
JP 5443613 B2 2014.3.19

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザが、データベース環境において、別個の制御環境を用いて、複製されたデータベ
ースインスタンスを生成することを可能にする、コンピュータ実装された方法であって、
　実行可能命令により設定された、１つまたは複数のコンピュータシステムの制御下で、
　それぞれが前記ユーザにウェブサービスリクエストを前記制御環境に発行することを可
能にする、複数のアプリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）を提供す
ることであって、各ＡＰＩは、前記データベース環境において、前記ユーザに対するデー
タベースに関して実行される所望の動作に対応する、提供することと、
　前記複数のＡＰＩの内の１つを通しての、前記ユーザから前記制御環境へのウェブサー
ビスリクエストの受信に応答して、データベースに対する第１インスタンスレプリカおよ
び第２インスタンスレプリカが前記データベース環境においてプロビジョンされるように
し、ブロックレベル複製機構が、前記第１インスタンスレプリカにおける前記データベー
スに対する任意の書込操作を傍受し、前記書込操作に対する変化を同時に前記第２インス
タンスレプリカに複製するよう構成されるようにすることと、
　前記ユーザにエイリアス名を提供して、前記ユーザが、前記第１インスタンスレプリカ
を介して、前記データベースにアクセスすることを可能にすることであって、前記エイリ
アス名は、前記第１インスタンスレプリカに障害が発生した場合に、前記第２インスタン
スレプリカに関連するように自動的に更新されることと、
を含むコンピュータ実装された方法。
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【請求項２】
　前記第１インスタンスレプリカおよび前記第２インスタンスレプリカは、単一のデータ
ゾーンにおいて、別個の地理的位置における別個のデータゾーンにおいて、複数の地理的
位置にわたる単一のデータゾーンにおいて、または単一の地理的領域内の複数のデータゾ
ーンにわたり、プロビジョンされる、請求項１に記載のコンピュータ実装された方法。
【請求項３】
　前記制御環境は、前記第１インスタンスレプリカが利用不可能となった場合、前記第２
インスタンスレプリカへのフェイルオーバ操作を自動的に実施するよう構成された、請求
項１に記載のコンピュータ実装された方法。
【請求項４】
　ホストマネージャを前記第１インスタンスレプリカおよび前記第２インスタンスレプリ
カのそれぞれに対してインストールさせ、各ホストマネージャを、前記制御環境と通信し
、前記データベース環境において１つまたは複数のタスクを実行するように作動可能にさ
せること、
をさらに含む、請求項１に記載のコンピュータ実装された方法。
【請求項５】
　前記第２インスタンスレプリカに対する２次ブロックストレージボリュームは、前記第
１インスタンスレプリカに対する前記１次ブロックストレージボリュームのスナップショ
ットを用いて生成される、請求項１に記載のコンピュータ実装された方法。
【請求項６】
　前記第１インスタンスレプリカおよび前記第２インスタンスレプリカは、前記ユーザか
ら受信された前記ウェブサービスリクエストが、複製されたインスタンスが生成されたこ
とを示す複製パラメータ値を含む場合、前記データベース環境においてプロビジョンされ
る、請求項１に記載のコンピュータ実装された方法。
【請求項７】
　前記複数のＡＰＩの内の１つを通して前記制御環境に対して発行されたウェブサービス
リクエストを用いて、前記ユーザが、複製されていないインスタンスを複製されたインス
タンスに変換することを可能にすることをさらに含む、請求項１に記載のコンピュータ実
装された方法。
【請求項８】
　前記複数のＡＰＩの内の１つを通したウェブサービスリクエストの受信に応答して、前
記データベースの、１つまたは複数のスナップショットをキャプチャすることをさらに含
む、請求項１に記載のコンピュータ実装された方法。
【請求項９】
　前記ウェブサービスリクエストに応答して、前記第１インスタンスレプリカおよび前記
第２インスタンスレプリカを前記データベース環境においてプロビジョンし、設定し、か
つ接続するための、タスクを含むワークフローを、前記制御環境において実行することを
さらに含む、請求項１に記載のコンピュータ実装された方法。
【請求項１０】
　前記制御環境の少なくとも１つの監視コンポーネントを用いて、前記第１インスタンス
レプリカおよび前記第２インスタンスレプリカの健康情報を監視することをさらに含む、
請求項１に記載のコンピュータ実装された方法。
【請求項１１】
　前記第１インスタンスレプリカおよび前記第２インスタンスレプリカの設定情報を前記
制御環境におけるデータストアに記憶することをさらに含む、請求項１に記載のコンピュ
ータ実装された方法。
【請求項１２】
　ユーザが、データベース環境において、別個の制御環境を用いて、複製されたデータベ
ースインスタンスを生成することを可能にするためのシステムであって、
　プロセッサと、
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　前記プロセッサにより実行されると、前記プロセッサに
　　それぞれが前記ユーザにウェブサービスリクエストを前記制御環境に発行することを
可能にする、複数のアプリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）を提供
することであって、各ＡＰＩは前記データベース環境において、前記ユーザに対するデー
タベースに関して実行される所望の動作に対応するように、提供し、
　　前記複数のＡＰＩの内の１つを通しての、前記ユーザから前記制御環境への前記ウェ
ブサービスリクエストの受信に応答して、データベースに対する第１インスタンスレプリ
カおよび第２インスタンスレプリカが前記データベース環境においてプロビジョンされる
ようにし、ブロックレベル複製機構が、前記第１インスタンスレプリカにおける前記デー
タベースに対する任意の書込操作を傍受し、前記書込操作に対する変化が同時に前記第２
インスタンスレプリカに複製されるよう構成されるようにし、
　　エイリアスを前記第１インスタンスレプリカに関連付けて、前記ユーザが、前記第１
インスタンスレプリカを介して、前記データベースにアクセスすることを可能にし、前記
エイリアスは、前記第１インスタンスレプリカに障害が発生した場合に、前記第２インス
タンスレプリカに関連するように更新される、
　ようにさせる命令を含むメモリデバイスと、
を備えるシステム。
【請求項１３】
　前記第１インスタンスレプリカおよび前記第２インスタンスレプリカは、単一のデータ
ゾーンにおいて、別個の地理的位置における別個のデータゾーンにおいて、複数の地理的
位置にわたる単一のデータゾーンにおいて、または単一の地理的領域内の複数のデータゾ
ーンにわたり、プロビジョンされる、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記命令は、実行されると、前記プロセッサに、
　前記ウェブサービスリクエストに応答して、前記第１インスタンスレプリカおよび前記
第２インスタンスレプリカを前記データベース環境においてプロビジョンし、設定し、か
つ接続するための、タスクを含むワークフローを、前記制御環境において実行するように
さらにさせる、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記命令は、実行されると、前記プロセッサに、
　ホストマネージャを前記第１インスタンスレプリカおよび前記第２インスタンスレプリ
カのそれぞれに対してインストールさせ、各ホストマネージャを、前記制御環境と通信し
、前記データベース環境において１つまたは複数のタスクを実行するように操作可能にさ
せる、
ようにさらにさせる、請求項１２に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　増加しつつある数のアプリケーションおよびサービスがインターネット等のネットワー
ク上で利用可能になるのにしたがい、増加しつつある数のコンテンツ、アプリケーション
、および／またはサービスのプロバイダが、クラウドコンピューティング等の技術に目を
向けつつある。一般に、クラウドコンピューティングは、ウェブサービス等の様々なサー
ビスを通して電子リソースへのアクセスを提供する手法であり、クラウドコンピューティ
ングにおいては、これらのサービスをサポートするために用いられるハードウェアおよび
／またはソフトウェアは、任意の所与の時間におけるサービスの必要性を満たすために、
動的にスケーラブルである。ユーザまたは顧客は、クラウドによりリソースにアクセスす
るにあたり、一般的に、レンタル、リース、または他の方法による支払を行い、そのため
に、これらのリソースに対するアクセスを提供するハードウェアおよび／またはソフトウ
ェアを購入および維持する必要がない。
【０００２】
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　様々なアプリケーションおよびリソースの態様がクラウドにおいて調節および管理され
る可能性がある一方で、これらのアプリケーションおよびリソースが依存するデータリポ
ジトリは、顧客または係るユーザにより同様に調節可能または容易に管理可能ではない。
一般的に、プロビジョニング、データストレージのスケーリング等のタスクを実行するこ
とは、煩瑣な手作業による手順であり、顧客は、その手順において、データベース管理者
（ＤＢＡ）が設定が有効であるかを判定できるよう、ＤＢＡまたは同様のエキスパートユ
ーザに設定情報および要件を提供しなければならない。さらに、顧客が、動的且つ／もし
くは自動的に、データベースインスタンスに対するパラメータを調節し、またはデータリ
ポジトリの他の係る態様を管理するための容易な方法はない。多くの場合、データインス
タンスはバックアップ機構またはリカバリ機構を所定の位置に有することになるが、これ
らの機構は単一の位置またはエリアに存在する場合が多く、そのエリアにおける障害また
は機能停止に影響されやすい。
【０００３】
　本開示に係る様々な実施形態が、以下の図面を参照して説明される。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】様々な実施形態を実装することができる環境を示す図である。
【図２】様々な実施形態にしたがって用いることができるコントロールプレーンおよびデ
ータプレーンの分離例を示す図である。
【図３】１つに実施形態にしたがって用いることができる複数のデータゾーンにわたって
複製されたデータインスタンスを実行するための実装例を示す図である。
【図４】１つに実施形態にしたがって用いることができる複製されたデータインスタンス
を生成するためのプロセス例を示す図である。
【図５】１つに実施形態にしたがって用いることができる１次レプリカを生成するための
プロセス例を示す図である。
【図６】１つに実施形態にしたがって用いることができる２次レプリカを生成するための
プロセス例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　本開示の様々な実施形態に係るシステムおよび方法は、電子環境におけるデータストレ
ージの様々な態様を管理するための従来の手法において経験される前述の欠陥および他の
欠陥の１つまたは複数を克服する場合がある。特に、様々な実施形態は、ユーザがデータ
環境またはコントロールプレーンの様々な態様を管理および／または変更することを可能
とするために用いることができる、分離された制御環境またはコントロールプレーンを提
供する。この「セルフサービス」機能性は一連のウェブサービスにより提供することがで
き、それにより、ユーザおよびコントロールプレーンは、仮想的なデータベース管理者（
ＤＢＡ）としてともに機能することが可能となる。ユーザまたは顧客は、例えば、外部か
ら可視である複数のアプリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）のうち
の１つを通して、リクエストをコントロールプレーンに発行することができる。様々なＡ
ＰＩを、データ環境において、例えば、リレーショナルデータベース等のデータリポジト
リに対して特定の機能を実行するために用いることができる。１つのＡＰＩにより受信さ
れたリクエストを解析することにより、データストアまたはデータストレージインスタン
スの動作パラメータまたは設定パラメータを調節する動作等の、データプレーンにおいて
実行される所望の動作（単数または複数）を判定することができる。ワークフローコンポ
ーネント等のコンポーネントは、動作に対する適切なタスクを決定し、適切な順序でタス
クを実行することができる。リレーショナルデータベースの態様を調節する等の、これら
のタスクのうちの少なくとも１つが、一般的に、データ環境において実行されるであろう
。
【０００６】
　特定の実施形態によると、係るシステムは、データ環境における複製されたデータイン
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スタンスのプロビジョニングを提供することができる。このプロビジョニングは、１次・
２次複製手法を利用することができる。なお、この１次・２次複製手法においては、１つ
または複数の別個のデータゾーン、別個の地理的位置、その他においてまたはわたって１
次レプリカおよび２次レプリカの各々がプロビジョンされるものである。データベースレ
プリカは、それぞれが、複数のレプリカにわたって共有されない専用ブロックストレージ
ボリュームにアタッチされた、別個のデータインスタンス上で実行可能である。
【０００７】
　様々な実施形態において、複製は、オーストリア国ウィーンのＬｉｎｂｉｔ社のＤｉｓ
ｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｒｅｐｌｉｃａｔｅｄ　Ｂｌｏｃｋ　Ｄｅｖｉｃｅ（ＤＲＢＤ（登録
商標））または米国ワシントン州シアトルのＡｍａｚｏｎ．ｃｏｍ，Ｉｎｃ．，社により
提供されるＥｌａｓｔｉｃ　Ｂｌｏｃｋ　Ｓｔｏｒｅ（ＥＢＳ）等のブロックレベル複製
機構を用いて実行することができる。これらのブロックレベル複製機構は、ブロックデバ
イスのコンテンツがサーバ間でミラーされ、冗長システム上でデータの同時複製が可能と
なる。それぞれのインスタンスは、データインスタンスに対するすべての入出力（Ｉ／Ｏ
）操作を管理するためにインストールされたブロックレベル複製機構カーネルモジュール
を有するカーネルを実行することができる。すべての読み出しおよび書き込みは、ブロッ
クレベル複製機構が２次レプリカに情報を同時に複製しながら、１次レプリカにおいて実
行することができる。
【０００８】
　１次レプリカおよび２次レプリカの両方は、外向きＤＮＳ名を有する。顧客は、ＤＮＳ
_ｐｒｉｍａｒｙ等のＤＮＳ名を用いて、現行の１次レプリカに到達することができる。
ＤＮＳ_ｐｒｉｍａｒｙ名は、（現行の）１次レプリカの外部ＤＮＳ名にエイリアスまた
は「ｃｎａｍｅ」することができる。１次レプリカに障害が生じた場合または１次レプリ
カが他の方法で利用不可能となった場合、２次レプリカが新規１次レプリカに昇格または
フェイルオーバすることができる。それによって、ＤＮＳ_ｐｒｉｍａｒｙに対するｃｎ
ａｍｅは、新規１次インスタンスのＤＮＳ名に更新することができる。すべての書き込み
は現行の１次レプリカ上のデータベースに送られる。１次インスタンスが書き込みを受信
すると、その情報は２次レプリカにも同時に書き込まれる。両方の位置において書き込み
が成功した場合に、書き込みは成功であるとみなされる。様々な実施形態において、すべ
ての読み出しも１次レプリカにおいてのみ実行される。
【０００９】
　図１は、様々な実施形態に係る態様を実装する環境１００の１例を示す。理解されるで
あろうように、ウェブに基づく環境が説明のためにここでは用いられているが、様々な実
施形態を実装するために、異なる環境が適宜用いられてもよい。図示の環境１００は、テ
ストまたは開発部分（側）および生産部分の両方を備える。生産部分は、適切なネットワ
ーク１０４上でリクエスト、メッセージ、または情報の送受信を実行し、デバイスのユー
ザに情報を戻すように伝えるために動作可能である任意の適切な装置を含むことができる
とができる電子クライアントデバイス１０２を含む。係るクライアントデバイスの例は、
パーソナルコンピュータ、携帯電話、携帯型メッセージ装置、ラップトップコンピュータ
、セットトップボックス、携帯情報端末、および電子ブックリーダ等を含む。ネットワー
クは、イントラネット、インターネット、セルラネットワーク、ローカルエリアネットワ
ーク、または任意の他の係るネットワークまたはこれらの組み合わせを含む任意の適切な
ネットワークを含むことができる。係るシステムに用いられるコンポーネントは、選択さ
れたネットワークおよび／または環境の種類に少なくとも部分的に依存する。係るネット
ワークを介して通信するためのプロトコルおよびコンポーネントは周知であり、本明細書
では詳細に説明しない。ネットワーク上の通信は、有線接続または無線接続およびこれら
の組み合わせにより可能とすることができる。この例においては、この環境が、リクエス
トを受信しそれに応答してコンテンツをサーブするためにウェブサーバ１０６を含むため
、ネットワークはインターネットを含むが、他のネットワークに対しては、当業者に理解
されるように、同様の目的のために機能する代替的なデバイスが用いられる可能性がある
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【００１０】
　図示的な環境は、少なくとも１つのアプリケーションサーバ１０８およびデータストア
１１０を含む。チェーン構成されたまたは他の方法で構成され、且つ適切なデータストア
からデータを取得する等のタスクを実行するよう相互作用する、いくつかのアプリケーシ
ョンサーバ、層、もしくは他の要素、プロセス、またはコンポーネントが存在することが
できることが理解されるべきである。本明細書で用いられる場合「データストア」は、デ
ータを記憶、アクセス、および取得する能力を有し、任意の標準型、分散型、またはクラ
スタ環境において、任意の組み合わせ、かつ任意の個数のデータサーバ、データベース、
データ記憶デバイス、およびデータ記憶媒体を含む、任意のデバイスまたはデバイスの組
み合わせを指す。アプリケーションサーバは、クライアントデバイスに対して１つまたは
複数のアプリケーションの態様を実行するために、アプリケーションに対する大部分のデ
ータアクセスおよびビジネスロジックを処理する、必要に応じてデータストアと統合する
任意の適切なハードウェアおよびソフトウェアを含むことができる。アプリケーションサ
ーバは、データストアと協働してアクセス制御サービスを提供し、テキスト、グラフィッ
ク、オーディオ、および／またはビデオ等の、ユーザに転送される、ウェブサーバにより
ユーザにサーブされるコンテンツを生成することが可能である。なお、これらのコンテン
ツは、この例では、ＨＴＭＬ、ＸＭＬ、または他の適切な構造化言語の形でウェブサーバ
によりユーザにサーブされてもよい。すべてのリクエストおよび応答の取り扱いならびに
クライアントデバイス１０２およびアプリケーションサーバ１０８の間のコンテンツの送
達は、ウェブサーバにより取り扱うことができる。ウェブサーバおよびアプリケーション
サーバは、本明細書の他の箇所において説明されるように、本明細書で検討する構造化さ
れたコードが任意の適切なデバイスまたはホストマシン上で実行可能であるため、不可欠
ではなく、単にコンポーネント例であることを理解すべきである。さらに、環境は、ユー
ザまたはアプリケーションがサブスクライブすることができるサービスとしてテストオー
トメーションフレームワークが提供されるよう、構成することができる。テストオートメ
ーションフレームワークは、本明細書において説明および示唆されるように、様々な他の
実装を用いることもできるが、本明細書で説明する様々なテストパターンのうちの任意の
実装として提供することができる。
【００１１】
　環境は、開発者、データ管理者、またはテスタ等のユーザがシステムにアクセスするこ
とを可能とするユーザデバイス１１８を備える、開発および／またはテスト側を備えても
よい。ユーザデバイス１１８は、クライアントデバイス１０２に関して上述したもののよ
うに、任意の適切なデバイスまたはマシンとすることができる。環境は開発サーバ１２０
も含む。なお、この開発サーバ１２０は、アプリケーションサーバ１０８と同様に機能す
するが、一般的に、コードが製作側において展開および実行される前に開発およびテスト
の間にコードを実行し、外部ユーザにアクセス可能である。いくつかの実施形態において
、アプリケーションサーバは、開発サーバとして機能することができ、分離された生産お
よびテストストレージは用いられなくてもよい。
【００１２】
　データストア１１０は、いくつかの別個のデータテーブル、データベース、または特定
の態様に関するデータを記憶する他のデータ記憶機構および媒体を含むことができる。例
えば、図示したデータストアは、生産側に対してコンテンツをサーブするために用いるこ
とができる、生産データ１１２およびユーザ情報１１６を記憶する機構を含む。データス
トアは、テスト側に対するユーザ情報とともに用いることができる、テストデータ１１４
を記憶する機構も含むことが示される。任意の上述の機構に、適宜またはデータストア１
１０における追加的機構に記憶することができる、ページ画像情報およびアクセス権情報
に対する等の、データストアに記憶することができる、他の多数の態様が存在することが
できることを理解すべきである。データストア１１０は、これに関連するロジックを通し
て、アプリケーションサーバ１０８または開発サーバ１２０から命令を受信し、それに応
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答してデータを、取得、更新、または他の方法で処理するようするよう動作可能である。
１つの例において、ユーザは特定の種類の項目に対する検索リクエストを発行してもよい
。この場合、データストアはユーザ情報にアクセスすることにより、ユーザの身元を確認
してもよく、またカタログ詳細情報にアクセスすることにより当該種類の項目に関する情
報を取得することができる。その後この情報は、ユーザデバイス１０２上のブラウザによ
りユーザが閲覧可能なウェブページ上にリストされる結果等として、ユーザ返すことがで
きる。対象となる特定項目に関する情報は、ブラウザの専用ページまたはウィンドウにお
いて閲覧可能である。
【００１３】
　各サーバは、一般的に、そのサーバの一般的管理および操作のための実行可能プログラ
ム命令を提供するオペレーティングシステムを含み、一般的に、サーバのプロセッサによ
り実行されるとサーバがその意図する機能を実行することを可能にする命令を記憶するコ
ンピュータ可読媒体を含むであろう。オペレーティングシステムおよびサーバの一般的機
能性に対する適切な実装は、周知または商業的に入手可能であり、特に本明細書の開示に
照らし合わせると、当業者により容易に実装される。
【００１４】
　１つの実施形態における環境は、１つまたは複数のコンピュータネットワークまたは直
接接続を用いる通信リンクを介して相互接続されるいくつかのコンピュータシステムおよ
びコンポーネントを利用する、分散コンピューティング環境である。しかし、係るシステ
ムは、図１に示すコンポーネントよりも少数または多数のコンポーネントを有するシステ
ムにおいても同様に良好に動作可能であることが当業者には理解されるであろう。したが
って、図１におけるシステム１００の描写は、図示的な性質のものであり、本開示の範囲
を限定するものでないことを理解すべきである。
【００１５】
　図１に示すもののような環境は、電子市場等のプロバイダに対して有用であり、複数の
ホストが、コンテンツのサーブ、ユーザの認証、決済トランザクションの実行、または多
数の他の係るタスクのうちの任意のタスクの実行等の様々なタスクを実行するために用い
られてもよい。これらのホストのうちのいくつかは同様の機能性を提供するよう構成され
てもよい。一方、他のサーバは、少なくともいくつかの異なる機能を実行するよう構成さ
れてもよい。係る場合における電子環境は、以下で詳細に説明する、図２の構成２００に
図示されるものなどのような、追加的コンポーネントおよび／または他の機構を含んでも
よい。
【００１６】
　１つの実施形態に係るシステムおよび方法は、リレーショナルデータベースサービス（
「ＲＤＳ」）を提供する。このＲＤＳは、開発者、顧客、または他の正規ユーザが、リレ
ーショナルデータベースおよび他の係るデータソースを、容易且つ高いコスト効率で取得
および設定することを可能とし、その結果、ユーザは、クラウド内のリレーショナルデー
タの組の記憶、処理、および照会等のタスクを実行することができる。この例は、インタ
ーネット、ウェブサービス、インターネットベースの技術に関連して説明されるが、様々
な実施形態の態様を、電子環境におけるネットワーク上で利用可能または提供される任意
の適切なサービスとともに用いることができることを理解すべきである。さらに、サービ
スは本明細書において「リレーショナルデータベースサービス」を指す一方で、係るサー
ビスを、電子環境において任意の適切な種類のデータリポジトリまたはデータストレージ
とともに用いることができることを理解すべきである。この例におけるＲＤＳは、少なく
とも１つのウェブサービスを含み、そのウェブサービスにより、ユーザまたは顧客は、展
開、更新、パッチ管理、バックアップ、複製、フェイルオーバ、容量管理、スケーリング
、およびデータ管理の他の係る態様の管理上の複雑さを心配することなく、容易にリレー
ショナルデータの組を管理することが可能となる。したがって開発者は、データベースの
インフラストラクチャを管理する複雑さを心配することなく、高度なクラウドアプリケー
ションを開発する自由を得ることができる。
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【００１７】
　１つの実施形態におけるＲＤＳは、データストレージの様々な態様の管理に有用なコン
ポーネント（例えば、ハードウェアおよびソフトウェア）を含む別個の「コントロールプ
レーン」を提供する。１つの実施形態において、ユーザまたは顧客が、データストレージ
に関する特定のタスクを実行するように、ＲＤＳへのコールを生成することを可能にする
１組のデータ管理アプリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）または他
の係るインターフェースが提供される。しかしながら、ユーザは、データリボジトリと通
信するにあたり直接的インターフェースまたはＡＰＩを用いることもでき、データストレ
ージを管理する必要があるときのみ、または同様のタスクを実行する必要があるときにの
み、コントロールプレーンのＲＤＳ専用のＡＰＩを用いることができる。
【００１８】
　図２は、１つに実施形態にしたがって用いることができるＲＤＳ実装２００の１例を示
す図である。この例において、エンドユーザの計算デバイス２０２は、データプレーン２
１０のデータリポジトリをプロビジョンする等のタスクを実行するコールを、ネットワー
ク２０６を通してコントロールプレーン２０８に発行することが可能であるよう示されて
いる。ユーザまたはアプリケーション２０４は、データプレーン２１０のインターフェー
スを通して、プロビジョンされたリポジトリに直接アクセスすることができる。エンドユ
ーザの計算デバイスおよびアプリケーションが説明目的のために用いられているが、様々
な実施形態において、任意の適切なユーザ、アプリケーション、サービス、デバイス、コ
ンポーネント、またはリソースが、コントロールプレーンのインターフェース（単数また
は複数）および／またはデータプレーンに適宜アクセス可能であることを理解すべきであ
る。さらに、コンポーネントはコントロールプレーンおよびデータプレーンに分割されて
いるが、これは、それぞれの機能性を提供するために用いられる少なくともいくつかのリ
ソース（例えば、ハードウェアおよび／またはソフトウェア）の事実上の分離または仮想
的な分離を指すことができることを理解すべきである。
【００１９】
　この例におけるコントロールプレーン２０８は、本質的に、プロビジニング、スケーリ
ング、複製、その他等の制御動作および管理動作を取り扱うハードウェアおよびソフトウ
ェアコンポーネントの仮想層である。この実施形態におけるコントロールプレーンはウェ
ブサービス層２１２またはサービスティアを含み、このウェブサービス層２１２は、例え
ば、コンピュータ実行可能ソフトウェア、アプリケーションサーバ、または他の係るコン
ポーネントとともに、少なくとも１つのウェブサーバを含むことができる。ウェブサービ
ス層は、ネットワーク２０６上からウェブサービスコールまたはリクエストを受信するた
めの１組のＡＰＩ２３２（または他の係るインターフェース）も含むことができる。各Ａ
ＰＩは、リレーショナルデータベースのインスタンスのプロビジョンする、スケールする
、クローンする、またはハイバネートする等の、データ環境に関して実行される少なくと
も１つの特定の動作のためのリクエストを受信するために提供することができる。ＡＰＩ
のうちの１つに対するリクエストを受信すると、ウェブサービス層は、リクエストを構文
解析または他の方法で解析することにより、コールを実行または処理するために必要なス
テップまたは動作を判定する。例えば、データリポジトリ生成のリクエストを含むウェブ
サービスコールが受信される場合がある。この例において、ウェブサービス層はリクエス
トを構文解析することにより、生成されるデータリポジトリの種類、要求される記憶ボリ
ューム、（必要に応じて）要求されるハードウェアの種類、または他の係る態様を判定す
ることができる。リクエストに関する情報は、後続の処理のために、管理（「Ａｄｍｉｎ
」）データストア２２２、または他の適切な記憶位置もしくはジョブ待ち行列に書き込む
ことができる。
【００２０】
　１つの実施形態におけるウェブサービス層はスケーラブルな１組の顧客向きサーバを含
む。なお、この顧客向きのサーバは、様々なコントロールプレーンＡＰＩを提供し、ＡＰ
Ｉ仕様に基づいて適切な応答を返すことができる。ウェブサービス層は少なくとも１つの
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ＡＰＩサービス層も含むことができる。なお、このＡＰＩサービス層ヤは、１つの実施形
態においては、ステートレスな、複製されたサーバからなり、これらのステートレスな複
製されたサーバは外向きの顧客ＡＰＩを処理する。ウェブサービス層は、クレデンシャル
に基づく顧客の認証、顧客の権限付与、ＡＰＩサーバに対する顧客のリクエストのスロッ
トル、ユーザ入力の確認、リクエストおよび応答のマーシャルおよびアンマーシャル等の
ウェブサービスフロントエンド機能を受け持つことができる。ＡＰＩ層は、ＡＰＩコール
に応答して、管理データストアへの／管理データストアからの、データベース設定データ
の読み取り／書き込みを実行することも受け持つことができる。多数の実施形態において
、ウェブサービス層および／またはＡＰＩサービス層は、外部から可視である唯一のコン
ポーネント、すなわち制御サービスの顧客に可視であり且つ制御サービスの顧客によりア
クセス可能な唯一のコンポーネントである。ウェブサービス層のサーバは、当該技術分野
において既知であるように、ステートレス、かつ水平方向にスケールすることができる。
ＡＰＩサーバならびに永続的なデータストアは、１つの地理的領域内の複数のデータセン
タに、または１つの地理的位置の近傍の複数のデータセンタにわたって分散することがで
きる。それにより、例えば、これらのサーバは、単一のデータセンタの障害に対して回復
力に優れる。
【００２１】
　この実施形態におけるコントロールプレーンは、本明細書において「スイーパー」コン
ポーネント２１４と称されるコンポーネントを含む。スイーパーコンポーネントは、顕著
なリクエストに応答してコントロールプレーンの様々なコンポーネントをポーリングする
よう、すなわち実行される任意のタスクを他の方法で判定するよう動作する、任意の適切
なコンポーネントとすることができる。この例においては、ウェブサービス層は、「デー
タベース生成」リクエストに関する命令または情報を管理データストア２２２または同様
のジョブ待ち行列に設置してもよい。次いで、スイーパーは顕著なジョブを求めて管理デ
ータストアを周期的に調べることができる。ウェブサービス層がジョブが存在するスイー
パーに対して通知を送信する等の、当業者には明らかである様々な他の手法を用いること
ができる。スイーパーコンポーネントは「データベース生成」リクエストをピックアップ
し、リクエストに関する情報を用いて、リクエスト、コール、または他の係るコマンドを
、リクエストに対する少なくとも１つのワークフローをインスタンス化するよう動作する
ワークフローコンポーネント２１６に送信することができる。１つの実施形態におけるワ
ークフローは、本明細書の他の箇所で説明されるように、ワークフローサービスを用いて
生成および維持される。一般にワークフローは、特定のジョブを実行するために実行され
るべき一連のタスクである。ワークフローは、実際の操作ではなく、操作に関する情報お
よび実行の流れを制御する操作の抽象化である。ワークフローは、実行中の任意の時間に
おいて処理状態を管理し、処理状態を返すことができる１つの状態マシンとしてみなすこ
ともできる。１つの実施形態におけるワークフローコンポーネント（またはコンポーネン
トのシステム）は、リポジトリの生成、変更、ならびに削除、復元ならびにバックアップ
、セキュリティグループの生成、削除、ならびに変更、ユーザのクレデンシャルの管理、
およびキーローテーションならびにクレデンシャルの管理等のタスクに対するワークフロ
ーのホスティングおよび実行を管理および／または実行するよう動作することができる。
係るワークフローは、本明細書の他の箇所で説明されるように、ワークフローサービス上
に実装することができる。ワークフローコンポーネントは、ＭｙＳＱＬ等の異なるデータ
ベースエンジンに対して用いられるワークフローステップの間の差異を管理することもで
きる。なぜなら、下層のワークフローサービスが必ずしも変化するとは限らないからであ
る。
【００２２】
　この例において、ワークフローは、データベースを生成しオリジナルのリクエストから
抽出された情報を適用するためのワークフローテンプレートを用いて、インスタンス化す
ることができる。例えば、リクエストが、Ｏｒａｃｌｅ（登録商標）リレーショナルデー
タベース管理システム（ＲＤＢＭＳ）または他の係るインスタンスではなく、ＭｙＳＱＬ
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（登録商標）ＲＤＢＭＳインスタンスに対するものである場合、特定のタスクがＭｙＳＱ
Ｌインスタンスに向けられたワークフローに加えられるであろう。ワークフローコンポー
ネントは、要求される記憶装置の量、任意の特定のハードウェア要件、または他の係るタ
スクに関する特定のタスクを選択することもできる。これらのタスクは、全般的なジョブ
に対して有用である実行順序で、ワークフローに加えられることができる。いくつかのタ
スクが並列的に実行することができるのに対し、他のタスクは、最初に完了することにな
っている以前のタスクに依存する。ワークフローコンポーネントまたはサービスは、ワー
クフローにおけるこの情報を含み、タスクは実行され、情報は必要に応じて伝えられるこ
とができる。
【００２３】
　顧客に対する「データベース生成」ワークフロー例は、データ記憶インスタンスのプロ
ビジョニング、オフインスタンス永続的記憶装置のボリュームの割り当て、永続的記憶装
置ボリュームのデータ記憶インスタンスへのアタッチ、次いで、ＤＮＳアドレスまたは顧
客がアクセスまたは他の方法で接続するために用いることができる他のアドレス、ポート
、インターフェース、もしくは識別子の、データインスタンスへの割り当てならびにアタ
ッチ等のタスクを含んでもよい。この例において、ユーザには、インスタンスへのアクセ
スに用いるための、ＤＮＳアドレスおよびポートアドレスが提供される。ワークフローは
、特定のデータ記憶技術（例えば、ＭｙＳＱＬ）に対して用いられる任意のバイナリまた
は他の情報をダウンロードおよびインストールするタスクも含むことができる。ワークフ
ローコンポーネントは、これらのタスクおよび任意の関連するタスクまたは係るタスクの
任意の他の適切な組み合わせの実行を管理することができ、「データベース生成」リクエ
ストに応答して「データベース」の生成を示す応答を、リクエストに対して生成すること
ができる。なお、この「データベース生成」リクエストは実際にデータプレーン２１０に
おけるデータ記憶インスタンスに対応し、インスタンスにアクセスするために用いられる
ＤＮＳアドレスを提供する。次いでユーザは、ＤＮＳアドレスおよびポートを用いて、コ
ントロールプレーン２０８をアクセスまたは経由する必要なしに、直接的にデータ記憶イ
ンスタンスにアクセスすることができる。記憶装置を増大させるなどのために、１つまた
は複数のデータ記憶インスタンスの削除、生成、または変更等の、同様のジョブを実行す
るための、様々な他のワークフローテンプレートを用いることができる。いくつかの実施
形態においては、ワークフロー情報が記憶装置に書き込まれ、少なくとも１つの別個の実
行コンポーネント（図示せず）が、ワークフロー情報に基づいて実行されるタスクを取得
する、または他の方法でアクセスもしくは受信する。例えば、プロビジョニングタスクを
実行する専用プロビジョニングコンポーネントが存在し、このコンポーネントはワークフ
ローコンポーネントによりコールはされないが、多数の関連する明らかな方法のいずれか
で、タスク待ち行列を監視することができる、またはプロビジョニングタスクに関する情
報を受信することができる。
【００２４】
　上述のように、様々な実施形態は、リポジトリのプロビジョニング等の、処理またはタ
スクの現状に関するリクエストまたはコールを受信すことができ、処理の現状を返すこと
ができるワークフローサービスの利点を利用することができる。ワークフローコンポーネ
ントおよび／またはワークフローサービスは、各タスクを実行する実際のコールまたはリ
クエストを生成しないが、その代わりにワークフローに関する状態情報および設定情報を
管理する。なお、その情報は、コントロールプレーンのコンポーネントが、次に実行する
タスクおよびそのタスクに必要な任意の情報を決定することを可能とし、その後、その状
態情報を含むデータプレーンへの適切なコール（単数または複数）を生成する。それによ
り、データプレーンのコンポーネントが、当該のタスクを実行するコールを生成すること
ができる。ワークフローおよびタスクは、処理能力を増し処理リソースを最大化するため
に、並列的にスケジュールすることができる。上述のように、タスクの実際の実行はデー
タプレーンで行われるが、タスクはコントロールプレーンから発することになる。例えば
、ワークフローコンポーネントはホストマネージャと通信し、ホストマネージャはデータ



(11) JP 5443613 B2 2014.3.19

10

20

30

40

50

ストアへのコールを生成することができる。したがって、所与のタスクに対して、特定の
パラメータを伝えるワークフローサービスへのコールが生成されてもよい。それにより、
ワークフローサービスはワークフローに関する一連のタスクを生成し、現在の状態に対す
るタスクを実行することができるように、現状を提供する。タスクが実行された（または
、他の方法で解決あるいは完了された）後、ホストマネージャ等のコンポーネントは、サ
ービスに応答することができる。次いで、サービスは、次のタスクを実行することができ
るように、ワークフローにおける次の状態に関する情報を提供することができる。ワーク
フローに関するタスクのうちの１つが実行される都度、サービスは、ワークフローが完了
するまで、実行されるべき新規のタスクを提供することができる。さらに、ワークフロー
の処理を加速するために、異なるワークフローに対して複数のスレッドを並列的に実行す
ることができる。
【００２５】
　この実施形態におけるコントロールプレーン２０８は、少なくとも１つの監視コンポー
ネント２１８も含む。データインスタンスがデータプレーン内で生成されると、インスタ
ンスに関する情報を、監視データストア２２０等のコントロールプレーン内のデータスト
アに書き込むことができる。監視データストアが別個のデータストアであってもよく、ま
たは、管理データストア２２２における異なる組のテーブルまたは他の適切なリポジトリ
等の、別のデータストアの１部分であってもよいことを理解すべきである。監視コンポー
ネントは、監視データストア内の情報にアクセスすることができ、データプレーン２１０
内のアクティブなインスタンス２３４を判定することができる。監視コンポーネントは、
ウェブサービス層、ワークフローコンポーネント、スイーパーコンポーネント、および様
々なホストマネージャ等の、コントロールプレーンおよび／またはデータプレーンの、複
数のコンポーネントからのログ情報および／またはイベント情報の収集等の、他のタスク
を実行することもできる。係るイベント情報を用いて、監視コンポーネントは、顧客向き
のＡＰＩを実装する等の目的のために、顧客から可視であるイベントを公表することがで
きる。監視コンポーネントは、コントロールプレーンに対する実行中の全リボジトリおよ
び／またはインスタンスの健康状態を常に監視し、これらのインスタンスのいかなる障害
も検出し、適切な復元処理（単数または複数）を開始することができる。
【００２６】
　データプレーンにおける各インスタンス２３４は、アクセスを提供するマシンに対して
、少なくとも１つのデータストア２２６およびホストマネージャコンポーネント２２８を
含むことができる。１つの実施形態におけるホストマネージャは、インスタンスおよび／
またはソフトウェアの展開およびデータストア動作ならびにデータストアおよび／または
それぞれのインスタンスの状態の監視等のタスクを管理するようにプログラムされたＴｏ
ｍｃａｔまたはＪａｖａアプリケーションサーバ等のアプリケーションサーバ上で実行す
るアプリケーションまたはソフトウェアエージェントである。１つの実施形態におけるホ
ストマネージャは、内部システムコンポーネントからのみ到達され、且つ顧客または他の
外部のエンティティには利用不可能であるポートをリッスンする。いくつかの実施形態に
おいて、ホストマネージャは、コントロールプレーン層へのいかなるコールも開始するこ
ともできない。ホストマネージャは、論理ボリュームおよびファイルシステムの設定を含
む新規リポジトリに対するインスタンスの設定、データベースバイナリおよびデータベー
スシードのインストール、ならびにリポジトリの開始または停止等の、タスクの管理およ
び／または実行を受け持つことができる。ホストマネージャは、データストアの健康状態
を監視すること、および、Ｉ／Ｏエラーまたはデータ記憶エラー等のエラー状況を求めて
データストアを監視することができ、必要に応じてデータストアを再起動することができ
る。ホストマネージャは、ソフトウェアパッチおよびデータストアおよび／またはオペレ
ーティングシステムの更新のインストールを実行および／または管理することもできる。
ホストマネージャは、ＣＰＵ、メモリ、Ｉ／Ｏ仕様に関する場合があるものなどのような
、関連するメトリックを収集することもできる。
【００２７】



(12) JP 5443613 B2 2014.3.19

10

20

30

40

50

　監視コンポーネントは、各ホストの状態を判定するために、特定のリクエストを送信す
ること、またはホストマネージャからのハートビートを監視すること、等により、監視さ
れたインスタンス２３４を求めて、各ホストマネージャ２２８と周期的に通信することが
できる。１つの実施形態において、監視コンポーネントは、特定のホストおよび／または
インスタンスの状態を取得する等のコマンドを各ホストマネージャに発行するよう構成さ
れた、１組のイベントプロセッサ（または監視サーバ）を含む。指定された回数の再試行
の後、応答が受信されない場合、監視コンポーネントは、問題が発生したと判定する。そ
して、管理データストア２２２または他の係るジョブ待ち行列に情報を記憶することによ
り、問題を確認し、必要に応じてインスタンスを再プロビジョンするなどのような、イン
スタンスに対する動作を実行することができる。スイーパーはこの情報にアクセスし、イ
ンスタンスに対するリカバリワークフローを開始することにより、障害からの自動的な回
復を試みることができる。ホストマネージャ２２８は、監視のためのプロキシおよびコン
トロールプレーンの他のコンポーネントとして動作し、コントロールプレーンのコンポー
ネントに代わって、インスタンスに対するタスクを実行することができる。自動的に解決
不可能な、対応するホスト、インスタンス、ボリュームのクラッシュ、再起動、再開、そ
の他等の問題が、インスタンスのうちの１つに関して生じる場合もある。１つの実施形態
において、これらの顧客または他の顧客の可視性イベントをログ記録することができるロ
グ記録コンポーネント（図示せず）が存在する。ログ記録コンポーネントは、インスタン
スが一定期間利用不可能である場合、顧客が適切な「イベント」をコールするかまたはイ
ベントに関する情報を取得するための同様のＡＰＩをコールすることができるよう、ＡＰ
Ｉまたは他の係るインターフェースを含むことができる。いくつかの場合において、リク
エストは、インスタンスが失敗した場合、保留状態のままにおかれてもよい。この実施形
態におけるコントロールプレーンは、データプレーンと分離されているため、コントロー
ルプレーンはデータリクエストを受信することは決してなく、したがって、（いくつかの
実施形態においては、この情報はコントロールプレーンに転送される可能性があるが）後
続の発行のためのリクエストを待ち行列に入れることはできない。したがって、この実施
形態におけるコントロールプレーンは、ユーザが必要に応じてリクエストを取り扱うこと
ができるよう、障害に関する情報をユーザに提供する。
【００２８】
　前述のように、インスタンスがプロビジョンされユーザにＤＮＳアドレスまたは他のア
ドレスもしくは位置が提供されると、ユーザは、Ｊａｖａ　Ｄａｔａｂａｓｅ　Ｃｏｎｎ
ｅｃｔｉｖｉｔｙ（ＪＤＢＣ）または、そのインスタンス２３４と直接相互作用するため
の他の係るクライアントを用いて、ネットワークを介して「直接的」にリクエストをデー
タプレーン２１０に送ることができる。１つの実施形態において、データプレーンは、コ
ンピューティングクラウド環境すなわち「クラウド」すなわちハードウェアおよび／また
はソフトウェアコンポーネントの動的ネットワーク上でデータ記憶およびアクセスを提供
する１組のウェブサービスおよびリソースの形を取る（または、これを含むもしくはこれ
の１部分である）。ＤＮＳアドレスは、係る動的なクラウド環境において有益である。な
ぜなら、インスタンスまたは可用性の障害は、例えば、ＤＮＳアドレスを、使用のために
任意の適切な代理インスタンスへと、プログラム的に再マッピングすることにより、隠さ
れる可能性があるためである。ユーザ２０２またはアプリケーション２０４から受信され
たリクエストは、例えば、ネットワークアドレス変換（ＮＡＴ）ルータ２２４または他の
適切なコンポーネントへと送られ、ついでＮＡＴルータ２２４または他の適切なコンポー
ネントは、実際のインスタンス２３４またはリクエストのＤＮＳに相当するホストへと、
リクエストを送ることができる。上述のように、係る手法により、ユーザまたはアプリケ
ーションがＤＮＳまたはインスタンスにアクセスするために用いられる他のアドレスを変
える必要なしに、インスタンスが、動的に、移動、更新、複製、その他を実行されること
が可能となる。上述のように、各インスタンス２３４は、ホストマネージャ２２８および
データストア２２６を含むことができ、少なくとも１つのバックアップインスタンスまた
はコピーを永続的記憶装置２３０に有することができる。係る手法を用いることにより、
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インスタンスがコントロールプレーンを通して設定されると、ユーザ、アプリケーション
、サービス、またはコンポーネントは、コントロールプレーン２３２にアクセスする必要
なしに、データプレーンへのリクエストを通して直接にインスタンスに相互作用すること
ができる。例えば、ユーザは、インスタンスにおけるデータに関する構造化照会言語（Ｓ
ＱＬ）または他の係るコマンドを、ＤＮＳアドレスを通して直接発行することができる。
ユーザが、インスタンスの記憶容量を拡張すること等のタスクの実行を望む場合、ただコ
ントロールプレーンにアクセスのみしなければならないことになる。少なくとも１つの実
施形態においては、コントロールプレーン２０８の機能性は、少なくとも１つのサービス
としてプロバイダにより提供することができ。なお、当該のサービスは、データプレーン
２１０のプロバイダに関連してもよく、または関連しなくてもよいが、単に第３者サービ
スであってもよい。なお、この第３者サービスは、データプレーンにおけるデータインス
タンスをプロビジョンおよび管理するために用いられてもよく、且つ別個のデータプレー
ン２１０におけるこれらのインスタンスの可用性を監視および保証することができる。
【００２９】
　前述のように、コントロールプレーンの機能性をウェブサービスまたは他の係るサービ
スとして提供することの１つの利点は、コントロールプレーンが仮想的なデータベース管
理者（ＤＢＡ）として機能し、人間のＤＢＡがデータのプロビジョン等のタスクを実行す
る必要性が回避されることである。データをプロビジョンすることは、現時点においては
、煩瑣な手作業による手順であり、ＤＢＡが必要な設定情報を受け取り、設定が有効であ
るかどうかを判定し、インスタンスを最適化またはチューニングし、他の係るタスクを実
行することが要求される。これらは、著しい量の時間および労力を必要とするものである
。さらに、係る手法は、エラーを生ずる多くの機会を提供し、係るエラーはデータ損失後
まで発見されないこともある。本明細書に記載のコントロールプレーンまたはサービスを
用いることにより、ユーザまたは顧客は、その代わりに、ハードウェアの種類およびデー
タベース製品のバージョン等の情報を含むコールを発行することができる。コントロール
プレーンまたはサービスは、次いで、データストアまたはデータストレージインスタンス
を生成、削除、変更、拡張、または他の方法で変更するために必要なタスクを実行するこ
とができる。コントロールプレーンは、ＤＢＡがそれぞれのデータベースエンジンに関し
て熟達する必要なしに、一貫した方法で、いくつかの異なるデータベースエンジンに対応
することもできる。一度プロビジョンされると、ユーザはデータインスタンス（単数また
は複数）に対してネイティブアクセスを有し、既存のアプリケーション（ＭｙＳＱＬアプ
リケーション等）をＤＮＳアドレスまたは特定インスタンスのための他の位置情報に対し
て、単純にポイントすることができる。照会モデルまたは他の係る機能性に制限または変
更はない。なぜなら、ユーザはＭｙＳＱＬ、Ｏｒａｃｌｅ、または他のデータベース技術
上に構築されたアプリケーションを継続して使用することができるためである。
【００３０】
　様々な実施形態に係るシステムおよび方法により、顧客はウェブサービスまたは同様の
係る手法を利用することにより、クラウドコンピューティング環境または同様の環境にお
いて１つまたは複数の複製されたデータベースインスタンスを生成することができ、それ
により、高い耐久性および高い可用性を有するデータソリューションが提供される。顧客
が複製された様々な実施形態におけるデータベースインスタンスを生成すると、顧客デー
タは、１次・２次複製モデルを用いて、同時に複製される。いくつかの実施形態において
、レプリカは、異なるデータゾーン等の異なる物理的位置に配置することができる。各デ
ータ「ゾーン」は、例えば、特定の地理的エリア内に配置された、異なる地理的位置にま
たは地理的位置の周囲に配置された異なるゾーンを有する、１つまたは複数のデータセン
タまたはデータサーバ群を指すことができる。かくしてＲＤＳインスタンスは、データゾ
ーンのうちの１つに障害が発生した場合、その障害に対して耐性を有することができる。
なぜなら、異なる地理的位置における他のデータゾーンにおいては、大規模な破局的事象
の場合を除いて、その障害が回避される可能性があるためである。いくつかの場合におい
ては、データセンタは複数のデータゾーンにまたがるが、所与のデータゾーン内のデータ
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レプリカは異なるゾーンにおいてインスタンス化することができる。重複するゾーン、複
数の地理的位置におけるゾーン、その他等の多数の他の変化例が可能である。１次レプリ
カに障害が発生するかまたは他の方法で利用不可能となった場合、ＲＤＳシステムは、迅
速且つ自動的に、２次レプリカにフェイルオーバし、その結果、ダウンタイムすなわちデ
ータ利用不能状態は極めて短くてすむ。
【００３１】
　１つの実施形態において、顧客は、図２を参照して説明したものなどのようなコントロ
ールプレーンのウェブサービス層の特定されたウェブサービスのインターフェースをコー
ルするにより、複製されたデータベースインスタンスを生成することができる。顧客が複
製されていないデータインスタンスを生成するとき、例えば、顧客は、インスタンスクラ
ス、割り当てられたストレージ、データベースエンジン、その他等の態様を指定する「Ｃ
ｒｅａｔｅＤＢＩｎｓｔａｎｃｅ」ＡＰＩをコールすることができる。複製されたインス
タンスを生成するとき、顧客は、生成されたインスタンスが複製されるべきであることを
示す「ｔｒｕｅ」または任意の他の適切な値に設定された値を有する「Ｒｅｐｌｉｃａｔ
ｅｄ」または同様のパラメータ等の、少なくとも１つの追加的パラメータを含むことがで
きる。いくつかの実施形態において、値は、顧客により特に指定されないかぎり複製され
ていないインスタンスが生成されるよう、デフォルトで「ｆａｌｓｅ」に設定される。い
くつかの実施形態において、特定レベルのサービスに対して支払う顧客等の特定の顧客の
みが複製されたインスタンスを生成する能力を有する。
【００３２】
　いくつかの実施形態において、顧客は、２次レプリカが１次レプリカとは異なるデータ
ゾーンにおいて生成されるかどうかを選択することもできる。顧客は、いくつかの実施形
態においては、インスタンスに対して１つまたは複数の特定のデータゾーン、または、例
えば、順序立てられたリストを選択することを許可することができるが、一方、他の実施
形態においては、顧客は少なくとも１次レプリカに対してはデータゾーンを選択できない
。例えば、顧客が２つのデータゾーンを指定し、データゾーンのうちの１つが長期間にわ
たり利用不可能となる場合、いくつかの実施形態においては、耐久性要件により、他のレ
プリカが第３のデータゾーン等において生成されることとなるであろう。これにより、複
数の顧客に対するデータゾーンリストの順序を管理および更新することが要求する可能性
もある。このことは、ユーザ経験を複雑なものとするのみで、顕著な利点はまったくもた
らさない。さらに、いくつかのアプリケーションフリートが２次レプリカとして同一のデ
ータゾーンに配置されるよう、アプリケーションが関連するアプリケーションフリートを
複数のデータゾーンにわたって分散させるほうがより容易となる可能性がある。
【００３３】
　いくつかの実施形態において、顧客は複製されたデータインスタンスに対して「Ｄｅｓ
ｃｒｉｂｅＤＢＩｎｓｔａｎｃｅ」または同様のＡＰＩをコールすることができる。それ
により、ＲＤＳは、１次レプリカのエンドポイントＤＮＳ名および１次レプリカが現在は
位置されているデータゾーン等の情報をリストすることができる。顧客は、単一のデータ
ゾーンに対して用いられる従来の手法を用いて、ＲＤＳインスタンスと通信することがで
きる。なぜなら、ＲＤＳインスタンスの状態が例えば「Ａｖａｉｌａｂｌｅ」となりエン
ドポイントＤＮＳ名を用いてインスタンスに接続されると直ちに顧客はデータストアのエ
ンドポイントＤＮＳ名を受信することができるためである。レプリカの障害の場合、ＲＤ
Ｓは、データベースを対応する２次レプリカにフェイルオーバすることができ、エンドポ
イントＤＮＳ名は新規の１次レプリカにエイリアスされるであろう。データベースのエン
ドポイントＤＮＳ名は、多くの実施形態において、一定に保たれ、複製されたインスタン
スの存続期間の間、変化しない。
【００３４】
　いくつかの実施形態において、例えば、「ｔｒｕｅ」に設定された複製パラメータを有
する「ＭｏｄｉｆｙＤＢＩｎｓｔａｎｃｅ」または同様のＡＰＩをコールすることにより
、顧客は複製されていないインスタンスを複製されたインスタンスに変換する能力が提供
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される可能性がある。これにより、データベースは、次のメンテナンスウィンドウの間、
またはリクエストの直後等の適切な時間において、ＡＰＩコールパラメータ等に依存する
よう、複製されたインスタンスに変換することができる。
【００３５】
　様々な実施形態は、ブロックデバイスのコンテンツをサーバ間でミラーリングするシェ
アナッシング複製記憶ソリューションを実装するカーネルモジュール等のブロックレベル
複製機構を利用する。ブロックレベル複製機構「ＢＬＲＭ」は、ブロックデバイス（すな
わち、ハードディスクまたは論理ボリューム）上で動作することができる。ブロックレベ
ル複製機構はプライマリ・スレーブ複製アーキテクチャを利用し、このアーキテクチャに
おいては、１次レプリカがすべての更新を下層のブロックデバイスに送る。ブロックデバ
イスに対するすべての入出力（Ｉ／Ｏ）リクエストは、すべての書込操作が同時且つ自動
的に複製される状態で、ＢＬＲＭカーネルモジュールにより傍受される。ＢＬＲＭは、ピ
アデバイスの固有の障害検出を提供し、ピアノードが到達不可能である場合、適切なリカ
バリハンドラーを発動させる。ＢＬＲＭは、１次レプリカにおけるデータアクセスと干渉
することなく、一時的に利用不可能となったノードをバックグラウンドでデータの最新版
に自動的に再同期することができる。ＢＬＲＭは、世代識別子（「ＧＩ」）を利用するこ
とにより、複製されたデータの世代を特定することができる。それにより、ＢＬＲＭは、
２つのノードが同一のレプリカペアのメンバであるかどうか、バックグラウンドの再同期
（もし必要である場合）の方向、および部分的なまたは完全な再同期が必要であるかどう
か等の態様を判定することができる。ＢＬＲＭドライバは、レプリカペアの初期化時、切
断された待機レプリカが１次レプリカに切替えられるとき、またはプライマリロールのリ
ソースが２次レプリカから切断されるとき等の任意の適切な時間において、新規世代を開
始することができる。本明細書においてはブロックレベル複製機構が説明のために１例と
して用いられているが、任意の他の適切なブロックレベル技術または機構を、様々な実施
形態の範囲内で、用いることができることを理解すべきである。
【００３６】
　前述のように、様々な実施形態におけるＲＤＳデータインスタンスは、１つまたは複数
のシステムまたはプラットフォーム上で構築することができる。例えば、インスタンスは
、顧客がウェブサービスまたは他の適切な手法を用いることにより様々なオペレーティン
グシステムでインスタンスを起動することおよびこれらのインスタンスを管理することを
可能とする仮想コンピューティング環境上で構築することができる。係る仮想コンピュー
ティング環境を提供するウェブサービスの１つの例は、Ａｍａｚｏｎ．ｃｏｍ，　Ｉｎｃ
．社が提供する、Ｅｌａｓｔｉｃ　Ｃｏｍｐｕｔｅ　Ｃｌｏｕｄ（ＥＣ２）サービスであ
る。データインスタンスは、インスタンスの存続期間に関わらず永続するオフインスタン
スストレージを提供することができるブロックレベルストレージ機構上でも構築すること
ができる。ブロック記憶機構は、インスタンスにアタッチすることができ、かつインスタ
ンス内のデバイスとして公開される可能性がある、ストレージボリュームを提供すること
ができる。ブロック記憶プラットフォームの１例が、２００８年８月８日に出願された、
「Ｍａｎａｇｉｎｇ　Ａｃｃｅｓｓ　ｏｆ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｅｘｅｃｕｔｉｎｇ　Ｐ
ｒｏｇｒａｍｓ　ｔｏ　ａ　Ｎｏｎ－Ｌｏｃａｌ　Ｂｌｏｃｋ　Ｄａｔａ　Ｓｔｏｒａｇ
ｅ」を発明の名称とする、同時係属中の米国特許出願第１２／１８８，９４９号において
提供され、この米国特許出願第１２／１８８，９４９号は、参照により本明細書に組み込
まれる。論理ボリューム（例えば、ＬＶＭ層）は、顧客データベースをＬＶＭ／ファイル
システム層上で実行することができるように、ブロックストレージボリュームおよび適切
なファイルシステムの上に構築することができる。１つの実施形態における複製されたデ
ータベースに対して、ＢＬＲＭはＬＶＭ層上で実行することができる。係る実施形態にお
けるＢＬＲＭは、すべてのＩ／Ｏリクエストを傍受し、これらのリクエストを論理ボリュ
ームに送信する。次いで、この論理ボリュームはこれらのリクエストを複数のブロックス
トレージボリュームにわたって分割することができる。論理ボリュームを用いることによ
り、複数のブロックストレージＥボリュームを取り扱う能力、ならびに、ストレージを容
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易に拡張する能力、その他が提供される。ＢＬＲＭをＬＶＭ上に層状にすることにより、
書込操作を複数のレプリカにわたって複製することも可能となる。
【００３７】
　図３は、複製されたＲＤＳインスタンスを提供する１次・２次複製モデルを実装する機
構３００の１例を示す。この例において、１次レプリカ３１０および２次レプリカ３１２
は、データプレーン３０８またはデータベース環境の異なるデータゾーン（１および２）
に配置される。各レプリカは、　各レプリカに対するブロックストア３２０および３２２
へのＩ／Ｏを管理するためのＢＬＲＭ層３１８および３２２としてここで図示されるブロ
ックストレージ機構上に構築される。図２を参照して説明されたのと同様である場合があ
るもののようなコントロールプレーン３０６のコンポーネントは、設定コマンドを、例え
ば必要なセットアップ操作を実行することができるローカルホストマネージャ３１４およ
び３１６に発行することにより、複製されたＲＤＳインスタンスを生成することができる
。図面に見られるように、ＢＬＲＭ３１８および３２２等のブロックレベル機構は、ブロ
ックデバイスレベルにおいてすべてのＩ／Ｏリクエストを傍受し、リクエストに関する情
報をローカルディスクおよび遠隔ディスク３２０および３２４に書き込むよう、配置され
る。この例において、データベース３１８（例えば、ＳＱＬ）は、１次レプリカ３１０に
おいてのみ実行され、すべてのクライアント３０２は、１次レプリカ３１０で（適切なネ
ットワーク３０４を介して）、それらのデータベーストランザクションを実行する。デー
タベース３１８は２次レプリカ３１２上では実行されず、ファイルシステムも２次レプリ
カ上にマウントされない。なぜなら、データベースは一般に下層デバイスにおける更新を
認識しないからである。
【００３８】
　各データベースクライアント３０２は、ＲＤＳデータベースＤＮＳエンドポイント名を
用いることにより、現在の１次レプリカ自動的に発見することができる。なお、このＲＤ
ＳデータベースＤＮＳエンドポイント名は、１次レプリカ３１０のホスト名にエイリアス
することができる。ＤＮＳを用いて現在の１次レプリカを発見することにより、例えばネ
イティブなＭｙＳＱＬクライアント、ＪＤＢＣ、ＰＨＰ、Ｃ＃、およびＨａｓｋｅｌｌ等
の既存のデータベースクライアントとの互換性を維持することができる。ＤＮＳキャッチ
ングは、潜在的に顧客を古い一時レプリカに接続するように試行させ、顧客は、第２レプ
リカと接続することにより、第２レプリカではデータベースが実行されていないので、デ
ータベースと対話することができないようになる。次いで、顧客は適切なＤＮＳ情報を取
得することを知ることができる。
【００３９】
　１つの実施形態に係る、顧客に対する複製されたＲＤＳインスタンスを生成するプロセ
ス４００の１例が、図４に示される。本明細書において用語「顧客」は、データの「所有
者」、またはＲＤＳシステムによりホストされるデータストアもしくはインスタンスを指
すために用いられるが、用語・顧客は単に１つの例であり、任意の適切なユーザまたは開
発者は、様々な実施形態において、コントロールプレーンおよびデータプレーンへアクセ
スすることが許可されていることを理解すべきである。さらに、データ環境の制御に関す
る実施形態が説明されるが、同様の手法を、制御環境から分離された環境における様々な
他のコンポーネント、デバイス、アプリケーション、サービス、または他の係るリソース
を制御および／または管理するために用いることができることを理解すべきである。この
プロセスのステップが、特定の実施形態に対する例として提示される。しかし、様々な実
施形態の範囲内で、追加のステップ、より少ないステップ、および／または代替的なステ
ップを、異なる順序で、および／または並列的にまたは同時に、実行することができるこ
とを理解すべきである。
【００４０】
　この例において、顧客はＣｒｅａｔｅＤＢＩｎｓｔａｎｃｅまたは同様のＡＰＩをコー
ルし（４０２）、ウェブサービスティアのコンポーネントは、コールを解析し、顧客によ
り供給されたデータベース生成パラメータを管理データストアに記憶させること（４０４
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）ができる。データベースのライフサイクルは、データベースを生成するタスクまたはジ
ョブがスイーパーコンポーネントによりピックアップされるように、記録が「ＰＥＮＤＩ
ＮＧ」の変化状態とともに管理データストアに正常にコミットされたとき、「ＣＲＥＡＴ
ＩＮＧ」等の値により標識される可能性がある。ウェブサービスティアは、動作を起動し
、その後ワークフローがタスクを開始したかどうかを確認する、２つの位相のタスクを避
けるため、この実施形態においては、ワークフローシステムを直接的にコールすることに
より、動作を開始することはない。スイーパーにより取得されるリクエストを単に保存す
ることにより、ワークフロー動作はまったく失われない。
【００４１】
　前述のように、スイーパーは新規ジョブを求めて管理データストアを周期的にポーリン
グする。例えば、ライフサイクルとＣＲＥＡＴＩＮＧおよびＰＥＮＤＩＮＧの変化状態と
を有するデータベースレコードが存在すると、スイーパーは「ＣｒｅａｔｅＤａｔａｂａ
ｓｅ」または同様のワークフローを起動することができる（４０６）。ワークフローの初
期タスクとして、データベースの変化状態を「ＡＰＰＬＹＩＮＧ」等の値に更新すること
ができる。それにより、他のスイーパーは変化が進行中であることを認識する。ワークフ
ローの他の１次タスクは、１次レプリカとして動作するインスタンスを生成すること（４
０８）と、１次レプリカから２次レプリカを生成すること（４１０）と、２次レプリカを
１次レプリカに接続すること（４１２）とを含む。一度レプリカが接続され利用可能とな
ると、ＲＤＳインスタンスは顧客に公開され、ＤＮＳ名を用いてアクセス可能となる（４
１４）。様々な実施形態において、２次レプリカに対するスケール計算が「舞台裏」で実
施され、それにより、２次レプリカは、複製および／またはフェイルオーバのためにレプ
リカを接続する前に、スケーリングすることができる。
【００４２】
　図５は、一実施形態にしたがって１次レプリカを生成するために用いることができる係
るプロセスの部分５００の１例を示す図である。前述のように、ワークフローは、ＲＤＳ
インスタンスを構成するすべてのリソースをプロビジョンする初期ステップを取ることが
できる。例えば、ＲＤＳ特有のマシンイメージを用いて、１次ホストに対するデータイン
スタンスが生成される（５０２）。ブロックストレージボリュームは、１次ホストに対し
て割り当てられアタッチすることができる（５０４）。ボリュームは、個々のボリューム
の最大サイズおよびボリュームの望ましい最小個数等の態様を指定する設定情報に少なく
とも部分的に基づいてリクエストされる可能性がある。予約済みＩＯＰＳが保証される場
合、単一のボリュームが用いられる可能性がある。一度コアリソースのそれぞれが利用可
能となると、ワークフローは１次レプリカに割り当てられたデータインスタンスにブロッ
クストレージボリュームをアタッチする。
【００４３】
　いくつかの実施形態において、顧客データベースに対してファイアウォールと同様の機
能を実行するセキュリティグループが生成される。セキュリティグループは、顧客がデー
タベースと通信できる、またはどのデータインスタンスがデータベースと通信できるかを
定義することができ、例えば、インターネットプロトコル（ＩＰ）アドレス等のアドレス
を定義することを可能にすることができる。
【００４４】
　ワークフローは、ホストマネージャをダウンロードし、チェックサムを確認または他の
方法でダウンロードを確証し、次いで、ＴｏｍｃａｔインストールアプリケーションＡＰ
Ｉ等の適切なインストールインターフェースをコールすること等により、ホストマネージ
ャがインストールされ開始されること（５０６）を可能にする。一度ホストマネージャが
インストール後に正常に開始されると、データインスタンスは、データベースエンジンを
インストールし顧客データベースを設定するのに必要な機能性を有することができる。
【００４５】
　一度１次レプリカが実行されると、ワークフローは、ホストマネージャにより１次レプ
リカに対して実行される様々な動作をリクエストすることができる。例えば、ホストマネ
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ージャは、ブロックストレージボリュームがマウントされ、ファイルシステムが準備され
ること（５０８）をリクエストすることができる。特定の実施形態において、ブロックス
トレージボリュームのマウントおよびファイルシステムの構築は、２つのロールすなわち
バイナリロールおよびデータロールのそれぞれに対して実行される。１つの実施形態にお
いて、コントロールプレーンは、マウントポイントと各ロールに対して用いられるボリュ
ームとに関する情報をホストマネージャに提供するストレージ設定ファイル（例えば、Ｘ
ＭＬファイル）を送信する。この情報を用いて、ホストマネージャは、所与のロールに対
してプロビジョンされたすべてのボリュームに対する物理デバイスを生成し、各ロールに
対してこれらのデバイスにわたるデータをストライプする論理ボリュームを生成すること
ができる。一度、論理ボリュームが生成されると（５１０）、ホストマネージャは、それ
自体を唯一のレプリカとして、ＢＬＲＭ設定ファイルをインストールし、ＢＬＲＭカーネ
ルモジュールを開始することにより、ＢＬＲＭ設定情報を生成することができる。一度、
ＢＬＲＭが設定情報を用いて開始されると（５１２）、ＢＬＲＭは自動的にデータボリュ
ームに対するすべてのＩ／Ｏアクセスを処理することができる。
【００４６】
　次いで、ワークフローは１次レプリカに対するホストマネージャにパケットマネージャ
（例えば、ＲＰＭ）公開署名鍵、または他のセキュリティ機構をインストールすることが
できる。次いで、１次レプリカに対するホストマネージャは、データインスタンス上のホ
ストマネージャが、署名された情報をダウンロードおよび確認した後、パッケージの開梱
、インストール、および起動すること等により、データベースエンジンをダウンロードお
よびインストールすることができる（５１４）。続いて、１次レプリカに対するホストマ
ネージャは、顧客データベースの基礎として用いられる空白データベースをインストール
することができる。ＲＤＳ特有の空白データベースを用いて開始することにより、管理の
ために用いられる許可およびテーブルが容易に適用される。ホストマネージャは、顧客リ
クエスト内に指定されるように、顧客データベースを生成し、データベースに対するルー
トパスワードを変更し、マスターデータベースユーザを生成することができる（５１６）
。次いで、ワークフローはデータベース（例えば、ＭｙＳＱＬ）を開始することができる
（５１８）。
【００４７】
　データベースが開始されると、ＢＬＲＭリソースが切断され、ビットマップがクリアさ
れる。ワークフローにより、１次ホストのブロックストレージボリュームに対するスナッ
プショットがキャプチャされ、１次インスタンスのホストマネージャは新規の一般インス
タンスを生成するよう命令される可能性がある。次いで、ホストマネージャは、２次ホス
ト名を有する新規ＢＬＲＭ設定ファイルをインストールするよう命令され、ホストマネー
ジャは設定情報をリロードすることができる。
【００４８】
　一度少なくともいくつかの上述のワークフロー例のタスクが完了されると、ワークフロ
ーは、２次レプリカの構築に関するタスクに移行することができる。図６は、様々な実施
形態にしたがって用いることができる少なくとも１つの２次レプリカまたは待機レプリカ
を生成するためのプロセス例６００のステップを示す。第１タスクとして、ブロックスト
レージボリュームは１次レプリカに対するデータボリュームのブロックストレージスナッ
プショットから生成され（６０２）、ボリュームをバイナリに対して生成することができ
る。次いで、ワークフローにより、データインスタンスが起動され、割り当てられたボリ
ュームがアタッチされる（６０４）。上述のように、スケール計算が、１次レプリカと接
続される前に、２次レプリカに対して実行される。次いで、ホストマネージャが、２次レ
プリカに対して起動される（６０６）。一度ホストマネージャが２次レプリカに対して実
行されると、ワークフローは、２次インスタンスを設定するよう、ホストマネージャをコ
ールすることができる。設定プロセスの間、ホストマネージャはボリュームを設定し（６
０８）、ＢＬＲＭ設定ファイルを適切な１次レプリカおよび２次レプリカ設定を用いてイ
ンストールし（６１０）、ＢＬＲＭがインストールされたかどうかを判定し、カーネルモ
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ジュールを開始し、その後ＢＬＲＭハンドラを始動することができる（６１２）。この時
点において、１次レプリカおよび２次レプリカは接続され、クリアビットマップコールが
発行された時点から同期すべきである。次いで、ワークフローは、管理データストアにお
いてデータベースに「Ａｖａｉｌａｂｌｅ」と標識することができ、顧客に対してインス
タンスを利用可能とすることができる（６１４）。
【００４９】
　一度インスタンスに対する１次レプリカおよび２次レプリカが実行され顧客に対して利
用可能となると、顧客は、インスタンスに関するいくつかの動作のうちの任意のものを実
行することができる。例えば、顧客は、１つまたは複数のデータベースを記述するために
、リクエストをウェブサービス層のＡＰＩまたはコマンドラインツールに送ることができ
る。ウェブサービスは、リクエストにより指定された顧客データベース（単数または複数
）の現在状況を求めて管理データストアを照会することにより、リクエストを直ちに実現
することができる。ペンディング状態の更新の場合、現在値および変更値は、顧客に表示
される可能性がある。
【００５０】
　いくつかの状況において、顧客は顧客データベースを再起動するために「Ｒｅｂｏｏｔ
ＤＢＩｎｓｔａｎｃｅ」ＡＰＩ等のＡＰＩをコールしてもよい。１つの実施形態において
は、このＡＰＩは、顧客がデータベースエンジンを再起動することを可能にするのみで、
ＲＤＳインスタンスを再起動することを可能にはしない。ウェブサービス層は、情報を管
理データストア（または他の係るジョブ待ち行列）に記憶することができる。それにより
、スイーパーはワークフローを開始するための情報をピックアップすることができる。ワ
ークフローは、データベースをリスタートするために１次レプリカのホストマネージャを
コールすることができる。様々な実施形態におけるこのＡＰＩの実装は、複製されたイン
スタンスと複製されていないインスタンスとの間で異ならない。
【００５１】
　顧客は、例えば、ＡＰＩまたはコマンドラインツールを用いて、顧客データベースを削
除するリクエストを送信してもよい。それにより、コントロールプレーンのコンポーネン
トは、削除を準備するよう命令される可能性がある。クレデンシャルおよびリクエストパ
ラメータを確認した後、ウェブサービスティアのコンポーネントは、例えば、顧客データ
ベースを、ライフサイクルが生成または削除状態にないなどのような現時点において削除
することができることを確認することができる。コンポーネントは、管理データストアに
おける顧客データベースに対する適切な記録を、削除のライフサイクル状態およびペンデ
ィングの変化状態へと更新することもできる。完了されるべきタスクを求めて周期的にポ
ーリングを行うワークフロースイーパーは、ペンディングの変化状態により、データベー
スが削除されるべきことを識別することができ、削除を完了するために、ワークフローイ
ンスタンスを起動することができる。ワークフローの第１動作またはタスクは、他のスイ
ーパーが、変化が進行中であることを認識するよう、データベースの変化状態をＡＰＰＬ
ＹＩＮＧに更新することができる。
【００５２】
　ワークフローインスタンスは、任意の残余のイベントログを取得し、１次レプリカおよ
び２次レプリカに対して割り当てられたリソースを開放することができる。例えば、ワー
クフローは、ＲＤＳイベントプロセッサに、ＲＤＳインスタンスからイベントを取得させ
、次いで、データベースを停止させ、１次レプリカにおけるファイルシステムをアンマウ
ントする。ワークフローは、最終スナップショットが顧客によりリクエストされる場合、
またはポリシーにより別段の指示がある場合、データベースのスナップショットが取得さ
れるように導く。インスタンスは、ＲＤＳイベントプロセッサＡＰＩをコールして、イベ
ントプロセッサシステムがインスタンスを以後確実に監視しないようにすることにより、
登録が取り消される。ＤＮＳ名を削除し、ブロックストレージボリュームおよびデータイ
ンスタンスを開放することができる。ワークフローは、管理データストアにおけるこの顧
客データベースに対する記録をＤＥＬＥＴＥＤ状態へと更新することにより、削除を完了
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することができる。それにより、記録は記録アーカイブに移動され削除される。
【００５３】
　顧客がストレージをスケーリングし、および／またはインスタンスに割り当てられた容
量を計算することが必要である、または望ましい可能性もある。ストレージをスケーリン
グする場合、例えば、ボリュームは、ＬＶＭが拡張された状態で、１次レプリカおよび２
次レプリカの両方に加えることができる。１次レプリカ上で、ＢＬＲＭハンドラがブロッ
クデバイスの制御下で新規ボリュームを含むためにブロックデバイスを拡張するようコー
ルすることができ、ファイルシステムはリサイズすることができる。
【００５４】
　特に、新規ブロックストレージボリューム（単数または複数）は、１次レプリカおよび
２次レプリカの両方に対して、現在のボリューム設定パラメータにしたがってプロビジョ
ンすることができる。「ＳｃａｌｅＳｔｏｒａｇｅ」または同様のＡＰＩを両方のインス
タンス上のホストマネージャに対して発動することができ、それが、物理デバイスが生成
させ、新規ボリュームを既存のボリュームグループに加えさせることができる。ホストマ
ネージャは、例えば、ＬＶＭの物理的範囲を１つの物理的ボリューム（例えば、ブロック
ストレージボリューム）から別の物理的ボリュームへと移動させることによるなどのよう
にして、ボリュームグループ内のスペースのバランスを回復することができる。論理ボリ
ュームは、新規スペースを含むよう拡張されてもよい。一度ＳｃａｌｅＳｔｏｒａｇｅ機
能が完了すると、ワークフローは、１次インターフェース上のホストマネージャに対して
「ｐｒｉｍａｒｙＳｃａｌｅＳｔｏｒａｇｅ」ＡＰＩ等のインターフェースをコールする
ことができる。それにより、ＢＬＲＭブロックデバイス層は、新規スペースを使用するよ
う拡張される。一度ＢＬＲＭのリサイズが完了すると、ファイルシステムはリサイズする
ことができる。残存する更新がもはや存在しなくなると、管理データストアにおける顧客
データベースに対する記録は、「ＡＶＡＩＬＡＢＬＥ」のライフサイクル状態に設定する
ことができ、変化状態が「ＮＯＮＥ」に更新される。次いで、リサイズされたインスタン
スは、顧客により利用することができる。１次レプリカまたは２次レプリカが、スケーリ
ングプロセスの間に到達不可能である場合、ワークフローは中断されて、例えば、「ＭＯ
ＤＩＦＹＩＮＧ」の状態に保たれる可能性があり、後でリトライすることができる。
【００５５】
　計算能力をスケーリングするとき、様々な実施形態は、各クラスに特定の計算能力が割
り当てられるよう、顧客がインスタンスに対する「計算クラス」を調節することを可能に
する。特定の実施形態においては、２次レプリカが最初にスケーリングされ、次いで、シ
ステムは、例えば、フェイルオーバプロセスを用いること等により、２次レプリカに切替
えられる。それにより、２次レプリカは新規の１次レプリカとなる。次いで、旧１次レプ
リカの計算ｏｄｅは必要に応じてスケーリングすることができ、旧１次レプリカは新規２
次レプリカとして機能することができる。２次レプリカを最初にスケーリングし、フェイ
ルオーバをステージングすることにより、例えば、複製されたインスタンスはより短いダ
ウンタイムを経験することができる。これは、単一のデータゾーンにおいてインスタンス
クラスをスケールする場合に、別法により生じる場合がある。
【００５６】
　以下の記載は、データベースインスタンスをスケーリングするためのプロセスの特定の
例を提供する。なお、この例においては、複製されたインスタンスが１次レプリカＰおよ
び２次レプリカＳを有する。新規インスタンスクラスを有し、かつ既存のインスタンスと
同一のセキュリティグループを有する新規インスタンス（例えばＰ_ｎｅｗおよびＳ_ｎｅ
ｗ）を１次レプリカおよび２次レプリカの両方に対してプロビジョンすることができる。
Ｐ_ｎｅｗおよびＳ_ｎｅｗは、それぞれ、ＰおよびＳと同一のデータゾーンに生成するこ
とができる。管理データストアにおけるＲＤＳインスタンスの状態は、「ＩＮ＿ＭＯＤＩ
ＦＩＣＡＴＩＯＮ」等の値に更新することができる。インスタンス識別子は、ワークフロ
ーによりスケーリングのためにデータベースが停止されるとき、１次レプリカおよび／ま
たは２次レプリカの回復がトリガされないよう、イベントプロセッサから登録を取り消す
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ことができる。２次インスタンスの状態は、「ＩＮ＿ＭＯＤＩＦＩＣＡＴＩＯＮ」等の値
に更新することができる。２次レプリカ上において、ホストマネージャは、例えば、デー
タベースを停止し、（例えば、ＢＬＲＭ切断コマンドを発行することにより）１次インス
タンスから切断し、すべてのファイルシステムをアンマウントし、すべてのボリュームグ
ループを不活性化すること等により、既存のブロックストレージ機構の使用を停止するよ
うリクエストすることができる。ブロックストレージボリュームは、Ｓからデタッチされ
、Ｓ_ｎｅｗにアタッチされる。次いで、ホストマネージャはＳ_ｎｅｗ上にインストール
され、ボリュームグループを活性化するよう要求することができる。次いで、１次レプリ
カが、例えば、データベースをシャットダウンし、ボリュームをアンマウントすること等
により、停止することができ、すべてのブロックストレージボリュームをデタッチするこ
とができる。Ｓ_ｎｅｗへのフェイルオーバは、データベースエンドポイントをＳ_ｎｅｗ
にポイントすることにより開始することができる。これにより、Ｓ_ｎｅｗが新規１次レ
プリカとなる。Ｓ_ｎｅｗ上のホストマネージャがファイルシステムをマウントするよう
要求される可能性があり、クレデンシャル（例えば、ＲＰＭ公開鍵）は新規インスタンス
上のホストマネージャに送られる可能性がある。次いで、Ｓ＿ｎｅｗ上のホストマネージ
ャがデータベースを開始するよう要求される可能性があり、データベースはＡＶＡＩＬＡ
ＢＬＥと標識される可能性がある。この段階で、２次が生成途中であるにも関わらず、デ
ータベースの使用準備が整ったことになる。次のステップとして、Ｐ_ｎｅｗインスタン
スを開始することができ、以前Ｐにアタッチされていたブロックストレージボリュームを
Ｐ_ｎｅｗにアタッチすることができる。ホストマネージャをＰ_ｎｅｗ上にインストール
することができ、ＢＬＲＭ設定ファイルがインストールされる。この実施形態においては
、いかなるファイルシステムも、この時点ではＰ_ｎｅｗにマウントされていない。次い
で、Ｓ_ｎｅｗをＰ_ｎｅｗに接続し接続状態を確認するコマンドを、Ｓ_ｎｅｗ上のホス
トマネージャに対して発行することができる。次いで、スケーリングされたレプリカを、
顧客によるアクセスのために提供することができる。
【００５７】
　実施形態は、例えば、スナップショットまたは他のポイントインタイムバックアップを
生成すること等により、ユーザがユーザのインスタンスに情報をバックアップすることも
可能にすることができる。例えば、ＲＤＳは、顧客が、顧客のインスタンスのスナップシ
ョットを生成すること、およびこれらのスナップショットから新規インスタンスを生成す
ることを可能にすることができる。スナップショットは、複製されたデータベースに対し
てポイントインタイムリカバリを実行するためにも用いることができる。複製されていな
いインスタンスのスナップショットを生成するために、ワークフローはデータベースボリ
ュームに対するＩ／Ｏを効果的にサスペンドし、インスタンスにアタッチされたボリュー
ムのブロックストレージレベルスナップショットを取得し、ボリュームのサスペンドを停
止する。複製されたインスタンスに対するスナップショットを生成するとき、スナップシ
ョットは２次レプリカにおいて取得することができる。このため、２次レプリカを一時的
に切断することができ、すべてのブロックストレージボリュームのスナップショットが取
得される。スナップショットが取得された後、２次レプリカは再接続することができる。
バックアップを有効化することにより、顧客は、時間が過去Ｘ日以内であるかぎり、所与
の時間ポイントにインスタンスをリストアする能力を有する。なおここで、Ｘは顧客に対
する保持期間である。
【００５８】
　顧客が複製されていないインスタンスにおいてバックアップを有効化すると、バックア
ップウィンドウの間、毎日等の定期的間隔においてインスタンスに対してスナップショッ
トを取得することができ、ログ記録は５分毎等の他の間隔においてバックアップすること
ができる。顧客がインスタンスを、例えばｔ1等の時間ポイントにリストアすることを望
むと、インスタンスは、所望時間に最も近接するが、しかし所望の時間ポイントより前の
時間のスナップショットから生成され、ログ記録は、状態がその時間ポイントをミラーす
るようロールフォワードするように用いることができる。複製されたインスタンスにおい
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て、ログ記録が１次レプリカからバックアップされる一方で、スナップショットは２次レ
プリカ上で取得することができる。
【００５９】
　１つの実施形態において、ホストマネージャへのすべての通信チャンネルは、セキュア
ソケット層（ＳＳＬ：ｓｅｃｕｒｅ　ｓｏｃｋｅｔ　ｌａｙｅｒ）上でハイパーテキスト
転送プロトコルを用いてセキュアにされる。ホストマネージャアプリケーションをホスト
する各アプリケーションサーバは、インスタンスの起動時にスクリプトを用いてスタート
することができる。アプリケーションサーバエンジンをスタートする前に、自己署名証明
書を生成し、証明書をインストールしてＳＳＬ通信チャンネル（単数または複数）を有効
化するスクリプトが実行することができる。ＳＳＬ通信は、１つの実施形態においては、
通信チャンネルを暗号化するために使用され、クライアント認証を暗号化するためには使
用されない。代わって、クライアント認証は、各リクエストに埋め込まれた公開／秘密鍵
署名により達成される。それにより、１つの実施形態において、すべてのクライアントは
秘密鍵を用いて照会文字列パラメータを署名する。この署名は、カスタムインターセプタ
により確認することができ、このインターセプタは、ホストマネージャに対するアプリケ
ーションサーバとともに配置することができる。さらに、セキュリティグループ（すなわ
ち、ファイアウォールルール）を、データプレーンにおいて、監視されたインスタンスの
それぞれに対して設定することができる。その結果、所定のネットワークまたはセキュア
グループに属するホストのみが、ホストマネージャポートを用いて通信できる。セキュア
情報およびクレデンシャル（秘密鍵等）は、鍵管理およびローテーション等の機能性を提
供することができる適切な鍵ストアに記憶することができる。
【００６０】
　上述のように、ログファイルも同様の方法でバックアップすることができる。ログ記録
は、データファイルのリストアが必要な場合に様々なトランザクションをリプレイする等
のタスクを実行するために用いることができる。エンジンログ記録を、以前にバックアッ
プされたログファイルが簡単なリストコマンドを用いて獲得することができるように、適
切なストレージ位置にコピーすることができる。ホストマネージャはこの結果を用いて、
コピーする必要があるログ記録が存在するかどうかを判定する。例えば、ホストマネージ
ャは、最後のシーケンスをバックアップすることができるように、書き込まれたログファ
イルのリストを取得するために、バケットリストを要求することができる。新規ログファ
イルが生成された場合、ログ記録がデータベースエンジンにより動的でなく書き込まれて
いることがまず判定され、次いで、ログ記録はコピーされ、コピーが正常に実行されたこ
とが確認される。
【００６１】
　上述のように、様々な実施形態は広範囲の様々な動作環境において実装することができ
る。なお、この動作環境は、いくつかの場合においては、１つまたは複数のユーザコンピ
ュータ、計算デバイス、または多数のアプリケーションのうちの任意のものを動作するた
めに用いることができる処理デバイスを含むことができる。ユーザまたはクライアントデ
バイスは、標準的なオペレーティングシステムを実行するデスクトップまたはラップトッ
プコンピュータの他に、モバイルソフトウェアを実行し、多数のネットワークおよびメッ
セージングプロトコルをサポートすることができるセルラ、無線、ハンドヘルドデバイス
等の、多数の汎用パーソナルコンピュータのうちの任意のものを含むことができる。係る
システムは、商業的に入手可能な様々なオペレーティングシステムのうちの任意のもの、
および開発もしくはデータベース管理等の目的の他の既知のアプリケーションを実行する
多数のワークステーションも含むことができる。これらのデバイスは、ダミーターミナル
、シンクライアント、ゲーム用システム、および、ネットワークを介して通信する能力を
有する他のデバイス等の、他の電子装置も含むことができる。
【００６２】
　様々な態様も、少なくとも１つの、サービス指向アーキテクチャの一部であってもよい
ものなどのようなサービスまたはウェブサービスの一部として、実装することができる。
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ウェブサービス等のサービスは、拡張可能マークアップ言語（ＸＭＬ）形式において、か
つＳＯＡＰ（「Ｓｉｍｐｌｅ　Ｏｂｊｅｃｔ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ」に由来
する）等の適切なプロトコルを用いて交換されるメッセージを用いること等により、任意
の適切な種類のメッセージングを用いて、通信を行うことができる。係るサービスにより
提供または実行されるプロセスは、ウェブサービス記述言語（ＷＳＤＬ）等の、任意の適
切な言語で書き込むことができる。ＷＳＤＬ等の言語を用いることにより、様々なＳＯＡ
Ｐフレームワークにおけるクライアント側コードの自動生成等の機能性が可能になる。
【００６３】
　大部分の実施形態は、ＴＣＰ／ＩＰ、ＯＳＩ、ＦＴＰ、ＵＰｎＰ、ＮＦＳ、ＣＩＦＳ、
およびＡｐｐｌｅＴａｌｋ等の、様々な商業的に入手可能なプロトコルの任意のものを用
いて通信をサポートするために、当業者に周知である、少なくとも１つのネットワークを
利用する。ネットワークは、例えば、ローカルエリアネットワーク、ワイドエリアネット
ワーク、仮想プライベートネットワーク、インターネット、イントラネット、エクストラ
ネット、公衆交換電話網、赤外線ネットワーク、無線ネットワーク、およびこれらの任意
の組合せとすることができる。
【００６４】
　ウェブサーバを利用する実施形態において、ウェブサーバは、ＨＴＴＰサーバ、ＦＴＰ
サーバ、ＣＧＩサーバ、データサーバ、Ｊａｖａサーバ、およびビジネスアプリケーショ
ンサーバを含む、様々な任意のサーバまたはミッドティアアプリケーションを実行するこ
とができる。サーバ（単数または複数）は、例えば、Ｊａｖａ（登録商標）、Ｃ、Ｃ＃、
もくしはＣ＋＋、または、Ｐｅｒｌ、Ｐｙｔｈｏｎ、もしくはＴＣＬ等の任意のスクリプ
ト言語、ならびにこれらの組み合わせ等の任意のプログラム言語で書かれた１つまたは複
数のスクリプトまたはプログラムとして実装された、１つまたは複数のウェブアプリケー
ションを実行する等により、ユーザデバイスからのリクエストに応答して、プログラムま
たはスクリプトを実行する能力を有する。サーバ（単数または複数）は、Ｏｒａｃｌｅ（
登録商標）、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ（登録商標）、Ｓｙｂａｓｅ（登録商標）、およびＩＢ
Ｍ（登録商標）から商業的に入手可能なサーバを非限定的に含むデータベースサーバも含
んでもよい。
【００６５】
　環境は、上述のように、様々なデータストアおよび他のメモリ媒体および記憶媒体を含
むことができる。これらは、１つまたは複数のコンピュータに対してローカルである（お
よび／または１つまたは複数のコンピュータ内に常駐する）記憶媒体、またはネットワー
ク上のすべてのコンピュータのうちの任意のものまたは全部から遠隔にある記憶媒体等の
、様々な位置に常駐することができる。特定の組の実施形態においては、情報は、当業者
に周知であるストレージエリアネットワーク（「ＳＡＮ」）に存在する。同様に、コンピ
ュータ、サーバ、または他のネットワークデバイスに帰属する機能を実行するために必要
なファイルは、適宜、ローカルおよび／またはリモートに記憶されてよい。システムがコ
ンピュータ化されたデバイスを含む場合、係るデバイスはそれぞれは、ハードウェア要素
を含むことができる。なお、これらのハードウェア要素は、バスを介して電気的に接続さ
れてもよく、それらの要素は、例えば、少なくとも１つの中央処理装置（ＣＰＵ）、少な
くとも１つの入力装置（例えば、マウス、キーボード、コントローラ、タッチスクリーン
、またはキーパッド）、および少なくとも１つの出力装置（例えば、ディスプレイ装置、
プリンタ、またはスピーカ）を備えるものである。係るシステムは、例えば、ディスクド
ライブ、光記憶装置、および、ランダムアクセスメモリ（「ＲＡＭ」）または読み出し専
用メモリ（「ＲＯＭ」）等の固体記憶装置の他に、着脱可能な媒体デバイス、メモリカー
ド、フラッシュカード、その他等の、１つまたは複数の記憶装置も備えてもよい。
【００６６】
　係るデバイスは、コンピュータ可読記憶媒体リーダ、通信デバイス（例えば、モデム、
ネットワークカード（無線および有線）、赤外線通信デバイス、その他）、および上述の
ワーキングメモリも含むことができる。コンピュータ可読記憶媒体リーダは、コンピュー
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タ可読ストレージ媒体と接続することができ、またはコンピュータ可読記憶媒体を受容す
るよう構成することができる。なお、コンピュータ可読記憶媒体は、リモート、ローカル
、固定、および／または着脱可能記憶装置の他に、一時的に、および／または、より永続
的に、コンピュータ可読情報を含む、記憶する、転送する、および取得する記憶媒体を指
す。システムおよび様々なデバイスは、一般的に、オペレーティングシステムおよびクラ
イアントアプリケーションまたはウェブブラウザ等のアプリケーションプログラムを含む
、少なくとも１つのワーキングメモリデバイス内に配置された、いくつかのソフトウェア
アプリケーション、モジュール、サービスまたは他の要素を含むであろう。代替的な実施
形態が上述したものからの多数の変化例を有してもよいことを理解すべきである。例えば
、カスタマイズされたハードウェアも用いられてもよく、および／または、特定の要素が
ハードウェア、ソフトウェア（アプレット等のポータブルソフトウェアを含む）、または
その両方で実装されてもよい。さらに、ネットワーク入出力デバイス等の他の計算デバイ
スへの接続が用いられてもよい。
【００６７】
　コードまたはコードの一部を収容するための記憶媒体およびコンピュータ可読媒体は、
ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリまたは他のメモリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ
、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、または他の光記憶、磁気カセット、磁気テープ、
磁気ディスク記憶、または他の磁気記憶装置、または所望の情報を記憶することができ、
システムデバイスによりアクセスすることができる任意の他の媒体を含む、コンピュータ
可読命令、データ構造、プログラムモジュール、または他のデータ等の情報の記憶および
／または伝送のために任意の方法または技術で実装された、揮発性および不揮発性、なら
びに着脱可能および着脱不能の媒体などのような、しかしこれらに限定されない、記憶媒
体および通信媒体を含む、当該分野で周知または用いられる任意の適切な媒体を含むこと
ができる。本明細書に提供された開示および教示に基づいて、当業者は、様々な実施形態
を実装する他の手法および／または方法を理解するであろう。
【００６８】
　したがって、本明細書および図面は、限定的な意味よりもむしろ例示的な意味において
とらえられるべきである。しかしながら、特許請求の範囲において説明される本特許の広
範な精神および範囲から逸脱することなく、様々な変更例および変化例がそこになされて
もよいことは明白であろう。
【００６９】
　（付記項１）　
　制御環境の１つまたは複数のセルフサービスウェブサービスを用いて、データベース環
境において、複製されたリレーショナルデータベースインスタンスをプロビジョニングす
るための、コンピュータ実装された方法であって、　
　実行可能命令により設定された、１つまたは複数のコンピュータシステムの制御下で、
　それぞれが前記ユーザにウェブサービスリクエストを制御環境に発行することを可能に
する、複数のアプリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）を提供するこ
とであって、各ＡＰＩは、別個のデータベース環境において、前記ユーザに対してリレー
ショナルデータベースに関して実行される所望の動作に対応する、提供することと、　
　前記複数のＡＰＩの内の第１ＡＰＩを通しての、前記ユーザから前記制御環境へのウェ
ブサービスリクエストの受信に応答して、　
　　１次インスタンスレプリカを前記データベース環境の第１データゾーンにおいてプロ
ビジョンすること、　
　　前記１次レプリカインスタンスにデータベースエンジンをインストールすることと、
　　２次インスタンスレプリカを、前記１次インスタンスレプリカの１つまたは複数のス
ナップショットを用いて、前記データベース環境の第２データゾーンにおいてプロビジョ
ンすること、および　
　　前記１次インスタンスレプリカに対する任意の読み出しおよび書き込みを傍受し、前
記１次インスタンスレプリカに対する任意のデータ更新を前記２次インスタンスレプリカ
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に対して同時に更新するよう構成された、ブロックレベル複製機構を１次インスタンスレ
プリカおよび２次インスタンスレプリカのそれぞれに接続すること、　
　のタスクを含むワークフローをインスタンス化することと、　
　前記ユーザが前記１次レプリカインスタンスにインストールされた前記データベースエ
ンジンと相互作用することを可能にし、前記１次インスタンスレプリカの障害時に前記ユ
ーザが前記２次インスタンスレプリカと相互作用することができるよう更新可能である、
エイリアス名を前記ユーザに提供することと、　
を含む方法。
【００７０】
　（付記項２）　
　前記第１インスタンスレプリカおよび前記第２インスタンスレプリカのそれぞれは、前
記データベース環境において別個のデータインスタンス上で実行され、各データインスタ
ンスは１つまたは複数の専用ブロックストレージボリュームにアタッチされる、付記項１
に記載のコンピュータ実装された方法。　
【００７１】
　（付記項３）　
　前記ブロックレベル複製機構は、前記第１インスタンスレプリカおよび前記第２インス
タンスレプリカの前記１つまたは複数の専用ブロックストレージボリュームの間でデータ
を同時に複製するよう動作可能である、付記項２に記載のコンピュータ実装された方法。
【００７２】
　（付記項４）　
　ユーザが、データベース環境において、別個の制御環境を用いて、複製されたデータベ
ースインスタンスを生成することを可能にするための、コンピュータ実装された方法であ
って、　
　実行可能命令により設定された、１つまたは複数のコンピュータシステムの制御下で、
　それぞれが前記ユーザにウェブサービスリクエストを前記制御環境に発行することを可
能にする、複数のアプリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）を提供す
ることであって、各ＡＰＩは、前記データベース環境において、前記ユーザに対するデー
タベースに関して実行される所望の動作に対応する、提供することと、　
　前記複数のＡＰＩの内の１つを通しての、前記ユーザから前記制御環境へのウェブサー
ビスリクエストの受信に応答して、データベースに対する第１インスタンスレプリカおよ
び第２インスタンスレプリカが前記データベース環境においてプロビジョンされるように
し、ブロックレベル複製機構が、前記１次インスタンスレプリカにおける前記データベー
スに対する任意の書込操作を傍受し、前記書込操作に対する変化が同時に前記２次インス
タンスレプリカに複製されるように構成されるようにすることと、　
　前記ユーザが、前記１次インスタンスレプリカを介して、前記データベースにアクセス
することを可能にすることと、　
を含む方法。
【００７３】
　（付記項５）　
　前記第１インスタンスレプリカおよび前記第２インスタンスレプリカは、単一のデータ
ゾーンにおいて、別個の地理的位置における別個のデータゾーンにおいて、複数の地理的
位置にわたる単一のデータゾーンにおいて、または単一の地理的領域内の複数のデータゾ
ーンにわたって、プロビジョンされる、付記項４に記載のコンピュータ実装された方法。
【００７４】
　（付記項６）　
　前記制御環境は、前記１次インスタンスレプリカが利用不可能となった場合、前記２次
インスタンスレプリカへのフェイルオーバ操作を自動的に実施するよう構成された、付記
項４に記載のコンピュータ実装された方法。
【００７５】
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　（付記項７）　
　ホストマネージャが前記第１インスタンスレプリカおよび前記第２インスタンスレプリ
カのそれぞれに対してインストールされ、各ホストマネージャが、前記制御環境と通信し
、前記データベース環境において１つまたは複数のタスクを実行するように操作可能にす
ること　
をさらに含む、付記項４に記載のコンピュータ実装された方法。
【００７６】
　（付記項８）　
　前記２次インスタンスレプリカに対する２次ブロックストレージボリュームは、前記１
次インスタンスレプリカに対する前記１次ブロックストレージボリュームのスナップショ
ットを用いて生成される、付記項４に記載のコンピュータ実装された方法。
【００７７】
　（付記項９）　
　前記第１インスタンスレプリカおよび前記第２インスタンスレプリカは、前記ユーザか
ら受信された前記ウェブサービスリクエストが、複製されたインスタンスが生成されるこ
とを示す複製パラメータ値を含む場合、前記データベース環境においてプロビジョンされ
る、付記項４に記載のコンピュータ実装された方法。
【００７８】
　（付記項１０）　
　前記ユーザにエイリアス名が提供され、前記エイリアス名は、フェイルオーバ操作によ
り前記２次レプリカが新規の現在の１次インスタンスレプリカとなった場合を含んで、前
記ユーザが現在の１次インスタンスレプリカと通信することを可能にする、付記項４に記
載のコンピュータ実装された方法。
【００７９】
　（付記項１１）　
　前記複数のＡＰＩの内の１つを通して前記制御環境に対して発行されたウェブサービス
リクエストを用いて、前記ユーザが、複製されていないインスタンスを複製されたインス
タンスに変換することを可能にすることをさらに含む、付記項４に記載のコンピュータ実
装された方法。
【００８０】
　（付記項１２）　
　前記複数のＡＰＩの内の１つを通してのウェブサービスリクエストの受信に応答して、
前記データベースの、１つまたは複数のスナップショットをキャプチャすることをさらに
含む、付記項４に記載のコンピュータ実装された方法。
【００８１】
　（付記項１３）　
　前記スナップショットは、前記２次インスタンスレプリカにおいて取得される、第１２
節に記載のコンピュータ実装された方法。
【００８２】
　（付記項１４）　
　前記ウェブサービスリクエストに応答して、、前記第１インスタンスレプリカおよび前
記第２インスタンスレプリカを前記データベース環境において、プロビジョニング、設定
、および接続するための、タスクを含むワークフローを、前記制御環境において実行する
ことをさらに含む、付記項４に記載のコンピュータ実装された方法。
【００８３】
　（付記項１５）　
　前記制御環境の少なくとも１つの監視コンポーネントを用いて、前記第１インスタンス
レプリカおよび前記第２インスタンスレプリカの健康情報を監視することをさらに含む、
付記項４に記載のコンピュータ実装された方法。
【００８４】
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　（付記項１６）　
　前記第１インスタンスレプリカおよび前記第２インスタンスレプリカの設定情報を前記
制御環境におけるデータストアに記憶することをさらに含む、付記項４に記載のコンピュ
ータ実装された方法。
【００８５】
　（付記項１７）　
　前記複製技術はデータベースエンジンに対して独立的である、付記項４に記載のコンピ
ュータ実装された方法。
【００８６】
　（付記項１８）　
　ユーザが、データベース環境において、別個の制御環境を用いて、複製されたデータベ
ースインスタンスを生成することを可能にするためのシステムであって、　
　プロセッサと、　
　前記プロセッサにより実行されると、前記プロセッサに　
　それぞれが前記ユーザにウェブサービスリクエストを前記制御環境に発行することを可
能にする、複数のアプリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）を提供す
ることであって、各ＡＰＩは、前記データベース環境において、前記ユーザに対するデー
タベースに関して実行される所望の動作に対応するように、提供させ、　
　　前記複数のＡＰＩの内の１つを通した、前記ユーザから前記制御環境へのウェブサー
ビスリクエストの受信に応答して、データベースに対する第１インスタンスレプリカおよ
び第２インスタンスレプリカが前記データベース環境においてプロビジョンされるように
し、ブロックレベル複製機構が、前記１次インスタンスレプリカにおける前記データベー
スに対する任意の書込操作を傍受し、前記書込操作に対する変化が同時に前記２次インス
タンスレプリカに複製されるよう構成されるようにさせ、　
　　前記ユーザが、前記１次インスタンスレプリカを介して、前記データベースにアクセ
スすることを可能にさせる、　
　ようにさせる命令を含むメモリデバイスと、　
を備えるシステム。
【００８７】
　（付記項１９）　
　前記第１インスタンスレプリカおよび前記第２インスタンスレプリカは、単一のデータ
ゾーンにおいて、別個の地理的位置における別個のデータゾーンにおいて、複数の地理的
位置にわたる単一のデータゾーンにおいて、または単一の地理的領域内の複数のデータゾ
ーンにわたって、プロビジョンされる、付記項１８に記載のシステム。
【００８８】
　（付記項２０）　
　実行されると、前記命令は、前記プロセッサに、　
　前記ウェブサービスリクエストに応答して、プロビジョンするための、設定するための
、前記第１インスタンスレプリカおよび前記第２インスタンスレプリカを前記データベー
ス環境において接続するための、タスクを含むワークフローを、前記制御環境において実
行させる、　
ようにさらにさせる、付記項１８に記載のシステム。
【００８９】
　（付記項２１）　
　実行されると、前記命令は、前記プロセッサに、　
　ホストマネージャを前記第１インスタンスレプリカおよび前記第２インスタンスレプリ
カのそれぞれに対してインストールさせ、各ホストマネージャを、前記制御環境と通信し
、前記データベース環境において１つまたは複数のタスクを実行するように作動可能にさ
せる、　
ようにさらにさせる、付記項１８に記載のシステム。
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　（付記項２２）　
　ユーザが、データベース環境において、別個の制御環境を用いて、複製されたデータベ
ースインスタンスを生成することを可能にするための命令を記憶するためのコンピュータ
可読記憶媒体であって、前記命令は、プロセッサにより実行されると、前記プロセッサに
、　
　それぞれが前記ユーザにウェブサービスリクエストを前記制御環境に発行することを可
能にする、複数のアプリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）を提供す
ることであって、各ＡＰＩは、前記データベース環境において、前記ユーザに対してデー
タベースに関して実行される所望の動作に対応するように、提供し、　
　前記複数のＡＰＩの内の１つを通しての、前記ユーザから前記制御環境へのウェブサー
ビスリクエストの受信に応答して、データベースに対する第１インスタンスレプリカおよ
び第２インスタンスレプリカが前記データベース環境においてプロビジョンされるように
し、ブロックレベル複製機構が、前記１次インスタンスレプリカにおける前記データベー
スに対する任意の書込操作を傍受し、前記書込操作に対する変化が同時に前記２次インス
タンスレプリカに複製されるよう構成されるようにし、　
　前記ユーザが、前記１次インスタンスレプリカを介して、前記データベースにアクセス
することを可能にする、　
ようにさせる、コンピュータ可読記憶媒体。
【００９１】
　（付記項２３）　
　前記第１インスタンスレプリカおよび前記第２インスタンスレプリカは、単一のデータ
ゾーンにおいて、別個の地理的位置における別個のデータゾーンにおいて、複数の地理的
位置にわたる単一のデータゾーンにおいて、または単一の地理的領域内の複数のデータゾ
ーンにわたって、プロビジョンされる、付記項２２に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【００９２】
　（付記項２４）　
　前記命令は、実行されると、前記プロセッサに対して、　
　前記ウェブサービスリクエストに応答して、前記第１インスタンスレプリカおよび前記
第２インスタンスレプリカを前記データベース環境においてプロビジョンするための、設
定するための、接続するための、タスクを含むワークフローを、前記制御環境において実
行させる、　
ようにさらにさせる、付記項２２に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【００９３】
　（付記項２５）　
　前記命令は、実行されると、前記プロセッサに対して、　
　ホストマネージャが前記第１インスタンスレプリカおよび前記第２インスタンスレプリ
カのそれぞれに対してインストールされること、および各ホストマネージャを、前記制御
環境と通信し、前記データベース環境において１つまたは複数のタスクを実行するように
操作可能にさせること、　
をさらにさせる、付記項２２に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
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