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Abstract  Recently, many server computers are regularly running. Power consumptions and administration costs caused by these 

computers hasbecome an importance issue. Sever consolidation with server virtualization technology is an expected method to address this 

issue.In this paper, we focus on KVM, which is a virtual machine environment using CPU's instructions for virtualization. We presenter basic 

performance measurement results of consolidated servers with KVM and propose a method to improve consolidated servers' performance. 

Experimental results demonstrated that servers' performances can be improved by the method. 
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1. はじめにはじめにはじめにはじめに  近年，インターネットの普及，計算機の低価格化などからデータセンタをはじめとする多くの企業で多数のサーバコンピュータが稼動されるようになった．これに伴い，サーバによる消費電力の増加や管理負荷の増大，設置スペースの増加などが問題となっている．また，それらのサーバの多くはシステムの稼働率が低いと考えられており，サーバ資源の効率的な活用が課題となっている．これらの問題を解決すると期待されている手法にサーバ仮想化がある．  サーバ仮想化は計算機エミュレーションシステムを用いて物理計算機上に別の計算機を仮想的に稼働させる手法である．１台の物理計算機上に複数の仮想計算機を稼働させることにより，複数の物理計算機を仮想的に１台の計算機に集約させることが可能である．

近年は仮想化のための専用命令を搭載した CPU やそれを用いる仮想計算機環境 KVM の登場，ハードウェア性能の向上により，仮想計算機を用いるサーバの統合が以前に比べ容易となってきている．  本稿では，仮想計算機環境 KVM によって複数のサーバを物理的に 1 台の計算機へ集約した際における仮想サーバの基本性能の調査結果を述べ，性能向上手法についての考察を行う．  

 

2. 仮想仮想仮想仮想計算機計算機計算機計算機  計算機の仮想化とは，計算機ハードウェアの動作をエミュレートするソフトウェアを用いて仮想的に計算機を稼働させる手法であり，その計算機を仮想計算機 
(Virtual Machine)と呼ぶ．一般に，仮想計算機上で動作する OS をゲスト OS，仮想計算機を動作させている基



 

 

盤の OS をホスト OS と呼ぶ．  計算機の仮想化手法は疑似仮想化と完全仮想化の 2つ分類される．疑似仮想化はゲスト OS に対してカーネルの修正を行い仮想化を実現する手法である．疑似仮想化の長所として，ゲストホスト OS 上で得られる性能に近い性能が，ゲスト OS 上得られることがあげられる．しかし，カーネルに修正を行う必要があり，カーネルの修正を行えない OS(Windows など )を稼動させることができない．代表的な疑似仮想化ソフトウェアに Xen [1]がある．完全仮想化はゲスト OS のカーネルに修正を行わず仮想化を行う仮想化手法である．完全仮想化の長所として，ゲスト OS のカーネルに修正を行わないためほぼすべての OS を稼動させられることがあげあれる．逆に短所としては，処理性能において疑似仮想化手法に大きく劣ることがある．代表的な完全仮想化ソフトウェアとして VMWare [2]，Microsoft 

Virtual PC [3]，KVM [4]がある．本稿では KVM について考察の考察を行う．  

 

3. KVM 

KVM (Kernel-based Virtual Machine) は，2007 年 2 月に公表された Linux カーネル 2．6．20 以降に実装されている仮想計算機の管理を行う VMM(仮想マシンモニター )である．  

VMM は，1 台の計算機で Linux と他の OS(ゲスト
OS)を協調稼動させるための制御を行うソフトウェアである．プロセッサの動作モードに関わる命令の実行の横取りなどを行なって仮想計算機群を高速かつ安全に動作させる．  

KVM は OS カーネル内に実装された VMM であり，
Intel-VT，AMD-V などの CPU が有する仮想化支援命令を使用することができる．KVM 単体では仮想計算機環境として利用することができず KVM に対応した仮想計算機実装と組み合わせて使用する必要がある．一般に仮想計算機実装 QEMU と併用され，本稿でも QEMUを用いる．KVM の特徴として，CPU の仮想化支援命令を利用していることと，Linux カーネルの内部に実装されていることがあげられる．詳細は次節以降にて述べる．  

 

3.1. CPU のののの仮想化支援技術仮想化支援技術仮想化支援技術仮想化支援技術  

KVM は CPU が有する仮想化支援命令を利用することが可能である．これまでの仮想化ソフトウェアでは仮想計算機上で動作するプログラムを実行時に解析する機能を有している必要があった．よって，構造が複雑であり，実装が容易でなかった．しかし，KVM は
CPU の仮想化支援技術を利用しているため構造が単純であり，かつ低い処理負荷で高速に仮想計算機を動

作せることが可能となっている．  

CPU の 仮 想 化 支 援 機 構 に は Intel-VT(Intel 

Virtualization Technology) [5] と
AMD-V(AMD-Virtualization) [6]の 2 種類が存在する．
Intel-VT は Intel によって開発された仮想化支援技術であり，CPU に以下のような機能が追加されている．  ・VMX モードという VMM 用の動作モードの追加  ・仮想計算機制御構造 VMCS 

(Virtual Machine Control Structure)の追加  ・10 個の命令の追加  ・制御用レジスタの拡張  

AMD-V は AMD によって開発された仮想化支援技術であり，CPU に以下のような機能が追加されている． ・SVM モードという VMM 用の動作モードの追加  ・仮想計算機制御構造 VMCB 

(Virtual-Machine Control Block)の追加  ・9 個の命令の追加  ・制御用レジスタの拡張  なお，Intel-VT と AMD-V の類似点として VMM 用の動作モードが追加されたこと，仮想計算機制御構造が追加されたこと，動作モード用の命令が追加されたこと，制御用レジスタが拡張されたことがあげられる．また，相違点としては動作モードの推移手法が異なる，制御構造の中身が異なる，追加された命令の内容が異なる，メモリ管理の手法が異なる，拡張されたレジスタが異なることがあげられる．  

 

3.2. カーネルカーネルカーネルカーネル内部内部内部内部へのへのへのへの実装実装実装実装  

KVM はカーネル空間で動作するため仮想計算機の調停に必要な情報を入手でき，カーネルのタスクスケジューラやメモリ管理機構などを利用できる．よって，従来の仮想化システムと比べ高い性能が得られることが期待できる．現在，KVM はローダブル外部モジュールとして実装されており，カーネル起動後にモジュールとして読み込まれる．  

 

4. 性能性能性能性能評価評価評価評価  本章で，KVM によるサーバ統合時の基本性能の評価を行う．具体的には，ホスト OS 上での処理とゲスト
OS での処理の性能の比較，仮想計算機の数と各仮想計算機で得られる性能の関係の評価，各仮想計算に割り当てたメモリ量と各仮想計算機で得られる関係の評価を行う．  

4.1. 測定方法測定方法測定方法測定方法  性能評価は，CPU 処理性能の評価として整数演算処理性能と浮動小数点演算性能の評価を行い， I/O 性能評価としてシーケンシャルリード性能とトランザクション性能の評価を行った．  



 

 

整数演算性能と浮動小数点演算処理性能は，整数演算 (加算 )，浮動小数点演算 (乗算 )を 200 億回行い，その処理時間を計測することにより評価した．シーケンシャルリード性能は，ハードディスクのブロックデバイスに対して連続してシステムコール read()を発行することにより測定した．システムコールのブロックサイズは 64KB，総読み込みサイズは 6GB である．トランザクション性能は，ベンチマークソフト postmark を用いて測定した．作成ファイル数は 30,000 個，ファイルサイズは最小が 1 バイトで最大が 10,000 バイト (一様分布乱数 )，トランザクション回数は 30,000 回とした．  実験に使用した計算機の仕様は表 1,2 の通りである．仮想計算機が使用する仮想ハードディスクは，ホスト
OS 上にイメージファイルを作成しそれを使用した．  表 1 ホスト計算機の仕様  

CPU Athlon64 3500+(2.2GHz) Single Core メモリ  PC6400 DDR2-SDRAM 6GB スワップ  サイズ  
2GB 

HDD 120GB(SATA) 

OS Linux 2.6.23 

 表 2 仮想計算機の仕様  

CPU QEMU VirtualCPU(2.2GHz) メモリ  128MB, 256MB, 512MB, 1GB スワップ  サイズ  
1GB 

HDD 20GB 

OS Linux 2.6.23 

 

4.2. ホストホストホストホスト OS ととととゲストゲストゲストゲスト OS のののの比較比較比較比較  最初に，ホスト OS 上での処理の性能と，ゲスト OS上での処理の性能の比較を行う．ホスト OS 上の処理の性能測定結果を図 1 に示す．同図の “ホスト OS”に，ゲ ス ト OS 上 の 処 理 の 性 能測 定 結 果 を  “ ゲ ス ト
OS(1VM1 負荷 )”に示す．  

I/O 性能に関しては，ホスト OS 上の処理と比べ仮想計算機のゲスト OS 上での処理の方が劣る結果が得られた．仮想計算機上で発行された I/O 要求は，仮想ハードディスクであるホスト OS 上のイメージファイルに対して発行され，ホスト OS が同ファイルへのアクセス要求をうけて実ハードディスクに I/O 要求を発行する．よって，単一 I/O 要求にかかる負荷はゲスト OS上の I/O 要求の方が高く，ゲスト OS 上の処理性能の方が低くなる．  

CPU 処理演算においては KVM を用いることによる  
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 図 1 ホスト OS とゲスト OS の測定結果  

 性能の劣化は小さく，ホスト OS 上の処理とほぼ同程度の性能がゲスト OS 上で得られた．整数演算処理性能測定時の CPU 使用率は，ホスト OS 上の処理においてユーザ空間 2%，カーネル空間 98%であり，ゲスト
OS 上の処理においてユーザ空間 100%，カーネル空間
0%であった．KVM では，仮想計算機が CPU のカーネルモードで動作するため高い性能がえら得ることが期待され，結果としてホスト OS 上の処理とほぼ同等の性能が得られた．ホスト OS 上での処理では，演算プログラムがホスト OS のユーザ空間で動作するため，
CPU のユーザモードにて処理される．ゲスト OS 上での処理では，演算プログラムがゲスト OS のユーザ空間動作し，仮想計算機の仮想 CPU のユーザモードにて処理されている．しかし，仮想計算機全体がホスト OSのカーネル空間で動作し，実 CPU のカーネルモードで処理されため，ゲスト OS 上での処理は， (ゲスト OS上のユーザモード処理のも含めて )実 CPU のカーネルモードで処理されることとなる．  

 

4.3. 仮想計算機仮想計算機仮想計算機仮想計算機のののの数数数数  複数の仮想計算機を単一の物理計算機上で起動した環境における，仮想計算機の数と性能の関係を測定した．  本測定は以下の 4 種類の条件下で行った．(1)仮想計算機が動作していないホスト OS における測定．これを“ホスト OS”と呼ぶ． (2)仮想計算機を 1 台稼働させた環境でのゲスト OS における測定．これを“ゲスト OS(1VM1 負荷 )”と呼ぶ．(3)仮想計算機を 2 台起動し片方にのみに負荷をかけた環境でのゲスト OS における測定．これを“ゲスト OS(2VM1 負荷 )”と呼ぶ．
(4)仮想計算機を 2 台起動し両方同時に負荷をかけた環境でのゲ スト OS にお ける測定．これ を“ゲ ス ト
OS(2VM2 負荷 )”と呼ぶ．同様に， (5)ゲスト OS が 3



 

 

台，負荷が 1 台の“ゲスト OS(3VM1 負荷 )”， (6)ゲスト OS が 3 台，負荷が 3 台の“ゲスト OS(3VM3 負荷 )”，
(7)“ゲスト OS(4VM1 負荷 )”． (8)“ゲスト OS(4VM4負荷 )”，  (9)“ゲスト OS(5VM1 負荷 )”， (10)“ゲスト
OS(5VM5 負荷 )”．ただし， (1)と (2)は前節と同一の測定である．  

1 負荷時の測定結果を図 2 に，全負荷時の測定結果を図 3 に示す．  
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 図 3 測定結果 (全負荷 ) 

 図 1 より，一負荷の場合は稼働しているゲスト OS の数が性能に与える影響が大きくないことが確認された．これに対して全負荷時の場合，図 2 の全ての項目で仮想計算機数が増えるにつれて各仮想計算機で得られる性能が低下しているのがわかる．また，仮想計算機の数と CPU 演算の処理時間は比例しているのに対して，
I/O 処理の処理時間は仮想計算機の数に対して比例以上の速度で増加していることが分かる．よって，CPU演算処理では全仮想計算機が CPU 資源を時分割して使用し仮想計算機の数に反比例する性能を得ているのに対し， I/O 処理では資源の時分割以外の要因による

性能劣化があることが分かる．主たる要因はディスクのシーク距離の増加であるが，詳細は次章にて後述する．  トランザクション処理を除き，複数の仮想計算機が稼働している環境であってもこれらに同時に負荷がかからない限り 1 仮想計算機あたりの性能低下は小さいこと分かる．通常，統合される各計算機の負荷は低く，複数の仮想計算機に同時に負荷がかかることは少ないため KVM を用いるサーバ統合により十分な性能が得られると考えられる．また，トランザクション処理性能の向上と，複数の仮想計算機に同時に負荷かがかかる環境での性能の向上がサーバ統合の重要な課題であると考えられる．  

4.4. 仮想計算機仮想計算機仮想計算機仮想計算機へのへのへのへの割当割当割当割当メモリメモリメモリメモリ量量量量  各仮想計算機に割り当てるメモリ量が多い場合，仮想計算機が多くの I/O 要求をメモリ内で処理することが可能となりホスト OS に発行する I/O 要求の数が減少することとなる．逆に仮想計算機に割り当てるメモリ量を減らし多くのメモリをホスト OS に割り当てた場合は，ホスト OS が多くの I/O 要求をメモリ内で処理でき，実ハードディスクに発行される I/O 要求の数が減少することとなる．仮想計算機への割当メモリ量と仮想計算機の性能の関係を調査するために以下の実験を行った．  ゲスト OS(3VM3 負荷 )の状態において，割当メモリを
128MB，256MB，512MB， 1024MB と変化させて性能測定を行った．性能測定にはトランザクション性能を測るため postmark 用いた．測定結果を図 4 の “ページキャッシュ変更前 ”に示す．同図の “ページキャッシュ変更後 ”に関しては，次節にて述べる．  

 

000050505050100100100100150150150150200200200200250250250250300300300300350350350350

128MB128MB128MB128MB 256MB256MB256MB256MB 512MB512MB512MB512MB 1024MB1024MB1024MB1024MB
処理時間 処理時間 処理時間 処理時間 [[[[secsecsecsec]]]]

ページキャッシュ変更前ページキャッシュ変更後
 図 4 仮想計算機割当メモリ量の性能の関係   図４より，仮想計算機への割り当てメモリ量を変えることにより仮想計算機の性能が変化し，本実験環境においては各仮想計算機に 512MB 割り当てた状況が最も良い性能が得られることが確認された．  



 

 

5. 考察考察考察考察  前章の測定結果より，複数の仮想計算機が稼働しており複数の仮想計算機に同時に負荷がかかる環境におけるトランザクション処理の性能が低く，これの向上が重要であると考えられる．性能向上手法について考察する．  

5.1. 発行発行発行発行 I/O 要求要求要求要求  複数仮想計算機稼働時のホスト計算機の振る舞いを調査するために，ホスト計算機にて実ハードディスクに対し発行された I/O 要求の履歴，仮想計算機にて仮想ハードディスク (ホスト OS 上のファイル )に対し発 行 さ れ た I/O 要 求の 履歴 を 記 録し た ． ゲ ス ト
OS(3VM3 負荷 )，仮想計算機割当メモリ 512MB でのトランザクション性能測定におけるハードディスクアクセスログを図 5，図 6 に示す．両図の各プロットが発行された I/O 要求を示しており，横軸は発行された時刻，縦軸がその要求がアクセスするハードディスクアドレスを示している．また，仮想計算機の仮想ハードディスクであるホスト計算機の実ファイルがハードディスク内に配置されているアドレスを図 6 内に “仮想ハードディスクイメージファイル ”として記す．両図より，各仮想計算機が仮想ハードディスクに対して I/O要求を発行し，実ハードディスク内の該当アドレス (イメージファイル内のアドレス )に対して I/O 要求が発行されていることが確認できる．また，図 5 の発行 I/O要求のアドレスを発行時刻の順に直線で結んだものを図 7 に示す．同図より各イメージファイルに対して連続して I/O 要求が発行され，それらを格納している実ハードディスクにおいてこれらのアドレスへ移動とアクセスが連続して行われていることが分かる．仮想計算機の仮想ハードディスクのイメージファイルは各仮想計算機を動作させるのに十分な大きさである必要があり，多くの場合このサイズは大きいものとなる．本実験環境の例では 20GB であり，各イメージファイルのアドレスの差異は 20GB 以上となっている．よって，仮想計算機の数が相加することにより単位時間あたりに使用できる I/O 資源量が減少するとともに，実ハードディスクにおいてシ―ク距離の大きい I/O 要求が多数発行され各 I/O 要求の処理時間が増加し，各仮想計算機で得られる I/O 性能が仮想計算機数に反比例以上の速度で減少していることが分かる．  

5.2. ページキャッシュページキャッシュページキャッシュページキャッシュののののフラッシュフラッシュフラッシュフラッシュ 複数の仮想計算機に対し同時にトランザクション処理要求などを行った場合，ハードディスクのアクセス数，シーク距離が増大し計算機全体の処理性能の低下が生じるため，処理性能が大きく低下する．そこで，以下に述べる様なページキャッシュのフラッシュポリシーをより楽観的なものに変更した環境での仮想  
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 図 5 ホスト計算機の I/O 要求履歴  
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 図 6 仮想計算機の I/O 要求履歴  
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 図 7 ホスト計算機の I/O 要求履歴  

 計算機の性能を評価する．ページキャッシュのフラッシュポリシーをより楽観的なものに変更することにより，より多くのトランザクションをメモリ上で完結させることが可能となるとともに，より多くの I/O 要求の書込が遅延され実ハードディスクへのアクセス回数が減少し 1 回のフラッシュでハードディスクに書き込まれるデータ量が増加することとなる．各仮想計算機の仮想ハードディスクイメージファイルが実ハードディスク上において連続して配置されている場合は，   
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  図 8 ページキャッシュ変更時の測定結果 (一負荷 ) 

0000200200200200400400400400600600600600800800800800100010001000100012001200120012001400140014001400
処理時間 処理時間 処理時間 処理時間 [[[[secsecsecsec]]]]

ページキャッシュ変更前ページキャッシュ変更後
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1 回のフラッシュではハードディスク内の近隣のアドレスにアクセスされることなり，実ハードディスクにおける平均シーク距離を削減できると考えられる．ページキャッシュのフラッシュポリシーをより楽観的なものとするために，具体的には Linux OS の以下の値を変更した．  

dirty_ratio を 初 期 値 40 ％ か ら 90 ％ に ，
dirty_background_ratio を初期値 10％から 90％に，
dirty_expire_centisecs を初期値 3000ms から 6000ms に，
dirty_writeback_cetisecs を初期値 500ms から 3000ms に変更した．  ページキャッシュフラッシュポリシーの変更前，後でのトランザクション処理性能の測定結果を図 8，図 9に示す．  図 8，図 9 より，バッファキャッシュフラッシュのポリシーを変更しハードディスクへアクセスを遅延させることによりトランザクションの性能が向上するこ

とが確認された．   

6. おわりにおわりにおわりにおわりに  本稿では，KVM を用いて複数の仮想計算機環境を構築し，複数のゲスト OS が同時に処理を行った場合の  性能を調査した．また，バッファキャッシュのパラメータを変更して実ハードディスクへの書き込みを遅延さ せ る こ と に よ り 性 能 向 上 を 実 現 し た ．今後は
apache を用いて実際のサーバ運用に近い形で複数のゲスト OS を起動した場合の性能の評価を行っていく．  
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