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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のホストコンピュータと複数のストレージデバイスとを接続するストレージエリア
ネットワークにおけるストレージサーバであって、
　該ストレージサーバは、
　該複数のホストコンピュータと該複数のストレージデバイスとに関連付けられている複
数のストレージプロセッサであって、該複数のストレージプロセッサのそれぞれは、マイ
クロエンジンを含み、該複数のストレージプロセッサのうちの第１のストレージプロセッ
サは、コマンドパケットと複数のデータパケットとを受信する、複数のストレージプロセ
ッサと、
　該複数のストレージプロセッサを接続するスイッチング回路と
　を備え、
　該第１のストレージプロセッサの該マイクロエンジンは、該コマンドパケットを受信す
ると、該受信されたコマンドパケットに基づいて、該複数のストレージプロセッサのうち
の第２のストレージプロセッサを該コマンドパケットの目的地として識別するように構成
されており、
　該複数のデータパケットのうちのそれぞれ１つのデータパケットについて、
　　該第１のストレージプロセッサの該マイクロエンジンは、該１つのデータパケットの
全体を受信する前に、該１つのデータパケットのヘッダを受信し、該１つのデータパケッ
トの該ヘッダ以外の残りの部分を受信することと並行して、該コマンドパケットの目的地
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である該第２のストレージプロセッサを該１つのデータパケットの目的地として定義する
ように該ヘッダを改変し、該１つのデータパケットの全体の受信が完了した後に、該改変
されたヘッダを有する該１つのデータパケットを該スイッチング回路に送信するように構
成されており、
　　該スイッチング回路は、該第１のストレージプロセッサから送信された該１つのデー
タパケットを受信し、該受信された１つのデータパケットの該改変されたヘッダに基づい
て、該受信された１つのデータパケットの目的地が該第２のストレージプロセッサである
と決定し、該受信された１つのデータパケットを該第２のストレージプロセッサに送信す
るように構成されている、ストレージサーバ。
【請求項２】
　前記第１のストレージプロセッサは、１つ以上の物理的なストレージデバイスへのアク
セスを仮想化し、該１つ以上の物理的なストレージデバイスのそれぞれの少なくとも一部
は、物理的なユニット番号（ＰＬＵＮ）によって表現されており、該第１のストレージプ
ロセッサは、１つ以上の仮想的な論理ユニット番号（ＶＬＵＮ）とルックアップテーブル
とを用いることによってアクセスを仮想化し、該ルックアップテーブルは、少なくとも１
つのＶＬＵＮと１つ以上のＰＬＵＮとを関連付け、各ＶＬＵＮによって提供される仮想化
されたストレージインタフェースを介して、該ＰＬＵＮの下にあるストレージへのアクセ
スを提供する、請求項１に記載のストレージサーバ。
【請求項３】
　前記マイクロエンジンは、前記複数のストレージプロセッサのうちの１つのコンポーネ
ントである、請求項１に記載のストレージサーバ。
【請求項４】
　前記複数のストレージプロセッサのそれぞれは、複数のマイクロエンジンをさらに含む
、請求項１に記載のストレージサーバ。
【請求項５】
　前記複数のデータパケットは、前記複数のホストコンピュータのうちの１つから受信さ
れる、請求項１に記載のストレージサーバ。
【請求項６】
　前記複数のデータパケットは、前記複数のストレージデバイスのうちの１つから受信さ
れる、請求項１に記載のストレージサーバ。
【請求項７】
　前記複数のデータパケットは、前記複数のストレージデバイスのうちの１より多くのス
トレージデバイスから受信される、請求項１に記載のストレージサーバ。
【請求項８】
　前記第２のストレージプロセッサは、前記複数のデータパケットを前記複数のホストコ
ンピュータのうちの１つに送信する、請求項１に記載のストレージサーバ。
【請求項９】
　前記第２のストレージプロセッサは、前記複数のデータパケットを前記複数のストレー
ジデバイスのうちの１つに送信する、請求項１に記載のストレージサーバ。
【請求項１０】
　前記第２のストレージプロセッサは、前記複数のデータパケットを前記複数のストレー
ジデバイスのうちの１より多くのストレージデバイスに送信する、請求項１に記載のスト
レージサーバ。
【請求項１１】
　前記第１のストレージプロセッサは、前記複数のホストコンピュータのうちの１つから
前記コマンドパケットを受信する、請求項１に記載のストレージサーバ。
【請求項１２】
　前記第１のストレージプロセッサは、前記複数のストレージプロセッサのうちの１つか
ら前記コマンドパケットを受信する、請求項１に記載のストレージサーバ。
【請求項１３】
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　メモリをさらに備え、
　前記コマンドパケットは、該メモリ内のホスト論理ユニット（ＨＬＵ）への参照である
コマンドハンドルを含み、前記第１のストレージプロセッサは、該コマンドハンドルを用
いて、該メモリ内の該ホスト論理ユニット（ＨＬＵ）を求めてサーチを実行する、請求項
１に記載のストレージサーバ。
【請求項１４】
　メモリをさらに備え、
　前記コマンドパケットは、該メモリ内のＩ／Ｏ制御ブロック構造への参照であるハンド
ルを含み、前記第１のストレージプロセッサは、該コマンドパケットを前記スイッチング
回路を介して前記第２のストレージプロセッサに送信する、請求項１に記載のストレージ
サーバ。
【請求項１５】
　前記第１のストレージプロセッサおよび前記第２のストレージプロセッサは、単一のス
トレージプロセッサである、請求項１に記載のストレージサーバ。
【請求項１６】
　前記第１のストレージプロセッサの前記マイクロエンジンは、前記１つのデータパケッ
トの前記ヘッダに埋め込まれたルーティングタグに従って該１つのデータパケットの該ヘ
ッダを改変する、請求項１に記載のストレージサーバ。
【請求項１７】
　構成コマンドを介して前記複数のストレージプロセッサのうちの１つにおいてルックア
ップテーブルをプログラムするように構成されている仮想サーバコントローラをさらに備
え、
　該ルックアップテーブルは、１つ以上の仮想的な倫理ユニット番号（ＶＬＵＮ）を１つ
以上の物理的なユニット番号（ＰＬＵＮ）に関連付け、前記複数のストレージデバイスの
それぞれの少なくとも一部は、ＰＬＵＮによって表現されている、請求項１に記載のスト
レージサーバ。
【請求項１８】
　複数のホストコンピュータと複数のストレージデバイスとの間にストレージサーバを有
するストレージエリアネットワークにおいてデータをルーティングする方法であって、該
ストレージサーバは、複数のストレージプロセッサと、該複数のストレージプロセッサを
接続するスイッチング回路とを有し、該複数のストレージプロセッサのうちの第１のスト
レージプロセッサは、コマンドパケットと複数のデータパケットとを受信し、
　該方法は、
　該第１のストレージプロセッサが、該コマンドパケットを受信し、該受信されたコマン
ドパケットに基づいて、該複数のストレージプロセッサのうちの第２のストレージプロセ
ッサを該コマンドパケットの目的地として識別することと、
　該複数のデータパケットのうちのそれぞれ１つのデータパケットについて、
　　該第１のストレージプロセッサが、該１つのデータパケットの全体を受信する前に、
該１つのデータパケットのヘッダを受信し、該１つのデータパケットの該ヘッダ以外の残
りの部分を受信することと並行して、該コマンドパケットの目的地である該第２のストレ
ージプロセッサを該１つのデータパケットの目的地として定義するように該ヘッダを改変
し、該１つのデータパケットの全体の受信が完了した後に、該改変されたヘッダを有する
該１つのデータパケットを該スイッチング回路に送信することと、
　　該スイッチング回路が、該第１のストレージプロセッサから送信された該１つのデー
タパケットを受信し、該受信された１つのデータパケットの該改変されたヘッダに基づい
て、該受信された１つのデータパケットの目的地が該第２のストレージプロセッサである
と決定し、該受信された１つのデータパケットを該第２のストレージプロセッサに送信す
ることと
　を包含する、方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、「Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｓｔｏｒａｇｅ　Ｓｙｓｔｅｍｓ」と題された、２００
１年２月１３日に出願された米国仮出願第６０／２６８，６９４号に対する優先権を主張
し、この出願を本明細書中で参考として援用する。
【０００２】
　（連邦政府によって支援された研究または開発下でなされた発明に関する権利について
の記載）
　該当なし
　（「シーケンスリスト」、テーブル、またはコンパクトディスクで提出されたコンピュ
ータプログラムリスト添付物への参照）
　該当なし
　（発明の背景）
　本発明は、ストレージエリアネットワーク（ＳＡＮ）システムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　ストレージエリアネットワークすなわちＳＡＮは、サーバに接続されたストレージサブ
システムのネットワークである。ＳＡＮの目的は、異なるオペレーティングシステム（Ｕ
ｎｉｘ（Ｒ）、ＮＴ）の複数のサーバが１つの大きいデータレポジトリをそれぞれ「見る
」ことを可能にすることである。ＳＡＮは、直接取り付けられたストレージによって４つ
の重要な利点を提供する。その利点は、ローカルエリアネットワークの利用の減少（帯域
幅の増加）、信頼性の増加、管理可能性、および拡張性である。
【０００４】
　ＳＡＮの現在のトレンドは、ストレージ仮想化である。ストレージ仮想化は、単一のセ
ットの特性を有する単一のストレージプールとして複数の別個の物理ストレージデバイス
をユーザに提示するプロセスを説明する。例えば、ホストコンピュータをストレージデバ
イスに接続するストレージエリアネットワークにおいて、ユーザは、規定された信頼性を
有するディスク空間（例えば、ＲＡＩＤ１において１００ＧＢ）の単一のブロックを認識
するが、データが単一のＲＡＩＤ１ディスクアレイに格納されるか、または複数の別個の
ディスクを介して分割されるかどうかにかかわらず、ＲＡＩＤ１において１００ＧＢが提
供されるように、ユーザのホストコンピュータがストレージデバイスにアクセスするよう
に構成される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ＳＡＮを仮想化するために今日市場において利用可能なほとんどのソリューションは、
ソフトウエアベースである。ホストベース、ストレージベース、およびＳＡＮベースのソ
リューションが存在する。ホストベースのソリューションに対して、各ホストコンピュー
タは、ストレージエリアネットワークに接続されたストレージデバイスに気付かなければ
ならない。なぜなら、各ホストコンピュータは、そのユーザに提示されるストレージ仮想
化を管理するためである。ストレージエリアネットワークに接続されたストレージデバイ
スが改変される場合（新しいデバイスが追加されるか、または既存のデバイスが除去され
る等）、各ホストコンピュータは、この改変に適応するように再構成されなければならな
い。このような再構成は、ネットワークアドミニストレータによる作業を含み、エラーの
傾向がある。このストレージベースのソリューションは、同様の問題を有する。このＳＡ
Ｎベースのソリューションは、ホストおよびストレージベースのソリューションより良好
であるが、拡張性および性能が欠如している。
【０００６】
　本発明は、この領域および他の領域における改良に関する。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（発明の簡単な要旨）
　本発明の一実施形態によると、ストレージエリアネットワークにおけるストレージサー
バは、ホストコンピュータおよびストレージデバイスを接続する。このストレージサーバ
は、スイッチング回路によって相互接続されるストレージプロセッサを含む。ストレージ
サーバはまた、コマンドパケットに基づく２つのストレージプロセッサ間のパスを構成す
るプロセッサを含む。次いで、データは、多くの既存のシステムにおいてより迅速にパス
上にルーティングされる。一実施形態では、ルーティングタグは、データパケットに関連
付けられ、ストレージプロセッサは、全体のデータパケットが受信されるまで待つことな
くルーティングタグを調査し、１つのストレージプロセッサは、全体のデータパケットを
調査または受け取らせることなく、ルーティングタグに従って、データパケットを別のス
トレージプロセッサにルーティングする。
【０００８】
　本発明のより十分な理解は、以下の図面およびそれに関連して詳説された図面を参照す
ることによって得られ得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　（発明の詳細な説明）
　詳細な説明は以下のように体系化される。第１に、概観が本発明をインプリメントする
全体のシステムに与えられる。第２に、本発明の特徴の高レベルな説明が提供される。最
後に、本発明の特徴をさらに詳説する低レベルな詳細の支援が提供される。
【００１０】
　（概観）
　図１は、本発明の実施形態によるストレージサーバ１００を示す。この図はまた、スト
レージエリアネットワーク（ＳＡＮ）１０２、複数の物理ストレージデバイス１０４、お
よび複数のホストコンピュータ１０６を示す。
【００１１】
　ストレージサーバ１００はまた、Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｓｔｏｒａｇｅ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ
（ＶＳＸ）またはＣｏｎｆｌｕｅｎｃｅ　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｓｔｏｒａｇｅ　Ｓｅｒｖｅ
ｒ（ＣＶＳＳ）と呼ばれ、図２Ａにおいてさらに詳説される。このストレージサーバ１０
０は、同種のおよび異種の環境においてサーバにストレージ仮想化を提供し、ネットワー
クストレージの領域における大規模データセンター（ＩＳＰ、ＳＳＰ、およびＡＳＰ）に
ソリューションを提供する。
【００１２】
　ＳＡＮ１０２は、コンピュータネットワークの任意のタイプであり得る。本出願では、
ＳＡＮ１０２は、ストレージエリアネットワークと呼ばれる。なぜなら、本発明の実施形
態に関する関連機能であるためである。本発明の実施形態では、ＳＡＮ１０２は、ファイ
バチャンネルネットワークであり、ホストコンピュータ１０６およびストレージデバイス
１０２は、ファイバチャンネルネットワークと通信するように構成され、そしてストレー
ジサーバ１００はまた、ファイバチャンネルネットワークと通信するように構成される。
従って、ストレージサーバ１００は、既存のＳＡＮに容易に追加され得る。
【００１３】
　物理ストレージデバイス１０４は、テープドライブ、ディスクアレイ、ＪＢＯＤ（「ｊ
ｕｓｔ　ａ　ｂｕｎｃｈ　ｏｆ　ｄｉｓｋｓ」）、またはデータストレージデバイスの他
のタイプを含む。物理ストレージデバイス１０４は、ＳＡＮ１０２を介してホストコンピ
ュータ１０６に直接的に接続されてもよいし、ＳＡＮ１０２およびストレージサーバ１０
０を介してホストコンピュータ１０６に間接的に接続されてもよい。発明の背景で上述し
たように、ストレージ仮想化の管理は、ストレージデバイス１０４がＳＡＮ１０２を介し
てホストコンピュータ１０６に直接的に接続される場合には、面倒になる。本発明は、ス
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トレージサーバ１００を用いて、ストレージデバイス１０４をホストコンピュータ１０６
に間接的に接続することによってストレージ仮想化の管理を改善する。
【００１４】
　ホストコンピュータ１０６は、サーバであってもよいし、スタンドアロン型コンピュー
タであってもよい。このホストコンピュータ１０６は、ＳＡＮ１０２に直接接続されても
よいし、スイッチ、ルータ、または他の通信リンクを介して間接的に接続されてもよい。
【００１５】
　図２Ａは、本発明の実施形態に関連するハードウエアコンポーネントを示すストレージ
サーバ１００のブロック図であり、このストレージサーバは、ストレージプロセッサ１１
０、ラインカード１１２、仮想サーバカード１１４、およびスイッチファブリック１１６
を含む。
【００１６】
　ストレージサーバ１００は、１つ以上のストレージプロセッサ１１０を含み得る。この
ストレージプロセッサ１１０は、情報がホストコンピュータ１０６とストレージデバイス
１０４との間を流れる場合、格納されるストレージデータコマンドおよびデータを処理す
る。１つ以上のストレージプロセッサ１１０は、各ラインカード１１２に含まれ得る。こ
のストレージサーバ１００は、多数のラインカード１１２のためのスペースを含むことに
より、ストレージサーバ１００の能力は、より多くのラインカード１１２またはより多く
のプロセッサ１１０を追加することによってモジュラー式に増加され得る。各ストレージ
プロセッサ１１０は、ストレージサーバ１００の１つ以上のポートに関連付けられる。
【００１７】
　ストレージサーバ１００は、１つ以上の仮想サーバカード１１４を含み得る。仮想サー
バカードは、ストレージサーバ１００の動作を制御し、ラインカード１１２を制御し、ラ
インカード１１２は、コマンドおよびデータの転送の実際の作業を実行する。
【００１８】
　スイッチファブリック１１６は、ストレージプロセッサ１１０を接続する。このスイッ
チファブリックは、１つのポートにおいて受信された情報をストレージサーバ１００の別
のポートに切り替える。例えば、ホストコンピュータ１０６がストレージエリアネットワ
ーク１０２上に格納されたデータを読み出すことを望む場合、そのリクエストは、ホスト
コンピュータ１０６に関連付けられたポートに関連付けられたストレージプロセッサ１１
０によって処理される。このストレージプロセッサ１１０は、上流ストレージプロセッサ
１１０と呼ばれる。この上流ストレージプロセッサ１１０は、ストレージデバイス１０４
に関連付けられたポートに関連付けられた下流ストレージプロセッサ１１０と通信して、
スイッチファブリック１１６を介して読み出されるべきデータを格納する。次いで、スイ
ッチファブリック１１６は、下流および上流ストレージプロセッサ１１０を介して、スト
レージデバイスから読み出されたデータをホストコンピュータ１０６に転送する。
【００１９】
　図２Ｂは、本発明の実施形態に関する機能性を示すストレージサーバ１００のブロック
図である。ストレージサーバ１００の機能は、１つ以上のコンピュータプログラム、マイ
クロコードセグメント、ハードウエア構造、またはこれらの組み合わせに従って処理を実
行する１つ以上のプロセッサによってインプリメントされ得る。本発明に関する機能は、
メディアユニット（ＭＵ）マネージャ１２０、仮想論理ユニット数（仮想ＬＵＮまたはＶ
ＬＵＮ）マネージャ１２２、物理論理ユニット数（物理ＬＵＮまたはＰＬＵＮ）マネージ
ャ１２４である。ストレージサーバ１００のさらなる詳細は、本発明の譲受人に譲受され
、２００２年２月１３日に出願された、上記仮出願第６０／２６８，６９４号からの利益
を主張する他の出願において提供され、本明細書中で参考として援用する。この他の出願
は、「Ｓｔｏｒａｇｅ　Ｖｉｒｔｕａｌｉｚａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｓｔｏｒａｇｅ　Ｍａ
ｎａｇｅｍｅｎｔ　ｔｏ　Ｐｒｏｖｉｄｅ　Ｈｉｇｈｅｒ　Ｌｅｖｅｌ　Ｓｔｏｒａｇｅ
　Ｓｅｒｖｉｃｅ」と題された代理人事件番号第２０９４９Ｐ－０００３００ＵＳ、「Ｍ
ｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｎｇ　Ｓｔｏｒａ



(7) JP 4457185 B2 2010.4.28

10

20

30

40

50

ｇｅ　Ｄｅｖｉｃｅ」と題された代理人事件番号第２０９４９Ｐ－０００５００ＵＳ、
「Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｐｏｌｉｃｙ　Ｂａｓｅｄ　Ｓｔｏｒ
ａｇｅ　Ｐｒｏｖｉｓｉｏｎｉｎｇ　ａｎｄ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ」と題された代理人
事件番号第２０９４９Ｐ－０００６００ＵＳ、「Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｄａｔａ　Ｃｅｎｔｅ
ｒ」と題された代理人事件番号第２０９４９Ｐ－０００７００ＵＳ、「Ｆａｉｌｏｖｅｒ
　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｉｎ　ａ　Ｓｔｏｒａｇｅ　Ｓｙｓｔｅｍ」と題された代理人
事件番号第２０９４９Ｐ－０００８００ＵＳ、「ＲＡＩＤ　ａｔ　Ｗｉｒｅ　Ｓｐｅｅｄ
」と題された代理人事件番号第２０９４９Ｐ－０００９００ＵＳ、および「Ｍｅｔｈｏｄ
　ｆｏｒ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　ｉｎ　ａ　Ｈｅｔｅｒｏｇｅｎｅｏｕｓ　
Ｓｔｏｒａｇｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」と題された代理人事件番号
第２０９４９Ｐ－００１０００ＵＳである。
【００２０】
　ＰＬＵＮマネージャ１２４は、ストレージデバイス１０４におよびストレージデバイス
１０４からデータおよびコマンド転送を管理する。各ストレージデバイス１０４は、各特
定のストレージデバイス１０４を識別するために使用されるＰＬＵＮをそのデバイスに関
連付け得る。
【００２１】
　ＶＬＵＮマネージャ１２２は、ホストコンピュータ１０６におよびホストコンピュータ
１０６からデータおよびコマンド転送を管理する。各ホストコンピュータ１０６は、１つ
以上のＶＬＵＮに関連付けられ得る。各ＶＬＵＮは、仮想アドレス空間（例えば、ストレ
ージのギガバイト）を定義された属性（例えば、性能パラメータ、信頼性レベル等）を用
いて表す。このように、各ホストコンピュータ１０６は、特定のＶＬＵＮを参照して、デ
ータおよびコマンドをストレージサーバ１００と交換する。
【００２２】
　ＭＵマネージャ１２０は、基本的にＶＬＵＮとＰＬＵＮとの間で移動する。ＭＵマネー
ジャ１２０は、ストレージサーバ１００に接続されたストレージデバイス１０４（物理Ｌ
ＵＮ）の全てのアドレス空間を管理することに責任がある。ＭＵマネージャ１２０はまた
、ストレージサーバ１００内部で構築されたストレージ構成のアドレス空間を管理し、Ｍ
Ｕマネージャは、スライス、連結、ＲＡＩＤ０（ストライプ）、およびＲＡＩＤ１（ミラ
ー）を含む。
【００２３】
　ＭＵマネージャ１２０は、下にあるストレージ構成または物理ＬＵＮにもかかわらず、
アドレス空間が論理的な態様で処理されることを可能にする抽出ブロックストレージアド
レシング技術を使用する。これらの論理アドレス空間は、より複雑かつ特徴的なストレー
ジ構成と共に結合され得る。これらの論理アドレス空間はまた、抽出ブロックストレージ
アドレス空間として簡単に処理される。
【００２４】
　仮想ＬＵＮと共に使用されることによって、これらの論理アドレス空間は、マルチポー
トストレージデバイス上にＬＵＮとして現れるように構成され得る。仮想デバイス上の論
理アドレス空間として物理ＬＵＮを提示させるこのプロセスは、ストレージ仮想化と呼ば
れる。
【００２５】
　抽出ブロックストレージアドレシングは、メディアユニット（ＭＵ）として公知のデー
タ構造を介して達成される。
【００２６】
　図３は、物理メディアユニットと他のサービスとの間の関係を示す。ＰＬＵＮマネージ
ャ１２４はＰＬＵＮを管理し、ＭＵマネージャ１２０は、メディアユニットを管理し、そ
してＶＬＵＮマネージャ１２２は、ＶＬＵＮを管理する。
【００２７】
　さらに、図３は、ＰＬＵＮ、メディアユニット、およびＶＬＵＮとの間の関係を示す。
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一般的に、ＰＬＵＮは、ストレージデバイス（ディスクまたはディスクアレイ等）に直接
対応する。このような直接的一対一は、概して以下の図に示された関係である。しかし、
ＰＬＵＮはまた、ストレージデバイスの一部に関連付けられ得る。多重ＰＬＵＮは、単一
のストレージデバイスの異なる部分に関連付けられ得る。
【００２８】
　各物理メディアユニット（第１レベルのメディアユニット）は、概して単一の各ＰＬＵ
Ｎに直接的に対応する。
【００２９】
　各ＶＬＵＮは、概して単一の各メディアユニットに関連付けられる。
【００３０】
　以下のセクションは、本発明のいくつかの局面をさらに説明する。
【００３１】
　（高レベルな説明）
　一実施形態によると、ストレージエリアネットワークは、ファイバチャンネルネットワ
ークであり、ストレージサーバ１００は、ストレージサーバ１００による内部処理のため
の第２のフォーマットにファイバチャンネルフレームを変換する複数のファイバチャンネ
ルＡＳＩＣを含む。これらのファイバチャンネルＡＳＩＣは、仮出願第６０／３１７，８
１７においてさらに説明される。
【００３２】
　図４は、上流および下流ストレージプロセッサ１１０およびファイバチャンネルＡＳＩ
Ｃ１４０を示すブロック図である。用語、「上流」は、ホストコンピュータ１０６に最も
近いコンポーネントを指すために使用され、用語「下流」は、ストレージデバイス１０４
に最も近いコンポーネントを指すために使用される。一実施形態によると、各ストレージ
プロセッサ１１０は、４つの１ＧＢ／ｓファイバチャンネルポートを接続するためにファ
イバチャンネルＡＳＩＣを使用する。
【００３３】
　図５は、本発明の実施形態による読み出しプロセス２００のフローチャートである。概
して、読み出しおよび書き込みトラフィックは、ストレージプロセッサ１１０によって処
理される。ストレージプロセッサにおける専用ハードウエア（マイクロエンジンと呼ばれ
る）は、これらの処理ステップをインプリメントするために使用され得る。これらのスト
レージプロセッサは、一般的に仮想化エンジンと呼ばれる。読み出し／書き込みでないコ
マンドは、埋め込まれたＣＰＵによって処理され得る。
【００３４】
　ステップ２０２では、ホストコンピュータ１０６は、ストレージエリアネットワーク１
０２を介してストレージサーバ１００に読み出しコマンドを送信する。この読み出しコマ
ンドは、コマンドパケットの形態であり得る（コマンドフレームとも呼ばれる）。この読
み出しコマンドは、ストレージサーバ１００に到達し、上流ファイバチャンネルＡＳＩＣ
によって処理される。
【００３５】
　ステップ２０４では、コマンドは上流ストレージプロセッサに到達する。このコマンド
は、コマンド処理として参照されるものを含む。この上流ストレージプロセッサは、ツリ
ー検索エンジンを用いてコマンド処理からホストＬＵを検索する。ホストＬＵから、上流
ストレージプロセッサは、仮想ユニットを見出し、このリクエストを物理ユニットに分解
することを開始する。
【００３６】
　ツリー検索エンジンは、ルックアップテーブルにおけるホストＬＵを参照する。このル
ックアップテーブルは、仮想情報を含む。すなわちこの情報は、仮想ストレージ空間（ホ
ストコンピュータが参照する）を物理ストレージ空間（複数の物理ディスクによって提供
され得る）に関連付ける情報である。このルックアップテーブルは、構成コマンドを用い
てＶＳＣ１１４（図２Ａ参照）によってプログラムされる。
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【００３７】
　ステップ２０６では、上流ストレージプロセッサは、話す（ｔａｌｋ）ためのデバイス
を識別するために、スイッチング回路を介してハンドルを下流ストレージプロセッサに送
る。
【００３８】
　ステップ２０８では、ハンドルは下流ストレージプロセッサに到達する。
【００３９】
　ステップ２１０では、下流ストレージプロセッサは、送られたハンドルからコマンドを
正しい物理ディスクに送信する。下流ストレージプロセッサは、ルーティングタグおよび
ストレージプロセッサコマンドハンドルと共にコマンドを送信する。このルーティングタ
グおよびＳＰコマンドハンドルは、データフレーム（またはデータパケット）が戻る場合
に使用される。上記ステップ２０６～２１０は、結局上流ストレージプロセッサと下流ス
トレージプロセッサとの間のパスを構成する。
【００４０】
　ステップ２１２では、物理ディスクは、ストレージエリアネットワークを介してデータ
フレーム（データパケット）をストレージサーバ１００に戻すように送信する。
【００４１】
　ステップ２１４では、下流ファイバチャンネルＡＳＩＣは、データフレームを受信する
。下流ファイバチャンルＡＳＩＣは、交換管理を実行し、コマンドコンテクストを参照す
る。
【００４２】
　ステップ２１６では、下流ファイバチャンネルＡＳＩＣは、ルーティングタグおよびＳ
Ｐコマンドハンドルと共にデータフレームを送信する。
【００４３】
　ステップ２１８では、下流ストレージプロセッサは、データフレームを受信する。この
ルーティングタグは、全パケットが到着する前であっても、下流ストレージプロセッサが
フレームを上流ストレージプロセッサに（スイッチング回路を介して）ルーティングする
ことを可能にする。一実施形態によると、最初の６４バイトのデータフレームは、全体の
ペイロードが到着する前に検査される。
【００４４】
　ステップ２２０では、データパケットは、上流ストレージプロセッサに到着する（スイ
ッチング回路を介して）。上流ストレージプロセッサは、データコンテクストを参照し、
データフレームがコマンドコンテクストを獲得することを可能にするように、対応するフ
ァイバチャンネルＡＳＩＣコマンドハンドルと共にデータフレームを外部に送信する。
【００４５】
　ステップ２２２では、上流ファイバチャンネルＡＳＩＣは、交換管理（コマンドハンド
ルを用いて）を実行し、ストレージエリアネットワーク１０２を介してデータフレームを
ホストコンピュータ１０６に送信する。
【００４６】
　特に図４は、読み出しプロセスに関するが、書き込みプロセスは同様のステップを含む
。
【００４７】
　別の実施形態によると、ストレージサーバ１００は、コマンドを内部に生成し得る。デ
ータが１つのストレージデバイスから別のデバイスに転送される場合、またはデータが第
２のストレージデバイス上で複製または再構成される場合、コマンドが内部で生成され得
る。
【００４８】
　別の実施形態によると、ホストコンピュータおよびストレージデバイスは、同じストレ
ージプロセッサに接続され得る。このような場合、上流および下流ストレージプロセッサ
は、同じストレージプロセッサである。
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【００４９】
　これらの処理のより拡張的な詳細を以下に示す。
【００５０】
　（低レベルな詳細）
　上述のように、ストレージサーバ１００はまた、Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｓｔｏｒａｇｅ　Ｅ
ｘｃｈａｎｇｅ（ＶＳＸ）と呼ばれ、これは、冗長スイッチング回路によって内部接続さ
れた多重ストレージプロセッサ（ＳＰ）を含む。このＶＳＸはまたこれらのＳＰの構成お
よび管理のために少なくとも１つのＣＰＵを有する。このＣＰＵはまた、より高いレベル
のストレージサービスを提供する。
【００５１】
　ＳＣＳＩ処理はＳＰによって処理される。各ＳＰは、以下のコンポーネントを有する。
【００５２】
　１．読み出し／書き込みコマンドを処理する１６マイクロエンジン
　２．エラー復元を含む非読み出し／書き込みコマンドの全てを処理する埋め込まれたＣ
ＰＵ
　３．フレームタイプを識別するハードウエアクラシファイア（Ｃｌａｓｓｉｆｉｅｒ）
　４．マイクロエンジンにおいて実行している正しいマイクロコードハンドラに対するフ
レームにキューを入れるためのディスパッチユニット
　５．所与のパターンのためのリーフエントリを見出すためのツリー検索エンジン
　６．統計収集（一実施形態では４Ｍカウンタまで）を可能にするコプロセッサであるカ
ウンターエンジン
　７．スイッチング回路（スイッチファブリックとも呼ばれる）にＳＰを接続させるスイ
ッチインターフェース
　読み出し／書き込みコマンドは、マイクロエンジンによって処理される。ＲＤ／ＷＲコ
マンド処理は、以下にさらに説明される。
【００５３】
　コマンドが上流ＳＰにおいて受信され、上流ＳＰは、ほとんどのコマンドの処理を行う
。上流ＳＰは、コマンド／アクセス制御を認証し、コマンドを運ぶ場所を決定し、新しい
開始論理ブロックアドレス（ＬＢＡ）およびリクエストブロックを計算し、新しいコマン
ドデータブロック（ＣＤＢ）を構築し、そしてそれを下流ＳＰに運ぶ。ターゲットデバイ
スに到達する１つのみのパスが存在する場合、上流ＳＰは完全なコマンドを構築し、次い
で、下流ＳＰおよびＦＣ－ＡＳＩＣを介してターゲットデバイスに転送される。下流ＳＰ
がターゲットデバイスに到達するいくつかのパスを有する場合、上流ＳＰは、アクセス経
路を選択するために下流デバイスまで離れる。この場合、下流ＳＰは、アクセスパスに関
する適切な情報で満たし、その情報をターゲットデバイスにＦＣ－ＡＳＩＣを介して転送
する。
【００５４】
　コマンドフレームがＳＰに入る場合、入来コマンドハンドラ（マイクロエンジンにおい
て実行している）が呼び出される。このコマンドハンドラー（ＣｍｄＨａｎｄｌｅｒ）は
、ＩＯ制御ブロック（ＩｏＣＢ）構造を割り当て、コマンドコンテクストを格納し、コマ
ンドのステータスを追跡する。コマンド情報から、ＣｍｄＨａｎｄｌｅｒは、ＳＰポート
、ＦＣ－ＡＳＩＣデバイスハンドル、およびＦＣ　ＬＵＮ（論理ユニット数）を含む検索
キーを構成する。この検索キーは、ＳＰツリー検索エンジン（ＴＳＥ）に送られ、このコ
マンドに関連付けられたハードウエアＬＵＮ（ＨＬＵＮ）を検索する。この検索が失敗す
る場合、コマンドは存在しないＬＵＮにより拒絶され、他の場合にはコマンド処理が継続
する。ＨＬＵＮはサーバおよび仮想ＬＵＮ（ＶＬＵＮ）を結合する構造であり、それによ
り関連付けられたＶＬＵＮ構造は、ＨＬＵＮ情報を介して取り出され得る。
【００５５】
　受信されたコマンドおよびＶＬＵＮ情報においてリクエストされたブロックの開始ＬＢ
Ａ／数に基づいて、ＣｍｄＨａｎｄｌｅｒは、受信されたコマンドを物理コマンドのセッ
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トに分解する（このセットは上記情報に依存する１つ以上のコマンドであり得る）。１つ
より多い物理コマンド（ｐＣｍｄ）が分解される場合、各ｐＣｍｄは、ｐＣｍｄ自体のコ
マンドコンテクストを格納するために使用されるｐＣｍｄ自体のＩｏＣＢ（子ＩｏＣＢま
たはｃＩｏＣＢと呼ばれる）を有する。これらのｃＩｏＣＢは、元のＩｏＣＢ（マスター
ＩｏＣＢまたはｍＩｏＣＢと呼ばれる）にリンクされる。以後、ＣｍｄＨａｎｄｌｅｒは
、物理ターゲットデバイスにマッピングされる物理開始ＬＢＡおよび複数のブロックを用
いるこれらのコマンドを構築する。次いでこれらのコマンドは、ターゲットデバイスに直
接接続する下流ＳＰに送信される。ＩｏＣＢに対する参照はまた、このコマンドに関連付
けられたＩｏＣＢを位置決定するために使用されるコマンドハンドル（上流コマンドハン
ドルおよび下流コマンドハンドル）として、上流ＳＰと下流ＳＰとの間に送られる。
【００５６】
　上述したように、下流ＳＰは、ターゲットデバイスへの１つより多くのアクセスパスを
有し得る。単一のアクセスパスが存在する場合、ｐＤｅｖＰａｔｈキーが上流ＳＰから下
流ＳＰに送られる。他の場合、ｐＬＵＮキーが送られる。マルチパスシナリオでは、下流
ＣｍｄＨａｎｄｌｅｒは、物理ＬＵＮ（ＰＬＵＮ）を検索し、アクセスパス（ｐＤｅｖＰ
ａｔｈ）を選択する。これは別の検索を導く。単一のパスシナリオでは、下流ＣｍｄＨａ
ｎｄｌｅｒは、ターゲットデバイスにアクセスするための重要な情報を得るために直接ｐ
ＤｅｖＰａｔｈを検索する。
【００５７】
　図６は、読み出し／書き込みコマンド処理の高レベルなフローチャートを示す。上流パ
スでは、ツリー検索エンジン（ＴＳＥ）は、ＨＬＵＮ、ＶＬＵＮ、ＰＬＵＮｎｐ、および
ｐＤｅｖＰａｔｈを示す。
【００５８】
　下流パスでは、第１に、ＭＰＡＴＨ＿ＢＩＴがチェックされる。ＭＰＡＴＨ＿ＢＩＴが
明らかである場合、下流ＰＬＵＮは多重パスを有さない。次いでこの下流ＳＰは、ｐＤｅ
ｖＰａｔｈテーブルへの検索を発行する。ＭＰＡＴＨ＿ＢＩＴが設定される場合、検索は
、ＰＬＵＮテーブル上でなされる。このＰＬＵＮリーフは、ストレージへの可能な経路の
全てを有する。
【００５９】
　図７は、本発明の実施形態によるルーティング情報３１０（図８および図９も参照）の
データ図を示す。このルーティング情報３１０は、ＦＣ　ＡＳＩＣとＳＰとの間で使用さ
れる。
【００６０】
　コマンドを受信すると、コマンドハンドラは、適切なアクセスパスを決定するために、
コマンド情報およびプログラムされたＶＬＵＮ情報に基づく。一旦、アクセスパスが決定
されると、全ての以後のフレーム（転送準備中、データ、およびステータス）が同じパス
上に転送される。すなわち、マイクロコードは、フレームルーティングプロセスをスピー
ドアップするために使用されるルーティング情報フィールドを加える。このルーティング
情報は、フレーム内に埋め込まれる。これは、ＳＰマイクロコードがＩｏＣＢ構造を最初
に参照することなしで、受信されたフレームから直接ルーティング情報を獲得することを
可能にする。ルーティング情報がフレームの最初の６４バイト内にあるために、ピココー
ド（ｐｉｃｏｃｏｄｅ）がどのようにしてフレームをルーティングするかを調べることを
開始し得る。これは、性能を改善する。
【００６１】
　ルーティング情報は、以下のアイテムを含む。
【００６２】
　１．ブレード数：ターゲットＳＰスイッチブレード数
　２．ＱＩＤ：フレームをＳＰスポットにルーティングするためのＳＰ　ＥＮＱコプロセ
ッサによって使用される暗号化された値
　３．ＦＣＡポート：ＦＣ　ＡＳＩＣポート数
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　４．ＤＭＵ：フレームをＳＰポートにルーティングするためにＳＰ　ＥＮＱコプロセッ
サによって使用されるデータムーバユニット
　５．ＤＳＵ：フレームをＳＰポートにルーティングするためにＳＰ　ＥＮＱコプロセッ
サによって使用されるデータ格納ユニット
　ルーティング情報フィールドはＤＳＴおよびＳＲＣの２つの部分からなる。ＦＣ　ＡＳ
ＩＣはこのルーティング情報を与え、ＦＣ　ＡＳＩＣがデータ、ステータス、または制御
フレームを送信する場合、この情報を改変されていないＳＰに戻す。
【００６３】
　ＳＰは、ＤＳＴルーティング情報フィールドを調べて、フレームをルーティングするた
めにＦＣＢページレジスタをプログラムする。
【００６４】
　ルーティング情報におけるフィールドのための省略は以下に示される。
【００６５】
　１．ＴＢがターゲットブレードを識別する。これは、入来ＦＣＢページレジスタにプロ
グラムされる。
【００６６】
　２．ＱＩＤが出力（Ｅｇｒｅｓｓ）ＦＣＢページＱＩＤフィールドを満たす場合、ＱＩ
ＤがターゲットＳＰにおいて使用される。
【００６７】
　３．ＦＣＡポートは、ターゲットＳＰにおけるＦＣＡＳＩＣポート識別子である。
【００６８】
　４．ＤＭＵは、ターゲットＤＭＵを識別する。これは、入来ＦＣＢページレジスタにプ
ログラムされる。
【００６９】
　５．ＤＳＵは、使用するためにターゲットＤＳＵを識別する。これは、入来ＦＣＢペー
ジレジスタにプログラムされる。
【００７０】
　コマンドが上流ＳＰに入る場合、ＳＲＣルーティング情報フィールドが満たされる。次
いでこのコマンドは、下流ＳＰに運ばれる。下流ＳＰは、ＤＳＴルーティング情報フィー
ルドで満たす。コマンドをＦＣＡＳＩＣに運ぶ前に、ＳＲＣおよびＤＳＴルーティング情
報フィールドが交換される。
【００７１】
　ＦＣＡＳＩＣがデータ、制御、またはステータスと共に戻る場合、ルーティング情報は
、このままで戻される。ＳＰは、ＤＳＴルーティング情報を調べる。ＳＲＣおよびＤＳＴ
が以前のステップで交換されるために、ＤＳＴルーティング情報は、ここで、上流ＳＰを
識別する。このフレームは、上流ＳＰに直接ルーティングされ得る。
【００７２】
　上流ＳＰにおいて、ＤＳＴルーティング情報からのフィールドは、フレームを外部に直
接送信するために使用される。フレームを外部に送信する前に、ＳＲＣおよびＤＳＴルー
ティング情報フィールドが交換される。
【００７３】
　このストレージプロセッサは、ピココードと呼ばれるプログラミングコードに従って動
作する。以下の図および関連した説明は、ピココードおよび関連した本発明の実施形態を
詳説する。
【００７４】
　図８は、ＰＰＰフォーマットで封入されたコマンドフレーム３００を示す。これは、ピ
ココードによって利用された一般的なフレームフォーマットである。ＳＰを入力するＦＣ
フレームは、イーサネット（Ｒ）フレーム内に封入される。ＳＰハードウエアクラシファ
イアは、どのルーチンを呼び出すかを決定するためにＰＲＯＴＯＣＯＬフィールドを調べ
る。このサブタイプは、ＰＯＳフレームタイプをさらに区別するためにマイクロコードに
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よって使用される。
【００７５】
　図９は、ＴＡＧＳフィールド３０２のフォーマットを示す。コマンドフレーム３００に
おけるＴＡＧＳヘッダー３０２が、コマンドコンテクストを獲得するためにＳＰ間の固有
の識別子を運ぶために使用される。このＴＡＧフィールド３０２は、以下のデータフィー
ルドを含む。
【００７６】
　ＦＣハンドル３０４は、そのコマンドハンドルを獲得するためにＦＣ　ＡＳＩＣによっ
て使用されたハンドルである。
【００７７】
　ＳＰクオリファイア３０６およびＳＰハンドル３０８は、ＦＣ　ＡＳＩＣによって単一
のハンドルとして解釈される。ＳＰハンドル３０８は、そのコマンドコンテクストを獲得
するためにＳＰによって使用される。
【００７８】
　ｒｏｕｔｅｉｎｆｏフィールド３１０は、ＳＰによってＲＤＹ／ＡＣＫフレームにおけ
るＦＣ　ＡＳＩＣに送信される。ＦＣ　ＡＳＩＣは、好ましくは、最新のフィールドを送
信する。
【００７９】
　ｃｔｒｌフィールド３１２は、汎用フィールドである。
【００８０】
　ｆｒａｍｅｌｄ３１４は、連続的に増加する数である。その使用は、単一のシーケンス
におけるＳＥＱ＿ＣＮＴと同様である。
【００８１】
　ポート３１６は、ポートを識別する。
【００８２】
　ｐｌＳｚＦｉｌｌＢｓｔ（ペイロードサイズ／充填ビット）３１８は、ＦＣ　ＡＳＩＣ
によって挿入される。フィールドは、フレームタイプに依存する異なる意味を有する。フ
レームを受信するために、このフィールドは、ペイロードの全バイトカウントを示す。フ
レームを送信するために、このフィールドは、どれくらいの数のビットが最後のデータワ
ードに満たされたかを示す。
【００８３】
　ｒｅｌＯｆｆｓｅｔ３２０は、データペイロードに対して相対的なオフセットを示す。
受信フレーム（ＳＰの観点では）において有効であるのみである。
【００８４】
　ポートハンドル３２２は、ＳＰがコマンド記述子を下流に（ｄｏｗｎ）送信する場合、
ＳＰが話すことを望むデバイスを識別するために使用される。
【００８５】
　ＤｅｖＨａｎｄｌｅ３２４は、デバイスハンドルを格納するために使用される。これは
、コマンドを特定のデバイスにマッピングするためにＦＣ　ＡＳＩＣによって使用される
。その利用は、Ｓ＿ＩＤおよびＤ＿ＩＤと同様である。
【００８６】
　ｒｓｖｄフィールド３２６は使用されない。
【００８７】
　本発明の実施形態によると、３つのタイプのデータフレーム（ＣＯＭＭＡＮＤ、ＤＡＴ
Ａ、およびＳＴＡＵＳ）がある。イーサネット（Ｒ）ヘッダにおけるタイプフィールドは
、３つのタイプを区別するために特別に定義されたコードに設定される。ＳＰにおけるこ
のハードウエアクラシファイアは、正確なエントリポイントを呼び出すためにこのフィー
ルドを使用する。
【００８８】
　ＳＰピココードは、仮想化されたデバイスに対するＲＤおよびＷＲコマンドタイプを処
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理する。他のコマンドは、処理するためにＳＰに送信される。ネイティブデバイスの場合
、ＳＰピココードは、保存、放出コマンドを除いたデバイスに全てのコマンド／フレーム
を転送する。ピココードによって処理されたコマンドタイプの数は小さいが、トラフィッ
クの大部分はＲＤ／ＷＲコマンドである。
【００８９】
　図４を参照して上述されたように、本明細書は、用語上流および下流を使用する。上流
は、サーバに接続されるＳＰを説明するために使用される。これは、コマンドを参照する
ＳＰである。下流が、ターゲットデバイスに接続されるＳＰを説明するために使用される
。上流ＳＰデバイスは、コマンドを受け取り、それを処理し、そしてそれを下流ＳＰに送
信する。この下流ＳＰは、コマンドを受け取り、それをターゲットデバイスに送信する。
【００９０】
　上流ＳＰは、コマンドのほとんどの処理を行う。上流ＳＰは、コマンドを運ぶ場所を決
定し、新しい開始論理ブロックアドレス（ＬＢＡ）およびリクエストされたブロックを計
算し、新しいＣＤＢを構築し、それを下流ＳＰに運ぶ。下流ＳＰは、ＦＣヘッダーに注意
を払い、どのポートがコマンドフレームを外部に送信するかを決定し、そしてターゲット
デバイスへの順序管理を処理する。
【００９１】
　上流のコマンドフレームは、以下のように処理される。
【００９２】
　コマンドフレームがＳＰを入力する場合、入力コマンドハンドラが呼び出される。コマ
ンドフレームは、新しいＦＣ交換の一部である。ＩｏＣＢ構造は、新しいコマンドに割り
当てられる。ＩｏＣＢ構造は、新しいコマンドの状態を追跡するために使用される。コマ
ンドフレームのセクションは、順序管理を実行するためにＩｏＣＢに保存される。本発明
の一実施形態によると、コマンドフレームは、典型的には８２バイトである。
【００９３】
　ＦＣＰＭソフトウエアモジュールは、ＩｏＣＢ割り当ておよびコマンドの保存を実行す
る。これはより多くのデータをＩ－ＤＳから読み出す。なぜなら、６４バイトのみがもた
らされるためである。一旦これが行われると、コマンドの処理が開始され得る。
【００９４】
　ＳＭソフトウエアモジュールが次に呼び出される。このモジュールは、コマンドのため
のＨＬＵＮが存在するかどうかを決定する。ＨＬＵＮは、サーバおよびＶＬＵＮを結合す
る構造である。このＨＬＵＮは、サーバおよびＶＬＵＮを結合する構造である。このＳＭ
は、ＦＣＢページ構造、ＦＣＬＵＮ、およびメッセージヘッダからのＤｅｖＨａｎｄｌｅ
からソースポートを抽出し、これをツリー検索エンジン（ＴＳＥ）に供給する。ＴＳＥが
リーフを生成しない場合、ＨＬＵＮが存在せず、コマンドが拒絶される。ＨＬＵＮが存在
する場合、コマンドの処理が継続する。このモジュールはまた、コマンドタイプを見積も
る。ＲＤ／ＷＲコマンドではない場合、このモジュールはフレームを処理のためにＳＰに
送信する。ＳＭは、開始ＬＢＡおよびＣＤＢからのブロックの数を抽出し、物理開始ＬＢ
Ａ、複数のブロック、およびコマンドの物理的宛先を見積もるＬＭソフトウエアコンポー
ネントへの呼び出しを行う。
【００９５】
　ＬＭは、ＴＳＲメモリにおけるＨＬＵＮ検索結果を用いて呼び出される。ＨＬＵＮから
、ＬＭはＶＬＵＮを検索する。ＶＬＵＮを表す物理デバイスは、ＬＢＡ０で開始しないか
もしれないくつかのディスクであり得る。ＶＬＵＮの後方にある各物理デバイスはスライ
スと呼ばれる。ＬＭがスライスに進み、このＩＯリクエストのためにどのスライスが呼び
出されているかを見積り、新しい開始ＬＢＡおよびリクエストされたブロックを計算する
。リクエストがスライス境界を交差し得る。この場合、ＬＭは子ＩｏＣＢを割り当て、そ
れらをマスターリクエストにリンクする。この計算が行われた後、ＬＭは、ターゲット物
理デバイスを検索する。ＬＭは、ＦＣＢページにおいて宛先ＳＰ数、ターゲットＤＭＵ／
ＤＳＵで満たし、イーサネット（Ｒ）ヘッダにおいて、ターゲットデバイスを検索するた
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めに下流ＳＰによって使用されたｐｌＨａｎｄｌｅで満たす。ＬＭは、ＳＭ、物理ターゲ
ットのＦＣＬＵＮ、開始ＬＢＡ、および複数のフロックに再度戻す。
【００９６】
　この情報からのＳＭは、ＦＣＰコマンドペイロードを構築し、ＦＣＰＭに再度戻す。こ
のＦＣＰＭは、データプールからのフレームを再度書き込み、スイッチモジュールに対す
るフレームにキューを入れ、上流ＳＰ上のコマンド処理を終了する。
【００９７】
　下流のコマンドフレームは以下のように処理される。
【００９８】
　上流ＳＰからのコマンドフレーム下流に送信されるようになる。イーサネット（Ｒ）封
入ヘッダーでは、ＬＬＣフィールドは、２つの部分の重要な情報（上流ハンドルおよびｐ
Ｈａｎｄｌｅ）を含む。
【００９９】
　コマンドフレームを受信した後のＦＣＰＭモジュールは、コマンドに対するＩｏＣＢを
割り当てる。下流ＳＰが上流ＳＰデータまたはそのコマンドに関連するステータスフレー
ムを送信する必要がある場合、上流ハンドルが使用される。上流ハンドルは、データまた
はステータスフレームと共に送信されることにより、上流ＳＰは、フレームに対するコン
テクストを見出すことを可能にする。このコマンドを受信した後、下流ＳＰは、上流ＳＰ
に下流ハンドルを含むＡＣＫ／ＲＤＹフレームを送信する。上流および下流ＳＰの両方の
この方法は、互いのハンドルを有する。各側がフレームのコマンドコンテクストを獲得す
ることができるように、ピアハンドルが送信される。
【０１００】
　送られたこのｐＨａｎｄｌｅは、ＰＬＵＮまたはｐＤｅｖｐａｔｈルックアップのいず
れかであり得る。これは、ｐＨａｎｄｌｅ　ＭＣＡＳＴビットに依存する。ＭＣＡＳＴビ
ットが設定される場合、これは、デバイスへの多重パスが存在し得ることを意味する。ク
リアである場合、単一パスのみが存在する。ＰＬＵＮがリーフから参照される場合、ＬＭ
は、どのパスが取られるかを決定する。これは、ｐＤｅｖｐａｔｈの別の検索を導く。単
一パスでは、ｐＤｅｖｐａｔｈが直接参照される。ＬＭはｍａｘＲｘｄａｔａサイズおよ
びターゲットポートを抽出する。この情報は、ＦＣＰＭに戻される。ＦＣＰＭは、ＬＭに
戻された情報から新しいＦＣヘッダーを構成し、フレームを外部に運ぶ。
【０１０１】
　上流データフレームは、以下の態様で処理される。
【０１０２】
　上流データフレームは、複数の環境で発生し得る。例えば、サーバが書き込みデータを
送信する場合、データフレームは、入力側で現れる。下流ＳＰが読み出しデータに応答す
る場合、データフレームは、出力側で現れる。
【０１０３】
　サーバ送信データの場合、ＦＣＰＭは、メッセージヘッダにおける戻されたＳＰＨａｎ
ｄｌｅ（ＩＯＣＢアドレス）を用いてＩｏＣＢを参照する。ＩｏＣＢから、ＳＰは、デー
タフレームを運ぶべき場所を知っている。
【０１０４】
　データフレームが出力側にある場合、ＦＣＰＭは、イーサネット（Ｒ）ＬＬＣフィール
ドを介して送られたハンドルを用いてＩｏＣＢを検索する。これは、ＩｏＣＢアドレスで
ある。ＩｏＣＢから、ＦＣＰＭは、データをサーバに運ぶかどうか、またはより多くのデ
ータを待たなければならないかを決定する。これは、ストライピング（データ無秩序に来
得る）の場合に発生し得る。
【０１０５】
　下流データフレームは、以下の態様で処理される。
【０１０６】
　下流のデータフレームは、複数の環境で発生し得る。例えば、デバイスが読み出しデー
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タに応答する場合、これらのフレームは、入力側で現れる。上流ＳＰが書き込みデータを
送信する場合、これらのフレームは、出力側で現れる。ＳＰがＩｏＣＢを参照する態様は
、上述と同じである。
【０１０７】
　下流のステータスフレームは、以下の態様で処理される。
【０１０８】
　下流のステータスフレームは、ターゲットデバイスから来る。リクエストされた動作が
終了する場合または例外が発生する場合に、これが発生する。ステータスデータは、ステ
ータスフレームと共に来る。
【０１０９】
　ＦＣＰＭは、メッセージヘッダにおいて戻されたＳＰＨａｎｄｌｅ（ＩＯＣＢアドレス
）を用いてＩｏＣＢを検索する。上流コマンドハンドルは、イーサネット（Ｒ）封入ヘッ
ダーに挿入される。ステータスフレームは、上流に運ばれ、ＩｏＣＢが分解される。デバ
イスへの複数のパスが存在する場合、他のパスが試みられ得る。
【０１１０】
　上流ステータスフレームは、以下の態様で処理される。
【０１１１】
　上流ステータスフレームは、下流ＳＰから来る。ＦＣＰＭは、イーサネット（Ｒ）封入
ヘッダーに送られたコマンドハンドルからＩｏＣＢを検索する。ＳＭサブシステムが呼び
出され、ステータスフレームが必要な場合に生成される。このステータスフレームは、仮
想デバイスに関するリクエストのためにある。戻りステータスは、物理デバイスに由来し
、同じコンテクストを有さなくてもよいし。従って、ＳＭは、ステータスフレームを再生
成し得る。ＦＣＰＭが最終的に、フレームを再度サーバに転送するように呼び出される。
これが発生した後、ＩｏＣＢが分解される。
【０１１２】
　図１０は、読み出しコマンドにおける処理ステップのフローチャートである。読み出し
データフローは、上述の同じコマンド、データおよびステータスフェーズに進む。読み出
しコマンドが受け取られる場合、ＳＰは、仮想リクエストを物理リクエストに分解する。
【０１１３】
　ＦＣＰプロトコルは、コマンドに対して必要とされた全てのバッファ空間が既にサーバ
側に割り当てられたことを想定する。ＳＰは、ＸＦＥＲ＿ＲＤＹを待つことなくサーバに
データを再度自由に送信する。フロー制御は、ＦＣ側上のＢＢクレジットメカニズムおよ
び」ＧｂＥ側上のＰＡＵＳＥフレームを用いてＦＣポートＡＳＩＣによって処理される。
【０１１４】
　リクエストが単一の物理デバイスにマッピングする簡単な場合では、再順序付け（ｒｅ
ｏｒｄｅｒｉｎｇ）は必要ではない。デバイスへのパスが選ばれ、物理リクエストがデバ
イスに取り付けられたＳＰに送信される。ミラーリングの場合、上流ＳＰは、どのメンバ
ーが読み出されるかを決定する。連結またはストライプの場合、ＳＰは、元のＳＰからさ
らなるリクエストを生成し得る。データが下流ＳＰから再度来る場合、ＮＰＳＩＭ分解の
後でサーバに再度データを送信する前に、上流ＳＰは順番にデータを再構築する。
【０１１５】
　図１１は、書き込みコマンドにおける処理ステップのフローチャートである。書き込み
コマンドがサーバから受信される場合、ＳＰは、物理デバイスへのパスを見積もる。ＸＦ
ＥＲ＿ＲＤＹフレームがサーバに送信されるべきであるので、書き込みコマンドがより複
雑化される。
【０１１６】
　上流ＳＰは、好ましくは、上流ＳＰが下流ＳＰから再度ハンドルを獲得するまでサーバ
にＸＦＥＲ＿ＲＤＹを送信しない。下流ＳＰは、好ましくは、下流ＳＰがデバイスから再
度ＸＦＥＲ＿ＲＤＹ応答を獲得するまでハンドルを再送信しない。
【０１１７】
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　次いで上流ＳＰは、下流ＳＰから示された同じバイトカウントを有するサーバにＸＦＥ
Ｒ＿ＲＤＹを送信することにより、サーバからデータフローを開始する。
【０１１８】
　ＸＦＥＲ＿ＲＤＹは、データフレームがディスク境界を介して分割される必要がないこ
とを確実にするためにさらに調整される。この改変は、上流ＳＰによってなされ、プロセ
スは、リクエストが終了するまで継続する。
【０１１９】
　最適化として、下流ＳＰは、作成されたＸＦＥＲ＿ＲＤＹを用いて上流ＳＰに応答し得
る。このレポートされたバイトカウントは、ＰＬＯＧＩプロセスの間に交渉される、デバ
イスが受信し得る最大受信サイズに設定される。上流ＳＰは、ＸＦＥＲ＿ＲＦＹをサーバ
に送信する。これは、サーバからデータフローを開始する。
【０１２０】
　ターゲットデバイスがＸＦＥＲ＿ＲＤＹを用いて応答する場合、下流ＳＰは、上流ＳＰ
に調整されたバイトカウントを再度送信する。上流ＳＰは、新しく調整されたバイトカウ
ント値を用いてサーバにＸＦＥＲ＿ＲＤＹを送信する。この方法が最適化され、以後考慮
される。
【０１２１】
　図１２は、ピココードソフトウエアスタックを示す。正確な入力機能を呼び出すために
、ハードウエアクラシファイアと共に動作させることによって、メッセージング層は、イ
ーサネット（Ｒ）封入を解釈するために動作する。ファイバチャンネルプロトコル（ＦＣ
Ｐ）マネージャは、シーケンス管理およびＩｏＣＢ割り当て／分解を追跡する。このＳＣ
ＳＩマネージャ（ＳＭ）層は、ＦＣＰ層の内側のＳＣＳＩコマンドを解釈する。ＬＵＮマ
ネージャ（ＬＭ）層は、サーバから入る仮想リクエストを取り、その仮想リクエストを物
理リクエストに分解する。このユーティリティ層は、ＩｏＣＢの割り当て／分解するため
の機能を有する。
【０１２２】
　このセクションは、ピココードサブシステム（図１２参照）におけるＦＣＰマネージャ
コンポーネントを説明する。このピココードソフトウエアスタックでは、ＦＣＰは、ピコ
コードサブシステムのフロントエンドとして考慮され得る。言い換えると、ＦＣＰマネー
ジャは、全ての入来フレームを解釈するように設定される。ＳＰハードウエアクラシファ
イア（ＨＣ）は、ＳＰ　ＨＣ構成セクションにおいて議論されるディスパッチインジケー
タに基づいて適切なフレームハンドラへの入来フレームをディスパッチするように構成さ
れる。
【０１２３】
　異なるフレームハンドラは、タスクを満たすために異なるセットのアクションを実行す
る。これらのハンドラーによって実行されたアクションの過程は、ＦＣＰパブリックイン
ターフェースセクションにおいて説明される。
【０１２４】
　ＳＰハードウエアクラシファイア構成は、以下のようである。入来フレームのＳＰの到
着側に依存して、ＳＰハードウエアクラシファイア（ＨＣ）は、フレームをディスパッチ
するように異なるフィールドに鍵をかける。入力側上において、ＨＣは、入来フレームを
ディスパッチするためにＥタイプに基づく。さらに、それは、出力入来フレームをディス
パッチするためにＵＣ／ＭＣ、ＦＨＥＦ、およびＶＳＨＦに基づく。
【０１２５】
　ＦＣ　ＡＳＩＣおよびＳＰは、図８に示されるように、コマンド記述子（ＣＤ）フレー
ム３００を介して通信する。ＦＣ　ＡＳＩＣおよびＳＰの両方がＣＤフレームヘッダー（
これは、図８におけるフィールドＡＤＤＲ、ＣＴＲＬ、ＰＲＯＴＯＣＯＬ、およびＴＡＧ
Ｓ３０２を含む）を調整する場合に確実にする必要がある所定の要求が存在する一方で、
このセクションは、２つの主要なＩＯパス、読み出しおよび書き込みに関するＣＤフレー
ムヘッダー操作を要約する。
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【０１２６】
　図１３は、読み出しコマンド上のＣＤフレームヘッダー操作を表す。図１４は、書き込
みコマンドに関するＣＤフレームヘッダー操作を表す。
【０１２７】
　ピココードの一部としてのＦＣＰインターフェース（図１２参照）は以下のものを含む
。すなわち、入力コマンドハンドラ、出力コマンドハンドラ、入力データハンドラ、出力
データハンドラ、入力ステータスハンドラ、出力ステータスハンドラ、入力Ｘｆｅｒレデ
ィハンドラ、出力Ｘｆｅｒレディハンドラ、入力送信コマンドハンドラ、出力送信良好ス
テータスハンドラ、出力送信不良ステータスハンドラ、出力送信新ステータスハンドラ、
および放棄Ｉフレームハンドラである。
【０１２８】
　入力コマンドハンドラ機能は、サーバからＳＰ入力に送信されたコマンドフレームを処
理するために使用される。エントリポイントは、ｆｃｐ＿ｃｍｄ＿ｉであり、パスは、Ｕ
ＰＳＴＲＥＡＭ－ＩＮＧＲＥＳＳ－ＣＯＭＭＡＮＤである。ハードウエアクラシファイア
は、この機能に基づくＶＳＸプログラム可能なＥタイプ（ＣＭＤ－１）を促進する。入力
は、データプール（６４バイト）におけるコマンドフレームの一部を含む。
【０１２９】
　入力コマンドハンドラの機能は、ＩＯＣＢ＿ｐｏｏｌからのＩＯＣＢ（ｕｔｉｌ＿ｉｏ
ｃｂ＿ａｌｌｏｃ）をｗ２０において送られるべき割り当てられたＩＯＣＢのＩＤに割り
当てること、およびＩＯＣＢコンテンツをＳｃｒａｔｃｈＭｅｍｌ（４ＱＷｓ）に読み出
すことを含む。入力コマンドハンドラはまた、入来フレームのフレームＩＤをチェックし
、予測されたインバウンド、アウトバウンド、内部フレームＩＤを初期化し、ＦＣフレー
ムからの重要な情報を抽出し、ＩＯＣＢ（ＳＰ；ＦＣ＿Ｈａｎｄｌｅ）に格納する。
【０１３０】
　入力コマンドハンドラの他の機能は、ＳＰ＿ＨａｎｄｌｅおよびＳＰ＿Ｑｕａｌｉｆｉ
ｅｒをフレームタグに設定すること、ＦＣコマンドフレームをＩＯＣＢのステージング領
域にコピーすること、ＩＯＣＢ情報を含む第２のＩ－ＤＳバッファの識別をｗ２２に格納
すること、それ自体のハンドルをコマンドフレームに満たすことを含む。
【０１３１】
　入力コマンドハンドラのさらなる機能は、ＩＯＣＢを格納し、領域アドレスをｗ２８お
よびｗ３０それぞれにステージング（ｓｔａｇｉｎｇ）すること、ＳＣＳＩコマンド（ｓ
ｍ＿ｃｍｄ＿ｉ）を処理するためにＳＣＳＩマネージャを呼び出すことを含む。Ｓｃｒａ
ｔｃｈＭｅｍ１におけるＩＯＣＢ画像が更新されるが、実際のＩＯＣＢのコンテンツでは
ない（更新された情報がその機能から戻った後に流されるべきである）。
【０１３２】
　送り情報は、データプール（９６バイト）におけるコマンドフレーム、ｗ２８における
ＩＯＣＢアドレス、ｗ３０におけるＩＯＣＢステージング領域アドレス、Ｓｃｒａｔｃｈ
Ｍｅｍ１におけるＩＯＣＢのコンテンツ（６４バイト－４ＱＷ）を含む。次いで、入力コ
マンドハンドラが終了し得る。
【０１３３】
　出力コマンドハンドラ機能は、Ｉｎｉｔｉａｔｏｒ－ＲａｉｎｉｅｒからＳＰ－出力に
送信されたコマンドフレームを処理するために使用される。このエントリポイントは、ｆ
ｃｐ＿ｃｍｄ＿ｅであり、パスは、ＤＯＷＮＳＴＲＥＡＭ－ＥＧＲＥＳＳ－ＣＯＭＭＡＮ
Ｄである。
【０１３４】
　ハードウエアクラシファイアは、｛ｉＵＣｎＭＣ，ＦＨＥ，およびＦＨＦ｝に基づいて
この機能を促進する。入力は、データプール（６４バイト）におけるコマンドフレームの
一部を含み、Ｒ０は、フレームヘッダーの最初のバイトへのオフセットを含む。
【０１３５】
　バッファサイズミスマッチにより、ＸＦＲ＿ＲＤＹがターゲットデバイスから受け取ら
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れるまで、「ローカルコマンドハンドル」を再度Ｉｎｉｔｉａｔｏｒ　Ｒａｉｎｉｅｒに
送信しない。
【０１３６】
　出力コマンドハンドラの機能は、入来Ｅ＿ｆｒａｍｅ（ｆｃｐ＿ｆｉｌｔｅｒ＿ｆｃｐ
＿ｅｆｒｍ）を確証することおよび割り当てられたＩＯＣＢのＩＤがｗ２０内にあること
を確実にするＩＯＣＢ＿Ａｌｌｏｃ機能を有するＩＯＣＢをＩＯＣＢ＿ｐｏｏｌ（ｕｔｉ
ｌ＿ｉｏｃｂ＿ａｌｌｏｃ）からＴＯＣＢを割り当てることを含む。
【０１３７】
　さらに、出力コマンドハンドラは、ＩＯＣＢコンテンツをＳｃｒａｔｃｈＭｅｍ１（４
ＱＷ）に読み出し、ＩＯＣＢおよびステージ領域アドレスをｗ２８およびｗ３０にそれぞ
れ格納し、そして入来フレームのフレームＩＤをチェックし得る。出力コマンドハンドラ
の他の機能は、予測されたインバウンド、アウトバウンド、内部フレームＩｄｓを初期化
すること、ｐｅｅｒ＿Ｈａｎｄｌｅおよびｐｅｅｒ＿ＱｕａｌｉｆｉｅｒをＩＯＣＢに保
存すること、ならびにＦＣ＿Ｈａｎｄｌｅを０ｘＦＦＦＦに初期化すること、制御フィー
ルドをゼロ設定に初期化するこを含む。
【０１３８】
　出力コマンドハンドラはまた、ｐＬｕｎルックアップを実行するためにＬＭを呼び出す
（ｌｍ＿ｃｍｄ＿ｅ）。このｌｍ＿ｃｍｄ＿ｅ機能は、ＩＯＣＢにおけるターゲットポー
トおよびＩＯＣＢにおけるＭａｘＲｘＤａｔａを確実にする。
【０１３９】
　出力コマンドハンドラは、コマンドフレームをターゲットデバイスに送信するためにＦ
ＣＰをさらに呼び出し（ｆｃｐ＿ｓｎｄ＿ｃｍｄ＿ｅ）、ＩＯＣＢをポートアクティブキ
ューにキューを入れる。次いでこの出力コマンドハンドラは、ＳｃｒａｔｃｈＭｅｍ１か
らＥ－ＤＳに、更新されたＩＯＣＢ情報を放流し得、次いで終了する。
【０１４０】
　入力データハンドラ機能は、サーバからＳＰ－入力に送信されたデータフレームを処理
するために使用される。エントリポイントは、ｆｃｐ＿ｄａｔａ＿ｉであり、パスは、Ｕ
ＰＳＴＲＥＡＭ／ＤＯＷＮＳＴＲＥＡＭ－ＩＮＧＲＥＳＳ－ＤＡＴＡである。ハードウエ
アクラシファイアは、ＶＳＸプログラマブルＥ－タイプ（ＤＡＴＡ－Ｉ）に基づくこの機
能を促進する。入力は、データプール（３２バイト）におけるコマンドフレームの一部を
含む。
【０１４１】
　入力データハンドラの機能は、ＩＯＣＢアドレスを確証すること（受信されたフレーム
において戻されたＳＰ＿Ｈａｎｄｌｅ）、ＩＯＣＢコンテンツをＳｃｒａｔｃｈＭｅｍ１
（８ＱＷ）に読み出すことを含む。この入力データハンドラは、以下のフィールドをチェ
ックすることによってフレームコンテンツをＩＯＣＢコンテンツに整合し得る。そのフィ
ールドは、ＳＰ＿Ｑｕａｌｉｆｉｅｒ、Ｆｒａｍｅ＿ＩＤ、ＦＣ＿Ｈａｎｄｌｅ（これが
最初のデータフレームではない場合）、およびルーティング情報（ｆｃｐ＿ｖａｌ＿ｒｉ
＿ｉ）である。
【０１４２】
　この入力データハンドラはまた、ＦＣ＿ＨａｎｄｌｅをＩＯＣＢに保存し（最初のデー
タフレーム上）、フレームＩＤ、ｐｅｅｒ＿Ｈａｎｄｌｅ、およびｐｅｅｒ＿Ｑｕａｌｉ
ｆｉｅｒを更新し、そしてデータフレームを他のＲａｉｎｉｅｒ（Ｉｎｉｔｉａｔｏｒ／
Ｔａｇｅｔ－Ｒａｉｎｉｅｒ）に送信するためにＦＣＰを呼び出し得る（ｆｃｐ＿ｓｎｄ
＿ｄａｔａ＿ｉ）。この入力データハンドラは、ＳｃｒａｔｃｈＭｅｍ１からＥ－ＤＳに
更新されたＩＯＣＢ情報をさらに放流し得、次いで終了する。
【０１４３】
　出力データハンドラ機能は、Ｉｎｉｔｉａｔｏｒ／Ｔａｇｅｔ－ＲａｉｎｉｅｒからＳ
Ｐ－出力に送信されたデータフレームを処理するために使用される。このエントリポイン
トは、ｆｃｐ＿ｄａｔａ＿ｅであり、パスは、ＵＰＳＴＲＥＡＭ／ＤＯＷＮＳＴＲＥＡＭ
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－ＥＧＲＥＳＳ－ＤＡＴＡである。
【０１４４】
　ハードウエアクラシファイアは、｛ｉＵＣｎＭＣ，ＦＨＥ，およびＦＨＦ）に基づいて
この機能を促進する。入力は、データプール（３２バイト）におけるデータフレームの一
部を含む。
【０１４５】
　出力データハンドラによって実行された機能は、ＩＯＣＢアドレスを確証すること（受
信されたフレームへの送りｐｅｅｒＯｒＰＨａｎｄｌｅ）、およびＩＯＣＢコンテンツの
ＳｃｒａｔｃｈＭｅｍ１（８ＱＷ）に読み出すことを含む。出力データハンドラはまた、
以下のフィールドをチェックすることによってフレームコンテンツをＩＯＣＢコンテンツ
に整合し得る。そのフィールドは、Ｏｗｎ＿Ｑｕａｌｉｆｉｅｒ、Ｆｒａｍｅ＿ＩＤ、Ｐ
ｅｅｒ＿Ｈａｎｄｌｅ、およびＰｅｅｒ＿Ｑｕａｌｉｆｉｅｒ（これが最初のデータフレ
ームではない場合）、およびルーティング情報（ｆｃｐ＿ｖａｌ＿ｒｉ＿ｅ）（これが最
初のデータフレームではない場合）である。
【０１４６】
　この出力データハンドラはまた、Ｐｅｅｒ＿Ｈａｎｄｌｅ、Ｐｅｅｒ＿Ｑｕａｌｉｆｉ
ｅｒ、および終了したルーティング情報をＩＯＣＢに保存し（最初のデータフレーム上に
）、ソースおよび宛先ルーティング情報を交換し、そしてＦＣ＿Ｈａｎｄｌｅ、ＳＰ＿Ｈ
ａｎｄｌｅ、ＳＰ＿Ｑｕａｌｉｆｉｅｒ、ｆｒａｍｅ＿ＩＤ、ｐｏｒｔ＿Ｈａｎｄｌｅ、
およびｐｏｒｔ＿Ｎｕｍｂｅｒ、およびフレーム制御フィールドを更新し得る。
【０１４７】
　この出力データハンドラは、データフレームを他の宛先デバイス（Ｉｎｉｔｉａｔｏｒ
／Ｔａｇｅｔ－Ｒａｉｎｉｅｒ）に送信するためにＦＣＰを呼び出し（ｆｃｐ＿ｓｎｄ＿
ｄａｔａ＿ｅ）、ＩＯＣＢにおける実行バイトカウントフィールドを更新し、Ｓｃｒａｔ
ｃｈＭｅｍ１からＥ－ＤＳに、更新されたＩＯＣＢ情報を放流し得、次いで終了する。
【０１４８】
　入力ステータスハンドラの機能は、ターゲットデバイスからＳＰ－入力に送信されたス
テータスフレームを処理するために使用される。エントリポイントは、ｆｃｐ＿ｓｔａｔ
ｕｓ＿ｉであり、パスは、ＤＯＷＮＳＴＲＥＡＭ－ＩＮＧＲＥＳＳ－ＳＴＡＴＵＳである
。このハードウエアクラシファイアは、ＶＳＸプログラム可能なＥタイプ（ＳＴＳ－Ｉ）
に基づいてこの機能を促進する。入力は、データプール（６４バイト）におけるコマンド
フレームの一部を含む。
【０１４９】
　入力ステータスハンドラによって実行された機能は、ＩＯＣＢアドレスを確証すること
（受信されたフレームにおいて戻されたＳＰ＿Ｈａｎｄｌｅ）、およびＩＯＣＢコンテン
ツをＳｃｒａｔｃｈＭｅｍ１（８ＱＷ）に読み出すことを含む。フレームコンテンツは、
以下のフィールドをチェックすることによってＩＯＣＢコンテンツに整合される。そのフ
ィールドは、ＳＰ＿Ｑｕａｌｉｆｉｅｒ、Ｆｒａｍｅ＿ＩＤ、ＦＣ＿Ｈａｎｄｌｅ（これ
が最初のデータフレームではない場合）、およびルーティング情報（ｆｃｐ＿ｖａｌ＿ｒ
ｉ＿ｉ）である。
【０１５０】
　この入力ステータスハンドラは、ＦＣ＿ＨａｎｄｌｅをＩＯＣＢにさらに保存し（最初
のデータフレーム上に）、フレームＩＤ、ｐｅｅｒ＿Ｈａｎｄｌｅ、およびｐｅｅｒ＿Ｑ
ｕａｌｉｆｉｅｒを更新し、そしてステータスフレームをＩｎｉｔｉａｔｏｒ－Ｒａｉｎ
ｉｅｒに送信するためにＦＣＰを呼び出す（ｆｃｐ＿ｓｎｄ＿ｓｔｓ＿ｉ）。入力ステー
タスハンドラはまた、ＩＯＣＢをポートアクティブキューから分解し（ｕｔｉｌ＿ｒｅｍ
ｏｖｅ＿ｔｈｉｓ）、ＩＯＣＢをフリーなＩＯＣＢプールに戻し、次いで終了する。
【０１５１】
　出力ステータスハンドラの機能は、Ｉｎｉｔｉａｔｏｒ－Ｒａｉｎｉｅｒからホストに
送信されたステータスフレームを処理するために使用される。このエントリポイントは、
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ｆｃｐ＿ｓｔａｔｕｓ＿ｅであり、パスは、ＵＰＳＴＲＥＡＭ－ＥＧＲＥＳＳ－ＳＴＡＴ
ＵＳである。
【０１５２】
　ハードウエアクラシファイアは、｛ｉＵＣｎＭＣ，ＦＨＥ，およびＦＨＦ）に基づいて
この機能を促進する。入力は、データプール（３２バイト）におけるコマンドフレームの
一部を含む。ＳＭは、ステータスペイロードを構築することに対して責任があることが想
定される。
【０１５３】
　出力ステータスハンドラの機能は、ＩＯＣＢアドレスを確証すること（受信されたフレ
ームへの送りｐｅｅｒＯｒＰＨａｎｄｌｅ）、およびＩＯＣＢコンテンツをＳｃｒａｔｃ
ｈＭｅｍ１（８ＱＷ）に読み出すことを含む。このフレームコンテンツは、以下のフィー
ルドをチェックすることによってＩＯＣＢコンテンツに整合され得る。そのフィールドは
、ｏｗｎ＿Ｑｕａｌｉｆｉｅｒ、Ｆｒａｍｅ＿ＩＤ、Ｐｅｅｒ＿Ｈａｎｄｌｅ、Ｐｅｅｒ
＿Ｑｕａｌｉｆｉｅｒ（これが最初のデータフレームではない場合）、およびルーティン
グ情報（ｆｃｐ＿ｖａｌ＿ｒｉ＿ｅ）（これが最初のデータフレームではない場合）であ
る。
【０１５４】
　出力ステータスハンドラの他の機能は、ｐｅｅｒ＿Ｈａｎｄｌｅ、ｐｅｅｒ＿Ｑｕａｌ
ｉｆｉｅｒ、およびＩＯＣＢへの終了されたルーティング情報を保存することを含む（最
初のフレーム上で）。他の機能は、ソースおよび宛先ルーティング情報を交換すること、
ＩＯＣＢアドレスをｗ２８に格納すること、およびＩＯステータスをログを取るようにＳ
ＣＳＩ管理を呼び出す（ｓｍ＿ｓｔａｔｕｓ＿ｅ）ことを含む。
【０１５５】
　送り情報は、データプール（３２バイト）内のデータフレーム、ｗ２８におけるＩＯＣ
Ｂアドレス、およびＳｃｒａｔｃｈＭｅｍ１におけるＩＯＣＢのコンテンツ（８ＱＷ）を
含む。次いで、この出力ステータスハンドラが終了する。
【０１５６】
　入力Ｘｆｅｒレディハンドラ機能は、ターゲットデバイスからＳＰ－入力に送信された
ｘｆｅｒＲｄｙフレームを処理するために使用される。エントリポイントは、ｆｃｐ＿ｘ
ｆｒ＿ｒｄｙ＿ｉであり、パスは、ＤＯＷＮＳＴＲＥＡＭ－ＩＮＧＲＥＳＳ－ＸＦＥＲ＿
ＲＥＡＤＹである。この機能は、ターゲットデバイスからＳＰ－入力に送信されたｘｆｅ
ｒＲｄｙフレームを処理するために使用される。
【０１５７】
　ハードウエアクラシファイアは、ＶＳＸプログラム可能なＥタイプ（ＸＦＲＲＤＹ－Ｉ
）に基づいてこの機能を促進する。入力は、データプール（６４バイト）におけるコマン
ドフレームの一部を含む。
【０１５８】
　入力Ｘｆｅｒレディハンドラ機能は、ＩＯＣＢアドレスを確証すること（受信されたフ
レームにおいて戻されたＳＰ＿Ｈａｎｄｌｅ）、およびＩＯＣＢコンテンツをＳｃｒａｔ
ｃｈＭｅｍ１（８ＱＷ）に読み出すために機能する。フレームコンテンツは、以下のフィ
ールドをチェックすることによってＩＯＣＢコンテンツに整合される。そのフィールドは
、ＳＰ＿Ｑｕａｌｉｆｉｅｒ、Ｆｒａｍｅ＿ＩＤ、ＦＣ＿Ｈａｎｄｌｅ（これが最初のデ
ータフレームではない場合）、およびルーティング情報（ｆｃｐ＿ｖａｌ＿ｒｉ＿ｉ）で
ある。
【０１５９】
　入力Ｘｆｅｒレディハンドラは、Ｄａｔａ＿ＲＯ（ＸｆｒＲｄｙペイロードにおける）
が、ＩＯＣＢ　ｒｕｎｎｎｉｎｇ－ｂｙｔｅ－ｃｎｔと同じであり、他の場合では、ＦＣ
Ｐエラーハンドラ（ｆｃｐ＿ｉｎｖａｌｉｄ＿ｘｆｒｄｙ）を呼び出すことをさらに確認
する。入力Ｘｆｅｒレディハンドラはまた、ＦＣ＿ＨａｎｄｌｅをＩＯＣＢに保存し（最
初のデータフレーム上に）、ＩＯＣＢ　ｘｆｒｄｙをＢＵＲＳＴ＿ＬＥＮ（ＸｆｒＲｄｙ
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ペイロードにおける）を用いて更新し、そしてフレームＩＤ、ｐｅｅｒ＿Ｈａｎｄｌｅ、
およびｐｅｅｒ＿Ｑｕａｌｉｆｉｅｒを更新する。入力Ｘｆｅｒレディハンドラは、ｘｆ
ｅｒＲｄｙフレームを他のＲａｉｎｉｅｒ（Ｉｎｉｔｉａｔｏｒ－Ｒａｉｎｉｅｒ）に送
信するためにＦＣＰを呼び出し（ｆｃｐ＿ｓｎｄ＿ｘｆｒ＿ｒｄｙ＿ｉ）、Ｓｃｒａｔｃ
ｈＭｅｍ１からＥ－ＤＳに、更新されたＩＯＣＢ情報を放流し得、次いで終了する。
【０１６０】
　出力Ｘｆｅｒレディハンドラの機能は、ターゲットＲａｉｎｉｅｒからＳＰ－入力に送
信されたｘｆｅｒＲｄｙフレームを処理するために使用される。エントリポイントは、ｆ
ｃｐ＿ｘｆｒ＿ｒｄｙ＿ｅであり、パスは、ＵＰＳＴＲＥＡＭ－ＥＧＲＥＳＳ－ＸＦＥＲ
＿ＲＥＡＤＹである。このハードウエアクラシファイアは、｛ｉＵＣｎＭＣ，ＦＨＥ，お
よびＦＨＦ）に基づいたこの機能を促進する。入力は、データプール（３２バイト）にお
けるデータフレームの一部を含む。
【０１６１】
　出力Ｘｆｅｒレディハンドラによって実行された機能は、ＩＯＣＢアドレスを確証する
こと（受信されたフレームにおける送られるｐｅｅｒＯｒＰＨａｎｄｌｅ）、およびＩＯ
ＣＢコンテンツをＳｃｒａｔｃｈＭｅｍ１（８ＱＷ）に読み出すことを含む。このフレー
ムコンテンツは、以下のフィールドをチェックすることによってＩＯＣＢコンテンツに整
合される。そのフィールドは、Ｏｗｎ＿Ｑｕａｌｉｆｉｅｒ、Ｆｒａｍｅ＿ＩＤ、Ｐｅｅ
ｒ＿ＨａｎｄｌｅおよびＰｅｅｒ＿Ｑｕａｌｉｆｉｅｒ（これが最初のデータフレームで
はない場合）、およびルーティング情報（これが最初のデータフレームではない場合）（
ｆｃｐ＿ｖａｌ＿ｒｉ＿ｅ）である。
【０１６２】
　出力Ｘｆｅｒレディハンドラはまた、Ｐｅｅｒ＿Ｈａｎｄｌｅ、Ｐｅｅｒ＿Ｑｕａｌｉ
ｆｉｅｒ、およびＩＯＣＢへのソースルーティング情報（最初のデータフレーム上に）を
保存し、ソースおよび宛先ルーティング情報を交換し、Ｄａｔａ＿ＲＯ（ＸｆｒＲｄｙペ
イロードにおける）は、ＩＯＣＢ　ｒｕｎｎｎｉｎｇ－ｂｙｔｅ－ｃｎｔと同じであり、
他の場合では、ＦＣＰエラーハンドラ（ｆｃｐ＿ｉｎｖａｌｉｄ＿ｘｆｒｄｙ）を呼び出
すことを確認する。出力Ｘｆｅｒレディハンドラは、ＩＯＣＢ　ｘｆｒｄｙをＢＵＲＳＴ
＿ＬＥＮ（ＸｆｒＲｄｙペイロードにおける）を用いて更新し、そしてＦＣ＿Ｈａｎｄｌ
ｅ、ＳＰ＿Ｈａｎｄｌｅ、ＳＰ＿Ｑｕａｌｉｆｉｅｒ、ｆｒａｍｅ＿ＩＤ、Ｐｏｒｔ＿Ｈ
ａｎｄｌｅ、Ｐｏｒｔ＿Ｎｕｍｂｅｒ、およびフレーム制御フィールドを更新する。この
出力Ｘｆｅｒレディハンドラは、ｘｆｅｒＲｄｙフレームを初期化デバイスに送信するた
めにＦＣＰを呼び出し（ｆｃｐ＿ｓｎｄ＿ｘｆｒ＿ｒｄｙ＿ｅ）、ＳｃｒａｔｃｈＭｅｍ
１からＥ－ＤＳに、更新されたＩＯＣＢ情報を放流し、次いで終了する。
【０１６３】
　入力送信コマンドハンドラの機能は、更新されたフレームおよびＩＯＣＢのコンテンツ
をＩ－ＤＳおよびＥ－ＤＳそれぞれに放流するために使用される。次いで、Ｉ－ＥＤＳに
対するこのフレームにキューを入れる。このエントリポイントは、ｆｃｐ＿ｓｎｄ＿ｃｍ
ｄ＿ｉであり、そのパスは、ＵＰＳＴＲＥＡＭ－ＩＮＧＲＥＳＳ－ＣＯＭＭＡＮＤである
。呼び出し側は、ＳＭである。
【０１６４】
　入力は、データプール（有効な情報を含むＱＷの量は、予め定義されかつ補償されるべ
きである）におけるフレームのコンテンツ、ＳｃｒａｔｃｈＭｅｍ１における更新された
ＩＯＣＢのコンテンツ（有効な情報を含むＱＷの量は、予め定義されかつ補償されるべき
である）を含み、構築されたＥタイプ、コマンドペイロード、宛先情報を含む。他の入力
は、ＩＯＣＢを含む。ＴＢ０は、ｗ２８に格納され、ｗ２２に格納されたコマンドフレー
ムを含む第２のＩ－ＤＳバッファの識別は、ｗ２２に格納される。
【０１６５】
　入力送信コマンドハンドラによって実行される機能は、データプールからＩ－ＤＳへの
更新された情報を放流すること、およびＦＣＢページ｛ｉＵＣｎＭＣ，ＦＨＦ，ＦＨＥ｝
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を設定し、Ｉ－ＥＤＳに対するフレームにキューを入れるターゲットへのフレームを送信
することを含む。この入力送信コマンドハンドラはまた、ＳｃｒａｔｃｈＭｅｍ１からＥ
－ＤＳに、更新されたＩＯＣＢ情報を放流する。
【０１６６】
　出力送信良好ステータスハンドラ機能は、更新されたフレームをＥ－ＤＳに放流し、Ｅ
－ＥＤＳに対するフレームにキューを入れるために使用される。このエントリポイントは
、ｆｃｐ＿ｓｎｄ＿ｇｄｓｔｓ＿ｅであり、そのパスは、ＵＰＳＴＲＥＡＭ－ＥＧＲＥＳ
Ｓ－ＳＴＡＲＵＳである。呼び出し側は、ＳＭである。入力はデータプール内のフレーム
のコンテンツを含み、そのステータスペイロードおよび宛先情報が構築されている。
【０１６７】
　出力送信良好ステータスハンドラの機能は、ＦＣフレーム（ＦＣ＿Ｈａｎｄｌｅ、ＳＰ
＿Ｈａｎｄｌｅ、ＳＰ＿Ｑｕａｌｉｆｉｅｒ、ｆｒａｍｅ＿ＩＤ、ＦＣ＿Ｐｏｒｔ＿Ｈａ
ｎｄｌｅ、およびＰｏｒｔ＿Ｎｕｍｂｅｒ）の改変を含む。この機能は、ルーティング情
報を交換する必要はない。なぜなら、ｆｃｐ＿ｖａｌ＿ｒｉ＿ｅ（）は、それをすでに行
ったためである。出力送信良好ステータスハンドラはまた、更新された情報を、データプ
ールからＥ－ＤＳに放流する（データプールにおける第２のＱＷから開始する３ＱＷ）。
このフレームは、ＦＣＢページ｛ＱＩＤ｝を設定し、Ｅ－ＥＤＳに対するフレームにキュ
ーを入れるためにＩｎｉｔｉａｔｏｒ／Ｈｏｓｔに送信される。
【０１６８】
　出力送信不良ステータスハンドラ機能は、更新されたフレームをＥ－ＤＳに放流するた
めに使用され、Ｅ－ＥＤＳに対するフレームにキューを入れる。エントリポイントは、ｆ
ｃｐ＿ｓｎｄ＿ｂａｄｓｔｓ＿ｅであり、パスは、ＵＰＳＴＲＥＡＭ－ＥＧＲＥＳＳ－Ｓ
ＴＡＲＵＳである。呼び出し側は、ＳＭである。入力はデータプール内のフレームのコン
テンツを含み、そのステータスペイロードおよび宛先情報が構築され、そしてバイトにお
ける応答ペイロードのサイズはｗ２０を介して送られる。
【０１６９】
　出力送信不良ステータスハンドラの機能は、ＦＣフレーム（ＦＣ＿Ｈａｎｄｌｅ、ＳＰ
＿Ｈａｎｄｌｅ、ＳＰ＿Ｑｕａｌｉｆｉｅｒ、ｆｒａｍｅ＿ＩＤ、ＦＣ＿Ｐｏｒｔ＿Ｈａ
ｎｄｌｅ、およびＰｏｒｔ　Ｎｕｍｂｅｒ）を改変することを含む。この機能が、ルーテ
ィング情報を交換する必要はない。なぜなら、ｆｃｐ＿ｖａｌ＿ｒｉ＿ｅ（）は、それを
すでに行ったためである。更新された情報は、データプールからＥ－ＤＳに放流される（
データプールからＥ－ＤＳに放流される必要があるＱＷの数を計算するために、ＳＭによ
って送られた応答ペイロードのサイズに基づく）。フレームは、ＦＣＢページ｛ＱＩＤ｝
を設定し、Ｅ－ＥＤＳに対するフレームにキューを入れるためにＩｎｉｔｉａｔｏｒ／Ｈ
ｏｓｔに送信される。
【０１７０】
　出力送信新ステータスハンドラ機能は、新しいステータスフレームを構築するため、お
よびホストに送信するために使用される。エントリポイントは、ｆｃｐ＿ｓｎｄ＿ｎｅｗ
＿ｓｔｓ＿ｅであり、パスは、ＵＰＳＴＲＥＡＭ－ＥＧＲＥＳＳ－ＳＴＡＲＵＳである。
呼び出し側は、ＳＭである。
【０１７１】
　入力は、データプール（有効な情報を含むＱＷの量は、予め定義されかつ補償されるべ
きである）におけるフレームのコンテンツを含み、そのステータスペイロードおよび宛先
情報が構築され、バイトでの応答ペイロードのバイトのサイズがｗ２０を介して送られる
。
【０１７２】
　出力送信新ステータスハンドラの機能は、ＦＣフレーム（ＰＯＳ＿Ｈｅａｄｅｒ、プロ
トコル、ＦＣ＿Ｈａｎｄｌｅ、ＳＰ＿Ｈａｎｄｌｅ、ＳＰ＿Ｑｕａｌｉｆｉｅｒ、ｆｒａ
ｍｅ＿ＩＤ、ＦＣ＿Ｐｏｒｔ＿Ｈａｎｄｌｅ、およびＰｏｒｔ　Ｎｕｍｂｅｒ）を改変す
ること、制御情報を設定すること、およびＰＯＳトレーラを設定することを含む。他の機



(24) JP 4457185 B2 2010.4.28

10

20

30

40

50

能は、ステータスフレームコンテンツを格納するために、新しいツインバッファを割り当
ること、重要な情報を有する新ＦＣＢページを構築すること、およびデータプールからＥ
－ＤＳへの更新された情報を放流すること（データプールからＥ－ＤＳに放流される必要
があるＱＷの数を計算するために、ＳＭによって送られた応答ペイロードのサイズに基づ
く）を含む。このフレームは、ＦＣＢページ｛ＱＩＤ｝を設定し、Ｅ－ＥＤＳに対するフ
レームにキューを入れるためにＩｎｉｔｉａｔｏｒ／Ｈｏｓｔに送信される。
【０１７３】
　放棄されたＩ－フレームハンドラ機能は、入力入来フレームを放棄するために使用され
る。このエントリポイントは、ｆｃｐ＿ｄｉｓｃａｒｄ＿ｉであり、パスは、ＸＸＸ－Ｉ
ＮＧＲＥＳＳ－ＸＸＸである。呼び出し側は、ＳＭである。放棄されたフレーム情報は、
アクティブＦＣＢページに格納されることが想定される。放棄Ｉ－フレームハンドラの機
能は、フレームに入力放棄キュー（すなわち、Ｉ－ＤＤＱ）に対するキューを入れること
である。
【０１７４】
　放棄Ｅ－フレームハンドラ機能は、出力入来フレームを放棄するために使用される。こ
のエントリポイントは、ｆｃｐ＿ｄｉｓｃａｒｄ＿ｅであり、パスは、ＸＸＸ－ＥＧＲＥ
ＳＳ－ＸＸＸである。呼び出し側は、ＦＣＰである。放棄されたフレーム情報は、アクテ
ィブＦＣＢページに格納されることが想定される。放棄Ｅ－フレームハンドラは、フレー
ムに入力出力放棄キュー（すなわち、Ｅ－ＤＤＱ）に対するキューを入れるために機能す
ることである。
【０１７５】
　以下は、ピココード（図１２参照）によって実行されたＦＣＰ秘密インターフェースの
リストである。これは、出力送信コマンドハンドラ、入力送信データハンドラ、出力送信
データハンドラ、入力送信ステータスハンドラ、入力送信転送レディハンドラ、出力送信
転送レディハンドラ、入力送信ハンドル応答、出力フィルタＦＣフレーム、出力無効チェ
ックサム、入力有効フレームルーティング情報、出力有効フレームルーティング情報、入
力無効ＦＣフレーム情報、出力無効ＦＣフレーム情報、および放棄Ｅ－フレームハンドラ
である。
【０１７６】
　出力送信コマンドハンドラエントリポイント機能は、更新されたフレームをＥ－ＤＳに
放流し、Ｅ－ＥＤＳに対するフレームにキューを入れるために使用される。このエントリ
ポイントは、ｆｃｐ＿ｓｎｄ＿ｃｍｄ＿ｅであり、そのパスは、ＤＯＷＮＳＴＲＥＡＭ－
ＥＧＲＥＳＳ－ＣＯＭＭＡＮＤである。呼び出し側は、ＦＣＰである。
【０１７７】
　入力は、データプールにおいてフレームのコンテンツを含み、コマンドペイロードおよ
び宛先情報が構築される。ＬＭがＦＣＢページ、フレームルーティング情報、およびポー
トハンドルを準備することに対して責任があることが想定される。
【０１７８】
　出力送信コマンドハンドラエントリポイントの機能は、ソースおよび宛先ルーティング
情報を交換すること、出力フレームにおけるポート数を設定すること、およびデータプー
ルからＥ－ＥＤＳに更新された情報を放流することを含む。このフレームは、ＦＣＢペー
ジ｛ＱＩＤ｝を設定し、フレームをＥ－ＥＤＳにキューを入れるためにターゲットデバイ
スに送信される。
【０１７９】
　入力送信データハンドラ機能は、更新されたフレームをＩ－ＤＳに放流し、Ｉ－ＥＤＳ
に対するフレームにキューを入れるために使用される。エントリポイントは、ｆｃｐ＿ｓ
ｎｄ＿ｄａｔａ＿ｉであり、そのエントリパスは、ＵＰＳＴＲＥＡＭ／ＤＯＷＮＳＴＲＥ
ＡＭ－ＩＮＧＲＥＳＳ－ＤＡＴＡである。呼び出し側は、ＦＣＰである。入力は、データ
プールにおけるフレームのコンテンツを含み、データペイロードおよび宛先情報が構築さ
れる。
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【０１８０】
　入力送信データハンドラの機能は、データプールからＩ－ＤＳに更新された情報を放流
すること、ＦＣＢページ｛ｉＵＣＭＣ，ＦＨＦ，ＦＨＥ，ＴＢ，ＴＤＭＵ，ｉＤＳＵ）を
設定するため、およびＩ－ＥＤＳに対する更新されたフレームにキューを入れるために他
のＲａｉｎｉｅｒへのフレームを送信することを含む。
【０１８１】
　出力送信データハンドラ機能は、Ｅ－ＤＳに更新されたフレームを放流し、Ｅ－ＥＤＳ
に対するフレームにキューを入れるために使用される。エントリポイントは、ｆｃｐ＿ｓ
ｎｄ＿ｄａｔａ＿ｅであり、パスは、ＵＰＳＴＲＥＡＭ／ＤＯＷＮＳＴＲＥＡＭ－ＥＧＲ
ＥＳＳ－ＤＡＴＡである。呼び出し側は、ＦＣＰである。
【０１８２】
　入力は、データプールにおいてフレームのコンテンツを含み、データペイロードおよび
宛先情報が構築される。出力送信データハンドラの機能は、データプールからＥ－ＤＳに
更新された情報を放流すること、およびＦＣＢページ｛ＱＩＤ｝を設定するため、および
Ｅ－ＥＤＳに対するフレームにキューを入れるためにＩｎｔｉａｔｏｒ－Ｒａｉｎｉｅｒ
へのフレームの送信とを含む。
【０１８３】
　入力送信ステータスハンドラ機能は、Ｉ－ＤＳに更新されたフレームを放流し、Ｉ－Ｅ
ＤＳに対するフレームにキューを入れるために使用される。エントリポイントは、ｆｃｐ
＿ｓｎｄ＿ｓｔｓ＿ｉであり、パスは、ＤＯＷＮＳＴＲＥＡＭ－ＩＮＧＲＥＳＳ－ＳＴＡ
ＴＵＳである。呼び出し側は、ＦＣＰである。
【０１８４】
　入力は、データプールにおいてフレームのコンテンツを含み、ステータスペイロードお
よび宛先情報が構築される。入力送信ステータスハンドラの機能は、データプールからＩ
－ＤＳに更新された情報を放流し、ＦＣＢページ｛ｉＵＣＭＣ，ＦＨＦ，ＦＨＥ，ＴＢ，
ＴＤＭＵ，ｉＤＳＵ｝を設定し、およびＩ－ＥＤＳに対するフレームにキューを入れるた
めに、Ｉｎｔｉａｔｏｒ－Ｒａｉｎｉｅｒへのフレームを送信することを含む。
【０１８５】
　入力送信転送レディハンドラ機能は、更新されたフレームをＩ－ＤＳ放流するために使
用され、Ｉ－ＥＤＳに対するフレームにキューを入れる。エントリポイントは、ｆｃｐ＿
ｓｎｄ＿ｘｆｒ＿ｒｄｙ＿ｉであり、パスは、ＤＯＷＮＳＴＲＥＡＭ－ＩＮＧＲＥＳＳ－
ＸＦＥＲ　ＲＥＡＤＹである。呼び出し側は、ＦＣＰである。入力は、データプールにお
けるフレームのコンテンツである。入力送信転送レディハンドラは、データプールからＩ
－ＤＳに更新された情報を放流し、ＦＣＢページ｛ｉＵＣＭＣ，ＦＨＦ，ＦＨＥ，ＴＢ，
ＴＤＭＵ，ｉＤＳＵ｝を送信し、Ｉ－ＥＤＳに対するフレームにキューを入れるために機
能する。
【０１８６】
　出力送信転送レディハンドラ機能は、更新されたフレームをＥ－ＤＳに放流し、Ｅ－Ｅ
ＤＳに対するフレームにキューを入れるために使用される。このエントリポイントは、ｆ
ｃｐ＿ｓｎｄ＿ｘｆｒ＿ｒｄｙ＿ｅであり、そのパスは、ＵＰＳＴＲＥＡＭ－ＩＮＧＲＥ
ＳＳ－ＸＦＥＲ　ＲＥＡＤＹである。呼び出し側は、ＦＣＰである。入力は、データプー
ルにおけるフレームのコンテンツである。出力送信転送レディハンドラの機能は、データ
プールからＥ－ＤＳに更新された情報の放流、およびＦＣＢページ｛ＱＩＤ｝を設定し、
Ｅ－ＥＤＳに対するフレームにキューを入れるために、Ｉｎｔｉａｔｏｒ－Ｒａｉｎｉｅ
ｒへのフレームの送信を含む。
【０１８７】
　入力送信ハンドル応答機能は、再度Ｉｎｔｉａｔｏｒ　Ｒａｉｎｉｅｒにコマンドハン
ドルを送るためにターゲットＲａｉｎｉｅｒによって使用される。このエントリポイント
は、ｆｃｐ＿ｓｎｄ＿ｈｎｄｌ＿ｒｅｓｐ＿ｉであり、そのパスは、ＤＯＷＮＳＴＲＥＡ
Ｍ－ＩＮＧＲＥＳＳ－ＣＯＭＭＡＮＤである。呼び出し側は、ＦＣＰである。入力は、デ
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ータプールにおけるフレームのコンテンツである（６ワード）。
【０１８８】
　入力送信ハンドル応答の機能は、Ｉ－ＤＳバッファをリースすること、ハンドル応答フ
レームを構築すること、およびＦＣＢページ２｛ｉＵＣＭＣ，ＦＨＦ，ＦＨＥ，ＴＢ，Ｔ
ＤＭＵ，ＷＢＣ｝を設定し、Ｉ－ＥＤＳに対するフレームにキューを入れるために、Ｉｎ
ｔｉａｔｏｒ－Ｒａｉｎｉｅｒへのフレームの送信を含む。
【０１８９】
　出力フィルタＦＣ－フレーム機能は、出力入来フレームを有効にするために使用される
。このエントリポイントは、ｆｃｐ＿ｆｉｌｔｅｒ＿ｆｃｐ＿ｅｆｒｍであり、そのパス
は、ＸＸＸ－ＥＧＲＥＳＳ－ＸＸＸである。呼び出し側は、ＦＣＰである。この入力は、
データプール（コマンドフレームに対して６ＱＷ／他のものに対して４ＱＷ）におけるフ
レームのコンテンツである。出力フィルタＦＣフレームの機能は、チェックサムを実行す
ることを含み、全てがオーケーである場合呼び出し側に戻し、他の場合では、エラーイベ
ントハンドラーを呼び出す（ｆｃｐＩｎｖａｌＣｈｅｃｋＳｕｍＥｆｒｍ）。
【０１９０】
　出力無効チェックサム機能は、任意の出力フレーム上のチェックサムエラーを処理する
ために使用される。エントリポイントは、ｆｃｐＩｎｖａｌＣｈｅｃｋＳｕｍＥＦｒｍで
ある。呼び出し側はＦＣＰである。出力無効チェックサムの機能は、エラーをログするこ
と、およびフレームを放棄することを含む（すなわち、Ｅ－ＤＤＱに対するフレームにキ
ューを入れる）。
【０１９１】
　入力有効フレームルーティング情報機能は、フレームルーティング情報を有効にするた
めに使用される。エントリポイントは、ｆｃｐ＿ｖａｌ＿ｒｉ＿ｉである。呼び出し側は
、ＦＣＰである。入力は、データプールにおけるフレームのコンテンツおよびＳｃｒａｔ
ｃｈＭｅｍｌにおけるＩＯＣＢのコンテンツを含む。機能は、ＩＯＣＢおよび入来フレー
ム内のルーティング情報を比較すること、ミスマッチがある場合、エラーを処理するため
にｃｐＩｎｖａｌｌＦｒｍＩｎｆｏを呼び出すことを含む。
【０１９２】
　出力有効フレームルーティング情報機能は、フレームルーティング情報を有効にするた
めに使用される。エントリポイントは、ｆｃｐ＿ｖａｌ＿ｒｉ＿ｅである。呼び出し側は
、ＦＣＰである。入力は、データプールにおけるフレームのコンテンツおよびＳｃｒａｔ
ｃｈＭｅｍｌ内のＩＯＣＢのコンテンツを含む。機能は、ＩＯＣＢおよび入来フレームに
おけるルーティング情報を比較すること、ミスマッチがある場合には、エラーを処理する
ためにｆｃｐＩｎｖａｌＥＦｒｍＩｎｆｏの呼び出しと、他の場合は、フレームのルーテ
ィング情報を交換することを含む。
【０１９３】
　入力無効ＦＣフレーム情報機能は、ＩＯＣＢとフレームコンテンツとの間のミスマッチ
情報を処理するために使用される。エントリポイントは、ｆｃｐＩｎｖａｌｌＦｒｍＩｎ
ｆｏであり、呼び出し側は、ＦＣＰである。機能は、エラーのログを取ることおよびフレ
ームを放棄すること（すなわち、Ｅ－ＤＤＱに対するフレームをキューに入れる）を含む
。
【０１９４】
　出力無効ＦＣフレーム情報機能は、ＩＯＣＢとフレームコンテンツとの間のミスマッチ
情報を処理するために使用される。このエントリポイントは、ｆｃｐＩｎｖａｌｌＦｒｍ
Ｉｎｆｏであり、呼び出し側は、ＦＣＰである。機能は、エラーのログを取ることおよび
フレームを放棄すること（すなわち、Ｉ－ＤＤＱに対するフレームをキューに入れる）を
含む。
【０１９５】
　放棄Ｅ－フレームハンドラ機能は、出力入来フレームを放棄するために使用される。そ
の機能は、入力放棄キュー（すなわち、Ｅ－ＤＤＱ）に対するフレームにキューを入れる
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ことを含む。
【０１９６】
　このセクションは、ピココードサブシステムにおけるＳＣＳＩマネージャコンポーネン
ト（ＳＭ）を説明する（図１２参照）。ＳＭの主な責任は、フレームからのＳＣＳＩ特有
情報を処理することである。サーバから入ってくる各コマンドフレームに対して、ＳＭは
、ＨＬＵＮが存在するかどうかを決定する。キーを構築し、それをツリー検索エンジンに
送信するために、ＦＣ－ＬＵＮ、ＤｅｖＨａｎｄｌｅ、およびＳＰにおけるエントリポー
トを使用する。その検索が成功する場合、その結果を開始ＬＢＡおよびブロック数と共に
ＬＭに送る。他の場合は、コマンドを拒絶するか、またはそのコマンドを処理するために
ＳＰにそのコマンドを送信するかのいずれかを試みる。
【０１９７】
　ＬＭは、パス、物理ターゲット、ＬＢＡを選択し、それらを再度送る。次いで、ＳＭは
、ＣＤＢにおけるＬＢＡを改変し、コマンドをターゲットＳＰに送信するようにＦＣＰに
コマンドを送信する。
【０１９８】
　ＳＭは、動作コードクラシファイアテーブルを使用して、ＳＣＳＩコマンド上でどのよ
うに動作するかを決定する。この動作コードクラシファイアテーブルは、制御ストアメモ
リから割り当てられる２５６エレメントのアレイである。各エレメントは、複数のフラグ
を含む。
【０１９９】
　これらのフラグは以下のようである。Ｉｓ－Ｒｅａｄ－Ｏｐｃｐｄｅは、設定された場
合、動作コードが読み出すことを識別する（すなわちＲｅａｄ１０）。Ｉｓ－Ｗｒｉｔｅ
－Ｏｐｃｐｄｅは、設定された場合、動作コードが書き込むことを識別する（すなわちＷ
ｒｉｔｅ１０）。Ｉｓ－Ｒｅｓｅｒｖｅ－Ｏｐｃｐｄｅは、設定された場合、動作コード
ガ保存すること識別する（すなわちＲｅｓｅｒｖｅ６）。Ｉｓ－Ｒｅｌｅａｓｅ－Ｏｐｃ
ｐｄｅは、設定された場合、動作コードが分解することを識別する（すなわちＲｅｌｅａ
ｓｅ６）。Ｏｐｃｏｄｅ－Ｉｓ－Ａｌｌｏｗｅｄ－Ｗｉｔｈｏｕｔ－ＨＬＵＮは、設定さ
れた場合、動作コードＬＵＮが存在するかどうかを可能にされるかどうかを識別する（す
なわちＲｅｐｏｒｔ　ＬＵＮＳ）。Ｏｐｃｏｄｅ－Ｉｓ－Ａｌｌｏｗｅｄ－Ｗｉｔｈ－Ｕ
Ａ－Ｓｅｔは、設定された場合、動作コードがＬＵＮ上のユニット集中条件が設定される
ことを可能にすることを識別する（すなわちＩｎｑｕｒｙ）。Ｏｐｃｏｄｅ－Ｉｓ－Ｎｏ
ｔ－Ａｆｆｅｃｔｅｄ－Ｂｙ－Ｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎは、設定された場合、動作コード
が保存衝突によって影響されないを識別する（すなわちＲｅａｄ　Ｂｌｏｃｋ　Ｌｉｍｉ
ｔｓ）。
【０２００】
　各エレメントにおけるフラグは、テーブル内のその位置に従って初期化される。ＳＭは
、このテーブルにインデックス付けするためにコマンドフレームからのＳＣＳＩ動作コー
ドを使用する。テーブルからのフラグに基づいて、ＳＭは、どのコードパスを取るかを決
定し得る。動作コードクラシファイアを参照する場合、以下の式が使用される。
【０２０１】
　クラシファイアアドレス＝クラシファイア－テーブル－アドレス＋ＳＣＳＩ－動作コー
ド
　ＳＭは、複数のパブリックインターフェースを特徴とする。１つは、上流入力コマンド
（Ｅ－タイプ＝ＣＭＤ－Ｉ）である。エントリポイントは、入力側を介してサーバから入
るコマンドフレームを処理する。エントリポイントは、Ｓｍ＿ｃｍｄ＿ｉであり、ＦＣＰ
によって呼び出される。このパブリックインターフェースは、データプール（９６バイト
）におけるコマンドフレーム、ｗ２８におけるＩＯＣＢアドレス、ｗ３０におけるＩＯＣ
Ｂステージング領域アドレス、およびＳｃｒａｔｃｈ１におけるＩＯＣＢを期待する。こ
のパブリックインターフェースはまた、コマンドフレーム（上流ハンドル）において満た
されるべき自己ハンドル、ならびにＩＯＣＢにおいて保存される自己およびピアＦＣ－Ｉ
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Ｄを期待する。
【０２０２】
　上流入力コマンドによって取られたステップは、ｈｌｕｎ（ＤｅｖＨａｎｄｌｅ、ＦＣ
ＬＵＮ、Ｐｏｒｔ）の検索を開始およびコマンドフレームからの情報を翻訳することを含
み、必要ならば、ＬＢＡ、複数のブロック数、全体のバイトカウント、およびデータ方向
を含むＩＯＣＢにこれらの情報を保存する。他のステップは、実行バイトカウントを初期
化すること、検索結果（ＴＳＲ０において予測された）を獲得すること、ｈｌｕｎが存在
しない場合、ｓｍ＿ｎｏ＿ｈｌｕｎ＿ｈａｎｄｌｅｒを呼び出すこと、動作コードが読み
出されず、または書き込まれない場合、ｓｍ＿ｎｏ＿ｒｄｗｒ＿ｈａｎｄｌｅｒを呼び出
すことを含む。ＬＭに送られた値は、ｗ２４におけるＶｌｕｎ　ＬＢＡ、ｗ１６における
Ｒ２０　０＝ＣｏｍｍａｎｄがＲｅａｄ／Ｗｒｉｔｅではないブロックの数、およびＴＳ
Ｒ０における検索結果を含む。
【０２０３】
　選択された別のステップは、ｌｍ＿ｃｍｄ＿ｉを含む。ＬＭからの予測された戻り値は
、ｗ２４におけるＰｌｕｎ　ＬＢＡ、ｗ２６におけるブロックの数、ｒ２０におけるステ
ータスコード、ｒ１８におけるネイティブデバイス（０＝ネイティブデバイス）フラグ、
ｒ２１におけるターゲットデバイスＦＣ－ＬＵＮ、ＦＣＢページおよびＩＯＣＢにおいて
満たされたターゲットブレード、ならびにコマンドフレームにおいて満たされたＰｌｕｎ
Ｈａｎｄｌｅを含む。
【０２０４】
　ネイティブデバイスでない場合、ＬＢＡ、およびＣＤＢにおけるブロックの数（データ
プールメモリ）が改変される。他のステップは、コマンドフレームにおいてターゲットデ
バイスＦＣ－ＬＵＮで満たすこと、ｅタイプをＣＭＤ－Ｅに設定すること、ポートアクテ
ィブキューに対するＩＯＣＢにキューを入れること、そしてターゲットＳＰにコマンドを
送信するためにｆｃｐ＿ｓｎｄ＿ｃｍｄ＿ｉを呼び出すことを含む。ＦＣＰは、データプ
ールをＩ－ＤＳに、およびスクラッチ１をＣＳに更新する。
【０２０５】
　別のパブリックインターフェースは、下流ＳＰを介して出力側から入るターゲットデバ
イスからステータスフレームを処理する上流出力ステータス（Ｅ－Ｔｙｐｅ－Ｓｔａｔ－
Ｅ）である。このエントリポイントは、Ｓｍ＿ｓｔａｔｕｓ＿ｅであり、呼び出し側はＦ
ＣＰである。
【０２０６】
　このインターフェースは、データプール（６４バイト）におけるＦＣ応答フレーム、ｗ
２８におけるＩＯＣＢアドレス、スクラッチ１におけるＩＯＣＢを予測する。選択された
ステップは、ｆｃｐ＿ｄｉｓｃａｒｄ＿ｅを呼び出し、ステータスが最後の子に由来しな
い場合に戻り、必要な場合、データプールにおいて応答コードを改変し、ポートアクティ
ブキューからＩＯＣＢをキューから外し、サーバにステータスフレームを送信するために
ｆｃｐ＿ｓｎｄ＿ｓｔｓ＿ｅを呼び出し、ＩＯＣＢをフリープールに戻すことを含む。
【０２０７】
　以下のパブリックインターフェースは、ＳＭを含まない。すなわち、下流出力コマンド
（Ｅ－Ｔｙｐｅ＝ＣＭＤ－Ｅ）、下流入力データ（Ｅ－Ｔｙｐｅ＝Ｄａｔａ－Ｉ）、上流
出力データ（Ｅ－Ｔｙｐｅ＝Ｄａｔａ－Ｅ）、および下流入力読み出しステータス（Ｅ－
Ｔｙｐｅ＝Ｓｔａｔ－Ｉ）である。
【０２０８】
　ＳＣＳＩマネージャは、２つの内部インターフェースを有する。すなわち、ｓｍ＿ｎｏ
＿ｈｌｕｎ＿ｈａｎｄｌｅｒおよびｓｍ＿ｎｏ＿ｒｄｗｒ＿ｈａｎｄｌｅｒである。
【０２０９】
　ｓｍ＿ｎｏ＿ｈｌｕｎ＿ｈａｎｄｌｅｒエントリポイントは、現存しないｈｌｕｎを目
標とするコマンドフレームを処理し、これはＳＭによって呼び出される。このインターフ
ェースは、データプール（９６バイト）におけるコマンドフレーム、ｗ２８におけるＩＯ
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ＣＢアドレス、ｗ３０におけるＩＯＣＢステージング領域アドレス、およびスクラッチ１
におけるＩＯＣＢを予測する。
【０２１０】
　選択されたステップは、動作コードがＥ４０５によって処理される必要がある場合（す
なわち、照会、レポートＬＵＮ）、ｓｍ＿ｎｏ＿ｒｄｗｒ＿ｈａｎｄｌｅｒを呼び出すこ
と、Ｉ－ＤＳバッファを放棄するためのｆｃｐ＿ｄｉｓｃａｒｄ＿ｉを呼び出すこと、デ
ータプールにおけるステータスペイロードを構築すること、そしてｆｃｐ＿ｓｎｄ＿ｎｅ
ｗ＿ｓｔｓ＿ｅを呼び出すことを含む。なお、ＦＣＰは、新しいツインバッファを割り当
て、新しいＦＣＢページを構築し、そしてフレームをサーバに送信する。
【０２１１】
　ｓｍ＿ｎｏ＿ｒｄｗｒ＿ｈａｎｄｌｅｒエントリポイントは、読み出しまたは書き込み
以外のコマンドフレームを処理し、ＳＭによって呼び出される。このインターフェースは
、データプール（９６バイト）におけるコマンドフレーム、ｗ２８におけるＩＯＣＢアド
レス、ｗ３０におけるＩＯＣＢステージング領域アドレス、およびスクラッチ１における
ＩＯＣＢを予測する。
【０２１２】
　選択されたステップは、Ｉ－ＤＳバッファを放棄するためにｆｃｐ＿ｄｉｓｃａｒｄ＿
ｉを呼び出すこと、ポートアクティブキューのためにＩＯＣＢにキューを入れること、お
よびコマンドを処理するためにＳＰに送信することを含む。
【０２１３】
　このセクションは、ピココードシステム（図１２を参照）におけるＬｕｎ　Ｍａｎａｇ
ｅｒコンポーネントを説明する。ＬＭサブシステムは、仮想リクエストを物理リクエスト
に分解することを担っている。ＬＭサブシステムは、サーバからのリクエストにおける開
始ＬＢＡおよびブロックの数を参照し、デバイスがネイティブデバイスかまたは仮想デバ
イスかどうかを決定する。
【０２１４】
　ＬＭサブシステムはまた、開始ＬＢＡおよび物理リクエストのブロックの数を識別し、
必要な場合、仮想リクエストをいくつかの物理ＩＯに分解する。このＬＭサブシステムは
、新しい物理リクエストが送信されるべき場所を決定する。
【０２１５】
　ｅ４０５／Ｉｃ４４０（仮想サーバカード）上のテーブルに保持された情報は、ＳＰ上
でその全体において複製される必要はない。なぜならＳＰは、コマンドの小さいサブセッ
トを処理するだけであり、ＴＳＥ上のリーフサイズ制限のためである。多くのバイトフィ
ールドおよびハーフワードフィールドは、このツリー検索メモリにアクセスする場合、サ
イクルを保存するために、３２ビットワードにマージされている。次いで、このワードフ
ィールドは、ピココードによって分解されなければならない。これは高速である。なぜな
ら、各パイコスレッドは、その自己レジスタセットを有するためである。ＴＳメモリを用
いると、他のスレッドからの競合が存在する。
【０２１６】
　ＨＬＵＮ構造は、サーバとＶＬＵＮを結合する。このＨＬＵＮエントリは、ＶＬＵＮｋ
ｅｙ、ＳＥＲＶＥＲｋｅｙを含む。ツリー検索ルックアップがリーフを生成しない場合、
これは、このサーバがリクエストされたＬＵＮを見るように割り当てられないことを意味
する。ＨＬＵＮを生成するためにＴＳＥに供給されたキーは、コマンドのソースポート、
ＦＣＬＵＮ、およびメッセージヘッダからのＤｅｖＨａｎｄｌｅである。
【０２１７】
　ＨＬＵＮはサーバＬＵＮとＶＳＸ　ＶＬＵＮとの間の結合である。サーバｐｄｅｖｐａ
ｔｈのためのキーは、サーバ構造を参照するために使用される。ＶＬＵＮのためのキーは
、ＶＬＵＮ構造を参照するために使用される。
【０２１８】
　ＨＬＵＮリーフ構造は、以下のように示される。
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【０２１９】
【数１】

　上記で示された構造は、ＳＰツリーメモリにおけるリーフデータとして格納されるもの
である。このリーフは、ＤｅｖＨａｎｄｌｅの検索、コマンドＦＣＬＵＮ、およびポート
数を介して見出される。ｖｌｕｎＫｅｙフィールドは、ＶＬＵＮリーフを検索するための
キーとして使用される。ｉｎｉｔｉａｔｏｒＫｅｙフィールドは、イニシエータＰＤＥＶ
ＰＡＴＨリーフを検索するためのキーとして使用される。フラグフィールドの意図が使用
され、保存、ゾーニング、およびｕａ２９を示すために使用される。ｆｃａＰｏｒｔＮｐ
Ｐｏｒｔフィールドは、リクエストが来た場所のソースＦＣＡＳＩＣポート識別子（上部
２ビット）およびソースＳＰポート（ＤＤｐｐｐｐにおける下部６ビット）フォーマット
である。
【０２２０】
　ＶＬＵＮリーフは、その構成と共にＶＬＵＮに関する情報を含む。ＶＬＵＮは、ＰＬＵ
Ｎのセクションから構成され得る。このセクションは、スライスとして公知である。
【０２２１】
　ＶＬＵＮは、ＶＬＵＮが構成されるものを説明する構造である。このＶＬＵＮは、以下
の特徴を含む。ＬＵＮタイプは、仮想ＶＳＸデバイスであってもよいしネイティブデバイ
スであってもよい。状態は、ＶＬＵＮの状態を示す。全体のブロックは、ＶＬＵＮに関す
る複数のブロックの数を示す。ブロックサイズは、バイト／ブロックの数を示す。
【０２２２】
　ＶＬＵＮはまた、そのスライスに関する情報を含む。ＶＬＵＮは、多くのＰＬＵＮを含
み得る。各コンポーネントはスライスと呼ばれる。この保持されたスライス情報は、以下
のものを含む。ＳＬＩＣＥ＿ＥＮＤは、ＶＬＵＮに関するスライスの末端である。ＳＬＩ
ＣＥ＿ＯＦＦＳＥＴは、ＰＬＵＮ内部のオフセットである。ＳＬＩＣＥ＿ＢＬＫＳは、ス
ライス内部のブロックの数である。ＰＬＩＮ＿ＫＥＹは、ＰＬＵＮを検索するためのキー
である。このキーは、スライスに関する。
【０２２３】
　スライスは、ＶＬＵＮ構造の一部として保持される。このピココードは、ＩＯがどのＰ
ＬＵＮに行くのかを決定するためにスライスを介して移動する。これに関して、３つまで
のスライスのみの余地があり得る。
【０２２４】
　一旦、ＶＬＵＮリーフがツリー検索から生成されると、ピココードが、どのスライスが
リクエストに含まれるかを見るためにスライスを移動させる。一旦正確なスライスが識別
されると、ＬＭは、リクエストの新しい開始ＬＢＡを計算し、ｗｋｓを更新するために、
ｓｌｉｃｅＯｆｆｓｅｔを使用する。スライス境界を横切るリクエストが処理され得、Ｌ
Ｍはまた、リクエストされたブロックを計算し得る。
【０２２５】
　同時に、ＰＬＵＮに対する検索は、スライスにおけるｐＬｕｎＫｅｙを使用して開始さ
れる。これは、ＰＬＵＮリーフを生成する。
【０２２６】
　ＶＬＵＮからスライスを分離するために、ローピングを有するＬＰＭ検索機構が使用さ
れ得る。スライスへの検索は、スライステーブルにおいてリーフを生成する、コマンド開
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始ブロックアドレスを有するＶＬＵＮキーを使用する。次いでピココードは、ローピング
サービスによって提供されるリンクしながら、リーフ内の次のエレメントのアドレスを移
動させることによって次のスライスに行き、リンクはローピングサービスにおいて提供さ
れる。
【０２２７】
　ＶＬＵＮリーフ構造は以下のとおりである。
【０２２８】
【数２】

　上記で示された構造は、ＳＰツリー検索メモリにおけるリーフデータとして格納される
ものである。このリーフは、ＨＬＵＮに見出されたｖｌｕｎＫｅｙから見出される。ｖＴ
ｙｐｅフィールドは、ＶＬＵＮが、ネイティブデバイス、連結、区分、ミラーまたはスト
ライプであるかどうかを識別する。ｓｃｓｉＤｅｖＴｙｐｅは、デバイスがＤＩＳＫ、Ｔ
ＡＰＥ、ＳＡＣＬ等であるかどうかを識別する。状態フィールドは、ＶＬＵＮの状態を示
し、０値は、それが動作的であることを識別する。ｔｏｔａｌＢｌｋｓフィールドは、Ｖ
ＬＵＮの全体の能力を特定し、このフィールドは、リクエストの束縛（ｂｏｕｎｄ）をチ
ェックするためにピココードによって使用される。このｂｌｋＳｉｚｅフィールドは、Ｖ
ＬＵＮに対してバイト／ブロックであり、リクエストバイト数を計算するために使用され
得る。
【０２２９】
　ＶＬＵＮにおいて３つのスライスが存在し、ＶＬＵＮが３つの物理デバイスから構成さ
れることを可能にする。単一のスライスにおけるフィールドは、以下のように示される。
【０２３０】
　ｓｌｉｃｅＥｎｄフィールドは、スライスにおけるＶＬＵＮのブロック数を終了するこ
とである。ｓｌｉｃｅＯｆｆｓｅｔフィールドは、スライス中のＰＬＵＮへのオフセット
である。ｓｌｉｃｅＢｌｋｓフィールドは、スライス中のブロックの数である。ｐｌｕｎ
Ｋｅｙフィールドは、そのスライスが関連付けられるＰＬＵＮを検索するために使用され
る。
【０２３１】
　ＰＬＵＮｕｐテーブルは、ＰＬＵＮを検索するために上流ＳＰ上で使用される。下流Ｓ
Ｐによって使用されたＰＬＵＮｄｏｗｎテーブルが存在する。このＰＬＵＮｄｏｗｎテー
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ブルは、より小さいリーフサイズを含む。
【０２３２】
　ＰＬＵＮリーフは、以下の情報を含む。ＬｕｎＮｕｍｂｅｒは、物理的ｌｕｎ数である
。このブロックサイズは、物理ＬＵＮのためのバイト／ブロックである。ターゲットＤＭ
Ｕは、どのＤＭＵにこのリクエストを下流に送信するか、２つの出力データ格納が存在す
るために重要であるかを特定するフィールドである。ＤＳ０／１に関する限り、ＤＳ０は
、ＤＭＵ　Ａ／Ｂに接続され、ＤＳ１は、ＤＭＵ　Ｃ／Ｄに接続される。このターゲット
ＤＳフィールドは、出力側上のどのＤＳにリクエストを送信するかを特定する。このター
ゲットブレードフィールドは、リクエストのターゲットブレード数を特定する。
【０２３３】
　ＰＬＵＮリーフはまた、キーがＰＬＵＮまたはＰＤＥＶＰＡＴＨの検索のために使用さ
れるかどうかを特定する下流ＬＩＤを含む。下流ＬＩＤは、ＰＬＵＮまたはＰＤＥＶＰＡ
ＴＨを検索するために下流ＳＰにより用いられるキーである。ＭＳＢは、キーがＰＬＵＮ
またはＰＤＥＶＰＡＴＨを検索するために使用されるかどうかを特定する。下流ＳＰは、
デバイスに対する複数のパスを有する場合、このキーはＰＬＵＮを検索するために使用さ
れ、他の場合は、ＰＤＥＶＰＡＴＨを検索するために使用される。
【０２３４】
　ＬＭは、ＶＬＵＮリーフにおけるｐｌｕｎＫｅｙを用いてＰＬＵＮリーフを検索する。
このリーフから、ＬＭは、物理ｆｃｌｕｎフィールドを用いてレジスタを更新し、パスを
選択した後、ＦＣＢページＴＢフィールドを更新し、ＦＣＢページターゲットＤＭＵ／Ｄ
ＳＵフィールドを更新し、そしてＰａｔｈＬＩＤを用いてイーサネット（Ｒ）封入ヘッダ
ーを更新し得る。
【０２３５】
　ＰＬＵＮリーフ構造は、以下のようである。
【０２３６】
【数３】

　ｌｕｎＮｕｍフィールドは、ポートの後ろにあるＬＵのＬＵ数である。ｔｏｔａｌＢｌ
ｋｓは、ＬＵにおける全体のブロックである。ｂｌｋＳｉｚｅは、ＬＵのブロックサイズ
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である。ｐｒｅｆＰａｔｈフィールドは、どのパスを使用するかについてのインジケータ
であり、静的パスの選択である。パスが変更されることを必要とする場合、ＳＭＳは、フ
ィールドを更新する。ｐａｔｈＳｔフィールドは、パスの状態を示すために使用される。
ｐａｔｈＰｏｒｔＤｍｕＤｓｕは、ターゲットブレードＤＭＵおよびＤＳＵを示すために
使用され、ＦＣＢページレジスタをプログラムする場合に使用される。
【０２３７】
　ｂｌａｄｅＱｉｄフィールドは、ターゲットブレードおよびソースＱＩＤの連結である
。ＱＩＤは、ソースルーティング情報にプログラムされ、応答が出力側に戻る場合にＦＣ
Ｂページにプログラムするために使用され得る。
【０２３８】
　ｐａｔｈＬｉｄフィールドは、下流ＳＰの検索として使用される。ｐａｔｈＬｉｄにお
いて、ＭＳｂｉｔは、デバイス下流に対する複数のパスが存在するかどうかを示す。ＭＳ
ｂｉｔがクリアである場合、単一パスのみが存在する。次いでこのｐａｔｈＬｉｄは、ｐ
ｄｅｖｐａｔｈ下流を検索するために使用される。ＭＤｂｉｔが設定される場合、ルック
アップは、ＰＬＵＮを検索する。
【０２３９】
　上流側では、ＬＭは、イーサネット（Ｒ）封入ヘッダーのＬＬＣフィールドを調べ、Ｌ
ＩＤを抽出する。このＬＩＤは、ＰＬＵＮｄｏｗｎリーフまたはｐＤｅｖｐａｔｈリーフ
のいずれかを直接検索するために使用され得る。下流ＳＰ上でＰＬＵＮに対する多重パス
が存在する場合、ＬＩＤは、ＭＰＡＴＨビットセットを有する。次いでこのＬＩＤは、リ
ーフに対するＰＬＵＮｄｏｗｎツリーを検索するためにＴＳＥに対するキーとして使用さ
れる。ＭＰＡＴＨビットがクリアである場合、単一パスのみが存在し、ＬＩＤは、ｐＤｅ
ｖＰａｔｈツリーを直接検索するために使用される。
【０２４０】
　ＰＬＵＮｄｏｗｎリーフは、以下を含む。ｐｒｅｆＰａｔｈは、使用するのに好ましい
パスである。ｐａｔｈＳｔａｔｅは、特定のパスの状態である。ｐａｔｈＫｅｙは、ｐＤ
ｅｖＰａｔｈリーフを検索するために使用される。ＬＭは、ｐｒｅｆＰａｔｈおよびｐａ
ｔｈＳｔａｔｅフィールドを用いてパスを選択し、ｐＤｅｖＰａｔｈツリー上の検索を開
始する。
【０２４１】
　ＰＬＵＮｄｏｗｎ構造は、以下のようである。
【０２４２】
【数４】

　ＰＬＵＮｄｏｗｎ構造は、下流側上で使用される。ｐｒｅｆＰａｔｈ構造は、ＰＬＵＮ
に対する３つの可能なパスを選択するために使用される。ｐａｔｈＳｔａｔｅフィールド
は、パスの状態を示す。ｐａｔｈＫｅｙは、ｐＤｅｖｐａｔｈリーフを検索するためのキ
ーとして使用される。
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　ｐｄｅｖｐａｔｈは、ストレージまたはサーバへの物理接続を表し得る構造であるが、
物理ストレージの後ろのＬＵＮを表さない。ｐｄｅｖｐａｔｈは、以下のものを含む。
【０２４４】
　ＦＣ＿ＩＤは、サーバまたはストレージＦＣ　ｉｄである。ＭａｘＲｘＤａｔａフィー
ルドは、ストレージ／サーバが受信し得る最大フレームサイズを示す。Ｂｂｃｒｅｄｉｔ
フィールドは、サーバ／ストレージがＬＯＧＩＮプロセスの間に与えられたＢＢクレジッ
トの数である。ポートは、サーバ／ストレージが取り付けられるＳＰ上のポート数である
。
【０２４５】
　ｐＤｅｖＰａｔｈリーフは、ストレージデバイスに対するサーバまたはパスを表し得る
。サーバｐＤｅｖＰａｔｈに対するキーは、ＨＬＵＮリーフにおけるフィールドから来る
。デバイスｐＤｅｖＰａｔｈに対するキーは、下流ＳＰ上のイーサネット（Ｒ）封入ヘッ
ダーにおけるＬＩＤから来る。
【０２４６】
　ｐＤｅｖＰａｔｈリーフ構造は以下のようである。
【０２４７】
【数５】

　ｐｏｒｔＨａｎｄｌｅフィールドは、ＦＣＡＳＩＣに対して公知である物理デバイスへ
のハンドルである。ピココードが物理デバイスに対するＩＯを実行する場合、そのハンド
ルがデバイスを識別するためにＦＣＡＳＩＣにこのハンドルを送る。このポートフィール
ドは、ＤＤｐｐｐｐフォーマットにおけるＳＰポート数である。ｆｃａＰｏｒｔフィール
ドは、ＦＣ　ＡＳＩＣポートアイデンティティである。
【０２４８】
　ポート構造は、それら自身のＳＰポートに関する情報を含む。ポート構造は、ＦＣＰコ
ードによって使用されるＦＣＩＤ等の情報を含む。このポート構造は、ツリー検索メモリ
内にある。ＳＰ上に少数のポートしかないために、参照は、ポートＣＢアドレスを見出す
ためのアレイへのインデックスを用いてなされる。これは、ＴＳエンジンを用いるよりも
より高速であるべきである。
【０２４９】
　以下の段落は、どのようにしてＴＳＥ内部にあるＬＭテーブルが集められるかを示す。
【０２５０】
　ＴＳＥにおけるＬＭテーブルは、仮想サーバカードにおけるＬＭから集められるように
なる。ＶＳＣにおけるＬＭは、ピココードによって使用された構造にと類似の構造を有す
る。これらの間の差は、ピココード構造がよりコンパクトかつ集積されていることである
。
【０２５１】
　ＰＤｅｖＰａｔｈリーフ（以下の構造を参照）は、ＳＰ上の物理デバイスのために存在
し、そのデバイス上にそれが取り付けられることにより、ｐＤｅｖＰａｔｈリーフは、ス
トレージデバイスまたはイニシエータが取り付けられるＳＰ上にプログラムされる。
【０２５２】
　リーフにおけるｐＤｅｖＰａｔｈフィールドは、ＶＳＣにおけるＰＤＥＶＰＡＴＨ構造
から全体的に満たされる。
【０２５３】
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【数６】

　ｆｃａＤｅｖＨａｎｄｌｅは、ＶＳＣ（ｅ４０５とも呼ばれる）ｐｄｅｖｐａｔｈ．ｆ
ｃａＤｅｖＨａｎｄｌｅから満たされる。このフィールドは、新しいデバイスがＦＣ　Ａ
ＳＩＣによって見出された場合ｅ４０５に与えられ、ＦＣ　ＡＳＩＣによって使用された
デバイスへのハンドルである。
【０２５４】
　ｎｐＰｏｒｔは、ｅ４０５ｐｄｅｖｐａｔｈ．ｎｐＰｏｒｔから満たされる。このフィ
ールドは、２つのエレメント（ポートおよびＤＭＵ）を有し、新しいデバイスが見出され
た場合、ｅ４０５に与えられた。このｎｐＰｏｒｔフィールドは、どのＤＭＵにデバイス
が取り付けられるかを示す。ＳＰがＰＯＳフォーマットで動作しているため、ポート数は
０である。
【０２５５】
　ｆｃａＰｏｒｔＩｄは、ｅ４０５ｐｄｅｖｐａｔｈ．ｆｃＰｏｒｔＩｄから満たされる
。デバイスが発見されたＦＣＡＳＩＣポートのアイデンティティであり、「新しいデバイ
スレポート」が送信される場合、ｅ４０５に与えられる。ｐｄｅｖｐａｔｈリーフをプロ
グラムするために使用されたキーは、ｐｄｅｖｐａｔｈ．ｐｄＨａｎｄｌｅである。
【０２５６】
　ＳＰ上のＰＬＵＮＵＰリーフ（以下の構造を参照）はＳＰ上に存在し、ＳＰ上には、ホ
ストに送信されたＶＬＵＮが存在し、フレームを下流に運ぶ場所を発見するためにＳＰに
よって使用される。ｌｕｎＮｕｍは、ｅ４０５ｐｌｕｎ．ｂｌｕｋＣｏｕｎｔフィールド
から直接的に満たされ、物理デバイスの後方にＬＵ数がある。このｔｏｔａｌｂｌｋＳｉ
ｚｅは、ｅ４０５ｐｌｕｎ．ｂｌｋＣｏｕｎｔフィールドから満たされる。このｂｌｋＳ
ｉｚｅは、ｅ４０５ｐｌｕｎ．ｂｌｋＳｉｚｅから満たされる。
【０２５７】
　ＰＬＵＮＵＰリーフは、下流ＳＰへの３つのパスを含み、ｅ４０５ＰＬＵＮ構造におけ
るｐｄｅｖｐａｔｈポインタのアレイと同様である。このｐｒｅｆＰａｔｈフィールドは
、特定のパスを使用するようにピココードに命令する。この構成ｓｗは、リーフ内に正確
なインデックスで満たすためにｐｌｕｎ．ｐｒｅｆｅｒｒｅｄパスを調べる。
【０２５８】
　ｐａｔｈＳｔフィールドは、パスの状態を示すために使用される。ｅ４０５ｐｌｕｎ．
ｐａｔｈ．状態フィールドから満たされる。ｅ４０５は、このフィールドを獲得するため
にＰＬＵＮからｐｄｅｖｐａｔｈ構造を向かわせる。
【０２５９】
　ｐａｔｈＰｏｒｔＤｍｕＤｓｕは、下流ＦＣＡＳＩＣ　ｐｏｒｔＩｄ、ターゲット下流
ＤＭＵ、およびＤＳＵの組み合わせであり、ｐｌｕｎ．ｐａｔｈ．ｆｃａＰｏｒｔＩｄお
よびｐｌｕｎ．ｐａｔｈ．ｂｌａｄｅＰｏｒｔフィールドから満たされる。構成ソフトウ
エアは、ｐｌｕｎ．ｐａｔｈ．ｂｌａｄｅＰｏｒｔフィールドからＤＳＵを決定し得る。
このＤＭＵ／ＤＳＵフィールドは前もって決定されなければならない。なぜなら、ＦＣＢ
ページは、これらのターゲットパラメータで満たされるためである。
【０２６０】
　ｂｌａｄｅＱｉｄフィールドは、ターゲット下流ブレード数およびＱＩＤパラメータの
組み合わせである。このＱＩＤパラメータはスケジューラのためにあり、ｐｌｕｎ．ｐａ
ｔｈ．ｂｌａｄｅＩｄから満たされる。このｂｌａｄｅＬｉｄフィールドは、ＰＬＵＮＤ
ｏｗｎまたはＰＤＥＶＰＡＴＨリーフのいずれかを見出すために下流ＳＰ上のルックアッ
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【０２６１】
　このリーフをプログラムするために使用されたキーは、ｐｌｕｎ．ｐｌＨａｎｄｌｅで
ある。
【０２６２】
【数７】

　ＶＬＵＮリーフ（以下の構造を参照）は、ＳＰにプログラムされ、そこでは、エクスポ
ートされたＶＬＵＮを有するホストが存在する。ｖｔｙｐｅフィールドは、ｅ４０５ｖｌ
ｕｎ．ｄｅｖｔｙｐｅフィールドから満たされる。この状態は、ｅ４０５ｖｌｕｎ．ｓｔ
ａｔｅフィールドから満たされる。ｔｏｔａｌＢｌｋｓおよびｂｌｋＳｉｚｅは、ｅ４０
５ｖｌｕｎ．ｔｏｔａｌＢｌｋｓおよびｖｌｕｎ．ｂｌｋＳｉｚｅフィールドから満たさ
れる。
【０２６３】
　ｖｌｕｎは、３スライスの範囲外から作成され得る。このｓｌｉｃｅＥｎｄフィールド
は、スライスにおける終了仮想ブロックであり、ｅ４０５ｖｌｕｎ．ｓｌｉｃｅ．ｖｌｕ
ｎＥｎｄから満たされる。ｓｌｉｃｅＯｆｆｓｅｔフィールドはＰＬＵＮへのオフセット
であり、ｅ４０５ｖｌｕｎ．ｓｌｉｃｅ．ｐｌｕｎＯｆｆｓｅｔから満たされる。ｓｌｉ
ｃｅＢｌｋｓフィールドは、スライス内部のブロックの数であり、ｅ４０５ｖｌｕｎ．ｓ
ｌｉｃｅ．ｂｌｋＣｏｕｎｔから満たされる。ｐｌｕｎＫｅｙフィールドは、ＰＬＵＮを
検索するためのキーとして使用され、ｅ４０５ｖｌｕｎ．ｓｌｉｃｅ．ｄｅｖ．ｈａｎｄ
ｌｅから満たされる。
【０２６４】
　このリーフをプログラムするために使用されたキーは、ｖｌｕｎ．ｈａｎｄｌｅである
。
【０２６５】
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【数８】

　ＨＬＵＮリーフ（以下の構造を参照）は、ＳＰにプログラムされ、そこでは、ホストに
エクスポートされたＶＬＵＮが存在する。ｖｌｕｎＫｅｙは、ＶＬＵＮリーフを参照する
ために使用され、ｅ４０５ｈｌｕｎ．ｖＬｕｎ．ｈａｎｄｌｅフィールドから満たされる
。ｉｎｉｔｉａｔｏｒＫｅｙは、ホストｐｄｅｖｐａｔｈリーフを参照するために使用さ
れ、ｅ４０５ｈｌｕｎ．ｓｒｃ．ｐｄＨａｎｄｌｅフィールドから満たされる。
【０２６６】
　ｆｃａＰｏｒｔＤｍｕＤｓｕは、ソースｆｃａＰｏｒｔ、ＤＭＵおよびＤＳＵフィール
ドとして使用され、ＤＭＵを示すｈｌｕｎ．ｓｒｃ．ｆｃａＰｏｒｔＩｄおよびｈｌｕｎ
．ｎｐＰｏｒｔから取られる。このＤＳＵフィールドは、ＤＭＵから見積もられる。
【０２６７】
　ｅＨａｎｄｌｅフィールドは、ｅ４０５ＨＬＵＮへのハンドルであり、プロキシコマン
ドがＨＬＵＮ構造に高速参照を提供するために入る場合、ｅ４０５に再度送る。
【０２６８】
　リーフをプログラムするために使用されたキーは、ＦＣＡＰＯＲＴＩＤ、ＤｅｖＨａｎ
ｄｌｅ、およびＦＣＬＵＮに基づく。
【０２６９】

【数９】

　ＰＬＵＮＤｏｗｎリーフ（以下の構造を参照）は、ＳＰにプログラムされ、そこでは、
ストレージデバイスが接続される。ｐｒｅｆＰａｔｈフィールドは、フレームを外部に送
信する場合にどのパスインデックスを使用するかを示すために使用され、ｐｌｕｎ．ｐｒ
ｅｆｆｅｒｅｄＰａｔｈフィールドから満たされる。
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【０２７０】
　選択するために３つのパスが存在する。ｐａｔｈＳｔａｔｅフィールドは、パスの状態
を示すために使用される。これは、ｅ４０５ｐｌｕｎ．ｐａｔｈ．ｓｔａｔｅから満たさ
れる。ｐａｔｈＫｅｙは、ｅ４０５ｐｌｕｎ．ｐａｔｈ．ｐｄＨａｎｄｌｅから満たされ
る。
【０２７１】
【数１０】

　ストレージサーバ１００は、ｌｍ＿ｃｍｄ＿ｉおよびｌｍ＿ｃｍｄ＿ｅを以下のように
含む種々のパブリックインターフェースをインプリメントする。
【０２７２】
　ｌｍ＿ｃｍｄ＿ｉは、新しい開始ＬＢＡおよびリクエストのためのブロックの数を計算
するためにＶＬＵＮ構造を移動させる。ＰＬＵＮが複数のパスを介して接続される場合の
パスを選択する。このパスはＵＰＳＴＲＥＡＭ　ＩＮＧＲＥＳＳ　ＣＯＭＭＡＮＤであり
、それは、ＨＬＵＮの存在をチェックするためにそのコマンドがＴＳＥで開始した後、Ｓ
Ｍ上流によって呼び出される。
【０２７３】
　以下のデータが使用される。ＩｏＣＢは、スクラッチ１に共有されたメモリであるべき
である。ＨＬＵＮに対するツリー検索結果は、ＴＳＲ０領域にあるべきである。フレーム
はデータプールにあるべきである。Ｗ２４は、ＬＢＡを有するべきであり、ｗ２６は、ブ
ロックの数を有するべきである。
【０２７４】
　Ｒ２０は、ＲＤＷＲフラグ、すなわち０＝ＲＤＷＲ、１＝ＮＯＴ　ＲＤＷＲコマンドで
ある。ＲＤＷＲコマンドでない場合、ＬＭは、ｓｔａｒｔＬＢＡおよびｒｅｑＢｌｋｓを
修正しない。
【０２７５】
　以下のデータが修正される。Ｉｏｃｂ．ｈｐＬｕｎは、ｈｌｕｍのリーフアドレスを有
する。ＰｌｕｎＨａｎｄｌｅは、下流のために使用され、参照がＴＡＧＳに挿入され、ポ
ートハンドルフィールドｗ２４は、物理ＬＢＡを有し、そしてＷ２６は、ブロックの物理
的な数を有する。ＦＣＢページＴＤＭＵレジスタが更新される。ＦＣＢページＤＳＵレジ
スタが更新される。
【０２７６】
　ＦＣＢページＴＢレジスタがターゲットブレードを用いて更新される。ＴＡＧＳ．ｓｒ
ｃ．ＴＢは、このＳＰのＴＢを用いて改変される。ＴＡＧＳ．ｓｒｃ．ＱＩＤは、上流側
でキューを入れるために使用されたターゲットポートを用いて改変される。ＴＡＧＳ．ｓ
ｒｃ．ＦＣＡｐｏｒｔは、上流ＦＣＡＳＩＣポート識別子を用いて改変される。ＴＡＧＳ
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．ｓｒｃ．ＤＭＵは、データをイニシエータに戻すために使用された上流ＤＭＵを用いて
修正される。ＴＡＧＳ．ｓｒｃ．ＤＭＵは、データをイニシエータに戻すために使用され
た上流ターゲットＤＳユニットを用いて修正される。
【０２７７】
　ＩｏＣＢ．ｒｉＴｂｌａｄｅは、ターゲットブレードで満たされる。ＩｏＣＢ．ｒｉＴ
ｑｉｄは、ターゲットＯＩＤで満たされる。ＩｏＣＢ．ｒｉＰｏｒｔＤｍｕＤｓｕは、タ
ーゲットポート、ＤＭＵ、ＤＳＵで満たされる。
【０２７８】
　復帰データは以下のようである。Ｒ２０－ｖｓｘｓｔａｔ．ｉｎｃにおいて定義された
ようなステータス、Ｒ２１－ＦＣＬＵＮ、Ｒ１８－ＶＬＵＮがネイティブである場合０、
ＶＬＵＮがＮＯＴネイティブである場合１、Ｗ２４－新しいｓｔａｒｔＬＢＡ、およびＷ
２６－新しいＲｅｑＢｌｋｓである。
【０２７９】
　パケットＬＬＣフィールドにおいて送られたｐｌｕｎＨａｎｄｌｅからなされる場合、
ｌｍ＿ｃｍｄ＿ｅは、物理デバイスへのパスを選択するために使用される。パスは、ＤＯ
ＷＮＳＴＲＥＡＭ　ＥＧＲＥＳＳ　ＣＯＭＭＡＮＤであり、コマンドパケットを受信した
後にＦＣＰ下流によって呼び出される。このコマンドは、スクラッチ１によって共有され
たメモリに格納されたＩｏＣＢを含む種々の入力を使用する。
【０２８０】
　修正されたデータは、宛先ターゲットブレードを用いて改変されたＴＡＧＳ．ｄｓｔ．
ＴＢ、知られている場合、下流側でキューを入れるために使用されたターゲットポートを
用いて改変されたＴＡＧＳ．ｄｓｔ．ＱＩＤを含む。他の改変されたデータは、下流ＦＣ
ＡＳＩＣポート識別子を用いて改変されたＴＡＧＳ．ｄｓｔ．ＦＣＡｐｏｒｔ、公知の場
合、宛先ターゲットＤＳＵを用いて修正されたＴＡＧＳ．ｄｓｔ．ＤＭＵ、宛先ターゲッ
トＤＳＵを用いて改変されたＴＡＧＳ．ｄｓｔ．ＤＳＵを含み、ＩｏＣＢ．ｔｇｔＰｏｒ
ｔは、デバイスに接続されたＳＰポート数を有する。
【０２８１】
　さらに改変されたデータは、ＩｏＣＢ．ｍａｘＲｘＤａｔａを含み、ＩｏＣＢ．ｍａｘ
ＲｘＤａｔａは、デバイスが受信し得る最大データを有し、ＩｏＣＢ．ｈｐＬｕｎは、ｐ
ｌｕｎのリーフアドレスを有し、そしてＩｏＣＢ．ｐｒｅｆＰａｔｈは、選択された好適
なパスを有する。
【０２８２】
　復帰データは、Ｒ２０－ｖｓｘｓｔａｔ．ｉｎｃにおいて定義されたようなステータス
、Ｒ２１－デバイスのｍａｘＲｘｄａｔａ、およびＲ１５［１］－出力ポートを含む。
【０２８３】
　動作中では、コードは、イーサネット（Ｒ）ＬＬＣヘッダーフィールドにおける上流Ｓ
Ｐから送られたハンドルを抽出する。このハンドルがマルチパスビットセットを有する場
合、ハンドルは、ＰＬＵＮツリー内で検索するために使用される。ＰＬＵＮリーフからパ
スが選択される。ＰＬＵＮリーフ内の各パスはキーを有する。このキーは、ＰＤＥＶＰＡ
ＴＨテーブルを介して検索するために使用される。このＰＤＥＶＰＡＴＨリーフは、デバ
イス情報を有する。ＰＤＥＶＰＡＴＨ内部では、ポートは、別のＰＤＥＶＰＡＴＨリーフ
であるＦＣＰＯＲＴ構造を検索するために使用される。
【０２８４】
　マルチパスビットがＮＯＴセットである場合に、デバイスへの単一のパスのみが存在す
る。このキーは、ＰＤＥＶＰＡＴＨテーブルを直接調べるために使用される。これは、デ
バイスＰＤＥＶＰＡＴＨリーフを提供する。ＦＣＰＯＲＴ構造の検索がさらに実行される
。
【０２８５】
　上記説明が特定の実施形態に集中されてきたが、種々の代替および均等物が当業者の理
解の範囲内にある。従って、本発明は、以下の特許請求の範囲およびその均等物に関して
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【図面の簡単な説明】
【０２８６】
【図１】図１は、本発明の実施形態によるストレージサーバを含むストレージエリアネッ
トワークのブロック図である。
【図２Ａ】図２Ａは、本発明の実施形態によるストレージサーバにおけるハードウエアコ
ンポーネントのブロック図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、本発明の実施形態によるストレージサーバにおける管理機能のブロ
ック図である。
【図３】図３は、本発明の実施形態による、ＰＬＵＮ、メディアユニット、およびＶＬＵ
Ｎ間の関係を示す図である。
【図４】図４は、本発明の実施形態による上流および下流コンポーネントを示すブロック
図である。
【図５】図５は、本発明の実施形態によるコマンドおよびデータ処理を示すフローチャー
トである。
【図６】図６は、本発明の実施形態によるツリー検索エンジンの処理を示すフローチャー
トである。
【図７】図７は、本発明の実施形態によるルーティング情報のデータ図である。
【図８】図８は、本発明の実施形態によるコマンドフレームのデータ図である。
【図９】図９は、本発明の実施形態によるコマンドフレームのタグフィールドのデータ図
である。
【図１０】図１０は、本発明の実施形態による読み出しコマンド処理のフローチャートで
ある。
【図１１】図１１は、本発明の実施形態による書き込みコマンド処理のフローチャートで
ある。
【図１２】図１２は、本発明の実施形態によるピココードにおけるモジュールのブロック
図である。
【図１３】図１３は、本発明の実施形態による読み出し動作におけるコマンドフレームヘ
ッダー操作のフローチャートである。
【図１４】図１４は、本発明の実施形態による書き込み動作におけるコマンドフレームヘ
ッダー操作のフローチャートである。
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