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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テープ媒体にデータを書き込むための装置であって、
　前記テープ媒体に書き込むべきデータを蓄積するバッファと、
　前記バッファに蓄積された第１のデータの前記テープ媒体上の一時記録領域への第１の
書込みの後に、当該第１のデータの当該テープ媒体上の通常の記録領域への第２の書込み
を制御するコントローラとを含み、
　前記コントローラは、前記第２の書込みの間に受け取った第２のデータを、前記バッフ
ァ内の当該第２の書込みにおけるデータの読込み元として予約された領域のうち、前記第
１のデータが記憶されていない領域に蓄積することにより、当該第２の書込みにおいて当
該第１のデータと共に当該第２のデータが前記通常の記録領域に書き込まれるよう制御す
る、装置。
【請求項２】
　前記一時記録領域は、前記テープ媒体を走行させたままデータを書き込むのに用いられ
る領域である、請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記コントローラは、前記バッファ内の前記第２の書込みにおけるデータの読込み元と
して予約された領域のうち、前記第１のデータが記憶されていない領域として、前記バッ
ファを構成する複数のセグメントのうちの所定のセグメントの予めリザーブされた領域を
用いる、請求項１記載の装置。
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【請求項４】
　前記コントローラは、前記バッファ内の前記第２の書込みにおけるデータの読込み元と
して予約された領域のうち、前記第１のデータが記憶されていない領域として、前記バッ
ファを構成する複数のセグメントのうちの予めリザーブされたセグメントを用いる、請求
項１記載の装置。
【請求項５】
　前記コントローラは、前記第１の書込みの後、かつ、前記第２の書込みの前の所定の時
点で、当該第１の書込みのステータスを出力する、請求項１記載の装置。
【請求項６】
　前記コントローラは、前記第２の書込みの後に前記第２のデータを受け取った場合と同
様の手順で、当該第２のデータを前記通常の記録領域に書き込む、請求項１記載の装置。
【請求項７】
　前記コントローラは、前記第２のデータの読出し要求に応じて、前記第２の書込みにお
いて前記第１のデータと共に前記通常の記録領域に書き込まれた当該第２のデータを読み
出す、請求項１記載の装置。
【請求項８】
　テープ媒体にデータを書き込むための方法であって、
　バッファに蓄積された第１のデータの前記テープ媒体上の一時記録領域への第１の書込
みを制御し、
　前記第１の書込みの後に、前記第１のデータの前記テープ媒体上の通常の記録領域への
第２の書込みを制御し、
　前記第２の書込みの間に受け取った第２のデータを、前記バッファ内の当該第２の書込
みにおけるデータの読込み元として予約された領域のうち、前記第１のデータが記憶され
ていない領域に蓄積することにより、当該第２の書込みにおいて当該第１のデータと共に
当該第２のデータが前記通常の記録領域に書き込まれるよう制御する、方法。
【請求項９】
　前記バッファ内の前記第２の書込みにおけるデータの読込み元として予約された領域の
うち、前記第１のデータが記憶されていない領域として、前記バッファを構成する複数の
セグメントのうちの所定のセグメントの予めリザーブされた領域が用いられる、請求項８
記載の方法。
【請求項１０】
　前記バッファ内の前記第２の書込みにおけるデータの読込み元として予約された領域の
うち、前記第１のデータが記憶されていない領域として、前記バッファを構成する複数の
セグメントのうちの予めリザーブされたセグメントが用いられる、請求項８記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１のデータを前記一時記録領域に書き込んだ際に、書込みのステータスを出力す
る、請求項８記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１のデータの前記通常の記録領域への書込みの後に前記第２のデータを受け取っ
た場合と同様の手順で、当該第２のデータを前記通常の記録領域に書き込む、請求項８記
載の方法。
【請求項１３】
　前記第２のデータの読出し要求に応じて、前記第２の書込みにおいて前記第１のデータ
と共に前記通常の記録領域に書き込まれた当該第２のデータを読み出す、請求項８記載の
方法。
【請求項１４】
　テープ媒体へのデータの書込みを制御するためのコンピュータプログラムであって、コ
ンピュータに、
　バッファに蓄積された第１のデータの前記テープ媒体上の一時記録領域への第１の書込
みを制御する機能と、
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　前記第１の書込みの後に、前記第１のデータの前記テープ媒体上の通常の記録領域への
第２の書込みを制御する機能と、
　前記第２の書込みの間に受け取った第２のデータを、前記バッファ内の当該第２の書込
みにおけるデータの読込み元として予約された領域のうち、前記第１のデータが記憶され
ていない領域に蓄積することにより、当該第２の書込みにおいて当該第１のデータと共に
当該第２のデータが前記通常の記録領域に書き込まれるよう制御する機能と
を実現させる、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磁気テープ等のテープ媒体にデータを書き込むための装置等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　磁気テープ等のテープ媒体にデータを書き込むテープドライブでは、データを一旦バッ
ファに蓄積しておき、所定のタイミングでバッファからテープ媒体へデータを書き込むの
が一般的である。このようなバッファからテープ媒体への書込みを、「書込みの同期」又
は「バッファフラッシュ」という(以下では、単に「同期」という)。
　ところで、テープ媒体を停止させずに同期を行った場合、先行する同期にて書き込まれ
たデータと、次の同期にて書き込まれたデータとの間に、長いギャップが生じる。その結
果、テープ媒体の記録領域が無駄になってしまう。そのため、先行する同期にて書き込ま
れたデータの後にそれほど長いギャップを伴わずに次の同期にてデータが書き込まれるよ
う、バックヒッチを行う必要がある。バックヒッチとは、テープ媒体の走行速度を減速し
て一旦停止し、書き込むべき位置まで戻る、という動作のことである。従って、このバッ
クヒッチのために、同期に多くの時間が費やされるという状況が生じていた。
【０００３】
　そこで、かかる状況を回避するための技術として、ＲＡＢＦ(Recursive Accumulating 
Backhitchless Flush)が提案されている(例えば、特許文献１、２参照)。
　この特許文献１、２からも分かるように、ＲＡＢＦは次のような手法と捉えることがで
きる。
　即ち、まず、テープドライブが、同期要求を受けた際に、テープにまだ書かれていない
バッファ内のデータを、テープ媒体の走行を継続させたまま、テープ媒体上に予約されて
いる一時記録領域(ＡＢＦラップ)に書き出す。尚、この書出しは、先行する同期にて書き
込まれたデータと次の同期にて書き込まれたデータとの間のギャップが問題とならないた
め、バックヒッチを行わないバッファフラッシュ(Backhitchless Flush)である。一方で
、テープドライブは、データをバッファに蓄積し(Accumulate)、バッファ又は一時記録領
域に空きがなくなった際に通常の記録領域(通常ラップ)に書き戻す(リライトする)動作を
反復的に(Recursive)行う。
　このように、ＲＡＢＦでは、同期を行う際に、次の同期に備えてバックヒッチを行うこ
とが必要とならないため、同期に要する時間の短縮が図れる。特に、データ量に対する同
期要求の頻度が高い場合において、大幅なパフォーマンス向上を実現するものである。
【０００４】
【特許文献１】米国特許第６８５６４７９号明細書
【特許文献２】米国特許第６８６５０４３号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、同期要求に対して直ぐに反応できない状態は依然として存在する。
　大別すると、以下の２種類の場合である。
　１つは、リニア記録方式に特有の場合であるが、ラップチェンジ、ラップターンと呼ば
れる、記録位置(テープ幅方向)の変更や、これに伴う記録方向の変更が行われている場合
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である。尚、ラップとは、複数(例えば、８つ)のトラックの一まとまりで、ヘッドが同時
に読み書きする単位である。
　そしてもう１つは、書き戻し(リライト)が行われている場合である。リライト中には同
期要求を受け付けられないため、パフォーマンスを伸ばせない原因になる。
　ここで、前者の場合においては、ヘッドの移動を伴うため、所定のトラック位置にヘッ
ドがなく、ライトや同期を行うことはできない。一方、後者の場合においては、書き戻し
(リライト)の際に同期を受け付けることを可能にすることにより、パフォーマンスを更に
向上させる余地はある。
【０００６】
　本発明は、以上のような技術的課題を解決するためになされたものであって、その目的
は、ＲＡＢＦにおけるパフォーマンスを向上させることにある。
　本発明の他の目的は、ＲＡＢＦにおけるリライト時に同期を行えるようにすることにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　かかる目的のもと、本発明では、リライト中にデータを受けた場合でもバッファの空き
領域にデータを受け入れるようにした。即ち、本発明の装置において、バッファは、テー
プ媒体に書き込むべきデータを蓄積し、コントローラは、バッファに蓄積されたデータの
テープ媒体への書込みを制御し、その書込みの間に受け取ったデータをバッファ内の一定
の領域に蓄積する。ここで、バッファ内の一定の領域とは、現時点ではアクセスされてい
ないが、そのうちその書込みのためにアクセスされる領域である。具体的には、第一に、
バッファを構成する複数のセグメントのうちの任意のセグメントの予めリザーブされた領
域であり、第二に、バッファを構成する複数のセグメントのうちの予めリザーブされたセ
グメントの任意の領域である。
　また、この装置において、コントローラが、書込みの間に受け取ったデータを、その書
込みのためにアクセスされない領域にコピーするように構成することもできる。
【０００８】
　更に、本発明は、リライト中に同期要求されたデータを、リライトを行っているデータ
と合わせてテープに書き込むための装置として捉えることもできる。その場合、本発明の
装置において、バッファは、テープ媒体に書き込むべきデータを蓄積し、コントローラは
、バッファに蓄積された第１のデータのテープ媒体上の一時記録領域への第１の書込みの
後に、第１のデータのテープ媒体上の通常の記録領域への第２の書込みを制御し、その第
２の書込みの間に受け取った第２のデータを、その第２の書込みの対象の一部として通常
の記録領域に書き込む。尚、一時記録領域とは、テープ媒体を走行させたままデータを書
き込むのに用いられる領域である。
【０００９】
　また、この装置において、コントローラが、第１の書込みの後、かつ、第２の書込みの
前の所定の時点で、第１の書込みのステータスを出力するように構成することもできる。
　更に、コントローラが、第２の書込みの後に第２のデータを受け取った場合と同様の手
順で、第２のデータを通常の記録領域に書き込むように構成することもできる。
　また、コントローラが、第２のデータの読出し要求に応じて、第２の書込みの対象の一
部として通常の記録領域に書き込まれた第２のデータを読み出すように構成することもで
きる。
【００１０】
　更にまた、本発明は、リライト中に同期要求されたデータを、リライトを行っているデ
ータと合わせてテープに書き込むための方法として捉えることもできる。その場合、本発
明の方法では、バッファに蓄積された第１のデータをテープ媒体上の一時記録領域に書き
込み、第１のデータをテープ媒体上の通常の記録領域に書き込む際に第２のデータを受け
取ると、その第２のデータを第１のデータと同じ記録単位に含めて通常の記録領域に書き
込む。
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【００１１】
　一方、本発明は、コンピュータに所定の機能を実現させるコンピュータプログラムとし
て捉えることもできる。その場合、本発明のコンピュータプログラムは、次の２つの機能
をコンピュータに実現させる。１つは、バッファに蓄積された第１のデータのテープ媒体
上の一時記録領域への書込みを制御する機能であり、もう１つは、第１のデータをテープ
媒体上の通常の記録領域に書き込む際に第２のデータを受け取ると、その第２のデータが
第１のデータと同じ記録単位として通常の記録領域に書き込まれるよう制御する機能であ
る。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、ＲＡＢＦにおけるパフォーマンスを向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、添付図面を参照して、本発明を実施するための最良の形態(以下、「実施の形態
」という)について詳細に説明する。
　図１は、本実施の形態が適用されるテープドライブ１０の構成を示した図である。この
テープドライブ１０は、インタフェース１１と、バッファ１２と、記録チャネル１３とを
含む。また、テープ１４ａと、ヘッド１４ｂと、リール１４ｃ及び１４ｄと、カートリッ
ジ１４ｅと、モータ１５とを含む。更に、コントローラ１６と、ヘッド位置制御システム
１７と、モータドライバ１８とを含む。
【００１４】
　このうち、インタフェース１１は、ホスト２０との通信を行う。例えば、ホスト２０か
ら、バッファ１２へのデータの書込みを指示するコマンドや、バッファ１２からテープ１
４ａへのデータの書込みを指示するコマンドを受け取る。尚、このインタフェース１１で
用いる通信規格としては、ＳＣＳＩ(Small Computer System Interface)が例示される。
ＳＣＳＩの場合、前者のコマンドは、Ｗｒｉｔｅコマンドに相当する。また、後者のコマ
ンド(同期コマンド)は、ＷｒｉｔｅＦｉｌｅｍａｒｋ(ＷｒｉｔｅＦＭ)コマンドに相当す
る。また、インタフェース１１は、ホスト２０に対し、これらのコマンドに応じた処理が
成功したのか失敗したのかの応答を返す。
【００１５】
　バッファ１２は、テープ１４ａに書き込むべきデータを蓄積するメモリである。例えば
、ＤＲＡＭ(Dynamic Random Access Memory)によって構成される。また、バッファ１２は
、複数のバッファセグメント(以下、単に「セグメント」という)からなり、各セグメント
が、テープ１４ａに対する読み書きの単位であるデータセットを格納している。
　記録チャネル１３は、バッファ１２に蓄積されたデータをテープ１４ａに書き出すため
に用いられる通信経路である。
【００１６】
　テープ１４ａは、データの記録手段としてのテープ媒体であり、記録チャネル１３を介
して渡されたデータがヘッド１４ｂによりテープ１４ａに書き込まれる。また、テープ１
４ａは、リール１４ｃ及び１４ｄに巻かれ、これらの回転に伴い、リール１４ｃからリー
ル１４ｄの方向へ、又は、リール１４ｄからリール１４ｃの方向へ、縦方向に移動する。
カートリッジ１４ｅは、テープ１４ａが巻きつけてあるリール１４ｃを収容する容器であ
るが、リール１４ｄを収容するものを設けてもよい。
　また、モータ１５は、リール１４ｃ及び１４ｄを回転させる。尚、図では、１つの矩形
でモータ１５を表しているが、モータ１５としては、リール１４ｃ及び１４ｄの各々に１
つずつ、合計２個設けるのが好ましい。
【００１７】
　一方、コントローラ１６は、テープドライブ１０の全体を制御する。例えば、インタフ
ェース１１で受け付けたコマンドに従って、データのテープ１４ａへの書込みを制御する
。また、ヘッド位置制御システム１７やモータドライバ１８の制御も行う。
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　ヘッド位置制御システム１７は、所望の１つ又は複数のラップを追跡するシステムであ
る。ここで、ラップとは、テープ１４ａ上の複数のトラックのグループである。ラップを
切り換える必要が生じると、ヘッド１４ｂを電気的に切り換える必要も生じるので、この
ような切り換えの制御を、このヘッド位置制御システム１７で行う。
　モータドライバ１８は、モータ１５を駆動する。尚、上述したように、モータ１５を２
個使用する場合であれば、モータドライバ１８も２個設けられる。また、ここでは、作図
の都合上、モータドライバ１８は、ヘッド位置制御システム１７を介してコントローラ１
６に接続されているが、直接コントローラ１６に接続されていてもよい。
【００１８】
　次に、本実施の形態におけるテープドライブ１０について詳細に説明する。尚、本実施
の形態におけるコマンドとしては、ＳＣＳＩのコマンドを例示する。また、本実施の形態
では、ＬＴＯ(Linear Tape-Open)規格を例示して説明する。用語についてもＬＴＯ規格に
準拠し、例えば、バッファ１２の１つのセグメントに格納されるデータのまとまりを「デ
ータセット」とし、データセット中のデータの最後を示すための制御用データを「Ｅｎｄ
Ｍａｒｋｅｒ」とする。
　まず、本実施の形態の概要について説明しておく。
　従来のＲＡＢＦでは、リライト時にバッファ１２にデータを受け付ける空きがなかった
。また、リライトが行われているため、Ｗｒｉｔｅコマンドで送られたデータをバッファ
１２に蓄積し、同期要求に応じてテープ１４ａ上に書き出すことができなかった。
　そこで、本実施の形態では、この従来のＲＡＢＦに対し、次のような変更を行った。
【００１９】
・データの蓄積時
　従来のＲＡＢＦでは、各セグメントに空きがなくなるまでデータを書き込んでいた。こ
れに対し、本実施の形態では、例えば、セグメントに空きがあるうちに次のセグメントを
使い始める。ＩＢＭの３５９２－Ｊ１Ａでは、１つのセグメントは約４００ＫＢであるが
、このうち、例えば７／８、つまり約３５０ＫＢに達した時点で、次のセグメントに切り
換える。こうすることで、各セグメントに約５０ＫＢの領域がリザーブされ、これをリラ
イト時に受け付けたデータの格納領域として使用することができる。また、３５０ＫＢの
領域の最後には、「ＥｎｄＭａｒｋｅｒ」を記録する。これにより、ＡＢＦラップからの
リカバリのための読出し時、又は、リライトされたデータの通常の読出し時に、このリザ
ーブされた領域を自動的に読み飛ばすことができる。
　或いは、一部のセグメントをリザーブしておき、リライト中に受けたデータをそのリザ
ーブされたセグメントに格納する構成としてもよい。
【００２０】
・同期終了後
　従来のＲＡＢＦでは、リライトが完了するまで、直前の同期要求に対するステータスを
ホスト２０に返さない構成となっていた。これに対し、本実施の形態では、テープドライ
ブ１０にてリライトが行われていてもホスト２０が同期を要求できるようにするために、
リライトに移行する直前のデータセットをＡＢＦラップに書き終わった時点でステータス
をホスト２０に返すようにした。
【００２１】
・リライト時
　リライト中に同期要求が来た場合は、リザーブされた領域にその同期に必要なデータを
書き込み、これとリライトを行っているデータとを合わせてテープ１４ａに書き込むよう
にした。その際、１つのセグメントにリザーブされている領域ではサイズが不十分の場合
がある。そのような場合に、自動的に次のセグメントのリザーブされた領域にデータを流
し入れることができるようにした。
【００２２】
・リライト終了後
　従来のＲＡＢＦには存在しない処理を、本実施の形態では行うようにした。即ち、リザ
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ーブされた領域を使って同期が行われたデータを、次にＲＡＢＦが行われるセグメントに
コピーする処理である。例えば、約４００ＫＢのセグメントのうち約５０ＫＢをリザーブ
した場合であれば、次のセグメントの３５０ＫＢの側にコピーを行う。即ち、リライトを
行っているデータと合わせてテープ１４ａに書き込まれたデータも、バッファ１２に蓄積
された形にしておき、それに続けて次の蓄積処理を行うようにしている。
【００２３】
　以下、本実施の形態について、より詳しく説明する。
(第１の実施の形態)
　図２～４は、ホスト２０から送られたデータが一時記録領域に書き込まれ、その後、所
定のタイミングで通常の記録領域にリライトされる様子を示した図である。
　各図では、中央左寄りに縦長の矩形でバッファ１２が示されている。バッファ１２を構
成するセグメントの数は、特に限定されるものではないが、ここでは８個とし、上から順
に「Ｓ１」、「Ｓ２」、「Ｓ３」、「Ｓ４」、「Ｓ５」、「Ｓ６」、「Ｓ７」、「Ｓ８」
とする。
　また、各図において、上側の帯は、通常の記録領域(データが本来記録されるべき領域)
を示している。データの記録領域を、テープ１４ａ上の複数のトラックからなるラップと
捉えると、この通常の記録領域は、通常ラップである。
　一方、各図において、下側の帯は、テープ１４ａを走行させたままデータを記録するの
に用いられる一時記録領域を示している。データの記録領域を、テープ１４ａ上の複数の
トラックからなるラップと捉えると、この一時記録領域は、ＡＢＦラップである。
【００２４】
　図２は、ホスト２０からのＷｒｉｔｅコマンドによりデータがバッファ１２に蓄積され
、ホスト２０からのＷｒｉｔｅＦＭコマンドによりデータがバッファ１２からＡＢＦラッ
プへ書き込まれる際の状況を示す。
　尚、ここでは、１つのＷｒｉｔｅコマンドにより、１つのデータ要素(斜線を施した最
小の単位)がバッファ１２に書き込まれるものとする。また、図示するように、ホスト２
０は、３つのＷｒｉｔｅコマンドを送った後、１つのＷｒｉｔｅＦＭコマンドを送るもの
とする。そして、このＷｒｉｔｅＦＭコマンドによりＡＢＦラップにデータを書き込む際
には、前回のＡＢＦラップへの書込み以降にデータが蓄積されたセグメント内の全てのデ
ータがＡＢＦラップに書き込まれるものとする。
【００２５】
　まず、１番目から３番目までのＷｒｉｔｅコマンドを受けると、１番目から３番目まで
のデータ要素がバッファに書き込まれる。尚、図２では、この３つのデータ要素をまとめ
て「Ｄ１」と表示している。その後、ＷｒｉｔｅＦＭコマンドにより、前回のＡＢＦラッ
プへの書込み以降にデータが蓄積されたセグメント内の全てのデータがＡＢＦラップに書
き込まれる。この場合は、セグメントＳ１内のデータＤ１がＡＢＦラップに書き込まれる
。
【００２６】
　以下、同様に、４番目から６番目までのＷｒｉｔｅコマンドにより、４番目から６番目
までのデータＤ２がバッファ１２に書き込まれ、ＷｒｉｔｅＦＭコマンドにより、セグメ
ントＳ１及びＳ２内のデータセットがＡＢＦラップに書き込まれる。
　また、７番目から９番目までのＷｒｉｔｅコマンドにより、７番目から９番目までのデ
ータＤ３がバッファ１２に書き込まれ、ＷｒｉｔｅＦＭコマンドにより、セグメントＳ２
内のデータセットがＡＢＦラップに書き込まれる。
　更に、１０番目から１２番目までのＷｒｉｔｅコマンドにより、１０番目から１２番目
までのデータＤ４がバッファ１２に書き込まれ、ＷｒｉｔｅＦＭコマンドにより、セグメ
ントＳ２及びＳ３内のデータセットがＡＢＦラップに書き込まれる。
　尚、本実施の形態では、各セグメントの一定割合の領域を、リライト中にホスト２０か
ら受けたデータを格納するためのリザーブ領域としている。図２～４では、バッファ１２
の右側の隙間により、このリザーブ領域を表している。
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【００２７】
　その後、バッファ１２から通常ラップへのリライトが行われる。
　図３は、セグメントＳ１内のデータセットが通常ラップにリライトされている際に、ホ
スト２０からＷｒｉｔｅコマンド及びＷｒｉｔｅＦＭコマンドが送られたときの状態を示
している。
　この場合、ホスト２０から送られたデータは、リライトのためにアクセスされていない
セグメントＳ２のリザーブ領域に格納されている(灰色部分)。
【００２８】
　図４は、セグメントＳ２及びＳ３内のデータセットがリライトされる際の状態を示して
いる。
　まず、セグメントＳ２内のデータセットは、図示するように、通常ラップのセグメント
Ｓ１の隣に書き込まれている。その際、リライト中に書き込まれたデータ(セグメントＳ
２の灰色部分)も、通常ラップに書き込まれる(通常ラップの灰色部分)。
　また、セグメントＳ３内のデータセットも、通常ラップのその隣に書き込まれている。
　そして、本実施の形態では、リライト中に書き込まれたデータ(セグメントＳ２の灰色
部分)を、次にＡＢＦラップに書き込まれるセグメントにコピーしている(セグメントＳ４
の灰色部分)。このように、リライト中にリザーブ領域に書かれたデータを、これからＲ
ＡＢＦが行われるセグメントにコピーすることにより、そのデータは、通常のＲＡＢＦの
手順に従い、通常ラップに再度書き込まれることになる。
【００２９】
　尚、図２～４では、各セグメント内部の具体的なデータ構造について示していないが、
例えば、図５に示すようなデータ構造を前提としている。
　即ち、テープ１４ａに記録されるデータとしては、ユーザデータにその誤り訂正のため
のＣ１パリティとＣ２パリティが付加された積符号データブロックが採用される。ここで
、Ｃ１パリティとは、ユーザデータの行方向の誤りを訂正するために用いられるパリティ
符号であり、例えば、図示するように、偶数番目のバイトからなるデータに対するパリテ
ィ符号と、奇数番目のバイトからなるデータに対するパリティ符号とを含むものであって
もよい。また、Ｃ２パリティとは、ユーザデータの列方向の誤りを訂正するために用いら
れるパリティ符号である。
【００３０】
　このうち、各セグメントには、図５のユーザデータの部分(４６８バイト×５４バイト)
が格納される。尚、図２～４では、各セグメントにおけるリザーブ領域をバッファ１２の
右側の隙間で表しているが、これは、リザーブ領域の存在を分かり易くするためであり、
実際には、例えば、図５の網掛けの部分がリザーブ領域に相当する。
【００３１】
　次に、図６～８を参照して、本実施の形態におけるテープドライブ１０の動作を説明す
る。尚、本実施の形態では、リライト中でないときのバッファ１２内のデータの書き込み
位置を第１のバッファポインタで指し、リライト中におけるバッファ１２内のデータの書
き込み位置を第２のバッファポインタで指すものとする。
【００３２】
　まず、ホスト２０からＷｒｉｔｅコマンドを受けたときのコントローラ１６の動作につ
いて説明する。
　図６は、そのときのコントローラ１６の動作を示したフローチャートである。
　まず、コントローラ１６は、インタフェース１１からＷｒｉｔｅコマンドを受け取る(
ステップ１０１)。そして、バッファ１２から記録チャネル１３へリライトのためのデー
タ転送が行われているかどうかを判定する(ステップ１０２)。尚、ここでの判定は、例え
ば、コントローラ１６が参照可能なメモリにリライト中かどうかのフラグを保持しておく
ことで実現できる。
【００３３】
　その結果、リライト中でないと判定された場合、コントローラ１６は、バッファ１２内
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の第１のバッファポインタが指す位置にデータを書き込む(ステップ１０３)。そして、現
在のセグメントに予め定めた量のデータが書き込まれたかどうかを判定する(ステップ１
０４)。ここで、予め定めた量のデータが書き込まれたと判定されれば、「ＥｎｄＭａｒ
ｋｅｒ」を書き込み、第１のバッファポインタを次のセグメントの先頭に進める(ステッ
プ１０５)。また、予め定めた量のデータが書き込まれていないと判定された場合は、第
１のバッファポインタを、書き込んだデータの分だけ進める(ステップ１０９)。
【００３４】
　一方、ステップ１０２でリライト中と判定された場合、コントローラ１６は、バッファ
１２内の第２のバッファポインタが指す位置(リザーブ領域内の位置)にデータを書き込む
(ステップ１０６)。そして、セグメントの最後までデータが書き込まれたかどうかを判定
する(ステップ１０７)。ここで、最後まで書き込まれたと判定されれば、第２のバッファ
ポインタを次のセグメントの「ＥｎｄＭａｒｋｅｒ」の直後に進める(ステップ１０８)。
また、最後まで書き込まれていないと判定されれば、第２のバッファポインタを、書き込
んだデータの分だけ進める(ステップ１０９)。
【００３５】
　次に、ホスト２０からＷｒｉｔｅＦＭコマンドを受けたときのコントローラ１６の動作
について説明する。
　図７は、そのときのコントローラ１６の動作を示したフローチャートである。
　まず、コントローラ１６は、インタフェース１１からＷｒｉｔｅＦＭコマンドを受け取
る(ステップ１１１)。そして、バッファ１２から記録チャネル１３へリライトのためのデ
ータ転送が行われているかどうかを判定する(ステップ１１２)。尚、ここでの判定は、例
えば、コントローラ１６が参照可能なメモリにリライト中かどうかのフラグを保持してお
くことで実現できる。
【００３６】
　その結果、リライト中でないと判定された場合、コントローラ１６は、まず、第１のバ
ッファポインタの位置に「ＦｉｌｅＭａｒｋ」を、コマンドで指定された個数(０個を含
む)書き込む(ステップ１１３)。次に、新たにバッファ１２に書き込まれたデータと「Ｆ
ｉｌｅＭａｒｋ」とをＡＢＦラップに書き込む(ステップ１１４)。そして、最後に、テー
プ１４ａに対する書き込みが完了した旨のステータスをホスト２０に返す(ステップ１１
５)。
【００３７】
　一方、リライト中であると判定された場合、コントローラ１６は、まず、第２のバッフ
ァポインタの位置に「ＦｉｌｅＭａｒｋ」を、コマンドで指定された個数(０個を含む)書
き込む(ステップ１１６)。次に、「ＦｉｌｅＭａｒｋ」が書き込まれたデータセットがリ
ライトされるのを待つ(ステップ１１７)。そして、最後に、リライト結果に基づいてホス
ト２０にステータスを返す(ステップ１１８)。
【００３８】
　また、このようにＡＢＦラップに書き込まれたデータセットは、その後の所定のタイミ
ングで通常ラップにリライトされる。
　図８は、そのときのコントローラ１６の動作を示したフローチャートである。
　まず、コントローラ１６は、リライトをすべき旨の指示を受ける(ステップ１２１)。こ
のリライトすべき旨の指示は、例えば、バッファ１２に空き容量がなくなった場合や、Ａ
ＢＦラップを使い切った場合になされる。前者の場合は、バッファ１２の空き容量を監視
する手段から指示を受ける。また、後者の場合は、ＡＢＦラップの使用状況を監視する手
段から指示を受ける。
【００３９】
　リライトの指示を受けると、コントローラ１６は、１番目のセグメント(図２～４のセ
グメントＳ１)内のデータセットのリライトの準備をする(ステップ１２２)。ここで、先
に述べたように、ホスト２０から送られたデータには、誤り訂正を行うためのパリティ符
号を付加してテープ１４ａに記録するので、リライトの準備としては、そのようなパリテ
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ィ符号の計算等がある。
　また、リライト中のセグメントにはホスト２０から送られたデータを書き込むことはで
きないので、リライト中のデータの書込み位置を指す第２のバッファポインタを、２番目
のセグメント(図２～４のセグメントＳ２)の「ＥｎｄＭａｒｋｅｒ」の直後に進める(ス
テップ１２３)。尚、図２～４の例では、この状態でホスト２０からデータが送られ、図
６のステップ１０６で、セグメントＳ２のリザーブ領域に書き込まれている。
【００４０】
　次いで、コントローラ１６は、次のデータセット、即ち、３番目のセグメント内のデー
タセットが存在するかどうかを判定する(ステップ１２４)。
　その結果、３番目のセグメント内のデータセットが存在すると判定された場合は、リラ
イトの準備ができた１番目のセグメント内のデータセットを通常ラップに書き込み、それ
と並行して、２番目のセグメント内のデータセットのリライトの準備をする(ステップ１
２５)。そして、第２のバッファポインタを、３番目のセグメントの「ＥｎｄＭａｒｋｅ
ｒ」の直後に進める(ステップ１２６)。図２～４の例では、セグメントＳ３にデータが存
在するので、セグメントＳ１内のデータを通常ラップに書き込み、セグメントＳ２内のデ
ータのリライトの準備をし、第２のバッファポインタをセグメントＳ３の「ＥｎｄＭａｒ
ｋｅｒ」の直後に進めている。
【００４１】
　以下、同様に、(Ｎ＋２)番目のセグメント内にデータが存在すれば、Ｎ番目のセグメン
ト内のデータを通常ラップに書き込み、それと並行して、(Ｎ＋１)番目のセグメント内の
データのリライトの準備をし、第２のバッファポインタを(Ｎ＋２)番目のセグメントの「
ＥｎｄＭａｒｋｅｒ」の直後に進める、という処理を繰り返す(Ｎ＝２，３，…)。
【００４２】
　一方、(Ｎ＋２)番目のセグメント内にデータセットが存在しないと判定された場合は、
Ｎ番目のセグメント内のデータセットを通常ラップに書き込み、それと並行して、(Ｎ＋
１)番目のセグメント内のデータセットのリライトの準備をし、そして、この(Ｎ＋１)番
目のセグメント内のデータセットも通常ラップに書き込む(ステップ１２７)。図２～４の
例の場合、セグメントＳ４内にデータが存在しないので、セグメントＳ２内のデータを通
常ラップに書き込んだ後、セグメントＳ３内のデータも通常ラップに書き込んでいる。
【００４３】
　その後、このリライト中にホスト２０から送られリザーブ領域に格納されたデータが存
在すれば、それらを順次、次のセグメント、即ち、リライト対象となった最後のセグメン
トの次のセグメントにコピーする(ステップ１２８)。そして、第１のバッファポインタを
そのコピーしたデータの直後に進める(ステップ１２９)。図２～４の例の場合、セグメン
トＳ２のリザーブ領域に格納されたデータを、セグメントＳ４にコピーしている。
　以上により、本実施の形態におけるデータの記録の動作は終了する。
【００４４】
　即ち、本実施の形態では、同期要求があった場合にリライト中でなければ、データをＡ
ＢＦラップに書き込んで同期応答を返し、その後、通常ラップにも書き込むようにしてい
る。また、同期要求があった場合にリライト中であれば、送られたデータをリライト中の
データと合わせて通常ラップに書き込んで同期応答を返し、その後、通常のＲＡＢＦの手
順に従い、ＡＢＦラップに書き込んだ後、通常ラップに書き込んでいる。
【００４５】
　このように、本実施の形態において、ホスト２０から同期要求があった場合、テープ１
４ａへの書込みが成功したかどうかは、ホスト２０に報告されるようになっている。
　一方、リライトが成功したかどうかは、コントローラ１６は認識しているものの、ＳＣ
ＳＩの仕様により、すぐにはホスト２０に送信されないようになっている。例えば、リラ
イトの失敗後にホスト２０からＷｒｉｔｅコマンドやＷｒｉｔｅＦＭコマンドが来れば、
その応答としてリライトの失敗を報告することはできる。しかしながら、リライトの失敗
後にホスト２０からＷｒｉｔｅコマンドやＷｒｉｔｅＦＭコマンドが来ないことも考えら



(11) JP 4131517 B2 2008.8.13

10

20

30

40

50

れる。このような場合、ホスト２０としては、データがその本来記録されるべき通常ラッ
プに書かれたと認識しているにもかかわらず、実際には、通常ラップにデータが正常に記
録されていないという事態が生ずる。そこで、このような正常に記録されていないデータ
の読出し要求があった場合、テープドライブ１０は、本来記録されるべき場所からデータ
を読み出す代わりに、他の場所に記録されたデータを読み出してホスト２０に返すという
リカバリ処理を行う必要がある。
【００４６】
　以下、このリカバリ処理を含むＲｅａｄ処理について説明する。
　ここでは、テープ１４ａ上に、図９に示すような形式でデータが記録されているものと
して説明を行う。尚、データセットＺ及びＥには、既存のアルゴリズムにより、次のデー
タセットからＲＡＢＦが行われることを示すフラグがセットされているものとする。また
、データセットＥには、既存のアルゴリズムにより、リライト単位の最後であることを示
すフラグがセットされているものとする。
【００４７】
　図１０は、この場合のＲｅａｄ処理の動作を示したフローチャートである。
　まず、コントローラ１６は、ホスト２０からＲｅａｄコマンドを受け取る(ステップ１
３１)。これにより、コントローラ１６は、記録チャネル１３を介してテープ１４ａから
通常のデータの読出しを行う(ステップ１３２)。尚、その際、データセットＢ及びＤの灰
色部分のデータは、あくまで同期のために書かれたデータであるので、「ＥｎｄＭａｒｋ
ｅｒ」を検出することで自動的に読み飛ばされるようになっている。
　その後、コントローラ１６は、データの読出しに成功したかどうかを判定し(ステップ
１３３)、成功していれば、そのまま処理を終了する。
　一方、データの読出しに成功していなければ、読出しに失敗したデータセットの種類を
判別する(ステップ１３４)。
【００４８】
　ここで判別されるデータセットの種類としては、第一に、図９のデータセットＡ～Ｅの
ように、リライト中の同期後の通常のＲＡＢＦにより書き込まれたデータ(Ｆの灰色部分)
を含まないデータセットがある。このようなデータセットについては、リライトが行われ
ていないときに同期されたデータについて、既存のアルゴリズムによりリカバリを行う(
ステップ１３５)。つまり、図９のデータセットＡ～Ｅの斜線部分のデータをＡＢＦラッ
プから読み出してホスト２０に送信する。
【００４９】
　その後、ホスト２０に送るべき全てのデータの送信が完了しかたどうかを判定する(ス
テップ１３６)。その結果、送るべき全てのデータの送信が完了していると判定されれば
、そのまま処理を終了する。一方、送るべき全てのデータの送信が完了していないと判定
されれば、リライト中の同期要求により通常ラップに書き込まれたデータのリカバリを行
う(ステップ１３７)。つまり、図９のデータセットＢ及びＤの灰色部分のデータを読み出
してホスト２０に送信する。テープドライブ１０は、図９のデータセットＢ及びＤの灰色
部分のデータについて、通常ラップに書き込むことで同期が成功した旨をホスト２０に返
しているため、ホスト２０からの読出し要求に対し、これらのデータも読み出して返す必
要があるからである。
【００５０】
　また、ステップ１３４で判別されるデータセットの種類としては、第二に、図９のデー
タセットＦのように、リライト中の同期後に通常のＲＡＢＦにより書き込まれたデータ(
灰色部分)を含むデータセットがある。このようなデータセットについては、既存のアル
ゴリズムによりリカバリを行う(ステップ１３８)。つまり、図９のデータセットＦの灰色
部分及び斜線部分のデータをＡＢＦラップから読み出してホスト２０に送信する。そして
、特に、リライト中の同期後の通常のＲＡＢＦにより書き込まれたデータ(灰色部分)につ
いて、リカバリが成功したかどうかを判定する(ステップ１３９)。その結果、リカバリが
成功していれば、そのまま処理を終了し、リカバリが成功していなければ、１つ前のリラ
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イト単位のデータを用いてリカバリを行う(ステップ１４０)。つまり、図９のデータセッ
トＦの１番左の灰色部分のデータの読出しに失敗したのであれば、データセットＢの灰色
部分のデータを読み出して送信し、図９のデータセットＦのその右隣の灰色部分のデータ
の読出しに失敗したのであれば、データセットＤの灰色部分のデータを読み出して送信す
る。
　以上により、本実施の形態の動作は終了する。
【００５１】
　尚、本実施の形態では、Ｎ番目のセグメント内のデータセットをリライトしている間に
、(Ｎ＋１)番目のセグメントについてリライトの準備をし、(Ｎ＋２)番目のセグメントの
リザーブ領域にホストからのデータを受け入れるようにしたが、このような形態には限ら
れない。即ち、リライト中にホストから受け付けたデータを格納するセグメントは、リラ
イトのために現にアクセスされているセグメント以外のセグメントで、そのうち今回のリ
ライトのためにアクセスされるセグメントであれば、どの位置にあるセグメントでもよい
。
　また、本実施の形態では、リライト中に受け付けたデータを、リライト対象のセグメン
トのリザーブ領域に格納して通常ラップに書き込んだ後、現時点ではリライト対象ではな
いセグメントにコピーするようにした。しかしながら、リライト中に受け付けたデータを
、その時点で、リライト対象のセグメントのリザーブ領域とリライト対象ではないセグメ
ントの両方に格納する構成を採用することも考えられる。
【００５２】
　このように、本実施の形態では、リライト中に同期要求が来た場合に、その同期要求に
係るデータを各セグメント内のリザーブ領域に格納した後、リライトを行っているデータ
と合わせてテープに書き込むようにした。これにより、ＲＡＢＦにおけるパフォーマンス
を更に向上することができる。
【００５３】
(第２の実施の形態)
　図１１～１３は、ホスト２０から送られたデータが一時記録領域に書き込まれ、その後
、所定のタイミングで通常の記録領域にリライトされる様子を示した図である。
　これらの図においても、中央左寄りに縦長の矩形でバッファ１２が示されている。バッ
ファ１２を構成するセグメントの数は、特に限定されるものではないが、ここでも８個と
し、上から順に「Ｓ１」、「Ｓ２」、「Ｓ３」、「Ｓ４」、「Ｓ５」、「Ｓ６」、「Ｓ７
」、「Ｓ８」とする。
　また、図２～４と同様、上側の帯が、データが本来記録されるべき通常の記録領域(通
常ラップ)を表し、下側の帯が、テープ１４ａを走行させたままデータを記録するのに用
いられる一時記録領域(ＡＢＦラップ)を表している。
【００５４】
　図１１は、ホスト２０からのＷｒｉｔｅコマンドによりデータがバッファ１２に蓄積さ
れ、ホスト２０からのＷｒｉｔｅＦＭコマンドによりデータがバッファ１２からＡＢＦラ
ップへ書き込まれる際の状況を示す。
　尚、ここでも、１つのＷｒｉｔｅコマンドにより、１つのデータ要素(斜線を施した最
小の単位)がバッファ１２に書き込まれるものとする。また、図示するように、ホスト２
０は、３つのＷｒｉｔｅコマンドを送った後、１つのＷｒｉｔｅＦＭコマンドを送るもの
とする。そして、このＷｒｉｔｅＦＭコマンドによりＡＢＦラップにデータを書き込む際
には、前回のＡＢＦラップへの書込み以降にデータが蓄積されたセグメント内の全てのデ
ータがＡＢＦラップに書き込まれるものとする。
【００５５】
　まず、１番目から３番目までのＷｒｉｔｅコマンドを受けると、１番目から３番目まで
のデータ要素がバッファに書き込まれる。尚、図１１でも、この３つのデータ要素をまと
めて「Ｄ１」と表示している。その後、ＷｒｉｔｅＦＭコマンドにより、前回のＡＢＦラ
ップへの書込み以降にデータが蓄積されたセグメント内の全てのデータがＡＢＦラップに
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書き込まれる。この場合は、セグメントＳ１内のデータＤ１がＡＢＦラップに書き込まれ
る。
【００５６】
　以下、同様に、４番目から６番目までのＷｒｉｔｅコマンドにより、４番目から６番目
までのデータＤ２がバッファ１２に書き込まれ、ＷｒｉｔｅＦＭコマンドにより、セグメ
ントＳ１及びＳ２内のデータセットがＡＢＦラップに書き込まれる。
　また、７番目から９番目までのＷｒｉｔｅコマンドにより、７番目から９番目までのデ
ータＤ３がバッファ１２に書き込まれ、ＷｒｉｔｅＦＭコマンドにより、セグメントＳ２
内のデータセットがＡＢＦラップに書き込まれる。
　更に、１０番目から１２番目までのＷｒｉｔｅコマンドにより、１０番目から１２番目
までのデータＤ４がバッファ１２に書き込まれ、ＷｒｉｔｅＦＭコマンドにより、セグメ
ントＳ２及びＳ３内のデータセットがＡＢＦラップに書き込まれる。
　尚、本実施の形態では、バッファ１２を構成する複数のセグメントの一部を、リライト
中にホスト２０から受けたデータを格納するためのリザーブセグメントとしている。具体
的には、セグメントＳ７及びＳ８をリザーブセグメントとして確保している(図１１～１
３の網掛け部分)。
【００５７】
　その後、バッファ１２から通常ラップへのリライトが行われる。
　図１２は、セグメントＳ１内のデータセットが通常ラップにリライトされている際に、
ホスト２０からＷｒｉｔｅコマンド及びＷｒｉｔｅＦＭコマンドが送られたときの状態を
示している。
　この場合、ホスト２０から送られたデータは、リザーブセグメントＳ７に格納されてい
る(灰色部分)。
【００５８】
　図１３は、セグメントＳ２及びＳ３内のデータセットがリライトされる際の状態を示し
ている。
　まず、セグメントＳ２内のデータセットは、図示するように、通常ラップのセグメント
Ｓ１の隣に書き込まれている。
　次いで、リザーブセグメントであるセグメントＳ７内のデータセット(セグメントＳ７
の灰色部分)が、その隣に書き込まれている(通常ラップの灰色部分)。バッファ１２の上
から順にリライトが行われるのであれば、このような順序の逆転は生じないが、本実施の
形態では、リライトの準備が整ったものからリライトするようにしているので、リザーブ
セグメント内のデータセットが先にリライトされることも起こり得るようになっている。
　その後、セグメントＳ３内のデータセットが、通常ラップのセグメントＳ７の隣に書き
込まれている。
　そして、本実施の形態では、リライト中に書き込まれたデータ(セグメントＳ７の灰色
部分)を、次にＡＢＦラップに書き込まれるセグメントにコピーしている(セグメントＳ４
の灰色部分)。このように、リライト中にリザーブ領域に書かれたデータを、これからＲ
ＡＢＦが行われるセグメントにコピーすることにより、そのデータは、通常のＲＡＢＦの
手順に従い、通常ラップに再度書き込まれることになる。
【００５９】
　次に、図１４及び１５を参照して、本実施の形態におけるテープドライブ１０の動作を
説明する。尚、本実施の形態では、リライト中でないときのデータの書き込み位置も、リ
ライト中におけるデータの書き込み位置も同じバッファポインタで指すものとする。
　まず、ホスト２０からＷｒｉｔｅコマンドを受けたときのコントローラ１６の動作につ
いて説明する。
　図１４は、そのときのコントローラ１６の動作を示したフローチャートである。
　まず、コントローラ１６は、インタフェース１１からＷｒｉｔｅコマンドを受け取る(
ステップ１４１)。そして、バッファ１２から記録チャネル１３へリライトのためのデー
タ転送が行われているかどうかを判定する(ステップ１４２)。尚、ここでの判定は、例え
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ば、コントローラ１６が参照可能なメモリにリライト中かどうかのフラグを保持しておく
ことで実現できる。
【００６０】
　その結果、リライト中でないと判定された場合、コントローラ１６は、バッファ１２内
のバッファポインタが指す位置にデータを書き込む(ステップ１４３)。そして、バッファ
ポインタを、書き込んだデータの分だけ進める(ステップ１４４)。
　一方、リライト中と判定された場合、コントローラ１６は、バッファ１２内のバッファ
ポインタが指す位置(リザーブセグメント内の位置)にデータを書き込む(ステップ１４５)
。そして、セグメントの最後までデータが書き込まれたかどうかを判定する(ステップ１
４６)。ここで、最後まで書き込まれていないと判定されれば、バッファポインタを、書
き込んだデータの分だけ進める(ステップ１４４)。また、最後まで書き込まれたと判定さ
れれば、このリザーブセグメントにリライト可能(リライトされるデータセットと合わせ
て書き込むことが可能)の印を付け(ステップ１４７)、バッファポインタを、書き込んだ
データの分だけ進める(ステップ１４４)。
【００６１】
　次に、ホスト２０からＷｒｉｔｅＦＭコマンドを受けると、コントローラ１６は、リラ
イト中でなければ、バッファ１２内のデータをＡＢＦラップに書き込み、ホスト２０にス
テータスを返す。一方、リライト中であれば、ホスト２０から受け取ったデータが通常ラ
ップにリライトされるのを待ち、リライトのステータスをホスト２０に返す。尚、この動
作は、図７と同様であるので、詳細な説明は省略する。但し、本実施の形態では、「Ｆｉ
ｌｅＭａｒｋ」をバッファ１２にコマンドで指定された個数(０個を含む)書き込んだ後、
そのセグメントに最後までデータが書かれていなくても、リライトされるデータに混ぜて
書き出す必要がある。そこで、図７のステップ１１７において、途中まで書かれていたセ
グメントに、ステップ１４７で付けたのと同様の印を付ける処理も行う。
【００６２】
　また、このようにＡＢＦラップに書き込まれたデータセットは、その後の所定のタイミ
ングで通常ラップにリライトされる。
　図１５は、そのときのコントローラ１６の動作を示したフローチャートである。
　まず、コントローラ１６は、リライトをすべき旨の指示を受ける(ステップ１５１)。こ
のリライトすべき旨の指示は、例えば、バッファ１２に空き容量がなくなった場合や、Ａ
ＢＦラップを使い切った場合になされる。前者の場合は、バッファ１２の空き容量を監視
する手段から指示を受ける。また、後者の場合は、ＡＢＦラップの使用状況を監視する手
段から指示を受ける。
【００６３】
　リライトの指示を受けると、コントローラ１６は、バッファポインタをリザーブセグメ
ント(図１１～１３のセグメントＳ７)の先頭に切り換える(ステップ１５２)。本実施の形
態において、バッファポインタは、通常のセグメントとリザーブセグメントに共通に用い
ているためである。
　また、コントローラ１６は、１番目のセグメント(図１１～１３のセグメントＳ１)内の
データセットのリライトの準備をする(ステップ１５３)。ここで、先に述べたように、ホ
スト２０から送られたデータには、誤り訂正を行うためのパリティ符号を付加してテープ
１４ａに記録するので、リライトの準備としては、そのようなパリティ符号の計算等があ
る。
【００６４】
　次いで、コントローラ１６は、次のデータセット、即ち、２番目のセグメント内のデー
タセットが存在するかどうかを判定する(ステップ１５４)。尚、この判定の対象となるセ
グメントには、リザーブセグメントも含まれる。
　その結果、２番目のセグメント内のデータセットが存在すると判定された場合は、リラ
イトの準備ができた１番目のセグメント内のデータセットを通常ラップに書き込み、それ
と並行して、２番目のセグメント内のデータセットのリライトの準備をする(ステップ１
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５５)。
　そして、現在バッファポインタが位置づけられているリザーブセグメントがリライト可
能かどうかを、ステップ１４７で付けられた印に基づいて判定する(ステップ１５６)。こ
こで、リザーブセグメントがリライト可能でなければ、そのまま処理はステップ１５４に
進む。また、リザーブセグメントがリライト可能であれば、バッファポインタを次のリザ
ーブセグメント(図１１～１３のセグメントＳ８)の先頭に進め(ステップ１５７)、処理は
１５４に進む。図１１～１３の例では、セグメントＳ２にデータが存在するので、セグメ
ントＳ１内のデータを通常ラップに書き込み、セグメントＳ２内のデータのリライトの準
備をしている。
【００６５】
　以下、同様に、(Ｎ＋１)番目のセグメント内にデータが存在すれば、Ｎ番目のセグメン
ト内のデータを通常ラップに書き込み、それと並行して、(Ｎ＋１)番目のセグメント内の
データのリライトの準備をし、リザーブセグメントがリライト可能になっていれば、バッ
ファポインタを次のリザーブセグメントの先頭に進める、という処理を繰り返す(Ｎ＝２
，３，…)。図１１～１４の例では、この時点でセグメントＳ７がリライト可能になって
いるとし、これを３番目のセグメントとしている。そして、セグメントＳ２内のデータを
通常ラップに書き込み、セグメントＳ７内のデータのリライトの準備をしている(Ｎ＝２
の場合)。また、４番目のセグメントとなるセグメントＳ３にデータが存在するので、セ
グメントＳ７内のデータを通常ラップに書き込み、セグメントＳ３内のデータのリライト
の準備をしている(Ｎ＝３の場合)。
【００６６】
　一方、(Ｎ＋１)番目のセグメント内にデータセットが存在しないと判定された場合は、
Ｎ番目のセグメント内のデータセットを通常ラップに書き込む(ステップ１５８)。図１１
～１３の例の場合、セグメントＳ４内にデータが存在しないので、セグメントＳ３内のデ
ータを通常ラップに書き込んでいる。
【００６７】
　その後、このリライト中にホスト２０から送られリザーブセグメントに格納されたデー
タが存在すれば、それらを順次、リライト対象となった最後のセグメント(リザーブセグ
メントを除く)の次のセグメントにコピーする(ステップ１５９)。そして、バッファポイ
ンタをそのコピーしたデータの直後に進める(ステップ１６０)。図１１～１３の例の場合
、セグメントＳ７に格納されたデータを、セグメントＳ４にコピーしている。
　以上により、本実施の形態におけるデータの記録の動作は終了する。
【００６８】
　即ち、本実施の形態でも、同期要求があった場合にリライト中でなければ、データをＡ
ＢＦラップに書き込んで同期応答を返し、その後、通常ラップにも書き込むようにしてい
る。また、同期要求があった場合にリライト中であれば、送られたデータをリライト中の
データと合わせて通常ラップに書き込んで同期応答を返し、その後、通常のＲＡＢＦの手
順に従い、ＡＢＦラップに書き込んだ後、通常ラップに書き込んでいる。
【００６９】
　このように、本実施の形態において、ホスト２０から同期要求があった場合、テープ１
４ａへの書込みが成功したかどうかは、ホスト２０に報告されるようになっている。
　一方、リライトが成功したかどうかは、コントローラ１６は認識しているものの、ＳＣ
ＳＩの仕様により、すぐにはホスト２０に送信されないようになっている。例えば、リラ
イトの失敗後にホスト２０からＷｒｉｔｅコマンドやＷｒｉｔｅＦＭコマンドが来れば、
その応答としてリライトの失敗を報告することはできる。しかしながら、リライトの失敗
後にホスト２０からＷｒｉｔｅコマンドやＷｒｉｔｅＦＭコマンドが来ないことも考えら
れる。このような場合、ホスト２０としては、データがその本来記録されるべき通常ラッ
プに書かれたと認識しているにもかかわらず、実際には、通常ラップにデータが正常に記
録されていないという事態が生ずる。そこで、このような正常に記録されていないデータ
の読出し要求があった場合、テープドライブ１０は、本来記録されるべき場所からデータ
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を読み出す代わりに、他の場所に記録されたデータを読み出してホスト２０に返すという
リカバリ処理を行う必要がある。
【００７０】
　以下、このリカバリ処理を含むＲｅａｄ処理について説明する。
　ここでは、テープ１４ａ上に、図１６に示すような形式でデータが記録されているもの
として説明を行う。尚、各データセットには、データセット番号及びライトパス番号が付
加されているものとする。ここで、データセット番号とは、書かれた順(読み出す順)を示
す連続値である。その際、リライト中の同期で書かれたデータセットが読み飛ばされるよ
う、同期で書かれたデータセットと通常のデータセットとには同じデータセット番号を振
っておき、ライトパス番号で区別するようにする。また、データセットＢ及びＤには、リ
ライト中の同期で書かれたデータセットであることを示すフラグがセットされているもの
とする。
【００７１】
　図１７は、この場合のＲｅａｄ処理の動作を示したフローチャートである。
　まず、コントローラ１６は、ホスト２０からＲｅａｄコマンドを受け取る(ステップ１
６１)。これにより、コントローラ１６は、記録チャネル１３を介して磁気テープから通
常のデータの読出しを行う(ステップ１６２)。尚、その際、データセットＢ及びＤは、あ
くまで同期のために書かれたデータセットであるので、通常は、データセット番号及びラ
イトパス番号を参照することで自動的に読み飛ばされるようになっている。
　その後、コントローラ１６は、データの読出しに成功したかどうかを判定し(ステップ
１６３)、成功していれば、そのまま処理は終了する。
　一方、データの読出しに成功していなければ、読出しに失敗したデータセットの種類を
判別する(ステップ１６４)。
【００７２】
　ここで判別されるデータセットの種類としては、第一に、図１６のデータセットＡのよ
うに、リライト中の同期で書かれたデータセットの直後のデータセット以外のデータセッ
トがある。このようなデータセットについては、既存のアルゴリズムによりリカバリを行
う(ステップ１６６)。
【００７３】
　その後、ホスト２０に送るべき全てのデータの送信が完了しかたどうかを判定する(ス
テップ１６７)。その結果、送るべき全てのデータの送信が完了していると判定されれば
、そのまま処理を終了する。一方、送るべき全てのデータの送信が完了していないと判定
されれば、リライト中の同期要求により通常ラップに書き込まれたデータのリカバリを行
う(ステップ１６８)。つまり、図１６のデータセットＢ及びＤの灰色部分のデータを読み
出してホスト２０に送信する。テープドライブ１０は、図１６のデータセットＢ及びＤの
灰色部分のデータについて、通常ラップに書き込むことで同期が成功した旨をホスト２０
に返しているため、ホスト２０からの読出し要求に対し、これらのデータも読み出して返
す必要があるからである。
【００７４】
　また、ステップ１６４で判別されるデータセットの種類としては、第二に、図１６のデ
ータセットＣ、Ｅのように、リライト中の同期で書かれたデータセットの直後のデータセ
ットがある。この場合、直前のデータセットＢ、Ｄは、上述したように、通常は、読み飛
ばされるのであるが、データセットＣ、Ｅの読出しに失敗したことにより、データセット
Ｂ、ＤをデータセットＣ、Ｅであると誤認してしまうことが考えられる。そこで、コント
ローラ１６は、リライト中の同期で書かれたデータセットであることを示すフラグを参照
して、直前のデータセットが目的のデータセットではないことを判別する(ステップ１６
５)。そして、データセットＣ、Ｅについて、既存のアルゴリズムによりリカバリを行う(
ステップ１６６)。
【００７５】
　その後、ホスト２０に送るべき全てのデータの送信が完了しかたどうかを判定する(ス
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テップ１６７)。その結果、送るべき全てのデータの送信が完了していると判定されれば
、そのまま処理を終了する。一方、送るべき全てのデータの送信が完了していないと判定
されれば、リライト中の同期要求により通常ラップに書き込まれたデータのリカバリを行
う(ステップ１６８)。つまり、図１６のデータセットＢ及びＤの灰色部分のデータを読み
出してホスト２０に送信する。テープドライブ１０は、図１６のデータセットＢ及びＤの
灰色部分のデータについて、通常ラップに書き込むことで同期が成功した旨をホスト２０
に返しているため、ホスト２０からの読出し要求に対し、これらのデータも読み出して返
す必要があるからである。
【００７６】
　更に、ステップ１６４で判別されるデータセットの種類としては、第三に、図１６のデ
ータセットＦのように、リライト中の同期後に通常のＲＡＢＦにより書き込まれたデータ
(灰色部分)を含むデータセットがある。このようなデータセットについては、既存のアル
ゴリズムによりリカバリを行う(ステップ１６９)。つまり、図１６のデータセットＦの灰
色部分及び斜線部分のデータをＡＢＦラップから読み出してホスト２０に送信する。そし
て、特に、リライト中の同期後の通常のＲＡＢＦにより書き込まれたデータ(灰色部分)に
ついて、リカバリが成功したかどうかを判定する(ステップ１７０)。その結果、リカバリ
が成功していれば、そのまま処理を終了し、リカバリが成功していなければ、１つ前のリ
ライト単位のデータを用いてリカバリを行う(ステップ１７１)。つまり、図１６のデータ
セットＦの１番左の灰色部分のデータの読出しに失敗したのであれば、データセットＢの
灰色部分のデータを読み出して送信し、図１６のデータセットＦのその右隣の灰色部分の
データの読出しに失敗したのであれば、データセットＤの灰色部分のデータを読み出して
送信する。
　以上により、本実施の形態の動作は終了する。
【００７７】
　尚、本実施の形態では、リライト中に受け付けたデータを、リザーブセグメントに格納
して通常ラップに書き込んだ後、現時点ではリライト対象ではないセグメントにコピーす
るようにした。しかしながら、リライト中に受け付けたデータを、その時点で、リザーブ
セグメントとリライト対象ではないセグメントの両方に格納する構成を採用することも考
えられる。
【００７８】
　このように、本実施の形態では、リライト中に同期要求が来た場合に、その同期要求に
係るデータをリザーブセグメントに格納した後、リライトを行っているデータと合わせて
テープに書き込むようにした。これにより、ＲＡＢＦにおけるパフォーマンスを更に向上
することができる。
【００７９】
　尚、同期要求がホストから送られる間隔が長い場合は、リライト中に同期要求が送られ
る確率も低くなる。従って、本実施の形態は、同期要求の間隔が短い場合において特に有
効である。
　また、データの読出しの際のレートは、同期のために記録されたデータが読み出されな
い分、通常の方式で記録した場合よりも悪くなる。例えば、先に述べた、４００ＫＢのう
ちの５０ＫＢをリザーブ領域として確保する場合であれば、通常の方式で記録した場合の
レートが約４０ＭＢ/ｓとすると、本実施の形態の方式を用いた場合、約３５ＭＢ/ｓとな
ってしまう。従って、本実施の形態は、書込みが読出しよりも多い場合、即ち、データの
重要度が高い場合に、特に有効と言える。このようなものとして、例えば、一般的なＢａ
ｃｋｕｐ/Ｒｅｓｔｏｒｅアプリケーションが想定できる。このようなアプリケーション
においては、通常、バックアップのみが行われ、リストアはまれにしか行われないため、
読出しのパフォーマンスの低下はあまり問題とならない。
【００８０】
　同じ理由で、カートリッジの容量が減ることになる。しかしながら、現在の製品の使わ
れ方をみると、同期を頻繁に要求するアプリケーションは、従来からの所謂大型機をホス
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トとするものが大半であり、これらのアプリケーションは、カートリッジの容量を使い切
らずに、次のカートリッジを利用することが多い。このため、本実施の形態では、カート
リッジ容量の減少は問題にはならない。
　また、同期の頻度が低い場合にはＲＡＢＦが起動されないので、パフォーマンスの低下
やカートリッジ容量の減少は、必ず起こるというものでもない。
【００８１】
　このように、本発明では、書込みの際のパフォーマンスが向上する代わりに、キャパシ
ティのロスが発生する可能性がある。
　しかしながら、これに対しては、データセットサイズを可変長とする技術(１/Ｎを単位
としてデータセットサイズをその１～Ｎ倍にできる技術)を用いることで、問題を大幅に
緩和できる。
【００８２】
　具体的には、次のような手法を採用することができる。
　第１の実施の形態では、例えば、各セグメントの１/Ｎをリザーブ領域とする。そして
、リライト中の同期によるデータの追加が生じなかったデータセットは、(Ｎ－１)/Ｎの
サイズとし、リライト中の同期によるデータの追加が生じたデータセットは、Ｎ/Ｎのサ
イズとする。これにより、キャパシティの減少や、読出し時のデータレートの低下を緩和
することができる。
　また、第２の実施の形態では、挿入されるデータセット(リザーブセグメントに格納さ
れていたデータセット)のサイズを、同期のためのデータのサイズよりも少し大きなサイ
ズとすればよい。これにより、上記と同様、キャパシティの減少や、読出し時のデータレ
ートの低下を緩和することができる。
【００８３】
　尚、モデルによる性能評価を行ったので、以下に記す。
　ここでは、セグメントサイズ(データセットサイズ)を４００ＫＢ、バッファ内のセグメ
ント数を１０００、一度に同期するデータの量を４８ＫＢ～３８４ＫＢとした。
　第１の実施の形態の方式を用いた場合、リザーブ領域のサイズを５０ＫＢとすると、最
大１２．５％のキャパシティロスはあったものの、従来のＲＡＢＦの１０３％～１０７％
のパフォーマンスが認められた。
　また、第２の実施の形態の方式を用いた場合、２４％～１７％のキャパシティロスはあ
ったものの、従来のＲＡＢＦの１０２％～１１３％のパフォーマンスが認められた。
【００８４】
　ここで、本発明は、全てハードウェアで実現してもよいし、全てソフトウェアで実現し
てもよい。また、ハードウェア及びソフトウェアの両方により実現することも可能である
。
　また、本発明は、コンピュータ、データ処理システム、コンピュータプログラムとして
実現することができる。このコンピュータプログラムは、コンピュータにより読取り可能
な媒体に記憶され、提供され得る。ここで、媒体としては、電子的、磁気的、光学的、電
磁的、赤外線又は半導体システム(装置又は機器)、或いは、伝搬媒体が考えられる。また
、コンピュータにより読取り可能な媒体としては、半導体、ソリッドステート記憶装置、
磁気テープ、取り外し可能なコンピュータディスケット、ランダムアクセスメモリ(ＲＡ
Ｍ)、リードオンリーメモリ(ＲＯＭ)、リジッド磁気ディスク、及び光ディスクが例示さ
れる。現時点における光ディスクの例には、コンパクトディスク－リードオンリーメモリ
(ＣＤ－ＲＯＭ)、コンパクトディスク－リード/ライト(ＣＤ－Ｒ/Ｗ)及びＤＶＤが含まれ
る。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】本発明の実施の形態が適用されるテープドライブの構成を示したブロック図であ
る。
【図２】本発明の第１の実施の形態におけるバッファからテープへの書込みの第１段階に
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【図３】本発明の第１の実施の形態におけるバッファからテープへの書込みの第２段階に
ついて説明するための図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態におけるバッファからテープへの書込みの第３段階に
ついて説明するための図である。
【図５】本発明の実施の形態におけるデータセットの構造について説明するための図であ
る。
【図６】本発明の第１の実施の形態におけるテープドライブのコントローラのＷｒｉｔｅ
コマンド受付け時の動作を示したフローチャートである。
【図７】本発明の第１の実施の形態におけるテープドライブのコントローラのＷｒｉｔｅ
ＦＭコマンド受付け時の動作を示したフローチャートである。
【図８】本発明の第１の実施の形態におけるテープドライブのコントローラのリライト時
の動作を示したフローチャートである。
【図９】本発明の第１の実施の形態におけるＲｅａｄ処理の説明に用いるテープ上のデー
タセットの配置例である。
【図１０】本発明の第１の実施の形態におけるテープドライブのコントローラのＲｅａｄ
処理の動作を示したフローチャートである。
【図１１】本発明の第２の実施の形態におけるバッファからテープへの書込みの第１段階
について説明するための図である。
【図１２】本発明の第２の実施の形態におけるバッファからテープへの書込みの第２段階
について説明するための図である。
【図１３】本発明の第２の実施の形態におけるバッファからテープへの書込みの第３段階
について説明するための図である。
【図１４】本発明の第２の実施の形態におけるテープドライブのコントローラのＷｒｉｔ
ｅコマンド受付け時の動作を示したフローチャートである。
【図１５】本発明の第２の実施の形態におけるテープドライブのコントローラのリライト
時の動作を示したフローチャートである。
【図１６】本発明の第２の実施の形態におけるＲｅａｄ処理の説明に用いるテープ上のデ
ータセットの配置例である。
【図１７】本発明の第２の実施の形態におけるテープドライブのコントローラのＲｅａｄ
処理の動作を示したフローチャートである。
【符号の説明】
【００８６】
１０…テープドライブ、１１…インタフェース、１２…バッファ、１３…記録チャネル、
１４ａ…テープ、１４ｂ…ヘッド、１４ｃ，１４ｄ…リール、１４ｅ…カートリッジ、１
５…モータ、１６…コントローラ、１７…ヘッド位置制御システム、１８…モータドライ
バ



(20) JP 4131517 B2 2008.8.13

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】
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