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1. はじめに  

1 つの物理的な計算機の上で複数の仮想マシン

を動作させる仮想化技術は，IP ネットワークにお

けるサーバ構築法として普及している．この方法

でユーザに快適なサービスを提供するには，仮想

マシン間のリソースの競合による性能劣化を正し

く判定する必要がある．本稿はトラヒックの特徴

から，機械学習を用いて仮想マシンの性能劣化の

有無を判定する手法を提案し，評価する．  

2. 問題の説明  

 仮想化技術では，複数の仮想マシンの間でディ

スクやネットワークなどの共有リソースの競合が

起こる．この競合により発生する各仮想マシンの

性能劣化を監視する必要があるが，ビットレート

などの指標に一定の閾値を設定する方法では正し

く劣化を判定できない．指標値が他の仮想マシン

のリソース使用量に影響されるからである．この

問題を解決するため，機械学習によって仮想マシ

ンの性能劣化を判定する手法を提案する．  

3. 提案手法  

 提案手法では，機械学習アルゴリズムにトラヒ

ックの特徴量と状態（性能劣化の有無）からなる

データインスタンスの組を学習データとして与え，

特徴量から状態を推定するクラシファイアを生成

する．本方法では仮想マシンで様々な競合条件を

発生させて学習データを作成することで，他の仮

想マシンのリソース使用量に関わらず，正確に性

能劣化の有無を判定することを狙う．  

4. 実験  

 提案手法の有効性を実

験により確認した．図１

に示すように実験系はサ

ーバと 2 台のクライアン

ト C1，C2 を 1Gbps イー

サネットで接続し構成し

た．サーバでは 2 台の仮

想マシン V1， V2 を起動

し，それぞれ WWW サーバを動作させ， 1MB と

10MB の HTML ファイルを 100 個ずつ配置した．

C2 は V2 のファイルを取得し，背景負荷を生成す

る．同時に，C1 は V1 のファイルを取得し，この

トラヒックを測定対象とする．ファイル取得は

httperf [1]により行った．  

測定するトラヒック特徴量は，ビットレート，

パケットレート，コネクションレート，TCP S YN

の損失率，平均フロー数 [2]の 5 つとし，性能劣化

のある状態を NG，ない状態を OK とする．性能

劣化の有無は，ht tperf の出力する平均 TCP コネク

ション時間にその標準偏差を加えた値を t，ファ

イルサイズを s ビットとして，s/t が 10Mbps 以上

ならば劣化なし，それ以外は劣化ありとした．機

械学習は C4.5 [3]により行った．  

学習データとテストデータを次のように作成し

た．まず， 1 台の仮想マシンのみに要求を発生さ

せ，状態が OK となる最大のレート RM を，各ファ

イルサイズについて求めた．次に，表 1 に示す要

求レートで C2 から背景負荷を生成し，各条件の

下で C1 から次式のレート Ri でトラヒックを発生

し，特徴量と状態を測定した．  

𝑅𝑖 = 𝑖 × 0.1𝑅M  (1 ≤ 𝑖 ≤ 10) 

ファイル取得は指数分布

に従う要求間隔で行い，測

定時間は 60 秒とした．この

結果 2 種類のファイルサイ

ズに対し 100 個のデータイ

ンスタンスが得られ，これ

を 1 セットとし， 6 個のデ

ータセットを作成した．学

習データは 3 つのデータセットから条件 1, 3, 5 の

下で取得したデータインスタンスとした．テスト

データは学習データとしなかった 3 つのデータセ

ットとした．これらのデータを用いて判定誤り率

を評価した．判定誤り率は，出力される状態が真

の状態と異なる割合である．結果を図２に示す．

同図より，背景負荷の大小，ファイルサイズによ

らず，未学習の条件でも判定誤り率は低い．  

 

図２ 判定誤り率の測定結果．  

5. まとめ  

機械学習を用いた仮想マシンの性能判定手法を

提案し，実験により評価した．実験の結果，競合

する他の仮想マシンの負荷に関わらず機械学習に

よって正しく性能判定できることを確認した．  
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表 1．背景負荷の条件  

条件 レート 

1 0.1RM 

2 0.3RM 

3 0.5RM 

4 0.7RM 

5 0.9RM 
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図１ 実験系.
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