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情報処理システムの性能評価 (2)

紀一誠
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1. はじめに

情報処理システムの性能評価技術とは，想定されるシ

ステム構成の下で，利用者特性とシステム性能評価指標

との聞の関係を定量的に示す技術である事を前稿で述べ

た.システム性能評価技術は大きく分けると，性能測定

技術と性能予測技術に分ける事ができる.本稿ではまず

性能測定技術を第 2 章，性能予測技術の概要を第 3 章に

紹介する.

2. 性能測定技術

2.1 測定の目的

性能測定技術はその目的に応じてさらに，システム性

能測定技術と単独ワークロード測定技術の二種類に分類

する事ができる.

システム性能測定技術は複数の利用者がシステムを

使用している状態において種々のシステム性能評価指標

を測定するための技術である.既に稼働中のシステムに

おいては，システム稼働状況を監視し負荷増加の検出，

性能異常の早期発見と対策を行う.一方，実システムが

完成する以前にもシステム測定によって性能評価指標を

知りたい場合もある.前稿で紹介した OLTP(On Line 

τ'ransaction Processing) システムのベンチマークテスト

である TPC-A を利用した測定もその一例である. 実機

環境を準備し，所定のワークロードを発生させ，その状

況の下でシステムの稼働状況を測定する. このとき実機

環境の上に実現するシステムは，対象とすべきシステム

そのものを完成させたものではなし性能に関与する部
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分の動的なふるまいのみを模擬的に実現するシステムで

ある.例えば，データペースについては，各レコードの

情報内容は問うことなく，その構造とデータ件数のみを

実現する.このようにシステムの骨格部分のみを実現し

たものは，プロトタイプシステムといわれ，その構築技

術はプロトタイピング技術といわれる. プロトタイプシ

ステムを利用してシステム性能を測定する場合には，所

定の利用者特性を実現するワークロードを正確に効率良

く発生させる必要がある.小規模なシステムの場合には

実際にクライアント(端末)側にワークロードを発生させ

るオペレータを配置し測定を行う事も可能ではあるが，

端末数が数百から数千台というように大きくなってくる

とこの人海戦術は破綻をきたす.質の良い測定データを

得るためには，質の良い負荷の発生方法が必要である.

この目的のためにエミュレーション技法といわれる擬似

負荷発生法が考えられている.エミュレーション技法と

は図 1 に示すように，多数のクライアントから発生す

るトランザクション負荷を実際のクライアントからでは

なくその動きを擬似する負荷発生用のマシンを使用して

発生させる方法である.多数の利用者の動作を l 台のエ

ミュレータ・マシンで実現するため，効率よく測定が実

施できる.しかし，負荷を発生させるエミュレータ・マ

シンの能力が十分高くないと所定の負荷を実現できない

ばかりでなく，応答時間の測定誤差も大きなものになる

危険性ももっているので，実施に当たっては十分な注意

が必要である.

システム性能測定が実稼働状況を想定した測定を行う

のにたいして，単独ワークロード測定は一つのプログラ

ムのみを走行させ測定を行う.その目的は，測定対象を

一つに絞ることにより，高い精度の測定を行いシステム

の設計に反映させることにある. CPU の設計を行う際

には何種類ものプログラムについてその 1 命令毎の動作

を詳細に測定したデータが利用される.また，後に述べ
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図 1: 擬似負荷発生法

るシングルプロファイル法においては，システム資源に

競合が発生しないように l クライアントのみを接続した

状態において，対象システムが扱うトランザクションを

発生させその処理プロセスの詳細を測定し，そのデータ

を利用して多数の端末から非同期にトランザクションが

発生する場合のシステム性能の予測を行う.

2.2 性能測定技法

性能測定の目的，必要とするデータの測定精度，測定

環境等々に応じて性能測定に用いられるツール(測定機

能)は変わる.性能測定ツールは測定モニタともいわれ

る.モニタはその形態により，ハードウエア・モニタ，

ソフトウエア・モニタ，ハイブリッド・モニタに分類さ

れる.

ハードウエア・モニタは高インピーダンスのハードウ

エア・プロープ(測定端子)を対象システムに接続して

電気信号の形で測定情報を得る方法である.ソフトウエ

アに全く変更を加える事が無いため，測定のオーバヘッ

ドが全く無い事が最大の特徴である.その反面，ハード

ウエア的に検出可能な情報に隈られるため，収集できる

データの種類に制約がある.

ソフトウエア・モニタは測定機能をすべてソフトウエ

アで実現する方法であり，様々な種類のものが開発され

ている.ソフトウエア機能により情報を収集するため，

プロセスの切替えといったようなソフトウエア的なイベ

ントの検出が容易であり，また各種テープル類のような

ソフトウエア情報へのアクセスが容易であるため柔軟性
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のある測定が行える.その反面，総ての機能をソフトウ

エアで実現するため，測定のオーバヘッドが高くなる危

険性をもっている.

ハイブリッド・モニタは両者を併用する方法である.

ソフトウエア・プロープをあらかじめ情報収集に必要な

箇所に埋め込み，それにより検出されたイベントをハー

ドウエア・インターフェイスに記録していく.測定デー

タの収集はハードウエア的に行われるため測定オーバ

ヘッドは少なく，またソフトウエア・プロープを用いる

ために測定の柔軟性は高い.いわば両者の利点を生かし

た形の技法であるが，特殊なハードウエアによる測定機

構が必要である事，あらかじめソフトウエア・プロープ

をシステムに挿入しておかなければならない事などの問

題点ももっている.

測定技法は情報収集の方法により，イベント・ドリブ

ン方式とサンプリング方式(タイマ・ドリブン方式ともい

われる)とに分類する事もできる.イベント・ドリブン方

式では，注目するイペントが発生する毎にその種別と関

連情報を発生時刻とともに記録する.注目するプロセス

やタスクの動作分析に適している. サンプリング方式

は，一定時間間隔で測定プログラムが起動されシステム

状態を記録していく.インプリメントが簡単であるとい

う利点をもっているが，特定のプロセスの動作を追跡し

分析する事は得意ではない.また，サンプリングを行う

事に起因する測定誤差にも注意が必要がある.性能測定

技術に関する詳細は [4][10] [16] 等を参照されたい.
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3. 性能予測技術

システム性能を評価する際に実機環境を整えることが

でき実測を行うことが簡単にできるならば，測定を行う

事が最も確実に精度の良い結果を得る方法であろう.し

かしながら，実機を用いたシステム測定を行うにはプロ

トタイプの開発，測定環境の整備などと多くの人手と時

聞がかかる.また，システム設計の初期の段階では実機

を使つての測定環境を整えること自体が一般には困難で

ある. このように実機による測定が期間的，コスト的に

無理な場合には，予測精度を多少犠牲にしても手軽にシ

ステム稼働時の性能を予測する技術が必要になる.性能

予測技術の役割はこのような要請に応えるものである.

性能予測技法はモンテカルロ型シミュレーション技法

と待ち行列モデルを利用する解析的性能評価技法の二種

類に分類する事ができる.

3.1 シミュレーションによる性能予測

シミュレーションを用いてシステム性能の予測を行う

場合には，対象とするシステムの構造や動作をモデル化

しそれをシミュレーション言語で記述を行う.この過程

はシミュレーション言語によるプログラミング作業その

ものである.シミュレーションによるモデル化は労力さ

え厭わなければいくらでも詳細な記述が可能であり，シ

ステムの細かい動作や条件を反映したモデルを作成す

ることができる. そのため，汎用性の高い製品 [OS や

CPU 等l の方式を決める場合にはシミュレーションによ

る詳細なモデル化と十分な検討が必要とされる.その結

果採用された方式の影響は多数のシステムに及ぶことに

なる.一方，シミュレーシヨンにおいては，一般には実

時間の 100 '" 1000 倍程度の実行時聞がかかる.モデル

を詳細にすればするほどこの比率は高くなる.従って，

短期間に数多くの条件に対応して性能評価結果を求めな

ければならない状況には必ずしも向いていない.

モンテカルロ型シミュレータとしては，歴史的には

GPSS , SIMULA, DYNAMO 等が有名ではあるが，現

在では視覚的インターフェースを備えているものやネッ

トワーク専用のシミュレータ等優れたものが多数開発さ

れている.詳しくは [1] を参照.

シミュレーションは誰にでも簡単に使用できる有力な

性能予測の道具である.しかしながら，シミュレーショ

ンを GIGO(Garbage In Garbage Out) に終らせないた

めには注意深いモデル化と結果の検討が不可欠である.

シミュレーションの実施に際して注意しておくべきこと
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を以下にいくつかあげておく.

-バランスのとれたモデル化を行う.担当者は自分の

良く知っている部分を詳細にモデル化し，知らない

部分は大雑把なモデル記述をする傾向がある.全体

の記述レベルを揃え，本質を見失わないモデル化を

行う事が最も大切である.

-大規模なシミュレーションは避ける. r規模が大き

ければそれだけ正確な結果が得られる」という考え

方はシミュレーションに関する迷信であろう.

-事前に理論解析を行った上で実施する. トラヒック

量の算定と M/M/1 程度の簡単なモデルでも良い.

このことはシステム特性についてのイメージをでき

る限り事前に明確にしておく役割を果たすととも

に，シミュレーション結果との照合を行う事により

パグの発見に役立てる事ができる.

-結果をなるべく大勢の関係者で検討する.一見もっ

ともそうな形で出てくるシミュレーション結果も，

実システムの開発を担当する専門家からみると不自

然に見える場合がある.視点の異なる多くの関係者

による検討により思わぬ誤りを防ぐことができる.

-結果の精度にあまり神経質にならない.シミュレー

ションはおおまかな傾向を手軽に把握できる事が利

点なので，その特徴を生かす事が大切である.

3.2 待ち行列モデルを用いた性能予測

システムを数理的にモデル化しその解析をすることに

よって性能予測を行う方法である.混雑現象を数理的に

あっかうための理論である待ち行列理論がつかわれる.

待ち行列理論やその応用については多数の解説があるの

でそれらを参照して頂きたい [5][可 [8][9][14] [15][17][19]. 

ここでは簡単な例によりその概要を示す.

問乙〕皿ゐL 退去
待ち行列

図 2: シングルサーバ待ち行列モデル

待ち行列モデルの中で最も簡単な待ち行列であるシン

グルサーバモデルを図 2 に示す. 待ち行列モデルにお
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いては一般に客の到着時間間隔やサービス時間はある分

布に従い確率的に変動するものと考える. 待ち行列の

ふるまいは一般にこれらの分布の形やサーピス規律等に

依存して変化する.しかし，ほとんどの待ち行列システ

ムの安定性(系の定常性)は分布の形には影響されず，平

均到着間隔と平均サーピス時間から定まるトラヒック量

とサーピス能力(サーバ数)との関係を調べることにより

判断できる.待ち行列理論では，平均到着時間間隔およ

び平均サーピス時間の逆数をそれぞれ，到着率(人/時

間).サーピス率(人/時間)と定義しており，記号 λ， μ

を使用することが多い.即ち，

λ 一一一土一一一 平均到着間隔

1 
μ= 

平均サーピス時間

(1) 

(2) 

である.考えている待ち行列系への負荷を表現するパラ

メータは次のように定義される.

p 到着率 x 平均サーピス時間

λ 

μ 
(3) 

この p はトラヒック密度 (τ'raffic Intensity) または電

話トラヒックの表現にならい呼量といわれる.呼量は無

名数で物理的な意味での単位はないが，その量を表すの

に，アーラン (Erl.)という単位が使用される事が多い.

その由来は電話トラヒック理論の始祖である A.K.Erlang

から来ている. トラヒック密度 (3) を用いて S 人のサー

バをもっ複数サーバの待ち行列の安定条件(定常状態をも

っ条件)を次のように表す事ができる.

ρ <S (4) 

条件 (4) はシステムを安定にたもつにはサーピス能力以

上の負荷をかけてはいけないことを示している.

システム性能評価の初期の段階でこのトラヒック量を

推定しサーピス能力以上の負荷をかけてしまうような設

計になっていないかどうかを確認することは極めて重要

である.即ち，システム資源に関する呼量計算をするだ

けでも処理能力以上に大きな負荷をかけてしまうという

大きな設計誤りは最低限防ぐ事ができる.例えばト

ランザクション当たりの CPU 使用時間が平均 120ms で

あるトランザクシヨンが入件/秒で到着するものとす

る. CPU 呼量はこのとき，

p=;=λx 0.12 仰
となる.従って. CPU は l 台とすると系が定常状態を

もつための条件 ρ く 1 から， λ< 8.3 が得られ，この
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システムの最大トランザクション処理能力は約 8.3 件/

秒ということがわかる.これ以上の負荷を想定したシス

テム設計はできないことは明らかであろう.

それでは，このシステムに上限値 8.3 件/秒よりは

少々軽い負荷，例えば 8.0 件/秒をかけたらどうなるで

あろうか? CPU 呼量(使用率)は (5) と同様にして，

p 0.8 x 0.12 = 0.96 (6) 

となり. 96% の使用率で稼働することがわかる.この時

の CPU の待ち時間はどの程度になるであろうか?この

待ち時間には到着間隔とサービス時間の平均値だけでは

なくそれぞれの分布の形が影響してくる. 両者共に指数

分布に従うものと仮定した場合には. M/M/l といわれ

る待ち行列モデルとなり，その公式から平均待ち時間 D

および待ち時間(確率変数)の白%値 w(白)は

D = P 1 -
l-p μ 

1 _ 1 ー α
(α= 一一一一一 ln 一一

μ(l-p)--- p 

(7) 

(8) 

となる.これらの結果 (7)(めから . p = 0.96 のときに

は D= 2.88. w(0.9) = 6.8 等の値が計算でき 1 トラン

ザクション当たり 0.12 秒の CPU 使用時間に対して平均

2.88 秒の待ち時間が発生し応答時間を悪化させること，

また到着するトランザクションの 10% は待ち時聞が 6.8

秒を越えること等がわかる.

このように，応答時間に関わる性能評価指標を予測す

る場合にはシステム資源(この場合は CPU) の競合によ

り待ち時間を推定する事が必要になり，待ち行列モデル

はそのための有力な手段として活用されている.

3.3 待ち行列網モデルを用いた性能予測

前節では一つの待ち行列から成るモデルを考えたが，

複数のプロセスが複数のシステム資源を利用しながら

処理を進めるシステムでは，ある資源の待ち時間は他の

資源の状態とは独立ではなく相互に関連をもっている.

従って，システム全体を考えた性能評価作業を行う場合

には各待ち行列を個別に扱うのではなく，複数の待ち行

列相互の関連を的確に反映した待ち行列モデルが必要と

なる. その要請に応えることができたものが待ち行列網

(ネットワーク)モデルである.ここでは閉鎖型待ち行列

網モデルの最も簡単な応用であるセントラルサーバモデ

ル [3] を用いてその考え方を紹介する.

コンピュータシステムにおいてトランザクション

がシステム内の各種資源を使用しながら処理を進めて行

く様子は，例えば図 3のように考えてみることができる.
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1 トランザクション処理時間
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図 3: トランザクション処理時間の内訳

øp ち， トランザクションを扱うプロセスはまず OS によ

り起動され，続いてそのプロセスはアプリケーションプ

ログラム (AP) を起動し所定の処理を行い CPU 資源を

使用する.また，データペース (DB) にアクセスする場

合には OS カーネルの機能を利用し IjO(InputjOutput)

処理を行いアクセスの終了を待つ.アクセスが終了する

と割り込みにより OS が起動されその処理を行った後再

びプロセスに制御を渡す.以下このような処理が何回か

続いた後最後に OS が終了処理を行いトランザクション

処理を終了する.このように CPU と入出力装置を交互

に使用しながらトランザクション処理をすすめる K 個の

プロセスがシステムに存在している状況をモデル化した

ものが図 4 に示きれるセントラルサーパモデルであり，

コンピュータシステムの性能評価モデルとして古くから

利用されてきている.コンピュータシステムの性能評価

モデルとしては開放型待ち行列網(網外と客の出入りがあ

る)よりもむしろセントラルサーバモデルに代表される閉

鎖型待ち行列網(網外との客の出入りがない)の方が良く

利用される.その理由は，閉鎖型待ち行列網モデルを用

いる事によりプロセス数が有限であることの効果，シス

テム資源問の構造的関係等を的確に表現することができ

る事にある.

実際の性能評価作業においては，このセントラルサー

バモデルをさらに拡張発展させたモデルが使用される.

その一例として. QM-X [11][12] におけるモデル化の例

を図 5に示す.ここでは網内客数制限のあるこつの閉鎖

型サブシステム(サブシステム l および2) と，一つの開

放型サブシステム(サブシステム 3) から構成されるシス

テムを扱っている.待ち行列網モデルを実際に利用する
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図 4: セントラルサーバモデル

ためには，与えられた条件のもとに様々な性能評価指標

を計算するためのソフトウエア・パッケージが必要にな

る.先に述べた QM-X の他に主なものとして. BEST-

1[2]. RESQ[18]. 蟻塚 [13]. QNAP2[20] 等がある.ま

た，パッケージの解説については [6] を参照されたい.

4. おわりに

情報処理システムの性能評価技術の基盤技術である性

能測定技術と性能予測技術について概説した.性能評価

技術は待ち行列理論に代表される理論的な側面と実際の

システムを測定するという実験的な側面とを合わせもつ

総合的な技術体系と考えることができょう.そこでは最

先端の理論的成果が応用に直接結び付いた例や，現実の

要請が理論の進展を促した例等が数多くみられる.性能

評価技術の分野は理論と応用の両輪がうまく回転して技

術の進歩を生み出している分野であるといえよう.
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