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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分散ファイルシステムにおける複数の記憶装置に格納されたデータを再ストライピング
する方法であって、
　前記複数の記憶装置のうちの第１の記憶装置が、前記分散ファイルシステムにおける変
化を検出するステップと、
　前記第１の記憶装置が、前記分散ファイルシステムにおける前記変化に対してファイル
を再ストライピングするステップとを含み、
　前記ファイルは、複数のプロテクショングループに分割される複数のデータブロックか
ら構成され、前記複数のデータブロックは、前記複数の記憶装置の第１のサブセットにわ
たって分散され、
　前記再ストライピングは、
　前記第１の記憶装置が、前記複数の記憶装置のうちの少なくとも第２の記憶装置に格納
されたメタデータであって、前記複数のデータブロックがそれぞれ格納された前記複数の
記憶装置のインジケーションと前記ファイルの前記複数のデータブロックのそれぞれのア
ドレスロケーションを含むメタデータをアクセスするステップと、
　前記第１の記憶装置が、前記複数の記憶装置間にデータブロックを格納する方法を選択
するための１又は２以上のプリフェレンスに基づき、前記複数の記憶装置の第２のサブセ
ットを選択して前記複数のデータブロックのうちの１又は２以上のデータブロックを格納
するステップと、
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　前記第１の記憶装置が、前記ファイルについてのプロテクションスキームに従って前記
複数の記憶装置の前記第２のサブセットにわたって前記ファイルの複数のデータブロック
を分散させるステップと、
　前記複数のデータブロックがそれぞれ格納された前記複数の記憶装置の前記第２のサブ
セットにおける前記記憶装置のインジケーションと、前記複数の記憶装置の前記第２のサ
ブセットにわたって分散された前記ファイルの前記複数のデータブロックのアドレスロケ
ーションとを含むように、少なくとも前記第２の記憶装置に格納された前記メタデータに
おける前記複数のデータブロックの前記アドレスロケーションの１又は２以上を更新する
ステップと
を含む方法。
【請求項２】
　前記分散ファイルシステムにおける前記変化は、前記ファイルについてのリクエスト量
における変化、前記複数の記憶装置における利用可能な記憶装置の数における変化、前記
ファイルについての前記プロテクションスキームにおける変化のうちの１又は２以上であ
る請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記分散ファイルシステムにおける前記変化は、前記複数の記憶装置の前記第１のサブ
セットにおける記憶装置の故障であり、
　前記再ストライピングは、
　前記第１の記憶装置が、前記故障した記憶装置に格納された前記ファイルの前記複数の
データブロックのうちの１又は２以上を再構成するステップと、
　前記故障した記憶装置を含まないように、前記複数の記憶装置の前記第２のサブセット
を選択するステップと
を更に含む請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記メタデータは、パリティマップに対するリファレンスを更に含み、前記パリティマ
ップは、前記複数のプロテクショングループと関連するパリティブロックのアドレスロケ
ーションを含み、前記再構成するステップは、
　前記第１の記憶装置が、前記故障した記憶装置に格納されたデータブロックと同じプロ
テクショングループにおける１又は２以上のデータブロックをアクセスするステップと、
　前記第１の記憶装置が、前記パリティマップを用いて、前記故障した記憶装置に格納さ
れたデータブロックと同じプロテクショングループに関連したパリティブロックをアクセ
スするステップと、
　前記第１の記憶装置が、前記パリティブロックと前記１又は２以上のデータブロックを
用いて、前記故障した記憶装置に格納されたデータブロックのコピーを生成するためのオ
ペレーションを実行するステップと
を含む請求項３記載の方法。
【請求項５】
　前記再構成するステップは、前記第１の記憶装置のネットワーク稼働率及びプロセッサ
稼働率を所定の目標に到達させるレートで実施される請求項３記載の方法。
【請求項６】
　前記分散ファイルシステムにおける前記変化は、第１のプロテクションスキームから第
２のプロテクションスキームへの、前記ファイルについてのプロテクションスキームにお
ける変化であり、前記分散ファイルシステムのユーザが、前記再ストライピングが完了す
るまで前記第１のプロテクションスキームで前記ファイルに対するアクセスを継続する請
求項１記載の方法。
【請求項７】
　前記プリフェレンスは、前記複数のデータブロックの最適なレイアウト、前記複数の記
憶装置のうちの最適な記憶装置のセットの利用、前記複数のデータブロックの移動の最小
化のうちの１又は２以上を含む請求項１記載の方法。



(3) JP 5096441 B2 2012.12.12

10

20

30

40

50

【請求項８】
　前記最適な記憶装置のセットは、前記複数の記憶装置のうちの１又は２以上から受け取
る測定値に基づくものであり、前記測定値は、プロセッサ稼働率、ネットワーク稼働率、
デスク稼働率、レイテンシのうちの１又は２以上を含む請求項７記載の方法。
【請求項９】
　前記最適なレイアウトは、前記ファイルのサイズ、前記ファイルに対するリード性能、
前記ファイルに対するライト性能、前記ファイルのアクセス頻度、システムスループット
、ネットワーク速度、前記複数の記憶装置の前記第２のサブセット上の利用可能なスペー
スのうちの１又は２以上に基づく請求項７記載の方法。
【請求項１０】
　前記ファイルのアクセス頻度は、前記複数の記憶装置の１又は２以上によってモニタさ
れ、前記メタデータに格納される請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　前記分散させるステップは、
　前記第１の記憶装置が、前記複数のデータブロックのブロックを格納する旨のリクエス
トを、前記複数の記憶装置の前記第２のサブセットのそれぞれに送信するステップと、
　前記複数の記憶装置の前記第２のサブセットの１又は２以上が、リクエストされたブロ
ックを隣接させて格納することを試みるステップと、
　前記第１の記憶装置が、前記メタデータにおける前記複数のデータブロックのアドレス
ロケーションの１又は２以上を更新する前に、前記複数のデータブロックが無事に格納さ
れたことを検証するステップと
を含む請求項１記載の方法。
【請求項１２】
　各アドレスロケーションは、装置識別子およびブロック識別子を含む請求項１記載の方
法。
【請求項１３】
　前記プロテクションスキームは、パリティプロテクション及びミラーリングのうちの一
つ又は両方である請求項１記載の方法。
【請求項１４】
　前記メタデータは、前記ファイルと同じプロテクションスキームに従って前記複数の記
憶装置にわたって分散される請求項１３記載の方法。
【請求項１５】
　前記複数の記憶装置のうちの第３の記憶装置が、前記ファイルをリードする旨のリクエ
ストを受信するステップと、
　前記第３の記憶装置が、少なくとも前記第２の記憶装置に格納されたメタデータをアク
セスするステップと、
　前記第３の記憶装置が、前記第１の記憶装置による分散中に、前記メタデータにおける
アドレスロケーションを用いて、前記複数のデータブロックのうちの１又は２以上をアク
セスするステップと
を更に含む請求項１記載の方法。
【請求項１６】
　前記複数のデータブロックのうちの１又は２以上をアクセスするステップは、Ｖパケッ
ト先見読み出しを用いて実施され、ここで、Ｖは、前記第３の記憶装置と前記複数の記憶
装置のうちの１又は２以上との間のリンクの遅延と読み出しレートを用いて計算される請
求項１５記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明のシステム及び方法は、概して、分散ファイルストレージの分野に関し、特にイ
ンテリジェント分散ファイル管理システムに格納されたファイルの再ストライピングに関
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する。
【０００２】
　本出願は、２００２年１１月１４日に出願された米国仮出願６０／４２６４６４の利益
を主張するものであり、その出願は、参照することによりそっくりそのまま本明細書に組
み込まれる。
【背景技術】
【０００３】
　インターネットの爆発的な成長は、情報が常時交換され且つアクセスされる新規な領域
において先導役を務めてきた。この成長に対応して、共有(share)されているデータのサ
イズが増加している。ユーザは、標準ＨＴＭＬドキュメント以上のものを要求しており、
オーディオデータ、ビデオデータ、イメージデータおよびプログラミングデータのような
種々のデータにアクセスすることを望んでいる。従って、大きなデータのセットに対応で
きると共に、そのデータに対する高速かつ信頼性のあるアクセスを同時に提供するデータ
ストレージに対する要請がある。
【０００４】
　一つの回答は、大量のデータを格納できるが高スループットレートの提供が困難な単一
の記憶装置(storage device)を利用することであった。データ容量が増加するにつれ、デ
ータをアクセスするのに要する時間が同様に増加する。処理速度とパワーについては改善
されたが、ディスクＩ／Ｏ（入力／出力）オペレーション性能は、特に大きなデータファ
イルについては、Ｉ／Ｏオペレーションを非効率にするのと同じ進度では改善されていな
い。
【０００５】
　他の回答は、ストレージエリアネットワークソリューション(SAN; Storage Area Netwo
rk solutions)のようなアーキテクチャを用いて複数のサーバが共有ディスクにアクセス
することを可能にしたが、このようなシステムは高価であり、しかもデータの完全性(int
egrity)を制御し且つセットアップするための複雑な技術を必要とする。更に、大量のデ
ータ要求を取り扱うためには高速アダプタを必要とする。
【０００６】
　従来のアプローチに関する一つの問題は、それらが拡張性(scalability)において制約
されていることである。従って、データ量が増加するにつれてシステムが大きくなる必要
があるが、拡大にはコストを要し、極めて秩序を乱す(disruptive)。
【０００７】
　従来のアプローチに関する他の共通問題は、それらが、柔軟性(flexibility)において
制約されていることである。システムは、しばしば、所定のエラー訂正制御を使用するよ
うに構成される。例えば、ＲＡＩＤシステムは、データが格納されるべき場所または使用
されるべき冗長パラメータのタイプを決定することにおいて管理者に柔軟性をほとんど与
えないか全く与えない物理ディスクレベルで、データファイルのミラーリング(mirroring
)及び冗長性(redundancy)を提供するために使用される。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　インテリジェント分散システムは、単一ファイルシステムとしてアクセスされるスマー
ト記憶ユニット(smart storage unit)のセット間でのファイルデータの格納を有利に可能
にする。このインテリジェント分散ファイルシステムは、メタデータ構造を利用して各フ
ァイルについての詳細な情報を管理(manage)すると共に追跡(track)し、例えば、ファイ
ルのデータブロックのブロックロケーション及び装置を備え、単一ファイルシステム内の
冗長性(redundancy)及び／又は複製(replication)の異なるレベルを可能とし、冗長パラ
メータの変更を容易化し、メタデータのための高レベルのプロテクションを提供し、実時
間でデータを移動すると共に複製する。等々。
【０００９】
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　また、インテリジェント分散ファイルシステムは、スマート記憶ユニットのセット間に
分散されたファイルを再ストライピングするためのシステム及び方法を有利に備え、ここ
で、特定のストライプについてのデータブロックは一般に記憶ユニット上の何れかの特定
のロケーションに位置される必要がなく、データは最小データ移動でスマート記憶ユニッ
ト間で再ストライピングされ、データは一般にシステム故障が再ストライピング処理中に
発生しても回復可能であり且つ保護される。
【００１０】
　本発明の一態様は、複数のインテリジェント記憶装置と通信する分散ファイルシステム
に関し、この分散ファイルシステムは、メッセージングシステム(messaging system)を備
え、且つメタデータが、メタデータのデータブロックのロケーション、コンテンツデータ
ブロック、およびパリティデータブロックを含むように、分散ファイルシステム上に格納
されたディレクトリおよびファイルについてのメタデータを格納し且つ管理するように構
成され、且つ、この分散ファイルシステムは、更にデータファイルを再ストライピングす
るように構成される。
【００１１】
　本発明の他の態様は、インテリジェント分散ファイルシステムにおける複数のスマート
記憶装置に格納されたデータの再ストライピングの方法に関する。この方法は、既存のフ
ァイルからのデータのクラスタ(cluster)が格納される少なくとも一つのスマート記憶装
置を識別(identify)するステップと、前記クラスタを前記識別されたスマート記憶装置上
に格納するステップと、前記クラスタが無事に格納されたことを判断するステップと、前
記データのクラスタに関連するメタデータを更新して新たな割り当て(assignment)を反映
させるステップとを備える。
【００１２】
　本発明の追加の態様は、データを再ストライピングするためのシステムに関する。この
システムは、複数のスマート装置(smart devices)であって該スマート装置間に分散され
たストライプにデータブロックを格納するように構成されたスマート装置と、データブロ
ックをスマート装置に割り当てるように構成された割当モジュール(assignment module)
と、前記データブロックが割り当てられた後に前記データブロックを格納するためのスマ
ート装置に命令を送信するように構成された要求モジュール(request module)と、前記デ
ータブロックが格納された後に前記データブロックに関連するメタデータを更新するよう
に構成された更新モジュール(update module)とを備える。
【００１３】
　本発明の他の態様は、データブロックからなるデータを再ストライピングする方法に関
する。この方法は、データブロックを記憶ユニットに割り当てるステップと、前記データ
ブロックが既に前記記憶ユニットに格納されているかどうかを判断するステップと、それ
が前記記憶ユニットにまだ存在していなければ、前記データブロックを前記記憶ユニット
に格納するステップと、前記データブロックが格納されていれば、前記データブロックに
関連するメタデータを更新するステップとを備える。
【００１４】
　本発明の追加の態様は、記憶ユニットにデータブロックを割り当てる方法に関する。こ
の方法は、利用可能な記憶ユニットを識別するステップと、各データブロックのための利
用可能な記憶ユニットを選択するステップと、選択された各記憶ユニットについて関連ア
ドレスロケーション(related address locations)を判断するステップとを備える。
【００１５】
　本発明の他の態様は、プロテクショングループ(protection group)におけるデータのブ
ロックを格納するための記憶ユニットのセットから記憶ユニットを選択する方法に関する
。この方法は、前記記憶ユニットのセットからの何れの記憶ユニットが、プロテクション
グループに関して最適な記憶ユニットであるかを識別するステップと、前記最適な記憶ユ
ニットを選択するステップとを備える。
【００１６】
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　本発明の追加の態様は、データのブロックのための記憶ユニットを選択する方法に関す
る。この方法は、前記ブロックデータが現在格納されている記憶ユニットを識別するステ
ップと、第１記憶ユニット上の最適なロケーションを識別するステップと、最適な記憶ユ
ニットのセットを判断するステップと、前記第１記憶ユニットが、前記データのブロック
が現在格納されている前記記憶ユニットのうちの一つであれば、前記第１記憶ユニットを
選択するステップと、前記第１の記憶ユニットが、前記データのブロックが現在格納され
ている前記記憶ユニットのうちの一つでなければ、前記最適な記憶ユニットのセットのう
ちの一つを選択するステップとを備える。
【００１７】
　本発明の他の態様は、命令を含む記憶装置を備えたシステムに関し、この命令は、実行
された場合に、既存ファイルからのデータのクラスタが格納される記憶装置を識別するス
テップと、前記クラスタを前記識別された記憶装置に格納するステップと、前記クラスタ
が無事に格納されたことを判断するステップと、前記データのクラスタに関連するメタデ
ータを更新するステップの方法を前記システムに実行させる。
【００１８】
　要約すると、本発明の或る態様、利点、及び新規な特徴が本明細書で述べられている。
必ずしも、全てのこのような利点は本発明の何れかの特定の実施形態に従って達成される
ものではないことが理解されるべきである。従って、例えば、当業者であれば、本明細書
において示唆または教示されるような他の利点を必ずしも達成することなく、本明細書で
教示されるような一つの利点または利点のグループを達成する方法で、本発明が実行また
は具現されることが分かる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態のハイレベルブロック図である。
【図２】図１に図解される構成要素間でのデータの流れの一例を示す図である。
【図３】スマート記憶ユニットの一例のハイレベルブロック図である。
【図４】ファイルディレクトリの一例を示す図である。
【図５】メタデータ構造の維持を説明するための図である。
【図６Ａ】データロケーションテーブル構造の一実施形態を示す図である。
【図６Ｂ】データロケーションテーブル構造の追加の実施形態を示す図である。
【図６Ｃ】データロケーションテーブル構造の追加の実施形態を示す図である。
【図６Ｄ】データロケーションテーブル構造の追加の実施形態を示す図である。
【図７Ａ】ディレクトリのためのメタデータ構造の一実施形態を示す図である。
【図７Ｂ】ファイルのためのメタデータ構造の一実施形態を示す図である。
【図８Ａ】データロケーションテーブルの一実施形態を示す図である。
【図８Ｂ】データロケーションテーブルの追加の実施形態を示す図である。
【図８Ｃ】データロケーションテーブルの追加の実施形態を示す図である。
【図９】対応するサンプルデータを有するファイルのメタデータの一例を示す図である。
【図１０】ファイルを読み出すためのフローチャートの一実施形態を示す図である。
【図１１】名前解決(name resolution)を実施するためのフローチャートの一実施形態を
示す図である。
【図１２】ファイルを読み出すためのフローチャートの一実施形態を示す図である。
【図１３】パリティ情報を生成するためのフローチャートの一実施形態を示す図である。
【図１４】エラー訂正を実施するためのフローチャートの一実施形態を示す図である。
【図１５】インテリジェント分散ファイルシステムにおいてデータを再ストライピングす
るためのフローチャートの一実施形態を示す図である。
【図１６】スマート記憶ユニットにデータを割り当てるためのフローチャートの一実施形
態を示す図である。
【図１７】利用可能な記憶ユニットのセットの中から選択するためのフローチャートの一
実施形態を示す図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明の種々の実施形態および適用例を表すシステムおよび方法が図面を参照して説明
されるであろう。また他の実施形態を表すシステム及び方法に対する変形も述べられるで
あろう。
【００２１】
　説明のため、いくつかの実施形態が、コンテンツ配信およびウェブホスティングとの関
連において述べられるであろう。本発明者は、本システムおよび方法が使用される環境の
形式に本発明が制限されず、本システムおよび方法が、例えばインターネット、ワールド
ワイドウェブ、病院の私設ネットワーク、政府機関のブロードキャストネットワーク、法
人事業の内部ネットワーク、イントラネット、ローカルエリアネットワーク、ワイドエリ
アネットワーク、等々のような他の環境において使用してもよいことを意図している。し
かしながら、図面および説明は、環境がインターネットコンテンツ配信およびウェブホス
ティングのものであるところの本発明の実施形態に関する。他の実施形態において、本シ
ステムおよび方法は、単一モジュールとして実施されてもよく、及び／又は、他のモジュ
ールやその同等物と併せて実施されてもよい。さらに、本明細書で述べられる特定の実施
は説明のためのものであって本発明を限定するものではない。本発明の範囲は添付の特許
請求の範囲によって定められる。
【００２２】
　これら及び他の特徴は上述の図面を参照して説明される。図面及び関連する説明は、本
発明の実施形態を説明するために提供されるものであって、本発明の範囲を限定するもの
ではない。図面の全体を通して、参照番号は、参照される要素間の対応を示すために再使
用される。加えて、各参照番号の最初の桁は、概して要素が最初に現れる図面を示す。
【００２３】
I．概要
　本発明のシステム及び方法は、インテリジェント分散ファイルシステムを提供し、この
インテリジェント分散ファイルシステムは、単一のファイルシステムとしてアクセスされ
るスマート記憶ユニットのセット間でのデータの格納を可能にする。本インテリジェント
分散ファイルシステムは、各ファイルについての詳細なメタデータを追跡し且つ管理する
。メタデータは、例えば、装置およびブロックロケーション情報の双方を含むファイルの
データブロックのロケーション、メタデータ及び／又はデータブロック（もしあれば）の
冗長なコピーのロケーション、エラー訂正情報、アクセス情報、ファイルのネーム、ファ
イルのサイズ、ファイルのタイプ、ファイルのデータ及びプロテクション情報が格納され
るスマート記憶ユニット、等々のようなファイルに関し及び／又は記述する任意のデータ
を含んでもよい。加えて、インテリジェント分散ファイルシステムは、本ファイルシステ
ムによって管理されるところの異なるファイル及び／又はデータブロックについて、異な
るレベルの複製及び／又は冗長を可能にし、システムがアクティブ中に冗長パラメータの
変更を容易化し、システムがアクティブ中に欠損データの回復を容易化し、そしてメタデ
ータ及びデータの実時間の複製及び移動を可能にする。更に、各スマート記憶ユニットは
、スマート記憶ユニットからのファイルのデータを配置(locating)及び収集(collecting)
することによりファイル要求に応答してもよい。
【００２４】
　インテリジェント分散ファイルシステムは、有利には、特にライト(WRITE)要求の数に
比例する多くのリード(READ)要求が存在する状況におけるデータへのアクセスを提供する
。これは、スマート記憶ユニットのグループをロッキング(rocking)すること、またはラ
イト要求に対する整合性を確保するためにスマート記憶ユニット上でジャーナル処理(jou
rnaling)を行うことの追加的複雑性のためである。さらに、インテリジェント分散ファイ
ルシステムは、有利には、大きなデータのブロックに対する要求が一般的であるブロック
トランザクションを取り扱う。
【００２５】
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　いくつかの実施形態のひとつの利点は、ファイル及びディレクトリのためのメタデータ
がインテリジェント分散ファイルシステムによって管理され且つアクセスされることであ
る。このメタデータは、ディレクトリまたはファイルのためのメタデータが配置された場
所、コンテンツデータが格納された場所、同様にシステムに関連する他のエラー訂正情報
またはパリティが格納された場所を表してもよい。データロケーション情報は、例えば装
置およびブロックロケーション情報を用いて格納されてもよい。従って、このインテリジ
ェント分散ファイルシステムは、その両方がスマート記憶ユニット間に分散されて格納さ
れるメタデータを用いて、要求されたコンテンツデータを配置し且つ読み出してもよい。
加えて、インテリジェント分散ファイルシステムはメタデータへのアクセスを有するので
、インテリジェント分散ファイルシステムは、データが格納されるべき場所を選択するた
めに使用されてもよく、そしてスマート記憶ユニットのセットを混乱させることなくデー
タを移動(move)し、複製(replicate)し、回復(recover)し、及び／又は変更(change)する
ために使用されてもよい。
【００２６】
　いくつかの実施形態の他の利点は、各ファイルについてのデータは、多くのスマート記
憶ユニットにわたって格納されてもよく、且つタイミングを得た方法でアクセスされても
よい。各ファイルについてのデータブロックは、データアクセスタイムが減少されるよう
なスマート記憶ユニットのサブセット間で分散されてもよい。さらに、異なるファイルは
、スマート記憶ユニットの異なるセットにわたるのと同様に、異なる数のスマート記憶ユ
ニットにわたって格納されてもよい。このアーキテクチャは、インテリジェント分散ファ
イルシステムが、利用可能な記憶容量、ＣＰＵ稼働率、および各スマート記憶ユニットの
ネットワーク稼働率と同様に、ファイルのサイズ、重要性、予期されたアクセスレートに
基づいてデータブロックを知的(intelligently)に格納することを可能にする。
【００２７】
　いくつかの実施形態の追加的利点は、本システムおよび方法が、スマート記憶ユニット
間に格納される異なるブロック又はファイルが異なるタイプのプロテクションを備えても
よいようなブロック又はファイルベースで、エラー訂正、冗長、およびミラーリングのよ
うな種々のプロテクションスキームを提供するために使用されてもよいということである
。例えば、いくつかのディレクトリまたはファイルはミラーされてもよく、他は、種々の
エラー又は欠損訂正スキームを用いてエラー及び／又は欠損訂正データで保護されてもよ
く、重要度の低い他のものは何らプロテクションスキームを使用しなくてもよい。
【００２８】
　いくつかの実施形態の更なる利点は、本システムおよび方法が、進行中のデータ要求を
混乱または中断することなく、スマート記憶ユニットの実時間の付加(addition)、削除(d
elete)、及び／又は修正(modification)を可能にするということである。従って、より多
くの記憶が要求されるほど、追加のスマート記憶ユニットがスマート記憶ユニットのセッ
トに加えられ、そしてファイル要求を中断することなく、または既存のスマート記憶ユニ
ットをオフラインにする必要なく、実時間でインテリジェント分散ファイルシステムに組
み込まれてもよい。既存のファイル又は新たなファイルのデータブロックが、今や新たな
スマート記憶ユニットを備えるスマート記憶ユニットにわたってインテリジェント分散フ
ァイルシステムにより分散されているので、既存のスマート記憶ユニットはファイルの要
求を処理してもよい。
【００２９】
　いくつかの実施形態の他の利点は、本システムおよび方法は、１または２以上のスマー
ト記憶ユニット上のそれらのブロックを複製し従って任意の個々のデータブロックのため
のアクセスの複数のポイントを生成することにより、データブロックの記憶に対する実時
間の修正を実施してもよい。この複製は、ＣＰＵ稼働率、および、頻繁なアクセスパター
ンが観られるファイル又はファイルのグループのための個々のスマート記憶ユニットに対
するネットワーク資源必要条件を低減させるのに役立つ。これらのアクセスパターンは、
スマート記憶ユニットによりモニタされ、そしてインテリジェント分散ファイルシステム
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は、インテリジェント分散ファイルシステムの稼動中にこのようなデータ複製を作成する
ための柔軟性をスマート記憶ユニットに与える。
【００３０】
　いくつかの実施形態の更なる利点は、本システムおよび方法が、１または２以上のスマ
ート記憶ユニット上でファイルの再ストライピングを通じてデータファイルの実時間の再
配置(relocation)を可能にする。いくつかの実施形態において、この再ストライピングは
、有利には、システム故障が再ストライピング処理中に発生してもデータの完全性を保ち
且つ回復可能性を確保する最小限のデータブロックの移動で実施される。この再ストライ
ピングシステムは、有利には、特定のデータブロックがスマート記憶ユニット上の何れの
特定のロケーションにも配置されることを必要とせず、格納されたデータブロックに対す
るプロテクションを提供することを継続し、たとえ１または２以上のスマート記憶ユニッ
トが故障してもデータの回復可能性を可能にする。
【００３１】
II．動作例
　説明のため、インテリジェント分散ファイルシステムが動作において使用されるところ
のシナリオ例が述べられるであろう。このシナリオ例においては、インテリジェント分散
ファイルシステムは、インターネットウェブサイトを介した映画のダウンロードを提供す
る会社によって使用される。この会社は、ウェブサイトを介して顧客によってアクセスさ
れる映画の予告編、広告、および顧客情報のみならず、ダウンロード可能な映画のコピー
を格納し且つ管理するためにインテリジェント分散ファイルシステムを使用してもよい。
このデータは、種々のレベルのプロテクションを用いて格納されてもよく、且つ高速アク
セスのために複数のスマート記憶ユニットにわたって格納されてもよい。
【００３２】
　例えば、電子メールに高速にアクセスするために、会社は、インテリジェント分散ファ
イルシステムにおける多数のスマート記憶ユニットにわたって顧客調査(customer survey
)電子メールを格納することを望んでもよい。しかしながら、会社は、全ての電子メール
のバックアップテープを保持してもよく、そして顧客調査の迅速な回復を可能にすること
は重要ではないように感じるかもしれない。会社は、インテリジェント分散ファイルシス
テムに、顧客調査電子メールにエラー訂正またはミラーリングプロテクションを使用しな
いように指示してもよい。従って、もし１または２以上のスマート記憶ユニットがアクセ
ス不能になれば、会社は、その電子メールがバックアップテープから回復できるまでは、
それらのスマート記憶ユニット上の顧客調査電子メールが遅延されることを受け入れるこ
とができると感じるかもしれない。
【００３３】
　広告については、会社は、もし１または２以上のスマート記憶ユニットが故障すれば、
インテリジェント分散ファイルシステムが、広告の表示を中断することなくデータを回復
できるような高度のエラー訂正パラメータを使用するように、インテリジェント分散ファ
イルシステムに指示してもよい。例えば、会社は、種々の障害許容性測定(fault toleran
ce measurement)を信頼して、どの程度のプロテクションが特定のファイルに与えられる
べきかを判断することを支援してもよい。重要な情報については、会社はＸの障害許容性
レベルを確保し、且つさほど重要でない情報については、会社はＹの障害許容性を確保す
ることを望んでもよい。ここでＸ＞Ｙである。従って、会社は、その広告主に、たとえ１
または２以上のスマート記憶ユニットが故障したとしても、広告が信頼できるベースで利
用可能であることを保証してもよい。障害許容性に加えて又は障害許容性に代えて他の測
定が使用されてもよいことが理解され、そして障害許容性は信頼性のひとつの測定を説明
するために使用される。
【００３４】
　人気のある映画のダウンロードについて、会社は、有利には、インテリジェント分散フ
ァイルシステムをセットアップして自動的に複数の映画データのコピーを格納し、より多
くのユーザがそのデータにアクセスすることを可能とし、もし１または２以上のスマート
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記憶ユニットが故障すれば、欠損したデータが再生成または他のロケーションから読み出
される。更にまた、もし要求の数が増加し、またはもし１または２以上のスマート記憶ユ
ニットがスマート記憶ユニット上に存在するデータの要求で氾濫し始めていれば、人気の
ある映画ダウンロードの追加コピーは、生成され且つスマート記憶ユニット間に格納され
てもよい。
【００３５】
　会社は、さほど人気のない他の映画を提供してもよく、そして少ない需要のために少な
いコピーを格納するようにインテリジェント分散ファイルシステムに対し指示してもよい
。更に、“人気のあるダウンロード映画”の人気がなくなるにつれ、会社は、有利には、
映画が格納されたスマート記憶ユニットから映画の余分なコピーを削除し、そして“人気
の少ない”映画を低速性能を有するスマート記憶ユニット（例えば、少ない利用可能ディ
スクスペースを有するそれらのスマート記憶ユニット）に移動するように、インテリジェ
ント分散ファイルシステムをセットアップしてもよい。インテリジェント分散ファイルシ
ステムは、自動的に、スマート記憶ユニットを用いてこれらのタスクを処理してもよい。
【００３６】
　加えて、会社がより多くの映画を獲得するにつれ、会社は、追加のスマート記憶ユニッ
トをインテリジェント分散ファイルシステムに加えてもよい。そして、会社は、新たなス
マート記憶ユニットを使用して、より多くの映画を格納し、より多くの既存の映画のコピ
ーを格納し、応答時間を改善するために既存の映画データを再分散し、及び／又は１また
は２以上のファイルのプロテクションスキームを変更してもよい。たとえインテリジェン
ト分散ファイルシステムが複数の記憶ユニット間にデータを格納し且つ管理するとしても
、インテリジェント分散ファイルシステムが単一のファイルシステムとして見えるように
、追加のスマート記憶ユニットがインテリジェント分散ファイルシステムに組み込まれて
も良い。
【００３７】
　もし、スマート記憶ユニットのひとつが故障すれば、インテリジェント分散ファイルシ
ステムは、故障したユニット上に格納された任意のファイルデータを再構築し、その情報
を稼動中のユニットに格納し、そして適切なメタデータのデータ構造を更新してもよい。
従って、もしユーザが、故障したユニットに部分的に格納されたファイルを要求すれば、
そのユーザは、それでもユニットのひとつがダウンしていることを知らずにそのファイル
のデータを受信してもよい。
【００３８】
　この例では、インテリジェント分散ファイルシステムは、首位映画ダウンロードに対す
る確実且つ高速なアクセス、人気の少ない映画に対する高速アクセス、および顧客調査電
子メールに対するアクセスを提供するための能力を会社に提供する。各ファイルについて
、会社は、エラー及び／又は欠損訂正パラメータを設定してもよく、そしてどれだけ多く
のファイルの追加的コピーが格納されるべきかを選択してもよい。いくつかの状況におい
て、会社は、手動で、どれだけ多くのデータのコピーが格納されるべきかを選択し、その
データを格納するための場所を決定してもよい。他の状況においては、会社は、どれだけ
多くのデータのコピーが格納されるべきか、（もしあれば）使用されるべきエラー及び／
又は欠損訂正スキームを選択し、及び／又はデータが格納されるべき場所を選択するため
に、本インテリジェント分散ファイルシステムの特徴を当てにしてもよい。従って、会社
はその記憶スペースを効率的に使用してユーザの要求に一層良好に対処できる。記憶スペ
ースは、まばらに要求されたファイルについては浪費されず、そして重要でないファイル
については、エラー訂正情報は生成されず且つ格納されない。
【００３９】
　上述の例は、ダウンロード用の映画を提供する会社を含むが、この例は、インテリジェ
ント分散ファイルシステムの一実施形態の特徴を例示するためだけに使用される。さらに
、このインテリジェント分散ファイルシステムは、他の環境で使用されもよく、且つ、他
とバ、サウンドファイル、オーディオファイル、グラフィックファイル、マルチメディア
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ファイル、デジタル写真、実行ファイル等々を含む他のタイプのデータ及び／又はデータ
の組み合わせと共に使用してもよい。
【００４０】
III．インテリジェント分散ファイルシステム
　図１は、ネットワークサーバ１２０と通信してリモートファイルアクセスを提供するイ
ンテリジェント分散ファイルシステムの一実施形態を示す。このインテリジェント分散フ
ァイルシステム１１０は、例えばＮＦＳまたはＣＩＦＳのような種々のプロトコルを用い
てネットワークサーバ１２０と通信してもよい。ユーザ１３０は、インターネット１４５
のような通信媒体１４０を介してネットワークサーバ１２０と情報のやりとりを行って、
インテリジェント分散ファイルシステム１１０によって管理されるファイルを要求する。
代表的なインテリジェント分散ファイルシステム１１０は、スマート記憶ユニット１１４
のセットおよびネットワークサーバ１２０と通信するスイッチコンポーネント１２５を使
用する。このインテリジェント分散ファイルシステム１１０は、個々のファイルのブロッ
クが複数のスマート記憶ユニット１１４にわたって分散されることを可能にする。このデ
ータへのアクセスが、このデータが単一の装置上に格納された場合よりも高いスループッ
トを提供するように、このデータが格納される。加えて、インテリジェント分散ファイル
システム１１０は、種々のプロテクションスキームを用いて格納された種々のデータファ
イルを格納するために使用されてもよい。
【００４１】
　代表的なインテリジェント分散ファイルシステム１１０は、スマート記憶ユニット１１
４のセット間にデータを格納する。このスマート記憶ユニット１１４についての詳細な説
明に関しては、以下の“スマート記憶ユニット”と題された節を参照されたい。
【００４２】
　代表的なインテリジェント分散ファイルシステムは、要求されているデータのタイプを
処理することができるアプリケーションサーバに要求を方向付ける負荷バランシングスイ
ッチのようなスイッチコンポーネント１２５を使用する。入来する要求は、遅延を最小化
し且つデータの完全性を確保するために、高速技術を用いて適切なアプリケーションサー
バに転送される。
【００４３】
　標準イーサネット（登録商標）スイッチまたは他の負荷バランシングスイッチと同様に
、例えば１０００Base-T（銅）ギガビット負荷バランシングイーサネット（登録商標）ス
イッチ、エクストリームネットワークサミット(Extreme Networks Summit)７Ｉ、ファウ
ンドリファストアイアン(Foundry Fast Iron)ＩＩ、ノーテルネットワークアルテオンＡ
ＣＥスイッチ(Nortel Networks Alteon ACEswitch)１８０、Ｆ５ Ｂｉｇ－Ｉｐのような
種々の負荷バランシングスイッチ１２５が使用されてもよいことが理解される。インテリ
ジェント分散ファイルシステムは、例えば“ジャンボ”イーサネット（登録商標）フレー
ムのような大きなフレームサイズをサポートするスイッチを使用する。加えて、負荷バラ
ンシングスイッチ１２５は、他の市販製品及び／又は有標製品のみならず、ファウンドリ
ネットワークスのサーバアイアン(ServerIron)スイッチ、アサンテ(Asante)のインストラ
スイッチ(InstraSwith)６２００スイッチ、アサンテのホットスタック(HotStack)、シス
コ(Cisco)のカタリスト(Catalyst)スイッチを用いて実施されてもよい。しかしながら、
当業者であれば、多様なスイッチコンポーネント１２５が使用され、または他の技術が使
用されてもよいことが分かる。さらに、種々のネットワークフレームサイズを伝送するよ
うにスイッチコンポーネント１２５を構成してもよいことが分かる。
【００４４】
　ディスク、マザーボード、ＣＰＵ、オペレーティングシステム、または１または２以上
のスマート記憶ユニットへのアクセスを妨害する他のハードウェアまたはフトウェア故障
の場合には、重要性の高いファイルは、データに高い回復率を提供する高いエラー訂正パ
ラメータを用いて格納されてもよい。もし、何れかのデータが失われ又は損なわれていれ
ば、スマート記憶ユニット１１４は、他のロケーションからデータを取得し又はデータを
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再生成するために、メタデータにおける冗長情報またはミラーリング情報を使用してもよ
い。高い需要があるファイルは、なお一層高いスループットレートを提供するために、追
加のスマート記憶ユニット１１４にわたって実時間でミラーされてもよい。
【００４５】
　インテリジェント分散ファイルシステム１１０の一実施形態において、メタデータ構造
は、少なくとも、メタデータ構造に対応するディレクトリに由来するもの(descendant)を
含んで参照するデータと同じプロテクションを有する。メタデータ構造なしでデータを読
み出すことは困難であるので、メタデータ構造におけるデータの欠損(loss)は、インテリ
ジェント分散ファイルシステム１１０を害する。インテリジェント分散ファイルシステム
１１０では、メタデータ構造の代わりのコピーは、要求されたプロテクションを提供する
ために、必要に応じた多くのロケーションにおいてミラーされてもよい。従って、パリテ
ィプロテクションを有するファイルは、少なくとも同一又はより大きなパリティプロテク
ションで格納されたそのメタデータ構造を備えてもよく、２回ミラーされたファイルは、
少なくとも２つのロケーションでミラーされたそのメタデータ構造を備えてもよい。
【００４６】
　図１はインテリジェント分散ファイルシステム１１０の一実施形態を示すが、他の実施
形態が用いられてもよいことが理解される。例えば、アプリケーションサーバのような追
加のサーバがスイッチコンポーネント１２５と通信してもよい。これらアプリケーション
サーバは、例えば、オーディオストリーミングサーバ、ビデオストリーミングサーバ、画
像処理サーバ、データベースサーバなどを含んでも良い。さらに、スイッチコンポーネン
ト１２５と通信するワークステーションのような追加の装置が存在していてもよい。加え
て、図１は、４つのスマート記憶ユニット１１４と共に動作するインテリジェント分散フ
ァイルシステム１１０を示すが、このインテリジェント分散ファイルシステム１１０は、
異なる数のスマート記憶ユニット１１４と共に動作してもよいことが理解される。
【００４７】
　用語“リモート”は、装置、コンポーネント、及び／又はローカルに格納されないモジ
ュールを含んでも良く、それは、ローカルバスを介してアクセスできない。従って、リモ
ート装置は、物理的に同一の部屋に設置され且つスイッチ又はローカルエリアネットワー
クのような装置を介して接続された装置を含んでも良い。他の状況において、リモート装
置は、また、例えば異なったロケーション、土地(country)などのような離れた地理上の
区域に配置されてもよい。
【００４８】
　また、インテリジェント分散ファイルシステム１１０を用いて種々のタイプのデータが
格納されてもよいことも理解される。例えば、インテリジェント分散ファイルシステム１
１０は、例えば、ビデオオンデマンド(video-on-demand)、オンラインミュージックシス
テム、ウェブサイトミラーリング、大規模データベース、大規模グラフィックファイル、
ＣＡＤ／ＣＡＭ設計、ソフトウェア更新、会社のプレゼンテーション、保険金請求ファイ
ル、医療画像ファイル、会社の文書記憶などのような大きなファイルのアプリケーション
で使用されてもよい。
【００４９】
　図２は、ウェブサイトユーザ１３０がオンデマンドデジタルビデオを観るための要求を
送信した環境例を示す。イベントＡにおいて、ユーザ１３０は、インターネット１４５を
介してウェブサイトに要求を送信し、映画movie.movieのコピーを観ることを要求する。
この要求は、ウェブサイトサーバ１２０によって受信され、そしてサーバ１２０は、この
ファイルが、＼movies＼comedy＼mymovie.movieに配置されていることを判断する。イベ
ントＢにおいて、インテリジェント分散ファイルシステムのスイッチコンポーネント１２
５は、この要求を調べてインテリジェント分散ファイルシステム１１０に接続し、そして
標準負荷バランシング技術を用いて、この要求を、スマート記憶ユニット０のような利用
可能なスマート記憶ユニット１１４に転送する。イベントＣにおいて、スマート記憶ユニ
ット０は、ファイル/DFSR/movies/comedy/mymovie.movieに対する要求を受信し、そして
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そのルートメタデータのデータ構造（ルートディレクトリ/DFSRのための）から、サブデ
ィレクトリmoviesのメタデータのデータ構造がスマート記憶ユニット２で格納されている
ことを判断する。イベントＤにおいて、スマート記憶ユニット０は、サブディレクトリco
medyのためのメタデータ構造のロケーションを要求するスマート記憶ユニット２に要求を
送信する。イベントＥにおいて、スマート記憶ユニット０は、サブディレクトリcomedyの
メタデータ構造がスマート記憶ユニット３で格納されているという情報を受信する。イベ
ントＦにおいて、スマート記憶ユニット０は、ファイルmymovie.movieのメタデータ構造
のロケーションを要求しているスマート記憶ユニット３に要求を送信する。イベントＧに
おいて、スマート記憶ユニット０は、ファイルmymovie.movieのメタデータのデータ構造
がスマート記憶ユニット０で格納されているという情報を受信する。そして、スマート記
憶ユニット０は、イベントＨにおいてファイルmymovie.movieのメタデータのデータ構造
をローカル記憶から読み取る。このメタデータのデータ構造から、スマート記憶ユニット
０は、ファイルにおけるデータの各ブロックのロケーションを格納しているmymovie.movi
eのデータロケーションテーブルを読み取る。そして、スマート記憶ユニット０は、デー
タロケーションテーブル情報を使用して、ローカルに格納されたブロックの読み取りと、
他のスマート記憶ユニットで格納されたデータに対する要求の送信とを開始する。
【００５０】
　ファイルのデータ又はデータの一部が読み取られた後に、ファイルデータが、要求元の
サーバ１２０に送信されて、要求元のユーザ１３０に転送される。一例において、ファイ
ルデータは、データがいつどのようにユーザ１３０に送信されるかを定めるビデオストリ
ーミングサーバにルーティングされてもよい。いくつかの実施形態において、要求の遅れ
(latency)を低減するために、要求されたものよりも多くのデータを読み出す先見読み出
し技術(read ahead techniques)を利用することが有利であるが理解される。
【００５１】
IV．インテリジェントファイルシステム構造
　テーブルＩは、ファイルシステムレイヤのセット例の一実施形態を示し、そのファイル
システムレイヤを通して、物理的記憶装置をアクセスするためにファイル要求が処理され
る。この代表的ファイルシステムレイヤは、ユーザレイヤ(User Layer)、仮想ファイルレ
イヤ(Virtual File System Layer)、ローカルファイルシステムレイヤ(Local File Syste
m Layer)、ローカルファイルストアレイヤ(Local File Store Layer)、および記憶装置レ
イヤ(Storage Device Layer)である。
【００５２】
【表１】

【００５３】
　ファイル要求の一つのタイプにおいて、例えば、マイクロソフトウィンドウズ（登録商
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標）ファイルシェアリングサーバプロトコルのバージョンを実施するユニックス上で使用
されるＳＭＢＤ、ＦＴＰＤ、ＨＴＴＰＤ（アパッチウェブサーバ）のようなファイルシェ
アリングのためのユーザレベルプロトコルアプリケーションを介して、要求が受信される
。ユーザレベルプロトコルアプリケーションは、カーネルレベルのオープン(open)、リー
ド(read)、シーク(seek)、ライト(write)、または、例えば、Ｃランタイムライブラリlib
cへのファンクションコールを行うことによるようなクローズシステムコール(close syst
em call)を実行する。
【００５４】
　システムコールは、バッファキャッシュを保持する仮想ファイルシステムレイヤ（“Ｖ
ＦＳ”）に受け渡される。このバッファキャッシュは、例えば、最も使用頻度が低いバッ
ファのキャッシュ（“ＬＲＵ”）であってもよく、このバッファは、下層のファイルシス
テムレイヤから受信されたメタデータ構造またはデータを格納するために使用される。
【００５５】
　次のレイヤは、ローカルファイルシステムレイヤであり、このローカルファイルシステ
ムレイヤは、ファイルの階層的ネーミングシステムを保持すると共にディレクトリおよび
ファイルネーム要求を、下のレイヤであるローカルファイルストアレイヤに送信する。ロ
ーカルファイルシステムレイヤは、メタデータのデータ構造ルックアップ及びマネージメ
ント(management)を処理する。例えば、いくつかのシステムにおいて、ユニックスベース
のファイルシステムのように、メタデータのデータ構造は、ファイルアクセス許可、デー
タブロックロケーション、およびレファレンスカウント(reference counts)についての情
報を備えるファイルアブストラクション(file abstraction)である。一旦、そのネームに
よってファイルが開かれると、他のファイルオペレーションは、特定のファイルについて
メタデータ構造を識別するユニークな識別子を介してファイルを参照する。このアプロー
チの利点は、単一のファイルが多くの異なるネームを有してもよく、単一のファイルが異
なる複数のパスを介してアクセスされてもよく、そして、例えば‘ｍｖ’コマンドのよう
な標準ＵＮＩＸ（登録商標）ユーザレベルユーティリティを介して実際のデータファイル
を上書きすることなく、ＶＦＳネームスペースにおける古いファイル上に新規なファイル
がコピーされてもよい。現在のコンテンツサービスを混乱させることなく適切にコンテン
ツが更新されるので、これらの利点は、コンテンツ配信およびウェブホスティングのよう
な環境において一層有利である。メタデータのデータ構造内のレファレンスカウントは、
一旦、全てのオープンファイルハンドルが閉じられると、システムがデータブロックを無
効とすることのみを可能とする。
【００５６】
　４番目のレイヤは、ローカルファイルストアレイヤであり、このローカルファイルスト
アレイヤは、“バッファ要求からブロック要求へ”の変換(translation)およびデータバ
ッファ要求マネージメントを処理する。例えば、ローカルファイルストアレイヤは、ブロ
ック割り当てスキーム(block allocation scheme)を使用して、読み出し(reading)のため
のブロック読み出しスキーム(block retrieval scheme)と同様に、ライトおよびリードに
ついてのスループットを改善し且つ最小化する。
【００５７】
　最後のレイヤは記憶装置レイヤであり、この記憶装置レイヤは、ファイルシステムによ
って使用される特定の一つのディスクハードウェア用の装置ドライバをホスト(host)する
。例えば、もし物理的な記憶装置がＡＴＡディスクであれば、記憶装置レイヤはＡＴＡデ
ィスクドライバをホストする。
【００５８】
　テーブル１はファイルシステムの一つのセット例を示すが、Ｈは、ファイルシステムレ
イヤが異なって定義されてもよく又は全く存在しなくてもよいような異なる環境における
のと同様に種々の異なるレイヤでこのシステム及び方法が動作してもよいと認識される。
【００５９】
V．スマート記憶ユニット
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　一実施形態において、スマート記憶ユニット１１４は、プラグアンドプレイ(plug-and-
play)の、高密度で、ラックマウント可能な装置であり、それは高スループットデータ配
信に最適化されている。このスマート記憶ユニットは、単一の仮想ファイルシステムを提
供するために、種々の他のスマート記憶ユニットと通信するように構成されてもよい。よ
り多くの記憶スペースが必要とされるので、または、もし１または２以上のスマート記憶
ユニットが故障すれば、追加のスマート記憶ユニットがシステム全体をダウンさせ又はサ
ービスの中断を生じる必要なくインストールされてもよい。
【００６０】
　本明細書で使用されるように、モジュールなる用語は、ハードウェアまたはファームウ
ェアで実現されたロジックを称し、またはソフトウェア命令の集まりを称し、できれば入
口点(entry point)または出口点(exit point)を有し、例えばＣまたはＣ＋＋のようなプ
ログラミング言語で記述される。ソフトウェアモジュールは、コンパイルされると共に実
行プログラムにリンクされて、動的リンクライブラリにインストールされてもよく、また
は、ＢＡＳＩＣ、Ｐｅｒｌ、Ｐｙｔｈｏｎのような翻訳プログラミング言語(interpreted
 programming language)で記述されてもよい。ソフトウェアモジュールは、他のモジュー
ルまたは自身から読み出し可能であってもよく、及び／又はイベントまたはインタラプト
に応答して呼び起こされてもよい。また、ソフトウェア命令は、ＥＰＲＯＭのようなファ
ームウェアに組み込まれてもよいことが理解される。さらに、ハードウェアモジュールが
、ゲートおよびフリップフロップのようなロジックユニットから構成されてもよく、及び
／又はプログラマブルゲートアレイまたはプロセッサのようなプログラム可能なユニット
から構成されてもよい。本明細書で述べられるモジュールは、好ましくは、ソフトウェア
モジュールとして実施されるが、ハードウェア又はファームウェアで表現されてもよい。
【００６１】
　図３は、マネージメントモジュール３２０、処理モジュール３３０、キャッシュ３４０
、スタック３５０、および記憶装置３６０を備えるスマート記憶ユニット１１４の一実施
形態を示す。代表的なスマート記憶ユニット１１４は、図１に示されるように、要求を送
信および受信するために、スイッチコンポーネント１２５と通信するように構成される。
【００６２】
Ａ．マネージメントモジュール
　一実施形態において、スマート記憶ユニットは、例えば、インストール(installation)
、パラメータ設定、インテリジェント分散ファイルシステムのモニタ、インテリジェント
分散ファイルシステム１１０で発生するイベントのロギング(logging)、更新などの管理
タスクを実行するためのマネージメントモジュール３２０を備える。
【００６３】
Ｂ．処理モジュール
　代表的な処理モジュール３３０は、データファイルについての要求を受信し、要求され
たデータファイルについてのローカル及び／又はリモートに格納されたメタデータを読み
出し、そしてこの要求されたデータファイルのローカル及び／又はリモートに格納された
データブロックを読み出すように構成されてもよい。加えて、処理モジュール３３０は、
また、１または２以上の要求されたデータブロックが崩壊または失われたイベントにおい
てエラー訂正およびデータ回復を実施してもよい。
【００６４】
　一実施形態において、処理モジュール３３０は、ファイル要求に応答するための５つの
モジュール、即ちブロック割り当てマネージャモジュール３３１、ブロックキャッシュモ
ジュール３３３、ローカルブロックマネージャモジュール３３５、リモートブロックマネ
ージャモジュール３３７、およびブロック装置モジュール３３９を備える。
【００６５】
　１．ブロック割り当てマネージャモジュール
　ブロック割り当てマネージャモジュール３３１は、リード要求に応答して、ブロックを
どこに割り当て、このブロックをどこに配置するかを決定し、そして装置に故障回復を指
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示する。ブロックをどこに割り当てるかについての情報は、グラフィカルユーザインター
フェイス又はシェルインターフェイス、またはこれらの組み合わせのようなツールを介し
てシステム管理者によって設定されたポリシー、デフォルトパラメータとして設定された
ポリシーによって決定されてもよい。一実施形態において、ブロック割り当てマネージャ
モジュール３３１は、少なくともローカルファイルシステムレイヤに存在し、そしてバー
クレイソフトウェアデザインユニバーサルファイルシステム（“ＢＳＤ ＵＦＳ”）に代
えて、及び／又はＴＣＰ／ＩＰおよびイーサネット（登録商標）のような標準ネットワー
キングソフトウェアレイヤと共に動作する。
【００６６】
　代表的なブロック割り当てマネージャモジュール３３１は、３つのサブモジュール、即
ちブロック要求変換モジュール(block request translator module)、フォワード割り当
てモジュール(forward allocator module)、および故障回復モジュール(failure recover
y module)を備える。
【００６７】
　ａ．ブロック要求変換モジュール
　ブロック要求変換モジュールは、到来するリード要求を受信し、ネームルックアップを
実施し、適切な装置を探し、そしてこの装置からデータを引き出して要求を満足させる。
もしこのデータが直ちに利用可能であれば、ブロック要求変換モジュールは、データのブ
ロックがローカル記憶装置に格納されているか又は他のスマート記憶ユニットの記憶装置
に格納されているかによって、データ要求をローカルブロックマネージャモジュールまた
はリモートブロックマネージャモジュールに送信する。
【００６８】
　一実施形態において、ブロック要求変換モジュールは、“インテリジェント分散ファイ
ルシステム処理－ネームルックアップ処理”と題された節において述べられる以下のネー
ムルックアップ処理を含む。
【００６９】
　ブロック要求変換モジュールは、また、装置故障に応答してもよい。例えば、もし装置
がダウンしていれば、ブロック要求変換モジュールは、使用中のデータ(data using)、例
えばパリティ情報を再構成するために使用されるローカル及びリモートデータブロックを
要求してもよい。従って、このデータは、たとえリードが実施されなくても生成される。
加えて、ブロック要求変換モジュールは、故障回復モジュールがパリティ又は他のエラー
又は欠損訂正データを用いてデータを再生成し、インテリジェント分散ファイルシステム
における自由スペースにわたって欠損訂正データ(loss correction data)を再ストライピ
ングするように、故障回復モジュールと通信してもよい。他の実施形態において、ブロッ
ク要求変換モジュールは、崩壊したデータ又は欠落したデータの鮮明なコピー(clean cop
y)を要求してもよい。
【００７０】
　ｂ．フォワード割り当てモジュール
　フォワード割り当てモジュールは、例えば冗長性、スペース、および性能のような要素
に基づき、どの装置のブロックがライト要求に使用されるべきかを決定する。これらのパ
ラメータは、システム管理者によって設定されてもよく、インテリジェント分散ファイル
システム１１０に組み込まれた情報から導き出されてもよく、インテリジェント分散ファ
イルシステム１１０にロジックとして組み込まれてもよく、これらの組み合わせによって
もよい。フォワード割り当てモジュール１１０は、インテリジェント分散ファイルシステ
ムを使用する他のスマート記憶ユニットから統計データ(statistics)を受信し、そしてこ
れらの統計データを使用して、新たに到来するデータを配置すべき最良のロケーションは
どこなのかを決定する。集められたこの統計データは、例えば、ＣＰＵ稼働率、ネットワ
ーク稼働率、およびディスク稼働率を含む。
【００７１】
　フォワード割り当てモジュールは、また、リモートのスマート記憶ユニットの応答時間
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に基づき、このリモートのスマート記憶ユニットからの遅延情報(latency information)
を受信してもよい。もし、中間装置の遅延が他のスマート記憶ユニットに比較して高いレ
ベルに達すれば、割り当てスキームは、できれば冗長設定に基づき、遅いスマート記憶ユ
ニットを十分に活用しない他のスマート記憶ユニットを助けるように調整されてもよい。
一つの好都合な例において、インテリジェント分散ファイルシステムは、データのブロッ
クを或るスマート記憶ユニットから他のスマート記憶ユニットに移動させ、対応するメタ
データ構造を適宜更新してもよい。遅延状況(latency condition)は、ロギングシステム
を通して記録されてもよく、そしてシステム管理者に報告されてもよい。遅いリンク状況
(slow link condition)の原因は、例えば、不良のネットワークカード、不適切な双方向
情報交換(duplex negotiation)、または比較的頻繁にリードまたはライトされる装置のデ
ータであってもよい。
【００７２】
　種々の方策が、データをどこに格納するかを決定するために使用される。これらの方策
は、パラメータとの整合性、またはシステムの管理者により設定されるプリフェレンス(p
reference)、選択された冗長性レベルの一致、及び／又は性能改善のようなシステムの目
標に基づき調整されてもよい。以下では、データを格納するためにフォワード割り当てモ
ジュールによって採用される方策の例を少し提供する。以下に述べられることに加えて、
またはそのことと共に、広範な種々の方策が使用されてもよいことが理解される。
【００７３】
　フォワード割り当てモジュールは、複数のスマート記憶ユニットにわたってデータをス
トライピングするための割り当てスキームを備えてもよい。データのストライピングは、
一般にはハイエンドのＲＡＩＤ記憶装置で使用される公知技術であるが、複数のディスク
を備える単一ユーザワークステーションマシンに採用されてもよい。データのストライピ
ングは、単に、ファイルのデータの異なる部分が、存続(live)し及び／又は異なる記憶装
置またはディスクに格納されることを意味する。データのストライピングに対する利点は
、リード要求が複数のディスクに配置されたブロックに及ぶときに、各ディスクがデータ
読み出しの総スループットに関与することである。代表的なシステムでは、データのスト
ライピングはソフトウェア装置レイヤで行われる。即ち、ファイルシステムは、データの
ストライピングに関する情報を持たない。ファイルシステム下にあるソフトウェアレイヤ
のみがこの構造を理解する。いくつかの特化したハードウェアにおいては、このストライ
ピングは、実際のハードウェアレイヤでソフトウェア装置レイヤの下でさえ行われる。イ
ンテリジェント分散ファイルシステム１１０においては、ファイルシステム自体は、デー
タのストライピングを処理する。この実施は、より大きな柔軟性をストライピング構成に
与える。例として、一般的なＲＡＩＤ技術は、全ディスクが同一のサイズでなければなら
ず、且つ同一の性能特性を有していなければならないという制約がある。これらの制約は
、データが異なる装置に均一に分散されることを保証するために必要である。ＲＡＩＤに
ついての更なる詳細については、Paul Massigliaによる“The RAID Book”第６版（１９
９７）を参照されたく、それは参照することにより本明細書に組み込まれる。
【００７４】
　加えて、フォワード割り当てモジュールは、ユーザ要求（例えば、新しいスマート記憶
ユニットのプロテクションスキームの付加など）に応答して、及び／又はシステム（例え
ば、故障したスマート記憶ユニットの検出）に応答してデータのストライピングを実施し
てもよい。しかしながら、再ストライピングは、ブロック割り当て管理モジュールにおけ
る他のモジュールにより又は他のモジュールと共に実施されてもよく、またはスマート記
憶ユニットの他の部分により又はスマート記憶ユニットの他の部分と共に実施されてもよ
い。
【００７５】
　インテリジェント分散ファイルシステム１１０については、ディスクおよびディスクサ
イズを異なえることは、種々のスマート記憶ユニット１１４で使用され、そしてファイル
ストライピングに関与する。フォワード割り当てモジュールは、ディスク装置情報のため
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のルートメタデータ構造を調べ(look up)、そして、性能メトリックまたは前もってセッ
トされた規則を用いて、ファイルデータが拡散されるべきスマート記憶ユニットの数を計
算する。そして、フォワード割り当てモジュールは、ファイルのブロックをスマート記憶
ユニットのセットに割り当ててもよい。
【００７６】
　また、フォワード割り当てモジュールは、パリティ又は他のエラー又は欠損訂正プロテ
クションのための割り当てスキームを備える。ほとんどのＲＡＩＤシステムにおいては、
ファイルストライピングが使用されるとき、ひとつを除いて全てのディスクがデータ記憶
のために使用されるようにパリティプロテクションもまた使用される。最後のディスクは
、純粋にパリティ情報のために使用される。このパリティ情報は、一般には、データディ
スクの全てにわたって各データのブロックのビット単位の排他的論理和（“ＸＯＲ”）を
とることにより計算される。このパリティ情報は、ディスク故障が発生したときにデータ
回復を実施するために使用される。失われたデータは、残りのディスクのデータブロック
およびパリティ情報のビット単位のＸＯＲをとることで再計算される。一般的なＲＡＩＤ
システムでは、データは、失われたデータを再編するために交換用ディスクが配列(array
)に挿入されるまで回復不能である。
【００７７】
　インテリジェント分散ファイルシステム１１０では、パリティプロテクションがソフト
ウェア装置レイヤの代わりにファイルシステムレイヤで行われるので、失われたデータは
、再計算されて、残りのスマート記憶ユニットの他の部分の自由スペースに再書き込みさ
れてもよい。もし、そのデータを再書き込みするための十分な自由スペースが残っていな
ければ、パリティデータは、再計算されたデータで上書きされてもよく、そして冗長性が
オリジナルのレベル以下に低下したという事実が記録され及び／又はシステム管理者に報
告されてもよい。
【００７８】
　また、フォワード割り当てモジュールは、データのミラーリングのための割り当てスキ
ームを備えてもよく、それは異なるスマート記憶ユニット上で利用可能なデータの複数の
コピーを作成している。フォワード割り当てモジュールは、記憶スペース、ネットワーク
稼働率、及び／又はＣＰＵ稼働率の観点から使用される度合いが最も少ないスマート記憶
ユニットを用いて、それらスマート記憶ユニットにわたってデータのブロックのロケーシ
ョンを負荷バランスするための割り当てスキームを使用してもよい。ミラーリングは、さ
らなる性能および更なる耐故障性を提供してもよい。もし、ミラーリングが、あるいくつ
かのコンテンツに対して要求されれば、フォワード割り当てモジュールは、ミラーされた
データと同様にオリジナルのデータにスペースを割り当てる。もし、１よりも大きな耐故
障性レベルが要求されれば、フォワード割り当ては、耐故障性カウント(fault tolerance
 count)によって、スマート記憶ユニット、またはスマート記憶ユニットのサブセットを
論理的に分割し、そしてストライピングされたデータを生成してもよい。例えば、もし、
１０のスマート記憶ユニットがインテリジェント分散ファイルシステム１１０に存在し、
且つ２の耐故障性が要求されれば、フォワード割り当ては、インテリジェント分散ファイ
ルシステムを、それぞれが５つのスマート記憶ユニットの２つのセクションに分け、各セ
クションにおける４つのスマート記憶ユニットにわたってデータをストライピングし、そ
して各セクションから５番目のスマート記憶ユニットをパリティディスクとして使用して
もよい。このスマート記憶ユニットの分割は、配列ミラー分割(array mirror split)と称
される。配列ミラー分割の種々の実施は、記憶時にデータが重複(overlap)され又は歪曲(
skew)される実施を含んで使用されてもよい。
【００７９】
　ｃ．故障回復モジュール
　故障回復モジュールは、実時間でインテリジェント分散ファイルシステム１１０を再構
成し、装置故障のためにもはや利用できないデータを回復する。故障回復モジュールは、
性能を維持しながらサービスを中断することなく再構成を実施してもよく、そしてそのデ
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ータを短時間で所望の冗長レベルに戻してもよい。
【００８０】
　上述したように、リモートブロック管理モジュール３３７は、故障を検出して、このよ
うな故障の通知を故障回復モジュールに受け渡す。初期故障については、故障回復モジュ
ールは、システム管理者により要求され又はインテリジェント分散ファイルシステム１１
０によって設定されるような冗長パラメータに合致しない何れかのデータを配置する。
【００８１】
　最初に、パリティ情報から再生成され得るデータが再生成され、そして新たなデータに
スペースを割り当てるために、要求がフォワード割り当てモジュールに送られる。フォワ
ード割り当ては、ＣＰＵとネットワークの稼働率をモニタし、そしてＣＰＵおよびネット
ワーク稼働率が所定の目標に達するまで積極的に動作を始める。この所定の目標は、シス
テム管理者によって設定されてもよく、あるいは、例えばコンピュータプロセッサのよう
な要素によって予め設定されてもよい。一旦、その目標に達すると、故障回復モジュール
は、スマート記憶ユニットの性能に与える影響を低減するために、その目標の時点で到達
したレートで再計算を有利に実施してもよい。
【００８２】
　もし、最近故障した装置がオンラインに復帰すれば、故障回復モジュールはその回復し
た装置のリモートブロック管理モジュール３３７と通信して、データの完全性を確かめ、
そして不一致があれば修正する。
【００８３】
　また、インテリジェント分散ファイルシステム１１０は、ホットスタンバイ装置の具備
を支援してもよい。このホットスタンバイ装置は、現在のところは何のデータも処理して
いないが装置故障のときに使用される待機状態(idle)の記憶装置である。このような状況
において、故障回復モジュールは、ホットスタンバイ装置のリモートブロック管理モジュ
ール３３７と通信することにより、ホットスタンバイ装置を用いて、失われたデータを再
構築してもよい。
【００８４】
　２．ブロックキャッシュモジュール
　ブロックキャッシュモジュール３３３は、データブロックのキャッシング(caching)、
ネームルックアップ、およびメタデータ構造を管理する。一実施形態において、ブロック
キャッシュモジュール３３３は、ＢＳＤ仮想ファイルシステム(BSD Virtual File System
)のバッファキャッシュの代わりに、またはＢＳＤ仮想ファイルシステムのバッファキャ
ッシュと共に動作する。
【００８５】
　ブロックキャッシュモジュール３３３は、例えば頻度キャッシング(frequency caching
)のような種々のキャッシングアルゴリズムを使用できるが、使用頻度最低(Least Recent
ly Used)キャッシングアルゴリズムを用いてデータブロックとメタデータのデータブロッ
クを格納(cache)してもよい。ブロックキャッシュモジュール３３３は、どちらが最善を
遂行するかに応じて、どのブロックキャッシングアルゴリズムを使用するかを決定しても
よく、他の実施形態では、アルゴリズムはデフォルトとして設定されてもよい。
【００８６】
　使用頻度最低キャッシング（“ＬＲＵ”）は、ほとんどのシステムで使用されている代
表的なキャッシングスキームである。ＬＲＵは、一旦データがアクセスされると、そのデ
ータは再びアクセスされる可能性が高いという原理に基づいている。従って、データは、
最も長い時間アクセスされていないデータが捨てられるように、その最近の使用の順に格
納される。
【００８７】
　頻度キャッシングは、最も頻繁にアクセスされているデータを格納する。ディスクライ
ト(disk write)は、比較的時間集約的な動作であるため、追加的性能は、メタデータのデ
ータ構造でアクセス頻度を追跡すること、およびアクセス頻度に基づきキャッシングする
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ことにより得られる。
【００８８】
　加えて、ブロックキャッシュモジュール３３３は、より多くのデータが必要以上に要求
される“先見読み出し(read ahead)”または“オンデマンド(on demand)”プロトコルを
利用してもよい。ブロックキャッシュモジュール３３３は、データのセットに対する要求
を送信してもよく、またデータのセットに先んじてその若干のデータを要求してもよい。
例えば、ブロックキャッシュモジュール３３３は、１パケット先見読み出し、２パケット
先見読み出し、１０パケット先見読み出し、１２パケット先見読み出し等々のような先見
読み出しを実施してもよい。他の実施形態において、ブロックキャッシュモジュール３３
３は、要求の遅延(latency)に基づいて先見読み出しを利用してもよい。例えばブロック
キャッシュモジュール３３３は、Ｖパケット先見読み出しを実施してもよく、ここでＶは
リンクの遅延(latency)および読み出しレート(read rate)を用いて計算される。ブロック
キャッシュモジュール３３３は、また、ＣＰＵおよびネットワーク稼働率に基づいた他の
アルゴリズムを使用して先見読み出しデータのサイズを決定してもよい。さらにまた、ブ
ロックキャッシュモジュール３３３は、セットキャッシングプロトコルを使用してもよく
、またはシステムの性能レベルに応じてキャッシングプロトコルを変えてもよい。
【００８９】
　キャッシュ３４０は、一般のマルチユーザのオペレーティングシステムに備わるデフォ
ルトサイズを用いて実施されてもよく、またはシステム性能に大幅に影響を与えることの
ない範囲でキャッシュブロックサイズを異なる量に増加するように修正されてもよい。こ
のような修正は、例えば、格納されるデータのタイプ、処理速度、インテリジェント分散
ファイルシステムにおけるスマート記憶ユニットの数、及び使用されているプロテクショ
ンスキームのような要素に依存する種々の性能テストによって決定されてもよい。
【００９０】
　３．ローカルブロックマネージャモジュール
　ローカルブロックマネージャモジュール３３５は、記憶装置３６０にローカルに格納さ
れたデータブロックの読み出し(retrieval)、記憶(storage)、割り当て(allocation)を管
理する。ローカルブロックマネージャモジュール３３５は、ディスクから、例えばネット
ワークカードのような記憶装置３６０の他の部分にデータを移動させるためにゼロコピー
ファイル読み出し(zero copy file read)を実施し、これにより性能を改善してもよい。
ローカルブロックマネージャモジュール３３５は、また、性能を向上させるために、使用
されている記憶装置３６０に基づく修正を実施してもよい。一実施形態において、ローカ
ルブロックマネージャモジュール３３５は、ローカルファイル格納レイヤ(Local File St
ore layer)に存在してもよく、ＦｒｅｅＢＳＤ高速ファイルシステム(FreeBSD Fast File
 System)の代わりに又はＦｒｅｅＢＳＤ高速ファイルシステムと共に稼動してもよい。
【００９１】
　一実施形態において、ローカルブロックマネージャモジュール３３５は、データを記憶
装置３６０に格納するための要求を処理してもよい。一実施形態において、ローカルブロ
ック管理モジュール３３５は、データが記憶装置３６０上のどこに格納されるかを決定す
る。例えば、ローカルブロック管理モジュールは、既に格納されているデータと関連する
データを受信したときに、新たなデータが、可能な限りその関連データの近くに格納され
るように、関連データを隣接させて格納するように試みてもよい。しかしながら、種々の
記憶プリフェレンス(storage preference)が使用され、且つ各スマート記憶ユニットが１
または２以上の異なる記憶プリフェレンスを使用してもよいことが理解される。一実施形
態において、インテリジェント分散ファイルシステムにおけるスマート記憶ユニットは同
一の記憶プリフェレンスを使用してもよい。
【００９２】
　４．リモートブロックマネージャモジュール
　リモートブロックマネージャモジュール３３７は、例えば、ブロック要求、ブロック応
答、およびリモート装置故障の検出を含む中間装置通信を管理する。一実施形態において
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、リモートブロックマネージャモジュール３３７は、ローカルファイルシステムレイヤ(L
ocal File System layer)に存在する。
【００９３】
　一実施形態において、スマート記憶ユニット１１４は、リモートブロックマネージャモ
ジュール３３７を介してインテリジェント分散ファイルシステム１１０における他のスマ
ート記憶ユニットと通信及び／又は接続してもよい。
【００９４】
　リモートブロックマネージャモジュール３３７は、スマート記憶ユニット１１４がＴＣ
Ｐのようなコネクションを介して互いにやり取り(talk)することを可能にしてもよい。一
実施形態においては、各スマート記憶ユニットについて少なくとも２つのＴＣＰコネクシ
ョンが存在し、ひとつはファイルデータトランスポテーションのためのものであり、もう
ひとつはコントロールメッセージトランスポテーションのためのものである。この二重チ
ャンネル(dual channel)ＴＣＰ通信アーキテクチャの利点は、データがシステムの或る部
分から他の部分にコピーされる必要なく、データブロックが複数のページサイズで送信さ
れる限りデータがＤＭＡ転送を介して直接的にネットワークインターフェイスカードから
システムメモリに送信されてもよく、且つＤＭＡ転送を介してシステムメモリからシステ
ムの他の部分（おそらくは再びネットワークインターフェイスカード）に送信されてもよ
いことである。これは、データパケットが非データヘッダ(non-data header)を含まない
ときにＣＰＵがそのデータパケットを解析し、または情報がコントロールチャンネル上を
伝送されるときにこの情報をＣＰＵが識別することに関与する必要がないためである。高
性能のサーバ及びオペレーションシステムにおいては、システムメモリの或る部分から他
の部分へのこれらのメモリコピーは、システム性能に関する厳しい制限になる。
【００９５】
　一実施形態において、リモートブロックマネージャモジュール３３７は、例えば、デー
タブロックアクセスメッセージ（例えば、READ, READ_RESPONSE, WRITE, WRITE_RESPONSE
）、メタデータアクセスメッセージ（例えば、GET_INODE, GET_INODE_RESPONSE, SET_ADD
RESS, GET_ADDRESS, INVALIDATE_INODE）、ディレクトリメッセージ（例えば、ADD_DIR, 
REMOVE_DIR）、ステータスメッセージ、同様の種々の他のタイプのメッセージのようなメ
ッセージを利用するメッセージング通信を用いて通信する。
【００９６】
　ここでは二重チャンネルプロトコルについて述べたが、スマート記憶ユニット１１４間
の通信を可能とするために他の通信プロトコルを使用してもよいことが理解される。
【００９７】
　５．ブロック装置モジュール
　ブロック装置モジュール３３９は、ファイルシステムによって使用される特定の一部の
ディスクハードウェアのための装置ドライバをホスト(host)する。例えば、もし物理的記
憶装置がＡＴＡディスクであれば、ブロック装置モジュール３３９はＡＴＡディスクドラ
イバをホストする。
【００９８】
Ｃ．キャッシュ
　キャッシュメモリ又はキャッシュ３４０は、例えば、１ＧＲＡＭキャッシュのような本
技術分野において公知の種々の製品を用いて実施されてもよい。図３に示されるキャッシ
ュ３４０は、最近アクセスされたデータのブロック、または一定時間内にアクセスされる
べきデータのブロックを格納してもよい。キャッシュ３４０は、スタティックＲＡＭ装置
、ダイナミックＲＡＭ装置、内部キャッシュ、ディスクキャッシュ、同様の種々の他のタ
イプの装置のような高速記憶装置を用いて実施されてもよい。通常、データは、不揮発性
記憶装置をアクセスするために要する時間よりも速くキャッシュ３４０からアクセスされ
る。もしスマート記憶ユニット１１４が記憶装置３６０からデータをアクセスする必要が
あれば、そのデータが既に読み出されたかを調べるためにキャッシュ３４０が最初にチェ
ックされるようにキャッシュ３４０がデータを格納する。従って、キャッシュ３４０の使
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用は、データブロックの読み出しにおいてスマート記憶ユニットの性能を改善する。
【００９９】
Ｄ．ネットワークスタック
　一実施形態において、また、スマート記憶ユニット３１０は、例えばＴＣＰ／ＩＰのよ
うなプロトコルを用いて、入ってくるメッセージトラヒックと、出て行くメッセージトラ
ヒックとを処理するネットワークスタック３５０を備える。しかしながら、スタック３５
０を実施するためには他のプロトコルまたはデータ構造が使用されてもよいことが理解さ
れる。
【０１００】
Ｅ．記憶装置
　記憶装置３６０は、１又は２以上の不揮発性メモリ装置のセットであり、それはデータ
ブロックを格納するために使用されてもよい。記憶装置３６０は、例えば、４１．２５Ｇ
Ｂ ＡＴＡ１００装置、ＳＣＳＩ装置等のような公知の種々の製品を用いて実施されても
よい。加えて、記憶装置３６０のサイズは、インテリジェント分散ファイルシステム１１
０における全てのスマート記憶ユニット１１４について同一であってもよく、或いはそれ
は異なるスマート記憶ユニット１１４についてサイズを変えてもよい。
【０１０１】
Ｆ．システム情報
　一実施形態において、スマート記憶ユニット１１４は、スマート記憶ユニット１１４が
他のスマート記憶ユニット１１４と通信することを可能とするコンピュータ上で稼動する
。このコンピュータは、例えば、ペンティアム（登録商標）プロセッサ、ペンティアム（
登録商標）IIプロセッサ、ペンティアム（登録商標）Ｐｒｏプロセッサ、ペンティアム（
登録商標）IVプロセッサ、ｘｘ８６プロセッサ、８０５１プロセッサ、ＭＩＰＳプロセッ
サ、パワーＰＣ（登録商標）プロセッサ、ＳＰＡＲＣ（登録商標）プロセッサ、アルファ
プロセッサ等のような１又は２以上マイクロプロセッサを用いた汎用のコンピュータであ
ってもよい。
【０１０２】
　一実施形態において、プロセッサユニットは、オープンソースのＦｒｅｅＢＳＤオペレ
ーティングシステムを動作させ、そしてファイルのオープン、読み取り、書き込み、およ
びクローズのような標準オペレーティングシステムの機能を実施する。例えば、マイクロ
ソフト（登録商標）ウィンドウズ（登録商標）３．Ｘ、マイクロソフト（登録商標）ウィ
ンドウズ（登録商標）９８、マイクロソフト（登録商標）ウィンドウズ（登録商標）２０
００、マイクロソフト（登録商標）ウィンドウズ（登録商標）ＮＴ、マイクロソフト（登
録商標）ウィンドウズ（登録商標）ＣＥ、マイクロソフト（登録商標）ウィンドウズ（登
録商標）ＭＥ、パームパイロットＯＳ、アップル（登録商標）ＭａｃＯＳ（登録商標）、
ディスクオペレーティングシステム（ＤＯＳ）、ＵＮＩＸ（登録商標）、ＩＲＩＸ（登録
商標）、Ｓｏｌａｒｉｓ（登録商標）、Ｓｕｎ（登録商標）ＯＳ、ＦｒｅｅＢＳＤ（登録
商標）、Ｌｉｎｕｘ（登録商標）、ＩＢＭ（登録商標）ＯＳ／２（登録商標）オペレーテ
ィングシステムのような他のオペレーティングシステムが使用されてもよいことが理解さ
れる。
【０１０３】
　一実施形態において、コンピュータは、例えば、イーサネット（登録商標）（ＩＥＥＥ
８０２．３）、トークンリング（ＩＥＥＥ８０２．５）、ＦＤＤＩ(Fiber Distributed D
atalink Interface)、またはＡＴＭ(Asynchronous Transfer Mode)のような従来のネット
ワーク接続性(network connectivity)を備える。さらに、コンピュータは、例えば、ＮＦ
Ｓ ｖ２／ｖ３overＵＤＰ／ＴＣＰ、マイクロソフト（登録商標）ＣＩＦＳ、ＨＴＴＰ １
．０、ＨＴＴＰ １．１、ＤＡＦＳ、ＦＴＰ等のような種々のネットワークプロトコルを
支援するように構成されてもよい。
【０１０４】
　一実施形態において、スマート記憶装置１１４は、ジャンボ９Ｋイーサネット（登録商
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標）フレームを支援する１０００／１００ネットワークインターフェイスカードと同様に
、シングル又はデュアルＣＰＵ ２Ｕラック搭載可能な構成を備える。しかしながら、種
々の構成が使用されてもよいことが理解される。
【０１０５】
　上述したように、異なるモジュールがスマート記憶ユニットに関して述べられたが、そ
のタスクは異なるモジュールによって実行されてもよいことが理解される。加えて、１又
は２以上のモジュールが組み合わされることができ、及び／又は、ある特定のモジュール
が特定のタスクを実施することを要求されないように、１又は２以上の新たなモジュール
が付加されてもよい。
【０１０６】
VI．インテリジェント分散ファイルシステムデータ構造
　図４は、インテリジェント分散ファイルシステムで使用されるディレクトリ構造例を示
す。この例において、ルートディレクトリは、“DFSR”と名づけられ、そしてサブディレ
クトリIMPORTANT、TEMP、USERを備える。サブディレクトリIMPORTANTは、サブディレクト
リPASSWORDSおよびCREDITCARDを備える。ファイルUSER.TXTおよびADMIN.TXTは、サブディ
レクトリPASSWORDSに格納される。従ってファイルUSER.TXTについてのアドレスは、
　　　 /DFSR/IMPORTANT/PASSWORDS/USER.TXT
である。ディレクトリおよびファイルについての情報またはメタデータは、インテリジェ
ント分散ファイルシステム１１０により格納され且つ保持される。
【０１０７】
Ａ．メタデータのデータ構造
　図５は、メタデータを格納するためのデータ構造例を示す。代表的なデータ構造５１０
は、次の情報を格納する。
【０１０８】
【表２】

【０１０９】
　データ構造５１０の例は、メタデータを格納するためのデータ構造５１０の実施形態を
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示し、且つ種々の実施が本発明に従って実施されてもよいことが理解される。例えば、デ
ータ構造５１０は異なるフィールドを備えてもよく、このフィールドは異なるタイプのも
のであってもよく、このフィールドはグループ化されて別々に格納されてもよい。等々。
【０１１０】
　図６Ａ，６Ｂ，６Ｃ，６Ｄは、データロケーションテーブルのタイプ、即ちタイプ０、
タイプ２、タイプ３についてのデータロケーションテーブル構造例をそれぞれ示す。図６
Ａにおいて、タイプ０のデータロケーションテーブルは、２４の直接ブロックエントリを
備え、これは、データが格納されるロケーションを示す装置／ブロック番号対をデータロ
ケーションテーブルにおけるエントリが備えることを意味する。図６Ｂにおいて、タイプ
１のデータロケーションテーブルは、１５の直接ブロックエントリと、３つのシングル間
接エントリと、３つのダブル間接エントリと、３つのトリプル間接エントリとを備える。
シングル間接エントリについてのエントリは、直接エントリの追加的データロケーション
テーブルが格納されるロケーションを示す。ダブル間接エントリについてのエントリは、
データロケーションテーブルが格納されるロケーションを示し、このデータロケーション
テーブルはシングル間接エントリを備える。トリプル間接エントリについてのエントリは
、データロケーションテーブルが格納されるロケーションを示し、このデータロケーショ
ンテーブルはダブル間接エントリを備える。
【０１１１】
　任意数の装置にわたって任意のブロックがミラーされてもよいので、メタデータのデー
タ構造５１０は複数のロケーションを用いてブロックを表現するのに十分柔軟性があり、
且つ一定のスペース内での直接指標付け(direct indexing)に由来する高速アクセスを依
然として提供する。従って、使用されるべきデータロケーションテーブルのタイプを指示
するために、タイプは、メタデータ構造５１０と有利に関連づけられてもよい。メタデー
タのデータ構造５１０の一実施形態において、例えば２４のポインタのような２４のデー
タエントリのための場所(room)があってもよい。
【０１１２】
　タイプ０は、データファイルが小さいとき：データロケーションアドレスが直接エント
リとして格納されるときに使用されてもよい。従って、タイプ０のメタデータのデータ構
造は２４の直接エントリを備える。タイプ１は、より大きなファイルと２回までのミラー
（ファイルの３つのコピー）を支援するために使用されてもよい。タイプ１は、１５の直
接エントリと、３つのシングル間接エントリと、３つのダブル間接エントリと、３つのト
リプル間接エントリとを使用する。タイプ２は、７回までのミラーリング（ファイルの８
つのコピー）を支援するために使用されてもよく、そして８つのシングル間接エントリ、
８つのダブル間接エントリ、８つのトリプル間接エントリを備えてもよい。タイプ３のデ
ータロケーションテーブルは、ディスクアドレスの全てがトリプル間接エントリとして格
納されるので更なるミラーリングを可能する。結果として、２４までの完全なファイルコ
ピーが格納される。
【０１１３】
　種々のデータロケーションテーブルが使用されてもよいことが理解され、図６Ａ，６Ｂ
，６Ｃ，６Ｄは実施例を示す。他の実施形態において、例えば、データロケーションテー
ブルは、直接および間接エントリの異なる混合体を備えてもよい。さらに、他の実施形態
において、データロケーションテーブルは、テーブルの各エントリについてエントリのタ
イプを指定するエントリフィールドを備えてもよい。タイプは、例えば、上述したもの（
例えば、直接、シングル間接、ダブル間接、トリプル間接）を備えてもよく、他（例えば
、クアドラプル間接など）も同様である。加えて、データロケーションテーブルは、Ｘレ
ベルまでのデータロケーションテーブルのより深いネスティング(nesting)を備えてもよ
く、ここでＸは整数である。
【０１１４】
　また、メタデータのデータ構造は、どのスマート記憶ユニットがファイルのコンテンツ
とプロテクションデータを備えるかについての情報を備える。加えて、メタデータのデー
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タ構造は、ファイルのコンテンツデータのために使用される最後のブロックアドレスとフ
ァイルのプロテクションデータのために使用される最後のブロックアドレスとを追跡(tra
cking)する各スマート記憶ユニットのための情報を格納してもよい。例えば、メタデータ
のデータ構造は、MYFILE.TXTが、装置０、装置２、装置３、および装置５に格納されたそ
のデータを有することを記録してもよい。メタデータのデータ構造は、また、次のことを
記録してもよい。
【０１１５】
【表３】

【０１１６】
１．ディレクトリメタデータ
　図７Ａは、ディレクトリPASSWORDSについてのメタデータのセット例を示す。図７Ａに
おいて、データ構造はディレクトリPASSWORDSについての情報を格納する。ディレクトリ
は２回ミラーされる（合計３つのコピー）。ディレクトリ構造は比較的小さいので（例え
ばブロックに収まる）、使用される３つの直接ポインタのみが存在し、ひとつは各コピー
のためのものである。メタデータのセット例は、使用されないブロックエントリ７３０の
セットと同様に装置／ブロック番号対を用いてデータブロックのロケーションを示す直接
エントリ７２０を有するデータロケーションテーブル７１０を備える。
【０１１７】
２．ファイルメタデータ
　図７Ｂは、ファイルUSER.TXTについてのメタデータのセット例を示す。図７Ｂにおいて
、データ構造は、ファイルUSER.TXTについての情報を格納する。ファイルデータUSER.TXT
についてデータブロックのそれぞれの一つのコピーが存在し、そしてそのデータは３＋１
パリティスキームを用いて保護される。USER.TXTについてのコンテンツデータは、サイズ
が４５Ｋであり、ブロックサイズが８Ｋであり、従って６番目のデータブロックが全く使
用されない６つのデータブロックが存在する。データロケーションテーブル７１０は、６
つのデータブロックのそれぞれが格納されるロケーションを示し、ここでデータブロック
は、装置番号とブロック番号とによって参照され、最初のエントリが最初のデータブロッ
クに対応する。さらに、コンテンツデータのためのパリティ情報のロケーションはパリテ
ィマップ７４０に格納され、そのパリティマップのロケーションは、“パリティマップポ
インタ”としてのデータ構造の最後のロケーションによって指定される。ファイルUSER.T
XTは、３＋１パリティスキームを用いて格納され、従って３つのデータブロックに対しパ
リティデータのブロックが格納される。この３＋１パリティスキームには６つのブロック
が存在するので、パリティデータの２つのブロックが存在する（６を３で割って、最も近
い整数に丸める）。パリティマップは、両方のパリティデータのブロックが格納されたロ
ケーションを示し、ここでパリティデータのブロックは、装置番号とブロック番号とによ
って参照され、最初のエントリがパリティデータの最初のブロックに対応する。
【０１１８】
Ｂ．データロケーションテーブルデータ構造
　インテリジェント分散ファイルシステム１１０は、どのようにファイルが格納されるか
についての柔軟性のみならず、多種多様なファイルのための格納を提供する。ファイルデ
ータのミラーリングおよび冗長は、インテリジェント分散ファイルシステムが、異なるフ
ァイルについての変化する冗長パラメータを支援することを可能とするファイルシステム
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レベルで実施される。例えば、いくつかのディレクトリはミラーされ、パリティが保護さ
れ、または全く保護されない。
【０１１９】
　図８Ａ，８Ｂ，８Ｃは、変化するプロテクションタイプとレベルのデータファイルのた
めのデータロケーション情報を格納するために使用されるデータロケーションテーブル例
を示す。図８Ａ，８Ｂ，８Ｃは、さまざまなデータロケーションテーブルを図解するため
のものであり、種々の異なるフォーマット及び／又は構造が使用されてもよい。
【０１２０】
　図８Ａは、対応するファイルの各データブロックが格納される場所を示すデータロケー
ションテーブル８１０の例を図解する。図７Ｂにおけるように、ファイルについての対応
するメタデータは示されていないが、データロケーションテーブル８１０がメタデータの
セットに対応してもよいことが理解される。代表的なデータロケーションテーブル８１０
は、直接エントリおよび間接エントリの両方を備える。
【０１２１】
　直接エントリは装置ＩＤ／ブロック対を備える。装置ＩＤは、データが格納されたスマ
ート記憶ユニットを示し、オフセットまたはブロックアドレスは、データが格納された記
憶装置上のロケーションを示す。データロケーションテーブルにおける一つのエントリ例
は、
　　エントリ　　装置　　　　ブロック
　　１　　　　　７　　　　　１２７
であり、これは、データのブロック１がブロック１２７の装置番号７上に格納されている
ことを示す。
【０１２２】
　データロケーションテーブル８１０の例は、また、データロケーションテーブルがより
大きなデータのセットのためのデータロケーションを追跡することを可能とする追加のデ
ータロケーションテーブルを指し示す間接エントリを備える。間接エントリのレベルは理
論的に制限されないが、そのレベルは、スループットレートを改善するために有利に制限
されてもよい。例えば、データロケーションテーブルは、せいぜいダブル間接エントリ、
またはせいぜいトリプル間接エントリのみを許容するように制限されてもよい。代表的な
データロケーションテーブル８１０は２つのレベルの間接エントリを示す。
【０１２３】
　さらに、データロケーションテーブルの最後のエントリは、パリティマップのアドレス
（もしあれば）を格納するために予約されてもよい。他の実施形態において、パリティマ
ップのアドレスは、例えば、メタデータのデータ構造におけるエントリのように、他のロ
ケーションに格納されてもよい。もし、データのセットがパリティプロテクションを備え
ていなければ、アドレス値はＮＵＬＬのような標準的な値に設定されてもよい。
【０１２４】
　図８Ｂは、２つの追加的なロケーションにおいてミラーされたデータのためのデータロ
ケーションテーブルを示す。このデータロケーションテーブルは、データの各コピーにつ
いてのブロック又はオフセットアドレスおよび装置ＩＤを備える。代表的なデータロケー
ションテーブルにおいて、ミラーされたロケーションは、ブロック単位ベース(block-by-
block basis)で選択されている。例えば、特定のスマート記憶ユニットをミラーするため
に１又は２以上の記憶ユニットを選択することのような他のスキームが使用されてもよい
ことが理解される。図８Ｂにおけるデータロケーションテーブルは直接エントリのみを備
えているが、間接エントリが使用されてもよいことが理解される。
【０１２５】
　一実施形態において、ファイルのためのミラーリング情報は、ファイルの対応するメタ
データ構造に格納されてもよい。この情報は、例えば、各コピーのためのデータロケーシ
ョンテーブルのロケーションのみならず、データのコピー数を備えてもよい。データロケ
ーションテーブルは、シングルデータ構造として格納されてもよく、及び／又はデータロ
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ケーションテーブルの別個のコピーは異なるロケーションに格納されてもよいことが理解
される。
【０１２６】
　ミラーされたデータを有する図８Ｂのデータロケーションテーブル例は、パリティプロ
テクションを備えないが、このデータロケーションテーブルは、パリティ情報を備えても
よいことが理解される。
【０１２７】
　図８Ｃは、パリティマップを有するデータロケーションテーブルを示す。代表的なデー
タロケーションテーブルにおいて、データは、３＋１パリティスキームを用いて保護され
、即ちパリティデータのセットは３つのデータブロックの全てから生成されている。例え
ば、ビット単位(bit-by-bit)、バイト単位(byte-by-byte)、ブロック単位(block-by-bloc
k)ベースでデータブロックのＸＯＲを演算してパリティブロックを生成することによるよ
うな、データ生成のための技術分野における公知技術が使用されてもよい。
【０１２８】
　代表的なデータロケーションテーブルは、２１個のデータブロック（ブロック０からブ
ロック２０）からなるデータファイルに関する情報を提供する。パリティスキームが３＋
１であるので、パリティブロックは、３つのデータブロックの各セットについて生成され
る。テーブル２は、図８Ｃに示されるいくつかのパリティブロックといくつかのデータブ
ロックとの対応を示す。
【０１２９】
【表４】

【０１３０】
　データロケーションテーブルの例は、パリティマップまたはパリティロケーションテー
ブルを備える。この代表的なパリティマップにおいて、データを生成するために使用され
るブロックエントリのセットとパリティマップとの間には１対１のマッピングが存在する
。他の実施形態において、パリティマッピングは、また、装置故障によりその直接ロケー
ション(direct locations)の何れにおいても利用可能でないイベントにおいて、何れのブ
ロックがデータを再生成するために一緒にＸＯＲがとられたパリティであるかを、装置お
よびブロック番号により特定する可変サイズのエントリを備える。他の実施形態において
、パリティ生成スキームは、パリティデータの対応(correspondence)およびロケーション
が、データを再生成するために一緒にＸＯＲがとられるべきブロックを特定することなく
インテリジェント分散ファイルシステム１１０によって決定されてもよいように、予め設
定される。
【０１３１】
　一実施形態において、パリティマップは、例えば、メタデータのデータ構造に備えられ
るよりは、むしろ、メタデータのデータ構造の最後のエントリにおけるようなメタデータ
のデータ構造によって指し示されてもよい。このマップは、故障したスマート記憶ユニッ
ト１１４のまれな場合においてその使用が要求されるだけなので、メタデータ構造に直接
的に備えられる代わりに指し示されてもよい。また、スマート記憶ユニット１１４が、デ
ータを再構築しながら一回でパリティマップをトラバース(traverse)し且つトラバースさ
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れるときにパリティマップを解析することを可能とするパリティ再結合ブロックを表わす
ために、パリティマップは可変サイズのエントリを使用してもよい。或る状況では、エン
トリを取得して解析するための計算およびＩ／Ｏ時間はパリティ計算時間に比較して無視
できる。
【０１３２】
　パリティロケーション情報を有する図８Ｃのデータロケーションテーブル８１０の例は
、ミラーリング情報または間接エントリを備えないが、一方または両方がパリティロケー
ション情報と共に使用されてもよいことが理解される。さらに、他のデータ構造が使用さ
れてもよく、データロケーションテーブルデータ構造は本発明の一実施形態を説明するこ
とのみを意図したものであることが理解される。
【０１３３】
Ｃ．データ例
　図９は、データロケーションテーブル９１０およびパリティマップ９２０の例と、その
データが格納される対応装置を示す。図９の例は、装置上の変化するロケーションにデー
タがどのように格納されるかを示し、データの“ストライプ(stripe)”が各装置上の異な
るオフセットアドレスにわたって格納され、そしてパリティデータが、同一ファイルから
のデータについてさえ種々の装置に格納されてもよいことを示す。他の実施形態において
は、データは各装置上の同一オフセットアドレスに格納されてもよい。
【０１３４】
　例えば、最初のストライプのためのパリティデータは、ロケーション４００で装置３上
に格納され、ロケーション１００で装置０に格納されたデータブロック０と、ロケーショ
ン２００で装置１上に格納されたデータブロック１と、ロケーション３００で装置２上に
格納されたデータブロック２とに関連する。２番目のストライプのためのパリティデータ
は、ロケーション６００で装置２上に格納され、そしてロケーション３００で装置０上に
格納されたデータブロック３と、ロケーション８００で装置４上に格納されたデータブロ
ック４と、ロケーション７００で装置１上に格納されたデータブロック５とに関連する。
【０１３５】
　いくつかの実施形態において、個々のスマート記憶ユニットは、どこで及び／又はどの
ようにロケーションをディスク上の実際のロケーションにマッピングするかを決定する。
例えば、もし装置０が４つの物理的なハードディスクを備え、且つ各ハードディスクが１
００ブロックの記憶容量を備えていれば、装置０は、ロケーション０からロケーション３
９９への格納を可能にする。ロケーションをディスク上のブロックにどのようにマッピン
グするかを決定するために使用されるガイドラインのセット例は、次のようである。
　ディスク番号＝（ディスクごとのブロックの番号／ロケーション）のフロア
　ディスク上のブロック＝ロケーションＭＯＤディスクごとのブロックの番号
【０１３６】
　ＭＯＤは、除算の余りをとるモジュラス(modulus)演算子である。上述のガイドライン
は、ロケーションをディスク及びディスクブロックにマッピングさせるために使用される
ガイドラインの単なる一例を表し、多くの他のガイドラインまたはスキームを使用できる
ことが理解される。例えば、一実施形態は、各ディスクを表すブロック範囲の関連したリ
スト(linked list)を利用し、そしてリストトラバーサル(list traversal)を実施しても
よい。関連したリストは、複数のサイズ化されたディスクを可能にする利点を有する。
【０１３７】
　データ及びパリティ情報の記憶の柔軟性のために、新たなスマート記憶ユニットが付け
加えられるに従って、システムを混乱させることなく、既存のデータが新たなスマート記
憶ユニットに移動されてもよく（例えば、既存ユニット上のデータを削除する前にコピー
を作成することによって）、及び／又は、新たなデータが新たなスマート記憶ユニット上
に格納されてもよい。加えて、データブロックまたはファイル全体が、大量の要求、ディ
スク故障、冗長またはパリティパラメータにおける変更などに応じて実時間でコピー(cop
y)され又は移動(move)されてもよい。
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【０１３８】
VII.インテリジェント分散ファイルシステム処理
Ａ．データの読み取り
　図１０は、データの読み取り（“データ読み取り処理”）のためのフローチャートの一
実施形態を示す。例えばディレクトリメタデータ、ファイルメタデータ、コンテンツデー
タなどのような種々のデータタイプが読み取られる。
【０１３９】
　スタートステートから始めると、データ読み取り処理は、データが格納されているロケ
ーションを受信する（ステート１０１０）。一実施形態において、ロケーションは、スマ
ート記憶ユニットＩＤおよびオフセットまたはブロックアドレスを用いて指定されてもよ
い。他の実施形態において、記憶装置のＩＤが使用されてもよいが、他の実施形態におい
て、ＩＤを他のＩＤにマッピングするためにテーブルが使用されてもよい。等々。
【０１４０】
　次に、データ読み取り処理は、データがローカルに格納されているかどうかを決定する
（ステート１０２０）。もし、データがローカルに格納されていれば、データ読み取り処
理は、そのデータをローカル記憶装置から読み取る（ステート１０３０）。一実施形態に
おいて、データ読み取り処理は、最初にキャッシュをチェックし、そしてもしデータが存
在しなければ、記憶装置をチェックしてもよい。他の実施形態において、データ読み取り
処理は記憶装置のみをチェックしてもよい。
【０１４１】
　もし、データがローカルに格納されていなければ、データ読み取り処理は、データの要
求を、そのデータが格納されたスマート記憶ユニットに送信する（ステート１０４０）。
一実施形態において、この要求は、図１に示されるスイッチコンポーネント１２５を介し
て送信される。それから、データ読み取り処理は、要求されたデータを受信する（ステー
ト１０５０）。
【０１４２】
　データ読み取り処理は、要求されているデータを収集し、そしてそのデータを戻す（ス
テート１０６０）。いくつかの実施形態において、データは、データのセット全体が収集
された後に戻される。他の実施形態において、データの一部またはセットは、そのデータ
がローカル記憶から読み出され又は他のスマート記憶ユニットから受信されるときに戻さ
れる。その一部は、ファイルロケーションテーブルに従う順番(sequential order)で戻さ
れてもよく、またはそれらは読み出され又は受信されるときに戻されてもよい。データが
戻された後、データ読み出し処理はエンドステートに進む。
【０１４３】
　図１０はデータ読み出し処理の一実施形態を示しており、そして他の実施形態が使用さ
れてもよいことが理解される。他の例において、例えば、並列処理、パイプライン、また
は非同期Ｉ／Ｏのような技術または技術の組み合わせを用いて、複数のデータ読み出し処
理によりデータが並列に読み出されるように２以上のデータ読み出し処理が同時に使用さ
れてもよい。
【０１４４】
Ｂ．ネームルックアップ処理
　図１１は、ネームルックアップのための処理（“ネームルックアップ処理”）の一実施
形態を示す。スタートステートから始めると、ネームルックアップ処理は、ファイルネー
ムを受信し（ステート１１１０）、ルートディレクトリのメタデータを読み出し、そして
ルートメタデータのロケーションをCURRENTとして設定する（ステート１１２０）。一実
施形態において、ルートディレクトリのデータは、図５のデータ構造のようなデータ構造
に格納されてもよいが、種々のデータ構造が、ルートディレクトリのメタデータを格納す
るために使用されてもよいことが理解される。さらにまた、いくつかの実施形態において
、ルートディレクトリのメタデータは、各スマート記憶ユニット１１４がルートディレク
トリのメタデータのコピーと同一または類似のコピーを備えるように各スマート記憶ユニ
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ット１１４で格納されてもよい。他の実施形態において、ルートディレクトリのメタデー
タは、インテリジェント分散ファイルシステム１１０における他のロケーションに格納さ
れ、またはファイル要求と共にスマート記憶ユニット１１４に送信されてもよい。例えば
、ミューテックス(mutexes)及び／又はセマフォ(semaphores)などによってロックするよ
うな、複数のデータのコピーの完全性を確保するための公知技術が使用されてもよい。
【０１４５】
　そして、ネームルックアップ処理は、ファイルネームの一部である次のトークン(token
)を読み取ってもよい（ステート１１３０）。そして、ネームルックアップ処理は、CURRE
NTのデータを格納するスマート記憶ユニット１１４からトークンのメタデータのロケーシ
ョンのアドレスを要求する（ステート１１４０）。この要求は、ローカルまたはリモート
であってもよい。それから、ネームルックアップ処理は、戻されたアドレスをCURRENTと
して設定し（ステート１１５０）、そして他のトークンが存在しないかどうかを判断して
もよ（ステート１１６０）。ここでトークンはディレクトリ階層における単一のレベルを
表す。もし、他のトークンが存在すれば、ネームルックアップ処理はブロック１１３０に
戻る。もし、それ以上トークンが存在しなければ、ネームルックアップ処理は、参照値を
CURRENTに戻し（ステート１１７０）、そしてエンドステートに進む。
【０１４６】
　ネームルックアップ処理の他の実施が使用され得ることが理解される。例えば、ネーム
ルックアップ処理はファイルのメタデータを読み出しても良い。加えて、一旦、要求され
たデータのロケーションが発見されると、ネームルックアップ処理は、データがローカル
または他のスマート記憶ユニットで格納されているかどうかを判断してもよい。もし、デ
ータがローカルに格納されていれば、ネームルックアップ処理はリード要求をスマート記
憶ユニット１１４のローカルブロックマネージャモジュール３３５に送信してもよく、も
しデータが他のスマート記憶ユニットに格納されていれば、ネームルックアップ処理は、
リード要求をリモートスマート記憶ユニット１１４のリモートブロックマネージャモジュ
ール３３７に送信してもよい。
【０１４７】
Ｃ．ファイル要求処理
　図１２は、ファイル要求のための処理（“ファイル要求処理”）のフローチャートの一
実施形態を示す。スタートステートから始めると、ファイル要求処理は、ファイルを読み
出すための要求を受信する（ステート１２１０）。一実施形態において、ファイルは、ロ
ケーションおよびファイルネームを備えるファイルの完全なパスネームを用いて指定され
る。他の実施形態において、パスは、相対パスであってもよく、及び／又は、ファイルの
アドレスについての情報が格納されるテーブルのような他のデータ構造であってもよい。
次に、ファイル要求処理は、図１１に示されるようなネームルックアップ処理を実施して
、ファイルのメタデータのデータ構造のロケーションを決定する。
【０１４８】
　そして、ファイル要求処理は、図１０に示され且つ上述したようなファイル読み出し処
理を用いてファイルのメタデータを読み出すが（ステート１２３０）、他のファイル読み
出し処理が使用されてもよい。一実施形態において、ファイルのメタデータは、インテリ
ジェント分散ファイルシステムの全体にわたってファイルにおける各データのブロックが
格納されているロケーションへのアクセスを提供するデータロケーションテーブルを備え
てもよい。
【０１４９】
　そして、ファイルにおける各データのブロックに対し（ステート１２４０，１２７０）
、ファイル要求処理は、ファイルのメタデータにおいてそれを探し出すことによりデータ
ブロックのロケーションを取得し（ステート１２５０）、そして図１０に示され且つ上述
したようなファイル読み出し処理を用いることにより、そのデータブロックを読み出す（
ステート１２６０）。ただし、他のファイル読み出し処理が使用されてもよい。
【０１５０】
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　それから、ファイル要求処理はファイルのデータを戻し（ステート１２８０）、そして
エンドステートに進む。いくつかの実施形態において、ファイルは、データのセット全体
が収集された後に戻される。他の実施形態において、１又は２以上のデータのブロックは
、データが読み出されるときに戻されてもよい。一部は、ファイルロケーションテーブル
に従う順番で戻されてもよく、またはそれらは、それらが読み出され又は受信されるとき
に戻されてもよい。一実施形態において、ファイル要求処理は、順番にデータブロックを
置いてもよく、及び／又はストリーミングサーバのような他のモジュールがデータブロッ
クを順序づけてもよい。データが戻された後に、データ読み出し処理はエンドステートに
進む。
【０１５１】
　図１２はファイル要求処理の一実施形態を示し、そして他の実施形態が使用されてもよ
いことが理解される。例えば、ファイル要求処理は、図１１に示されるものとは異なるネ
ームルックアップ処理を用いてファイルのロケーションを決定してもよい。他の例におい
て、データブロックを読み出すために２以上のデータ読み出し処理が同時に使用されても
よく、例えば、並列処理、パイプライン、または非同期Ｉ／Ｏのような技術または技術の
組み合わせを用いて、複数のデータ読み出し処理により並列にデータを読み出すことを可
能にしてもよい。
【０１５２】
Ｄ．パリティ生成処理
　図１３は、パリティ情報の生成（“パリティ生成処理”）のためのフローチャートの一
実施形態を示す。スタートステートから始めると、パリティ生成処理は、データのセット
に関連するパリティスキーム情報を受信する（ステート１３１０）。データのセットは、
ファイルデータ、ファイルメタデータ、ディレクトリメタデータ、ファイルデータのサブ
セットなどを表してもよい。パリティ生成処理は、データのセットに関連するデータロケ
ーション情報を読み出す（ステート１３２０）。次に、各パリティのセットに対し（ステ
ート１３３０，１３７０）、パリティ生成処理はデータのセットを読み出す（ステート１
３４０）。例えば、もし、パリティが３＋１であれば、パリティ生成処理は、図１０に示
されるようなデータ読み出し処理を用いて最初の３つのデータブロックを読み出す。次に
、パリティ生成処理は、ビット単位、バイト単位、またはブロック単位ベースでデータの
ＸＯＲ演算を実施するようにして、データのセットについてのパリティデータを生成する
（ステート１３５０）。それから、パリティ生成処理は、データをバッファに格納し、そ
してデータのセットについてのパリティ情報が生成されるまでブロック１３３０に戻る。
パリティ情報が生成された後に、パリティ生成処理は、そのパリティデータを格納すべき
場所を決定する（ステート１３８０）。パリティ生成処理は、輪番方式のパリティスキー
ム(rotating parity scheme)を使用してもよい。ここで、ファイルデータの各連続したス
トライプについての各パリティブロックは輪番で次の装置上に格納される。パリティ生成
処理は、パリティ情報がデータ情報と同時に失われることのない装置故障のイベントにお
いて確保すべき現在のストライプのためのデータを保持しているどの装置とも異なる装置
にパリティブロックを割り当てる。また、パリティ生成処理は、パリティ記憶のために考
慮されることからいくつかの装置をふるい落とすために、記憶容量、ＣＰＵ稼働率、およ
びネットワーク稼働率のような他の要素を考慮に入れてもよい。そして、パリティ生成処
理は、バッファされたデータを割り当てられたスペースに格納し（ステート１３９０）、
パリティマップにパリティデータのロケーションを記録し（ステート１３９５）、そして
エンドステートに戻る。
【０１５３】
　図１３はパリティ生成処理の一実施形態を示し、他の実施形態が使用されてもよいこと
が理解される。例えば、パリティ生成は、並列にデータのブロックを読み出し、そして並
列にパリティ情報を生成してもよく、または公知のパイプラインあるいは非同期Ｉ／Ｏ技
術を用いてもよい。さらに、パリティ生成処理は、一時的なバッファに書き込むことなく
パリティ情報およびパリティ情報のロケーションを格納してもよく、または、パリティ生
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成処理は、パリティデータまたはパリティデータへのポインタを戻してもよい。
【０１５４】
Ｅ．データ回復処理
　図１４は、欠損または崩壊したデータを回復するための処理（“データ回復処理”）の
一実施形態を示す。スタートステートから始めると、データ回復処理は、使用されたパリ
ティスキームに関する情報を受信する（ステート１４１０）。そして、データ回復処理は
、故障または崩壊したディスクまたはデータについての情報を受信する（ステート１４２
０）。次に、データ回復処理は、欠損または崩壊したデータが割り当てられたパリティブ
ロックグループについてのアドレス情報を受信する（ステート１４３０）。そして、デー
タ回復処理は、利用可能なスマート記憶ユニットからデータブロックを受信する（ステー
ト１４４０）。データは、図１０のもののようなデータ読み取り処理を用いて読み取られ
てもよい。データ回復処理は、パリティスキームに従ってブロックのＸＯＲをとることの
ような誤り訂正を実施し（ステート１４５０）、そしてその結果をバッファに格納する（
ステート１４６０）。バッファのデータは欠損したデータ(missing data)を表す。そして
、データ回復処理は、バッファにあるデータを戻し（ステート１４７０）、そしてエンド
ステートに進む。
【０１５５】
　図１４はデータ回復処理の一実施形態を示し、そして他の実施形態が使用されてもよい
ことが理解される。例えば、データ回復処理は回復されたデータを格納することなく、そ
れを戻してもよい。
【０１５６】
VIII.分散ファイルシステムにおけるファイルの再ストライピング
　いくつかの実施形態において、インテリジェント分散ファイルシステムは、スマート記
憶ユニット間に分散されたファイルを再ストライピングするためのシステム及び方法を備
える。既に分散されてインテリジェント分散ファイルシステムに格納されたファイルは、
ファイルに対するユーザのアクセスを中断することなく且つシステムをオフラインにする
ことなく、再分散されてシステムに再格納されてもよい。加えて、データは、最小限のデ
ータ移動でスマート記憶ユニット間に再ストライピングされてもよく、再ストライピング
処理中にシステム故障が発生したとしても、通常は保護され且つ回復可能である。
【０１５７】
　再ストライピング処理は、例えば、欠損データが再生成されてシステムに格納されるよ
うな或るタイプの故障にスマート記憶ユニットの一つが陥ったときに使用されてもよい。
再ストライピング処理は、また、１又は２以上のスマート記憶ユニットが、データが新た
なスマート記憶ユニットに付加され又は他のスマート記憶ユニットに再分散されるような
インテリジェント分散ファイルシステムに付加され又はこのインテリジェント分散ファイ
ルシステムから削除されるときに使用されてもよい。加えて、再ストライピング処理は、
ファイルのプロテクションスキームが変更されるときに使用されてもよい。例えば、もし
、ファイルが３＋１パリティプロテクションから４＋１パリティプロテクションに移れば
、再ストライピング処理は、新しいパリティプロテクションに合ったレイアウトでスマー
ト記憶ユニットにデータを移動してもよく、新しいレイアウトが完成するまで、古いパリ
ティスキームによってデータが保護されるような古いレイアウトの下でユーザがファイル
にアクセスすることを可能とし続ける。
【０１５８】
　一実施形態において、再ストライピング処理は、ブロック割り当てマネージャによって
実施されるが、他の実施形態においては、再ストライピング処理は、インテリジェント分
散ファイルシステムの他の部分によって実施されてもよい。
【０１５９】
　上述の方法論を用いるスマート記憶ニットは、如何なる特定のストライピングもスマー
ト記憶ユニット内の如何なる特定のロケーションに存在することを必要としないという利
点を提供する。従って、“データストライプ”の抽出は、複数のスマート記憶ユニットに
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わたってブロックの何れの特定のセットにも関与する必要はないが、異なるユニットから
の何れかの利用可能なブロックを有利に含む。
【０１６０】
Ａ．再ストライピング処理
　図１５は、インテリジェント分散ファイルシステム内のデータの再ストライピング（“
再ストライピング処理”）のための方法の一実施形態を示す。ファイルは、ファイルの所
望のプロテクションスキームに基づき決定されるプロテクショングループのセットとして
論理的に表される。例えば、もし、ファイルの所望のプロテクションスキームが３＋１パ
リティであれば、ファイルは、４つのクラスタまたはブロック、即ち３つのコンテンツブ
ロックと１つのパリティブロックを有するプロテクショングループに分割される。もし、
ファイルの所望のプロテクションスキームが、３ｘミラーされたプロテクションスキーム
であれば、ファイルは、３つのクラスタ、即ち３つの同一のコンテンツデータブロックを
有するプロテクショングループに分割される。
【０１６１】
　本明細書で述べられる再ストライピング処理は、システム内のデータを移動させるため
の方法論を有利に表すが、スマート記憶ユニット上の特定のロケーションにデータが存在
することを必要としない。再ストライピング処理は、また、再ストライピング処理中のデ
ータ回復を可能とし、且つデータのストライピングにおける実質的な変化を可能にする。
加えて、プロテクションスキームの制約が満たされる。例えば、パリティデータおよびそ
の関連するコンテンツデータは、異なるスマート記憶ユニットにそれぞれ格納される。ミ
ラーされたデータについては、各データのコピーは異なるスマート記憶ユニット上に格納
される。
【０１６２】
　一実施形態において、再ストライピング処理は、スマート記憶ユニット間にデータをど
のように格納するかを決定するときに他の目的を可能とするためのプリフェレンス(prefe
rence)を用いて有利に再ストライピングを行ってもよい。
【０１６３】
　一例において、上記のプリフェレンス(preference)とは、最小限の移動が、もしブロッ
クが既にスマート記憶ユニットに格納されていれば、上記ブロックが異なるスマート記憶
ユニット上にリストアされる必要がないように同一のスマート記憶ユニットがブロックに
割り当てられるような優先事項(priority)であるということである。このプリフェレンス
は、スマート記憶ユニットが故障した後にファイルを修復するときに使用できる。
【０１６４】
　他のプリフェレンスは、最適なスマート記憶ユニットがレイアウトのために使用される
ことである。もし、ブロックが既にスマート記憶ユニット上に配置され且つそのスマート
記憶ユニットが“最適な”ユニットの一つであれば、同一のスマート記憶ユニットがその
ブロックに割り当てられる。従って、ブロックのかなりの移動が回避されるが、ブロック
は、スマート記憶ユニットのセットにわたってファイルをバランスさせることが必要なと
きに移動され得る。このようなプリフェレンスは、例えば、プロテクションの設定が変更
され、または新しいスマート記憶ユニットがインテリジェント分散ファイルシステムに付
加されたときに使用され得る。
【０１６５】
　さらにプリフェレンスは、データが既に格納された場所とは無関係に最適なレイアウト
のためのものである。従って、再ストライピングは、既存のブロックのロケーションに何
ら構うことなく行われる。代わりに、既存のブロックがファイルを最適にレイアウトする
ために移動されてもよい。しかしながら、いくつかのデータブロックは、適切なスマート
記憶ユニットに既に格納されているので移動の必要がないことが理解される。いくつかの
実施形態において、インテリジェント分散ファイルシステムは、記憶装置上のフラグメン
テーション(fragmentation)を修復するため、最適なスマート記憶ユニット上にたまたま
存在していたとしても、ブロックを再配置することを望んでも良い。このプリフェレンス
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は、例えばリード性能のための最適化又はデフラグメンテーション(defragmentation)の
ような動作を調整するために使用されてもよく、そして“必要に応じた(as-needed)”基
準で、又は通常のファイルシステム動作中のバックグランドで使用されるかもしれない。
【０１６６】
　“最適な”レイアウトの目標は、１又は２以上の要素に基づいている。例えば、その要
素は、ファイルサイズ、リード性能、ライト性能、予想されるアクセス頻度、システムス
ループット、ネットワーク速度、利用可能な記憶装置スペースなどを含む。
【０１６７】
　一実施形態において、再ストライピング処理は、もし再ストライピング処理中に１また
は２以上のスマート記憶ユニットが故障すれば、プロテクションデータを用いてファイル
が再生成されることを可能とするステートにおいてファイルを残す(leave)ことを試みる
。プリフェレンスができれば使用されるかもしれないが、プリフェレンスが適合しない状
況が存在するかもしれないことが理解される。例えば、もしブロックＡ，Ｂ，Ｃが３ｘミ
ラープロテクションスキームの一部であり、ブロックＡ，Ｂが装置０上にあり、且つブロ
ックＣが装置１上にあれば、たとえ装置０上の残留ブロックＢが最小限のデータ移動のプ
リフェレンスを満足するとしても、プロテクションスキームの制約を満たすために、ブロ
ックＡまたはＢの何れかが他の利用可能なスマート記憶ユニット上にリストア(restore)
されなければならないであろう。このアルゴリズムの実行中に、プロテクションスキーム
の制約およびプリフェレンスが互いに対峙している周期的なインスタンス(instance)が存
在すれば、いくつかの実施形態において、システムは、余分のデータ移動の追加費用でプ
ロテクションを維持することを選択する。他の実施形態において、１又は２以上のプリフ
ェレンスは、特定の実施によってはプロテクションスキームに優先してもよい。
【０１６８】
　ここで、再ストライピング処理の維持が、図１５を参照して述べられる。スタートステ
ートから始めると、再ストライピング処理は次のステートに進み、ここで、各プロテクシ
ョングループに対し（ステート１５２０，１５４０）、再ストライピング処理は、スマー
ト記憶ユニットをプロテクショングループのブロックに割り当てる（ステート１５３０）
。割り当て処理の一実施形態は、図１６を参照して以下に述べられるが、他の割り当て処
理が使用されてもよい。
【０１６９】
　ブロックがスマート記憶ユニットに割り当てられた後、もしブロックが新たなスマート
記憶ユニットに割り当てられれば（即ち、それは、割り当てられたスマート記憶ユニット
に既に格納されていない）、再ストライピング処理は、ブロックを格納するため、割り当
てられたスマート記憶ユニットに要求を送信する（ステート１５５０）。再ストライピン
グ処理は、プロテクショングループのセットが割り当てられた後に、割り当てられたスマ
ート記憶ユニットに要求を送信し、そして次のステートに進む前にプロテクショングルー
プの全てが割り当てられる必要がないというような他の実施形態が使用されてもよいこと
が理解される。例えば、もし１又は２以上のスマート記憶ユニットがシステムに加えられ
るときに再ストライピング処理が使用されれば、または、もしスマート記憶ユニットの一
つが故障すれば、再ストライピング処理は、各プロテクショングループが割り当てられた
後、割り当てられたスマート記憶ユニットに要求を送信してもよい。
【０１７０】
　次に、再ストライピング処理は、データが無事に格納されたことを確かめる（ステート
１５６０）。代表的な実施形態において、割り当てられたスマート記憶ユニットに既に格
納されたデータはこの問い合わせ(query)を満足する。もしデータが無事に格納されてい
れば、再ストライピング処理は、ファイルに関連するメタデータのデータ構造を更新して
エンドステートに進む（ステート１５９０）。一旦、更新が完了すると、ファイルの新た
な情報は、システムによって使用される。先に使用された何れのメモリも解放され、そし
てメタデータはファイルの新しいステートを反映する。
【０１７１】
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　メタデータの更新は、例えば、コンテンツブロックの新しいアドレスロケーション、プ
ロテクションブロックの新しいアドレスロケーション、新しいプロテクションスキーム、
ファイルのデータを格納するために使用されるスマート記憶ユニットの新しいリスト、お
よびファイルのプロテクション情報を格納するために使用されるスマート記憶ユニットの
新しいリストを含む。再ストライピング処理は、また、各スマート記憶ユニットについて
ファイルデータおよびパリティデータのための新たな“最後のブロックアドレス”を用い
てメタデータのデータ構造を更新してもよい。プロテクショングループのセットが格納さ
れた後に、データが無事に格納されたことを確かめ（ステート１５６０）、そして次のス
テップトに進む前にブロックの全てが格納される必要がないというような他の実施形態が
使用されてもよいことが理解される。このような実施形態において、再ストライピング処
理は、新しいデータのプロテクション値および古いデータのプロテクション値の最小公倍
数(the least common multiple)に基づきメタデータのデータ構造を更新する前に無事に
格納されなければならないプロテクショングループの数を判断してもよい。このようなイ
ンスタンスにおいて、ミラーされたデータについてのプロテクション値は１である（例え
ば、３ｘミラーされたプロテクションスキームについて、プロテクション値は１である）
。パリティ保護されたデータについてのプロテクション値は、各パリティグループにおけ
るコンテンツブロックの数である（例えば、４＋１パリティスキームの下でのデータにつ
いて、プロテクション値は４である）。
【０１７２】
　もし、データが無事に格納されなかったならば（例えば、１又は２以上のスマート記憶
ユニットがデータを格納できなかったならば）、再ストライピング処理は、エラーを戻し
（ステート１５８０）、そしてエンドステートに進む。従って、もし１又は２以上のスマ
ート記憶ユニットがデータを格納できなければ、元のデータが維持され、そしてファイル
がその元のプロテクションスキームによって依然として保護される。新たに格納された何
れのデータも解放される。
【０１７３】
　再ストライピング処理の他の実施形態が使用されてもよいことが理解される。例えば、
割り当て処理は、アドレスおよびプロテクション設定に基づき最適なスマート記憶ユニッ
トが推奨され、且つ各メタデータのデータ構造が調べられるようにブロック単位ベースで
割り当てる。
【０１７４】
Ｂ．格納処理
　一実施形態において、割り当てられたスマート記憶ユニットがデータを格納するための
要求を受信したとき、割り当てられた各スマート記憶ユニットは、データが記憶装置上の
どこに格納されるかを決定する。一実施形態において、割り当てられたスマート記憶ユニ
ットは、新しいデータを受信したときにスマート記憶ユニットがファイルの関連データの
最後のブロックアドレスを用いてその新しいデータを最初の利用可能なロケーションに格
納するように、関連データを隣接させて格納することを試みる。しかしながら、種々の記
憶のプリフェレンスが使用されてもよく、且つ各スマート記憶ユニットが異なるセットの
記憶のプリフェレンスを使用してもよいことが理解される。他の実施形態において、イン
テリジェント分散ファイルシステムにおけるスマート記憶ユニットの全ては、同一の記憶
プリフェレンスを使用してもよい。一旦、新しいデータが格納されると、スマート記憶ユ
ニットは、新しいデータのアドレスロケーションを戻す。しかしながら、他の実施形態に
おいて、割り当てられたスマート記憶ユニットは、データの新しいアドレスを用いてメタ
データのデータ構造を直接的に更新してもよい。
【０１７５】
Ｃ．割り当て処理
　図１６はデータブロックおよびプロテクションブロックを利用可能なスマート記憶ユニ
ットに割り当てるための方法（“割り当て処理”）の一実施形態を示す。割り当て処理は
、再ストライピング中にブロックがどこに割り当てられるべきかを決定する。代表的な実
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施形態において、割り当ては、単一のプロテクショングループにおいて実施される。従っ
て、割り当ては、データのストライプのために実施され、ここでストライプはデータブロ
ックおよび任意の関連プロテクションデータを含む（例えば、パリティデータ、ミラーさ
れたデータのコピー）。割り当て処理は、最も起こり得ないブロック再配置(relocation)
を含むレイアウトを構築してもよく、また一方では、ブロックについて最適なロケーショ
ンを決定し、そして任意の指定されたレイアウト目標を満足する。
【０１７６】
　スタートステートから始めると、割り当て処理は次のステートに進み、どのスマート記
憶ユニットが利用可能であるかを識別する（ステート１６２０）。一実施形態において、
利用可能なユニットは、利用可能な自由スペースによって格納された残りのスマート記憶
ユニットと同様にファイルによって現在使用されるスマート記憶ユニットを含む。しかし
ながら、他の実施形態において、スマート記憶ユニットは、異なって順序づけられてもよ
く、または利用可能なスマート記憶ユニットを順序づけるために他のデータ構造が使用さ
れてもよいことが理解される（例えば、ランク番号が各スマート記憶ユニットに与えられ
ても良い）。スマート記憶ユニットが“利用可能”であるどうかは、例えば、スマート記
憶ユニットが機能しているかどうか、スマート記憶ユニットのスループットレート、スマ
ート記憶ユニットの記憶装置上の自由スペースの量などのような１又は２以上の要素に基
づいてもよい。
【０１７７】
　次に、割り当て処理は、割り当てを実施するための利用可能なスマート記憶ユニットが
十分存在するかどうかを決定する（ステート１６３０）。スマート記憶ユニットの好まし
い数は、例えば、プロテクショングループにおけるデータブロックの数、使用されている
プロテクションスキーム、システムにおけるスマート記憶ユニットの最大数、ファイルの
所望のスループットレートなどのような種々の要素に依存してもよい。例えば、３＋１パ
リティプロテクションを有するファイルは、少なくとも４つのスマート記憶ユニットを必
要とする。もし、利用可能なスマート記憶ユニットが十分になければ、割り当て処理は、
エラーを戻し（ステート１６４０）、そしてエンドステートに進む（ステート１６７０）
。
【０１７８】
　もし、利用可能なスマート記憶ユニットが十分あれば、割り当て処理は、プロテクショ
ングループにおける各ブロックについてスマート記憶ユニットを選択する（ステート１６
５０）。スマート記憶ユニットを選択するための処理の更なる詳細な説明は、図１７を参
照して以下に説明されるが、他の処理が使用されてもよい。
【０１７９】
　いくつかの実施形態において、スマート記憶ユニットが選択された後、選択された各ス
マート記憶ユニットについて、割り当て処理は、現在のファイルに関連するデータブロッ
クの最後のロケーション、及び／又は、現在のデータに関連するプロテクションブロック
の最後のロケーションを決定し（ステート１６６０）、そしてエンドステートに進む。こ
れは、新しいデータブロック及び／又は新しいプロテクションブロックがファイルからの
他のデータブロック及びプロテクションブロックの近くに格納されることを可能にする。
他の実施形態において、他の記憶のプリフェレンスが使用されてもよいことが理解される
。例えば、データは、隣接して又は隣接しないで格納されてもよく、データは、先頭より
はむしろ最後尾に格納されてもよい。等々。
【０１８０】
Ｄ．選択処理
　図１７は、単一プロテクショングループのクラスタを格納するスマート記憶ユニットを
選択するための方法（“選択処理”）の一実施形態を示す。代表的な実施形態において、
選択処理は、装置をファイルのプロテクショングループに割り当てるために使用される。
上述のように、プロテクションスキームの制約は、プロテクショングループにおけるブロ
ックが異なるスマート記憶ユニット上にそれぞれ格納されることを要求する。従って、ミ
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ラーされたファイル、ブロックの各コピーは異なるスマート記憶ユニット上に格納される
べきであり、且つパリティ保護されたファイルについては、コンテンツデータの各ブロッ
ク及びその関連パリティデータは異なるスマート記憶ユニット上に格納されるべきである
。代表的な選択処理は、スマート記憶ユニットを単一のプロテクショングループに割り当
てるために使用されるが、他の実施形態において、選択処理は、スマート記憶ユニットを
、より小さな及び／又はより大きなデータのセットに割り当てるために使用されてもよい
。例えば、選択処理は、ブロック上、プロテクショングループのセット上等で、単一ブロ
ックと連動してもよい。
【０１８１】
　１．実施例
　ここでは装置として参照されるスマート記憶ユニットのセット全体、インテリジェント
分散ファイルシステムにおいて利用可能な装置は、Ｔとして表現される。動作している装
置のセットは、インテリジェント分散ファイルシステムにおいて稼動している装置の全て
のセットであり、Ｇとして表現される。Ｇは、或るタイプの故障（例えば、システム故障
、ネットワーク故障、記憶装置故障など）により“ダウン”していたインテリジェント分
散ファイルシステムにおける装置を除く。加えて、Ｗは、ファイルのコンテンツデータ及
びプロテクションデータが現在格納されている装置のセット（即ち、ファイルによって占
められている装置）を表現する。もし、ファイルがインテリジェント分散ファイルシステ
ムに決して格納されることがないとすれば、Ｗは空(empty)である。
【０１８２】
　ステートステートから始めると、選択処理は次のステートに進み、そして好ましい装置
のセットを識別する（ステート１７１５）。
【０１８３】
　代表的な実施形態において、ファイルが分散される装置の数は、選択されたプロテクシ
ョンスキームの制約を満たすのに十分に大きくあるべきである。例えば、ｍ＋ｎのパリテ
ィプロテクションを達成するために、少なくともｍ＋ｎの装置が必要とされる。ｋ回のミ
ラーリングを達成するためには、ｋ個の装置が必要とされる。
【０１８４】
　加えて、ファイルが分散される装置の数は、ファイルが損傷を受けやすくしないように
十分に小さくあるべきである。特定の装置が故障すればファイルが影響を受ける可能性が
増加するため、ファイルは、より多くの装置に拡散されるときに損傷を受けやすくなるか
もしれない。従って、システムは、ファイルのデータが占められる装置の最大数ｍａｘと
して上限を選択してもよい。
【０１８５】
　従って、ファイルの幅に関する制約は、次のように表現される。
　ｍ＋ｎを用いたパリティ保護：　｛ｍ＋ｎ｝＜＝ファイルの幅＜＝ｍａｘ
　ｋ回のミラーリング：　｛ｋ｝＜＝ファイルの幅＜＝ｍａｘ
【０１８６】
　好ましい装置Ｐのセットを選択するため、システムは、ｍａｘを使用してＰのサイズを
設定する。ＧおよびＷの共通集合(intersection)からの装置はＰに加えられ、そしてもし
Ｐが依然として最大のサイズでなければ、Ｇ及びＷ！の共通集合からの装置は、Ｐが最大
サイズに到達するまでＰに加えられる。Ｐに加えられないＧ及びＷ！の共通集合からの残
りの装置はＳに加えられる（ステート１７２０）。
【０１８７】
　従って、もし|“ｍａｘ”|＝＝|Ｗ＆Ｇ|であれば、Ｐはデータが既に存在するＵＰ装置
のみを含み、且つＳは、データが既に存在しないＵＰ装置のみを含むであろう。もし|“
ｍａｘ”|＜|Ｗ＆Ｇ|であれば、Ｐは、データが既に存在するＵＰ装置のいくつかを含み
、且つＳは、データが既に存在しないＵＰ装置のいくつかと同様のデータが既に存在する
ＵＰ装置のいくつかを含むであろう。もし|“ｍａｘ”|＞|Ｗ＆Ｇ|であれば、Ｐは、デー
タが既に存在するＵＰ装置と、データが既に存在しないＵＰ装置のいくつかとを含むであ
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ろう。Ｓは、データが既に存在しないＵＰ装置のいくつかを含むであろう。
【０１８８】
　好ましい装置を選択する他の方法もまた使用されてもよいことが理解される。
【０１８９】
　次に、選択処理は、順序づけられた最適な装置のセットを識別し、それは現在のプロテ
クショングループについての“最適なプロテクショングループ”である（ステート１７２
５）。最適なプロテクショングループは、Ｏとして表現されてもよい。代表的な実施形態
において、最適なファイルレイアウトは、初回に好ましい装置のセット全体にファイルを
書き込む場合に使用されるレイアウトとして定義される。Ｐにおける最後の装置が使用さ
れるとき、使用される次の装置は、ブロックがＰにおける装置によって“包み込まれる(w
rapped around)”ことを可能にするＰにおける最初の装置である。従って、最初のプロテ
クショングループの最初のブロックは、Ｐにおける最初の装置に格納され、最初のプロテ
クショングループの２番目のブロックは、Ｐにおける２番目の装置に格納され、最初のプ
ロテクショングループにおける３番目のブロックは、Ｐにおける３番目の装置に格納され
、最初のプロテクショングループにおける残りのブロック等について同様である。そして
、２番目のプロテクショングループの最初のブロックは、先のプロテクショングループの
最後のブロックが格納された装置に格納される。２番目のプロテクショングループの２番
目のブロックは次の装置に格納される。等々。この実施形態は、Ｐにおける装置間でプロ
テクショングループにおける一つのブロックの重複(overlap)を可能とするが、ゼロを含
む他の重複サイズが使用されてもよいことが理解される。この実施形態において、“最適
なプロテクショングループ”は、初回に好ましい装置にファイルを書き込む場合に特定の
プロテクショングループが格納される装置の順序づけされたセットとして定義され得る。
“最適なファイルレイアウト”および“最適なプロテクショングループ”を選択するため
の他の定義が使用されてもよい。
【０１９０】
　次に、選択処理は非最適装置のセットを識別し、それはＮとして表現される（ステート
１７３０）。この実施形態において、Ｎは、もし初回にファイルが書き込まれればプロテ
クショングループが格納されない好ましい装置内の装置のセットである。
【０１９１】
　次に、選択処理は、プロテクショングループにおけるブロックのそれぞれが現在格納さ
れる装置の配列(array)または行列(matrix)を生成し（ステート１７３５）、それは、Ｃ
として参照される。Ｃは、新しいプロテクショングループに存在するブロックと同数の列
(column)と、現在格納されるようなファイルによって使用されるミラーの数に対応する各
列における行(row)の数とを有し、行の最小数は１とされる。Ｃにおける各列のエントリ
は、ブロックが既に格納された種々の装置を表す。例えば、もしファイルが現在３ｘファ
イルとして格納されおり、それが５ｘファイルに変更されていれば、新しいプロテクショ
ングループはサイズ５であり、そして現在格納されるようなファイルによって使用される
ミラーの数は３である。従って、Ｃは５列を有し、且つ各列は３行を有する。もしファイ
ルが、現在、３＋１パリティ保護され、そして５＋１パリティプロテクションに変化して
いれば、Ｃは６列を有し、そして各列は１行を有する。もしファイルがまだシステムに格
納されていなければ、Ｃにおける各エントリが、現在システムにブロックが格納されてい
ないことを表すゼロであるように、Ｃは新しいプロテクショングループにおける各ブロッ
クのための列を有すると共に１行を有する。ゼロエントリは、ブロックが現在システムに
格納されていないことを表し、例えば、パリティが前に使用されていなければパリティブ
ロックがシステムにまだ格納されていないように、パリティプロテクションがファイルに
加えられているときに使用されてもよい。
【０１９２】
　そして、選択処理は、このファイルについて何れのプリフェレンスが選択されたかを決
定する（ステート１７４０）。代表的な実施形態において、３つのプリフェレンスが存在
する。１番目のプリフェレンス（“修復(repair)”）は、データが既に存在するスマート
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記憶ユニットにブロックを割り当てることによってデータの移動を最小化することを支持
する。２番目のプリフェレンス（“再バランス(rebalance)”）は、“最適なリスト”に
おける装置上に既に存在するブロックがその装置に残るようにブロックを割り当てること
を支持し、そして他のブロックが“最適なリスト”における残りの装置に移動される。３
番目のプリフェレンス（“再チューン(retune)”）は、“最適なリスト”における順序づ
けられた値に全てのブロックを割り当てることを支持する。プリフェレンスは、選択され
たプロテクションスキームに抵触すれば、必ずしも満足されるとは限らないことが理解さ
れる。
【０１９３】
　上述したプリフェレンスは代表的なものであり、種々のプリフェレンスが使用されても
よいことが理解される。さらにまた、１又は２以上のプリフェレンスがシステムの目標に
最も適合するように組み合わされてもよい。加えて、いくつかの一実施形態は、プリフェ
レンスを使用しなくてもよいが、装置を選択するためにプロテクションスキームの制約を
使用することだけはよい。他の実施形態において、プリフェレンスは、プロテクションス
キームの制約に優先してもよい。
【０１９４】
　もし修復(REPAIR)が上記プリフェレンスであれば、選択処理は、Ｃにおける各列を通し
てトラバース(traverse)し、列における装置の一つがＯにおける装置の一つと一致するか
どうかを調べるためにチェックする（ステート１７４５）。もし一致すれば、選択処理は
、最後の割り当てリスティング(final assignment listing)において装置ＩＤを記録する
ことにより、一致した装置をそのブロックに割り当て、Ｏからその装置を削除し、そして
Ｃにおおける次の列に移動する。もし一致がなければ、選択処理は、Ｃにおける次の列に
移動する。一旦、Ｃにおける各列がトラバースされると、選択処理は次のステートに進む
。
【０１９５】
　このステートでは、割り当てられていない全てのブロックについて、選択処理がＣにお
ける対応列を通してトラバースし、そして列における装置の一つがＮからの装置の一つと
一致するかどうかを調べるためにチェックする（ステート１７５０）。もし一致すれば、
選択処理は、最後の割り当てリスティングにおいて装置ＩＤを記録することにより、一致
した装置をそのブロックに割り当て、Ｎからその装置を削除し、そして割り当てられてい
ない次のブロックに移動する。もし一致しなければ、選択処理は、割り当てられていない
次のブロックに移動する。一旦、割り当てられていないブロックがトラバースされると、
選択処理は次のステートに進む。
【０１９６】
　このステートでは、割り当てられていない全てのブロックについて、選択処理は、Ｃに
おける対応列を通してトラバースし、そして列における装置の一つがＳからの装置の一つ
と一致するかどうかを調べるためにチェックする（ステート１７５５）。もし一致すれば
、選択処理は、最後の割り当てリスティングにおいて装置ＩＤを記録することにより、一
致した装置をそのブロックに割り当て、Ｓからその装置を削除し、そして割り当てられて
いない次のブロックに移動する。もし一致しなければ、選択処理は、割り当てられていな
い次のブロックに移動する。一旦、割り当てられていない全てのブロックがトラバースさ
れると、選択処理は次のステートに移動する。
【０１９７】
　このステートでは、まだ割り当てられていない全てのブロックについて、選択処理はＯ
からの装置を割り当てる（ステート１７６０）。一旦、各ブロックが割り当てられると、
選択処理はエンドステートに進む。
【０１９８】
　もし再バランス(REBALANCE)がプリフェレンスであれば、選択処理は、Ｃにおける各列
を通してトラバースし、そして列における装置の一つがＯにおける装置の一つと一致する
かどうかを調べるためにチェックする（ステート１７６５０）。もし一致すれば、選択処
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理は、最後の割り当てリスティングにおいて装置ＩＤを記録することにより、一致した装
置をそのブロックに割り当て、Ｏからその装置を削除し、そしてＣにおける次の列に移動
する。もし一致しなければ、選択処理は、Ｃにおける次の列に移動する。一旦、Ｃにおけ
る各列がトラバースされると、選択処理は次のステートに進む。
【０１９９】
　このステートでは、まだ割り当てられていない全てのブロックについて、選択処理は、
Ｏからの装置を割り当て（ステート１７７０）、そして最後の割り当てリスティングにお
いてその割り当てを記録する。一旦、各ブロックが割り当てられると、選択処理は、エン
ドステートに進む。
【０２００】
　もし再チューン(RETUNE)がプリフェレンスであれば、選択処理は、最初のブロックから
始めて、Ｏにおける最初の装置を割り当て、２番目のブロックは、Ｏにおける２番目の装
置に割り当てられ、装置は順序づけられたＯリストを用いて割り当てられる。等々。一旦
、各ブロックが割り当てられると、選択処理はエンドステートに進む。
【０２０１】
　従って、選択処理は、プロテクショングループにおける各ブロックについて装置を選択
する。
【０２０２】
　図１７は、選択処理の一実施形態を示し、他の実施形態が使用されてもよいことが理解
される。例えば、ファイルを最初に書き出すために使用される方法は異なってもよい。上
述したように、代表的な実施形態は、好ましい装置間にブロックを分散させるために、ス
キュー(skew)、および一つのブロックによるプロテクショングループ重複(protection gr
oup overlap)のようなものを使用する。加えて、システムはスキュー値の使用を排除でき
る。このようなケースでは、各プロテクショングループは、プロテクショングループへの
ユニットの割り当ての後またはその度に、同一のユニットを用いてそのデータのその割り
当てを開始することができ、好ましいユニットのリストは、種々のパラメータに基づき再
順序づけされてもよい。さらにまた、他の実施形態において、選択処理は、Ｃにおける次
の列に移動する前に、セットＯ、Ｎ、Ｓのそれぞれを通してトラバースしてもよい。
【０２０３】
　加えて、好ましい装置及び最適な装置のセットが、追加の及び／又は他の基準を用いて
選択されてもよい。このような基準は、例えば、どのスマート記憶ユニットが動作してい
るか、スマート記憶ユニットの記憶装置上の利用可能なスペースの量、スマート記憶ユニ
ットのスループットレート、プロテクショングループからのデータが既に格納されたスマ
ート記憶ユニットなどを含んでもよい。異なるシステムが異なる目標を有してもよいこと
が理解される。
【０２０４】
　２．基礎の概要
　以下では、上述した数学的構成のいくつかの概要を提供する。
【０２０５】
　以下のものは、図１７に関して説明される代表的な実施形態のための基礎を提供するた
めに使用される演算子である。
　＆　＝　交差部(Intersection)
　｜　＝　ユニオン(Union)
　！　＝　反対(Inverse)
　－　＝　減算(Subtraction)
【０２０６】
　ｂ．セット／リスト
　以下のものは、図１７に関して説明される代表的な実施形態についての基礎を提供する
ために使用されるセット及び順序づけされたリストである。
　Ｔ　＝　インテリジェント分散ファイルシステムにおける利用可能な装置のセット
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　Ｇ　＝　インテリジェント分散ファイルシステムにおける動作中の装置の全てのセット
　Ｗ　＝　ファイルによって占められた装置のセット
　Ｓ　＝　予備装置のセット
　Ｐ　＝　好ましい装置の順序づけされたセット
　Ｏ[size]　＝　プロテクショングループにおける各ブロックへの装置の最適な割り当て
であり、“size”はプロテクショングループのサイズである。
　Ｎ　＝　非最適セット　＝　Ｐ－Ｏ
　Ｆ[size]　＝　プロテクショングループにおける各ブロックについての装置の最後の割
り当て
　Ｃ[size,k]　＝　各ブロックに割り当てられた現在の装置であり、“ｋ”は現在格納さ
れるようなファイルによって使用されるミラーの数である。
【０２０７】
　３．例
　装置の選択例が説明される。しかしながら、この例は、本発明の範囲を制限することを
意図したものではなく、種々の実施形態についての詳細を提供するものに過ぎない。
【０２０８】
　ａ．修復(repair)
　我々は、ちょうどノード３上の単一の装置故障にであった４ノード配列上の３ｘファイ
ルを修復することを試みると仮定する。
　W == (1,2,3)
　G == (1,2,4)
　dev(X) 3 ; widthpolicy(x) == 8
　R == Repair
　group_index = 0
【０２０９】
　ここで、|Ｇ|＞＝ｄｅｖ（Ｘ）とすれば、
　P = G & W == (1,2)
　S = G & !W == (4)
を得る。
【０２１０】
　ここで、我々は、Ｓから引いてＰに追加すると、
　P = (1,2,4)
　S = ( )
となる。
【０２１１】
　ｃｙｃｌｅ＿ｏｆｆｓｅｔは、ｇｒｏｕｐ＿ｉｎｄｅｘ％|Ｐ|，又は０％３＝０である
。これから、
　O = (1,2,4)
　N = ( )
を得る。
【０２１２】
　Ｆにおける全ての値にわたって繰り返す。
【０２１３】
　Ｆ[0]について、Ｃ[0]＆Ｏは（１，２）である。これら二つのミラーは可能な選択だか
らである。装置１および２の両方はＦ[0]のミラーを備える。Ｆ[0]＝１に選択する。Ｏか
ら１を削除すると、Ｏは（２，４）になる。
【０２１４】
　さて、Ｆ[1]について、Ｃ[1]＆Ｏは（２）である。Ｆ[1]＝２に選択する。Ｏから２を
削除する。Ｏは（４）となる。
【０２１５】
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　Ｆ[2]について、Ｃ[2]＆Ｏは空(empty)のセットである。我々は、最後のステップに進
み、Ｏの残りの値をＦ[2]に割り当てる。そこでＦ[2]＝４となる。最終的なＦは、
　F = (1,2,4)
となる。
【０２１６】
　修復の目標が達成された。一つのクラスタのみが再構成されなければならない。他の二
つのクラスタは残される。
【０２１７】
　ｂ．再バランス(Rebalance)
　３ノード配列上に２＋１ファイルが与えられると、再バランス目標は、４番目のノード
が配列に加えられるときに３＋１にファイルを再ストライピングするために使用されても
よい。
　W == (1,2,3)
　G == (1,2,3,4)
　dev(X) == 4; widthpolicy(X) == 8
　R == Rebalance
　group_index = 30
【０２１８】
　ここで|Ｇ|＞＝ｄｅｖ（Ｘ）であり、
　P = (1,2,3)
　S = (4)
を得る。
【０２１９】
　Ｓから引いてＰに追加すると、
　P = (1,2,3,4)
　S = ( )
を得る。
【０２２０】
　ｇｒｏｕｐ＿ｉｎｄｅｘは３０であり、ｃｙｃｌｅ＿ｏｆｆｓｅｔは３０％４＝２であ
る、従って、
　O = (3,4,1,2)
　N = ( )
である。
【０２２１】
　ファイルはミラーされず、従って各ソースクラスタのただ一つのデータコピーしか存在
しないので、全てのＣ[i]はせいぜい単一要素を持つことに注意されたい。この例のため
に、つぎの事柄を仮定する。
　C = ((3),(4),(2),(3))
　従って、
　C[0] = (3), C[1] = (4), 等
【０２２２】
　我々は、Ｆ[0]から始める。このケースではＣ[i]＆Ｏは３を提供し、従ってＦ[0]＝３
である。同様に、Ｆ[1]＝４であり、且つＦ[2]＝２である。各ステップで、我々は、Ｏが
（１）のみを含んで残されるように、Ｏから削除する。
【０２２３】
　Ｆ[3]について、Ｃ[3]＆Ｏは空(empty)である。我々は、Ｏの最後のメンバーをＦ[3]に
割り当てる最終ステップに進み、そして従ってＦ[3]＝１である。最終的なＦは、
　F = (3,4,2,1)
である。
【０２２４】
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【０２２５】
　ｃ．再チューン(Retune)
　代表的なインテリジェント分散ファイルシステムは、８つの装置Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，
Ｆ，Ｇ，Ｈを備え、そしてファイルは、１２個のコンテンツブロックｂ１，ｂ２，ｂ３，
ｂ４，ｂ５，ｂ６，ｂ７，ｂ８，ｂ９，ｂ１０，ｂ１１，ｂ１２から構成される。現在、
ファイルは装置Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄに格納されており、そして２回ミラーされているが、パリ
ティプロテクションは有していない。以下に、ファイルの各ブロックが現在格納されてい
る装置を示す。
【０２２６】
【表５】

【０２２７】
　もし新しいデータレイアウトが３＋１パリティプロテクションを備えるが、ミラーされ
たデータを備えていなければ、ファイルは４つのプロテクショングループを有し、それぞ
れは、４つのブロック、即ち３つのコンテンツブロックと１つのパリティブロックを有す
る。ファイルが分散される装置の最大数ｍａｘは４に設定される。
【０２２８】
　従って、
　T = {A,B,C,D,E,F,G,H}
　W = {A,B,C,D}
である。
【０２２９】
　次に、装置Ｆ，Ｇ，Ｈがダウンしたとする。このことは、
　G = {A,B,C,D,E}
を意味する。
【０２３０】
　Ｐを構築するため、セットＷおよびＧの共通集合からの装置がＰに加えられる。もしＰ
がまだ装置の“ｍａｘ”数を有していなければ、セットＧおよびＷ！の共通集合からの装
置が、“ｍａｘ”数に到達するまでＰに加えられる。セットＧおよびＷ！の共通集合にお
ける残りの装置はＳに配置される。一実施形態において、ＧおよびＷ！の共通集合におけ
る装置は、前部(front)により多くの自由スペースを持つもので順序づけされる。
　P = {A,B,C,D}
　S = {F}
【０２３１】
　上述したスキューを用いて、最適なファイルレイアウトは、次のようになる。
【０２３２】
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【表６】

【０２３３】
　従って、パリティグループ１：
　O = {A,B,C,D}
　N = {E}
　C = {{A,B},{B,C},{C,D},{0,0}}
【０２３４】
　パリティグループ２について：
　O = {D,E,A,B}
　N = {C}
　C = {{D,A},{A,B},{B,C},{0,0}}
【０２３５】
　パリティグループ３について：
　O = {B,C,D,E}
　N = {A}
　C = {{C,D],{D,A},{A,B},{0,0}}
【０２３６】
　パリティグループ４について：
　O = {E,A,B,C}
　N = {D}
　C = {{B,C},{C,D},{D,A},{0,0}}
【０２３７】
　ここで、パリティグループ１は、リターン(RETURN)プリフェレンスを用いて装置を選択
するための例として使用される。
 O = {A,B,C,D}
を呼び出す。
【０２３８】
　従って、Ｆにおける最初のブロックはＡに割り当てられ、Ｆにおける２番目のブロック
はＢに割り当てられ、Ｆにおける３番目のブロックはＣに割り当てられ、そしてＦにおけ
る４番目のブロックはＤに割り当てられる。
【０２３９】
　選択処理は、プロテクショングループのそれぞれに呼び出され、つぎの割り当てが得ら
れる。
　F1 = {A,B,C,D}
　F2 = {D,E,A,B}
　F3 = {B,C,D,E}
　F4 = {E,A,B,C}
【０２４０】
　従って、ブロックは、ファイルがあれば最初に書き込まれたであろう場所と同じロケー
ション－上述した最適なファイルレイアウトと同様のレイアウト－に格納される。
【０２４１】
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　４．擬似コード実例(Sample Pseudocode)
　以下に、選択処理の実施例についての擬似コードの例を提供する。しかしながら、この
例は、本発明の範囲を制限することを意図したものではなく、特定の実施形態のための詳
細を提供するものに過ぎない。
【０２４２】
　[著作権２００３　アイシロン・システムズ・インコーポレーテッド]
　プロテクショングループについての装置選択の実施
-------------------------------------------------------------------------------
‘＆’は共通集合を取ること(intersect)を意味し、‘｜’はユニオン(union)を意味し、
‘！’は反転(inverse)を意味する。
　本アルゴリズムは、プロテクショングループについての装置選択のセットであるＦを提
供することを試みる。Ｆは配列であり、Ｆ[i]のようにインデックスが付けられる。ＦＥ
Ｃ保護された（パリティ保護された）ファイルについて、Ｆは、ファイルの全体を通して
オフセット順にプロテクショングループにおけるクラスタのセットのためのデヴィッド(d
evid)選択を記述する。ミラーされたファイルについては、Ｆは、プロテクショングルー
プにおける全てのミラーのためのデヴィッド(devid)選択を記述する。
　本アルゴリズムは多くの入力を考慮する：
　group_indexは、プロテクショングループのインデックスである。どのファイルも多く
の互いに素(disjoint)のプロテクショングループに分割され、インデックスが割り当てら
れる。
　Ｇは、全ての‘アップ(up)’の装置のセットであり、即ち利用可能であり且つ故障状態
に陥っていない装置である。
　Ｗは、既にファイルによって占められている装置のセットである。それは、順序づけさ
れたリスト(an ordered list)である。
　Ｘは、ファイルがどのようにレイアウトされるかを表すポリシーである。どのＸについ
ても、Ｘによってファイルを保護するために必要とされる装置の数を示す値dev(X)が存在
する。これは、また、プロテクショングループにおけるエレメントの数であり、従って、
|F|=dev(X)である。Ｘは、また、ファイルの所望の幅widthpolicy(X)を提供し、それは、
もし|G|>=widthpolicy(X)であれば、理想条件下でファイルが占めるべき装置の数である
。
　Ｃは、既存のレイアウトを表す。それは、もしあれば、各Ｆ[i]に必要とされるデータ
のコピーが発見される装置のセットを各Ｆ[i]について記述する。このような装置のセッ
トをC[i]とする。|C|==|F|である。
　Ｒは、本アルゴリズムがめざす目的物(goal)である。それは、アルゴリズムが、次のよ
うであるかどうか表す。
　　Ｒ＝＝修復(repair)：Ｆを取得すると、ブロック移動を最小化することを試みる。
　　Ｒ＝＝再バランス(rebalance)：Ｆを取得しながら|W|==widthpolicy(X)を達成するこ
とを試みる。
１．Ｇが、サブミットされたＸに適合するかを検証することから始める。もし、|G|<dev(
X)であれば、アルゴリズムは継続できず、エラーを発呼側(caller)に戻し、別のＸを用い
て再試行することを可能にする。
　我々は、好ましい装置Ｐの順序づけされた配列を確立することを望み、それからＦの選
択がなされる。次のように、順序づけされたＷのサブセットとしてＰを確立する。
　P == G & W
　最初に、自由スペースの量によって順序付けられた、ＷにないＧの全てのメンバーのよ
うに、予備配列Ｓをセットアップする。
　S == G & !W
　ＰおよびＳは、両方とも順序づけされる。|P| == wpになるまで、ＳからメンバーをＰ
に追加する：
　　　 while(|P|<widthpolicy(X) and |S|>0) {
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　　　　　　　 x=S.pop() // take from front
　　　　　　　 P.append(x) // add to end
　　　 }
　|P|は、ファイルによる占有のための装置の理想的なリストを表す。それは、Ｇが与え
られると、widthpolicy(X)に近いサイズとされるべきであるが、もちろん|G|<widthpolic
y(X)である。
２．ミラー及びパリティのローテイション(rotation)を可能にするためにプロテクション
グループインデックスに基づきサイクルオフセットを計算する。Ｐにおけるサイクルオフ
セットから初めて、装置をカウントし、そしてそれらを最適なセット０に加える：
cycle_offset=group_index % |P|
for (i=0; i<dev(X); i++)
　　　 O.append(P[(cycle_offset + i) % |P|])
　Ｎを、あまり最適でない装置(the less-than-optimal device)として定義する：
　　　 N = P - O
注記：
　　　 -N,O,Sは互いに素(disjoint)である
　　　 -N|O == P
３．既存の現在の装置にわたって繰り返し、Ｒが達成されるように各F[i]を選択すること
を試みる。R == Repairについて、我々は、ブロック移動を最小化したい。R == Rebalanc
eについて、我々は、Ｆを０に近づけたい。
　R == Repairについて、選択セットの順序づけされた配列(array)を次のように定義する
：
　　　 A = (O, N, S)
　R == Rebalanceについて、Ａを次のように簡単に定義する：
　　　 A = 0
　ＲによるＡの適切な選択の後、我々は、次のようにＦを完結する：
for SET in A {
　　　 for (i=0; i<|F|; i++) {
　　　　　　　 x = C[i] & SET　　　 // 既存の装置と所望のものとの共通集合をとる
　　　　　　　 if (|x|>0) {
　　　　　　　　　　　y = x.first()　　　　 // これらのうちの一つを取得
　　　　　　　　　　　SET = SET - y　　　　 // 再考されることを防止
　　　　　　　　　　　F[i] = y　　　// Ｆに入れる
　　　　　　　 ｝
　　　 ｝
｝
４．我々は、依然として、Ｃ[i]からの適切な選択が存在しない任意のＦ[i]についてＦに
おけるデヴィッド(devids)を選択しなければならない。
for (i=0; i<|F|; i++) {
　　　 if (F[i] unassigned) {
　　　　　　　 F = O.pop();
　　　 }
}
【０２４３】
Ｅ．擬似コードの例(Example Pseudocode)
　以下では、再ストライピング処理の実施例についての擬似コードの例を提供する。しか
しながら、この例は、本発明の範囲を制限することを意図したものではなく、一実施形態
の詳細を提供するものに過ぎない。
【０２４４】
　＜著作権２００３　アイシロン・システムズ・インコーポレーテッド＞
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　このセクションでは、（ＢＡＭにおいて）どのようにブロックが装置レベルで割り当て
られるかを決定するファイルシステムのコンポーネントを述べる。ディスクおよびブロッ
クレベルでの割り当ては、ＬＢＭ割り当てコードによって処理される。以下に述べられる
モジュールは、書き込み及び読み出し処理の間に新しいブロックが割り当てられるべき場
所を見つけ出すために、主として、ＢＡＭの書き込み及び読み出しコンポーネントによっ
て使用されるであろう。しかしながら、ＡＰＩは、通常、必要に応じて他のコンポーネン
トによって十分に使用され得る。
　ファンクションはbam_layout.cに存在し、そして最初は新たな書き込み及び読み出しコ
ードによって使用される。ＤＦＭのような他のモジュールは、必要に応じて将来使用する
ために修正されてもよい：
int bam_layout_protection_group
　　　　　　　　　　　　　　　(const struct gmp_group_info *gi,
　　　　　　　　　　　　　　　long *free_cluster_counts,
　　　　　　　　　　　　　　　struct inode *ip,
　　　　　　　　　　　　　　　enum layout_goal_t goal,
　　　　　　　　　　　　　　　struct protection_level *protection,
　　　　　　　　　　　　　　　int width_policy,
　　　　　　　　　　　　　　　ifs_lbn_t start_lbn,
　　　　　　　　　　　　　　　int num_clusters,
　　　　　　　　　　　　　　　int curr_devid_depth,
　　　　　　　　　　　　　　　ifs_devid_t **curr_devids,
　　　　　　　　　　　　　　　u_int8_t *alloc_counts,
　　　　　　　　　　　　　　　ifs_devid_t *result_devids,
　　　　　　　　　　　　　　　ifs_baddr_t *result_pbas);
＜概要＞
　このファンクションは、特定のプロテクション設定下で単一のプロテクショングループ
のためのレイアウト情報を計算する。このファンクションは、（上記特定のプロテクショ
ン設定に基づき）完全なプロテクショングループのために呼び出される。レイアウトリコ
メンデーション(Layout recommendation)は、グループにおける各クラスタのための単一
の装置ｉｄの形式で、アウトパラメータ(result_devids)で戻されるであろう。他のアウ
トパラメータ(result_pbas)は、割り当てにおいて使用される各クラスタについての前の
ブロックアドレスを備えるであろう。
＜パラメータ＞
　Gi：現在のクラスタグループ情報。
　free_cluster_counts：グループにおける各ノードについてのフリークラスタカウント(
free cluster count)。これは、その現在の自由スペースに基づき、どの装置を使用する
かをレイアウトエンジンが決定することを可能にする。この配列は、まさに、長さが‘ds
et_size(&gi->group)’であるべきである。
　Ip：inodeである。これは、主として、width_device情報と前のブロックアドレス情報
とをアクセスするために使用される。
Goal：このレイアウト動作の目標を特定するフラグ。このフラグは、ブロックのレイアウ
トの仕方を決定する時を参照するための明確な目標(objective)をレイアウトエンジンに
与える。現在３つの目標(goal)が存在する：
　LAYOUT_REPAIR：これは、レイアウトエンジンに、最小のブロック移動が最優先である
ことを知らせる。レイアウトエンジンは、新たなデヴィッドを、我々のプロテクション制
約（ミラーは異なる装置上にあるべきである、など）を維持する必要のある場所にのみ割
り当てる。既存のブロックは、絶対必要なときにのみ移動される。これは、装置またはノ
ード故障の後にファイルを修復するときに使用され得る目標である。割り当てられないク
ラスタが、このシナリオの下に最適に依然として完全に配置されているので、これは、書
き込みパス(bam_new_write)によって使用され得る目標である。それは、少なくとも、他
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の二つの目標と同様に全てのシナリオにおいて高速であり、多くの場合、‘とても(much)
’高速である。
　LAYOUT_REBALANCE：これは、レイアウトエンジンに、最適な装置がレイアウトのために
使用されるべきであることを知らせる。しかしながら、それらの装置は、既存のブロック
の移動を避けるためにシャッフルされてもよい。この方法では、システムは、ブロックの
移動を極力避けるが、正確な数のノードにわたってファイルをバランスする必要があると
きにブロックを移動するであろう。多くの場合、これは、LAYOUT_REPAIRと同様に高速で
あるが、しかしながら、より最適且つより良好なバランスされたファイルレイアウトをも
たらす。この目標は、新たなノードの付加によりプロテクション設定または再バランシン
グを変更するときに、再ストライパー(restriper)によって使用され得る。
　LAYOUT_RETUNE - これは、レイアウトエンジンに、最適なレイアウトが最優先であるこ
とを知らせる。既存のブロックには何の注意も払われず、そして任意の又は既存のブロッ
クは、ファイルを完全にレイアウトするために移動されてもよい。もし我々が、相当に良
好なレイアウトファイルを手がければ、ブロックは、適切な装置上に図らずも既に存在す
るので、移動される必要がないが、しかし、これを成し遂げるための試みはなされていな
い。実際、発呼側は、たとえ、ディスクにおけるフラグメンテーションを修復するために
図らずも最適な装置に位置していても、ブロックを再割当てすることを望んでも良い。こ
の目標は、大部分のシナリオにおいて明らかに最も遅く、且つ決して、LAYOUT_REPAIRま
たはLAYOUT_REBALANCEよりも速くはない。発呼側は、この目標が、リード性能についての
最適化またはデフラグメンテーションのような‘チューニング’動作であることを選択し
得る。それらの処理は、通常のファイルシステム動作中にバックグランドまたは必要に応
じて稼動してもよいであろう。
　Protection：所望のプロテクションの設定。これは、inodeにおけるプロテクション設
定と一致しない（例えば、もし発呼側が２ｘでのパリティファイルを考慮していれば、パ
リティは可能ではない）。レイアウトコードは、ブロックを置く場所を決定するときに、
このプロテクション設定を使用する。それは、inode自体におけるプロテクション設定を
無視するであろう。
　width_policy：ファイルについての所望の幅ポリシー。これは、ファイル全体が配置さ
れるべきノードの目標数である。これは、多くの状況において達成できなくてもよいが、
しかしながら、レイアウトエンジンは、このポリシーを満足するように努める。
　start_lbn：領域(region)における最初のlbn。このファンクションは操作すべきプロテ
クショングループの全数を必要とするので、これはプロテクショングループの始まりにあ
る。Start_lbnは、スキューを計算するための容易な手法を提供し、クラスタの周辺のパ
リティ情報およびデータのローテイションを可能にする。これらのlbnは、また、結果と
して得られた構造における特定のブロックを識別するために使用される。
　num_clusters：配置されるべきプロテクショングループにおけるクラスタの全数。例え
ば、３＋１プロテクション設定においては、各プロテクショングループは、４つのクラス
タを備える一方、３ｘプロテクショングループは３つのクラスタを備える。Num_clusters
は、まさにプロテクショングループと一致する。もしそうでなければ、EINVALが戻される
。num_clusterパラメータは、３つの配列パラメータ、即ちcurr_devids, alloc_counts, 
result_devidsの長さを規定することに注意されたい。
　curr_devids：各クラスタにおいて最初に割り当てられたブロックのデヴィッド(devid)
。これは、まさに長さが‘num_clusters’であるべき２次元配列である。第２の次元は、
発呼側が、配列されるべき各クラスタについて代わりの既存のロケーションを提供するこ
とを可能にする。このパラメータの更なる詳細な説明については、本文書の‘Curr_devid
s’のセクションを参照されたい。この配列の多くのエレメントは０に設定されてもよく
、このことは、その特定のクラスタには現在ブロックが割り当てられていないことを示す
。もしレイアウト制約がそのように行うことを妨げないのであれば、レイアウトエンジン
は、既存のブロックが割り当てられた場所に新しいブロックを置くことを試みる。他の配
列パラメータと同様にパリティクラスタがこの最後にリストされるべきであることに注意
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されたい。
　alloc_counts：各クラスタについて、発呼側が割り当てようとするブロックの数。これ
は、レイアウトエンジンが、完全に割り当てられたクラスタをそのままにしておき、且つ
、部分的に割り当てられているが現在の装置上で完結されていないクラスタを移動するこ
とを可能にする（なぜなら、その装置は、自由スペースがなくなるので）。このパラメー
タは、１または２以上の装置が容量に近づいているときに参照されるのみである。このパ
ラメータは、まさに、長さが‘rum_clusters’である。
　result_devids：このアウトパラメータは、発呼側によって割り当てられ、まさに長さ
が‘num_clusters’である。それは、プロテクショングループにおける各クラスタについ
て推奨されたデヴィッド(devid)を備える。その上、将来において、レイアウトエンジン
は推奨された特定のドライブに拡大されてもよい。発呼側は、各クラスタについて推奨さ
れたデヴィッドを調べる。もしそのデヴィッドが、そのブロックに既に割り当てられたブ
ロックのデヴィッドに等しくなければ、これらの既存のブロックは、レイアウト制約を満
たすために移動される。新たなブロックが、推奨されたデヴィッドに割り当てられる。再
び、任意のパリティクラスタは、これと他の配列パラメータの最後にリストされ、そして
、ミラーは昇順にリストされる。
　result_pbas：このアウトパラメータは、発呼側によって割り当てられ、そして長さが
‘num_clusters’のサイズである。それは、各クラスタについての前のブロックアドレス
（ｐｂａ）を備え、最適な連続した割り当てについてのブロック割り当て要求と共に送信
される。もしそのノード上に既に割り当てられたパリティブロック又は前のデータが存在
しなければ、これらｐｂａのいくつかはゼロであってもよい。他の配列パラメータのよう
に、パリティクラスタはこの配列において最下位(last)であり、ミラーは昇順にリストさ
れる。
＜Curr devids フォーマット＞
　上述したcurr_devidsの説明は、発呼側が、プロテクショングループにおいて現在割り
当てられたブロックのロケーションについてのレイアウトエンジン情報に伝えることを可
能にする。レイアウトエンジンは、この情報を参照して、要求された‘目標’を依然とし
て満足しながら、可能な限り少ないブロックを移動するように試みる。
　他の配列パラメータのように、curr_devids配列は、長さが‘num_clusters’のサイズ
（まさに１つのプロテクショングループのサイズ）である。パリティの場合には、パリテ
ィクラスタは、プロテクショングループにおいて最下位にリストされ、そしてミラーは、
ミラーインデックスの昇順にリストされる。
　このパラメータが他の配列と異なる点は、これが２次元配列であることである。この配
列は、新たなプロテクショングループにおいて各クラスタについて１列(column)のデヴィ
ッドを含むであろう（それは、長さが‘num_clusters’である）。各列は、既存のデータ
ブロックのミラーを備える（従って、この配列の行の数は、古いレイアウトのデータミラ
ーカウントにほとんど常に等しい）。このようにして、発呼側は、レイアウトエンジンに
、既存のクラスタが装置Ａ，Ｂ，Ｃ上にミラーを有することを知らせることができる。そ
して、レイアウトエンジンは、もしそれが、そのクラスタについて、Ａ、ＢまたはＣを選
択すれば、発呼側が最近割り当てられたどのブロックも移動しないかもしれないことを知
る。
　少しの例がこのことを更に明確にするであろう。システムが３ｘから３＋１にファイル
を再ストライピングすると仮定する。システムは、レイアウトエンジンに、１つの３＋１
プロテクショングループ（ファイルにおける最初の３つのクラスタを含む）を配置するこ
とを要求する。システムは、３行４列の配列を割り当てることにより、curr_devidsを構
成する。４列については、新たなプロテクショングループが４つのクラスタを有するため
であり、３行については、各既存のブロックが３つのミラーを有するためである：
　　　 curr_devids[4][3]：
　　　　　　　 [1][2][3][0]
　　　　　　　 [2][3][4][0]
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　　　　　　　 [3][4][5][0]
　４番目の列は、パリティブロックが現在のところ割り当てられていないので、空(empty
)であるが、各データクラスタは３つの既存のミラーを有している。これは、レイアウト
エンジンに、それが現在のファイルレイアウトについて知る必要のあることの全てを知ら
せる。
　他の例。システムが３＋１プロテクションから３ｘプロテクションでにファイルを再ス
トライピングしていると仮定する。システムは、長さが３クラスタ（我々の新たな３ｘプ
ロテクショングループが３のクラスタを有するため）であり、且つ深さが１クラスタ（古
いデータはミラーされていないため）であるcurr_devidsリストを作成する：
　　　 curr_devids[3][1]：
　　　　　　　 [1][2][3]
　このことは、現在のクラスタがミラーされれば余剰の行が必要とされるだけであり、且
つ、システムが、既存のミラーの場所をレイアウトエンジンに知らせることを欲すること
を示している。前述したように、２番目の次元は、ほとんど常に、ファイルの古いデータ
ミラーカウント(old data mirror count)に設定されるであろう。もし、古いファイルが
パリティプロテクションであれば、これは１であろう。
　この構造の実際の能力(power)は、あるミラー設定から他の設定に再ストライピングす
るときに現れる。例えば、システムが５ｘから２ｘに再ストライピングしていることを想
定する。システムは、２の長さ（我々の新たなプロテクショングループは２クラスタをそ
なえるため）を有すると共に５の深さ（各既存のデータクラスタは５ミラーを備えるため
）を有するcurr_devids配列を生成するであろう。レイアウトエンジンは、既存のミラー
のロケーションを知る必要があり、従ってそれはベスト２を選択して保存する：
　　　 curr_devids[2][5]：
　　　　　　　 [1][1]
　　　　　　　 [2][2]
　　　　　　　 [3][3]
　　　　　　　 [4][4]
　　　　　　　 [5][5]
　このケースでは、情報のいくつかは冗長である。なぜなら、システムは、１データクラ
スタについて語るだけであるから（それは、５回ミラーされる）。しかしながら、この構
造は、レイアウトエンジンが容易に理解する。エンジンが気をつけることの全ては、それ
が最初のミラーについて最初の列の任意のメンバーを選択できることであり、そして、結
果として得られるレイアウトは全くデータブロックの移動を必要としないであろう。この
フォーマットは、レイアウトエンジンに、それが効率的なレイアウトの決定をすることを
必要としているという情報を与える。
　大体の場合、通常のファイルを書き込むとき、この配列は極めてシンプルである。余分
な複雑性は、再ストライピング、または装置が利用不能のときに回復された書き込みを実
施するときに必要とされるのみである。例えば、もし３番目のクラスタを３＋１ファイル
に書き込む場合、curr_devids配列は次のように単純になる：
　　　 curr_devids[4][1]：
　　　　　　　 [1][2][0][4]
　同様に、３ｘファイルの３番目のクラスタを書き込む場合、配列は次のように単純にで
きる：
　　　 curr_devids[3][1]：
　　　　　　　 [1][2][0]
　これらのケースでは、既存のプロテクション設定は、まさに新たな設定と同一であり、
従ってシステムは、フラットな配列で既存のレイアウト情報を伝えることができる。
＜リターン値＞
　０：　成功(success)。アウトパラメータは、割り当て又は移動を必要とするブロック
についての装置ＩＤを含み、且つ移動の必要のないブロックについての結果は含まない。
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割り当てを必要とするクラスタは、どれも、実際の割り当てコールで用いる関連の前のブ
ロックアドレス（ｐｂａ）を有するであろう。
　ＥＲＯＦＳ：　レイアウト制約に違反することなく、要求されたブロックを配置するた
めの利用可能な装置が十分に存在しない。発呼側は、このエラーをその発呼側に戻すか、
または他の所望のプロテクション設定を用いてbam_layout_protection_group()を呼び出
すことの何れかを行うことができる。
　ＥＩＮＶＡＬ：　無効パラメータ(Invalid parameter)。もし特定された‘num_cluster
s’が、ひとつの完全なプロテクショングループと厳密に等しくなければ、このエラーは
戻されるであろう。デバッグビルド(debug builds)において、また、不良の発呼側を見つ
け出すことを手助けすることは、レイアウトモジュールにおけるアサーション故障(asser
tion failure)を伴う。このエラーコードは、通常の動作では予期されず、且つコーディ
ングエラーを示さない。
＜擬似コード＞
　この文書では、ＢＡＭレベルレイアウトモジュールの基本的実施について述べる。
　フェーズ１：グループ情報(group info)、幅要件(width requirement)、および装置ご
との自由ブロック統計に基づき、使用するのに十分な自由スペースを有する利用可能な装
置のリストが形成される。システムのスペースが尽きるか、または多くの装置がダウンし
て所望のプロテクションレベルで書き込みできないケースについてここでは理解され、そ
してエラーは発呼側に戻されるであろう。
　フェーズ２：別のデヴィッドが装置のリストからプロテクショングループにおける各ク
ラスタに割り当てられる。もし特定の装置に割り当てられたブロックが既に存在すれば、
システムは、既存のブロックが移動される必要のないようにデヴィッドを割り当てること
を試みる。これは、既存のブロックレイアウトおよび現在利用可能な装置によっては、可
能であるかもしれないし、可能でないかもしれない。目標のパラメータが、ここでは大き
な役割を演じるであろうことに注意されたい。もし目標がLAYOUT_REPAIRであれば、シス
テムはブロックを移動することを避けるが、もしファイルを適切にバランスすることが必
要とされていれば、そのようにする。最終に、もし目標がLAYOUT_REBALANCEであれば、既
存のブロックがある場所とは無関係に、最適な配置が計算される。
　フェーズ３：どのクラスタにもデヴィッドを割り当てると、システムは、割り当て目的
で各クラスタにｐｂａを割り当てる。これは、各装置上に割り当てられた最後のブロック
のブロックアドレスを与えるstruct inodeにおけるｐｂａリストを参照することにより行
われる。ここでの唯一の希薄な点は、システムがｐｂａを使用するためのデータブロック
と、パリティｐｂａを使用するためのパリティブロックとを欲することである。それらは
、struct inodeに別々に格納され、従ってリストが参照されるべきである。
＜問題＞
１）ディスクスペースの不足：このアルゴリズムひとつの未解決の問題は、いくつかの又
は全てのノードが容量に近づいたときにすべきことである。もし可能であれば、システム
は、割り当てに関してＥＮＯＳＰＣエラーをもたらすであろう発呼側に装置を推奨するこ
とは避けたい。それらのエラーは、もし配列ステートが変更されていなければ、シスコー
ルリスタート(syscall restart)を起動せず、したがってユーザにまで遡って伝搬される
。この問題は、我々が実際に装置を結果リストに割り当てるときに、フェーズ２において
最もよく取り扱われる。そのときに、我々は、その装置上の利用可能なディスクスペース
を調べることができる（我々がアクセスすることができない予約スペースを捕らえること
を記憶している）。情報が各シナリオにどのように影響を及ぼすかは次のようである：
　LAYOUT_RETUNE：振る舞いに変化がない。このシナリオは、どんなことがあっても最適
なレイアウトを選ぶ。もしシステムが最適でない配置を与えれば、チャンスは、それが既
に利用可能であることと同然であることである。
　LAYOUT_REPAIRE/LAYOUT_REBALANCE：もしシステムが、廃されたcurrent_devidと符合す
るデヴィッドを割り当てていれば、システムは、自由スペースについて心配する必要はな
い。システムは、既に、そこで割り当てられたブロックを割り当てており、従ってシステ
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ムは、その何れも移動していないか、または少しばかりを割り当てているかのどちらかで
ある。システムは、これらのシナリオでは、可能な限り少ないブロックを移動することを
欲し、従ってそれらの装置をそれまでのままにしておく。
　システムが空のスロットにデヴィッドをまさに割り当てようとしているときに（そのク
ラスタについてはcurrent_devidが存在しないことを意味する）、その装置について自由
スペースを参照する。もしそれがほとんど満杯であれば、より多くの自由スペースを有す
る他の好ましい装置を探すことを試み、そしてそれを代わりに使用する。もし好ましい装
置の全てがほとんど満杯であれば、好ましい装置と予備装置のリストから最大量の自由ス
ペースを有する装置を割り当てる。
　ＥＮＯＳＰＣは、レイアウトエンジンＡＰＩから戻されないことに注意されたい。自由
スペース情報は、それらのカウントをリモード装置から読み出すのにある程度の時間を要
するので、少しばかり期限を過ぎている。スペースが厳しいとき、システムは、既存のカ
ウントに基づき最も見込みのある装置を推奨する。最悪の場合、発呼側は、割り当てが試
みられるときにＥＮＯＳＰＣを取得するであろう。
＜アルゴリズム擬似コード：＞
　int
bam_layout_protection_group(gi, free_clusters, ip, goal, protection,
　　　 width_policy, start_lbn, num_clusters, curr_devid_depth, curr_devids,
　　　 alloc_counts, *result_devids, *result_pbas)
{
　　　 /* dinodeから現在幅装置リスト(current width device list)を取得する。*/
　　　 /* リストからｎのダウン装置を削除する。*/
　　　 /* max_width(MAX_WIDTH - n)を計算する。*/
　　　 /* リストに残りの全てのアップ装置を加える。*/
　　　 while (width device list size < UP device list size) {
　　　　　　　 /* アップ装置に最も自由なクラスタを加える。*/
　　　 }
　　　 /*
　　　　* 長さがmax_widthにリストを切り詰める。このことは、dinode width device　
　　　　* limitをオーバフローすることを防止する。
　　　　*/
　　　 /*
　　　　* width_policy及び所望プロテクションパラメータを用いて、preferred_width
　　　　　* 及びmin_widthを計算する。
　　　　*/
　　　 /* 我々は利用可能な装置を十分に備えていることを検証する。*/
　　　 if (not)
　　　　　　　 return EROFS;
　　　 /*
　　　　* この点で、我々は、おそらく我々が使用することができるオンライン装置の全
 　　　　* てのリストを有する。リストの始まりには、このファイルによって現在使用
　 　　　　* される装置があり、この後には、利用可能な自由スペースによってソート
　　 　　　　* (sort)された残りの全ての装置が続く。
　　　　*/
　　　 /*
　　　　* リストを２つの部分に分割する。第１のサブリストはまさに長さにおいて好ま
 　　　　* しい幅(preferred_width)であり、我々のマスターリストの先頭から始まる。
　　　　　* 第２のサブリストはマスターリストの残りを含む。我々は、第１のリストを
我 　　　　* 々の‘好ましい装置(preferred_devices)’と呼び、そして、第２のリスト
を　　　　　　　　 * 我々の‘予備の装置(spare_devices)’と呼ぶ。第２のリストは空
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(empt)であ 　　　　　　　 * ってもよい。
　　　　*/
　　　 /* ここで、プロテクショングループのレイアウトを開始する。*/
　　　 /* num_clusters及びalloc_countsの正常チェック(sanity check)。*/
　　　 If (insane)
　　　 /*
　　　　* 我々は、全数のプロテクショングループを必要とし、そして、alloc_counts　
 　　　　　　　 * は０と１６の間である。
　　　 Return EINVAL;
　　　 /* start_lbnを計算する（プロテクショングループにおける最初のｌｂｍ）。*/
　　　 /* start_lbnを用いてgroup_numberを計算する。*/
　　　 /* ダウン(DOWN)であるcurrent_devidsのエレメントをクリアする。*/
　　　 /* current_devidsにおける複製装置(duplicate devices)をクリアする。*/
　　　 /*
　　　　* preferred_deviceにおけるstart_offsetを計算する（恐らく(group_number %
　　　　　* list size)にちょうどなる）。これはスキューを受け持つ。
　　　　*/
　　　 /* preferred_listにおけるstart_offsetから始めて、我々が割り付ける各クラ　
 　　　 /* スタについてのリストを通したステップを進め、そして各デヴィッドを新た
な 　　　 /* リストにコピーする（必要であれば、好ましいリストの先頭に包み込む）
。こ 　　　　　　　/* の新規なサブリストは最適装置リスト(optimal_device list)と
呼ばれる。
　　　　*/
　　　 /* 発呼側特定の目標に基づきデヴィッドを割り当てる。*/
　　　 switch (goal) {
　　　　　　　 case LAYOUT_REPAIR:
　　　　　　　　　　　/* ブロック移動を避ける。*/
　　　　　　　　　　　error = bam_layout_repair();
　　　　　　　　　　　break;
　　　　　　　 case LAYOUT_REBALANCE:
　　　　　　　　　　　/* バランスされたレイアウトを確保する。*/
　　　　　　　　　　　error = bam_layout_rebalance();
　　　　　　　　　　　break;
　　　　　　　 case LAYOUT_RETUNE:
　　　　　　　　　　　/* 最適なレイアウト。*/
　　　　　　　　　　　error = bam_layout_retune();
　　　　　　　　　　　break;
　　　　　　　 default:
　　　　　　　　　　　ASSERT(0);
　　　 };
　　　 /*
　　　　* もうすぐ終わり。全クラスタはデヴィッドを割り当てられるべき。
　　　　*/
　　　 /* ここで、我々は、前のブロックアドレスを選択しなければならない・・・。*/
　　　 for (each cluster in the protection group) {
　　　　　　　 /* ｐｂａをzero_baddrに初期化する。*/
　　　　　　　 /* これがパリティであるのかデータクラスタであるのかを決定する。*/
　　　　　　　 /* struct inodeから適切なｐｂａリストを取得する。*/
　　　　　　　 /* 使用可能なｐｂａを探す。*/
　　　　　　　 for (each item in the pba list) {
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　　　　　　　　　　　/*
　　　　　　　　　　　 * もし、デヴィッドがこのクラスタについての我々の推奨デヴ
　　　　　　　　　　　　* ィッドと一致すれば、このｐｂａを使用し、そしてブレーク
　　　　　　　　　　　　* する。
　　　　　　　　　　　 */
　　　　　　　 }
　　　 }
　　　 /* ここで、本当に終わり！*/
}
int
bam_layout_repair()
{
　　　 /* 可能な限り既存のデヴィッドを割り当てる。*/
　　　 /* 最適なリストからのデヴィッドで空(empty)のスロットを満たす。*/
}
int
bam_layout_rebalance()
{
　　　 /* 最適なリストに存在しない既存のデヴィッドはない。*/
　　　 /*
　　　　* もし既存のブロックの移動を最小化することが必要であれば、最適なリストを
 　　　　* 再シャッフルし、そして出力に割り当てる。
　　　　*/
}
int
bam_layout_retune()
{
　　　 /* 最適なリストを出力に割り当て、何も質問なし。*/
【０２４５】
IX.著作権情報
　この特許文書の開示の一部は、著作権保護の対象となっている。著作権所有者は、特許
商標局の特許ファイルまたは記録にあるので、特許文書または特許開示のいずれによるフ
ァクシミリ複製に対しても異議をもたないが、そうでなければ、どんなものであれ、すべ
ての著作権を留保する。
【０２４６】
X.結論
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は単なる一例を表したも
のであり、本発明の範囲を制限することを意図したものではない。従って、本発明の広が
りと範囲は、添付の特許請求の範囲及びそれらの均等物によって定められるべきである。
【符号の説明】
【０２４７】
　１１０　インテリジェント分散ファイルシステム
　１１４　スマート記憶ユニット
　１２０　サーバ
　１２５　スイッチ
　１４０　通信媒体
　１４５　インターネット
　１３０　ユーザ
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