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(57)【要約】
　コンピュータとの使用のための記憶装置が公開された
。記憶装置はコンピュータインター フェイスとシステ
ムインターフェイスを通じてコンピュータに通信的に接
続されたプロセッサを含む。コンピュータインターフェ
イスはプロセッサとコンピュータ間の排他的な通信を可
能にし、システムイン ターフェイスはコンピュータの1
 つ以上ハードウェア構成部品をプロセッサが管理でき
るようにする。プロセッサがネットワーク上の他のサー
バーを排除した、特定のファイルサーバーとの通信を可
能にするネットワークインターフェイスが含まれている
。記憶手段は通信的にプロセッサに接続されて１番目及
び２番目に指定された記憶領域を含む。プロ セッサは
二つの領域に読み込み/書き込みアクセスを持つが、コ
ンピュータは１番目の記憶領域には読み取り専用アクセ
スを、２番目の記憶領域には読み込み/書き込みアクセ
スを持っている。分離メチェヒョン記憶装置は、プロセ
ッサとの通信に接続されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
以下の要素で構成された記憶保存装置。
プロ セッサ;
前記のプロセッサとの通信的に接続して、コンピュータと前記のプロセッサ間の独占的通
信を可能にしているコンピュータイン ターフェイス;
前記のプロセッサとの通信的に接続して、コンピュータの1 つ以上のハードウェア構成部
品を前記のプロ セッサが管理できるようにするシステムインターフェイス;
前記のプロセッサとの通信的に接続して、前記プロセッサのネットワーク上の通信を可能
にし、前記プロセッサが 特定のファイルサーバーと専用の通信を可能にするネットワー
クインターフェイス;
前記のプロセッサに通信的に接続して、１番目に指定された記憶領域と２番目に指定され
た記憶領域に分割し、 前記プロセッサは１番目と2 番目に指定された記憶領域の両方の
読み込み/書き込みアクセスが可能で、コンピュータは１番目に指定された記憶領域には
読み取 り専用アクセスを、2 番目に指定された記憶領域には読み込み/書き込みアクセス
が可能な記憶手段;
前記のプロセッサに通信的に接続された分離型媒体記憶装置;
前記のプロセッサ、前記のコン ピュータインターフェイス、前記のシステムインターフ
ェイス、前記のネットワークインターフェイス、前記の記憶手段、および前記の分離型媒
体記憶装置が含まれている記憶保存装置。
【請求項２】
請求項１に記載の記憶保存装置で、前記の記憶保存装置 は暗号化モジュールが追加され
、前記のプロセッサは暗号化モジュールを使用して、(1) 特定のファイルサーバーとの暗
号化通信、 (2) 前記の記憶手段に暗号化されたファイルの保 存、および (3) 前記の分
離型媒体記憶装置に暗号化されたファイルの保存中に少なくとも1 つの事項を可能にする
ことを特徴とする記憶保存装置。
【請求項３】
請求項２に記載の記憶保存装置で、前記の記憶保存装置は、前記のプロセッサが前記の暗
号化モジュールと特定のファイルサーバーから入手した1 つ以上の暗号化キーを使用して
前記の記憶手段に保存されたファイ ルの暗号化と復号化することができることを特徴と
する記憶保存装置。
【請求項４】
請求項２に記載の記憶保存装置で、前記の記憶保存装置は、前記のプロセッサがコンピュ
ータから非使用者ファイルの要請を受信すると、順番に（1）ファイルが１番目に指定さ
れた記憶領域に保存されていることを判別して、ファイルが１番目に指定された記憶領域
に保存されてい る場合は、ファイルを読み取り専用で、コンピュータに提供する、（2）
ファイルが１番目に指定された記憶領域に保存されていない場合は、1 つ以上の特定のフ
ァイルサーバーからファイルを要求して、ファイルが1 つ以上の特定のファイルサーバー
から入手可能であれば、入手したファイルを１番目に指定 された記憶領域に保存して、
入手したファイルを読み取り専用で、コンピュータに提供する、そして（3）ファイルが
１番目に指定された記憶領域に保存されておらず、別の方法で入手することがない場合は
、コンピュータにファイルの入手不可通知を回信することを特徴とする記憶保存装置。
【請求項５】
請求項４に記載の記憶保存装置で、前記の 記憶保存装置は、前記（2）番の後や前記（3
）番の前にファイルを前記の分離型媒体記憶装置から入手できるかどうかを判別して、フ
ァイルが前記の分離型媒体記憶装置から入手できれば、前記の分離型媒体記憶装置からフ
ァイルを入手して、１番目に指 定された記憶領域にファイルを保存し、入手したファイ
ルを読み取り専用でコンピュータに提供することを特徴とする記憶保存装置。
【請求項６】
請求項１に記載の記憶保存装置で、前記の記憶保存装置は、前記のプロセッサがコンピュ
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ータから使用者ファイルの要請を受信すると、前記のプロセッサが2 番目に指定された記
憶領域に読み込み/書き込みのアクセスをコンピュータに提供することを特徴とする記憶
保存装 置。
【請求項７】
請求項１に記載の記憶保存装置で、前記の記憶保存装置は、前記のプロセッサが2 番目に
指定された記憶領域に書き込まれるか読み取りされている使用者ファイルのすべてについ
て、監視、制御、および処理中に1 つ以上を実行することを特徴とする記憶保存装置。
【請求項８】
請求項１に記載の記憶保存装置で、前記の記憶保存装置は、コンピュータが前記のネット
ワークインタフェースを通じて、ネットワークサーバーとの 通信的に接続され、前記の
プロセッサが前記のネットワークインターフェイスを通過しているコンピュータから/へ
のネットワークトラフィックに対して監視、制 御、処理中1 つ以上を実行することを特
徴とする記憶保存装置。
【請求項９】
請求項８に記載の記憶保存装置で、前記の記憶保存装置は、前記の処理にネットワークト
ラフィックの暗号化や復号化が含まれていることを特徴とする記憶保存装置。
【請求項１０】
請求項８に記載の記憶保存装置で、前記の記憶保存装置は、前記の制御にあらかじめ決め
られたルールによるネットワークトラフィックの許可や不許が含まれていることを特徴と
する記憶保存装置。
【請求項１１】
請求項１に記載の記憶保存装置で、前記の記憶保 存装置は、前記の記憶手段がランダム
アクセス媒体で構成されることを特徴とする記憶保存装置。
【請求項１２】
請求項11 に記載の記憶保存装置で、前記の記憶保存装置は、前記のランダムアクセス媒
体の中で１番目に指定された記憶領域が連続的なアドレス空 間で構成されることを特徴
とする記憶保存装置。
【請求項１３】
請求項1 に記載の記憶保存装置で、前記の記憶保存装置は、コンピュータ上で運用されて
いるソフトウェアは2 番目に指定された記憶領域に直接的なアクセス することができな
いことを特徴とする記憶保存装置。
【請求項１４】
請求項1 に記載の記憶保存装置で、前記の記憶保存装置は、前記のプロセッサが特定のフ
ァイルサーバー1 つから保存されたファイルを削除するよう命令を受信して、前記の記憶
手段に保存されたファイルを削除することを特徴とする記憶保存装置。
【請求項１５】
請求項1 に記載の記憶保存装置で、前記の記憶保存装置は、前記のプロセッサが保存され
たファイルに関連されたファイルが有効期間切符で決まった期間に応じて、保存されたフ
ァイルを前記の記憶手段から削除することを特徴とする記憶保存装置。
【請求項１６】
請求項15 に記載の記憶保存装置で、前記の記憶保存装置は、前記の期間はファイルが有
効期間切符に日付と時刻で決まったことを特徴とする記憶保存装置。
【請求項１７】
請求項1 に記載の記憶保存装置で、前記の記憶保存装置は、前記のプロセッサが2 番目に
指定された記憶領域に保存された使用者ファイルを1 つ以上の特定のファイルサーバーに
コピーすることができることを特徴とする記憶保存装置。
【請求項１８】
請求項1 に記載の記憶保存装置で、前記の記憶保存装置は、前記のプロセッサが2 番目に
指定された記憶領域にあるファイルを 前記の分離型媒体記憶装置に保存することができ
ることを特徴とする記憶保存装置。
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【請求項１９】
以下の要素で構成されたコンピュータのネットワーク。
1 つ以上の特定のファイルサーバー;
ネッ トワークサーバー;
前記のネットワークサーバーとの通信に接続して、前記の1 つ以上の特定のファイルサー
バーと前記のネットワークサーバーから落とさ れたコンピュータ;
前記のコンピュータと前記の1 つ以上の特定のファイル サーバーとの通信に接続して、
コンピュータと通信して、プロセッサ、コンピュータインターフェイス、システムインタ
フェース、ネットワークインタフェー ス、記憶手段、および分離型媒体記憶装置で構成
されて、（1）前記のコンピュータインターフェイスは、前記のコンピュータと前記のプ
ロセッサ間 の独占的通信を可能にして、（2）前記のシステムインターフェイスは、前記
のプロセッサが1 つ以上のコンピュータのハードウェア構成部品を管理できるようにして
、（3）前記のプロセッサは、他のファイルサーバを排除した、特定のファイルサーバー
と通信するために前記のネットワークインターフェイ スを使用して、（4）前記の分離型
媒体記憶装置は、前記のプロセッサに通信的に接続されて、（5）前記の記憶手段は、最
初に指定された記憶領域の 2 番目に指定された記憶領域を含めて、
前記のプロセッサは、１番目と2 番目に指定された記憶領域の両方の読み込み/書き込み
アクセスをすることができて、前記 のコンピュータは、１番目に指定された記憶領域に
は読み取り専用アクセスを、2 番目に指定された記憶領域には読み込み/書き込みアクセ
スが可能な記憶保存装置;
前記の特定のファイルサーバー、前記のネットワークサーバー、前記のコンピュータ、お
よび前記の記憶保存装置が含まれているコンピュータのネットワーク。
【請求項２０】
請求項19 に記載のコンピュータ ネットワークで、前記のコンピュータのネットワークは
、前記の記憶保存装置に暗号化モ ジュールが追加され、前記のプロセッサは暗号化モジ
ュールを使用して、（1）特定のファイルサーバーとの暗号化通信、（2）前記の記憶手段
に暗号化されたファイ ルの保存、および（3）前記の分離型媒体記憶装置に暗号化された
ファイルの保存中に少なくとも1 つの事項を可能にすることを特徴とするコンピュータ 
のネットワーク。
【請求項２１】
請求項20 に記載のコンピュータ ネットワークで、前記のコンピュー タのネットワーク
は、前記のプロセッサが前記の暗号化モジュールと特定のファイルサーバーから入手した
1 つ以上の暗号化キーを使用して前記の記憶手段に保存されたファイ ルの暗号化と復号
化することができることを特徴とするコンピュータのネットワーク。
【請求項２２】
請求項20 に記載のコンピュータ ネットワークで、前記のコンピュータのネットワークは
、前記のプロセッサがコンピュータから非使用者ファイルの要請を受信すると、順番に（
1）ファイルが１番目に指定された記憶領域に保存されていることを判別して、ファイル
が１番目に指定された記憶領域に保存されてい る場合は、ファイルを読み取り専用で、
コンピュータに提供する、（2）ファイルが１番目に指定された記憶領域に保存されてい
ない場合は、1 つ以上の特定のファイルサーバーからファイルを要求して、ファイルが1 
つ以上の特定のファイルサーバーから入手可能であれば、入手したファイルを１番目に指
定 された記憶領域に保存して、入手したファイルを読み取り専用で、コンピュータに提
供する、そして（3）ファイルが１番目に指定された記憶領域に保存されておらず、別の
方法で入手することがない場合は、コンピュータにファイルの入手不可通知を回信するこ
とを特徴とするコンピュータの ネットワーク。
【請求項２３】
請求項20 に記載のコンピュータ ネットワークで、前記のコンピュータのネットワークは
、前記（2）番の後や前記（3）番の前にファイルを前記の分離型媒体記憶装置から入手で
きるかどうかを判別して、ファイルが前記の分離型媒体記憶装置から入手できれば、前記
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の分離型媒体記憶装置からファイルを入手して、１番目に指 定された記憶領域にファイ
ルを保存し、入手したファイルを読み取り専用でコンピュータに提供することを特徴とす
るコンピュータのネットワーク。
【請求項２４】
請求項19 に記載のコンピュータ ネットワークで、前記のコンピュータのネットワークは
、前記のコンピュータが前記のネットワークインタフェースを通じて、ネットワークサー
バーとの 通信的に接続され、前記のプロセッサが前記のネットワークインターフェイス
を通過しているコンピュータから/へのネットワークトラフィックに対して監視、制 御、
処理中1 つ以上を実行することを特徴とするコンピュータのネットワーク。
【請求項２５】
請求項24 に記載のコンピュータ ネットワークで、前記のコンピュータのネットワークは
、前記の処理にネットワークトラフィックの暗号化や復号化が含まれていることを特徴と
するコン ピュータのネットワーク。
【請求項２６】
請求項24 に記載のコンピュータ ネットワークで、前記のコンピュータのネットワークは
、前記の制御にあらかじめ決められたルールによるネットワークトラフィックの許可や不
許が含まれていることを特徴とするコンピュータのネットワーク。
【請求項２７】
請求項19 に記載のコンピュータ ネットワークで、前記のコンピュータのネットワークは
、前記の記憶手段がランダムアクセス媒体で構成されることを特徴とするコンピュータの
ネットワーク。
【請求項２８】
請求項27 に記載のコンピュータ ネットワークで、前記のコンピュータのネットワークは
、前記のランダムアクセス媒体の中で１番目に指定された記憶領域が連続的なアドレス空
 間で構成されることを特徴とするコンピュータのネットワーク。
【請求項２９】
請求項19 に記載のコンピュータ ネットワークで、前記のコンピュータのネットワークは
、前記のプロセッサが特定のファイルサーバー1 つから保存されたファイルを削除するよ
う命令を受信して、前記の記憶手段に保存されたファイルを削除することを特徴とするコ
ンピュータのネットワー ク。
【請求項３０】
請求項19 に記載のコンピュータ ネットワークで、前記のコンピュータのネットワークは
、前記のプロセッサが保存されたファイルに関連されたファイルが有効期間切符で決まっ
た期間に応じて、保存されたファイルを前記の記憶手段から削除することを特徴とするコ
ンピュータのネットワーク。
【請求項３１】
請求項30 に記載のコンピュータ ネットワークで、前記のコンピュータのネットワークは
、前記の期間はファイルが有効期間切符に日付と時刻で決まったことを特徴とするコンピ
ュータのネットワーク。
【請求項３２】
請求項19 に記載のコンピュータ ネットワークで、前記のコンピュータのネットワークは
、前記のプロセッサが2 番目に指定された記憶領域に保存された使用者ファイルを1つ以
上の特定のファイルサーバーにコピーすることができることを特徴とするコンピュータの
ネットワーク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（優先権）
優先権は2007 年10 月27 日に接受された米国の臨時特許出願番戸 60/981,866 に要求さ
れる。 前述の優先権文書はここに参照で組み込んでいる。
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【０００２】
（技術分野）
本発明は、コンピュータとコンピュータネットワークのためのネットワーク可能な記憶装
置だ。
【０００３】
（関連出願）
本願は2006 年6 月27 日に発行された米国の特許7,069,351 と2001 年10 月30 日に接受
された米国の特許出願番戸10/017,923 に関連しで、公開事項はここに参照で組み込んで
いる。
【背景技術】
【０００４】
典型的なコンピュータは、市販品であろうと、個人用、ビジネス用、特殊用途、その他の
目的に作られた特注品であろうと、多くの部品から構成される。コンピュータの一般的な
構成部品は、プロセッサ、メモリ、記憶装置、インプットやアウトプット装置およびネッ
トワークインターフェースなどである。また、オペレーティングシステム、例えばマクロ
ソフトウィンドウズ（登録商標）、マックOS、ユニックス、リナックス等は、構成部品と
それらの機能と相互作用の制御を扱う。それに加え、オペレーティングシステムは、アプ
リケーションやオペレーティングシステム自身からのファイルの要求を処理する。ファイ
ルの要求があると、オペレーティングシステムは、ローカルの記憶装置から、あるいはコ
ンピュータがネットワークに接続されている場合、ネットワークサーバからファイルを供
給することを試みる。
【０００５】
本日のコンピュータを取り巻く環境上には、多くの異なった種類の記憶装置とネットワー
クインターフェースが存在するため、オペレーティングシステムは、一般的にコンピュー
タに接続可能なほとんど全ての記憶装置やネットワークインターフェースにアクセスでき
るようプログラムされている。例えば、記憶装置の種類（例えば磁気や光学を利用したも
の）や、インターフェースの種類（例えばIDE やATA やSCSI やSATA やPATAやSAS）や、
物理的パラメータ（例えばシリンダ、セクタ、ヘッド、トラックなどの数）を基に、大部
分オペレーティングシステムはプログラムされなければならない。また、コンピュータが
ネットワークに接続される場合、オペレーティングシステムは、さまざまな種類のネット
ワークインターフェース（例えばEthernet（登録商標）、Token Ring、ATM）や、ネット
ワークプロトコル（例えばTCP/IP、IPX/SPX、AppleTalk、SNA）や、ネットワーク資産（
例えばサーバやプリンタやスキャナや記憶装置）と通信するのに必要される特定の方法に
対応できるよう、プログラムされなければならない。
【０００６】
さらに、オペレーティングシステムは、記憶装置やネットワーク上のファイルサーバ上の
ファイルを管理することができなければならない。ローカルの記憶装置上、一般的にはオ
ペレーティングシステムはファイルを管理するために、通常はファイル割当表と呼ばれる
ルックアップテーブルか指数を使用する。ネットワーク上、オペレーティングシステムは
ファイルサーバと通信したりファイルを取得できるようにプログラムされなければならな
い。従って、ファイル取得プロセスを簡素化するために、オペレーティングシステムがフ
ァイルサーバから受け取ったファイル情報を、前記のファイル割当表に類似した形式に変
換することは、しばしば有効である。
【０００７】
　オペレーティングシステムが、構成部品とそれらの機能を管理する既存の方法は、コン
ピュータの使用を複雑化している。その複雑さは、コンピュータのセットアップのプロセ
スで容易に認識される。通常、コンピュータが日常の一般的な使用目的のために準備され
るまでに、コンピュータは、（ａ）選択されたオペレーティングシステムのインストール
を開始することのできる起動装置から起動すること、（ｂ）ローカル記憶装置をパーティ
ションしフォーマットすること、（ｃ）オペレーティングシステム一式をインストールす
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ること、（ｄ）ディスプレイカードやネットワークインターフェースのようなハードウェ
ア構成要素の設定を行うこと、そして（ｅ）アプリケーションと他のソフトウェアをイン
ストールしたり、設定したりすることなどを行う。
【０００８】
　コンピュータの使用に伴う複雑さは、コンピュータが使用されている間でも明らかであ
る。アプリケーションとオペレーティングシステムは、定期的な修正やアップデートを必
要とすることがあり、修正ファイルやアップデートのインストールは、しばしばアプリケ
ーションの旧式のバージョン、またはオペレーティングシステムの構成要素のアンインス
トールを伴う。さらにファイルは、プログラムエラー、ユーザーのエラー、またはコンピ
ュータウイルスのため破損することがある。その場合、破損したファイルは、取り替えら
れるかまたは修復される必要があり、この取り替えあるいは修復のために、破損したファ
イルを使用するアプリケーションを再インストールしたり、オペレーティングシステム自
体を再インストールしなければならないこともある。
【０００９】
　コンピュータの使用に伴う複雑さは、通常、高いメンテナンスとサポートコストを招く
こととなる。経営環境において、サポートコストは、１ユーザーあたりまたは容易に１コ
ンピュータ装置あたり数千ドルにも達しうる。さらに、コンピュータ関連の問題が生じる
と、仕事の生産性がかなり減少するか、あるいはしばしばゼロになる傾向があることから
、コンピュータを維持するコストは増加する。
【００１０】
記憶装置に関連する問題を除いて、ハードウェアの不良に関連する問題は、しばしば短時
間で解決されうる。例えば、ビデオカードまたはネットワークインターフェースカードな
どの壊れた部品は、同一の部品と迅速に取り替えられることが可能である。しかしながら
、問題が記憶装置や記憶装置に保存されたファイルに関連するならば、コンピュータの修
理は長いプロセスとなりうる。コンピュータのハードドライブが誤動作するか、または破
損したファイルが問題を起こす場合、修理と回復プロセスには、ハードドライブの再初期
化、オペレーティングシステムの再インストールおよび／またはアプリケーションの再イ
ンストールを伴こともありうる。
【００１１】
現在、コンピュータの複雑さを減少したり、問題が起こった時の回復プロセスを短くした
り、回復プロセス自体の必要性を最少化したりするために、多数の手段が利用可能である
。いくつかの一般的な手段としては、記憶装置の複製を作ること、ネットワーク上にコン
ピュータを起動すること、専門的なコンピュータ管理ソフトウェアを利用すること、そし
て/または、ファイルレベルのセキュリティを適用することなどの手段がある。
【００１２】
記憶装置の複製を作ることによって、インストールプロセスは短くなりうる。コンピュー
タは最初に、アプリケーション一式と共に完全にセットアップされる。その後、記憶装置
は、「イメージ」ファイルとして複製される。そして、そのイメージファイルは、初期状
態にコンピュータをリセットするか、または同様に装備されたコンピュータをセットアッ
プするのに使用できる。多くの消費者向けコンピュータには、記憶装置を製造デフォルト
状態に復元するのに使用できる、製造デフォルトイメージを含んでいる回復ＣＤが付属さ
れている。この記憶装置の複製を利用するという手段の欠点は、記憶装置に保存されたオ
ペレーティングシステム、アプリケーション、または他のいかなるファイルにおいて変更
があると、常に記憶装置の新しいイメージを作成しなければならないということである。
例えば、記憶装置が古いイメージから復元された後、インストールされたソフトウェアに
修正またはアップデートを適用する必要がある場合に、この手段は複雑となりえる。例え
ば、イメージが最新の状態に維持されるが、ユーザのための最終的な設定のカスタマイズ
に数時間かかることができる。
【００１３】
ネットワークの起動手段は、しばしばネットワーク上のファイルサーバから必要なファイ
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ルをダウンロードするという単純な機能を果たすコンピュータと共に使用される。このよ
うなコンピュータは通常、BOOTP、TFTP、またはPXE などの有名なネットワークサービス
を使用して、オペレーティングシステムの少量で基本的な部分をダウンロードおよび実行
する。これを受けて、オペレーティングシステムは、オペレーティングシステムの残りの
部分とあらゆるアプリケーションとをダウンロードし始めることができる。この手段の欠
点は、コンピュータにローカル記憶装置がない場合、電源を入れるか、またはリセットす
る度に、必要なファイルをネットワークサーバからダウンロードするという同じ起動プロ
セスをたどらなければならないということである。コンピュータにローカル記憶装置があ
る場合、ダウンロードされたファイルがローカルに保存されることによって、このプロセ
スは有効となりえる。しかしその場合でも、ネットワークを通してダウンロードされたオ
ペレーティングシステムは、ハードウェア構成要素とローカル記憶装置に保存されたファ
イルを管理するという、複雑なタスクを負うことになる。
【００１４】
コンピュータ管理ソフトウェアを用いる手段は、エージェント、デーモン、またはサービ
スといった付加ソフトウェアコンポーネントを加えることによって、オペレーティングシ
ステムを強化させるのに使用される。この手段を使った典型的な例は、あらゆるコンピュ
ータウィルスや惡性ソフトウェア(malware)感染に対して、保存されたファイルを絶えず
スキャンするウイルス対策ソフトウェアを使用することである。また、ローカル記憶装置
の重要なファイルを絶えず監視して、いかなるファイルの損傷や破損に対する自己修正を
試みるソフトウエアコンポーネントを加えることによって、この手段を実施することが可
能である。これらのソフトウェアの追加は、コンピュータ管理ツールの一部として、サー
バから出されたファイルのアップデートを処理するというソフトウェアの機能の追加にも
なる。この手段の欠点は、エージェント、デーモン、サービスといったソフトウェアコン
ポーネントが、オペレーティングシステムに高く依存しているということである。例えば
、マクロソフトWindows（登録商標） のために書かれたソフトウェアコンポーネントは、
リナックスの下で働かないでしょう。だから、オペレーティングシステムは、これらのソ
フトウェアコンポーネントが適切に稼動するよう、ローカル記憶装置やネットワークイン
ターフェースを管理するなどの必要な機能を果たさなければならない。
【００１５】
また、多くのオペレーティングシステムは、重要なファイルを破損しうるコンピュータウ
イルス、惡性ソフトウェア、無権限のアクセス、ユーザーのエラー、またはアプリケーシ
ョンエラーに対する一定のレベルの保護を提供するために、ファイルレベルやディレクト
リレベルセキュリティを適用することができる。この手段の欠点は、まだオペレーティン
グシステムへの依存性が高く、そして、スーパーユーザー、管理者、または完全なアクセ
ス権と共に稼働しているプロセスにより、ローカル記憶装置上で重要なファイルが誤って
変更されるか、削除されるか、または破損されうることである。さらに、完全なアクセス
 特権を得たウイルスのような惡性プログラマが有害な損害を与 えることができる。
【００１６】
上記で述べた様々な手段は、単独であるいは他の手段と組み合わせることで、コンピュー
タの使用に伴う複雑さを減らすことに多少役に立つ。しかし、いずれの手段も、オペレー
ティングシステムがコンピュータの構成要素を管理する方法を根本的に変更するものでは
ない。したがって、コンピュータを操作し、ネットワークを介してファイルを扱われると
分配する手段を簡素化する新しいアプローチが要望されている。
【００１７】
さらに、今日の電算環境では大きくなっている觀心事の1 つは、データのセキュリティと
連関される。電算装置はたびたび盗まれたり、紛失したり、電算装置の記憶装置に敏感な
データが含まれているまま捨てられる。 電算装置や記憶装置に物理的なアクセスを取得
した者は、多くの方法によって記憶装置に保存されたデータを易にアクセスすることがで
きる。例えば、別のオペレーティングシステムでコンピュータを起動させて,データにア
クセスすること ができる。暗号回復ツールを使って、管理者ユーザーアカウントとパス
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ワードを破ることができる。または会社の電算装置からの記憶装置を簡単に抜き出し、ユ
ーザーアカウン トとパスワードのような産業スパいー的な争会社に渡してやることがで
きる。データがファイル サーバーにバックアップ（backup）されていないか、ファイル
サーバーと同期化されていなかった場合、認可されない相手にすべて失われてしまってい
る。
【００１８】
記憶装置に保存されたファイルやデータに認可されないのアクセスを防止する方法が多く
ある。その方法は一般的に2 つの種類で分類される：（a）オペレーティングシステムに
基づくアクセス制限と（b）外部のハードウェアに依存するアクセス制限。
【００１９】
オペレーティングシステムに基づくアクセス制限は、オペレーティングシステムは記憶装
置に保存されたデータを暗号化するために、 EFS（encrypted file system）を使用する
ことができる。しかし、この方法は、オペレーティングシステムに依存的だ。オペレーテ
ィングシステムが侵害されるか（例えば、EFS の暗号化キーが漏れるとか）ユーザーのア
カウントとパスワードが破れたり、認可されない相手 に知れわたれば、こんなオペレー
ティングシステムに基づくアクセス制限はデータを保護しない。
【００２０】
外部のハードウェアに依存したアクセス制限の場合には、スマートカード（smartcard）
やUSB キー（USB key）のような外部装置がデータへのアクセスを制限するために使うこ
とができる。例えば、スマートカードは、起動プロセス中にオペレー ティングシステム
が完全にローディングされる前に、使用することができる。有効なスマートカードが検出
されれば、起動プロセスは、たぶんEFS のデータへのアクセスを許可するオペレーティン
グシステムローディングを続けることができる。これは、オペレーティングシステムに基
づくアクセス制限 よりもっと安全が、外部のハードウェアに依存することになる。それ
で、ハードウェアがバックアップなしに損傷されれば、認可されたユーザーさえデータに
アク セスすることができない。もし回復手順が存在したら、認可されない相手がデータ
にアクセスしようと、回復手順を使用することができる。また、外部 のハードウェア（
例えば、スマートカードやUSB key のコピー）が記憶装置と一緒に産業スパいー的な認可
されない相手に渡さことができる。このような認可されないアクセス を防止するために
は、オペレーティングシステムは、外部のハードウェアに加えて"接続性政策" （"connec
tedness policy"）を使用することができる。起動プロセスでスマートカードが確認され
た後、オペレーティングシステムはデータへのアクセスを許可 する前に、ネットワーク
サーバーとの接続性を確認することができる。しかし、この方法でもオペレーティングシ
ステムに依存的だ。言い換えれば、ユーザーやアプ リケーションに好む特定のオペレー
ティングシステムがこのようなアクセス制限を提供しなければ、このようなアクセス制限
から恩恵を受ける方法がない。従って、なるべくなら電算装置で運用されているオペレー
ティングシステムに依存しない記憶装置にあるデータを保護するための新しいアプローチ
が必要 である。
【００２１】
さらに、特定位の資産管理と（ハードウェアとソフトウェア資産の両方）、エンド ユー
ザーの電算装置のサポートの管理は会社の電算環境では非常に好ましい。ハードウェアと
ソフトウェア資産管理は、エンドユーザーの電算装置に"資産管理エー ジェント"（"asse
t management agent"）が設置されることでたびたび行われます。具現によって、エージ
ェントはハードウェアコンポーネントを参照して管理局に報告すること ができる。エー
ジェントはハードウェアの構成にどのような変化や電算装置本体が開かれるような認可さ
れない行為を検知する ことができる。エージェントはローカルの記憶装置に保存された
ファイルを問い合わせして、エンドユーザーの電算装置にどのようなソフトウェアが設置
されたかを管理局に報告することができる。エージェントによって報告された情報に基 
づいて、ハードウェアやソフトウェアの資産報告書が管理局から生成されることができる
。
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【００２２】
このような資産管理エージェントはまたオペレーティングシステムにかなり依存的だ。す
なわち.、多くのエージェントはオペレーティングシステム（例えば、Windows XP、Windo
ws Vista、Linux、UNIX（登録商標）、MacOS など）のすべての種類とバージョンのため
に開発され書き込まれる必要がある。エージェントがどのようなレベルの洗練性（例え 
ば、ソフトウェアのファイル名のチェックだけでなく、MD5 検査のようなソフトウェアの
特定特性の検査）を持つように開発されなければ、エー ジェントはソフトウェア資産を
不正確に報告するように馬鹿取り扱いされることができる。例えば、エンド ユーザーが
会社によって正式に許可されないしサポートされていないアプリケーションを使いたけれ
ば、ユーザーはアプリケーションが管理局に報 告されないように、アプリケーションの
実行ファイルをNOTEPAD.EXE などの一般的なファイルに名前を変更することができる。同
じように、悪性プログラムは自分自身を認可されたアプリケーションに偽装すること が
できる。
【００２３】
ユーザーや悪性プログラムは、システムで運用されるか、ユーザーのローカル記憶装置上
に存在す る特定のアプリケーションを保有していることのように見えるようにエージェ
ントを馬鹿取り扱いされることができる。現在のセキュリティの動向が高い電算環境では
、 特定のファイアウォールやゲートウェイ/プロクシ（gateway / proxy）装置は、特定
のアプリケーションがエンドユーザーの電算装置上で運用されるかどうか（例えば、アン
チウイルスソフトウェア が運用されるかどうか）の検知を試みる。このようなファイア
ウォールやゲートウェイ/プロクシデバイスは要求されるアプリケーションの存在を検知
する ためにエージェントを使用する。エージェントが要求されるアプリケーションのす
べての風味 とバージョンを検知できなければ、ユーザーはアプリケーションの名前を変
更してエージェントの照会を迂回することができる。例えば、ユーザーは NOTEPAD.EXE 
の重複コピーをNTRTSCAN.EXE のようにし、この製造されたNTRTSCAN.EXE を運用して最小
化し、Trend Micro のOfficeScan アプリケーションが運用されるかしないかを検知しよ
うとするエージェントの試みを欺瞞することができる。
【００２４】
このような資産管理エージェントは、電算装置が消えていれば、ハードウェアの構成部品
を査 定することができない。エージェントは、エージェントが資産情報を収集し、管理
局に報告することができるためには、電算装置上で運用さ れなければならない。これは
、電算装置が 完全に機能的でなければならないことを意味する。オペレーティングシス
テムは、多くの依存サービス/ディモン（例えば、ネットワークインターフェイスの ドラ
イバやネットワークプロトコル）のように適切に運用されなければならない。そうではな
ければ、エージェントはどのようなハードウェア やソフトウェアの資産情報を管理局に
提供することができない。
【００２５】
現在,電算装置をリモート制御する（例えば、電源をつけるとけすと）の方法が多数ある
。例えば、Wake - On - LAN は、管理者が電算装置をリモートつけて資産管理エージェン
トが管理局に資産情報を提供するようにできる方法中一つだ。しかし、電算装置の電源を
リ モートつけでることができるのは電算装置が起動できなれば（例えば、オペレーティ
ングシステムがまともにローディングされなかったとかハードウェアの構成部品に欠点が
あれば）どんな有益性もない。この場合に、エージェントローディングにならなくて管理
局に資産情報を提供することができな い。それで、正常に作動しない電算装置を管理し
て修理するために、一般的に"帯域外管理"（"out-of-bandmanagement"）と呼ばれる、別
のアプローチの方法が開発されてある。
【００２６】
帯域外管理は今日の電算環境で広く使用されている。これは、修理するために電算装置の
コンソールの リモート見込みを提供することができる。帯域外管理の多くの具現は、電
源制御とシステムの要素の状態検査（例えば、ローカルの記憶装置が悪いのか、 メモリ
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にエラーがあるのか、電算装置の内部の温度がまともに作動するのにとても熱いのかなど
）のような追加機能や情報を提供する。このような管理は、追加管理基板や電算装置シス
テム基板に組み込まれた管理部品を使用して一般的に行われる。会社環境で使用されてい
る多くのサーバーはサーバーの リモート管理を可能にするようなこんな管理オプション
を持っている。追加管理基板や組み込まれた管理部品は、（専用電源装置や常にともって
いるシステム 基板から）決まった電源を供給を受けることができ、電算装置が消えても
オペレーティングシステムや資産管理エージェントとは独立的に管理局 にハードウェア
に連関する情報を提供することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２７】
このような追加管理基板や組み込まれた管理部品は少なくとも1 つの重要な限界性がある
 ― ローカル記憶装置を検索して、ソフトウェアの資産リ ストを作成することができな
い。この限界性は、 2 つ以上のオペレーティングシステムがローカル記憶装置を制御す
ることができない今日の電算装置の根本的な構造から始まる。ローカル 記憶装置の管理
の責任があるオペレーティングシステムはオペレーティングシステムでの唯一のファイル
システムを作る。例えば、Microsoft Windows（登録商標） は、NTFS を使用することが
できるのに、このファイルシステムはリナックスとMac オエスエよって先天的に認識され
ることができ ない。さらに、Microsoft Windows（登録商標） は先天的にリナックスやU
NIX（登録商標） オペレーティングシステムによって作成されたファイルシステムを認識
しない。それで、追加管理基板や組み込まれた管理部品がローカル記憶装置をスキャンし
ようとすれば、追加管理基板や組み込まれた管理部品は、使用中のファイルシステムを理
解しなければならない。言い換えれば、追加管理基板や組み込まれた管理部品で運用され
ているファームウェア（firmware）は電算装置上で運用されているオペレーティン グシ
ステムと互換性が必要である。これは、電算装置が使用するオペレーティングシステムに
多い多様性があるから、深刻な限界性だ。ただし、追加管理基板や組み込まれた管理部品
で運用されているファームウェアか電算装置上で運用されているオペレーティングシステ
ムと完全に互換されていますが、オペレーティングシステムとファームウェアの間でのフ
ァイルシステムを（おそらく、ディレクトリやファイルレベルのセキュリ ティまで）共
有することは、修理に相当な集中が要求されて、ファイルシステムが易に損傷されること
ができる追加的複合性を紹介しがちだ。
【００２８】
したがって、管理者は、完全なハードウェ アとソフトウェア資産管理の機能を持つため
に、ハードウェアに基盤を置いたアプローチ（例、追加管理基板や組み込まれた管理部品
）およびソフトウェアに基盤を置いたアプ ローチ（例、資産管理エージェント）の組合
が理想的だ。しかし、ハードウェアに基盤を置いたアプローチはシステムに複雑性を追加
し、ソフトウェアに基盤を置いたアプローチオペレーティングシステムにかなり依存であ
るので、新しくて単純化されたアプローチが必要だ。
【００２９】
基本的に、今日の電算環境に存在する問題の根本的な原因は、電算装置のすべての部品を
制御するオペレーティングシステムのカーネルモード（kernel mode）や昇格されたアク
セス権限（例えば、管理者やルート（root）権限）を持つことができるユーザーの能力（
そして必要性）で浮き彫りになった固 有の脆弱性を持つオペレーティングシステムによ
って寄与される。例えば、ほとんどすべての電算装置は、周辺装置（例えば、ハードディ
スクドライブ）を制御するオペレーティングシステムに起動されて、オペレーティングシ
ステムはオペレーティングシステ ム自身やユーザーがオペレーティングシステムおよび
周辺装置を構成する必要があるときに使用される昇格されたアクセスモードを持っている
。悪性ユーザーまたはプログラムは認可されないアプローチをしようとか電算装置の機能
を不可するようにしようと、常にこれのような昇格されたアクセスモードを搾取し てい
る。オペレーティングシステムとアプリケーションは、このような搾取を防止するために
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ますます複雑になってきた が、効果的な治療は今基本的に知られていなかった
【００３０】
近年開発されたこと中1 つは、 悪性搾取を最小化しいし、管理性を高めるための試みと
して、ユーザーの電算環境の仮想化だ。仮想化は、仮想記憶装置、仮想ネットワーク接続
などを持っている仮想機械を提供するために、電算装置をホストOS（通常"硬化された"（
hardened"）オペレーティングシステム）で起動することで行われる。その後、仮想機械
は、ユーザーのためのゲストOS で起動されている。例えば、アップル Mac（Apple Mac：
登録商標）、Mac オエスで起動されて、バーチャル PC（Virtual PC：登録商標）は仮想
機械を作るために始まって、仮想機械はユーザーがWindows（登録商標） アプリケーショ
ンを使用できるようにWindows XP で起動される。または、サーバーがWindows Server 20
03（Windows Server 2003：登録商標）から起動されて、ビエムウェア（VMWare：登録商
標）は複数の仮想機械を作るために始まって、仮想機械は各種オペレーティングシステム
で起動される。仮想機械のスナップショット（snapshot）は仮想機械の状態を保存するた
めに作られて、仮想機械が問題にあった場合、仮想機械はすぐに復旧されることができる
。1 つのサーバーがユーザーのための多数の仮想機械をサポートするために構成されれば
、これはユーザーがキーボード、マウス、ビデオ 信号をネットワーク上で送信しながら
、仮想機械を遠隔的にアクセスできるようになり、中央化されたサーバーベースの電算や
シンクライアント（thin - client）の電算に属するようになる。
【００３１】
サーバーのハードウェアやソフトウェアへの直 接的なユーザーアクセスの制限とユーザ
ーの端末機で低い装備を使うことがあるような、サーバーベースの電算やシンクライアン
トの電算が持つ数多くの利点がある。ただし、サーバーベースの電算やシンクライアント
の電算はすべてのユーザーを支援することに十分なほ ど強力である必要がなければして
、もっと限定的に、すべてのユーザーの端末機がサーバー上のアプリケーションをユーザ
ーが使用できるようにするためには、 サーバーに接続している必要がなければならない
ようないくつかの不利点もある。
【００３２】
さらに、ゲストOS を運用する仮想機械でも、まだ、悪性ユーザーやプログラムによって
搾取することができる固有な脆弱性がある。例えば、仮想機械は通常電算装置のようにア
ンチウイルスソフトウェアとファイル許可制御方式が相変らず必要だ。そして、ホストOS
 か最大限に強化されたが（保護されたが）、ホストOS はまだ搾取されることができる昇
格されたアクセスモードを持っている。例えば、ホストOS に管理者権限を取得した悪性
ユーザーや プログラムは仮想機械に仮想記憶装置を提供するソフトウェアコンポーネン
トを損傷することができ、すべての仮想機械にアクセスすること ができない結果を招く
ことができる。それで、OS やアプリケーションによって使用されるファイルやデータが
悪性ユーザーやプログラ ムに公開されることを減少するのが非常に望ましい。
【課題を解決するための手段】
【００３３】
本発明は、コンピュータと コンピュータシステムのための記憶装置に関するのだ。記憶
装置はコンピュータインターフェイスとシステムインターフェイスを通ってコンピュータ
に通信的に接続されたプロセッサを含む [注：ここで、 プロセッサはコンピュータが持
っているCPU ではなく、記憶装置に内蔵されたデバイスのプロセッサ（deviceprocessor
）をいう]。プロセッサはまたネットワークインターフェイスを通って、ネットワークに
通信的に接続されている。コンピュータインターフェイスはプロセッ サとコンピュータ
間の通信を独占的に可能にさせて、システムインタフェースはプロセッサとコンピュータ
の1 つ以上のハードウェアコンポーネントを管理するこ とを可能にさせる。ネットワー
クインタフェースはプロセッサがネットワーク上の他のファイルサーバを排除した特定フ
ァイルサーバとの通信を可能にさせる。記憶手段はプロセッサとの通信 に接続されてい
て、１番目及び２番目に指定された記憶領域を含む。プロセッサは、2 つの記憶領域に読
み込み/書き込みアクセスを持っているが、コンピュー タは１番目の記憶領域には読み取
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り専用のアクセス、２番目の記憶領域には読み込み/書き込みアクセスを持っている。分
離型媒体記憶装置もプロセッサに通信的に接続されている。
【００３４】
記憶装置は記憶装置や連合されたコンピュータの機能を改良させる ために追加的なオプ
ションたちも形成されることができる。このオプションは独自的にまたは合に具現される
ことができる。1 つのオプションで記憶装置はプロセッサが1 つ以上の暗号化/復号化機
能のために使えるように適する暗号化 モジュールを含むことができる。この機能は特定
ファイルサーバーとの暗号化通信、記憶手段にファイルを暗号化して保存、分離型媒体記
憶装置を使用してファイルを暗号化して保存することを含む。暗号化モジュールが使用す
る暗号キーは特定ファイルサーバーから取得することができる。
【００３５】
もう1 つのオプションで、プロセッサはコンピュータからファイル要請を受けた時、一連
の順次段階を実行するようにプログラムされることができる。まず、プロセッサはファイ
ルが１番目に指定された記憶領域に保存されたのか判断して、ファイルがあれば、読み取
り専用でコンピュータに提供する。次、ファイルが保存されていなければ、 プロセッサ
は1 つ以上の特定ファイルサーバーにファイルを要求する。ファイルが1 つ以上の特定フ
ァイルサーバーにあれば、ファイルは入手されて、１番目に指定された記憶領域に保存さ
れて、読み取り専用にコンピュータに提供される。最後に、ファイルが別の方法で取得で
きなければ、ファイルの入手不可の通報をコンピュータに返信する。この順次段階で追加
すると、プロセッサはファイルが1 つ以上の特定ファイルサーバー上に存在しなければ、
ファイルが分離型媒体記憶装置 にあるのか判断するようにプログラムされることができ
る。前と一緒に、ファイルがあれば、保存されて読み取り専用でコンピュータに提供され
る。
【００３６】
もう1 つのオプションで、プロセッサは２番目に指定された記憶領域に記録されたファイ
ルを監視し、制御し、および/または処理す るようにプログラムされることができる。ま
た、コンピュータがネットワークインタフェースを通ってネットワークに通信的に接続さ
れる と、プロセッサはネットワークインターフェイスを通過しているコンピュータから/
へのネットワークトラフィックを監視し、制御し、および/または処理するようにプログ
ラムされることができる。
【００３７】
もう1 つのオプションで、記憶装置は、２番目に指定された記憶領域に保存されたユーザ
ーのファイルをバックアップや保存目的で分離型媒体記憶装置にコピーするようにプログ
ラムされることができる。別の方法では、または追加するには、記憶装置は、２番目に指
定された記憶領域に保存されたユーザーのファイルを1 つ以上の特定ファイルサーバーに
コピーするようにプログラムされることができる。
【００３８】
もう1 つのオプションで、プロセッサは、1 つ以上の特定ファイルサーバから保存された
ファイル を削除するよう命令を受信すると、保存されたファイルを記憶手段から削除す
るように合わせることができる。別の方法では、保存されたファイルはファイル有効期間
の表を含むことができ、プロセッサはファイル有効期間の表 によって決まった標準によ
って保存されたファイルを削除するように合わせることができる。この表は、ファイルが
削除さればならない時の表で、絶対的な日付と時刻表、相対的な日付と時刻表、または時
間に関連関がない色々他の標準を含 むことができる。
【００３９】
それで、電算装置と電算システムと使われる知的記憶装置が公開さ れた。改善の利点は
選好的具体化の説明と図面から出て来る。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】既存の技術に基づいて資産管理インターフェイスを持っているネットワークコン
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 ピュータの概要図;
【図２】一番目ネットワークの計画を使用してネット ワークコンピュータへの知的記憶
装置が組み込まれている概要図;
【図３】二番目ネットワークの計画を使用してネッ トワークコンピュータへの知的記憶
装置が組み込まれている概要図;
【図４】一番目知的記憶装置の概要図;
【図５】二番目知的記憶装置の概要図;
【図６】知的記憶装置かコンピュータのファイル要請に応じて利用可能な計算方法を説明
するフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
図面では、同じ参照符号は類似の構成要素を現わす：
本文の説明のために、"非使用者ファイル"という単語は、コンピュータのオペレーティン
グシステムの要素、アプリケーションの要素、またはユーザーが読み取り専用のアクセス
だけを持っているファイルに指定されたファイルを意味する。本文に使用されるように、
"使用者ファイル"という単語は、非使用者ファイルに定義されていないファイルを意味し
て、通常ユーザーの電算装置 の使用の直接的な結果として生成される。このような使用
者ファイルは、ユーザーのために、オペレーティングシステムまたはアプリケーションに
よって生 成された臨時ファイルを含むことができる。このような定義の下で、非使用者
ファイルと使用者ファイルの間の描写は特定コンピュータやネットワークコンピュータや
ネット ワークの管理者によってなるべく決まる。それで、技術に熟練された人は他の管
理者たちが同じファイルを別の種類に区分を選択することができることを認知することが
あり、例で、一番目ネットワーク管理者は特定ファイルを非使用者ファイルで、他の二番
目ネットワーク管理者は同じファイル使用者ファイルで扱うことができる。
【００４２】
さらに、"サーバー"という単語は、ネットワーク上で独立的サーバーに運営されるように
構成された電算装置とソフトウェアで独立的サーバーの機能を効果的に装って、多くの仮
想サーバーがネットワークされた1 つの電算装置によって提供されることを可能にさせる
ことができる“仮想サーバー”両方とも内包する。いくつかの仮想サーバーかサーバーの
機能を実行するために必要な機能性だけ装うことができれば、別の 仮想サーバーは願う
サーバー機能性を全部複製するために電算装置のすべてのハードウェア構成部品を装うこ
とができる。
【００４３】
図1 に詳細的に回って、図1 は既存の技術に表示された典型的なネットワークコンピュー
タ（101）の代表だ。ネットワーク上のコンピュータ （101）は、既製や注文型だったか
個人用または事業用のコンピュータやネットワークサーバーであることができるか、個人
携帯情報端末 （PDA）、携帯電話、または任意のネットワークされたプログラムされるこ
とができる装置や装備などの特殊装置であることができる。コンピュータ（101）は、中
央処理装置（104）; 各種部品間の通信を許容して接続する内部インターフェイスのバス
（105）; オペレーティングシステム（103）とアプリケーション（102）が必要なファイ
ルを普通に保存するハードディスクドライブや不揮発性RAM などの補助記憶装置（107）
；有線や無線でコン ピュータ（101）かファイルとプリンタの共有用のサーバー（101）
および/またはネットワークアプリケーションサーバー（102）などのネット ワークリソ
ースを持っているネットワーク（109）と連結のために使うネットワークインターフェイ
ス（108）；そして、"帯域外管理"のために使用することができる選択的なネットワーク
管理インターフェイス（106）のような一般的な構成部品を見せている。このような構成
部品はネットワークされたコンピュータには一般的なので、技術に熟練された人によく知
られた多くの機能を提供する。
【００４４】
オペレーティングシステム（103）は、機能的なコン ピュータを形成するための構成部品
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間の相互作用の管理に責任がある。特に、オペレーティングシステ ム（103）は、アプリ
ケーション（102）、またはオペレーティングシステム（103）自体から起こることができ
るファイル要請を処理する。このファイル要請は、アプリケーション（102）またはオペ
レーティングシス テム（103）か補助記憶装置（107）、ファイルとプリンタの共有用の
サーバー（111）、またはネットワークアプリケーションサーバ（112）へのアクセスを要
求するときに起こる。ファイル要請を処理するために、オペレーティングシステム（103
）は、コンピュータに関連して 使用されることができる多様な記憶装置やネットワーク
プロトコルを責任負うために補助記憶装置（107）およびネットワークインターフェイス
（107）の特性でプログラムされている。オペレーティングシステム（103 ）は、また、
補助記憶装置（107）に格納されたファイルを観察して、複数のネットワークサーバ（111
、112）にある複数のリソースを、コンピュータ の運用とどのように統合されたかという
情報にプログラムされている。従って、通常の運用状況下では、コンピュータ（101 ）の
オペレーティングシステム（103）は、他の多くの複雑な作業に対応する。
【００４５】
管理インターフェイス（106）はどんな電算装置でも使用することができるが、現在、ネ
ットワークされたサーバーで広く使用されている。管理インターフェイス （106）は管理
者がサーバーをリモート管理し、ハードウェアの構成部品や運営状態の情報を集めること
を許容する。管理イン ターフェイス（106）を使用して、管理者はコンピュータ（101）
をつけるとか消すとかできて、ポスト（始動自体試験―起動前プロセス）のメッセージの
順序を見ることができて、またはキーボード、ビデオ、およびマウス（KVM ）の延長で、
リモートコンソールの機能を持つことができる。管理インターフェイス（106）は、また
、規則的な間隔で、補助記憶装置（107）やメモリが 悪くなるような緊要なイベントがあ
る時、管理用のサーバー（110）に運営状態を報告するようにプログラムされることがで
きる。管理インターフェースは追加基板や電算装置の主要システム基板に組み込むことが
できるし、技術に熟練された人々によく 知られてた多くの機能を提供することができる
。
【００４６】
図2 は、内部に統合された知 的記憶装置（ISD）（202）を含まれているネットワークコ
ンピュータ（201）を説明する。ISD（202）はまた本文に説明されたどんな機能性を失っ
て捨てることなく、コンピュータ（201）に外装されることができる。以前の技術と同じ
に、コンピュータ（201）はCPU（104）とインタフェースバス（105）を含む。補助記憶装
置（107）とネットワークインターフェイス（108）が含まれているが、ISD（202）が必要
な機能を提供することが できるから、どの場合には選択的だ。ISD（202）および他の構
成部品は、各構成部品に相応しいコンピュータインターフェイス（204）を 使用して、イ
ンターフェイスバス（105）に接続されている。ISD（202）は、ISD（202）かコンピュー
タ（201）の多くのハードウェア構成部品の管理 することができるようにする管理インタ
ーフェイス（205）を通ってインターフェイスバス（105）に追加の連結を持っている。デ
 ザインによって、インターフェイスバス（105）は、技術に熟練された人々によく知られ
たように、それぞれの特定の機能性に限られたいくつかのチャンネ ルを持つことができ
る。
【００４７】
図2 のコンピュータ（201）は、他のデザインでは、 他のサーバーが別のネットワーク上
にある場合もあるが、1 つのネットワーク上にある3 つの他の種類のサーバーに接続され
ている。 一番目サーバーは主にネットワー ク上のIDS と通信する知的記憶装置用サーバ
ー（SISD）203）だ。ISD かネットワーク上SISD（203）と通信する唯一の装置の種類とい
うのは好ましいことがあるが必要ではない。つまり、SISD（203）はISD 以外のどんな装
置とも通信しないし、ISD はSISD（203）以外のどんなサーバーとも通信しな い。しかし
、ISD（202）がSISD（203）とだけ通信に制限されれば、 ISD（202）か コンピュータ（2
01）に提供されるどんな連結通過（pass - thru）通信はSISD（203）に制限されない。実
際で、連結通過を通じて、コ ンピュータ（201）はネットワーク上の2 番目と3 番目のサ
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ーバー（111、112）と連絡することができる。
【００４８】
技術に熟練された人は多くのサーバーとネットワーク構成が可能であることを確認する。
例えば、2 つ以上のサーバーが1 つの電算装置によって、仮想サーバーに提供することが
できる。別の方法では、より多くのサーバーがネットワーク環境で重複性または追加機能
性を紹介するために追加されることができる。ネットワークはどのような好ましい方法で
でも形成されることができる。例えば、ネットワークでは、銅配線、光ファイバー、無線
通信、またはどんな類型を使用して形成することができる。
【００４９】
図3 は、ISD（202）とコンピュータ（201）の他の部分の間で共有することができる分離
型媒体記憶装置（301）とISD（202）が含まれているネットワークコンピュータ（201）を
説明する。例えば、分離型媒体記憶装置（301）はアプリケーション（102）、オペレーテ
ィングシステム（103）、およびISD（202）か直接アクセスすることができるDVD ドライ
ブであることができる。別の方法では、アプリケーション（102）とオペレーティングシ
ステム（103）は ISD（202）のみを通ってDVD ドライブにアクセスできるように強制され
ることができて（例えば、分離型媒体記憶装置（301）とのインタ フェースバス（105）
の間には直接的インターフェイスがない）、ISD（202）か分離型媒体記憶装置（301）の
使用を許可するとか不許することができる。分離型媒体記憶装置（301）は、CD とDVD ド
ライブや、RAM ドライブや、 USB ドライブなどようなどんな類型の分離型媒体であるこ
とができる。
【００５０】
図4 は、ISD（202）とこれの6 つの基本的な構成部品を説明する。ISD（202）は、プロセ
ッサ（403）（キャッシュエンジン）、主要CPU インタフェース（401）、システムインタ
フェース（402）、ネットワークインターフェイス（405）、キャッ シュ（406）（記憶手
段）、そして分離型媒体記憶装置（407）を含む。ISD （202）は、図2 と3 で見えたよう
に、オペレーティングシステムによって典型的に遂行される特定作業を簡単にさせて減ら
すためにコンピュータと関連して使用される。
【００５１】
キャッシュエンジン（403）は、ISD（202）に通信的に接続されて、他の構成部品を管理
する。この機能で手伝うために、キャッシュエンジン（403）はコンピュータにISD（202
）を通じるネットワークアクセスを提供するための連結通過と暗号化エンジン（408）を
含む。キャッシュエンジン（403）の特殊な機能は、（1）コンピュータ（201）への主要C
PU インタフェース（401）とシステムのインターフェイス（402）、（2）コンピュータ（
301）がネットワークサーバー（111、112）にアクセスするために使用されるすることが
できる連結通過（404）、（3）キャッシュ（406）内に保存されたファイル、（4）分離型
媒体記憶装置（407）の運営と、（5）ネットワークへのネットワークインターフェイス（
405）を管理することを含む。キャッシュエンジン（403）は、また、アプリケーションや
オペレーティングシステムのファイル要請とSISD から受けた命令を処理する。ISD（202
）に含まれる各構成部品とISD（202）によって提供される全体的な目標は、電算装置で発
見される多くの典型的な構成部品 の管理と連合された、機能の基本的管理、ファイルの
保存と管理、ウイルスや他の悪性ソフトウェアのようなものからファイルやシステムのデ
ータを守る などの義務からオペレーティングシステムを取り除くためのことた。
【００５２】
主要CPU インタフェース（401）とシステムのインターフェイス（402）はISD（202）がコ
ンピュータに接続するときキャッシュエンジン（403）がコンピュータと通信することを
可能にする。同様に、ネットワーク インターフェイス（405）はISD（202）がネットワー
クに接続したときキャッシュエンジン（403）が通信ネットワーク上の他のネットワーク
されたデバイスと通信することを可能にする。主要CPU インタフェース（401）とネット
ワークインターフェイス（405 ）また、連結通過を通じて相互に通信的に接続されていて
、キャッシュエンジン（403）がコンピュータでネットワーク接続を透過性ありげに提供
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することができる。キャッシュエンジン（403）は、連結通過（404）を使用してコンピュ
ータから/へのネットワーク通信を選択的に監視し、制御し、および/または処理すること
ができる。例えば、キャッシュエンジン（403）はアクセス制限のポリシーを適用すると
か悪性ネットワークの通信をスキャンする ことができる。キャッシュエンジン（403）は
またコンピュー タで運用されるオペレーティングシステムと独立的にファイアウォール
機能を提供したり、ウイルスやスパイウェア（spyware）に感染されたネッ トワーク通信
を削除することもできる。別の例 えば、キャッシュエンジン（403）は含まれた暗号化エ
ンジンを使用してネットワーク通信の送信を暗号化するとか受信を復号化することがで 
きる。このような暗号化と復号化機能はどんな類型の暗号化アルゴリズムを使用して実行
することができる。
【００５３】
キャッシュエンジン（403）は、本文で説明されたようにISD（202）の機能を統制するの
に相応しいどんな類型の中央処理装置であることができる。使用される中央処理装置の特
定の類型は、デザインの選択による。許容可能な中央処理装置はさまざまな中、インテル
（Intel）、エイエムディ（AMD）、 IBM（IBM）、アム（ARM）、エムアイピエス（MIPS）
のような納品業者の集積回路部門から可能だ。技術に熟練された人はキャッシュエンジン
（403）のための多くの他のデザインが構成部品と ISD（202）の願う機能を管理するため
に可能であることを認識される。
【００５４】
例えば、現在、できるだけ多くの中央処理装置はもう暗号化モジュールを内蔵している。
そんなプロセッサはキャッシュ（406）の中や分離型媒体記憶装置 （407）の中に保存さ
れたファイルやデータを暗号化するとか、キャッシュエンジン（403）から/への、電算装
置から/へのネットワーク通信を保護するために使用することができる。暗 号化モジュー
ルを内蔵していないプロセッサは、外部の暗号化モジュールを使うことができる。キャッ
 シュエンジン（403）は、オペレーティングシステム（103）とは独立的にキャッシュ（4
06）に保存されたファイルを暗号化して認可されないアクセスから保 護することができ
る。暗号化/復号化キーは、キャッシュエンジン（403）自体に内蔵することができるし、
このような 目的で特別に提供された分離型メモリ（例えば、非活性メモリーやスマート
カードなどの外装部品）に保存されることができるし、キャッシュエンジン （403）によ
るアクセスするためにキャッシュ（406）内に保存することができる。保安性が高い具現
のために、キャッシュエンジン（403）はSSID との"連結性"を要求するように プログラ
ムされることもができて、暗号化/復号化キーがSISD（202）によって管理されて供給され
ることができる。このような具現では、ISD（202）がネットワークに接続されてSSID（20
3）と通信できなければ、ISD（202）に保存されたファイルへのアクセスは支える。キャ
ッシュ エンジン（403）が復号化キーのために、ネットワーク上のSISD（203）に連絡で
きなければ、キャッシュエンジン（403）はキャッ シュ（406）内のファイルを復号化し
ない。従って、たとえコンピュータのオペレーティングシステムが毀損されても、キャッ
 シュ（406 ）に保存されたファイルは、キャッシュエンジン（403）がオペレーティング
システム（103）とは独立的にファイルの暗号化/復号化を管理するため、暗号化されて完
全に保護されたまま残っている。願う保安と保護のレベルによって、キャッシュエンジン
（403）は、"連結性"を継続的、所定の間隔（例えば、15 分毎、2 時間毎、毎日など）と
暗号化/復号化の機能が開始される時だけ検査するようにプログラムされることができる
。
【００５５】
主要CPU インタフェース（401）とネットワークインターフェイス（405）はキャッシュエ
ンジン 403）がコンピュータ（201）とネットワーク（109）それぞれの通信を可能にする
相応しいインターフェイスのどんな類型であることができる。コンピュータ（201）とネ
ットワーク （109）をISD（202）に相互接続する特定の方法はデザインの選択による。さ
まざまな中で、IDE、SCSI、ATA、SATA、 PATA、USB とIEEE 1394 のような一般的に知ら
れたフォーマットを使用する方法については、ブロックのモーやファイルのモード（自然
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的や模倣的）で、主要 CPU インターフェイスで許容可能だ。さまざまな中で、イーサネ
ット（登録商標）、ATM、無線ネットワークと携帯電話ネットワーク（cellular network
）のような一般的に知られたネットワークインターフェイスと、さまざまな中で、TCP / 
IP やATM などのネットワークプロトコルはネットワークインターフェース(405)にために
許可可能だ。こんな コンポーネントは独立的なコンポーネントや統合型なコンポーネン
トで、多くのコンピューターハードウェア納品業者から一般に広く得ることができる。コ
ンピュータ（201）がISD（202）を持つ周辺装置やモバイール装置とき、ネットワークイ
ンターフェイス（405）は直接的連結インターフェイスの型を持つことができる。例えば
、PDA は、無線ネットワークインターフェイスなどのネットワークインターフェイス（40
5）を持つ ことができるが、SISD（203）で作動するパソコンに直接的連結を持つことが
できる。
【００５６】
システムのインターフェイス（402）は、コンピュータ（201）をつけるとかけすことがで
きる簡単な制御機とか、コンピュータ（201）のシステム基板や多くの構成部品と直接連
携されて追加管理機能を提供することができる直接回路こ とができる。システムのイン
ターフェイス（402）を使用して、キャッシュエンジン（403）は事前に計画されたイベン
トや知られた管理サーバー の典型的機能を統合したSISD（203）からの要求をコンピュー
タ（201）の多くの構成部品に管理要求を送ることがてきる。例えば、キャッシュエンジ
ン（403）は、メモリリークをなくすためにし、バックアッ プを開始する前に閉じられて
いないアプリケーションを終了するためにし、または他の願う目的のためにし、毎晩コン
ピュータ（201）をけしてつけることが できる。別の方法で、または追加すると、キャッ
シュエンジン（403）はどんな構成部品が故障の症状を示していることを見ようと数分ご
とにコンピュータを構成部品を検索することができる。問題が検出されると、キャッシュ
エンジン（403）は管理サーバーに警告を送ることができる。キャッシュエンジン（403）
は、必要によって、KVM を管理局に送るとかリーヂレットするために、システ ムのイン
ターフェイス（402）を使用することができる。本質的に、キャッ シュエンジン（403）
は既存の技術で今実行されるように、管理インターフェイス（106）（追加管理基板や内
蔵した管理構成部品）によってが典型的な管理機能を提供するためにシステムのインター
フェイス（402）を使用することができる。そのため、ISD（202）は他の管理インターフ
ェイスの必要性を取り除く。
【００５７】
ISD（202）はまた、追加管理基板や内蔵した管理構成部品が提供されないソフトウェア資
産管理を提供することができる。キャッシュエンジン（403）がコン ピュータの構成部品
の管理機能を提供するだけでなく、オペレーティングシステム（103）やアプリケーショ
ン（102）からのファイル要請を管理 するため、ISD（202）はハードウェアとソフトウェ
アの両方の資産管理を一緒に提供することができる。
【００５８】
さらに、知られた帯域外管理の技術を使用して、キャッシュエンジン（403）はまた、コ
ンピュータ（201）上で運用されるオペレーティングシステム 103）やアプリケーション
（102）とは独立的に、コンピュータ（201）の周辺機器を制御するためにシステムインタ
フェース（402）を使用すること がでる。例えば、キャッシュエンジン（403）はUSB ポ
ートを制御することができて（例えば、活性化するとか非活性化するとか）、管理者権限
を持ったユーザーやオペレーティングシステムさえUSB フラッシュメモリ（USB flash me
mory）などのUSB デバイスへのアクセスができない。こんな種類の周辺機器の制御はISD
（202）に必要な命令や政策を送ることができるSISD（203）から中央管理されることがで
きるから、このような方法でハードウェアの構成部品やソフトウェアの資産を管理するこ
とによって、オペレーティングシステムは何であるこ とができて、オペレーティングシ
ステムに依存しているエージェントは必要されない。
【００５９】
キャッシュ（406）に使用される 特定の類型の記憶装置はまたデザインの選択による。キ
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ャッシュ（406）は技術に熟練された人々に知られたハードドゥスクドライブ、DRAM、SDR
AM、フラッシュメモリなどんな類型のランダムアクセス媒体であることができる。選択は
連合させたの電算装置の予定された用途に一般的に依存されている。例えば、ハードディ
スクドライブはデスクトップ（desktop）やラップトップ（laptop）コン ピュータをため
に使用されることができるし、DRAM はコンピュータの電源が消えたつく時に完全に再起
動される必要があれば使用することができるし、 SDRAM やフラッシュメモリはコンピュ
ータが低劣放散を持った高性能記憶装置を必要すれば使用することができるし、または分
離型ランダムアクセス 媒体にはユーザーが保存された内容は維持しながら別のコンピュ
ータに移し回ることができる環境で使用することができる。そのため、キャッシュ エン
ジン（403）によって使用されるプログラムは選択されたランダムアクセス媒体の特定の
類型と作用するように適応されることができる。さらに、キャッシュ（406）はどんな望
ましい計画を使って二つの部分で分離することができる。 そなかでも一部はコンピュー
タに読み取り専用のアクセスが許可されてる非使用者ファイルのために指定されて、他の
部分は、コンピュータが読み取り/書き込みアクセスが許可される使用者ファイルのため
に指定される。例えば、キャッシュ（406）は各指定された部分が連続されたアドレス領
域に形成される。また、別の方法では、二つの部分が不連続アドレス領域に形成されて、
新しいファイルがキャッ シュ（406）に記録される時、使用されたアドレス領域は新しい
ファイルが使用者ファイルなのか非使用者ファイルなのかにしたがって指定された部分中
一つで決まる。
【００６０】
分離型媒体記憶装置（407）の特定の類型もデザインの選択による。分離型媒体記憶装置
（407）は、CD-ROM、CD-RW、色々フォーマット媒体類型のDVD、またはUSB ジャンプドラ
イブ（USB jump drive）のようなどんな類型のランダムアクセス媒体記憶装置とか、磁気
テープカートリッジのような順次アクセス媒体記憶章であることができる。分離型媒体記
憶装置（407）の主な使用はキャッシュエンジン（403）がSISD（203）と通信できない時
に、キャッシュエンジン（403）が分離型媒体から要求さ れたファイルを入手するためた
。SISD（203）で一般的に得られる選定された非使用者ファイルは、分離型媒体に保存す
ることができて、 キャッシュエンジンがSISD（203）と通信することができない時、ファ
イルにアクセスすることができる。分離型媒体記憶装置（407）は、大きなアプリケーシ
ョンがネット ワーク上にダウンロードする必要がないように、キャッシュ（406）の読み
取り専用の領域に非使用者ファイルを事前に住むために使用することができる。
【００６１】
分離型媒体記憶装置は、図3 に示すように、オペレーティングシステム（103）やアプリ
ケーション（102）が分離型媒体記憶装置（301）を直接的に使用されるコンピュータの共
用構成部品であることができる。キャッシュ（406）のように、分離型媒体記憶装置が共
用構成部品ではなければ、どんな望ましい計画を使用して部分的に分離することができま
す。別の方法では、オペレーティングシステム（103）とアプリケーション（102）は、分
離型媒体記憶装置に直接的アクセス することができないし、ISD（202）を通じてアクセ
スすることができて、キャッシュエンジン（403）がオペレーティングシステム（103）や
アプ リケーション（102）と分離型媒体記憶装置との通信を選択的に監視し、制御し、お
よび/または処置することを可能にさせる。加えて、キャッシュエンジン（403）は、分離
型媒体記憶装置（301）の使用を許可するとか不許するとができる。例えば、キャッシュ
エンジン（403）はオーディオCD や百科事典のDVD へのアクセスを許可すること ができ
るが、分離型媒体に保存されたMP3 や認可されないアプリケーションへのアクセスを不許
することができる。
【００６２】
ISD（202）は自体内に内蔵したどんな数の周辺装置やインターフェースを持つことができ
るし、また別の方 法では、オペレーティングシステム（103）とアプリケーション（102
）はこの周辺装置やインターフェイスをISD（202）を通じてアクセスできるように構成さ
れてることもできる。このように、周辺装置へのアクセスはキャッシュエンジン（403）



(20) JP 2011-503689 A 2011.1.27

10

20

30

40

50

が管理者の中央的管理することができ るアクセス規則や政策によってアクセスを許可す
るとか不許することができるので、オペレーティングシステム（102）とは独立的に制御
されることができる。オペレーティングシステムとは独立的に周辺機器のアクセスを中央
的に制御することができるということは安全性が 高い環境では有益な力量だ。例えば、I
SD（202）は分離型媒体記憶装置（407）へのアクセスを許可し なければ、ユーザーは機
密ファイルを分離型媒体に保存することができない。ISD（202）どの起動可能な媒体への
アクセスを許可し なければ、ユーザーはまた別のオペレーティングシステムで起動する
ことができない。短く言って、ISD（202）はキャッシュ（406）に保存されたファイルを
管理し、必要に応じて、 コンピュータとネットワークとの相互作用しながらコンピュー
タの多くの構成部品を制御するようにプログラムされることができる。
【００６３】
図5 は、電算装置の主要な構成部品で構成されるISD（502）を説明する。キャッシュエン
ジン（403）は、直接、他の周辺装置（503）と連携するように構成されて、 ISD（502）
は電算装置がキャッシュエンジン（403）だけ通じて周辺装置（503）にアクセスしるよう
に構成される。ISD（502）はプログラムされることができる電算装置の基本構成部品を含
むように構成されることができる“使用者コンピューティング領域”（501）を持ってい
る：選択されたオペレーティングシステムとアプリケーションの高速実 行を提供するこ
とができる効率的CPU、CPU によって使用される典型的な主なランダムアクセスメモリ、
キーボード、ビデオ、およびマウス用のユーザー入力/出力 インターフェイス。他の構成
部品へのアクセスはキャッシュエンジン（403）によって管理されて、使用者コンピュー
ティング領域（501）内で運用されるオペレーティングシステムとアプリケーションはキ
ャッシュ（406）に保存されたファイルや周辺装置（503）へ直接的に接近ができない。さ
らに、ISD（502）は、キャッシュエンジン（403）でのユーザー入力/出力インターフェイ
スを含まれていない、キャッ シュエンジン（403）の機能がユーザーと使用者コンピュー
ティング領域（501）内で運用されるオペレーティングシステムとアプ リケーションで妨
害にならない。それで、一番目指定された記憶装置の部分に保存された非使用者ファイル
が保護されることができるし、使用者コンピューティング領域（501）内で許可されたも
の以外のどの附属した周辺装置へのアクセスは上に説明されたとあり制御されることがで
きる。
【００６４】
ISD（502）の典型的な具現では、キャッシュエンジン（403）に使用されるプロセッサは
、その義務 がファイル管理とアクセス制御に制限されることで効率性が高いプロセッサ
である必要がない。例えば、プロセッサは、大きなスプレッドシート（spreadsheet）、
グラフィックスレンドリング（graphics rendering）など用の力量を十分に持たなくても
良いのに、こんな効率性が高いことの要求は使用者コンピューティング領域（501）にあ
るCPU でばかり期 待されるからだ。. しかし、キャッシュエンジン（403）での仮想化さ
れたコンピューティング領域の直接的アクセスが本文の概念によって限定される限り、使
用者コンピューティング領域 （501）はISD（502）の概念を忘れてしまうことなしに仮想
化されることができる。さらに、使用者コンピューティング領域 （501）が物質的にCPU 
とメモリで構成されたり仮想化されたりのに関係なく、ユーザーの入力/出力はローカル
に接続されたキーボード、マウス、ビ デオやネットワーク上のリモートキーボード、マ
ウス、ビデオであることができる。
【００６５】
ISD のプログラムはC++、Java（Java）（登録商標）などどんなプログラム言語であるこ
とができて、コンパイルされたプログラムはキャッシュエンジン（403）自体に組み込ま
れるか、このような目的で特別に指定された別のメモリ（例えば、更新可能なファームウ
ェア）に保存されることがてきる。別の方法では、プログラムはキャッシュエンジン （4
03）によるアクセスをするためにキャッシュ（406）内に保存されることができる。主に
、プログラムはキャッシュ（406）内に保存された非使用者ファイルを読み取り専用 で、
使用者ファイルは読み込み/書き込み用で電算装置にアクセスを提供しながら、キャッシ
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ュエンジン（403）に連合された準電算装置と通信されることを可能される。主要CPUイン
タフェース（401）の類型によって、 プログラムはキャッシュ（406）に保存されたファ
イルの模倣的なブロックレベルのアクセス（block - level access）やファイルレベルの
アクセス（file - level access）を提供することができる。プログラムはまた、キャッ
シュエンジン（403）がどんな相応しいネットワークプロトコルを使用して、ネットワー
クインターフェイス （405）を通じてネットワークと通信することを許容することができ
る。
【００６６】
図6 は、キャッシュエンジンがオペレーティングシステムの要請に答えてなるべく従う論
理を示すフロー チャートだ。オペレーティングシステムが、典型的にアプリケーション
プログラムのインタフェースを通じて読 み取りと書き込み操作をオペレーティングシス
テムのために処理されることで、等しい論理はアプリケーションの要請にも使用される。
要請（602）がオペレーティ ングシステムから受信されれば、キャッシュエンジンは要請
がファイルの判読なのか記録なのか判別する（603）。もし、要請が ファイルを記録なら
、キャッシュエンジンはファイルの記録要請が読み取り専用で指定された領域なのか読み
込み/書き込みで指定された領域なのかで あるかどうか検査する。ファイルの記録要請が
読み取り専用で指定された領域には、キャッシュエンジンは"無効な要請"との通報をオペ
レーティングシステム（605）に回信して要請を拒絶する。ファイルの記録要請が読み込
み/書き込みで指定された領域には、キャッシュエンジンは読み込み/書き込みで指定され
た領域にファイルを記録しながら（607）、ウイルススキャン、暗号化、バックアップな
どのフィーチャーを処理する。フィーチャーの処理の特定の順序はフィーチャーの特性に
よる。例えば、キャッシュエンジンは読み込み /書き込みのキャッシュにファイルを記録
する前に、ウイルスについてファイルをスキャンすることができる。ウイルスが発見され
れば、ファイルを 検疫所に残すとか記録するのを完全に否定するような次の措置を取る
ことができる。さらに、キャッシュ エンジンはファイルを読み込み/書き込みのキャッシ
ュに記録された後に、ファイルサーバーにファイルをバックアップしていたか 、または
分離型媒体に保存することができる。一応、ファイルが読み込み/書き込みで指定された
キャッシュに成功的に記録されて、選好されたフィー チャーがすべて実行さになったら
、キャッシュエンジンは"ファイルの書き込み完了"と通報をオペレーティングシステムに
回信する（610）。
【００６７】
キャッ シュエンジンが要請をファイルを読み込みで判別すれば（603）、キャッシュエン
ジンはファイルの読み込み要請が読み取り専用で指定された領域の中にあるファイル（例
えば、非使用者ファイル）をためか、または読み込み/書き込みで指定された領域の中に
あるファイル（例えば、使用者ファイル）をためかを 判別する。ファイルの要請が非使
用者ファイルなら、キャッシュエンジンは非使用者ファイルが読み取り専用で指定された
キャッシュから得ることが できるのか判断する（612）。要請された非使用者ファイルが
読み取り専用で指定されたキャッシュから取得することができれば、キャッ シュエンジ
ンは非使用者ファイルをオペレーティングシステムに送る（613）。要請された非使用者
ファイルが読み取り専用で指定されたキャッシュから取得できなければ、キャッシュエン
ジンはSISD に非使用者ファイルの要請を送る。要請はネットワーク上のすべての SISD 
に放送形態であることができるか、ネットワーク上の特定のSISD に送ることができる。
キャッシュエンジンは要請された非使用者ファイルがネットワーク上のSISD から得るこ
とができるのか判断する。要請された非使用者ファイルを得ることができれば、キャッシ
ュエンジンはSISD から非使用者ファイルを入手して、読み取り専用で指定された領域に
コピーする。そして、キャッシュエンジンはオペレーティングシステムに非使用者ファイ
ル を送る（613）。もし要請された非使用者ファイルをSISD から得ることができなけれ
ば、キャッシュエンジン は"入手不可"の通報をオペレーティングシステムに送信して、
オペレーティングシステムに通知する。
【００６８】
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要請されたファイルが読み込み/書き込みで指定された領域にある使用者ファイルなら、
キャッシュエンジンはファイルが読み込 み/書き込みで指定された領域から得ることがで
きるのか判断する。要請された使用者ファイ ルを得ることができなければ、キャッシュ
エンジンはファイルサーバーからファイルを入手することが可能で許可されるのか判別す
る。ファイルが以前のバックアップや保存手続きでファイルをサーバーから得ることがで
きるかも知れない。もしそうならば、キャッシュエンジンはファイルサーバーから使用者
ファイルを入手して、読み込み/ 書き込みで指定された領域にコピーする（623）。キャ
ッシュから直接的にもファイルサーバーからコピーしたりしてファイルを得ることができ
る時、キャッシュエンジンはフィーチャーが活性化になったのか判別して、活性化になっ
たフィーチャーを処理する。フィーチャーが処理されたとかフィーチャーが活性化になら
なかったら、ファイルはオペレーティングシステムに送られる（621）。再び、フィーチ
ャーを処理の特定の順序はフィー チャーの特性による。例えば、自動バックアップが活
性化にならなかったら、キャッシュエンジンはまず読み込み/書き込みで指定された領域
の中に保存された使用者ファイルをファイルサーバーにバックアップとして保存されて使
用者ファイルと比較して、最新の使用者ファイルをコンピュータに提供する。ファイル 
がキャッシュから得ることができないとかファイルサーバーから得ることができなければ
、キャッシュエンジンは"入手不可"の通報をオペレーティングシステムに送信し て、オ
ペレーティングシステムに通知する。
【００６９】
キャッシュエンジンがオペレー ティングシステムの要請に応じてよる実際のロジックは
特定の具現の必要によって、他の形式を取ることができる。技術に熟練された人は、読み
取り専用の領域と読み込み/書き込み領域を分離して維持し、本文 に説明された方法で、
非使用者ファイルの読み取り専用アクセスを安全に提供し、ファイル要請を管理する他の
ロジックが可能であることを確認するで ある。
【００７０】
本文に説明されたISD はオペレーティングシステムに独立的で、どんな特定のプロトコル
やファイルの構造を付くことに制限されない。ISD と相互に作用しているオペレーティン
グシステムは、ISD に保存されたファイルを要請するのに必要なプロトコルだけでプログ
ラムされる必要があり、IDS が唯一の記憶周辺装置とか接続された記憶周辺装置の唯一の
根源なら、オペレーティングシステムはファイル保存とメンテナンス作業を配分すること
がてきる。有利に、オペレーティングシステムとISD の間の通信は少数の手順を使用して
実行することができる。この手順だけがオペレーティングシステムとシステムの構造に依
存している唯一のであり、どのようなハードウェアプラット フォームでも標準化するこ
とができる。
【００７１】
従って、分離した読み取り専用の領域と読み込み/書き込みの領域、分離型媒体記憶装置
、システムの管理インターフェイス、およびネットワークインターフェイスを持っている
知的コンピュータ記憶装置が公開された。本発明の実例が示されて、説明されて、本文の
発明概念から抜け出せていない多くの修正が可能なということは技術に熟練された人々に
明白だろう。それで、本発明 は以下の請求範囲を除いては制限されない。



(23) JP 2011-503689 A 2011.1.27

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(24) JP 2011-503689 A 2011.1.27

【図５】 【図６】



(25) JP 2011-503689 A 2011.1.27

10

20

30

40

【国際調査報告】



(26) JP 2011-503689 A 2011.1.27

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MT,NL,NO,PL,PT,RO,SE,SI,SK,T
R),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,BW,BY,
BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,K
G,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT
,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

（特許庁注：以下のものは登録商標）
１．リナックス
２．Ｌｉｎｕｘ

(72)発明者  ケイシー・ケイ・チャン
            アメリカ合衆国９０５０３カリフォルニア州トランス、ピー・オー・ボックス１３９０６
Ｆターム(参考) 5B017 AA02  AA03  AA07  BA07  BA08  BB10  CA16 
　　　　 　　  5B082 GA11 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

