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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１以上のコンピューティングデバイスを備えるシステムであって、前記コンピューティ
ングデバイスは、
　クライアントがプロバイダネットワークの１以上のネットワークアクセス可能サービス
のリソースに対応付けられた制御動作を要求することを可能にする第１プログラム的イン
ターフェイスセットを実行し、
　クライアントがリソース登録要求を送信することを可能にする第２プログラム的インタ
ーフェイスセットを実行し、前記リソース登録要求は前記第１プログラム的インターフェ
イスセットを介して受信される制御動作要求のカテゴリの対象候補として前記プロバイダ
ネットワークの外部のデータセンタに配置された１以上のリソースを指示し、制御動作要
求の前記カテゴリは前記１以上のネットワークアクセス可能サービスのうち少なくとも特
定のネットワークアクセス可能サービスに対応付けられ、
　前記プロバイダネットワークの外部の前記データセンタに配置された特定のリソースを
指示する特定リソース登録要求を、前記第２プログラム的インターフェイスセットを介し
て受信し、
　前記特定のリソースにインストールされた管理ソフトウェアスタックの１以上のモジュ
ールの機能性を検証し、
　前記特定のリソースにおける前記１以上のモジュールのうちの特定モジュールと、前記
プロバイダネットワークのデータセンタ内に配置された管理リソースとの間に安全ネット
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ワーク接続を確立し、
　前記第１プログラム的インターフェイスセットを介して受信された制御動作要求の前記
カテゴリの特定制御動作要求に応じて、前記管理リソースから前記安全ネットワーク接続
を介して前記特定リソースへ制御命令を送信する
ように構成される、前記システム。
【請求項２】
　前記特定のネットワークアクセス可能サービスは、仮想化コンピューティングサービス
、ブロックレベルストレージサービス、クライアント運用のためのウェブサービスインタ
ーフェイスを実行するストレージサービス、データベースサービス、バッチ処理並列コン
ピューティングサービス、または負荷分散サービスのうちの１つを含む、請求項１に記載
のシステム。
【請求項３】
　前記プロバイダネットワークは、インフラストラクチャ構成要素セットと可用性プロフ
ァイルをそれぞれが有する第１アベイラビリティコンテナと第２アベイラビリティコンテ
ナを含む複数のアベイラビリティコンテナを備え、前記特定リソース登録要求は、別のア
ベイラビリティコンテナとして、前記プロバイダネットワークの外部の前記データセンタ
における前記特定のリソースを含むリソースの集合を指定する要求を含む、請求項１に記
載のシステム。
【請求項４】
　前記１以上のコンピューティングデバイスはさらに、
　特定物理ネットワークリンクを備えるネットワークパスを介して前記特定リソースへ前
記制御命令を送信し、
　前記特定のリソース宛てのデータ転送動作要求に応じて、前記特定物理ネットワークリ
ンクを備える別のネットワークパスを使用して、前記特定リソースからデータを転送する
　ように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記１以上のコンピューティングデバイスはさらに、
　前記プロバイダネットワークと、前記プロバイダネットワークの外部の前記データセン
タとの間に、制御命令に関連したトラフィック専用の仮想私設ネットワーク（ＶＰＮ）を
確立する
　ように構成される、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　１以上のコンピューティングデバイスにより、
　クライアントがプロバイダネットワークの１以上のネットワークアクセス可能サービス
のリソースに対応付けられた制御動作を要求することを可能にする第１プログラム的イン
ターフェイスセットを実行し、
　特定のクライアントが登録要求を送信することを可能にする第２プログラム的インター
フェイスのセットを実行し、前記登録要求は前記第１プログラム的インターフェイスセッ
トを介して出される制御動作要求のカテゴリの対象候補として前記プロバイダネットワー
クの外部のデータセンタに配置された１以上のリソースを指示し、制御動作要求の前記カ
テゴリは前記１以上のネットワークアクセス可能サービスのうち特定のネットワークアク
セス可能サービスに関し、
　前記プロバイダネットワークの外部の前記データセンタに配置された前記１以上のリソ
ースのうちの特定のリソースを指示する特定登録要求を、前記第２プログラム的インター
フェイスのうちのプログラム的インターフェイスを介して受信し、
前記特定のリソースと、前記プロバイダネットワークのデータセンタ内に配置された管理
リソースとの間にネットワーク接続を確立し、
　前記第１プログラム的インターフェイスセットを介して受信された制御動作要求の前記
カテゴリの特定制御動作要求に応じて、前記管理リソースから前記ネットワーク接続を介
して前記特定のリソースへ制御命令を送信する
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ことを含む方法。
【請求項７】
　前記特定のネットワークアクセス可能サービスは、仮想化コンピューティングサービス
、ブロックレベルストレージサービス、クライアント運用のためのウェブサービスインタ
ーフェイスを実行するオブジェクトストレージサービス、データベースサービス、バッチ
処理並列コンピューティングサービス、または負荷分散サービスのうちの１つを含む、請
求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記プロバイダネットワークは、インフラストラクチャ構成要素セットと可用性プロフ
ァイルをそれぞれが有する第１アベイラビリティコンテナと第２アベイラビリティコンテ
ナを含む複数のアベイラビリティコンテナを備え、前記特定登録要求は、別のアベイラビ
リティコンテナとして、前記プロバイダネットワークの外部の前記データセンタにおける
リソースの集合を指定する要求を含む、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記１以上のコンピューティングデバイスにより、
　特定物理ネットワークリンクを備えるネットワークパスを介して前記特定リソースへ前
記制御命令を送信し、
　前記特定のリソース宛てのデータ転送動作要求の受信に応じて、前記特定物理ネットワ
ークリンクを備える別のネットワークパスを使用して、前記特定リソースからデータを転
送する
　ことをさらに含む請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　前記１以上のコンピューティングデバイスにより、
　前記プロバイダネットワークと、前記プロバイダネットワークの外部の前記データセン
タとの間に、制御命令に関連したトラフィック専用の仮想私設ネットワーク（ＶＰＮ）を
確立する
　ことをさらに含む請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記１以上のコンピューティングデバイスにより、
前記特定のクライアント用に確立された仮想私設ゲートウェイを使用して前記ネットワー
ク接続を確立する
　ことをさらに含む請求項６に記載の方法。
【請求項１２】
　前記１以上のコンピューティングデバイスにより、
　ＩＰＳｅｃ（インターネットプロトコルセキュリティ）、ＴＬＳ（トランスポート層セ
キュリティ）、またはＳＳＬ（セキュアソケットレイヤ）のうちの１つを使用して前記ネ
ットワーク接続を安全にする
　ことをさらに含む請求項６に記載の方法。
【請求項１３】
　前記１以上のコンピューティングデバイスにより、
　前記プロバイダネットワークの外部の前記データセンタにおける送信先デバイスに対し
、前記特定リソースにインストールするべきソフトウェアスタックの１以上のモジュール
をインストール可能なバージョンで送信し、
　前記管理リソースから前記１以上のモジュールのうちの特定モジュールへ前記ネットワ
ーク接続を確立する
　ことをさらに含む請求項６に記載の方法。
【請求項１４】
　前記１以上のコンピューティングデバイスにより、
　前記特定のクライアントから受信した１以上の制御動作要求に応じて、前記特定リソー
スにおける特定の仮想化コンピューティングインスタンスの実行を休止し、
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　前記プロバイダネットワーク内の別のリソースにおいて、休止した前記仮想化コンピュ
ーティングインスタンスを再インスタンス化する
　ことをさらに含む請求項６に記載の方法。
【請求項１５】
　前記１以上のコンピューティングデバイスにより、
　前記プロバイダネットワーク内の構成サービスノードにおいて、前記特定のクライアン
ト用に構成する特定アプリケーションの第１構成要素及び第２構成要素の指示を含むアプ
リケーションスタック構成要求を受信し、前記第１構成要素は前記プロバイダネットワー
ク内に配置された第１リソースを利用し、前記第２構成要素は前記プロバイダネットワー
クの外部の前記データセンタに配置された第２リソースを利用し、
　前記アプリケーションスタック構成要求に従って、前記構成サービスノードから前記第
１リソース及び前記第２リソースに対しそれぞれ構成命令を出す
ことをさらに含む請求項６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　多数の企業及び他の組織が、同じ場所に配置された（例えばローカルネットワークの一
部として）あるいは地理的に異なる複数の場所に配置された（例えば１以上の私設または
公衆の中間ネットワークを介して接続された）コンピューティングシステム等により、自
身の業務を支援するため多数のコンピューティングシステムを相互接続するコンピュータ
ネットワークを運用している。例えば、単一の組織が自身のために運用する私設データセ
ンタ、及び顧客にコンピューティングリソースを提供する企業体が運用する公衆データセ
ンタ等、相当数の相互接続されたコンピューティングシステムを収容するデータセンタは
今ではもう珍しくない。一部の公衆データセンタ運営者は、様々な顧客が所有するハード
ウェアに対しネットワークアクセス、電力、安全な設置施設を提供し、一方他の公衆デー
タセンタ運営者は、顧客が利用可能なハードウェアリソースも含む完全なサービス施設を
提供する。しかしながら、典型的なデータセンタの規模と範囲が拡大しているので、物理
コンピューティングリソースの供給、運営、管理作業は一層複雑化している。
【０００２】
　コモディティハードウェアの仮想化技術の出現により、大規模なコンピューティングリ
ソースの管理に関連した恩恵が多様なニーズを持つ多数の顧客に与えられ、様々なコンピ
ューティングリソースが複数の顧客により効率的かつ安全に共有可能となっている。例え
ば、仮想化技術により、単一の物理コンピューティングマシンが、各ユーザにその単一の
物理コンピューティングマシンが提供する１以上の仮想マシンを提供することにより、複
数のユーザ間で共有可能になり、当該の仮想マシンは、それぞれ、ユーザに、自分は所定
のハードウェアコンピューティングリソースの唯一の操作者及び管理者であると錯覚させ
る、別個の論理コンピューティングシステムとして作動するソフトウェアシミュレーショ
ンでありまた同時に様々な仮想マシン間におけるアプリケーション分離と安全性も提供さ
れる。さらに、一部の仮想化技術は、複数の異なる物理コンピューティングシステムにわ
たる複数の仮想プロセッサを有する単一の仮想マシン等、１以上の物理リソースにわたる
仮想リソースを提供可能である。
【０００３】
　クライアントが必要に応じて仮想リソースを使用することを可能にするネットワーク運
営者は、障害の検出及び障害からの復旧、作業量の増加に伴うインフラストラクチャの拡
張等の責務といったアプリケーション管理の多数の様相を簡略化する。しかしながら、一
部の企業のＩＴ（情報技術）部門は、特に長い年月存在するレガシーアプリケーション、
機密データセットを扱いうるアプリケーション、または競合優位性をもたらす特許技術を
利用しうるアプリケーションに関して、そのようなクラウドベースのアーキテクチャに委
ねることに消極的でいる。完全にクライアント所有の構内におけるアプリケーションの実
行から、完全にクラウドプロバイダのデータセンタにおける同一のアプリケーションの実
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行への突然の移行は、一部の組織にとって大きすぎる飛躍でありうる。クライアント構内
アプリケーションからクラウド環境への移行を緩和するのに役立ちうる技術は、クラウド
運営者（収入増加）及びクライアント（費用削減）の両者にとって大きな利益をもたらし
うる。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】少なくともいくつかの実施形態による、プロバイダネットワークの内部及び外部
のデータセンタにおけるリソースを管理するために共通の制御インターフェイスセットが
使用されうるシステムの実施例を示す。
【図２】少なくともいくつかの実施形態による、プロバイダネットワークデータセンタと
外部データセンタ間のデータフローパス及び制御フローパスの実施例を示す。
【図３】少なくともいくつかの実施形態による、プロバイダネットワークリソースと外部
リソースの組合せに基づく多層アプリケーションの例示的構成を示す。
【図４】少なくともいくつかの実施形態による、クライアントと、クライアント指定リソ
ースを制御動作の対象候補として登録するように構成された登録マネジャとの間の対話の
実施例を示す。
【図５】少なくともいくつかの実施形態による、プロバイダ定義制御インターフェイスを
介してクライアントデータセンタにおけるリソース制御を実行するために行われうる動作
態様を例示するフロー図である。
【図６】少なくともいくつかの実施形態による、制御動作に、クライアント構内リソース
とプロバイダネットワークリソース間の予め設定されたデータ経路を使用するために行わ
れうる動作態様を例示するフロー図である。
【図７】少なくともいくつかの実施形態による、プロバイダネットワークリソースと外部
リソースの組合せを使用するアプリケーションを構成するために行われうる動作態様を例
示するフロー図である。
【図８】少なくともいくつかの実施形態による、プロバイダネットワークの外部にあるデ
ータセンタにおける仮想化リソースを休止させ、プロバイダネットワーク内のリソースを
再インスタンス化するために行われうる動作態様を例示するフロー図である。
【図９】少なくともいくつかの実施形態による、プロバイダネットワークサービスが外部
データセンタにおけるリソースを含むリソースプールを管理するように構成されたシステ
ムの実施例を示す。
【図１０】図１０ａ及び１０ｂはそれぞれ、少なくともいくつかの実施形態による、プロ
バイダネットワークから外部データセンタへ拡張する制御プレーンを有するプール化リソ
ースサービスに使用可能な制御フローの２つの選択肢を例示する。
【図１１】少なくともいくつかの実施形態による、プロバイダネットワークの外部にある
データセンタにおけるリソースプールの種類の実施例を示す。
【図１２】少なくともいくつかの実施形態による、複数のアベイラビリティコンテナにわ
たりうるプール構成の実施例を示す。
【図１３】少なくともいくつかの実施形態による、プロバイダネットワーク内で実施され
るサービスを利用して、プロバイダネットワークの外部の位置にあるプール化リソースの
管理を支援するために行われうる動作態様を例示するフロー図である。
【図１４】少なくともいくつかの実施形態による、リソースプール内のリソースの起動状
態を変更するために行われうる動作態様を例示するフロー図である。
【図１５】少なくともいくつかの実施形態において使用されうる例示的コンピューティン
グデバイスを示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　本明細書では、実施形態がいくつかの例示的実施形態及び説明図により説明されるが、
実施形態は説明される実施形態または図面に限定されないことを当業者は認識するであろ
う。図面及びその詳細説明に、実施形態を開示される特定の形態に限定する意図はなく、
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それとは逆に、添付の請求項で定義される精神と範囲に入る全ての修正、均等物及び代替
案を含める意図があることを理解されたい。本明細書で使用される見出しは、本明細書を
構成する目的でのみ使用され、説明または請求項の範囲を限定するために用いられること
を意図しない。本特許出願を通して使用される用語「～しうる（英単語の“ｍａｙ”）」
は、義務的な意味（すなわち「～しなければならない」という意味）よりもむしろ許可的
な意味（すなわち「～する可能性がある」という意味）で使用される。同様に英単語“ｉ
ｎｃｌｕｄｅ”、“ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ”、及び“ｉｎｃｌｕｄｅｓ”は、含むがそれに
限定されないことを意味する。
【０００６】
　プロバイダネットワークの外部の構内に配置されたクライアントリソースの管理を援助
するためにプロバイダネットワークにおいて実行されるプログラム的制御インターフェイ
スを使用する方法及び装置の様々な実施形態が説明される。例えば、クライアントのデー
タセンタにあるクライアントが所有する仮想化ホストは、クライアントがプロバイダネッ
トワークデータセンタに配置されたリソースを管理するのに使用可能な同一の制御インタ
ーフェイスセット（例えばウェブベースのコンソールまたは様々な種類のアプリケーショ
ンプログラミングインターフェイス（ＡＰＩ））を使用して管理されうる。クライアント
が変更を望むのであれば、そのような手法により、最終的にクライアントは非常に容易に
アプリケーションをプロバイダネットワークインフラストラクチャに移行可能となりうる
。
【０００７】
　インターネット及び／または他のネットワークによりアクセス可能な１以上のネットワ
ークアクセス可能サービス（様々な種類のクラウドベースのコンピューティング、ストレ
ージ、またはデータベースのサービス等）を分散クライアントセットに提供するために企
業または公的機関等の事業体が構築したネットワークは、本明細書においてプロバイダネ
ットワークと称されうる。本文の残りの部分において、「クライアント」という用語は、
所定の通信における通信元または通信先として使用される場合、プロバイダネットワーク
の少なくとも１つのネットワークアクセス可能サービスをアクセス及び利用可能なエンテ
ィティ（組織、複数ユーザ群、または単一ユーザ等）に所有され、管理され、割当てられ
たコンピューティングデバイス、プロセス、ハードウェアモジュール、またはソフトウェ
アモジュールのいずれかを指しうる。所定のプロバイダネットワークには、プロバイダに
より提供されるインフラストラクチャ及びサービスを実装、設定、及び供給するのに必要
な物理及び／または仮想化コンピュータサーバ、１以上のストレージデバイスをそれぞれ
有するストレージサーバ、ネットワーク機器等の集合といった、様々なリソースプールを
提供する多数のデータセンタ（異なる地域にわたって分散しうる）が含まれうる。その一
部が異なるデータセンタまたは異なる地域においてインスタンス化または実行されうる多
数の異なるハードウェア及び／またはソフトウェア構成要素は、様々な実施形態において
各サービスを実行するために集合的に使用されうる。クライアントは、プロバイダネット
ワークにおけるリソース及びサービスとの対話を、クライアント所有もしくはクライアン
ト管理の構内すなわちプロバイダネットワークの外部にあるデータセンタに配置されたデ
バイスから行いうる。クライアント構内または外部データセンタ上のリソースセットは、
一括して「クライアントネットワーク」または「クライアント側リソース」と本明細書に
おいて称されうる。クライアントネットワーク内の全てのリソースがクライアントに所有
される必要はないことに留意されたい。例えば、クライアントがプロバイダネットワーク
の外部の第３者構内に配置されたリソースをリースしていると、そのようなリースされた
リソースもクライアントネットワークの一部とみなされうる。
【０００８】
　一般に、プロバイダネットワーク及びそのクライアントの様々な構成要素間を流れるネ
ットワークトラフィックは、データトラフィックと制御トラフィックという２つの大きな
カテゴリに分類されうる。データトラフィックには、クライアントデバイスからのＨＴＴ
Ｐ（ハイパーテキスト転送プロトコル）要求に応じてプロバイダネットワーク内の仮想化
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コンピューティングサーバにおいてインスタンス化されたウェブサイトのウェブページコ
ンテンツの転送等、クライアントアプリケーションに関連したネットワーク転送が含まれ
うる。制御トラフィックには、コントローラデバイスから仮想化コンピューティングサー
バへ送信された設定変更命令等、管理タスクに関連したネットワーク転送が含まれうる。
安全、パフォーマンス、その他の理由のため、データトラフィックと制御トラフィックは
、少なくともいくつかの実装例において出来る限り互いに論理的に隔離された状態に保た
れうる（とはいえ下に記載するように、少なくともいくつかの事例において、ネットワー
ク経路またはリンクは両種のトラフィック用に共有されうる）。従って、いくつかの実施
形態において、所定のプロバイダネットワークの少なくともリソース及びインフラストラ
クチャ構成要素のサブセットは、データトラフィックフロー及び制御トラフィックフロー
にそれぞれ使用される「データプレーン」及び「制御プレーン」という２つのカテゴリに
分類されうる。各プレーンには、例えば、ルータ、ゲートウェイ、スイッチ等のネットワ
ークデバイス、ネットワークリンク、ストレージデバイス、及び／またはサーバを含むい
くつかの異なる種類のリソースが含まれうる。
【０００９】
　いくつかの実施形態によると、プロバイダネットワークは私設ネットワークサービスを
実施し、クライアントがプロバイダネットワーク内に隔離仮想ネットワーク（ＩＶＮ）を
確立することを可能にしうる。そのようなＩＶＮは、いくつかの実施形態において「仮想
私設クラウド」またはＶＰＣと称されうる。ＩＶＮ内のデバイス用に設定された少なくと
も一部のネットワークアドレスは、ＩＶＮの外部において公開または提供されえない。ゆ
えに、クライアントは、実質的に柔軟なＩＶＮ内のネットワーク構成設定が可能であり、
クライアント所有のデータセンタ内に全てが構築されたネットワークに対してクライアン
トが行いうる管理制御と同様のレベルのネットワーク関連管理制御をＩＶＮに対して実行
可能である。少なくともいくつかの実施形態において、クライアントは、クライアントネ
ットワークとＩＶＮ間に私設ゲートウェイを設置可能でありうる、及び／または、仮想私
設ネットワーク（ＶＰＮ）プロトコル等の様々な種類のセキュアネットワークプロトコル
を使用して、クライアント構内とクライアントのＩＶＮ間の接続を確立可能でありうる。
クライアントがＩＶＮを構成している実施形態において、データトラフィックはクライア
ントネットワークとプロバイダネットワーク内のＩＶＮ間をシームレスかつ安全に流れう
るため、プロバイダネットワークのデータプレーンは、クライアントネットワークへ、ま
たはクライアント構内へ論理的に拡張しているとみなされうる。
【００１０】
　ＩＶＮの使用によりデータトラフィックフローが緩和されうるが、少なくともいくつか
の事例において、クライアントはなお、プロバイダネットワーク内のリソースを管理する
のに使用する制御インターフェイスとは異なる制御インターフェイスセットをクライアン
ト構内のリソースに使用する必要がありうる。例えば、ＩＶＮ内の仮想化コンピューティ
ングサーバのインスタンス化または停止等のプロバイダネットワークリソースに対する制
御動作をクライアントが要求できるように、ウェブベースの管理コンソールが実行されう
るが、クライアントデータセンタ内のコンピューティングサーバをインスタンス化及び停
止するのには、別のインターフェイスセットがよく使用されうる。２つの異なる制御イン
ターフェイスセットを使用しなければならない場合、クライアント組織のＩＴスタッフに
対する相当な研修費が必要となり、かつアプリケーションをプロバイダネットワークへ移
動することに関して大きな抵抗を生み出すであろう。従って、少なくともいくつかの実施
形態において、プロバイダネットワーク運営者は、プロバイダネットワーク制御プレーン
のクライアントネットワークへの拡張態様に関する解決策を提供しうる。これにより、プ
ロバイダ内部及び外部両方のリソースを管理するのに共通の制御インターフェイスセット
が使用可能となる。
【００１１】
　そのような一実施形態によると、第１プログラム的インターフェイスセットが実行され
、クライアントはプロバイダネットワークの１以上のネットワークアクセス可能サービス
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のリソースに対応付けられた制御動作を要求可能となりうる。さらに、第２プログラム的
インターフェイスセットが実行され、クライアントはリソース登録要求を通して、第１プ
ログラム的インターフェイスセットを介して制御可能とするクライアント側リソースを指
示可能となりうる。そのような実施形態において、リソース登録要求は、第１プログラム
的インターフェイスセットを介して受信される制御動作要求のカテゴリの対象候補として
、プロバイダネットワークの外部にあるデータセンタに配置された１以上のリソースを指
示しうる。制御動作要求のカテゴリは、プロバイダネットワークにおいて対応される少な
くともいくつかのネットワークアクセス可能サービスに関連付けられうる。実装例に応じ
て、プロバイダネットワーク内に配置されたリソースで許可された制御動作のカテゴリの
サブセットのみが、外部データセンタから登録されるリソース上で対応されうる。例えば
、特定のハードウェアまたはソフトウェアに依存するいくつかの種類のセキュリティ関連
制御動作はプロバイダネットワーク内でのみ対応可能であり、またはいくつかの種類の再
構成動作はプロバイダネットワーク内でのみ対応可能でありうる。いくつかの実施形態に
おいて、登録マネジャと称されたプロバイダネットワークの構成要素は、リソース登録要
求を受信し応答する責務を担いうる。
【００１２】
　外部の（例えばクライアント所有の）データセンタに配置された特定リソースを示すリ
ソース登録要求が受信されると、いくつかの実施形態において、例えばリソースにインス
トールされた１以上の管理ソフトウェアスタック構成要素と通信することで、特定リソー
スの１以上の能力が検証されうる。例えば、特定リソースが、１以上の仮想化コンピュー
ティングサーバまたはインスタンスがこれから構成される仮想化ホストを備える場合、登
録マネジャは、特定リソースにおける仮想化管理ソフトウェアスタックが、プロバイダネ
ットワークホストにおいて制御動作を開始させるために一般に発行する制御動作要求（コ
ンピューティングインスタンスを開始または停止させる要求等）の種類に応答可能である
かを検証しうる。プロバイダネットワークのプログラム的制御インターフェイスとの互換
性の検証に加えて、リソースの別の様相も検証されうる（例えばリソースが所望する作業
量レベルに対応可能であるか確証するためにパフォーマンス能力が調べられうる、セキュ
リティ能力が調べられうる等）。いくつかの実施形態において、仮想化管理ソフトウェア
スタックの１以上のモジュール（例えばハイパーバイザ構成要素、または管理オペレーテ
ィングシステム構成要素）は、リソースがプロバイダネットワークの制御プレーンを介し
た制御対象として登録可能になる前に、クライアント側リソースにインストールされる必
要がありうる。モジュールは、例えば、プロバイダネットワークの制御インターフェイス
との互換性を確証するため、プロバイダネットワークリソースが監視されるのと同様の方
法のリソース監視を可能にするため等、様々な理由で要求されうる。いくつかの実施形態
において、モジュールのインストールが、例えばプロバイダネットワークリソースから適
切なインストールパッケージをダウンロードして登録要求を出す前に当該パッケージをイ
ンストールする等、クライアントにより準備ステップとして行われうる。一実装例におい
て、例えばリソース登録要求に応じて、インストール可能ソフトウェアの送信が、プロバ
イダネットワークリソースからクライアントデータセンタ内の送信先デバイスに対し開始
されうる。いくつかの実施形態において、プロバイダネットワーク運営者のパートナーで
あるハードウェア及び／またはソフトウェアベンダーは、自身のハードウェア／ソフトウ
ェアスタック内に必要モジュールをバンドルし、これによってクライアントが後でモジュ
ールをインストールしなければならないという負担から解放されうる。従って、少なくと
もいくつかの実施形態において、登録されるためにクライアント側リソースが追加のソフ
トウェアインストールステップを行う必要はない、すなわち登録候補は、入手した時点で
必要なソフトウェアスタック構成要素がプリインストールされた状態でありうる。少なく
ともいくつかの事例において、例えば登録要求において特定されたクライアント側リソー
スがパートナーベンダーからのホストまたはデバイスを備える場合、リソース能力検証は
要求されえない。いくつかの実施形態において、プロバイダネットワークの制御プレーン
インターフェイスを使用して生成された、制御動作を簡易化するようにクライアント側リ
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ソースにインストールされたモジュールは、「制御モジュール」または「制御プレーンモ
ジュール」と称されうる。さらに詳しく下で記載するように、いくつかの事例において、
データセンタの外部の施設に配置されたリソースのプールまたはグループは、グループを
構成する各リソース上の制御モジュールを要することなく、プロバイダネットワークの制
御インターフェイスを使用して管理されうる。例えば、互換性のある制御モジュールと共
に構成された単一のアプライアンスは、クライアント側リソースのプールを管理するため
に使用可能でありうる。
【００１３】
　少なくともいくつかの実施形態において、クライアント側リソースと、プロバイダネッ
トワークのデータセンタ内に配置された管理リソースとの間に、安全なネットワーク接続
が確立されうる。上述の種類の能力検証が行われるいくつかの実施形態において、そのよ
うな接続は検証手順の一部として確立され、一方別の実施形態においては、安全なネット
ワーク接続は能力検証とは無関係に確立されうる（例えば能力検証の前でも後でも）。例
えば、クライアント側リソースを管理するためにサービスＳ１に対応付けられた制御命令
が使用される場合、Ｓ１のコントローラノードまたはいくつかの他の管理構成要素は、Ｉ
ＰＳｅｃ（インターネットプロトコルセキュリティ）、ＴＬＳ（トランスポート層セキュ
リティ）、またはＳＳＬ（セキュアソケットレイヤ）等のプロトコルを使用して、クライ
アント側リソースにおける制御プレーンモジュールへ安全に接続されうる。いくつかの実
施形態において、安全な接続のためにプロバイダネットワークにおけるプロキシが使用さ
れうる。例えば、クライアント側リソースと、１以上のプロバイダネットワークサービス
のサービス管理ノードとの間のトラフィックは、仲介プロキシを通して流れうる。少なく
ともいくつかの実施形態において、安全なネットワーク接続のために、プロバイダネット
ワークとクライアントネットワーク間のデータトラフィックフロー用に既に構成された１
以上のネットワークリンク及び／またはデバイスが使用されうる。例えば、クライアント
が以前にＩＶＮを構成している場合、ＩＶＮデータトラフィックに使用されているネット
ワークリンクは、制御トラフィック用の仮想私設ネットワーク（ＶＰＮ）接続にも使用可
能である。
【００１４】
　いくつかの実施形態において、安全な接続の確立は、実際上プロバイダネットワークの
制御プレーンの少なくとも一部をクライアントネットワークへ拡張しうる。その後、クラ
イアントは登録リソースの管理に関連して、プロバイダネットワークのデータセンタ内で
インスタンス化された同様のリソースを管理するのに使用可能な同一のインターフェイス
セット（例えばコンソールまたはＡＰＩ）を使用して制御動作要求を送信可能でありうる
。従って、例えばクライアント側リソースにおいて制御プレーンモジュールをインストー
ル／検証させた制御動作要求のカテゴリに属する特定のクライアント送信制御動作要求に
応じて、プロバイダネットワーク内のサービスコントローラノードから適切なクライアン
ト側リソースに対して安全なネットワーク接続を介して、制御命令が送信されうる。管理
制御の観点から、制御プレーンが記載さされるように拡張された後、登録済クライアント
側リソースが、プロバイダネットワーク内に存在するリソースと見分けのつかない様態（
または少なくとも非常に類似した様態）で表示されうる。
【００１５】
　少なくともいくつかの実施形態において、上述のようにクライアントが自身のリソース
をプロバイダネットワーク定義のインターフェイスを介した制御対象として登録した後、
アプリケーションをクライアント構内からプロバイダネットワークへ移動させることはは
るかに容易になりうる。例えば、共通制御インターフェイスを使用して、クライアントは
、クライアント側ホストにおける仮想リソース（クライアントアプリケーションの一部を
実行しているコンピューティングサーバ等）を休止または一時停止させて、プロバイダネ
ットワーク内の別のホストにおける仮想リソースを再インスタンス化可能でありうる。
【００１６】
　さらに、いくつかの実施形態において、クライアントは、クライアント側リソースとプ
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ロバイダネットワークリソースの組合せを使用した複合多層アプリケーションを構成する
ために、プロバイダネットワークにより実施される構成サービスを使用可能でありうる。
例えば、クライアントは、ウェブサーバセット、アプリケーションサーバセット、及びデ
ータベースサーバセットを備える多層ウェブアプリケーションの構成を所望しうる。様々
な構成要素を特定するスクリプトまたはテンプレートが、プロバイダネットワークにおけ
る構成サービスノードに送信され、そして構成サービスは、層を成す様々なサーバを取込
むのに必要な構成命令を送信しうる。上述の制御プレーン拡張手法を使用して、スクリプ
トに示されたいくつかのサーバ（例えば１以上のデータベース層サーバ）はクライアント
側リソースにおいてインスタンス化され、一方で他（例えば１以上のウェブサーバまたは
アプリケーションサーバ）はプロバイダネットワークリソースを使用してインスタンス化
されうる。
【００１７】
　異なる実施形態において、上述と同様の制御プレーン拡張が、プロバイダネットワーク
において実施される様々な異なるサービスに使用されうる。例えば、そのような手法はク
ライアントに、仮想化コンピューティングサービス（例えば仮想化コンピューティングサ
ーバすなわち「コンピューティングインスタンス」を起動、休止、再開、停止する）、仮
想化ボリュームに対応するブロックレベル仮想化ストレージサービス、ブロックレベルＡ
ＰＩではなくウェブサービスＡＰＩを介して非構造化ストレージオブジェクトを公開する
オブジェクトストレージサービス、データベースサービス、バッチ並列処理サービスを含
む様々な種類の並列処理サービス等に対する制御命令を送信することを可能にするために
使用されうる。いくつかの実施形態において、クライアント側リソースにインストールさ
れた所定の制御モジュールがいくつかの異なるプロバイダネットワークサービスに関連す
る管理命令に応答可能であり、一方別の実施形態においては、異なるクライアント側モジ
ュールが異なるサービスに必要とされうる。いくつかの実施形態において、同様にサービ
スごとにそれぞれの安全接続が、プロバイダネットワーク終端上のサービス管理リソース
とクライアントデータセンタにインストールされた制御モジュールとの間に確立される必
要があり、一方別の実施形態においては、単一の安全接続がいくつかの異なるサービスに
使用されうる。一実施形態によれば、制御プレーン拡張が実行された少なくともいくつか
のサービスは、仮想化の使用を必要としえない（よってそのようなサービスに登録された
リソースは仮想化ソフトウェアを必要としえない）。いくつかの実施形態において、リソ
ースのプール（例えばロードバランサのプールまたはキャッシュデバイスのプール）の管
理に使用されるサービスの制御動作も、さらに詳しく下に記載されるように、同様の手法
を使用して実行されうる。
【００１８】
　少なくともいくつかの実施形態において、例えば高可用性、高データ耐久性、及び障害
に対する高い回復性を支えるために、プロバイダネットワークのリソースは、複数のプロ
バイダ定義アベイラビリティコンテナ（ＰＤＡＣ）内に配置されうる。そのような実施形
態において、ＰＤＡＣは１以上のデータセンタのうち一部または全てを備え、所定のアベ
イラビリティコンテナ内の様々な種類の障害が他のアベイラビリティコンテナにおける動
作に影響を与えるのを防ぐように設計されうる。従って、例えば特定のＰＤＡＣは、別の
ＰＤＡＣの障害プロファイル（例えば様々な種類の故障またはエラーの時間に関する確率
分布）と関係する見込みのない障害プロファイルを有するハードウェア、ソフトウェア、
及びインフラストラクチャ構成要素のセット（電源、配電ユニット、冷却／加熱機器、ネ
ットワーク機器等）を備えうる。各ＰＤＡＣは、複数のＰＤＡＣにわたる障害連鎖を防ぐ
隔離特性と共に、それ自体、障害率が非常に低くあるように設計されうる。従って障害を
自身の境界内にとどめることが可能な多数のＰＤＡＣの実行は、信頼性と耐久性の高いサ
ービスを支援するのに役立ちうる。例えば一実装例において、同一のデータベーステーブ
ルパーティションのＮ個のレプリカがＮ個の異なるＰＤＡＣにそれぞれ記憶されることで
、Ｎ－１個のＰＤＡＣが偶然にも一度に利用不可能な状態になった場合でもパーティショ
ンはアクセス可能な状態で残り、完全停止の確立をほぼゼロにまで低減する。少なくとも
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いくつかの実施形態において、地理的に分散されたプロバイダネットワークのリソースは
、各地域がいくつかのＰＤＡＣを有し、かつ各ＰＤＡＣが１以上のデータセンタの一部ま
たは全てを備える地域階層に編成されうる。
【００１９】
　上述のような制御プレーン拡張へのリソース登録が対応されたいくつかの実施形態にお
いて、クライアントは、クライアント定義アベイラビリティコンテナ（ＣＤＡＣ）に登録
済リソースのグループを割当可能でありうる。従って、１以上のサービスに対応付けられ
たプロバイダネットワーク制御プレーンが拡張した２つのデータセンタをクライアントが
有する場合、１つのデータセンタ内の登録済リソース集合は第１のＣＤＡＣの構成リソー
スとして指定され、一方第２のデータセンタ内の登録済リソース集合は第２のＣＤＡＣの
構成リソースとして指定されうる。少なくともいくつかの実施形態において、クライアン
トは、プロバイダネットワークがＰＤＡＣに関して準拠する同一の可用性及び障害抑制要
件を、ＣＤＡＣに関して準拠する必要がない可能性がある。そのような実施形態において
、クライアントは代わりに、クライアントのデータセンタにおいてクライアントが既に使
用している既存の回復性及び障害抑制ポリシーを使用しうる、またはクライアントのＣＤ
ＡＣに関して新たな要件またはポリシーを定義しうる。サービスの特定リソースを起動ま
たは設定する場所を指定する時、いくつかの実施形態において、クライアントは、対象Ｐ
ＤＡＣまたは対象ＣＤＡＣのいずれかを指示する、またはサービスによるＰＤＡＣまたは
ＣＤＡＣの選択を許可することが可能でありうる。少なくともいくつかは複数の異なるク
ライアントエンティティまたは組織に割当てられたリソースを含みうるＰＤＡＣと対照的
に、ＣＤＡＣは、少なくともいくつかの実施形態において、単一のクライアントエンティ
ティまたは組織による使用専用でありうる。別の実施形態においては、複数のクライアン
トエンティティが、同一のＣＤＡＣへのアクセスを共有しうる。
【００２０】
　少なくとも一実施形態によると、プロバイダネットワーク内で対応される一部のネット
ワークアクセス可能サービスは、単なる個別のリソースではなくリソースのプールを管理
するのに使用されうる。例えば、一実施形態において、１以上のアプリケーションに対応
付けられたロードバランサのプールの構成ロードバランサを、作業量に基づいて動的に起
動及び停止することが可能な柔軟な負荷分散サービスが実行されうる。同様に、別の実施
形態において、インスタンス化キャッシュの数が必要に応じて調整されうる分散キャッシ
ュサービスが実行されうる。一実施形態において、個別のクライアント側リソースに関し
て前述された登録ベースの制御プレーン拡張技術に加えて、またはその代わりに、追加レ
ベルの制御プレーン拡張に対応することで、クライアント側リソースの特定プールをプロ
バイダネットワークの制御プレーンインターフェイスを使用して管理することが可能にな
りうる。さらに詳しく下に記載されるように、少なくともいくつかの実施形態において、
クライアント側プールのリソースに、追加の制御モジュールをインストールする等の修正
を行う必要はない。代わりに、そのような実施形態において、クライアントデータセンタ
内に構成された専用アプライアンスは、例えばＶＰＮまたは前述と同様の他の技術を使用
して、プロバイダネットワーク内のプール化リソースサービスの管理ノードに安全に接続
可能な制御プレーンモジュールを提供しうる。アプライアンスは、一方の側のサービス管
理ノードと、もう一方のクライアント側リソースプール構成リソースとの間の仲介として
機能しうる。そのような実施形態において、未修正のクライアント側リソースのプールは
、クライアントの観点から、プロバイダネットワークサービスの制御命令を使用して制御
可能なように構成されうる。いくつかの実施形態において、下にも記載されるように、少
なくともいくつかのクライアント側プール構成リソースには、別のプロバイダネットワー
クサービス用に実行されるインターフェイスを介して既に制御可能である登録済みリソー
スが含まれうる。従って、例えば、クライアントデータセンタに配置されたＮ個のロード
バランサのプールは、負荷分散サービスＬＢＳに対応付けられたプログラム的インターフ
ェイスを介して制御されるように構成され、それと同時に、Ｎ個のロードバランサの少な
くともあるサブセットは、仮想化コンピューティングサービスＶＣＳのプログラム的イン
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ターフェイスを使用して制御されるように構成されたコンピューティングインスタンスを
使用して実行されうる。
【００２１】
　クライアントがリソースのプールを管理するのを手伝うために実施されるネットワーク
アクセス可能サービスは、本明細書において一括して、プール化リソースサービスと称さ
れうる。様々な実施形態において、プール化リソースサービスの実施例には、負荷分散サ
ービス、分散キャッシュサービス、リソース動員サービス（例えばクライアントのアプリ
ケーションセットに関してスピンアップされるコンピューティングインスタンスの数を必
要に応じて自動で調整するサービス）、セキュリティアーティファクト生成サービス（例
えば専門ハードウェアまたはソフトウェアセキュリティモジュールの集合を使用して、暗
号キー、証明書等をオンデマンドで生成するサービス）、ネットワークアドレス発見サー
ビス（例えばネームサーバノードの集合を使用してアドレス解決クエリに応答するサービ
ス）、及び分散データベースサービス（要求に基づいて起動データベースインスタンスの
数を増加または減少させるサービス）が含まれうる。
【００２２】
　様々な実施形態において、例えば測定または予想された作業量、クライアント予算枠等
の様々な判定基準に基づいたプール構成リソースの起動及び停止は、プール化リソースサ
ービスの中核機能のうちの１つを表しうる。いくつかの実施形態において、そのようなサ
ービスのクライアントは、１以上のプログラム的インターフェイスを介して、プロバイダ
ネットワーク内のプール構成リソースの起動状態の変更につながる要求を含む様々な種類
の設定要求を送信可能でありうる。特定の種類の設定要求（プールインスタンス化要求も
しくはプール拡張要求、またはより一般的にプール管理要求と称されうる）により、クラ
イアントはまた、特定プール内のリソース起動状態をプール化リソースサービスにより管
理させるクライアント側リソース（すなわち、プロバイダネットワークの外部に配置され
たリソース）も指示可能でありうる。安全なネットワーク接続（例えばＳＳＬ、ＴＬＳ、
またはＩＰＳｅｃを使用）が、プロバイダネットワーク内に配置されたプール化リソース
サービスの管理リソースから、クライアント側位置（例えばクライアントのデータセンタ
）におけるプール化リソースサービスのためにインスタンス化された制御モジュールまで
確立されうる。クライアントにより指示されたリソース起動基準に基づいて、様々なクラ
イアント側リソースがプール化リソースサービスにより起動及び停止されうる。様々な実
施形態において、クライアントはまた、起動可能またはプール内含有可能なプール構成リ
ソースの最小及び最大数、プール構成リソースの識別情報（例えばネットワークアドレス
）等、リソースプールに関する様々なパラメータを、プログラム的インターフェイスを使
用して指示しうる。
【００２３】
　いくつかの実装例において、上述のように、拡張制御プレーンを実行しクライアント側
リソースプールのリソースを管理するために、クライアント側位置に専用アプライアンス
がインスタンス化されうる。アプライアンスにインストールされた制御モジュールは、プ
ロバイダネットワーク内の制御プレーン構成要素と、クライアントネットワーク内のプー
ル化リソースとの間のソフトウェア仲介とみなされうる。様々な実施形態において、クラ
イアント側リソースの起動、休止、停止、または他の設定変更を行うのに、例えば簡易ネ
ットワーク管理プロトコル（ＳＮＭＰ）またはＵＤＰ（ユーザデータグラムプロトコル）
を含む任意の好適なプロトコルが使用されうる。いくつかの実施形態において、サービス
管理構成要素（例えばプロバイダネットワーク内に配置されたサービスコントローラ）と
アプライアンス間の通信は、ＪＭＸ（ジャバ（商標）マネジメントエクステンションアー
キテクチャ）等の業界標準に従ってフォーマットされうる。別の実施形態においては、そ
のような専用アプライアンスは使用されず、代りにプール化リソースサービスと互換性の
ある制御プレーンモジュールが少なくともいくつかのプール構成リソースにインストール
されうる。少なくともいくつかの実施形態において、一部のクライアント側プール構成リ
ソースには１以上のプロバイダネットワークサービスに対応付けられた制御モジュールが
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インストール済みであり、他のクライアント側プール構成リソースにはインストールされ
ていないハイブリッド手法が対応されうる。いくつかの実装例において、複数のサービス
（例えば負荷分散サービスと仮想化コンピューティングサービス、または、データベース
サービスとキャッシュサービスとストレージサービス）に対応付けられた制御モジュール
は、同一のクライアント側リソースにインストールされうる。いくつかの実施形態におい
て、制御プレーン拡張技術を使用して管理されるリソースのプールは、クライアント側リ
ソースとプロバイダネットワークリソースの両者を含むため、リソースプールはデータセ
ンタの境界またはアベイラビリティコンテナの境界を横断しうる。
【００２４】
例示的システム環境
　図１は、少なくともいくつかの実施形態による、プロバイダネットワークの内部及び外
部のデータセンタにおけるリソースを管理するために共通の制御インターフェイスセット
が使用されうるシステム１００の実施例を示す。示されるように、システム１００は、プ
ロバイダネットワーク１０１内及び外部ネットワーク１５１（例えばクライアント所有、
クライアント管理、または第３者のネットワーク）に配置された様々なリソースセットを
備える。プロバイダネットワークには、複数のプロバイダ定義アベイラビリティコンテナ
（ＰＤＡＣ）１０２（ＰＤＡＣ１０２Ａ及び１０２Ｂ等）が含まれうる。各ＰＤＡＣは、
１以上のデータセンタの一部または全てを備え、そして各ＰＤＡＣのインフラストラクチ
ャ構成要素（電源、冷却、ネットワーク、及びセキュリティ関連構成要素等）は、１つの
ＰＤＡＣ内の障害が他のＰＤＡＣにおける動作に影響を与える確率がとても低くあるよう
に、設計及び隔離されうる。すなわち、各ＰＤＡＣは、他のＰＤＡＣの可用性プロファイ
ルとは無関係の独自の可用性プロファイルを有しうる。
【００２５】
　描かれた実施形態において、プロバイダネットワークの１以上のネットワークアクセス
可能サービスに対応付けられた共通制御プレーンインターフェイス１５０のセットは、ク
ライアント１７０によりプロバイダネットワークのリソース宛ての制御動作要求１９０（
例えば様々な種類の設定／管理要求）を送信するのに使用されうる。様々なクライアント
１７０は、プロバイダネットワークのＰＤＡＣ内の論理及び／または物理リソースのそれ
ぞれのセット（例えばリソースセット１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｆまたは１１０Ｇ）へ
の管理アクセスが許可されうる。クライアント用リソースにおいて実施されている特定サ
ービス、及びクライアントの管理許可に応じて、そのようなクライアントはリソース宛て
の制御動作要求１９０のいくつかのカテゴリを、それぞれ共通制御プレーンインターフェ
イス１５０を介して発行しうる。プロバイダネットワーク内において、制御動作要求は、
命令１９２Ａ及び１９２Ｂ等の制御命令１９２に変換されうる。いくつかの実施形態にお
いて、１以上のネットワークエンドポイント（例えばウェブアクセス可能コンソール、ま
たはエンドポイントデバイスに対応付けられたネットワークアドレスセット）は、クライ
アント１７０から制御動作要求１９０を受信するため、かつ当該要求に応答するために公
開されうる。従って、プロバイダネットワークの制御プレーンは、そのようなエンドポイ
ントと、プロバイダネットワーク１０１内の管理動作または設定管理専用の他のデバイス
（図１に図示せず）と、並びに制御関連ネットワーク転送に使用されるプログラム的イン
ターフェイス及びネットワークパスとを備えうる。
【００２６】
　描かれた実施形態において、クライアントは、例えば外部ネットワーク１５１内に配置
された様々なリソースを、共通制御プレーンインターフェイス１５０を介して受信される
制御動作要求の少なくともいくつかのカテゴリの対象候補として登録することで、プロバ
イダネットワークの制御プレーンの拡張を要求可能でありうる。例えば、クライアント１
７０は、リソースセット１５４Ａ内の１以上のリソースをプロバイダネットワークのサー
ビスＳ１に対応付けられたカテゴリＣ１の制御動作の対象として設定したいことを示すリ
ソース登録要求を、特定のプログラミングインターフェイスを介して登録マネジャ１８０
へ送信しうる。別のリソース登録要求は、リソースセット１５４Ｂのリソースを、サービ
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スＳ２のカテゴリＣ２の制御動作の対象候補として示しうる。いくつかの実装例において
、制御動作（いくつかのサービスに対応付けられている可能性あり）の複数のリソースセ
ット及び複数の要求カテゴリは、単一のリソース登録要求において示されうる。いくつか
の実施形態において、所定のサービスＳ１に関して外部ネットワーク１５１におけるリソ
ースで対応される制御動作要求のカテゴリは、プロバイダネットワーク１０１内のリソー
スで対応される制御動作のカテゴリと完全に重複しない可能性がある。例えば、クライア
ント側リソースに使用されるハードウェア及び／またはソフトウェアスタックは、プロバ
イダネットワークリソースでサポートされる全ての種類の設定動作を実行不可能でありう
る。別の実施形態において、所定のサービスに関してプロバイダネットワークリソースで
対応される全ての種類の作業動作要求は、プロバイダネットワークの外部の登録済リソー
スにおいても対応されうる。
【００２７】
　少なくともいくつかの実施形態において、制御命令が正しく実行されるために、プロバ
イダネットワークサービスと互換性のある制御モジュールがインストールされる必要があ
りうる（例えば登録済リソース自体に、または外部ネットワーク１５１内の他のデバイス
／アプライアンス上に）。例えば、仮想化コンピューティングサービスに対応付けられた
制御命令の場合、仮想化管理ソフトウェアスタックの１以上のそのような制御モジュール
（例えばハイパーバイザ、または管理タスク用に指定されたオペレーティングシステムイ
ンスタンス）がインストールされる必要がありうる。さらに、少なくともいくつかの実施
形態において、制御モジュールと、プロバイダネットワーク１０１内に配置された管理リ
ソース（例えばサービスコントローラ）との間に、安全なネットワーク接続が確立される
必要がありうる。少なくともいくつかの実装例において、登録が完成したものとみなされ
るために、制御モジュールの機能と安全なネットワーク接続が検証される必要がありうる
。クライアント側リソースが登録マネジャ１８０により正しく登録された後、クライアン
トはインターフェイス１５０を介して登録済リソース宛ての制御動作要求を送信し、対応
する内部制御命令１９２Ｃがクライアント側登録済リソース宛てに出されうる。図１にお
いて登録マネジャ１８０は単一エンティティとして示されるが、様々な実施形態において
、登録マネジャの機能はプロバイダネットワークの複数のハードウェア及び／またはソフ
トウェア構成要素を使用して実行され、しかも一部の構成要素は他の構成要素とは異なる
データセンタまたはアベイラビリティコンテナに配置されうることに留意されたい。
【００２８】
　描かれた実施形態において、プロバイダネットワークの拡張された制御プレーンに特定
リソースを登録することに加え、クライアント１７０はあるクライアント側リソース集合
をアベイラビリティコンテナの構成リソースとして指定することも要請しうる。従って、
例えば登録済リソースセット１５４Ａ及び１５４Ｂは、クライアント定義アベイラビリテ
ィコンテナ（ＣＤＡＣ）１５２の構成リソースとして指定される。少なくともいくつかの
実施形態において、クライアント１７０は、プロバイダネットワークがＰＤＡＣに使用す
る可用性抑制及び障害回復ポリシーとは異なる可用性抑制及び障害回復ポリシーをＣＤＡ
Ｃに対して実施しうる。例えば、クライアントはプロバイダネットワークが対応するのと
同じデータ耐久性または耐障害性レベルに対応する義務がない可能性がある。少なくとも
いくつかの実施形態において、一部の種類の制御動作（仮想化コンピューティングサービ
スに対応付けられたコンピューティングインスタンスを起動させる要求等）に関して、制
御動作の要求者により対象アベイラビリティコンテナ（例えばその内部でコンピューティ
ングインスタンスが起動されるアベイラビリティコンテナ）が選択される必要がありうる
。いくつかのそのような実施形態において、ＰＤＡＣ及びＣＤＡＣは、そのような制御動
作に関して同等に取り扱われうる。例えば、クライアントは対象ＰＤＡＣ１０２または対
象ＣＤＡＣ１５２を所望に応じて特定可能でありうる。いくつかの実施形態において、所
定クライアント１７０は、それぞれが自身の可用性プロファイル及びポリシーを有する複
数のＣＤＡＣ１５２を構成可能でありうる。
【００２９】
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　描かれた実施形態において、外部ネットワーク１５１には登録済リソースセット（１５
４Ａ及び１５４Ｂ等）及び未登録リソースセット（１５８Ａ及び１５８Ｂ等）の両方が含
まれうる。すなわち、プロバイダネットワークにより対応される必要がなく、そのため「
クライアント特定」または「非共有」と本明細書において称されうる制御プレーンインタ
ーフェイス１６６が一部のクライアント側リソースに対して使用されうる。外部ネットワ
ーク１５１内の登録済リソースを管理するために、制御動作要求が共通制御プレーンイン
ターフェイス１５０を使用して送信され、そして未登録リソースを管理するために、クラ
イアント特定制御動作要求１９５がクライアント特定または非共有インターフェイス１６
６等の別の制御インターフェイスを介して送信されうる。クライアント特定制御動作要求
１６６は、未登録リソース宛ての制御命令１９７に変換されうる。図１に示されるハイブ
リッド手法を使用することにより、クライアント１７０は、クライアント特定または非共
有制御インターフェイスを使用してクライアントリソースのあるサブセットを管理する能
力を維持しながら、クライアントリソースの別のサブセットに対して共通のプロバイダ定
義制御インターフェイスセットを使用するという利点を得られうる。一部のクライアント
は、例えば、機密性の高いアプリケーションに対するプロバイダネットワークの使用への
漸進的な移行を試みる準備ができるまで、未登録リソースセット１５４Ａ及び１５４Ｂを
機密性の高いアプリケーションに対し使用することを所望しうる。移行は、登録済リソー
スセットにおいてアプリケーションをまず実行して共通の制御インターフェイス１５０セ
ットの使用時に遭遇する任意の問題が解消されることを確証し、そして最終的にアプリケ
ーションをプロバイダネットワークへ移動させることを伴いうる。
【００３０】
データ及び制御用共有ネットワークリンク
　少なくともいくつかの実施形態において、クライアントデータセンタとプロバイダネッ
トワーク間のデータ転送用に設定されたネットワークパスは、例えば制御トラフィック用
に設定された仮想私設ネットワーク（ＶＰＮ）接続を使用して、制御プレーンネットワー
ク転送用にも設定可能でありうる。すなわち、単一または複数の同一のネットワークリン
クは、プロバイダネットワークとクライアント側データセンタ間のデータフロー及び制御
フローの両者に関して共有されうる。図２は、少なくともいくつかの実施形態による、プ
ロバイダネットワークデータセンタと外部データセンタ間のデータフローパス及び制御フ
ローパスの実施例を示す。描かれた実施形態において、隔離仮想ネットワーク（ＩＶＮ）
２２１は、プロバイダネットワーク１０１のクライアントＣ１用リソースのサブセットを
使用して構成されている。プロバイダネットワーク１０１は、一部は他のＩＶＮ内に含ま
れえない他のクライアントのリソース２２５も含みうる。前述のように、ＩＶＮは、プロ
バイダネットワーク１０１の他のリソース（他のＩＶＮを含む）から論理的に隔離されう
る。クライアントＣ１はＩＶＮ２２１内で、ＩＰアドレス範囲の選択、サブネットの作成
、ルーティングテーブル及びゲートウェイの構成、セキュリティ設定等の様々な種類のネ
ットワーク関連設定動作を、データセンタ２４０等のクライアント自身の施設内のネット
ワーク上で可能でありうる同様のレベルの柔軟性を伴って実行可能である。ＩＶＮ２１１
とクライアントＣ１のデータセンタ２４０間のデータフローパス２６６は確立済みであり
うる。データフローパス２６６には、Ｃ１のトラフィック用に設定された仮想私設ゲート
ウェイ２３０、並びにクライアントデータセンタ２４０に対応付けられたルータ２３２が
含まれうる。描かれた実施形態において、データフローパス２６６には、ＩＶＮ２２１と
仮想私設ゲートウェイ２３０間のネットワークリンク２３１Ａ、仮想私設ゲートウェイ２
３０とルータ２３２間のリンク２３４、及びクライアントデータセンタ２４０内のリンク
２３６Ａ、２３６Ｂ、２３６Ｃが含まれうる。
【００３１】
　描かれた実施形態において、プロバイダネットワークの制御インターフェイスを使用し
てクライアントＣ１により送信される制御動作要求は、様々なサービス制御プレーンノー
ド２０５により処理されうる。例えば、仮想化コンピューティングサービスに関連した制
御動作はノード２１４により処理され、ストレージサービスに関連した制御動作はノード
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２１５により処理され、負荷分散サービスまたは分散キャッシュサービス等のプール化リ
ソースサービスに関連した制御動作はノード２１３により処理され、スタック構成サービ
スに関連した制御ノードはノード２１２により処理されうる。所定のサービスに対応付け
られた制御プレーンノードは、本明細書において「サービスコントローラ」または単に「
コントローラ」と称されうる。スタック構成サービス及び様々なプール化リソースサービ
スに関する追加詳細は、下記に提供される。
【００３２】
　描かれた実施形態において、前述のクライアント側リソース登録機能を使用して、クラ
イアントＣ１はデータセンタ２４０におけるいくつかのリソースを、プロバイダネットワ
ーク１０１の制御インターフェイスを介した制御対象の候補として登録済みでありうる。
示されるように、仮想化コンピューティングホスト２５２、ストレージアプライアンス２
５６、及びプール化リソースアプライアンス２６０はそれぞれ、描かれた実施例において
、プロバイダネットワーク内で実施される対応サービスに使用されるインターフェイスを
介した制御対象として登録済みでありうる。描かれた実施形態において、登録済リソース
にはそれぞれ、対応する制御プレーンモジュール（本明細書にて単に制御モジュールとも
称されうる）のセットをインストール済でありうる。例えば、登録済仮想化コンピューテ
ィングホスト２５２は制御モジュール２５４（例えば仮想化管理ソフトウェアスタック内
に取込まれたモジュール、または管理目的でホスト上に構成されたオペレーティングシス
テムインスタンス）を備え、登録済ストレージアプライアンス２５６は制御モジュール２
５８を備え、そして登録済プール化リソースアプライアンス２６０は制御モジュール２６
２を備えうる。いくつかの実施形態において、制御モジュールは、クライアントデータセ
ンタにリソースを供給する責任のあるベンダーによりプリインストールされうる。別の実
施形態において、モジュールはプロバイダネットワークからインストールされうる。例え
ばインストールパッケージがプロバイダネットワークからクライアントネットワークへ送
信されうる。描かれた実施形態において、プロバイダネットワーク１０１内に配置された
制御プレーンノード２０５と、クライアントデータセンタ２４０内の登録済リソースにイ
ンストールされた制御プレーンモジュールとの間に、安全な制御フローパス２６８が確立
されうる。クライアント側制御プレーンモジュールとプロバイダネットワーク間の接続を
安全にするために、ＴＬＳ、ＳＳＬ、またはＩＰＳｅｃ等の暗号ベースプロトコルが使用
されうる。いくつかの実施形態において、制御フローパスにはＩＰＳｅｃプロキシ等のセ
キュアプロキシ２１０が含まれうる。示されるように、データフローパス２６６に使用さ
れる少なくともいくつかのネットワークリンク（例えばリンク２３４、２３６Ａ、２３６
Ｂ、２３６Ｃ）は、制御フローパス２６８によっても共有されうる。少なくともいくつか
の実施形態において、様々な種類のＶＰＮプロトコル等の様々なネットワーク隔離技術の
いずれかを使用して、制御トラフィックはデータトラフィックから隔離された状態に保た
れうる。
【００３３】
　図２に描かれた実施形態において、クライアントＣ１が別のリソース（例えば現在未登
録のリソース２７７のうちの１つ）の登録を所望する場合、登録マネジャ１８０（図示せ
ず）が、当該リソースが適切な制御プレーンモジュールを有しているか検証し、かつクラ
イアント側リソース上の制御プレーンモジュールとプロバイダネットワーク内の好適な制
御コントローラとの間に安全な接続を確立する責務を担いうる。描かれた実施形態におい
て、クライアントＣ１がリソースの登録解除を所望する場合、登録マネジャ１８０は、安
全な接続を終了し（他のサービスに対応付けられた制御トラフィックに共有されている場
合を除き）、そして場合によってはリソースにおける制御モジュールがアンインストール
されうる。
【００３４】
クライアント側リソースとプロバイダネットワークリソースを組み合わせるアプリケーシ
ョンスタック
　上述の技術を使用してプロバイダネットワークの制御プレーンが１度拡張されると、新
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たな種類のアプリケーション構成が実行可能となりうる。例えば、アプリケーションホス
ティングに関して、クライアントデータセンタにおける登録済リソースは、プロバイダネ
ットワーク内に配置されたリソースに非常に類似したやり方で処理されうる。図３は、少
なくともいくつかの実施形態による、プロバイダネットワークリソースと外部リソースの
組合せに基づく多層アプリケーションの例示的構成を示す。示されるように、クライアン
ト１７０は、プロバイダネットワークにより実施されるスタック構成サービスの制御ノー
ド２１２へ、アプリケーションスタック構成スクリプト３６６を送信しうる。次にスタッ
ク構成サービス制御ノード２１２は、スクリプトに指示されたリソースに対し要求された
構成命令３８８を送信することで、要求された構成を実行しうる。
【００３５】
　描かれた実施例において、クライアントＣ１はデータセンタ２４０内に配置されたデー
タベースリソースと、プロバイダネットワーク１０１内に配置されたアプリケーションサ
ーバリソース及びウェブサーバリソースを組み合わせて、単一の多層アプリケーションを
構成することに決定している。従って、例えばデータベース管理システムのインスタンス
が生成された２つのデータベースサーバホスト３５２Ａ及び３５２Ｂは、プロバイダネッ
トワークの拡張された制御プレーンに登録されている。データベースサーバホスト３５２
はそれぞれ、例えばデータベースサーバホスト３５２Ａ上に仮想化管理スタック３５４Ａ
及びデータベースサーバホスト３５２Ｂ上に仮想化管理スタック３５４Ｂというように、
各自の仮想化管理スタック３５４を有しうる。描かれた実施形態において、登録済データ
ベースサーバ上の仮想化管理スタックは、プロバイダネットワーク内のホストにインスト
ールされた仮想化管理スタックの全ての構成要素を含みえないため、「縮小」仮想化管理
スタックと称されうる。例えば、プロバイダネットワーク内のＣ１のＩＶＮ２２１におい
て、アプリケーションサーバホスト３２２Ａには完全な仮想化管理スタック３１４Ａがイ
ンストール済みであり、そしてウェブサーバホスト３１２Ａには完全な仮想化管理スタッ
ク３２４Ａがインストール済みでありうる。いくつかの実施形態において、例えば、完全
仮想化管理スタックには、クライアントデータセンタ内では必ずしも有用とは言えない様
々なモジュールが含まれうる。例えば、プロバイダネットワークリソースに関して使用ベ
ースの請求額を決定するのに使用され、そのためクライアントネットワークにおいては必
要とされない課金関連モジュール、プロバイダネットワーク内でのみ実施される監視サー
ビスと対話する必要のある監視モジュール等がある。一実装例において、クライアント側
リソースが登録されたリソース制御動作のカテゴリを実行するのに必要となる最小モジュ
ールセットのみがクライアント側リソースにおいて展開されうるため、クライアント側制
御プレーンモジュールに必要なインストール場所及び実行時リソースが削減される。前述
のように、少なくともいくつかの実施形態において、ハードウェア及び／またはソフトウ
ェアベンダーは、クライアントデータセンタに配置されたリソース上に必要な制御プレー
ンモジュールをプリインストールするために、プロバイダネットワーク運営者と協働しう
る。
【００３６】
　スタック構成サービスノードによりスクリプト３６６が処理され、かつ対応する構成命
令３８８が正しく完了した後に、多層アプリケーションはユーザからの作業要求にアクセ
ス可能となりうる。アプリケーションに使用されるいくつかのリソースはクライアントデ
ータセンタに配置され、一方他のリソースはプロバイダネットワークに配置されていると
いう事実は、クライアントＣ１だけでなくユーザの観点からも明らかではない場合がある
。描かれた構成におけるアプリケーションがしばらくの間実行された後、いくつかの実施
形態において、クライアントＣ１は、例えばＣ１のクライアント側位置にあるデータベー
スインスタンスを休止させてプロバイダネットワークリソースにて再インスタンス化する
ことによって、データベースインスタンスをプロバイダネットワークにも移行しうる。同
様の手法が別のクライアント側リソースにも適用され、例えば別のアプリケーションに使
用される仮想化コンピューティングインスタンスは、クライアントデータセンタにおける
登録済ホストへ移動され、そして最終的にはプロバイダネットワークにおけるホストへ移
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動されうる。
【００３７】
登録対話
　図４は、少なくともいくつかの実施形態による、クライアントと、クライアント指定リ
ソースを制御動作の対象候補として登録するように構成された登録マネジャ１８０との間
の対話の実施例を示す。示されるように、クライアント１７０は、登録マネジャ１８０に
登録要求４１１を送信しうる。登録要求には、候補リソースリスト４１３並びに、候補リ
ソースへの制御パス用に安全な接続を確立するために使用可能な接続性情報も示されうる
。接続性情報には、例えば、クライアントが既に確立済みの隔離仮想ネットワーク（その
データワークパスは制御パスとも共有可能でありうる）の指示、制御パスに使用可能なゲ
ートウェイ、ルータ等の様々なネットワークデバイスの識別、接続に使用する特定プロト
コル（例えばＳＳＬ対ＴＬＳ対ＩＰＳｅｃ）、ＶＰＮを制御トラフィック用に構成するべ
きか否か等の情報が含まれうる。いくつかの実装例において、登録要求は、候補リソース
ごとに、該当リソースにおいて対応されるべき特定のプロバイダネットワークサービスも
示しうる。例えば一部のリソースはコンピューティングインスタンス用の仮想ホストとし
て、別のリソースはデータベース管理サーバインスタンス用の仮想ホストとして、別のリ
ソースはブロックストレージボリューム用の仮想ホストとして等、指定されうる。
【００３８】
　描かれた実施形態において、登録マネジャ１８０は、登録要求４１１に応じて、登録候
補における制御ソフトウェアモジュールの１以上の能力を検証する責務を担いうる。例え
ば、候補リソースが、コンピューティングインスタンスがこれから構成される仮想ホスト
を備える場合、登録マネジャは、当該ホストにインストールされた仮想化管理ソフトウェ
アスタックが所望する特性（例えば所望のオペレーティングシステムバージョン、所望の
パフォーマンス能力等）を有するコンピューティングインスタンスを生成可能か否か判定
する必要がありうる。同様に、リソースのうちの１つをＳＮＭＰ等のプロトコルを使用し
てクライアント側プール化リソースの起動／停止を実行するように登録する場合（より詳
しくは下記に説明）、登録マネジャ１８０は、そのようなリソースにおける制御モジュー
ルがプロバイダネットワークプール化リソースサービスコントローラからの命令に応じて
ＳＮＭＰメッセージを送信可能であることを確証する必要がありうる。例えば、様々なプ
ロバイダネットワークサービスのために登録済リソースにおいて対応されるべき制御動作
のカテゴリに応じて、登録候補における様々な別の能力（例えばパフォーマンス能力、セ
キュリティ能力等）及び制御モジュールの機能が、異なる実施形態において検証される必
要がありうる。
【００３９】
　図４に示される実施形態において、登録マネジャ１８０は、能力検証マネジャ４２０等
の仲介に検証要求４１５を送信しうる。今度は能力検証マネジャ４２０が、例えば候補リ
ソースが制御命令に応じて所望する機能を実行可能か否か調べるために、候補リソース４
５５において１以上のテスト４６２を行いうる。当該テスト４６２の結果は検証応答４２
２の形で、登録マネジャ１８０へ提供されうる。検証応答が肯定的である場合、例えば候
補リソース４５５が所望する機能を実行可能であると判明した場合、登録マネジャ１８０
はクライアントに対し、候補リソースは正しく登録されたことを示す登録肯定応答４７０
を送信しうる。いくつかの実施形態において、登録マネジャ１８０と候補リソース４５５
間に仲介は必要なく、任意の検証関連動作が登録マネジャ１８０自体で行われうる。いく
つかの実施形態において、リソース能力の検証は全く必要なく、登録マネジャ１８０はさ
らなる調査や分析を行うことなく、登録要求に指示された候補を登録しうる。
【００４０】
　リソースが登録された後、クライアントは、プロバイダネットワークの制御インターフ
ェイスを介して送信された制御動作要求を使用して、登録済リソースを管理しうる。例え
ば、コンピューティングインスタンスがクライアント側登録済リソースに構成され、スト
レージボリュームがクライアント側ストレージデバイスに設定され、クライアント側ロー
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ドバランサのプールがアプリケーションに割当てられ作業量の変化に応じて起動または停
止されうること等が挙げられる。いくつかの実施形態において、クライアント１７０はク
ライアント側リソースの登録を解除しうる（すなわち、プロバイダネットワーク制御イン
ターフェイスを介して以前に登録されたリソースの制御能力を無効にする）。描かれた実
施形態において、例えば、登録を解除するリソースのリスト４８３を特定する登録解除要
求４８１を登録マネジャ１８０へ送信しうる。これに応じて、登録マネジャ１８０は特定
されたリソースに対して設定された安全接続を閉じ、登録解除確認応答４８５をクライア
ントへ返信しうる。いくつかの実装例において、登録解除されたリソースにおいて１以上
の制御モジュールがアンインストールされうる。前述のように、少なくともいくつかの実
施形態において、登録マネジャ１８０は、複数のハードウェア及び／またはソフトウェア
構成要素を備えうる。
【００４１】
プロバイダネットワークサービス制御プレーンの拡張方法
　図５は、少なくともいくつかの実施形態による、プロバイダ定義制御インターフェイス
を介してクライアントデータセンタにおけるリソース制御を実行するために行われうる動
作態様を例示するフロー図である。要素５０１に示されるように、プロバイダネットワー
クは、様々なネットワークアクセス可能サービスが実施されるプロバイダネットワークリ
ソース宛てにクライアントが制御動作要求を送信する（及び制御動作要求に対する応答を
受信する）ことを可能にする、ＡＰＩ、ウェブベースコンソール、コマンドラインツール
、またはグラフィカルユーザインターフェイス等のプログラム的制御インターフェイスセ
ットを実行しうる。
【００４２】
　例えばプロバイダネットワークの制御プレーンをクライアントデータセンタへ論理的に
拡張することで、プロバイダネットワークの制御インターフェイスを使用して管理する候
補リソースをクライアントが指示することを可能にする登録インターフェイスセットも実
行されうる（要素５０４）。クライアントは、リソースセットと、リソースを登録する１
以上のサービスに対応付けられた制御動作のカテゴリとを指示するリソース登録要求を、
例えば登録マネジャ１８０に対し登録インターフェイスを介して送信しうる。プロバイダ
ネットワークの外部に配置された所定のリソースＲを特定サービスＳに登録することを指
示するそのような登録要求が受信されうる（すなわち、サービスＳに対応付けられ、プロ
バイダネットワークの制御インターフェイスを介して送信される制御動作要求は、Ｒに送
信される命令をもたらす）（要素５０７）。仮想化コンピューティングサービスのコンピ
ューティングインスタンスまたは分散データサービスのデータベースインスタンスが起動
されうるホスト、ブロックレベルボリュームまたは他の種類のストレージオブジェクトが
作成されうるストレージデバイス等、様々な異なる種類のリソースが異なる実施形態にお
いて登録候補になりうる。
【００４３】
　描かれた実施形態において、登録要求に応じて登録マネジャは、リソースＲがサービス
Ｓに関連する必要な機能を実行可能か検証しうる（要素５１０）。いくつかの事例におい
て、例えば登録マネジャにより、または登録マネジャの代理を務める仲介により、機能性
を検証するために候補リソースにおいてテストが行われうる。候補リソースが要件を満た
すと判明した場合、当該候補リソースは要求通りに登録されうる。続いて、Ｒ宛ての制御
動作要求が、プロバイダネットワークの制御インターフェイスを介して、例えばプロバイ
ダネットワークの制御エンドポイント宛てのコンソールまたはＡＰＩ呼出しを介して受信
されると、対応する制御命令がＲへ送信されうる（要素５１４）。いくつかの実装例にお
いて、例えば全ての候補リソースが同一の能力を有し、いずれの所定のリソースが対応す
る機能に関して不明確な点がない場合、リソースＲの能力の検証は必要とされえない。
【００４４】
　図２の文脈において前述のように、いくつかの実施形態において、ネットワークリンク
またはパスは、データ用及び制御用に共有されうる。図６は、少なくともいくつかの実施
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形態による、制御動作に、クライアント構内リソースとプロバイダネットワークリソース
間の予め設定されたデータ経路を使用するために行われうる動作態様を例示するフロー図
である。要素６０１に示されるように、描かれた実施形態において、（ａ）クライアント
用にプロバイダネットワークリソースを使用して構成された隔離仮想ネットワーク（ＩＶ
Ｎ）と（ｂ）プロバイダネットワークの外部のデータセンタにおけるあるクライアントリ
ソースセットとの間に、専用データ経路が最初に確立されうる。例えば、データ経路は、
外部リソース用に構成されたルータと、ＩＶＮ用に構成されたプロバイダネットワークゲ
ートウェイ（クライアント用に構成された仮想私設ゲートウェイ等）との間の１以上のネ
ットワークリンクを使用して接続を確立することを伴いうる。
【００４５】
　データ経路が設定された後のある時点に、クライアントはプロバイダネットワークの制
御プレーン機能を外部データセンタへ拡張することを所望しうる。従って、クライアント
は、外部データセンタに配置された１以上のリソースを、プロバイダネットワークの制御
インターフェイス、エンドポイント、またはプロバイダネットワーク制御プレーンに対応
付けられた他のリソースを介した制御対象として登録することを指示する登録要求を送信
しうる（要素６０４）。描かれた実施形態において、プロバイダネットワークの管理また
は制御ノード（プロバイダネットワークの１以上のネットワークアクセス可能サービスに
対応付けられ、かつプロバイダネットワーク内に配置された）と、外部データセンタ内に
インストールされた１以上の制御モジュール（例えば登録済リソース自体に、または登録
済リソースへネットワーク接続を介してリンクされたデバイス上にインストールされた）
との間に、安全制御プレーン仮想接続（ＶＰＮ接続等）が確立されうる。要素６０７に示
されるように、データ経路に使用されていた少なくとも１つのネットワークリンクは、安
全制御プレーン仮想接続に再利用されうる。接続を安全にするために、ＴＬＳ、ＳＳＬ、
またはＩＰｓｅｃ等の任意の適切なセキュアネットワークプロトコルが使用されうる。い
くつかの実施形態において、図２に示されるように、プロバイダネットワーク側において
、例えばサービスコントローラとゲートウェイ間に、プロキシが使用されうる。
【００４６】
　リソースが登録され、かつ安全接続が確立された後、例えばクライアントが出した制御
動作要求に応じて、登録済リソースに対する制御命令が、安全接続を使用してデータセン
タ内の管理ソースから出されうる（要素６１０）。少なくともいくつかの実施形態におい
て、データ及び制御目的でのネットワークリンク、経路、または他のネットワークリソー
スの共有には、図６に示されるように最初にデータ経路を設定することを必要としないこ
とに留意されたい。代わりに、いくつかのそのような実施形態において、まず安全制御プ
レーン接続が確立され、しかもその後にデータ経路が確立されるという場合もありうる。
少なくとも一実施形態において、データ及び制御トラフィック用に共有されるネットワー
クリンクまたはパスのために、ＩＶＮが構成される必要はない。様々な実施形態において
、任意の所望する仕組みを使用して、データトラフィックが制御トラフィックから隔離さ
れうる。
【００４７】
　前述のように、少なくともいくつかの実施形態において、プロバイダネットワークはア
プリケーションスタック構成サービスを実行し、そしてそのようなサービスは、少なくと
もいくつかの実施形態において、プロバイダネットワークリソース並びにクライアント側
リソースの混合を使用するアプリケーションを構成するのに使用されうる。図７は、少な
くともいくつかの実施形態による、プロバイダネットワークリソースと外部リソースの組
合せを使用するアプリケーションを構成するために行われうる動作態様を例示するフロー
図である。要素７０１に示されるように、スタック構成サービスの制御ノード等のプロバ
イダネットワークの制御プレーンリソースに対してアプリケーションスタック構成要求を
クライアントが送信することを可能にするために、プログラム的インターフェイスセット
（ＡＰＩ、コマンドラインツール、ウェブベースインターフェイス、またはグラフィカル
ユーザインターフェイス等）が実行されうる。スタック構成要求には、例えば必要となる
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コンピューティングリソースの種類と数、構成要素のために設定されるべき物理ストレー
ジリソースの量と種類等、多層アプリケーションの様々な構成要素の構成要件を記載する
スクリプトまたはテンプレートが含まれうる。
【００４８】
　所定のアプリケーションがプロバイダネットワークデータセンタまたはアベイラビリテ
ィコンテナ内の少なくとも１つのリソースと、プロバイダネットワークの外部に配置され
（例えばクライアントデータセンタまたはクライアント定義アベイラビリティコンテナに
配置され）、かつプロバイダネットワークの制御プレーンを介して制御命令を受信するよ
うに登録された少なくとも１つのリソースとを使用することを指示する特定のアプリケー
ションスタック構成要求が、プログラム的インターフェイスのうちの１つを介して受信さ
れうる（要素７０４）。そのような要求に応じて、アプリケーションスタック構成サービ
スは、プロバイダネットワークの内部及び外部の適切なリソースに対し、対応する構成命
令セットを送信しうる（要素７０７）。構成命令が完了した後、少なくともいくつかの実
施形態において、アプリケーションの構成要素間の機能及び接続性が検証され（要素７１
０）、そしてアプリケーションが正しく構成されたことをクライアントに知らせるために
「アプリケーション構成完了」メッセージ等の表示が提供されうる。１以上の構成命令が
失敗した場合、いくつかの実装例において、正しく構成されたアプリケーションスタック
の任意の残余分は構成されず、クライアントは適宜通知される。
【００４９】
　クライアントが本明細書に説明される制御プレーン拡張を使用して所定のアプリケーシ
ョンを実行するクライアント側リソースを登録し、かつプロバイダネットワークの制御イ
ンターフェイスの使用をある程度体験した後、ある時点でクライアントは、プロバイダネ
ットワークリソースの使用へ移行することを所望しうる。いくつかの事例において、プロ
バイダネットワークの様々なネットワークアクセス可能サービスにより対応される仮想化
リソースをシームレスに一時停止及び再開を行う能力が、そのような移行に使用されうる
。図８は、少なくともいくつかの実施形態による、プロバイダネットワークの外部にある
データセンタにおける仮想化リソースを休止させ、プロバイダネットワーク内のリソース
を再インスタンス化するために行われうる動作態様を例示するフロー図である。要素８０
１に示されるように、登録済クライアント側リソースにおいて現在インスタンス化された
仮想化リソースインスタンスＲＩ１を休止する（例えば仮想化リソースインスタンスＲＩ
１の状態を保存、及び仮想化リソースインスタンスＲＩ１の実行を一時停止する）要求が
、プロバイダネットワーク制御プレーンエンドポイント（仮想化コンピューティングサー
ビスに対応付けられた管理コンソール等）を介して受信されうる。その後、ＲＩ１の状態
情報を保存しＲＩ１の現在の実行を休止するために、例えば登録済リソースにおいて稼働
している仮想化管理ソフトウェアスタックのモジュールに対し、１以上の制御命令が安全
接続を介して出されうる（要素８０４）。
【００５０】
　プロバイダネットワーク内のホストにおいて休止させたインスタンスＲＩ１を再インス
タンス化する要求が、エンドポイントにおいて受信されうる（要素８０７）。プロバイダ
ネットワークのデータセンタに配置された仮想化ホストが特定され、そして保存された状
態情報が仮想化ホストへ送信されうる（要素８１０）。状態情報を使用して、ＲＩ１はプ
ロバイダネットワーク内の仮想化ホストにおいて起動されうる（要素８１３）。クライア
ントの観点からは、プロバイダネットワーク内のＲＩ１を使用して現在実行されているア
プリケーションは、外部データセンタ内にインスタンス化されたＲＩ１を使用して以前実
行されたアプリケーションと、ほとんど、または全く見分けのつかない状態で表示されう
る。
【００５１】
プロバイダ定義制御インターフェイスを使用したプール化クライアント側リソースの管理
　いくつかの実施形態において、プロバイダネットワークの制御プレーンは、外部データ
センタにおけるインフラストラクチャへいくつかの論理的または階層的レベルに拡張され



(22) JP 6224846 B2 2017.11.1

10

20

30

40

50

うる。例えば、１つのレベルでは、外部データセンタの個別の登録済リソース（仮想化ホ
ストまたはストレージデバイス等）は、例えば個別のリソースにおける仮想化管理スタッ
ク内に含まれるモジュールを使用してプロバイダ定義インターフェイスから制御されうる
。別のレベルでは、外部データセンタにおけるリソースのグループまたはプールの階層は
、グループ化リソース自体に任意の追加モジュールをインストールすることを必ずしも要
することなく、プロバイダネットワークインターフェイスと互換性のある制御モジュール
がインストールされた単一のアプライアンスまたはデバイスから制御されうる。例えば、
負荷分散サービスがプロバイダネットワークにより対応される一実施形態において、外部
データセンタには、外部データセンタ内に配置されたアプライアンスを使用して管理可能
であり、かつ安全な接続を介して負荷分散サービスに接続可能な仮想または物理ロードバ
ランサのプールが含まれうる。負荷分散サービスのプログラム的インターフェイスを介し
て受信されたクライアント要求に応じて、プロバイダネットワーク内に配置されたサービ
スコントローラから命令が、安全接続を介してアプライアンスへ送信されうる。例えば、
アプライアンスは、アプリケーションの作業量が増加すると所定のクライアント側アプリ
ケーションに割当てられたロードバランサをより多く起動させ、作業量が減少するといく
つかのロードバランサの停止または再割当てを行う等する。少なくともいくつかの実施形
態において、プール化リソース自体をプロバイダネットワークの制御プレーン拡張に適応
させる修正が行われる必要がないように、アプライアンスがプール化リソースに出す命令
にはＳＮＭＰ等の業界標準プロトコルが使用されうる。同様のアプライアンスまたはデバ
イスは、分散キャッシュサービス、分散データベースサービス、ネットワークアドレス発
見サービス等の他の種類のプール化リソースサービス用にも設定されうる。いくつかの実
施形態において、プロバイダネットワーク内に配置されたサービス管理構成要素（例えば
サービスコントローラ）とアプライアンス間の通信は、ＪＭＸ（ジャバ（商標）マネジメ
ントエクステンションアーキテクチャ）等の業界標準に従ってフォーマットされうる。
【００５２】
　図９は、少なくともいくつかの実施形態による、プロバイダネットワークサービス（当
事例では負荷分散サービス）が外部データセンタにおけるリソースを含むリソースプール
を管理するように構成されたシステムの実施例を示す。プロバイダネットワークデータセ
ンタ９９０及び外部（例えばクライアント所有の）データセンタ９９２の２つのデータセ
ンタにおけるエンティティが示される。描かれた実施形態において、プロバイダネットワ
ーク内で、複数の仮想または物理ロードバランサ９０５（例えばロードバランサ９０５Ａ
、９０５Ｂ、９０５Ｇ）を含むロードバランサプール９２２Ａは、負荷分散サービスのコ
ントローラ９０２の援助を介して管理される。例えば、負荷分散型インスタンスプール９
２０のコンピューティングインスタンスにおいて実行される特定のアプリケーションに対
するクライアント作業量を、負荷分散基準またはポリシーのあるセットに従って分配する
ように割当てられたプール９２２Ａの一部のロードバランサは、任意の時点で起動状態で
ありうる。従って、ロードバランサ９０５Ａ及び９０５Ｂは、作業要求９２５Ａ（クライ
アント１７０からデータプレーンインターフェイス９１９Ａを介して受信された要求９８
３Ａに対応）を、負荷分散型インスタンスプール９２０の仮想化ホスト９３０Ａ及び９３
０Ｂにおいてインスタンス化されたコンピューティングインスタンス９１０Ａ、９１０Ｂ
、９１０Ｃ、９１０Ｄ間に分配するために起動している。ロードバランサ９０５Ｇ等のプ
ール９２２Ａの他のロードバランサは、休止状態でありうる（例えばアプリケーションに
未割当のため）。個々のロードバランサ９０５を起動状態から休止状態へ、またはその逆
に変更する、ロードバランサを異なるアプリケーションへ再割当てを行う、またはロード
バランサプール９２２Ａにおけるロードバランサの数を変更する等、ロードバランサプー
ル９２２Ａの様々な態様を管理するために、制御命令９８４Ａがコントローラ９０２によ
り出されうる。
【００５３】
　図９に描かれた実施形態において、負荷分散サービスコントローラ９０２と、外部デー
タセンタ９９２に配置されたアプライアンス９７５にインストールされた制御モジュール
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９７７間に、安全ネットワーク接続が確立されている。いくつかの事例において、例えば
異なるアプライアンスが異なるサービスに必要とされうるように、アプライアンス９７５
は単一のプロバイダネットワークサービス専用でありうる。少なくとも一実施形態におい
て、クライアントは、あるサービスに対するアプライアンス９７５として機能するクライ
アントネットワーク内のホストを指示し、そして、例えばプロバイダネットワークから取
得した、またはプロバイダネットワークのサービスコントローラにより送信されたパッケ
ージを使用して、当該ホストに適切な制御モジュール９７７がインストールされうる。ク
ライアントデータセンタは、あるクライアントアプリケーションセットに宛てられた作業
量を分配するように構成可能な複数の仮想または物理クライアントロードバランサ（ＣＬ
Ｂ）９０６を含む別のロードバランサプール９２２Ｂを備える。例えば、クライアント１
７０は、ホスト９２６Ａ及び９２６Ｂにおいてインスタンス化されたクライアント定義リ
ソース（ＣＤＲ）９１１Ａ、９１１Ｂ、９１１Ｒ、９１１Ｓにより実行される１以上のア
プリケーションに対する作業要求９８３Ｂを送信しうる。コントローラ９０２の指示に従
ってアプライアンス９７５が出した命令９８４Ｂに応じて起動したロードバランサ９０６
のサブセット（例えば９０６Ａ及び９０６Ｂ）により、クライアント送信作業要求がＣＤ
Ｒ９１１に分配されうる（矢印９２５Ｂにより示されるように）。ロードバランサプール
９２２Ｂには、ＣＬＢ９０６Ｑ等の任意の時点で休止または未割当て状態のクライアント
ロードバランサもいくつか含まれうる。
【００５４】
　図９に描かれた実施形態において、クライアント１７０は、共通制御プレーンインター
フェイスセット１５０を介して、負荷分散サービスに対する様々な種類の制御動作要求９
８７（例えば管理対象とするクライアント側ロードバランサセットの指定要求、管理対象
とするプロバイダネットワークロードバランサセットの指定要求）を送信しうる。負荷分
散サービスコントローラ９０２は、クライアント動作要求９８７に対応する命令を生成し
うる。クライアント要求９８７の特質及び目標に応じて、一部のコントローラ命令はプロ
バイダネットワーク内を対象とし（例えば命令９８４Ａ）、一方他の命令は外部データセ
ンタを対象としうる（例えばアプライアンス９７５にクライアント側ロードバランサプー
ルの構成ロードバランサへ命令９８４Ｂを送信させるアプライアンス９７５宛ての命令９
８１）。外部ネットワーク内で、ロードバランサ自体は、プロバイダネットワーク内のロ
ードバランサが使用するのと同一の技術（または同じ種類のハードウェアまたはソフトウ
ェア）を使用する必要がない可能性があることに留意されたい。従って、例えば所定のク
ライアントは、ベンダーＶ１が製造したハードウェアロードバランサ９０６を使用するこ
とを選び、一方プロバイダネットワークの負荷分散サービスでは、ベンダーＶ２により製
造された、またはプロバイダネットワークにカスタムで実装された別の種類のロードバラ
ンサ９０５が使用されうる。プロバイダネットワーク内のロードバランサ９０５に対し出
された命令の種類は、プロバイダネットワーク外のロードバランサ９０６に対し出された
命令の種類とは異なり、例えば別のプロトコルが使用されうる、または別のポリシーセッ
トが使用されうる。
【００５５】
　少なくともいくつかの実施形態において、クライアントは、プロバイダネットワーク制
御インターフェイスの１つのセットを介して制御対象とする個別のクライアント側リソー
スを登録し、並びにプロバイダネットワーク制御インターフェイスの別のセットを介して
制御対象とするクライアント側リソースのプールも登録しうる。例えば、図９に示される
実施形態において、一部または全てのＣＤＲ９１１は、それ自体がプロバイダネットワー
クの仮想化コンピューティングサービスに対応付けられたインターフェイスを介して制御
されるように登録され、一方アプライアンス９７５及び／またはロードバランサ９０６は
、プロバイダネットワークの負荷分散サービスに対応付けられたインターフェイスを介し
て制御されるように登録されうる。
【００５６】
　異なる実施形態において、リソースの起動状態を（例えば所定のロードバランサ、キャ
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ッシュインスタンス、またはデータベースインスタンスが起動しているか休止しているか
、起動している場合は、それが割当てられた特定クライアントまたはアプリケーションに
対して）管理するために、プロバイダネットワーク内に設定された様々な種類のプール化
リソースサービスに対し、それぞれのプログラム的制御インターフェイスセットが実行さ
れうる。クライアントはそのようなインターフェイスを介して、プール化リソースサービ
スに対する構成要求を送信し、そしてクライアント要求はコントローラ９０２と同様のサ
ービス管理リソースにより適切な命令に変換されうる。少なくともいくつかの実施形態に
おいて、クライアントはプログラム的インターフェイス（複数可）を使用して、特定のプ
ール内のリソース起動状態を対応サービスにより管理する１以上のリソース（プロバイダ
ネットワーク内またはプロバイダネットワーク外の位置のリソース）を指示するプール管
理要求を送信しうる。例えば、一実装例において、プール管理要求は、プール識別子（例
えば「アプリケーションＡ負荷分散プール」）、既にプール構成リソースである、または
プール構成リソースとなるクライアント側リソースセット（例えば「：ＬＢ３４０５Ａ．
ドメイン名．ｃｏｍ（ＩＰアドレスＡ．Ｂ．Ｃ．１）」、「：ＬＢ３４０５Ｂ．ドメイン
名．ｃｏｍ（ＩＰアドレスＡ．Ｂ．Ｃ．５）」等）、そして任意で、リソース起動／停止
基準、最大プールサイズ、最小プールサイズ、または任意の時点で起動させるプールリソ
ースの数に対する最小最大制約といったパラメータを指示しうる。プロバイダネットワー
ク内に配置されたサービスのコントローラまたは同様の管理リソースから、プロバイダネ
ットワークの外部にあるデータセンタにおけるサービス用にインスタンス化された制御モ
ジュール（モジュール９７７等）へ安全ネットワーク接続が確立され、要するにサービス
に関する制御プレーンが拡張される。
【００５７】
　少なくともいくつかの実施形態において、クライアント作業要求９８３等の１以上の種
類の作業要求に応えるために、プール管理要求において指示された少なくとも１つのリソ
ース起動基準に従って、いくつかのリソース（クライアント側リソースまたはプロバイダ
ネットワークリソース）が、制御モジュールを介して起動されうる。特定のサービスに応
じて、異なる種類のリソース起動状態変更統御基準がクライアントにより特定されうる。
例えば、負荷分散サービスの事例において、ある時間帯Ｔにおいて既存のロードバランサ
のＣＰＵ使用レベルがＸ％を越える場合、クライアントは新たなロードバランサの起動を
所望し、そしてある時間帯において平均ＣＰＵ使用レベルがｙ％を下回る場合、クライア
ントはロードバランサの停止を所望しうる。同様に、分散キャッシュサービスに関して、
アプリケーションのキャッシュミス率が閾値を超える場合、またはキャッシュの補助スト
レージデバイスのあるセットにおけるＩ／Ｏ作業量が閾値を超えて増加する場合、追加キ
ャッシュが起動されうる、または既存のキャッシュインスタンスのサイズが増加されうる
。他のサービス特定起動状態変更基準は、ネットワークアドレス発見サービス（このサー
ビスのリソースはＤＮＳノードと同様の機能を提供しうる）、自動リソース動員サービス
（例えば測定または予想された作業量レベルにより、必要に応じてアプリケーションに対
しコンピューティングインスタンスまたはストレージインスタンスを自動で追加するサー
ビス）、分散データベースサービス（特定起動基準に基づいて新たなデータベースインス
タンスがスピンアップされうるサービス）、または必要に応じて暗号鍵または証明書等の
セキュリティアイテムを生成するように設計されたノードを有するサービス等、様々なプ
ール化リソースサービスに使用されうる。少なくとも一実施形態において、プール構成リ
ソースとして既に設定されたリソースに対する起動状態変更に加えて、または代わって、
クライアントは、クライアントネットワークもしくはプロバイダネットワークの他のエン
ティティもしくはサービスからの追加ホストを要求することで、または既存のプール構成
リソースを他のタスクに再割当てすることで特定プールを拡張または縮小する制御動作要
求を出しうる。そのような実施形態において、プールサイズに調整を加える際、クライア
ント側制御モジュールは、最大または最小プールサイズ限度等の予め特定されたプールサ
イズ制約（もしあれば）に従う必要がありうる。
【００５８】
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　図１０ａ及び１０ｂはそれぞれ、少なくともいくつかの実施形態による、プロバイダネ
ットワークから外部データセンタへ拡張する制御プレーンを有するプール化リソースサー
ビスに使用可能な制御フローの２つの選択肢を例示する。図１０ａ（及び図９にも）に示
されるように、一手法において、プロバイダネットワークデータセンタ９９０におけるプ
ール化リソースサービスコントローラ１００２と、外部データセンタ９５１に配置された
専用アプライアンス９７５における制御モジュール９７７との間に、安全接続（例えばＳ
ＳＬ、ＴＬＳ，ＩＰｓｅｃ、またはその他の好適なプロトコルを使用した安全接続）が確
立されうる。図１０ａに描かれた実施形態において、共通ネットワークリンク１０５６は
、データトラフィック及び制御トラフィック用に共有されうる。プロバイダネットワーク
リソースプール１０１８（例えば図２に示されたＩＶＮ２２１と同様のクライアント用に
構築された隔離仮想ネットワーク内のリソースプール）とクライアント側リソースプール
１０２８との間に、制御トラフィックが流れるネットワークリンク１０５６を少なくとも
一部のデータトラフィックも流れるデータフローパス１０５１が確立されうる。例えば、
制御トラフィックは、ＶＰＮを使用してデータトラフィックから隔離されうる。クライア
ントデータセンタ９９２内において、アプライアンス９７５は、例えばサービスコントロ
ーラ１００２から命令を受信し、当該命令をクライアント側リソースプールの構成リソー
スにより理解可能な命令１０６６へ変換する等、サービスコントローラ１００２とクライ
アント側リソースプール間の仲介として機能しうる。図１０ａに例示された手法において
、追加モジュールがクライアント側リソースプール１０２８内のリソースにインストール
または含まれる必要はない。
【００５９】
　プロバイダネットワーク制御プレーンを拡張する別の手法が図１０ｂに例示される。こ
こでは、制御モジュール９７７Ａ及び９７７Ｂがそれぞれプールリソース１０１１Ａ及び
１０１１Ｂにインストールまたは構成され、その結果プール化リソースサービスコントロ
ーラ１００２はアプライアンス９７５等の仲介を必要としえない。代りに、コントローラ
１００２は、プールリソースにおけるモジュール９７７Ａ及び９７７Ｂと直接通信しうる
。繰返しになるが、描かれた実施形態において、共通ネットワークリンク１０５６は図１
０ａの事例のようにデータトラフィック及び制御トラフィックの両方に使用されうる。い
くつかの実施形態において、所定のクライアントは同一の外部データセンタ内におけるい
くつかのプール化リソースサービスそれぞれのプログラム的制御インターフェイスの使用
を所望すると、図１０ａに示された手法が使用される場合、そのようなサービスはそれぞ
れ、クライアントデータセンタに配置された少なくとも１つの専用アプライアンスを必要
としうる。アプライアンス費用を控えるために、いくつかの実施形態において、クライア
ントは、制御モジュール９７７をインストール／構成する経費は発生するが専用アプライ
アンスを必要としない図１０ｂに示される代替的手法を選びうる。いくつかの実施形態に
おいて、単一のアプライアンスが、複数のプール化リソースサービスのために共有されう
る。少なくとも一実施形態において、いくつかのプール化リソースが制御モジュール９７
７を有し、かつアプライアンスが別のプール化リソースサブセットに使用される、図１０
ａ及び１０ｂの両方の態様を組み合わせたハイブリッド手法が使用されうる。
【００６０】
リソースプール実施例
　上述のように、少なくともいくつかの実施形態において、プロバイダネットワーク制御
インターフェイスを使用して管理されるクライアント側プール内のいくつかのリソース自
体は、別のプロバイダネットワーク制御インターフェイスセットを介して制御されるよう
に登録可能でありうる。その結果、そのような実施形態において、クライアント側リソー
スプールはそれ自体、登録済及び未登録プール構成リソースのいくつかの組合せを備えう
る。図１１は、少なくともいくつかの実施形態による、プロバイダネットワークの外部に
あるデータセンタにおけるリソースプール１０２８の種類の実施例を示す。示されるよう
に、クライアント側リソースプール１０２８Ａは、サービスＳ１に対応付けられた制御イ
ンターフェイスにそれぞれ登録され、かつＳ１に対応付けられた各自の制御モジュール１
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１７７をそれぞれが備えるリソース１１５２Ａ及び１１５２Ｂを備え、従って、Ｓ１のプ
ログラム的制御インターフェイスに従ってフォーマットされた命令を実行可能である。例
えば、いくつかの実施形態において、リソース１１５２Ａ及び１１５２Ｂはそれぞれ仮想
ホストを備え、Ｓ１は仮想化コンピューティングサービスでありえ、そしてモジュール１
１７７Ａ及び１１７７Ｂはそれぞれ仮想化管理ソフトウェアスタックの要素を備えうる。
プール化リソースサービスＳ２（負荷分散サービス等）に対応付けられた制御モジュール
９７７は、制御／設定命令１１５６（起動／停止命令等）を登録済リソース１１５２Ａ及
び１１５２Ｂに送信するように構成されうる。
【００６１】
　プール１０２８Ａ等の一部のクライアント側リソースプールは全て登録済リソースで構
成される一方、１０２８Ｂ等の他のクライアント側リソースプールは、サービスＳ１（ま
たはプロバイダネットワークの任意の他のサービス）に対応付けられた制御モジュールを
全く有さない１１６２Ａ及び１１６２Ｂ等の未登録リソースを備えうる。そのような未登
録リソースは、プロバイダネットワークサービスのプログラム的制御インターフェイスに
従ってフォーマットされた命令を実施不可能でありうる。第３カテゴリのリソースプール
は、登録済リソース（Ｓ１制御モジュール１１７７Ｋを有するリソース１１５２Ｋ等）と
未登録リソース（リソース１１６２Ｍ等）の両方を備えうる。いくつかの事例において、
所定のプール化リソースは、いくつかのサービスの制御モジュールを備え、これにより各
サービスに対応付けられた制御命令を受信するように登録されうる。描かれた実施形態に
おいて、プール化リソースサービスＳ２に対応付けられた制御モジュール９７７は、登録
済プール化リソース及び未登録プール化リソースの両方と同等に効果的に通信するように
構成されうる。
【００６２】
　図１２は、少なくともいくつかの実施形態による、複数のアベイラビリティコンテナに
わたりうるプール構成の実施例を示す。示されるように、描かれた実施形態において、プ
ロバイダネットワーク１０１はプロバイダ定義アベイラビリティコンテナ（ＰＤＡＣ）１
０２Ａ及び１０２Ｂを備え、一方クライアントネットワーク１５１はクライアント定義ア
ベイラビリティコンテナ１５２Ａ、１５２Ｂを備える。アプライアンス９７５は、クライ
アント送信制御動作要求に応じて、プール化リソースへ対応する制御命令（リソース起動
命令及び停止命令等）を送信するように構成されうる。描かれた実施形態において、いく
つかの異なる種類のリソースプールは、アプライアンス９７５を介して設定及び管理され
うる。例えば、プール１２０２Ａ等のいくつかのプールは、クライアントネットワーク１
５１内に配置されたリソース（ＣＤＡＣ１５２Ａにおけるリソースセット１２２０Ａ等）
、並びにプロバイダネットワーク１０１内に配置されたリソース（ＰＤＡＣ１０２Ｂにお
けるリソースセット１１０Ｆ等）を備えうる。１２０２Ｂ等のプールは、複数のＰＤＡＣ
内のリソース（例えばＰＤＡＣ１０２Ａ及び１０２Ｂにおけるリソースセット１１０Ｂ及
び１１０Ｇ）を備えうる。プール１２０２Ｃは所定のＰＤＡＣに限ったリソースセット１
１０Ｃを備え、プール１２０２Ｅ及び１２０２ＦはＣＤＡＣ１５２Ａ及び１５２Ｂ内のリ
ソースセット１２２０Ｃ及び１２２０Ｍをそれぞれ備えうる。プール１２０２Ｄ等のアプ
ライアンス９７５を介して制御されるいくつかのリソースプールは、複数のＣＤＡＣのそ
れぞれのリソースセット（ＣＤＡＣ１５２Ａ及び１５２Ｂのそれぞれのリソースセット１
２２０Ｂ及び１２２０Ｌ等）を備えうる。描かれた実施形態において、アプライアンスに
追加された制御モジュールを介して管理されるプール化リソースは、上述のような制御ト
ラフィックの安全接続が確立可能な限りアプライアンス自体の位置とは関係なく、任意の
組合せのアベイラビリティコンテナまたはデータセンタに属しうる。
【００６３】
クライアント側プール化リソースの制御方法
　図１３は、少なくともいくつかの実施形態による、プロバイダネットワーク内で実施さ
れるサービスを利用して、プロバイダネットワークの外部の位置にあるプール化リソース
の管理を支援するために行われうる動作態様を例示するフロー図である。要素１３０１に
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示されるように、プール化リソースを管理するために（例えばプール内のリソースの起動
／停止を管理、及び／またはプールに対しリソースを追加／削除するために）プロバイダ
ネットワークに確立されたネットワークアクセス可能サービスに対し、クライアントが設
定要求を送信できるようにするプログラムインターフェイスセットが実行されうる。その
ようなサービスの実施例には、例えば、負荷分散サービス、分散キャッシュサービス、分
散データベース、ネットワークアドレス発見サービス等が含まれうる。
【００６４】
　特定プール内のリソース状態をサービスにより管理するリソースセットを指示するプー
ル管理要求が受信されうる（要素１３０４）。描かれた実施形態において、少なくとも１
つのリソースは、プロバイダネットワークの外部のデータセンタ（例えばクライアント所
有データセンタ）に配置されうる。プール管理要求には、例えば追加リソースを起動させ
る時を判定するために記録するパフォーマンス測定の種類、及び状態変更のトリガーとし
て機能する測定の特定値等、リソースの起動状態を変更するのに使用される様々基準また
はルールも含まれうる。
【００６５】
　プロバイダネットワーク内に配置されたサービス制御ノード等のサービスの管理構成要
素と、外部データセンタに配置された制御モジュール（例えばサービス専用のアプライア
ンスにおける、または１以上のプール化リソース上の制御モジュール）との間に、安全ネ
ットワーク接続が確立されうる（要素１３０７）。接続を安全にするために、ＳＳＬ、Ｔ
ＬＳ、またはＩＰｓｅｃ等の任意の適切なプロトコル（複数可）が使用されうる。いくつ
かの実施形態において、安全ネットワーク接続は、プロバイダネットワークと外部データ
センタの間のデータトラフィックにも使用される１以上のリンク等のネットワークリソー
スを使用しうる。制御モジュールは、例えばプロバイダネットワーク運営者のパートナー
ベンダーにより、アプライアンス上または他のデバイス上にプリインストール済でありう
る、または必要に応じてプロバイダネットワークからインストールパッケージを転送する
ことによりインストールされうる。プール管理要求により指示された基準に基づいて、適
切な設定命令（例えば起動命令）が、管理構成要素から制御モジュール（複数可）を介し
て、外部データセンタに配置されたプールの選ばれたリソースに対し送信されうる（要素
１３１０）。いくつかの実施形態において、設定命令は、ＳＮＭＰ等の様々な標準ベース
のプロトコルのいずれかに従ってフォーマットされうる。
【００６６】
　図１４は、少なくともいくつかの実施形態による、リソースプール内のリソースの起動
状態を変更するために行われうる動作態様を例示するフロー図である。要素１４０１に示
されるように、１以上のＰＤＡＣにおけるプロバイダネットワークリソース及び／または
１以上のＣＤＡＣにおけるクライアント所有リソースを含むプール内のリソースを起動／
停止するのに使用されるメトリックの情報源セットが特定されうる。そのような情報源に
は、例えば、リソース自体に配置されたパフォーマンスモニタまたはツール、アプリケー
ション動作及び応答性を遠隔で監視するツール、及び／または様々な種類のログが含まれ
うる。ある時間帯において、特定されたメトリックが情報源から収集されうる（要素１４
０４）。
【００６７】
　例えば１以上のリソースを起動、停止、または再割当てするべきか等、一部または全て
のプールリソースの起動状態に対して任意の変更を行うべきか否かに関して、メトリック
を使用して判定が行われうる。そのような起動状態変更が行われる場合（要素１４０７に
て判定）、状態変更の対象となる特定のリソースが指定されうる（要素１４１０）。例え
ばプロバイダネットワークの外部のデバイスにインストールされた制御モジュールから対
象リソースに対して、適切な設定命令が送信されうる（要素１４１３）。さらに、いくつ
かの実施形態において、次の時間間隔に監視されるリソースセットが修正されうる。それ
から次の時間帯の監視が開始され、要素１４０４以降に対応する動作が繰り返されうる。
起動状態変更が必要であるとみなされなかった場合も（同様に要素１４０７にて判定）、
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要素１４０４以降に対応する動作は次の時間間隔において繰り返されうる。
【００６８】
　様々な実施形態において、フロー図５、６、７、８、１３、１４に例示されていない他
の動作が、プロバイダネットワークから外部ネットワークへの制御プレーン拡張を支援す
るために実行されうる、しかも示された動作の一部は実行されない、または異なる順序で
、もしくは順次ではなく同時に実行されうることに留意されたい。
【００６９】
活用事例
　プロバイダネットワークの外部のクライアント側位置に配置されたリソースを包含する
ためにプログラム的制御インターフェイスの及ぶ範囲を拡張する上述の技術は、いくつか
のシナリオにおいて有益でありうる。例えば、クラウドベースのアプリケーションの人気
が高くなっているが、クラウド操作に関する企業ＩＴスタッフの経験不足に少なくとも一
部起因して、数多くの企業アプリケーションはクライアント側リソースに制限され続けて
いる。ＩＴスタッフがプロバイダネットワークにより対応される制御インターフェイスを
使いながら、自身のデータセンタ内の自身のアプリケーションを実行し続けることを可能
にすることは、より完全なクラウドベースのアプリケーションを試してみることに対する
スタッフの抵抗を打開するのに役立ちうる。アプリケーションスタック構成自動化サービ
ス等、クライアントの要求に応じてプロバイダネットワーク内に時を経て構築された数々
のサービスはまた、クライアント側アプリケーションのアプリケーション管理の複雑さも
軽減しうる。リソースの配置位置に関係なくプール化リソースを透過的に管理する能力に
より、作業量レベルが増大するにつれてアプリケーションを効果的に拡大することが可能
となりうる。アプリケーションをプロバイダネットワークリソースに転送する簡易化され
た技術（例えばクライアント側で稼働しているインスタンスを休止し、プロバイダネット
ワーク内に当該インスタンスを再インスタンス化すること）は、低いリスクでＩＴ費用の
削減もしうる。
【００７０】
例示的コンピュータシステム
　少なくともいくつかの実施形態において、登録マネジャ、登録済及び未登録リソース、
様々なプロバイダネットワークサービスに対応付けられたコントローラ及びアプライアン
ス等の管理ノード、及び制御パスとデータパスの他の要素を実行する技術を含む、本明細
書で説明される１以上の技術の一部または全てを実施するサーバは、１以上のコンピュー
タアクセス可能媒体を含む、またはそのような媒体にアクセスするように構成された汎用
コンピュータシステムを含みうる。図１５は、そのような汎用コンピューティングデバイ
ス３０００を示す。例示された実施形態において、コンピューティングデバイス３０００
は、入出力（Ｉ／Ｏ）インターフェイス３０３０を介してシステムメモリ３０２０に接続
された１以上のプロセッサ３０１０を含む。コンピューティングデバイス３０００はさら
に、Ｉ／Ｏインターフェイス３０３０に接続されたネットワークインターフェイス３０４
０を含む。
【００７１】
　様々な実施形態において、コンピューティングデバイス３０００は、１つのプロセッサ
３０１０を含むユニプロセッサシステム、またはいくつか（例えば２つ、４つ、８つもし
くは別の好適な個数）のプロセッサ３０１０を含むマルチプロセッサシステムでありうる
。プロセッサ３０１０は、命令を実行可能な任意の好適なプロセッサでありうる。例えば
、様々な実施形態において、プロセッサ３０１０は、様々な命令セットアーキテクチャ（
ＩＳＡ）、例えばｘ８６、ＰｏｗｅｒＰＣ、ＳＰＡＲＣ、ＭＩＰＳ‐ＩＳＡ、またはその
他の好適なＩＳＡ等のいずれかを実施する汎用または組込みプロセッサでありうる。マル
チプロセッサシステムにおいて、それぞれのプロセッサ３０１０は一般に、必ずではない
が、同一のＩＳＡを実施しうる。いくつかの実装例において、従来のプロセッサの代わり
に、または従来のプロセッサに加えて、グラフィック処理ユニット（ＧＰＵ）が使用され
うる。
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【００７２】
　システムメモリ３０２０は、プロセッサ３０１０（複数可）がアクセス可能な命令とデ
ータとを記憶するように構成されうる。様々な実施形態において、システムメモリ３０２
０は、静的ランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）、同期式動的ＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、不
揮発性／フラッシュメモリ、またはその他の種類のメモリ等、任意の好適なメモリ技術を
使用して実行されうる。例示された実施形態において、上述の方法、技術、及びデータ等
、１以上の所望する機能を実行するプログラム命令及びデータは、システムメモリ３０２
０内にコード３０２５及びデータ３０２６として記憶されることが示される。
【００７３】
　一実施形態において、Ｉ／Ｏインターフェイス３０３０は、プロセッサ３０１０と、シ
ステムメモリ３０２０と、データオブジェクトパーティションの物理レプリカを記憶する
のに使用される様々な種類の永続的及び／または揮発性ストレージデバイス等のネットワ
ークインターフェイス３０４０もしくは他の周辺インターフェイスを含む任意の周辺デバ
イスとの間のＩ／Ｏトラフィックをデバイス内で調整するように構成されうる。いくつか
の実施形態において、Ｉ／Ｏインターフェイス３０３０は、１つの構成要素（例えばシス
テムメモリ３０２０）からのデータ信号を、別の構成要素（例えばプロセッサ３０１０）
が使用するのに好適な形式に変換するために必要な任意のプロトコル、タイミング、また
は他のデータ変換を行いうる。いくつかの実施形態において、Ｉ／Ｏインターフェイス３
０３０には、例えば周辺構成要素相互接続（ＰＣＩ）バス規格または汎用シリアルバス（
ＵＳＢ）規格の変形等、様々な種類の周辺バスを介して取り付けられるデバイスのサポー
トが含まれうる。いくつかの実施形態において、Ｉ／Ｏインターフェイス３０３０の機能
は、例えばノースブリッジとサウスブリッジといった２つ以上の別々の構成要素に分割さ
れうる。また、いくつかの実施形態において、システムメモリ３０２０に対するインター
フェイス等、一部または全てのＩ／Ｏインターフェイス３０３０の機能は、プロセッサ３
０１０に直接取込まれうる。
【００７４】
　ネットワークインターフェイス３０４０は、例えば図１から図１４において例示された
ように、コンピューティングデバイス３０００と、他のコンピュータシステムまたはデバ
イス等、ネットワーク３０５０（複数可）に接続された他のデバイス３０６０との間にお
いてデータ交換可能なように構成されうる。様々な実施形態において、ネットワークイン
ターフェイス３０４０は、例えばイーサネット（登録商標）ネットワークの類の任意の好
適な有線または無線汎用データネットワークを介した通信に対応しうる。さらに、ネット
ワークインターフェイス３０４０は、アナログ音声ネットワークまたはデジタルファイバ
通信ネットワーク等の電気通信／電話ネットワークを介した、またはファイバチャネルＳ
ＡＮ等のストレージエリアネットワークを介した、またはその他の好適な種類のネットワ
ーク及び／またはプロトコルを介した、通信に対応しうる。
【００７５】
　いくつかの実施形態において、システムメモリ３０２０は、対応方法及び装置の実施形
態を実行するために、図１から図１４において前述されたようなプログラム命令及びデー
タを記憶するように構成されたコンピュータアクセス可能媒体の一実施形態でありうる。
しかしながら、別の実施形態において、プログラム命令及び／またはデータは、異なる種
類のコンピュータアクセス可能媒体上で受信され、送信され、記憶されうる。一般に、コ
ンピュータアクセス可能媒体には、例えば入Ｉ／Ｏインターフェイス３０３０を介してコ
ンピューティングデバイス３０００に接続されるディスクまたはＤＶＤ／ＣＤといった磁
気媒体または光学式媒体等の非一時的記憶媒体及びメモリ媒体が含まれうる。非一時的コ
ンピュータアクセス可能記憶媒体には、コンピューティングデバイス３０００のいくつか
の実施形態にシステムメモリ３０２０または別の種類のメモリとして含まれうるＲＡＭ（
例えばＳＤＲＡＭ、ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ、ＲＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ等）、ＲＯＭ等の任意の
揮発性または不揮発性媒体も含まれうる。さらに、コンピュータアクセス可能媒体には、
送信媒体すなわち信号が含まれ、そのような信号にはネットワーク及び／または無線リン
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ク等の通信媒体を介して伝達される電気、電磁、またはデジタル信号等があり、当該信号
伝達はネットワークインターフェイス３０４０を介して実行されうる。図１５に例示され
るような多重コンピューティングデバイスの一部または全ては、様々な実施形態において
説明された機能を実行するために使用されうる。例えば、様々な異なるデバイス及びサー
バ上で稼働するソフトウェア構成要素は、協働して機能を提供しうる。いくつかの実施形
態において、説明された機能の一部は、汎用コンピュータシステムを使用して実行される
のに加えて、または代わって、ストレージデバイス、ネットワークデバイス、または専用
コンピュータシステムを使用して実行されうる。本明細書で使用される「コンピューティ
ングデバイス」という用語は、少なくとも全てのこの種類のデバイスに言及し、かつこの
種類のデバイスに限定されない。
【００７６】
結論
　様々な実施形態はさらに、コンピュータアクセス可能媒体に関する上述の説明に従って
実行される命令及び／またはデータの受信、送信、または記憶処理を含みうる。一般に、
コンピュータアクセス可能媒体には、磁気媒体または光学式媒体等の記憶媒体もしくはメ
モリ媒体が含まれうる。例えば、ディスクまたはＤＶＤ／ＣＤ‐ＲＯＭと、ＲＡＭ（例え
ばＳＤＲＡＭ、ＤＤＲ、ＲＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ等）、ＲＯＭ等の揮発性または不揮発性媒
体と、並びに送信媒体すなわちネットワーク及び／または無線リンク等の通信媒体を介し
て伝達される電気、電磁、またはデジタル信号等の信号とが含まれうる。
【００７７】
　本明細書で例示及び記述された様々な方法は、方法の例示的実施形態を表す。方法は、
ソフトウェア、ハードウェア、またはこれらの組合せにおいて実行されうる。方法の順序
は変更され、そして様々な要素が追加、並替、結合、省略、修正等されうる。
【００７８】
　本開示の恩恵を受ける当業者に明らかであろう様々な修正及び変更を行うことが可能で
ある。本明細書には全てのそのような修正及び変更を包含することを意図しており、従っ
て上述の説明も制限的な意味ではなく例示的な意味としてみなされるものとする。
【００７９】
　本開示の実施形態は以下の項を以って説明することができる。
　（第１項）
　１以上のコンピューティングデバイスを備えるシステムであって、コンピューティング
デバイスは、
　クライアントがプロバイダネットワークの１以上のネットワークアクセス可能サービス
のリソースに対応付けられた制御動作を要求することを可能にする第１プログラム的イン
ターフェイスセットを実行し、
　クライアントがリソース登録要求を送信することを可能にする第２プログラム的インタ
ーフェイスセットを実行し、リソース登録要求は第１プログラム的インターフェイスセッ
トを介して受信された制御動作要求のカテゴリの対象候補としてプロバイダネットワーク
の外部のデータセンタに配置された１以上のリソースを指示し、制御動作要求のカテゴリ
は１以上のネットワークアクセス可能サービスのうち少なくとも特定のネットワークアク
セス可能サービスに対応付けられ、
　プロバイダネットワークの外部のデータセンタに配置された特定のリソースを指示する
特定リソース登録要求を、第２プログラム的インターフェイスセットを介して受信し、
特定リソースにインストールされた管理ソフトウェアスタックの１以上のモジュールの機
能性を検証し、
　特定リソースにおける１以上のモジュールのうちの特定モジュールと、プロバイダネッ
トワークのデータセンタ内に配置された管理リソースとの間に安全ネットワーク接続を確
立し、
　第１プログラム的インターフェイスセットを介して受信された制御動作要求のカテゴリ
の特定制御動作要求に応じて、管理リソースから安全ネットワーク接続を介して特定リソ
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ースへ制御命令を送信する
ように構成される、システム。
　（第２項）
　特定ネットワークアクセス可能サービスは、仮想化コンピューティングサービス、ブロ
ックレベルストレージサービス、クライアント運用のためのウェブサービスインターフェ
イスを実行するストレージサービス、データベースサービス、バッチ処理並列コンピュー
ティングサービス、または負荷分散サービスのうちの１つを含む、第１項に記載のシステ
ム。
　（第３項）
　プロバイダネットワークは、インフラストラクチャ構成要素セットと可用性プロファイ
ルをそれぞれが有する第１アベイラビリティコンテナと第２アベイラビリティコンテナを
含む複数のアベイラビリティコンテナを備え、特定リソース登録要求は、別のアベイラビ
リティコンテナとして、プロバイダネットワークの外部のデータセンタにおける特定のリ
ソースを含むリソースの集合を指定する要求を含む、第１項に記載のシステム。
　（第４項）
　１以上のコンピューティングデバイスはさらに、
　特定物理ネットワークリンクを備えるネットワークパスを介して特定リソースへ制御命
令を送信し、
　特定リソース宛てのデータ転送動作要求に応じて、特定物理ネットワークリンクを備え
る別のネットワークパスを使用して、特定リソースからデータを転送する
　ように構成される、第１項に記載のシステム。
　（第５項）
　１以上のコンピューティングデバイスはさらに、
　プロバイダネットワークと、プロバイダネットワークの外部のデータセンタとの間に、
制御命令に関連したトラフィック専用の仮想私設ネットワーク（ＶＰＮ）を確立する
ように構成される、第４項に記載のシステム。
　（第６項）
　１以上のコンピューティングデバイスにより、
　クライアントがプロバイダネットワークの１以上のネットワークアクセス可能サービス
のリソースに対応付けられた制御動作を要求することを可能にする第１プログラム的イン
ターフェイスセットを実行し、
　特定のクライアントが登録要求を送信することを可能にする第２プログラム的インター
フェイスセットを実行し、登録要求は第１プログラム的インターフェイスセットを介して
出される制御動作要求のカテゴリの対象候補としてプロバイダネットワークの外部のデー
タセンタに配置された１以上のリソースを指示し、制御動作要求のカテゴリは１以上のネ
ットワークアクセス可能サービスのうち特定のネットワークアクセス可能サービスに関し
、
　プロバイダネットワークの外部のデータセンタに配置された１以上のリソースのうちの
特定のリソースを指示する特定登録要求を、第２プログラム的インターフェイスのうちの
プログラム的インターフェイスを介して受信し、
　特定リソースと、プロバイダネットワークのデータセンタ内に配置された管理リソース
との間にネットワーク接続を確立し、
　第１プログラム的インターフェイスセットを介して受信された制御動作要求のカテゴリ
の特定制御動作要求に応じて、管理リソースからネットワーク接続を介して特定リソース
へ制御命令を送信する
ことを含む方法。
　（第７項）
　特定ネットワークアクセス可能サービスは、仮想化コンピューティングサービス、ブロ
ックレベルストレージサービス、クライアント運用のためのウェブサービスインターフェ
イスを実行するオブジェクトストレージサービス、データベースサービス、バッチ処理並
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列コンピューティングサービス、または負荷分散サービスのうちの１つを含む、第６項に
記載の方法。
　（第８項）
　プロバイダネットワークは、インフラストラクチャ構成要素セットと可用性プロファイ
ルをそれぞれが有する第１アベイラビリティコンテナと第２アベイラビリティコンテナを
含む複数のアベイラビリティコンテナを備え、特定制御化外部リソースグループ要求は、
別のアベイラビリティコンテナとして、プロバイダネットワークの外部のデータセンタに
おけるリソースの集合を指定する要求を含む、第６項に記載の方法。
　（第９項）
　１以上のコンピューティングデバイスにより、
　特定物理ネットワークリンクを備えるネットワークパスを介して特定リソースへ制御命
令を送信し、
　特定リソース宛てのデータ転送動作要求の受信に応じて、特定物理ネットワークリンク
を備える別のネットワークパスを使用して、特定リソースからデータを転送する
ことをさらに含む第６項に記載の方法。
　（第１０項）
　１以上のコンピューティングデバイスにより、
　プロバイダネットワークと、プロバイダネットワークの外部のデータセンタとの間に、
制御命令に関連したトラフィック専用の仮想私設ネットワーク（ＶＰＮ）を確立する
ことをさらに含む第９項に記載の方法。
　（第１１項）
　１以上のコンピューティングデバイスにより、
　特定クライアント用に確立された仮想私設ゲートウェイを使用してネットワーク接続を
確立する
　ことをさらに含む第６項に記載の方法。
　（第１２項）
　１以上のコンピューティングデバイスにより、
　ＩＰＳｅｃ（インターネットプロトコルセキュリティ）、ＴＬＳ（トランスポート層セ
キュリティ）、またはＳＳＬ（セキュアソケットレイヤ）のうちの１つを使用してネット
ワーク接続を安全にする
　ことをさらに含む第６項に記載の方法。
　（第１３項）
　１以上のコンピューティングデバイスにより、
　プロバイダネットワークの外部のデータセンタにおける送信先デバイスに対し、特定リ
ソースにインストールするべきソフトウェアスタックの１以上のモジュールをインストー
ル可能なバージョンで送信し、
　管理リソースから１以上のモジュールのうちの特定モジュールへネットワーク接続を確
立する
　ことをさらに含む第６項に記載の方法。
　（第１４項）
　１以上のコンピューティングデバイスにより、
　特定クライアントから受信した１以上の制御動作要求に応じて、特定リソースにおける
特定仮想化コンピューティングインスタンスの実行を休止し、
　プロバイダネットワーク内の別のリソースにおいて、休止した仮想化コンピューティン
グインスタンスを再インスタンス化する
　ことをさらに含む第６項に記載の方法。
　（第１５項）
　１以上のコンピューティングデバイスにより、
　プロバイダネットワーク内の構成サービスノードにおいて、特定クライアント用に構成
する特定アプリケーションの第１構成要素及び第２構成要素の指示を含むアプリケーショ
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１リソースを利用し、第２構成要素はプロバイダネットワークの外部のデータセンタに配
置された第２リソースを利用し、
　アプリケーションスタック構成要求に従って、構成サービスノードから第１リソース及
び第２リソースに対しそれぞれ構成命令を出す
　ことをさらに含む第６項に記載の方法。
　（第１６項）
　プログラム命令を記憶する非一時的コンピュータアクセス可能記憶媒体であって、プロ
グラム命令が１以上のプロセッサ上で実行されると、
　クライアントが登録要求を送信することを可能にする第１プログラム的インターフェイ
スセットを実行し、登録要求はプロバイダネットワークのネットワークアクセス可能サー
ビスに対応付けられた別のプログラム的インターフェイスセットを介して出される制御動
作要求のカテゴリの対象候補としてプロバイダネットワークの外部のデータセンタに配置
された１以上のリソースを指示し、
　特定登録要求において指示された特定リソースと、プロバイダネットワークのデータセ
ンタ内に配置された管理リソースとの間にネットワーク接続を確立し、
　別のプログラム的インターフェイスセットを介して受信された制御動作要求のカテゴリ
の特定制御動作要求に応じて、管理リソースからネットワーク接続を介して特定リソース
へ制御命令を送信する、
　非一時的コンピュータアクセス可能記憶媒体。
　（第１７項）
　ネットワークアクセス可能サービスは、仮想化コンピューティングサービス、ブロック
レベルストレージサービス、クライアント運用のためのウェブサービスインターフェイス
を実行するオブジェクトストレージサービス、データベースサービス、バッチ処理並列コ
ンピューティングサービス、または負荷分散サービスのうちの１つを含む、第１６項に記
載の非一時的コンピュータアクセス可能記憶媒体。
　（第１８項）
　プロバイダネットワークは、インフラストラクチャ構成要素セットと可用性プロファイ
ルをそれぞれが有する第１アベイラビリティコンテナと第２アベイラビリティコンテナを
含む複数のアベイラビリティコンテナを備え、特定登録要求は、別のアベイラビリティコ
ンテナとして、プロバイダネットワークの外部のデータセンタにおけるリソースの集合を
指定する要求を含む、第１６項に記載の非一時的コンピュータアクセス可能記憶媒体。
　（第１９項）
　１以上のプロセッサ上で命令が実行されると、
　プロバイダネットワークと、プロバイダネットワークの外部のデータセンタとの間に、
制御命令に関連したトラフィック専用の仮想私設ネットワーク（ＶＰＮ）を確立する、
第１６項に記載の非一時的コンピュータアクセス可能記憶媒体。
　（第２０項）
　特定リソースは、仮想化コンピューティングリソースホスト、ストレージアプライアン
ス、負荷分散アプライアンスのうち少なくとも１つを備える、
　第１６項に記載の非一時的コンピュータアクセス可能記憶媒体。
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