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アプリケーションの細粒度原因分析に基づく
クラウドサービス障害対処手法の検討
名倉 正剛1,a)

平島 陽子2

概要：サーバ仮想化機構の普及により，仮想サーバを利用したクラウドサービスの提供が容易になってい
る．サービスを提供するインフラに障害が発生した場合，サービス停止やサービスの利用品質低下が発生す
るため，障害対処には特に迅速な対応が求められる．オートスケール技術のような自動化技術では，サー
バのパフォーマンスに起因した障害への自動的な対処が可能であるが，実際の運用管理現場では，サーバ
上で動作するアプリケーションのボトルネックに応じた対処作業が必要になる場合が多い．そこで本研究
では，障害発生時にアプリケーション実行を細粒度で分析することで原因となる処理を特定し，あらかじ
め定義しておいた回避策を自動的に実行する手法を検討する．

1. はじめに

仮想化インフラに障害が発生した場合に，自動で障害を回
避可能である．しかし実際の運用管理現場での障害対処は

IT システムの規模は年々拡大し，クラウド化により構成

これだけでは十分ではなく，サーバ上で動作するアプリ

要素となる機器の種類も増大し，構成も複雑化している．

ケーションのボトルネック箇所を特定し，特定された箇所

豊富な知識や経験を持つシステム運用管理者を十分に確保

に応じた対処作業が必要になることが多い．

できないことも多く，IT システムの自律的な運用管理の

例えば，Web 3 層システムにおいて，DB 層の許容でき

実現が求められている．そこで本研究では，クラウドサー

る接続数を超えて，Web サーバ等のプレゼンテーション

ビスを構成するアプリケーションの障害発生時に，その実

層がクライアントからのリクエストを受け付け，結果とし

行過程を細粒度で分析することで，原因となる処理の特定

てアプリケーションロジックの実行に遅延が起きた場合を

と対応する回避策を自動的に実行する手法を検討する．

考える．既存手法では，CPU 利用率や，アプリケーショ

2. 障害対処作業自動化の既存技術と課題

ン応答時間等の，アプリケーション実行に対して外部から
測定できるメトリクスに基づき原因を特定し，回避策を実

IT システムの障害発生時の障害対処作業を支援する研

行する．先述のオートスケール技術 [5] では，アプリケー

究のうち，障害原因箇所の特定のための研究として，IT シ

ション応答時間が遅延している場合に，アプリケーション

ステムで障害を検知した場合に障害原因を解析する障害原

サーバに対しスケールアウトを実施する．しかしこれによ

因解析技術 [1][2] がある．また，あらかじめ定義された障

りさらに多くのアプリケーションが DB へ接続するように

害事象と回避策の関連に基づき，回避するための対処プラ

なり，接続数超過がさらに発生することになりかねず，適

ンを生成する回避策推論システムも提案されている [3][4]．

切な障害対処にはならない．

Amazon などのクラウドインフラを提供する事業者は，パ

このように，アプリケーション実行に発生した障害に対

フォーマンス障害が発生した場合に備え，自動でスケール

する対処作業の自動化を考えた場合，既存技術では次の 2

を調整するオートスケール技術を用意している [5]．

点の課題が存在すると考える．

これらの技術を利用することで，サーバやネットワーク
機器などのシステムを構成する機器や，仮想サーバなどの
1
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【課題 1】 アプリケーション粒度での原因分析（本研究
では細粒度原因分析と呼ぶ）を実施できる必要がある．
【課題 2】 アプリケーション設定等のアプリケーション
粒度での回避策を実行できる必要がある．

3. 提案手法
全体像を図 1 に示す．以降では障害対処のために記述
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(a) プログラム解析に基づくメトリクス取得モジュールの生成
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図 2 障害対処ルールの記述例
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case db pool starvation: // DB 接続プール不足
bottleneck: // ボトルネックの観測事象
webapp waiting for db pool;
solution:
// 回避策
if %db server% == "Oracle12":
db server shorten connectiontimeout;
// DB ドライバのタイムアウト値を短くする
else:
webapp reduce maxconnections;
// クライアントからの接続数を絞る

生成したメトリクス取得モジュールを，該当部分の処理実
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行の前後に挿入する．サーバサイドで動作するアプリケー
ションは，変更できなかったり，メトリクス取得のために
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ため，メトリクス取得モジュールをアスペクトとして生成
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(b) 障害発生時の原因解析と回避策実行
図 1

提案方式の概要

3.3 障害発生時の回避策実行
アプリケーション実行中は，メトリクス取得モジュー
ルによって取得されたメトリクスをボトルネック解析モ

する障害対処ルールと，それを利用したメトリクス取得モ
ジュールの生成，障害発生時の回避策実行について述べる．

3.1 障害対処ルール
提案手法では，管理者はあらかじめ障害対処ルールとし
て，アプリケーション実行のボトルネック箇所と，それを
回避する方法の対応を定義する．この記述例を，図 2 に
示す．DB 接続プール不足時に観測される事象を，対象ア
プリケーションとボトルネック箇所のプログラム記述のパ
ターンを示す名前の組として bottleneck 節に記述する．そ
して，それに対する回避策を solution 節に記述する．この
例では DB サーバの実装により回避策が異なることを想定
し，アプリケーション設定変更方法に対する複数の回避策
を，solution 節に記述している．solution 節には観測事象

ジュールが定期的に解析する．そしてベースラインに対し
て一定の割合を超過した時にボトルネック発生を検知す
る．そして，障害対処ルールから実際のシステム構成に合
わせて具体化した回避策を生成し，実行する（図 1(b)）．

4. まとめ
クラウドサービスの障害発生時に，アプリケーションの
細粒度原因分析に基づき障害対処を自動化する手法を検討
した．現在は研究の途中段階であるが，障害対処ルールと
して定義した管理ノウハウを利用することで，アプリケー
ションレベルでの障害対処が可能になると考える．
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