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(57)【要約】
　仮想化されたプラットフォームへ安全に移行するため
のコンピュータ実装方法は、（１）物理サーバからの物
理／仮想変換の対象である仮想マシンを特定することと
、（２）物理／仮想変換が完了する前に、物理／仮想変
換が少なくとも１つの今後の工程を含むことを判定する
ことと、（３）物理／仮想変換が今後の工程を含むとい
う判定に基づいて、今後の工程の前の仮想マシンのスナ
ップショットを作成することと、（４）今後の工程の前
のスナップショットに仮想マシンを復元することと、を
含み得る。多様な他の方法、システム、及びコンピュー
タで読み取り可能な媒体もまた開示される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　仮想化されたプラットフォームへ安全に移行するためのコンピュータ実装方法であって
、前記方法の少なくとも一部分が、少なくとも１つのプロセッサを備えるコンピューティ
ングデバイスにより実施され、前記方法が、
　物理サーバからの物理／仮想変換の対象である仮想マシンを特定することと、
　前記物理／仮想変換が完了する前に、前記物理／仮想変換が少なくとも１つの今後の工
程を含むことを判定することと、
　前記物理／仮想変換が前記今後の工程を含むという判定に基づいて、前記今後の工程の
前の前記仮想マシンのスナップショットを作成することと、
　前記今後の工程の前の前記スナップショットに前記仮想マシンを復元することと、を含
む、コンピュータ実装方法。
【請求項２】
　前記スナップショットを作成することが、前記今後の工程の前の変更から前記仮想マシ
ンを保護するように前記スナップショットを作成することを含む、請求項１に記載のコン
ピュータ実装方法。
【請求項３】
　前記スナップショットを作成することが、前記仮想マシンが前記スナップショットを作
成する前にオフラインであると判定することを含む、請求項１に記載のコンピュータ実装
方法。
【請求項４】
　前記仮想マシンが、前記スナップショットに基づいて、前記仮想マシンへの修正を検出
することにより、前記今後の工程の前にオンラインにされたことを判定することを更に含
み、
　前記スナップショットに前記仮想マシンを復元することが、前記仮想マシンが前記今後
の工程の前にオンラインにされたという判定に基づく、請求項１に記載のコンピュータ実
装方法。
【請求項５】
　前記スナップショットが、前記仮想マシンに行われた各変更をスナップショットデータ
ストアに記憶するように構成され、
　前記スナップショットに前記仮想マシンを復元することが、前記スナップショットデー
タストアを削除することを含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項６】
　前記今後の工程が、前記仮想マシンへの先の更新以来の前記物理サーバへの増分変更に
基づく、前記仮想マシンへの増分更新を含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項７】
　前記スナップショットに前記仮想マシンを復元することに基づいて、前記今後の工程を
実施することを更に含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項８】
　前記スナップショットに前記仮想マシンを復元することに基づいて、前記スナップショ
ットを除去することを更に含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項９】
　仮想化されたプラットフォームへ安全に移行するためのシステムであって、
　物理サーバからの物理／仮想変換の対象である仮想マシンを特定するようにプログラム
される特定モジュールと、
　前記物理／仮想変換が完了する前に、前記物理／仮想変換が少なくとも１つの今後の工
程を含むことを判定するようにプログラムされる判定モジュールと、
　前記物理／仮想変換が前記今後の工程を含むという判定に基づいて、前記今後の工程の
前の前記仮想マシンのスナップショットを作成するようにプログラムされる作成モジュー
ルと、
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　前記今後の工程の前の前記スナップショットに前記仮想マシンを復元するようにプログ
ラムされる復元モジュールと、
　前記特定モジュール、前記判定モジュール、前記作成モジュール、及び前記復元モジュ
ールを実行するように構成される少なくとも１つのプロセッサと、を備える、システム。
【請求項１０】
　前記作成モジュールが、前記今後の工程の前の変更から前記仮想マシンを保護するよう
に前記スナップショットを作成することにより、前記スナップショットを作成するように
プログラムされる、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記作成モジュールが、前記仮想マシンが前記スナップショットを作成する前にオフラ
インであると判定することにより、前記スナップショットを作成するようにプログラムさ
れる、請求項９に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記復元モジュールが、前記スナップショットに基づいて、前記仮想マシンへの修正を
検出することにより、前記今後の工程の前に前記仮想マシンがオンラインにされたことを
判定するように更にプログラムされ、
　前記復元モジュールが、前記今後の工程の前に前記仮想マシンがオンラインにされたと
いう判定に基づいて、前記スナップショットに前記仮想マシンを復元するようにプログラ
ムされる、請求項９に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記スナップショットが、前記仮想マシンに行われた各変更をスナップショットデータ
ストアに記憶するように構成され、
　前記復元モジュールが、前記スナップショットデータストアを削除することにより前記
スナップショットに前記仮想マシンを復元するようにプログラムされる、請求項９に記載
のシステム。
【請求項１４】
　前記今後の工程が、前記仮想マシンへの先の更新以来の前記物理サーバへの増分変更に
基づく、前記仮想マシンへの増分更新を含む、請求項９に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記復元モジュールが、前記スナップショットに前記仮想マシンを復元することに基づ
いて、前記今後の工程を実施するように更にプログラムされる、請求項９に記載のシステ
ム。
【請求項１６】
　前記復元モジュールが、前記スナップショットに前記仮想マシンを復元することに基づ
いて、前記スナップショットを除去するように更にプログラムされる、請求項９に記載の
システム。
【請求項１７】
　コンピューティングデバイスの少なくとも１つのプロセッサにより実行されるとき、前
記コンピューティングデバイスに、
　物理サーバからの物理／仮想変換の対象である仮想マシンを特定させ、
　前記物理／仮想変換が完了する前に、前記物理／仮想変換が少なくとも１つの今後の工
程を含むことを判定させ、
　前記物理／仮想変換が前記今後の工程を含むという判定に基づいて、前記今後の工程の
前の前記仮想マシンのスナップショットを作成させ、
　前記今後の工程の前の前記スナップショットに前記仮想マシンを復元させる、１つ以上
のコンピュータで実行可能な命令を含むコンピュータで読み取り可能な記憶媒体。
【請求項１８】
　前記１つ以上のコンピュータで読み取り可能な命令が、前記コンピューティングデバイ
スに前記今後の工程の前の変更から前記仮想マシンを保護するように前記スナップショッ
トを作成させる、請求項１７に記載のコンピュータで読み取り可能な記憶媒体。



(4) JP 2015-503782 A 2015.2.2

10

20

30

40

50

【請求項１９】
　前記１つ以上のコンピュータで読み取り可能な命令が、前記スナップショットを作成す
る前に前記仮想マシンがオフラインであると前記コンピューティングデバイスに判定させ
ることにより、前記コンピューティングデバイスに前記スナップショットを作成させる、
請求項１７に記載のコンピュータで読み取り可能な記憶媒体。
【請求項２０】
　前記１つ以上のコンピュータで読み取り可能な命令が、前記スナップショットに基づい
て、前記仮想マシンへの修正を検出することにより、前記仮想マシンが前記今後の工程の
前にオンラインにされたことを、前記コンピューティングデバイスに更に判定させ、
　前記１つ以上のコンピュータで読み取り可能な命令が、前記コンピューティングデバイ
スに、前記仮想マシンが前記今後の工程の前にオンラインにされたという判定に基づいて
、前記スナップショットに前記仮想マシンを復元させる、請求項１７に記載のコンピュー
タで読み取り可能な記憶媒体。
 

【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　デジタル時代において、団体組織は、データを記憶及び処理するためにますます複雑な
コンピューティング基盤に頼っている。一部の状況において、団体組織は、物理／仮想変
換（physical-to-virtual conversion）（例えば、物理サーバ上のアプリケーション及び
データを仮想マシンへ移行及び／又は模造するために）を実施することを望み得る。物理
サーバの仮想化は、リソースの改善された運用、増加した経営上の融通性、及び／又は障
害回復等の、団体組織への多様な利益のいずれかを提供し得る。
【０００２】
　一部の場合において、物理／仮想変換は、対象の仮想マシンが増分的にソース物理サー
バと同期化される、ある長さの期間に及ぶ可能性がある。残念ながら、対象の仮想マシン
への変更は、この期間中、ソース物理サーバと対象の仮想マシンとの間での同期化を中断
し、対象の仮想マシンを使用不能の状態にする可能性がある。例えば、ユーザが、増分の
同期化ジョブの間に対象の仮想マシンを起動する場合、物理／仮想変換は損なわれ得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　したがって、本開示は、仮想化されたプラットフォームへ安全に移行する追加の改善さ
れたシステム及び方法に対する必要性を特定し、対処する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　以下でより詳細に説明されるように、本開示は、概して、変換工程後に仮想マシンのス
ナップショットを作成し、後続の変換工程の前にスナップショットに復元する（例えば、
変換工程の間に仮想マシンへ行われたいかなる変更をも破棄する）ことにより、仮想化さ
れたプラットフォームへ安全に移行するためのシステム及び方法に関する。一実施例にお
いて、仮想化されたプラットフォームへ安全に移行するためのコンピュータ実装方法は、
（１）物理サーバからの物理／仮想変換の対象である仮想マシンを特定することと、（２
）物理／仮想変換が、物理／仮想変換が完了する前に、少なくとも１つの今後の工程を含
むことを判定することと、（３）物理／仮想変換が今後の工程を含むという判定に基づい
て、今後の工程の前の仮想マシンのスナップショットを作成することと、（４）今後の工
程の前のスナップショットに仮想マシンを復元することと、を含み得る。
【０００５】
　今後の工程は、物理／仮想変換における多様な工程のいずれかを含み得る。例えば、今
後の工程は、仮想マシンへの先の更新以来の物理サーバへの増分変更に基づく、仮想マシ
ンへの増分更新を含んでもよい。
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【０００６】
　一部の実施例では、スナップショットを作成する前に、仮想マシンがオフラインである
ことを判定することを含んでもよい。更に又は代替的に、スナップショットを作成するこ
とは、今後の工程の前の変更から仮想マシンを保護するようにスナップショットを作成す
ることを伴い得る。
【０００７】
　一部の実施形態において、コンピュータ実装方法はまた、スナップショットに基づいて
、仮想マシンへの修正を検出することにより、今後の工程の前に仮想マシンがオンライン
にされたことを判定することを含んでもよい。これらの実施形態において、スナップショ
ットに仮想マシンを復元することは、今後の工程の前に仮想マシンがオンラインにされた
という判定に基づき得る。一部の実施例において、スナップショットは、仮想マシンに行
われた各変更をスナップショットデータストアに記憶するように構成され得る。これらの
実施例において、スナップショットに仮想マシンを復元することは、スナップショットデ
ータストアを削除することを含んでもよい。
【０００８】
　一部の実施例において、コンピュータ実装方法はまた、スナップショットに仮想マシン
を復元することに基づいて、今後の工程を実施することを更に含んでもよい。更に又は代
替的に、コンピュータ実装方法はまた、スナップショットに仮想マシンを復元することに
基づいて、スナップショットを除去することを含み得る。
【０００９】
　一実施形態において、上記に説明される方法を実装するためのシステムは、（１）物理
サーバからの物理／仮想変換の対象である仮想マシンを特定するようにプログラムされる
特定モジュールと、（２）物理／仮想変換が完了する前に、物理／仮想変換が少なくとも
１つの今後の工程を含むことを判定するようにプログラムされる判定モジュールと、（３
）物理／仮想変換が今後の工程を含むという判定に基づいて、今後の工程の前の仮想マシ
ンのスナップショットを作成するようにプログラムされる作成モジュールと、（４）今後
の工程の前のスナップショットに仮想マシンを復元するようにプログラムされる復元モジ
ュールと、を含み得る。本システムはまた、特定モジュール、判定モジュール、作成モジ
ュール、及び復元モジュールを実行するように構成される、少なくとも１つのプロセッサ
を含み得る。
【００１０】
　一部の実施例において、上記に説明される方法は、コンピュータで読み取り可能な記憶
媒体上でコンピュータで読み取り可能な命令としてコード化され得る。例えば、コンピュ
ータで読み取り可能な記憶媒体は、コンピューティングデバイスの少なくとも１つのプロ
セッサにより実行されるとき、コンピューティングデバイスに、（１）物理サーバからの
物理／仮想変換の対象である仮想マシンを特定させ、（２）物理／仮想変換が完了する前
に、物理／仮想変換が少なくとも１つの今後の工程を含むことを判定させ、（３）物理／
仮想変換が今後の工程を含むという判定に基づいて、今後の工程の前の仮想マシンのスナ
ップショットを作成させ、（４）今後の工程の前のスナップショットに仮想マシンを復元
させることができる、１つ以上のコンピュータで実行可能な命令を含み得る。
【００１１】
　以下でより詳細に説明されるように、変換工程後に仮想マシンのスナップショットを作
成し、後続の変換工程の前にスナップショットに復元する（例えば、それによって変換工
程の間に仮想マシンへ行われたいかなる変更をも破棄する）ことにより、本明細書に記載
のシステム及び方法は、仮想マシンが、変換工程の間の予期される同期化された状態に留
まることを確実にすることができる。したがって、これらのシステム及び方法は、物理／
仮想変換中に広範囲の潜在的な干渉から、効率的かつ効果的に仮想マシンを保護し得る。
【００１２】
　上に記述される実施形態のうちのいずれかからの特性は、本明細書に記載の一般原理に
従って、互いに組み合わせて使用されてもよい。これら及び他の実施形態、特性、及び利
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点は、添付の図面及び特許請求の範囲と共に以下の詳細な説明を一読することでより完全
に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　添付の図面は、多数の例示的な実施形態を例解し、かつ本明細書の一部である。以下の
説明と共に、これらの図面は、本開示の多様な原理を例証及び説明する。
【図１】仮想化されたプラットフォームへ安全に移行するための例示的なシステムのブロ
ック図である。
【図２】仮想化されたプラットフォームへ安全に移行するための例示的なシステムのブロ
ック図である。
【図３】仮想化されたプラットフォームへ安全に移行するための例示的なシステムの流れ
図である。
【図４】仮想化されたプラットフォームへ安全に移行するための例示的な時系列である。
【図５】本明細書に記載及び／又は例解される実施形態のうちの１つ以上を実装すること
が可能な例示的なコンピューティングシステムのブロック図である。
【図６】本明細書に記載及び／又は例解される実施形態のうちの１つ以上を実装すること
が可能な例示的なコンピューティングネットワークのブロック図である。
【００１４】
　図面を通して、同一の参照文字及び説明は、類似しているが必ずしも同一ではない要素
を示す。本明細書に記載の例示的な実施形態は多様な修正及び代替形態が可能であるが、
具体的な実施形態が、図面において例として示されており、本明細書に詳細に説明される
であろう。しかしながら、本明細書に記載の例示的な実施形態は、開示される特定の形態
に限定されることを意図するものではない。むしろ、本開示は、添付の特許請求の範囲内
にある全ての修正、同等物、及び代替物を網羅する。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１～２を参照すると、以下に、仮想化されたプラットフォームへ安全に移行するため
の例示的なシステムの詳細な説明を提供する。対応するコンピュータ実装方法の詳細な説
明はまた、図３と併せて提供される。仮想化されたプラットフォームへ安全に移行するた
めの例示的な時系列の詳細な説明は、図４と併せて提供される。更に、本明細書に記載の
実施形態のうちの１つ以上を実装することが可能な例示的なコンピューティングシステム
及びネットワークアーキテクチャの詳細な説明は、それぞれに、図５及び６と併せて提供
される。
【００１６】
　図１は、仮想化されたプラットフォームへ安全に移行するための例示的なシステム１０
０のブロック図である。この図に例解されるように、例示的なシステム１００は、１つ以
上のタスクを実施するための１つ以上のモジュール１０２を含み得る。例えば、また以下
により詳細に説明されるように、例示的なシステム１００は、物理サーバからの物理／仮
想変換の対象である仮想マシンを特定するようにプログラムされる特定モジュール１０４
を含み得る。例示的なシステム１００はまた、物理／仮想変換が完了する前に、物理／仮
想変換が少なくとも１つの今後の工程を含むことを判定するようにプログラムされる特定
モジュール１０６を含み得る。
【００１７】
　更に、また以下により詳細に説明されるように、例示的なシステム１００は、物理／仮
想変換が今後の工程を含むという判定に基づいて、今後の工程の前の仮想マシンのスナッ
プショットを作成するようにプログラムされる作成モジュール１０８を含み得る。例示的
なシステム１００はまた、今後の工程の前のスナップショットに仮想マシンを復元するよ
うにプログラムされる復元モジュール１１０を含み得る。別個の要素として例解されるが
、図１のモジュール１０２のうちの１つ以上は、単一のモジュール又はアプリケーション
の部分を表し得る。
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【００１８】
　ある実施形態において、図１のモジュール１０２のうちの１つ以上は、コンピューティ
ングデバイスにより実行されるとき、コンピューティングデバイスに１つ以上のタスクを
実施させ得る、１つ以上のソフトウェアアプリケーション又はプログラムを表し得る。例
えば、またより詳細に以下に説明されるように、モジュール１０２のうちの１つ以上は、
図２に例解されるデバイス（例えば、コンピューティングデバイス２０２及び／又はサー
バ２０６）、図５にあるコンピューティングシステム５１０、及び／又は図６にある例示
的なネットワークアーキテクチャ６００の部分等、１つ以上のコンピューティングデバイ
スに記憶され、そこで作動するように構成される、ソフトウェアモジュールを表し得る。
図１にあるモジュール１０２のうちの１つ以上はまた、１つ以上のタスクを実施するよう
に構成される、１つ以上の特殊目的のコンピュータの全て又は部分を表し得る。
【００１９】
　図１にある例示的なシステム１００は、多様な方法で実装されてもよい。例えば、例示
的なシステム１００の全て又は一部分は、図２の例示的なシステム２００の部分を表し得
る。図２に示されるように、システム２００は、ネットワーク２０４を介してサーバ２０
６と通信する、コンピューティングデバイス２０２を含み得る。例えば、コンピューティ
ングデバイス２０２は、仮想マシン２１０へのサーバ２０６の物理／仮想変換を実施する
ように構成されてもよい。
【００２０】
　一実施形態において、図１からの特定モジュール１０４、判定モジュール１０６、作成
モジュール１０８、及び／又は復元モジュール１１０は、コンピューティングデバイス２
０２の少なくとも１つのプロセッサにより実行されるとき、仮想化されたプラットフォー
ムへ安全に移行する際にコンピューティングデバイス２０２を容易にする。例えば、また
以下により詳細に説明されるように、モジュール１０２のうちの１つ以上は、コンピュー
ティングデバイス２０２に、（１）物理サーバ（例えば、サーバ２０６）からの物理／仮
想変換の対象である仮想マシン（例えば、仮想マシン２１０）を特定させ、（２）物理／
仮想変換が完了する前に、物理／仮想変換が少なくとも１つの今後の工程（例えば、更新
２３０）を含むことを判定させ、（３）物理／仮想変換が今後の工程を含むという判定に
基づいて、今後の工程の前の仮想マシンのスナップショット（例えば、スナップショット
２２０）を作成させ、（４）今後の工程の前のスナップショットに仮想マシンを復元させ
る（例えば、更新２３０の前に仮想マシン２１０をスナップショット２２０に復元させる
）ことができる。
【００２１】
　コンピューティングデバイス２０２は、概して、コンピュータで実行可能な命令を読み
取ることが可能なコンピューティングデバイスの任意のタイプ又は形態を表す。コンピュ
ーティングデバイス２０２の例としては、これに限定されないが、サーバ、ハイパーバイ
ザ、ラップトップ、デスクトップ、携帯電話、個人用デジタル補助装置（ＰＤＡ）、マル
チメディアプレーヤ、埋め込みシステム、これらのうちの１つ以上の組み合わせ、図５の
例示的なコンピューティングシステム５１０、又は任意の他の好適なコンピューティング
デバイスが挙げられる。
【００２２】
　サーバ２０６は、概して、１つ以上のコンピュータで実行されるタスクを実施する及び
／又は１つ以上のコンピューティングリソースを提供することが可能なコンピューティン
グデバイスの任意のタイプ又は形態を表す。サーバ２０６の例としては、これに限定され
ないが、多様なデータベースサービスを提供する及び／又はあるソフトウェアアプリケー
ションを作動させるように構成されるアプリケーションサーバ及びデータベースサーバが
挙げられる。
【００２３】
　ネットワーク２０４は、概して、通信又はデータ転送を容易にすることが可能な任意の
媒体又はアーキテクチャを表す。ネットワーク２０４の例としては、これに限定されない
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が、イントラネット、広域ネットワーク（ＷＡＮ）、ローカルエリアネットワーク（ＬＡ
Ｎ）、パーソナルエリアネットワーク（ＰＡＮ）、インターネット、電力線通信（ＰＬＣ
）、セルラーネットワーク（例えば、ＧＳＭネットワーク）（「ＧＳＭ」は登録商標）、
図６の例示的なネットワークアーキテクチャ６００、等が挙げられる。ネットワーク２０
４は、無線又は有線接続を使用して通信又はデータ転送を容易にし得る。一実施形態にお
いて、ネットワーク２０４は、コンピューティングデバイス２０２とサーバ２０６との間
の通信を容易にし得る。
【００２４】
　図３は、仮想化されたプラットフォームへ安全に移行するための例示的なコンピュータ
実装方法３００の流れ図である。図３に示される工程は、任意の好適なコンピュータで実
行可能なコード及び／又はコンピューティングシステムにより実施されてもよい。一部の
実施形態において、図３に示される工程は、図１のシステム１００の構成要素のうちの１
つ以上、図２のシステム２００、図５のコンピューティングシステム５１０、及び／又は
図６の例示的なネットワークアーキテクチャ６００の部分により実施されてもよい。
【００２５】
　図３に例解されるように、工程３０２で、本明細書に記載のシステムのうちの１つ以上
が、物理サーバからの物理／仮想変換の対象である仮想マシンを特定することができる。
例えば、工程３０２で、特定モジュール１０４は、図２のコンピューティングデバイス２
０２の一部として、サーバ２０６からの物理／仮想変換の対象として仮想マシン２１０を
特定してもよい。
【００２６】
　本明細書に使用される際、句「仮想マシン」は、概して、根本的なホストマシンのハー
ドウェアへの直接対応を有さない場合がある、コンピューティングシステムプラットフォ
ームを指す。例えば、ホストシステムのハードウェアは、ハイパーバイザ又は他の仮想化
ソフトウェアを使用して仮想マシンに抽象化され得る。仮想マシンは、ゲストオペーレー
ティングシステム及び／又は多様な他のソフトウェアアプリケーションを作動させ得る。
【００２７】
　本明細書に使用される際、句「物理／仮想変換」は、物理コンピューティングシステム
から仮想化されたシステムを作成する任意のプロセスを指し得る。物理／仮想変換は、物
理コンピューティングシステムのオペレーティングシステム、物理コンピューティングシ
ステムの１つ以上のアプリケーション、並びに／又は物理コンピューティングシステム上
に記憶される、そこにアクセス可能である、及び／若しくはそれよって管理されるデータ
を伴う、仮想化されたシステムのプロビジョニングを含み得る。一部の実施例において、
物理／仮想変換は、物理コンピューティングシステムを、仮想化されたシステムとしてク
ローニングすることを含み得る。更に又は代替的に、物理／仮想変換は、物理コンピュー
ティングシステムを仮想化されたシステムに移行することを含んでもよい。一部の実施例
において、物理／仮想変換は、物理コンピューティングシステムの仮想化されたシステム
へのライブマイグレーションを含んでもよい。一部の実施例において、物理／仮想変換は
、１つ以上の別個の工程及び／又はジョブを含む、所定のスケジュール及び／又はポリシ
ーに基づいて実施されてもよい。例えば、物理／仮想変換は、続いてデータへの１つ以上
の増分及び／又は差分更新がある、データの初期移行を含み得る。
【００２８】
　物理／仮想変換は、物理サーバを表す及び／又は物理サーバに対応する多様なデータを
作成する及び／又はコピーすることを含んでもよい。例えば、物理／仮想変換は、物理サ
ーバにより記憶され、アクセスされ、及び／又は管理されるデータを有する仮想マシンデ
ィスクイメージを作成すること及び追加投入することを含んでもよい。本明細書に使用さ
れる際、句「仮想マシンディスクイメージ」は、仮想マシンの使用のために記憶されるデ
ータを含む、任意のファイル及び／又はイメージを指し得る。一部の実施例において、仮
想マシンディスクイメージ内に記憶されるデータは、未加工の内容及び／又は仮想記憶デ
バイスの構造を反映し得る。例えば、「仮想マシンディスクイメージ」という句は、仮想



(9) JP 2015-503782 A 2015.2.2

10

20

30

40

50

マシンによりディスク又は他の物理記憶媒体（例えば、固体記憶媒体）として解釈され得
る任意のデータ構造を指し得る。一実施例において、句「仮想マシンディスクイメージ」
は、ＶＭＷＡＲＥ　ＶＩＲＴＵＡＬ　ＭＡＣＨＩＮＥ　ＤＩＳＫ（「ＶＭＤＫ」）を指し
得る。一部の実施例において、物理／仮想変換はまた、物理サーバ及び／又は物理サーバ
の状態を反映する状態情報に基づいて、仮想マシンの現在の構成データを作成及び／又は
維持することを含んでもよい。
【００２９】
　特定モジュール１０４は、多様な方法のいずれかで仮想マシンを特定し得る。例えば、
特定モジュール１０４は、物理／仮想変換システムの一部として動作し、対象として仮想
マシンを伴う物理／仮想変換を実行する要求を受信してもよい。更に又は代替的に、特定
モジュール１０４は、物理／仮想変換システムから、又はそれに対するメッセージを、受
信及び／又は傍受してもよい。一部の実施例において、特定モジュール１０４は、保護す
る仮想マシンの１つ以上の構成要素（例えば、仮想マシンディスクイメージ、仮想マシン
の状態及び／又は構成ファイル、等）を特定することにより、仮想マシンを特定すること
ができる。
【００３０】
　図４は、物理／仮想変換の例示的な時系列４００を例解する。図４に示されるように、
例示的な時系列４００は、例示的な時系列４００が開始される時点である初期工程４１０
を含み得る。一部の実施例において、特定モジュール１０４は、初期工程４１０で仮想マ
シンを特定し得る。
【００３１】
　図３に戻って、工程３０４で、本明細書に記載のシステムのうちの１つ以上は、物理／
仮想変換が完了する前に、物理／仮想変換が少なくとも１つの今後の工程を含むことを判
定することができる。例えば、工程３０４で、判定モジュール１０６は、図２のコンピュ
ーティングデバイス２０２の一部として、物理／仮想変換が完了する前に、物理／仮想変
換が更新２３０を含むことを判定することができる。
【００３２】
　本明細書に使用される際、用語「工程」とは、物理／仮想変換に適用されるとき、仮想
マシンにより使用される及び／又は仮想マシンを構成するデータへの変更を伴う物理／仮
想変換プロセスの任意の部分を含み得る。前述のように、物理／仮想変換は、仮想マシン
データへの１つ以上の増分及び／又は差分更新を含む、１つ以上の別個の工程及び／又は
ジョブを含む、所定のスケジュール及び／又はポリシーに基づいて実施されてもよい。し
たがって、今後の工程は、全てのかかる工程を含んでもよい。例えば、今後の工程は、仮
想マシンへの先の更新以来の物理サーバへの増分変更に基づいて、仮想マシンへの増分更
新を含んでもよい。更に又は代替的に、今後の工程は、物理サーバからまだ移行されてい
なかったデータを表す仮想マシンへの増分付加を含んでもよい。
【００３３】
　図４を例として使用すると、時系列４００は、初期工程４１０、増分工程４２０、増分
工程４３０、及び最終工程４４０の４つの物理／仮想変換工程を含み得る。初期工程４１
０で、判定モジュール１０６は、物理／仮想変換が今後に増分工程４２０を含むことを判
定してもよい。同様に、増分工程４２０で、判定モジュール１０６は、物理／仮想変換が
今後に増分工程４３０を含むことを判定してもよい。類似して、増分工程４３０で、判定
モジュール１０６は、物理／仮想変換が今後に最終工程４４０を含むことを判定してもよ
い。
【００３４】
　判定モジュール１０６は、物理／仮想変換が任意の多様な方法で今後の工程を含むこと
を判定し得る。例えば、判定モジュール１０６は、まだ実施されていない工程を特定する
ために、物理／仮想変換のスケジュール及び／又はポリシーを調べることができる。更に
又は代替的に、判定モジュール１０６は、物理／仮想変換がまだ完了していないことを判
定するために、エージェントに問い合わせをする及び／又は構成ファイルを読み出しても
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よい。一部の実施例において、判定モジュール１０６は、物理／仮想変換が、情報及び／
又はそれと反対の命令の不在下で今後の工程を含むかのように仮定又は機能し得る。
【００３５】
　図３に戻って、工程３０６で、本明細書に記載のシステムのうちの１つ以上は、物理／
仮想変換が今後の工程を含むという判定に基づいて、今後の工程の前の仮想マシンのスナ
ップショットを作成し得る。例えば、工程３０６で、作成モジュール１０８は、図２のコ
ンピューティングデバイス２０２の一部として、物理／仮想変換が更新２３０を（例えば
、今後に）含むという判定に基づいて、更新２３０の前の仮想マシン２１０のスナップシ
ョット２２０を作成し得る。図４を例として使用すると、工程３０６で、作成モジュール
１０８は、スナップショット４１２を作成してもよい。別の実施例として、工程３０６で
、作成モジュール１０８は、スナップショット４２２を作成してもよい。追加の実施例と
して、工程３０６で、作成モジュール１０８は、スナップショット４３２を作成してもよ
い。
【００３６】
　本明細書に使用される際、用語「スナップショット」は、ある状態及び／又は時点での
データの集合体の任意の表示をさし得る。一部の実施例において、「スナップショット」
という用語は、空間節約スナップショット（例えば、非変更データのための主要容量を基
準にして変更をスナップショットファイルに記憶するスナップショット）をさし得る。一
部の実施例において、スナップショットは、ブロックレベル（例えば、変更されたブロッ
クを記録すること）スナップショットを含み得る。
【００３７】
　スナップショットは、保護を要求する仮想マシンに対応する任意のデータを含み得る。
例えば、スナップショットは、仮想マシンディスクファイル、仮想マシン状態ファイル、
及び／又は仮想マシン構成ファイルを含んでもよい。
【００３８】
　作成モジュール１０８は、任意の好適なコンテクストでスナップショットを作成できる
。例えば、作成モジュール１０８は、今後の工程の前に変更から仮想マシンを保護するた
めにスナップショットを作成してもよい。したがって、作成モジュール１０８は、先の変
換工程が適用された直後にスナップショットを作成してもよい。図４を例として使用する
と、増分工程４２０の後で、作成モジュール１０８は、直ちに仮想マシンのスナップショ
ット４２２を取得してもよい。一部の実施例において、作成モジュール１０８は、スナッ
プショットを作成する前に仮想マシンがオフラインであると判定し得る。この様式で、作
成モジュール１０８は、先の変換工程が適用されて以来仮想マシンがオンラインにされて
いないことを確認し得る。
【００３９】
　図３に戻って、工程３０８で、本明細書に記載のシステムのうちの１つ以上は、今後の
工程の前のスナップショットに仮想マシンを復元し得る。例えば、工程３０８で、復元モ
ジュール１１０は、図２のコンピューティングデバイス２０２の一部として、更新２３０
の前のスナップショット２２０に仮想マシン２１０を復元してもよい。図４を例として使
用すると、工程３０８で、復元モジュール１１０は、変更データの破棄４２８を実施する
ことにより、増分工程４３０の前のスナップショット４２２に仮想マシンを復元できる。
【００４０】
　先述のように、スナップショットに仮想マシンを復元することにより、復元モジュール
１１０は、仮想マシンを先の変換工程で達成された状態へ回復することができる。図４を
例として使用すると、変更データの破棄４２８を実施してスナップショット４２２に復元
することにより、復元モジュール１１０は、仮想マシンを増分工程４２０により達成され
た状態に戻すことができる。したがって、仮想マシンの載置４２４及び仮想マシンへの変
更４２６の後でさえも、増分工程４３０は、増分工程４２０以来仮想マシンへの変更が行
われなかったかのように、適用され得る。
【００４１】
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　復元モジュール１１０は、任意の好適なコンテクストで仮想マシンを復元し得る。一部
の実施例において、復元モジュール１１０は、スナップショットに基づいて、仮想マシン
への修正を検出することにより、今後の工程の前に仮想マシンがオンラインにされたこと
を判定してもよい。例えば、復元モジュール１１０は、スナップショットデータが空では
ない（例えば、少なくとも１つの変更を反映していること）ことを判定し得る。これらの
実施例において、復元モジュール１１０は、今後の工程の前に仮想マシンがオンラインに
されたという判定に基づいて、スナップショットに仮想マシンを復元してもよい。更に又
は代替的に、復元モジュール１１０は、仮想マシンがオンラインにされたかどうか、及び
／又は仮想マシンに何らかの変更が行われたかどうかにかかわらず、仮想マシンを復元す
ることができる。図４を例として使用すると、復元モジュール１１０は、スナップショッ
ト４１２の後に仮想マシンへの変更が行われなかったにしても、スナップショット４１２
を破棄することにより変更データの破棄４１４を実施してもよい。同様に、復元モジュー
ル１１０は、スナップショット４３２の後に仮想マシンへの変更が行われなかったにして
も、スナップショット４３２を破棄することにより変更データの破棄４３４を実施しても
よい。
【００４２】
　復元モジュール１１０は、任意の好適な形式で仮想マシンを復元し得る。例えば、前述
のように、スナップショットは、仮想マシンデータへのいかなる変更もスナップショット
データストアへリダイレクトすることより、仮想マシンデータを保存するように構成され
得る。この実施例では、復元モジュール１１０は、単純にスナップショットデータストア
を削除する（例えば、それによって行われたいかなる変更をも破棄する）ことにより、ス
ナップショットに仮想マシンを復元することができる。
【００４３】
　一部の実施例において、スナップショットに復元する前に、復元モジュール１１０は、
スナップショットが干渉されていないことを確認することができる。例えば、復元モジュ
ール１１０は、仮想マシンに対応するスナップショットイメージが存在すること、及び／
又はスナップショットが先の変換工程の直後に取得されたことを確認することができる。
この様式で、復元モジュール１１０は、スナップショットが仮想マシンを保護しているこ
とを保証することができる。一部の実施例において、復元モジュール１１０は、スナップ
ショットイメージが存在しないと判定し、物理／仮想変換を失敗及び／若しくは以前の状
態に回復させる、並びに／又は仮想マシンが信頼できない可能性があるという警告を発行
し得る。
【００４４】
　上で記述されたように、一部の実施例において、スナップショットは、仮想マシンに行
われた各変更をスナップショットデータストアに記憶するように構成されてもよい。例え
ば、スナップショットは、スナップショットファイルに変更を記憶してもよい。
【００４５】
　一部の実施例において、復元モジュール１１０はまた、スナップショットに仮想マシン
を復元することに基づいて、今後の工程を実施してもよい。例えば、復元モジュール１１
０は、スナップショットに仮想マシンを復元した後で、仮想マシンが物理／仮想変換の今
後の工程を行う準備が整っていることを判定し、仮想マシンの準備状況に基づいて今後の
工程を実施し得る。
【００４６】
　一部の実施例において、復元モジュール１１０はまた、スナップショットに仮想マシン
を復元することに基づいてスナップショットを除去してもよい。例えば、復元モジュール
１１０は、（例えば、仮想マシンに行われた試変更がスナップショットデータストア内で
はなく直接仮想マシンデータ上で実施されるように）スナップショットプロセスを中断す
る可能性がある。
【００４７】
　上記に説明されるように、変換工程後に仮想マシンのスナップショットを作成し、後続



(12) JP 2015-503782 A 2015.2.2

10

20

30

40

50

の変換工程の前にスナップショットに復元する（例えば、それによって変換工程の間に仮
想マシンへ行われたいかなる変更をも破棄する）ことにより、本明細書に記載のシステム
及び方法は、仮想マシンが、変換工程の間での予期される同期化された状態に留まること
を確実にすることができる。したがって、これらのシステム及び方法は、物理／仮想変換
中に広範囲の潜在的な干渉から、効率的かつ効果的に仮想マシンを保護し得る。
【００４８】
　図５は、本明細書に記載及び／又は例解される実施形態のうちの１つ以上を実装するこ
とが可能な例示的なコンピューティングシステム５１０のブロック図である。例えば、コ
ンピューティングシステム５１０の全て又は一部分は、それぞれ単独で、又は他の要素と
組み合わせて、本明細書に記載される特定、判定、作成、復元、実施、及び除去の工程の
うちの１つ以上を実施し得る、及び／又は実施するための手段であり得る。コンピューテ
ィングシステム５１０の全て又は一部分はまた、本明細書に記載及び／又は例解される任
意の他の工程、方法、又はプロセスを実施し得る、及び／又は実施するための手段であり
得る。
【００４９】
　コンピューティングシステム５１０は、コンピュータで読み取り可能な命令を実行する
ことが可能な任意の単一又はマルチプロセッサコンピューティングデバイス又はシステム
を広範に表す。コンピューティングシステム５１０の例としては、これに限定されないが
、ワークステーション、ラップトップ、クライアント側端末、サーバ、分散型コンピュー
ティングシステム、ノートデバイス、又は任意の他のコンピューティングシステム又はデ
バイスが挙げられる。コンピューティングシステム５１０の最も基本的な構成において、
コンピューティングシステム５１０は、少なくとも１つのプロセッサ５１４及びシステム
メモリ５１６を含み得る。
【００５０】
　プロセッサ５１４は、概して、データ処理又は命令の解釈及び実行が可能な任意のタイ
プ又は形態を表す。ある実施形態において、プロセッサ５１４は、ソフトウェアアプリケ
ーション又はモジュールから命令を受信し得る。これらの命令は、プロセッサ５１４に、
本明細書に記載及び／又は例解される例示的な実施形態のうちの１つ以上の機能を実施さ
せ得る。
【００５１】
　システムメモリ５１６は、概して、データ及び／又は他のコンピュータで読み取り可能
な命令を記憶することが可能な揮発性又は非揮発性の記憶デバイス又は媒体の任意のタイ
プ又は形態を表す。システムメモリ５１６の例としては、これに限定されないが、ランダ
ムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、フラッシュメモリ、又は
任意の他の好適なメモリデバイスが挙げられる。必ずしも必要ではないが、ある実施形態
において、コンピューティングシステム５１０は、揮発性メモリユニット（例えば、シス
テムメモリ５１６等）及び非揮発性記憶デバイス（例えば、以下に詳細に説明されるよう
に、一次記憶デバイス５３２等）を含み得る。一実施例において、図１からのモジュール
１０２のうちの１つ以上は、システムメモリ５１６にロードされ得る。
【００５２】
　ある実施形態において、例示的なコンピューティングシステム５１０はまた、プロセッ
サ５１４及びシステムメモリ５１６に加えて、１つ以上の構成要素又は要素を含んでもよ
い。例えば、図５に例解されるように、コンピューティングシステム５１０は、通信基盤
５１２を介して各々が相互接続され得る、メモリコントローラ５１８、入力／出力（Ｉ／
Ｏ）コントローラ５２０、及び通信インターフェース５２２を含んでもよい。通信基盤５
１２は、概して、コンピューティングデバイスの１つ以上の構成要素の間の通信を容易に
することが可能な基盤の任意のタイプ又は形態を表し得る。通信基盤５１２の例としては
、これに限定されないが、通信バス（ＩＳＡ、ＰＣＩ、ＰＣＩｅ、類似のバス等）及びネ
ットワークが挙げられる。
【００５３】
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　メモリコントローラ５１８は、概して、コンピューティングシステム５１０の１つ以上
の構成要素間でメモリ若しくはデータを扱う、又は通信を制御することが可能な任意のタ
イプ又は形態のデバイスを表し得る。例えば、ある実施形態において、メモリコントロー
ラ５１８は、通信基盤５１２を介して、プロセッサ５１４、システムメモリ５１６、及び
Ｉ／Ｏコントローラ５２０との間で通信を制御し得る。
【００５４】
　Ｉ／Ｏコントローラ５２０は、概して、コンピューティングデバイスの入力及び出力機
能を調整及び／又は制御することが可能な任意のタイプ又は形態のモジュールを表し得る
。例えば、ある実施形態において、Ｉ／Ｏコントローラ５２０は、プロセッサ５１４、シ
ステムメモリ５１６、通信インターフェース５２２、ディスプレイアダプタ５２６、入力
インターフェース５３０、及び記憶インターフェース５３４のような、コンピューティン
グシステム５１０の１つ以上の要素間のデータの転送を制御又は容易にし得る。
【００５５】
　通信インターフェース５２２は、広範に、例示的なコンピューティングシステム５１０
と１つ以上の追加のデバイスとの間の通信を容易にすることが可能な任意のタイプ又は形
態の通信デバイス又はアダプタを表し得る。例えば、ある実施形態において、通信インタ
ーフェース５２２は、コンピューティングシステム５１０と、追加のコンピューティング
システムを含む私的又は公的なネットワークとの間の通信を容易にし得る。通信インター
フェース５２２の例としては、これに限定されないが、有線ネットワークインターフェー
ス（ネットワークインターフェースカード等）、無線ネットワークインターフェース（無
線ネットワークインターフェースカード等）、モデム、及び任意の他の好適なインターフ
ェースが挙げられる。少なくとも１つの実施形態において、通信インターフェース５２２
は、インターネット等の、ネットワークへの直接的なリンクを介して、リモートサーバへ
直接的な接続を提供し得る。通信インターフェース５２２はまた、例えば、ローカルエリ
アネットワーク（イーサネットネットワーク等）（「イーサネット」は登録商標、以下同
じ）、パーソナルエリアネットワーク、電話若しくはケーブルネットワーク、携帯電話接
続、衛星データ接続、又は任意の他の好適な接続を通じて、間接的にかかる接続を提供し
てもよい。
【００５６】
　ある実施形態において、通信インターフェース５２２はまた、外部バス又は通信チャン
ネルを介して、コンピューティングシステム５１０と、１つ以上の追加のネットワーク又
は記憶デバイスとの間の通信を容易にするように構成されるホストアダプタを表し得る。
ホストアダプタの例としては、これに限定されないが、ＳＣＳＩホストアダプタ、ＵＳＢ
ホストアダプタ、ＩＥＥＥ　１３９４ホストアダプタ、ＳＡＴＡ及びｅＳＡＴＡホストア
ダプタ、ＡＴＡ及びＰＡＴＡホストアダプタ、ファイバーチャンネルインターフェースア
ダプタ、イーサネットアダプタ等が挙げられる。通信インターフェース５２２はまた、コ
ンピューティングシステム５１０が、分散型又はリモートコンピューティングに関与する
ことを可能にし得る。例えば、通信インターフェース５２２は、実行のためにリモートデ
バイスから命令を受信するか、又はリモートデバイスへ命令を送信することができる。
【００５７】
　図５に例解されるように、コンピューティングシステム５１０はまた、ディスプレイア
ダプタ５２６を介して通信基盤５１２に連結される少なくとも１つのディスプレイデバイ
ス５２４を含んでもよい。ディスプレイデバイス５２４は、概して、ディスプレイアダプ
タ５２６によって転送される情報を視覚的に表示することが可能な任意のタイプ又は形態
のデバイスを表し得る。同様に、ディスプレイアダプタ５２６は、概して、ディスプレイ
デバイス５２４上で表示のために、通信基盤５１２から（又は、当該分野で周知の、フレ
ームバッファから）グラフィック、テキスト、及び他のデータを転送するように構成され
る任意のタイプ又は形態のデバイスを表す。
【００５８】
　図５に例解されるように、例示的なコンピューティングシステム５１０はまた、入力イ
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ンターフェース５３０を介して通信基盤５１２に連結される少なくとも１つの入力デバイ
ス５２８を含んでもよい。入力デバイス５２８は、概して、例示的なコンピューティング
システム５１０に、コンピュータ又は人間のいずれかが生成した入力を提供することが可
能な任意のタイプ又は形態の入力デバイスを表し得る。入力デバイス５２８の例としては
、これに限定されないが、キーボード、ポインティングデバイス、音声認識デバイス、又
は任意の他の入力デバイスが挙げられる。
【００５９】
　図５に例解されるように、例示的なコンピューティングシステム５１０はまた、記憶イ
ンターフェース５３４を介して通信基盤５１２に連結される一次記憶デバイス５３２及び
バックアップ記憶デバイス５３３を含んでもよい。記憶デバイス５３２及び５３３は、概
して、データ及び／又は他のコンピュータで読み取り可能な命令を記憶することが可能な
任意のタイプ又は形態の記憶デバイス又は媒体を表す。例えば、記憶デバイス５３２及び
５３３は、磁気ディスクドライブ（例えば、いわゆるハードドライブ）、ソリッドステー
トドライブ、フロッピーディスクドライブ（「フロッピー」は登録商標、以下同じ）、磁
気タイプドライブ、光ディスクドライブ、フラッシュドライブ等であり得る。記憶インタ
ーフェース５３４は、概して、記憶デバイス５３２及び５３３とコンピューティングシス
テム５１０の他の構成要素との間でデータを転送するための任意のタイプ又は形態のイン
ターフェース又はデバイスを表す。
【００６０】
　ある実施形態において、記憶デバイス５３２及び５３３は、コンピュータソフトウェア
、データ、又は他のコンピュータで読み取り可能な情報を記憶するように構成される取り
外し可能な記憶ユニットから読み取る、及び／又は取り外し可能な記憶ユニットに書き込
むように構成されてもよい。好適な取り外し可能な記憶ユニットの例としては、これに限
定されないが、フロッピーディスク、磁気テープ、光ディスク、フラッシュメモリデバイ
ス等が挙げられる。記憶デバイス５３２及び５３３はまた、コンピュータソフトウェア、
データ、又は他のコンピュータで読み取り可能な命令がコンピューティングシステム５１
０にロードされることを可能にするための他の類似の構造又はデバイスを含んでもよい。
例えば、記憶デバイス５３２及び５３３は、ソフトウェア、データ、又は他のコンピュー
タで読み取り可能な情報を読み取る及び書き込むように構成され得る。記憶デバイス５３
２及び５３３はまた、コンピューティングシステム５１０の一部であってもよく、又は他
のインターフェースシステムを通じてアクセスされる別個のデバイスであってもよい。
【００６１】
　多くの他のデバイス又はサブシステムが、コンピューティングシステム５１０に接続さ
れ得る。反対に、本明細書に記載及び／又は例解される実施形態を実践するために、図５
に例解される構成要素及びデバイスの全てが存在する必要はない。上で言及されるデバイ
ス及びサブシステムはまた、図５に示されるものとは異なる方法で相互接続されてもよい
。コンピューティングシステム５１０はまた、任意の数のソフトウェア、ファームウェア
、及び／又はハードウェア構成を用いてもよい。例えば、本明細書に開示される例示的な
実施形態のうちの１つ以上は、コンピュータで読み取り可能な記憶媒体上で、コンピュー
タプログラム（コンピュータソフトウェア、ソフトウェアアプリケーション、コンピュー
タで読み取り可能な命令、又はコンピュータ制御論理とも称される）としてコード化され
得る。「コンピュータで読み取り可能な記憶媒体」という句は、概して、コンピュータで
読み取り可能な命令を記憶又は担持することが可能な任意の形態のデバイス、キャリア、
又は媒体を指す。コンピュータで読み取り可能な記憶媒体の例としては、これに限定され
ないが、搬送波等の伝送型媒体、並びに磁気記憶媒体（例えば、ハードディスクドライブ
及びフロッピーディスク）、光記憶媒体（例えば、ＣＤ－又はＤＶＤ－ＲＯＭ）、電子記
憶媒体（ソリッドステートドライブ及びフラッシュ媒体）等の物理的媒体、並びに他の分
散システムが挙げられる。
【００６２】
　コンピュータプログラムを含むコンピュータで読み取り可能な記憶媒体は、コンピュー
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ティングシステム５１０にロードされ得る。次いで、コンピュータで読み取り可能な記憶
媒体上に記憶されるコンピュータプログラムの全ての又は一部分は、システムメモリ５１
６、並びに／又は記憶デバイス５３２及び５３３の多様な部分に記憶され得る。プロセッ
サ５１４により実行されるとき、コンピューティングシステム５１０にロードされるコン
ピュータプログラムは、プロセッサ５１４に、本明細書に記載及び／又は例解される例示
的な実施形態のうちの１つ以上の機能を実施させ得る、及び／又は実施するための手段で
あり得る。更に又は代替的に、本明細書に記載及び／又は例解される例示的な実施形態の
うちの１つ以上は、ファームウェア及び／又はハードウェアに実装され得る。例えば、コ
ンピューティングシステム５１０は、本明細書に開示される例示的な実施形態のうちの１
つ以上を実装するように適合される、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）として構成され
てもよい。
【００６３】
　図６は、クライアントシステム６１０、６２０、及び６３０、並びにサーバ６４０及び
６４５がネットワーク６５０に連結され得る、例示的なネットワークアーキテクチャ６０
０のブロック図である。上に詳述されるように、ネットワークアーキテクチャ６００の全
て又は一部分は、単独で、又は他の要素と組み合わせて、本明細書に開示される特定、判
定、作成、復元、実施、及び除去の工程を実施し得る、及び／又は実施するための手段で
あり得る。ネットワークアーキテクチャ６００の全て又は一部分はまた、本開示に記載さ
れる他の工程及び特性を実施するために使用され得る、及び／又は実施するための手段で
あり得る。
【００６４】
　クライアントシステム６１０、６２０、及び６３０は、概して、図５の例示的なコンピ
ューティングシステム５１０等の、コンピューティングデバイス又はシステムの任意のタ
イプ又は形態を表し得る。同様に、サーバ６４０及び６４５は、概して、多様なデータベ
ースサービスを提供する及び／又はあるソフトウェアアプリケーションを作動させるよう
に構成される、アプリケーションサーバ又はデータベースサーバ等のコンピューティング
デバイス又はシステムを表す。ネットワーク６５０は、概して、例えば、イントラネット
、広域ネットワーク（ＷＡＮ）、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、パーソナルエ
リアネットワーク（ＰＡＮ）、又はインターネットを含む、任意の電気通信又はコンピュ
ータネットワークを表す。一実施例において、クライアントシステム６１０、６２０、及
び／若しくは６３０、並びに／又はサーバ６４０及び／若しくは６４５は、図１からのシ
ステム１００の全ての又は一部分を含んでもよい。
【００６５】
　図６に例解されるように、１つ以上の記憶デバイス６６０（１）～（Ｎ）は、サーバ６
４０に直接的に取設され得る。同様に、１つ以上の記憶デバイス６７０（１）～（Ｎ）は
、サーバ６４５に直接的に取設され得る。記憶デバイス６６０（１）～（Ｎ）及び記憶デ
バイス６７０（１）～（Ｎ）は、概して、データ及び／又は他のコンピュータで読み取り
可能な命令を記憶することが可能な任意のタイプ又は形態の記憶デバイス又は媒体を表す
。ある実施形態において、記憶デバイス６６０（１）～（Ｎ）及び記憶デバイス６７０（
１）～（Ｎ）は、ＮＦＳ、ＳＭＢ、又はＣＩＦＳ等の、多様なプロトコルを使用してサー
バ６４０及び６４５と通信するように構成されるネットワーク取設記憶（ＮＡＳ）デバイ
スを表し得る。
【００６６】
　サーバ６４０及び６４５はまた、記憶エリアネットワーク（ＳＡＮ）ファブリック６８
０に接続され得る。ＳＡＮファブリック６８０は、概して、複数の記憶デバイス間の通信
を容易にすることが可能な任意のタイプ又は形態のコンピュータネットワーク又はアーキ
テクチャを表す。ＳＡＮファブリック６８０は、サーバ６４０及び６４５と複数の記憶デ
バイス６９０（１）～（Ｎ）及び／又は知的記憶アレイ６９５との間の通信を容易にし得
る。ＳＡＮファブリック６８０はまた、デバイス６９０（１）～（Ｎ）及びアレイ６９５
が、クライアントシステム６１０、６２０、及び６３０にローカルで取設されたデバイス
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として現れるような様式で、ネットワーク６５０並びにサーバ６４０及び６４５を介して
、クライアントシステム６１０、６２０、及び６３０と記憶デバイス６９０（１）～（Ｎ
）及び／又は知的記憶アレイ６９５との間の通信を容易にし得る。記憶デバイス６６０（
１）～（Ｎ）及び記憶デバイス６７０（１）～（Ｎ）と同様に、記憶デバイス６９０（１
）～（Ｎ）及び知的記憶アレイ６９５は、概して、データ及び／又は他のコンピュータで
読み取り可能な命令を記憶することが可能な任意のタイプ又は形態の記憶デバイス又は媒
体を表す。
【００６７】
　ある実施形態において、及び図５の例示的なコンピューティングシステム５１０を参照
して、図５の通信インターフェース５２２等の通信インターフェースは、各クライアント
システム６１０、６２０、及び６３０とネットワーク６５０との間の接続性を提供するた
めに使用されてもよい。クライアントシステム６１０、６２０、及び６３０は、例えば、
ウェブブラウザ又はその他のクライアントソフトウェアを使用して、サーバ６４０又は６
４５上の情報にアクセスすることが可能であり得る。そのようなソフトウェアは、クライ
アントシステム６１０、６２０、及び６３０が、サーバ６４０、サーバ６４５、記憶デバ
イス６６０（１）～（Ｎ）、記憶デバイス６７０（１）～（Ｎ）、記憶デバイス６９０（
１）～（Ｎ）、又は知的記憶アレイ６９５によりホストされるデータにアクセスすること
を可能にし得る。図６は、データを交換するためのネットワーク（インターネット等）の
使用を描写するが、本明細書に記載及び／又は例解される実施形態は、インターネット又
はいかなる特定のネットワークに基づく環境にも限定されない。
【００６８】
　少なくとも１つの実施形態において、本明細書に開示される例示的な実施形態のうちの
１つ以上の全て又は一部分は、コンピュータプログラムとしてコード化され、サーバ６４
０、サーバ６４５、記憶デバイス６６０（１）～（Ｎ）、記憶デバイス６７０（１）～（
Ｎ）、記憶デバイス６９０（１）～（Ｎ）、知的記憶アレイ６９５、又はそれらの任意の
組み合わせ上にロードされ、それによって実行され得る。本明細書に開示される少なくと
も１つの例示的な実施形態の全て又は一部分は、コンピュータプログラムとしてとしてコ
ード化され、サーバ６４０に記憶され、サーバ６４５により作動され、ネットワーク６５
０を通じてクライアントシステム６１０、６２０、及び６３０に分散され得る。
【００６９】
　上に詳述されるように、コンピューティングシステム５１０及び／又はネットワークア
ーキテクチャ６００の１つ以上の構成要素は、単独で、又は他の要素と組み合わせて、仮
想化されたプラットフォームへ安全に移行するための例示的な方法の１つ以上の工程を実
施し得る、及び／又は実施するための手段であり得る。
【００７０】
　先述の開示は、特定のブロック図、流れ図、及び実施例を使用して多様な実施形態を説
明するが、本明細書に記載及び／又は例解される各ブロック図の構成要素、流れ図の工程
、動作、及び／又は構成要素は、個別に及び／又は集合的に、広範なハードウェア、ソフ
トウェア、又はファームウェア（又はそれらの任意の組み合わせ）構成を使用して、実装
されてもよい。更に、他の構成要素内に含まれる構成要素のいずれの開示も、多くの他の
アーキテクチャが同じ機能性を達成するために実装することができるため、事実上例示的
なものと見なされるべきである。
【００７１】
　一部の実施例において、図１の例示的なシステム１００の全ての又は一部分は、クラウ
ド－コンピューティング又はネットワークに基づく環境の部分を表し得る。クラウド－コ
ンピューティング環境は、インターネットを介して多様なサービス及びアプリケーション
を提供することができる。これらのクラウドに基づくサービス（例えば、サービスとして
のソフトウェア、サービスとしてのプラットフォーム、サービスとしての基盤等）は、ウ
ェブブラウザ又は他のリモートインターフェースを通じてアクセス可能であり得る。本明
細書に記載の多様な機能は、リモートデスクトップ環境又は任意の他のクラウドに基づく
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【００７２】
　本明細書に記載及び／又は例解されるプロセスパラメータ及び工程の順序は、ほんの一
例として提供され、所望に応じて変更することができる。例えば、本明細書に例解及び／
又は記載される工程が特定の順序で示される又は論議されるが、これらの工程は、必ずし
も例解又は論議される順序で実施される必要はない。本明細書に記載及び／又は例解され
る多様な例示的な方法はまた、本明細書に記載及び／又は例解される工程のうちの１つ以
上を省略してもよく、又は開示されるものに加えて追加の工程を含んでもよい。
【００７３】
　種々の実施形態が、完全に機能的なコンピューティングシステムの文脈において、本明
細書に記載及び／又は例解されているが、これらの例示的な実施形態のうちの１つ以上は
、実際に分散を行うために使用されるコンピュータで読み取り可能な記憶媒体の特定のタ
イプにかかわらず、多様な形態のプログラム製品として分散され得る。本明細書に開示の
実施形態はまた、あるタスクを実施するソフトウェアモジュールを使用して実装されても
よい。これらのソフトウェアモジュールは、スクリプト、バッチ、又はコンピュータで読
み取り可能な記憶媒体上又はコンピューティングシステムに記憶され得る、他の実行可能
なファイルを含んでもよい。一部の実施例において、これらのソフトウェアモジュールは
、本明細書に開示される例示的な実施形態のうちの１つ以上を実施するように、コンピュ
ーティングシステムを構成し得る。
【００７４】
　更に、本明細書に記載のモジュールのうちの１つ以上は、データ、物理的デバイス、及
び／又は物理的デバイスの表現を１つの形態から別の形態へ変換し得る。例えば、本明細
書に列挙されるモジュールのうちの１つ以上は、コンピューティングシステムを仮想化さ
れたプラットフォームへ安全に移行するためのシステムに変換し得る。別の実施例として
、本明細書に列挙されるモジュールのうちの１つ以上は、物理／仮想変換プロセスにおい
て、損なわれた仮想マシンを、損なわれていない仮想マシンに変換し得る。
【００７５】
　先行の説明は、他の当業者が、本明細書に開示される例示的な実施形態の多様な態様を
最大限に利用することを可能にするように提供されている。この例示的な説明は、包括的
であること、又は開示されるいずれの正確な形態に限定されることも意図するものではな
い。多くの修正及び変形が、本開示の趣旨及び範囲から逸脱することなく可能である。本
明細書に開示される実施形態は、あらゆる点で具体例であり、制限するものではないと見
なされるべきである。本開示の範囲を決定する際、添付の特許請求の範囲及びその均等物
への参照がなされるべきである。
【００７６】
　特に記されない限り、本明細書及び特許請求の範囲に使用される用語「ａ」又は「ａｎ
」は、「少なくとも１つの」を意味すると解釈される。更に、使用の容易さのために、本
明細書及び特許請求の範囲に使用される際、単語「含む」及び「有する」は、単語「備え
る」と同義であり、かつ同じ意味を有する。
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【図６】

【手続補正書】
【提出日】平成26年6月24日(2014.6.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　仮想化されたプラットフォームへ安全に移行するためのコンピュータ実装方法であって
、前記方法の少なくとも一部分が、少なくとも１つのプロセッサを備えるコンピューティ
ングデバイスにより実施され、前記方法が、
　物理サーバからの物理／仮想変換の対象である仮想マシンを特定することと、
　前記物理／仮想変換が完了する前に、前記物理／仮想変換が少なくとも１つの今後の工
程を含むことを判定することと、
　前記物理／仮想変換が前記今後の工程を含むという判定に基づいて、前記今後の工程の
前の前記仮想マシンのスナップショットを作成することと、
　前記今後の工程の前の前記スナップショットに前記仮想マシンを復元することと、を含
む、コンピュータ実装方法。
【請求項２】
　前記スナップショットを作成することが、前記今後の工程の前の変更から前記仮想マシ
ンを保護するように前記スナップショットを作成することを含む、請求項１に記載のコン
ピュータ実装方法。
【請求項３】
　前記スナップショットを作成することが、前記仮想マシンが前記スナップショットを作
成する前にオフラインであると判定することを含む、請求項１に記載のコンピュータ実装
方法。
【請求項４】
　前記仮想マシンが、前記スナップショットに基づいて、前記仮想マシンへの修正を検出
することにより、前記今後の工程の前にオンラインにされたことを判定することを更に含
み、
　前記スナップショットに前記仮想マシンを復元することが、前記仮想マシンが前記今後
の工程の前にオンラインにされたという判定に基づく、請求項１に記載のコンピュータ実
装方法。
【請求項５】
　前記スナップショットが、前記仮想マシンに行われた各変更をスナップショットデータ
ストアに記憶するように構成され、
　前記スナップショットに前記仮想マシンを復元することが、前記スナップショットデー
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タストアを削除することを含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項６】
　前記今後の工程が、前記仮想マシンへの先の更新以来の前記物理サーバへの増分変更に
基づく、前記仮想マシンへの増分更新を含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項７】
　前記スナップショットに前記仮想マシンを復元することに基づいて、前記今後の工程を
実施することを更に含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項８】
　前記スナップショットに前記仮想マシンを復元することに基づいて、前記スナップショ
ットを除去することを更に含む、請求項１に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項９】
　仮想化されたプラットフォームへ安全に移行するためのシステムであって、
　物理サーバからの物理／仮想変換の対象である仮想マシンを特定するようにプログラム
される特定モジュールと、
　前記物理／仮想変換が完了する前に、前記物理／仮想変換が少なくとも１つの今後の工
程を含むことを判定するようにプログラムされる判定モジュールと、
　前記物理／仮想変換が前記今後の工程を含むという判定に基づいて、前記今後の工程の
前の前記仮想マシンのスナップショットを作成するようにプログラムされる作成モジュー
ルと、
　前記今後の工程の前の前記スナップショットに前記仮想マシンを復元するようにプログ
ラムされる復元モジュールと、
　前記特定モジュール、前記判定モジュール、前記作成モジュール、及び前記復元モジュ
ールを実行するように構成される少なくとも１つのプロセッサと、を備える、システム。
【請求項１０】
　前記作成モジュールが、前記今後の工程の前の変更から前記仮想マシンを保護するよう
に前記スナップショットを作成することにより、前記スナップショットを作成するように
プログラムされる、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記作成モジュールが、前記仮想マシンが前記スナップショットを作成する前にオフラ
インであると判定することにより、前記スナップショットを作成するようにプログラムさ
れる、請求項９に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記復元モジュールが、前記スナップショットに基づいて、前記仮想マシンへの修正を
検出することにより、前記今後の工程の前に前記仮想マシンがオンラインにされたことを
判定するように更にプログラムされ、
　前記復元モジュールが、前記今後の工程の前に前記仮想マシンがオンラインにされたと
いう判定に基づいて、前記スナップショットに前記仮想マシンを復元するようにプログラ
ムされる、請求項９に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記スナップショットが、前記仮想マシンに行われた各変更をスナップショットデータ
ストアに記憶するように構成され、
　前記復元モジュールが、前記スナップショットデータストアを削除することにより前記
スナップショットに前記仮想マシンを復元するようにプログラムされる、請求項９に記載
のシステム。
【請求項１４】
　前記今後の工程が、前記仮想マシンへの先の更新以来の前記物理サーバへの増分変更に
基づく、前記仮想マシンへの増分更新を含む、請求項９に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記復元モジュールが、前記スナップショットに前記仮想マシンを復元することに基づ
いて、前記今後の工程を実施するように更にプログラムされる、請求項９に記載のシステ



(22) JP 2015-503782 A 2015.2.2

ム。



(23) JP 2015-503782 A 2015.2.2

10

20

30

40

【国際調査報告】



(24) JP 2015-503782 A 2015.2.2

10

20

30

40



(25) JP 2015-503782 A 2015.2.2

10

20

30

40



(26) JP 2015-503782 A 2015.2.2

10

フロントページの続き

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

(72)発明者  モール・スティーブン
            アメリカ合衆国　フロリダ州　３２７７０　スタンフォード　トゥウィードラン　２６７３


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

