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Linux における障害異常検知への管理図の適用
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概要：近年，あらゆるコンピュータシステムに対して，高い信頼性が求められるようになっている．シス
テムの信頼性が損なわれる要因のひとつにパフォーマンス障害がある．パフォーマンス障害とは，システ
ムの応答時間が遅くなり，処理効率が悪くなることを指す．こうしたパフォーマンス障害の原因特定には，
一般にログを分析する方法が用いられている．しかし，CPU 時間のオーバーヘッド，記録されるログサイ
ズが膨大であるという問題がある．本稿では，管理図により性能異常と判断されたログのみを取得するこ
とによるログ削減手法を提案する．日立から報告された実際の障害事例に適用したところ，ログの取得を
約 86% 回避，約 1.5GB のログサイズを約 13MB まで削減することができた．

1. はじめに
さまざまな情報サービスが広く一般のユーザにも普及す

グ取得のための CPU 負荷やログを記録するための記憶域
が大幅に増大してしまう．Linux を対象に行った予備実験
では，ファイルシステムの振る舞いに関する詳細なログの

るようになり，いわゆるミッション・クリティカルなシス

記録を行うと CPU 時間のオーバーヘッドが 20% 増大し，

テムに限らず，あらゆるコンピュータシステムに対して高

1 秒あたり 2 GB のログが生成された．ディスク I/O を

い信頼性が求められるようになっている．システムの信頼

多用するサービスの場合，ログ取得のためにディスク I/O

性を脅かす要因のひとつにパフォーマンス障害がある．

を増大させるのは望ましくなく，メモリ上にログを保持し

パフォーマンス障害とは，システムの応答時間が遅く

ておく場合も多い．CPU 時間の増加は 5% 以内，メモリ

なり，処理効率が極端に低くなる障害のことを指す．パ

上のログのサイズは 128 MB 以内であることが望ましいと

フォーマンス障害はシステムを利用するユーザに深刻な影

いう要望もあり [6] ログの取得の頻度やサイズを小さく抑

響を与える．2012 年 10 月には， Amazon EC2 で 7 時間

えることが重要である．

程パフォーマンス障害が発生し，その間 Reddit などの有

本稿では，パフォーマンス障害の要因分析に有用である

名サイトがダウンし，多くのサービスがサービス停止に追

と思われるログのみを選択的に取得・記録する方法を提案

い込まれている [1]．

する．特に，ディスク I/O に関連したパフォーマンス障害

こうしたパフォーマンス障害は再現性が低く，原因特定

を対象とし，ディスク I/O 操作にかかる処理時間をログと

が難しいことが多い．これはパフォーマンス低下の原因と

して記録する場合に焦点をあてる．パフォーマンス障害が

なる要素が多岐にわたって存在するためである，クラッ

発生する場合，通常より処理時間が長い部分が原因である

シュなどと異なり障害発生の瞬間が把握しづらいためであ

可能性が高い．そこを選択的に記録することで，さまざま

る．パフォーマンス低下の原因は，ワークロード，実行環

な挙動の記録を行う場合に比べ，ログの量を減らすことが

境の組み合わせ（ディスク構成， CPU，ソフトウェアバー

できる．通常より処理時間が長い部分を検知するために，

ジョンなど）
，パラメータ設定を含む様々な要因が相互に依

統計学的に確立された異常検出手法である管理図 [7] とい

存する [2][3][4][5]．また，パフォーマンス障害は，徐々に

う手法を用いる．これを利用し，パフォーマンス障害を検

性能低下が増大する傾向にあるため，その検知が遅れがち

知する．

になり，障害発生の根本原因 (root cause) の把握が難しい．

提案手法の有効性を示すため，日立から報告された障害

十分に詳細な動作履歴がログに残っていれば，それを手

事例を用いて実験を行なった．事例再現時に記録されたロ

がかりにパフォーマンス障害の要因を究明することが可能

グに対し提案手法を適用した．管理図を用いることで，シ

になる．しかし，十分に詳細なログを取得するためには，

ステムの挙動のうち，約 86% のログ取得を回避すること

システムのさまざまな挙動を記録しておく必要があり，ロ

ができ，処理に時間がかかったログのみを取得できた．ロ
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グサイズに関しては，約 1.5GB のログを 約 13MB まで削
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減できた．

ントを取得している．

2 章では，ロギングによるオーバーヘッドについて説明
する． 3 章では，管理図によるログの削減について説明す
る． 4 章で評価実験を行い，5 章で関連研究について紹介
し， 6 章で結論を述べる．

2. ロギングによるオーバーヘッド

2.2 実験結果
図 1 は，ログを取得した場合と取得していない場合の

CPU 時間を計測したグラフである．縦軸が CPU 時間，横
軸がベンチマークの実行時間である．ftrace によりログを
取得した場合，全計測時間を通して CPU 時間に関して約

パフォーマンス障害が発生した場合，開発者は直ちに解

20 %のオーバーヘッドがあった．日立の目標では，5%以

析を行う．その方法としてログを用いた解析手法がある．

下のオーバーヘッドに抑えるということなので，明らかに

システムの挙動のログを記録しておき，異常な挙動を調査

目標値に達していなかった．

するという方法である．しかし，この方法には CPU 時間

記録されたログのサイズを図 2 に示した．図を見ると，

のオーバーヘッド，生成されるログのサイズが大きいとい

1 秒で 2GB を超えるログが記録されていた．ftrace はメ

う問題がある．本章では，この問題を実験により定量的に

モリ上にログを保持しておくために，大量のログが記録さ

示す．

れると，古いログは新しいログで上書きされる仕組みであ
る．図にて，ログサイズが 6GB を超えて増加し続けない

2.1 実験環境

ことから，実際にログが上書きされていることを確認でき

パフォーマンス障害の原因究明のためには，ファイルシ

た．また，ログを上書きする前にスナップショットなどを

ステムに関わるログをすべて記録する必要がある．これ

用いてディスクに書き出す方法も考えられるが，ストレー

は，クラッシュ，ハングなど発生タイミングを始めとする

ジを浪費してしまう．さらに，ディスクへ頻繁に書き込み

手がかりが掴みやすい障害とは異なり，パフォーマンス障

処理を実行することは，通常の処理に悪影響を及ぼす可能

害は発生タイミングや，発生原因などの特定が困難で，問

性もある．また，組み込みシステムなどではデバッグ領域

題が発生している部分を判別しづらいためである．そのた

を充分に確保できるようなケースが少なく，重要なログが

め，CPU 時間のオーバーヘッド，記録されるログのサイ

上書きされる可能性が高いため，ログサイズを減らすこと

ズが問題となる．

は重要である．

ログを取るツールには様々なもの (e.g.,blktrace, ptrace)
があるが，本稿ではファイルシステムに関連したログを
取得するために Linux カーネルに標準で搭載されている
トレースツール ftrace[8] を用いて，トレースログを記録
した．デフォルトの設定の場合，ftrace は必要のないイベ
ントも取得するため，ログサイズが膨大になってしまう．

ftrace は設定を変更することで，取得するイベントを制限
することができる．本項では対象事例がブロック I/O に
関する事例であるため，取得するイベントをブロック I/O
と関連するものに限定している．表 1 は，対象とするト
レースイベントである．さらにトレース方法を変更して，
トレースしたログのブロック I/O に関するデータを詳細
に表示させた．

図 1

ロギングによるオーバーヘッド

実 験 は Linux 3.10.9，Intel R Xeon R CPU E5-2470

2.30GHz，Core 数 16，メモリ 16GB のマシンにて実施
した．ベンチマークには ﬁlebench[9] を用いた．また，計
測で用いた ftrace はデフォルトの設定のため，全てのイベ

表 1
イベント名

本稿での取得イベントと説明
説明

block bio queue

I/O がキューに入る時に発生

block rq complete

I/O 要求が完了した時に発生

block rq requeue

I/O 要求が再度キューに入る時に発生

block rq issue

I/O 要求が発行される時に発生

c 2014 Information Processing Society of Japan

図 2

ログサイズ
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3. 管理図によるログの削減
3.1 概要

値 Me の計算を容易にするために通常は奇数である 5 を選
ぶ．そして，各群について中央値 Me と範囲 R（最大値と
最小値の差）を計算する．この 20 個の中央値 Me の平均

管理図という統計的手法により異常であると判定された
ログのみを取得することで，ログを削減する．システムの
通常稼働時のパフォーマンスから管理図を作成し，システ
ムの挙動を監視する．処理時間が通常より長いものを異常
と判定し，その部分のログのみを選択的に取得する．

値 M e が中心線となる．さらに 20 個の範囲 R の平均値

R を計算し， 上方管理限界線を求める式
U CL = M e + A2 · R

(1)

に代入する．1 式の導出過程は，第 3.3.2 節で簡単に述べ
る．UCL が上方管理限界線（Upper Control Limit）であ

3.2 管理図

る．ここで A2 は群の大きさによって一意に定まる値であ

本稿では，管理図 [7] という統計的手法を利用して，パ

り，群の大きさが 5 の時は A2 は 0.69 となる．このよう

フォーマンス障害を検知する．管理図とは，統計学的に確

に求めた UCL を基準とし，これを超える処理時間のもの

立された異常検出手法である．元々，製品製造工程や経営

を異常と判断する．

工程を管理するためのものであり，工程が統計的に正常か

また，管理図は特性値が管理限界線を超えない場合でも，

異常かを判定するものである．過去の管理対象の値（本稿

何らかの偏りや傾向がある場合には，異常が発生している

では I/O 処理時間）の分布と，現在の管理対象の値の分

可能性があると判定する．例えば，特性値が特定の値ばか

布を統計的に比較し，二つの分布が同じか異なるかを判定

り取っていたり，同じパターンの繰り返しを行なうなどし

する．

ている場合，異常と判定する（これらの詳しい内容につい

管理図は過去の品質と現在の品質のずれを統計的に判定

ては，参考文献 [10][11] を参照）．

するものであるため，パフォーマンス障害の検知への適用
が期待できる．管理図を用いてシステムの過去の処理時間

3.3 管理図によるログの削減

と現在の処理時間を比較することで，処理時間に現れる性

管理図によって異常と判定された値と，その少し前の値

能異常の兆候を経験則に頼らずシステマティックに検出

をログに残すようにすることで，ログの削減を行なう．第

できる．本稿での処理時間とは，I/O リクエストが I/O

3.2 節で説明した手順により作成した管理図を用いて，シ

キューに入ってから出るまでの時間を指し，これを監視す

ステムの挙動を監視する．そして，UCL を超えた部分の

ることで I/O 処理での遅延によるパフォーマンス障害を

ログと，その少し前のログを残す．

検知する．管理図では，監視対象値を特性値と呼ぶ．図 3

管理図によって異常を検知した場合，異常の発生した時

に管理図の例を示した．このように監視対象となる特性値

点でのログのみを記録したのでは原因究明には不十分なこ

をプロットしていく．その際，工程が正常か異常かを判定

とが多い．なぜなら，異常が発生した時点のログ以外をす

するために，図 3 にある通りあらかじめ過去に測定した特

べて記録しなかった場合，何らかの根本原因 (root cause)

性値のデータから中心線，上方管理限界線の基準線を引い

から異常が発生するまでの期間のログが残らず，異常発生

ておく．

の原因をさかのぼって調べることができなくなるためであ

管理図の作成手順を説明する，本稿ではメディアン管理

る．そのため，本稿で提案する手法は異常が検出された時

図を用いるので，ここではメディアン管理図についてだけ

点より前のログも残しておくようにする．このようにする

作成手順を説明する．本稿でメディアン管理図を選択した

ことによって，障害発生の段階から根本原因をたどるため

理由は第 3.3.2 節で述べる．まず初めに基準線を決定する

の手がかりが得やすくなると期待できる．

ために正常時に 100 個の特性値 X を測定し，測定した順

なお，どの程度前までのログを残しておくべきかという

番に 5 個ずつ 20 の群に分類する．特性値 X は 100 個測

点については状況に応じて慎重に決める必要がある．でき

定するのが慣例となっている．また，群の大きさは管理図

る限り多くのログを残しておけば根本原因究明のための手

の数学的背景により 4 以上を選択する必要があり，中央

がかりが得やすくなる一方で，ログ容量はほとんど削減さ
れない．一方，ログ容量を削減するために残しておくログ
を減らせば，根本原因究明のための重要な手がかりが失わ
れてしまう可能性が高くなる．根本原因の発生から障害発
生までに生成されるログの容量は一定ではないため，シス
テムに許容されるログの容量に応じて適宜，決めていく必
要がある．しかし，管理図を用いることで，限られた容量
であってもより有益と思われるログが取得できるという利

図 3

管理図の例
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点がある．
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この方法はシステムに依存しないため Linux だけでなく





様々なシステム（FreeBSD，Windows など）にも対応で

sample-30291,423021.983432,block_bio_queue,129685415

きる．

sample-30291,423021.983437,block_rq_issue,129685415
<idle>-0,423021.990683,block_rq_complete,129685415

3.3.1 特性値の取得

sample-30291,423021.990747,block_bio_queue,129697928

パフォーマンス障害を対象としているため，ブロックし
たり待ちが生じる可能性がある操作にかかる時間，リクエ

sample-30291,423021.990757,block_rq_issue,129697928



ストのキューへの滞留時間などを特性値とする．例えば，


図 4 解析したログデータの例

プロセスの優先度が低いために，小さい処理でもスタベー
ションが発生しリクエストが処理されるまでに時間がかか

となる．ただし，M e は（第 3.2 節で述べたように，管理

る，あまりに長い処理を行なうプロセスがあるためにその

図では通常 20 個の）Me の平均値，R は（第 3.2 節で述

間他のプロセスのリクエストが処理されないなど，I/O ス
ケジューラの特性によっては様々な問題が起こりうる．こ
のような，リクエストがキューに滞留してしまう時間に着
目する．
近年のオペレーティングシステムでは，このような特性
値を取得するための枠組みがあらかじめ用意されているこ

べたように，管理図では通常 20 個の）R の平均値，d は
群の大きさ n によって一意に定まる値である．よって，メ
ディアン管理図の管理限界線は，

mR
U CL = M e ± 3 √
d n

(7)

とが多い．例えば，Linux では ftrace，Solaris では dtrace

となる．ただし，群の大きさ n によって一意に定まる値を
√
3m/d n = A2 とした．

などあらかじめ用意されたものを用いることができる．そ

管理図の UCL は，出荷前のテストの最終段階で，正常

のため，管理図の導入が簡単である．

に動作していると思われる段階で決めておく．この段階で

3.3.2 メディアン管理図による異常値の判定

異常値が発生しているものは出荷しないので，正常に動作

管理図には様々な種類があるが，本稿ではメディアン管

していると仮定して UCL を定めて問題ないと思われる．

理図を利用する．メディアン管理図には，揺らぎに強いと
いう性質がある．これは，特性値が一定でなく，小さなぶ

3.4 実装

れが生じやすい場合に，それを異常と判定しない性質であ

本稿で述べるプロトタイプシステムでは，I/O 処理時間

る．今回，特性値が I/O 処理時間であり，ぶれが出やすい

を特性値として用いているため次のようにして I/O 処理

ものであるため，その小さなぶれを障害と検知させないた

時間の計測を行なう．ログの取得には Linux カーネルに

めにメディアン管理図を用いる．第 3.2 節での 1 式の説明

標準で搭載されるトレースツール ftrace [8] を用いた．ま

を簡単に行う．一般的な管理図では，特性値の統計値の期

た，ftrace においてバッファサイズの設定は 512MB とし

待値を中心線とし，その上下の特性値の統計値の標準偏差

た．この大きさを超えた場合，古いログから上書きが開始

の 3 倍の幅で管理限界線を引くことに定められている [7]．

される．解析したログは図 4 に示したようなものである．

よって，管理限界線は，

タイムスタンプの値の差分を同じセクタ番号ごとに計算

U CL = E[X] ± 3D[X]

(2)

することで，I/O 処理時間を求めた．例えば，セクタ番号

129685415 の block bio queue から block rq complete ま

となる．メディアン管理図は特性値 X の中央値 Me に注

での時間を計算すると，0.0067290 ms ということがわか

目して管理限界線を定める管理図である．特性値 X の分

る．このようにして，特性値を計測した．

布が平均 μ，標準偏差 σ だとすると，大きさ n の群の中
央値 Me の期待値と標準偏差はそれぞれ，

管理限界線は次のようにして決める．上述の計測方法に
より特性値を 100 個とり，5 個ずつ 20 の群に分類する．そ

E[M e] = µ

(3)

mσ
D[M e] = √
n

(4)

して第 3.2 節で述べた方法により，管理限界線を求める．

4. 実験
本章では，提案手法が実際にパフォーマンス障害の解析

となる．ただし，m は群の大きさ n によって一意に定まる

に有効であるかの検証を行った．具体的には，1) 障害の

値である．さらに，μ と σ は大きさ n の群の中央値 Me

発生している部分の検出における本手法の効果，2) 実際

と範囲 R を用いて推定し，

にログサイズ，ログ中のイベント数の削減量 について実

µ ← Me
σ←

R
d
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際に本手法を適用した結果を検証した．検証を行う環境

(5)

は，RedHat Enterprise Linux 5.4 および 6.4，カーネルの
バージョンは Linux-2.6.34.7 と Linux-3.9.9, メモリは 16

(6)

GB 1333 MHz DDR3 でコア数が 4, プロセッサは Intel R
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Xeon R CPU E3-1270 @ 3.40 GHz のマシンを使用した．

キューから優先的に発行する設定である．デッドラインは

また，ディスクは ext3 にフォーマットした 80GB のパー

デフォルトで 125 ms に設定されている．本稿では 125 ms

ティションを用いた．

と 80 ms をデッドラインとして設定した．さらに，各プロ
セスの優先度は全て同じに設定し，各キューの持ち時間は

4.1 障害事例

デフォルト値である 100 ms としている．また，CFQ の

本実験では，日立の社内インフラ系サーバ内で発生した

スケジューラの設定値として，同時に発行できる I/O 要

実際のパフォーマンス障害の事例を対象として検証を実施

求数を設定できる．本稿では，障害事例に合わせるためこ

した．本項では事例の説明を行っていく．

の値を 8 に設定した．そして，キューの待ち時間の設定値

本事例は，RedHat Enterprise Linux 5.4 および 6.4 で発
生したパフォーマンス障害である．事例の現象としては，

は，デフォルトの値から変更せず 8 ms に設定した．
再現を実施した結果を図 5 に示す．本稿では，Linux-

1 つのディスクに対して 25 プロセスが同時に read 命令を

2.6.34.7 と Linux-3.9.9 において，デッドラインを 2 種類

行い続けると，一部の read に 7 秒の遅延が生じるという

設定して再現を実施したが，結果のグラフはほぼ同じで

現象である．この障害の発生条件として，次の 2 つの条件

あったため，Linux-3.9.9 ，デッドライン設定 125 ms の

がある．1 つ目は特定のブロックデバイスに多数のプロセ

グラフのみを示した．グラフは縦軸が I/O リクエストの

スが同時に同期 I/O を行い続けるという点である．2 つ

処理時間，横軸がプロセスの同時実行数，赤い丸は設定し

目の条件はブロックデバイスの I/O スケジューラとして

たデッドラインを超えたリクエスト，青い丸は超えていな

CFQ スケジューラを使用するというものである．

いリクエストを示す．グラフを見ると，存在してはいけな

CFQ スケジューラとは Linux に標準で搭載されている
I/O スケジューラである．CFQ スケジューラでは， 内部

いはずのデッドラインを超えたリクエストの存在を確認で
きた．

に多数のリクエストキューを持ち，ディスクにアクセスす
るプロセス 1 つにひとつのキューが割り当てられる．ま

4.3 実験結果

た，プロセス毎に I/O の優先度をつける事ができ，各プロ

実験は 2 つの Linux カーネルバージョンを用いて実施

セスに対応するキューにはプロセスの I/O 優先度に応じた

したが，結果のグラフはほぼ同じであったため，障害事例

持ち時間が割り当てられている．各リクエストキューはラ

の再現同様本稿では Linux 3.9.9 ，デッドラインを 125 ms

ウンドロビン方式で順に選択され，選択されたリクエスト

に設定した場合の結果のみを示した．

キュー内の I/O リクエストは持ち時間を過ぎるまで次々

4.3.1 管理図の効果

とデバイスのキューへと送られる．優先度に応じて持ち時

図 6 は取得した I/O リクエスト毎の処理時間のグラフで

間を定めることによって，優先度の高いプロセスの I/O が

ある．グラフの縦軸はリクエストの処理時間，横軸はプロ

優先的にスケジュールされるようになっている．さらに，

セスの同時実行数，グラフ中の赤い円は管理図によって異

CFQ スケジューラの設定値として，同時に発行できる I/O

常値と判定された要求であり，赤い丸は図 5 と同様にデッ

要求数を設定できる．障害事例の発生時の状況では，同時

ドラインを超えたリクエストを示している．管理図の作成

発行可能な I/O 要求数は 8 であった．

においては，デッドラインが何ミリ秒かといった情報は与

4.2 障害事例の再現
パフォーマンス障害を意図的に発生させ，障害環境を構
築する．同時に ftrace を動かすことで，ログを取得する．
こうして得たログを提案手法により解析する．管理図につ
いて，UCL が正しく作用しているか確認する．提案手法
により ftrace により取得したログが削減できることを確認
する．

Linux カーネルのバージョンについて，2.6.34.7 と 3.9.9
の 2 つのバージョンを用いて実験を行った．バージョンが
異なるカーネルで評価を行うことにより，提案手法が特定
のカーネルバージョンでのみ作用するわけではないことを
確認した.

CFQ スケジューラにはブロック I/O リクエストのデッ
ドラインが設定できる．デッドラインとは，I/O リクエス
トがリクエストキュー内に指定時間以上滞留している場合，

c 2014 Information Processing Society of Japan

図 5

障害事例の再現グラフ
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えていないにも関わらず，デッドライン違反は異常なケー
スとして補足されている．
図 6 に示すように，デッドライン違反ではないリクエス
トもパフォーマンス異常として補足されている．これは管
理図が統計的なはずれ値を異常として判定しているためで
ある．CFQ スケジューラの仕様からすれば，このような

I/O の遅延は異常とはいえないものの，I/O に大きな遅延
が発生するという例外的なケースをログとして記録してお
くことは重要である．

図 7

図 6

ログイベントの削減

管理図によるイベントの篩分け

4.3.2 ログの削減
図 7 はトレースを行っていた間の全 I/O リクエストを，
管理図によって区分を行った時のリクエスト数のグラフで
ある．グラフの縦軸は要求数，横軸はプロセスの同時実行
数，赤い部分は管理図によって異常と判定された要求イベ

図 8

ログサイズ

ント，青い部分は管理図によって正常と判定された要求イ
ベントを示している．図 7 に示すように，管理図を用いる

向いている．一方，本稿では余分なログ情報を排除するこ

ことで約 86 %の I/O リクエストログの取得を回避するこ

とによってメモリへの負荷を下げ，長いサイクル上でのパ

とができた．

フォーマンス障害に対しても必要なログ情報を得ることが

また，図 8 に提案手法とデフォルト設定の ftrace のト

できる．

レースログの容量の差分を示した．縦軸がファイルサイ

Attriyan 達は，重み付けを行う事によってパフォーマン

ズ，横軸が同時実行数，赤い線がデフォルトの ftrace を用

ス障害の原因を推測する X-ray というツールを開発してい

いた場合のグラフ，青い線が本稿で提案した手法を用いた

る [13]．X-ray はエンドユーザの設定ミスを原因とするパ

場合のグラフを示している．図 8 に示すように，同時に処

フォーマンス障害を対象としている．

理するプロセスが増えてもファイルサイズにほとんど影響

Montesinos 達は，チャンクサイズを増やしログ取得を行

はでなかった．350 プロセスの同時実行の場合，デフォル

うエントリを減らすことで，ログの削減をしている [14]．

ト設定の ftrace では約 1.5GB ものログサイズになるのに

本稿とは異なり，こちらはパフォーマンス障害に着目して

対し，提案手法では 13MB にまで削減することができた．

いるものではない．

5. 関連研究

6. 結論

Yuan 達は, ログに出力する情報を増やすことによって，

本論文では，管理図によるログの削減手法を提案した．

詳細な調査ができるようにしている [12]．この研究ではロ

提案手法は管理図という統計学手法を用いることで，障

グの情報量を増やすため，短いサイクルでのログの取得に

害に関わっている部分のログは残しつつ，全体のログの取

c 2014 Information Processing Society of Japan
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得量を削減するという手法である．
本手法が有用であるということを示すために，日立の実
用環境で発生している実際の障害事例に対して本手法を
適用した．その結果，大きく遅延している部分のログを取
得できていることを確認できたため，有効であると思われ
る．また，ログの削減部分に関しても既存で取得していた
トレースのイベントを約 86 %削減でき，さらにログのサ
イズに関しても約 1.5 GB から約 13 MB にまで抑えるこ

[14]

Automating root-cause diagnosis of performance anomalies in production software. In Proceedings of the 10th
USENIX conference on Operating Systems Design and
Implementation (OSDI ’12), pages 307–320, October
2012.
Pablo Montesinos, Luis Ceze, and Josep Torrellas.
Delorean: Recording and deterministically replaying
shared-memory multiprocessor execution eﬃciently. In
Proceedings of the 35th Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA ’08 ), pages 289–
300, May 2008.

とができた．このことから，管理図によるログの削減手法
は有用であることが示された．
今後の課題として今回提案した削減手法をカーネルのト
レーサに実装し，リアルタイムにログを削減できるように
する予定である．また，本手法で取得したログデータから
障害の原因を絞り込む手法についても今後の課題とする．
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