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1. はじめに

QM-X [1 , 2J は，コンピュータシステムと通

信を結合して構成されるさまざまな情報処理シス

テムの設計・製造あるいは管理・運用にたずさわ

るシステム技術者たちが，質の高い的確な性能評

価作業を敏速に実施できるようにするため， 1981 

年日本電気制によって開発されたソフトウェア・

パッケージである. QM-X は開発後約 2 年間に

わたる社内試用期間を経て改良強化を加えた後，

当社の ACOS-6， ACOS-4 を対象とする総合的

な性能分析・予測システムである PERFORMS

[3J の中の性能予測を受けもつサブシステムとし

ての位置づけのもとに， 1983年圏内でははじめて

商用化され，現在広〈実用に供されている.

QM-X は， 待ち行列網モデルを利用した解析

型のパッケージであり，積形式解をもっ混合型

BCMP 待ち行列網モデルに加えてパッシプサー

パをもっ網をはじめとする各種の非積形式型の待

ち行列網モデルを解く機能を備えている.

QM-X の特長は， 待ち行列網モテ'ルを実際の

性能評価問題になじませるための応用上の数々の

工夫が盛り込まれていることに加えて， ワークロ

ードモデルの自動合成機能を備えていることがあ

げられる.すなわち， QM-X は ACOS システム

のハードウェアやオベレーティングシステム (0

きの いっせい 日本電気制 C&C システム研究所

1985 年 7 月号

S) の基本性能に関するデータをファイルに内蔵

しており，利用者の入力するワークロードの原始

情報にもとづき OS のオーパヘッド情報を加えた

最終的なワークロードモデルを自動的に合成する

機能を備えている.

本稿では QM-X の特長，機能と構成，利用状

況等について紹介を行なう.

2. QM-X の開発方針とその背景

設定したシステムの耐用期間内の環境の変化を

的確に予測し，それに対する過不足のない最適な

規模のシステムを設計し，常に環境の変化にあわ

せて効率よくシステムを運用していくことがシス

テム技術者には求められている.しかし，情報処

理システムは新技術の導入と応用目的の多様化に

ともなし、，ますます大規模で複雑なものになりつ

つある一方，絶え間のない合理化を迫られるシス

テム技術者たちは，より少ない工数でより質の高

い作業をすることを日々要求されている.短期間

に少工数で質の高い性能評価作業を実行するため

には次の条件が欠かせない.

・方法論が明確に示され，標準化されているこ

と.

・作業を実施するための強力で使いやすいツー

ル類と精度のよい基礎データが準備されてい

ること.

QM-X は上記の条件を満足し， システム技術

者がその経験の有無にかかわらず高い水準の性能
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評価作業を迅速に行なえることを

目的として開発されたものであ
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積形式解をもっ待ち行列網モデ主盤王型 性能測定・分析

RM-l: 運用稼働情報収集

SMF 運用稼働情報収集
ルは， Jackson ~こ tまじまり， Ba- QM-X 

skett et al.によりその範囲を大 ・ワークロード自動合成機能 RMF 資源使用情報のリアルタイム収集表示

きく拡大され， Reiser and Ko- ・待ち行列網モデルによる計算機能 SPIQ : QM-X向け SMFおよびRM-lエディタ-

bayashi により，たたみこみ法に ・性能評価レポート編集機能 PSAT: 長期的性能情報収集監視

もとづく正規化定数の計算アルゴ 図 1 PERFORMS の構成

リズムが開発され実用化の端緒が聞かれて以来， より効果的に使用できるようにするためのさまざ

その有効性が認められ，モンテカルロ型のシミュ

レーション技法にかわって大きく発展してきた.

現在，性能評価用パッケージはそのほとんどがこ

のBCMP型の待ち行列モデ、ルを基礎としたもの

で，本特集に紹介される RESQ， QNAP2 をは

じめとして，すでに20種類以上のノミッケージの開

発が報告されている.また， BESTjl をはじめ商

用化されているものも数多い.

待ち行列網理論およびそのコンピュータシステ

ムの性能評価への応用に関しては優れた解説が文

献日， 5, 6, 7, 18, 19, 20J をはじめとして多

数発表されているので、参照されたい.

当社では，待ち行列網モテソレのもつ可能性に着

目し， QM-X の開発に先立ち，閉鎖型 Jackson

網であるセントラルサーパモデルを利用した性能

評価用パッケージ QM-l [8 J を開発し，約 3 年

聞に数十例にわたる実際の性能評価作業に使用し

ながら，待ち行列モデルの有効性を確認し，その

実用化に必要なさまざまなノウハウを蓄積してき

た. QM-X はこの QM-l の使用経験から得られ

たノウハウを最大限に生かして作られたパッケー

ジである.

QM-X はシステム性能を定量的に予測する機

能をもっているが，すでに稼働中のシステムをチ

ューンアップしたり業務を追加したりする場合に

は，現在の稼働状況を示すモニタリング情報を有

効に活用することによってその予測精度を高める

ことができる.このような状況の下で QM-X を

430 (6) 

まのパッケージの開発もあわせて行なわれてき

た. QM-X に加えて， これらを集大成したもの

が PERFORMS である.

PERFORMS は， QM-X に加えて，システム

の稼働状況を常時監視し，ボトルネックの発生や

性能の異常悪化を早期に発見したり，そのデータ

を分析し， QM-X による性能予測のための入力

情報に連動させるための各種パッケージを備えて

おり，総合的な性能分析・予測システムとして位

置づけられている.その概要を図 1 に示す.

なお，当社にはこの他に，通信回線網の最適設

計を支援するパッケージ NETS[9J およびデー

タベースシステムの最適設計と性能評価を支援す

るパッケージ IDEA[ lOJ 等が開発されており，

PERFORMS と併せて使用することによって，

総合的で質の高いシステム設計と性能評価を効率

よく実行できるようになっている.

3. QM-X の設計思想とその特長

QM-X の設計思想とその特長は以下に要約さ

れる.

(1) システム技術者向けのインターフェイス

QM-X の利用者は情報処理システムについて

の専門家ではあるが，待ち行列網に関する知識を

必ずしももっているわけではないので，待ち行列

網理論で使用される用語や概念を表面には出さ

ず，情報処理システムの世界での用語と概念のみ

でそデ、ル化が行なえるように配慮されている.

オベレーションズ・リサーチ
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システム構成情報 ワークロード(原始)情報(2) 容易な操作性と高速の応答性

対話型処理を基本とし，モテ。ルの作

成・変更が容易に行なえ，出力情報の

編集機能を豊富に備えている.さら

-ハードウエア構成，製品型版

・使用OS. データベース名

・ジョブ/トランザクション/コマンド

に，実システムとの対応のっけにくい

客のノード間推移確率を入力情報とす

ることを避け，積形式解の表現の中に

はノードへの負荷ベクトルの形しか現

われないことを利用し，ジョブ当りの QM-X 

システム資源使用時聞を直接入力する

ことにより，入力情報を必要最小限な

ものとする工夫がなされている.

また，対話型処理を基本とするには

敏速な応答性を利用者に保証しなけれ

ばならない.そのため，応答時間を悪

化させる可能性のあるハイブリッド型

のパッケージとすることを避け，すべ

ての解法を数値計算のみで、実行する純

解析型のパッケージとした.このため

に必要とされる近似解法は独自に開発したものを

使用している.

(3) 過不足のない抽象度のモデル化機能

実際の性能評価作業で大切なことは，システム

のモデルが全体としてパランスがとれていること

である.部分的な詳細化は必ずしも全体の精度向

上に結びつかない.システム技術者は一般に自分

のよく知っている部分は精密にモデル化したがる

が，知らない部分については粗いモデルで満足し

てしまう傾向にある. QM-X では，技術者聞の

個人差をなくし，誰しもが一定水準以上の評価作

業が実行できるように，提供する機能をよく吟味

し，パランスのとれたモデ、ル化ができるように配

慮されている.

(3) 基本性能データの内蔵

性能予測結果の精度は，実際には，そのほとん

どが入力するワークロード情報の精度に依存して

いる.さらにまた，実際の評価作業で最も時間と

労力を必要とするのはこのワークロード情報を準

1985 年 7 月号

、 J 
(開発部門)

。=f新製品情報
lOSパージョンアップ情報

<:==計算実行条件

<=編集条件

システム性能評価レポート

図 2 QM-X の機能と構成

備する部分である.

一般に，性能評価を行なう際にユーザーが自分

の努力の範囲で調査し入手できるのは，システム

の構成に関する情報に加えて，ユーザー自身が開

発するアプリケーションプログラムに関する情報

と需要予測にもとづく負荷条件のみである.とり

わけ， OS の管理するファイルへの入出力回数や，

OS のオーバヘッドに関する情報等は予測結果に

大きな影響をもつにもかかわらず，一般の利用者

には入手しにくい情報である.

QM-X では，一般のユーザーが手軽にしかも

精度のよいワークロード情報を作成するのを支援

するため，これら OS が関与する部分の性能情

報，および CPU や DISK 装置等のハードウェア

製品に関する性能情報をデータファイルに内蔵し

ており，利用者の入力するアプリケーションプロ

グラムに関する情報にもとづき，自動的に最終的

なワークロード情報を合成する機能を備えてい

る.

(7) 431 
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Descriptors 

表 1 サブシステムに関する定義情報の例

Subsystems 

Label 

Type 

No. of TASKs 

(MAX. MPL) 

No. of wor孟loads

Arrival condition 

BA TCH processing 

Closed 

4 

jobs/hour 

4. QM-X の機能と構成

QM-X は，大別すると図 2 に示されるように，

ワークロード合成機構，モデル計算機構， レポー

ト編集機能に分けることができる.本章ではこの

うち， ワークロード合成機構とモデル計算機構を

中心に紹介を行なう.

TRANSACTion Processing 

Closed 

6 

TSS processing 

Open 

2(INQUIRY. DBUPDATE) 

transactions/sec. commands/sec. 

4.1 ワークロード合成機構 (Workload Synｭ

thesiser) 

QM-X の利用者は， 入力情報としてまずサブ

システムに関する定義情報と， ワークロード特性

に関する定義情報を準備しなければならない.

QM-X では， ジョブ， トランザクションあるい

はコマンドに関するワークロード特性はOSやハ

Descriptors 

表 2 リアルタイムサブシステムのワークロード(原始)情報の定義例

Workloads 

Label 

Terminal 1/0 count 

Message size(Bytes) 

Program Dynamic steps 

Language 

Data base access count 

FIND AND GET NEXT 

FIND AND GET ANY 

STORE 

MODIFY 

ERASE 

INQUIRY DBUPDATE 

SEND 1 RECEIVE 1 SEND 1 RECEIVE 1 

1000 30 

3500 

COBOL 

12 

5 

1600 40 

5800 

COBOL 

必
“
1
弓t
η

コ

q
d

η
4
 

ードウェアについての特

別な知識を必要としない

で作成できるようになっ

ている.利用者が準備す

るものは，データベース

への論理入出力回数 (D

ML発行回数)，端末への

論理入出力回数(SEND/

RECEIVE 回数)やメッ

セージ長など，利用者が

開発するプログラムから

得られる情報のみに限られている.

ジョブやトランザクションの到着件数等

の負荷条件は計算する時の実行条件として

表 3 自動合成されたワークロード情報の例

<CHARACTERISTICS WORKLOAD> 

WORKLOAD ID 

CPU TIME(MSEC) 

P-I/O TIME(MSEC) 

ID NO UNIT-ID 

70.55 

DBUPDATE INQUIRY 

119.76 あたえる.

表 1 に，サブシステムに関する定義情報

の例を示す.この例では，パッチ， リアル

タイム， TSS のサブシステムが混在するシ

ステムが定義されている.前二者は，最大

多重度 4 および 6 をもっ閉鎖型サブシステ

ムで，ジョブやトランザグションの到着件

数の指定ができることを意味しており，

TSS は開放型サブシステムとして定義さ

DK 1 SYSTMDK 1 59.94 104.90 

2 SYSTMDK2 89.91 89.91 

3 DBDISK 1 119.88 29.97 

4 DBDISK2 89.91 

5 DBDISK3 59.94 59.94 

6 DBDISK4 29.97 149.85 

7 USERDK 1 

8 USERDK2 59.94 119.88 

432 (8) オベレー、ンョンズ・リサーチ
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れていることを示している.

表 2 ~こ， リアルタイムサブシステムのワークロ

ード特性に関する定義情報の例を示す.この例で

は， リアルタイムサブシステムには INQUIRY，

DBUPDATE と名づけられた 2 つのトランザグ

ション処理プログラムが定義されている. INQｭ

UIRY プログラムは COBOL で記述されており，

l トラソザグションの処理当り， COBOL のダイ

ナミックステップ数で 3.5 KS ステッフ。かかり，

端末に 1000パイトのメッセージを送信して30パイ

トのメッセージを受信し，データベースにFIND

AND GET NEXT および FIND AND GET 

ANY タイプのアクセス命令をそれぞれ12および

5 回実行することを意味している.

ワーグロード合成機構はこれらのデータを入力

情報として， ACOS システムのハードウェア製

品およびOSに関する性能情報が格納されている

ファイルを参照しながら，表 3 に示されるような

計算機構への入力情報となるワークロ}ド情報を

合成する. この例では， INQUIRY は l トラン

ザグションの処理当たり CPU 時聞を 70. 55ms, 

システムディスク l の入出力時聞が 59. 94ms, 

データベースディスク l への入出力時聞が119.88

ms 等であることが示されている.

4.2 モデル計算機構

QM-X では，バッチ処理， リアルタイム処理，

TSS 等の性格の異なるサブシステムが混在する

多次元処理システムの性能評価を効率よく実行す

るため，複数個の閉鎖型部分連鎖と複数個の開放

型部分連鎖が混在する積形式解をもっ混合型待ち

行列網をモデ、ル化の基礎としている.

積形式解をもっ待ち行列網に関する計算法は大

きく分けると，たたみこみ系統の算法と MVA

(Mean Value Analysis) 系統の算法に分類で

きる.

QM-X では， 扱える網の範囲の広さと使用す

る記憶領域の少なさおよび分解近似法とのなじみ

やすさ等の理由から，計算アルゴリズムとしては

1985 年 7 月号

表 4 利用状況アンケート結果の一部

項 目 !竺竺一最大
モ規|ノード数

Z |十プシステム数
の模 I 1 連鎖当りの網内客数

作|予測ケース数

空 j 所要工数
数 I QM-X 使用工数(内数)

15 
3.5 

6 

8

7

0

 

4
U
4

・

16 120 

12人日 60日人

3.8人目ー

たたみこみ法を基本とし，新たに混合型の BCMP

網に関する計算法 [1 1]を開発し使用している.

また，サービス要求率の異なる複数種類の客を

先着順にサービスするノードを含む非積形式網モ

デ、ルに関する近似解法 [12 ， 13J も新しく開発し

使用している.

さらに，プロセスまたはタスクのモデル化機能

を可能にするため，各閉鎖型部分連鎖に対応して

1 つずつ，網内客数と等しいサーパ数をもっ遅延

ノードの概念を導入した.遅延ノードにおける客

の滞在時聞はプロセスまたはタスクのアイドル時

間に対応づけられる.この時聞を調整することに

より，閉鎖型部分連鎖によってモデル化されるサ

ブシステムに関してもジョブあるいはトランザク

ションの外部からの到着件数を利用者が直接指定

することを可能としている.この指定方法には，

上記の他に処理可能な最大限の負荷をかけた状態

にすることを指定する法，プロセスまたはタスク

のアイドル時聞を直接指定する法等が用意され，

柔軟なモデル作成が可能となっている.

到着したジョブあるいはトランザクションで遅

延ノードの中にアイドル状態のプロセスまたはタ

スクがない状態に出会ったものは外部に作られる

待ち行列の中で空きプロセスのできるまで待つ.

この種の待ち行列はパッシブザーパをもっ待ち

行列あるいは資源の同時保留のある待ち行列とい

われ，積形式解をもたないことが知られている.

QM-X では， この形の待ち行列網に関しても新

しい近似解法日3J を開発し使用している.

この他 QM-X ~こは，計算を効率よく行なうた

(9) 433 
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図 3 QM-X で使用される待ち行列網モデルの例

νo装置

めの数々の工夫 [15 ， 16J が組み込まれている.

QM-X で使用している待ち行列網の例を図 3

に示す.

5. 利用状況

QM-X をそのサブシステムに含む PERFOR

MS は有償ソフトウェアパッケージとして現在ま

でに54社に導入され使用されている.また，社内

利用に関しては， 1983年 6 月までに約80システム

の性能評価作業に使用されてきたが，それ以降は

使用状況調査を中止したので正確な利用者数は不

明である.現在は社内各所に設置されている共同

利用のコンピュ}タシステムにインストールさ

れ，社内のシステム技術者が自由に利用できるよ

うになっている.

QM-X を利用した性能評価作業の実態を調査

するため，社内リリース後約10カ月経過した時点

で作業主数やモデルの規模に関するアンケート調

査を行なったことがある.その結果は文献日7]

に示されているが，その内おもなものを表 4 に示
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す.回答のあったのは， 20ユーザー (25 システム)

であった.ただし，この調査時点で使用されてい

た QM-X は旧いパージョンであり，ワークロー

ドの自動合成機能は完成しておらず， レポート編

集機能も現在のものより簡素なものである.

6. まとめ

QM-X の概要とその利用状況の一端を紹介し

た.コンピュータシステムの性能評価の特徴は，

扱うデータの種類が多岐にわたること，相互干渉

の非常に強い多数の待ち行列を同時に扱わねばな

らないこと，高トラヒッグ時の特性が問題となる

こと等があげられる.

QM-X の使用経験を通して， 待ち行列網モデ

ルは性能評価モデルに要請されるこれらの特徴を

よく備えた大変に有効なモデルであることを確認

することができた.

今後は，待ち行列および待ち行列網理論に関す

る新しい理論的な研究成果の吸収につとめるとと

もに，利用者の声によく耳を傾けながら新製品，
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© 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.



新技術に対応したモデル化技法とデータの蓄積を

はかり， QM-X をより強力で使いやすいものに

改良強化してし、く予定である.
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