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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のデータセンタの第１のドメイン名システム（ＤＮＳ）サーバにおいて、クエリド
メイン名に対応するネットワークアドレスを要求する第１のＤＮＳクエリを、ローカルＤ
ＮＳリゾルバから受信するステップと、
　前記ローカルＤＮＳリゾルバを第２のデータセンタの１つ以上のリフレクタＤＮＳサー
バに反射させることによって、前記第１のＤＮＳサーバから前記第１のＤＮＳクエリに応
答するステップであって、前記第１のデータセンタおよび第２のデータセンタの両方は前
記クエリドメイン名に対応し、前記第１のＤＮＳサーバから前記第１のＤＮＳクエリに応
答する該ステップは、前記第１のＤＮＳサーバにより前記ローカルＤＮＳリゾルバに返さ
れる応答を生成するステップを含み、該応答は、前記１つ以上のリフレクタＤＮＳサーバ
のうちの何れかの追加的なネットワークアドレスと、最終的なＤＮＳクエリに応じて含め
られることになる前記クエリドメイン名に対応するネットワークアドレスとの双方を含む
、ステップと、
　前記１つ以上のリフレクタＤＮＳサーバにおいて、１つ以上の追加的なＤＮＳクエリを
受信するステップと、
　前記クエリドメイン名に対応する前記ネットワークアドレスにより、コレクタＤＮＳサ
ーバから最終的なＤＮＳクエリに応答するステップと、
　前記ローカルＤＮＳリゾルバと、前記第２のデータセンタの前記１つ以上のリフレクタ
ＤＮＳサーバおよび前記コレクタＤＮＳサーバとの間の通信に基づいて、前記ローカルＤ
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ＮＳリゾルバと前記第２のデータセンタとの間の通信についての１つ以上のネットワーク
性能測定結果を判定するステップと
　を有する方法。
【請求項２】
　前記追加的なネットワークアドレスは、前記クエリドメイン名に対応する第３のデータ
センタ内のサーバのインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスである、請求項１に記載
の方法。
【請求項３】
　前記１つ以上のネットワーク性能測定結果は、前記第２のデータセンタと前記ローカル
ＤＮＳリゾルバとの間の通信の往復時間を含み、該往復時間は、前記１つ以上のリフレク
タＤＮＳサーバのうちの第１のものにおいて受信される前記ローカルＤＮＳリゾルバから
の第１の要求と、前記リフレクタＤＮＳサーバのうちの第２のサーバまたは前記コレクタ
ＤＮＳサーバで受信される前記ローカルＤＮＳリゾルバからの第２の要求との間で経過し
た時間量として決定される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記１つ以上のネットワーク性能測定結果は、前記ローカルＤＮＳリゾルバによって識
別される前記ローカルＤＮＳリゾルバと前記第２のデータセンタとの間の通信の往復時間
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記１つ以上のネットワーク性能測定結果は、前記第２のデータセンタと前記ローカル
ＤＮＳリゾルバとの間のパケット損失率またはパケット損失パターンを含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項６】
　前記１つ以上のネットワーク性能測定結果は、前記第２のデータセンタ内の１つ以上の
ＤＮＳサーバから前記ローカルＤＮＳリゾルバに送信されたパケットについてのパケット
損失率またはパケット損失パターンの第１の測定結果である第１の数と、前記ローカルＤ
ＮＳリゾルバから前記第２のデータセンタ内の前記１つ以上のＤＮＳサーバに送信された
パケットについてのパケット損失率またはパケット損失パターンの第２の測定結果である
第２の数とを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１のＤＮＳクエリに応答するステップは、前記クエリドメイン名に対応する前記
ネットワークアドレスを組み込んだエイリアスを前記応答内に含めるステップを含み、１
つ以上の追加的なＤＮＳクエリを受信するステップは、前記エイリアスを含む１つ以上の
追加的なＤＮＳクエリを受信するステップを含み、当該方法は、前記コレクタＤＮＳサー
バにおいて、前記エイリアスから前記クエリドメイン名に対応する前記ネットワークアド
レスを取得するステップをさらに有する、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記１つ以上のリフレクタＤＮＳサーバおよび前記コレクタＤＮＳサーバは、前記第２
のデータセンタ内の同一のコンピューティングデバイス上で実装され、前記コンピューテ
ィングデバイスは複数のネットワークインターフェースを有する、請求項１に記載の方法
。
【請求項９】
　前記コレクタＤＮＳサーバは、前記第２のデータセンタ内に含まれる、請求項１に記載
の方法。
【請求項１０】
　第１及び第２のデータセンタとローカルＤＮＳリゾルバとを有するシステムであって、
　前記第１のデータセンタの第１のドメイン名システム（ＤＮＳ）サーバにおいて、クエ
リドメイン名に対応するネットワークアドレスを要求する第１のＤＮＳクエリを、前記ロ
ーカルＤＮＳリゾルバから受信するステップと、
　前記ローカルＤＮＳリゾルバを第２のデータセンタの１つ以上のリフレクタＤＮＳサー
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バに反射させることによって、前記第１のＤＮＳサーバから前記第１のＤＮＳクエリに応
答するステップであって、前記第１のデータセンタおよび第２のデータセンタの両方は前
記クエリドメイン名に対応し、前記第１のＤＮＳサーバから前記第１のＤＮＳクエリに応
答する該ステップは、前記第１のＤＮＳサーバにより前記ローカルＤＮＳリゾルバに返さ
れる応答を生成するステップを含み、該応答は、前記１つ以上のリフレクタＤＮＳサーバ
のうちの何れかの追加的なネットワークアドレスと、最終的なＤＮＳクエリに応じて含め
られることになる前記クエリドメイン名に対応するネットワークアドレスとの双方を含む
、ステップと、
　前記１つ以上のリフレクタＤＮＳサーバにおいて、１つ以上の追加的なＤＮＳクエリを
受信するステップと、
　前記クエリドメイン名に対応する前記ネットワークアドレスにより、コレクタＤＮＳサ
ーバから最終的なＤＮＳクエリに応答するステップと、
　前記ローカルＤＮＳリゾルバと、前記第２のデータセンタの前記１つ以上のリフレクタ
ＤＮＳサーバおよび前記コレクタＤＮＳサーバとの間の通信に基づいて、前記ローカルＤ
ＮＳリゾルバと前記第２のデータセンタとの間の通信についての１つ以上のネットワーク
性能測定結果を判定するステップと
　を実行するシステム。
【請求項１１】
　前記リフレクタＤＮＳサーバおよび前記コレクタＤＮＳサーバの両方は、複数のネット
ワークインターフェースを有する同一のコンピューティングデバイスに実装されている、
請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　第１のＤＮＳクエリと前記１つ以上の追加的なＤＮＳクエリに含まれる第２のＤＮＳク
エリとの両方は、前記第１のＤＮＳサーバから前記ローカルＤＮＳリゾルバによって取得
されるエイリアスを含み、前記クエリドメイン名に対応する前記ネットワークアドレスで
ある目標アドレスは、前記エイリアスに組み込まれる、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記リフレクタＤＮＳサーバおよび前記コレクタＤＮＳサーバの両方は、同一のデータ
センタに含まれ、前記１つ以上のネットワーク性能測定結果は前記データセンタと前記ロ
ーカルＤＮＳリゾルバとの間の通信の往復時間を含み、該往復時間は前記第１のＤＮＳク
エリと前記１つ以上の追加的なＤＮＳクエリに含まれる第２のＤＮＳクエリとの間で経過
した時間量として決定され、前記第１のＤＮＳクエリおよび前記第２のＤＮＳクエリは、
前記ローカルＤＮＳリゾルバからの２つの後続するクエリである、請求項１０に記載のシ
ステム。
【請求項１４】
　前記リフレクタＤＮＳサーバおよび前記コレクタＤＮＳサーバの両方は、同一のデータ
センタ内に含まれ、前記１つ以上のネットワーク性能測定結果は、前記データセンタと前
記ローカルＤＮＳリゾルバとの間のパケット損失に関する情報を含む、請求項１０に記載
のシステム。
【請求項１５】
　システムに動作方法を実行させるコンピュータプログラムであって、前記動作方法は、
　第１のデータセンタの第１のドメイン名システム（ＤＮＳ）サーバにおいて、クエリド
メイン名に対応するネットワークアドレスを要求する第１のＤＮＳクエリを、ローカルＤ
ＮＳリゾルバから受信するステップと、
　前記ローカルＤＮＳリゾルバを第２のデータセンタの１つ以上のリフレクタＤＮＳサー
バに反射させることによって、前記第１のＤＮＳサーバから前記第１のＤＮＳクエリに応
答するステップであって、前記第１のデータセンタおよび第２のデータセンタの両方は前
記クエリドメイン名に対応し、前記第１のＤＮＳサーバから前記第１のＤＮＳクエリに応
答する該ステップは、前記第１のＤＮＳサーバにより前記ローカルＤＮＳリゾルバに返さ
れる応答を生成するステップを含み、該応答は、前記１つ以上のリフレクタＤＮＳサーバ
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のうちの何れかの追加的なネットワークアドレスと、最終的なＤＮＳクエリに応じて含め
られることになる前記クエリドメイン名に対応するネットワークアドレスとの双方を含む
、ステップと、
　前記１つ以上のリフレクタＤＮＳサーバにおいて、１つ以上の追加的なＤＮＳクエリを
受信するステップと、
　前記クエリドメイン名に対応する前記ネットワークアドレスにより、コレクタＤＮＳサ
ーバから最終的なＤＮＳクエリに応答するステップと、
　前記ローカルＤＮＳリゾルバと、前記第２のデータセンタの前記１つ以上のリフレクタ
ＤＮＳサーバおよび前記コレクタＤＮＳサーバとの間の通信に基づいて、前記ローカルＤ
ＮＳリゾルバと前記第２のデータセンタとの間の通信についての１つ以上のネットワーク
性能測定結果を判定するステップと
　を有する、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＤＮＳリフレクションを使用したネットワーク性能の測定に関する。
【背景技術】
【０００２】
　世界中のユーザに様々な機能を提供するネットワーク化されたサービスが利用可能であ
る。これらのネットワーク化されたサービスは、異なる地理的エリアに置かれたデータセ
ンタ内のサーバコンピュータによってしばしば提供される。ネットワーク化されたサービ
スの作業負荷は、異なるユーザがこれらのデータセンタの異なるものにアクセスできるよ
うに、異なるデータセンタにわたって広がり得る。しかし、複数のデータセンタのうちの
どれに個々のユーザがアクセスしようとしているかを判断することは難しいことがある。
【発明の概要】
【０００３】
　本発明の概要を、「発明を実施するための形態」で以下にさらに説明される簡素化され
た形での概念の選択を紹介するために提供する。本発明の概要は、特許請求される主題の
重要な特徴または本質的な特徴を特定するものではなく、特許請求される主題の範囲を限
定するために使用されるものでもない。
【０００４】
　１つまたは複数の態様によれば、リフレクタドメイン名システム（ＤＮＳ）サーバおよ
びコレクタＤＮＳサーバを、データセンタ内に含む。ドメイン名に対応するネットワーク
アドレスについての第１のＤＮＳ要求を、ローカルＤＮＳリゾルバから、リフレクタＤＮ
Ｓサーバで受信する。第１の応答をローカルＤＮＳリゾルバに返し、第１の応答はローカ
ルＤＮＳリゾルバにコレクタＤＮＳサーバからネットワークアドレスを取得するように指
示する。ドメイン名に対応するネットワークアドレスについての第２のＤＮＳ要求を、ロ
ーカルＤＮＳリゾルバから、コレクタＤＮＳサーバで受信する。ドメイン名に対応するネ
ットワークアドレスを含む第２の応答を、ローカルＤＮＳリゾルバに返す。第１の要求、
第２の要求、第１の応答、および第２の応答のうちの２つ以上に基づいて、ローカルＤＮ
Ｓリゾルバとデータセンタの間の通信の１つまたは複数のネットワーク性能測定結果を判
定する。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
　同一番号を、以下の図面を通して同様の特徴を参照するために使用する。
【０００６】
【図１】１つまたは複数の実施形態によるＤＮＳリフレクションを使用したネットワーク
性能の測定を実装する例示的システムを示す図である。
【図２】ローカルＤＮＳリゾルバとデータセンタとの間のネットワーク性能測定結果を１
つまたは複数の実施形態にしたがって判定する例示的システムを示す図である。
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【図３】１つまたは複数の実施形態によるＤＮＳリフレクションを使用したネットワーク
性能の測定を実装するデバイスの例示的プロセスを示す流れ図である。
【図４】１つまたは複数の実施形態にしたがってＤＮＳリフレクションを使用したネット
ワーク性能の測定を実装するように構成可能な例示的コンピューティングデバイスを示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　ＤＮＳリフレクションを使用したネットワーク性能の測定を本明細書で論じる。ドメイ
ン名システム（ＤＮＳ）クエリは、そのうちの１つがＤＮＳクエリで要求されたネットワ
ークアドレスを提供する、データセンタ内の複数の異なるＤＮＳサーバに、そのクエリを
反射することによって、解決される。ローカルＤＮＳリゾルバとＤＮＳクエリを解決する
のに使用されるデータセンタ内の異なるＤＮＳサーバの間の通信の１つまたは複数のネッ
トワーク性能測定結果を、ＤＮＳクエリの解決中に判定する。これらのネットワーク性能
測定結果は、ローカルＤＮＳリゾルバとデータセンタとの間の通信遅延を示す往復時間、
ならびに／または、ローカルＤＮＳリゾルバとデータセンタとの間のパケット損失を含み
得る。異なるＤＮＳクエリについて判定されるネットワーク性能測定結果の記録を保持し
、かつどのデータセンタがどのコンピューティングデバイスによってアクセスされること
になるかを判断するために使用することができる。
【０００８】
　図１は、１つまたは複数の実施形態によるＤＮＳリフレクションを使用したネットワー
ク性能の測定を実装する例示的システム１００を示す。システム１００は、ローカルＤＮ
Ｓリゾルバ１０４と通信することができる１つまたは複数（ｍ）のコンピューティングデ
バイス１０２を含む。ローカルＤＮＳリゾルバ１０４は、ネットワーク１０８を介して１
つまたは複数（ｎ）のデータセンタ１０６と通信することができる。ネットワーク１０８
は、インターネット、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、公衆電話網、イントラネ
ット、他の公衆のおよび／または所有権を主張できるネットワーク、それらの組合せなど
を含む、様々な異なるネットワークとすることができる。コンピューティングデバイス１
０２は、ローカルＤＮＳリゾルバ１０４と直接に、あるいはネットワーク（たとえば、ネ
ットワーク１０８に類似したネットワーク）を介して、通信することができる。
【０００９】
　各コンピューティングデバイス１０２は、様々な異なるタイプのデバイスとすることが
できる。たとえば、コンピューティングデバイス１０２は、デスクトップコンピュータ、
移動局、エンターテイメント器具、表示デバイスに通信で結合されたセットトップボック
ス、テレビジョン、セルラもしくは他のワイヤレス電話、ゲーム機、自動車用コンピュー
タなどとすることができる。したがって、コンピューティングデバイス１０２は、かなり
のメモリおよびプロセッサリソースを有する豊富なリソースのデバイス（たとえば、パー
ソナルコンピュータ、ゲーム機など）から、限られたメモリおよび／または処理リソース
を有する低リソースのデバイス（たとえば、従来型のセットトップボックス、携帯ゲーム
機）まで多岐にわたり得る。異なるコンピューティングデバイス１０２は、同一あるいは
異なるタイプのコンピューティングデバイスとすることができる。
【００１０】
　各データセンタ１０６は、１つまたは複数のＤＮＳサーバ１１０および１つまたは複数
のオペレーションサーバ１１２を含む。オペレーションサーバ１１２は、１つまたは複数
のサービスをコンピューティングデバイス１０２に提供するように動作する。たとえば、
オペレーションサーバ１１２は、情報サービス（たとえば、１つまたは複数のウェブペー
ジをホスティングする）、ソーシャルネットワーキングサービス、電子メールサービス、
メッセージングサービス、画像および／またはビデオ共有サービス、ファイルストレージ
サービス、ゲームまたは他のエンターテイメントサービスなどのうちの１つまたは複数を
提供することができる。ＤＮＳサーバ１１０は、オペレーションサーバ１１２のアドレス
をコンピューティングデバイス１０２に提供するように動作し、コンピューティングデバ
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イス１０２がオペレーションサーバ１１２によって提供されるサービスにアクセスするお
よびそれを使用することを可能にする。
【００１１】
　前述のコンピューティングデバイス１０２の論議と同様に、ＤＮＳサーバ１１０および
オペレーションサーバ１１２は、かなりのメモリおよびプロセッサリソースを有する豊富
なリソースのデバイスから限定されたメモリおよび／または処理リソースを有する低リソ
ースのデバイスに及ぶ、様々な異なるタイプのコンピューティングデバイスとすることが
できる。各データセンタ１０６は通常は、複数のサーバ（たとえば、約数十、数百、また
はそれ以上のサーバ）を含む。
【００１２】
　データセンタ１０６は世界中の様々な場所に位置し得ることに留意されたい。データセ
ンタ１０６はしばしば、異なるグループのユーザと地理的により近づけるために、世界中
に物理的に置かれ得る。しかし、２つ以上のデータセンタ１０６が、互いに地理的にごく
接近して位置付けられ場合もある。多様な地理的存在の利点は、任意の特定のエンドユー
ザにデータセンタの複数の選択肢を提供することであり、そして、正確に行われれば、エ
ンドユーザは、エンドユーザによって最も良く認識される性能を生み出す「最適な」デー
タセンタからサービスされることになる。
【００１３】
　複数のデータセンタ１０６にわたるオペレーションサーバ１１２は、集合的に動作して
１つまたは複数のサービスをコンピューティングデバイス１０２に提供する。異なるデー
タセンタ１０６内のオペレーションサーバ１１２は、重複データを記憶すること、および
／または、協力して１つまたは複数のサービスをコンピューティングデバイス１０２に提
供することができる。複数のデータセンタ１０６にわたるオペレーションサーバ１１２は
集合的に動作し、各コンピューティングデバイス１０２は通常は１つのデータセンタ１０
６のオペレーションサーバ１１２と通信する。本明細書で論じられるＤＮＳリフレクショ
ンを使用してネットワーク性能を測定する技法を、特定のコンピューティングデバイス１
０２について、どのデータセンタ１０６が特定のコンピューティングデバイス１０２によ
ってアクセスされることになるかを識別するために使用することができる。
【００１４】
　本明細書で論じられるＤＮＳリフレクションを使用してネットワーク性能を測定する技
法は、ＤＮＳシステムを利用する。ＤＮＳシステムは、ネットワークアドレス（インター
ネットプロトコル（ＩＰ）ｖ４またはｖ６アドレスなど）よりもユーザによって通常はよ
り容易に使用および参照されるドメイン名（ＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
　Ｌｏｃａｔｏｒ）など）を使用してサービスを識別することを可能にする。データセン
タ１０６内のオペレーションサーバ１１２は、異なるネットワークアドレスを有するが、
同一ドメイン名に対応する。同様に、集合的に動作して１つまたは複数のサービスをコン
ピューティングデバイス１０２に提供する複数のデータセンタ１０６は、同一ドメイン名
に対応する。１つまたは複数のＤＮＳサーバは、特定のオペレーションサーバにアクセス
するためにコンピューティングデバイスによって使用可能な、対応するネットワークアド
レスに特定のドメイン名をマップするように動作する。対応するネットワークアドレスへ
のドメイン名のこのマッピングは、ＤＮＳ解決とも呼ばれる。
【００１５】
　本明細書の議論の多くはＵＲＬおよびＩＰアドレスを参照するが、他のドメイン名およ
び／またはネットワークアドレスが本明細書で論じられるＤＮＳリフレクションを使用し
てネットワーク性能を測定する技法とともに使用可能であることが理解されよう。加えて
、本明細書で論じられるＤＮＳシステムは、（たとえば、１９８７年１１月、ネットワー
ク作業グループコメント要求１０３５で論じられるような）既知のＤＮＳプロトコルにし
たがったシステムを参照する。しかし、本明細書で論じられるＤＮＳリフレクションを使
用してネットワーク性能を測定する技法は、ＤＮＳプロトコルと同様に、ドメイン名を特
定のネットワークアドレスにマップすることを可能にする、他のシステムとともに使用す
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ることができる。
【００１６】
　ローカルＤＮＳリゾルバ１０４は、特定のＵＲＬのＩＰアドレスの要求であるコンピュ
ーティングデバイス１０２からのＤＮＳクエリを受信する。ローカルＤＮＳリゾルバ１０
４は、これらのＤＮＳクエリを１つまたは複数のＤＮＳサーバ１１０に転送する。ＩＰア
ドレスがＤＮＳクエリに応答してリゾルバ１０４に返されると、ＩＰアドレスを、ＤＮＳ
クエリを受信した元のコンピューティングデバイス１０２に返す。加えて、ローカルＤＮ
Ｓリゾルバ１０４は、ＩＰアドレスにＵＲＬをマップするキャッシュを任意選択で保持す
ることができ、キャッシュに含まれるＵＲＬについてのＤＮＳクエリに応答して、ローカ
ルＤＮＳリゾルバ１０４がＵＲＬのＩＰアドレスを返すことを可能にする。ローカルＤＮ
Ｓリゾルバ１０４を、インターネットサービスプロバイダ（ＩＳＰ）のサーバまたは他の
デバイス内、コンピューティングデバイス１０２を含むローカルエリアネットワーク上の
デバイス内など、様々な異なるデバイス内に実装することができる。単一のローカルＤＮ
Ｓリゾルバ１０４を図１に示しているが、任意の数のローカルＤＮＳリゾルバ１０４をシ
ステム１００に含むことができることを理解されたい。
【００１７】
　たとえば、オペレーションサーバ１１２が集合的に作動してインターネット検索エンジ
ンを提供すると仮定する。このインターネット検索エンジンは、「ｗｗｗ．ｂｉｎｇ．ｃ
ｏｍ」などの単純なＵＲＬを使用し、容易に識別することができる。インターネット検索
エンジンにアクセスするために、コンピューティングデバイス１０２が、ＵＲＬ「ｗｗｗ
．ｂｉｎｇ．ｃｏｍ」のＩＰアドレスを要求するローカルＤＮＳリゾルバ１０４へのＤＮ
Ｓクエリを提出する。ローカルＤＮＳリゾルバ１０４は、次いで、ＵＲＬ「ｗｗｗ．ｂｉ
ｎｇ．ｃｏｍ」のＩＰアドレスを要求する１つまたは複数のＤＮＳサーバ１１０へのＤＮ
Ｓクエリを提出する。ローカルＤＮＳリゾルバ１０４がＤＮＳクエリを提出する先の特定
のＤＮＳサーバ１１０を、以下により詳細に論じる。最終的に、ＤＮＳサーバ１１０が、
ローカルＤＮＳリゾルバ１０４にＵＲＬ「ｗｗｗ．ｂｉｎｇ．ｃｏｍ」のＩＰアドレスを
返す。このＩＰアドレスは、オペレーションサーバ１１２のうちの１つのアドレスであり
、ローカルＤＮＳリゾルバ１０４は、ＤＮＳクエリを受信した元のコンピューティングデ
バイス１０２にこのＩＰアドレスを返す。ＩＰアドレスがローカルＤＮＳリゾルバ１０４
に返される特定のオペレーションサーバ１１２を、様々な異なる形で１つまたは複数のＤ
ＮＳサーバ１１０によって選択することができる。たとえば、特定のオペレーションサー
バ１１２を、ＤＮＳクエリを提出したコンピューティングデバイス１０２とデータセンタ
１０６との間の通信遅延が最も小さいデータセンタ１０６内のオペレーションサーバ１１
２、ＤＮＳクエリを提出したコンピューティングデバイス１０２とデータセンタ１０６と
の間の失われたパケットの数が最も小さいデータセンタ１０６内のオペレーションサーバ
１１２などとして選択することができる。コンピューティングデバイス１０２は続いて、
ＤＮＳクエリに応答して受信したＩＰアドレスを使用し、インターネット検索エンジンに
アクセスしてオペレーションサーバ１１２のうちの１つにアクセスすることができる。
【００１８】
　ＤＮＳサーバ１１０のうちの１つまたは複数は、ＩＰアドレスへのローカルＤＮＳリゾ
ルバのマップを保持する。このマップは、ローカルＤＮＳリゾルバ１０４からのＤＮＳク
エリに応答して返されることになるオペレーションサーバ１１２の特定のＩＰアドレスを
指示する。このマップは通常はオペレーションサーバＩＰアドレスへのローカルＤＮＳリ
ゾルバのマッピングであるが、一方で、このマップはオペレーションサーバＩＰアドレス
へのコンピューティングデバイス１０２のマッピングとすることができることに留意され
たい。
【００１９】
　ＤＮＳサーバがＤＮＳクエリを受信するが、別のＤＮＳサーバにＤＮＳクエリに応答し
てオペレーションサーバの特定のＩＰアドレスを返す責任を委譲するという状況が生じ得
る。ＤＮＳリフレクションは、１つのＤＮＳサーバがクエリを行うローカルＤＮＳリゾル
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バが応答を受信したときにもう１つのＤＮＳ要求を第２の所望のＤＮＳサーバに発行する
ことになるという方法で委譲応答を制御するという、委譲の特定の使用を指す。
【００２０】
　システム１００の動作中に、ローカルＤＮＳリゾルバ１０４とデータセンタ１０６の１
つまたは複数のＤＮＳサーバ１１０との間の通信の１つまたは複数のネットワーク性能測
定結果を判定する。これらのネットワーク性能測定結果を、以下にさらに詳しく論じるよ
うに、ＤＮＳクエリ内で提出されたＵＲＬのＩＰアドレスを返すプロセスの部分として、
判定する。これらのネットワーク性能測定結果の記録を保持し、かつＤＮＳサーバ１１０
によって保持されるＩＰアドレスへのローカルＤＮＳリゾルバのマップの更新の基礎とし
て使用することができる。
【００２１】
　図２は、ローカルＤＮＳリゾルバとデータセンタの間のネットワーク性能測定結果を１
つまたは複数の実施形態にしたがって判定する例示的システム２００を示す。システム２
００は、コンピューティングデバイス２０２、ローカルＤＮＳリゾルバ２０４、トップレ
ベルＤＮＳサーバ２０６、リフレクタＤＮＳサーバ２０８、およびコレクタＤＮＳサーバ
２１０を含む。コンピューティングデバイス２０２は、たとえば、図１のコンピューティ
ングデバイス１０２とすることができる。ローカルＤＮＳリゾルバ２０４は、たとえば、
図１のローカルＤＮＳリゾルバ１０４とすることができる。トップレベルＤＮＳサーバ２
０６、リフレクタＤＮＳサーバ２０８、およびコレクタＤＮＳサーバ２１０は、各々、た
とえば、図１のＤＮＳサーバ１１０とすることができる。リフレクタＤＮＳサーバ２０８
およびコレクタＤＮＳサーバ２１０は、同一データセンタ２１２（たとえば、図１の特定
のデータセンタ１０６）に含まれる。トップレベルＤＮＳサーバ２０６を、リフレクタＤ
ＮＳサーバ２０８およびコレクタＤＮＳサーバ２１０と同じデータセンタ内に、あるいは
異なるデータセンタ内に含むことができる。
【００２２】
　コンピューティングデバイス２０２は、特定のＵＲＬのＩＰアドレスを要求するローカ
ルＤＮＳリゾルバ２０４へのＤＮＳクエリ２１４を提出する。また、この特定のＵＲＬを
、クエリＵＲＬまたはクエリドメイン名と呼ぶことができる。ローカルＤＮＳリゾルバ２
０４は、ＤＮＳクエリ２１４を受信し、ＤＮＳクエリ２１６としてのＤＮＳクエリをトッ
プレベルＤＮＳサーバ２０６に提出する。トップレベルＤＮＳサーバ２０６は、特定のＵ
ＲＬの権限をもつネームサーバ（ａｕｔｈｏｒｉｔａｔｉｖｅ　ｎａｍｅ　ｓｅｒｖｅｒ
、マスタネームサーバとも呼ばれる）であり、ローカルＤＮＳリゾルバのＩＰアドレスへ
のマッピング２３０を保持する。ローカルＤＮＳリゾルバ２０４は、トップレベルＤＮＳ
サーバ２０６からのＩＰアドレスの指示の受信、ＤＮＳシステムにしたがった（たとえば
、図１のネットワーク１０８などのネットワークを介してアクセスされる）別のデバイス
からのＩＰアドレスの取得など、様々な異なる形でトップレベルＤＮＳサーバ２０６のＩ
Ｐアドレスを取得することができる。
【００２３】
　ＤＮＳクエリ２１６に応答して、トップレベルＤＮＳサーバ２０６は、コンピューティ
ングデバイス２０２に返されることになるデータセンタ内のオペレーションサーバのＩＰ
アドレスを判定する。トップレベルＤＮＳサーバ２０６は、マップ２３０内のローカルＤ
ＮＳリゾルバ２０４を探索することによって、このＩＰアドレスを判定する。この探索は
、ローカルＤＮＳリゾルバ２０４の（ＤＮＳクエリ２１６に含まれる）ＩＰアドレス、ロ
ーカルＤＮＳリゾルバ２０４の名または他の識別子などに基づくことができる。マップ２
３０は、コンピューティングデバイス２０２に返されることになるデータセンタ内のオペ
レーションサーバのＩＰアドレスである特定のＩＰアドレスへのローカルＤＮＳリゾルバ
２０４のマッピングを含む。
【００２４】
　トップレベルＤＮＳサーバ２０６は、ＤＮＳクエリ２１６に応答して、ローカルＤＮＳ
リゾルバ２０４に応答２１８を提供する。応答２１８は、リフレクタＤＮＳサーバ２０８



(9) JP 5788497 B2 2015.9.30

10

20

30

40

50

の識別子ならびにコレクタＤＮＳサーバ２１０の識別子を含む。応答２１８は、トップレ
ベルＤＮＳサーバ２０６がＤＮＳ解決をリフレクタＤＮＳサーバ２０８に委譲したという
ローカルＤＮＳリゾルバ２０４への指示を含む。応答２１８はまたコンピューティングデ
バイス２０２に返されることになるオペレーションサーバのＩＰアドレスを含むが、この
ＩＰアドレスを、ＩＰアドレスが応答２１８に含まれていることがローカルＤＮＳリゾル
バ２０４には分からないような形で、応答２１８に含めている。したがって、ローカルＤ
ＮＳリゾルバ２０４は、以下にさらに詳しく論じるように、リフレクタＤＮＳサーバ２０
８にＩＰアドレスを要求する。
【００２５】
　１つまたは複数の実施形態で、応答２１８は、エイリアスとも呼ばれるＣＮＡＭＥを含
む。ＣＮＡＭＥは、リフレクタＤＮＳサーバ２０８およびコレクタＤＮＳサーバ２１０の
ＩＰアドレスと、そしてまた（マップ２３０に基づいて判定されるようにコンピューティ
ングデバイス２０２に返されることになるデータセンタ内のオペレーションサーバのＩＰ
アドレスである）目標ＩＰアドレスを組み込む。サーバ２０８および２１０は、トップレ
ベルＤＮＳサーバ２０６が権限をもつネームサーバであるドメインの部分についてのネッ
トワークアドレスへのローカルＤＮＳリゾルバのマッピングを管理することができるので
、リフレクタＤＮＳサーバ２０８およびコレクタＤＮＳサーバ２１０をまた、トップレベ
ルＤＮＳサーバ２０６のサブドメインサーバと呼ぶことができる。応答２１８はまた、リ
フレクタＤＮＳサーバ２０８の名およびＩＰアドレスである、ローカルＤＮＳリゾルバ２
０４がＤＮＳクエリ２２０を送信しようとする先のサーバを示すサブドメインサーバ名お
よびサブドメインＩＰアドレスを含む。
【００２６】
　たとえば、応答２１８は、ｒａｎｄ．ｌａｘ．ｒｅｆｌｅｃｔｏｒ－ｃｏｌｌｅｃｔｏ
ｒ－ｔａｒｇｅｔ．ｍｓｒａｐｏｌｌｏ．ｎｅｔのＣＮＡＭＥを含み得る。ＣＮＡＭＥに
おいて、「ｒｅｆｌｅｃｔｏｒ」はリフレクタＤＮＳサーバ２０８のＩＰアドレスであり
、「ｃｏｌｌｅｃｔｏｒ」はコレクタＤＮＳサーバ２１０のＩＰアドレスであり、そして
、「ｔａｒｇｅｔ」は目標ＩＰアドレスである。さらに、応答２１８は、ｎｓ．ｒｅｆｌ
ｅｃｔｏｒ－ｃｏｌｌｅｃｔｏｒ－ｔａｒｇｅｔ．ｍｓｒａｐｏｌｌｏ．ｎｅｔのサーバ
名またはＮＳを含み得る。このサーバ名は、リフレクタＤＮＳサーバ２０８の名である。
応答２１８はまた、ｒｅｆｌｅｃｔｏｒのサーバアドレスまたはＮＳ＿ＡＤＤＲＥＳＳを
含み得る。このサーバアドレスは、リフレクタＤＮＳサーバ２０８のＩＰアドレスである
。
【００２７】
　ローカルＤＮＳリゾルバ２０４は、応答２１８を受信し、ＤＮＳ解決がリフレクタＤＮ
Ｓサーバ２０８に委託されたと（応答２１８内の指示に基づいて）判断する。目標ＩＰア
ドレスは応答２１８に組み込まれるが、ローカルＤＮＳリゾルバ２０４は組み込まれた目
標ＩＰアドレスを解釈する仕方を知らない。したがって、応答２１８の受信に応えて、ロ
ーカルＤＮＳリゾルバ２０４は、リフレクタＤＮＳサーバ２０８にＤＮＳクエリ２２０を
提出し、特定のＵＲＬのＩＰアドレスを要求する。ＤＮＳクエリ２２０は、コンピューテ
ィングデバイス２０２に返されることになるオペレーションサーバのＩＰアドレスおよび
またコレクタＤＮＳサーバ２１０の識別子を含み、両方とも（たとえば、ＣＮＡＭＥに組
み込まれ）応答２１８でローカルＤＮＳリゾルバ２０４によって受信されたものである。
したがって、応答２１８に組み込まれているのがコンピューティングデバイス２０２に返
されることになるオペレーションサーバのＩＰアドレスであっても、ローカルＤＮＳリゾ
ルバ２０４は組み込まれた目標ＩＰアドレスの解釈の仕方を知らないので、ローカルＤＮ
Ｓリゾルバ２０４はＤＮＳクエリ２２０をリフレクタＤＮＳサーバ２０８に提出する。
【００２８】
　１つまたは複数の実施形態で、応答２１８は、リフレクタＤＮＳサーバ２０８の名およ
びＩＰアドレスを含み、ＤＮＳクエリ２２０が提出されようとする先のＤＮＳサーバをロ
ーカルＤＮＳリゾルバ２０４に知らせる。ローカルＤＮＳリゾルバ２０４は、ネットワー
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クアドレスがそのために要求されるドメイン名として応答２１８で受信されるＣＮＡＭＥ
をＤＮＳクエリ２２０内に含む。
【００２９】
　リフレクタＤＮＳサーバ２０８は、ＤＮＳクエリ２２０を受信し、ＤＮＳクエリ２２０
に応答して、リフレクタＤＮＳサーバ２０８がＤＮＳ解決をコレクタＤＮＳサーバ２１０
に委託したという指示を含む応答２２２を生成する。これをまた、ＤＮＳクエリのコレク
タＤＮＳサーバ２１０への反射と呼ぶ。応答２２２はまた、（前述のように、トップレベ
ルＤＮＳサーバ２０６によって判定され、応答２１８に含まれた）コンピューティングデ
バイス２０２に返されることになるオペレーションサーバのＩＰアドレスを含む。
【００３０】
　１つまたは複数の実施形態で、応答２２２は、ＤＮＳクエリ２２０で受信されたＣＮＡ
ＭＥを含む。応答２２２はまた、コレクタＤＮＳサーバ２１０の名およびＩＰアドレスで
ある、ローカルＤＮＳリゾルバ２０４がＤＮＳクエリ２２４を送信しようとする先のサー
バを指示するサブドメインサーバ名およびサブドメインＩＰアドレスを含む。
【００３１】
　ローカルＤＮＳリゾルバ２０４は、応答２２２を受信し、ＤＮＳ解決がコレクタＤＮＳ
サーバ２１０に委託されたと（応答２２２の指示に基づいて）判断する。目標ＩＰアドレ
スは応答２２２に組み込まれるが、ローカルＤＮＳリゾルバ２０４は、組み込まれた目標
ＩＰアドレスの解釈の仕方を知らない。したがって、応答２２２の受信に応答して、ロー
カルＤＮＳリゾルバ２０４は、ＤＮＳクエリ２２４をコレクタＤＮＳサーバ２１０に提出
して、特定のＵＲＬのＩＰアドレスを要求する。ＤＮＳクエリ２２４は、応答２２２でロ
ーカルＤＮＳリゾルバ２０４によって受信された（たとえば、ＣＮＡＭＥに組み込まれた
）、コンピューティングデバイス２０２に返されることになるオペレーションサーバのＩ
Ｐアドレスを含む。したがって、応答２２２内に組み込まれたのが、コンピューティング
デバイス２０２に返されることになるオペレーションサーバのＩＰアドレスであっても、
ローカルＤＮＳリゾルバ２０４は組み込まれた目標ＩＰアドレスの解釈の仕方を知らない
ので、ローカルＤＮＳリゾルバ２０４は、ＤＮＳクエリ２２４をコレクタＤＮＳサーバ２
１０に提出する。
【００３２】
　１つまたは複数の実施形態で、応答２２２は、コレクタＤＮＳサーバ２１０の名および
ＩＰアドレスを含み、ＤＮＳクエリ２２４が提出されることになる先のＤＮＳサーバをロ
ーカルＤＮＳリゾルバ２０４に知らせる。ローカルＤＮＳリゾルバ２０４は、ネットワー
クアドレスがそのために要求されるドメイン名として応答２２２で受信されるＣＮＡＭＥ
をＤＮＳクエリ２２４内に含む。
【００３３】
　コレクタＤＮＳサーバ２１０は、ＤＮＳクエリ２２４を受信し、ＤＮＳクエリ２２４に
応答してコンピューティングデバイス２０２に返されることになるオペレーションサーバ
の（前述のようにトップレベルＤＮＳサーバ２０６によって判定され、応答２１８および
応答２２２に含まれる）ＩＰアドレスを含む応答２２６を生成する。ローカルＤＮＳリゾ
ルバ２０４は、応答２２６を受信し、応答して、応答２２８を生成してコンピューティン
グデバイス２０２に送信する。応答２２８は、前述のようにトップレベルＤＮＳサーバ２
０６によって判定されたコンピューティングデバイス２０２に返されることになるオペレ
ーションサーバのＩＰアドレスを含む。
【００３４】
　１つまたは複数の実施形態で、コレクタＤＮＳサーバ２１０は、ＤＮＳクエリ２２４か
ら、ＤＮＳクエリ２２４で受信されたＣＮＡＭＥに組み込まれた、目標ＩＰアドレスを取
得する。コレクタＤＮＳサーバ２１０は、マップ２３０に基づいて判定されるようなコン
ピューティングデバイス２０２に返されることになるデータセンタ内のオペレーションサ
ーバのＩＰアドレスとしてローカルＤＮＳリゾルバ２０４に目標ＩＰアドレスを返す。
【００３５】
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　加えて、ローカルＤＮＳリゾルバ２０４およびデータセンタ２１２の間の通信の１つま
たは複数のネットワーク性能測定結果を判定する。これらのネットワーク性能測定結果は
、ローカルＤＮＳリゾルバ２０４とデータセンタ２１２の間の往復時間（ＲＴＴ）、なら
びに／またはローカルＤＮＳリゾルバ２０４とデータセンタ２１２の間のパケット損失測
定結果とすることができる。ローカルＤＮＳリゾルバとデータセンタ２１２の間の通信の
ネットワーク性能測定結果を、ローカルＤＮＳリゾルバ２０４とサーバ２０８および２１
０の間の通信に基づいて判定する。
【００３６】
　ローカルＤＮＳリゾルバ２０４およびデータセンタ２１２の間の通信の往復時間を、コ
レクタＤＮＳサーバ２１０によって、あるいは別のモジュールもしくはデバイスによって
、判定することができる。この往復時間を、応答２２２のローカルＤＮＳリゾルバ２０４
への送信とコレクタＤＮＳサーバ２１０によるＤＮＳクエリ２２４の受信の間に経過した
時間量として判定する。あるいは、この往復時間を、リフレクタＤＮＳサーバ２０８によ
るＤＮＳクエリ２２０の受信とコレクタＤＮＳサーバ２１０によるＤＮＳクエリ２２４の
受信の間に経過した時間量など、他の形で判定することができる。ローカルＤＮＳリゾル
バ２０４とデータセンタ２１２の間の距離、ローカルＤＮＳリゾルバ２０４とデータセン
タ２１２の間のネットワーク内のデバイスの数および／もしくはタイプ、ローカルＤＮＳ
リゾルバ２０４とデータセンタ２１２の間のネットワークの帯域幅、ローカルＤＮＳリゾ
ルバ２０４とデータセンタ２１２との間のネットワークのトラフィックもしくは輻輳の量
など、様々な異なる要因がこの往復時間に影響を与え得ることが理解されよう。
【００３７】
　ローカルＤＮＳリゾルバ２０４とデータセンタ２１２との間のパケット損失測定結果を
、異なる形で判定することができる。ローカルＤＮＳリゾルバ２０４とＤＮＳサーバ（た
とえば、サーバ２０６、２０８、および２１０）との間の通信は、ネットワーク（たとえ
ば、図１のネットワーク１０８）を介してパケットで情報を通信することによって、運ば
れる。ネットワークを介して送信される１つまたは複数のパケットが、それらの意図した
宛先に到達せず、したがって、失われたパケットと呼ばれるという状況が生じ得る。１つ
または複数のパケットの損失を、異なる方式で識別することができる。
【００３８】
　１つまたは複数の実施形態で、リフレクタＤＮＳサーバ２０８からローカルＤＮＳリゾ
ルバ２０４への応答２２２を含むパケットの損失を、識別することができる。ローカルＤ
ＮＳリゾルバ２０４は通常は、ＤＮＳクエリ２２０の送信の、タイムアウト期間としばし
ば呼ばれる、特定の時間内にＤＮＳクエリ２２０への応答２２２を期待する。ローカルＤ
ＮＳリゾルバ２０４がこのタイムアウト期間内に応答２２２を受信しない場合、リゾルバ
２０４がＤＮＳクエリ２２０を再送する。したがって、リフレクタＤＮＳサーバ２０８が
同一ＤＮＳクエリ２２０を複数回受信した場合、サーバ２０８は、応答２２２がローカル
ＤＮＳリゾルバ２０４によって受信されなかったと知る。リフレクタＤＮＳサーバ２０８
は、サーバ２０８が以前に受信した同一ＤＮＳクエリ２２０を受信するたびに、応答２２
２を含むパケットが失われたと見なすことができる。
【００３９】
　加えて、異なるローカルＤＮＳリゾルバは異なるタイムアウト期間を実装することがで
きるが、これらのタイムアウト期間は通常は、０．５秒または１秒などの固定された時間
量である。これらのタイムアウト期間は通常は、ローカルＤＮＳリゾルバ２０４とデータ
センタ２１２の間の往復時間よりもはるかに長い。したがって、タイムアウト期間は、往
復時間と容易に区別することができる。リフレクタＤＮＳサーバ２０８は、ＤＮＳクエリ
２２０に応答２２２を送信しないことによってローカルＤＮＳリゾルバ２０４によって使
用されるタイムアウト期間を定めることができる。応答２２２を送信しなかったとき、ロ
ーカルＤＮＳリゾルバ２０４は、ローカルＤＮＳリゾルバ２０４によって使用されるタイ
ムアウト期間が経過した後に、ＤＮＳクエリ２２０を再送することになる。リフレクタＤ
ＮＳサーバ２０８は、最初に送信されたＤＮＳクエリ２２０と再送されたＤＮＳクエリ２
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２０の間に経過する時間をローカルＤＮＳリゾルバ２０４によって使用されるタイムアウ
ト期間として（たとえば、最も近い２分の１秒単位の時間にして）定めることができる。
【００４０】
　１つまたは複数の実施形態で、ローカルＤＮＳリゾルバ２０４からコレクタＤＮＳサー
バ２１０へのＤＮＳクエリ２２４を含むパケットの損失を識別することができる。コレク
タＤＮＳサーバ２１０は、応答２２２がリフレクタＤＮＳサーバ２０８によって送信され
た後にＤＮＳクエリ２２４を予期することを知っている。応答２２２の送信とＤＮＳクエ
リ２２４の受信の間の時間量が閾値を超える場合、コレクタＤＮＳサーバ２１０は、ＤＮ
Ｓクエリ２２４を含むパケットが失われたと見なすことができる。この閾値時間量は、前
述のように判定され得る、ローカルＤＮＳリゾルバ２０４によって使用されるタイムアウ
ト期間に基づくことができる。応答２２２の送信とＤＮＳクエリ２２４の受信との間の時
間量がローカルＤＮＳリゾルバ２０４によって使用されるタイムアウト期間を超える場合
、コレクタＤＮＳサーバ２１０は次いで、ＤＮＳクエリ２２４を含むパケットが失われた
と見なすことができる。
【００４１】
　１つまたは複数の実施形態で、コレクタＤＮＳサーバ２１０からローカルＤＮＳリゾル
バ２０４への応答２２６を含むパケットの損失を識別することができる。ローカルＤＮＳ
リゾルバ２０４は通常は、ＤＮＳクエリ２２４の送信の、しばしばタイムアウト期間と呼
ばれる、特定の時間量内にＤＮＳクエリ２２４への応答２２６を期待する。このタイムア
ウト期間は、ＤＮＳクエリ２２０への応答２２２を期待しているローカルＤＮＳリゾルバ
２０４によって使用される同一タイムアウト期間、あるいは異なるタイムアウト期間とす
ることができる。ローカルＤＮＳリゾルバ２０４がこのタイムアウト期間内に応答２２６
を受信しなかった場合、リゾルバ２０４はＤＮＳクエリ２２４を再送する。したがって、
コレクタＤＮＳサーバ２１０が同一ＤＮＳクエリ２２４を複数回受信した場合、サーバ２
１０は、応答２２６がローカルＤＮＳリゾルバ２０４によって受信されなかったと知る。
コレクタＤＮＳサーバ２１０は、サーバ２１０がそれが前に受信した同一ＤＮＳクエリ２
２４を受信するたびに、応答２２６を含むパケットが失われたと見なすことができる。
【００４２】
　同様に、複数のパケットの損失を判定することができる。タイムアウト期間は、異なる
失われたパケットにより異なる場合がある。たとえば、１秒の第１のタイムアウトは、第
１のパケットが失われた後に、使用することができ、２秒の第２のタイムアウトは、その
次のパケットが失われた場合に使用することができ、３秒の第３のタイムアウトは、その
次のパケットが失われた場合に使用することができるなど。これらの異なるタイムアウト
期間は、前述のように識別することができる（たとえば、リフレクタＤＮＳサーバ２０８
は、ローカルＤＮＳリゾルバ２０４から受信された最初の３つのＤＮＳクエリ２２０に応
答２２２を送信しないことによってローカルＤＮＳリゾルバ２０４によって使用されるタ
イムアウト期間を定めることができる）。
【００４３】
　あるいは、ローカルＤＮＳリゾルバ２０４は、失われたパケットに関する情報を識別お
よび保持するための機能を含み得る。このような状況で、ローカルＤＮＳリゾルバ２０４
はまた、呼び出されて（たとえば、リフレクタＤＮＳサーバ２０８および／またはコレク
タＤＮＳサーバ２１０によって）ローカルＤＮＳリゾルバ２０４からの失われたパケット
に関する情報を取得することができる、アプリケーションプログラミングインターフェー
ス（ＡＰＩ）などのインターフェースを露出することができる。
【００４４】
　パケットの損失に関する様々な情報を保持する。パケットの損失に関するこの情報は、
たとえば、パケット損失率、またはパケットが失われる頻度、パケット損失パターン（た
とえば、失われるパケットの数、失われる連続パケット、パケット損失の時刻、パケット
損失の曜日など）などを含み得る。
【００４５】



(13) JP 5788497 B2 2015.9.30

10

20

30

40

50

　１つまたは複数のパケットの損失を、通常はリフレクタＤＮＳサーバ２０８および／ま
たはコレクタＤＮＳサーバ２１０によって識別するが、一方で１つまたは複数のパケット
の損失はデータセンタ２１２の別のモジュールもしくはデバイスによって識別することが
できる。１つまたは複数のパケットの損失の識別に加えて、このような損失が生じた方向
もまた識別することができる。すなわち、データセンタ２１２からローカルＤＮＳリゾル
バ２０４に送信されたパケットの損失を、ローカルＤＮＳリゾルバ２０４からデータセン
タ２１２に送信されるパケットの損失とは別個に識別することができる。このような損失
が生じた特定の方向でのパケットの損失に関する様々な情報を保持することができる。
【００４６】
　したがって、ＤＮＳ解決プロセスの部分として、ローカルＤＮＳリゾルバとデータセン
タの間の通信のネットワーク性能測定結果を取得する。複数の異なるローカルＤＮＳリゾ
ルバの各々について、ネットワーク性能測定結果を、ローカルＤＮＳリゾルバと複数の異
なるデータセンタの間で取得することができる。これらの取得されたネットワーク性能測
定結果の記録を保持する。この記録を、１つまたは複数のヒストグラムなどの異なる形で
保持することができる。ローカルＤＮＳリゾルバとデータセンタの間のネットワーク性能
測定結果は、（リゾルバからアドレスへのマップ２３０に記憶されるような、）データセ
ンタの特定のオペレーションサーバＩＰアドレスへの特定のローカルＤＮＳリゾルバのマ
ッピングを判定するために使用することができる。
【００４７】
　ローカルＤＮＳリゾルバとデータセンタの間のネットワーク性能測定結果は、様々な異
なる形でのデータセンタの特定のオペレーションサーバＩＰアドレスへの特定のローカル
ＤＮＳリゾルバのマッピングを判定するために使用することができる。特定のローカルＤ
ＮＳリゾルバについて、ローカルＤＮＳリゾルバと異なるデータセンタの間の取得された
ネットワーク性能測定結果は、比較または他の方法で分析されてデータセンタを選択する
ことができる。選択されたデータセンタ内のオペレーションサーバのＩＰアドレスは、マ
ップ２３０に含まれる。たとえば、データセンタと特定のローカルＤＮＳリゾルバとの間
で最も短い往復時間測定が取得されたデータセンタを選択することができる。別の例とし
て、データセンタと特定のローカルＤＮＳリゾルバとの間の失われたパケットの最小数を
取得した（または、データセンタから特定のローカルＤＮＳリゾルバに送信された失われ
たパケットの最小数を取得した）データセンタを選択することができる。あるいは、取得
された往復時間測定結果および／またはパケット損失測定結果を、様々な他の技法または
プロセスとともにデータセンタを選択するために使用することができる。
【００４８】
　１つまたは複数の実施形態で、リゾルバからアドレスへのマップ２３０は、前述のよう
にネットワーク性能測定結果に基づいて経時的に更新可能な特定のローカルＤＮＳリゾル
バの初期のマッピングを含む。特定のローカルＤＮＳリゾルバの初期のマッピングは、様
々な異なる形で取得可能であり、地理的位置、他のローカルＤＮＳリゾルバがマップされ
た先のデータセンタ、無作為抽出、他の基準またはルールなどの様々な異なる基準に基づ
くことができる。たとえば、トップレベルＤＮＳサーバ２０６は、リゾルバ２０４のネッ
トワークアドレス内のプレフィックスを分析すること、および、同一プレフィックスを有
する別のローカルＤＮＳリゾルバにマップされたリゾルバ２０４にオペレーションサーバ
アドレスをマップすることによって、ローカルＤＮＳリゾルバ２０４の初期のマッピング
を識別することができる。たとえば、ローカルＤＮＳリゾルバ２０４がａａａ．ｂｂｂ．
ｃｃｃ．ｄｄｄのネットワークアドレスを有し、マップ２３０内の別のローカルＤＮＳリ
ゾルバがａａａ．ｂｂｂ．ｃｃｃ．ｅｅｅのネットワークアドレスを有する場合、次いで
これらの２つのローカルＤＮＳリゾルバは、同一プレフィックスａａａ．ｂｂｂ．ｃｃｃ
を有するネットワークアドレスを有し、トップレベルＤＮＳサーバ２０６は、ネットワー
クアドレスａａａ．ｂｂｂ．ｃｃｃ．ｅｅｅを有するローカルＤＮＳリゾルバがマップさ
れるのと同じオペレーションサーバアドレスにローカルＤＮＳリゾルバ２０４をマップす
る。
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【００４９】
　１つまたは複数の実施形態で、ローカルＤＮＳリゾルバ２０４を、ローカルＤＮＳリゾ
ルバ２０４がトップレベルＤＮＳサーバ２０６に提出する各ＤＮＳクエリに応答してリフ
レクタＤＮＳサーバ２０８およびコレクタＤＮＳサーバ２１０に反射することができる。
あるいは、トップレベルＤＮＳサーバ２０６は、ローカルＤＮＳリゾルバ２０４を特定の
ＤＮＳクエリについてのみサーバ２０８および２１０に反射することになると定めること
ができる。これらの特定のＤＮＳクエリを、時間間隔に基づいて、ＤＮＳクエリが受信さ
れる頻度に基づいて、特定のローカルＤＮＳリゾルバについて以前に反射されたＤＮＳク
エリの数に基づいてなど、様々な異なる形で識別することができる。たとえば、トップレ
ベルＤＮＳサーバ２０６は、各ローカルＤＮＳリゾルバについて１時間当たりに１つのＤ
ＮＳクエリをサーバ２０８および２１０に反射することになるように定めることができる
。別の例として、トップレベルＤＮＳサーバ２０６は、閾値数のＤＮＳクエリを反射する
まで、ローカルＤＮＳリゾルバからの各ＤＮＳクエリをサーバ２０８および２１０に反射
することになるように定めることができ、次いでローカルＤＮＳリゾルバについて１時間
当たりに１つのＤＮＳクエリをサーバ２０８および２１０に反射することになる。この閾
値数は、固定数（たとえば、５０ＤＮＳクエリ）、あるいは相対数（たとえば、そのドメ
イン名に対応するデータセンタの数の２倍）とすることができる。
【００５０】
　あるいは、他の技法を使用してデータセンタ２１２とローカルＤＮＳリゾルバ２０４の
間のネットワーク性能測定結果を取得することができ、本明細書で論じられるＤＮＳリフ
レクションを使用してネットワーク性能を測定する技法を、このような他の技法が失敗し
たときに（あるいは、このような他の技法を介して取得されたネットワーク性能測定結果
を確認するために）使用する。たとえば、データセンタ２１２内のデバイス（リフレクタ
ＤＮＳサーバ２０８およびコレクタＤＮＳサーバ２１０を含むデバイスなど）は、従来の
ｐｉｎｇ要求を使用してデータセンタ２１２とローカルＤＮＳリゾルバ２０４の間のネッ
トワーク性能測定結果を取得することができる。ｐｉｎｇ要求を使用するときの往復時間
および／または失われたパケットを、前述のものと同様の技法を使用して、識別すること
ができる。本明細書で論じられるＤＮＳリフレクションを使用してネットワーク性能を測
定する技法は、ｐｉｎｇ要求を使用して取得されたネットワーク性能測定結果を確認する
ために使用することができる、または、ローカルＤＮＳリゾルバ２０４がｐｉｎｇ要求に
応答しない場合に使用することができる。
【００５１】
　別の例として、データセンタ２１２内のデバイス（リフレクタＤＮＳサーバ２０８およ
びコレクタＤＮＳサーバ２１０を含むデバイスなど）は、ローカルＤＮＳリゾルバ２０４
にＤＮＳクエリを送信することによって、ネットワーク性能測定結果を取得することがで
きる。このＤＮＳクエリは、単純な「．」または「．ｃｏｍ」などの様々な異なるドメイ
ン名を解決するための要求とすることができる。このようなＤＮＳクエリを提出するとき
の往復時間および／または失われたパケットは、前述のものと同様の技法を使用して識別
され得る。本明細書で論じられるＤＮＳリフレクションを使用してネットワーク性能を測
定する技法は、このようなＤＮＳクエリを提出するときに取得されたネットワーク性能測
定結果を確認するために使用することができる、または、ローカルＤＮＳリゾルバ２０４
がこのようなＤＮＳクエリを提出するときに応答しなかった場合に使用することができる
。
【００５２】
　加えて、ローカルＤＮＳリゾルバ２０４を、１つまたは複数の特定のドメインのＤＮＳ
クエリに応答してリフレクタＤＮＳサーバ２０８およびコレクタＤＮＳサーバ２１０に反
射することができることに留意されたい。トップレベルＤＮＳサーバ２０６がこれらの１
つまたは複数の特定のドメインのうちの１つについてのＤＮＳクエリを受信するとき、ロ
ーカルＤＮＳリゾルバ２０４を、前述のように、サーバ２０８および２１０に反射する。
しかし、トップレベルＤＮＳサーバ２０６が異なるドメインについてのＤＮＳクエリを受
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信するとき、サーバ２０６は、ローカルＤＮＳリゾルバ２０４を反射することなしにマッ
プ２３０から要求されたネットワークアドレスを返す。
【００５３】
　トップレベルＤＮＳサーバ２０６に１つまたは複数の特定のドメインのみについてＤＮ
Ｓクエリを反射させることは、様々な異なる使用のシナリオをサポートする。たとえば、
コンピューティングデバイス２０２に返されることになるウェブページが、特定のファイ
ルへのＵＲＬを組み込んでいる場合がある。この特定のファイルは、サイズは小さくても
よく、ウェブページの部分として表示される必要さえない。しかし、この特定のファイル
へのＵＲＬは、ＤＮＳクエリが反射される１つまたは複数の特定のドメインのうちの１つ
である。したがって、ウェブページをコンピューティングデバイス２０２によって要求す
るとき、ウェブページのＵＲＬを解決し、ネットワークアドレスが、ＤＮＳクエリを反射
することなしにトップレベルＤＮＳサーバ２０６によって返される。ウェブページは次い
で、コンピューティングデバイス２０２として検索および表示することが可能であり、こ
の検索および表示の部分として、特定のファイルへの組み込まれたＵＲＬを識別する。し
かしながら、この組み込まれたＵＲＬは、前述のようにリフレクタＤＮＳサーバ２０８お
よびコレクタＤＮＳサーバ２１０へのＵＲＬを含むＤＮＳクエリを反射することによって
解決される。
【００５４】
　図２の例では、１つのデータセンタ２１２を示す。しかしながら、複数のデータセンタ
が、前述のように特定のドメイン名に対応する。トップレベルＤＮＳサーバ２０６は、ロ
ーカルＤＮＳリゾルバが、時間間隔に基づいて、ＤＮＳクエリを特定のデータセンタに反
射する頻度に基づいて、各データセンタに前に反射されたＤＮＳクエリの数に基づいて、
データセンタの地理的位置に基づいてなど、様々な異なる形で反射される先の特定のデー
タセンタを判断することができる。たとえば、トップレベルＤＮＳサーバ２０６は、各ロ
ーカルＤＮＳリゾルバについて１時間ごとに１つのＤＮＳクエリを各データセンタに反射
することになると判定することができる。別の例として、サーバ２０６が、ＤＮＳクエリ
を特定のデータセンタに反射することになると判定するたびに、データセンタの順序付き
リストで識別される次のデータセンタがＤＮＳクエリを、反射される先のデータセンタと
して選択するように、トップレベルＤＮＳサーバ２０６は、データセンタの順序付きリス
トを保持し、ラウンドロビン方式でデータセンタを識別することができる。
【００５５】
　さらに別の例として、トップレベルＤＮＳサーバ２０６は、特定のローカルＤＮＳリゾ
ルバがマップされた現在のデータセンタについて取得されたネットワーク性能測定結果が
閾値を上回る場合、次いで、特定のローカルＤＮＳリゾルバを、現在のデータセンタの地
理的にごく近傍にないデータセンタに反射する必要がないと判断することができる。この
閾値は、固定値（たとえば、０．２秒未満の往復時間）、または相対的値（たとえば、マ
ップ２３０内のその他のマッピングのオペレーションサーバアドレスについての往復時間
の少なくとも７０％未満の往復時間）とすることができる。データセンタの地理的近傍を
、マイルでの直線距離、同市内に置かれたデータセンタ、同大陸内に置かれたデータセン
タなど、異なる形で判定することができる。たとえば、特定のローカルＤＮＳリゾルバが
マップされた現在のデータセンタについて取得されたネットワーク性能測定結果が閾値を
上回り、そして、現在のデータセンタが北米に置かれている場合、そのとき、特定のロー
カルＤＮＳリゾルバを、ヨーロッパまたはオーストラリアのデータセンタに反射する必要
はない。
【００５６】
　リフレクタＤＮＳサーバ２０８およびコレクタＤＮＳサーバ２１０は、２つの異なるＩ
Ｐアドレスを有し、ローカルＤＮＳリゾルバ２０４によって２つの異なるサーバとして見
られる。それでもなお、１つまたは複数の実施形態で、リフレクタＤＮＳサーバ２０８お
よびコレクタＤＮＳサーバ２１０を両方とも同一コンピューティングデバイスに実装し（
たとえば、複数のネットワークインターフェースを有し）、同一クロックを両方のサーバ
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２０８および２１０が使用することを可能にする。サーバ２０８および２１０の同一クロ
ックの使用を可能にすることは、２つの異なるデバイスからのクロックを同期化する必要
がないので、ネットワーク性能測定結果の取得を単純化する。あるいは、リフレクタＤＮ
Ｓサーバ２０８およびコレクタＤＮＳサーバ２１０を、２つの異なるコンピューティング
デバイス上に、これらの２つの異なるコンピューティングデバイス上のクロックを互いに
同期化しながら、実装することができる。
【００５７】
　本明細書に記載の技法を使用して取得されたネットワーク性能測定結果は、ローカルＤ
ＮＳリゾルバとデータセンタとの間のネットワーク性能測定結果であることに留意された
い。同様に、リゾルバからアドレスへのマップ２３０は、データセンタ内のオペレーショ
ンサーバのネットワークアドレスへのローカルＤＮＳリゾルバのマッピングである。ロー
カルＤＮＳリゾルバによって送信される特定のコンピューティングデバイスからのＤＮＳ
クエリに基づいて取得されるネットワーク性能測定結果は、任意の追加のコンピューティ
ングデバイスに対して使用可能であり、同一ローカルＤＮＳリゾルバを使用することもで
きる。したがって、同一ローカルＤＮＳリゾルバを使用する様々なコンピューティングデ
バイスが、同一ネットワークアドレスへとＤＮＳクエリを解決させることになる。たとえ
ば、コンピューティングデバイス２０２に加えて、複数の追加のコンピューティングデバ
イスが、ローカルＤＮＳリゾルバ２０４を使用してＤＮＳクエリを解決することができる
。これらの複数の追加のコンピューティングデバイスの各々、ならびにコンピューティン
グデバイス２０２は、同一ネットワークアドレスへと同一ＤＮＳクエリを解決させる。
【００５８】
　前述の議論で、リゾルバからアドレスへのマップ２３０を、トップレベルＤＮＳサーバ
２０６によって保持するものとして論じている。あるいは、マップ２３０を、リフレクタ
ＤＮＳサーバ、コレクタＤＮＳサーバ、または、様々なデータセンタ内の他のデバイスな
ど、他のデバイスによって保持することができる。マップ２３０を保持する方式に応じて
、マップのコピーを、異なるデバイスにわたって同期化することができる。たとえば、様
々なデータセンタ内のコレクタＤＮＳサーバはマップ２３０を保持することができ、特定
のコレクタＤＮＳサーバによってマップ２３０に行われた各変更を、その他のコレクタＤ
ＮＳサーバに通信する。マップ２３０をトップレベルＤＮＳサーバ２０６以外のデバイス
によって保持する実施形態では、ＤＮＳクエリ２１６内で要求されているネットワークア
ドレスを、サーバ２０６によって判定せず、サーバ２０６が返す応答２１８に組み込まな
いことを理解されたい。そうではなくて、ＤＮＳクエリ２１６内で要求されているネット
ワークアドレスを、別のデバイスによって判定することになる。たとえば、マップ２３０
を様々なデータセンタ内のコレクタＤＮＳサーバによって保持する場合、次いで、コレク
タＤＮＳサーバ２１０はＤＮＳクエリ２１６内で要求されているネットワークアドレスを
判定し、それゆえにネットワークアドレスをＤＮＳクエリ２２０および２２４に含まない
。
【００５９】
　加えて、前述の議論では、ＤＮＳクエリを、１つのリフレクタＤＮＳサーバおよび１つ
のコレクタＤＮＳサーバに反射するものとして論じている。しかし、本明細書で論じられ
るＤＮＳリフレクションを使用してネットワーク性能を測定する技法を、データセンタ内
の複数の異なるＤＮＳサーバにＤＮＳクエリを反射するために使用することができる。た
とえば、ローカルＤＮＳリゾルバ２０４をコレクタＤＮＳサーバ２１０に反射するのでは
なくて、ローカルＤＮＳリゾルバ２０４を、データセンタ２１２内の複数の異なるリフレ
クタＤＮＳサーバ２０８に反射することができる。これらの追加の反射についてのネット
ワーク性能測定結果を、測定結果の取得に関する前述の議論に類似して、取得することが
できる。さらに、本明細書で論じられるＤＮＳリフレクションを使用してネットワーク性
能を測定する技法を、複数の異なるデータセンタの複数の異なるリフレクタおよびコレク
タＤＮＳサーバにＤＮＳクエリを反射するために使用することができることを理解された
い。たとえば、要求されたネットワークアドレスを返すのではなくて、コレクタＤＮＳサ
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ーバ２１０は、ドメイン名に対応する追加のデータセンタのリフレクタＤＮＳサーバにロ
ーカルＤＮＳリゾルバ２０４からのＤＮＳクエリを反射することができる。この追加のデ
ータセンタについてのネットワーク性能測定結果を、前述のようにデータセンタ２１２に
ついて取得される測定結果と類似して、取得することができる。
【００６０】
　図２の議論で、リフレクタＤＮＳサーバ２０８およびコレクタＤＮＳサーバ２１０を、
別個のＤＮＳサーバとして論じる。ローカルＤＮＳリゾルバ２０４を通常は、リゾルバ２
０４がそのＤＮＳサーバから応答を受信した後に、同一ＤＮＳサーバにＤＮＳクエリを再
送しないように構成する。したがって、２つの異なるＤＮＳサーバ２０８および２１０を
図２で使用する。ローカルＤＮＳリゾルバ２０４は、リゾルバ２０４がＤＮＳサーバから
応答を受信した後に、同一ＤＮＳサーバへのＤＮＳクエリの再送をサポートすることにな
り、その場合、リフレクタＤＮＳサーバ２０８およびコレクタＤＮＳサーバ２１０は同一
ＤＮＳサーバとすることができる。
【００６１】
　図３は、１つまたは複数の実施形態によるＤＮＳリフレクションを使用したネットワー
ク性能の測定を実装するデバイスの例示的プロセス３００を示す流れ図である。プロセス
３００を、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、またはそれらの組合せに実装
することができる。プロセス３００を、１組の動作として示すが、様々な動作の操作を実
行するために示された順番に限定しない。プロセス３００は、ＤＮＳリフレクションを使
用したネットワーク性能の測定のための例示的プロセスであり、ＤＮＳリフレクションを
使用したネットワーク性能の測定の追加の議論が異なる図面を参照して本明細書に含まれ
る。
【００６２】
　プロセス３００で、トップレベルＤＮＳサーバは、ドメイン名に対応するネットワーク
アドレスについてのＤＮＳクエリを受信する（動作３０２）。このＤＮＳクエリをローカ
ルＤＮＳリゾルバから受信し、ドメイン名を通常は、前述のようにＵＲＬとして識別する
。要求されるネットワークアドレスは、前述のように、ＩＰアドレスあるいは別のアドレ
スとすることができる。
【００６３】
　トップレベルＤＮＳサーバは、別のサーバにローカルＤＮＳリゾルバを反射してネット
ワークアドレスを取得するローカルＤＮＳリゾルバに応答を返す（動作３０４）。この他
のサーバは、トップレベルＤＮＳサーバを含むデータセンタとは通常は（但し、その必要
はない）異なるデータセンタであるデータセンタ内に含まれるリフレクタＤＮＳサーバで
ある。
【００６４】
　リフレクタＤＮＳサーバが、ドメイン名に対応するネットワークアドレスのＤＮＳクエ
リを受信する（動作３０６）。動作３０６のこのＤＮＳクエリを、ローカルＤＮＳリゾル
バから受信し、動作３０６でこのＤＮＳクエリを受信するリフレクタＤＮＳサーバは、動
作３０４でトップレベルＤＮＳサーバが指示するリフレクタＤＮＳサーバである。
【００６５】
　リフレクタＤＮＳサーバは、さらに別のサーバにローカルＤＮＳリゾルバを反射してネ
ットワークアドレスを取得するローカルＤＮＳリゾルバに応答を返す（動作３０８）。ロ
ーカルＤＮＳリゾルバが反射される先のこの他のサーバは、リフレクタＤＮＳサーバと同
じデータセンタに含まれるコレクタＤＮＳサーバである。あるいは、１つまたは複数のリ
フレクタＤＮＳサーバは、リフレクタＤＮＳサーバが最終的にローカルＤＮＳリゾルバを
コレクタＤＮＳサーバに反射する前に、別のリフレクタＤＮＳサーバにローカルＤＮＳリ
ゾルバを反射することができる。
【００６６】
　コレクタＤＮＳサーバが、ドメイン名に対応するネットワークアドレスのＤＮＳクエリ
を受信する（動作３１０）。動作３１０のこのＤＮＳクエリをローカルＤＮＳリゾルバか
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ら受信し、動作３１０でこのＤＮＳクエリを受信するコレクタＤＮＳサーバは、動作３０
８でリフレクタＤＮＳサーバにが指示するコレクタＤＮＳサーバである。
【００６７】
　コレクタＤＮＳサーバが、ローカルＤＮＳリゾルバに、ドメイン名に対応する要求され
たネットワークアドレスを含む応答を返す（動作３１２）。コレクタＤＮＳサーバは、前
述のように、コレクタＤＮＳサーバによって受信されるＤＮＳクエリに組み込まれたもの
としてネットワークアドレスを識別すること、ネットワークアドレスの表または他の記録
にアクセスすることによってなど、異なる形でネットワークアドレスを識別することがで
きる。コレクタＤＮＳサーバによって返される応答が実際にＤＮＳリフレクションオペレ
ーションを終了させるので、動作３１０で受信されるクエリを、最終ＤＮＳクエリとも呼
び、動作３１２での応答の返信を、最終ＤＮＳ応答とも呼ぶ。
【００６８】
　加えて、リフレクタＤＮＳサーバおよびコレクタＤＮＳサーバの両方でのローカルＤＮ
Ｓリゾルバとの間の通信を、ネットワーク性能測定結果を判定するために使用する（動作
３１４）。これらのネットワーク性能測定結果は、ローカルＤＮＳリゾルバとリフレクタ
ＤＮＳサーバおよびコレクタＤＮＳサーバの両方を含むデータセンタの間の通信のネット
ワーク性能の測定結果である。異なるネットワーク性能測定結果を、前述のように往復時
間およびパケット損失情報など、動作３１４で識別することができる。
【００６９】
　したがって、本明細書で論じられるＤＮＳリフレクションを使用してネットワーク性能
を測定する技法は、ＤＮＳシステムを活用して、ローカルＤＮＳリゾルバとデータセンタ
の間の実際の通信に基づくネットワーク性能測定結果を取得することが理解されよう。Ｄ
ＮＳクエリの別のサーバへの反射を、それらの正規のオペレーションの部分として標準的
なローカルＤＮＳリゾルバによってサポートし、それゆえに、本明細書で論じられるＤＮ
Ｓリフレクションを使用してネットワーク性能を測定する技法をサポートするために、標
準的な既存のローカルＤＮＳリゾルバへの改変を行う必要はない。さらに、ローカルＤＮ
Ｓリゾルバを、それらが他の点で応答するように構成するようになるのではない追加の要
求（ｐｉｎｇ要求など）に応答するように構成する必要はない。
【００７０】
　さらに、本明細書で論じられるＤＮＳリフレクションを使用してネットワーク性能を測
定する技法を、ＤＮＳ解決プロセスで使用する。データセンタのオペレーションサーバが
保持するデータの要求および／または要求への応答は通常は、影響されない。言い換えれ
ば、本明細書で論じられるＤＮＳリフレクションを使用してネットワーク性能を測定する
技法は、データセンタのオペレーションサーバから要求されるデータを取得する際にどの
サーバをアクセスするかではなく、ＤＮＳクエリを解決するときにどのサーバをアクセス
するかに影響を与える。
【００７１】
　図４は、１つまたは複数の実施形態によるＤＮＳリフレクションを使用したネットワー
ク性能の測定を実装するように構成可能な例示的コンピューティングデバイス４００を示
す。コンピューティングデバイス４００は、たとえば、図１のコンピューティングデバイ
ス１０２もしくは図２のコンピューティングデバイス２０２とすることができ、または、
図１のローカルＤＮＳリゾルバ１０４、ＤＮＳサーバ１１０、およびオペレーションサー
バ１１２のいずれか、もしくは、図２のリゾルバ２０４、トップレベルＤＮＳサーバ２０
６、リフレクタＤＮＳサーバ２０８、およびコレクタＤＮＳサーバ２１０のいずれかを実
装するために使用可能である。
【００７２】
　コンピューティングデバイス４００は、１つまたは複数のプロセッサまたは処理ユニッ
ト４０２、１つまたは複数のメモリおよび／またはストレージ構成要素４０６を含むこと
ができる１つまたは複数のコンピュータ可読媒体４０４、１つまたは複数の入力／出力（
Ｉ／Ｏ）デバイス４０８、ならびに、様々な構成要素およびデバイスが互いに通信できる
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ようにするバス４１０を含む。コンピュータ可読媒体４０４および／または１つもしくは
複数のＩ／Ｏデバイス４０８を、コンピューティングデバイス４００の部分として含むこ
とができ、あるいはそれに結合することができる。バス４１０は、メモリバスもしくはメ
モリコントローラ、周辺バス、加速グラフィックポート、プロセッサもしくはローカルバ
ス、および、様々な異なるバスアーキテクチャを使用するその他のものを含む、いくつか
のタイプのバス構造体のうちの１つもしくは複数を表す。バス４１０は、ワイヤードおよ
び／またはワイヤレスバスを含むことができる。
【００７３】
　メモリ／ストレージ構成要素４０６は、１つまたは複数のコンピュータストレージ媒体
を表す。構成要素４０６は、揮発性媒体（ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）など）およ
び／または非揮発性媒体（読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、フラッシュメモリ、光ディスク
、磁気ディスクなど）を含むことができる。構成要素４０６は、固定媒体（たとえば、Ｒ
ＡＭ、ＲＯＭ、固定ハードドライブなど）ならびに取外し可能な媒体（たとえば、フラッ
シュメモリドライブ、取外し可能なハードドライブ、光ディスクなど）を含むことができ
る。
【００７４】
　本明細書で論じる技法を、１つまたは複数の処理ユニット４０２によって実行される命
令を有する、ソフトウェアで実装することができる。異なる命令が、処理ユニット４０２
内、処理ユニット４０２の様々なキャッシュメモリ内、デバイス４００（図示せず）の他
のキャッシュメモリ内、他のコンピュータ可読媒体内など、コンピューティングデバイス
４００の異なる構成要素内に記憶可能であることを理解されたい。加えて、命令がコンピ
ューティングデバイス４００内で記憶される場所は経時的に変化し得ることを理解された
い。
【００７５】
　１つまたは複数の入力／出力デバイス４０８は、ユーザがコンピューティングデバイス
４００にコマンドおよび情報を入力できるようにし、そしてまた情報がユーザおよび／ま
たは他の構成要素もしくはデバイスに提示されることを可能にする。入力デバイスの例は
、キーボード、カーソル制御デバイス（たとえば、マウス）、マイクロフォン、スキャナ
などを含む。出力デバイスの例は、表示デバイス（たとえば、モニタもしくはプロジェク
タ）、スピーカ、プリンタ、ネットワークカードなどを含む。
【００７６】
　様々な技法を、ソフトウェアもしくはプログラムモジュールの一般的状況において本明
細書で説明することができる。一般に、ソフトウェアは、特定のタスクを実行するまたは
特定の抽象データタイプを実装する、ルーチン、プログラム、オブジェクト、構成要素、
データ構造体などを含む。これらのモジュールおよび技法の実装を、ある種の形態のコン
ピュータ可読媒体に記憶することができ、またはそれらを介して送信することができる。
コンピュータ可読媒体は、コンピューティングデバイスによってアクセス可能な任意の利
用可能な媒体とすることができる。例として、そして限定ではなく、コンピュータ可読媒
体は、「コンピュータストレージ媒体」および「通信媒体」を含むことができる。
【００７７】
　「コンピュータストレージ媒体」は、コンピュータ可読命令、データ構造体、プログラ
ムモジュール、または他のデータなどの情報の記憶のための任意の方法または技術で実装
される揮発性および非揮発性、取外し可能なおよび取外し不可能な媒体を含む。コンピュ
ータストレージ媒体を、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリもしくは他の
メモリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）もしくは他の光ストレー
ジ、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスクストレージもしくは他の磁気ストレージデ
バイス、または、所望の情報を記憶するために使用することができる、そしてコンピュー
タによってアクセス可能な、任意の他の媒体を含むが、これらに限定しない。
【００７８】
　「通信媒体」は通常は、搬送波もしくは他の移送機構などの変調されたデータ信号でコ
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ンピュータ可読命令、データ構造体、プログラムモジュール、または、他のデータを具現
化する。通信媒体はまた、任意の情報配信媒体を含む。「変調されたデータ信号」という
用語は、信号内の情報をコード化するような方式でその特徴のうちの１つまたは複数をセ
ットまたは変更される信号を意味する。例として、限定ではなく、通信媒体は、ワイヤー
ドネットワークまたはダイレクトワイヤード接続などのワイヤード媒体と、音響、ＲＦ、
赤外線、および他のワイヤレス媒体などのワイヤレス媒体とを含む。前述のいずれかの組
合せもまた、コンピュータ可読媒体の範囲に含まれる。
【００７９】
　概して、本明細書に記載の機能または技法のいずれも、ソフトウェア、ファームウェア
、ハードウェア（たとえば、固定論理回路）、マニュアル処理、またはこれらの実装の組
合せを使用し、実装することができる。本明細書で使用される「モジュール」および「構
成要素」という用語は概して、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、またはそ
れらの組合せを表す。ソフトウェア実装の場合、モジュールまたは構成要素は、プロセッ
サ（たとえば、１つまたは複数のＣＰＵ）で実行されるときに指定されたタスクを実行す
るプログラムコードを表す。プログラムコードを、そのさらなる説明を図４を参照して見
ることができる１つまたは複数のコンピュータ可読メモリデバイスに記憶することができ
る。本明細書に記載のＤＮＳリフレクションを使用してネットワーク性能を測定する技法
の特徴は、プラットフォームに依存しないことであり、その技法が様々なプロセッサを有
する様々な商用計算プラットフォームに実装可能であることを意味する。
【００８０】
　本主題を構造的特徴および／または方法論的動作に特有の言語で説明するが、添付の特
許請求の範囲で定義される主題は前述の特定の特徴または動作に必ずしも限定しないこと
を理解されたい。そうではなくて、前述の特定の特徴および動作を、本特許請求の範囲を
実装する例示的形態として開示する。

【図１】 【図２】
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