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(57)【要約】
　監視対象システムに関する特定の障害状態が継続的に
検出される状況において、実際に障害が発生しているか
否かを判定可能とする。運用管理装置は、監視対象シス
テムに関する性能指標の計測値と、相異なる２つの前記
性能指標の関係を表す相関モデルとを用いて、相異なる
２つの前記性能指標の組み合わせに関する障害を示す障
害情報を検出する。運用管理装置は、当該検出された前
記障害情報を時系列に保持し、当該障害情報に基づいて
、特定の前記組み合わせについて、前記障害情報が継続
して検出されたか否かを判定する。運用管理装置は、特
定の前記性能指標を含み前記障害情報が検出された上記
組み合わせのうち、前記障害情報が継続して検出された
と判定された上記組み合わせに関する情報と、特定の前
記性能指標を含む他の上記組み合わせに関する情報とに
基づいて、前記性能指標に関する異常の程度を表す異常
スコアを算出する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　監視対象システムに関する性能指標の計測値を１以上取得し、
　　相異なる２つの前記性能指標の関係を表す相関モデルを用いることにより、前記取得
した計測値に基づいて、相異なる２つの前記性能指標の組み合わせに関する障害を示す障
害情報を検出する障害検出手段と、
　当該検出された前記障害情報を時系列に保持する障害情報蓄積手段と、
　　前記障害情報蓄積手段に保持された前記障害情報に基づいて、特定の前記性能指標を
含む前記組み合わせについて、前記障害情報が継続して検出されたか否かを判定し、
　　特定の前記性能指標を含み前記障害情報が検出された前記組み合わせである１以上の
第１の組み合わせのうち、前記障害情報が継続して検出されたと判定された前記組み合わ
せである１以上の第２の組み合わせに関する情報と、特定の前記性能指標を含む他の前記
組み合わせに関する情報とに基づいて、前記性能指標に関する異常の程度を表す異常スコ
アを算出する異常スコア計算手段と、
を備える運用管理装置。
【請求項２】
　前記異常スコア計算手段は、
　　前記第１の組み合わせの数から、前記第２の組み合わせの数を除いた差分を算出し、
　　特定の前記性能指標を含む全ての前記組み合わせの数と、前記算出した差分との割合
に基づいて、前記異常スコアを算出する
　請求項１に記載の運用管理装置。
【請求項３】
　前記異常スコア計算手段は、
　　特定の前記性能指標を含む前記組み合わせについて、当該組み合わせに関して第１の
期間の間に取得された前記計測値の数に対する、当該第１の期間の間に検知された前記障
害情報の数の割合が、基準を超えた場合に、当該組み合わせに関する前記障害情報が継続
して検出されたと判定する、請求項１または請求項２に記載の運用管理装置。
【請求項４】
　前記異常スコア計算手段は、
　　特定の前記性能指標を含む前記組み合わせについて、当該組み合わせに関して第１の
期間の間に取得された前記計測値の数に対する、当該第１の期間に含まれる第２の期間の
間に連続して検知された前記障害情報の数の割合が基準を超えた場合に、当該組み合わせ
に関する前記障害情報が継続して検出されたと判定する、請求項１または請求項２に記載
の運用管理装置。
【請求項５】
　前記異常スコア計算手段は、
　　前記障害情報蓄積手段に保持された前記障害情報に基づいて、特定の前記性能指標を
含む１以上の前記組み合わせについて、当該組み合わせに関する前記障害情報が継続して
検出されたか否かを判定し、
　　前記障害情報が継続して検出されたと判定した場合に、前記第１の組み合わせの数か
ら、前記第２の組み合わせの数を除いた差分を算出し、特定の前記性能指標を含む全ての
前記組み合わせの数と、前記算出した差分との割合に基づいて第１の異常スコアを算出す
るとともに、
　　前記第１の組み合わせの数と、特定の前記性能指標を含む全ての前記組み合わせの数
との割合に基づいて第２の異常スコアを算出する、請求項２乃至請求項４のいずれかに記
載の運用管理装置。
【請求項６】
　前記異常スコアを提示可能な提示手段を更に備え、
　前記提示手段は、前記異常スコア計算手段において算出された前記異常スコアが高い順
に、当該異常スコアが算出された前記組み合わせに含まれる前記性能指標に関する異常箇



(3) JP WO2016/103650 A1 2016.6.30

10

20

30

40

50

所を提示する請求項１乃至請求項５のいずれかに記載の運用管理装置。
【請求項７】
　前記異常スコアを提示可能な提示手段を更に備え、
　前記提示手段は、前記異常スコア計算手段において算出された前記第１の異常スコアが
高い順、または、前記第２の異常スコアが高い順に、前記第１の異常スコアまたは前記第
２の異常スコアが算出された前記組み合わせに含まれる前記性能指標に関する異常箇所を
切り替えて提示する請求項５に記載の運用管理装置。
【請求項８】
　前記相関モデルは、１以上の前記組み合わせに含まれる２つの前記性能指標である、第
１の性能指標と、第２の性能指標との間の相関関係を表す変換関数を含み、
　前記障害検出手段は、前記取得した計測値に含まれる前記第１の性能指標の計測値に対
して前記変換関数を適用することにより得られる前記第２の性能指標に関する推定値と、
前記取得した計測値に含まれる前記第２の性能指標の計測値との差分あるいは当該差分に
比例する値が基準を超える場合に、前記第１の性能指標と、前記第２の性能指標とに関す
る障害を検出する、請求項１乃至請求項７のいずれかに記載の運用管理装置。
【請求項９】
　情報処理装置が、
　　監視対象システムに関する性能指標の計測値を１以上取得し、
　　相異なる２つの前記性能指標の関係を表す相関モデルを用いることにより、前記取得
した計測値に基づいて、相異なる２つの前記性能指標の組み合わせに関する障害を示す障
害情報を検出し、
　当該検出された前記障害情報を時系列に保持し、
　当該保持された前記障害情報に基づいて、特定の前記性能指標を含む前記組み合わせに
ついて、前記障害情報が継続して検出されたか否かを判定し、
　特定の前記性能指標を含み、前記障害情報が検出された前記組み合わせである１以上の
第１の組み合わせのうち、前記障害情報が継続して検出されたと判定された前記組み合わ
せである１以上の第２の組み合わせに関する情報と、特定の前記性能指標を含む他の前記
組み合わせに関する情報とに基づいて、前記性能指標に関する異常の程度を表す異常スコ
アを算出する
運用管理方法。
【請求項１０】
　コンピュータに、
　　監視対象システムに関する性能指標の計測値を１以上取得する処理と、
　　相異なる２つの前記性能指標の関係を表す相関モデルを用いることにより、前記取得
した計測値に基づいて、相異なる２つの前記性能指標の組み合わせに関する障害を示す障
害情報を検出する処理と、
　当該検出された前記障害情報を時系列に保持する処理と、
　当該保持された前記障害情報に基づいて、特定の前記性能指標を含む前記組み合わせに
ついて、前記障害情報が継続して検出されたか否かを判定する処理と、
　特定の前記性能指標を含み、前記障害情報が検出された前記組み合わせである１以上の
第１の組み合わせのうち、前記障害情報が継続して検出されたと判定された前記組み合わ
せである１以上の第２の組み合わせに関する情報と、特定の前記性能指標を含む他の前記
組み合わせに関する情報とに基づいて、前記性能指標に関する異常の程度を表す異常スコ
アを算出する処理と、を実行させる
コンピュータプログラムが記録された記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は監視対象の装置あるいはシステム等において発生する異常を検知可能な運用管
理装置、運用管理方法、及び、運用管理用プログラム等に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、各種プラントあるいは社会的なインフラストラクチャー等のような、比較的複雑
なシステム（あるいは当該システムを構成する構成要素）の重要性が高まるにつれ、これ
らのシステムを安定的に運用、管理することが求められている。これに伴い、これらのシ
ステムの運用状況や稼働状況を監視し、これらのシステムにおいて発生した異常を検知可
能な技術が求められている。
【０００３】
　このような、管理対象のシステムにおける異常を検知可能な技術に関して、以下の特許
文献が開示されている。
【０００４】
　特許文献１（特許第５２６７６８４号公報）は、システムの稼働状況を監視する運用管
理装置等に関する技術を開示する。特許文献１に開示された装置は、複数の監視対象装置
から、複数の性能指標（メトリック）の計測値を取得し、２つの相異なるメトリックにつ
いて、その相関モデルを生成する。特許文献１に開示された装置は、相関モデルを用いて
算出した、あるメトリックに関する推定値と当該メトリックの実測値とを比較した結果に
基づいて、異常項目を検出する。特許文献１に開示された装置は、監視対象装置毎に、２
つのメトリックによる組み合わせの総数と検出した異常項目数とを用いて異常スコアを算
出し、係る異常スコアが高いメトリックを、異常発生源として特定する。なお、特許文献
１に開示された技術は、同一の階層に存在する複数の監視対象装置において共通する異常
項目を除外することにより、階層間の異常の波及による影響を排除可能である。
【０００５】
　特許文献２（特開２００９－１９９５３３号公報）は、障害が発生する予兆を検知して
、障害発生箇所を特定する運用管理装置等に関する技術を開示する。特許文献２に開示さ
れた装置は、複数の監視対象装置から、複数の性能情報（上記メトリックに相当）を取得
し、相異なる２つの性能情報の間の相関関数を表す相関モデルを生成する。特許文献２に
開示された装置は、当該相関モデルを用いて、新たに検知した性能情報が相関関係を破壊
するか否かを判定し、当該判定の結果に基づいて異常スコアを算出することにより、異常
の発生を分析する。特許文献２に開示された装置は、定常的に破壊される相関関係が存在
する場合には、当該相関関係を表す相関モデルを削除する。
【０００６】
　特許文献３（国際公開第２０１３／０２７５６２号）は、システムにおける障害の発生
を検知する運用管理装置等に関する技術を開示する。特許文献３に開示された装置は、上
記各特許文献と同様、監視対象装置（システム）の性能指標（メトリック）に関する相関
モデルを生成し、係る相関関係の異常（状態）を検出する。特許文献３に開示された装置
は、検出した相関関係の異常と、当該異常の継続度合いとに基づいて、異常スコアを算出
する。特許文献３に開示された技術は、異常スコアが大きい（即ち、異常度が大きいか、
あるいは異常の継続度が大きい）性能指標を特定することにより、システムに発生した異
常を分析する。
【０００７】
　特許文献４（国際公開第２０１３／１３６７３９号）は、システムにおける障害の発生
を検知する運用管理装置等に関する技術を開示する。特許文献４に開示された装置は、上
記各特許文献と同様、監視対象装置（システム）の性能指標（メトリック）に関する相関
モデルを生成し、係る相関関係の異常（状態）を検出する。特許文献４に開示された装置
は、システムの構成変更を検知した場合、構成変更後のメトリックの測定値に基づいて、
相関モデルを再生成し、変更された構成に合せて、相関関係の破壊を検出するパターンを
変更する。これにより、特許文献４に開示された技術は、監視対象装置（システム）に構
成変更が発生した場合においても、当該システムにおいて発生する障害を適切に分析可能
である。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第５２６７６８４号公報
【特許文献２】特開２００９－１９９５３３号公報
【特許文献３】国際公開第２０１３／０２７５６２号
【特許文献４】国際公開第２０１３／１３６７３９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　運用管理装置が、監視対象装置（あるいはシステム）から取得した性能指標（あるいは
その組み合わせ）を用いて、当該監視対象装置における異常の発生を検知する場合を想定
する。この場合、特定の性能指標（あるいはその組み合わせ）について、継続的に（ある
いは定常的に）に異常状態が検知される可能性が有る。例えば、特定の性能指標に関する
相関モデルを作成した際のシステムの状況（状態）と、係る相関モデルを適用する際のシ
ステムの状況（状態）とが異なる場合、係るシステムの状況が正常であっても、継続的に
異常状態が検知される可能性が有る。
【００１０】
　このような状況においても、運用管理装置は、例えば、監視対象装置が正常状態から異
常状態に変化した場合に、当該監視対象装置において実際に異常が発生しているか否かを
判定可能であることが望ましい。また、運用管理装置は、このような状況においても、異
常箇所を特定可能であることが望ましい。
【００１１】
　これに対して、上記特許文献１に開示された技術は、特定の時点における特定の性能指
標（あるいはその組み合わせ）に関する異常スコアを算出するのみである。即ち、上記特
許文献１に開示された技術は、異常が発生している性能指標に関する時間変化を考慮しな
い。このことから、特許文献1に開示された技術は、特定の性能指標（あるいはその組み
合わせ）が、定常的に異常状態を示す場合に、係る性能指標に関する異常が実際に発生し
ているか否かを正しく判定できない可能性が有る。
【００１２】
　また、上記特許文献２に開示された技術は、定常的な異常状態が検出された場合（上記
特許文献２においては、相関関係が定常的に破壊されている場合）、係る相関関係に関す
る相関モデルを削除する。このことから、特許文献２に開示された技術は、削除した相関
モデルに関する性能指標に関して真に異常が発生している場合、係る異常を検知できない
可能性がある。
【００１３】
　また、上記特許文献３に開示された技術は、異常スコアを算出する際、ある性能指標に
関して検知された異常の継続度に着目する。しかしながら、特許文献３に開示された技術
は、ある性能指標が継続的に異常を表す場合に、当該性能指標に実際に異常が生じている
かによらず、異常スコアが大きいと判定してしまう可能性がある。
【００１４】
　なお、特許文献４に開示された技術は、監視対象装置の構成変更に応じて、異常検出に
用いる相関モデル等を変更する技術である。よって、係る技術を、継続的に検出される異
常状態の分析に対して適用することは困難である。
【００１５】
　本発明は、上記のような事情を鑑みてなされたものである。即ち、本発明は、監視対象
システムに関する特定の異常（障害）状態が継続的に検出される状況において、実際に異
常（障害）が発生しているか否かを判定可能な情報を提供する運用管理装置等を提供する
ことを主たる目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】



(6) JP WO2016/103650 A1 2016.6.30

10

20

30

40

50

　上記の目的を達成すべく、本発明の一態様に係る運用管理装置は、以下の構成を備える
。即ち、本発明の一態様に係る運用管理装置は、監視対象システムに関する性能指標の計
測値を１以上取得し、相異なる２つの上記性能指標の関係を表す相関モデルを用いること
により、上記取得した計測値に基づいて、相異なる２つの上記性能指標の組み合わせに関
する障害を示す障害情報を検出する障害検出部と、当該検出された上記障害情報を時系列
に保持する障害情報蓄積部と、上記障害情報蓄積部に保持された上記障害情報に基づいて
、特定の上記性能指標を含む上記組み合わせについて、上記障害情報が継続して検出され
たか否かを判定し、特定の上記性能指標を含み上記障害情報が検出された上記組み合わせ
である１以上の第１の組み合わせのうち、上記障害情報が継続して検出されたと判定され
た上記組み合わせである１以上の第２の組み合わせに関する情報と、特定の上記性能指標
を含む他の上記組み合わせに関する情報とに基づいて、上記性能指標に関する異常の程度
を表す異常スコアを算出する異常スコア計算部と、を備える。
【００１７】
　また、本発明の一態様に係る運用管理方法は、以下の構成を備える。即ち、本発明の一
態様に係る運用管理方法は、情報処理装置が、監視対象システムに関する性能指標の計測
値を１以上取得し、相異なる２つの上記性能指標の関係を表す相関モデルを用いることに
より、上記取得した計測値に基づいて、相異なる２つの上記性能指標の組み合わせに関す
る障害を示す障害情報を検出し、当該検出された上記障害情報を時系列に保持し、当該保
持された上記障害情報に基づいて、特定の上記性能指標を含む上記組み合わせについて、
上記障害情報が継続して検出されたか否かを判定し、特定の上記性能指標を含み、上記障
害情報が検出された上記組み合わせである１以上の第１の組み合わせのうち、上記障害情
報が継続して検出されたと判定された上記組み合わせである１以上の第２の組み合わせに
関する情報と、特定の上記性能指標を含む他の上記組み合わせに関する情報とに基づいて
、上記性能指標に関する異常の程度を表す異常スコアを算出する。
【００１８】
　また、同目的は、上記構成を有する運用管理装置、並びに対応する運用管理方法を、コ
ンピュータによって実現するコンピュータ・プログラム、及び、そのコンピュータ・プロ
グラムが格納されている、コンピュータ読み取り可能な記録媒体等によっても達成される
。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、監視対象システムに関する特定の異常（障害）状態が継続的に検出さ
れる状況において、実際に異常（障害）が発生しているか否かを判定可能な情報を提供す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、本発明の第１の実施形態における運用管理装置の機能的な構成を例示す
るブロック図である。
【図２】図２は、本発明の第１の実施形態における運用管理装置の動作を例示するフロー
チャートである。
【図３】図３は、本発明の第１の実施形態における障害情報の具体例を例示する図である
。
【図４】図４は、本発明の第１の実施形態の変形例における運用管理装置の機能的な構成
を例示するブロック図である。
【図５】図５は、本発明の第１の実施形態の変形例におけるユーザ・インタフェースの一
つの具体例を示す図である。
【図６】図６は、本発明の第１の実施形態の変形例におけるユーザ・インタフェースの他
の具体例を示す図である。
【図７】図７は、本発明の第２の実施形態における運用管理装置の機能的な構成を例示す
るブロック図である。
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【図８】図８は、本発明の第３の実施形態における運用管理装置の機能的な構成を例示す
るブロック図である。
【図９】図９は、本発明の各実施形態に係る運用管理装置を実現可能なハードウェアの構
成を例示する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　次に、本発明を実施する形態について図面を参照して詳細に説明する。以下の各実施形
態に記載されている構成は単なる例示であり、本発明の技術範囲はそれらには限定されな
い。
【００２２】
　以下の各実施形態において説明される運用管理装置は、専用のハードウェア装置、ある
いは、専用のハードウェア装置の組み合わせにより構成されたシステムとして実現されて
もよい。また、係る運用管理装置は、１以上の物理的な情報処理装置又は仮想的な情報処
理装置又はそれらの組み合わせにより構成されるシステムとして実現されてもよい。係る
運用管理装置を実現する情報処理装置のハードウェア構成例（図９）については後述する
。
【００２３】
　複数の物理的あるいは論理的に離間した各種ハードウェア装置あるいは情報処理装置を
用いて運用管理装置を実現する場合、それらの構成要素は、無線、有線、あるいはそれら
の組み合わせによる通信ネットワークを用いて、相互に通信可能に接続されていてもよい
。なお、運用管理装置が、仮想的な情報処理装置を用いて実現される場合、上記通信ネッ
トワークは、仮想的な通信ネットワークとして構成されてもよい。
【００２４】
　なお、以下の説明において、下記各実施形態における運用管理装置が障害（異常）の発
生を検知する対象を、まとめて「監視対象装置」と称する。係る監視対象装置は、単一の
装置であってもよく、複数の装置の組み合わせとして構成されたシステム（監視対象シス
テム）であってもよい。
【００２５】
　＜第１の実施形態＞
　以下、本発明の第１の実施形態について説明する。
【００２６】
　［構成の説明］
　まず、本発明の第１の実施形態における運用管理装置の構成について、図１を参照して
説明する。図１は、本実施形態における運用管理装置１００の機能的な構成を例示するブ
ロック図である。
【００２７】
　図１を参照すると、本発明の第１の実施形態における運用管理装置１００は、性能情報
蓄積部１０１と、相関モデル記憶部１０２と、障害検出部１０３と、障害情報蓄積部１０
４と、異常スコア計算部１０５とを備える。
【００２８】
　係る運用管理装置１００は、例えば、ＣＰＵ（中央処理装置：Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏ
ｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）を有する、各種情報処理装置を用いて実現されてもよい。係
る運用管理装置１００を実現可能なハードウェア構成については、後述する。
【００２９】
　図１に例示する構成においては、運用管理装置１００は、各構成要素（性能情報蓄積部
１０１、相関モデル記憶部１０２、障害検出部１０３、障害情報蓄積部１０４、及び、異
常スコア計算部１０５）を含む、単一の装置として構成される。本発明はこれには限定さ
れず、運用管理装置１００を構成する構成要素は、物理的あるいは論理的に離間した複数
の物理的な装置、あるいは、仮想的な装置を用いてそれぞれ個別に実現されてもよい。
【００３０】
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　以下、運用管理装置１００を構成する構成要素について説明する。
【００３１】
　性能情報蓄積部１０１は、例えば、各種センサ等から得られた、監視対象装置に関する
性能指標（メトリック）の値（計測値あるいは実測値）を保持する。係るセンサは、監視
対象装置の内部に設けられてもよい。また、係るセンサは、監視対象装置の外部から、当
該監視対象装置に関する各種情報を取得してもよい。係るセンサは、例えば、監視対象装
置の温度、負荷状態、単位時間当たりの処理能力、メモリの残容量等に関する情報等、適
切な情報を性能指標（メトリック）として計測することができる。
【００３２】
　性能情報蓄積部１０１は、例えば、ある性能指標の値と、当該性能指標が計測された時
刻とを関連付けて時系列データとして保持してもよい。
【００３３】
　性能情報蓄積部１０１は、後述する障害検出部１０３に対して、所定の時刻におけるメ
トリック、あるいは、当該メトリックに関する時系列データを提供可能である。
【００３４】
　相関モデル記憶部１０２は、相関モデルを記憶する。相関モデル記憶部１０２は、障害
検出部１０３、及び、異常スコア計算部１０５に対して、係る相関モデルを提供可能であ
る。
【００３５】
　相関モデルは、様々な組み合わせの２つの性能指標（メトリック）の間の関係を表現し
たモデルである。運用管理装置１００（特には、後述する障害検出部１０３）は、相関モ
デルを用いることにより、一方のメトリックの値から、他方のメトリックの値を推定（算
出）することができる。より具体的には、係る相関モデルは、例えば、２つのメトリック
の間の相関関係を表す変換関数を用いて実現可能である。この場合、係る変換関数を用い
て、２つのメトリックのうち、一方のメトリックの値（計測値）から、他方のメトリック
の値に関する推定値が算出される。係る相関モデルは、例えば、特開２００９－１９９５
３３号公報に記載された技術を用いて生成することができる。本実施形態における相関モ
デルは、２つのメトリックの組み合わせと、当該組み合わせに含まれる２つのメトリック
の関係を表す情報（例えば上記相関関数等）とを、複数含んでもよい。なお、以下におい
て、２つのメトリックの組み合わせを単に「メトリックの組み合わせ」と称する場合があ
る。係る相関モデルは、相関モデル記憶部1０２に対して、予め与えられてもよい。
【００３６】
　障害検出部１０３は、所定の時刻において収集された性能指標（メトリック）の値（実
測値）を性能情報蓄積部１０１から読み出す。具体的には、障害検出部１０３は、性能情
報蓄積部１０１から提供されるメトリックの値を取得してもよく、性能情報蓄積部１０１
に蓄積されたメトリックの値を参照してもよい。また、障害検出部１０３は、相関モデル
記憶部１０２から相関モデルを読み出す。具体的には、障害検出部１０３は、相関モデル
記憶部１０２から提供される相関モデルを取得してもよく、相関モデル記憶部１０２に蓄
積された相関モデルを参照してもよい。
【００３７】
　障害検出部１０３は、上記性能情報蓄積部１０１から読み出した性能指標（メトリック
）の値（実測値）を用いて、上記相関モデルに含まれる２つのメトリックの組み合わせに
関する障害情報を検出する。係る障害情報は、メトリックの組み合わせに関して、障害（
異常）が発生したか否かを判定可能な情報である。
【００３８】
　具体的には、障害検出部１０３は、２つのメトリックの組み合わせのうち、一方のメト
リック（第１のメトリック（第１の性能指標））の値（実測値）を用いて、他方のメトリ
ック（第２のメトリック（第２の性能指標））の推定値を算出する。そして、障害検出部
１０３は、第２のメトリックに関する推定値と、上記性能情報蓄積部１０１から読み出し
た当該第２のメトリックに関する実測値との差分を算出する。なお、障害検出部１０３は
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、第２のメトリックに関する推定値と、上記性能情報蓄積部１０１から読み出した当該第
２のメトリックに関する実測値との差分に比例するような値を算出してもよい。係る差分
に比例する値は、上記算出した差分に対して適宜加工（演算等）を施すことにより算出さ
れてもよい。以下において、上記説明した差分、及び、差分に比例するような値をまとめ
て、「差分等」と称する。
【００３９】
　障害検出部１０３は、算出した差分等が所定値（基準値）を超える場合に、このメトリ
ックの組み合わせに関する障害情報を検出する。この場合、障害検出部１０３は、このメ
トリックの組み合わせに含まれる各メトリック（性能指標）について、障害情報を検出し
てもよい。
【００４０】
　障害情報蓄積部１０４は、障害検出部１０３が検出する障害情報を保持する。障害情報
蓄積部１０４は、係る障害情報と、係る障害情報が記録された時刻とを関連付けて、時系
列データとして保持してもよい。具体的には、障害情報蓄積部１０４は、相関モデルに含
まれる、１以上の２つのメトリックの組み合わせについて、それぞれ、各時刻において障
害が検出されたか否か（実測値と推測値との間の差分等が所定値以上かどうか）を記録（
保持）してもよい。障害情報蓄積部１０４は、例えば、図３に例示するような形式により
、係る障害情報の時系列データを保持してもよい。なお、障害情報蓄積部１０４は、図３
に例示する形式に限定されず、他の適切な形式により障害情報（あるいは障害情報の時系
列データ）を保持してよい。
【００４１】
　異常スコア計算部１０５は、障害が検知された２つのメトリックの組み合わせに含まれ
る、それぞれのメトリックごとに、当該メトリックに関する異常の程度を表す異常スコア
を算出する。係る異常スコアは、当該メトリックの実測値が取得された監視対象装置にお
いて発生した可能性がある障害（異常）の程度を表す。
【００４２】
　異常スコア計算部１０５は、障害検出部１０３から障害情報を受け付ける。異常スコア
計算部１０５は、障害が検知された２つのメトリックの組み合わせ（第１の組み合わせ）
に基づいて、それぞれのメトリック毎に、障害（異常）が検知された数を計数（カウント
）する。この場合、異常スコア計算部１０５は、障害（異常）が検知された数に比例する
数を計数してもよい。上記障害（異常）が検知された数に比例する数は、障害（異常）が
検知された数を加工（演算等）することにより算出されてもよい。以下、上記障害（異常
）が検知された数と、上記障害（異常）が検知された数に比例する数とを、まとめて「検
知異常数」と称する。
【００４３】
　異常スコア計算部１０５は、例えば、障害が検知された２つのメトリックの組み合わせ
について、それぞれのメトリック毎に障害が検知された回数に比例するように検知異常数
をカウントしてもよい。異常スコア計算部１０５は、例えば、単純に検出回数を検知異常
数としてもよい。例えば、あるメトリック１とメトリック２との組み合わせ、及び、メト
リック１とメトリック３との組み合わせにおいて障害が検知された場合を仮定する。メト
リック１乃至メトリック３は、それぞれ任意の監視対象措置等に関する性能指標（メトリ
ック）であってよい。この場合、異常スコア計算部１０５は、例えば、メトリック１の検
知異常数を「２」、メトリック２とメトリック３との検知異常数をそれぞれ「１」として
計数（算出）する。上記に限定されず、異常スコア計算部１０５は、例えば、検出された
異常の度合（相関モデルからの外れ度合）に基づいて検知異常数を算出してもよい。また
、異常スコア計算部１０５は、例えば、対数など、検出回数が増えるにつれ検知異常数の
増加が鈍化するような算出方法を用いて、検知異常数を算出してもよい。
【００４４】
　本実施形態における異常スコア計算部１０５は、検知異常数を算出する際、障害情報蓄
積部１０４が保持する障害情報の時系列データを参照する。そして、異常スコア計算部１
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０５は、障害情報の時系列データに基づいて、ある２つのメトリックの組み合わせについ
て、継続的に障害が検知されているか否かを判定する。異常スコア計算部１０５は、継続
的に障害が検知されていると判定した２つのメトリックの組み合わせ（第２の組み合わせ
）を、検知異常数のカウントから除外するよう処理する。即ち、異常スコア計算部１０５
は、障害が検知されたメトリックの組み合わせ（第１の組み合わせ）から、継続的に障害
が検知されたメトリックの組み合わせ（第２の組み合わせ）を除外して、検知異常数を取
得（算出）する。これにより、異常スコア計算部１０５は、正常状態から異常状態へのシ
ステムの変化を鋭敏に検知可能な、障害（異常）検知処理を実現することができる。
【００４５】
　具体的には、異常スコア計算部１０５は、例えば、特定の時点からの過去「ｎ」時点（
時系列データの中の「ｎ」回の計測時点）の中で、障害として検知された回数「ｍ」から
、異常検出率（ｂｒｏｋｅｎ　ｒａｔｉｏ）を、以下の計算式を用いて算出してもよい。
なお、下式（１）において、記号”／”は、除算を表す記号である。
【００４６】
　異常検出率（ｂｒｏｋｅｎ　ｒａｔｉｏ）＝ｍ／ｎ　（式１）
　異常スコア計算部１０５は、ある２つのメトリックの組み合わせに関する上記異常検出
率が所定の基準値を超える場合に、その２つのメトリックの組み合わせを、検知異常数に
カウントしないよう処理してもよい。即ち、この場合、異常スコア計算部１０５は、過去
「ｎ」時点において検知した障害の比率（割合）に基づいて、当該障害が継続しているか
否かを判定する。
【００４７】
　異常スコア計算部１０５は、上記に限らず、検知した障害の時間的な連続性を考慮して
もよい。障害の時間的な連続性は、例えば、特定のメトリックの組み合わせに関して検知
された障害が、どの程度連続しているかを表す。具体的には、異常スコア計算部１０５は
、特定の時点からの過去「ｎ」時点のうち、（障害検知総数でなく、）時間的に当該特定
の時点に一番直近の連続する障害検知の数を「ｐ」として、異常検出率を以下の計算式を
用いて算出してもよい。
【００４８】
　異常検出率（ｂｒｏｋｅｎ　ｒａｔｉｏ）＝ｐ／ｎ　（式２）
　異常スコア計算部１０５は、上記に限らず、特定の時点からの過去「ｎ」時点（第１の
期間）の内、当該「ｎ」時点の間に含まれる適当な期間（第２の期間）において連続して
検知された障害検知数を「ｐ」としてもよい。
【００４９】
　異常スコア計算部１０５は、更に、相関モデル記憶部１０２から相関モデルを受け付け
る。そして、異常スコア計算部１０５は、それぞれのメトリック毎に、そのメトリックを
含む、上記相関モデルに含まれる２つのメトリックの組み合わせの総数を、相関モデル数
として取得（算出）する。例えば、具体例として相関モデルにメトリック１とメトリック
２の組み合わせ、及び、メトリック１とメトリック３の組み合わせ、及び、メトリック１
とメトリック４の組み合わせが含まれる場合を仮定する。この場合、異常スコア計算部１
０５は、メトリック１に関する相関モデル数を「３」と算出する。即ち、相関モデル数は
、特定のメトリックを含む、２以上のメトリックの組み合わせの総数を表す。
【００５０】
　異常スコア計算部１０５は、上記相関モデル数に占める上記検知異常数の割合を異常ス
コアとして算出する。例えば、相関モデル数が「２０」、検知異常数が「７」の場合、異
常スコア計算部１０５は、異常スコアを「０．３５」と算出する。
【００５１】
　運用管理装置１００を構成するこれらの構成要素は、監視対象装置の状態の時間変化を
考慮して、当該監視対象装置における異常を検知するように機能する。これにより、運用
管理装置１００は、特定の性能指標（メトリック）の組み合わせについて、実際に異常が
生じているか否かに関わらず定常的に異常状態が検知されるような場合でも、監視対象装
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置の異常を検知可能である。即ち、運用管理装置１００は、特定の性能指標（メトリック
）の組み合わせに関する検知結果が示す状態が正常状態から異常状態に変化した場合に、
監視対象装置における障害（異常）の発生を検知可能である。また、運用管理装置１００
は、係る障害（異常）の発生箇所を適切に特定可能である。
【００５２】
　［動作の説明］
　次に、本実施形態における運用管理装置１００の動作について、図２を参照して詳細に
説明する。図２は、本実施形態における運用管理装置１００の動作を例示するフローチャ
ートである。なお、以下においては、運用管理装置１００における主たる構成である、異
常スコア計算部１０５の動作（特には、検知異常数を算出する処理）を中心に説明する。
【００５３】
　先ず、異常スコア計算部１０５は、監視対象装置に関する全てのメトリックについて、
それぞれステップＳ２０２乃至ステップＳ２１１の処理を繰り返す（ステップＳ２０１乃
至Ｓ２１２）。異常スコア計算部１０５は、例えば、性能情報蓄積部１０１に蓄積された
メトリックを参照することにより、監視対象装置に関する全てのメトリックをそれぞれ参
照してもよい。また、監視対象装置に関する全てのメトリックに関する情報が、予め異常
スコア計算部１０５に設定されてもよい。
【００５４】
　次に、異常スコア計算部１０５は、上記監視対象装置に関する全てのメトリックのうち
、ある特定のメトリックを選択する。そして、異常スコア計算部１０５は、当該選択した
メトリックの検知異常数を「０（ゼロ）」にリセット（初期化）する（ステップＳ２０２
）。
【００５５】
　次に、異常スコア計算部１０５は、相関モデル記憶部１０２から相関モデルを読み込む
（ステップＳ２０３）。
【００５６】
　異常スコア計算部１０５は、上記相関モデルに含まれる２つのメトリックの組み合わせ
の内、ステップＳ２０２において選択されたメトリックを含む全ての組み合わせについて
、ステップＳ２０５乃至ステップＳ２１０の処理を繰り返す（ステップＳ２０４乃至ステ
ップＳ２１１）。
【００５７】
　異常スコア計算部１０５は、ステップＳ２０２において選択されたメトリックを含む、
ある２つのメトリックの組み合わせを選択する。そして、異常スコア計算部１０５は、障
害検出部１０３から提供された情報を用いて、当該選択したメトリックの組み合わせに関
する障害が検知されたか否かを確認する（ステップＳ２０５）。なお、異常スコア計算部
１０５は、障害情報蓄積部１０４に蓄積された障害情報を参照することにより、上記選択
したメトリックの組み合わせに関する障害が検知されたか否かを確認してもよい。
【００５８】
　係る確認の結果、ステップＳ２０５において選択した２つのメトリックの組み合わせに
関する障害が検知された場合（ステップＳ２０６においてＹＥＳ）、異常スコア計算部１
０５は、ステップＳ２０７以下の処理を実行する。即ち、異常スコア計算部１０５は、障
害情報蓄積部１０４から当該２つのメトリックの組み合わせに関する障害情報を読み込む
（ステップＳ２０７）。
【００５９】
　次に、異常スコア計算部１０５は、当該読み込んだ障害情報に基づいて、上記選択した
メトリックの組み合わせに関する障害が継続的に検知されているか否かを判定する（ステ
ップＳ２０８）。具体的には、異常スコア計算部１０５は、例えば、上記（式１）を用い
て、過去「ｎ」時点中の障害検知数「ｍ」から異常検出率を算出する。そして、異常スコ
ア計算部１０５は、異常検出率が所定の閾値（基準値）以下か否か判定する。上記算出し
た異常検出率が、所定の閾値以下の場合、異常スコア計算部１０５は、上記選択したメト



(12) JP WO2016/103650 A1 2016.6.30

10

20

30

40

50

リックの組み合わせに関する障害が継続していないと判定する。
【００６０】
　ステップＳ２０８における処理の結果、上記選択したメトリックの組み合わせに関する
障害が継続していないと判定された場合（ステップＳ２０９においてＮＯ）、異常スコア
計算部１０５は、当該メトリックに関する検知異常数を更新する（ステップＳ２１０）。
この場合、異常スコア計算部１０５は当該メトリックに関する検知異常数を「１」増やし
てよい。
【００６１】
　なお、ステップＳ２０６においてＮＯの場合、及び、ステップＳ２０９においてＹＥＳ
の場合、異常スコア計算部１０５は、ステップＳ２０４に戻って処理を繰り返す（図２の
繰り返し処理２）。
【００６２】
　異常スコア計算部１０５は、あるメトリックを含む２つのメトリックの組み合わせ全て
について、ステップＳ２０５乃至ステップＳ２１０の処理を繰り返し（図２の繰り返し処
理１）、当該メトリックに関する検知異常数を算出する（ステップＳ２１１）。その後、
異常スコア計算部１０５は、ステップＳ２０１に戻って、次のメトリックに関する処理を
実行する（ステップＳ２１２）。
【００６３】
　［効果の説明］
　次に、本実施形態における運用管理装置１００が奏する効果について説明する。本実施
形態における運用管理装置１００は、異常スコア計算部１０５において異常スコアを計算
する際、障害情報蓄積部１０４を参照することにより、障害が継続しているかどうかを考
慮する。即ち、本実施形態における運用管理装置１００は、監視対象装置の状態の時間変
化を考慮して、当該監視対象装置に関する異常を検知するように構成されている。
【００６４】
　これにより、運用管理装置１００は、特定の性能指標（メトリック）の組み合わせに関
して、実際に異常が生じているかどうかに関わらず定常的に異常状態が検知される場合で
あっても、監視対象装置の異常を検知可能である。より具体的には、運用管理装置１００
は、特定の性能指標（メトリック）の組み合わせに関して検知される状態が正常状態から
異常状態に変化した場合に、監視対象装置における異常の発生を検知し、かつその異常箇
所を適切に特定可能である。以上より、本実施形態における運用管理装置１００によれば
、監視対象システムに関する特定の異常（障害）状態が継続的に検出される状況において
、監視対象システムにおいて実際に異常（障害）が発生しているか否かを判定可能な情報
を提供可能である。
【００６５】
　上記説明した本実施形態に係る運用管理装置１００は、例えば、相関モデルの生成時と
、実際の運用時とにおいて、監視対象装置に関する条件が異なる場合にも有効である。例
えば、相関モデルが、監視対象装置の定常状態におけるデータを用いて生成される場合を
仮定する。このように生成された相関モデルが、監視対象装置の立ち上げ時や停止時に適
用されると、相関モデル生成時と適用時の状態の差異を異常（障害）と誤検知してしまう
ことがある。例えば、あるメトリックの実測値が、監視対象装置の立ち上げ状態や停止状
態の際には正常な値であったとしても、定常状態において生成された相関モデルから出力
される推定値とは乖離する場合がある。このような誤検知による異常状態は継続的に検知
されることがあるが、本実施形態における運用管理装置１００を用いることにより、その
影響を適切に除外することができる。また、相関モデルの生成時と適用時とにおいてデー
タ収集機構が異なる（例えばセンサデバイスを変えた場合や、センサデータに変換を施し
た場合等）場合にも、本実施形態における運用管理装置は有効である。
【００６６】
　＜第１の実施形態の変形例＞
　次に、上記説明した第１の実施形態の変形例について、図４を参照して説明する。図４
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は、本変形例における運用管理装置４００の機能的な構成を例示するブロック図である。
なお、以下の説明において、上記第１の実施形態と同様の構成については、同様の参照符
号を付すことにより、詳細な説明は省略する。
【００６７】
　本変形例における運用管理装置４００は、上記第１の実施形態における運用管理装置１
００と同様の構成要素に加えて、更に提示部４０６を備える。運用管理装置４００におい
て、提示部４０６以外の他の構成は、上記第１の実施形態と同様としてよいので、詳細な
説明を省略する。
【００６８】
　提示部４０６は、異常スコア計算部１０５において算出された異常スコア等を、運用管
理装置４００のユーザに対して提示する。より具体的には、提示部４０６は、特定のメト
リック（あるいはその組み合わせ）及び当該メトリックに関する異常スコアを表示するよ
う、各種表示装置を制御する。表示装置は、例えば、液晶パネルやプロジェクタ等、ユー
ザに対して各種情報を表示する機能を有する装置であってよい。なお、図４に例示する構
成においては、運用管理装置４００の外部に表示装置が設けられているが、本変形例はこ
れには限定されない。係る表示装置は、運用管理装置４００の一部として設けられてもよ
く、運用管理装置４００とは別に設けられてもよい。
【００６９】
　提示部４０６は、例えば、図５あるいは図６に示すようなユーザ・インタフェースを生
成し、係るユーザ・インタフェースを表示するように、表示装置を制御してもよい。図５
及び図６に例示するユーザ・インタフェースにおいては、監視対象装置における監視対象
要素（メトリック）と、異常スコアとが、関連付けて表示されている。
【００７０】
　提示部４０６は、異常スコアを特定の基準に沿って並べ替えて表示するユーザ・インタ
フェースを生成し、係るユーザ・インタフェースを表示するように、表示装置を制御可能
である。具体的には、提示部４０６は、例えば、異常スコアを、降順（あるいは昇順）で
並べ替えたランキング形式で表示するユーザインタフェースを生成してもよい。例えば、
提示部４０６が、ある監視対象装置に関するメトリックに対して算出された異常スコアを
、その値が大きい順にランキング形式でユーザに提示する場合、ユーザは、障害が生じて
いる可能性が高い監視対象装置を知ることができる。
【００７１】
　提示部４０６は、例えば、上記説明した異常検出率を考慮することにより継続的な障害
の影響が除去された異常スコア（第１の異常スコア）と、異常検出率を考慮せずに算出さ
れた異常スコア（第２の異常スコア)と、を共に表示可能なユーザ・インタフェースを生
成してもよい（図５）。図５に例示するユーザインタフェースにおいては、符号５０１に
より示される領域に、第１の異常スコアに関する情報が表示され、符号５０２により示さ
れる領域に、第２の異常スコアに関する情報が表示される。
【００７２】
　また、提示部４０６は、ユーザが第１の異常スコアと、第２の異常スコアとを切り替え
て表示可能なユーザ・インタフェースを生成してもよい（図６）。図６に提示するユーザ
・インタフェースにおいては、例えば、ユーザが「切り替え」ボタンを押下することによ
り、第１の異常スコアと、第２の異常スコアとが切り替えられて表示される。この場合、
ユーザは、例えば、相関モデルの生成時と適用時の条件が類似している場合には第１の異
常スコアを表示するよう、ユーザ・インタフェースを操作可能である。
【００７３】
　上記のように構成された本変形例における運用管理装置４００は、特定の基準に沿って
並べ替えた異常スコアを、ユーザに対して提示可能である。これより、本変形例における
運用管理装置４００によれば、ユーザは、例えば、異常スコアが大きい（障害が生じてい
る可能性が高い）監視対象装置を知ることが可能である。また、ユーザは、例えば、異常
スコアが小さい（安定して稼働している可能性が高い）監視対象装置を知ることも可能で
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ある。これにより、ユーザは、例えば、異常スコアが大きい監視対象装置を優先して各種
管理作業を実行可能である。
【００７４】
　また、上記のように構成された本変形例による運用管理装置４００は、ユーザに対して
、第１の異常スコアと、第２の異常スコアとを提示可能である。これにより、本変形例に
おける運用管理装置４００によれば、ユーザは、状況に応じて（運用管理装置４００によ
り監視対象装置を監視する場面に応じて）、参照する異常スコアを切り替えることが可能
である。
【００７５】
　以上より、本変形例における運用管理装置４００は、ユーザによる監視対象装置に関す
る各種管理作業を効率化可能である。また、本変形例における運用管理装置４００は、上
記第１の実施形態における運用管理装置１００と同様の構成を備えることから、上記第１
の実施形態における運用管理装置１００と同様の効果を奏する。
【００７６】
　＜第２の実施形態＞
　次に、本発明の第２の実施形態について、図７を参照して説明する。図７は、第２の実
施形態における運用管理装置７００の機能的な構成を例示するブロック図である。
【００７７】
　図７に例示するように、本実施形態における運用管理装置７００は、障害検出部７０１
と、障害情報蓄積部７０２と、異常スコア計算部７０３とを備える。これらの構成要素は
、適切な通信方法を用いて相互に通信可能に接続されていてもよい。以下、それぞれの構
成要素について説明する。
【００７８】
　障害検出部７０１（障害検出手段）は、監視対象システム（不図示）に関する性能指標
（メトリック）の計測値を１以上取得する。監視対象システムは、１以上の監視対象装置
から構成されてもよい。障害検出部７０１は、監視対象システムを構成する監視対象装置
に関する性能指標（メトリック）の計測値を取得してもよい。障害検出部７０１は、相異
なる２つの上記性能指標の関係を表す相関モデルを用いることにより、取得した計測値に
基づいて、相異なる２つの性能指標に関する障害情報を検出する。係る障害検出部７０１
は、例えば、上記各実施形態における障害検出部１０３と同様としてもよい。
【００７９】
　障害情報蓄積部７０２（障害情報蓄積手段）は、上記障害検出部７０１において検出さ
れた障害に関する情報を時系列に保持する。障害情報蓄積部７０２は、例えば、ある性能
指標（メトリック）の組み合わせに関する障害情報と、当該障害情報が検出された時刻と
を関連付けて、時系列データとして保持してもよい。係る障害情報蓄積部７０２は、例え
ば、上記各実施形態における障害情報蓄積部１０４と同様としてもよい。
【００８０】
　異常スコア計算部７０３（異常スコア計算手段）は、障害情報蓄積部７０２に保持され
た障害に関する情報に基づいて、相異なる２つの性能指標の組み合わせのうち、特定の性
能指標を含む組み合わせについて、障害情報が継続して検出されたか否かを判定する。
【００８１】
　異常スコア計算部７０３は、上記性能指標に関する異常の程度を表す、異常スコアを算
出する。具体的には、異常スコア計算部７０３は、例えば、特定の性能指標を含み、障害
情報が検出された１以上の上記組み合わせ（第１の組み合わせ）のうち、障害情報が継続
して検出されたと判定された１以上の上記組み合わせ(第２の組み合わせ）に関する情報
を取得する。また、異常スコア計算部７０３は、特定の性能指標を含む他の上記組み合わ
せに関する情報を取得する。そして、異常スコア計算部７０３は、上記取得した情報に基
づいて、異常スコアを算出する。上記組み合わせに関する情報は、例えば、当該組み合わ
せの数に関する情報であってもよい。係る異常スコア計算部７０３は、例えば、上記各実
施形態における異常スコア計算部１０５と同様としてもよい。
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【００８２】
　上記のように構成された本実施形態における運用管理装置７００は、異常スコア計算部
７０３において異常スコアを計算する際、障害情報蓄積部７０２を参照して障害が継続し
ているかどうかを考慮する。即ち、本実施形態における運用管理装置７００は、監視対象
システムの状態の時間変化を考慮して、当該監視対象システムに関する異常を検知するよ
うに構成されている。
【００８３】
　これより、運用管理装置７００は、特定の性能指標（メトリック）の組み合わせに関し
て、実際に異常が生じているかどうかに関わらず定常的に異常状態が検知される場合であ
っても、監視対象システムの異常を検知可能である。より具体的には、運用管理装置７０
０は、特定の性能指標（メトリック）の組み合わせに関して検知される状態が正常状態か
ら異常状態に変化した場合に、監視対象システムにおける異常の発生を検知し、かつその
異常箇所を適切に特定可能である。以上より、本実施形態における運用管理装置７００に
よれば、監視対象システムに関する特定の異常（障害）状態が継続的に検出される状況に
おいて、監視対象システムにおいて実際に異常（障害）が発生しているか否かを判定可能
な情報を提供可能である。
【００８４】
　＜第３の実施形態＞
　次に、本発明の第２の実施形態について、図８を参照して説明する。図８は、第２の実
施形態における運用管理システム８００の機能的な構成を例示するブロック図である。
【００８５】
　図８に例示するように、本実施形態における運用管理システム８００は、障害検出装置
８０１と、障害情報蓄積装置８０２と、異常スコア計算装置８０３とを備える。これらの
構成要素は、適切な通信方法を用いて相互に通信可能に接続されていてもよい。このよう
な運用管理システム８００は、例えば、上記第２の実施形態における運用管理装置７００
の各構成要素を単体の情報処理装置（コンピュータ等）により実現し、それらを相互に接
続したシステムとして実現され得る。
【００８６】
　即ち、障害検出装置８０１は、例えば、上記各実施形態における障害検出部１０３、あ
るいは、障害検出部７０１の機能を実現可能な、コンピュータ等の任意の情報処理装置で
ある。
【００８７】
　また、障害情報蓄積装置８０２は、上記各実施形態における障害情報蓄積部１０４、あ
るいは、障害情報蓄積部７０２の機能を実現可能な、コンピュータ等の任意の情報処理装
置である。
【００８８】
　また、異常スコア計算装置８０３は、例えば、上記各実施形態における異常スコア計算
部１０５、あるいは、異常スコア計算部７０３の機能を実現可能な、コンピュータ等の任
意の情報処理装置である。
【００８９】
　上記のように構成された本実施形態における運用管理システム８００は、上記各実施形
態と同様、異常スコア計算装置８０３において異常スコアを計算する際、障害情報蓄積装
置８０２を参照して障害が継続しているかどうかを考慮する。即ち、本実施形態における
運用管理システム８００は、監視対象システムの状態の時間変化を考慮して、当該監視対
象システムに関する異常を検知するように構成されている。
【００９０】
　これより、運用管理システム８００は、特定の性能指標（メトリック）の組み合わせに
関して、実際に異常が生じているかどうかに関わらず定常的に異常状態が検知される場合
であっても、監視対象システムの異常を検知可能である。より具体的には、運用管理シス
テム８００は、特定の性能指標（メトリック）の組み合わせに関して検知される状態が正
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常状態から異常状態に変化した場合に、監視対象システムにおける異常の発生を検知し、
かつその異常箇所を適切に特定可能である。以上より、本実施形態における運用管理シス
テム８００によれば、監視対象システムに関する特定の異常（障害）状態が継続的に検出
される状況において、監視対象システムにおいて実際に異常（障害）が発生しているか否
かを判定可能な情報を提供可能である。
【００９１】
　なお、上記説明においては、障害検出装置８０１と、障害情報蓄積装置８０２と、異常
スコア計算装置８０３とがそれぞれ単体の情報処理装置により構成されるが、本実施形態
はこれには限定されない。即ち、運用管理システム８００を構成するこれらの構成要素の
うち、２以上の構成要素が、同一の情報処理装置により実現されてもよい。係る情報処理
装置は、物理的なコンピュータ等の情報処理装置であってもよく、今日では一般的な仮想
化技術を用いて実現された、仮想的な情報処理装置であってもよい。なお、係る情報処理
装置は、図９に例示するハードウェア構成により実現可能である。
【００９２】
　＜ハードウェア及びソフトウェア・プログラム（コンピュータ・プログラム）の構成＞
　以下、上記説明した各実施形態を実現可能なハードウェア構成について説明する。
【００９３】
　以下の説明において、上記各実施形態において説明した運用管理装置（１００、７００
）をまとめて、単に「運用管理装置」と称する。また運用管理装置の構成要素（性能情報
蓄積部１０１、相関モデル記憶部１０２、障害検出部（１０３、７０１）、障害情報蓄積
部（１０４、７０２）、異常スコア計算部（１０５、７０３）、提示部４０６）を、単に
「運用管理装置の構成要素」と称する。
【００９４】
　上記各実施形態において説明した運用管理装置は、専用のハードウェア装置により構成
してもよい。その場合、上記各図に示した各構成要素は、一部又は全部を統合したハード
ウェア（処理ロジックを実装した集積回路等）として実現してもよい。
【００９５】
　例えば、各構成要素をハードウェアにより実現する場合、各構成要素は、それぞれの機
能を提供可能な集積回路をＳｏＣ（Ｓｙｓｔｅｍ　ｏｎ　ａ　Ｃｈｉｐ）等により実装さ
れてもよい。この場合、例えば、各構成要素が保持するデータは、ＳｏＣとして統合され
たＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）領域やフラッシュメモリ領域に
記憶されてもよい。
【００９６】
　また、この場合、各構成要素を接続する通信回線としては、周知の通信バスを採用して
もよい。また、各構成要素を接続する通信回線はバス接続に限らず、それぞれの構成要素
の間はピアツーピアで接続されてもよい。
【００９７】
　また、上述した運用管理装置は、図９に例示するような汎用のハードウェアと、係るハ
ードウェアによって実行される各種ソフトウェア・プログラム（コンピュータ・プログラ
ム）とによって構成されてもよい。
【００９８】
　図９における演算装置９０１は、汎用のＣＰＵ（中央処理装置：Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒ
ｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）やマイクロプロセッサ等の演算処理装置である。演算装置
９０１は、例えば後述する不揮発性記憶装置９０３に記憶された各種ソフトウェア・プロ
グラムを記憶装置９０２に読み出し、係るソフトウェア・プログラムに従って処理を実行
してもよい。例えば、上記各実施形態における運用管理装置の構成要素は、演算装置９０
１により実行されるソフトウェア・プログラムとして実現可能である。
【００９９】
　記憶装置９０２は、演算装置９０１から参照可能な、ＲＡＭ等のメモリ装置であり、ソ
フトウェア・プログラムや各種データ等を記憶する。なお、記憶装置９０２は、揮発性の
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メモリ装置であってもよい。
【０１００】
　不揮発性記憶装置９０３は、例えば磁気ディスクドライブや、フラッシュメモリによる
半導体記憶装置のような、不揮発性の記憶装置である。不揮発性記憶装置９０３は、各種
ソフトウェア・プログラムやデータ等を記憶可能である。
【０１０１】
　ネットワークインタフェース９０６は、通信ネットワークに接続するインタフェース装
置であり、例えば有線及び無線のＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）接続
用インタフェース装置等を採用してもよい。
【０１０２】
　ドライブ装置９０４は、例えば、後述する記録媒体９０５に対するデータの読み込みや
書き込みを処理する装置である。
【０１０３】
　記録媒体９０５は、例えば光ディスク、光磁気ディスク、半導体フラッシュメモリ等、
データを記録可能な任意の記録媒体である。
【０１０４】
　入出力インタフェース９０７は、外部装置との間の入出力を制御する装置である。
【０１０５】
　上述した各実施形態を例に説明した本発明における運用管理装置は、例えば、図９に例
示したハードウェア装置により構成されてもよい。同様に、上述した運用管理システム８
００の各構成要素も、例えば、図９に例示したハードウェア装置により構成されてもよい
。この場合、係るハードウェア装置に対して、上記各実施形態において説明した機能を実
現可能なソフトウェア・プログラムを供給することにより、本発明が実現されてもよい。
より具体的には、例えば、係る装置に対して供給したソフトウェア・プログラムを、演算
装置９０１が実行することによって、本発明が実現されてもよい。
【０１０６】
　上述した各実施形態において、上記各図（例えば、図１、図４、及び図７）に示した各
部は、上述したハードウェアにより実行されるソフトウェア・プログラムの機能（処理）
単位である、ソフトウェアモジュールとして実現することができる。ただし、これらの図
面に示した各ソフトウェアモジュールの区分けは、説明の便宜上の構成であり、実装に際
しては、様々な構成が想定され得る。
【０１０７】
　例えば、上記各部をソフトウェアモジュールとして実現する場合、これらのソフトウェ
アモジュールは、不揮発性記憶装置９０３に記憶されてもよい。そして、演算装置９０１
が、それぞれの処理を実行する際に、これらのソフトウェアモジュールを記憶装置９０２
に読み出してもよい。
【０１０８】
　また、これらのソフトウェアモジュールの間は、共有メモリやプロセス間通信等の適宜
の方法により、相互に各種データを伝達できるように構成してもよい。このような構成に
より、これらのソフトウェアモジュールの間は、相互に通信可能に接続可能である。
【０１０９】
　更に、上記各ソフトウェア・プログラムは記録媒体９０５に記録されてもよい。この場
合、上記各ソフトウェア・プログラムは、上記通信装置等の出荷段階、あるいは運用段階
等において、適宜ドライブ装置９０４を通じて不揮発性記憶装置９０３に格納されるよう
構成されてもよい。
【０１１０】
　なお、上記の場合において、上記運用管理装置への各種ソフトウェア・プログラムの供
給方法は、出荷前の製造段階、あるいは出荷後のメンテナンス段階等において、適当な治
具を利用して当該装置内にインストールする方法を採用してもよい。また、各種ソフトウ
ェア・プログラムの供給方法は、インターネット等の通信回線を介して外部からダウンロ
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【０１１１】
　そして、このような場合において、本発明は、係るソフトウェア・プログラムを構成す
るコード、あるいは係るコードが記録されたところの、コンピュータ読み取り可能な記録
媒体によって構成されると捉えることができる。
【０１１２】
　また、上述した運用管理装置、あるいは、当運用管理装置の構成要素は、図９に例示す
るハードウェア装置を仮想化した仮想化環境と、当該仮想化環境において実行される各種
ソフトウェア・プログラム（コンピュータ・プログラム）とによって構成されてもよい。
この場合、図９に例示するハードウェア装置の構成要素は、当該仮想化環境における仮想
デバイスとして提供される。なお、この場合も、図９に例示するハードウェア装置を物理
的な装置として構成した場合と同様の構成にて、本発明を実現可能である。
【０１１３】
　同様に、上述した運用管理システム８００の各構成要素も、図９に例示するハードウェ
ア装置を仮想化した仮想化環境と、当該仮想化環境において実行される各種ソフトウェア
・プログラム（コンピュータ・プログラム）とによって実現可能である。
【０１１４】
　以上、本発明を、上述した模範的な実施形態に適用した例として説明した。しかしなが
ら、本発明の技術的範囲は、上述した各実施形態に記載した範囲には限定されない。即ち
、本発明は、本発明のスコープ内において、当業者が理解し得る様々な態様を適用するこ
とができる。当業者には、係る実施形態に対して多様な変更又は改良を加えることが可能
であることは明らかである。そのような場合、係る変更又は改良を加えた新たな実施形態
も、本発明の技術的範囲に含まれ得る。更に、上述した各実施形態、あるいは、係る変更
又は改良を加えた新たな実施形態を組み合わせた実施形態も、本発明の技術的範囲に含ま
れ得る。そしてこのことは、請求の範囲に記載した事項から明らかである。この出願は、
２０１４年１２月２２日に出願された日本出願特願２０１４－２５９１５８を基礎とする
優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【符号の説明】
【０１１５】
　１００　運用管理装置
　１０１　性能情報蓄積部
　１０２　相関モデル記憶部
　１０３　障害検出部
　１０４　障害情報蓄積部
　１０５　異常スコア計算部
　４０６　提示部
　７００　運用管理装置
　７０１　障害検出部
　７０２　障害情報蓄積部
　７０３　異常スコア計算部
　９０１　演算装置
　９０２　記憶装置
　９０３　不揮発性記憶装置
　９０４　ドライブ装置
　９０５　記録媒体
　９０６　ネットワークインタフェース
　９０７　入出力インタフェース
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