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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ミドルウェアマシン環境においてサブネット初期化を行うためのシステムであって、
　１つ以上のマイクロプロセッサと、
　前記１つ以上のマイクロプロセッサ上で実行される、前記ミドルウェアマシン環境にお
いて第１のパーティションメンバーシップを特定する第１のパーティションポリシーを有
するサブネットにおいて相互接続される複数の管理ノードと、
　前記複数の管理ノードに関連付けられる複数のサブネットマネージャとを含み、前記複
数の管理ノードは、前記複数のサブネットマネージャが帯域内通信プロトコルを用いて互
いに通信することを可能にし、前記複数のサブネットマネージャは、互いに交渉するとと
もにマスターサブネットマネージャとしてあるサブネットマネージャを選択し、
　前記マスターサブネットマネージャは、
　前記帯域内通信プロトコルを用いて、前記第１のパーティションメンバーシップとは異
なる第２のパーティションメンバーシップを有する前記第１のパーティションポリシーと
は異なる第２のパーティションポリシーを特定する新しいポリシーを前記ミドルウェアマ
シン環境における他のサブネットマネージャに複製し、
　前記サブネットを管理ネットワークの一部としての構成の下で使用して複数のクライア
ントノードに前記第２のパーティションポリシーを含む前記新しいポリシーを配布し、
　管理ノード間の帯域内通信を提供するために前記第１のパーティションメンバーシップ
は変更されないままにされ、前記第２のパーティションポリシーが前記ミドルウェアマシ
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ン環境における他のサブネットマネージャと同期されるまで継続中の通信の中断を回避し
、
　前記第２のパーティションポリシーが前記ミドルウェアマシン環境における他のサブネ
ットマネージャと同期された後に、前記第２のパーティションポリシーおよび第２のパー
ティションメンバーシップに基づき前記ミドルウェアマシン環境において複数のクライア
ントノードをセットアップするよう動作する、システム。
【請求項２】
　ミドルウェアマシン環境においてサブネット初期化を行うための方法であって、
　前記ミドルウェアマシン環境において、１つ以上のマイクロプロセッサ上で実行される
複数の管理ノードを相互接続するステップを含み、前記複数の管理ノードは、前記複数の
管理ノードに関連付けられる複数のサブネットマネージャが帯域内通信プロトコルを用い
て第１のパーティションメンバーシップを特定する第１のパーティションポリシーを有す
るサブネットにおいて互いに通信することを可能にし、前記方法はさらに、
　前記複数のサブネットマネージャ同士の間で交渉を行うとともに、前記ミドルウェアマ
シン環境を構成および管理するよう動作するマスターサブネットマネージャとしてあるサ
ブネットマネージャを選択するステップと、
　前記マスターサブネットマネージャを介して、前記ミドルウェアマシン環境における他
のサブネットマネージャに前記帯域内通信プロトコルを用いて前記第１のパーティション
メンバーシップとは異なる第２のパーティションメンバーシップを有する前記第１のパー
ティションポリシーとは異なる第２のパーティションポリシーを特定する新しいポリシー
を複製するステップと、
　前記サブネットを管理ネットワークの一部としての構成の下で使用して複数のクライア
ントノードに前記第２のパーティションポリシーを含む前記新しいポリシーを配布するス
テップと、
　管理ノード間の帯域内通信を提供するために前記第１のパーティションメンバーシップ
が変更されないままに維持され、前記第２のパーティションポリシーが前記ミドルウェア
マシン環境における他のサブネットマネージャと同期されるまで継続中の通信の中断を回
避するステップと、
　前記第２のパーティションポリシーが前記ミドルウェアマシン環境における他のサブネ
ットマネージャと同期された後に、前記第２のパーティションポリシーおよび第２のパー
ティションメンバーシップに基づき前記ミドルウェアマシン環境において複数のクライア
ントノードをセットアップするステップとを含む、方法。
【請求項３】
　前記複数の管理ノードは、インフィニバンド（ＩＢ）サブネットの一部である、請求項
２に記載の方法。
【請求項４】
　前記複数の管理ノードは１つ以上のネットワークスイッチを含み、前記サブネットマネ
ージャの各々は、ネットワークスイッチ上に存在する、請求項２または３に記載の方法。
【請求項５】
　前記複数の管理ノードに接続する別個のストレージシステムを提供するステップをさら
に含む、請求項２～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記複数の管理ノードに接続する複数のホストサーバをさらに含む、請求項２～５のい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　ゲストがアクセス可能である１つ以上のゲートウェイインスタンスを提供するステップ
をさらに含む、請求項２～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　複数のポリシーデーモンを提供するステップをさらに含み、前記ポリシーデーモンの各
々は、あるサブネットマネージャに関連付けられる、請求項２～７のいずれか１項に記載
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の方法。
【請求項９】
　前記マスターサブネットマネージャとともに用いられる前記ポリシーデーモンは、１つ
以上のポリシーを用いて前記ミドルウェアマシン環境を構成および管理することを担う、
請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記帯域内通信プロトコルが、前記ミドルウェアマシン環境において、イーサネット（
登録商標）ネットワーキングに加えて通信の冗長性を与えるステップをさらに含む、請求
項２～９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ミドルウェアマシン環境においてパーティション構成を定義する１つ以上のパーテ
ィションポリシーを提供するステップをさらに含み、前記１つ以上のパーティションポリ
シーは、初期化ポリシートランザクションを通じて前記ミドルウェアマシン環境に供給可
能である、請求項２～１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　パーティショニングポリシーが特定されていない場合、前記マスターサブネットマネー
ジャが初期化のためのデフォルトのパーティショニングポリシーを使用するステップをさ
らに含む、請求項２～１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　ファブリックレベルの同期が達成されている場合、前記マスターサブネットマネージャ
が、デフォルトのパーティションポリシーを用いて最初に始動し、次いで前記ミドルウェ
アマシン環境においてパーティション構成をインストールすることによりファブリックレ
ベル構成ポリシーを同期するよう動作するステップをさらに含む、請求項２～１２のいず
れか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　１つ以上のコンピュータシステムにロードおよび実行されると、前記１つ以上のコンピ
ュータシステムに請求項２～１３のいずれか１項に記載の方法を実現させるプログラム可
読命令を含む、コンピュータプログラム。
【請求項１５】
　ミドルウェアマシン環境におけるサブネットマネージャであって、
　帯域内通信プロトコルを用いて第１のパーティションメンバーシップを特定する第１の
パーティションポリシーを有するサブネットにおいて他のサブネットマネージャと通信す
るよう構成される通信モジュールと、
　他のサブネットマネージャと交渉を行うとともにマスターサブネットマネージャを選択
するよう構成される選択モジュールと、
　前記サブネットマネージャが前記マスターサブネットマネージャとして選択されたこと
に応答して、前記帯域内通信プロトコルを用いて、前記ミドルウェアマシン環境における
他のサブネットマネージャに前記第１のパーティションメンバーシップとは異なる第２の
パーティションメンバーシップを有する前記第１のパーティションポリシーとは異なる第
２のパーティションポリシーを特定する新しいポリシーを複製し、前記サブネットを管理
ネットワークの一部としての構成の下で使用して複数のクライアントノードに前記第２の
パーティションポリシーを含む前記新しいポリシーを配布するよう構成される複製モジュ
ールと、
　前記サブネットマネージャが前記マスターサブネットマネージャとして選択されたこと
に応答して、管理ノード間の帯域内通信を提供するために前記第１のパーティションメン
バーシップが変更されないままに維持し、前記第２のパーティションポリシーが前記ミド
ルウェアマシン環境における他のサブネットマネージャと同期されるまで継続中の通信の
中断を回避するよう構成される同期モジュールと、
　前記サブネットマネージャが前記マスターサブネットマネージャとして選択されたこと
に応答して、前記第２のパーティションポリシーが前記ミドルウェアマシン環境における
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他のサブネットマネージャと同期された後に、前記第２のパーティションポリシーおよび
第２のパーティションメンバーシップ基づき前記ミドルウェアマシン環境において複数の
クライアントノードをセットアップするよう構成されるセットアップモジュールとを含む
、サブネットマネージャ。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のサブネットマネージャを含む、ミドルウェアマシン環境における管
理ノード。
【請求項１７】
　ミドルウェアマシン環境においてサブネット初期化を行うためのシステムであって、前
記ミドルウェアマシン環境において相互接続される請求項１６に記載の複数の管理ノード
を含む、システム。
【請求項１８】
　ミドルウェアマシン環境においてサブネット初期化を行うためのシステムであって、
　前記ミドルウェアマシン環境において相互接続される複数の管理ノードと、
　前記複数の管理ノードに関連付けられる複数のサブネットマネージャとを含み、前記複
数の管理ノードは、前記複数のサブネットマネージャが帯域内通信プロトコルを用いて第
１のパーティションメンバーシップを特定する第１のパーティションポリシーを有するサ
ブネットにおいて互いに通信することを可能にし、前記複数のサブネットマネージャは、
互いに交渉するとともにマスターサブネットマネージャとしてあるサブネットマネージャ
を選択し、
　前記マスターサブネットマネージャは、
　前記帯域内通信プロトコルを用いて、前記第１のパーティションメンバーシップとは異
なる第２のパーティションメンバーシップを有する前記第１のパーティションポリシーと
は異なる第２のパーティションポリシーを特定する新しいポリシーを前記ミドルウェアマ
シン環境における他のサブネットマネージャに複製し、
　前記サブネットを管理ネットワークの一部としての構成の下で使用して複数のクライア
ントノードに前記第２のパーティションポリシーを含む前記新しいポリシーを配布し、
　管理ノード間の帯域内通信を提供するために前記第１のパーティションメンバーシップ
は変更されないままにされ、前記第２のパーティションポリシーが前記ミドルウェアマシ
ン環境における他のサブネットマネージャと同期されるまで継続中の通信の中断を回避し
、
　前記第２のパーティションポリシーが前記ミドルウェアマシン環境における他のサブネ
ットマネージャと同期された後に、前記第２のパーティションポリシーおよび第２のパー
ティションメンバーシップに基づき前記ミドルウェアマシン環境において複数のクライア
ントノードをセットアップするよう動作する、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　著作権表示
　この特許文書の開示の一部は、著作権の保護下にある内容を含む。著作権所有者は、特
許商標庁の特許ファイルまたはレコードに現れるので、誰でも当該特許文書または特許開
示を複製することについて異議はないが、そうでなければ如何なる場合でもすべての著作
権を留保する。
【０００２】
　発明の分野
　本発明は一般的に、コンピュータシステムおよびミドルウェアのようなソフトウェアに
関し、特定的にはミドルウェアマシン環境をサポートすることに関する。
【背景技術】
【０００３】
　背景
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　インフィニバンド（ＩＢ）アーキテクチャは、１つ以上のコンピュータシステムのため
に、Ｉ／Ｏおよびプロセッサ間の通信をサポートする通信および管理インフラストラクチ
ャである。ＩＢアーキテクチャシステムは、いくつかのプロセッサおよびいくつかのＩ／
Ｏデバイスを有する小さなサーバから、何百ものプロセッサおよび何千ものＩ／Ｏデバイ
スを有する大規模並列インストレーションまでスケール変更できる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　当該ＩＢアーキテクチャは、保護された遠隔管理された環境において、高帯域かつ低レ
イテンシで、多くの装置が同時に通信することを可能にするスイッチド通信ファブリック
を定義する。エンドノードは、多数のＩＢアーキテクチャポート上で通信し得るとともに
、ＩＢアーキテクチャファブリックを通る多数のパスを用い得る。多数のＩＢアーキテク
チャポートおよびネットワークを通るパスは、障害の許容およびデータ転送帯域幅の増加
の両方のために設けられる。
【０００５】
　これらは、本発明の実施例が対応することを意図する一般的な領域である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　概要
　本願明細書において、ミドルウェアマシン環境においてサブネット初期化を実行するた
めのシステムおよび方法を記載する。一実施例に従うと、ミドルウェアマシン環境におけ
る複数の管理ノードは、複数の管理ノードに関連付けられる複数のサブネットマネージャ
が帯域内通信プロトコルを用いて互いに通信し得るように相互接続され得る。複数のサブ
ネットマネージャは、互いに交渉するとともに、ミドルウェアマシン環境を構成および管
理するよう動作するマスターサブネットマネージャを選択し得る。マスターサブネットマ
ネージャは、帯域内通信プロトコルを用いて、１つ以上のサブネット初期化ポリシーをミ
ドルウェアマシン環境における他のサブネットマネージャに複製し得る。次いで、マスタ
ーサブネットマネージャは、１つ以上のサブネット初期化ポリシーに基づきミドルウェア
マシン環境において複数のクライアントノードをセットアップする。
【０００７】
　１つの局面では、ミドルウェアマシン環境におけるサブネットマネージャが提供される
。当該サブネットマネージャは、帯域内通信プロトコルを用いて他のサブネットマネージ
ャと通信するよう構成される通信モジュールと、他のサブネットマネージャと交渉を行う
とともにマスターサブネットマネージャを選択するよう構成される選択モジュールと、サ
ブネットマネージャがマスターサブネットマネージャとして選択されたことに応答して、
帯域内通信プロトコルを用いて、ミドルウェアマシン環境における他のサブネットマネー
ジャに１つ以上のサブネット初期化ポリシーを複製するよう構成される複製モジュールと
、サブネットマネージャがマスターサブネットマネージャとして選択されたことに応答し
て、１つ以上のサブネット初期化ポリシーに基づきミドルウェアマシン環境において複数
のクライアントノードをセットアップするよう構成されるセットアップモジュールとを含
む。
【０００８】
　いくつかの実施例では、帯域内通信プロトコルは、ミドルウェアマシン環境において、
イーサネット（登録商標）ネットワーキングに加えて通信の冗長性を与える。
【０００９】
　いくつかの実施例では、１つ以上のパーティションポリシーは、ミドルウェアマシン環
境においてパーティション構成を定義可能であり、１つ以上のパーティションポリシーは
、初期化ポリシートランザクションを通じてミドルウェアマシン環境に供給可能である。
【００１０】
　いくつかの実施例では、パーティショニングポリシーが特定されていない場合、サブネ
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ットマネージャは、サブネットマネージャがマスターサブネットマネージャとして選択さ
れたことに応答して、初期化のためのデフォルトのパーティショニングポリシーを用いる
よう構成される初期化モジュールをさらに含む。
【００１１】
　いくつかの実施例では、サブネットマネージャは、ファブリックレベルの同期が達成さ
れている場合、サブネットマネージャがマスターサブネットマネージャとして選択された
ことに応答して、デフォルトのパーティションポリシーを用いて最初に始動し、次いでミ
ドルウェアマシン環境においてパーティション構成をインストールすることによりファブ
リックレベル構成ポリシーを同期するよう構成される同期モジュールをさらに含む。
【００１２】
　別の局面では、上述したサブネットマネージャを含む、ミドルウェアマシン環境におけ
る管理ノードが提供される。
【００１３】
　さらに別の局面では、ミドルウェアマシン環境においてサブネット初期化を行うための
システムが提供され、当該システムは、ミドルウェアマシン環境において相互接続される
上述した複数の管理ノードを含む。
【００１４】
　いくつかの実施例では、複数の管理ノードは、インフィニバンド（ＩＢ）サブネットの
一部である。
【００１５】
　いくつかの実施例では、複数の管理ノードは１つ以上のネットワークスイッチを含み、
サブネットマネージャの各々は、ネットワークスイッチ上に存在する。
【００１６】
　いくつかの実施例では、システムは、複数の管理ノードに接続する別個のストレージシ
ステムをさらに含む。
【００１７】
　いくつかの実施例では、システムは、複数の管理ノードに接続する複数のホストサーバ
をさらに含む。
【００１８】
　いくつかの実施例では、システムは、ゲストがアクセス可能である１つ以上のゲートウ
ェイインスタンスをさらに含む。
【００１９】
　いくつかの実施例では、システムは複数のポリシーデーモンをさらに含み、ポリシーデ
ーモンの各々は、あるサブネットマネージャに関連付けられる。
【００２０】
　いくつかの実施例では、マスターサブネットマネージャとともに用いられるポリシーデ
ーモンは、１つ以上のポリシーを用いてミドルウェアマシン環境を構成および管理するこ
とを担う。
【００２１】
　いくつかの実施例では、マスターサブネットマネージャは、すでに作動状態であるノー
ドについては現在のパーティションメンバーシップを変更しないままとするよう動作し、
新しい管理ノードについて事前に定義されたパーティションをセットアップすることをた
だ確実にするだけである。
【００２２】
　いくつかの実施例では、サブネットマネージャは、パーティションポリシーが管理ノー
ドについて完全に同期されている場合、パーティションニングポリシーに定義されるよう
に、完全なパーティションメンバーシップを有するすべてのエンドノードを完全に初期化
するよう動作する。
【００２３】
　さらに別の局面では、ミドルウェアマシン環境においてサブネット初期化を行うための
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システムが提供される。当該システムは、ミドルウェアマシン環境において相互接続され
る複数の管理ノードと、複数の管理ノードに関連付けられる複数のサブネットマネージャ
とを含み、複数の管理ノードは、複数のサブネットマネージャが帯域内通信プロトコルを
用いて互いに通信することを可能にし、複数のサブネットマネージャは、互いに交渉する
とともにマスターサブネットマネージャとしてあるサブネットマネージャを選択し、マス
ターサブネットマネージャは、帯域内通信プロトコルを用いて、１つ以上のサブネット初
期化ポリシーをミドルウェアマシン環境における他のサブネットマネージャに複製し、１
つ以上のサブネット初期化ポリシーに基づきミドルウェアマシン環境において複数のクラ
イアントノードをセットアップするよう動作する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の実施例に従った、ミドルウェアマシンのための例示的な構成の図を示す
図である。
【図２】本発明の実施例に従った、ミドルウェアマシン環境の図を示す図である。
【図３】本発明の実施例に従った、ミドルウェアマシン環境においてサブネット初期化を
行うためのシステムの図を示す図である。
【図４】実施例に従った、ミドルウェアマシン環境においてサブネット初期化を行うため
の例示的なフローチャートを示す図である。
【図５】本発明の実施例に従った、異なるパーティション群を有するミドルウェアマシン
環境の図を示す図である。
【図６】上述した本発明のいくつかの実施例に従った、ミドルウェアマシン環境における
サブネットマネージャの機能ブロック説明図を示す図である。
【図７】本発明のいくつかの実施例に従った、ミドルウェアマシン環境においてサブネッ
ト初期化を行うためのシステムの機能ブロック説明図を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　詳細な説明
　本願明細書において、ミドルウェアマシンまたは同様のプラットフォームを提供するた
めのシステムおよび方法を記載する。本発明の実施例に従うと、当該システムは、高性能
ハードウェア（たとえば６４ビットプロセッサ技術、高性能な大きなメモリ、ならびに冗
長なインフィニバンドおよびイーサネット（登録商標）ネットワーキング）と、ＷｅｂＬ
ｏｇｉｃ　Ｓｕｉｔｅのようなアプリケーションサーバまたはミドルウェア環境との組合
せを含み、これにより、迅速に備えられ得るとともにオンデマンドでスケール変更可能な
大規模並列メモリグリッドを含む完全なＪａｖａ（登録商標）　ＥＥアプリケーションサ
ーバコンプレックスを提供する。本発明の実施例に従うと、当該システムは、アプリケー
ションサーバグリッド、ストレージエリアネットワーク、およびインフィニバンド（ＩＢ
）ネットワークを提供するフルラック、ハーフラック、もしくはクォーターラック、また
は他の構成として展開され得る。ミドルウェアマシンソフトウェアは、たとえばＷｅｂＬ
ｏｇｉｃ　Ｓｅｒｖｅｒ、ＪＲｏｃｋｉｔまたはＨｏｔｓｐｏｔ　ＪＶＭ、Ｏｒａｃｌｅ
　Ｌｉｎｕｘ（登録商標）またはＳｏｌａｒｉｓ、およびＯｒａｃｌｅ　ＶＭといった、
アプリケーションサーバと、ミドルウェアと、他の機能性とを提供し得る。本発明の実施
例に従うと、当該システムは、ＩＢネットワークを介して互いに通信する複数の計算ノー
ドと、１つ以上のＩＢスイッチゲートウェイと、ストレージノードまたはユニットとを含
み得る。ラック構成として実施される場合、当該ラックの未使用部分は、空のままとされ
るか、またはフィラー（filler）によって占有され得る。
【００２６】
　本願明細書において「Ｓｕｎ　Ｏｒａｃｌｅ　Ｅｘａｌｏｇｉｃ」または「Ｅｘａｌｏ
ｇｉｃ」と称される本発明の実施例に従うと、当該システムは、Ｏｒａｃｌｅ　Ｍｉｄｄ
ｌｅｗａｒｅ　ＳＷ　ｓｕｉｔｅまたはＷｅｂｌｏｇｉｃといったミドルウェアまたはア
プリケーションサーバソフトウェアをホスティングするための、展開が容易なソリューシ
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ョンである。本願明細書に記載されるように、実施例に従うと、当該システムは、１つ以
上のサーバと、ストレージユニットと、ストレージネットワーキングのためのＩＢファブ
リックと、ミドルウェアアプリケーションをホストするために要求されるすべての他のコ
ンポーネントとを含む「グリッド・イン・ア・ボックス（grid in a box)」である。たと
えばＲｅａｌ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ＣｌｕｓｔｅｒｓおよびＥｘａｌｏｇｉｃ　ｏ
ｐｅｎ　ｓｔｏｒａｇｅを用いて大規模並列グリッドアーキテクチャを活用することによ
り、すべてのタイプのミドルウェアアプリケーションのために有意な性能が与えられ得る
。このシステムは、線形のＩ／Ｏスケーラビリティとともに向上した性能を与え、使用お
よび管理が簡易であり、ミッションクリティカルな可用性および信頼性を与える。
【００２７】
　図１は、本発明の実施例に従った、ミドルウェアマシンのための例示的な構成の図を示
す。図１に示されるように、ミドルウェアマシン１００は、２８のサーバノードに接続す
る２つのゲートウェイネットワークスイッチまたはリーフネットワークスイッチ１０２お
よび１０３を含む単一のラック構成を用いる。さらに、ミドルウェアマシンについては、
異なる構成が存在する。たとえば、サーバノードの一部を含むハーフラック構成が存在し
得るとともに、多数のサーバを含むマルチラック構成も存在する。
【００２８】
　図１に示されるように、サーバノードは、ゲートウェイネットワークスイッチによって
与えられるポートに接続し得る。図１に示されるように、各サーバマシンは、２つのゲー
トウェイネットワークスイッチ１０２および１０３への接続を別個に有し得る。たとえば
、ゲートウェイネットワークスイッチ１０２は、サーバ１～１４のポート１である１０６
と、サーバ１５～２８のポート２である１０７とに接続し、ゲートウェイネットワークス
イッチ１０３は、サーバ１～１４のポート２である１０８と、サーバ１５～２８のポート
１である１０９とに接続する。
【００２９】
　本発明の実施例に従うと、各ゲートウェイネットワークスイッチは、異なるサーバと接
続するのに用いられる複数の内部ポートを有し得るとともに、ゲートウェイネットワーク
スイッチは、既存のデータセンタサービスネットワークといった外部ネットワークと接続
するのに用いられる外部ポートも有し得る。
【００３０】
　本発明の実施例に従うと、当該ミドルウェアマシンは、ゲートウェイネットワークスイ
ッチを通ってサーバに接続する別個のストレージシステム１１０を含み得る。さらに、当
該ミドルウェアマシンは、２つのゲートウェイネットワークスイッチ１０２および１０３
に接続するスパインネットワークスイッチ（spine network switch）１０１を含み得る。
図１に示されるように、ストレージシステムからスパインネットワークスイッチへの２つ
のリンクが随意に存在し得る。
【００３１】
　ＩＢファブリック／サブネット
　本発明の実施例に従うと、ミドルウェアマシン環境におけるＩＢファブリック／サブネ
ットは、ファット・ツリー・トポロジ（fat-tree topology）において相互接続される多
数の物理的なホストまたはサーバ、スイッチインスタンス、およびゲートウェイインスタ
ンスを含み得る。
【００３２】
　図２は、本発明の実施例に従ったミドルウェアマシン環境の図を示す。図２に示される
ように、ミドルウェアマシン環境２００は、複数のエンドノードと接続するＩＢサブネッ
トまたはファブリック２２０を含む。ＩＢサブネットは、各々が複数のネットワークスイ
ッチ２０１～２０４の１つに存在する複数のサブネットマネージャ２１１～２１４を含む
。これらのサブネットマネージャは、管理データグラム（Management Datagram；ＭＡＤ
）／サブネット管理パケット（Subnet Management Packet；ＳＭＰ）に基づくプロトコル
のような帯域内通信プロトコル２１０、またはインターネットプロトコル・オーバー・Ｉ
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Ｂ（Internet Protocol over IB；ＩＰｏＩＢ）のような他のプロトコルを用いて互いに
通信し得る。
【００３３】
　本発明の実施例に従うと、単一のＩＰサブネットは、同じＩＢファブリックにおいてス
イッチ同士が確実に互いに通信すること（すなわちすべてのスイッチの間での完全な接続
性）を可能にするＩＢファブリック上に構成され得る。このファブリックに基づくＩＰサ
ブネットは、作動状態のリンクを有する少なくとも１つルートが任意の対のスイッチの間
に存在する場合に、当該２つのスイッチ同士の間の接続性を提供し得る。リルーティング
により代替的なルートが存在する場合には、リンク障害からの回復が達成され得る。
【００３４】
　これらのスイッチの管理イーサネット（登録商標）インターフェイスは、すべてのスイ
ッチ同士の間にＩＰレベルの接続性を提供する単一のネットワークに接続され得る。各ス
イッチは、外部の管理イーサネット（登録商標）のためのＩＰアドレスと、ファブリック
に基づくＩＰサブネットのためのＩＰアドレスとの２つの主なＩＰアドレスによって識別
され得る。各スイッチは、両方のＩＰアドレスを用いて、すべての他のスイッチへの接続
性を監視し得るとともに、通信のために、いずれかの使用可能なアドレスを用い得る。さ
らに、各スイッチは、ファブリック上において、各々の直接的に接続されたスイッチへの
ポイント・ツー・ポイントＩＰリンクを有し得る。したがって、少なくとも１つの付加的
なＩＰアドレスが存在し得る。
【００３５】
　ＩＰルーティングセットアップにより、ネットワークスイッチが、ファブリックＩＰサ
ブネットと、外部の管理イーサネット（登録商標）ネットワークと、スイッチの対の間の
１つ以上のファブリックレベルのポイント・ツー・ポイントＩＰリンクとの組合せを用い
て、中間のスイッチを介して別のスイッチにトラフィックをルーティングすることが可能
になる。ＩＰルーティングにより、ネットワークスイッチへの外部の管理アクセスが、ネ
ットワークスイッチ上の外部のイーサネット（登録商標）ポートを介して、かつファブリ
ック上の専用のルーティングサービスを通じて、ルーティングされることが可能になる。
【００３６】
　ＩＢファブリックは、管理ネットワークへの管理イーサネット（登録商標）アクセスを
有する複数のネットワークスイッチを含む。ファブリックにおけるスイッチ同士の間の帯
域内の物理的な接続性が存在する。一例では、ＩＢファブリックが劣化しない場合には、
スイッチの各対同士の間に１つ以上のホップの少なくとも１つの帯域内ルートが存在する
。ＩＢファブリックのための管理ノードは、ネットワークスイッチと、ＩＢファブリック
に接続される管理ホストとを含む。
【００３７】
　サブネットマネージャは、そのプライベートＩＰアドレスのいずれかを介してアクセス
され得る。サブネットマネージャはさらに、サブネットマネージャがマスターサブネット
マネージャとしての役割を担う際に、マスターサブネットマネージャのために構成される
フローティングＩＰアドレスを介してアクセス可能であり得、当該サブネットマネージャ
は、当該役割から明示的に解放される際には、構成解除される。外部の管理ネットワーク
と、ファブリックに基づく管理ＩＰネットワークとの両方のためにマスターＩＰアドレス
が定義され得る。ポイント・ツー・ポイントＩＰリンクのために特別なマスターＩＰアド
レスが定義される必要はない。
【００３８】
　本発明の実施例に従うと、各物理的なホストは、バーチャルマシンに基づくゲストを用
いて仮想化され得る。たとえばＣＰＵコアごとに１つのゲストといったように、物理的な
ホストごとに同時に複数のゲストが存在し得る。さらに、各物理的なホストは、デュアル
ポートが設けられた少なくとも１つのホストチャネルアダプタ（ＨＣＡ）を有し得る。当
該ホストチャネルアダプタは、仮想化されるとともに、ゲスト同士の間で共有され得る。
そのため、仮想化されたＨＣＡのファブリックビューは、ちょうど仮想化／共有されてい
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ないＨＣＡのような、デュアルポートが設けられた単一のＨＣＡである。
【００３９】
　ＩＢファブリックは、ＩＢパーティションによって実現される資源ドメインの動的なセ
ットへと分けられ得る。ＩＢファブリックにおける各物理的なホストおよび各ゲートウェ
イインスタンスは、複数のパーティションのメンバーであり得る。さらに、同じまたは異
なる物理的なホスト上の複数のゲストが、同じまたは異なるパーティションのメンバーと
なり得る。ＩＢファブリックのためのＩＢパーティションの数は、Ｐ＿キーのテーブルサ
イズによって制限されてもよい。
【００４０】
　本発明の実施例に従うと、ゲストは、当該ゲストにおけるｖＮＩＣドライバから直接的
にアクセスされる２つ以上のゲートウェイインスタンス上にて、仮想ネットワークインタ
ーフェイスカード（ｖＮＩＣｓ）のセットを開き得る。ゲストは、更新されたｖＮＩＣ関
連付けを保持しつつまたは有しつつ、物理的なホスト同士の間を移行し得る。
【００４１】
　本発明の実施例に従うと、スイッチは、任意の順番で始動し得、たとえばＩＢが特定さ
れた交渉プロトコルのような異なる交渉プロトコルに従って、マスターサブネットマネー
ジャを動的に選択し得る。パーティショニングポリシーが特定されていない場合、デフォ
ルトのパーティショニングイネーブルポリシーが用いられ得る。さらに、管理ノードパー
ティションおよびファブリックに基づく管理ＩＰサブネットは、任意の付加的なポリシー
情報と独立して、かつ完全なファブリックポリシーをマスターサブネットマネージャが知
っているかどうかから独立して、確立され得る。ファブリックレベル構成ポリシー情報が
ファブリックに基づくＩＰサブネットを用いて同期されるよう、サブネットマネージャは
、デフォルトのパーティションポリシーを用いて最初に始動し得る。ファブリックレベル
の同期が達成されると、ファブリックについて現在のパーティション構成が、マスターサ
ブネットマネージャによってインストールされ得る。
【００４２】
　部分的なサブネット初期化
　本発明の実施例に従うと、サブネット初期化がミドルウェアマシン環境において行われ
得る。ミドルウェアマシン環境における複数の管理ノードは、当該複数の管理ノードに関
連付けられる複数のサブネットマネージャが、帯域内通信プロトコルを用いて互いに通信
し得るように、相互接続され得る。複数のサブネットマネージャは、交渉を行い得、ミド
ルウェアマシン環境を構成および管理するよう動作するマスターサブネットマネージャを
選択し得る。マスターサブネットマネージャは、１つ以上のサブネット初期化ポリシーを
、ミドルウェアマシン環境内の他のサブネットマネージャに、帯域内通信プロトコルを用
いて複製し得る。次いで、マスターサブネットマネージャは、１つ以上のサブネット初期
化ポリシーに基づき、当該ミドルウェアマシン環境において複数のクライアントノードを
セットアップし得る。
【００４３】
　図３は、本発明の実施例に従った、ミドルウェアマシン環境においてサブネット初期化
を行うためのシステムの図を示す。図３に示されるように、ミドルウェアマシン環境３０
０は、複数のクライアントノードまたはエンドノードを管理するＩＢサブネットまたはフ
ァブリック３２０を含む。ＩＢサブネットは、複数の構成デーモン３１１～３１４に関連
付けられる複数のサブネットマネージャ３２１～３２４を保守する複数の管理ノード３０
１～３０４を含む。管理ノードは、ネットワークスイッチまたは事前に定義されたホスト
サーバのいずれかであり得る。サブネットマネージャは、インターネットプロトコル・オ
ーバー・インフィニバンド（ＩＰｏＩＢ）のような帯域内通信プロトコル３１０を用いて
互いに通信し得る。
【００４４】
　本発明の実施例に従うと、システムは、サブネットマネージャ３２１～３２４に各々が
関連付けられる複数のポリシーデーモン３１１～３１４を提供し得る。図３に示されるよ
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うな例では、マスターサブネットマネージャ３０１とともに用いられるポリシーデーモン
３１１は、１つ以上のポリシーを用いて、ミドルウェアマシン環境においてエンドノード
を構成および管理することを担う。
【００４５】
　ミドルウェアマシン環境においてポリシーデーモンによって管理される１つの例示的な
ポリシーは、パーティション構成ポリシーであり得る。たとえば、エンドノードＡ、Ｂ、
およびＣを含むミドルウェアマシン環境は、ノードＡおよびＢを含む群Ｉと、ノードＣを
含む群ＩＩとの２つの群へとパーティショニングされ得る。パーティション構成ポリシー
は、ノードＢを群ＩＩに追加する前に群ＩからノードＢを削除することを要求するパーテ
ィション更新を定義し得る。このパーティション構成ポリシーは、群ＩからまずノードＢ
を削除することがなければ、新しいパーティションがノードＢを群ＩＩに追加することを
マスターサブネットマネージャが許可しないことを要求し得る。このパーティション構成
ポリシーは、ポリシーデーモンを用いてマスターサブネットマネージャにより実施され得
る。
【００４６】
　帯域内通信接続性は、ミドルウェアマシン環境において、イーサネット（登録商標）ネ
ットワーキングに加えて通信の冗長性を提供する。このシステムは、ミドルウェアマシン
環境によって与えられる通信の冗長性を活用し得るとともに、ミドルウェアマシン環境を
完全に構成するためにファブリック初期化ポリシーを配信するための管理ネットワークと
しての構成下でＩＢサブネットを用い得る。
【００４７】
　本発明の実施例に従うと、ＩＢサブネットにおけるサブネットマネージャは、まず互い
に交渉を行い得、ミドルウェアマシン環境を構成および管理することを担うマスターサブ
ネットマネージャ３２１を選択する。マスターサブネットマネージャは、初期化ポリシー
トランザクション３０９のコンテキスト内で、帯域内通信プロトコルを用いて、構成デー
モンにおいて、ミドルウェアマシン環境における他のサブネットマネージャマスター候補
３２２～３２４へ１つ以上のファブリック初期化ポリシーを複製し得る。次いで、マスタ
ーサブネットマネージャは、１つ以上のサブネット初期化ポリシーに基づき、ミドルウェ
アマシン環境内の複数のエンドノードをセットアップし得る。
【００４８】
　本発明の実施例に従うと、各管理ノードは、イーサネット（登録商標）ネットワーク接
続３３０を用いて、ミドルウェアマシン環境におけるホストサーバのような１つ以上のク
ライアントノードまたはエンドノードと接続し得る。ネットワークスイッチは、エンドノ
ードと直接通信するリーフスイッチか、またはリーフスイッチを介してエンドノードと通
信するスパインスイッチのいずれかであり得る。ネットワークスイッチは、ネットワーク
スイッチのスイッチポートとホストサーバのホストポートとを介してホストサーバと通信
し得る。ＩＢネットワークでは、パーティションは、どのエンドポートが他のエンドポー
トと通信できるかを特定するよう定義され得る。ミドルウェアマシン環境は、ファット・
ツリー・トポロジを採用し得る。ファット・ツリー・トポロジは、ツリーのリーフとして
多数のエンドノードを維持しつつ、ファットツリーの上部レイヤーに少数のスイッチが存
在することを可能にする。
【００４９】
　図４は、ある実施例に従った、ミドルウェアマシン環境におけるサブネット初期化を実
行するための例示的なフローチャートを示す。図４に示されるように、ステップ４０１で
は、管理ノードに関連付けられる複数のサブネットマネージャが帯域内通信プロトコルを
用いて互いに通信し得るように、複数の管理ノードがミドルウェアマシン環境において相
互接続され得る。複数のサブネットマネージャは、ステップ４０２にて、まず互いの間で
交渉を行い、マスターサブネットマネージャを選択し得る。マスターサブネットマネージ
ャは、ミドルウェアマシン環境を構成および管理することを担う。さらに、ステップ４０
３では、マスターサブネットマネージャは、帯域内通信プロトコルを用いて、ミドルウェ



(12) JP 5893628 B2 2016.3.23

10

20

30

40

50

アマシン環境における他のサブネットマネージャに１つ以上のサブネット初期化ポリシー
を複製し得る。次いで、ステップ４０４では、マスターサブネットマネージャは、１つ以
上のサブネット初期化ポリシーに基づき、ミドルウェアマシン環境において複数のクライ
アントノードをセットアップし得る。
【００５０】
　パーティション構成ポリシーによるサブネット初期化
　図５は、本発明の実施例に従った、異なるパーティション群を有するミドルウェアマシ
ン環境の図を示す。図５に示されるように、１つ以上のパーティションポリシー５１９が
、ミドルウェアマシン環境５００においてパーティション構成を定義し得る。１つ以上の
パーティションポリシーは、初期化ポリシートランザクション５０９を通じてミドルウェ
アマシン環境に供給され得る。パーティション構成の結果、ミドルウェアマシン環境は、
パーティションＡ５３１、パーティションＢ５３２、およびパーティションＣ５３３とい
った３つの別個のパーティション群へと分割され得る。各パーティション群は、一意のパ
ーティションキーに関連付けられ得るとともに、別個の接続５４１～５４３を用いてＩＢ
サブネット５２０に論理的に接続され得る。
【００５１】
　本発明の実施例に従うと、ＩＢネットワーク中のネットワークスイッチに配置されるサ
ブネットマネージャは、ネットワークスイッチのスイッチポートおよびホストサーバのホ
ストポートを介してホストサーバと通信し得る。パーティションは、どのエンドポートが
互いに通信することができるかを特定するよう定義され得る。ＩＢパーティションは、１
６ビットの数値であるＰ＿キーによって規定され得る。当該Ｐ＿キーでは、下位の１５ビ
ットは、パーティション番号を定義し、先頭ビットは、当該パーティションにおいて、関
連付けられるポートがフルメンバーまたは限定メンバーであるかどうかを定義する。限定
メンバーは、フルメンバーとのみ通信し得る一方、フルメンバーは、フルメンバー同士お
よび同じパーティションの任意の限定メンバーと通信し得る。
【００５２】
　各エンドポートは、任意の他のエンドポートと通信するよう少なくとも１つのパーティ
ションのメンバーであり得る（すなわちＰ＿キーフィールドの使用がＩＢトランスポート
プロトコルにおいて随意ではない）。スイッチポートの場合、パーティションの実施は、
サブネットマネージャによって制御される随意の機能である。
【００５３】
　サブネットマネージャは、適切なエンドポートおよびスイッチポートのパーティーショ
ンテーブルを更新することによりパーティションのメンバーシップを制御する。ファブリ
ックまたは特定のホストについての信頼モデルが、ホストまたはホスト管理者がサブネッ
トマネージャが定義したパーティショニングに完全には堅持していない可能性があると示
唆した場合、サブネットマネージャが対応するホストポートに対してセットアップしたの
と同じ制限をスイッチイングレス／イーグレスポートが実施し得るようにスイッチベース
の実施が用いられ得る。
【００５４】
　あるポートが示し得るパーティションの数は、（たとえば１６～６４／１２８の範囲に
おける）サブネットマネージャへのポート属性として反映されるハードウェア実施システ
ムパラメータである。したがって、ファブリックについて定義された３２Ｋまでの個々の
Ｐ＿キー値を有することが可能である一方、各ポートは、限られたサブセットのメンバー
であり得、パーティショニングのスイッチの実施が、エンドポートに直接的に接続してい
るスイッチファブリックイングレス／イーグレスポートについて可能になる。
【００５５】
　デフォルトのパーティションキー（０ｘＦＦＦＦ－ｆｕｌｌ、または０ｘ７ＦＦＦ－ｌ
ｉｍｉｔｅｄ）が、仕様により確保され得るとともに、（デフォルトで）サブネットマネ
ージャへのアクセスのために用いられる。パーティションの実施を用いるシステムでは、
エンドノードは、サブネットマネージャと通信することができるよう、デフォルトのパー



(13) JP 5893628 B2 2016.3.23

10

20

30

40

50

ティションの限定メンバーである。パーティションの実施が用いられない場合、エンドノ
ードは、デフォルトのパーティションのフルメンバーである。ゼロの値は、無効のＰ＿キ
ー値を示すよう確保および使用され得る。
【００５６】
　ファブリックに基づくサブネットの間でファブリックレベル構成ポリシー情報を同期す
るために、マスターサブネットマネージャは、デフォルトのパーティションポリシーを用
いて最初に始動し得る。次いで、ファブリックレベルの同期が達成されている場合、マス
ターサブネットマネージャは、ミドルウェアマシン環境においてパーティション構成をイ
ンストールし得る。
【００５７】
　本発明の実施例に従うと、エンドノードがデフォルトのパーティションの限定メンバー
でのみあるデフォルトの構成を用いることにより、正しい現在のパーティショニングポリ
シーが実施され得る前に、エンドノード同士の間で不当な通信がなされ得ない。マスター
サブネットマネージャは、事前に定義されたパーティションのフルメンバーとなるように
管理ノードをセットアップし得、これにより、現在の動的なパーティションポリシーの複
製／同期がＩＢファブリックを介して発生し得るようにポリシーデーモンがＩＰｏＩＢを
用いて通信することを可能にする。しかしながら、エンドノードがデフォルトのパーティ
ションの限定メンバーにのみなることを強要するこのようなスキームには、ファブリック
がすでに現在のマスターサブネットマネージャがサブネットを引き継ぐときに、エンドノ
ード同士の間で継続している通信にて作動状態である場合に、存在する通信を中断すると
いう欠点がある。
【００５８】
　本発明の実施例に従うと、継続している正当な通信の中断を回避するために、かつポリ
シーデーモンが同期することが可能になる前にすべての指定された管理ノード同士の間で
のＩＰｏＩＢに基づく通信を提供するために、新しいサブネットマネージャは、既に作動
状態のノードについて、現在のパーティションメンバーシップを変わらないままにし得る
とともに、管理ノードについて、事前に定義されたパーティションのみがセットアップさ
れることを確実にし得る。現在作動状態にない非管理ノードは、初期化されなくてもよい
（すなわちマスターサブネットマネージャからの初期化を要求する）。代替的には、非管
理ノードは、デフォルトのパーティションにおいて限定メンバーシップを有するようにの
みセットアップされてもよい。次いで、現在のパーティションポリシーが完全に同期され
ている場合、現在のパーティショニングポリシーによって定義される完全なパーティショ
ンメンバーシップを有するすべてのエンドノードは完全に初期化され得る。
【００５９】
　上記のスキームは、有用であり得る。なぜならば、任意の現在のマスターサブネットマ
ネージャが現在のパーティションポリシーに準拠するようにＩＢファブリックを初期化し
得るとともに、マスターサブネットマネージャの障害があっても、完全に初期化される状
態または現在のポリシーが部分的に実施されている状態に上記ファブリックを残し得るか
らである。これは、古いポリシーによって定義されるが新しいポリシーにおいては存在し
ないメンバーシップを除去することを完了する前に、古いマスターに障害が発生した場合
を含む。
【００６０】
　本発明の実施例に従うと、ポリシーデーモン同士の間の複製および同期は、定数のサブ
ネットマネージャマスター候補または大多数のサブネットマネージャマスター候補が、如
何なる変更が行なわれる前に新しいポリシーで更新されることを確実にし得る。次いで、
古いパーティションメンバーシップの実際の除去と、新しいメンバーシップの追加とが、
単一の現在のマスターサブネットマネージャによって完全に行われ得るか、または２つ以
上のマスターサブネットマネージャインスタンスにより、サブネットにおけるマスターシ
ップのフェイルオーバまたはハンドオーバの結果、２つ以上の部分ステップで行われ得る
。このような部分ステップの各々は、ＩＢサブネットにおいて任意の状態を変更してもし
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なくてもよいが、２つのバージョンから任意のポリシーを混合する可能性なしで、古いポ
リシーが定義したメンバーシップのサブセットまたは新しいポリシーのサブセットのいず
れでもない如何なる中間状態も導入しないよう保証され得る。さらに、１つ以上のフェイ
ルオーバまたはハンドオーバイベントの場合、新しいマスターサブネットマネージャは、
以前のマスターが行った動作を取り消し得ないが、現在のポリシーと、新しいマスターが
動的に発見するＩＢサブネットの現在状況とに基づき適切な次のステップから開始し得る
。
【００６１】
　いくつかの実施例に従うと、図６は、ミドルウェアマシン環境において、上述したよう
な本発明の原理に従って構成されるサブネットマネージャ６００の機能ブロック説明図を
示す。図７は、上述したような本発明の原理に従って構成されるサブネット初期化システ
ム７００の機能ブロック説明図を示す。サブネット初期化システム７００は、図６に示さ
れるようにサブネットマネージャ６００を各々が含む複数の管理ノード７０２を含む。サ
ブネットマネージャおよびサブネット初期化システムの機能ブロックは、本発明の原理を
実施するために、ハードウェア、ソフトウェア、またはハードウェアおよびソフトウェア
の組合せによって実現され得る。当業者であれば、図６および図７に記載される機能ブロ
ックは、本発明の原理を実現するために、組み合されてもよく、またはサブブロックへと
分離されてもよいということが理解される。したがって、本願明細書における記載は、本
願明細書において記載される機能ブロックの任意の可能な組合せ、分離、またはさらなる
定義をサポートし得る。
【００６２】
　図６に示されるように、サブネットマネージャ６００は、通信モジュール６０２、選択
モジュール６０４、複製モジュール６０６、およびセットアップモジュール６０８を含み
得る。通信モジュール６０３は、帯域内通信プロトコルを用いて他のサブネットマネージ
ャと通信するよう構成され得る。選択モジュール６０４は、他のサブネットマネージャと
交渉を行い、マスターサブネットマネージャを選択するよう構成され得る。複製モジュー
ル６０６は、サブネットマネージャ６００がマスターサブネットマネージャとして選択さ
れたことに応答して、帯域内通信プロトコルを用いてミドルウェアマシン環境において１
つ以上のサブネット初期化ポリシーを他のサブネットマネージャに複製するよう構成され
得る。セットアップモジュール６０８は、サブネットマネージャ６００がマスターサブネ
ットマネージャとして選択されたことに応答して、１つ以上のサブネット初期化ポリシー
に基づき、ミドルウェアマシン環境において複数のクライアントノードをセットアップす
るよう構成され得る。
【００６３】
　いくつかの実施例では、帯域内通信プロトコルは、ミドルウェアマシン環境においてイ
ーサネット（登録商標）ネットワーキングに加えて通信の冗長性を提供し得る。
【００６４】
　いくつかの実施例では、１つ以上のパーティションポリシーは、ミドルウェアマシン環
境においてパーティション構成を定義し得るとともに、１つ以上のパーティションポリシ
ーは、図５における初期化ポリシートランザクション５０９のような初期化ポリシートラ
ンザクションを通じてミドルウェアマシン環境に提供され得る。
【００６５】
　いくつかの実施例では、サブネットマネージャ６００は、初期化モジュール６１０を随
意で含み得る。初期化モジュール６１０は、サブネットマネージャ６００がマスターサブ
ネットマネージャとして選択されたことに応答して、パーティショニングポリシーが特定
されていない場合には、初期化のためのデフォルトのパーティショニングポリシーを用い
るよう構成され得る。
【００６６】
　いくつかの実施例では、サブネットマネージャ６００は随意で同期モジュール６１０を
含み得る。同期モジュール６１０は、サブネットマネージャ６００がマスターサブネット
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マネージャとして選択されたことに応答して、デフォルトのパーティションポリシーを用
いて最初に始動し、次いで、ファブリックレベルの同期が達成されている場合、ミドルウ
ェアマシン環境においてパーティション構成をインストールすることによりファブリック
レベル構成ポリシーを同期するよう構成され得る。
【００６７】
　図７に示されるように、サブネット初期化システム７００は複数の管理ノード７０２を
含み得る。各管理ノード７０２は、図６に示されるようにサブネットマネージャ６００を
含み得、管理ノード７０２は、ミドルウェアマシン環境において相互接続され得る。なお
、サブネットマネージャ６００は、図７では管理ノード７０２に含まれるように示される
が、別の態様では、管理ノード７０２に関連付けられ得る。たとえば、サブネットマネー
ジャ６００は、管理ノード７０２から物理的に分離され、関連付けられる管理ノードを通
じて他のサブネットマネージャと通信し得る。複数の管理ノード７０２は、インフィニバ
ンド（ＩＢ）サブネットの一部であり得る。
【００６８】
　いくつかの実施例では、図７には示されないが、複数の管理ノード７０２は、１つ以上
のネットワークスイッチを含み得、各サブネットマネージャはネットワークスイッチ上に
存在する。
【００６９】
　いくつかの実施例では、サブネット初期化システム７００は随意で、別個のストレージ
システム７０４を含み得る。示されないが、ストレージシステム７０４は、管理ノード７
０２に接続し得る。
【００７０】
　いくつかの実施例では、サブネット初期化システム７００は複数のホストサーバ７０６
を随意で含み得る。示されないが、ホストサーバ７０６は管理ノード７０２に接続し得る
。
【００７１】
　いくつかの実施例では、サブネット初期化システム７００は、ゲストがアクセスし得る
１つ以上のゲートウェイインスタンス７０８を随意で含み得る。さらに、いくつかの実施
例では、サブネット初期化システム７００は、複数のポリシーデーモン７１０を随意で含
み得、当該ポリシーデーモン７１０の各々は、サブネットマネージャ６００に関連付けら
れる。マスターサブネットマネージャとともに用いられるポリシーデーモン７１０は、１
つ以上のポリシーを用いてミドルウェアマシン環境を構成および管理することを担い得る
。なお、ゲートウェイインスタンス７０８およびポリシーデーモン７１０は、図７におけ
る管理ノード７０２とは別個の構成要素として示されているが、管理ノード７０２中に配
され得るか、または管理ノード７０２上に存在し得る。
【００７２】
　いくつかの実施例では、サブネット初期化システム７００におけるマスターサブネット
マネージャは、すでに作動状態のノードについては現在のパーティションメンバーシップ
を変更しないままにするよう動作可能であり、事前に定義されたパーティションが新しい
管理ノードについてセットアップされることを確実にするだけである。代替的には、この
動作は、マスターサブネットマネージャの特別なモジュールによってか、または図６を参
照して記載されるようにモジュール６０２～６１２の１つによって実行され得る。
【００７３】
　いくつかの実施例では、サブネット初期化システム７００におけるサブネットマネージ
ャ６００は、パーティションポリシーが管理ノード７０２について完全に同期されている
場合、パーティショニングポリシーにおいて定義されるように完全なパーティションメン
バーシップを有するすべてのエンドノードを完全に初期化するよう動作し得る。代替的に
は、この動作は、サブネットマネージャ６００の特別なモジュールによってか、または図
６を参照して記載されたようにモジュール６０２～６１２の１つによって実行され得る。
【００７４】



(16) JP 5893628 B2 2016.3.23

10

20

　本発明は、１つ以上のプロセッサ、メモリ、および／または本開示の教示に従ってプロ
グラムされたコンピュータ可読記憶媒体を含む１つ以上の従来の汎用または専用デジタル
コンピュータ、コンピューティング装置、マシン、またはマイクロプロセッサを用いて簡
便に実施され得る。ソフトウェア技術の当業者には明らかであるように、適切なソフトウ
ェアコーディングは、熟練したプログラマによって本開示の教示に基づき容易に用意され
得る。
【００７５】
　いくつかの実施例では、本発明は、本発明の処理のいずれかを実行するようコンピュー
タをプログラムするのに用いられ得る命令を格納した記憶媒体またはコンピュータ可読媒
体であるコンピュータプログラムプロダクトを含む。当該記憶媒体は、フロッピー（登録
商標）ディスク、光ディスク、ＤＶＤ、ＣＤ－ＲＯＭ、マイクロドライブ、および光磁気
ディスクを含む任意のタイプのディスク、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、
ＤＲＡＭ、ＶＲＡＭ、フラッシュメモリ素子、磁気または光学カード、ナノシステム（分
子メモリＩＣを含む）、または命令および／またはデータを格納するのに好適な任意のタ
イプの媒体もしくは装置を含み得るが、これらに限定されない。
【００７６】
　本発明の上記の記載は、例示および説明目的で与えられている。網羅的であることまた
は開示されたそのものの形態に本発明を限定することを意図したものではない。当業者に
とっては、多くの修正例および変形例が明確であろう。上記の実施例は、本発明の原理お
よびその実際的な適用をもっともよく説明するために選択および記載されたものであり、
これにより他の当業者が、特定の使用に好適なさまざまな修正例を考慮して、さまざまな
実施例について本発明を理解するのが可能になる。本発明の範囲は、添付の特許請求の範
囲およびそれらの均等物によって定義されることが意図される。
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