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ベイズ推論を用いた IT システム管理向け
構成情報推定方式の提案
坂下 幸徳1,2,a),b)

東条 敏2,c)

敷田 幹文3,d)

概要：データセンターの IT システムは，マルチベンダーのハードウェア導入や仮想化技術の導入が進ん
でいる．これにより，ハードウェアと統合管理ソフトウェア間の通信インターフェースの違いや情報の隠
蔽化が生じ，統合管理ソフトウェアにて IT システムの構成情報を一元管理することが困難になっている．
その結果，一元管理された構成情報をもとに障害原因を特定する機能など統合管理ソフトウェアの先進機
能の適用範囲が限られてしまう．
そこで．本論文では，IT システムの標準モデル CIM とログデータを用いたベイズ推論による構成情報推
定方式を提案する．これにより取得不可な構成情報を補完することで，統合管理ソフトウェアの先進機能
の適用範囲を拡大する．

A Presumption Method of IT Resource Information by
Bayesian Inference for Management System
Yukinori Sakashita1,2,a),b)

Satoshi Tojo2,c)

Mikifumi Shikida3,d)

Abstract: In recent years, a large-scale data center advance in the adoption of multi vender hardwares and
virtual environments. Therefore, a unitary configuration management of the management system software
is diﬃcult. Because, it is a diﬀerence of the interface between a hardware and a management system software and concealment of configuration information. As a result,the coverage of technology of a management
system software, that is root cause analysis by using configuration information, has been limited. In this
paper, we propose a presumption method of IT resource information by Bayesian inference for management
system software by using CIM and log data. This proposal enables configuration information which cannot
be collected to be presumed. The support of advance management technology expands.

1. はじめに
近年，年々増加する IT リソースや仮想化技術の導入に

より，データセンター内の IT システム数が年々増加してい
る．しかし，多くのデータセンターでは，これを管理する
管理者の数は一定もしくは減少している．このような中，
データセンターの管理者は，少人数で多量の IT システム
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のサービスレベルを維持するため，管理をしなければなら
ない．そこで，管理者の作業負荷を軽減するべく，サーバ，
ネットワーク，ストレージなどデータセンターの IT シス
テムを運用管理する管理技術が進化している．
一例として，障害が発生した際の管理者の負荷を軽減す
る技術を取り上げる．IT システムが大規模化，複雑化した
ため，性能劣化などの障害が発生した場合，どのリソース
が原因で障害となっているのか特定することが難しくなっ
ている．そこで，サーバ，ネットワーク，ストレージなど
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の IT システムから通知される障害通知と，接続関係など

適正な配置場所を求め，自動でデータ配置させる自動デー

を格納した構成情報を使い，統合管理ソフトウェアにて，

タ適正配置技術がある [4][5][6]．図 2 に自動データ適正配

どの部位が障害の根本原因となっているかを解析すること

置技術の処理の流れを示す．自動データ適正配置技術で

で，障害発生時の管理者の原因究明作業における負荷を軽

は，サーバ，ストレージの構成情報と性能情報から性能ボ

減する管理技術がある．

トルネックとなっているリソースを特定し，事前に定義し

これら高度化された管理技術は，サーバからストレージ

ている SLA と，VM のデータが格納されているメディアの

までの End to End の一元管理された構成情報を前提とし

コストや性能情報から，データの適正配置場所を算出し，

実現している．しかし，データセンターの大規模化にとも

データの移動計画を求め移動させる．この自動データ適正

ない IT システムが拡張し続けているデータンターでは，

配置技術により，管理者の定期的な性能チューニングにか

異なるベンダーの機器で構成されることが多く，統合管理

かる作業負荷を削減する．

ソフトウェアと IT システム間の通信インターフェースが
様々となることから，構成情報を一元管理するのが難しい．
その結果．上記で述べた障害原因解析技術のような高度化
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そこで，本論文では，ベイズ推論を用い IT システムよ
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を提案し評価する．
以下 2 章では，管理者の負荷を軽減する管理技術に関す
る従来研究を紹介する．次に 3 章にて提案方式の詳細を
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図 2 自動データ適正配置技術

Fig. 2 Automatic Optimization of Data Location Technology

述べ，4 章にて提案方式を評価し．最後に 5 章で考察を述
べる．

これらのいずれの技術も IT システム全体の構成情報
が必要不可欠であり，構成情報が取得出来ない IT シス

2. 従来研究

テムには適用できない．特に，マルチベンダーの機器が

管理者の負荷を軽減する管理技術の代表的な研究として，

導入されているヘテロ環境においては，SMASH(Systems

大量発生する SNMP Trap などの障害通知から障害の根本

Management Architecture for Server Hardware)[7] や SMI-

原因を特定する障害原因解析技術がある [1][2][3]．図 1 に

S(Storage Management Initiative-Specification)[8] をなど

障害原因解析技術の処理の流れを示す．障害原因解析技術

の，標準仕様化インターフェースを利用することにより，

では，予めサーバ，ネットワーク，ストレージの構成情報を

適用範囲の拡大をある程度は狙えるものの完全ではな．標

収集し，事前に定義している IF-THEN ルールにて記述さ

準仕様をサポートされていない機器がデータセンター内に

れた解析用の汎用ルールと組み合わせることで，データセ

あった場合には，一部の機器の情報が欠落してしまい，高

ンターの IT システムに合わせた解析ルールを事前に生成

度化された管理技術の適用範囲が限定的になる．

する．その後，障害が発生した際，この解析ルールと，受
信した障害通知情報を用い障害の根本原因の特定を行う．
この障害原因解析技術により，障害発生時における管理者
の原因調査にかかる負荷を軽減する．

3. ベイズ推論を用いた構成情報推定方式
3.1 方針と適用ターゲット
本論文では，IT システムから取得できない構成情報をベ
イズ推論を用い推定する方式を提案する．
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A が起きた後での、事象 B の確率 P (B|A) を算出する定理
であり，提案方式では本定理を用い構成情報の推定を行う．
図 3 に，本提案方式を適用するターゲットの一例を示す．

=>89!

図 1

の定理を利用した推論機構である．ベイズの定理は，事象

障害原因解析技術

Fig. 1 Root Cause Analysis Technology

本例では，サーバとストレージ間のネットワークに関する
構成情報が取得出来なかったケースを想定する．従来まで
は，ネットワークの構成情報が収集出来ないため，2 章に
示す障害原因解析技術が適用出来なかった．本提案方式で

その他の高度な管理技術として，管理の自律化を目指し

は，サーバから障害通知を受け取った際，障害通知を行っ

た技術がある．一例としては，性能劣化の原因を解析した

たサーバが，どのネットワークやストレージと接続関係に

後，性能とコストの観点から VM やストレージのデータの

あるのかをベイズ推論を用い構成情報を推定することで，
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障害原因解析技術を適用可能とする．
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図 5 発生確率のネットワーク
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Fig. 5 Example of Resource Probability Network

図 3 提案方式のターゲット例

P (P ort3|P ort1)P (P ort4|P ort3) (1)

Fig. 3 Example of Target of Proposal Method

P (P ort2|P ort1)P (P ort3|P ort2)P (P ort4|P ort3) (2)
P (P ort2|P ort1)P (P ort4|P ort2) (3)
P (P ort4|P ort1) (4)

3.2 推論手法
推論手法に関して述べる．まず，想定する IT システム
の例を図 4 に示す．

3.3 学習
ベイジアン・ネットワークでは，構成情報を推定する
際に重要となるのが，事前に学習し準備するそれぞれの
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Storage1!

(")*+,-!

図 4

率を学習させるために，DMTF(Distributed Management

Task Force,Inc) が定める IT システムの標準モデルである

Switch1!
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構成の発生確率 (事前確率) である．そこで，この発生確
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IT システムの構成例

Fig. 4 Example of Assumption System

テムが出力するログデータを学習データとして利用する．

(1) CIM を使った学習
図 6(a) に CIM で表現された IT システムの一部を示す．

CIM では，IT システムの構成情報及びその接続関係が
モデル化されている．さらに，CIM ComputerSystem と

CIM FCPort 間に複数の関連が張られているように，各リ
図 4 の環境では，Server1 が Switch1 を経由し Storage1

ソースの関連は，接続関係の意味の違いにより複数張られ

に接続されている．このような環境において，Switch1 の

る．つまり，接続関係が複数あるリソースは，様々な意味

構成情報 (接続関係) が取得出来ない場合を想定する．

の関連をもつことから，より関連が強い接続関係と見なす

図 5 に，各 Port の接続関係が発生する確率について示

ことが出来る．そこで，CIM で規定されたモデルを学習

す．例えば，Server1 の Port1 が Switch1 の Port2 と接

データとし，あるリソースをから接続関係にあるリソース

続関係にある場合の発生確率は P (P ort2|P ort1) となる．

の出現回数をカウントすることで発生確率を算出する．こ

これらの構成の発生確率をベイズの定理に従い算出する．

れにより，どのリソース同士が接続される可能性が高いの

さらに，これら発生確率をネットワーク化 (ベイジアン・

かを知り得ることが出来る．

ネットワーク) し，取得出来ない構成情報を推定する．ま

また，CIM はオブジェクト指向により IT システムを

た，図 4 に示すように，実際の IT システムでは，Server1

モデル化しているため，図 6(b) に示すように継承関係

の Port1 と Storage1 の Port4 は接続されていないが，本

がある．そこで，この継承関係に着目し，CIM FCPort

推論手法におけるベイジアン・ネットワークでは，全ての

などの子クラスでの学習に留まらず，CIM NetworkPort,

IT リソースが接続関係にあると仮定し，P (P ort4|P ort1)

CIM LogicalPort と言った親クラスについても，学習対象

のように実際には接続されていない接続関係の発生確率も

とする．これにより，CIM にてモデル化されていない新た

含みネットワークを構築する．

な IT システムが，既存のモデル化済みの IT システムと似

このように，ベイジアン・ネットワークを構築すること

ている場合，その接続関係を推定することが可能となる．

により，図 4 の Server1 の Port1 から Storage1 の Port4 ま

これにより，管理者が新しい IT システムを導入した際，既

での構成情報は，式 (1) から式 (4) の発生確率を求め大小

存の IT システムとの類似性から新しい IT システムの接続

比較することで推定する．

関係を推測する，いわゆる管理者の勘を表現する．

(2) ログデータを使った学習
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図 7

Common Information Model の一部

評価プログラムと評価環境

Fig. 7 The System and Program for Evaluation

Fig. 6 A Part of Common Information Model

更に，学習データとして，各種 IT システムが出力する

表 1 開発・評価環境

syslog などのログデータを学習データとして利用する．

Table 1 The Environment for Evaluation

具体例としては，Server1 の syslog ファイルを対象とし，

Port1 に関連したレコードを抽出した後，情報取得が出来

サーバ

Dell OptiPlex
(CPU: Intel Corei7 3.4GHz, Memory16G)

てる箇所の IT システムの各種リソース名と文字列比較し，

仮想環境

VMware ESXi5

VM

CentOS 6 x 6 台 (仮想ディスク数:1Disk/VM)

ストレージ

BUFFALO TeraStation IS TS-IGL/R5

IP スイッチ
サーバ・ストレージ間の
ネットワークプロトコル

BUFFALO BHR-4GRV

その出現回数をカウントすることで，発生確率を算出する．
この CIM を使った学習とログデータを使った学習にお
けるリソース Ra とリソース Rb の接続関係の発生確率

開発環境

iSCSI
MacBook Air(Intel Corei5, Memory 4G)
Mac OS 10.8.2, Java6

P (Rb|Ra) を式 (5) に示す．式 (5) に示すように CIM の静

構成情報 DB

MySQL5.5.2

学習用 CIM データ

CIM Schema 2.35.0 の MOF ファイル
仮想環境の/var/log 配下のログファイル (2 ヶ月分)
(syslog.log,vmkernel.log 他 19 ファイル)
SGI Altix UV1000(Intel Xeon 2.66GHz,
(1536Core 中 32Core 使用),Memory12TB)

的な接続関係により算出される発生確率 P cim(Rb|Ra) と，
ログデータ中の発生頻度，つまりは動的な接続関係により

学習用ログデータ

算出される発生確率 P log(Rb|Ra) の積を求め各リソース

学習エンジンの実行マシン
構成情報推定エンジンの
実行マシン

間の発生確率とする．また静的な接続関係と動的な接続関

開発環境と同一

係について，重み付けを行うべく，それぞれの発生確率に

W1 ，W2 を掛け合わせる．なお，いずれかの発生確率が 0
であった場合，P (Rb|Ra) が 0 となるケースを防ぐため，0

に示す評価環境における取り得る経路のパターンを図 8 に
示す．

を除く任意の固定値 A を加算する．

P (Rb|Ra) = W1 (P cim(Rb|Ra)+A)×W2 (P log(Rb|Ra)+A)
(5)
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4. 評価

図 8

4.1 試作プログラムと評価環境

経路パターン

Fig. 8 Route Pattern

図 7 と表 1 に本提案方式の評価プログラム及び評価環境
を示す．なお，評価システムの開発にあたっては，システ

表 2 に CIM データのみ使い学習した場合の Server1 の

ム構成を推定するシステム構成推定エンジンを実行する前

Port1 から Storage1 の Port4 までの経路毎の発生確率を,

に，学習エンジンを使い 3.3 節に示す方式で発生確率を算

表 3 にログデータのみ使い学習した場合の発生確率，表 4

出する構成とした．これにより，時間のかかる学習処理と

に CIM とログデータを使い学習した場合の発生確率をそ

構成情報の推論処理を分離し，推論処理の処理遅延を防ぐ．

れぞれ示す．ログデータの学習においては，予め分かって
いる Server1, Storage1 のリソース情報と前方一致による

4.2 評価結果
評価では，学習データの効果を測るため，CIM のみ学習
に使った場合，ログデータのみ学習に使った場合，CIM と
ログデータの両方を学習に使った場合，のそれぞれについ
て Port1 から Port4 までの経路推定について試作プログラ
ムを使い評価を行った．なお，表 2，表 3，表 4 に示す発生
確率は，式 (5) における A の値を削除した値とする．図 7
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文字列検索を行い，出現回数をカウントし発生確率を求め
た．なお，本評価では，CIM とログデータの重み付けの値
である式 (5) の W1 : W2 は，1 : 2 として評価実験を行った．

5. 考察
5.1 提案方式の有効性
本提案方式では，構成情報が取得出来ない IT システム
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表 2 評価結果 (CIM)

については，382 回出現した．続いて，iSCSI 接続された

Table 2 Evaluation Result (CIM)

Storage1 への Login メッセージが多数あった．そのため，

経路

発生確率

ログデータのみ利用した学習では，サーバとストレージが

経路 1

28.2 %

経路 2

37.5 %

経路 3

28.2 %

生確率となっている．今回の評価では，Server1 のログデー

経路 4

16.0 %

タのみを学習データに用い評価を行った．そのため，同じ

ダイレクトに接続されている経路 4 に関しても 17.2%の発

メッセージが繰り返し出力されている傾向があり，偏りが
表 3 評価結果 (ログデータ)

Table 3 Evaluation Result (Log Data)
経路

発生確率

生じている．ログデータに関しては，単一のログデータに
限定してしまうと内容に偏りが生じてしまうため，サーバ
だけでなくスイッチやストレージなど様々な機器のログ

経路 1

0%

経路 2

82.8%

データを学習データの対象とすることで，発生確率の偏り

経路 3

82.8%

経路 4

17.2 %

を防げると考える．
表 5 Port1 に関連したリソース情報出現回数 (トップ 5)

表 4

評価結果 (CIM とログデータ)

Table 4 Evaluation Result (CIM and Log Data)
経路

発生確率

経路 1

0%

経路 2

Table 5 Number of Resource Information Related to Port1 in
Log Data(Top5)
リソース関連情報

出現回数

192.168.1.* (192.168.1.43 を除く)

3762

62.1 %

192.168.1.100

382

経路 3

46.7%

Volume1

313

経路 4

5.5%

Storage1

313

192.168.3.95

237

向けにベイズ推論を使った構成情報の推定を行った．4.2
節の表 4 の結果と実環境の IT システムを比較すると，実
環境の構成である経路 2 が最も高い発生確率となった．

CIM とログデータを共に学習に利用した場合の傾向と
しては，CIM のみ，ログデータのみ学習に利用した場合に

CIM のみを学習に利用した場合の傾向として，経路 1,3

比べ，実際の評価環境の構成情報と同じ構成の経路 2 が他

は同じ確率となり経路 2, 経路 4 は異なる結果となった．

経路と比べて，より高い発生確率であった．CIM の学習で

経路 1,3 については，CIM のモデルとしては，サーバと

は，経路 2> 経路 1, 経路 3> 経路 4 の順で推定され，ログ

スイッチ，スイッチとストレージと同じ接続にて表現され

データの学習では，経路 2,3> 経路 4> 経路 1 の順で推定

るモデルであったため同じ確率となった．経路 4 について

された．CIM の学習のみでは，経路 1 と経路 3 が同じ発

は，経路 1,2,3 はサーバとストレージが，スイッチを通して

生確率であったが，ログデータの発生確率を加え算出する

接続されるモデルであったが，経路 4 はサーバとストレー

ことで，経路 1 が経路 3 よりも低い発生頻度となった．一

ジがダイレクトに接続されるモデルであるため，関連の数

方，ログデータのみでは経路 2 と経路 3 が同じ発生確率で

が異なり発生確率に違いが生じた．また，CIM では，接続

あったが，CIM の発生確率を加え算出することで，経路 3

関係を示すモデルだけでなくポート速度や CPU 周波数な

が経路 2 より低い発生頻度となった．これにより，実際の

ど機器の能力を表現するクラスへの関連など，構成情報に

評価間環境の構成である経路 2 が最も高い発生確率で推定

関係のない関連も数多く存在する．そのため，CIM を用い

することが出来た．このように，CIM のみ学習に利用し

た学習では，1%未満の発生確率の構成が数多く算出される

た場合，ログデータのみ学習に利用した場合では，同じ発

結果となった．

生確率になる経路が推定されるケースがあるが，本提案手

ログデータのみの学習に利用した場合の傾向として，経

法では，これらを組み合わせる事で，同じ発生確率となる

路 4 と比較し，経路 2,3 の発生確率が高い結果であった．

ケースを少なくし，より精度の高い推定が可能となる．な

また，経路 1 については，ログデータ中に Port3 に関する出

お，本評価ではそれぞれの重み付けに関し，静的な値であ

力が存在しなかったため，発生確率が 0 となる結果となっ

る CIM の学習による発生確率を 1，動的な値であるログ

た．これは，今回評価に利用した学習データが Server1 が

データの学習による発生確率を 2 の比率とした．これは，

出力するログデータであったため，ログ内容に偏りが生じ

静的なモデルよりも，実際に動作している状態を示すログ

たためである．表 5 に今回利用したログデータに出現する

データを重要視したためである．これにより，CIM による

Port1 に関連したリソース情報の出現回数 (トップ 5) を示

発生確率では各経路の発生確率の差分は小さい傾向であっ

す．今回評価に利用した Server1 のログでは，192.168.1.0

たが，ログデータにより重きを置くことで，CIM だけの学

のネットワーク内の通信に関する情報が多く，IP Switch1

習に比べ表 4 に示すように各経路の発生確率の差を明確に

の Port2 に付けられた IP アドレスである 192.168.1.100

した．これら結果より，静的な情報である CIM による学
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習と，動的な情報であるログデータによる学習を組み合わ
せる本提案手法は有効である．

そこで，本提案方式を用い垂直統合システム間の構成情
報を推定し，他の垂直統合システムに影響のあるリソース
を特定することで，サービスの質の低下を招くようなリ

5.2 自律運用管理の必要性と提案方式の重要性

ソースにはスクリプトの自動実行を抑止し，影響のないリ

1 章に述べたように，多くの管理者は，サービスレベルの

ソースにのみ自動実行を許可するといった制御が可能とな

維持に多大なる時間を費やしている．これの解決に向け，

る．このように，垂直統合システムの管理アーキテクチャ

従来のサービスレベルの維持のための管理作業の負荷軽減

によらず他システムとの構成情報を一元管理を実現するこ

を目指した運用管理の自律化が有望である．

とで，垂直統合システム内のどのリソースに対し自律運用

運用管理の自律化の実現に向けたアプローチとして，ベ
ンダーにて IT システムの構成を固定化し提供する垂直統
合システムがある．垂直統合システムの代表的な製品と
して IBM 社の IBM Pure Systems ，Oracle 社の Exadata

Database Machine などがある [10]．図 9 に垂直統合シス

管理技術を適用するか制御可能となり，管理者が安心し自
律運用管理技術を利用出来るようになると考える．

6. おわりに
本論文では，静的な構成モデルである CIM データと動

テム向けの管理ソフトウェアについてシステム構成を示す．

的な情報であるログデータを組み合わせ学習させること

垂直統合システムは，1 つのラックにサーバ，ネットワー

を特徴としたベイズ推論にて，構成情報を推定する方式を

ク，ストレージを搭載し，構成を固定化させ提供する．こ

提案し，その有効性と今後の適用について考察を述べた．

れにより，標準仕様にこだわらずベンダー独自の方法を駆

しかし，本論文では，一定の有効性を示したものの限定的

使し，構成情報の一元管理している．この一元管理された

な環境下での評価に留まっている．特に学習に用いるログ

構成情報を使うことで，予め管理者が，障害などに応じた

データに関しては，推定の確度に大きく影響するため，ロ

対処方法を運用パターンとしてスクリプト化しておき，障

グデータの種類やその収集方式が今後の課題である．

害通知などのイベントに応じたスクリプトの自動実行を実
現している．このような運用パターンを予め複数用意して
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