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DRE:フォルトモデルを考慮した障害回避の支援基盤の提案
菅 谷 み ど り†
高 村 博 紀††
横 手 靖 彦††† 倉 光 君 郎 †
近年, 情報システムの障害は大きな社会的損失をもたらすものとなっている. こうした障害を防ぐ
ための汎用的な仕組の提供は, 可及的に対処すべき課題である. 我々は, サービス障害を回避するため
の支援システムとして DRE (Dependable Runtime Environment) を提案する. DRE は, フォルトモデル
を考慮し, エラー兆候を検知するためのモニタやログ機能, 階層化アーキテクチャを提供することで,
フォルトの特定を容易にし, サービス障害を回避するための仕組みを提供する. 本論文では, DRE の参
照実装をもとに, 実際の障害を模擬した実験システムを構築し, 有効性および性能評価を行い, その結
果を示した.

DRE: Failure avoidance supporting system based on fault model
Midori Sugaya,† Hiroki Takamura,†† Yasuhiko Yokote †††
and Kimio Kuramitsu †
Recently, failures in information systems provide great loss of our society. To avoid these losses, we need
provide a general failure avoidance mechanism to prevent these losses. To achieve this, we propose DRE
(Dependable Runtime Environment) that support the avoidance of service failure based on a fault model2) .
DRE provide monitoring and logging functions to detect errors to easier to identify faults, and avoid error
propagation by its hierarchical architecture.
In this paper, we will show the design and prototype implementation of DRE system, and evaluate it with
failures inspired from actual failure. We developed experimental system, and evaluate with it. We can show
the eﬀectiveness of our system with low performance loss.

ウンが生じた例4) など, 障害事例は数挙に暇がない17) .

1. は じ め に

本研究では 近年発生した複雑なシステムの障害を

近年, 情報システムは社会基盤として, ユーザの多

調査し, ディペンダブルシステム構築に必須の要素を

様なニーズに適合するために高機能化し, 相互に接続

検討してきた17) . この中で, 複雑な障害に対処するた

してより複合的なサービスを提供している. 変化する

めには, まずフォルトモデルを考慮し, かつ拡張可能

ニーズに対応するためシステムは巨大化, 複雑化する

な対処の仕組みの実現が必要であると考え, その支援

傾向があり, オープンソースソフトウェアの利用やサー

基盤である参照実装として DRE (Dependable Runtime

ドパーティ製品の利用など, 様々なコンポーネントを

Environment) を提案する. フォルトモデルは, 障害を要

内包している.

因, エラー, サービス障害の連鎖 (chain) により示すこ

このような複雑なシステムでは, コンポーネントが

とで, 因果律に基づく障害対策への方針を与えるもの

依存し合い構成され, 複数のエラーの発生からシステ

である2) . 我々は甚大なサービス障害を防止するには,

ム障害が拡大する問題がある. 基盤ソフトウエアのバ

エラーの要因であるフォルトの特定を支援し, 早期に

グを起因として, 別の障害が発生しメールシステムのダ

対処することで, エラー伝搬を回避することができる
と考え, これを支援するための仕組みを提供するもの
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とした.
実現にあたり, 我々は障害対処の定式化, エラー検知,
及びフォルト特定, 障害回復支援のための要件をまと
めた. 要件の実現のため, フォルトモデルがある場合
と, 特定できない場合に分け, 特に後者に対応するため
の仕組みとして, 組織的なモニタの配置, 統一的なログ
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管理機構, 緊急回復処理の局所化を実現するための階
層型のアーキテクチャと回復機構を設計, 実装した. こ
れらが連携することで, 事前に十分に想定できていな
い障害に対して, サービス障害を回避する.
我々は, 構築したシステムの有効性を示すため, 実際
に発生した障害に基づく複合的な障害を再現し, 回復
の評価を行い, フォルト特定と回復支援が行われるこ
とを検証した. また, 評価により, これらの仕組みが有
効であり, かつ大きなオーバーヘッドを伴わずに実現
したことを示した.
図1

本論文の構成は以下の通りである. 第 2 章に関連研

State transition Diagram of System Filure and Recovery

究を述べ, 第 3 節にて障害回避のための支援基盤につ
いて, 第 4 節にて実行時アーキテクチャについて述べ

のコンポーネントに生じた障害が相互作用により伝播

る. 第 5 節にて評価実験を示し, 第 6 節で結びとする.

し, その結果サービス障害が発生する. この時, 要因特
定に時間がかかり, 被害が拡大する傾向がある17) . こう

2. 関 連 研 究

した障害では, 複数のエラーが複合的に発生すること
もあり, エラーとその要因をもとに事前に全ての障害

近年の複合的な要因によって発生する障害を解決す

対応を考えることは困難である.

るためのコストは年々増大しており, こうした問題に

3.2 障害回避システムへの要求

自律的に対処するための self-healing の仕組みが提案
されている. self-healing に関する研究としては, IBM

本研究では, フォルト, エラー, 障害などの用語は La-

によるオートノミックコンピューティングがある6) . 自

prie らによる定義を用いる2) . ここでは, 障害 (failure)

己管理 (self-managing) を実現するために, 人の判断の

は, 正しいサービスからの逸脱, エラー (error) は, 障害

もと, システムが self-conﬁguration, self-optimization,

へ至るシステムの状態, フォルト (fault) を, エラーの要

self-healing, self-protection などを実現する. この中で,

因を示す連鎖として定義している.

障害管理に着目した self-healing システムでは, 障害に

近年の障害拡大の特徴をこのフォルトモデルによる

対処するための基本的な機能として, Sensor, Monitor,

連鎖で説明する. はじめはあるコンポーネントに潜在

Analyze, Plan, Execute, Eﬀector を中心とした知識基盤

的なフォルトがあり, そのフォルトを起因として, ある

を提供することを提案している. しかし, 対象とする

時点でエラーが発生する. エラーは, さらに相互連携す

障害モデルが一般化されていないため, それらの機能

るコンポーネントに伝搬し, 新たな副次的なエラーを

の適用は対象とする障害ごとに異なり, 具体的 healing

発生させ, 最終的に大規模なサービス障害を引き起こ

内容はシステムごとに異なる限界がある .

す, という連鎖で説明できる4)19)9)7) .

11)

これに対して, ディペンダビリティの観点から, Koop-

こうした障害を防止するためには, 何らかの形で緊

man はフォルトモデルをベースとしたディペンダビリ

急対策を講じ, エラーの伝搬を防ぐことで, 甚大なサー

ティの考え方を self-healing に適用することで healing

ビス障害へつながることを防ぐ必要がある.

内容の一般化を試みた11) . システムで発生する障害の

障害に至るシステムの状態と, エラーと障害, 及び

状態をフォルトモデルにより区別することは, その障

回復の相互関係を図 1 に示した. システムが運用状態

害に適応的に障害に対処することを可能とする. しか

(Running) である時, 何らかの潜在的なフォルト [fault]

し, フォルトモデルを適用した汎用的なアーキテクチャ

が健在化 (activate) すると, エラー状態に遷移する. こ

はまだ十分に実現されいるとはいえない , .

の際に, エラーが検知され, かつエラーの要因を特定す

5) 18)

るフォルトモデル (エラーと要因の因果関係) が確定

3. 障害回避のための基盤設計

的である場合, 回復処理も決定的に選択できる (Deter-

3.1 近年の障害

minisitic Recovery) . 一方, (1) の遷移のように, エラー

近年の障害の特徴として, システムの複雑化, 巨大

が顕在化せず検知されずに伝搬すると (Implicit error

化により, ひとたび障害が発生すると被害が甚大とな

propagation), システムは危機的 (Critical) な状態に遷

ることがあげられる4)19)9)7) システムは, 相互に接続し,

移する. この時, この危機的状況が検知できない場合に

複合的なサービスを提供している. そのため, ひとつ

は, 図 1 の (2) に示した最悪の場合のエラー伝搬 (Worst

159

ⓒ 2012 Information Processing Society of Japan

先進的計算基盤システムシンポジウム SACSIS2012
Symposium on Advanced Computing Systems and Infrastructures

SACSIS2012
2012/5/17

図 2 エラー検知と回復手順

図3

フォルトモデルが特定できない場合の回復手順

case error propagation) に該当する遷移を通じてサービ

3 に, エラー検知, フォルトモデルが特定できない場合

ス障害が発生する. 最終的に大規模なサービス障害が

のそれぞれの障害対処の遷移関係を示した. ここで,

発生する場合はこの (2) の遷移に当てはまる例が数多

遷移関係 ∆ は, 状態 (S ) と, イベント (E) を要素とし,

く見受けられる. こうした最悪の遷移を防ぐために,

∆ ⊆ S × E → S として表す.
• エラー検知と回復手順 (図 2): Initial → Running

我々は次の三つの仕組みが, 障害対処のシステムに必
須であると考えた.

(1)

(2)

は, スタートイベント (E) を入力とし Initial から

障害対処の定式化：エラー検知がなされず, フォ

Running に状態 (S ) が遷移する関係を示している.

ルトが特定できない場合についての障害対処手

もし, エラーイベントが発生した場合, 検知される

順を定式化する必要がある. また, 定式化によ

エラーとその要因の因果律が定式化されいれば, (if

り, 本システムを次回以降に同様の障害を発生

fault model), 回復手段 (Recovery Procedure) が一

させない仕組みとする必要がある.

意に決定される. さらに決定した回復が実行状態と

エラー検知, フォルト特定支援：特にフォルト

なり, 回復が確認された場合 (recovery assurance),
元の正常な Running 状態へ遷移する.

モデルが特定されていない場合であっても, シ
ステムの危機的状態を検知し, その要因である

• フォルトモデルが特定できない場合の回復手順 (図

フォルトを特定するための支援の仕組みが必要

3): エラー検知がされない, もしくはエラーの兆候

である.

が検知されても, その要因が特定できない場合は,

回復支援：危機的な状態となっているコンポー

放置すれば最悪の遷移であるサービス障害に至る

ネントに対し, より大きなサービス障害を回避

可能性がある.

するための緊急回復策を講じる必要がある. フォ

本研究では, Running → Critical, また Critical →

ルトが特定されていない場合でも回復策を選択

Quick Recovery へ移行するためのイベントの入力

できるよう, できるだけ汎用的でかつ小規模な

条件と, 実現手段を提供し, 強制的にサービス障

範囲で行える方法の提案が必要である.

害を回避させる. 具体的には, Running → Critical

我々は, この三つの要求を実現するための支援の仕組

では, 危機的状況を検知するためのエラーの兆候

(3)

みを, 汎用的な障害回避のための支援基盤として提供

(symptoms detection) を検知する仕組みを提供す

することで, 障害回避基盤とすることができると考え

る. また, 検知した兆候に合わせ, 汎用的な緊急回

た. 次節以降, この三点についての詳細を述べる.

復手段を提供する (Quick Recovery Procedure). た

3.3 障害対処の定式化

だし, これは永続的な回復を保証しないため, 何ら

前節にて, 障害に至るシステムの状態と, エラーと

かの方法で早急にフォルトを特定し, フォルトに

障害, 及び回復の際の障害発生までのシステムの状態

基づいた正しい回復手段を実行する必要がある.

遷移を示した (図 1). エラーとその要因が定式化され

さらに, フォルトモデルと回復手段が確定した場

ている (フォルトモデルが特定できる）場合は, 確定

合は, これらの手順をスクリプト化し, 次回以降の

的な対処が選択できるため, エラー検知, 要因特定, 対

自動処理を可能とする. これによりシステムの障

処の一連の障害対処の手順を, 自動化することができ

害対処能力を向上させる.

る. 図 2 に, 特にフォルトモデルが特定できる場合, 図
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図 4 Dependable Runtime Environment (DRE) Architecture

3.4 エラー検知, フォルト特定支援

そのためには, エラーが発生している範囲を特定し,

エラー検知は, エラーの種類に応じて行う. しかし,

フォルト対策を取ること, また, システムを細かく分け

エラーが検知されない場合, システムが危機的な状況

て, 影響範囲のみ部分的に回復できる基盤を提供する

や異常であることや, それらの要因であるフォルトの

ことが必要である. 本研究では, 実現のために,

• 影響範囲を特定しやすくするために, モニタ情報

特定をできるだけ早急に行うために役立つ情報を提供
することが重要である. しかし, ハードウエアの経年

などはコンポーネントごとに提供する.

劣化を特定するエラーのように, 事前にフォルトとエ

• 障害の管理単位を分けるために, プロセスを最小

ラーの関係が明確であるもの以外は, あるフォルトを

単位とし, 段階的に範囲が広がる, 階層型アーキテ

特定するために必要なエラー兆候を事前に全て明確に

クチャを実現する.

• コンポーネントごとに回復処理を実現する.

する事は困難である.
本研究では, エラーを検知できなかった場合に, シス

以上をふまえ, 障害回避のための実行時アーキテクチャ

テムの異常や危機的な状態を収集しやすくするための

を提案する.

支援策として次の 3 点を提案する.

4. 実行時アーキテクチャ

• 汎用モニタの提供: システムの資源利用に関する
汎用的な特徴を取得するためのモニタ. 危機的状

4.1 Dependable Runtime Environment(DRE)

態を示す閾値を設定する.

DRE の全体アーキテクチャを図 4 に示した. 階層型

• モニタの組織的な配置: モニタをシステム内のコ

アーキテクチャとは, は障害の緊急対応を行うための

ンポーネントごとに配置し, 情報をシステム側の

仕組みとして, フォルトの特定支援と, エラー伝搬回避

支援で取得できるものとした. また, コンポーネン

支援の仕組みとして検知, 回復のための基本機能を提

トのライフサイクルについての正常な振る舞いを

供する. 前節で述べたように, フォルトを特定しやす

定義し, そこからの逸脱をエラーとして検知でき

い仕組みとして, 汎用モニタの利用, 組織的設置, 共通

るものとした.

のログ管理システムを提供する. 我々は, エラー情報

• 統合的なログ管理システムの提供: 分散ホスト間

はログシステムに集約し, その中から優先度が高いロ

のログを管理するための管理システムを提供する

グをデータベースに保存する D-Box(Dependable Box)

ものとした. これにより, モニタやモニタリング

の仕組みを提供する.

ポイントから得られたエラーを効率的に確認して

また, エラー回避では, 回復単位をコンポーネントに

フォルト特定を容易にする.

区切った階層構造を提供し, それぞれで回復処理が可

3.5 回 復 支 援

能な基盤を提供するものとした. これらの DRE の API

次に, 三つ目の要求であるクリティカルな状態が発

はスクリプトから制御できるものとする. スクリプト

生しているコンポーネントに対しての緊急の回避策を

エンジンは, 回復スクリプトは回復処理を実行するた

講じることで, サービス障害を防ぐ仕組みを検討する.

めの基盤とする17) . 実際には, 各ホストごとに本エンジ

実現のためには, 稼働中のサービスへの影響を考慮し

ンが配置され, 必要に応じて回復スクリプトがホスト

て, 影響のあるコンポーネントの範囲で回復処理を講

上で実行されることで回復処理が行われる. スクリプ

じる必要がある.

ト実装の詳細については, 本論文の範囲外であるため,
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D-Aware
Application
Application
Container
Operating
System
System
Container

種別
API
Base
API

表1

SACSIS2012
2012/5/17

コンポーネントの基盤と API 概略

API ベース実装
Register(), Unregister()
API based on signal + syslog API library
create(), destroy(), start(), stop(), open(), close()
status(), checkpoint(), suspend(), resume(), setlimit(), etc..
API based on cgroup + lxc 0.6.5 + libvert + sfc-tools
System Call
Linux (Ubuntu 10.0.4)
create(), destroy(), start(), stop(), open(), close()
status(), checkpoint(), suspend(), resume(), setlimit(), etc..
qemu-kvm 0.12.3 + libvert + sfc-tools

Base
API
Base
API
Base

詳細は省く.

get() 等の API を提供した.
• システムコンテナ (Sys Con) : Sys Con は, 複数の

4.1.1 階層型アーキテクチャ
DRE では, 回復処理に関する影響範囲を最小限と

システム (OS) をコンテナに登録することで, OS

し, 本来のサービスに影響を及ぼさない障害の局所化

単位での障害対応 (資源管理, 隔離, 削除）やログ

(localized) を行う事を目的とする. 本基盤では, 階層構

の保存, ライフサイクル監視を実現する. Sys Con

造を構成するコンポーネントとして, (1) プロセス, (2)

はハードウエアと OS の間に位置するため, 操作

プロセスをグループ化したアプリケーションコンテナ

の影響範囲は広い. 今回は軽量さや, 開発進捗度か

(3) プロセスを実行する環境を提供するオペレーティ

ら KVM を用いてコンテナを実装した. DRE から

ングシステム (OS), (4) ハードウエアをエミュレート

操作できるよう, 基本的操作である create(), start(),

した仮想化層にて構成されるシステムコンテナを提供

stop(), destroy(), set(), get() などの API により, 操

する. また, それぞれの階層で提案する回復処理を実施

作できるものとした.

する.

4.2

4.3 コンポーネントごとの機能
DRE コンポーネント

4.3.1 実行時監視 (モニタ)

DRE は, 階層化されたコンポーネントにより構成す

エラー伝搬回避のために, コンポーネント単位でエ

る. 表 1 に各コンポーネントの API と, ベースとなる

ラーを検知し, コンポーネント単位で回復処理を実現

実装をまとめた.

する. 本研究では, 階層化構造に合わせて (1) プロセス

• D-Aware アプリケーション (D-Aware App): D-

監視 (2) コンテナ監視 (3) システム監視を実装した. 階

Aware App は, 終了時にコールバック関数にてデー

層ごとにモニタを配置することで, どの階層のどのコ

タの保存や, 親プロセスへのシグナル送信等の処

ンポーネントでエラーが発生しているか特定できるよ

理を行う API を提供する. また, アプリケーショ

うにした. 回復をその階層の特定のコンポーネントで

ンコンテナに登録することで, システムの安全性

行うことにより, 障害の影響範囲を局所化することを

が低下した場合に, 強制的かつ安全に隔離, 削除が

目的とした. モニタは 1 秒以上の指定された周期で動

可能である. 処置記録は, 自動的にログシステムに

作し, パラメータは統一的に変更できるようコンフィ

記録される.

グレーションファイルに集約した. この時, 汎用モニ

• アプリケーションコンテナ (App Con) : App Con

タとして (1),(2),(3) のそれぞれの階層で, CPU 利用率

は OS が管理する資源を複数のプロセスグループ

(idle, nice, usage, user, sys), メモリ使用量 (total, free,

へ分割するための手法である3) . 本研究では, コン

usage) の値をコンフィグレーションに合わせて取得で

テナ技術として LXC (Linux Resource Container)

きるようにした. また, 正常値は平均値を元に決定し,

を用いた App Con の実装を行った . LXC の機

連続的に偏差が増大した場合には, 汎用的なエラーと

12)

能を利用する事で, 資源の管理と制限 (Quota), 隔

してログシステムへ記録するものとした. また, サービ

離, 停止/再開を利用可能とした. また, sfc-tools16)

スレベルを監視する SLA(Service Level Agreemnet) モ

を用い uionfs 上に, コンテナ内で更新されたファ

ニタをコンポーネント単位で利用可能とした.

イルの差分を保存 (load), 回復時にはファイルの

4.3.2 ライフサイクル記録

差分から更新部分を特定することで, 特定のチェッ

3.2 節に示した, エラー伝搬回避の一点目の要求を満

クポイントからの復帰を行うものとした. 基本的

たす, もう一つの仕組みとして, 我々はコンポーネント

操作である create(), start(), stop(), destroy(), set(),

ごとのライフサイクルをログに記録し, 検証可能とし
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た. 具体的には DRE のコンポーネントの基本動作に
ついて, 状態遷移モデルを定義し, コンポーネントの正
しい振る舞いを確認できるものとした. ログに記録さ
れたシーケンスが, 本モデルで定義したシーケンスと
同一である場合, 対象となるコンポーネントは正しく
動作しているといえる. さらに, 時間の属性を追加する
ことで, タイムアウト以内に処理が終了しているかを
確認できるものとした.

4.4 回 復 処 理
回復処理を最小限に行うために, コンポーネントご
とに回復処理ができるものとした. 回復の実施単位は,
プロセス, アプリケーションコンテナ, システム, シス

図5

テムコンテナで実施ができるようにする.

三層モデルを適用した Web サーバ構成と DRE

対処については, 過去の障害例をケーススタディと
して検討し13)8)9)7)1) (付録 A 参照), その結果から, 隔離

4.5 ログ管理システム

(Isolation), ロールバック (Undo), 若化, 再起動 (Reboot),

個々のサーバ上で動作するモニタリングの結果は,

資源制限 (Quota), 要因除去 (Fault Removal), 時間変化

共有のログシステム (Common Log) に記録する. ログ

(Time-Sift) を DRE 機能として提供するものとした. こ

システムは, 各ホスト上のログを一つのホストに集約

れらの回復処理は, 典型的なフォルト (過負荷, 資源不

する. 本研究では, このログシステムを rsyslog により

足, リソース競合, ソフトウエアバグ, 非決定性障害）

実装した15) . また, ログの記録形式は, RFC3164 に従
い, ログの受信時間, ホスト名, アプリケーション名, 優

などにも対応できると考えた.

先度, メッセージとする.

回復処理をコマンドレベルで可能にするため, 本研

また, rsyslog の機能を用いて, 優先度が高いログを,

究では低レベルな API を隠蔽し

dre-app command {command option}

ログシステムからデータベース (D-Box) に登録する.

というシンタックスで簡単に操作ができるようにした.

また, DRE コンポーネントについては, API ごとにモ

例えば, アプリケーションコンテナのチェックポイン

ニタリングポイントを設け, ライフサイクルログとし

ティングでは

て記録した. これにより, DRE コンポーネントの実行

checkpoint -n 〈name〉 -t 〈tag〉

手順や, 振る舞いに問題があった場合には, データベー

により, -n で指定したシステムコンテナのチェックポ

ス (D-Box) に保存されたログを用いて, フォルトの特

イントを -t で指定したタグ名で保存 (vmsnapshot 機

定や, 正常動作のエビデンスとして用いるものとした.

能の利用) する. 同様に restart, delete, list, migration な

5. 評 価 実 験

どのコマンドを利用可能とした. 例えば, sys1 の live

DRE のプロトタイプ実装を評価するため, 実アプリ
(1) $dre-sys create -n sys1
(2) $dre-sys start -n sys1
(3) $dre-cr checkpoint -n sys1 -f ck1
(4) $dre-cr checkpoint -n sys1 -f ck2
(5) $dre-cr rollback -n sys1 -f ck1
表 2 回復処理の実行コマンド
(1) Sys Con sys1 を作成, (2) sys1 を起動, (3) sys1 の checkpoint を
ck1 として作成 (4) sys1 の checkpoint を ck2 として作成 (5) sys1 を
checkpoint の ck1 から再開

ケーションの構築を行い, 実システムの障害例を生か
したシナリオを作成した.

5.1 実験アプリケーションと評価環境
評価環境では, 典型的な Web サービスを実装した.
ここでは, フロントエンドに HTML を表示するための

Web サーバ, アクセスしてきたユーザに対して, サービ
スを提供するアプリケーションを配置したアプリケー
ションサーバ (以下 App サーバ), バックエンドにデー

migration を行う場合には, $sudo dre-cr migrate -n sys1

タベースサーバ (以下 DB サーバ) を配置した (図 5).

を実行すると, 下位の KVM の live migration10) が実行

各サーバには, 実行監視のためのモニタ (性能, ライ

される. これらは, 実行権限が制御されたスクリプトか

フサイクル, SLA) を配置した. 性能モニタは, CPU, メ

ら実行される.

モリ使用量を対象とした汎用モニタとした. App, DB
サーバでは, 性能モニタの他に, SLA モニタとして DB
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(初回) フォルトモデルが特定できない場合
図8

障害検知, 回復過程

5.3.1 (初回) フォルトモデルが特定できない場合
(1) DB サーバ上で, MySQL のバッチジョブが開始
する.

(2) DB サーバへのアクセスへの応答性能は, サービス
要件として重要であるため, 汎用 SLA モニタにより監
視されている. クエリの応答時間の低下により SLA 違
反が検知される.

(3) Critical 状態へ移行後, 応答時間低下の要因を特定
図7

するため, スクリプトデータベースから該当するフォ

MySQL バッチジョブのフォルトモデルが特定されている場合

ルトモデルを探索するが, 該当するモデルは無し.
サーバへの応答性, DB サーバでは, MySQL 送受信バ

(4) 要因特定のため, ログチェックを開始する (図 9).

イト数, スレッド数の監視モニタを配置した. これらは,

(5) ライフサイクルログ (図 9) により, MYSQL のバッチ

オーバーヘッドを回避するため C++で実装した. 個々

ジョブが終了していない (Started しているが, Stopped

のサーバ上で動作するモニタの監視結果はログシステ

していない) 事が確認でき, フォルトを特定する. (同じ

ムを通じ, コントローラホスト上で集約する. ログ収

DB サーバ上で本来のサービスを提供する SQL 処理の

集時には, ログの優先度がある一定以上のレベルを超

ジョブの応答性が急激に低下したことで要因を特定)

えた場合には, MySQL のデータベース (D-Box) に登

(6) バッチジョブを安全に停止させる.

録する. また, 定式化したフォルトモデルはスクリプト

(7) MySQL のバッチジョブに関するエラー検知とフォ

として作成し, 簡単にマッチをかけられるように簡易

ルトモデルを定式化し (図 7), スクリプトを生成し, ス

データベースを作成した.

クリプトデータベースに登録する.

5.2 実 証 実 験

(8) 応答時間が回復したことを確認する.

現場での実例をもとに, 複合的な障害の例を作成し

5.3.2 (初回以降) フォルトモデルがある場合

た.4)8) の事例からも, 新機能の追加や更新により, バグ

本ケースで実際にモニタしている値を対応づけた状

やシステムの不備, キャパシティ計画の見積もりの甘

態遷移を図 7 に示した. また, 障害検知, 回復過程の動

さなどが顕在化することは多い. 過去の経験や事例に

作結果を図 8 に示した. 下記の (1)-(6) は図 8 のモニタ

ならい, 複数の障害を模擬した. 評価では, エラー検知

の検知結果と対応している.

がフォルト特定に有効であったか, また, 回避策により,

(1) MySQL のバッチジョブが DB サーバで動作を開始

サービス障害を回避できたかをそれぞれ評価した.

する.

5.3 実 行 手 順

(2) ジョブのライフサイクルが監視され, Start/Stop が

シナリオ: データベースサーバ上で, バッチジョブが

チェックされる.

想定外の時間に動作を開始. これにより, アプリケー

(3) 応答性の低下と, Start/Stop カウンタの不整合が発

ションサーバから, データベースへの SQL アクセスの

生する.

レスポンスが急激に低下した.

(4) スクリプトデータベースよりフォルトモデルをチェッ
クし, フォルトモデルが特定できた場合, その回復スク
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ライフサイクルログによるフォルト特定支援

リプトを取得する.

式の習熟コストが発生した.

(5) 回復スクリプトにより, MySQL のバッチジョブを

5.4.2 エラー検知, フォルト特定の効果

安全に終了し, 正しいコンフィグレーションをセット.

実証実験では, 汎用モニタ (CPU, Memory, Network)

(6) 応答性が元に戻っていることを確認する.

などを組み合わせ, システムの危機的な状態をエラー

5.4 障害回避システムの効果

とし, その兆候を検知させることにより, フォルトモデ

上記のシナリオにおいては, DRE が提供する機能が

ルが特定できない場合であっても, 緊急対策へ移行さ

ない場合, バッチジョブが 30 分後に自動的に終了する

せ, 障害対処を行うことで, サービス障害を回避できる

まで, アプリケーションサーバから, データベースへの

ことを示した.

アクセスがブロックされ, サービス機能が停止した. 先

また, ログ基盤の利用により, フォルト特定フェーズ

の実証実験では, サービス停止は起こらなかったため,

において, エンジニアは分散したシステム上で動作す

緊急回復の部分的な対処にて, サービス障害が回避で

るアプリケーションの情報にアクセスする事が容易と

きていたといえる.

なり, それらが無い場合の各システムへのログインや

今回, 紙面上の都合で掲載できなかったが, 本実証実

ログのつき合わせの時間が大きく削減された.

験シナリオの他に, Web サーバのアクセス上昇, メモ

ただし, 記録されたログ情報から要因を特定するま

リリーク, タイムシフトに関わる障害についても同様

での時間は, エンジニアの技術と経験に依存するため,

の実験を行い, フォルトモデルを考慮した DRE の障害

要因特定までの時間を定量的に評価することは困難で

回復処理が機能することで, サービス障害を防ぐこと

ある. 図 9 に, 実証実験時のログの記録を示した. こ

ができた事を確認した. 次に個別の提案の有効性に関

のログは, エラー検知結果が示されているが, 初回のロ

する詳細を述べる.

グには, エラー検知結果は十分に示されていなかった.

5.4.1 障害対処の定式化の効果

初回時に, ログに記録された情報から, MySQL のバッ

実証実験では図 6, 図 7 に示した障害対処の定式化

チジョブにおける, Start/Stop の非対称を経験を積んだ

を行った. 特に後者のように, フォルトモデルを特定

管理者は読み取る事ができたが, 経験の無い管理者は

し, 回復処理が定式化されている場合は, これら一連の

フォルトを特定することができなかった.

障害対処手順はプログラムにより処理を自動化する事

5.4.3 回復処理の効果

ができるため, それによる手間の削減の効果は自明で

回復支援では, コンポーネントごとに隔離機能を提

ある. 実際に, 実証実験では, プログラムにより検知か

供した. フォルトモデルが特定できない場合, エラー

らフォルト特定, 回復までの実行は数秒であった.

の兆候から, 即座にシステム全体を再起動する対処を

実証実験では, PHP スクリプトと,Bash の組み合わ

取ることは得策ではない. なぜなら, システムの起動

せによりこれらの検知, フォルト特定, 回復処理をスク

は, ハードウエアやオペレーティングシステムの初期

リプトで記述した. この場合のコード量は 250 行程度

化により, エビデンスとなる情報の消失や, 再起動の間

であった. これに対して, SEC(Simple Event Correlator)

のサービス停止のコストが発生するためである.

というイベント記述言語

を利用した場合, 記述した

これに対して, 本研究ではコンポーネントごとに隔

コード量は 110 行程度と, 特別なツールを利用しない

離機能を設けたことで, エラーの兆候があった場合, 兆

場合に比べ, 1/2 に削減できた. ただし, SEC の記述方

候元となっているコンポーネントのみをまず隔離し,

14)
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表 3 モニタリングオーバーヘッド

Machine
WWW サーバ
App サーバ
DB サーバ

説明
汎用モニタ+ SLA モニタ
汎用モニタ+ SLA モニタ
汎用モニタ+ SLA モニタ

S+C+P
3.10%
3.90%
3.00%

S+C
2.30%
2.45%
2.15%

コンテナ数
1
1
1

S
0.10%
0.10%
0.05%

プロセス数
152
158
119

S: System, C: Application Container, P: Process

6. 結

論

本研究では, 汎用的なディペンダブルシステムを実
現するために, フォルトモデルを基礎として, サービス
障害を回避するための DRE(Dependable Runtime En-

vironment) を提案した. DRE は, フォルトモデルに従
い, フォルトの特定支援のためのモニタリングとロギ
ング機能, エラー回避のための階層型アーキテクチャ
と回復基盤を提供した. 実験では, DRE 上で実際に発
生した障害をもとに実験を実施し, フォルト特定と回
復支援を行えたことを示した. 今後は, 定式化とスクリ
図 10

プト化をより統一的に行うための言語を開発して行く

システムとコンテナの再起動の比較

予定である.
フォルトを特定することで, 実証実験ではサービスの
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付

ANA
Ticket
o

めに, 本研究では過去の事故例をケーススタディとし
て分析し, 結果を表 4 にまとめた.

(1) JavaScript のバグによる DoComo の携帯電話で
の不正アクセス13) では, 非権限者のアクセスの禁止, 障
害を発生したコンポーネントの緊急対応による隔離が
必要であった. メンテナンス中の予期しない障害およ
び転送ミスにより発生した過負荷による (2)Gmail の
サービス停止4) では, 要因特定にエビデンスが必要で
あった他, Time-Shift テストの実施やダウンタイムを
短くするためのロールバック機能, 過負荷の制限のた
めの資源管理の仕組みにより, サービス障害を最小限
にする事ができたと考えられる. (3) 認証期限切れに
よる ANA チェックインシステムの予期しないダウン8)
でも 2 と同様に, エビデンス, Time-Shift テスト, 障害
予兆の検知機能により回避する事ができたと考えられ
る. (4) メモリリークによるメモリ不足による東京証
券取引所での一部トレード不能障害9) では, システム
全体の障害を防ぐために, 機能不全となったコンポー
ネントのみを取り外す機能, 障害予兆の検知機能, 若化
機能が必要であったと考えられる. (5) チケットゲート
に転送するデータの容量オーバーな書込みによる日本
信号の IC カードリーダの読み込み不能7) では, 若化機
能, 隔離機能, ロールバック機能, エビデンスが必要で
あった. (6) NTT IP フォンのコネクション切れ1) は, 信
号を受けつけるサーバのキャパシティ計画が十分で無
かった事が原因で生じた障害である. 隔離や資源制限,
ロールバックなどの機能がある事で, システム全体の
障害を回避する事ができたと考えられる.

録

付録 A 回 復 処 理
本研究では, システムの劣化状態が発生した場合に,
その障害の特徴に応じて複数の回復処理を選択できる
ものとした. ある劣化の特徴（エラー状態）に対して,
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