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(57)【要約】
【課題】サービスの資源要求と管理資源の状況を考慮し
て資源割当てを行う資源管理機構を提供する。
【解決手段】資源割当てシステム（資源管理装置１００
）は、管理対象の計算機資源（以下、「管理資源」）の
資源量、又は、管理資源の使用状況を測定する資源状況
測定手段１１０と、割当て要求された資源量（以下、「
要求資源量」）に対して、少なくとも前記管理資源の資
源量、前記管理資源の使用状況のうちのいずれか１つの
情報を用いて、割当てる資源量を決定する割当て調停手
段１２０とを備え、前記要求資源量の要求に対して、前
記決定した資源量を割当てる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　管理対象の計算機資源（以下、「管理資源」）の資源量、又は、管理資源の使用状況を
測定する資源状況測定手段と、
　割当て要求された資源量（以下、「要求資源量」）に対して、少なくとも前記管理資源
の資源量、前記管理資源の使用状況のうちのいずれか１つの情報を用いて、割当てる資源
量を決定する割当て調停手段とを備え、
　前記要求資源量の要求に対して、前記決定した資源量を割当てることを特徴とする資源
割当てシステム。
【請求項２】
　前記割当て調停手段は、前記管理資源の未使用量又は未使用率が所定値より下回った場
合に、任意の要求資源量に対し割当てる資源量を低下させる請求項１に記載の資源割当て
システム。
【請求項３】
　前記割当て調停手段は、前記管理資源の使用量又は使用率が所定値より上回った場合に
、任意の要求資源量に対し割当てる資源量を低下させる請求項１に記載の資源割当てシス
テム。
【請求項４】
　更に、資源の利用計画情報を保持する利用計画設定手段を備え、
　前記割当て調停手段は、前記資源の利用計画情報を使用して前記割当てる資源量を決定
する請求項１乃至３いずれか一に記載の資源割当てシステム。
【請求項５】
　前記割当て調停手段は、前記管理資源の使用状況のうちのいずれか１つの情報を用いて
求めた割当て可能資源量を、前記資源の利用計画情報にて設定された上限サービス数から
割当て済みサービス数を差し引いた値により等分した値を、前記割当てる資源量の上限値
とする請求項４に記載の資源割当てシステム。
【請求項６】
　前記割当て調停手段は、前記管理資源の使用状況のうちのいずれか１つの情報を用いて
求めた割当て可能資源量を、前記資源の利用計画情報にて設定された各サービスに対する
予測資源利用量又は予測資源利用率に従って分配する請求項４に記載の資源割当てシステ
ム。
【請求項７】
　更に、所定の資源（以下、「管理外資源」）を管理している第２の資源割当てシステム
に資源割当て確保を要求する遠隔資源確保手段を備え、
　前記割当て調停手段は、前記遠隔資源確保手段により確保できた前記管理外資源の資源
量または資源の確保状況を用いて前記割当てる資源量を決定する請求項１乃至６いずれか
一に記載の資源割当てシステム。
【請求項８】
　更に、既に割当てられている資源量を変更する資源割当変更手段を備え、
　前記割当て調停手段は、前記資源割当変更手段による割当て済み資源量の変更により確
保できた資源量を含めて前記割当てる資源量を決定する請求項１乃至７いずれか一に記載
の資源割当てシステム。
【請求項９】
　管理資源中の一定割合が割当て可能資源量として設定されており、
　前記既に割当てられている資源量の変更によっても、前記要求資源量を確保できない場
合に、前記管理資源中の割当て可能資源量の割合を増大させる請求項１乃至８いずれか一
に記載の資源割当てシステム。
【請求項１０】
　コンピュータが、管理対象の計算機資源（以下、「管理資源」）の資源量、又は、管理
資源の使用状況を測定し、
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　前記コンピュータが、割当て要求された資源量（以下、「要求資源量」）に対して、少
なくとも前記管理資源の資源量、前記管理資源の使用状況のうちのいずれか１つの情報を
用いて、割当てる資源量を決定し、
　前記要求資源量の要求に対して、前記決定した資源量を割当てることを特徴とする資源
割当て方法。
【請求項１１】
　前記要求資源量に対し割当てる資源量を決定する際に、前記管理資源の未使用量又は未
使用率が所定値より下回った場合に、任意の要求資源量に対し割当てる資源量を低下させ
る請求項１０に記載の資源割当て方法。
【請求項１２】
　前記要求資源量に対し割当てる資源量を決定する際に、前記管理資源の使用量又は使用
率が所定値より上回った場合に、任意の要求資源量に対し割当てる資源量を低下させる請
求項１０に記載の資源割当て方法。
【請求項１３】
　予め設定された資源の利用計画情報を使用して前記割当てる資源量を決定する請求項１
０乃至１２いずれか一に記載の資源割当て方法。
【請求項１４】
　前記管理資源の使用状況のうちのいずれか１つの情報を用いて求めた割当て可能資源量
を、前記資源の利用計画情報にて設定された上限サービス数から割当て済みサービス数を
差し引いた値により等分した値を、前記割当てる資源量の上限値とする請求項１３に記載
の資源割当て方法。
【請求項１５】
　前記管理資源の使用状況のうちのいずれか１つの情報を用いて求めた割当て可能資源量
を、前記資源の利用計画情報にて設定された各サービスに対する予測資源利用量又は予測
資源利用率に従って分配する請求項１３に記載の資源割当て方法。
【請求項１６】
　所定の資源（以下、「管理外資源」）を管理している第２の資源割当てシステムに対し
て資源割当て確保を要求し、
　前記要求により確保できた前記管理外資源の資源量または資源の確保状況を用いて前記
割当てる資源量を決定する請求項１０乃至１５いずれか一に記載の資源割当て方法。
【請求項１７】
　既に資源が割当てられている割当先に対して資源量の変更を要求し、
　前記要求により確保できた資源量を含めて前記割当てる資源量を決定する請求項１０乃
至１６いずれか一に記載の資源割当て方法。
【請求項１８】
　管理資源中の一定割合が割当て可能資源量として設定されており、
　前記既に割当てられている資源量の変更によっても、前記要求資源量を確保できない場
合に、前記管理資源中の割当て可能資源量の割合を増大させる請求項１０乃至１７いずれ
か一に記載の資源割当て方法。
【請求項１９】
　割当て要求された資源量（以下、「要求資源量」）の要求に対して割当てる資源量を前
記決定するためのプログラムであって、
　管理対象の計算機資源（以下、「管理資源」）の資源量、又は、管理資源の使用状況を
測定する処理と、
　要求資源量に対して、少なくとも前記管理資源の資源量、前記管理資源の使用状況のう
ちのいずれか１つの情報を用いて、割当てる資源量を決定する処理と、をコンピュータに
実行させるためのプログラム。
【請求項２０】
　前記要求資源量に対し割当てる資源量を決定する処理において、前記管理資源の未使用
量又は未使用率が所定値より下回った場合に、任意の要求資源量に対し割当てる資源量を
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低下させる請求項１９に記載のプログラム。
【請求項２１】
　前記要求資源量に対し割当てる資源量を決定する処理において、前記管理資源の使用量
又は使用率が所定値より上回った場合に、任意の要求資源量に対し割当てる資源量を低下
させる請求項１９に記載のプログラム。
【請求項２２】
　予め設定された資源の利用計画情報を使用して前記割当てる資源量を決定する請求項１
９乃至２１いずれか一に記載のプログラム。
【請求項２３】
　前記管理資源の使用状況のうちのいずれか１つの情報を用いて求めた割当て可能資源量
を、前記資源の利用計画情報にて設定された上限サービス数から割当て済みサービス数を
差し引いた値により等分した値を、前記割当てる資源量の上限値とする請求項２２に記載
のプログラム。
【請求項２４】
　前記管理資源の使用状況のうちのいずれか１つの情報を用いて求めた割当て可能資源量
を、前記資源の利用計画情報にて設定された各サービスに対する予測資源利用量又は予測
資源利用率に従って分配する請求項２２に記載のプログラム。
【請求項２５】
　所定の資源（以下、「管理外資源」）を管理している第２の資源割当てシステムに対し
て資源割当て確保を要求する処理を前記コンピュータに実行させ、
　前記要求により確保できた前記管理外資源の資源量または資源の確保状況を用いて前記
割当てる資源量を決定する請求項１９乃至２４いずれか一に記載のプログラム。
【請求項２６】
　更に、既に資源が割当てられている割当先に対して資源量の変更を要求する処理を前記
コンピュータに実行させ、
　前記要求により確保できた資源量を含めて前記割当てる資源量を決定する請求項１９乃
至２５いずれか一に記載のプログラム。
【請求項２７】
　管理資源中の一定割合が割当て可能資源量として設定されており、
　前記既に割当てられている資源量の変更によっても、前記要求資源量を確保できない場
合に、前記管理資源中の割当て可能資源量の割合を増大させる請求項１９乃至２６いずれ
か一に記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、資源割当てシステム、資源割当て方法及びプログラムに関し、特に、他のク
ライアント等からの要求に応じて、管理下にある計算機資源を割当てる資源割当てシステ
ム、資源割当て方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１、特許文献２に資源割り当て技術の一例が記載されている。特許文献１に記
載の仮想計算機システムは、ＬＰＡＲ（論理区画）上のＯＳ負荷を観測する負荷計測手段
と、ＯＳのワークロードに関する知識を管理者が設定するユーザインタフェースと、負荷
と設定の値にしたがって各ＬＰＡＲに対する資源割当率を求めてハイパバイザに対して割
当変更指示を出すことで割当変更させる適応制御手段とから構成されている。
【０００３】
　特許文献１に記載の仮想計算機システムは、ＬＰＡＲを初期設定で起動しておき、ユー
ザインタフェースにより入力された予測ワークロードや負荷計測手段により計測された負
荷状況を基に、適応制御手段が設定範囲内で効率が上がるように資源割当率を計算し、各
LPARへの資源の割当て率を決定する。前記計算された割当て率から割当て変更指示を作成



(5) JP 2009-169672 A 2009.7.30

10

20

30

40

50

し、ハイパバイザに対して割当変更指示をすることで、ＯＳ負荷に合わせた資源割当変更
を行っている。
【０００４】
　このような資源割当てシステムの問題点は、実行されるサービスが予め決定されている
必要があることである。例えば、特許文献１の仮想計算機システムでは、各ＬＰＡＲに対
して予測サービス必要量を基に均等割当てを行い、その後、負荷を観測し、その資源負荷
量を基に資源調整を行っているが、新たなＬＰＡＲのための領域保持などは考えられてい
ない。
【０００５】
　しかしながら、サービスを起動すべきかどうかはユーザの要求に関係し、起動するサー
ビス数等は一定とは限らない。そこで、ユーザのサービス投入要求に応じた資源の提供が
望まれる。
【０００６】
　上記のような観点から、資源割当てを制限する資源割当てシステムが提案されている。
特許文献２は、複数のクライアントに対して、共通の資源を提供する際に、資源割当てを
制限する資源割当てシステムの一例である。
【０００７】
　特許文献２のシステムは、１つ、または、複数のクライアントに割り当てられた資源の
総計の使用量に対する制限を符号化するリソースプロバイダと、リソースプロバイダによ
る１つ、または、複数のクライアントに資源を割り当てる要求を、バジェットにしたがっ
て承認、調停するリソースマネージャとから構成され、リソースマネージャは、資源の可
能性、及び、不足をクライアントに通知して、階層のバジェットの中において符号化され
た制限の遵守を促進させる。
【０００８】
　ここで、バジェットは、１つのクライアントに割当てることが可能な最大量であるバジ
ェット限度「Ｌ」、既に割当てた資源量であるバジェットコミット「Ｃ」、１つのクライ
アントのために資源を割当てる将来の要求が成功する可能性を確実にするバジェット確保
「Ｒ」により管理される。バジェットに結び付けられたクライアントは、バジェット限度
を超えない範囲で、バジェット確保を調停しながら、バジェットコミットである資源量を
提供される。バジェットは階層を作ることができ、バジェットの集団を更にまとめて１バ
ジェットとしてバジェット限度、バジェットコミット、バジェット確保による資源管理を
可能にする。このようなバジェット限度による全資源確保の回避、バジェット確保による
資源確保の可能性保証により、より予測可能な動作環境を提供するために、より効率的な
リソース管理が可能となるとされている。
【０００９】
【特許文献１】特開２００７－２００３４６号公報
【特許文献２】特開２００６－２３６３５１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、上記した資源割当てシステムは、管理対象の計算機資源（以下、「管理
資源」）の資源量やその使用状況を考慮した割当て資源量を調節する機能を持たないとい
う問題点がある。例えば、特許文献２では、限度による資源制約を設けているものの、ク
ライアントが望む限り制約内の全資源を割当ててしまう。最終的に、全資源が確保されて
しまった場合に限り、各クライアントで資源回収による調停が行われる。
【００１１】
　本発明は、上記した事情に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、上
記管理資源の資源量又はその使用状況を参照して、サービスから要求される資源確保要求
（割当て要求）に対して割当て資源量を調節する機能を備えた資源割当てシステム、資源
割当て方法及びプログラムを提供することにある。
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【００１２】
　ここで、サービスとは、特定の目的のために実行されるプログラム、または、プログラ
ム群のことを指す。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の第１の視点によれば、管理対象の計算機資源（以下、「管理資源」）の資源量
、又は、管理資源の使用状況を測定する資源状況測定手段と、割当て要求された資源量（
以下、「要求資源量」）に対して、少なくとも前記管理資源の資源量、前記管理資源の使
用状況のうちのいずれか１つの情報を用いて、割当てる資源量を決定する割当て調停手段
とを備え、前記要求資源量の要求に対して、前記決定した資源量を割当てる資源割当てシ
ステムが提供される。
【００１４】
　本発明の第２の視点によれば、コンピュータが、管理資源の資源量、又は、管理資源の
使用状況を測定し、前記コンピュータが、要求資源量に対して、少なくとも前記管理資源
の資源量、前記管理資源の使用状況のうちのいずれか１つの情報を用いて、割当てる資源
量を決定し、前記要求資源量の要求に対して、前記決定した資源量を割当てることを特徴
とする資源割当て方法が提供される。
【００１５】
　本発明の第３の視点によれば、要求資源量の要求に対して割当てる資源量を前記決定す
るためのプログラムであって、管理資源の資源量、又は、管理資源の使用状況を測定する
処理と、要求資源量に対して、少なくとも前記管理資源の資源量、前記管理資源の使用状
況のうちのいずれか１つの情報を用いて、割当てる資源量を決定する処理と、をコンピュ
ータに実行させるためのプログラムが提供される。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、サービスからの資源割当て要求に対し、その時点の手持ち資源量、使
用状況に応じて、割当て資源量の調節を行うことができる。また本発明によれば、残りの
資源量が少ないときには、サービスへ割り当てる資源量を減らし、より多くのサービスを
同時動作させるといったことや、資源状況に余裕があると判断できるときには、多めに資
源を提供しておくといったことが可能になる。その理由は、資源要求者の要求幅と資源提
供者の資源活用方針（手持ち資源量、使用状況を用いた割当て資源量の決定）とを摺り合
わせるようにしたためである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　続いて、本発明を実施するための最良の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００１８】
［第１の実施形態］
　図１は、本発明の第１の実施形態の資源割当てシステム（資源管理装置）の構成を示す
ブロック図である。図１を参照すると、要求する資源の種類と量を記載した資源割当要求
１０を受け取り、資源割当応答１１を返す資源管理装置１００が示されている。
【００１９】
　資源管理装置１００は、現在の管理資源の状況を把握する資源状況測定手段１１０と、
要求された資源量と現在の管理資源の状況から、資源利用状況に応じた資源の割当量を決
定する割当て調停手段１２０と、割当て調停手段１２０により決定された割当量を確保し
、資源割当要求に対して資源を割り当てる資源割当て手段１３０と、を含んで構成される
。
【００２０】
　ここで、資源割当要求１０には、プログラム、サービスに割当可能な資源、もしくは、
資源の品質を示すリソース配分、すなわち、現実、及び、仮想化されたハードウェアの使
用量が設定される。例えば、マシン台数、ＣＰＵ数、デバイス数、ＣＰＵパワー量、メモ
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リ量、Ｉ／Ｏ容量、Ｉ／Ｏスループット量、Ｉ／Ｏ帯域、キャッシュ容量、デバイスの種
類、オブジェクトの名前空間などを記載できるものとする。
【００２１】
　前記ハードウェアの使用量としては、絶対値表現と相対値表現ができる。例えば、ＣＰ
Ｕパワー量の絶対値表現の例としては、「１００Ｇｆｌｏｐｓ」といった記載が挙げられ
る。また、ＣＰＵパワー量の相対値表現の例としては、「１ＣＰＵの３０％分」や、「全
システムの３０％分」といった記載が挙げられる。
【００２２】
　また、資源割当要求１０は、上記ハードウェアの使用量について、最小値、推奨値、最
大値、優先度、もしくは、資源利用状況に応じた最小値、推奨値、最大値、優先値などを
記載できる場合も含まれる。
【００２３】
　資源割当要求１０の例として、「ＣＰＵパワー量を、最小値１００Ｍｆｌｏｐｓ、推奨
値２００Ｍｆｌｏｐｓ、最大値４００Ｍｆｌｏｐｓ」のように、要求幅を持たせた記載を
許容しても良い。
【００２４】
　また、資源割当要求１０の別の例として、計算機環境状況に対して環境ランクとしてラ
ンク付けがされているときに、「ＣＰＵパワー量を、環境ランクが１のときは最小値１０
０Ｍｆｌｏｐｓ、推奨値２００Ｍｆｌｏｐｓ、最大値４００Ｍｆｌｏｐｓ、環境ランクが
２のときは最小値２００Ｍｆｌｏｐｓ、推奨値３００Ｍｆｌｏｐｓ、最大値４００Ｍｆｌ
ｏｐｓ、・・・」のように、計算機環境状況に応じた要求資源を指定する記載を許容して
も良い。
【００２５】
　更に、資源割当要求１０の別の例として、「ＣＰＵパワー量を最小値１００Ｍｆｌｏｐ
ｓ、環境ランクが１のとき推奨値２００Ｍｆｌｏｐｓ、環境ランクが２のとき推奨値３０
０Ｍｆｌｏｐｓ、最大値４００Ｍｆｌｏｐｓ」のように、任意の計算機環境状況とその場
合の要求資源とを指定する記載を許容しても良い。
【００２６】
　資源状況測定手段１１０は、割当て調停手段１２０から資源観測を要求されたとき、管
理資源の保有状況、利用状況又はこれらを符号化した結果を返す。以後、これらの情報を
管理資源状況と呼ぶこととする。
【００２７】
　保有状況は、管理している資源の種類や絶対量や管理資源の構成を示す。一方、利用状
況は、保有された資源のうち、各資源において既に利用されている品質や、利用資源の構
成を示す。逆に既に利用されていない品質や構成にて、資源状況（非利用状況）を把握す
る方法も採用可能である。また、符号化した結果とは、特定の閾値などを基に資源や計算
機環境をランク付け、クラス分けを行い、変換した値である。
【００２８】
　割当て調停手段１２０は、管理資源状況と資源割当要求１０を基に資源割当量を決定す
る。具体的には、割当て調停手段１２０は、資源割当要求１０を受取った場合、資源状況
測定手段１１０から現状の資源状況を取得する。次に、割当て調停手段１２０は、取得し
た現状の管理資源状況と資源割当要求１０を基に、調停アルゴリズムに基づき、資源割当
量を決定する。調停アルゴリズムは、前記管理資源状況と前記資源割当要求１０から資源
割当量を決定するための計算法であり、具体例は後述する。
【００２９】
　割当て調停手段１２０は、資源割当量を決定した場合、資源割当て手段１３０へ資源割
当てを依頼し、資源確保する。資源確保ができたなら、資源割当て成功と、確保した資源
量または資源の構成情報を、資源割当応答１１として返答する。資源割当量を決定できな
かった場合、すなわち、資源不足などで資源割当要求１０を満足する資源要件が満たせな
い場合は、サービス開始に対する資源確保は困難として、資源が確保できないこと、すな
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わち、資源割当て失敗を、資源割当応答１１として返答する。
【００３０】
　資源割当て手段１３０は、割当て調停手段１２０で決定された資源割当量を基に管理資
源から必要量を確保する。また、確保した資源量、または、資源の構成情報を、割当て調
停手段１２０へ返答する。
【００３１】
　ここで、前述した調停アルゴリズムの例を挙げる。調停アルゴリズムの一例としては、
管理資源の保有量から算出される資源量を基に、割当て可能な資源量を決定する方法が挙
げられる。この方法によれば、例えば、資源状況測定手段１１０から取得した現状の計算
機状況から、全管理資源の８０％分に相当する資源量を資源割当可能とする。
【００３２】
　このとき、全管理資源量をＣ、資源の既利用量Ａとすると、（Ｃ×０．８－Ａ）が割当
て可能な資源量となる。これに対して、割当て調停手段１２０は、資源割当要求１０を満
たす要求範囲内の資源量で最大限に確保可能な量を決定する。すなわち、割当て調停手段
１２０は、（Ｃ×０．８－Ａ）が資源割当要求１０の最小値以下であれば資源確保が不可
能と返答し、（Ｃ×０．８－Ａ）が資源割当要求１０の最小値以上最大値以下のとき（Ｃ
×０．８－Ａ）に相当する量の資源を確保し、（Ｃ×０．８－Ａ）が資源割当要求１０の
最大値以上であれば当該最大値である量の資源を確保する。
【００３３】
　また、推奨値で十分とするアルゴリズムにする場合、割当て可能な資源量が資源割当要
求１０の最大値以上である場合、前記最大値の代わりに推奨値を用いることができる。
【００３４】
　また、調停アルゴリズムの別の一例としては、資源量の使用量、もしくは、残りの資源
量を基に割当量を決定する方法が挙げられる。
【００３５】
　資源量の使用量を基に割当量を決定する例としては、ＣＰＵ使用量が５０％未満のとき
は最大４００Ｍｆｌｏｐｓ、５０％以上７０％未満のときは最大３００Ｍｆｌｏｐｓ、７
０％以上８０％未満のときは最大２００Ｍｆｌｏｐｓ、８０％以上のときは最大１００Ｍ
ｆｌｏｐｓまでを割当てが可能な資源量にし、資源割当要求１０を満たす要求範囲内の資
源量で最大限に確保可能な量を決定するといった例が挙げられる。この場合も、最大量を
確保可能な場合に当該最大値を確保するのか推奨値にするかは、調停アルゴリズム作成の
際に決定しておくことができる。
【００３６】
　残りの資源量を基に割当量を決定する例としては、メモリが２ＧＢ以上空いているとき
は１０２４ＭＢ、２ＧＢ未満１ＧＢ以上のときは５１２ＭＢ、１ＧＢ以下のときは２５６
ＭＢまでを割当てが可能な資源量にし、資源割当要求１０を満たす要求範囲内の資源量で
最大限に確保可能な量を決定する。この場合も、最大量を確保可能な場合に当該最大値を
確保するのか推奨値にするかは、調停アルゴリズム作成の際に決定しておくことができる
。
【００３７】
　また、上記した調停アルゴリズムを含む複数の調停アルゴリズムを組み合わせることも
できる。組合せの例としては、あるアルゴリズムで決定された割当て可能な最大資源量を
別のアルゴリズムで利用する計算方法や、複数のアルゴリズムで決定された割当て可能な
最大資源量のうち最小のものを選択する方法、または、あるアルゴリズムで資源確保不可
能となった場合に別のアルゴリズムで再計算する方法などが挙げられる。
【００３８】
　また、上記の調停アルゴリズムにおいて、資源判定条件、および、資源量を決定する式
を１つのルールとして表現し、ルールベースとして照合、資源量を決定していくこともで
きる。
【００３９】
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　続いて、本実施形態の資源割当てシステム（資源管理装置）の動作について図面を参照
して詳細に説明する。図２は、上記資源割当てシステム（資源管理装置）の動作を説明す
るための流れ図である。
【００４０】
　図２を参照すると、まず、資源割当要求１０が割当て調停手段１２０に到達すると、資
源割当てが開始される（図２の「資源割当開始」）。
【００４１】
　割当て調停手段１２０は、資源状況測定手段１１０を介して現在の管理資源状況を取得
する（ステップＡ１）。
【００４２】
　割当て調停手段１２０は、調停アルゴリズムを用いて、現在の管理資源状況に応じ、か
つ、資源割当要求１０を満たす資源割当量を計算する（ステップＡ２）。
【００４３】
　割当て調停手段１２０は、資源割当量を計算できた場合、資源割当て手段１３０を介し
て資源を確保する。そして、資源割当応答１１として、資源割当て成功応答と割当て資源
の通達を行う（ステップＡ３のＹｅｓ、ステップＡ４）。
【００４４】
　一方、資源割当要求１０を満たす資源割当量がない場合や計算した資源割当量を確保で
きなかった場合、割当て調停手段１２０は、資源割当応答１１として、資源割当て失敗応
答を行う（ステップＡ３のＮｏ、ステップＡ５）。
【００４５】
　以上のように、本実施形態では、割当て調停手段１２０が、資源状況測定手段１１０を
介して管理資源状況を取得し、管理資源状況から割り当て可能な最大値を計算し、資源割
当要求１０と摺り合わせることで、資源の使用状況に適切な割当量を決定することができ
る。
【００４６】
　これにより、割当て資源量の制限を動的に変更していくことが可能となり、サービスの
運用性を高めることができる。
【００４７】
　上記本実施形態の効果を具体例を示して説明する。図３に示すように、クラスタ管理シ
ステムにおいて、上記実施形態の資源管理装置に相当する機能を持つクラスタ管理端末が
１０００台の計算機（サーバ）から構成される計算機クラスタを管理しているとする。
【００４８】
　ここに、任意のタイミングでサービスが投入され、開始される。サービスの要件として
は、一様に、推奨環境を２００台として、最低で１００台確保できれば、サービス開始が
できることとする。
【００４９】
　また、資源管理装置１００の割当て調停手段１２０の調停アルゴリズムとして、使用台
数が５０％未満であれば２００台まで割当可能、５０％以上７５％未満であれば１５０台
まで割当可能、７５％以上であれば１００台まで割当可能とする計算方法が実装されてい
るとする。
【００５０】
　まず、最初のサービスがクラスタ管理端末に要求される。このとき、サービスを開始す
るために、資源割当要求１０が資源管理装置１００へ要求される。資源管理装置１００の
割当て調停手段１２０が資源割当要求１０を受け付け、資源割当てを開始する。
【００５１】
　割当て調停手段１２０は、資源状況測定手段１１０に対し、管理資源の資源状況を要求
する。
【００５２】
　資源状況測定手段１１０は管理資源、すなわち、計算機クラスタ内のサーバの状況を観
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測し、現在は、サービスが開始されていないため、１０００台構成で割当０台であること
を測定し、割当て調停手段１２０へと結果を通知する。
【００５３】
　割当て調停手段１２０は、調停アルゴリズムに従い、１０００台中０台使用している状
況、すなわち、５０％未満の使用であるため、最大２００台まで割当てることを可能と判
断し、さらに、資源割当要求１０において、推奨が２００台であるために、２００台を割
当てることを決定する。
【００５４】
　割当て調停手段１２０は、資源割当て手段１３０に２００台を割当てることを通知する
。
【００５５】
　資源割当て手段１３０は、未使用資源の中から２００台を確保し、資源確保成功を割当
て調停手段１２０へ返答する。
【００５６】
　割当て調停手段１２０は、資源確保成功結果としてサービス開始プログラムに対し確保
された資源を返答する。
【００５７】
　割当された資源は、クラスタ管理端末内のクラスタ管理システムの他の機能へ受け渡さ
れ、サービスに必要な環境を構築し、サービスを開始させる。
【００５８】
　同様に、２つ目、および、３つ目のサービス投入時には、資源使用量が５０％を超えな
いため、各サービスに対して２００台を割当てる。
【００５９】
　４つ目のサービス投入では、割当て調停手段１２０は、１０００台中６００台使用して
いる状況、すなわち、６０％が使用中であるため、調停アルゴリズムに従い、最大１５０
台まで割当てることを可能と判定し、さらに、資源割当要求１０において、推奨が２００
台、最低１００台であるために、範囲内で調停アルゴリズム上最大限割当て可能である１
５０台を割当てることを決定する。
【００６０】
　その後、同様に資源確保、確保資源の通知を得て、１５０台でサービスが開始される。
【００６１】
　５つ目、６つ目のサービス投入では計算機使用率が７５％を超えるために、１００台ず
つ割当てることになる。
【００６２】
　７つ目のサービス投入で、残り５０台しかないために、サービス要求を満たせないこと
となり、割当て調停手段１２０は資源確保失敗として返答することになり、サービス投入
が失敗することになる。
【００６３】
　図４は、本発明のような管理資源状況による資源量の変更を行わない方法による割当て
結果（比較例）と、本発明の第１の実施形態による割当て結果である。比較例では、５つ
のサービスしか起動できない。また、特許文献２の手法を適用したとしても、資源を活用
している場合、バジェットコミットとして扱われるため調停することができない。また仮
に、資源調停により調停できた場合だとしても、サービスの割当量変更のための諸手続き
を必要とする。これに対して、本発明では資源に余裕がなくなってきた段階で割当量を減
少するように削減することで直ぐに６つ目のサービス投入も可能にしている。
【００６４】
　このように本発明の第１の実施形態では、管理資源状況に応じて、サービスの割当量を
変更し、サービスを開始することができる。なお、図３に示した調停アルゴリズム、すな
わち、クラスタ内の計算機の台数使用率に応じた割当台数を変更することで、より多くの
サービスをサポート可能にすることもできる。
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【００６５】
　以上、計算機の割当台数を制御するクラスタ管理システムへの適用例を挙げたが、同様
に、仮想計算機を管理するアプリケーションである仮想計算機管理ツールや、仮想計算機
を実現する仮想計算機モニタ（ＶＭＭ）で実現することで、仮想的な計算機の構成制御に
も適用することが可能である。
【００６６】
　また、現実、もしくは、仮想的な計算機単位ではなく、特定種の資源を管理するための
装置に実現することで、対象資源の使用状況により割当量を制御することも可能である。
【００６７】
［第２の実施形態］
　次に、本発明の第２の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。図５は、本発
明の第２の実施形態の資源割当てシステム（資源管理装置）の構成を示すブロック図であ
る。
【００６８】
　図５を参照すると、要求する資源の種類と量を記載した資源割当要求２０を受け取り、
資源割当応答２１を返す資源管理装置２００が示されている。
【００６９】
　資源管理装置２００は、現在の管理資源の状況を把握する資源状況測定手段２１０と、
資源の利用計画情報を記憶する利用計画設定手段２２０と、要求された資源量と現在の管
理資源の状況、および、事前に予測または設定可能な資源状況から、割当量を決定する割
当て調停手段２３０と、割当て調停手段２３０により決定された割当量を確保し、資源割
当要求に対して資源を割り当てる資源割当て手段２４０とを含んで構成される。すなわち
、前述の第１の実施形態の構成に対し、利用計画設定手段２２０が加えられた構成となっ
ている。
【００７０】
　資源割当要求２０に記載可能な資源設定量は、資源割当要求１０と同等である。
【００７１】
　資源状況測定手段２１０は、割当て調停手段２３０から資源測定を要求されたとき、管
理資源の状況を返す。
【００７２】
　利用計画設定手段２２０は、事前に予測、または、設定された資源の利用計画（以後、
「利用計画情報」と呼ぶ。）を記憶し、割当て調停手段２３０から要求されたときに、前
記利用計画情報を返す。利用計画情報の例としては、開始されるサービス予測数（資源割
当て要求に応じるサービス数の上限値）やそれぞれのサービスに対する予測資源利用量又
は割当可能とする最大資源量などが挙げられる。
【００７３】
　このような利用計画情報は、資源管理者（オペレータ）により予め設定しておく。なお
、運用管理中に設定値を変更しても構わない。
【００７４】
　割当て調停手段２３０は、資源割当要求２０と、管理資源状況及び／又は利用計画情報
とを基に資源割当量を決定する。
【００７５】
　具体的には、割当て調停手段２３０は、資源割当要求２０を受け取った場合、資源状況
測定手段２１０から現状の資源状況を取得するとともに、利用計画設定手段２２０から利
用計画情報を取得する。
【００７６】
　次に、割当て調停手段２３０は、取得した現状の資源状況、利用計画情報、資源割当要
求２０を基に、調停アルゴリズムに基づき、資源割当量を決定する。調停アルゴリズムは
、前記資源状況、前記利用計画情報、前記資源割当要求２０から資源割当量を決定するた
めの手順であり、具体例は後述する。
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【００７７】
　割当て調停手段２３０は、資源割当量を決定した場合、資源割当て手段２４０へ資源割
当てを依頼し、資源確保し、資源割当て成功と、確保した資源量または資源の構成情報を
、資源割当応答２１として返答する。資源割当量を決定できなかった場合、すなわち、資
源不足などで資源割当要求２０を満足する資源要件が満たせない場合は、サービス開始に
対する資源確保は困難として、資源が確保できないこと、すなわち、資源割当て失敗を、
資源割当応答２１として返答する。
【００７８】
　資源割当て手段２４０は、割当て調停手段２３０で決定された資源割当量を基に管理資
源から必要量を確保する。また、確保した資源量、または、資源の構成情報を、割当て調
停手段２３０へ返答する。
【００７９】
　ここで、本発明の第２の実施形態で用いる調停アルゴリズムの例を挙げる。調停アルゴ
リズムの一例としては、利用計画情報として、割当可能とする資源量を設定しておく方法
が挙げられる。この方法によれば、資源割当要求２０に対して、設定された割当可能とす
る最大資源量を超えない範囲で、推奨値、もしくは、最大値から順に満たす条件で、確保
すべき資源量を決定する。
【００８０】
　本発明の第２の実施形態で用いる調停アルゴリズムの別の一例としては、利用計画情報
として、開始されるサービス予測数を設定しておく方法が挙げられる。この方法によれば
、例えば、サービス予測数を２０個としておくことで、各割当要求において、遊休資源量
から残りのサービス起動予測数で等分された資源量を割り当て可能な最大資源量として、
最大資源量を超えない範囲で、推奨値、もしくは、最大値から順に満たす条件で、確保す
べき資源量を決定する。
【００８１】
　本発明の第２の実施形態で用いる調停アルゴリズムの別の一例としては、利用計画情報
として、開始されるサービス予測数に加え、各サービスに対する予測資源利用量を用いる
方法が挙げられる。この方法によれば、前記開始されるサービス予測数のみを用いる方法
に対して、各サービスの予測資源利用量がそれぞれ設定されているため、各サービスの予
測資源利用量の比率で資源分配する等して、特定、または、特定種のサービスを優先する
資源配分設定が可能になる。
【００８２】
　また、上記の調停アルゴリズムまたは上記第１の実施形態の調停アルゴリズムを複数組
み合わせた調停アルゴリズムの用いることも可能である。
【００８３】
　続いて、本実施形態の資源割当てシステム（資源管理装置）の動作について図面を参照
して詳細に説明する。図６は、上記資源割当てシステム（資源管理装置）の動作を説明す
るための流れ図である。
【００８４】
　図６を参照すると、まず、資源割当要求２０が割当て調停手段２３０に到達すると、資
源割当てが開始される（図６の「資源割当開始」）。
【００８５】
　割当て調停手段２３０は、資源状況測定手段２１０を介して現在の管理資源の状況を取
得するとともに、利用計画設定手段２２０を介して利用計画情報を取得する（ステップＢ
１）。
【００８６】
　割当て調停手段２３０は、調停アルゴリズムを用いて、資源割当要求２０と現在の管理
資源の状況、利用計画情報を参照しながら、資源割当要求２０を満たす資源割当量を決定
する（ステップＢ２）。
【００８７】
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　割当て調停手段２３０は、資源割当量を決定できた場合、資源割当て手段２４０を介し
て資源を確保する。そして、資源割当応答２１として、資源割当て成功応答と割当て資源
の通達を行う（ステップＢ３のＹｅｓ、ステップＢ４）。
【００８８】
　一方、資源割当要求２０を満たす資源割当量がない場合や計算した資源割当量を確保で
きなかった場合、割当て調停手段２３０は、資源割当応答２１として、資源割当て失敗応
答を行う（ステップＢ３のＮｏ、ステップＢ５）。
【００８９】
　以上のように、本実施形態では、割当て調停手段２３０が、管理資源状況と利用計画情
報を取得し、これらに基づいて割り当て可能な最大値を計算し、資源割当要求２０と摺り
合わせることで、資源の使用状況および、設定した資源の利用計画に即した割当量を決定
することができる。
【００９０】
　これにより、上記第１の実施形態より、さらにサービスの運用性を高めることができる
。
【００９１】
　上記本実施形態の効果を具体例を示して説明する。図７に示すように、本実施形態の資
源管理装置は仮想計算機（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｍａｃｈｉｎｅ；以下、「ＶＭ」）を実現す
る仮想計算機モニタ（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｍｏｎｉｔｏｒ；以下、「ＶＭ
Ｍ」）内で実現されているとする。
【００９２】
　ここで、図７のＶＭのメモリ確保を行うことを考える。図７の計算機自体には、ＶＭの
ために、８１９２ＭＢのメモリ使用可能領域が存在するものとする。
【００９３】
　計算機管理者は、予測使用ＶＭ台数として２０台を利用計画設定手段２２０に設定して
いるものとする。
【００９４】
　投入されるＶＭは推奨５１２ＭＢ、最低２５６ＭＢを要求するＶＭと推奨２５６ＭＢ、
最低１２８ＭＢを要求するＶＭとがある。前者をＴｙｐｅ１、後者をＴｙｐｅ２として区
別することにする。
【００９５】
　また、ここでは、Ｔｙｐｅ１とＴｙｐｅ２のＶＭが交互に投入されるものとする。
【００９６】
　まず、比較例とする特許文献２の場合の例を説明する。特許文献２の技術を適用すると
、管理されている資源に対して２０等分するという方針を取ることになるため、最大割当
て可能な資源量が４０９．６ＭＢ（＝８０９６ＭＢ÷２０台）で制限されることになる。
【００９７】
　そのため、Ｔｙｐｅ１のＶＭが資源を要求したときは、推奨要求量が最大割当て可能な
資源量を超えることになり４０９．６ＭＢが割当てられる。
【００９８】
　Ｔｙｐｅ２のＶＭが資源を要求したときは、推奨要求量が最大割当て可能な資源量を超
えないため、２５６ＭＢが割り当てられる。
【００９９】
　結果として、図８の比較例の列のように割り当てられ、最終的に１５３６ＭＢが遊休状
態となる。
【０１００】
　次に、本実施形態の方法を適用した場合の例を説明する。割当て調停手段２３０の調停
アルゴリズムは、遊休資源量において今後の起動予測使用ＶＭ台数等分を超えない範囲で
割当てることとし、これを調停アルゴリズム１とする。
【０１０１】
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　まず、１つ目のＶＭ起動（Ｔｙｐｅ１）が要求されたとき、ＶＭＭに対しＶＭ起動のた
めの資源割当が要求される。これは、資源管理装置２００の割当て調停手段２３０に対す
るメモリの資源割当要求２０として、推奨５１２ＭＢ、最低２５６ＭＢが要求された状態
に相当する。
【０１０２】
　割当て調停手段２３０は、資源状況測定手段２１０に対し管理資源状況の報告を要求す
る。資源状況測定手段２１０は管理資源状況を観測する。最初は、ＶＭが動作していない
ため、全体で８１９２ＭＢ、使用中０ＭＢであること、および、ＶＭ０台へ割り当ててい
ることを測定し、割当て調停手段２３０へと結果を通知する。
【０１０３】
　また、割当て調停手段２３０は、利用計画設定手段２２０に設定値の返答を要求し、予
測ＶＭ起動数が２０台であることを取得する。
【０１０４】
　割当て調停手段２３０は、調停アルゴリズム１に従い、取得した管理資源状況と利用計
画情報から、遊休資源量８１９２ＭＢで今後の起動予測台数２０台であることから、最大
割当量が４０９．６ＭＢ（＝８０９６ＭＢ÷２０台）であることを求め、資源割当要求２
０と比較して、要求をなるべく満たすように最大割当量４０９．６ＭＢを割当てることを
決定する。
【０１０５】
　割当て調停手段２３０は、資源割当て手段２４０に対し４０９．６ＭＢを割当てること
を通知し、資源割当て手段２４０は、未使用資源の中から４０９．６ＭＢを確保し、割当
て調停手段２３０へ返答する。
【０１０６】
　割当て調停手段２３０は、このようにして確保された資源を資源割当成功結果としてＶ
Ｍ起動プログラムへ返答する。これにより、ＶＭ起動が可能になり、ＶＭが動作する。
【０１０７】
　次に、２つ目のＶＭ起動（Ｔｙｐｅ２）が要求されたとき、ＭＭに対しＶＭ起動のため
の資源割当が要求される。これは、資源管理装置２００の割当て調停手段２３０に対しメ
モリの資源割当要求２０として、推奨２５６ＭＢ、最低１２８ＭＢが要求された状態に相
当する。
【０１０８】
　割当て調停手段２３０は、資源状況測定手段２１０に対し管理資源状況の報告を要求す
る。資源状況測定手段２１０は管理資源の状況を観測する。全体で８１９２ＭＢ、使用中
４０９．６ＭＢであること、および、ＶＭ１台へ割り当てていることを測定し、割当て調
停手段２３０に対し結果を通知する。
【０１０９】
　また、割当て調停手段２３０は、利用計画設定手段２２０に設定値の返答を要求し、予
測ＶＭ起動数が２０台であることを取得する。
【０１１０】
　割当て調停手段２３０は、調停アルゴリズム１に従い、取得した管理資源状況と利用計
画情報から、遊休資源量７７８２．４ＭＢ（＝８１９２ＭＢ―４０９．６ＭＢ）で今後の
起動予測台数１９台（＝２０台―１台）であることから、最大割当量が４０９．６ＭＢ（
＝７７８２．４ＭＢ÷１９台）であることを求め、資源割当要求２０と比較して、要求を
満たす２５６ＭＢを割当てることを決定する。
【０１１１】
　割当て調停手段２３０は、資源割当て手段２４０に２５６ＭＢを割当てることを通知し
、資源割当て手段２４０は、未使用資源の中から２５６ＭＢを確保し、割当て調停手段２
３０へ返答する。
【０１１２】
　割当て調停手段２３０は、このようにして確保された資源を資源割当成功結果としてＶ
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Ｍ起動プログラムへ返答する。これにより、ＶＭ起動が可能になり、２つ目のＶＭが動作
する。
【０１１３】
　次に、３つ目のＶＭ起動（Ｔｙｐｅ１）が要求されたとき、ＶＭＭに対しＶＭ起動のた
めの資源割当が要求される。これは、資源管理装置２００の割当て調停手段２３０に対す
るメモリの資源割当要求２０として、推奨５１２ＭＢ、最低２５６ＭＢが要求された状態
に相当する。
【０１１４】
　割当て調停手段２３０は、資源状況測定手段２１０に対し管理資源の状況報告を要求す
る。資源状況測定手段２１０は管理資源の状況を観測する。全体で８１９２ＭＢ、使用中
６６５．６ＭＢであること、および、ＶＭ２台へ割り当てていることを測定し、割当て調
停手段２３０へと結果を通知する。
【０１１５】
　また、割当て調停手段２３０は、利用計画設定手段２２０に設定値の返答を要求し、予
測ＶＭ起動数が２０台であることを取得する。
【０１１６】
　割当て調停手段２３０は、調停アルゴリズム１に従い、計算機状況として取得した資源
状況と環境情報から、遊休資源量７５２６．４ＭＢ（＝８１９２ＭＢ―６６５．６ＭＢ）
で今後の起動予測台数１８台（＝２０台―２台）であることから、最大割当量が４１８．
１ＭＢ（＝７５２６．４ＭＢ÷１８台、小数点以下第２桁四捨五入）であることを求め、
資源割当要求２０と比較して、要求をなるべく満たすように最大割当量４１８．１ＭＢを
割当てることを決定する。
【０１１７】
　割当て調停手段２３０は、資源割当て手段２４０に４１８．１ＭＢを割当てることを通
知し、資源割当て手段２４０は、未使用資源の中から４０９．６ＭＢを確保し、割当て調
停手段２３０へ返答する。
【０１１８】
　割当て調停手段２３０は、確保された資源を資源割当成功結果としてＶＭ起動プログラ
ムへ返答する。これにより、ＶＭ起動が可能になり、３つ目のＶＭが動作する。
【０１１９】
　このように、２つ目のＶＭで使用されずに遊休になった分の資源量を直ちに残りのＶＭ
の割当てに反映することができる。
【０１２０】
　この様な手順が順次繰り返され、図８の本発明１（第２の実施形態の１）の列のように
割り当てられる。
【０１２１】
　３つ目以降のＴｙｐｅ１のＶＭでは、それ以前のＴｙｐｅ２のＶＭの割当てで使用され
なかった分の資源量を反映し、保有資源の等分量より増加されて割り当てられる。この結
果、本実施形態の方法によれば、１５つ目以降のＶＭでは推奨メモリ量が満たされること
になる。
【０１２２】
　また、本実施形態の方法によれば、全体の遊休資源量も９６４．１ＭＢとなり、従来技
術の１５３６ＭＢと比較しても有効に活用できている。
【０１２３】
　このように、利用計画情報を用いることで、要求時点の管理資源の状況のみではなく、
今後の起動予測や想定環境の設定を交えて、資源を無駄なく割り当てることができる。
【０１２４】
　次に、上記調停アルゴリズム１とは別の調停アルゴリズム（調停アルゴリズム２）を用
いた場合の具体例を説明する。
【０１２５】
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　調停アルゴリズム２は、調停アルゴリズム１をベースとするが、遊休資源量の割合によ
って、以下のとおり割当て資源量を変更する方法である。
・使用資源量が２０％未満のとき、十分な資源があるとして、調停アルゴリズム１の１．
５倍を割当て可能にする。
・使用資源量が５０％未満のとき、まだ資源に余裕があるとして、調停アルゴリズム１の
１．２倍を割当て可能にする。
・使用資源量が５０％以上のとき、資源が残り少なくなってきたとして、調停アルゴリズ
ム１のまま割当て可能にする。
【０１２６】
　まず、１つ目のＶＭ起動（Ｔｙｐｅ１）が要求されたとき、ＶＭＭに対しＶＭ起動のた
めの資源割当が要求される。これは、資源管理装置２００の割当て調停手段２３０に対す
るメモリの資源割当要求２０として、推奨５１２ＭＢ、最低２５６ＭＢが要求された状態
に相当する。
【０１２７】
　割当て調停手段２３０は、資源状況測定手段２１０に対し管理資源状況の報告を要求す
る。資源状況測定手段２１０は管理資源状況を観測する。最初は、ＶＭが動作していない
ため、全体で８１９２ＭＢ、使用中０ＭＢであること、および、ＶＭ０台へ割り当ててい
ることを測定し、割当て調停手段２３０へと結果を通知する。
【０１２８】
　また、割当て調停手段２３０は、利用計画設定手段２２０に設定値の返答を要求し、予
測ＶＭ起動数が２０台であることを取得する。
【０１２９】
　割当て調停手段２３０は、調停アルゴリズム２に従い、取得した管理資源状況と利用計
画情報から、遊休資源量８１９２ＭＢで今後の起動予測台数２０台であることから、最大
割当量が６１４．４ＭＢ（＝８０９６ＭＢ÷２０台×１．５倍）であることを求め、資源
割当要求２０と比較して、要求を満たす最大割当量５１２ＭＢを割当てることを決定する
。
【０１３０】
　割当て調停手段２３０は、資源割当て手段２４０に５１２ＭＢを割当てることを通知し
、資源割当て手段２４０は、未使用資源の中から５１２ＭＢを確保し、割当て調停手段２
３０へ返答する。
【０１３１】
　割当て調停手段２３０は、確保された資源を資源割当成功結果としてＶＭ起動プログラ
ムへ返答する。これにより、ＶＭ起動が可能になり、ＶＭが動作する。
【０１３２】
　２つ目以降のＶＭ起動に対しても同様のことが繰り返され、結果として図８の本発明 
２（第２の実施形態の２）の列のように割り当てられる。
【０１３３】
　図８の倍率は調停アルゴリズム２において調停アルゴリズム１に対する倍率、割当量は
ＶＭに割り当てた資源量、遊休資源量はＶＭを割り当てた後の遊休状態である資源量を示
している。
【０１３４】
　図８の本発明２（第２の実施形態の２）によると、図８の本発明１（第２の実施形態の
１）よりも、各ＶＭに割り当てられる資源量が改善され、最終的な遊休資源量も６１３．
３ＭＢとなりより有効に活用できている。
【０１３５】
　以上のように、本実施形態の方法では、判定の都度、管理資源状況と利用計画情報を基
に割当量を調停しているため、途中で利用計画情報を変更した場合にも適切に対応するこ
とが可能になる。
【０１３６】
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　例えば、１０個のＶＭに資源が割り当てられた状態から、予測ＶＭ起動数を２５台にす
ると、１１個目のＶＭは４２８３．５ＭＢ（調停アルゴリズム２では、３８４７．３ＭＢ
）を今後のＶＭ起動数１５台で分配するため、２８５．６ＭＢ（調停アルゴリズム２では
、２５６．６ＭＢ）が最大資源割当量となり、追加の５台分を設定変更時点から反映する
ことが可能となる。
【０１３７】
［第３の実施形態］
　次に、本発明の第３の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。図９は、本発
明の第３の実施形態の資源割当てシステム（資源管理装置）の構成を示すブロック図であ
る。
【０１３８】
　図９を参照すると、要求する資源の種類と量を記載した資源割当要求３０を受け取り、
資源割当応答３３を返す資源管理装置３００が示されている。
【０１３９】
　資源管理装置３００は、現在の管理資源の状況を把握する資源状況測定手段３１０と、
遠隔にある資源の確保状況を確認する遠隔資源確認手段３２０と、要求された資源量と現
在の管理資源の状況、および、遠隔にある資源の確保状況から、割当量を決定する割当て
調停手段３３０と、割当て調停手段３３０により決定された割当量を確保し、資源割当要
求に対して資源を割り当てる資源割当て手段３４０とを含んで構成される。すなわち、前
述の第１の実施形態の構成に対し、遠隔資源確認手段３２０が加えられた構成となってい
る。
【０１４０】
　資源割当要求３０は、上記した第１の実施形態で説明した資源割当要求１０に加えて、
遠隔資源の位置や要求識別子を加えることができるものとする。
【０１４１】
　資源状況測定手段３１０は、割当て調停手段３３０、遠隔資源確認手段３２０から資源
測定を要求されたとき、管理資源の状況を返す。
【０１４２】
　遠隔資源確認手段３２０は、割当て調停手段３３０から遠隔資源確認を要求された場合
、遠隔資源を管理している資源管理装置に遠隔資源確認依頼３１を発行し、遠隔資源の確
保状況の確認を要求する。ここで、遠隔資源とは資源割当要求３０を受付けした資源管理
装置３００外で管理されている資源を指す。これに対して、資源管理装置３００内で管理
されている資源を管理資源と呼ぶことにする。また、遠隔資源確認依頼３１を受ける資源
管理装置は本発明の資源管理装置３００と同等、あるいは少なくとも遠隔資源の資源状況
を返答する機能を持っている装置である。遠隔資源確認手段３２０は、このような資源管
理装置から返答された遠隔資源確認応答３２を割当て調停手段３３０へ伝達する。
【０１４３】
　遠隔資源確認手段３２０は、また、他の資源管理装置の遠隔資源確認手段から遠隔資源
の確保状況の確認を要求されたとき、資源状況測定手段３１０を介して管理資源状況を把
握し、要求に対応する資源情報を返答する。
【０１４４】
　割当て調停手段３３０は、管理資源の状況と資源割当要求３０、遠隔資源確認応答３２
を基に資源割当量を決定する。
【０１４５】
　具体的には割当て調停手段３３０は、資源割当要求３０を受取った場合、資源割当要求
３０から遠隔資源情報を抽出し、遠隔資源確認手段３２０を介して遠隔資源の確保状況確
認を要求する。
【０１４６】
　必要最低限の遠隔資源が確保できた場合、割当て調停手段３３０は、資源状況測定手段
３１０に対し現状の管理資源状況の取得を依頼し、現状の管理資源状況を取得する。
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【０１４７】
　次に、割当て調停手段３３０は、取得した現状の管理資源状況、遠隔資源状況及び資源
割当要求３０を基に、調停アルゴリズムに基づき、管理資源割当量を決定する。調停アル
ゴリズムは、前記管理資源状況、遠隔資源状況及び資源割当要求から資源割当量を決定す
るための手順であり、本発明の第１の実施形態の調停アルゴリズムと同様である。
【０１４８】
　割当て調停手段３３０は、管理資源割当量を決定したなら、資源割当て手段３４０へ資
源割当てを依頼し、管理資源を確保する。資源確保ができた場合、資源割当て成功と、確
保した資源量または資源の構成情報を、資源割当応答３３として返答する。資源割当量を
決定できなかった場合、すなわち、資源不足などで資源割当要求３０を満足する資源要件
が満たせない場合は、サービス開始に対する資源確保は困難として、資源が確保できない
こと、すなわち、資源割当て失敗を、資源割当応答３３として返答する。
【０１４９】
　資源割当て手段３４０は、割当て調停手段３３０で決定された資源割当量を基に管理資
源から必要量を確保する。また、確保した資源量、または、資源の構成情報を、割当て調
停手段３３０へ返答する。
【０１５０】
　続いて、本実施形態の資源割当てシステム（資源管理装置）の動作について図面を参照
して詳細に説明する。図１０は、上記資源割当てシステム（資源管理装置）の動作を説明
するための流れ図である。
【０１５１】
　図１０を参照すると、まず、資源割当要求３０が割当て調停手段３３０に到達すると、
資源割当てが開始される（図１０の「資源割当開始」）。
【０１５２】
　割当て調停手段３３０は、遠隔資源確認手段３２０を介して、関連する遠隔資源の資源
管理装置に対し遠隔資源の確保状況を要求し、遠隔資源の確保状況を把握する（ステップ
Ｃ１）。
【０１５３】
　割当て調停手段３３０は、必要最低限の遠隔資源の確保ができていたかどうかを判定す
る（ステップＣ２）。
【０１５４】
　必要最低限の遠隔資源の確保に成功した場合、割当て調停手段３３０は、資源状況測定
手段３１０を介して現在の管理資源状況を取得する（ステップＣ３）。
【０１５５】
　割当て調停手段３３０は、調停アルゴリズムを用いて、資源割当要求３０と現在の管理
資源の状況、遠隔資源の確保した資源状況を参照しながら、資源割当要求３０を満たす管
理資源の割当量を決定する（ステップＣ４）。
【０１５６】
　割当て調停手段３３０は、管理資源の割当量を決定できた場合、資源割当て手段３４０
を介して資源を確保する。そして、資源割当応答３３として、資源割当て成功応答と割当
て資源の通達を行う（ステップＣ５のＹｅｓ、ステップＣ６）。
【０１５７】
　一方、資源割当要求３０を満たす資源割当量がない場合や計算した資源割当量を確保で
きなかった場合、割当て調停手段３３０は、資源割当応答３３として、資源割当て失敗応
答を行う（ステップＣ５のＮｏ、ステップＣ７）。また、必要最低限の遠隔資源の確保に
失敗した場合も（ステップＣ２のＮｏ）、割当て調停手段３３０は、資源確保不必要と判
断し、資源割当て失敗応答を行う（ステップＣ７）。
【０１５８】
　以上のように、本実施形態では、割当て調停手段３３０が、管理資源状況及び遠隔資源
状況を取得し、管理資源状況及び遠隔資源状況から割り当て可能な最大値を計算し、資源
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割当要求３０と摺り合わせることで、遠隔地の資源を含む資源の使用状況に適切な割当量
を決定することができる。
【０１５９】
　さらに、本実施形態は、遠隔資源の確保を確認できるようにしているため、本発明の第
１の実施形態に比べて、サービスに必要な資源割当要求３０を投入することで、周辺資源
管理装置と協調し、サービス開始に必要な資源の割当が総合的に可能かどうかを判定でき
るという利点がある。
【０１６０】
　上記本実施形態の効果を具体例を示して説明する。図１１に示すように、資源管理装置
（メモリ）はＶＭＭ内のメモリの資源管理機構として動作する。また、資源管理装置（メ
モリ）の管理対象外の資源（ＣＰＵ）を管理する別の資源管理装置（ＣＰＵ）があるもの
とする。
【０１６１】
　調停アルゴリズムとして、遠隔資源（ＣＰＵ）の遊休資源からの保有率（確保率）を、
管理資源（メモリ）の遊休資源からの保有率（確保率）とし、資源量を最大とするアルゴ
リズムを用いるものとする。
【０１６２】
　このとき、ＶＭの起動要求が来たときに、メモリに関する資源割当要求３０が資源管理
装置（メモリ）の割当て調停手段３３０に到達される。
【０１６３】
　割当て調停手段３３０は、資源割当要求３０に対して、関連する遠隔資源の確保状況を
確認するために、遠隔資源確認手段３２０を介して遠隔資源（ＣＰＵ）の割当量を取得す
る。
【０１６４】
　今、遠隔資源確認手段３２０より、ＣＰＵパワーを３０％確保したとの返答が得られた
ものとする。
【０１６５】
　割当て調停手段３３０は、前記した調停アルゴリズムに従って、最大割当て可能量を計
算する。例えば、メモリが４０９６ＭＢ空いている場合は、１２２８．８ＭＢ（＝４０９
６ＭＢ×３０％）、メモリが２０４８ＭＢ空いている場合は、６１４．４ＭＢ（＝２０４
８ＭＢ×３０％）との最大割当て可能量が計算される。同様に、例えば、ＣＰＵパワーを
５０％確保したとの返答が得られた場合において、メモリが４０９６ＭＢ空いている場合
は、２０４８ＭＢ（＝４０９６ＭＢ×５０％）、メモリが２０４８ＭＢ空いている場合は
、１０２４ＭＢ（＝２０４８ＭＢ×５０％）との最大割当て可能量が計算される。
【０１６６】
　割当て調停手段３３０は、資源割当要求３０と照らし合わせ、計算された最大割当て可
能量を超えない資源割当量を決定する。
【０１６７】
　割当て調停手段３３０は、資源割当て手段３４０を介して決定した資源割当量の管理資
源（メモリ）を確保し、確保された資源を資源割当成功結果として資源割当応答３３をＶ
Ｍ起動プログラムへ返答する。
【０１６８】
　このような調停アルゴリズムを適用することで、ＣＰＵパワーに遊休資源量が存在する
ときに、メモリ不足によるＶＭ起動の失敗を防ぐことが可能となる。
【０１６９】
　なお上記した例では、遠隔資源が同一計算機にある場合を例に挙げて説明したが、遠隔
資源が同一計算機に入っていない場合でも動揺に適用可能である。例えば、表示デバイス
がネットワーク越しに存在するとき、その画面サイズ等に応じて描画用メモリが必要とな
る。本実施形態の方法を適用することで、画面サイズ等に応じ、割当てメモリ資源量を変
更すること等が可能となる。
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【０１７０】
　以上のように、本実施形態では、遠隔資源を考慮した資源確保判断が可能になる。
【０１７１】
［第４の実施形態］
　次に、本発明の第４の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。図１２は、本
発明の第４の実施形態の資源割当てシステム（資源管理装置）の構成を示すブロック図で
ある。
【０１７２】
　図１２を参照すると、要求する資源の種類と量を記載した資源割当要求４０を受け取り
、資源割当応答４３を返す資源管理装置４００が示されている。
【０１７３】
　資源管理装置４００は、現在の管理資源の状況を把握する資源状況測定手段４１０と、
既に割り当てられた資源に対して割当量を変更する資源割当変更手段４２０と、要求され
た資源量と現在の管理資源の状況から、資源環境に適した割当量、および、既に割り当て
られた資源に対して資源変更量を決定する割当て調停手段４３０と、割当て調停手段４３
０により決定された割当量を確保し、資源割当要求に対して資源を割り当てる資源割当て
手段４４０とを含んで構成される。すなわち、前述の第１の実施形態の構成に対し、資源
割当変更手段４２０が加えられた構成となっている。
【０１７４】
　資源割当要求４０に記載可能な資源設定量は、資源割当要求１０と同等である。
【０１７５】
　資源状況測定手段４１０は、割当て調停手段４３０から資源測定を要求されたとき、管
理資源の状況を返す。
【０１７６】
　資源割当変更手段４２０は、割当て調停手段４３０から既に開始されているサービスに
対して、割当資源量の変更を要求された場合、資源割当変更依頼４１を発行することで、
サービスに対して割当量変更を依頼、または、通知し、サービスに資源変更の対応、もし
くは、サービスの破棄を促す。対応後の通知である資源割当変更応答４２を受取ったら、
資源割当て手段４４０に資源の変更を通知し、資源の割当変更、解放を行う。
【０１７７】
　割当て調停手段４３０は、管理資源の状況と資源要求を基に資源割当量を決定する。
【０１７８】
　具体的には割当て調停手段４３０は、資源割当要求４０を受け取った場合、資源状況測
定手段４１０へ、現状の管理資源状況の取得を依頼し、現状の管理資源状況を取得する。
【０１７９】
　次に、割当て調停手段４３０は、取得した現状の資源状況、資源割当要求４０を基に、
調停アルゴリズムに基づき、資源割当要求４０に対する資源割当量及び既にサービスに提
供されている資源に対する割当資源変更量を決定する。
【０１８０】
　ここで、調停アルゴリズムは、本発明の第１の実施形態の調停アルゴリズムに加えて、
計算機状況から既にサービスに割当てた資源を変更する資源量を決定する機能を追加した
ものを用いるものとする。すなわち、割当て調停手段４３０は、既に開始されているサー
ビスを含め、各サービスに割当てる資源量を決定する。
【０１８１】
　割当て調停手段４３０は、資源割当量を決定した場合、割当資源変更量を資源割当変更
手段４２０へ通知し、資源の変更を開始する。資源割当て手段４４０から資源量の変更が
完了したことを通知された後、資源割当て手段４４０を介して資源確保し、資源割当て成
功と、確保した資源量または資源の構成情報を、資源割当応答４３として返答する。資源
割当量を決定できなかった場合、すなわち、資源不足などで資源割当要求４０を満足する
資源要件が満たせない場合は、サービス開始に対する資源確保は困難として、資源が確保
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できないこと、すなわち、資源割当て失敗を、資源割当応答４３として返答する。
【０１８２】
　資源割当て手段４４０は、割当て調停手段４３０で決定された資源割当量を基に管理資
源から必要量を確保し、確保した資源量、または、資源の構成情報を、割当て調停手段４
３０へ返答する。
【０１８３】
　続いて、本実施形態の資源割当てシステム（資源管理装置）の動作について図面を参照
して詳細に説明する。図１３は、上記資源割当てシステム（資源管理装置）の動作を説明
するための流れ図である。
【０１８４】
　図１３を参照すると、まず、資源割当要求４０が割当て調停手段４３０に到達すると、
資源割当てが開始される（図１３の「資源割当開始」）。
【０１８５】
　割当て調停手段４３０は、資源状況測定手段４１０を介して現在の管理資源状況を取得
する（ステップＤ１）。
【０１８６】
　割当て調停手段４３０は、調停アルゴリズムを用いて、現在の管理資源状況に応じ、か
つ、資源割当要求４０を満たす資源割当量と既に割り当てられている管理資源に対する資
源変更量を計算する（ステップＤ２）。
【０１８７】
　割当て調停手段４３０は、資源割当量が決定できた場合、決定された既に割り当てられ
ている資源に対する資源変更量を資源割当変更手段４２０に伝達し、資源量変更を依頼す
る。資源割当変更手段４２０は、資源変更量に関わりのあるサービスに割当資源の変更を
通知し、サービスに資源変更の対応、もしくは、サービスの停止、破棄を行わせる。サー
ビスの資源変更の対応、もしくは、サービスの停止、破棄が完了し資源割当変更応答４２
を受信したら、資源割当変更手段４２０は、資源割当て手段４４０に対し割当資源量の変
更を通知する。資源割当て手段４４０は、通知された資源変更量に基づいて、割当資源を
変更し、資源変更の終了を割当て調停手段４３０へ通知する（ステップＤ３のＹｅｓ、ス
テップＤ４）。
【０１８８】
　前記通知を受けた割当て調停手段４３０は、資源変更量に対する資源変更を終了後、資
源割当て手段４４０を介して資源を確保する。そして、資源割当応答４３として資源割当
て成功応答と割当て資源の通達を行う（ステップＤ５）。
【０１８９】
　一方、資源割当要求４０を満たす資源割当量がない場合や、変更ができず計算した資源
割当量を確保できなかった場合、割当て調停手段４３０は、資源割当応答４３として、資
源割当て失敗応答を行う（ステップＤ３のＮｏ、ステップＤ６）。
【０１９０】
　以上のように、本実施形態では、割当て調停手段４３０が、資源状況測定手段４１０を
介して管理資源状況を取得し、管理資源状況から割り当て可能な最大値を計算し、資源割
当要求４０と摺り合わせることで、既に割当てられた資源量の変更を含んだ資源の再割当
を行うことができる。
【０１９１】
　即ち、上記した第１の実施形態に比べて、サービスインした全サービスを考慮した上で
の計算割当量を決定することが可能となる。
【０１９２】
　上記本実施形態の効果を具体例を示して説明する。図１４に示すように、本実施形態の
資源管理装置はＶＭを実現する仮想計算機モニタ（ＶＭＭ）内で実現されているとする。
【０１９３】
　ここで、図１４のＶＭのメモリ確保を行うことを考える。図１４の計算機自体には、Ｖ
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Ｍのために、４０９６ＭＢのメモリ使用可能領域が存在するものとする。既にサービスを
開始しているＶＭ（Ｗｅｂ）が３つ存在し、それぞれ１０２４ＭＢ使用している。各ＶＭ
は１２８ＭＢ削減されてもサービスを継続可能であるものとする。
【０１９４】
　ここで、最低１０２８ＭＢ、推奨２０４８ＭＢを必要とするＶＭ（決算）がサービス開
始を要求し、重要な仕事のため、他の重要でないＶＭ（＝ＶＭ（Ｗｅｂ））を変更しても
動作させたい、すなわち高優先度であるとする。
【０１９５】
　また、調停アルゴリズムは、「保有資源の８０％まで使用し、不足の場合は優先度の低
い他のサービスから資源を融通する。ただし、それでも足りない場合にのみ、５％ずつ資
源を利用し、不足分を補うこととする。」というように作成されているとする。
【０１９６】
　これは、なるべくなら資源に余裕領域（２０％＝１００％－８０％）を作成しておき、
いざというときに使用することによって、システムの保守性を高めようとする意図を組み
入れることに相当する。
【０１９７】
　ＶＭ（決算用）がサービス開始するとき、図１４の資源管理装置の割当て調停手段４３
０に対して、高優先度で推奨２０４８ＭＢ、最低１０２４ＭＢのメモリを必要とする資源
割当要求４０が受付けられる。
【０１９８】
　割当て調停手段４３０は、資源状況測定手段４１０により管理資源の状況報告を要求す
る。
【０１９９】
　資源状況測定手段４１０は、管理資源の状況を観測し、４０９６ＭＢのメモリを保有し
、３つの通常ＶＭがそれぞれ１０２４ＭＢ使用していることを、割当て調停手段４３０へ
通知する。
【０２００】
　割当て調停手段４３０は、調停アルゴリズムに従い、資源割当量及び資源変更量を計算
する。
【０２０１】
　まず、保有資源の８０％まで使用するので、３２７６．８ＭＢ（＝４０９６ＭＢ×８０
％）が使用可能な領域となる。このうち、３０９６ＭＢ（＝１０２４ＭＢ×３ＶＭ）が使
用中であるため、残りの２０４．８ＭＢが割当て可能となる（図１４の上段図参照）。
【０２０２】
　しかしながら、２０４．８ＭＢでは最低限の１０２４ＭＢに達しないため、優先度の低
い他のサービスから資源を融通させる。そのため、各ＶＭから１２８ＭＢずつ削減し、各
ＶＭが８９６ＭＢとなり、割当て可能資源量は５８８．８ＭＢ（＝２０４．８ＭＢ＋１２
８ＭＢ×３ＶＭ）となる（図１４の中段図参照）。
【０２０３】
　前記融通を行っても、最低限の１０２４ＭＢにまだ達しないので、割当て調停手段４３
０は、全メモリ使用可能領域の５％分の資源２０４．８ＭＢ（＝４０９６ＭＢ×５％）を
投入する。この結果、割当て可能資源量は７９３．６ＭＢとなるが、それでもまだ不足し
ているため、更に資源が５％ずつ投入される。最終的に１５％分（全体の９５％）を追加
投入した段階で、１２０３.２ＭＢが使用可能領域となり、資源割当要求４０を満たすこ
とができる（図１４の下段図参照）。
【０２０４】
　割当て調停手段４３０は、以上の計算結果から、各ＶＭ（Ｗｅｂ）から１２８ＭＢ削減
するように変更することと、ＶＭ（決算）に１２０３．２ＭＢを割当てることを決定する
。
【０２０５】
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　前記決定を行った割当て調停手段４３０は、資源割当変更手段４２０に対し、各ＶＭ（
Ｗｅｂ）を１２８ＭＢ削減するように要求する。資源割当変更手段４２０は、各ＶＭ（Ｗ
ｅｂ）へ１２８ＭＢ削減するように伝達し、削減、もしくは、削減準備を行わせる。各Ｖ
Ｍ（Ｗｅｂ）から、削減の完了、もしくは、削減準備の完了が通知されてから、資源割当
て手段４４０へ通知し、該当部分の資源割当を解除する。資源割当て手段４４０は、資源
割当てを解除後、資源変更完了を割当て調停手段４３０へ通知する。
【０２０６】
　割当て調停手段４３０は、次にＶＭ（決算）に１２０３．２ＭＢを割当てることを資源
割当て手段４４０へ通知し、資源割当て手段４４０は、未使用中の１２０３．２ＭＢを確
保し、割当て調停手段４３０へ返答する。
【０２０７】
　割当て調停手段４３０は、確保された資源を資源割当成功結果としてＶＭ起動プログラ
ムへ返答する。
【０２０８】
　以上により、ＶＭ（決算）の起動が可能になり、ＶＭ（決算）が動作する。
【０２０９】
　このように、資源割当変更機能を用いることで、管理資源の状況から遊休資源や保有資
源のみならず、既に割当ている資源の割当量を変更して、その変更量を踏まえて資源割当
て量を決定することができる。
【０２１０】
　最後に、図１５を参照して、上記した各実施形態の資源管理装置（資源管理装置１００
～４００）を様々な計算機環境に組み込むことによって実現される本発明の作用・効果に
ついて説明する。
【０２１１】
　ユーザは、ＶＭを移動記憶媒体（ＵＳＢなど）に保持している。ＶＭの起動条件として
は、最低限４００ＭＨｚ、メモリ５１２ＭＢの環境を必要とし、また、ローカルな環境に
入力デバイスと表示デバイスを持つこと、又は、ネットワークデバイスを割当てられるこ
ととする。
【０２１２】
　ユーザの接続先環境として、共用環境で使用する共有サーバと、それ以外に個人環境と
して１台のＰＣが存在し、それぞれに資源管理装置が備えられているものとする。
【０２１３】
　各接続先環境に接続されると、ＶＭは、それぞれの資源管理装置により、実行環境に合
わせた資源配分を受けて、起動する。
【０２１４】
　例えば、ユーザが共有サーバに移動記憶媒体を接続した場合、クライアント端末から接
続して利用するＶＭとして、ＣＰＵが５００ＭＨｚ、メモリが５１２ＭＢの環境で起動さ
れる。入力デバイス、出力デバイスは存在しないため、リモートコンソールでのみ起動可
能なＶＭが起動する。
【０２１５】
　また、ユーザがＰＣに移動記憶媒体を接続した場合、ローカル環境として使用するＶＭ
として、ローカルな入力デバイス、出力デバイスを利用するＣＰＵが３ＧＨｚ、メモリが
２ＧＢの環境で起動される。ＶＭＭはローカルな入力デバイス、出力デバイスを利用する
ための仮想デバイスを用意し、仮想デバイスを利用することでディスクトップなどの個人
環境を利用した環境でＶＭを起動することができる。
【０２１６】
　このように、使用資源の条件として記述されたサービス側の要求と、実行状況とに応じ
て資源割当量を割当てることが可能になることで、サービス環境管理と、実運用管理を独
立させ、運用時の状況に応じたサービスの運用を実行することが可能になる。
【０２１７】
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　以上、本実施形態の好適な実施形態について説明したが、本発明の技術的範囲は、上記
した実施形態に限定されるものではなく、資源管理装置（資源割当てシステム）を必要と
するシステムの用途や規模に応じて、最適な実装方法を選択し、適当なその他の変形を加
えることができる。例えば、上記した各実施形態は、適宜組み合わせて用いることが可能
である。
【産業上の利用可能性】
【０２１８】
　本発明は、コンピュータのホスティングサービスに利用でき、特に、ユーザが任意のサ
ービスを投入可能な計算機環境の提供といった用途に適用できる。また、ユーザが個人環
境をＶＭとして移動記憶媒体に格納させ、異なる計算機端末を利用しても同一ソフトウェ
ア環境で作業をするといった計算機環境の提供といった用途にも適用可能である。
【０２１９】
　さらに、クラスタ環境などの複数の計算機環境が複数ある場合に、それぞれの計算機環
境で管理プログラムが自律してサービスの運用、サービスの委託を行わせるシステム形態
における当該システムに搭載される資源割当調停機能としても利用できる。
【図面の簡単な説明】
【０２２０】
【図１】本発明の第１の実施形態の資源割当てシステム（資源管理装置）の構成を示すブ
ロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態の資源割当てシステム（資源管理装置）の動作を説明す
るための流れ図である。
【図３】本発明の第１の実施形態の効果を具体的に説明するための図である。
【図４】本発明の第１の実施形態の効果を具体的に説明するための図である。
【図５】本発明の第２の実施形態の資源割当てシステム（資源管理装置）の構成を示すブ
ロック図である。
【図６】本発明の第２の実施形態の資源割当てシステム（資源管理装置）の動作を説明す
るための流れ図である。
【図７】本発明の第２の実施形態の効果を具体的に説明するための図である。
【図８】本発明の第２の実施形態の効果を具体的に説明するための図である。
【図９】本発明の第３の実施形態の資源割当てシステム（資源管理装置）の構成を示すブ
ロック図である。
【図１０】本発明の第３の実施形態の資源割当てシステム（資源管理装置）の動作を説明
するための流れ図である。
【図１１】本発明の第３の実施形態の効果を具体的に説明するための図である。
【図１２】本発明の第４の実施形態の資源割当てシステム（資源管理装置）の構成を示す
ブロック図である。
【図１３】本発明の第４の実施形態の資源割当てシステム（資源管理装置）の動作を説明
するための流れ図である。
【図１４】本発明の第４の実施形態の効果を具体的に説明するための図である。
【図１５】本発明の資源割当てシステムを様々な計算機環境に組み込むことによって実現
される本発明の作用・効果について説明するための図である。
【符号の説明】
【０２２１】
　１０、２０、３０、４０　資源割当要求
　１１、２１、３３、４３　資源割当応答
　３１　遠隔資源確認依頼
　３２　遠隔資源確認応答
　４１　資源割当変更依頼
　４２　資源割当変更応答
　１００、２００、３００、４００　資源管理装置
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　１１０、２１０、３１０、４１０　資源状況測定手段
　１２０、２３０、３３０、４３０　割当て調停手段
　１３０、２４０、３４０、４４０　資源割当て手段
　２２０　利用計画設定手段
　３２０　遠隔資源確認手段
　４２０　資源割当変更手段

【図１】 【図２】
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