2004−EVA−10 （2）
2004／8／1

社団法人 情報処理学会 研究報告
IPSJ SIG Technical Report

情報システム性能見積りのための
シミュレーションモデル作成方法の開発
西 岡 大 祐 亀 山 伸 垂 井 俊 明 庄 内 亨 
({nisioka,skameyam,tarui,shonai}@crl.hitachi.co.jp)
情報システム設計において重要な高精度の性能見積りを短期間で実現し，
SI 業務の生産性を向上させるシステム性能予測手法を開発した．本手法で
は，性能シミュレーション技術の活用を前提とし，そのシミュレーションの
ためのシステムのモデル化作業工数の削減を目的とする．従来は，モデル化
作業の大きな割合を占めるシステム構成要素毎の単位処理時間測定を実機で
行っていた．これをハードウェア,ソフトウェア挙動の詳細分析が可能な
PC/AT システム・エミュレータ SimAT を用いて実施する．Java アプリケ
ーションサーバ Tomcat での有効性評価の結果，実用的な性能予測精度を
達成しつつ，単位処理時間測定の工数を従来より 50〜80%削減できた．

A System Modeling Method for Predicting Information System
Performance Accurately with Lesser Human Efforts
DAISUKE NISHIOKA,SHIN KAMEYAMA, TOSHIAKI TARUI, TORU SHONAI
We have developed a new system modeling method for accurate performance
simulation in information system design phase. It needs lesser human efforts and
lesser time period. Measuring unit processing times of each system component was
previously a major part of system modeling efforts, and it required real computing
environments for measurement. In our method the measurement is performed by
using a PC/AT system emulator that can capture and analyze the detailed behavior of
hardware and software. The real computing environment is no longer needed. We
have applied this method to modeling Tomcat application server. An effort for
measuring unit processing times is decreased to 50-80% lesser man month within
practically good accuracy than that of the previous method.

1. はじめに
近年の情報システム事業は，オープン化によ
る技術変化への迅速な対応，低価格化の実現，
システム構築時間短縮など，多くの課題を抱え
て い る ． こ れ ら の 課 題 を 解 決 す る 上 で ， SI
(System Integration) 業務の役割が重要となる．
SI 業務では，様々なプラットフォームを用いて，
3 層構成 Web 業務システムなどの複雑なシス
テムを構築する．また，同システムの性能，セ
キュリティ，可用性について顧客要求に見合っ
た最適設計を行う必要がある．これらの要件が
満たされない場合，様々な形で顧客業務に支障
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をきたし，顧客にビジネス上の大きな損失をも
たらす可能性がある．
上記三つの要件のうち，性能については，シ
ステム構築前の段階でその値を見積る必要があ
る点に難しさがある．特に Web 業務システム
ではサーバ台数や負荷分散方法が全体性能に大
きく影響するため，この性能を正確に予測でき
れば，顧客に対する適切なシステム提案によっ
て信頼を獲得でき，また，システム構築後の性
能問題を回避できるといったメリットがある．
しかし，Web 業務システムの性能を，システ
ム構成要素の性能単価の積み上げや，過去の事
例からの類推といった経験則だけで予測するこ
とは困難である．
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そのため，解析的な手法や性能シミュレーシ
ョンによる性能予測技術に期待が集まっている．
性能シミュレーションによる性能予測では，顧
客に提供予定のシステムをシミュレーション実
行環境向けにモデル化してイベントシミュレー
ションを行い，結果として得られるシステム応
答時間やハードウェア使用率などの統計量から，
該当システムが処理可能な最大負荷と性能上の
ボトルネックを特定する．
現在，シミュレーション実行環境向けのシス
テムのモデル化（シミュレーションモデル作成）
には，システム構成要素毎の単位処理時間測定
を実機で行う必要があり，数日から数週間の工
数を要している．このため，顧客への短期間で
の応答を必要とする SI 業務の現場にとって，
この性能予測手法は実用的でないことがある．
また，実機を用いた測定では，当然，高価な実
機測定環境を用意する必要があり，これが課題
になることもある．これらの課題を解決し，SI 業
務の生産性向上を図ることが本研究の目的であ
る．
上述の性能シミュレーション技術に基づき，
Web 上での対話的な大規模システムの性能評
価，及び，モデリングウィザードを用いたモデ
ルやシステム構築知識の共有を可能にする知識
ポータルなどを開発している．

2. SI の計画/基本設計フェーズでの
技術課題
SI の業務は，大きく分けて次の三つのフェー
ズに分けられる．
・計画/基本設計
・詳細設計/構築
・運用/保守
SI の計画/基本設計フェーズでは，システム
構成及び実装方式の検討，製品選定および，性
能見積りを行う．従来の性能見積り手法として
は，類似の過去事例の実測結果に対して安全係
数を考慮したスケーリングを施す方法や，性能
単価表から積み上げ計算でサーバ単体性能の見
積りを行う方法が一般的であった．しかし，Web
業務システムのような複雑なシステムの性能見
積りでは，スケーリングの妥当性や，システム
全体の性能予測がサーバ単体性能だけからでは
行えないこともあるなどの問題があった．
一方で，計画/基本設計フェーズでの性能見積
りはシステム受注の鍵である．この段階での見

積り誤差が大きいと，過剰な規模・価格のシス
テムとなったり，性能未達のシステムとなった
りする．そのため，精度の高い性能見積りを行
う必要があり，シミュレーションによる性能予
測が期待されている．
筆者らは，これまで，米国 HyPerformix 社
の性能シミュレータ Strategizer[1]をベースに，
そ のシ ミュ レ ーシ ョン 機能 を 拡張 する WISE
(What-If Scenario Evaluator)ツール[2]や，ネッ
トワークを介したシミュレーション実行を実現
する Web サービス「Wand サービス[3]」など
の SI 支援ツールを開発してきた．
WISE ツールは Java で開発されたシミュレ
ータ操作ライブラリであり，図 1 に示すように，
Strategizer と Java 間のインタフェースである
Strategizer-Java ブリッジと，シミュレーショ
ンモデルを操作するデータ操作ライブラリ，ネ
ットワークを介してシミュレータを操作する遠
隔操作ライブラリで構成される．データ操作ラ
イブラリは，シミュレーションモデルの条件設
定の変更とシミュレーションの反復実行機能を
持つ．この機能を用いれば，応答時間などの要
求仕様から，仕様を満たすシステム構成の探索
が可能となる．また，遠隔操作ライブラリによ
り，顧客先などからでもネットワークを介して
シミュレーションにより性能予測を行うことが
可能である．
Wand サービスは， WISE ツールの上に構
築した Web サービスであり，Web ブラウザか
らアクセスして，質問に答えていくだけで，対
話的なシミュレーション条件設定や，シミュレ
ーション実施ができる．さらに，Wand サービ
スでは，サービスを利用するユーザ間でのシミ
ュレーションモデルの共有が可能である．

Wandサービス
WISE
ツール

データ操作ライブラリ

遠隔操作ライブラリ

Strategizer-Java ブリッジ
HyPerformix Strategizer

図 1 WISE ツール及び Wand サービスの構成
筆者らは，SI 技術者に対してシミュレーショ
ンによる性能予測を容易に実施できる環境を提
供する目的で，これらのツールを開発してきた．
この目的の下で，次に取組むべき課題として，
シミュレーションモデル作成に対する支援が挙
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げられる．
シミュレーションモデルは，アプリケーショ
ンの処 理フロー記 述と，処 理フロー各 部での
CPU，ディスク，メモリ，ネットワークといっ
たリソースの使用量記述で構成される．シミュ
レーションモデルの例を図 2 に示す．
アプリケーション
時
間

クライアント

プロセス1

[トランザクション開始]
データ転送量
処理時間

ればパフォーマンスモニタ，
Unix 系であれば sar,
netpmon, netstat, vmstat など)を用いて測定す
る．次に，その結果とトランザクション量を照
らし合わせて性能単価を計算し，処理フロー各
部でのリソース使用量とする．この作業には一
週間程度の工数が必要である．このリソース使
用量の測定作業は，工数がかかるだけでなく，
実機測定環境を用意する必要があり，性
プロセス2
能シミュレーションを用いた性能見積も
り作業における最大の懸案事項である．

処理1A
・CPU使用量
・メモリ使用量
・ディスク
アクセス量

3. 性能見積り工数改善手法
［呼び出し］

シミュレーションモデルの作成時の課
題を解決するため，我々は，ソフトウェ
応
処理2A
アで実現されたシステム･エミュレータ
答
・CPU使用量
処理時間
を用いる方法を提案する．システム・エ
・メモリ使用量
時
・ディスク
アクセス量
ミュレータは，PC/AT システムなどの
間
サーバ･システム (PCI バス，NIC，SCSI
データ転送量
処理1B
カード，HDD を含む) のハードウェア
・CPU使用量
処理時間
・メモリ使用量
凡例
の挙動を I/O 動作を含めて命令レベルで
・ディスク
アクセス量
リソース使用量
［応答］
エミュレーションする．システム・エミ
［イベント］
データ転送量
ュレータ上で OS，ミドルウェア，アプ
処理内容
データの流れ
リケーションプログラムを動作させるこ
とにより，ハードウェアとソフトウェア
図 2 シミュレーションモデルの作成
からなるシステムの全体挙動の把握・解析が可
能となる．
この例では，プロセス 1 とプロセス 2 から
報告者らは別途開発を行った PC/AT システ
なるアプリケーションに対してクライアントが
ム・ハードウェアのエミュレータ SimAT [5] を
アクセスし，処理 1A, 2A, 1B が行われるたび
活用した．SimAT は，それ自体がプログラム
にリソースが消費される．リソース消費に要す
挙動の実測環境であるため，別途実機測定環境
る時間の合計がこのアプリケーションの処理時
を用意する必要が無くなる．
間，つまり，クライアントから見たときの応答
しかも，SimAT は，CPU 動作やメモリアク
時間となる．
セスなどのハードウェア/ソフトウェア挙動を詳
シミュレーションモデルの作成では，はじめ
細に把握・分析できる機能を持つ．具体的には，
に処理フローを記述し，処理フロー各部に，そ
分析対象のアプリケーションプログラムを
れらが消費するリソース使用量を測定して記述
SimAT 上で実行し，その実行履歴（ログ）を
する．処理フローは，プログラムのフローチャ
取得すれば，そのログ中にハードウェア挙動に
ートや PAD 図などのフロー図を元に記述する．
関する詳細情報が得られる．これをリソース使
アプリケーションが UML (Unified Modeling
用量測定に利用する場合も，リソース使用量測
Language)[4] で設計されている場合は，UML
定対象のプログラムを SimAT 上で実行してロ
シーケンス図を元に記述が可能である．それら
グを取得し，ログ中に含まれるリソース使用量
がない場合は，ソースコードの解析を行って記
に関する情報を抽出すればよい．
述する．
但し，元々の SimAT の仕様では，リソース
リソース使用量の測定については，現状，ま
使用量の測定に関して，プログラムの実行開始
ず実機システムに一定以上のトランザクション
から終了までの累積情報しか得られず，図 2 に
を投入し，そのときのシステムの状態を OS に
示した処理 1A，2A，1B といった部分単位で
用意されている CPU 使用率やディスクアクセ
の情報取得ができないという問題があった．そ
ス量などの測定コマンド(Windows NT 系であ
データ転送量
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thread̲main

ContextManager

SimpleMapper1

PrefixMapper

InvokerInterceptor

Context

URI

req
InternalService(req)
contextMap(req)
getLongestPrefixMatch(URI)
setContext()

SimpleMapper1で
containerは得られたか？
Yes
No→
↓

URIに対応するcontainerが
登録されていればcontainerを得る
requestMap(req)
addServlet()

ServletWrapper
addServletMapping()

Container

addContainer(Container)
addContainer(Container)
addMapping(URI, Container)

setWrapper()

service(req)
init()：サーブレットのロード
doService()：サーブレットの実行

図 3 Java Servlet 実行部
こで，SimAT のログ取得機能を改良し，任意
の箇所のログを切り出して取得できるようにし
た．この改良版ログ取得機能では，SimAT 上
で動作するプログラムが性能測定用のトリガと
なる制御コマンドを発行して，測定の開始，ト
レースの開始と終了，測定の終了を制御できる．
この機能を活用し，ソースコードの所望の区間
にリソース測定のトリガを記述してプログラム
を実行すれば，各処理区間でのリソース使用量
を測定できる．このリソース使用量測定手法は，
従来の実機測定手法に比べて，より正確でかつ
効率が良い．

実機を用いて命令トレースを採取するツール
を使用するという簡便な方法も考えられるが，
この方法では，CPU の速度が命令トレース採取
の為に低速動作になるが，ネットワークや HDD
等の I/O 装置の動作速度は実際の速度のままと
なってしまう．このため，通常のソフトウェア
の CPU での処理速度が，I/O に関連する処理速
度に比べて桁違いに遅い速度で観測されてしま
い，実際のシステム挙動との乖離が生じてしま
うという問題がある．したがってこの方法では
何らかの補正が必要となるが，提案手法では，
ネットワークや HDD 等の I/O 装置の挙動もソ

<?xml version="1.0"?>
<SimAT date=”Sun Sep 1 05:33:28 2002">
<log time="950.000000 (msec)">
<memory read="3537811 Byte" write="781318 Byte"/>
<disk read="0 Byte" write="0 Byte"/>
1回目のトレース
<network read="0 Byte" write="0 Byte"/>
<cpu step="805117"/>
</log>
<log time="15033.333333 (msec)">
<memory read="920925636 Byte" write="199211504 Byte"/>
<disk read="8 Byte" write="1032 Byte"/>
<network read="8618 Byte" write="508 Byte"/>
2回目のトレース
<cpu step="193247991"/>
</log>
</SimAT>

図 4 リソース使用量ログファイル
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フトウェアでエミュレーションしているので速
度差は発生せず，この様な問題はない．
なお，本手法は，ソースコードに性能測定用
のトリガを記述する必要があるため，ソースコ
ードが入手可能なアプリケーションに対しての
み有効である．また，SimAT によってサポー
トされているハードウェア・プラットフォーム
が現状では IA32 のみであるという制約がある．

表 2 負荷設定

4.1シミュレーションモデルの作成
Web システム向け Java アプリケーションサ
ーバ Tomcat[6]を用いて，提案手法によるシミ
ュレー ションモデ ル作成の 効果を検証 した．
Tomcat プログラムは，約 32K ステップの Java
プ ロ グ ラ ム で あ り ， Java Servlet 実 行 部 ，
JSP(Java Server Pages)実行部など，いくつか
の機能部分に分かれている．本論文では基本機
能である Java Servlet 実行部のモデル化につい
て述べる．
はじめに，ソースを手作業で解析して図 3 に
示す処理フロー記述を作成した．次に，SimAT
を用いて同実行部を実行し，図 4 に示す形で，
リソース使用量ログファイルを取得した．この
ログファイルから，処理フロー記述各部のリソ
ース使用量を特定し，これを図 3 の処理フロー
記述に反映した．
4.2シミュレーションモデル作成工数の検証
4.1 節に示したシミュレーションモデル作成
において，リソース使用量測定に要した時間は，
約 2 時間であった．これは，従来の実機を用い
た測定手法での所要時間に比べて 20〜50%程度
の工数（50〜80%の削減）である．
表 1 実験環境のシステム緒元
ハードウェア

機種

Dell Precision Workstation 530

CPU

Pentium4 2GHz Dual

メモリ

1.5GB

ディスク

80GB

OS

RedHat Linux 2.4.7-10SMP

Java環境

Java2 SDK 1.4.0-b92

Tomcat

version 3.2.4

測定用 Servlet

HelloWorld（Tomcatサンプル）

ハードウェア

機種

Gateway Solo 9300他（計 4 台）

ソフトウェア

OS

Windows 2000

負荷ツール

Microsoft Web Access Stress Tool

回線速度

10Mbps

ソフトウェア

クライアント

ネットワーク

Ethernet

値

備考

Warm up

3 0秒

負荷をかけ始めてから測定を開始するまでの時間

測定時間

5分

この間負荷をかけ続ける

Cool down

3 0秒

負荷をかけずにサーバからの応答を待つ時間

Think time

0秒

応答が返ってきてから次のアクセスをするまでの時

負荷生成プロセス数

1, 16, 32, 96, 128, 192, 256, 384, 512, 1024

間

4. 提案手法の適用と評価

サーバ

パラメータ

4.3提案手法に基づく性能予測精度の検証
提案手法に基づく性能予測結果と，実システ
ムでの性能測定結果（実測結果）を比較し，提
案手法に基づく性能予測の精度を検証した．比
較は，4.1 節に示した Tomcat プログラムの応
答時間によって行った．
表 1 は，本実験環境に関するシステム諸元を
まとめたものである．本環境では，Tomcat プ
ログラムが実行される 1 台のサーバに対して，
4 台のクライアントから表 2 に示す設定に従っ
て負荷をかけ，サーバの応答時間を測定した．
クライアントが使用する負荷ツールとしては，
米国 Microsoft 社の Web Access Stress Tool
(WAS)を用いた[7]．
図 5 に Tomcat プログラムの平均応答時間
について，提案手法に基づく性能予測結果と実
測結果を比較したグラフを示す．また，それら
の誤差について図 6 に示す．
一般に，Web 業務システムの設計では，過
去の構築事例などから，予想される負荷に対し
て 30%から 50%程度の性能の余裕を持たせて設
計することが多い．その意味で，30%未満の誤
差での性能予測が実現できれば，実用的である．
図 6 に示すとおり，提案方式に基づく Tomcat
プログラムの性能予測結果は，実測結果に対し
て，
100 クライアント以上の場合で，
誤差 16% 以
下と十分実用レベルに達している．100 クライ
アント未満の場合，誤差は大きくなっているが，
このような少数ユーザを想定した場合，実測で
も結果が安定しない．また，通常，Tomcat プ
ログラムのようなアプリケーションサーバの性
能を議論する際には，このような少数ユーザを
仮定しないため，この部分の誤差は実用上問題
ない．
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Java アプリケーションサーバ Tomcat を用
いて，本手法の有効性を検証した結果，以下の
結論を得た．
・本手法により，上記単位処理時間測定の工
数を，従来よりも 50〜80%削減できる
・性能予測精度については実機測定に対する
誤差が 16%程度と実用的なレベルにある
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図 5 Tomcat プログラム平均応答時間の比較

Tomcat ソースコード解析，
モデル生成と Java
ソース UML 変換部分検討でご協力頂いた(株)
日立超 LSI システムズの大西雄二氏と圓道賢一
氏と，SimAT のログ取得機能の改良でご協力い
ただいた(株)シーズ・ラボの東志拓生氏に感謝
致します．
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5.2今後の課題
今回の提案手法については，SimAT の制約
によって，適用可能なハードウェア・プラット
フォームが限定される問題がある．今後，解決
策を検討する．
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図 6 性能予測結果の実測結果に対する誤差

5. おわりに
5.1結論
情報システム設計において重要な高精度の性
能見積りを短期間かつ経済的に実現し，SI 業務
の計画/基本設計フェーズでの生産性を向上させ
るシステム性能予測手法を開発した．本手法で
は，性能シミュレーション技術の活用を前提と
し，そのシミュレーション実施のための対象シ
ステムのモデル化作業工数を削減する．また，
高価な実機測定環境の用意が不要になる．従来
は，このモデル化作業におけるシステム構成要
素毎の単位処理時間測定を実機で行っていた．
これをハードウェア，ソフトウェアの挙動の詳
細分析が可能な PC/AT システム・エミュレー
タ SimAT を用いて実施する．
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