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あらまし 近年，情報量の爆発的増加によって，大量のデータを効率良く処理するシステムが望まれている．そのシ

ステムを実現する手段としてクラウドコンピューティングが期待されている．本研究では，セキュアでスケーラブル

な処理を実現できるハイブリッドクラウド環境において大量のデータ処理を行う場合に，処理の効率性と，生じるコ

ストのバランスの両方を考慮した負荷分散を実現する手法を提案し，ミドルウェアとして実装した．
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Abstract Due to the explosive increase in the amount of information in computer systems, we need a system that

can process large amounts of data efficiently. Cloud computing system is an effective means to achieve this capacity

and has spread throughout the world. In our research, we focus on hybrid cloud environments, and we propose a

method for efficiently processing large amounts of data while responding flexibly to needs related to performance

and costs. We have developed this method as middleware.
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1. は じ め に

近年，情報通信の発達に伴って増加した大量のデータは，Big

Dataと呼ばれ，その巨大なデータへの効率的な処理が求めら

れている．その処理のプラットフォームとして，ハイブリッド

クラウドが注目されている．ハイブリッドクラウド環境では，

プライベートクラウドとパブリッククラウドを併用することで，

それぞれの持つ拡張性や安全性などの問題点を補い合う事がで

きる．特にデータ処理においては，時々刻々と増加するデータ

に対して，必要に応じてセキュアでスケーラブルな処理ができ

るハイブリッドクラウド環境は，処理に適していると言える．

しかし，ハイブリッドクラウド環境での性能と処理に伴うコ

ストには，トレードオフの関係が生じる．つまり，多くのデー

タ処理を高速に行うために，パブリッククラウドを多く使って

処理を行えば，全体の実行時間は短くなるが，従量制料金がか

かり過ぎてしまう．逆に，プライベートクラウドのみで処理で

行うと，従量制料金は少なくなるが，処理に時間がかかってし

まう．このように，ハイブリッドクラウド環境での効率的な処

理に関して，どちらのクラウドをどれくらい使えば良いのかを，

性能と必要なコストに基づき判断し，最適なジョブ配置を行え

るシステムが必要である．

そこで，本研究では，ハイブリッドクラウド環境での処理に

ついて，性能と金銭的コストという 2つの評価軸に基づき，最

適なジョブ配置を目指す手法を提案し，ミドルウェアとして実

装した．本ミドルウェアでは，主に計算処理を行う CPUイン

テンシブアプリケーションだけでなく，主にディスクへ I/O処

理を行うデータインテンシブアプリケーションの効率的な処理

へ向けたジョブ配置も対象とする．しかし，一般的に，CPU使

用率などで負荷の判断を正確にできる CPUインテンシブアプ

リケーションと違って，データインテンシブアプリケーション
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における処理の場合，リソースを飽和するまで使い切る，効率

的なリソースの利用状況が判断しづらい．これに対し，本手法

では，CPUと I/Oのバランスを可変とする自作ベンチマーク

を用い，実行環境となるハイブリッドクラウドの性質を調べた

上で，リソースへの I/O状況を元にジョブの実行状況を判断す

る手法を提案する．

本論文では，本研究で提案する手法を実装したミドルウェア

について詳細に述べると共に，ハイブリッドクラウド環境で，

実際にデータインテンシブアプリケーションの処理を行う際に，

本ミドルウェアを適用し，生じたコストについて，性能と金銭

的コストという評価軸で評価し，リソースを効率的に使う最適

なジョブ配置が提供できることを示す．金銭的コストには，パ

ブリッククラウドの従量制料金とプライベートクラウドの消費

電力料金が含まれる．

2. ハイブリッドクラウド環境でのコスト評価軸
におけるトレードオフ関係

クラウドコンピューティングは，ネットワーク上に存在する

サーバから，必要なソフトウェアやハードウェア資源を利用

するサービス形態を示し，その提供するサービスの種類から，

SaaS(Software as a Service)や，PaaS(Platform as a Service)，

IaaS(Infrastracture as a Service)などに分けられる．

本研究では，特に IaaSを対象として検討を行うが，主に IaaS

についてのクラウドの利用形態の種類として，パブリッククラ

ウドとプライベートクラウドがある．パブリッククラウドは，

インターネットを通じて利用でき，クラウドを提供するプロバ

イダに従量制の料金を支払うことで，スケーラブルなクラウド

サービスを受けることができる．プライベートクラウドは，社

内などの閉じたネットワーク上で利用するクラウドのことで，

セキュリティに配慮した構成で，クラウド環境を利用すること

ができる．また，現在はハイブリッドクラウドという利用形態

も注目されている．ハイブリッドクラウドでは，プライベート

クラウドとパブリッククラウドの 2つのクラウドを併用するこ

とで，スケーラブルかつセキュアなクラウド環境を利用するこ

とができる．本研究では，ハイブリッドクラウド環境での効率

的な処理を実現するシステム開発を行う．

ハイブリッドクラウド環境で処理を行う際に，性能と必要

なコストには，トレードオフの関係が生じる．つまり，多くの

データ処理を行うために，プライベートクラウドに加えて，パ

ブリッククラウドを多く使って処理を行えば，処理は早く終わ

るが，多くのインスタンスを使って処理を行うため，従量制料

金がかかり過ぎてしまう．逆に，パブリッククラウドをほとん

ど使わずに，プライベートクラウドのみで処理で行なうと，従

量制料金は少なくなるが，処理に時間がかかり過ぎてしまう．

このように，ハイブリッドクラウド環境での効率的な処理に関

して考える場合，どちらのクラウドのどれくらい使えば良いの

か，性能と必要なコストに基づき判断し，最適なジョブ配置を

行えるシステムが必要である．

そこで本研究では，そのようなシステムを実現する手法を

提案し，ミドルウェアとして実装した．本ミドルウェアで考慮

するコストは，ジョブの処理時間という時間的コストと，パブ

リッククラウドの従量制料金とプライベートクラウドの消費電

力料金を足した金銭的コストの 2つである．本手法で考える金

銭的コストの中に，プライベートクラウドの消費電力料金が含

まれるのは，最近の世界的なエコ志向に加え，大量のデータを

処理する上での電力の増加問題，更には電力供給力の減少問題

など，消費電力削減の重要性が増しており，電力においても，

無駄のない利用が求められるためである．プライベートクラウ

ドの金銭的コストには，システム導入時の固定的な費用も含ま

れる筈であるが，その金額は一概には定義しにくいため，ここ

では減価償却済みであるケースを想定し，固定費用はゼロとし

て評価を行った．また，金銭的コストの中に，パブリッククラ

ウドの消費電力料金が含まれていないが，パブリッククラウド

を提供するプロバイダが，利用者に対して個々のリソースが消

費した電力料金を公開するのは，一般に困難であると考えられ，

パブリッククラウドにおいては，従量制料金にその消費電力料

金が含まれると考えることができる．

3. 提案する負荷判断手法

本論文で提案するミドルウェアでは，CPU インテンシブな

ジョブだけでなく，データインテンシブなジョブも処理の対象

としている．どちらのジョブにおいても，ハイブリッドクラウ

ド環境での無駄のないリソース利用のためには，その負荷を適

切に判断し，それぞれのリソースを「ギリギリまで使い切る」

ということが大変重要である．そこで，本ミドルウェアでは，

CPU処理とディスク処理それぞれにおいて，リソースを使い

切った状態を決め，その情報を元に，リソースの負荷の状況を

判断していく．それぞれの処理での負荷の判断手法は以下の通

りである．

3. 1 CPU処理に基づいた負荷の判断

CPU 処理を伴う CPU インテンシブなジョブについての負

荷分散の研究は，今まで多くなされており，負荷の判断とし

て CPU 使用率が使われている．本ミドルウェアにおいても，

CPU使用率を元に判断し，リソースを使い切った状態を CPU

使用率が 100%として，100%になったら，負荷分散を行う．こ

の，CPU インテンシブなジョブの最適配置については，他の

研究でされている手法と本質的には変わらないため，本提案の

特徴とはしない．

3. 2 ディスク処理に基づいた負荷の判断

3. 2. 1 ディスクの性能測定

ディスク処理を伴うデータインテンシブなジョブの場合，CPU

処理に比べ，その負荷が飽和に達しているかどうかの確定的な

判断が難しい．データインテンシブなジョブの場合は，処理が

I/O 待ちとなってしまう場合が多く，CPU 使用率を用いても

適切な判断が行えない．そこで，本提案手法では，クラウドリ

ソースそれぞれの/proc/diskstats ファイルから，現在ディス

クに溜まっているキューの長さを取得することで，そこで実行

されているジョブ量を見積り，この結果をミドルウェアに適用

する手法を提案する．従って，本手法においては，リソースを

飽和するまで使い切った状態のキューの長さの値を知る必要が
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ある．

そのため，CPUと I/Oのバランスを可変とするベンチマー

クを自作し，その内，Read処理のみを行うベンチマーク Disk

Benchを使って，ミドルウェア実行環境のディスク性能測定を

行う．Disk Benchは，インスタンス内のディスクに Random

Read処理を行うシンプルなベンチマークである．

また，本性能測定を実施するハイブリッドクラウド環境を，

IaaS 環境のクラウド環境構築ソフトウェア Eucalyptus [1] を

使って構築した．ここでは，Eulcalyptusを用いて，2つのクラ

ウド環境を構築し，その間を人工的な遅延を発生させる Dum-

mynetでつなげることで実現した．このハイブリッドクラウド

環境において，性能測定では，1台のサーバ機上に表 1の性能

のインスタンスを 1 つ起動させ，それに対して，Disk Bench

を使ったジョブを複数同時処理する時の，処理時間とその時の

ディスクに溜まるキューの長さを/proc/diskstatsファイルから

測定する．そして，その処理時間の測定結果と，その分のジョ

ブを逐次的に処理する場合の処理時間を比較する．

表 1 Instance

OS Linux 2.6.27.21-0.1-xen /

x86 84 GNU / CentOS 5.3

CPU Intel(R) Xeon(R) CPU @ 3.60GHz 1 core

Memory 1024MByte

Disk 20GByte

一般的に，ディスクリソースに余裕があれば，ジョブを同時

処理した方が，その分のジョブを逐次処理した時に比べ実行時

間が短いはずである．しかし，同時処理するジョブ数を増加さ

せていくと，同時処理した場合の方が遅くなる点がある．そこ

をディスクリソースを使い切った状態と判断し，その時のディ

スクに溜まったキューの長さを，「ディスクリソースを使い切っ

た状態の条件」とする．

また，Disk Bench内には，2つの可変なパラメータが存在す

る．一度にどれだけ読み込むかという読み込み量と，この読み

込みを何回繰り返すか，というパラメータである．この 2つの

パラメータを変化させることで，様々なアクセスパターンを想

定できる．この測定では，小さ目のブロック読出しを少量のみ

行う場合，小さ目のブロック読出しを多く行う場合，大き目の

ブロック読出しを少量のみ行う場合，大き目のブロック読出し

を多く行う場合など，様々なアクセスパターンを想定して測定

を行ったが，本論文では，小さ目のブロック読み出しを少量の

み行った場合の結果のみ，図 1，2に示す．

　　

図 1 処理時間の比較

小さ目の読出しを

少量のみ行う例

(1Kbyte を 1024 回)

図 2 キューの長さ

小さ目の読出しを

少量のみ行う例

(1Kbyte を 1024 回)

図 1，2は，小さ目のブロック読み出しを少量のみ行った場

合の，処理時間の比較結果と，性能測定実験時のキューの長さ

の測定結果である．

まず，本性能測定では，ジョブの同時処理と逐次処理時の処

理時間を比較していく．図 1において，縦軸は処理時間の比較

結果を比率で表しており，横軸のジョブ数分のジョブを同時処

理した時の処理時間を，逐次処理した場合の処理時間で割った

ものである．縦軸が 1となる所を赤の破線で示しており，それ

より下だと同時処理の方が速く，上だと逐次処理の方が速い，

つまりディスクリソースを使い切った状態であるとうことを示

す．このことから，図 1では，ジョブ数 4でディスクリソース

を使い切った状態であるということがわかる．

図 2は，図 1でのアクセスパターンにおける，同時処理ジョ

ブ数ごとのキューの長さの推移を示している．図 2から，ジョ

ブ数が増えるに連れ，ディスクに溜まるキューの長さが増加し

ていることがわかる．この状態について，ディスクアクセスは

複数のジョブからのリクエストがランダムに到着し，ブロック

サイズが一定ならジョブの処理時間はほぼ一定，窓口はディス

クごとに 1つという待ち行列モデルに従うと見なせる．従って，

キューの長さは，ジョブからの I/Oリクエストの混雑度，すな

わち入出力の飽和の程度を正確に反映していると考えられる．

その他測定したアクセスパターンにおいても同様の判断を行

い，処理時間の比較結果と，その時のディスクに溜まるキュー

の長さのグラフを分析した結果，本実験環境では，ディスクリ

ソースを使い切った状態である時，キューの長さは 2000～2700

の間であるという条件がわかったが，ディスクリソースを使い

きった状態の条件となる値に幅が生じた．これらの値は，物理

ディスクの細かなレベルまで解析を行えば，一意に定まるかも

しれないが，ジョブの精度は一般にそこまで細かくないため，

本手法では，この範囲内の値で負荷の判断を行う．このことに

ついて，次節の予備実験を行った．

3. 2. 2 予備実験：負荷分散実験

予備実験では，Disk Bench を使った多数のデータインテン

シブなジョブを，本ハイブリッドクラウド環境で処理する際に，

負荷分散を行う閾値を，ディスクリソースに溜まったキューの

長さとした場合に，性能測定で得た値の範囲内の数値を設定す

ることで，処理性能とコストの評価にどのように現れるかを検

証した．

この実験では，合計 100個の Disk Benchを使ったジョブを

2秒間隔でハイブリッドクラウド環境へ投入していく．投入さ

れたジョブを，プライベートクラウドまたはパブリッククラウ

ドの，どのインスタンスへ配置するかを決定していく負荷分散

実験である．この実験のために，表 1の性能のインスタンスを，

プライベートクラウド及びパブリッククラウドに 4つずつ，合

計 8つのインスタンスを立ちあげておく．また，飽和測定によ

り決定した，ディスクが飽和になるキューの長さの値の範囲は，

物理マシンの性能により異なるものであるが，本ハイブリッド

クラウド環境を構築する物理サーバは，すべて同じ性能のもの

であるため，前述した値で統一される．

ジョブは，まずプライベートクラウド内の 1つのインスタン
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スに投入され続け，そのインスタンス内のディスクに溜まった

キューの長さが閾値以上になると，プライベートクラウド内の

使われていないインスタンス，もしくは閾値以下の処理を行っ

ているインスタンスへ投入される．そしてプライベートクラウ

ド内のすべてのインスタンスが閾値以上になると，パブリック

クラウドのインスタンスが使われ，同様に閾値以上になるまで

ジョブが投入され続ける．パブリッククラウドにおいても閾値

以下のインスタンスがなくなった場合は，パブリッククラウド

に新たなインスタンスを借り，処理を実行する．

この実験では，負荷分散を行う閾値を，500～12500 と小さ

な値から大きな値まで変化させて評価を行い，特に性能測定

で得た値の範囲内の数値を設定することで，処理性能と 2.2節

で説明した金銭的コストが，最適なコストバランスとなるジョ

ブ配置を行えるか検証を行った．負荷分散実験中は，ジョブの

処理時間と，プライベートクラウド全体が消費した電力料金，

パブリッククラウドの従量制料金を測定している．電力測定

においては，システムアートウェア製のワットアワーメーター

SHW3A [3] を用い，プライベートクラウドを構成する Node

サーバ全体の消費電力を測定する．

図 3に，その実験の評価結果を示す．

　
図 3 Disk Bench を使った負荷分散実験評価結果

横軸が，処理時間という時間的コスト，縦軸が金銭的コスト

である. 金銭的コストは，以下の式で算出したものである．
金銭的コスト : TR * NR * CR +PL * CL

　 TR:パブリッククラウド上のインスタンスを使った時間 [時間]

　 NR:パブリッククラウドのインスタンスを使った数 [数]

　 CR:パブリッククラウドの従量制料金単価 [$/時間]

　 PL:処理時にプライベートクラウドが消費した電力 [kWh]

　 CL:消費電力料金単価 [$/kWh]

それぞれの単価として，従量制料金単価は Amazon EC2の値

段を参考に処理時間あたり$0.5，消費電力料金単価は，東京電

力の値段を参考に 1kWhあたり$0.24とした．

図 3が示す通り，時間的コストと金銭的コストを同時に最適

とするジョブ配置は存在しない．しかし，性能測定で決定した，

リソースを飽和まで使い切った状態の条件となる，2000～2700

の範囲内の値を負荷分散を行う閾値として使用することで，リ

ソースを効率良く使い切りながら，コストバランスにおいても，

図中に赤の破線で示したパレート最適に満たす負荷分散が提供

できていることがわかる．時間的コストと金銭的コストの度合

いは，ユーザの要望に委ねられることになる．

3. 2. 3 ディスク処理における負荷制御手法

3.2.1，3.2.2節の考察を踏まえ，提案するディスク処理におけ

る負荷判断手法は，まず，学習フェーズとして，ディスクの性

能測定を行い，ディスクを使い切った状態の条件となる，ディ

スクに溜まるキューの長さの範囲を決定する．ミドルウェアは，

ディスクに溜まるキューの長さを負荷分散を行うため閾値とし，

ユーザには，性能測定で決定したキューの長さの範囲内で，閾

値を決定してもらう．このミドルウェアによって，リソースを

無駄なく使いつつ，要望するコストバランスとなるようパレー

ト最適に負荷分散を制御することができる．

4. パレート最適配置ミドルウェア

4. 1 ミドルウェアの構造

図 4に，ミドルウェアの動作を示す．ミドルウェアは，Mon-

itor 部と Dispatch 部から成る．Monitor 部では，ハイブリッ

ドクラウド内に存在するインスタンスに対して，ジョブの優

先配置度順に，定期的にリソースの状態確認を行っている．リ

ソースの状態確認とは，前章で述べた通り，CPU 処理におい

ては CPU使用率，ディスク処理においては，ディスクに溜ま

るキューの長さを測定している．また，リソースの負荷状況は，

CPU処理，ディスク処理の両方を同時に確認しており，どちら

かが使い切った状態となると，そのインスタンスはリソースを

使い切られた状態と判断する．Dispatch部では，ジョブを受け

取り，Monitor部からの情報を元に，ジョブを配置していく．
　

図 4 ミドルウェアの動作

4. 2 ミドルウェアのアルゴリズム

本ミドルウェアのアルゴリズムを以下に示す．初めてミドル

ウェアを利用するハイブリッドクラウド環境で実行する際には，

3.2.3 節で示した学習フェーズにおけるディスクの性能測定を

行い，ディスクリソースを使い切った状態の条件となるキュー

の長さの範囲を決定する必要がある．

（ 1） ユーザは，学習フェーズで得た閾値の範囲を元に，コ

ストバランスを考えて，ディスク処理における閾値を設定し，

ミドルウェアを実行する．

（ 2） ミドルウェアは，投入されたジョブを受け取る．

（ 3） プライベートクラウド内のインスタンスで，優先配置

度順に，リソースの負荷状態が閾値以上であるか調べ，閾値以

下であればそこで実行し，(2)へ．プライベートクラウド内の

リソース全ての負荷状態が閾値以上であれば，(4)へ．

（ 4） パブリッククラウドでジョブの優先配置度順に，リ

ソースの負荷状態が閾値以上であるか調べ，閾値以下であれば

そこで実行して，(2)へ．見つからなければ，(5)へ．

（ 5） パブリッククラウドにおいて，借りるインスタンスを

増やし，そこで実行して (2)へ．
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5. ミドルウェア適用実験

提案した本ミドルウェアを，実アプリケーションに適用した

評価結果の例を示す．ミドルウェアを使った，CPUインテンシ

ブなアプリケーションにおける，ハイブリッドクラウド環境で

の負荷分散は，今まで多くなされてきた負荷分散の研究と本質

的に変わらないため，この例では，本ミドルウェアにデータイ

ンテンシブアプリケーションに適用した例を示す．

5. 1 実 験 概 要

本ミドルウェアの実験環境としては，図 4に示すように，ハ

イブリッドクラウド環境を構築した．それぞれのクラウドを構

成する Nodeサーバは，シングルコア CPUであるため，表 1

の性能のインスタンスを，どれも同じ性能を持つ Nodeサーバ

に，1つずつ生成する．プライベートクラウドにおいては，イ

ンスタンスを合計 4つとし，リソースを使い切ると，パブリッ

ククラウドのリソースへスケールアウトする．

本実験の手順として，まず学習フェーズとして，ディスクの

性能測定を行うが，本実験環境は，3.2節で行った性能測定の

環境と変わらないため，ディスクを使い切った状態の条件とな

るキューの長さは，どのインスタンスでも，2000～2700 であ

る．次に，それぞれのアプリケーションで，この条件の範囲を

基準に，負荷分散の閾値を増減させた場合の，処理時間，パブ

リッククラウドの従量制料金，プライベートクラウド全体の消

費電力を測定する．

本実験では，様々な負荷分散状況の上記 3つのコストを測定，

評価し，本ミドルウェアへの負荷分散の閾値として，特に性能

測定で得た値付近を設定することで，無駄のない，パレート最

適な負荷分散を実現できているか評価を行う．

5. 2 適用したデータインテンシブアプリケーション

本実験で適用したデータインテンシブアプリケーションは，

2種類である．

1つめに，PostgreSQLと共に配布されているベンチマーク

ツールである，pgbench を用いた．pgbench は，オンライン

トランザクション処理を模した TPC-Bを基に作成され，単位

時間で処理できるトランザクション数で性能を判断できる．実

験では，pgbench によるジョブを一定数 (本実験では 200 個)

を順次投入し，ミドルウェアにジョブ配置させる．2 つめに，

DBT-3の検索クエリを用いた．DBT-3は，TPC-Hの簡易版

であり，大規模なデータベースに対し，全行検索となる複雑な

select文による問い合わせを行う．本実験では，DBT-3の検索

クエリの内，幾つかを選択して，ミドルウェアへ繰り返し投入

し，一定数 (本実験では合計 110個)のジョブを処理する．

この 2種類のデータインテンシブアプリケーションの大きな

違いは，CPU処理の負荷の大小にある．pgbench実行時に，そ

の CPU 負荷とディスク負荷を計測した結果，ほとんど CPU

処理を行なっていないことが確認できた．それに対し，DBT-3

の検索クエリにおいては，CPU処理をある程度伴っているもの

もあった．しかし，どの検索クエリにおいても，データ処理を

処理の中心としており，データインテンシブ寄りのアプリケー

ションであると言える．この 2種類のデータインテンシブアプ

リケーションそれぞれに，本手法を適用することで，本手法で

の制御がアプリケーションの種類や性質に依らないことを示す．

5. 3 実験におけるデータ配置

クラウド環境において，特にデータインテンシブなジョブを

負荷分散させる際には，そのデータ配置を考えることは大変重

要である．本ミドルウェア実行環境として想定する，ハイブリッ

ドクラウド環境でのデータ配置として，クラウドに付随するブ

ロックストレージを使う場合や，ローカルにストレージを設け

てパブリッククラウドからは遠隔アクセスを行う場合などが考

えられるが，本実験では，遠隔バックアップなどにより，イン

スタンス内に既にデータが配置されている場合を想定し，実験

を行っている．つまり，本ミドルウェアでは，すべてのインス

タンスのローカルに必要なデータが揃っており，その処理をど

のインスタンスで行うのかを本ミドルウェアに判断させる．文

献 [5] では，パブリッククラウドからローカルのストレージに

iSCSI を用い遠隔アクセスした場合の取組みも行われている．

今後上記データ配置についても取り組んでいきたい．

5. 4 ミドルウェア適用実験評価結果

図 5，6に，pgbenchによるジョブとDBT-3の検索クエリに

よるジョブ処理時の，ミドルウェアのコスト評価結果を示す．

　
図 5 pgbench 適用時のコスト評価

　
図 6 DBT-3 の検索クエリ処理を適用時のコスト評価

図 5，6において，3.2.2節同様，縦軸は金銭的コスト，横軸

は時間的コストを示している．また，それぞれの図では，負荷

分散の閾値として設定したキューの長さでも，代表的な点のみ

具体的に示している．

これらの図からわかるように，本ミドルウェアで，性能測定

により決定したディスクリソースを使い切った状態の条件とな

るキューの長さ，つまり 2000～2700の値付近に設定すること

で，リソースを効率的に使いながら，コスト評価においてパ

レート最適の点となっていることがわかる．逆に，性能測定で

決定した値の範囲内になくても，パレート最適曲線上の点と

なっていることもあるが，これは，処理性能を重視するために，

リソースを非常に多く使っているか，金銭的コストをかけない
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ようにリソースに多大な負担を与えている負荷分散のコスト

評価が，曲線上の点となった例である．パレート最適曲線上に

のっていない点については，その閾値より，より良いコストバ

ランスを提供できる他の閾値が存在する点である．

以上の点から，ディスクリソースを使いきった状態の条件と

なる値を，負荷分散の閾値とすることは，パレート最適曲線上

の点となるための十分条件であることがわかり，この値の範囲

内の値を設定することで，コストバランスをパレート最適にす

る負荷分散を提供できる．

5. 4. 1 適用実験考察

pgbenchおよび DBT-3の検索クエリをデータインテンシブ

アプリケーションの例として適用した結果から，本提案手法

を実装したミドルウェアでは，性能測定によって決定した，リ

ソースを使いきった状態の条件を元に，それをキューの長さで

判断していくことで，アプリケーションに依らない，パレート

最適なコストバランスとなる負荷分散制御を実現できることが

わかった．

その他の考察として，本評価では，クラウド間に存在する

Dummynet による遅延時間を 20ms としているが，本実験で

はジョブのみを遠隔へ送信するため，遅延時間の差異には殆ん

ど影響されなかった．また，今回の金銭的コスト計算において

は，パブリッククラウドの従量制料金の比重が大きいため，プ

ライベートクラウドの消費電力料金の違いによる影響はかなり

小さかった．しかし，この金銭的コストは，技術的・社会的な

理由などにより，大幅に変わる可能性がある．消費電力料金の

比重が大きくなったら，本提案方式においても，より電力料金

を念頭に置いた負荷分散が実行されるようになると考えられる

が，これはコスト計算の式を変更するだけで対応が可能である．

6. 関 連 研 究

クラウドにおけるロードバランスに関する論文として，例え

ば文献 [4]などがある．しかしこれらは，CPUインテンシブア

プリケーションを対象としており，データインテンシブアプリ

ケーションは考慮していない．

また，本研究と同じように，ジョブの対象をデータインテン

シブアプリケーションとし，その負荷の指標としてディスクア

クセス量を用いて開発された負荷分散ミドルウェアに文献 [5]

がある．このミドルウェアでは，ディスクアクセス量を元に，

ローカルのクラスタとパブリッククラウド間で動的な負荷分散

を行うことで，ジョブの最適配置を行った．本研究ではこのミ

ドルウェアを更に発展させ，コスト評価軸を設け，リソースを

使い切りつつも，ユーザの要望に応じたコストバランスとなる

ジョブ配置を提供する．

クラウドの省電力化の検討も活発に行われている．文献 [6]

などは，CPUインテンシブアプリケーションをクラウド上で

実行するときの省電力化への取組みである．また，文献 [7]は，

クラウドのデータセンタに対する省電力化への取組みであり，

プライベートクラウドを含むクラウド全体の省電力化を目指す

点で，本研究と異なる．

7. まとめと今後の課題

ハイブリッドクラウド環境での効率的な処理に関して，どち

らのクラウドのどれくらい使えば良いのかを，性能と必要なコ

ストに基づき判断して，最適なジョブ配置を行える手法を提案

し，ミドルウェアとして実装した．

今後の課題としては，データ配置の改善が必要があると考え

る．本論文の実験では，インスタンスのローカルにデータを保

持しており，現実の場面で使用するモデルとしてはあまり現実

的でない．現実のモデルとしてはストレージを集約し，ローカ

ルとリモートのストレージの同期を取って行くような事が必要

であるため，まずはネットワークストレージを導入する事を考

えている．既に iSCSIをシステムに導入済みであり，今後はこ

れを利用した実験を行っていく予定である．また，現在の実装

では，学習フェーズで取得した閾値を，ミドルウェアに適用し

てから実行する形となっているが，この学習フェーズもミドル

ウェアの一部に取り込み，自動化を実現したい．
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