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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　方法であって、
　ユーザによるサービスのオーダーをコンピューティングシステムによって受信すること
を備え、前記サービスはリソースの割当てによって可能になり、前記方法はさらに、
　前記コンピューティングシステムによって前記オーダーを分析して、要求者、前記リソ
ース、および要求時間を備える要求データを特定することと、
　前記コンピューティングシステムによって前記要求データを集約データ構造に追加する
こととを備え、前記集約データ構造は、以前に分析されたオーダーについての前記要求デ
ータの集約を含み、前記方法はさらに、
　前記集約データ構造に基づいて、前記リソースに対するリアルタイム要求を示す値を前
記コンピューティングシステムによって決定することと、
　前記要求データの少なくとも１つのコンポーネントが、前記オーダーと、以前に分析さ
れた前記オーダーからの少なくとも１つの他のオーダーとの間で同一であることに基づい
て、前記コンピューティングシステムによって、前記オーダーを前記少なくとも１つの他
のオーダーと相関付けることと、
　前記オーダーを前記少なくとも１つの他のオーダーと相関付けたことに基づいて、前記
コンピューティングシステムによって少なくとも１つのリソースセットを特定することと
を備え、前記少なくとも１つのリソースセットは、前記オーダーからの前記リソースと、
前記少なくとも１つの他のオーダーから要求された別のリソースとを含む、方法。
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【請求項２】
　前記分析することは、前記要求者、前記リソース、および前記要求時間の構造表現を提
供する前記要求データからデータ構造を構築することを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記集約データ構造は、分析された前記オーダーからの前記データ構造と、以前に分析
された前記オーダーからの１つ以上のデータ構造とを備える、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記リソースに対する前記リアルタイム要求を示す前記値は、以前に分析された前記オ
ーダーについての前記要求データの前記集約から取得される前記リソースについての現在
の要求ボリュームを用いて決定される、請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記リソースに対する前記リアルタイム要求を示す、決定された前記値に基づいて、前
記リソースの割当てに対する１つ以上のデマンドポリシーを前記コンピューティングシス
テムによって生成または更新することと、
　前記１つ以上のデマンドポリシーに基づいて、前記リソースを前記コンピューティング
システムによって予め作成することと、
　前記１つ以上のデマンドポリシーに基づいて、予め作成された前記リソースを、前記コ
ンピューティングシステムによって１人以上のユーザに割当てることとをさらに備える、
請求項４項に記載の方法。
【請求項６】
　前記リアルタイム要求を示す値を決定することは、以前に分析された前記オーダーにつ
いての前記要求データの前記集約を用いて、特定の期間内に前記リソースを含むオーダー
のパーセンテージを決定することを備える、請求項１から３のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項７】
　前記リアルタイム要求を示す値を決定することは、以前に分析された前記オーダーにつ
いての前記要求データの前記集約を用いて、決定されたオーダーの前記パーセンテージを
、リソースプール内の他のリソースに相対的な前記リソースの前記リアルタイム要求と相
関付けることを備える、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記要求データの前記少なくとも１つのコンポーネントは前記要求者を含む、請求項１
から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記リソースおよび前記別のリソースに加えて定期的に要求される追加のリソースを、
前記リソース、前記別のリソース、および前記追加のリソースを含む、以前に分析された
前記オーダーのパーセンテージに基づいて、前記コンピューティングシステムによって特
定することをさらに備える、請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　特定された前記少なくとも１つのリソースセットを、前記追加のリソースを含むように
、前記コンピューティングシステムによって更新することをさらに備える、請求項９に記
載の方法。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つのリソースセットの割当てに対する１つ以上のデマンドポリシーを
前記コンピューティングシステムによって生成または更新することと、
　前記１つ以上のデマンドポリシーに基づいて、互いに有線接続された前記リソースおよ
び前記別のリソースを前記コンピューティングシステムによって予め作成することと、
　前記１つ以上のデマンドポリシーに基づいて、互いに有線接続された前記リソースおよ
び前記別のリソースを含む前記少なくとも１つのリソースセットを、前記コンピューティ
ングシステムによって１人以上のユーザに割当てることとをさらに備える、請求項１から
３のいずれか一項に記載の方法。
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【請求項１２】
　システムであって、
　１つ以上のプロセッサおよび非一時的な機械読取可能記憶媒体と、
　要求データの集約に基づいて、リソースプール内のリソースに対するリアルタイム要求
を示す値を決定するプログラム命令とを備え、前記要求データの前記集約は、サービスを
可能にする少なくとも一部として前記リソースを含んでいたサービスに対する以前に受信
された任意の数のオーダーから取得され、前記システムはさらに、
　前記要求データの少なくとも１つのコンポーネントが、サービスのオーダーと、以前に
受信された前記オーダーからの少なくとも１つの他のオーダーとの間で同一であることに
基づいて、前記オーダーを前記少なくとも１つの他のオーダーと相関付けるプログラム命
令と、
　前記オーダーを前記少なくとも１つの他のオーダーと相関付けたことに基づいて、少な
くとも１つのリソースセットを特定するプログラム命令とを備え、前記少なくとも１つの
リソースセットは、前記オーダーからの前記リソースと、前記少なくとも１つの他のオー
ダーから要求された別のリソースとを含み、前記システムはさらに、
　前記リソースプール内の前記リソースの利用を追跡するプログラム命令と、
　（ｉ）前記リソースに対する前記リアルタイム要求を示す、決定された前記値、（ｉｉ
）前記リソースを含む前記少なくとも１つのリソースセット、および（ｉｉｉ）追跡され
た前記リソースの利用、の少なくとも１つに基づいて、リソースの割当てに対する１つ以
上のデマンドポリシーを生成または更新するプログラム命令と、
　前記１つ以上のデマンドポリシーに基づいて、（ｉ）前記リソースを予め作成する、（
ｉｉ）前記リソースを前記リソースプールに追加する、（ｉｉｉ）前記リソースをクリー
ンにする、の少なくとも１つを行うプログラム命令とを備え、
　前記プログラム命令は、前記１つ以上のプロセッサによって実行されるように、前記非
一時的な機械読取可能記憶媒体上に格納されている、システム。
【請求項１３】
　前記１つ以上のデマンドポリシーに基づいて前記リソースを１人以上のユーザに割当て
るプログラム命令をさらに備える、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記リソースに対する前記リアルタイム要求を示す前記値は、以前に受信された前記オ
ーダーについての前記要求データの前記集約から取得される前記リソースについての現在
の要求ボリュームを用いて決定される、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１５】
　請求項１～１１のいずれかに記載の方法をコンピュータに実行させる、プログラム。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のプログラムを格納したコンピュータ読取り可能なデータ記録媒体。
【請求項１７】
　請求項１５に記載のプログラムを格納したメモリと、
　前記プログラムを実行するプロセッサとを備える、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　優先権主張
　本願は、２０１５年８月６日に出願され「CONTRIBUTION POLICY-BASED RESOURCE MANAG
EMENT AND ALLOCATION SYSTEM（コントリビューションポリシーベースのリソース管理お
よび割当てシステム）」と題された米国非仮出願番号第１４／８１９，８２７号、および
２０１５年８月６日に出願され「DEMAND POLICY-BASED RESOURCE MANAGEMENT AND ALLOCA
TION SYSTEM（デマンドポリシーベースのリソース管理および割当てシステム）」と題さ
れた米国非仮出願番号第１４／８１９，８１５号に基づく優先権および利益を主張するも
のであり、上記両出願は、２０１４年８月８日に出願され「RESOURCE MANAGEMENT AND AL
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LOCATION SYSTEM（リソース管理および割当てシステム）」と題された米国仮出願番号第
６２／０３５，３７０号に基づく優先権を主張する。上記出願の各々の内容全体を、すべ
ての目的のために本明細書に引用により援用する。
【背景技術】
【０００２】
　背景
　本開示は概してコンピュータシステムおよびソフトウェアに関し、より特定的には、分
散コンピューティング環境におけるサービスのプロビジョニングを容易にし自動化するた
めの技術に関する。クラウドコンピューティング環境などの分散コンピューティング環境
は、最小限の管理努力またはサービスのプロバイダとのインタラクションで迅速にプロビ
ジョニングおよびリリースされ得る構成可能なコンピューティングリソース（たとえばネ
ットワーク、ネットワーク帯域幅、サーバ、ＰＯＤ、処理、メモリ、ストレージ、アプリ
ケーション、仮想マシン、サービス等）の共有プールに対する簡便なオンデマンドのネッ
トワークアクセスを可能にするためのサービス配信のモデルである。プロバイダは、分散
コンピューティング環境を介してさまざまなサービスを提供し得る。これらのサービスは
、サービスとしてのソフトウェア（Software as a Service：ＳａａＳ）カテゴリ、サー
ビスとしてのプラットフォーム（Platform as a Service：ＰａａＳ）カテゴリ、サービ
スとしてのインフラストラクチャ（Infrastructure as a Service：ＩａａＳ）カテゴリ
、またはその他の、ハイブリッドサービスを含むサービスのカテゴリの下で提供される１
つ以上のサービスを含み得る。
【０００３】
　ユーザ（たとえば顧客またはクライアント）は、オーダーまたはサービスサブスクリプ
ションを介して、分散コンピューティング環境によって提供されるサービスの１つ以上を
オーダーし得る。次いで、分散コンピューティング環境は、ユーザのサブスクリプション
オーダー内に要求されたサービスを提供するために処理（たとえばプロビジョニング、管
理、および追跡）を実行する。典型的に、プロバイダ（たとえばクラウドサービスプロバ
イダ）が１つ以上のサービスにサブスクライブするオーダーまたはサービスサブスクリプ
ションを受信すると、分散コンピューティング環境は、１つ以上のサービスに対して構成
可能なコンピューティングリソースを、要求を行っているユーザに対してプロビジョニン
グまたは割当てる。しかし、要求を行っているユーザは、構成可能なコンピューティング
リソースがどのようにプロビジョニングまたは割当てられるかに対する制御を有しておら
ず、分散コンピューティング環境は、構成可能なコンピューティングリソースを、構成可
能なコンピューティングリソースについての要求を行っているユーザからのデマンドを予
想するように管理することもしない。これらの課題は、自動化、パフォーマンス、および
使用性の問題を提起し得、これらの問題には、構成可能なコンピューティングリソースを
プロビジョニングまたは割当てる既存の分散コンピューティング環境によって容易に対処
することができない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　簡単な概要
　本開示は概して、構成可能なコンピューティングリソースの管理およびプロビジョニン
グを向上させることに関する。インフラストラクチャセットアップ時間を減らすかなくす
ために、反復可能な複雑な統合を自動化するために、人間の介入を回避するために、かつ
構成可能なコンピューティングリソースのより良い管理および使用性を提供するために、
構成可能なコンピューティングリソースをリソースポリシーに基づいて管理およびプロビ
ジョニングするための特定の技術が本明細書に開示される。
【０００５】
　いくつかの実施形態では、本発明は、構成可能なコンピューティングリソース（たとえ
ばネットワーク、ネットワーク帯域幅、サーバ、ＰＯＤ、処理、メモリ、ストレージ、ア
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プリケーション、仮想マシン、サービス等）のプロビジョニングをリソースポリシーに基
づいてある程度制御する能力をユーザに提供する。たとえば、ユーザは、リソースがプロ
ビジョニングされる地理的位置を規定する能力を有し得；サービスがマルチテナントサー
ビスである（たとえば、同一のリソースが２人の別のユーザによって共有され得る）場合
、ユーザは、当該ユーザがリソースを共有したくないことを示す能力を有し得；サービス
がマルチテナントサービスである場合、ユーザは、特定のテナントに対するアフィニティ
を示す能力を有し得（たとえば、ユーザは自身がテナントＸとリソースを共有したいこと
を示す能力を有し得）、または対照的に、ユーザは、自身が特定のテナントと共有したく
ないことを示す能力を有し得；ユーザは、要求可能な構成可能なコンピューティングリソ
ースと交換に分散コンピューティング環境のリソースプールに１つ以上の構成可能なコン
ピューティングリソースをコントリビューションする能力を有し得；ユーザは、サービス
についての別個のＰＯＤプロビジョニングおよびサービスプロビジョニングを制御する能
力を有し得る；等である。
【０００６】
　いくつかの実施形態では、本発明は、構成可能なコンピューティングリソースまたは構
成可能なコンピューティングリソースのセットアップまたはグループを、リソースポリシ
ーに基づいて管理し、予想し、予め作成する能力を分散コンピューティング環境に提供す
る。たとえば、分散コンピューティング環境は、リソースポリシー、および構成可能なコ
ンピューティングリソースを含むサービス要求の現在のパーセンテージに基づいて、いく
つかの構成可能なコンピューティングリソースを自動的に予め作成する能力を有し得；分
散コンピューティング環境は、リソースポリシー、および新たなサービスまたはプロダク
トリリースの進行に基づいて、いくつかの構成可能なコンピューティングリソースを自動
的に予め作成する能力を有し得；分散コンピューティング環境は、ともに使用されるリソ
ースのセットまたはグループに対するデマンドのパーセンテージを監視し、リソースポリ
シー、および構成可能なコンピューティングリソースに対するデマンドに基づいて、構成
可能なコンピューティングリソースの特定されたセットまたはグループを予め作成するま
たはオンデマンドで作成する能力を有し得；分散コンピューティング環境は、リソースポ
リシー、および構成可能なコンピューティングリソースに対するデマンドに基づいて、ユ
ーザが分散コンピューティング環境にコントリビューション可能であるかコントリビュー
ションしたいくつかの構成可能なコンピューティングリソースと、コントリビューション
された構成可能なコンピューティングリソースと交換にユーザに提供可能であるかユーザ
に提供されたいくつかの構成可能なコンピューティングリソースとを制御する能力を有し
得る；等である。
【０００７】
　少なくとも一実施形態において、方法はコンピューティングシステムによって実行され
、方法は、ユーザによるサービスのオーダーを受信することを含む。サービスは一部はリ
ソースの割当てによって可能になる。方法はさらに、オーダーをパースして、リクエスタ
、リソース、および要求時間を含む要求データを特定することを含み得る。方法はさらに
、要求データをアグリゲートデータ構造に追加することとを含み得、アグリゲートデータ
構造は、以前にパースされたオーダーについての要求データのアグリゲートを含む。方法
はさらに、アグリゲートデータ構造に基づいて、リソースに対するリアルタイムデマンド
を示す値を決定することを含み得る。方法はさらに、要求データの少なくとも１つのコン
ポーネントが、オーダーと、以前にパースされたオーダーからの少なくとも１つの他のオ
ーダーとの間で同一であることに基づいて、オーダーを少なくとも１つの他のオーダーと
相関付けることと、オーダーを少なくとも１つの他のオーダーと相関付けたことに基づい
て、少なくとも１つのリソースセットを特定することとを含み得、少なくとも１つのリソ
ースセットは、オーダーからのリソースと、少なくとも１つの他のオーダーから要求され
た別のリソースとを含む。
【０００８】
　任意に、方法はさらに、リソースに対するリアルタイムデマンドを示す、決定された値
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に基づいて、リソースの割当てに対する１つ以上のデマンドポリシーを生成または更新す
ることと、１つ以上のデマンドポリシーに基づいて、リソースを予め作成することと、１
つ以上のデマンドポリシーに基づいて、予め作成されたリソースを１人以上のユーザに割
当てることとを含み得る。リソースに対するリアルタイムデマンドを示す値は、以前にパ
ースされたオーダーについての要求データのアグリゲートから取得されるリソースについ
ての現在の要求ボリュームを用いて決定される。
【０００９】
　少なくとも一実施形態において、命令が格納されている非一時的な機械読取可能記憶媒
体が提供され、命令は、１つ以上のプロセッサによって実行されると１つ以上のプロセッ
サに方法を実行させ、方法は、要求データのアグリゲートに基づいて、リソースプール内
のリソースに対するリアルタイムデマンドを示す値を決定することを含む。要求データの
アグリゲートは、サービスを可能にする少なくとも一部としてリソースを含んでいたサー
ビスに対する以前に受信された任意の数のオーダーから取得される。１つ以上のプロセッ
サによって実行される方法はさらに、リソースに対するリアルタイムデマンドを示す、決
定された値に基づいて、リソースの割当てに対する１つ以上のデマンドポリシーを生成ま
たは更新することと、１つ以上のデマンドポリシーに基づいて、リソースを予め作成する
ことと、１つ以上のデマンドポリシーに基づいて、予め作成されたリソースを１人以上の
ユーザに割当てることとを含み得る。
【００１０】
　任意に、リアルタイムデマンドを計算することは、リアルタイムデマンドを示す値を決
定することは、以前に受信されたオーダーについての要求データのアグリゲートを用いて
、特定の期間内にリソースを含むオーダーのパーセンテージを決定することを含む。
【００１１】
　少なくとも一実施形態において、１つ以上のプロセッサおよび非一時的な機械読取可能
記憶媒体を含むシステムが提供される。システムはさらに、要求データのアグリゲートに
基づいて、リソースプール内のリソースに対するリアルタイムデマンドを示す値を決定す
るように構成されたプログラム命令を含み得る。要求データのアグリゲートは、サービス
を可能にする少なくとも一部としてリソースを含んでいたサービスに対する以前に受信さ
れた任意の数のオーダーから取得される。プログラム命令はさらに、要求データの少なく
とも１つのコンポーネントが、サービスのオーダーと、以前に受信されたオーダーからの
少なくとも１つの他のオーダーとの間で同一であることに基づいて、オーダーを少なくと
も１つの他のオーダーと相関付け、オーダーを少なくとも１つの他のオーダーと相関付け
たことに基づいて、少なくとも１つのリソースセットを特定するように構成され得る。少
なくとも１つのリソースセットは、オーダーからのリソースと、少なくとも１つの他のオ
ーダーから要求された別のリソースとを含む。プログラム命令はさらに、リソースプール
内のリソースの利用を追跡し、（ｉ）リソースに対するリアルタイムデマンドを示す、決
定された値、（ｉｉ）リソースを含む少なくとも１つのリソースセット、および（ｉｉｉ
）追跡されたリソースの利用、の少なくとも１つに基づいて、リソースの割当てに対する
１つ以上のデマンドポリシーを生成または更新するように構成され得る。プログラム命令
はさらに、１つ以上のデマンドポリシーに基づいて、（ｉ）リソースを予め作成する、（
ｉｉ）リソースをリソースプールに追加する、（ｉｉｉ）リソースをクリーンにする、の
少なくとも１つを行うように構成され得る。プログラム命令は、１つ以上のプロセッサに
よって実行されるように、非一時的な機械読取可能記憶媒体上に格納されている。
【００１２】
　任意に、システムはさらに、１つ以上のデマンドポリシーに基づいてリソースを１人以
上のユーザに割当てるプログラム命令を含み得る。
【００１３】
　少なくとも一実施形態において、方法はコンピューティングシステムによって実行され
、方法は、ユーザからのリソース提出を受信することを含む。リソース提出はコントリビ
ューション可能なリソースを特定している。方法はさらに、リソース提出に対するコント
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リビューションポリシーを特定することを含み得る。コントリビューションポリシーは、
コントリビューション可能なリソースのリソースタイプと、要求可能なリソースの１つ以
上のリソースタイプとの間のマッピングに基づいて特定される。方法はさらに、リソース
提出に対して特定されたコントリビューションポリシーに基づいて、要求可能なリソース
の１つ以上のリソースタイプを、ユーザと関連付けられているクライアントコンピューテ
ィングシステムに送信することを含み得る。方法はさらに、要求可能なリソースの１つ以
上のリソースタイプのうちの、ユーザによる１つのリソースタイプの選択を示す情報を、
クライアントコンピューティングシステムから受信することを含み得る。
【００１４】
　任意に、方法はさらに、ユーザによるサービスのオーダーを受信することを含み得る。
サービスは一部はリソースの割当てによって可能になる。方法はさらに、リソースのタイ
プがユーザによって選択された１つのリソースタイプと一致すると判断することと、コン
トリビューション可能なリソースと交換に、サービスに対するリソースへのアクセスを可
能にすることとを含み得る。
【００１５】
　少なくとも一実施形態において、命令が格納されている非一時的な機械読取可能記憶媒
体が提供され、命令は、１つ以上のプロセッサによって実行されると１つ以上のプロセッ
サに方法を実行させ、方法は、ユーザからのリソース提出を受信することを含み、リソー
ス提出はコントリビューション可能なリソースを特定しており、方法はさらに、リソース
提出に基づいて、コントリビューション可能なリソースのリソースタイプを決定すること
を含む。１つ以上のプロセッサによって実行される方法はさらに、リソース提出に対する
コントリビューションポリシーを特定することを含み得る。コントリビューションポリシ
ーを特定することは、リソースタイプが、コントリビューションポリシーにおいて要求可
能なリソースの１つ以上のリソースタイプにマップしているコントリビューション可能な
リソースの１つ以上のリソースタイプと一致すると判断することを含む。１つ以上のプロ
セッサによって実行される方法はさらに、リソース提出に対して特定されたコントリビュ
ーションポリシーに基づいて、要求可能なリソースの１つ以上のリソースタイプを、ユー
ザと関連付けられているクライアントコンピューティングシステムに送信することを含み
得る。１つ以上のプロセッサによって実行される方法はさらに、要求可能なリソースの１
つ以上のリソースタイプのうちの、ユーザによる１つのリソースタイプの選択を示す情報
を、クライアントコンピューティングシステムから受信することを含み得る。
【００１６】
　任意に、１つ以上のプロセッサによって実行される方法はさらに、コントリビューショ
ン可能なリソースと交換に、ユーザによって選択された１つのリソースタイプと一致する
タイプのリソースを割当てることを含み得る。割当てることは、ユーザにサービスするた
めにリソースを構成することを含む。
【００１７】
　少なくとも一実施形態において、１つ以上のプロセッサおよび非一時的な機械読取可能
記憶媒体を含むシステムが提供される。システムはさらに、ユーザからのサービスのオー
ダーを受信するように構成されたプログラム命令を含み得、オーダーはコントリビューシ
ョン可能なリソースおよび要求可能なリソースを特定している。コントリビューション可
能なリソースは、要求可能なリソースと交換にリソースプールに提供されることになって
いる。プログラム命令はさらに、コントリビューションポリシーに基づいてリソース提出
を受付けるように構成され得る。コントリビューションポリシーは、コントリビューショ
ン可能なリソースのタイプの第１のリソースタイプと要求可能なリソースのタイプの第２
のリソースタイプとの間のマッピングを定義している。加えて、プログラム命令はさらに
、コントリビューション可能なリソースへのアクセスおよびコントリビューション可能な
リソースに対する制御を提供するアクセスクレデンシャルを受信し、分散システムの１人
以上のユーザにサービスするためにコントリビューション可能なリソースの可用性を示す
ように、リソースプールを更新し、要求可能なリソースをユーザに割当てるように構成さ
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れ得る。プログラム命令は、１つ以上のプロセッサによって実行されるように、非一時的
な機械読取可能記憶媒体上に格納されている。
【００１８】
　任意に、コントリビューション可能なリソースはユーザによって管理され、要求可能な
リソースは別のユーザによって管理される。または、コントリビューション可能なリソー
スはユーザによって管理され、要求可能なリソースは、分散システムのリソースマネージ
ャによって管理されるリソースプールのコンポーネントである。
【００１９】
　上記は、他の特徴および実施形態とともに、以下の明細書、特許請求の範囲、および添
付の図面を参照するとより明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施形態に係るクラウドインフラストラクチャシステムの論理図である
。
【図２】本発明の実施形態に係るポリシーベースのリソース割当ておよび管理システムの
簡略化したダイアグラムの図である。
【図３】本発明の実施形態に係る配置ポリシーベースのリソース割当ておよび管理の例を
表わす図である。
【図４】本発明の実施形態に係るクライアントデバイスおよびリソースマネージャのより
詳細な高レベルのダイアグラムの図である。
【図５】本発明の実施形態に係るコントリビューションポリシーベースのリソース割当て
および管理システムの簡略化したダイアグラムの図である。
【図６】本発明の実施形態に係るクライアントデバイスおよびリソースマネージャのより
詳細な高レベルのダイアグラムの図である。
【図７】本発明の実施形態に係るコントリビューションポリシーベースのリソース割当て
のために実行される処理を表わす簡略化したフローチャートの図である。
【図８】本発明の実施形態に係るコントリビューションポリシーベースのリソース割当て
のために実行される処理を表わす別の簡略化したフローチャートの図である。
【図９】本発明の実施形態に係るデマンドポリシーベースのリソース割当てのために実行
される処理を表わす簡略化したフローチャートの図である。
【図１０】本発明の実施形態に係るデマンドポリシーベースのリソース割当てのために実
行される処理を表わす別の簡略化したフローチャートの図である。
【図１１】本発明の実施形態を組込むことができるネットワーク環境の簡略化した高レベ
ルのダイアグラムの図である。
【図１２】本発明の教示を組込むことができる別の実施形態を表わす図である。
【図１３】実施形態を実現するための分散システムの簡略化したダイアグラムの図である
。
【図１４】本開示の実施形態に従う、サービスがクラウドサービスとして供給され得るシ
ステム環境の１つ以上のコンポーネントの簡略化したブロックダイアグラムの図である。
【図１５】本発明の実施形態を実現するために用いられ得る例示的なコンピュータシステ
ムを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　詳細な説明
　以下の説明では、本発明の実施形態が十分に理解されるようにするために、説明の目的
で具体的詳細を記載する。しかし、これらの具体的詳細がなくてもさまざまな実施形態を
実施できることは明らかであろう。図面および説明は、限定的であるよう意図されるもの
ではない。
【００２２】
　本開示は概して、構成可能なコンピューティングリソースをリソースポリシーに基づい
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て管理して割当てることに関する。この開示の目的のために、構成可能なコンピューティ
ングリソースの管理および割当ては、少なくとも一部は、クラウドコンピューティング環
境などの分散コンピューティング環境のサービスプロバイダによって提供される１つ以上
のサービスにサブスクライブする１つ以上のサブスクリプションオーダーに応答して実行
されると仮定する。いくつかの実施形態は、ＳａａＳ、ＰａａＳおよびＩａａＳを含むサ
ービスモデルの下で提供される構成可能なコンピューティングリソースの管理および割当
てに関して本明細書に開示されているが、これは限定的であるよう意図されるものではな
い。ＳａａＳ、ＰａａＳおよびＩａａＳに加えて、本明細書に開示される教示は他のサー
ビスモデルにも適用可能である。たとえば、教示は、構成可能なコンピューティングリソ
ース（たとえばネットワーク、ネットワーク帯域幅、サーバ、ＰＯＤ、処理、メモリ、ス
トレージ、アプリケーション、仮想マシン、サービス等）の共有プールに対する簡便なオ
ンデマンドのネットワークアクセスを可能にするためのサービス配信の任意のモデルに適
用可能である。
【００２３】
　特定の実施形態では、クラウドコンピューティング環境などの分散コンピューティング
環境は、セルフサービスの、サブスクリプションベースの、弾性的にスケーラブルな、信
頼性のある、高可用性の、安全な態様でユーザに与えられる一連のアプリケーション、ミ
ドルウェアおよびデータベースサービス提供品を含み得る。クラウド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においてサービスおよびリソースのユーザのサ
ブスクリプションをプロビジョニング、管理および追跡する機能、クラウドコンピューテ
ィング環境においてサービスを利用するユーザに予測可能な作業費用を提供する機能、ク
ラウドコンピューティング環境においてユーザのデータのロバストなアイデンティティド
メインの分離および保護を提供する機能、クラウドコンピューティング環境の設計の透過
的なアーキテクチャおよび制御をユーザに提供する機能、データ保護の保証とデータプラ
イバシ基準および規制の順守とをユーザに提供する機能、クラウドコンピューティング環
境においてサービスを構築およびデプロイするための統合された開発経験をユーザに提供
する機能、ならびにクラウドコンピューティング環境においてビジネスソフトウェア、ミ
ドルウェア、データベースおよびインフラストラクチャサービスの間のシームレスな統合
をユーザに提供する機能を含むがこれらに限定されるものではない多くの機能を提供する
ことができる。
【００２４】
　特定の実施形態では、クラウドインフラストラクチャシステムによって提供されるサー
ビスは、オンラインデータストアおよびバックアップソリューション、ウェブベースの電
子メールサービス、ホスト型オフィススイートおよび文書コラボレーションサービス、デ
ータベース処理、管理された技術サポートサービスなどの、クラウドコンピューティング
環境のユーザがオンデマンドで利用できるようにされる多数のサービスを含み得る。クラ
ウドコンピューティング環境によって提供されるサービスは、そのユーザのニーズを満た
すように動的にスケーリング可能である。クラウドコンピューティング環境によって提供
されるサービスの具体的なインスタンス化は、本明細書ではサービスインスタンスと称さ
れる。一般に、クラウドサービスプロバイダのシステムからインターネットなどの通信ネ
ットワークを介してユーザが利用できるようにされるサービスはいずれも、クラウドサー
ビスと称される。典型的に、パブリッククラウド環境では、クラウドサービスプロバイダ
のシステムを構成するサーバおよびシステムは、ユーザ自身のオンプレミスサーバおよび
システムとは異なる。たとえば、クラウドサービスプロバイダのシステムは、アプリケー
ションをホストし得、ユーザは、インターネットなどの通信ネットワークを介してオンデ
マンドで当該アプリケーションをオーダーし、使用し得る。
【００２５】
　コンピュータネットワーククラウドインフラストラクチャにおけるサービスは、クラウ
ドベンダによってユーザに提供されるかまたはそうでなければ当該技術分野において公知
のストレージ、ホスト型データベース、ホスト型ウェブサーバ、ソフトウェアアプリケー
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ション、または他のサービスへの保護されたコンピュータネットワークアクセスを含む。
たとえば、サービスは、インターネットを介したクラウド上のリモートストレージへの、
パスワードによって保護されたアクセスを含んでいてもよい。別の例として、サービスは
、ネットワーク化された開発者による私的使用のためのウェブサービスベースのホスト型
リレーショナルデータベースおよびスクリプト言語ミドルウェアエンジンを含んでいても
よい。別の例として、サービスは、クラウドベンダのウェブサイト上でホストされる電子
メールソフトウェアアプリケーションへのアクセスを含んでいてもよい。
【００２６】
　図１は、本発明のいくつかの実施形態に係るクラウドコンピューティング環境１０の論
理図である。クラウドコンピューティング環境１０は、クラウドまたはネットワーク化さ
れた環境を介してさまざまなサービスを提供し得る。これらのサービスは、ＳａａＳ、Ｐ
ａａＳ、ＩａａＳ、またはその他の、ハイブリッドサービスを含むサービスのカテゴリの
下で提供される１つ以上のサービスを含み得る。ユーザは、サブスクリプションオーダー
を介して、クラウドコンピューティング環境１０によって提供される１つ以上のサービス
をオーダーし得る。次いで、クラウドコンピューティング環境１０は、ユーザのサブスク
リプションオーダーにおけるサービスを提供するために処理を実行する。
【００２７】
　クラウドコンピューティング環境１０は、さまざまなデプロイメントモデルを介してク
ラウドサービスを提供し得る。たとえば、サービスはパブリッククラウドモデルの下で提
供されてもよく、パブリッククラウドモデルでは、クラウドコンピューティング環境１０
が（たとえばオラクルが所有する）クラウドサービスを販売する組織によって所有され、
サービスは一般的な公営企業またはさまざまな産業企業が利用できるようにされる。別の
例として、サービスはプライベートクラウドモデルの下で提供されてもよく、プライベー
トクラウドモデルでは、クラウドコンピューティング環境１０が単一の組織のために単独
で運営され、当該組織内の１つ以上のエンティティにサービスを提供することができる。
また、クラウドサービスはコミュニティクラウドモデルの下で提供されてもよく、コミュ
ニティクラウドモデルでは、クラウドインフラストラクチャシステム１００およびクラウ
ドコンピューティング環境１０によって提供されるサービスが関連のコミュニティの中の
いくつかの組織によって共有される。また、クラウドサービスは、２つ以上の異なるモデ
ルの組み合わせであるハイブリッドクラウドモデルの下で提供されてもよい。
【００２８】
　図１に示されるように、クラウドコンピューティング環境１０は、クラウドコンピュー
ティング環境１０によって提供されるサービスのプロビジョニングを可能にする、連携し
て動作する複数のコンポーネントを含み得る。図１に示される実施形態では、クラウドコ
ンピューティング環境１０は、ＳａａＳプラットフォーム１５と、ＰａａＳプラットフォ
ーム２０と、ＩａａＳプラットフォーム２５と、インフラストラクチャリソース３０と、
クラウド管理機能３５とを含む。これらのコンポーネントは、ハードウェアまたはソフト
ウェアまたはそれらの組み合わせで実現されてもよい。
【００２９】
　ＳａａＳプラットフォーム１５は、ＳａａＳカテゴリに分類されるクラウドサービスを
提供するように構成される。たとえば、ＳａａＳプラットフォーム１５は、統合された開
発およびデプロイメントプラットフォーム上で一連のオンデマンドのアプリケーションを
構築および供給する機能を提供し得る。ＳａａＳプラットフォーム１５は、ＳａａＳサー
ビスを提供するための基本的なソフトウェアおよびインフラストラクチャを管理および制
御し得る。ＳａａＳプラットフォーム１５によって提供されるサービスを利用することに
よって、ユーザは、クラウドコンピューティング環境１０上で実行されるアプリケーショ
ンを利用することができる。ユーザは、ユーザが別個のライセンスおよびサポートを購入
する必要なくアプリケーションサービスを取得することができる。
【００３０】
　さまざまな異なるＳａａＳサービスが提供され得る。例としては、大規模組織に販売実
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績管理、企業統合およびビジネスの柔軟性などのためのソリューションを提供するサービ
スが挙げられるが、これらに限定されるものではない。一実施形態では、ＳａａＳサービ
スは、ユーザ関係管理（User Relationship Management：ＣＲＭ）サービス４０（たとえ
ばオラクルクラウドによって提供されるフュージョンＣＲＭサービス）、人材管理（Huma
n Capital Management：ＨＣＭ）／才能管理サービス４５などを含んでいてもよい。ＣＲ
Ｍサービス４０は、ユーザへの販売活動サイクルの報告および管理に向けられるサービス
などを含んでいてもよい。ＨＣＭ／才能サービス４５は、ユーザへのグローバルな労働力
ライフサイクル管理および才能管理サービスの提供に向けられるサービスを含んでいても
よい。
【００３１】
　標準化された、共有の、弾性的にスケーラブルなアプリケーション開発およびデプロイ
メントプラットフォームにおけるＰａａＳプラットフォーム２０によって、さまざまな異
なるＰａａＳサービスが提供され得る。ＰａａＳサービスの例としては、共有される共通
のアーキテクチャ上で既存のアプリケーションを（オラクルなどの）組織が集約すること
を可能にするサービス、および、プラットフォームによって提供される共有のサービスを
活用する新たなアプリケーションを構築する能力が挙げられ得るが、これらに限定される
ものではない。ＰａａＳプラットフォーム２０は、ＰａａＳサービスを提供するための基
本的なソフトウェアおよびインフラストラクチャを管理および制御し得る。ユーザは、ユ
ーザが別個のライセンスおよびサポートを購入する必要なく、クラウドコンピューティン
グ環境１０によって提供されるＰａａＳサービスを取得することができる。ＰａａＳサー
ビスの例としては、オラクルＪａｖａ（登録商標）クラウドサービス（Java Cloud Servi
ce：ＪＣＳ）、オラクルデータベースクラウドサービス（Oracle Database Cloud Servic
e：ＤＢＣＳ）などが挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【００３２】
　ＰａａＳプラットフォーム２０によって提供されるサービスを利用することによって、
ユーザは、クラウドコンピューティング環境１０によってサポートされるプログラミング
言語およびツールを利用することができ、デプロイされたサービスを制御することもでき
る。いくつかの実施形態では、クラウドコンピューティング環境１０によって提供される
ＰａａＳサービスは、データベースクラウドサービス５０と、ミドルウェアクラウドサー
ビス（たとえばオラクルフュージョンミドルウェアサービス）５５と、Ｊａｖａクラウド
サービス６０とを含んでいてもよい。一実施形態では、データベースクラウドサービス５
０は、組織がデータベースリソースをプールし、データベースクラウドの形態でデータベ
ース・アズ・ア・サービスをユーザに供給することを可能にする共有のサービスデプロイ
メントモデルをサポートし得、ミドルウェアクラウドサービス５５は、さまざまなビジネ
スアプリケーションを開発およびデプロイするためにユーザにプラットフォームを提供し
、Ｊａｖａクラウドサービス６０は、クラウドコンピューティング環境１０においてＪａ
ｖａアプリケーションをデプロイするためにユーザにプラットフォームを提供する。図１
に示されるＳａａＳプラットフォーム１５およびＰａａＳプラットフォーム２０における
コンポーネントは、単に例示の目的で示されており、本発明の実施形態の範囲を限定する
ことを意図したものではない。代替的な実施形態では、ＳａａＳプラットフォーム１５お
よびＰａａＳプラットフォーム２０は、クラウドコンピューティング環境１０のユーザに
追加のサービスを提供するための追加のコンポーネントを含んでいてもよい。
【００３３】
　ＩａａＳプラットフォーム２０によってさまざまな異なるＩａａＳサービスが提供され
得る。ＩａａＳサービスは、ＳａａＳプラットフォームおよびＰａａＳプラットフォーム
によって提供されるサービスを利用するユーザのために、ストレージ、ネットワークおよ
び他の基礎的なコンピューティングリソースなどの基本的なコンピューティングリソース
の管理および制御を容易にする。
【００３４】
　特定の実施形態では、クラウドコンピューティング環境１０は、クラウドコンピューテ
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ィング環境１０のユーザにさまざまなサービスを提供するために使用されるリソースを提
供するためのインフラストラクチャリソース３０を含む。一実施形態では、インフラスト
ラクチャリソース３０は、ＰａａＳプラットフォームおよびＳａａＳプラットフォームに
よって提供されるサービスを実行するために、サーバ、ストレージおよびネットワーキン
グリソースなどのハードウェアの予め作成された、最適化された組み合わせ（たとえばグ
ループまたはセット）を含む。
【００３５】
　特定の実施形態では、クラウド管理機能３５は、クラウドコンピューティング環境１０
においてクラウドサービス（たとえばＳａａＳ、ＰａａＳ、ＩａａＳサービス）の包括的
な管理を提供する。一実施形態では、クラウド管理機能３５は、クラウドインフラストラ
クチャシステム１０によって受信されたユーザのオーダーまたはサブスクリプションをプ
ロビジョニング、管理および追跡するための機能などを含む。
【００３６】
　図２は、本発明の実施形態に係るポリシーベースのリソース割当ておよび管理システム
１００の簡略化した高レベルのダイアグラムを表わす。図２に示されるように、リソース
管理システム１０５（たとえば１つ以上のコンピューティングデバイスを含むサービスプ
ロバイダのコンピューティングシステム）は、ユーザまたはユーザ１１０（たとえばクラ
イアントもしくはコンピューティングデバイス）から、１つ以上の構成可能なコンピュー
ティングリソース１１５Ａ～１１５Ｊに対するオーダーまたはサービスサブスクリプショ
ン１０７を受信し得る。ユーザ１１０に提供されるリソース１１５Ａ～１１５Ｊは、異な
る地理的領域１２５Ａ～１２０－Ｄ内に位置し得る、１つ以上のデータセンター１２０Ａ
～１２０Ｄ内に位置し得る。旧来のサービスプロバイダは、プロバイダにとって最も費用
効果の高い態様でリソースをプロビジョニングして割当てるものであり、ユーザは、ユー
ザのニーズに最良に適合するようにリソースがどのようにまたはどこでプロビジョニング
されるかを規定することはできない。加えて、先行技術のシステムは、オンデマンドでリ
ソースを提供するという点で反応的である。しかし、これらのシステムは、現在のデマン
ドに基づいて要求を予想せず、またはリソースのセットもしくはグループを特定および提
供しない。本発明の実施形態は、これらおよび他の問題に対処する。
【００３７】
　本発明の局面に従うと、１つ以上の構成可能なコンピューティングリソース１１５Ａ～
１１５Ｊ（すなわち、コントリビューション可能なまたは要求可能なリソースタイプ）は
、ネットワーク、ネットワーク帯域幅、サーバ、ＰＯＤ、処理、メモリ、ストレージ、ア
プリケーション、仮想マシン、サービス等であり得る。ＰＯＤは、以下のうちの１つを表
わし得る論理エンティティである：（Ｊａｖａサービスの場合と同様に）予めプロビジョ
ニングされた匿名のシングルテナントデプロイメント；または、（データベースサービス
の場合と同様に）複数のテナントをサーブするマルチテナントスタック（物理的または仮
想的）。たとえば、ＰＯＤは物理的なスタック上へのサービスのデプロイメントである。
ＰＯＤは１つ以上のサービスインスタンスを収容することができる。ＰＯＤは先験的に作
成することができるか、または、サービスインスタンスが所与の顧客のために作成される
ときにオンデマンドで作成することができる。いくつかの例では、ＰＯＤは、サービスを
実行させるためのソフトウェアスタックのインスタンス化である。このため、ＰＯＤを用
いてサービスを実行する。たとえば、Ｊａｖａサービスに対応するＰＯＤは仮想マシンの
スタックを含んでいてもよい。別の例として、データベースサービスのためのＰＯＤは、
データベースのインスタンスを含んでいてもよい。ＰＯＤは、サービスをホストすること
のできるサブシステムと見なされてもよい。異なるＰＯＤを異なるサービスのために用い
てもよい。
【００３８】
　図３は、本発明の実施形態に係る配置ポリシーベースのリソース割当ておよび管理の例
示的なフローダイアグラム２００を表わす。上述のように、典型的なサービスプロバイダ
では、ユーザまたはユーザは、自身が要求した構成可能なコンピューティングリソースが
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どのようにどこでプロビジョニングされるかを定義することができない。代わりに、構成
可能なコンピューティングリソースは典型的に、サービスプロバイダにとって最も費用効
果の高い何らかの態様で割当てられる。しかし、サービスプロバイダにとって最良の割当
ては、エンドユーザに最良の経験を提供しない場合がある。
【００３９】
　本発明の実施形態は、エンドユーザが自身の構成可能なコンピューティングリソース要
求に対する配置ポリシー（すなわちリソースポリシー）を定義できるようにすることによ
って、ファイングレインのリソース割当て機能をユーザに与える。これは、いくつかの利
点をエンドユーザに提供し得る。たとえば、ＩａａＳの文脈では、エンドユーザは、特に
自身のデータが他のユーザのデータと同一のコンピューティングノード上に格納され得る
場合、自身のデータのセキュリティに懸念を抱き得る。ＩａａＳプロバイダはデータセキ
ュリティについて保証するが、これらの保証では不十分なユーザがいる場合もある。ユー
ザは代わりに、その他のユーザと共有されない自身の専用のコンピューティングノードを
望む場合がある。他のユーザは、データセキュリティについてはそれほど懸念を抱いてい
ないが、具体的に定義されたリソース割当てによって最良にサーブされ得る特定のパフォ
ーマンスまたは冗長要件を有する場合がある。したがって、本発明の実施形態は、エンド
ユーザのニーズに対応するために複数の配置ポリシーを含む。本明細書における配置ポリ
シーとは、構成可能なコンピューティングリソース（たとえばコンピューティングノード
）がユーザにサービスするためにどのように割当てられるかを定義する規則を指す。
【００４０】
　本発明の局面に従うと、配置ポリシーは、いくつかの異なる要因に基づいてリソースを
割当てることができる。たとえば、ＩａａＳの文脈では、パフォーマンスが問題である場
合、コンピューティングリソースは同一のハイパーバイザまたは１セットのハイパーバイ
ザ（たとえば、仮想マシン（ＶＭ）を作成して実行する１つのコンピュータソフトウェア
、ファームウェア、および／またはハードウェアである、仮想マシンモニタ（ＶＭＭ）ま
たは１セットのＶＭＭ）上で実行されるようにグループ化され得る。これによって、ネッ
トワーキング層への呼出を減少させることによって、異なるハイパーバイザ同士またはハ
イパーバイザのセット同士の間で分散しているリソースと比較して、ネットワーク通信お
よび要求／応答時間が改善され得る。たとえば、共有のストレージリソースは、パフォー
マンスを向上させるために、その関連付けられたコンピュートノードと同一の１つのハイ
パーバイザまたは１セットのハイパーバイザにおいて最良に割当てられ得る。上述のよう
に、セキュリティの懸念は、専用のハイパーバイザ上でリソースを実行することによって
対処され得る。これを用いて、異なるユーザ同士の間の、または別個に維持される必要が
ある同一のユーザによって制御されるデータのセット同士の間の悪意のアクセスまたは不
注意なアクセスからデータを保護することができる。同様に、地理的制約（たとえばリソ
ースをホストするデータセンターの位置についての限定）も、特定のセキュリティ、パフ
ォーマンス、または規制要件を満たすように提供され得る。加えて、特定のリソースを別
個のハイパーバイザまたはハイパーバイザのセット上で実行することによって、分離およ
び／または冗長性が維持され得る。これを用いて、（たとえばダウンタイムを減少させる
ために）他のリソースに影響を及ぼすことなく、故障した場合にデータを保存すること、
または、１セットのリソースに対して管理、事務、またはインフラストラクチャ操作（パ
ッチングなど）を実行することができる。いくつかの実施形態では、企業デザイン、統合
要件、または他の機能要件は、コンポーネントが同一のハイパーバイザ（たとえばソフト
ウェア定義インフラストラクチャ（ＳＤＩ））の範囲内でのみ相互運用可能であることを
要求し得る。
【００４１】
　配置ポリシーの例としては、ＩａａＳの文脈では、割当てられたリソースが、１セット
のハイパーバイザに対して配置された仮想マシン上で実行される、専用のハイパーバイザ
ポリシーが挙げられる。この１セットのハイパーバイザは、それらが他のユーザと共有さ
れないという点で専用である。ベストフィット配置ポリシーによって仮想マシンが１セッ
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。たとえば、１セットのハイパーバイザは、リソースを節約し、リソース利用を最大化し
、フラグメンテーションを減少させるために、または他のリソース最適化のために、必要
に応じて他のユーザと共有され（かつ、他のリソースを実行し）得る。いくつかの実施形
態では、配置ポリシーがユーザによって規定されない場合は、ベストフィット配置ポリシ
ーはデフォルトで選択され得る。コンピューティングリソースの特定の部分がともに実行
されるべきである場合は、グループフィット配置ポリシーが使用され得る。仮想マシンは
ともにグループ化され、同一のハイパーバイザプール内の１つ以上のハイパーバイザ上で
実行され得る。配置ポリシーは必要に応じてエンドユーザによってカスタマイズされ、上
述の、またはその他の配置ポリシーの１つ以上からの特徴を組込むハイブリッド配置ポリ
シーが作成され得る。
【００４２】
　図３に示されるように、ユーザ２０５は、トポロジ定義２１５を含むオーダーまたはサ
ービスサブスクリプション２１０を、リソースマネージャ（たとえば図２に関して説明し
たリソース管理システム１０５）に提出し得る。トポロジ定義は、メモリ、ＣＰＵの数、
ストレージ要件、およびエンドユーザが要求した他の仕様などの、個別の構成可能なコン
ピューティングリソース（たとえばコンピュートノード）についての要件を含み得る。た
とえば、トポロジ定義２１５において示されるように、オーダーまたはサービスサブスク
リプション２１０は９個の仮想マシン２２０Ａ～２２０Ｉを含み、その各々が独自の仕様
（たとえばメモリ、ＣＰＵの数、およびストレージ）を有している。９個の仮想マシンは
、グループ１が３個の仮想マシン２２０Ａ～２２０Ｃを含み、グループ２が２個の仮想マ
シン２２０Ｄ～２２０Ｅを含み、残りの４個の仮想マシン２２０Ｆ～２２０Ｉがグループ
化されないように、グループ化される。このトポロジ定義２１５は、要求された仮想マシ
ンの一部に対して２つのグループが規定されており、残りの仮想マシンにベストフィット
ポリシーが適用され得るという点で、ハイブリッド配置ポリシーを表わしている。
【００４３】
　いくつかの実施形態では、トポロジ定義は、以下のリスティング１に示されるように、
テキストフォーマットで提供され得る。
【００４４】
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【表１】

【００４５】
　リスティング１に示されるように、２つのグループにおける１３個の仮想マシンが要求
されている。いくつかの実施形態では、グループは、明示的なグループＩＤを有さずに、
ＶＭの名前に基づいて特定され得る。リスティング１は、ユーザ関係マネージャ（user r
elations manager：ＣＲＭ）デプロイメントに対する例示的なトポロジを定義している。
トポロジ定義における各ＶＭは、ＶＭ数（ＶＭ＿ＮＯ）、ＣＰＵの規定数（ＶＭ＿ＣＰＵ
＿ＣＯＵＮＴ）、メモリの規定量（ＶＭ＿ＭＥＭ＿ＲＥＱＵＩＲＥＤ）、ＶＭ名（ＶＭ＿
ＣＯＭＭＥＮＴＳ）、およびオペレーティングシステム定義（ＶＭ＿ＯＳ＿ＴＥＭＰＬＡ
ＴＥ）、およびグループＩＤ（ＧＲＯＵＰ＿ＩＤ）を含む。いくつかの実施形態では、ト
ポロジ定義はより多いまたは少ない要件を含んでいてもよい。たとえば、いくつかの実施
形態では、ＶＭ毎のトポロジ定義は、プロキシノードを使用すべきか否かを示すフラッグ
を含み得る。ＶＭ３～５などのいくつかのＶＭは、ＣＰＵまたはメモリ要件なしで要求さ
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れ得、これらのＶＭはデプロイメントのためのＩＰアドレスとしてセットアップされ得る
。
【００４６】
　上記に示したように、グループは、トポロジ定義に基づいて自動的に特定され得、およ
び／またはトポロジ定義において明示的に定義され得る。たとえば、リスティング１では
、「ＲＡＣ＿*」と名付けられた各仮想マシンが、自動的に特定されてグループ化され得
る。いくつかの実施形態では、推奨されるグループがノード名に基づいて特定され、確認
のためにユーザに提示され得る。いくつかの実施形態では、明示的なグループＩＤがトポ
ロジ定義に含まれ得る。たとえば、リスティング１に示されるように、ＶＭ１～５は１の
Group＿ＩＤを含むのに対して、ＶＭ６～１３は０のGroup＿ＩＤを含む。いくつかの実施
形態では、Group＿ＩＤが既存のグループに対応する場合、新たに要求されるＶＭは当該
既存のグループに追加され得る。
【００４７】
　図３に示されるように、ＩａａＳの文脈では、オーダーまたはサービスサブスクリプシ
ョン内の要求されたリソースは、トポロジ定義２１５に基づいてリソースプール２２５か
ら割当てられ得る。いくつかの実施形態では、リソースプール２２５はＩａａＳプロバイ
ダによって管理されるハイパーバイザプールであり得る。いくつかの実施形態では、リソ
ースプール２２５は、複数のリモートデータセンターにわたって分散している複数のリソ
ースプールを含み得る。
【００４８】
　図４は、本発明の実施形態に係るクライアントデバイスおよびリソースマネージャのよ
り詳細な高レベルのダイアグラム３００を表わす。図４に示されるように、エンドユーザ
は、ユーザコンピュータ３１０を用いてリソースマネージャ３０５（たとえば図２に関し
て上述したリソース管理システム１０５）と通信して、リソース要求およびトポロジ定義
３２０を含むオーダーまたはサービスサブスクリプション３１５を送信し得る。オーダー
またはサービスサブスクリプション３１５はリソース要求インターフェイス３２５によっ
て受信され、リソースプール３３０およびポリシーマネージャ３３５に転送され得る。リ
ソースプール３３０は、リソースマネージャ３０５によって管理される１つ以上のデータ
センターにおける１つ以上のリソースプール（たとえば図３に関して説明したリソースプ
ール２２５）へのインターフェイスの役割を果たし得る。リソースプール３３０は、デー
タセンターインデックス３４０およびリソースインデックス３４５を維持し得る。各イン
デックス３４０および３４５は、特定のデータセンターにおいて現在利用可能な構成可能
なコンピューティングリソース、および／または各データセンターが提供可能な構成可能
なコンピューティングリソースを示し得る。たとえば、データセンターインデックス３４
０は、接続された各データセンターにおいていくつのハイパーバイザが利用可能であるか
、ならびに、それらのハイパーバイザが専用の配置ポリシーについて共有および／または
使用され得るか否かを示し得る。同様に、リソースインデックス３４５は、現在利用可能
なアプリケーションサーバ、リアルアプリケーションクラスタ（ＲＡＣ）ノード、ストレ
ージノードなどの、どの既存の構成可能なコンピューティングリソースが任意の所与のデ
ータセンターにおいて利用可能であるかを示し得る。リソース割当てモジュール３５０は
オーダーまたはサービスサブスクリプション３１５を受信し得、要求されている構成可能
なコンピューティングリソースを決定し得、配置ポリシーが存在する場合はどの配置ポリ
シーに従っているかを決定し得る。リソース割当てモジュール３５０はポリシーマネージ
ャ３３５と通信して、規定された配置ポリシーの要件を特定して決定し得る。ポリシーマ
ネージャ３３５は、デマンドポリシー３６０、コントリビューションポリシー３６５、お
よび配置ポリシー３７０を含む複数のポリシー定義３５５を維持し得る。また、ポリシー
マネージャ３３５は、必要に応じてポリシー定義３５５を更新し得るポリシー更新モジュ
ール３７５を含み得る。
【００４９】
　図５は、本発明の実施形態に係るコントリビューションポリシーベースのリソース割当
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ておよび管理システムの簡略化したダイアグラムを表わす。いくつかの実施形態では、ユ
ーザは、さまざまな構成可能なコンピューティングリソース、オーダーもしくはサービス
サブスクリプションについてのディスカウント、または他の形態の補償と交換に、不使用
のまたは余分な構成可能なコンピューティングリソースをコントリビューションし得る。
たとえば、プライベートクラウドインフラストラクチャプロバイダなどのサービスプロバ
イダは、複数の異なるユーザおよび／または組織から、構成可能なコンピューティングリ
ソースの共有プールから、オーダーまたはサービスサブスクリプションをサービスし得る
。各ユーザまたは組織（たとえば顧客）は、完全には利用され得ないか、またはもはや使
用され得ない、たとえばハイパーバイザ、ストレージノード、または他の構成可能なコン
ピューティングリソースなどの、自身のハードウェアおよび／またはソフトウェアリソー
スを所有または制御し得る。図５に示される実施形態では、これらのユーザおよび／また
は組織は、支払と交換に、および／またはコントリビューションしているユーザが使用す
る予定の他の構成可能なコンピューティングリソースと交換に、自身の不使用の構成可能
なコンピューティングリソースをコントリビューションすることができる。たとえば、Ｉ
ａａＳの文脈では、ユーザは、ユーザが必要としない余分なストレージノードを有する場
合がある。自身の余分なストレージノードをコントリビューションするのと交換に、ユー
ザはＲＡＣノードを要求することが可能であり得る。ユーザは、ハイパーバイザ、ソフト
ウェア、ネットワーク、ＰＯＤ、または他の構成可能なコンピューティングリソースもコ
ントリビューションし得る。
【００５０】
　図５に示されるように、各ユーザ４０５はコントリビューション可能なリソース４１０
と関連付けられ得る。いくつかの実施形態では、コントリビューション可能なリソース４
１０はユーザによって管理され、完全には利用され得ないか、またはもはや使用され得な
い、たとえばネットワーク、ネットワーク帯域幅、サーバ、ＰＯＤ、処理、メモリ、スト
レージ、アプリケーション、仮想マシン、サービス等のハードウェアおよび／またはソフ
トウェアのタイプのリソースであり得る。各ユーザ４０５は、コントリビューションされ
ているリソースの記述を含むリソース提出４１５をリソースマネージャ４２０（たとえば
図１に関して上述したリソース管理システム１０５）に送信し得る。たとえば、記述は、
コントリビューションされているリソースのタイプ（たとえばサーバ）と、リソースの名
前、メモリ、ＣＰＵ情報、オペレーティングシステム、追加のハードウェアおよび／また
はソフトウェア等のリソースの仕様とを含み得る。リソースマネージャ４２０は、現在の
リソース可用性および／またはリソースデマンドに鑑みてコントリビューション可能なリ
ソース４１０を評価し、ユーザ４０５がコントリビューション可能なリソース４１０と交
換に受信し得る要求可能なリソース４２５の１つ以上のタイプを定義する交換オファーを
戻し得る。いくつかの実施形態では、要求可能なリソース４２５はリソースマネージャ４
２０によって管理され、ユーザにサービスするのに利用可能な、たとえばネットワーク、
ネットワーク帯域幅、サーバ、ＰＯＤ、処理、メモリ、ストレージ、アプリケーション、
仮想マシン、サービス等の、ハードウェアおよび／またはソフトウェアタイプのリソース
であり得る。交換（たとえば、要求可能なリソース４２５に対してコントリビューション
可能なリソース４１０）がコントリビューションしているユーザ４０５のニーズを満たす
場合、ユーザ４０５はオファーを受付け、コントリビューション可能なリソース４１０の
制御をリソースマネージャ４２０に引継ぐことができる。たとえば、ユーザ４０５は、コ
ントリビューション可能なリソース４１０へのアクセスおよびリソース４１０に対する制
御を提供するアクセスクレデンシャル（たとえばユーザ名およびパスワード）をリソース
マネージャ４２０に提供し得る。次いで、ユーザ４０５は、交渉した要求可能なリソース
４２５をリソースマネージャ４０６から受信し得る。
【００５１】
　これは、ユーザが必要としない構成可能なコンピューティングリソースの１つのタイプ
を、ユーザが必要としない構成可能なコンピューティングリソースの異なるタイプと交換
することができるユーザにとって有利である。いくつかの実施形態では、ユーザが交換に
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受信する構成可能なコンピューティングリソース（たとえば要求可能なリソース）は、ユ
ーザが所望の構成可能なコンピューティングリソースをセットアップする必要なしに、リ
ソースプール内の任意のハイパーバイザ上で実行されていてもよい。たとえば、ユーザは
コンピュートノードを購入しているが、そのコンピュートノード上で構成可能なコンピュ
ーティングリソースをセットアップする際に特定の専門知識をまったく有していない場合
がある。このコンピュートノードをコントリビューションすることによって、ユーザは、
ユーザによるいずれのセットアップも必要とせずに、異なるコンピュートノード上で実行
される、所望の構成可能なコンピューティングリソースを交換に受信することができる。
これは組織によって内部でも使用され得る。大規模なソフトウェア開発会社などの組織は
、予測される必要性に基づいて、構成可能なコンピューティングリソースを組織の異なる
サブグループに割当て得る。新たなプロジェクトを実施するために、または市場の需要の
変化のためにサブグループの変更が必要となった場合、組織が構成可能なコンピューティ
ングリソースをサブグループ同士の間で再割当てすることは困難であり得る。コントリビ
ューションポリシーベースのリソース管理および割当てシステムを用いて、サブグループ
は、組織による再割当てを必要とせずに、リソースを自然発生的にリバランスすることが
できる。コントリビューションポリシーは、デマンドに基づいてリソースコントリビュー
ションについての「交換レート」（たとえばコントリビューション可能なリソースと要求
可能なリソースとの間のマッピング）を定義することができ、かつ、動的に更新され得る
。同様に、このようなコントリビューションポリシーベースのシステムは複数の組織にわ
たって使用され得る。リソースマネージャは、組織がそれらのコンピューティングリソー
スをコントリビューションするための標準化プロトコルを提供する、信頼できるパーティ
の役割を果たし得る。これは、ある組織からの機密情報がライバル組織のコンピューティ
ングリソースに晒されないことを保証するために、上述の配置ポリシーベースのシステム
と組み合わされて用いられ得る。
【００５２】
　図６は、本発明の実施形態に係るクライアントデバイスおよびリソースマネージャのよ
り詳細な高レベルのダイアグラム５００を表わす。図６に示されるように、リソースマネ
ージャ５０５（たとえば、それぞれ図２、図４および図５に関して上述したリソース管理
システム１０５またはリソースマネージャ３０５；４２０）は、リソース提出インターフ
ェイス５１０、ユーザアカウント履歴５１５およびデマンドモニタ５２０を含むいくつか
のサブシステムまたはモジュールを含む。加えて、リソースマネージャ５０５は、ポリシ
ーマネージャ５２５、リソースプール５３０、およびリソース要求インターフェイス５３
５（たとえば、図３に関して上述したポリシーマネージャ３３５、リソースプール３３０
、およびリソース要求インターフェイス３２５）を含み得る。これらのサブシステムは、
ソフトウェア（たとえばプログラムコード、１つ以上のプロセッサによって実行可能な命
令）で、ハードウェアで、またはこれらの組み合わせで実現され得る。いくつかの実施形
態では、ソフトウェアはメモリ（たとえば非一時的なコンピュータ読取可能媒体）内に、
メモリデバイス上に、または何らかの他の物理メモリ上に格納され得、１つ以上の処理ユ
ニット（たとえば１つ以上のプロセッサ、１つ以上のプロセッサコア、１つ以上のＧＰＵ
等）によって実行され得る。
【００５３】
　図６に表わされるように、ユーザコンピュータ５４０はブラウザ５４５などのウェブア
プリケーションを実行し得、ブラウザ５４５は、ユーザコンピュータ５４０のユーザがリ
ソース提出をリソースマネージャ５０５に送信して、構成可能なコンピューティングリソ
ース（たとえばコントリビューション可能なリソース）をリソースマネージャ５０５にコ
ントリビューションすることを可能にする。リソース提出は、コントリビューションされ
ているリソース（たとえばネットワーク、ネットワーク帯域幅、サーバ、ＰＯＤ、処理、
メモリ、ストレージ、アプリケーション、仮想マシン、サービス等）のタイプと、リソー
スの名前、メモリ、ＣＰＵ情報、オペレーティングシステム、追加のハードウェアおよび
／またはソフトウェア等のリソースの仕様とを規定し得る。コントリビューション可能な
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リソースは、ユーザがネットワーク５５５を介してアクセス可能なローカルリソース５５
０Ａおよび／またはリモートリソース５５０Ｂなどのように、ユーザによって所有または
そうでなければ制御（たとえば管理）される（たとえば、ユーザがもはや完全には使用し
ていないか部分的に使用しているリソース）。
【００５４】
　一実施形態では、リリソース提出インターフェイス５１０はリソース提出を受信してポ
リシーマネージャ５２５と通信し、リソース提出に適用され得る１つ以上のコントリビュ
ーションポリシーを特定し得る。たとえば、各コントリビューションポリシーは、コント
リビューションされているリソースのタイプと交換に提供され得る要求可能なリソース（
たとえばネットワーク、ネットワーク帯域幅、サーバ、ＰＯＤ、処理、メモリ、ストレー
ジ、アプリケーション、仮想マシン、サービス等）の１つ以上のタイプを規定し得る。適
用可能なコントリビューションポリシーが特定されると、ポリシーマネージャ５２５は、
リソース提出に対して特定された要求可能なリソースの１つ以上のタイプを戻すことがで
きる。したがって、各コントリビューションポリシーは要求可能なリソースの１つ以上の
タイプのオファーを効果的に表わし、ユーザはコントリビューション可能なリソースと交
換にこれを受付けるか拒絶することができる。ユーザが要求可能なリソースの１つ以上の
タイプのうちの１つを選択または受付けると、ユーザアカウント履歴５６０は、コントリ
ビューション履歴５６５においてユーザによってコントリビューションされているリソー
スを示すように更新され得る。その後、ユーザは、以前に選択または受付けられたタイプ
の要求可能なリソースのリソース要求を含むオーダーまたはサービスサブスクリプション
を提出し得、リソースマネージャ５０５は要求可能なリソースの割当てで応答し得る。加
えて、ユーザがオーダーまたはサービスサブスクリプションを提出すると、リソース要求
履歴５７０はリソースの要求で同様に更新され得る。ユーザのコントリビューションおよ
びオーダーまたはサブサービススクリプション履歴を追跡することによって、リソースマ
ネージャ５０５は、ユーザがコントリビューション可能なリソースと交換に合意した要求
可能なリソースを受信したか否かを追跡することができる。
【００５５】
　いくつかの実施形態では、コントリビューションポリシーは、特定のユーザのコントリ
ビューション履歴に基づいて特定のユーザに対して調整され得る。たとえば、多くの構成
可能なコンピューティングリソースをコントリビューションした履歴を有するユーザは、
コントリビューション履歴が限られているユーザよりも有利なオファー（たとえば、現在
のデマンドに基づいて提供されるであろうよりも、コントリビューションと交換に、より
多くの構成可能なコンピューティングリソース）を受信し得る。
【００５６】
　代替的な実施形態では、リソース提出インターフェイス５１０は、１つ以上の要求可能
なリソースと交換にリソースの１つ以上のタイプをコントリビューションするオファーを
含むオーダーまたはサービスサブスクリプションを受信し得、ポリシーマネージャ５２５
と通信して、当該オファーが満たされ得るか否かを判断する。たとえば、オーダーまたは
サービスサブスクリプションは、ユーザが好む１つ以上の要求可能なリソースと交換にコ
ントリビューションされ得る１つ以上のリソースを定義し得る。加えて、オーダーまたは
サービスサブスクリプションは、１つ以上の要求可能なリソースを提供し得る１人以上の
ユーザおよび／または１つ以上の地理的領域を定義し得る。したがって、各オーダーまた
はサービスサブスクリプションは、コントリビューション可能なリソースの１つ以上のタ
イプを、ポリシーマネージャ５２０が受付け得る、拒絶し得る、または無効にし得る（た
とえば、ポリシーマネージャ５２５によって維持されるコントリビューションポリシーに
基づいて構成可能なコンピューティングリソースの１つ以上の他のタイプを提案し得る）
要求可能なリソースの１つ以上のタイプと交換するオファーを効果的に表わす。ポリシー
マネージャ５２５がオファーを受付けると、ユーザアカウント履歴５６０は、コントリビ
ューション履歴５６５においてユーザによる１つ以上のリソースのコントリビューション
を示すように更新され得る。加えて、リソース要求履歴５７０は、ユーザが要求した１つ
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以上のリソースで同様に更新され得る。オファーの受付けは、コントリビューション可能
なまたは要求可能なリソースを提供し得る１人以上のユーザから付与される許可、コント
リビューション可能なまたは要求可能なリソースのタイプの可用性および／またはデマン
ド、コントリビューション可能なリソースのタイプと要求可能なリソースのタイプとの交
換の同等性、ポリシーマネージャ５２５によって維持されるコントリビューションポリシ
ーなどを含むがこれらに限定されるものではないいくつかの要因に基づいて、ポリシーマ
ネージャ５２５によって決定され得る。このような実施形態では、プロジェクトまたはジ
ョブについて第１のユーザ「Ａ」が第２のユーザ「Ｂ」と連携し、１つ以上のリソースを
互いに共有してプロジェクトもしくはジョブの各ユーザの部分を完了すること、および／
または互いに１つ以上のリソースを交換するための同意を交わすことが可能である。
【００５７】
　いくつかの実施形態では、ポリシーマネージャ５２５によって維持されるリソースポリ
シー（たとえばコントリビューションポリシー）は、コントリビューション可能なおよび
／または要求可能なリソースの異なるタイプに対する現在のデマンドに基づいて動的に更
新され得る。デマンドモニタ５７５は、オーダーまたはサービスサブスクリプションがリ
ソース要求インターフェイス５３５からポリシーマネージャ５２５に転送されると、要求
インターセプタ５８０を用いて当該オーダーまたはサービスサブスクリプションをインタ
ーセプトまたは受信し得る。いくつかの実施形態では、デマンドモニタ５７５は、各オー
ダーまたはサービスサブスクリプションをインターセプトまたは受信することなく、ポリ
シーマネージャ５２５から報告期間の最後に（たとえば毎日または毎時間）オーダーまた
はサービスサブスクリプションをバッチで受信し得る。デマンドモニタ５７５がオーダー
またはサービスサブスクリプションをインターセプトまたは受信すると、デマンドモニタ
５７５はオーダーまたはサービスサブスクリプションをポリシーマネージャ５２５に転送
し、オーダーまたはサービスサブスクリプションのコピーを保存し得る。要求パーサ５８
３はオーダーまたはサービスサブスクリプションを分析して、要求されている構成可能な
コンピューティングリソース、リソースを要求したエンティティ、およびリソースが要求
された時間を決定し得る。次いで、パースされたオーダーまたはサービスサブスクリプシ
ョンはアグリゲート要求履歴５８５に追加され得る。アグリゲート要求履歴５８５は、時
間、リクエスタ、および要求されたリソースでソートされたオーダーまたはサービスサブ
スクリプションの実行リストを格納するデータ構造を含み得る。リアルタイムデマンドカ
ルキュレータ５９０は、特定の期間または要求ボリュームにわたってアグリゲート要求履
歴５８５を分析し、その期間中のデマンドを決定し得る。リソースデマンドコリレータ５
９５もアグリゲート要求履歴５８５を分析し、オーダーまたはサービスサブスクリプショ
ンにおけるパターンを決定し得る。所与の構成可能なコンピューティングリソースが要求
されると、動的リソースセット内の他のリソースも要求されたリソースと通信するように
プロビジョニングおよび構成されるように、構成可能なコンピューティングリソースの動
的リソースセットまたはグループが、オーダーまたはサービスサブスクリプションパター
ンに基づいて定義され得る。
【００５８】
　図７～図１０は、本発明の実施形態に係るコントリビューションポリシーベースの、お
よびデマンドポリシーベースのリソース割当てのために実行される処理を表わす簡略化し
たフローチャートを表わす。図７～図１０のステップは、たとえば図１～図６および図１
１～図１５の環境において実現され得る。本明細書に記載されるように、図７～図１０の
フローチャートは、本発明のさまざまな実施形態に係るシステム、方法、およびコンピュ
ータプログラムプロダクトのアーキテクチャ、機能、および可能な実装例の動作を示す。
この点において、フローチャートまたはブロックダイアグラム内の各ブロックは、規定さ
れた論理機能を実現するための１つ以上の実行可能な命令を含むモジュール、セグメント
、またはコードの一部を表わし得る。また、いくつかの代替的な実装例では、ブロック内
に示される機能は図に示される順序以外でも起こり得ることに留意すべきである。たとえ
ば、連続して示される２つのブロックは、実際は、実質的に同時に実行されてもよく、ま
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たは、ブロックは、関連の機能に依存して、場合によっては逆の順序で実行されてもよい
。また、ブロックダイアグラムおよび／またはフローチャート図の各ブロック、ならびに
ブロックダイアグラムおよび／またはフローチャート図中のブロック同士の組み合わせは
、規定された機能もしくは行為を実行する専用のハードウェアベースのシステム、または
専用のハードウェアとコンピュータ命令との組み合わせによって実現可能であることに留
意すべきである。
【００５９】
　図７は、ポリシーマネージャによって維持されるコントリビューションポリシーを用い
るコントリビューションポリシーベースのリソース割当てのために実行される処理を表わ
す簡略化したフローチャート６００を表わす。ステップ６０５において、コントリビュー
ション可能なリソースを特定するリソース提出が受信され得る。たとえば上述のように、
リソース提出インターフェイス５１０はリソース提出をユーザコンピュータ５４０から受
信し、リソース提出をポリシーマネージャ５２５に転送し得る。リソース提出は、コント
リビューションされているリソース（たとえばネットワーク、ネットワーク帯域幅、サー
バ、ＰＯＤ、処理、メモリ、ストレージ、アプリケーション、仮想マシン、サービス等）
のタイプと、リソースの名前、メモリ、ＣＰＵ情報、オペレーティングシステム、追加の
ハードウェアおよび／またはソフトウェア等のリソースの仕様とを規定し得る。コントリ
ビューション可能なリソースは、ローカルリソース５５０Ａおよび／またはリモートリソ
ース５５０Ｂなどのように、ユーザによって所有またはそうでなければ制御（たとえば管
理）される（たとえば、ユーザがもはや完全には使用していないか部分的に使用している
リソース）。
【００６０】
　ステップ６１０において、リソース提出に適用され得る１つ以上のコントリビューショ
ンポリシーが特定され得る。たとえば、各コントリビューションポリシーは、コントリビ
ューションされているリソースのタイプと交換に提供され得る要求可能なリソース（たと
えばネットワーク、ネットワーク帯域幅、サーバ、ＰＯＤ、処理、メモリ、ストレージ、
アプリケーション、仮想マシン、サービス等）の１つ以上のリソースタイプを規定し得る
。１つ以上のコントリビューションポリシーの特定は、リソース提出に基づいてコントリ
ビューション可能なリソースのリソースタイプを決定することと、リソースタイプが（１
つ以上のコントリビューションポリシー内の）コントリビューション可能なリソースの１
つ以上のリソースタイプと一致すると判断することとを含み得、コントリビューション可
能なリソースの１つ以上のリソースタイプは、１つ以上のコントリビューションポリシー
において要求可能なリソースの１つ以上のリソースタイプにマップしている。したがって
、各コントリビューションポリシーは要求可能なリソースの１つ以上のタイプのオファー
を効果的に表わし、ユーザはコントリビューション可能なリソースと交換にこれを受付け
るか拒絶することができる。適用可能なコントリビューションポリシーが特定されると、
ポリシーマネージャ５２５は、リソース提出に対して特定された要求可能なリソースの１
つ以上のタイプを戻すことができる。いくつかの実施形態では、１つ以上のコントリビュ
ーションポリシーの特定は、ユーザが利用可能な要求可能なリソースの１つ以上のタイプ
、コントリビューション可能なおよび／または要求可能なリソースの１つ以上のタイプの
デマンドレベル、ならびにユーザのリソースコントリビューションの履歴を含む任意の数
の要因に基づいてより狭く調整または定義されるコントリビューションポリシーを用いて
さらに展開され得、たとえば、多くのリソースをコントリビューションした履歴を有する
ユーザは、コントリビューション履歴が限られているユーザよりも有利なコントリビュー
ションポリシーまたはオファー（たとえば、現在のデマンドに基づいて提供されるであろ
うよりも、コントリビューションと交換に、より多くのリソース）を受信し得る。
【００６１】
　ステップ６１５において、コントリビューションされているリソースのタイプと交換に
提供され得る要求可能なリソースの１つ以上のリソースタイプの特定が、特定された１つ
以上のコントリビューションポリシーに基づいてユーザに送信され得る。たとえば、リソ
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ース提出インターフェイス５１０は、特定された１つ以上のコントリビューションポリシ
ーに基づいて、要求可能なリソースの１つ以上のリソースタイプの特定をポリシーマネー
ジャ５２５からユーザコンピュータ５４０に送信し得る。ステップ６２０において、要求
可能なリソースの少なくとも１つのタイプがユーザによって拒絶されると、拒絶が受信さ
れ得る。たとえば、上述のように、リソース提出インターフェイス５１０は、要求可能な
リソースの少なくとも１つのタイプの拒絶をユーザコンピュータ５４０から受信し得る。
ステップ６２５において、要求可能なリソースの少なくとも１つのタイプがユーザによっ
て選択または受付けられると、要求可能なリソースの少なくとも１つのタイプの選択また
は受付けを示す情報が受信され得る。たとえば、上述のように、リソース提出インターフ
ェイス５１０は、要求可能なリソースの少なくとも１つのタイプの選択または受付けを示
す情報をユーザコンピュータ５４０から受信し得る。いくつかの実施形態では、当該情報
は、リソース提出において特定されたコントリビューション可能なリソースへのアクセス
ならびに当該リソースに対する制御を提供するアクセスクレデンシャル（たとえばユーザ
名およびパスワード）をさらに含み得る。
【００６２】
　ステップ６３０において、ユーザアカウント履歴およびリソースプールは、要求可能な
リソースの少なくとも１つのタイプの選択または受付けから実現される変更を示すように
更新され得る。たとえば、ユーザアカウント履歴５６０は、コントリビューション履歴５
６５において要求可能なリソースの少なくとも１つのタイプと交換に提供されるコントリ
ビューション可能なリソースを示すように更新され得る。加えて、リソースプール５３０
内のデータセンターインデックスおよび／またはリソースインデックスは、リソースマネ
ージャ（たとえばサービスプロバイダによって管理される分散システム）の１人以上のユ
ーザにサービスするためにコントリビューション可能なリソースの可用性を示すように更
新され得る。
【００６３】
　ステップ６３５において、要求可能なリソースに対するオーダーまたはサービスサブス
クリプションがユーザから受信され得る。たとえば、リソース提出インターフェイス５１
０は、オーダーまたはサービスサブスクリプションをユーザコンピュータ５４０から受信
し、オーダーまたはサービスサブスクリプションをリソースマネージャ５０５に転送し得
る。ステップ６４０において、要求可能なリソースが、以前のリソース提出交換を通して
ユーザが利用可能であるタイプ（すなわち、コントリビューション可能なリソースと交換
に以前に選択または受付けられたタイプの要求可能なリソース）であるか否かについて判
断がなされ得る。たとえば、リソースマネージャ５０５はユーザアカウント履歴５６０を
確認して、要求可能なリソースが、コントリビューション可能なリソースと交換に約束さ
れたタイプであるか否かを判断し得る。ステップ６４５において、要求可能なリソースが
コントリビューション可能なリソースと交換に約束されたタイプではない場合、要求可能
なリソースは、本明細書に記載される配置もしくはデマンドポリシーベースのシステムな
どの他のオーダーもしくはサービスサブスクリプションポリシー、および／または旧来の
オーダーもしくはサービスサブスクリプションポリシーに従ってユーザに割当てられ得る
。
【００６４】
　ステップ６５０において、要求可能なリソースが、コントリビューション可能なリソー
スと交換に約束されたタイプである場合、要求可能なリソースは、以前に特定された１つ
以上のコントリビューションポリシーに基づいてユーザに割当てられ得る。たとえば、要
求可能なリソースがコントリビューション可能なリソースと交換に約束されたタイプであ
る場合、リソースマネージャ５０５は、ユーザまたは顧客にサービスするためにリソース
プール５３０から要求可能なリソースを割当てて構成し、要求可能なリソースが割当てら
れたという確認メッセージをユーザまたは顧客に送信し得る。要求可能なリソースは、ユ
ーザによって選択または受付けられたタイプの任意の構成可能なコンピューティングリソ
ースであり得る。たとえば、選択された要求可能なリソースのタイプがＲＡＣノードであ
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った場合は、通常は共有される一組のデータファイルに対して１つのインスタンスのみを
実行する１つのＲＡＣノードに対する要求が、ユーザまたは顧客にサービスするために割
当てられて構成され得る。
【００６５】
　いくつかの実施形態では、要求されるリソースがそこから割当てられるリソースプール
５３０は、ＩａａＳプロバイダによって管理されるハイパーバイザプールであり得る。い
くつかの実施形態では、リソースプール５３０は、複数のリモートデータセンターにわた
って分散している複数のリソースプールを含み得る。理解されるべきであるように、要求
されたリソースの割当ておよび構成は、図３および図４に関して上記に詳述したように、
トポロジ定義および配置ポリシーに基づいてさらに定義され得る。
【００６６】
　ステップ６５５において、ユーザアカウント履歴およびリソースプールは、要求可能な
リソースに対するオーダーまたはサービスサブスクリプションから実現される変更を示す
ように更新され得る。たとえば、ユーザアカウント履歴５６０は、リソース要求履歴５７
０において要求可能なリソースがユーザに割当てられたことを示すように更新され得る。
ユーザのコントリビューションおよびオーダーまたはサブサービススクリプション履歴を
追跡することによって、リソースマネージャ５０５は、ユーザがコントリビューション可
能なリソースと交換に合意した要求可能なリソースを受信したか否かを追跡することがで
きる。加えて、リソースプール５３０内のデータセンターインデックスおよび／またはリ
ソースインデックスは、ユーザにサービスするために要求可能なリソースの割当てを示す
ように更新され得る。
【００６７】
　図８は、ユーザによって提供されるオーダーまたはサブサービススクリプションを用い
るコントリビューションポリシーベースのリソース割当てのために実行される処理を表わ
す簡略化したフローチャート７００を表わす。ステップ７０５において、１つ以上の要求
可能なリソースと交換に１つ以上のリソースをコントリビューションするオファーを含む
オーダーまたはサービスサブスクリプションが受信され得る。たとえば、上述のように、
リソース提出インターフェイス５１０はオーダーまたはサービスサブスクリプションをユ
ーザコンピュータ５４０から受信し、オーダーまたはサービスサブスクリプションをポリ
シーマネージャ５２５に転送し得る。オーダーまたはサービスサブスクリプションは、リ
ソースマネージャ５０５によって管理されるリソースのプールにコントリビューションす
ることをユーザが意図しているローカルリソース５５０Ａおよび／またはリモートリソー
ス５５０Ｂなどのように、ユーザによって所有またはそうでなければ制御される１つ以上
のリソースを規定し得る。加えて、リソース提出は、ユーザが使用するのに好まれる１つ
以上の要求可能なリソースを規定し得る。いくつかの実施形態では、オーダーまたはサー
ビスサブスクリプションは、１つ以上のコントリビューション可能なリソースがサービス
することが意図されている１人以上のユーザ、１つ以上の要求可能なリソースを提供し得
る１人以上のユーザ（デフォルトはリソースプールであり得る）、および／または１つ以
上の要求可能なリソースを提供し得る１つ以上の地理的領域をさらに特定し得る。
【００６８】
　ステップ７１０において、オファーが受付けられ得るか、拒絶され得るか、または無効
にされ得る。たとえば、オーダーまたはサービスサブスクリプションは、コントリビュー
ション可能なリソースの１つ以上のタイプを、ポリシーマネージャ５２５が受付け得る、
拒絶し得る、または無効にし得る要求可能なリソースの１つ以上のタイプと交換するオフ
ァー（たとえば、図７のステップ６０５および６１０に関して説明したのと同様のプロセ
スにおいてポリシーマネージャ５２５によって維持されるコントリビューションポリシー
に基づく要求可能なリソースの１つ以上の他のタイプのカウンターオファー）を効果的に
表わし得る。オーダーまたはサービスサブスクリプションの受付け、拒絶、または無効化
は、コントリビューション可能なおよび／または要求可能なリソースを提供し得る１人以
上のユーザから付与される許可、コントリビューション可能なおよび／または要求可能な
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リソースの可用性および／またはデマンド、コントリビューション可能なリソースのタイ
プと要求可能なリソースのタイプとの交換の同等性、ポリシーマネージャ５２５によって
維持されるコントリビューションポリシーなどを含むがこれらに限定されるものではない
多数の要因に基づいて、ポリシーマネージャ５２５によって決定され得る。
【００６９】
　ステップ７１５において、オファーが拒絶されると、オーダーまたはサービスサブスク
リプションの拒絶がユーザに送信され得、プロセスが終了する。ステップ７２０において
、オファーのカウンタオファーが出されると、１つ以上のコントリビューションポリシー
に基づいてオーダーまたはサービスサブスクリプションを少なくとも一部満たしていると
特定される要求可能なリソースの１つ以上の他のタイプがユーザに送信され得る。たとえ
ば、リソース提出インターフェイス５１０は、図７のステップ６１０および６１５に関し
て説明したのと同様のプロセスにおいて、要求可能なリソースの１つ以上の他のタイプを
ポリシーマネージャ５２５からユーザコンピュータ５４０に送信し得る。その後、プロセ
スは、図７のステップ６２０～６５５に関して説明したのと同様の態様で継続し得る。
【００７０】
　ステップ７２５において、オファーが受付けられると、オーダーまたはサービスサブス
クリプションの受付けがユーザに送信され得る。たとえば上述のように、リソース提出イ
ンターフェイス５１０はオファーの受付けをポリシーマネージャ５２５から受信し、受付
けをユーザコンピュータ５４０に転送し得る。ステップ７３０において、コントリビュー
ションされている１つ以上のリソースへのアクセスおよび当該リソースに対する制御を提
供するアクセスクレデンシャル（たとえばユーザ名およびパスワード）が受信され得る。
たとえば、リソース提出インターフェイス５１０はアクセスクレデンシャルをユーザコン
ピュータ５４０から受信し、アクセスクレデンシャルをリソースマネージャ５０５に転送
し得る。ステップ７３５において、ユーザアカウント履歴およびリソースプールは、オフ
ァーの受付けから実現される変更を示すように更新され得る。たとえば、ユーザアカウン
ト履歴５６０は、コントリビューション履歴５６５において１つ以上の要求可能なリソー
スと交換にユーザによってコントリビューションされる１つ以上のリソースを示すように
更新され得る。加えて、リソースプール５３０内のデータセンターインデックスおよび／
またはリソースインデックスは、リソースマネージャ（たとえばサービスプロバイダによ
って管理される分散システム）の１人以上のユーザにサービスするためにコントリビュー
ションされる１つ以上のリソースの可用性を示すように更新され得る。
【００７１】
　ステップ７４０において、オーダーまたはサービスサブスクリプションにおいて特定さ
れた１つ以上の要求されたリソースが割当てられ得る。たとえば、リソースマネージャ５
０５は、ユーザにサービスするためにリソースプール５３０から１つ以上の要求されたリ
ソースを割当て、１つ以上の要求されたリソースが割当てられたという確認メッセージを
送信し得る。いくつかの実施形態では、リソースプール５３０はＩａａＳプロバイダによ
って管理されるハイパーバイザプールであり得る。いくつかの実施形態では、リソースプ
ール５３０は、複数のリモートデータセンターにわたって分散している複数のリソースプ
ールを含み得る。理解されるべきであるように、１つ以上の要求されたリソースの割当て
は、図３および図４に関して上記に詳述したように、トポロジ定義および配置ポリシーに
基づいてさらに定義され得る。
【００７２】
　ステップ７４５において、ユーザアカウント履歴およびリソースプールは、オーダーま
たはサービスサブスクリプションの受付けから実現される変更を示すように更新され得る
。たとえば、ユーザアカウント履歴５６０は、リソース要求履歴５７０において１つ以上
の要求可能なリソースがユーザに割当てられたことを示すように更新され得る。ユーザの
コントリビューションおよび要求履歴を追跡することによって、リソースマネージャ５０
５は、ユーザが１つ以上のコントリビューション可能なリソースと交換に合意した１つ以
上の要求可能なリソースを受信したか否かを追跡することができる。加えて、リソースプ
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ール５３０内のデータセンターインデックスおよび／またはリソースインデックスは、ユ
ーザにサービスするために１つ以上の要求されたリソースの割当てを示すように更新され
得る。
【００７３】
　上述のように、かつ図６に示すように、リソースマネージャ５０５は、構成可能なコン
ピューティングリソース（たとえばネットワーク、ネットワーク帯域幅、サーバ、ＰＯＤ
、処理、メモリ、ストレージ、アプリケーション、仮想マシン、サービス等）に対するデ
マンド、および構成可能なコンピューティングリソースの特定のセットに対するデマンド
を追跡可能なデマンドモニタ５７５を含み得る。このような監視によって、リソースマネ
ージャ５０５は、カスタマイズ可能なデマンドポリシーに基づいて、複雑な有線接続され
たリソースセット／グループを予想して予め作成することができる。これは、管理者によ
る介入を必要とせずに自動的に実行され得る。これによってセットアップ時間が減少し、
セットアップ時間がほとんどないか全くなしでエンドユーザの要求に応答してエンドユー
ザが必要としている構成可能なコンピューティングリソース（すなわちリソース）を提供
することによって、エンドユーザの体験が向上する。
【００７４】
　いくつかの実施形態では、デマンドポリシーはリソース同士の間の公知の従属に基づい
て生成され得る。たとえば、第２のリソースも要求しなければ第１のリソースを使用でき
ない場合は、いずれか一方のリソースに対する要求は他方に対する要求を自動的に含み得
る。加えて、デマンドポリシーは公知の「トレンド」に基づき得る。たとえば、リソース
のアップグレードまたは新たなリリースの発売が促進されている場合、リソースの新バー
ジョンに対する要求の数が受信されるにつれ、予め作成されたリソースの旧バージョンの
数は減少し得る。たとえば、あるアプリケーションの第１のバージョンは第１のリリース
データベースを必要とし得るのに対して、当該アプリケーションの第２のバージョンは第
２のリリースデータベースを必要とし得る。アプリケーションの第２のバージョンが採用
されると、アプリケーションの第２のバージョンからの要求またはジョブの数が増加する
ことになる。このアクティビティが増加すると、アプリケーションと関連付けられている
デマンドポリシーが、第２のリリースデータベースに対するデマンドの増加を示すように
自動的に更新され得る。このデマンドポリシーが適用されると、データベースの第２のリ
リースのためのセットアップがデータベースの第１のリリースよりも優先され、利用可能
な第２のリリースデータベースの数が徐々に増加する。いくつかの実施形態では、さらに
、さまざまなリソースの新バージョンのリリース日を用いて、リソースの各バージョンが
どれだけ予め作成されるかを自動的に更新することができる。
【００７５】
　いくつかの実施形態では、デマンドモニタによって計算されるリアルタイムデマンドを
用いて、デマンドが増加しているリソースを予め作成することができる。たとえば、リソ
ース要求の特定のパーセンテージがＰＯＤの特定のタイプを含む場合は、デマンドポリシ
ーは、ＰＯＤのその特定のタイプをより多く自動的に予め作成するように更新され得る。
加えて、リソースの中には、特定の１セットのリソースが正確に機能することを要求する
ものもある。たとえば、アプリケーションスイートは、データベースおよびエンタープラ
イズマネージャをさらに要求し得る。これらの公知の従属は、アプリケーションスイート
が要求されると、従属リソースもアプリケーションスイートと通信するようにプロビジョ
ニングおよび構成されるように、デマンドポリシーに格納され得る。いくつかの実施形態
では、当該１セットのリソースはデマンドに基づいて動的に変化し得る。たとえば、リソ
ースデマンドコリレータ５９５は、（たとえば追加のリソースを含むリソース要求のパー
センテージに基づいて）従属リソースに加えて規則的に要求される追加のリソースを特定
し得る。これらの実施形態では、デマンドポリシーはこれらの追加のリソースを含むよう
に動的に更新され得る。ともに用いられるリソースのグループに対するデマンドを監視す
ることによって、デマンドポリシーは個々のリソースの代わりにリソースのセットを予め
作成し、ユーザが要求したときにリソースをセットアップするのに必要な時間を減少させ
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ることができる。
【００７６】
　いくつかの実施形態では、既存のリソースのライフサイクルは、現在のデマンドおよび
リソース使用に基づいて同様に管理され得る。リソースがもはや使用されていない場合、
当該リソースは典型的にリソースマネージャによってクリーンにされてリソースプールに
戻される。リソースがもはや使用されていないときを決定することは、使用（たとえば、
どれほど頻繁に当該リソースが使用されるか）またはヘルス（たとえば、他のリソースが
当該リソースに接続可能か、当該リソースが一杯であるか、等）に基づき得る。使用の欠
如、または故障は、リソースに対するクリーンアップまたはメンテナンスアクションをも
たらし得る。しかし、使用されていないリソースについてのこの追加のクリーンアップス
テップは不要であり、需要のあるリソースにとっては時間が掛かる。特定のリソースの利
用期間／トレンドを追跡することによって、リソースマネージャはリソースがこれまでに
使用されたことがあるか否かを判断することができる。たとえば、ストレージノードが作
成されているが、当該ノードにデータが格納されたことがない、または当該ノードからデ
ータが取出されたことがない場合は、リソースマネージャは当該リソースは使用されてい
ないと判断することができ、当該リソースを最初にクリーンにすることなく当該リソース
を他のユーザが利用できるようにすることができる。
【００７７】
　図９は、本発明の実施形態に係るデマンドポリシーベースのリソース割当てのために実
行される処理を表わす簡略化したフローチャート８００を表わす。ステップ８０５におい
て、サービスのオーダーまたはサブスクリプションがインターセプトまたは受信され得る
。たとえば図６に関して上述したように、デマンドモニタ５７５は要求インターセプタ５
８０を用いてリアルタイムでオーダーをインターセプトまたは受信した後に、リソースマ
ネージャ５０５におけるさらに他の処理のために当該オーダーをパスし得る。いくつかの
実施形態では、オーダーは非リアルタイム処理のためにバッチで周期的にデマンドモニタ
５７５に送信され得る。ステップ８１０において、オーダーをパースして、１つ以上の要
求されたリソース、リクエスタ、および他の要求データ（たとえば要求時間）を含む要求
データを特定することができる。たとえば、要求パーサ５８３はオーダー（すなわち入力
データ）を受け、オーダー内に要求データ（たとえば１つ以上の要求されたリソース、リ
クエスタ、および他の要求データ）の構造表現を提供するデータ構造（たとえばパースツ
リーまたは他の階層構造）を構築し得、これによってパターンマッチングおよびデータの
抽出が可能になる。
【００７８】
　ステップ８１５において、要求データはアグリゲート履歴データ構造に追加され得る。
たとえば、オーダーからの要求データの構造表現を提供するデータ構造が、リソースプー
ル内のリソースについての要求データのアグリゲートを含むアグリゲート履歴データ構造
５８５に追加され得る。アグリゲート履歴データ構造５８５は、サービスに対する以前に
パースされた任意の数のオーダーまたはサブスクリプションからのデータ構造を含む。各
オーダーは、オーダーが受信されるとタイムスタンプされ得、アグリゲート履歴データ構
造５８５はリソース、リクエスタ、または他の要求データによってソートされ得る。ステ
ップ８２０において、所与のリソース（たとえばオーダーにおいて要求されたリソースま
たはリソースプール内の任意のリソース）に対して、リソースプール内のリソースについ
ての要求データのアグリゲートから取得される現在の要求ボリュームを用いて、当該所与
のリソースに対するリアルタイムデマンドが計算され得る。たとえば、特定の期間（ロー
リング平均、履歴期間など）において、所与のリソースを含むオーダーのパーセンテージ
が、リアルタイムデマンドカルキュレータ５９０およびアグリゲート履歴データ構造５８
５を用いて決定され得る。加えて、オーダーのパーセンテージは、リアルタイムデマンド
カルキュレータ５９０およびアグリゲート履歴データ構造５８５を用いて、リソースプー
ル内の他のリソースに相対的な所与のリソースについて計算されたリアルタイムデマンド
と相関付けられ得る。
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【００７９】
　ステップ８２５において、ステップ８０５で受信したオーダーは、要求データの少なく
とも１つのコンポーネントが、当該オーダーと、サービスに対する以前にパースされたオ
ーダーまたはサブスクリプションからの少なくとも１つの他のオーダーとの間で同一であ
ることに基づいて、当該少なくとも１つの他のオーダーと相関付けられ得る。たとえば、
リソースデマンドコリレータ５９５は、同一のユーザが２つ以上のオーダーを提出したこ
とに基づいて、当該オーダー同士の間の相関を決定し得る（たとえば、アプリケーション
スイートを要求するユーザについては、当該ユーザはデータベースを同時にまたは後で要
求するため、リソースデマンドコリレータ５９５はデータベースをアプリケーションスイ
ートと相関付け得る）。オーダーは、リクエスタもしくはユーザ、リソース要求が取得さ
れた特定の時間帯、要求されたリソースのタイプ、および／またはその他のデータを含む
アグリゲートデータ構造から取得可能な任意の数のデータコンポーネントに基づいて、少
なくとも１つの他のオーダーと相関付けられ得る。ステップ８３０において、相関付けら
れたオーダーに基づいて、複数のユーザにわたって一般に要求されるリソースのセットが
特定され得る。たとえば、デマンドモニタ５７５は、一次リソース（たとえばアプリケー
ションスイート）が要求されると、従属リソース（たとえばデータベース）も一次リソー
スと通信するようにプロビジョニングおよび構成されるように、相関付けられたオーダー
に基づいて、１セットのリソースとしてのリソース同士の間の公知の従属を特定して格納
し得る。いくつかの実施形態では、当該１セットのリソースは、ステップ８２０からのリ
ソースに対して計算されたリアルタイムデマンドに基づいて動的に変化し得る。たとえば
、リソースデマンドコリレータ５９５は、一次および従属リソースに加えて定期的に要求
される追加のリソースを（たとえば一次リソース、従属リソース、および追加のリソース
を含むオーダーのパーセンテージに基づいて）特定し得る。これらの実施形態では、特定
されて格納されたリソースのセットは、これらの追加のリソースを含むように自動的に更
新され得る。
【００８０】
　図１０は、本発明の実施形態に係るデマンドポリシーベースのリソース割当てのために
実行される処理を表わす簡略化したフローチャート８５０を表わす。ステップ８５５にお
いて、リソースプール内の各リソースの利用が追跡され得る。たとえば、特定の期間（ロ
ーリング平均、履歴期間など）において、リソースプール５３０、リアルタイムデマンド
カルキュレータ５９０、およびアグリゲート履歴データ構造５８５を用いて、各リソース
の使用が決定され得る。特定のリソースの利用期間／トレンドを追跡することによって、
リソースマネージャ５０５は、リソースがこれまでに使用されたことがあるか否か、リソ
ースが最近使用されたか否か、リソースの使用の頻度、および／またはリソースが現在使
用されているか否かを判断することができる。
【００８１】
　ステップ８６０において、（ｉ）（図９のステップ８２０で計算された）計算されたリ
ソースに対するデマンド、（ii）（図９のステップ８３０で特定された）特定されたリソ
ースおよびリソースのセット、（iii）（図９のステップ８３０で任意に特定された）リ
ソースのセットに対する追加のリソースの特定、および（iv）（図１０のステップ８５５
で特定された）追跡されたリソースの利用、の少なくとも１つに基づいて、１つ以上のデ
マンドポリシーが生成または更新され得る。いくつかの実施形態では、リソースがリソー
スマネージャ５０５によってプリエンプティブに作成されてリソースプールに追加され得
るように、デマンドモニタ５７５によって計算されたリアルタイムデマンドを使用して、
リソース割当てに対する１つ以上のデマンドポリシーを生成または更新することができる
。たとえば、リソース要求の特定のパーセンテージが１つ以上の二次リソースを含む場合
は、デマンドポリシーは、二次リソースの１つ以上の追加のインスタンスを自動的に予め
作成するように更新され得、または、１つ以上のリソースを要求する新たなアプリケーシ
ョンスイートが導入されている場合は、デマンドポリシーは、１つ以上のリソースのより
多くのインスタンスを自動的に予め作成するように更新され得る。
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【００８２】
　加えて、いくつかの実施形態では、デマンドモニタ５７５は、一次リソースが要求され
ると、従属リソース（たとえばデータベース）も一次リソースと通信するようにプロビジ
ョニングおよび構成されるように、相関付けられたリソース要求に基づいて１つ以上のデ
マンドポリシーにおいて１セットのリソースとしてのリソース同士の間の公知の従属を特
定して格納し得る。たとえば、アプリケーションスイートは、データベースおよびエンタ
ープライズマネージャをさらに必要し得る。これら公知の従属は、アプリケーションスイ
ートが要求されると、データベースおよびエンタープライズマネージャもアプリケーショ
ンスイートと通信するようにプロビジョニングおよび構成されるように、デマンドポリシ
ーに格納され得る。いくつかの実施形態では、特定された１セットのリソースは、リソー
スに対して計算されたデマンドに基づいて動的に変化し得る。たとえば、リソースデマン
ドコリレータ５９５は、従属リソースに加えて定期的に要求される追加のリソースを特定
し得る。これらの実施形態では、デマンドポリシーはこれらの追加のリソースを含むよう
に自動的に更新され得る。ともに使用されるリソースのグループに対するデマンドを監視
することによって、デマンドポリシーを使用してリソースのセットをプリエンプティブに
作成し、リソースを互いに通信するように構成し、リソースを個々のリソースの代わりに
リソースプールに追加することによって、ユーザが要求したときにリソースをセットアッ
プするのに必要な時間を減少させることができる。
【００８３】
　加えて、いくつかの実施形態では、デマンドモニタ５７５は、一度も使用されていない
リソース、最近使用されたリソース、各リソースの使用の頻度、および／またはリソース
が現在使用されているか否か、を特定し、１つ以上のデマンドポリシーを生成または更新
して、そのような利用情報に基づいてリソースの割当てを制御することができる。たとえ
ば、リソースが作成されているが、ユーザが当該リソースに一度もアクセスしたことがな
い場合は、リソースマネージャ９０５は当該リソースは使用されていないと判断すること
ができ、当該リソースは、当該リソースを最初にクリーンにすることなく、１つ以上のデ
マンドポリシーに基づいて他のユーザに再割当てされ得る。一方、リソースが作成されて
いるが、ユーザが当該リソースに予め定められた期間（たとえば２ヶ月）アクセスしてい
ない場合は、リソースマネージャ９０５は当該リソースはもはや使用されていないと判断
することができ、当該リソースは、当該リソースをクリーンにした後に、１つ以上のデマ
ンドポリシーに基づいて他のユーザに再割当てされ得る。
【００８４】
　ステップ８６５において、１つ以上のリソースが自動的に予め作成され（プリエンプテ
ィブに作成され）、リソースプールに追加され、リソースプールから除去され、および／
または生成もしくは更新された１つ以上のデマンドポリシーに基づいてクリーンにされ得
る。たとえば、リソースマネージャ５０５は、１つ以上のリソースを自動的に予め作成し
、生成または更新された１つ以上のデマンドポリシーに基づいて、予め作成された１つ以
上のリソースを１人以上のユーザにサービスするためにリソースプールに追加し得る。い
くつかの実施形態では、リソースマネージャ５０５は、生成または更新された１つ以上の
デマンドポリシーに基づいて、リソースプールから１つ以上のリソースを自動的に除去し
得る。他の実施形態では、リソースマネージャ５０５は、生成または更新された１つ以上
のデマンドポリシーに基づいて、リソースプール内の１つ以上のリソースを自動的にクリ
ーンにし得る。
【００８５】
　ステップ８７０において、１つ以上のデマンドポリシーと関連付けられている１つ以上
の要求されたリソースが１人以上のユーザに割当てられ得る。たとえば、リソースマネー
ジャ５０５は、１つ以上のデマンドポリシーに基づいて、１人以上のユーザにサービスす
るためにリソースプールから１つ以上の要求されたリソースを割当て、１つ以上の要求さ
れたリソースが割当てられたという確認メッセージを送信し得る。いくつかの実施形態で
は、リソースプールはＩａａＳプロバイダによって管理されるハイパーバイザプールであ
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り得る。いくつかの実施形態では、リソースプールは、複数のリモートデータセンターに
わたって分散している複数のリソースプールを含み得る。理解されるべきであるように、
１つ以上の要求されたリソースの割当ては、図１～図８に関して上記に詳述したように、
トポロジ定義、配置ポリシー、およびコントリビューションポリシーに基づいてさらに定
義され得る。ステップ８７５において、ユーザアカウント履歴およびリソースプールは、
１つ以上のデマンドポリシーの利用から実現される変更を示すように更新され得る。たと
えば、データセンターインデックス、リソースインデックス、および／またはユーザアカ
ウント履歴５６０は、予め作成された、および／または１人以上のユーザに割当てられた
１つ以上の要求されたリソースを示すように更新され得る。
【００８６】
　いくつかの実施形態では、配置ポリシーベースの、コントリビューションポリシーベー
スの、およびデマンドポリシーベースのリソース管理および割当てを提供するための上述
のシステムおよびプロセスは単一のリソースマネージャにおいて実現され得る。図１１は
、本発明の実施形態を組込むことができるネットワーク環境９００の簡略化した高レベル
のダイアグラムを表わす。図１１に示されるように、リソースマネージャ９０５（たとえ
ば、それぞれ図２、図４および図６に関して上述したリソース管理システム１０５または
リソースマネージャ３０５；５０５）はユーザ９１０および９１５からの要求を管理し得
る。これらの要求はユーザ９１０からのリソースコントリビューション提出を含み得、ユ
ーザは、当該ユーザが所有、保有またはそうでなければ制御する１つ以上のリソースを、
リソースプールに追加されるようにリソースマネージャ９０５が利用可能であるようにす
る。当該要求は、リソースプールからの１つ以上のリソースに対するユーザ９１５からの
リソース要求をさらに含み得る。ユーザ９１０およびユーザ９１５は同一のユーザ、異な
るユーザ、またはこれらの任意の組み合わせを含み得る。要求は、ネットワーク９２０Ａ
および／または９２０Ｂ上でリソースマネージャ９０５において１人以上のユーザ（また
はクライアント）デバイスから受信され得る。いくつかの実施形態では、ユーザ９１０は
、上述のように、その後のまたは同時のリソース要求に適用され得る特定の機能の保証、
ディスカウント、または他のインセンティブと交換にリソースをコントリビューションし
得る。
【００８７】
　ユーザ９１０および９１５は、通信ネットワーク９２０Ａおよび９２０Ｂを介してリソ
ースマネージャ９０５に通信可能に結合されている。図１１に表わされる実施形態は例に
過ぎず、本発明の請求項の実施形態を不当に制限するよう意図されるものではない。当業
者は、多くの変形例、代替例、および変更例を認識するであろう。たとえば、図１１に示
すよりも多いまたは少ないユーザデバイスが存在していてもよい。ユーザデバイスは、パ
ーソナルコンピュータ、デスクトップ、ラップトップ、携帯電話、タブレット等のモバイ
ルまたはハンドヘルドデバイス、および他の種類のデバイスを含むがこれらに限定される
ものではないさまざまな異なる種類であり得る。通信ネットワーク９２０Ａおよび９２０
Ｂは、ユーザデバイスとリソースマネージャ９０５との間の通信を容易にする。通信ネッ
トワーク９２０Ａおよび９２０Ｂはさまざまな種類であり得、１つ以上の通信ネットワー
クを含み得る。通信ネットワーク９２０Ａおよび９２０Ｂの例としては、インターネット
、広域ネットワーク（ＷＡＮ）、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、イーサネット
（登録商標）ネットワーク、パブリックまたはプライベートネットワーク、有線ネットワ
ーク、無線ネットワーク、およびそれらの組み合わせが挙げられるがこれらに限定される
ものではない。ＩＥＥＥ８０２．ＸＸプロトコルスイート、ＴＣＰ／ＩＰ、ＳＡＮ、Appl
e Talk、Bluetooth（登録商標）、および他のプロトコルなどの有線および無線プロトコ
ルの双方を含む異なる通信プロトコルを用いて当該通信を容易にしてもよい。一般に、通
信ネットワーク９２０Ａおよび９２０Ｂは、クライアントとリソースマネージャ９０５と
の間の通信を容易にする任意の通信ネットワークまたはインフラストラクチャを含み得る
。
【００８８】
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　ユーザ９１０の各々は、１つ以上のコンピューティングリソース９２５－１から９２５
－Ｍを所有、保有またはそうでなければ制御し得る。たとえば、ユーザは、当該ユーザが
制御し得る別のクラウドインフラストラクチャプロバイダから特定の数のコンピューティ
ングノードを購入済の場合がある。同様に、ユーザは、１つ以上の仮想マシンを実行し得
るハイパーバイザプールを提供するように構成されるネットワーク接続されたハードウェ
アクラスタを所有している場合がある。上述のように、コンピューティングリソースは、
ネットワーク、ネットワーク帯域幅、サーバ、ＰＯＤ、処理、メモリ、ストレージ、アプ
リケーション、仮想マシン、サービス等を含み得る。
【００８９】
　特定の実施形態では、ユーザは、当該ユーザのユーザデバイスによって実行されるプロ
グラムまたはアプリケーションを用いてウェブページ要求を構成し得る。そのようなプロ
グラムの例には、ウェブページ要求を生成し、当該要求に応答して受信したウェブページ
を出力するように用いられ得るウェブブラウザがある。たとえば、ユーザは、ウェブペー
ジに対応する統一資源位置指定子（ＵＲＬ）をブラウザに提供することによって、または
ウェブページに対応するＵＲＬを呼出すアクションを取る（たとえばＵＲＬ上をクリック
する）ことによって、ウェブページを要求し得る。これによってブラウザはウェブページ
要求を生成し、次いで、この要求は特定のウェブページをホストするウェブサイトに通信
される。次いで、ウェブページ要求に応答して受信されたウェブページは、ブラウザによ
ってロードされてユーザに出力される。ブラウザの例として、さまざまなバージョンのWi
ndows Internet Explorer（ＩＥ）、Apple Safari、Google Chrome、Mozilla Firefox、O
peraなどが挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【００９０】
　上述のように、ユーザ９１０は、ユーザによってコントリビューションされているコン
ピューティングリソースを詳述するリソース提出をリソースマネージャ９０５に提出し得
る。リソースマネージャ９０５は、リソース提出インターフェイス９３０を介して提出を
受信し得る。ユーザ９１５は、ユーザが要求しているコンピューティングリソースを詳述
するリソース要求をリソースマネージャ９０５に提出し得る。リソースマネージャ９０５
は、リソース要求インターフェイス９５５を介して要求を受信し得る。リソースマネージ
ャ９０５は、ポリシーマネージャ９３５、デマンドモニタ９４０、リソースプール９４５
、およびユーザアカウント履歴９５０を含み得る。これらのモジュールを用いて、図４お
よび図６に関して同様に説明したように、リソースマネージャ９０５は、図１～図１０に
関して上述したように、デマンドを予想してリソースおよびリソースのセットを予め作成
し、リソースコントリビューションおよび要求を管理し、ユーザがリソース要求に対する
配置ポリシーを規定することを可能にし得る。ユーザ９１５および９１０によって提供さ
れた、かつユーザ９１５および９１０に提供されたリソースおよびリソースのセットは、
異なる地理的領域９６５Ａおよび９６５Ｂ内に位置し得る１つ以上のデータセンター９６
０Ａ～９６０Ｉ内に位置し得る。
【００９１】
　図１～図１１に表わされる実施形態では、リソースマネージャ９０５は、ユーザ９１０
および９１５からリソース提出およびリソース要求を受信する中央管理プラットフォーム
の役割を果たし得る。図１２は、本発明の教示を組込むことができる代替的な実施形態９
７０を表わす。図１１における共通のコンポーネントは同一の参照番号を用いて参照され
る。図１２に表わされる実施形態に示されるように、リソース管理機能および要求管理機
能は互いに分離され得る。要求マネージャ９７５は、リソース提出インターフェイス９３
０およびリソース要求インターフェイス９５５を含み得る。要求マネージャ９７５はさら
に、図１～図１１に関して上述した実施形態と実質的に同様に要求を分析するデマンドモ
ニタ９４０と、ユーザアカウント履歴９５０とを含み得る。要求マネージャ９７５は、リ
ソースおよび／またはコントリビューション要求をリソースマネージャ９０５に通信し得
る。リソースマネージャ９０５はポリシーマネージャ９３５およびリソースプール９４５
を含み得る。リソースマネージャ９０５は、要求マネージャ９７５から受信したメッセー
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ジに従ってデータセンター９６０Ａ～９６０Ｉと通信し得る。
【００９２】
　図１３は、実施形態を実現するための分散システム１０００の簡略化したダイアグラム
を表わす。示される実施形態では、分散システム１０００は、１つ以上のネットワーク１
０１０上でウェブブラウザ、プロプライエタリクライアント（たとえばオラクルフォーム
ズ（Oracle Forms））などのクライアントアプリケーションを実行および操作するように
構成された１つ以上のクライアントコンピューティングデバイス１００２、１００４、１
００６、および１００８を含む。サーバ１０１２は、ネットワーク１０１０を介して遠隔
のクライアントコンピューティングデバイス１００２、１００４、１００６、および１０
０８と通信可能に連結され得る。
【００９３】
　さまざまな実施形態において、サーバ１０１２は、配置、コントリビューション、およ
び／またはデマンドポリシーベースのリソース割当てのためのサービスおよびアプリケー
ションなどの１つ以上のサービスまたはソフトウェアアプリケーションを実行するように
適合され得る。特定の実施形態では、サーバ１０１２はまた、非仮想および仮想環境を含
み得るその他のサービスまたはソフトウェアアプリケーションを提供し得る。いくつかの
実施形態では、これらのサービスは、クライアントコンピューティングデバイス１００２
、１００４、１００６、および／または１００８のユーザに対して、ウェブベースのもし
くはクラウドサービスとして、またはＳａａＳモデルの下で供給され得る。クライアント
コンピューティングデバイス１００２、１００４、１００６、および／または１００８を
操作するユーザは次に、１つ以上のクライアントアプリケーションを利用してサーバ１０
１２と対話することにより、これらのコンポーネントが提供するサービスを利用し得る。
【００９４】
　図１３に表わされる構成では、システム１０００のソフトウェアコンポーネント１０１
８、１０２０および１０２２は、サーバ１０１２上に実装されるものとして示されている
。他の実施形態では、システム１０００の上記コンポーネントおよび／またはこれらのコ
ンポーネントが提供するサービスのうちの１つ以上が、クライアントコンピューティング
デバイス１００２、１００４、１００６、および／または１００８のうちの１つ以上によ
って実装されてもよい。そうすると、クライアントコンピューティングデバイスを操作す
るユーザは、クライアントアプリケーションのうちの１つ以上を用いて、これらのコンポ
ーネントが提供するサービスを利用することができる。これらのコンポーネントは、ハー
ドウェア、ファームウェア、ソフトウェア、またはこれらの組み合わせで実装されてもよ
い。分散システム１０００とは異なり得る多種多様なシステム構成が可能であるというこ
とが認識されるべきである。図１３に示される実施形態はしたがって、ある実施形態のシ
ステムを実現するための分散システムの一例であって、限定的であるよう意図されるもの
ではない。
【００９５】
　クライアントコンピューティングデバイス１００２、１００４、１００６、および／ま
たは１００８は、さまざまな種類のコンピューティングシステムを含み得る。たとえば、
クライアントコンピューティングデバイスは、Microsoft Windows Mobile（登録商標）等
のソフトウェア、および／またはiOS、Windows Phone、Android（登録商標）、BlackBerr
y（登録商標） 10、Palm ＯＳ等のさまざまなモバイルオペレーティングシステムを実行
する、ポータブルハンドヘルドデバイス（たとえばiPhone（登録商標）、携帯電話、iPad
（登録商標）、計算タブレット、携帯情報端末（ＰＤＡ））またはウェアラブルデバイス
（たとえばGoogle Glass（登録商標）ヘッドマウントディスプレイ）を含み得る。これら
の装置は、さまざまなインターネット関連アプリケーション、電子メール、ショートメッ
セージサービス（ＳＭＳ）アプリケーション等のさまざまなアプリケーションをサポート
し得るものであり、かつその他のさまざまな通信プロトコルを使用し得る。また、クライ
アントコンピューティングデバイスは、例として、さまざまなバージョンのMicrosoft Wi
ndows（登録商標）、Apple Macintosh（登録商標）および／またはLinux（登録商標）オ
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ペレーティングシステムを実行するパーソナルコンピュータおよび／またはラップトップ
コンピュータを含む、汎用パーソナルコンピュータを含み得る。クライアントコンピュー
ティングデバイスは、たとえばGoogle Chrome OS等の、さまざまなGNU／Linuxオペレーテ
ィングシステムを含むがこれらに限定されるものではないさまざまな市販のUNIX（登録商
標）またはUNIXのようなオペレーティングシステムのうちのいずれかを実行するワークス
テーションコンピュータであってもよい。また、クライアントコンピューティングデバイ
スは、ネットワーク１０１０上で通信可能な、シンクライアントコンピュータ、インター
ネット接続可能なゲームシステム（たとえばKinect（登録商標）ジェスチャー入力装置を
備えたもしくは備えていないMicrosoft Xboxゲーム機）、および／またはパーソナルメッ
セージングデバイス等の電子機器を含み得る。
【００９６】
　図１３の分散システム１０００は４つのクライアントコンピューティングデバイスとと
もに示されているが、任意の数のクライアントコンピューティングデバイスがサポートさ
れ得る。センサ等を有する装置といったその他の装置がサーバ１０１２と対話してもよい
。
【００９７】
　分散システム１０００内のネットワーク１０１０は、ＴＣＰ／ＩＰ（伝送制御プロトコ
ル／インターネットプロトコル）、ＳＮＡ（システムネットワークアーキテクチャ）、Ｉ
ＰＸ（インターネットパケット交換）、Apple Talk等を含むがこれらに限定されるもので
はない、利用可能なさまざまなプロトコルのうちのいずれかを用いてデータ通信をサポー
トすることができる、当業者にはよく知られているいずれかの種類のネットワークであれ
ばよい。ほんの一例として、ネットワーク１０１０は、ローカルエリアネットワーク（Ｌ
ＡＮ）、イーサネットに基づくネットワーク、トークンリング、広域ネットワーク、イン
ターネット、仮想ネットワーク、仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）、イントラネ
ット、エクストラネット、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）、赤外線ネットワーク、無線ネッ
トワーク（たとえば、米国電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）１００２．１１プロトコルス
イートのうちのいずれか、Bluetooth（登録商標）、および／またはその他いずれかの無
線プロトコルの下で機能するネットワーク）、および／またはこれらの組み合わせ、およ
び／またはその他のネットワークであってもよい。
【００９８】
　サーバ１０１２は、１つ以上の汎用コンピュータ、専用サーバコンピュータ（一例とし
て、ＰＣ（パーソナルコンピュータ）サーバ、UNIX（登録商標）サーバ、ミッドレンジサ
ーバ、メインフレームコンピュータ、ラックマウント式サーバ等を含む）、サーバファー
ム、サーバクラスタ、またはその他いずれかの適切な構成および／または組み合わせで構
成されていてもよい。サーバ１０１２は、仮想オペレーティングシステムまたは仮想化を
伴うその他の計算アーキテクチャを実行する１つ以上の仮想マシンを含み得る。論理記憶
装置の１つ以上のフレキシブルプールを仮想化することによって、サーバのための仮想記
憶装置を維持することができる。仮想ネットワークは、サーバ１０１２がソフトウェア定
義ネットワーキングを用いて制御することができる。さまざまな実施形態において、サー
バ１０１２は、これまでの開示において説明した１つ以上のサービスまたはソフトウェア
アプリケーションを実行するように適合されていてもよい。たとえば、サーバ１０１２は
、本開示のある実施形態に従う上記処理を実行するためのサーバに対応していてもよい。
【００９９】
　サーバ１０１２は、上記のうちのいずれかを含むオペレーティングシステムおよび市販
のいずれかのサーバオペレーティングシステムを実行し得る。サーバ１０１２はまた、Ｈ
ＴＴＰ（ハイパーテキストトランスポートプロトコル）サーバ、ＦＴＰ（ファイル転送プ
ロトコル）サーバ、ＣＧＩ（コモンゲートウェイインターフェイス）サーバ、ＪＡＶＡ（
登録商標）サーバ、データベースサーバ等を含む、さまざまなその他のサーバアプリケー
ションおよび／またはミッドティアアプリケーションのうちのいずれかを実行し得る。代
表的なデータベースサーバは、オラクル、マイクロソフト、サイベース、ＩＢＭ（Intern
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ational Business Machines）等から市販されているものを含むが、これらに限定される
ものではない。
【０１００】
　いくつかの実装例において、サーバ１０１２は、クライアントコンピューティングデバ
イス１００２、１００４、１００６、および１００８のユーザから受信したデータフィー
ドおよび／またはイベントアップデートを分析し集約するための１つ以上のアプリケーシ
ョンを含み得る。一例として、データフィードおよび／またはイベントアップデートは、
センサデータアプリケーション、株式相場表示機、ネットワーク性能測定ツール（たとえ
ばネットワークモニタリングおよびトラフィック管理アプリケーション）、クリックスト
リーム分析ツール、自動車交通量モニタリング等に関連するリアルタイムイベントを含み
得る、１つ以上の第三者情報源および連続データストリームから受信した、Twitter（登
録商標）フィード、Facebook（登録商標）アップデートまたはリアルタイムアップデート
を含み得るが、これらに限定されるものではない。また、サーバ１０１２は、クライアン
トコンピューティングデバイス１００２、１００４、１００６、および１００８の１つ以
上の表示装置を介してデータフィードおよび／またはリアルタイムイベントを表示するた
めの１つ以上のアプリケーションを含み得る。
【０１０１】
　分散システム１０００はまた、１つ以上のデータベース１０１４および１０１６を含み
得る。これらのデータベースは、本発明の実施形態によって使用されるユーザ要求および
／またはコントリビューション履歴、デマンドポリシーベースのリソース相関情報、ポリ
シー定義、およびその他の情報等の情報を格納するためのメカニズムを提供し得る。デー
タベース１０１４および１０１６はさまざまな場所に存在し得る。例として、データベー
ス１０１４および１０１６のうちの１つ以上が、サーバ１０１２にローカルな（および／
または存在する）非一時的な記憶媒体上にあってもよい。これに代えて、データベース１
０１４および１０１６は、サーバ１０１２から遠隔の場所にあってネットワークベースの
または専用接続を介してサーバ１０１２と通信してもよい。一組の実施形態において、デ
ータベース１０１４および１０１６は、ストレージエリアネットワーク（ＳＡＮ）にあっ
てもよい。同様に、サーバ１０１２から発生する機能を実行するために必要な任意のファ
イルは、適宜サーバ１０１２にローカルに格納されていてもよくおよび／または遠隔場所
に格納されてもよい。一組の実施形態において、データベース１０１４および１０１６は
、ＳＱＬフォーマットのコマンドに応じてデータを格納、更新、および取出すように適合
された、オラクルが提供するデータベース等のリレーショナルデータベースを含み得る。
【０１０２】
　いくつかの実施形態では、クラウド環境は、配置、コントリビューション、および／ま
たはデマンドポリシーベースのリソース割当てのための１つ以上のサービスを提供し得る
。図１４は、本開示の実施形態に従う、サービスがクラウドサービスとして供給され得る
システム環境１１００の１つ以上のコンポーネントの簡略化したブロックダイアグラムで
ある。図１４に示される実施形態では、システム環境１１００は、配置、コントリビュー
ション、および／またはデマンドポリシーベースのリソース割当てのためのサービスを含
むクラウドサービスを提供するクラウドインフラストラクチャシステム１１０２と対話す
るためにユーザによって使用され得る１つ以上のクライアントコンピューティングデバイ
ス１１０４、１１０６、および１１０８を含む。クラウドインフラストラクチャシステム
１１０２は、サーバ１０１２について上述したものを含み得る１つ以上のコンピュータお
よび／またはサーバを含み得る。
【０１０３】
　図１４に表わされるクラウドインフラストラクチャシステム１１０２は、表わされるも
の以外の他のコンポーネントを有していてもよいということが認識されるべきである。さ
らに、図１４に示される実施形態は、本発明の実施形態を組込むことができるクラウドイ
ンフラストラクチャシステムの一例に過ぎない。いくつかの他の実施形態では、クラウド
インフラストラクチャシステム１１０２は、図に示されるものよりも多いもしくは少ない
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コンポーネントを有していてもよく、２つ以上のコンポーネントを組み合わせてもよく、
またはコンポーネントの異なる構成もしくは配置を有していてもよい。
【０１０４】
　クライアントコンピューティングデバイス１１０４、１１０６、および１１０８は、ク
ライアントコンピューティングデバイス１００２、１００４、１００６、および１００８
についての上述のものと同様のデバイスであり得る。クライアントコンピューティングデ
バイス１１０４、１１０６、および１１０８は、ウェブブラウザ、プロプライエタリクラ
イアント（たとえばオラクルフォームズ）等のクライアントアプリケーション、または何
らかの他のアプリケーションを操作するように構成され得、クライアントコンピューティ
ングデバイスのユーザは当該アプリケーションを使用してクラウドインフラストラクチャ
システム１１０２と対話することにより、クラウドインフラストラクチャシステム１１０
２が提供するサービスを使用し得る。例示的なシステム環境１１００が３つのクライアン
トコンピューティングデバイスとともに示されているが、任意の数のクライアントコンピ
ューティングデバイスがサポートされ得る。センサ等を有する装置といったその他の装置
がクラウドインフラストラクチャシステム１１０２と対話してもよい。
【０１０５】
　ネットワーク１１１０は、クライアントコンピューティングデバイス１１０４、１１０
６、および１１０８とクラウドインフラストラクチャシステム１１０２との間でのデータ
の通信および交換を容易にし得る。各ネットワークは、ネットワーク１０１０について上
述したものを含むさまざまな市販のプロトコルのうちのいずれかを用いてデータ通信をサ
ポートすることができる、当業者にはよく知られているいずれかの種類のネットワークで
あればよい。
【０１０６】
　特定の実施形態では、クラウドインフラストラクチャシステム１１０２が提供するサー
ビスは、クラウドインフラストラクチャシステムのユーザがオンデマンドで利用できるよ
うにされる多数のサービスを含み得る。配置、コントリビューション、および／またはデ
マンドポリシーベースのリソース割当てに関するサービスに加えて、オンラインデータス
トアおよびバックアップソリューション、ウェブベースの電子メールサービス、ホスト型
オフィススイートおよび文書コラボレーションサービス、データベース処理、管理された
技術サポートサービス等を含むがこれらに限定されるものではないさまざまな他のサービ
スも供給され得る。クラウドインフラストラクチャシステムが提供するサービスは、その
ユーザのニーズを満たすよう動的にスケーリング可能である。
【０１０７】
　特定の実施形態では、クラウドインフラストラクチャシステム１１０２が提供するサー
ビスの具体的なインスタンス化は、本明細書では「サービスインスタンス」と称され得る
。一般に、クラウドサービスプロバイダのシステムからインターネット等の通信ネットワ
ークを介してユーザが利用できるようにされるサービスはいずれも、「クラウドサービス
」と称される。典型的に、パブリッククラウド環境では、クラウドサービスプロバイダの
システムを構成するサーバおよびシステムは、ユーザ自身のオンプレミスサーバおよびシ
ステムとは異なる。たとえば、クラウドサービスプロバイダのシステムは、アプリケーシ
ョンをホストし得、ユーザは、インターネットなどの通信ネットワークを介してオンデマ
ンドで当該アプリケーションをオーダーし、使用し得る。
【０１０８】
　いくつかの例では、コンピュータネットワーククラウドインフラストラクチャにおける
サービスは、クラウドベンダによってユーザに提供されるかまたはそうでなければ当該技
術分野において公知のストレージ、ホスト型データベース、ホスト型ウェブサーバ、ソフ
トウェアアプリケーション、または他のサービスへの保護されたコンピュータネットワー
クアクセスを含み得る。たとえば、サービスは、インターネットを通した、クラウド上の
遠隔記憶域に対する、パスワードで保護されたアクセスを含み得る。別の例として、サー
ビスは、ネットワーク接続された開発者の私的使用のためのウェブサービスベースのホス
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ト型リレーショナルデータベースおよびスクリプト言語ミドルウェアエンジンを含み得る
。別の例として、サービスは、クラウドベンダのウェブサイト上でホストされる電子メー
ルソフトウェアアプリケーションへのアクセスを含み得る。
【０１０９】
　特定の実施形態では、クラウドインフラストラクチャシステム１１０２は、セルフサー
ビスの、サブスクリプションベースの、弾性的にスケーラブルな、信頼性のある、高可用
性の、安全な態様でユーザに与えられる一連のアプリケーション、ミドルウェアおよびデ
ータベースサービス提供品を含み得る。このようなクラウドインフラストラクチャシステ
ムの一例は、本譲受人によって提供されるオラクルパブリッククラウド（Oracle Public 
Cloud）である。
【０１１０】
　クラウドインフラストラクチャシステム１１０２はさらに、「ビッグデータ（big data
）」関連の計算および分析サービスを提供し得る。「ビッグデータ」という用語は一般に
、大量のデータを視覚化し、トレンドを検出し、および／またはそうでなければデータと
対話するために、分析者および研究者によって格納および処理され得る極めて大きいデー
タ集合を指すために用いられる。このビッグデータおよび関連のアプリケーションは、多
くのレベルで、かつさまざまなスケールでインフラストラクチャシステムによってホスト
および／または処理されてもよい。平行にリンクされた何十、何百または何千ものプロセ
ッサがこのようなデータに対して作用可能であり、これにより、このようなデータを表示
し得るか、または、データに対する外力をシミュレートし得るかもしくはそれが表してい
るものをシミュレートし得る。これらのデータ集合は、データベースにおいて編成された
データ、もしくは構造化モデルに従ったデータ、および／または、非構造化データ（たと
えば電子メール、画像、データブロブ（バイナリ大型オブジェクト）、ウェブページ、複
雑なイベント処理）などの、構造化データを含み得る。目標物に対してより多くの（また
はより少数の）コンピューティングリソースを比較的迅速に集中させるために実施形態の
機能を強化することにより、ビジネス、政府関係機関、研究組織、私人、同じ目的をもっ
た個々人もしくは組織のグループ、または他のエンティティから、要求に基づいて大量の
データ集合上でタスクを実行するために、クラウドインフラストラクチャシステムがより
良好に利用可能となり得る。
【０１１１】
　さまざまな実施形態において、クラウドインフラストラクチャシステム１１０２は、ク
ラウドインフラストラクチャシステム１１０２によって供給されるサービスへのユーザの
サブスクリプションを自動的にプロビジョニング、管理および追跡するように適合され得
る。クラウドインフラストラクチャシステム１１０２は、さまざまなデプロイメントモデ
ルを介してクラウドサービスを提供し得る。たとえば、サービスはパブリッククラウドモ
デルの下で提供されてもよく、パブリッククラウドモデルでは、クラウドインフラストラ
クチャシステム１１０２が（たとえばオラクル社が所有する）クラウドサービスを販売す
る組織によって所有され、サービスは一般的な公営企業またはさまざまな産業企業が利用
できるようにされる。別の例として、サービスはプライベートクラウドモデルの下で提供
されてもよく、プライベートクラウドモデルでは、クラウドインフラストラクチャシステ
ム１１０２が単一の組織のために単独で運営され、当該組織内の１つ以上のエンティティ
にサービスを提供することができる。また、クラウドサービスはコミュニティクラウドモ
デルの下で提供されてもよく、コミュニティクラウドモデルでは、クラウドインフラスト
ラクチャシステム１１０２およびクラウドインフラストラクチャシステム１１０２によっ
て提供されるサービスが関連のコミュニティの中のいくつかの組織によって共有される。
また、クラウドサービスは、２つ以上の異なるモデルの組み合わせであるハイブリッドク
ラウドモデルの下で提供されてもよい。
【０１１２】
　いくつかの実施形態では、クラウドインフラストラクチャシステム１１０２によって提
供されるサービスは、ＳａａＳカテゴリ、ＰａａＳカテゴリ、ＩａａＳカテゴリ、または
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その他の、ハイブリッドサービスを含むサービスのカテゴリの下で提供される１つ以上の
サービスを含み得る。ユーザは、サブスクリプションオーダーを介して、クラウドインフ
ラストラクチャシステム１１０２によって提供される１つ以上のサービスをオーダーし得
る。次いで、クラウドインフラストラクチャシステム１１０２は、ユーザのサブスクリプ
ションオーダーにおけるサービスを提供するために処理を実行する。
【０１１３】
　いくつかの実施形態では、クラウドインフラストラクチャシステム１１０２によって提
供されるサービスは、アプリケーションサービス、プラットフォームサービスおよびイン
フラストラクチャサービスを含み得るが、これらに限定されるものではない。いくつかの
例では、アプリケーションサービスは、ＳａａＳプラットフォームを介してクラウドイン
フラストラクチャシステムによって提供されてもよい。ＳａａＳプラットフォームは、Ｓ
ａａＳカテゴリに分類されるクラウドサービスを提供するように構成され得る。たとえば
、ＳａａＳプラットフォームは、統合された開発およびデプロイメントプラットフォーム
上で一連のオンデマンドのアプリケーションを構築および供給する機能を提供し得る。Ｓ
ａａＳプラットフォームは、ＳａａＳサービスを提供するための基本的なソフトウェアお
よびインフラストラクチャを管理および制御し得る。ＳａａＳプラットフォームによって
提供されるサービスを利用することによって、ユーザは、クラウドインフラストラクチャ
システム上で実行されるアプリケーションを利用することができる。ユーザは、ユーザが
別個のライセンスおよびサポートを購入する必要なくアプリケーションサービスを取得す
ることができる。さまざまな異なるＳａａＳサービスが提供されてもよい。例としては、
大規模組織に販売実績管理、企業統合およびビジネスの柔軟性のためのソリューションを
提供するサービスが挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【０１１４】
　いくつかの実施形態では、プラットフォームサービスは、ＰａａＳプラットフォームを
介してクラウドインフラストラクチャシステム１１０２によって提供されてもよい。Ｐａ
ａＳプラットフォームは、ＰａａＳカテゴリに分類されるクラウドサービスを提供するよ
うに構成され得る。プラットフォームサービスの例としては、共有される共通のアーキテ
クチャ上で既存のアプリケーションを（オラクルなどの）組織が集約することを可能にす
るサービス、および、プラットフォームによって提供される共有のサービスを活用する新
たなアプリケーションを構築する能力が挙げられ得るが、これらに限定されるものではな
い。ＰａａＳプラットフォームは、ＰａａＳサービスを提供するための基本的なソフトウ
ェアおよびインフラストラクチャを管理および制御し得る。ユーザは、ユーザが別々のラ
イセンスおよびサポートを購入する必要なく、クラウドインフラストラクチャシステム１
１０２によって提供されるＰａａＳサービスを取得することができる。プラットフォーム
サービスの例としては、オラクルＪａｖａクラウドサービス（ＪＣＳ）、オラクルデータ
ベースクラウドサービス（ＤＢＣＳ）などが挙げられるが、これらに限定されるものでは
ない。
【０１１５】
　ＰａａＳプラットフォームによって提供されるサービスを利用することによって、ユー
ザは、クラウドインフラストラクチャシステムによってサポートされるプログラミング言
語およびツールを利用することができ、デプロイされたサービスを制御することもできる
。いくつかの実施形態では、クラウドインフラストラクチャシステムによって提供される
プラットフォームサービスは、データベースクラウドサービス、ミドルウェアクラウドサ
ービス（たとえばオラクルフュージョンミドルウェアサービス）、およびＪａｖａクラウ
ドサービスを含み得る。一実施形態では、データベースクラウドサービスは、組織がデー
タベースリソースをプールし、データベースクラウドの形態でデータベース・アズ・ア・
サービスをユーザに供給することを可能にする共有のサービスデプロイメントモデルをサ
ポートし得る。ミドルウェアクラウドサービスは、さまざまなビジネスアプリケーション
を開発およびデプロイするためにユーザにプラットフォームを提供し得、Ｊａｖａクラウ
ドサービスは、クラウドインフラストラクチャシステムにおいてＪａｖａアプリケーショ
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ンをデプロイするためにユーザにプラットフォームを提供し得る。
【０１１６】
　さまざまな異なるインフラストラクチャサービスは、クラウドインフラストラクチャシ
ステムにおけるＩａａＳプラットフォームによって提供されてもよい。インフラストラク
チャサービスは、ストレージ、ネットワークなどの基本的な計算リソース、ならびに、Ｓ
ａａＳプラットフォームおよびＰａａＳプラットフォームによって提供されるサービスを
利用するユーザのための他の基礎的な計算リソースの管理および制御を容易にする。
【０１１７】
　また、特定の実施形態では、クラウドインフラストラクチャシステム１１０２は、クラ
ウドインフラストラクチャシステムのユーザにさまざまなサービスを提供するために使用
されるリソースを提供するためのインフラストラクチャリソース１１３０を含み得る。一
実施形態では、インフラストラクチャリソース１１３０は、ＰａａＳプラットフォームお
よびＳａａＳプラットフォームによって提供されるサービスを実行するための、サーバ、
ストレージおよびネットワーキングリソース、ならびに他のリソースなどの、ハードウェ
アの事前に一体化された最適な組み合わせを含み得る。
【０１１８】
　いくつかの実施形態では、クラウドインフラストラクチャシステム１１０２におけるリ
ソースは、複数のユーザによって共有され、デマンドごとに動的に再割当てされ得る。加
えて、リソースは、異なる時間帯にユーザに割当てられ得る。たとえば、クラウドインフ
ラストラクチャシステム１１０２は、第１の時間帯におけるユーザの第１の組が規定の時
間にわたってクラウドインフラストラクチャシステムのリソースを利用することを可能に
し、次いで、異なる時間帯に位置するユーザの別の組への同一のリソースの再割当てを可
能にし、それによってリソースの利用を最大化することができる。
【０１１９】
　特定の実施形態では、クラウドインフラストラクチャシステム１１０２によるサービス
の提供を可能にするために、クラウドインフラストラクチャシステム１１０２の異なるコ
ンポーネントまたはモジュールによって共有されるいくつかの内部共有サービス１１３２
が提供され得る。これらの内部共有サービスは、セキュリティおよびアイデンティティサ
ービス、統合サービス、企業リポジトリサービス、企業マネージャサービス、ウイルスス
キャンおよびホワイトリストサービス、高可用性・バックアップおよび回復サービス、ク
ラウドサポートを可能にするためのサービス、電子メールサービス、通知サービス、ファ
イル転送サービスなどを含み得るが、これらに限定されるものではない。
【０１２０】
　特定の実施形態では、クラウドインフラストラクチャシステム１１０２は、クラウドイ
ンフラストラクチャシステムにおけるクラウドサービス（たとえばＳａａＳ、ＰａａＳお
よびＩａａＳサービス）の包括的管理を提供し得る。一実施形態では、クラウド管理機能
は、クラウドインフラストラクチャシステム１１０２によって受信したユーザのサブスク
リプションをプロビジョニング、管理および追跡するための機能などを含み得る。
【０１２１】
　一実施形態では、図１４に表わされるように、クラウド管理機能は、オーダー管理モジ
ュール１１２０、オーダーオーケストレーションモジュール１１２２、オーダープロビジ
ョニングモジュール１１２４、オーダー管理および監視モジュール１１２６、ならびにア
イデンティティ管理モジュール１１２８などの１つ以上のモジュールによって提供され得
る。これらのモジュールは、汎用コンピュータ、専用サーバコンピュータ、サーバファー
ム、サーバクラスタ、またはその他の適切な構成および／もしくは組み合わせであり得る
１つ以上のコンピュータならびに／またはサーバを含み得るか、またはそれらを用いて提
供され得る。
【０１２２】
　例示的なオペレーションでは、１１３４において、ユーザは、クラウドインフラストラ
クチャシステム１１０２によって提供される１つ以上のサービスを要求し、クラウドイン
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フラストラクチャシステム１１０２によって供給される１つ以上のサービスのサブスクリ
プションについてオーダーを行うことによって、クライアントコンピューティングデバイ
ス１１０４、１１０６または１１０８などのクライアントデバイスを用いてクラウドイン
フラストラクチャシステム１１０２と対話し得る。特定の実施形態では、ユーザは、クラ
ウドユーザインターフェース（User Interface：ＵＩ）、すなわちクラウドＵＩ１１１２
、クラウドＵＩ１１１４および／またはクラウドＵＩ１１１６にアクセスして、これらの
ＵＩを介してサブスクリプションオーダーを行い得る。ユーザがオーダーを行ったことに
応答してクラウドインフラストラクチャシステム１１０２によって受信されたオーダー情
報は、ユーザおよびユーザがサブスクライブする予定のクラウドインフラストラクチャシ
ステム１１０２によって供給される１つ以上のサービスを特定する情報を含み得る。
【０１２３】
　１１３６において、ユーザから受信したオーダー情報は、オーダーデータベース１１１
８に格納され得る。これが新たなオーダーである場合、当該オーダーについての新たなレ
コードが作成され得る。一実施形態では、オーダーデータベース１１１８は、クラウドイ
ンフラストラクチャシステム１１１８によって動作され、かつ、他のシステム要素と連携
して動作されるいくつかのデータベースのうちの１つであってもよい。
【０１２４】
　１１３８において、オーダー情報は、オーダー管理モジュール１１２０に転送され得、
オーダー管理モジュール１１２０は、オーダーの確認、および確認時のオーダーの予約な
どの、オーダーに関連するビリングおよびアカウンティング機能を実行するように構成さ
れ得る。
【０１２５】
　１１４０において、オーダーについての情報は、オーダーオーケストレーションモジュ
ール１１２２に通信され得、オーダーオーケストレーションモジュール１１２２は、ユー
ザによって行われたオーダーのためのサービスおよびリソースのプロビジョニングをオー
ケストレートするように構成される。いくつかの例では、オーダーオーケストレーション
モジュール１１２２は、プロビジョニングのためにオーダープロビジョニングモジュール
１１２４のサービスを使用し得る。特定の実施形態では、オーダーオーケストレーション
モジュール１１２２は、各オーダーと関連付けられたビジネスプロセスの管理を可能にし
、ビジネスロジックを適用して、オーダーがプロビジョニングに進むべきか否かを判断す
る。
【０１２６】
　図１４に表わされる実施形態に示されるように、１１４２において、新たなサブスクリ
プションのオーダーを受信すると、オーダーオーケストレーションモジュール１１２２は
、リソースを割当てて、当該サブスクリプションオーダーを実現するために必要なリソー
スを構成するために、オーダープロビジョニングモジュール１１２４に要求を送信する。
オーダープロビジョニングモジュール１１２４は、ユーザによってオーダーされたサービ
スのためのリソースの割当てを可能にする。オーダープロビジョニングモジュール１１２
４は、クラウドインフラストラクチャシステム１１００によって提供されるクラウドサー
ビスと、要求されたサービスを提供するためのリソースをプロビジョニングするために使
用される物理的実装層との間の抽象化のレベルを提供する。したがって、オーダーオーケ
ストレーションモジュール１１２２は、サービスおよびリソースがオンザフライで実際に
プロビジョニングされるか否か、または予めプロビジョニングされて要求時に単に配分／
割当てられるか否かなどの実装詳細から切離され得る。
【０１２７】
　１１４４において、サービスおよびリソースがプロビジョニングされると、要求された
サービスが利用可能な状態となったことを示す通知が、サブスクライブを行うユーザに送
信され得る。いくつかの例では、ユーザが要求されたサービスを使用し始めることを可能
にする情報（たとえばリンク）がユーザに送信され得る。
【０１２８】
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　１１４６において、ユーザのサブスクリプションオーダーがオーダー管理および監視モ
ジュール１１２６によって管理および追跡され得る。いくつかの例では、オーダー管理お
よび監視モジュール１１２６は、サブスクライブされたサービスのユーザ使用に関する使
用統計を収集するように構成され得る。たとえば、統計は、使用されるストレージの量、
転送されるデータの量、ユーザの数、ならびにシステムアップ時間およびシステムダウン
時間の量などついて収集され得る。
【０１２９】
　特定の実施形態では、クラウドインフラストラクチャシステム１１００は、クラウドイ
ンフラストラクチャシステム１１００においてアクセス管理および認可サービスなどのア
イデンティティサービスを提供するように構成されるアイデンティティ管理モジュール１
１２８を含み得る。いくつかの実施形態では、アイデンティティ管理モジュール１１２８
は、クラウドインフラストラクチャシステム１１０２によって提供されるサービスを利用
したいユーザについての情報を制御し得る。このような情報は、このようなユーザのアイ
デンティティを認証する情報、および、さまざまなシステムリソース（たとえばファイル
、ディレクトリ、アプリケーション、通信ポート、メモリセグメントなど）に対してそれ
らのユーザがどのアクションを実行することが認可されるかを記述する情報を含み得る。
また、アイデンティティ管理モジュール１１２８は、各ユーザについての記述的情報およ
び当該記述的情報がどのようにして誰によってアクセスおよび修正され得るかについての
記述的情報の管理を含み得る。
【０１３０】
　図１５は、本発明の実施形態を実現するために用いられ得る例示的なコンピュータシス
テム１２００を示す。いくつかの実施形態では、コンピュータシステム１２００を用いて
上記のさまざまなサーバおよびコンピュータシステムのうちのいずれかを実現してもよい
。図１５に示されるように、コンピュータシステム１２００は、バスサブシステム１２０
２を介していくつかの周辺サブシステムと通信する処理ユニット１２０４を含むさまざま
なサブシステムを含む。これらの周辺サブシステムは、処理加速ユニット１２０６、Ｉ／
Ｏサブシステム１２０８、記憶サブシステム１２１８、および通信サブシステム１２２４
を含み得る。記憶サブシステム１２１８は、有形のコンピュータ読取可能記憶媒体１２２
２およびシステムメモリ１２１０を含み得る。
【０１３１】
　バスサブシステム１２０２は、コンピュータシステム１２００のさまざまなコンポーネ
ントおよびサブシステムを目的に応じて互いに通信させるためのメカニズムを提供する。
バスサブシステム１２０２は単一のバスとして概略的に示されているが、バスサブシステ
ムの代替的な実施形態は複数のバスを利用し得る。バスサブシステム１２０２は、さまざ
まなバスアーキテクチャのうちのいずれかを用いる、メモリバスまたはメモリコントロー
ラ、周辺バス、およびローカルバスを含む、いくつかの種類のバス構造のうちのいずれか
であればよい。たとえば、このようなアーキテクチャは、ＩＥＥＥ　Ｐ１３８６．１規格
に従って製造されたメザニン（Mezzanine）バス等として実現できる、業界標準アーキテ
クチャ（ＩＳＡ）バス、マイクロチャネルアーキテクチャ（ＭＣＡ）バス、エンハンスト
ＩＳＡ（ＥＩＳＡ）バス、ビデオエレクトロニクス標準協会（ＶＥＳＡ）ローカルバス、
および周辺コンポーネントインターコネクト（ＰＣＩ）バスなどを含み得る。
【０１３２】
　処理サブシステム１２０４は、コンピュータシステム１２００のオペレーションを制御
し、かつ、１つ以上の処理ユニット１２３２、１２３４等を含み得る。処理ユニットは、
シングルコアもしくはマルチコアプロセッサ、プロセッサの１つ以上のコア、またはこれ
らの組み合わせを含む、１つ以上のプロセッサを含み得る。いくつかの実施形態では、処
理サブシステム１２０４は、グラフィックプロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ
）等といった１つ以上の専用コプロセッサを含み得る。いくつかの実施形態では、処理サ
ブシステム１２０４の処理ユニットのうちのいくつかまたはすべてを、特定用途向け集積
回路（ＡＳＩＣ）またはフィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）等のカスタ
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マイズされた回路を用いて実現してもよい。
【０１３３】
　いくつかの実施形態では、処理サブシステム１２０４内の処理ユニットは、システムメ
モリ１２１０内にまたはコンピュータ読取可能記憶媒体１２２２上に格納されている命令
を実行することができる。さまざまな実施形態において、処理ユニットは、さまざまなプ
ログラムまたはコード命令を実行することができ、かつ、同時に実行される複数のプログ
ラムまたはプロセスを維持することができる。任意の所与の時間に、実行すべきプログラ
ムコードのうちのいくつかまたはすべてが、いくつかの例では１つ以上の記憶装置を含む
システムメモリ１２１０内におよび／またはコンピュータ読取可能記憶媒体８１０上にあ
ってもよい。適切なプログラミングを通して、処理サブシステム１２０４は、配置、コン
トリビューション、および／またはデマンドポリシーベースのリソース割当てのために上
記のさまざまな機能を提供することができる。
【０１３４】
　特定の実施形態では、コンピュータシステム１２００が実行する処理全体を加速するこ
とを目的として、カスタマイズされた処理を実行するためまたは処理サブシステム１２０
４が実行する処理のうちの一部をオフロードするために、処理加速ユニット１２０６を設
けてもよい。
【０１３５】
　Ｉ／Ｏサブシステム１２０８は、情報をコンピュータシステム１２００に入力するため
および／または情報をコンピュータシステム１２００からもしくはコンピュータシステム
１２００を介して出力するための装置およびメカニズムを含み得る。一般に、「入力装置
」という用語の使用は、情報をコンピュータシステム１２００に入力するための、可能な
すべての種類の装置およびメカニズムを含むことを意図している。ユーザインターフェイ
ス入力装置は、たとえば、キーボード、マウスまたはトラックボール等のポインティング
デバイス、ディスプレイに組込まれたタッチパッドまたはタッチスクリーン、スクロール
ホイール、クリックホイール、ダイヤル、ボタン、スイッチ、キーパッド、音声コマンド
認識システムを備えた音声入力装置、マイク、およびその他の種類の入力装置を含み得る
。ユーザインターフェイス入力装置はまた、ユーザが入力装置を制御し入力装置と対話で
きるようにするMicrosoft Kinect（登録商標）モーションセンサ、Microsoft Xbox（登録
商標）360ゲームコントローラ、ジェスチャーおよび発話コマンドを用いた入力を受ける
ためのインターフェイスを提供する装置等の、モーション検知および／またはジェスチャ
ー認識装置を含み得る。ユーザインターフェイス入力装置はまた、ユーザから目の動き（
たとえば写真撮影時および／またはメニュー選択時の「まばたき」）を検出して目のジェ
スチャーを入力装置（たとえばGoogle Glass（登録商標））への入力として変換するGoog
le Glass（登録商標）まばたき検出器等のアイジェスチャー認識装置を含み得る。加えて
、ユーザインターフェイス入力装置は、ユーザが音声コマンドを通して音声認識システム
（たとえばSiri（登録商標）ナビゲータ）と対話できるようにする音声認識検知装置を含
み得る。
【０１３６】
　ユーザインターフェイス入力装置のその他の例は、三次元（３Ｄ）マウス、ジョイステ
ィックまたはポインティングスティック、ゲームパッドおよびグラフィックタブレット、
ならびに、スピーカ、デジタルカメラ、デジタルカムコーダ、ポータブルメディアプレイ
ヤー、ウェブカメラ、画像スキャナ、指紋スキャナ、バーコードリーダ３Ｄスキャナ、３
Ｄプリンタ、レーザレンジファインダー、および視線トラッキング装置等のオーディオ／
ビジュアル装置を含むが、これらに限定されるものではない。加えて、ユーザインターフ
ェイス入力装置は、たとえば、コンピュータ断層撮影、磁気共鳴撮像、ポジトロン断層撮
影、医療用超音波検査装置等の、医療用撮像入力装置を含み得る。ユーザインターフェイ
ス入力装置はまた、たとえば、ＭＩＤＩキーボード、デジタル音楽機器等といった音声入
力装置を含み得る。
【０１３７】
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　ユーザインターフェイス出力装置は、ディスプレイサブシステム、インジケータライト
、または音声出力装置といった非ビジュアルディスプレイなどを含み得る。ディスプレイ
サブシステムは、陰極線管（ＣＲＴ）、たとえば液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）またはプラ
ズマディスプレイを用いるフラットパネル装置、投射装置、タッチスクリーン等であって
もよい。一般に、「出力装置」という用語の使用は、情報をコンピュータシステム１２０
０からユーザまたはその他のコンピュータに出力するための可能なすべての種類の装置お
よびメカニズムを含むことを意図している。たとえば、ユーザインターフェイス出力装置
は、モニタ、プリンタ、スピーカ、ヘッドフォン、自動車ナビゲーションシステム、作図
装置、音声出力装置、およびモデムといった、テキスト、グラフィックおよびオーディオ
／ビデオ情報を視覚的に伝えるさまざまな表示装置を含み得るが、これらに限定されるも
のではない。
【０１３８】
　記憶サブシステム１２１８は、コンピュータシステム１２００が使用する情報を格納す
るためのリポジトリまたはデータストアを提供する。記憶サブシステム１２１８は、いく
つかの実施形態の機能を提供する基本的なプログラミングおよびデータ構造を格納するた
めの有形の非一時的なコンピュータ読取可能記憶媒体を提供する。処理サブシステム１２
０４によって実行されたときに上記機能を提供するソフトウェア（プログラム、コードモ
ジュール、命令）は、記憶サブシステム１２１８に格納されてもよい。ソフトウェアは、
処理サブシステム１２０４の１つ以上の処理ユニットによって実行されてもよい。記憶サ
ブシステム１２１８はまた、本発明に従って使用されるデータを格納するためのリポジト
リを提供し得る。
【０１３９】
　記憶サブシステム１２１８は、揮発性および不揮発性メモリデバイスを含む１つ以上の
非一時的なメモリデバイスを含み得る。図１５に示されるように、記憶サブシステム１２
１８は、システムメモリ１２１０およびコンピュータ読取可能記憶媒体１２２２を含む。
システムメモリ１２１０は、プログラム実行中に命令とデータを格納するための揮発性メ
インランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）および固定命令が格納されている不揮発性読取専
用メモリ（ＲＯＭ）またはフラッシュメモリを含む、いくつかのメモリを含み得る。いく
つかの実装例において、たとえば起動中のコンピュータシステム１２００内の要素間の情
報転送を補助する基本的なルーチンを含む基本的な入力／出力システム（ＢＩＯＳ）は、
典型的にＲＯＭに格納され得る。ＲＡＭは典型的に、処理サブシステム１２０４が現在操
作および実行しているデータおよび／またはプログラムモジュールを含む。いくつかの実
装例において、システムメモリ１２１０は、スタティックランダムアクセスメモリ（ＳＲ
ＡＭ）またはダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）等の種類が異なる複数の
メモリを含み得る。
【０１４０】
　限定ではなく一例として、図１５に表わされるように、システムメモリ１２１０は、ク
ライアントアプリケーション、ウェブブラウザ、ミッドティアアプリケーション、リレー
ショナルデータベース管理システム（ＲＤＢＭＳ）等を含み得るアプリケーションプログ
ラム１２１２と、プログラムデータ１２１４と、オペレーティングシステム１２１６とを
格納し得る。一例として、オペレーティングシステム１２１６は、さまざまなバージョン
のMicrosoft Windows（登録商標）、Apple Macintosh（登録商標）、および／またはLinu
x（登録商標）オペレーティングシステム、さまざまな市販のUNIX（登録商標）またはUNI
Xのようなオペレーティングシステム（さまざまなGNU／Linuxオペレーティングシステム
、Google Chrome（登録商標）ＯＳ等を含むがこれらに限定されるものではない）および
／または、iOS、Windows（登録商標）Phone、Android（登録商標）ＯＳ、BlackBerry（登
録商標） 10 ＯＳ、およびPalm（登録商標）ＯＳオペレーティングシステム等のモバイル
オペレーティングシステムを含み得る。
【０１４１】
　コンピュータ読取可能記憶媒体１２２２は、いくつかの実施形態の機能を提供するプロ
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グラミングおよびデータ構造を格納し得る。処理サブシステム１２０４のプロセッサによ
って実行されたときに上記機能を提供するソフトウェア（プログラム、コードモジュール
、命令）は、記憶サブシステム１２１８に格納されてもよい。一例として、コンピュータ
読取可能記憶媒体１２２２は、ハードディスクドライブ、磁気ディスクドライブ、ＣＤ　
ＲＯＭ、ＤＶＤ、Blu-Ray（登録商標）ディスク、またはその他の光媒体等の光ディスク
ドライブといった、不揮発性メモリを含み得る。コンピュータ読取可能記憶媒体１２２２
は、Zip（登録商標）ドライブ、フラッシュメモリカード、ユニバーサルシリアルバス（
ＵＳＢ）フラッシュドライブ、セキュアデジタル（ＳＤ）カード、ＤＶＤディスク、デジ
タルビデオテープ等を含み得るが、これらに限定されるものではない。コンピュータ読取
可能記憶媒体１２２２はまた、フラッシュメモリベースのＳＳＤ、エンタープライズフラ
ッシュドライブ、ソリッドステートＲＯＭ等といった不揮発性メモリに基づくソリッドス
テートドライブ（ＳＳＤ）、ソリッドステートＲＡＭ、ダイナミックＲＡＭ、スタティッ
クＲＡＭ等といった揮発性メモリに基づくＳＳＤ、ＤＲＡＭとフラッシュメモリベースの
ＳＳＤを組み合わせたものを用いる、ＤＲＡＭベースのＳＳＤ、磁気抵抗ＲＡＭ（ＭＲＡ
Ｍ）ＳＳＤ、およびハイブリッドＳＳＤを含み得る。コンピュータ読取可能媒体１２２２
は、コンピュータ読取可能命令、データ構造、プログラムモジュール、およびコンピュー
タシステム１２００のためのその他のデータの記憶域を提供し得る。
【０１４２】
　特定の実施形態では、記憶サブシステム１２００はまた、コンピュータ読取可能記憶媒
体１２２２にさらに接続することができるコンピュータ読取可能記憶媒体リーダ１２２０
を含み得る。システムメモリ１２１０とともに、また、任意でシステムメモリ１２１０と
組み合わされて、コンピュータ読取可能記憶媒体１２２２は、コンピュータ読取可能情報
を格納するための、遠隔、ローカル、固定、および／またはリムーバブル記憶装置プラス
記憶媒体を、包括的に代表し得る。
【０１４３】
　特定の実施形態では、コンピュータシステム１２００は、１つ以上の仮想マシンを実行
するためのサポートを提供し得る。コンピュータシステム１２００は、仮想マシンの構成
および管理を容易にするためのハイパーバイザといったプログラムを実行し得る。各仮想
マシンに、メモリ、計算（たとえばプロセッサ、コア）、Ｉ／Ｏ、およびネットワーキン
グリソースが割当てられていてもよい。各仮想マシンは、典型的に、コンピュータシステ
ム１２００が実行するその他の仮想マシンによって実行されるオペレーティングシステム
と同じでも異なっていてもよい、自身のオペレーティングシステムを実行する。したがっ
て、いくつかの例では複数のオペレーティングシステムがコンピュータシステム１２００
によって同時に実行されるであろう。一般的に、各仮想マシンはその他の仮想マシンから
独立して実行される。
【０１４４】
　通信サブシステム１２２４は、その他のコンピュータシステムおよびネットワークに対
するインターフェイスを提供する。通信サブシステム１２２４は、コンピュータシステム
１２００以外のシステムからデータを受信しコンピュータシステム１２００以外のシステ
ムにデータを送信するためのインターフェイスの役割を果たす。たとえば、通信サブシス
テム１２２４によって、コンピュータシステム１２００は、情報をコンピューティングデ
バイスから受信しかつ情報をコンピューティングデバイスに送信するために１つ以上のコ
ンピューティングデバイスへのインターネットを介した通信チャネルを確立することがで
きるであろう。
【０１４５】
　通信サブシステム１２２４は、有線通信プロトコルおよび／または無線通信プロトコル
双方をサポートし得る。たとえば、特定の実施形態では、通信サブシステム１２２４は、
（たとえば携帯電話技術、３Ｇ、４ＧまたはＥＤＧＥ（グローバル進化型高速データレー
ト）等の高度データネットワーク技術、ＷｉＦｉ（ＩＥＥＥ８０２．１１ファミリー規格
、またはその他のモバイル通信技術、またはそれらの任意の組み合わせ）を用いて）無線
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音声および／またはデータネットワークにアクセスするための無線周波数（ＲＦ）トラン
シーバコンポーネント、グローバルポジショニングシステム（ＧＰＳ）レシーバコンポー
ネント、および／またはその他のコンポーネントを含み得る。いくつかの実施形態では、
通信サブシステム１２２４は、無線インターフェイスに加えてまたはその代わりに有線ネ
ットワーク接続（たとえばイーサネット）を提供することができる。
【０１４６】
　通信サブシステム１２２４は、さまざまな形態のデータを送受信することができる。た
とえば、いくつかの実施形態では、通信サブシステム１２２４は、構造化および／または
非構造化データフィード１２２６、イベントストリーム１２２８、イベントアップデート
１２３０等の形態の入力通信を受信し得る。たとえば、通信サブシステム１２２４は、ソ
ーシャルメディアネットワークおよび／またはその他の通信サービスのユーザから、リア
ルタイムで、Twitter（登録商標）フィード、Facebook（登録商標）アップデート、リッ
チサイトサマリー（ＲＳＳ）フィード等のウェブフィード、および／または１以上の第三
者情報源からのリアルタイムアップデート等のデータフィード１２２６を、受信（または
送信）するように構成されてもよい。
【０１４７】
　特定の実施形態では、通信サブシステム１２２４は、本質的に連続しているまたは無限
であり明確な終わりがない場合がある、リアルタイムイベントのイベントストリーム１２
２８および／またはイベントアップデート１２３０を含み得る、連続データストリームの
形態のデータを受信するように構成されてもよい。連続データを生成するアプリケーショ
ンの例は、たとえば、センサデータアプリケーション、株式相場表示機、ネットワーク性
能測定ツール（たとえばネットワークモニタリングおよびトラフィック管理アプリケーシ
ョン）、クリックストリーム分析ツール、自動車交通量モニタリング等を含み得る。
【０１４８】
　通信サブシステム１２２４はまた、構造化および／または非構造化データフィード１２
２６、イベントストリーム１２２８、イベントアップデート１２３０等を、コンピュータ
システム１２００に連結されている１つ以上のストリーミングデータソースコンピュータ
と通信し得る１つ以上のデータベースに出力するように構成されてもよい。
【０１４９】
　コンピュータシステム１２００は、ハンドヘルドポータブルデバイス（たとえばiPhone
（登録商標）携帯電話、iPad（登録商標）計算タブレット、ＰＤＡ）、ウェアラブルデバ
イス（たとえばGoogle Glass（登録商標）ヘッドマウントディスプレイ）、パーソナルコ
ンピュータ、ワークステーション、メインフレーム、キオスク、サーバラック、またはそ
の他のデータ処理システムを含む、さまざまな種類のうちの１つであればよい。
【０１５０】
　コンピュータおよびネットワークは常に変化しているという性質のものであるので、図
１５に表わされるコンピュータシステム１２００の説明は、専ら特定の例を意図している
。図１５に表わされるシステムよりもコンポーネントが多いまたは少ないその他多数の構
成が可能である。本明細書が提供する開示と教示に基づいて、当業者はさまざまな実施形
態を実現するためのその他のやり方および／または方法を認識するであろう。
【０１５１】
　一実施形態によると、通信サブシステム１２２４および通信サブシステム１２２４に結
合された処理サブシステム１２０４を含むコンピュータシステムが提供される。処理サブ
システム１２０４は、ユーザによるサービスのオーダーを通信サブシステム１２２４を介
して受信するように構成され、サービスは一部はリソースの割当てによって可能になる。
処理サブシステム１２０４はさらに：オーダーをパースして、リクエスタ、リソース、お
よび要求時間を含む要求データを特定し；要求データをアグリゲートデータ構造に追加す
るように構成される。アグリゲートデータ構造は、以前にパースされたオーダーについて
の要求データのアグリゲートを含む。処理サブシステム１２０４はさらに：アグリゲート
データ構造に基づいて、リソースに対するリアルタイムデマンドを示す値を決定し；要求
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データの少なくとも１つのコンポーネントが、オーダーと、以前にパースされたオーダー
からの少なくとも１つの他のオーダーとの間で同一であることに基づいて、オーダーを少
なくとも１つの他のオーダーと相関付け；オーダーを少なくとも１つの他のオーダーと相
関付けたことに基づいて、少なくとも１つのリソースセットを特定するように構成され、
少なくとも１つのリソースセットは、オーダーからのリソースと、少なくとも１つの他の
オーダーから要求された別のリソースとを含む。
【０１５２】
　一実施形態によると、パースすることは、リクエスタ、リソース、および要求時間の構
造表現を提供する要求データからデータ構造を構築することを含む。
【０１５３】
　一実施形態によると、アグリゲートデータ構造は、パースされたオーダーからのデータ
構造と、以前にパースされたオーダーからの１つ以上のデータ構造とを含む。
【０１５４】
　一実施形態によると、リソースに対するリアルタイムデマンドを示す値は、以前にパー
スされたオーダーについての要求データのアグリゲートから取得されるリソースについて
の現在の要求ボリュームを用いて決定される。
【０１５５】
　一実施形態によると、処理サブシステム１２０４はさらに：リソースに対するリアルタ
イムデマンドを示す、決定された値に基づいて、リソースの割当てに対する１つ以上のデ
マンドポリシーを生成または更新し；１つ以上のデマンドポリシーに基づいて、リソース
を予め作成し；１つ以上のデマンドポリシーに基づいて、予め作成されたリソースを通信
サブシステム１２２４を介して１人以上のユーザに割当てるように構成される。
【０１５６】
　一実施形態によると、リアルタイムデマンドを示す値を決定することは、以前にパース
されたオーダーについての要求データのアグリゲートを用いて、特定の期間内にリソース
を含むオーダーのパーセンテージを決定することを含む。
【０１５７】
　一実施形態によると、リアルタイムデマンドを示す値を決定することは、以前にパース
されたオーダーについての要求データのアグリゲートを用いて、決定されたオーダーのパ
ーセンテージを、リソースプール内の他のリソースに相対的なリソースのリアルタイムデ
マンドと相関付けることをさらに含む。
【０１５８】
　一実施形態によると、要求データの少なくとも１つのコンポーネントはリクエスタを含
む。
【０１５９】
　一実施形態によると、処理サブシステム１２０４はさらに、リソースおよび別のリソー
スに加えて定期的に要求される追加のリソースを、リソース、別のリソース、および追加
のリソースを含む、以前にパースされたオーダーのパーセンテージに基づいて特定するよ
うに構成される。
【０１６０】
　一実施形態によると、処理サブシステム１２０４はさらに、特定された少なくとも１つ
のリソースセットを、追加のリソースを含むように更新するように構成される。
【０１６１】
　一実施形態によると、処理サブシステム１２０４はさらに：少なくとも１つのリソース
セットの割当てに対する１つ以上のデマンドポリシーを生成または更新し；１つ以上のデ
マンドポリシーに基づいて、互いに有線接続されたリソースおよび別のリソースを予め作
成し；１つ以上のデマンドポリシーに基づいて、互いに有線接続されたリソースおよび別
のリソースを含む少なくとも１つのリソースセットを通信サブシステム１２２４を介して
１人以上のユーザに割当てるように構成される。
【０１６２】
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　一実施形態によると、要求データのアグリゲートに基づいて、リソースプール内のリソ
ースに対するリアルタイムデマンドを示す値を決定するように構成されたデマンドモニタ
５７５を含むリソースマネージャ１０５；３０５；５０５；９０５；９７５が提供される
。要求データのアグリゲートは、サービスを可能にする少なくとも一部としてリソースを
含んでいたサービスに対する以前に受信された任意の数のオーダーから取得される。リソ
ースマネージャ１０５；３０５；５０５；９０５；９７５はさらに、リソースに対するリ
アルタイムデマンドを示す、決定された値に基づいて、リソースの割当てに対する１つ以
上のデマンドポリシーを生成または更新するように構成されたポリシーマネージャ３３５
；５２５；９３５を含む。リソースマネージャ１０５；３０５；５０５；９０５；９７５
は、１つ以上のデマンドポリシーに基づいて、リソースを予め作成し、１つ以上のデマン
ドポリシーに基づいて、予め作成されたリソースを１人以上のユーザに割当てるように構
成される。
【０１６３】
　一実施形態によると、リソースに対するリアルタイムデマンドを示す値は、要求データ
のアグリゲートから取得されるリソースについての現在の要求ボリュームを用いて決定さ
れる。
【０１６４】
　一実施形態によると、リアルタイムデマンドを示す値を決定することは、以前に受信さ
れたオーダーについての要求データのアグリゲートを用いて、特定の期間内にリソースを
含むオーダーのパーセンテージを決定することを含む。
【０１６５】
　一実施形態によると、リアルタイムデマンドを示す値を決定することはさらに、以前に
受信されたオーダーについての要求データのアグリゲートを用いて、決定されたオーダー
のパーセンテージを、リソースプール内の他のリソースに相対的なリソースのリアルタイ
ムデマンドと相関付けることを含む。
【０１６６】
　一実施形態によると、リソースマネージャ１０５；３０５；５０５；９０５；９７５は
さらに、予め作成されたリソースをリソースプールに追加するように構成される。
【０１６７】
　一実施形態によると、リソースマネージャ１０５；３０５；５０５；９０５；９７５は
さらに、、リソースプールを、予め作成されたリソースの１人以上のユーザへの割当てを
示すように更新するように構成される。
【０１６８】
　一実施形態によると、通信サブシステム１２２４および通信サブシステム１２２４に結
合された処理サブシステム１２０４を含むコンピュータシステムが提供される。処理サブ
システム１２０４は、要求データのアグリゲートに基づいて、リソースプール内のリソー
スに対するリアルタイムデマンドを示す値を決定するように構成される。要求データのア
グリゲートは、サービスを可能にする少なくとも一部としてリソースを含んでいたサービ
スに対する以前に受信された任意の数のオーダーから取得される。処理サブシステム１２
０４はさらに：要求データの少なくとも１つのコンポーネントが、サービスのオーダーと
、以前に受信されたオーダーからの少なくとも１つの他のオーダーとの間で同一であるこ
とに基づいて、オーダーを少なくとも１つの他のオーダーと相関付け；オーダーを少なく
とも１つの他のオーダーと相関付けたことに基づいて、少なくとも１つのリソースセット
を特定するように構成される。少なくとも１つのリソースセットは、オーダーからのリソ
ースと、少なくとも１つの他のオーダーから要求された別のリソースとを含む。処理サブ
システム１２０４はさらに：リソースプール内のリソースの利用を追跡し；（ｉ）リソー
スに対するリアルタイムデマンドを示す、決定された値、（ｉｉ）リソースを含む少なく
とも１つのリソースセット、および（ｉｉｉ）追跡されたリソースの利用、の少なくとも
１つに基づいて、リソースの割当てに対する１つ以上のデマンドポリシーを生成または更
新し；１つ以上のデマンドポリシーに基づいて、（ｉ）リソースを予め作成する、（ｉｉ
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）リソースをリソースプールに追加する、（ｉｉｉ）リソースをクリーンにするように構
成される。
【０１６９】
　一実施形態によると、処理サブシステム１２０４はさらに、１つ以上のデマンドポリシ
ーに基づいて、通信サブシステム１２２４を介してリソースを１人以上のユーザに割当て
るように構成される。
【０１７０】
　一実施形態によると、リソースに対するリアルタイムデマンドを示す値は、以前に受信
されたオーダーについての要求データのアグリゲートから取得されるリソースについての
現在の要求ボリュームを用いて決定される。
【０１７１】
　一実施形態によると、通信サブシステム１２２４および通信サブシステム１２２４に結
合された処理サブシステム１２０４を含むコンピュータシステムが提供される。処理サブ
システム１２０４は、ユーザからのリソース提出を通信サブシステム１２２４を介して受
信するように構成される。リソース提出はコントリビューション可能なリソースを特定し
ている。処理サブシステム１２０４はさらに、リソース提出に対するコントリビューショ
ンポリシーを特定するように構成される。コントリビューションポリシーは、コントリビ
ューション可能なリソースのリソースタイプと、要求可能なリソースの１つ以上のリソー
スタイプとの間のマッピングに基づいて特定される。処理サブシステム１２０４はさらに
、リソース提出に対して特定されたコントリビューションポリシーに基づいて、要求可能
なリソースの１つ以上のリソースタイプを、ユーザと関連付けられているクライアントコ
ンピューティングシステムに、通信サブシステム１２２４を介して送信するように構成さ
れる。処理サブシステム１２０４はさらに、要求可能なリソースの１つ以上のリソースタ
イプのうちの、ユーザによる１つのリソースタイプの選択を示す情報を、クライアントコ
ンピューティングシステムから通信サブシステム１２２４を介して受信するように構成さ
れる。
【０１７２】
　一実施形態によると、コントリビューション可能なリソースはユーザによって管理され
る。
【０１７３】
　一実施形態によると、処理サブシステム１２０４はさらに、リソース提出に基づいて、
コントリビューション可能なリソースのリソースタイプを決定するように構成される。コ
ントリビューションポリシーを特定することは、リソースタイプがコントリビューション
可能なリソースの１つ以上のリソースタイプと一致すると判断することを含み、コントリ
ビューション可能なリソースの１つ以上のリソースタイプは、コントリビューションポリ
シーにおいて要求可能なリソースの１つ以上のリソースタイプにマップしている。
【０１７４】
　一実施形態によると、コントリビューションポリシーを特定することは、ユーザのリソ
ースコントリビューションの履歴に少なくとも基づいてさらに決定される。
【０１７５】
　一実施形態によると、処理サブシステム１２０４はさらに、リソース提出において特定
されたコントリビューション可能なリソースについてのアクセスクレデンシャルを、通信
サブシステム１２２４を介して受信するように構成される。
【０１７６】
　一実施形態によると、アクセスクレデンシャルは、ユーザがコントリビューション可能
なリソースを管理することを可能にする。
【０１７７】
　一実施形態によると、処理サブシステム１２０４はさらに、ユーザアカウント履歴およ
びリソースプールを、要求可能なリソースの１つ以上のリソースタイプのうちの１つのリ
ソースタイプの選択を示すように更新するように構成される。
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【０１７８】
　一実施形態によると、処理サブシステム１２０４はさらに、ユーザによるサービスのオ
ーダーを通信サブシステム１２２４を介して受信するように構成される。サービスは一部
はリソースの割当てによって可能になる。処理サブシステム１２０４はさらに、リソース
のタイプがユーザによって選択された１つのリソースタイプと一致すると判断し、コント
リビューション可能なリソースと交換に、サービスに対するリソースへのアクセスを可能
にするように構成される。
【０１７９】
　一実施形態によると、リソースへのアクセスを可能にすることは、リソースをユーザに
割当てることと、ユーザにサービスするためにリソースを構成することと、リソースが割
当てられたという確認メッセージをユーザに送信することとを含む。
【０１８０】
　一実施形態によると、処理サブシステム１２０４はさらに、コントリビューションポリ
シー内に定義されている要求可能なリソースの１つ以上のリソースタイプに対するデマン
ドに基づいて、コントリビューションポリシーを更新するように構成される。
【０１８１】
　一実施形態によると、ユーザからのリソース提出を受信するように構成されたリソース
提出インターフェイス５１０を含むリソースマネージャ１０５；３０５；５０５；９０５
；９７５が提供される。リソース提出はコントリビューション可能なリソースを特定して
いる。リソースマネージャ１０５；３０５；５０５；９０５；９７５はさらに、リソース
提出に基づいて、コントリビューション可能なリソースのリソースタイプを決定し、リソ
ース提出に対するコントリビューションポリシーを特定するように構成されたポリシーマ
ネージャ３３５；５２５；９３５を含む。コントリビューションポリシーを特定すること
は、リソースタイプが、コントリビューションポリシーにおいて要求可能なリソースの１
つ以上のリソースタイプにマップしているコントリビューション可能なリソースの１つ以
上のリソースタイプと一致すると判断することを含む。リソース提出インターフェイス５
１０はさらに、リソース提出に対して特定されたコントリビューションポリシーに基づい
て、要求可能なリソースの１つ以上のリソースタイプを、ユーザと関連付けられているク
ライアントコンピューティングシステムに送信するように構成される。リソース提出イン
ターフェイス５１０はさらに、要求可能なリソースの１つ以上のリソースタイプのうちの
、ユーザによる１つのリソースタイプの選択を示す情報を、クライアントコンピューティ
ングシステムから受信するように構成される。
【０１８２】
　一実施形態によると、コントリビューション可能なリソースはユーザによって管理され
る。
【０１８３】
　一実施形態によると、リソース提出インターフェイス５１０はさらに、リソース提出に
おいて特定されたコントリビューション可能なリソースについてのアクセスクレデンシャ
ルを受信するように構成される。アクセスクレデンシャルは、ユーザがコントリビューシ
ョン可能なリソースを管理することを可能にする。
【０１８４】
　一実施形態によると、リソースマネージャ１０５；３０５；５０５；９０５；９７５は
さらに、コントリビューション可能なリソースと交換に、ユーザによって選択された１つ
のリソースタイプと一致するタイプのリソースを割当てるように構成される。
【０１８５】
　一実施形態によると、割当てることは、ユーザにサービスするためにリソースを構成す
ることを含む。
【０１８６】
　一実施形態によると、リソース提出インターフェイス５１０はさらに、ユーザによるサ
ービスのオーダーを受信するように構成され、サービスは一部はリソースの割当てによっ
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て可能になる。リソースマネージャ１０５；３０５；５０５；９０５；９７５はさらに、
リソースのタイプがユーザによって選択された１つのリソースタイプと一致すると判断し
、コントリビューション可能なリソースと交換に、サービスに対するリソースへのアクセ
スを可能にするように構成される。
【０１８７】
　一実施形態によると、リソースマネージャ１０５；３０５；５０５；９０５；９７５は
さらに、コントリビューションポリシー内に定義されているコントリビューション可能な
リソースの１つ以上のリソースタイプまたは要求可能なリソースの１つ以上のリソースタ
イプに対するデマンドに基づいて、コントリビューションポリシーを更新するように構成
される。
【０１８８】
　一実施形態によると、通信サブシステム１２２４および通信サブシステム１２２４に結
合された処理サブシステム１２０４を含むコンピュータシステムが提供される。処理サブ
システム１２０４は、ユーザからのサービスのオーダーを通信サブシステム１２２４を介
して受信するように構成され、オーダーはコントリビューション可能なリソースおよび要
求可能なリソースを特定している。コントリビューション可能なリソースは、要求可能な
リソースと交換にリソースプールに提供されることになっている。処理サブシステム１２
０４はさらに、コントリビューションポリシーに基づいてリソース提出を受付けるように
構成される。コントリビューションポリシーは、コントリビューション可能なリソースの
タイプの第１のリソースタイプと要求可能なリソースのタイプの第２のリソースタイプと
の間のマッピングを定義している。処理サブシステム１２０４はさらに、コントリビュー
ション可能なリソースへのアクセスおよびコントリビューション可能なリソースに対する
制御を提供するアクセスクレデンシャルを通信サブシステム１２２４を介して受信するよ
うに構成される。処理サブシステム１２０４はさらに、リソースプールを、分散システム
の１人以上のユーザにサービスするためにコントリビューション可能なリソースの可用性
を示すように更新するように構成される。処理サブシステム１２０４はさらに、要求可能
なリソースを通信サブシステム１２２４を介してユーザに割当てるように構成される。
【０１８９】
　一実施形態によると、コントリビューション可能なリソースはユーザによって管理され
、要求可能なリソースは別のユーザによって管理される。
【０１９０】
　一実施形態によると、コントリビューション可能なリソースはユーザによって管理され
、要求可能なリソースは、分散システムのリソースマネージャによって管理されるリソー
スプールのコンポーネントである。
【０１９１】
　本発明の特定の実施形態について説明してきたが、さまざまな変形例、変更例、代替的
な構成および等価物も本発明の範囲内に包含される。変形例は、開示された特徴の任意の
関連する組み合わせを含む。本発明の実施形態は、特定の具体的なデータ処理環境内での
動作に限定されるものではなく、複数のデータ処理環境内で自由に動作できる。さらに、
特定の一連のトランザクションおよびステップを使用して本発明の実施形態について説明
してきたが、本発明の範囲が、記載されている一連のトランザクションおよびステップに
限定されるものではないということが当業者に明らかであるべきである。上記の実施形態
のさまざまな特徴および局面は、個別にまたはともに使用され得る。
【０１９２】
　さらに、ハードウェアおよびソフトウェアの特定の組み合わせを使用して本発明の実施
形態について説明してきたが、ハードウェアおよびソフトウェアの他の組み合わせも本発
明の範囲内であることが認識されるべきである。本発明の実施形態は、ハードウェアのみ
で実現されてもよく、またはソフトウェアのみで実現されてもよく、またはこれらの組み
合わせを使用して実現されてもよい。本明細書に記載されるさまざまなプロセスは、同じ
プロセッサ上で、または任意に組み合わされたさまざまなプロセッサ上で実現することが
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できる。したがって、コンポーネントまたはモジュールがいくつかのオペレーションを実
行するように構成されるものと記載されているが、このような構成は、たとえば、オペレ
ーションを実行するように電子回路を設計することによって、オペレーションを実行する
ようにプログラム可能な電子回路（マイクロプロセッサなど）をプログラミングすること
によって、またはこれらを組み合わせることによって、達成することができる。プロセス
同士は、プロセス間通信のための従来の技術を含むがこれらに限定されるものではないさ
まざまな技術を用いて通信することができ、異なる対のプロセスが異なる技術を用いても
よく、または、同じ対のプロセスが異なる時間に異なる技術を用いてもよい。
【０１９３】
　したがって、明細書および図面は、限定的な意味ではなく例示的な意味で考えられるべ
きである。しかし、特許請求の範囲に記載されているより広範な精神および範囲から逸脱
することなく、追加、削減、削除ならびに他の変形および変更がそれに対してなされても
よいということは明白であろう。このように、特定の発明の実施形態を記載してきたが、
これらは限定的であるよう意図されるものではない。さまざまな変更例および同等例は添
付の特許請求の範囲内にある。

【図１】 【図２】
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