情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

Vol.2013-IOT-20 No.31
2013/3/15

システム運用管理向け大規模構成管理リポジトリ更新処理
高速化手法の提案
柴山司†1

名倉正剛†1 坂下幸徳†1

データセンタの大規模化に伴い，運用管理現場では大量の構成情報を管理する必要があり，システム運用管理ソフト
ウェアの構成管理用リポジトリが大規模化している．一般的に，大規模環境を対象に運用管理を実施する場合でも，
管理対象に比べて運用管理用の計算機リソースは増加しない．そのため，大量の構成情報を管理する際には，管理ソ
フトウェアからリポジトリに対して大量のアクセスが発生する．このため，システム運用管理ソフトウェアとリポジ
トリとの通信処理がボトルネックとなり，データ保持処理の速度が低下する場合がある．本研究ではこの課題に対す
る解決策として，構成管理リポジトリのアクセスパスを，トランザクション処理用と参照およびオートコミット処理
用に分類してプール化し，各プールで利用可能なアクセスパス数を事前に設定した比率に基づいて制限する方式を提
案した．これにより，データ保持処理のうち時間を要する処理によるアクセスパスの占有を避けることが可能となる．
さらに実際のシステム運用環境の測定結果から，大規模環境でのデータ保持処理の効率を向上させるために設定すべ
き比率を考察した．

A Fast Storing Method of Large Scale Configuration Management
Repository for IT System Management
TSUKASA SHIBAYAMA†1 MASATAKA NAGURA†1
YUKINORI SAKASHITA†1
When IT system managers manage their management targets, they need to manage a large number of configuration information
with the large-scale data center and the repository for IT system management software has gotten larger. Generally, the
computing resources for IT management system cannot be increased as much as management targets even in case of managing
the large-scale environment. As a result, when IT system managers manage the large-scale environment, the large number of
accesses occurs from IT system management software to its repository. That is why, the communication process between IT
system management software and the repository becomes bottleneck and sometimes the speed of data storing process gets slow
down. This paper proposes a method to solve this issue. The method is that classifying and pooling the access path of
configuration management repository for transaction process and for referring or auto commit process, then setting the number of
available access path in each pool based on the predefined ratio. It is possible to avoid the occupation of the access path by the
process for a long time in data storing process. What is more, we studied the ratio to improve the efficiency of data storing
process using the measurement result in the real IT system management environment.

1. はじめに

を利用して高速化する手法がある[2]．これらのいずれの手
法も，管理サーバや DB サーバを複数用意して管理するこ

近年，仮想化技術の発展により，CPU やメモリのような

とを想定している．しかし，実際の運用管理現場では，ハ

サーバリソースやストレージの記憶容量が仮想化されるよ

ードウェア，ソフトウェア，運用管理コストを含めた TCO

うになり，物理リソースを低コストで大量に提供すること

の削減に取り組む企業も増え始めており，運用管理を実施

が可能となっている．また，従来オンプレミスで各企業の

する装置に投資できるコストは非常に小さい[3]．そのため，

データセンタで保持していたデータがクラウドの普及に伴

まずは複数の管理サーバや DB サーバを用意せずに，高速

いパブリックデータセンタに集約されるようになっている．

化できることが望ましい．

このため，データセンタで管理すべきリソースの数が大規
模化している．

複数のサーバを用意せず情報取得処理を高速化する研究
は坂下ら[4]の研究がある．しかし，我々の調べた限りでは

一般的な運用管理ソフトウェアは，管理対象装置の情報

情報保存処理の高速化に関する研究はない．そこで本研究

をそれぞれの機器から取得し，構成管理用リポジトリと呼

では，情報保存処理に着目した高速化手法を提案する．情

ぶデータベース（DB）に保存して管理している．このため，

報保存処理では，リソースの規模が大きくなると DB へ対

リソース数が増加すると，機器からの情報の取得や，DB

する大量のアクセスが発生し，システム運用管理ソフトと

への保存の処理に対する負荷が増加する．そこで情報の取

DB との通信処理がボトルネックとなる．その結果，情報

得については，サーバを複数用意して，取得処理を並列化

保存処理速度の低下や，処理停止という問題が発生する場

する手法がある[1]．一方，保存処理に関しては，分散 DB

合がある．提案手法では，大規模構成管理用リポジトリ更
新処理を高速化することで，この問題を解決する．
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以下，2 章では，一般的なシステム運用管理構成と大規
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模構成での課題を説明する． 3 章で提案方式を説明し，4

処理で実行される．管理対象の全ての情報が完全に取得で

章で実験，5 章で考察を述べ，6 章で結論をまとめる．

き，DB に保存してコミットすると処理が完了する．
(2)では，1 つの管理対象のデータが揃った後，データご

2. IT システム構成管理リポジトリ大規模化に
向けた課題

との合計値を計算する．個々の装置によって，全体の総容

2.1 IT システム構成管理リポジトリへのアクセス手順

場合があるため，管理対象から取得したそれらの値をシス

サーバ，ストレージ向けの一般的なシステム運用管理ソ

量や，空き容量等の値は，異なる計算方法で算出している
テム運用管理のためにはそのまま利用できない場合がある．

フトウェアは，管理対象の外部から管理対象の提供するイ

運用管理ソフトウェアによってはその場合を考慮し，装置

ンタフェースを通して，管理対象の情報を収集する．

内の個々の管理要素に関して(1) で取得したデータを基に，

図 1 に示すように管理対象から情報を収集した後，システ

合計値を算出している．例としてストレージ装置に対して，

ム運用管理ソフトウェアは構成管理リポジトリと呼ばれる

全体の総容量やホストパスの総本数を算出したり，ハイパ

データベース（DB）にアクセスパスを利用して情報を保存

バイザに対して，管理する VM（Virtual Machine）の総数を

する．その後，情報表示処理部分が管理者へ構成管理リポ

算出したりすることが挙げられる．これらの処理を実施す

ジトリに保存された情報を表示する．構成管理リポジトリ

るために，情報更新処理部の内部処理として，(1)で保存し

には，データの一貫性保持の観点から，一般的に RDBMS

たデータを DB から参照し，オートコミット処理（更新後

（Relational Database Management System）を利用すること

すぐに内容を確定する）が実行される．

が多い．

(3)では，(1)(2)で保存した管理対象装置の情報を利用し，

管理対象（サーバ，ストレージ，スイッチなど）

管理者

システム管理者の利用目的に適したデータへの変換を実施
する．システム運用管理者は管理対象のデータそのものだ

管理サーバ

けでなく，それらの接続関係や複数の情報から組み合わさ

システム
運用管理
ソフトウェア

れた情報を 1 つの画面で管理する．その目的に適したデー
情報収集処理部

情報表示処理部

タを作成するためにデータ変換が必要となる．情報更新処
理部の内部処理として，(1)(2)で保存した管理対象装置のデ

情報更新処理部

ータを DB から参照し，そのデータを組み合わせて各デー
タの接続関係の作成やデータ変換を実施後，そのデータを

構成管理リポジトリ（DBなど）

：データの流れ

：リポジトリのアクセスパス

：ネットワークコネクション

トランザクション処理で DB に保存する．
2.2 IT システム構成管理リポジトリ大規模化の課題
このような手順において，管理対象の規模が大規模にな
るにつれて，情報収集や情報更新の処理性能が劣化する場

図 1 一般的なシステム運用管理ソフトウェアにおける

合がある．この処理性能劣化を回避するための研究として，

構成情報取得から表示までのデータの流れ

情報収集に関しては，サーバを複数用意して，取得処理を

Figure 1 Data flow of collecting and displaying configuration

並列化する研究[1]や，複数のサーバを用意せず情報取得処

information in common IT system management software

理自体を高速化する研究[4]がある．また情報更新に関して
は，分散 DB を利用して高速化する研究[2]が存在する．

運用管理システムの情報更新処理部分は一般的に次の 3

しかし，DB アクセス処理のチューニングについては，

つの順で情報更新処理部と構成管理リポジトリの間で DB

上記分散処理のようなアーキテクチャ自体の改善だけでな

アクセスが発生する．

く，DB の利用方法ごとに特有の課題を明確化し，その解

(1)管理対象装置からの情報収集，保存
[DB の処理] トランザクション処理
(2)収集した情報を利用したデータごとの合計値の算出
[DB の処理] 参照処理，オートコミット処理
(3)システム管理者向けのユースケースに合わせたデー
タ変換
[DB の処理] 参照処理，トランザクション処理

決策を検討・適用することで効果が大きくなる．そこで，
システム運用管理の構成管理用 DB の更新方法の特徴に基
づいた課題を明確化する．システム運用管理において 2.1
の手順(1)(2)(3)を進めると，管理対象が大規模になるにつ
れて計算機リソースの上限により，以下の３つの問題が発
生する．
(a) 帯域上限の問題
図 1 の情報収集処理部が多くの管理対象の情報を収集

(1)では，管理対象のデータが大量にあり，かつ一貫性を
保つために，複数の DB アクセス処理がトランザクション

ⓒ 2013 Information Processing Society of Japan

しなければならず，収集するデータ量が多くなりネットワ
ークの帯域上限に達することがある．
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3. 提案方式

(b) 同時実行スレッド数の上限
管理対象数の増加による情報収集処理の並列処理や処
理速度向上のための並列処理を実施すると，システム運用
管理ソフトウェアの同時実行スレッド数の上限に達してし
まう．

3.1 提案方式の概要
課題解決にあたり，情報更新処理の問題である DB コネ
クションと DB アクセス処理の並列度に着目して，解決方
針を立てることにした．なお，解決方針の検討にあたり，

(c) DB コネクションの問題

次の仮説を立てた．

情報更新処理部分では，構成管理リポジトリへのアクセ
スパス（DB の場合はこれをコネクションと呼ぶため，以
下はコネクションと呼ぶ）の数が DB 参照，更新性能に影
響する．管理対象が大規模になり情報収集処理部分が大量
のデータを情報更新処理部へ送ると， DB コネクションを
利用した情報更新時間が長くなってしまう．

【仮説 1】トランザクション処理は複数処理を組み合わ
せたもので一般に処理時間が長く，処理回数が少ない
【仮説 2】参照処理やオートコミット処理は処理時間が
短いが，処理回数が多くなる
なお，この仮説については，実際の運用管理環境を想定
して実験を実施した上で，成り立つことを確認した．この

管理対象システムが大規模化すると，2.1 の手順(3)で述
べた，複数管理対象の接続関係の組み合わせ数が爆発的に
増加し，データ変換後のデータ量も大規模となる．このた
め，DB コネクションを利用した処理時間が増加する．さ
らに，情報取得処理の並列化処理に応じて，処理のスレッ
ド数が増加すると，同時に大量の情報更新処理が発生する
可能性がある．しかし，DB アクセス処理の並列度が上が
ると，複数の DB コネクションを保持するコネクションプ
ールに対するコネクションの奪い合いが複数スレッドで発

実験については 4.2 節で述べる．
その結果，傾向の異なるトランザクション処理とそれ以
外の処理で利用するコネクションを分割し，各処理が利用
する DB コネクションのプールを用意する，コネクション
分割方式を考えた．図 3 に示すように，情報更新処理部か
ら構成管理リポジトリへアクセスするときに，従来は処理
種別に関わらず汎用コネクションプールからコネクション
を取得し，構成管理リポジトリへアクセスしていた．しか
し提案方式では，処理内容に応じて，各処理専用のコネク
ションプールからコネクションを取得するようにした．

生する．その結果，図 2 に示すように処理時間の長い処理
（トランザクション処理）がコネクションを占有してしま
う．その結果，本来進めるべき参照処理やオートコミット
処理が進まなくなり処理のスレッドがたまってしまい，全
体の処理時間が非線形に増加したり，処理が止まってしま
ったりという問題が発生する．
そこで我々は，(a)~(c) の問題のうち，まず (c) を解決す
る必要があると考え，本研究では DB コネクションの制御
に着目して，運用管理システムの情報更新処理を高速化す

従来方式

提案方式

管理サーバ

管理サーバ
システム運用管理
ソフトウェア (1)処理に応じて

システム運用管理
ソフトウェア
(1)処理に関わらずプー
ルからコネクション取得

プール選択

情報更新処理部
トランザクション
処理用コネクショ
ンプール

情報更新処理部
汎用コネク
ションプール

参照・オートコ
ミット用コネクショ
ンプール

(2)DBアクセス

る方式を提案する．

(2)DBアクセス

時間

現在
スレッド1：

構成管理リポジトリ

構成管理リポジトリ

：DBコネクション

スレッド2：

図 3 提案方式概要

スレッド3：

Figure 3 Overview of proposal method

スレッド4：
・
・
・

時間の長い処理に占有され特定
種類の処理が進まなくなる

コネクション１

Th2

コネクション２

―

Th4

コネクション３

―

Th3

Th2

Th2

：トランザクション処理

この方式により，図 4 に示すように，トランザクション

Th2

処理によるコネクションの奪い合いが発生しても，参照も

Th1

しくはオートコミット処理のコネクション取得には影響が
ない．その結果，長時間のトランザクション処理によるコ

Th3

：参照処理

：オートコミット処理

図 2 並列処理時のコネクション奪い合い

ネクション占有を回避することが可能となり，参照処理や
オートコミット処理で処理の詰りや，処理スレッドがたま
ることがなくなる．

Figure 2 DB connections acquiring process by some threads

ⓒ 2013 Information Processing Society of Japan

3

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

Vol.2013-IOT-20 No.31
2013/3/15

時間

現在
スレッド1：

4. 実験
4.1 実験環境

スレッド2：

本論文では IT 運用管理システムの大規模な構成として

スレッド3：

次の環境で実験を行った．管理対象として，ストレージ装

スレッド4：
・
・
・

置 2 台，サーバ 50 台がそれぞれ接続されている環境をシミ
特定種類の処理が詰らなくなる
トランザクション用

コネクション１

Th2

コネクション２

―

Th2

Th4

Volume を用意し，72 個のポートを介して，1 サーバあた

Th2

Th3

Th1

り平均 10 ボリュームをマウントしている．そして，その

参照とオートコミット用

コネクション３

―

Th2

：トランザクション処理

環境に対してストレージ・サーバ統合管理ソフトで情報取

Th4

：参照処理

ュレータで作成した．各ストレージ装置には，5000 個の

：オートコミット処理

図 4 提案方式適用後のコネクション取得処理
Figure 4 DB connections acquiring process after applying
proposal method
3.2 各コネクションプールのコネクション本数と比率
コネクションを分割すると，各コネクションプールへ割
り振るコネクションの本数を決定する必要がある．全コネ

得を実施した．なお，構成管理データベースには，HiRDB
[5]を利用した．
4.2 トランザクション処理と参照およびオートコミット
処理の傾向を確認する実験
3.1 で仮定したトランザクション処理と参照およびオー
トコミット処理の傾向を確認するために，１スレッドのス
トレージ装置の情報取得処理における、コネクション取得
回数・取得時間を測定した。測定結果を以下に示す．

クションプールのコネクション数の総和を N 個とした時に，
N 個のコネクションを各プールへ分配する比率を検討する．
まず，トランザクション処理専用のコネクション数を Ntr，
参照およびオートコミット処理専用のコネクション数を

表 1 DB コネクション取得回数，確保時間
Table 1 The number of acquiring DB connection and the time of
having the connection about storage system

Nref とする．N = Ntr + Nref である．また，並列処理の数を M

参 照

オートコミ

トランザク

処理

ット処理

ション処理

回数

201

51

6

総時間[msec]

5549

250

42003

平均値[msec]

27.60

4.90

4667.0

最大値[msec]

465

79

32437

とする．
【M, N の値によらない共通の考え方】
3.1 節に記載のように，参照処理及びオートコミット処
理は処理回数が多いため，本数が少なすぎるとキューが貯
まってしまい，複数スレッドの処理次第では性能劣化が著
しくなると考えられる．そのため，N の絶対値が少ないと
しても Nref は複数本あることが望ましいと考えた．
【N=1 の場合】
コネクション分割が不可となるため，今回の方式は適用
外である．
【N<=M の場合】
並列処理の数が DB コネクション総数より多いため，処
理の詰りやすさを重視して考えるべきである．ただし，処
理総時間を考えると，トランザクション処理の比率は可能
な限り高くしたい．この場合の適当な比率は実験にて確認
をすることとした．これについては，4.3 節で述べる．
【N>M の場合】
並列処理の数が DB コネクション総数より小さいため，
処理が詰りにくい．よって，全体の高速化を重視して考え
るべきである．全体の高速化は，トランザクション処理の
高速化を考えればよく，トランザクション処理の待ちが少
なくなるように，Ntr を M に近づけ，残りの数を Nref に割
り振ればよい．

この結果，3.1 の IT システム運用管理における処理の傾
向として，仮説１，仮説２が確認できた．
また，1 つの管理対象に対する参照およびオートコミッ
トの処理時間総和よりも 1 度のトランザクション処理の方
が処理時間が長いことがわかった．
4.3 コネクションプール割当比率決定のための測定
N<=M の場合に，各コネクションプールへのコネクショ
ン割当比率を決定するために，N=6 のときの比率を変えて
コネクションの衝突度合（コネクション最大数利用時にさ
らにコネクションを取得しようとした回数）を測定する実
験を行った．その結果を表 2 に示す．なお，並列度は M=10
で固定した．処理中のトランザクション処理は約 300 回，
参照とオートコミット処理は約 90000 回であった．
Nref の衝突回数については明確な傾向は言えない．しか
し，Ntr の衝突回数ついては，Ntr:Nref=4:2 のときに衝突が減
少する限界と言える．よって，仮に Ntr:Nref が基本的に 2:1
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の比率となるように決める．

この結果，従来方式では並列処理を上げるに従い，処理
速度は短くなるが，ある一定まで（図 5 の場合は並列度 12）

表 2 Ntr と Nref の比率毎の衝突回数

並列度を増加させると処理が止まった．これは，2.2 節で

Table 2 the number of the collision of each ratio between N tr and

書いた DB コネクション処理の奪い合いにより，特定処理

Nref

によるコネクションが占有される問題が発生しているため

Ntr:Nref

5:1

4:2

3:3

2:4

1:5

である．また，提案方式では従来方式と比較し並列度を大

Ntr の衝突回数

6

7

26

49

64

きくしても処理が止まらなかった．なお，同じ並列度での

Nref の衝突回数

30830

27880

28949

27765

23419

処理速度は従来方式と提案方式には差は見られなかった．

4.4 並列度変更時の処理時間測定
提案方式の有効性を図るため，ストレージ装置と接続し
たサーバ 50 台の情報をシステム運用管理ソフトに追加す
る処理を計測する実験を実施した．コネクション総数 N は
6 とし，並列度を変更したときの処理時間の影響を測定し
た．測定結果を図 5 に示す．
なお，操作としてサーバ追加を選択した理由は以下のと
おりである．
・一般にデータセンタにおいてサーバ数がストレージ数よ

5. 考察
5.1 提案方式の有効性
図 5 の結果から，コネクション分割の適用により，処理
の並列度を上げても特定の処理による DB コネクションの
占有がなくなり，処理のスレッドが停止状態にならなくな
るため，処理速度向上につながると考えられる．表 2 のコ
ネクション衝突回数から，従来方式では少数（約 300 回）
の長時間のトランザクション処理と多数（約 90000 回）の
短時間の参照処理で共通のコネクションを奪い合うことが

り多く，並列処理が実行される可能性が高い
・並列度が高い結果，複数の処理が衝突しコネクションの

わかった．よって，長時間の処理がコネクションを占有し
てしまうと，参照処理がコネクションを取得することが難

奪い合いが発生しやすい．

しくなり処理がスムーズに進まなくなっていたと言える．
また，提案方式における Ntr と Nref の本数は，並列度 M
が 6（=N，コネクション総数）よりも小さい場合は，3.2
節の考え方に基づき Ntr を M に近づけること，かつ Nref は
複数本割り当てることを考慮し，Ntr:Nref の値は次のよう
にした．

それが，提案方式では 4 本のコネクションを約 300 回のト
ランザクション処理が奪い合い，7 回しか衝突が発生しな
い．そのため，処理の待ちが少なくなり，結果として全体
の処理がスムーズに進むようになったと考えられる．
以上のことから，処理種別毎にコネクションプールを分
割することにより，処理待ち，および処理の詰りが少なく

M=2：Ntr:Nref=2:4

なり，並列度を上げることできたと考えられるため，本提

M=3：Ntr:Nref=3:3

案方式は有効であると言える．

M=4：Ntr:Nref=4:2

また，従来方式において，並列処理を増加させると処理

M=5：Ntr:Nref=4:2
並列度 M が 6 以上の場合は，4.3 の実験結果を基に，
Ntr:Nref が 2:1，つまり Ntr=4，Nref=2 とした

が遅くなる，もしくは止まることがあることが，図 5 で確
認できた．提案方式の前提となる 3.1 節のトランザクショ
ン処理と参照およびオートコミット処理傾向の仮説につい
ては， 表 1 の結果により正しいことが確認できた．また，

700

参照およびオートコミット処理の総時間が１つのトランザ
600

クション処理より長いことも確認できた．これにより，3.2

処理時間[sec]

500

節で検討した Ntr と Nref の本数の比率に関して，Ntr に多く

400

：従来手法

割り当てることを検討したことは妥当であると言え，表 2

300

：提案手法

の衝突回数の確認結果からも確認できた．よって，コネク
ション分割方式は並列度増加には有効である．

200

3.2 節の考え方と表 2 の実験によるコネクションの本数

100

の比率の結果をまとめると．Ntr と Nref の本数の比率は，次

0
0

5

10

15

20

25

30

35

並列処理数

図 5 従来方式と提案方式の処理時間
Figure 5 the processing time of conventional method and the

の数式で表現可能と言える．なお，N=2 の場合は Nref を複
数本とすることは不可能であるため，Ntr=1, Nref=1 としてい
る．

proposing one
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(ⅰ) N<=M の場合（処理の詰まりやすさを考慮）

チ ャ を 利 用 し た デ ータ ベ ース 方 式 が 提 案 さ れ てい る ．

1 ( N  2,3)
2 ( N  4)

N tr  
3 ( N  5)
[ N * 2 / 3] ( N  6)
1 ( N  2)

N ref  2 ( N  3,4,5)
 N  N ( N  6)
tr


NoSQL においても，処理内容に応じてコネクションを適当

([]はガウス記号，[x]は x を超えない最大の整数)

な比率に分割するという考え方を応用することで，NoSQL
のさらなるスケーラビリティ向上が見込める可能性がある．
そのような RDBMS 以外の DB でも適用可能なモデルの検
討が今後の課題である．

6. おわりに
本論文では，大規模データセンタを管理する運用管理ソ

(ⅱ) N>M の場合（Ntr を M とできるだけ近づける）

フトウェア向けに，情報取得時のリポジトリ（データベー

1 ( N  2)
2 ( N  3)

N tr  
M ( N  4 and N  M  2)

M  1 ( N  4 and N  M  1)

ス）更新処理の高速化手法について提案した．

N ref

1 ( N  2,3)

  N  M ( N  4 and N  M  2)
2 ( N  4 and N  M  1)


従来方式では，リポジトリ情報更新時において汎用的な
データへのアクセスパス（コネクション）を利用していた．
そのため，特定の処理時間の長い処理が並列に実行される
と，特定の処理にアクセスパスが占有され処理が詰ってし
まい，結果的に処理時間が長くなる，または処理が終わら
ないという問題があった．
提案方式では，処理の種類に応じてデータへのアクセス
パスを分割し，各処理専用のアクセスパスを用意した．こ

ただし N<=M かつ N>=6 のときの Ntr と Nref の比率に関

れにより，特定の処理時間の長い処理や短い処理が並列で

しては， 表 2 の衝突回数と図 5 の処理時間から 2:1 であ

実行されたとしても特定の処理にアクセスパスが占有され

っても問題がないことは確認できたが，対象とする環境や

ずに処理が進むようになり，結果として従来方式と比較し

処理により最適な比率が変わる可能性があり，さらなる検

て並列処理の並列度を上げることが可能となった．

討の余地があると言える．
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すればよい．
5.3 今後の課題
5.1 に示したように，Ntr と Nref の比率に関しては，2:1 で
あっても問題ないことが確認はできたが，対象とする環境
や処理により最適な比率が変わる可能性がある．今後の課
題として，対象となる処理に応じて，DB コネクション取
得処理の衝突確率のモデル化を検討し，さらなる効率の良
い DB コネクションプールの設計をすることが課題である．
また，近年は DB のスケーラビリティ向上を目指して，
Hadoop[6]を利用した NoSQL [7]と呼ばれる分散アーキテク
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