユニットに分割され
前記第２次蓄積手段がその上に データ蓄積 前記複数の媒体
ユニットの１つ 前記媒体ユニットのコピーを

。
【請求項４０】
前記蓄積サーバ手段が、前記媒体ユニットが無くなったことに て、前記無くなった媒
体ユニットに蓄積されていた全てのデータファイルを前記媒体代替ユニット要素から読み
出して、前記無くなった媒体ユニットを前記媒体代替ユニット要素から 請求項

のシステム。
【請求項４１】
前記媒体代替ユニット要素が取り付け可能なデータ蓄積要素を有する請求項 のシステ
ム。
【請求項４２】
前記第２次蓄積手段が多階層メモリを有し、この階層メモリの層が異なる特性を備えた媒
体を有し、前記蓄積サーバ手段が前記第２次蓄積手段に送信された複数のデータファイル
を 集めて前記転送ユニット 手段と、前記転送ユニットを
前記階層メモリの第１層に蓄積する手段と、前記第１層に蓄積されている前記転送ユニッ
トを所定の基準の関数に従って前記階層メモリの別の層へ自動的に再配置する手段とを有
し、

請求項１のシステム

10

20

30

40

50

(5) JP 3786955 B2 2006.6.21

選択された 利用できる
の容量

前記 のために させる
３２

予定 組み込む
３２

前記ボリューム空間の利用状況の関数で前記データファイル移動
手段を させる ３２

させる ３２

前記
選択された そし

て 前記
空間を利用可能なデータ蓄積空間として活用するために、前記選択されたフ

ァイルサーバ上で利用可能なデータ蓄積空間の不足分を絶えずチェックする手段
３１

データブロックとして集めて前記転送ユニットに構
成する し、

前記階層メモリの上位の階層にある層から再配置されたデーファイ
ルを蓄積するために、 た多層階層メモリを有し、

利用できる 空間を使用しきった
のために、媒体代替ユニット要素上に 蓄積す

る手段を更に有する請求項１のシステム

応じ

呼び戻す ３
９

３９

データブロックとして に構成する

そして前記自動的に再配置する手段は媒体ユニット中で組み合わされた前記複数の転
送ユニットを前記階層メモリの前記別の層に蓄積するために送信する



。
【請求項４３】

【請求項４４】
前記第２次蓄積 が多階層メモリを有し、更に磁気媒体、光学媒体、及び固体媒体のク
ラスの中の少なくとも１つの媒体からなるメモリ装置を 特性を有する媒体
と共に階層メモリに を有する請求項 の方法。
【請求項４５】
前記第２次蓄積 が多階層メモリを有し、その内の少なくとも１層が前記ファイルサー
バから移されたデータファイルを蓄積する複数の と、 に取り付けられ

前記データ蓄積要素の上にデータを読み出し／書き する データ蓄
積要素駆動装置とを有し、前記複数のデータ蓄積要素 １つを前記デー
タ蓄積要素駆動手段にロボット 取り付けるステップを更に有する請求項 の方法
。
【請求項４６】
前記第２次蓄積要素が多階層メモリを有し、この階層メモリの前記層が異なる特性
媒体を有し、前記転送ユニットを前記階層メモリの第１層に蓄積するステップと、前記階
層メモリの１つの層に蓄積されたデータファイルを前記階層メモリの別の層に所定の関数
に従って自動的に再配置するステップと、そして前記転送ユニットを前記階層メモリの前
記別の層に送信するステップとを更に有する請求項 の方法。
【請求項４７】
前記転送ユニットが、 入ってい 前記媒体から前記階層メモリの別の媒体に再配
置されたとき、蓄積サーバ要素が媒体オブジェクト・ディレクトリを更新する請求項
の方法。
【請求項４８】

方法。
【請求項４９】

所定の時間が経過
書き込みステップが前記取り付け可能なバックアツプ・データ蓄積要素に部分的にし

か充たされていない前記転送ユニットを書き 請求項 の方法。
【請求項５０】
前記 一部分
しか充たされていない前記転送ユニットの上に、前記部分的にしか充たされていない転送
ユニットに書かれていた全てのデータファイルを含む前記転送ユニットで上書きする請求
項 の方法。
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それぞれが複数のデータファイルを蓄積する複数のファイルサーバを相互接続するように
機能するデータ・ネットワークに接続された第２次蓄積要素と蓄積サーバとを有するデー
タ蓄積管理システムにおいて複数のデータファイルを蓄積する方法であって、前記複数の
ファイルサーバから移された前記複数のデータファイルを前記第２次蓄積要素に蓄積する
ステップと、前記複数のファイルサーバと前記第２次蓄積要素との間でデータファイルの
転送を、前記複数のファイルサーバから独立して自動的に管理するステップと、前記複数
のファイルサーバから転送される複数のデータファイルをデータブロックとして集めて転
送ユニットに構成するステップと、前記第２次蓄積要素に移された複数のデータファイル
の各々が前記第２次蓄積要素の中で占める位置を識別する物理的データ蓄積位置を示すデ
ータをディレクトリに蓄積するステップとを備え、この物理的データ蓄積位置を示すデー
タをディレクトリに蓄積するステップが、個々のデータファイルとこのデータファイルが
入っている転送ユニットとの対応を示すデータを前記ディレクトリの転送ユニット・ディ
レクトリに蓄積するステップと、個々の転送ユニットとそれらが格納されている媒体との
間の対応を示すデータを前記ディレクトリの媒体オブジェクト・ディレクトリに蓄積する
ステップとを有するデータファイル蓄積方法。

要素
含んで異なった

集めた前記階層 ４３

要素
データ蓄積要素 そこ

た 込み 少なくとも１つの
の内から選択された

により ４４

を持つ

４３

それまで た
４３

前記階層の前記第１層に書かれていた前記転送ユニットを取り付け可能なバックアップ蓄
積要素に書き込むステップから成る請求項４３の

前記転送ユニットが十分なデータファイルで充たされていなくても する
と、

込む ４８

書き込みステップが前記取り付け可能なバックアップ・データ蓄積要素にある

４９



【請求項５１】
前記指定された転送ユニットの中に要求されたデータファイルがないことに 、前記
指定された転送ユニットの少なくとも一部分を前記取り付け可能なバックアップ・データ
蓄積要素から読み出して要求されたデータファイルを ステップを更に有する請求
項 の方法。
【請求項５２】
前記階層メモリの最下層にデータ蓄積の空きスペースがまだ不足しているということに

、少なくとも１つの 前記転送ユニットを前記最下層から消去するステップ
を更に有する請求項 の方法。
【請求項５３】
前記最下層より下 の前記階層メモリに前記媒体の層を追加したことに 、

、前記 消去された転送ユニットを前記バックアップの取
り付け可能なバックアップ・データ蓄積要素から前記追加された媒体の層へ転送するステ
ップを更に有する請求項 の方法。
【請求項５４】
前記最下層にデータ蓄積容量を追加したことに 、前記 、消去された転送ユ
ニットを前記取り付け可能なバックアップ・データ蓄積要素から読み出すことによって、
前記 、消去された転送ユニットを前記取り付け可能なバックアップ・データ蓄積
要素から前記追加されたデータ蓄積容量へ転送するステップを更に有する請求項 の方
法。
【請求項５５】
前記階層メモリの 層の上のデータ蓄積空きスペースが取り除かれたことに

、前記取り除かれ データ蓄積空きスペースに蓄積されていた前記全ての転送ユニット
を前記 層から消去するステップを更に有する請求項 の方法。
【請求項５６】
前記階層メモリの中の前記 層より下の層の データ蓄積容量

、前記消去された転送ユニットを前記取り付け可能なバックアップ・データ蓄積
要素から読み出して、前記消去された転送ユニットを前記バックアップの取り付け可能デ
ータ蓄積要素から前記 データ蓄積容量へ転送するステップを更に有する請求項

の方法。
【請求項５７】
前記階層メモリの内の少なくとも１層が前記ファイルサーバから移されたデータファイル
を含む少なくとも１つの前記取り付け可能なバックアップ・データ蓄積要素を有するシェ
ルフ層を有し、前記データ蓄積要素上のデータファイルの位置が ディレク
トリに保持されており、前記シェルフ層の取り付け可能な前記媒体が前記バックアップの
取り付け可能な媒体を有する請求項 の方法。
【請求項５８】
前記階層メモリの内の１層が前記ファイルサーバから移されたデータファイルを含む少な
くとも１つの 取り付け可能なバックアップ・データ蓄積要素を有する退役層を有し、
更にそのディレクトリ・エントリが前記転送ユニット・ディレクトリから前記退役層に蓄
積されたデータファイルを を有する請求項 の方法。
【請求項５９】
前記シェルフ層に取り付け可能な前記データ蓄積要素が 、前記取り
付け可能なバックアツプ・データ蓄積要素から前記 取り付け可能なデータ蓄積要
素に蓄積されていた前記全ての転送ユニットを読み出して、前記取り付け可能なバックア
ップ・データ蓄積要素 取り付け可能なデータ蓄積要素を呼び戻す請求項 の方法。
【請求項６０】
前記バックアップ手段から前記失われた前記階層メモリの内の１つの層にあった媒体が

、前記 媒体に蓄積されていた全ての前記転送ユニットを
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応じて

呼び戻す
５０

応
じて 選択された

４８

層 応じて 前記取り
付け可能なバックアップ・データ蓄積要素から前記選択され、消去された転送ユニットを
読み出すことによって 選択され、

５２

応じて 選択され

選択され
５２

選択された 応じ
て た

選択された ５２

選択された 空きのある の大きさ
に応じて

利用可能な
５５

転送ユニット・

４８

前記

記載する排除ディレクトリ ５７

失われたことに応じて
失われた

から ５７

失
われていることに応じて 失われた



前記取り付け可能なバックアツプ・データ蓄積要素から読み出して、前記取り付け可能な
バックアツプ・データ蓄積要素から前記 媒体を 請求項 の方法。
【請求項６１】
前記次に下の層の上の前記媒体の関数によって前記転送ユニットのサイズを決定するステ
ップを更に有する請求項 の方法。
【請求項６２】
前記第２次蓄積要素に移されたデータファイルの呼び出しを ファイルサーバ
傍受するステップと、前記移されたデータファイルを前記第２次蓄積要素から前記

ファイルサーバへ呼び戻すステップとを更に有する請求項 の方法。
【請求項６３】
前記ネットワークが前記ファイルサーバ上のデータファイルの蓄積位置を識別する

ディレクトリを含み、ネットワーク・ディレクトリ それぞれの移動された前記デー
タファイルに対するディレクトリ位置に、前記データファイルが前記第２次蓄積要素へ移
されたことを示すデータを書き込むステップを更に有する請求項 の方法。
【請求項６４】
前記ファイルサーバに蓄積されたデータファイルの ファイルサ
ーバで傍受するステップと、前記ネットワーク・ディレクトリに書き込まれ、前記要求さ
れたデータファイルが前記第２次蓄積 へ移されたことを示す前記データに 、

要求されたデータファイルを前記第２次蓄積要素から前記ファイルサーバへ呼び戻す呼
び戻しステップとを更に有する請求項 の方法。
【請求項６５】

データを前記ディレクトリに蓄積するステップにおいて、前記データが、前記第２次
蓄積要素へ移されたデータファイルそれぞれの前記第２次蓄積要素における位置を識別す
る物理的データ蓄積位置に 、前記呼び出すステップが、前記ディレク
トリに蓄積されている前記データを読み出して、 要求されている移動されたデータフ
ァイルの前記第２次蓄積要素における位置を識別する 物理的データ蓄積位置を識別
するステップと、要求があって移動されていた データファイルを前記第２次蓄積要素
の前記位置から前記 ファイルサーバへ送信するステップとから成る請求項
の方法。
【請求項６６】

データを前記ディレクトリに蓄積するステップにおいて、前記データが前記第２次蓄
積要素へ移された前記データファイルそれぞれの前記第２次蓄積要素における位置を識別
する物理的データ蓄積位置に 、前記ネットワーク・ディレクトリで

移動されたデータファイルに対する前記ディレクトリ位置に、前記書き込みステ
ップによって書き込まれた前記データが、前記 移動されたデータファイルの前記
第２次蓄積要素における位置を識別する 物理的データ蓄積位置を示す前記データを
蓄積している前記ディレクトリにおけるデータ蓄積位置を識別する請求項 の方法。
【請求項６７】
ネットワーク・ディレクトリで 移動されたデータファイルに対する前記ディレ
クトリ位置への前記書き込みステップによって書き込まれた前記データがデータファイル
・アトリビュートの 部分である請求項 の方法。
【請求項６８】
前記ネットワークが前記ファイルサーバ上のデータファイルの蓄積位置を識別する前記デ
ィレクトリを含み、データファイル移動ステップを 、ネットワーク・ディ
レクトリを見て 前記ファイルサーバに蓄積されているデータファイルに関連し
たデータを得るステップであって、どのデータが前記データファイルの様々な特性を

いるかを見る請求項 の方法。
【請求項６９】
前記データファイル移動ステップが、前記 ファイルサーバ上に蓄積されている
データファイルをそのデータファイルの 特性によって優先順位 ステッ
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プを更に有する請求項 の方法。
【請求項７０】
前記ファイルサーバのそれぞれが複数のデータ蓄積のボリュームを含み、前記データファ
イル移動ステップが、前記少なくとも１つのファイルサーバの各ボリュームを見直し、そ
こに蓄積されている優先度が最も低い前記データファイルを識別するステップを更に有す
る請求項 の方法。
【請求項７１】
前記データファイル移動ステップが、 優先度が最も低いと認識されたデータファイル
の内の少なくとも１つを前記第２次蓄積要素に送信するステップを更に有する請求項
の方法。
【請求項７２】
前記 ファイルサーバのボリュームにおいて利用可能なメモリが予め定められた
閾値の大きさと少なくとも同じ大きさになるまで、 優先度が最も低いデータファイル
に前記データファイルを次々に 前記ステップを ステップを更に有
する請求項 の方法。
【請求項７３】
前記データファイルの移動ステップを 時間ベースで ステッ
プを更に有する請求項 の方法。
【請求項７４】
前記データファイル移動ステップを前記ボリュームの 空きスペースの関数で起
動するステップを更に有する請求項 の方法。
【請求項７５】
前記データファイル移動ステップを前記データ・ネットワーク上の活動度の関数で起動す
るステップを更に有する請求項 の方法。
【請求項７６】
前記データファイル移動ステップが、 優先 付けしたデータファイルの内の少なく
とも１つを前記特定のファイルサーバから前記第２次蓄積手段にコピーするステップと、
そして引き続いて前記 ファイルサーバ上に十分なデータ蓄積の空きスペースが
無いと されたことに応じて、前記コピーされた少なくとも１つの された
データファイル データ蓄積スペースを、 データ蓄積の空き
スペースとして利用するステップとを更に有する請求項 の方法。
【請求項７７】
前記第２次蓄積要素が多階層メモリを有し、前記第２次蓄積要素に

ステップと、前記
転送ユニットを前記階層メモリの第１層に蓄積するステップと、前記第１層上に蓄積され
ている前記転送ユニットのコピーを蓄積するステップとを有する請求項 の方法。
【請求項７８】
前記第２次蓄積要素が多階層メモリを有し、その階層メモリの最下層が複数の媒体ユニッ
トに分割され、階層的に上の層から再配置された データファイルを蓄積し、その上に

データ蓄積を使い 前記複数の媒体ユニットの１つに 、前記媒体
ユニットのコピーを媒体代替ユニット要素上に蓄積するステップを更に有する請求項
の方法。
【請求項７９】
前記媒体ユニットが ことに 、前記 媒体ユニットに蓄積されていた
全ての データファイルを前記媒体代替ユニット要素から読み出して、前記 媒
体ユニットを前記媒体代替ユニット要素から検索するステップを更に有する請求項 の
方法。
【請求項８０】
前記媒体代替ユニット要素が取り付け可能な前記データ蓄積要素を有する請求項 の方
法。
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【請求項８１】
前記第２次蓄積要素が多階層メモリを有し、この階層メモリの前記層が異なる特性の前記
媒体を有し、前記方法が、前記第２次蓄積要素に

ステップと、前記転送ユニットを前
記階層メモリの第１層に蓄積するステップと、前記第１層に蓄積されている前記転送ユニ
ットを所定の基準の関数に従って前記階層メモリの別の層へ自動的に再配置するステップ
とを有し、そして前記複数の転送ユニットが、前記階層メモリの前記別の層に蓄積のため
に送信される前に組み合わされて送信されるときは媒体ユニットになる請求項 の方法
。
【発明の詳細な説明】

本発明は、複数のデータプロセッサ データ蓄積サブシステム 相互接続するように機
能するローカルエリア・ネットワークなどのデータ通信ネットワーク 、優先度の低いデ
ータファイルをデータ蓄積サブシステムからバックエンド・データ蓄積へ自動的に移動さ
せて、より大きなデータ蓄積の空きスペースをデータ蓄積サブシステムに与えるようにす
るデータ蓄積管理システムに関するものである。

ネットワークに接続され プロセッサ
のために働くデータ蓄積サブシステムに

ネットワークに接続されたプロセッサのため データ蓄積資源を
。既存のローカルエリア・ネットワークでは、データ

蓄積サブシステムとも表現され、プロセッサが利用するデータファイル 多数のデ
ータ蓄積装置と複数のプロセッサ が 。データファイルという用語
は記憶装置に蓄積することができ 、ここでは

「ファイルサーバ」と表記 ファイルサーバ、データベース、アプリケーショ
ン・サーバ、及びノート・システム 。一般的に、データ蓄積サブシステム
というのは、独立した磁気ディスク駆動装置やアレイ構成にしたディスク駆動装置のデー
タ蓄積サブシステムを 。
このネットワークを 、これらデータ蓄積サブシステムが非常に高価

。そこに蓄積されているデータの内のかなりの部分は殆ど使われ
、高価なデータ蓄積媒体を

このことに してデータ蓄積管理の領域においては、一般的 ネットワークに直接接
続されているこれらのデータ蓄積サブシステムに蓄積 データファイルが管理される
ことはないのである。データ蓄積管理動作は概して、 データ蓄積サブシステ
ム上にデータ蓄積スペース 適当な空きがないことを ときに起動されるものであ
る。 、一般的に使用者は使用していない 、 様々なデータフ
ァイルを人手で消去したり、 アーカイブ蓄積の中に入れられる磁気テ
ープ等の別の媒体に、これらのデータファイルを人手で移し のである。このデータ
蓄積管理の 、使用者が人手でデータ蓄積サブシステムからデータファイル
を取り除いてデータ蓄積の空きスペースを 間、データ なければ
ならないので、 。この人手によるデータ蓄積の空きスペースを

配置方式は、消去されたり蓄積されたりするデータファイルの中にそのような処理の
対象にならないものがある場合 。更に、データ蓄積媒体はランダムに
発生するデータ 間 管理されないまま 放置されている。

、使用者はネットワークに別のディスク駆動装置を加えて、データ蓄積ス
ペースを増やすこと できる。 加えたディスク駆動装置のコストの分だけ、ネッ
トワークのコストは 、データ蓄積資源としては非効率的な費用

。 、ローカルエリア・ネットワークに接続される装置のデータ蓄積容
量は かなり増加するが、 データを生成し、プロセッサとデータ蓄積媒体にソ
フトウェアを追加 、 ローカル

10

20

30

40

50

(10) JP 3786955 B2 2006.6.21

転送される複数のデータファイルをデー
タブロックとして集めて前記転送ユニットに構成する

４３

発明の技術分野
と とを

と

課題
ローカルエリア・ネットワークの分野においては、 、

係わって、データ蓄積を如何に効率的に管理する
か、そして に必要な 如何に
供給してゆくかが課題となっている

を収めた
と 相互に接続されている
る多様なデータを特徴付ける際に使われ 一括

して するが、
などが含まれる

指す
構成する際には になる

という問題が生ずる るこ
とがないため 導入しても必ずしも意味を成さなくなるのである
。 関連 に

された
プロセッサが

に 感知した
その際に か 又は使用頻度の低い

後日の使用に備えて
ている

方法においては
確保する 処理操作を中止し

効率は大幅に低下する 確保
する

には効率が低下する
がやりとりされる は に

これに代わって
も しかし、
増えてしまい の発生を見る

ことになる この場合
通常 使用者に

しようとする傾向がある限り データ蓄積容量を増やすために



エリア・ネットワークに接続される様々な装置を時間を追って 、
はるかに凌いで 。従って、 データ蓄積容量を

、一般的に高い 、 優先度の低いデー
タファイルを蓄積したり、ネットワークに接続 データ蓄積サブシステムに蓄積されて
いるデータファイルを自動的に管理 安価な媒体

利用できるシステム・アーキテクチャやデータ管理機能が存在しないことも
。

先行技術としてのデータ蓄積システムは１９９１年１０月大容量蓄積システムに関するｉ
ＥＥＥシンポジウムで刊行された“ルネッサンス：ネットワークコンピュータとその蓄積
要件”と題された論文に述べられている。この論文はデータの古さに応じてオンライン蓄
積からより大容量の蓄積そして速度を落とした蓄積装置へとデータを移動する３つの段階
からなる階層的蓄積システムを開示している。データファイルは管理され各ファイルベー
スに応じて移動される。
他のデータ蓄積システムは米国特許５２７６８６７号に開示されており、ここでもデータ
の古さに応じてオンライン蓄積から、より大容量の蓄積そして速度を落とした蓄積装置へ
とデータを移動する３つの段階からなる階層的蓄積システムを使用している。データファ
イルは管理され各ファイルベースに応じて移動される。

本発明のデータ蓄積管理システムによって、前記の課題は解決され、この分野に 技
術的な進歩が達成される。 このデータ蓄積管理システムは、階
層的なデータ蓄積機能を 、ネットワークに接続されているデータ蓄積サブシス
テムから 、光ディスクや磁気テープ より安価なバ
ックエンドのデータ蓄積媒体に自動的に移動させる。データ蓄積管理機能はまた、自動的
な自己回復データバックアップとデータ空きスペース管理機能も含んでいる。
このデータ蓄積管理システムは、複数の仮想ファイルのシステムを有し、ネットワークに
接続されているプロセッサのため 仮想データ蓄積システムの 。仮想データ蓄
積システムは、複数のデータ蓄積サブシステムを有する第１セクションからなり、 、
それぞれのサブシステムはファイルサーバと系列のデータ蓄積装置とからなり、これらの
サブシステムはネットワークに接続されてプロセッサのために働いている。仮想データ蓄
積システムの第２セクションは、蓄積サーバ・プロセッサと

サーバがバックエンドのデ
ータ蓄積の空きスペースを与えるのである。蓄積サーバ・プロセッサは、各プロセッサに
蓄積されているソフトウェア部品とネットワークに接続されているファイルサーバと

インタフェイスの 。蓄積サーバは、要求に ／又は ネットワー
クに接続されている各データ蓄積装置 それぞれのボリュームの活動度を す
る。優先度の低いデータファイルは、ネットワークと蓄積サーバを介してバックエンドの
データ蓄積媒体に移される。当初、このデータファイルを含んでいたデータ蓄積装置の中
のデータファイルのディレクトリ・レジデントは、このデータファイルがバックエンドの
データ蓄積に移されたことを示すディレクトリの中の位置エントリ 更新される。
従って、プロセッサがこのデータファイルを要求すると、位置エントリがディレクトリか
ら検索され、蓄積サーバ 要求したデータファイル バックエンド蓄積に移され 、
元のデータ蓄積装置に呼び戻さなければならないことを知るのである。蓄積サーバは位置
エントリに蓄積されている情報を使って、要求のあったデータファイルを自動的に検索し
、検索したデータファイルを元の経路からデータ蓄積装置へ送信するのである。蓄積サー
バ、バックエンド・データ蓄積及びプロセッサに ソフトウェア・モジュール 、
それぞれのデータ蓄積装置のためにプロセッサと使用者の両者に対して透過的な方法をも
って仮想の蓄積ボリュームを作り出す。このシステムの各仮想ボリュームは、低コストの
マス・ストレージ装置を使えば、プロセッサの要求に合わせて連続的に拡張することがで
きる。
動作中、蓄積サーバは
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改善しても データ量がデ
ータ蓄積容量を しまうのである 十分な 確保し
ようとすると コストを強いられることになるが 同時に

して
しようとする際に、より であっても効率良

く コスト高の
要因となっている

解決法
おける

ネットワークに接続される
備えており

優先度の低いデータファイルを のように

に 役割を担う
更に

階層的に配置されたデータ蓄
積装置の少なくとも１層からなる蓄積サーバを有し、この蓄積

の間
で 役割を持つ 応じて 定期的に

が持つ チェック

によって

は が ており

常在する は

プロセッサにとって適正な量のデータ蓄積空きスペースを確保する



、各データ蓄積装置上のそれぞれのボリューム（ネットワーク・ボリューム）の内
得られる蓄積空きスペースの量を 。 データ蓄積空きスペース
が所定の閾値以下に 、蓄積サーバは 様々なデータファイルの活動

度レベルを見直し、優先度の低いデータファイルを バックエンドのデータ蓄積に
。更に、バックエンドのデータ蓄積 、優先度の低いデータファイル 同様に管

理し、その活動 レベル、内容及び 様々な層のデータ蓄積空きスペース
に応じて、多層構造のデータ蓄積の中 層から層へ 移すのである。従って、階層蓄積

の各層には、その層或いは媒体のタイプに 利用パターン及び優先度に デー
タファイルが ことになる。データ蓄積装置はこのデータ蓄積階層の第１層であ
り、一方でバックエンドのディスク駆動装置やディスク駆動装置アレイは、このデータ蓄
積階層の第２層と ことができる。データ蓄積装置に この階層 引き続く層
は、光ディスク及び／又は磁気テープ及び／又は自動媒体蓄積・検索ライブラリ、及び／
又は人手で操作される媒体蓄積・検索ライブラリを組み込んでもよい。
データファイルが蓄積サーバから呼び出されると、その バックエンド・
データ蓄積位置 データ蓄積装置へと 送信され、

。データファイルは、蓄積サーバの通
常の検査・移動処理 バックエンド蓄積に移されるまで、このデータ蓄積装置
上に留まっている。
このシステムによれば、階層の第２層 データ蓄積装置を含むことができるので、
データファイルのシャドウ・コピーなどの更に別のサービス及び機能を 、これら
データ蓄積装置内の活性化している１つに蓄積されている全てのデータを別のデータ蓄積
装置に複製し、そこに蓄積されているデータ 直ちに ようにするのである。更
に、蓄積サーバは全体のバックアップ動作を自動的に起動させることができるができ

、階層データ蓄積システムの特定のレベルに蓄積されている全てのデータ 磁気テープ
などのバックアップ媒体に定期的に書き込 。 、 データ蓄積シス
テム は仮にバックエンド・データ蓄積にあるデータ蓄積装置が故障しても、そのデータ

自動 磁気テープ・カートリッジ・ライブラリなどに含まれるバックアップ媒体
にも蓄積されているから、使用者 自動的に事故から回復することができるのである。蓄
積サーバが、故障したデータ蓄積装置に書き込まれていたデータファイルのバックアップ
・コピーを 、これらのデータファイルを代りの階層データ蓄積装置に送信するこ
とによって、故障した階層データ蓄積装置のデータは自動的に再構築され、要求している
プロセッサ アクセス 。

図１は本発明のデータ蓄積管理システムを含む一般的なローカルエリア・ネットワークの
全体構成を示すブロック図の形式で示し、
図２は様々なネットワーク・ソフトウェア部品をブロック図の形式で示し、
図３は本発明のデータ蓄積管理システムの階層メモリの構成を概念図の形式で示し、
図４は本発明のデータ蓄積管理システムの階層メモリの物理的な装備を示し、
図５はデータ蓄積管理システムに使われているデータファイルの移動・バックアップ経路
をブロック図の形式で示し、
図６は本発明の装置が定常的な掃引処理を行うために取られる処理ステップをフロー図の
形式で示し、
図７はデータ蓄積管理システムに使われているデータファイル呼び出し経路をブロック図
の形式で示し、
図８は本発明の装置がデータファイル呼び出し動作を行うために取る処理ステップをフロ
ー図の形式で示し、
図９は本発明のデータ蓄積管理プロセスを時間的に変化するグラフの形式で示し、
図１０は階層的な蓄積管理ソフトウェアの様々な部品をブロック図の形式で示し、
図１１及び図１２は第２次蓄積におけるデータ移動に使われるデータ転送ユニットの２つ
の実施態様を示し、そして、
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ために
で チェックする 利用可能な の
量 なると 蓄積されている

自動的 移
してゆく も を

度 利用可能な の大き
さ を と

適切な 準拠した
集められる

見倣す おいて に に

データファイルは
から 直接 要求しているプロセッサからその

データ蓄積装置へのアクセスが可能になるのである
手順に従って

は余分な
提供して

を 利用できる
るの

で は
まれるのである そのため 本

で
は 化された

は

呼び戻し

の が可能になるのである
【図面の簡単な説明】



図１３はファイルシステムが使う一般的なディレクトリ構造を示す。

ローカルエリア・ネットワークは、ビジネス環境において 要素となりつつある。
図１は一般的なローカルエリア・ネットワーク１の全体構成と、本発明のデータ蓄積管理
システムをローカルエリア・ネットワーク１に組み込んだ ブロック図の形式で示し

。ローカルエリア・ネットワーク１は、データ通信リンク１１と、複数のプ
ロセッサ２１、２２を多数のファイルサーバ４１－４３ ソフトウェアと（図
示せず）からなる。プロセッサはパーソナルコンピュータでも、ワークステーションでも
、ミニコンピュータや どのような処理要素であってもよい。説明を簡潔にするた
め 、これらの装置 は全て 上位概念の用語である「プロセッサ」 こと
にする。 プロセッサ２１、２２は データ蓄積容量を有するが、一般的に

。ローカルエリア・ネッ
トワーク１のデータ通信リンクに接続されるデータ蓄積管理装置３１－３３は、一般的に
は大容量ディスク駆動装置やディスク駆動装置アレイなどの高速ランダムアクセス装置で
あり、従ってプロセッサ２１、２２ データ通信リンク１１の動作速度 実質的に

。各データ蓄積装置３１－３３は
、ネットワーク１とディスク駆動装置などのデ

ータ蓄積装置３１－３３との間のインタフェイスとして機能する。説明を簡潔にするため
に、ファイルサーバ４１－４３及びそれに関連するデータ蓄積装置３１－３３によっても
たらされるデータ蓄積 を、ここでは「ファイルサーバ」と称する。
ローカルエリア・ネットワーク１に接続されている各プロセッサ２１は、一般的には、こ
れらのファイルサーバ４１ 少なくとも１つのボリュームにアクセスするこ
とができ、

。データファイルという用語は、データ蓄
積装置に蓄積することのできる様々なデータを表すために使用され、ここでは「ファイル
サーバ」と総称 ファイルサーバ、データベース、アプリケーション・サーバ、及び
ノート・システムによって管理されるデータなどが含まれる。このシステム は、
ローカルエリア・ネットワーク１は、プロセッサ２１、２２とファイルサーバ４１－４３
が プロトコルを介して通信する通信網を提供する。ローカルエリア・ネットワ
ーク１及びそのプロトコル、プロセッサ２１、２２ ここで述べ ているファイルサー
バ４１－４３ 開示されている構成と装備は、単に本発明を説明する だけのも
のであって、このシステムに 可能な実施態様は他にも多数ある。
プロセッサ２１、２２とファイルサーバ４１－４３に加えて、本発明のデータ蓄積管理シ
ステムは、ローカルエリア・ネットワーク１に接続されるデータ蓄積管理装置

。このデータ蓄積管理装置はローカルエリア・ネットワーク１に接続される蓄積サーバ
５０を有する。蓄積サーバ・プロセッサ５１は、第２次蓄積５２となるバックエンド・デ
ータ蓄積装置６１－６５（図４）とローカルエリア・ネットワーク１ インタフェイス

働く。バックエンド・データ蓄積装置は６１－６５は、ファイルサーバ４１－４３
階層データ蓄積システムを構成する。バックエンド・データ蓄積装置６１

－６５は、一般的には少なくとも１層のデータ蓄積層を含むが、 蓄積装置はファイル
サーバ４１－４３の専用データ蓄積装置３１－３３よりも安価で、プロセッサ２１、２２
によって一層コスト効率の データ蓄積ボリュームを る。データ蓄積管理システ
ム ローカルエリア・ネットワーク１に接続されているプロセッサ２１、２２ 仮想デー
タ蓄積スペースを与える。仮想データ蓄積スペースは、ネットワーク１に接続され プロ
セッサ２１、２２によって使用される第１次データ蓄積装置３１を備えた第１セクション
Ａからなる。仮想メモリの第２セクションＢは、蓄積サーバ・プロセッサ５１が管理して
いる第２次蓄積５２を有する。第２次蓄積５２は第１次蓄積装置３１－３３ データ蓄積
容量を が、
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詳細な説明
不可欠な

状態を
たものである

に連携させる

その他の
に に それらの を用いる

大多数の 相当量の
ローカルエリア・ネットワーク１ではプロセッサ２１、２２自身の持つ蓄積能力を補うた
めにデータ蓄積ボリュームが追加することはまれなことではない

や とは 協同
可能である ファイルサーバ４１やワークステーション４
２或いは別のタイプのサーバ４３に含まれ

装置

の１つが備える
またこのプロセッサ２１がデータファイルを蓄積するために新に追加したデー

タ蓄積スペースにもアクセスすることができる

される
において

決められた
と られ

について ため
おいて

を備えてい
る

の と
して と
の組み合わせで

この

高い 提供す
は に

、

に
追加して供給する 図１においてそれはファイルサーバ４１－４３の第１次デー

タ蓄積装置３１－３３に点線で付記された仮想装置３１Ｓ－３３Ｓとして表示されている



。これによって、プロセッサ２１はファイルサーバ４１に接続されているものより大きな
データ蓄積装置３１としてイメージ 。蓄積サーバ５１は各プロセッサ２

１、２２に蓄積されているソフトウェア部品とローカルエリア・ネットワーク１に接続さ
れているファイルサーバ４１－４３と インタフェイス 。

。優先度の低いデータファイルは、ネットワーク１と蓄積サーバ・プロセッサ５
１を介して第２次蓄積５２のバックエンド・データ蓄積媒体に移される。このデータファ
イルを元々含んでいたファイルサーバ４１の中のデータファイル・ディレクトリ・レジデ
ントは、このデータファイルがバックエンド・データ蓄積に移されたことを示す、ディレ
クトリの中の位置エントリで更新される。従って、プロセッサ２１がこのデータファイル
を要求すると、位置エントリがそのディレクトリから検索され 、要求されたデータファ
イルはバックエンド蓄積に移されており、 元のファイルサーバ４１に呼び戻さなけ
ればならないということ 蓄積サーバ・プロセッサ５１に知ら る。

、蓄積サー
バ５０は、必要ならば要求されたデータファイルにアクセスするには時間が掛かることを
使用者に知らせることもできる。蓄積サーバ・プロセッサ５１は自動的に要求されたデー
タファイルを検索し、それを元のところからデータ蓄積装置３１へ送信する。蓄積サーバ
・プロセッサ５１、第２次蓄積５２及びプロセッサ常駐ソフトウェア・モジュール プ
ロセッサ２１、２２と使用者 透過的な方法で、それぞれのファイルサーバ
４１－４３に対して仮想蓄積ボリュームを作り出す。第２次蓄積５２に低コストの大容量
蓄積装置を 、このシステムの仮想ボリュームはプロセッサ２１、２２のニーズに

拡張することができる。

図２は本発明のデータ蓄積管理ソフトウェアを含むネットワーク・ソフトウェアの典型的
な をブロック図の形式で示している。現在、多数のネットワーク・サーバが市販
されているが、 Ｎｏｖｅｌ　ＮｅｔＷａｒｅ（登録商標）ソフトウェアは有力
な製品である。本発明は 実施態様に限定されるものではないが、

。
ネットワーク・ソフトウェアは、基本的なネットワークの オペレ
ーティング・システム２１１を含んでいる。更に、ネットワークに接続されているプロセ
ッサ 機能を支援するために、 これら
のモジュールは、 ファイル管理２１２、印字制御
２１３、データ蓄積管理２１４、通信２１５、データファイル・ディレクトリ２１６ を
含む。本発明のデータ蓄積管理システムは、図１に示したデータ蓄積装置とともにネット
ワーク・ソフトウェアに組み データ蓄積管理ソフトウェア２１４も含んでいる。
データ蓄積管理ソフトウェア２１４は複数のモジュールを 、それぞれ

データ蓄積管理タスク 。図２には事故回復ファシリティ
２２１、オブジェクト・アクセス管理ファシリティ２２２、及び階層蓄積管理２２３等

。これらのモジュールは、
。各モジュールの中には更

に多数のプロセスがあ 、これらは モジュールのカテゴリーに組み込ま
れているのである。

図３は階層データ蓄積管理システムの概念的なアーキテクチャを示し、また図４はこの階
層データ蓄積管理システム 可能なハードウェアを示している。 プロセッ
サ２１ 使用者は、ネットワーク１を介して第１次データ蓄積装置Ｐとやり取りをする。
第１次蓄積装置Ｐはファイルサーバ４１ ディスク駆動装置のような （複数の）
データ蓄積装置３１からなる。ファイルサーバ４１は データ蓄積装置３１のデ
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容量を持つ される

の間の として働く 蓄積サーバ・プ
ロセッサ５１は要求に応じて、或いは決められた時間間隔でネットワーク１に接続してい
るファイルサーバ４１～４３の各データ蓄積装置３１～３３の持つそれぞれの容量をチェ
ックする

て
それを

を せ プロセッサ２１、２
２及び使用者とのインタフェイスの役割をするファイルサーバ４２の場合には

は、
の両者に対して

使えば 沿
いながら途切れることなく
ネットワーク・ソフトウェア

構成要素
その中でも

そこに示された 分かりや
すくするために本発明の説明には、ＮｅｔＷａｒｅ（登録商標）で使われている実施態様
の用語を使用する

骨組みの形成に機能する

に求められる様々な 複数のモジュールが備えられる。
以下のものには限定されることはないが

等

込まれる
含んでおり は一般的

な において特有の機能を提供する
の

モジュールが示されている ネットワークの使用者にとってデー
タ蓄積効率の改善に繋がる幾つかの一般的な特徴を有している

り リストに上がった

階層蓄積管理アーキテクチャ

に装着 図における
の

や 連携する
系列にある



ータ蓄積媒体を公知の方法で管理 る。データ蓄積装置３１は一般的には多数のボリュー
ムに分割されており、これらはネットワーク・ボリュームと呼ぶことができる。同じデー
タ蓄積装置３１の中にある追加のボリュームを指定したり、データ蓄積装置をネットワー
ク１に更に追加することによって、ボリュームを のである。
図３に示すように、第２次蓄積５２は一般的にはデータ蓄積装置６１－６５を装備するの
に使われる媒体の関数として、少なくとも１層、 は複数の層３１１－３１３に分割さ
れている。特に、第２次蓄積５２の第１層である階層データ蓄積の第２層３１１には高速
磁気蓄積装置６１を装備することができる。このような装置 は、ディスク駆動装置やデ
ィスク駆動装置アレイが含まれる。第２次蓄積５２の第２層である階層データ蓄積の第３
層３１２には、光学的蓄積装置６２を装備することができる。このような装置には、光デ
ィスク装置やロボット式媒体蓄積・検索ライブラリ・システムが含まれる。第２次蓄積５
２の第３層である階層データ蓄積の第４層３１３には、低速の磁気蓄積装置６３を装備す
ることができる。このような装置には、磁気テープ装置やロボット式媒体蓄積・検索ライ
ブラリ・システムが含まれる。階層データ蓄積の付加層３１４は「シェルフ層」として利
用ができるが、これは人手による媒体の蓄積６４である。開示した階層はデータ蓄積管理
の概念を であって、様々な層の数、次数及び具体的装備はここで開
示しているものと異なってもよい。
図３に示すように、データファイルは階層メモリの第１セクションＡのファイルサーバ・
ボリュームから階層メモリの第２セクションＢのデータ蓄積装置６１－６５に移動するこ
とができる。更に、図３に示すようにこれらのデータファイル 、データファイルの活動
度の関数として、第２次蓄積５２の第１層３１１から第２次蓄積５２の第２層３１２や第
３層３１３へ再配置することもできる。更に 第２次蓄積５２のどの層か
らでも、ファイルサーバ・ボリュームに呼び出すことができる。

データファイルが第２次蓄積５２へ移動 ために蓄積サーバ５１へ送信されると、それ
らは幾つかの方法 。仮想データ蓄積システムの第２
セクションの第１層３１１にあるデータ蓄積装置６１は、一般的にはシャドウ・コピーを
使って保護されるが、 各データ蓄積装置６１とその内容 別のデータ蓄積装置６
５とその内容に複製されるのである。更に、データファイル 蓄積サーバ５１から保存の
ために移されるとき 、転送ユニットと呼ばれる大きなデータ・ブロックに詰められる。
この転送ユニットは、バックアップ駆動装置７１を介して高密度磁気テープ媒体など別の
バックアップ媒体７２にバックアップ される。データのセキュリティのため
に、オフサイトのコピーとオンサイトのコピーとの両方 、このバック
アップ媒体７２の複数のコピーを作り出しておくこともできる。バックアップ媒体の循環

、複数の配置位置の間で、 は火災などを どのような物理的事故に
対しても 守 るようにオンサイトとオフサイトの位置の間で、バックア
ップ媒体を循環させて 。仮想データ蓄積スペースの第２セクション 最
下層３１３がほぼ満杯になると、この層を有するデータ蓄積装置６３を見直して、これに
含まれている最も優先度の低い転送ユニットを見つけ出す。 見つけ出された転
送ユニットはこの層から消去され、第２次蓄積ディレクトリが更新されて、消去されたこ
れらの転送ユニットの中に含まれていたデータファイルはシェルフ層 へ「配置し直
された」 。そこの転送ユニットもデータファイルも物理的

ない。この再配置は仮想のものであるが、それはこれらの認識されたデータファイルが
第２次蓄積の第１層へ最初に移された 作り出されたバックアップ媒体７２上にデー
タファイル 蓄積されているからである。消去された転送ユニットに含まれる各データフ
ァイルの位置エントリは、これらのデータファイルがデータ蓄積システムの中でアクセス
可能な 更新されない。第２次蓄積ディレクトリは、データファイルが現在シェルフ層
３１４上に蓄積されていると 、このデータファイルを含む媒体要素
７２のアイデンティティ このデータファイルのためにディレクトリ・エントリに追加さ
れる。このシェルフ蓄積という考え方は、階層の最下層３１３に空きスペースが必要であ
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す

増やす

通常

に

分かりやすくしたもの

を

データファイルは

シェルフ層
する

によって消失から自動的に保護される

その際に は
は

に

のために蓄積
を確保させるために

作業に当っては 通常 含む
データファイルを れ

実行される における

そのように

３１４
ことが示される に移動すること

は
時点で

が

間は
認知されると更新され

は



っても、使用者が追加のデータ蓄積装置６３を入手 、一時的にオーバーフ
ローする条件下では非常に便利である。 、使用者がこの層のデータ蓄積容量を拡
張すると、オーバーフローしたデータはシェルフ蓄積から検索され、追加され データ蓄
積空きスペースに配置される。
プロセッサ２１がシェルフ層３１４に蓄積されているデータファイルへのアクセス 要求
すると、蓄積サーバ５１は要求されたデータファイルに対応 第２次蓄積ディレクトリ
から物理的な蓄積位置を検索する。このデータには要求されたデータファイルが

媒体要素７２の認識データが含まれている。この媒体７２の物理的位置は、データの読
み出し／書き込み動作の度合いとシステムの構成に依存する。

バックアップ駆動装置７１に認識された媒体要素７２が
。 、データファイルはバックアップ駆

動装置７１から検索される 。媒体要素７２がバックアップ駆動装置７１から移
動されている 、オペレータ 移動された媒体要素７２を検索して駆動装置７１の上
にこの媒体要素を取り付けて、蓄積サーバ５１が媒体要素７２から要求のあったデータフ
ァイルを呼び戻し、要求しているプロセッサ２１によって使用されているファイルサーバ
３１に、このデータファイルを送信 ようにする。検索された媒体要素７２は、バック
アップ駆動装置７１に取り付けることができるが、この目的のために別の駆動装置を選択
的に よく、 、第２次蓄積にデータファイルが移されている に、蓄積
サーバ５１ データファイルをバックアップ 。 、バックアップ
媒体７２は２つの目的をこなすことができ、それらはデータファイルのバックアップであ
り、データ蓄積階層におけるシェルフ層３１４の である。

データファイルが長期間に渡って使われなくなったら、それらは仮想データ蓄積システム
から移動させて、より高価な自動資源である仮想データ蓄積システムを使 ない別 管理
されたデータ蓄積システムに 。これらの退役データファイルを検索する必要が

ときは、これらのファイルを追跡するのが有利である。退役層 はこの機能を
果たすのである。データファイルが引っ込められると、それは最早、仮想データ蓄積シス
テムの部分ではなくなり、その位置エントリは第１次蓄積ディレクトリから消去される。
更に、そのデータファイルの認識データと第２次蓄積ディレクトリに記録されていた
他の特性データは、保存され 別の退役ディレクトリに置かれる。退役ファイルの位置エ
ントリ、第２次蓄積ディレクトリ・エントリ及びバックアップ・ディレクトリ・エントリ
は消去される。退役ディレクトリの管理を簡単にするために、それは幾つかのセグメント
に分割してもよく、 それぞれ指定された 最後にアクセ
スされたデータファイルをリストアップしている。退役ディレクトリの構造は、基本的な
ツリー構造などのその下にある仮想ファイルシステム・ディレクトリの構造 形式を
踏襲してもよい。通常、仮想ファイルシステムはツリーのボリュームレベルから始まるが
、退役ディレクトリのディレクトリ構造は、所定の領域内でのサーバを 上方
に拡張してもよい。その領域は会社の部単位でも、概念的にサーバのレベルに 数
レベル高いデータファイルを 。この拡張によって
、蓄積サーバ５１はファイルサーバ４１－４３による蓄積のために、退役ディレクトリを
ローカルエリア・ネットワーク１全体に渡って分布させることができるのである。どのよ
うな退役データファイルのツリー探索も、複数のファイルサーバ４１－４３ 同時
に行うことができる。階層が仮想ファイルシステムによって組織されて 、一般的に
データファイルはデータ蓄積階層の中の最も古い媒体上にある最も古い転送ユニット 、
或いは 仮想ファイルシステム 最も古い転送ユニットを構成するグループと
して退役させられる。データファイル退役のプロセスは、退役させられた各データファイ
ルを最後にアクセスした時刻を調べ、この一時的な区分に対応する退役ディレクトリにエ
ントリを置く。 、それぞれの退役ディレクトリ・セグメントは、最後にアクセ
スされた と領域により組織化されている退役データファイルの仕訳簿 。各領域
は、ファイルサーバ４１－４３或いはボリュームによって分解 、ローカルエリア・ネ
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ットワーク１全体に それぞれ 対応するファイルサーバ ことのでき
るディレクトリのためのツリー構造を

本発明のデータ管理システム・ソフトウェアは、システム全体に渡ってデータファイルの
流れを管理する。図１０のブロック図はクライアントサーバの観点から ネットワ
ークとデータ管理システム・ソフトウェアを描いたものである。ローカルエリア・ネット
ワーク１のデータ通信リンク１１が蓄積サーバ・プロセッサ５１とそれに付属 る３つの
ファイルシステム４１－４３を持っているように描かれている。蓄積サーバ・プロセッサ
５１はネットワーク・オペレーティング・システム１１１と共に、様々な媒体と装置管理
・ユーザーインタフェイス１１２と、制御・サービスソフトウェア１１３とからなるデー
タ蓄積管理システム・ソフトウェアを 。ファイルサーバ４１－４３
、蓄積サーバ・エイジェント１２１－１２３を 、ネットワークのプロセッサは全て管
理ユーザインタフェイス１３１を せることができる。制御サービ
スソフトウェア１１３はネットワークに接続され、蓄積サーバ５０からサービスを要求す
るクライアントの集合体 システムを見ている。各ファイルサーバ４１－４３は、蓄
積サーバ・プロセッサ５１と 蓄積サーバ・エイジェント・ソフトウェア１２１－
１２３を介して する。 、データ管理システムソフトウェアはネットワーク全
体に分布し、ネットワークに接続されている全ての要素がデータ蓄積階層に透過的に統合

。
蓄積サーバ・エイジェント１２１－１２３は、ローカルエリア・ネットワーク１の中の各
ファイルサーバ４１－４３にインストールされた部品を表しており、移動させられたデー
タファイルに対し、その要求されるデータファイルが元々入っていた容器であるファイル
サーバ４１－４３から 機能を 。蓄積サ
ーバ・エイジェント１２１－１２３は、

。使用者
に インタフェイスをするプロセッサ２１、２２、４２の場合は、蓄積サーバ５０が
要求されたデータファイルへアクセスするには時間が掛かる を使用者に 。

、蓄積サーバ・エイジェント１２１－１２３は、 クライアント・ファイルサ
ーバ・プラットホームや環境に 特性を いる。例えば、ファイルサーバが
データベース管理サーバである場合に、蓄積サーバ・エイジェントはデータベース管理シ
ステム・オブジェクトマネジャとのインタフェイスとして 、サブファイルと見なせ
るデータベース・オブジェクトの移動、呼び出しを自動的に行わせる。別の例としては、
ファイルサーバにおいてあらゆるＮｅｔＷａｒｅ（登録商標）支援ファイルシステム呼び
出しを捕捉するＮｅｔＷａｒｅ（登録商標）ファイルシステム・アクセスマネジャがある
。これもまた、 、移動されたデータファイルの自動呼び出しを
。
これらの基本的要素を 、ローカルエリア・ネットワーク１には多くのバリエーショ
ンの構成が可能になり、それらには複数のプロセッサ２１、２２及び複数のファイルサー
バ４１－４３があって、それぞれにデータ蓄積装置３１－３３が付設される。蓄積サーバ
・ソフトウェアが プロセッサ５１には、ローカルエリア・ネットワーク１のデー
タ通信リンク１１への物理的なインタフェイスも 。

図９は第１次蓄積における典型的なネットワーク・ボリュームのボリューム空きスペース
利用度 図である。この図から判るように、ネットワーク・ボリューム
空きスペース利用 のレベルは、本発明のデータ蓄積管理システムの活動度の関数として
時間的に変化する。管理 いないネットワーク・ボリューム は、増加する空きスペ
ースを 利用してしまう。配列されたネットワーク・ボリュームが 使われても
、以前であれば使用者は人手によって十分なデータファイルをネットワーク・ボリューム
から取り出して、プロセッサが使用 データ蓄積 適当な空きスペースを
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ていた。図９のチャートには、予め定められた幾つかの空きスペース利用のレベルが
。これらのレベルには、「危険」、「許可可能」、「最適」と 。

データ蓄積管理システムは、配列された空きスペース利用のレベルの関数として、階層に
なったデータ蓄積管理のアプリケーションの中の様々な処理を起動 。曲線の様々な
ピーク は、ボリューム空きスペース利用を減らすためにそのときに起動する処理 の
名称が付けられている。
例えば、「掃引」は定期的に起動されるデータ蓄積空きスペース管理の処理 である。
掃引処理操作は一般的には毎日所定の時間に起動され、図９で

。掃引処理 によって、優先
度の低いデータファイルをネットワーク・ボリュームから第２次蓄積５２の媒体へ移し、
ネットワーク１に接続されている様々なプロセッサ２１、２２の使用者が起動したとき、
ネットワーク・ボリューム上に適切な量のデータ蓄積の空きスペースを 確実に得
られるようにするのである。空きスペース管理処理は、複数の同時に実行される空きスペ
ース管理 を含んでいて よい。従って、 データファイルは、最後のアク
セスの時刻、サイズ、ネットワーク・ボリューム上で入手できるデータ蓄積空きスペース
の量の関数として選択 。管理 によって、特定のネットワーク・ボリュ
ームから第２次蓄積５２に 要求されている最適なレベル以上に、 多くのデータ
ファイルを移動でき 、これらの なデータファイルは第２次蓄積５２に「事前移
動」しておく。データファイルを事前移動することは、必然的にデータファイルを第２次
蓄積５２に移すこと 伴うが、 ネットワーク・ボリュームからデータファイルを消
去（切り詰め）する 。事前移動されたデータファイルは、フ
ァイルシステム・ディレクトリにおいて事前移動と 、データファイルがネット
ワーク・ボリュームと第２次蓄積５２に存在していることを示すのである。
更に、ネットワーク・ボリューム 、拡大されたデータファイルや、データ
ファイルのコピーそして新たに作り出されたデータファイル等で一杯に 。
階層データ蓄積管理アプリケーションの空きスペース・タスクは、常時、配列ボリューム
空きスペースの利用 している。掃引処理操作の間隔 で、ボリュームの利
用 閾値を越えると、空きスペース・タスクが空きスペース管理処理を起動して、ボリュ
ーム空きスペース利用を２番目に低い閾値まで減少させる。例えば、ボリューム利用のレ
ベルが許容可能レベルと危険レベルの間にあるときは、空きスペース・タスクは事前移動
したデータファイルを、ボリューム利用のレベルが許容可能レベル以下になるまで切り詰
めて のである。従って、データファイルの事前移動 、ボリューム利用レベル
が過剰に 、直ちにデータ蓄積管理システムがデータ蓄積の空きスペース
ることができる。同様に、ボリューム利用レベルが危険レベルを越えると、危険移動ジョ
ブが直ちに実行されるようになっており、許容可能レベルになるまで優先度の低いデータ
ファイルを第２次蓄積に移動するように機能する。データファイル移動処理は、様々に構
成されて空きスペース管理タスクに 。特に、

、空きスペース管理の要求に合うよ
うに掃引処理のレベルを制御しながら、バックグランド処理として 掃引処理 連続して
稼働 ことができる。従って、掃引処理には「加速」機能も 。更に、掃引操
作は要求による移動処理或いは危険移動処理が完了したとき 起動して、ボリューム利用
レベルを最適レベルにすることができる。システムはマルチプロセス・システムなので、
掃引操作はまたデータファイル呼び出し操作と同時に ことができる。

図５はデータファイル移動処理に使われる様々な経路を示し、図６はデータ蓄積管理アプ
リケーションが定常の掃引処理 実行するステップをフロー図の形式で示している。毎晩
所定時刻などに定常的に起動される掃引処理 。図１０に示すように、各クライアン
ト・アプリケーション・プログラム（ＤＯＳ　（登録商標）、Ｗｉｎｄｏｗｓ（商標）、
ＮｅｔＷａｒｅ（登録商標）　Ｆｉｌｅ　Ｓｅｒｖｅｒなど）には、蓄積サービス・エイ
ジェント・モジュール１２１－１２３が与えられ、これらは、その下のクライアント・プ
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ラットフォームに合致するように作られている。更に、管理ユーザーインタフェイス１３
１が与えられ、 蓄積・マネジャ、媒体マネジャ、装置マネジャ、バックアップ・
マネジャのソフトウェア・モジュール 。蓄積マネジャは一般的なジョブ
、コンフィギュレーション、セットアップ及びシステム情報監視機能を 。媒体マ
ネジャはコピー媒体や復旧媒体などの媒体特有の処理を 。装置マネジャは装置の
追加、削除などの装置特有の処理を 。バックアップ・マネジャはバックアップセット
の数の決定、交替の決定及び などのバックアップ処理を

。様々なモジュールの数と機能は、設計上の選択の問題であり、ここでは本発明を説
明するために注釈を付けるにとどめる。
所定の時間にステップ６０１で掃引処理が 、ステップ６０２で蓄積サーバ・プ
ロセッサ５１の処理カーネル５０１がネットワーク・インタフェイス５０２、データ通信
リンク１１及びネットワーク・インタフェイス５０３を介して、ファイルサーバ４１のフ
ァイルシステム・マネジャ５２１に対応 メモリに蓄積されているデータファイル・デ
ィレクトリ５１１にアクセスする。ファイルサーバ５１の部分であるデータ蓄積装置３１
に蓄積されている全てのネットワーク・ボリュームの内容がディレクトリ５１１にはリス
トアップされている。ファイルシステム・マネジャ５２１は 、データファイル、その
蓄積位置及びアトリビュートをリストアップしているディレクトリ５１１を管理する。ス
テップ６０３で、処理カーネル５０１は各管理されているネットワーク・ボリュームにあ
る全てのデータファイルを所定の方法 、少なくとも最近使用したリスト
優先度の高いリストを要求する。そのリストの にエントリ 今回の
移動候補のセットであることを表 。移動候補はデータファイル・アトリビュート
の数を基にして選択され、 管理候補のセットはこの管理されたネットワーク
・ボリュームのために 空きスペース対象を充たす に十分なデータ蓄積の空きス
ペースを 。更に、これらの管理候補は最短の非活動期間よりも長い期間非活動的
であったのである。
ステップ６０４で蓄積サーバ５０の装置マネジャ５０４は、処理カーネル５０１によって
起動され、ステップ６０５で特定の管理されたネットワーク・ボリュームから移動候補を
掃引し、それらを送信して合体させ、第２次蓄積５２の最上層３１１の中で転送ユニット
に する。図５は移されるデータファイルのデータ蓄積管理システムを通る経路を示し
ている。特に、移動データファイル候補は処理カーネル５０１が選択し 、ネットワーク
・インタフェイス５０３、ネットワーク１のデータ通信リンク１１及びネットワーク・イ
ンタフェイス５０２を介して蓄積サーバ５０に送信し、データファイルが正しく転送され
たことをチェックした後に、データ蓄積装置３１の管理されたボリュームから取り除かれ
る。このようにして蓄積サーバ５０は、転送されたデータファイルとその他のデータファ
イルを含む転送ユニットを第２次蓄積５２のレベル１（３１１）に書き 。
プロセッサ２１がデータファイルを書き ネットワーク・ボリュームのディレクトリ
５１１に、データファイルはリストアップ 。ステップ６０６でこのディレクトリ・
リストは、処理カーネル５０１によって修正され、データファイルがネットワーク・ボリ
ュームの中の管理されたボリュームにあろうと、第２次蓄積５２のボリュームにあろうと
、プロセッサ２１ データファイル 。この は、処理カーネル
５０１が管理されたボリュームのディレクトリ５１１にある「位置エントリ」を
ことによって成し遂げられる。このエントリは「０」の量を持つようなデータファイルを
リストアップし、データはディレクトリ・アトリビュート或いはカタログ・エントリを指
示するデータファイルのためのメタデータ領域に与えられ、ステップ６０７で移動された
データファイルを含む第２次蓄積５２の蓄積位置をリストアップしている第２次蓄積ディ
レクトリ５３１に 、システムサービス５０５によって作り出される。第２次蓄積５
２ 特定のデータファイルの位置に ディレクトリは、ネットワーク・ボリュー
ム自身の中で維持管理される。このことは、蓄積サーバ５０の処理カーネル５０１とシス
テムサービス５０５によってファイルサーバ４１の中で維持管理されている第２次蓄積デ
ィレクトリ５３１を使って成し遂げられる。ディレクトリ５１１と第２次蓄積ディレクト
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リ５３１は、 ファイルサーバ４１のデータ蓄積装置３１に書き込まれる。
キーをデータファイル・アトリビュートの部分として蓄積すれば、要求されたデータファ
イルの第２次蓄積ディレクトリ・エントリを 位置エントリにキー又は

。 によって、位置エントリと第２次蓄積ディレクトリの両方が要
求しているプロセッサの１部分 データファイル リネームする機能が残る。一般的に、
ファイルシステムはデータファイルをリネームするが、キーがファイル名の１部で

リネーム しまう。しかしながら、データファイル・アトリビュート
データファイル・リネームの 部分として残る。データファイルをリネームすると、こ

のデータファイルに付けられていた名称は修正され、ネットワーク・ディレクトリのエン
トリはファイルシステム第１次蓄積ディレクトリの 部分に突然移される。データファ
イル・アトリビュートは、新たなデータファイル名が付けられて修正されない形で移送さ
れ、位置はデータファイル・アトリビュートの部分なので、新たに名称を付けられたデー
タファイル・アトリビュートは、今なお、正しい第２次蓄積ディレクトリ・エントリを指
示しており、従ってリネームされたものは自動的に第２次蓄積ディレクトリに転送される
。従って、ファイルシステムの仮想セグメントは、自動的にファイルシステムの第１次セ
グメントにあるデータファイルのリネームを追跡するのである。
移されたデータファイルは蓄積サーバ５０によって受け取られ、第２次蓄積５２のレベル
１３１１の中 、データ蓄積装置６１の移動ボリュームにある特定のデータ蓄積空
きスペースに書き込まれる。更に、シャドウ・ボリューム６５がデータの信頼性のために
第２次蓄積５２に与えられていれば、ステップ６０８で移されたデータファイルはシャド
ウ・ボリューム６５の１つにある特定のデータ蓄積空きスペースにも書き込まれる。また
、シャドウ・ボリューム６５に蓄積されているデータファイルのグループは、ステップ６
０９で周期的 掃引処理の後に特別なバックアップ駆動装置７１を介してバックアップ媒
体要素７２に定期的に を取り、確実に事故回復ができるようにする。階層の中の
データファイルを更に効率的に管理するために、処理カーネル５０１は複数のデータファ
イルをまとめて所定の大きさの転送ユニットに し、階層のより レベルに連続して
移動させることができる。転送ユニットの候補となるサイズは、第２次蓄積の第１層３１
１を成すのに使用されている媒体にとっては標準の対象サイズである。第２次蓄積で使わ
れる転送ユニットは、フラグメンテーション して全ての媒体に適合 ることが
望ましい。
移動ボリューム６１とシャドウ・ボリューム６５に書き込まれたデータファイルは、蓄積
サーバ５０が持っている第２次蓄積ディレクトリに書き込まれたそれらの物理的蓄積配置
識別データを持っている。このディレクトリは蓄積サーバ５０の中に全て入れることもで
きるが、 するとかなりの量のデータ蓄積空きスペースを占めてしまい保護する
のが困難 る。代りに、プロセッサ２１、２２のための管理されたボリューム３１－３
３を含むファイルサーバ４１－４３全体にこのディレクトリを分散させるのが、それぞれ
のディレクトリの断片 は第１次蓄積装置３１－３３上の管理されたボリュームのための
第２次蓄積ディレクトリ５３１を 。ファイルサーバ４１－４３の位置エントリ
は、第２次蓄積ディレクトリ５３１の中のこのディレクトリ・エントリを指示している。
従って、この移されたデータファイル プロセッサ２１は、第２次
蓄積の存在に 気付 要求したデータファイルを得ることができるのである。こ
れは蓄積サービス・エイジェント１２１によって成し遂げられる（下記に詳述する）ので
あって、このエイジェントはファイルサーバ・ディレクトリ５１１から位置エントリを得
て、このディレクトリが第２次蓄積ディレクトリ５３１の中のディレクトリ・エントリを
指示 る。第２次蓄積ディレクトリ５３１の中の識別されたディレクトリ・エントリは、
要求したデータファイルを 移動ボリューム中でアドレスを有する 。
このデータファイルの移動処理は、第２次蓄積５２の中の階層データ蓄積の各層に対して
も 行われる。従って、第２次蓄積５２の各層が所定の閾値以上に使用されると、デ
ータファイルはデータ蓄積階層の次の下の層へ再配置される。
ここに示す蓄積サーバ５０の処理カーネル５０１、装置マネジャ５０４及びシステムサー
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ビス５０５への 区分けは、蓄積サーバ５０ 機能の１つに過
ぎない。これらの要素による他の責任分担や、他の要素との組合わせも、ここに述べてい
る実施態様の考え方から外れることなく 可能であることが予想 。

データ管理システムは、クライアント・ファイルサーバ４１－４３の潜在的に
ファイルシステムのため 容器を ファイルシステム構造を いる。
データ管理システムのファイルシステム構造は、ファイルサーバ４１－４３からデータフ
ァイルを受け取るだけではなく、データ管理システムにおいては固有のバックエンド・デ
ータ蓄積、データ呼び出し、データ・バックアップ、データ再配置及び事故回復機能も果
たさなければならないが、これらの機能を発揮するために媒体は 。この
媒体は磁気ディスク 「適切に更新」される媒体であるか、或いは磁気テープのよ
うに「追加」機能さえ持っていればよいのである。一般的には、データファイル転送は範
囲が広く、データバックアップ及びデータの再配置処理は効率的 。典
型的なファイルシステム・アーキテクチャは良く知られたＤＯＳのファイルシステムであ
るが、図１３にこのアーキテクチャを示す。このファイルシステムは４つの基本的な部分
を持っている：
１．ファイルの名称付与方法。
２．データファイル位置を容易に特定できるように、それらを組織化するディレクトリ・
アーキテクチャ。
３．データファイル名をデータ蓄積媒体上の物理的位置に関連付けて、データ蓄積空きス
ペースを利用できるようにし、データファイルが消去されても再請求できる物理的空きス
ペース配置方法。
４．アクセス方法を含むファイル管理方法。
例えば、ＤＯＳデータファイルは、１－８バイトのファイル名と０－３バイトの拡張子で
「．」で区切って名前を付ける（ｎｎｎｎｎｎｎｎ．ｘｘｘ）。 ディレク
トリ・アーキテクチャはディレクトリ名の階層ツリーの形をしている。ルートは一般的に
はボリューム 、ここから多数のディレクトリが枝分かれする。各ディレクトリは
別のディレクトリ及び／又はデータファイルを含んでいる。データファイルのフルネーム
は、

、各部分の間 「＼」で区切る。この方法を データファイルの名
前は、「＼ｖｏｌ＼ｄｉｒ１＼ｄｉｒ３＼ファイル名．拡張子」のようになる。ファイル
サーバ上の各ＤＯＳボリュームは、固有のファイルシステムを持っている。データ蓄積媒
体上の物理的空きスペース 位置は、ファイル配置表（ＦＡＴ）を使って 。Ｄ
ＯＳボリューム上のデータ蓄積空きスペースは、クラスタと称する配置ユニットに分割

。ボリュームに 全てのディレクトリとデータファイル名はファイル配置表
にリストアップされており、ディレクトリ・ツリーの中で親と子の 階層的
に関連付けられる。データファイル名がファイル配置表に入ると、隠されている或いは読
出し専用などのデータファイル・アトリビュートに対してスペースが与えられ、 デー
タファイルを蓄積するために使用する第１クラスタの識別データも記録される。このデー
タファイルを蓄積するために更にクラスタを要求された時は、これらのクラスタをポイン
タを介して鎖状にリンクさせ、 全部の鎖でデータ蓄積媒体上のデータファイルの物
理的位置を表す。

本発明のデータ管理システムは、異なったディレクトリ構造を使って第２次蓄積５２のデ
ータ蓄積媒体 データファイルの蓄積を管理する。第２次蓄積５２の 層に

データファイルを蓄積し、再配置する場合に、転送ユニットを 簡単に
なる。転送ユニットは仮想ファイルシステム・オブジェクト（例えばデータファイル）を
含む所定サイズのデータのブロックであって、 バックアップシステムまで、そし
て階層を通じて共に移動 各転送ユニット はデータ管理システムの中で固有の識別デ
ータが割り当てられている。
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上記のように、蓄積サーバ・プロセッサ５１の処理カーネル５０１ 所定のアルゴリズム
に従ってファイルシステム４１－４３において管理されているボリュームそれぞれに

データファイルに順序付けする。この順序付けはデータファイルの利用度、内容、
緊急度、サイズ或いは別の選定基準に基づいて よい。 、簡単なＬＲＵ法 説
明する。処理カーネル５０１が管理されたボリュームのそれぞれのデータファイルをＬＲ
Ｕ法に基づいて順序付けすると、リストの最下位のエントリが移動の候補を

。処理カーネル５０１は管理されているボリュームから移動候補のデータファイルを定
期的に掃引し、管理されているボリューム毎にそれらを 組み立てて複数のデータフ
ァイルを含む転送ユニットを構成する。データファイルのフルネームがデータファイルの
位置情報即ち、転送ユニット中のデータファイルの位置、転送ユニット識別データ、媒体
オブジェト識別データと 。データファイ
ル名は 元の転送ユニット識別データと論理的に関連付けられ、データファイル 別の
転送ユニットに移動させられることは 、第２次蓄積５２へ移される際に、各仮想ファ
イルシステムから 一時的に関連付けられた他のデータファイルと共にその転送ユニ
ットの中に留 。媒体オブジェクト自身はデータファイルではなく転送ユニットと
関連付けら 。この方法 、１つのディレクトリ データファイルと転送ユニ
ットとの間の対応を記録するために使われ、第２のディレクトリ 転送ユニットと媒体オ
ブジェクトとの間の対応を記録するために使われる。転送ユニットが１つの媒体から別の
媒体に移されるときは、データファイルは元の転送ユニットに留まっており、記録される
べき媒体上の転送ユニットの位置 単に変 るだけなので、データファイル・ディレクト
リを更新する必要はないのである。
蓄積サーバ・プロセッサ５１は、 転送ユニットを完全に埋めるだけの十分
なデータファイルを ことがある。蓄積サーバ・プロセッサ５１は所定の
期間 、第２次蓄積５２とバックアップ媒体 に部分的な転送ユニットを書
き込む。ファイルサーバから追加 移動されたデータファイルを受け取った 、蓄
積サーバ・プロセッサ５１は

。蓄積サーバ・プロセッサ５１は
転送ユニットを追跡するのである。移されたデータファイルはバックアップ媒体に、周期
的 適時に書き込まれるので、部分的な転送ユニット書き込み処理を利用すると

このファイルシステムは、データ蓄積 論理的配置と物理的な蓄積配置 分離するが、
データファイル その固有の転送ユニットに留まっているので、データ蓄積階層の全ての
層に対する論理的配置は同じ 。このシステムの特質すべき利点の１つは、転送ユニ
ットがその階層の層から層へと移され とき、或いはバックアップ媒体上におかれたとき

、転送ユニット識別データと媒体オブジェクトの間の関係のみを更新すれば、この転送
ユニットが蓄積された新たな媒体を 。更に、データファイルは
バックアップシステムに 、バックアッ
プ媒体は、同じ転送ユニット識別データに 媒体オブジェクトを与える
だけである。それから、転送ユニットは、第２次蓄積５２の第１層３１１に書き込まれる
。この処理によって、データ蓄積階層の１つの層からデータ蓄積階層の 層
へ転送ユニットを再配置する。図１１のブロック図は、転送ユニットが入れ子状になって
いることを示している。従って、第１次蓄積から データファイルの転送ユニット
は、第１の大きさのデータブロックを表している。階層データ蓄積の第１層から第２層へ
データファイルを再配置するために組み立てられた第２層の転送ユニットは、第１層

複数の転送ユニットから構成することができる。同様に、この処理はデータ蓄積階層の
引き続く層に対して 適用できる。図１１は３層 第２次蓄積 データ蓄積
階層の最下層に書き込まれた 流れ を示しており、この第２次蓄積は順番に
並べられた第２層の複数の転送ユニットから成り、 第
１層の複数の転送ユニットから成っている。
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代りの形のファイルシステムを図１２に示しているが、ここでは物理的配置システムは特
定の媒体の型及び階層の層の上にかぶせられている。データ蓄積階層の各層の媒体は、こ
のアプローチに対してはチャンクと称される所定の最大サイズまで様々なサイズの転送ユ
ニットに配置される。下の物理的空きスペース配置管理が許せば、チャンクは要求に

小さくなったり大きくなったりすることを始める。 、チャンクは固
定サイズのブロック 予め配置されており、必要に応じて 。特定のネットワー
ク・ボリュームからのデータファイルだけがデータ蓄積階層の各層にある チャ
ンク或いは複数のチャンク（チャンク 集合）に蓄積される。従って、 層にあるチ
ャンクの集合は、その層に蓄積されている仮想ファイルシステムの部分を表している。図
１２のブロック図はチャンクが入れ子状態になっていることを示している。従って、第１
次蓄積からのデータファイルのチャンクは、第１の大きさのデータブロックを表しており
、このブロックは単一のネットワーク・ボリュームだけからのデータファイルを含んでい
る。階層データ蓄積の第１層から第２層へデータファイルを再配置するために組み立てら
れた第２層のチャンクは、複数の第１層チャンクからなっている筈である。同様に、この
処理はデータ蓄積階層の引き続く層にも適用できる。図１２は３層 第２次蓄積

データ蓄積階層の最下層に書き込まれた 流れ を 、この
第２次蓄積は順番に並べられた第２層の複数のチャンクから成り、

第１層の複数のチャンクから成っている。

階層の層の数と構成は、使用者のニーズに合わせて動的に変えることができる。追加層を
階層に加えることもできるし、 から消去することもできる。更に、 層にデ
ータ蓄積装置を 、階層のどのよう 層に
もデータ蓄積容量を追加したり削除したりすることができる。データ蓄積管理システムは
、最高の性能と信頼性を得るために 。バ
ックアップ駆動装置８１と取り付け可能バックアップデータ蓄積要素８２を装備したシェ
ルフ層は、層を追加しない場合は第２次蓄積の第１層３１１に対して、また複数の層を与
える場合は最下層３１３に対してオーバーフロー機能を与える。従って、階層の最下層に
データ蓄積の空きスペースがなく 、転送ユニット或いは媒体ユニットがこの層から

される。データ蓄積装置の追加という形でデータ蓄積容量をこの層に追加 、或いは
媒体の最下層であった層の下に媒体の層を追加すると、消去された転送ユニット

或いは媒体ユニットは、取り付け バックアップ・データ蓄積要素８２からその階層
に 来ることができる。 階層の最下層 デ
ータ蓄積の空きスペースを新たに追加し、 消去された転送ユニット或いは媒体ユニ
ットが を記録 。蓄積サーバ５１は媒体
オブジェクト・ディレクトリにアクセスして、消去 たデータの位置を認識し、バック
アップ駆動装置８１に バックアップ・データ蓄積要素８２から
このデータを検索する。そして、この検索されたデータは、 データ蓄積の空き
スペース 新たに追加された媒体に書き込まれる。データ蓄積装置が媒体の層から取り除
かれたり、媒体の層に追加されたりする この処理は起動される。この媒体の が最
下層以外の かで 、消去された転送ユニット或いは媒体オブジェクトは
取り付け バックアップ・データ蓄積要素８２から検索され、データ蓄積装置が取り
除かれた層のレベルの直ぐ下 の媒体レベルに蓄積 。

図８ 図７のシステム・アーキテクチャを参照すると、データファイルの
呼び戻し 実質的にデータファイル移動とは逆向き 。上記のように、移
動ボリューム６１とシャドウ・ボリューム６５に書き込まれたデータファイルは、ファイ
ルサーバ４１の第２次蓄積ディレクトリ５３１に書 物理的蓄積位置識別データ
を持っている。ファイルサーバ４１ ディレクトリ５１１の位置エントリは、この第
２次蓄積ディレクトリ・エントリを指示している。従って、ステップ８０１でプロセッサ
２１がこの移されたデータファイル アクセス要求を出し、 の要求はステップ８０２
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で、ファイルサーバ４１にあるトラップ或いはインタフェイス７１１によって傍受される
。このトラップは蓄積サーバ・エージェント１２１への処理を ファイ
ルシステム４１の中で を使ってもよいし、蓄積サーバ・エージェント１２１のファ
イルシステム４１への登録やデータファイル要求をプロセッサ２１から受け取る際に呼ば
れるようにする 呼び戻しルーチンを設けてもよい。何れ 、傍受された要
求 蓄積サーバ・エージェント１２１に送られ 、要求されたデータファイルが第２次蓄
積５２に移されているかどうかを判定する。このことは、ステップ８０３で蓄積サーバ・
エージェント１２１がディレクトリ５１１を読み、要求されたデータファイルの位置を判
定することで成し遂げられる。ステップ８０５で位置エントリがディレクトリ５１１の中
に見つからなければ、ステップ８０６ 制御はファイルサーバ４１に戻され、要求
されているデータファイルを探すためにファイルサーバ４１がディレクトリ５１１に蓄積
されているディレクトリ・エントリを読めるようにする。このディレクトリ・エントリに
蓄積されているデータによって、 要求 データファイルのある
データ蓄積装置３１から要求 データファイルを検索することができる。ステップ８
０５で蓄積サーバ・エージェント１２１が、位置エントリ 、要求されたデ
ータファイルが第２次蓄積５２に移されていると判定すると、ステップ８０７で蓄積サー
バ・エージェント１２はデータファイル呼び戻し要求を 、この要求を位置エントリ
の中に蓄積されているダイレクトアクセス第２次蓄積ポインタ・キーと共にネットワーク
１経由で蓄積サーバ５０へ送信する。ステップ８０８で、処理カーネル５０１は、第２次
蓄積ディレクトリ５３１の中のエントリを直接検索 ポインタ・キーを システ
ムサービス５０５を利用する。この第２次蓄積ディレクトリ５３１の識別されたエントリ

は、要求されているデータファイルを含む移動ボリュームの中のアドレス 含まれ
る。このアドレスは転送ユニット識別データと転送ユニット中のデータファイルの位置か
ら成っている。装置マネジャ５０４はデータファイル・アドレス情報を使って、要求され
ているデータファイル が蓄積されているデータ蓄積装置から呼び戻すのである。こ
のデータ蓄積装置はそのデータファイルの活動レベルの関数としての階層中のどのレベル
に よい。装置マネジャ５０４は第２次蓄積ディレクトリ５３１で識別されたデ
ータ蓄積装置の中の蓄積位置からデータファイルを読み出し 、検索したデータファイル
をネットワーク１に 、 要求されたデータファイルを ファイルサーバ
４１とボリューム３１に送信させる。そして、処理カーネル５０１のシステムサービス５
０５は、第２次蓄積ディレクトリ５３１とディレクトリ５１１を更新し、データファイル
がネットワーク・ボリュームに呼び戻されていることを表示 する。ステップ８
１１で制御はファイルサーバ４１に 、 ディレクトリ５１１を読んで要求された
データファイルの位置を する。 、ディレクトリ５１１はこの呼び戻され
たデータファイルのデータ蓄積装置３１上の現在位置を示す情報を 。そし
て、プロセッサ２１はファイルサーバ４１を介して呼び戻されたデータファイルに直接ア
クセスすることができるのである。

本発明のデータ管理システムにおいては
。 一般的には、第１次蓄積バックアップがデータファイルを各ネットワーク

・ボリュームからバックアップ装置（図示せず）に流すように ている。データ管理シス
テムの中では、ネットワーク・ボリュームからの データファイルの流れを掃
引ルーチンが作り出しているが、このデータが第２次蓄積５２の第１層 データ蓄積
媒体上の転送ユニットに書き込まれるだけでなく、 第２次蓄積５２の第１層のデー
タ蓄積媒体からバックアップ装置７１上のバックアップ媒体７２ 書き込まれるのであ
る。更に、このデータはシャドウ・ボリューム６５にも複製される。
第２次蓄積の第１層に書き込まれる転送ユニットを、たとえ転送ユニットが部分的にしか
充たされていなくても、定期的にバックアップしている。バックアップ媒体７２が交替し
てオフサイトに出て ても、 多数のバックアップ媒体７２は、
様々な転送ユニットを含 あろう。バックアップ媒体７２がバックアップ装置７１に取
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り付けられる度に、装置マネジャ５０５は全ての部分的に充たされた転送ユニットをその
時点の充填レベルに更新し、バックアップ媒体がシステムの最新状況を確実に反映するよ
うにする。更なるレベルのデータ保護は上記のようにバックアップ・システムによって与
えられる。第３層３１上の媒体ユニットが充たされ 、この媒体ユニットの内容をバッ
クアップ・テープにコピーし、媒体代替ユニットと称する複製の媒体ユニットを作っても
よい。これによって媒体ユニットの複製コピーが 、第３層３１３上に蓄積されて
いる媒体ユニットが故障 も、そこに蓄積されている全てのデータに対して媒体代替ユ
ニットが を与えるのである。一般的に、媒体代替ユニットはオフサイトの貯蔵
場所に蓄積され、オンサイトで蓄積されている媒体を破壊 、損傷を与える可能性の
ある火災やその他 事故のために、物理的に隔離 のである。従って、
媒体の故障が 、このデータを１つの媒体から別の媒体に流す 、
媒体代替ユニットをシステムの中のライブラリ装置に して直ちにデータファイルを

ことができる。
更に、第２次蓄積ディレクトリ５３１はネットワーク・ボリュームに しているので、
上記のように第１次蓄積バックアップ媒体上にバックアップされる。また、このメタデー
タは第２次蓄積のデータ蓄積装置に 、 バックアップ媒体７２にバックア
ップすることができる。
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