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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　連想記憶システムにおいて用いられる、記憶媒体に記憶される連想データのデータ構造
であって、
　不変の規則的なブロックの集合と、不変の検索可能なブロックの集合とを有し、
　前記不変の規則的なブロックの集合の各規則的なブロックは、前記連想記憶システムに
よってそれぞれの規則的なブロックのデータ内容から導き出されたコンテンツアドレスで
参照することができ、
　前記不変の検索可能なブロックの集合の各検索可能なブロックは、それぞれの検索可能
なブロックに対する、ユーザー定義の検索キーで参照することができ、ＤＡＧノードとし
て前記規則的なブロックの少なくとも部分集合を含む有向非巡回グラフ（ＤＡＧ）の根で
あり、
　前記検索可能なブロックの少なくとも部分集合が、検索可能なブロックのバージョン化
されたシーケンスを構成し、前記シーケンスの各検索可能なブロックは、異なるバージョ
ン番号によって特定され、対応するユーザー定義の検索キーで検索可能である、データ構
造。
【請求項２】
　前記規則的なブロックおよび前記検索可能なブロックの各々は、ＤＡＧポインタとして
働く露出したコンテンツアドレス、またはバイナリデータのバイトの少なくとも一方を含
む、請求項１に記載のデータ構造。
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【請求項３】
　前記コンテンツアドレスの各々は、それぞれの規則的なブロックのデータ内容にハッシ
ュ関数を適用することによって導き出されるものであり、前記検索可能なブロックの各々
は、それぞれの検索可能なブロックに対する、対応するユーザー定義の検索キーに前記ハ
ッシュ関数を適用することによって得られる内部保持キーで場所を特定することができる
、請求項１に記載のデータ構造。
【請求項４】
　前記規則的なブロックの集合および検索可能なブロックの集合は、前記コンテンツアド
レスおよび前記内部保持キーを対応する規則的なブロックおよび検索可能なブロックにそ
れぞれマッピングする分散ハッシュテーブルに格納されている、請求項３に記載のデータ
構造。
【請求項５】
　少なくとも１つの削除元をさらに有し、
　各削除元は、１つの前記検索可能なブロックのユーザー定義の検索キーから導き出され
た内部削除キーで書き込まれ、前記検索可能なブロックの１つに削除の印を付ける、
　請求項１に記載のデータ構造。
【請求項６】
　前記規則的なブロックの集合、前記検索可能なブロックの集合、および前記少なくとも
１つの削除元は、前記コンテンツアドレス、前記内部保持キー、および前記内部削除キー
を対応する規則的なブロック、検索可能なブロック、および削除元にそれぞれマッピング
する分散ハッシュテーブルに格納されている、請求項５に記載のデータ構造。
【請求項７】
　削除の印が付けられていないあらゆる検索可能なブロックから到達不可能であるブロッ
クを削除するように構成されたガベージコレクションモジュールを有する前記連想記憶シ
ステムで使用される、請求項６に記載のデータ構造。
【請求項８】
　記憶媒体を含む連想記憶システム上のデータを管理する方法であって、
　前記連想記憶システムを構成するコンピュータが、ユーザー定義の検索キーとデータ内
容とを含む書き込み要求を受け取り、不変の検索可能なブロックを書き込むことと、
　前記コンピュータが、前記ユーザー定義の検索キーに基づいて内部保持キーを導き出す
ことと、
　前記コンピュータが、前記検索可能なブロックが不変の規則的なブロックの有向非巡回
グラフ（ＤＡＧ）の根となるように、前記記憶媒体に前記不変の検索可能なブロックを記
憶することと、
　を含み、
　前記検索可能なブロックは前記データ内容を含み、かつ前記内部保持キーで場所を特定
することができ、前記規則的なブロックの各アドレスは、それぞれの規則的なブロックの
内容から導き出されたコンテンツアドレスであり、
　前記導き出すことは、前記ユーザー定義の検索キーにハッシュ関数を適用して前記内部
保持キーを生成することをさらに含み、前記コンテンツアドレスは、それぞれの規則的な
ブロックの各々に格納された内容に前記ハッシュ関数を適用することによって生成された
ハッシュキーから導き出され、
　さらに、前記方法は、
　前記コンピュータが、分散ハッシュテーブル（ＤＨＴ）が前記内部保持キーおよび前記
コンテンツアドレスを前記検索可能なブロックおよび対応する規則的なブロックにそれぞ
れマッピングするように、前記検索可能なブロックおよび前記内部保持キーを前記分散ハ
ッシュテーブル（ＤＨＴ）に挿入することと、
　前記挿入することの前に、前記コンピュータが、ＤＨＴルックアップを実行して前記内
部保持キーを前記ＤＨＴのエントリと比較することと、
　前記コンピュータが、前記ユーザー定義の検索キーを含む読み出し要求を受け取り、前
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記データ内容を検索することと、
　前記コンピュータが、前記読み出し要求を受け取ることに応答して、前記ハッシュ関数
を前記ユーザー定義の検索キーに適用して、前記内部保持キーを導き出すことと、
　前記コンピュータが、前記内部保持キーでＤＨＴルックアップを実行して、前記データ
内容を検索することと、
　前記コンピュータが、バージョン番号を有するユーザー定義の検索キーを内部的に追加
して、前記検索可能なブロックを、検索可能なブロックのバージョン化されたシーケンス
の構成要素として特定することと、
　を含み、
　前記挿入することは、前記ＤＨＴが前記内部保持キーを含んでいない場合か、または該
ＤＨＴが前記内部保持キーを含んで該内部保持キーを前記データ内容と同一の値にマッピ
ングする場合に行われ、
　前記内部保持キーは前記ユーザー定義の検索キーおよび前記バージョン番号の両方に基
づいており、
　前記読み出し要求は、前記バージョン化されたシーケンスの一部である前記検索可能な
ブロックのバージョンを検索する前記バージョン番号を含む、
　方法。
【請求項９】
　前記コンピュータが、前記ユーザー定義の検索キーを含む削除要求を受け取り、前記デ
ータ内容を削除することと、
　前記コンピュータが、前記検索キーに基づいて内部削除キーを導き出すことと、
　前記コンピュータが、前記内部削除キーで削除元ブロックを前記記憶媒体に書き込み、
前記検索可能なブロックに削除の印を付けることと、
　をさらに含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記コンピュータが、前記検索可能なブロックに関連付けられた規則的なブロックに対
し、ガベージコレクション動作を行うことをさらに含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　記憶媒体を含む連想記憶システム上のデータを削除する方法であって、
　前記記憶媒体に記憶された検索可能なブロックの各々は、それぞれの検索可能なブロッ
クに対するユーザー定義の検索キーで場所を特定することができ、規則的なブロックの各
々はそれぞれの規則的なブロックの内容から導き出されたコンテンツアドレスで場所を特
定することができ、
　前記連想記憶システムを構成するコンピュータが、前記記憶媒体に記憶された前記検索
可能なブロックを根とする、前記規則的なブロックの有向非巡回グラフ（ＤＡＧ）を有す
る不変のデータブロックの集合を提供することと、
　前記コンピュータが、前記ユーザー定義の検索キーの１つである第１の検索キーを含む
要求を受け取り、前記ＤＡＧの１つで編成されたデータ内容に削除の印を付けることと、
　前記コンピュータが、前記第１の検索キーに基づいて内部削除キーを導き出すことと、
　前記コンピュータが、前記内部削除キーで削除元ブロックを前記記憶媒体に書き込むこ
とと、
　前記コンピュータが、前記記憶媒体から、前記削除元ブロックと、前記第１の検索キー
で場所が特定可能な前記検索可能なブロックとを削除することと、
　を含む方法。
【請求項１２】
　前記削除することは、
　前記削除元と、前記第１の検索キーで場所を特定することができる検索可能なブロック
とに削除の印を付けることと、
　削除の印を付けられていないいずれの検索可能なブロックからも到達不可能なすべての
規則的なブロックに反復して削除の印を付けることと、
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　削除の印を付けられたブロックすべてを取り除くことと、
　をさらに含む、請求項１１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願情報）
　本出願は、参照によりここに組み込まれている、２００８年９月１１日に申請された仮
特許出願番号第６１／０９５，９９４号、および参照によりここに組み込まれている、２
００９年７月２９日に申請された非仮特許出願番号第１２／５１１，１２６号の優先権を
主張する。
【０００２】
　本発明は、一般に記憶媒体上のデータの記憶を管理することに関し、より詳細には２次
記憶システムの検索可能なデータブロックを用いてデータ内容の記憶を管理することに関
する。
【背景技術】
【０００３】
　情報を記憶するための共通の機構は、所定の記憶場所に基づくよりはむしろコンテンツ
のデータブロックのアドレスに基づいた連想記憶（ＣＡＳ）システムである。通常、ＣＡ
Ｓシステムは、２次記憶装置すなわち「永久」記憶装置の比較的固定されたコンテンツ（
ｆｉｘｅｄ　ｃｏｎｔｅｎｔ　）を高速で記憶、検索するのに用いられる。連想記憶（Ｃ
ＡＳ）システムは、コンテンツアドレスの使用によって記憶されたデータへのアクセスを
提供する。コンテンツアドレス（ＣＡ）は、一般的にいくつかの情報を結合することによ
って形成され、該情報の少なくとも１つは記憶されたオブジェクトのコンテンツに依存す
る。一般的に、コンテンツアドレスの少なくとも一部は、オブジェクトの関連データブロ
ックの内容に、ＳＨＡ－１のような強いハッシュ関数を適用することから導き出される。
【０００４】
　従来の記憶システムとは対照的に、ブロックのデータ内容を変えることはそのアドレス
を変えることにもなるので、データブロックがひとたび書き込まれたら変更することがで
きないという意味で、コンテンツアドレスに基づいた記憶システムは不変なシステムであ
る。このことは、ユーザーに検索されたデータが記憶されたデータと全く同一であるとい
うある保証を与えるだけでなく、システムが重複ブロックを記憶しないようにすることも
可能にする。例えば、ユーザーが同一のデータに対して複数の書き込み操作を行った場合
、システムはデータのたった１つのコピーのみを記憶し、書き込み操作の各々に対して同
一のコンテンツアドレスを返す。データブロックのアドレスがシステムによって決定され
るので、このことが可能になる。しかしながら、ここでＣＡＳシステムは不変であると説
明したが、「不変である（ｉｍｍｕｔａｂｌｅ）」ということを、データブロックを削除
できないことを意味するように解釈すべきでないことに留意されたい。もっと正確に言え
ば、「不変の」システムとは、システムが、異なるデータコンテンツに既に用いられたコ
ンテンツアドレスでデータ内容を参照できないようにすることを意味するものと解釈され
るべきである。
【０００５】
　都合の悪いことに、ＣＡＳシステムを使用する場合、ユーザーは、後でオブジェクトを
検索または読み取る能力を保持するために、該オブジェクトを書き込んだ後ＣＡを記憶し
なければならない。例えば、ハッシュ関数の使用により、ＣＡは引き出されると必ず元の
コンテンツを保持しているので、ユーザーがコンテンツアドレスを記憶せずにブロックを
検索する方法はない。さらに、有向非巡回グラフ（ＤＡＧ）の生成を可能にするようにＣ
Ａが記憶されたオブジェクトに埋め込まれている、ＥＭＣのＣ－ｃｌｉｐのような高度な
システムでさえ、ＤＡＧの根源は、コンテンツなしでは引き出せないアドレスビットを含
んだＣＡである。オブジェクトを書き込む際、Ｃ－ｃｌｉｐのコンテンツアドレスは、該
コンテンツアドレスを異なる場所に記憶しなければならないアプリケーションに返される
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。
【０００６】
　したがって、ＣＡＳを用いた現在の記憶システムは、該記憶システムが複数の根源ブロ
ックのＣＡ、および多くのシステムでは他のブロックのＣＡも同様に保持する別の記憶装
置を必要とするので、必要なものをすべて完備しているわけではない。
【発明の概要】
【０００７】
　したがって、記憶効率を改善するために、データブロックのアドレスを保持する別の記
憶空間の使用を必要としないＣＡＳシステムが必要とされる。本発明の種々の典型的な実
施形態によれば、本明細書で下に説明するような「検索可能なブロック」の使用は、デー
タブロック元のアドレス用の別の記憶装置を維持する必要があるいかなるものも不要にす
る。例えば、保持元として実行される検索可能なブロックは、ブロックのコンテンツのハ
ッシュに基づく必要がなく、ユーザーが簡単に思い出せる、ユーザー定義の検索キーに従
って記憶、参照することができる。さらに、本明細書で下に説明するように、ＤＡＧの残
りは、ＣＡＳシステムの他のすべての機能のシームレスな動作を可能にするようにアドレ
スされたコンテンツであってもよい。
【０００８】
　本発明の１つの典型的な実施形態は、記憶媒体に記憶された連想データを構築するシス
テムを含んでおり、該システムは、不変の規則的なブロック群と、不変の検索可能なブロ
ック群とを含み、該不変の規則的なブロック群の各規則的なブロックは、システムによっ
てそれぞれの規則的なブロックのデータ内容から導き出されたコンテンツアドレスで参照
することができ、該不変の検索可能なブロック群の各検索可能なブロックは、それぞれの
検索可能なブロックのユーザー定義の検索キーで参照することができ、ＤＡＧノードとし
て前記規則的なブロックの少なくとも部分集合を含む有向非巡回グラフ（ＤＡＧ）の根源
である。
【０００９】
　本発明の他の典型的な実施形態は、記憶媒体を含んだ連想記憶システムのデータを管理
する方法を含み、該方法は、ユーザー定義の検索キーとデータ内容とを含み、不変の検索
可能なブロックを書き込む書き込み要求を受け取るステップと、該ユーザー定義の検索キ
ーに基づいて内部保持キーを導き出すステップと、検索可能なブロックが不変の規則的な
ブロックの有向非巡回グラフ（ＤＡＧ）を根づかせるように、記憶媒体に不変の検索可能
なブロックを記憶するステップと、を含み、前記検索可能なブロックは前記データ内容を
含み、前記内部保持キーで場所を特定することができ、前記規則的なブロックの各アドレ
スは、それぞれの規則的なブロックのコンテンツから導き出されたコンテンツアドレスで
ある。
【００１０】
　本発明の代替の典型的な実施形態は、記憶媒体を含んだ連想記憶システムのデータを削
除する方法を含み、該方法は、記憶媒体に記憶された検索可能なブロックによって根づか
された規則的なブロックの有向非巡回グラフ（ＤＡＧ）を有する不変のデータブロック群
を提供するステップであって、各検索可能なブロックはそれぞれの検索可能なブロックの
ユーザー定義の検索キーで場所を特定することができ、各規則的なブロックは、それぞれ
の規則的なブロックのコンテンツから導き出されたコンテンツアドレスで場所が特定され
るステップと、前記ユーザー定義の検索キーの１つである第１の検索キーを含み、前記Ｄ
ＡＧの１つで編成されたデータコンテンツに削除の印を付ける要求を受け取るステップと
、前記第１の検索キーに基づいて内部削除キーを導き出すステップと、前記内部削除キー
で削除元ブロックを前記記憶媒体に書き込むステップと、前記記憶媒体から、削除元ブロ
ック、および前記第１の検索キーで場所が特定可能な検索可能なブロックを削除するステ
ップとを含む。
【００１１】
　これらおよび他の特徴および利点は、添付の図面に関して読まれるべき、その例示とな
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る実施形態に関する以下の詳細な説明から明白になるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
　本開示は、次の図面を参照することによって、以下の好ましい実施形態の説明において
その詳細を提供する。
【図１】本発明の１つの典型的な実施形態に係る連想データを構築するシステムを示した
ブロックダイアグラムである。
【図２】本発明の１つの典型的な実施形態に係る連想記憶システムのデータを管理する方
法を示したブロック／フローダイアグラムである。
【図３】本発明の１つの典型的な実施形態に係る連想記憶システムのデータを読み取る方
法を示したブロック／フローダイアグラムである。
【図４】本発明の１つの典型的な実施形態に係る連想記憶システムのデータを削除する方
法を示したブロック／フローダイアグラムである。
【図５】本発明の１つの典型的な実施形態に係る連想記憶システムのデータを削除する代
替方法を示したブロック／フローダイアグラムである。
【図６】本発明の１つの典型的な実施形態に係る連想記憶システムのＤＡＧの少なくとも
一部の削除を実行する方法を示したブロック／フローダイアグラムである。
【図７】本発明の典型的な実施形態に係る規則的なブロックおよび検索可能なブロックの
表現を示したブロックダイアグラム群である。
【図８】本発明の典型的な実施形態に係る検索可能なブロック、および検索可能なブロッ
クのバージョン化されたシーケンスの表現を示したブロックダイアグラム群である。
【図９】本発明の典型的な実施形態に係る検索可能な保持元ブロックおよび削除元ブロッ
クの表現を示したブロックダイアグラム群である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　データブロックのコンテンツアドレス用に別の記憶装置を維持しないようにするために
、本発明の典型的な実施に係る記憶システムは、少なくとも２つの種類のブロック、すな
わち規則的なブロック（ｒｅｇｕｌａｒ　ｂｌｏｃｋｓ）と「検索可能なブロック（ｓｅ
ａｒｃｈａｂｌｅ　ｂｌｏｃｋｓ）」とを記憶する機構を提供することができる。
【００１４】
　本発明の典型的な実施形態によれば、規則的なブロックは、引数として記憶されるオブ
ジェクトを呼出元が供給するという点において、他のＣＡＳシステムと類似する方法で書
き込まれ、恐らく該オブジェクトがどこに他のブロックに対するコンテンツアドレス（Ｃ
Ａ）を埋め込んでいるかに関する記述を含んでいるであろう。さらに、そのコンテンツに
基づいたＣＡを有する値は、書き込みの完了時にユーザーに返される。
【００１５】
　ＣＡ＜－－ｗｒｉｔｅ＿ｒｅｇｕｌａｒ＿ｂｌｏｃｋ（ｄａｔａ，ｌｉｓｔ＿ｏｆ＿ｅ
ｍｂｅｄｄｅｄ＿ＣＡｓ）
　本発明の１つの典型的な実施によれば、規則的なブロックを実現するために、ブロック
コンテンツ（任意の埋め込まれたＣＡを含む）をハッシュ化してハッシュ値を導き出して
もよい。例えば、ここで類似の参照番号が同一または類似の要素を表す図面および先ず図
７を詳細に参照して、典型的な規則的なブロック７００の表現が示されている。規則的な
ブロックのデータ内容は、０または１以上のバイトのバイナリデータ（例えば「ユーザー
データ」）を含んでいてもよく、および／またはＤＡＧポインタとして働く露出したコン
テンツアドレスを含んでいてもよい。図７に提供された特定の例では、規則的なブロック
７００は、ＣＡでないバイナリデータ７０２とコンテンツアドレスのリスト７０４との両
方を含んでいる。ＣＡでないバイナリデータ７０２とコンテンツアドレス群７０４との両
方を含んだブロックコンテンツ７０６がシステムによって記憶され、該コンテンツは、ハ
ッシュ関数を適用してブロックのハッシュ値を得ることができる情報である。
【００１６】
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　例えば分散ハッシュテーブル（ＤＨＴ）に従ってハッシュ値の少なくとも一部を使用し
て、ブロックを、該ブロックを記憶する責任を負うべき記憶ノードへ送ってもよい。シス
テムは、＜ハッシュ値、ブロック＞ペアを局所的に記憶してもよく、後でブロックの好都
合な検索を容易にするかもしれない他のいくつかのオプションのフィールドに加えて、ハ
ッシュ値の一部を含んだＣＡを返してもよい。
【００１７】
　規則的なブロックのデータを検索するために、ＣＡは次のように提供される。
【００１８】
　（ｄａｔａ，ｌｉｓｔ＿ｏｆ＿ｅｍｂｅｄｄｅｄ＿ＣＡｓ）＜－－ｒｅａｄ＿ｒｅｇｕ
ｌａｒ＿ｂｌｏｃｋ（ＣＡ）
例えば、読み込みは上で述べたハッシュ値の一部を用いて、＜ハッシュ値、ブロック＞ペ
アを記憶しているノードに送ってもよく、ノード上のペアの局所的な検索の速度を上げる
ために随意に任意の他のフィールドを用いてもよい。
【００１９】
　以前に書き込まれたブロックと重複する任意の次のブロックの書き込みを、以前に書き
込まれたブロックを記憶しているノードと同一のノードに送ることができる。ローカルノ
ードは、該ローカルノードが同一のハッシュ値を持つブロックが既に記憶されていること
を認識する機構を実現することもできる。該機構は、例えば局所的なハッシュテーブルを
用いることによって実現することができる。したがって、（元の）ブロックは他のフィー
ルドを利用せずに検索することができる。
【００２０】
　ある意味、ブロック記憶装置は、辞書のキーとして働くＣＡを有する（大きな）辞書に
似ていて、データは、辞書の値として働く埋め込まれたＣＡのリストを加えたものである
。これはＤＨＴとして実現することができる。規則的なブロックの主たる特徴は、ブロッ
クのキーまたはコンテンツアドレスが該ブロックのコンテンツから内部的に導き出される
ことである。
【００２１】
　本明細書で下に説明するように、ＤＡＧの根源（ｒｏｏｔ）の検索用のＣＡの記憶は、
検索可能なブロックを用いることによって回避される。検索可能なブロックは、規則的な
ブロックとは異なって書き込まれている。検索可能なブロックについては、システムは、
ＣＡと同様に処理されるがＣＡでない値を内部的に導き出してもよい、すなわち本明細書
では、該値を「内部キー（ｉｎｔｅｒｎａｌ　ｋｅｙ）」と呼ぶ。したがって、規則的な
ブロックの書き込み操作とは対照的に、本発明の典型的な実施形態によれば、検索可能な
ブロックの書き込み操作は、コンテンツのブロックのハッシュ化ではなくユーザー定義の
検索キーのハッシュ化によりハッシュ値を得ることができる。内部的に、システムは、規
則的なブロックに用いられたものと同一のルーティングメカニズムを用いることができる
。さらに、重複書き込みの場合のように、他のフィールドを利用しないでペアを検索する
ことができるので、ＣＡを検索可能なブロック用に生成する必要性はない。
【００２２】
　したがって、本発明の典型的な実施形態によれば、データ、および／または埋め込まれ
たＣＡのリストの提供に加えて、呼出元は、検索可能なブロックに対して一意のユーザー
定義の「検索キー（ｓｅａｒｃｈ　ｋｅｙ）」を提供することができる。
【００２３】
　ｗｒｉｔｅ＿ｓｅａｒｃｈａｂｌｅ＿ｂｌｏｃｋ（ｄａｔａ，ｌｉｓｔ＿ｏｆ＿ｅｍｂ
ｅｄｄｅｄ＿ＣＡｓ，ｓｅａｒｃｈ＿ｋｅｙ）／＊Ｎｏ　ＣＡ　ｒｅｔｕｒｎｅｄ　ｏｎ
　ｃｏｍｐｌｅｔｉｏｎ＊／
　ここで、ｓｅａｒｃｈ＿ｋｅｙはクライアントの選択であり、書き込まれたコンテンツ
にハッシュ関数を適用することによって検索キーを得る必要はない。ブロックの検索キー
はそのブロックに対するアドレスとして働くが、コンテンツアドレスではない。従来のＣ
ＡＳシステムのユーザーは、新しく書き込まれたブロックの所与で所定のコンテンツアド
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レスを、このコンテンツアドレスによってブロックを検索できるように返すことをシステ
ムに強いることができないが、本システムのユーザーは、検索可能なブロックを書き込む
場合、検索キーを選択することができる。検索キーは、コンテンツアドレスを参照する必
要なしに保存データへのユーザーアクセスを可能にする、ユーザーが選択した任意のキー
であってもよい。
【００２４】
　図７を参照して、本発明の１つの典型的な実施形態に係る検索可能なブロック７５０の
表現が示されている。図７に示すように、検索可能なブロック７５０はユーザー定義の検
索キー７５２を含んでいてもよい。さらに、検索可能なブロック７５０のデータ内容は、
０または１以上のバイトのＣＡでないバイナリデータ７５４、および／または他のブロッ
クへのポインタと働くＣＡのリスト７５６も含むことができる。ここで、検索可能なブロ
ックの内部キーは、全体のブロックコンテンツではなく、ユーザー定義の検索キー７５２
をハッシュ化することによって得ることができる。記憶された値７５８は、ユーザー定義
の検索キー７５２と、上で述べたように、０または１以上のバイトのＣＡでないバイナリ
データ７５４またはポインタと働くＣＡのリスト７５６の少なくとも１つを含んでいても
よいブロックのデータ内容と、から構成することができる。
【００２５】
　記憶ブロックが有向非巡回グラフ（ＤＡＧ）構成に配置されている場合、検索可能なブ
ロックは、該検索可能なブロックを用いて規則的なブロックのＤＡＧの根源を記憶できる
という点で、「保持元（ｒｅｔｅｎｔｉｏｎ　ｒｏｏｔ）」として実現することができる
。データを検索するために、クライアントはＣＡではなく検索キーを提供することができ
る。
【００２６】
　（ｄａｔａ，ｌｉｓｔ＿ｏｆ＿ｅｍｂｅｄｄｅｄ＿ＣＡＳ）＜－－ｒｅａｄ＿ｓｅａｒ
ｃｈａｂｌｅ＿ｂｌｏｃｋ（ｓｅａｒｃｈ＿ｋｅｙ）
　なお、記憶システムは、異なるコンテンツを持つブロックが同一の検索キーで既に書き
込まれている場合には、書き込みを拒絶するように構成できることに留意されたい。記憶
システムは、その検索キーの読み取りを試みる最中に発生する曖昧さを回避するために書
き込みを拒絶することができる。したがって、一意と思われるキーを選択することがクラ
イアントの責任である。
【００２７】
　例えば、クライアントが衝突のせいで確率的に書き込み要求を拒絶しそうもないＤＡＧ
に関連付けることが容易なあらゆる情報を、検索キーと結合することができる。なお、ブ
ロック記憶装置を共有している敵対的でないクライアントについては、検索キーのクライ
アント名の部分を作成するだけでそれらのシーケンス衝突を回避するのはかなり容易であ
ることに留意されたい。敵対的クライアントに関して、クライアントの秘密の暗号化キー
のような攻撃者が解読するのが確率的に難しい情報の少なくとも一部が検索キーに含まれ
ていてもよい。例えば、バックエンドの２次記憶システムとして本記憶システムを用いる
ファイルシステムについては、情報の３つのそのような部分が次のものを含んでいてもよ
い。（ｉ）他の記憶装置、非ファイルシステム、バックエンド記憶システムのユーザーと
の衝突を回避するバックエンド記憶装置を用いたアプリケーション名（例えば「ファイル
システム」）、（ｉｉ）２つの異なるファイルシステムの検索キーのシーケンス間の衝突
を回避するファイルシステム名、（ｉｉｉ）より詳細に下に説明するような、カウンタと
して働く１で始まる正のシーケンス番号
　この点まで、ブロックのコンテンツに基づいてブロック記憶装置によって生成されたコ
ンテンツアドレスを通してアドレス指定することができる規則的なブロックを記憶するプ
ールと、クライアントによって生成される検索キーで場所を特定することができるブロッ
クを記憶するプールと、から構成された２つの別の記憶装置プールの結合としてブロック
記憶装置を説明した。しかしながら、規則的なブロックを実現するために用いられるコー
ドを検索可能なブロックを実現するために再使用できるので、２つの別の記憶装置プール
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を維持する必要はない。例えば、検索可能なブロックの検索キーは、コンテンツアドレス
が規則的なブロックから得られる方法と同じ方法でハッシュ関数を適用することができる
。したがって、疑似コンテンツアドレスは検索キーから生成され、次のルックアップ用の
分散ハッシュテーブル（ＤＨＴ）に記憶されてもよい。この疑似コンテンツアドレスは、
上で説明した「内部キー」に対応していてもよい。したがって、ユーザーがブロックを読
み取りたくて検索キーを提供する場合、該検索キーはＤＨＴのブロックをルックアップす
るのに使用される内部キーに変換されてもよい。
【００２８】
　その結果、内部的に、検索可能なブロックは、その疑似ＣＡがデータおよび埋め込まれ
たＣＡのリストからでなく検索キーから導き出されるという点を除いて、規則的なブロッ
クと同一の方法で処理することができる。そのため、検索可能なブロックおよび規則的な
ブロックは同一の記憶プールに含まれていてもよいが、それらのキーがどのように導き出
されるかで異なっている。上述のごとく、ユーザー定義の検索キーをそれ自身検索可能な
ブロックを検索するのに用いることができるので、ブロックの検索のためにクライアント
によって疑似ＣＡが提供される必要はない。これおよび他の理由で、疑似ＣＡは、該ＣＡ
が返される規則的なブロックの場合とは異なり、書き込みの完了時クライアントに返され
ない。
【００２９】
　本発明の典型的な実施形態に係る検索可能なブロックを書き込むための高度なアルゴリ
ズムが以下の表１に示されている。該アルゴリズムに示すように、ＣＡＳ記憶システムに
おいて既に内部的に利用可能な操作（ＤＨＴのエントリのそのような挿入およびルックア
ップ）を用いて検索可能なブロックを実現することができる。
【００３０】
【表１】

【００３１】
　以下に示した表２は、本発明の典型的な実施形態に係る検索可能なブロックを読み取る
高度なアルゴリズムを提供する。
【００３２】
【表２】

【００３３】
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　ここでは図１を参照して、本発明の１つの典型的な実施に係る検索可能なブロックを用
いたデータ記憶システム１００が示されている。なお、ここで説明する実施形態は完全に
ハードウェアであってもよく、またはハードウェア要素とソフトウェア要素の両方を含ん
でいてもよいということを理解すべきであろう。好ましい実施形態において、本発明は、
ソフトウェア、およびファームウェア、常駐ソフトウェア、マイクロコード等を含むがこ
れらに限定されないハードウェアによって実行される。
【００３４】
　実施形態は、コンピュータまたは任意の命令実行システムによってまたはそれらに関連
して使用されるプログラムコードを提供するコンピュータ使用可能媒体またはコンピュー
タ可読媒体からアクセス可能なコンピュータプログラム製品を含んでいてもよい。コンピ
ュータ使用可能媒体すなわちコンピュータ可読媒体は、命令実行のシステム、装置、また
はデバイスによってまたはそれらに関連して、使用されるプログラムを格納する任意の装
置を含んでいてもよい。該媒体は、磁気、光学、電子、電磁気、赤外線、または半導体の
システム（すなわち装置またはデバイス）でありえる。媒体は、半導体または固体メモリ
、磁気テープ、リムーバブルコンピュータディスケット、ランダムアクセスメモリ（ＲＡ
Ｍ）、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、剛性磁気ディスクおよび光ディスク等のような、
コンピュータ可読媒体を含んでいてもよい。
【００３５】
　さらに、本発明の典型的な実施形態では、検索可能なブロックおよび規則的なブロック
は、記憶装置のネットワークを含む１つまたは２つ以上の記憶装置を有する記憶媒体に記
憶することができる。さらに、ここで開示した方法は、ハードウェアおよび／またはソフ
トウェアで符号化されたプログラム命令を実行するように構成されたプロセッサおよびメ
モリを用いて実現することができる。
【００３６】
　図１に戻り、システム１００のプログラミングモデル１０１は、記憶媒体に記憶された
、可変サイズで、連想的で、高弾力的なブロックの海の抽象的概念に基づいてもよい。シ
ステム１００は不変の規則的なブロック群１３０を含んでいてもよく、例えば、上で説明
したように、該群の各規則的なブロックは、システムによってそれぞれのデータブロック
のデータ内容から導き出されたコンテンツアドレスで参照することができる。上述のごと
く、規則的なブロックのアドレスは、例えば該ブロックのコンテンツのＳＨＡ－１ハッシ
ュから導き出すことができる。さらに、内部ハッシュキーのみを用いるよりもより効率的
にシステム内のブロックの場所を特定するのに用いることができる他の情報をコンテンツ
アドレスに用いることができる。該コンテンツアドレスはハッシュキーより短くてもまた
は長くてもよい。
【００３７】
　さらに、システム１００は不変の検索可能なブロック群１４０を含んでいてもよく、該
ブロック群の各々は、上で説明したように、それぞれの検索可能なブロックのユーザー定
義の検索キーで参照することができる。例えば、内部キーはユーザー定義の検索キーから
導き出され、ブロックの場所を特定するのに使用することができる。なお、ここで用いて
いる「導き出された（ｄｅｒｉｖｅｄ）」とは、例えば、上述のごとくハッシュ関数の適
用によってまたは単に内部キーが「導き出された」オブジェクトを用いることによって、
内部キーを得ることを含んでいてもよいということを理解すべきであろう。例えば、内部
キーは、該内部キーが検索キーであるという点においてユーザー定義の検索キーから導き
出すことができる。しかしながら、他の導出手段が用いられてもよい。さらに、内部キー
、例えば上で説明した疑似コンテンツアドレスは、規則的なブロックからコンテンツアド
レスを導き出すのに使用されたのと同じハッシュ関数をユーザー定義の検索キーに適用す
ることによって、検索キーから導き出すことができることに留意されたい。さらに、検索
可能なブロック群１４０および規則的なブロック群１３０は、対応する規則的なブロック
１３０および検索可能なブロック１４０にコンテンツアドレスおよび内部キーをそれぞれ
マッピングするＤＨＴに記憶することもできる。したがって、各検索可能なブロックは対
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応する導き出された内部キーで場所を特定することができる。
【００３８】
　任意のブロックは、０または１以上のバイトのバイナリデータおよび／またはブロック
のＤＡＧを定義する既に書き込まれているブロックを指すポインタのリスト１２４の少な
くとも１つを含んでいてもよい。上述のごとく、ポインタはコンテンツアドレスとして実
現されてもよい。ここで、図１に示すように、各検索可能なブロック１０２および１０４
は、規則的なブロック１３０の少なくとも部分集合を含むＤＡＧの根源であってもよい。
したがって、検索可能なブロックとして実現された保持元の「内部キー」は、同じ意味合
いで「内部保持キー」と呼ぶことができる。重複除外機能を提供する記憶システムでは、
ブロックは重複除去比を改善できるように可変サイズであってもよい。下でより十分に説
明するように、ポインタ１２４は、ガーベッジコレクションの変形としてガーベッジコレ
クションモジュール１６０により実行されるデータ削除を容易にするために露出していて
もよい。
【００３９】
　図１に示すように、ブロックは有向非巡回グラフ（ＤＡＧ）を形成してもよい。重複除
外サービスが記憶システムによって提供される場合、これらのＤＡＧは重複除外されたブ
ロックと重複していてもよい。さらに、ブロックアドレスを導き出すのに用いられるハッ
シュ関数の安全が暗号的に確保されている限り、いかなるサイクルもこれらの構造におい
ては可能ではない。なお、ここで説明した「ＤＡＧ」は、ＤＡＧの特別な事例である「ツ
リー」を含んでいてもよいということを理解すべきであろう。
【００４０】
　上述のごとく、ＤＡＧの原点は、検索可能な保持元と名付けられた、特別な形態のブロ
ックであってもよい。しかしながら、本発明の典型的な実施形態は検索可能なブロックで
ないＤＡＧの根源を持つことができるということを理解すべきであろう。正規のデータお
よび一連のアドレスに加えて、保持元は、上で説明したように、ブロックの場所を特定す
るのに用いられるユーザー定義の検索キーを持つ検索可能なブロックとして構成されても
よい。そのようなキーは任意のデータであってもよい。上述のごとく、ユーザーは、シス
テムが生成した暗号のブロックコンテンツアドレスの代わりに、該検索キーの提供によっ
て検索可能なブロックを検索することができる。さらに、下でより十分に説明するように
、同一ファイルシステムの複数のスナップショットは、例えばファイルシステム名から導
き出された検索キーベースおよび各スナップショットでインクリメントされるカウンタで
場所を特定することができる検索可能な保持元のバージョン化されたシーケンスとして編
成された根源を持っていてもよい。任意の検索キーを指定することによって検索可能なブ
ロックを検索することができるが、該検索可能なブロックは規則的なブロックが持ってい
るようなコンテンツアドレスを持っていない、そのため該検索可能なブロックはシステム
では指されない、それゆえ該検索可能なブロックはブロック構造ではサイクルを生成しな
い。
【００４１】
　図１を再び参照して、ブロック群１０１は３つの原点１０２、１０４、および１０６を
含んでいて、その中の２つの原点１０２および１０４は、検索可能なブロックとして実行
される保持元である。他の原点１０６は、ＤＡＧのこの部分がまだ構築中であることを示
す規則的なブロックＡである。
【００４２】
　ＤＡＧ構造化データの動作は、より詳細に下に説明するが、規則的なブロックを書き込
むことおよび読み取ること、ユーザー定義の検索キーにより検索可能な保持元を書き込む
こと、該検索キーに基づいて保持元を検索すること、ユーザー定義のキーを用いて関連す
る削除元（ｄｅｌｅｔｉｏｎ　ｒｏｏｔ）１０８を書き込むことにより削除される保持元
に印を付けること、を含んでいてもよい。
【００４３】
　上に述べたように、検索可能な保持元は、保持元のバージョン化されたシーケンスに編
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成されてもよい。例えば、記憶システムは、ファイルシステムをＤＡＧの根源であるファ
イルシステムのスーパーブロックと共に該ＤＡＧに記憶してもよい。新しいファイルシス
テムを表す新しいＤＡＧ構造および新しいＤＡＧの根源である新しいスーパーブロックを
生じさせる、ファイルシステムの新しいバージョンは定期的に更新、記憶されてもよい。
アプリケーションがＤＡＧの異なるバージョンに対応する多くの根源を書き込むことに関
心を持っている場合、それはシステムが、（ｉ）根源の新しいバージョンを書き込み、（
ｉｉ）最新バージョンを読み取るのに便利であり、それらは、次のように記述される。
【００４４】
　ｖｅｒｓｉｏｎ＿ｎｕｍｂｅｒ＜－－ＷＲＩＴＥ＿ＮＥＷ＿ＶＥＲＳＩＯＮ（ｓｅａｒ
ｃｈ＿ｋｅｙ＿ｂａｓｅ，ｄａｔａ＿ｗｉｔｈ＿ｅｍｂｅｄｄｅｄ＿ＣＡｓ＿ｅｘｐｏｓ
ｅｄ）；
　ｄａｔａ＿ｗｉｔｈ＿ｅｍｂｅｄｄｅｄ＿ＣＡＳ＿ｅｘｐｏｓｅｄ＜－－ＲＥＡＤ＿Ｌ
ＡＳＴ＿ＶＥＲＳＩＯＮ（ｓｅａｒｃｈ＿ｋｅｙ＿ｂａｓｅ）
　異なるファイルシステムのバージョン番号は時間（１次元に沿って）と共に増加するの
で、システムは、バージョン化されたシーケンスに関してここで「検索キーベース（ｓｅ
ａｒｃｈ　ｋｅｙ　ｂａｓｅ）」と呼ばれるユーザー定義の検索キー値と、総合的なバー
ジョン番号と、を内部的に結合して、内部キーを生成または導き出すことができる。当業
者には理解されようが、本開示を考慮して、必要であれば、これを多次元に一般化するこ
とは簡単である。さらに、上述のごとく、ユーザー定義の検索キーまたは検索キーベース
は任意のバイト列になりえる。この柔軟性が、全体のバージョン化されたシーケンスをた
った１つの検索キーベースを思い出すことによって特定することができる、検索可能なブ
ロックのバージョン化されたシーケンスの実施を可能にする。
【００４５】
　図１および７の参照に続き図８を参照して、検索可能なブロック８００および検索可能
なブロック８５０のバージョン化されたシーケンスの表現が示されている。上述のごとく
、異なるファイルシステムバージョンの可能性を考慮して、システムは、シーケンス番号
を検索キーに付加することによって新しいＤＡＧまたは更新されたＤＡＧの全体のシーケ
ンスの内部保持キーを生成するプロセスを実行してもよい。例えば、図８に示すように、
検索可能なブロック８００は、バージョン番号８０４が追加された検索キーベース８０２
を含んだ結合値８０６を含んでいてもよい。該結合値８０６をシステムで用いて、上で説
明したようなシステムが検索可能なブロック７５０のユーザー定義の検索キー７５２から
内部キーを導き出した方法と同一の方法で、内部保持キーを導き出すことができる。さら
に、結合値８０６から導き出された内部キーを上で説明した方法と同一の方法で用いるこ
とができる。例えば、内部キーは、検索可能なブロックに該内部キーをマッピングするＤ
ＨＴへのエントリとして用いることができる。検索可能なブロック８００の残りは、０ま
たは１以上のバイトのバイナリデータまたは他のブロックへのポインタとして働くコンテ
ンツアドレスの少なくとも１つを含むコンテンツ８０８を有していてもよい。したがって
、バージョン番号を持つ検索可能なブロックとして実行される保持元は、上で説明した方
法に類似した方法で、ユーザー定義の検索キーにより参照または場所を特定することがで
きる。
【００４６】
　なお、フィールドはすべて、バージョン番号を除いて、すべてのファイルシステムバー
ジョンにわたって結合値８０６内で一貫しているということを理解すべきであろう。例え
ば、図８に示すように、バージョン化されたシーケンス８５２の各検索可能なブロックは
、異なるバージョン番号が追加された同一のユーザー定義の検索キー８５６を含んでいて
もよい。例えば、ブロック８５４はバージョン番号１（８５８）を含んでいてもよく、ブ
ロック８６２はバージョン番号２（８６０）を含んでいてもよい、等。さらに、検索可能
なブロックは、ユーザーデータ８６４、８６６、および／またはＤＡＧを形成する規則的
なブロック群８７２を指すコンテンツアドレス８６８、８７０を含む保持元として実現す
ることができる。
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【００４７】
　また、ユーザーの観点から、バージョン化されたシーケンスを持つシステムは、上で説
明したブロック検索に類似する手法で検索可能なブロックを検索することができることも
理解すべきであろう。例えば、ユーザーまたはクライアントはユーザー定義の検索キーを
提供することができ、システムは、対応する検索可能なブロックの最新バージョンをユー
ザーに自動的に返すことができる。代替としてまたは付加的に、ユーザーは、ユーザー定
義の検索キーおよびバージョン番号を提供して、システムによって記憶された検索可能な
ブロックの任意のバージョンを検索することができる。順に、システムはそれぞれの検索
可能なブロックの対応するバージョンを返してもよい。
【００４８】
　ｄａｔａ＿ｗｉｔｈ＿ｅｍｂｅｄｄｅｄ＿ＣＡＳ＿ｅｘｐｏｓｅｄ＜－－ｒｅａｄ＿ｖ
ｅｒｓｉｏｎ（ｓｅａｒｃｈ＿ｋｅｙ＿ｂａｓｅ，ｖｅｒｓｉｏｎ＿ｎｕｍｂｅｒ）
このような方法で、ユーザーは同一のユーザー定義の検索キーを提供して、バージョン化
されたシーケンスの任意の検索可能なブロックを検索することができる。
【００４９】
　クライアントが、検索キーベースおよび最新バージョン番号ではなく検索キーベース（
例えばバージョン番号を除いた検索キーのすべてのフィールド）だけを思い出すほうがよ
り簡単かもしれないので、システムは、オブジェクトを読み取る際最新のバージョン番号
を決定する方式を用いることもできる。
【００５０】
　例えば、典型的な実施においてバージョン番号が１で始まるとすれば、最新のバージョ
ン番号を持つ正しい検索キーが決定されるまで、シーケンスを通した拡張検索が行われて
もよい。したがって、読み取り／検索がブロックを見つけてはじめて、システムは、結合
値８０６が「１」、「２」等の追加によって導き出されるすべてのブロックについて単純
に繰り返すことによって、検索キーベースによりシーケンスに書き込まれた最新のバージ
ョンを見つけることができる。失敗がバージョンＮ＋１に対して最初に発生した場合には
、バージョンＮを持つブロックは成功裡に記憶された最後のブロックだったことになる。
システムが最新のバージョンを見つけ出すに違いないので上述のＲＥＡＤ＿ＬＡＳＴ＿Ｖ
ＥＲＳＩＯＮ関数にとっても、およびシステムが書き込みのためにまだ使用されていない
最低のバージョンでブロックを書き込むに違いないので上で説明したＷＲＩＴＥ＿ＮＥＷ
＿ＶＥＲＳＩＯＮ関数にとっても、これは有用である。当然ではあるが、ある典型的な実
施では、検索が起動時のみ行われるように、最新のバージョン番号をメモリに貯え、更新
することができる。
【００５１】
　上で説明した拡張検索処理は、すべてのバージョン番号の端から端まで連続して検索す
ることによって行われるが一方、同一の機構を用いて、正しいバージョン番号を決定する
前に読み取られたブロック数を低減する、最適化された検索の変形を実行することができ
る。例えば、上で説明した拡張可能な検索方式は、Ｏ（ｎ）、順番Ｎの検索可能なブロッ
クをくまなく調べて、最新に書き込まれたブロックを見つける。該方式は、Ｏ（ｌｏｇ（
ｎ））を用いることおよび後にバイナリーサーチが続く拡張検索を使用することによって
最適化することができる。拡張検索は、最初の読み取りが例えば２pで失敗するまで、ブ
ロック２0，２1，２2等を検索してもよい、ここで２p-1は成功しているものとする。した
がって、最新のバージョンＮは、２p-1≦Ｎ＜２pのようになる。ここで、拡張検索はｐ～
ｌｏｇ（Ｎ）のステップを使用した。
【００５２】
　範囲２p-1≦Ｎ＜２pが決定された後、システムは、Ｎを見つけるために間隔（２p-1，
２p）でバイナリーサーチを行ってもよい。該バイナリーサーチは間隔長の対数を取り、
該間隔長もｐ未満であり、その結果検索に対する全体的な対数のコストが生じる。例えば
、システムは、最新バージョン４４を見つけるために、表３に提供される近似シーケンス
に従ってブロックを読み取ってもよい。
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【００５３】
【表３】

【００５４】
　表３に提供される例では、バージョン番号４４は成功したがバージョン番号４５は失敗
した。したがって、バージョン番号４４はバージョン化されたシーケンスの最新に書き込
まれたブロックに対応する。
【００５５】
　なお、上述の拡張検索方式は、隣接して記憶されたシーケンス上で動作可能であること
に留意されたい。例えばバージョン化されたシーケンスの検索可能なブロックのあるバー
ジョンの削除によって、不明の長さの途切れが、使用されるバージョン番号に存在した場
合、他の検索方式を用いて、検索可能なブロックの最新バージョンの自動的な検索をバー
ジョン化されたシーケンスに適応させることができる。
【００５６】
　上で説明したデータ編成構造を用いてデータを書き込みおよび読み取る以外の他のサー
ビスは、データ削除を含んでいてもよい。本発明の１つの典型的な実施によれば、他のブ
ロックが単一のブロックを参照できるように、該単一のブロックは削除要求を受け取って
すぐに削除されるべきでない。ユーザーが個々のブロックを削除できるようにすることは
、重複排除によるダングリングポインタを発生させる可能性があるので、ガーベッジコレ
クション操作を用いてブロックの削除を行うことが望ましい。異なる種類のガーベッジコ
レクション方式の中で、修正済の参照計数動作には、該動作が２つの回収サイクルの間に
書き込まれたブロック数に比例した作業を行うという点で利点がある。
【００５７】
　図１を再び参照して、ＤＡＧデータ編成構造を用いた記憶システムでは、アプリケーシ
ョンプログラムインターフェース（ＡＰＩ）が、１つまたは２つ以上のＤＡＧの削除すべ
き部分に印を付けてもよい。保持元に削除（すなわち現存しない）の印を付けるために、
システムは、対応する保持元のユーザー定義の検索キーと同一の検索キーから導き出され
た内部キーで、検索可能な削除元１０８と名付けられたまたは同様な意味合いで削除元ブ
ロック１０８と名付けられた、一種の検索可能なブロックを書き込んでもよい。ここで、
該内部キーは内部削除キーと名付けることもできる。該内部削除キーは対応するユーザー
定義の検索キーのハッシュ化によって導き出され、ＤＨＴに挿入されてもよい。図１では
、例えば、削除元１０８は保持元ＳＰ１　１０２に関連付けられている。ガーベッジコレ
クションモジュール１６０は、現存の保持元から到達できないブロックすべてに削除の印
を付けてもよい。例えば、図１では、保持元１０２が削除の印を付けられた結果として、
ブロック１１２、１１０および１１４が削除の印を付けられる。なお、ブロック１０６は
該ブロックを指す保持元を持たないので、ブロック１０６も削除の印を付けられることに
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留意されたい。対照的に、ブロック１１６は保持元ＳＰ２　１０４から到達できるので、
該ブロック１１６は保持される。保持元１０４は一致削除元を持たないので、該保持元１
０４は「現存（ａｌｉｖｅ）」している。
【００５８】
　なお、根源の削除はダングリングポインタを生成しないので、ユーザーが根源を削除で
きるようにすることは許容されることに留意されたい。上述のごとく、検索可能なブロッ
クにはコンテンツアドレスがない。通常、参照回数を保持することはカウンタを変更する
ことを含んでいる。しかしながら、カウンタの変更は不変の記憶システムでは可能ではな
い。
【００５９】
　この問題を扱う本発明の典型的な実施形態に係る削除元の１つの典型的な実施を示すた
めに、ここで図９を参照して、検索可能な保持元ブロック９００および削除元ブロック９
５０の表現を示している。なお、保持元および削除元は共に検索可能なブロックであると
いうことを理解すべきであろう。ここで、表４に示すように、システムはＲＥＴＡＩＮ関
数およびＤＥＬＥＴＥ関数を用いて保持元および削除元を次のように丁重に実行してもよ
い。
【００６０】
【表４】

【００６１】
　したがって、ＲＥＴＡＩＮ関数を実行するために、ユーザーは、ユーザー定義の検索キ
ー９０２、および０または１以上のバイナリバイトのデータおよび／またはポインタとし
て働く任意の露出したＣＡのような任意の対応データコンテンツ９０６を提供する。同様
に、ＤＥＬＥＴＥ関数を実行するために、ユーザーはユーザー定義の検索キーを提供する
。表４のコードに示すように、連携は、ユーザー定義のキーから、保持元ブロックおよび
削除元ブロックの内部保持キーおよび内部削除キーを丁重に導き出すことによって実現す
ることができる。
【００６２】
　例えば、図９に示すように、システムは、「保持」９０４をユーザー定義の検索キー９
０２に追加することによって保持元９００を書き込んでもよい。システムは、ユーザー定
義の検索キー９０２と「保持」ラベル９０４との両方を含んだ結合値９０８から内部保持
キーを導き出してもよい。例えば、該内部保持キーは、上で説明したようにハッシュ関数
を適用することによって導き出され、書き込み、検索、および削除のためにＤＨＴで用い
られてもよい。同様に、システムは、「削除」９５２をユーザー定義の検索キー９０２に
追加することによって削除元９５０を書き込んでもよい。システムは、同様に、ユーザー
定義の検索キー９０２と「削除」ラベル９５２との両方を含んだ結合値９５４から内部削
除キーを導き出してもよい。該内部削除キーは、該内部削除キーを対応するブロック９５
０にマッピングできるＤＨＴに含まれていてもよい。なお、「保持」ラベルおよび「削除
」ラベルは任意であり、該任意の異なるラベルを使用して、システムが保持元と削除元と
を区別することを可能にすることに留意されたい。
【００６３】
　図９に従って削除元９５０を書き込むことは、保持ブロック９００に削除の印を付ける
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ことである。例えば、図１のガーベッジコレクションモジュール１６０がガーベッジコレ
クション操作を始める場合、例えばＤＨＴの対応する内部削除キーを見つけることによっ
て削除元に出会うと、モジュール１６０は、その目的に適ったので、保持元を削除しても
よく、削除元そのものの削除を行ってもよい。このような方法で、例えば、削除元は対応
する検索可能なブロックの削除を開始することができる。削除元を書き込むことは、不変
の記憶システムの参照カウンタを調整する問題を解決する、というのは、該書き込みが、
該ブロックが削除されるべきことを示す保持元の参照回数を調整するのと同じ効果を持っ
ているからである。
【００６４】
　なお、記憶システムの機構を簡単にするために、削除操作を、ブロックに削除の印を付
けてユーザーがデータを書き込むことができない読み取り専用段階と、削除の印を付けら
れたブロックが再生されてユーザーが読み取りと書き込みの両方を行うことができる読み
取り／書き込み段階と、の２つの段階に分割することができることに留意されたい。記憶
空間再利用は、通常の読み取り／書き込み操作中バックグラウンドで行われてもよい。読
み取り専用段階に入る前に、保持されるすべてのブロックは現存の保持元によって指し示
されるべきである。読み取り専用段階を持っていることは、該読み取り専用段階が削除／
印付け処理に対する書き込みの影響を排除するので、削除の実行を簡単なものにする。
【００６５】
　典型的な実施では、削除は、ブロックを指すデータブロックのポインタの数を計数する
ように構成されたブロックごとの参照カウンタで実行することができる。参照カウンタを
書き込みについてすぐに更新する必要はない。これが不変の記憶の利点である。その代り
に、該参照カウンタは、以前の読み取り専用段階が処理されてから、カウンタ更新がイン
クリメントするようにすべてのポインタが書き込まれる読み取り専用段階で、その後更新
される必要がある。書き込みの後に検出された各ポインタについては、該ポインタが指す
ブロックの参照カウンタがインクリメントされる。ポインタがすべて検出され、インクリ
メントが完了した後、ゼロに等しい参照カウンタを持つブロックがすべて削除の印を付け
られる。さらに、既に削除の印を付けられたブロックによって指し示されたブロック（関
連する削除元を持つ根源を含む）の参照カウンタは、ディクリメントされてもよい。その
後、ディクリメントによってゼロになった参照カウンタを持つ任意のブロックは、削除の
印を付けられてもよく、既に削除の印を付けられているブロックによって指し示されてい
るブロックの参照カウンタは、ディクリメントされてもよい。付加のブロックに削除の印
を付けることができなくなるまで、印付けおよびディクリメント処理が繰り返されてもよ
い。この時点で、読み取り専用段階は終わり、削除の印を付けられたブロックをバックグ
ラウンドで取り除くことができる。ガーベッジコレクションを、参照計数を用いて上に例
示したが、「マークアンドスイープ（ｍａｒｋ－ａｎｄ－ｓｗｅｅｐ）」のような他のガ
ーベッジコレクション方法も用いることができる。もう１つの選択肢として、削除される
ブロックではなく保持されるブロックが、ガーベッジコレクション操作で印を付けられて
もよい。
【００６６】
　ここで図２を参照して、上で開示された原理を適用した本発明の１つの典型的な実施に
係る記憶媒体を含んだ連想記憶システムのデータを管理する方法２００が示されている。
該方法２００は、記憶システムが不変の検索可能なブロックを書き込む要求をクライアン
トから受け取るステップ２０２で始まる。該要求は、上で説明したように、検索可能なブ
ロックに含まれるユーザー定義の検索キーおよびデータ内容のような情報を含んでいても
よい。上述のごとく、該データ内容は、０または１以上のバイトのバイナリデータおよび
／またはポインタとして働く露出したコンテンツアドレスを含んでいてもよい。
【００６７】
　随意に、ステップ２０４で、記憶システムは、上で説明したように、バージョン番号を
持つユーザー定義の検索キーを内部的に追加して、検索可能なブロックのバージョン化さ
れたシーケンスの構成要素として検索可能なブロックを特定するように構成されてもよい
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。なお、システムは、例えば上で説明した拡張検索処理を用いることによって、検索キー
に追加する正しいバージョン番号を決定できることに留意されたい。例えば、システムは
、最新の正しいバージョン番号の直後に後続する、最初の失敗したバージョン番号を選択
してもよい。表３に提供された例では、正しいバージョン番号は４５に相当するであろう
。
【００６８】
　ステップ２０６で、記憶システムは、上で説明したように、ユーザー定義の検索キーに
基づいて内部保持キーを導き出すように構成することができる。例えば、上で説明したよ
うに、記憶システムは、検索キーにＳＨＡ－１のようなハッシュ関数を適用して内部保持
キーを生成することができる。さらに、オプションのステップ２０４が実行される場合、
該内部保持キーは、上で説明したように、ユーザー定義の検索キーおよびバージョン番号
の両方に基づいていてもよい。
【００６９】
　随意に、ステップ２０８で、記憶システムは、ＤＨＴルックアップを行って内部保持キ
ーをＤＨＴのエントリと比較してもよい。その後、システムは、書き込みをサービスすべ
きかどうか判定してもよい。
【００７０】
　例えば、システムは、内部保持キーがＤＨＴに存在するかどうかを判定するステップ２
１０を随意に行ってもよい。該保持キーがＤＨＴに存在しない場合には書き込みがサービ
スされてもよく、方法はステップ２１２またはステップ２１４に進んでもよい。内部保持
キーがＤＨＴのエントリであって、かつ要求のデータ内容がＤＨＴの保持キーエントリに
マッピングされた値と同じでない場合、ユーザー定義の検索キー（またはバージョン化さ
れたシーケンスが用いられている場合にはユーザー定義の検索キーとバージョン番号との
組み合わせ）が既に異なるデータコンテンツに用いられているので、書き込みはステップ
２１１で拒絶される。それゆえ、メッセージは、衝突を示しながらおよびユーザー定義の
検索キー（またはユーザー定義の検索キーとバージョン番号との組み合わせ）の他の選択
を促しながら、ユーザーに返されてもよい。保持キーがＤＨＴのエントリであって、要求
のデータ内容がＤＨＴの保持キーエントリにマッピングされた値と同じ場合、書き込みが
サービスされてもよく、方法はステップ２１２またはステップ２１４に進んでもよい。こ
こで、ユーザーはユーザー定義の検索キーで既にデータ内容を記憶しているので、２次記
憶システムのコンテンツがユーザーの希望と一致している、よって書き込みが拒絶された
ことを示す必要性はない。もう１つの選択肢として、保持キーがＤＨＴのエントリであっ
て、要求のデータ内容がＤＨＴの保持キーエントリにマッピングされた値と同じ場合、書
き込みがステップ２１１で拒絶されてもよく、ユーザー定義の検索キー（またはユーザー
定義の検索キーとバージョン番号との組み合わせで）でデータ内容が既に記憶されたこと
を示しながら、メッセージがユーザーに返されてもよい。
【００７１】
　随意に、ステップ２１２で、記憶システムは、ＤＨＴに検索可能なブロックおよび内部
保持キーを挿入してもよい。例えば、内部保持キーがハッシュ関数を適用することによっ
て導き出された場合、該内部キーはＤＨＴに記憶することができる。このような方法で、
記憶システムは、上記のように、ＣＡＳシステムに既存の操作を用いて検索可能なブロッ
クを実現することができる。
【００７２】
　ステップ２１２と同時に起きてもよいステップ２１４で、記憶システムは、検索可能な
ブロックが規則的なブロックのＤＡＧを根づかせるように、不変の検索可能なブロックを
記憶媒体に記憶してもよい。例えば、検索可能なブロックは、図１に関して上で説明した
保持元の１つに対応していてもよい。ここで、上で説明したように、検索可能なブロック
はデータ内容を含み、内部保持キーで場所の特定が可能である。さらに、各規則的なブロ
ックのアドレスは、それぞれの規則的なブロックのコンテンツから導き出されたコンテン
ツアドレスであってもよい。
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【００７３】
　なお、規則的なブロックは、ＤＡＧを構築する際に、検索可能なブロックを記憶する前
にユーザーによって記憶されたブロックに対応していてもよいことに留意されたい。さら
に、各規則的なブロックのコンテンツアドレスは、書き込み後ユーザーに返されてもよい
。例えば、ユーザーは、ＤＡＧを構築中、ポインタとしてコンテンツアドレスを用いても
よい。しかしながら、規則的なブロックとは対照的に、上記のように、検索可能なブロッ
クのアドレスをユーザーに返す必要はないことにも留意されたい。さらに、ハッシュ関数
がステップ２０６で内部検索キーを導き出すのに適用される場合、該ハッシュ関数は、規
則的なブロックのコンテンツアドレスを導き出すハッシュキーの生成に用いられた関数と
同じであってもよい。したがって、上に述べたＤＨＴは、内部保持キーおよびコンテンツ
アドレスを検索可能なブロックおよび規則的なブロックにそれぞれマッピングすることが
できる。
【００７４】
　随意に、記憶システムは検索可能なブロックを用いて、データ内容の書き込みに加えて
他のデータサービスを行うことができる。例えば、データ内容の読み取り操作および削除
操作が、検索可能なブロックを用いて、ステップ２１６および２１８でそれぞれ行われて
もよい。
【００７５】
　図２の参照に続き図３を参照して、ステップ２１６で行われてもよい、本発明の典型的
な実施形態に係るデータ内容を読み取る典型的な１つの方法３００が示されている。該方
法３００は、記憶システムがデータ内容を読み取る要求を受け取ることができるステップ
３０２で始まってもよい。上で説明したように、読み出し要求は、データ内容の書き込み
に使用されるキーと同一のユーザー定義の検索キーを含んでいてもよい。随意に、該読み
出し要求は、上で説明したように、バージョン化されたシーケンスの一部である検索可能
なブロックのバージョンを検索するバージョン番号も含むことができる。
【００７６】
　ステップ３０４で、記憶システムは、該要求の受け取りに応答して、ハッシュ関数をユ
ーザー定義の検索キーに適用し、内部保持キーを導き出して得ることができる。
【００７７】
　ステップ３０６で、システムは内部保持キーでＤＨＴルックアップを実行し、検索可能
なブロックからデータ内容を検索し、該データ内容をユーザーに提供してもよい。
【００７８】
　ここで図１および２の参照に続き図４を参照して、ステップ２１８で行われてもよい、
上で説明した原理を用いた本発明の典型的な実施形態に係るデータ内容を削除する典型的
な方法４００が示されている。該方法４００は、記憶システがデータ内容を削除する要求
をユーザーから受け取ることができるステップ４０２で始まってもよい。上で説明したよ
うに、該削除要求は、コンテンツの書き込みに使用されるユーザー定義の検索キーを含ん
でいてもよい。
【００７９】
　ステップ４０４で、記憶システムは、ユーザー定義の検索キーに基づいて内部削除キー
を導き出すことができる。例えば、上で説明したように、ハッシュ関数をユーザー定義の
検索キーに適用して内部削除キーを生成することができる。さらに、該内部削除キーは、
削除元ブロックを対応する保持元ブロックから識別する、「削除」のようなラベルからも
導き出すことができる。
【００８０】
　ステップ４０６で、記憶システムは内部削除キーで削除元ブロックを書き込み、それぞ
れの検索可能な保持元に削除の印を付けるように構成されてもよい。例えば、図１に関し
て上で説明したように、削除元１０８を書き込み、検索可能なブロック１０２に削除の印
を付けてもよい。
【００８１】
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　ステップ４０８で、ガーベッジコレクションモジュール１６０は、検索可能なブロック
に関連したブロックにガーベッジコレクション操作を行ってもよい。例えば、ガーベッジ
コレクションモジュール１６０は、検索可能な保持元ブロック、削除元ブロック、および
対応するＤＡＧのあらゆる到達できない規則的なブロックを削除するように構成されても
よい。
【００８２】
　ここで図１および９の参照に続き図５を参照して、本発明の１つの典型的な実施形態に
係る検索可能なブロックを用いた連想記憶システムのデータ内容を削除するより特定な方
法５００が示されている。該方法５００は、記憶媒体に記憶された検索可能なブロックに
よって根づかされた規則的なブロックのＤＡＧを有するデータブロック群を提供すること
によって、ステップ５０２で始まってもよい。例えば、該ブロック群は、図１に関して上
で説明したように編成されてもよい。例えば、各検索可能なブロックは、異なるユーザー
定義の検索キー（または異なる検索キーとバージョン番号との組み合わせ）から導き出さ
れた内部保持キーで場所を特定することができる。さらに、各規則的なブロックは、上で
説明したように、それぞれの規則的なブロックのコンテンツから導き出されたコンテンツ
アドレスで場所を特定することができる。
【００８３】
　ステップ５０４で、記憶システムは、ＤＡＧの１つで編成されたデータコンテンツに削
除の印を付ける要求を受け取ってもよい。削除要求は、データ内容が記憶されたＤＡＧを
根づかせる検索可能なブロックを見つけるのに用いられる検索キーと同一の検索キーを含
んでいてもよい。ここで、削除要求で提供される検索キーは、「第１の検索キー」と呼ば
れてもよい。
【００８４】
　ステップ５０６で、記憶システムは第１の検索キーに基づいて内部削除元キーを導き出
してもよい。例えば、内部保持元がハッシュ関数を第１の検索キーおよび「保持」に適用
することによって導き出される場合、内部削除元は、同一のハッシュ関数を第１の検索キ
ーおよび「削除」に適用することによって導き出すことができる。
【００８５】
　ステップ５０８で、記憶システムは、例えば図１および９に関して上で説明したように
、内部削除キーを用いて記憶媒体に削除元ブロックを書き込んでもよい。
【００８６】
　ステップ５１０で、記憶システムは、記憶媒体から、削除元ブロック、および第１の検
索キーで場所を特定することができる検索可能なブロックを削除してもよい。例えば、上
で説明したように、ガーベッジコレクションモジュール１６０は、削除元ブロック、対応
する検索可能なブロック、およびＤＡＧの任意の対応する到達できない規則的なブロック
を削除する指示として、削除元ブロックを用いてもよい。
【００８７】
　なお、削除ステップ５１０を実行できる種々の方法があるということを理解すべきであ
ろう。ここで図１および５の参照に続き図６を参照して、本発明の典型的な実施形態に係
るＤＡＧに編成されたデータ内容の削除を実現する１つの方法６００が示されている。該
方法６００は、記憶システムが、削除元、およびユーザー定義の検索キー（第１の検索キ
ー）で場所を特定することができる検索可能なブロックに削除の印を付けることができる
ステップ６０２で始まってもよい。例えば、ガーベッジコレクションモジュール１６０は
、削除元、および対応する検索可能な保持元に削除の印を付けてもよい。なお、本発明の
１つの典型的な実施形態では、ガーベッジコレクション操作はユーザーによって開始され
てもよいということを理解すべきであろう。例えば、ユーザーは、削除元が成功裡に書き
込まれたというシステムからの指示を受け取った後、関連するＤＡＧのガーベッジコレク
ションを開始する要求を提出することができる。さらに、ガーベッジコレクション操作は
、上で説明したように、関連する削除元を持つすべてのＤＡＧに適用することができる。
【００８８】
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　ステップ６０４～６０６で、ガーベッジコレクションモジュール１６０は、削除の印を
付けられない任意の検索可能なブロックから到達できない、すべての規則的なブロックに
反復して削除の印を付ける。例えば、それを指すポインタがないすべてのブロックに削除
の印を付けることができる、上で説明した反復削除方法を実行してもよい。なお、「到達
できない（ｕｎｒｅａｃｈａｂｌｅ）」規則的なブロックとは、ＤＡＧポインタまたは一
連のＤＡＧポインタを通して、削除の印を付けられていない任意の検索可能なブロックを
規則的なブロックに接続するパスがないことを意味すると理解すべきであろう。例えば、
図１を参照して、ブロックＥ　１１４は、検索可能な保持元１０４のような、削除の印を
付けられていない任意の検索可能なブロックから到達できない。同様に、ブロックＦ　１
１６は、削除の印を付けられていない検索可能なブロックであるブロック１０４から到達
できる。
【００８９】
　ステップ６０８で、ガーベッジコレクションモジュール１６０は、削除の印が付けられ
たブロックをすべて取り除くように構成されてもよい。しかしながら、当業者には、ここ
で説明した教示を考慮して、他のガーベッジコレクション法を実行してもよいことを理解
すべきであろう。例えば、システムおよび方法は、削除されるブロックに印を付けるので
はなく、保持されるブロックに印を付けるように変更されてもよい。この場合、印を付け
られていないブロックをすべて記憶媒体から削除または取り除くことができる。
【００９０】
　本明細書で上に説明したように、検索可能なブロックの使用は、データ内容を書き込み
、読み取り、削除するようなデータサービスを提供する新規で効率的な方法を好都合に可
能にする。さらに、上で説明したように、検索可能なブロックの使用は、保持元のコンテ
ンツアドレスを記憶することを不要にする。さらに、たとえ保持元のアドレスが記憶され
ても、検索可能なブロックの使用は、ユーザーが保持元の前方一致検索を先験的に決定す
ることを可能にし、記憶システムの作業と無関係に該アドレスを記憶することができる。
例えば、ユーザーは前方一致検索とシステムとを同期させる必要がないし、システムがコ
ンテンツアドレスを返すのを待つ必要もない。
【００９１】
　システムおよび方法の好ましい実施形態（例示として意図したものであり、限定するも
のではない）を説明したが、当業者には、上記の教示に照らして変更および変形を行うこ
とができることに留意されたい。したがって、添付の請求項によって略述されるような本
発明の範囲と精神を逸脱することなく、開示された特定の実施形態において、変更がなさ
れてもよいことを理解すべきであろう。このように、特許法により要求された詳細および
特殊性で本発明の態様を説明したが、特許証によって保護された要求および所望のものは
、添付の請求項で説明されている。
【符号の説明】
【００９２】
　１０２　保持元
　１０４　保持元
　１０８　削除元
　１６０　ガーベッジコレクションモジュール
　２０２　ユーザー定義の検索キーを含む書き込みリクエストを受け取る
　２０４　バージョン番号を持つユーザー定義の検索キーを内部的に追加する
　２０６　検索可能なブロックのユーザー定義の検索キーに基づいて内部保持キーを導き
出す
　２０８　ＤＨＴルックアップテーブルを実行し内部保持キーをＤＨＴのエントリと比較
する
　２１０　保持キーが存在しないか、または保持キーおよび同一データ内容が存在するか
？
　２１２　内部保持キーおよびデータ内容をＤＨＴに挿入する
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　２１４　規則的なブロックのＤＡＧを根づかせ、検索可能なブロックをユーザー定義の
検索キーで場所を特定することができるように、該検索可能なブロックを記憶媒体に記憶
する
　２１６　データ内容を読み取る
　２１８　データ内容を削除する
　２１１　書き込みを拒否する
　３０２　ユーザー定義の検索キーを含む読み出し要求を受け取る
　３０４　ユーザー定義の検索キーにハッシュ関数を適用し内部保持キーを導き出す
　３０６　ＤＨＴルックアップテーブルを実行しデータ内容を受け取る
　４０２　ユーザー定義の検索キーを含む削除要求を受け取る
　４０４　内部削除キーを導き出す
　４０６　内部削除キーで削除元ブロックを書き込み、検索可能なブロックに削除の印を
付ける
　４０８　ガーベッジコレクション操作を実行する
　５０２　記憶媒体に記憶された検索可能なブロックによって根づかされた規則的なブロ
ックのＤＡＧを有するデータブロック群を提供する
　５０４　検索可能なブロックの１つに対応するユーザー定義の検索キーを含むデータ内
容に削除の印を付ける要求を受け取る
　５０６　ユーザー定義の検索キーに基づいて内部削除キーを導き出す
　５０８　内部削除キーで削除元ブロックを書き込む
　５１０　ユーザー定義の検索キーで場所を特定することができる検索可能なブロック、
削除元ブロック、および対応するデータ内容を削除する
　６０２　削除元、およびユーザー定義の検索キーで場所を特定することができるその検
索可能なブロックに削除の印を付ける
　６０４　削除の印を付けられていないあらゆる検索可能なブロックから到達できないす
べての規則的なブロックに削除の印を付ける
　６０６　付加の規則的なブロックに削除の印を付けることは可能か？
　６０８　削除の印を付けられたブロックをすべて取り除く
　７０２　ＣＡでないバイナリデータ
　７０６　記憶された値
　７５２　ユーザー定義の検索キー
　７５４　ＣＡでないバイナリデータ
　８０２　検索キーベース
　８０４　バージョン番号
　８０６　結合値
　８０８　バイナリデータおよび／またはコンテンツアドレスを含むコンテンツ
　８５２　バージョン化されたシーケンス
　８５６　検索キーベース
　８６４　バイナリデータ
　８６６　バイナリデータ
　８６８　コンテンツアドレス
　８７０　コンテンツアドレス
　８７２　ＤＡＧを形成する規則的なブロック
　９０２　ユーザー定義の検索キー
　９０４　「保持」
　９０６　バイナリデータおよび／またはコンテンツアドレスを含むコンテンツ
　９０８　結合値
　９５２　「削除」
　９５４　結合値
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