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多変量間因果関係分析と
私の出会い
皆さんは性能監視の難しさを感じたこと
はありませんか？

野の顧客を担当し、技術的な観点から営業活動を支援。

定し監視する煩わしさから解放されるだけ

ここで、自動車のエンジンを例として挙

ではなく、KPI 値が閾値を越え IT サービ

げて説明します。図 1 のように、従来の性

スが停止状態になってしまうはるか以前

能管理では、エンジン温度が閾値を越え

に、アラートをあげることが可能になりま

ると異常と判断され、警告されます。閾値

す。このソリューションが、私の担当して

を越えてしまえば、エンジンは既に深刻な
ダメージを受けている状況です。

私が初めて、多変量間の因果関係のモ

いる IT サービス監視の製品群から出てこ

デリングと、その因果関係の崩れが発生

ないものかと、強く願ったことも明確に覚

一 方 TASP のように多 変 量 解 析を活

したポイントを異常の予兆として検知する

えています。この尖ったソリューションは

用すると、まずエンジン温度とエンジン回

アルゴリズムに出会ったのは、2011 年

まさに、多くのお客様が抱えるさまざまな

転数に因果関係があることが分かります。

の夏のことです。ニューヨーク州ヨークタ

IT 運用上の課題（属人的でかつ高コスト

エンジン回転数の上昇と共に温度も上が

ウン・ハイツにある IBM ワトソン研究所に

にならざるを得ない状況）を打開できるも

り、回転数が減少すると温度も下がります。

て「 Advanced Analytics」をテーマとし

のだと考えたからです。

しかし、回転数が上がっていない状況で
温度が上がり続ける状況は、通常時の因

た講演を聴いた時でした。
その講演の「Deeper Analytics」のセッ

製品化へ向けて

樹研究員がグレンジャー因果を基に開発

2012 年３月に IBM が米国ラスベガス

した、多変量が時系列を成している時に変

で開催したサービス ･ マネジメントに関す

化の時間遅れを利用して因果関係を推測

る大規模なイベント「 Pulse 2012」にて、

する技術（ Temporal Causal Modeling

IBM ソフトウェアの Tivoli はワトソン研究

；以下、TCM）が紹介され、目を見張る

所で開発されたこの技術を応用した製品

思いをしたのを覚えています。

の開発表明を行いました。

従来の性能管理のソリューションでは、
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果関係が崩れ、別の要因によりエンジン温
度が上昇している可能性を示しています。

ションにおいて、ワトソン研究所の安倍直

TCM を中心としたいくつかのソリュー

TASP では図 2 のように因果関係が崩れ
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ション を 搭 載 したこの 製 品 は、Tivoli

し、それぞれの変量ごとに閾値を設けて、
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閾値を越えた時点でアラートを上げるよう

（以下、TASP）と呼ばれる自己学習型の

な監視手法が一般的です。この監視手法

プロアクティブな予兆分析ツールです。分

は、KPI 値ごとの適切な閾値を長年の運

析対象の IT 環境およびネットワーク環境

用経験に頼って設定するというものです。

の通常時のオペレーションを自己学習する
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しかしこの TCM を、IBM の性能管理の

ことで、各 KPI 値間の因果関係を発見し
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図 1. 従来の性能管理のイメージ

※

ソリューションやお客様が所有している性

ます。その因果関係にずれが生じたときに

能管理システムと連携させることができれ

アラートをあげるため、問題の早期発見と

ば、大量の KPI 値ごとに適切な閾値を設

対処が可能となります。
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静的閾値＝問題発生直前の警告
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多変量分析＝因果関係が崩れた時点での早期警告

図 2. 多変量的な因果の崩れによる検知のイメージ

た時点で、つまり従来の閾値監視よりも早
い段階で警告を上げるため、早期のポイン
トで問題判別を行い、エンジンを停止する
等の処置をとることが可能となり、エンジン

赤くハイライト
された箇所

被害を防ぐことができるのです。
「 Pulse2012」の半年後には、お客様
10 社のご協力を得て、お客様の実際の
IT 環境を利用した TASP の実証実験が 3
カ月〜 6 カ月かけて行われました。お客
様の業種はさまざまで、サービス、アプリ
ケーション、物理インフラなど、まったく
異なる環境において、どのような異常の予
兆を検知できるかが検証されました。
その結果、どの環境においても TASP

因果関係の崩れがアラームとして通知される。画面上でアラームを選択すると、
因果関係のあるKPI 値が多変量（複合）的にグラフ化され、平常時の性能値の
推移、因果関係が崩れた箇所が赤くハイライトされ確認できる。
図 3. TASP の運用画面（1）

の自己学習型の多変量因果関係モデリン
グは有効に働き、それぞれの環境におけ
る KPI 同士の因果関係を特定し、その因
果の崩れによって異常の予兆を検知するこ

赤色で
ハイライト表示
された部分

とができました（図 3、図 4）。
以下にその例をいくつか挙げます。ある
金融機関のお客様においては、ミッション・
クリティカルなオンライン・バンキング・
サービスにおいて、30 分以上のサービ
ス停止につながる重大な異常をその発生
の 2 日前に検知し未然に対応したことによ

因果の崩れが発生している箇所が赤色でハイライト表示されている。
この時点でアラートを発信する。

り、サービス停止とそれに伴う約 3,000
万円の損害を防ぐことができたと報告され

図 4. TASP の運用画面（2）

ています。また、このお客様の環境下で
は、40,000 を超える膨大な KPI 値を同

やスクリプト、サービス・モデルやルール

時に収集し分析していましたが、TASP に

などの詳細な設定やチューニング作業が

このプログラムを通じて、さまざまな IT

は IBM InfoSphere Streams の技術が

不要で、統計や数学の専門家も必要あり

環境下で実際に多くのお客様に評価いただ

組み込まれているため、このような大規模

ません。今までは運用者の直感や感覚で

くことで、製品リリース時までにさらなる機
能拡張が行われる予定です。

TASP をご利用いただいています。

な IT 環境においても柔軟にスケール・ア

KPI 同士の関連性を捉え性能管理をして

ウトしながら高速に大量のデータを分析す

いた部門においても、数学的に解析された

現在は、KPI 同士の因果関係を基に分

ることができました。

因果関係、および因果関係の崩れによっ

析していますが、長期的には、KPI とイベン

て異常の予兆を検知できるのです。また、

ト（アラート）との因果関係、イベント同士

通信業のお客様においては、TASP を
活用することで、モバイル通信で提供され

IT 構成を変更する際も、通常時の因果モ

の因果関係など、IT 監視上用いられている

るさまざまなサービスのサーバー性能とア

デルを更新することにより、新しい構成環

あらゆるデータを活用しながら問題の早期

プリケーション性能、サービスを利用中の

境でも迅速に TASP を稼働させることが

発見を目指すという研究開発の意思が表明

ユーザー数に因果関係があることを発見

できます。

されています。

することができただけではなく、因果関係

サービス視 点で IT を運用されるお客

の崩れを運用部門に通知することで携帯

様に必要とされる高度な異常予兆分析ソ

TASP の現状とこれから

サービスの停止を予防することに成功して
います。

リューションとして、TASP がお役に立て
私がこのコラムを執筆している 6 月の

TASP の最大の利点は、前述したとお

時点では、5 月 13 日から一般公開されて

り、各変量の測定値の推移や因果関係を

いるベータ・プログラム（オープン・ベー

自己学習できることです。人手による閾値

タ・プログラム）において、多くのお客様に

るものと確信しています。
※ TASP は今後、名称が変わる可能性があります。
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