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はじめに

インフラストラクチャの管理には悩ましい問題も多く、フラストレー

ションを感じたり、無駄に時間を浪費したりします。ITプロフェッショ
ナルは、昼夜を問わず週末でもアプリケーションやビジネスを中断

させる問題に対処し、かつ手動でインフラストラクチャの調整を行

わなければなりません。また、アプリケーションの数が増え、インフ

ラストラクチャへの依存度が高まり続ける中で、課題も増加してい 
ます。

HPE InfoSightは、こうした状況に対応できる優れたソリューション
です。人工知能 (AI) であるHPE InfoSightは、インフラストラクチャ
スタック全体の問題を予測して回避し、パフォーマンスを最適化して

リソースを効率的に使用できるようにします。

このホワイトペーパーでは、HPE InfoSightとそのレコメンデー
ションエンジンがどのように自律型インフラストラクチャの実現に

貢献し、IT部門がビジネス価値の創出に注力できるようにするのか
を考察します。

ビジネスホワイトペーパー P3

https://www.hpe.com/storage/infosight
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自律型のメリット

すべてのビジネスリーダーは、デジタルトランスフォーメーションの重要性を認識しています。しかし、

それを推進するには、継続的かつ確実にアプリケーションにデータを提供するためのインフラストラク

チャが必要です。企業にとって、システム障害やレスポンスタイムの遅延、さらには今必要とされている

ハイタッチサービスのリソース不足は許されません。

HPEは、この新しいデータパラダイムの最先端に立ち続けており、10年前にインフラストラクチャス
タック全体にセンサーを配置したシステムの設計を開始しました。何兆ものデータポイントが収集さ

れてきましたが、データ収集だけでは、人による監視をなくすことはできません。インフラストラクチャ

が複雑になると、必然的にビジネスやその管理者にも影響が出ます。

IT部門はビジネスの推進に力を注いでいますが、インフラストラクチャがその足かせとなっており、結
果として、故障、修理、調整のサイクルが際限なく繰り返されています。

従来の監視とサポートではもはや不十分

IT部門は常に監視ツールを活用して、IT環境のトラブルシューティングを行ってきました。しかしこの
方法では、スタッフが障害の原因に関する有益な情報を取得し障害の解決を図るために、ログファイ

ルを探したり、グラフを解釈したりするのに膨大な時間が費やされていました。

トラブルシューティングが困難になると、IT部門はベンダーにサポートを依頼しますが、この業界では、
サポートを受けるまでに時間のかかる何段階ものエスカレーションを経る必要があります。

インフラストラクチャが組織の業績向上に重要な役割を果たすようになった今、従来のモデルでは十

分に対応できなくなっています。障害が発生してからその事実を認識するような状態は、もはや許され

ません。組織には、インフラストラクチャの管理とサポートの手法を変革できるソリューション、つまり

障害が発生する前に予測できるソリューションが必要です。

インフラストラクチャを有効活用するのは容易ではない

すべてのアプリケーションで最適なパフォーマンスを継続的に確保しようとすると、スタッフが煩雑な

作業に追われることになります。変化し続けるワークロードに合わせてインフラストラクチャをきめ細

かく調整するには専用のリソースが必要となりますが、試行錯誤を繰り返し、膨大な時間を費やすこと

も少なくありません。オーバープロビジョニングを行うのは簡単ですが、必要以上のコストを負担する

ことになります。また、ビジネスニーズに変更がない場合でも、既存のリソースでパフォーマンスを向

上させる機会を逃す可能性があります。オールフラッシュアレイからハイブリッドにアプリケーションを

移行するか、ボリュームのサイズを変更することで問題が解決される場合もありますが、このことを把

握していなければ、多大な機会費用が発生します。

IT部門では、パフォーマンスや使用可能なリソースを最適化するために何をどのタイミングで行うべ
きかのレコメンデーションが必要となっています。

AIで限界を突破

私たち人間は、IT管理者が環境を管理するために導入するツールと同じように、現在の状況を把握す
るとともに、過去の出来事を少し覚えておくことができます。ただし、インフラストラクチャの管理負荷

を減らすには、問題を事前に予測し、その原因となるワークロードやリソースに関する詳細な情報を得

て環境を最適化する方法を明らかにする必要があります。従来のツールでは、次のような理由からこう

したニーズに対応できません。

• 他のシステムから学習できない: ローカルシステムの評価基準に基づいて報告を行うだけの分析
ツールでは、他の数千のシステムの動作を参考にして発生しそうな問題を検出したり診断したりで

きないため、得られる価値が限られます。一方、グローバルなデータ収集とデータ分析のアプローチ

では、膨大な数のワークロードから得た情報を蓄積できます。これにより、あるサイトで特定された、

ほとんど発生することのないイベントを別のサイトでプロアクティブに回避したり、より一般的なイ

ベントを早い段階で正確に検出したりすることが可能です。
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• インフラストラクチャのサイロによって分析の範囲が限定される: アプリケーションを中断させる問
題は、インフラストラクチャスタックのあらゆる場所で発生する可能性があります。デバイスごとのシ

ステムステータスを示すツールでは、全体像を把握できません。しかし、アプリケーション、コンピュー

ト、仮想化、データベース、ネットワーク、およびストレージを含む、複数のレイヤーの関連付けを行う

フルスタック分析なら、すべてを把握することが可能です。

• 専門知識が不足している: 予測モデリングを行うには、インフラストラクチャスタックの各システムの
動作、環境、およびテレメトリパラメーターのすべてを理解するための高度な専門知識が必要です。

汎用的な分析ツールでは、それほど詳細な分析は行えません。しかし、専門知識とAIを組み合わせ
れば、機械学習アルゴリズムで過去のイベントから因果関係を明らかにし、多大な損害をもたらす非

常に複雑な問題を予測できるようになります。

• 対処できない: 人が介入することなく、自律的に処理が行われるのが理想的な状態です。そのために
は、問題を回避したり環境を改善したりするために変えるべきことを把握しているだけでなく、管理

者に代わってそれを実行できなければなりません。このレベルの自動化を達成するには、必要とされ

るレベルの信頼性や確実性を備えた、実績のある自動化されたレコメンデーションが必要です。

AIを搭載するインフラストラクチャなら、以下のフレームワークによってこうした限界を超えることが可
能です。

1. 観察: インストールベースのすべてのシステムを同時に監視することにより、AIが常にあらゆるワー
クロードとアプリケーションに最適なオペレーティング環境を把握します。これにより、各環境の基

本的なI/Oパターンと構成を認識し、異常な動作を特定することができます。

2. 学習: 詳細なシステムのテレメトリとグローバルな接続を組み合わせることにより、接続されている
すべてのシステムのエクスペリエンスを利用するデータの基盤が構築されます。また、クラウドの機

械学習機能がAIの知識の習得とグローバルな学習を迅速化します。

3. 予測: 新たな問題が検出されると、AIが問題を予測するとともに、パターンマッチングアルゴリズム
を使用して、インストールベースの他のシステムが影響を受けやすいかどうかを判断します。また、

これまでの構成とワークロードのパターンに基づいてアプリケーションパフォーマンスをモデル化

し、新しいインフラストラクチャに合わせて調整することができます。

4. 推奨: 予測分析に基づいて、AIが環境の改善と最適化に必要となる適切なレコメンデーションを決
定します。レコメンデーションとは、IT部門の負荷を軽減し、推測でインフラストラクチャの管理が行
われないようにする、システム運用に関する意思決定を表します。

5. 対処: インフラストラクチャとAIの間に信頼関係が築かれることにより、IT管理者に代わって自動的
にレコメンデーションを適用できるようになります。自動化できない場合は、サポートケースの自動

化によって特定のレコメンデーションを行うことが可能です。

AIは、インフラストラクチャを監視してグローバルなインストールベースから絶えず学習し、そこで得
た情報から問題を予測して回避するとともに、推測でインフラストラクチャの管理が行われないように

します。AIを活用すれば、インフラストラクチャを高度化して信頼性を高めることができます。

図1. インフラストラクチャフレームワークにおけるAI
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HPE InfoSight: ハイブリッドクラウド環境向けのAI

HPE InfoSightは、インフラストラクチャの管理とサポートを進化させる必要があるという考えに基づ
いて開発されました。AIは、予想外の問題やリアクティブなベンダーサポートに対処するのではなく、
問題を事前に予測して自動的に解決できるよう、インフラストラクチャを高度化するものであるべきで

す。このような自己修復モデルを導入した場合にのみ、企業は非常に効率的な方法でリソースを活用

してビジネスを推進することができます。

HPE InfoSightは、インテリジェンスを活用してデータセンターを自律化するAIプラットフォームです。
独自のデータ収集および分析アプローチをベースとするHPE InfoSightは、ネットワークに接続された
世界中のインストールベースから、毎秒数百万個のセンサーのデータポイントを収集して分析します。

このセンサーデータは、各システム、サブシステム、および周辺のITインフラストラクチャの運用と状
態に関する包括的な測定値を提供します。HPE InfoSightは、こうしたデータから情報を取得して予測 
分析を行い、レコメンデーションエンジンを動作させることにより、お客様に大きなメリットをもたらし

ます。

予測分析エンジン 
先を見越して障害を排除し、IT環境を進化させます。

HPE InfoSightは、プランニングから拡張に至るまでのインフラストラクチャのライフサイクル全体を
カバーする予測分析機能を提供します。

• プランニング中: HPEのインストールベースのさまざまなアプリケーションをベースに必要なパ
フォーマンスとリソースを予測することにより、新しいインフラストラクチャの規模を適正化します。

より正確にサイジングを行えるよう、HPE InfoSightは導入済みのシステムのテレメトリを活用して
機械学習をベースとするモデルを継続的に改善します。

• アレイの導入後: 予測分析は、製品とサポートのエクスペリエンスに変革をもたらします。HPE 
InfoSightは、絶えず問題の兆候を探し、お客様が気付く前に自動的に問題を解決します。新たな問
題が検出されると、HPE InfoSightはその問題は予測し、インストールベースの他のシステムで同じ
問題が起きないようにする方法を学習します。

• ライフサイクルの完了時: HPE InfoSightは、使用履歴、自己回帰モデル、およびモンテカルロシミュ
レーションに基づいて、将来の容量、パフォーマンス、帯域幅のニーズを正確に予測します。

• インフラストラクチャの保護: HPE InfoSightは、データ分析によって既知のセキュリティ脅威や脆弱
性を予測して通知することで、インフラストラクチャのセキュリティを強化します。

予測分析エンジン グローバルな学習機能 レコメンデーションエンジン

フルスタックのテレメトリ

クラウドベースのプラットフォーム

予測に基づくサポートの自動化 AI主導の管理

差別化ポイント

独自の製品エクスペリエンス

コンピューティング ネットワーク ストレージ

図2. HPE InfoSightのプラットフォーム

1  『システムの可用性の基準を再定義』、2017年

2 『HPE Get 6-Nines Guarantee』、2017年

3, 4  『HPE InfoSight予測分析のコスト効果の評価』、2017年

グローバルな学習機能 

AIと機械学習には、従来のハードウェア
プラットフォームの限れたログや評価基

準だけにはとどまらない膨大なデータ

が必要です。インテル® Xeon®プロセッ
サーとSSDを搭載するHPEのストレージ
プラットフォームには、高度な診断セン

サーが組み込まれています。2010年か
らこうしたデータを収集してきたHPE 
InfoSightでは、広範なテレメトリがアー
キテクチャー面の強みとなっています。

HPE InfoSightのメリット:
問題の86%を自動的に予測して解決1

99.9999%の可用性が実現2

IT部門のストレージのOPEXが79%減少3

ストレージの問題に費やす時間が85%減少4

https://www.hpe.com/h20195/v2/Getdocument.aspx?docname=a00018503ENW
https://www.hpe.com/h20195/v2/Getdocument.aspx?docname=a00026086ENW
https://www.hpe.com/us/en/resources/storage/assessing-impact-infosight.html
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ストレージの枠を超えた予測分析

HPE InfoSightの予測機能を活用すれば、容量以外の予測を行うことも可能です。

例えば、HPE InfoSightは、ホストのネットワークVICの潜在的な問題によってHPE Nimble Storageを
使用するお客様のすべてのパスが停止してしまうという、壊滅的な状況を予測して回避した実績があ

ります。HPE Nimble Storageのサポートエンジニアは、HPE InfoSightを活用することにより、VICの
二重アボートの問題が原因でファイバーチャネルのリカバリメカニズムが機能しない可能性があるこ

とを突き止めました。そしてHPE InfoSightが、シグネチャーのパターンマッチングアルゴリズムを使用
して、この問題の影響を受けやすいお客様企業100社を特定し、問題の回避策を適用しました。

HPE Nimble Storageの例で実証されているように、HPE InfoSightは問題の86%を予測して解決し
ます。これにより、HPE Nimble Storageのインストールベース全体でIT運用コストが79%削減される
とともに、ストレージの問題に費やす時間が85%減り、99.9999%を超える可用性を達成しています。

レコメンデーションエンジン 
インフラストラクチャの管理を簡素化します。

インフラストラクチャを自律化するには、HPE InfoSightで先を見越して問題を予測するだけでなく、各
環境をプロアクティブに改善して最適化する、インテリジェントなレコメンデーションと意思決定を動

的に行えなければなりません。また、他のアプリケーションに影響を与えることなく、適切なタイミング

で適切なレコメンデーションを提供できるアプリケーション対応型にする必要があります。

HPE InfoSightは、レコメンデーションエンジンにより、問題を回避したり、パフォーマンスをプロアク
ティブに向上させたり、リソースを最適化したりする方法をIT部門に自動的に通知する予測機能を強
化しています。このエンジンは、ナレッジベースから取得したエクスペリエンスに基づいてアドバイス

を行います。

対応が困難なインフラストラクチャ管理業務の多くはシステムパフォーマンスに関連するものであり、

ここからはパフォーマンス管理におけるレコメンデーションエンジンの役割を詳しく説明します。

AIパフォーマンスレコメンデーション
現在のところ、パフォーマンスの最適化には多くの時間とコストがかかっているのが実情です。まず、ア

プリケーションに影響を与える問題は突然生じるため、対応はリアクティブになります。次に、他のツー

ルの分析機能は、問題が発生した理由とその解決方法を明らかにできるほど高性能ではありません。

そして、手動による調整と推測による作業が非常に多いため、困難を伴います。

HPE InfoSightのレコメンデーションエンジンは、高度な機械学習を活用することにより、I/Oワーク
ロードのパターンに基づいてパフォーマンス向上の機会を明らかにするとともに、最も影響の大きい

変数を正確に特定し、パフォーマンスを向上させるための適切なレコメンデーションをプロアクティブ

に提供します。レコメンデーションエンジンは、推測による作業をなくし、パフォーマンスとリソースを

最適化します。

図3. HPE InfoSightのレコメンデーションエンジンのメリット

例

ポート3の
ネットワーク設定を

変更して フェイルオーバーの
問題を回避

例

ホスト1が
使用過多になったときに

VM 3をホスト2に移行

例

ボリューム1に
QoSを適用して
ボリューム2の

パフォーマンスを向上

事前に

問題を回避

使用可能なリソースを

最適化

プロアクティブに

パフォーマンスを向上

自動運転車 (ドライバーレスカー) の増加 
レコメンデーションエンジンは、オンライン

ショッピングカートからビジネスオペレー

ションに至るまで、あらゆるものを自動化し

て最適化するために複数の業界で活用され

ています。最も劇的な効果がもたらされてい

る領域の1つとして、自動運転車が挙げられ
ます。レコメンデーションは、自動運転車に走

行可能な速度、ブレーキを踏むタイミング、

衝突を回避する方法などを伝えます。適切な

タイミングで適切なレコメンデーションを提

供することが、事故を回避できるのか否かを

左右します。

https://www.hpe.com/storage/nimblestorage
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レコメンデーションエンジンの設計

このセクションでは、レコメンデーションエンジンを詳しく考察し、その設計手法とアーキテクチャーに

ついて説明します。

図4は、インフラストラクチャの潜在的な問題の問題空間を棒グラフで表し、問題の種類と発生頻度を
示したものです。問題の種類は、シンプルで一般的な問題 (グレー) と複雑で固有の問題 (青) の2つの
カテゴリに分類され、パレート分布を形成しています。重要なポイントは、ペインカーブ (苦痛曲線) と
問題の種類が相関関係にあるということです。

ディスクドライブの障害といったシンプルで一般的な問題は、頻繁に発生します。しかし、IT管理者に
与える苦痛はわずかな比率にとどまっています。こうした問題は発生頻度が高いため、自動化したソ

リューションで簡単に予測して解決できます。ただし、実際のIT環境では問題が多岐にわたる可能性
があるうえ、最大の苦痛や悩みをもたらすのは、突然発生して解決に多数の人員やリソースを要する

複雑で固有の問題です。

企業は、最も基本的なものから最も複雑で多面的なものに至るまで、すべての範囲の問題を予測して

自動的に解決する必要があります。シンプルな問題は、イベントやアラームをトリガーするためにハー

ドコードされたルールを使用して、ごく一部のデータを定性的に確認することで特定できます。他社も

レコメンデーション機能を提供していると宣伝する場合がありますが、その多くはグラフに示されてい

るシンプルで一般的な問題にしか対処できていません。

複雑で固有の問題に関しては、診断による判定が必要とされる変数の数と定量的な精度のレベルが

指数関数的に増加しています。問題が複雑化すると、多数の定量的変数を含むルールのハードコー

ディングでエラーが発生しやすくなり、効率が低下します。非常に有能なエキスパートであっても、定量

的問題のシンプルなしきい値動作の範囲を超えた問題への対応には困難を伴います (こうした問題
は、たとえばセンサーXがしきい値Yを超えたときに発生します)。また、こうした問題でも、正確な分析
ではなく不確かな経験に基づいて解決が図られるケースが少なくありません。

HPE InfoSightのレコメンデーションエンジンは、シンプルで一般的な問題だけでなく、複雑で固有の
問題も特定して回避します。私たちが多様な問題に対処し、レコメンデーションを提供してビジネスの

中断を回避できるのは、AIと機械学習が活用されているからです。

AIパフォーマンスレコメンデーションの設計手法
パフォーマンスを向上させる強力なレコメンデーションエンジンを構築するには、以下の重要な質問

に答える必要があります。

Simple (シンプル) 複雑
問題の種類

頻度 問題

特異

一般的 高

低

図4. 問題空間とそれに関連する苦痛指標の相関関係
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質問1: パフォーマンス測定基準は実際に、最適化されていないシステム、または潜在的な問題の正確
なインジケーターになっていますか。

センサーは、イベントまたは変化を検出することを目的として、それが置かれている環境のリアルタイ

ムの測定値を収集します。通常、IT管理者はこのようなセンサーの測定値 (読み取りのレイテンシ、書
き込みのレイテンシ、サーバーの稼働状態と構成、IOPS、スループットなど) を使用して動作に問題が
あるかどうかを判断します。しかし、このアプローチには欠陥があります。センサーだけでは、その値が

実際にアプリケーションやエンドカスタマーのエクスペリエンスに影響があることを示しているのかど

うかを判断するのに十分なコンテキスト情報を得られないためです。

ワークロードとアプリケーションはそれぞれ、パフォーマンス特性とカスタマー・エクスペリエンスに対

する感度が異なります。たとえば、バックアップジョブなどの大規模なブロック操作は、必然的に潜在性

が高くなるものの、トランザクションワークロードほど応答時間の影響を受けません。単純にレイテン

シが大きくなると問題が発生すると仮定すれば、誤検出につながり、 (イベント管理の根本的な問題で
ある) 間違ったイベントの追跡に無駄な時間を費やすことになります。

設計アプローチ

実際にレイテンシがどれだけの影響を与えるのかを判断するにあたっては、その原因となるアプリ

ケーションの感度を確認します。ユーザーにとって実際に重要なイベントをより正確に特定するため、

HPEでは、HPE InfoSightのグローバルシステムのテレメトリを活用して、典型的なパフォーマンスを
把握する機械学習ベースのモデルを開発しました。パフォーマンスに悪影響を与える可能性がある 
(レイテンシ深刻度スコアとも呼ばれる) 潜在的な影響を示すお客様の事例データに基づいて、これら
のモデルを検証しました。

成果

図5に示されているように、HPE InfoSightは実際にレイテンシが与える影響を把握し、オレンジ色で
色分けされた既定の期間内に深刻度指標とそれに付随する数値 (1～10) を示します。ここでは、オ
レンジ色が濃いほどレイテンシに対する潜在的な影響が大きいことを意味します。

このグラフでは不要な情報がフィルター処理されるため、IT管理者は重要なイベントだけに焦点を合
わせることができます。最終的には誤判定が排除され、どのタイミングでパフォーマンスを向上させる

ことができるのかを見極めることが可能になります。

レ
イ
テ
ン
シ

1月30日        2月4日          2月7日         2月11日         2月15日        2月19日        2月22日      2月26日         3月1日    3月4日       3月7日         3月10日         3月14日     

潜在的な影響: 大 (10/10)   1秒あたりの読み取りI/O: 2954.7 レイテンシ: 5.3ミリ秒 03/08/2018 10 p.m. PST

IO
PS

潜在的な影響: 大きい
低レイテンシ

潜在的な影響: 小さい
レイテンシ: 大きい

図5. 潜在的な影響をオレンジ、レイテンシ深刻度スコアを数値で示したIOPSアクティビティの履歴

センサーだけではコンテキスト情報を得

られない

生体スクリーニングにように、人体に関

するより詳細なコンテキスト情報とデー

タがなければ、最終的に133mmHg
という最高血圧が 1 2 1 m m H gより 
懸念すべき値であるかどうかを判断す

ることはできません。この場合、120～
139mmHgまでの値の診断とそれに対
するレコメンデーションは同じになるう

え、科学的な根拠ではなく、仮定がベース

となります。また、読み取りのレイテンシ

の平均値を評価基準にした場合、こうし

た基準だけではすべてのコンテキスト情

報を得られないため、レイテンシが5ミリ
秒のときと比較して、10ミリ秒のときにパ
フォーマンスに著しい影響が生じると考

えるのは正しくありません。
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質問2: システムで実行されているワークロードから判断して、どのような要素がどの程度アプリケー
ションのパフォーマンスに影響を与えている可能性がありますか。

センサーの測定値が最適化されていないシステムを示しているのかどうかと、それが示されるタイ

ミングがわかったら、次はその原因を特定します。

IT管理者は従来、何かが功を奏して問題がなくなることを願いつつ、試行錯誤を繰り返してパフォー
マンスの問題を解決しようとしました。このような推測による作業は時間がかかるうえ、たとえ解決で

きる問題であったとしても、いつまでも解決に至らないケースが少なくありません。

設計アプローチ 
システムにおいて高い精度で問題空間の全域にわたり問題を認識できるようにするため、HPEでは 
質問1で説明したモデルの分析と2種類の機械学習モデル (エキスパート学習済みとグローバル学習
済み) を統合しています。エキスパート学習済みモデルに関しては、HPEのサポートエンジニアが分類
したほとんど発生することのないイベントの具体例に基づいて学習と検証を行います。一方、グロー

バル学習済みモデルについては、想定されるレイテンシとの相関関係、またはシステムのパフォー

マンスが想定を下回るタイミングを把握して一般的ではない問題を認識するために、インストール

ベースのテレメトリに基づいて学習と検証を行います。

このハイブリッドアプローチにより、HPE InfoSightは数多くの複雑で固有の問題に対処できます。

エキスパート学習済みモデル

エキスパート学習済みモデルは、人が分類したインスタンス、つまりフィールドで観察された問題の

インスタンスを使用する分類子です。HPEのデータサイエンティストは、人が介入することなく、高い精
度でこのようなフィールドのイベントの新しいインスタンスを認識できるように、サポートプロセスを通

じて分類子に学習させます。人が分類したテレメトリが増加すると、一般的ではないイベントが発生し

たときに、システムが正確な診断とレコメンデーションを行うようになります。

グローバル学習済みモデル

エキスパート学習済みモデルは、離散的な (TrueまたはFalseの) 状態を特定するのに適しています。
しかし、複数の根本原因が存在する可能性があり、同時に発生してさまざまな影響をもたらす問題に

は適していません。特定のシステムでいくつかの明白なレイテンシの原因が検出された場合は、一貫

した方法でその中のどれが検出された問題の最大の原因であるのかを判断することが重要です。こ

のような状況では、エキスパートが十分な数の学習例を作成するのではなく、グローバルなインストー

ルベースのテレメトリに基づいてモデルに学習させ、どれだけのレイテンシの原因が (多くの場合に
非線形的に) 観察されたレイテンシを生じさせているのかを定量化します。このモデルを使用すれば、
最初に解決すべき最も重要な問題を特定できます。HPEは、広範なテレメトリを豊富に有しているた
め、他社では学習させることができない非常に包括的な診断モデルを作成することが可能です。

成果

ハイブリッドの機械学習アプローチにより、障害監視システムの精度とカバレッジが継続的に向上し、

未知の問題の発生が最小限に抑えられます。最終的には、インストールベースのすべてのシステムの

根本原因を正確に診断できるようになります。

グローバルシステムの

テレメトリ

ドメインエキスパート

+
データサイエンティスト

レコメンデーションエンジン

お客様の

環境

 (自動)

予測モデル 推奨

優先順位決定マトリックス

グローバル学習済み

エキスパート学習済み

1 2
3

図6. レコメンデーションエンジンのアーキテクチャー

機械学習が重要な理由

機械学習は、複数の定量的変数を同時に

検証しなければならず、簡潔な定性記述

のないシグネチャーが必要な問題の解

決に最適です。ピクセルの配列が特定の

人物の顔に一致するのかどうかを判断

するコードを人が作成できないのと同じ

ように、人がキュレートしたルールは、こ

うした問題を解決するのには適していま

せん。

多変量解析

エキスパートが学習させた分類子は、た

とえばSSDの帯域幅の飽和 (かなりの割
合のI/OスループットがSSDに向けられ
ている一般的ではないイベント) を特定
するのに役立っています。HPEではこれ
まで、SSDがアップストリームのパフォー
マンスの問題を引き起こしているのか

どうかを正確に判断するために、SSDの
1つの測定値 (レイテンシ、キュー深度、
IOPS、速度 (MB/秒)、最近使用したSSD
がアクティブだった時間 (ミリ秒) の割合
など) を確認することが完全に非効率的
であると結論付けています。これは、興味

深いシナリオです。このシナリオでは、こ

うした測定値の複数のサンプルを同時に

検証する必要があります。1つの測定値
だけを確認すると、多数の誤判定が出る 
(精度が低くなる) か、問題のあるイベン
トの大部分を特定できない (再現率が
低くなる) ヒューリスティックが生じます。
高い精度と高い再現率の両方を同時に

実現できるモデルを作成するには、機械

学習をベースとする多変量モデルが必要

でした。この問題は定量的な面で複雑で

あったため、HPEの機械学習をベースと
する分類子により、それまで使用されて

いた、人が作成したどのヒューリスティッ

クよりもはるかに効率的に問題を認識で

きるようになりました。
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質問3: パフォーマンスの向上に必要なレコメンデーションとはどのようなものですか。

質問1と2の結果から、HPE InfoSightはお客様の環境を改善できる機会があるのかどうかを判断する
ことが可能です。質問3のアプローチでは、HPE InfoSightからIT管理者に状況を改善するために何を
すべきなのかが自動的に伝えられます。

設計アプローチ 
ハードウェアのアップグレードが必要であることをアドバイスする (リソースが物理的な上限を超えて
おり、より大きなハードウェアが必要であることをお客様に伝える) のは、最も簡単ではあるものの、
最も非効率的なレコメンデーションです。一方、HPE InfoSightは、QoSの上限、ソフトウェアアップデー
ト、ワークロードの変更、構成の変更、ハードウェアのアップグレードといった、はるかに多くのレコメン

デーションを提供するほか、すべてのシステムのアプリケーション、リソース、および優先設定 (時刻、曜
日、重要度、レイテンシに対する感度など) を認識します。こうした情報に基づいてレコメンデーション
の優先順位を決定します。

レコメンデーションで提供される詳細情報には、ユーザーのワークロードのどの部分が飽和状態の

リソースを消費しているのかが示されます (アレイがCPUにバインドされているときに大部分のスト
レージCPUを使用しているボリュームなど)。このような詳細情報は、ユーザーがワークロードベース
の改善を行うのか (ボリュームアクティビティのスロットル調整を行ったり、ボリュームの要件を緩和し
たりするのか)、ハードウェアベースの改善を行うのか (システムの機能を拡張してリソースのボトル
ネックを減らすためにシステムにハードウェアを追加するのか) を決定できるようにするために必要な
ため、非常に重要です。

成果

HPE InfoSightが開発されるまで、IT管理者はストレージパフォーマンスの管理で苦痛を強いられてい
ました。そのプロセスはリアクティブで、グラフやログの解釈、および手動でのインフラストラクチャの

調整に膨大な時間が費やされていました。

しかし、レコメンデーションエンジンの登場により、お客様はパフォーマンスのことで頭を悩ませる必要

がなくなりました。HPE InfoSightは、パフォーマンスを改善できる機会があるのかどうかについての
情報をIT部門に提供し、何をすべきなのかを伝えます。これにより、IT部門はストレージシステムを最
大限に活用して複数のアプリケーションを一元管理できるようになり、インフラストラクチャに起因す

るアプリケーションパフォーマンスの低下を心配しなくて済みます。また、システムが最適な状態で稼

働しているという安心感を得られます。

つまり、HPE InfoSightによって作成されるレコメンデーションには、以下のような特長があります。

• 自動的: 全世界のすべてのお客様がいつでも利用可能

• プロアクティブ: ビジネスに影響が及ぶ前にボトルネックを予測

• 広範: 機械学習を使用して、数多くの複雑で固有の問題を予測

• 処方的: ハードウェアのアップグレードだけでなく、特定の運用の変更も含む



今すぐ共有

アップデートを入手

自律型インフラストラクチャの実現

今日の企業は、成長を続けるすべてのアプリケーションをサポートするために常にデータにアクセスで

きなければなりません。現実には、インフラストラクチャが複雑化し、限られたリソースに対する要求が

増大するのに伴って、それが難しくなりつつあります。しかし、CIOがインフラストラクチャにとらわれて
いるわけにはいきません。

HPEでは、継続的な監視、手動での調整、そしてリアクティブなトラブルシューティングを必要としな
い自律型インフラストラクチャを実現するというビジョンを掲げています。このようなインフラストラク

チャでは、インフラストラクチャの管理、修復、および最適化が自動的に行われます。これは、現実から

かけ離れたことではなく、企業はHPE InfoSightを搭載したインフラストラクチャを使用することによ
り、こうしたビジョンをすぐにでも実現できます。その鍵となるのがAIです。

業界で最も実績のあるAIであるHPE InfoSightは、インフラストラクチャの管理とサポートの手法を 
根本から変革してきました。HPE InfoSightは、クラウドベースの機械学習によって問題を予測および
回避すると同時に、サポート対象のインフラストラクチャのパフォーマンスと可用性を最適化します。 
また、10年に及ぶ経験と学習の積み重ねにより、HPE InfoSightはさらに高機能化し進化を続けてい
ます。

このような予測機能をベースとするHPE InfoSightのレコメンデーションエンジンは、自律型インフラ
ストラクチャの実現をさらに後押しします。HPE InfoSightは、問題に対応したり、リソースの最適な管
理方法を見つけ出そうとするのではなく、先を見越して、問題の回避と環境の改善のために何を行う

必要があるのかをお客様に正確に伝えます。こうしたレコメンデーションは、お客様に代わって将来自

動的に適用できる現時点でのインテリジェントな意思決定を実現します。

詳細情報
hpe.cpm/jp/infosight
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