
機械学習と予兆検知を取り入れた
新しいIT基盤統合管理⼿法のご紹介

2017/10/12 11:00-11:40

あらゆる分野で活躍する、
東陽テクニカの“はかる”技術
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情報通信、航空宇宙、海洋、音響、医用、ソフトウェア開発、半導体、生化学、ナノテクノロジー、そして環境エネルギー。あらゆる産業の発展を、東陽テク

ニカは“はかる”技術でサポートしてきました。東陽テクニカでは、これからも私たちならではの付加価値をもったソリューションとサービスを提供することで、

産業界の技術革新に貢献してまいります。

情報通信 P.X

コアコンピタンス

世界最高水準の計測技術

物性評価 /
イメージング P.X

EMC /
大型アンテナ P.X

P.X

機械計測
（騒音振動）

海洋計測 P.X

ソフトウェア
開発支援 P.X

メディカル P.X



情報通信分野
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主な取扱製品

NGN/IPネットワークテスト

光計測（40G/100GbEを含む）

移動体通信計測（3G/LTE/WiMAX）

ルーティング監視システム

パケットキャプチャ装置

Arbor Networks, Inc.

AT4 wireless, S.A.

Bluesocket Inc. 

Codenomicon Ltd.

GTB Technologies Inc.

Malden Elecctronics Inc.

Micro Computer Control Corporation 

Packet Design, LCC

Polaris Networks

Prisma Engineering S.r.l

SANBlaze Technology, Inc.

setcom wireless products Limited

Sifos Technologies, Inc.

SPECTRACOM CORPORATION

Spirent Communications N&A

Spirent Communications PA-PT

Spirent Communications PAW

Sunrise Telecom, Inc.  

Telchemy Incorporated

Tenable Network Security

Virtual Instruments

ネットワークパケットブローカー

ファジングツール

ネットワーク監視・解析

無線LAN調査・診断

GPS/Galileo/GLONASS

セキュリティパフォーマンス

DDoS攻撃対策システム

ネットワーク脆弱性スキャナ

仮想化監視/テスト
インフラ監視/テスト

海外メーカー

Virtual Instruments

インフラパフォーマンス解析のグローバルリーダー
• 2008年設⽴
• 本社は米国San Jose
• Global 2000に多くの顧客
• Fortune 100のうち45社が採用
• 各業界の大手が採用
• 2016年4月 Load DynamiXと合併
• 2016年11月 Xangatiを統合

事業
• ITインフラ管理とストレージ性能テスト機器の販売/サービス提供

Infrastructure 
Optimization

Product 
Evaluation

Technology 
Evaluation

Change 
Impact 
Analysis

Performance 
and Availability 
Mgmt



Technology

Virtual Instrumentsのお客様
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Financial Services Insurance Healthcare

GovernmentEnergy & Utilities ServicesRetail

Products Telco/Service Providers

我々はITインフラストラクチャ管理を⼤幅に簡素化し、
基幹アプリケーションの可用性を極限まで高め、

最も要求が厳しい顧客の要求にこたえます。

APP－Centric  IPM
アプリケーション視点のインフラストラクチャ統合管理



ルーター セキュリティ侵入検知
サーバ負荷分散

DBサーバウェブサーバ アプリ
サーバ

ファイヤーウォール

業務アプリの遅延/停止
苦情 → 報告義務発生

改修工数

運用ネットワーク

イーサネット

ストレージシステム

インターネット

各拠点

データセンター

ファイバチャンネル
イーサネット

インフラストラクチャ・エンドトゥエンド

業務アプリケーション

IT基盤

ルーター セキュリティ侵入検知
サーバ負荷分散

DB
サーバ

ウェブサーバ

アプリケーション
サーバ

ファイヤーウォール

ネットワーク管理者
問題なし？

サーバ/仮想化管理者
業務アプリ管理者
問題なし？

イーサネット

ストレージ管理者
問題なし？

インターネット

ファイバチャンネル
イーサネット

問題発生時の対処

根本の原因究明は遠い…

IT基盤



The Modern Data Center
⼈の理解を超えたスケールと複雑なシステム

様々な
インフラ機器

(仮想化/物理結線)

多くの
アプリケーション

密接な関連

データセンターの歴史 全てが生存している

Device Specific and 
‘MoM’ Framework 

Tools

Vendor Specific 
tools

More Vendor 
Specific Tools

Provider 
Based 

SLA’s…maybe?

クラウド

メインフレーム

‘The 1st Cloud’
Dedicated

クライアント
サーバー

Purpose Built 
and Dedicated 仮想化 / 

コンバージェンス

General 
Purpose Highly 

Shared

HCI & SDX

General 
Purpose Scale-

out

Highly Instrumented

‘Silo’ Specific 
tools

共有ストレージ

Distributed 
Computing



コンピュータ

サイロ化した監視 =複雑さとギャップを生む

ネットワーク

(SAN/NAS)

ストレージ

仮想コン
ピュータ

アプリ
＆ dB

インフラ/アプリ間には可視化の壁

アプリケーション視点のIPMで異種混合インフラを監視

ネットワーク

ストレージ

仮想
コンピュー

タ

アプリ
＆ dBs

サーバー
プローブ

ネットワーク
プローブ

ストレージ
プローブ

アプリケーション視点の
インフラ統合管理

APM

アプリケーションとインフラの橋渡し



VirtualWisdomの
エンド２エンド解析
アプリからLUNまで

仮想化

ハードウェア

アプリケーション

ストレージ
(SAN, NAS)

ネットワーク

クライアント

A
P
M

A
P
M

S
R
M

S
R
M

N
P
M

N
P
M

サーバー/VM
リソース管理

ストレージリソース管理
キャパシティプランニング

ネットワーク管理
SNMP/Flow/キャプチャ

アプリーション性能管理

VirtualWisdom® マネージメントプラットフォーム

VirtualWisdomユーザーインターフェイス

SAN or NAS Performance 
Probe

Network 
Switch Probe

Virtual 
Server Probe

Servers & VMs

Switch Fabric

Storage

V
M

M
G
R

V
M

M
G
R

アプリケーションに注視したインフラストラクチャ性能解析
監視のサイロ化を解決

IO解析

=Virtual Instruments製品

I
P
M

I
P
M

Local Area Network
Flow Collector

(近日対応)

N
P
M

N
P
M

FC / Ethernet TAP

管理対象

インフラのあらゆるポイントを監視対象にします。

アプリケーション/システムごとに
• ホスト

HBA /NICポートストレージ側

• SAN/Ethernetスイッチ
ポート

• ストレージ
ストレージノード/ポート/ボリューム

これらのつながりを全て把握し、1秒粒度でグラ
フ化
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HBA Port

Application

Host

HBA Card

Virtual 
MachineHBA Port

Controller

Storage  Port

Storage Array

IO Module

IO Module

Controller

Storage  Port Storage  Port



VirtualWisdomの独自性
IT基盤の性能、可⽤性、稼働率、管理⼯数を最適化

FibreChannel/Ethernetの全IOを解析することにより、

• 基盤を可視化し、どこで何が起こっているか全てがわかります。
• 根本原因をすぐに特定します。
• 機械学習(トレンド解析)により、問題を事前に防ぎます。
• 構成を最適化し、稼働率を向上
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アプリケーション視点からインフラ解析へ
可視化-問題の発⾒、解決、そして予防



• インフラ全体のヘルス、性能、稼働
率を直感的に表示

• 問題箇所、トレンドをすぐに検出

• ダッシュボードの情報からROI(投資
利益率) を推定

• 表示をカスタムし、管理者、担当者
が必要な情報を提示

17

Executive Dashboard
SVP インフラストラクチャダッシュボード

データセンター毎の基幹アプリケーションヘルス

基幹アプリヘルス ビジネス毎のVM数アラーム発生が多いアプリ

性能が悪いホスト エラーが多いホスト トラフィックが多いホスト

• アプリケーションとインフラストラ
クチャを関連付けて可視化

• アプリケーションを支えるインフラ
ストラクチャのヘルス、性能、稼
働率をアセスメント

• アプリチーム/インフラチームで共
有

• 表示のカスタマイズが可能
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Executive Dashboard
ビジネスオーナーダッシュボード

ファイナンシャル・アプリケーション・ダッシュボード

Tier0アプリ:ヘルス Tier１アプリ Tier2アプリ Tier3アプリ

Tier0アプリリテンシ Tier2レイテンシ Tier3アプリレイテンシTier1アプリレイテンシ

ホスト(156台) スイッチ(17台) ストレージアレイ(36台)



• 特定の業務アプリケーションに
ついてダッシュボード表示

• アプリケーションを支えるインフ
ラストラクチャのヘルス、性能、
稼働率をアセスメント

• 表示はカスタマイズ可能

ドリルダウン解析へ
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Executive Dashboard
アプリケーション オーナーダッシュボード

インテリジェントな可視化
App-centric トポロジビュー

• アプリ(システム)毎に接続を可視化

• アプリケーション、ビジネス毎にイン
フラストラクチャをグループ化

20

• 要素をクリックしてドリルダウン解析へ

• 1秒粒度で、デバイスレベルでの性能を
把握

• インフラに支えられているアプリケー
ションの異常をアラームとして検知

CRM



インテリジェントな可視化
Application-Centric パフォーマンス

• IO解析により、ログファイルでは検
出できないIOのスパイクを検出

• ヒストグラム表示により直感的な
SLAレポートを表示

• 時間/季節要因による変化を観測、
機械学習により閾値を変更、将来
予測

• スパイク箇所をさらにドリルダウン
解析
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1分の“平均値“では見過ごしてしまう
レイテンシの高いIOを検出

取得したデータを元に、季節/
時間パターンを機械学習。

単位:時間、日、週、四半期、
一年

• 時間、時期により閾値を自動
で変動

• “動的な閾値“からの差分でア
ラームを設定

• ”偽のアラーム“を大幅に削減
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機械学習によるアラーム管理
Seasonal Trend Advisor

薄いスムーズな線 = 期待値
Read Completion Time

濃い線 = 実際の
Read Completion time
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Aplied Analytics
高度な解析機能

高度な解析機能
Balance Finder

ストレージネットワークのワーク
ロードのバランスを測定

• 可用性を保証し、SPOFをなくす

• 構成変更前/後の状況確認

• パス間バランスがくずれたり、トラ
フィックが流れなくなったパスが発
生した時、アラーム

24

検知したリスクの詳細情報 詳細なIOのトレンド



高度な解析機能
Event Advisor

重大度の高いイベント(アラーム)
をリストアップ

例)アプリケーションの対ストレー
ジ性能がスローダウン

関連性が高いイベント(要素)を
ピックアップ

↓

ストレージポートがオーバーフ
ロー
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ストレージポートのバッファクレジットが０になっている

高度な解析
Trend Matcher

Event Advisorで抽出したイベント
について、最も相関関係の高い要
素を解析

• 根本原因の特定

もっとも関連性が高いと思われる要
素を表示。

トラブルシュートの時間を大幅に削減
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ストレージのフローコントロールの問題は、２つのESXホストからの負荷
が高いことが原因であることを証明。



Applied Analytics
VM Coordinator 

クラスタ間でVMの最適な配
置をアドバイス
VM(仮想マシン)の使用率トレンド
(CPU/メモリ/ネットワーク/ディスク
IO)を解析

• 瞬間値ではなく、トレンドを元に解
析

• マイグレーション前に、リソース
予測

Ｖmotionスクリプトが生成され

あとは実⾏するだけ
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マイグレーション対象VM 
どのホストからどのホストへ マイグレーション後のリ

ソース使⽤率を予測

Applied Analytics
Queue Solver

IOパターンを解析し、Q-depth(コマンドの同
時処理数の最⼤値)の最適値を導き出す

ホスト毎に設定

Q-depthはデフォルトのまま使用していたり、
或いはアプリケーションにより変更されてし
まっている場合がある。

この値を最適化することにより、性能を⼤きく
向上
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現状32であるQ-depthを24に変更するべきとアドバイス

処理待ちのIO(コマンド)が 31 or 32の
とき、 応答時間は2–25ms掛かってい

る

処理待ちのIO(コマンド)が 23 or 24の
時、応答時間は 0–5ms.



・様々な箇所にアラームを設定
アプリケーション(システム)毎に…
VM、サーバー、スイッチ、ストレージ
ポート使用率、バランス崩壊、物理層エ
ラー,IOPS/スループット

アラーム発生回数、頻度、重要度を定義

• 問題の影響範囲特定
• 根本原因特定
• 改善方法の提示
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アラームから根本原因特定、問題解決へ
解析ワークフロー

②ハイパーリンクが表示さ

れ、インパクト、根本原因解
析、改善策

①Alarm:フローコントロール(ストレージポート)
バッファクレジット0を25回観測

③Topology View
問題が発生したストレージの接続/イ
ンパクトを推定

④Event Advisor
相関解析し根本原因を特定
あるホストからのIOが急増

⑤Q-Solver
Q-depthの最適化により、問題改善
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現実は
• ⼈の理解を超える複雑さ、スケール
• レイヤを個々に監視しており、相関が把握ができない
• 仮想基盤では、性能、可用性問題が不明瞭
• 問題を恐れて機器に過剰投資
• ノイジーネイバーがティア１アプリケーションに悪影響を及ぼす

要求
• 全てのレイヤにおける柔軟性
• システムの拡張を迅速に
• 数千に及ぶアプリケーションの運用
• 十分なITスタッフ
• ロードバランスの自動化
• クラウドへの接続

近代のデータセンター



VIのフルスタック・監視システム

© 2017 Virtual Instruments31

• VM/SANスイッチ/ストレージを常時監視
• 複数サイトを統合監視、自動的に相関づけ

• 自由にカスタマイズできるダッシュボード
• リアルタイムアラート

• 包括的な監視をエージェントレスで実現

• 複雑な仮想基盤を可視化、問題点を明示

• 本番環境のワークロードを抽出し、
新しいストレージのテスト

• 複数のボリュームへのワークロード
を全て再現

– リード/ライト比、ブロックサイズ、ラ
ンダムシーケンシャル比等を再現

– 2倍、3倍..のIOPS/スループット

•

• 本番環境に設置する前に、本当
の性能がわかる

32

Load DynamiX
本番環境のワークロード再現テスト



VIは実現します

• アプリケーションの可用性を最⼤化

• アプリケーションの性能を最⼤化

• インフラストラクチャのコストを最
適化

© 2017 Virtual Instruments33

アプリケーションの可用性を保証

© 2017 Virtual Instruments34

• 基幹アプリケーションが断続的に停止
• 既存の監視ツール:  “異常なし“と表示

運用担当者:  いったいどこに問題が？

• VIは即座に根本原因を特定:

• HBAの設定（スピード/Q-depth）を変更し、問題を解決

事例: 
複雑なインフラでは、根本原因の
発⾒が困難

2Gbps

4Gbps

4Gbps

- ピーク時の負荷により、リンクスピード/Q-depthが予期せず変更されていた



アプリケーション性能問題を解決
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• 基幹アプリケーションの応答が遅い
• APM: アプリケーションの設計は問題なし

NPM: ネットワークには問題はない
担当者: いったいどこに問題が？

• VIは即座に根本原因を特定:
- 予期しないバックアップが I/Oを⼤量発生、 DBを占有

• ノイジーネイバー(バックアップ)の実⾏時間を変更し、解決

事例: 
ノイジーネイバーが

性能に影響

コストを最適化

© 2017 Virtual Instruments36

• VM、SANスイッチ、ストレージから
リアルタイムに情報を取得

• 実際のIO(ワークロード)を記録
• I/O(ワークロード)をエクスポート&シミュレート

( R/W 比, block/fileサイズ, ランダム/シーケンシャル比…を再現)

• 数倍のワークロードテストにより最⼤性能を測定
• 比較検討により最適なストレージ、構成を選択

事例:
本番のワークロードに適した
ストレージシステムを選択



ケーススタディ1
性能、使⽤率、コストの改善

37

CASE 
STUDY

状況

戦略 結果

• サーバー、SAN、スト
レージ全てを仮想化

• 利用率70%以上にしたい
• ビジネスをサポートする

ための仮想環境の動的な
スケーラビリティを確保

• ベストな機器選択を
VMWare x86 and IBM 
AIX PowerVM LPARS, 
SVC, IBM/EMCアレイ

• 機器/ベンダーごとに個別
の性能監視ツールを使用し
ていたが、エンド２エンド
のモニタリングに

• ビジネス/アプリに対する
性能の向上を実証し、ベス
トテクノロジを選択

• システム全体の性能を向上(約2倍)

• ビジネスに対する性能ベースの
SLAを担保しつつ40%のコスト削
減

“機器コスト⾯および管理⾯で環境全
体の改善が⾒られた。またリソース
利⽤率と性能の向上も達成できた。
VP of IT Enterprise Services

ケーススタディ2
可視化、性能管理の改善
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CASE 
STUDY

状況

• パフォーマンス問題が財
務アプリケーションに影
響し、⼤きな損失

• マルチベンダー SWAT
チーム結成—根本原因不
明、正しい設定がみつか
らない

戦略

• VIの SOSサービス実施
• システムインフラ全般を

可視化し、ピンポイント
で根本原因を可視化、修
正

• 継続的に設置することで、
粒度の⾼いビジネスの可
視化することを実施

結果

状況
• 根本原因を⾒つけ出し解決までが1

時間以内に
• 経営層がIPMによるリアルタイム、

秒単位の可視化がビジネスに必須だ
と判断

• サイロ化した監視ツール群をベース
とした構想を破棄

• 現在はVirtualWisdomが全てのIT戦
略のキーに

• 最初の1年で$2MのROI(投資対効
果)



ケーススタディ３
可用性の向上、変化への対応
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CASE 
STUDY

⽶国⾦融企業⽶国⾦融企業

状況

• ビジネスの拡⼤に合わせ
て基盤を次々に拡⼤

• ESXサーバーを増やすほ
ど、深刻な問題が発生し、
ダウンタイム増⼤

• 機器の稼働率が上がらな
い

• 多くのスタッフが数百時
間/月を問題対応に費やす

戦略

• トラブル減、稼働率向上
を目指してVI を導入

• システムインフラ全般を
可視化し、根本原因特定

• vMotion, DRS、HA等、
構成変更のインパクトを
知る

• 仮想マシンの最適配置を
実現

結果

• 管理工数の⼤幅削減
(サイロ→統合監視)

• トラブルを未然防止、トラブル
シュート工数減

• チューニングと最適化によりIT資産
の利用率の向上

VIが提供するプロフェッショナルサービス
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• Infrastraucture Performance Assessment(IPA) : インフラストラクチャの
解析、診断レポートサービス。マイグレーションや環境統合の前に実施すると効果的。

• Emergency Trouble Shooting(ETS):  ITインフラが深刻な問題に直面した際、
VirtualWisdom等のツールを使⽤してエキスパートが問題解決にあたります。

• VI Managed Services(VIMS): VIのエキスパートチームがインフラ監視を請負い
ます。定期的なレポート(ミーティング)を実施します。

• QuickStart: インストール&製品トレーニング



VI基盤性能評価サービス
Infrastructure Performance Assessment（IPA）

基盤のHUP(Health/Utilization/performance)検証サー
ビス
VI/東陽テクニカのエキスパートが実施

• Health(健全性): 設定, 物理層、通信の問題の評価
– CPUやメモリアクセスの影響
– IOリクエスト完了時間やストレージ運⽤へ影響
•Utilization(稼働率): リソースの稼働率評価
– リソースの稼働率の絶対評価/相対評価
– 稼働率の⾼い/低いVM、他に与えるインパクト
•Performance(性能): 性能評価
– CPU競合、メモリプレッシャ、IO完了時間

• 状況：アプリケーションの遅延が頻繁に発生
• 環境:２つのデータセンターに２つのSAN ■FCスイッチポート:2,850  

■ストレージのポート:46/２つのVMAXアレイ ■ESXホスト:151 
• データ収集時間：11/5-11/17 

• 検出された問題
• インターナルHWエラー – ２つのストレージシステムにおいて内部エラーを検出 (ベンダーに通知)

• バッファクレジットの枯渇 – ISLとストレージポートのバッファクレジットが枯渇し、レイテンシの悪化、IOフェイルの原因に(即対応)

• 物理レイヤのエラー – CRC エラー, コードバイオレーション、フレーム消失が原因で“abort” が頻発(リスク)

• サーバーの過剰使⽤– いくつかのサーバーの全てのHBAポート使用率が50％を超えており、アプリケーションやサーバーの問題(パス消失)を
引き起こしている(即対応)

• ESXサーバ設定の問題 – ２つのESXホストがゾーニングされていないストレージポートに接続をしようとして“Abort”が頻発(即対応)

• VM CPUとメモリ使⽤率 – ２つのホストが常時CPU使用率100％、メモリ使用率98%に (リスク)

データセンター基盤のIPA事例
シンガポールのリゾートホテル



ホストポートのロードバランス解析

バランス：53.8％
インバランス:20.6％

ホストのHBAポート毎のバランス
が崩れていると、ハードウェア故障
が発⽣した際に可用性、冗⻑性
が失われる恐れがあり。
ポート使用率が50％を超えると
危険水域

HBAポートのうち４つが
70％以上の使用率(即対応)

IPA事例
• ストレージアレイの性能 – レイテンシは低く保たれており良好

ISLポートの使⽤率 – 全ての50％を超えておらず良好

• HBA Q-depth – Q-depthは32に初期設定されている場合が多いが、
• いくつかのホストについてQ-depthが最適でなく性能が悪化している(リスク) 

レポート例

既存の監視では根本原因が不明だった



Virtual Instruments ビジネスバリュー
基盤性能の統合監視によるコスト削減

OpExの削減
– 根本原因解析の時間短縮
– プロジェクトの⾼速化、リスクヘッジ – システム更改、統合、変更
– 新アプリケーション追加の迅速化
– 性能劣化問題の軽減- アプリケーション・サービスレベルの改善

CapExの削減
– ストレージ機器コスト削減ー最適な構成により稼働率を上げる
– ＶＭ配置の最適化– ＶＭ/ホストを最適配置
– 性能向上のために機器を無為に投入すると、管理がより困難に
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