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1. はじめに 
1 台の物理マシン上で複数の仮想マシンが動作

する仮想化環境が普及している．本環境で仮想マ
シンの性能が劣化した場合，いずれかの仮想マシ
ンを他の物理マシンへマイグレーションする必要
がある．マイグレーションする仮想マシンを，性
能の余裕を表す指標により選択する手法を提案し，
有効性を実験により評価する．  

2. 問題の説明 
マイグレーションでは，物理マシン上の複数の

仮想マシンの中で，他の物理マシンへ移動するも
のを選択する必要がある．この方法として，最も
著しく性能が劣化したものを選択する方法が考え
られる．一方，性能は様々なリソースと関係する
ので，性能劣化の検出には，これらのリソースと
関連する複数の指標を監視する必要がある．しか
し，消費するリソースの異なる仮想マシン同士を，
複数の指標で比較し，最も性能劣化した仮想マシ
ンを一意に決定することは困難である．  

複数の指標を総合的に評価し，性能劣化の有無
を判定する方法として，トラヒック測定と機械学
習に基づく方法を検討した [1]．文献 [1]では機械学
習モデルとして決定木を用いた．本研究では，こ
の方法を発展させ，性能劣化の程度を決定木から
求めたスカラー量で表し，これによって最も性能
劣化した仮想マシンを決定する方法を提案する． 

3. 決定木 
決定木は，状態が未知のシステムに対し，観測

した属性値に基づいて分岐判断を繰り返し，最終
的に状態を判定する木構造である．判断処理は木
の根から始まり，葉で状態を判定する．属性値が
連続値のとき，分岐判断は属性値と閾値を比較す
ることで行われる．文献 [1]では，状態は性能劣化
が無い状態 (OK)と劣化のある状態 (NG)の２つで
あり，トラヒック属性によって仮想マシンの状態
を判定している．  

4. 提案手法 
決定木の出力は状態であり，性能余裕度や劣化

程度は出力しない．決定木から性能余裕／劣化度
を求めるため，葉における状態判定の直前の分岐
点に着目し，この点での属性値と閾値の差が性能
余裕／劣化度を表すものと考える．この考え方に
基づき，性能余裕度 mp を次式で定義する．  

𝑚𝑝 = {
|exp [

𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑 −𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒

𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑
] − 1|  (状態 OK)

− |exp [
𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑 −𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒

𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑
] − 1|  (状態 NG)

 (1) 

 threshold：最後の分岐で用いた閾値  

 value：最後の分岐で用いた属性値  

性能余裕度 mp の絶対値は属性値が閾値と離れ
るほど大きくなり，性能劣化が無ければ正，劣化
があれば負の値をとる．性能が最も劣化した仮想
マシンは，mp 最小のものであると考える．  

5. 実験 
提案手法の有効性を実験により確認した．実験

系は， 4 台の仮想マシン V1， V2， V3， V4 を動作
させたサーバ PC とクライアント PC を，トラヒッ
ク観測用 PC を介して 1Gbps イーサネットで接続
し，構成した．各仮想マシンで W WW サーバを動
作させ，それぞれ 1MB の HTML ファイルを 100

個配置した．クライアント PC は ht tperf [2]で
HTML ファイルを取得し，トラヒック観測用 PC

でトラヒック属性を測定した．属性は，ビットレ
ート，パケットレート，コネクションレート，TCP 

SYN 損失率，フロー数である．状態 OK，NG は，
ファイルサイズを s ビット， httperf が測定したコ
ネクション時間にその標準偏差を加えた値を t 秒
として， s/t≧ 10Mbps ならば OK，それ以外は NG

とした．決定木は，C4. 5 [3]により生成し，同プロ
グラムに入力する学習データは，以下のように作
成した．V1 のみにファイル取得要求を送り，状態
が OK となる最大のレート RM を求めた．次に 0.1  

RM， 0.2 RM，…， 1. 5 RM のレートで測定したトラ
ヒック属性値と状態を学習データとした．  

性能余裕度 mp に基づく移動対象選択の妥当性
を以下のように評価した．V1，V2，V3， V4 それ
ぞれに 0.3RM， 0.2 RM， 0.3 RM， 0.4 RMのレートで
同時にファイルを取得し，V2， V3， V4 の mp と
V1 のスループットを求めた．また，V2，V3， V4

いずれかを除いてファイルを取得した場合の V1

のスループットも測定した．このようにして V2，
V3， V4 の mp と，V2， V3， V4 を移動した後の
V1 のスループット増加の関係を調べた．スループ
ットと mpは，10回の測定における平均値とした．
図 1 に， V2， V3， V4 移動後の V1 のスループッ
ト改善率と V2， V3， V4 の mp を示す．スループ
ットは，mp の低い仮想マシンを移動したときほど
大きく改善されている．この結果から，mp によっ
て移動する仮想マシンを決定する方法は有効であ
ると確認できる．  

 
図 1 性能余裕度とスループット改善率の関係 

6. むすび 
決定木に基づく性能指標を提案し，性能劣化時

の移動対象マシンの選択に有効なことを示した．  
文献 [1]林 ,  太田 ,  "パッシブなトラヒック観測… ,"  電
子情報通信学会 2012 年総合大会 ,  B-7-6, M ar. 2012. [2] 
D.Mosberger and T.J in, “http erf –  a tool for measuring web 
server p erformance,” Performance Evaluat ion Review, 26, 

Dec. 1998. [3] J .R.Quinlan, C4.5 –  Programs for machine 
learning, Morgan Kaufman, 1993. 
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