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1. は じ め に
近年 docker, や Linux Containers(LXC) などのコ
ンテナ仮想化技術が普及してきている．それに伴い，
従来ハードウェア仮想化による仮想マシン (VM) を
クラウドで提供してきたベンダもコンテナをクラウド
で提供するサービスを始めている．ベンダはクラウド
サービスを運用する上で，これらの仮想化技術に高い
管理性を求める．そのためハードウェア仮想化技術で
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2. コンテナ移送技術

3. 問 題 点
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コンテナ移送はプロセスのチェックポイントとリス

に示す．実験では移送前後で 1GB のファイルをシー
ケンシャルリードするスループットを測定した．移送
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後の１回目のリードでは，ページキャッシュがないこ
とによりスループットが低下している．移送後２回目

ではページキャッシュが作られ，移送前２回目と同等
のスループットがだせている．この事前実験では移送
先にページキャッシュが送られないことにより，ディ
スク読み込みが頻繁に起こり性能が低下がする場合を
示した．ページキャッシュを送らないことによる性能
低下は VM 移送技術でページキャッシュを送らない
2)
提案をした研究でも提起されている．

4. 提

案

本研究ではコンテナ移送後のページキャッシュがない
ことによる性能低下を軽減することを目的とする．そ
こで移送元で使われていたページキャッシュをホスト間
で共有しているネットワークストレージから移送先で
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プリフェッチすることを提案する．これにより，移送後
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と hotcache の page index を読み込み，移送先に送
信する．移送先ではそれらの情報を用いて pread() で
ページをプリフェッチする．
プロセス移送は python により実装した．

6. 実

験

移送先，移送元ホストには Intel Xeon CPU X5650,

16GB Memory , Gigbit Ethernet を用いた．それぞ
れのマシンには移送の専用線として物理的に直接ケー
ブルを繋げてあり, 移送通信のみそのケーブルを使用
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