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(57)【要約】
オペレーティングシステムによって提供されるリソースにアプリケーションプログラムに
よってアクセスする方法およびシステムが提供される。本発明によって提供される方法は
、（ａ）アプリケーション分離環境内で実行するプロセスによって、リソースの要求と該
リソースに関連する識別子とを受信するステップと、（ｂ）該要求されたリソースが該ア
プリケーション分離環境外の位置にあることを判定するステップと、（ｃ）該リソースの
該要求と該リソースに関連する該識別子とを該判定された位置にリダイレクトするステッ
プと、（ｄ）該判定された位置にある該リソースのインスタンスを使用して、該リソース
の該要求に応答するステップとを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オペレーティングシステムによって提供されるリソースに、アプリケーションプログラ
ムによってアクセスするための方法であって、
　（ａ）アプリケーション分離環境内で実行するプロセスによって、リソースの要求と該
リソースに関連する識別子とを受信するステップと、
　（ｂ）該要求されたリソースが該アプリケーション分離環境外の位置にあることを判定
するステップと、
　（ｃ）該リソースの該要求と該リソースに関連する該識別子とを該判定された位置にリ
ダイレクトするステップと、
　（ｄ）該判定された位置にある該リソースのインスタンスを使用して、該リソースの該
要求に応答するステップと
　を含む、方法。
【請求項２】
　ステップ（ｂ）は、前記アプリケーション分離環境外で実行するプロセスによって、前
記要求されたリソースが該アプリケーション分離環境外にあることを判定するステップを
さらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ステップ（ｂ）は、前記アプリケーション分離環境内で実行するプロセスによって、前
記要求されたリソースが該アプリケーション分離環境外にあることを判定するステップを
さらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　ステップ（ｃ）は、前記アプリケーション分離環境外で実行するプロセスによって、前
記リソースの前記要求と該リソースに関連する前記識別子とを前記判定された位置にリダ
イレクトするステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　ステップ（ｃ）は、前記アプリケーション分離環境内で実行するプロセスによって、前
記リソースの前記要求と該リソースに関連する前記識別子とを前記判定された位置にリダ
イレクトするステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　ステップ（ｄ）は、前記アプリケーション分離環境外で実行するプロセスによって、前
記判定された位置にある前記リソースのインスタンスを使用して、該リソースの前記要求
に応答するステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　ステップ（ｄ）は、前記アプリケーション分離環境内で実行するプロセスによって、前
記判定された位置にある前記リソースのインスタンスを使用して、該リソースの前記要求
に応答するステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　ステップ（ａ）は、前記アプリケーション分離環境内で実行する前記プロセスによって
、リソースの要求を行なうステップを含み、該要求は、該リソースに関連する識別子を含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　ステップ（ａ）は、リソースの要求と、該リソースに関連する識別子とを受信するステ
ップをさらに含み、該識別子は、少なくとも１つのＣＯＭサーバを識別するクラス識別子
を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　ステップ（ｄ）は、プロセスによって提供されるインターフェース上で前記リソースと
通信するステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　オペレーティングシステムによって提供されるリソースに、アプリケーションプログラ
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ムによってアクセスするための方法であって、
　（ａ）リソースの要求と該リソースに関連する識別子とを受信するステップと、
　（ｂ）アプリケーション分離環境内で実行するプロセスによって、該要求されたリソー
スが該アプリケーション分離環境外の位置にあることを判定するステップと、
　（ｃ）該リソースの該要求と該リソースに関連する該識別子とを該判定された位置にリ
ダイレクトするステップと、
　（ｄ）該判定された位置にある該リソースのインスタンスを使用して、該リソースの該
要求に応答するステップと
　を含む、方法。
【請求項１２】
　ステップ（ｃ）は、前記アプリケーション分離環境外で実行するプロセスによって、前
記リソースの前記要求と該リソースに関連する前記識別子とを前記判定された位置にリダ
イレクトするステップをさらに含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　ステップ（ｃ）は、前記アプリケーション分離環境内で実行するプロセスによって、前
記リソースの前記要求と該リソースに関連する前記識別子とを前記判定された位置にリダ
イレクトするステップをさらに含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　ステップ（ｄ）は、前記アプリケーション分離環境外で実行するプロセスによって、前
記判定された位置にある前記リソースのインスタンスを使用して、該リソースの前記要求
に応答するステップをさらに含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　ステップ（ｄ）は、前記アプリケーション分離環境内で実行するプロセスによって、前
記判定された位置にある前記リソースのインスタンスを使用して、該リソースの前記要求
に応答するステップをさらに含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
　ステップ（ａ）は、前記リソースに関連する識別子を含むリソースの要求を行うステッ
プを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１７】
　ステップ（ａ）は、リソースの要求と、該リソースに関連する識別子とを受信するステ
ップをさらに含み、該識別子は、少なくとも１つのＣＯＭサーバを識別するクラス識別子
を備える、請求項１１に記載の方法。
【請求項１８】
　ステップ（ｄ）は、プロセスによって提供されるインターフェース上で前記リソースと
通信するステップをさらに含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１９】
　オペレーティングシステムによって提供されるリソースに、アプリケーションプログラ
ムによってアクセスするための方法であって、
　（ａ）リソースの要求と該リソースに関連する識別子とを受信するステップと、
　（ｂ）該要求されたリソースがアプリケーション分離環境外の位置にあることを判定す
るステップと、
　（ｃ）該アプリケーション分離環境内で実行するプロセスによって、該リソースの該要
求と該リソースに関連する該識別子とを該判定された位置にリダイレクトするステップと
、
　（ｄ）該判定された位置にある該リソースのインスタンスを使用して、該リソースの該
要求に応答するステップと
　を含む、方法。
【請求項２０】
　ステップ（ｄ）は、前記アプリケーション分離環境外で実行するプロセスによって、前
記判定された位置にある前記リソースのインスタンスを使用して、該リソースの前記要求
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に応答するステップをさらに含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　ステップ（ｄ）は、前記アプリケーション分離環境内で実行するプロセスによって、前
記判定された位置にある前記リソースのインスタンスを使用して、該リソースの前記要求
に応答するステップをさらに含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　ステップ（ａ）は、前記リソースに関連する識別子を含むリソースの要求を行うステッ
プを含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２３】
　ステップ（ａ）は、リソースの要求と、該リソースに関連する識別子とを受信するステ
ップをさらに含み、該識別子は、少なくとも１つのＣＯＭサーバを識別するクラス識別子
を備える、請求項１９に記載の方法。
【請求項２４】
　ステップ（ｄ）は、インターフェース上で前記リソースと通信するステップをさらに含
む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２５】
　オペレーティングシステムによって提供されるリソースに、アプリケーションプログラ
ムによってアクセスするための方法であって、
　（ａ）リソースの要求と該リソースに関連する識別子とを受信するステップと、
　（ｂ）該要求されたリソースがアプリケーション分離環境外の位置にあることを判定す
るステップと、
　（ｃ）該リソースの該要求と該リソースに関連する該識別子とを該判定された位置にリ
ダイレクトするステップと、
　（ｄ）該アプリケーション分離環境内で実行するプロセスによって、該判定された位置
にある該リソースのインスタンスを使用して、該リソースの該要求に応答するステップと
　を含む、方法。
【請求項２６】
　ステップ（ａ）は、前記リソースに関連する識別子を含むリソースの要求を行うステッ
プを含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　ステップ（ａ）は、リソースの要求と、該リソースに関連する識別子とを受信するステ
ップをさらに含み、該識別子は、クラス識別子を備え、該識別子は、少なくとも１つのＣ
ＯＭサーバを識別する、請求項２５に記載の方法。
【請求項２８】
　ステップ（ｄ）は、前記アプリケーション分離環境内で実行する前記プロセスによって
、インターフェース上で前記リソースと通信するステップをさらに含む、請求項２５に記
載の方法。
【請求項２９】
　オペレーティングシステムによって提供されるリソースに、アプリケーションプログラ
ムによってアクセスするためのシステムであって、
　リソースと、
　アプリケーション分離環境内で実行し、該リソースの要求と該リソースに関連する識別
子とを受信する第１のプロセスと、
　該リソースが該アプリケーション分離環境外の位置にあることを判定する第２のプロセ
スと、
　該リソースの該要求と該リソースに関連する該識別子とを該判定された位置にリダイレ
クトする第３のプロセスと、
　該判定された位置にある該リソースのインスタンスを使用して、該リソースの該要求に
応答する第４のプロセスと
　を備える、システム。
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【請求項３０】
　前記第２のプロセスは、前記アプリケーション分離環境内で実行する、請求項２９に記
載のシステム。
【請求項３１】
　前記第２のプロセスは、前記アプリケーション分離環境外で実行する、請求項２９に記
載のシステム。
【請求項３２】
　前記第３のプロセスは、前記アプリケーション分離環境内で実行する、請求項２９に記
載のシステム。
【請求項３３】
　前記第３のプロセスは、前記アプリケーション分離環境外で実行する、請求項２９に記
載のシステム。
【請求項３４】
　前記第４のプロセスは、前記アプリケーション分離環境内で実行する、請求項２９に記
載のシステム。
【請求項３５】
　前記第４のプロセスは、前記アプリケーション分離環境外で実行する、請求項２９に記
載のシステム。
【請求項３６】
　前記第１のプロセスおよび前記第２のプロセスは、同じプロセスを含む、請求項２９に
記載のシステム。
【請求項３７】
　前記第１のプロセスおよび前記第３のプロセスは、同じプロセスを含む、請求項２９に
記載のシステム。
【請求項３８】
　前記第１のプロセスおよび前記第４のプロセスは、同じプロセスを含む、請求項２９に
記載のシステム。
【請求項３９】
　前記第１のプロセスおよび前記第２のプロセスおよび前記第３のプロセスは、同じプロ
セスを含む、請求項２９に記載のシステム。
【請求項４０】
　前記第１のプロセスおよび前記第２のプロセスおよび前記第４のプロセスは、同じプロ
セスを含む、請求項２９に記載のシステム。
【請求項４１】
　前記第１のプロセスおよび前記第３のプロセスおよび前記第４のプロセスは、同じプロ
セスを含む、請求項２９に記載のシステム。
【請求項４２】
　前記第１のプロセスおよび前記第２のプロセスおよび前記第３のプロセスおよび前記第
４のプロセスは、同じプロセスを含む、請求項２９に記載のシステム。
【請求項４３】
　前記リソースは、ＣＯＭサーバをさらに備える、請求項２９に記載のシステム。
【請求項４４】
　前記リソースは、前記アプリケーション分離環境内にある第２のリソースとは異なるバ
ージョンのＣＯＭサーバをさらに備える、請求項２９に記載のシステム。
【請求項４５】
　前記識別子は、前記第１のリソースおよび第２のリソースに関連する、請求項２９に記
載のシステム。
【請求項４６】
　前記リソースは、該リソースがある前記環境において少なくとも１つのレジストリエン
トリをさらに備える、請求項２９に記載のシステム。
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【請求項４７】
　前記リソースは、第２のアプリケーション分離環境内にある、請求項２９に記載のシス
テム。
【請求項４８】
　前記第１のプロセスは、前記リソースに関連する識別子を含むリソースの要求を行うス
テップをさらに含む、請求項２９に記載のシステム。
【請求項４９】
　前記第１のプロセスは、前記判定された位置にある前記リソースの前記インスタンスと
通信するステップをさらに含む、請求項２９に記載のシステム。
【請求項５０】
　前記第１のプロセスまたは前記第２のプロセスまたは前記第３のプロセスまたは前記第
４のプロセスは、ＣＯＭサービスコントロールマネージャをさらに備える、請求項２９に
記載のシステム。
【請求項５１】
　オペレーティングシステムによって提供されるリソースに、アプリケーションプログラ
ムによってアクセスするためのシステムであって、
　リソースと、
　該リソースの要求と該リソースに関連する識別子とを受信する第１のプロセスと、
　アプリケーション分離環境内で実行し、該リソースが該アプリケーション分離環境外の
位置にあることを判定する第２のプロセスと、
　該リソースの該要求と該リソースに関連する該識別子とを該判定された位置にリダイレ
クトする第３のプロセスと、
　該判定された位置にある該リソースのインスタンスを使用して、該リソースの該要求に
応答する第４のプロセスと
　を備える、システム。
【請求項５２】
　前記第１のプロセスは、前記アプリケーション分離環境内で実行する、請求項５１に記
載のシステム。
【請求項５３】
　前記第１のプロセスは、前記アプリケーション分離環境外で実行する、請求項５１に記
載のシステム。
【請求項５４】
　前記第３のプロセスは、前記アプリケーション分離環境内で実行する、請求項５１に記
載のシステム。
【請求項５５】
　前記第３のプロセスは、前記アプリケーション分離環境外で実行する、請求項５１に記
載のシステム。
【請求項５６】
　前記第４のプロセスは、前記アプリケーション分離環境内で実行する、請求項５１に記
載のシステム。
【請求項５７】
　前記第４のプロセスは、前記アプリケーション分離環境外で実行する、請求項５１に記
載のシステム。
【請求項５８】
　前記第２のプロセスおよび前記第３のプロセスは、同じプロセスを含む、請求項５１に
記載のシステム。
【請求項５９】
　前記第２のプロセスおよび前記第４のプロセスは、同じプロセスを含む、請求項５１に
記載のシステム。
【請求項６０】
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　前記第１のプロセスおよび前記第２のプロセスおよび前記第３のプロセスおよび前記第
４のプロセスは、同じプロセスを含む、請求項５１に記載のシステム。
【請求項６１】
　前記リソースは、ＣＯＭサーバをさらに備える、請求項５１に記載のシステム。
【請求項６２】
　前記リソースは、前記アプリケーション分離環境にある第２のリソースとは異なるバー
ジョンのＣＯＭサーバをさらに備える、請求項５１に記載のシステム。
【請求項６３】
　前記識別子は、前記第１のリソースおよび第２のリソースに関連する、請求項５１に記
載のシステム。
【請求項６４】
　前記リソースは、第２のアプリケーション分離環境内にある、請求項５１に記載のシス
テム。
【請求項６５】
　前記リソースは、該リソースがある前記環境において少なくとも１つのレジストリエン
トリをさらに備える、請求項５１に記載のシステム。
【請求項６６】
　前記第１のプロセスは、前記リソースに関連する識別子を含むリソースの要求を行うス
テップをさらに含む、請求項５１に記載のシステム。
【請求項６７】
　前記第１のプロセスは、前記判定された位置にある前記リソースの前記インスタンスと
通信するステップをさらに含む、請求項５１に記載のシステム。
【請求項６８】
　前記第１のプロセスまたは前記第２のプロセスまたは前記第３のプロセスまたは前記第
４のプロセスは、ＣＯＭサービスコントロールマネージャをさらに備える、請求項５１に
記載のシステム。
【請求項６９】
　オペレーティングシステムによって提供されるリソースに、アプリケーションプログラ
ムによってアクセスするためのシステムであって、
　リソースと、
　該リソースの要求と該リソースに関連する識別子とを受信する第１のプロセスと、
　該リソースがアプリケーション分離環境外の位置にあることを判定する第２のプロセス
と、
　該アプリケーション分離環境内で実行し、該リソースの該要求と該リソースに関連する
該識別子とを該判定された位置にリダイレクトする第３のプロセスと、
　該判定された位置にある該リソースのインスタンスを使用して、該リソースの該要求に
応答する第４のプロセスと
　を備える、システム。
【請求項７０】
　前記第１のプロセスは、前記アプリケーション分離環境内で実行する、請求項６９に記
載のシステム。
【請求項７１】
　前記第１のプロセスは、前記アプリケーション分離環境外で実行する、請求項６９に記
載のシステム。
【請求項７２】
　前記第２のプロセスは、前記アプリケーション分離環境内で実行する、請求項６９に記
載のシステム。
【請求項７３】
　前記第２のプロセスは、前記アプリケーション分離環境外で実行する、請求項６９に記
載のシステム。
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【請求項７４】
　前記第４のプロセスは、前記アプリケーション分離環境内で実行する、請求項６９に記
載のシステム。
【請求項７５】
　前記第４のプロセスは、前記アプリケーション分離環境外で実行する、請求項６９に記
載のシステム。
【請求項７６】
　前記第１のプロセスおよび前記第２のプロセスおよび前記第３のプロセスおよび前記第
４のプロセスは、同じプロセスを含む、請求項６９に記載のシステム。
【請求項７７】
　前記リソースは、ＣＯＭサーバをさらに備える、請求項６９に記載のシステム。
【請求項７８】
　前記リソースは、前記アプリケーション分離環境内にある第２のリソースとは異なるバ
ージョンのＣＯＭサーバをさらに備える、請求項６９に記載のシステム。
【請求項７９】
　前記識別子は、前記第１のリソースおよび第２のリソースに関連する、請求項６９に記
載のシステム。
【請求項８０】
　前記リソースは、第２のアプリケーション分離環境内にある、請求項６９に記載のシス
テム。
【請求項８１】
　前記リソースは、前記リソースが内にある前記アプリケーション分離環境において少な
くとも１つのレジストリエントリをさらに備える、請求項６９に記載のシステム。
【請求項８２】
　前記第１のプロセスは、前記リソースに関連する識別子を含むリソースの要求を行うス
テップをさらに含む、請求項６９に記載のシステム。
【請求項８３】
　前記第１のプロセスは、前記判定された位置にある前記リソースの前記インスタンスと
通信するステップをさらに含む、請求項６９に記載のシステム。
【請求項８４】
　前記第１のプロセスまたは前記第２のプロセスまたは前記第３のプロセスまたは前記第
４のプロセスは、ＣＯＭサービスコントロールマネージャをさらに備える、請求項６９に
記載のシステム。
【請求項８５】
　オペレーティングシステムによって提供されるリソースに、アプリケーションプログラ
ムによってアクセスするためのシステムであって、
　リソースと、
　該リソースの要求と該リソースに関連する識別子とを受信する第１のプロセスと、
　該リソースがアプリケーション分離環境外の位置にあることを判定する第２のプロセス
と、
　該リソースの該要求と該リソースに関連する該識別子とを該判定された位置にリダイレ
クトする第３のプロセスと、
　該アプリケーション分離環境内で実行し、該判定された位置にある該リソースのインス
タンスを使用して、該リソースの該要求に応答する第４のプロセスと
　を備える、システム。
【請求項８６】
　前記第１のプロセスは、前記アプリケーション分離環境内で実行する、請求項８５に記
載のシステム。
【請求項８７】
　前記第１のプロセスは、前記アプリケーション分離環境外で実行する、請求項８５に記
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載のシステム。
【請求項８８】
　前記第２のプロセスは、前記アプリケーション分離環境内で実行する、請求項８５に記
載のシステム。
【請求項８９】
　前記第２のプロセスは、前記アプリケーション分離環境外で実行する、請求項８５に記
載のシステム。
【請求項９０】
　前記第３のプロセスは、前記アプリケーション分離環境内で実行する、請求項８５に記
載のシステム。
【請求項９１】
　前記第３のプロセスは、前記アプリケーション分離環境外で実行する、請求項８５に記
載のシステム。
【請求項９２】
　前記リソースは、ＣＯＭサーバをさらに備える、請求項８５に記載のシステム。
【請求項９３】
　前記リソースは、前記アプリケーション分離環境内にある第２のリソースとは異なるバ
ージョンのＣＯＭサーバをさらに備える、請求項８５に記載のシステム。
【請求項９４】
　前記識別子は、前記第１のリソースおよび第２のリソースに関連する、請求項８５に記
載のシステム。
【請求項９５】
　前記リソースは、第２のアプリケーション分離環境内にある、請求項８５に記載のシス
テム。
【請求項９６】
　前記リソースは、前記リソースがある前記環境において少なくとも１つのレジストリエ
ントリをさらに備える、請求項８５に記載のシステム。
【請求項９７】
　前記第１のプロセスは、前記リソースに関連する識別子を含むリソースの要求を行うス
テップをさらに含む、請求項８５に記載のシステム。
【請求項９８】
　前記第１のプロセスは、前記判定された位置にある前記リソースの前記インスタンスと
通信するステップをさらに含む、請求項８５に記載のシステム。
【請求項９９】
　前記第１のプロセスまたは前記第２のプロセスまたは前記第３のプロセスまたは前記第
４のプロセスは、ＣＯＭサービスコントロールマネージャをさらに備える、請求項８５に
記載のシステム。
【請求項１００】
　オペレーティングシステムによって提供されるリソースに、アプリケーションプログラ
ムによってアクセスするための方法であって、
　（ａ）アプリケーション分離環境外で実行するプロセスによって、リソースの要求と該
リソースに関連する識別子とを受信するステップと、
　（ｂ）該要求されたリソースが該アプリケーション分離環境内にあることを判定するス
テップと、
　（ｃ）該リソースの該要求と該リソースに関連する該識別子とを該アプリケーション分
離環境にリダイレクトするステップと、
　（ｄ）該アプリケーション分離環境内にある該リソースのインスタンスを使用して、該
リソースの該要求に応答するステップと
　を含む、方法。
【請求項１０１】
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　ステップ（ｂ）は、前記アプリケーション分離環境外で実行するプロセスによって、前
記要求されたリソースが前記アプリケーション分離環境にあることを判定するステップを
さらに含む、請求項１００に記載の方法。
【請求項１０２】
　ステップ（ｃ）は、前記アプリケーション分離環境外で実行するプロセスによって、前
記リソースの前記要求と該リソースに関連する前記識別子とを前記アプリケーション分離
環境にリダイレクトするステップをさらに含む、請求項１００に記載の方法。
【請求項１０３】
　ステップ（ｄ）は、前記アプリケーション分離環境外で実行するプロセスによって、前
記アプリケーション分離環境内に位置する前記リソースのインスタンスを使用して、該リ
ソースの前記要求に応答するステップをさらに含む、請求項１００に記載の方法。
【請求項１０４】
　ステップ（ａ）は、前記アプリケーション分離環境外で実行するプロセスによって、リ
ソースの要求を行なうステップを含み、該要求は、リソースに関連する識別子を含む、請
求項１００に記載の方法。
【請求項１０５】
　ステップ（ａ）は、リソースの要求と、前記リソースに関連する識別子とを受信するス
テップをさらに含み、該識別子は、少なくとも１つのプロセス外ＣＯＭサーバを識別する
クラス識別子を備える、請求項１００に記載の方法。
【請求項１０６】
　ステップ（ｄ）は、プロセスによって提供されるインターフェース上で前記リソースと
通信するステップをさらに含む、請求項１００に記載の方法。
【請求項１０７】
　ステップ（ｄ）は、前記要求されたリソースによって、前記アプリケーション分離環境
外で実行する前記プロセスに関連するウィンドウを修正するステップをさらに含む、請求
項１００に記載の方法。
【請求項１０８】
　オペレーティングシステムによって提供されるリソースに、アプリケーションプログラ
ムによってアクセスするための方法であって、
　（ａ）リソースの要求と該リソースに関連する識別子とを受信するステップと、
　（ｂ）アプリケーション分離環境外で実行するプロセスによって、該要求されたリソー
スが該アプリケーション分離環境内にあることを判定するステップと、
　（ｃ）該リソースの前記要求と該リソースに関連する該識別子とを該アプリケーション
分離環境にリダイレクトするステップと、
　（ｄ）該アプリケーション分離環境内にある該リソースのインスタンスを使用して、該
リソースの該要求に応答するステップと
　を含む、方法。
【請求項１０９】
　ステップ（ａ）は、前記アプリケーション分離環境外で実行するプロセスによって、前
記リソースの前記要求と該リソースに関連する前記識別子とを受信するステップをさらに
含む、請求項１０８に記載の方法。
【請求項１１０】
　ステップ（ｃ）は、前記アプリケーション分離環境外で実行するプロセスによって、前
記リソースの前記要求と該リソースに関連する前記識別子とを該アプリケーション分離環
境にリダイレクトするステップをさらに含む、請求項１０８に記載の方法。
【請求項１１１】
　ステップ（ｄ）は、前記アプリケーション分離環境外で実行するプロセスによって、該
アプリケーション分離環境内の前記リソースのインスタンスを使用して、該リソースの前
記要求に応答するステップをさらに含む、請求項１０８に記載の方法。
【請求項１１２】
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　ステップ（ａ）は、前記リソースに関連する識別子を含むリソースの要求を行うステッ
プを含む、請求項１０８に記載の方法。
【請求項１１３】
　ステップ（ａ）は、リソースの要求と、該リソースに関連する識別子とを受信するステ
ップをさらに含み、該識別子は、少なくとも１つのＣＯＭサーバを識別するクラス識別子
を備える、請求項１０８に記載の方法。
【請求項１１４】
　ステップ（ｄ）は、プロセスによって提供されるインターフェース上で前記リソースと
通信するステップをさらに含む、請求項１０８に記載の方法。
【請求項１１５】
　オペレーティングシステムによって提供されるリソースに、アプリケーションプログラ
ムによってアクセスするための方法であって、
　（ａ）リソースの要求と該リソースに関連する識別子とを受信するステップと、
　（ｂ）該要求されたリソースがアプリケーション分離環境内にあることを判定するステ
ップと、
　（ｃ）該アプリケーション分離環境外で実行するプロセスによって、該リソースの該要
求と該リソースに関連する該識別子とを該アプリケーション分離環境にリダイレクトする
ステップと、
　（ｄ）該アプリケーション分離環境内にある該リソースのインスタンスを使用して、該
リソースの該要求に応答するステップと
　を含む、方法。
【請求項１１６】
　ステップ（ｄ）は、前記アプリケーション分離環境外で実行するプロセスによって、該
アプリケーション分離環境内にある前記リソースのインスタンスを使用して、該リソース
の前記要求に応答するステップをさらに含む、請求項１１５に記載の方法。
【請求項１１７】
　ステップ（ａ）は、前記リソースに関連する識別子を含むリソースの要求を行うステッ
プを含む、請求項１１５に記載の方法。
【請求項１１８】
　ステップ（ａ）は、リソースの要求と、該リソースに関連する識別子を受信するステッ
プをさらに含み、該識別子は、少なくとも１つのＣＯＭサーバを識別するクラス識別子を
備える、請求項１１５に記載の方法。
【請求項１１９】
　ステップ（ｄ）は、プロセスによって提供されるインターフェース上で前記リソースと
通信するステップをさらに含む、請求項１１５に記載の方法。
【請求項１２０】
　オペレーティングシステムによって提供されるリソースに、アプリケーションプログラ
ムによってアクセスするための方法であって、
　（ａ）リソースの要求と該リソースに関連する識別子とを受信するステップと、
　（ｂ）該要求されたリソースがアプリケーション分離環境内にあることを判定するステ
ップと、
　（ｃ）該リソースの該要求と該リソースに関連する該識別子とを該アプリケーション分
離環境にリダイレクトするステップと、
　（ｄ）該アプリケーション分離環境外で実行するプロセスによって、該アプリケーショ
ン分離環境内にある該リソースのインスタンスを使用して、該リソースの該要求に応答す
るステップと
　を含む、方法。
【請求項１２１】
　ステップ（ａ）は、前記リソースに関連する識別子を含むリソースの要求を行うステッ
プを含む、請求項１２０に記載の方法。
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【請求項１２２】
　ステップ（ａ）は、リソースの要求と、該リソースに関連する識別子を受信するステッ
プをさらに含み、該識別子は、クラス識別子を備え、該識別子は、少なくとも１つのＣＯ
Ｍサーバを識別する、請求項１２０に記載の方法。
【請求項１２３】
　ステップ（ｄ）は、前記アプリケーション分離環境外で実行する前記プロセスによって
、インターフェース上で前記リソースと通信するステップをさらに含む、請求項１２０に
記載の方法。
【請求項１２４】
　オペレーティングシステムによって提供されるリソースに、アプリケーションプログラ
ムによってアクセスするためのシステムであって、
　リソースと、
　アプリケーション分離環境外で実行し、該リソースの要求と該リソースに関連する識別
子とを受信する第１のプロセスと、
　該リソースが該アプリケーション分離環境内にあることを判定する第２のプロセスと、
　該リソースの該要求と該リソースに関連する該識別子とを該アプリケーション分離環境
にリダイレクトする第３のプロセスと、
　該アプリケーション分離環境にある該リソースのインスタンスを使用して、該リソース
の該要求に応答する第４のプロセスと
　を備える、システム。
【請求項１２５】
　前記第２のプロセスは、前記アプリケーション分離環境内で実行する、請求項１２４に
記載のシステム。
【請求項１２６】
　前記第２のプロセスは、前記アプリケーション分離環境外で実行する、請求項１２４に
記載のシステム。
【請求項１２７】
　前記第３のプロセスは、前記アプリケーション分離環境内で実行する、請求項１２４に
記載のシステム。
【請求項１２８】
　前記第３のプロセスは、前記アプリケーション分離環境外で実行する、請求項１２４に
記載のシステム。
【請求項１２９】
　前記第４のプロセスは、前記アプリケーション分離環境内で実行する、請求項１２４に
記載のシステム。
【請求項１３０】
前記第４のプロセスは、前記アプリケーション分離環境外で実行する、請求項１２４に記
載のシステム。
【請求項１３１】
　前記第１のプロセスおよび前記第２のプロセスは、同じプロセスを含む、請求項１２４
に記載のシステム。
【請求項１３２】
　前記第１のプロセスおよび前記第３のプロセスは、同じプロセスを含む、請求項１２４
に記載のシステム。
【請求項１３３】
　前記第１のプロセスおよび前記第４のプロセスは、同じプロセスを含む、請求項１２４
に記載のシステム。
【請求項１３４】
　前記第１のプロセスおよび前記第２のプロセスおよび前記第３のプロセスは、同じプロ
セスを含む、請求項１２４に記載のシステム。
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【請求項１３５】
　前記第１のプロセスおよび前記第２のプロセスおよび前記第４のプロセスは、同じプロ
セスを含む、請求項１２４に記載のシステム。
【請求項１３６】
　前記第１のプロセスおよび前記第３のプロセスおよび前記第４のプロセスは、同じプロ
セスを含む、請求項１２４に記載のシステム。
【請求項１３７】
　前記第１のプロセスおよび前記第２のプロセスおよび前記第３のプロセスおよび前記第
４のプロセスは、同じプロセスを含む、請求項１２４に記載のシステム。
【請求項１３８】
　前記リソースは、ＣＯＭサーバをさらに備える、請求項１２４に記載のシステム。
【請求項１３９】
　前記リソースは、前記アプリケーション分離環境内にある第２のリソースとは異なるバ
ージョンのＣＯＭサーバをさらに備える、請求項１２４に記載のシステム。
【請求項１４０】
　前記識別子は、前記第１のリソースおよび第２のリソースに関連する、請求項１２４に
記載のシステム。
【請求項１４１】
　前記リソースは、前記リソースがある前記アプリケーション分離環境において少なくと
も１つのレジストリエントリをさらに備える、請求項１２４に記載のシステム。
【請求項１４２】
　前記第１のプロセスは、前記リソースに関連する識別子を含むリソースの要求を行うス
テップをさらに含む、請求項１２４に記載のシステム。
【請求項１４３】
　前記第１のプロセスは、前記アプリケーション分離環境内にある前記リソースの前記イ
ンスタンスと通信するステップをさらに含む、請求項１２４に記載のシステム。
【請求項１４４】
　前記第１のプロセスまたは前記第２のプロセスまたは前記第３のプロセスまたは前記第
４のプロセスは、ＣＯＭサービスコントロールマネージャをさらに備える、請求項１２４
に記載のシステム。
【請求項１４５】
　オペレーティングシステムによって提供されるリソースに、アプリケーションプログラ
ムによってアクセスするためのシステムであって、
　リソースと、
　該リソースの要求と該リソースに関連する識別子とを受信する第１のプロセスと、
　該アプリケーション分離環境外で実行し、該リソースが該アプリケーション分離環境内
にあることを判定する第２のプロセスと、
　該リソースの該要求と該リソースに関連する該識別子とを該アプリケーション分離環境
にリダイレクトする第３のプロセスと、
　該アプリケーション分離環境にある該リソースのインスタンスを使用して、該リソース
の該要求に応答する第４のプロセスと
　を備える、システム。
【請求項１４６】
　前記第１のプロセスは、前記アプリケーション分離環境内で実行する、請求項１４５に
記載のシステム。
【請求項１４７】
　前記第１のプロセスは、前記アプリケーション分離環境外で実行する、請求項１４５に
記載のシステム。
【請求項１４８】
　前記第３のプロセスは、前記アプリケーション分離環境内で実行する、請求項１４５に
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記載のシステム。
【請求項１４９】
　前記第３のプロセスは、前記アプリケーション分離環境外で実行する、請求項１４５に
記載のシステム。
【請求項１５０】
　前記第４のプロセスは、前記アプリケーション分離環境内で実行する、請求項１４５に
記載のシステム。
【請求項１５１】
　前記第４のプロセスは、前記アプリケーション分離環境外で実行する、請求項１４５に
記載のシステム。
【請求項１５２】
　前記第１のプロセスおよび前記第２のプロセスは、同じプロセスを含む、請求項１４５
に記載のシステム。
【請求項１５３】
　前記第１のプロセスおよび前記第２のプロセスおよび前記第３のプロセスは、同じプロ
セスを含む、請求項１４５に記載のシステム。
【請求項１５４】
　前記第１のプロセスおよび前記第２のプロセスおよび前記第４のプロセスは、同じプロ
セスを含む、請求項１４５に記載のシステム。
【請求項１５５】
　前記第１のプロセスおよび前記第２のプロセスおよび前記第３のプロセスおよび前記第
４のプロセスは、同じプロセスを含む、請求項１４５に記載のシステム。
【請求項１５６】
　前記第２のプロセスおよび前記第３のプロセスは、同じプロセスを含む、請求項１４５
に記載のシステム。
【請求項１５７】
　前記第２のプロセスおよび前記第４のプロセスは、同じプロセスを含む、請求項１４５
に記載のシステム。
【請求項１５８】
　前記第２のプロセスおよび前記第３のプロセスおよび前記第４のプロセスは、同じプロ
セスを含む、請求項１４５に記載のシステム。
【請求項１５９】
　前記リソースは、ＣＯＭサーバをさらに備える、請求項１４５に記載のシステム。
【請求項１６０】
　前記リソースは、前記アプリケーション分離環境にある第２のリソースとは異なるバー
ジョンのＣＯＭサーバをさらに備える、請求項１４５に記載のシステム。
【請求項１６１】
　前記識別子は、前記第１のリソースおよび第２のリソースに関連する、請求項１４５に
記載のシステム。
【請求項１６２】
　前記リソースは、前記リソースがある前記アプリケーション分離環境において少なくと
も１つのレジストリエントリをさらに備える、請求項１４５に記載のシステム。
【請求項１６３】
　前記第１のプロセスは、前記リソースに関連する識別子を含むリソースの要求を行うス
テップをさらに含む、請求項１４５に記載のシステム。
【請求項１６４】
　前記第１のプロセスは、前記アプリケーション分離環境内に位置する前記リソースの前
記インスタンスと通信するステップをさらに含む、請求項１４５に記載のシステム。
【請求項１６５】
　前記第１のプロセスまたは前記第２のプロセスまたは前記第３のプロセスまたは前記第
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４のプロセスは、ＣＯＭサービスコントロールマネージャをさらに備える、請求項１４５
に記載のシステム。
【請求項１６６】
　オペレーティングシステムによって提供されるリソースに、アプリケーションプログラ
ムによってアクセスするためのシステムであって、
　リソースと、
　該リソースの要求と該リソースに関連する識別子とを受信する第１のプロセスと、
　該リソースがアプリケーション分離環境内にあることを判定する第２のプロセスと、
　該アプリケーション分離環境外で実行し、該リソースの該要求と該リソースに関連する
該識別子とを前記アプリケーション分離環境にリダイレクトする第３のプロセスと、
　該アプリケーション分離環境にある該リソースのインスタンスを使用して、該リソース
の該要求に応答する第４のプロセスと
　を備える、システム。
【請求項１６７】
　前記第１のプロセスは、前記アプリケーション分離環境内で実行する、請求項１６６に
記載のシステム。
【請求項１６８】
　前記第１のプロセスは、前記アプリケーション分離環境外で実行する、請求項１６６に
記載のシステム。
【請求項１６９】
　前記第２のプロセスは、前記アプリケーション分離環境内で実行する、請求項１６６に
記載のシステム。
【請求項１７０】
　前記第２のプロセスは、前記環境外で実行する、請求項１６６に記載のシステム。
【請求項１７１】
　前記第４のプロセスは、前記アプリケーション分離環境内で実行する、請求項１６６に
記載のシステム。
【請求項１７２】
　前記第４のプロセスは、前記環境外で実行する、請求項１６６に記載のシステム。
【請求項１７３】
　前記第１のプロセスおよび前記第３のプロセスは、同じプロセスを含む、請求項１６６
に記載のシステム。
【請求項１７４】
　前記第１のプロセスおよび前記第２のプロセスおよび前記第３のプロセスは、同じプロ
セスを含む、請求項１６６に記載のシステム。
【請求項１７５】
　前記第１のプロセスおよび前記第３のプロセスおよび前記第４のプロセスは、同じプロ
セスを含む、請求項１６６に記載のシステム。
【請求項１７６】
　前記第１のプロセスおよび前記第２のプロセスおよび前記第３のプロセスおよび前記第
４のプロセスは、同じプロセスを含む、請求項１６６に記載のシステム。
【請求項１７７】
　前記第２のプロセスおよび前記第３のプロセスは、同じプロセスを含む、請求項１６６
に記載のシステム。
【請求項１７８】
　前記第２のプロセスとおよび前記第３のプロセスおよび前記第４のプロセスは、同じプ
ロセスを含む、請求項１６６に記載のシステム。
【請求項１７９】
　前記第３のプロセスおよび前記第４のプロセスは、同じプロセスを含む、請求項１６６
に記載のシステム。
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【請求項１８０】
　前記リソースは、ＣＯＭサーバをさらに備える、請求項１６６に記載のシステム。
【請求項１８１】
　前記リソースは、前記環境にある第２のリソースとは異なるバージョンのＣＯＭサーバ
をさらに備える、請求項１６６に記載のシステム。
【請求項１８２】
　前記識別子は、前記第１のリソースおよび第２のリソースに関連する、請求項１６６に
記載のシステム。
【請求項１８３】
　前記リソースは、該リソースがある前記アプリケーション分離環境において少なくとも
１つのレジストリエントリをさらに備える、請求項１６６に記載のシステム。
【請求項１８４】
　前記第１のプロセスは、前記リソースに関連する識別子を含むリソースの要求を行うス
テップをさらに含む、請求項１６６に記載のシステム。
【請求項１８５】
　前記第１のプロセスは、前記アプリケーション分離環境内にある前記リソースの前記イ
ンスタンスと通信するステップをさらに含む、請求項１６６に記載のシステム。
【請求項１８６】
　前記第１のプロセスまたは前記第２のプロセスまたは前記第３のプロセスまたは前記第
４のプロセスは、ＣＯＭサービスコントロールマネージャをさらに備える、請求項１６６
に記載のシステム。
【請求項１８７】
　オペレーティングシステムによって提供されるリソースに、アプリケーションプログラ
ムによってアクセスするためのシステムであって、
　リソースと、
　該リソースの要求と該リソースに関連する識別子とを受信する第１のプロセスと、
　該リソースがアプリケーション分離環境内にあることを判定する第２のプロセスと、
　該リソースの該要求と該リソースに関連する該識別子とを該アプリケーション分離環境
にリダイレクトする第３のプロセスと、
　該アプリケーション分離環境外で実行し、該アプリケーション分離環境にある該リソー
スのインスタンスを使用して、該リソースの該要求に応答する第４のプロセスと
　を備える、システム。
【請求項１８８】
　前記第１のプロセスは、前記環境内で実行する、請求項１８７に記載のシステム。
【請求項１８９】
　前記第１のプロセスは、前記アプリケーション分離環境外で実行する、請求項１８７に
記載のシステム。
【請求項１９０】
　前記第２のプロセスは、前記環境内で実行する、請求項１８７に記載のシステム。
【請求項１９１】
　前記第２のプロセスは、前記アプリケーション分離環境外で実行する、請求項１８７に
記載のシステム。
【請求項１９２】
　前記第３のプロセスは、前記環境内で実行する、請求項１８７に記載のシステム。
【請求項１９３】
　前記第３のプロセスは、前記アプリケーション分離環境外で実行する、請求項１８７に
記載のシステム。
【請求項１９４】
　前記第１のプロセスおよび前記第４のプロセスは、同じプロセスを含む、請求項１８７
に記載のシステム。
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【請求項１９５】
　前記第１のプロセスおよび前記第２のプロセスおよび前記第４のプロセスは、同じプロ
セスを含む、請求項１８７に記載のシステム。
【請求項１９６】
　前記第１のプロセスおよび前記第３のプロセスおよび前記第４のプロセスは、同じプロ
セスを含む、請求項１８７に記載のシステム。
【請求項１９７】
　前記第１のプロセスおよび前記第２のプロセスおよび前記第３のプロセスおよび前記第
４のプロセスは、同じプロセスを含む、請求項１８７に記載のシステム。
【請求項１９８】
　前記第２のプロセスと前記第４のプロセスは、同じプロセスを含む、請求項１８７に記
載のシステム。
【請求項１９９】
　前記第２のプロセスおよび前記第３のプロセスおよび前記第４のプロセスは、同じプロ
セスを含む、請求項１８７に記載のシステム。
【請求項２００】
　前記第３のプロセスおよび前記第４のプロセスは、同じプロセスを含む、請求項１８７
に記載のシステム。
【請求項２０１】
　前記リソースは、ＣＯＭサーバをさらに備える、請求項１８７に記載のシステム。
【請求項２０２】
　前記リソースは、前記環境内にある第２のリソースとは異なるバージョンのＣＯＭサー
バをさらに備える、請求項１８７に記載のシステム。
【請求項２０３】
　前記識別子は、前記第１のリソースおよび第２のリソースに関連する、請求項１８７に
記載のシステム。
【請求項２０４】
　前記リソースは、該リソースがある前記アプリケーション分離環境内において少なくと
も１つのレジストリエントリをさらに備える、請求項１８７に記載のシステム。
【請求項２０５】
　前記第１のプロセスは、前記リソースに関連する識別子を含むリソースの要求を行うス
テップをさらに含む、請求項１８７に記載のシステム。
【請求項２０６】
　前記第１のプロセスは、前記環境内に位置する前記リソースの前記インスタンスと通信
するステップをさらに含む、請求項１８７に記載のシステム。
【請求項２０７】
　前記第１のプロセスまたは前記第２のプロセスまたは前記第３のプロセスまたは前記第
４のプロセスは、ＣＯＭサービスコントロールマネージャをさらに備える、請求項１８７
に記載のシステム。
【請求項２０８】
　アプリケーションを分離環境と関連付けるための方法であって、
　（ａ）要求されたアプリケーションの位置を取得するステップと、
　（ｂ）該要求されたアプリケーションとアプリケーション分離環境との間に関連
付けを作成するステップと、
　（ｃ）該関連付けを保存するステップと、
　（ｄ）該アプリケーション分離環境内に該要求されたアプリケーションを起動
するステップと
　を含む、方法。
【請求項２０９】
　ステップ（ａ）は、前記要求されたアプリケーションを位置付けるステップを含む、請
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求項２０８に記載の方法。
【請求項２１０】
　ステップ（ａ）は、オペレーティングシステムのネイティブレイヤにおいて前記要求さ
れたアプリケーションを位置付けるステップをさらに含む、請求項２０８に記載の方法。
【請求項２１１】
　ステップ（ａ）は、第２のアプリケーション分離環境にあるアプリケーション分離スコ
ープにおいて前記要求されたアプリケーションを位置付けるステップをさらに含む、請求
項２０８に記載の方法。
【請求項２１２】
　ステップ（ａ）は、第２のアプリケーション分離環境において前記要求されたアプリケ
ーションを位置付けるステップを含む、請求項２０８に記載の方法。
【請求項２１３】
　ステップ（ｂ）は、第２のアプリケーションを前記アプリケーション分離環境と関連付
けるステップを含む、請求項２０８に記載の方法。
【請求項２１４】
　ステップ（ｂ）は、前記アプリケーションを第２のアプリケーション分離環境と関連付
けるステップを含む、請求項２０８に記載の方法。
【請求項２１５】
　ステップ（ｃ）は、前記関連付けを前記アプリケーション分離環境に保存するステップ
をさらに含む、請求項２０８に記載の方法。
【請求項２１６】
　ステップ（ｃ）は、前記関連付けをファイルに保存するステップを含む、請求項２０８
に記載の方法。
【請求項２１７】
　ステップ（ｃ）は、前記関連付けをリポジトリ内の構成エントリに保存するステップを
含む、請求項２０８に記載の方法。
【請求項２１８】
　ステップ（ｃ）は、前記関連付けをコンテキストメニューに保存するステップを含む、
請求項２０８に記載の方法。
【請求項２１９】
　アプリケーションを分離環境と関連付けるための環境であって、
　アプリケーション分離スコープおよびユーザ分離スコープを備えるアプリケーショ
ン分離環境と、
　ユーザに代わって実行するプロセスによって行われた該アプリケーションの要求
を取得し、該要求されたアプリケーションがある位置を取得し、判定された位置か
ら該アプリケーション分離環境内に該要求されたアプリケーションを起動するリ
ダイレクタと、
　該リダイレクタによって維持される、該要求されたアプリケーションと該ア
プリケーション分離環境との間の関連付けと
　を備える、環境。
【請求項２２０】
　前記リダイレクタは、前記アプリケーション分離環境にある、請求項２１９に記載の環
境。
【請求項２２１】
　前記リダイレクタは、第２のアプリケーション分離環境において、前記要求されたアプ
リケーションを位置付ける、請求項２１９に記載の環境。
【請求項２２２】
　前記リダイレクタは、オペレーティングシステムのネイティブレイヤにおいて、前記要
求されたアプリケーションを位置付ける、請求項２１９に記載の環境。
【請求項２２３】
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　前記リダイレクタは、前記アプリケーションの前記要求を傍受する、請求項２１９に記
載の環境。
【請求項２２４】
　前記リダイレクタは、前記要求されたアプリケーションがある位置を判定するために、
該要求されたアプリケーションと該要求されたアプリケーションがある該位置との間の保
存された関連付けを調べる、請求項２１９に記載の環境。
【請求項２２５】
　前記リダイレクタの挙動を特定するルールエンジンをさらに備える、請求項２１９に記
載の環境。
【請求項２２６】
　前記リダイレクタは、構成メカニズムに応答する前記ルールエンジンを構成するステッ
プをさらに含む、請求項２２５に記載の環境。
【請求項２２７】
　前記リダイレクタは、ファイルシステムフィルタドライバを備える、請求項２１９に記
載の環境。
【請求項２２８】
　前記リダイレクタは、機能フッキングメカニズムを備える、請求項２１９に記載の環境
。
【請求項２２９】
　前記機能フッキング装置は、複数のプロセス作成動作、ＣＯＭサーバ動作、およびＷＩ
ＮＤＯＷＳ（登録商標）サービスオペレーションから選択された動作を傍受する、請求項
２２８に記載の環境。
【請求項２３０】
　前記関連付けは、リポジトリ内に構成エントリを備える、請求項２１９に記載の環境。
【請求項２３１】
　前記関連付けは、前記リダイレクタによって保存されたファイルを備える、請求項２１
９に記載の環境。
【請求項２３２】
　前記関連付けは、コンテキストメニューエントリを備える、請求項２１９に記載の環境
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（本発明の技術分野）
　本発明は、コンピュータによるソフトウェアアプリケーションの実行の管理に関し、特
に、異なるアプリケーションプログラム間の、および、同じコンピュータシステムによっ
て実行される同じアプリケーションの個人ユーザ間の、互換性および社交性の問題を低減
するための方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　（本発明の背景）
　コンピュータソフトウェアアプリケーションプログラムは、実行中およびインストール
中、コンピュータのオペレーティングシステムによって提供される様々なネイティブリソ
ースを活用する。従来のシングルユーザコンピュータを図１Ａに描写している。図１Ａに
示すように、オペレーティングシステム１００によって提供されるネイティブリソースは
、ファイルシステム１０２、レジストリデータベース１０４、およびオブジェクト１０６
を含んでよい。ファイルシステム１０２は、アプリケーションプログラムがデータファイ
ル１５０、１５２を開く、作成する、読み込む、コピーする、修正する、および削除する
ためのメカニズムを提供する。データファイル１５０、１５２は、ディレクトリ１６０、
１６２の論理階層内において共にグループ化されてよい。レジストリデータベース１０４
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は、コンピュータに物理的に取り付けられたハードウェア、いずれのシステムオプション
が選択されたか、コンピュータメモリがどのようにセットアップされているか、アプリケ
ーション固有データの様々な項目、および、オペレーティングシステム１００が開始され
る際にはどのアプリケーションプログラムが存在しているべきか、に関する情報を保存す
る。図１Ａに示すように、レジストリデータベース１０４は一般に、レジストリ値用のコ
ンテナである「キー」１７０、１７２の論理階層に組織化される。オペレーティングシス
テム１００は、セマフォ、セクション、ミューテックス、タイマ、ミュータント、および
パイプを含む、多数の通信オブジェクトおよび同期オブジェクト１０６を提供してもよい
。同時に、ファイルシステム１０２、レジストリデータベース１０４、オブジェクト１０
６、および、オペレーティングシステム１００によって利用されるその他任意のネイティ
ブリソースを、本書全体を通じて「システムレイヤ」１０８と称することにする。システ
ムレイヤ１０８によって提供されるリソースは、任意のアプリケーションまたはシステム
プログラム１１２、１１４で利用可能である。
【０００３】
　しかしながら、互換性のない２つのアプリケーションプログラム１１２、１１４の実行
またはインストールを試みる場合に問題が生じる。図１Ａに示すように、２つのアプリケ
ーションプログラムＡＰＰ１　１１２およびＡＰＰ２　１１４は、オペレーティングシス
テム１００の「優位に立って」実行する、すなわち、アプリケーションプログラムは、オ
ペレーティングシステムによって提供された機能を活用してネイティブリソースにアクセ
スする。アプリケーションプログラムは、実行中またはインストールプロセス中にネイテ
ィブリソース１０２、１０４、１０６を相互排他的な方式で活用する際、互いに互換性が
ないといわれている。ＡＰＰ１　１１２は、パス名ｃ：＼ｗｉｎｄｏｗｓ＼ｓｙｓｔｅｍ
３２＼ｍｓｖｃｒｔ．ｄｌｌによって位置付けられるファイルを必要とする、またはそれ
をインストールしようと試みる場合があり、ＡＰＰ２　１１４は、同じパス名によって位
置付けられる第２の異なるファイルを必要とする、またはそれをインストールしようと試
みる場合がある。この場合、ＡＰＰ１　１１２およびＡＰＰ２　１１４は同じコンピュー
タで実行されることができず、互いに互換性がないといわれている。その他のネイティブ
リソースも同様の問題に直面し得る。すなわち、同じオペレーティングシステム１００環
境においてＡＰＰ１　１１２およびＡＰＰ２　１１４の両方を共にインストールまたは実
行することを必要とするコンピュータのユーザにとって不便であるという程度のものであ
る。
【０００４】
　図１Ｂは、数人のユーザに代わってアプリケーションプログラム１１２、１１４、１１
２’、１１４’の同時実行をサポートするマルチユーザコンピュータシステムを描写して
いる。図１Ｂに示すように、ＡＰＰ１　１１２の第１のインスタンスおよびＡＰＰ２　１
１４の第１のインスタンスは第１のユーザセッション１１０のコンテキスト内で実行され
、ＡＰＰ１　１１２’の第２のインスタンスは第２のユーザセッション１２０のコンテキ
スト内で実行され、ＡＰＰ２　１１４’の第２のインスタンスは第３のユーザセッション
１３０のコンテキスト内で実行される。こうした環境においては、ＡＰＰ１　１１２、１
１２’の両方のインスタンスおよびＡＰＰ２　１１４、１１４’の両方のインスタンスが
、アプリケーションを実行するのは単一のユーザであるかのようにネイティブリソース１
０２、１０４、１０６を活用すると、問題が生じる。例えば、ＡＰＰ１　１１２はアプリ
ケーション固有データをレジストリキー１７０に保存することができる。第１のユーザコ
ンテキスト１１０内で実行するＡＰＰ１　１１２の第１のインスタンスおよび第２のユー
ザコンテキスト１２０内で実行するＡＰＰ１　１１２’の第２のインスタンスがいずれも
構成データを同じレジストリキー１７０に保存しようと試みる場合、ユーザの１人につい
て誤った構成データが保存される。その他のネイティブリソースにも同様の問題が発生し
得る。
【０００５】
　本発明は、これらのアプリケーションプログラム互換性および社交性の問題に対処する
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ものである。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　（本発明の概要）
　本発明は、互いに互換性のないアプリケーションプログラム、および、同じアプリケー
ションプログラムの互換性のないバージョン同士の、単一のコンピュータにおけるインス
トールおよび実行を可能にする。また、本発明は、シングルユーザコンピュータ用に作成
された、または、マルチユーザコンピュータにおいて実行した際に生じる課題を考慮せず
に作成されたプログラムの、マルチユーザコンピュータにおけるインストールおよび実行
を可能にする。記載する方法および装置は、多くのユーザが単一のコンピュータを同時に
使用するマルチユーザコンピューティング環境に加えて、多くのユーザが単一のコンピュ
ータを交互に使用することができる環境を含むシングルユーザコンピューティング環境に
適用可能である。本発明は、アプリケーションプログラムまたは基本オペレーティングシ
ステムを修正することなく、ファイルシステム、レジストリデータベース、システムオブ
ジェクト、ウィンドウクラス、およびウィンドウ名等のネイティブリソースへのユーザア
クセスおよびアプリケーションアクセスを仮想化する。また、仮想化されたネイティブリ
ソースは、標準ツールおよび技術を使用して、仮想化されたリソースの閲覧および管理の
実現を可能にするネイティブ形式で保存することができる（すなわち、仮想化ファイルが
ファイルシステムに保存される、仮想化されたレジストリエントリがレジストリデータベ
ースに保存される等）。
【０００７】
　一側面において、本発明は、オペレーティングシステムによって提供されるリソースに
、アプリケーションプログラムによってアクセスするための方法に関する。リソースの要
求と前記リソースに関連する識別子とは、アプリケーション分離環境内で実行するプロセ
スによって受信される。前記要求されたリソースが前記アプリケーション分離環境外の位
置にあることが判定される。前記リソースの前記要求と前記リソースに関連する前記識別
子とが前記判定された位置にリダイレクトされる。前記判定された位置にある前記リソー
スのインスタンスを使用して、前記リソースの前記要求に応答される。
【０００８】
　別の側面において、本発明は、オペレーティングシステムによって提供されるリソース
に、アプリケーションプログラムによってアクセスするための方法に関する。リソースの
要求と前記リソースに関連する識別子とが受信される。アプリケーション分離環境内で実
行するプロセスが、前記要求されたリソースは前記アプリケーション分離環境外の位置に
あることを判定する。前記リソースの前記要求と前記リソースに関連する前記識別子とが
前記判定された位置にリダイレクトされる。前記判定された位置にある前記リソースのイ
ンスタンスを使用して、前記リソースの前記要求に応答される。
【０００９】
　また別の側面において、本発明は、オペレーティングシステムによって提供されるリソ
ースに、アプリケーションプログラムによってアクセスするための方法に関する。リソー
スの要求と前記リソースに関連する識別子とが受信される。前記要求されたリソースがア
プリケーション分離環境外の位置にあることの判定が行われる。前記アプリケーション分
離環境内で実行するプロセスが、前記リソースの前記要求と前記リソースに関連する前記
識別子とを前記判定された位置にリダイレクトする。前記判定された位置にある前記リソ
ースのインスタンスを使用して、前記リソースの前記要求に応答される。
【００１０】
　さらに別の側面において、本発明は、オペレーティングシステムによって提供されるリ
ソースに、アプリケーションプログラムによってアクセスするための方法に関する。リソ
ースの要求と前記リソースに関連する識別子とが受信される。前記要求されたリソースが
アプリケーション分離環境外の位置にあることの判定が行われる。前記リソースの前記要
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求と前記リソースに関連する前記識別子とが前記判定された位置にリダイレクトされる。
前記アプリケーション分離環境内で実行するプロセスが、前記判定された位置にある前記
リソースのインスタンスを使用して、前記リソースの前記要求に応答する。
【００１１】
　一側面において、本発明は、オペレーティングシステムによって提供されるリソースに
、アプリケーションプログラムによってアクセスするためのシステムであって、リソース
と、第１のプロセスと、第２のプロセスと、第３のプロセスと、第４のプロセスとを含む
システムに関する。第１のプロセスは、アプリケーション分離環境内で実行し、前記リソ
ースの要求と前記リソースに関連する識別子とを受信する。第２のプロセスは、前記リソ
ースが前記アプリケーション分離環境外の位置にあることを判定する。第３のプロセスは
、前記リソースの前記要求と前記リソースに関連する前記識別子とを前記判定された位置
にリダイレクトする。第４のプロセスは、前記判定された位置にある前記リソースのイン
スタンスを使用して、前記リソースの前記要求に応答する。
【００１２】
　別の側面において、本発明は、オペレーティングシステムによって提供されるリソース
に、アプリケーションプログラムによってアクセスするためのシステムであって、リソー
スと、第１のプロセスと、第２のプロセスと、第３のプロセスと、第４のプロセスとを含
むシステムに関する。第１のプロセスは、前記リソースの要求と前記リソースに関連する
識別子とを受信する。第２のプロセスは、アプリケーション分離環境内で実行し、前記リ
ソースが前記アプリケーション分離環境外の位置にあることを判定する。第３のプロセス
は、前記リソースの前記要求と前記リソースに関連する前記識別子とを前記判定された位
置にリダイレクトする。第４のプロセスは、前記判定された位置にある前記リソースのイ
ンスタンスを使用して、前記リソースの前記要求に応答する。
【００１３】
　また別の側面において、本発明は、オペレーティングシステムによって提供されるリソ
ースに、アプリケーションプログラムによってアクセスするためのシステムであって、リ
ソースと、第１のプロセスと、第２のプロセスと、第３のプロセスと、第４のプロセスと
を含むシステムに関する。第１のプロセスは、前記リソースの要求と前記リソースに関連
する識別子とを受信する。第２のプロセスは、前記リソースがアプリケーション分離環境
外の位置にあることを判定する。第３のプロセスは、前記アプリケーション分離環境内で
実行し、前記リソースの前記要求と前記リソースに関連する前記識別子とを前記判定され
た位置にリダイレクトする。第４のプロセスは、前記判定された位置にある前記リソース
のインスタンスを使用して、前記リソースの前記要求に応答する。
【００１４】
　さらに別の側面において、本発明は、オペレーティングシステムによって提供されるリ
ソースに、アプリケーションプログラムによってアクセスするためのシステムであって、
リソースと、第１のプロセスと、第２のプロセスと、第３のプロセスと、第４のプロセス
とを含むシステムに関する。第１のプロセスは、前記リソースの要求と前記リソースに関
連する識別子とを受信する。第２のプロセスは、前記リソースがアプリケーション分離環
境外の位置にあることを判定する。第３のプロセスは、前記リソースの前記要求と前記リ
ソースに関連する前記識別子とを前記判定された位置にリダイレクトする。第４のプロセ
スは、前記アプリケーション分離環境内で実行し、前記判定された位置にある前記リソー
スのインスタンスを使用して、前記リソースの前記要求に応答する。
【００１５】
　一側面において、本発明は、オペレーティングシステムによって提供されるリソースに
、アプリケーションプログラムによってアクセスするための方法に関する。アプリケーシ
ョン分離環境外で実行するプロセスによって、リソースの要求と前記リソースに関連する
識別子とが受信される。前記要求されたリソースが前記アプリケーション分離環境内にあ
ることが判定される。前記リソースの前記要求と前記リソースに関連する前記識別子とが
前記アプリケーション分離環境にリダイレクトされる。前記アプリケーション分離環境内
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にある前記リソースのインスタンスを使用して、前記リソースの前記要求に応答される。
【００１６】
　別の側面において、本発明は、オペレーティングシステムによって提供されるリソース
に、アプリケーションプログラムによってアクセスするための方法に関する。リソースの
要求と前記リソースに関連する識別子とが受信される。アプリケーション分離環境外で実
行するプロセスが、前記要求されたリソースは前記アプリケーション分離環境内にあるこ
とを判定する。前記リソースの前記要求と前記リソースに関連する前記識別子とが前記ア
プリケーション分離環境にリダイレクトされる。前記アプリケーション分離環境内にある
前記リソースのインスタンスを使用して、前記リソースの前記要求に応答される。
【００１７】
　また別の側面において、本発明は、オペレーティングシステムによって提供されるリソ
ースに、アプリケーションプログラムによってアクセスするための方法に関する。リソー
スの要求と前記リソースに関連する識別子とが受信される。前記要求されたリソースがア
プリケーション分離環境内にあることの判定が行われる。前記アプリケーション分離環境
外で実行するプロセスが、前記リソースの前記要求と前記リソースに関連する前記識別子
とを前記アプリケーション分離環境にリダイレクトする。前記アプリケーション分離環境
内にある前記リソースのインスタンスを使用して、前記リソースの前記要求に応答される
。
【００１８】
　さらに別の側面において、本発明は、オペレーティングシステムによって提供されるリ
ソースに、アプリケーションプログラムによってアクセスするための方法に関する。リソ
ースの要求と前記リソースに関連する識別子とが受信される。前記要求されたリソースが
アプリケーション分離環境内にあることの判定が行われる。前記リソースの前記要求と前
記リソースに関連する前記識別子とが前記アプリケーション分離環境にリダイレクトされ
る。前記アプリケーション分離環境外で実行するプロセスが、前記アプリケーション分離
環境内にある前記リソースのインスタンスを使用して、前記リソースの前記要求に応答す
る。
【００１９】
　一側面において、本発明は、オペレーティングシステムによって提供されるリソースに
、アプリケーションプログラムによってアクセスするためのシステムであって、リソース
と、第１のプロセスと、第２のプロセスと、第３のプロセスと、第４のプロセスとを含む
システムに関する。第１のプロセスは、アプリケーション分離環境外で実行し、前記リソ
ースの要求と前記リソースに関連する識別子とを受信する。第２のプロセスは、前記リソ
ースが前記アプリケーション分離環境内にあることを判定する。第３のプロセスは、前記
リソースの前記要求と前記リソースに関連する前記識別子とを前記アプリケーション分離
環境にリダイレクトする。第４のプロセスは、前記アプリケーション分離環境にある前記
リソースのインスタンスを使用して、前記リソースの前記要求に応答する。
【００２０】
　別の側面において、本発明は、オペレーティングシステムによって提供されるリソース
に、アプリケーションプログラムによってアクセスするためのシステムであって、リソー
スと、第１のプロセスと、第２のプロセスと、第３のプロセスと、第４のプロセスとを含
むシステムに関する。第１のプロセスは、前記リソースの要求と前記リソースに関連する
識別子とを受信する。第２のプロセスは、アプリケーション分離環境外で実行し、前記リ
ソースが前記アプリケーション分離環境内にあることを判定する。第３のプロセスは、前
記リソースの前記要求と前記リソースに関連する前記識別子とを前記アプリケーション分
離環境にリダイレクトする。第４のプロセスは、前記アプリケーション分離環境にある前
記リソースのインスタンスを使用して、前記リソースの前記要求に応答する。
【００２１】
　また別の側面において、本発明は、オペレーティングシステムによって提供されるリソ
ースに、アプリケーションプログラムによってアクセスするためのシステムであって、リ
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ソースと、第１のプロセスと、第２のプロセスと、第３のプロセスと、第４のプロセスと
を含むシステムに関する。第１のプロセスは、前記リソースの要求と前記リソースに関連
する識別子とを受信する。第２のプロセスは、前記リソースがアプリケーション分離環境
内にあることを判定する。第３のプロセスは、前記アプリケーション分離環境外で実行し
、前記リソースの前記要求と前記リソースに関連する前記識別子とを前記アプリケーショ
ン分離環境にリダイレクトする。第４のプロセスは、前記アプリケーション分離環境にあ
る前記リソースのインスタンスを使用して、前記リソースの前記要求に応答する。
【００２２】
　さらに別の側面において、本発明は、オペレーティングシステムによって提供されるリ
ソースに、アプリケーションプログラムによってアクセスするためのシステムであって、
リソースと、第１のプロセスと、第２のプロセスと、第３のプロセスと、第４のプロセス
とを含むシステムに関する。第１のプロセスは、前記リソースの要求と前記リソースに関
連する識別子とを受信する。第２のプロセスは、前記リソースがアプリケーション分離環
境内にあることを判定する。第３のプロセスは、前記リソースの前記要求と前記リソース
に関連する前記識別子とを前記アプリケーション分離環境にリダイレクトする。第４のプ
ロセスは、前記アプリケーション分離環境外で実行し、前記アプリケーション分離環境に
ある前記リソースのインスタンスを使用して、前記リソースの前記要求に応答する。
【００２３】
　一側面において、本発明は、アプリケーションを分離環境と関連付けるための方法に関
する。要求されたアプリケーションの位置が取得される。前記要求されたアプリケーショ
ンとアプリケーション分離環境との間に関連付けが作成される。前記関連付けが保存され
る。前記アプリケーション分離環境内に前記要求されたアプリケーションが起動される。
【００２４】
　一実施形態において、要求されたアプリケーションの位置を取得するステップは、第２
のアプリケーション分離環境において前記要求されたアプリケーションを位置付けるステ
ップを含む。別の実施形態において、前記要求されたアプリケーションと第２のアプリケ
ーション分離環境との間に関連付けが作成される。
【００２５】
　別の側面において、本発明は、アプリケーションを分離環境と関連付けるための環境で
あって、アプリケーション分離環境と、リダイレクタと、関連付けとを含む環境に関する
。アプリケーション分離環境は、アプリケーション分離スコープおよびユーザ分離スコー
プを備える。リダイレクタは、ユーザに代わって実行するプロセスによって行われた前記
アプリケーションの要求を取得し、前記要求されたアプリケーションがある位置を取得し
、判定された位置から前記アプリケーション分離環境内に前記要求されたアプリケーショ
ンを起動する。前記要求されたアプリケーションと前記アプリケーション分離環境との間
の関連付けは、前記リダイレクタによって維持される。
【００２６】
　一実施形態において、前記リダイレクタは、前記アプリケーション分離環境にある。別
の実施形態において、前記リダイレクタは、第２のアプリケーション分離環境において、
前記要求されたアプリケーションを位置付ける。また別の実施形態において、前記リダイ
レクタは、前記要求されたアプリケーションがある位置を判定するために、前記要求され
たアプリケーションと前記要求されたアプリケーションがある前記位置との間の保存され
た関連付けを調べる。さらに別の実施形態において、前記リダイレクタは、ファイルシス
テムフィルタドライバを備える。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　（索引）
　この索引は、読者が発明の議論を理解する助けとなることを意図するものである。
【００２８】
　１．０　分離環境観念的概念
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　１．１　アプリケーション分離
　１．２　ユーザ分離
　１．３　ネイティブリソースの集約ビュー
　１．４　プロセスと分離スコープとの関連付け　１．４．１　スコープ外プロセスと分
離スコープとの関連付け
　２．０　仮想化機構概念
　３．０　分離環境へのインストール
　４．０　仮想化の詳細例
　４．１　ファイルシステム仮想化
　４．１．１　ファイルシステムオープン動作
　４．１．２　ファイルシステム削除動作
　４．１．３　ファイルシステム列挙動作
　４．１．４　ファイルシステム作成動作
　４．１．５　短いファイル名管理
　４．２　レジストリ仮想化
　４．２．１　レジストリキーオープン動作
　４．２．２　レジストリキー削除動作
　４．２．３　レジストリキー列挙動作
　４．２．４　レジストリ作成動作
　４．３　名前付きオブジェクト仮想化動作
　４．４　ウィンドウ名仮想化
　４．５　プロセス外ＣＯＭサーバ仮想化
　４．６　仮想化されたファイルタイプ関連付け
　４．７　分離環境間におけるプロセスの動的移動
　（発明の詳細な説明）
　（１．０　分離環境観念的概念）
　（１．１　アプリケーション分離）
　図２Ａを参照すると、アプリケーション互換性および社交性（ｓｏｃｉａｂｉｌｉｔｙ
）の問題を低減したオペレーティングシステム１００の制御下で作動するコンピュータの
一実施形態が示されている。オペレーティングシステム１００は、そのシステムレイヤ１
０８を介して、様々なネイティブリソースをアプリケーションプログラム１１２、１１４
で利用可能なようにする。システムレイヤ１０８によって具現化されるリソースのビュー
を、「システムスコープ」と呼ぶことにする。アプリケーションプログラム１１２、１１
４によるネイティブリソース１０２、１０４、１０６、１０７へのアクセスと衝突するの
を回避するために、分離環境２００が提供される。図２Ａに示すように、分離環境２００
は、アプリケーション分離レイヤ２２０およびユーザ分離レイヤ２４０を含む。概念的に
は、分離環境２００は、アプリケーション分離レイヤ２２０を介して、ファイルシステム
１０２、レジストリ１０４、オブジェクト１０６、およびウィンドウ名１０７等、ネイテ
ィブリソースの唯一のビューをアプリケーションプログラム１１２、１１４に提供する。
各分離レイヤは、アプリケーションに提供されたネイティブリソースのビューを修正する
。レイヤによって提供される、修正されたネイティブリソースのビューを、「分離スコー
プ」と称することにする。図２Ａに示すように、アプリケーション分離レイヤは、２つの
アプリケーション分離スコープ２２２、２２４を含む。スコープ２２２はアプリケーショ
ン１１２に提供されたネイティブリソースのビューを表し、スコープ２２４はアプリケー
ション１１４に提供されたネイティブリソースのビューを表す。したがって、図２Ａに示
す実施形態においては、ＡＰＰ１　１１２にはファイルシステム１０２’の特定のビュー
が提供され、一方ＡＰＰ２　１１４にはファイルシステム１０２’’の別のビューが提供
される。いくつかの実施形態において、アプリケーション分離レイヤ２２０は、オペレー
ティングシステム１００の優位に立って実行する各個別のアプリケーションプログラムに
、ネイティブリソース１０２、１０４、１０６、１０７の特定のビューを提供する。その
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他の実施形態において、アプリケーションプログラム１１２、１１４はセットにグループ
化される場合があり、これらの実施形態において、アプリケーション分離レイヤ２２０は
アプリケーションプログラムのセットごとにネイティブリソースの特定のビューを提供す
る。アプリケーションプログラムと衝突することによって別個のグループとなり、アプリ
ケーションの互換性および社交性を高めることができる。またさらなる実施形態において
、セットに属するアプリケーションを管理者が構成してもよい。いくつかの実施形態にお
いて、「パススルー」分離スコープは、システムスコープに厳密に対応するものであると
定義できる。換言すると、パススルー分離スコープ内で実行するアプリケーションは、シ
ステムスコープにおいて直接動作する。
【００２９】
　いくつかの実施形態において、アプリケーション分離スコープは、さらにレイヤ型サブ
スコープに分割される。主なサブスコープはベースアプリケーション分離スコープを含有
し、付加的なサブスコープは、アプリケーションの多くの実行中のインスタンスに可視で
あり得るこのスコープへの様々な修正を含有する。例えば、サブスコープは、アプリケー
ションのパッチレベルの変更、または付加的な特徴のインストールもしくは除去を具現化
するこのスコープへの修正を含有する場合がある。いくつかの実施形態において、実行中
のアプリケーションのインスタンスに可視とされる付加的なサブスコープのセットを構成
可能である。いくつかの実施形態において、どのユーザに代わってアプリケーションが実
行しているかにかかわらず、当該可視であるサブスコープのセットは実行中のアプリケー
ションのインスタンスすべてについて同じである。その他において、可視であるサブスコ
ープのセットは、アプリケーションを実行中の異なるユーザごとに変わる。また他の実施
形態において、サブスコープの様々なセットが定義される場合があり、ユーザはどのセッ
トを使用するかについて選択権を有することができる。いくつかの実施形態において、サ
ブスコープは、必要なくなれば破棄してよい。いくつかの実施形態において、サブスコー
プのセットに含有される修正をマージして、単一のサブスコープを形成してもよい。
【００３０】
　（１．２　ユーザ分離）
　図２Ｂを参照すると、アプリケーション互換性およびアプリケーション社交性の問題を
低減したマルチユーザコンピュータが描写されている。マルチユーザコンピュータは、つ
い先ほど論じた分離環境２００に加えて、システムレイヤ１０８にネイティブリソース１
０２、１０４、１０６、１０７を含む。アプリケーション分離レイヤ２２０は、上述のよ
うに機能し、アプリケーションまたはアプリケーションのグループに、ネイティブリソー
スの修正されたビューを提供する。ユーザ分離レイヤ２４０は、概念的には、アプリケー
ションプログラム１１２、１１４に、アプリケーションがその代わりに実行されているユ
ーザのユーザＩＤに基づいてさらに変更されたネイティブリソースのビューを提供する。
図２Ｂに示すように、ユーザ分離レイヤ２４０は、多数のユーザ分離スコープ２４２’、
２４２’’、２４２’’’、２４２’’’’、２４２’’’’’、２４２’’’’’’（
概して２４２）を備えると考えることができる。ユーザ分離スコープ２４２は、ネイティ
ブリソースのアプリケーション固有ビューのユーザ固有ビューを提供する。例えば、ユー
ザ「ａ」に代わってユーザセッション１１０において実行するＡＰＰ１　１１２には、ユ
ーザ分離スコープ２４２’およびアプリケーション分離スコープ２２２の両方によって変
更または修正されたファイルシステムビュー１０２’（ａ）が提供される。
【００３１】
　言い換えれば、ユーザ分離レイヤ２４０は、アプリケーション分離スコープ２２２によ
って提供されたアプリケーション固有ビューの修正の「優位に立って」、ユーザ分離スコ
ープ２４２’によって提供されたユーザ固有ビューの修正を「レイヤ化する」ことにより
、各個人ユーザごとにネイティブリソースのビューを変更し、これが順に、システムレイ
ヤによって提供されたネイティブリソースのシステム全体のビューの「上にレイヤ化」さ
れる。例えば、ＡＰＰ１　１１２の第１のインスタンスがレジストリデータベース１０４
内のエントリにアクセスする場合、第１のユーザセッションおよびアプリケーション１０
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４’（ａ）に固有のレジストリデータベースのビューが調べられる。レジストリ１０４’
（ａ）のユーザ固有のビューにおいて、要求されたレジストリキーが見つかれば、当該レ
ジストリキーがＡＰＰ１　１１２に返される。見つからなければ、アプリケーション１０
４’に固有のレジストリデータベースのビューが調べられる。レジストリ１０４’のアプ
リケーション固有のビューにおいて、要求されたレジストリキーが見つかれば、当該レジ
ストリキーがＡＰＰ１　１１２に返される。見つからなければ、システムレイヤ１０８内
のレジストリデータベース１０４に保存されたレジストリキー（すなわち、ネイティブレ
ジストリキー）がＡＰＰ１　１１２に返される。
【００３２】
　いくつかの実施形態において、ユーザ分離レイヤ２４０は、各個人ユーザごとに分離ス
コープを提供する。その他の実施形態において、ユーザ分離レイヤ２４０は、ユーザのグ
ループごとに分離スコープを提供し、当該分離スコープは、組織内の役割によって定義さ
れてもよいし、管理者によって予め定められてもよい。また他の実施形態において、ユー
ザ分離レイヤ２４０は提供されない。これらの実施形態において、アプリケーションプロ
グラムによって見られるネイティブリソースのビューは、アプリケーション分離レイヤ２
２０によって提供されるものである。分離環境２００は、様々なユーザによるアプリケー
ションプログラムの同時実行をサポートするマルチユーザコンピュータとの関連で説明さ
れているが、異なるユーザによる同じコンピュータシステムでのアプリケーションプログ
ラムの順次実行の結果生じるアプリケーション互換性および社交性の問題、ならびに、同
じユーザによる互換性のないプログラムのインストールおよび実行の結果生じる問題に対
処するために、シングルユーザコンピュータにおいて使用してもよい。
【００３３】
　いくつかの実施形態において、ユーザ分離スコープは、さらにサブスコープに分割され
る。ユーザ分離スコープによる、当該スコープ内で実行中のアプリケーションに提示され
たビューへの修正は、スコープ内の各サブスコープに含有される修正の集約である。サブ
スコープは互いの上にレイヤ化され、集約ビューにおいては、上位サブスコープ内のリソ
ースへの修正が、下位レイヤ内の同じリソースへの修正の上に重なる。
【００３４】
　これらの実施形態のいくつかにおいて、これらのサブスコープのうち１つ以上が、ユー
ザに固有であるビューへの修正を含有する場合がある。これらの実施形態のいくつかにお
いて、１つ以上のサブスコープが、ユーザのセットに固有であるビューへの修正を含有す
る場合があり、当該修正は、システム管理者によって定義されてもよいし、オペレーティ
ングシステムにおいてユーザのグループとして定義されてもよい。これらの実施形態のい
くつかにおいて、これらのサブスコープの１つが、特定のログインセッションに固有であ
るビューへの修正を含有する場合があり、したがってセッション終了時に破棄される。こ
れらの実施形態のいくつかにおいて、ユーザ分離スコープに関連するアプリケーションイ
ンスタンスによるネイティブリソースへの変更は、常にこれらのサブスコープのうち１つ
に影響を及ぼし、その他の実施形態において、それらの変更は、変更を加えられた特定の
リソースに応じて異なるサブスコープに影響を及ぼし得る。
【００３５】
　（１．３　ネイティブリソースの集約ビュー）
　上述した概念アーキテクチャは、ユーザに代わって実行するアプリケーションに、集約
または統一された、アプリケーションとユーザの組み合わせに固有であるネイティブリソ
ースの仮想化されたビューを提示することを可能にする。この集約されたビューは、「仮
想スコープ」と称される場合がある。ユーザに代わって実行するアプリケーションインス
タンスには、動作しているすべての、ネイティブリソースの仮想化されたインスタンスを
反映するネイティブリソースの単一のビューが提示される。概念的には、この集約された
ビューはまず、システムスコープ内のオペレーティングシステムによって提供されたネイ
ティブリソースのセットからなり、実行中のアプリケーションに適用可能なアプリケーシ
ョン分離スコープにおいて具現化される修正によってオーバーレイされ、ユーザに代わっ
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て実行するアプリケーションに適用可能なユーザ分離スコープにおいて具現化される修正
によってさらにオーバーレイされる。システムスコープ内のネイティブリソースは、オペ
レーティングシステムの許可が特定のユーザまたはアプリケーションへのアクセスを拒否
する場所を除き、システム上の全てのユーザおよびアプリケーションに共通であることを
特徴とする。アプリケーション分離スコープにおいて具現化されるリソースビューへの修
正は、当該アプリケーション分離スコープに関連するアプリケーションのすべてのインス
タンスに共通であるとして特徴付けられる。ユーザ分離スコープにおいて具現化されるリ
ソースビューへの修正は、ユーザ分離スコープに関連するユーザに代わって実行する適用
可能なアプリケーション分離スコープに関連するすべてのアプリケーションに共通である
として特徴付けられる。
【００３６】
　この概念はサブスコープにまで拡大することができ、ユーザサブスコープにおいて具現
化されるリソースビューへの修正は、ユーザ分離サブスコープに関連するユーザまたはユ
ーザのグループに代わって実行する適用可能な分離サブスコープに関連するすべてのアプ
リケーションに共通である。本明細書全体を通して、一般に「スコープ」に言及する際は
いつでも、サブスコープが存在する場合には、それらにも言及していることを意図してい
ることを理解すべきである。
【００３７】
　アプリケーションが、ファイルシステムの一部またはレジストリデータベース等のネイ
ティブリソースの列挙を要求すると、ネイティブリソースの「システムスコープ付き」イ
ンスタンス、すなわち、もしあれば、システムレイヤにおいて見つかったインスタンスを
まず列挙することによって、仮想化された列挙が構築される。次に、要求されたリソース
の「アプリケーションスコープ付き」インスタンス、すなわち、もしあれば、適切なアプ
リケーション分離スコープにおいて見つかったインスタンスが列挙される。アプリケーシ
ョン分離スコープにおいて発見されたあらゆる列挙されたリソースが、ビューに追加され
る。列挙されたリソースが既にビュー内に存在する場合（システムスコープにも存在して
いたため）、アプリケーション分離スコープにおいて発見されたリソースのインスタンス
で置換される。同様に、要求されたリソースの「ユーザスコープ付き」インスタンス、す
なわち、もしあれば、適切なユーザ分離スコープにおいて見つかったインスタンスが列挙
される。ここでも、ユーザ分離スコープにおいて発見されたあらゆる列挙されたリソース
が、ビューに追加される。ネイティブリソースが既にビュー内に存在する場合（システム
スコープまたは適切なアプリケーション分離スコープに存在していたため）、ユーザ分離
スコープにおいて発見されたリソースのインスタンスで置換される。このようにして、ネ
イティブリソースのあらゆる列挙は、列挙されたネイティブリソースの仮想化を正確に反
映することになる。概念的には、多くのサブスコープを備える分離スコープの列挙にも同
じアプローチが当てはまる。個別のサブスコープは、下位サブスコープからの一致するイ
ンスタンスを置換する上位サブスコープからのリソースと共に集約ビュー内に列挙される
。
【００３８】
　その他の実施形態において、その逆よりもむしろ、ユーザ分離スコープからシステムレ
イヤへの列挙が行われる。これらの実施形態において、ユーザ分離スコープが列挙される
。続いてアプリケーション分離スコープが列挙され、ユーザ分離スコープにおいて列挙さ
れなかったアプリケーション分離スコープにおいて現われるあらゆるリソースインスタン
スが、構築中の集約ビューに追加される。システムスコープにおいてのみ現われるリソー
スについて、同様のプロセスを繰り返してもよい。
【００３９】
　また他の実施形態において、すべての分離スコープが一斉に列挙され、それぞれの列挙
が組み合わされる場合がある。
【００４０】
　アプリケーションが、ネイティブリソースを修正する意図なく当該リソースの既存イン
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スタンスを開こうと試みる場合、アプリケーションに返される特定のインスタンスは、仮
想スコープにおいて見つかったものであるか、または同等に、要求されたリソースの親の
仮想化された列挙において現われ得るインスタンスである。分離環境の観点から、アプリ
ケーションは「仮想リソース」を開くことを要求しているといわれており、当該要求を満
たすために使用されるネイティブリソースの特定のインスタンスは、要求されたリソース
に対応する「文字リソース」であるといわれている。
【００４１】
　ユーザに代わって実行するアプリケーションがリソースを開こうと試み、当該リソース
を修正する意図を持ってそうしていることを示す場合、当該アプリケーションインスタン
スには通常、修正するために、その他のユーザに代わって実行するアプリケーションに共
通であるアプリケーション分離スコープおよびシステムスコープ内のリソースとして、当
該リソースのプライベートコピーが与えられる。一般的には、ユーザスコープ付きインス
タンスが既に存在するのでない限り、リソースのユーザスコープ付きコピーが作られる。
仮想スコープによって提供される集約ビューの定義は、アプリケーションスコープ付きま
たはシステムスコープ付きリソースをユーザ分離スコープにコピーする行為が、問題のユ
ーザおよびアプリケーション用、その他任意のユーザ用、またその他任意のアプリケーシ
ョンインスタンス用の、仮想スコープによって提供される集約ビューに変更を加えないこ
とを意味する。ユーザに代わって実行するアプリケーションインスタンスによるコピーさ
れたリソースへの後の修正は、同じユーザ分離スコープを共有しない、その他任意のアプ
リケーションインスタンスの集約ビューに影響を及ぼさない。換言すると、それらの修正
は、その他のユーザ用、または同じアプリケーション分離スコープに関連しないアプリケ
ーションインスタンス用のネイティブリソースの集約ビューに変更を加えない。
【００４２】
　（１．４　プロセスと分離スコープとの関連付け）
　アプリケーションは、特定の分離スコープにインストールすることができる（以下でさ
らに詳細に説明する）。分離スコープにインストールされるアプリケーションは、常に当
該スコープに関連付けられている。あるいは、アプリケーションは、特定の分離スコープ
内、または多数の分離スコープ内に起動してよい。実際に、アプリケーションは、１つ以
上の分離スコープに起動され、関連付けられる。関連付けられた分離スコープは、プロセ
スにネイティブリソースの特定のビューを提供する。アプリケーションは、システムスコ
ープ内に起動してもよい、すなわち、分離スコープと関連付けなくてもよい。これにより
、分離環境内において、第三者アプリケーションに加え、インターネットエクスプローラ
等のオペレーティングシステムアプリケーションの選択的実行が可能になる。
【００４３】
　アプリケーションがどこにインストールされているかにかかわらず分離スコープ内でア
プリケーションを起動するこの能力は、分離スコープ内のアプリケーションを別個にイン
ストールすることを必要とせずに、アプリケーション互換性および社交性の課題を緩和す
る。異なる分離スコープにおいて、インストールされたアプリケーションを選択的に起動
する能力は、ヘルパーアプリケーション（Ｗｏｒｄ、Ｎｏｔｅｐａｄ等）を必要とするア
プリケーションに、それらのヘルパーアプリケーションを同じルールセットによって起動
させる能力を提供する。
【００４４】
　さらに、多くの分離環境内でアプリケーションを起動する能力により、分離されたアプ
リケーションおよび共通アプリケーション間でのより良い統合が可能になる。
【００４５】
　図２Ｃおよび概要を参照すると、プロセスを分離スコープと関連付けるための方法は、
待機状態でプロセスを起動するステップ（ステップ２８２）を含む。望ましい分離スコー
プに関連するルールが検索され（ステップ２８４）、プロセスの識別子および検索された
ルールはメモリ素子に保存され（ステップ２８６）、待機プロセスがレジュームされる（
ステップ２８８）。プロセスによって行われるネイティブリソースにアクセスするための
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次のコールは傍受またはフックされ（ステップ２９０）、プロセス識別子に関連するルー
ルは、もしあれば、要求されたリソースへのアクセスを仮想化するために使用される（ス
テップ２９２）。
【００４６】
　図２Ｃをさらに詳細に参照すると、プロセスは待機状態で起動される（ステップ２８２
）。いくつかの実施形態において、このタスクを実現するために、カスタムランチャプロ
グラムが使用される。これらの実施形態のいくつかにおいて、ランチャは、選択された分
離スコープ内にプロセスを起動するよう特別に設計される。その他の実施形態において、
ランチャは、例えばコマンドラインオプションによって、望ましい分離スコープの仕様を
入力として受け入れる。
【００４７】
　望ましい分離スコープに関連するルールが検索される（ステップ２８４）。いくつかの
実施形態において、ルールは、ハードディスクドライブまたはその他の固体メモリ素子等
の永続的記憶素子から検索される。ルールは、リレーショナルデータベース、フラットフ
ァイルデータベース、木構造データベース、二分木構造、またはその他の永続的データ構
造として保存される場合がある。その他の実施形態において、ルールは、それらを保存す
るよう特別に構成されたデータ構造に保存される場合がある。
【００４８】
　プロセスＩＤ（ＰＩＤ）等のプロセスの識別子および検索されたルールは、メモリ素子
に保存される（ステップ２８６）。いくつかの実施形態において、新規プロセス作成につ
いてのオペレーティングシステムメッセージを受信するカーネルモードドライバが提供さ
れる。これらの実施形態において、ＰＩＤおよび検索されたルールは、ドライバのコンテ
キストに保存される場合がある。その他の実施形態において、ネイティブリソースの要求
を傍受するファイルシステムフィルタドライバまたはミニフィルタが提供される。これら
の実施形態において、ＰＩＤおよび検索されたルールは、フィルタに保存される場合があ
る。その他の実施形態において、すべての傍受はやはりユーザモードフッキングによって
行われ、ＰＩＤは全く保存されない。ルールは、プロセス初期化中にユーザモードフッキ
ング装置によってロードされ、ルールの関連付けは完全にプロセス中に行われるため、そ
の他のコンポーネントがＰＩＤに当てはまるルールを知っている必要はない。
【００４９】
　待機プロセスがレジュームされ（ステップ２８８）、プロセスによって行われるネイテ
ィブリソースにアクセスするための次のコールは傍受またはフックされ（ステップ２９０
）、プロセス識別子に関連するルールは、もしあれば、要求されたリソースへのアクセス
を仮想化するために使用される（ステップ２９２）。いくつかの実施形態において、ファ
イルシステムフィルタドライバまたはミニフィルタは、ネイティブリソースへのアクセス
の要求を傍受し、傍受された要求に関連するプロセス識別子がルールのセットに関連付け
られたか否かを判断する。関連付けられていれば、保存されたプロセス識別子に関連する
ルールはネイティブリソースへのアクセスの要求を仮想化するために使用される。関連付
けられていなければ、ネイティブリソースへのアクセスの要求は無修正で通過する。その
他の実施形態において、新規作成されたプロセスに動的リンクライブラリがロードされ、
そのライブラリは分離ルールをロードする。また他の実施形態において、カーネルモード
技術（フッキング、フィルタドライバ、ミニフィルタ）およびユーザモード技術のいずれ
も、ネイティブリソースにアクセスするためのコールを傍受するために使用される。ファ
イルシステムフィルタドライバがルールを保存している実施形態では、ライブラリがファ
イルシステムフィルタドライバからルールをロードすることができる。
【００５０】
　分離スコープに関連するプロセスの「子」であるプロセスは、それらの「親」プロセス
の分離スコープに関連する。いくつかの実施形態において、これは、子プロセスが作成さ
れた際にカーネルモードドライバがファイルシステムフィルタドライバに通知することに
よって実現される。これらの実施形態において、ファイルシステムドライバは、親プロセ
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スのプロセス識別子が分離スコープに関連付けられているか否かを判定する。関連付けら
れていれば、ファイルシステムフィルタドライバは、新規作成された子プロセスのプロセ
ス識別子と親プロセスの分離スコープとの間の関連付けを保存する。その他の実施形態に
おいて、ファイルシステムフィルタドライバは、カーネルモードドライバを使用すること
なく、システムから直接的にコールされることができる。その他の実施形態において、分
離スコープに関連するプロセス中に、新規プロセスを作成するオペレーティングシステム
機能がフックまたは傍受される。そのようなプロセスから新規プロセス作成の要求が受信
されると、新規の子プロセスと親の分離スコープとの間の関連付けが保存される。
【００５１】
　いくつかの実施形態において、スコープまたはサブスコープは、プロセス全体の代わり
に個別のスレッドと関連する場合があり、これによりスレッドごとを基準に分離を行うこ
とが可能になる。いくつかの実施形態において、スレッドごとの分離は、サービスおよび
ＣＯＭ＋サーバに使用される場合がある。
【００５２】
　（１．４．１　スコープ外プロセスと分離スコープとの関連付け）
　本発明の別の側面は、アプリケーションが、当該アプリケーション分離スコープ、別の
アプリケーション分離スコープ、またはアプリケーション分離スコープ以外のいずれにイ
ンストールされたにかかわらず、任意のアプリケーションインスタンスを任意のアプリケ
ーション分離スコープと関連付ける能力である。それでもやはり、特定のアプリケーショ
ンスコープにインストールされなかったアプリケーションは、それらのネイティブリソー
スが、ユーザ分離スコープ、アプリケーション分離スコープ、およびシステムスコープに
よって形成された集約仮想スコープを介して利用可能であるため、アプリケーション分離
スコープおよび対応するユーザ分離スコープのコンテキストにおいて、ユーザに代わって
実行されることができる。アプリケーションを分離スコープにおいて作動させることが望
ましい場合、これは、システムスコープに直接的にインストールされたアプリケーション
に、分離スコープ内でアプリケーションを別個にインストールすることを必要とせずに、
分離スコープ内において作動する能力を提供する。これは、システムスコープに直接的に
インストールされたアプリケーションに、任意の分離スコープのコンテキストにおいてヘ
ルパーアプリケーションとして使用される能力も提供する。
【００５３】
　実行中のアプリケーションを構成するすべてのプロセスを含む各アプリケーションイン
スタンスは、０または１つのアプリケーション分離スコープいずれか、拡大解釈すれば、
厳密に０または１の対応するユーザ分離スコープと関連付けられる。この関連付けは、も
しあれば、どのルールがリソース要求に当てはまるかを判定する際に、ルールエンジンに
よって使用される。この関連付けは、もしある場合、アプリケーションがインストールさ
れたアプリケーション分離スコープのためのものである必要はない。分離スコープにイン
ストールされた多くのアプリケーションは、必要なネイティブリソースを見つけることが
できないため、異なる分離スコープまたは分離スコープ以外で作動する際に正しく機能し
ない。しかしながら、分離スコープはシステムスコープを含むリソースビューの集約であ
るため、システムスコープにインストールされたアプリケーションは、概してアプリケー
ション分離スコープ内で正しく機能する。これは、プロセス外ＣＯＭサーバに加えて、ヘ
ルパープログラムを、特定の分離スコープにおいてユーザに代わって実行するアプリケー
ションによって呼び出し、実行することができることを意味する。
【００５４】
　いくつかの実施形態において、システムスコープにインストールされたアプリケーショ
ンは、この実行の結果として、コンピュータのファイルおよび構成設定にどのような変更
が加えられたかを識別する目的で、分離スコープ内で実行される。ユーザ分離スコープに
おいて分離される、すべての影響を受けたファイルおよび構成設定として、これらのファ
イルおよび構成設定は容易に識別可能である。これらの実施形態のいくつかにおいて、こ
れは、アプリケーションによってファイルおよび構成設定に加えられた変更について報告
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するために使用される。いくつかの実施形態において、ファイルおよび構成設定はアプリ
ケーション実行の終わりに削除され、これにより、アプリケーション実行の結果としてコ
ンピュータのファイルおよび構成設定に加えられた変更が保存されていないことを効果的
に確認する。また他の実施形態において、ファイルおよび構成設定はアプリケーション実
行の終わりに選択的に削除されるか、または削除されず、これにより、アプリケーション
実行の結果としてコンピュータのファイルおよび構成設定に加えられた変更がわずかに保
存されていることを効果的に確認する。
【００５５】
　（２．０　仮想化機構概念）
　図３Ａを参照すると、以下のインストールモードとは区別される実行モードでネイティ
ブリソースへのアクセスを仮想化するために取られるステップの一実施形態が示されてい
る。概要において、ネイティブリソースへのアクセスの要求は、傍受または受信される（
ステップ３０２）。要求は、アクセスが求められているネイティブリソースを識別する。
受信したアクセス要求をどのように扱うかに関する適用可能なルールが判定される（ステ
ップ３０４）。要求を無視すべきであることをルールが示す場合、アクセス要求は修正な
くシステムレイヤに渡され（ステップ３０６）、結果が要求元に返される（ステップ３１
０）。アクセス要求をリダイレクトまたは分離すべきであることをルールが示す場合、要
求を満たすリソースの文字インスタンスが識別され（ステップ３０８）、修正された、ま
たは文字リソースの置換要求がシステムレイヤに渡され（ステップ３０６）、結果が要求
元に返される（ステップ３１０）。
【００５６】
　図３をさらに詳細に参照すると、ネイティブリソースを識別する要求は傍受または受信
される（ステップ３０２）。いくつかの実施形態において、ネイティブリソースの要求は
、オペレーティングシステムによってアプリケーションに提供される「フッキング」機能
によって傍受され、ネイティブリソース要求を行う。特定の実施形態において、これは、
オペレーティングシステムによって作成されたあらゆる新規プロセスのアドレス空間にロ
ードされる動的リンクライブラリとして実装され、初期化ルーチン中にこれがフッキング
を行う。あらゆるプロセスにＤＬＬをロードすることは、オペレーティングシステムによ
って提供される設備を介して、あるいは、プロセス用の実行可能なイメージがディスクか
らロードされる際に、ディスクファイルまたはメモリのいずれかにおいて、インポートす
るＤＤＬの実行可能なイメージのリストを修正することによって、達成できる。その他の
実施形態において、フッキングする機能は、サービス、ドライバ、またはデーモンによっ
て行われる。その他の実施形態において、オペレーティングシステムによって提供された
、共有ライブラリおよび実行可能なファイルを含む実行可能なイメージは、フックする機
能を提供するため、または本発明の論理を直接的に具現化するために、修正される、また
はパッチを適用される場合がある。オペレーティングシステムがＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗ
ＩＮＤＯＷＳ（登録商標）オペレーティングシステムファミリーのメンバーである特定の
実施形態では、カーネルモードドライバがシステムサービスディスパッチテーブルをフッ
クすることによって傍受が行われる。また他の実施形態において、オペレーティングシス
テムは、ネイティブリソースへのアクセスを要求する機能を第三者がフックすることを可
能にする設備を提供することができる。これらの実施形態のいくつかにおいて、オペレー
ティングシステムは、アプリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）また
はデバッグ設備を介してこの設備を提供することができる。
【００５７】
　その他の実施形態において、ネイティブリソース要求は、ネイティブリソースに関連す
るドライバスタックまたはハンドラスタック内のフィルタによって傍受される。例えば、
Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標）オペレーティングシステムファミリー
のいくつかのメンバーは、第三者フィルタドライバまたはミニフィルタをファイルシステ
ムドライバスタックに接続する性能を提供し、ファイルシステムフィルタドライバまたは
ミニフィルタを使用して、以下で説明する分離機能を提供することができる。また他の実
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施形態において、本発明は、本発明の論理を直接的に組み込んだファイルシステム実装を
含む。あるいは、オペレーティングシステムは、以下で説明する機能を直接的に提供する
ために書き換えられる場合がある。いくつかの実施形態において、上記に記載したリソー
スの要求を傍受または受信するための方法の一部またはすべての組み合わせは、一斉に用
いることができる。
【００５８】
　多くの実施形態において、実行中のネイティブリソースを開く、または新規のネイティ
ブリソースを作成するための要求のみが、フックまたは傍受される。これらの実施形態に
おいて、ネイティブリソースへの初期アクセスは、リソースを仮想化させるアクセスであ
る。初期アクセスの後、要求中のアプリケーションプログラムは、ハンドラもしくはポイ
ンタ、または、文字リソースを直接的に識別するオペレーティングシステムによって提供
されたその他の識別子を使用して、仮想化されたリソースについてオペレーティングシス
テムと通信することができる。その他の実施形態において、仮想化されたネイティブリソ
ースにおいて動作するための他の種類の要求も、フックまたは傍受される。これらの実施
形態のいくつかにおいて、アプリケーションによる、仮想リソースを開くまたは作成する
要求は、文字リソースを直接的に識別しない仮想ハンドルを返し、分離環境は、仮想ハン
ドルに対する次の要求を対応する文字リソースに翻訳する責任を負っている。それらの実
施形態のいくつかにおいて、必要であると証明されるまで、付加的な仮想化動作を延期す
ることができる。例えば、リソースの修正可能なプライベートコピーを分離スコープに提
供する動作は、次の修正が可能なモードでリソースが開かれているときではなく、リソー
スを変更する要求が行われるまで延期することができる。
【００５９】
　ネイティブリソース要求が傍受または受信されると、特定の要求をどのように扱うか判
定する適用可能なルールが判定される（ステップ３０４）。ほとんどの適用可能なルール
は、リストまたは木構造等の適切なデータ構造を使用して組織化されたルールを含有する
、ルールエンジン、ルールのデータベース、またはフラットファイルを参照することによ
り、判定されることができる。いくつかの実施形態において、ルールは、２つ以上のルー
ルが当てはまる場合に、どのルールが最も適用可能であると見なされるかを判定する優先
権を与えられる。これらの実施形態のいくつかにおいて、ルール優先度は、ルール自体に
含まれるか、あるいは、ルール優先度は、ルールを保存するために使用されるデータ構造
に埋め込まれてよく、例えば、ルール優先度は、木構造におけるルールの位置によって示
すことができる。判定されたルールは、例えば要求をリダイレクトするための文字リソー
ス等、仮想化されたリソース要求をどのように処理するかに関する付加的な情報を含む場
合がある。特定の実施形態において、ルールは、フィルタフィールド、アクションフィー
ルド、およびデータフィールドを含む３つである。この実施形態において、フィルタフィ
ールドは、受信したネイティブリソース要求を、要求されたリソース名にルールが有効で
あるか否か判定するよう適合させるために使用されるフィルタを含む。アクションフィー
ルドは、「無視する」「リダイレクトする」または「分離する」であってよい。データフ
ィールドは、ルールが有効である場合に使用される機能を含む、ルールが有効である場合
に取られるアクションについての任意の付加的な情報であってよい。
【００６０】
　ルールアクションの「無視する」は、システムスコープにおいて、要求されたネイティ
ブリソースに要求が直接動作することを意味する。すなわち、要求は無変更でシステムレ
イヤ１０８へ渡され（ステップ３０６）、要求は分離環境２００が存在しないかのように
遂行される。この場合、分離環境は「ホール」を有するといわれており、また、要求は「
パススルー」要求と称される場合がある。
【００６１】
　ネイティブリソース要求をリダイレクトまたは分離すべきであることをルールアクショ
ンが示すと、要求を満たす文字リソースが識別される（ステップ３０８）。
【００６２】
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　ルールアクションの「リダイレクトする」は、要求において特定されたものとは異なる
リソースであるが、システムスコープ付きネイティブリソースに要求が直接動作すること
を意味する。文字リソースは、判定されたルールのデータフィールドにおいて特定された
、またはそれによって暗示されたマッピング機能を、要求されたネイティブリソースの名
前に適用することによって識別される。最も一般的な場合において、文字ネイティブリソ
ースは、システムスコープ内のどこに位置してもよい。簡単な例として、ルール｛ｐｒｅ
ｆｉｘ＿ｍａｔｃｈ（”ｃ：＼ｔｅｍｐ＼”，ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｎａｍｅ），ＲＥＤＩ
ＲＥＣＴ，ｒｅｐｌａｃｅ＿ｐｒｅｆｉｘ（”ｃ：＼ｔｅｍｐ＼”，”ｄ：＼ｗｕｔｅｍ
ｐ＼”，ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｎａｍｅ）｝は、要求されたファイルｃ：＼ｔｅｍｐ＼ｅｘ
ａｍｐｌｅｓ＼ｄ１．ｔｘｔへのアクセスを、文字ファイルｄ：＼ｗｕｔｅｍｐ＼ｅｘａ
ｍｐｌｅｓ＼ｄ１．ｔｘｔにリダイレクトする。ルールのデータフィールドに含まれるマ
ッピング機能、およびマッチング機能は、例えば正規表現を使用して、複雑挙動をサポー
トするようにさらに一般化されることができる。いくつかの実施形態は、ユーザに代わっ
て実行するアプリケーションに適用可能なユーザ分離スコープもしくはサブスコープ、ま
たはアプリケーションに適用可能なアプリケーション分離スコープもしくはサブスコープ
内に文字リソースを位置付けるマッピング機能を特定する能力を提供することができる。
さらなる実施形態は、分離されたアプリケーション間の制御形態の対話を提供するために
、異なるアプリケーションに適用可能なアプリケーション分離スコープ内に文字リソース
を位置付けるマッピング機能を特定する能力を提供することができる。いくつかの特定の
実施形態において、「リダイレクトする」アクションは、「無視する」ルールアクション
に相当する挙動を提供するよう構成されてよい。これらの実施形態において、文字リソー
スは、厳密には要求されたネイティブリソースである。この状況が構成されている場合、
分離環境は「ホール」を有するといわれており、また要求は「パススルー」要求と称され
る場合がある。
【００６３】
　ルールアクションの「分離する」は、適切なユーザ分離スコープおよびアプリケーショ
ン分離スコープを使用して識別された文字リソースに要求が動作することを意味する。す
なわち、文字リソースの識別子は、ユーザ分離スコープ、アプリケーション分離スコープ
、両方のスコープを使用して、またはいずれのスコープも使用しないで、要求されたネイ
ティブリソースの識別子を修正することにより、判定される。識別される特定の文字リソ
ースは、要求されたアクセスの種類および要求されたネイティブリソースのいずれのイン
スタンスが適用可能なユーザ分離スコープ、適用可能なアプリケーション分離スコープ、
およびシステムスコープ内に既に存在するかによって異なる。
【００６４】
　図３Ｂは、リソースがそれを修正することを意図して開かれることを示す、ネイティブ
リソースを開くための要求が受信された際に、文字リソースを識別するために取られるス
テップ（図３Ａのステップ３０６）の実施形態を描写している。簡潔に言うと、要求され
たネイティブリソースの、ユーザスコープ付きインスタンス、すなわち適用可能なユーザ
スコープまたはユーザサブスコープ内に存在するインスタンスが、存在するか否かの判定
が行われる（ステップ３５４）。存在する場合、ユーザスコープ付きインスタンスは、要
求用の文字リソースとして識別され（ステップ３７２）、当該インスタンスは開かれ、要
求元に返される。ユーザスコープ付きインスタンスが存在しない場合、要求されたネイテ
ィブリソースのアプリケーションスコープ付きインスタンスが存在するか否かの判定が行
われる（ステップ３５６）。アプリケーションスコープ付きインスタンスが存在する場合
、「候補」リソースインスタンスとして識別され（ステップ３５９）、候補インスタンス
の修正が許容されているか否かを判定するために、当該インスタンスに関連する許可デー
タがチェックされる（ステップ３６２）。アプリケーションスコープ付きインスタンスが
存在しない場合、要求されたネイティブリソースのシステムスコープ付きインスタンスが
存在するか否かの判定が行われる（ステップ３５８）。存在しない場合、要求された仮想
化リソースが仮想スコープに存在しないことを示すエラー状態が要求元に返される（ステ
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ップ３６０）。しかしながら、システムスコープ付きリソースが存在する場合、候補リソ
ースインスタンスとして識別され（ステップ３６１）、候補インスタンスの修正が許容さ
れているか否かを判定するために、当該インスタンスに関連する許可データがチェックさ
れる（ステップ３６２）。許容されていない場合、仮想化リソースの修正が許容されてい
ないことを示すエラー状態が要求元に返される（ステップ３６４）。候補リソースを修正
してよいことを許可データが示す場合、ネイティブリソースの候補インスタンスのユーザ
スコープ付きコピーが作られ（ステップ３７０）、ユーザスコープ付きインスタンスは、
要求用の文字リソースとして識別され（ステップ３７２）、開かれ、要求元に返される。
【００６５】
　図３Ｂをさらに詳細に参照すると、ユーザスコープ付きリソースが存在するか否か、つ
まり換言すると、要求されたリソースが適用可能なユーザスコープまたはサブスコープに
存在するか否かの判定が行われる（ステップ３５４）。適用可能なユーザスコープまたは
サブスコープは、要求を行うアプリケーションに関連するアプリケーション分離スコープ
上にレイヤ化されるユーザに関連するスコープである。ユーザ分離スコープまたはサブス
コープは、ファイルシステムの場合、ユーザ分離スコープ内に存在するすべてのファイル
が保存されるディレクトリであってよい。これらの実施形態のいくつかにおいて、ユーザ
分離ディレクトリの下のディレクトリ木構造は、要求されたリソースのパスを反映してい
る。例えば、要求されたファイルがｃ：＼ｔｅｍｐ＼ｔｅｓｔ．ｔｘｔであり、ユーザ分
離スコープディレクトリがｄ：＼ｕｓｅｒ１＼ａｐｐ１＼である場合、ユーザスコープ付
き文字ファイルへのパスは、ｄ：＼ｕｓｅｒ１＼ａｐｐ１＼ｃ＼ｔｅｍｐ＼ｔｅｓｔ．ｔ
ｘｔであってよい。その他の実施形態において、ユーザスコープ付き文字ファイルへのパ
スは、ネイティブ命名規則において定義されてよい。例えば、ユーザスコープ付き文字フ
ァイルへのパスは、ｄ：＼ｕｓｅｒ１＼ａｐｐ１＼ｄｅｖｉｃｅ＼ｈａｒｄｄｉｓｋ１＼
ｔｅｍｐ＼ｔｅｓｔ．ｔｘｔであってよい。また他の実施形態において、ユーザスコープ
付きファイルは唯一であるように選ばれた名前を持つ単一のディレクトリにすべて保存さ
れてよく、データベースは、要求されたファイル名とディレクトリに保存されている対応
する文字ファイルの名前との間のマッピングを保存するために使用されてよい。また他の
実施形態において、文字ファイルの内容はデータベースに保存されてよい。また他の実施
形態において、ネイティブファイルシステムは、個別に名付けられた多くの「ストリーム
」を含有するための設備を単一のファイルに提供し、ユーザスコープ付きファイルの内容
は関連ファイルの追加ストリームとしてシステムスコープに保存される。あるいは、文字
ファイルは、ディスクの使用状況またはその他の関心の基準を最適化するように設計され
ることができるカスタムファイルシステムに保存されてよい。
【００６６】
　ユーザスコープ付きリソースインスタンスが存在しない場合、アプリケーションスコー
プ付きリソースが存在するか否か、つまり換言すると、要求されたリソースがアプリケー
ションスコープに存在するか否かの判定が行われる（ステップ３５６）。上述の方法は、
この判定を行うために使用される。例えば、要求されたファイルがｃ：＼ｔｅｍｐ＼ｔｅ
ｓｔ．ｔｘｔであり、アプリケーション分離スコープディレクトリがｅ：＼ａｐｐ１＼，
である場合、アプリケーションスコープ付きフィルへのパスは、ｅ：＼ａｐｐ１＼ｃ＼ｔ
ｅｍｐ＼ｔｅｓｔ．ｔｘｔであってよい。上述のように、アプリケーションスコープ付き
ファイルへのパスは、ネイティブ命名規則に保存されてよい。上述の実施形態は、アプリ
ケーション分離スコープにも当てはまる場合がある。
【００６７】
　アプリケーションスコープ付きリソースが存在しない場合、システムスコープ付きリソ
ースが存在するか否か、つまり換言すると、要求されたリソースがシステムスコープに存
在するか否かの判定が行われる（ステップ３５８）。例えば、要求されたファイルがｃ：
＼ｔｅｍｐ＼ｔｅｓｔ．ｔｘｔである場合、システムスコープ付きファイルへのパスはｃ
：＼ｔｅｍｐ＼ｔｅｓｔ．ｔｘｔである。要求されたリソースがシステムスコープに存在
しない場合、要求されたリソースは仮想スコープに存在しないという指示が要求元に返さ
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れる（ステップ３６０）。
【００６８】
　要求されたリソースの候補リソースインスタンスがアプリケーション分離スコープに位
置していても、システムスコープに位置していても、候補リソースインスタンスの修正が
許容されているか否かの判定は行われる（ステップ３６２）。例えば、候補ネイティブリ
ソースインスタンスは、当該ユーザによる候補インスタンスの修正は許容されていないこ
とを示す関連のネイティブ許可データを有してよい。さらに、ルールエンジンは、リソー
スの仮想化されたコピーのネイティブ許可データに従うか、またはそれを無効にするよう
分離環境に命令する構成設定を含んでよい。いくつかの実施形態において、ルールは、例
えばシステムスコープまたはアプリケーション分離スコープもしくはサブスコープ等、い
くつかの仮想リソースに対し、修正が発生するスコープを特定してよい。いくつかの実施
形態において、ルールエンジンは、アクセスされるリソースの階層または種類に基づいて
、仮想化されたネイティブリソースのサブセットに当てはまる構成設定を特定することが
できる。これらの実施形態のいくつかにおいて、構成設定は、各アトミックネイティブリ
ソースに固有である場合がある。別の例において、ルールエンジンは、実行可能なコード
またはオペレーティングシステムによって定義されるようなＭＩＭＥタイプもしくはファ
イルタイプ等、あるクラスのファイルの修正を禁止または許容する構成データを含んでよ
い。
【００６９】
　ステップ３６２の判定が、候補リソースインスタンスの修正は許容されていないという
ものである場合、仮想リソースへの書き込みアクセスが許容されていないことを示すエラ
ー状態が要求元に返される（ステップ３６４）。ステップ３６２の判定が、候補リソース
インスタンスの修正は許容されているというものである場合、候補インスタンスは適切な
ユーザ分離スコープまたはサブスコープにコピーされる（ステップ３７０）。要求された
ネイティブリソースの論理階層構造が分離スコープにおいて維持されている実施形態では
、ユーザ分離スコープにリソースの候補インスタンスをコピーするには、階層プレースホ
ルダのユーザ分離スコープにおける基準が必要である。階層プレースホルダは、コピーさ
れたリソースを分離スコープ内において正しく位置付けるために階層に置かれたノードで
ある。階層プレースホルダは、データを保存せず、プレースホルダノードとして識別され
、要求元に返される文字リソースではあり得ないという意味で「存在しない」。いくつか
の実施形態において、プレースホルダノードとしてのノードの識別は、ノード、もしくは
ノードの親、またはシステムレイヤ内のその他何らかの関連するエンティティに添付され
たメタデータにその事実を記録することによって行われる。その他の実施形態において、
プレースホルダノード名の別個のリポジトリが維持される。
【００７０】
　いくつかの実施形態において、ルールは、特定のリソースへの修正を、アプリケーショ
ン分離スコープ等の特定のスコープにおいて行ってよいと特定することができる。それら
の場合、ステップ３７０のコピー動作は、候補リソースインスタンスへの修正が、それが
見つかったスコープまたはサブスコープにおいて許容されているか否かを判定するまで拡
張される。許容されていない場合、候補リソースインスタンスは修正が許容されているス
コープまたはサブスコープにコピーされるが、当該スコープは常にユーザ分離スコープで
なくてもよく、新規のコピーは文字リソースインスタンスとして識別される（ステップ３
７２）。許容されている場合、候補リソースインスタンスは文字インスタンスとして識別
され（ステップ３７２）、開かれ、結果が要求元に返される（ステップ３０６）。
【００７１】
　再度図３Ａを参照すると、文字リソースインスタンスは、ステップ３５４で位置してい
たかステップ３７０で作成されたかにかかわらず、開かれ（ステップ３０６）、要求元に
返される（ステップ３１０）。いくつかの実施形態において、これは、オペレーティング
システムに対して「開く」コマンドを発行し、その「開く」コマンドに対するオペレーテ
ィングシステムからの応答を要求元に返すことによって実現される。
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【００７２】
　ユーザに代わって実行するアプリケーションがネイティブリソースを削除する場合、仮
想スコープとして当該アプリケーションに提示されているネイティブリソースの集約ビュ
ーはその削除を反映しなくてはならない。リソースを削除する要求は、その存在を完全に
除去することによってリソースを修正するものであるが、特別な種類の修正の要求である
。概念的には、リソースを削除する要求は、図３Ｂで概説したような文字リソースの判定
を含み、図３Ａにおいて概説したものと同様の方式で進む。しかしながら、ステップ３０
６は、分離されたリソースに対しておよびリダイレクトまたは無視されたリソースに対し
て異なる動作をする。リダイレクトおよび無視の場合、文字リソースはシステムスコープ
から削除される。分離の場合、文字リソースは「事実上」削除される、つまり換言すると
、それが削除されたという事実がユーザ分離スコープに記録される。削除されたノードは
データを含有せず、削除されたものとして識別され、当該ノードおよびその子孫は「存在
しない」。換言すると、他にリソース要求を満たすのがリソースまたはリソースの祖先（
ａｎｃｅｓｔｏｒ）である場合、「リソースが見つかりません」エラーが要求元に返され
る。さらなる詳細は、第４節において概説する。いくつかの実施形態において、削除され
たノードとしてのノードの識別は、ノード、もしくはノードの親、またはシステムレイヤ
内のその他何らかの関連するエンティティに添付されたメタデータにその事実を記録する
ことによって行われる。その他の実施形態において、削除されたノード名の別個のリポジ
トリが、例えば別個のサブスコープ内において、維持される。
【００７３】
　（３．０　分離環境へのインストール）
　上述したアプリケーション分離スコープは、関連するアプリケーションインスタンスが
、いかなるユーザとも無関係に、または同等に、すべての考えられるユーザに代わって、
それらのアプリケーションインスタンスが作成するリソースを含むリソースを共有するス
コープとして考えることができる。該当するリソースの主要なクラスは、アプリケーショ
ンがオペレーティングシステムにインストールされる際に作成されたセットである。図１
Ａに示すように、互換性のない２つのアプリケーションを両方同じシステムスコープにイ
ンストールすることはできないが、それらのアプリケーションのうち少なくとも１つを分
離環境にインストールすることにより、この問題は解決できる。
【００７４】
　分離スコープ、または分離スコープに関連するアプリケーションインスタンスは、アプ
リケーションのインストールをサポートするために「インストールモード」で動作できる
。これは、図４～１６に関連して以下で説明する「実行モード」と対照的である。インス
トールモードにおいて、アプリケーションインストールプログラムはアプリケーション分
離スコープに関連付けられ、すべてのユーザに代わって実行していると推測される。アプ
リケーション分離スコープは、当該アプリケーションインスタンスに対して「すべてのユ
ーザ」のユーザ分離スコープであるかのように作用し、ユーザ分離スコープは当該アプリ
ケーションインスタンスに対してアクティブではない。
【００７５】
　図３Ｃは、リソースがそれを修正することを意図して開かれることを示す、ネイティブ
リソースを開くための要求が受信された際に、文字リソースを識別するためにインストー
ルモードで取られるステップの一実施形態を描写している。簡潔に言うと、アクティブな
ユーザ分離スコープがない場合、要求されたネイティブリソースのアプリケーションスコ
ープ付きインスタンスが存在するか否かの判定がまず行われる（ステップ３７４）。アプ
リケーションスコープ付きインスタンスが存在する場合、当該インスタンスは文字リソー
スインスタンスとして識別される（ステップ３８４）。アプリケーションスコープ付きイ
ンスタンスが存在しない場合、要求されたリソースのシステムスコープ付きインスタンス
が存在するか否かの判定が行われる。（ステップ３７６）。存在しない場合、要求された
仮想化リソースが仮想スコープに存在しないことを示すエラー状態が要求元に返される（
ステップ３７７）。しかしながら、システムスコープ付きリソースが存在する場合、候補
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リソースインスタンスとして識別され（ステップ３７８）、候補インスタンスの修正が許
容されているか否かを判定するために、当該インスタンスに関連する許可データがチェッ
クされる（ステップ３８０）。許容されていない場合、仮想化リソースの修正が許容され
ていないことを示すエラー状態が要求元に返される（ステップ３８１）。候補リソースを
修正してよいことを許可データが示す場合、アクティブであるユーザ分離スコープがない
ので、ネイティブリソースの候補インスタンスのアプリケーションスコープ付きコピーが
作られ（ステップ３８２）、アプリケーションスコープ付きインスタンスは要求用の文字
インスタンスとして識別される（ステップ３８４）。いくつかの実施形態において、候補
ファイルはルールエンジンによって定義された位置にコピーされる。例えば、ルールは、
ファイルがアプリケーション分離スコープにコピーされると特定することができる。その
他の実施形態において、ルールは、ファイルをコピーすべき特定のアプリケーション分離
サブスコープまたはユーザ分離サブスコープを特定することができる。ファイルがコピー
される分離スコープに現われない要求されたファイルのあらゆる祖先は、コピーされたイ
ンスタンスを階層に正しく位置付けるために、分離スコープにおいてプレースホルダとし
て作成される。
【００７６】
　図３Ｄは、ネイティブリソースを作成するための要求が受信された際に、文字リソース
を識別するためにインストールモードで取られるステップの一実施形態を示す。簡潔に言
うと、アクティブなユーザ分離スコープがない場合、要求されたネイティブリソースのア
プリケーションスコープ付きインスタンスが存在するか否かの判定がまず行われる（ステ
ップ３９０）。アプリケーションスコープ付きインスタンスが存在する場合、リソースは
既に存在するため作成できないことを示すエラー状態が要求元に返され得る（ステップ３
９２）。アプリケーションスコープ付きインスタンスが存在しない場合、要求されたネイ
ティブリソースのシステムスコープ付きインスタンスが存在するか否かの判定が行われる
（ステップ３９４）。システムスコープ付きインスタンスが存在する場合、リソースは既
に存在するため作成できないことを示すエラー状態が要求元に返され得る（ステップ３９
２）。いくつかの実施形態において、リソースを開くために使用される要求は、リソース
の現存する任意のシステムスコープ付きインスタンスは上書きされ得ることを特定する場
合がある。システムスコープ付きリソースインスタンスが存在しない場合、アプリケーシ
ョンスコープ付きリソースインスタンスは、要求を遂行するために作成される文字インス
タンスとして識別され得る（ステップ３９６）。
【００７７】
　図３Ｂを図３Ｃおよび３Ｄと比較すると、インストールモードは実行モードと同様に動
作し、アプリケーション分離スコープがユーザ分離スコープに取って代わるものであるこ
とがわかる。換言すると、新規リソースの作成を含む永久的リソースへの変更は、適切な
ユーザ分離スコープの代わりに適切なアプリケーション分離スコープにおいて行われる。
さらに、分離された既存リソースへのアクセスの仮想化は、適切なユーザ分離スコープを
無視し、アプリケーション分離スコープにおいて候補文字リソースを探索し始める。
【００７８】
　既存リソースへの修正および新規リソースの作成を含有するためにアプリケーション分
離スコープがこの方式で動作する他の２つの場合がある。第一に、ユーザ分離レイヤなし
に動作するよう構成された分離環境、またはユーザ分離スコープなしに動作するよう構成
された仮想スコープがあってよい。この場合、アプリケーション分離スコープは、修正さ
れたリソースと新規作成されたリソースを分離できる唯一の分離スコープである。第二に
、仮想リソースの特定のセットを規定するルールは、それらが適切なユーザ分離スコープ
ではなく適切なアプリケーション分離スコープへ分離されることを特定する場合がある。
この場合も、これは、当該ルールに支配されるリソースへの修正およびリソースの作成が
、それらのアプリケーションインスタンスを実行しているユーザにのみ可視であるユーザ
分離スコープではなく、アプリケーション分離スコープを共有するすべてのアプリケーシ
ョンインスタンスに可視である適切な当該スコープへ分離されることを意味する。
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【００７９】
　また他の実施形態において、分離環境は、あるリソースをシステムスコープにおいて共
有できるように構成されてよい、すなわち、分離環境は、１つ以上のシステムリソースに
対して、ユーザ分離スコープもアプリケーション分離スコープも存在しないかのように作
用し得る。システムスコープにおいて共有されるシステムリソースは、すべてのアプリケ
ーションおよびすべてのユーザによって共有される、すなわち、グローバルオブジェクト
であるため、修正する目的でアクセスされる際には決してコピーされない。
【００８０】
　（４．０　仮想化の詳細例）
　上述の方法および装置は、多種多様なネイティブリソース１０８を仮想化するために使
用され得る。これらのうち多数を以下で詳細に説明する。
【００８１】
　（４．１　ファイルシステム仮想化）
　上述の方法および装置は、ファイルシステムへのアクセスを仮想化するために使用され
得る。上述のように、ファイルシステムは通常、それ自体がファイルであり、その他のデ
ィレクトリおよびデータファイルを含有し得る、ディレクトリの論理階層に組織化されて
いる。
【００８２】
　（４．１．１　ファイルシステムオープン動作）
　概要において、図４は、上述の仮想化環境においてファイルを開くために取られるステ
ップの一実施形態を描写している。ファイルを開くための要求が受信または傍受される（
ステップ４０２）。要求は、分離環境によって仮想ファイル名として扱われるファイル名
を含有する。ファイルシステムオープン要求のターゲットに適用可能な処理ルールが判定
される（ステップ４０４）。ルールアクションが「リダイレクトする」である場合（ステ
ップ４０６）、要求中に提供された仮想ファイル名は、適用可能なルールに従って文字フ
ァイル名にマップされる（ステップ４０８）。文字ファイル名を使用して文字ファイルを
開くための要求はオペレーティングシステムに渡され、オペレーティングシステムからの
結果が要求元に返される（ステップ４１０）。そうではなく、ルールアクションが「無視
する」である場合（ステップ４０６）、文字ファイル名は厳密には仮想ファイル名である
と判定され（ステップ４１２）、文字ファイルを開くための要求はオペレーティングシス
テムに渡され、オペレーティングシステムからの結果が要求元に返される（ステップ４１
０）。ステップ４０６において、ルールアクションが「分離する」である場合、ユーザ分
離スコープ内の仮想ファイル名に対応するファイル名が候補ファイル名として識別される
（ステップ４１４）。換言すると、候補ファイル名は、適用可能なユーザ分離スコープに
固有の対応するネイティブファイル名に仮想ファイル名をマップすることによって形成さ
れる。候補ファイルが存在するカテゴリは、ユーザ分離スコープおよび候補ファイルに関
連する任意のメタデータを調査することによって判定される（ステップ４１６）。候補フ
ァイルが「否定的存在」を有すると判定された場合、当該候補ファイルまたはユーザ分離
スコープ内にあるその祖先ディレクトリの１つのいずれかが削除されたものとしてマーク
されているため、これは要求された仮想ファイルが存在しないと分かっていることを意味
する。この場合、要求されたファイルが見つからないことを示すエラー状態が要求元に返
される（ステップ４２２）。そうではなく、ステップ４１６において候補ファイルが「肯
定的存在」を有すると判定された場合、候補ファイルはユーザ分離スコープに存在してお
り、プレースホルダノードとしてマークされていないため、要求された仮想ファイルは存
在すると分かっている。候補ファイルは、要求に対する文字ファイルとして識別され（ス
テップ４１８）、文字ファイルを開くために要求が発行され、結果が要求元に返される（
ステップ４２０）。しかしながら、ステップ４１６において、候補ファイルが「中立的存
在」を有する場合、候補ファイルは存在しないため、または候補ファイルは存在するがプ
レースホルダノードとしてマークされているため、仮想ファイルが存在するか否かはまだ
分かっていない。この場合、仮想ファイル名に対応するアプリケーションスコープ付きフ
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ァイル名は、候補ファイル名として識別される（ステップ４２４）。換言すると、候補フ
ァイル名は、適用可能なアプリケーション分離スコープに固有の対応するネイティブファ
イル名に仮想ファイル名をマップすることによって形成される。候補ファイルが存在する
カテゴリは、アプリケーション分離スコープおよび候補ファイルに関連する任意のメタデ
ータを調査することによって判定される（ステップ４２６）。候補ファイルが「否定的存
在」を有すると判定された場合、当該候補ファイルまたはアプリケーション分離スコープ
内にあるその祖先ディレクトリの１つのいずれかが削除されたものとしてマークされてい
るため、これは要求された仮想ファイルが存在しないと分かっていることを意味する。こ
の場合、要求されたファイルが見つからないことを示すエラー状態が要求元に返される（
ステップ４２２）。そうではなく、ステップ４２６において候補ファイルが「肯定的存在
」を有すると判定された場合、候補ファイルはアプリケーション分離スコープに存在して
おり、プレースホルダノードとしてマークされていないため、要求された仮想ファイルは
存在すると分かっている。オープン要求がファイルを修正する意図を示しているか否かを
判定するために、要求はチェックされる（ステップ４２８）。示していない場合、候補フ
ァイルは要求に対する文字ファイルとして識別され（ステップ４１８）、文字ファイルを
開くために要求が発行され、結果が要求元に返される（ステップ４２０）。しかしながら
、ステップ４２８において、オープン要求がファイルを修正する意図を示していると判定
された場合、ファイルの修正が許容されているか否かを判定するために、ファイルに関連
する許可データがチェックされる（ステップ４３６）。許容されていない場合、ファイル
の修正が許容されていないことを示すエラー状態が要求元に返される（ステップ４３８）
。ファイルを修正してよいことを許可データが示す場合、候補ファイルはユーザ分離スコ
ープにコピーされる（ステップ４４０）。いくつかの実施形態において、候補ファイルは
ルールエンジンによって定義された位置にコピーされる。例えば、ルールは、ファイルが
アプリケーション分離スコープにコピーされると特定することができる。その他の実施形
態において、ルールは、ファイルをコピーすべき特定のアプリケーション分離サブスコー
プまたはユーザ分離サブスコープを特定することができる。ファイルがコピーされる分離
スコープに現われない要求されたファイルのあらゆる祖先は、コピーされたインスタンス
を階層に正しく位置付けるために、分離スコープにおいてプレースホルダとして作成され
る。スコープ付きインスタンスは文字ファイルとして識別され（ステップ４４２）、文字
ファイルを開くために要求が発行され、結果が要求元に返される（ステップ４２０）。ス
テップ４２６に戻って、候補ファイルが中立的存在を有する場合、候補ファイルは存在し
ないため、または候補ファイルは見つかったがプレースホルダノードとしてマークされて
いるため、仮想ファイルが存在するか否かはまだ分かっていない。この場合、仮想ファイ
ル名に対応するシステムスコープ付きファイル名は、候補ファイル名として識別される（
ステップ４３０）。換言すると、候補ファイル名は厳密には仮想ファイル名である。候補
ファイルが存在しない場合（ステップ４３２）、仮想ファイルが見つからなかったことを
示すエラー状態が要求元に返される（ステップ４３４）。一方、候補ファイルが存在する
場合（ステップ４３２）、オープン要求がファイルを修正する意図を示しているか否かを
判定するために、要求はチェックされる（ステップ４２８）。示していない場合、候補フ
ァイルは要求に対する文字ファイルとして識別され（ステップ４１８）、文字ファイルを
開くために要求が発行され、結果が要求元に返される（ステップ４２０）。しかしながら
、ステップ４２８において、オープン要求がファイルを修正する意図を示していると判定
された場合、ファイルの修正が許容されているか否かを判定するために、ファイルに関連
する許可データがチェックされる（ステップ４３６）。許容されていない場合、ファイル
の修正が許容されていないことを示すエラー状態が要求元に返される（ステップ４３８）
。ファイルを修正してよいことを許可データが示す場合、候補ファイルはユーザ分離スコ
ープにコピーされる（ステップ４４０）。いくつかの実施形態において、候補ファイルは
ルールエンジンによって定義された位置にコピーされる。例えば、ルールは、ファイルが
アプリケーション分離スコープにコピーされると特定することができる。その他の実施形
態において、ルールは、ファイルをコピーすべき特定のアプリケーション分離サブスコー
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プまたはユーザ分離サブスコープを特定することができる。分離スコープに現われない要
求されたファイルのあらゆる祖先は、コピーされたインスタンスを階層に正しく位置付け
るために、分離スコープにおいてプレースホルダとして作成される。スコープ付きインス
タンスは、文字ファイルとして識別され（ステップ４４２）、文字ファイルを開くために
要求が発行され、結果が要求元に返される（ステップ４２０）。
【００８３】
　この実施形態は、ファイルを開くのではなく、ファイルの存在のチェックを行うように
、修正をしてよいことが自明である。ステップ４２０の文字ファイルを開く試みは、当該
文字ファイルの存在および要求元に返される状態のチェックに置換される。
【００８４】
　ここで図４をさらに詳細に参照すると、仮想ファイルを開くための要求が受信または傍
受される（ステップ４０２）。対応する文字ファイルは、ユーザ分離スコープ、アプリケ
ーション分離スコープ、またはシステムスコープのものであってよく、または、アプリケ
ーション分離サブスコープまたはユーザ分離サブスコープに範囲付けてもよい。いくつか
の実施形態において、要求は、ファイルを開くためのオペレーティングシステム機能を置
換する機能によってフックされる。別の実施形態において、要求を傍受するためにフッキ
ング動的リンクライブラリが使用される。フッキング機能は、ユーザモードまたはカーネ
ルモードで実行することができる。フッキング機能がユーザモードで実行する実施形態で
は、フッキング機能は、プロセスが作成される際に当該プロセスのアドレス空間にロード
されてよい。フッキング機能がカーネルモードで実行する実施形態では、フッキング機能
は、ネイティブファイルの要求をディスパッチするのに使用されるオペレーティングシス
テムリソースと関連付けられてよい。ファイル動作の種類ごとに別個のオペレーティング
システム機能が提供される実施形態では、各機能は別個にフックされてよい。あるいは、
数種類のファイル動作の作成コールまたはオープンコールを傍受する単一のフッキング機
能を提供してよい。
【００８５】
　要求は、分離環境によって仮想ファイル名として扱われるファイル名を含有する。ルー
ルエンジンを調べることによって、ファイルシステムオープン要求に適用可能な処理ルー
ルが判定される（ステップ４０４）。いくつかの実施形態において、オープン要求に適用
可能な処理ルールは、そのオープン要求に含まれる仮想名を使用して判定される。いくつ
かの実施形態において、ルールエンジンは、リレーショナルデータベースとして提供され
る場合がある。その他の実施形態において、ルールエンジンは、木構造データベース、ハ
ッシュテーブル、またはフラットファイルデータベースであってよい。いくつかの実施形
態において、要求されたファイルに提供された仮想ファイル名は、要求に当てはまる１つ
以上のルールをルールエンジン内に位置付けるための索引として使用される。これらの実
施形態のうち特定のものにおいて、特定のファイルのルールエンジンに多くのルールが存
在する場合があり、これらの実施形態において、仮想ファイル名と一致する最も長い接頭
辞を有するルールは、要求に適用されるルールである。その他の実施形態において、プロ
セス識別子は、存在する場合、要求に当てはまるルールをルールエンジン内において位置
付けるために使用される。要求に関連するルールは、要求を無視すること、要求をリダイ
レクトすること、または要求を分離することであってよい。図４では単一のデータベース
トランザクションまたは単一のファイル内検索として示されているが、ルール検索は一連
のルール検索として行われてもよい。
【００８６】
　ルールアクションが「リダイレクトする」である場合（ステップ４０６）、要求中に提
供された仮想ファイル名は、適用可能なルールに従って文字ファイル名にマップされる（
ステップ４０８）。文字ファイル名によって識別された文字ファイルを開くための要求は
オペレーティングシステムに渡され、オペレーティングシステムからの結果が要求元に返
される（ステップ４１０）。例えば、「ｆｉｌｅ＿１」と名付けられたファイルを開くた
めの要求により、「Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ＿ｆｉｌｅ＿１」と名付けられた文字ファイルを
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開くことができる。一実施形態において、これは、フックされた機能のオリジナルバージ
ョンをコールし、形成された文字名を引数としてその機能に渡すことによって実現される
。ファイルシステムフィルタドライバを使用する実施形態では、仮想名を使用してファイ
ルを開くための第１の要求により、ファイルシステムフィルタドライバから、判定された
文字名を示すＳＴＡＴＵＳ＿ＲＥＰＡＲＳＥ応答を返すことになる。次に、Ｉ／Ｏマネー
ジャは、ＳＴＡＴＵＳ＿ＲＥＰＡＲＳＥ応答に含む判定された文字名を持つファイルオー
プン要求を再発行する。
【００８７】
　そうではなく、ルールアクションが「無視する」である場合（ステップ４０６）、文字
ファイル名は厳密には仮想ファイル名であると判定され（ステップ４１２）、文字ファイ
ルを開くための要求がオペレーティングシステムに渡され、オペレーティングシステムか
らの結果が要求元に返される（ステップ４１０）。例えば、「ｆｉｌｅ＿１」と名付けら
れたファイルを開くための要求により、「ｆｉｌｅ＿１」と名付けられた実際のファイル
を開くことになる。一実施形態において、これは、フックされた機能のオリジナルバージ
ョンをコールし、形成された文字名を引数としてその機能に渡すことによって実現される
。
【００８８】
　ステップ４０６において、ルールアクションが「分離する」である場合、仮想ファイル
名に対応するユーザスコープ付きファイル名が候補ファイル名として識別される（ステッ
プ４１４）。換言すると、候補ファイル名は、適用可能なユーザ分離スコープに固有の対
応するネイティブファイル名に仮想ファイル名をマップすることによって形成される。例
えば、「ｆｉｌｅ＿１」と名付けられたファイルを開くための要求により、「Ｉｓｏｌａ
ｔｅｄ＿ｆｌｌｅ＿１」と名付けられた実際のファイルを開くことができる。一実施形態
において、これは、フックされた機能のオリジナルバージョンをコールし、形成された文
字名を引数としてその機能に渡すことによって実現される。ファイルシステムフィルタド
ライバを使用する実施形態では、仮想名を使用してファイルを開くための第１の要求によ
り、ファイルシステムフィルタドライバから、判定された文字名を示すＳＴＡＴＵＳ＿Ｒ
ＥＰＡＲＳＥ応答を返すことになる。次に、Ｉ／Ｏマネージャは、ＲＥＰＡＲＳＥ応答に
含む判定された文字名を持つファイルオープン要求を再発行する。
【００８９】
　いくつかの実施形態において、要求されたシステムファイルを分離するために形成され
た文字名は、受信した仮想ファイル名およびスコープ固有の識別子に基づくものであって
よい。スコープ固有の識別子は、アプリケーション分離スコープ、ユーザ分離スコープ、
セッション分離スコープ、アプリケーション分離サブスコープ、ユーザ分離サブスコープ
、または上記のいくつかの組み合わせに関連する識別子であってよい。スコープ固有の識
別子は、要求中に受信した仮想名を「マングルする」ために使用される。
【００９０】
　その他の実施形態において、ユーザ分離スコープまたはサブスコープは、ユーザ分離ス
コープ内に存在するすべてのファイルが保存されるディレクトリであってよい。これらの
実施形態のいくつかにおいて、ユーザ分離ディレクトリの下のディレクトリ木構造は、要
求されたリソースのパスを反映している。換言すると、文字ファイルパスは、仮想ファイ
ルパスをユーザ分離スコープにマップすることによって形成される。例えば、要求された
ファイルがｃ：＼ｔｅｍｐ＼ｔｅｓｔ．ｔｘｔであり、ユーザ分離スコープディレクトリ
がｄ：＼ｕｓｅｒ１＼ａｐｐ１＼である場合、ユーザスコープ付き文字ファイルへのパス
は、ｄ：＼ｕｓｅｒ１＼ａｐｐ１＼ｃ＼ｔｅｍｐ＼ｔｅｓｔ．ｔｘｔであってよい。その
他の実施形態において、ユーザスコープ付き文字へのパスは、ネイティブ命名規則におい
て定義されてよい。例えば、ユーザスコープ付き文字ファイルへのパスは、ｄ：＼ｕｓｅ
ｒｌ＼ａｐｐ１＼ｄｅｖｉｃｅ＼ｈａｒｄｄｉｓｋ１＼ｔｅｍｐ＼ｔｅｓｔ．ｔｘｔであ
ってよい。また他の実施形態において、ユーザスコープ付きファイルは、唯一であるよう
に選ばれた名前を持つ単一のディレクトリにすべて保存されてよく、データベースは、要
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求されたファイル名とディレクトリに保存されている対応する文字ファイルの名前との間
のマッピングを保存するために使用されてよい。また他の実施形態において、文字ファイ
ルの内容はデータベースに保存されてよい。また他の実施形態において、ネイティブファ
イルシステムは、個別に名付けられた多くの「ストリーム」を含有するための設備を単一
のファイルに提供し、ユーザスコープ付きファイルの内容は関連ファイルの追加ストリー
ムとしてシステムスコープに保存される。あるいは、文字ファイルは、ディスクの使用状
況またはその他の関心の基準を最適化するように設計されることができるカスタムファイ
ルシステムに保存されてよい。
【００９１】
　候補ファイルが存在するカテゴリは、ユーザ分離スコープおよび候補ファイルに関連す
る任意のメタデータを調査することによって判定される（ステップ４１６）。候補ファイ
ルが「否定的存在」を有すると判定された場合、当該候補ファイルまたはユーザ分離スコ
ープ内にあるその祖先ディレクトリの１つのいずれかが削除されたものとしてマークされ
ているため、これは要求された仮想ファイルが存在しないと分かっていることを意味する
。この場合、要求されたファイルが見つからないことを示すエラー状態が要求元に返され
る（ステップ４２２）。
【００９２】
　いくつかの実施形態において、ファイルについての少量のメタデータが、仮想名にメタ
データ識別子で接尾辞を付ける等によって文字ファイル名に直接的に保存されてよく、こ
こでメタデータ識別子は特定のメタデータ状態に一意に関連する文字列である。メタデー
タ識別子は、１または数ビットのメタデータを示す、または符号化することができる。メ
タデータ識別子の存在による文字ファイル名の考えられる変形に関する仮想ファイル名チ
ェックによってファイルにアクセスするための要求、およびファイル名自体を検索するた
めの要求は、文字名で応答するためにフックまたは傍受される。その他の実施形態におい
て、ファイルの１つ以上の代替名が仮想ファイル名およびメタデータ識別子から形成され
てよく、ファイルシステムによって提供されたハードリンクまたはソフトリンク設備を使
用して作成されてよい。これらのリンクの存在は、リンクの名前を使用してアクセスのた
めの要求が与えられる場合、分離環境によってファイルが見つからないことを示すことに
より、アプリケーションから隠される。特定のリンクの有無は各メタデータ識別子につき
１ビットのメタデータを示してよく、または、数ビットのメタデータを示すために多くの
状態を呈することができるメタデータ識別子とのリンクがあってよい。また他の実施形態
において、ファイルシステムが代替ファイルストリームをサポートする場合、メタデータ
を具現化するために代替ファイルストリームが作成されてよく、そのストリームのサイズ
は数ビットのメタデータを示す。また他の実施形態において、ファイルシステムは、ファ
イルシステム内の各ファイルに、いくつかの第三者メタデータを保存する能力を直接的に
提供する。
【００９３】
　これらの実施形態のうち特異のものにおいて、削除されたファイルまたはファイルシス
テム要素のリストは、この削除されたファイルに関するチェックを最適化するために維持
され調べられてよい。これらの実施形態において、削除されたファイルが再作成されると
、ファイル名は削除されたファイルのリストから除去されてよい。これらの実施形態のう
ちのその他において、リストが一定サイズを超えた場合、ファイル名はリストから除去さ
れてよい。
【００９４】
　そうではなく、ステップ４１６において候補ファイルが「肯定的存在」を有すると判定
された場合、候補ファイルはユーザ分離スコープに存在しており、プレースホルダノード
としてマークされていないため、要求された仮想ファイルは存在すると分かっている。候
補ファイルは要求に対する文字ファイルとして識別され（ステップ４１８）、文字ファイ
ルを開くために要求が発行され、結果が要求元に返される（ステップ４２０）。
【００９５】
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　しかしながら、ステップ４１６において、候補ファイルが「中立的存在」を有する場合
、候補ファイルは存在しないため、または候補ファイルは存在するがプレースホルダノー
ドとしてマークされているため、仮想ファイルが存在するか否かはまだ分かっていない。
この場合、仮想ファイル名に対応するアプリケーションスコープ付きファイル名は、候補
ファイル名として識別される（ステップ４２４）。換言すると、候補ファイル名は、適用
可能なアプリケーション分離スコープに固有の対応するネイティブファイル名に仮想ファ
イル名をマップすることによって形成される。候補ファイルが存在するカテゴリは、アプ
リケーション分離スコープおよび候補ファイルに関連する任意のメタデータを調査するこ
とによって判定される（ステップ４２６）。
【００９６】
　アプリケーションスコープ付き候補ファイルが「否定的存在」を有すると判定された場
合、当該候補ファイルまたはアプリケーション分離スコープ内にあるその祖先ディレクト
リの１つのいずれかが削除されたものとしてマークされているため、これは要求された仮
想ファイルが存在しないと分かっていることを意味する。この場合、要求されたファイル
が見つからないことを示すエラー状態が要求元に返される（ステップ４２２）。
【００９７】
　ステップ４２６において候補ファイルが「肯定的存在」を有すると判定された場合、候
補ファイルはアプリケーション分離スコープに存在しており、プレースホルダノードとし
てマークされていないため、要求された仮想ファイルは存在すると分かっている。オープ
ン要求がファイルを修正する意図を示しているか否かを判定するために、要求はチェック
される（ステップ４２８）。示していない場合、候補ファイルは要求に対する文字ファイ
ルとして識別され（ステップ４１８）、文字ファイルを開くために要求が発行され、結果
が要求元に返される（ステップ４２０）。
【００９８】
　しかしながら、ステップ４２８において、オープン要求がファイルを修正する意図を示
していると判定された場合、ファイルの修正が許容されているか否かを判定するために、
ファイルに関連する許可データがチェックされる（ステップ４３６）。いくつかの実施形
態において、許可データはアプリケーションスコープ付き候補ファイルと関連付けられる
。これらの実施形態のいくつかにおいて、許可データは、ルールエンジンに、または、候
補ファイルに関連するメタデータに保存される。その他の実施形態において、候補ファイ
ルに関連する許可データがオペレーティングシステムによって提供される。さらに、ルー
ルエンジンは、リソースの仮想化されたコピーのネイティブ許可データに従うか、または
それを無効にするよう分離環境に命令する構成設定を含んでよい。いくつかの実施形態に
おいて、ルールは、例えばシステムスコープまたはアプリケーション分離スコープもしく
はサブスコープ、またはユーザ分離スコープもしくはサブスコープ等、いくつかの仮想リ
ソースに対し、修正が発生するスコープを特定してよい。いくつかの実施形態において、
ルールエンジンはアクセスされるリソースの階層または種類に基づいて、仮想化されたネ
イティブリソースのサブセットに当てはまる構成設定を特定することができる。これらの
実施形態のいくつかにおいて、構成設定は、各アトミックネイティブリソースに固有であ
る場合がある。別の例において、ルールエンジンは、実行可能なコード、またはオペレー
ティングシステムによって定義されるようなＭＩＭＥタイプもしくはファイルタイプ等、
あるクラスのファイルの修正を禁止または許容する構成データを含んでよい。
【００９９】
　候補ファイルに関連する許可データが、修正してはいけないことを示す場合、ファイル
の修正が許容されていないことを示すエラー状態が要求元に返される（ステップ４３８）
。ファイルを修正してよいことを許可データが示す場合、候補ファイルはユーザ分離スコ
ープにコピーされる（ステップ４４０）。いくつかの実施形態において、候補ファイルは
ルールエンジンによって定義された位置にコピーされる。例えば、ルールは、ファイルが
別のアプリケーション分離スコープにコピーされると特定することができる。その他の実
施形態において、ルールは、ファイルをコピーすべき特定のアプリケーション分離サブス
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コープまたはユーザ分離サブスコープを特定することができる。ファイルがコピーされる
分離スコープに現われない要求されたファイルのあらゆる祖先は、コピーされたインスタ
ンスを階層に正しく位置付けるために、分離スコープにおいてプレースホルダとして作成
される。
【０１００】
　いくつかの実施形態において、ファイルがコピーされた日時を示すメタデータが、分離
スコープにコピーされたファイルに関連付けられる。この情報は、ファイルのコピーされ
たインスタンスに関連するタイムスタンプを、ファイルの元のインスタンスの、または下
位分離スコープに位置するファイルの別のインスタンスの、前回の修正のタイムスタンプ
と比較するために使用される場合がある。これらの実施形態において、ファイルの元のイ
ンスタンス、または下位分離スコープに位置するファイルのインスタンスが、コピーされ
たファイルのタイムスタンプよりも後のタイムスタンプに関連付けられている場合、当該
ファイルを分離スコープにコピーして候補ファイルを更新してよい。その他の実施形態に
おいて、分離スコープ内のファイルのコピーは、コピーされた元のファイルを含有するス
コープを識別するメタデータと関連付けられてよい。
【０１０１】
　さらなる実施形態において、分離スコープにコピーされたファイルは、それらを修正す
る意図を持って開かれたものであるため、現実に修正されるか否かを判定するために監視
される場合がある。一実施形態において、コピーされたファイルは、ファイルが実際に修
正された際に設定されるフラグと関連付けられてよい。これらの実施形態において、コピ
ーされたファイルが実際に修正されない場合、コピーされたファイルに関連するあらゆる
プレースホルダノードに加えて、当該ファイルも、閉じられた後に、コピーされたスコー
プから除去されてよい。
【０１０２】
　スコープ付きインスタンスは文字ファイルとして識別され（ステップ４４２）、文字フ
ァイルを開くために要求が発行され、結果が要求元に返される（ステップ４２０）。
【０１０３】
　ステップ４２６に戻って、候補ファイルは存在しないため候補ファイルが中立的存在を
有する場合、または候補ファイルは見つかったがプレースホルダノードとしてマークされ
ている場合、仮想ファイルが存在するか否かはまだ分かっていない。この場合、仮想ファ
イル名に対応するシステムスコープ付きファイル名は、候補ファイル名として識別される
（ステップ４３０）。換言すると、候補ファイル名は厳密には仮想ファイル名である。
【０１０４】
　候補ファイルが存在しない場合（ステップ４３２）、仮想ファイルが見つからなかった
ことを示すエラー状態が要求元に返される（ステップ４３４）。一方、候補ファイルが存
在する場合（ステップ４３２）、オープン要求がファイルを修正する意図を示しているか
否かを判定するために、要求はチェックされる（ステップ４２８）。
【０１０５】
　上述のように、候補ファイルがそれを修正することを意図せず開かれている場合、シス
テムスコープ付き候補ファイルは要求に対する文字ファイルとして識別され（ステップ４
１８）、文字ファイルを開くために要求が発行され、結果が要求元に返される（ステップ
４２０）。しかしながら、ステップ４２８において、オープン要求がファイルを修正する
意図を示していると判定された場合、ファイルの修正が許容されているか否かを判定する
ために、ファイルに関連する許可データがチェックされる（ステップ４３６）。いくつか
の実施形態において、許可データはシステムスコープ付き候補ファイルと関連付けられる
。これらの実施形態のいくつかにおいて、許可データは、ルールエンジンに、または、候
補ファイルに関連するメタデータに保存される。その他の実施形態において、候補ファイ
ルに関連する許可データがオペレーティングシステムによって提供される。
【０１０６】
　システムスコープ付き候補ファイルに関連する許可データが、当該ファイルを修正して
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はいけないことを示す場合、ファイルの修正が許容されていないことを示すエラー状態が
要求元に返される（ステップ４３８）。しかしながら、ファイルを修正してよいことを許
可データが示す場合、候補ファイルはユーザ分離スコープにコピーされる（ステップ４４
０）。いくつかの実施形態において、候補ファイルはルールエンジンによって定義された
位置にコピーされる。例えば、ルールは、ファイルがアプリケーション分離スコープにコ
ピーされる、またはシステムスコープに残されてよいと特定することができる。その他の
実施形態において、ルールは、ファイルをコピーすべき特定のアプリケーション分離サブ
スコープまたはユーザ分離サブスコープを特定することができる。分離スコープに現われ
ない要求されたファイルのあらゆる祖先は、コピーされたインスタンスを階層に正しく位
置付けるために、分離スコープにおいてプレースホルダとして作成される。
【０１０７】
　いくつかの実施形態において、ファイルがコピーされた日時を示すメタデータが、分離
スコープにコピーされたファイルに関連付けられる。この情報は、ファイルのコピーされ
たインスタンスに関連するタイムスタンプを、ファイルの元のインスタンスの前回の修正
のタイムスタンプと比較するために使用される場合がある。これらの実施形態において、
ファイルの元のインスタンスが、コピーされたファイルのタイムスタンプよりも後のタイ
ムスタンプに関連付けられている場合、元のファイルを分離スコープにコピーして候補フ
ァイルを更新してよい。その他の実施形態において、分離スコープにコピーされた候補フ
ァイルは、元のファイルのコピー元であるスコープを示すメタデータと関連付けられてよ
い。
【０１０８】
　さらなる実施形態において、分離スコープにコピーされたファイルは、それらを修正す
る意図を持って開かれたものであるため、現実に修正されるか否かを判定するために監視
される場合がある。一実施形態において、コピーされたファイルは、ファイルが実際に修
正された際に設定されるフラグと関連付けられてよい。これらの実施形態において、コピ
ーされたファイルが実際に修正されない場合、コピーされたファイルに関連するあらゆる
プレースホルダノードに加えて、当該ファイルも、閉じられた際に、コピーされたスコー
プから除去されてよい。またさらなる実施形態において、ファイルは、実際に修正される
際に適切な分離スコープにコピーされるのみである。
【０１０９】
　スコープ付きインスタンスは、文字ファイルとして識別され（ステップ４４２）、文字
ファイルを開くために要求が発行され、結果が要求元に返される（ステップ４２０）。
【０１１０】
　（４．１．２　ファイルシステム削除動作）
　図５および概要を参照すると、ファイルを削除するために取られるステップの一実施形
態が描写されている。ファイルを削除するための要求が受信または傍受される（ステップ
５０２）。要求は、分離環境によって仮想ファイル名として扱われるファイル名を含有す
る。ルールは、ファイル動作がどのように処理されるかを判定する（ステップ５０４）。
ルールアクションが「リダイレクトする」である場合（ステップ５０６）、仮想ファイル
名はルールに従って文字ファイル名に直接的にマップされる（ステップ５０８）。文字フ
ァイルを削除するための要求はオペレーティングシステムに渡され、オペレーティングシ
ステムからの結果が要求元に返される（ステップ５１０）。ルールアクションが「無視す
る」である場合（ステップ５０６）、文字ファイル名は厳密には仮想ファイル名として識
別され（ステップ５１３）、文字ファイルを削除するための要求がオペレーティングシス
テムに渡され、オペレーティングシステムからの結果が要求元に返される（ステップ５１
０）。ルールアクションが「分離する」である場合（ステップ５０６）、仮想ファイルの
存在が判定される（ステップ５１４）。仮想ファイルが存在しない場合、仮想ファイルが
存在しないことを示すエラー状態が要求元に返される（ステップ５１６）。仮想ファイル
が存在する場合、および、仮想化ファイルが通常ファイルではなくディレクトリを特定す
る場合、仮想ファイルまたは仮想サブディレクトリを含有するか否かを判定するために、
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仮想ディレクトリが調べられる（ステップ５１８）。要求された仮想化ファイルが任意の
仮想ファイルまたは仮想サブディレクトリを含有する仮想ディレクトリである場合、仮想
ディレクトリを削除することができず、エラーメッセージが返される（ステップ５２０）
。要求された仮想化ファイルが通常ファイルである場合、または仮想ファイルも仮想サブ
ディレクトリも含有しない仮想ディレクトリである場合、仮想ファイルに対応する文字フ
ァイルが識別される（ステップ５２２）。削除が許容されているか否かを判定するために
、当該ファイルに関連する許可データがチェックされる（ステップ５２４）。許容されて
いない場合、許可エラーメッセージが返される（ステップ５２６）。しかしながら、ファ
イルの削除が許容されている場合、および、文字ファイルが適切なユーザ分離スコープに
ある場合（ステップ５２８）、当該文字ファイルは削除され（ステップ５３４）、削除さ
れた仮想ファイルを表す「削除」ノードが適切なユーザ分離スコープ内に作成される（ス
テップ５３６）。しかしながら、ステップ５２８において、文字ファイルはユーザ分離ス
コープにないが、適切なアプリケーション分離スコープまたはシステムスコープにあると
判定された場合、既に存在しない要求されたファイルのユーザスコープ付きインスタンス
のユーザスコープ付き祖先すべてのインスタンスが作成され、プレースホルダとしてマー
クされる（ステップ５３２）。これは、ユーザ分離スコープにおいてディレクトリ構造の
論理階層を維持するためになされる。その後、適切なユーザ分離スコープにおいて、削除
された仮想ファイルを表すユーザスコープ付き「削除」ノードが作成される（ステップ５
３６）。
【０１１１】
　図５をさらに詳細に参照すると、ファイルを削除するための要求が受信または傍受され
る（ステップ５０２）。当該ファイルは、ユーザ分離スコープ、アプリケーション分離ス
コープ、システムスコープ、または何らかの適用可能な分離サブスコープのものであって
よい。いくつかの実施形態において、要求は、ファイルを削除するためのオペレーティン
グシステム機能を置換する機能によってフックされる。別の実施形態において、要求を傍
受するためにフッキング動的リンクライブラリが使用される。フッキング機能は、ユーザ
モードまたはカーネルモードで実行することができる。フッキング機能がユーザモードで
実行する実施形態では、フッキング機能は、プロセスが作成される際に当該プロセスのア
ドレス空間にロードされてよい。フッキング機能がカーネルモードで実行する実施形態で
は、フッキング機能は、ネイティブファイルの要求をディスパッチするのに使用されるオ
ペレーティングシステムリソースと関連付けられてよい。ファイルの種類ごとに別個のオ
ペレーティングシステム機能が提供される実施形態では、各機能は別個にフックされてよ
い。あるいは、数種類のファイルの作成コールまたはオープンコールを傍受する単一のフ
ッキング機能を提供してよい。
【０１１２】
　要求は、分離環境によって仮想ファイル名として扱われるファイル名を含有する。ルー
ルエンジンを調べることによって、削除動作に適用可能な処理ルールが判定される（ステ
ップ５０４）。いくつかの実施形態において、要求されたファイルに提供された仮想ファ
イル名は、要求に当てはまるルールをルールエンジン内において位置付けるために使用さ
れる。これらの実施形態のうち特定のものにおいて、特定のファイルのルールエンジンに
多くのルールが存在する場合があり、これらの実施形態において、仮想ファイル名と一致
する最も長い接頭辞を有するルールは、要求に適用されるルールである。いくつかの実施
形態において、ルールエンジンは、リレーショナルデータベースとして提供される場合が
ある。その他の実施形態において、ルールエンジンは、木構造データベース、ハッシュテ
ーブル、またはフラットファイルデータベースであってよい。いくつかの実施形態におい
て、要求中に提供された仮想ファイル名は、要求に当てはまる１つ以上のルールをルール
エンジン内に位置付けるための索引として使用される。その他の実施形態において、プロ
セス識別子は、存在する場合、要求に当てはまるルールをルールエンジン内において位置
付けるために使用される。要求に関連するルールは、要求を無視すること、要求をリダイ
レクトすること、または要求を分離することであってよい。図５では一連の決定として示
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されているが、ルール検索は単一のデータベーストランザクションとして発生する場合が
ある。
【０１１３】
　ルールアクションが「リダイレクトする」である場合（ステップ５０６）、仮想ファイ
ル名は適用可能なルールに従って文字ファイル名に直接的にマップされる（ステップ５０
８）。文字ファイルを削除するための要求はオペレーティングシステムに渡され、オペレ
ーティングシステムからの結果が要求元に返される（ステップ５１０）。例えば、「ｆｉ
ｌｅ＿１」と名付けられたファイルを削除するための要求により、「Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ
＿ｆｉｌｅ＿１」と名付けられた実際のファイルを削除することができる。一実施形態に
おいて、これは、フックされた機能のオリジナルバージョンをコールし、形成された文字
名を引数としてその機能に渡すことによって実現される。ファイルシステムフィルタドラ
イバを使用する実施形態では、仮想名を使用してファイルを削除するために第１の要求に
より、ファイルシステムフィルタドライバから、判定された文字名を示すＳＴＡＴＵＳ＿
ＲＥＰＡＲＳＥ応答を返すことになる。次に、Ｉ／Ｏマネージャは、ＳＴＡＴＵＳ＿ＲＥ
ＰＡＲＳＥ応答に含む判定された文字名を持つファイル削除要求を再発行する。
【０１１４】
　いくつかの実施形態において、文字ファイル「Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ＿ｆｉｌｅ＿１」と
関連するオペレーティングシステム許可は、文字ファイルの削除を防止することができる
。これらの実施形態において、ファイルを削除することができなかったというエラーメッ
セージが返される。
【０１１５】
　ルールアクションが「無視する」である場合（ステップ５０６）、文字ファイル名は厳
密には仮想ファイル名として識別され（ステップ５１３）、文字ファイルを削除するため
の要求はオペレーティングシステムに渡され、オペレーティングシステムからの結果が要
求元に返される（ステップ５１０）。例えば、「ｆｉｌｅ＿１」と名付けられたファイル
を削除するための要求により、「ｆｉｌｅ＿１」と名付けられた実際のファイルを削除す
ることになる。一実施形態において、これは、フックされた機能のオリジナルバージョン
をコールし、形成された文字名を引数としてその機能に渡すことによって実現される。フ
ァイルシステムフィルタドライバを使用する実施形態では、仮想名を使用してファイルを
削除するための第１の要求により、ファイルシステムフィルタドライバから、当該文字名
を示すＳＴＡＴＵＳ＿ＲＥＰＡＲＳＥ応答を返す。次に、Ｉ／Ｏマネージャは、ＳＴＡＴ
ＵＳ＿ＲＥＰＡＲＳＥ応答に含む判定された文字名を持つファイル削除要求を再発行する
。
【０１１６】
　いくつかの実施形態において、文字ファイル「ｆｉｌｅ＿１」と関連するオペレーティ
ングシステム許可は、文字ファイルの削除を防止することができる。これらの実施形態に
おいて、ファイルを削除することができなかったというエラーメッセージが返される。
【０１１７】
　ルールアクションが「分離する」である場合（ステップ５０６）、仮想ファイルの存在
が判定される（ステップ５１４）。ファイルが存在しない場合、ファイルが見つからない
ことを示すエラーが返される（ステップ５１６）。
【０１１８】
　しかしながら、ステップ５１８において、ファイルは存在するが通常ファイルではなく
、かつ空の仮想ディレクトリではない、すなわち仮想ファイルまたは仮想サブディレクト
リを含有すると判定された場合、ファイルを削除できないことを示すエラーメッセージが
返される（ステップ５２０）。
【０１１９】
　しかしながら、ファイルが存在すると判定され、要求された仮想化ファイルが通常ファ
イルであるか、または空の仮想ディレクトリである、すなわち仮想ファイルおよび仮想サ
ブディレクトリを含有しない場合（ステップ５１８）、仮想ファイルに対応する文字ファ
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イルが識別される（ステップ５２２）。文字ファイル名は、分離ルールにより特定される
ように仮想ファイル名から判定される。例えば、「ｆｉｌｅ＿１」と名付けられたファイ
ルを削除するための要求により、「Ｉｓｏｌａｔｅｄ＿ｆｉｌｅ＿１」と名付けられた実
際のファイルを削除することができる。一実施形態において、これは、フックされた機能
のオリジナルバージョンをコールし、形成された文字名を引数としてその機能に渡すこと
によって実現される。ファイルシステムフィルタドライバを使用する実施形態では、仮想
名を使用してファイルを削除するために第１の要求により、ファイルシステムフィルタド
ライバから、当該文字名を示すＳＴＡＴＵＳ＿ＲＥＰＡＲＳＥ応答を返す。次に、Ｉ／Ｏ
マネージャは、ＳＴＡＴＵＳ＿ＲＥＰＡＲＳＥ応答に含む判定された文字名を持つファイ
ル削除要求を再発行する。
【０１２０】
　仮想ファイルに対応する文字ファイルが識別されると、当該文字ファイルを削除できる
か否か判定される（ステップ５２４）。ファイルを削除できない場合、ファイルを削除す
ることができなかったというエラーが返される（ステップ５２４）。いくつかの実施形態
において、許可データはシステムスコープ付き候補ファイルと関連付けられる。これらの
実施形態のいくつかにおいて、許可データは、ルールエンジンに、または候補ファイルに
関連するメタデータに保存される。その他の実施形態において、候補ファイルに関連する
許可データがオペレーティングシステムによって提供される。
【０１２１】
　しかしながら、ファイルの削除が許容されている場合、および、文字ファイルが適切な
ユーザ分離スコープにある場合（ステップ５２８）、当該文字ファイルは削除され（ステ
ップ５３４）、削除された仮想ファイルを表す「削除」ノードが適切なユーザ分離スコー
プ内に作成される（ステップ５３６）。
【０１２２】
　しかしながら、ステップ５２８において、文字ファイルはユーザ分離スコープにないが
、適切なアプリケーション分離スコープまたはシステムスコープにあると判定された場合
、既に存在しない要求されたファイルのユーザスコープ付きインスタンスのユーザスコー
プ付き祖先すべてのインスタンスが作成され、プレースホルダとしてマークされる（ステ
ップ５３２）。これは、ユーザ分離スコープにおいてディレクトリ構造の論理階層を維持
するためになされる。その後、適切なユーザ分離スコープにおいて、削除された仮想ファ
イルを表すユーザスコープ付き「削除」ノードが作成される（ステップ５３６）。いくつ
かの実施形態において、削除されたファイルのＩＤは、削除されたファイルに関するチェ
ックを最適化するために、ファイルまたはその他のキャッシュメモリに保存される。
【０１２３】
　いくつかの実施形態において、位置付けられた仮想化ファイルは、当該仮想化ファイル
が既に削除されたことを示すメタデータと関連付けられてよい。その他いくつかの実施形
態において、仮想化ファイルの祖先（例えば、ファイルを含有する上位ディレクトリ）は
、それが削除されたことを示すメタデータと関連付けられる。これらの実施形態において
、仮想化ファイルは存在しないことを示すエラーメッセージが返される場合がある。これ
らの実施形態のうち特異のものにおいて、削除されたファイルまたはファイルシステム要
素のリストは、この削除されたファイルに関するチェックを最適化するために維持され調
べられてよい。
【０１２４】
　（４．１．３　ファイルシステム列挙動作）
　図６および概要を参照すると、上述の仮想化環境において、ディレクトリを列挙するた
めに取られるステップの一実施形態が示されている。列挙するための要求が受信または傍
受される（ステップ６０２）。要求は、分離環境によって仮想ディレクトリ名として扱わ
れるディレクトリ名を含有する。概念的には、仮想ディレクトリの存在は第４．１．１節
で記載したように判定される（ステップ６０３）。仮想ディレクトリが存在しない場合、
仮想ディレクトリが見つからないことを示す結果が要求元に返される（ステップ６２０）
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。そうではなく、仮想ディレクトリが存在する場合、列挙要求において特定されたディレ
クトリのルールを判定するために、ルールエンジンが調べられる（ステップ６０４）。ル
ールが「リダイレクトする」のアクションを特定する場合（ステップ６０６）、仮想ディ
レクトリ名に対応する文字ディレクトリ名がルールによって特定されるように判定され（
ステップ６０８）、文字名によって識別された文字ディレクトリが列挙され、列挙結果が
作業データストアに保存され（ステップ６１２）、以下で説明するようにステップ６３０
に続く。特定されたルールアクションが「リダイレクトする」ではなく「無視する」であ
る場合（ステップ６１０）、文字ディレクトリ名は厳密には仮想ディレクトリ名であり（
ステップ６１３）、文字ディレクトリは列挙され、列挙結果が作業データストアに保存さ
れ（ステップ６１２）、以下で説明するようにステップ６３０に続く。しかしながら、ル
ールアクションが「分離する」を特定した場合、まずシステムスコープが列挙される、す
なわち、候補ディレクトリ名は厳密には仮想ディレクトリ名であり、候補ディレクトリが
存在する場合、それが列挙される。列挙結果は作業データストアに保存される。候補ディ
レクトリが存在しない場合、作業データストアはこの段階では空のままである（ステップ
６１４）。次に、候補ディレクトリは仮想ディレクトリのアプリケーションスコープ付き
インスタンスとして識別され、候補ディレクトリが存在するカテゴリが判定される（ステ
ップ６１５）。候補ディレクトリが「否定的存在」を有する場合、すなわち、当該候補デ
ィレクトリまたはスコープ内にあるその祖先の１つが削除されたものとしてマークされて
いる場合、このスコープ内では削除されることが分かっており、これは作業データストア
を一括消去することによって示される（ステップ６４２）。そうではなく、候補ディレク
トリが否定的存在を有さない場合、当該候補ディレクトリは列挙され、得られたあらゆる
列挙結果が作業データストアにマージされる。特に、列挙内の各ファイルシステム要素に
ついて、その存在のカテゴリが判定される。否定的存在を持つ要素は作業データストアか
ら除去され、肯定的存在を持つ要素、すなわち、存在しているがプレースホルダとしてマ
ークされておらず、かつ削除されたものとしてマークされていない要素は、作業データス
トアに追加され、作業データストアに既に存在しているものがある場合には、対応する要
素と置換する（ステップ６１６）。
【０１２５】
　いずれの場合も、候補ディレクトリは仮想ディレクトリのユーザスコープ付きインスタ
ンスとして識別され、候補ディレクトリが存在するカテゴリが判定される（ステップ６１
７）。候補ディレクトリが「否定的存在」を有する場合、すなわち、当該候補ディレクト
リまたはスコープ内にあるその祖先の１つが削除されたものとしてマークされている場合
、このスコープ内では削除されることが分かっており、これは作業データストアを一括消
去することによって示される（ステップ６４４）。そうではなく、候補ディレクトリが否
定的存在を有さない場合、当該候補ディレクトリは列挙され、得られたあらゆる列挙結果
が作業データストアにマージされる。特に、列挙内の各ファイルシステム要素について、
その存在のカテゴリが判定される。否定的存在を持つ要素は作業データストアから除去さ
れ、肯定的存在を持つ要素、すなわち、存在しているがプレースホルダとしてマークされ
ておらず、かつ削除されたものとしてマークされていない要素は、作業データストアに追
加され、作業データストアに既に存在しているものがある場合には、対応する要素と置換
し（ステップ６１８）、以下で説明するようにステップ６３０に続く。
【０１２６】
　次いで、３種類すべてのルールについて、ステップ６３０が実行される。ルールエンジ
ンは、そのフィルタが要求されたティレクトリの直接の子には一致するが要求されたディ
レクトリ自体には一致しないルールのセットを見つけるためにクエリされる（ステップ６
３０）。セット内の各ルールについて、その名前がルール内の名前に一致する仮想子の存
在が、第４．１．１節で概説した論理を使用してクエリされる。子が肯定的存在を有する
場合、作業データストアに追加され、既にそこにある同じ名前の任意の子と置換する。子
が否定的存在を有する場合、子に対応する作業データストア内のエントリは、もしあれば
、除去される（ステップ６３２）。そして最後に、構築された列挙は、作業データストア
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から要求元に返される（ステップ６２０）。
【０１２７】
　図６をさらに詳細に参照すると、ディレクトリを列挙するための要求は受信または傍受
される（ステップ６０２）。いくつかの実施形態において、要求は、ディレクトリを列挙
するためのオペレーティングシステム機能を置換する機能によってフックされる。別の実
施形態において、要求を傍受するためにフッキング動的リンクライブラリが使用される。
フッキング機能は、ユーザモードまたはカーネルモードで実行することができる。フッキ
ング機能がユーザモードで実行する実施形態では、フッキング機能は、プロセスが作成さ
れる際に当該プロセスのアドレス空間にロードされてよい。フッキング機能がカーネルモ
ードで実行する実施形態では、フッキング機能は、ファイル動作の要求をディスパッチす
るのに使用されるオペレーティングシステムリソースと関連付けられてよい。ファイル動
作の種類ごとに別個のオペレーティングシステム機能が提供される実施形態では、各機能
は別個にフックされてよい。あるいは、数種類のファイル動作の作成コールまたはオープ
ンコールを傍受する単一のフッキング機能を提供してよい。
【０１２８】
　仮想ディレクトリの存在が判定される（ステップ６０３）。これは、第４．１．１節に
記載したように達成される。仮想ディレクトリが存在しない場合、列挙することはできず
、仮想ディレクトリが存在しないことを示す結果が要求元に返される（ステップ６２０）
。
【０１２９】
　要求は、分離環境によって仮想ディレクトリ名として扱われるディレクトリ名を含有す
る。仮想ディレクトリが存在する場合、ルールエンジンを調べることによって、列挙動作
をどのように処理するかを判定するルールが位置付けられる（ステップ６０４）。いくつ
かの実施形態において、ルールエンジンは、リレーショナルデータベースとして提供され
る場合がある。その他の実施形態において、ルールエンジンは、木構造データベース、ハ
ッシュテーブル、またはフラットファイルデータベースであってよい。いくつかの実施形
態において、要求されたディレクトリに提供された仮想ディレクトリ名は、要求に当ては
まるルールをルールエンジン内において位置付けるために使用される。これらの実施形態
のうち特定のものにおいて、特定のディレクトリのルールエンジンに多くのルールが存在
する場合があり、これらの実施形態において、仮想ディレクトリ名と一致する最も長い接
頭辞を有するルールは、要求に適用されるルールである。その他の実施形態において、プ
ロセス識別子は、存在する場合、要求に当てはまるルールをルールエンジン内において位
置付けるために使用される。要求に関連するルールは、要求を無視すること、要求をリダ
イレクトすること、または要求を分離することであってよい。図６では単一のデータベー
ストランザクションまたは単一のファイル内検索として示されているが、ルール検索は一
連のルール検索として行われてもよい。
【０１３０】
　ルールアクションが「リダイレクトする」である場合（ステップ６０６）、仮想ディレ
クトリ名はルールに従って文字ディレクトリ名に直接的にマップされる（ステップ６０８
）。文字ディレクトリを列挙するための要求がオペレーティングシステムに渡され（ステ
ップ６１２）、以下で説明するようにステップ６３０が実行される。例えば、「ｄｉｒｅ
ｃｔｏｒｙ＿１」と名付けられたディレクトリを列挙するための要求により、「Ｄｉｆｆ
ｅｒｅｎｔ＿ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ＿１」と名付けられた文字ディレクトリを列挙すること
ができる。一実施形態において、これは、フックされた機能のオリジナルバージョンをコ
ールし、形成された文字名を引数としてその機能に渡すことによって実現される。ファイ
ルシステムフィルタドライバを使用する実施形態では、仮想名を使用して列挙するディレ
クトリを開くための第１の要求により、判定された文字名を示すＳＴＡＴＵＳ＿ＲＥＰＡ
ＲＳＥ要求応答がもたらされる。次に、Ｉ／Ｏマネージャは、ＳＴＡＴＵＳ＿ＲＥＰＡＲ
ＳＥ応答に含む判定された文字名を持つ、列挙のためのディレクトリオープン要求を再発
行する。
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【０１３１】
　ルールアクションが「リダイレクトする」でなく（ステップ６０６）、「無視する」で
ある場合（ステップ６１０）、文字ディレクトリ名は厳密には仮想ディレクトリ名として
識別され（ステップ６１３）、文字ディレクトリを列挙するための要求はオペレーティン
グシステムに渡され（ステップ６１２）、以下で説明するようにステップ６３０が実行さ
れる。例えば、「ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ＿１」と名付けられたディレクトリを列挙するため
の要求により、「ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ＿１」と名付けられた実際のディレクトリを列挙す
ることになる。一実施形態において、これは、フックされた機能のオリジナルバージョン
をコールし、形成された文字名を引数としてその機能に渡すことによって実現される。フ
ァイルシステムフィルタドライバを使用する実施形態では、仮想名を使用してディレクト
リを列挙するための第１の要求は、フィルタドライバを無修正で通過する。
【０１３２】
　ステップ６１０において判定されたルールアクションが「無視する」ではなく「分離す
る」である場合、システムスコープが列挙される、すなわち、要求中に提供された仮想名
を使用して、列挙されたディレクトリを識別する（ステップ６１４）。列挙結果は作業デ
ータストアに保存される。いくつかの実施形態において、作業データストアはメモリ素子
からなる。その他の実施形態において、作業データストアは、データベースまたはファイ
ルまたは固体メモリ素子または永続的データストアを備える。
【０１３３】
　次に、候補ディレクトリは仮想ディレクトリのアプリケーションスコープ付きインスタ
ンスとして識別され、候補ディレクトリが存在するカテゴリが判定される（ステップ６１
５）。候補ディレクトリが「否定的存在」を有する場合、すなわち、当該候補ディレクト
リまたはスコープ内にあるその祖先の１つが削除されたものとしてマークされている場合
、このスコープ内では削除されることが分かっており、これは作業データストアを一括消
去することによって示される（ステップ６４２）。
【０１３４】
　いくつかの実施形態において、ファイルについての少量のメタデータが、仮想名にメタ
データ識別子で接尾辞を付ける等によって文字ファイル名に直接的に保存されてよく、こ
こでメタデータ識別子は特定のメタデータ状態に一意に関連する文字列である。メタデー
タ識別子は、１または数ビットのメタデータを示す、または符号化することができる。メ
タデータ識別子の存在による文字ファイル名の考えられる変形に関する仮想ファイル名チ
ェックによってファイルにアクセスするための要求、およびファイル名自体を検索するた
めの要求は、文字名で応答するためにフックまたは傍受される。その他の実施形態におい
て、ファイルの１つ以上の代替名が仮想ファイル名およびメタデータ識別子から形成され
てよく、ファイルシステムによって提供されたハードリンクまたはソフトリンク設備を使
用して作成されてよい。これらのリンクの存在は、リンクの名前を使用してアクセスのた
めの要求が与えられる場合、分離環境によってファイルが見つからないことを示すことに
より、アプリケーションから隠される場合がある。特定のリンクの有無は各メタデータ識
別子につき１ビットのメタデータを示してよく、または、数ビットのメタデータを示すた
めに多くの状態を呈することができるメタデータ識別子とのリンクがあってよい。また他
の実施形態において、ファイルシステムが代替ファイルストリームをサポートする場合、
メタデータを具現化するために代替ファイルストリームが作成されてよく、そのストリー
ムのサイズは数ビットのメタデータを示す。また他の実施形態において、ファイルシステ
ムは、ファイルシステム内の各ファイルに、いくつかの第三者メタデータを保存する能力
を直接的に提供することができる。さらに他の実施形態において、別個のサブスコープは
削除されたファイルを記録するために使用することができ、当該サブスコープ内の（プレ
ースホルダとしてマークされていない）ファイルの存在は、ファイルが削除されたことを
意味すると解釈される。
【０１３５】
　そうではなく、候補ディレクトリが否定的存在を有さない場合、当該候補ディレクトリ
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は列挙され、得られたあらゆる列挙結果が作業データストアにマージされる。特に、列挙
内の各ファイルシステム要素について、その存在のカテゴリが判定される。否定的存在を
持つ要素は作業データストアから除去され、肯定的存在を持つ要素、すなわち、存在して
いるがプレースホルダとしてマークされておらず、かつ削除されたものとしてマークされ
ていない要素は、作業データストアに追加され、作業データストアに既に存在しているも
のがある場合には、対応する要素と置換する（ステップ６１６）。
【０１３６】
　いずれの場合も、候補ディレクトリは仮想ディレクトリのユーザスコープ付きインスタ
ンスとして識別され、候補ディレクトリが存在するカテゴリが判定される（ステップ６１
７）。候補ディレクトリが「否定的存在」を有する場合、すなわち、当該候補ディレクト
リまたはスコープ内にあるその祖先の１つが削除されたものとしてマークされている場合
、このスコープ内では削除されることが分かっており、これは作業データストアを一括消
去することによって示される（ステップ６４４）。そうではなく、候補ディレクトリが否
定的存在を有さない場合、当該候補ディレクトリは列挙され、得られたあらゆる列挙結果
が作業データストアにマージされる。特に、列挙内の各ファイルシステム要素について、
その存在のカテゴリが判定される。否定的存在を持つ要素は作業データストアから除去さ
れ、肯定的存在を持つ要素、すなわち、存在しているがプレースホルダとしてマークされ
ておらず、かつ削除されたものとしてマークされていない要素は、作業データストアに追
加され、作業データストアに既に存在しているものがある場合には、対応する要素と置換
し（ステップ６１８）、以下で説明するようにステップ６３０に続く。
【０１３７】
　次いで、３種類すべてのルールについて、ステップ６３０が実行される。ルールエンジ
ンは、そのフィルタが要求されたティレクトリの直接の子には一致するが要求されたディ
レクトリ自体には一致しないルールのセットを見つけるためにクエリされる（ステップ６
３０）。セット内の各ルールについて、その名前がルール内の名前に一致する仮想子の存
在が、第４．１．１節で概説した論理を使用してクエリされる。子が肯定的存在を有する
場合、作業データストアに追加され、既にそこにある同じ名前の任意の子と置換する。子
が否定的存在を有する場合、子に対応する作業データストア内のエントリは、もしあれば
、除去される（ステップ６３２）。そして最後に、構築された列挙は、作業データストア
から要求元に返される（ステップ６２０）。
【０１３８】
　当業者であれば、上述のレイヤ化された列挙プロセスは、微修正して、複数の分離サブ
スコープを備える単一の分離スコープを列挙する動作に適用できることを認識するであろ
う。作業データストアが作成され、連続的なサブスコープが列挙され、分離スコープの集
約列挙を形成するために、結果が作業データストアにマージされる。
【０１３９】
　（４．１．４　ファイルシステム作成動作）
　図７および概要を参照すると、分離環境においてファイルを作成するために取られるス
テップの一実施形態が示されている。ファイルを作成するための要求が受信または傍受さ
れる（ステップ７０２）。要求は、分離環境によって仮想ファイル名として扱われるファ
イル名を含有する。第４．１．１節で記載したように、適用可能なルールを使用した、す
なわち、適切なユーザおよびアプリケーション分離スコープを使用した完全仮想化を使用
して、要求されたファイルを開く試みが行われる（ステップ７０４）。アクセスが拒否さ
れた場合（ステップ７０６）、アクセス拒否エラーが要求元に返される（ステップ７０９
）。アクセスが許可され（ステップ７０６）、要求されたファイルがうまく開かれた場合
（ステップ７１０）、要求されたファイルが要求元に返される（ステップ７１２）。しか
しながら、アクセスが許可されたが（ステップ７０６）、要求されたファイルがうまく開
かれず（ステップ７１０）、要求されたファイルの親も存在しない場合（ステップ７１４
）、要求動作に適したエラーが要求元に対して発行される（ステップ７１６）。一方、適
切なユーザおよびアプリケーションスコープを使用して、完全に仮想化されたビューにお
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いて要求されたファイルの親が見つかった場合（ステップ７１４）、ルールはファイル動
作をどのように処理するかを判定する（ステップ７１８）。ルールアクションが「リダイ
レクトする」または「無視する」である場合（ステップ７２０）、仮想ファイル名はルー
ルに従って文字ファイル名に直接的にマップされる。具体的には、ルールアクションが「
無視する」である場合、文字ファイル名は厳密には仮想ファイル名として識別される。そ
うではなく、ルールアクションが「リダイレクトする」である場合、文字ファイル名はル
ールによって特定されるように仮想ファイル名から判定される。次いで文字ファイルを作
成するための要求がオペレーティングシステムに渡され、結果が要求元に返される（ステ
ップ７２４）。一方、ステップ７２０において判定されたルールアクションが「分離する
」である場合、文字ファイル名はユーザ分離スコープにおける仮想ファイル名のインスタ
ンスとして識別される。文字ファイルが既に存在するが、プレースホルダであること、ま
たは削除されたことを示すメタデータと関連付けられている場合、それらの表示を除去す
るよう関連のメタデータを修正し、ファイルが空であることが確認される。いずれの場合
も、文字ファルを開くための要求がオペレーティングシステムに渡される（ステップ７２
６）。文字ファイルがうまく開かれた場合（ステップ７２８）、当該文字ファイルが要求
元に返される（ステップ７３０）。一方、ステップ７２８において、要求されたファイル
が開けない場合、現在ユーザ分離スコープに存在しない文字ファイルの各祖先についてプ
レースホルダ（ステップ７３２）、文字ファイル名を使用して文字ファイルを作成するた
めの要求がオペレーティングシステムに渡され、結果が要求元に返される（ステップ７３
４）。
【０１４０】
　図７をさらに詳細に参照すると、ファイルを作成するための要求が受信または傍受され
る（ステップ７０２）。いくつかの実施形態において、要求は、ファイルを作成するため
のオペレーティングシステム機能を置換する機能によってフックされる。別の実施形態に
おいて、要求を傍受するためにフッキング動的リンクライブラリが使用される。フッキン
グ機能は、ユーザモードまたはカーネルモードで実行することができる。フッキング機能
がユーザモードで実行する実施形態では、フッキング機能は、プロセスが作成される際に
当該プロセスのアドレス空間にロードされてよい。フッキング機能がカーネルモードで実
行する実施形態では、フッキング機能は、ファイルの要求をディスパッチするのに使用さ
れるオペレーティングシステムリソースと関連付けられてよい。ファイル動作の種類ごと
に別個のオペレーティングシステム機能が提供される実施形態では、各機能は別個にフッ
クされてよい。あるいは、数種類のファイル動作の作成コールまたはオープンコールを傍
受する単一のフッキング機能を提供してよい。
【０１４１】
　要求は、分離環境によって仮想ファイル名として扱われるファイル名を含有する。要求
元は、第４．１．１節で記載したように、適用可能なルールを使用した、すなわち、適切
なユーザおよびアプリケーション分離スコープを使用した完全仮想化を使用して、要求さ
れたファイルを開くよう試みる（ステップ７０４）。完全に仮想化されたオープン動作中
にアクセスが拒否された場合（ステップ７０６）、アクセス拒否エラーが要求元に返され
る（ステップ７０９）。アクセスが許可され（ステップ７０６）、要求された仮想ファイ
ルがうまく開かれた場合（ステップ７１０）、対応する文字ファイルが要求元に返される
（ステップ７１２）。しかしながら、アクセスが許可されたが（ステップ７０６）、要求
されたファイルがうまく開かれない場合（ステップ７１０）、仮想ファイルは存在しない
と判定されたということである。第４．１．１節の手順によって判定された際に、要求さ
れた仮想ファイルの仮想親も存在しない場合（ステップ７１４）、要求動作に適したエラ
ーが要求元に対して発行される（ステップ７１６）。一方、適切なユーザおよびアプリケ
ーションスコープを使用して、完全に仮想化されたビューにおいて要求された仮想ファイ
ルの仮想親が見つかった場合（ステップ７１４）、ルールエンジンを調べることにより、
作成動作をどのように処理するかを判定するルールが位置付けられる（ステップ７１８）
。いくつかの実施形態において、ルールエンジンは、リレーショナルデータベースとして
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提供される場合がある。その他の実施形態において、ルールエンジンは、木構造データベ
ース、ハッシュテーブル、またはフラットファイルデータベースであってよい。いくつか
の実施形態において、要求されたファイルに提供された仮想ファイル名は、要求に当ては
まるルールをルールエンジン内において位置付けるために使用される。これらの実施形態
のうち特定のものにおいて、特定のファイルのルールエンジンに多くのルールが存在する
場合があり、これらの実施形態のいくつかにおいて、仮想ファイル名と一致する最も長い
接頭辞を有するルールは、要求に適用されるルールである。いくつかの実施形態において
、プロセス識別子は、存在する場合、要求に当てはまるルールをルールエンジン内におい
て位置付けるために使用される。要求に関連するルールは、要求を無視すること、要求を
リダイレクトすること、または要求を分離することであってよい。図７では単一のデータ
ベーストランザクションまたは単一のファイル内検索として示されているが、ルール検索
は一連のルール検索として行われてもよい。
【０１４２】
　ルールアクションが「リダイレクトする」または「無視する」である場合（ステップ７
２０）、仮想ファイル名はルールに従って文字ファイル名に直接的にマップされる（ステ
ップ７２４）。ルールアクションが「リダイレクトする」である場合（ステップ７２０）
、文字ファイル名はルールによって特定されるように仮想ファイル名から判定される（ス
テップ７２４）。ルールアクションが「無視する」である場合（ステップ７２０）、文字
ファイル名は厳密には仮想ファイル名であると判定される（ステップ７２４）。ルールア
クションが「無視する」である、またはルールアクションが「リダイレクトする」である
場合、判定された文字ファイル名を使用して文字ファイルを作成するための要求がオペレ
ーティングシステムに渡され、オペレーティングシステムから結果が要求元に返される（
ステップ７２４）。例えば、「ｆｉｌｅ＿１」と名付けられた仮想ファイルを作成するた
めの要求により、「Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ＿ｆｉｌｅ＿１」と名付けられた文字ファイルを
作成することができる。一実施形態において、これは、フックされた機能のオリジナルバ
ージョンをコールし、形成された文字名を引数としてその機能に渡すことによって実現さ
れる（ステップ７２４）。ファイルシステムフィルタドライバを使用する実施形態では、
仮想名を使用してファイルを開くための第１の要求により、判定された文字名を示す「Ｓ
ＴＡＴＵＳ＿ＲＥＰＡＲＳＥ」要求応答がもたらされる。次に、Ｉ／Ｏマネージャは、Ｓ
ＴＡＴＵＳ＿ＲＥＰＡＲＳＥ応答に含む判定された文字名を持つファイルオープン要求を
再発行する。
【０１４３】
　ステップ７２０において判定されたルールアクションが「無視する」または「リダイレ
クトする」ではなく「分離する」である場合、文字ファイル名はユーザ分離スコープにお
ける仮想ファイル名のインスタンスとして識別される。文字ファイルが既に存在するが、
プレースホルダであること、または削除されたことを示すメタデータと関連付けられてい
る場合、それらの表示を除去するよう関連のメタデータを修正し、ファイルが空であるこ
とが確認される。
【０１４４】
　いくつかの実施形態において、ファイルについての少量のメタデータが、仮想名にメタ
データ識別子で接尾辞を付ける等によって文字ファイル名に直接的に保存されてよく、こ
こでメタデータ識別子は特定のメタデータ状態に一意に関連する文字列である。メタデー
タ識別子は、１または数ビットのメタデータを示す、または符号化することができる。メ
タデータ識別子の存在による文字ファイル名の考えられる変形に関する仮想ファイル名チ
ェックによってファイルにアクセスするための要求、およびファイル名自体を検索するた
めの要求は、文字名で応答するためにフックまたは傍受される。その他の実施形態におい
て、ファイルの１つ以上の代替名が仮想ファイル名およびメタデータ識別子から形成され
てよく、ファイルシステムによって提供されたハードリンクまたはソフトリンク設備を使
用して作成されてよい。これらのリンクの存在は、リンクの名前を使用してファイルにア
クセスするための要求が与えられる場合、分離環境によってファイルが見つからないこと
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を示すことにより、アプリケーションから隠される。特定のリンクの有無は各メタデータ
識別子につき１ビットのメタデータを示してよく、または、数ビットのメタデータを示す
ために多くの状態を呈することができるメタデータ識別子とのリンクがあってよい。また
他の実施形態において、ファイルシステムが代替ファイルストリームをサポートする場合
、メタデータを具現化するために代替ファイルストリームが作成されてよく、そのストリ
ームのサイズは数ビットのメタデータを示す。また他の実施形態において、ファイルシス
テムは、ファイルシステム内の各ファイルに、いくつかの第三者メタデータを保存する能
力を直接的に提供することができる。
【０１４５】
　これらの実施形態のうち特異のものにおいて、削除されたファイルまたはファイルシス
テム要素のリストは、この削除されたファイルに関するチェックを最適化するために維持
され調べられてよい。これらの実施形態において、削除されたファイルが再作成されると
、ファイル名は削除されたファイルのリストから除去されてよい。これらの実施形態のう
ちのその他において、リストが一定サイズを超えた場合、ファイル名はリストから除去さ
れてよい。
【０１４６】
　いずれの場合も、ユーザスコープ付き文字ファイルを開くための要求がオペレーティン
グシステムに渡される（ステップ７２６）。いくつかの実施形態において、ルールは、ア
プリケーション分離スコープ、システムスコープ、ユーザ分離サブスコープ、またはアプ
リケーション分離サブスコープ等、ユーザ分離スコープ以外のスコープにおいて、仮想フ
ァイルに対応する文字ファイルが作成されるべきであると特定することができる。
【０１４７】
　文字ファイルがうまく開かれた場合（ステップ７２８）、当該文字ファイルが要求元に
返される（ステップ７３０）。一方、ステップ７２８において、要求されたファイルが開
けない場合、現在ユーザ分離スコープに存在しない文字ファイルの各祖先についてプレー
スホルダが作成され（ステップ７３２）、文字ファイル名を使用して文字ファイルを作成
するための要求がオペレーティングシステムに渡され、結果が要求元に返される（ステッ
プ７３４）。
【０１４８】
　この実施形態は、コール／呼び出しごとに１レベルの作成のみをサポートするＡＰＩま
たは設備を持つオペレーティングシステムを表すものである。コール／呼び出しごとにマ
ルチレベルへ拡大解釈できることは、当業者には明白なはずである。
【０１４９】
　（４．１．５　短いファイル名管理）
　いくつかのファイルシステムにおいて、各ファイルに短いファイル名と長いファイル名
の両方を与えることができる。いずれの名前も、上述したファイル動作のいずれかにおい
てファイルにアクセスするために使用することができる。短いファイル名と長いファイル
名の両方を所有する各ファイルについて、これは、当該ファイルに割り当てられた短いフ
ァイル名と長いファイル名との間に暗黙に関連付けを作成するものである。これらのファ
イルシステムのいくつかにおいて、短い名前は、長いファイル名を使用して作成されたフ
ァイルに、ファイルシステムによって自動的に割り当てられる。短いファイル名と長いフ
ァイル名との間の関連付けが分離環境によって維持されていない場合、同じディレクトリ
内であるが異なるスコープレベル内の異なる長い名前を持つファイルは、同じ短いファイ
ル名を有することがあり、短い名前を使用して仮想ファイルにアクセスすれば、曖昧さに
つながる。あるいは、短いファイル名には、ファイルがユーザ分離スコープにコピーされ
る際に修正のための変更が加えられる場合があり、もはや元の短い名前を使用して仮想フ
ァイルにアクセスすることはできないことを意味する。
【０１５０】
　これらの問題を防止するため、第一に、「上位」スコープに修正する意図を持って開か
れたファイルインスタンスをコピーするファイルシステム動作は、コピーされたインスタ
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ンスに関連する短いファイル名と長いファイル名との間の関連付けを保護する。第二に、
オペレーティングシステムによって割り当てられたファイル名の代わりに、新規作成され
た分離ファイルのための短い唯一の名前が作成される。生成された短いファイル名は、そ
の生成されたファイル名が同じ分離スコープ内の同じディレクトリ、または「下位」分離
スコープ内の同じディレクトリにおける、既存のいかなる短いファイル名とも一致しない
という条件を満たさなくてはならない。例えば、ユーザ分離スコープに位置するファイル
のインスタンス用に生成された短いファイル名は、ディレクトリのアプリケーションスコ
ープ付きインスタンス内の、または、ディレクトリのシステムスコープ付きインスタンス
内の、既存の短いファイル名と一致してはならない。
【０１５１】
　図７Ａを参照すると、新規ファイルを作成した後、唯一の短いファイル名を割り当てる
ために取られるステップの一実施形態が示されている。概要では、短いファイル名を生成
するべきか否かを判定するためにチェックが行われる（ステップ７５２）。生成するべき
でない場合、短いファイル名は生成されないことを示す状態が返される（ステップ７５４
）。そうでなければ、既にファイルシステムに従った正当な短いファイル名であるか否か
を判定するために、ファイル名がチェックされる（ステップ７５６）。既に正当な短いフ
ァイル名である場合、短いファイル名は生成されないことを示す状態が返される（ステッ
プ７５４）。そうでなければ、適合する短いファイル名が構築される（ステップ７５８）
。
【０１５２】
　図７Ａをより詳細に参照すると、短いファイル名を生成するべきか否かを判定するため
にチェックが行われる（ステップ７５２）。いくつかの実施形態において、この決定は、
そのファイル名が参照するファイルを保存するデバイスに基づいて行われる。その他の実
施形態において、短いファイル名の生成は、一定のスコープもしくはサブスコープに、ま
たは分離環境全体に使用可能な場合がある。これらの実施形態のいくつかにおいて、レジ
ストリ設定は、特定のファイル名について短いファイル名が生成されるか否かを特定する
ことができる。短いファイル名を生成するべきでない場合、短いファイル名は生成されな
いという状態が返される（ステップ７５４）。
【０１５３】
　そうでなければ、既に正当な短いファイル名であるか否かを判定するために、ファイル
名がチェックされる（ステップ７５６）。いくつかの実施形態において、正当な短いファ
イル名は、ファイル名に最大８文字、任意の拡張子に最大３文字を含有する。いくつかの
実施形態において、正当な短い名前は、Ａ－Ｚ、ａ－ｚ、０－９、’、～、！、＠、＃、
＄、％、＾、＆、＊、（、）、－、＿、‘、｛、および｝等の正当な文字のみを含有する
。いくつかの実施形態において、先頭の空白もしくは「．」、または１つを超えて埋め込
まれた「．」は不正である。提供されたファイル名が既に正当な短いファイル名である場
合、短いファイル名は生成されないという状態が返される（ステップ７５４）。
【０１５４】
　そうではなく、ステップ７５６において、ファイル名は不正なファイル名であると判定
された場合、適合する短いファイル名が構築される（ステップ７５８）。いくつかの実施
形態において、これは、短いファイル名において使用するのに正当な長いファイル名の部
分のいくつかを、短い候補ファイル名を形成するために、符号化反復回数と組み合わせて
使用することによって達成される。反復回数は、関連する短い候補ファイル名が適合する
、すなわち、同じスコープの同じディレクトリ内、または下位スコープの同じディレクト
リ内の、その他いかなるファイルによっても使用されない、正当な短いファイル名となる
まで増加される。その他の実施形態において、長いファイル名は、マングルまたはハッシ
ュおよび符号化され、短い候補ファイル名を形成するために、符号化反復回数と組み合わ
せられる。反復回数は、関連する短い候補ファイル名が適合する、すなわち、同じスコー
プの同じディレクトリ内、または下位スコープの同じディレクトリ内の、その他いかなる
ファイルによっても使用されない、正当な短いファイル名となるまで増加される。これら
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の実施形態のすべてにおいて、適合する短い候補ファイル名が低反復回数で見つかる可能
性を高めるために、スコープ固有の文字列を短い候補ファイル名に組み込んでよい。
【０１５５】
　（４．２　レジストリ仮想化）
　上述の方法および装置は、レジストリデータベースへのアクセスを仮想化するために使
用され得る。上述のように、レジストリデータベースは、コンピュータに物理的に取り付
けられたハードウェア、いずれのシステムオプションが選択されたか、コンピュータメモ
リがどのようにセットアップされているか、アプリケーション固有データの様々な項目、
および、オペレーティングシステムが開始される際にはどのアプリケーションプログラム
が存在しているべきか、に関する情報を保存する。レジストリデータベースは通常、レジ
ストリ値用のコンテナである「キー」１７０、１７２の論理階層に組織化されている。
【０１５６】
　（４．２．１　レジストリキーオープン動作）
　概要において、図８は、上述の分離環境において、レジストリキーを開くために取られ
るステップの一実施形態を描写している。レジストリキーを開くための要求であって、分
離環境によって仮想キー名として扱われるレジストリキー名を含有する要求が、受信また
は傍受される（ステップ８０２）。要求中の仮想名に適用可能な処理ルールは、レジスト
リキー動作がどのように処理されるかを判定する（ステップ８０４）。ルールアクション
が「リダイレクトする」である場合（ステップ８０６）、要求中に提供された仮想キー名
は、適用可能なルールによって特定されるように文字キー名にマップされる（ステップ８
０８）。文字キー名を使用して文字レジストリキーを開くための要求はオペレーティング
システムに渡され、オペレーティングシステムからの結果が要求元に返される（ステップ
８１０）。ルールアクションが「リダイレクトする」ではなく「無視する」である場合（
ステップ８０６）、仮想キー名は文字キー名として識別され（ステップ８１２）、文字レ
ジストリキーを開くための要求はオペレーティングシステムに渡され、オペレーティング
システムからの結果が要求元に返される（ステップ８１０）。ステップ８０６において判
定されたルールアクションが「リダイレクトする」でも「無視する」でもなく「分離する
」である場合、要求中に提供された仮想キー名は、ユーザスコープ付き候補キー名、すな
わち、適用可能なユーザ分離スコープに固有である仮想キー名に対応するキー名にマップ
される（ステップ８１４）。ユーザスコープ付き候補キーが存在するカテゴリは、ユーザ
分離スコープおよび候補キーに関連する任意のメタデータを調査することによって判定さ
れる（ステップ８１６）。候補キーが「否定的存在」を有すると判定された場合、当該候
補キーまたはユーザ分離スコープ内のその祖先キーの１つのいずれかが削除されたものと
してマークされているため、これは要求された仮想キーが存在しないと分かっていること
を意味する。この場合、要求されたファイルが見つからないことを示すエラー状態が要求
元に返される（ステップ８２２）。そうではなく、ステップ８１６において候補キーが「
肯定的存在」を有すると判定された場合、候補キーはユーザ分離スコープに存在しており
、プレースホルダノードとしてマークされていないため、要求された仮想キーは存在する
と分かっている。候補キーは、要求に対する文字キーとして識別され（ステップ８１８）
、文字キーを開くために要求が発行され、結果が要求元に返される（ステップ８２０）。
しかしながら、ステップ８１６において、候補キーが「中立的存在」を有する場合、候補
キーは存在しないため、または候補キーは存在するがプレースホルダノードとしてマーク
されているため、仮想キーが存在するか否かはまだ分かっていない。この場合、仮想キー
名に対応するアプリケーションスコープ付きキー名は、候補キー名として識別される（ス
テップ８２４）。換言すると、候補キー名は、適用可能なアプリケーション分離スコープ
に固有の対応するネイティブキー名に仮想キー名をマップすることによって形成される。
候補キーが存在するカテゴリは、アプリケーション分離スコープおよび候補キーに関連す
る任意のメタデータを調査することによって判定される（ステップ８２６）。候補キーが
「否定的存在」を有すると判定された場合、当該候補キーまたはアプリケーション分離ス
コープ内のその祖先キーの１つのいずれかが削除されたものとしてマークされているため
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、これは要求された仮想キーが存在しないと分かっていることを意味する。この場合、要
求されたキーが見つからないことを示すエラー状態が要求元に返される（ステップ８２２
）。そうではなく、ステップ８２６において候補キーが「肯定的存在」を有すると判定さ
れた場合、候補キーはアプリケーション分離スコープに存在しており、プレースホルダノ
ードとしてマークされていないため、要求された仮想キーは存在すると分かっている。オ
ープン要求がキーを修正する意図を示しているか否かを判定するために、要求はチェック
される（ステップ８２８）。示していない場合、候補キーは要求に対する文字キーとして
識別され（ステップ８１８）、文字キーを開くために要求が発行され、結果が要求元に返
される（ステップ８２０）。しかしながら、ステップ８２８において、オープン要求がキ
ーを修正する意図を示していると判定された場合、キーの修正が許容されているか否かを
判定するために、キーに関連する許可データがチェックされる（ステップ８３６）。許容
されていない場合、キーの修正が許容されていないことを示すエラー状態が要求元に返さ
れる（ステップ８３８）。キーを修正してよいことを許可データが示す場合、候補キーは
ユーザ分離スコープにコピーされる（ステップ８４０）。いくつかの実施形態において、
候補キーはルールエンジンによって定義された位置にコピーされる。例えば、ルールは、
キーがアプリケーション分離スコープにコピーされると特定することができる。その他の
実施形態において、ルールは、キーをコピーすべき特定のアプリケーション分離サブスコ
ープまたはユーザ分離サブスコープを特定することができる。キーがコピーされる分離ス
コープに現われない要求されたキーのあらゆる祖先は、コピーされたインスタンスを階層
に正しく位置付けるために、分離スコープにおいてプレースホルダとして作成される。新
規にコピーされたスコープ付きインスタンスは文字キーとして識別され（ステップ８４２
）、文字キーを開くための要求が発行され、結果が要求元に返される（ステップ８２０）
。ステップ８２６に戻って、候補キーが中立的存在を有する場合、候補キーは存在しない
ため、または候補キーは見つかったがプレースホルダノードとしてマークされているため
、仮想キーが存在するか否かはまだ分かっていない。この場合、仮想キー名に対応するシ
ステムスコープ付きキー名は、候補キー名として識別される（ステップ８３０）。換言す
ると、候補キー名は厳密には仮想キー名である。候補キーが存在しない場合（ステップ８
３２）、仮想キーが見つからなかったことを示すエラー状態が要求元に返される（ステッ
プ８３４）。一方、候補キーが存在する場合（ステップ８３２）、オープン要求がキーを
修正する意図を示しているか否かを判定するために、要求はチェックされる（ステップ８
２８）。示していない場合、候補キーは要求に対する文字キーとして識別され（ステップ
８１８）、文字キーを開くために要求が発行され、結果が要求元に返される（ステップ８
２０）。しかしながら、ステップ８２８において、オープン要求がキーを修正する意図を
示していると判定された場合、キーの修正が許容されているか否かを判定するために、キ
ーに関連する許可データがチェックされる（ステップ８３６）。許容されていない場合、
キーの修正が許容されていないことを示すエラー状態が要求元に返される（ステップ８３
８）。キーを修正してよいことを許可データが示す場合、候補キーはユーザ分離スコープ
にコピーされる（ステップ８４０）。いくつかの実施形態において、候補キーはルールエ
ンジンによって定義された位置にコピーされる。例えば、ルールは、キーがアプリケーシ
ョン分離スコープにコピーされると特定することができる。その他の実施形態において、
ルールは、キーをコピーすべき特定のアプリケーション分離サブスコープまたはユーザ分
離サブスコープを特定することができる。分離スコープに現われない要求されたキーのあ
らゆる祖先は、コピーされたインスタンスを階層に正しく位置付けるために、分離スコー
プにおいてプレースホルダとして作成される。新規にコピーされたスコープ付きインスタ
ンスは文字キーとして識別され（ステップ８４２）、文字キーを開くための要求が発行さ
れ、結果が要求元に返される（ステップ８２０）。
【０１５７】
　図８をさらに詳細に参照すると、仮想レジストリキーを開くための要求が受信または傍
受される（ステップ８０２）。対応する文字レジストリキーは、ユーザ分離スコープ、ア
プリケーション分離スコープまたはシステムスコープのものであってよく、アプリケーシ
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ョン分離サブスコープまたはユーザ分離サブスコープに範囲付けてもよい。いくつかの実
施形態において、要求は、レジストリキーを開くためのオペレーティングシステム機能を
置換する機能によってフックされる。別の実施形態において、要求を傍受するためにフッ
キング動的リンクライブラリが使用される。フッキング機能は、ユーザモードまたはカー
ネルモードで実行することができる。フッキング機能がユーザモードで実行する実施形態
では、フッキング機能は、プロセスが作成される際に当該プロセスのアドレス空間にロー
ドされてよい。フッキング機能がカーネルモードで実行する実施形態では、フッキング機
能は、ネイティブレジストリキーの要求をディスパッチするのに使用されるオペレーティ
ングシステムリソースと関連付けられてよい。レジストリキー動作の種類ごとに別個のオ
ペレーティングシステム機能が提供される実施形態では、各機能は別個にフックされてよ
い。あるいは、数種類のレジストリキー動作の作成コールまたはオープンコールを傍受す
る単一のフッキング機能を提供してよい。
【０１５８】
　要求は、分離環境によって仮想レジストリキー名として扱われるレジストリキー名を含
有する。ルールエンジンを調べることにより、レジストリキーオープン要求に適用可能な
処理ルールが判定される（ステップ８０４）。いくつかの実施形態において、ルールエン
ジンは、リレーショナルデータベースとして提供される場合がある。その他の実施形態に
おいて、ルールエンジンは、木構造データベース、ハッシュテーブル、またはフラットフ
ァイルデータベースであってよい。いくつかの実施形態において、要求されたレジストリ
キーに提供された仮想レジストリキー名は、要求に当てはまるルールをルールエンジン内
において位置付けるために使用される。これらの実施形態のうち特定のものにおいて、特
定のレジストリキーのルールエンジンに多くのルールが存在する場合があり、これらの実
施形態において、仮想レジストリキー名と一致する最も長い接頭辞を有するルールは、要
求に適用されるルールである。その他の実施形態において、プロセス識別子は、存在する
場合、要求に当てはまるルールをルールエンジン内において位置付けるために使用される
。要求に関連するルールは、要求を無視すること、要求をリダイレクトすること、または
要求を分離することであってよい。図８では単一のデータベーストランザクションまたは
単一のファイル内検索として示されているが、ルール検索は一連のルール検索として行わ
れてもよい。
【０１５９】
　ルールアクションが「リダイレクトする」である場合（ステップ８０６）、要求中に提
供された仮想レジストリキー名は、適用可能なルールに従って文字レジストリキー名にマ
ップされる（ステップ８０８）。文字レジストリキー名を使用して文字レジストリキーを
開くための要求はオペレーティングシステムに渡され、オペレーティングシステムからの
結果が要求元に返される（ステップ８１０）。例えば、「ｒｅｇｉｓｔｒｙ＿ｋｅｙ＿１
」と名付けられたレジストリキーを開くための要求により、「Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ＿ｒｅ
ｇｉｓｔｒｙ＿ｋｅｙ＿１」と名付けられた文字レジストリキーを開くことができる。一
実施形態において、これは、フックされた機能のオリジナルバージョンをコールし、形成
された文字名を引数としてその機能に渡すことによって実現される。その他の実施形態に
おいて、ファイルシステムフィルタドライバ設備と概念的に同様のレジストリフィルタド
ライバ設備が、オペレーティングシステムによって提供される場合がある。これらの実施
形態において、文字レジストリキーを開くことは、判定された文字キー名を使用して要求
を再構文解析するようレジストリフィルタマネージャに信号を送り、仮想キーを開くため
の元の要求に応答することによって達成できる。そうではなく、ルールアクションが「無
視する」である場合（ステップ８０６）、文字レジストリキー名は厳密には仮想レジスト
リキー名であると判定され（ステップ８１２）、文字レジストリキーを開くための要求は
オペレーティングシステムに渡され、オペレーティングシステムからの結果が要求元に返
される（ステップ８１０）。例えば、「ｒｅｇｉｓｔｒｙ＿ｋｅｙ＿１」と名付けられた
レジストリキーを開くための要求により、「ｒｅｇｉｓｔｒｙ＿ｋｅｙ＿１」と名付けら
れた文字レジストリキーを開くことになる。一実施形態において、これは、フックされた
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機能のオリジナルバージョンをコールし、形成された文字名を引数としてその機能に渡す
ことによって実現される。別の実施形態において、これは、元の無修正の要求に対する処
理を標準のやり方で継続するようレジストリフィルタマネージャに信号を送ることによっ
て実現される。
【０１６０】
　ステップ８０６において、ルールアクションが「分離する」である場合、仮想レジスト
リキー名に対応するユーザスコープ付きレジストリキー名が候補レジストリキー名として
識別される（ステップ８１４）。換言すると、候補レジストリキー名は、適用可能なユー
ザ分離スコープに固有の対応するネイティブレジストリキー名に仮想レジストリキー名を
マップすることによって形成される。例えば、「ｒｅｇｉｓｔｒｙ＿ｋｅｙ＿１」と名付
けられたレジストリキーを開くための要求により、「Ｉｓｏｌａｔｅｄ＿ＵｓｅｒＳｃｏ
ｐｅ＿ＵｓｅｒＡ＿ｒｅｇｉｓｔｒｙ＿ｋｅｙ＿１」と名付けられた文字レジストリキー
を開くことができる。一実施形態において、これは、フックされた機能のオリジナルバー
ジョンをコールし、形成された文字名を引数としてその機能に渡すことによって実現され
る。その他の実施形態において、文字レジストリキーを開くことは、判定された文字キー
名を使用して要求を再構文解析するようレジストリフィルタマネージャに信号を送り、仮
想キーを開くための元の要求に応答することによって達成できる。
【０１６１】
　いくつかの実施形態において、要求された仮想レジストリキーを分離するために形成さ
れた文字名は、受信した仮想レジストリキー名およびスコープ固有の識別子に基づくもの
であってよい。スコープ固有の識別子は、アプリケーション分離スコープ、ユーザ分離ス
コープ、セッション分離スコープ、アプリケーション分離サブスコープ、ユーザ分離サブ
スコープ、または上記のいくつかの組み合わせに関連する識別子であってよい。スコープ
固有の識別子は、要求中に受信した仮想名を「マングルする」ために使用される。
【０１６２】
　その他の実施形態において、ユーザ分離スコープまたはサブスコープは、ユーザ分離ス
コープ内に存在するすべてのキーが保存されるレジストリキーであってよい。これらの実
施形態のいくつかにおいて、ユーザ分離キーの下のキー階層は、要求されたリソースのパ
スを反映している。換言すると、文字キーパスは、仮想キーパスをユーザ分離スコープに
マップすることによって形成される。例えば、要求されたキーがＨＫＬＭ＼Ｓｏｆｔｗａ
ｒｅ＼Ｃｉｔｒｉｘ＼ＭｙＫｅｙであり、ユーザ分離スコープキーがＨＫＣＵ＼Ｓｏｆｔ
ｗａｒｅ＼ＵｓｅｒＳｃｏｐｅ＼である場合、ユーザスコープ付き文字キーへのパスはＨ
ＫＣＵ＼Ｓｏｆｔｗａｒｅ＼ＵｓｅｒＳｃｏｐｅ＼ＨＫＬＭ＼Ｓｏｆｔｗａｒｅ＼Ｃｉｔ
ｒｉｘ＼ＭｙＫｅｙであってよい。その他の実施形態において、ユーザスコープ付き文字
へのパスは、ネイティブ命名規則において定義されてよい。例えば、ユーザスコープ付き
文字キーへのパスは、ＨＫＣＵ＼Ｓｏｆｔｗａｒｅ＼ＵｓｅｒＳｃｏｐｅ＼Ｒｅｇｉｓｔ
ｒｙ＼Ｍａｃｈｉｎｅ＼Ｓｏｆｔｗａｒｅ＼Ｃｉｔｒｉｘ＼ＭｙＫｅｙであってよい。ま
た他の実施形態において、ユーザスコープ付きキーは、唯一であるように選ばれた名前を
持つ単一のキーの下にすべて保存されてよく、データベースは、要求されたキー名とユー
ザ分離キーに保存されている対応する文字キーの名前との間のマッピングを保存するため
に使用されてよい。また他の実施形態において、文字キーの内容はデータベースまたはフ
ァイルストアに保存されてよい。
【０１６３】
　候補キーが存在するカテゴリは、ユーザ分離スコープおよび候補キーに関連する任意の
メタデータを調査することによって判定される（ステップ８１６）。候補キーが「否定的
存在」を有すると判定された場合、当該候補キーまたはユーザ分離スコープ内のその祖先
キーの１つのいずれかが削除されたものとしてマークされているため、これは要求された
仮想キーが存在しないと分かっていることを意味する。この場合、要求されたキーが見つ
からないことを示すエラー状態が要求元に返される（ステップ８２２）。
【０１６４】
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　いくつかの実施形態において、文字レジストリキーは、仮想化されたレジストリキーが
既に削除されたことを示すメタデータに関連付けられる場合がある。いくつかの実施形態
において、レジストリキーについてのメタデータは、当該キーが保持する識別値に保存さ
れてよく、当該値の存在は、通常のアプリケーションで使用のレジストリＡＰＩから隠さ
れる。いくつかの実施形態において、レジストリキーについての少量のメタデータが、仮
想名にメタデータ識別子で接尾辞を付ける等によって文字キー名に直接的に保存されてよ
く、ここでメタデータ識別子は特定のメタデータ状態に一意に関連する文字列である。メ
タデータ識別子は、１または数ビットのメタデータを示す、または符号化することができ
る。メタデータ識別子の存在による文字キー名の考えられる変形に関する仮想名チェック
によってキーにアクセスするための要求、およびキー名自体を検索するための要求は、文
字名で応答するためにフックまたは傍受される。その他の実施形態において、メタデータ
識別子は、キー名自体の代わりにサブキー名またはレジストリ値名において符号化されて
よい。また他の実施形態において、レジストリキーシステムは、各キーに、いくつかの第
三者メタデータを保存する能力を直接的に提供することができる。いくつかの実施形態に
おいて、メタデータは、データベース、またはレジストリデータベースから離れたその他
のリポジトリに保存される。いくつかの実施形態において、別個のサブスコープは、削除
されたものとしてマークされているキーを保存するために使用されてよい。サブスコープ
内のキーの存在は、当該キーが削除されたものとしてマークされていることを示す。
【０１６５】
　これらの実施形態のうち特異のものにおいて、削除されたキーまたはキーシステム要素
のリストは、この削除されたキーに関するチェックを最適化するために維持され調べられ
てよい。これらの実施形態において、削除されたキーが再作成されると、キー名は削除さ
れたキーのリストから除去されてよい。これらの実施形態のうちのその他において、リス
トが一定サイズを超えた場合、キー名はリストから除去されてよい。
【０１６６】
　そうではなく、ステップ８１６において候補キーが「肯定的存在」を有すると判定され
た場合、候補キーはユーザ分離スコープに存在しており、プレースホルダノードとしてマ
ークされていないため、要求された仮想キーは存在すると分かっている。候補キーは、要
求に対する文字キーとして識別され（ステップ８１８）、文字キーを開くために要求が発
行され、結果が要求元に要求元に返される（ステップ８２０）。
【０１６７】
　しかしながら、ステップ８１６において、候補キーが「中立的存在」を有する場合、候
補キーは存在しないため、または候補キーは存在するがプレースホルダノードとしてマー
クされているため、仮想キーが存在するか否かはまだ分かっていない。この場合、仮想キ
ー名に対応するアプリケーションスコープ付きキー名は、候補キー名として識別される（
ステップ８２４）。換言すると、候補キー名は、適用可能なアプリケーション分離スコー
プに固有の対応するネイティブキー名に仮想キー名をマップすることによって形成される
。候補キーが存在するカテゴリは、アプリケーション分離スコープおよび候補キーに関連
する任意のメタデータを調査することによって判定される（ステップ８２６）。
【０１６８】
　アプリケーションスコープ付き候補キーが「否定的存在」を有すると判定された場合、
当該候補キーまたはアプリケーション分離スコープ内のその祖先キーの１つのいずれかが
削除されたものとしてマークされているため、これは要求された仮想キーが存在しないと
分かっていることを意味する。この場合、要求されたキーが見つからないことを示すエラ
ー状態が要求元に返される（ステップ８２２）。
【０１６９】
　しかしながら、ステップ８２６において候補キーが「肯定的存在」を有すると判定され
た場合、候補キーはアプリケーション分離スコープに存在しており、プレースホルダノー
ドとしてマークされていないため、要求された仮想キーは存在すると分かっている。オー
プン要求がキーを修正する意図を示しているか否かを判定するために、要求はチェックさ
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れる（ステップ８２８）。示していない場合、候補キーは要求に対する文字キーとして識
別され（ステップ８１８）、文字キーを開くために要求が発行され、結果が要求元に返さ
れる（ステップ８２０）。
【０１７０】
　しかしながら、ステップ８２８において、オープン要求がキーを修正する意図を示して
いると判定された場合、キーの修正が許容されているか否かを判定するために、キーに関
連する許可データがチェックされる（ステップ８３６）。いくつかの実施形態において、
許可データはアプリケーションスコープ付き候補キーと関連付けられる。これらの実施形
態のいくつかにおいて、許可データは、ルールエンジンに、または、候補キーに関連する
メタデータに保存される。その他の実施形態において、候補キーに関連する許可データが
オペレーティングシステムによって提供される。さらに、ルールエンジンは、リソースの
仮想化されたコピーのネイティブ許可データに従うか、またはそれを無効にするよう分離
環境に命令する構成設定を含んでよい。いくつかの実施形態において、ルールは、例えば
システムスコープまたはアプリケーション分離スコープもしくはサブスコープ、またはユ
ーザ分離スコープもしくはサブスコープ等、いくつかの仮想リソースに対し、修正が発生
するスコープを特定してよい。いくつかの実施形態において、ルールエンジンは、階層に
基づいて、仮想化されたネイティブリソースのサブセットに当てはまる構成設定を特定す
ることができる。これらの実施形態のいくつかにおいて、構成設定は、各アトミックネイ
ティブリソースに固有である場合がある。
【０１７１】
　候補キーに関連する許可データが、修正してはいけないことを示す場合、キーの修正が
許容されていないことを示すエラー状態が要求元に返される（ステップ８３８）。キーを
修正してよいことを許可データが示す場合、候補キーはユーザ分離スコープにコピーされ
る（ステップ８４０）。いくつかの実施形態において、候補キーはルールエンジンによっ
て定義された位置にコピーされる。例えば、ルールは、キーが別のアプリケーション分離
スコープにコピーされると特定することができる。その他の実施形態において、ルールは
、キーをコピーすべき特定のアプリケーション分離サブスコープまたはユーザ分離サブス
コープを特定することができる。キーがコピーされる分離スコープに現われない要求され
たキーのあらゆる祖先は、コピーされたインスタンスを階層に正しく位置付けるために、
分離スコープにおいてプレースホルダとして作成される。
【０１７２】
　いくつかの実施形態において、キーがコピーされた日時を示すメタデータが、分離スコ
ープにコピーされたキーに関連付けられる。この情報は、キーのコピーされたインスタン
スに関連するタイムスタンプを、キーの元のインスタンスの、または下位分離スコープに
位置するキーの別のインスタンスの、前回の修正のタイムスタンプと比較するために使用
される場合がある。これらの実施形態において、キーの元のインスタンス、または下位分
離スコープに位置するキーのインスタンスが、コピーされたキーのタイムスタンプよりも
後のタイムスタンプに関連付けられている場合、当該キーを分離スコープにコピーして候
補キーを更新してよい。その他の実施形態において、分離スコープ内のキーのコピーは、
コピーされた元のキーを含有するスコープを識別するメタデータと関連付けられてよい。
【０１７３】
　さらなる実施形態において、分離スコープにコピーされたキーは、それらを修正する意
図を持って開かれたものであるため、現実に修正されるか否かを判定するために監視され
る場合がある。一実施形態において、コピーされたキーは、キーが実際に修正された際に
設定されるフラグと関連付けられてよい。これらの実施形態において、コピーされたキー
が実際に修正されない場合、コピーされたキーに関連するあらゆるプレースホルダノード
に加えて、当該キーも、閉じられた後に、コピーされたスコープから除去されてよい。
【０１７４】
　スコープ付きインスタンスは文字キーとして識別され（ステップ８４２）、文字キーを
開くために要求が発行され、結果が要求元に返される（ステップ８２０）。
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【０１７５】
　ステップ８２６に戻って、候補キーは存在しないため候補キーが中立的存在を有する場
合、または候補キーは見つかったがプレースホルダノードとしてマークされている場合、
仮想キーが存在するか否かはまだ分かっていない。この場合、仮想キー名に対応するシス
テムスコープ付きキー名は、候補キー名として識別される（ステップ８３０）。換言する
と、候補キー名は厳密には仮想キー名である。
【０１７６】
　候補キーが存在しない場合（ステップ８３２）、仮想キーが見つからなかったことを示
すエラー状態が要求元に返される（ステップ８３４）。一方、候補キーが存在する場合（
ステップ８３２）、オープン要求がキーを修正する意図を示しているか否かを判定するた
めに、要求はチェックされる（ステップ８２８）。
【０１７７】
　上述のように、候補キーがそれを修正することを意図せずに開かれている場合、システ
ムスコープ付き候補キーは要求に対する文字キーとして識別され（ステップ８１８）、文
字キーを開くために要求が発行され、結果が要求元に返される（ステップ８２０）。しか
しながら、ステップ８２８において、オープン要求がキーを修正する意図を示していると
判定された場合、キーの修正が許容されているか否かを判定するために、キーに関連する
許可データがチェックされる（ステップ８３６）。いくつかの実施形態において、許可デ
ータはアプリケーションスコープ付き候補キーと関連付けられる。これらの実施形態のい
くつかにおいて、許可データは、ルールエンジンに、または、候補キーに関連するメタデ
ータに保存される。その他の実施形態において、候補キーに関連する許可データがオペレ
ーティングシステムによって提供される。さらに、ルールエンジンは、リソースの仮想化
されたコピーのネイティブ許可データに従うか、またはそれを無効にするよう分離環境に
命令する構成設定を含んでよい。いくつかの実施形態において、ルールは、例えばシステ
ムスコープまたはアプリケーション分離スコープもしくはサブスコープ、またはユーザ分
離スコープもしくはサブスコープ等、いくつかの仮想リソースに対し、修正が発生するス
コープを特定してよい。いくつかの実施形態において、ルールエンジンは、階層に基づい
て、仮想化されたネイティブリソースのサブセットに当てはまる構成設定を特定すること
ができる。これらの実施形態のいくつかにおいて、構成設定は、各アトミックネイティブ
リソースに固有である場合がある。
【０１７８】
　システムスコープ付き候補キーに関連する許可データが、当該キーを修正してはいけな
いことを示す場合、キーの修正が許容されていないことを示すエラー状態が要求元に返さ
れる（ステップ８３８）。しかしながら、キーを修正してよいことを許可データが示す場
合、候補キーはユーザ分離スコープにコピーされる（ステップ８４０）。いくつかの実施
形態において、候補キーはルールエンジンによって定義された位置にコピーされる。例え
ば、ルールは、キーがアプリケーション分離スコープにコピーされる、またはシステムス
コープに残されてよいと特定することができる。その他の実施形態において、ルールは、
キーをコピーすべき特定のアプリケーション分離サブスコープまたはユーザ分離サブスコ
ープを特定することができる。分離スコープに現われない要求されたキーのあらゆる祖先
は、コピーされたインスタンスを階層に正しく位置付けるために、分離スコープにおいて
プレースホルダとして作成される。
【０１７９】
　いくつかの実施形態において、キーがコピーされた日時を示すメタデータが、分離スコ
ープにコピーされたキーに関連付けられる。この情報は、キーのコピーされたインスタン
スに関連するタイムスタンプを、キーの元のインスタンスの前回の修正のタイムスタンプ
と比較するために使用される場合がある。これらの実施形態において、キーの元のインス
タンスが、コピーされたキーのタイムスタンプよりも後のタイプスタンプに関連付けられ
ている場合、元のキーを分離スコープにコピーして候補キーを更新してよい。その他の実
施形態において、分離スコープにコピーされた候補キーは、元のファイルのコピー元であ
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るスコープを示すメタデータと関連付けられてよい。
【０１８０】
　さらなる実施形態において、分離スコープにコピーされたキーは、それらを修正する意
図を持って開かれたものであるため、現実に修正されるか否かを判定するために監視され
る場合がある。一実施形態において、コピーされたキーは、キーが実際に修正された際に
設定されるフラグと関連付けられてよい。これらの実施形態において、コピーされたキー
が実際に修正されない場合、コピーされたキーに関連するあらゆるプレースホルダノード
に加えて、当該キーも、閉じられた際に、コピーされたスコープから除去されてよい。ま
たさらなる実施形態において、キーは、実際に修正される際に適切な分離スコープにコピ
ーされるのみである。
【０１８１】
　スコープ付きインスタンスは、文字キーとして識別され（ステップ８４２）、文字キー
を開くために要求が発行され、結果が要求元に返される（ステップ８２０）。
【０１８２】
　４．２．２　レジストリキー削除動作
　図９および概要を参照すると、レジストリキーを削除するために取られるステップの一
実施形態が描写されている。キーを削除できる前に、まず当該キーが削除アクセスによっ
てうまく開かれなくてはならない（ステップ９０１）。キーがうまく開かれない場合、エ
ラーが返される（ステップ９１６）。仮想キーがうまく開かれた場合、仮想化されたレジ
ストリキーを削除するための要求であって、仮想キーに対応する文字キーのハンドルを含
む要求が、受信または傍受される（ステップ９０２）。ルールは、レジストリキー動作が
どのように処理されるかを判定する（ステップ９０４）。削除されるキーに適用可能なル
ールに加えて、直接のサブキーに適用可能なその他任意のルールが調査される（ステップ
９０５）。見つかった直接のサブキーに適用可能な各ルールについて、仮想サブキーを開
く試みが行われ、当該仮想サブキーの名前は、ステップ９０５で見つかったルールにおい
て与えられた名前により特定される。ステップ９０５で見つかったルールの１つに対応す
る名前を持つサブキーがうまく開かれた場合（ステップ９０６）、仮想キーはサブキーを
有すると考えられ、これは削除できないことを意味し、エラーが返される（ステップ９０
７）。
【０１８３】
　ステップ９０５において抽出されたすべての仮想キー名を開くよう試みた後（ステップ
９０６）、仮想キーが存在しないことが判明した場合、さらなる調査が必要である。ルー
ルアクションが「分離する」ではなく「リダイレクトする」または「無視する」である場
合（ステップ９０８）、文字レジストリキーを削除するための要求はオペレーティングシ
ステムに渡され、オペレーティングシステムからの結果が要求元に返される（ステップ９
１１）。しかしながら、ステップ９０８において判定されたルールアクションが「分離す
る」である場合、仮想サブキーを含有するか否かを判定するために、集約された仮想化レ
ジストリキーが調べられる（ステップ９１４）。仮想化されたキーが仮想サブキーを有す
る場合、削除は継続できず、キーは削除されなかったことを示すエラーが返される（ステ
ップ９２０）。仮想化されたキーが仮想サブキーを有さない場合、別のスコープレベルに
おいて同じ仮想名を持つスコープ付きキーをマスクするか否かを判定するために、仮想キ
ーに対応する文字キーが調査される（ステップ９２２）。仮想キーに対応する文字キーが
、同じ仮想名を持つ、異なるスコープ付きキーをマスクしない場合、仮想キーに対応する
文字キーは削除され、結果が返される（ステップ９２６）。仮想キーに対応する文字キー
が、同じ仮想名を持つ、異なるスコープ付きキーをマスクする場合、仮想キーに対応する
文字キーは、削除されたことを示す値でマークされ、成功結果がコール元に返される（ス
テップ９２４）。
【０１８４】
　図９をさらに参照すると、キーを削除するためには、まず削除アクセスによって開かれ
なくてはならない（ステップ９０１）。削除アクセスによってキーを開くための要求は、
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分離環境によって仮想名として扱われるキーの名前を含む。第４．２．１節で記載したよ
うに、完全仮想化されたキーオープンが行われる。仮想化オープン動作が失敗した場合、
エラーが要求元に返される（ステップ９１６）。仮想化オープン動作が成功した場合、仮
想キーに対応する文字キーのハンドルが要求元に返される。その後、ステップ９０１にお
いて開かれたレジストリキーを削除するための要求が受信または傍受される（ステップ９
０２）。開かれた文字レジストリキーは、ユーザ分離スコープ、アプリケーション分離ス
コープ、システムスコープ、または何らかの適用可能な分離サブスコープのものであって
よい。いくつかの実施形態において、削除要求は、レジストリキーを削除するためのオペ
レーティングシステム機能を置換する機能によってフックされる。別の実施形態において
、削除要求を傍受するために、フッキング動的リンクライブラリが使用される。フッキン
グ機能は、ユーザモードまたはカーネルモードで実行することができる。フッキング機能
がユーザモードで実行する実施形態では、フッキング機能は、プロセスが作成される際に
当該プロセスのアドレス空間にロードされてよい。フッキング機能がカーネルモードで実
行する実施形態では、フッキング機能は、ネイティブレジストリキーの要求をディスパッ
チするのに使用されるオペレーティングシステムリソースと関連付けられてよい。その他
の実施形態において、ファイルシステムフィルタドライバ設備と概念的に同様のレジスト
リフィルタドライバ設備が、オペレーティングシステムによって提供される場合がある。
当業者であれば、オペレーティングシステムがレジストリ動作を行うための要求を渡すレ
ジストリフィルタドライバを作成し、それにより、レジストリ動作要求を傍受するための
メカニズムを提供することができる。レジストリキー機能の種類ごとに別個のオペレーテ
ィングシステムが提供される実施形態では、各機能は別個にフックされてよい。あるいは
、数種類のレジストリキー機能の作成コールまたはオープンコールを傍受する単一のフッ
キング機能を提供してよい。
【０１８５】
　削除要求は、文字キーハンドルを含有する。ハンドルに関連する仮想キー名は、オペレ
ーティングシステムに対して、ハンドルに関連する文字名をクエリすることによって判定
される。もしあれば、文字名に関連する仮想名を判定するために、ルールエンジンが調べ
られる。ルールエンジンを調べることによって、レジストリキー動作をどのように処理す
るかを判定するルールが得られる（ステップ９０４）。いくつかの実施形態において、削
除される仮想レジストリキーの仮想キー名は、要求に当てはまるルールをルールエンジン
内において位置付けるために使用される。これらの実施形態のうち特定のものにおいて、
特定の仮想レジストリキーのルールエンジンに多くのルールが存在する場合があり、これ
らの実施形態のいくつかにおいて、仮想キー名と一致する最も長い接頭辞を有するルール
は、要求に適用されるルールである。いくつかの実施形態において、ルールエンジンは、
リレーショナルデータベースとして提供される場合がある。その他の実施形態において、
ルールエンジンは、木構造データベース、ハッシュテーブル、またはフラットレジストリ
キーデータベースであってよい。いくつかの実施形態において、要求中の仮想キーハンド
ルに対応する仮想キー名は、要求に当てはまる１つ以上のルールをルールエンジン内に位
置付けるための索引として使用される。いくつかの実施形態において、プロセス識別子は
、存在する場合、要求に当てはまるルールをルールエンジン内において位置付けるために
使用される。要求に関連するルールは、要求を無視すること、要求をリダイレクトするこ
と、または要求を分離することであってよい。ルール検索は一連の決定として発生しても
よいし、ルール検索は単一のデータベーストランザクションとして発生してもよい。
【０１８６】
　削除されるキーの仮想名は、削除される仮想キーに適用可能なものではなく、削除する
仮想キーの任意の直接の子キーに適用可能なルールのセットを位置付けるため、ルールエ
ンジンを調べるのに使用される。このルールのセットは、それらの子キーが存在するか否
かにかかわらず、位置付けられる（ステップ９０５）。この直接の子キーに適用可能なル
ールのセットが空でない場合、これらのルールのそれぞれの仮想名が抽出される。抽出さ
れた仮想子キー名のそれぞれの完全仮想化オープンをする試みが順に行われる（ステップ
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９０６）。これらの仮想名のいずれかに対応する仮想キーのいずれかをうまく開くことが
できた場合、これは仮想サブキーが存在することを意味する。これは、存在する仮想子を
有するために仮想キーを削除できないことを意味し、エラーが返される（ステップ９０７
）。仮想キーの直接の子に適用可能なルールのセットをすべて調査した後（ステップ９０
５）、仮想サブキーが存在しないことが判明した場合、削除を継続することができる。例
えば、仮想名「ｋｅｙ＿１」を持つキーは、「ｋｅｙ１＼ｓｕｂｋｅｙ＿１」および「ｋ
ｅｙ１＼ｓｕｂｋｅｙ＿２」に適用可能な子ルールを有することができる。このステップ
において、「ｋｅｙ１＼ｓｕｂｋｅｙ＿１」および「ｋｅｙ１＼ｓｕｂｋｅｙ＿２」の仮
想化オープンをする試みが行われる。これらのサブキーのうちいずれかをうまく開くこと
ができた場合、削除は失敗し、エラーが返される（ステップ９０７）。これらの仮想サブ
キーがいずれも存在しない場合のみ、削除を継続することができる。
【０１８７】
　ルールアクションが「分離する」ではなく「リダイレクトする」である、または「無視
する」である場合（ステップ９０８）、文字キーハンドルを使用して文字レジストリキー
を削除するための要求がオペレーティングシステムに渡され、オペレーティングシステム
からの結果が要求元に返される（ステップ９１１）。文字キーが文字サブキーを含有する
場合、この要求は失敗することになる。一実施形態において、文字レジストリキーを削除
するための要求は、フックされた機能のオリジナルバージョンをコールし、文字キーハン
ドルを引数としてその機能に渡すことによって実現される。レジストリフィルタドライバ
を活用する実施形態において、これは、要求に対し通常処理を行うようオペレーティング
システムに信号を送る完了状態で要求に応答することによって実現される。いくつかの実
施形態において、文字レジストリキーに関連するオペレーティングシステム許可は、その
削除を防止することができる。これらの実施形態において、仮想レジストリキーを削除で
きなかったというエラーメッセージが返される。
【０１８８】
　ステップ９０８において判定されたルールアクションが「分離する」である場合、集約
された仮想レジストリキーは、仮想サブキーを含有するか否かを判定するために調べられ
る（ステップ９１４）。要求された仮想レジストリキーが仮想サブキーを含有する場合、
仮想キーは削除できず、エラーがコール元に返される（ステップ９２０）。
【０１８９】
　要求された仮想レジストリキーが仮想サブキーを含有しない場合、仮想キーは削除され
ることができる。次に取られるアクションは、削除される文字キーを含有するスコープに
よって異なる。例えば、仮想レジストリキーを削除するための要求により、アプリケーシ
ョンスコープ付き文字キーを削除することができる。文字キーを含有するスコープは、文
字キーへのフルパスでルールエンジンを調べることによって判定できる。
【０１９０】
　削除される文字キーが特定のスコープ内で見つかり、当該文字キーが別のスコープ内の
同じ仮想名の別のキーをマスクする場合、削除される文字キーは削除されたものとしてマ
ークされ、結果が要求元に返される（ステップ９２４）。例えば、同じ仮想名を持つ対応
するアプリケーションスコープ付きキーまたは同じ仮想名を持つ対応するシステムスコー
プ付きキーが「肯定的存在」を有する場合、すなわち、スコープ内に存在し、プレースホ
ルダとしてマークされておらず、削除されないと考えられる場合、ユーザスコープ付き文
字キーに対応する仮想キーは、異なるスコープ付きキーをマスクすると考えられる。同様
に、同じ仮想名に対応するシステムスコープ付きキーが存在し、削除されないと考えられ
る場合、アプリケーションスコープ付きキーは、当該システムスコープ付きキーをマスク
すると考えられる。
【０１９１】
　削除される文字キーが別のスコープ内の同じ仮想名の別のキーをマスクしないことが判
明した場合、削除される文字キーは実際に削除され、結果が返される（ステップ９２６）
。
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【０１９２】
　いくつかの実施形態において、文字レジストリキーと関連するオペレーティングシステ
ム許可は、文字レジストリキーの削除を防止することができる。これらの実施形態におい
て、仮想レジストリキーを削除することができなかったというエラーメッセージが返され
る。
【０１９３】
　いくつかの実施形態において、文字レジストリキーは、仮想化レジストリキーが既に削
除されたことを示すメタデータと関連付けられてよい。いくつかの実施形態において、レ
ジストリキーについてのメタデータは、当該キーが保持する識別値に保存されてよく、当
該値の存在は、通常のアプリケーションで使用のレジストリＡＰＩから隠される。いくつ
かの実施形態において、レジストリキーについての少量のメタデータが、仮想名にメタデ
ータ識別子で接尾辞を付ける等によって文字キー名に直接的に保存されてよく、ここでメ
タデータ識別子は特定のメタデータ状態に一意に関連する文字列である。メタデータ識別
子は、１または数ビットのメタデータを示す、または符号化することができる。メタデー
タ識別子の存在による文字キー名の考えられる変形に関する仮想名チェックによってキー
にアクセスするための要求、およびキー名自体を検索するための要求は、文字名で応答す
るためにフックまたは傍受される。その他の実施形態において、メタデータ識別子は、キ
ー名自体の代わりにサブキー名またはレジストリ値名において符号化されてよい。また他
の実施形態において、レジストリキーシステムは、各キーに、いくつかの第三者メタデー
タを保存する能力を直接的に提供することができる。いくつかの実施形態において、メタ
データは、データベース、またはレジストリデータベースから離れたその他のリポジトリ
に保存され得る。いくつかの実施形態において、別個のサブスコープは、削除されたもの
としてマークされているキーを保存するために使用されてよい。サブスコープ内のキーの
存在は、当該キーが削除されたものとしてマークされていることを示す。
【０１９４】
　これらの実施形態のうち特異のものにおいて、削除されたキーまたはキーシステム要素
のリストは、この削除されたキーに関するチェックを最適化するために維持され調べられ
てよい。これらの実施形態において、削除されたキーが再作成されると、キー名は削除さ
れたキーのリストから除去されてよい。これらの実施形態のうちのその他において、リス
トが一定サイズを超えた場合、キー名はリストから除去されてよい。
【０１９５】
　いくつかの実施形態において、同じスコープ内の文字レジストリキーの祖先は、それが
削除されることを示すメタデータと関連付けられるか、または削除されることが示される
。これらの実施形態において、仮想化されたレジストリキーが存在しないことを示すエラ
ーメッセージが返される場合がある。これらの実施形態のうち特異のものにおいて、削除
されたレジストリキーまたはレジストリキーシステム要素のリストは、この削除されたレ
ジストリキーに関するチェックを最適化するために維持され調べられてよい。
【０１９６】
　４．２．３　レジストリキー列挙動作
　図１０および概要を参照すると、上述の仮想化環境において、キーを列挙するために取
られるステップの一実施形態が示されている。キーが列挙される前に、まず当該キーが列
挙アクセスによってうまく開かれなくてはならない（ステップ１００１）。キーがうまく
開かれない場合、エラーが返される（ステップ１０４０）。仮想キーがうまく開かれた場
合、列挙するための要求であって、仮想キーに対応する文字キーのハンドルを含む要求が
、受信または傍受される（ステップ１００２）。
【０１９７】
　ハンドルに対応する仮想キー名が判定され、列挙要求中に特定されたキーのルールを判
定するためにルールエンジンが調べられる（ステップ１００４）。ルールが「分離する」
のアクションを特定せず、「無視する」を特定するか、「リダイレクトする」を特定する
場合（ステップ１００６）、文字キーハンドルによって識別された文字キーが列挙され、
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列挙結果が作業データストアに保存され（ステップ１０１２）、以下で説明するようにス
テップ１０３０に続く。
【０１９８】
　しかしながら、ルールアクションが「分離する」を特定する場合、まずシステムスコー
プが列挙される、すなわち、候補キー名は厳密には仮想キー名であり、候補キーが存在す
る場合にはそれが列挙される。列挙結果は作業データストアに保存される。候補キーが存
在しない場合、作業データストアはこの段階では空のままである（ステップ１０１４）。
次に、候補キーは仮想キーのアプリケーションスコープ付きインスタンスとして識別され
、候補キーが存在するカテゴリが判定される（ステップ１０１５）。候補キーが「否定的
存在」を有する場合、すなわち、当該キーまたはスコープ内にあるその祖先の１つが削除
されたものとしてマークされている場合、このスコープ内では削除されることが分かって
おり、これは作業データストアを一括消去することによって示される（ステップ１０４２
）。そうではなく、候補キーが否定的存在を有さない場合、当該候補キーは列挙され、得
られたあらゆる列挙結果が作業データストアにマージされる。特に、列挙内の各サブキー
について、その存在のカテゴリが判定される。否定的存在を持つサブキーは作業データス
トアから除去され、肯定的存在を持つサブキー、すなわち、存在しているがプレースホル
ダとしてマークされておらず、かつ削除されたものとしてマークされていないサブキーは
、作業データストアに追加され、作業データストアに既に存在しているものがある場合に
は、対応するサブキーと置換する（ステップ１０１６）。
【０１９９】
　いずれの場合も、候補キーは仮想キーのユーザスコープ付きインスタンスとして識別さ
れ、候補キーが存在するカテゴリが判定される（ステップ１０１７）。候補キーが「否定
的存在」を有する場合、すなわち、当該キーまたはスコープ内にあるその祖先の１つが削
除されたものとしてマークされている場合、このスコープ内では削除されることが分かっ
ており、これは作業データストアを一括消去することによって示される（ステップ１０４
４）。そうではなく、候補キーが否定的存在を有さない場合、当該候補キーは列挙され、
得られたあらゆる列挙結果が作業データストアにマージされる。特に、列挙内の各サブキ
ーについて、その存在のカテゴリが判定される。否定的存在を持つサブキーは作業データ
ストアから除去され、肯定的存在を持つサブキー、すなわち、存在しているがプレースホ
ルダとしてマークされておらず、かつ削除されたものとしてマークされていないサブキー
は、作業データストアに追加され、作業データストアに既に存在しているものがある場合
には、対応するサブキーと置換し（ステップ１０１８）、以下で説明するようにステップ
１０３０に続く。
【０２００】
　次いで、３種類すべてのルールについて、ステップ１０３０が実行される。ルールエン
ジンは、そのフィルタが要求された仮想キー名の直接の子には一致するが要求された仮想
キー名自体には一致しないルールのセットを見つけるためにクエリされる（ステップ１０
３０）。セット内の各ルールについて、その名前がルール内の名前に一致する仮想子の存
在が判定される。子が肯定的存在を有する場合、作業データストアに追加され、既にそこ
にある同じ名前の任意の子と置換する。子が否定的存在を有する場合、子に対応する作業
データストア内のエントリは、もしあれば、除去される（ステップ１０３２）。そして最
後に、構築された列挙は、作業データストアから要求元に返される（ステップ１０２０）
。
【０２０１】
　図１０をさらに詳細に参照すると、キーを列挙するためには、まず当該キーが列挙アク
セスによって開かれなくてはならない（ステップ１００１）。列挙アクセスによってキー
を開くための要求は、分離環境によって仮想名として扱われるキーの名前を含む。第４．
２．１節で記載したように、完全仮想化されたキーオープンが行われる。仮想化オープン
動作が失敗した場合、エラーが要求元に返される（ステップ１０４０）。仮想化オープン
動作が成功した場合、仮想キーに対応する文字キーのハンドルが要求元に返される。その
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後、ステップ１００１において開かれたレジストリキーを列挙するための要求が受信また
は傍受される（ステップ１００２）。開かれた文字レジストリキーは、ユーザ分離スコー
プ、アプリケーション分離スコープ、システム分離スコープ、または何らかの適用可能な
分離サブスコープのものであってよい。いくつかの実施形態において、列挙要求は、レジ
ストリキーを列挙するためのオペレーティングシステム機能を置換する機能によってフッ
クされる。別の実施形態において、列挙要求を傍受するために、フッキング動的リンクラ
イブラリが使用される。フッキング機能は、ユーザモードまたはカーネルモードで実行す
ることができる。フッキング機能がユーザモードで実行する実施形態では、フッキング機
能は、プロセスが作成される際に当該プロセスのアドレス空間にロードされてよい。フッ
キング機能がカーネルモードで実行する実施形態では、フッキング機能は、ネイティブレ
ジストリキーの要求をディスパッチするのに使用されるオペレーティングシステムリソー
スと関連付けられてよい。その他の実施形態において、ファイルシステムフィルタドライ
バ設備と概念的に同様のレジストリフィルタドライバ設備が、オペレーティングシステム
によって提供される場合がある。当業者であれば、オペレーティングシステムがレジスト
リ動作を行うための要求を渡すレジストリフィルタドライバを作成し、それにより、レジ
ストリ動作要求を傍受するためのメカニズムを提供することができる。レジストリキー機
能の種類ごとに別個のオペレーティングシステムが提供される実施形態では、各機能は別
個にフックされてよい。あるいは、数種類のレジストリキー機能の作成コールまたはオー
プンコールを傍受する単一のフッキング機能を提供してよい。
【０２０２】
　列挙要求は、文字キーハンドルを含有する。ハンドルに関連する仮想キー名は、オペレ
ーティングシステムに対して、ハンドルに関連する文字名をクエリすることによって判定
される。もしあれば、文字名に関連する仮想名を判定するために、ルールエンジンが調べ
られる。
【０２０３】
　ルールエンジンを調べることによって、レジストリキー動作をどのように処理するかを
判定するルールが得られる（ステップ１００４）。いくつかの実施形態において、列挙さ
れる仮想レジストリキーの仮想キー名は、要求に当てはまるルールをルールエンジン内に
おいて位置付けるために使用される。これらの実施形態のうち特定のものにおいて、特定
の仮想レジストリキーのルールエンジンに多くのルールが存在する場合があり、これらの
実施形態のいくつかにおいて、仮想キー名と一致する最も長い接頭辞を有するルールは、
要求に適用されるルールである。いくつかの実施形態において、ルールエンジンは、リレ
ーショナルデータベースとして提供される場合がある。その他の実施形態において、ルー
ルエンジンは、木構造データベース、ハッシュテーブル、またはフラットレジストリキー
データベースであってよい。いくつかの実施形態において、要求中の仮想キーハンドルに
対応する仮想キー名は、要求に当てはまる１つ以上のルールをルールエンジン内に位置付
けるための索引として使用される。いくつかの実施形態において、プロセス識別子は、存
在する場合、要求に当てはまるルールをルールエンジン内において位置付けるために使用
される。要求に関連するルールは、要求を無視すること、要求をリダイレクトすること、
または要求を分離することであってよい。ルール検索は一連の決定として発生してもよい
し、ルール検索は単一のデータベーストランザクションとして発生してもよい。
【０２０４】
　ルールアクションが「分離する」ではなく（ステップ１００６）、「無視する」である
、または「リダイレクトする」である場合、文字キーを列挙するための要求は文字キーハ
ンドルを使用してオペレーティングシステムに渡され、列挙結果は、もしあれば、作業デ
ータストアに保存され（ステップ１０１２）、以下で説明するように、ステップ１０３０
が実行される。
【０２０５】
　一実施形態において、これは、フックされた機能のオリジナルバージョンをコールし、
形成された文字名を引数としてその機能に渡すことによって実現される。その他の実施形
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態において、ファイルシステムフィルタドライバ設備と概念的に同様のレジストリフィル
タドライバ設備が、オペレーティングシステムによって提供される場合がある。これらの
実施形態において、文字レジストリキーを列挙することは、無修正の要求を標準のやり方
で処理するようレジストリフィルタマネージャに信号を送り、キーを列挙するための元の
要求に応答することによって達成できる。
【０２０６】
　ステップ１０１０において判定されたルールアクションが「分離する」である場合、シ
ステムスコープは列挙される。これを達成するために、候補キーは、列挙される仮想キー
に対応するシステムスコープ付きキーとして識別される。候補キーが列挙され、列挙の結
果が作業データストアに保存される（ステップ１０１４）。いくつかの実施形態において
、作業データストアはメモリ素子からなる。その他の実施形態において、作業データスト
アは、データベースまたはキーまたは固体メモリ素子または永続的データストアを備える
。
【０２０７】
　次に、候補キーは仮想キーのアプリケーションスコープ付きインスタンスとして識別さ
れ、候補キーが存在するカテゴリが判定される（ステップ１０１５）。候補キーが「否定
的存在」を有する場合、すなわち、当該候補キーまたはスコープ内にあるその祖先の１つ
が削除されたものとしてマークされている場合、このスコープ内では削除されることが分
かっており、これは作業データストアを一括消去することによって示される（ステップ１
０４２）。
【０２０８】
　いくつかの実施形態において、候補レジストリキーは、候補レジストリキーが削除され
たことを示すメタデータと関連付けられる場合がある。いくつかの実施形態において、レ
ジストリキーについてのメタデータは、当該キーが保持する識別値に保存されてよく、当
該値の存在は、通常のアプリケーションで使用のレジストリＡＰＩから隠される。いくつ
かの実施形態において、レジストリキーについての少量のメタデータが、仮想名にメタデ
ータ識別子で接尾辞を付ける等によって文字キー名に直接的に保存されてよく、ここでメ
タデータ識別子は特定のメタデータ状態に一意に関連する文字列である。メタデータ識別
子は、１または数ビットのメタデータを示す、または符号化することができる。メタデー
タ識別子の存在による文字キー名の考えられる変形に関する仮想名チェックによってキー
にアクセスするための要求、およびキー名自体を検索するための要求は、文字名で応答す
るためにフックまたは傍受される。その他の実施形態において、メタデータ識別子は、キ
ー名自体の代わりにサブキー名またはレジストリ値名において符号化されてよい。また他
の実施形態において、レジストリキーシステムは、各キーに、いくつかの第三者メタデー
タを保存する能力を直接的に提供することができる。いくつかの実施形態において、メタ
データは、データベース、またはレジストリデータベースから離れたその他のリポジトリ
に保存される。いくつかの実施形態において、別個のサブスコープは、削除されたものと
してマークされているキーを保存するために使用されてよい。サブスコープ内のキーの存
在は、当該キーが削除されたものとしてマークされていることを示す。
【０２０９】
　そうではなく、ステップ１０１５において、候補キーが否定的存在を有さない場合、当
該候補キーは列挙され、得られたあらゆる列挙結果が作業データストアにマージされる。
特に、列挙内の各サブキーについて、その存在のカテゴリが判定される。否定的存在を持
つサブキーは作業データストアから除去され、肯定的存在を持つサブキー、すなわち、存
在しているがプレースホルダとしてマークされておらず、かつ削除されたものとしてマー
クされていないサブキーは、作業データストアに追加され、作業データストアに既に存在
しているものがある場合には、対応するサブキーと置換する（ステップ１０１６）。
【０２１０】
　いずれの場合も、候補キーは仮想キーのユーザスコープ付きインスタンスとして識別さ
れ、候補キーが存在するカテゴリが判定される（ステップ１０１７）。候補キーが「否定
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的存在」を有する場合、すなわち、当該候補キーまたはスコープ内にあるその祖先の１つ
が削除されたものとしてマークされている場合、このスコープ内では削除されることが分
かっており、これは作業データストアを一括消去することによって示される（ステップ１
０４４）。そうではなく、候補キーが否定的存在を有さない場合、当該候補キーは列挙さ
れ、得られたあらゆる列挙結果が作業データストアにマージされる。特に、列挙内の各サ
ブキーについて、その存在のカテゴリが判定される。否定的存在を持つサブキーは作業デ
ータストアから除去され、肯定的存在を持つサブキー、すなわち、存在しているがプレー
スホルダとしてマークされておらず、かつ削除されたものとしてマークされていないサブ
キーは、作業データストアに追加され、作業データストアに既に存在しているものがある
場合には、対応するサブキーと置換し（ステップ１０１８）、以下で説明するようにステ
ップ１０３０に続く。
【０２１１】
　次いで、３種類すべてのルールについて、ステップ１０３０が実行される。ルールエン
ジンは、そのフィルタが要求されたキーの直接の子には一致するが要求されたキー自体に
は一致しないルールのセットを見つけるためにクエリされる（ステップ１０３０）。セッ
ト内の各ルールについて、その名前がルール内の名前に一致する仮想子の存在が、判定さ
れる。いくつかの実施形態において、これは、適切な分離スコープおよび仮想子に関連す
るメタデータを調査することによって判定される。その他の実施形態において、これは、
キーを開くよう試みることによって判定される。オープン要求が成功した場合、仮想子は
肯定的存在を有する。オープン要求が失敗し、仮想子は存在しないことを示す場合、仮想
子は否定的存在を有する。
【０２１２】
　子が肯定的存在を有する場合、作業データストアに追加され、既にそこにある同じ名前
の任意の子と置換する。子が否定的存在を有する場合、仮想子に対応する作業データスト
ア内の子は、もしあれば、除去される（ステップ１０３２）。そして最後に、構築された
列挙は、作業データストアから要求元に返される（ステップ１０２０）。
【０２１３】
　当業者であれば、上述のレイヤ化された列挙プロセスは、微修正して、複数の分離サブ
スコープを備える単一の分離スコープを列挙する動作に適用できることを認識するであろ
う。作業データストアが作成され、連続的なサブスコープが列挙され、分離スコープの集
約列挙を形成するために、結果が作業データストアにマージされる。
【０２１４】
　４．２．４．　レジストリ作成動作
　図１１および概要を参照すると、分離環境においてキーを作成するために取られるステ
ップの一実施形態が示されている。キーを作成するための要求が受信または傍受される（
ステップ１１０２）。要求は、分離環境によって仮想キー名として扱われるキー名を含有
する。第４．２．１節で記載したように、適用可能なルールを使用した、すなわち、適切
なユーザおよびアプリケーション分離スコープを使用した完全仮想化を使用して、要求さ
れたキーを開く試みが行われる（ステップ１１０４）。アクセスが拒否された場合（ステ
ップ１１０６）、アクセス拒否エラーが要求元に返される（ステップ１１０９）。アクセ
スが許可され（ステップ１１０６）、要求されたキーがうまく開かれた場合（ステップ１
１１０）、要求されたキーが要求元に返される（ステップ１１１２）。しかしながら、ア
クセスが許可されたが（ステップ１１０６）、要求されたキーがうまく開かれず（ステッ
プ１１１０）、要求されたキーの親も存在しない場合（ステップ１１１４）、要求動作に
適したエラーが要求元に対して発行される（ステップ１１１６）。一方、適切なユーザお
よびアプリケーションスコープを使用して、完全に仮想化されたビューにおいて要求され
たキーの親が見つかった場合（ステップ１１１４）、ルールはキー動作をどのように処理
するかを判定する（ステップ１１１８）。ルールアクションが「リダイレクトする」また
は「無視する」である場合（ステップ１１２０）、仮想キー名はルールに従って文字キー
名に直接的にマップされる。具体的には、ルールアクションが「無視する」である場合、
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文字キー名は厳密には仮想キー名として識別される。そうではなく、ルールアクションが
「リダイレクトする」である場合、文字キー名はルールによって特定されるように仮想キ
ー名から判定される。次いで文字キーを作成するための要求がオペレーティングシステム
に渡され、結果が要求元に返される（ステップ１１２４）。一方、ステップ１１２０にお
いて判定されたルールアクションが「分離する」である場合、文字キー名はユーザ分離ス
コープにおける仮想キー名のインスタンスとして識別される。文字キーが既に存在するが
、プレースホルダであること、または削除されたことを示すメタデータと関連付けられて
いる場合、それらの表示を除去するよう関連のメタデータを修正し、キーが空であること
が確認される。いずれの場合も、文字キーを開くための要求がオペレーティングシステム
に渡される（ステップ１１２６）。文字キーがうまく開かれた場合（ステップ１１２８）
、当該文字キーが要求元に返される（ステップ１１３０）。一方、ステップ１１２８にお
いて、要求されたキーが開けない場合、現在ユーザ分離スコープに存在しない文字キーの
各祖先についてプレースホルダが（ステップ１１３２）、文字名を使用して文字キーを作
成するための要求がオペレーティングシステムに渡され、結果が要求元に返される（ステ
ップ１１３４）。
【０２１５】
　図１１をさらに詳細に参照すると、キーを作成するための要求が受信または傍受される
（ステップ１１０２）。いくつかの実施形態において、要求は、キーを作成するためのオ
ペレーティングシステム機能を置換する機能によってフックされる。別の実施形態におい
て、要求を傍受するためにフッキング動的リンクライブラリが使用される。フッキング機
能は、ユーザモードまたはカーネルモードで実行することができる。フッキング機能がユ
ーザモードで実行する実施形態では、フッキング機能は、プロセスが作成される際に当該
プロセスのアドレス空間にロードされてよい。フッキング機能がカーネルモードで実行す
る実施形態では、フッキング機能は、キー動作の要求をディスパッチするのに使用される
オペレーティングシステムリソースと関連付けられてよい。キー動作の種類ごとに別個の
オペレーティングシステム機能が提供される実施形態では、各機能は別個にフックされて
よい。あるいは、数種類のキー動作の作成コールまたはオープンコールを傍受する単一の
フッキング機能を提供してよい。
【０２１６】
　要求は、分離環境によって仮想キー名として扱われるキー名を含有する。いくつかの実
施形態において、仮想キー名は、親キーのハンドルと、子孫キーの相対パス名との組み合
わせとして表現される場合がある。親キーハンドルは、それ自体が仮想キー名と関連付け
られた文字キー名と関連付けられている。要求元は、第４．２．１節で記載したように、
適用可能なルールを使用した、すなわち、適切なユーザおよびアプリケーション分離スコ
ープを使用した完全仮想化を使用して、仮想キーを開くよう試みる（ステップ１１０４）
。完全に仮想化されたオープン動作中にアクセスが拒否された場合（ステップ１１０６）
、アクセス拒否エラーが要求元に返される（ステップ１１０９）。アクセスが許可され（
ステップ１１０６）、要求された仮想キーがうまく開かれた場合（ステップ１１１０）、
対応する文字キーが要求元に返される（ステップ１１１２）。しかしながら、アクセスが
許可されたが（ステップ１１０６）、仮想キーがうまく開かれない場合（ステップ１１１
０）、仮想キーは存在しないと判定されたということである。第４．２．１節の手順によ
って判定された際に、要求された仮想キーの仮想親も存在しない場合（ステップ１１１４
）、要求動作に適したエラーが要求元に対して発行される（ステップ１１１６）。一方、
適切なユーザおよびアプリケーションスコープを使用して、完全に仮想化されたビューに
おいて要求された仮想キーの仮想親が見つかった場合（ステップ１１１４）、ルールエン
ジンを調べることにより、作成動作をどのように処理するかを判定するルールが位置付け
られる（ステップ１１１８）。いくつかの実施形態において、ルールエンジンは、リレー
ショナルデータベースとして提供される場合がある。その他の実施形態において、ルール
エンジンは、木構造データベース、ハッシュテーブル、またはフラットキーデータベース
であってよい。いくつかの実施形態において、要求されたキーに提供された仮想キー名は
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、要求に当てはまるルールをルールエンジン内において位置付けるために使用される。こ
れらの実施形態のうち特定のものにおいて、特定のキーのルールエンジンに多くのルール
が存在する場合があり、これらの実施形態のいくつかにおいて、仮想キー名と一致する最
も長い接頭辞を有するルールは、要求に適用されるルールである。いくつかの実施形態に
おいて、プロセス識別子は、存在する場合、要求に当てはまるルールをルールエンジン内
において位置付けるために使用される。要求に関連するルールは、要求を無視すること、
要求をリダイレクトすること、または要求を分離することであってよい。図１１では単一
のデータベーストランザクションまたは単一のキー検索として示されているが、ルール検
索は一連のルール検索として行われてもよい。
【０２１７】
　ルールアクションが「リダイレクトする」または「無視する」である場合（ステップ１
１２０）、仮想キー名はルールに従って文字キー名に直接的にマップされる（ステップ１
１２４）。ルールアクションが「リダイレクトする」である場合（ステップ１１２０）、
文字キー名はルールによって特定されるように仮想キー名から判定される（ステップ１１
２４）。ルールアクションが「無視する」である場合（ステップ１１２０）、文字キー名
は厳密には仮想キー名であると判定される（ステップ１１２４）。ルールアクションが「
無視する」である、またはルールアクションが「リダイレクトする」である場合、判定さ
れた文字キー名を使用して文字キーを作成するための要求がオペレーティングシステムに
渡され、オペレーティングシステムから結果が要求元に返される（ステップ１１２４）。
例えば、「ｋｅｙ＿１」と名付けられた仮想キーを作成するための要求により、「Ｄｉｆ
ｆｅｒｅｎｔ＿ｋｅｙ＿１」と名付けられた文字キーを作成することができる。一実施形
態において、これは、フックされた機能のオリジナルバージョンをコールし、形成された
文字名を引数としてその機能に渡すことによって実現される（ステップ１１２４）。その
他の実施形態において、ファイルシステムフィルタドライバ設備と概念的に同様のレジス
トリフィルタドライバ設備が、オペレーティングシステムによって提供される場合がある
。これらの実施形態において、文字レジストリキーを作成することは、判定された文字キ
ー名を使用して要求を再構文解析するようレジストリフィルタマネージャに信号を送り、
仮想キーを作成するための元の要求に応答することによって達成できる。
【０２１８】
　ステップ１１２０において判定されたルールアクションが「無視する」または「リダイ
レクトする」ではなく「分離する」である場合、文字キー名はユーザ分離スコープにおけ
る仮想キー名のインスタンスとして識別される。仮想キーが既に存在するが、プレースホ
ルダであること、または削除されたことを示すメタデータと関連付けられている場合、そ
れらの表示を除去するよう関連のメタデータを修正し、キーが空であることが確認される
。
【０２１９】
　いくつかの実施形態において、レジストリキーについてのメタデータは、当該キーが保
持する識別値に保存されてよく、当該値の存在は、通常のアプリケーションで使用のレジ
ストリＡＰＩから隠される。いくつかの実施形態において、レジストリキーについての少
量のメタデータが、仮想名にメタデータ識別子で接尾辞を付ける等によって文字キー名に
直接的に保存されてよく、ここでメタデータ識別子は特定のメタデータ状態に一意に関連
する文字列である。メタデータ識別子は、１または数ビットのメタデータを示す、または
符号化することができる。メタデータ識別子の存在による文字キー名の考えられる変形に
関する仮想名チェックによってキーにアクセスするための要求、およびキー名自体を検索
するための要求は、文字名で応答するためにフックまたは傍受される。その他の実施形態
において、メタデータ識別子は、キー名自体の代わりにサブキー名またはレジストリ値名
において符号化されてよい。また他の実施形態において、レジストリキーシステムは、各
キーに、いくつかの第三者メタデータを保存する能力を直接的に提供することができる。
いくつかの実施形態において、メタデータは、データベース、またはレジストリデータベ
ースから離れたその他のリポジトリに保存され得る。いくつかの実施形態において、別個
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のサブスコープは、削除されたものとしてマークされているキーを保存するために使用さ
れてよい。サブスコープ内のキーの存在は、当該キーが削除されたものとしてマークされ
ていることを示す。
【０２２０】
　これらの実施形態のうち特異のものにおいて、削除されたキーまたはキーシステム要素
のリストは、この削除されたキーに関するチェックを最適化するために維持され調べられ
てよい。これらの実施形態において、削除されたキーが再作成されると、キー名は削除さ
れたキーのリストから除去されてよい。これらの実施形態のうちのその他において、リス
トが一定サイズを超えた場合、キー名はリストから除去されてよい。
【０２２１】
　いずれの場合も、ユーザスコープ付き文字キーを開くための要求がオペレーティングシ
ステムに渡される（ステップ１１２６）。いくつかの実施形態において、ルールは、アプ
リケーション分離スコープ、システムスコープ、ユーザ分離サブスコープ、またはアプリ
ケーション分離サブスコープ等、ユーザ分離スコープ以外のスコープにおいて、仮想キー
に対応する文字キーが作成されるべきであると特定することができる。
【０２２２】
　文字キーがうまく開かれた場合（ステップ１１２８）、当該文字キーが要求元に返され
る（ステップ１１３０）。一方、ステップ１１２８において、要求されたキーが開けない
場合、現在ユーザ分離スコープに存在しない文字キーの各祖先についてプレースホルダが
作成され（ステップ１１３２）、文字名を使用して文字キーを作成するための要求がオペ
レーティングシステムに渡され、結果が要求元に返される（ステップ１１３４）。
【０２２３】
　この実施形態は、コール／呼び出しごとに１レベルの作成のみをサポートするＡＰＩま
たは設備を持つオペレーティングシステムを表すものである。コール／呼び出しごとにマ
ルチレベルへ拡大解釈できることは、当業者には明白なはずである。
【０２２４】
　（４．３　名前付きオブジェクト仮想化動作）
　上述の技術を使用して仮想化することが可能な別のクラスのシステムスコープ付きリソ
ースは、セマフォ、ミューテックス、ミュータント、待機可能タイマ、イベント、ジョブ
オブジェクト、セクション、名前付きパイプ、およびメールスロットを含む、名前付きオ
ブジェクトである。これらのオブジェクトは、一般にそれらを作成するプロセスの持続時
間にのみ存在することを特徴とする。これらのオブジェクトの名前空間は、コンピュータ
全体にわたって（スコープ内でグローバル）、または、個人ユーザセッションにおいての
み（セッションスコープ付き）、有効であってよい。
【０２２５】
　図１２および概要を参照すると、名前付きオブジェクトを作成する、または開くための
要求が受信または傍受される（ステップ１２０２）。当該要求は、分離環境によって仮想
名として扱われるオブジェクト名を含有する。要求をどのように扱うかを判定するルール
が判定される（ステップ１２０４）。要求を無視すべきであることをルールが示す場合（
ステップ１２０６）、文字オブジェクト名は仮想名であると判定され（ステップ１２０７
）、文字オブジェクトを作成する、または開くための要求がオペレーティングシステムに
対して発行される（ステップ１２１４）。判定されたルールが要求を無視することでなく
、要求をリダイレクトすべきであることを示す場合（ステップ１２０８）、文字オブジェ
クト名は、リダイレクトルールによって特定されるように仮想名から判定され（ステップ
１２１０）、文字オブジェクトの作成またはオープン要求がオペレーティングシステムに
対して発行される（ステップ１２１４）。要求をリダイレクトすべきであることをルール
が示さず（ステップ１２０８）、代わりに要求を分離すべきであることを示す場合、文字
オブジェクト名は、分離ルールによって特定されるように仮想名から判定され（ステップ
１２１２）、文字オブジェクトの作成またはオープンコマンドがオペレーティングシステ
ムに対して発行される（ステップ１２１４）。発行された作成またはオープンコマンドを
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受けてオペレーティングシステムによって返される文字オブジェクトのハンドルが、仮想
オブジェクトの作成またはオープンを要求するプログラムに返される（ステップ１２１６
）。
【０２２６】
　図１２をさらに詳細に参照すると、名前付きオブジェクトを作成する、または開くため
のプロセスからの要求が傍受される（ステップ１２０２）。名前付きオブジェクトは、セ
ッションスコープのものであってもよいし、グローバルスコープのものであってもよい。
いくつかの実施形態において、要求は、名前付きオブジェクトを作成する、または開くた
めのオペレーティングシステム機能を置換する機能によってフックされる。別の実施形態
において、要求を傍受するためにフッキング動的リンクライブラリが使用される。フッキ
ング機能は、ユーザモードまたはカーネルモードで実行することができる。フッキング機
能がユーザモードで実行する実施形態では、フッキング機能は、プロセスが作成される際
に当該プロセスのアドレス空間にロードされてよい。フッキング機能がカーネルモードで
実行する実施形態では、フッキング機能は、システムオブジェクトの要求をディスパッチ
するのに使用されるオペレーティングシステムリソースと関連付けられてよい。名前付き
オブジェクトを作成する、または開くための要求は、プロセス間通信および同期に使用さ
れ、セマフォ、ミューテックス、ミュータント、待機可能タイマ、ファイルマッピングオ
ブジェクト、イベント、ジョブオブジェクト、セクション、名前付きパイプ、およびメー
ルスロットを含む一意識別子によって識別される、多種多様なシステムスコープ付きリソ
ースのいずれか１つに言及する場合がある。オブジェクトの種類ごとに別個のオペレーテ
ィングシステム機能が提供される実施形態では、各機能は別個にフックされてよい。ある
いは、数種類のオブジェクトの作成コールまたはオープンコールを傍受する単一のフッキ
ング機能を提供してよい。
【０２２７】
　傍受された要求は、分離環境によって仮想名として扱われるオブジェクト名を含有する
。ルールエンジンを調べることによって、オブジェクトの要求をどのように扱うかを判定
するルールが判定される（ステップ１２０４）。いくつかの実施形態において、ルールエ
ンジンは、リレーショナルデータベースとして提供される場合がある。その他の実施形態
において、ルールエンジンは、木構造データベース、ハッシュテーブル、またはフラット
ファイルデータベースであってよい。いくつかの実施形態において、要求されたオブジェ
クトに提供された仮想名は、要求に当てはまるルールをルールエンジン内において位置付
けるために使用される。これらの実施形態のうち特定のものにおいて、特定のオブジェク
トのルールエンジンに多くのルールが存在する場合があり、これらの実施形態において、
仮想名と一致する最も長い接頭辞を有するルールは、要求に適用されるルールである。い
くつかの実施形態において、プロセス識別子は、存在する場合、要求に当てはまるルール
をルールエンジン内において位置付けるために使用される。要求に関連するルールは、要
求を無視すること、要求をリダイレクトすること、または要求を分離することであってよ
い。図１２では一連の決定として示されているが、ルール検索は単一のデータベーストラ
ンザクションとして発生する場合がある。
【０２２８】
　要求を無視すべきであることをルールが示す場合（ステップ１２０６）、文字オブジェ
クト名は仮想名であると判定され、文字オブジェクトを作成する、または開くための要求
がオペレーティングシステムに対して発行される（ステップ１２１４）。例えば、「Ｏｂ
ｊｅｃｔ＿１」と名付けられた名前付きオブジェクトを作成する、または開くための要求
により、「Ｏｂｊｅｃｔ＿１」と名付けられた実際のオブジェクトを作成することになる
。一実施形態において、これは、フックされた機能のオリジナルバージョンをコールし、
形成された文字名を引数としてその機能に渡すことによって実現される。
【０２２９】
　ルールエンジンにアクセスすることによって判定されたルールが要求を無視することで
なく、代わりに要求をリダイレクトすべきであることを示す場合（ステップ１２０８）、
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文字オブジェクト名はリダイレクトルールによって特定されるように仮想名から判定され
（ステップ１２１０）、文字オブジェクトの作成またはオープン要求がオペレーティング
システムに対して発行される（ステップ１２１４）。例えば、「Ｏｂｊｅｃｔ＿１」と名
付けられた名前付きオブジェクトを作成する、または開くための要求により、「Ｄｉｆｆ
ｅｒｅｎｔ＿Ｏｂｊｅｃｔ＿１」と名付けられた実際のオブジェクトを作成することがで
きる。一実施形態において、これは、フックされた機能のオリジナルバージョンをコール
し、形成された文字名を引数としてその機能に渡すことによって実現される。
【０２３０】
　ルールが要求をリダイレクトすべきであることを示さず（ステップ１２０８）、代わり
に要求を分離すべきであることを示す場合、文字オブジェクト名は、分離ルールによって
特定されるように仮想名から判定され（ステップ１２１２）、文字オブジェクトの作成ま
たはオープンコマンドがオペレーティングシステムに対して発行される（ステップ１２１
４）。例えば、「Ｏｂｊｅｃｔ＿１」と名付けられた名前付きオブジェクトを作成する、
または開くための要求により、「Ｉｓｏｌａｔｅｄ＿Ｏｂｊｅｃｔ＿１」と名付けられた
実際のオブジェクトを作成することができる。一実施形態において、これは、フックされ
た機能のオリジナルバージョンをコールし、形成された文字名を引数としてその機能に渡
すことによって実現される。
【０２３１】
　要求されたシステムオブジェクトを分離するために形成された文字名は、受信した仮想
名およびスコープ固有の識別子に基づくものであってよい。スコープ固有の識別子は、ア
プリケーション分離スコープ、ユーザ分離スコープ、セッション分離スコープ、またはそ
の３つのいくつかの組み合わせに関連する識別子であってよい。スコープ固有の識別子は
、要求中に受信した仮想名を「マングルする」ために使用される。例えば、名前付きオブ
ジェクト「Ｏｂｊｅｃｔ＿１」の要求が、その関連する識別子が「ＳＡ１」であるアプリ
ケーション分離スコープに分離された場合、文字名は「Ｉｓｏｌａｔｅｄ＿ＡｐｐＳｃｏ
ｐｅ＿ＳＡ１＿Ｏｂｊｅｃｔ＿１」であってよい。以下の表は、セッション分離スコープ
、またはユーザ分離スコープ、およびアプリケーション分離スコープを持つオブジェクト
の名前をマングルすることの効果を識別するものである。スコープを組み合わせてマング
ルする場合は、表に記載された制限事項を組み合わせる。
【０２３２】
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【表１】

　オペレーティングシステムがＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標）オペレーティングシステムフ
ァミリーの１つである実施形態では、オブジェクトに関連するグローバル／ローカル名接
頭辞を切り替えることによりオブジェクトスコープを修正することができ、これは、分離
されたアプリケーションについて、セッション固有の識別子を持つオブジェクト名をマン
グルすることと同じ効果を有するものである。しかしながら、グローバル／ローカル名接
頭辞を切り替えることにより、分離されていないアプリケーションのオブジェクトスコー
プにも影響を及ぼす。
【０２３３】
　ステップ１２１４において発行された、名前付きオブジェクトを作成する、または開く
ためのコマンドを受けてオペレーティングシステムによって返される文字オブジェクトの
ハンドルが、仮想オブジェクトの作成またはオープンを要求するプログラムに返される（
ステップ１２１６）。
【０２３４】
　（４．４　ウィンドウ名仮想化）
　上述の技術を使用して仮想化することが可能なその他のクラスのシステムスコープ付き
リソースは、ウィンドウ名およびウィンドウクラス名である。グラフィックソフトウェア
アプリケーションは、アプリケーションプログラムが既に作動しているか否かを識別する
手法として、およびその他の形態の同期化のために、ウィンドウまたはそのウィンドウク
ラスの名前を使用する。図１３および概要を参照すると、ウィンドウ名またはウィンドウ
クラスについての要求が受信または傍受される（ステップ１３０２）。要求は、Ｗｉｎ３
２　ＡＰＩコールの形態、またはウィンドウメッセージの形態であってよい。両方の種類
の要求がハンドルされる。それらの要求は、分離環境によって仮想名として扱われるウィ
ンドウ名および／またはウィンドウクラス名を含有する、またはそれらの検索を要求する
。要求が、ハンドルによって識別されたウィンドウのウィンドウ名またはウィンドウクラ
スを検索することである場合（ステップ１３０４）、ハンドルとウィンドウに関する要求
された情報とが分かっているか否かを判定するためにウィンドウマッピングテーブルが調
べられる（ステップ１３０６）。分かっている場合、ウィンドウマッピングテーブルから
要求された情報が要求元に返される（ステップ１３０８）。分かっていない場合、要求は
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オペレーティングシステムに渡され（ステップ１３１０）、結果が要求元に返される（ス
テップ１３１４）。ステップ１３０４において、要求がウィンドウ名またはウィンドウク
ラスを提供する場合、オペレーティングシステムによって定義されたウィンドウのクラス
の１つを特定するか否かを判定するために、要求がチェックされる（ステップ１３２０）
。特定する場合、オペレーティングシステムに対して要求が発行され、オペレーティング
システムから返された結果が要求元に返される（ステップ１３２２）。要求がオペレーテ
ィングシステムによって定義されたウィンドウのクラスの１つを特定しない場合、仮想ク
ラス名およびルールに基づいて文字クラス名が判定され（ステップ１３２４）、仮想ウィ
ンドウ名およびルールに基づいて文字ウィンドウ名が判定される（ステップ１３２６）。
要求は次いで文字ウィンドウおよび文字クラス名を使用してオペレーティングシステムに
渡される（ステップ１３２８）。ステップ１３２４および１３２６で判定された文字ウィ
ンドウ名または文字ウィンドウクラス名のいずれかが、対応する仮想名と異なる場合、ウ
ィンドウハンドルへのウィンドウマッピングテーブルエントリは、要求中に提供された仮
想ウィンドウ名または仮想クラス名を記録するために更新される（ステップ１３３０）。
オペレーティングシステムからの応答がネイティブウィンドウ名またはクラスのネイティ
ブ識別を含む場合、それらは要求中に提供された仮想ウィンドウ名または仮想クラス名で
置換され（ステップ１３１２）、結果が要求元に返される（ステップ１３１４）。
【０２３５】
　図１３をさらに詳細に参照すると、ウィンドウ名またはウィンドウラスについての要求
が受信または傍受される（ステップ１３０２）。それらの要求は、分離環境によって仮想
名として扱われるウィンドウ名および／またはウィンドウクラス名を含有する、またはそ
れらの検索を要求する。
【０２３６】
　要求が、ハンドルによって識別されたウィンドウのウィンドウ名またはウィンドウクラ
スを検索することである場合（ステップ１３０４）、ハンドルとウィンドウに関する要求
された情報とが分かっているか否かを判定するためにウィンドウマッピングテーブルが調
べられる（ステップ１３０６）。いくつかの実施形態において、オペレーティングシステ
ムによって提供された設備を使用して、マッピングテーブルの代わりに、ウィンドウおよ
びウィンドウクラスごとに追加データが保存される。
【０２３７】
　分かっている場合、要求された情報がウィンドウマッピングテーブルから要求元に返さ
れる（ステップ１３０８）。分かっていない場合、要求はオペレーティングシステムに渡
され（ステップ１３１０）、結果が要求元に返される（ステップ１３１４）。
【０２３８】
　ステップ１３０４において、要求がウィンドウ名またはウィンドウクラスを提供する場
合、オペレーティングシステムによって定義されたウィンドウのクラスの１つを特定する
か否かを判定するために、要求がチェックされる（ステップ１３２０）。特定する場合、
要求はオペレーティングシステムに渡され、オペレーティングシステムから返された結果
が要求元に返される（ステップ１３２２）。
【０２３９】
　要求がオペレーティングシステムによって定義されたウィンドウのクラスの１つを特定
しない場合、仮想クラス名およびルールに基づいて文字クラス名が判定され（ステップ１
３２４）、仮想ウィンドウ名およびルールに基づいて文字ウィンドウ名が判定される（ス
テップ１３２６）。要求は次いで文字ウィンドウおよび文字クラス名を使用してオペレー
ティングシステムに渡される（ステップ１３２８）。いくつかの実施形態において、ウィ
ンドウ名およびウィンドウクラス名は、単純文字列リテラルではなくアトムであってよい
。一般に、アプリケーションはアトムテーブルに文字列を置き、文字列にアクセスするた
めに使用できる、アトムと呼ばれる１６ビット整数を受信する。
【０２４０】
　ステップ１３２４および１３２６で判定された文字ウィンドウ名または文字ウィンドウ
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クラス名のいずれかが、対応する仮想名と異なる場合、ウィンドウハンドルへのウィンド
ウマッピングテーブルエントリは、要求中に提供された仮想ウィンドウ名または仮想クラ
ス名を記録するために更新される（ステップ１３３０）。
【０２４１】
　オペレーティングシステムからの応答がネイティブウィンドウ名またはクラスのネイテ
ィブ識別を含む場合、それらは要求中に提供された仮想ウィンドウ名または仮想クラス名
で置換され（ステップ１３１２）、結果が要求元に返される（ステップ１３１４）。
【０２４２】
　図１３Ａを参照すると、そこに示されているように、文字ウィンドウ名またはウィンド
ウクラス名が判定される。要求に当てはまるルールを判定するために、ルールエンジンが
調べられる（ステップ１３５２）。ルールアクションが「無視する」である場合（ステッ
プ１３５４）、文字名は仮想名と等しい（ステップ１３５６）。しかしながら、ルールア
クションが「無視する」ではなく「リダイレクトする」である場合（ステップ１３５８）
、文字名はリダイレクトルールによって特定されるように仮想名から判定される（ステッ
プ１３６０）。しかしながら、ルールアクションが「リダイレクトする」ではなく「分離
する」である場合、文字名はスコープ固有の識別子を使用して仮想名から判定される（ス
テップ１３６２）。
【０２４３】
　いくつかの実施形態において、特定のスコープ固有の識別子がルール内で特定される。
その他の実施形態において、使用されるスコープ固有の識別子は、要求中のプロセスが関
連付けられているアプリケーション分離スコープと関連付けられたものである。これによ
り、ウィンドウまたはウィンドウクラスを、同じアプリケーション分離スコープに関連付
けられたその他任意のアプリケーションによって使用することが可能になる。ウィンドウ
名およびクラスがセッション内で既に分離されている、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＷＩＮＤＯ
ＷＳ（登録商標）オペレーティングシステムファミリーの多くのようなオペレーティング
システムにおいて、これは、同じアプリケーション分離スコープと関連付けられた同じセ
ッション内で実行するアプリケーションのみがウィンドウ名またはクラスを使用できるこ
とを意味する。
【０２４４】
　Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標）オペレーティングシステムファミリ
ーのいくつかにおいて、ウィンドウ名は、タイトルバー内のウィンドウのタイトルとして
使用される。非クライアントエリアペイントウィンドウメッセージをハンドルし、ウィン
ドウタイトルバーに表示されたウィンドウタイトルが特定のウィンドウの文字名ではなく
仮想名を反映していることを確認することが望ましい。非クライアントエリアペイントメ
ッセージが傍受されると、もしあれば、ウィンドウに関連する仮想名がマッピングテーブ
ルから検索される。仮想名が検索された場合、非クライアントエリアは仮想名を使用して
ウィンドウタイトルとしてペイントされ、要求メッセージがハンドルされたことが示され
る。仮想名が検索されない場合、要求はハンドルされなかったものとして示され、これに
より要求は、ウィンドウの文字名を使用してタイトルバーをペイントする元の機能に渡さ
れる。
【０２４５】
　（４．５　プロセス外ＣＯＭサーバ仮想化）
　ＣＯＭ、ＣＯＲＢＡ、．ＮＥＴおよびその他のソフトウェアコンポーネント技術により
、ソフトウェアコンポーネントを開発、配置、登録、発見、起動またはインスタンス作成
し、個々のユニットとして利用することが可能になる。いくつかのコンポーネントはこれ
らの場合のサブセットをサポートするのみであるが、ほとんどのコンポーネントモデルに
おいて、コンポーネントは、同じコンピュータまたは全く別個のコンピュータで、コール
元のプロセスまたは別個のプロセスのいずれかにおいて実行することができる。
【０２４６】
　１つ以上の一意識別子がこれらのコンポーネントを識別する。一般に、コンポーネント
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基盤は、ブローカ起動が要求するサービスまたはデーモンを提供する。コンポーネントの
使用を開始することを望むソフトウェアプロセスは、コンポーネント識別子によって特定
されたコンポーネントを起動するための要求をブローカに渡す。ブローカは要求されたコ
ンポーネントを起動し、可能であれば、起動されたインスタンスへの参照を返す。これら
のコンポーネント基盤のいくつかにおいて、コンポーネント識別子はバージョンが異なっ
ても同じままであるため、同じコンポーネントの多くのバージョンは共存することができ
ない。
【０２４７】
　ＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標）オペレーティングシステムファミリーのメンバーのいくつ
かは、ＣＯＭと呼ばれるコンポーネント基盤を提供する。ＣＯＭコンポーネント（「ＣＯ
Ｍサーバ」）はクラス識別子（ＣＬＳＩＤ）と呼ばれるＧＵＩＤによって識別され、各コ
ンポーネントは、それぞれが独自の唯一のインターフェース識別子（ＵＩＩＤ）を有する
１つ以上のインターフェースを提供する。ＣＯＭサービスコントロールマネージャ（ＣＳ
ＣＭ）はプロセス外起動要求のためのブローカであり、ＣＬＳＩＤを介してコール元がＣ
ＯＭサーバの起動を要求することを可能にするインターフェースを提供する。以下の説明
ではＣＯＭサーバおよびＣＯＭクライアントという用語で言い表されるが、当業者であれ
ば、ＣＯＲＢＡ、．ＮＥＴ、およびソフトウェアコンポーネントの動的起動を提供するそ
の他のソフトウェアアーキテクチャに当てはまることを理解するであろう。
【０２４８】
　ＣＯＭコンポーネントは、コンピュータにインストールされる際、ＣＳＣＭがＣＯＭサ
ーバの新規インスタンスを起動するのに必要な情報とともに、そのＣＬＳＩＤをレジスト
リデータベースの既知の部分に登録する。プロセス外ＣＯＭサーバについて、これは、作
動する実行可能ファイルへのパスおよびコマンドラインパラメータを含んでよい。同じＣ
ＯＭサーバの多くのバージョンが同じＣＬＳＩＤを共有しており、そのため、一度にコン
ピュータにインストールできるのは１つのバージョンのみである。
【０２４９】
　ある実施形態において、（ＣＯＭクライアントとして作用する）アプリケーションは、
ＣＯＭ　ＡＰＩ（例えば、ＣｏＣｒｅａｔｅＩｎｓｔａｎｃｅ（）またはＣｏＣｒｅａｔ
ｅＩｎｓｔａｎｃｅＥｘ（））をコールすることによってＣＯＭサーバのインスタンス作
成をする。このコールへのパラメータは、プロセス中、同じコンピュータのプロセス外、
リモートコンピュータのプロセス外の望ましい起動コンテキストを特定する、または、Ｃ
ＯＭサブシステムがこれら３つの場合からどれを使用するか判定することを可能にする。
プロセス外起動が必要であると判定された場合、ＣＬＳＩＤを含む要求がＣＳＣＭに渡さ
れる。ＣＳＣＭは、レジストリデータベースを使用して、ＣＯＭサーバをホストする実行
可能ファイルを起動するために必要なパスおよびパラメータを位置付ける。当該実行可能
ファイルは、起動されると、ＣＯＭ　ＡＰＩ　ＣｏＲｅｇｉｓｔｅｒＣｌａｓｓＯｂｊｅ
ｃｔ（）を使用してＣＳＣＭでサポートするすべてのＣＯＭサーバのすべてのＣＬＳＩＤ
を登録する。要求されたＣＬＳＩＤが登録されると、ＣＳＣＭは当該ＣＯＭサーバへの参
照をコール元に返す。ＣＯＭクライアントとＣＯＭサーバとの間の後の対話はすべてＣＳ
ＣＭと無関係に行われる。
【０２５０】
　前述の分離環境２００は、同じＣＬＳＩＤを持つＣＯＭサーバの多くのインスタンスを
、それぞれ異なる分離スコープ（システムスコープであり得るうちの１つのみ）にあるコ
ンピュータにインストールすることを可能にする。しかしながら、これだけでそれらのＣ
ＯＭサーバがＣＯＭクライアントに利用可能となるわけではない。
【０２５１】
　図１４は、ＣＯＭサーバへのアクセスを仮想化するために取られるステップの一実施形
態を描写している。概要において、分離スコープ内に起動されるプロセス外ＣＯＭサーバ
ごとに、以後分離ＣＬＳＩＤ（ＩＣＬＳＩＤ）と呼ぶ新規ＣＬＳＩＤが作成される（ステ
ップ１４０２）。定義によれば、これはＣＬＳＩＤであり、したがって他のＣＬＳＩＤす
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べての中で唯一でなくてはならない、換言すると、ＧＵＩＤの特性を有さなくてはならな
い。ペア（ＣＬＳＩＤ、アプリケーション分離スコープ）をＩＣＬＳＩＤにマップするマ
ッピングテーブルが作成される。適切なアプリケーション分離スコープにおいて実行可能
なＣＯＭサーバを開始する起動パラメータによって、ＣＯＭサーバをどのように起動する
かを説明するＩＣＬＳＩＤのＣＯＭサーバレジストリエントリが作成される（ステップ１
４０４）。ＣＯＭクライアントによる、ＣｏＣｒｅａｔｅＩｎｓｔａｎｃｅ（）およびＣ
ｏＣｒｅａｔｅＩｎｓｔａｎｃｅＥｘ（）等のＣＯＭ　ＡＰＩへのコールがフックまたは
傍受される（ステップ１４０６）。（ａ）プロセス内ＣＯＭサーバによって要求を満たす
ことができる、または（ｂ）ＣＯＭクライアントおよびＣＯＭサーバの両方が、いかなる
分離スコープとも関連付けられていない、と判定された場合、要求は無修正で元のＣＯＭ
　ＡＰＩに渡され、結果がコール元に返される（ステップ１４０８）。使用するＣＯＭサ
ーバの適切なインスタンスが識別される（ステップ１４１０）。選択されたＣＯＭサーバ
インスタンスがアプリケーション分離環境にある場合、上記で概説したデータ構造を使用
して、そのＩＣＬＳＩＤが判定される。そうでない場合、要求中のＣＬＳＩＤが使用され
る（ステップ１４１２）。ステップ１４１２において識別されていれば、ＩＣＬＳＩＤに
よって元のＣｏＣｒｅａｔｅＩｎｓｔａｎｃｅ（）またはＣｏＣｒｅａｔｅＩｎｓｔａｎ
ｃｅＥｘ（）機能がコールされる。これが要求をＣＳＣＭに渡す（ステップ１４１４）。
ＣＳＣＭは、起動パラメータを判定するために要求されたＣＬＳＩＤをレジストリ内で検
索することにより、標準のやり方で実行可能なＣＯＭサーバを見つけ、起動する。ＩＣＬ
ＳＩＤが要求されると、ステップ１４０４において説明したようなＩＣＬＳＩＤシステム
スコープレジストリエントリが見つけられ、適切なアプリケーション分離スコープにおい
てＣＯＭサーバが起動される（ステップ１４１６）。起動されたＣＯＭ実行可能ファイル
は、それがサポートするＣＯＭサーバのＣＬＳＩＤによって、フックされたＣｏＲｅｇｉ
ｓｔｅｒＣｌａｓｓＯｂｊｅｃｔ（）ＡＰＩをコールし、これらは元のＣｏＲｅｇｉｓｔ
ｅｒＣｌａｓｓＯｂｊｅｃｔ（）ＡＰＩに渡される適切なＩＣＬＳＩＤに翻訳される（ス
テップ１４１８）。ＣＳＣＭは、予期されたＩＣＬＳＩＤを持つＣｏＲｅｇｉｓｔｅｒＣ
ｌａｓｓＯｂｊｅｃｔ（）コールからの応答を受信すると、当該ＣＯＭサーバインスタン
スへの参照をコール元に返す（ステップ１４２０）。
【０２５２】
　図１４をさらに詳細に参照すると、分離スコープ内に起動されるプロセス外ＣＯＭサー
バごとに、ＩＣＬＳＩＤが作成される（ステップ１４０２）。いくつかの実施形態におい
て、ＩＣＬＳＩＤはＣＯＭサーバのインストール中に作成される。その他の実施形態にお
いて、ＩＣＬＳＩＤはインストール直後に作成される。また他の実施形態において、ＩＣ
ＬＳＩＤは、ＣＯＭサーバが分離スコープ内に起動される前に作成される。これらの実施
形態のすべてにおいて、ＩＣＬＳＩＤは、レジストリデータベースにおいてＣＬＳＩＤエ
ントリを作成またはクエリするシステムコールをフックまたは傍受することによって作成
されることができる。あるいは、ＩＣＬＳＩＤは、ＣＯＭサーバインスタンスを作成する
ＣｏＣｒｅａｔｅＩｎｓｔａｎｃｅ（）およびＣｏＣｒｅａｔｅＩｎｓｔａｎｃｅＥｘ（
）等のＣＯＭ　ＡＰＩコールをフックまたは傍受することによって作成されることができ
る。あるいは、レジストリデータベースのＣＬＳＩＤ固有の部分への変更は、インストー
ルが行われた後に観測され得る。
【０２５３】
　適切なアプリケーション分離スコープにおいて実行可能なＣＯＭサーバを開始する起動
パラメータによって、ＣＯＭサーバをどのように起動するかを説明する当該ＩＣＬＳＩＤ
を持つＣＯＭサーバ用の適切なレジストリエントリとともに、ペア（ＣＬＳＩＤ、アプリ
ケーション分離スコープ）をＩＣＬＳＩＤにマップするマッピングテーブルが作成される
（ステップ１４０４）。多くの実施形態において、このテーブルは、ハードディスクドラ
イブまたは固体メモリ素子等の永続的メモリ素子に保存される。その他の実施形態におい
て、テーブルは、レジストリ、フラットファイル、データベース、または揮発性メモリ素
子に保存されてよい。また他の実施形態において、テーブルは、例えばこの目的に固有の



(83) JP 2008-515100 A 2008.5.8

10

20

30

40

50

新規サブキーを、ＣＬＳＩＤによって識別された適切な各ＣＯＭサーバエントリに追加す
ることによって、レジストリデータベースのＣＯＭ固有の部分全体に分配されてよい。こ
のテーブル内のエントリは、レジストリデータベースにおいてＣＬＳＩＤを作成するコー
ルをフックまたは傍受することによって、または、インストールが行われた後にレジスト
リデータベースのＣＬＳＩＤ固有の部分への変更を観測することによって、または、ＣＯ
Ｍサーバインスタンスを作成するＣｏＣｒｅａｔｅＩｎｓｔａｎｃｅ（）およびＣｏＣｒ
ｅａｔｅＩｎｓｔａｎｃｅＥｘ（）等のＣＯＭ　ＡＰＩコールをフックまたは傍受するこ
とによって、インストール中またはインストール直後に作成されることができる。特定の
分離スコープへのＣＯＭサーバのインストールは、永続的に記録されることができる。あ
るいは、ＩＣＬＳＩＤへの特定のＣＯＭサーバおよび分離スコープのマッピングは、動的
に作成され、非永続データベースまたはレジストリデータベースにエントリとして保存さ
れることができる。
【０２５４】
　ＣＯＭクライアントによる、ＣｏＣｒｅａｔｅＩｎｓｔａｎｃｅ（）およびＣｏＣｒｅ
ａｔｅＩｎｓｔａｎｃｅＥｘ（）等のＣＯＭ　ＡＰＩへのコールがフックまたは傍受され
る（ステップ１４０６）。（ａ）プロセス内ＣＯＭサーバによって要求を満たすことがで
きる、または（ｂ）ＣＯＭクライアントおよびＣＯＭサーバの両方が、システムスコープ
にあると判定された場合（ステップ１４０７）、要求は無修正で元のＣＯＭ　ＡＰＩに渡
され、結果がコール元に返される（ステップ１４０８）。
【０２５５】
　プロセス内ＣＯＭサーバによって要求を満たすことができず、ＣＯＭクライアントまた
はＣＯＭサーバのいずれかがシステムスコープにない場合（ステップ１４０７）、使用す
るＣＯＭサーバの適切なインスタンスが識別される（ステップ１４１０）。ＣＯＭクライ
アントが特定の分離スコープにおいて実行する実施形態では、同じアプリケーション分離
スコープにインストールされたＣＯＭサーバ、続いてシステムスコープにインストールさ
れた（場合によってはクライアントのアプリケーション分離スコープにおいて実行する）
ＣＯＭサーバ、次に、その他のアプリケーション分離スコープにインストールされたＣＯ
Ｍサーバにプリファレンスが与えられる。これらの実施形態のいくつかにおいて、システ
ムスコープにインストールされたＣＯＭサーバは、ＣＯＭクライアントと同じアプリケー
ション分離スコープにおいて実行することができる。これは、ＣＯＭサーバがこのモード
で正しく実行できるようにルールエンジンおよび管理設定によって制御され、ＣＯＭサー
バが実行できなくなるのを防止することができる。ＣＯＭクライアントがシステムスコー
プにおいて実行する実施形態では、システムスコープＣＯＭサーバ、続いて分離スコープ
内のＣＯＭサーバにプリファレンスが与えられ得る。ＣＯＭクライアントは、ＣＯＭサー
バのインスタンスを作成するコールにおいて使用するＣＯＭサーバを特定することができ
る。あるいは、構成ストアは、インスタンス作成されるＣＯＭサーバを示す情報を保存す
ることができる。いくつかの実施形態において、特定されたＣＯＭサーバは別のコンピュ
ータによってホストされ、当該コンピュータは別個の物理マシンまたは仮想マシンであっ
てよい。ステップ１４０４に関連して上述したマッピングテーブルは、適用可能なＣＯＭ
サーバのセットを見つけ、（必要に応じて）ルールに基づきプリファレンスを計算するた
めに使用されてよい。
【０２５６】
　適用可能なＣＯＭサーバが別のコンピュータに存在する実施形態では、リモートコンピ
ュータにおいて実行するサービスまたはデーモンは、使用するＩＣＬＳＩＤをクエリされ
ることができる。ＣＯＭクライアントフックは、リモートＣＯＭサーバが必要であると判
定した場合、使用するＣＬＳＩＤ／ＩＣＬＳＩＤを判定するためにまずサービスまたはデ
ーモンにクエリする。サービスまたはデーモンは、要求中に与えられたＣＬＳＩＤに対応
するＩＣＬＳＩＤを判定する。いくつかの実施形態において、サービスまたはデーモンに
よって返されたＩＣＬＳＩＤは、管理者定義の構成データ、ルールエンジンに含有された
ルール、またはビルトインのハードコードされた論理に基づいて選択または作成され得る
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。その他の実施形態において、要求は、使用するサーバにおける分離スコープを特定する
ことができる。また他の実施形態において、要求されたＣＯＭサーバはサーバのシステム
スコープと関連付けられてよく、この場合、ＣＯＭサーバと関連するＣＬＳＩＤが返され
る。また他の実施形態において、要求されたＣＯＭサーバはサーバの分離スコープの１つ
と関連付けられてよく、この場合、ＣＯＭサーバおよび分離スコープのインスタンスと関
連するＩＣＬＳＩＤを返す。いくつかの実施形態において、上述のようなサービスまたは
デーモンは、プロセス外ＣＯＭサーバをローカルに起動するのをサポートするために使用
されてもよい。
【０２５７】
　選択されたＣＯＭサーバインスタンスがローカルコンピュータのアプリケーション分離
環境にある場合、ステップ１４０４に関連して説明したデータ構造を使用して、ＩＣＬＳ
ＩＤが判定される。そうではなく、選択されたＣＯＭサーバインスタンスがローカルコン
ピュータのシステムスコープにある場合、要求中のＣＬＳＩＤが使用される（ステップ１
４１２）。これらの実施形態のいくつかにおいて、ＩＣＬＳＩＤを使用してＣＯＭサーバ
へのエントリが動的に作成される場合がある。
【０２５８】
　ＩＣＬＳＩＤが返されると、元のＣＬＳＩＤの代わりに元のＣＯＭ　ＡＰＩに渡される
。例えば、判定されたＩＣＬＳＩＤは元のＣｏＣｒｅａｔｅＩｎｓｔａｎｃｅ（）または
ＣｏＣｒｅａｔｅＩｎｓｔａｎｃｅＥｘ（）機能に渡されてよく、これが要求をＣＳＣＭ
に渡す（ステップ１４１４）。ＣＯＭサーバが別のコンピュータによってホストされる実
施形態では、ＣＳＣＭはＣＯＭサーバをホストしているコンピュータにＩＣＬＳＩＤを渡
し、ここで当該コンピュータのＣＳＣＭはＣＯＭサーバ起動をハンドルする。
【０２５９】
　ＣＳＣＭは、起動パラメータを判定するために要求されたＣＬＳＩＤまたはＩＣＬＳＩ
Ｄをレジストリ内で検索することにより、標準のやり方で実行可能なＣＯＭサーバを見つ
け、起動する。ＩＣＬＳＩＤが要求されると、ステップ１４０４において説明したような
ＩＣＬＳＩＤシステムスコープレジストリエントリが見つけられ、適切なアプリケーショ
ン分離スコープにおいてＣＯＭサーバが起動される（ステップ１４１６）。
【０２６０】
　起動されたＣＯＭサーバインスタンスがアプリケーション分離スコープにおいて実行す
る場合（当該スコープにインストールされるかシステムスコープにインストールされるか
にかかわらず）、ＣＯＭサーバインスタンスのＣＯＭ　ＡＰＩ機能ＣｏＲｅｇｉｓｔｅｒ
ＣｌａｓｓＯｂｊｅｃｔ（）がフックまたは傍受される。ＣｏＲｅｇｉｓｔｅｒＣｌａｓ
ｓＯｂｊｅｃｔ（）に渡された各ＣＬＳＩＤは、ステップ１４０４で定義したようなマッ
ピングテーブルを使用して、対応するＩＣＬＳＩＤにマップされる。元のＣｏＲｅｇｉｓ
ｔｅｒＣｌａｓｓＯｂｊｅｃｔ（）ＡＰＩはＩＣＬＳＩＤでコールされる（ステップ１４
１８）。
【０２６１】
　ＣＳＣＭは、予期されたＩＣＬＳＩＤを持つＣｏＲｅｇｉｓｔｅｒＣｌａｓｓＯｂｊｅ
ｃｔ（）コールからの応答を受信すると、当該ＣＯＭサーバインスタンスへの参照をコー
ル元に返す（ステップ１４２０）。
【０２６２】
　この技術は、ＣＯＭクライアントおよびＣＯＭサーバが、（異なるスコープを含む）ア
プリケーション分離スコープとシステムスコープとの任意の組み合わせにおいて実行する
場合、ＣＯＭサーバ実行をサポートする。ＩＣＬＳＩＤは、（ＣＬＳＩＤによって識別さ
れた）サーバと望ましい適切な分離スコープとの組み合わせに固有である。クライアント
は、正しいＩＣＬＳＩＤ（または、サーバがシステムスコープにインストールされ、そこ
で実行している場合には元のＣＬＳＩＤ）を判定すればよい。
【０２６３】
　（４．６　仮想化されたファイルタイプ関連付け（Ｆｉｌｅ－Ｔｙｐｅ　Ａｓｓｏｃｉ
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ａｔｉｏｎ；ＦＴＡ））
　ファイルタイプ関連付けは、アプリケーションプログラムの実行を呼び出すための、既
知のグラフィカルユーザインターフェース技術である。ユーザには、データファイルを表
すグラフィックアイコンが提示される。ユーザは、自身がファイルを開きたいことを示す
ために、キーボードコマンドを使用して、またはマウス等のポインティングデバイスを使
用してデータファイルを選択し、アイコン上でクリックまたはダブルクリックする。ある
いは、いくつかのコンピューティング環境において、ユーザはコマンドの代わりにコマン
ドラインプロンプトでファイルへのパスを入力する。ファイルは一般に、ファイルを開く
際に使用するアプリケーションプログラムを判定するために使用される、関連付けられた
ファイルタイプ表示を有する。これは、通常、ファイルタイプ表示を特定のアプリケーシ
ョンにマップするテーブルを使用してなされる。Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＷＩＮＤＯＷＳ（
登録商標）オペレーティングシステムファミリーの多くのメンバーにおいて、マッピング
は一般に、実行されるアプリケーションを示すファイルタイプインジケータおよびフルパ
ス名を含むタプル内のレジストリデータベースに保存され、任意の特定のファイルタイプ
に関連付けることができるのは、１つのアプリケーションプログラムのみである。
【０２６４】
　上述の分離環境において、アプリケーションの多くのバージョンが単一のコンピュータ
にインストールされ、そこで実行される場合がある。したがって、これらの環境において
、ファイルタイプと、関連付けられたアプリケーションプログラムとの間の関係は、もは
や一対一の関係ではなく、一対多の関係である。ＭＩＭＥ添付タイプにも同様の問題が存
在する。これらの環境においては、あるファイルタイプが選択された際に起動されるアプ
リケーションプログラムを示すパス名を置換することによって、この問題は解決される。
パス名は、起動するアプリケーションプログラムの選択肢をユーザに与えるチューザツー
ルのパス名で置換される。
【０２６５】
　図１５および概要を参照すると、ファイルタイプ関連付けデータを構成ストアに書き込
むための要求が傍受される（ステップ１５０２）。構成ストア内のファイルタイプ関連付
け情報を要求が更新しているか否かの判定が行われる（ステップ１５０４）。更新してい
ない場合、すなわち、エントリが既に存在する場合、更新は発生しない（ステップ１５０
６）。そうでなければ、第４．１．４節または第４．２．４節で上述した仮想化技術を使
用して新規エントリが作成されるか、または既存エントリが更新される（ステップ１５０
８）。新規または更新されたエントリは、適切な分離スコープに仮想化され、ファイル閲
覧時または編集時に使用するために、ユーザが多くのアプリケーションプログラムのうち
いずれかを選択するのを可能にするチューザツールに、ファイルタイプをマップする。
【０２６６】
　図１５をさらに詳細に参照すると、ファイルタイプ関連付けデータを構成ストアに書き
込むための要求が傍受される（ステップ１５０２）。いくつかの実施形態において、構成
ストアはＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標）レジストリデータベースである。データを構成スト
アに書き込むための要求は、ユーザモードフッキング機能、カーネルモードフッキング機
能、ファイルシステムフィルタドライバ、またはミニドライバによって傍受される場合が
ある。
【０２６７】
　構成ストア内のファイルタイプ関連付け情報を要求が更新しようとしているか否かの判
定が行われる（ステップ１５０４）。一実施形態において、これは、傍受された要求が、
構成ストアの修正を意図していることを示すか否かを検出することによって実現される。
別の実施形態において、要求のターゲットは、要求が構成ストアを修正するよう試みてい
るか否かを判定するために、要求に含まれる情報と比較される。構成ストアがレジストリ
データベースである実施形態では、第４．２節で上述したように、レジストリを修正する
ための要求が傍受される。
【０２６８】
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　要求が構成ストアの更新を試みていないと判定された場合、更新は発生しない（ステッ
プ１５０６）。いくつかの実施形態においては、傍受された要求が読み込み要求であるた
め、構成ストアを更新する試みが行われていないと判定される。その他の実施形態におい
て、この判定は、構成ストア内のターゲットエントリと傍受された要求に含まれる情報と
が同一である、または実質的に同一である場合に行われ得る。
【０２６９】
　しかしながら、ステップ１５０４において、要求が構成ストアを更新することを意図し
ていると判定された場合、構成ストアにおいて新規エントリが作成されるか、または既存
エントリが更新される（ステップ１５０８）。いくつかの実施形態において、ルールは、
どの分離スコープにおいてエントリを作成または更新するかを判定する。いくつかの実施
形態において、システムスコープまたはアプリケーション分離スコープ内で、新規エント
リが作成されるか、または既存エントリが更新される。多くの実施形態において、適切な
ユーザ分離スコープ内で、新規エントリが作成されるか、または既存エントリが更新され
る。新規エントリが作成された場合、当該エントリは、傍受された要求中で識別されたア
プリケーションを示すよりも、特定のタイプのファイルにアクセスする際に使用されるア
プリケーションとしてチューザアプリケーションを記載する。いくつかの実施形態におい
て、チューザツールは、アプリケーションの新規バージョンがインストールされた際、ま
たは同じファイルタイプをハンドルする別のアプリケーションがインストールされた際、
または、当該特定のタイプのファイルをハンドルするためにアプリケーションが自身を登
録もしくは登録解除する際に、自動的に更新される。いくつかの実施形態において、チュ
ーザツールは、チューツールがユーザスコープで実行している場合はシステムスコープお
よびアプリケーションスコープ等、その他のスコープで維持されている構成ストアの部分
において、同じファイルタイプをハンドルするために登録された任意のアプリケーション
を、その適合するアプリケーションのリストに組み込むことができる。既存エントリが更
新され、既存エントリが当該特定のファイルタイプのファイルが使用される際に使用する
アプリケーションとしてチューザアプリケーションを既に記載している場合、チューザに
よって当該ファイルタイプに提示されたアプリケーションのリストは、更新アプリケーシ
ョンを含むように更新されることができる。既存エントリが更新されたが、チューザアプ
リケーションを記載していない場合、当該特定のファイルタイプが使用される際に使用す
るアプリケーションとしてチューザアプリケーションを記載するために、更新されたエン
トリが作られる。これらの実施形態において、関連するアプリケーションに関する情報は
、関連する構成ファイルに、または、いくつかの実施形態において、エントリとしてレジ
ストリデータベースに保存されることができる。
【０２７０】
　チューザアプリケーションは、選択されたファイルタイプに関連するアプリケーション
のリストをユーザに提示することができる。当該アプリケーションは、ユーザがファイル
を処理するために使用したいアプリケーションプログラムを選ぶことも可能にする。次い
でチューザは、適切なスコープ、つまりシステムスコープ、アプリケーション分離スコー
プ、またはユーザ分離スコープにおいて、アプリケーションプログラムを起動する。いく
つかの実施形態において、チューザツールは、ファイルタイプに関連するデフォルトアプ
リケーションプログラムのＩＤを維持する。これらの実施形態において、デフォルトアプ
リケーションは、デスクトップへのアクセスを持たない、または、ユーザに選択肢を提示
することなくデフォルトハンドラを使用するように構成された、プロセスによって使用す
ることができる。
【０２７１】
　（４．７　分離環境間におけるプロセスの動的移動）
　本発明の付加的側面は、異なる仮想スコープ間で作動中のプロセスを移動するための設
備である。換言すると、分離環境２００によってアプリケーションインスタンスに提示さ
れたネイティブリソースの集約ビューは、アプリケーションの実行中に異なる集約ビュー
に変更される場合がある。これにより、特定の分離スコープ内で分離されたプロセスを、
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プロセス作動中に別の分離スコープへ「移動する」ことが可能になる。これは、ＷＩＮＤ
ＯＷＳ（登録商標）オペレーティングシステム内のＭＳＩサービス等、一度に実行できる
のが１つのインスタンスのみであるシステムサービスまたはプロセスに特に有用である。
本発明のこの側面は、ユーザが連続的に数個の分離スコープで作業できるようにするため
に使用することもできる。
【０２７２】
　図１６および概要を参照すると、１つの分離スコープと第２の分離スコープとの間、ま
たはシステムスコープと分離スコープとの間で、プロセスを移動するためのプロセスの一
実施形態が示されている。本明細書において使用する場合、「ターゲット分離スコープ」
という用語は、システムスコープを含む、プロセス移動先の分離スコープに言及するため
に使用され、「ソース分離スコープ」という用語は、システムスコープを含む、プロセス
移動元の分離スコープに言及するために使用される。図１６および概要に示すように、プ
ロセスをターゲット分離スコープへ移動するための方法は、プロセスが安全な状態である
ことを確認するステップ（ステップ１６０２）と、プロセスの関連付けを、そのソース分
離スコープからルールエンジン内のターゲット分離スコープに変更するステップ（ステッ
プ１６０４）と、プロセスの関連付けを、ソース分離スコープから任意のフィルタドライ
バまたはフック用のターゲット分離スコープに変更するステップ（ステップ１６０６）と
、プロセスが実行をレジュームするのを可能にするステップ（ステップ１６０８）とを含
む。
【０２７３】
　図１６をさらに詳細に参照すると、異なる分離スコープへ移動される間、プロセスは「
安全な」状態でなくてはならない（ステップ１６０２）。いくつかの実施形態において、
プロセスは、要求を処理していない時を判定するために監視される。これらの実施形態に
おいて、プロセスは、プロセスによって処理されている要求がない時に移動するために、
「安全な」状態であると考えられる。これらの実施形態のいくつかにおいて、プロセスが
「安全な」状態であると見なされると、プロセスへの新規要求はプロセスが移動されるま
で遅延される。診断アプリケーションに関連するようなその他の実施形態において、分離
スコープ内での変更をトリガするためにユーザインターフェースが提供される場合がある
。これらの実施形態において、ユーザインターフェースは、プロセスを「安全な」状態に
移動させるコードを実行することができる。また他の実施形態において、管理プログラム
は、プロセスへの着信要求をすべて遅延させ、プロセスが任意のアクティブな要求の実行
を完了するのを待つことによって、プロセスを強制的に「安全な」状態にすることができ
る。
【０２７４】
　ターゲット分離スコープに関連するルールは、既にルールエンジンに存在しているので
なければ、ルールエンジンへロードされる（ステップ１６０３）。
【０２７５】
　プロセスのソース分離スコープとの関連付けは、ルールエンジンにおいて変更される（
ステップ１６０４）。上述したように、プロセスはいかなる分離スコープと関係付けられ
てもよい。当該関連付けは、仮想ネイティブリソースが要求に当てはまるルールを判定す
るためのすべての要求において、ルールエンジンによって使用される。アプリケーション
インスタンスは、ルールエンジン内の適切なデータ構造に変更を加えることによって、タ
ーゲット分離スコープと関連付けられることができる。いくつかの実施形態において、プ
ロセスを新規分離スコープと関連付ける新規データベースエントリが書き込まれる。その
他の実施形態において、プロセスが関連付けられている分離スコープの識別子を保存する
ツリーノードは、新規分離スコープを識別するために上書きされる。また他の実施形態に
おいて、オペレーティングシステムは、ターゲット分離スコープに関連するルール、また
は、いくつかの実施形態においては、ルールの識別子を保存するために、プロセス用の追
加記憶装置を割り当てるようにできる。
【０２７６】
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　ソース分離スコープとのプロセスの関連付けは、関連付けまたはルールが、フィルタド
ライバ、カーネルモードフック、またはユーザモードフック等、ルールエンジン外のどこ
に保存されていても、変更される（ステップ１６０６）。プロセスと分離スコープルール
との間の関連付けがＰＩＤに基づいて維持される実施形態では、プロセスＰＩＤとルール
セットとの間の関連付けが変更される。プロセスと分離ルールの適用可能なセットとの間
の関連付けを維持するためにＰＩＤが使用されない実施形態では、ユーザモードフッキン
グ機能は、ターゲット分離スコープに関連するルールセットにアクセスするよう変更され
る場合がある。分離スコープのルールセットとのプロセス関連付けがルールエンジンにお
いて維持される実施形態では、上記のステップ１６０４においてルールエンジン内に保存
された関連付けを変更すれば十分である。
【０２７７】
　プロセスは、新規分離スコープにおいて実行をレジュームすることが可能である（ステ
ップ１６１０）。新規要求が遅延された、または行われるのを禁止された実施形態では、
それらの要求がプロセスに対して発行され、新規要求が許容される。
【０２７８】
　特に有用な一側面において、上述の方法は、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ製であり、Ｍｉｃｒｏ
ｓｏｆｔ　ＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標）オペレーティングシステムファミリーのいくつか
において利用可能なＭＳＩ、インストールパッケージおよびインストール技術を仮想化す
るために使用することができる。このインストールの技術によってパッケージされたアプ
リケーションは、ＭＳＩパッケージと呼ばれる。この技術をサポートするオペレーティン
グシステムは、ＭＳＩパッケージのインストールを支援する、ＭＳＩサービスと呼ばれる
ＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標）サービスを有する。システムには、このサービスの単一のイ
ンスタンスがある。ＭＳＩパッケージをインストールすることを望むプロセスは、ＭＳＩ
サービスへのＣＯＭコールを作るそれらのセッションにおいて、ＭＳＩプロセスを作動さ
せる。
【０２７９】
　ＭＳＩパッケージをアプリケーション分離環境にインストールするために、ＭＳＩイン
ストールを仮想化することができる。概念的には、これは、ＭＳＩサービスへのインスト
ールセッションにおいて、ＭＳＩ　ＡＰＩに対して行われたコールをフックまたは傍受す
ることによって達成できる。ミューテックスを使用して、一度に１つのインストールのみ
が行われることを確認することができる。新規インストールの開始を要求するＭＳＩ　Ａ
ＰＩへのコールが受信または傍受され、コール元プロセスが特定のアプリケーション分離
スコープと関連付けられると、コールを進めることが許容される前に、当該分離スコープ
のコンテキスト内にＭＳＩサービスが置かれる。ＭＳＩサービスによるネイティブリソー
ス要求は、適用可能な分離スコープに従って仮想化されるが、インストールは、ＭＳＩサ
ービスが通常のインストールアクションを行うのに伴って進められる。インストールプロ
セスの終了が検出されると、ＭＳＩサービスと分離スコープとの間の関連付けは除去され
る。上記ではＭＳＩに関して説明したが、上述の技術はその他のインストール技術にも適
用可能である。
【０２８０】
　（均等物）
　本発明は、１つ以上の製品において具現化される１つ以上のコンピュータ可読プログラ
ムとして提供され得る。製品は、フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ、フラッシュメモリカード、ＰＲＯＭ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、または磁気テープで
あってよい。概して、コンピュータ可読プログラムは、ＬＩＳＰ、ＰＥＲＬ、Ｃ、Ｃ＋＋
、ＰＲＯＬＯＧ等の任意のプログラミング言語、またはＪＡＶＡ（登録商標）等の任意の
バイトコード言語で実装されることができる。ソフトウェアプログラムは、オブジェクト
コードとして１つ以上の製品に保存されることができる。
【０２８１】
　本発明の一定の実施形態について説明したが、当業者には、本発明の概念を組み込んだ
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その他の実施形態を使用できることが明らかになるであろう。したがって、本発明は一定
の実施形態に限定すべきでなく、以下の特許請求の範囲の精神および範囲によってのみ限
定されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【０２８２】
　添付の特許請求の範囲において、本発明を詳細に説明する。上述した本発明の利点は、
本発明のさらなる利点と同様に、付随する図面と併せてなされる以下の説明を参照するこ
とにより、より良く理解できる。
【図１Ａ】図１Ａは、ユーザに代わって２つのアプリケーションプログラムの実行をサポ
ートする先行技術のオペレーティングシステム環境のブロック図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、数人のユーザに代わって多くのアプリケーションの同時実行をサポ
ートする先行技術のオペレーティングシステム環境のブロック図である。
【図２Ａ】図２Ａは、アプリケーションプログラム互換性および社交性の問題を低減した
コンピュータシステムの実施形態のブロック図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、アプリケーションプログラム互換性および社交性の問題を低減した
コンピュータシステムの実施形態の図である。
【図２Ｃ】図２Ｃは、プロセスを分離スコープと関連付けるために取られるステップの一
実施形態を示すフローチャートである。
【図３Ａ】図３Ａは、コンピュータシステムにおいてネイティブリソースへのアクセスを
仮想化するために取られるステップの一実施形態を示すフローチャートである。
【図３Ｂ】図３Ｂは、実行モードで置換インスタンスを識別するために取られるステップ
の実施形態を示すフローチャートである。
【図３Ｃ】図３Ｃは、リソースがそれを修正することを意図して開かれることを示す、ネ
イティブリソースを開くための要求が受信された際に、文字リソースを識別するためにイ
ンストールモードで取られるステップの一実施形態を描写したフローチャートである。
【図３Ｄ】図３Ｄは、仮想リソースを作成するための要求が受信された際に、文字リソー
スを識別するためにインストールモードで取られるステップの一実施形態を描写したフロ
ーチャートである。
【図４】図４は、上述の仮想化環境において、ファイルシステム内のエントリを開くため
に取られるステップの一実施形態を描写したフローチャートである。
【図５】図５は、上述の仮想化環境において、ファイルシステムからエントリを削除する
ために取られるステップの一実施形態を描写したフローチャートである。
【図６】図６は、上述の仮想化環境において、ファイルシステム内のエントリを列挙する
ために取られるステップの一実施形態を描写したフローチャートである。
【図７】図７は、上述の仮想化環境において、ファイルシステム内でエントリを作成する
ために取られるステップの一実施形態を描写したフローチャートである。
【図７Ａ】図７Ａは、一実施形態を描写したフローチャートである。
【図８】図８は、上述の仮想化環境において、レジストリキーを開くために取られるステ
ップの一実施形態を描写したフローチャートである。
【図９】図９は、上述の仮想化環境において、レジストリキーを削除するために取られる
ステップの一実施形態を描写したフローチャートである。
【図１０】図１０は、上述の仮想化環境において、レジストリデータベース内のキーのサ
ブキーを列挙するために取られるステップの一実施形態を描写したフローチャートである
。
【図１１】図１１は、上述の仮想化環境において、レジストリキーを作成するために取ら
れるステップの一実施形態を描写したフローチャートである。
【図１２】図１２は、名前付きオブジェクトへのアクセスを仮想化するために取られるス
テップの一実施形態を描写したフローチャートである。
【図１３】図１３は、上述の環境において、ウィンドウ名およびウィンドウクラスを仮想
化するために取られるステップの一実施形態を描写したフローチャートである。
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【図１３Ａ】図１３Ａは、文字ウィンドウ名およびウィンドウクラス名を判定するために
取られるステップの一実施形態を描写したフローチャートである。
【図１４】図１４は、上述の仮想化環境において、プロセス外ＣＯＭサーバを呼び出すた
めに取られるステップの一実施形態を描写したフローチャートである。
【図１５】図１５は、ファイルタイプ関連付けを使用してアプリケーション呼び出しを仮
想化するために取られるステップの一実施形態を描写したフローチャートである。
【図１６】図１６は、ソース分離スコープからターゲット分離スコープへプロセスを移動
するために取られるステップの一実施形態を描写したフローチャートである。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図２Ａ】 【図２Ｂ】

【図２Ｃ】 【図３Ａ】
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【図３Ｂ】 【図３Ｃ】

【図３Ｄ】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図７Ａ】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１３Ａ】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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