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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パフォーマンス・メトリックを監視するためのコンピュータによって実施される方法で
あって、
　現在のサンプリング期間のパフォーマンス・メトリックの値を判定するステップと、
　前記パフォーマンス・メトリックの前記値が前記パフォーマンス・メトリックの予想さ
れる挙動の第１のモデルから導出された閾値を超えると判定すると、前記パフォーマンス
・メトリックの予想される挙動の第２のモデルであって、メトリック履歴が、スパイクが
観察されていた期間の間にサンプリングされたデータ値に限定される、第２のモデルに従
ってパフォーマンス・メトリックの前記値を評価するステップと、
　前記パフォーマンス・メトリックの前記値が前記第２のモデルから導出された閾値を超
えると判定すると、警告メッセージを生成するステップと
を含む方法。
【請求項２】
　前記パフォーマンス・メトリックの前記値が前記第１のモデルから導出された前記閾値
を超えなかったと判定すると、前記パフォーマンス・メトリックの前記サンプリングされ
た値に基づいて前記第１のモデルを更新するステップをさらに含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
　前記パフォーマンス・メトリックの前記値が前記パフォーマンス・メトリックの予想さ
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れる挙動の前記第１のモデルから導出された前記閾値を超えたと判定すると、前記パフォ
ーマンス・メトリックの前記サンプリングされた値に基づいて前記第２のモデルを更新す
るステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記パフォーマンス・メトリックの前記値が前記パフォーマンス・メトリックの予想さ
れる挙動の前記第１のモデルから導出された前記閾値を超えたと判定すると、前記サンプ
リング期間のサンプリング頻度を上げるステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記パフォーマンス・メトリックが、共有リソースの使用量に対応する、請求項１に記
載の方法。
【請求項６】
　前記パフォーマンス・メトリックが、プロセッサ使用率、ストレージ・リソース消費量
、およびメモリ消費量のうちの１つに対応する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の閾値が、指定された第１のトレーニング期間にわたって前記第１のモデルを
トレーニングすることによって導出され、前記第２のモデルが、前記パフォーマンス・メ
トリック値が前記第１の閾値を超えるときに前記パフォーマンス・メトリックをサンプリ
ングすることによってトレーニングされる、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　プロセッサで実行されると、パフォーマンス・メトリックを監視するための動作を実行
するアプリケーションを記憶するコンピュータ可読記憶媒体であって、前記動作が、
　現在のサンプリング期間のパフォーマンス・メトリックの値を判定するステップと、
　前記パフォーマンス・メトリックの前記値が前記パフォーマンス・メトリックの予想さ
れる挙動の第１のモデルから導出された閾値を超えると判定すると、前記パフォーマンス
・メトリックの予想される挙動の第２のモデルであって、メトリック履歴が、スパイクが
観察されていた期間の間にサンプリングされたデータ値に限定される、第２のモデルに従
ってパフォーマンス・メトリックの前記値を評価するステップと、
　前記パフォーマンス・メトリックの前記値が前記第２のモデルから導出された閾値を超
えると判定すると、警告メッセージを生成するステップと
を含む、コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項９】
　前記動作が、前記パフォーマンス・メトリックの前記値が前記第１のモデルから導出さ
れた前記閾値を超えなかったと判定すると、前記パフォーマンス・メトリックの前記サン
プリングされた値に基づいて前記第１のモデルを更新するステップをさらに含む、請求項
８に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１０】
　前記動作が、前記パフォーマンス・メトリックの前記値が前記パフォーマンス・メトリ
ックの予想される挙動の前記第１のモデルから導出された前記閾値を超えたと判定すると
、前記パフォーマンス・メトリックの前記サンプリングされた値に基づいて前記第２のモ
デルを更新するステップをさらに含む、請求項８に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１１】
　前記動作が、前記パフォーマンス・メトリックの前記値が前記パフォーマンス・メトリ
ックの予想される挙動の前記第１のモデルから導出された前記閾値を超えたと判定すると
、前記サンプリング期間のサンプリング頻度を上げるステップをさらに含む、請求項８に
記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１２】
　前記パフォーマンス・メトリックが、共有リソースの使用量に対応する、請求項８に記
載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１３】
　前記パフォーマンス・メトリックが、プロセッサ使用率、ストレージ・リソース消費量
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、およびメモリ消費量のうちの１つに対応する、請求項８に記載のコンピュータ可読記憶
媒体。
【請求項１４】
　前記第１の閾値が、指定された第１のトレーニング期間にわたって前記第１のモデルを
トレーニングすることによって導出され、前記第２のモデルが、前記パフォーマンス・メ
トリック値が前記第１の閾値を超えるときに前記パフォーマンス・メトリックをサンプリ
ングすることによってトレーニングされる、請求項８に記載のコンピュータ可読記憶媒体
。
【請求項１５】
　プロセッサと、
　前記プロセッサで実行されると、パフォーマンス・メトリックを監視するための動作を
実行するアプリケーション・プログラムを記憶するメモリと
を含むシステムであって、前記動作が、
　現在のサンプリング期間のパフォーマンス・メトリックの値を判定するステップと、
　前記パフォーマンス・メトリックの前記値が前記パフォーマンス・メトリックの予想さ
れる挙動の第１のモデルから導出された閾値を超えると判定すると、前記パフォーマンス
・メトリックの予想される挙動の第２のモデルであって、メトリック履歴が、スパイクが
観察されていた期間の間にサンプリングされたデータ値に限定される、第２のモデルに従
ってパフォーマンス・メトリックの前記値を評価するステップと、
　前記パフォーマンス・メトリックの前記値が前記第２のモデルから導出された閾値を超
えると判定すると、警告メッセージを生成するステップと
を含む、システム。
【請求項１６】
　前記動作が、前記パフォーマンス・メトリックの前記値が前記第１のモデルから導出さ
れた前記閾値を超えなかったと判定すると、前記パフォーマンス・メトリックの前記サン
プリングされた値に基づいて前記第１のモデルを更新するステップをさらに含む、請求項
１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記動作が、前記パフォーマンス・メトリックの前記値が前記パフォーマンス・メトリ
ックの予想される挙動の前記第１のモデルから導出された前記閾値を超えたと判定すると
、前記パフォーマンス・メトリックの前記サンプリングされた値に基づいて前記第２のモ
デルを更新するステップをさらに含む、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記動作が、前記パフォーマンス・メトリックの前記値が前記パフォーマンス・メトリ
ックの予想される挙動の前記第１のモデルから導出された前記閾値を超えたと判定すると
、前記サンプリング期間のサンプリング頻度を上げるステップをさらに含む、請求項１５
に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記パフォーマンス・メトリックが、共有リソースの使用量に対応する、請求項１５に
記載のシステム。
【請求項２０】
　前記パフォーマンス・メトリックが、プロセッサ使用率、ストレージ・リソース消費量
、およびメモリ消費量のうちの１つに対応する、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記第１の閾値が、指定された第１のトレーニング期間にわたって前記第１のモデルを
トレーニングすることによって導出され、前記第２のモデルが、前記パフォーマンス・メ
トリック値が前記第１の閾値を超えるときに前記パフォーマンス・メトリックをサンプリ
ングすることによってトレーニングされる、請求項１５に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明の実施形態は、予測モデリング解析の一部として使用され得る技法を対象とする
。より詳細には、本発明の実施形態は、マルチモデリング・パラダイムを使用してコンピ
ューティング・システムのパフォーマンス・メトリックを評価するための方法およびシス
テムを提供する。
【背景技術】
【０００２】
　大規模なコンピューティング配備では、１つのよくあるレジリエンシー問題は、コンピ
ューティング・システムがクラッシュしない「ソフト障害」と呼ばれるものを解決してい
るが、正常に動作するのを停止するか、事実上機能しないところまで速度を落とすだけで
ある。予測解析は、コンピューティング・システムについてのサンプリングされたメトリ
ックの現在のセットが、将来イベントが発生する可能性があることをいつ示すかを特定す
るために（例えば、ソフト障害がいつ発生する可能性があるかを予測するために）使用さ
れる技法である。予測解析ツールは、履歴データに依存して、予想されるシステム挙動の
モデルを導出する。
【０００３】
　そのようなツールの重要な側面は、誤検知を回避する機能である。誤検知は、予測解析
ツールが問題を検出し、ユーザに警告するが、挙動は実際には正常なシステム挙動である
ときに生じる。誤検知は、予測解析ツールに対するユーザの信頼を大幅に低下させる可能
性がある。大型コンピュータ・システムでは、その挙動が「スパイク性がある（spikey）
」ものである、つまり、アクティビティ・レートが作業負荷および時間帯、曜日などに応
じて劇的に変化し得る、多くのタスクまたはジョブが実行中である場合がある。予測解析
ツールは、システム上で収集された履歴データを解析し、機械学習アルゴリズムを使用し
て、システム上の異常な挙動を特定する。例えば、定期的な周期処理（週毎、隔週、月毎
など）は、アクティビティにおいて、予測解析ツールによって異常な挙動と誤って特定さ
れる可能性がある正常なスパイクを引き起こす可能性がある。スパイクは、平均消費レー
トを使用して設定された消費閾値を超える傾向があるので、「スパイク性がある」挙動を
示すジョブまたはプロセスは、誤検知を引き起こす傾向がある。さらに、スパイクのタイ
ミングは、１カ月の日数、週末の数、祝日の数などが変化するために、パターン認識アル
ゴリズムによって検出可能なパターンに従わないことがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
本発明の目的は、マルチモデリング・パラダイムを使用してコンピューティング・システ
ムのパフォーマンス・メトリックを提供するための技法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一実施形態は、パフォーマンス・メトリックを監視するための方法を含む。こ
の方法は、一般的に、現在のサンプリング期間のパフォーマンス・メトリックの値を判定
するステップを含み得る。パフォーマンス・メトリックの値がパフォーマンス・メトリッ
クの予想される挙動の第１のモデルから導出された閾値を超えると判定すると、パフォー
マンス・メトリックの値は、パフォーマンス・メトリックの予想される挙動の第２のモデ
ルに従って評価される。そして、パフォーマンス・メトリックの値が第２のモデルから導
出された閾値を超えると判定すると、警告メッセージが生成される。
【０００６】
　本発明の別の実施形態は、プロセッサで実行されると、パフォーマンス・メトリックを
監視するための動作を実行するアプリケーションを記憶するコンピュータ可読記憶媒体を
含む。この動作自体は、一般的に、現在のサンプリング期間のパフォーマンス・メトリッ
クの値を判定するステップを含み得る。パフォーマンス・メトリックの値がパフォーマン
ス・メトリックの予想される挙動の第１のモデルから導出された閾値を超えると判定する
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と、パフォーマンス・メトリックの値は、パフォーマンス・メトリックの予想される挙動
の第２のモデルに従って評価される。そして、パフォーマンス・メトリックの値が第２の
モデルから導出された閾値を超えると判定すると、警告メッセージが生成される。
【０００７】
　本発明のさらに別の実施形態は、プロセッサと、プロセッサで実行されると、パフォー
マンス・メトリックを監視するための動作を実行するアプリケーション・プログラムを記
憶するメモリとを有するシステムを含む。この動作自体は、一般的に、現在のサンプリン
グ期間のパフォーマンス・メトリックの値を判定するステップを含み得る。パフォーマン
ス・メトリックの値がパフォーマンス・メトリックの予想される挙動の第１のモデルから
導出された閾値を超えると判定すると、パフォーマンス・メトリックの値は、パフォーマ
ンス・メトリックの予想される挙動の第２のモデルに従って評価される。そして、パフォ
ーマンス・メトリックの値が第２のモデルから導出された閾値を超えると判定すると、警
告メッセージが生成される。
【０００８】
　上に記載された態様を達成し、詳細に理解することができるように、上記で簡潔に概要
を述べた本発明の実施形態のより詳細な説明は、添付の図面を参照することによって得る
ことができる。
【０００９】
　ただし、本発明は他の同様に有効な実施形態を認め得るので、添付の図面はこの発明の
典型的な実施形態のみを示し、したがって、この発明の範囲を限定するものとみなされる
べきではないことに留意されたい。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態が実施され得る例示的なコンピューティング・インフラを示す
図である。
【図２】本発明の一実施形態による、マルチモデリング・パラダイムを使用してパフォー
マンス・メトリックを監視するために使用される例示的なコンピューティング・システム
を示す図である。
【図３】本発明の一実施形態による、マルチモデリング・パラダイムを使用して、「スパ
イク性がある」コンピューティング・ジョブまたはプロセスを監視するための方法を示す
図である。
【図４】本発明の一実施形態による、マルチモデリング・パラダイムを使用して、予測解
析を実行するための方法を示す図である。
【図５】本発明の一実施形態による、マルチモデリング・パラダイムを使用するように構
成された予測解析ツールによって監視された例示的なデータ・セットを示す図である。
【図６】本発明の一実施形態による、マルチモデリング・パラダイムを使用するように構
成された予測解析ツールによって監視された例示的なデータ・セットを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　上述したように、いくつかのコンピューティング・タスクは、コンピューティング・タ
スクによって消費されるコンピューティング・リソースの量が急に劇的に変化する、いわ
ゆる「スパイク性がある」挙動を定期的に示す可能性がある。例えば、ストレージ・スペ
ース、メモリ割当、またはＣＰＵ使用率などの量は、正常なプログラム動作の一部として
急に増加する（またはスパイクする）可能性がある。ただし、このことは、プロセスがク
ラッシュした（またはそうでなければ異常動作した）ときに生じる可能性がある。したが
って、「スパイク性がある」挙動を示すジョブまたはプロセスにより、リソース消費量（
例えばメモリ使用量またはプロセッサ使用率）における現在のスパイクが、システム機能
またはシステム上で実行中のジョブの１つに何らかの異常があることを示すかどうかを判
定することが困難になる。すなわち、問題は、ジョブ以外の何かに根付くものである可能
性がある。例えば、通信デバイスの問題は、トランザクション応答時間の急な増加を引き



(6) JP 6025753 B2 2016.11.16

10

20

30

40

50

起こす可能性がある。したがって、予測解析ツールが、「スパイク性がある」ジョブまた
はプロセスの正常な動作から生じた挙動における周期的なスパイクと、リソース消費量に
おけるスパイクをもたらすエラー状態を見分けることは困難である。
【００１２】
　これらのタイプの周期的な挙動をモデリングすることは、大量の履歴データの長期間の
保持を必要とすることが多い。非常に大量のデータに対してモデリング・アルゴリズムを
実行することは、ストレージ割当と、履歴データに対して解析を実行するのに必要な時間
（これは定期的なコンピューティング・タスクに利用可能な時間を減らす）の両方の点に
おいて、限られたシステム・リソースの容認できない量を消費する可能性がある。
【００１３】
　本発明の実施形態は、マルチモデリング・パラダイムを使用して、コンピューティング
・システムのパフォーマンス・メトリックを評価するための方法およびシステムを提供す
る。一実施形態では、パフォーマンス・メトリックをモデリングするためのシステム・デ
ータは、複数のグループ、すなわち、パフォーマンス・メトリックの「標準（standard）
」アクティビティを表す１つのグループおよびパフォーマンス・メトリックの「スパイク
（spike）」アクティビティを表す１つ（または複数）の追加のグループとして記憶され
る。グループは別々にモデリングされて、パフォーマンス・メトリックの「正常－標準（
normal-standard）」または予想値を表す１つの予測値およびスパイクの間に予想される
メトリックの「スパイク－標準（spike-standard）」値を表す１つ（または複数）の予測
値を考慮する。そうすることで、スパイクが生じたときに誤った例外を発行することを回
避するが、依然として、パフォーマンス・メトリックの値がスパイクの間にモデリングさ
れた「スパイク－標準」値を外れているときに、有効な例外を投げることができる。
【００１４】
　この手法は、予測解析ツールのデータ保持要件を大幅に減らす。具体的には、より短い
保持期間の間、「正常－標準」または標準値をモデリングするために使用されるデータを
維持することができる。すなわち、非スパイク期間（すなわち、「正常－標準」）のリソ
ース消費をモデリングするために使用される履歴データは、比較的短い時間ウィンドウ（
例えば、１カ月の期間）に基づくものとすることができるが、スパイク期間（すなわち、
「スパイク－標準」）をモデリングするために使用されるデータは、代表的なサンプルを
保持するためにはるかに長い期間（例えば、１年の期間）にわたって遡る可能性がある。
しかし、スパイクがそれほど頻繁に起こらなくなると、「スパイク標準」の長期間のモデ
リングデータを記憶することは、ストレージ・リソースの容認できない量を予測解析ツー
ルのために確保することをもたらさない。さらに、「正常－標準」モデルは、パフォーマ
ンス・メトリックについてサンプリングされた値の長い履歴に基づかないので、この方法
でデータを記憶することは、全体的な処理時間も短縮する。
【００１５】
　さらに、一実施形態では、ユーザは、「正常－標準」期間および「スパイク標準」期間
に加えて、予想されるスパイクをモデリングするための具体的な期間を特定することがで
きる。例えば、ユーザが毎月の１日に実行される反復性のジョブまたは処理タスクを作成
し、しかも、関連するパフォーマンス・メトリックにおいて一時的なスパイクをもたらす
ジョブまたはタスクを実行すると仮定する。そのような場合、予測解析ツールは、「正常
－標準」モデルおよび一時的な「スパイク－標準」モデルに加えて、毎月の初めに起こる
ことが知られているスパイクのモデルを作成することもできる。そうすることは、既知の
スパイク期間が、「スパイク－標準」モデルに従って依然として誤検知を引き起こすリソ
ース消費レベルをもたらす場合に有益であり得る。
【００１６】
　以下では、本発明の実施形態を参照する。ただし、本発明は説明された特定の実施形態
に限定されないことを理解されたい。その代わりに、以下の特徴および要素の任意の組合
せが、異なる実施形態に関連するかどうかにかかわらず、本発明を実施し、実践するため
に企図される。さらに、本発明の実施形態は、他の考えられる解決策または従来技術ある
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いはその両方に勝る利点を実現し得るが、特定の利点が所与の実施形態によって実現され
るかどうかは、本発明を限定するものではない。したがって、以下の態様、特徴、実施形
態および利点は例示的なものにすぎず、（１つまたは複数の）請求項に明示的に記載され
ている場合を除き、添付の特許請求の範囲の要素または限定とみなされない。同様に、「
本発明」への言及は、本明細書に開示される任意の発明の主題の一般化として解釈される
ものではなく、（１つまたは複数の）請求項に明示的に記載されている場合を除き、添付
の特許請求の範囲の要素または限定であるものとみなされるものではない。
【００１７】
　当業者によって理解されるように、本発明の態様は、システム、方法またはコンピュー
タ・プログラム製品として具体化され得る。したがって、本発明の態様は、完全にハード
ウェアの実施形態、完全にソフトウェアの実施形態（ファームウェア、常駐ソフトウェア
、マイクロ・コードなどを含む）またはすべてが一般的に本明細書において「回路」、「
モジュール」または「システム」と呼ばれ得るソフトウェアの態様およびハードウェアの
態様を組み合わせる実施形態の形をとり得る。さらに、本発明の態様は、具体化されるコ
ンピュータ可読プログラム・コードを有する１つまたは複数のコンピュータ可読媒体で具
体化されるコンピュータ・プログラム製品の形をとり得る。
【００１８】
　１つまたは複数のコンピュータ可読媒体の任意の組合せが利用され得る。コンピュータ
可読媒体は、コンピュータ可読信号媒体またはコンピュータ可読記憶媒体であってもよい
。コンピュータ可読記憶媒体は、例えば、電子、磁気、光学、電磁、赤外線、または半導
体システム、装置、またはデバイス、あるいは上記の任意の適切な組合せであってもよい
が、これらに限定されない。コンピュータ可読記憶媒体のより具体的な例（非網羅的なリ
スト）としては、１つまたは複数のワイヤを有する電気接続、携帯型コンピュータ・ディ
スケット、ハード・ディスク、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、読取り専用メモ
リ（ＲＯＭ）、消去可能プログラマブル読取り専用メモリ（ＥＰＲＯＭまたはフラッシュ
・メモリ）、光ファイバ、携帯型コンパクト・ディスク読取り専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ
）、光記憶デバイス、磁気記憶デバイス、または上記の任意の適切な組合せが挙げられよ
う。この文書の文脈では、コンピュータ可読記憶媒体は、命令実行システム、装置もしく
はデバイスによって、または命令実行システム、装置もしくはデバイスに関連して使用す
るためのプログラムを含む、または記憶することができる任意の有形媒体であってもよい
。
【００１９】
　コンピュータ可読信号媒体は、例えば、ベースバンドにおいてまたは搬送波の一部とし
て、その中で具体化されるコンピュータ可読プログラム・コードを有する伝搬データ信号
を含み得る。そのような伝搬信号は、電磁、光学、またはこれらの任意の適切な組合せを
含むがこれらに限定されない、様々な形のいずれかをとり得る。コンピュータ可読信号媒
体は、コンピュータ可読記憶媒体ではなく、かつ命令実行システム、装置もしくはデバイ
スによってまたは命令実行システム、装置もしくはデバイスに関連して使用するためのプ
ログラムを通信、伝搬、または伝送することができる、任意のコンピュータ可読媒体であ
ってもよい。
【００２０】
　コンピュータ可読媒体で具体化されるプログラム・コードは、無線、有線、光ファイバ
ケーブル、ＲＦなど、または上記の任意の適切な組合せを含むがこれらに限定されない、
任意の適切な媒体を使用して送信され得る。
【００２１】
　本発明の態様に関する操作を実行するためのコンピュータ・プログラム・コードを、Ｊ
ａｖａ（Ｒ）、Ｓｍａｌｌｔａｌｋ、Ｃ＋＋などのオブジェクト指向プログラミング言語
および「Ｃ」プログラミング言語または類似のプログラミング言語などの従来の手続きプ
ログラミング言語を含む、１つまたは複数のプログラミング言語の任意の組合せで書くこ
とができる。プログラム・コードは、ユーザのコンピュータで全体的に、ユーザのコンピ
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ュータで部分的に、スタンドアロン・ソフトウェア・パッケージとして、ユーザのコンピ
ュータで部分的にかつリモートのコンピュータで部分的に、またはリモートのコンピュー
タもしくはサーバで全体的に実行することができる。後者のシナリオでは、リモートのコ
ンピュータは、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）またはワイド・エリア・ネッ
トワーク（ＷＡＮ）を含む任意のタイプのネットワークを介して、ユーザのコンピュータ
に接続され得るか、外部のコンピュータへの接続が（例えば、インターネット・サービス
・プロバイダを使用してインターネットを介して）行われ得る。
【００２２】
　本発明の実施形態による方法、装置（システム）およびコンピュータ・プログラム製品
のフローチャートの説明図またはブロック図あるいはその両方を参照しながら、本発明の
態様を以下に説明する。フローチャートの説明図またはブロック図あるいはその両方のそ
れぞれのブロック、およびフローチャートの説明図またはブロック図あるいはその両方に
おけるブロックの組合せを、コンピュータ・プログラム命令によって実施することができ
ることを理解されたい。これらのコンピュータ・プログラム命令は、コンピュータまたは
他のプログラマブル・データ処理装置のプロセッサを介して実行する命令が、フローチャ
ートまたはブロック図あるいはその両方の１つまたは複数のブロックにおいて指定された
機能／行為を実施するための手段を作成するように、汎用コンピュータ、専用コンピュー
タ、または機械を作製するための他のプログラマブル・データ処理装置のプロセッサに提
供され得る。
【００２３】
　また、これらのコンピュータ・プログラム命令は、コンピュータ可読媒体に記憶された
命令が、フローチャートまたはブロック図あるいはその両方の１つまたは複数のブロック
において指定された機能／行為を実施する命令を含む製造品を作製するように、コンピュ
ータ、他のプログラマブル・データ処理装置、または他のデバイスに特定の方法で機能す
るよう命令することができるコンピュータ可読媒体に記憶され得る。
【００２４】
　また、コンピュータ・プログラム命令は、コンピュータまたは他のプログラマブル装置
で実行する命令が、フローチャートまたはブロック図あるいはその両方の１つまたは複数
のブロックにおいて指定された機能／行為を実施するためのプロセスを提供するように、
コンピュータ、他のプログラマブル・データ処理装置、または他のデバイスに読み込まれ
て、コンピュータによって実施されるプロセスを作製するためにコンピュータ、他のプロ
グラマブル装置または他のデバイスで一連の操作ステップを実行させ得る。
【００２５】
　本発明の実施形態は、クラウド・コンピューティング・インフラを介してエンド・ユー
ザに提供され得る。クラウド・コンピューティングは、一般的に、ネットワークを介した
サービスとしてのスケーラブルなコンピューティング・リソースの提供を指す。より正式
には、クラウド・コンピューティングは、最小限の管理努力またはサービス・プロバイダ
の相互作用で迅速に提供し、リリースすることができる構成可能なコンピューティング・
リソースの共有プールへの便利なオンデマンド・ネットワーク・アクセスを可能にする、
コンピューティング・リソースとその基礎をなす技術的なアーキテクチャ（例えば、サー
バ、ストレージ、ネットワーク）との間の抽象概念を提供するコンピューティング機能と
して定義され得る。したがって、クラウド・コンピューティングにより、ユーザは、コン
ピューティング・リソースを提供するために使用される基礎をなす物理的なシステム（ま
たはこれらのシステムの場所）を考慮することなく、「クラウド」における仮想コンピュ
ーティング・リソースに（例えばストレージ、データ、アプリケーション、および完全仮
想化コンピューティング・システムにさえ）アクセスすることができる。
【００２６】
　典型的には、クラウド・コンピューティング・リソースは、ユーザが実際に使用された
コンピューティング・リソース（例えば、ユーザによって消費されたストレージ・スペー
スの量またはユーザによってインスタンス化された仮想化システムの数）に対してのみ課
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金されるペイパーユース（pay-per-use）方式でユーザに提供される。ユーザは、いつで
も、インターネットを介してどこからでも、クラウドに常駐するリソースのいずれにもア
クセスすることができる。本発明の文脈では、ユーザは、クラウド環境に存在するアプリ
ケーションまたは関連するデータを監視するためにアクセスすることができる。例えば、
モニタリング・アプリケーションは、クラウドベースのサーバ配備における複数の仮想マ
シン・インスタンスで利用可能な共有メモリ（または他のリソース）の量を監視すること
ができる。
【００２７】
　図におけるフローチャートおよびブロック図は、本発明の様々な実施形態によるシステ
ム、方法およびコンピュータ・プログラム製品の考えられる実装態様のアーキテクチャ、
機能および動作を示す。この点において、フローチャートまたはブロック図におけるそれ
ぞれのブロックは、（１つまたは複数の）指定された論理機能を実施するための１つまた
は複数の実行可能な命令を含むモジュール、セグメントまたはコードの部分を表し得る。
いくつかの代替実装態様では、ブロックに記載された機能は、図に記載された順序ではな
い順序で行われ得ることにも留意されたい。例えば、連続して示されている２つのブロッ
クは、実際には、実質的に同時に実行されることがあり、またはこれらのブロックは、時
として、関与する機能に応じて、逆の順序で実行されることがある。ブロック図またはフ
ローチャートの説明図あるいはその両方のそれぞれのブロック、およびブロック図または
フローチャートの説明図あるいはその両方におけるブロックの組合せを、指定された機能
または行為を実行する専用ハードウェアベースシステム、または専用ハードウェアおよび
コンピュータ命令の組合せによって実施することができることにも留意されたい。
【００２８】
　さらに、データ通信ネットワークを介してコンピューティング・システムのパフォーマ
ンス・メトリックを監視する例を使用して、本発明の特定の実施形態を説明する。ただし
、本明細書において記載される、複数のモデルのデータを使用してパフォーマンス・メト
リックをモデリングするための技法は、コンピューティング・システムでパフォーマンス
・メトリックをモデリングすることに加えて、様々な目的に適応され得ることを理解され
たい。さらに、多くの場合において、予測解析ツールは、監視されているコンピューティ
ング・システムで実行中であり得る。すなわち、予測解析ツールは、ローカルのコンピュ
ーティング・システムでリソース・パフォーマンス・メトリックを、ならびにリモートの
システムでリソースおよびパフォーマンス・メトリックを監視し得る。
【００２９】
　図１は、本発明の実施形態が実施され得る例示的なコンピューティング・インフラ１０
０を示す。示されるように、コンピューティング・インフラ１００は、モニタリング・シ
ステム１０５およびそれぞれがネットワーク１２０に接続されたサーバ１３０１－２を含
む。この例では、モニタリング・システム１０５は、ネットワーク１２０を介して通信し
て、サーバ１３０の進行中の状態を監視する。一例として、モニタリング・システム１０
５を、それぞれのサーバ１３０での共有リソースの消費量を監視するように構成すること
ができる。もちろん、モニタリング・システム１０５を、サーバ１３０の機能に関連する
様々なパフォーマンス・メトリック（ならびにモニタリング・システム１０５のパフォー
マンス・メトリック）、例えば、ＣＰＵ使用率、共有（または専用）ストレージ消費量、
仮想ストレージ消費量、エラー・メッセージ・トラフィック、システム・メッセージ・（
コンソール・）トラフィック、ラッチング（ラッチの保持／解放）、トランザクション応
答時間、ディスクＩ／Ｏ応答時間、ディスクＩ／Ｏアクティビティ（読取り、書込みなど
）を監視するように構成することができる。さらに、当業者であれば、特定の場合に必要
に応じて特定のメトリックが選択され得ることを認識されよう。
【００３０】
　図２は、本発明の一実施形態による、マルチモデリング・パラダイムを使用してパフォ
ーマンス・メトリックを監視するために使用されるモニタリング・アプリケーション２２
２を含む例示的なコンピューティング・システム２００を示す。示されるように、コンピ
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ューティング・システム２００は、限定することなく、中央処理装置（ＣＰＵ）２０５、
ネットワーク・インターフェース２１５、インターコネクト２２０、メモリ２２５、およ
びストレージ２３０を含む。コンピューティング・システム２００は、Ｉ／Ｏデバイス２
１２（例えば、キーボード、ディスプレイ・デバイスおよびマウス・デバイス）をコンピ
ューティング・システム２００に接続するＩ／Ｏデバイス・インターフェース２１０も含
み得る。
【００３１】
　一般的に、ＣＰＵ２０５は、メモリ２２５に記憶されたプログラミング命令を取り出し
、実行する。同様に、ＣＰＵ２０５は、メモリ２２５に常駐するアプリケーション・デー
タを記憶し、取り出す。インターコネクト２２０は、ＣＰＵ２０５、Ｉ／Ｏデバイス・イ
ンターフェース２１０、ストレージ２３０、ネットワーク・インターフェース２１５、お
よびメモリ２２５の間でプログラミング命令およびアプリケーション・データを送信する
ための通信経路を提供する。ＣＰＵ２０５は、シングルＣＰＵ、マルチＣＰＵ、複数のプ
ロセッシング・コアを有するＣＰＵなどを表すように含まれる。また、メモリ２２５は、
一般的に、ランダム・アクセス・メモリを表すように含まれる。ストレージ２３０は、ハ
ード・ディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ストレージ・デバイス（ＳＳＤ）
であってもよい。さらに、単一のユニットとして示されているが、ストレージ２３０は、
固定ディスク・ドライブ、フロッピー・ディスク・ドライブ、テープ・ドライブ、リムー
バブル・メモリ・カード、光ストレージ、ネットワーク・アタッチト・ストレージ（ＮＡ
Ｓ）、またはストレージ・エリアネットワーク（ＳＡＮ）などの、固定またはリムーバブ
ルあるいはその両方のストレージ・デバイスの組合せであってもよい。
【００３２】
　例示的には、メモリ２２５は、第１のモデル閾値２２４および第２のモデル閾値２２６
とともに、モニタリング・アプリケーション２２２を記憶する。ストレージ２３０は、第
１のモデルについてのサンプリングされたメトリック履歴２３２、第２のモデルについて
のサンプリングされたメトリック履歴２３４、およびオプションの日／時スパイク・パタ
ーン・データ２３６を含む。一実施形態では、モニタリング・アプリケーション２２２は
、パフォーマンス・メトリックが第１のモデル閾値２２４および第２のモデル閾値２２６
によって指定された閾値を超える（または、適切な場合において、下回る）ときにアラー
ム（例えば、システム管理者に送られる警告メッセージ）を生成するように構成される。
さらに、モニタリング・アプリケーション２２２は、第１のモデルについてのサンプリン
グされたメトリック履歴２３２を使用して、かつ第２のモデルについてのサンプリングさ
れたメトリック履歴２３４を使用して、閾値２２４、２２６の値を導出するように構成さ
れ得る。例えば、第１のモデル閾値２２４は、スパイク期間に関連付けられていないサン
プリングされた値に基づいて、パフォーマンス・メトリックの予想最大（または最小）値
を提供し得る。したがって、第１のモデルについての、すなわち「正常－標準」値につい
てのサンプリングされたメトリック履歴２３２は、サンプリングされたメトリック値の比
較的最近の履歴（例えば、４週間の期間）をカバーするサンプル・データを含み得る。
【００３３】
　同時に、第２のモデル閾値２２６についてのサンプリングされたメトリック履歴２３４
は、サンプリングされたメトリック値の比較的長い履歴をカバーするデータを含み得る。
しかし、第２のモデルについてのサンプリングされたメトリック履歴２３４は、パフォー
マンス・メトリックにおけるスパイクが観察されていた期間の間にサンプリングされたデ
ータ値に限定される。すなわち、サンプリングされたメトリック履歴２３４は、適切な「
スパイク－標準」閾値を決定するために使用される。
【００３４】
　一実施形態では、モニタリング・アプリケーション２２２は最初に、数時間（または必
要に応じて数日）のデータ収集を使用して、パフォーマンス・メトリックの基本アクティ
ビティ・レベルを確立する。スパイクがこの時間の間に生じた場合、スパイクは「正常－
標準」閾値の予想されるアクティビティの計算をわずかに、ただし一般的には全体的な結
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果に影響を及ぼさない程度にゆがめることがある。
【００３５】
　例えば、データ・コレクタが２週間の期間で３０分毎にメトリックをサンプリングし、
メトリックが履歴データ・ファイルに（すなわち、第１のモデルについてのサンプリング
されたメトリック履歴２３２として）記憶されると仮定する。２週間の期間にわたってサ
ンプリングされたデータに基づいて、第１のモデル閾値２２４が特定される。この点で、
十分な履歴データが収集されるまで、生じるいかなるスパイクも、異常な挙動として特定
され、警告を引き起こすことになる。したがって、一実施形態では、警告をトリガする任
意のパフォーマンス・メトリック値は、標準の正常な挙動の計算に対するあらゆる追加の
ゆがみを回避するために、スパイク・アクティビティ用の別個の履歴データ・ファイルに
転送される、すなわち、観察されたスパイク期間の間にサンプリングされたパフォーマン
ス・メトリック値は、第２のモデルについてのサンプリングされたメトリック履歴２３４
に転送される。
【００３６】
　したがって、サンプリングされたメトリック履歴２３４は、標準または「正常－標準」
挙動と比較したときに警告を引き起こすのに十分高いメトリック値を記憶する。十分な数
のメトリック値がサンプリングされたメトリック履歴２３４に記憶されると、予測モデリ
ング・アルゴリズムを使用して、「スパイク－標準」値を決定することができる。例えば
、十分な量のデータは、少なくとも３回生じたスパイク挙動のデータを含む、４から６週
間の期間にわたって収集されたスパイク・データであるとみなされ得る。もちろん、この
トレーニング期間は、監視されるシステムの要件に応じて調整され得る。すなわち、モニ
タリング・アプリケーション２２２は、スパイクの間に見ると予想されるメトリック値を
表す値を計算し得る。そのような値は、（予想される標準偏差および分散などの何らかの
許容差を有する）単一の閾値として指定され得るが、正常な動作範囲として、または特定
のパフォーマンス・メトリックに適した他の形でも指定され得ることに留意されたい。
【００３７】
　この点で、サンプリングされたメトリック履歴２３２および２３４データは、予想され
るパフォーマンス・メトリック値の予測値を生成するために使用され得る。第１の予測値
は標準の正常なメトリック値を表し、追加の予測値はアクティビティにおけるスパイクの
間の正常なメトリック値を表す。これらのモデルに基づいて、それぞれのタイプの挙動の
閾値２２４、２２６をプログラマティックに生成することができる。閾値２２４、２２６
の感度は、ユーザ構成可能なパラメータによって微調整され得る。
【００３８】
　第１のモデル閾値２２４および第２のモデル閾値２２６が確立されると、パフォーマン
ス・メトリックについての観察されたサンプル値が第１のモデル閾値２２４を超える場合
、このサンプリングされた値は、サンプリングされたメトリック履歴２３４に記憶され（
かつ定期的なアクティビティが再開するまで、予測モデルをより頻繁に更新するために使
用され）得る。さらに、パフォーマンス・メトリックについてのその後に観察されたサン
プル値がスパイク期間の間に第２のモデル閾値２２６を超える場合、警告メッセージ、例
えば、さらなる問題（complications）を防止するためにアクションをとることができる
ように、システム・オペレータへの警告が生成され得る。もちろん、パフォーマンス・メ
トリックが第１のモデル閾値２２４、第２のモデル閾値２２６、またはその両方を超える
（または下回る）ときに、多種多様な他のアクションをトリガすることができる。
【００３９】
　上に記載された手法は、リソース・スパイクに先立つ事前のユーザ知識および構成の必
要をなくすものであるが、場合によっては、ユーザは一定のスパイク期間が予測され得る
方法でジョブまたは処理タスクを常にスケジュールすることができる。そのような場合、
モニタリング・アプリケーション２２２は、追加の閾値およびサンプリングされたメトリ
ック履歴を作成して、特定のジョブまたはタスクに関連付けられたスパイク期間をモデリ
ングするように構成され得る。例えば、データ／時間スパイク・パターン・データは、特
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定のスパイクが生じるおよび再び生じることが予想されるときを指定し得る。さらに、第
１および第２の閾値は、いったん確立されると、動的であり得る。すなわち、いったん初
期値に設定されると、「正常」期間および「スパイク」期間の両方の間の次のサンプル値
は、経時的に閾値を更新するために使用され得る。
【００４０】
　図３は、本発明の一実施形態による、マルチモデリング・パラダイムを使用して、「ス
パイク性がある」コンピューティング・ジョブまたはプロセスを監視するための方法３０
０を示す。示されるように、方法３００は、モニタリング・アプリケーションがトレーニ
ング期間にコンピューティング・ジョブまたはタスクの組に関連付けられたパフォーマン
ス・メトリックの監視を開始するステップ３０５で開始する。上述したように、監視され
るパフォーマンス・メトリックの例は、例えば、システム使用率、プロセッサ（またはプ
ロセッサ・コア）使用率、共有（または専用）ストレージ消費量、仮想ストレージ消費量
、エラー・メッセージ・トラフィック、システム・メッセージ・（コンソール・）トラフ
ィック、ラッチング（ラッチの保持／解放）、トランザクション応答時間、ディスクＩ／
Ｏ応答時間、ディスクＩ／Ｏアクティビティ（読取り、書込みなど）を含む、コンピュー
ティング・システム、グリッド、クラスタ、ネットワークなどの様々な態様を含むことが
できる。トレーニング期間により、モニタリング・システムは第１の閾値（すなわち、正
常－標準）を決定するだけでなく、第２の閾値（すなわち、スパイク－標準）も決定する
ことができる。
【００４１】
　ステップ３１０で、トレーニング期間の間に、監視されたパフォーマンス・メトリック
のサンプリングされた値が第１の閾値についての値を超えるとき、モニタリング・システ
ムはあらゆるアラームを抑制する。これが行われるのは、第１の閾値（すなわち、正常－
標準閾値）が比較的迅速に（すなわち、数時間または数日の期間において）確立され得る
からである。さらに、いったん確立されると、第１の閾値は、第２の閾値をモデリングす
るために使用されるデータがそれ自体で決定される期間を特定するために使用される。例
えば、第２の閾値についてのデータは、監視されるパフォーマンス・メトリックが第１の
閾値を超える期間（すなわち、スパイク・アクティビティの期間の間）に限定され得る。
ステップ３１５で、モニタリング・システムは、第２の閾値（すなわち、スパイク－標準
閾値）を決定するための十分なスパイク・データが観察されたかどうかを判定する。スパ
イク期間の頻度および継続時間に応じて、トレーニング期間は数週間または数カ月の期間
継続し得る。スパイク期間の代表的なサンプルを観察した後、モニタリング・システムは
、パフォーマンスにおける正常なスパイクとユーザ介入を必要とし得るイベントを区別す
るための第２のモデル閾値を決定する（ステップ３２０）。すなわち、モニタリング・シ
ステムは、第２のモデル閾値を決定する。
【００４２】
　図４は、本発明の一実施形態による、マルチモデリング・パラダイムを使用して、予測
解析を実行するための方法４００を示す。示されるように、方法４００は、モニタリング
・アプリケーションが現在のサンプリング期間のパフォーマンス・メトリックの値を判定
するステップ４０５で開始する。もちろん、サンプリング頻度は、モニタリング・システ
ムによって監視される特定のパフォーマンス・メトリックについて、必要に応じて設定さ
れ得る。
【００４３】
　ステップ４１０で、モニタリング・システムは、ステップ４０５でサンプリングされた
パフォーマンス・メトリックの値が第１のモデルについての閾値を超える（または、適切
な場合において、下回る）かどうかを判定する。閾値を超えない場合、システムは、次の
サンプル期間の時間に達するまで、ステップ４０５に戻る。そうでなければ、サンプリン
グされたパフォーマンス・メトリック値が閾値を超える場合、システムは第２のモデルを
使用して、監視されたメトリックの評価を開始する。一実施形態では、スパイクが観察さ
れると、スパイク期間の間により綿密にパフォーマンス・メトリックを監視するために（
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ることに留意されたい。
【００４４】
　ステップ４２０で、パフォーマンス・メトリックが第２のモデルを使用して決定された
第２の閾値（すなわち、スパイク－標準閾値）を超える場合、ステップ４２５で、パフォ
ーマンス・メトリックについてアラーム・メッセージを送ることができる。そうでなけれ
ば、パフォーマンス・メトリックが、スパイクを経験している間、「正常な」スパイクを
経験していることをパフォーマンス・メトリックの評価が示す場合、システムはステップ
４０５に戻って、次のサンプリング期間を待つ。
【００４５】
　マルチモデリング手法の例は、図５～図６に示されている。より詳細には、図５～図６
は、本発明の一実施形態による、マルチモデリング・パラダイムを使用するように構成さ
れた予測解析ツールによって監視された例示的なデータ・セットを示す。図５は、２週間
の期間にわたって得られたメトリック値のサンプル５００を示す。この例では、２つのス
パイク５１０、５１５の間を除き、パフォーマンス・メトリックについて、約１００の値
が全体的に得られる。この例について、スパイク５１０は（パフォーマンス・メトリック
を介して）監視されているコンピューティング・システムの正常なアクティビティから生
じ、スパイク５１５はクラッシュまたは他のシステム動作不良から生じると仮定する。ア
ラームの閾値が約１５０に設定された場合、アラームはスパイク５１０（誤検知）とスパ
イク５１５（実際の問題）の両方から生成される。したがって、上に記載したように、マ
ルチモデリング手法は、パフォーマンス・メトリックのいわゆる「正常」値とスパイク期
間について使用する別個のモデルの両方をモデリングするために使用され得る。この結果
は図６に示されている。
【００４６】
　図６に示されるように、パフォーマンス・メトリックについてのデータ５５０は、図５
に示されるよりも長い期間キャプチャされる。さらに、第１の閾値５５５は約１５０に設
定され、第２の閾値５６０は約４２５に設定される。トレーニング期間５６５の間、スパ
イク５８０、５８５についてのデータは、第２の閾値５６０についての値を決定するため
に使用される。トレーニングが完了すると、スパイク５７５１は、第２の閾値５６０を超
えないので、アラームを生成しない。対称的に、スパイク５７５２は第２の閾値５６０を
超え、アラームを引き起こす。
【００４７】
　したがって、有利には、上に記載されたマルチモデリング手法は、正常なシステム処理
の一部として生じるスパイクの間の警告の発行を回避することによって、予測解析を改善
する。この手法は、監視されるコンピューティング・システムに関する予測解析の精度を
高め、周期処理サイクルを定義するルールの作成を必要とせず、予測モデリングを実行す
るのに必要なデータの量を低減し、予測モデリングを実行するのに必要なＣＰＵの量を低
減する。
【００４８】
　上記は本発明の実施形態を対象とするが、その基本範囲を逸脱することなく、本発明の
他のおよびさらなる実施形態を考案することができ、その範囲は添付の特許請求の範囲に
よって決定される。
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