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(57)【要約】
本願は、ファイバーチャネルオーバーイーサネット（登
録商標）通信を提供することを対象とする。例えば、フ
ァイバーチャネルオーバーイーサネット（登録商標）（
ＦＣｏＥ）対応デバイス（コンピュータ等）は、ファイ
バーチャネルオーバーイーサネット（登録商標）アダプ
タ（ＦＣｏＥＡ）を含み得る。ＦＣｏＥＡは、ＨＢＡモ
ジュールを含み得る。ＨＢＡモジュールは、ファイバー
チャネルプロトコル上で通信するように構成され得る。
ＦＣｏＥ対応デバイスは、ＨＢＡモジュールの通信を、
代わりにイーサネット（登録商標）ネットワーク上で送
信するために、それらを処理し、カプセル化し得る。Ｆ
ＣｏＥ対応デバイスは、ｉＳＮＳサーバ等の既存のイー
サネット（登録商標）サービスを利用することによって
、種々のファイバーチャネルファブリックサービス向け
の通信を処理し得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーキングデバイスを操作するための方法であって、
　ネットワーク接続されたデバイスのホストバスアダプタ（Ｈｏｓｔ　Ｂｕｓ　Ａｄａｐ
ｔｅｒ：ＨＢＡ）モジュールによって、ファイバーチャネル通信を生成することであって
、該通信は、ファイバーチャネルファブリックサービス向けの少なくともいくつかの通信
を含む、ことと、
　該ネットワーク接続されたデバイスのファイバーチャネルオーバーイーサネット（登録
商標）（Ｆｉｂｒｅ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ｏｖｅｒ　Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）：ＦＣ
ｏＥ）モジュールによって、該ファイバーチャネル通信をイーサネット（登録商標）通信
に変換することであって、該変換することは、該ファイバーチャネルサービス向けの通信
をイーサネット（登録商標）サービス向けの通信に変換することを含む、ことと、
　該ＦＣｏＥモジュールによって、イーサネット（登録商標）ネットワーク上で該イーサ
ネット（登録商標）通信を送信することと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記ＦＣｏＥモジュールによって、前記イーサネット（登録商標）ネットワークからイ
ーサネット（登録商標）通信を受信することであって、該受信された通信は、イーサネッ
ト（登録商標）サービスから受信される少なくともいくつかの通信を含む、ことと、
　該ＦＣｏＥモジュールによって、該イーサネット（登録商標）通信を着信ファイバーチ
ャネル通信に変換することであって、該変換することは、該イーサネット（登録商標）サ
ービスから受信される通信をファイバーチャネルファブリックサービスに関連付けられた
通信に変換することを含む、ことと、
　該着信ファイバーチャネル通信を、前記ＨＢＡモジュールに送信することと
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ファイバーチャネルファブリックサービス向けのファイバーチャネル通信のうちの
少なくとも１つは、ファイバーチャネルネットワーク内のネームサーバまたは別のファブ
リックサービスにアドレス指定され、
　前記ファイバーチャネル通信の変換は、該ファイバーチャネル通信のうちの少なくとも
１つを、前記イーサネット（登録商標）ネットワーク内のインターネットストレージネー
ムサービス（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｓｔｏｒａｇｅ　Ｎａｍｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ：ｉＳＮＳ
）サーバ用にフォーマットされ、かつ該サーバにアドレス指定された通信に変換すること
を含む、
　請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ｉＳＮＳサーバのアドレスを決定するために、前記ＦＣｏＥモジュールによって、
前記イーサネット（登録商標）ネットワーク内の動的ホスト構成プロトコル（Ｄｙｎａｍ
ｉｃ　Ｈｏｓｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ：ＤＨＣＰ）サーバに
アクセスすることをさらに含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ネームサーバまたは別のファブリックサービスにアドレス指定される通信のうちの
少なくとも１つは、前記ＦＣｏＥモジュールによって複数の通信およびアクションに変換
される複合通信である、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記ファイバーチャネル通信は、ファイバーチャネルネームサーバに登録するための通
信を含み、前記ファイバーチャネル通信の変換は、ｉＳＮＳサーバに登録するための通信
を生成することを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項７】
　前記生成されるｉＳＮＳサーバに登録するための通信は、前記ネットワーキングデバイ
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スに関連付けられたファイバーチャネルおよびイーサネット（登録商標）アドレスの両方
を、該ｉＳＮＳサーバにおいて保存するためのコマンドを含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ファイバーチャネル通信は、ネットワークに接続される１つ以上のデバイスのファ
イバーチャネルアドレスを要求する、ファイバーチャネルファブリックサービスからの通
信を含み、前記ファイバーチャネル通信の変換は、該１つ以上のデバイスのファイバーチ
ャネルおよびイーサネット（登録商標）アドレスを要求する、前記ｉＳＮＳサーバからの
通信を生成することを含み、前記方法はさらに、
　該ｉＳＮＳサーバから、該１つ以上のデバイスのファイバーチャネルアドレスおよびイ
ーサネット（登録商標）アドレスを受信することと、
　該受信されたファイバーチャネルアドレスおよびイーサネット（登録商標）アドレスを
、テーブルに保存することと、
　該受信されたファイバーチャネルアドレスのうちの１つ以上を、前記ＨＢＡモジュール
に送信することと
　を含む、請求項３に記載の方法。
【請求項９】
　前記ファイバーチャネル通信はさらに、前記１つ以上のデバイスのうちの第１のデバイ
スに関連付けられたファイバーチャネルアドレスにアドレス指定される通信を含み、前記
方法はさらに、
　該ファイバーチャネルアドレスに基づき、前記テーブルから該第１のデバイスのイーサ
ネット（登録商標）アドレスを取得することを含み、
　該第１のデバイスに関連付けられた該ファイバーチャネルアドレスにアドレス指定され
た通信を変換することは、該通信を１つ以上のイーサネット（登録商標）フレームにカプ
セル化することと、該イーサネット（登録商標）フレームを該イーサネット（登録商標）
アドレスにアドレス指定することとを含む、
　請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ＦＣｏＥモジュールによって受信される前記イーサネット（登録商標）通信のうち
の少なくとも１つは、ｉＳＮＳ特有の状態変化通知（Ｓｔａｔｅ　Ｃｈａｎｇｅ　Ｎｏｔ
ｉｆｉｃａｔｉｏｎ：ＳＣＮ）通信であり、前記イーサネット（登録商標）通信の変換は
、該ＳＣＮ通信をファイバーチャネル特有のＲＳＣＮ通信に変換することを含む、請求項
３に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ネットワーキングデバイスは、ＦＣｏＥＡである、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　ネットワーキングデバイスを操作するための方法であって、
　ＨＢＡモジュールと、該ＨＢＡモジュールに接続されるＦＣｏＥモジュールとを有する
ＦＣｏＥＡを提供することと、
　該ネットワーキングデバイスのＦＣｏＥモジュールを、イーサネット（登録商標）ネッ
トワークに接続することと、
　該ＨＢＡモジュールのために、該ＦＣｏＥモジュールによってファブリックトポロジの
ファイバーチャネルネットワークを仮想化することであって、該仮想ファイバーチャネル
ネットワークは、該イーサネット（登録商標）ネットワークに基づき、該ファイバーチャ
ネルネットワークの仮想化は、
　　ファイバーチャネルファブリックアドレスを、イーサネット（登録商標）アドレスに
マッピングすることと、
　　イーサネット（登録商標）フレーム上で、ファイバーチャネルフレームをトンネリン
グすることと、
　　ファイバーチャネルファブリックサービスを提供するために、既存のイーサネット（
登録商標）サービスを使用することとを含む、ことと
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　を含む、方法。
【請求項１３】
　前記既存のイーサネット（登録商標）サービスは、ｉＳＮＳサーバを含み、前記方法は
さらに、該ｉＳＮＳサーバを利用することによって、前記ＦＣｏＥモジュールによって前
記ＨＢＡモジュールのためのファイバーチャネルネームサーバを仮想化することを含む、
請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記方法はさらに、前記ｉＳＮＳサーバによって提供されるＳＣＮメッセージングサー
ビスを利用して、前記ＦＣｏＥモジュールによって前記ＨＢＡモジュールのためのファイ
バーチャネルＲＳＣＮメッセージングサービスを仮想化することを含む、請求項１３に記
載の方法。
【請求項１５】
　前記ネットワーキングデバイスは、ＦＣｏＥＡである、請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　ネットワーキングデバイスを操作するためのコンピュータ実行可能命令を含むコンピュ
ータ可読媒体であって、
　該コンピュータ実行可能命令は、
　ネットワーク接続されたデバイスのホストバスアダプタ（Ｈｏｓｔ　Ｂｕｓ　Ａｄａｐ
ｔｅｒ：ＨＢＡ）モジュールによって、ファイバーチャネル通信を生成することであって
、該通信は、ファイバーチャネルファブリックサービス向けの少なくともいくつかの通信
を含む、ことと、
　該ネットワーク接続されたデバイスのファイバーチャネルオーバーイーサネット（登録
商標）（Ｆｉｂｒｅ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ｏｖｅｒ　Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）：ＦＣ
ｏＥ）モジュールによって、該ファイバーチャネル通信をイーサネット（登録商標）通信
に変換することであって、該変換することは、該ファイバーチャネルファブリックサービ
ス向けの通信を、イーサネット（登録商標）サービス向けの通信に変換することを含む、
ことと、
　該ＦＣｏＥ部分によって、イーサネット（登録商標）ネットワーク上で該イーサネット
（登録商標）通信を送信することと
　を該ネットワーキングデバイスのプロセッサに行わせるように構成されている、
　コンピュータ可読媒体。
【請求項１７】
　前記命令は、
　前記ＦＣｏＥモジュールによって、前記イーサネット（登録商標）ネットワークからイ
ーサネット（登録商標）通信を受信することであって、該受信された通信は、イーサネッ
ト（登録商標）サービスから受信される少なくともいくつかの通信を含む、ことと、
　該ＦＣｏＥモジュールによって、該イーサネット（登録商標）通信を着信ファイバーチ
ャネル通信に変換することであって、該変換することは、該イーサネット（登録商標）サ
ービスから受信される通信を、ファイバーチャネルファブリックサービスに関連付けられ
た通信に変換することを含む、ことと、
　該着信ファイバーチャネル通信を、前記ＨＢＡ部分に送信させることと
　を前記プロセッサに行わせるようにさらに構成されている、請求項１６に記載のコンピ
ュータ可読媒体。
【請求項１８】
　前記ファイバーチャネル通信のうちの少なくとも１つは、ファイバーチャネルネットワ
ーク内のネームサーバまたは別のファブリックサービスにアドレス指定され、前記ファイ
バーチャネル通信の変換は、該ファイバーチャネル通信を、前記イーサネット（登録商標
）ネットワーク内のｉＳＮＳサーバ用にフォーマットされ、かつ該サーバにアドレス指定
された通信に変換することを含む、請求項１７に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項１９】
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　前記命令の前記ＦＣｏＥ部分は、前記ｉＳＮＳサーバのアドレスを決定するために、前
記イーサネット（登録商標）ネットワーク内のＤＨＣＰサーバにアクセスすることを前記
プロセッサに行わせるように構成されている、請求項１８に記載のコンピュータ可読媒体
。
【請求項２０】
　前記ネームサーバまたは別のファブリックサービスにアドレス指定される通信のうちの
少なくとも１つは、前記ＦＣｏＥ部分によって複数の通信およびアクションに変換される
複合通信である、請求項１８に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２１】
　前記ファイバーチャネル通信は、ファイバーチャネルネームサーバに登録するための通
信を含み、前記ファイバーチャネル通信の変換は、ｉＳＮＳサーバに登録するための通信
を生成することを含む、請求項１８に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２２】
　前記生成されたｉＳＮＳサーバに登録するための通信は、前記ネットワーキングデバイ
スに関連付けられるファイバーチャネルおよびイーサネット（登録商標）アドレスの両方
を、該ｉＳＮＳサーバにおいて保存するためのコマンドを含む、請求項２１に記載のコン
ピュータ可読媒体。
【請求項２３】
　前記ファイバーチャネル通信は、前記ネットワークに接続される１つ以上のデバイスの
ファイバーチャネルアドレスを要求する、ファイバーチャネルネームサーバからの通信を
含み、前記ファイバーチャネル通信の変換は、該１つ以上のデバイスのファイバーチャネ
ルおよびイーサネット（登録商標）アドレスを要求する、前記ｉＳＮＳサーバからの通信
を生成することを含み、前記命令は、
　該ｉＳＮＳサーバから、該１つ以上のデバイスのファイバーチャネルおよびイーサネッ
ト（登録商標）アドレスを受信することと、
　該受信されたファイバーチャネルおよびイーサネット（登録商標）アドレスを、テーブ
ルに保存することと、
　該受信されたファイバーチャネルアドレスのうちの１つ以上を、前記ＨＢＡ部分に送信
することと
　を前記プロセッサに行わせるようにさらに構成されている、請求項１８に記載のコンピ
ュータ可読媒体。
【請求項２４】
　前記ファイバーチャネル通信は、前記１つ以上のデバイスのうちの第１のデバイスに関
連付けられたファイバーチャネルアドレスにアドレス指定される通信をさらに含み、
　前記命令は、該ファイバーチャネルアドレスに基づき、前記テーブルから該第１のデバ
イスのイーサネット（登録商標）アドレスを取得することを前記プロセッサに行わせるよ
うにさらに構成され、
　該第１のデバイスに関連付けられた該ファイバーチャネルアドレスにアドレス指定され
た通信を変換することは、
　　該通信を１つ以上のイーサネット（登録商標）フレームにカプセル化することと、
　　該イーサネット（登録商標）フレームを該イーサネット（登録商標）アドレスにアド
レス指定することと
　を含む、請求項２３に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２５】
　前記ＦＣｏＥ部分によって受信される前記イーサネット（登録商標）通信のうちの少な
くとも１つは、ｉＳＮＳ特有のＳＣＮ通信であり、前記イーサネット（登録商標）通信の
変換は、該ＳＣＮ通信をファイバーチャネル特有のＲＳＣＮ通信に変換することを含む、
請求項１８に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２６】
　前記ネットワーキングデバイスは、ＦＣｏＥＡである、請求項１５に記載のコンピュー
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タ可読媒体。
【請求項２７】
　ネットワーキングデバイスであって、
　ファイバーチャネルネットワークと通信するように構成されている、ＨＢＡモジュール
と、
　該ＨＢＡモジュールおよびイーサネット（登録商標）ネットワークに接続され、かつ該
ＨＢＡモジュールに仮想ファイバーチャネルネットワークを提供するように構成されてい
る、ＦＣｏＥモジュールであって、該仮想ファイバーチャネルネットワークは、１つ以上
のイーサネット（登録商標）サーバを含む該イーサネット（登録商標）ネットワークに基
づいており、該仮想ファイバーチャネルネットワークを該ＨＢＡモジュールに提供するこ
とは、該ＨＢＡモジュールに仮想ファイバーチャネルファブリックサービスを提供するた
めに、該１つ以上のイーサネット（登録商標）サーバを使用することを含む、ＦＣｏＥモ
ジュールと
　を備えている、ネットワーキングデバイス。
【請求項２８】
　前記ＨＢＡモジュールは、ファイバーチャネルネットワーク内のネームサーバまたは別
のファブリックサービスと通信するようにさらに構成され、ＦＣｏＥモジュールは、前記
イーサネット（登録商標）ネットワーク内のｉＳＮＳサーバを利用することによって、該
ＨＢＡモジュールに仮想ネームサーバおよび他のファブリックサービスを提供するように
さらに構成されている、請求項２７に記載のネットワーキングデバイス。
【請求項２９】
　前記ＦＣｏＥモジュールは、ＤＨＣＰサーバにアクセスして、前記ｉＳＮＳサーバのア
ドレスを決定するようにさらに構成されている、請求項２８に記載のネットワーキングデ
バイス。
【請求項３０】
　前記ＦＣｏＥモジュールは、ファイバーチャネルネームサーバおよび他のファブリック
サービスベースの通信をｉＳＮＳベースの通信に、ｉＳＮＳベースの通信をファイバーチ
ャネルネームサーバおよび他のファブリックサービスベースの通信に変換するためのサー
ビスマッパーを備えている、請求項２８に記載のネットワーキングデバイス。
【請求項３１】
　前記サービスマッパーは、前記ネットワーキングデバイスのファイバーチャネルアドレ
スを構築し、前記ｉＳＮＳサーバに該ファイバーチャネルアドレスを登録するように構成
されている、請求項３０に記載のネットワーキングデバイス。
【請求項３２】
　前記ＦＣｏＥモジュールは、前記ｉＳＮＳサーバと通信するためのｉＳＮＳクライアン
トを備えている、請求項２８に記載のネットワーキングデバイス。
【請求項３３】
　前記イーサネット（登録商標）ネットワークは、ＣＥＥネットワークであり、前記ＦＣ
ｏＥモジュールは、通信を該ＣＥＥネットワーク用にフォーマットするためのＩＰスタッ
ク／ＣＥＥインターフェースを備えている、請求項２８に記載のネットワーキングデバイ
ス。
【請求項３４】
　前記ＦＣｏＥモジュールは、ＦＣｏＥデータ転送要素をさらに備え、該ＦＣｏＥデータ
転送要素は、前記ＨＢＡモジュールと前記ｉＳＮＳサーバ以外の前記イーサネット（登録
商標）ネットワーク内のデバイスとの間の通信を処理するために利用される、請求項２８
に記載のネットワーキングデバイス。
【請求項３５】
　前記ＦＣｏＥデータ転送要素は、複数対のアドレスのテーブルを含み、各対のアドレス
は、前記イーサネット（登録商標）ネットワークに接続されるデバイスのイーサネット（
登録商標）アドレスと、該デバイスに関連付けられるファイバーチャネルアドレス（Ｎ＿
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Ｐｏｒｔ＿ＩＤ）とを含む、請求項３４に記載のネットワーキングデバイス。
【請求項３６】
　前記ＦＣｏＥデータ転送要素は、前記ｉＳＮＳサーバから受信される通信から、複数対
のアドレスを取得することによって、前記テーブルにデータ投入するように構成されてい
る、請求項３５に記載のネットワーキングデバイス。
【請求項３７】
　前記ネットワーキングデバイスは、ＦＣｏＥＡである、請求項２７に記載のネットワー
キングデバイス。
【請求項３８】
　請求項２７に記載のネットワーキングデバイスを含む、コンピュータ。
【請求項３９】
　請求項２７に記載のネットワーキングデバイスを含む、ネットワーク接続されたストレ
ージデバイス。
【請求項４０】
　１つ以上のコンピューティングデバイスを含む、ストレージエリアネットワークであっ
て、該１つ以上のコンピューティングデバイスのうちの少なくとも１つは、請求項２７に
記載のネットワーキングデバイスを含む、ストレージエリアネットワーク。
【請求項４１】
　コンピューティングデバイスを含むストレージエリアネットワークであって、該コンピ
ューティングデバイスは、ネットワーキングデバイスを含み、
　該ネットワーキングデバイスは、
　ファイバーチャネルネットワークと通信するように構成されているＨＢＡモジュールと
、
　該ＨＢＡモジュールおよびイーサネット（登録商標）ネットワークに接続され、かつ該
ＨＢＡモジュールに仮想ファイバーチャネルネットワークを提供するように構成されてい
るＦＣｏＥモジュールと
　を含み、該仮想ファイバーチャネルネットワークは、１つ以上のイーサネット（登録商
標）サーバを含む該イーサネット（登録商標）ネットワークに基づき、該ＨＢＡモジュー
ルへの仮想ファイバーチャネルネットワークの提供は、該ＨＢＡモジュールに仮想ファイ
バーチャネルファブリックサービスを提供するために、該１つ以上のイーサネット（登録
商標）サーバを使用することを含む、
　ストレージエリアネットワーク。
【請求項４２】
　前記ＨＢＡモジュールは、ファイバーチャネルネットワーク内のネームサーバまたは他
のファブリックサービスと通信するようにさらに構成され、ＦＣｏＥモジュールは、前記
イーサネット（登録商標）ネットワーク内のｉＳＮＳサーバを利用することによって、該
ＨＢＡモジュールに仮想ネームサーバおよび他のファブリックサービスを提供するように
さらに構成されている、請求項４１に記載のストレージエリアネットワーク。
【請求項４３】
　イーサネット（登録商標）ネットワークを通したファイバーチャネルベースの通信を可
能にする方法であって、
　ＨＢＡモジュールを備えているＦＣｏＥＡ対応デバイスを提供することであって、該Ｈ
ＢＡモジュールは、ファイバーチャネルネットワーク上で通信するように構成されている
、ことと、
　該ＦＣｏＥＡモジュールを、ｉＳＮＳサーバを備えているイーサネット（登録商標）ネ
ットワークに接続することと、
　該ＨＢＡモジュールによって、別のデバイスを発見するためのファイバーチャネルファ
ブリックコマンドを発行することと、
　該ＦＣｏＥ対応デバイスによって、該ファイバーチャネルファブリックコマンドを、イ
ーサネット（登録商標）ネットワーク上での伝送用にフォーマットされたｉＳＮＳサーバ
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コマンドに変換することと、
　該ＦＣｏＥＡ対応デバイスによって、該変換されたコマンドを該ｉＳＮＳサーバに送信
することと
　を含む、方法。
【請求項４４】
　前記ＦＣｏＥＡ対応デバイスによって、前記ｉＳＮＳサーバから前記コマンドへの応答
を受信することであって、該応答は、前記イーサネット（登録商標）ネットワークに接続
される別のデバイスを識別する、ことと、
　該ＦＣｏＥ対応デバイスによって、該応答をファイバーチャネルファブリックフォーマ
ットの応答に変換することと、
　該ファイバーチャネルファブリックフォーマットの応答を、該ＨＢＡモジュールに送信
することと、
　をさらに含む、請求項４３に記載の方法。
【請求項４５】
　前記ｉＳＮＳサーバから受信される応答は、前記他のデバイスに関連付けられたイーサ
ネット（登録商標）アドレスと、該他のデバイスに関連付けられたファイバーチャネルア
ドレスとを含み、
　前記変換された応答は、該他のデバイスに関連付けられたファイバーチャネルアドレス
を含み、
　前記方法は、
　前記ＦＣｏＥ対応デバイスで、該他のデバイスのイーサネット（登録商標）アドレスお
よびファイバーチャネルアドレスを保存することをさらに含む、
　請求項４４に記載の方法。
【請求項４６】
　前記ＨＢＡモジュールによって、前記他のデバイスのファイバーチャネルアドレスにア
ドレス指定される、ファイバーチャネル通信を発行することと、
　前記ＦＣｏＥ対応デバイスによって、前記他のデバイスの保存されたイーサネット（登
録商標）アドレスにアクセスすることと、
　該ＦＣｏＥ対応デバイスによって、該ファイバーチャネル通信を、該他のデバイスの保
存されたイーサネット（登録商標）アドレスにアドレス指定される、イーサネット（登録
商標）フレームにカプセル化することと、
　該ＦＣｏＥ対応デバイスによって、該イーサネット（登録商標）フレームを前記他のデ
バイスに送信することと
　をさらに含む、請求項４５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、ネットワークデバイスに関し、より具体的には、ファイバーチャネ
ルオーバーイーサネット（登録商標）（Ｆｉｂｒｅ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ｏｖｅｒ　Ｅｔｈ
ｅｒｎｅｔ（登録商標））コントローラおよび支援デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ファイバーチャネルは、ネットワーク通信の周知の規格である。これは、一般に、スト
レージネットワーク等の高データ伝送速度および高信頼性が必要とされるアプリケーショ
ンに使用される。ファイバーチャネルシステムは、通常、３つのトポロジ、ポイントツー
ポイント、アービトレート型ループ、およびスイッチ型ファブリックのうちの１つに基づ
く。それぞれのトポロジには、ネットワークに接続される種々のデバイスが、それらの存
在を他のデバイスに知らせるため、ネットワーク内にどんな他のデバイスが存在するかを
決定するため、およびいつデバイスがネットワークに入るかまたはそれを出るかを決定す
るために使用することができる、標準的な初期化およびメッセージング手順がある。ポイ
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ントツーポイントおよびアービトレート型ループトポロジでは、これらの手順は、デバイ
ス自体によって実施され得る。スイッチ型ファブリックトポロジでは、これらの手順は、
少なくとも部分的に、ネットワークファブリック、すなわち、ネットワーク自体の一部で
あると見なされ、かつネットワークと通信するデバイスではない、種々のスイッチまたは
サーバによって実施され得る。
【０００３】
　イーサネット（登録商標）は、データ伝送速度および信頼性要件が、ファイバーチャネ
ルアプリケーション程高くないアプリケーションに伝統的に使用される、ネットワーク通
信規格である。例えば、イーサネット（登録商標）は、多くの場合、ＴＣＰ／ＩＰネット
ワークの基層として使用され、これは、次いでインターネットネットワーキングに使用さ
れる。しかしながら、最近の開発は、ファイバーチャネルと同様のデータ伝送速度および
信頼性を特徴とするイーサネット（登録商標）技術をもたらした。一例は、現在、ＩＥＥ
Ｅ標準化団体で開発されている、コンバージドエンハンスドイーサネット（登録商標）（
ＣＥＥ）である。
【０００４】
　イーサネット（登録商標）が非常に普及しているため、伝統的にファイバーチャネル（
例えば、ストレージネットワーキング等）に依存しているアプリケーションを、ＣＥＥま
たは他の種類のイーサネット（登録商標）ネットワークに移動することが提案されている
。これは、組織内に２つの別個のネットワーク（すなわち、ストレージのためのファイバ
ーチャネルネットワーク、およびインターネットアクセス、コンピュータ対コンピュータ
通信等のためのイーサネット（登録商標）ネットワーク）を構築ならびに支援する必要性
を排除し得るため、資源を節約し得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、既存のファイバーチャネルアプリケーションをイーサネット（登録商標
）に変更するには、例えば、ホストバスアダプタ（Ｈｏｓｔ　Ｂｕｓ　Ａｄａｐｔｅｒ：
ＨＢＡ）等の既存のネットワーキングデバイスを、イーサネット（登録商標）を使用する
ように、またはインターネットＳＣＳＩ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ＳＣＳＩ：ｉＳＣＳＩ）等
の他の次善最適プロトコルを使用するように完全に再設計することが必要となり得る。既
存のファイバーチャネルＨＢＡは、長年に値する技術革新を組み込むため、これらのデバ
イスを完全に再設計することは、経済的ではない場合がある。
【０００６】
　既存のＨＢＡを完全に再設計することなく、ファイバーチャネルからイーサネット（登
録商標）に切り替える一推奨スキームは、ゲートウェイを使用することである。より具体
的には、ファイバーチャネルコンポーネントをイーサネット（登録商標）ネットワークに
接続するために、ファイバーチャネルオーバーイーサネット（登録商標）（ＦＣｏＥ）ゲ
ートウェイを使用することができる。ＦＣｏＥゲートウェイは、ファイバーチャネルリン
クを通してファイバーチャネルコンポーネントに接続される、独立型デバイスであり得る
。また、ゲートウェイは、イーサネット（登録商標）ネットワークに接続され得、したが
って、既存のファイバーチャネルベースのＨＢＡを、イーサネット（登録商標）ネットワ
ークと組み合わせ得る。しかしながら、この手法は、追加の独立型デバイス（すなわち、
ＦＣｏＥゲートウェイ）を使用する必要性が、結果としてもたらされるネットワークに大
幅な費用および複雑性を付加するため、最適であるとは見なされない。さらに、これは、
ゲートウェイとＨＢＡとの間のファイバーチャネル接続が依然として必要であり得るため
、ファイバーチャネル基盤の必要性を完全に排除しない場合がある。
【０００７】
　したがって、既存のファイバーチャネルＨＢＡの技術を大いに利用する、エンドツーエ
ンドＣＥＥ（または他のイーサネット（登録商標））高速ネットワークを作り出す必要性
が存在する。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　これは、ファイバーチャネルオーバーイーサネット（登録商標）（Ｆｉｂｒｅ　Ｃｈａ
ｎｎｅｌ　ｏｖｅｒ　Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標））通信を提供することに関する。例
えば、ファイバーチャネルオーバーイーサネット（登録商標）（ＦＣｏＥ）対応デバイス
（コンピュータ等）は、ファイバーチャネルオーバーイーサネット（登録商標）アダプタ
（Ｆｉｂｒｅ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ｏｖｅｒ　Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）　Ａｄａｐｔ
ｅｒ：ＦＣｏＥＡ）を含み得る。ＦＣｏＥＡは、ＨＢＡモジュールを含み得る。ＨＢＡモ
ジュールは、ファイバーチャネルプロトコル上で通信するように構成され得る。ＦＣｏＥ
対応デバイスは、ＨＢＡモジュールの通信を、代わりにイーサネット（登録商標）ネット
ワーク上で送信するために、それらを処理し、カプセル化し得る。ＦＣｏＥ対応デバイス
は、ｉＳＮＳサーバ等の既存のイーサネット（登録商標）サービスを利用することによっ
て、種々のファイバーチャネルファブリックサービス向けの通信を処理し得る。したがっ
て、ＦＣｏＥ対応デバイスは、イーサネット（登録商標）ネットワークおよび１つ以上の
既存のイーサネット（登録商標）サービス／サーバを使用して、ＨＢＡモジュールに対す
るファイバーチャネルネットワークをエミュレートすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、一例示的ファイバーチャネルファブリックネットワークの略図である。
【図２】図２は、本発明の実施形態による、一例示的イーサネット（登録商標）ネットワ
ークの略図である。
【図３Ａ】図３Ａは、本発明の実施形態による、一例示的ＦＣｏＥＡ（ファイバーチャネ
ルオーバーイーサネット（登録商標）アダプタ）の略図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、本発明の実施形態による、別の例示的ＦＣｏＥＡの略図である。
【図３Ｃ】図３Ｃは、本発明の実施形態による、さらに別の例示的ＦＣｏＥＡの略図であ
る。
【図４】図４は、本発明の実施形態による、一例示的ＦＣｏＥＡ対応デバイスの略図であ
る。
【図５】図５は、本発明の実施形態による、ファイバーチャネルネットワークをエミュレ
ートする一例示的方法のフローチャートである。
【図６】図６は、本発明の実施形態による、初期化中の一例示的ＦＣｏＥ（ファイバーチ
ャネルフレームのイーサネット（登録商標）カプセル化）モジュールの動作を示す、略図
である。
【図７】図７は、本発明の実施形態による、状態変化登録およびＮＰＩＶ（Ｎ＿Ｐｏｒｔ
　ＩＤ仮想化）初期化中の一例示的ＦＣｏＥモジュールの動作を示す、略図である。
【図８】図８は、本発明の実施形態による、デバイス発見中の一例示的ＦＣｏＥモジュー
ルの動作を示す、略図である。
【図９】図９は、本発明の実施形態による、デバイス発見中の一例示的ＦＣｏＥモジュー
ルの動作を示す、略図である。
【図１０】図１０は、本発明の実施形態による、状態変化通知メッセージの受信中の一例
示的ＦＣｏＥモジュールの動作を示す、略図である。
【図１１】図１１は、本発明の実施形態による、ポートログイン中の一例示的ＦＣｏＥモ
ジュールの動作を示す、略図である。
【図１２Ａ】図１２Ａおよび１２Ｂは、複数の異機種ネットワーク内で利用される本発明
の実施形態を示す、略図である。
【図１２Ｂ】図１２Ａおよび１２Ｂは、複数の異機種ネットワーク内で利用される本発明
の実施形態を示す、略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下の好ましい実施形態の説明では、本明細書の一部を構成し、例証として、本発明が
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実施され得る具体的な実施形態が示される、添付の図面が参照される。本発明の好ましい
実施形態の範囲を逸脱することなく、他の実施形態が利用され得ること、および構造変化
が行われてもよいことが理解される。
【００１１】
　本明細書において、ストレージエリアネットワークのＨＢＡアダプタに関して、本発明
の実施形態が説明されるが、本発明は、本来ファイバーチャネル（または他の同様な種類
のネットワーク）用に設計された回路を利用する一方、そのような回路に限定されず、概
して、イーサネット（登録商標）（または他の同様な種類のネットワーク）を通して接続
する、いかなるデバイスにも適用可能であることを理解されたい。
【００１２】
　図１は、ファブリックトポロジの一例示的ファイバーチャネルネットワークの略図であ
る。いくつかのデバイス１０１、１０２、１０３、および１０４を、ファイバーチャネル
ネットワーク１００に接続することができる。図１の例示的ネットワークは、ストレージ
エリアネットワークであり得るが、他のファイバーチャネルファブリックネットワークは
、類似する構成を有し得る。デバイス１０１～１０３は、コンピュータであってもよく、
デバイス１０４は、コンピュータに働く、ストレージデバイス（ＲＡＩＤアレイ等）であ
り得る。ファイバーチャネルホストバスアダプタ（Ｈｏｓｔ　Ｂｕｓ　Ａｄａｐｔｅｒ：
ＨＢＡ）１０５～１０８は、ネットワークに接続するために、種々のデバイスによって使
用され得る。ＨＢＡは、ホストバスアダプタがその一部であるデバイスのメインプロセッ
サに負荷を与えることなく、いくつかの下位ネットワーク通信処理を実施することができ
る、ネットワーキングデバイスである。したがって、ホストバスアダプタは、多くの場合
、下位ネットワーク通信処理を行わなければならない場合、メインプロセッサへの潜在的
負荷が大きくなり得る、ファイバーチャネルネットワーク等の高スループットネットワー
クと共に使用される。
【００１３】
　ファブリックネットワーク内で共に動作するために、デバイス１０１～１０４は、ネッ
トワーク内の少なくとも他のストレージデバイスを認識しなければならない。デバイスは
、ファブリックを通して（すなわち、ファイバーチャネルネットワーク１００内の種々の
スイッチ等と通信することによって）、ファイバーチャネルアドレスを取得し、他のデバ
イスのファイバーチャネルアドレスを検出し得る。また、デバイスは、互いに関する他の
より高位の情報を取得および／または共有する必要があり得る。例えば、デバイスは、各
デバイスの種類（例えば、サーバであるか、またはストレージデバイスであるか）、数、
デバイス（例えばディスク）内の種々の要素の種類および／または名前、ならびにファイ
バーチャネルネットワークの特定のアプリケーションに依存し得る他の情報を共有する必
要がある場合がある。この目的のために、デバイス１０１～１０４のそれぞれは、ネーム
サーバ１０９に登録し、それ自体を説明する種々のデータを送信し得る。ネームサーバは
、そのデータを追跡し得る。したがって、各デバイスは、ネームサーバから、ネットワー
クに接続される他のデバイスを説明する種々のデータおよび属性を受信し得る。
【００１４】
　さらに、種々のデバイスは、ネットワークの変化に関連するメッセージを送信および受
信し得る。例えば、デバイスが停止、あるいはネットワークから脱落する場合、または新
しいデバイスがネットワークに入る場合、ファブリックは、接続されたデバイスに状態変
化を知らせるメッセージを送信し得る。これらのメッセージは、登録状態変化通知または
ＲＳＣＮメッセージと称され、所定のＲＳＣＮプロトコルに従って提供される。
【００１５】
　ネームサーバ１０９は、別個のサーバとして提供され得、またはこれは、ファイバーチ
ャネルネットワーク１００の１つ以上のスイッチによって実装され得る。
【００１６】
　図２は、イーサネット（登録商標）ネットワークの略図である。ここでは、デバイス２
０１～２０４（図１のデバイス１０１～１０４と類似し得る）は、イーサネット（登録商
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標）ネットワーク２００を通して、互いに接続することができる。イーサネット（登録商
標）は、下位ネットワーキング基盤を指し、代表的にはＩＰおよびＴＣＰ／ＩＰ等の他の
より高位のネットワーキングプロトコルを支援し得る。したがって、また、イーサネット
（登録商標）ネットワーク２００は、ＩＰおよび／またはＴＣＰ／ＩＰネットワークとし
ても機能することができる。さらに、イーサネット（登録商標）ネットワーク２００は、
最新の強化型イーサネット（登録商標）ネットワークであり得る。例えば、イーサネット
（登録商標）ネットワーク２００は、１０ギガビットイーサネット（登録商標）ネットワ
ーク等のより高いスループットのために強化された、イーサネット（登録商標）ネットワ
ークであり得る。さらに、ネットワーク２００は、無損失イーサネット（登録商標）強化
を支援する、種々の既存のネットワークおよび提案されているネットワーク等、より高い
信頼性およびより高いスループットのために強化された、イーサネット（登録商標）ネッ
トワークであり得る。
【００１７】
　上述されるように、ストレージエリアネットワークアプリケーションに、ファイバーチ
ャネルネットワーク１００の代わりにイーサネット（登録商標）ネットワーク２００を使
用することが望まれ得る。さらに、同様に、他の伝統的ファイバーチャネルベースのアプ
リケーションを、イーサネット（登録商標）ネットワークに移動することが望まれ得る。
より多くのアプリケーションが単一のネットワークに移動される際、コンポーネントの共
通性および異なるアプリケーション間で同一のネットワーク基盤を共有する能力のため、
ネットワークに関連する費用は減少する。したがって、例えば、企業のインターネットア
クセス、ストレージアクセス、およびテレフォニーを、すべて単一のイーサネット（登録
商標）ネットワーク２００上で実施することができる。
【００１８】
　デバイス２０１～２０４は、イーサネット（登録商標）２００に接続するために、ＦＣ
ｏＥＡ（ファイバーチャネルオーバーイーサネット（登録商標）アダプタ（Ｆｉｂｒｅ　
Ｃｈａｎｎｅｌ　ｏｖｅｒ　Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）　Ａｄａｐｔｅｒ））２０５
～２０８を利用することができる。ＦＣｏＥＡは、ファイバーチャネル（Ｆｉｂｒｅ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ：ＦＣ）ＨＢＡ（ホストバスアダプタ（Ｈｏｓｔ　Ｂｕｓ　Ａｄａｐｔｅｒ
））に、無損失イーサネット（登録商標）インターフェースを提供することができる。換
言すれば、これは、イーサネット（登録商標）ネットワークで、ＦＣ　ＨＢＡに必要とさ
れる、同一の高スループットネットワーキング通信処理機能を実施することができる（通
常、ファイバーチャネルネットワークを通して動作することが意図されるＦＣ　ＨＢＡと
比較して）。ＦＣｏＥＡは、イーサネット（登録商標）ベースのストレージエリアネット
ワーク（ＳＡＮ）内のデバイス、または従来、ファイバーチャネルネットワーキングに基
づくが、イーサネット（登録商標）用に修正されている、いずれかの他のアプリケーショ
ンを接続するために使用され得る。ＦＣｏＥＡは、例えば、ＣＥＥ（コンバージドエンハ
ンスドイーサネット（登録商標）（Ｃｏｎｖｅｒｇｅｄ　Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｅｔｈｅｒ
ｎｅｔ（登録商標）））無損失ネットワーク等の種々の種類の高度イーサネット（登録商
標）ネットワークで動作するように構成され得る。
【００１９】
　図３Ａは、本発明の実施形態による、ＦＣｏＥＡ３００の略図である。ＦＣｏＥＡ３０
０は、ＦＣｏＥＡ２０５～２０８のうちの１つであり得る。ＦＣｏＥＡ３００は、ＨＢＡ
モジュール３０１と、ＦＣｏＥ（ファイバーチャネルのイーサネット（登録商標）カプセ
ル化）モジュール３０２とを含み得る。ＨＢＡモジュールは、既存のファイバーチャネル
ＨＢＡ（例えば、図１のＨＢＡ１０５～１０８のうちの１つ等）のそれぞれのモジュール
と同一であり得る。しかしながら、ＨＢＡモジュールは、ＦＣｏＥＡ３００が、代わりに
イーサネット（登録商標）ＭＡＣ層を利用し、ファイバーチャネルＭＡＣ層の機能性の代
わりに、対応する機能性を含み得るため、既存のファイバーチャネルＨＢＡのファイバー
チャネルＭＡＣ層の機能性を除外し得る。
【００２０】
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　したがって、ＨＢＡモジュールは、図１のＨＢＡ１０５～１０８のうちのいずれか１つ
等の独立型ＨＢＡと類似する機能性を有し得る。具体的に、ＨＢＡモジュールは、サーバ
とファイバーチャネルネットワークとの間の着信および発信ネットワーク通信を処理する
ように構成され得る。しかしながら、この場合、ＨＢＡモジュール３０１に接続されたフ
ァイバーチャネルネットワークは存在しない。代わりに、そのモジュールは、最終的にイ
ーサネット（登録商標）ネットワークに接続される。したがって、ＦＣｏＥモジュール３
０２（また、ファイバーチャネルのイーサネット（登録商標）カプセル化モジュールとも
称される）は、イーサネット（登録商標）ベースのネットワーク２００を利用する一方、
ＨＢＡモジュールに仮想ファイバーチャネルネットワークを提供するために使用すること
ができる。結果として、ＨＢＡモジュールは、ファイバーチャネルネットワークに実際に
接続されているかのように動作することができる。この構成の目的は、イーサネット（登
録商標）ベースのＦＣｏＥＡで既存のファイバーチャネルベースのＨＢＡ技術を利用する
ことである。したがって、いくつかの実施形態によると、確実に、ネットワーク処理の大
部分が既存のＨＢＡ技術によって実施されるようにすることによって、ＦＣｏＥＡの開発
費用を削減することができる。
【００２１】
　ＦＣｏＥモジュールは、要素３０３、３０４、および３０５を利用することによって、
上述の機能性を実施することができる。これらは、以下により詳細に記載される。
【００２２】
　ＨＢＡおよびＦＣｏＥモジュールは、ハードウェア、ソフトウェア、または両方の組み
合わせで構成することができる。図４は、ＦＣｏＥＡ３００が搭載された、一例示的ホス
トコンピュータまたはコンピューティングデバイス４１０（ホスト）の略図である。ＦＣ
ｏＥＡ３００は、ＡＲＭ（登録商標）プロセッサ４０１等の組み込みプロセッサと、追加
の論理４０２とを含み得る、集積回路（ＩＣ）４００を含み得る。また、ＦＣｏＥＡは、
ＡＲＭプロセッサで実行可能な命令、ファイバーチャネル接続コンテキスト、統計値、お
よび他の種類の情報を含み得る、メモリ４０３を含み得る。追加の論理のうちのいくつか
、およびＡＲＭプロセッサで実行可能な命令のうちのいくつかは、ＨＢＡモジュールの一
部であってもよく、一方、追加の論理の他の部分、およびＡＲＭプロセッサで実行可能な
他の命令は、ＦＣｏＥモジュールの一部であり得る。
【００２３】
　ホスト４１０は、ＣＰＵ（４１１）およびメモリ（４１２）に加え、ＦＣｏＥＡ３００
を含み得る。ＣＰＵは、メモリに格納される命令を実行し得る。したがって、ＣＰＵは、
例えば、メモリに格納されるオペレーティングシステム（ＯＳ）４１４、ならびにその中
に格納される他のソフトウェア４１５を実行することができる。
【００２４】
　ファイバーチャネルネットワークを、イーサネット（登録商標）ネットワーク上に正確
に仮想化またはマップするために、ＦＣｏＥモジュールは以下を行う必要がある。
【００２５】
　（１）イーサネット（登録商標）ネットワーク上で伝達するために、イーサネット（登
録商標）フレーム内の発信ファイバーチャネルパケットをカプセル化し、着信イーサネッ
ト（登録商標）フレームからファイバーチャネルパケットを抽出する。
【００２６】
　（２）ファブリックトポロジのファイバーチャネルネットワークのアドレス指定、命名
、メッセージング、および他のサービスをエミュレートする（例えば、ネームサーバの存
在をエミュレートし、登録状態変化通知（ＲＳＣＮ）メッセージング、Ｎ＿Ｐｏｒｔ　Ｉ
Ｄ入手、ファブリック間経路制御（ＩＦＲ）、仮想ファブリック等を支援することによっ
て）。
【００２７】
　（３）送り先デバイスのイーサネット（登録商標）特有のアドレスを、発信ファイバー
チャネルパケットをカプセル化するイーサネット（登録商標）フレームに追加する。
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【００２８】
　図３Ａを参照すると、ステップ（１）は、ＦＣｏＥモジュール３０２のＦＣｏＥカプセ
ル化要素３０３によって実施することができ、ステップ（２）は、ファブリックサービス
エミュレーション要素３０４によって実施することができ、ステップ（３）は、アドレス
変換要素３０５によって実施することができる。これらの要素は、相互排他的である必要
はなく、共通ソフトウェアおよび／またはハードウェアに含むことができる。代替として
、ステップ２は、ホストのメインメモリに格納されるソフトウェアを含む、ホストデバイ
ス内のいずれかの他の場所で実施し、ホストのＣＰＵで実行することができる。このステ
ップをＦＣｏＥモジュール内で実行されるものとして示す、本明細書に記載される実施例
は、一可能な実装にすぎない。
【００２９】
　当業者は、データを異なるフォーマットに再パッケージする（すなわち、上記の部分１
を実行する）ことは、ファイバーチャネルフレームをイーサネット（登録商標）フレーム
に「ラッピング」することによって、または換言すれば、ファイバーチャネルフレームを
イーサネット（登録商標）上でトンネリングもしくはカプセル化することによって、行わ
れてもよいことを認識するであろう。しかしながら、部分２は、ファイバーチャネルファ
ブリックに加えて、ファイバーチャネル特有のネームサーバ（図１のサーバ１０９等）を
必要とし、そのような要素は、イーサネット（登録商標）ネットワーク内に存在しないた
め、問題となり得る。ファイバーチャネルファブリックのイーサネット（登録商標）特有
のエミュレータの設計は、困難かつ費用の掛かる試みとなり得る。
【００３０】
　したがって、本発明の実施形態は、ファイバーチャネルネームサーバをエミュレートす
るために、既にイーサネット（登録商標）ネットワークに存在する２つの種類のサーバを
利用する。これらは、動的ホスト構成プロトコル（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｈｏｓｔ　Ｃｏｎｆ
ｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ：ＤＨＣＰ）サーバ（図２の２１０）、およびイ
ンターネットストレージネームサービス（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｓｔｏｒａｇｅ　Ｎａｍｅ
　Ｓｅｒｖｉｃｅ：ｉＳＮＳ）サーバ（図２の２１１）である。
【００３１】
　ｉＳＮＳサーバは、ファイバーチャネルネットワーク内のネームサーバおよび他のファ
ブリックサービスと類似するサービスを提供することが意図される、ＩＰ（インターネッ
トプロトコル（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ））ネットワークベースのサーバで
ある（大部分のイーサネット（登録商標）ネットワークは、ＩＰフレームを伝達し、また
、ＩＰネットワークとも呼ばれることに留意されたい）。しかしながら、ｉＳＮＳサーバ
に関連付けられる種々のコマンドおよびデータフォーマットは、ファイバーチャネルネー
ムサーバに対するそれらとは異なる。さらに、ｉＳＮＳサーバのコマンドとファイバーチ
ャネルネームサーバのコマンドとの間に、常に１対１の対応が存在するわけではない。Ｄ
ＨＣＰサーバは、ＩＰネットワーク（イーサネット（登録商標）ネットワーク２００等）
内のデバイスに、ＩＰアドレスを割り当てるために使用される、サーバである。ＤＨＣＰ
サーバは、ネットワーク上のネームサーバ（上述されるｉＳＮＳサーバ等）のＩＰアドレ
スを提供するために使用され得る。また、これは、種々のデバイスにＩＰアドレスを割り
当てるために使用され得る。
【００３２】
　図５は、本発明の実施形態による、ファイバーチャネルネットワークの命名およびメッ
セージングサービスをシミュレーションする方法のフローチャートである。図５のステッ
プは、ＦＣｏＥＡ内のソフトウェアまたはハードウェアによって、ならびにＦＣｏＥＡを
収容するコンピュータもしくはデバイスのソフトウェアまたはハードウェアによって、実
行することができる。ステップ５００で、ＦＣｏＥ（ファイバーチャネルオーバーイーサ
ネット（登録商標））対応端末デバイス（ＦＣｏＥＡまたはＦＣｏＥＡデバイスに取り付
けられたソフトウェアドライバのいずれか）は、ｉＳＮＳサーバのアドレスを検出するた
めに、ＤＨＣＰサーバ２１０にアクセスする。ステップ５０２で、ＦＣｏＥ対応端末デバ
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イスは、ＨＢＡモジュールとｉＳＮＳサーバとの間の通信を変換する。上述されるように
、ＦＣｏＥ対応端末デバイスは、ファイバーチャネルネームサーバおよび他のファブリッ
クサービスをエミュレートする。したがって、これは、ＨＢＡがファイバーチャネルネー
ムサーバまたは他のファブリックサービスと通信しているようにＨＢＡに見えるように通
信を変換しなければならない。上述されるように、ｉＳＮＳサーバに関連付けられるコマ
ンドおよびデータと、ファイバーチャネルネームサーバに関連付けられるコマンドおよび
データとの間に、１対１の関係が存在しない場合があるため、ステップ５０２は、ステー
トマシンによって実施され得る。
【００３３】
　さらに、ステップ５０２の一部として、ＦＣｏＥ対応端末デバイスは、イーサネット（
登録商標）アドレスとファイバーチャネルアドレスとの間で変換する必要がある場合があ
る。ｉＳＮＳサーバは、ネットワーク上の種々の要素（デバイス２０１～２０４等）のイ
ーサネット（登録商標）、ＩＰ、またはファイバーチャネルフォーマットのアドレスを提
供し得る。ＦＣｏＥ対応端末デバイスは、ＨＢＡモジュールが使用することができる、１
つ以上のファイバーチャネルアドレスを必要とする場合がある。したがって、ＦＣｏＥ対
応端末デバイスは、ｉＳＮＳサーバによって提供されるシード値を使用して、ファイバー
チャネルアドレスを生成し、それらを実イーサネット（登録商標）アドレスと関連付け得
る。したがって、ステップ５０４では、ＦＣｏＥ対応端末デバイスは、実イーサネット（
登録商標）アドレスおよびファイバーチャネルアドレスの関連付けを追跡する。これは、
複数対の関連付けられたイーサネット（登録商標）およびファイバーチャネルアドレスを
格納することによって、ならびに／またはイーサネット（登録商標）アドレスからファイ
バーチャネルアドレスを取得するため、およびファイバーチャネルアドレスからイーサネ
ット（登録商標）アドレスを取得するための所定の式を使用することによって、達成され
得る。さらに、また、ｉＳＮＳサーバは、種々のデバイスのファイバーチャネルアドレス
を格納し得る。ｉＳＮＳサーバは伝統的にファイバーチャネルアドレスを提供することが
意図されていない一方、これは、クライアントによって定義され得る任意の属性を格納す
ることを可能にする。これらは、ファイバーチャネルアドレスであり得る。
【００３４】
　ステップ５０６では、ＦＣｏＥ対応端末デバイスは、通常（すなわち、ネームサーバに
関係しない）の通信においてファイバーチャネルアドレスとイーサネット（登録商標）ア
ドレスとの間で変換する。したがって、ＨＢＡモジュールは、ファイバーチャネルアドレ
スに基づき、ネットワーク上の他のデバイスに、またはそれから、データを送信および／
または受信し得る。
【００３５】
　戻って図３Ａを参照すると、イーサネット（登録商標）ＮＩＣモジュール３０６は、標
準下位イーサネット（登録商標）処理を実施するために、ＦＣｏＥモジュールと接続され
得る。高度型のイーサネット（登録商標）ネットワークが使用されている場合（例えば、
上述のＣＥＥ等）、イーサネット（登録商標）ＮＩＣは、ネットワーク上で動作するよう
に修正され得る。例えば、無損失伝送を特徴とするネットワークでは、イーサネット（登
録商標）ＮＩＣは、示されるように、無損失イーサネット（登録商標）ＭＡＣ処理要素３
０７を含み得る。
【００３６】
　ＨＢＡモジュールは、ホスト４１０に接続され得る。既存のファイバーチャネルホスト
ドライバ３０８は、ＨＢＡモジュールで走っているアプリケーションソフトウェアのファ
イバーチャネル通信を促進するために、ＨＢＡモジュールと通信し得る。ホストドライバ
は、ホストのＣＰＵで実行することができる。
【００３７】
　ＦＣｏＥＡのいくつかの機能性、特にそのＦＣｏＥモジュールの機能性は、ＦＣｏＥＡ
自体によってではなく、ホストＣＰＵによって実行することができる。例えば、ＣＰＵは
、ファイバーチャネルネットワークをエミュレートすることに関連する特定の動作を実行
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するために、ＦＣｏＥＡと通信し、ＦＣｏＥＡに結果を返信することができる。ＣＰＵは
、オペレーティングシステム４１４または他のソフトウェア４１５（例えば、ドライバ）
を実行する際、これらのＦＣｏＥＡ関連動作を実施し得る。さらに、ＣＰＵは、ハイパー
バイザソフトウェア（図示せず）を実行する一部として、ＦＣｏＥＡ関連動作を実行する
ことができる。
【００３８】
　したがって、図３Ｂは、ＦＣｏＥ機能性のホスト側での実行を提供する、ＦＣｏＥＡの
別の実施例を示す。図３Ｂは、ホスト４１０のＦＣｏＥ機能性要素３０９が、図３ＡのＦ
ＣｏＥモジュール３０２によって実施される機能のうちのいくつかを実施するということ
を除き、図３Ａと類似する。より具体的には、ホストのＦＣｏＥ機能性３０９は、ファブ
リックサービスエミュレーションおよびアドレス変換を実施し、一方、ＦＣｏＥモジュー
ルは、依然としてＦＣｏＥカプセル化を実施する。したがって、サーバのＦＣｏＥ機能性
は、ファブリックサービスエミュレーション、ならびにアドレス変換要素３０４および３
０５を含み得る。ＦＣｏＥ機能性要素は、ホストのプロセッサ４１１で走るソフトウェア
であり得る。ＦＣｏＥ機能性は、ファイバーチャネルドライバ３１１を通して、ＦＣｏＥ
Ａと通信し得る。この場合、ＦＣｏＥ機能性３０９とＦＣｏＥＡ３００との間の通信を促
進するために、追加の機能性を要求し得るため、ファイバーチャネルドライバは、既存の
ドライバ３０８でないことがある。いくつかの実施形態では、ＦＣｏＥＡ機能性は、それ
自体が、ＦＣｏＥＡ３００のドライバの一部と見なされ得る。
【００３９】
　図３Ｃは、追加の機能性がホストに移動される、別の例示的ＦＣｏＥＡを示す。ＦＣｏ
ＥＡのＨＢＡモジュール３０１は、ＨＢＡ機能性３１０によって置換される。同様に、Ｆ
ＣｏＥモジュールは、ＦＣｏＥ機能性３０９によって完全に置換される。ＦＣｏＥ機能性
３０９およびＨＢＡ機能性３１０は、ホストで、ソフトウェアによって実装され得る。Ｆ
ＣｏＥＡは、無損失イーサネット（登録商標）ＭＡＣを含む、イーサネット（登録商標）
ＮＩＣを保持する。したがって、本実施形態では、ＦＣｏＥＡは、下位イーサネット（登
録商標）処理のみを実施し、一方、ホストは、すべての他の処理を実施する。
【００４０】
　上述の記載は、ホスト内（ＦＣｏＥおよびＨＢＡ機能性）またはＦＣｏＥＡ内（ＦＣｏ
ＥＡおよびＨＢＡモジュール）のこれらの要素の配置に言及するために、ＨＢＡ機能性お
よびＨＢＡモジュールに加えて、ＦＣｏＥ機能性およびＦＣｏＥモジュールを参照する。
しかしながら、一般に、また、ホストでのＦＣｏＥおよびＨＢＡ機能性は、それぞれ、Ｆ
ＣｏＥまたはＨＢＡモジュールと称され得る。特定の要素の機能性が、ホストとＦＣｏＥ
Ａとの間で分割される際（図３Ｂの場合のように）、ホストおよびＦＣｏＥＡ部分の両方
は、合わせて、モジュールと称され得る。したがって、図３Ｂでは、ホストベースのＦＣ
ｏＥ機能性３０９およびアダプタベースのＦＣｏＥモジュール３０２は、合わせて、ＦＣ
ｏＥモジュールと称され得る。
【００４１】
　図６は、一例示的ＦＣｏＥ対応端末デバイスの動作をより詳細に示す、略図である。よ
り具体的には、図６は、ネームサービスの初期化および登録のプロセス中のＦＣｏＥ対応
端末デバイスのシーケンス図または梯子図を示す。図６のＦＣｏＥ対応端末デバイスは、
４つの要素、サービスマッパー６０１と、ｉＳＮＳクライアント６０２と、ＤＨＣＰクラ
イアント６０３と、ＩＰスタックおよび／またはＣＥＥ（コンバージドエンハンスドイー
サネット（登録商標）（Ｃｏｎｖｅｒｇｅｄ　Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登
録商標）））インターフェース６０４とを含み得る。略図は、これらの要素が、順に、か
つ経時的に、どのように動作するかを示す。梯子図またはシーケンス図は、イーサネット
（登録商標）ネットワークと、オペレーティングシステム等の端末デバイスの高位要素と
の間に位置する、要素を図示する。ネットワークは、イーサネット（登録商標）ネットワ
ーク（図２のネットワーク２００等）であり得る。より具体的には、ネットワークは、Ｃ
ＥＥネットワークであり得る。しかしながら、ネットワークは、他の種類のＩＰネットワ
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ークを包含することができる。時間は、上から下に垂直に進む。
【００４２】
　サービスマッパー６０１は、ＨＢＡモジュールによって使用される、ファイバーチャネ
ルフォーマットの通信およびデータを、ｉＳＮＳモジュールによって使用されるフォーマ
ットに変換するため、および戻すために使用される。山括弧内のコマンド（例えば、「＜
ＤＨＣＰ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒ＞」等）は、イーサネット（登録商標）ネットワーク２００
用にフォーマットされたコマンドを表し、一方、括弧のないコマンド（例えば、ＦＬＯＧ
Ｉ等）は、ファイバーチャネルネットワーク用にフォーマットされたコマンドを表す。ｉ
ＳＮＳクライアントは、ｉＳＮＳサーバと通信するために使用される。ＤＨＣＰクライア
ントは、ＤＨＣＰサーバと通信するために使用される。ＩＰスタック６０４は、ネットワ
ーク２００上で伝送するために、発信通信をフォーマットするため、およびネットワーク
から着信する通信を処理する（すなわち、着信通信から、ネットワーク特有のフォーマッ
ティングを除去する）ために使用される。したがって、ＩＰスタック／ＣＥＥインターフ
ェースの機能のうちの１つは、発信通信をイーサネット（登録商標）フレームに分割し、
着信イーサネット（登録商標）フレームから着信通信を作成することができる。
【００４３】
　要素６０１～６０４は、ハードウェア、ソフトウェア、または両方において実装するこ
とができる。また、要素６０１～６０４のうちのいずれかまたはすべては、端末デバイス
上に置くことができる。組み合わせて、これらの要素は、上述されるように、ＨＢＡモジ
ュールにイーサネット（登録商標）ネットワークをエミュレートするために使用される。
【００４４】
　初期（または起動もしくはネットワーク接続直後）、ＨＢＡモジュールは、仮想ファイ
バーチャネルネットワークに「接続されていない」。したがって、初期化期間中、ＦＣｏ
Ｅ対応端末デバイスは、イーサネット（登録商標）ネットワーク関連の初期化を実施し、
一方、ＨＢＡモジュールは、動作中のファイバーチャネルネットワークにまだ置かれてい
ないと考えられる。通常、ＦＣｏＥ対応端末デバイスは、ファイバーチャネルネットワー
クの初期化をシミュレーションすることができる前に、イーサネット（登録商標）ネット
ワークに関する初期化を実施する必要がある。
【００４５】
　期間６０５中、ＦＣｏＥ対応端末デバイスのＤＨＣＰクライアント６０３は、（ｉ）現
在のデバイス（すなわち、ＤＨＣＰクライアントが一部であるデバイス）のＩＰアドレス
を発見するため、および（ｉｉ）ｉＳＮＳサーバのＩＰアドレスを発見するために、ＩＰ
スタック６０４を通して、ＤＨＣＰサーバと通信する。これは、既知のＤＨＣＰプロトコ
ルに従って実施され得る。
【００４６】
　ステップ６０６で、ｉＳＮＳクライアントは、ｉＳＮＳサーバに＜ＤｅｖＡｔｔｒＲｅ
ｇ＞コマンドを送信することによって、現在のデバイスをｉＳＮＳサーバに登録する。ま
た、ｉＳＮＳクライアントは、ｉＳＮＳサーバに登録するために、１組の属性６０７を送
信する。ｉＳＮＳサーバは、登録が実施されたことを知らせるために、＜ＤｅｖＡｔｔｒ
ＲｅｇＲｓｐ＞メッセージ６０８を返す。いったん確認応答が受信されると、ｉＳＮＳク
ライアントは、Ｌｉｎｋ　Ｉｎｉｔコマンド６０９をＨＢＡモジュールに送信する。ｌｉ
ｎｋ　ｉｎｉｔコマンドは、ＨＢＡモジュールを「起こす」。または、換言すれば、これ
は、ＨＢＡモジュールに、ファイバーチャネルネットワークに接続されていることを知ら
せる。ＨＢＡモジュールは、ファイバーチャネルネットワークに実際には接続されていな
いが、この時点で、ＦＣｏＥ対応端末デバイスは、ＨＢＡモジュールに対するファブリッ
クトポロジの仮想ファイバーチャネルネットワークをシミュレーションする準備が整って
いる。
【００４７】
　初期化された際、ＨＢＡモジュールは、ＦＬＯＧＩコマンド６１０を送信することによ
って、ファイバーチャネルＦ＿Ｐｏｒｔコントローラにログインすることを試みる。サー
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ビスマッパーは、その初期ＦＬＯＧＩコマンドを＜ＲｑｓｔＤｏｍＩｄ＞コマンドに変換
する。＜ＲｑｓｔＤｏｍＩｄ＞コマンドは、現在のデバイスのｉＳＮＳ特有の識別表示（
ドメインＩＤ）を要求する、ｉＳＮＳコマンドである。この識別表示は、ｉＳＮＳサーバ
に接続されるすべての他のデバイスに対して現在のデバイスを識別するために使用される
、１つ以上のファイバーチャネルアドレスの一部として使用され得る。ｉＳＮＳクライア
ントは、属性６１２と共に、＜ＲｑｓｔＤｏｍＩｄ＞コマンドをｉＳＮＳサーバに転送す
る。
【００４８】
　ｉＳＮＳサーバがコマンド６１１を受信する際、これは、現在のデバイスにドメインＩ
Ｄを割り当て、＜ＲｑｓｔＤｏｍＩｄＲｓｐ＞メッセージ６１３を返信することによって
応答する。メッセージ６１３は、現在のデバイスに割り当てられたドメインＩＤを含む（
図に示されるように、ドメインＩＤは、タグ１３０として、メッセージに添付される）。
【００４９】
　この時点で、現在のデバイスは、ｉＳＮＳサーバに登録され、ドメインＩＤが割り当て
られる。したがって、現在のデバイスは、ｉＳＮＳサーバに登録される他のデバイスに対
して可視であり得る。しかしながら、ドメインＩＤは、ｉＳＮＳフォーマットであり、有
効なファイバーチャネル識別表示ではない。したがって、ドメインＩＤは、ＨＢＡモジュ
ールに対するファイバーチャネルネットワークをシミュレーションするために、直接使用
することができない。したがって、いったんこれがドメインＩＤを含む＜ＲｑｓｔＤｏｍ
ＩｄＲｓｐ＞メッセージを受信すると、サービスマッパー６０１は、ドメインＩＤに基づ
く、ファイバーチャネル特有のＩＤを作成する（ステップ６１４）。ファイバーチャネル
特有のＩＤは、Ｎ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤと称される。このＩＤは、ＨＢＡモジュールを識別す
るために使用される。
【００５０】
　次いで、サービスマッパーは、ファイバーチャネル特有のＩＤをｉＳＮＳサーバに登録
するために、別の＜ＤｅｖＡｔｔｒＲｅｇ＞コマンド（コマンド６１５）を発行する。こ
れは、イーサネット（登録商標）ネットワーク内に、同様に本発明を利用する他のデバイ
スが存在し得るため、行われる。換言すれば、同様に内部ＨＢＡモジュールを含み、モジ
ュールに対するファイバーチャネルネットワークをシミュレーションする、他のデバイス
が存在し得る。これらの他のデバイスは、それらのＨＢＡモジュールに対して、現在のデ
バイスを表すために、イーサネット（登録商標）特有のドメインＩＤを使用することがで
きない。したがって、他のデバイスがそのＩＤにアクセスできるように、および必要な際
に、それをそれらの内部ＨＢＡモジュールに提供することができるように、ファイバーチ
ャネル特有のＮ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤがｉＳＮＳサーバに登録される。＜ＤｅｖＡｔｔｒＲｅ
ｇ＞コマンド６１５に、属性６１６が添付され得る。
【００５１】
　いったんこれがコマンド６１５を受信すると、ｉＳＮＳサーバは、本デバイスのＮ＿Ｐ
ｏｒｔ＿ＩＤを登録し、確認応答として、＜ＤｅｖＡｔｔｒＲｅｇＲｓｐ＞コマンド６１
７を返し得る。いったんこれがコマンド６１７を受信すると、サービスマッパーは、ＨＢ
ＡモジュールにＦＬＯＧＩ応答メッセージ６１８を送信する。メッセージ６１８は、Ｎ＿
Ｐｏｒｔ＿ＩＤを含む。したがって、初期化が完了する。ＨＢＡモジュールは、ファイバ
ーチャネルファブリックネットワークにログインしたと思い込み、識別表示として、Ｎ＿
Ｐｏｒｔ＿ＩＤを受信する。実際には、ファイバーチャネルネットワークは存在せず、本
デバイスは、イーサネット（登録商標）ネットワーク内のｉＳＮＳサーバ内に登録され、
識別表示としてドメインＩＤが割り当てられている。
【００５２】
　したがって、図６のプロセスの後、ＦＣｏＥＡは、ｉＳＮＳサーバのネームサービスに
登録される。したがって、ＦＣｏＥＡは、識別表示が割り当てられ、ネットワーク上の他
のデバイスによって発見およびアクセスすることができ、他のデバイスを発見することが
できる。しかしながら、初期化を完了するために、また、ＦＣｏＥＡは、通常、メッセー
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ジングまたは状態変化通知サービスにも登録しなければならない。状態変化通知サービス
は、種々のデバイスが、ネットワーク上の１つ以上のデバイスの状態変化の知らせを受信
できるようにする。したがって、デバイスは、サーバから継続的に更新を要求する必要な
く、最新状態を保つことができる。状態変化には、ネットワークからのデバイスの切断、
新しいデバイスの接続、あるいはデバイス内の資源の切断および／または接続（例えば、
ストレージデバイス内の新しいハードドライブの接続）が含まれ得る。
【００５３】
　状態変化通知は、ファイバーチャネル内の登録状態変化通知（ＲＳＣＮ）サービス、お
よびｉＳＮＳプロトコル内の状態変化通知サービス（ＳＣＮ）によって実装される。した
がって、本発明のＦＣｏＥは、ファイバーチャネルプロトコルのＲＳＣＮサービスをエミ
ュレートするために、ＳＣＮサービスを利用し得る。
【００５４】
　図７は、本発明の実施形態による、状態変化通知サービスへの登録を示す。初期、ＨＢ
Ａモジュールは、状態変化登録（ＳＣＲ）コマンドを送信することによって、ファイバー
チャネルＲＳＣＮサービスに登録することを試みる。サービスマッパーは、そのコマンド
を、ｉＳＮＳ特有の状態変化通知登録コマンド（すなわち、＜ＳＣＮＲｅｇ＞コマンド７
０１）に変換する。ｉＳＮＳクライアントは、コマンドに属性７０４を追加する。＜ＳＣ
ＮＲｅｇ＞コマンドは、属性と共にｉＳＮＳサーバに送信される。ｉＳＮＳサーバは、＜
ＳＣＮＲｅｇＲｓｐ＞コマンド７０２で応答する。そのコマンドは、サービスマッパーに
よって、ファイバーチャネル特有のＳＣＲ応答コマンド７０３に変更される。ＳＣＲ応答
コマンドは、ＨＢＡモジュールに送信される。したがって、状態変化通知サービスへの登
録が完了する。
【００５５】
　ファイバーチャネルプロトコルは、複数のエンティティに接続性を提供するために、単
一のポート（例えば、単一のＨＢＡ）を使用することができ、一方、これらの複数のエン
ティティのうちのそれぞれが、ファイバーチャネルファブリックによって、異なるデバイ
スとして扱われる、構成を支援する。したがって、例えば、ＨＢＡを特徴とするデバイス
は、複数のオペレーティングシステムインスタンスで走ってもよく、ＨＢＡは、各オペレ
ーティングシステムが、単一のＨＢＡを通して、そのデバイスが別個のデバイスであるか
のようにファイバーチャネルネットワーク上で通信できるようにし得る。したがって、複
数のオペレーティングシステムは、複数のそれぞれのＮ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤ番号を特徴とし
得る。この特徴は、Ｎ＿Ｐｏｒｔ　ＩＤ仮想化またはＮＰＩＶと称される。
【００５６】
　本発明の実施形態は、イーサネット（登録商標）ネットワーク上で、ＮＰＩＶをエミュ
レートする機能（Ｎ＿Ｐｏｒｔ　ＩＤ仮想化）を提供する。このプロセスの一実施例は、
図７に示される。ＨＢＡは、ＦＤＩＳＣコマンド７０４を送信することによって、ＮＰＩ
Ｖ機能を呼び出す。ＦＤＩＳＣコマンドは、図６のＦＬＯＧＩコマンド６１０と類似する
が、これは、新しいファブリックポートＩＤの登録を要求する。したがって、先出の実施
例の文脈では、第１のＯＳは、第１のＮ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤを取得するために、ＦＬＯＧＩ
コマンドを使用し得、後のＯＳは、それらのそれぞれのＮ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤを取得するた
めに、ＦＤＩＳＣコマンドを使用し得る。
【００５７】
　いったんこれがＦＤＩＳＣコマンドを受信すると、ステップ７０５で、サービスマッパ
ーは、コマンド６１３中にｉＳＮＳサーバによって提供されるドメインＩＤ（また、タグ
１３０とも称される）に基づき、第２のＮ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤを構築する。第２のＮ＿Ｐｏ
ｒｔ＿ＩＤは、図６のステップ６１４で構築された最初のＮ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤとは異なる
べきである。
【００５８】
　いったん追加のＮ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤが構築されると、これは、サービスマッパーによっ
て発行される＜ＤｅｖＡｔｔｒＲｅｇ＞コマンド７０６によって、ｉＳＮＳサーバに登録
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される。コマンド７０６は、新しいＮ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤとの新しいポートが登録されてい
ることを示す、属性７０７を含む。しかしながら、新しいドメインＩＤは、ｉＳＮＳサー
バから要求されていない。代わりに、すべてのポートは、単一のｉＳＮＳドメインＩＤの
下に登録される。ｉＳＮＳサーバは、＜ＤｅｖＡｔｔｒＲｅｇＲｓｐ＞メッセージ７０８
を返す。いったんそのメッセージがサービスマッパーによって受信されると、これは、Ｈ
ＢＡモジュールにＦＤＩＳＣ応答メッセージを送信する。ＦＤＩＳＣ応答メッセージは、
ステップ７０５で構築された第２のＮ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤを含むことができる。
【００５９】
　図８は、ＦＣｏＥＡがネットワーク上の他のデバイスを発見するプロセスを示す、略図
である。また、図８は、追加のＦＣｏＥ要素、ＦＣｏＥデータ転送要素も示す。ＦＣｏＥ
データ転送要素は、ＦＣｏＥモジュールの一部であり、ネットワーク上の他のデバイスへ
、またはそれからデータを送信および受信するために使用される。換言すれば、データ転
送要素は、種々のサーバ（ｉＳＮＳおよびＤＨＣＰサーバ等）と通信するためには使用さ
れないが、ネットワーク上の他のデバイスと直接通信するために使用される。
【００６０】
　ファイバーチャネルネットワークでは、ネームサーバと通信するために、ログインする
必要がある。しかしながら、イーサネット（登録商標）ネットワークのｉＳＮＳサーバは
、ログインを必要としない。したがって、ステージ８０１で、ＨＢＡモジュールは、ログ
インすることを試みる（ＰＬＯＧＩを送信することによって）。サービスマッパー６０１
は、実際にログインを実施することなく（ｉＳＮＳサーバでは必要ではないため）、ＰＬ
ＯＧＩ応答メッセージを送信することによって、ログインを認識する。
【００６１】
　ＨＢＡモジュールは、ネットワーク上のすべての他のデバイスを発見するために、ＧＡ
＿ＮＸＴ問い合わせ８０２を送信し得る。ファイバーチャネルネットワークでは、ＧＡ＿
ＮＸＴ問い合わせは、ネームサーバに、現在ネットワーク内に存在するすべてのデバイス
に関する情報を順次提供させる。情報は、コマンドに含まれるＮ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤの次に
大きなＮ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤから順に昇順で返される。ｉＳＮＳサーバ内には、ＧＡ＿ＮＸ
Ｔ問い合わせコマンドに相当するものがない。したがって、サービスマッパーは、これを
実行するために、いくつかのコマンドを実施しなければならない。
【００６２】
　第１に、サービスマッパーは、ｉＳＮＳサーバから、すべての動作中のＮ＿Ｐｏｒｔ＿
ＩＤのリストを要求する、問い合わせ８０３を送信する。ステップ８０４で、サービスマ
ッパーは、次に大きなＮ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤを決定する。コマンド８０５を用いて、サービ
スマッパーは、ｉＳＮＳサーバから、次のＮ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤの追加の情報を要求する。
追加の情報は、Ｎ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤが問い合わせられているデバイスのイーサネット（登
録商標）アドレスに加えて、通常、ＧＡ＿ＮＸＴ問い合わせに対する応答と共に提供され
る、すべてのフィールドを含み得る。このデータは、ｉＳＮＳサーバ８０６から、応答と
共に受信される。
【００６３】
　ステップ８０７で、問い合わせられたデバイスのＮ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤとイーサネット（
登録商標）アドレスとの組み合わせは、ＦＣｏＥデータ転送要素８００によって格納され
る。ＨＢＡモジュールが、問い合わせられたデバイスと通信することを試みる際、ＨＢＡ
モジュールは、通信を、問い合わせられたデバイスのＮ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤにアドレス指定
するため、これは必要である。しかしながら、Ｎ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤは、ファイバーチャネ
ル特有のアドレスである。このアドレスは、イーサネット（登録商標）ネットワーク上で
通信が送信されるようにするために、イーサネット（登録商標）特有のアドレスに変換さ
れる必要がある。したがって、ＦＣｏＥデータ転送モジュールは、種々の問い合わせから
受信される各Ｎ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤおよびそのそれぞれのイーサネット（登録商標）アドレ
スを、ｉＳＮＳサーバに格納する。次いで、ＦＣｏＥデータ転送モジュールは、ＨＢＡモ
ジュールによって送信されるＮ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤ通信の送り先を、それぞれのイーサネッ
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ト（登録商標）アドレスに変換するために、この格納された情報を使用し得る。
【００６４】
　ステップ８０８で、サービスマッパーは、ｉＳＮＳサーバから受信された情報を、ファ
イバーチャネルＧＡ＿ＮＸＴ許容メッセージに関連付けられるフォーマットに変換する。
次いで、サービスマッパーは、そのデータを、ＧＡ＿ＮＸＴ許容メッセージでＨＢＡモジ
ュールに送信する。ステップ８１０で、ＨＢＡモジュールは、ステップ８０２を繰り返し
、サービスマッパーに、ステップ８０３～８０９を繰り返させる。ＨＢＡモジュールは、
すべてのＮ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤが発見されるまで、ステップ８０２を繰り返す。したがって
、すべてのＮ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤをスキャンし、それらに関する情報をＨＢＡモジュールに
送信することができる。ＨＢＡモジュールは、イーサネット（登録商標）ネットワークの
存在を認識していないため、ポートＩＤのイーサネット（登録商標）アドレスを受信しな
いことに留意されたい。これらのアドレスは、上述されるように、代わりに、ＦＣｏＥデ
ータ転送モジュール８００によって受信され、使用される。ステップ８１１で、ＨＢＡモ
ジュールは、ログアウトし、該ログアウトは、サービスマッパーによって局所的に処理さ
れる。
【００６５】
　図９は、ＧＩＤ＿ＦＦ問い合わせ中のＦＣｏＥモジュールの動作を示す。ＧＩＤ＿ＦＦ
問い合わせは、特定の機能を有する、すべてのデバイスのＮ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤを要求する
、問い合わせである。例えば、その問い合わせは、すべてのターゲットを取得するために
使用することができる。このプロセスは、ＧＡ＿ＮＸＴ問い合わせに関して上述されるも
のと類似する。
【００６６】
　ステップ９０１で、ＨＢＡモジュールは、サービスマッパーによって局所的に扱われる
ログインを実施する。次いで、ＨＢＡモジュールは、ＧＩＤ＿ＦＦ問い合わせを発行する
（ステップ９０２）。サービスマッパーは、ｉＳＮＳサーバに問い合わせを送信し、ｉＳ
ＮＳサーバに登録されるすべてのデバイスに関する情報を要求する（ステップ９０３）。
次いで、サービスマッパーは、ＧＩＤ＿ＦＦ問い合わせのパラメータに基づき、受信した
入力をフィルタ処理する（ステップ９０４）。ＦＣｏＥデータ転送要素は、フィルタ処理
されたポートのポートＩＤおよびイーサネット（登録商標）アドレスマッピングを格納す
る（ステップ９０５）。サービスマッパーは、フィルタ処理されたポートに関連付けられ
るデータを、ファイバーチャネルフォーマットに再フォーマットし（ステップ９０６）、
そのデータをＨＢＡモジュールに送信する（ステップ９０７）。そのコマンドに対する応
答を受信したことを受けて、ＨＢＡモジュールは、ログアウトし、該ログアウトは、サー
ビスマッパーによって局所的に処理される（ステップ９０８）。
【００６７】
　図１０は、状態変化通知メッセージの受信中のＦＣｏＥモジュールの挙動を示す、略図
である。上述されるように、状態変化通知メッセージは、ネットワークからのデバイスの
うちの１つの脱落、新しいデバイスの追加等のネットワークにおける変化をデバイスに通
知するために、サーバ（ファイバーチャネルネームサーバまたはｉＳＮＳサーバ等）によ
って使用され得る。
【００６８】
　ｉＳＮＳサーバは、状態変化通知（＜ＳＣＮ＞）メッセージ１００１を送信する。メッ
セージ１００１は、例えば、特定のデバイスがネットワークから脱落したことを知らせ得
る。必然的に、＜ＳＣＮ＞メッセージは、ｉＳＮＳフォーマットであり、したがって、脱
落したデバイスのファイバーチャネルＮ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤは含まない。代わりに、これは
、ｉＳＮＳ特有のアドレス（すなわち、ワールドワイドポート名、タグ６４）のみを含む
。したがって、ステップ１００２で、サービスマッパーは、ｉＳＮＳサーバから、影響を
受けたデバイスのＮ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤを要求し、受信する。ステップ１００３で、サービ
スマッパーは、＜ＳＣＮ＞メッセージ１００１から受信されたデータおよびステップ１０
０２で受信されたＮ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤを利用して、ＲＳＣＮメッセージ（すなわち、ファ
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イバーチャネルフォーマットの状態変化通知メッセージ）を形成する。次いで、サービス
マッパーは、したがってフォーマットされたＲＳＣＮメッセージ１００４を、ＨＢＡモジ
ュールに送信する。次いで、ＨＢＡモジュールは、ＲＳＣＮ応答を提供する。サービスモ
ジュールは、その応答を、ｉＳＮＳフォーマットの応答メッセージ（＜ＳＣＮＲｓｐ＞メ
ッセージ１００６）に再フォーマットする。次いで、＜ＳＣＮＲｓｐ＞メッセージは、ｉ
ＳＮＳサーバに返信される。
【００６９】
　上述されるように、データ転送は、ＦＣｏＥデータ転送要素８００によって実施され得
る。データ転送要素は、ネットワーク内の他のデバイスの複数対のイーサネット（登録商
標）アドレスおよびＮ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤを、ｉＳＮＳサーバからこのデータが取得される
時に常に、テーブルに格納し得る。例えば、図８のステップ８０７、および図９のステッ
プ９０５を参照されたい。データ転送要素が、特定のファイバーチャネルＮ＿Ｐｏｒｔ＿
ＩＤ行きのファイバーチャネルパケットを受信する際、そのＮ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤに関連付
けられるイーサネット（登録商標）アドレスを取得するために、上記のテーブルを参照す
ることができる。次いで、データ転送モジュールは、ファイバーチャネルパケットを、１
つ以上のイーサネット（登録商標）フレーム内に配置し、イーサネット（登録商標）フレ
ームを、テーブルから取得されたイーサネット（登録商標）アドレスにアドレス指定し得
る。
【００７０】
　理論的には、ＨＢＡモジュールが通信をアドレス指定する、すべてのＮ＿Ｐｏｒｔ＿Ｉ
Ｄが、テーブルに格納されているべきである（それらのそれぞれのイーサネット（登録商
標）アドレスと共に）。ＨＢＡモジュールがＮ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤを認識するために、ＦＣ
ｏＥモジュールを通して、ｉＳＮＳサーバからＮ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤを取得しなければいけ
ないため、これは、事実であるべきである。例えば、図８および図９に記載されるプロセ
スを参照されたい。ＨＢＡモジュールが、この方式でＮ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤを取得する際、
ＦＣｏＥデータ転送要素は、Ｎ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤおよびそのそれぞれのイーサネット（登
録商標）アドレスを、そのテーブルに格納するべきである（例えば、図８のステップ８０
７、および図９のステップ９０５を参照）。
【００７１】
　しかしながら、ＨＢＡモジュールが、ＦＣｏＥデータ転送要素のテーブルにないＮ＿Ｐ
ｏｒｔ＿ＩＤにアクセスすることを試みる可能性がある。ＨＢＡモジュールが、別の方式
でＮ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤを認識する場合、または単に特定のＮ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤに「盲目的
に」メッセージを送信することを決定する場合に起こり得る。本発明の実施形態は、図１
１に示される方法を提供することによって、この可能性に対処し得る。
【００７２】
　初期、ＨＢＡモジュールは、ログインコマンド（ＰＬＯＧＩコマンド１１０１）を送信
することによって、別のデバイスにログインすることを試み得る。ＰＬＯＧＩコマンド１
１０１は、仮想ファイバーチャネルネットワークのネームサーバではなく、別のデバイス
にアドレス指定される。ステップ１１０２で、ＦＣｏＥデータ転送要素は、ＰＬＯＧＩコ
マンドのファイバーチャネル送り先アドレス（すなわち、Ｎ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤ）が、その
テーブル内にあるかどうかを決定する。記載されるように、図１１のプロセスは、Ｎ＿Ｐ
ｏｒｔ＿ＩＤが、ＦＣｏＥデータ転送要素のテーブル内にない際に実行される。
【００７３】
　Ｎ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤアドレスが、そのテーブル内にないことを受けて、データ転送要素
は、ｉＳＮＳサーバに問い合わせ（＜ＤｅｖＡｔｔｒＱｒｙ＞１１０３）を送信し、ｉＳ
ＮＳサーバに登録される、すべてのデバイスに関するデータを要求する。ｉＳＮＳサーバ
は、その応答１１０４において、すべてのデバイスのデータを提供する。ステップ１１０
５で、ＦＣｏＥデータ転送要素は、ＰＬＯＧＩコマンド１１０１に提供されたものと同一
のＮ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤを有するデバイスの記録を見つけるために、受信したデータを検索
する。いったんそのデバイスを発見すると、これは、Ｎ＿Ｐｏｒｔ＿ＩＤ番号、およびそ
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の関連するイーサネット（登録商標）アドレスを、そのテーブルに保存する。
【００７４】
　次いで、これは、ＰＬＯＧＩコマンド１１０１を、ステップ１１０５で取得されたイー
サネット（登録商標）アドレスに送信する。コマンド１１０１の遠隔受信者は、応答１１
０５を送信し得る。いったん受信されると、応答は、再フォーマットされ、ＨＢＡモジュ
ールに転送される。したがって、現在のＨＢＡモジュールが、遠隔ＨＢＡモジュールにロ
グインされ、それとの通信を開始し得る。ここで、ＦＣｏＥデータ転送モジュールは、遠
隔ＨＢＡモジュールのイーサネット（登録商標）アドレスを有するため、これは、これら
の通信を、容易に処理および経路指定することができる。
【００７５】
　上記の実施例は、単一のイーサネット（登録商標）ネットワークの背景において提供さ
れてきたが、本発明の実施形態は、複数のネットワークの一部であるデバイスを接続する
ために使用され得る。当業者は、本発明の上述の実施形態を、複数の接続されたイーサネ
ット（登録商標）ネットワークで使用できることを認識するであろう。さらに、本発明の
実施形態は、異なる種類の複数のネットワークが接続されている、異機種ネットワーク環
境で使用することができる。
【００７６】
　図１２Ａは、そのような一環境の一実施例を示す。より具体的には、図１２Ａは、イー
サネット（登録商標）ネットワーク１２０２に接続される、ＦＣｏＥＡを含む、ＦＣｏＥ
対応デバイス１２００を示す。イーサネット（登録商標）ネットワークは、ファイバーチ
ャネルゲートウェイ１２０３に接続される。ファイバーチャネルゲートウェイは、イーサ
ネット（登録商標）およびファイバーチャネルネットワークを相互接続するために使用さ
れる、ゲートウェイである。ファイバーチャネルゲートウェイは、ファイバーチャネルネ
ットワーク１２０４に接続され、これは、次いで、標準ファイバーチャネルＨＢＡ１２１
１を利用する、別の端末デバイス１２１０に接続される。
【００７７】
　ファイバーチャネルゲートウェイは、上述されるものと類似する技術を使用して、２つ
のネットワークを接続し得る。したがって、ファイバーチャネルゲートウェイは、２つの
ネットワーク間を通る通信を、カプセル化およびカプセル化解除し得る。
【００７８】
　さらに、ファイバーチャネルゲートウェイは、ＦＣｏＥＡ１２０１およびＨＢＡ１２１
１が、互いのアドレスおよび他の情報を発見できるようにするために、２つのネットワー
ク間で、アドレス指定通信およびネームサーバ通信を転送し得る。ファイバーチャネルゲ
ートウェイは、例えば、デバイス１２１０に関する情報を発見するために、ネットワーク
１２０４のファブリックおよびネームサーバにログインし、デバイス１２００に関する情
報を発見するために、イーサネット（登録商標）ネットワーク１２０２のｉＳＮＳサーバ
にログインすることによって、これを達成し得る。次いで、ファイバーチャネルゲートウ
ェイは、デバイス１２１０の情報をネットワーク１２０２のｉＳＮＳサーバに、ならびに
デバイス１２００の情報をネットワーク１２０４のファブリックおよびネームサーバに提
供することができる。しかしながら、両方の場合において、ゲートウェイは、他のデバイ
スのアドレスの代わりに、それ自体のアドレスを提供し得る。したがって、２つのデバイ
スが、互いと通信する際、それらは、ゲートウェイに通信を送信することができ、ゲート
ウェイは、これらを他のネットワーク内のもう一方のデバイスに転送することができる。
また、ゲートウェイは、一方または両方のネットワーク内に複数のデバイスが存在する場
合にも動作することができる（その場合、複数のアドレスを使用する必要があり得る）。
【００７９】
　図１２Ｂは、複数の異機種ネットワークの別の実施例を図示する。この場合、デバイス
１２００は、ファイバーチャネルゲートウェイ１２０３およびイーサネット（登録商標）
ネットワーク１２０４に接続する、イーサネット（登録商標）ネットワーク１２０２に接
続するために、ＦＣｏＥＡ１２０１を使用し得る。次いで、イーサネット（登録商標）ネ
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ットワーク１２０４は、第２のイーサネット（登録商標）ネットワーク１２０６に接続し
得る、第２のファイバーチャネルゲートウェイ１２０５に接続し得る。ＦＣｏＥＡ１２１
５を含む第２のデバイス１２１４は、第２のイーサネット（登録商標）ネットワークに接
続され得る。したがって、間にファイバーチャネルネットワークを含む、２つのイーサネ
ット（登録商標）ネットワークを通して、２つのデバイスを接続することができる。２つ
のデバイスのみが示されるが、各ネットワークに複数のデバイスが接続され得る。
【００８０】
　本発明は、上述される具体的な例示的実施形態に制限されないことが留意される。例え
ば、ＦＣｏＥモジュールは、図６～図１１に記載される要素、またはこれらの図に記載さ
れる方法に制限されない。
【００８１】
　本発明は、付随の図面を参照し、その実施形態に関連して、完全に説明されてきたが、
種々の変更および修正が当業者に明白となることが留意される。そのような変更および修
正は、添付の特許請求の範囲によって定義されるように、本発明の範囲内に含まれること
が理解される。

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２Ａ】
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