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Who is using 
OpenTelemetry?

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa



Who is using 
OpenTelemetry in 

production?

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa



Why do we even need it?

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa



Simpler 
Times

https://www.kartar.net/2019/07/intro-to-distributed-tracing/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa

https://www.kartar.net/2019/07/intro-to-distributed-tracing/


Better 
Times

for Vendors
https://www.kartar.net/2019/07/intro-to-distributed-tracing/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa

https://www.kartar.net/2019/07/intro-to-distributed-tracing/


Developer 
!

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa



Better 
Times

for Vendors 
with 

Standards
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa



Agenda
What is OpenTelemetry?

How do I make it bootiful?

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa



What is 
OTel?

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa



OpenTelemetry is a collection of 
tools, APIs, and SDKs. Use it to 

instrument, generate, collect, and 
export telemetry data (metrics, logs, 
and traces) to help you analyze your 

software’s performance and behavior.
— https://opentelemetry.io

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa

https://opentelemetry.io


Metrics
Statistical information in aggregate

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa



Logs
Timestamped record of (structured) events

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa



Traces
Request scoped context

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa



Open source — Apache 2.0
CNCF incubating

Merger of OpenTracing & 
OpenCensus

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa



OpenTracing Solution to
uber-trace-id: 

118c6c15301b9b3b3:56e66177e6e55a91: 
18c6c15301b9b3b3:1

elastic-apm-traceparent:
00-f109f092a7d869fb4615784bacefcfd7- 

5bf936f4fcde3af0-01

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa



OpenCensus
!

 SDK !

 Google

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa



OpenTelemetry
Vendor neutral with wide support:
https://opentelemetry.io/vendors/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa

https://opentelemetry.io/vendors/




Three Ways to 
OpenTelemetry Integration

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa











Status
Tracing: stable

Metrics: stable / prototyping

Logs: draft

https://opentelemetry.io/status/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa

https://opentelemetry.io/status/


Metrics Terminology
counter　measure　observer

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa



Tracing Terminology
Trace: record of a request, DAG

Span: named & timed single operation, 
optionally nested

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa



Tracing Terminology
Span Context: IDing a request (span + trace)

Context Propagation: Attaching IDs

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa



Questions?

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa



Make It 
Bootiful

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa



Auto Instrumentation
Live in / attach to app process

public static void main
premain
agentmain

https://www.javaadvent.com/2019/12/a-beginners-guide-to-java-agents.html

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa

https://www.javaadvent.com/2019/12/a-beginners-guide-to-java-agents.html


Java Agent Setup
export OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES=service.name=frontend,
                                service.version=1.0
                                deployment.environment=production

export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT=https://oltp_url
export OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS="Authorization=Bearer <secret_token>"
java -javaagent:/path/to/opentelemetry-javaagent-all.jar \
     -classpath lib/*:classes/ \
     com.mycompany.checkout.CheckoutServiceServer

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa



Auto Instrumentation 
Support

Spring Batch, Data, Integration, Scheduling, 
Web MVC, Web Services, WebFlux,...

https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-java-instrumentation/blob/main/docs/supported-libraries.md

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa

https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-java-instrumentation/blob/main/docs/supported-libraries.md


Manual Instrumentation
Span span = tracer.spanBuilder("my span").startSpan();
// Put the span into the current Context
try (Scope scope = span.makeCurrent()) {
    // Do something
} catch (Throwable t) {
  span.setStatus(StatusCode.ERROR, "Something bad happened!");
  throw t;
} finally {
  span.end(); // Cannot set a span after this call
}

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa



Manual Instrumentation
Span span = tracer.spanBuilder("/resource/path").setSpanKind(SpanKind.CLIENT).startSpan();
span.setAttribute("http.method", "GET");
span.setAttribute("http.url", url.toString());

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa



Auto vs Manual 
Instrumentation

Auto: Code unchanged, handled by runtime, 
less execution visibility

Manual: Code changed, handled by 
application,more execution visitility

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa





Demo
https://github.com/open-telemetry/
opentelemetry-java-instrumentation

https://github.com/cyrille-leclerc/
my-shopping-cart

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa

https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-java-instrumentation
https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-java-instrumentation
https://github.com/cyrille-leclerc/my-shopping-cart
https://github.com/cyrille-leclerc/my-shopping-cart




OTel Collector Config 1/2
# Push or pull based
receivers:
  otlp:
    protocols:
      grpc:
        endpoint: '127.0.0.1:4317'

processors:
  batch: ~

# Push or pull based
exporters:
  logging:
  otlp/elastic:
    endpoint: "..."
    headers:
      Authorization: "Bearer ..."

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa



OTel Collector Config 2/2
service:
  pipelines:
    metrics:
      receivers:
        - otlp
      exporters:
        - otlp/elastic
    traces:
      receivers:
        - otlp
      processors:
        - batch
      exporters:
        - otlp/elastic

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa



Tracing 
overview





Tracing details





Manual 
annotation





Metrics





Spring 6 & Spring Boot 3
Micrometer as wrapper

for OTel, Brave, Zipkin, Wavefront

Think SLF4J

https://github.com/micrometer-metrics/
tracing

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa

https://github.com/micrometer-metrics/tracing
https://github.com/micrometer-metrics/tracing


OTel vs Vendor Agents
No feature parity (yet)

Strong OTel momentum; especially in tracing

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa



Overhead Overview
In the app & on the OTel backend

Agent config — features, sampling,etc: 
https://opentelemetry.io/docs/

instrumentation/java/automatic/agent-
config/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa

https://opentelemetry.io/docs/instrumentation/java/automatic/agent-config/
https://opentelemetry.io/docs/instrumentation/java/automatic/agent-config/
https://opentelemetry.io/docs/instrumentation/java/automatic/agent-config/


Overhead Agent

https://doordash.engineering/2021/04/07/optimizing-opentelemetrys-span-processor/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa

https://doordash.engineering/2021/04/07/optimizing-opentelemetrys-span-processor/


Overhead Benchmark

https://docs.splunk.com/observability/gdi/get-data-in/application/java/performance.html

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa

https://docs.splunk.com/observability/gdi/get-data-in/application/java/performance.html


Spring Native
Not yet

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa



Questions?

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa



Conclusion
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa



Why?
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa



What?
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa



Who?
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa



How?
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@xeraa
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