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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いにデータ通信することが可能な複数のサーバで提供するサービスを動的に選択する
よう制御するクラウドシステムを構成する装置において、
　サービス選択の優先度を記憶手段に記憶する第一の情報記憶部と、
　ユーザに対してプライマリクラウドと締結する第一のサービスレベルアグリーメントに
基づいて提供した第一のサービスの所定期間内におけるサービスレベルの実績値を取得す
る取得部と、
　所定期間内に取得した前記サービスレベルの実績値と所定期間内に用いた第一のサービ
スレベルアグリーメントで設定したサービスレベルの計画値との比率に基づいて、契約期
間に提供するサービスの総量から換算したサービスレベルを新たな計画値としたサービス
レベルアグリーメントである第二のサービスレベルアグリーメントを決定する決定部と、
　記憶してある前記サービス選択の優先度に基づいて、プライマリクラウドが用いるプラ
イマリクラウドサーバ及び他のサーバで提供することが可能なサービスの中から、前記優
先度の高い順に、決定した前記第二のサービスレベルアグリーメントを満たす第二のサー
ビスを選択する選択部と
　を備える装置。
【請求項２】
　互いにデータ通信することが可能な複数のサーバで提供するサービスを動的に選択する
よう制御するクラウドシステムを構成する装置において、
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　ユーザに対してプライマリクラウドと締結する第一のサービスを提供するための第一の
サービスレベルアグリーメントの各項目に対する制約条件、及びサービス選択の優先度を
含むプリファレンス情報を記憶手段に記憶する第二の情報記憶部と、
　記憶してある前記第一のサービスレベルアグリーメントの各項目に対する制約条件が更
新された場合、更新された前記第一のサービスレベルアグリーメントの各項目に対する制
約条件と、記憶してある前記第一のサービスレベルアグリーメントの各項目に対する制約
条件とを対比し、前記制約条件が重なっている項目は、更新された前記第一のサービスレ
ベルアグリーメントの各項目に対する制約条件を、前記制約条件が重なっていない項目は
、記憶してある又は更新された前記第一のサービスレベルアグリーメントの各項目に対す
る制約条件をそのまま、それぞれ新たな制約条件として、第二のサービスレベルアグリー
メントを決定する決定部と、
　記憶してある前記サービス選択の優先度に基づいて、プライマリクラウドが用いるプラ
イマリクラウドサーバ及び他のサーバで提供することが可能なサービスの中から、決定し
た前記第二のサービスレベルアグリーメントを満たす第二のサービスを選択する選択部と
　を備える装置。
【請求項３】
　記憶してある前記第一のサービスレベルアグリーメントの各項目に対する制約条件、及
びサービス選択の優先度が更新されたか否かを判断する判断部を備える請求項２に記載の
装置。
【請求項４】
　サービスレベルに対応付けて提供することが可能なサービスを識別する情報であるサー
ビスリストを記憶手段に記憶する第三の情報記憶部を備え、
　前記選択部は、記憶してある前記サービスリストを照会し、前記第二のサービスレベル
アグリーメントを満たすサービスレベルを有する第二のサービスを抽出し、抽出した第二
のサービスの中から、記憶してある前記サービス選択の優先度に基づいて、前記優先度の
高い順に第二のサービスを選択する請求項１乃至３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　互いにデータ通信することが可能な複数のサーバで提供するサービスを動的に選択する
よう制御するクラウドシステムを構成する装置で実行することが可能な方法において、
　サービス選択の優先度を記憶手段に記憶する工程と、
　ユーザに対してプライマリクラウドと締結する第一のサービスレベルアグリーメントに
基づいて提供した第一のサービスの所定期間内におけるサービスレベルの実績値を取得す
る工程と、
　所定期間内に取得した前記サービスレベルの実績値と所定期間内に用いた第一のサービ
スレベルアグリーメントで設定したサービスレベルの計画値との比率に基づいて、契約期
間に提供するサービスの総量から換算したサービスレベルを新たな計画値としたサービス
レベルアグリーメントである第二のサービスレベルアグリーメントを決定する工程と、
　記憶してある前記サービス選択の優先度に基づいて、プライマリクラウドが用いるプラ
イマリクラウドサーバ及び他のサーバで提供することが可能なサービスの中から、前記優
先度の高い順に、決定した前記第二のサービスレベルアグリーメントを満たす第二のサー
ビスを選択する工程と
　を含む方法。
【請求項６】
　互いにデータ通信することが可能な複数のサーバで提供するサービスを動的に選択する
よう制御するクラウドシステムを構成する装置で実行することが可能な方法において、
　ユーザに対してプライマリクラウドと締結する第一のサービスを提供するための第一の
サービスレベルアグリーメントの各項目に対する制約条件、及びサービス選択の優先度を
含むプリファレンス情報を記憶手段に記憶する工程と、
　記憶してある前記第一のサービスレベルアグリーメントの各項目に対する制約条件が更
新された場合、更新された前記第一のサービスレベルアグリーメントの各項目に対する制
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約条件と、記憶してある前記第一のサービスレベルアグリーメントの各項目に対する制約
条件とを対比し、前記制約条件が重なっている項目は、更新された前記第一のサービスレ
ベルアグリーメントの各項目に対する制約条件を、前記制約条件が重なっていない項目は
、記憶してある又は更新された前記第一のサービスレベルアグリーメントの各項目に対す
る制約条件をそのまま、それぞれ新たな制約条件として、第二のサービスレベルアグリー
メントを決定する工程と、
　記憶してある前記サービス選択の優先度に基づいて、プライマリクラウドが用いるプラ
イマリクラウドサーバ及び他のサーバで提供することが可能なサービスの中から、決定し
た前記第二のサービスレベルアグリーメントを満たす第二のサービスを選択する工程と
　を含む方法。
【請求項７】
　記憶してある前記第一のサービスレベルアグリーメントの各項目に対する制約条件、及
びサービス選択の優先度が更新されたか否かを判断する工程を含む請求項６に記載の方法
。
【請求項８】
　サービスレベルに対応付けて提供することが可能なサービスを識別する情報であるサー
ビスリストを記憶手段に記憶する工程と、
　記憶してある前記サービスリストを照会し、前記第二のサービスレベルアグリーメント
を満たすサービスレベルを有する第二のサービスを抽出し、抽出した第二のサービスの中
から、記憶してある前記サービス選択の優先度に基づいて、前記優先度の高い順に第二の
サービスを選択する工程と
　を含む請求項５乃至７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　互いにデータ通信することが可能な複数のサーバで提供するサービスを動的に選択する
よう制御するクラウドシステムを構成するコンピュータで実行することが可能なコンピュ
ータプログラムにおいて、
　前記コンピュータを、
　サービス選択の優先度を記憶手段に記憶する第一の情報記憶手段、
　ユーザに対してプライマリクラウドと締結する第一のサービスレベルアグリーメントに
基づいて提供した第一のサービスの所定期間内におけるサービスレベルの実績値を取得す
る取得手段、
　所定期間内に取得した前記サービスレベルの実績値と所定期間内に用いた第一のサービ
スレベルアグリーメントで設定したサービスレベルの計画値との比率に基づいて、契約期
間に提供するサービスの総量から換算したサービスレベルを新たな計画値としたサービス
レベルアグリーメントである第二のサービスレベルアグリーメントを決定する決定手段、
及び
　記憶してある前記サービス選択の優先度に基づいて、プライマリクラウドが用いるプラ
イマリクラウドサーバ及び他のサーバで提供することが可能なサービスの中から、前記優
先度の高い順に、決定した前記第二のサービスレベルアグリーメントを満たす第二のサー
ビスを選択する選択手段
　として機能させるコンピュータプログラム。
【請求項１０】
　互いにデータ通信することが可能な複数のサーバで提供するサービスを動的に選択する
よう制御するクラウドシステムを構成するコンピュータで実行することが可能なコンピュ
ータプログラムにおいて、
　前記コンピュータを、
　ユーザに対してプライマリクラウドと締結する第一のサービスを提供するための第一の
サービスレベルアグリーメントの各項目に対する制約条件、及びサービス選択の優先度を
含むプリファレンス情報を記憶手段に記憶する第二の情報記憶手段、
　記憶してある前記第一のサービスレベルアグリーメントの各項目に対する制約条件が更
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新された場合、更新された前記第一のサービスレベルアグリーメントの各項目に対する制
約条件と、記憶してある前記第一のサービスレベルアグリーメントの各項目に対する制約
条件とを対比し、前記制約条件が重なっている項目は、更新された前記第一のサービスレ
ベルアグリーメントの各項目に対する制約条件を、前記制約条件が重なっていない項目は
、記憶してある又は更新された前記第一のサービスレベルアグリーメントの各項目に対す
る制約条件をそのまま、それぞれ新たな制約条件として、第二のサービスレベルアグリー
メントを決定する決定手段、及び
　記憶してある前記サービス選択の優先度に基づいて、プライマリクラウドが用いるプラ
イマリクラウドサーバ及び他のサーバで提供することが可能なサービスの中から、決定し
た前記第二のサービスレベルアグリーメントを満たす第二のサービスを選択する選択手段
　として機能させるコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザとプライマリクラウドとの間で締結されたサービスレベルアグリーメ
ントを遵守しつつ、プライマリクラウドが提供したサービスレベルの実績値又は更新され
たプリファレンス情報に基づいて、サービスレベルアグリーメントを動的に決定してサー
ビスを提供することができるクラウドシステムを構成する装置、方法及びコンピュータプ
ログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネット技術の急速な発展に伴い、クラウドサーバにより各種のサービスを提供
するクラウドサービスが多々提供されている。また、複数のクラウドサービスを統合して
新たなクラウドサービスを提供することも可能となる。
【０００３】
　クラウドサービスを提供する場合、ユーザとクラウドサービスプロバイダとの間では、
サービスレベルの取り決めが行われ、提供されるサービスに対してユーザが対価を支払う
。しかし、複数のクラウドサービスを統合する場合、ユーザと直接取り決めを行うプライ
マリクラウドサービスプロバイダ（以下、プライマリクラウド）と、統合されるセカンダ
リクラウドサービスプロバイダ（以下、セカンダリクラウド）との間でも、新たにサービ
スレベルの取り決めを行う。例えば特許文献１では、オーダーレコード等に基づいてサー
ビスレベルアグリーメントをセカンダリクラウドに適合するように更新して、セカンダリ
クラウドのサービスの提供を受けることができるマネジメントシステムが開示されている
。
【０００４】
　複数のクラウドサービスを統合した一つのサービスを提供するためには、クラウドサー
ビス間でサービスのポータビリティが要求される。すなわち、プライマリクラウドは、ユ
ーザとの間の取り決めであるサービスレベルアグリーメントを遵守しつつ、最適なサービ
スを、セカンダリクラウドを含めて選択する必要がある。
【０００５】
　例えば特許文献２では、通信システムにおいて、サービスレベルの質を過去、現在又は
予測される条件に基づいて動的に変更することを可能なシステムが開示されており、変更
されたサービスレベルの質に基づいて適切なセカンダリクラウドを選択することにより、
統合されたサービスを動的に変更しつつ提供することができる要素技術が開示されている
。また、特許文献３では、端末装置に発生した障害の状況に応じてサービスレベルを変更
することができるＳＬＡ（サービスレベルアグリーメント）監視システムが開示されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
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【特許文献１】特表２００９－５０３７３３号公報
【特許文献２】特開２００９－２０７１４０号公報
【特許文献３】特開２００８－０５９０２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、サービスレベルの取り決めであるサービスレベルアグリーメントの有効期間（
契約期間）内に達成状況が変化する、リソースの使用状況が変化する、管理コストが変化
する等のサービスの提供に直接影響する変化が生じた場合であっても、現状ではサービス
の提供開始時に取り決めたサービスレベルアグリーメントに従って割り当てられたサービ
ス、又は該サービスレベルアグリーメントを満たすセカンダリクラウドしか利用し続ける
ことができないことから、最適なサービスを統合して提供することができないという問題
点があった。
【０００８】
　また、プライマリクラウドの管理コスト、環境コスト等の管理指針は、プリファレンス
情報として適宜更新することが可能な情報であり、更新されたプリファレンス情報により
最適なサービスを、セカンダリクラウドを含めて動的に選択できることが好ましい。
【０００９】
　本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、プライマリクラウドが提供したサー
ビスレベルの実績値又は更新されたプリファレンス情報に基づいて、サービスレベルアグ
リーメントを動的に決定することにより、セカンダリクラウドが提供するサービスも含め
てサービスを選択して提供するクラウドシステムを構成する装置、方法及びコンピュータ
プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために第１発明に係るクラウドシステムを構成する装置は、互いに
データ通信することが可能な複数のサーバで提供するサービスを動的に選択するよう制御
するクラウドシステムを構成する装置において、サービス選択の優先度を記憶手段に記憶
する第一の情報記憶部と、ユーザに対してプライマリクラウドと締結する第一のサービス
レベルアグリーメントに基づいて提供した第一のサービスの所定期間内におけるサービス
レベルの実績値を取得する取得部と、所定期間内に取得した前記サービスレベルの実績値
と所定期間内に用いた第一のサービスレベルアグリーメントで設定したサービスレベルの
計画値との比率に基づいて、契約期間に提供するサービスの総量から換算したサービスレ
ベルを新たな計画値としたサービスレベルアグリーメントである第二のサービスレベルア
グリーメントを決定する決定部と、記憶してある前記サービス選択の優先度に基づいて、
プライマリクラウドが用いるプライマリクラウドサーバ及び他のサーバで提供することが
可能なサービスの中から、前記優先度の高い順に、決定した前記第二のサービスレベルア
グリーメントを満たす第二のサービスを選択する選択部とを備える。
【００１２】
　次に上記目的を達成するために第２発明に係るクラウドシステムを構成する装置は、互
いにデータ通信することが可能な複数のサーバで提供するサービスを動的に選択するよう
制御するクラウドシステムを構成する装置において、ユーザに対してプライマリクラウド
と締結する第一のサービスを提供するための第一のサービスレベルアグリーメントの各項
目に対する制約条件、及びサービス選択の優先度を含むプリファレンス情報を記憶手段に
記憶する第二の情報記憶部と、記憶してある前記第一のサービスレベルアグリーメントの
各項目に対する制約条件が更新された場合、更新された前記第一のサービスレベルアグリ
ーメントの各項目に対する制約条件と、記憶してある前記第一のサービスレベルアグリー
メントの各項目に対する制約条件とを対比し、前記制約条件が重なっている項目は、更新
された前記第一のサービスレベルアグリーメントの各項目に対する制約条件を、前記制約
条件が重なっていない項目は、記憶してある又は更新された前記第一のサービスレベルア
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グリーメントの各項目に対する制約条件をそのまま、それぞれ新たな制約条件として、第
二のサービスレベルアグリーメントを決定する決定部と、記憶してある前記サービス選択
の優先度に基づいて、プライマリクラウドが用いるプライマリクラウドサーバ及び他のサ
ーバで提供することが可能なサービスの中から、決定した前記第二のサービスレベルアグ
リーメントを満たす第二のサービスを選択する選択部とを備える。
【００１３】
　また、第３発明に係るクラウドシステムを構成する装置は、第２発明において、記憶し
てある前記第一のサービスレベルアグリーメントの各項目に対する制約条件、及びサービ
ス選択の優先度が更新されたか否かを判断する判断部を備える。
【００１４】
　また、第４発明に係るクラウドシステムを構成する装置は、第１乃至第３発明のいずれ
か１つにおいて、サービスレベルに対応付けて提供することが可能なサービスを識別する
情報であるサービスリストを記憶手段に記憶する第三の情報記憶部を備え、前記選択部は
、記憶してある前記サービスリストを照会し、前記第二のサービスレベルアグリーメント
を満たすサービスレベルを有する第二のサービスを抽出し、抽出した第二のサービスの中
から、記憶してある前記サービス選択の優先度に基づいて、前記優先度の高い順に第二の
サービスを選択する。
【００１５】
　次に上記目的を達成するために第５発明に係る方法は、互いにデータ通信することが可
能な複数のサーバで提供するサービスを動的に選択するよう制御するクラウドシステムを
構成する装置で実行することが可能なクラウド制御方法において、サービス選択の優先度
を記憶手段に記憶する工程と、ユーザに対してプライマリクラウドと締結する第一のサー
ビスレベルアグリーメントに基づいて提供した第一のサービスの所定期間内におけるサー
ビスレベルの実績値を取得する工程と、所定期間内に取得した前記サービスレベルの実績
値と所定期間内に用いた第一のサービスレベルアグリーメントで設定したサービスレベル
の計画値との比率に基づいて、契約期間に提供するサービスの総量から換算したサービス
レベルを新たな計画値としたサービスレベルアグリーメントである第二のサービスレベル
アグリーメントを決定する工程と、記憶してある前記サービス選択の優先度に基づいて、
プライマリクラウドが用いるプライマリクラウドサーバ及び他のサーバで提供することが
可能なサービスの中から、前記優先度の高い順に、決定した前記第二のサービスレベルア
グリーメントを満たす第二のサービスを選択する工程とを含む。
【００１７】
　次に上記目的を達成するために第６発明に係る方法は、互いにデータ通信することが可
能な複数のサーバで提供するサービスを動的に選択するよう制御するクラウドシステムを
構成する装置で実行することが可能なクラウド制御方法において、ユーザに対してプライ
マリクラウドと締結する第一のサービスを提供するための第一のサービスレベルアグリー
メントの各項目に対する制約条件、及びサービス選択の優先度を含むプリファレンス情報
を記憶手段に記憶する工程と、記憶してある前記第一のサービスレベルアグリーメントの
各項目に対する制約条件が更新された場合、更新された前記第一のサービスレベルアグリ
ーメントの各項目に対する制約条件と、記憶してある前記第一のサービスレベルアグリー
メントの各項目に対する制約条件とを対比し、前記制約条件が重なっている項目は、更新
された前記第一のサービスレベルアグリーメントの各項目に対する制約条件を、前記制約
条件が重なっていない項目は、記憶してある又は更新された前記第一のサービスレベルア
グリーメントの各項目に対する制約条件をそのまま、それぞれ新たな制約条件として、第
二のサービスレベルアグリーメントを決定する工程と、記憶してある前記サービス選択の
優先度に基づいて、プライマリクラウドが用いるプライマリクラウドサーバ及び他のサー
バで提供することが可能なサービスの中から、決定した前記第二のサービスレベルアグリ
ーメントを満たす第二のサービスを選択する工程とを含む。
【００１８】
　また、第７発明に係る方法は、第６発明において、記憶してある前記第一のサービスレ
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ベルアグリーメントの各項目に対する制約条件、及びサービス選択の優先度が更新された
か否かを判断する工程を含む。
【００１９】
　また、第８発明に係る方法は、第５乃至第７発明のいずれか１つにおいて、サービスレ
ベルに対応付けて提供することが可能なサービスを識別する情報であるサービスリストを
記憶手段に記憶する工程と、記憶してある前記サービスリストを照会し、前記第二のサー
ビスレベルアグリーメントを満たすサービスレベルを有する第二のサービスを抽出し、抽
出した第二のサービスの中から、記憶してある前記サービス選択の優先度に基づいて、前
記優先度の高い順に第二のサービスを選択する工程とを含む。
【００２０】
　次に上記目的を達成するために第９発明に係るコンピュータプログラムは、互いにデー
タ通信することが可能な複数のサーバで提供するサービスを動的に選択するよう制御する
クラウドシステムを構成するコンピュータで実行することが可能なコンピュータプログラ
ムにおいて、前記コンピュータを、サービス選択の優先度を記憶手段に記憶する第一の情
報記憶手段、ユーザに対してプライマリクラウドと締結する第一のサービスレベルアグリ
ーメントに基づいて提供した第一のサービスの所定期間内におけるサービスレベルの実績
値を取得する取得手段、所定期間内に取得した前記サービスレベルの実績値と所定期間内
に用いた第一のサービスレベルアグリーメントで設定したサービスレベルの計画値との比
率に基づいて、契約期間に提供するサービスの総量から換算したサービスレベルを新たな
計画値としたサービスレベルアグリーメントである第二のサービスレベルアグリーメント
を決定する決定手段、及び記憶してある前記サービス選択の優先度に基づいて、プライマ
リクラウドが用いるプライマリクラウドサーバ及び他のサーバで提供することが可能なサ
ービスの中から、前記優先度の高い順に、決定した前記第二のサービスレベルアグリーメ
ントを満たす第二のサービスを選択する選択手段として機能させる。
【００２１】
　次に上記目的を達成するために第１０発明に係るコンピュータプログラムは、互いにデ
ータ通信することが可能な複数のサーバで提供するサービスを動的に選択するよう制御す
るクラウドシステムを構成するコンピュータで実行することが可能なコンピュータプログ
ラムにおいて、前記コンピュータを、ユーザに対してプライマリクラウドと締結する第一
のサービスを提供するための第一のサービスレベルアグリーメントの各項目に対する制約
条件、及びサービス選択の優先度を含むプリファレンス情報を記憶手段に記憶する第二の
情報記憶手段、記憶してある前記第一のサービスレベルアグリーメントの各項目に対する
制約条件が更新された場合、更新された前記第一のサービスレベルアグリーメントの各項
目に対する制約条件と、記憶してある前記第一のサービスレベルアグリーメントの各項目
に対する制約条件とを対比し、前記制約条件が重なっている項目は、更新された前記第一
のサービスレベルアグリーメントの各項目に対する制約条件を、前記制約条件が重なって
いない項目は、記憶してある又は更新された前記第一のサービスレベルアグリーメントの
各項目に対する制約条件をそのまま、それぞれ新たな制約条件として、第二のサービスレ
ベルアグリーメントを決定する決定手段、及び記憶してある前記サービス選択の優先度に
基づいて、プライマリクラウドが用いるプライマリクラウドサーバ及び他のサーバで提供
することが可能なサービスの中から、決定した前記第二のサービスレベルアグリーメント
を満たす第二のサービスを選択する選択手段として機能させる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、ユーザに対して実際に提供されたサービスのサービスレベルの実績値
と所定期間内に用いた第一のサービスレベルアグリーメントで設定したサービスレベルの
計画値との比率に基づいて、第二のサービスレベルアグリーメントを決定することができ
、プライマリクラウドとユーザとの間で締結された第一のサービスレベルアグリーメント
を遵守しつつ新たに決定した第二のサービスレベルアグリーメントを満たす第二のサービ
スを、セカンダリクラウドが提供するサービスを含めて動的に選択して提供することが可
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能となる。
【００２３】
　また、本発明によれば、プライマリクラウドとユーザとの間で締結された第一のサービ
スレベルアグリーメントの各項目に対する制約条件、及びサービス選択の優先度が更新さ
れたか否かに応じて、第一のサービスレベルアグリーメントとは異なる第二のサービスレ
ベルアグリーメントを決定することができ、プライマリクラウドの管理指針であるプリフ
ァレンス情報として制約条件及び／又はサービス選択の優先度が更新される都度、更新さ
れた制約条件及び／又はサービス選択の優先度に基づく第二のサービスを、セカンダリク
ラウドが提供するサービスを含めて動的に選択して提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の実施の形態１に係るクラウドシステムの構成例を示すブロック図である
。
【図２】本発明の実施の形態１に係るプライマリクラウドサーバを、ＣＰＵを用いて構成
した例を示すブロック図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係るプライマリクラウドサーバの機能ブロック図である
。
【図４】従来のプライマリクラウドサーバにおけるサービスレベルアグリーメントの考え
方を模式的に説明するグラフである。
【図５】本発明の実施の形態１に係るプライマリクラウドサーバにおけるサービスレベル
アグリーメント調整の考え方を模式的に説明するグラフである。
【図６】本発明の実施の形態１に係るプライマリクラウドサーバにおけるサービスレベル
アグリーメント調整の考え方を模式的に説明するグラフである。
【図７】本発明の実施の形態１に係るプライマリクラウドサーバのＣＰＵの処理手順を示
すフローチャートである。
【図８】本発明の実施の形態１に係るプライマリクラウドサーバのサービスリスト記憶部
１３２に記憶してあるデータ構成の例示図である。
【図９】サービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）を更新する手順の具体例を示すグラ
フである。
【図１０】本発明の実施の形態２に係るプライマリクラウドサーバを、ＣＰＵを用いて構
成した例を示すブロック図である。
【図１１】本発明の実施の形態２に係るプライマリクラウドサーバの機能ブロック図であ
る。
【図１２】本発明の実施の形態２に係るプライマリクラウドサーバのプリファレンス情報
記憶部に記憶されているデータの例示図である。
【図１３】本発明の実施の形態２に係るプライマリクラウドサーバのＣＰＵの処理手順を
示すフローチャートである。
【図１４】本発明の実施の形態２に係るプライマリクラウドサーバのサービスリスト記憶
部に記憶してあるデータ構成の例示図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施の形態におけるプライマリクラウドサーバで提供したサービスレベ
ルの実績値又は更新されたプリファレンス情報に基づいて、サービスレベルアグリーメン
トを動的に決定することにより、セカンダリクラウドサーバで提供するサービスを含めて
サービスを動的に選択して提供することができる装置について、図面に基づいて具体的に
説明する。以下の実施の形態は、特許請求の範囲に記載された発明を限定するものではな
く、実施の形態の中で説明されている特徴的事項の組み合わせの全てが解決手段の必須事
項であるとは限らないことは言うまでもない。
【００２６】
　また、本発明は多くの異なる態様にて実施することが可能であり、実施の形態の記載内
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容に限定して解釈されるべきものではない。実施の形態を通じて同じ要素には同一の符号
を付している。
【００２７】
　以下の実施の形態では、コンピュータシステムにコンピュータプログラムを導入した、
クラウドシステムについて説明するが、当業者であれば明らかな通り、本発明はその一部
をコンピュータで実行することが可能なコンピュータプログラムとして実施することがで
きる。したがって、本発明は、クラウド制御装置を含むクラウドシステムというハードウ
ェアとしての実施の形態、ソフトウェアとしての実施の形態、又はソフトウェアとハード
ウェアとの組み合わせの実施の形態をとることができる。コンピュータプログラムは、ハ
ードディスク、ＤＶＤ、ＣＤ、光記憶装置、磁気記憶装置等の任意のコンピュータで読み
取ることが可能な記録媒体に記録することができる。
【００２８】
　本発明の実施の形態によれば、ユーザに対して実際に提供されたサービスのサービスレ
ベルの実績値と所定期間内に用いた第一のサービスレベルアグリーメントで設定したサー
ビスレベルの計画値との比率に基づいて、第二のサービスレベルアグリーメントを決定す
ることができ、プライマリクラウドとユーザとの間で締結された第一のサービスレベルア
グリーメントを遵守しつつ新たに決定した第二のサービスレベルアグリーメントを満たす
第二のサービスを、セカンダリクラウドが提供するサービスを含めて動的に選択して提供
することが可能となる。
【００２９】
　また、本発明の実施の形態によれば、プライマリクラウドとユーザとの間で締結された
第一のサービスレベルアグリーメントの各項目に対する制約条件、及びサービス選択の優
先度が更新されたか否かに応じて、第一のサービスレベルアグリーメントとは異なる第二
のサービスレベルアグリーメントを決定することができ、プライマリクラウドの管理指針
であるプリファレンス情報として制約条件及び／又はサービス選択の優先度が更新される
都度、更新された制約条件及び／又はサービス選択の優先度に基づく第二のサービスを、
セカンダリクラウドが提供するサービスを含めて動的に選択して提供することが可能とな
る。
【００３０】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係るクラウドシステムの構成例を示すブロック図であ
る。本発明の実施の形態１に係るクラウドシステムは、動作を制御するクラウド制御装置
２と一体となっているプライマリクラウドサーバ１が、複数のクライアント３、３、・・
・と、ネットワークを介してデータ通信することが可能に接続されており、また、プライ
マリクラウドサーバ１が提供するサービス（第一のサービス）とは異なるサービスを提供
する複数のセカンダリクラウドサーバ５、５、・・・と、ネットワークを介してデータ通
信することが可能に接続されている。
【００３１】
　プライマリクラウドサーバ１を用いるプライマリクラウドは、ハードウェア、ソフトウ
ェア、アプリケーション等のＩＴリソースをサービスとしてユーザに対して提供する。プ
ライマリクラウドは、ユーザに対して、割り当てることが可能なサービス、サービスレベ
ルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）及びサービス料金、管理コスト等のコストを提示し、ユー
ザは、クライアント３から選択したサービス要求をプライマリクラウドサーバ１へ送信す
る。すなわちサービス要求にはサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）が含まれる。
同様に、セカンダリクラウドは、プライマリクラウドに対して、割り当てることが可能な
サービス、サービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）及びサービス料金、管理コスト等
のコストを提示し、プライマリクラウドは、プライマリクラウドサーバ１から選択したサ
ービス要求をセカンダリクラウドサーバ５、５、・・・へ送信する。すなわちサービス要
求にはサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）が含まれる。プライマリクラウドサー
バ１は、サービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）を遵守しつつ、ユーザに対してサー
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ビスを提供する。
【００３２】
　なお、サービス料金とは、サービスを利用するためのコストを意味しており、例えば処
理数ごとの利用料金等を示している。また、管理コストとは、サービスを提供する場合に
、提供するサービスの品質を維持するために必要なコストを意味している。
【００３３】
　図２は、本発明の実施の形態１に係るプライマリクラウドサーバ１（クラウド制御装置
２）を、ＣＰＵを用いて構成した例を示すブロック図である。図２に示すように、プライ
マリクラウドサーバ１は、少なくともＣＰＵ（中央演算装置）１１、メモリ１２、記憶装
置１３、Ｉ／Ｏインタフェース１４、ビデオインタフェース１５、可搬型ディスクドライ
ブ１６、通信インタフェース１７及び上述したハードウェアを接続する内部バス１８で構
成されている。
【００３４】
　ＣＰＵ１１は、内部バス１８を介してプライマリクラウドサーバ１の上述したようなハ
ードウェア各部と接続されており、上述したハードウェア各部の動作を制御するとともに
、記憶装置１３に記憶しているコンピュータプログラム１００に従って、種々のソフトウ
ェア的機能を実行する。メモリ１２は、ＳＲＡＭ、ＳＤＲＡＭ等の揮発性メモリで構成さ
れ、コンピュータプログラム１００の実行時にロードモジュールが展開され、コンピュー
タプログラム１００の実行時に発生する一時的なデータ等を記憶する。
【００３５】
　記憶装置１３は、内蔵される固定型記憶装置（ハードディスク）、ＲＯＭ等で構成され
ている。記憶装置１３に記憶しているコンピュータプログラム１００は、プログラム及び
データ等の情報を記録したＤＶＤ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬型記録媒体９０から、可搬型デ
ィスクドライブ１６によりダウンロードされ、実行時には記憶装置１３からメモリ１２へ
展開して実行される。もちろん、通信インタフェース１７を介して、接続されている外部
のコンピュータからダウンロードされたコンピュータプログラムであっても良い。
【００３６】
　また記憶装置１３は、プリファレンス情報記憶部１３１、サービスリスト記憶部１３２
及びサービスレベル実績値記憶部１３３を備えている。プリファレンス情報記憶部１３１
には、ユーザに対してサービス（第一のサービス）を提供するためのサービスレベルアグ
リーメントＳＬＡ（Ｕ）（第一のサービスレベルアグリーメント）の各項目に対する制約
条件、及びサービス選択の優先度を含むプリファレンス情報を記憶する。
【００３７】
　サービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）の各項目に対する制約条件は、例えば月次
、日次等の所定期間内における所定の特性値の平均値が一定値以下である、直近の所定期
間内における所定の特性値が一定値以下である、完了予定時刻までに所定の計算処理を完
了する等の制約条件である。すなわち、サービス提供の可用性、パフォーマンス、ＣＰＵ
の演算処理量等の指標を示す情報を制約条件として記憶する。これらの情報は、サービス
の提供状況によって変化する項目だからである。
【００３８】
　また、サービス選択の優先度は、例えばサービス料金が一番安価である、処理量が一番
大量である等のサービスを選択する基準を示す情報を意味しており、複数の制約・コスト
関数により定義付けしても良い。
【００３９】
　サービスリスト記憶部１３２には、サービスレベルに対応付けて提供することが可能な
サービスを識別する情報であるサービスリストを記憶する。また、サービスレベル実績値
記憶部１３３には、後述するように、実際に提供したサービスのサービスレベルの実績値
を記憶する。
【００４０】
　通信インタフェース１７は内部バス１８に接続されており、インターネット、ＬＡＮ、
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ＷＡＮ等の外部のネットワークに接続されることにより、クライアント３、３、・・・、
セカンダリクラウドサーバ５、５、・・・等とデータ送受信を行うことが可能となってい
る。
【００４１】
　Ｉ／Ｏインタフェース１４は、キーボード２１、マウス２２等のデータ入力媒体と接続
され、データの入力を受け付ける。また、ビデオインタフェース１５は、ＣＲＴモニタ、
ＬＣＤ等の表示装置２３と接続され、所定の画像を表示する。
【００４２】
　以下、上述した構成のプライマリクラウドサーバ１の動作について説明する。図３は、
本発明の実施の形態１に係るプライマリクラウドサーバ１の機能ブロック図である。図３
において、サービスレベル取得部３０１は、実際に提供したサービスのサービスレベルに
関する実績値を取得し、サービスレベル実績値記憶部１３３へ履歴データとして記憶する
。例えばサービスの提供を開始した時点から、所定のサンプリング時間ごとにサービスレ
ベルの実績値を取得して記憶する。
【００４３】
　サービスレベルアグリーメント決定部３０２は、取得したサービスレベルの実績値に基
づいて、プライマリクラウドが別個に締結するべきサービスレベルアグリーメントＳＬＡ
（Ｐ）（第二のサービスレベルアグリーメント）を決定する。より具体的には、所定期間
内のサービスレベルの実績値と所定期間内のサービスレベルの計画値との比率に基づいて
、サービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）を更新する。
【００４４】
　所定期間内のサービスレベルの計画値は、プリファレンス情報記憶部１３１にて、サー
ビスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）の各項目に対する制約条件として記憶されている
。
【００４５】
　図４は、従来のプライマリクラウドサーバにおけるサービスレベルアグリーメントの考
え方を模式的に説明するグラフである。図４に示すように、サービスの提供を開始する時
刻ｔ１からサービスレベルアグリーメントが適切であるか否かを判定する時刻ｔ２までの
間、ユーザは一定のサービスレベルＳＬ０にてサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ
）を締結する場合、サービス領域４１のサービスが提供されることを期待する。しかし、
実際に提供されるサービスのサービスレベルが計画したサービスレベルＳＬ０より高いＳ
Ｌ１であった場合、ユーザはサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）しか期待してい
ないにもかかわらず、サービス領域４２の分だけ過剰に提供することになり、プライマリ
クラウドとしては無駄なコストの発生を余儀なくされるという問題がある。
【００４６】
　図５及び図６は、本発明の実施の形態１に係るプライマリクラウドサーバ１におけるサ
ービスレベルアグリーメント調整の考え方を模式的に説明するグラフである。図５は、実
際に提供されるサービスのサービスレベルの実績値が、計画値よりも低い場合を、図６は
、実際に提供されるサービスのサービスレベルの実績値が、計画値よりも高い場合を、そ
れぞれ示している。
【００４７】
　図５では、サービスの提供を開始する時刻ｔ１からサービスレベルアグリーメントが適
切であるか否かを判定する時刻ｔ２までの間、ユーザは一定のサービスレベルＳＬ０にて
サービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）を締結している。しかし、時刻ｔ２に到達す
るまでの所定の時刻ｔ３において、それまでの契約期間内に実際に提供されたサービスの
サービスレベル（実績値）が計画したサービスレベルＳＬ０（計画値）より低くなってお
り、契約期間の終了時において、サービスの提供がサービスレベルアグリーメントＳＬＡ
（Ｕ）よりも低くなると判定することができる。
【００４８】
　そこで、プライマリクラウドサーバ１の動作を制御するクラウド制御装置２は、サービ
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スレベルアグリーメントを、サービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）よりも高いサー
ビスレベルを有するサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）へと更新する。すなわち
、所定期間内のサービスレベルの実績値と所定期間内のサービスレベルの計画値との比率
に基づいて、サービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）を高く更新することにより、契
約期間の終了時において、当初計画したサービスレベルまでサービスを提供することがで
きるよう改善することができる。
【００４９】
　同様に図６では、サービスの提供を開始する時刻ｔ１からサービスレベルアグリーメン
トが適切であるか否かを判定する時刻ｔ２までの間、ユーザは一定のサービスレベルＳＬ
０にてサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）を締結している。しかし、時刻ｔ２に
到達するまでの所定の時刻ｔ３において、それまでの契約期間内に実際に提供されたサー
ビスのサービスレベルが計画したサービスレベルＳＬ０より高くなっており、契約期間の
終了時において、サービスの提供がサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）よりも過
剰になると判定することができる。
【００５０】
　そこで、プライマリクラウドサーバ１の動作を制御するクラウド制御装置２は、サービ
スレベルアグリーメントを、サービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）よりも低いサー
ビスレベルを有するサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）へと更新する。すなわち
、所定期間内のサービスレベルの実績値と所定期間内のサービスレベルの計画値との比率
に基づいて、サービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）を低く更新することにより、契
約期間の終了時において、当初計画したサービスレベルまでサービスを提供することがで
きるよう改善することができる。
【００５１】
　なお、サービスレベルアグリーメント決定部３０２にてサービスレベルアグリーメント
ＳＬＡ（Ｐ）を更新するタイミングは、一定時間間隔であることに限定されるものではな
く、例えば外部の監視システムからのイベント受信時、所定の時期にスケジューリングさ
れた時刻等、特に限定されるものではない。
【００５２】
　また、図５及び図６の例のように、サービスの提供を開始する時刻ｔ１からサービスレ
ベルアグリーメントが適切であるか否かを判定する時刻ｔ２までの間のサービスレベルの
実績値に基づいて、該サービスレベルアグリーメントの契約期間の終了時までのサービス
レベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）を決定することに限定されるものでもない。例えば月
次単位でサービスレベルアグリーメントが更新される場合、月初から現在までに提供され
たサービスレベルの実績値に基づいて、月末までのサービスレベルアグリーメントＳＬＡ
（Ｐ）を決定しても良いし、一定時間前、例えば１２時間前から現在までに提供されたサ
ービスレベルの実績値に基づいて、一定時間後、例えば６時間後までのサービスレベルア
グリーメントＳＬＡ（Ｐ）を決定しても良い。後者は、サービスレベルアグリーメントＳ
ＬＡ（Ｐ）が移動平均法で決定される場合に有効な方法である。
【００５３】
　図３に戻って、サービス選択部３０３は、プリファレンス情報記憶部１３１に記憶して
あるサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）のサービス選択の優先度に基づいて、決
定したサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）を満たすサービスをプライマリクラウ
ド及びセカンダリクラウドが提供するサービスの中から選択する。サービス選択の優先度
は、複数の制約条件及び目的コスト関数の組み合わせとして記憶しておく。
【００５４】
　具体的には、例えばＣＯ2 コストを最小化するよう、ｍｉｎ(ＣＯ2  コスト)という目
的コスト関数として記憶する。同様に、サービス料金を最小化するよう、ｍｉｎ(サービ
ス料金)という目的コスト関数として記憶しても良いし、管理コストを最小化するよう、
ｍｉｎ(管理コスト)という目的コスト関数として記憶しても良い。
【００５５】
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　なお、サービスレベルに対応付けて提供することが可能なサービスを識別する情報であ
るサービスリストをサービスリスト記憶部１３２に記憶しておき、サービスリストを照会
することにより、新たに決定した第二のサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）を満
たすサービスレベルを有するサービス（第二のサービス）を抽出しても良い。サービスリ
ストには、プライマリクラウドが提供することが可能なサービスの詳細に関する情報だけ
でなく、セカンダリクラウドが提供することが可能なサービスの詳細に関する情報も記憶
しているので、提供することが可能な複数のサービス（第二のサービス）を選択すること
ができる。
【００５６】
　サービスリストに記憶されている各セカンダリクラウドが提供することが可能なサービ
スの詳細に関する情報は、動的に更新されても良いし、定期的に更新されても良い。サー
ビスリストの項目には、サービスレベルアグリーメントの定義に必要な属性、目的コスト
関数等を追加することもできる。
【００５７】
　そして、抽出した複数のサービスの中から、記憶してあるサービスレベルアグリーメン
トＳＬＡ（Ｕ）のサービス選択の優先度に基づいて、例えば優先度が最も高いサービス（
第二のサービス）を選択する。選択するサービスは、プライマリクラウドが提供すること
が可能なサービスであっても良いし、セカンダリクラウドが提供することが可能なサービ
スであっても良い。
【００５８】
　サービス提供部３０４は、選択したサービスを提供する。もちろん、プライマリクラウ
ドが提供することが可能なサービスだけでなく、セカンダリクラウドが提供することが可
能なサービスが選択された場合には、セカンダリクラウドサーバに対してサービスの提供
を指示する。
【００５９】
　選択されたサービスを提供することにより、実際に提供されたサービスのサービスレベ
ルの実績値に基づいて更新されたサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）を満たすサ
ービスを、サービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）で要求されるサービスレベルを維
持しながら提供することが可能となる。
【００６０】
　図７は、本発明の実施の形態１に係るプライマリクラウドサーバ１のＣＰＵ１１の処理
手順を示すフローチャートである。プライマリクラウドサーバ１のＣＰＵ１１は、ユーザ
が使用するクライアント３から、サービス要求情報を受信する（ステップＳ７０１）。具
体的には、ユーザとプライマリクラウドとの間で締結したいサービスレベルアグリーメン
トＳＬＡ（Ｕ）の内容に関する情報を含むサービス要求情報を受信する。
【００６１】
　以下、サービス要求情報として、サービスの種類が「データ解析」、サービスの提供期
間が「２００８年４月１日から２００９年８月３１日まで」、そしてサービスレベルアグ
リーメントＳＬＡ（Ｕ）として、パフォーマンスが「７００万処理／週」、可用性が「９
９．９９％以上」を受信した場合を例に挙げて、処理の流れとともに説明する。
【００６２】
　ＣＰＵ１１は、プリファレンス情報記憶部１３１に記憶されているプリファレンス情報
をロードし（ステップＳ７０２）、サービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）とは別個
に締結するべきサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）を決定する（ステップＳ７０
３）。サービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）は、サービス要求情報として受信した
サービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）の各項目に対する制約条件を、ロードしたプ
リファレンス情報とマージすることにより決定する。
【００６３】
　例えば、プリファレンス情報記憶部１３１に、プリファレンス情報として記憶してある
サービスレベルアグリーメントの各項目に対する制約条件が、セキュリティが「中位より
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大きい」であり、サービス選択の優先度が、管理コストが「最小」である場合、サービス
要求情報に含まれるサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）と、プリファレンス情報
に含まれるサービスレベルアグリーメントの各項目に対する制約条件とをマージして、新
たなサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）を、パフォーマンスが「７００万処理／
週」、可用性が「９９．９９％以上」、セキュリティが「中位以上」と決定する。
【００６４】
　ＣＰＵ１１は、決定したサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）を満たすサービス
を選択して（ステップＳ７０４）、サービスを提供する（ステップＳ７０５）。これによ
り、記憶してあるプリファレンス情報に基づいたサービスを提供することができる。
【００６５】
　図８は、本発明の実施の形態１に係るプライマリクラウドサーバ１のサービスリスト記
憶部１３２に記憶してあるデータ構成の例示図である。サービスリスト記憶部１３２には
、サービスを識別するサービスＩＤに対応付けて、サービスの種類、サービス料金、可用
性、パフォーマンス、管理コストの他、利用可能であるか否か、ＣＯ2 コスト、セキュリ
ティレベル等のサービスを選択するために必要な情報をリスト化して記憶してある。
【００６６】
　本実施の形態１では、決定したサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）が、パフォ
ーマンスが「７００万処理／週」、可用性が「９９．９９％以上」、セキュリティが「中
位以上」であり、すべてを満たすサービスはサービスＩＤ‘３’しか存在しないことから
、サービスＩＤ‘３’を選択する。
【００６７】
　図７に戻って、プライマリクラウドサーバ１のＣＰＵ１１は、ユーザとの間で締結され
たサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）の契約期間内であるか否かを判断し（ステ
ップＳ７０６）、ＣＰＵ１１が、契約期間内であると判断した場合（ステップＳ７０６：
ＹＥＳ）、ＣＰＵ１１は、サービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）の更新時刻に到達
したか否かを判断する（ステップＳ７０７）。ＣＰＵ１１が、サービスレベルアグリーメ
ントＳＬＡ（Ｐ）の更新時刻に到達したと判断した場合（ステップＳ７０７：ＹＥＳ）、
ＣＰＵ１１は、履歴データとしてサービスレベル実績値記憶部１３３に記憶してあるサー
ビスレベルの実績値を取得し（ステップＳ７０８）、締結するべきサービスレベルアグリ
ーメントＳＬＡ（Ｐ）を更新する（ステップＳ７０９）。
【００６８】
　例えば、サービスレベルの実績値を日次単位で取得する場合であって、週末においてサ
ービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）を遵守することが可能なサービスレベルアグリ
ーメントＳＬＡ（Ｐ）に更新する。図９は、サービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）
を更新する手順の具体例を示すグラフである。図９の例では、サービスレベルアグリーメ
ントＳＬＡ（Ｐ）の更新間隔を１週間とし、サービスレベルの実績値を日次単位で取得し
ているものとする。
【００６９】
　図９に示すように、サービスの提供を開始する時刻ｔ１から１日後までのサービスレベ
ルの実績値を取得する。図９の例では、ユーザに対して実際に提供されたサービスＩＤ‘
３’のサービスのパフォーマンスの実績値として２２０万処理が取得されたとする。更新
されたサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）では、パフォーマンスが「７００万処
理／週」、すなわちパフォーマンス「１００万処理／日」であったことから、実績値から
は１２０万処理／日もサービスを過剰に提供していることがわかる。
【００７０】
　しかも、図９に示すようにパフォーマンスは増加傾向にあることから、サービスレベル
アグリーメントＳＬＡ（Ｐ）の更新時刻である７日後までの残り６日間で残りの４８０万
処理を実行すれば足り、８０万処理／日でサービスを実行すれば良い。そこで、サービス
レベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）のパフォーマンス「１００万処理／日」を、パフォー
マンス「７０万処理／日」へ更新するよう決定する。なお、サービスレベルアグリーメン
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トＳＬＡ（Ｐ）のパフォーマンス「８０万処理／日」としなかったのは、実績値がサービ
スレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）の計画値より大きいサービスレベルとなる傾向にあ
ることがわかっており、比例計算により約１０万処理／日の過剰処理を想定しているから
である。
【００７１】
　図７に戻って、プライマリクラウドサーバ１のＣＰＵ１１は、更新したサービスレベル
アグリーメントＳＬＡ（Ｐ）を満たすサービスを再選択して（ステップＳ７１０）、サー
ビスを提供する（ステップＳ７１１）。これにより、サービスを提供した実績値に基づい
てサービスを提供することができる。ＣＰＵ１１が、サービスレベルアグリーメントＳＬ
Ａ（Ｐ）の更新時刻に到達していないと判断した場合（ステップＳ７０７：ＮＯ）、ＣＰ
Ｕ１１は、ステップＳ７０６へ処理を戻し、上述した処理を繰り返す。ＣＰＵ１１が、契
約期間が終了したと判断した場合（ステップＳ７０６：ＮＯ）、ＣＰＵ１１は、処理を終
了する。
【００７２】
　本実施の形態１では、更新したサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）が、パフォ
ーマンスが「７０万処理／日」、可用性が「９９．９９％以上」、セキュリティが「中位
以上」であり、すべてを満たすサービスは、プライマリクラウドのサービスＩＤ‘２’、
‘３’とセカンダリクラウドのサービスＩＤ‘Ａ１’との３つである。サービス選択の優
先度が、管理コストが「最小」であるサービスを優先することから、セカンダリクラウド
のサービスＩＤ‘Ａ１’を選択する。そして、契約期間内は、例えば週末ごとにサービス
レベルアグリーメントを遵守しているか否かを判定する場合、サービスレベルの実績値に
基づいて、サービスレベルアグリーメントを日次単位で更新することにより、週末へ向け
てサービスレベルアグリーメントを確実に遵守するよう調整することができる。
【００７３】
　以上のように本実施の形態１によれば、ユーザに対して実際に提供されたサービスのサ
ービスレベルの実績値と所定期間内に用いた第一のサービスレベルアグリーメントで設定
したサービスレベルの計画値との比率に基づいて、第二のサービスレベルアグリーメント
ＳＬＡ（Ｐ）を決定することができ、プライマリクラウドとユーザとの間で締結された第
一のサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）を遵守しつつ新たに決定した第二のサー
ビスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）を満たすサービスを、セカンダリクラウドが提供
するサービスを含めて動的に選択して提供することが可能となる。
【００７４】
　（実施の形態２）
　本発明の実施の形態２に係るクラウドシステムの構成、及びプライマリクラウドサーバ
１（クラウド制御装置２）の構成は実施の形態１と同様であることから、同一の符号を付
することにより詳細な説明を省略する。本実施の形態２は、プリファレンス情報を更新す
る都度、サービスレベルアグリーメントを動的に更新する点で、実施の形態１と相違する
。
【００７５】
　図１０は、本発明の実施の形態２に係るプライマリクラウドサーバ１（クラウド制御装
置２）を、ＣＰＵを用いて構成した例を示すブロック図である。図１０に示すように、実
施の形態２に係るプライマリクラウドサーバ１の構成は、サービスレベル実績値記憶部１
３３を有していない点を除いて、実施の形態１と同様である。
【００７６】
　図１１は、本発明の実施の形態２に係るプライマリクラウドサーバ１の機能ブロック図
である。図１１において、プリファレンス情報監視部１１０１は、プリファレンス情報記
憶部１３１に記憶されているサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）の各項目に対す
る制約条件、及びサービス選択の優先度を監視し、所定のサンプリング時間ごとに読み出
す。判断部１１０２は、プリファレンス情報記憶部１３１に記憶されているサービスレベ
ルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）の各項目に対する制約条件、及びサービス選択の優先度が
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更新されたか否かを、所定のサンプリング時間ごとに判断する。具体的には、前回のサン
プリング時間に読み出したサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）の各項目に対する
制約条件、及びサービス選択の優先度と、今回読み出したサービスレベルアグリーメント
ＳＬＡ（Ｕ）の各項目に対する制約条件、及びサービス選択の優先度とが、それぞれ一致
しているか否かを判断する。
【００７７】
　サービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）の各項目に対する制約条件は、実施の形態
１と同様、例えば月次、日次等の所定期間内における所定の特性値の平均値が一定値以下
である、直近の所定期間内における所定の特性値が一定値以下である、完了予定時刻まで
に所定の計算処理を完了する等の制約条件である。すなわち、サービス提供の可用性、パ
フォーマンス、ＣＰＵの演算処理量等の指標を示す情報を制約条件として記憶する。これ
らの情報は、サービスの提供状況によって変化する項目だからである。
【００７８】
　また、サービス選択の優先度は、例えばサービス料金が一番安価である、処理量が一番
大量である等のサービスを選択する基準を示す情報を意味しており、複数の制約・コスト
関数により定義付けしても良い。
【００７９】
　図１２は、本発明の実施の形態１に係るプライマリクラウドサーバ１のプリファレンス
情報記憶部１３１に記憶されているデータの例示図である。図１２（ａ）は、記憶されて
いるサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）の各項目に対する制約条件の一例を、図
１２（ｂ）は、サービス選択の優先度の一例を、それぞれ示している。
【００８０】
　図１２（ａ）に示すように、サービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）の各項目に対
する制約条件としては、サービスの提供場所、可用性の下限、ＣＯ2 コストの上限、ある
いはバックアップの有無等に関する情報を記憶する。また、図１２（ｂ）に示すように、
サービス選択の優先度は、目的コスト関数として記憶しておき、ＣＯ2 コスト、管理コス
ト、サービス料金、・・・等の複数の引数に基づく目的コスト関数を記憶する。そして、
記憶してある目的コスト関数が最小となるサービスを選択するようにしてある。もちろん
、図１２（ｂ）のように、それぞれの引数の重み付けをしても良いし、単純な総和であっ
ても良い。
【００８１】
　図１１に戻って、サービスレベルアグリーメント決定部１１０３は、判断部１１０２で
プリファレンス情報が更新されたと判断した場合、更新されたサービスレベルアグリーメ
ントの各項目に対する制約条件を、記憶してあるサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（
Ｕ）の各項目に対する制約条件とマージし、新たに締結するべきサービスレベルアグリー
メントＳＬＡ（Ｐ）（第二のサービスレベルアグリーメント）を決定する。更新されたサ
ービスレベルアグリーメントの各項目に対する制約条件を、記憶してあるサービスレベル
アグリーメントＳＬＡ（Ｕ）の各項目に対する制約条件とマージするとは、例えば処理性
能の上乗せ、サービス品質の向上、サービス提供場所の追加等を意味する。
【００８２】
　処理性能の上乗せとは、例えばサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）で定義され
ている平均処理数を、サービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）で要求されたレベルま
で上乗せすることを意味する。サービス品質の向上とは、例えばサービスレベルアグリー
メントＳＬＡ（Ｕ）で定義されている可用性を、サービスレベルアグリーメントＳＬＡ（
Ｐ）で要求されたレベルまで向上することを意味する。サービス提供場所の追加とは、サ
ービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）で定義されているサービスの提供場所に、サー
ビスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）で要求されたサービスの提供場所を追加すること
を意味する。
【００８３】
　サービス選択部１１０４は、更新されたサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）の
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サービス選択の優先度に基づいて、決定したサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）
を満たすサービス（第二のサービス）をプライマリクラウド及びセカンダリクラウドが提
供するサービスの中から選択する。サービス選択の優先度は、複数の制約条件及び目的コ
スト関数の組み合わせとして記憶しておく。
【００８４】
　具体的には、例えばＣＯ2 コストを最小化するよう、ｍｉｎ(ＣＯ2 コスト）という目
的コスト関数として記憶する。同様に、サービス料金を最小化するよう、ｍｉｎ(サービ
ス料金)という目的コスト関数として記憶しても良いし、管理コストを最小化するよう、
ｍｉｎ(管理コスト)という目的コスト関数として記憶しても良い。
【００８５】
　なお、サービスレベルに対応付けて提供することが可能なサービスを識別する情報であ
るサービスリストをサービスリスト記憶部１３２に記憶しておき、サービスリストを照会
することにより、新たに決定した第二のサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）を満
たすサービスレベルを有するサービス（第二のサービス）を抽出しても良い。サービスリ
ストには、プライマリクラウドが提供することが可能なサービスの詳細に関する情報だけ
でなく、セカンダリクラウドが提供することが可能なサービスの詳細に関する情報も記憶
しているので、提供することが可能なサービス（第二のサービス）を選択することができ
る。
【００８６】
　サービスリストに記憶されている各セカンダリクラウドが提供することが可能なサービ
スの詳細に関する情報は、動的に更新されても良いし、定期的に更新されても良い。サー
ビスリストの項目には、サービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）の定義に必要な属性
、目的コスト関数等を追加することもできる。
【００８７】
　そして、抽出した複数のサービスの中から、記憶してあるサービスレベルアグリーメン
トＳＬＡ（Ｕ）のサービス選択の優先度に基づいて、例えば優先度が最も高いサービス（
第二のサービス）を選択する。選択するサービスは、プライマリクラウドが提供すること
が可能なサービスであっても良いし、セカンダリクラウドが提供することが可能なサービ
スであっても良い。
【００８８】
　サービス提供部１１０５は、選択したサービスを提供する。ここで、サービスの提供と
は、サービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）の更新、サービスレベルアグリーメント
ＳＬＡ（Ｐ）に応じた他のサービスへの切り替え、サービスレベルアグリーメントＳＬＡ
（Ｐ）に応じたサービスの追加、削除等を意味する。もちろん、プライマリクラウドが提
供することが可能なサービスだけでなく、セカンダリクラウドが提供することが可能なサ
ービスが選択された場合には、セカンダリクラウドサーバに対してサービスの提供を指示
する。
【００８９】
　サービスを提供することにより、更新されたサービスレベルアグリーメントの各項目に
対する制約条件に基づいて新たに決定したサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）を
満たすサービスを、サービスレベルを維持しながら提供することが可能となる。
【００９０】
　図１３は、本発明の実施の形態２に係るプライマリクラウドサーバ１のＣＰＵ１１の処
理手順を示すフローチャートである。プライマリクラウドサーバ１のＣＰＵ１１は、ユー
ザが使用するクライアント３から、サービス要求情報を受信する（ステップＳ１３０１）
。具体的には、ユーザとプライマリクラウドとの間で締結したいサービスレベルアグリー
メントＳＬＡ（Ｕ）の内容に関する情報を含むサービス要求情報を受信する。
【００９１】
　以下、サービス要求情報として、サービスの種類が「データ解析」、サービスの提供期
間が「２００８年４月１日から２００９年８月３１日まで」、そしてサービスレベルアグ
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リーメントＳＬＡ（Ｕ）として、パフォーマンスが「７００万処理／週以上」、可用性が
「９９．９９％以上」を受信した場合を例に挙げて、処理の流れとともに説明する。
【００９２】
　ＣＰＵ１１は、プリファレンス情報記憶部１３１に記憶されているプリファレンス情報
をロードし（ステップＳ１３０２）、新たに締結するべきサービスレベルアグリーメント
ＳＬＡ（Ｐ）を決定する（ステップＳ１３０３）。サービスレベルアグリーメントＳＬＡ
（Ｐ）は、サービス要求情報として受信したサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）
の各項目に対する制約条件を、ロードしたプロファレンス情報とマージすることにより決
定する。
【００９３】
　例えば、プリファレンス情報としてプリファレンス情報記憶部１３１に記憶されている
サービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）の各項目に対する制約条件が、セキュリティ
が「中位より大きい」、サービス選択の優先度が、管理コストが「最小」である場合、サ
ービス要求情報に含まれるサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）と、プリファレン
ス情報に含まれるサービスレベルアグリーメントの各項目に対する制約条件とをマージし
て、サービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）を、パフォーマンスが「７００万処理／
週以上」、可用性が「９９．９９％以上」、セキュリティが「中位より大きい」と決定す
る。
【００９４】
　ＣＰＵ１１は、決定したサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）を満たすサービス
を選択して（ステップＳ１３０４）、サービスを提供する（ステップＳ１３０５）。これ
により、記憶してあるプリファレンス情報に基づいたサービスを提供することができる。
【００９５】
　図１４は、本発明の実施の形態２に係るプライマリクラウドサーバ１のサービスリスト
記憶部１３２に記憶してあるデータ構成の例示図である。サービスリスト記憶部１３２に
は、サービスを識別するサービスＩＤに対応付けて、サービスの種類、サービス料金、可
用性、パフォーマンス、管理コストの他、利用可能であるか否か、ＣＯ2 コスト、セキュ
リティレベル等のサービスを選択するために必要な情報をリスト化して記憶してある。
【００９６】
　本実施の形態２では、決定したサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）が、パフォ
ーマンスが「７００万処理／週以上」、可用性が「９９．９９％以上」、セキュリティが
「中位より大きい」であり、すべてを満たすサービスは、プライマリクラウドのサービス
ＩＤ‘３’になる。
【００９７】
　図１３に戻って、プライマリクラウドサーバ１のＣＰＵ１１は、ユーザとの間で締結さ
れたサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）の契約期間内であるか否かを判断し（ス
テップＳ１３０６）、ＣＰＵ１１が、契約期間内であると判断した場合（ステップＳ１３
０６：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１１は、プリファレンス情報が更新されたか否かを判断する（ス
テップＳ１３０７）。ＣＰＵ１１が、プリファレンス情報が更新されたと判断した場合（
ステップＳ１３０７：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１１は、更新されたプリファレンス情報をリロー
ドし（ステップＳ１３０８）、サービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）を更新する（
ステップＳ１３０９）。
【００９８】
　サービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）は、サービス要求情報として受信したサー
ビスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）の各項目に対する制約条件を、リロードしたプロ
ファレンス情報とマージすることにより更新する。
【００９９】
　例えば、プリファレンス情報記憶部１３１に記憶してあるプリファレンス情報を日次単
位で最適化する場合であって、プリファレンス情報のうち、サービスレベルアグリーメン
トの各項目に対する制約条件が、セキュリティが「中位以上」、サービス料金が「５００
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＄／処理単位より小さい」に更新され、サービス選択の優先度が、ＣＯ2 コストが「最小
」に更新された場合を想定する。この場合、サービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）
のパフォーマンス「７００万処理／週以上」を、日次単位に換算してパフォーマンス「１
００万処理／日以上」とし、サービス要求情報に含まれるサービスレベルアグリーメント
ＳＬＡ（Ｕ）と、更新されたプリファレンス情報に含まれるサービスレベルアグリーメン
トの各項目に対する制約条件とを再度マージする。これにより、サービスレベルアグリー
メントＳＬＡ（Ｐ）を、パフォーマンスが「１００万処理／日以上」、可用性が「９９．
９９％以上」、セキュリティが「中位以上」、サービス料金が「５００＄／処理単位より
小さい」と新たに決定して更新する。
【０１００】
　ＣＰＵ１１は、更新したサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）を満たすサービス
を再選択して（ステップＳ１３１０）、サービスを提供する（ステップＳ１３１１）。こ
れにより、更新されたプリファレンス情報を反映したサービスを提供することができる。
ＣＰＵ１１が、プリファレンス情報が更新されていないと判断した場合（ステップＳ１３
０７：ＮＯ）、ＣＰＵ１１は、ステップＳ１３０６へ処理を戻し、上述した処理を繰り返
す。ＣＰＵ１１が、契約期間が終了したと判断した場合（ステップＳ１３０６：ＮＯ）、
ＣＰＵ１１は、処理を終了する。
【０１０１】
　本実施の形態２では、更新したサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）の各項目に
対する制約条件が、パフォーマンスが「１００万処理／日以上」、可用性が「９９．９９
％以上」、セキュリティが「中位以上」であるので、すべてを満たすサービスは、プライ
マリクラウドのサービスＩＤ‘３’と、セカンダリクラウドのサービスＩＤ‘Ａ２’との
２つである。一方、プリファレンス情報の更新により、サービス選択の優先度が、ＣＯ2 

コストが「最小」に更新されているので、ＣＯ2 コストの少ないセカンダリクラウドのサ
ービスＩＤ‘Ａ２’を選択する。
【０１０２】
　以上のように本実施の形態２によれば、プライマリクラウドとユーザとの間で締結され
たサービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｕ）の各項目に対する制約条件、及びサービス
選択の優先度が更新されたか否かに応じて、サービスレベルアグリーメントとは異なるサ
ービスレベルアグリーメントＳＬＡ（Ｐ）を決定することができ、プライマリクラウドの
管理指針であるプリファレンス情報として制約条件及び／又はサービス選択の優先度が更
新される都度、更新された制約条件及び／又はサービス選択の優先度に基づく第二のサー
ビスを、セカンダリクラウドが提供するサービスを含めて動的に選択して提供することが
可能となる。
【０１０３】
　なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨の範囲内であれば
多種の変更、改良等が可能である。例えば、クラウド制御装置２は、プライマリクラウド
サーバ１と一体ではなく、別個のコンピュータとしてプライマリクラウドサーバ１とデー
タ送受信することが可能に接続されている構成であっても良い。また、プラットフォーム
提供サービス、プライベートクラウドにおいて提供されるサービス、ユーザ管理サービス
、データ提供サービス、アプリケーション開発環境の提供サービス、セキュリティサービ
ス、データベースサービス等、あらゆるクラウドサービスに本発明は適用することができ
る。
【符号の説明】
【０１０４】
　１　プライマリクラウドサーバ
　２　クラウド制御装置
　３　クライアント
　５　セカンダリクラウドサーバ
　１１　ＣＰＵ
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　１２　メモリ
　１３　記憶装置
　１４　Ｉ／Ｏインタフェース
　１５　ビデオインタフェース
　１６　可搬型ディスクドライブ
　１７　通信インタフェース
　１８　内部バス
　２３　表示装置
　９０　可搬型記録媒体
　１００　コンピュータプログラム
　１３１　プリファレンス情報記憶部
　１３２　サービスリスト記憶部
　１３３　サービスレベル実績値記憶部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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