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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
プログラム実行サービス（ＰＥＳ）プラットフォームのデータセンタを選択するシステ
ムであって、
前記システムは、ＰＥＳプラットフォームと、リソース割り当てシステムと、待ち時間
計算システムと、データセンタ管理システムと、を備え、
前記ＰＥＳプラットフォームは、複数のデータセンタを含み、計算リソースへのアクセ
スを取得する要求をユーザのコンピューティングデバイスから受信するように構成され、
前記リソース割り当てシステムは、前記コンピューティングデバイスの地理的位置を識
別し、前記複数のデータセンタから前記計算リソースを含む１組のデータセンタを判定す
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る、ように構成され、
前記待ち時間計算システムは、前記１組のデータセンタの各データセンタについて、前
記コンピューティングデバイスの前記地理的位置に少なくとも部分的に基づいて待ち時間
因子を計算するよう構成され、
前記リソース割り当てシステムは、
前記複数のデータセンタの前記待ち時間因子に少なくとも部分的に基づいて前記１組の
データセンタから複数のデータセンタを識別し、
前記複数のデータセンタに関連付けられた利用率および前記複数のデータセンタにアク
セスするためのアクセスルールに少なくとも部分的に基づいて前記複数のデータセンタか
ら１つのデータセンタを選択する、
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ようにさらに構成され、
前記アクセスルールは、エンティティに関連付けられ、前記エンティティに関連付けら
れた複数のユーザの所定数のユーザを含み、前記所定数のユーザは、前記データセンタに
て前記計算リソースへのアクセスを共有でき、前記複数のユーザは、前記ユーザを含み、
前記データセンタ管理システムは、前記コンピューティングデバイスの前記ユーザが、
前記データセンタの前記計算リソースにアクセスするのを許可するように構成される、
システム。
【請求項２】
前記待ち時間計算システムは、
前記コンピューティングデバイスの前記地理的位置および前記データセンタの地理的位
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置に基づいて前記コンピューティングデバイスと前記データセンタとの間の距離を計算し
、
前記コンピューティングデバイスと前記データセンタとの間の前記距離に少なくとも部
分的に基づいて前記待ち時間因子を判定する、
ことによって前記待ち時間因子を計算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】
前記待ち時間計算システムは、
１つ以上の待ち時間試験を前記コンピューティングデバイスと前記データセンタとの間
で実行し、
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前記１つ以上の待ち時間試験の結果に少なくとも部分的に基づいて前記待ち時間因子を
判定する、
ことによって前記待ち時間因子を計算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４】
前記待ち時間計算システムは、
前記コンピューティングデバイスに最も近いネットワークホップを識別し、
前記データセンタと前記ネットワークホップとの間の履歴待ち時間情報を検索し、
前記履歴待ち時間情報に少なくとも部分的に基づいて前記待ち時間因子を判定する、
ことによって前記待ち時間因子を計算するようにさらに構成される、
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請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
前記待ち時間計算システムは、
前記コンピューティングデバイスの前記地理的位置および前記データセンタの地理的位
置に基づいて前記コンピューティングデバイスと前記データセンタとの間の距離を計算し
、
前記コンピューティングデバイスと前記データセンタとの間の前記距離に基づいて第１
の待ち時間因子を判定し、
１つ以上の待ち時間試験を前記コンピューティングデバイスと前記データセンタとの間
で実行し、第２の待ち時間因子を判定し、
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前記コンピューティングデバイスに最も近いネットワークホップを識別し、
前記データセンタと前記ネットワークホップとの間の履歴待ち時間情報を検索し、
前記第１の待ち時間因子、前記第２の待ち時間因子および前記履歴待ち時間情報に少な
くとも部分的に基づいて前記待ち時間因子を計算する、
ことによって前記待ち時間因子を計算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６】
前記待ち時間因子を計算することは、前記第１の待ち時間因子、前記第２の待ち時間因
子および前記履歴待ち時間情報の１つ以上を重み付けすることをさらに含む、
請求項５に記載のシステム。
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【請求項７】
前記リソース割り当てシステムは、さらに、
前記コンピューティングデバイスの前記地理的位置の閾値距離内のデータセンタを識別
し、
前記コンピューティングデバイスの前記地理的位置の前記閾値距離内で識別された前記
データセンタから前記計算リソースを含む前記１組のデータセンタを識別する、
ことによって前記１組のデータセンタを識別するように構成される、
請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
前記リソース割り当てシステムは、さらに、前記ユーザがアクセスする権限が与えられ

10

るデータセンタから前記１組のデータセンタを識別するように構成される、
請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
前記待ち時間因子は、少なくとも部分的に、前記コンピューティングデバイスと前記デ
ータセンタとの間の通信待ち時間に相関する、
請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
計算リソースへのアクセスを取得する要求を、複数のデータセンタを含むＰＥＳプラッ
トフォームにて、ユーザのコンピューティングデバイスから受信するステップと、
前記コンピューティングデバイスの地理的位置を識別するステップと、
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前記複数のデータセンタから、前記計算リソースを含む１組のデータセンタを判定する
ステップと、
前記１組のデータセンタの各データセンタについて、前記コンピューティングデバイス
の前記地理的位置に少なくとも部分的に基づいて待ち時間因子を計算するステップと、
前記複数のデータセンタの各々の前記待ち時間因子に少なくとも部分的に基づいて前記
１組のデータセンタから複数のデータセンタを識別し、前記複数のデータセンタの各々の
前記待ち時間因子は、待ち時間閾値レベル未満であり、前記１組のデータセンタの他のデ
ータセンタの少なくともいくつかより低いステップと、
前記複数のデータセンタの前記データセンタに関連付けられた利用率に少なくとも部分
的に基づいて前記複数のデータセンタから１つのデータセンタを選択するステップと、
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アクセスルールにアクセスするステップであって、前記アクセスルールは、エンティテ
ィに関連付けられ、前記エンティティに関連付けられた複数のユーザの所定数のユーザを
含み、前記所定数のユーザは、前記データセンタにて前記計算リソースへのアクセスを共
有でき、前記複数のユーザは、前記ユーザを含むステップと、
前記コンピューティングデバイスの前記ユーザが前記データセンタにて前記計算リソー
スにアクセスするのを許可するステップが、前記アクセスルールに違反するか否かを判定
するステップと、
前記アクセスルールが、前記ユーザが前記データセンタにて前記計算リソースにアクセ
スするのを許可するステップによって違反されていないという判定に応答して、前記コン
ピューティングデバイスの前記ユーザが前記データセンタにて前記計算リソースにアクセ
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スするのを許可し、それにより、前記ユーザが、前記計算リソースにアクセスすることを
可能にし、同時に、前記１組のデータセンタの前記他のデータセンタの前記少なくともい
くつかから前記計算リソースにアクセスすることと比較して前記ユーザに及ぼす待ち時間
の影響を低減するステップと、
前記アクセスルールが違反されているという判定に応答して、前記複数のデータセンタ
から代わりのデータセンタを選択するステップと、
を含む方法。
【請求項１１】
前記待ち時間因子を各データセンタについて計算するステップは、
前記コンピューティングデバイスの前記地理的位置および前記データセンタの地理的位
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置に基づいて前記コンピューティングデバイスと前記データセンタとの間の距離を計算す
るステップと、
前記コンピューティングデバイスと前記データセンタとの間の前記距離に基づいて第１
の待ち時間因子を判定するステップと、
１つ以上の待ち時間試験を前記コンピューティングデバイスと前記データセンタとの間
で実行し、第２の待ち時間因子を判定するステップと、
前記コンピューティングデバイスに最も近いネットワークホップを識別するステップと
、
前記データセンタと前記ネットワークホップとの間の履歴待ち時間情報を検索するステ
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ップと、
前記第１の待ち時間因子、前記第２の待ち時間因子および前記履歴待ち時間情報に少な
くとも部分的に基づいて前記待ち時間因子を計算するステップと、
を含む、
請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
前記コンピューティングデバイスに最も近いネットワークホップを識別するステップは
、前記コンピューティングデバイスに最も近い公衆ネットワークホップを識別するために
ルックアップテーブルにアクセスするステップを含む、
請求項１１に記載の方法。
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【請求項１３】
前記計算リソースを含む前記１組のデータセンタを判定するステップは、
前記コンピューティングデバイスの前記地理的位置の閾値距離内のデータセンタを識別
するステップと、
前記コンピューティングデバイスの前記地理的位置の前記閾値距離内で識別された前記
データセンタから前記計算リソースを含む前記１組のデータセンタを識別するステップと
、
を含む、
請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
前記計算リソースを含む前記１組のデータセンタを判定するステップは、前記計算リソ
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ースにアクセスできるデータセンタを識別するステップを含む、
請求項１０に記載の方法。
【請求項１５】
前記計算リソースは、前記ユーザが前記ＰＥＳプラットフォームによって提供された複
数のサービスにアクセスするのを可能にする仮想デスクトップを含む、
請求項１０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
40

関連出願
[0001]本出願は、２０１３年３月１１日出願の、「ＡＵＴＯＭＡＴＥＤ
ＥＮＴＥＲ

ＤＡＴＡ

Ｃ

ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ」という名称の米国特許出願第１３／７９４，５９５号

の優先権を主張するものであり、この特許の開示全体は、参照により本明細書に組み入れ
られる。さらに、本出願は、以下の出願、即ち、２０１３年３月１１日出願の、「ＡＵＴ
ＯＭＡＴＥＤ

ＤＥＳＫＴＯＰ

ＰＬＡＣＥＭＥＮＴ」という名称の米国特許出願第１３

／７９４，４９０号、２０１３年３月１１日出願の、「ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ
ＫＥＴＰＬＡＣＥ

ＦＯＲ

ＶＩＲＴＵＡＬ

ＭＡＲ

ＤＥＳＫＴＯＰＳ」という名称の米国特許

出願第１３／７９４，６００号、および、２０１３年３月１１日出願の、「ＡＵＴＯＭＡ
ＴＥＤ

ＤＡＴＡ

ＳＹＮＣＨＲＯＮＩＺＡＴＩＯＮ」という名称の米国特許出願第１３

／７９４，５１５号に関する、これらの特許の各々の開示全体は、参照により本明細書に
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組み入れられる。
【背景技術】
【０００２】
[0002]企業および組織は、多数のコンピューティングシステムを相互接続してそれらの
動作をサポートするコンピュータネットワークを運用している。コンピューティングシス
テムは、単一の地理的な場所（例えば、ローカルネットワークの一部として）に位置する
ことができるか、又は、複数の異なった地理的な位置（例えば、１つ以上のプライベート
又はパブリック中間ネットワークを介して接続）に位置することができる。データセンタ
は、例えば、単一の組織によって運用されるプライベートデータセンタなど、有意な数の
相互接続したコンピューティングシステム、および、計算リソースを顧客に提供するため
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にサードパーティによって運用されるパブリックデータセンタを収容し得る。パブリック
およびプライベートデータセンタは、データセンタ、組織、又は、他の顧客によって所有
されるハードウェアのためのネットワークアクセス、電力、ハードウェアリソース（例え
ば、コンピューティングおよび記憶）、および、セキュアな据付設備を提供し得る。いく
つかのデータセンタが、単一のプログラム実行サービス（ＰＥＳ）の一部として、さらに
構成され、該プログラム実行サービス（ＰＥＳ）は、ＰＥＳの顧客によるデータセンタの
リソースの利用を容易にすることができる。
【０００３】
[0003]データセンタリソースの利用の増大を容易にするために、仮想化技術が、単一の
物理コンピューティングマシンが、接続されたコンピュータユーザに対して独立したコン
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ピュータマシンとして登場しかつ動作する仮想マシンの１つ以上のインスタンスに対応す
ることを可能にし得る。仮想化で、単一の物理コンピューティングデバイスは、仮想マシ
ンを動的に作成、維持、又は、削除することができる。同様に、ユーザは、コンピュータ
リソースをデータセンタに要求することができ、かつ、ユーザに、異なる数の仮想マシン
リソースを「必要に応じて」、又は、少なくとも「要求されるように」提供することがで
きる。
【０００４】
[0004]データセンタの規模および範囲が増大したために、データセンタの物理および仮
想計算リソースのプロビジョニング、管理、および運営のタスクがますます複雑になった
30

。
【０００５】
[0005]図面を通して、参照番号は、参照する要素間の一致を示すために再利用する。図
面を提示するが、本明細書で説明する本発明の主題の実施形態を例示するためであり、そ
の範囲を制限するためではない。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１Ａ】通信ネットワークを介して計算リソースをマルチユーザコンピューティングシ
ステムに提供することができるプログラム実行サービス環境の実施例を例示する図である
。
【図１Ｂ】通信ネットワークを介して計算リソースをマルチユーザコンピューティングシ
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ステムに提供することができるプログラム実行サービス環境の更なる実施例を例示する図
である。
【図２】一部の実施形態では、プログラム実行サービス環境の一部として含むことができ
るアプリケーション市場の実施例を例示する図である。
【図３】一部の実施形態では、プログラム実行サービス環境の一部として含むことができ
るデータセンタの実施例を例示する図である。
【図４Ａ】一部の実施形態では、プログラム実行サービス環境の一部として含むことがで
きる対応されたコンピューティング環境リソース割り当てシステムの実施例を例示する図
である。
【図４Ｂ】一部の実施形態では、データセンタの一部として含めることができるデータセ
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ンタリソース割り当てシステムの実施例を例示する図である。
【図５】一部の実施形態では、データセンタのデータセンタコンピュータによって対応す
ることができるインスタンスの実施例を例示する図である。
【図６】データセンタ選択プロセスの実施例を例示する図である。
【図７】待ち時間因子計算プロセスの実施例を例示する図である。
【図８】デスクトップ配置構成プロセスの実施例を例示する図である。
【図９】デスクトッププロビジョニングプロセスの実施例を例示する図である。
【図１０】アプリケーション市場を介してアプリケーションにアクセスするプロセスの実
施例を例示する図である。
【図１１】ファイル同期システムの実施例を例示する図である。
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【図１２】ファイルの同期プロセスの実施例を例示する図である。
【図１３】仮想デスクトップインスタンスとの既存の接続を介したファイルの同期プロセ
スの実施例を例示する図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
Ｉ．はじめに
[0021]従来のデスクトップコンピューティング環境では、ユーザは、典型的には、ユー
ザの机の近くに物理的に位置するデスクトップコンピュータのコンピューティング又はス
トレージリソースにアクセスする。デスクトップコンピュータは、ユーザがデスクトップ
コンピュータによって実行することができるアプリケーション（例えば、ワープロアプリ
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ケーション、電子メールアプリケーションなど）にアクセスすることを可能にするディス
プレイおよびデータ入力デバイス（例えば、キーボードおよびマウス）に接続することが
できる。ラップトップコンピューティング環境は、携帯型ラップトップコンピュータがデ
スクトップコンピュータの代わりに使用されることを除き、デスクトップコンピューティ
ング環境と概ね類似のものである。従来のデスクトップ又はラップトップコンピューティ
ング環境の短所としては、ユーザがアクセスすることができるのはデスクトップ又はラッ
プトップコンピュータ上に記憶されているアプリケーションのみである点、および、異な
るコンピューティングプラットフォーム全体にわたってアプリケーション、又は、データ
を簡単に共用することができない点が挙げられる。広範囲にわたる固定および携帯型のコ
ンピューティングデバイス（例えば、デスクトップ、ラップトップ、タブレット、スマー
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トフォン、電子ブックリーダなど）の使用の増大で、ユーザは、これらのプラットフォー
ムの各々上で同じアプリケーションおよびデータにアクセスすることを望む場合がある。
例えば、ユーザは、ワープロアプリケーションを使用してユーザの会社内に位置するユー
ザのデスクトップコンピュータで文書を編集したいと思う場合がある。ユーザは、その後
、航空機の接続を待ちながら空港でユーザのラップトップで文書を編集し続けたいと思う
場合がある。その後、飛行機内に、又は、会議に向かうタクシーの中にいる間、ユーザは
、スマートフォンで文書を見るか、又は、編集したいと思う場合がある。これらの状況（
又はその他）では、ユーザは、同じワープロアプリケーションを使用し、同じ文書をシー
ムレスに編集して、（各装置の計算上および物理的な制約に従って）各コンピューティン
グデバイスと対話するときに類似のユーザ体験を持ちたいと思う場合がある。つまり、ユ
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ーザは、ユーザがどこにいようと、また、ユーザがどんなコンピューティングデバイスを
その瞬間に使用していようと、ユーザのアプリケーションおよびデータへのユーザアクセ
スを可能にする「仮想デスクトップ」を持ちたいと思う場合がある。
【０００８】
[0022]本出願は、ユーザが各個のコンピューティングデバイス上に記憶された個々のア
プリケーションおよびデータにアクセスすることによってよりもむしろ、ユーザが、アプ
リケーションおよびデータに対応するプログラム実行サービス（時には、「クラウドコン
ピューティング」サービスと呼ばれる）との接続を使用することによって広範囲にわたる
コンピューティングデバイス全体にわたってアプリケーションおよびデータへのアクセス
を達成することができるシステムおよび方法の実施例を説明する。様々な実行例では、こ
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のプログラム実行サービスは、ユーザが自分たちのコンピューティングデバイスで使用し
たいアプリケーションを買うか、又は、レンタルすることができるアプリケーション市場
を提供することができる。プログラム実行サービスは、また、ユーザが、ユーザのコンピ
ューティングデバイスの全てにわたって自動的に同期されるデータにアクセスすることを
可能にするデータストレージを提供することができる。様々なクラウド対応の実行例の詳
細な実施例をここで説明する。
【０００９】
[0023]プログラム実行サービス（ＰＥＳ）の一部として含まれるデータセンタのコンピ
ュータシステムによって対応されるか、又は、提供される計算リソースへのアクセスを提
供するシステムおよび方法の実施例を本明細書で説明する。図１Ａは、通信ネットワーク
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１０６を介してマルチユーザコンピューティングシステム１０４に計算リソースを提供す
ることができるＰＥＳ環境１００の一実施例を例示する。
【００１０】
[0024]ＰＥＳ環境１００は、アプリケーションおよび／又は仮想デスクトップ環境への
アクセスを含むことができる、仮想マシンインスタンスなど計算リソースへのオンデマン
ドのアクセスを提供するＰＥＳプラットフォーム１２０（ＰＥＳ１２０という場合がある
）を含む。図９に関してさらに詳細に説明するように、計算リソースは、１組のデスクト
ップ配置ルールおよび／又は１組の計算リソース配置ルールに基づいて立ち上げられ得る
か、又は、その他の方法でインスタンス化され得る。
【００１１】
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[0025]ＰＥＳプラットフォーム１２０は、永久的に又は必要に応じてアプリケーション
を実行する計算リソースを提供することができる。ＰＥＳプラットフォーム１２０によっ
て提供される計算リソースとしては、データ処理リソース、データストレージリソース、
データ通信リソース、アプリケーションリソース、ファイル管理リソース、ユーザ認証リ
ソース、仮想デスクトップリソースなど様々な形式のリソースを挙げることができる。そ
のようなものと限定されるものではないが、仮想デスクトップリソースは、ＰＥＳプラッ
トフォーム１２０と通信するために使用されたユーザコンピューティングシステム１０４
上に記憶および／又は対応されるのとは対照的に、ＰＥＳプラットフォーム１２０上に記
憶および／又は対応されるファイルおよび／又はアプリケーションと相互作用するインタ
ーフェースを含むことができる。仮想デスクトップリソースは、オペレーティングシステ
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ムと関連づける（又は、オペレーティングシステムをエミュレートする）ことができる。
例えば、ウィンドウズアプリケーションを実行するように構成可能なウィンドウズ仮想デ
スクトップがあり得る。仮想デスクトップは、ユーザが、例えば、アプリケーション、フ
ァイル管理プログラムおよび／又はファイルストレージなどのＰＥＳプラットフォームに
よって提供されるサービスにアクセスすることを可能にすることができる。
【００１２】
[0026]場合によっては、仮想デスクトップは、ユーザコンピューティングシステム１０
４のデスクトップと全く同じであり得るか、又は、全く同じように見え得る。例えば、仮
想デスクトップは、ＰＥＳプラットフォーム１２０を介して利用可能なアプリケーション
リソースへのアクセスを提供し得、かつ、グラフィックインタフェースを介してＰＥＳプ
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ラットフォーム１２０にて記憶されたファイルを管理するファイル管理機能を提供し得る
。場合によっては、仮想デスクトップは、アプリケーションなど単一のリソースへのアク
セスを提供するように構成され得る。場合によっては、仮想デスクトップは、データセン
タ１０２のコンピューティングシステム上でアクセス可能であるグラフィックコンテナで
ある。このコンテナはユーザコンピューティングシステム１０４にストリーミングされ得
、かつ、ファイル管理プログラムおよびファイルストレージに関連付けられ得る。さらに
、場合によっては、仮想デスクトップは、ユーザコンピューティングシステム１０４上の
ユーザコンピューティングシステム１０４上でアクセス可能であるアプリケーションであ
り得る。他の場合、仮想デスクトップは、データセンタ１０２のコンピューティングシス
テムとの通信を確立することによってアクセスされ得、該コンピューティングシステムは
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、仮想デスクトップ用グラフィックインタフェースをユーザコンピューティングシステム
１０４にストリーミングすることができる。仮想デスクトップは、ブラウザを介して典型
的にはアクセスされないが、場合によっては、仮想デスクトップとのグラフィックインタ
フェースが、ウェブブラウザを介して提示され得る。
【００１３】
[0027]各形式の計算リソースは、汎用であり得るか、又は、いくつかの特定の構成で利
用可能であり得る。例えば、データ処理リソースは、仮想マシンインスタンスとして利用
可能であり得る。場合によっては、計算リソースは、オペレーティングシステムで構成さ
れた仮想マシンによる計算ノードであり得る。計算ノードは、サーバなどの物理コンピュ
ーティングデバイス上で実行され得る。インスタンスは、Ｗｅｂサーバ、アプリケーショ

10

ンサーバ、メディアサーバ、データベースサーバなどを含め、アプリケーションを実行す
るように構成され得る。データストレージリソースとしては、ファイルストレージデバイ
ス、ブロック記憶デバイスなどを挙げることができる。アプリケーションリソースとして
は、レンタルおよび／又は購入されるアプリケーションを挙げることができる。さらに、
アプリケーションリソースとしては、実行中にＰＥＳプラットフォーム１２０によって対
応され、および／又は、実行中にユーザコンピューティングシステム１０４に一時的に又
は永久にストリーミングされるアプリケーションを挙げることができる。
【００１４】
[0028]計算リソースの各形式又は構成は、多くのプロセッサ、多量のメモリおよび／又
は大規模な記憶容量から成る大規模なリソース、および、より少しのプロセッサ、より小
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規模のメモリ容量および／又はより小規模な記憶容量から成る小規模なリソースなど、異
なるサイズで利用可能であり得る。顧客は、例えば、いくつかの小規模な処理リソースを
Ｗｅｂサーバとして、および／又は１つの大規模な処理リソースをデータベースサーバと
して割り当てることを選び得る。
【００１５】
[0029]ＰＥＳプラットフォーム１２０は、いくつかのデータセンタ類１０２Ａ〜１０２
Ｎ（本明細書では単数形で「データセンタ１０２」と、又は、複数形で「データセンタ類
１０２」と呼ぶ場合がある）を含む対応するコンピューティング環境１１４を含み，該デ
ータセンタ類は、ユーザ又は顧客に上述の計算リソースへのアクセスを提供する。対応す
るコンピューティング環境およびデータセンタ類の更なる実施例が、２０１１年１月４日
に付与された、「Ｃｏｎｆｉｇｕｒｉｎｇ
ｅｎ

Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ
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Ｂｅｔｗｅ

Ｎｏｄｅｓ」という名称の、米国特許第７，８６５，５８６

号示されており、この特許は、全体が参照により本明細書に組み入れられる。一部の実例
では、対応するコンピューティング環境は、また、クラウドコンピューティング環境と呼
ぶ場合がある。
【００１６】
[0030]４個のデータセンタ１０２が例示されているが、ＰＥＳプラットフォーム１２０
は、１個のデータセンタ、１０個のデータセンタ、又は、５０個のデータセンタなど、任
意の数のデータセンタを含み得る。さらに、データセンタ類１０２は、単一の対応するコ
ンピューティング環境１１４の一部として概念的に例示されているが、データセンタ類１
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０２は、地理的に異なる位置に位置し得る。例えば、データセンタ１０２Ａは、地理的地
域１２２Ａ内に位置し得、データセンタ類１０２Ｂおよび１０２Ｃは、地理的地域１２２
Ｂに位置し得、データセンタ１０２Ｎは、図１Ａでは例示されていないさらに別の地理的
地域に位置し得る。以下で説明するように、地理的地域１２２Ａ、１２２Ｂは、異なる都
市、郡、又は、州に、又は、異なる国にさえ位置する可能性がある。
【００１７】
[0031]データセンタ類１０２は、コンピュータシステムおよび関連のコンポーネントを
収容および操作するために利用される設備である。例えば、データセンタ１０２は、典型
的には、冗長およびバックアップ電源、通信、冷却、およびセキュリティシステムを含む
。ユーザに様々な計算リソースへのアクセスを提供する、本明細書で開示する概念および
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技術を実行するデータセンタ１０２の１つの例示的な構成を図３に関して以下で説明する
。
【００１８】
[0032]ＰＥＳプラットフォーム１２０の顧客および他のユーザは、ネットワーク１０６
でデータセンタ類１０２によって提供される計算リソースにアクセスし得る。ネットワー
ク１０６は、広域ネットワーク（ＷＡＮ）、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、セ
ルラーネットワークなどを含む任意の形式の有線又は無線ネットワークを含むことができ
る。さらに、場合によっては、ネットワーク１０６は、インターネットを含むことができ
る。さらに、場合によっては、ネットワーク１０６は、データセンタ類１０２をリモート
顧客又はユーザに接続する既知の任意の他のネットワーキングトポロジを含むことができ
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る。また、そのようなネットワークの組合せが、また、利用され得ることを認識されたい
。
【００１９】
[0033]図１Ａに例示するように、顧客又はユーザは、１つ以上のユーザコンピューティ
ングシステム１０４Ａ〜１０４Ｃ（本明細書では単数形で「ユーザコンピューティングシ
ステム１０４」と、又は、複数形で「ユーザコンピューティングシステム類１０４」と呼
ぶ場合がある）を介してＰＥＳプラットフォーム１２０と通信し得る。３つのユーザコン
ピューティングシステム１０４が例示されるが、ＰＥＳ環境１００は、任意の数のユーザ
コンピューティングシステム１０４を含み得る。さらに、ユーザコンピューティングシス
テム類１０４はＰＥＳプラットフォーム１２０にアクセスするためにユーザによって利用
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され得る任意の形式のコンピューティングシステムを含み得る。例えば、ユーザコンピュ
ーティングシステム１０４は、サーバコンピュータ、デスクトップ、又は、ラップトップ
パーソナルコンピュータ、タブレットコンピュータ、無線電話（例えば、スマートフォン
）、個人用携帯情報端末（ＰＤＡ）、電子ブックリーダ（例えば、ｅリーダ）、ゲームコ
ンソール、セットトップボックス、又は、ＰＥＳプラットフォーム１２０にアクセスする
ことができる任意の他のコンピューティングデバイスであり得る。
【００２０】
[0034]ユーザコンピューティングシステム類１０４の各々は、１つ以上の異なる地理的
地域１２２Ａ〜１２２Ｂに位置し得る。例えば、例示するように、ユーザコンピューティ
ングシステム１０４Ａは、地理的地域１２２Ａに位置し得、ユーザコンピューティングシ
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ステム類１０４Ｂおよび１０４Ｃは、地理的地域１２２Ｂに位置し得る。別の実施例とし
て、コンピューティングシステム１０４の各々は、独自の地理的地域１２２に位置し得る
か、又は、同じ地理的地域１２２に位置し得る。
【００２１】
[0035]各地理的地域１２２は、異なるサイズであり得る。例えば、地理的地域１２２は
、住宅、又は、ビル（例えば、企業、企業本部、又は、空港）であり得る。第２の実施例
として、地理的地域１２２は、１平方マイルなど地理的面積であり得る。場合によっては
、地理的地域１２２は、地政学的な境界に基づき得る。例えば、地理的地域１２２Ａは都
市、郡、州、又は、国であることができるし、地理的地域１２２Ｂは別の都市、郡、州、
又は、国であることができる。一部の実例では、地理的地域１２２は、少なくとも部分的
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に、ネットワーキング装置に基づいて画定され得る。例えば、地理的地域１２２Ａは、地
理的地域１２２Ａ内に位置するルータ（図示せず）の範囲に基づいて画定され得る。
【００２２】
[0036]ユーザコンピューティングシステム１０４は、ネットワーク１０６を介して、Ｐ
ＥＳプラットフォーム１２０、又は、そのデータセンタ類１０２と通信し得る。データセ
ンタ類１０２と通信することは、データセンタ類１０２のコンピュータシステムと通信す
ることを含み得る。例えば、ユーザコンピューティングシステム１０４が、データセンタ
コンピューティングシステム上で対応される仮想デスクトップ、又は、アプリケーション
にアクセスし得る。いくつかの接続プロトコルが、データセンタコンピューティングシス
テムにアクセスするために使用され得る。例えば、ユーザコンピューティングシステム１
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０４は、リモートデスクトッププロトコル（ＲＤＰ）対応の接続、又は、ユーザデータグ
ラムプロトコル（ＵＤＰ）対応の接続を使用してデータセンタのコンピュータシステムと
通信し得る。さらに、ユーザコンピューティングシステム１０４は、別のマシンによって
対応されるアプリケーションにアクセスするか、又は、該アプリケーションをストリーミ
ングする任意のプロトコルを使用してデータセンタにて対応されるアプリケーションイン
スタンスにアクセスし得る。例えば、ユーザコンピューティングシステム１０４は、Ａｐ
ｐ−Ｖ（ワシントン州レドモンドのマイクロソフト社入手可能）、又は、ＴｈｉｎＡｐｐ
（カリフォルニア州パロアルトのＶＭｗａｒｅ社から入手可能）などのアプリケーション
仮想化又はアプリケーションストリーミングソフトウェアを使用することによってデータ
センタ上で対応されるアプリケーションにアクセスし得る。
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【００２３】
Ａ．データセンタ選択
[0037]先述したように、ユーザコンピューティングシステム１０４は、ＰＥＳプラット
フォーム１２０にアクセスして様々な計算リソースへのアクセスを取得し得る。典型的に
は、ＰＥＳプラットフォーム１２０との通信は、単一のデータセンタ１０２と通信するこ
とによって行われる。が、場合によっては、ユーザコンピューティングシステム１０４は
、複数のデータセンタ類１０２と通信し得る。論じる内容を簡素化するために、かつ、特
記がない限り、本明細書で説明する実施例は、ユーザコンピューティングシステム１０４
が単一のデータセンタ１０２で所与の時点にて通信していると想定することになる。しか
しながら、異なる時点にて、ユーザコンピューティングシステム１０４は、特にユーザコ
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ンピューティングシステム１０４が異なる地理的地域１２２に移動したか、又は、異なる
計算リソースにアクセスしようとしているときに異なるデータセンタ類１０２と通信し得
る。
【００２４】
[0038]場合によっては、ユーザは、通信するデータセンタ１０２を選択し得る。ユーザ
によって選択されたデータセンタ１０２は、最適下限であり得ることが多い。例えば、ユ
ーザによって選択されたデータセンタ１０２は、最低の待ち時間接続を提供しない場合が
ある。さらに、ユーザによって選択されたデータセンタ１０２は、ユーザがアクセスする
ことを望む１つ以上の計算リソースを含んでいない場合がある。
【００２５】
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[0039]待ち時間の低減又は最小の待ち時間を提供する接続上でユーザコンピューティン
グシステム１０４と通信することができるデータセンタ１０２を自動的に選択するシステ
ムおよび方法の実施例を本明細書で説明する。場合によっては、接続の待ち時間は、所与
の時点にて他のデータセンタとの接続部と比較して低減されていないか、又は、最小では
ない場合があるが、一定期間にわたって低減されるか、又は、最小であり得る。さらに、
一部の実例では、選択したデータセンタ１０２は、絶対最小待ち時間接続を提供しない場
合があるが、待ち時間閾値レベル未満である待ち時間接続を提供し得る。場合によっては
、システムは、少なくとも部分的に、データセンタとユーザコンピューティングシステム
間の通信チャネルの待ち時間に相関する１つ以上の待ち時間因子の計算に基づいてデータ
センタを選択することができる。さらに、選択したデータセンタ１０２は、ユーザがアク
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セスに望むと識別した１つ以上の計算リソースを含む１組のデータセンタ類１０２から識
別され得る。
【００２６】
[0040]特定の実施形態では、データセンタ１０２は、ユーザコンピューティングシステ
ム１０４と対応するコンピューティング環境１１４のデータセンタ類１０２の１つ以上と
の間の接続に関連したいくつかの待ち時間因子を測定することによって選択され得る。例
えば、データセンタ１０２は、データセンタ類１０２とユーザコンピューティングシステ
ム１０４との間の地理的距離に基づいて選択され得る。データセンタ１０２の選択を以下
で図６および図７に関してさらに説明する。
【００２７】
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Ｂ．デスクトップインスタンス配置
[0041]データセンタ１０２と通信することは、アプリケーションおよび仮想デスクトッ
プなど、計算リソースへのアクセスを提供する１つ以上のデータセンタコンピュータと通
信することを含み得る。幾人かのユーザ（例えば、従業員又は顧客）に計算リソースを提
供するためにデータセンタ１０２を使用するエンティティは、場合によっては、どのよう
に計算リソースがデータセンタ１０２にて配信されるかのルールを指定することを望み得
る。例えば、仲介サービスを提供するエンティティは、データセンタ１０２コンピュータ
システムがオフラインになったときに影響を受ける従業員（又は、顧客）の数を低減した
いと思う場合がある。この点を踏まえて、エンティティは、１つ又は２つのデータセンタ
１０２コンピュータシステム内の部署全体を統合する代わりにいくつかのコンピュータシ

10

ステム間で取引を処理する従業員を分散したいと思う場合がある。
【００２８】
[0042]本開示の実施形態は、ユーザ（例えば、管理者）が、ユーザを雇用するか、又は
、ユーザに関連するエンティティのためにデータセンタ１０２にて計算リソース（例えば
、仮想デスクトップ）の配置および／又は構成のルールを提供することを可能にする。デ
ータセンタ１０２は、配置ルールを使用して、ユーザのために計算リソースに対応するよ
うにデータセンタコンピュータシステムを選択することができる。例えば、データセンタ
１０２は、ユーザがエンジニアリング企業の経理課の課員であると判定することができる
。エンジニアリング企業にて管理者によって指定されたルールに基づいて、データセンタ
１０２は、企業の経理課の他の課員に対応していないデータセンタコンピュータを選択す
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ることができる。さらに、データセンタ１０２は、確実に、この経理課従業員用に作成さ
れた仮想デスクトップが、本人の職務権限を実行するためにこの経理課従業員に必要とさ
れるアプリケーションで予め構成されるようにすることができる。
【００２９】
Ｃ．アプリケーションへのアクセス
[0043]プログラム実行サービス（ＰＥＳ）のユーザは、アプリケーション市場を介して
利用可能である様々なアプリケーションおよびオペレーティングシステムの間で選択し得
る。ユーザは、自分の仮想デスクトップインスタンス上で使用したいオペレーティングシ
ステムおよびアプリケーションを検索し得る。ＰＥＳプラットフォーム１２０は、ユーザ
によって選ばれたオペレーティングシステムを実行する仮想デスクトップインスタンスか
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ら実行可能なであるようにアプリケーションを構成し得る。例えば、ユーザは、自分の仮
想デスクトップインスタンス上でアップル社ＭＡＣ

ＯＳをインストールすることを選び

得る。また、自分の仮想デスクトップインスタンスにおいてマイクロソフトパワーポイン
トソフトウェアを含むことを選び得る。ユーザは、自宅にてユーザのラップトップコンピ
ュータからパワーポイントソフトウェアに初めにアクセスし得る。ユーザは、その後、別
の都市に旅行し得、ユーザは、ＰＥＳプラットフォーム１２０上で仮想デスクトップイン
スタンスとの接続を用いてユーザのホテルにてユーザのラップトップコンピュータから同
じソフトウェアおよびオペレーティングシステム環境にアクセスしたいと思っている。Ｐ
ＥＳプラットフォーム１２０は、ユーザおよびユーザのラップトップコンピュータに関連
したメタデータをチェックし得、かつ、ユーザがプログラムにアクセスする権限が与えら
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れていると判定し得る。
【００３０】
[0044]ユーザは、その後、営業会議に出向いて、ユーザのタブレット装置からプレゼン
テーションを行い得る。ＰＥＳプラットフォーム１２０は、ユーザおよびユーザのタブレ
ット装置に関連したメタデータをチェックし得、かつ、ユーザがユーザのタブレット装置
からＰＥＳプラットフォーム１２０上で仮想デスクトップインスタンス上でパワーポイン
トソフトウェアにアクセスする権限が与えられていると判定し得る。
【００３１】
Ｄ．クラウドフォルダ同期
[0045]多くの人々が、２つ以上のコンピューティングデバイスを有する。ユーザは、デ
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スクトップコンピュータ、サーバコンピュータ、テーブル機器、スマートフォンなど、い
くつかの異なる装置からＰＥＳプラットフォーム１２０上で遠隔操作にて記憶されたファ
イルにアクセスしたいと思う場合がある。ユーザは、これらの装置上でファイルにアクセ
スし得るが、一部の実施形態では、セキュリティおよびアクセスレベル設定が、ユーザの
みが特定の装置上でファイルを同期させることを可能にするように構成され得る。ファイ
ルをコンピューティングデバイスの上で同期させることが可能にされると、他のコンピュ
ーティングデバイスから、又は、仮想デスクトップインスタンス上でファイルに行われた
全ての変更をコンピューティングデバイスに自動的に同期させることができる。一部の実
例では、ファイルは、ネットワーク接続性に関係なくコンピューティングデバイス上でア
10

クセス可能であるように構成され得る。
【００３２】
[0046]例えば、ユーザは、会社のデスクトップＰＣ、タブレット装置、およびスマート
フォンを有し得、これらは、全て、ＰＥＳプラットフォーム１２０上に記憶されたファイ
ルにアクセスするように構成される。ユーザは、ＰＥＳプラットフォーム１２０上で対応
される仮想デスクトップインスタンスを介して、自分のデスクトップＰＣでＭｉｃｒｏｓ
ｏｆｔ

Ｗｏｒｄ（商標）文書で作業し得る。仮想デスクトップインスタンス上でＭｉｃ

ｒｏｓｏｆｔ

Ｗｏｒｄ文書を編集した後に、ユーザは、会社の自分のデスクトップＰＣ

をオフにし得る。ユーザは、空港に到着すると同じＭｉｃｒｏｓｏｆｔ

Ｗｏｒｄ文書を

編集することを望み得る。
【００３３】
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[0047]ユーザの様々なコンピューティングデバイス間に多くの同期点があり得る。ユー
ザのボブが仮想デスクトップインスタンスＦｏｏを有する以下の例示的な実施例を考察し
てみよう。仮想デスクトップインスタンスＦｏｏを使用してボブによって修正されたファ
イルは、ボブのコンピューティングデバイスの１つ、例えば、コンピューティングデバイ
ス０と同期され得る。コンピューティングデバイス０上の仮想デスクトップインスタンス
Ｆｏｏを使用してボブによって修正されたファイルは、また、ＰＥＳと同期され得、ＰＥ
Ｓは、ボブによってアクセス可能なファイルストレージに（例えば、仮想デスクトップＦ
ｏｏによってアクセス可能なフォルダＦｏｏに）修正されたファイルのコピーを記憶する
ようになっている。ユーザボブは、その後、ＰＥＳによって、しかし、第２のコンピュー
ティングデバイス、例えば、コンピューティングデバイス１を使用して、記憶されたファ
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イルの１つ以上にアクセスすることを選び得る。コンピューティングデバイス１は、ファ
イルに（例えば、ＰＥＳ上のフォルダＦｏｏから）にアクセスすることができ、ボブは、
コンピューティングデバイス１の上で仮想デスクトップインスタンスＦｏｏを使用してコ
ンピューティングデバイス１上でファイルで作業して該ファイルを修正し続けることがで
きるようになっている。ＰＥＳは、ＰＥＳ内のファイルストレージとコンピューティング
デバイス１上のローカルストレージとの間でファイルを同期させることができる。したが
って、ＰＥＳ内に記憶されたファイルは、ボブのコンピューティングデバイス０および１
の両方と同期させることができる。したがって、コンピューティングデバイス０および１
の一方又は両方での文書の変更は、ＰＥＳと、および、仮想デスクトップインスタンスＦ
ｏｏと同期させることができる。さらに、ＰＥＳとのネットワーク接続性が失われたか、
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又は、ローカルアクセスが必要である場合、ユーザのボブは、コンピューティングデバイ
ス０およびコンピューティングデバイス１上でファイルにアクセスすることができる。
【００３４】
ＩＩ．例示的なプログラム実行サービス環境
[0048]図１Ｂは、通信ネットワーク１０６を介して計算リソースをマルチユーザコンピ
ューティングシステム１０４に提供することができるプログラム実行サービス環境１００
の更なる実施例を例示する。図１Ａに例示するコンポーネントに加えて、プログラム実行
サービス環境１００は、ネットワーク１０６を介してＰＥＳプラットフォーム１２０と通
信する１つ以上のプロバイダコンピューティングシステム１０８を含むことができる。
【００３５】

50

(13)

JP 6279705 B2 2018.2.14

[0049]プロバイダコンピューティングシステム１０８のユーザは、ネットワーク１３０
を介して、特定の形式の機能性のために、アプリケーション市場１３０にサービス画像を
提出し得、アプリケーション市場１３０は、ＰＥＳプラットフォーム１２０の一部として
含められ、かつ、図２に関してさらに詳細に説明する。サービス画像は、アプリケーショ
ンの画像、仮想デスクトップ構成、又は、アプリケーション市場１３０を介して提供され
得る任意の他の形式の計算リソースを含み得る。アプリケーション市場１３０は、提出さ
れたサービス画像、並びに、市場に提出された他のサービス画像をユーザコンピューティ
ングシステム類１０４のユーザに提供し得る。したがって、ユーザコンピューティングシ
ステム１０４を利用するユーザは、以下で図１０に関してさらに説明するように、アプリ
ケーション市場１３０から入手可能であるサービス画像を閲覧し、所望のサービス画像を

10

取得して、取得されたサービス画像をユーザコンピューティングシステム１０４にて、又
は、データセンタ１０２のコンピュータシステムにおいて立ち上げ得る。
【００３６】
[0050]場合によっては、プロバイダコンピューティングシステム１０８のユーザは、Ｐ
ＥＳプラットフォーム１２０に属するエンティティに属し得る。他の場合において、プロ
バイダコンピューティングシステム１０８のユーザは、ＰＥＳプラットフォームに属さな
いサードパーティであり得る。取得されたサービス画像がサードパーティプロバイダによ
って電子サービス画像市場１００に提出された場合、取得されたサービス画像は、運用、
維持、提供されるか、又は、サードパーティプロバイダにその他の方法で関連するプロバ
イダ対応のコンピューティング環境１１０において立ち上げられ得る。プロバイダ対応の
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コンピューティング環境１１０は、１つ以上の物理コンピュータシステムを含み得、場合
によっては、それ自身がＰＥＳプラットフォームであり得る。
【００３７】
[0051]ＰＥＳプラットフォーム１２０は、対応するコンピューティング環境１１４から
データセンタ１０２を選択することを容易にし得る任意のシステムを含み得る対応するコ
ンピューティング環境リソース割り当てシステム１４０をさらに含み得る。対応するコン
ピューティング環境リソース割り当てシステム１４０は、データセンタ１０２およびユー
ザコンピューティングシステム１０４とデータセンタ１０２にて利用可能である計算リソ
ースとの間の接続の予想待ち時間を含むいくつかの因子に基づいてデータセンタ１０２を
選択し得る。
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【００３８】
[0052]データセンタ１０２を選択することを容易にするために、場合によっては、対応
するコンピューティング環境リソース割り当てシステム１４０は、データセンタ類１０２
に関連したメタデータに共通のリポジトリ１１２からアクセスすることができる。このメ
タデータは、データセンタ１０２に関連し得る任意の情報を含むことができる。例えば、
メタデータとしては、データセンタの１０２の場所、データセンタ１０２にて利用可能で
ある計算リソース、データセンタ１０２と様々な地理的地域１２２との間の接続の待ち時
間情報、データセンタ１０２にアクセスできるエンティティのアイデンティティ、ユーザ
又は関連のエンティティがデータセンタ１０２にアクセスする権限が与えられているかど
うか判定するアクセスルールなどを挙げることができる。
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【００３９】
[0053]一部の実例では、ユーザは、データをユーザコンピューティングシステム１０４
とデータセンタ１０２間で同期させたいと思う場合がある。さらに、例えば、ユーザが地
理的ロケーションを切り替えるのでユーザが新しいデータセンタ１０２にアクセスする場
合、データをデータセンタ類１０２間で同期させることが必要であり得る。そのような場
合、ＰＥＳプラットフォーム１２０は、データ同期を容易にするために、ファイル同期シ
ステム１７０を使用し得る。ファイル同期システム１７０を図１１に関して以下でさらに
詳細に説明する。
【００４０】
[0054]ＰＥＳプラットフォーム１２０の一部として示すが、一部の実例では、対応する
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コンピューティング環境リソース割り当てシステム１４０およびアプリケーション市場１
３０の１つ以上は、ＰＥＳプラットフォーム１２０と分離することができる。さらに、場
合によっては、対応するコンピューティング環境リソース割り当てシステム１４０および
アプリケーション市場の１つ以上は、対応するコンピューティング環境１１４の一部とし
て含められ得る。さらに、場合によっては、共通のリポジトリ１１２は、対応するコンピ
ューティング環境１１４の一部として含められ得る。
【００４１】
ＩＩＩ．例示的な電子サービス画像市場
[0055]図２は、一部の実施形態では、プログラム実行サービス環境１００の一部として
含むことができるアプリケーション市場１３０の実施例を例示する。先述したように、ア

10

プリケーション市場は、サービス画像をユーザに提供することができる。これらのサービ
ス画像としては、アプリケーション、仮想デスクトップおよびＰＥＳプラットフォーム１
２０、又は、サードパーティエンティティに関連したエンティティによって提供される他
の計算リソースを挙げることができる。
【００４２】
[0056]例示する実施形態では、アプリケーション市場１３０は、電子カタログ２１６、
市場インターフェース２１２、アプリケーションリポジトリ２２０、請求システム２１８
および使用モニタシステム２１４を含むいくつかのシステムを含むことができるコンピュ
ータ環境として示す。場合によっては、アプリケーション市場１３０のシステムは、単一
のコンピューティングシステムの一部であり得る。他の場合において、アプリケーション

20

市場１３０のシステムの少なくとも一部は、複数のコンピュータシステム全体にわたって
分散され得る。そのような場合、コンピュータシステムは、ネットワーク１０６など、１
つ以上のネットワークを使用して相互接続され得る。アプリケーション市場１３０のシス
テムの各々を以下でさらに詳細に説明する。しかしながら、アプリケーション市場１３０
は、図２に例示するよりも少ないか、又は、多いコンポーネントを有し得る。さらに、ア
プリケーション市場１３０は、様々なネットワーク、又は、Ｗｅｂサービスおよび／又は
ピアツーピアネットワーク構成を含み得る。したがって、図２のアプリケーション市場１
３０の描写は、例示的であり、本開示に制限的ではないと取るべきである。
【００４３】
[0057]市場インターフェース２１２は、サードパーティプロバイダによるネットワーク
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提出、および、アプリケーション市場１３０内のサービス画像のユーザ又は顧客による閲
覧および取得を容易にする。したがって、プロバイダ、又は、プロバイダコンピューティ
ングシステム１０８を利用する他のユーザは、１つ以上のサービス画像を市場インターフ
ェース２１２を介してアプリケーション市場１３０に提出し得る。提出されたサービス画
像は、その後、電子カタログ２１６内に含められ得る。アプリケーションなどサービス画
像を提出する実施形態つまりプロセスが、２０１１年９月２９日出願の，「Ｅｌｅｃｔｒ
ｏｎｉｃ

Ｍａｒｋｅｔｐｌａｃｅ

ｆｏｒ

Ｈｏｓｔｅｄ

Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｉｍａｇ

ｅｓ」という名称の米国特許出願第１３／２４８，２２７号でさらに詳細に説明されおり
、この特許は、全体が参照により本明細書に組み入れられる。
【００４４】
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[0058]電子カタログ２１６は、複数のプロバイダから入手可能であるサービス画像、お
よび、アプリケーション市場１００の運営者によって提供されたサービス画像に関する情
報を含み、該運営者は、ＰＥＳプラットフォーム１３０の運営者と同じ運営者であり得る
。したがって、市場システム２１２は、複数のプロバイダおよび市場によってオファーさ
れたサービス画像のサービス画像情報を取得して、ウェブサイトなど単一のネットワーク
リソースからサービス画像を顧客に提供し得る。顧客は、その後、サービス画像をアプリ
ケーション市場から取得し、サービス画像市場との単一の相互作用、又は、サービス画像
市場に行われた注文において、又は、ＰＥＳプラットフォーム１２０との複数の相互作用
の一部として、対応するコンピューティング環境１１４又はそのデータセンタ１０２にお
いてサービス画像を立ち上げ得る。電子カタログ２１６は、品目（商品およびサービスな
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どの）およびサービス画像（例えばアプリケーションおよび仮想デスクトップ）に関する
情報を含むカタログであり得るか、又は、一方のカタログは、品目に関する情報を含み、
他方のカタログは、本開示の範囲から逸脱することなく、サービス画像に関する情報を含
む別個のカタログであり得る。
【００４５】
[0059]例示的に、市場インターフェース２１２が、ユーザコンピューティングシステム
１０４を利用する顧客がサービス画像（例えば、アプリケーション、又は、仮想デスクト
ップ）を閲覧し、サービス画像に適合するクエリを提出して、特定のサービス画像に関す
る情報および詳細を見得る１つ以上のユーザインターフェースを生成し得る。
【００４６】

10

[0060]顧客がアプリケーション市場１３０から所望のサービス画像を選択した後、市場
インターフェース２１２は、サービス画像の構成および取得を容易にして、データセンタ
１０２のコンピュータシステム上でサービス画像の立ち上げを引き起こし得る。この点に
関しては、市場インターフェース２１２は、支払い情報、並びに、場合によっては、サー
ビス画像をどのようにデータセンタ１０２でのコンピュータシステム上で実行するべきか
を指定する情報をユーザコンピューティングシステム１０４から受信し得る。一部の実施
形態では、顧客は、選択したサービス画像に対応する特定のデータセンタ１０２を選択し
得る。
【００４７】
[0061]サービス画像が立ち上げられてデータセンタ１０２にてコンピュータシステム上
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で実行されると、アプリケーション市場１３０は、サービス画像によって提供された機能
性又はサービスの使用を使用モニタシステム２１４を介してモニタすることができる。さ
らに、アプリケーション市場１３０は、請求システム２１８を介して顧客に請求書を送り
および／又は相応にサービス画像プロバイダを支払うことができる。請求システム２１８
は、支払い情報を市場システム２１２との相互作用を介して受信および提供し得る。一部
の実施形態では、請求システム２１８は、更なるサーバを介して、電話の相互作用を介し
て、又は、他のメカニズムを介してなど、他のプロセスを介して支払い情報を代替的に受
信および提供し得る。さらに、アプリケーション市場１３０は、顧客にサービス画像の構
成を管理、モニタ、修正するなどのツールを提供し得る。
【００４８】
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[0062]サービス画像は、アプリケーションリポジトリ２２０にて記憶され得る。ユーザ
が、アプリケーション、又は、予め構成された仮想デスクトップなど、サービス画像を購
入、レンタル、又は許可するか、又は、該サービス画像へのアクセス取得するとき、アプ
リケーション市場１３０は、サービス画像のコピーを取得するためにアプリケーションリ
ポジトリにアクセスし得、かつ、本明細書で説明するプロセスを使用して選択されたデー
タセンタ１０２にてコンピュータシステム上にインストールすることができる。
【００４９】
[0063]一部の実施形態では、アプリケーションのプロバイダは、提供されるアプリケー
ションの配置又は購入を制限するルールをアプリケーション市場１３０に提供し得る。例
えば、プロバイダは、アプリケーションの配置をプロバイダと同じ国内に位置するデータ
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センタ類１０２に制限し得る。プロバイダは、プロバイダの国の輸出制限法の遵守を確実
にするために領土のルールを指定することができる。別の実施例として、プロバイダは、
アプリケーションの配置をプロバイダに関連したエンティティがアクセスの購入を有する
データセンタ類１０２に制限し得る。例えば、アプリケーションが従業員使用専用に開発
された場合、プロバイダは、アプリケーションを従業員がアクセスすることができるデー
タセンタ類１０２に限定するべきであると指定し得る。
【００５０】
ＩＶ．例示的なデータセンタ
[0064]図３は、一部の実施形態では、プログラム実行サービス環境１００の一部として
含むことができるデータセンタ１０２の実施例を例示する。先述したように、データセン

50

(16)

JP 6279705 B2 2018.2.14

タ１０２は、対応するコンピューティング環境１１４の一部であり得、かつ、アプリケー
ション市場１３０又はサードパーティプロバイダに関連して対応される素早くプロビジョ
ニングされてリリースされた計算リソースのコレクションを含み得る。計算リソースとし
ては、互いと通信するいくつかのコンピューティングデバイス、ネットワーキングデバイ
ス、および記憶デバイスを挙げることができる。一部の実施形態では、コンピューティン
グデバイスは、物理コンピューティングデバイス（例えば、データセンタコンピュータ３
０２）に対応し得る。他の実施形態では、コンピューティングデバイスは、１つ以上の物
理コンピューティングデバイスによって実行された仮想マシンインスタンス（例えば、イ
ンスタンス３０６）に対応し得る。さらに他の実施形態では、コンピューティングデバイ
スは、仮想コンピューティングデバイスおよび物理コンピューティングデバイスに対応し

10

得る。
【００５１】
[0065]図３に示す例示的なデータセンタ１０２は、アプリケーションを実行する計算リ
ソースを提供するいくつかのデータセンタコンピュータ３０２Ａ〜３０２Ｎ（本明細書で
は単数形で「データセンタコンピュータ３０２」と、又は、複数形で「データセンタコン
ピュータ類３０２」と呼ぶ場合がある）を含む。データセンタコンピュータ類３０２は、
上述の計算リソースを提供するように適切に構成されたクライアントシステム、および、
タワー又はラックマウントサーバコンピュータを含む任意の形式のコンピューティングデ
バイスであり得る。例えば、一実行例では、データセンタコンピュータ類３０２は、計算
リソースのインスタンス３０６Ａ〜３０６Ｎを提供するように構成される。
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【００５２】
[0066]一実施形態では、インスタンス３０６Ａ〜３０６Ｎ（本明細書では単数形で「イ
ンスタンス３０６」と、又は、複数形で「インスタンス３０６」と呼ぶ場合がある）は、
仮想マシンインスタンスである。特定の実施形態では、インスタンス３０６は、本明細書
に記載しているように、ＰＥＳプラットフォーム１２０に関連したエンティティまたはサ
ードパーティエンティティによって提供されたサービス画像のインスタンスに基づき得る
か、又は、該インスタンスであり得る。仮想マシンインスタンスとしては、物理マシンの
ようなプログラムを実行するマシン（例えば、コンピュータ）のソフトウェア実行例のイ
ンスタンスを挙げることができる。仮想マシンインスタンスの実施例では、データセンタ
コンピュータ類３０２の各々は、インスタンスを実行することができるインスタンスマネ
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ージャ３０８を実行するように構成され得る。インスタンスマネージャ３０８は、例えば
、単一のデータセンタコンピュータ３０２で複数のインスタンス３０６の実行を有効にす
るように構成されたハイパーバイザ、又は、別の形式のプログラムであり得る。インスタ
ンス３０６の各々は、アプリケーションの全て又は一部を実行するように構成され得る。
さらに、場合によっては、インスタンス３０６は、仮想デスクトップ環境へのアクセスを
提供するように構成され得る。
【００５３】
[0067]本明細書で開示する実施形態を主として仮想マシンインスタンスという文脈にお
いて説明するが、他の形式のインスタンスが本明細書で開示する概念および技術で利用す
ることができることを認識されたい。例えば、本明細書で開示する技術は、ストレージリ
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ソースのインスタンス、データ通信リソースのインスタンス、および他の形式のリソース
と共に利用され得る。本明細書で開示する実施形態は、また、仮想マシンインスタンスを
利用することなく、コンピュータシステム上で直接にアプリケーションの全て又は一部を
実行することがあり得る。
【００５４】
[0068]図３に示すデータセンタ１０２は、また、場合によっては、データセンタコンピ
ュータ類３０２および／又はインスタンス３０６を含むデータセンタ１０２の動作を管理
するソフトウェア又はハードウェアコンポーネントを実行することができる管理コンピュ
ータ３０４を含む。特に、管理コンピュータ３０４は、管理コンポーネント３１０を実行
することがあり得る。場合によっては、ＰＥＳプラットフォーム１２０のユーザ（例えば
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、管理者）は、データセンタ１０２および顧客により購入されるインスタンス２０６の動
作の様々な様相を構成するために管理コンポーネント３１０にアクセスするためにユーザ
コンピューティングシステム１０４を利用することがあり得る。場合によっては、顧客（
例えば、企業顧客の管理者）は、データセンタ１０２の購入又はレンタルされた部分を構
成するために管理コンポーネント３１０にアクセスし得る。例えば、顧客は、インスタン
スを購入してインスタンスの構成に変更を行うか、又は、以下でさらに説明するように、
更なるユーザ（例えば、企業顧客の更なる従業員）にデータセンタ１０２のコンピュータ
リソースを割り当てる配置ルールを供給し得る。顧客は、また、購入されたインスタンス
を需要に応じてどのようにスケーリングするべきかに関する設定を指定することがあり得
る。さらに、顧客は、また、管理コンポーネント３１０にインスタンスを立ち上げる要求

10

を提供することがあり得る。一部の実施形態では、ユーザは、データセンタ１０２の機能
性および／又は管理に関する知識を有していない場合がある。そのような場合、データセ
ンタ１０２は、例えば、管理コンポーネント３１０を使用して、ユーザによる使用のため
にデータセンタ１０２の計算リソースを自動的に構成し得る。
【００５５】
[0069]管理コンピュータ３０４は、ＰＥＳプラットフォーム１０８のユーザ（例えば、
管理者）によって定義されたルールに基づいてインスタンス３０６をスケーリングするこ
とができる自動スケーリングコンポーネント３１２をさらに含み得る。一実施形態では、
例えば、自動スケーリングコンポーネント３１２は、ユーザが、いつ新しいインスタンス
をインスタンス化するべきか判定する際に使用されるスケールアップルール、および、い
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つ既存のインスタンスが終了させるべきか判定する際に使用されるスケールダウンルール
を指定することを可能にする。一部の実施形態では、スケールアップおよびスケールダウ
ンルールは、少し例を挙げれば、データセンタ１０２における利用、サービス保証の品質
、時刻、および／又は、データセンタ１０２へのアクセスが提供される顧客に基づき得る
。
【００５６】
[0070]場合によっては、自動スケーリングコンポーネント３１２は、単一の管理コンピ
ュータ３０４で、又は、データセンタ１０２および／又はＰＥＳプラットフォーム１２０
内の複数のコンピュータ全体にわたって並行して実行され得る。さらに、自動スケーリン
グコンポーネント３１２は、ＰＥＳプラットフォーム１２０において異なるデータセンタ
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３０２又は他のコンピューティングデバイス上で実行されるいくつかのサブコンポーネン
トから成り得る。自動スケーリングコンポーネント３１２は、ソフトウェア、ハードウェ
ア、又は、２つの任意の組合せとして実行され得る。場合によっては、自動スケーリング
コンポーネント３１２は、例えば、内部管理ネットワークでＰＥＳプラットフォーム１２
０において利用可能な計算リソースをモニタすることを容易にし得る。あるいは又はさら
に、利用可能な計算リソースは、データセンタリソース割り当てシステム３３０によって
モニタされ得る。
【００５７】
[0071]管理コンピュータ３０４は、また、計算リソースの新しいインスタンス３０６の
配置を補助するために配置コンポーネント３１４を含み得る。配置コンポーネント３１４
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は、新しいインスタンス３０６がどのように構成されるべきか記述するデータを含む構成
をユーザ又はシステムから受信し得る。例えば、新しいインスタンス３０６Ａが仮想デス
クトップ向けであると仮定すると、この構成は、新しいインスタンス３０６Ａと共にイン
ストールされるべきか、又は、インスタンス３０６Ａの仮想デスクトップによってアクセ
ス可能であるべき１つ以上のアプリケーションを指定することがあり得る。
【００５８】
[0072]さらに、配置コンポーネント３１４は、新しいインスタンス３０６を構成する、
実行されるべきスクリプトおよび／又は他の形式のコードを提供するか、アプリケーショ
ンキャッシュをどのように準備するべきか指定するキャッシュウォーミングロジック、お
よび、インスタンス３０６作成を容易にすることができる他の形式の情報を提供し得る。
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場合によっては、構成、キャッシュウォーミングロジック、および他の情報は、管理コン
ポーネント３１０を利用するユーザによって、又は、この情報を配置コンポーネント３１
４に直接に提供することによって指定され得る。他のメカニズムは、また、配置コンポー
ネント３１４の動作を構成するために利用されることがあり得る。
【００５９】
[0073]一部の実施形態では、データセンタ１０２はデータセンタリソース割り当てシス
テム３３０を含み、データセンタリソース割り当てシステム３３０は、計算リソースへの
アクセスをユーザに提供するためにデータセンタコンピュータ３０２を選択することを容
易にすることができる任意のシステムを含み得る。データセンタリソース割り当てシステ
ム３３０は、データセンタコンピュータ３０２への負荷、データセンタコンピュータ３０

10

２で利用可能なリソース、要求される形式の計算リソース、要求側ユーザに関連したメタ
データなどを含むいくつかの要素に基づいてデータセンタコンピュータ３０２を選択し得
る。場合によっては、データセンタリソース割り当てシステム３３０は、ユーザおよび／
又はユーザが関連づけられるエンティティに関連した管理者によって提供されたインスタ
ンス又は計算リソース配置ルールに基づいてデータセンタを選択し得る。これらの計算リ
ソース配置ルールとしては、ユーザが計算リソースにアクセスすることを可能にするため
にどこにインスタンス３０６を設置するべきか判定するために使用することができる任意
の要素を挙げることができる。計算リソース配置ルールおよびデータセンタコンピュータ
の選択を図８および図９に関して以下で先に詳細に論じる。
【００６０】
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[0074]計算リソース配置ルールおよび／又は属性、又は、データセンタ１０２に関連し
たメタデータは、データセンタリポジトリ３３２にて記憶され得る。属性、又は、データ
センタ１０２に関連した、メタデータは、データセンタに関連づけることができる任意の
情報を含むことができる。例えば、メタデータとしては、データセンタ１０２にて利用可
能である物理リソースに関する情報、データセンタ１０２にて利用可能であるソフトウェ
アリソース、データセンタ１０２の場所、データセンタ１０２にアクセスする権限が与え
られたユーザおよび／又はエンティティのアイデンティティ、データセンタ１０２に関連
した待ち時間情報などを挙げることができる。
【００６１】
[0075]図３に示す例示的なデータセンタ１０２では、ネットワーク３０６が、データセ
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ンタコンピュータ類３０２Ａ〜３０２Ｎ、管理コンピュータ３０４、データセンタリソー
ス割り当てシステム３３０、およびデータセンタリポジトリ３３２を相互接続するために
利用される。ネットワーク３０６としては、ＬＡＮを含め、ネットワーク１０６に関して
先述した任意の形式のネットワークを挙げることができる。さらに、ネットワーク３０６
は、また、図１Ａおよび図１Ｂに例示するネットワーク１０６に接続され得る。図１Ａ、
図１Ｂ、および図３に例示するネットワークトポロジは、大幅に簡素化したものであり、
より多くのネットワークおよびネットワーキング装置が、本明細書で開示する様々なコン
ピューティングシステムを相互接続するために利用され得ることを認識されたい。データ
センタ類１０２Ａ〜１０２Ｎの各々間、各データセンタ１０２内のデータセンタコンピュ
ータ類３０２Ａ〜３０２Ｎの各々間、および、ＰＥＳプラットフォーム１２０の各顧客に
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より購入又はレンタルされるインスタンス３０６間の負荷をバランス調整する適切な負荷
バランス調整装置、又は、ソフトウェアモジュールが、また、利用されることがあり得る
。
【００６２】
[0076]図３で説明するデータセンタ１０２は、単に例示的であり、他の実行例が利用さ
れることがあり得ることを認識されたい。特に、管理コンポーネント３１０、自動スケー
リングコンポーネント３１２および配置コンポーネント３１４によって実行されると本明
細書で説明する機能性は、互いによって実行されることがあり得るか、他のコンポーネン
トによって実行されることがあり得るか、又は、上記又は他のコンポーネントの組合せに
よって実行されることがあり得る。さらに、データセンタリソース割り当てシステム３３
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０によって実行されると説明する機能性は、管理コンピュータ３０４の１つ以上のコンポ
ーネントによって実行されるか、また、その逆でもあり得る。さらに、場合によっては、
データセンタリソース割り当てシステム３３０は、管理コンピュータ３０４の一部として
含められ得るか、又は、逆もあり得る。さらに、データセンタ１０２の様々なコンポーネ
ントがソフトウェア、ハードウェア、又は、ソフトウェアおよびハードウェアの組合せで
実行され得ることを認識されたい。
【００６３】
Ｖ．例示的なリソース割り当てシステム
[0077]図４Ａは、一部の実施形態では、プログラム実行サービス環境１００の一部とし
て含めることができる対応されたコンピューティング環境リソース割り当てシステム１４

10

０の実施例を例示する。先述したように、対応するコンピューティング環境リソース割り
当てシステム１４０は、対応するコンピューティング環境１１４からのデータセンタ１０
２の選択を容易にする任意のシステムを含むことができる。対応するコンピューティング
環境リソース割り当てシステム１４０は、データセンタ１０２を識別するのを助けるため
に使用することができるいくつかのサブシステムを含むことができる。これらのサブシス
テムとしては、データセンタコンピュータ容量識別モジュール４０２、インスタンス利用
モジュール４０４、待ち時間計算モジュール４０６、および、アプリケーションリソース
識別モジュール４０８を挙げることができる。
【００６４】
[0078]データセンタコンピュータ容量識別モジュール４０２を使用して、対応するコン
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ピューティング環境リソース割り当てシステム１４０は、各データセンタ１０２のデータ
センタコンピュータ類３０２の容量に関係する容量情報を識別することができる。容量と
は、プロセッサ、メモリおよびストレージリソースなどデータセンタコンピュータ類３０
２に関連した物理リソース、又は、アプリケーション、又は、仮想マシン容量などソフト
ウェアリソースを指すことができる。さらに、データセンタコンピュータ容量識別モジュ
ール４０２によって判定される情報としては、データセンタコンピュータ類３０２の容量
に関連した任意の情報を挙げることができる。例えば、データセンタ容量情報としては、
データセンタコンピュータ類３０２、又は、データセンタ１０２によってサポートされた
全容量、データセンタ１０２にて使用されるおよび／又は利用可能な容量、データセンタ
１０２にて利用可能であるデータセンタコンピュータ類３０２の形式などを挙げることが
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できる。
【００６５】
[0079]一部の実施形態では、対応するコンピューティング環境リソース割り当てシステ
ム１４０は、データセンタリソース割り当てシステム３３０にアクセスすることによって
データセンタコンピュータ類３０２の容量情報を識別することができる。あるいは又はさ
らに、対応するコンピューティング環境リソース割り当てシステム１４０は、データセン
タ類１０２の容量情報を判定するために共通のリポジトリ１１２にアクセスし得る。
【００６６】
[0080]インスタンス利用モジュール４０４は、データセンタ１０２にて利用されるおよ
び／又は利用可能なインスタンス３０２の量を識別することができる。場合によっては、

40

データセンタ１０２によってサポートされ得るインスタンス３０２の数は無制限である。
他の場合において、データセンタ１０２によってサポートされ得るインスタンス３０２の
数は、利用可能な計算リソース（例えば、データセンタコンピュータ類３０２のプロセッ
サ又はメモリ）および／又はデータセンタコンピュータ類３０２の管理者設定に基づく。
データセンタコンピュータ容量識別モジュールと同様に、場合によっては、インスタンス
利用モジュール４０４は、データセンタ１０２でのインスタンス３０６の利用を判定する
ためにデータセンタ１０２のデータセンタリソース割り当てシステム３３０および共通の
リポジトリ１１２の１つ以上にアクセスし得る。一部の実施形態では、インスタンス利用
モジュール４０４は、データセンタコンピュータ容量識別モジュール４０２の一部として
含められ得る。
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【００６７】
[0081]アプリケーションリソース識別モジュール４０８は、データセンタリソース割り
当てシステム３３０および／又は共通のリポジトリ１１２にアクセスすることによって、
データセンタ１０２にて利用可能であるアプリケーション又はサービス画像を識別するこ
とができる。一部の実施形態では、特定のアプリケーションが、データセンタ類１０２の
サブセットから制限され得る。例えば、アプリケーションプロバイダは、例えば、経費上
の理由から、又は、アプリケーションが輸出法に違反しないようにするために、アプリケ
ーションへのアクセスを提供することができるデータセンタ類１０２を制限することを望
む場合がある。場合によっては、データセンタ１０２が、アプリケーションについて限ら
れた数のライセンスにアクセスし得る。そのような場合、アプリケーションリソース識別
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モジュール４０８は、ライセンスがアプリケーションに利用可能かどうか識別することが
できる。一部の実施形態では、アプリケーションリソース識別モジュール４０８は、デー
タセンタ容量識別モジュール４０２および／又はインスタンス利用モジュール４０４の一
部として含められ得る。
【００６８】
[0082]特定の場合、データセンタ１０２と通信する際にできるだけ小さい待ち時間を有
することが重要である。重要である。待ち時間計算モジュール４０６は、データセンタ１
０２とユーザコンピューティングシステム１０４との間の予想待ち時間を計算することが
でき、その結果、最小の待ち時間のデータセンタ選択が最適化される。データセンタ１０
２を選択して予想待ち時間を計算するプロセスを図６および図７に関して以下でさらに説
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明する。
【００６９】
ＶＩ．例示的なデータセンタリソース割り当てシステム
[0083]図４Ｂは、一部の実施形態では、データセンタ１０２の一部として含めることが
できるデータセンタリソース割り当てシステム３３０の実施例を例示する。一部の実例で
は、各データセンタ１０２は、ＰＥＳプラットフォーム１２０の対応するコンピューティ
ング環境リソース割り当てシステム１４０と通信することができる独自のデータセンタリ
ソース割り当てシステム３３０を含み得る。
【００７０】
[0084]図４Ｂを図４Ａと比較するとわかるように、データセンタリソース割り当てシス
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テム３３０は、対応するコンピューティング環境リソース割り当てシステム１４０と類似
のシステムを含むことができる。一部の実施形態では、対応するコンピューティング環境
リソース割り当てシステム１４０のシステムは、ＰＥＳプラットフォーム１２０内のリソ
ースの利用可能性を識別することを容易にし得、一方、データセンタリソース割り当てシ
ステム３３０は、データセンタリソース割り当てシステム３３０を含む特定のデータセン
タ１０２内のリソースの利用可能性を識別することを容易にし得る。
【００７１】
[0085]一部の実例では、データセンタリソース割り当てシステム３３０は、データセン
タコンピュータ容量識別モジュール４５２と、インスタンス利用モジュール４５４と、待
ち時間計算モジュール４５６と、アプリケーションリソース識別モジュール４５８とを含
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むことができる。場合によっては、データセンタリソース割り当てシステム３３０のシス
テムは、対応するコンピューティング環境リソース割り当てシステム１４０による判定お
よび／又は計算を容易にするために、情報を対応するコンピューティング環境リソース割
り当てシステム１４０の対応するシステムに提供し得る。
【００７２】
[0086]したがって、例えば、データセンタコンピュータ容量識別モジュール４５２は、
データセンタ１０２のデータセンタコンピュータ類３０２の容量情報を、対応するコンピ
ューティング環境リソース割り当てシステム１４０のデータセンタコンピュータ容量識別
モジュール４０２に提供し得る。同様に、インスタンス利用モジュール４５４は、データ
センタ１０２のインスタンス３０６の利用および／又は利用可能性に関する情報を対応す
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るコンピューティング環境リソース割り当てシステム１４０のインスタンス利用モジュー
ル４０４に提供し得る。さらに、アプリケーションリソース識別モジュール４５８は、デ
ータセンタ１０２にて利用可能なアプリケーションに関係する情報をアプリケーションリ
ソース識別モジュール４０８に提供することができる。
【００７３】
[0087]上述のシステムに加えて、データセンタリソース割り当てシステム３３０は、ま
た、待ち時間計算モジュール４５６を含むことができる。待ち時間計算モジュール４５６
は、ユーザコンピューティングシステム１０４との接続の予想待ち時間を計算する待ち時
間計算モジュール４０６を容易にする情報を識別することができる。例えば、待ち時間計
算モジュール４５６は、地理的地域１２２Ｂにおけるユーザコンピューティングシステム

10

１０４との接続について履歴待ち時間情報を提供することができる。
【００７４】
[0088]一部の実施形態では、データセンタリソース割り当てシステム３３０の一部のサ
ブシステムは、組合せおよび／又は随意的であり得る。例えば、場合によっては、データ
センタリソース割り当てシステム３３０は、待ち時間計算モジュール４５６を含まない場
合がある。第２の実施例として、データセンタコンピュータ容量識別モジュール４５２お
よびインスタンス利用モジュール４５４は組み合わされ得る。
【００７５】
ＶＩＩ．例示的なデスクトップインスタンス
[0089]図５は、一部の実施形態では、データセンタ１０２のデータセンタコンピュータ
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３０２によって対応することができるインスタンス５００の実施例を例示する。例えば、
インスタンス５００は、ユーザに、データセンタコンピュータ３０２のインスタンスマネ
ージャ３０８によってデータセンタコンピュータ３０２で作成された仮想デスクトップへ
のアクセスを提供するために作成することができるインスタンス３０６の実施例であり得
る。場合によっては、インスタンス５００は、ユーザによる要求に応答して配置コンポー
ネント３１４によって作成されるか、又は、作成させられ得る。
【００７６】
[0090]一般に、インスタンス５００は、ユーザに仮想デスクトップなど、計算リソース
又は計算ノードへのアクセスを提供するためにインスタンス化される仮想マシンを含む。
しかしながら、場合によっては、インスタンス５００は、仮想マシンの使用なしでデータ

30

センタコンピュータ３０２で作成され得る。
【００７７】
[0091]図５に例示する実施例では、インスタンス５００は、デスクトップ環境５０２を
含む。デスクトップ環境５０２としては、仮想デスクトップを表す任意の形式の環境を挙
げることができる。例えば、該デスクトップ環境は、ＰＥＳプラットフォーム１２０によ
り記憶および／又は対応されるファイルおよび／又はアプリケーションと相互作用するイ
ンターフェースを含むことができる。場合によっては、デスクトップ環境５０２は、別の
インスタンス３０６によって含まれるか又は対応されるデータおよび／又はアプリケーシ
ョンにアクセスするショートカットを含むことができる。さらに、場合によっては、デス
クトップ環境５０２は、デスクトップの他にファイルおよびアプリケーションにアクセス
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する更なる又は代替的なインターフェースを提供することができる。例えば、デスクトッ
プ環境５０２は、ファイルマネージャを含むことができるか、又は、ファイルマネージャ
とすることができる。場合によっては、根底にあるオペレーティングシステムおよび／又
はハードウェアに関係なく、デスクトップ環境５０２は、特定の見た目と感じを提示し得
る。例えば、デスクトップ環境５０２は、ウィンドウズデスクトップ、Ｌｉｎｕｘデスク
トップ、又は、ｉＯＳデスクトップをエミュレートするように構成することができる。他
の場合、インスタンス５００は、ユーザによって選択された仮想マシン計算リソースの一
部であり得る。そのような場合、デスクトップ環境５０２は、仮想マシン計算リソースの
選択されたオペレーティングシステム（例えば、ウィンドウズ、Ｌｉｎｕｘなど）のデス
クトップ環境であり得る。
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【００７８】
[0092]デスクトップ環境５０２は、アプリケーションアクセスモジュール５０４と、ア
プリケーション市場インターフェース５０６と、ファイルアクセスモジュール５０８とを
含むことができる。ユーザがインスタンス５００を介して（例えば、デスクトップ環境５
０２上のショートカットから）アプリケーションにアクセスしようとするとき、アプリケ
ーションアクセスモジュール５０４は、ユーザにアプリケーションへのアクセスを提供す
ることができる。場合によっては、アプリケーションアクセスモジュール５０４は、ユー
ザによって所望されたアプリケーションを含む別のインスタンスへのアクセスを取得する
ことができる。一部の実施形態では、アプリケーションへのアクセスを取得することは、
アプリケーションアクセスモジュール５０４が、ユーザはアプリケーションにアクセスす

10

る権限が与えられているかどうか判断することを含み得、該権限が与えられていない場合
、アプリケーションアクセスモジュール５０４は、アプリケーション市場インターフェー
ス５０６を使用して、ユーザに、アプリケーション市場１３０からアプリケーションを購
入又はレンタルする機会を提供することができる。さらに、ユーザは、アプリケーション
市場インターフェース５０６を使用して、アプリケーション市場１３０を介して利用可能
なアプリケーション、又は、サービス画像を閲覧することができる。
【００７９】
[0093]ファイルアクセスモジュール５０８は、ユーザに、インスタンス５００と共に含
まれていないファイル又はデータへのアクセスを提供することができる。例えば、ユーザ
がデスクトップ環境５０２を介してファイルにアクセスしようとする場合、ファイルアク
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セスモジュール５０８はファイルを見つけることができ、該ファイルは、別のインスタン
ス３０６、又は、記憶サーバなど、別のデータセンタコンピュータ３０２内に記憶され得
る。ファイルアクセスモジュール５０８は、ファイルを見つけると、ユーザに、デスクト
ップ環境５０２を介してファイルへのアクセスを提供することができる。ファイルがユー
ザによって修正された場合、ファイルアクセスモジュール５０８は、修正されたファイル
に同じ又は異なるコンピューティングデバイス上でユーザがアクセスすることができるよ
うにファイルを同期させることができる。ファイルを同期させるプロセスを図１２および
図１３を参照して以下で説明する。
【００８０】
ＶＩＩＩ．例示的なデータセンタ選択プロセス
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[0094]図６は、データセンタ選択プロセス６００の実施例を例示する。プロセス６００
は、少なくとも部分的に、ユーザ（例えば、顧客又はその従業員）による使用のためにデ
ータセンタを選択することができる任意のシステムによって実行することができる。例え
ば、プロセス６００は、少し例を挙げれば、全部、一部を問わず、ＰＥＳプラットフォー
ム１２０、対応するコンピューティング環境リソース割り当てシステム１４０、データセ
ンタコンピュータ容量識別モジュール４０２、インスタンス利用モジュール４０４、待ち
時間計算モジュール４０６、アプリケーションリソース識別モジュール４０８およびデー
タセンタリソース割り当てシステム３３０によって実行することができる。任意の数のシ
ステムが、全部、一部を問わず、プロセス６００を実行することができるが、論じる内容
を簡素化するために、プロセス６００の各部を特定のシステムを参照して説明する。
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【００８１】
[0095]特定の場合、プロセス６００は、ユーザのコンピュータシステムとデータセンタ
との間の待ち時間の目安に少なくとも部分的に基づいてユーザの最適データセンタを選択
する。有利なことに、特定の実施形態では、プロセス６００は、自動的におよび／又はユ
ーザの知識なしに実行することができる。他の実施形態では、ユーザが、プロセス６００
を開始し得る。
【００８２】
[0096]プロセス６００は、ブロック６０２にて始まり例えば、ＰＥＳプラットフォーム
１２０は、計算リソースへのアクセスをユーザコンピューティングシステム１０４（例え
ば、ユーザコンピューティングシステム１０４Ａ）から取得する要求を受信する。このコ
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ンピューティング要求は、ユーザコマンドに応答して、又は、ユーザコンピューティング
システム１０４に関連したアプリケーション、又は、システムから自動的に受信され得る
。さらに、要求される計算リソースとしては、ＰＥＳプラットフォーム１２０によって提
供され得る任意の形式のリソースを挙げることができる。例えば、計算リソースは、アプ
リケーション、仮想デスクトップ環境、データセンタにて又はユーザコンピューティング
システム１０４にて対応されるアプリケーション用計算リソース、ファイルストレージ空
間、又は、ＰＥＳプラットフォーム１２０によって提供され得る任意の他のリソースとす
ることができよう。
【００８３】
[0097]ブロック６０４にて、対応するコンピューティング環境リソース割り当てシステ

10

ム１４０は、ユーザコンピューティングシステム１０４の地理的位置を識別する。ユーザ
コンピューティングシステム１０４の地理的位置を識別することは、特異性の閾値度内の
ユーザコンピューティングシステムの１０４の場所を識別することを含み得る。例えば、
ブロック６０４は、特定のアドレス、郵便番号、町、国、国、又は、ユーザコンピューテ
ィングシステム１０４が位置する任意の他の地理的地域を識別することを含み得る。
【００８４】
[0098]さらに、対応するコンピューティング環境リソース割り当てシステム１４０は、
ユーザコンピューティングシステム１０４の地理的位置を識別又は確認する１つ以上のメ
カニズムを使用することができる。例えば、リソース割り当てシステム１４０は、場所を
識別するためにユーザコンピューティングシステム１０４のインターネットプロトコル（
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ＩＰ）アドレスを使用し得る。別の実施例として、対応するコンピューティング環境リソ
ース割り当てシステム１４０は、ユーザコンピューティングシステムの１０４の場所を識
別するために全地球測位システム（ＧＰＳ）データを使用し得る。さらに別の実施例では
、対応するコンピューティング環境リソース割り当てシステム１４０は、その場所を確立
するためにユーザコンピューティングシステム１０４のユーザに問い合わせし得る。
【００８５】
[0099]ブロック６０６にて、対応するコンピューティング環境リソース割り当てシステ
ム１４０は、ユーザコンピューティングデバイス１０４の半径内のブロック６０２にて要
求された計算リソースを含む１組のデータセンタ類１０２を判定する。対応するコンピュ
ーティング環境リソース割り当てシステム１４０は、要求された計算リソースを含むその
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１組のデータセンタ類１０２を識別することを容易にするために、データセンタコンピュ
ータ容量識別モジュール４０２、インスタンス利用モジュール４０４、およびアプリケー
ションリソース識別モジュール４０８の１つ以上を使用し得る。さらに、場合によっては
、対応するコンピューティング環境リソース割り当てシステム１４０は、要求された計算
リソースを含む１組のデータセンタ類１０２を判定することを容易にするために、各デー
タセンタ１０２のデータセンタリソース割り当てシステム３３０にアクセスし得る。さら
に、場合によっては、対応するコンピューティング環境リソース割り当てシステム１４０
は、その１組のデータセンタ類１０２をユーザがアクセスする権限が与えられているデー
タセンタから判定する。データセンタ１０２が要求されたリソースを含むかどうか判定す
ることは、また、例えば、ユーザ、又は、ユーザを雇用するエンティティに関連したユー
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ザプロファイル、又は、１組のデスクトップ配置ルールに基づいて、データセンタ１０２
が更なるリソースを含むかどうか判定することを含み得、該１組のデスクトップ配置ルー
ルを以下でさらに詳細に説明する。例えば、対応するコンピューティング環境リソース割
り当てシステム１４０は、ユーザに関連した使用プロファイルがユーザがストレージリソ
ースの使用閾値よりも多く利用することを示す場合には各データセンタ１０２が少なくと
もデータストレージ利用可能性の利用可能性閾値を含むかどうか判定し得る。
【００８６】
[0100]場合によっては、半径は、予め定義され得るか、又は、ユーザによって設定され
得る。他の場合において、ユーザコンピューティングシステム１０４に対して場所に関係
なく計算リソースを含む全てのデータセンタが識別され得る。一部の実施形態では、ブロ

50

(24)

JP 6279705 B2 2018.2.14

ック６０２にて受信された要求は、複数の計算リソースを識別し得る。そのような場合、
対応するコンピューティング環境リソース割り当てシステム１４０は、所望の計算リソー
スの全てを含む組のデータセンタ類１０２を識別する。
【００８７】
[0101]しかしながら、データセンタ類１０２のどれも所望の計算リソースの全てを含む
というわけではない場合、対応するコンピューティング環境リソース割り当てシステム１
４０は、最大数の要求された計算リソースを含む組のデータセンタ類１０２を識別し得る
。場合によっては、ユーザは、その他より重要であると特定の要求の計算リソースを識別
し得る。そのような場合、対応するコンピューティング環境リソース割り当てシステム１
４０は、含むのが要求された計算リソースのいくつかであるが全てではないデータセンタ
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類１０２を識別するときに、より重要な計算リソースをより高く重み付けし得る。
【００８８】
[0102]半径という用語が使用されるが、リソース割り当てシステム１４０により調べら
れる地理的地域は、必ずしも円形、又は、ユーザコンピューティングデバイス１０４の中
心であるわけではない。その代わりに、場合によっては、検索される地理的地域は、任意
の他の幾何学的形状であり得るか、又は、州又は国など、地理的領域の地政学的な内訳に
基づき得る。
【００８９】
[0103]一部の実施形態では、ブロック６０６にて識別されるその1組のデータセンタ類
１０２は、ユーザ、又は、ユーザに関連したメタデータの任意の属性に基づいてフィルタ
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リングされ得る。例えば、データセンタの選択は、リソースへのアクセスを要求するユー
ザの所属に基づいてフィルタリングされ得る。例えば、ユーザがエンティティの従業員で
あると仮定して、エンティティが３つのデータセンタへのアクセスを購入した場合、たと
え更なるデータセンタがユーザによって所望された計算リソースを含む半径内に存在する
としても、ブロック６０６にて識別されるその１組のデータセンタ類１０２は、３つのデ
ータセンタに制限されることになる。別の実施例として、識別されるその１組のデータセ
ンタ類１０２は、ユーザによって購入されたサービス品質に基づいてフィルタリングされ
得る。したがって、ユーザが休止時間なしでデータセンタ１０２の計算リソースへの恒常
的なアクセスを必要とする、プラチナレベルのアクセスを購入し得る。そのような場合、
ブロック６０６にて識別されるデータセンタ類１０２は、青銅レベルのアクセスで満足す
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るユーザに使用されたデータセンタ１０２と比較すると、より高い信頼性率およびより低
い予約率を有するデータセンタ類１０２を識別するようにフィルタリングされ得る。
【００９０】
[0104]一部の実施形態では、データセンタ類１０２がブロック６０６にて識別されない
場合、対応するコンピューティング環境リソース割り当てシステム１４０は、検索する半
径を拡張し得る。あるいは又はさらに、対応するコンピューティング環境リソース割り当
てシステム１４０は、計算リソースを、リソースを含むデータセンタからブロック６０６
にて検索された半径内のデータセンタにコピーさせ得る。他の場合において、検索された
半径内のデータセンタ類１０２が所望の計算リソースを含まない場合、ユーザは、計算リ
ソースへのアクセスを拒絶され得る。
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【００９１】
[0105]一部の実施形態では、ブロック６０６は、随意的であり得る。例えば、場合によ
っては、各データセンタ１０２は、同じリソースを含み得、および／又は、指定の半径内
に位置し得る。第２の実施例として、プロセス６００は、全てのデータセンタ類１０２に
ついて実行され得る。
【００９２】
[0106]ブロック６０８にて、待ち時間計算モジュール４０６は、ブロック６０６にて識
別された１組のデータセンタから、各データセンタ１０２の待ち時間因子を計算する。待
ち時間因子は、データセンタ１０２とユーザコンピューティングシステム１０４との間の
通信における予想待ち時間を表す。さらに、待ち時間因子は、少し例を挙げれば、データ
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センタ１０２とユーザコンピューティングシステム１０４との間の距離、１つ以上の待ち
時間試験の結果、および履歴待ち時間情報を含む様々な要因に基づくことができる。一部
の実施形態では、待ち時間因子は、ユーザコンピュータシステム１０４および／又はデー
タセンタ１０２に関連した特定のシステムに基づいて計算される。例えば、待ち時間因子
はデータセンタ１０２での出現コンピューティングシステム（例えば、ネットワーク１０
６にデータセンタを接続するネットワーク３０６でのルータ又はゲートウェイ）とユーザ
コンピューティングシステム１０４との間の通信に基づき得る。第２の実施例として、待
ち時間因子は、ユーザコンピューティングシステム１０４と通信する地理的地域１２２内
に位置するルータとデータセンタ１０２でのシステムとの間の通信に基づき得る。場合に
よっては、データセンタ類１０２の少なくとも一部の待ち時間因子は、並行して計算され
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得、その結果、各データセンタ１０２の待ち時間因子が順番に計算される場合と比較して
プロセス６００の実行が速められる。待ち時間因子の計算を図７に関して以下でさらに詳
細に論じる。
【００９３】
[0107]対応するコンピューティング環境リソース割り当てシステム１４０は、ブロック
６１０にて最低待ち時間因子でデータセンタ１０２を識別する。２つ以上のデータセンタ
１０２が最低待ち時間因子を共有する場合、対応するコンピューティング環境リソース割
り当てシステム１４０は、データセンタ１０２を選択するために決着をつける因子を使用
することができる。決着をつける因子としては、別のデータセンタよりも優る1つのデー
タセンタを選択するために使用され得る任意の特性を挙げることができる。例えば、決着
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をつける因子は、各データセンタ１０２での割当てを解除されたリソース、ユーザコンピ
ューティングシステム１０４までの各データセンタ１０２の距離、各データセンタ１０２
にアクセスできる更なるユーザなどの各データセンタ１０２の利用率の１つ以上に基づく
ことができる。あるいは、対応するコンピューティング環境リソース割り当てシステム１
４０は、最低待ち時間速度を共有するその１組のデータセンタ類１０２からランダムにて
データセンタ１０２を選択し得る。別の代替案として、対応するコンピューティング環境
リソース割り当てシステム１４０は、処理される各々の各要求について特定の順番で異な
るデータセンタ１０２を選択する総当りプロセスを使用し得る。
【００９４】
[0108]一部の実施形態では、ブロック６１０にて選択されるデータセンタ１０２は、最
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低待ち時間因子を有するデータセンタではなく、１つ以上の更なる要件を満たす最低待ち
時間因子を有するデータセンタ１０２であり得る。例えば、冗長のために、例えば、各デ
ータセンタ１０２は利用可能なプロセッサリソースの最高９０％を割り当てるように構成
されると想定しよう。データセンタ１０２ａが利用可能なプロセッサリソースの９０％を
既に割り当てていた場合、データセンタ１０２ａは、たとえ特定の要求側ユーザコンピュ
ーティングシステム１０４の最低待ち時間因子に関連しているとしても選択される資格は
あり得ない。
【００９５】
[0109]ブロック６１２にて、対応するコンピューティング環境１１４は、ユーザコンピ
ューティングシステム１０４のユーザに、識別されたデータセンタ１０２の計算リソース
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へのアクセスを許可する。一部の実施形態では、データセンタ１０２へのユーザアクセス
を許可することは、ユーザの１つ以上のアカウントをデータセンタ１０２と関連づけるこ
とを含むことができる。あるいは又はさらに、データセンタ１０２へのユーザアクセスを
許可することは、ユーザコンピューティングシステム１０４をデータセンタ１０２と関連
づけることを含むことができる。さらに、場合によっては、ユーザの各ユーザコンピュー
ティングシステム１０４は、例えば、ユーザの利用可能なデータおよびリソースにおける
一貫性を維持するためにデータセンタ１０２に関連づけられ得る。さらに、場合によって
は、データセンタ１０２へのアクセスを許可することは、ユーザ又は関連のユーザコンピ
ューティングシステム１０４がＰＥＳプラットフォーム１２０のデータ又は計算リソース
にアクセスしようとするたびにデータセンタ１０２に自動的に接続することを含み得る。
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【００９６】
[0110]一部の実施形態では、対応するコンピューティング環境リソース割り当てシステ
ム１４０は、プロセス６００に関連した１つ以上の動作を実行する順番を決定するために
、ユーザコンピューティングシステム１０４の場所を使用し得る。例えば、待ち時間計算
がブロック６０８にて実行される順番は、ユーザコンピューティングシステム１０４の場
所に基づき得る。
【００９７】
ＩＸ．例示的な待ち時間因子計算プロセス
[0111]図７は、待ち時間因子計算プロセス７００の実施例を例示する。プロセス７００
は、少なくとも部分的に、データセンタ１０２の待ち時間因子を計算することができる任
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意のシステムによって実行することができる。待ち時間因子としては、ユーザコンピュー
ティングシステム１０４とデータセンタ１０２との間で通信する待ち時間の予想レベルの
目安を挙げることができる。さらに、プロセス７００は、プロセス６００の一部として、
例えば、ブロック６０８の一部として実行され得る。プロセス７００は、全部、一部を問
わず、例えば、少し例を挙げれば、ＰＥＳプラットフォーム１２０、対応するコンピュー
ティング環境リソース割り当てシステム１４０、待ち時間計算モジュール４０６、データ
センタリソース割り当てシステム３３０、および待ち時間計算モジュール４５６によって
実行することができる。任意の数のシステムが、全部、一部を問わず、プロセス７００を
実行することができるが、論じる内容を簡素化するために、プロセス７００の部分を特定
のシステムを特定のシステムを参照して説明する。
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【００９８】
[0112]プロセス７００は、ブロック７０２にて始まり、例えば、待ち時間計算モジュー
ル４０６は、ユーザコンピューティングシステム１０４の地理的位置を受信する。地理的
位置は、対応するコンピューティング環境リソース割り当てシステム１４０、又は、ユー
ザコンピューティングシステム１０４の地理的位置を判定することができる任意のその他
のシステムから受信され得る。あるいは、待ち時間計算モジュール４０６は、例えば、ユ
ーザコンピューティングシステム１０４のＩＰアドレスに基づいて地理的位置自体を判定
し得る。一部の実施形態では、ブロック７０２は、ブロック６０４に関して先に説明した
実施形態の一部又は全部を含むことができる。
【００９９】
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[0113]ブロック７０４にて、待ち時間計算モジュール４０６は、データセンタ１０２の
識別を受信する。待ち時間計算モジュール４０６は、ブロック７０６にてデータセンタ１
０２の地理的位置を判定する。データセンタ１０２の地理的位置は、共通のリポジトリ１
１２にアクセスすることによって判定され得る。あるいは、各データセンタ１０２の地理
的位置は、待ち時間計算モジュール４０６にて記憶され得る。別の代替案として、待ち時
間計算モジュール４０６は、地理的位置を判定するためにデータセンタ１０２に問い合わ
せし得る。
【０１００】
[0114]ユーザコンピューティングシステム１０２およびデータセンタ１０２の地理的位
置に基づいて、待ち時間計算モジュール４０６は、ブロック７０８にてユーザコンピュー
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ティングシステム１０４とデータセンタ１０２との間の距離を計算することができる。場
合によっては、この距離は、少なくとも部分的に、ユーザコンピューティングシステム１
０４とデータセンタ１０２との間の物理的距離に基づき得る。あるいは又はさらに、この
距離は、少なくとも部分的に、データセンタ１０２とユーザコンピューティングシステム
１０４との間の１つ以上のネットワーク通信路の長さに基づき得る。
【０１０１】
[0115]ブロック７１０にて、待ち時間計算モジュール４０６は、ブロック７０８にて計
算された距離に基づいて第１の待ち時間番号Ｌ１を判定し得る。一部の実施形態では、第
１の待ち時間番号は、さらに、少なくとも部分的に、ユーザコンピューティングシステム
１０４とデータセンタ１０２の間で利用される接続および／又はネットワークハードウェ
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アの形式に基づき得る。例えば、データセンタ１０２とユーザコンピューティングシステ
ム１０４との間のルートの半分が光ファイバを含む場合、銅線がルートのその部分に対応
した場合と異なる第１の待ち時間番号が判定され得る。
【０１０２】
[0116]待ち時間計算モジュール４０６は、ブロック７１２にて第２の待ち時間番号Ｌ２
を取得するために、１つ以上の待ち時間試験を実行する。待ち時間試験としては、２つの
コンピューティングシステム間の待ち時間の推定値を取得するために使用することができ
る任意の形式のネットワーク又は接続試験を挙げることができる。例えば、待ち時間試験
としては、ピング動作、トレースルート動作、トレースルート６動作、トラサート（ｔｒ
ａｃｅｒｔ）動作、トレースパス動作などを挙げることができる。複数の待ち時間試験が
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実行される実施形態では、ブロック７１２は、待ち時間試験の結果を統合すること（例え
ば、平均化、合計することなど）を含むことができる。
【０１０３】
[0117]ブロック７１４にて、待ち時間計算モジュール４０６は、データセンタ１０２と
ユーザコンピューティングシステム１０４に最も近いネットワークホップとの間の履歴待
ち時間情報を検索する。ネットワークホップとしては、通信パケットをデータセンタ１０
２とユーザコンピューティングシステム１０４との間で送りおよび／又は転送する任意の
ネットワーク又は通信ハードウェア（例えば、ルータ、又は、ゲートウェイ）を挙げるこ
とができる。ユーザコンピューティングシステム１０４に最も近いネットワークホップは
、ユーザコンピューティングシステム１０４に物理的に最も近いネットワークホップおよ
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び／又はＰＥＳプラットフォーム１２０にユーザコンピューティングシステム１０４によ
って送られたときに最初にパケットを受信するネットワークホップを指し得る。一部の実
施形態では、ネットワークホップを識別することは、ルックアップテーブルにアクセスし
および／又はネットワークトポロジマップにアクセスしてユーザコンピューティングシス
テム１０４に最も近いネットワークホップを判定することを含むことができる。ルックア
ップテーブルおよび／又はネッワークマップは、ネットワーク１０６内に含まれた共通の
リポジトリ１１２又は公的にアクセス可能なリポジトリに記憶され得る。
【０１０４】
[0118]履歴待ち時間情報を使用して、待ち時間計算モジュール４０６は、ブロック７１
６にて第３の待ち時間番号Ｌ３を生成する。第３の待ち時間番号は、履歴待ち時間情報（
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例えば、履歴待ち時間情報の平均又は時間重み付き平均など）から導出され得る。ブロッ
ク７１８にて、待ち時間計算モジュール４０６は、第１の待ち時間番号、第２の待ち時間
番号および第３の待ち時間番号に基づいてデータセンタ１０２について待ち時間因子Ｄを
計算する。さらに、場合によっては、各待ち時間番号は、例えば、経験的に判定された重
み付け因子（例えば、Ａ１、Ａ２およびＡ３）を使用して重み付けされ得る。したがって
、例えば、待ち時間因子は、以下の式１を使用して計算され得る。
Ｄ＝Ａ１＊Ｌ１＋Ａ２＊Ｌ２＋Ａ３＊Ｌ３

（１）

【０１０５】
[0119]式１を用いて計算した待ち時間因子が第１、第２および第３の待ち時間番号の重
み付け合計であるが、待ち時間因子を待ち時間番号の他の数学的な組合せに基づかせるこ
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とが可能である。さらに、場合によっては、待ち時間因子は、待ち時間番号、又は、その
組合せの１つ以上により索引が付される待ち時間因子の表にアクセスすることによって判
定され得る。
【０１０６】
[0120]一部の実施形態では、待ち時間番号の１つ以上は、待ち時間因子を計算すること
から除外され得る。そのような実例では、図７の関連のブロックは、随意的であり得る。
例えば、待ち時間因子は、履歴待ち時間情報に関係する第３の待ち時間番号なしで計算さ
れ得る。そのような場合、ブロック７１４および７１６は、随意的であり得る。
【０１０７】
[0121]場合によっては、待ち時間番号又は因子の１つ以上は、データセンタ１０２とユ
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ーザコンピューティングシステム１０４との間の通信チャネルの待ち時間に少なくとも部
分的に相関する。したがって、一部の実施形態では、プロセス７およびプロセス６は、ユ
ーザコンピューティングシステム１０４と他のデータセンタ類１０２との間の通信チャネ
ルと比較して最小の待ち時間を有すると予想されるデータセンタ１０２を選択するために
使用することができる。あるいは又はさらに、プロセス７およびプロセス６は、ユーザコ
ンピューティングデバイス１０４と通信するときに閾値レベルを下回る待ち時間を有する
と予想されるデータセンタ１０２を選択するために使用することができる。
【０１０８】
Ｘ．例示的なデスクトップ配置構成プロセス
[0122]図８は、デスクトップ配置構成プロセス８００の実施例を例示する。プロセス８
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００は、少なくとも部分的に、インスタンス（例えば、仮想デスクトップ、アプリケーシ
ョン、など）の割り当ての１組のルール（例えば、デスクトップ配置ルール）に基づいて
ＰＥＳプラットフォーム１２０および／又はその１つ以上のデータセンタ類１０２を構成
することができる任意のシステムによって実行することができる。例えば、プロセス８０
０は、全部、一部を問わず、少し例を挙げれば、ＰＥＳプラットフォーム１２０、対応す
るコンピューティング環境１１４、対応するコンピューティング環境リソース割り当てシ
ステム１４０、データセンタリソース割り当てシステム３３０、管理コンピュータ３０４
、管理コンポーネント３１０および配置コンポーネント３１４によって実行することがで
きる。任意の数のシステムが、全部、一部を問わず、プロセス８００を実行することがで
きるが、論じる内容を簡素化するために、プロセス８００の部分を特定のシステムを特定
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のシステムを参照して説明する。
【０１０９】
[0123]図８が仮想デスクトップおよびデスクトップ配置ルールを参照して説明するが、
プロセス８００は、この点を踏まえて有限ではない。プロセス８００は、仮想デスクトッ
プ、アプリケーション、プロセッサ利用、データストレージなどを含む任意の形式の計算
リソースを割り当てる方法を判定する任意の形式の計算リソース配置ルールに基づいてデ
ータセンタ類１０２を構成するために使用することができる。
【０１１０】
[0124]プロセス８００は、例えば、対応するコンピューティング環境１１４が、ユーザ
認証情報を例えば、ユーザコンピューティングシステム１０４を介してユーザから受信す
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るブロック８０２にて始まる。場合によっては、対応するコンピューティング環境１１４
の特定のデータセンタ１０２が、認証情報を受信する。全ての場合において必要とされる
というわけではないが、典型的には、ユーザは、少なくとも一部の他のユーザと比較する
と上位の許可（例えば、管理者又は他のスーパーユーザ）に関連している。
【０１１１】
[0125]ブロック８０４にて、対応されたコンピュータ環境１１４は、デスクトップ配置
ルールをユーザから受信する。デスクトップ配置ルールは、特定のデータセンタ１０２、
又は、複数のデータセンタに関連付けることができる。例えば、デスクトップ配置ルール
は、ユーザがアクセスする権限が与えられている全てのデータセンタ類１０２に関連付け
られ得る。第２の実施例として、デスクトップ配置ルールは、特定のグループ（例えば、
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エンティティのディベロッパチーム又はマーケティングチーム）のユーザがアクセスする
権限が与えられている全てのデータセンタと関連づけられ得る。
【０１１２】
[0126]さらに、デスクトップ配置ルールは、データセンタ１０２にて仮想デスクトップ
を配置する任意の形式のルールを含むことができる。例えば、デスクトップ配置ルールは
、データセンタ１０２での任意の特定のコンピューティングシステムがエンティティのユ
ーザ、又は、エンティティの下位グループ又は部署（例えば、経理、研究開発など）のユ
ーザの閾値百分率のみに対応すると指定し得る。場合によっては、デスクトップ配置ルー
ルは、特定の群の構成員が２人としてデータセンタ１０２の同じコンピュータシステムに
よって対応されないと指定することができる。さらに、場合によっては、デスクトップ配
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置ルールは、ユーザのサブセットは、ラック、バックアップバッテリ、電源バス、ラック
スイッチ、電源、ルータ、データストレージ、データストレージシステムなどを共有しな
いコンピュータシステムに割り当てられると指定し得る。有利なことに、特定の実施形態
では、特定のコンピューティングシステムから、又は、何らかの形式のリソース（例えば
、バックアップバッテリ）を共有する１組のコンピューティングシステムから計算リソー
スを割り当てられるユーザの百分率を制限することによって、アクセスを失うか、又は、
別のコンピューティングシステムに移動される必要があるユーザの数が、コンピューティ
ングシステムがアクセス不能になるか、又は、リソース（例えば、データセンタ１０２で
のルータ）がアクセス不能になった場合に制限され、その結果、計算リソースが失われる
ときに発生する可能性がある負の結果が低減される。
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【０１１３】
[0127]場合によっては、デスクトップ配置ルールは、デスクトップ配置ルールにより支
配されるユーザに関連したユーザプロファイルに基づき得る。例えば、デスクトップ配置
ルールは、ユーザプロファイルがユーザがいくつかのグラフィクス重視アプリケーション
を利用することを示すユーザにはデータセンタ１０２の一部の他のコンピューティングシ
ステムよりも強力なグラフィックカードを含むデータセンタ１０２のコンピューティング
システムが割り当てられると指定し得る。第２の実施例として、ユーザプロファイルがユ
ーザが多くの記憶空間を必要とすることを示すユーザには、閾値を超える記憶空間利用可
能性を有するデータストレージに関連するか、又は、他のデータストレージの記憶空間利
用可能性を上回るデータセンタ１０２のコンピューティングシステムへアクセスが割り当
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てられ得る。
【０１１４】
[0128]さらに、場合によっては、デスクトップ配置ルールは、１組のユーザが直接に又
は仮想デスクトップを介してアクセスする権限が与えられているアプリケーションを指定
するルールを含むことができる。さらに、デスクトップ配置ルールは、ユーザにより提供
が求められる仮想デスクトップのデフォルト構成を指定し得る。
【０１１５】
[0129]さらに、上述したように、一部の実施形態では、デスクトップ配置ルールは、デ
スクトップ又は仮想デスクトップだけではなく、任意の形式の計算リソースに関連づける
ことができる。
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【０１１６】
[0130]ブロック８０６にて、対応するコンピューティング環境１１４は、デスクトップ
配置ルールに関連したエンティティ（例えば、ユーザを雇用する企業）を識別する。一部
の実施形態では、対応するコンピューティング環境１１４は、ブロック８０６にてエンテ
ィティに関連したユーザの下位グループを識別する。ユーザの下位グループは、例えば、
エンティティの組織構造内の部署、又は、特定の場所（例えば、エンティティ英国事務所
）に位置する一群のユーザであり得る。一部の実施形態では、ブロック８０６は、随意的
である。例えば、ユーザはユーザの個人利用向けにデスクトップ配置ルールを設定し得る
。
【０１１７】
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[0131]対応するコンピューティング環境１１４は、ブロック８０８にて、ユーザが、ブ
ロック８０６にて識別されたエンティティのためにデスクトップ配置ルールを設定する権
限が与えられていることを確認する。権限のこの判定は、少なくとも部分的に、ブロック
８０２にて受信されたユーザ認証情報に基づいて行われ得る。さらに、場合によっては、
権限の判定は、エンティティでのユーザの部署、役割、又は職位など、ユーザに関連した
メタデータに基づいて行われ得る。
【０１１８】
[0132]ブロック８１０にて、対応するコンピューティング環境１１４は、ユーザに関連
した１つ以上のデータセンタ類１０２を識別する。あるいは又はさらに、対応するコンピ
ューティング環境１１４は、デスクトップ配置ルールに基づいて１つ以上のデータセンタ
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類１０２を識別し得る。一部の実施形態では、ブロック８１０は、随意的である。例えば
、デスクトップ配置ルールは、対応するコンピューティング環境１１４の全てのデータセ
ンタ類１０２についてデスクトップ配置ルールを指定し得る。
【０１１９】
[0133]ブロック８１２にて、対応するコンピューティング環境１１４は、デスクトップ
配置ルールをブロック８１０にて識別された１つ以上のデータセンタ類１０２のエンティ
ティと関連づける。デスクトップ配置ルールを１つ以上のデータセンタ類１０２のエンテ
ィティと関連づけることは、デスクトップ配置ルールをブロック８１０にて識別された各
データセンタ１０２のデータセンタリポジトリ３３２にて記憶することを含むことができ
る。さらに、場合によっては、ブロック８１２は、デスクトップ配置ルールを管理コンピ
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ュータ３０４に提供することを含むことができる。
【０１２０】
ＸＩ．例示的なデスクトッププロビジョニングプロセス
[0134]図９は、デスクトッププロビジョニングプロセス９００の実施例を例示する。プ
ロセス９００は、少なくとも部分的に、データセンタ１０２のコンピューティングシステ
ム（例えば、データセンタコンピュータ３０２）上でインスタンスを配置することができ
る任意のシステムによって実行することができる。例えば、プロセス９００は、全部、一
部を問わず、少し例を挙げれば、ＰＥＳプラットフォーム１２０、対応するコンピューテ
ィング環境１１４、データセンタ１０２、管理コンピュータ３０４、管理コンポーネント
３１０、および、配置コンポーネント３１４によって実行することができる。任意の数の
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システムが、全部、一部を問わず、プロセス９００を実行することができるが、論じる内
容を簡素化するために、プロセス９００の部分を特定のシステムを特定のシステムを参照
して説明する。
【０１２１】
[0135]図９を仮想デスクトップおよびデスクトップインスタンスを参照して説明するが
、プロセス９００は、この点を踏まえて有限ではない。プロセス９００は、例えば、アプ
リケーション、ストレージフォルダなどを含む、データセンタ１０２のコンピューティン
グシステムにてインスタンス化する任意の形式のインスタンスを配置するために使用する
ことができる。
【０１２２】
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[0136]プロセス９００は、例えば、管理コンピュータ３０４が、仮想デスクトップセッ
ションへのアクセスを取得する要求をユーザコンピューティングシステム１０４から受信
するブロック９０２にて始まる。要求は、ユーザ又はアプリケーションから受信され得る
。先述したように、要求は、仮想デスクトップに限定されない。例えば、要求は、アプリ
ケーションのインスタンスへのアクセス用であり得る。
【０１２３】
[0137]ブロック９０４にて、管理コンポーネント３１０は、ユーザコンピューティング
システム１０４に関連したユーザを識別する。管理コンポーネント３１０は、ブロック９
０２にて要求と共に受信された認証情報に基づいてユーザを識別し得る。あるいは又はさ
らに、管理コンポーネント３１０は、ユーザコンピューティングシステム１０４に関連し
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たＩＰアドレス又は名前など、ユーザコンピューティングシステム１０４に関連したメタ
データに基づいてユーザを識別し得る。場合によっては、ユーザを識別する代わりに、又
は、それに加えて、管理コンポーネント３１０は、ユーザに関連したエンティティ、部署
、又は、他のグループを識別し得る。一部の実施形態では、ブロック９０４は、随意的で
ある。例えば、デスクトップインスタンスのプロビジョニングは、データセンタ１０２の
各データセンタコンピュータ３０２の利用の目安、又は、要求側ユーザ又は関連のエンテ
ィティの識別を必要としない任意の他の因子などに基づき得る。
【０１２４】
[0138]判断ブロック９０６にて、配置コンポーネント３１４は、ユーザに関連したアク
ティブデスクトップインスタンス３０６が存在するかどうか判定する。アクティブインス

50

(31)

JP 6279705 B2 2018.2.14

タンス３０６は、データセンタコンピュータ３０２で稼動している、つまり、目下実行さ
れているインスタンスを含み得る。さらに、場合によっては、アクティブインスタンス３
０６は、データセンタコンピュータ３０２にてキャッシュされたインスタンスを含み得る
。配置コンポーネント３１４がユーザに関連したアクティブデスクトップが存在すると判
定した場合、配置コンポーネント３１４は、ブロック９０８にて、既存のデスクトップイ
ンスタンス３０６に対応するデータセンタコンピュータ３０２での既存のデスクトップイ
ンスタンス３０６へのアクセスをユーザに提供し得る。
【０１２５】
[0139]一部の実施形態では、判断ブロック９０６およびブロック９０８の１つ以上は、
随意的であり得る。例えば、要求側ユーザが新しいユーザであるか、又は、ブロック９０
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２にて受信された要求が明示的に新しいデスクトップインスタンスを要求する場合、判断
ブロック９０６は随意的であり得る。別の実施例として、既存のデスクトップインスタン
ス３０６に対応しているデータセンタコンピュータ３０２への負荷、又は、該データセン
タコンピュータの利用が閾値を超えた（例えば、データセンタコンピュータ３０２にアク
セスする更なるユーザのため）場合、ユーザは既存のデスクトップインスタンスへのアク
セスを許可され得ないので、ブロック９０８は随意的であり得る。あるいは、既存のデス
クトップインスタンスは、ブロック９０８の一部として別のデータセンタコンピュータ３
０２に転送され得、その結果、ユーザは、最初に閾値負荷又は利用を満たす既存のデスク
トップインスタンスに対応したデータセンタコンピュータ３０２にもかかわらず、既存の
デスクトップインスタンスへのアクセスを取得することができる。
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【０１２６】
[0140]配置コンポーネント３１４がユーザに関連したアクティブデスクトップが存在し
ないと判定した場合、管理コンポーネント３１０は、ブロック９１０にてユーザに関連し
たメタデータを識別する。あるいは又はさらに、管理コンポーネントは、ユーザコンピュ
ーティングシステム１０４に関連したメタデータを識別する。一部の実施形態では、管理
コンポーネント３１０は、エンティティでのユーザの役割、職位、部署など、ユーザに関
連した情報を取得するためにディレクトリにアクセスすることによってメタデータを識別
する。このディレクトリは、ライトウェイトディレクトリアクセスプロトコル（ＬＤＡＰ
）、又は、分散型ディレクトリにアクセスして維持する任意の他の既知のアプリケーショ
ンプロトコルを使用して実行および／又はアクセスされ得る。場合によっては、ディレク
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トリは、データセンタリポジトリ３３２にて記憶され得る。一部の実施形態では、メタデ
ータは、計算リソースのユーザの使用に関連したユーザプロファイル情報を含み得る。例
えば、ユーザプロファイルは、ユーザがグラフィック重視であるいくつかのアプリケーシ
ョン（例えば、アニメーションプログラム、モデリングプログラムなど）を利用するかど
うかを示し得る。第２の実施例として、ユーザプロファイルは、ユーザは、そのユーザを
雇用するエンティティに属する他のユーザ、又は、データセンタ１０２の他のユーザと比
較して多くのデータを生成して、したがって、他のユーザよりも多くの記憶空間を必要と
し得ることを示し得る。
【０１２７】
[0141]ブロック９１２にて、管理コンポーネント３１０は、ブロック９１０にて取得さ
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れたメタデータに基づいて、デスクトップ配置ルールを識別する。これらのデスクトップ
配置ルールは、データセンタリポジトリ３３２からアクセスされ得る。例えば、ユーザが
仲介エンティティにて貿易部署に属すると識別された場合、管理コンポーネント３１０は
、仲介エンティティの貿易部署に関連したデスクトップ配置ルールを検索し得る。
【０１２８】
[0142]配置コンポーネント３１４は、ブロック９１４にてデスクトップ配置ルールに基
づいてデータセンタコンピュータ３０２を識別する。図８に関して先に説明したように、
デスクトップ配置ルールは、インスタンス（例えば、仮想デスクトップインスタンス）に
対応しおよび／又は計算リソースをユーザに提供するためにデータセンタ１０２のデータ
センタコンピュータ３０２を選択する任意のルールを含み得る。例えば、デスクトップ配
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置ルールは、データセンタコンピュータはエンティティの部署から二人以上の従業員に対
応しないと指定し得る。第２の実施例として、デスクトップ配置ルールは、特定の部署又
は特定のエンティティが同じデータセンタコンピュータ３０２へのアクセスを共有しない
と指定し得る。一部の実施形態では、配置コンポーネント３１４は、データセンタコンピ
ュータ３０２を識別することを容易にするために、ユーザの使用プロファイルを使用する
ことができる。
【０１２９】
[0143]一部の実施形態では、配置コンポーネント３１４は、データセンタコンピュータ
３０２を識別することを容易にするためにデータセンタリソース割り当てシステム３３０
を使用し得る。例えば、配置コンポーネント３１４は、データセンタコンピュータ容量識
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別モジュール４５２を使用して、データセンタコンピュータ３０２の利用可能な容量を識
別し得る。第２の実施例として、配置コンポーネント３１４は、インスタンス利用モジュ
ール４５４を使用してデータセンタコンピュータ３０２での更なるインスタンスの利用可
能性を判定し得る。さらに、配置コンポーネント３１４は、アプリケーションリソース識
別モジュール４５８を使用して、データセンタコンピュータ３０２がユーザによって要求
されたか、又は、仮想デスクトップインスタンスの構成のデスクトップ配置ルールの一部
として指定されたアプリケーションリソースへのアクセスを有するかどうか判定し得る。
【０１３０】
[0144]データセンタコンピュータ３０２が選択されると、配置コンポーネント３１４は
、ブロック９１６にて識別されたデータセンタコンピュータ３０２上でデスクトップイン
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スタンスを作成する。場合によっては、デスクトップインスタンスの作成は、デスクトッ
プ配置ルールに基づき得る。例えば、デスクトップ配置ルールは、デスクトップインスタ
ンス（例えば、デスクトップインスタンスのために割り当てられる記憶量、又は、デスク
トップインスタンスを介したアクセスのために予め構成されるアプリケーション）の構成
を指定し得る。
【０１３１】
[0145]ブロック９１８にて、管理コンポーネント３１０は、ユーザにデスクトップイン
スタンスへのアクセスを提供する。一部の実施形態では、ブロック９１８は、デスクトッ
プインスタンスの作成および／又はデスクトップインスタンスへのアクセスを記録するこ
とをさらに含み得る。さらに、場合によっては、別のユーザ（例えば、管理者）は、デス
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クトップインスタンスの作成および／又はデスクインスタンスへのアクセスを知らされ得
る。
【０１３２】
ＸＩＩ．例示的なアプリケーションアクセスプロセス
[0146]図１０は、ＰＥＳプラットフォーム１２０のデータセンタから入手可能であるア
プリケーションにアクセスするプロセスの実施形態を例示する。図１Ｂで先述したように
、各データセンタは、いくつかの仮想デスクトップインスタンスを実行するように構成可
能な１つ以上の物理コンピューティングシステムを含む。各仮想デスクトップインスタン
スは、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ
ＡＣ

Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）オペレーティングシステム、Ｍ

ＯＳ（登録商標）オペレーティングシステム、Ｌｉｎｕｘオペレーティングシステ
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ム、Ｏｒａｃｌｅ（登録商標）Ｓｏｌａｒｉｓオペレーティングシステムなど、オペレー
ティングシステムを含み得る。各仮想デスクトップインスタンス内に含まれたオペレーテ
ィングシステムは、１つ以上のアプリケーションをアプリケーション市場１３０において
実行するように構成され得る。仮想デスクトップインスタンスは、ネットワークを介して
ＰＥＳのユーザによってアクセスされ得る。さらに、ＰＥＳのユーザは、アプリケーショ
ン、又は、仮想デスクトップインスタンスを市場インターフェース２１２を介してアプリ
ケーション市場１３０において検索し得る。
【０１３３】
[0147]例示する実施形態では、プロセス１０００は、アプリケーション市場１３０への
アクセスをＰＥＳのユーザに関連したユーザコンピューティングデバイスに提供するブロ
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ック１００２にて始まる。アプリケーション市場にアクセスするユーザコンピューティン
グデバイスは、市場インターフェース２１２を介して仮想デスクトップインスタンスによ
って実行されるアプリケーションを検索し得る。例えば、ユーザは、アプリケーション市
場１３０において市場インターフェース２１２を介してＭａｔｌａｂ（登録商標）ソフト
ウェアのＬｉｎｕｘバージョンを検索し得る。
【０１３４】
[0148]プロセス１０００は、ブロック１００４に引き続き進んで、ユーザコンピューテ
ィングデバイスから仮想デスクトップインスタンス上でアプリケーションにアクセスする
要求をユーザから受信する。要求は、アプリケーション市場１３０を介してユーザによっ
て行われ得る。先に参照した実施例では、ユーザは、Ｍａｔｌａｂ（登録商標）ソフトウ
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ェアのＬｉｎｕｘバージョンへのアクセスを要求し得る。ユーザの仮想デスクトップイン
スタンスは、少なくともＬｉｎｕｘオペレーティングシステムと、Ｍａｔｌａｂ（登録商
標）ソフトウェアとを含み得る。
【０１３５】
[0149]プロセス１０００は、ブロック１００６に引き続き進んで、ユーザコンピューテ
ィングデバイスに関連したメタデータにアクセスする。メタデータは、ユーザがユーザコ
ンピューティングデバイス上でＰＥＳからアプリケーションにアクセスする権限が与えら
れているかどうかを示し得る。例えば、ユーザコンピューティングデバイスに関連したメ
タデータは、ユーザが会社内に位置するデスクトップＰＣを目下使用していることを示し
得、ユーザのＰＥＳアカウントに関連したセキュリティ設定およびアプリケーション市場
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優先事項に従って、ユーザは、会社内のデスクトップＰＣからＭａｔｌａｂ（登録商標）
ソフトウェアにアクセスする権限が与えられている。別の実施例では、別のユーザコンピ
ューティングデバイスに関連したメタデータは、ユーザがスマートフォンから仮想デスク
トップインスタンスにアクセスしていることを示し得、ユーザのＰＥＳアカウントに関連
したセキュリティ設定およびアプリケーション市場優先事項に従って、ユーザがＭａｔｌ
ａｂ（登録商標）ソフトウェアに自身のスマートフォンからアクセスする権限が与えられ
ていない。一部の実施形態では、メタデータは、例えば、ユーザのアプリケーション市場
アカウント、アカウント形式、アクセスレベル、ユーザが使用しているデバイスの形式の
名前（タブレット、デスクトップコンピュータなど）、メディアアクセス制御（ＭＡＣ）
アドレス、ユーザの場所、ユーザのドメイン、ユーザがアプリケーション市場１３０にア
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クセスしているのが住宅用インターネットを介してか、又は、ユーザの雇用主によって提
供された接続を介してか、および／又はユーザは、アプリケーション市場１３０にアクセ
スするためにプロキシを使用しているかどうかなどの情報を含み得る。
【０１３６】
[0150]プロセス１０００は、少なくとも部分的にメタデータに基づいて、ユーザがユー
ザコンピューティングデバイス上でアプリケーションにアクセスする権限が与えられてい
るかどうか判定するために判断ブロック１００８に引き続き進む。一部の実施形態では、
ユーザがアプリケーションにアクセスする権限が与えられているかどうか判定することは
、アプリケーションがユーザに関連するか、又は、ユーザの仮想デスクトップインスタン
スが位置するデータセンタ１０２でのアクセスに利用可能であるかどうか判定することを
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含み得る。場合によっては、アプリケーションのコピーがユーザの仮想デスクトップイン
スタンスが位置するデータセンタ１０２にて利用可能ではない場合、データセンタ１０２
の管理コンピュータ３０４は、アプリケーションのコピーをＰＥＳプラットフォーム１２
０に要求し得る。あるいは、ユーザはアプリケーションへのアクセスを拒絶され得る。ユ
ーザがアプリケーションにアクセスする権限が与えられていない場合、プロセス１０００
は終了する。
【０１３７】
[0151]しかしながら、ユーザがアプリケーションにアクセスする権限が与えられている
場合、プロセスは、ブロック１０１０に引き続き進んで、仮想デスクトップインスタンス
上で実行されるようにアプリケーションを構成する。アプリケーションは、オペレーティ
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ングシステム、又は、ユーザおよびアプリケーション市場１３０による他の設定に好適で
あるように構成され得る。一部の実施形態では、アプリケーションはＰＥＳプラットフォ
ーム１２０においてデータセンタ１０２内の物理コンピューティングシステム上に常駐し
得、物理コンピューティングシステムは、ユーザが接続される物理コンピューティングシ
ステムと異なる場合がある。場合によっては、アプリケーションは、アプリケーションリ
ポジトリ２２０にあり得る。場合によっては、アプリケーションの一部又は全部のコピー
は、ユーザが接続される物理コンピューティングシステムにダウンロードされ得る。
【０１３８】
[0152]プロセスは、ブロック１０１２に引き続き進んで、アプリケーションを仮想デス
クトップインスタンスから実行させる。プロセスは、その後、ブロック１０１４に引き続
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き進んで、少なくとも仮想デスクトップインスタンスからの一部のアプリケーションへの
アクセスをユーザコンピューティングデバイスに提供する。
【０１３９】
[0153]一部の実施形態では、アプリケーションのユーザインターフェースのみが、ユー
ザのコンピューティングデバイスに提供され、ユーザインターフェースは、ユーザコンピ
ューティングデバイスからの入力を受理して、アプリケーションにユーザ入力を提供する
。一部の他の実施形態では、ユーザのコンピューティングデバイスに提供されるアプリケ
ーションの部分は、アプリケーションのコピー全体であり得る。例えば、上記のユースケ
ースでは、Ｍａｔｌａｂ（登録商標）ソフトウェア全体が、ユーザのコンピューティング
デバイスに提供され得る。一部の他の実例では、少なくともアプリケーションの一部への

20

アクセスを提供することは、アプリケーションの一部をユーザコンピューティングデバイ
スに配信する（例えば、ストリーミング）ことを含み得る。例えば、上記のユースケース
では、Ｍａｔｌａｂ（登録商標）ソフトウェア及Ｍａｔｌａｂソフトウェアのインターフ
ェースにおいてユーザによって目下使用されているライブラリのみが、ユーザコンピュー
ティングデバイスに提供される。
【０１４０】
[0154]別の実施例では、少なくとも一部のアプリケーションへのアクセスを提供するこ
とは、ローカル仮想デスクトップインスタンスをコンピューティングインスタンスにスト
リーミングすることを含み得る。ローカル仮想デスクトップインスタンスは、ユーザコン
ピューティングデバイス上でアプリケーションを実行するように構成することができる。
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例えば、ユーザコンピューティングデバイスは、Ｌｉｎｕｘオペレーティングシステムと
、Ｌｉｎｕｘオペレーティングシステム上で実行中であるアプリケーション（Ｍａｔｌａ
ｂ（登録商標）ソフトウェア）とを含む仮想デスクトップインスタンスを受信し得る。他
の実施形態では、仮想マシン又はコンテナは、ユーザコンピューティングシステム１０４
へストリーミングされ得る。この仮想マシン又はコンテナは、ユーザコンピューティング
システム１０４へストリーミングされるとき、および／又は、アプリケーションのストリ
ーミングが完了した後にアプリケーションを実行するように構成され得る。特定の実施形
態では、ユーザコンピューティングシステム１０４へストリーミングされるアプリケーシ
ョンの仮想マシン、コンテナおよび／又は任意の部分は、ユーザがアプリケーションを使
用する現行セションを完了した後にユーザコンピューティングシステム１０４から除去さ
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れる。有利なことに、特定の実施形態では、アプリケーション、又は、その一部をユーザ
コンピューティングシステム１０４にストリーミングし、その後、使用セッションが完了
するとアプリケーション、又は、その一部を除去することによって、ユーザは、アプリケ
ーションを使用する一時的なライセンスを購入することができる。さらに、ユーザは、通
常、例えば、ユーザコンピューティングシステム１０４の記憶空間制約、メモリ制約、グ
ラフィクス制約、又は、他のハードウェアおよび／又はソフトウェア制約のためにアプリ
ケーションを実行することができない恐れがあるユーザコンピューティングシステム１０
４上でアプリケーションを使用し得る。使用セッションは、アプリケーションの単一の使
用期間、又は、アプリケーションのレンタル又はライセンシング期間を含むことができる
。他の場合では、使用セッションは、アプリケーションがユーザコンピューティングシス
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テム１０４へストリーミングされるときに始まり、ユーザコンピューティングシステム１
０４がデータセンタ１０２にて対応されるデータセンタ１０２および／又はインスタンス
から切り離されたときに終了する期間を含み得る。
【０１４１】
[0155]本開示によるアプリケーション市場１３０は、仮想デスクトップインスタンス上
で実行されるアプリケーションの代金を支払うためのユーザ向けの様々なオプションを提
供し得る。例えば、ユーザは、自分が興味があるアプリケーションを購入、レンタル、又
は使用許諾することを選び得る。場合によっては、ユーザのグループが、グループライセ
ンスの代金を支払うことを選び得る。したがって、一部の状況では、ユーザがユーザコン
ピューティングデバイス上でアプリケーションにアクセスするように構成されるかどうか
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判定するために使用されたメタデータは、ユーザがアプリケーション市場１３０からアプ
リケーションを購入、レンタル、又は、使用許諾したかどうかを含み得る。アプリケーシ
ョン市場１３０の請求システム２１８は、アプリケーション市場から入手可能であるアプ
リケーション、オペレーティングシステム、仮想デスクトップなどの購入、レンタル、又
は、ライセンシングを管理するように構成することができる。
【０１４２】
[0156]ユーザがアプリケーションを購入する代わりにレンタルするか又は使用許諾する
ことを選んだ場合、アプリケーション市場１３０はレンタル又はライセンス期間の終了前
にユーザに通知し得る。通知は、ある期間についてユーザがレンタル又はライセンス契約
を更新するオプション、および、ソフトウェアを購入するオプションを含み得る。一部の
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実施形態では、レンタル期間の満了時に、ユーザのアプリケーションに対応するデータセ
ンタコンピュータ３０２は、例えば、ユーザが更なるレンタル期間の代金を支払うのを辞
退した場合にアプリケーションへアクセス継続を自動的に遮断し得る。一部のそのような
場合、データセンタコンピュータ３０２は、ユーザに関連した仮想デスクトップインスタ
ンスからアクセス可能であり得るユーザに関連した記憶デバイスおよび／又はフォルダ（
例えば、クラウドフォルダ）にユーザデータを自動的に保存し得る。さらに、場合によっ
ては、データは、１つ以上のユーザコンピューティングシステム１０４に自動的に同期さ
れ得る。
【０１４３】
ＸＩＩＩ．例示的なファイル同期システム
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[0157]文書を同期させるために、ＰＥＳプラットフォーム１２０は、図１１に示すファ
イル同期システム１１００を実行することができる。例示する実施形態では、ファイル同
期システム１１００は、接続性モジュール１１０２と、同期モジュール１１０４と、ファ
イルアクセスモジュール１１０６とを含む。接続性モジュール１１０２は、ＰＥＳとユー
ザのコンピューティングデバイスとの間の接続を確立するために使用することができる。
以下で論じるように、一部の実行例では、ＰＥＳとユーザのコンピューティングデバイス
との間の接続性は、双方向である。一部のそのような実行例では、ＰＥＳとコンピューテ
ィングデバイスとの間の双方向接続は、仮想デスクトップインスタンスへのアクセスを配
信してＰＥＳとコンピューティングデバイスとの間でファイルを同期させるために使用さ
れる。引き続き上記の実施例〜については、ファイルアクセスモジュール１１０６は、タ
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ブレット装置に関連したメタデータに基づいて、該装置は特定のＷｏｒｄ文書にアクセス
および修正する権限が与えられたコンピューティングデバイスであると判定し得る。した
がって、タブレット装置は、Ｗｏｒｄ文書の同期コピーを維持する権限が与えられており
、該同期コピーは、タブレット装置がインターネット接続を有しないときにさえユーザが
アクセス可能であり得る。例えば、ユーザがＷｏｒｄ文書を編集しているとき、タブレッ
ト装置は、ＰＥＳにネットワーク接続を失うことがあり得る。しかしながら、ファイルは
、タブレット装置と同期されるように構成されるので、ネットワーク接続が失われている
間に行われた修正は、同期モジュール１１０４を介してＰＥＳプラットフォーム１２０上
で遠隔操作にて記憶されたファイルのコピーと同期させることができる。例えば、ファイ
ルの修正は、ユーザコンピューティングデバイス上でローカルに記憶され得、ネットワー
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ク接続性が再開したとき、修正は、ＰＥＳプラットフォーム上に記憶されたファイルとの
同期のために同期モジュール１１０４に伝達することができる。
【０１４４】
[0158]ユーザは、その後、タクシーに乗っている間にスマートフォンからＰＥＳとの接
続を介して同じ文書を編集しようとし得る。スマートフォンが紛失しやすいことから、ユ
ーザ（又は、雇用主など、ユーザに関連したエンティティ）は、特定の装置上で、又は、
ユーザが特定の位置（例えば、輸出制限又は規制を実行するため）にいるときには特定の
文書へのアクセスを制限し得る。したがって、この実施例では、ファイルアクセスモジュ
ール１１０６は、スマートフォン又はユーザの場所に関連したメタデータに基づいて、ユ
ーザは、タクシー内でスマートフォンからファイルの内容を変更する権限が与えられてい
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ないと判定し得る。したがって、ユーザがスマートフォンから行おうとした変更は、ＰＥ
Ｓプラットフォーム１２０によって記憶されずおよび／又はスマートフォン上でローカル
に記憶されない。
【０１４５】
[0159]別の実施例では、ユーザは、ＰＥＳプラットフォーム１２０上の仮想デスクトッ
プインスタンスを介して会社のデスクトップＰＣ上の重要なＣＡＤ図を編集し得る。ユー
ザが会社ＰＣをシャットダウンした後、ＣＡＤ図に行った編集は、ＰＥＳプラットフォー
ム１２０上に記憶される。ユーザは、自宅でラップトップコンピュータをオンにして、ロ
ーカルに記憶されたＣＡＤ図の同期コピーを編集しようとし得る。ファイルアクセスモジ
ュール１１０６は、ＣＡＤ図および／又はユーザのラップトップコンピュータに関連した
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メタデータに基づいて、ユーザが直接にラップトップコンピュータからＣＡＤ図を修正す
る権限が与えられていないと判定し得る。しかしながら、ファイルアクセスモジュール１
１０６は、ユーザはＰＥＳ上の仮想デスクトップインスタンスを介してＣＡＤ図を編集す
る権限が与えられていると判定し得る。これは、ＣＡＤ図が仮想デスクトップインスタン
スから編集可能であり得るにすぎないことを意味する。したがって、ユーザがラップトッ
プコンピュータから直接にＣＡＤ図の同期コピーに行おうとした変更のいずれもＰＥＳプ
ラットフォーム１２０によって記憶することができない。しかしながら、ユーザがラップ
トップから接続性モジュール１１０２を介して仮想デスクトップインスタンスに接続する
権限が与えられ、かつ、ＣＡＤ図を編集するプログラムを仮想デスクトップインスタンス
から実行する場合、仮想デスクトップインスタンスとの接続を介して図面を編集すること
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が可能にされ得る。
【０１４６】
ＸＩＶ．第一の例示的なファイル同期プロセス
[0160]図１２は、ＰＥＳプラットフォーム１２０の制御下のファイル同期システム１１
００を使用するファイルの同期プロセスの実施例を例示する。例示する実施形態では、プ
ロセス１２００は、接続性モジュール１１０２が、ＰＥＳとユーザのコンピューティング
デバイスとの間の接続（双方向性であり得る）を形成するブロック１２０２にて始まる。
プロセスは、引き続き、ブロック１２０４に進み、ＰＥＳプラットフォーム１２０は、フ
ァイルをＰＥＳプラットフォーム１２０上で修正する要求をコンピューティングデバイス
から受信する。プロセスは、引き続き、ブロック１２０６に進み、ＰＥＳプラットフォー
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ム１２０は、ファイルアクセスモジュール１１０６を使用してファイルメタデータにアク
セスする。この例示する実施形態では、ファイルメタデータは、ファイルをコンピューテ
ィングデバイスなどと同期させることができるかどうかを示す設定を含み得る。
【０１４７】
[0161]プロセスは、引き続き、ブロック１２０８に進み、少なくともファイルメタデー
タに基づいて、ファイルがコンピューティングデバイスと同期されるように構成されてい
るかどうか判定する。一部の実施形態では、このステップは、ファイルアクセスモジュー
ル５０８によって実行され得る。ファイルがコンピューティングデバイスと同期されるよ
うに構成されていない場合、プロセス１２００は終了する。しかしながら、ファイルがコ
ンピューティングデバイスと同期させることができると判定された場合、プロセス１２０
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０は、引き続き、ブロック１２１０に進み、ブロック１２０２内に形成された双方向接続
を使用してファイルを同期モジュール１１０４によってコンピューティングデバイスと同
期させる。プロセスは、ブロック１２１０後に終了する。
【０１４８】
[0162]場合によっては、ユーザは、仮想デスクトップインスタンス上で実行されるよう
に構成されるアプリケーションを介してファイルを同期させるか、又は、修正する必要が
あり得る。例えば、ユーザは、Ｌｉｎｕｘオペレーティングシステムと、Ｍａｔｌａｂ（
登録商標）ソフトウェアとを含む仮想デスクトップインスタンスを構成したと考えられる
。ユーザは、Ｍａｔｌａｂ（登録商標）プログラム、および、様々なコンピューティング
デバイス上で作製したシミュレーションを同期させることを望み得る。ユーザが仮想デス
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クトップインスタンスを介してＰＥＳプラットフォーム１２０への既存の接続を既に有す
る場合、ユーザは、特定形式のファイルを修正又は開くことができるプログラムをローカ
ルに有する必要はないと考えられる。
【０１４９】
ＸＶ．第二の例示的なファイル同期プロセス
[0163]図１３は、データセンタでの仮想デスクトップインスタンスとの既存の接続を介
したファイルの同期プロセスの実施例を例示する。この実施形態では、プロセス１３００
は、ＰＥＳ内の仮想デスクトップインスタンス上のアプリケーションへのアクセスが、接
続性モジュール１１０２によって提供されるブロック１３０２にて始まる。プロセス１３
００は、引き続き、ブロック１３０４に進み、ＰＥＳは、仮想デスクトップインスタンス
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上のアプリケーションを介してファイルを修正する要求をコンピューティングデバイスか
ら受信し得る。プロセス１３００は、引き続き、ブロック１３０６に進み、ＰＥＳは、フ
ァイルアクセスモジュール１１０６を介してファイルメタデータにアクセスする。ファイ
ルメタデータは、ファイルが、例えば、第１のコンピューティングデバイスによって修正
されるように構成されているかどうかを示し得る。
【０１５０】
[0164]プロセス１３００は、引き続き、ブロック１３０８に進み、ファイルがコンピュ
ーティングデバイスによって修正されるように構成されているかどうか判定する。上記で
論じたユースケースでは、Ｍａｔｌａｂ（登録商標）プログラムが、ユーザのデスクトッ
プコンピュータ、ラップトップコンピュータと同期されるように構成され得るが、タブレ
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ット装置は対象外である。別の実施例では、ユーザは、海外の営業会議に旅立ち得、Ｍａ
ｔｌａｂ（登録商標）シミュレーションは、会議中に容易に見せることができるように自
分のタブレット装置と同期させるように構成され得る。場合によっては、ファイルは、ユ
ーザコンピューティングデバイスと同期されるように構成され得るが、ユーザコンピュー
ティングデバイスによってローカルに編集可能ではあり得ない。これらの場合、ファイル
は仮想デスクトップインスタンスを介してのみ編集可能であるように構成され得る。した
がって、メタデータは、特定のコンピューティングデバイスがファイルを修正する権限が
与えられているかどうか判定し、権限が与えられている場合、ＰＥＳにより記憶されるフ
ァイルのコピーは、ユーザによって行われたファイルの修正を反映するために同期される
べきかどうか判定するために使用され得る。
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【０１５１】
[0165]ファイルがコンピューティングデバイスによって修正されるように構成されてい
ない場合、プロセス１３００は終了する。しかしながら、ファイルアクセスモジュール１
１０６がファイルはコンピューティングデバイスによって修正されるように構成されてい
ると判定した場合、プロセス１３００は、ブロック１３１０に引き続き進み、ファイルを
仮想デスクトップ上のアプリケーションを介してコンピューティングデバイスによって修
正することを可能にする。仮想デスクトップ上のアプリケーションを介してコンピューテ
ィングデバイスによって行われた修正は、ＰＥＳによって同期および記憶される。プロセ
スは、ブロック１３１０後に終了する。例えば、Ｍａｔｌａｂ（登録商標）シミュレーシ
ョンファイルは、ユーザのタブレット装置と同期され、かつ、仮想デスクトップインスタ
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ンスを介してタブレット装置によって修正されるように構成され得る。ユーザがＰＥＳプ
ラットフォーム１２０上の仮想デスクトップインスタンス上でＭａｔｌａｂ（登録商標）
シミュレーションファイルの変更を行った後、シミュレーションファイルのアップデート
は、タブレット装置に同期され、また、ＰＥＳプラットフォーム１２０上の仮想デスクト
ップインスタンスに接続され得る。ファイルが、また、仮想デスクトップインスタンスと
の接続を介してタブレット装置によって修正されるように構成される場合、ユーザは、タ
ブレット装置からファイルを修正し得る。ユーザが行った修正は、他の権限が与えられて
いるコンピューティングデバイスとＰＥＳによって同期されることになる。一部の実施形
態では、ユーザは、タブレット装置上のネットワーク接続の有無を問わずファイルの同期
されたローカルコピーを見得る。

10

【０１５２】
[0166]場合によっては、２つ以上のコンピューティングデバイスが、ファイルの同期コ
ピーを維持するように構成され得る。また、場合によっては、ファイルの２つ以上のバー
ジョンが記憶されるように構成され得る。例えば、ユーザは、Ｍａｔｌａｂ（登録商標）
シミュレーションファイルの変更をオフィスコンピュータから行なうことができ、該オフ
ィスコンピュータは、Ｍａｔｌａｂ（登録商標）ソフトウェアを実行する仮想デスクトッ
プインスタンスに接続される。更新ファイルをテストした後、ユーザは自分が行ったばか
りの変更を元に戻すことを決心し得る。ユーザは、自分が行った全ての変更なしで前バー
ジョンであるシミュレーションファイルの同期コピーを維持することを選び得る。別の実
施例では、ユーザは、ラップトップ上で営業会議用の最も安定したバージョンであるＭａ
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ｔｌａｂ（登録商標）シミュレーションのバージョンを同期させることを選び得る。ユー
ザは、最新バージョンを同期させないことを選び得る。その代わりに、ユーザは、ラップ
トップコンピュータに維持したいと思うファイルのバージョンを指定し得る。特定のコン
ピューティングデバイスに維持したいと思うバージョンを選ぶことができるように、ファ
イルの複数のバージョンが、ユーザに提供され得る。
【０１５３】
[0167]一部の実施形態では、同じファイルの複数のバージョンの違いが、ユーザに提示
され得、これは、ユーザがファイルのどのバージョンをコンピューティングデバイス上に
維持したらよいかを決める際にユーザの手助けとなることができる。
【０１５４】
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ＸＶＩ．実施形態
[0168]本開示の実施形態は、以下の条項に照らして説明することができる。
[条項１]
プログラム実行サービス（ＰＥＳ）のデータセンタを選択する方法であって、いくつか
のデータセンタを含むＰＥＳプラットフォームの制御下で、いくつかのデータセンタの少
なくとも一部は、ユーザにいくつかのデータセンタの上記の少なくとも一部によって対応
された１つ以上の計算ノードへのアクセスを提供することができ、計算ノードは、ユーザ
がＰＥＳプラットフォームによって提供された複数のサービスにアクセスすることを可能
にする仮想デスクトップを含み、
計算ノードへのアクセスを取得する要求をＰＥＳプラットフォームにてユーザのコンピ
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ューティングデバイスから受信することと、
コンピューティングデバイスの地理的位置を識別することと、
いくつかのデータセンタから、計算ノードを含む１組のデータセンタを判定することと
、
１組のデータセンタの各データセンタについて、コンピューティングデバイスの地理的
位置に少なくとも部分的に基づいて待ち時間因子を計算することと、
データセンタの待ち時間因子に少なくとも部分的に基づいて１組のデータセンタから１
つのデータセンタを識別することであって、データセンタの待ち時間因子は、１組のデー
タセンタの他のデータセンタの少なくとも一部よりも低い、識別することと、
コンピューティングデバイスのユーザにデータセンタの計算ノードへのアクセスを許可
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し、それにより、ユーザが、計算ノードにアクセスすることを可能にし、同時に、１組の
データセンタの他のデータセンタの少なくとも一部から計算ノードにアクセスすることと
比較してユーザに及ぼす待ち時間の影響を低減することと、
を含む方法。
[条項２]
待ち時間因子を各データセンタについて計算することは、
コンピューティングデバイスの地理的位置およびデータセンタの地理的位置に基づいて
コンピューティングデバイスとデータセンタとの間の距離を計算することと、
コンピューティングデバイスとデータセンタとの間の距離に基づいて第１の待ち時間因
子を判定することと、

10

１つ以上の待ち時間試験をコンピューティングデバイスとデータセンタとの間で実行す
ることと、
コンピューティングデバイスに最も近いネットワークホップを識別することと、
データセンタとネットワークホップとの間の履歴待ち時間情報を検索することと、
第１の待ち時間因子、第２の待ち時間因子、および履歴待ち時間情報に少なくとも部分
的に基づいて待ち時間因子を計算することと、を含む、条項１に記載の方法。
[条項３]
１つ以上の待ち時間試験は、以下、即ち、ピング動作、トレースルート動作、トレース
ルート６動作、トラサート（ｔｒａｃｅｒｔ）動作、および、トレースパス動作の１つ以
上を含む、条項２に記載の方法。

20

[条項４]
計算ノードを含む１組のデータセンタを判定することは、
コンピューティングデバイスの地理的位置の閾値距離内のデータセンタを識別すること
と、
コンピューティングデバイスの地理的位置の閾値距離内で識別されたデータセンタから
計算ノードを含む１組のデータセンタを識別することとを含む、条項１に記載の方法。
[条項５]
プログラム実行サービス（ＰＥＳ）プラットフォームのデータセンタを選択するシステ
ムであって、
いくつかのデータセンタを含む、計算リソースへのアクセスを取得する要求をユーザの
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コンピューティングデバイスから受信するように構成されたＰＥＳプラットフォームと、
コンピューティングデバイスの地理的位置を識別して、いくつかのデータセンタから、
計算リソースを含む１組のデータセンタを判定するように構成されたリソース割り当てシ
ステムと、
１組のデータセンタの各データセンタについて、コンピューティングデバイスの地理的
位置に少なくとも部分的に基づいて待ち時間因子を計算するように構成された待ち時間計
算システムと、
前記データセンタの待ち時間因子に少なくとも部分的に基づいて前記１組のデータセンタ
から１つのデータセンタを識別するようにさらに構成される、前記リソース割り当てシス
テムと、

40

データセンタの計算リソースへのコンピューティングデバイスアクセスのユーザを許可
するように構成されたデータセンタ管理システムと、
を備えるシステム。
[条項６]
待ち時間計算システムは、コンピューティングデバイスの地理的位置およびデータセン
タの地理的位置に基づいてコンピューティングデバイスとデータセンタとの間の距離を計
算し、コンピューティングデバイスとデータセンタとの間の距離に少なくとも部分的に基
づいて待ち時間因子を判定することによって待ち時間因子を計算するようにさらに構成さ
れる、条項５に記載のシステム。
[条項７]
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待ち時間計算システムは、
１つ以上の待ち時間試験をコンピューティングデバイスとデータセンタとの間で実行し
て
１つ以上の待ち時間試験の結果に少なくとも部分的に基づいて待ち時間因子を判定する
ことによって待ち時間因子を計算するようにさらに構成される、条項５に記載のシステム
。
[条項８]
待ち時間計算システムは、
コンピューティングデバイスに最も近いネットワークホップを識別し、
データセンタとネットワークホップとの間の履歴待ち時間情報を検索し、

10

履歴待ち時間情報に少なくとも部分的に基づいて待ち時間因子を判定することによって
待ち時間因子を計算するようにさらに構成される、条項５に記載のシステム。
[条項９]
待ち時間計算システムは、
コンピューティングデバイスの地理的位置およびデータセンタの地理的位置に基づいて
コンピューティングデバイスとデータセンタとの間の距離を計算し、
コンピューティングデバイスとデータセンタとの間の距離に基づいて第１の待ち時間因
子を判定し、
第２の待ち時間因子を判定するために１つ以上の待ち時間試験をコンピューティングデ
バイスとデータセンタとの間で実行し、

20

コンピューティングデバイスに最も近いネットワークホップを識別し、
データセンタとネットワークホップとの間の履歴待ち時間情報を検索し、
第１の待ち時間因子、第２の待ち時間因子、および履歴待ち時間情報に少なくとも部分
的に基づいて待ち時間因子を計算することによって待ち時間因子を計算するようにさらに
構成される、条項５に記載のシステム。
[条項１０]
待ち時間因子を計算することは、第１の待ち時間因子、第２の待ち時間因子、又は、履
歴待ち時間情報の１つ以上を重み付けすることをさらに含む、条項９に記載のシステム。
[条項１１]
リソース割り当てシステムは、さらに、
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コンピューティングデバイスの地理的位置の閾値距離内のデータセンタを識別し、
コンピューティングデバイスの地理的位置の閾値距離内で識別されたデータセンタの計
算リソースを含む１組のデータセンタを識別することによって１組のデータセンタを識別
するように構成される、条項５に記載のシステム。
[条項１２]
リソース割り当てシステムは、さらに、ユーザがアクセスする権限が与えられているデ
ータセンタから１組のデータセンタを識別するように構成される、条項５に記載のシステ
ム。
[条項１３]
待ち時間因子は、少なくとも部分的に、コンピューティングデバイスとデータセンタと
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の間の通信待ち時間に相関する、条項５に記載のシステム。
[条項１４]
コンピューティングシステムにプログラム実行サービス（ＰＥＳ）プラットフォームの
データセンタを選択する方法を実行するように指示するコンピュータ実行可能な命令を含
む固定物理コンピュータストレージであって、方法は、
計算リソースへのアクセスを取得する要求をＰＥＳプラットフォームにてユーザのコン
ピューティングデバイスから受信することであって、ＰＥＳプラットフォームは、いくつ
かのデータセンタを含む、受信することと、
コンピューティングデバイスの地理上の位置を識別することと、
いくつかのデータセンタから、計算リソースを含む１組のデータセンタを判定すること
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と、
１組のデータセンタの各データセンタについて、コンピューティングデバイスの地理的
位置に少なくとも部分的に基づいて待ち時間因子を計算することと、
データセンタの待ち時間因子に少なくとも部分的に基づいて１組のデータセンタのデー
タセンタを識別することと、
コンピューティングデバイスのユーザにデータセンタの計算リソースへのアクセスを許
可することと、
を含む、システム。
[条項１５]
待ち時間因子を各データセンタについて計算することは、

10

コンピューティングデバイスの地理的位置およびデータセンタの地理的位置に基づいて
コンピューティングデバイスとデータセンタとの間の距離を計算することと、
コンピューティングデバイスとデータセンタとの間の距離に基づいて第１の待ち時間因
子を判定することと、
第２の待ち時間因子を判定するために１つ以上の待ち時間試験をコンピューティングデ
バイスとデータセンタとの間で実行することと、
コンピューティングデバイスに最も近いネットワークホップを識別することと、
データセンタとネットワークホップとの間の履歴待ち時間情報を検索することと、
第１の待ち時間因子、第２の待ち時間因子、および履歴待ち時間情報に少なくとも部分
的に基づいて待ち時間因子を計算することとを含む、条項１４の固定物理コンピュータス
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トレージ。
[条項１６]
１つ以上の待ち時間試験は、以下、即ち、ピング動作、トレースルート動作、トレース
ルート６動作、トラサート動作、トレースパス動作、条項１５の固定物理コンピュータス
トレージの１つ以上を含む、条項１５の固定物理コンピュータストレージ。
[条項１７]
コンピューティングデバイスに最も近いネットワークホップを識別することは、コンピ
ューティングデバイスに最も近い公衆ネットワークホップを識別するためにルックアップ
テーブルにアクセスすることを含む、条項１５の固定物理コンピュータストレージ。
[条項１８]
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待ち時間因子を計算することは、第１の待ち時間因子、第２の待ち時間因子、又は、履
歴待ち時間情報の１つ以上を重み付けすることをさらに含む、条項１５の固定物理コンピ
ュータストレージ。
[条項１９]
計算リソースを含む１組のデータセンタを判定することは、
コンピューティングデバイスの地理的位置の閾値距離内のデータセンタを識別すること
と、
コンピューティングデバイスの地理的位置の閾値距離内で識別されたデータセンタの計
算リソースを含む１組のデータセンタを識別することを含む、条項１４に記載の固定物理
コンピュータストレージ。
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[条項２０]
計算リソースを含む１組のデータセンタを判定することは、計算リソースへのアクセス
を取得することができるデータセンタを識別することを含む、条項１４に記載の固定物理
コンピュータストレージ。
[条項２１]
計算リソースを含む１組のデータセンタを判定することは、ユーザがアクセスする権限
が与えられているデータセンタから１組のデータセンタを識別することをさらに含む、条
項１４に記載の固定物理コンピュータストレージ。
[条項２２]
計算リソースは、ユーザがＰＥＳプラットフォームによって提供された複数のサービス
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にアクセスすることを可能にする仮想デスクトップを含む、条項１４に記載の固定物理コ
ンピュータストレージ。
[条項２３]
複数のサービスは、以下、即ち、アプリケーション、ファイル管理プログラム、ファイ
ルストレージの１つ以上を含む、条項２２に記載の固定物理コンピュータストレージ。
[条項２４]
計算リソースは、アプリケーションを含む、条項１４に記載の固定物理コンピュータス
トレージ。
[条項２５]
待ち時間因子は、少なくとも部分的に、コンピューティングデバイスとデータセンタと
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の間の通信待ち時間に相関する、条項１４に記載の固定物理コンピュータストレージ。
【０１５５】
ＸＶＩＩ．用語
[0169]いくつかのコンピューティングシステムを本開示を通じて説明してきた。これら
のシステムの説明は、本開示の教示、又は、適用可能性を制限するとは意図されていない
。例えば、本明細書で説明するユーザシステムとしては、一般的に、少し例を挙げれば、
デスクトップ、ラップトップ、テレビゲームプラットフォーム、テレビセットトップボッ
クス、テレビ（例えば、インターネットＴＶ）、電子制御電気製品、および無線モバイル
機器（例えばスマートフォン、ＰＤＡ、タブレットなど）など、任意のコンピューティン
グデバイスを挙げることができる。さらに、本明細書で説明するユーザシステムは、異な
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る形式の装置であるか、異なるアプリケーションを含むか、又は、その他の方法で異なる
方法で構成されることが可能である。さらに、本明細書で説明するユーザシステムは、任
意の形式のオペレーティングシステム（「ＯＳ」）を含むことができる。例えば、本明細
書で説明するモバイルコンピューティングシステムは、Ａｎｄｒｏｉｄ（商標）ＯＳ、Ｗ
ｉｎｄｏｗｓ（登録商標）ＯＳ、Ｍａｃ（登録商標）ＯＳ、Ｌｉｎｕｘ、又は、Ｕｎｉｘ
ベースのＯＳなどを実装することができる。
【０１５６】
[0170]さらに、例示するシステムの様々なコンポーネントの処理は、複数のマシン、ネ
ットワーク、および他の計算リソースにわたって分散させることができる。さらに、シス
テムの２つ以上のコンポーネントをより少数のコンポーネントに結合することができる。
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例えば、データセンタリソース割り当てシステム３３０の一部として示す様々なシステム
は、複数のコンピューティングシステムにわたって分散させるか、又は、又は、単一のコ
ンピューティングシステムに結合することができる。さらに、例示するシステムの様々な
コンポーネントは、専用コンピュータハードウェアシステムにおいてよりはむしろ、１つ
以上の仮想マシンにおいて実装することができる。同様に、図示するデータリポジトリは
、例えば、ストレージエリアネットワーク、又は、他の分散型ストレージシステムを含め
、物理および／又は論理データストレージを表すことができる。さらに、一部の実施形態
では、図示するコンポーネント間の接続は、ハードウェア間の実際の接続よりもむしろデ
ータフローの可能なパスを表す。可能な接続部の一部の実施例を図示するが、図示するコ
ンポーネントのサブセットのいずれも、様々な実行例ではコンポーネントの任意の他のサ
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ブセットと通信することができる。
【０１５７】
[0171]実施形態によっては、本明細書で説明する任意のアルゴリズム、方法、又は、プ
ロセスの特定の行為、イベント、又は、機能は、異なるシーケンスで実行することができ
、追加、統合、又は、全てまとめて省略することができる（例えば、全ての説明する行為
、又は、イベントが、アルゴリズムの実践に必要であるというわけではない）。さらに、
特定の実施形態では、行為、又は、イベントは、順次によりもむしろ、同時に、例えば、
マルチスレッド型処理、割込み処理、又は、複数のプロセッサ、又は、プロセッサコアを
介して、又は、他の並列のアーキテクチャ上で実行することができる。
【０１５８】
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[0172]様々な例示するシステムの各々は、本明細書で説明する様々な機能を実行するよ
うにプログラムおよび構成されるコンピューティングシステムとして実装され得る。コン
ピューティングシステムは、説明する機能を実行するためにネットワークで通信および相
互運用する複数の異なったコンピュータ、又は、コンピューティングデバイス（例えば、
物理サーバ、ワークステーション、ストレージアレイなど）を含み得る。各々のそのよう
なコンピューティングデバイスは、典型的には、メモリ又は他の固定コンピュータ可読記
憶媒体内に記憶されたプログラム命令又はモジュールを実行するプロセッサ（又は、マル
チプロセッサ）を含む。本明細書で開示する様々な機能は、そのようなプログラム命令に
おいて実施され得るが、開示する機能の一部又は全部は、代替的にコンピュータシステム
の特定用途向け回路（例えば、ＡＳＩＣ又はＦＰＧＡ）において実行され得る。コンピュ

10

ーティングシステムが複数のコンピューティングデバイスを含む場合、これらの装置は、
同じ位置に配置され得るが同じ位置に配置される必要はない。開示する方法およびタスク
の結果は、ソリッドステートメモリーチップおよび／又は磁気ディスクなど物理記憶装置
を異なる状態に変換することによって持続的に記憶され得る。説明する各プロセスは、関
連のサーバコードでプログラムされる１つ以上の物理サーバなど１つ以上のコンピューテ
ィングデバイスによって実行され得る。
【０１５９】
[0173]とりわけ、「〜することができる」、「〜ことがあり得る」、「〜得る」、「例
えば」など、本明細書で使用する条件付き言語は、特記がない限り、又は、使用時に前後
関係において別段の理解の仕方がない限り、特定の実施形態が、特定特徴部、要素および

20

／又は段階を含むが、他の実施形態は含まないことを伝達することを一般的に意図する。
したがって、そのような条件付き言語は、一般的に、特徴部、要素および／又は段階が１
つ以上の実施形態に何らかの形で必要とされること、又は、１つ以上の実施形態が、著者
入力又はプロンプト表示の有無を問わず、これらの特徴部、要素および／又は段階が任意
の特定の実施形態においては含まれるか又は実行されるべきであるか否かを判断するため
の論理を必ず含むことを意味することを意図したものではない。「を備える」、「を含む
」、「を有する」などの用語は、同義であり、かつ、制限なしに包括的に使用されており
、更なる要素、特徴部、行為、作業などを除外するものではない。また、「又は」という
用語は、例えば、要素のリストを関連づけるために使用するときには、「又は」という用
語は、リスト内の要素の１つ、一部、又は、全てを意味するように、包括的な意味で（か

30

つ、排他的な意味ではなく）使用している。さらに、不定冠詞「ａ」および「ａｎ」は、
特記がない限り、「１つ以上の」か、又は、「少なくとも１つの」を意味すると解釈する
べきである。
【０１６０】
[0174]語句「Ｘ、ＹおよびＺの少なくとも１つ」などの結合言語は、特記がない限り、
その他の方法で、項目、項などがＸ、Ｙ、又はＺであり得ることを伝えるために一般に使
用されるように文脈と共に理解される。したがって、そのような結合言語は、一般的に、
特定の実施形態がＸの少なくとも1つ、Ｙの少なくとも１つ、およびＺの少なくとも１つ
が各々存在することを必要とすることを意味すると意図されてはいない。
【０１６１】

40

[0175]上記の詳細な説明では、様々な実施形態に適用されるように新奇な特徴を図示、
説明および指摘してきたが、例示する装置又はアルゴリズムの形又は詳細における様々な
省略、置換、および変更を本開示の精神から逸脱することなく行なうことができることが
理解されるであろう。したがって、前述の説明におけるいかなるものも、任意の特定の特
徴、特性、ステップ、モジュール、又は、ブロックが必要又は不可欠であることを意味す
るとは意図されていない。認識されるように、本明細書で説明するプロセスは、一部の特
徴部を他とは別々には使用又は実践することができるように、本明細書で定める特徴およ
び利点の全てを提供するわけではない形態内で実施することができる。本発明の範囲は、
前述の説明ではなく特許請求項の範囲により定義される。特許請求項の範囲の意味および
均等性の範囲に該当する全ての変更は、本発明の範囲内に包含されるべきである。
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