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(57)【要約】
構成ドリフトとは、コンピューターまたはサービスを望
ましい構成から逸脱させる、長期間にわたりなされる変
更をいう。一群のマシンの構成ドリフトを、構成の目的
を定義することにより管理することができる。目的は、
一群の関連する構成規則から成る構成ベースラインを定
義することにより定義される。構成規則は、設定とター
ゲットを含む。当該ターゲットは、より詳細なレベルで
不適合のレポートを可能にする任意の管理されたエンテ
ィティであることができる。構成規則を１つまたは複数
の良く構成されたコンピューターから読み取ることによ
り、構成ベースラインを完成させることができる。構成
ドリフトは、実際の値を構成ベースラインの値と比較す
ることにより評価され、マシンレベルではなく管理され
たエンティティレベルで報告される。構成ベースライン
に適合する状態にコンピューターを戻す修復は必要に応
じて実行することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサーと、
　前記プロセッサーに複数のコンピューターの構成ドリフトを、
　　一群の構造規則の各々が、プログラム、サービス、アプリケーション、データベース
、オペレーティングシステムまたはウェブサイトを含む管理されたエンティティを含むタ
ーゲットに関連付けられた前記一群の構成規則を定義することにより、前記複数のコンピ
ューターに対して構成ベースラインを定義し、
　　少なくとも１つのコンピューターの実際の構成の前記構成ベースラインからの逸脱を
含む構成ドリフトに関して、前記複数のコンピューターのうち前記少なくとも１つのコン
ピューターを評価し、
　　前記管理されたエンティティのレベルで、前記少なくとも１つのコンピューターの前
記構成ドリフトを評価した結果を報告する
　ことにより管理させるように構成したモジュールを含むメモリと
　を含むことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　既存のコンピューターから構成ベースラインを読み出すことにより、少なくとも１つの
コンピューターに対するベースライン構成を定義することを特徴とする請求項１に記載の
システム。
【請求項３】
　構成ドリフトが、前記一群の構成規則の特定の構成規則に関して前記複数のコンピュー
ターのうち特定のコンピューターに対してのみ評価されることを特徴とする請求項１に記
載のシステム。
【請求項４】
　長期間にわたるサービスに対して行われた全ての修復を保持し、新たな前記サービスの
インスタンスに適用して構成ドリフトを排除することを特徴とする請求項１に記載のシス
テム。
【請求項５】
　前記少なくとも１つのコンピューターに対する前記ベースライン構成の第１の部分が、
第１の管理されたエンティティに関する第１のコンピューターを含む前記既存のコンピュ
ーターの前記構成を読み取ることによって定義され、前記少なくとも１つのコンピュータ
ーに対する前記ベースライン構成の第２の部分が、第２の管理されたエンティティに関す
る第２の既存のコンピューターの構成を読み取ることによって定義されることを特徴とす
る請求項２に記載のシステム。
【請求項６】
　データセンター管理コンピューターからの複数の管理されたコンピューターの構成ドリ
フトを、少なくとも１つのモジュールを前記データセンター管理コンピューターで実行す
ることにより管理するステップであって、前記少なくとも１つのモジュールが、
　　一群の構成規則の各々が、プログラム、サービス、アプリケーション、データベース
、オペレーティングシステムまたはウェブサイトを含む管理されたエンティティを含むタ
ーゲットに関連付けられた、前記一群の構成規則を定義することによって前記複数の管理
されたコンピューターに対して構成ベースラインを定義し、
　　少なくとも１つのコンピューターの実際の構成の定義された前記構成ベースラインか
らの逸脱を含む構成ドリフトに関して、前記複数の管理されたコンピューターのうち前記
少なくとも１つのコンピューターを評価し、
　　前記少なくとも１つのコンピューターが、前記定義された構成ベースラインを含む前
記一群の構成規則のうち少なくとも１つの構成規則からドリフトしたと判定し、
　　ドリフトした前記少なくとも１つのコンピューターの前記少なくとも１つの構成規則
に関連付けられた設定のみ、必要に応じて修復する、
　ステップを含むことを特徴とする方法。



(3) JP 2013-522729 A 2013.6.13

10

20

30

40

50

【請求項７】
　前記一群の構成規則のうち第１の構成規則と第２の構成規則の間に存在する依存性を決
定して、特定の設定が前記第１の構成規則と前記第２の構成規則の両方に関連付けられる
ようにしたことに応答して、前記第１の構成規則と前記第２の構成規則の両方に対する妥
当性検証条件に適合する、前記特定の設定に対する値を決定するステップをさらに含むこ
とを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記構成ベースラインの第１の構成規則を第１のコンピューターに向けたことに応答し
て、第１のターゲットの設定値が前記第１の構成規則に対する前記第１のコンピューター
の設定値に設定され、前記構成ベースラインの第２の構成規則を第２のコンピューターに
向けたことに応答して、第２のターゲットの設定値が前記第２の構成規則に対する前記第
２のコンピューターの設定値に設定されることを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのコンピューターを構成ドリフトに関してほぼ即座に必要に応じて
評価するステップをさらに含むことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　前記一群の構成規則のうち第１の構成規則の設定値を変更するステップと、
　前記一群の構成規則のうち前記第１の構成規則と第２の構成規則の間に存在する依存性
を決定したことに応答して、前記第２の構成規則のターゲットを自動的に再開するステッ
プと
　をさらに含むことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項１１】
　実行時に少なくとも１つのプロセッサーに、複数のコンピューターの構成ドリフトを、
　　一群の構成規則の各々がターゲットに関連付けられた前記一群の構成規則を定義する
ことによって、前記複数のコンピューターに対して構成ベースラインを定義し、
　　少なくとも１つのコンピューターの実際の構成の前記構成ベースラインからの逸脱を
含む構成ドリフトに関して、前記複数のコンピューターのうち前記少なくとも１つのコン
ピューターを評価し、
　　前記複数のコンピューターのうち少なくとも１つのコンピューターが前記構成ベース
ラインの前記一群の構成規則のうち少なくとも１つの構成規則に適合しないと判定したこ
とに応答して、前記少なくとも１つのコンピューターが適合しない前記少なくとも１つの
構成規則に対する前記少なくとも１つのコンピューターの次のメンテナンスウィンドウに
つき前記少なくとも１つのコンピューターの修復をスケジュールする
　ことによって管理させるコンピューター実行可能命令を含むことを特徴とするコンピュ
ーター可読記憶媒体。
【請求項１２】
　実行時に前記少なくとも１つのプロセッサーに、前記複数のコンピューターのうち前記
少なくとも１つのコンピューターが適合せず、前記少なくとも１つの構成規則に対する修
復がスケジュールされたことを報告させるコンピューター実行可能命令をさらに含むこと
を特徴とする請求項１１に記載のコンピューター可読記憶媒体。
【請求項１３】
　実行時に前記少なくとも１つのプロセッサーに、サービスの新たなインスタンスに対す
るベースライン構成を、前記サービスに対する既存のコンピューターの構成ベースライン
の少なくとも１つの規則を読み取り、前記新たなインスタンスに対する前記サービスの設
定値を前記既存のコンピューターの設定値に設定することによって、定義させるコンピュ
ーター実行可能命令をさらに含むことを特徴とする請求項１１に記載のコンピューター可
読記憶媒体。
【請求項１４】
　実行時に前記少なくとも１つのプロセッサーに、前記構成ベースラインに適合するコン
ピューターと前記構成ベースラインに適合しないコンピューターとを列挙させるコンピュ
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ーター実行可能命令をさらに含むことを特徴とする請求項１１に記載のコンピューター可
読記憶媒体。
【請求項１５】
　実行時に前記少なくとも１つのプロセッサーに、サービスの新たなインスタンスを作成
させるコンピューター実行可能命令であって、前記新たなインスタンスに対する構成ドリ
フトが、長期間にわたって前記サービスに行った全ての修復を保持し、全ての保持した修
復を前記サービスの前記新たなインスタンスに適用することにより排除される、コンピュ
ーター実行可能命令をさらに含むことを特徴とする請求項１１に記載のコンピューター可
読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［背景技術］
　データーセンターは頻繁に、様々なプラットフォームにわたって展開される物理マシン
および仮想マシンを含む複雑なサーバー環境、地理的に離れた場所にあるところでさえ管
理し得る。データーセンターは何百または何千ものサーバーを含むことがあるので、デー
ターセンターの管理者は、サーバーのプロビジョニングと更新を自動化し、データーセン
ターの拡張を計画し、データーセンター環境の多数の課題の処理を支援することを可能と
するツールを喜んで受け入れる。
【０００２】
　計画外のシステムのダウンタイムのうち半分程度が、構成上の問題が原因であろうと推
定されている。構成とは、システムが特定の目的で動作するようにハードウェアとソフト
ウェアの属性の値を特定し設定するプロセスをいう。管理者が日々生ずる問題とニーズに
対応すると、サーバーが徐々にポリシまたは基準から逸脱するように構成されることとな
りうる。この過程が構成ドリフト(configuration drift)と呼ばれる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　複数のコンピューターが同じように構成されていない場合は、これらのコンピューター
の管理が急速に複雑化するおそれがある。当初は同一に構成されたコンピューターであっ
ても、時間とともに構成が変化しうる。構成ドリフトが増大すると、問題を解決すること
がより困難となり、コンピューターを効果的に管理し維持することがより困難となる。
【０００４】
　望ましい構成は定義され、コンピューターの当該望ましい構成からの逸脱（構成ドリフ
ト）は評価され、当該コンピューターを（手動でまたは自動的に）修復して当該構成ドリ
フトを除去することにより、コンピューターのソフトウェア構成のドリフトは管理するこ
とができる。望ましい構成は、良く構成されていると考えられる１つまたは複数の既存の
コンピューターの構成を読み取ることによって定義することができる。構成ドリフトの修
復は、自動的に、および、制御された形で行うことができる。サービス関連の展開ベース
ラインと修復を統合して、展開イメージ／資産と展開したシステムの間のドリフトを防止
し、構成ドリフトのない、イメージ・ベースのサービス提供、再展開、およびスケール・
アウトを可能とすることができる。
【０００５】
　本要約は、選択した概念を簡潔な形で導入するために与えたものである。その概念は、
下記の発明を実施するための形態においてさらに説明する。本要約は、クレーム主題の主
要な特徴または本質的な特徴を特定しようとするものではなく、特許請求された主題の範
囲を限定するために使用しようとするものでもない。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本明細書で開示した主題の態様に従う構成ドリフトを管理するためのシステム１
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００の一例を示す図である。
【図２】図１に関して説明したとおりの本明細書で開示した主題の態様に従う構成ドリフ
トを自動的に管理するための方法２００の一例の流れ図である。
【図３】図１に関して説明したとおりの本明細書で開示した主題の態様に従う構成ドリフ
トを管理するために生成できるレポートの一例を示す図である。
【図４】図２に関して説明したとおりの本明細書で開示した主題の態様に従う構成ドリフ
トを管理するために生成できる別のレポートの一例を示す図である。
【図５】本明細書で開示した主題の態様を実装できるコンピューティング環境の一例を示
すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
概要
　モデルベースのアプローチを使用して、システムの望ましい構成は管理することができ
る。構成マネージャが、構成ベースラインを定義することによりシステムの構成ドリフト
を測定し管理するための機能を提供する。構成ベースラインは、オペレーティングシステ
ム構成、ソフトウェアのアップデート、禁止および許可されているアプリケーション、な
らびにカスタマイズされた設定に関する情報を含むことができる。構成ベースラインを定
義することでデーターセンターの管理者は構成ドリフトを管理することができる。メンテ
ナンスウィンドウを実装して、一群の物理マシンおよび仮想マシンのメンバに変更を適用
する時点を組織が選択できるようにすることができる。
【０００８】
　本明細書で開示した主題では、構成の目的を定義し、構成ドリフトを評価し、構成ドリ
フトを修復することにより構成ドリフトを管理する機能を提供するための方法、システム
およびコンピュータープログラム製品について説明する。望ましい構成は、構成ベースラ
インを生成することにより定義することができる。構成ベースラインは、関連する一群の
構成規則を含むことができる。例えば、セキュリティに関する構成ベースラインが、セキ
ュリティ問題等に関する構成規則を含み得る。構成ベースラインは、コンピューターの管
理者によって、または、ソフトウェアベンダーもしくは他のユーザによって定義すること
ができる。コンピューターの管理者は多くは、ソフトウェアを自分のコンピューターにイ
ンストールし、複数の設定値を調節することにより、当該ソフトウェアを自分のニーズに
合わせる。ソフトウェアベンダーが定義した構成ベースラインは、このようなケースでは
有用でないことがある。なぜなら、ソフトウェアベンダーは管理者がどの値を変更する可
能性があるかを予測できないからである。新たな構成ベースラインを定義するために、変
更した設定を追跡し、設定の位置を発見するのは埒が明かないであろう。
【０００９】
　本明細書で開示した主題の態様によれば、ユーザが、１つまたは複数の所定の構成規則
を含む構成ベースラインを定義することができる。管理されているコンピューターの適合
性をチェックするユーザの目的が捉えられるように、構成規則を定義することができる。
構成規則は構成設定と関連付けることができ、構成規則により、ターゲットタイプ（ｔａ
ｒｇｅｔ　ｔｙｐｅ）、構成設定の妥当性検証（ｖａｌｉｄａｔｉｏｎ）、および修復を
定義することができる。
【００１０】
　構成設定は、任意の着目する設定（例えば、レジストリ値の名前、バージョンまたは更
新日のようなファイル・プロパティの名前、プログラム要素プロパティの名前、等）であ
ることができる。ターゲットタイプは、設定が影響を及ぼす管理されたエンティティ（例
えば、プログラムまたはアプリケーション。その例としては、ＳＱＬサーバー、ＩＩＳサ
ーバー、データーベース、サービス、ウェブサイト、オペレーティングシステム等がある
がこれらに限らない。）のタイプを定義する。ターゲットタイプをより詳細なレベルで定
義する（例えば、コンピューターレベルのようなあまり詳細でないレベルではなくＳＱＬ
サーバーまたはＩＩＳサーバーのレベルでターゲットを定義する）ことが、幾つかの点で
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有用である。例えば、ターゲットタイプが規定されるので、特定のコンピューターには管
理されたエンティティがない場合は、その構成規則に関して当該コンピューターを評価す
る必要はない。さらに、構成ドリフトをより詳細なレベル、即ち、管理されたエンティテ
ィのレベルで報告することができる。例えば、構成ドリフトのレポートでは、例えば、特
定のコンピューターで何かが誤って構成されていると報告するのではなく、当該特定のコ
ンピューターでＳＱＬサーバーが誤って構成されているがＩＩＳサーバーはそうではない
と報告することができる。
【００１１】
　妥当性検証では、特定のマシンまたは一群のマシンの設定の適合性または不適合性を決
定できるように、所望の設定値または所望の設定値の範囲（例えば、２より大きい、２０
０９年１１月２３日に等しいなど）を定義する。修復では、妥当性検証で定められたよう
に、設定を取得するか当該設定をその所望の値に戻すために実行される１組のコマンドを
定義する。本明細書で開示した主題の諸態様によれば、既存のコンピューターの構成を読
み取ることによって、構成ベースラインを生成することができる。例えば、望ましく構成
されたコンピューターの構成を読み取り、当該構成を使用して他のコンピューターに対す
る構成ベースラインを生成することができる。ソフトウェアベンダーが定義した構成ベー
スラインを、ソフトウェアで更新することができる。当該ソフトウェアは、予め構成した
コンピューターを読み取り、ベンダー定義のベースラインを適切に修復して、新たなソフ
トウェアのインスタンスに対する構成ベースラインを生成する。構成ベースライン、規則
および設定は構成データー記憶に格納することができる。
【００１２】
　構成ベースラインは定義されると、定義された構成は一群のコンピューターに割り当て
ることができる。定期的に、スケジュールに従って、または必要に応じて、当該一群のコ
ンピューターまたは当該一群のコンピューターの部分集合に含まれる各コンピューターは
、それに割り当てた構成ベースラインに対して評価することができる。当該評価により、
同一の設定に対する構成規則で規定した値とマッチしない設定値をコンピューターが有す
ることを確認し、当該コンピューターが望ましい構成からドリフトしたと判定される。本
明細書で開示した主題の諸態様により、１つまたは複数のデーターセンターのコンピュー
ターの適合性をチェックし、ユーザに適合性のドリフトを警告することができる。
【００１３】
　コンピューターの構成が当該コンピューターのベースライン構成から逸脱したとき、構
成ドリフトが生じている。コンピューターが構成規則に関して望ましい構成からドリフト
したと判定されたとき、コンピューターの管理者は当該構成規則に関する修復動作を当該
コンピューターに対して行うことができる。当該修復動作では、修復に関して規定された
１組のコマンドを実行して、当該構成規則に関する当該コンピューターの構成ドリフトを
除去する。同一のコンピューターに対して複数の構成規則を修復することができる。本明
細書で開示した主題の諸態様によれば、修復を制御された形で行うことができる。例えば
、管理者は次のコンピューターのサービス提供ウィンドウで修復を自動的に行うこととす
ることで、例えば、コンピューターのユーザに影響を及ぼさないようにすることができる
。あるいは、管理者に、修復を必要に応じて（ほぼ即座に）実施するという選択肢を提供
する。
【００１４】
　管理パックは構成ベースラインから生成することができる。管理パックは、適合ポリシ
の生成を容易にし、管理されたコンピューターを生成された適合ポリシに対して評価する
ことを容易にする、ユーザ規定の目的モデルを含むことができる。管理パックを管理され
たコンピューターに送信して、管理されたコンピューターのポリシ処理エンジンが現在の
状態（例えば、実際の設定値）とユーザ規定の目的モデルに基づいて適合レポートを生成
し、目的の値または期待される値を表示できるようにすることができる。データーセンタ
ー内の管理されたコンピューターにつき、スケジュールされた形でまたは必要に応じての
何れかにより、１つまたは複数の定義された構成ベースラインの適合性をチェックするこ
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とができる。必要に応じたスキャンのため、システムは、データーセンター内の特定の管
理されたコンピューターに対して所定の構成ベースラインまたは構成規則を選択的に実行
できるようにする。構成ドリフトがない場合でも、システムは、意図した着目する設定の
値、実際の設定値、最終スキャン時刻、およびスキャン自体の状態（例えば、スキャンが
進行中か否か、または、スキャンが失敗したか成功したか）を含みうるスキャン情報をユ
ーザに提供する。
【００１５】
　適合状況は、分散的に計算することができる。即ち、データーセンター管理コンピュー
ターで適合性を評価するのではなく、管理されたコンピューターの各々が、構成ポリシを
その最新の状態に対して評価する適合ポリシ処理エンジンを実行することができる。全て
の修復作業、即ち、構成ドリフトから復旧する作業は、データーセンター管理コンピュー
ターでスケジュールすることができる。修復作業の状況（スケジュール済、進行中、完了
または失敗）は構成規則の状態として設定することができる。
【００１６】
　構成ベースラインは、具体的なインスタンスと関連付けられ、または、サービス・テン
プレート内のマシン層テンプレートの全てのインスタンスと関連付けられる。これにより
、妥当性検証および修復を含む構成規則は、テンプレート展開の一部として展開されてい
るかまたはマシン層のスケール・アウトの最中に展開されている、新たにプロビジョニン
グされたマシンごとに適用することができる。修復はスケジュールすることができる、ま
たは、必要に応じて実行することができる。誘導型の適合動作は３段階で実施することが
できる。３段階は、設定のスキャン、適合スキャンの実施、および適合情報の報告である
。着目する様々な設定を段階ごとに使用できるように、これらの３段階の各々を独立にモ
デル化することができる。
【００１７】
構成ドリフトの管理
　図１は、本明細書で開示した主題の諸態様に従う構成ドリフトを管理するためのシステ
ム１００の一例を示している。システム１００の全部または一部が、図５に関して後述す
るコンピューターのような１つまたは複数のコンピューターに存在してもよい。あるいは
、システム１００またはその一部をスタンドアロンのシステムとして、または、プラグイ
ンもしくはアドインとして提供してもよい。システム１００の全部または一部が、データ
ーセンターのシステムセンタコンピューターに存在してもよい。システム１００の全部ま
たは一部が、管理されたコンピューターに存在することができる。
【００１８】
　システム１００により管理されるコンピューターが、１つもしくは複数の物理マシン、
１つもしくは複数の仮想マシンまたは物理マシンと仮想マシンの任意の組合せを備えるこ
とができる。図１では、管理されたコンピューター１４０が物理マシン１２２を表す。管
理されたコンピューター１３４が仮想マシンのホスト１２０を表し、管理されたホスト・
コンピューター１３２が２つの仮想ゲスト・マシン、即ち、ゲスト１３６およびゲスト１
３８をホストする。ＶＭ（ｖｉｒｔｕａｌ　ｍａｃｈｉｎｅ）は、物理マシンのようにプ
ログラムを実行するコンピューターを、ソフトウェアで実装したものである。データーセ
ンターの仮想化では、アプリケーションとそれを支えるサーバー、記憶域およびネットワ
ーク基盤の間に抽象層が生成される。仮想マシンにより、それを支える物理マシンのリソ
ースを様々な仮想マシン間で共有することができる。仮想化により、１つの論理エンティ
ティを複数の物理エンティティから生成することができ、または、多数の論理エンティテ
ィを、コンピューティング、記憶域、ネットワークまたはアプリケーション、のリソース
を含む１つの物理エンティティから生成することができる。
【００１９】
　各仮想マシンが自己のオペレーティングシステムを実行してもよい。仮想化を提供する
ソフトウェア層は仮想マシン・モニタまたはハイパーバイザと呼ばれる。ハイパーバイザ
を、ハードウェアで直接的に実行することができ、または、オペレーティングシステムの
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上で実行することができる。仮想マシンの環境では、複数のオペレーティングシステム環
境が同一のコンピューター上で共存できるが、互いからの隔離は保たれる。仮想マシンは
、別の物理ホスト・コンピューターシステムの領域内で追加の相違なるコンピューターシ
ステムとして動作する、１組の電子ファイルを備えることができる。
【００２０】
　システム１００が、コンピューター１０２のような１つまたは複数のコンピューターを
備えてもよい。当該１つまたは複数のコンピューターが、（プロセッサー１４２のような
）プロセッサ、メモリー１４４のようなメモリー、および１つまたは複数のコンピュータ
ーで構成ドリフトを管理するための１つまたは複数のモジュール、のうち１つまたは複数
を備えてもよい。当業界で良く知られた他のコンポーネントを含めてもよいが、ここでは
これらのコンポーネントは示していない。構成ドリフトを管理するためのモジュール（複
数可）をメモリー１４４にロードして、プロセッサー１４２のような１つまたは複数のプ
ロセッサに、構成ドリフトを管理するためのモジュール（複数可）の動作を実施させても
よいことは理解されよう。構成ドリフトを管理するためのモジュール（複数可）が、構成
マネージャー１０６のような構成マネージャを備えてもよい。構成マネージャ１０６が、
構成サービス１０８のような構成サービスと、修復サービス１１０のような修復サービス
を備えることができる。
【００２１】
　構成マネージャ１０６と修復サービス１１０とは、上述のように幾つかのコンピュータ
ー、物理または仮想のホストまたはゲストと通信することができる。本明細書で開示した
主題の態様によれば、管理されたコンピューターまたは一群のコンピューターに関する構
成情報は、コンピューター１０２のようなデータセンターのシステムセンタコンピュータ
ーに入力することができる。構成ベースラインを生成することができ、当該構成ベースラ
インをターゲットコンピューターまたは一群のターゲットコンピューター（管理されたコ
ンピューター）に割り当てることができる。１組の構成規則１１２等を生成することによ
り、構成ベースラインを生成することができる。構成ベースラインは、データ記憶１０４
のような構成データ記憶に格納することができる。
【００２２】
　構成規則１１２のような構成規則は、構成設定１１２ａのような特定の設定を選択され
、当該設定に対して値、値のリスト、または、値の範囲を与えることにより、作成するこ
とができる。検証１１２ｂのような検証アルゴリズムを作成することができる。当該検証
アルゴリズムは、割り当てられた値が受入可能な値または値のリスト／範囲に従うか否か
を判定することができる。構成規則は、対象１１２ｃのようなターゲットタイプの仕様を
含むこともできる。例えば、ターゲットタイプが任意の管理されたエンティティであるこ
とができ、当該エンティティには、プログラム、アプリケーション、サービス、データベ
ース、ウェブサイト、オペレーティングシステム等が含まれるがこれらに限らない。ター
ゲットシステムまたは一群のターゲットコンピューターを指定することができる。構成規
則は、設定を所望の値に戻すためにとるべき１つの措置または１組の措置を含むことがで
きる。１つまたは複数の設定を１つまたは複数の所望の値に戻すプロセスは修復と呼ばれ
る。修復１１２ｄは図１のこれらの措置を表す。
【００２３】
　設定の所望の値は、ユーザにより当該設定に割り当てることができ、または、当該設定
に対する値を特定の管理されたコンピューターから、例えば、管理されたコンピューター
１３４または管理されたコンピューター１３２または管理されたコンピューター１４０等
から取得することによって、当該設定に割り当てることができる。どのように不適合の値
を送信し誰に警告を送信するかを記述する警告規則を指定することもできる。他の情報を
構成規則に追加してもよく、これを１１２ｅで表す。構成規則１１２、等のような１組の
構成規則を作成し、構成ベースライン１１４のような１つまたは複数の構成ベースライン
に集約することができる。構成ベースラインを、ターゲットコンピューター１１６のよう
な１つまたは複数のターゲットコンピューターに割り当てることができる。構成ベースラ
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イン、規則およびターゲットグループを構成データ記憶またはデータベース（例えば、デ
ータ記憶１０４）に格納することができる。
【００２４】
　上述の情報を収集して管理パック１１８のような管理パックを生成することができる。
管理パックは、当該情報の送信先である場所を特定し、管理されたコンピューターが適合
しているか否かを判定するテストをどのように実行するかを記述することができる。次い
で、構成サービス１０８のような構成サービスが管理パック（例えば、管理パック１１８
）を、構成ベースラインのターゲットにおいて特定されたコンピューターに配布すること
ができる。
【００２５】
　管理されたコンピューター１３４のような管理されたコンピューター上の健康サービス
１２６のような健康サービスが、管理パックで記述された構成に関して作業を実施するよ
うに動作することができる。管理パックで記述された作業に、適合ポリシの生成を含める
ことができる。適合ポリシプロセッサー１２８のような適合ポリシプロセッサーが、管理
されたコンピューター（例えば、管理されたコンピューター１３４）が１つまたは複数の
構成ベースラインに適合しているか否かを判定することができる。種々のレポートを生成
してもよい。当該レポートとしては例えば、図３および４に関して説明し下記でより完全
に説明するレポートがあるがこれらに限らない。当該レポートを、モニタもしくは他の表
示装置に表示することができ、または、印刷することができる。当該レポートが、提示さ
れた値に関する情報を含むことができる。当該値に対して、１つまたは複数の設定値を設
定することができる。幾つかのプログラムが１つまたは複数の同一の設定を使用してもよ
いことは理解されよう。この場合、提示された値が複数のアプリケーションの要求に従う
ように、規則を組み合わせることができる。例えば、１つのアプリケーションが、特定の
設定の値が３より大きいと規定し、第２のアプリケーションがその設定の値が７未満であ
ると規定してもよい。適合レポートにより、設定の値が４、５、または６であると示唆す
ることができる。さらに、適合レポートにより、５のような特定の選択肢を提示してもよ
い。
【００２６】
　構成ドリフト情報を含む適合結果は、データセンターのシステムセンタコンピューター
に送信する、または、データセンターのシステムセンタコンピューターにより受け取るこ
とができ、適合データ記憶１２４のような適合データ記憶に格納することができる。修復
を、例えば次のメンテナンスウィンドウの間に、即座に（必要に応じて）、または、将来
に向かってスケジュールして、自動的に行うことができる。それ以外にも、ユーザに修復
の必要性を通知してもよく、修復を手動で実施することができる。コンピューターの適合
状況とユーザが取った措置の両方を含む情報をユーザに提示することができる。例えば、
特定のコンピューター上の特定のアプリケーションのインスタンスが特定の規則に適合し
ておらず、修復が次のメンテナンスウィンドウにスケジュールされているかまたはまだス
ケジュールされていないことを示す情報をユーザに提示することができる。
【００２７】
　長期間にわたって行われた全ての修復は修復データ記憶１０５のような修復データ記憶
に保持されまたは格納され、別の同様なシステムまたはインスタンスが追加された場合に
、保持された修復の全てを新たなシステムに適用できるようにすることができる。例えば
、予め生成した動作システムイメージを用いてマシンがセットアップされ、続いて修復が
マシンに適用されたと仮定する。同じイメージを使用して別のシステムを展開する場合は
、修復により行われた変更が失われるであろう。本明細書で開示した主題の諸態様によれ
ば、行われた全ての修復が保持される。オペレーティングシステムのイメージを使用して
別のシステムを展開するときは、保持された修復を新たなシステムに適用して、構成ドリ
フトを排除する。
【００２８】
　図３は、作成できる適合レポートの一例である。図３は、ＷｏｏｄｇｒｏｖｅＩＴとい
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う企業（ＷＧ　ＩＴ　３０２）に対する適合レポートを表し、当該企業は２つのサイトを
、１つはニューヨークに（ニューヨーク３０４）、１つはサンフランシスコ（サンフラン
シスコ３０６）に有する。ニューヨークのサイトは３つのマシングループ、即ち、開発グ
ループ（ＤＥＶ３０８）、生産グループ（ＰＲＯＤ３１０）およびステージンググループ
（ｓｔａｇｉｎｇ　ｇｒｏｕｐ）（ＳＴＡＧ３１２）を有する。本例では、ユーザが生産
グループのマシンを選択して（生産グループを検索３１４という見出しで示す）、それに
関するレポートを受け取っている。レポートの本体３１６で列挙したマシンがニューヨー
クのサイトの生産マシンを表す。当該レポートから、識別子Ｃ１＿ＮｅｗＹｏｒｋＰｒｏ
ｄ　３１８を有するコンピューターが適合しており（３２０）、識別子Ｃｏｍｐｕｔｅｒ
２＿ＮＹＰ２　３２２を有するコンピューターが不適合である（３２４）ことが分かる。
さらに、適合レポート３００はどの種類のベースラインが不適合であるかを示す。
【００２９】
　図３では、パッチベースライン３２６が不適合である（３２８）。不適合である（３３
２）Ｃｏｍｐｕｔｅｒ５＿ＮＹＰ２　３３０を除いて、レポートに列挙された他の全ての
コンピューターは適合している。Ｃｏｍｐｕｔｅｒ５＿ＮＹＰ２　３３０を選択すること
で、Ｃｏｍｐｕｔｅｒ５＿ＮＹＰ２　３３０に対する適合および不適合のアプリケーショ
ンベースラインのリストを生成することができる。したがって、このレポートにより、所
与のコンピューターまたは一群のコンピューターの、これらのコンピューターに関連付け
られた構成ベースラインの適合または不適合の状況に関する情報を提供することができる
。特定のコンピューターまたは一群のコンピューターが適合していない場合は、当該レポ
ートにより、どのマシンが適合しておりどのマシンが適合していないか、および、構成ベ
ースライン内のどの特定の１つまたは複数の規則に関してマシンが不適合であるかを特定
する情報を提供することができる。提示された他の情報には、最終スキャン日時３３４お
よび次のスケジュールされたスキャン日時３３６を含めることができるがこれらに限らな
い。
【００３０】
　図２は、本明細書で開示した主題の諸態様に従う構成ドリフトを管理するための方法２
００の一例を示している。図１に関して上述したように、説明した方法またはその一部を
システム１００またはその一部により行ってもよい。２０２で、設計の目的を定義するこ
とができる。
【００３１】
　コンピューターを構成することは、単に設定を選択して値を当該設定に割り当てること
ではなく、困難な作業でありうる。最初に、関係する非常に多くの設定が難題である。ど
のコンピューターにも、非常に多くの可能な設定が存在する。当該可能な設定の数は、ユ
ーザが管理できる範囲を確実に超えている可能性があり、自動システムが検証できる範囲
さえも超えているかもしれない。これらの設定の各々に複数の値を割り当てることができ
る。本明細書で開示した主題の諸態様によれば、１組の特定の設定を識別して監視する。
【００３２】
　次に、アプリケーションプロバイダもユーザも、自力では、構成ベースラインを効果的
に作成することができないかもしれない。アプリケーションベンダーは、どの設定がその
アプリケーションに影響を及ぼすかを知っているかもしれないが、当該設定に対するどの
値がユーザの環境において最も効果的に動作するかは知らないかもしれない。例えば、Ｓ
ＱＬアプリケーションのプロバイダは、アプリケーションの機能が特定のレジストリキー
に依存することを知っているかもしれないが、当該レジストリキーがユーザの環境におい
てどの値に設定されるかは知らないかもしれない。同様に、ユーザは、どの設定が自分の
システムで実行されているアプリケーションに影響を及ぼすかを知らないかもしれないが
、或る設定の値を、アプリケーションが当該ユーザの環境で良く動作することとなる値に
設定することによってシステムを調整してしまう可能性はある。本明細書で開示した主題
の諸態様によれば、どの設定が関係しているかまたは当該設定に対する値は何かを知らな
いかもしれないユーザが、望ましく構成されたマシンを特定することができる。自動機能
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が、良く動作するマシンの設定を読み取ることができ、特定したマシンの設定に対する値
を使用してベースライン構成またはその一部を生成することができる。特定されたマシン
から読み取った値と設定は、オペレーティングシステムの設定またはアプリケーションレ
ベルの設定を含むことができる。生成したベースライン構成を使用して、新たなサービス
のインスタンスまたは新たなマシンの適合性を評価することができる。
【００３３】
　最後に、上述の課題に加えて、別の課題は、各設定の間に１つまたは複数の依存性が存
在しうることである。即ち、任意の所与の設定が複数のプログラムまたはアプリケーショ
ンによって使用されることがある。したがって、或る設定の値を変更する過程において、
ユーザが別のプログラムまたはアプリケーションの実行に悪影響を及ぼしてしまうことが
ある。例えば、或る設定がアプリケーションＡとアプリケーションＢの両方により使用さ
れていると仮定する。ユーザがアプリケーションＡの設定を変更した場合、アプリケーシ
ョンＢを再起動する必要があるかもしれない。なぜならば、アプリケーションＢがその実
行中に不変であると期待する値が不意に変更されたからである。これはアプリケーション
間の依存性がどのように構成管理に影響を及ぼすかの一例にすぎないことは理解されよう
。したがって、本明細書で開示した主題の諸多様によれば、自動機能が、設定値の変更の
影響を受けるアプリケーションを決定することができ、影響を受けた任意のプログラムま
たはアプリケーションを自動的に再開することができる。
【００３４】
　さらに、複数のプログラムが特定の設定に依存し、第１のプログラムが第１の範囲にあ
るべき設定の値に依存し、第２のプログラムが第２の範囲にあるべき設定の値に依存する
場合は、自動機能により、規則を組み合わせて、第１のプログラムおよび第２のプログラ
ムの両方と連携する値を決定することができる。例えば、自動機能が、第１の範囲と第２
の範囲の両方にある設定値を決定してもよい。上述の例では、両方とも特定の設定を使用
する２つのプログラムが存在するが、自動機能は２つのアプリケーションに限定されず、
任意数のアプリケーションの値の範囲を評価して、当該アプリケーションの全部または大
部分と連携する値を決定することができる。設定の影響を受ける全てのプログラムを検証
する妥当性検証を起こすことができる。自動機能が、影響を受けた任意の構成規則を調整
してもよい。
【００３５】
　あるいは、構成すべき設定を選択し、当該設定に対する値を選択することができる。ベ
ンダーのモデル設定を用いて構成設定を定義することができ、または、ベンダーのモデル
設定から始めて、別のマシンの設定を読み当該ベンダーのモデル設定をマッチするように
変更することで当該ベンダーのモデル設定を修復することにより、構成設定を定義するこ
とができる。上述のように、構成規則は、構成設定、妥当性検証、ターゲットタイプおよ
び、構成ドリフトを修復する１組の動作（修復）を含むことができる。本明細書で開示し
た主題の諸態様によれば、ターゲットタイプを規則ごとに、アプリケーション、プログラ
ムまたはオペレーティングシステムの粒度レベルのような管理されたエンティティのレベ
ルで定義することができる。例えば、ユーザは、特定の規則に関連付けられたターゲット
が、特定のアプリケーションであり、ウェブサイトであり、データベースであると規定す
ることができる。上記特定のアプリケーションとしては例えば、ＳＱＬサーバー、Ｅｘｃ
ｈａｎｇｅサーバーまたはアプリケーションＡ、等があるがこれらに限らない。上記ウェ
ブサイトには例えばＩＩＳのウェブサイトがあるがこれに限らない。上記データベースに
はＳＱＬデータベース等があるがこれらに限らない。この粒度レベルで定義されたターゲ
ットにより、上述のより有益なレポートが可能となり、また、以下でより完全に説明する
が、より対象を絞った評価が可能となる。
【００３６】
　２０４で、１つのマシンまたは１組のマシンを、当該１つのマシンまたは１組のマシン
に対する構成ベースラインの適合に関して評価することができる。ユーザは、どのマシン
または一群のマシンが評価されるかを制御することができる。ユーザは、どの構成規則に
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関して１つのマシンまたは一群のマシンを評価するかを制御することができる。評価のス
ケジューリングを制御することができ、あるいは、評価を必要に応じて即座に行うことが
できる。ターゲットが管理されたエンティティのレベルで定義されるので、評価プロセス
が簡素化される。なぜならば、対象のアプリケーションまたはプログラムを有するマシン
のみが評価されるからである。例えば、マシンＡに対する構成ベースライン内の構成規則
が、特定の設定に関して特定のタイプの電子メールアプリケーションのターゲットタイプ
のみを規定し、マシンＡが当該特定のタイプの電子メールアプリケーションを有さない場
合、その設定をそのマシンで評価する必要はない。
【００３７】
　２０６で、評価に関する情報をユーザに提示することができる。当該情報を、印刷した
レポートまたはディスプレイ、等の形で提示することができる。ターゲットが管理された
エンティティのレベルで定義されるので、当該ユーザに提示された情報はより有益であり
うる。例えば、特定のマシンが構成ベースラインに適合しないとだけレポートするのでは
なく、図３に関して上述したように、ユーザに提示する情報に、適合しない特定のアプリ
ケーションまたはプログラムを含めることもできる。
【００３８】
　２０８で、修復を行うことができる。修復とは、修復されたマシンが構成ベースライン
に適合する状態に戻るように構成ドリフトを補正するよう実施される１組の動作をいう。
修復を手動で行うかまたは自動で行うことができる。修復を１つまたは複数のコンピュー
ター（例えば、選択したコンピューターまたは一群のコンピューターのみ）で行うことが
できる。修復を、１つまたは複数のコンピューターの１つまたは複数の選択された構成規
則に関連する設定にのみ制限することができる。マシンがドリフトしていると判定された
場合、ユーザは修復を自動で行わせることとするか、または、ユーザは修復を手動で行う
こととすることができる。ユーザが自動修復を選択した場合、自動修復を即座に、または
、マシンの次のメンテナンスウィンドウで実施することができる。例えば、何人かのユー
ザがマシンを使用する場合、メンテナンスウィンドウで修復を行うことで、ユーザが使用
したいときにシステムが動作可能であることを保証することができる。
【００３９】
　２１０で、アプリケーション、プログラム、一群のアプリケーション、オペレーティン
グシステムまたはマシンの新たなインスタンスを、構成ドリフトなしに既存のオペレーテ
ィングシステムイメージから生成することができる。本明細書で開示した主題の諸態様に
よれば、適用される任意の修復が保持され、新たなインスタンスが生成されたときに使用
される。
【００４０】
　図４は、作成できるレポート４００の一例である。レポート４００は、選択されたコン
ピューター、即ち、選択されたコンピューター４０２の構成を読み取った結果を表示して
いる。規則ごとに（例えば、規則１　４０４から規則４　４０６まで）、当該レポートは
状況（例えば、規則の読み取りに成功した（４０８）または規則の読取準備が完了した（
４１０））と検証規則（例えば、５に等しい（４１２））を示している。図４で、選択さ
れたコンピューター４０２が、新たなインスタンスを生成するためのモデルであるコンピ
ューターを表してもよい。自動機能が、当該選択されたコンピューターと通じて、構成ベ
ースラインで定義された設定ごとに値を読み取ることができる。この構成ベースラインを
必要に応じて他のサーバーに適用することができる。妥当性検証規則列（規則１　４０４
に関して、５に等しい（４１２））は、選択されたコンピューター４０２上の対応規則に
対する構成設定の値を示す。各規則を異なるコンピューターに向けることができる。例え
ば、構成ベースラインにおける規則ごとに、規則１を、コンピューター１に向けるように
設定することができ、規則２を、コンピューター２に向けるように設定することができる
、等である。それに応答して、構成設定を、規則１の構成設定に対してコンピューター１
から読み出し、規則２の構成設定に対してコンピューター２から読み出す。これにより、
ユーザは構成ベースラインの一部を複数のマシンから生成することができる。即ち、構成
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ベースラインを、ＳＱＬアプリケーションのような第１のターゲットに対して良く構成さ
れた或るマシンの組合せ、オペレーティングシステムのような第２のターゲットに対して
良く構成された第２のマシン、別のアプリケーションに対して良く構成された第３のマシ
ン、等から生成することができる。
【００４１】
適切なコンピューティング環境の例
　本明細書で開示した主題の様々な態様に対するコンテキストを提供するため、図５およ
び以下の議論は、様々な実施形態を実装できる適切なコンピューティング環境５１０を簡
潔かつ一般的に説明しようとするものである。本明細書で開示した主題を、プログラムモ
ジュールのような、１つまたは複数のコンピューターまたは他のコンピューティング装置
により実行されるコンピューター実行可能命令の一般的なコンテキストで説明するが、本
明細書で開示した主題の一部を他のプログラムモジュールとの組合せおよび／またはハー
ドウェアとソフトウェアの組合せで実装することもできることは当業者には理解されよう
。一般に、プログラムモジュールは、特定のタスクを実施するかまたは特定のデータ型を
実装するルーチン、プログラム、オブジェクト、物理アーチファクト（ｐｈｙｓｉｃａｌ
　ａｒｔｉｆａｃｔ）、データ構造、等を含む。一般に、プログラムモジュールの機能を
様々な実施形態において必要に応じて組み合わせるかまたは分散させてもよい。コンピュ
ーティング環境５１０は適切な動作環境の一例にすぎず、本明細書で開示した主題の使用
範囲または機能範囲を限定しようとするものではない。
【００４２】
　図５を参照すると、線形スタック上の共通ルーチンを効率的に再開するためのコンピュ
ーティング装置がコンピューター５１２の形で記載されている。コンピューター５１２は
、演算装置５１４、システムメモリ５１６、およびシステムバス５１８を備えてもよい。
演算装置５１４は、様々な利用可能なプロセッサーのうち任意のものであることができる
。デュアルマイクロプロセッサーおよび他のマルチプロセッサーキテクチャを演算装置５
１４として使用することもできる。システムメモリ５１６には、揮発性メモリ５２０と不
揮発性メモリ５２２を含めてもよい。不揮発性メモリ５２２には、ＲＯＭ（ｒｅａｄ　ｏ
ｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）、ＰＲＯＭ（ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）、ＥＰＲＯＭ
（ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）またはフラッシュメ
モリを含めることができる。揮発性メモリ５２０には、外部キャッシュメモリとして動作
しうるＲＡＭ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）を含めてもよい。システム
バス５１８は、システムメモリ５１６を含むシステム物理アーチファクトを演算装置５１
４に接続する。システムバス５１８は、メモリバス、メモリコントローラ、周辺バス、外
部バス、またはローカルバスを含む幾つかの種類のうち任意のものであることができ、任
意の様々な利用可能なバスアーキテクチャを利用してもよい。
【００４３】
　コンピューター５１２は一般に、揮発性および不揮発性の媒体、取り外し可能および取
り外し不能な媒体のような、様々なコンピューター読取可能媒体を含む。コンピューター
記憶媒体を、コンピューター読取可能命令、データ構造、プログラムモジュール、または
他のデータのような情報を記憶するための任意の方法または技術で実装してもよい。コン
ピューター記憶媒体には、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリもしくは他
のメモリ技術、ＣＤＲＯＭ、ＤＶＤ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　ｄｉｓｋ）
もしくは他の光ディスク記憶、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク記憶もしくは他
の磁気記憶装置、または所望の情報の記憶に使用できコンピューター５１２がアクセス可
能な他の任意の非一時的媒体（ｎｏｎ－ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ　ｍｅｄｉｕｍ）が含まれ
るがこれらに限らない。
【００４４】
　図５はユーザとコンピューターリソースの間の中間体として動作できるソフトウェアを
説明するものであることは理解されよう。当該ソフトウェアには、ディスク記憶５２４に
格納できるオペレーティングシステム５２８を含めてもよい。オペレーティングシステム
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５２８は、コンピューターシステム５１２のリソースを制御し割り当てることができる。
ディスク記憶５２４は、インターフェース５２６のような取外し不能なメモリインターフ
ェースを介してシステムバス５１８に接続されるハードディスクドライブであってもよい
。システムアプリケーション５３０は、システムメモリ５１６またはディスク記憶５２４
の何れかに格納されたプログラムモジュール５３２とプログラムデータ５３４を通じて、
オペレーティングシステム５２８によるリソース管理を利用する。コンピューターを様々
なオペレーティングシステムまたはオペレーティングシステムの組合せで実装できること
は理解されよう。
【００４５】
　ユーザは、入力装置（複数可）５３６を介してコマンドまたは情報をコンピューター５
１２に入力することができる。入力装置５３６には、マウス、トラックボール、スタイラ
スペン、タッチパッド、キーボード、マイクロフォン、等のようなポインティングデバイ
スが含まれるがこれらに限らない。これらおよび他の入力装置は、インターフェースポー
ト（複数可）５３８を介してシステムバス５１８により演算装置５１４に接続される。イ
ンターフェースポート（複数可）５３８は、シリアルポート、パラレルポート、ＵＳＢ（
ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ｓｅｒｉａｌ　ｂｕｓ）等を表してもよい。出力装置（複数可）５
４０が、入力装置を使用するのと同じ種類のポートを利用してもよい。特定のアダプタを
要するモニタ、スピーカ、およびプリンタのような幾つかの出力装置５４０が存在するこ
とを示すために、出力アダプタ５４２が提供されている。出力アダプタ５４２には、出力
装置５４０とシステムバス５１８の間の接続を提供するビデオカードおよびサウンドカー
ドが含まれるがこれらに限らない。他の装置および／もしくはシステムまたはリモートコ
ンピューター（複数可）５４４のような装置が、入力機能と出力機能の両方を提供しても
よい。
【００４６】
　コンピューター５１２は、リモートコンピューター（複数可）５４４のような１つまた
は複数のリモートコンピューターへの論理接続を用いてネットワーク環境で動作すること
ができる。リモートコンピューター５４４は、パーソナルコンピューター、サーバー、ル
ータ、ネットワークＰＣ、ピアデバイスまたは他の共通ネットワークノードであることが
でき、一般に、コンピューター５１２に関して上述した要素のうち多数または全部を含む
が、図４ではメモリ記憶装置５４６のみ示してある。リモートコンピューター（複数可）
５４４を、通信接続５５０を介して論理的に接続することができる。ネットワークインタ
ーフェース５４８は、ＬＡＮ（ｌｏｃａｌ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ）およびＷＡＮ（
ｗｉｄｅ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ）のような通信ネットワークを包含するが、他のネ
ットワークを含んでもよい。通信接続（複数可）５５０は、ネットワークインターフェー
ス５４８をバス５１８に接続するために採用されるハードウェア／ソフトウェアを指す。
接続５５０は、コンピューター５１２の内部または外部にあってもよく、（電話、ケーブ
ル、ＤＳＬおよび無線の）モデム、ＩＳＤＮアダプタ、イーサネットカード、等のような
内部および外部の技術を含んでもよい。
【００４７】
　図示したネットワーク接続は例にすぎず、コンピューター間の通信リンクを確立するた
めの他の手段を利用してもよいことは理解されよう。コンピューター５１２または他のク
ライアント装置をコンピューターネットワークの一部として展開できることは当業者には
理解されよう。これに関して、本明細書で開示した主題は、任意数のメモリまたは記憶ユ
ニット、および任意数の記憶ユニットまたはボリュームにわたって生ずる任意数のアプリ
ケーションおよびプロセスを有する任意のコンピューターシステムに関するものであって
もよい。本明細書で開示した主題の態様は、リモート記憶またはローカル記憶を有するネ
ットワーク環境に展開したサーバーコンピューターとクライアントコンピューターを有す
る環境に適用してもよい。本明細書で開示した主題の態様は、プログラミング言語の機能
、解釈実行機能を有する、スタンドアロンのコンピューティング装置に適用してもよい。
【００４８】
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　本明細書で説明した様々な技法は、ハードウェアもしくはソフトウェアと関連して、ま
たは必要に応じてその両方の組合せで実装してもよい。したがって、本明細書で説明した
方法および装置、またはその特定の態様もしくは部分が、フロッピディスク、ＣＤ－ＲＯ
Ｍ、ハードドライブ、または他の任意の機械読取可能な記憶媒体のような有形の媒体で具
体化されたプログラムコード（即ち、命令）の形式をとってもよく、プログラムコードが
コンピューターのようなマシンにロードされ当該マシンにより実行されると、当該マシン
は本明細書で開示した主題の態様を実施するための装置になる。プログラム可能コンピュ
ーター上でプログラムコードを実行する場合は、コンピューティング装置は一般に、プロ
セッサー、当該プロセッサーによる可読記憶媒体（揮発性および不揮発性のメモリおよび
／または記憶要素）、少なくとも１つの入力装置、および、少なくとも１つの出力装置を
含む。例えばデータ処理ＡＰＩ等の利用を通じて、ドメイン固有のプログラミングモデル
の態様の生成および／または実装を利用できる１つまたは複数のプログラムは、高レベル
の手続型またはオブジェクト指向のプログラミング言語で実装してコンピューターシステ
ムと通信してもよい。しかし、必要ならば、プログラム（複数可）をアセンブリ言語また
は機械語で実装することができる。いずれにせよ、言語はコンパイル型またはインタプリ
タ型の言語であってもよく、ハードウェア実装と組み合わせてもよい。
【００４９】
　本明細書で開示した主題を添付の図面と関連して説明したが、修正を加えて同じ機能を
様々な方法で実施してもよいことは理解されよう。

【図１】 【図２】

【図３】
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