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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クラウドコンピューティングシステムであって、前記システムが、クラウドプラットフ
ォームと、少なくとも1つの物理サーバと、少なくとも1つのホストと、少なくとも1つの
アクセスネットワーク要素とを備え、前記ホスト、前記物理サーバ、および前記クラウド
プラットフォームが互いに通信し、少なくとも1つの仮想マシンが前記ホスト上で実行さ
れ、前記仮想マシンが前記アクセスネットワーク要素を使用して前記物理サーバにアクセ
スし、サービスが前記物理サーバ上に配置され、
　前記クラウドプラットフォームが、前記サービスに対応する公開IPアドレスおよび公開
ポートを前記サービスに割り振り、前記公開IPアドレスおよび前記公開ポートと、前記サ
ービスを実行している前記物理サーバのIPアドレスおよびポートとの間の対応関係を記録
し、前記サービスを公開するように構成され、
　前記クラウドプラットフォームが、前記仮想マシンによって送信されたサービス申請要
求を受信し、前記アクセスネットワーク要素にNAT規則を送信するように構成され、前記N
AT規則が、前記公開IPアドレスおよび前記公開ポートと、前記サービスを実行している前
記物理サーバの前記IPアドレスおよび前記ポートとの間の前記対応関係を備え、
　前記アクセスネットワーク要素が、前記仮想マシンによって送信されたサービスアクセ
ス要求を受信するようにさらに構成され、前記サービスアクセス要求の宛先アドレスが、
前記サービスに対応する前記公開IPアドレスおよび前記公開ポートであり、
　前記アクセスネットワーク要素が、前記NAT規則に従って、前記サービスアクセス要求
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の前記宛先アドレスを前記物理サーバの前記IPアドレスおよび前記ポートと置き換え、前
記修正されたサービスアクセス要求を前記物理サーバにルーティングし、前記物理サーバ
によって返信されたサービス応答メッセージを受信するようにさらに構成される、
　クラウドコンピューティングシステム。
【請求項２】
　前記サービス応答メッセージのソースアドレスが、前記物理サーバの前記IPアドレスお
よび前記ポートであり、
　前記アクセスネットワーク要素が、前記NAT規則に従って、前記サービス応答メッセー
ジの前記ソースアドレスを前記サービスに対応する前記公開IPアドレスおよび前記公開ポ
ートと置き換え、前記修正されたサービス応答メッセージを前記仮想マシンに送信するよ
うにさらに構成される、
　請求項1に記載のシステム。
【請求項３】
　前記クラウドプラットフォームが、前記仮想マシンにサービスプレゼンテーションイン
ターフェースを提供し、サービス情報を表示し、前記サービス情報が前記サービスの外部
表示アドレスを備えるようにさらに構成される、
　請求項1または2に記載のシステム。
【請求項４】
　前記外部表示アドレスが、前記サービスに対応するドメイン名、または前記サービスに
対応する前記公開IPアドレスおよび前記公開ポートを備える、
　請求項3に記載のシステム。
【請求項５】
　前記サービスの前記外部表示アドレスが前記サービスに対応する前記ドメイン名である
とき、前記クラウドプラットフォームが、ドメインネームシステム、DNS、サーバに、前
記ドメイン名と前記公開IPアドレスおよび前記公開ポートとの間の対応関係を配信するよ
うにさらに構成され、前記仮想マシンが、ドメイン名構文解析動作を開始し、前記ドメイ
ン名に基づいて、前記サービスに対応する前記公開IPアドレスおよび前記公開ポートを前
記DNSサーバから取得するように構成される、
　請求項4に記載のシステム。
【請求項６】
　前記クラウドプラットフォームが、前記仮想マシンにサービス申請応答を返信し、前記
サービス申請応答が前記外部表示アドレスを搬送するようにさらに構成される、
　請求項3から5のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項７】
　前記クラウドプラットフォームが、前記仮想マシンが属するユーザの認可情報を記録し
、前記ユーザの前記認可情報が、ユーザ識別子、仮想マシン識別子、ならびに前記ユーザ
に割り振られたアカウントおよびパスワードを備えるようにさらに構成される、
　請求項6に記載のシステム。
【請求項８】
　前記クラウドプラットフォームが、前記ユーザ向けの別の仮想マシンの作成要求を受信
し、前記別の仮想マシンを作成し、前記別の仮想マシンが接続するアクセスネットワーク
要素に前記別の仮想マシン用のNAT規則を配信するようにさらに構成される、
　請求項7に記載のシステム。
【請求項９】
　前記クラウドプラットフォームが、前記仮想マシン向けのサービス認可を終了し、前記
アクセスネットワーク要素に削除メッセージを送信して、前記仮想マシンの前記NAT規則
を削除するように前記アクセスネットワーク要素に指示するようにさらに構成される、
　請求項1から8のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１０】
　クラウドコンピューティングシステムにおいて仮想マシンが物理サーバにアクセスする
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ための方法であって、
　クラウドプラットフォームにより、サービスに対応する公開IPアドレスおよび公開ポー
トを前記サービスに割り振り、前記公開IPアドレスおよび前記公開ポートと、前記サービ
スを実行している物理サーバのIPアドレスおよびポートとの間の対応関係を記録し、前記
サービスを公開するステップと、
　前記クラウドプラットフォームにより、仮想マシンによって送信されたサービス申請要
求を受信し、前記仮想マシンのアクセスネットワーク要素にNAT規則を送信するステップ
であって、前記NAT規則が、前記公開IPアドレスおよび前記公開ポートと、前記サービス
を実行している前記物理サーバの前記IPアドレスおよび前記ポートとの間の前記対応関係
を備え、前記仮想マシンが、前記アクセスネットワーク要素を使用してクラウドコンピュ
ーティングシステムのネットワークに接続する、ステップと、
　前記アクセスネットワーク要素により、前記仮想マシンによって送信されたサービスア
クセス要求を受信するステップであって、前記サービスアクセス要求の宛先アドレスが、
前記サービスに対応する前記公開IPアドレスおよび前記公開ポートである、ステップと、
　前記アクセスネットワーク要素により、前記NAT規則に従って、前記サービスアクセス
要求の前記宛先アドレスを前記物理サーバの前記IPアドレスおよび前記ポートと置き換え
、前記修正されたサービスアクセス要求を前記物理サーバにルーティングするステップと
、
　前記アクセスネットワーク要素により、前記物理サーバによって返信されたサービス応
答メッセージを受信し、前記仮想マシンに前記サービス応答メッセージを送信するステッ
プと
　を備える、方法。
【請求項１１】
　クラウドプラットフォームにより、前記サービスを公開する前記ステップが、
　前記クラウドプラットフォームにより、前記仮想マシンにサービスプレゼンテーション
インターフェースを提供し、サービス情報を表示するステップであって、前記サービス情
報が前記サービスの外部表示アドレスを備える、ステップ
　を備える、請求項10に記載の方法。
【請求項１２】
　前記外部表示アドレスが、前記サービスに対応するドメイン名、または前記サービスに
対応する前記公開IPアドレスおよび前記公開ポートを備える、
　請求項11に記載の方法。
【請求項１３】
　前記サービスの前記外部表示アドレスが前記サービスに対応する前記ドメイン名である
とき、前記クラウドプラットフォームにより、仮想マシンによって送信されたサービス申
請要求を受信する前記ステップの前に、前記方法が、
　前記クラウドプラットフォームにより、ドメインネームシステムDNSサーバに、前記ド
メイン名と前記公開IPアドレスおよび前記公開ポートとの間の対応関係を配信するステッ
プであって、その結果、ドメイン名構文解析動作を開始するとき、前記仮想マシンが、前
記ドメイン名に基づいて、前記サービスに対応する前記公開IPアドレスおよび前記公開ポ
ートを前記DNSサーバから取得する、ステップ
　をさらに備える、請求項12に記載の方法。
【請求項１４】
　前記クラウドプラットフォームにより、仮想マシンによって送信されたサービス申請要
求を受信する前記ステップの後に、前記方法が、
　前記クラウドプラットフォームにより、前記仮想マシンにサービス申請応答を返信する
ステップであって、前記サービス申請応答が前記外部表示アドレスを搬送する、ステップ
　をさらに備える、請求項11から13のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記サービス申請要求が承認された後に、前記方法が、
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　前記クラウドプラットフォームにより、前記仮想マシンが属するユーザの認可情報を記
録するステップであって、前記ユーザの前記認可情報が、ユーザ識別子、仮想マシン識別
子、ならびに前記ユーザに割り振られたアカウントおよびパスワードを備える、ステップ
　をさらに備える、請求項14に記載の方法。
【請求項１６】
　前記方法が、
　前記クラウドプラットフォームにより、前記ユーザ向けの別の仮想マシンの作成要求を
受信し、前記別の仮想マシンを作成し、前記別の仮想マシンが接続するアクセスネットワ
ーク要素に前記別の仮想マシン用のNAT規則を配信するステップ
　をさらに備える、請求項15に記載の方法。
【請求項１７】
　前記方法が
　前記クラウドプラットフォームにより、前記仮想マシン向けのサービス認可を終了し、
前記アクセスネットワーク要素に削除メッセージを送信して、前記仮想マシンの前記NAT
規則を削除するように前記アクセスネットワーク要素に指示するステップ
　をさらに備える、請求項10から16のいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、IT技術の分野に関し、詳細には、クラウドコンピューティングシステムにお
いて仮想マシンが物理サーバにアクセスするための方法、装置、およびシステムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　クラウドコンピューティング環境では、構成または性能などの要因により、Oracleデー
タベース（Database、DB）などの一部のサービスは、物理サーバ上で直接実行される必要
がある。ユーザは仮想マシン（Virtual Machine、VM）にログインし、ネットワークを使
用することにより、前述のタイプのサービスが配置された物理サーバにアクセスする。
【０００３】
　従来技術では、VMは、物理サーバ上の様々なサービスにアクセスするために、物理サー
バのIPアドレスを取得する必要がある。VMがサービスを実行している物理サーバまたは物
理サーバクラスタの実際のIPアドレスを取得することができると、クラウドプラットフォ
ームのサービスが位置する物理サーバのネットワーク計画情報が公開される。悪意のある
ユーザは、物理サーバが位置するネットワークおよびネットワーク内のデバイスにネット
ワーク攻撃を仕掛け、クラウドプラットフォームのセキュリティを脅かす可能性がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の実施形態は、仮想マシンが物理サーバの実アドレスを取得し、ネットワークセ
キュリティを脅かすことを防ぐために、仮想マシンが物理サーバにアクセスするための方
法、装置、およびシステムを記載する。
【０００５】
　一態様によれば、本発明の一実施形態は、仮想マシンが物理サーバにアクセスするため
のシステムを提供する。システムは、クラウドプラットフォームと、少なくとも1つの物
理サーバと、少なくとも1つのホストと、少なくとも1つのアクセスネットワーク要素とを
含む。ホスト、物理サーバ、およびクラウドプラットフォームは互いに通信し、少なくと
も1つの仮想マシンはホスト上で実行され、仮想マシンはアクセスネットワーク要素を使
用して物理サーバにアクセスし、サービスは物理サーバ上に配置される。クラウドプラッ
トフォームは、サービスに対応する公開IPアドレスおよび公開ポートをサービスに割り振
り、公開IPアドレスおよび公開ポートと、サービスを実行している物理サーバのIPアドレ
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スおよびポートとの間の対応関係を確立し、サービスを公開し、その結果、サービスが仮
想マシンに見える。クラウドプラットフォームは、仮想マシンに関連付けられたNAT規則
をアクセスネットワーク要素に送信し、NAT規則は、公開IPアドレスおよび公開ポートと
、サービスを実行している物理サーバのIPアドレスおよびポートとの間の対応関係を含む
。アクセスネットワーク要素は、仮想マシンによって送信されたサービスアクセス要求を
受信し、NAT規則に従って、サービスアクセス要求の宛先アドレスを物理サーバのIPアド
レスおよびポートと置き換え、修正されたサービスアクセス要求を物理サーバにルーティ
ングし、物理サーバによって返信されたサービス応答メッセージを受信する。前述のプロ
セスにより、仮想マシンは、サービスが配置された物理サーバのIPアドレスおよびポート
を知ることなく、サービスにアクセスすることができる。加えて、サービスは、サービス
に対応する公開IPアドレスおよび公開ポートを使用して一意に識別され得るので、複数の
IPアドレスをもつ異なる物理サーバまたは物理サーバクラスタ上にサービスが配置されて
いる場合でも、異なる仮想マシンは、サービスが実際に位置する物理サーバまたは物理サ
ーバクラスタの実際のIPアドレスおよびポートに注意を払うことなく、すべてが同じ公開
IPアドレスおよび公開ポートを使用して同じサービスにアクセスすることができ、それに
より、統一されたサービスアクセスモードが実装される。
【０００６】
　可能な設計では、サービス応答メッセージのソースアドレスは、物理サーバのIPアドレ
スおよびポートである。物理サーバによって返信されたサービス応答メッセージを受信す
ると、アクセスネットワーク要素は、NAT規則に従って、サービス応答メッセージのソー
スアドレスをサービスに対応する公開IPアドレスおよび公開ポートとさらに置き換え、修
正されたサービス応答メッセージを仮想マシンに送信することができ、その結果、仮想マ
シンによって受信されたサービス応答メッセージは、依然として物理サーバの実アドレス
を含まない。クラウドプラットフォームによって送信されたサービス応答メッセージのソ
ースアドレスは、代替として、公開IPアドレスおよび公開ポートに直接設定されてもよく
、アクセスネットワーク要素はソースアドレスを修正する必要がないことに留意されたい
。物理サーバによって送信されたサービス応答パケットのソースアドレスが物理サーバの
実アドレスであるとき、物理サーバは、本発明のこの実施形態に適合されるように修正さ
れる必要がなく、それにより、サービスの配置および公開の効率が向上する。物理サーバ
によって送信されたサービス応答パケットのソースアドレスが、サービスに対応する公開
IPアドレスおよび公開ポートであるとき、物理サーバに対して適応修正が実行される必要
があり、サービスと公開IPアドレスおよび公開ポートとの間の対応関係が記録される。物
理サーバがサービス応答パケットを送信するとき、サービス応答パケットのソースアドレ
スは、公開IPアドレスおよび公開ポートに設定される。この場合、アクセスネットワーク
要素は、サービス応答パケットのソースアドレスに対してNAT変換を実行する必要がなく
、それにより、仮想マシンが物理サーバ上に配置されたサービスにアクセスする効率が増
大する。一方、本発明のこの実施形態では、解決策を実装するために物理サーバが修正さ
れる必要があるので、サービスの配置および公開の効率が低下する。
【０００７】
　可能な設計では、クラウドプラットフォームは、複数の方式でサービスを外部に公開す
ることができる。クラウドプラットフォームは、ユーザ指向のサービスプレゼンテーショ
ンインターフェースおよびO＆Mエンジニア指向の管理プレゼンテーションインターフェー
スを有することに留意されたい。ユーザは、サービスプレゼンテーションインターフェー
スにログインして、クラウドプラットフォームによって提供される様々なサービスをブラ
ウズし、サービス申請を開始することができる。クラウドプラットフォームは、サービス
プレゼンテーションインターフェース上にサービス情報を表示し、ユーザにサービスを紹
介する。サービス情報はサービスの外部表示アドレスを含む。
【０００８】
　可能な設計では、サービスの外部表示アドレスは、公開IPアドレスおよび公開ポートで
あってもよく、サービスに対応するドメイン名であってもよい。外部表示アドレスが公開
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IPアドレスおよび公開ポートであるとき、仮想マシンは、公開IPアドレスおよび公開ポー
トを宛先アドレスとして使用することにより、物理サーバのサービスにアクセスすること
を要求することができる。外部表示アドレスがドメイン名であるとき、仮想マシンは、最
初にドメイン名の対応するアドレスを取得する必要がある。したがって、仮想マシンは、
DNSサーバに対してドメイン名構文解析動作を開始し、DNSサーバからドメイン名の対応す
るアドレスを取得する。ドメイン名の対応するアドレスは、公開IPアドレスおよび公開ポ
ートである。クラウドプラットフォームは、あらかじめ登録手順を使用することにより、
ドメイン名とサービスに対応する公開IPアドレスおよび公開ポートとの間の対応関係をDN
Sサーバに送信することができる。具体的には、クラウドプラットフォームは、ドメイン
名と公開IPアドレスおよび公開ポートとの間の対応関係をドメインネームシステムDNSサ
ーバに配信する。仮想マシンは、ドメイン名構文解析動作を開始し、ドメイン名に基づい
て、サービスに対応する公開IPアドレスおよび公開ポートをDNSサーバから取得するよう
に構成される。
【０００９】
　可能な設計では、ユーザはサービスプレゼンテーションページにログインし、クラウド
プラットフォームにサービスを申請する。クラウドプラットフォームは、仮想マシンにサ
ービス申請応答を返信する。サービス申請応答は外部表示アドレスを搬送する。
【００１０】
　可能な設計では、ユーザのサービス申請要求に対して、サービス認可が承認されると判
断した後、クラウドプラットフォームは、仮想マシンが属するユーザの認可情報を記録す
る。ユーザの認可情報は、ユーザ識別子、仮想マシン識別子、ならびにユーザに割り振ら
れたアカウントおよびパスワードを含む。クラウドプラットフォームは、記録された認可
情報を使用して、ユーザのサービスアクセス要求を認証することができる。
【００１１】
　可能な設計では、クラウドプラットフォームは、粒度としてユーザを使用することによ
り、サービス認可を実行することができる。具体的には、ユーザが複数の仮想マシンを有
するとき、ユーザは、仮想マシンのうちのいずれか1つを使用することにより、認可され
たサービスにアクセスすることができる。ユーザが新しい仮想マシンを作成すると、クラ
ウドプラットフォームは、新しい仮想マシンが接続するアクセスネットワーク要素にNAT
規則を配信し、その結果、ユーザは新しい仮想マシンを使用して物理サーバ上のサービス
に正常にアクセスすることができる。粒度としてユーザを使用することによって実行され
るサービス認可は、ユーザに大きい利便性をもたらすことができ、その結果、ユーザは、
仮想マシンごとに別々にサービス認可を申請する必要がない。またさらに、ユーザが、ユ
ーザに属する仮想マシンのうちのいずれか1つを削除すると、クラウドプラットフォーム
は、仮想マシンを削除するときにその仮想マシンに関連付けられたNAT規則を削除するよ
うに、アクセスネットワーク要素に指示する。
【００１２】
　ユーザが債務を負っているとき、ユーザはサービス認可を終了するように積極的に要求
することができ、またはクラウドプラットフォームはユーザ向けのサービス認可を積極的
に終了することができる。ユーザ向けのサービス認可が終了される必要があるとクラウド
プラットフォームが判断すると、クラウドプラットフォームは、関連付けられた仮想マシ
ンを特定し、仮想マシンが接続するアクセスネットワーク要素に削除メッセージを送信し
て、仮想マシンのNAT規則を削除するようにアクセスネットワーク要素に指示する。
【００１３】
　クラウドプラットフォームは、サービス検出／収集機能をさらに有してもよい。新しい
サービスが物理サーバ上に配置されると、クラウドプラットフォームは、サービス情報、
およびそのサービスが配置された物理サーバに関する情報を適時に取得することができる
。
【００１４】
　可能な設計では、物理サーバは単一の物理サーバまたは物理サーバクラスタである。
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【００１５】
　別の態様によれば、本発明の一実施形態は、クラウドコンピューティングシステムにお
いて仮想マシンが物理サーバにアクセスするための方法を提供し、クラウドプラットフォ
ームが前述のシステム内でステップを実行する。
【００１６】
　また別の態様によれば、本発明の一実施形態は、クラウドコンピューティングシステム
において仮想マシンが物理サーバにアクセスするための別の方法を提供し、アクセスネッ
トワーク要素が前述のシステム内でステップを実行する。
【００１７】
　前述のシステムおよび方法に対応して、本発明のこの実施形態はクラウドプラットフォ
ームを提供する。クラウドプラットフォームは、前述のシステム内で定義されたクラウド
プラットフォームを実装する機能を有する。機能は、ハードウェアによって実装されても
よく、ハードウェアが対応するソフトウェアを実行することによって実装されてもよい。
ハードウェアまたはソフトウェアは、前述の機能に対応する1つまたは複数のモジュール
を含む。
【００１８】
　前述のシステムおよび方法に対応して、本発明のこの実施形態は、ホスト、ならびにホ
スト上で実行されるシステム内で定義される仮想マシンおよびアクセスネットワーク要素
をさらに提供する。アクセスネットワーク要素は、openvswitchなどの仮想マシンネット
ワーク要素であってもよく、またはアクセスネットワーク要素は、ハードウェアによって
実装されてもよく、具体的には、ホスト上のトップオブラックスイッチである。ホストは
、システム内で定義されるアクセスネットワーク要素を実装する機能を有する。さらに、
ホストは、システム内で定義される仮想マシンを実装する機能をさらに有していてもよい
。機能は、ハードウェアによって実装されてもよく、ハードウェアが対応するソフトウェ
アを実行することによって実装されてもよい。ハードウェアまたはソフトウェアは、前述
の機能に対応する1つまたは複数のモジュールを含む。
【００１９】
　可能な設計では、クラウドプラットフォームおよびホストは、汎用サーバまたは専用サ
ーバによって実装される。サーバの構造は、プロセッサ、メモリ、システムバス、および
入出力インターフェースを含む。プロセッサは、システム内のクラウドプラットフォーム
またはホストの対応する機能をサポートするように構成される。入出力インターフェース
は、クラウドコンピューティングシステム内の別の構成要素と通信するように構成され、
プロセッサは、メモリに記憶された命令を実行する。
【００２０】
　さらに別の態様によれば、本発明の一実施形態は、前述のクラウドプラットフォームに
よって使用されるコンピュータソフトウェア命令を記憶するように構成されたコンピュー
タ記憶媒体を提供する。コンピュータソフトウェア命令は、前述の態様を実行するために
設計されたプログラムを含む。
【００２１】
　さらに別の態様によれば、本発明の一実施形態は、前述のホストによって使用されるコ
ンピュータソフトウェア命令を記憶するように構成されたコンピュータ記憶媒体を提供す
る。コンピュータソフトウェア命令は、前述の態様を実行するために設計されたプログラ
ムを含む。
【００２２】
　従来技術と比較して、本発明の実施形態において提供される解決策によれば、サービス
が配置された物理サーバの実アドレスは仮想マシンから保護されてもよく、仮想マシンに
統一されたアクセスモードも提供され、それにより、クラウドプラットフォームのネット
ワークセキュリティが保証され、ユーザがサービスにアクセスする利便性が向上する。
【００２３】
　本発明の実施形態または従来技術における技術的解決策をより明確に記載するために、
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以下で、実施形態または従来技術を記載するために必要とされる添付図面を簡単に記載す
る。明らかに、以下の説明における添付図面は本発明のいくつかの実施形態を示すにすぎ
ず、当業者は、創造的な努力なしに、これらの添付図面から他の実装形態を導出すること
ができる。実施形態または実装形態のすべては本発明の保護範囲内に入るべきである。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１Ａ】本発明の一実施形態による、クラウドコンピューティングシステムのネットワ
ークアーキテクチャの概略図である。
【図１Ｂ】本発明の一実施形態による、別のクラウドコンピューティングシステムのネッ
トワークアーキテクチャの概略図である。
【図２】本発明の一実施形態による、コンピュータデバイスのハードウェア構造の概略図
である。
【図３】本発明の一実施形態による、ホスト上の仮想化構造の概略図である。
【図４】本発明の一実施形態による、物理サーバにアクセスする仮想マシンのパケット転
送および処理のフローチャートである。
【図５】本発明の一実施形態による、物理サーバ上で実行されるサービスに仮想マシンが
アクセスする概略フローチャートである。
【図６】本発明の一実施形態による、クラウドプラットフォームの概略構造図である。
【図７Ａ】本発明の一実施形態による、アクセス装置の概略構造図である。
【図７Ｂ】本発明の一実施形態による、別のアクセス装置の概略構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　添付図面を参照して、以下で本発明の実施形態による技術的解決策が明確かつ完全に記
載される。明らかに、記載される実施形態は、本発明の実施形態のうちの一部にすぎず、
すべてではない。創造的な努力なしに本発明の実施形態に基づいて、当業者によって取得
されるすべての他の実施形態は、本発明の保護範囲内に入るべきである。
【００２６】
　本発明の実施形態に記載されたネットワークアーキテクチャおよびサービスシナリオは
、本発明の実施形態における技術的解決策をより明確に記載することを目的とするが、本
発明の実施形態において提供される技術的解決策を限定するものではない。当業者は、ネ
ットワークアーキテクチャが進化し、新しいサービスシナリオが出現するにつれて、本発
明の実施形態において提供される技術的解決策が、同様の技術的問題にも適用可能である
ことを知ることができる。
【００２７】
　図1Aおよび図1Bは、各々、本発明の実施形態による、クラウドコンピューティングシス
テムのネットワークアーキテクチャの図である。クラウドコンピューティングシステムは
、ホスト101と、クラウドプラットフォーム102と、物理サーバ103と、ネットワーク104と
、アクセスネットワーク要素105とを含む。いくつかの仮想マシンがホスト101上で実行さ
れる。仮想マシンは、ネットワーク104に接続し、アクセスネットワーク要素105を使用す
ることにより、クラウドプラットフォーム102および物理サーバ103にアクセスする。
【００２８】
　ホスト101上で実行される仮想マシンはユーザのサービスを搬送する。ユーザはクライ
アントを使用して仮想マシンにログインし、ネットワーク104を使用することにより、ク
ラウドプラットフォーム102によって外部に公開された様々なサービスにアクセスする。
サービスは、物理サーバ103上で実行されるサービス、たとえば、データベースサービス
である。構造の観点から、クラウドコンピューティングシステムは、サービスとしてのイ
ンフラストラクチャ（Infrastructure as a Service、IAAS）レイヤ、サービスとしての
プラットフォーム（Platform as a Service、PAAS）レイヤ、およびサービスとしてのソ
フトウェア（Software as a Service、SAAS）レイヤに分割されてもよい。物理サーバ103
上に配置されるサービスは、通常、PAASレイヤサービスである。
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【００２９】
　クラウドプラットフォーム102は、クラウドコンピューティングシステムの管理端であ
り、コンピューティングリソース、ネットワークリソース、およびストレージリソースな
どのリソースを管理すること、監視動作、およびメンテナンスなどを含む、クラウドコン
ピューティングプロバイダによって提供される、基礎となるデバイスおよびサービスを管
理するように構成される。クラウドプラットフォーム102は、ユーザ指向のサービスプレ
ゼンテーションページおよび管理者指向の管理プレゼンテーションページをさらに含む。
管理者は、管理プレゼンテーションページを使用して、物理サーバ上に配置されたサービ
スを構成し管理する。サービスが配置されると、ユーザはクラウドプラットフォーム102
のサービスプレゼンテーションページにログインし、利用可能なサービスを確認する。サ
ービスプレゼンテーションページに表示されるサービス情報は、サービスの外部表示アド
レスを含む。VMがサービスにアクセスする必要があるとき、VMは、外部表示アドレスを使
用することにより、サービスにアクセスする要求を開始する。外部表示アドレスは、物理
サーバ上に配置されたサービスを一意に識別することができる。外部表示アドレスは、具
体的には、サービスに対応する公開IPアドレスおよび公開ポートであってもよく、サービ
スに対応するドメイン名であってもよい。
【００３０】
　クラウドプラットフォーム102は、サービスに対応する公開IPアドレスおよび公開ポー
トと、サービスが配置された物理サーバ103の実アドレスとの間の対応関係を確立し、そ
の対応関係を各仮想マシンのアクセスネットワーク要素105に配信する。サービスの外部
表示アドレスが公開IPアドレスおよび公開ポートであるとき、仮想マシンは、公開IPアド
レスおよび公開ポートをサービスアクセス要求の宛先アドレスとして使用してサービスア
クセス手順を開始する。サービスの外部表示アドレスがサービスに対応するドメイン名で
あるとき、仮想マシンは、最初にドメイン名構文解析手順を開始する必要があり、DNSサ
ーバからドメイン名の対応する公開IPアドレスおよび公開ポートを取得し、次いで、公開
IPアドレスおよび公開ポートをサービスアクセス要求の宛先アドレスとして使用してサー
ビスアクセス手順を開始する。サービスの外部表示アドレスがサービスに対応するドメイ
ン名であるとき、サービスが配置された後、クラウドプラットフォーム102は、ドメイン
名と公開IPアドレスおよび公開ポートとの間の対応関係をドメインネームシステムのDNS
サーバに配信するようにさらに構成される。DNSサーバは、クラウドコンピューティング
システムの内部使用のために提供される。DNSサーバは、ネットワーク104を使用してホス
ト101およびクラウドプラットフォーム102に接続する。
【００３１】
　特定の実装シナリオでは、クラウドプラットフォーム102は、SDN（Software Defined N
etwork、ソフトウェア定義ネットワーク）コントローラを含む。好ましくは、クラウドプ
ラットフォーム102内のSDNコントローラは、仮想マシンのネットワークトポロジーを取得
し、フローテーブル形式で仮想マシンのアクセスネットワーク要素105にネットワークア
ドレス変換（Network Address Translation、NAT）規則を配信する。NAT規則は、公開IP
アドレスおよび公開ポートと、サービスを実行している物理サーバ103のIPアドレスおよ
びポートとの間の対応関係を含む。
【００３２】
　公開IPおよび公開ポートは、具体的には、サービスに対応するIPおよびポートである。
具体的には、サービスは、公開IPアドレスおよび公開ポートを使用して一意に特定されて
もよい。公開IPは予約されたアドレスを使用することができる。予約されたアドレスは、
データサービスネットワークが使用できないIPアドレス、たとえば、169．254．＊．＊で
ある。公開ポートは周知のポートを使用することができ、周知のポート番号（well－know
n port numbers）は、伝送制御プロトコル（Transmission Control Protocol、TCP）およ
びユーザデータプロトコル（User Datagram Protocol、UDP）向けに、名前および番号割
当てのためのインターネットコーポレーション（The Internet Corporation for Assigne
d Names and Numbers、ICANN）によって予約されたポート番号である。たとえば、169．2
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54．169．254＋3306は、データベースサービスのアクセスアドレスを表すために使用され
得る。
【００３３】
　本発明のこの実施形態では、異なるユーザに対して、同じサービスの外部表示アドレス
は同じである。
【００３４】
　クラウドプラットフォーム102は以下の機能を有してもよい：
　クラウドプラットフォーム102によって提供される管理プレゼンテーションインターフ
ェースを使用して管理者がサービスを構成し管理するためのO＆M機能、
　オンライン／オフラインでサービスに関する情報を取得するために、リアルタイムで物
理サーバを監視するための監視機能、
　ホスト101上で実行されている仮想マシンのネットワークトポロジーを取得し、サービ
スを実行している物理サーバ103のIPアドレスおよびポートを取得するためのネットワー
ク情報取得機能、ならびに
　サービスプレゼンテーションインターフェースを使用してユーザにサービス情報を提示
するためのサービス公開機能。
【００３５】
　さらに、クラウドプラットフォーム102は、サービス課金およびアラームなどの機能を
さらに有してもよい。
【００３６】
　物理サーバ103は、サービスが配置された物理サーバであり、単一の物理サーバまたは
サーバクラスタであってもよい。仮想マシンは、ネットワーク104を使用して物理サーバ1
03に接続して、物理サーバ103上で実行されるサービスにアクセスする。物理サーバ103が
物理サーバクラスタであるとき、サービスが配置された物理サーバの実アドレスは、物理
サーバクラスタの外部に提示されたアドレスであることに留意されたい。たとえば、クラ
スタがA－Pモードにあるとき、アクティブ／スタンバイの物理サーバは同じアドレスを有
し、同じアドレスは物理サーバクラスタの外部に提示されたアドレスである。あるいは、
複数の物理サーバがクラスタを形成するとき、外部に提示されたクラスタ内のマスタノー
ドの仮想IPアドレスが、物理サーバクラスタの外部に提示されたアドレスとして使用され
る。仮想マシンのサービスアクセス要求が物理サーバクラスタの外部に提示されたアドレ
スにルーティングされると、クラスタ内のサーバは負荷分散方式でサービスを提供するこ
とができる。サービスアクセス要求がサーバクラスタの外部に提示されたアドレスを使用
してサーバクラスタにルーティングすることができるならば、サーバクラスタの実装形態
は、本発明のこの実施形態では限定されないことに留意されたい。サーバクラスタの内部
負荷分散の実装形態は、従来技術における様々な解決策を使用することができる。
【００３７】
　仮想マシンからサービスアクセス要求を受信すると、物理サーバ103はサービスアクセ
ス要求を処理し、サービスアクセス応答を返信する。たとえば、サービスアクセス要求は
、仮想マシンによって開始されるデータベース問合せ要求であってもよく、データベース
問合せ要求は、物理サーバ103上に配置されたデータベースサービスを使用してデータを
問い合わせるために使用される。データベース問合せ要求は問合せ条件を搬送することが
できる。データベース問合せ要求が物理サーバ103にルーティングされると、物理サーバ1
03は、問合せ条件に基づいて問合せ結果を生成し、問合せ結果をサービスアクセス応答に
付加し、サービスアクセス応答を仮想マシンに返信する。本発明のこの実施形態では、サ
ービスアクセス要求のタイプおよび目的は限定されず、物理サーバ103がサービスアクセ
ス要求を処理するための具体的な方法も限定されないことに留意されたい。従来技術にお
ける様々な共通サービスアクセス要求は、すべて本発明のこの実施形態において適用可能
である。従来技術において開示された物理サーバがサービスアクセス要求を処理するため
の様々な方法も、本発明のこの実施形態において直接使用されてもよい。
【００３８】
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　アクセスネットワーク要素105は、具体的に、ホスト101上で実行されている仮想ネット
ワーク要素（たとえば、Open vSwitch）またはホストのトップオブラック（Top Of Rack
、TOR）スイッチであってもよい。アクセスネットワーク要素105は、仮想マシンに接続し
、仮想マシンにネットワークアクセス機能を提供する。アクセスネットワーク要素105は
、図1Aに示されたように、ホスト101の仮想化レイヤに位置してもよく、または図1Bに示
されたように、ホスト101に物理的に接続されたトップオブラックスイッチであってもよ
い。トップオブラックスイッチは独立したハードウェアデバイスである。特定の用途シナ
リオでは、ホストが専用のトップオブラックスイッチを有してもよく、複数のホストが1
つのトップオブラックスイッチを共有してもよく、または複数のホストが複数のトップオ
ブラックスイッチを共有してもよい。このことは本発明のこの実施形態では限定されない
。
【００３９】
　仮想マシンに関連付けられたNAT規則は、アクセスネットワーク要素上で構成される。N
AT規則は、サービスに対応する公開IPアドレスおよび公開ポートと、物理サーバのIPアド
レスおよびポートとの間の対応関係を含む。さらに、NAT規則は、VMの出口方向とVMの入
口方向の両方に固有であってもよい。本発明の実施形態では、物理サーバのIPアドレスお
よびポートは、IPアドレスおよびポートをサービスに対応する公開IPアドレスおよび公開
ポートから区別するために、物理サーバの実際のIPアドレスおよびポートであることに留
意されたい。
【００４０】
　可能な実装形態では、NAT規則は、Linux（登録商標）システム内のiptablesまたはSDN
コントローラによって配信されたフローテーブルを使用して実装されてもよい。具体的な
実装形態は本発明のこの実施形態では限定されない。
【００４１】
　典型的なシナリオでは、クラウドプラットフォームベンダのIAASレイヤにあるVMは、ネ
ットワークを使用して、物理サーバ上で実行されるPAASサービスにアクセスする。IAASと
PAASが異なるベンダによって提供されるとき、物理サーバ上で実行されるPAASサービスの
ために、IAASとPAASの分離が実施されてもよく、IAASとPAASの迅速な統合が容易になる。
【００４２】
　本発明のこの実施形態で提供された、仮想マシンが物理サーバにアクセスするための方
法によれば、物理サーバの実アドレスは仮想マシンから見ることができず、それにより、
物理サーバが仮想マシンのネットワーク攻撃から保護され、クラウドコンピューティング
システムのセキュリティが向上する。異なるユーザのために、物理サーバは同じ外部表示
アドレスを外部に提示する。したがって、本発明のこの実施形態では、物理サーバ上で実
行されるサービスにアクセスするために、異なるユーザに同じアクセスモードが提供され
てもよく、それにより、アクセスアドレスの正規化が実現され、クラウドプラットフォー
ムが物理サーバ上に配置された新しいサービスを公開する効率が増大する。
【００４３】
　可能な実装形態では、クラウドプラットフォームは物理サーバの配置を制御することが
できる。物理サーバ上でサービスが実行された後、クラウドプラットフォームは物理サー
バ上で実行されたサービスに関する情報を公開する。ユーザは、クラウドプラットフォー
ムによって提供されるサービスプレゼンテーションインターフェースを使用して、公開さ
れたサービスを確認することができ、サービス申請を開始する。クラウドプラットフォー
ムは、ユーザのサービス申請を承認または却下する。サービス申請が承認された場合、認
可情報がユーザに返信される。認可情報は、ユーザ識別子、仮想マシン識別子、許可、ユ
ーザに割り振られたアカウントおよびパスワードなどを含んでもよい。ユーザに関する情
報はクラウドプラットフォーム内に記録され、ユーザによって使用される各仮想マシンに
関する情報を含む。クラウドプラットフォームは、粒度としてユーザを使用することによ
り、物理サーバ上のサービスへのアクセスをユーザに認可することができる。この場合、
ユーザの各仮想マシンはサーバにアクセスすることができる。クラウドプラットフォーム
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は、代替として、粒度として仮想マシンを使用することにより、物理サーバ上のサービス
へのアクセスをユーザに認可することができる。具体的には、クラウドプラットフォーム
は、特定の仮想マシンを使用してサービスへのアクセスをユーザに認可する。前述の方式
では、クラウドプラットフォームは、認可された仮想マシンのリストを決定することがで
きる。クラウドプラットフォームは、認可された各仮想マシンが接続するアクセスネット
ワーク要素にNAT規則を配信する。サービスの外部表示アドレスは、NAT規則を使用して物
理サーバの実際のIPアドレスおよびポートに変換され、その結果、ユーザの仮想マシンは
物理サーバのサービスにアクセスする。アクセスネットワーク要素は、マウントされたネ
ットワーク要素または仮想マシンのネットワーク仮想化エッジであってもよい。
【００４４】
　図1Aおよび図1Bに示されたクラウドコンピューティングシステム内のクラウドプラット
フォーム、ホスト、サービスが配置された物理サーバ、およびアクセスネットワーク要素
は、ハードウェア／ソフトウェアによって実装されてもよい。たとえば、図2は、本発明
の一実施形態による、コンピュータデバイスのハードウェア構造の概略図である。コンピ
ュータデバイス200は、少なくとも1つのプロセッサ201と、通信バス202と、メモリ203と
、少なくとも1つの通信インターフェース204とを含む。
【００４５】
　プロセッサ201は、一般的な中央処理装置（CPU）またはマイクロプロセッサであっても
よく、メモリ203内の命令を実行して、前述のデバイスの機能を実施することができる。
【００４６】
　通信バス202は、前述の構成要素間で情報を送信するための経路を含んでもよい。通信
インターフェース304は、任意のトランシーバを使用するタイプの装置であり、他のデバ
イス、または、イーサネット（登録商標）、無線アクセスネットワーク（RAN）、もしく
はワイヤレスローカルエリアネットワーク（Wireless Local Area Network、WLAN）など
の通信ネットワークと通信するように構成される。
【００４７】
　メモリ203は、読取り専用メモリ（read－only memory、ROM）もしくは静的情報および
静的命令を記憶することができる別のタイプの静的ストレージデバイス、またはランダム
アクセスメモリ（random access memory、RAM）もしくは情報および命令を記憶すること
ができる別のタイプの動的ストレージデバイスであってもよく、電気的消去可能プログラ
マブル読取り専用メモリ（Electrically Erasable Programmable Read－Only Memory、EE
PROM）、コンパクトディスク読取り専用メモリ（Compact Disc Read－Only Memory、CD－
ROM）もしくは別のコンパクトディスク記憶媒体、（コンパクトディスク、レーザーディ
スク（登録商標）、光ディスク、デジタル多用途ディスク、ブルーレイディスクなどを含
む）光ディスク記憶媒体もしくは磁気ディスク記憶媒体、別の磁気ストレージデバイス、
または命令もしくはデータ構造の形態で予想されるプログラムコードを搬送もしくは記憶
するように構成することができ、コンピュータによってアクセスできる任意の他の媒体で
あってもよいが、それらに限定されない。メモリは、独立して存在し、バスを使用してプ
ロセッサに接続されてもよい。
【００４８】
　メモリ203は、本発明のこの解決策を実行するためのアプリケーションプログラムコー
ドを記憶するように構成され、プロセッサ201は実行を制御する。プロセッサ201は、メモ
リ203に記憶されたアプリケーションプログラムコードを実行するように構成される。
【００４９】
　具体的な実装中に、一実施形態では、プロセッサ201は、1つまたは複数のCPU、たとえ
ば、図2のCPU0およびCPU1を含んでもよい。
【００５０】
　具体的な実装中に、一実施形態では、コンピュータデバイス200は、複数のプロセッサ
、たとえば、図2に示されたプロセッサ201およびプロセッサ208を含んでもよい。これら
のプロセッサの各々は、シングルコア（single－CPU）プロセッサであってもよく、マル
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チコア（multi－CPU）プロセッサであってもよい。本明細書では、プロセッサは、データ
（たとえば、コンピュータプログラム命令）を処理するように構成された1つもしくは複
数のデバイスもしくは回路、および／または処理コアであってもよい。
【００５１】
　具体的な実装中に、一実施形態では、コンピュータデバイス200は、出力デバイス205お
よび入力デバイス206をさらに含んでもよい。出力デバイス205はプロセッサ201と通信し
、様々な方式で情報を表示することができる。たとえば、出力デバイス205は、液晶ディ
スプレイ（liquid crystal display、LCD）、発光ダイオード（light emitting diode、L
ED）ディスプレイデバイス、陰極線管（cathode ray tube、CRT）ディスプレイデバイス
、プロジェクタ（projector）などであってもよい。入力デバイス206はプロセッサ201と
通信し、様々な方式でユーザの入力を受け取ることができる。たとえば、入力デバイス20
6は、マウス、キーボード、タッチスクリーンデバイス、検知デバイスなどであってもよ
い。
【００５２】
　コンピュータデバイス200は、汎用コンピュータデバイスまたは専用コンピュータデバ
イスであってもよい。具体的な実装中に、コンピュータデバイス200は、デスクトップコ
ンピュータ、ポータブルコンピュータ、ネットワークサーバ、携帯情報端末（Personal D
igital Assistant、PDA）、携帯電話、タブレットコンピュータ、ワイヤレス端末デバイ
ス、通信デバイス、組込み型デバイス、または図2に類似する構造を有するデバイスであ
ってもよい。本発明のこの実施形態では、コンピュータデバイス200のタイプは限定され
ない。
【００５３】
　図1Aおよび図1Bのクラウドプラットフォーム、ホスト、サービスが配置された物理サー
バ、およびアクセスネットワーク要素は、図2に示されたデバイスであってもよい。メモ
リは、クラウドプラットフォーム、ホスト、サービスが配置された物理サーバ、およびア
クセスネットワーク要素の機能（たとえば、NAT変換機能）を実装するように構成された1
つまたは複数のソフトウェアモジュールを記憶する。クラウドプラットフォーム、ホスト
、サービスが配置された物理サーバ、およびアクセスネットワーク要素は、プロセッサお
よびメモリ内のプログラムコードを使用することにより、仮想マシンが物理サーバに配置
されたサービスにアクセスする方法を実施することができる。
【００５４】
　図2のコンピュータデバイスは、クラウドコンピューティングシステム内の各構成要素
の可能なハードウェア実装形態のみを与えることに留意されたい。システムの各構成要素
の機能の相違または変化に基づいて、コンピュータデバイスがシステムの各構成要素の機
能と整合するように、コンピュータデバイスのハードウェア構成要素が追加または削除さ
れてもよい。
【００５５】
　図3は、本発明の一実施形態による、ホスト上の仮想化構造の概略図である。ホストは
物理サーバである。ホストの最下層はハードウェアレイヤである。ハードウェアレイヤは
、主に、中央処理装置（CPU、Central Processing Unit）、メモリ、ハードディスク、お
よび物理ネットワークインターフェースカードなどのハードウェアリソースを含む。サー
バ仮想化は、物理サーバ上の仮想化ソフトウェア（たとえば、VMWare ESXおよびCitrix X
EN）を活用して、複数の仮想マシン（Virtual Machine、VM）の仮想化動作環境が実現さ
れることを意味する。サーバ上にマウントされ、仮想化環境を実現するソフトウェアレイ
ヤは、仮想マシンモニタ（Virtual Machine Monitor）VMMと呼ばれる。ハードウェアレイ
ヤで実行されるVMMは、ハードウェアレイヤ内のハードウェアリソースのスケジューリン
グ、割振り、および管理を担当する。複数の仮想マシンVMがVMM上で実行される。VMMは、
仮想CPU、メモリ、ストレージ、I／Oデバイス（たとえば、物理ネットワークインターフ
ェースカード）、およびイーサネットスイッチなどのハードウェア環境を各仮想マシンに
提供し、それにより、複数の仮想マシンが互いから分離され、実行されることが保証され
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る。
【００５６】
　仮想化動作環境では、VMMは仮想マシンごとに仮想ネットワークインターフェースカー
ド（Virtual Network Interface Card、vNIC）を作成する。仮想スイッチvSwitchは、仮
想マシン間および仮想マシンと外部ネットワークとの間の通信機能を提供する。VMM内で
実行されるvSwitchの場合、各仮想マシンの仮想ネットワークインターフェースカードは
、vSwitchの仮想ポートに対応する。ホストの物理ネットワークインターフェースカード
は、vSwitchが外部のトップオブラックスイッチに接続されるポートに対応する。図3では
、破線は仮想ネットワーク内の論理的な接続を表し、実線は物理的な接続を表す。
【００５７】
　可能な設計では、前述のアクセスネットワーク要素の機能は、仮想スイッチ（vSwitch
）によって実施される。クラウドプラットフォームは仮想マシンのNAT規則を仮想スイッ
チに送信する。仮想スイッチは、仮想スイッチが仮想マシンに接続される仮想ポート上に
NAT規則を構成する。仮想マシンからサービスアクセス要求を受信すると、仮想スイッチ
は、NAT規則を使用することにより、サービスアクセス要求の宛先アドレスをサービスに
対応する公開IPアドレスおよび公開ポートに修正し、その結果、パケットアクセス要求は
、サービスが配置された物理サーバにルーティングされる。
【００５８】
　別の可能な設計では、前述のアクセスネットワーク要素の機能は、ホストに接続された
トップオブラックスイッチによって実施される。クラウドプラットフォームは、仮想マシ
ンのNAT規則をトップオブラックスイッチに送信し、トップオブラックスイッチ上に仮想
マシンのNAT規則を構成する。仮想マシンからサービスアクセス要求を受信すると、トッ
プオブラックスイッチは、NAT規則を使用することにより、サービスアクセス要求の宛先
アドレスをサービスに対応する公開IPアドレスおよび公開ポートに修正し、その結果、パ
ケットアクセス要求は、サービスが配置された物理サーバにルーティングされる。
【００５９】
　NAT規則がホストの仮想ネットワーク要素上に配置されるか、トップオブラックスイッ
チ上に配置されるかにかかわらず、同じ機能が実施されることに留意されたい。具体的に
は、NAT変換は物理サーバのアドレスに対して実行される。VMの出口方向では、パケット
の宛先アドレスがサービスに対応する公開IPアドレスおよび公開ポートに修正される。VM
の入口方向では、パケットのソースアドレスがサービスに対応する公開IPアドレスおよび
公開ポートに修正される。ホストと物理サーバとの間のパケットのルーティング手順は、
既存の規格に従って定義された方式で実行される。公開IPアドレスおよび公開ポートに基
づいてパケットを物理サーバにルーティングすることができれば、このことは本発明のこ
の実施形態では限定されない。
【００６０】
　図1Aおよび図1Bのシステムアーキテクチャを参照して、図4は、本発明の一実施形態に
よる、物理サーバにアクセスする仮想マシンのパケット転送および処理手順を示す。手順
は以下のステップを含む。
【００６１】
　ステップ401：物理サーバ上で実行されるサービスの外部表示アドレスが仮想マシンに
見え、仮想マシンが物理サーバにサービスアクセス要求を送信する。サービスアクセス要
求の宛先アドレスは、サービスに対応する公開IPアドレスおよび公開ポートである。
【００６２】
　可能な実装シナリオでは、外部表示アドレスは公開IPアドレスおよび公開ポートを含む
。公開IPアドレスおよび公開ポートは、物理サーバ上で実行されるサービスを一意に識別
することができる。
【００６３】
　別の可能な実装シナリオでは、外部表示アドレスはドメイン名である。ドメイン名は、
物理サーバ上で実行されるサービスを一意に識別することができる。仮想マシンは、ドメ
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イン名に対してドメイン名構文解析動作を開始し、物理サーバ上で実行されるサービスに
対応する公開IPアドレスおよび公開ポートを取得する。
【００６４】
　物理サーバ上で実行されるサービスに対応する公開IPアドレスおよび公開ポートを取得
した後、仮想マシンは、公開IPアドレスおよび公開ポートを宛先アドレスとして使用して
サービスアクセス要求を開始する。
【００６５】
　ステップ402：アクセスネットワーク要素がサービスアクセス要求を受信し、NAT規則に
従って、要求パケット内で搬送された宛先アドレスを、サービスを実行している物理サー
バのIPアドレスおよびポートと置き換え、NAT規則は、サービスを実行している物理サー
バのIPアドレスおよびポートと、サービスに対応する公開IPアドレスおよび公開ポートと
の間の対応関係を含む。
【００６６】
　可能な設計では、NAT規則は、具体的に、クラウドプラットフォーム内のSDNコントロー
ラによって配信されるフローテーブルであってもよい。
【００６７】
　ステップ403：NAT変換がすでに実行されたサービスアクセス要求が、ネットワークを使
用することにより、サービスを実行している物理サーバにルーティングされる。
【００６８】
　ステップ404：物理サーバが仮想マシンのサービスアクセス要求を受信し、仮想マシン
にサービス応答パケットを返信する。
【００６９】
　一方では、物理サーバによって送信されたサービス応答パケットのソースアドレスは、
サービスに対応する公開IPアドレスおよび公開ポートであってもよい。サービス応答パケ
ットを受信するとき、アクセスネットワーク要素は、サービス応答パケットのソースアド
レスに対してNAT変換を実行する必要がない。このようにして、仮想マシンが物理サーバ
の実アドレスを取得できないことが保証されてもよい。物理サーバは、サービスに対応す
る公開IPアドレスおよび公開ポートを記録し、返信された応答パケットのソースアドレス
を公開IPアドレスおよび公開ポートに設定するように、修正を実行する必要があることに
留意されたい。修正は物理サーバの配置効率を低下させるが、アクセスネットワーク要素
はサービス応答パケットを受信した後にサービス応答パケットのソースアドレスを置き換
える必要がないので、仮想マシンが物理サーバ上のサービスにアクセスする効率は向上す
ることができる。
【００７０】
　他方では、物理サーバによって送信されたサービス応答パケットのソースアドレスは、
物理サーバの実際のIPアドレスおよびポートであってもよい。サービス応答パケットは、
ネットワークを使用してアクセスネットワーク要素にルーティングされる。アクセスネッ
トワーク要素は、NAT規則に従って、サービス応答パケットのソースアドレスをサービス
に対応する公開IPアドレスおよび公開ポートと置き換え、サービス応答パケットを仮想マ
シンに返信する。前述の処理手順によれば、物理サーバを修正せずに仮想マシンが物理サ
ーバの実アドレスを取得できないことが保証されてもよい。
【００７１】
　前述のサービスアクセス手順によれば、仮想マシンはサービスを実行している物理サー
バにアクセスすることができる。同じサービスは同じ外部表示アドレスを有し、その結果
、仮想マシンのアクセスモードは統一される。加えて、物理サーバの実アドレスは仮想マ
シンには見えず、それにより、物理サーバのネットワークセキュリティが保証される。
【００７２】
　仮想マシンが属するユーザがサービスの終了を申請するか、またはユーザが負債を負っ
ているためにサービスが終了されると、クラウドプラットフォームは、ユーザの記録され
た認可情報を削除し、サービス認可を終了し、仮想マシンが接続するアクセスネットワー
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ク要素に、ユーザに関連付けられたNAT規則を削除するように指示する。
【００７３】
　さらに、仮想マシン移行シナリオでは、仮想マシンがホスト1からホスト2に移行される
と、仮想マシンに対応するNAT規則も動的に移行される。動的移行は、具体的に、移行ツ
ールを使用して実施されてもよく、またはSDNコントローラがopenFlowフローテーブルを
動的に配信する方式で実施されてもよく、または別の方式で実施されてもよく、それによ
り、仮想マシンが移行中に物理サーバ上のサービスに絶え間なくアクセスできることが保
証される。可能な設計では、移行前の仮想マシンのアクセスネットワーク要素は、移行後
の仮想マシンのアクセスネットワーク要素への接続を確立し、移行後の仮想マシンのアク
セスネットワーク要素に仮想マシンに対応するNAT規則を送信する。別の可能な設計では
、SDNコントローラは、移行後の仮想マシンのアクセスネットワーク要素のアドレスを取
得し、移行後のアクセスネットワーク要素にフローテーブルの形式でNAT規則を配信し、
それにより、仮想マシンが移行後にサービスに正常にアクセスできることが保証される。
移行プロセスにおいて仮想マシンの絶え間ないサービスアクセスを保証にするために、Co
nntrackdなどのツールが仮想マシンのステータス情報をホスト2に転送するために使用さ
れてもよい。
【００７４】
　サービスを実行している物理サーバは、単一の物理サーバであってもよく、高可用性を
有する物理サーバクラスタであってもよいことに留意されたい。サーバクラスタは、既存
のツールまたはプロトコルに基づいて、かつサービスの性能要件に基づいて実装されても
よい。このことは本発明のこの実施形態では限定されない。物理サーバがサーバクラスタ
であるとき、物理サーバは、具体的に、共有サービスクラスタまたはシングルインスタン
スサービスクラスタであってもよい。共有サービスクラスタは、そのサービスがユーザア
クセス権に基づき、互いに分離された物理サーバのクラスタを提供し、シングルインスタ
ンスサービスクラスタは、そのサービスがユーザアクセス権に基づくが、互いに分離でき
ない物理サーバのクラスタを提供する。様々な物理サーバクラスタに対して、本発明のこ
の実施形態において提供されたサービスアクセス方法が適用可能である。
【００７５】
　図5に対応する一実施形態は、物理サーバ上で実行されるサービスに仮想マシンがアク
セスする概略フローチャートを提供する。手順は、サービス配置段階、サービス申請段階
、およびサービスアクセス段階を含む。
【００７６】
　クラウドサービス配置段階：
【００７７】
　ステップ501：物理サーバがオンラインになった後、仮想マシンに提供される1つまたは
複数のサービスが物理サーバ上に配置される。
【００７８】
　サービスは、単一の物理サーバ上に配置されてもよく、高可用性を有する物理サーバク
ラスタに配置されてもよい。クラウドプラットフォーム管理者は、管理プレゼンテーショ
ンインターフェースを使用することにより、物理サーバを構成し、物理サーバ上にサービ
スを配置する。具体的な手順は既存の解決策を使用することができる。このことは本発明
のこの実施形態では限定されない。
【００７９】
　ステップ502：クラウドプラットフォームが、サービスを実行している物理サーバのIP
アドレスおよびポートを記録する。
【００８０】
　サービスが単一の物理サーバ上に配置されると、仮想マシンは単一の物理サーバにアク
セスしてサービスにアクセスする。サービスが物理サーバクラスタ上に配置されると、ク
ラウドプラットフォームによって記録された、サービスを実行している物理サーバのIPア
ドレスおよびポートは、物理サーバクラスタによって外部に提示されたIPアドレスおよび
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ポートである。たとえば、クラスタがA－Pモードにあるとき、アクティブ／スタンバイの
物理サーバは同じIPアドレスおよびポートを有する。同じIPアドレスおよびポートは、物
理サーバクラスタによって外部に提示されたアドレスである。あるいは、複数の物理サー
バがクラスタを形成するとき、外部に提示されたクラスタ内のマスタノードの仮想IPアド
レスおよび仮想ポートが、物理サーバクラスタによって外部に提示されたアドレスとして
使用される。
【００８１】
　様々なサービスは様々なポートに対応することに留意されたい。同じ物理サーバ上に複
数のサービスが配置されると、ポートに基づいて異なるサービスが区別されてもよい。
【００８２】
　ステップ503：クラウドプラットフォームが外部表示アドレスをサービスに割り振る。
外部表示アドレスはサービスを一意に識別することができる。可能な実装シナリオでは、
外部表示アドレスは公開IPアドレスおよび公開ポートを含む。別の可能な実装シナリオで
は、外部表示アドレスはサービスに対応するドメイン名である。クラウドプラットフォー
ムは、公開IPアドレスおよび公開ポートをサービスに割り振り、ドメイン名と公開IPアド
レスおよび公開ポートとの間のマッピング関係を確立する。
【００８３】
　可能な設計では、クラウドプラットフォームは、物理サーバのIPアドレスおよびポート
、物理サーバ上で実行されるサービスの識別子、ならびにサービスに対応する公開IPアド
レスおよび公開ポートの間の関連付け関係を記録する。またさらに、外部表示アドレスが
サービスに対応するドメイン名であるとき、関連付け関係はサービスに対応するドメイン
名をさらに含んでもよい。
【００８４】
　ステップ504：サービスが配置された後、クラウドプラットフォームがサービス情報を
外部に公開する。サービス情報はサービスの外部表示アドレスを含む。
【００８５】
　サービス申請段階
【００８６】
　ステップ505：ユーザがクラウドプラットフォームによって提供されるサービスを問い
合わせ、クラウドプラットフォームへのサービス申請要求を開始する。
【００８７】
　クラウドプラットフォームのサービスプレゼンテーションインターフェースはユーザに
見える。ユーザは、仮想マシンを使用してサービスプレゼンテーションインターフェース
にログインし、サービス情報を問い合わせ、クラウドプラットフォームへのサービス申請
要求を開始する。サービス申請要求は、申請されるべきサービスの識別子、ユーザ識別子
、および仮想マシン識別子などを搬送することができる。クラウドプラットフォームがサ
ービス申請要求からサービスの承認に必要な情報を取得することができれば、サービス申
請要求で搬送されるコンテンツは、本発明のこの実施形態では限定されないことに留意さ
れたい。
【００８８】
　ステップ506：クラウドプラットフォームがサービス申請要求を承認または却下し、サ
ービス申請要求を承認した後、クラウドプラットフォームはユーザの認可情報を記録する
。認可情報は、ユーザ識別子、仮想マシン識別子、許可、ならびにユーザに割り振られた
アカウントおよびパスワードなどを含む。
【００８９】
　ユーザのサービス申請を受信した後、クラウドプラットフォームはサービス申請を自動
的に承認もしくは却下することができるか、または管理者はサービス申請を手動で承認も
しくは却下することができる。却下されたサービス申請の場合、失敗原因が仮想マシンに
返信される。サービス申請要求が承認されると、クラウドプラットフォームは仮想マシン
に認可情報を返信する。
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【００９０】
　サービス認可は、粒度としてユーザを使用することによって実行されてもよいことに留
意されたい。具体的には、ユーザのサービス申請要求が承認されると、ユーザに属するす
べての仮想マシンがサービスにアクセスすることができる。この場合、認可情報は仮想マ
シン識別子を含まなくてもよい。サービス認可は、粒度として仮想マシンを使用すること
によって実行されてもよい。具体的には、ユーザは、承認された仮想マシンを使用するこ
とによってのみ、サービスにアクセスすることが許可され得る。この場合、認可情報はユ
ーザ識別子を含まなくてもよい。認可情報における許可は、ユーザがサービスにアクセス
することの動作許可である。たとえば、認可情報内の許可に基づいて、ユーザはデータベ
ースサービスの問合せ許可のみを有することを許可されてもよく、またはユーザはデータ
ベースサービスに対する更新許可を与えられてもよい。
【００９１】
　ステップ507：クラウドプラットフォームが仮想マシンにサービス申請応答を返信する
。仮想マシンからのサービス申請要求が承認されると、サービス申請応答は、サービスの
外部表示アドレス、認可情報などを含む。
【００９２】
　ステップ508：クラウドプラットフォームが仮想マシンのアクセスネットワーク要素にN
AT規則を配信する。NAT規則は、サービスを実行している物理サーバのIPアドレスおよび
ポートと、サービスに対応する公開IPアドレスおよび公開ポートとの間の対応関係を含む
。
【００９３】
　ステップ509：仮想マシンのアクセスネットワーク要素が、データパケットの次の処理
に使用されるNAT規則を受信し記録する。
【００９４】
　サービスアクセス段階
【００９５】
　ステップ510：仮想マシンがサービスアクセス要求を送信する。サービスアクセス要求
の宛先アドレスは、サービスに対応する公開IPアドレスおよび公開ポートである。
【００９６】
　サービスの外部表示アドレスはドメイン名であってもよいことに留意されたい。サービ
スが配置された後、クラウドプラットフォームは、登録手順を使用することにより、ドメ
イン名とサービスに対応する公開IPアドレスおよび公開ポートとの間の対応関係をドメイ
ンネームシステムDNSサーバに送信することができる。仮想マシンは、ドメイン名構文解
析動作を開始し、ドメイン名に基づいて、サービスに対応する公開IPアドレスおよび公開
ポートをDNSサーバから取得するように構成される。DNSサーバはクラウドコンピューティ
ングシステムの内部DNSサーバである。
【００９７】
　ステップ511：アクセスネットワーク要素がサービスアクセス要求を受信し、NAT規則に
従って、サービスアクセス要求の宛先アドレスを、サービスを実行している物理サーバの
IPアドレスおよびポートと置き換える。NAT規則は、サービスを実行している物理サーバ
のIPアドレスおよびポートと、サービスに対応する公開IPアドレスおよび公開ポートとの
間の対応関係を含む。
【００９８】
　ステップ512：NAT変換がすでに実行されたサービスアクセス要求が、ネットワークを使
用することにより、サービスを実行している物理サーバにルーティングされる。
【００９９】
　ステップ513：物理サーバが仮想マシンのサービスアクセス要求を受信し、サービス応
答パケットを返信する。サービス応答パケットのソースアドレスは物理サーバのIPアドレ
スおよびポートである。
【０１００】



(19) JP 6771650 B2 2020.10.21

10

20

30

40

50

　ステップ514：サービス応答パケットがネットワークを使用してアクセスネットワーク
要素にルーティングされる。
【０１０１】
　ステップ515：アクセスネットワーク要素が、NAT規則に従って、サービス応答パケット
のソースアドレスをサービスに対応する公開IPアドレスおよび公開ポートと置き換え、仮
想マシンにサービス応答パケットを返信する。
【０１０２】
　本発明のこの実施形態において提供された、仮想マシンが物理サーバにアクセスするた
めの方法によれば、サービスが配置された物理サーバの実際のIPアドレスは仮想マシンか
ら保護されてもよく、仮想マシンに統一されたアクセスモードも提供され、それにより、
クラウドプラットフォームのネットワークセキュリティが保証され、ユーザがサービスに
アクセスする利便性が向上する。さらに、同じサービスに対して同じアクセスモードが構
成され、その結果、物理サーバ上でサービスを配置、運用、保守、および管理する複雑さ
が低減され、ユーザは、物理サーバによって提供されるサービスのオンライン、O＆M、更
新、および高可用性などの機能に注意を払う必要がない。Vxlanなどのトンネル技術が前
述のサービスアクセス手順で使用される必要がなく、伝送効率はより高い。各仮想マシン
が接続するアクセスネットワーク要素はNAT規則を実行し、それにより、多数のユーザがP
AASサービスに安全にアクセスする同時処理効率が増大する。
【０１０３】
　ユーザは、クラウドプラットフォームによって提供されたサービスプレゼンテーション
インターフェースにログインして、サービス情報をチ確認し、サービス申請を開始するこ
とができることに留意されたい。クラウドプラットフォームは、仮想マシンからのサービ
ス申請に対して認証を実行することができる。認証は、具体的に、アカウントおよびパス
ワードを使用することにより、または別の方式で実行されてもよい。このことは本発明の
この実施形態では限定されない。
【０１０４】
　クラウドプラットフォームは、粒度としてユーザ、仮想マシン、またはホストを使用す
ることにより、サービスへの仮想マシンのアクセスを制御することができる。たとえば、
クラウドプラットフォームがユーザ向けのサービス認可を実行し、ユーザに属するすべて
の仮想マシンはサービスにアクセスすることができるか、またはクラウドプラットフォー
ムが仮想マシン向けのサービスアクセス認可を実行し、各仮想マシンは異なるIPを使用し
て物理サーバのサービスにアクセスするか、またはホスト上の複数の仮想マシンがIPを共
有し、クラウドプラットフォームに同じIPアドレスを提示し物理サーバに接続されたサー
ビスに対して、同じホスト上の複数の仮想マシンは様々なパケットポートを使用して区別
されてもよい。
【０１０５】
　さらに、クラウドプラットフォームは、仮想マシン向けのサービスアクセス認可をさら
に終了することができる。サービスアクセス認可の終了は、ユーザが終了申請を積極的に
開始した後、またはユーザが負債を負っているとクラウドプラットフォームが判断した後
などにトリガされてもよい。クラウドプラットフォームは、仮想マシンが位置するアクセ
スネットワーク要素に削除メッセージを配信する。削除メッセージは、アクセスネットワ
ーク要素上に記録された仮想マシンのNAT規則を削除し、クラウドプラットフォーム内に
記録されたユーザ情報を削除し、ユーザ向けのアクセス認可を停止するために使用される
。クラウドプラットフォームは、ユーザデータを一定期間確保し、データコピーサービス
をユーザに提供することができる。適当な有効期間内で、ユーザは更新を選択し、物理サ
ーバによって提供されるサービスを使用し続けることができる。
【０１０６】
　図1Aおよび図1Bのクラウドコンピューティングシステム、ならびに図4および図5のアク
セス手順に対応して、図6は、本発明の一実施形態によるクラウドプラットフォームの概
略構造図である。クラウドプラットフォームは、処理ユニット601と、公開ユニット602と
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、受信ユニット603と、送信ユニット604とを含む。
【０１０７】
　処理ユニット601は、サービスに対応する公開IPアドレスおよび公開ポートをサービス
に割り振り、公開IPアドレスおよび公開ポートと、サービスを実行している物理サーバの
IPアドレスおよびポートとの間の対応関係を記録するように構成される。
【０１０８】
　公開ユニット602はサービスを公開するように構成される。
【０１０９】
　受信ユニット603は、仮想マシンによって送信されたサービス申請要求を受信するよう
に構成される。
【０１１０】
　送信ユニット604は、仮想マシンのアクセスネットワーク要素にNAT規則を送信するよう
に構成される。NAT規則は、公開IPアドレスおよび公開ポートと、サービスを実行してい
る物理サーバのIPアドレスおよびポートとの間の対応関係を含み、仮想マシンは、アクセ
スネットワーク要素を使用してクラウドコンピューティングシステムのネットワークに接
続する。
【０１１１】
　さらに、クラウドプラットフォームが公開ユニットを使用してサービス情報を外部に公
開することは、具体的に、
　公開ユニット602が、具体的に、サービスプレゼンテーションインターフェースを仮想
マシンに提供し、サービス情報を表示するように構成され、サービス情報がサービスの外
部表示アドレスを含むこと
　を含む。
【０１１２】
　外部表示アドレスは、サービスに対応するドメイン名、またはサービスに対応する公開
IPアドレスおよび公開ポートを含む。外部表示アドレスはサービスを一意に識別すること
ができる。
【０１１３】
　またさらに、クラウドコンピューティングシステムはDNSサーバをさらに含む。DNSサー
バはクラウドコンピューティングシステムの内部DNSサーバである。仮想マシンを実行し
ているホスト、クラウドプラットフォーム、およびDNSサーバは、ネットワークを使用し
て接続される。クラウドプラットフォームがサービスを配置した後、かつサービスの外部
表示アドレスがサービスに対応するドメイン名であるとき、送信ユニット604は、ドメイ
ンネームシステムDNSサーバに、ドメイン名と公開IPアドレスおよび公開ポートとの間の
対応関係を配信するようにさらに構成される。
【０１１４】
　送信ユニット604は、仮想マシンにサービス申請応答を返信するようにさらに構成され
る。サービス申請応答は外部表示アドレスを搬送する。
【０１１５】
　処理ユニット601は、仮想マシンが属するユーザの認可情報を記録するようにさらに構
成される。ユーザの認可情報は、ユーザ識別子、仮想マシン識別子、ならびにユーザに割
り振られたアカウントおよびパスワードを含む。
【０１１６】
　受信ユニット603は、仮想マシン作成要求を受信するようにさらに構成される。
【０１１７】
　処理ユニット601は、仮想マシン作成要求に基づいてユーザ向けの別の仮想マシンを作
成するようにさらに構成される。
【０１１８】
　送信ユニット604は、別の仮想マシンが作成された後、別の仮想マシンが接続するアク
セスネットワーク要素にNAT規則を配信するようにさらに構成される。
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【０１１９】
　処理ユニット601は、仮想マシン向けのサービス認可を終了するようにさらに構成され
る。
【０１２０】
　送信ユニット604は、アクセスネットワーク要素に削除メッセージを送信して、仮想マ
シンのNAT規則を削除するようにアクセスネットワーク要素に指示するようにさらに構成
される。
【０１２１】
　図7Aおよび図7Bは、各々、前述のシステム内のアクセスネットワーク要素の機能を実施
する、本発明の一実施形態によるアクセス装置を示す。アクセス装置は、
　仮想マシンのサービス申請要求をクラウドプラットフォームに転送するように構成され
たクライアント送信ユニット701と、
　クラウド受信プラットフォームがサービス申請要求を承認した後にクラウドプラットフ
ォームによって返信された仮想マシンのNAT規則を受信するように構成されたクライアン
ト受信ユニット702であって、NAT規則が、公開IPアドレスおよび公開ポートと、サービス
を実行している物理サーバのIPアドレスおよびポートとの間の対応関係を含み、仮想マシ
ンがアクセスネットワーク要素を使用してクラウドコンピューティングシステムのネット
ワークに接続し、
　クライアント送信ユニット701が、仮想マシンによって送信されたサービスアクセス要
求を受信するようにさらに構成され、サービスアクセス要求の宛先アドレスが、サービス
に対応する公開IPアドレスおよび公開ポートである、クライアント受信ユニット702と、
　NAT規則に従って、サービスアクセス要求の宛先アドレスを物理サーバのIPアドレスお
よびポートと置き換えるように構成されたクライアント処理ユニット703であって、
　クライアント送信ユニット701が、修正されたサービスアクセス要求を物理サーバにル
ーティングするようにさらに構成され、
　クライアント受信ユニット702が、物理サーバによって返信されたサービス応答メッセ
ージを受信するように構成される、クライアント処理ユニット703と
　を含む。
【０１２２】
　さらに、クライアント処理ユニット703は、NAT規則に従って、サービス応答メッセージ
のソースアドレスをサービスに対応する公開IPアドレスおよび公開ポートと置き換えるよ
うにさらに構成される。
【０１２３】
　クライアント送信ユニット702は、修正されたサービス応答メッセージを仮想マシンに
送信するようにさらに構成される。
【０１２４】
　図7Aに示されたように、アクセス装置は、前述のシステム内のホスト上の機能部分であ
ってもよく、ホスト上の中央処理装置は、アクセス装置の前述の機能を実施するために命
令を実行し、図7Bに示されたように、アクセス装置は、前述のシステム内のトップオブラ
ックスイッチであってもよく、トップオブラックスイッチは、ホストから独立した物理デ
バイスであってもよい。別の可能な設計では、トップオブラックスイッチはホスト内の物
理部分であってもよい。前述のクラウドプラットフォームおよびアクセス装置は、図2の
コンピュータデバイスを使用して実装されてもよい。
【０１２５】
　本発明の一実施形態は、図6および図7に示されたデバイスによって使用されるコンピュ
ータソフトウェア命令を記憶するように構成されたコンピュータ記憶媒体をさらに提供し
、コンピュータ記憶媒体は、前述の方法実施形態を実行するために設計されたプログラム
を含む。仮想マシンにより、物理サーバ上に配置されたサービスにアクセスするための方
法は、記憶されたプログラムを実行することによって実施されてもよい。
【０１２６】



(22) JP 6771650 B2 2020.10.21

10

20

30

40

50

　上記に基づいて、本発明の実施形態において提供された、仮想マシンが物理サーバにア
クセスするための方法、装置、およびシステムによれば、サービスが配置された物理サー
バの実際のIPアドレスは仮想マシンから保護されてもよく、仮想マシンに統一されたアク
セスモードも提供され、それにより、クラウドプラットフォームのネットワークセキュリ
ティが保証され、ユーザがサービスにアクセスする利便性が増大する。さらに、同じサー
ビスに対して同じアクセスモードが構成され、その結果、物理サーバ上でサービスを配置
、運用、保守、および管理する複雑さが低減され、ユーザは、物理サーバによって提供さ
れるサービスのオンライン、O＆M、更新、および高可用性などの機能に注意を払う必要が
ない。仮想マシンは、Vxlanなどのトンネル技術を使用して物理サーバにアクセスするこ
とはせず、伝送効率はより高い。各仮想マシンが接続するアクセスネットワーク要素はNA
T規則を実行し、それにより、多数のユーザがPAASサービスに安全にアクセスする同時処
理効率が増大する。
【０１２７】
　本発明は、実施形態を参照して記載されているが、保護を主張する本発明を実装するプ
ロセスにおいて、当業者は、添付の図面、開示された内容、および添付の特許請求の範囲
を参照することにより、開示された実施形態の別の変形形態を理解し実装することができ
る。特許請求の範囲では、「備える」（comprising）は別の構成要素または別のステップ
を排除せず、「a」または「one」は複数のケースを排除しない。単一のプロセッサまたは
別のユニットは、特許請求の範囲に列挙されたいくつかの機能を実装することができる。
いくつかの手段は互いに異なる従属請求項に記録されるが、これは、これらの手段を組み
合わせてより良い効果を生み出すことができないことを意味しない。
【０１２８】
　本発明の実施形態は、方法、装置（デバイス）、またはコンピュータプログラム製品と
して提供されてもよいことを当業者なら理解されよう。したがって、本発明は、ハードウ
ェアのみの実施形態、ソフトウェアのみの実施形態、またはソフトウェアとハードウェア
の組合せを有する実施形態の形態を使用することができる。その上、本発明は、コンピュ
ータ使用可能プログラムコードを含む、（限定はしないが、ディスクメモリ、CD－ROM、
光メモリなどを含む）1つまたは複数のコンピュータ使用可能記憶媒体に実装されたコン
ピュータプログラム製品の形態を使用することができる。コンピュータプログラムは、適
切な媒体に記憶／分配され、別のハードウェアと一緒にハードウェアの一部として提供も
しくは使用されるか、あるいは、Internetまたは別の有線もしくはワイヤレスの電気通信
システムを使用することなどにより、別の分配形態を使用することもできる。
【０１２９】
　本発明は、本発明の実施形態による、方法、装置（デバイス）、およびコンピュータプ
ログラム製品のフローチャートおよび／またはブロック図を参照して記載されている。コ
ンピュータプログラム命令は、フローチャートおよび／またはブロック図内の各プロセス
および／または各ブロック、ならびにフローチャートおよび／またはブロック図内のプロ
セスおよび／またはブロックの組合せを実装するために使用されてもよいことを理解され
たい。これらのコンピュータプログラム命令は、機械を生成するために、汎用コンピュー
タ、専用コンピュータ、組込み型プロセッサ、または任意の他のプログラマブルデータ処
理デバイスのプロセッサに提供されてもよく、その結果、コンピュータまたは任意の他の
プログラマブルデータ処理デバイスのプロセッサによって実行される命令は、フローチャ
ートの1つもしくは複数のプロセス内、および／またはブロック図の1つもしくは複数のブ
ロック内の特定の機能を実装するための装置を生成する。
【０１３０】
　これらのコンピュータプログラム命令は、特定の方式で動作するようにコンピュータま
たは任意の他のプログラマブルデータ処理デバイスに命令することができるコンピュータ
可読メモリに記憶されてもよく、その結果、コンピュータ可読メモリに記憶された命令は
、命令装置を含む人工物を生成する。命令装置は、フローチャートの1つもしくは複数の
プロセス内、および／またはブロック図の1つもしくは複数のブロック内の特定の機能を
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【０１３１】
　これらのコンピュータプログラム命令は、コンピュータまたは別のプログラマブルデー
タ処理デバイスにロードされてもよく、その結果、一連の動作およびステップは、コンピ
ュータまたは別のプログラマブルデータ処理デバイス上で実行され、それにより、コンピ
ュータ実装処理が生成される。したがって、コンピュータまたは別のプログラマブルデー
タ処理デバイス上で実行される命令は、フローチャートの1つもしくは複数のプロセス内
、および／またはブロック図の1つもしくは複数のブロック内の特定の機能を実施するた
めのステップを実現する。
【０１３２】
　本発明は、具体的な特徴およびそれらの実施形態を参照して記載されているが、明らか
に、本発明の範囲から逸脱することなく、それらに対して様々な修正および組合せが行わ
れてもよい。それに対応して、本明細書および添付の図面は、添付の特許請求の範囲によ
って定義される本発明の説明の単なる例であり、本発明の範囲を包含する修正、変形、組
合せ、または均等物のいずれかまたはすべてと見なされる。明らかに、当業者は、本発明
の範囲から逸脱することなく、本発明に対して様々な修正および変形を行うことができる
。本発明は、以下の特許請求の範囲およびそれらの等価な技術によって定義される保護範
囲内に入るならば、これらの修正および変形を包含するものである。
【符号の説明】
【０１３３】
　　101　ホスト
　　102　クラウドプラットフォーム
　　103　物理サーバ
　　104　ネットワーク
　　105　アクセスネットワーク要素
　　200　コンピュータデバイス
　　201　プロセッサ
　　202　通信バス
　　203　メモリ
　　204　通信インターフェース
　　205　出力デバイス
　　206　入力デバイス
　　208　プロセッサ
　　601　処理ユニット
　　602　公開ユニット
　　603　受信ユニット
　　604　送信ユニット
　　701　クライアント送信ユニット
　　702　クライアント受信ユニット
　　703　クライアント処理ユニット
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