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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データ処理方法であって、前記方法はストレージアレイに適用され、前記ストレージア
レイは、入出力マネージャと、スイッチングデバイスと、第１のコントローラと、キャッ
シュデバイスとを備え、前記入出力マネージャは前記スイッチングデバイスに接続され、
前記第１のコントローラは前記スイッチングデバイスに接続され、前記キャッシュデバイ
スは前記スイッチングデバイスに接続され、前記スイッチングデバイスは前記ストレージ
アレイ内のハードディスクに接続され、前記方法は、
　前記キャッシュデバイスによって、前記スイッチングデバイスを介して前記入出力マネ
ージャから入来データブロックを受信し、キャッシュアドレスにおいて前記入来データブ
ロックをキャッシュするステップと、
　前記キャッシュデバイスによって、前記入来データブロックの固有値を計算するステッ
プと、
　前記キャッシュデバイスによって、前記入来データブロックの前記固有値を、前記スイ
ッチングデバイスを介して前記第１のコントローラに送信するステップと、
　前記第１のコントローラによって、前記キャッシュデバイスから、前記入来データブロ
ックの前記固有値を受信し、前記入来データブロックの前記固有値を求めてデータブロッ
クの固有値インデックスセットを検索するステップと、
　前記入来データブロックの前記固有値が前記データブロックの固有値インデックスセッ
ト内に見つからないとき、前記第１のコントローラによって、前記キャッシュデバイスに
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おける前記入来データブロックのキャッシュアドレスを、前記スイッチングデバイスを介
して取得するステップと、
　前記第１のコントローラによって、データ読出し命令を、前記スイッチングデバイスを
介してターゲットハードディスクのコントローラに送信するステップであって、前記デー
タ読出し命令は、前記キャッシュデバイスの識別子及び前記キャッシュアドレスを搬送す
る、ステップと、
　前記ターゲットハードディスクの前記コントローラによって、前記キャッシュデバイス
の前記識別子及び前記キャッシュアドレスに従って、前記スイッチングデバイスを介して
前記キャッシュアドレスから前記入来データブロックを読み出すステップと、
　前記ターゲットハードディスクの前記コントローラによって、前記入来データブロック
を前記ターゲットハードディスクに記憶するステップと、
を含む、データ処理方法。
【請求項２】
　前記方法は、
　前記ターゲットハードディスクの前記コントローラによって、前記ターゲットハードデ
ィスクにおける記憶アドレスを、前記スイッチングデバイスを介して前記第１のコントロ
ーラに送信するステップであって、前記ターゲットハードディスクにおける前記記憶アド
レスは、前記ターゲットハードディスクの前記コントローラの識別子と、前記ターゲット
ハードディスクに前記入来データブロックを記憶するための論理記憶アドレスとを含む、
ステップと、
　前記第１のコントローラによって、前記データブロックの固有値インデックスセットに
おいて前記入来データブロックの固有値インデックスを確立するステップであって、前記
入来データブロックの前記固有値インデックスは、前記入来データブロックの前記固有値
と、前記ターゲットハードディスクにおける前記記憶アドレスとを含む、ステップと、
を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ストレージアレイは第２のコントローラを更に備え、前記第２のコントローラは前
記スイッチングデバイスに接続され、前記第２のコントローラは、前記入来データブロッ
クのアドレスを記憶し、前記第２のコントローラは、前記入来データブロックが位置する
ターゲット論理ユニットのホームコントローラであり、前記第１のコントローラによって
、前記キャッシュデバイスから、前記入来データブロックの前記固有値を受信するステッ
プは、
　前記キャッシュデバイスによって、前記入来データブロックの前記固有値を、前記スイ
ッチングデバイスを介して前記第２のコントローラに送信するステップと、
　前記第２のコントローラによって、前記入来データブロックの前記固有値のホームコン
トローラが前記第１のコントローラであると判断するステップと、
　前記第２のコントローラによって、前記入来データブロックの前記固有値を、前記スイ
ッチングデバイスを介して前記第１のコントローラに送信するステップと、
を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記入来データブロックの前記固有値が前記データブロックの固有値インデックスセッ
ト内に見つからないとき、前記方法は、
　前記第１のコントローラによって、前記スイッチングデバイスを介して前記第２のコン
トローラに通知を送信するステップであって、前記通知は、前記ターゲットハードディス
クにおける記憶アドレスを搬送する、ステップと、
　前記第２のコントローラによって、前記通知に従って、前記入来データブロックの前記
アドレスと、前記入来データブロックの前記固有値と、前記ターゲットハードディスクに
おける前記記憶アドレスとの間の対応関係を確立するステップと、
を更に含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
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　前記方法は、前記第２のコントローラによって、前記入来データブロックの前記アドレ
スと、前記入来データブロックの前記固有値と、前記第１のコントローラのアドレスとの
間の対応関係を確立するステップを更に含む、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　ストレージアレイであって、前記ストレージアレイは、入出力マネージャと、スイッチ
ングデバイスと、第１のコントローラと、キャッシュデバイスとを備え、前記入出力マネ
ージャは前記スイッチングデバイスに接続され、前記第１のコントローラは前記スイッチ
ングデバイスに接続され、前記キャッシュデバイスは前記スイッチングデバイスに接続さ
れ、前記スイッチングデバイスは前記ストレージアレイ内のハードディスクに接続され、
　前記キャッシュデバイスは、前記スイッチングデバイスを介して前記入出力マネージャ
から入来データブロックを受信し、キャッシュアドレスにおいて前記入来データブロック
をキャッシュし、前記入来データブロックの固有値を計算し、前記入来データブロックの
前記固有値を、前記スイッチングデバイスを介して前記第１のコントローラに送信するよ
うに構成され、
　前記第１のコントローラは、前記キャッシュデバイスから、前記入来データブロックの
前記固有値を受信し、前記入来データブロックの前記固有値を求めてデータブロックの固
有値インデックスセットを検索するように構成され、
　前記入来データブロックの前記固有値が前記データブロックの固有値インデックスセッ
ト内に見つからないとき、前記第１のコントローラは、前記キャッシュデバイスにおける
前記入来データブロックのキャッシュアドレスを、前記スイッチングデバイスを介して取
得するように更に構成され、
　前記第１のコントローラは、データ読出し命令を、前記スイッチングデバイスを介して
ターゲットハードディスクのコントローラに送信するように更に構成され、前記データ読
出し命令は、前記キャッシュデバイスの識別子及び前記キャッシュアドレスを搬送し、
　前記ターゲットハードディスクの前記コントローラは、前記キャッシュデバイスの前記
識別子及び前記キャッシュアドレスに従って、前記スイッチングデバイスを介して前記キ
ャッシュアドレスから前記入来データブロックを読み出すように構成され、
　前記ターゲットハードディスクの前記コントローラは、前記入来データブロックを前記
ターゲットハードディスクに記憶するように更に構成される、ストレージアレイ。
【請求項７】
　前記ターゲットハードディスクの前記コントローラは、前記ターゲットハードディスク
における記憶アドレスを、前記スイッチングデバイスを介して前記第１のコントローラに
送信するように更に構成され、前記ターゲットハードディスクにおける前記記憶アドレス
は、前記ターゲットハードディスクの前記コントローラの識別子と、前記ターゲットハー
ドディスクに前記入来データブロックを記憶するための論理記憶アドレスとを含み、
　前記第１のコントローラは、前記データブロックの固有値インデックスセットにおいて
前記入来データブロックの固有値インデックスを確立するように更に構成され、前記入来
データブロックの前記固有値インデックスは、前記入来データブロックの前記固有値と、
前記ターゲットハードディスクにおける前記記憶アドレスとを含む、請求項６に記載のス
トレージアレイ。
【請求項８】
　前記ストレージアレイは第２のコントローラを更に備え、前記第２のコントローラは前
記スイッチングデバイスに接続され、前記第２のコントローラは、前記入来データブロッ
クのアドレスを記憶し、前記第２のコントローラは、前記入来データブロックが位置する
ターゲット論理ユニットのホームコントローラであり、前記第１のコントローラが、前記
キャッシュデバイスから、前記入来データブロックの前記固有値を受信することは、
　前記キャッシュデバイスによって、前記入来データブロックの前記固有値を、前記スイ
ッチングデバイスを介して前記第２のコントローラに送信することと、
　前記第２のコントローラによって、前記入来データブロックの前記固有値のホームコン
トローラが前記第１のコントローラであると判断することと、
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　前記第２のコントローラによって、前記入来データブロックの前記固有値を、前記スイ
ッチングデバイスを介して前記第１のコントローラに送信することと、
を含む、請求項７に記載のストレージアレイ。
【請求項９】
　前記入来データブロックの前記固有値が前記データブロックの固有値インデックスセッ
ト内に見つからないとき、前記第１のコントローラは、前記スイッチングデバイスを介し
て前記第２のコントローラに通知を送信するように更に構成され、前記通知は、前記ター
ゲットハードディスクにおける前記記憶アドレスを搬送し、
　前記第２のコントローラは、前記通知に従って、前記入来データブロックの前記アドレ
スと、前記入来データブロックの前記固有値と、前記ターゲットハードディスクにおける
前記記憶アドレスとの間の対応関係を確立するように更に構成される、請求項８に記載の
ストレージアレイ。
【請求項１０】
　前記第２のコントローラは、前記入来データブロックの前記アドレスと、前記入来デー
タブロックの前記固有値と、前記第１のコントローラのアドレスとの間の対応関係を確立
するように更に構成される、請求項８に記載のストレージアレイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報技術の分野に関し、特に、データ重複排除方法及びストレージアレイに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　ストレージアレイは通常、１つのエンジンを含み、１つのエンジンが２つのコントロー
ラを含み、これは通常、二重コントローラ構造と呼ばれる。図１に示すように、ストレー
ジアレイは、入出力マネージャＡと、入出力マネージャＢと、コントローラＡと、コント
ローラＢとを含む。入出力マネージャＡはコントローラＡに接続され、入出力マネージャ
ＢはコントローラＢに接続される。コントローラＡは、周辺コンポーネント相互接続エク
スプレス（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ　ｅ
ｘｐｒｅｓｓ，ＰＣＩｅ）スイッチＡと、中央処理装置（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓ
ｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ，ＣＰＵ）Ａと、メモリＡとを含み；コントローラＢは、周辺コンポ
ーネント相互接続エクスプレス（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅ
ｒｃｏｎｎｅｃｔ　ｅｘｐｒｅｓｓ，ＰＣＩｅ）スイッチＢと、中央処理装置（Ｃｅｎｔ
ｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ，ＣＰＵ）Ｂと、メモリＢとを含む。ＰＣＩｅ
スイッチＡはＰＣＩｅスイッチＢに接続される。図１に示すストレージアレイにおいて、
書き込まれるデータがハードディスクに書き込まれる前に、データ重複排除が実行される
。特定のプロセスは以下のとおりである。コントローラＡのＣＰＵ　ＡがメモリＡ内の書
き込まれるデータを分割して複数のデータブロックを取得し、各データブロックの固有値
を計算し、コントローラＡの固有値インデックスセット（ｅｉｇｅｎｖａｌｕｅ　ｉｎｄ
ｅｘ　ｓｅｔ）における固有値を検索することによって、データブロックが重複データブ
ロックであるか否かを判断し、データブロックが重複データブロックである場合、このデ
ータブロックを削除し、データブロックが重複データブロックでない場合、このデータブ
ロックをハードディスクに書き込む。
【０００３】
　ストレージアレイにおける上記のデータ重複排除プロセスは、コントローラのＣＰＵ計
算能力及びコントローラのメモリリソースを消費し、ストレージアレイの性能に深刻に影
響を及ぼす。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明の実施形態は、データ重複排除方法及びストレージアレイを提供する。
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【０００５】
　第１の態様によれば、本発明の一実施形態はデータ重複排除方法を提供し、本方法はス
トレージアレイに適用され、ストレージアレイは、スイッチングデバイスと、第１のコン
トローラと、キャッシュデバイスとを含み、第１のコントローラはスイッチングデバイス
に接続され；キャッシュデバイスはスイッチングデバイスに接続され；スイッチングデバ
イスはストレージアレイ内のハードディスクに接続され；本方法は：
　第１のコントローラによって、キャッシュデバイスから、重複排除されるデータブロッ
クの固有値を受信し、重複排除されるデータブロックの固有値を求めてデータブロックの
固有値インデックスセットを検索するステップと；
　重複排除されるデータブロックの固有値がデータブロックの固有値インデックスセット
内に見つからないとき、第１のコントローラによって、キャッシュデバイスにおける重複
排除されるデータブロックのキャッシュアドレスを、スイッチングデバイスを介して取得
するステップと；
　第１のコントローラによって、データ読出し命令を、スイッチングデバイスを介してタ
ーゲットハードディスクのコントローラに送信するステップであって、データ読出し命令
は、キャッシュデバイスの識別子及びキャッシュアドレスを搬送する、ステップと；
　ターゲットハードディスクのコントローラによって、キャッシュデバイスの識別子及び
キャッシュアドレスに従って、スイッチングデバイスを介してキャッシュアドレスから重
複排除されるデータブロックを読み出すステップと；
　ターゲットハードディスクのコントローラによって、重複排除されるデータブロックを
ターゲットハードディスクに記憶するステップと；
を含む。
【０００６】
　本発明の第１の態様を参照して、第１の可能な実施方式において、本方法は：
　ターゲットハードディスクのコントローラによって、ターゲットハードディスクにおけ
る記憶アドレスを、スイッチングデバイスを介して第１のコントローラに送信するステッ
プであって、ターゲットハードディスクにおける記憶アドレスは、ターゲットハードディ
スクのコントローラの識別子と、ターゲットハードディスクに重複排除されるデータブロ
ックを記憶するための論理記憶アドレスとを含む、ステップと；
　第１のコントローラによって、データブロックの固有値インデックスセットにおいて重
複排除されるデータブロックの固有値インデックスを確立するステップであって、重複排
除されるデータブロックの固有値インデックスは、重複排除されるデータブロックの固有
値と、ターゲットハードディスクにおける記憶アドレスとを含む、ステップと；
を更に含む。
【０００７】
　本発明の第１の態様を参照して、第２の可能な実施方式において、ストレージアレイは
第２のコントローラを更に含み、第２のコントローラはスイッチングデバイスに接続され
；第２のコントローラは、重複排除されるデータブロックのアドレスを記憶し、第２のコ
ントローラは、重複排除されるデータブロックが位置するターゲット論理ユニットのホー
ムコントローラであり；第１のコントローラによって、キャッシュデバイスから、重複排
除されるデータブロックの固有値を受信するステップは：
　キャッシュデバイスによって、重複排除されるデータブロックの固有値を、スイッチン
グデバイスを介して第２のコントローラに送信するステップと；
　第２のコントローラによって、重複排除されるデータブロックの固有値のホームコント
ローラが第１のコントローラであると判断するステップと；
　第２のコントローラによって、重複排除されるデータブロックの固有値を、スイッチン
グデバイスを介して第１のコントローラに送信するステップと、
を特に含む。
【０００８】
　本発明の第１の態様の第２の可能な実施方式を参照して、第３の可能な実施方式におい
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て、重複排除されるデータブロックの固有値がデータブロックの固有値インデックスセッ
ト内に見つからないとき、本方法は：
　第１のコントローラによって、スイッチングデバイスを介して第２のコントローラに通
知を送信するステップであって、通知は、ターゲットハードディスクにおける記憶アドレ
スを搬送する、ステップと；
　第２のコントローラによって、通知に従って、重複排除されるデータブロックのアドレ
スと、重複排除されるデータブロックの固有値と、ターゲットハードディスクにおける記
憶アドレスとの間の対応関係を確立するステップと；
を更に含む。
【０００９】
　本発明の第１の態様の第２の可能な実施方式を参照して、第４の可能な実施方式におい
て、本方法は、第２のコントローラによって、重複排除されるデータブロックのアドレス
と、重複排除されるデータブロックの固有値と、第１のコントローラのアドレスとの間の
対応関係を確立するステップを更に含む。
【００１０】
　第２の態様によれば、本発明の一実施形態はストレージアレイを提供し、ストレージア
レイは、スイッチングデバイスと、第１のコントローラと、キャッシュデバイスとを含み
、第１のコントローラはスイッチングデバイスに接続され；キャッシュデバイスはスイッ
チングデバイスに接続され；スイッチングデバイスはストレージアレイ内のハードディス
クに接続され；
　第１のコントローラは、キャッシュデバイスから、重複排除されるデータブロックの固
有値を受信し、重複排除されるデータブロックの固有値を求めてデータブロックの固有値
インデックスセットを検索するように構成され；
　重複排除されるデータブロックの固有値がデータブロックの固有値インデックスセット
内に見つからないとき、第１のコントローラは、キャッシュデバイスにおける重複排除さ
れるデータブロックのキャッシュアドレスを、スイッチングデバイスを介して取得するよ
うに更に構成され；
　第１のコントローラは、データ読出し命令を、スイッチングデバイスを介してターゲッ
トハードディスクのコントローラに送信するように更に構成され、データ読出し命令は、
キャッシュデバイスの識別子及びキャッシュアドレスを搬送し；
　ターゲットハードディスクのコントローラは、キャッシュデバイスの識別子及びキャッ
シュアドレスに従って、スイッチングデバイスを介してキャッシュアドレスから重複排除
されるデータブロックを読み出すように構成され；
　ターゲットハードディスクのコントローラは、重複排除されるデータブロックをターゲ
ットハードディスクに記憶するように更に構成される。
【００１１】
　本発明の第２の態様を参照して、第１の可能な実施方式において、ターゲットハードデ
ィスクのコントローラは、ターゲットハードディスクにおける記憶アドレスを、スイッチ
ングデバイスを介して第１のコントローラに送信するように更に構成され、ターゲットハ
ードディスクにおける記憶アドレスは、ターゲットハードディスクのコントローラの識別
子と、ターゲットハードディスクに重複排除されるデータブロックを記憶するための論理
記憶アドレスとを含み；
　第１のコントローラは、データブロックの固有値インデックスセットにおいて重複排除
されるデータブロックの固有値インデックスを確立するように更に構成され、重複排除さ
れるデータブロックの固有値インデックスは、重複排除されるデータブロックの固有値と
、ターゲットハードディスクにおける記憶アドレスとを含む。
【００１２】
　本発明の第２の態様を参照して、第２の可能な実施方式において、ストレージアレイは
第２のコントローラを更に含み、第２のコントローラはスイッチングデバイスに接続され
；第２のコントローラは、重複排除されるデータブロックのアドレスを記憶し、第２のコ
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ントローラは、重複排除されるデータブロックが位置するターゲット論理ユニットのホー
ムコントローラであり；第１のコントローラが、キャッシュデバイスから、重複排除され
るデータブロックの固有値を受信することは：
　キャッシュデバイスによって、重複排除されるデータブロックの固有値を、スイッチン
グデバイスを介して第２のコントローラに送信することと、
　第２のコントローラによって、重複排除されるデータブロックの固有値のホームコント
ローラが第１のコントローラであると判断することと；
　第２のコントローラによって、重複排除されるデータブロックの固有値を、スイッチン
グデバイスを介して第１のコントローラに送信することと；
を特に含む。
【００１３】
　本発明の第２の態様の第２の可能な実施方式を参照して、第３の可能な実施方式におい
て、重複排除されるデータブロックの固有値がデータブロックの固有値インデックスセッ
ト内に見つからないとき、第１のコントローラは、スイッチングデバイスを介して第２の
コントローラに通知を送信するように更に構成され、通知は、ターゲットハードディスク
における記憶アドレスを搬送し；
　第２のコントローラは、通知に従って、重複排除されるデータブロックのアドレスと、
重複排除されるデータブロックの固有値と、ターゲットハードディスクにおける記憶アド
レスとの間の対応関係を確立するように更に構成される。
【００１４】
　本発明の第２の態様の第２の可能な実施方式を参照して、第４の可能な実施方式におい
て、第２のコントローラは、重複排除されるデータブロックのアドレスと、重複排除され
るデータブロックの固有値と、第１のコントローラのアドレスとの間の対応関係を確立す
るように更に構成される。
【００１５】
　本発明の実施形態において提供されるデータ重複排除方法及びストレージアレイによれ
ば、コントローラがスイッチングデバイスを介してキャッシュデバイスに接続され、第１
のコントローラがキャッシュデバイスから重複排除されるデータブロックの固有値を受信
し、重複排除されるデータブロックの固有値を求めてデータブロックの固有値インデック
スセットを検索し、同じ固有値が見つからないとき、第１のコントローラは、キャッシュ
デバイスにおける重複排除されるデータブロックのキャッシュアドレスをターゲットハー
ドディスクのコントローラに送信し、ターゲットハードディスクのコントローラは、重複
排除されるデータブロックのキャッシュアドレスから、重複排除されるデータブロックを
読み出す。キャッシュデバイスは、重複排除されるデータブロックのフィンガープリント
の計算を実施し、それによってコントローラの計算リソースを節約する。重複排除される
データブロックをターゲットハードディスク内に記憶するプロセスの間、第１のコントロ
ーラは重複排除されるデータブロックのキャッシュアドレスのみを提供し、ターゲットハ
ードディスクのコントローラは、キャッシュアドレスから、重複排除されるデータブロッ
クを直接読み出し、それによって第１のコントローラの計算リソース及びメモリリソース
を節約し、ストレージアレイの性能を改善する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
　本発明の実施形態における技術的解決策をより明確に説明するために、以下において、
実施形態を説明するのに必要とされる添付の図面を簡単に紹介する。以下の説明における
添付の図面は、本発明のいくつかの実施形態を示すにすぎず、これらの添付の図面から他
の図面を更に導出することができる。
【００１７】
【図１】従来技術におけるストレージアレイの構成図である。
【図２】本発明の一実施形態によるストレージアレイの構成図である。
【図３】本発明の一実施形態によるデータ書込み要求の処理のフローチャートである。
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【図４】本発明の一実施形態によるデータ書込み要求の処理のフローチャートである。
【図５】本発明の一実施形態によるデータ読出し要求の処理のフローチャートである。
【図６】データブロックの固有値インデックスセットの概略図である。
【図７】本発明の一実施形態によるデータ重複排除処理のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下において、本発明の実施形態における添付の図面を参照して、本発明の実施形態に
おける技術的解決策を明確に説明する。明らかに、説明される実施形態は、本発明の実施
形態のうちのいくつかにすぎず、全てではない。本発明の実施形態に基づいて得られる全
ての他の実施形態が本発明の保護範囲内にあるものとする。
【００１９】
　図２に示すストレージアレイ等の、本発明の実施形態において提供されるストレージア
レイは、入出力マネージャＡと、コントローラＡと、入出力マネージャＢと、コントロー
ラＢと、スイッチングデバイスＡと、スイッチングデバイスＢと、キャッシュデバイスＭ
とを含む。コントローラＡは、ＣＰＵ　Ａと、メモリＡとを含み、ＣＰＵ　Ａはバスを介
してメモリＡと通信し；コントローラＢは、ＣＰＵ　Ｂと、メモリＢとを含み、ＣＰＵ　
Ｂはバスを介してメモリＢと通信する。入出力マネージャＡはスイッチングデバイスＡ及
びスイッチングデバイスＢに接続され、入出力マネージャＢはスイッチングデバイスＡ及
びスイッチングデバイスＢに接続される。スイッチングデバイスＡはスイッチングデバイ
スＢに相互接続される。スイッチングデバイスＡ及びスイッチングデバイスＢは共にキャ
ッシュデバイスＭに接続される。キャッシュデバイスＭについては以下で詳細に説明する
。コントローラＡはスイッチングデバイスＡ及びスイッチングデバイスＢに接続され、コ
ントローラＢはスイッチングデバイスＡ及びスイッチングデバイスＢに接続される。上記
の説明に基づいて、スイッチングデバイスＡ及びスイッチングデバイスＢの周囲に、入出
力マネージャＡ、入出力マネージャＢ、コントローラＡ及びコントローラＢによって、完
全に相互接続されたアーキテクチャが形成される。図２に示すストレージアレイにおいて
、スイッチングデバイスＡは全てのハードディスクに接続され、スイッチングデバイスＢ
も全てのハードディスクに接続される。コントローラＡ及びコントローラＢは共に、図２
に示す全てのハードディスクと通信する。特に、コントローラＡは、スイッチングデバイ
スＡを介して全てのハードディスクと通信し、コントローラＢは、スイッチングデバイス
Ｂを介して全てのハードディスクと通信する。コントローラＡは、ハードディスクを仮想
化して、ホストＡに利用可能な論理ユニットＬＵ　Ａを形成するように構成される。ＬＵ
　ＡはホストＡに搭載され、ホストＡはコントローラＡを介してＬＵ　Ａに対しデータア
クセスオペレーションを実行する。ここで、ＬＵ　ＡはコントローラＡにホーミングされ
、すなわち、コントローラＡはＬＵ　Ａのホームコントローラである。同様に、コントロ
ーラＢは、ハードディスクを仮想化して、ホストＢに利用可能な論理ユニットＬＵ　Ｂを
形成するように構成される。ＬＵ　ＢはホストＢに搭載され、ホストＢはコントローラＢ
を介してＬＵ　Ｂに対しデータアクセスオペレーションを実行する。ここで、ＬＵ　Ｂは
コントローラＢにホーミングされ、すなわち、コントローラＢはＬＵ　Ｂのホームコント
ローラである。ここでのホストは、物理ホスト（又は物理サーバと呼ばれる）であっても
、仮想ホスト（又は仮想サーバと呼ばれる）であってもよい。論理ユニットＬＵは一般的
に、業界における論理ユニット番号（Ｌｏｇｉｃａｌ　Ｕｎｉｔ　Ｎｕｍｂｅｒ，ＬＵＮ
）と呼ばれる。ＬＵＮをホストに割り当てることは、実際には、ＬＵの識別子をホストに
割り当てることを指し、それによってＬＵがホストに搭載される。したがって、ＬＵ及び
ＬＵＮはここでは同じものを意味する。図２に示すストレージアレイにおいて、スイッチ
ングデバイスＡ及びＢは、ＰＣＩｅスイッチングデバイス、不揮発性メモリエクスプレス
伝送バス（Ｎｏｎ－Ｖｏｌａｔｉｌｅ　Ｍｅｍｏｒｙ　ｅｘｐｒｅｓｓ，ＮＶＭｅ）スイ
ッチングデバイス、シリアル接続スモールコンピュータシステムインターフェース（Ｓｅ
ｒｉａｌ　ａｔｔａｃｈｅｄ　ＳＣＳＩ，ＳＡＳ）スイッチングデバイス等であってもよ
く、これは本発明の実施形態によって制限されるものではない。スイッチングデバイスＡ
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及びＢがＰＣＩｅスイッチングデバイスであるとき、ＰＣＩｅスイッチングデバイスに接
続されるハードディスクは、ＰＣＩｅプロトコルインターフェースを有するハードディス
クであり；スイッチングデバイスＡ及びＢがＮＶＭｅスイッチングデバイスであるとき、
ＮＶＭｅスイッチングデバイスに接続されるハードディスクは、ＮＶＭｅプロトコルイン
ターフェースを有するハードディスクであり；スイッチングデバイスＡ及びＢがＳＡＳス
イッチングデバイスであるとき、ＳＡＳスイッチングデバイスに接続されるハードディス
クは、ＳＡＳプロトコルインターフェースを有するハードディスクである。図２に示すハ
ードディスクは、機械的ハードディスク、ソリッドステートディスク（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔ
ａｔｅ　Ｄｉｓｋ，ＳＳＤ）、又は他の媒体のハードディスクであってもよい。図２に示
すストレージアレイにおけるハードディスクに関して、異なるディスクのストレージ媒体
は異なってもよく、それによってハイブリッドハードディスクストレージアレイが形成さ
れるが、これは本発明の実施形態によって制限されるものではない。
【００２０】
　キャッシュデバイスＭは、特に、揮発性ストレージ媒体、又は相変化メモリ（Ｐｈａｓ
ｅ　Ｃｈａｎｇｅ　Ｍｅｍｏｒｙ，ＰＣＭ）等の不揮発性ストレージ媒体によって形成さ
れたストレージデバイスであっても、キャッシュデバイスとして用いるのに適した別の不
揮発性ストレージ媒体であってもよく、これは本発明の実施形態によって制限されるもの
ではない。キャッシュデバイスＭはデータをキャッシュするように構成される。以下にお
いて、本発明の特定の実施形態を参照してキャッシュデバイスＭについて記載する。本発
明の実施形態において、スイッチングデバイスＡがＰＣＩｅスイッチングデバイスであり
、スイッチングデバイスＢがＰＣＩｅスイッチングデバイスであり、ハードディスクがＰ
ＣＩｅプロトコルインターフェースを有するＳＳＤであることが例として用いられる。
【００２１】
　図２に示すストレージアレイにおいて、入出力マネージャＡは、ホストによって送信さ
れるデータ書込み要求を受信する。一実施方式において、コントローラＡは入出力マネー
ジャＡのホームコントローラである。したがって、入出力マネージャＡはホストによって
送信されるデータオペレーション要求を受信する。入出力マネージャＡの要求送信ポリシ
ーが変更されない場合、要求はデータオペレーション要求に従ってデフォルトでコントロ
ーラＡに送信され、このため、コントローラＡは入出力マネージャＡのホームコントロー
ラと呼ばれる。本発明の一実施形態では、入出力マネージャＡはホストによって送信され
たデータ書込み要求を受信し、このデータ書込み要求をＰＣＩｅスイッチングデバイスＡ
又はＰＣＩｅスイッチングデバイスＢを介してコントローラＡに送信する。要求が転送さ
れる際に介する特定のＰＣＩｅスイッチングデバイスに関しては、予め設定した規則に従
って判断されてもよい。ＰＣＩｅスイッチングデバイスが選択されると、入出力マネージ
ャＡはその後、このＰＣＩｅスイッチングデバイスを介してコントローラＡと通信する。
当然ながら、入出力マネージャＡはＰＣＩｅスイッチングデバイスをランダムに選択して
コントローラＡと通信してもよく、これは本発明の実施形態によって制限されるものでは
ない。本発明の実施形態は、入出力マネージャＡがＰＣＩｅスイッチングデバイスＡを選
択してコントローラＡと通信する例を用いる。
【００２２】
　入出力マネージャＡによって受信されるデータ書込み要求は、書き込まれるデータのア
ドレスを搬送する。書き込まれるデータのアドレスは、書き込まれるデータのターゲット
ＬＵの識別子と、書き込まれるデータの論理ブロックアドレス（Ｌｏｇｉｃａｌ　Ｂｌｏ
ｃｋ　Ａｄｄｒｅｓｓ，ＬＢＡ）と、書き込まれるデータの長さとを含む。入出力マネー
ジャＡは、コントローラＡにデータ書込み要求を送信する。コントローラＡはデータ書込
み要求を受信し、書き込まれるデータのアドレスにおける書き込まれるデータのターゲッ
トＬＵの識別子に従って、コントローラＡがターゲットＬＵのホームコントローラである
か否かを判断する。
【００２３】
　コントローラＡがターゲットＬＵのホームコントローラであるとき、すなわち、ターゲ
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ットＬＵはハードディスクを仮想化することによってコントローラＡにより生成され、ホ
ストに提供される。コントローラＡは、書き込まれるデータをキャッシュするのに用いら
れるキャッシュデバイスを判断する。このキャッシュデバイスは、本発明のこの実施形態
ではキャッシュデバイスＭである。実施方式は以下のとおりである：コントローラＡは、
データ書込み要求に従って、書き込まれるデータにキャッシュアドレスを割り当てるよう
にキャッシュデバイスＭに命令し、キャッシュデバイスＭは書き込まれるデータの長さに
従ってキャッシュアドレスを割り当てる。コントローラＡは、書き込まれるデータに対し
キャッシュデバイスＭによって割り当てられるキャッシュアドレスを取得する（これ以降
、書き込まれるデータに対しキャッシュデバイスＭによって割り当てられるキャッシュア
ドレスを、キャッシュアドレスＭと呼び、一実施方式において、キャッシュアドレスは開
始アドレス及び長さを含む）。コントローラＡは、キャッシュデバイスＭの識別子及びキ
ャッシュアドレスＭを、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡを介して入出力マネージャＡに
送信する。入出力マネージャＡは、コントローラＡによって送信されたキャッシュデバイ
スＭの識別子及びキャッシュアドレスＭを受信し、書き込まれるデータを、キャッシュデ
バイスＭの識別子及びキャッシュアドレスＭに従ってキャッシュアドレスＭに書き込む（
又は書き込まれるデータをキャッシュアドレスＭに直接書き込んでもよい）。コントロー
ラＡは、書き込まれるデータに対し割り当てられるキャッシュアドレスＭのみを取得し、
入出力マネージャＡは、書き込まれるデータを、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡを介し
てキャッシュアドレスＭに直接書き込む。これは、従来技術と比較して、コントローラＡ
のＣＰＵ計算リソース及びコントローラＡのメモリリソースを節約し、データ書込み効率
を改善する。
【００２４】
　コントローラＡは、書き込まれるデータのアドレスと、キャッシュデバイスＭの識別子
と、キャッシュアドレスＭとの間の対応関係を確立し、したがって、書き込まれるデータ
を読み出すとき、コントローラＡは、書き込まれるデータのキャッシュアドレスＭを入出
力マネージャＡに送信し、入出力マネージャＡは、書き込まれるデータのキャッシュアド
レスＭから、書き込まれるデータを読み出してもよく（又は書き込まれるデータのキャッ
シュアドレスＭから、書き込まれるデータを直接読み出してもよく）、それによって、コ
ントローラＡのＣＰＵ計算リソース及びコントローラＡのメモリリソースを節約し、デー
タ読出し効率を改善する。
【００２５】
　条件が満たされた後、ストレージアレイがデータ重複排除を行わない場合、キャッシュ
デバイスＭは書き込まれるデータをストレージアレイのターゲットＳＳＤに記憶する。タ
ーゲットＳＳＤは、書き込まれるデータを記憶するためのＳＳＤを指す。書き込まれるデ
ータをターゲットＳＳＤに書き込む特定のプロセスは以下であってもよい：コントローラ
ＡはキャッシュデバイスＭの識別子及びキャッシュアドレスＭを、ＰＣＩｅスイッチング
デバイスＡ又はＰＣＩｅスイッチングデバイスＢを介してターゲットＳＳＤのコントロー
ラに送信する。ターゲットＳＳＤのコントローラは、キャッシュデバイスＭの識別子及び
キャッシュアドレスＭに従って、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡ又はＰＣＩｅスイッチ
ングデバイスＢを介して、キャッシュアドレスＭから書き込まれるデータを直接読み出し
、書き込まれるデータを記憶する。ターゲットＳＳＤのコントローラは、ターゲットＳＳ
Ｄにおける書き込まれるデータの記憶アドレスを、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡ又は
ＰＣＩｅスイッチングデバイスＢを介してコントローラＡに送信する。ターゲットＳＳＤ
における書き込まれるデータの記憶アドレスは、ターゲットＳＳＤのコントローラの識別
子と、ターゲットＳＳＤに書き込まれるデータを記憶するための論理記憶アドレスとを含
む。コントローラＡは、書き込まれるデータのアドレスと、ターゲットＳＳＤに書き込ま
れるデータの記憶アドレスとの間の対応関係を確立する。
【００２６】
　上記のプロセスは特に図３に示される。
【００２７】
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　ステップ３０１：ホストはデータ書込み要求を入出力マネージャＡに送信する。
【００２８】
　入出力マネージャＡは、ストレージアレイ内の入出力受信管理デバイスであり、ホスト
によって送信されるデータオペレーション要求を受信し、データオペレーション要求をコ
ントローラに転送する役割を果たす。本発明の一実施形態では、ホストは、書き込まれる
データのアドレスを搬送するデータ書込み要求を入出力マネージャＡに送信する。例示的
に、スモールコンピュータシステムインターフェース（Ｓｍａｌｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　
Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ，ＳＣＳＩ）プロトコル、すなわちＳＣＳＩプロトコ
ルデータ書込み要求が、データ書込み要求のために用いられてもよい。当然ながら、他の
プロトコルが用いられてもよく、これは本発明の実施形態によって制限されるものではな
い。
【００２９】
　ステップ３０２：データ書込み要求をコントローラＡに送信する。
【００３０】
　本発明のこの実施形態では、入出力マネージャＡは通常、特定のコントローラと通信す
る。入出力マネージャＡは、複数の方式で、例えばコントローラの負荷に従って、又は特
定の経路選択アルゴリズムに従ってコントローラとの対応関係を確立してもよいが、これ
は本発明によって制限されるものではない。入出力マネージャＡは、データ書込み要求を
受信し、このデータ書込み要求を、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡ又はＰＣＩｅスイッ
チングデバイスＢを介してコントローラＡに送信する。本発明のこの実施形態において、
入出力マネージャＡがデータ書込み要求を受信し、データ書込み要求を、ＰＣＩｅスイッ
チングデバイスＡを介してコントローラＡに送信することが例として用いられる。
【００３１】
　ステップ３０３：コントローラＡは書き込まれるデータのキャッシュアドレスを取得す
る。
【００３２】
　コントローラＡは、入出力マネージャＡによって送信されるデータ書込み要求を受信し
、書き込まれるデータをキャッシュするのに用いられるキャッシュデバイスを判断する。
これは、本発明のこの実施形態では、キャッシュデバイスＭである。一実施方式において
、キャッシュデバイスＭは、キャッシュアドレスのセグメントをコントローラＡに割り当
てる。キャッシュアドレスのセグメントにおいて、コントローラＡは、書き込まれるデー
タの長さに従って、書き込まれるデータに対しキャッシュアドレスＭを割り当てる。別の
実施方式では、コントローラＡは、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡ又はＰＣＩｅスイッ
チングデバイスＢを介して命令をキャッシュデバイスＭに送信する。命令は、書き込まれ
るデータの長さを搬送し、キャッシュデバイスＭに、書き込まれるデータに対しキャッシ
ュアドレスを割り当てるように命令する。コントローラＡは、キャッシュアドレスＭを取
得する。
【００３３】
　ステップ３０４：キャッシュデバイスＭの識別子及びキャッシュアドレスＭを送信する
。
【００３４】
　コントローラＡは、キャッシュアドレスＭを取得し、キャッシュデバイスＭの識別子及
びキャッシュアドレスＭを、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡを介して入出力マネージャ
Ａに送信する。キャッシュデバイスＭの識別子はデバイスアドレスである。
【００３５】
　ステップ３０５：ホストは書き込まれるデータを入出力マネージャＡに送信する。
【００３６】
　入出力マネージャＡは、コントローラＡによって送信されたキャッシュデバイスＭの識
別子及びキャッシュアドレスＭを受信し、ホストによって送信された書き込まれるデータ
を受信する。
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【００３７】
　ステップ３０６：書き込まれるデータをキャッシュアドレスＭに書き込む。
【００３８】
　入出力マネージャＡは、キャッシュデバイスＭの識別子及びキャッシュアドレスＭに従
って、書き込まれるデータを、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡを介してキャッシュアド
レスＭに直接書き込む。入出力マネージャＡは、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡを介し
て、キャッシュデバイスＭによって送信される、書き込まれるデータの書込みに成功した
ことを示す応答を受信する。入出力マネージャＡは、データ書込み要求が完了したことを
示す応答をホストに送信し、書込み要求動作が完了したことをホストに通知する。
【００３９】
　ステップ３０７：コントローラＡに、書き込まれるデータがキャッシュアドレスＭに書
き込まれることを通知する。
【００４０】
　入出力マネージャＡは、書き込まれるデータをキャッシュアドレスＭに書き込むことに
成功し、コントローラＡに、書き込まれるデータがキャッシュアドレスＭに書き込まれる
ことを通知する。
【００４１】
　ステップ３０８：コントローラＡは、書き込まれるデータのアドレスと、キャッシュデ
バイスＭと、キャッシュアドレスＭとの間の対応関係を確立する。
【００４２】
　コントローラＡは、入出力マネージャＡによって送信される通知を受信し、書き込まれ
るデータのアドレスと、キャッシュデバイスＭと、キャッシュアドレスＭとの間の対応関
係を確立する。
【００４３】
　キャッシュデバイスＭは、書き込まれるデータに対しキャッシュアドレスＭを割り当て
、それによって、書き込まれるデータのアドレスと、キャッシュアドレスＭとの間の対応
関係を確立する。キャッシュデバイスＭは、コントローラＡによって送信されたキャッシ
ュアドレス割当て命令から、書き込まれるデータのアドレスを取得してもよく、キャッシ
ュアドレスＭを割り当てた後、キャッシュデバイスＭは、書き込まれるデータのアドレス
と、キャッシュアドレスＭとの間の対応関係を確立する。別の実施方式では、キャッシュ
デバイスＭは、ターゲットＬＵの排他的キャッシュデバイスであり、ターゲットＬＵのデ
ータをキャッシュするためにのみ用いられ、したがって、キャッシュデバイスＭは、デフ
ォルトで、ターゲットＬＵと、ターゲットＬＵにおけるＬＢＡと、キャッシュアドレスと
の間の対応関係を保存する。キャッシュデバイスＭは、デフォルトで、ターゲットＬＵと
、ターゲットＬＵにおけるＬＢＡと、キャッシュデバイスＭのキャッシュアドレスのセグ
メントとの間の対応関係を保存する。キャッシュアドレスのこのセグメントにおいて、キ
ャッシュデバイスＭは、書き込まれるデータに対しキャッシュアドレスＭを割り当てる。
【００４４】
　ストレージアレイの信頼性を改善するために、また、書き込まれるデータの複数のコピ
ーをキャッシュするために、図１に示す従来技術において、入出力マネージャＡは書き込
まれるデータを送信し、ＣＰＵ　Ａは、書き込まれるデータをメモリＡに書き込み、ＣＰ
Ｕ　ＡはメモリＡから書き込まれるデータを読み出し、書き込まれるデータを、ＰＣＩｅ
スイッチＡを介してＰＣＩｅスイッチＢに送信する。ＰＣＩｅスイッチＢは、書き込まれ
るデータをＣＰＵ　Ｂに送信し、ＣＰＵ　Ｂは書き込まれるデータをメモリＢに書き込む
。本発明のこの実施形態では、キャッシュデバイスＭにおける書き込まれるデータの損失
を防ぐために、ストレージアレイは書き込まれるデータを複数のキャッシュデバイスにキ
ャッシュする。したがって、書き込まれるデータが２つのキャッシュデバイスにキャッシ
ュされることが例として用いられる。図２に示すストレージアレイは、キャッシュデバイ
スＮを更に含む。ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡ及びＰＣＩｅスイッチングデバイスＢ
は共にキャッシュデバイスＮに接続される。したがって、コントローラＡは、入出力マネ
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ージャＡによって送信されるデータ書込み要求を受信し、キャッシュデバイスＭが書き込
まれるデータをキャッシュする一次キャッシュデバイスとしての役割を果たすと判断し、
キャッシュデバイスＮが書き込まれるデータをキャッシュする二次キャッシュデバイスと
しての役割を果たすと判断する。コントローラＡは、書き込まれるデータに対し割り当て
られ、キャッシュデバイスＭ及びキャッシュデバイスＮ内に位置するキャッシュアドレス
を取得する。一実施方式において、コントローラＡは、命令をキャッシュデバイスＭ及び
キャッシュデバイスＮのそれぞれに送信する。命令は、キャッシュデバイスＭ及びキャッ
シュデバイスＮの双方に、書き込まれるデータに対しキャッシュアドレスを割り当てるよ
うに命令するのに用いられる。命令は、書き込まれるデータの長さを搬送する。キャッシ
ュデバイスＭによって、書き込まれるデータに対し割り当てられるキャッシュアドレスは
、キャッシュアドレスＭと呼ばれ、キャッシュデバイスＮによって、書き込まれるデータ
に対し割り当てられるキャッシュアドレスは、キャッシュアドレスＮと呼ばれる。コント
ローラＡはキャッシュアドレスＭ及びキャッシュアドレスＮを取得する。コントローラＡ
は、キャッシュデバイスＭの識別子及びキャッシュアドレスＭを、ＰＣＩｅスイッチング
デバイスＡを介して入出力マネージャＡに送信し、キャッシュデバイスＮの識別子及びキ
ャッシュアドレスＮを、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡを介して入出力マネージャＡに
送信する。特定の実施態様では、コントローラＡは、キャッシュデバイスＭの識別子及び
キャッシュアドレスＭ、並びにキャッシュデバイスＮの識別子及びキャッシュアドレスＮ
を、１つのメッセージを介して、又は２つのメッセージをそれぞれ介して入出力マネージ
ャＡに送信することができ、これはここでは制限されない。別の実施方式では、キャッシ
ュデバイスＭは、キャッシュアドレスの排他的セグメントをコントローラＡに対し割り当
てる。この排他的セグメントは、ホームコントローラＡのＬＵのデータをキャッシュする
ためにのみ用いられる。キャッシュデバイスＭのキャッシュアドレスのこのセグメントに
おいて、コントローラＡは、書き込まれるデータに対しキャッシュアドレスＭを直接割り
当てる。キャッシュデバイスＮは、キャッシュアドレスの排他的セグメントをコントロー
ラＡに対し割り当て、キャッシュデバイスＮのキャッシュアドレスのこのセグメントにお
いて、コントローラＡは、書き込まれるデータに対しキャッシュアドレスＮを直接割り当
てる。
【００４５】
　入出力マネージャＡは、キャッシュデバイスＭの識別子及びキャッシュアドレスＭ、並
びにキャッシュデバイスＮの識別子及びキャッシュアドレスＮを受信する。入出力マネー
ジャＡは、キャッシュデバイスＭの識別子及びキャッシュアドレスＭに従って、書き込ま
れるデータを、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡを介してキャッシュアドレスＭに直接書
き込み、入出力マネージャＡは、キャッシュデバイスＮの識別子及びキャッシュアドレス
Ｎに従って、書き込まれるデータを、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡを介してキャッシ
ュアドレスＮに直接書き込む。入出力マネージャＡは、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡ
を介して、書き込まれるデータがキャッシュアドレスＭに書き込まれることに成功したこ
とを示す応答を受信し、コントローラＡに、書き込まれるデータのアドレスと、キャッシ
ュデバイスＭの識別子と、キャッシュアドレスＭとの間の対応関係を確立するように命令
する。同様に、コントローラＡは、書き込まれるデータのアドレスと、キャッシュデバイ
スＮの識別子と、キャッシュアドレスＮとの間の対応関係を確立する。
【００４６】
　別の実施方式では、コントローラＡは、キャッシュデバイスＭの識別子及びキャッシュ
アドレスＭを、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡを介して入出力マネージャＡに送信する
。入出力マネージャＡは、キャッシュデバイスＭの識別子及びキャッシュアドレスＭを受
信する。入出力マネージャＡは、書き込まれるデータを、キャッシュデバイスＭの識別子
及びキャッシュアドレスＭに従って、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡ又はＰＣＩｅスイ
ッチングデバイスＢを介してキャッシュアドレスＭに直接書き込む。コントローラＡは、
データ書込み命令を、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡ又はＰＣＩｅスイッチングデバイ
スＢを介してキャッシュデバイスＭに送信する。データ書込み命令は、キャッシュデバイ
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スＮの識別子及びキャッシュアドレスＮを搬送する。キャッシュデバイスＭは書き込まれ
るデータをキャッシュし、キャッシュデバイスＭは、書き込まれるデータを、データ書込
み命令に従って、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡ又はＰＣＩｅスイッチングデバイスＢ
を介してキャッシュアドレスＮに直接書き込む。
【００４７】
　コントローラＡは、入出力マネージャＡが、キャッシュデバイスＭ及びキャッシュデバ
イスＮへの書き込まれるデータの書込みを実施するように、書き込まれるデータに対し割
り当てられるキャッシュアドレスＭ及びキャッシュアドレスＮを取得する必要があるのみ
であり、それによって、コントローラＡのＣＰＵ計算リソース及びコントローラＡのメモ
リリソースを節約し、データ書込み効率を改善する。
【００４８】
　別の場合、入出力マネージャＡはホストのデータ書込み要求を受信する。データ書込み
要求は書き込まれるデータのアドレスを搬送する。入出力マネージャＡは、ＰＣＩｅスイ
ッチングデバイスＡによって転送することにより、データ書込み要求をコントローラＡに
送信する。コントローラＡは、入出力マネージャＡによって送信されたデータ書込み要求
を受信し、データ書込み要求内に搬送されるターゲットＬＵの識別子に従って、コントロ
ーラＡがターゲットＬＵのホームコントローラでないと判断する。特定の実施形態が図４
に示される。
【００４９】
　ステップ４０１：ホストがデータ書込み要求を入出力マネージャＡに送信する。
【００５０】
　ホストはデータ書込み要求を入出力マネージャＡに送信する。データ書込み要求は書き
込まれるデータのアドレスを搬送する。
【００５１】
　ステップ４０２：データ書込み要求をコントローラＡに送信する。
【００５２】
　本発明のこの実施形態において、コントローラＡは入出力マネージャＡのホームコント
ローラである。入出力マネージャＡはデータ書込み要求を受信し、データ書込み要求をＰ
ＣＩｅスイッチングデバイスＡ又はＰＣＩｅスイッチングデバイスＢを介してコントロー
ラＡに送信する。本発明のこの実施形態において、入出力マネージャＡがデータ書込み要
求を受信し、データ書込み要求を、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡを介してコントロー
ラＡに送信することが例として用いられる。
【００５３】
　ステップ４０３：コントローラＡがターゲットＬＵのホームコントローラでないと判断
する。
【００５４】
　コントローラＡは、入出力マネージャＡによって送信されるデータ書込み要求を受信し
、データ書込み要求において搬送される書き込まれるデータのターゲットＬＵの識別子に
従って、コントローラＡがターゲットＬＵのホームコントローラでないと判断する。コン
トローラＡは、コントローラとＬＵとの間の対応関係を問い合わせ、コントローラＢがタ
ーゲットＬＵのホームコントローラであると判断する。
【００５５】
　ステップ４０４：データ書込み要求をコントローラＢに送信する。
【００５６】
　コントローラＡは、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡ又はＰＣＩｅスイッチングデバイ
スＢを介してデータ書込み要求をコントローラＢに送信する。この実施形態では、ＰＣＩ
ｅスイッチングデバイスＢがデータ書込み要求をコントローラＢに転送することが例とし
て用いられる。
【００５７】
　ステップ４０５：書き込まれるデータのキャッシュアドレスを取得する。
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【００５８】
　コントローラＢは、コントローラＡによって送信されるデータ書込み要求を受信し、書
き込まれるデータをキャッシュするのに用いられるキャッシュデバイスを判断する。本発
明のこの実施形態では、これはキャッシュデバイスＭである。特定の実施方式については
、コントローラＡがキャッシュデバイスＭから書き込まれるデータのキャッシュアドレス
を取得する方式を参照されたい。
【００５９】
　ステップ４０６：キャッシュデバイスＭの識別子及びキャッシュアドレスＭをコントロ
ーラＡに送信する。
【００６０】
　コントローラＢは、キャッシュアドレスＭを取得し、キャッシュデバイスＭの識別子及
びキャッシュアドレスＭを、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＢを介してコントローラＡに
送信する。別の実施方式では、キャッシュデバイスＭの識別子及びキャッシュアドレスＭ
も、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡ又はＰＣＩｅスイッチングデバイスＢを介してコン
トローラＡに直接送信されてもよい。
【００６１】
　ステップ４０７：キャッシュデバイスＭの識別子及びキャッシュアドレスＭを入出力マ
ネージャＡに送信する。
【００６２】
　コントローラＡは、コントローラＢによって送信されたキャッシュデバイスＭの識別子
及びキャッシュアドレスＭを受信し、書き込まれるデータのキャッシュアドレスＭを、Ｐ
ＣＩｅスイッチングデバイスを介して送信する。
【００６３】
　ステップ４０８：ホストは書き込まれるデータを入出力マネージャＡに送信する。
【００６４】
　入出力マネージャＡはキャッシュデバイスＭの識別子及びキャッシュアドレスＭを受信
し、ホストによって送信されたデータ書込み要求に応答する。ホストは、書き込まれるデ
ータを入出力マネージャＡに送信する。
【００６５】
　ステップ４０９：書き込まれるデータをキャッシュアドレスＭに書き込む。
【００６６】
　入出力マネージャＡは、ホストによって送信された書き込まれるデータを受信し、キャ
ッシュデバイスＭの識別子及びキャッシュアドレスＭに従って、書き込まれるデータを、
ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡを介してキャッシュアドレスＭに直接書き込む。入出力
マネージャＡは、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡを介して、キャッシュデバイスＭによ
って送信された、書き込まれるデータの書込みに成功したことを示す応答を受信する。入
出力マネージャＡは、データ書込み要求が完了したことを示す応答をホストに送信し、書
込み要求動作が完了したことをホストに通知する。
【００６７】
　ステップ４１０：コントローラＢに、書き込まれるデータがキャッシュアドレスＭに書
き込まれることを通知する。
【００６８】
　入出力マネージャＡは、書き込まれるデータをキャッシュアドレスＭに書き込むことに
成功し、コントローラＢに、書き込まれるデータがキャッシュアドレスＭに書き込まれる
ことを通知する。これは特に、入出力マネージャＡが通知を、ＰＣＩｅスイッチングデバ
イスＡを介してコントローラＡに転送すること、及びコントローラＡが、通知を、ＰＣＩ
ｅスイッチングデバイスＢを介してコントローラＢに転送すること；又は、入出力マネー
ジャＡが、通知を、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡ又はＰＣＩｅスイッチングデバイス
Ｂを介してコントローラＢに直接送信することを含む。
【００６９】
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　ステップ４１１：コントローラＢは、書き込まれるデータのアドレスと、キャッシュデ
バイスＭと、キャッシュアドレスＭとの間の対応関係を確立する。
【００７０】
　コントローラＢは、入出力マネージャＡによって送信される通知を受信し、書き込まれ
るデータのアドレスと、キャッシュデバイスＭと、キャッシュアドレスＭとの間の対応関
係を確立する。
【００７１】
　キャッシュデバイスＭが、書き込まれるデータのアドレスとキャッシュアドレスＭとの
間の対応関係をどのように確立するかについては、上記の実施形態における説明を参照し
、ここでは詳細を繰り返し説明することはしない。
【００７２】
　キャッシュデバイスＮは、書き込まれるデータに対しキャッシュアドレスＮを割り当て
、それによって、書き込まれるデータのアドレスと、キャッシュアドレスＮとの間の対応
関係を確立する。キャッシュデバイスＮは、コントローラＡによって送信されたキャッシ
ュアドレス割当て命令から、書き込まれるデータのアドレスを取得してもよく、キャッシ
ュアドレスＮを割り当てた後、キャッシュデバイスＮは、書き込まれるデータのアドレス
と、キャッシュアドレスＮとの間の対応関係を確立する。
【００７３】
　キャッシュデバイスＭにキャッシュされる書き込まれるデータの損失を防ぐために、コ
ントローラＡが書き込まれるデータのターゲットＬＵのホームコントローラでないシナリ
オにおいて、書き込まれるデータが、キャッシュとしての役割を果たす複数のキャッシュ
デバイスを必要とするとき、入出力マネージャＡは、データ書込み要求をコントローラＢ
に送信する。そのプロセスについては、上記の実施形態における説明を参照されたい。コ
ントローラＢによって、書き込まれるデータのキャッシュアドレスを取得するプロセスに
ついては、コントローラＡが書き込まれるデータのターゲットＬＵのホームコントローラ
であり、コントローラＡが複数のキャッシュデバイスのキャッシュアドレスを取得するシ
ナリオを参照されたい。他のステップについても、上記の実施形態における説明を参照し
、ここでは詳細を繰り返し説明することはしない。
【００７４】
　ホストがデータをストレージアレイに書き込んだ後、ホストは書き込まれたデータにア
クセスし、すなわち、データ読出し要求を送信する。特定のプロセスが図５に示される。
【００７５】
　ステップ５０１：データ読出し要求を送信する。
【００７６】
　ホストが、データ読出し要求を入出力マネージャＡに送信する。データ読出し要求は、
読み出されるデータのアドレスを搬送する。読み出されるデータのアドレスは、読み出さ
れるデータが位置する論理ユニットＬＵの識別子と、読み出されるデータのＬＢＡと、読
み出されるデータの長さとを含む。特に、ホストは、ＳＣＳＩプロトコルを用いることに
よって、データ読出し要求を入出力マネージャＡに送信してもよいが、これは本発明によ
って制限されるものではない。説明を容易にするために、ここで読み出されるデータは、
上記で説明した書き込まれるデータである。
【００７７】
　ステップ５０２：データ読出し要求をコントローラＡに送信する。
【００７８】
　入出力マネージャＡは、ホストによって送信されたデータ読出し要求を受信し、データ
読出し要求を、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡを介してコントローラＡに送信する。
【００７９】
　ステップ５０３：コントローラＡは、キャッシュデバイスＭの識別子及びキャッシュア
ドレスＭを入出力マネージャＡに送信する。
【００８０】
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　コントローラＡが、読み出されるデータが位置するＬＵのホームコントローラであり、
読み出されるデータがキャッシュデバイスＭ等のキャッシュデバイスにおいてキャッシュ
されるとき、データ読出し要求に従って、読み出されるデータのアドレスと、キャッシュ
デバイスの識別子と、キャッシュアドレスとの間の対応関係が問い合わせされ、読み出さ
れるデータをキャッシュデバイスＭにキャッシュするのに用いられるキャッシュアドレス
Ｍが判断される。読み出されるデータが依然としてキャッシュデバイスＭ内にキャッシュ
されているとき、キャッシュデバイスＭ内の読み出されるデータのキャッシュアドレスは
キャッシュアドレスＭである。コントローラＡは、キャッシュデバイスＭの識別子及びキ
ャッシュアドレスＭを、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡを介して入出力マネージャＡに
送信する。
【００８１】
　ステップ５０４：キャッシュアドレスＭから読み出されるデータを読み出す。
【００８２】
　入出力マネージャＡは、キャッシュデバイスＭの識別子及びキャッシュアドレスＭに従
って、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡを介してキャッシュアドレスＭから読み出される
データを直接読み出す。
【００８３】
　ステップ５０５：読み出されるデータを返す。
【００８４】
　入出力マネージャＡは、キャッシュアドレスＭから読み出されるデータを読み出し、読
み出されるデータをホストに返す。
【００８５】
　入出力マネージャＡが、データ読出し要求に従って、読み出されるデータのクエリ要求
を、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡを介してコントローラＡに送信し、コントローラＡ
が、読み出されるデータが位置するＬＵのホームコントローラでないとき、コントローラ
Ａは、読み出されるデータが位置するＬＵとホームコントローラとの間の対応関係を問い
合わせ、コントローラＢが、読み出されるデータが位置するＬＵのホームコントローラで
あると判断する。コントローラＡは、読み出されるデータのクエリ要求を、ＰＣＩｅスイ
ッチングデバイスＢを介してコントローラＢに送信する。上記の書き込まれるデータが依
然として、ここで言及される読み出されるデータであることが例として用いられる。した
がって、読み出されるデータのアドレスは、上記で記載した書き込まれるデータのアドレ
スである。読み出されるデータが依然としてキャッシュデバイスＭ内にキャッシュされて
いるとき、キャッシュデバイスＭ内の読み出されるデータのキャッシュアドレスはキャッ
シュアドレスＭである。コントローラＢは、書き込まれるデータのアドレスと、キャッシ
ュデバイスＭの識別子と、キャッシュアドレスＭとの間の対応関係を問い合わせ、読み出
されるデータをキャッシュするキャッシュデバイスＭの識別子及びキャッシュアドレスＭ
を判断し、キャッシュデバイスＭの識別子及びキャッシュアドレスＭを、ＰＣＩｅスイッ
チングデバイスＢを介してコントローラＡに送信する。コントローラＡは、キャッシュデ
バイスＭの識別子及びキャッシュアドレスＭを、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡを介し
て入出力マネージャＡに送信する。コントローラＢも、キャッシュデバイスＭの識別子及
びキャッシュアドレスＭを、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡ又はＰＣＩｅスイッチング
デバイスＢを介して入出力マネージャＡに直接送信してもよい。後続の読出し動作につい
ては、上記の実施形態における読出し動作を参照し、ここでは詳細を繰り返し説明するこ
とはしない。
【００８６】
　上記の書き込まれるデータが依然としてここで言及される読み出されるデータであるこ
とが例として用いられる。したがって、読み出されるデータのアドレスは、上記で記載し
た書き込まれるデータのアドレスである。読み出されるデータが既にターゲットＳＳＤに
記憶されているとき、読み出されるデータが位置するＬＵのホームコントローラが、読み
出されるデータのアドレス（書き込まれるデータのアドレス）と、ターゲットＳＳＤにお
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ける読み出されるデータの記憶アドレスとの間の対応関係を問い合わせ、ターゲットＳＳ
Ｄにおける読み出されるデータの記憶アドレスを取得し、ターゲットＳＳＤにおける読み
出されるデータの記憶アドレスを、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡ又はＰＣＩｅスイッ
チングデバイスＢを介して入出力マネージャＡに送信する。ターゲットＳＳＤにおける読
み出されるデータの記憶アドレスは、ターゲットＳＳＤのコントローラの識別子と、ター
ゲットＳＳＤにおける読み出されるデータの論理記憶アドレスとを含む。入出力マネージ
ャＡは、ターゲットＳＳＤにおける読み出されるデータの記憶アドレスに従って、ＰＣＩ
ｅスイッチングデバイスＡ又はＰＣＩｅスイッチングデバイスＢを介して、ターゲットＳ
ＳＤにおける読み出されるデータの論理記憶アドレスから読み出されるデータを直接読み
出す。
【００８７】
　上記の実施形態において、読み出されるデータがターゲットＳＳＤにおいて部分的に保
存され、上記で記載したように本発明のこの実施形態においてキャッシュデバイスＭに部
分的にキャッシュされているとき、入出力マネージャＡは、キャッシュデバイスにおける
読み出されるデータのキャッシュアドレスに従ってＰＣＩｅスイッチングデバイスＡ又は
ＰＣＩｅスイッチングデバイスＢを介してキャッシュアドレスからデータを直接読み出し
；入出力マネージャＡは、ターゲットＳＳＤのコントローラの識別子及びターゲットＳＳ
Ｄ内の読み出されるデータの論理記憶アドレスに従ってＰＣＩｅスイッチングデバイスＡ
又はＰＣＩｅスイッチングデバイスＢを介してターゲットＳＳＤ内の論理記憶アドレスか
らデータを直接読み出す。これについてはここでは詳細に説明しない。
【００８８】
　複数のキャッシュデバイスが、読み出されるデータをキャッシュする動作を実行すると
き、通常、読み出されるデータが位置するＬＵのホームコントローラが、入出力マネージ
ャＡに、読み出されるデータをキャッシュする一次キャッシュデバイスＭの識別子及びキ
ャッシュアドレスＭを返す。他の手続き的動作については、上記の実施形態における読出
し動作を参照し、ここでは詳細を繰り返し説明することはしない。
【００８９】
　ストレージアレイにおいて、データ重複排除が行われる。これは、ストレージ空間を節
約し、ストレージコストを低減することができる。本発明の実施形態による図２に示すス
トレージアレイにおいて、ホストはデータ書込み要求を入出力マネージャＡに送信し、デ
ータ書込み要求は書き込まれるデータのアドレスを搬送する。入出力マネージャＡは、デ
ータ書込み要求を、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡを介してコントローラＡに送信する
。コントローラＡが書き込まれるデータのターゲットＬＵのホームコントローラであると
き、コントローラＡはキャッシュデバイスＭの識別子及びキャッシュアドレスＭを入出力
マネージャＡに提供する。入出力マネージャＡは、書き込まれるデータを、キャッシュデ
バイスＭの識別子及びキャッシュアドレスＭに従って、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡ
又はＰＣＩｅスイッチングデバイスＢを介してキャッシュアドレスＭに直接書き込む。
【００９０】
　キャッシュデバイスＭにキャッシュされる書き込まれるデータがストレージアレイのＳ
ＳＤに記憶される前に、データ重複排除が行われる。これは、ストレージ空間を効果的に
節約し、ストレージ空間の利用率を改善することができる。図２に示すストレージアレイ
を例として用いると、ストレージアレイＳＳＤに記憶されるデータに関して、データがキ
ャッシュデバイスＭによってＳＳＤ内に記憶される前に、データ重複排除が実行される。
データ重複排除技術は、予め設定された規則に従ってデータをデータブロックに分割し、
各データブロックの固有値を計算することである。データブロックの固有値は通常、ハッ
シュ（Ｈａｓｈ）アルゴリズムを用いることによって計算される。ハッシュ演算は、デー
タブロックに対して行われ、ハッシュ値が得られ、このハッシュ値は固有値として用いら
れる。一般的なハッシュアルゴリズムは、ＭＤ５、ＳＨＡ１、ＳＨＡ－２５６、ＳＨＡ－
５１２等を含む。例えば、データブロックＡの固有値がＳＳＤに既に記憶されたデータブ
ロックＢの固有値と同じである場合、データブロックＡ及びデータブロックＢは同一であ
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る。したがって、重複データブロックＡはキャッシュデバイスＭから削除され、ＳＳＤに
データブロックＢを記憶するための論理記憶アドレスが、ＳＳＤ内のデータブロックＡの
論理記憶アドレスとして用いられる。
【００９１】
　特定の実施態様では、データブロックの固有値の比較がコントローラによって実施され
る。データ重複排除はストレージアレイにおいて行われ、各一意のデータブロックが固有
値を有するので、多くの固有値が生成される。ストレージアレイ内のコントローラ間の均
衡を実施するために、各コントローラは、ハッシュ分布アルゴリズム等のデータブロック
固有値分布アルゴリズムに従って、いくつかのデータブロックの固有値を比較する役割を
果たす。このようにして、各コントローラは、データブロック固有値分布アルゴリズムに
従ってストレージアレイ内に記憶されたいくつかの一意のデータの固有値インデックスの
みを維持する。いくつかの一意のデータの固有値インデックスは、固有値インデックスセ
ットと呼ばれる。コントローラは、ＳＳＤに書き込まれることになるデータブロックの固
有値のための固有値インデックスセットを問い合わせ、固有値が固有値インデックスセッ
ト内の固有値と同じであるか否かを判断する。例えば、コントローラＡは、固有値分布ア
ルゴリズムに従って固有値インデックスセットＡを維持する必要があり、したがって、コ
ントローラＡが固有値インデックスセットＡ内の全ての固有値のホームコントローラであ
るか；又は固有値インデックスセットＡからの固有値がデータブロックＸの固有値と同じ
であるコントローラが、データブロックＸの固有値のホームコントローラ及び固有値イン
デックスセットＡ内の全ての固有値のホームコントローラの双方である。
【００９２】
　特に、固有値インデックスセットは、図６に示す固有値インデックスによって形成され
る。例えば、固有値１のインデックスは、固有値１と、データブロック記憶アドレス１と
、基準カウントとを含む。データブロック記憶アドレス１は、ＳＳＤ　Ａ内の一意のデー
タブロックＣの記憶アドレス、又はキャッシュデバイス内のデータブロックＣの記憶アド
レスを表すのに用いられる。ＳＳＤ　Ａ内のデータブロックＣの記憶アドレスは、ＳＳＤ
　Ａのコントローラの識別子と、ＳＳＤ　Ａ内に記憶されるデータブロックＣの論理記憶
アドレスとを含んでもよい。キャッシュデバイス内のデータブロックＣの記憶アドレスは
、キャッシュデバイスの識別子と、キャッシュアドレスとを含む。固有値１はデータブロ
ックＣの固有値を表す。基準カウントは、固有値１を有するデータブロックの量を表す。
例えば、データブロックＡがストレージアレイ内に初めて記憶されるとき、固有値１を有
するデータブロックの量が１である場合、基準カウントは１である。同じ固有値１を有す
るデータブロックＤがＳＳＤ内に再び記憶されるとき、データブロックＤは、データ重複
排除の原理に従ってＳＳＤ内に保存されないが、基準カウントは１だけ増加し、２に更新
される。要約すると、固有値インデックス内のデータブロック記憶アドレスは、キャッシ
ュデバイス内のデータブロックの記憶アドレスであるか、又はターゲットハードディスク
内のデータブロックの記憶アドレスである。キャッシュデバイス内のデータブロックの記
憶アドレスは、キャッシュデバイスの識別子と、キャッシュデバイスにおけるデータブロ
ックのキャッシュアドレスとを含み；ターゲットハードディスクにおけるデータブロック
の記憶アドレスは、ターゲットハードディスクのコントローラの識別子と、ターゲットハ
ードディスク内のデータブロックを記憶するための論理記憶アドレスとを含む。図６に示
す固有値インデックスは、例示的な実施態様にすぎず、固有値インデックスはマルチレベ
ルインデックスであってもよい。インデックスは、データ重複排除のために用いることが
できる任意の形態のインデックスであってもよく、これは本発明のこの実施形態によって
制限されるものではない。
【００９３】
　図２に示すストレージアレイにおいて、コントローラＡが、キャッシュデバイスＭ内に
キャッシュされるデータブロックのターゲットＬＵのホームコントローラとしての役割を
果たすことが例として用いられる。上記の実施形態を参照すると、データ書込み要求を受
信した後、入出力マネージャＡは、コントローラＡからキャッシュデバイスＭの識別子及
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びキャッシュアドレスＭを取得する。入出力マネージャＡは、書き込まれるデータを、キ
ャッシュデバイスＭの識別子及びキャッシュアドレスＭに従って、ＰＣＩｅスイッチング
デバイスＡ又はＰＣＩｅスイッチングデバイスＢを介してキャッシュアドレスＭに直接書
き込む。コントローラＡは、書き込まれるデータのアドレスと、キャッシュデバイスＭの
識別子と、キャッシュアドレスＭとの間の対応関係を確立する。ホームコントローラＡの
ＬＵにキャッシュされたデータがキャッシュデバイスＭからＳＳＤに書き込まれるとき、
キャッシュアドレスＭにおけるデータが例として用いられる。通常、データ重複排除が行
われているとき、データブロックの固有値が計算される必要がある。データブロックの固
有値を計算するために、データは、データブロックを取得するために、固有の規則に従っ
てまず分割される必要がある。データブロックへの分割のための２つの方法、すなわち、
固定長のデータブロックにデータを分割すること、又は可変長のデータブロックにデータ
を分割することが存在してもよい。本発明のこの実施形態において、データが固定長のデ
ータブロックに分割されることが例として用いられる。例えば、データは、４ＫＢの大き
さのデータブロックに分割される。例示的に、キャッシュアドレスＭに書き込まれる、書
き込まれるデータは、４ＫＢの大きさのいくつかのデータブロックに分割される。コント
ローラＡは、各データブロックのＬＵの識別子と、データブロックのＬＢＡと、データブ
ロックの長さとを記録する。データブロックのＬＵの識別子、データブロックのＬＢＡ、
及びデータブロックの長さは、これ以降、データブロック記憶アドレスと呼ばれる。４Ｋ
Ｂの大きさのいくつかのデータブロック内のデータブロックＸを例として用いて（ここで
、データブロックＸは重複排除されることになるデータブロック（ｄａｔａ　ｂｌｏｃｋ
　ｔｏ　ｂｅ　ｄｅｄｕｐｌｉｃａｔｅｄ）と呼ばれ、短縮して、重複排除されるデータ
ブロック（ｔｏ－ｂｅ－ｄｅｄｕｐｌｉｃａｔｅｄ　ｄａｔａ　ｂｌｏｃｋ）としても知
られる）、コントローラＡは、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡ又はＰＣＩｅスイッチン
グデバイスＢを介してデータブロック固有値要求をキャッシュデバイスＭに送信する。固
有値要求は、データブロックＸのアドレスを含む。キャッシュデバイスＭは、データ重複
排除を実行するために、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡ又はＰＣＩｅスイッチングデバ
イスＢを介してデータブロックＸの固有値をコントローラＡに送信する。図７に示すよう
に、特定のプロセスは以下を含む：
【００９４】
　ステップ７０１：キャッシュデバイスＭがデータブロックＸの固有値を計算する。
【００９５】
　コントローラＡが、キャッシュデバイスＭに、データブロックＸの固有値を取得する命
令を送信する。命令はデータブロックＸのアドレスを搬送する。キャッシュデバイスＭは
、命令を受信し、コントローラＡによって送信されたデータブロックＸの固有値を取得す
る。この場合、キャッシュデバイスＭは、データブロックＸのアドレスと、キャッシュア
ドレスＢとの間の対応関係を記憶し、データブロックＸの固有値を得るために、命令内に
搬送されているデータブロックＸのアドレスに従ってデータブロックＸを判断し、データ
ブロックＸの固有値を計算し、キャッシュアドレスＸにデータブロックＸの固有値をキャ
ッシュする。
【００９６】
　ステップ７０２：データブロックＸの固有値をコントローラＡに送信する。
【００９７】
　キャッシュデバイスＭは、データブロックＸの固有値を取得し、データブロックＸの固
有値の応答メッセージを、データブロックＸが位置するＬＵのホームコントローラＡに送
信する。データブロックＸの固有値の応答メッセージは、データブロックＸの固有値を搬
送する。更に、データブロックＸの固有値の応答メッセージは、データブロックＸの固有
値をキャッシュするキャッシュデバイスＭの識別子と、キャッシュデバイスＭにおけるデ
ータブロックＸの固有値のキャッシュアドレスＸとを更に搬送する。
【００９８】
　ステップ７０３：固有値分布アルゴリズムに従って、データブロックＸの固有値のホー



(21) JP 6254293 B2 2017.12.27

10

20

30

40

50

ムコントローラを判断する。
【００９９】
　ステップ７０４：コントローラＡはローカル固有値インデックスセットＡを問い合わせ
る。
【０１００】
　コントローラＡがデータブロックＸの固有値のホームコントローラであるとき、コント
ローラＡはローカル固有値インデックスセットＡを問い合わせ、固有値インデックスセッ
トＡ内に、データブロックＸの固有値と同じ固有値が存在するか否かを判断する。
【０１０１】
　データブロックＸの固有値と同じ固有値が固有値インデックスセットＡ内に存在すると
き、ステップ７０５ａ及び７０６ａが実行される。図６に示すように、データブロックＸ
の固有値は固有値１と同じ、すなわち、データブロックＸはデータブロックＡと同じであ
る。
【０１０２】
　ステップ７０５ａ：コントローラＡは、固有値１のインデックスにおける基準カウント
を更新する。
【０１０３】
　固有値１のインデックスにおける基準カウントは１であり、すなわち、データブロック
Ａのみがストレージアレイ内に存在する。データブロックＸの固有値は固有値１と同じで
あることがわかり、したがって、基準カウントが２に更新される。
【０１０４】
　ステップ７０６ａ：コントローラＡは、キャッシュデバイスＭに、データブロックＸを
削除するように命令する。
【０１０５】
　コントローラＡは、キャッシュデバイスＭに、データブロックＸを削除するように命令
する。コントローラＡは、データブロックＸのアドレスと、データブロックＸの固有値と
の間の対応関係を確立するか、又はコントローラＡは、データブロックＸのアドレスと、
データブロックＸの固有値と、データブロックＡの記憶アドレスとの間の対応関係を確立
する。
【０１０６】
　ステップ７０４において、データブロックＸが重複データブロックであると判断される
。したがって、データブロックＸはＳＳＤ内に保存される必要がなく、キャッシュデバイ
スＭはデータブロックＸを削除するように命令される。
【０１０７】
　固有値インデックスセットＡ内にデータブロックＸの固有値と同じ固有値が存在しない
とき、ステップ７０５ｂ、７０６ｂ、７０７、７０８、７０９及び７１０が実行される。
【０１０８】
　ステップ７０５ｂ：キャッシュデバイスＭ内にキャッシュされるデータブロックＸのキ
ャッシュアドレスＢを取得する。
【０１０９】
　コントローラＡは、キャッシュデバイスＭにおけるデータブロックＸの固有値のキャッ
シュアドレスＸに従って、キャッシュデバイスＭからＰＣＩｅスイッチングデバイスＡを
介してデータブロックＸのキャッシュアドレスＢを取得する。
【０１１０】
　ステップ７０６ｂ：キャッシュデバイスＭの識別子及びキャッシュアドレスＢをターゲ
ットＳＳＤのコントローラに送信する。
【０１１１】
　コントローラＡは、キャッシュデバイスＭの識別子とキャッシュアドレスＢを取得し、
キャッシュデバイスＭの識別子及びキャッシュアドレスＢを、ＰＣＩｅスイッチングデバ
イスＡ又はＰＣＩｅスイッチングデバイスＢを介してターゲットＳＳＤのコントローラに
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送信する。
【０１１２】
　ステップ７０７：ターゲットＳＳＤのコントローラは、キャッシュアドレスＢからデー
タブロックＸを読み出す。
【０１１３】
　ターゲットＳＳＤのコントローラは、キャッシュデバイスＭの識別子及びキャッシュア
ドレスＢを受信し、キャッシュデバイスＭの識別子及びキャッシュアドレスＢに従って、
ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡ又はＰＣＩｅスイッチングデバイスＢを介して、キャッ
シュアドレスＢからデータブロックＸを直接読み出す。
【０１１４】
　ステップ７０８：ターゲットＳＳＤのコントローラは、ターゲットＳＳＤにおけるデー
タブロックＸの記憶アドレスをコントローラＡに送信する。
【０１１５】
　ターゲットＳＳＤのコントローラは、キャッシュアドレスＢからデータブロックＸを読
み出し、データブロックＸをターゲットＳＳＤ内に記憶する。ターゲットＳＳＤのコント
ローラは、ターゲットＳＳＤにおけるデータブロックＸの記憶アドレスを、ＰＣＩｅスイ
ッチングデバイスＡを介してコントローラＡに送信する。ターゲットＳＳＤ内のデータブ
ロックＸの記憶アドレスは、ターゲットＳＳＤのコントローラの識別子と、ターゲットＳ
ＳＤにおけるデータブロックＸを記憶するための論理記憶アドレスとを含む。
【０１１６】
　ステップ７０９：コントローラＡは、データブロックＸの固有値インデックスを確立す
る。
【０１１７】
　コントローラＡは、ターゲットＳＳＤにおけるデータブロックＸの記憶アドレスを受信
し、データブロックＸの固有値インデックスを確立し、基準カウントを１にセットする。
コントローラＡは、データブロックＸのアドレスと、データブロックＸの固有値と、ター
ゲットＳＳＤにおけるデータブロックＸの記憶アドレスとの間の対応関係を確立する。コ
ントローラＡもデータブロックＸの固有値のキャッシュアドレスＸを記録する必要がある
。データブロックＸの固有値がＳＳＤ内に記憶されるとき、コントローラＡは、ターゲッ
トＳＳＤにおけるデータブロックＸの固有値の記憶アドレスも記録する必要がある。
【０１１８】
　別の事例では、コントローラＡはデータブロックＸの固有値のホームコントローラでは
ないが、単に、データブロックＸが位置するＬＵのホームコントローラである。本発明の
この実施形態では、コントローラＢがデータブロックＸの固有値のホームコントローラで
あることが例として用いられ、コントローラＡは、データブロックＸの固有値をＰＣＩｅ
スイッチングデバイスＡ又はＰＣＩｅスイッチングデバイスＢを介してコントローラＢに
送信する。コントローラＢは、コントローラＡによって送信されるデータブロックＸの固
有値を受信し、コントローラＢの固有値インデックスセットＢを問い合わせる。コントロ
ーラＢが、固有値インデックスセットＡ内にデータブロックＸの固有値と同じ固有値が存
在すること、例えば、データブロックＲの固有値がデータブロックＸの固有値と同じであ
ることを見つけると、コントローラＢは、キャッシュデバイスＭにデータブロックＸを削
除するように命令する。これは特に、コントローラＢが、削除命令を、ＰＣＩｅスイッチ
ングデバイスＢを介してコントローラＡに送信することを含む。コントローラＡは、削除
命令を、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡを介してキャッシュデバイスＭに送信し、キャ
ッシュデバイスＭはデータブロックＸを削除する。コントローラＢは、データブロックＸ
の固有値と同じ固有値のインデックスの基準カウントを更新し、すなわち、基準カウント
を１だけ増加させる。データブロックＲが既にＳＳＤに記憶されているとき、データブロ
ックＲのインデックスにおけるデータブロックＲの記憶アドレスは、データブロックＲを
記憶するＳＳＤのコントローラの識別子、及びデータブロックＲをＳＳＤに記憶するため
の論理記憶アドレスを含む。データブロックＲがキャッシュデバイス内にあるとき、デー
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タブロックＲのインデックスにおけるデータブロックＲの記憶アドレスは、キャッシュデ
バイスの識別子及びキャッシュアドレスを含む。コントローラＡは、データブロックＸの
アドレスと、データブロックＸの固有値と、データブロックＸの固有値のホームコントロ
ーラＢのアドレスとの間の対応関係を確立し、したがって、コントローラＡは、各データ
ブロックのアドレスと、データブロックの固有値と、データブロックの記憶アドレスとの
間の対応関係を必要とせず、コントローラＡによって記憶されるデータ量が効率的に低減
される。代替的に、コントローラＡは、データブロックＸのアドレスと、データブロック
Ｘの固有値と、データブロックＲの記憶アドレスとの間の対応関係を確立する。その後デ
ータブロックＸを読み出すとき、コントローラＡは、データブロックＸのアドレスと、デ
ータブロックＸの固有値と、データブロックＲの記憶アドレスとの間の対応関係を問い合
わせることによって、データブロックＲの記憶アドレスを直接判断することができ、入出
力マネージャＡは、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡ又はＰＣＩｅスイッチングデバイス
Ｂを介して、データブロックＲの記憶アドレスからデータブロックＸを直接読み出し、そ
れによってデータ読出し効率を改善する。
【０１１９】
　コントローラＡが、単に、データブロックＸが位置するＬＵのホームコントローラであ
るが、データブロックＸの固有値のホームコントローラではないとき、コントローラＢは
、データブロックＸの固有値と同じ固有値が固有値インデックスセットＢ内に存在しない
ことを見つけ、コントローラＢは、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＢを介してコントロー
ラＡに要求を送信することによって、キャッシュデバイスＭにおけるデータブロックＸの
キャッシュアドレスＢを取得する。コントローラＡは、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡ
を介してキャッシュデバイスＭに要求を送信する。キャッシュデバイスＭは、キャッシュ
デバイスＭの識別子及びキャッシュアドレスＢをコントローラＢに送信する。コントロー
ラＢは、キャッシュデバイスＭの識別子及びキャッシュアドレスＢを、ＰＣＩｅスイッチ
ングデバイスＡ又はＰＣＩｅスイッチングデバイスＢを介して（ここで、ＰＣＩｅスイッ
チングデバイスＡが例として用いられる）ターゲットＳＳＤのコントローラに送信する。
ターゲットＳＳＤのコントローラは、キャッシュデバイスＭの識別子及びキャッシュアド
レスＢに従って、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡ又はＰＣＩｅスイッチングデバイスＢ
を介して、キャッシュアドレスＢからデータブロックＸを直接読み出し、データブロック
ＸをターゲットＳＳＤに記憶する。ターゲットＳＳＤのコントローラは、ターゲットＳＳ
Ｄ内のデータブロックＸの記憶アドレスを、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡ又はＰＣＩ
ｅスイッチングデバイスＢを介してコントローラＢに送信する。コントローラＢは、ター
ゲットＳＳＤ内のデータブロックＸの記憶アドレスを受信し、データブロックＸの固有値
インデックスを確立し、インデックス内の基準カウントを１にセットする。コントローラ
Ｂも、データブロックＸの固有値のキャッシュアドレスＸを記録する必要がある。データ
ブロックＸの固有値がＳＳＤに記憶されるとき、コントローラＢもデータブロックＸの固
有値の記憶アドレスをＳＳＤに記録する必要がある。
【０１２０】
　コントローラＢは、ターゲットＳＳＤにおけるデータブロックＸの記憶アドレスを受信
し、コントローラＡに通知を送信する。通知は、ターゲットＳＳＤにおけるデータブロッ
クＸの記憶アドレスを搬送する。コントローラＡは、コントローラＢによって送信される
通知に従って、データブロックＸのアドレスと、固有値と、ターゲットＳＳＤにおけるデ
ータブロックＸの記憶アドレスとの間の対応関係を確立する。別の実施方式では、コント
ローラＡが、単に、データブロックＸが位置するＬＵのホームコントローラであるが、デ
ータブロックＸの固有値のホームコントローラではないとき、コントローラＡは、データ
ブロックＸのアドレスと、データブロックＸの固有値と、コントローラＢのアドレスとの
間の対応関係を確立する。
【０１２１】
　本発明のこの実施形態におけるストレージアレイに従って、キャッシュデバイスは、デ
ータブロックＸのフィンガープリントの計算を実施する。これは、コントローラの計算リ
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ソースを節約する。データブロックＸをターゲットＳＳＤに記憶するプロセスの間、コン
トローラはキャッシュデバイスＭの識別子及びキャッシュアドレスＢのみを提供し、ター
ゲットＳＳＤのコントローラはキャッシュアドレスＢからデータブロックＸを直接読み出
す。これは、コントローラの計算リソース及びメモリリソースを節約し、ストレージアレ
イの性能を改善する。
【０１２２】
　図２に示すストレージアレイに基づいて、上記のデータ重複排除動作に従ってデータが
ＳＳＤに書き込まれる。入出力マネージャＡがデータブロックＸのアドレスを搬送するデ
ータ読出し要求、例えばデータブロックＸを読み出すことの要求を受信すると、入出力マ
ネージャＡは、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡを介してデータ読出し要求をコントロー
ラＡに送信する。コントローラＡは、コントローラＡが、データブロックＸが位置するＬ
Ｕのホームコントローラであると判断する。一実施方式において、コントローラＡは、読
み出されるデータブロックＸのアドレスと、データブロックＸの固有値と、ターゲットＳ
ＳＤにおけるデータブロックＸの記憶アドレスとの間の対応関係を検索して、ターゲット
ＳＳＤにおけるデータブロックＸの記憶アドレスを判断する。コントローラＡは、ターゲ
ットＳＳＤにおけるデータブロックＸの記憶アドレスを、ＰＣＩｅスイッチングデバイス
Ａを介して入出力マネージャＡに送信する。入出力マネージャＡは、ターゲットＳＳＤに
おける読み出されるデータブロック、すなわちデータブロックＸの記憶アドレスに従って
、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡ又はＰＣＩｅスイッチングデバイスＢを介して、ター
ゲットＳＳＤにおけるデータブロックＸの論理記憶アドレスからデータブロックＸを直接
読み出す。別の実施方式では、コントローラＡは、データブロックＸのアドレスと、デー
タブロックＸの固有値と、データブロックＸの固有値のホームコントローラのアドレスと
の間の対応関係を検索して、データブロックＸの固有値のホームコントローラＢを判断し
、コントローラＢにおけるデータブロックＸの固有値インデックスを問い合わせて、ター
ゲットＳＳＤにおけるデータブロックＸの記憶アドレスを判断するか；又は、データブロ
ックＸの固有値のホームコントローラＢを判断し、コントローラＢにおけるデータブロッ
クＸの固有値と同じ固有値を有するデータブロックの固有値インデックスを問い合わせて
、データブロックＸの固有値と同じ固有値を有するデータブロックの記憶アドレスを判断
し、次に、データブロックＸの固有値と同じ固有値を有するデータブロックの記憶アドレ
スからデータを読み出す。コントローラＡが、データブロックＸが位置するＬＵのホーム
コントローラ、及びデータブロックＸの固有値のホームコントローラの双方であるとき、
別の実施方式では、コントローラＡは、読み出されるデータブロックＸのアドレスと、デ
ータブロックＸの固有値との間の対応関係を検索し、データブロックＸの固有値に従って
、コントローラＡによって維持される固有値インデックスセットＡを問い合わせて、読み
出されるデータブロックＸの記憶アドレスを判断し、次に、読み出されるデータブロック
Ｘの記憶アドレスを入出力マネージャＡに送信する。入出力マネージャＡは、ＰＣＩｅス
イッチングデバイスＡ又はＰＣＩｅスイッチングデバイスＢを介してデータブロックＸの
記憶アドレスからデータブロックを読み出す。
【０１２３】
　図２に示すストレージアレイに書き込まれるデータが複数のキャッシュデバイスにキャ
ッシュされる場合において、データ重複排除動作が実行されているとき、データ重複排除
は、キャッシュデバイスのうちの１つにおけるデータに対してのみ実行される。特に、デ
ータ重複排除は、一次キャッシュデバイスにおけるデータに対して実行することができる
か、又はデータをキャッシュする複数のキャッシュデバイスの負荷に従って、データ重複
排除動作を実行するためにキャッシュデバイスのうちの１つが選択されるが、これは本発
明のこの実施形態によって制限されるものではない。
【０１２４】
　本発明のこの実施形態において、別の実施事例では、入出力マネージャとコントローラ
との間に必ずしもホーミングの概念が存在しない。すなわち、コントローラＡは入出力マ
ネージャＡのホームコントローラではない。各入出力マネージャは、ＬＵと、ＬＵがホー
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ミングされるコントローラとの間の対応関係を保存する。入出力マネージャは、データオ
ペレーション要求において搬送されるターゲットＬＵの識別子に従って、ターゲットＬＵ
の識別子とホームコントローラとの間の対応関係を問い合わせて、ターゲットＬＵのホー
ムコントローラを判断し、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡ又はＰＣＩｅスイッチングデ
バイスＢを介してターゲットＬＵのホームコントローラに要求を直接送信する。更に、任
意のＰＣＩｅスイッチングデバイスを介して、コントローラ間で、又はコントローラとＳ
ＳＤとの間で、又は入出力マネージャとコントローラとの間で、又は入出力マネージャと
ＳＳＤとの間で、又はキャッシュデバイスとコントローラとの間で、又はキャッシュデバ
イスとＳＳＤとの間で通信が行われてもよい。本発明のこの実施形態において、ターゲッ
トハードディスクにおける記憶アドレスにデータブロックＸを記憶するための論理記憶ア
ドレスは、ターゲットハードディスクにデータブロックＸを記憶するための論理ブロック
アドレスを指し、特に、本発明のこの実施形態では、ターゲットＳＳＤにデータブロック
Ｘを記憶するための論理ブロックアドレスを指す。
【０１２５】
　本発明のこの実施形態において、図２は、２つのコントローラ、２つのスイッチングデ
バイス、２つの入出力マネージャ及び１つのキャッシュデバイスのみを示す。しかしなが
ら、特定の実施態様において、コントローラ、スイッチングデバイス、入出力マネージャ
及びキャッシュデバイスの量は、必要に応じて設定されて、柔軟に拡張されてもよい。任
意の入出力マネージャが任意のスイッチングデバイスを介して任意のコントローラに接続
されるか、又は任意の入出力マネージャが任意のスイッチングデバイスを介して任意のハ
ードディスクに接続されるか、又は任意の入出力マネージャが任意のスイッチングデバイ
スを介して任意のキャッシュデバイスに接続される。任意のコントローラが任意のスイッ
チングデバイスを介して任意のコントローラに接続されるか、又は任意のコントローラが
任意のスイッチングデバイスを介して任意のハードディスクに接続されるか、又は任意の
コントローラが任意のスイッチングデバイスを介して任意のキャッシュデバイスに接続さ
れる。任意のキャッシュデバイスがスイッチングデバイスを介して任意のハードディスク
に接続される。任意のスイッチングデバイスを介して接続された任意の２つのデバイス間
で双方向通信が実施される。任意の２つのスイッチングデバイスが直接接続される。本発
明のこの実施形態において提供されるストレージアレイアーキテクチャにおいて、論理的
に、コントローラは併せてコントローラプレーンと呼ばれ、スイッチングデバイスは併せ
てスイッチングプレーンと呼ばれ、ハードディスクは併せてストレージプレーンと呼ばれ
、入出力マネージャは併せて入出力管理プレーンと呼ばれ、キャッシュデバイスは併せて
キャッシュプレーンと呼ばれる。本発明のこの実施形態において提供されるアーキテクチ
ャにおいて、データ読出し及び書込み制御は、データ読出し及び書込みと分離される。コ
ントローラはデータ読出し及び書込み制御を実施するが、データ読出し及び書込み（又は
換言すれば、読出し及び書込みデータ）はコントローラを通過しない。これは、コントロ
ーラのＣＰＵ計算リソース及びコントローラのメモリリソースを節約し、データ書込み効
率を改善し、ストレージアレイのデータ処理効率を改善する。本発明のこの実施形態にお
けるストレージアレイアーキテクチャは、コントローラ及びハードディスク等のデバイス
の拡張を実施することができ、コントローラ、スイッチングデバイス、ハードディスク等
はストレージアレイの性能要件に従って柔軟に追加されてもよい。
【０１２６】
　当然ながら、本発明のこの実施形態における技術的解決策は、ストレージアレイが１つ
の入出力マネージャ、１つのコントローラ、１つのスイッチングデバイス、１つのキャッ
シュデバイス及びいくつかのハードディスクを含むシナリオにも適用可能である。このシ
ナリオにおいてストレージアレイにデータを書き込む方式については、上記の実施形態に
おける説明を参照されたい。データ重複排除がストレージアレイにおいて実行されるシナ
リオについては、上記の実施形態における説明を参照されたい。ストレージアレイにおい
て実行されるデータ読出し動作については、上記の実施形態における説明を参照されたい
。当然ながら、ストレージアレイは２つのコントローラ及び１つのスイッチングデバイス
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を含んでもよく、２つのコントローラはスイッチングデバイスに接続される。そのような
シナリオにおけるデータ書込み動作、データ重複排除動作、及びデータ読出し動作につい
ては、上記の実施形態における説明を参照し、ここでは詳細を繰り返し説明することはし
ない。本発明のこの実施形態において、デバイスＡは、キャッシュアドレスＡからデータ
を読み出し（又は換言すれば、キャッシュアドレスＡから直接データを読み出し）、デバ
イスＢの識別子及びキャッシュアドレスＡに従って、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡ又
はＰＣＩｅスイッチングデバイスＢを介してデータをキャッシュアドレスＡに書き込む（
又は換言すれば、データをキャッシュアドレスＡに直接書き込む）。そのような実施方式
は、ダイレクトメモリアクセス（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ，ＤＭＡ）
技術によって実施されてもよく、デバイスＡ及びデバイスＢは、特に本発明のこの実施形
態におけるＤＭＡアクセスを実行するデバイスを表す。
【０１２７】
　コントローラは、デバイスＢのキャッシュアドレスを取得し、デバイスＢの識別子及び
デバイスＢのキャッシュアドレスをＰＣＩｅスイッチングデバイスＡ又はＰＣＩｅスイッ
チングデバイスＢを介してデバイスＣに送信する。コントローラは、デバイスＢと通信し
て、ＰＣＩｅスイッチングデバイスＡ又はＰＣＩｅスイッチングデバイスＢを介してキャ
ッシュアドレスを取得し、デバイスＢの識別子を既に学習しているので、キャッシュアド
レスが取得され、デバイスＢの識別子及びデバイスＢのキャッシュアドレスがデバイスＣ
に送信されてもよい。当然ながら、コントローラはデバイスＢの識別子及びキャッシュア
ドレスも取得してもよい。デバイスＢの識別子は、デバイスＢのアドレス、又はデバイス
を一意に識別する別の識別子であってもよい。
【０１２８】
　当業者は、本明細書において開示される実施形態を参照して記載される例示的なユニッ
ト及びアルゴリズムステップは、電子ハードウェアによって、又はコンピュータソフトウ
ェア及び電子ハードウェアの組み合わせによって実施されてもよいことを認識することが
できる。機能がハードウェアによって実行されるか又はソフトウェアによって実行される
かは、技術的解決策の特定の応用形態及び設計制約条件に依拠する。当業者は、異なる方
法を用いて、特定の用途毎に記載された機能を実施することができるが、実施が本発明の
範囲を超えているとみなされるべきでない。
【０１２９】
　便宜上及び簡単な説明のために、上記のシステム、装置及びユニットの詳細な動作プロ
セスについては、上記の方法の実施形態における対応するプロセスを参照し、ここでは詳
細を繰り返し説明することはしないことが、当業者によって明確に理解されることができ
る。
【０１３０】
　本出願において提供されるいくつかの実施形態において、開示されるシステム及び方法
は他の方式で実施されてもよいことが理解されるべきである。例えば、記載された装置の
実施形態は例示にすぎない。例えば、ユニット分割は単に論理機能分割であり、実際の実
施態様では他の分割であってもよい。例えば、複数のユニット又はコンポーネントが組み
合わされるか若しくは別のシステムに統合されてもよく、又はいくつかの特徴が無視され
るか若しくは実行されなくてもよい。更に、表示又は検討される相互結合又は直接結合又
は通信接続は、いくつかのインターフェースを通じて実施されてもよい。装置又はユニッ
ト間の間接結合又は通信接続は、電子的に、機械的に、又は他の形態で実施されてもよい
。
【０１３１】
　別個の部分として記載されるユニットは、物理的に別個であっても別個でなくてもよく
、ユニットとして表示される部分は物理的ユニットであっても物理的ユニットでなくても
よく、１つの位置に位置してもよく、又は複数のネットワークユニット上に分散されても
よい。ユニットのうちのいくつか又は全ては、実施形態の解決策の目的を達成する実際の
必要性に従って選択されてもよい。
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【０１３２】
　更に、本発明の実施形態における機能ユニットは、１つの処理ユニットに統合されても
よく、又はユニットの各々が物理的に単独で存在してもよく、又は２つ以上のユニットが
１つのユニットに統合される。
【０１３３】
　機能がソフトウェア機能ユニットの形態で実施され、独立した製品として販売されるか
又は用いられるとき、機能はコンピュータ可読不揮発性ストレージ媒体に記憶されてもよ
い。そのような理解に基づいて、本発明の技術的解決策を本質的に、又は従来技術に寄与
する部分を、又は技術的解決策のうちのいくつかを、ソフトウェア製品の形態で実施して
もよい。ソフトウェア製品は、不揮発性ストレージ媒体に記憶され、コンピュータデバイ
ス（パーソナルコンピュータ、サーバ、又はネットワークデバイスであってもよい）に、
本発明の実施形態に記載の方法のステップのうちの全て又はいくつかを実行するように命
令するための複数の命令を含む。上記の不揮発性ストレージ媒体は：ＵＳＢフラッシュド
ライブ、リムーバブルハードディスク、リードオンリメモリ（Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅ
ｍｏｒｙ，ＲＯＭ）、磁気ディスク又は光ディスク等の、プログラムコードを記憶するこ
とができる任意の媒体を含む。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】
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