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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの電子カタログおよび前記少なくとも１つの電子カタログと通信するコ
ンピューティングデバイスを具えるシステムであって、
　前記少なくとも１つの電子カタログは、複数のサービスイメージと、関連付けられた価
格情報と、を記憶するように構成され、それぞれのサービスイメージは、複数のホスト型
コンピューティングデバイスを具えるホスト型コンピューティング環境上で実行されると
き、１つまたは複数のネットワークアクセス可能なサービスを実装し、前記電子カタログ
は、前記ホスト型コンピューティング環境上で実行するための１つまたは複数のサービス
イメージを検索するためにアクセス可能であり、
　前記コンピューティングデバイスは、
　前記電子カタログ中に記憶された前記複数のサービスイメージのそれぞれに関する情報
であって、前記複数のサービスイメージのそれぞれについて、前記サービスイメージの機
能性に関連付けられた価格を具える情報を、顧客コンピューティングデバイスに提示する
ユーザインターフェースを生成し、
　前記顧客コンピューティングデバイスから、前記ユーザインターフェースからの選択さ
れたサービスイメージであって、実行されるとき、前記選択されたサービスイメージに関
連付けられた前記１つまたは複数のネットワークアクセス可能なサービスを実装し、前記
サービスイメージの前記機能性を提供する選択されたサービスイメージの識別子を受信し
、
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　前記選択されたサービスイメージに関連付けられた前記１つまたは複数のネットワーク
アクセス可能なサービスの利用を監視し、前記１つまたは複数のネットワークアクセス可
能なサービスによって提供された前記機能性の利用を確定し、
　仮想マシンインスタンスが、前記１つまたは複数のネットワークアクセス可能なサービ
スによって提供された前記機能性の前記利用を満足していることを確定し、
　顧客のために、前記ホスト型コンピューティング環境のホスト型コンピューティングデ
バイス上で生成される前記仮想マシンインスタンスを生成し、前記１つまたは複数のネッ
トワークアクセス可能なサービスの追加の機能性を提供する、
ように構成されている、
システム。
【請求項２】
　前記コンピューティングデバイスは、前記選択されたサービスイメージを、前記生成さ
れた仮想マシンインスタンスによって実行させるようにさらに構成されている、
請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記ネットワークアクセス可能なサービスは、特定の機能性を提供するように構成され
ている、
請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの電子カタログは、前記複数のサービスイメージのそれぞれについ
て、前記選択されたサービスイメージに関連付けられた利用条件を記憶するようにさらに
構成され、
　前記コンピューティングデバイスは、前記顧客が前記選択されたサービスイメージに関
連付けられた前記利用条件を承諾したことを検証するようにさらに構成されている、
請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記コンピューティングデバイスは、顧客コンピューティングデバイスから、前記選択
されたサービスイメージに対応する前記実装された１つまたは複数のサービスにアクセス
し得る、追加のエンティティの選択を受信し、ホスト型コンピューティング環境に、前記
追加のエンティティに対応する情報を送信するようにさらに構成されている、
請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記１つまたは複数のネットワークアクセス可能なサービスによって提供された前記機
能性の前記利用を確定するように構成される利用監視コンピューティングデバイスと、
　前記利用監視コンピューティングデバイスと通信する請求コンピューティングデバイス
と、
をさらに具え、
　前記請求コンピューティングデバイスは、
　前記選択されたサービスイメージに関連付けられた前記１つまたは複数のネットワーク
アクセス可能なサービスによって提供された前記機能性の前記確定された利用に少なくと
も部分的に基づいて、かつ、前記選択されたサービスイメージに関連付けられた価格情報
に少なくとも部分的に基づいて、前記選択されたサービスイメージに対応する費用を確定
し、
　前記確定された費用に応じて前記顧客に請求する、
ように構成されている、
請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記コンピューティングデバイスは、前記顧客から、前記選択されたサービスイメージ
を実行するための追加の数のコンピューティングデバイスの選択を受信し、前記選択され
たサービスイメージを、前記ホスト型コンピューティング環境内で前記追加の数のコンピ
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ューティングデバイスによって実行させるようにさらに構成されている、
請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記追加の数のコンピューティングデバイスは、追加の数の仮想マシンインスタンスで
ある、
請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれかに記載のシステムによって、仮想マシンインスタンスを生成
する方法であって、
　複数のサービスイメージを具える検索可能な電子カタログを維持するステップであって
、前記複数のサービスイメージのそれぞれのサービスイメージが、複数のホスト型コンピ
ューティングデバイスを具えるホスト型コンピューティング環境上で実行されるとき、１
つまたは複数のネットワークアクセス可能なサービスを実装するステップと、
　顧客コンピューティングデバイスからの要求に応答して、前記顧客コンピューティング
デバイスに、前記顧客コンピューティングデバイス上で提示するために前記検索可能な電
子カタログ中に記憶された、少なくとも１つのサービスイメージに関する情報を送信する
ステップと、
　前記顧客コンピューティングデバイスから、前記検索可能な電子カタログからの選択さ
れたサービスイメージの識別子を受信するステップであって、前記選択されたサービスイ
メージが、実行されるとき、前記選択されたサービスイメージに関連付けられた前記１つ
または複数のネットワークアクセス可能なサービスを実装し、前記選択されたサービスイ
メージの機能性を提供するステップと、
　前記顧客コンピューティングデバイスに、前記選択されたサービスイメージに関連付け
られた前記１つまたは複数のネットワークアクセス可能なサービスへのアクセスを提供す
るステップと、
　前記選択されたサービスイメージに関連付けられた前記１つまたは複数のネットワーク
アクセス可能なサービスの利用を監視するステップであって、前記１つまたは複数のネッ
トワークアクセス可能なサービスによって提供された前記機能性の利用を確定するステッ
プと、
　仮想マシンインスタンスが、前記１つまたは複数のネットワークアクセス可能なサービ
スによって提供された前記機能性の前記利用を満足する必要があることを確定するステッ
プと、
　顧客のために、前記仮想マシンインスタンスを生成するステップであって、前記１つま
たは複数のネットワークアクセス可能なサービスの追加の機能性を提供し、前記仮想マシ
ンインスタンスを、前記ホスト型コンピューティング環境のホスト型コンピューティング
デバイス上で生成するステップと、
を含む方法。
【請求項１０】
　前記維持される検索可能な電子カタログは、前記複数のサービスイメージのそれぞれに
ついて、前記サービスイメージに関連付けられた価格情報、および、前記サービスイメー
ジに関連付けられた利用条件のうちの少なくとも１つをさらに含む、
請求項９に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１１】
　前記ホスト型コンピューティング環境は、サービスイメージのプロバイダに関連付けら
れたホスト型コンピューティング環境、および、前記検索可能な電子カタログに関連付け
られたホスト型コンピューティング環境のうちの少なくとも１つである、
請求項９に記載のコンピュータ実装方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　一般に記載されるならば、コンピューティングデバイスは、データを交換するために、
通信ネットワーク、または連続する通信ネットワークを利用する。会社および組織は、い
くつかのコンピューティングデバイスを相互接続して、運用を支援し、または第三者にサ
ービスを提供する、コンピュータネットワークを運用する。コンピューティングシステム
は、単一の地理的箇所に位置付けられ、または複数の、別個の地理的箇所に位置付けられ
る可能性がある（例えば、私設または公衆通信ネットワークを介して相互接続される）。
詳細には、本明細書で一般に「データセンタ」と呼ばれるデータセンタまたはデータ処理
センタは、コンピューティングリソースをデータセンタのユーザに提供するために、いく
つかの相互接続されたコンピューティングシステムを含む場合がある。データセンタは、
組織のために運用される私設データセンタ、または一般公衆のために、もしくはその利益
のために運用される公衆データセンタである場合がある。
【０００２】
　データセンタリソースの増加した利用を容易にするために、仮想化技術は、単一の物理
的コンピューティングデバイスが、仮想マシンの１つまたは複数のインスタンスをホスト
することを可能にし、その仮想マシンインスタンスは、独立したコンピューティングデバ
イスとして、データセンタのユーザに現れる。仮想化を用いて、ホストコンピューティン
グデバイスは、動的な様式で、仮想マシンインスタンスを作成、維持、削除、または別途
、管理し得る。同様に、ユーザは、単一のコンピューティングデバイスまたはネットワー
ク化されたコンピューティングデバイスの構成を含む、データセンタからのコンピューテ
ィングリソースを要求し、要求されたコンピューティングリソースを提供する仮想マシン
インスタンスを提供され得る。
【０００３】
　仮想マシンのインスタンスは、特定の機能性を提供するように構成されてもよい。例え
ば、仮想マシンインスタンスは、仮想マシンが、異なる所望の機能性を提供し、または類
似の機能性をより効率的に提供することを可能にするための、ソフトウェアアプリケーシ
ョンおよびオペレーティングシステム、またはオペレーティングシステム構成の異なる組
み合わせに関連付けられてもよい。１つまたは複数の仮想マシンインスタンス構成は、多
くの場合、サービスイメージ内に含まれ、ホストコンピューティングデバイスは、仮想マ
シンインスタンスの所望される特定の機能性を実装するために、これを実行してもよい。
【０００４】
　一実施形態において、サービスイメージは、仮想マシンインスタンスによって実行され
るとき、サービスイメージに含まれるソフトウェアアプリケーション／構成に対応する、
ネットワークアクセス可能なサービス（別名、ウェブサービス）を提供する。ネットワー
クアクセス可能なサービスは、アプリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰ
Ｉ）により、ネットワークを介して、他のアプリケーションおよびコンピューティングリ
ソースに特定の機能性を提供し、そのＡＰＩは、また、ネットワークアクセス可能なサー
ビスまたはウェブサービスと見なされ得る。例えば、サービスイメージは、実行されると
、ネットワークアクセス可能なデータベースまたは大容量ストレージサービスを提供する
場合がある。一度サービスイメージが作成されると、特定の目的のために、データセンタ
から利用可能なコンピューティングリソースを利用することに関心のあるユーザに提供さ
れ得る。
【０００５】
　上述の態様および付随の利点の多くは、添付の図面と併せ読むことにより、以下の詳細
な説明を参照すれば、より良好に理解され、より容易に認識されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】電子サービスイメージ市場が、顧客が、電子市場の第三者プロバイダおよび運用
者によって市場で利用可能にされたサービスイメージをブラウズおよび取得することを可
能にする、例示的な運用環境を図示するブロック図である。
【図２】図１に示されるサービスイメージ市場に組み込むためにサービスイメージを提出
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する、プロバイダコンピューティングデバイスを図示する、ブロック図である。
【図３】プロバイダが、図１に示されるサービスイメージ市場に組み込むためにサービス
イメージを提出することを可能にする、プロバイダコンピューティングデバイス上で表示
される例示的なユーザインターフェースを図示する。
【図４】対象のサービスイメージのために図１に示される、サービスイメージ市場をクエ
リする顧客コンピューティングデバイスを図示する、ブロック図である。
【図５Ａ】図１に示される、サービスイメージ市場を介して利用可能なサービスイメージ
に関連付けられた情報を提示する、顧客コンピューティングデバイス上に表示される例示
的なユーザインターフェースを図示する。
【図５Ｂ】図１に示される、サービスイメージ市場を介して利用可能なサービスイメージ
に関連付けられた情報を提示する、顧客コンピューティングデバイス上に表示される例示
的なユーザインターフェースを図示する。
【図５Ｃ】図１に示される、サービスイメージ市場を介して利用可能なサービスイメージ
に関連付けられた情報を提示する、顧客コンピューティングデバイス上に表示される例示
的なユーザインターフェースを図示する。
【図６】顧客が、図１に示される、サービスイメージ市場から取得されるサービスイメー
ジを構成することを可能にする、顧客コンピューティングデバイス上に表示される例示的
なユーザインターフェースを図示する。
【図７Ａ】図１に示されるサービスイメージ市場に関連付けられたホスト型コンピューテ
ィング環境での、顧客によるサービスイメージの取得および取得されたサービスイメージ
の起動を図示する、ブロック図である。
【図７Ｂ】図１に示されるサービスイメージ市場に関連付けられたホスト型コンピューテ
ィング環境での、顧客によるサービスイメージの取得および取得されたサービスイメージ
の起動を図示する、ブロック図である。
【図８】図１に示されるサービスイメージ市場から、顧客によって取得される１つまたは
複数のホスト型サービスイメージに関する詳細を提示する、顧客コンピューティングデバ
イス上に表示される、例示的なユーザインターフェースを図示する。
【図９】図１に示されるサービスイメージ市場に、プロバイダによって提出される１つま
たは複数のサービスイメージに関する詳細を提示する、プロバイダコンピューティングデ
バイス上に表示される、例示的なユーザインターフェースを図示する。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　一般に記載されるならば、本開示の態様は、サービスイメージのための電子市場を提供
することに関する。より詳細には、顧客が、多種多様なサービスイメージをブラウズおよ
び取得することを可能にする、電子サービスイメージ市場が開示される。サービスイメー
ジは、第三者プロバイダによって電子サービスイメージ市場に提出され、かつこれから利
用可能にされてもよく、または市場自体の運用者によって市場に提出されてもよい。一度
市場を介して取得されると、サービスイメージは、サービスイメージの第三者プロバイダ
によって維持されるホスト型コンピューティング環境で、または市場に関連付けられた、
ホスト型コンピューティング環境で起動されてもよい。
【０００８】
　電子サービスイメージ市場は、サービスイメージのプロバイダおよび顧客の両方が、ネ
ットワークを介して相互作用し得る環境を提供する。一実施形態において、プロバイダは
、サービスイメージカタログに組み込むために、サービスイメージ市場にサービスイメー
ジを提出してもよい。プロバイダは、価格情報、利用条件、サービスイメージがホストさ
れ得る、プロバイダホスト型コンピューティング環境の箇所、または他の情報等、顧客に
とって役立つ、サービスイメージに対応する追加の情報を提出してもよい。顧客は、以下
に更に詳細に記載されるように、サービスイメージ市場によって生成される様々なユーザ
インターフェースとの相互作用により、サービスイメージカタログをブラウズしてもよい
。対象のサービスイメージを識別する際に、顧客は、サービスイメージのプロバイダによ
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って提出された情報等、サービスイメージカタログ中のそれぞれのサービスイメージの詳
細を調べてもよい。いくつかの実施形態において、顧客は、サービスイメージの他の市場
顧客による利用統計、他の顧客による批評、または類似または補完的サービスイメージに
対する推奨等、サービスイメージに関連付けられた情報を更に調べてもよい。したがって
、サービスイメージは、機能、タイプ、またはサイズ等によって組織されるサービスのブ
ラウズツリーを介するナビゲーションによって、もしくは推奨、批評等を通じて等、電子
サービスイメージ市場による様々なやり方で顧客に現れてもよい。
【０００９】
　一度顧客がサービスイメージを選択すると、顧客は、サービスイメージ市場からサービ
スを購入し、または別途、取得してもよい。いくつかの実施形態において、顧客は、サー
ビスイメージの起動前に、サービスイメージに対する支払い情報を提出することを要求さ
れる場合がある。顧客によるサービスイメージの取得後、サービスイメージは、１つまた
は複数のホスト型コンピューティング環境によって起動および実行されてもよい。ホスト
型コンピューティング環境は、サービスイメージ市場の運用者によって提供されてもよく
、または別途、電子サービスイメージ市場に関連付けられてもよい。いくつかの実施形態
において、取得されるサービスイメージの第三者プロバイダは、電子サービスイメージ市
場を介して、顧客によって取得されるサービスイメージ用ホスト型コンピューティング環
境を提供してもよい。
【００１０】
　一度サービスイメージが起動され、ホスト型コンピューティング環境で走ると、電子サ
ービスイメージ市場は、サービスイメージによって提供される機能性またはサービスの利
用を監視し、適宜、顧客に請求、あるいはプロバイダに支払うことができる。更に、電子
サービスイメージ市場は、顧客に、サービスイメージの管理、監視、修正等を行うための
ツールを提供してもよい。
【００１１】
　以下で論じられる実施形態は、サービスイメージのための電子市場のユーザを顧客と呼
ぶ場合がある。しかし、ユーザは、顧客に限定されるのではなく、電子市場から購入され
るサービスイメージの所有者、管理者、エンドユーザ、およびプロバイダを含み得ること
を理解されたい。本開示の特定の実施形態および例示的な用途は、ここで図面を参照して
説明される一方、これらの実施形態および例示的な用途は、本開示を限定するのではなく
、例示することを意図される。
【００１２】
　図１は、電子サービスイメージ市場１００が、顧客が電子市場の第三者プロバイダまた
は運用者によって市場で利用可能にされるサービスイメージをブラウズおよび取得するこ
とを可能にする、例示的な運用環境を図示する、ブロック図である。図１に例示されるよ
うに、運用環境は、ネットワーク１３０を介して電子サービスイメージ市場１００と通信
する、１つまたは複数のプロバイダコンピューティングデバイス１５０と、１つまたは複
数の顧客コンピューティングデバイス１４０とを含む。第三者プロバイダは、プロバイダ
コンピューティングデバイス１５０を使用して、ネットワーク１３０を介して、特定の種
類の機能性のためのサービスイメージを電子サービスイメージ市場１００に提出してもよ
い。その後、電子サービスイメージ市場１００は、提出されたサービスイメージ、ならび
に市場に提出された他のサービスイメージを、顧客に利用可能にしてもよい。したがって
、顧客は、コンピューティングデバイス１４０を使用して、電子サービスイメージ市場１
００から利用可能なサービスイメージをブラウズし、所望されるサービスイメージを取得
し、運用され、維持され、提供され、または別途、電子サービスイメージ市場１００の運
用者に関連付けられた市場ホスト型コンピューティング環境１２０で、取得されたサービ
スイメージを起動してもよい。取得されたサービスイメージが第三者プロバイダによって
電子サービスイメージ市場１００に提出された、いくつかの場合に、取得されたサービス
イメージは、運用され、維持され、提供され、または別途、第三者プロバイダに関連付け
られる、プロバイダホスト型コンピューティング環境１５２で起動されてもよい。ホスト
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型コンピューティング環境は、市場または第三者プロバイダに関連してホストされた、迅
速に提供され、解放されたコンピューティングリソースの収集物を含んでもよい。コンピ
ューティングリソースは、互いに通信するいくつかのコンピューティング、ネットワーク
化、またはストレージデバイスを含んでもよい。いくつかの実施形態において、コンピュ
ーティングデバイスは、物理的コンピューティングデバイスに対応してもよい。他の実施
形態において、コンピューティングデバイスは、１つまたは複数の物理的コンピューティ
ングデバイスによって実装される、仮想マシンインスタンスに対応してもよい。なおも他
の実施形態において、コンピューティングデバイスは、仮想コンピューティングデバイス
および物理的コンピューティングデバイスの両方に対応してもよい。ホスト型コンピュー
ティング環境の一例は、２０１１年１月４日に発行された米国特許第７，８６５，５８６
号、表題「Ｃｏｎｆｉｇｕｒｉｎｇ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｂｅｔｗｅｅｎ　
Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ　Ｎｏｄｅｓ」に与えられ、これは、その全体が参照によって本明細
書に組み込まれる。ホスト型コンピューティング環境は、クラウドコンピューティング環
境とも呼ばれる場合がある。
【００１３】
　サービスイメージのプロバイダおよび電子サービスイメージ市場１００に関連付けられ
たホスト型コンピューティング環境を参照して本明細書に記載されるが、いくつかの実施
形態において、追加のホスト型コンピューティング環境が利用されてもよい。例えば、顧
客コンピューティングデバイス１４０は、顧客ホスト型コンピューティング環境（図示せ
ず）を提供してもよく、または第三者は、第三者ホスト型コンピューティング環境（図示
せず）を提供してもよい。これらの追加のホスト型コンピューティング環境の全ては、電
子サービスイメージ市場１００にアクセス可能であってもよく、電子サービスイメージ市
場１００から利用可能なサービスイメージをホストするために利用されてもよい。簡潔さ
の目的のために、追加のホスト型コンピューティング環境は、本明細書で「プロバイダホ
スト型コンピューティング環境」とも呼ばれる。
【００１４】
　プロバイダコンピューティングデバイス１５０および顧客コンピューティングデバイス
１４０は、ネットワーク１３０を介して電子サービスイメージ市場１００と通信してもよ
い。プロバイダコンピューティングデバイス１５０または顧客コンピューティングデバイ
ス１４０は、ラップトップまたはタブレットコンピュータ、パーソナルコンピュータ、サ
ーバ、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、ハイブリッドＰＤＡ／携帯電話、携
帯電話、電子書籍リーダー、セットトップボックス、カメラ、デジタルメディアプレーヤ
ー等、任意のコンピューティングデバイスであってもよい。当業者は、ネットワーク１３
０が、任意の有線ネットワーク、無線ネットワーク、またはそれらの組み合わせであって
もよいことを理解するであろう。更に、ネットワーク１３０は、パーソナルエリアネット
ワーク、ローカルエリアネットワーク、広域ネットワーク、ケーブルネットワーク、衛星
ネットワーク、移動電話ネットワーク、またはそれらの組み合わせであってもよい。例示
される実施形態において、ネットワーク１３０はインターネットである。インターネット
または他の前述の種類の通信ネットワークのいずれかを介して通信するためのプロトコル
およびコンポーネントは、コンピュータ通信の当業者に周知であり、したがって、本明細
書により詳細に記載される必要はない。
【００１５】
　例示される実施形態において、電子サービスイメージ市場１００は、１つまたは複数の
ネットワークを使用して相互接続される、いくつかのコンピュータシステムを含むコンピ
ュータ環境として、例示される。より詳細には、サービスイメージ市場は、市場サーバ１
１２、利用監視サーバ１１４、電子カタログ１１６、および請求サーバ１１８を含んでも
よい。これらのそれぞれは、以下により詳細に説明される。しかし、電子サービスイメー
ジ市場１００が、図１に例示されるよりも少ない、または多いコンポーネントを有し得る
ことが、当業者によって理解されるであろう。更に、電子サービスイメージ市場１００は
、様々なウェブサービスおよび／またはピア―ピアネットワーク構成を含み得るであろう
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。したがって、図１における電子サービスイメージ市場１００の図示は、本開示を限定す
るものではなく、例示的なものとして取られるべきである。
【００１６】
　市場サーバ１１２は、電子サービスイメージ市場１００でのサービスイメージの第三者
プロバイダによるネットワーク提出、ならびに顧客によるブラウズおよび取得を容易にす
る。したがって、プロバイダは、プロバイダコンピューティングデバイス１５０を利用し
て、市場サーバ１１２を介して、電子サービスイメージ市場１００に１つまたは複数のサ
ービスイメージを提出してもよい。次いで、提出されたサービスイメージは、電子カタロ
グ１１６に含まれてもよい。プロバイダが、プロバイダコンピューティングデバイス１５
０を利用して、サービスイメージを電子サービスイメージ市場１００に提出する処理は、
図２および３に関連して、以下に更に詳細に説明される。
【００１７】
　電子カタログ１１６は、複数のプロバイダから利用可能なサービスイメージおよび電子
サービスイメージ市場１００の運用者によって利用可能にされるサービスイメージについ
ての情報を含む。したがって、市場サーバ１１２は、複数のプロバイダおよび市場によっ
て提案されるサービスイメージに対するサービスイメージ情報を取得し、ウェブサイト等
、単一のネットワークリソースからの顧客に、サービスイメージを利用可能にしてもよい
。その後、顧客は、サービスイメージをサービスイメージ市場から取得し、単一の相互作
用またはサービスイメージ市場と共に配置された順序で、ホスト型コンピューティング環
境（例えば、市場ホスト型コンピューティング環境１２０またはプロバイダホスト型コン
ピューティング環境１５２）内のサービスイメージを起動してもよい。これは、顧客が独
自のサービスイメージを開発し、またはサービスイメージのための複数の異なるプロバイ
ダまたは他のソースを研究、検索、もしくは別途、調査する必要性を取り除く。本開示の
範囲を逸脱することなく、電子カタログは、物品（商品およびサービス等）およびサービ
スイメージの両方に関する情報を含むカタログであってもよく、または一方のカタログが
物品に関する情報を含み、他方のカタログがサービスイメージに関する情報を含む、別個
のカタログであってもよい。
【００１８】
　例示的に、市場サーバ１１２は、１つまたは複数のユーザインターフェースを生成して
もよく、それを介して、顧客は、顧客コンピューティングデバイス１４０を利用して、サ
ービスイメージをブラウズし、一致するサービスイメージについてのクエリを提出し、特
定のサービスイメージに関する情報および詳細を調べてもよい。顧客コンピューティング
デバイス１４０が電子サービスイメージ市場１００にクエリすることができ、市場サーバ
１１２がユーザインターフェースを生成する例示的な処理は、図４～５Ｂに関連して、以
下により詳細に説明される。
【００１９】
　顧客が電子サービスイメージ市場１００から所望されるサービスイメージを選択した後
、市場サーバ１１２は、サービスイメージの構成および取得を容易にし、ホスト型コンピ
ューティング環境でサービスイメージを起動させてもよい。このとき、市場サーバ１１２
は、顧客コンピューティングデバイス１４０からの支払い情報、ならびにサービスイメー
ジがどのようにホスト型コンピューティング環境によって実装されるべきかを指定する情
報を受信してもよい。いくつかの実施形態において、顧客は、特定のホスト型コンピュー
ティング環境を選択して、選択されたサービスイメージをホストしてもよい。特定のホス
ト型コンピューティング環境は、例えば、電子サービスイメージ市場１００に関連付けら
れた市場ホスト型コンピューティング環境１２０、またはサービスイメージのプロバイダ
に関連付けられたプロバイダホスト型コンピューティング環境１５２に対応してもよい。
【００２０】
　一度サービスイメージが起動され、ホスト型コンピューティング環境で走ると、電子サ
ービスイメージ市場１００は、サービスイメージによって提供される機能性またはサービ
スの利用を監視し、利用監視サーバ１１４および請求サーバ１１８を介して、それぞれ、
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顧客に請求し、またはそれに応じてプロバイダに支払うことができる。更に、サービスイ
メージ市場は、サービスイメージの管理、監視、修正等を行うツールを顧客に提供しても
よい。図示される例において、利用監視サーバ１１４は、市場ホスト型コンピューティン
グ環境１２０と通信し、実行されたサービスイメージによって提供される機能性（例えば
、ウェブサービス）の利用を追跡するように運用可能である。これは、例えば、サービス
イメージの価格が、実行時の、サービスイメージによって生成されるウェブサービスの利
用に依存する場合、必要とされ得る。
【００２１】
　他方、請求サーバ１１８は、顧客からの支払いを処理するために提供され、いくつかの
実施形態において、取得されたサービスイメージのプロバイダへの支払いを提供してもよ
い。請求サーバ１１８は、市場サーバ１１２との相互作用を介して、支払い情報を受信お
よび提供してもよい。いくつかの実施形態において、請求サーバ１１８は、これに代えて
、追加のサーバ、電話的な相互作用、または他のメカニズム等、他の処理を介して支払い
情報を受信および提供してもよい。
【００２２】
　図２を参照すると、プロバイダコンピューティングデバイス１５０が電子サービスイメ
ージ市場１００にサービスイメージを提出することを可能にするための例示的な相互作用
が、記載される。図２に図示されるように、プロバイダコンピューティングデバイス１５
０は、サービスイメージおよびそのサービスイメージに対応する情報を電子サービスイメ
ージ市場１００に提出し、その提出は、市場サーバ１１２によって処理される。プロバイ
ダは、プロバイダコンピューティングデバイス１５０を利用して、サービスイメージの名
前、そのサービスイメージを生成したエンティティ、そのサービスイメージに含まれるソ
フトウェア、またはその中に含まれるサービスイメージもしくはソフトウェアの記載等の
情報を提出してもよい。エンティティまたはプロバイダは、サービスイメージまたはサー
ビスイメージの使用に対応する価格情報を提出してもよい。そのような価格情報は、例示
によれば、サービスイメージの取得に対する１回の価格、サービスイメージに関連付けら
れた月毎の定期利用料金、またはサービスイメージの使用の期間に関連付けられた利用料
金に対応してもよい。例えば、提出された価格情報は、サービスイメージの使用に対する
時間毎の使用料金に加えて、サービスイメージの取得に対する月毎の定期利用料金を反映
してもよい。プロバイダコンピューティングデバイス１５０は、場合によっては、エンド
ユーザライセンス契約（「ＥＵＬＡ」）の要求される承諾、最大利用限度、または非商業
的使用のみを可能にする制限等の利用限度の種類等、提供されるサービスイメージに関連
付けられた利用限度を提出してもよい。
【００２３】
　サービスイメージおよびプロバイダコンピューティングデバイス１５０から受信される
任意の対応する情報の提出後に、市場サーバ１１２は、サービスイメージおよび対応する
情報を記憶するために、電子カタログ１１６と相互作用してもよい。電子カタログ１１６
は、電子サービスイメージ市場１００を介して顧客に利用可能である、サービスイメージ
の包括的カタログとして実装されてもよい。ここでは単一のサービスイメージカタログと
して図示されるが、市場サーバ１１２は、提出されたサービスイメージおよび対応する情
報を記憶するために、いくつかの別個のサービスイメージカタログと相互作用してもよい
。一実施形態において、電子カタログ１１６は、１つまたは複数のメモリストレージデバ
イス内に記憶された従来のデータベースである。他の実施形態において、電子カタログ１
１６は、中に記憶された包括的カタログを維持することに責任を有するカタログサーバ（
図示せず）と関連付けられる。電子カタログ１１６および／または関連付けられたカタロ
グサーバは、電子サービスイメージ市場１００を介して利用可能なサービスイメージのた
めのカタログ情報も記憶する他のサーバおよびデータベースと通信してもよい。例えば、
そのようなサーバおよびデータベースは、異なるプロバイダによって運用されてもよく、
したがって、それらのプロバイダによって提案されるサービスイメージのための様々なカ
タログ情報を含んでもよい。
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【００２４】
　いくつかの実施形態において、サービスイメージの提出は、電子カタログ１１６中にサ
ービスイメージを含むことを、必ずしももたらさなくてもよい。例えば、電子サービスイ
メージ市場１００は、電子カタログ１１６に含む前に、サービスイメージを検討するため
の自動化または手動監督ルーチンを有してもよい。サービスイメージのそのような検討は
、サービスイメージを電子カタログ１１６に追加する前に、電子サービスイメージ市場１
００とプロバイダ（図示せず）との間の通信を更にもたらしてもよく、または電子カタロ
グ１１６にサービスイメージを含まないことをもたらしてもよい。
【００２５】
　上記ではサービスイメージを参照して説明されたが、いくつかの実施形態において、プ
ロバイダは、サービスイメージを提供するのではなく、１つまたは複数のサービスイメー
ジコンポーネントを提供してもよい。そのようなサービスイメージコンポーネントは、例
えば、サービスイメージ内に含まれ得るアプリケーションに対応してもよい。これらの実
施形態において、サービスイメージコンポーネントは、電子カタログ１１６内に記憶され
、購入のために、電子サービスイメージ市場１００の顧客によって選択可能であってもよ
い。電子サービスイメージ市場１００は、顧客による１つまたは複数のサービスイメージ
コンポーネントへの選択に応答して、サービスイメージを作成するように構成されてもよ
い。
【００２６】
　図３を参照すると、サービスイメージのプロバイダ提出のためのユーザインターフェー
ス３００の一例が、示される。図３に示されるように、ユーザインターフェース３００は
、図１のプロバイダコンピューティングデバイス１５０等のプロバイダコンピューティン
グデバイスを利用するプロバイダが、サービスイメージを電子サービスイメージ市場１０
０に提出することを可能にする。例示的に、ユーザインターフェース３００は、電子サー
ビスイメージ市場１００の市場サーバ１１２によって生成され、プロバイダコンピューテ
ィングデバイス１５０上のブラウザアプリケーション等のアプリケーションによって、プ
ロバイダコンピューティングデバイス１５０上に提示されてもよい。この例において、ユ
ーザインターフェース３００は、電子サービスイメージ市場１００へのタイトル参照３０
２、すなわち、「ホスト型ウェブサービスカタログ」、ならびに電子サービスイメージ市
場１００を現在訪問しているプロバイダへの挨拶文３０４を含む。図示される例において
、プロバイダは、「Ｐａｕｌ　Ｐｒｏｖｉｄｅｒ」として識別される。ユーザインターフ
ェース３００は、ナビゲーションパネル３１０を更に含み、これは、電子サービスイメー
ジ市場１００によって提案される様々な他の特徴にプロバイダを導く。例示的に、ナビゲ
ーションパネル３１０内のテキストユニットは、相互作用リンクに対応してもよく、これ
は、選択されると、ユーザインターフェースを修正または変更する。現在の例において、
Ｐａｕｌ　Ｐｒｏｖｉｄｅｒは、リンク３１２「サービスイメージをアップロードする」
を選択している。この選択に基づいて、市場サーバ１１２は、ユーザインターフェース３
００のためのコンテンツを返している。
【００２７】
　ユーザインターフェース３００によって、プロバイダは、サービスイメージに関連付け
られた情報を電子サービスイメージ市場１００に提出してもよい。プロバイダは、プロバ
イダコンピューティングデバイス１５０を利用して、入力ボックス３２０を介して、電子
サービスイメージ市場１００によって使用されるサービスイメージの識別子を提出しても
よい。これは、電子サービスイメージ市場１００を調べ、ブラウズし、または検索すると
きに、電子サービスイメージ市場１００の顧客に表示される名前であってもよい。プロバ
イダは、ファイル箇所（例えば、ファイル名またはアドレス）等の追加の情報、および入
力３２４～３３０による価格情報を提出してもよい。入力ボックス３２４は、プロバイダ
が提出されるデバイスイメージを指定することを可能にし、その後、それは、顧客のため
に、ホスト型コンピューティング環境によってホストされてもよい。図示される例におい
て、サービスイメージ箇所は、図３に表示されるように、プロバイダコンピューティング
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デバイス１５０上の箇所である。他の実施形態において、サービスイメージファイルは、
プロバイダホスト型コンピューティング環境１５２内のコンピューティングデバイス、ま
たは電子サービスイメージ市場１００に関連付けられた市場ホスト型コンピューティング
環境１２０内のコンピューティングデバイス等、別のコンピューティングデバイス上に位
置付けられてもよい。
【００２８】
　いくつかの実施形態において、電子サービスイメージ市場１００は、プロバイダのため
に、サービスイメージを作成してもよい。例えば、プロバイダは、入力ボックス３２４を
介してサービスイメージの箇所を提供するのではなく、コンピューティングデバイスの箇
所を指定してもよい。次いで、電子サービスイメージ市場１００は、指定されたコンピュ
ーティングデバイスの位置を特定し、コンピューティングデバイス上で走る現在のソフト
ウェアおよび／またはコンピューティングデバイスの現在の構成を反映する、サービスイ
メージを作成してもよい。そのような機能性は、プロバイダが市場ホスト型コンピューテ
ィング環境１２０内に存在する、コンピューティングデバイスの現在の状態のサービスイ
メージを提供することを希望する状況で役立ち得る。
【００２９】
　図示される例において、入力ボックス３２６～３３０は、プロバイダが提出されたサー
ビスイメージに関連付けられた価格情報を指定することを可能にする。例えば、入力ボッ
クス３２６は、プロバイダが月毎の定期利用レートを必要とする価格構造、ならびに時間
毎の利用料金等、サービスイメージに関連付けられた価格構造を指定することを可能にす
る。しかし、上記のように、他のまたは追加の価格構造が使用されてもよい。非限定的な
例によれば、価格構造は、１回の料金、利用に関係なく要求される任意の継続時間（例え
ば、年、月、週等）の定期利用、サービスイメージが実際に使用される時間に対してのみ
課金される利用料金、サービスイメージが読み込まれる毎回に関連付けられた料金等の１
使用毎または１アクセス毎の料金、またはその他の価格構造に対応してもよい。いくつか
の実施形態において、サービスイメージは、無料で提供されてもよい。他の実施形態にお
いて、価格情報は、サービスイメージの使用に依存してもよい。例えば、非商業的または
教育的環境で同一のサービスイメージの使用に対して徴収されるよりも高い価格が、商業
的環境でのサービスイメージの使用に対して徴収されてもよい。別の例として、価格情報
は、サービスイメージのヘビーユーザがより低い１使用毎の料金を課金され得るように、
段階的価格を指定してもよい。なおも更なる実施形態において、プロバイダは、サービス
イメージの特定の顧客またはサービスイメージのために使用される個々の価格情報を取り
決めてもよい。例えば、個々の契約は、プロバイダとそれぞれの顧客との間に存在し、ま
たは作成されてもよい。当業者は、様々な実装がそのような個別化された契約を含んでも
よいことを理解するであろう。例えば、プロバイダは、１顧客毎ベース（特定顧客が料金
なしの無制限のインスタンスにアクセスすることを可能にする等）で価格情報を修正して
もよい。
【００３０】
　プロバイダは、入力ボックス３２８および３３０によって、月毎の定期利用レートおよ
び時間毎の利用料金の額等、価格構造のためのパラメータを更に指定してもよい。いくつ
かの実施形態において、入力ボックス３２８および３３０は、入力ボックス３２６の入力
が、それらが必要とされることを表示するときにのみ、現れてもよい。入力ボックス３２
６が、異なる、または追加の価格情報が必要とされることを表示する場合、代替の入力ボ
ックスが現れてもよい。いくつかの実施形態において、１つまたは複数の上記の入力が必
要とされない場合がある。他の実施形態において、追加の入力情報が提供されてもよい。
例えば、プロバイダは、提供されたサービスイメージに関連付けられるべきであるグラフ
ィックを指定してもよい。全ての必要な情報が入力された後、提出は、入力制御部３３２
を選択することによって完了され得る。したがって、プロバイダは、入力制御部３３２を
アクティブ化して、プロバイダコンピューティングデバイス１５０に、サービスイメージ
および対応する情報を市場サーバ１１２に送信させてもよい。上述のように、市場サーバ
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１１２は、次いで、受信された情報を電子カタログ１１６に提出してもよい。
【００３１】
　図４を参照すると、図４は、対象のサービスイメージについて、図１に示されるサービ
スイメージ市場をクエリする、顧客コンピューティングデバイス１４０を図示するブロッ
ク図である。図４に図示されるように、顧客コンピューティングデバイス１４０は、顧客
のために、市場サーバ１１２によって処理されるサービスイメージのためのクエリを、電
子サービスイメージ市場１００に提出する。例示的に、そのようなクエリは、市場サーバ
１１２と相互作用する顧客コンピューティングデバイス１４０上のアプリケーションを介
する等、ユーザインターフェースを介して提出され得るであろう。検索クエリは、サービ
スイメージの機能性、サービスイメージの名前、サービスイメージプロバイダの名前、サ
ービスイメージの価格詳細、サービスイメージが実行され得るプラットフォーム、または
サービスイメージに関係するその他の情報等、所望されるサービスイメージのいずれの態
様にも対応してもよい。検索クエリの提出および取り扱いは当技術分野で周知であり、し
たがって、本明細書においてより詳細には論じられない。
【００３２】
　図４を続けて参照すると、顧客コンピューティングデバイス１４０による検索クエリの
提出後、市場サーバ１１２は、顧客提出クエリに一致するサービスイメージのための電子
カタログ１１６に対する要求を提出する。応答して、電子カタログ１１６は、顧客提出ク
エリに一致するサービスイメージに対応する情報を取得し、返す。次いで、これらの一致
するサービスイメージの詳細が、顧客コンピューティングデバイス１４０に送信される。
顧客コンピューティングデバイス１４０は、任意の返されたサービスイメージを選択し、
選択されたサービスイメージについての更なる詳細を調べてもよい。
【００３３】
　図５Ａおよび５Ｂは、電子サービスイメージ市場１００を介して利用可能なサービスイ
メージに関連付けられた情報を提示する、顧客コンピューティングデバイス上に表示され
る例示的なユーザインターフェース５００を図示する。一実施形態において、ユーザイン
ターフェース５００は、顧客によるナビゲーションの結果として、または市場サーバ１１
２によって返された検索結果の選択の結果として、市場サーバ１１２によって生成される
。２つの図に図示されるが、当業者は、ユーザインターフェース５００が単一のユーザイ
ンターフェースであってもよく、顧客がスクロールバー５０６等のインターフェース入力
の使用によってインターフェースの異なる部分を調べてもよいことを理解するであろう。
図５Ａに示されるように、ユーザインターフェース３００は、電子サービスイメージ市場
１００から取得された情報、すなわち、ホスト型ウェブサービスカタログ」３０２を「ホ
スト型ウェブサービスカタログ」にアクセスする例示的な顧客である「Ｃｈｒｉｓ　Ｃｕ
ｓｔｏｍｅｒ」３０４に提供する。顧客は、特定の提案されたサービスイメージに関する
詳細を調べ、他のサービスイメージにブラウズすることを希望する場合もあるため、ナビ
ゲーションペイン５１０が表示される。ナビゲーションペイン５１０は、顧客がサービス
イメージ市場１００を介して利用可能な他のサービスイメージをブラウズおよび選択する
ことを可能にする、リンクを含む。現在、ユーザインターフェース５００は、サービスイ
メージ「Ｐａｕｌのデータベース」のための情報を図示し、これは、先に図３を参照して
論じられた、ユーザのＰａｕｌ　Ｐｒｏｖｉｄｅｒによってアップロードされたサービス
イメージに対応する。表示特徴５１２～５２６は、サービスイメージに対応する情報を表
示する。例えば、表示特徴５１２は、サービスイメージに関連付けられたグラフィックで
ある。グラフィックは、サービスイメージまたはサービスイメージプロバイダに関連付け
られたロゴに対応してもよい。表示特徴５１４および５１６は、サービスイメージの名前
およびサービスイメージのプロバイダをそれぞれ図示する。表示特徴５２０～５２２は、
図３に関して先に論じられたように、サービスイメージに関連付けられた価格情報を図示
する。表示特徴５２４は、「ホスト型ウェブサービスカタログ」のユーザによってサービ
スイメージに与えられた批評を図示する。図示されるように、表示特徴５２４は、「Ｐａ
ｕｌのデータベース」が平均で、「ホスト型ウェブサービスカタログ」のユーザによって
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三星の格付けを与えられていることを反映する。当業者によって理解されるように、サー
ビスイメージの格付けを表示する様々な他の方法が使用されてもよい。表示特徴５２６は
、サービスイメージのバージョン番号を図示し、現在の例では、バージョン１．０である
。いくつかの実施形態において、表示特徴５２６は、利用可能である選択されたサービス
イメージの代替のバージョンを調べるように選択可能であってもよい。これは、例えば、
前のバージョンが異なる価格、特徴、互換性、または格付け等の異なる所望の特徴を有す
る場合に、所望である場合がある。入力ボックス５３０は、顧客が所望する、選択された
サービスイメージのいくつかのインスタンスを指定するために、顧客によって利用されて
もよい。一般的に言えば、インスタンスは、選択されたサービスイメージを実行し、読み
込み、または起動した仮想または物理的な個々のコンピューティングデバイスを指す。顧
客は、例えば、顧客が複数のインスタンス全体に処理を供給し、またはアクセスを読み込
むことを希望する場合に、複数のインスタンスを指定することを希望する場合がある。他
の例において、複数のインスタンスは、相互作用し、または同一のサービスイメージを介
して異なる機能性を提供するように機能的であってもよい。入力ボックス５３０内のイン
スタンスの数は、顧客がいくつかのインスタンスを選択することを必要とされないように
、場合によっては、既定値に関連付けられてもよい。所望される数のインスタンスを入力
後（必要なとき）顧客は、入力ボタン５３２をアクティブ化し、調べられたサービスイメ
ージを更に構成し、起動してもよい。サービスイメージを更に構成し、起動するために使
用されるユーザインターフェースの一例は、以下に図６に関連して論じられる。
【００３４】
　図５Ｂを参照すると、「Ｐａｕｌのデータベース」サービスイメージに関するユーザイ
ンターフェース５００の追加部分が表示される。上述のように、顧客は、スクロールバー
５０６を移動させることによる等、ユーザインターフェース５００と相互作用することに
よって、ユーザインターフェースのこの追加部分を調べてもよい。図５Ｂは、表示特徴５
３４～５４０による「Ｐａｕｌのデータベース」サービスイメージに関する追加の情報を
図示する。表示特徴５３４は、いくつかの様式で「Ｐａｕｌのデータベース」に類似する
他のサービスイメージに関する情報を図示する。現在の例において、「他のＤＢ」は、「
Ｐａｕｌのデータベース」に対する類似の機能性と競合し、これを提案する電子サービス
イメージ市場１００を介して利用可能な代替のサービスイメージである。そのようなサー
ビスイメージは、例えば、どのデータベース顧客がサービスイメージを調べた後、最終的
に購入するかを分析することによって、またはサービスイメージを分類し、同一の分類内
のイメージを表示することによって、識別されてもよい。類似のサービスイメージが識別
され得る様々な他のメカニズムが、当技術分野で周知である。表示特徴５３４と同様に、
表示特徴５３６は、通常、「Ｐａｕｌのデータベース」と共に購入されるサービスイメー
ジを表示する。この例において、「Ｐａｕｌのデータベース」の少なくとも１つのインス
タンスを起動した顧客は、「ウェブサーバ」サービスイメージのインスタンスも頻繁に起
動した。表示特徴５３４および５３６の両方は、グラフィックおよび価格の情報等、関連
性のあるサービスイメージに関する追加の情報を有する。入力ボタンは、表示特徴５３４
および５３６と共に提供され、顧客が構成および起動のための関連性のあるサービスイメ
ージを選択することを可能にしてもよい。
【００３５】
　例示的な表示特徴５３８および５４０は、「Ｐａｕｌのデータベース」サービスイメー
ジに関係するなおも更なる情報を図示する。表示特徴５３８は、発生したサービスイメー
ジのインストールの数、インストールされたサービスイメージの平均稼働時間（サービス
イメージの信頼性に一致する場合がある）、サービスイメージが起動されるコンピューテ
ィングデバイスの典型的種類、および顧客によって起動されるサービスイメージのインス
タンスの典型的数を含む、「Ｐａｕｌのデータベース」の現在または以前に起動されたイ
ンスタンスに関する統計情報を図示する。表示特徴５４０は、「Ｐａｕｌのデータベース
」に関して、サービスイメージ市場のユーザによって生成された個々の批評を図示する。
それぞれの批評は、所与のスケールでのサービスイメージの格付け、およびサービスイメ
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ージに関する作成されたコメント部分等の情報を有してもよい。いくつかの実施形態にお
いて、追加または代替の表示特徴は、サービスイメージに関して図示されてもよい。
【００３６】
　図５Ｃを参照すると、「Ｐａｕｌのデータベース」サービスイメージに関するユーザイ
ンターフェース５００の追加部分が表示される。上述のように、顧客は、スクロールバー
５０６を移動することによる等、ユーザインターフェース５００と相互作用することによ
って、ユーザインターフェースのこの追加部分を調べてもよい
【００３７】
　図５Ｃは、表示特徴５４２および５４４による「Ｐａｕｌのデータベース」サービスイ
メージに関する追加の情報を図示する。表示特徴５４４は、表示されるサービスイメージ
を実行するための、顧客に対して利用可能なオプションに関する情報を図示する。現在の
例において、表示特徴５４４は、利用可能な「Ｐａｕｌのデータベース」の他のバージョ
ン、「Ｐａｕｌのデータベース」を実行し得るホスト型コンピューティング環境の箇所、
および「Ｐａｕｌのデータベース」を実行するために利用可能なコンピューティングデバ
イスの種類を反映する。表示特徴５４４によって示されるように、それぞれの構成オプシ
ョンは、サービスイメージの価格の修正に関連付けられる。表示特徴５４４は、電子サー
ビスイメージ市場１００によって提供されるサービスイメージの実行のためのサンプル構
成を反映する。表示特徴５４４によって示されるように、２つの構成（表示特徴５４２に
よって示される、様々なオプションを反映する）が示され、それぞれは、異なる推定費用
を顧客にもたらす。例示的に、平均的使用に関連付けられた費用は、他の顧客によるサー
ビスイメージの利用に基づいて確定されてもよいが、一方で「２４／７」費用は、１か月
間、継続的にサービスイメージを実行するための費用を計算することによって確定されて
もよい。この例において、構成は、サービスイメージの単一のインスタンスを反映する。
しかし、いくつかの構成は、複数のインスタンスを反映し、または顧客が起動用の構成の
複数のインスタンスを指定することを可能にしてもよい。更に、表示される構成オプショ
ンは、現在の顧客の顧客情報に基づいてカスタマイズされてもよい。例えば、Ｃｈｒｉｓ
　Ｃｕｓｔｏｍｅｒが電子サービスイメージ市場１００に米国西部からアクセスするとき
、「ホスト型ウェブサービスカタログ―米国（西部）」オプションが、表示特徴５４４の
ために事前選択されてもよい。逆に、Ｃｈｒｉｓが電子サービスイメージ市場１００に英
国からアクセスするとき、「ホスト型ウェブサービスカタログ―英国」上でホストするた
めのオプションが、事前選択されてもよい。
【００３８】
　サービスイメージを参照して上に説明されたが、いくつかの実施形態において、ユーザ
インターフェース５００は、サービスイメージコンポーネントに関する詳細を記載しても
よい。これらのコンポーネントは、カスタマイズされたサービスイメージ内に含まれ得る
アプリケーションに対応してもよい。これらの実施形態において、電子サービスイメージ
市場１００は、顧客から、１つまたは複数のサービスイメージコンポーネントの選択を受
信し、選択されたホスト型コンピューティング環境で実行するための選択されたコンポー
ネントを含むサービスイメージを作成するように構成されてもよい。
【００３９】
　図６を参照すると、顧客が電子サービスイメージ市場１００から取得されるサービスイ
メージを構成することを可能にする、顧客コンピューティングデバイス上で表示される例
示的なユーザインターフェース６００が、図示される。ユーザインターフェース６００は
、顧客がサービスイメージを構成、定期利用、および起動することを可能にしてもよい。
図示されるユーザインターフェース６００は、例えば、上述の図５Ａの入力ボタン５３２
を選択することによって表示されてもよい。上述のように、ユーザインターフェース６０
０は、「ホスト型ウェブサービスカタログ」３０２として知られる電子サービスイメージ
市場１００へのアクセスを与える。現在のユーザは、Ｃｈｒｉｓ　Ｃｕｓｔｏｍｅｒ３０
４である。表示特徴６０２は、要求されたサービスイメージ、ならびに所望されたインス
タンスの数を反映する。図６に示されるように、表示特徴６０２は、Ｃｈｒｉｓ　Ｃｕｓ



(15) JP 6188839 B2 2017.8.30

10

20

30

40

50

ｔｏｍｅｒが、サービスイメージ「Ｐａｕｌのデータベース」の１つのインスタンスが起
動されることを要求したことを反映する。入力ボックス６０４～６０８は、顧客が起動さ
れるサービスイメージを構成し得る、様々な入力を図示する。入力ボックス６０４は、例
えば、顧客が、サービスイメージが起動およびホストされるホスト型コンピューティング
環境を選択し得ることを反映する。ホスト型コンピューティング環境は、電子サービスイ
メージ市場１００に関連付けられた市場ホスト型コンピューティング環境１２０に対応す
ることができ、ホスト型コンピューティング環境は、プロバイダホスト型コンピューティ
ング環境１５２等のサービスイメージのプロバイダによって提供され、または別のホスト
型コンピューティング環境が、電子サービスイメージ市場１００にアクセス可能である。
現在のユーザインターフェースにおいて、入力ボックス６０４は、Ｃｈｒｉｓ　Ｃｕｓｔ
ｏｍｅｒが、「Ｐａｕｌのデータベース」が、「ホスト型ウェブサービスカタログ」に関
連付けられ、米国西部に位置付けられたホスト型コンピューティング環境で起動されるこ
とを選択したことを反映する。この例示の目的のために、このホスト型コンピューティン
グ環境は、電子サービスイメージ市場１００に関連付けられた市場ホスト型コンピューテ
ィング環境１２０に対応する。
【００４０】
　入力ボックス６０６は、顧客が起動されるサービスイメージのバージョンを選択するこ
とを可能にする。複数のバージョンの同一のサービスイメージが、費用、信頼性、または
相互運用性等、様々な理由のために提供されてもよい。いくつかの実施形態において、単
一のバージョンのサービスイメージのみが、利用可能であってもよい。そのような実施形
態において、顧客は、入力ボックス６０６を変更し得ない場合があり、または入力ボック
ス６０６は、表示されない場合がある。入力ボックス６０８は、顧客が、サービスイメー
ジが起動されるインスタンスのタイプを構成および選択することを可能にする。現在の例
において、選択されたホスト型環境、「ホスト型ウェブサービスカタログ―米国（西部）
」は、大きいインスタンスおよび小さいインスタンスの両方が起動されることを可能にす
る。例示の目的のために、大きいインスタンスは、多くの処理能力、より多くのランダム
アクセスメモリ、またはより多くのデータストレージを有するコンピューティングデバイ
スまたは仮想マシンに対応してもよい。逆に、小さいインスタンスは、より小さい量の処
理能力、メモリ、またはストレージを有する場合がある。したがって、小さいインスタン
スは、大きなインスタンスよりも低い時間毎の利用料金に対応し得る。当業者によって理
解されるように、様々なタイプのインスタンスが、ユーザに提示されてもよい。いくつか
の実施形態において、単一のインスタンスタイプのみが利用可能であり、ユーザは、選択
を提示されない場合がある。なおも更なる実施形態において、インスタンスタイプは、選
択されたホスト型コンピューティング環境に基づいて変化してもよく、したがって、入力
ボックス６０８は、選択されたホスト型コンピューティング環境で利用可能なインスタン
スタイプを反映する代替の入力ボックスと交代されてもよい。
【００４１】
　続けて図６を参照すると、表示特徴６１０は、現在選択される構成に関連付けられた価
格情報を反映する。現在の例において、サービスイメージ「Ｐａｕｌのデータベース」の
単一のインスタンスは、５０ドルの月毎の定期利用料金に関連付けられる（上記の図３に
関して論じられるように）。この５０ドルの月毎の定期利用レートは、表示特徴６１２に
よって反映される。例示的に、月毎の定期利用レートは、そのインスタンスの利用に関係
なく、そのインスタンスが存在するそれぞれの月について課されてもよい。加えて、サー
ビスイメージ「Ｐａｕｌのデータベース」の単一のインスタンスは、１時間毎８５セント
の時間毎の利用費用に更に関連付けられる。この時間毎の利用費用は、表示特徴６１８に
よって反映される。サービスイメージに関連付けられた価格情報に加えて、電子サービス
イメージ市場１００は、顧客が選択したインスタンスタイプに関係する料金も課してもよ
い。上述のように、Ｃｈｒｉｓ　Ｃｕｓｔｏｍｅｒは、サービスイメージを読み込む大き
なインスタンスを選択している。現在の例において、大きなインスタンスは、定期利用料
金ではなく、使用の１時間毎１５セントの料金レートに関連付けられる。この時間毎のレ
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ートは、表示特徴６１６に反映される。次いで、顧客選択構成に関連付けられた時間毎の
合計レートは、表示特徴６１４に図示される。現在の例において、ホスト型環境「ホスト
型ウェブサービスカタログ―米国（西部）」の大きいインスタンス上で走る「Ｐａｕｌの
データベース」の１つのインスタンスは、１時間毎１ドルである。上述のように、様々な
価格情報は、様々なサービスイメージに関連付けられてもよく、したがって、追加または
代替の表示特徴は、それぞれのサービスイメージおよび構成の価格情報を反映するために
図示されてもよい。入力ボックス６０４～６０８によってサービスイメージのインスタン
スを起動するためのパラメータを構成した後、顧客は、入力ボタン６２０をアクティブ化
して、選択されたインスタンスを定期利用および起動してもよい。サービスイメージが定
期利用および起動される処理は、以下に更に詳細に論じられる。
【００４２】
　図７Ａおよび７Ｂに関して、サービスイメージを取得および起動するための例示的な相
互作用が記載される。図７Ａに関して、電子サービスイメージ市場１００に関連付けられ
たホスト型コンピューティング環境１１２上でサービスイメージを取得および起動するた
めに示される例示的な相互作用が、図示される。図７Ｂに関して、同一のサービスイメー
ジを取得および起動する例示的な相互作用が図示されるが、サービスイメージは、プロバ
イダホスト型コンピューティング環境１５２で起動される。例示的な相互作用は、同一の
サービスイメージ小売環境１１０を介する同一のサービスイメージの取得および起動を図
示するため、一般に、両方の図を参照し、図示される相互作用が異なる場合に、必要とさ
れるとき、それぞれを具体的に参照する。
【００４３】
　図７Ａおよび７Ｂは、電子サービスイメージ市場１００に関連付けられたホスト型コン
ピューティング環境での顧客によるサービスイメージの取得および取得されたサービスイ
メージの起動を図示する、ブロック図である。なお、顧客は、顧客コンピューティングデ
バイス１４０を利用して、顧客が発見し、電子サービスイメージ市場１００から選択した
サービスイメージを取得することを要求してもよい。要求は、例えば、上記の図６の入力
ボタン６２０を選択することによって作成され、サービスイメージ小売環境１１０のウェ
ブサービス１１２によって処理されてもよい。サービスイメージへのアクセスを取得する
ための要求を受信した後、市場サーバ１１２は、ホスト型コンピューティング環境でサー
ビスイメージの起動を引き起こすコマンドを送信してもよい。例示の目的のために、この
コマンドは、市場サーバ１１２から送信されるものとして図示される。当業者によって理
解されるように、電子サービスイメージ市場１００内の１つまたは複数の中継サーバが、
サービスイメージを起動するためのコマンドを送信するために必要とされる場合がある。
更に、いくつかの実施形態において、市場サーバ１１２は、起動するためのコマンドを送
信する前に、電子カタログ１１６と相互作用し、選択されたサービスイメージを取得して
もよい。これらの実施形態において、市場サーバ１１２は、選択されたサービスイメージ
を選択されたホスト型コンピューティング環境に更に送信してもよい。
【００４４】
　図７Ａに関して、選択されたホスト型コンピューティング環境は、市場ホスト型コンピ
ューティング環境１２０である。図７Ｂに関して、選択されたホスト型コンピューティン
グ環境は、プロバイダコンピューティング環境１５２であり、これは、サービスイメージ
のプロバイダによってサービスイメージをホストするために利用可能にされている。当業
者によって理解されるように、送信されるコマンドは、送信先ホスト型コンピューティン
グ環境に応じて変更する場合がある。例えば、ホスト型コンピューティング環境が電子サ
ービスイメージ市場１００に関連付けられる場合、コマンドは、サービスイメージ小売環
境１１０に知られる場合がある。プロバイダホスト型コンピューティング環境１５２に関
して、プロバイダは、プロバイダホスト型コンピューティング環境１５２での箇所および
プロバイダホスト型コンピューティング環境１５２でサービスイメージを起動するために
必要な任意のコマンドを指定することによって等、電子サービスイメージ市場１００を用
いてプロバイダホスト型コンピューティング環境１５２を登録することを必要とされる場
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合がある。いくつかの実施形態において、選択されたホスト型コンピューティング環境は
、サービスイメージ小売環境１１０に、サービスイメージが起動されたとの確認を送信し
てもよい。顧客選択サービスイメージを起動した後、市場サーバ１１２は、顧客コンピュ
ーティングデバイス１４０への確認、ならびにホスト型サービスイメージに関する情報を
送信する。そのような情報は、サービスイメージをホストするコンピューティングデバイ
スの箇所およびサービスイメージをホストするコンピューティングデバイスにアクセスす
るために必要とされる任意のアクセス情報を含んでもよい。起動の確認および関連性のあ
るホスト情報を受信した後、顧客コンピューティングデバイス１４０は、サービスイメー
ジをホストするコンピューティングデバイスにアクセスしてもよく、したがって、サービ
スイメージをホストするコンピューティングデバイスによって実装される、いずれのウェ
ブサービスにもアクセスしてもよい。図７Ａに関して、顧客コンピューティングデバイス
１４０は、ウェブサービスにアクセスするために、市場ホスト型コンピューティング環境
１２０と通信してもよい。図７Ｂに関して、顧客コンピューティングデバイス１４０は、
プロバイダホスト型コンピューティング環境１５２と通信してもよい。
【００４５】
　図７Ａおよび７Ｂに図示されないが、選択されたサービスイメージの起動後、利用監視
サーバ１１４は、選択されたホスト型コンピューティング環境と通信して、サービスイメ
ージをホストするコンピューティングデバイスの利用を監視してもよい。上述のように、
顧客は、サービスイメージをホストするコンピューティングデバイスによって実装された
ウェブサービスにアクセスしてもよく、他がウェブサービスにアクセスすることを可能に
してもよい。利用監視サーバ１１４は、取得する顧客による、および他のユーザによるウ
ェブサービスへのアクセスを監視してもよい。いくつかの実施形態において、利用監視サ
ーバ１１４は、異なるユーザによるアクセスを区別するように運用可能であってもよい。
請求サーバ１１８は、利用監視サーバ１１４によって提供される情報、ならびに市場サー
バ１１２または電子カタログ１１６からの情報を利用して、顧客に対する請求情報、なら
びに顧客の使用から生成されたプロバイダに対する支払い情報を作成してもよい。請求サ
ーバは、顧客からの支払いを更に処理し、サービスイメージのプロバイダへの支払いを提
供してもよい。
【００４６】
　図８を参照して、取得されたサービスイメージに関する情報を提供するためのユーザイ
ンターフェース８００の一例が示される。図８に示されるように、ユーザインターフェー
ス８００は、顧客が電子サービスイメージ市場１００、すなわち「ホスト型ウェブサービ
スカタログ」３０２を介して取得されたサービスイメージに関する情報を受信することを
可能にする。「ホスト型ウェブサービスカタログ」の現在のユーザは、Ｃｈｒｉｓ　Ｃｕ
ｓｔｏｍｅｒ３０４である。ナビゲーションパネル３１０は、電子サービスイメージ市場
１００によって提案された様々な他の特徴に、顧客を導く。この例示的な例において、Ｃ
ｈｒｉｓ　Ｃｕｓｔｏｍｅｒは、「私のインスタンス」リンク８０２を選択している。も
たらされるユーザインターフェース８００は、Ｃｈｒｉｓ　Ｃｕｓｔｏｍｅｒに、電子サ
ービスイメージ市場１００を介して起動されたサービスイメージのインスタンスに関する
情報へのアクセスを与える。表示特徴８０４Ａおよび８０４Ｂは、Ｃｈｒｉｓ　Ｃｕｓｔ
ｏｍｅｒが以前に取得したサービスイメージのタイトルを反映する。この例において、Ｃ
ｈｒｉｓ　Ｃｕｓｔｏｍｅｒは、「Ｐａｕｌのデータベース」および「ウェブサーバ」と
表題されたサービスイメージを取得している。例示の目的のために、表示特徴８０４Ａに
よって反映されたインスタンスのみが更に論じられる。複数の追加のサービスイメージタ
イトルに関する情報が同一または類似のユーザインターフェースを介して表示されてもよ
いことが、当業者によって理解されるであろう。表示特徴８０６および８０８は、「Ｐａ
ｕｌのデータベース」サービスイメージのインスタンスの現在の状態を反映する。表示特
徴８０６において示されるように、サービスイメージの１つのインスタンスは、現在、「
アクティブ」であり、すなわち選択されたホスト型コンピューティング環境内のコンピュ
ーティングデバイスによって実行されている。表示特徴８０８は、ゼロインスタンスが現
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在、非アクティブであり、コンピューティングデバイスによって作成されたが、現在、実
行されていないことを反映する。いくつかの実施形態において、ホスト型コンピューティ
ング環境は、サービスイメージの利用が必要とされるとき、サービスイメージのインスタ
ンスを読み込みおよびアンロードするように運用可能であってもよい。これは、時間毎の
料金がサービスイメージの使用について課される場合に所望される場合がある。このよう
にして、サービスは、非アクティブにされてもよく、時間毎の料金は、この期間中、課さ
れないであろう。機能リンク８１２～８１６は、顧客が取得されたサービスイメージの構
成を修正することを可能にする。リンク８１２は、顧客によって選択され、リンク８１２
が対応するサービスイメージの追加のインスタンスを作成してもよい。現在の例において
、Ｃｈｒｉｓ　Ｃｕｓｔｏｍｅｒは、サービスイメージ「Ｐａｕｌのデータベース」の新
しいインスタンスを作成するためにリンク８１２を選択し得る。リンクを選択することは
、新しいインスタンスを構成することを可能にする、ユーザインターフェースをもたらす
場合がある。そのようなユーザインターフェースの一例は、図６に関して上述された。い
くつかの実施形態において、新しいサービスイメージの取得のために表示されるユーザイ
ンターフェースは、すでに取得されたサービスイメージの新しいインスタンスを作成する
ときに表示されるユーザインターフェースとは異なる場合がある。例えば、定期利用料金
は、すでに取得されたサービスイメージの新しいインスタンスを追加するときに、課され
ない場合がある。機能リンク８１４は、顧客がサービスイメージのプロバイダに連絡する
ことを可能にする。そのような連絡は、電子サービスイメージ市場１００を通じてメッセ
ージを送ることによって、またはプロバイダに関連付けられた外部ネットワークアクセス
可能なサイトへの電子メールまたは投稿による等、電子サービスイメージ市場１００外に
メッセージを送ることによって容易にされてもよい。いくつかの実施形態において、サー
ビスイメージのプロバイダは、どのように接続されることを希望するかを指定してもよく
、機能リンク８１４は、プロバイダの仕様に対応する機能性を実装してもよい。機能リン
ク８１６は、サービスイメージの取得を取り消すために、顧客によって選択されてもよい
。例示的に、この機能は、サービスイメージの任意のインスタンスを非アクティブ化また
は除去するように機能してもよい。いくつかの実施形態において、この機能は、全ての現
在アクティブなインスタンスが非アクティブ化されない限り、顧客に利用可能にならない
場合がある。
【００４７】
　現在の例において、サービスイメージのそれぞれのインスタンスは、ユニークなインス
タンス識別子８１０によって識別される。これらのインスタンス識別子は、顧客と関連付
けられた全てのインスタンス全体で、選択されたホスト型コンピューティング環境によっ
てホストされる全てのインスタンス全体で、またはサービスイメージ市場を介して起動さ
れる全てのインスタンス全体でユニークであってもよい。機能リンク８１８および８２０
は、顧客がサービスイメージの特定のインスタンスを管理し、またはこれにアクセスする
ことを可能にする。現在の例において、機能リンク８１８は、Ｃｈｒｉｓ　Ｃｕｓｔｏｍ
ｅｒがインスタンス「００００００１」８１０を管理することを可能にする。リンク８１
８は、インスタンスに関連付けられた管理機能を表示するように、Ｃｈｒｉｓ　Ｃｕｓｔ
ｏｍｅｒによって選択可能である。例えば、Ｃｈｒｉｓ　Ｃｕｓｔｏｍｅｒは、サービス
イメージのインスタンスをアクティブ化または非アクティブ化し、サービスイメージをホ
ストするコンピューティングデバイスの種類を修正し、またはインスタンスに関連付けら
れた他の機能または特徴を変更してもよい。Ｃｈｒｉｓ　Ｃｕｓｔｏｍｅｒは、対応する
インスタンスにアクセスするためにリンク８２０を選択し得る。いくつかの実施形態にお
いて、このアクセスは、ＡＰＩ呼び出しがインスタンスに対して行われることを可能にす
るインターフェースによって許諾されてもよい。他の実施形態において、コマンドターミ
ナルインターフェースまたはグラフィックユーザインターフェースは、インスタンスにア
クセスするために提供されてもよい。当業者は、ホスト型サービスイメージのインスタン
スへのアクセスが様々な追加のやり方で与えられてもよいことを理解するであろう。表示
特徴８２２は、サービスイメージの利用に関連付けられた現在の課金を図示する。現在の
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例において、Ｃｈｒｉｓ　Ｃｕｓｔｏｍｅｒは、サービスイメージ「Ｐａｕｌのデータベ
ース」の使用に対して料金＄１１５．２５を課されている。これらの課金は、関連付けら
れたサービスイメージの全てのインスタンスを反映する。いくつかの実施形態において、
課金は、（それぞれのインスタンスが個々の課金を表示するように）サービスイメージの
特定のインスタンスに関連付けられた料金のみを反映してもよい。なおも更なる実施形態
において、課金は、顧客によって取得された全てのサービスイメージに関連付けられた料
金を反映してもよい。Ｃｈｒｉｓ　Ｃｕｓｔｏｍｅｒは、機能リンク８２４を選択して、
詳細な請求報告等、現在の課金に関連付けられた詳細を調べてもよい。そのような詳細な
報告は、例えば、課金または課された定期利用料金に関連付けられた利用のタイミングを
含んでもよい
【００４８】
　図９を参照すると、顧客コンピューティングデバイス上に表示される例示的なユーザイ
ンターフェース９００および提供されたサービスイメージに関する詳細な情報が、図示さ
れる。図９に示されるように、ユーザインターフェース９００は、プロバイダが電子サー
ビスイメージ市場１００、すなわち「ホスト型ウェブサービスカタログ」に提供されたサ
ービスイメージに関する情報を受信することを可能にする。「ホスト型ウェブサービスカ
タログ」の現在のユーザは、Ｐａｕｌ　Ｐｒｏｖｉｄｅｒ３０４である。図３に関して上
に論じられたように、Ｐａｕｌ　Ｐｒｏｖｉｄｅｒは、サービスイメージ「Ｐａｕｌのデ
ータベース」を電子サービスイメージ市場１００に提供している。Ｐａｕｌがこのサービ
スイメージを提供していることを反映するために、ナビゲーションパネル３１０は、ここ
で、提供されたサービスイメージについての情報を調べるために顧客によって選択可能で
ある項目「私のイメージ」の下でリンク９０２を表示する。ユーザインターフェース９０
０は、リンク９０２のＰａｕｌ　Ｐｒｏｖｉｄｅｒの選択を反映する。表示特徴９０３～
９１４は、対応するサービスイメージに関する情報を図示する。表示特徴９０３は、サー
ビスイメージのタイトルを表示する。表示特徴９０４は、電子サービスイメージ市場１０
０を介してインスタンスを取得した顧客の現在の数を反映するが、一方で表示特徴９０６
は、サービスイメージが現在の月について使用された時間数を図示する。表示特徴９０８
は、現在の利用に基づく、サービスイメージがその月の間に使用される合計時間の推定数
を図示する。表示特徴９１０は、Ｐａｕｌ　Ｐｒｏｖｉｄｅｒによって設定された、サー
ビスイメージの利用に関連付けられた時間毎のレートを図示する。表示特徴９１２および
９１４は、顧客によるサービスイメージの利用に関連付けられた、現在および推定された
月毎の増加の両方を反映する。いくつかの実施形態において、サービスイメージの利用に
対してプロバイダに支払われるべき増加は、プロバイダによって電子サービスイメージ市
場１００に対して負われる額を相殺するために使用されてもよい。例えば、Ｐａｕｌ　Ｐ
ｒｏｖｉｄｅｒは、また、サービスイメージ市場の顧客であり、したがって、電子サービ
スイメージ市場１００の利用に基づいて、料金または課金を課されてもよい。入力ボタン
９１６は、サービスイメージに関連付けられたオプションを修正するために、プロバイダ
によって選択可能である。例えば、Ｐａｕｌ　Ｐｒｏｖｉｄｅｒは、「Ｐａｕｌのデータ
ベース」に関連付けられた時間毎のレート、定期利用料金、または他のオプションを修正
してもよい。
【００４９】
　本開示の様々な例示的な実施形態は、以下の付記によって説明され得る。
　　付記１．サービスイメージのための市場を提供するためにコンピュータ実装方法であ
って、
　　　　それぞれのサービスイメージが、ホスト型コンピューティング環境で実行される
とき、１つまたは複数のネットワークアクセス可能なサービスを実装する、少なくとも１
つのサービスイメージおよび関連付けられた価格情報を、複数のプロバイダおよび市場の
運用者のそれぞれから受信することと、
　　　　ホスト型コンピューティング環境で実行するための１つまたは複数のサービスイ
メージを検索するためにアクセス可能である電子カタログ中に、それぞれの受信されたサ
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ービスイメージおよび関連付けられた価格情報を記憶することと、
　　　　顧客に関連付けられたコンピューティングデバイスに、ホスト型コンピューティ
ング環境で実行するための１つまたは複数のサービスイメージを検索するための電子カタ
ログへのアクセスを提供することと、
　　　　顧客に関連付けられたコンピューティングデバイスから、電子カタログ中に記憶
されたサービスイメージの選択を受信することと、
　　　　選択されたサービスイメージに対応する１つまたは複数のネットワークアクセス
可能なサービスが実装されるように、選択されたサービスイメージがホスト型コンピュー
ティング環境内で実行されるようにすることと、
　　　　顧客に関連付けられたコンピューティングデバイスに、選択されたサービスイメ
ージに対応する、実装された１つまたは複数のネットワークアクセス可能なサービスへの
アクセスを提供することと、を含む、コンピュータ実装方法。
　　付記２．顧客に関連付けられたコンピューティングデバイスに、電子カタログへのア
クセスを提供することが、電子カタログ中に記憶されたそれぞれのサービスイメージに関
連付けられた情報を提供し、提供された情報が、サービスイメージに関連付けられた価格
情報、サービスイメージの批評、他のサービスイメージに対する推奨、およびサービスイ
メージに関連付けられた信頼性情報のうちの少なくとも１つに対応することを含む、付記
１に記載のコンピュータ実装方法。
　　付記３．関連付けられた価格情報が、サービスイメージに関連付けられた１回の価格
、サービスイメージに関連付けられた月毎の価格、およびサービスイメージに関連付けら
れた時間毎の価格のうちの少なくとも１つを含む、付記１に記載のコンピュータ実装方法
。
　　付記４．選択されたサービスイメージがホスト型コンピューティング環境内で実行さ
れるようにすることが、選択されたサービスイメージが仮想コンピューティングデバイス
内で実行されるようにすることを含む、付記１に記載のコンピュータ実装方法。
　　付記５．ホスト型コンピューティング環境が、サービスイメージのプロバイダに関連
付けられたホスト型コンピューティング環境および市場の運用者に関連付けられたホスト
型コンピューティング環境のうちの少なくとも１つである、付記１に記載のコンピュータ
実装方法。
　　付記６．選択されたサービスイメージが、少なくとも１つのアプリケーションプログ
ラムを含む、付記１に記載のコンピュータ実装方法。
　　付記７．複数のサービスイメージのそれぞれが利用条件に関連付けられ、顧客に関連
付けられたコンピューティングデバイスに、選択されたサービスイメージに対応する実装
された１つまたは複数のサービスへのアクセスを提供することが、顧客が選択されたサー
ビスイメージに関連付けられた利用条件を満たしたことを確定することを含む、付記１に
記載のコンピュータ実装方法。
　　付記８．サービスイメージのための市場を提供するためのシステムであって、
　　　　複数のサービスイメージおよび関連付けられた価格情報を記憶するように構成さ
れる少なくとも１つの電子カタログであって、それぞれのサービスイメージが、ホスト型
コンピューティング環境で実行されることができ、ホスト型コンピューティング環境で実
行するための１つまたは複数のサービスイメージを検索するためにアクセス可能な電子カ
タログと、
　　　　少なくとも１つの電子カタログと通信する市場コンピューティングデバイスであ
って、
　　　　　　顧客コンピューティングデバイスに、電子カタログ中に記憶された複数のサ
ービスイメージのそれぞれに関する情報であって、複数のサービスイメージのそれぞれに
ついて、サービスに関連付けられた価格を含む、情報を提示するユーザインターフェース
を生成することと、
　　　　　　顧客コンピューティングデバイスから、ユーザインターフェースからのサー
ビスイメージの選択を受信することと、
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　　　　　　選択されたサービスイメージに対応する１つまたは複数のサービスが、ホス
ト型コンピューティング環境によって実装されるように、選択されたサービスイメージが
、ホスト型コンピューティング環境によって実行されるようにすることと、を行うように
構成される、コンピューティングデバイスと、を備える、システム。
　　付記９．少なくとも１つの電子サービスイメージカタログが、複数のサービスイメー
ジのそれぞれについて、サービスイメージに関連付けられた利用条件を記憶するように更
に構成され、市場コンピューティングデバイスが、選択されたサービスイメージが、ホス
ト型コンピューティング環境によって実行されるようにする前に、顧客が、選択されたサ
ービスイメージに関連付けられた利用条件を承諾したことを検証するように更に構成され
る、付記８に記載のシステム。
　　付記１０．市場コンピューティングデバイスが、顧客コンピューティングデバイスか
ら、選択されたサービスイメージに対応する実装された１つまたは複数のサービスにアク
セスし得る、追加のエンティティの選択を受信し、ホスト型コンピューティング環境に、
追加のエンティティに対応する情報を送信するように更に構成される、付記８に記載のシ
ステム。
　　付記１１．
　　　　実装された１つまたは複数のサービスの利用を確定するように構成される利用監
視コンピューティングデバイスと、
　　　　利用監視コンピューティングデバイスと通信する請求コンピューティングデバイ
スであって、
　　　　　　実装された１つまたは複数のサービスの確定された利用、および選択された
サービスイメージに関連付けられた価格情報に少なくとも部分的に基づいて、選択された
サービスイメージに対応する費用を確定することと、
　　　　　　確定された費用に応じて顧客に請求することと、を行うように構成される、
請求コンピューティングデバイスと、
　　　　を更に備える、付記８に記載のシステム。
　　付記１２．請求コンピューティングデバイスが、選択されたサービスイメージに関連
付けられたプロバイダに、支払いを提供するように更に構成され、支払いが、確定された
費用に部分的に基づいて確定される、付記１１に記載のシステム。
　　付記１３．請求コンピューティングデバイスが、確定された費用に応じて顧客から支
払いを得て、選択されたサービスイメージに関連付けられたプロバイダに、支払いを提供
するように更に作動する、付記１１に記載のシステム。
　　付記１４．市場コンピューティングデバイスが、顧客から、選択されたサービスイメ
ージを上で実行する追加の数のコンピューティングデバイスの選択を受信し、かつ選択さ
れたサービスイメージが、ホスト型コンピューティング環境内で追加の数のコンピューテ
ィングデバイスによって実行されるようにするように更に構成される、付記８に記載のシ
ステム。
　　付記１５．サービスイメージのための市場を生成するためのコンピュータ実行可能な
モジュールを有するコンピュータ読み取り可能な非一時的ストレージ媒体であって、コン
ピュータ実行可能なモジュールが、
　　　　複数のサービスイメージを記憶するように構成された少なくとも１つのサービス
イメージカタログと通信する市場モジュールであって、それぞれのサービスイメージが、
ホスト型コンピューティング環境によって実行されることができ、電子サービスイメージ
カタログが、ホスト型コンピューティング環境で実行するための１つまたは複数のサービ
スイメージを検索するためにアクセス可能である、市場モジュールを備え、市場モジュー
ルが、
　　　　顧客コンピューティングデバイスに、電子サービスイメージカタログ中に記憶さ
れた複数のサービスイメージのそれぞれに関する情報であって、複数のサービスイメージ
のそれぞれについてサービスイメージに関連付けられた価格を含む、情報を提示するユー
ザインターフェースを生成することと、
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　　　　顧客コンピューティングデバイスから、ユーザインターフェースからのサービス
イメージの選択を受信することと、
　　　　選択されたサービスイメージに対応する１つまたは複数のサービスが、ホスト型
コンピューティング環境によって実装されるように、選択されたサービスイメージが、ホ
スト型コンピューティング環境によって実行されるようにすることと、を行うように構成
される、コンピュータ読み取り可能な非一時的ストレージ媒体。
　　付記１６．ユーザインターフェースが、複数のサービスイメージのそれぞれについて
、サービスイメージに関連付けられた情報であって、サービスイメージに関連付けられた
価格情報、サービスイメージの批評、他のサービスイメージに対する推奨、およびサービ
スイメージと関連付けられた信頼性情報のうちの少なくとも１つに対応する情報を更に含
む、付記１５に記載のコンピュータ読み取り可能な非一時的媒体。
　　付記１７．複数のサービスイメージのそれぞれに関連付けられた価格が、サービスイ
メージに関連付けられた１回の価格、サービスイメージに関連付けられた月毎の価格、お
よびサービスイメージに関連付けられた時間毎の価格のうちの少なくとも１つに対応する
、付記１５に記載のコンピュータ読み取り可能な非一時的媒体。
　　付記１８．市場モジュールが、顧客コンピューティングデバイスから、選択されたサ
ービスイメージに対応する実装された１つまたは複数のサービスにアクセスし得る、追加
のエンティティの選択を受信し、ホスト型コンピューティング環境に、追加のエンティテ
ィに対応する情報を送信するように更に構成される、付記１５に記載のコンピュータ読み
取り可能な非一時的媒体。
　　付記１９．
　　　　実装された１つまたは複数のサービスの利用を確定するように構成される利用監
視モジュールと、
　　　　利用監視モジュールと通信する請求モジュールであって、
　　　　　　実装された１つまたは複数のサービスの確定された利用、および選択された
サービスイメージに関連付けられた価格情報に少なくとも部分的に基づいて、選択された
サービスイメージに対応する費用を確定することと、
　　　　　　確定された費用に応じて顧客コンピューティングデバイスに関連付けられた
顧客に請求することと、を行うように構成される、請求モジュールと、を更に備える、
　　　　付記１５に記載のコンピュータ読み取り可能な非一時的媒体。
　　付記２０．請求コンピューティングデバイスが、確定された費用に応じて顧客から支
払いを得て、選択されたサービスイメージに関連付けられたプロバイダに、支払いを提供
するように更に構成される、付記１９に記載のコンピュータ読み取り可能な非一時的媒体
。
　　付記２１．
市場モジュールが、顧客コンピューティングデバイスから、選択されたサービスイメージ
を実行する追加の複数のコンピューティングデバイスの選択を受信し、選択されたサービ
スイメージが、ホスト型コンピューティング環境内で追加の数のコンピューティングデバ
イスによって実行されるようにするように、更に構成される、付記１６に記載のコンピュ
ータ読み取り可能な非一時的媒体。
　　付記２２．サービスイメージのための市場を提供するためのコンピュータ実装方法で
あって、
　　　　複数のサービスイメージを含み、そのそれぞれのサービスイメージが、１つまた
は複数のネットワークアクセス可能なサービスを実装するようにホスト型コンピューティ
ング環境で実行可能である、検索可能な電子カタログを維持することと、
　　　　顧客コンピューティングデバイスからの要求に応答して、顧客コンピューティン
グデバイスに、顧客コンピューティングデバイス上で提示するために電子サービスイメー
ジカタログ中に記憶された、少なくとも１つのサービスイメージに関する情報を送信する
ことと、
　　　　顧客コンピューティングデバイスから、検索可能な電子カタログからの少なくと



(23) JP 6188839 B2 2017.8.30

10

20

30

40

50

も１つのサービスイメージの選択を受信することと、
　　　　選択されたサービスイメージに対応する１つまたは複数のネットワークアクセス
可能なサービスが、実装されるように、選択されたサービスイメージが、ホスト型コンピ
ューティング環境内で実行されるようにすることと、
　　　　顧客コンピューティングデバイスに、選択されたサービスイメージに対応する、
実装された１つまたは複数のネットワークアクセス可能なサービスへのアクセスを提供す
ることと、を含む、方法。
　　付記２３．維持される検索可能な電子カタログが、複数のサービスイメージのそれぞ
れについて、サービスイメージに関連付けられた価格情報およびサービスイメージに関連
付けられた利用条件のうちの少なくとも１つを更に含む、付記２２に記載のコンピュータ
実装方法。
　　付記２４．選択されたサービスイメージが、ホスト型コンピューティング環境内で実
行されるようにすることが、選択されたサービスイメージが、仮想コンピューティングデ
バイスによって実行されるようにすることを含む、付記２２に記載のコンピュータ実装方
法。
　　付記２５．ホスト型コンピューティング環境が、サービスイメージのプロバイダに関
連付けられたホスト型コンピューティング環境および電子サービスイメージカタログに関
連付けられたホスト型コンピューティング環境のうちの少なくとも１つである、付記２２
に記載のコンピュータ実装方法。
【００５０】
　本明細書に記載される処理の全ては、１つもしくは複数の汎用コンピュータもしくはプ
ロセッサによって実行されるソフトウェアコードモジュールで実施され、かつこれらによ
って完全に自動化されてもよい。コードモジュールは、任意の種類のコンピュータ読み取
り可能な媒体または他のコンピュータストレージデバイス内に記憶されてもよい。いくつ
かの、または全ての方法は、代替えとして、専用コンピュータハードウェアで実施されて
もよい。更に、本明細書で参照されるコンポーネントは、ハードウェア、ソフトウェア、
ファームウェアに、またはこれらの組み合わせで実装されてもよい。
【００５１】
　具体的に別途記述されない限り、とりわけ、「できる」「できるであろう」「かもしれ
ない」、または「してもよい」等の条件的言語は、ある特徴、要素、および／またはステ
ップをいくつかの実施形態が含み、一方で他の実施形態が含まないことを伝えるために一
般に使用される文脈内で、別の形で理解される。したがって、そのような条件的言語は、
一般に、特徴、要素、および／またはステップが、１つまたは複数の実施形態にいずれの
形であれ必要とされるか、あるいは１つまたは複数の実施形態が、ユーザ入力またはプロ
ンプティングを用いて、もしくは用いずに、これらの特徴、要素、および／またはステッ
プが含まれるか、またはいずれかの特定の実施形態で行われるべきであるかを決定するた
めの論理を必ず含むことを含意することは意図していない。
【００５２】
　語句「Ｘ、Ｙ、およびＺのうちの少なくとも１つ」等の接続的言語は、具体的に別途記
述されない限り、物品、用語等がＸ、Ｙ、またはＺであってもよいことを伝えるために一
般に使用される文脈で理解される。したがって、そのような接続的言語は、一般に、ある
実施形態が、少なくとも１つのＸ、少なくとも１つのＹ、および少なくとも１つのＺがそ
れぞれ存在することを必要とすることを含意することは意図していない。
【００５３】
　本明細書に記載され、および／または添付の図面に図示される流れ図のいずれの処理記
載、要素、またはブロックも、処理における特定の論理機能または要素を実装するための
１つまたは複数の実行可能な指示を含む、モジュール、セグメント、またはコードの部分
を潜在的に表すものとして理解されるべきである。代替の実装は、本明細書に記載される
実施形態の範囲内に含まれ、要素または機能が、当業者によって理解される、伴われる機
能性に応じて、実質的に同時または逆の順序を含む、示され、または論じられるものから
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外れる順序で削除され、実行され得る。
【００５４】
　多くの変形形態および改変形態が上記の実施形態に対して行われ得、それらの要素が他
の受け入れ可能な実施例中にあるものとして理解されることが強調されるべきである。全
てのそのような改変形態および変形形態は、本明細書において、本開示の範囲内に含まれ
、以下の特許請求の範囲によって保護されるものである。
【００５５】
　以下、親出願（特願２０１４－５３３３３１号）の出願当初の特許請求の範囲である。
[請求項１]
　サービスイメージのための市場を提供するためのシステムであって、
　前記システムは、複数のサービスイメージと関連付けられた価格情報とを記憶するよう
に構成される少なくとも１つの電子カタログを備え、それぞれのサービスイメージが、ホ
スト型コンピューティング環境で実行されることができ、前記電子カタログが、前記ホス
ト型コンピューティング環境で実行するための１つまたは複数のサービスイメージを検索
するためにアクセス可能であり、
　前記システムは、前記少なくとも１つの電子カタログと通信する市場コンピューティン
グデバイスを備え、前記市場コンピューティングデバイスは、
　前記電子カタログ中に記憶された前記複数のサービスイメージのそれぞれに関する情報
であって、前記複数のサービスイメージのそれぞれについて、前記サービスに関連付けら
れた価格を含む情報を、顧客コンピューティングデバイスに提示するユーザインターフェ
ースを生成し、
　前記顧客コンピューティングデバイスから、前記ユーザインターフェースからのサービ
スイメージの選択を受信し、
　前記選択されたサービスイメージに対応する前記１つまたは複数のサービスが、前記ホ
スト型コンピューティング環境によって実装されるように、前記選択されたサービスイメ
ージを、前記ホスト型コンピューティング環境によって実行させる、
ように構成される、
システム。
[請求項２]
　前記少なくとも１つの電子サービスイメージカタログは、前記複数のサービスイメージ
のそれぞれについて、前記サービスイメージに関連付けられた利用条件を記憶するように
更に構成され、
　前記市場コンピューティングデバイスは、前記選択されたサービスイメージを前記ホス
ト型コンピューティング環境によって実行させる前に、前記顧客が前記選択されたサービ
スイメージに関連付けられた前記利用条件を承諾したことを検証するように更に構成され
る、
請求項１に記載のシステム。
[請求項３]
　前記市場コンピューティングデバイスが、前記顧客コンピューティングデバイスから、
前記選択されたサービスイメージに対応する前記実装された１つまたは複数のサービスに
アクセスし得る、追加のエンティティの選択を受信し、ホスト型コンピューティング環境
に、前記追加のエンティティに対応する情報を送信するように更に構成される、
請求項１に記載のシステム。
[請求項４]
　前記実装された１つまたは複数のサービスの利用を確定するように構成される利用監視
コンピューティングデバイスと、
　前記利用監視コンピューティングデバイスと通信する請求コンピューティングデバイス
と、
を更に備え、
　前記請求コンピューティングデバイスは、



(25) JP 6188839 B2 2017.8.30

10

20

30

40

50

　前記実装された１つまたは複数のサービスの前記確定された利用、および、前記選択さ
れたサービスイメージに関連付けられた価格情報に少なくとも部分的に基づいて、前記選
択されたサービスイメージに対応する費用を確定し、
　前記確定された費用に応じて前記顧客に請求する、
ように構成される、
請求項１に記載のシステム
[請求項５]
　前記請求コンピューティングデバイスが、前記選択されたサービスイメージに関連付け
られた前記プロバイダに、支払いを提供するように更に構成され、前記支払いが、前記確
定された費用に部分的に基づいて確定される、
請求項４に記載のシステム。
[請求項６]
　前記請求コンピューティングデバイスが、前記確定された費用に応じて前記顧客から支
払いを得て、前記選択されたサービスイメージに関連付けられた前記プロバイダに、支払
いを提供するように更に動作する、
請求項４に記載のシステム。
[請求項７]
　前記市場コンピューティングデバイスが、前記顧客から、前記選択されたサービスイメ
ージを上で実行する追加の数のコンピューティングデバイスの選択を受信し、かつ前記選
択されたサービスイメージが、前記ホスト型コンピューティング環境内で前記追加の数の
コンピューティングデバイスによって実行されるようにするように更に構成される、
請求項１に記載のシステム。
[請求項８]
　サービスイメージのための市場を提供するためのコンピュータ実装方法であって、
　複数のサービスイメージを含み、そのそれぞれのサービスイメージが、１つまたは複数
のネットワークアクセス可能なサービスを実装するようにホスト型コンピューティング環
境で実行可能である、検索可能な電子カタログを維持するステップと、
　顧客コンピューティングデバイスからの要求に応答して、前記顧客コンピューティング
デバイスに、前記顧客コンピューティングデバイス上で提示するために前記電子サービス
イメージカタログ中に記憶された、少なくとも１つのサービスイメージに関する情報を送
信するステップと、
　前記顧客コンピューティングデバイスから、前記検索可能な電子カタログからの前記少
なくとも１つのサービスイメージの選択を受信するステップと、
　前記選択されたサービスイメージに対応する前記１つまたは複数のネットワークアクセ
ス可能なサービスが実装されるように、前記選択されたサービスイメージを、前記ホスト
型コンピューティング環境内で実行させるステップと、
　前記顧客コンピューティングデバイスに、前記選択されたサービスイメージに対応する
、前記実装された１つまたは複数のネットワークアクセス可能なサービスへのアクセスを
提供するステップと、
を含む方法。
[請求項９]
　前記維持される検索可能な電子カタログが、前記複数のサービスイメージのそれぞれに
ついて、前記サービスイメージに関連付けられた価格情報および前記サービスイメージに
関連付けられた利用条件のうちの少なくとも１つを更に含む、
請求項８に記載のコンピュータ実装方法。
[請求項１０]
　前記選択されたサービスイメージを、前記ホスト型コンピューティング環境内で実行さ
せるステップが、前記選択されたサービスイメージを、仮想コンピューティングデバイス
によって実行させるステップを含む、
請求項８に記載のコンピュータ実装方法。
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[請求項１１]
　前記ホスト型コンピューティング環境が、サービスイメージのプロバイダに関連付けら
れたホスト型コンピューティング環境、および、前記電子サービスイメージカタログに関
連付けられたホスト型コンピューティング環境のうちの少なくとも１つである、
請求項８に記載のコンピュータ実装方法。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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