
Oracle® Application Server
パフォーマンス・ガイド

10g リリース 2（10.1.2）

部品番号部品番号部品番号部品番号 : B15734-03

2006年 6月



Oracle Application Server パフォーマンス・ガイド ,  10g リリース 2（10.1.2） 

部品番号 : B15734-03

原本名 : Oracle Application Server Performance Guide, 10g Release 2 (10.1.2)   

原本部品番号 : B14001-02

原本著者 : Thomas Van Raalte

原本協力者 : Eric Belden, Alice Chan,  Greg Cook, Bill Danell, Marcelo Goncalves, Helen Grembowicz, 
Bruce Irvin, Pushkar Kapasi, Paul Lane, Sharon Malek, Valarie Moore, Carol Orange, Julia Pond, Leela Rao, 
Ed Rybak, Joan Silverman, Cheryl Smith, Zhunquin Wang, Brian Wright

Copyright © 2001, 2006, Oracle. All rights reserved. 

 

制限付権利の説明

このプログラム（ソフトウェアおよびドキュメントを含む）には、オラクル社およびその関連会社に所有権
のある情報が含まれています。このプログラムの使用または開示は、オラクル社およびその関連会社との契
約に記された制約条件に従うものとします。著作権、特許権およびその他の知的財産権と工業所有権に関す
る法律により保護されています。

独立して作成された他のソフトウェアとの互換性を得るために必要な場合、もしくは法律によって規定され
る場合を除き、このプログラムのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等は禁止され
ています。

このドキュメントの情報は、予告なしに変更される場合があります。オラクル社およびその関連会社は、こ
のドキュメントに誤りが無いことの保証は致し兼ねます。これらのプログラムのライセンス契約で許諾され
ている場合を除き、プログラムを形式、手段（電子的または機械的）、目的に関係なく、複製または転用す
ることはできません。

このプログラムが米国政府機関、もしくは米国政府機関に代わってこのプログラムをライセンスまたは使用
する者に提供される場合は、次の注意が適用されます。

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government 
customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable 
Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, 
disclosure, modification, and adaptation of the Programs, including documentation and technical data, shall 
be subject to the licensing restrictions set forth in the applicable Oracle license agreement, and, to the extent 
applicable, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software--Restricted 
Rights (June 1987). Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

このプログラムは、核、航空産業、大量輸送、医療あるいはその他の危険が伴うアプリケーションへの用途
を目的としておりません。このプログラムをかかる目的で使用する際、上述のアプリケーションを安全に使
用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性（redundancy）、その他の対策を講じることは使用
者の責任となります。万一かかるプログラムの使用に起因して損害が発生いたしましても、オラクル社およ
びその関連会社は一切責任を負いかねます。

Oracle、JD Edwards、PeopleSoft、Retek は米国 Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の登録商
標です。その他の名称は、他社の商標の可能性があります。

このプログラムは、第三者の Web サイトへリンクし、第三者のコンテンツ、製品、サービスへアクセスす
ることがあります。オラクル社およびその関連会社は第三者の Web サイトで提供されるコンテンツについ
ては、一切の責任を負いかねます。当該コンテンツの利用は、お客様の責任になります。第三者の製品また
はサービスを購入する場合は、第三者と直接の取引となります。オラクル社およびその関連会社は、第三者
の製品およびサービスの品質、契約の履行（製品またはサービスの提供、保証義務を含む）に関しては責任
を負いかねます。また、第三者との取引により損失や損害が発生いたしましても、オラクル社およびその関
連会社は一切の責任を負いかねます。 



目次目次目次目次

はじめにはじめにはじめにはじめに ..........................................................................................................................................................................    vii

対象読者 ...................................................................................................................................................................     viii
ドキュメントのアクセシビリティについて .......................................................................................................     viii

関連ドキュメント ...................................................................................................................................................     viii
表記規則 .....................................................................................................................................................................     ix
サポートおよびサービス .........................................................................................................................................     ix

1  パフォーマンスの概要パフォーマンスの概要パフォーマンスの概要パフォーマンスの概要

Oracle Application Server パフォーマンスの概要パフォーマンスの概要パフォーマンスの概要パフォーマンスの概要 ..........................................................................................    1-2

パフォーマンスに関する用語 .......................................................................................................................    1-2

パフォーマンスのチューニングとはパフォーマンスのチューニングとはパフォーマンスのチューニングとはパフォーマンスのチューニングとは ...................................................................................................................    1-2

レスポンス時間 ...............................................................................................................................................    1-3

システム・スループット ...............................................................................................................................    1-3

待機時間 ...........................................................................................................................................................    1-4

重要なリソース ...............................................................................................................................................    1-4

過度の需要による影響 ...................................................................................................................................    1-5

問題解決のための調整 ...................................................................................................................................    1-6

パフォーマンス・ターゲットパフォーマンス・ターゲットパフォーマンス・ターゲットパフォーマンス・ターゲット ...............................................................................................................................    1-6
ユーザーの期待 ...............................................................................................................................................    1-6

パフォーマンス評価 .......................................................................................................................................    1-6

パフォーマンス管理の方法パフォーマンス管理の方法パフォーマンス管理の方法パフォーマンス管理の方法 ...................................................................................................................................    1-7

パフォーマンス改善の要因 ...........................................................................................................................    1-7

2  Oracle Application Server の監視の監視の監視の監視

Oracle Application Server 監視の概要監視の概要監視の概要監視の概要 ..............................................................................................................    2-2

Oracle Enterprise Manager 10g Application Server Control コンソール ..............................................    2-2

Oracle Application Server の組込みパフォーマンス・メトリック ........................................................    2-2

Oracle Application Server インスタンスの集中管理 ................................................................................    2-3

オペレーティング・システム固有のパフォーマンス・コマンド ...........................................................    2-4

ネットワーク・パフォーマンス監視ツール ...............................................................................................    2-4

Oracle Application Server の組込みパフォーマンス・メトリックの使用方法の組込みパフォーマンス・メトリックの使用方法の組込みパフォーマンス・メトリックの使用方法の組込みパフォーマンス・メトリックの使用方法 ..........................................    2-4
AggreSpy を使用したパフォーマンス・メトリックの表示 ....................................................................    2-5

dmstool を使用したパフォーマンス・メトリックの表示 .......................................................................    2-8

AggreSpy を使用したパフォーマンス・メトリックの表示（スタンドアロン OC4J の場合） ........    2-13

Windows システムにおける組込みパフォーマンス・メトリックの使用方法 ..................................    2-13
i



3  Oracle HTTP Server の監視の監視の監視の監視

Application Server Control コンソールを使用したコンソールを使用したコンソールを使用したコンソールを使用した Oracle HTTP Server の監視の監視の監視の監視 ......................................   3-2

Application Server Control コンソールを使用した Oracle HTTP Server の負荷の見積り ................   3-2

Application Server Control コンソールを使用した Oracle HTTP Server エラーの調査 ....................   3-5

Application Server Control コンソールを使用した Oracle HTTP Server の問題の分類 ....................   3-6

組込みパフォーマンス・メトリックを使用した組込みパフォーマンス・メトリックを使用した組込みパフォーマンス・メトリックを使用した組込みパフォーマンス・メトリックを使用した Oracle HTTP Server の監視の監視の監視の監視 ............................................   3-8

組込みメトリックを使用した Oracle HTTP Server の負荷の見積り .....................................................   3-9

組込みメトリックを使用した Oracle HTTP Server エラーの調査 ......................................................    3-12

組込みメトリックを使用した Oracle HTTP Server のパフォーマンス問題の分類 ..........................    3-13

4  OC4J の監視の監視の監視の監視

Application Server Control コンソールを使用したコンソールを使用したコンソールを使用したコンソールを使用した OC4J の監視の監視の監視の監視 .................................................................   4-2

Application Server Control コンソールを使用した OC4J インスタンスの監視 ...................................   4-2

Application Server Control コンソールを使用した J2EE アプリケーションの監視 ............................   4-4

組込みパフォーマンス・メトリックを使用した組込みパフォーマンス・メトリックを使用した組込みパフォーマンス・メトリックを使用した組込みパフォーマンス・メトリックを使用した OC4J の監視の監視の監視の監視 .......................................................................   4-7

5  Oracle HTTP Server の最適化の最適化の最適化の最適化

TCP チューニング・パラメータ（チューニング・パラメータ（チューニング・パラメータ（チューニング・パラメータ（UNIX）））） .........................................................................................................   5-2

Linux のチューニング ....................................................................................................................................   5-3

TCP パラメータの設定 ..................................................................................................................................   5-4

ネットワークのチューニング（ネットワークのチューニング（ネットワークのチューニング（ネットワークのチューニング（Windows）））） ........................................................................................................   5-7

ネットワークのチューニング（Windows 2000） .......................................................................................   5-7

ネットワークのチューニング（Windows 2003） .......................................................................................   5-7

ネットワークのチューニング（Windows XP） ..........................................................................................   5-8

Oracle HTTP Server ディレクティブの構成ディレクティブの構成ディレクティブの構成ディレクティブの構成 .....................................................................................................   5-8
MaxClients ディレクティブの構成 ...........................................................................................................    5-10

永続的な接続による httpd プロセスの可用性の低下 ............................................................................    5-10

ThreadsPerChild パラメータの構成（Windows） ..................................................................................    5-10

Oc4jCacheSize ディレクティブの構成 .....................................................................................................    5-11

Oracle HTTP Server のロギング・オプションのロギング・オプションのロギング・オプションのロギング・オプション ..............................................................................................    5-11
アクセス・ロギング ....................................................................................................................................    5-11

HostNameLookups ディレクティブの構成 ............................................................................................    5-11

エラーのロギング ........................................................................................................................................    5-12

Oracle HTTP Server のセキュリティ・パフォーマンスの考慮事項のセキュリティ・パフォーマンスの考慮事項のセキュリティ・パフォーマンスの考慮事項のセキュリティ・パフォーマンスの考慮事項 ..........................................................    5-12

Oracle HTTP Server における Secure Sockets Layer（SSL）のパフォーマンスに関する問題 .......    5-12

Oracle HTTP Server ポート・トンネリングのパフォーマンスに関する問題 ...................................    5-14

Oracle HTTP Server のパフォーマンスのヒントのパフォーマンスのヒントのパフォーマンスのヒントのパフォーマンスのヒント ..........................................................................................    5-14
静的リクエストと動的リクエストの比較 ................................................................................................    5-15

Oracle HTTP Server と OC4J サーバー間の時間差の分析 ....................................................................    5-15

不正確な結果の要因となる 1 つのデータに対する注意 ........................................................................    5-15

mod_oc4j のロード・バランシング・ポリシーの設定のロード・バランシング・ポリシーの設定のロード・バランシング・ポリシーの設定のロード・バランシング・ポリシーの設定 .................................................................................    5-16

mod_oc4j によるロード・バランシングの使用に関する簡単なサマリー ..........................................    5-16

mod_oc4j ロード・バランシングでのラウンド・ロビン・ポリシーおよび

ランダム・ポリシーの使用方法 ................................................................................................................    5-17

mod_oc4j ロード・バランシングでのローカル・アフィニティ・オプションの使用方法 ..............    5-17

mod_oc4j ロード・バランシングでの重み付けルーティング・オプションの使用方法 ..................    5-18

mod_oc4j を使用したロード・バランシングにおける推奨事項 ..........................................................    5-18
ii



6  OC4J でのでのでのでの J2EE アプリケーションの最適化アプリケーションの最適化アプリケーションの最適化アプリケーションの最適化

OC4J J2EE アプリケーション・パフォーマンスのクイック・スタートアプリケーション・パフォーマンスのクイック・スタートアプリケーション・パフォーマンスのクイック・スタートアプリケーション・パフォーマンスのクイック・スタート ......................................................    6-2

OC4J インスタンスの構成によるインスタンスの構成によるインスタンスの構成によるインスタンスの構成による J2EE アプリケーションのパフォーマンスの向上アプリケーションのパフォーマンスの向上アプリケーションのパフォーマンスの向上アプリケーションのパフォーマンスの向上 .................................    6-2
Java コマンドライン・オプションの設定（コマンドライン・オプションの設定（コマンドライン・オプションの設定（コマンドライン・オプションの設定（JVM とととと OC4J のパフォーマンス・オプションの使用）のパフォーマンス・オプションの使用）のパフォーマンス・オプションの使用）のパフォーマンス・オプションの使用） ......    6-3

OC4J プロセスの JVM ヒープ・サイズの設定 ..........................................................................................    6-3

OC4J プロセスの JVM サーバー・オプションの設定 ..............................................................................    6-5

OC4J プロセスの JVM AggressiveHeap オプションの設定 ....................................................................    6-5

OC4J プロセスの JVM スタック・サイズ・オプションの設定 ..............................................................    6-5

OC4J プロセスの JVM Permanent 世代オプションの設定 ......................................................................    6-6

OC4J DMS Sensor オプションの設定 ..........................................................................................................    6-6

OC4J JDBC DMS 文メトリック・オプションの設定 ................................................................................    6-7

OC4J 専用 RMI コンテキスト・オプションの設定 ...................................................................................    6-7

OC4J EJB ラッパー・クラスのコンパイル・モードの設定 .....................................................................    6-8

Application Server Control コンソールを使用した JVM コマンドライン・オプションの変更 ........    6-8

データ・ソースの設定データ・ソースの設定データ・ソースの設定データ・ソースの設定 - パフォーマンス問題パフォーマンス問題パフォーマンス問題パフォーマンス問題 ...................................................................................................    6-9
エミュレート化および非エミュレート化データ・ソース .....................................................................    6-10

 エミュレート化データ・ソースで指定された EJB 対応バージョンの場所の使用 ...........................    6-11

データ・ソースでの 大オープン接続数の設定 .....................................................................................    6-11

データ・ソースでの 小オープン接続数の設定 .....................................................................................    6-12

キャッシュされた接続の非アクティブ・タイムアウトをデータ・ソースで設定する .....................    6-13

データ・ソースでの空き接続待ちタイムアウトの設定 .........................................................................    6-13

データ・ソースでの接続再試行間隔の設定 .............................................................................................    6-13

データ・ソースでの 大接続試行回数の設定 .........................................................................................    6-14

データ・ソースの JDBC 文キャッシュ・サイズの設定 .........................................................................    6-14

CMP Entity Bean の JDBC プリフェッチ・サイズの設定 .....................................................................    6-14

Application Server Control を使用したデータ・ソース構成オプションの変更 ................................    6-14

server.xml 構成パラメータの設定構成パラメータの設定構成パラメータの設定構成パラメータの設定 .....................................................................................................................    6-16

server.xml での OC4J のトランザクション構成タイムアウトの設定 ..................................................    6-16

server.xml での OC4J タスク・マネージャの粒度の設定 ......................................................................    6-17

server.xml でのステートフル Session Bean の受動化のための OC4J オプションの設定 .................    6-17

OC4J での同時実行性の制限 ......................................................................................................................    6-17

Application Server Control コンソールを使用した server.xml 構成オプションの変更 ...................    6-18

Oracle Application Server でのサーブレット・パフォーマンスの向上でのサーブレット・パフォーマンスの向上でのサーブレット・パフォーマンスの向上でのサーブレット・パフォーマンスの向上 ....................................................    6-18
サーブレットの構成パラメータ変更によるパフォーマンスの向上 .....................................................    6-18

サーブレットのパフォーマンスのヒント .................................................................................................    6-19

Oracle Application Server でのでのでのでの JSP パフォーマンスの向上パフォーマンスの向上パフォーマンスの向上パフォーマンスの向上 ........................................................................    6-21
JSP の構成パラメータの変更によるパフォーマンスの向上 ..................................................................    6-22

JSP コードのチューニングによるパフォーマンスの向上 ......................................................................    6-24

Oracle Application Server でのでのでのでの EJB パフォーマンスの向上パフォーマンスの向上パフォーマンスの向上パフォーマンスの向上 .......................................................................    6-27

すべての EJB（MDB は除く）に適用される構成パラメータ ...............................................................    6-27

CMP Entity Bean の構成パラメータ .........................................................................................................    6-29

BMP Entity Bean の構成パラメータ ..........................................................................................................    6-33

Session Bean の構成パラメータ .................................................................................................................    6-34

Message-Driven Bean（MDB）のパラメータの構成 .............................................................................    6-39

Oracle Application Server でのでのでのでの Web サービス・パフォーマンスの向上サービス・パフォーマンスの向上サービス・パフォーマンスの向上サービス・パフォーマンスの向上 ..................................................    6-42

Web サービスの 初のリクエストの遅延の回避 ....................................................................................    6-43

Web サービスの型指定されたリクエストの使用 ....................................................................................    6-43
iii



Web サービスのステートフル・セッションのタイムアウトのチューニング ...................................    6-43

Oracle Application Server でのでのでのでの ADF パフォーマンスの向上パフォーマンスの向上パフォーマンスの向上パフォーマンスの向上 .....................................................................    6-43

適切なデプロイ構成の選択 ........................................................................................................................    6-43

スケーラビリティのためのアプリケーション・モジュール・プーリングの使用 ............................    6-44

カスタム・サブクラスを使用したグローバル・フレームワーク・コンポーネントの

カスタマイズの実行 ....................................................................................................................................    6-44

SQL-Only および Forward-Only ビュー・オブジェクトの使用（可能な場合） ................................    6-44

アプリケーション・モジュールの肥大化防止 ........................................................................................    6-44

適切なフェイルオーバー・モードの使用 ................................................................................................    6-45

メモリー量を抑えて多数の行をキャッシュするビュー行スピルオーバーの使用 ............................    6-45

バインド・パラメータの適切なスタイルの選択 ....................................................................................    6-45

設計時における問合せ条件の実装（可能な場合） ..................................................................................    6-45

適切な JDBC フェッチ・サイズの使用 ....................................................................................................    6-45

バッチ処理で使用されるビュー・オブジェクトのイベント・リスニングをオフにする ................    6-46

Oracle Application Server でのでのでのでの JAAS（（（（JAZN）パフォーマンスの向上）パフォーマンスの向上）パフォーマンスの向上）パフォーマンスの向上 ..................................................    6-46

XML プロバイダでの JAZN パフォーマンスの向上 ..............................................................................    6-46

LDAP プロバイダ（Oracle Internet Directory）での JAZN パフォーマンスの向上 .......................    6-46

JAZN プロバイダの構成 .............................................................................................................................    6-47

JAZN パフォーマンスの推奨事項 .............................................................................................................    6-48

Toplink のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報 ........................................................................................................................    6-48

複数の複数の複数の複数の OC4J の使用、接続の制限およびロード・バランシングの使用、接続の制限およびロード・バランシングの使用、接続の制限およびロード・バランシングの使用、接続の制限およびロード・バランシング ................................................................    6-48
複数の OC4J プロセスの構成 .....................................................................................................................    6-49

アプリケーションのロード・バランシング ............................................................................................    6-50

接続の制限 ....................................................................................................................................................    6-52

複数の OC4J での複製の制御 .....................................................................................................................    6-53

J2EE アプリケーションのデプロイに対するパフォーマンスの考慮事項アプリケーションのデプロイに対するパフォーマンスの考慮事項アプリケーションのデプロイに対するパフォーマンスの考慮事項アプリケーションのデプロイに対するパフォーマンスの考慮事項 ...................................................    6-54
アプリケーション開発フェーズ中のデプロイ・パフォーマンス ........................................................    6-54

テストおよび本番フェーズ中のデプロイ・パフォーマンス ................................................................    6-55

7  OracleAS Web Cache の最適化の最適化の最適化の最適化

OracleAS Web Cache でのでのでのでの 2CPU の使用の使用の使用の使用 ...........................................................................................................   7-2

OracleAS Web Cache の十分なメモリーの構成の十分なメモリーの構成の十分なメモリーの構成の十分なメモリーの構成 ...............................................................................................   7-2
十分なネットワーク帯域幅の確保十分なネットワーク帯域幅の確保十分なネットワーク帯域幅の確保十分なネットワーク帯域幅の確保 .......................................................................................................................   7-5

適切なネットワーク接続数の設定適切なネットワーク接続数の設定適切なネットワーク接続数の設定適切なネットワーク接続数の設定 .......................................................................................................................   7-5
UNIX プラットフォームでの接続 ................................................................................................................   7-6

Windows での接続 .........................................................................................................................................   7-6

ネットワーク関連のパラメータのチューニングネットワーク関連のパラメータのチューニングネットワーク関連のパラメータのチューニングネットワーク関連のパラメータのチューニング ...............................................................................................   7-7
キャッシュ・ヒット率の増加キャッシュ・ヒット率の増加キャッシュ・ヒット率の増加キャッシュ・ヒット率の増加 ...............................................................................................................................   7-8

レスポンス時間を 適にするためのレスポンス時間を 適にするためのレスポンス時間を 適にするためのレスポンス時間を 適にするための Web アプリケーション・サーバーとアプリケーション・サーバーとアプリケーション・サーバーとアプリケーション・サーバーと
Web キャッシュ設定の確認キャッシュ設定の確認キャッシュ設定の確認キャッシュ設定の確認 ...............................................................................................................................    7-10

8  PL/SQL のパフォーマンスの最適化のパフォーマンスの最適化のパフォーマンスの最適化のパフォーマンスの最適化

9  アプリケーションへのアプリケーションへのアプリケーションへのアプリケーションへの DMS のインストルメントのインストルメントのインストルメントのインストルメント  
DMS パフォーマンス・メトリックについてパフォーマンス・メトリックについてパフォーマンス・メトリックについてパフォーマンス・メトリックについて ....................................................................................................   9-2

アプリケーションへの DMS メトリックのインストルメント ................................................................   9-2

DMS メトリックの監視 .................................................................................................................................   9-2
iv



DMS 用語の説明（Noun および Sensor） ...................................................................................................    9-3

DMS ネーミング規則 .....................................................................................................................................    9-6

DMS インストルメントのインストルメントのインストルメントのインストルメントの Java アプリケーションへの追加アプリケーションへの追加アプリケーションへの追加アプリケーションへの追加 ..........................................................................    9-8

DMS import のインクルード ........................................................................................................................    9-8

パフォーマンス・データの編成 ...................................................................................................................    9-9

タイミングを計測するメトリックの定義と使用 .......................................................................................    9-9

カウントを計測するメトリックの定義と使用 .........................................................................................    9-11

状態情報を記録するメトリックの定義と使用（State Sensor） .............................................................    9-12

DMS メトリックを使用したアプリケーションの検証とテストメトリックを使用したアプリケーションの検証とテストメトリックを使用したアプリケーションの検証とテストメトリックを使用したアプリケーションの検証とテスト ..................................................................    9-13
DMS メトリックの検証 ...............................................................................................................................    9-13

DMS メトリックの効率性のテスト ...........................................................................................................    9-14

DMS のセキュリティの考慮事項のセキュリティの考慮事項のセキュリティの考慮事項のセキュリティの考慮事項 ......................................................................................................................    9-14

DMS Sensor Weight を使用した条件付きインストルメントを使用した条件付きインストルメントを使用した条件付きインストルメントを使用した条件付きインストルメント ......................................................................    9-14

DMS メトリックのファイルへのダンプメトリックのファイルへのダンプメトリックのファイルへのダンプメトリックのファイルへのダンプ ..........................................................................................................    9-15
Sensor のリセットと破棄のリセットと破棄のリセットと破棄のリセットと破棄 ...................................................................................................................................    9-15

DMS コーディングの推奨事項コーディングの推奨事項コーディングの推奨事項コーディングの推奨事項 ..........................................................................................................................    9-16
PhaseEvent メトリックを使用した、過負荷な時間隔の分離 ...............................................................    9-16

DMS の精度を上げるための高分解能クロックの使用の精度を上げるための高分解能クロックの使用の精度を上げるための高分解能クロックの使用の精度を上げるための高分解能クロックの使用 ..................................................................................    9-17

OC4J（Java）での時間のレポートのための DMS クロックの構成 .....................................................    9-17

Oracle HTTP Server での時間のレポートのための DMS クロックの構成 .........................................    9-19

10 データベース・チューニングの考慮事項データベース・チューニングの考慮事項データベース・チューニングの考慮事項データベース・チューニングの考慮事項

init.ora データベース・パラメータのチューニングデータベース・パラメータのチューニングデータベース・パラメータのチューニングデータベース・パラメータのチューニング ......................................................................................    10-2

REDO ログの配置場所のチューニングとサイズ設定ログの配置場所のチューニングとサイズ設定ログの配置場所のチューニングとサイズ設定ログの配置場所のチューニングとサイズ設定 ....................................................................................    10-3

A パフォーマンス・メトリックパフォーマンス・メトリックパフォーマンス・メトリックパフォーマンス・メトリック

Oracle HTTP Server メトリックメトリックメトリックメトリック .........................................................................................................................   A-2

Oracle HTTP Server 子サーバー・メトリック ..........................................................................................   A-3

Oracle HTTP Server レスポンス・メトリック ..........................................................................................   A-3

Oracle HTTP Server 仮想ホスト・メトリック ..........................................................................................   A-3

集計モジュール・メトリック .......................................................................................................................   A-3

HTTP サーバー・モジュール・メトリック ...............................................................................................   A-4

Oracle HTTP Server mod_oc4j メトリック ................................................................................................   A-4

JVM メトリックメトリックメトリックメトリック .....................................................................................................................................................   A-6

JVM プロパティ・メトリック ......................................................................................................................   A-6

JDBC メトリックメトリックメトリックメトリック ...................................................................................................................................................   A-7
JDBC ドライバ・メトリック ........................................................................................................................   A-7

JDBC データ・ソース・メトリック ............................................................................................................   A-7

JDBC ドライバ固有の接続メトリック ........................................................................................................   A-8

JDBC データ・ソースに固有の接続メトリック ........................................................................................   A-8

JDBC 接続ソース・メトリック ....................................................................................................................   A-9

JDBC ドライバ文メトリック ........................................................................................................................   A-9

JDBC データ・ソース文メトリック .........................................................................................................    A-10

OC4J メトリックメトリックメトリックメトリック .................................................................................................................................................    A-10

Web モジュール・メトリック ...................................................................................................................    A-11

Web コンテキスト・メトリック ...............................................................................................................    A-12

OC4J サーブレット・メトリック .............................................................................................................    A-12
v



OC4J JSP メトリック ...................................................................................................................................    A-13

OC4J EJB メトリック ...................................................................................................................................    A-14

OC4J OPMN 情報メトリック ....................................................................................................................    A-15

OC4J JMS メトリックメトリックメトリックメトリック ........................................................................................................................................    A-16
JMS メトリック表 ........................................................................................................................................    A-16

JMS 統計メトリック表 ................................................................................................................................    A-17

JMS リクエスト・ハンドラの統計 ............................................................................................................    A-18

JMS コネクションの統計 ............................................................................................................................    A-18

JMS セッションの統計 ................................................................................................................................    A-19

JMS メッセージ・プロデューサの統計 ....................................................................................................    A-19

JMS メッセージ・ブラウザの統計 ............................................................................................................    A-20

JMS メッセージ・コンシューマの統計 ....................................................................................................    A-20

JMS 永続サブスクリプションの統計 ........................................................................................................    A-21

JMS 宛先の統計 ............................................................................................................................................    A-21

一時 JMS 宛先の統計 ...................................................................................................................................    A-21

JMS ストアの統計 ........................................................................................................................................    A-22

JMS の永続性の統計 ....................................................................................................................................    A-22

OC4J タスク・マネージャのメトリックタスク・マネージャのメトリックタスク・マネージャのメトリックタスク・マネージャのメトリック .........................................................................................................    A-23

mod_plsql メトリックメトリックメトリックメトリック ........................................................................................................................................    A-24
Portal メトリックメトリックメトリックメトリック ................................................................................................................................................    A-27

Oracle Process Manager and Notification Server メトリックメトリックメトリックメトリック ...................................................................    A-36
OPMN_PM メトリック表 ..........................................................................................................................    A-36

OPMN_HOST_STATISTICS メトリック表 .............................................................................................    A-37

OPMN_IAS_INSTANCE メトリック表 ...................................................................................................    A-37

OPMN_IAS_COMPONENT メトリック .................................................................................................    A-37

OPMN ONS メトリック .............................................................................................................................    A-39

Discoverer メトリックメトリックメトリックメトリック .......................................................................................................................................    A-40

DMS 内部メトリック内部メトリック内部メトリック内部メトリック .........................................................................................................................................    A-40

B コンポーネント・パフォーマンスのリンクコンポーネント・パフォーマンスのリンクコンポーネント・パフォーマンスのリンクコンポーネント・パフォーマンスのリンク   
Oracle Application Server Toplink のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報 ..........................................................................    B-2

Oracle Application Server Portal のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報 ..............................................................................    B-2
Oracle Business Intelligence Discoverer のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報 ................................................................    B-2

Oracle Application Server Wireless のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報 .........................................................................    B-2

Oracle Application Server Forms Services のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報 .............................................................    B-2
Oracle Application Server Reports Services のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報 ..........................................................    B-2

索引索引索引索引
vi



はじめにはじめにはじめにはじめに

このガイドでは、Oracle Application Server 環境におけるパフォーマンスの監視と 適化の方
法、複数のコンポーネントを使用する際のパフォーマンス 適化の方法、およびパフォーマン
スの高いアプリケーションの作成方法について説明します。

「はじめに」の項目は次のとおりです。

� 対象読者

� ドキュメントのアクセシビリティについて

� 関連ドキュメント

� 表記規則

� サポートおよびサービス
vii



対象読者対象読者対象読者対象読者
『Oracle Application Server パフォーマンス・ガイド』では、対象読者としてインターネット・
アプリケーション開発者、Oracle Application Server 管理者、データベース管理者および Web
マスターを想定しています。

ドキュメントのアクセシビリティについてドキュメントのアクセシビリティについてドキュメントのアクセシビリティについてドキュメントのアクセシビリティについて
オラクル社は、障害のあるお客様にもオラクル社の製品、サービスおよびサポート・ドキュメ
ントを簡単にご利用いただけることを目標としています。オラクル社のドキュメントには、
ユーザーが障害支援技術を使用して情報を利用できる機能が組み込まれています。HTML 形式
のドキュメントで用意されており、障害のあるお客様が簡単にアクセスできるようにマーク
アップされています。標準規格は改善されつつあります。オラクル社はドキュメントをすべて
のお客様がご利用できるように、市場をリードする他の技術ベンダーと積極的に連携して技術
的な問題に対応しています。オラクル社のアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle 
Accessibility Program の Web サイト http://www.oracle.com/accessibility/を参照し
てください。

ドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについてドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについてドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについてドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについて

スクリーン・リーダーは、ドキュメント内のサンプル・コードを正確に読めない場合がありま
す。コード表記規則では閉じ括弧だけを行に記述する必要があります。しかし JAWS は括弧だ
けの行を読まない場合があります。

外部外部外部外部 Web サイトのドキュメントのアクセシビリティについてサイトのドキュメントのアクセシビリティについてサイトのドキュメントのアクセシビリティについてサイトのドキュメントのアクセシビリティについて

このドキュメントにはオラクル社およびその関連会社が所有または管理しない Web サイトへの
リンクが含まれている場合があります。オラクル社およびその関連会社は、それらの Web サイ
トのアクセシビリティに関しての評価や言及は行っておりません。

関連ドキュメント関連ドキュメント関連ドキュメント関連ドキュメント
詳細は、次の Oracle ドキュメントを参照してください。

� 『Oracle Application Server 概要』

� 『Oracle Application Server 管理者ガイド』

� 『Oracle Application Server セキュリティ・ガイド』

� 『Oracle HTTP Server 管理者ガイド』

� 『Oracle Application Server Containers for J2EE ユーザーズ・ガイド』

� 『Oracle Application Server Web Cache 管理者ガイド』

� 『Oracle Application Server Containers for J2EE Enterprise JavaBeans 開発者ガイド』

� 『Oracle Application Server Containers for J2EE サーブレット開発者ガイド』

� 『Oracle Application Server Containers for J2EE JSP タグ・ライブラリおよびユーティリ
ティ・リファレンス』

� 『Oracle Database パフォーマンス・チューニング・ガイド』

� 『Oracle Application Server PL/SQL Web Toolkit リファレンス』
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表記規則表記規則表記規則表記規則
本文では、次の表記規則を使用します。

サポートおよびサービスサポートおよびサービスサポートおよびサービスサポートおよびサービス
次の各項に、各サービスに接続するための URL を記載します。 

オラクル社カスタマ・サポート・センターオラクル社カスタマ・サポート・センターオラクル社カスタマ・サポート・センターオラクル社カスタマ・サポート・センター
オラクル製品サポートの購入方法、およびオラクル社カスタマ・サポート・センターへの連絡
方法の詳細は、次の URL を参照してください。 

http://www.oracle.co.jp/support/

製品マニュアル製品マニュアル製品マニュアル製品マニュアル
製品のマニュアルは、次の URL にあります。 

http://otn.oracle.co.jp/document/

研修およびトレーニング研修およびトレーニング研修およびトレーニング研修およびトレーニング
研修に関する情報とスケジュールは、次の URL で入手できます。 

http://www.oracle.co.jp/education/

その他の情報その他の情報その他の情報その他の情報
オラクル製品やサービスに関するその他の情報については、次の URL から参照してください。 

http://www.oracle.co.jp 
http://otn.oracle.co.jp 

規則規則規則規則 意味意味意味意味

太字太字太字太字 太字は、操作に関連するグラフィカル・ユーザー・インタフェース要素、
または本文中で定義されている用語および用語集に記載されている用語を
示します。

イタリック イタリックは、特定の値を指定するプレースホルダ変数を示します。

固定幅フォント 固定幅フォントは、パラグラフ内のコマンド、URL、例に記載されている

コード、画面に表示されるテキスト、または入力するテキストを示します。

注意注意注意注意 : ドキュメント内に記載されている URL や参照ドキュメントには、
Oracle Corporation が提供する英語の情報も含まれています。日本語版の情
報については、前述の URL を参照してください。
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パフォーマンスの
1

パフォーマンスの概要パフォーマンスの概要パフォーマンスの概要パフォーマンスの概要

この章では、Oracle Application Server のパフォーマンスとチューニングの概要を説明します。

この章には、次の項が含まれています。

� Oracle Application Server パフォーマンスの概要

� パフォーマンスのチューニングとは

� パフォーマンス・ターゲット

� パフォーマンス管理の方法

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  『Oracle Application Server 概要』
概要 1-1



Oracle Application Server パフォーマンスの概要
Oracle Application Server パフォーマンスの概要パフォーマンスの概要パフォーマンスの概要パフォーマンスの概要
Oracle Application Server のパフォーマンスを 大限に発揮するには、すべてのコンポーネン
トの監視、分析およびチューニングが必要です。この章では、パフォーマンス監視に使用する
ツールと、Oracle HTTP Server、Oracle Application Server Containers for J2EE（OC4J）などの
Oracle Application Server コンポーネントのパフォーマンスを 適化するテクニックについて
説明します。

パフォーマンスに関する用語パフォーマンスに関する用語パフォーマンスに関する用語パフォーマンスに関する用語
次に、このマニュアルで使用されているパフォーマンスに関する用語を示します。

同時実行性同時実行性同時実行性同時実行性 複数のリクエストを同時に処理する能力。同時実行性メカニズムの例には、ス
レッドおよびプロセスがあります。

競合競合競合競合 リソースの競合。

ハッシュハッシュハッシュハッシュ アルゴリズムを使用してテキスト文字列から生成された数値。通常、ハッシュ値は
テキストに比べてかなり小さくなります。ハッシュ数値は、セキュリティ、およびデータへの
高速なアクセスの目的で使用されます。

待ち時間待ち時間待ち時間待ち時間 全体のタスクを完了するために、あるシステム・コンポーネントが別のコンポーネ
ントを待機している時間。待ち時間は、無駄な時間として定義できます。ネットワークのコン
テキストでは、待ち時間はパケットのソースから宛先への移動時間として定義されます。

レスポンス時間レスポンス時間レスポンス時間レスポンス時間 リクエストの送信からレスポンスの受信までの時間。

スケーラビリティスケーラビリティスケーラビリティスケーラビリティ ハードウェア・リソースに十分な余裕さえあれば、これに応じたスルー
プットを発揮するシステムの能力。スケーラブルなシステムとは、レスポンス時間およびスススス
ループットループットループットループットに悪影響を与えずに、増加したリクエストの処理が可能なシステムです。

サービス時間サービス時間サービス時間サービス時間 リクエストの受信から、そのリクエストに対するレスポンスの完了までの時間。

思考時間思考時間思考時間思考時間 ユーザーが実際にプロセッサを使用していない時間。

スループットスループットスループットスループット 単位時間当たりに処理されるリクエスト数。

待機時間待機時間待機時間待機時間 リクエストの送信からリクエストの開始までの時間。

パフォーマンスのチューニングとはパフォーマンスのチューニングとはパフォーマンスのチューニングとはパフォーマンスのチューニングとは
パフォーマンスは、事前に設定しておく必要があります。アプリケーションの分析および設計
中にパフォーマンス要件を予測し、 適なパフォーマンスのコストと利益を考慮する必要があ
ります。この項では、次のような基本概念について説明します。

� レスポンス時間

� システム・スループット

� 待機時間

� 重要なリソース

� 過度の需要による影響

� 問題解決のための調整

関連項目関連項目関連項目関連項目 : パフォーマンス要件、およびチューニングするシステム部分
の判断方法は、1-6 ページの「パフォーマンス・ターゲット」を参照して
ください。
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パフォーマンスのチューニングとは
レスポンス時間レスポンス時間レスポンス時間レスポンス時間
レスポンス時間レスポンス時間レスポンス時間レスポンス時間は、サービス時間サービス時間サービス時間サービス時間と待機時間待機時間待機時間待機時間の合計であるため、次の方法でパフォーマンスを
向上できます。

� 待機時間待機時間待機時間待機時間を削減する。

� サービス時間サービス時間サービス時間サービス時間を削減する。

図 1-1 に、1 つのリソースに対して 10 個の順次タスクが時間の経過に沿って競合している状態
を示します。

図図図図 1-1 個別タスクの順次処理個別タスクの順次処理個別タスクの順次処理個別タスクの順次処理

図 1-1 で示す例では、タスク 1 のみが待機時間なしで実行されます。タスク 2 はタスク 1 が完
了するまで待機し、タスク 3 はタスク 1 と 2 が完了するまで待機する必要があります。他のタ
スクについても同様です。この図では各タスクの大きさは同じですが、実際のタスクのサイズ
はそれぞれ異なります。

複数のリソースを使用したパラレル処理の場合、より多くのリソースをタスクに割り当てるこ
とができます。各タスクは専用のリソースを使用してすぐに実行され、待機時間待機時間待機時間待機時間が発生しませ
ん。

Oracle HTTP Server では、このように、クライアントのリクエストを使用可能な httpdプロセ
スに割り当てて処理します。MaxClientsディレクティブにより、クライアントのリクエスト
を同時に処理可能な httpdプロセス数の上限を指定します。使用中のプロセス数が
MaxClients値に達すると、リクエストが完了して、プロセスが解放されるまで、サーバーで
は接続が拒否されます。

システム・スループットシステム・スループットシステム・スループットシステム・スループット
システム・スループットスループットスループットスループットは、一定時間内に完了する処理量です。スループットスループットスループットスループットは、次の方法で
増加できます。

� サービス時間を削減する。

� 不足しているリソースを増加することにより、全体のレスポンス時間レスポンス時間レスポンス時間レスポンス時間を削減する。たとえ
ば、システムが CPU の限界に達している場合、CPU リソースを追加することでパフォー
マンスを改善できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 5 章「Oracle HTTP Server の 適化」
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パフォーマンスのチューニングとは
待機時間待機時間待機時間待機時間
1 つのタスクのサービス時間サービス時間サービス時間サービス時間が同じ場合でも、競合競合競合競合が増加すると待機時間待機時間待機時間待機時間は長くなります。1 秒
を要するサービスを多数のユーザーが待っている場合、10 番目のユーザーは 9 秒間待機する必
要があります。図 1-2 に、待機時間待機時間待機時間待機時間とリソースに対する競合競合競合競合の関係を示します。この図のグラ
フは、リソースの競合が増加するに連れて、待機時間が指数関数的に増加することを示してい
ます。

図図図図 1-2 リソースに対する競合の増加による待機時間の増加リソースに対する競合の増加による待機時間の増加リソースに対する競合の増加による待機時間の増加リソースに対する競合の増加による待機時間の増加

重要なリソース重要なリソース重要なリソース重要なリソース
CPU、メモリー、I/O 容量およびネットワーク帯域幅などのリソースは、サービス時間サービス時間サービス時間サービス時間短縮の
重要な要素となります。リソースを増加すると、スループットスループットスループットスループットが増加し、レスポンス時間レスポンス時間レスポンス時間レスポンス時間も短
縮できます。パフォーマンスは次の要因に依存します。

� 使用可能なリソースの量

� リソースを必要とするクライアントの数

� リソースに対するクライアントの待機時間

� クライアントがリソースを保持する時間

図 1-3 に、サービスの完了までにかかる時間と需用率との関係を示します。この図のグラフは、
リクエストの単位数が増加するに連れて、サービスにかかる時間が増加していることを示して
います。
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パフォーマンスのチューニングとは
図図図図 1-3 サービス完了までの時間と需用率サービス完了までの時間と需用率サービス完了までの時間と需用率サービス完了までの時間と需用率

この状況を解消するには、2 つの方法があります。

� 許容範囲のレスポンス時間を維持するために需用率を制限する。

� リソースを追加する。

過度の需要による影響過度の需要による影響過度の需要による影響過度の需要による影響
過度の需要により、レスポンス時間レスポンス時間レスポンス時間レスポンス時間が増加し、スループットスループットスループットスループットが減少します。この様子を図 1-4
のグラフに示します。

図図図図 1-4 需要の増加とスループットの減少需要の増加とスループットの減少需要の増加とスループットの減少需要の増加とスループットの減少

需用率がスループットスループットスループットスループットの限界を超えた場合、監視によって、どのリソースが使い果たされてし
まったかを判断し、可能であれば、そのリソースを増加します。
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パフォーマンス・ターゲット
問題解決のための調整問題解決のための調整問題解決のための調整問題解決のための調整
パフォーマンスに関する問題は、次のような調整により解決できます。

� 単位消費

リクエスト当たりのリソース（CPU、メモリー）の消費の削減により、パフォーマンスを
改善できます。これは、プーリングおよびキャッシングにより実現できます。

� 機能面での需要

問題によっては、処理のスケジュールを変更したり、処理を分散しなおすことによって解
決できます。

� 容量

リソース（CPU など）の増加や再割当てによって問題を解決できる場合があります。

パフォーマンス・ターゲットパフォーマンス・ターゲットパフォーマンス・ターゲットパフォーマンス・ターゲット
システムを設計する場合もメンテナンスを行う場合も、 適化の手段および対象を判断できる
よう、具体的なパフォーマンス目標を設定する必要があります。特定の目標を持たずにパラ
メータを変更すると、目立った効果もなくシステムのチューニングに余分な時間を費やすこと
になります。

具体的なパフォーマンス目標の例として、注文入力のレスポンス時間レスポンス時間レスポンス時間レスポンス時間を 3 秒以内にする、など
があります。アプリケーションがその目標を達成できない場合、原因（たとえば I/O 競合競合競合競合な
ど）を識別して対処します。開発中にアプリケーションをテストして、設計時に設定されたパ
フォーマンス目標を達成できるかどうかを調べます。

通常、チューニングには他の面とのトレード・オフが発生します。ボトルネックを判断できた
ら、目標を達成するために、他の部分のパフォーマンスを変更する必要がある場合もあります。
たとえば、I/O が問題である場合、メモリーまたはディスクの購入が必要な場合があります。
購入できない場合は、目標のパフォーマンスを得るためにシステムの同時実行性同時実行性同時実行性同時実行性を制限する必
要があります。ただし、パフォーマンスの目標が明確に定まっていれば、何が も重要かがわ
かっているため、パフォーマンス向上のために何を犠牲にするかの判断が容易になります。

ユーザーの期待ユーザーの期待ユーザーの期待ユーザーの期待
アプリケーション開発者、データベース管理者およびシステム管理者は、ユーザーが期待して
いるパフォーマンスを、注意しながら適切に設定する必要があります。システムが特に複雑な
処理を行っている場合は、単純な処理を行っている場合よりもレスポンス時間レスポンス時間レスポンス時間レスポンス時間が長くなる可能
性があります。どの処理に時間がかかるかを明確にユーザーに知らせる必要があります。

パフォーマンス評価パフォーマンス評価パフォーマンス評価パフォーマンス評価
パフォーマンス目標を明確に定めると、パフォーマンスのチューニングが成功したかどうか、
容易に判断できます。チューニングの成功を左右するのは、ユーザー・コミュニティに対して
設定した機能面での目標、基準が満たされたかどうかを判断する能力、そして例外事項を解決
するための対策を講じる能力です。

常にパフォーマンスを監視することにより、十分にチューニングされたシステムを維持できま
す。アプリケーションのパフォーマンスの履歴を記録することにより、有効な比較が可能とな
ります。様々な大きさの負荷に関する実際のリソース消費データを使用して、客観的なスケースケースケースケー
ラビリティラビリティラビリティラビリティの調査を行うことにより、予期される負荷のボリュームに合せたリソース要件を予
測できます。
1-6　Oracle Application Server パフォーマンス・ガイド



パフォーマンス管理の方法
パフォーマンス管理の方法パフォーマンス管理の方法パフォーマンス管理の方法パフォーマンス管理の方法
システムの 適効率を実現するためには、計画、監視および定期的な調整が必要です。パ
フォーマンス・チューニングの 初のステップは、目標を決定し、使用可能なテクノロジを効
率的にアプリケーションに使用するよう設計することです。システムの実装後は、システムの
監視と調整を定期的に行う必要があります。たとえば、ユーザーの 90% についてレスポンス時レスポンス時レスポンス時レスポンス時
間間間間が 5 秒以下であり、全ユーザーについても 大で 20 秒以下のレスポンス時間レスポンス時間レスポンス時間レスポンス時間であるといった
ことを確認するとします。通常、これは簡単なことではありません。アプリケーションには、
それぞれ特徴および許容できるレスポンス時間が異なる様々な処理が含まれます。それぞれの
アプリケーションに対し、適切な目標を設定する必要があります。

また、負荷の変動も判別する必要があります。たとえば、図 1-5 のグラフに示すように、ユー
ザーはシステムに午前 9 時から 10 時に集中的にアクセスし、再び午後 1 時から 2 時に集中的に
アクセスする場合があります。毎日あるいは毎週など、定期的に負荷のピークが発生する場合、
一般的には負荷のピーク時の要件に合せてシステムを構成し、チューニングします。ピーク時
以外にアプリケーションにアクセスするユーザーに対するレスポンス時間レスポンス時間レスポンス時間レスポンス時間は、ピーク時のユー
ザーの場合よりも短くなります。負荷のピークが頻繁に発生しない場合は、少ないハードウェ
ア構成でコストを抑えるために、負荷のピーク時にはレスポンス時間レスポンス時間レスポンス時間レスポンス時間が長くても我慢すること
も考えられます。

図図図図 1-5 容量と機能面での需要の調整容量と機能面での需要の調整容量と機能面での需要の調整容量と機能面での需要の調整

パフォーマンス改善の要因パフォーマンス改善の要因パフォーマンス改善の要因パフォーマンス改善の要因
パフォーマンスは、様々な領域にまたがっています。

� サイズ設定と構成 : パフォーマンス目標をサポートするために必要なハードウェアのタイプ
の判断

� パラメータのチューニング : アプリケーションの 高のパフォーマンスを実現するための、
構成可能なパラメータの設定

� パフォーマンスの監視 : アプリケーションが使用しているハードウェア・リソースおよび
ユーザーが費やしているレスポンス時間レスポンス時間レスポンス時間レスポンス時間の判断

� トラブルシューティング : アプリケーションが過度にハードウェア・リソースを使用してい
たり、レスポンス時間レスポンス時間レスポンス時間レスポンス時間が目標よりも長い場合の理由の診断
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Oracle Application Server の監視の監視の監視の監視

この章では、Oracle Application Server とそのコンポーネントのパフォーマンス監視方法につ
いて説明します。Oracle Application Server を監視し、パフォーマンス・データを取得すると、
システムのチューニング、およびパフォーマンスに問題のあるアプリケーションのデバッグが
容易になります。

この章には、次の項目が含まれています。

� Oracle Application Server 監視の概要

� Oracle Application Server の組込みパフォーマンス・メトリックの使用方法
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Oracle Application Server 監視の概要
Oracle Application Server 監視の概要監視の概要監視の概要監視の概要
この項では、パフォーマンスの監視に利用できる Oracle Application Server ツールの使用方法
について説明します。次の中の 1 つまたは複数のツールを使用して、サーバーとそのコンポー
ネントの監視が可能になります。

� Oracle Enterprise Manager 10g Application Server Control コンソール

� Oracle Application Server の組込みパフォーマンス・メトリック

� Oracle Application Server インスタンスの集中管理

� オペレーティング・システム固有のパフォーマンス・コマンド

� ネットワーク・パフォーマンス監視ツール

Oracle Enterprise Manager 10g Application Server Control コンソールコンソールコンソールコンソール
Oracle Enterprise Manager 10g Application Server Control コンソール（Application Server 
Control コンソール）を使用して、Oracle Application Server とそのコンポーネントを監視でき
ます。Application Server Control コンソールでは、次のような Oracle Application Server コン
ポーネントのパフォーマンス・メトリックが表示されます。

� Oracle HTTP Server（OHS）

� Oracle Application Server Containers for J2EE（OC4J）および OC4J 下で稼動するアプリ
ケーション

� Oracle Application Server Web Cache

� Oracle Application Server Portal (OracleAS Portal)

Application Server Control コンソールを使用すると、Application Server Control コンソールの
「すべてのメトリック」ページにパフォーマンス・メトリックや他のステータス情報を表示する
こともできます。

Oracle Application Server の組込みパフォーマンス・メトリックの組込みパフォーマンス・メトリックの組込みパフォーマンス・メトリックの組込みパフォーマンス・メトリック
Oracle Application Server は自動的にランタイム・パフォーマンスを測定し、子サーバーを含
めた Oracle HTTP Server および Oracle Application Server Containers for J2EE（OC4J）サー
バーのメトリックを収集します。サーバーのパフォーマンス・メトリックは、Oracle 
Application Server コンポーネントの実装に組み込まれたパフォーマンス・インストルメントを
使用して、自動的かつ連続的に測定されます。パフォーマンス・メトリックは自動的に使用可
能になります。パフォーマンス・メトリックを収集するためにオプションを設定したり、追加
の構成を行う必要はありません（パフォーマンス上の理由から、JDBC メトリックはオプショ
ンを設定して有効化します）。

Oracle HTTP Server のパフォーマンス・メトリックでは次のことが可能です。

� Oracle HTTP Server のリクエスト処理における重要なフェーズ期間中の監視。

� Oracle HTTP Server リクエストに関するステータス情報の収集。たとえば、任意の瞬間の
リクエスト処理数を監視できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle Application Server 管理者ガイド』

� Application Server Control コンソールの「すべてのメトリック」ペー
ジに表示される情報の使用方法については、『Oracle Application 
Server 管理者ガイド』を参照してください。

� 『Oracle Application Server Portal 構成ガイド』
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OC4J パフォーマンス・メトリックでは、J2EE コンテナのパフォーマンス監視のほか、次のこ
とを実行可能です。

� アクティブなサーブレット、JSP、EJB および EJB メソッドの数の監視

� 各サーブレット、JSP、EJB または EJB メソッドの処理時間の監視

� サーブレット、JSP、EJB または EJB メソッドに関連するセッションと JDBC 接続の監視

� OC4J JMS のイベントとステータスの監視

Oracle Application Server コンポーネントのトラブルシューティングにパフォーマンス・メト
リックを使用して、ボトルネックの発見、リソースの可用性に関する問題特定、あるいはコン
ポーネントのスループットやレスポンス時間の改善に役立てることができます。

Oracle Application Server インスタンスの集中管理インスタンスの集中管理インスタンスの集中管理インスタンスの集中管理
Application Server Control コンソールでは、Application Server とそのコンポーネントをスタ
ンドアロンで管理できますが、Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control コンソールを使用
すると、複数の Application Server Control コンソールではなく、1 つのツールですべての
Application Server を集中管理できます。たとえば、10 個の Application Server が 5 つのホスト
に配置されているとします。各ホストに管理エージェントを配置すると、Enterprise Manager
がそれらのホスト上にある Application Server を自動的に検出して、デフォルトの監視レベル、
通知ルールを使用した監視を自動的に開始します。

Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control コンソールの Application Server ホーム・ページ
では、アプリケーション・サーバー管理者が必要とする次の重要な情報に簡単にアクセスでき
ます。

� Oracle Application Server コンポーネントのホーム・ページへのリンク

� アプリケーション・サーバーのステータス、レスポンス速度およびパフォーマンス・デー
タ

� 問題の特定と解決を迅速に行えるようにする、ドリルダウン可能なアラートや診断

� アプリケーション・サーバーとそのコンポーネントのリソース使用率

� すべての Java 2 Platform, Enterprise Edition（J2EE）アプリケーションおよび Web サービ
スを表示する単一のビュー

� コンポーネントの起動と停止、構成の変更、およびアプリケーションのデプロイなどの管
理作業を行える Application Server Control コンソールへのリンク

注意注意注意注意 : コマンドを使用して、スクリプトの組込みメトリックを利用した
り、他の監視ツールと連動して、パフォーマンス・データの収集またはア
プリケーション・パフォーマンスのチェックを行うことができます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 2-4 ページの「Oracle Application Server の組込みパフォーマンス・メ
トリックの使用方法」

� 付録 A「パフォーマンス・メトリック」

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control コンソールの詳細は、『Oracle 
Enterprise Manager 概要』を参照してください。

『Oracle Application Server 管理者ガイド』

『Oracle Enterprise Manager Grid Control インストレーションおよび基本構
成』
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オペレーティング・システム固有のパフォーマンス・コマンドオペレーティング・システム固有のパフォーマンス・コマンドオペレーティング・システム固有のパフォーマンス・コマンドオペレーティング・システム固有のパフォーマンス・コマンド
パフォーマンスの問題解決やシステム・アクティビティの監視に、オペレーティング・システ
ム固有のコマンドを使用できます。オペレーティング・システム固有のコマンドを使用すると、
CPU 使用率、ページング・アクティビティ、スワッピングやその他のシステム・アクティビ
ティ情報の収集と監視が可能になります。

ネットワーク・パフォーマンス監視ツールネットワーク・パフォーマンス監視ツールネットワーク・パフォーマンス監視ツールネットワーク・パフォーマンス監視ツール
ネットワーク監視ツールを使用して、Oracle Application Server コンポーネントにアクセスす
るリクエストのステータスを確認できます。ネットワークの通信量情報を調査および保存する
ツールを使用できます。このようなツールはパフォーマンスの問題の分析と解決に役立ちます。

Oracle Application Server の組込みパフォーマンス・メトリックのの組込みパフォーマンス・メトリックのの組込みパフォーマンス・メトリックのの組込みパフォーマンス・メトリックの
使用方法使用方法使用方法使用方法

Application Server Control コンソールを使用するか、Oracle Application Server の組込みパ
フォーマンス・メトリックを参照して、パフォーマンスの監視を実行できます。

この項では、AggreSpyサーブレットまたは dmstoolコマンドを使用した、組込みパフォー
マンス・メトリックの表示方法について説明します。

この項には、次の項目が含まれています。

� AggreSpy を使用したパフォーマンス・メトリックの表示

� dmstool を使用したパフォーマンス・メトリックの表示

� AggreSpy を使用したパフォーマンス・メトリックの表示（スタンドアロン OC4J の場合）

表 2-1 は、組込みパフォーマンス・メトリックの表示ツールを要約したものです。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : オペレーティング・システム固有の監視用コマンドの詳細は、
システム・レベルのドキュメントを参照してください。

表表表表 2-1 Oracle Application Server の組込み監視コマンドの組込み監視コマンドの組込み監視コマンドの組込み監視コマンド

コマンドコマンドコマンドコマンド 説明説明説明説明

AggreSpy AggreSpyは、Oracle Application Server インスタンスのパフォーマンス・メトリックをレポートす

るパッケージ済のサーブレットです。AggreSpyを実行できるのは、OC4J のホーム・インスタンス

が実行されている場合に限ります。ホームという名前の OC4J インスタンスは、デフォルトで

AggreSpyをサポートしています。場合によっては、OracleAS Infrastructure インストールのよう

に、ホーム・インスタンスを起動しないと AggreSpyを使用できないことがあります。ホーム・イ

ンスタンスはデフォルトでインストールされますが、起動はされないためです。

dmstool 1 つのパフォーマンス・メトリック、すべてのパフォーマンス・メトリック、または任意の数のパ

フォーマンス・メトリックを監視できます。オプションを使用すると、リクエストしたメトリックを
レポートするレポート間隔を指定できます。さらに、このコマンドでは、サイト上で使用可能なすべ
ての組込みパフォーマンス・メトリックのリストをテキスト形式のレポートで表示します。
dmstoolコマンドは、$ORACLE_HOME/binディレクトリ（UNIX システムの場合）または

%ORACLE_HOME%¥binディレクトリ（Windows システムの場合）にあります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 付録 A「パフォーマンス・メトリック」
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AggreSpy を使用したパフォーマンス・メトリックの表示を使用したパフォーマンス・メトリックの表示を使用したパフォーマンス・メトリックの表示を使用したパフォーマンス・メトリックの表示
AggreSpyサーブレットは、Oracle HTTP Server、OC4J、Oracle Process Manager and 
Notification Server、およびその他の Oracle Application Server コンポーネント・プロセスを含
む、Oracle Application Server プロセスのメトリックを表示します。

この項には、次の項目が含まれています。

� AggreSpy 表示の使用方法

� AggreSpy の URL（プロキシ・サーバーが設定されている場合）

� AggreSpy の URL とアクセス制御

� クラスタによるロード・バランシングを使用する際の AggreSpy の制限

AggreSpy 表示の使用方法表示の使用方法表示の使用方法表示の使用方法
AggreSpyは、DMS Spies およびメトリック表の 2 つの領域にメトリックを編成します。

� DMS Spies は、親プロセスのタイプと親プロセスの番号によって、使用可能なメトリック
を表示します。個々の DMS Spies を選択すると、関連するプロセスに対して収集されたす
べてのメトリックを、テキスト形式で表示できます。

� メトリック表は、メトリック表のタイプ別に使用可能なメトリックを表示します。複数の
OC4J が実行されている場合は、複数の OC4J インスタンスからの OC4J メトリックが含ま
れます。個々のメトリック表を選択すると、指定したタイプのすべてのメトリックを、表
形式で表示できます。たとえば、メトリック表では OC4J サーブレット、Oracle HTTP 
Server モジュール、および Oracle Process Manager and Notification Server プロセスに関
連するメトリックを表示できます。

DMS メトリック表は、Oracle HTTP Server メトリックに対する ohs_serverのような名前で
識別されます。AggreSpyでは、メトリック表という用語は、組込みパフォーマンス・メト
リックの表名を示します。

パフォーマンス・メトリックには、次の URL から AggreSpyを使用してアクセスできます。

http://host:port/dms0/AggreSpy

ここで、

host は、Oracle HTTP Server ホストを示します。たとえば、tv.us.oracle.comです。

port は、Oracle HTTP Server のリスナー・ポートを示します。たとえば、7778です

図 2-1 に、サンプルの AggreSpyの表示を示します。ここには、2 つのフレームが表示されて
います。1 つには DMS Spies と DMS メトリック表のリストが表示され、もう 1 つには DMS 
Spies またはメトリック表の選択した値が表示されます。

注意注意注意注意 : AggreSpyを使用して DMS メトリックを表示するには、システ
ムでプロキシを使用するように構成されている場合、ブラウザを構成し、
ローカルホストに対するプロキシの使用を無効化する必要がある場合があ
ります。Oracle Application Server では、デフォルトでローカルホストへ
のアクセスのみ許可されています。詳細は、2-7 ページの「AggreSpy の
URL（プロキシ・サーバーが設定されている場合）」を参照してください。

注意注意注意注意 : AggreSpyを実行できるのは、OC4J のホーム・インスタンスが実
行されている場合に限ります。ホームという名前の OC4J インスタンスは、
デフォルトで AggreSpyをサポートしています。OracleAS Infrastructure
を使用する場合は、ホーム・インスタンスを起動しないと AggreSpyを使
用できません。ホーム・インスタンスはデフォルトで OracleAS 
Infrastructure とともにインストールされますが、起動はされないためで
す。
Oracle Application Server の監視 2-5



Oracle Application Server の組込みパフォーマンス・メトリックの使用方法
AggreSpyには、次のようなナビゲーションと表示オプションが用意されています。

� 左フレーム内のリンクを使用して、DMS Spies およびメトリック表へアクセスする。

� 列ヘッダーをクリックして、メトリック表の行をソートする。

� 各メトリック表に表示されるメトリック定義リンクをクリックして、メトリック表のメト
リックを説明する表を表示する。

AggreSpyの起動後は、ブラウザをリフレッシュして組込みメトリック・データを表示する必
要があります。AggreSpyを 初に使用する場合、多くのフィールドや DMS Spies のリスト
に、現在のメトリック表が完全に含まれていない場合があります。しばらくして表示をリフ
レッシュすると、データが利用できるようになり、AggreSpyにメトリック表の完全なリスト
が表示されます。

図図図図 2-1 AggreSpy によるパフォーマンス・メトリックの表示によるパフォーマンス・メトリックの表示によるパフォーマンス・メトリックの表示によるパフォーマンス・メトリックの表示

注意注意注意注意 : AggreSpyを使用するには、OC4J のホーム・インスタンスが実行さ
れている必要があります。ホーム・インスタンスが停止しているときに、
http://<host>:<port>:/dms0/AggreSpy から AggreSpyをリクエストする
と、HTTP 500 内部サーバー・エラーが返されます。

J2EE and Web Cache インストールでは、ホーム・インスタンスは opmnctl 
startallコマンドで、または Application Server Control コンソールを使用
して「すべてを起動すべてを起動すべてを起動すべてを起動」を選択することで起動されます。Infrastructure インス
トールでは、ホーム・インスタンスは opmnctl startprocコマンドで、
または Application Server Control コンソールでホーム・コンポーネントを選
択してから「起動起動起動起動」を選択することで起動されます。
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AggreSpy のののの URL（プロキシ・サーバーが設定されている場合）（プロキシ・サーバーが設定されている場合）（プロキシ・サーバーが設定されている場合）（プロキシ・サーバーが設定されている場合）
ブラウザがプロキシ・サーバーを使用するように構成されている場合、ローカルホストの
AggreSpyにアクセスするには、ローカルホストでのプロキシの使用を無効化するようにブラ
ウザを構成する必要があります。ローカルホストでのプロキシ・サーバーの使用を無効化する
手順は、使用しているブラウザによって異なります。

AggreSpy のののの URL とアクセス制御とアクセス制御とアクセス制御とアクセス制御
デフォルトでは、dms0/AggreSpy URL がリダイレクトされ、このリダイレクト先は保護され
ます。そして、ローカルホスト（127.0.0.1）からのみ、AggreSpyサーブレットへアクセスで
きます。

ローカルホスト以外のシステムからメトリックを表示するには、UNIX システム上では
$ORACLE_HOME/Apache/Apache/conf/dms.confファイルを、Windows システム上では
%ORACLE_HOME%¥Apache¥Apache¥conf¥dms.confファイルを変更して、監視する Oracle 
Application Server を実行するシステムの DMS 構成を変更する必要があります。

例 2-1 に、dms.confのサンプルのデフォルト構成を示します。この構成では、AggreSpyは、
ローカルホスト（127.0.0.1）からメトリックにアクセスするように制限されます。表示されて
いるポート 7200 は、ご使用のインストールによって異なる場合があります。

例例例例 2-1 DMS メトリックへのローカルホスト・アクセスが設定されたサンプルのメトリックへのローカルホスト・アクセスが設定されたサンプルのメトリックへのローカルホスト・アクセスが設定されたサンプルのメトリックへのローカルホスト・アクセスが設定されたサンプルの dms.conf ファイルファイルファイルファイル

# proxy to DMS AggreSpy
Redirect /dms0/AggreSpy http://localhost:7200/dmsoc4j/AggreSpy
#DMS VirtualHost for access and logging control
Listen 127.0.0.1:7200
OpmnHostPort http://localhost:7200
<VirtualHost 127.0.0.1:7200>
ServerName 127.0.0.1

dms.confの構成を変更して、DMS メトリックを提供または表示するホストを指定すると、
ローカルホスト以外のシステム上のユーザーが、http://host:port/dms0/AggreSpy から DMS
メトリックにアクセスできるようになります。

ローカルホスト（127.0.0.1）以外のシステムからメトリックを表示するには、次の手順を実行
します。

1. 例 2-1 に示すローカルホスト "127.0.0.1" の値を、メトリックを提供するサーバーの名前に
変更して、dms.confを変更します。サーバー名は httpd.confファイルの
ServerNameディレクティブから取得します（たとえば、tv.us.oracle.comです）。

2. 例 2-2 に、ローカルホスト（127.0.0.1）以外のシステムからアクセスできるように設定が更
新された dms.confのサンプルを示します。

例例例例 2-2 DMS メトリックへのリモートホスト・アクセスが設定されたサンプルのメトリックへのリモートホスト・アクセスが設定されたサンプルのメトリックへのリモートホスト・アクセスが設定されたサンプルのメトリックへのリモートホスト・アクセスが設定されたサンプルの dms.conf ファイルファイルファイルファイル

# proxy to DMS AggreSpy
Redirect /dms0/AggreSpy http://tv.us.oracle.com:7200/dmsoc4j/AggreSpy
#DMS VirtualHost for access and logging control
Listen tv.us.oracle.com:7200
OpmnHostPort http://tv.us.oracle.com:7200
<VirtualHost tv.us.oracle.com:7200>
ServerName tv.us.oracle.com

注意注意注意注意 : dms.confを変更すると、セキュリティに影響します。サイトに
対するセキュリティの影響を理解している場合のみ、このファイルを変更
してください。ローカルホスト以外のシステムにメトリックを公開した場
合、重要な Oracle Application Server 内部のステータスおよびランタイム
情報が、他のサイトに表示される可能性があります。
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3. Application Server Control コンソールまたは Oracle Process Manager and Notification 
Server の opmnctlコマンドを使用して、Oracle HTTP Server を再起動するか、一度停止
してから起動します。たとえば、次のようなコマンドを使用します。

%opmnctl restartproc process-type=HTTP_Server

または

%opmnctl stopproc process-type=HTTP_Server
%opmnctl startproc process-type=HTTP_Server

クラスタによるロード・バランシングを使用する際のクラスタによるロード・バランシングを使用する際のクラスタによるロード・バランシングを使用する際のクラスタによるロード・バランシングを使用する際の AggreSpy の制限の制限の制限の制限
Oracle Application Server Cluster を使用する場合、AggreSpyは期待どおりに動作しません。
クラスタを使用する場合、Oracle HTTP Server の mod_oc4jコンポーネントは、Oracle 
Application Server インスタンス間で、OC4J に対するリクエストの負荷を分散します。この場
合、AggreSpyは、ローカルホスト（127.0.0.1）ではないシステムに結果をレポートすること
があります。

dmstool を使用したパフォーマンス・メトリックの表示を使用したパフォーマンス・メトリックの表示を使用したパフォーマンス・メトリックの表示を使用したパフォーマンス・メトリックの表示
dmstoolコマンドを使用すると、Oracle Application Server インスタンスの 1 つのパフォーマ
ンス・メトリック、すべてのパフォーマンス・メトリック、または任意の数のパフォーマン
ス・メトリックを表示できます。dmstoolコマンドでは、メトリックのレポートを t 秒ごとに
更新するため、レポートの作成間隔を秒単位で指定するオプションもサポートされています。

たとえば、特定のサーブレット、JSP、EJB、EJB メソッドまたはデータベース接続のパフォー
マンスを監視しながら、これらのコンポーネントに関するメトリックの定期的なスナップ
ショットをリクエストすることができます。

組込みパフォーマンス・メトリックの表示に使用する dmstoolの書式は、次のとおりです。

% dmstool [options] metric metric ...

または

% dmstool [options] –list

または

% dmstool [options] –dump

表 2-2 に、dmstoolのコマンドライン・オプションを示します。表 2-2 の後のセクションでは、
いくつかのパフォーマンス・メトリックに関する使用方法のサンプルを示します。dmstoolコ
マンドは、$ORACLE_HOME/binディレクトリ（UNIX の場合）または %ORACLE_HOME%¥bin
ディレクトリ（Windows の場合）にあります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : Oracle HTTP Server のアクセス制御の詳細は、『Oracle 
Application Server セキュリティ・ガイド』を参照してください。

注意注意注意注意 : Oracle Application Server Cluster を使用する場合は、AggreSpy
ではなく、dmstoolを使用することをお薦めします。

注意注意注意注意 : dmstoolをスクリプト内で、または他の監視ツールと組み合せて
使用して、パフォーマンス・データの収集やアプリケーション・パフォー
マンスのチェックを行ったり、パフォーマンス・メトリックの値に基づい
てシステムの修正ツールを作成することができます。
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dmstool のアクセス制御のアクセス制御のアクセス制御のアクセス制御
デフォルトでは、dmstoolをローカルホスト（127.0.0.1）から実行している場合のみ、メト
リックが表示されます。リモートホストで実行されている Oracle Application Server からメト
リックを表示する場合、ローカルホストで -aオプションを使用して dmstoolを実行し、リ
モート Oracle Application Server インスタンスの dms.confファイルを更新する必要がありま
す。このファイルは、$ORACLE_HOME/Apache/Apache/conf/ディレクトリ（UNIX の場
合）または %ORACLE_HOME%¥Apache¥Apache¥conf¥ディレクトリ（Windows の場合）にあ
ります。

dmstoolを使用したメトリックへのアクセス制御に必要な構成の変更は、dms0/AggreSpyへ
のアクセスの場合と同様です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

2-10 ページの「すべてのメトリック名をリストするための dmstool の使用
方法」

DMS メトリックのリストとその説明は、付録 A「パフォーマンス・メト
リック」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 2-7 ページの「AggreSpy の URL とアクセス制御」

表表表表 2-2 dmstool のコマンドライン・オプションのコマンドライン・オプションのコマンドライン・オプションのコマンドライン・オプション

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

–a[ddress] opmn:// 
host[:port]

デフォルトでは、-aオプションがない場合、dmstoolは、同じ $ORACLE_
HOME を持つ Oracle Application Server インスタンスからメトリックを取得しま

す。dmstoolが Oracle Process Manager and Notification Server（OPMN）と同じ

$ORACLE_HOME で実行されている場合、-aオプションは必要ありません。

左記のように opmn://接頭辞と引数を使用して -aを指定すると、DMS メトリッ

クを作成する OPMN 制御下にある Oracle Application Server プロセスを監視でき

ます（たとえば、OPMN により制御される一部のプロセス、Oracle Application 
Server Web Cache では DMS メトリックは公開されていません）。

ここで、

hostは、OPMN プロセスが稼動しているホストのドメイン名または IP アドレス

です。

portには、メトリックを提供する OPMN リクエストのポートを指定します。この

リクエスト・ポートは、$ORACLE_HOME/opmn/conf/opmn.xml

で指定します。

たとえば、次のように、opmn.xmlでリクエスト・ポート（request="6003"）を指

定します。

<notification-server>
<port local="6100" remote="6200" request="6003"/>
.
.
</notification-server>

dmstool -a を使用してリモート・システムからメトリックをリクエストする場合、

システムがメトリックを提供するように構成されている必要があります（デフォル
トでは、ローカルホストから DMS メトリックにアクセスできます）。

関連項目 : 2-7 ページの「AggreSpy の URL とアクセス制御」

–c[ount] num メトリックを監視する際に、値を取得する回数を指定します。指定しない場合、
dmstoolは、プロセスが停止されるまでメトリック値を取得し続けます。

-countオプションは、-listオプションとともに使用できません。
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すべてのメトリック名をリストするためのすべてのメトリック名をリストするためのすべてのメトリック名をリストするためのすべてのメトリック名をリストするための dmstool の使用方法の使用方法の使用方法の使用方法
Oracle Application Server の各パフォーマンス・メトリックには一意の名前があります。
-listオプションを使用して dmstoolを実行すると、すべてのメトリック名のリストが作成
されます。-listによる出力には、1 つのメトリックまたは複数のメトリックの監視をリクエ
ストするときに、dmstoolで使用可能なメトリック名が含まれています。

次のコマンドを使用すると、dmstoolでは、サーバーで取得可能なすべてのメトリックのリス
トを表示します。

% dmstool –list

このコマンドにより、取得可能なメトリックのリストが表示されます。

–dump [format=xml] -dumpオプションを使用して dmstoolを実行すると、使用可能なすべてのメト

リックが標準出力にレポートされます。-dumpオプションを使用したコマンドを

15 ～ 20 分などの間隔で定期的に実行して、Oracle Application Server サーバーの

パフォーマンス・データを取得し、記録を保存しておくことをお薦めします。

-dump オプションでは、format=xml問合せもサポートしています。この問合せ

をコマンドラインの 後で使用すると、XML 形式でメトリックが出力されます。

-help dmstoolのコマンドライン・オプションをリストします。

–i[nterval] secs メトリックを取得してから、次に取得するまで待機する秒数を指定します。デフォ
ルトは 5 秒です。interval引数は、-listオプションとともに使用できません。

指定する時間間隔は近似値になります。

注意 : システムの負荷が高い場合、-intervalオプションを使用して指定した間隔

が実際の間隔と異なることがあります。

–l[ist] [-table] 使用可能なすべてのメトリックのリストを生成します。-listオプションを

-tableオプションとともに使用して、すべてのメトリック表の名前をリスト表示

します。

-listオプションを使用して dmstoolを実行すると、コマンドラインで指定して

いるメトリック名は無効になります。

–reset [-table metric_
table]

指定したメトリックをリセットします。-table オプションを使用して実行すると、

指定したメトリック表にあるすべてのメトリックがリセットされます。

Event および phaseEvent メトリックは 0 にリセットされます（更新されなかった

ことになる）。State メトリックは現在の値にリセットされます（現在の値で開始さ

れたことになる）。

注意注意注意注意 : resetオプションを使用すると、Application Server Control コンソールが値

の計算とレポートに使用する情報がリセットされる場合があります。

–table metric_table metric_tableで指定した名前のメトリック表にある、すべてのパフォーマンス・

メトリックを含みます。

メトリック表の名前のリストは、付録 A「パフォーマンス・メトリック」を参照す

るか、AggreSpyを実行してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 付録 A「パフォーマンス・メトリック」

表表表表 2-2 dmstool のコマンドライン・オプション（続き）のコマンドライン・オプション（続き）のコマンドライン・オプション（続き）のコマンドライン・オプション（続き）

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明
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特定のパフォーマンス・メトリックの値をレポートするための特定のパフォーマンス・メトリックの値をレポートするための特定のパフォーマンス・メトリックの値をレポートするための特定のパフォーマンス・メトリックの値をレポートするための dmstool のののの
使用方法使用方法使用方法使用方法
1 つのメトリックまたは複数のメトリックを監視するには、コマンドラインでメトリック名を
指定して dmstoolを使用します。たとえば、JVM の稼動時間を監視するには次の手順を実行
します。

1. -listオプションを使用し、dmstoolを次のように実行して、JVM のアップタイムを示
すメトリック名を検出します。

% dmstool -list | grep JVM/upTime.value
/system1/OC4J:3000:6004/JVM/upTime.value

2. 次のように、引数としてこのメトリックの完全なパス名を指定して、dmstoolを実行し、
メトリックの値を表示します。

% dmstool /system1/OC4J:3000:6004/JVM/upTime.value
Mon Jul 26 16:20:05 PDT 2004
/system1/OC4J:3000:6004/JVM/upTime.value     14022008        msecs

dmstoolを使用して、更新されたメトリック値を表示します。デフォルトの繰返し間隔は 5 秒
なので、次のコマンドでは 5 秒ごとに更新されたメトリック値が表示されます。-countオプ
ションを使用して、dmstoolで値をレポートする回数を制限します。

次に例を示します。

% dmstool /system1/OC4J:3000:6004/JVM/upTime.value -count 2
Mon Jul 26 11:18:33 PDT 2004
/system1/OC4J:3000:6004/JVM/upTime.value     14336273        msecs

Mon Jul 26 11:18:38 PDT 2004
/system1/OC4J:3000:6004/JVM/upTime.value     14345881        msecs

Interval およびおよびおよびおよび Count オプションを使用したオプションを使用したオプションを使用したオプションを使用した dmstool の実行の実行の実行の実行
アプリケーションで完了したリクエストを 1 分間隔で監視するには、次の dmstoolコマンド
を使用して、コマンドラインでメトリック名を指定します。

% dmstool -i 60 -c 120 ¥ 
/system1/OC4J:3301:6003/oc4j/default/WEBs/processRequest.completed

このコマンドでは、コマンドラインでリストしたメトリックの出力が 120 回レポートされ、同
時に 60 秒間隔でデータが収集されます。

Tue Oct 12 14:43:43 PDT 2004
/system1/OC4J:3301:6003/oc4j/default/WEBs/processRequest.completed    8576 ops

Tue Oct 12 14:44:43 PDT 2004
/system1/OC4J:3301:6003/oc4j/default/WEBs/processRequest.completed    8581 ops

Tue Oct 12 14:45:43 PDT 2004
/system1/OC4J:3301:6003/oc4j/default/WEBs/processRequest.completed    8588 ops
.
.
.
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すべてのメトリックとそのメトリック値をレポートするためのすべてのメトリックとそのメトリック値をレポートするためのすべてのメトリックとそのメトリック値をレポートするためのすべてのメトリックとそのメトリック値をレポートするための dmstool のののの
使用方法使用方法使用方法使用方法
-dumpオプションを使用して dmstoolを実行すると、Oracle Application Server インスタンス
からすべてのメトリックが標準出力に表示されます。

次のコマンドは使用可能なすべてのメトリックを表示します。

% dmstool –dump

-dumpオプションを使用して dmstoolコマンドを 15 ～ 20 分などの間隔で定期的に実行して、
パフォーマンス・データを取得し、記録を保存しておくことをお薦めします。一定の期間にわ
たってパフォーマンス・データを保存しておけば、パフォーマンス改善のためにシステムの動
作を分析したり、問題が発生した場合に役立てることができます。

すべてのメトリックとそのメトリック値をすべてのメトリックとそのメトリック値をすべてのメトリックとそのメトリック値をすべてのメトリックとそのメトリック値を XML 形式でレポートするため形式でレポートするため形式でレポートするため形式でレポートするため
のののの dmstool の使用方法の使用方法の使用方法の使用方法
メトリック・データを処理する必要がある場合、dmstoolコマンドラインで format=xml問
合せを使用して、すべてのメトリック・データを XML 形式でレポートします。

次のコマンドは、使用可能なすべてのメトリックを XML 形式で表示します。

% dmstool –dump format=xml

メトリック値をリセットするためのメトリック値をリセットするためのメトリック値をリセットするためのメトリック値をリセットするための dmstool の使用方法の使用方法の使用方法の使用方法
メトリック値をリセットする場合は、dmstoolコマンドラインで resetオプションを使用し
て、複数のメトリックの値、または指定されたメトリック表のすべてのメトリックの値をリ
セットします。

reset オプションを使用すると、Event および phaseEvent メトリックは 0 にリセットされます
（更新されなかったことになる）。State メトリックは現在の値にリセットされます（現在の値で
開始されたことになる）。

次のコマンドは、指定したメトリックをリセットします。

% dmstool –reset /system1/OC4J:3000:6004/JVM/upTime.value

次のコマンドは、指定したメトリック表をリセットします。

% dmstool –reset /system1/OC4J:3000:6004/JVM/upTime.value

リモートにあるリモートにあるリモートにあるリモートにある Oracle Application Server システムのメトリックを表示するシステムのメトリックを表示するシステムのメトリックを表示するシステムのメトリックを表示する
ためのためのためのための dmstool の使用方法の使用方法の使用方法の使用方法
-aオプションを使用して dmstoolを実行すると、リモートにある Oracle Application Server
インスタンスからメトリックがレポートされます。

注意注意注意注意 : resetオプションによって、Application Server Control コンソール
が値の計算とレポートに使用する情報がリセットされる場合があります。

注意注意注意注意 : Oracle Application Server では、デフォルトで、dmstoolはロー
カルホストからのみメトリックにアクセスできます。ローカルホスト以外
のシステムからのアクセスをサポートするには、dms.confを編集する必
要があります。DMS のアクセス制御の詳細は、2-7 ページの「AggreSpy
の URL とアクセス制御」を参照してください。
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次のコマンドにより、-aオプションで指定したように、Oracle Application Server インスタン
スで取得可能なすべてのメトリックおよびメトリック値が表示されます。

% dmstool –a opmn://system1:6003 -list

dmstoolの -a オプションを使用する場合、接頭辞 opmn://とともに引数を指定し、メトリッ
クを取得するホスト名と OPMN リクエストのポート番号も含めます。ポートは、Oracle 
Application Server のメトリックを提供する OPMN リクエスト・ポートを指定します。これ
は、$ORACLE_HOME/opmn/conf/opmn.xml（UNIX の場合）および %ORACLE_
HOME%¥opmn¥conf¥opmn.xml（Windows の場合）内の <notification-server>要素の
request属性で指定します。

AggreSpy を使用したパフォーマンス・メトリックの表示（スタンドアロンを使用したパフォーマンス・メトリックの表示（スタンドアロンを使用したパフォーマンス・メトリックの表示（スタンドアロンを使用したパフォーマンス・メトリックの表示（スタンドアロン
OC4J の場合）の場合）の場合）の場合）

Oracle Application Server を使用せずに、スタンドアロン・モードで OC4J を使用している場合
は、AggreSpyサーブレットを使用して OC4J メトリックにアクセスできます。

OC4J をスタンドアロンで実行している場合、次の URL から AggreSpyを使用してパフォーマ
ンス・メトリックにアクセスします。

http://myhost:myport/dms0/AggreSpy

表 2-3 に、スタンドアロン・モードの OC4J にのみ適用する dmstool オプションを示します。
さらに、表 2-2 に示されるオプションも、dmstool に適用されます（ただし、opmn://接頭辞
を持つ -a オプションを除く）。

Windows システムにおける組込みパフォーマンス・メトリックの使用方法システムにおける組込みパフォーマンス・メトリックの使用方法システムにおける組込みパフォーマンス・メトリックの使用方法システムにおける組込みパフォーマンス・メトリックの使用方法
Windows システムで Oracle Application Server を使用する場合、特定の DMS メトリックを表
示するには統計の収集を有効にする必要があります。0 以外の値が予測されるときに DMS メト
リックが 0 をレポートした場合、システムで統計の収集が無効になっていることがあります。
統計の収集が無効になっている Windows システムで統計の収集を有効にするには、次のレジ
ストリ・エントリの値を 0 に設定します。

HKEY_LOCAL MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Services¥PerfProc¥Performance¥Disable 
Performance Counters

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 2-7 ページの「AggreSpy の URL とアクセス制御」

注意注意注意注意 : AggreSpyを実行できるのは、OC4J がこれをサポートするように
構成されており、OC4J が実行中の場合に限られます。デフォルトでは、
OC4J は AggreSpyをサポートしています。

表表表表 2-3 dmstool コマンドライン・オプション（スタンドアロンコマンドライン・オプション（スタンドアロンコマンドライン・オプション（スタンドアロンコマンドライン・オプション（スタンドアロン OC4J のみ）のみ）のみ）のみ）

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

–a[ddress] 
host[:port][path],...

スタンドアロン OC4J システムでは、-aオプションを使用します。これは http://
プロトコルを指定します。次のようになります。

hostは、Oracle HTTP Server が稼動しているホストのドメイン名または IP アドレ

スです。portは、関連するポートを指定します。

注意注意注意注意 : レジストリの編集に誤りがあると、システムに深刻な問題が発生する
場合があります。レジストリを変更する前に、コンピュータの重要なデータ
をバックアップしておいてください。
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Oracle HTTP Server の
3

Oracle HTTP Server の監視の監視の監視の監視

この章では、Oracle HTTP Server のパフォーマンスを監視する方法を説明します。パフォーマ
ンス・データを取得すると、Oracle Application Server のチューニング、およびパフォーマン
スに問題のあるアプリケーションのチューニングとデバッグが容易になります。

この章には、次の項目が含まれています。

� Application Server Control コンソールを使用した Oracle HTTP Server の監視

� 組込みパフォーマンス・メトリックを使用した Oracle HTTP Server の監視
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Application Server Control コンソールを使用した Oracle HTTP Server の監視
Application Server Control コンソールを使用したコンソールを使用したコンソールを使用したコンソールを使用した Oracle HTTP Server
の監視の監視の監視の監視

Oracle HTTP Server は、Oracle Application Server サイトで中心的な役割を担う重要な部分で
す。動的データに対するリクエストのほとんどが Oracle HTTP Server で処理されるほか、多く
の静的データに対するリクエストも処理されます。Oracle HTTP Server のパフォーマンスを監
視することで、Oracle Application Server のパフォーマンスの問題を特定して解決することが
可能になります。

この項には、次の項目が含まれています。

� Application Server Control コンソールを使用した Oracle HTTP Server の負荷の見積り

� Application Server Control コンソールを使用した Oracle HTTP Server エラーの調査

� Application Server Control コンソールを使用した Oracle HTTP Server の問題の分類

Application Server Control コンソールでは、Application Server とそのコンポーネントをスタ
ンドアロンで管理できますが、Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control コンソールを使用
すると、複数の Application Server Control コンソールではなく、1 つのツールですべての
Application Server を集中管理できます。

Application Server Control コンソールを使用したコンソールを使用したコンソールを使用したコンソールを使用した Oracle HTTP Server の負荷の見の負荷の見の負荷の見の負荷の見
積り積り積り積り

Oracle HTTP Server のパフォーマンス監視の 初のステップは、ワークロード（負荷）の見積
りです。

Oracle HTTP Server の負荷を見積る場合は、次の点に注意してください。

� 新規アプリケーションの開発とテストを行う場合、品質保証およびパフォーマンス・テス
トで Oracle HTTP Server にかける負荷の量を判断する必要があります。

� Oracle HTTP Server のパフォーマンスを監視する場合、時間帯や曜日によってサイトの負
荷が軽いときと重いときがあるという、利用率の変動がよく見られる点に注意します。パ
フォーマンス・テストの実施やパフォーマンス・ベースラインの設定時には、時間帯や曜
日による影響を必ず考慮に入れます。Oracle Application Server サイトを開発している場
合でも、管理している場合でも、予想される負荷の範囲を常に設定し、サイトの利用率と
パフォーマンスが予想した範囲内に収まっていることを確認するために必ず監視を行って
ください。定期的なシステム監視に、dmstool を使用できます。

� Oracle HTTP Server のパフォーマンス情報では、サイト全体のパフォーマンス概要が示さ
れますが、Oracle Application Server Web Cache や他のキャッシュ機構によってリクエス
トが Oracle HTTP Server に到達する前に処理される場合は、キャッシュの監視も必要にな
ります。

Application Server Control コンソールが提供する Oracle HTTP Server のパフォーマンス・デー
タのカテゴリには次のものがあります。

� Oracle HTTP Server ステータス・メトリック

� Oracle HTTP Server レスポンスおよびロード・メトリック

� Oracle HTTP Server モジュール・メトリック

� Oracle HTTP Server のエラー・ログ

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 2-3 ページの「Oracle Application Server インスタンスの集中管
理」
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Oracle HTTP Server ステータス・メトリックステータス・メトリックステータス・メトリックステータス・メトリック
Application Server Control コンソールのステータス・メトリックでは、CPU 使用量、メモリー
使用量、Oracle HTTP Server エラー、アクティブな接続の数に関する情報が提供されます。

図 3-1 に、Application Server Control コンソールの HTTP Server の「ステータス・メトリッ
ク」ページを示します。

図図図図 3-1 Application Server Control コンソールの「ステータス・メトリック」ページコンソールの「ステータス・メトリック」ページコンソールの「ステータス・メトリック」ページコンソールの「ステータス・メトリック」ページ

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 1-7 ページの「パフォーマンス管理の方法」

� 2-8 ページの「dmstool を使用したパフォーマンス・メトリックの表
示」

� 第 7 章「OracleAS Web Cache の 適化」

� Oracle Application Server Web Cache の詳細は、『Oracle Application 
Server Web Cache 管理者ガイド』を参照してください。

� Application Server Control コンソールの使用方法は、『Oracle 
Application Server 管理者ガイド』を参照してください。
Oracle HTTP Server の監視 3-3



Application Server Control コンソールを使用した Oracle HTTP Server の監視
Oracle HTTP Server レスポンスおよびロード・メトリックレスポンスおよびロード・メトリックレスポンスおよびロード・メトリックレスポンスおよびロード・メトリック
図 3-2 に Application Server Control コンソールの「レスポンスおよびロード・メトリック」
ページを示します。このページには Oracle HTTP Server のアクティブなリクエストとリクエス
ト・スループットの値が表示され、リクエストの処理時間の平均、 小、 大値がレポートさ
れます。「レスポンスおよびロード・メトリック」ページに表示される値は、システム負荷の調
査に役立ちます。

図図図図 3-2 Application Server Control コンソールのレスポンスおよびロード・メトリックコンソールのレスポンスおよびロード・メトリックコンソールのレスポンスおよびロード・メトリックコンソールのレスポンスおよびロード・メトリック

Oracle HTTP Server モジュール・メトリックモジュール・メトリックモジュール・メトリックモジュール・メトリック
図 3-3 に、Application Server Control コンソールの「モジュール・メトリック」ページを示し
ます。「モジュール・メトリック」ページでは、Oracle HTTP Server のモジュールで処理されて
いるアクティブなリクエストとリクエストの合計が表示されます。このページには起動時以降
アクティブになったモジュールのみが、つまり 1 つ以上のリクエストを受け付けたモジュール
が表示されます。
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図図図図 3-3 Application Server Control コンソールの「モジュール・メトリック」ページコンソールの「モジュール・メトリック」ページコンソールの「モジュール・メトリック」ページコンソールの「モジュール・メトリック」ページ

Oracle HTTP Server のエラー・ログのエラー・ログのエラー・ログのエラー・ログ
エラー・ログ・リンクにより、Application Server Control コンソールの「ログの表示」ページ
が表示され、HTTP Server のログが選択されます。

Application Server Control コンソールコンソールコンソールコンソールを使用しを使用しを使用しを使用したたたた Oracle HTTP Server エラーの調査エラーの調査エラーの調査エラーの調査
サイトで発生した Oracle HTTP Server エラーは、徹底的に調査する必要があります。Oracle 
HTTP Server のエラーは容認できるアクティビティを示す場合もありますが、セキュリティ上
の問題や、構成のエラー、アプリケーションの不具合などを示唆している場合もあります。エ
ラーは、ほぼ例外なく Oracle Application Server のパフォーマンスに影響を与えます。エラー
処理によって通常のリクエスト処理の速度が低下することがあります。逆に、エラー処理に
よって正常なリクエスト処理に必要な処理が省略される場合には、パフォーマンスが改善され
ることもあります。

Application Server Control コンソールを使用すると、図 3-1 に示すように、HTTP Server の
「ステータス・メトリック」ページ上に「エラー・メトリック」が表示されます。「エラー・メ
トリック」には、現行のエラー率、つまり 近 5 分間の総リクエスト数に占めるエラーの発生
割合や、起動時から現在までのエラー率、起動時から現在までのエラー総件数が含まれていま
す。図 3-1 の「ステータス・メトリック」ページにある「エラー・タイプ別エラー」の表は、
エラー・タイプとエラー件数を含む HTTP エラーのより詳細なリストです。この表で、各エ
ラーは HTTP のエラー・レスポンス・タイプに基づいてカテゴリに分類されます。

図 3-1 の「エラー・タイプ別エラー」に示されているデータ値は、不明な URI へのリクエスト
によるエラー（「404 - 見つかりません」エラー）であることを示しています。多くの Oracle 
HTTP Server サイトで、「見つかりません」エラーは比較的よく発生します。ただし、全リクエ
ストの 1% を超えるような多数の「見つかりません」エラーが発生した場合、そうしたレポー
トを調査する必要があります（図 3-2 を参照して「レスポンスおよびロード・メトリック」
ページの「リクエスト・スループット」領域で処理されたリクエストの合計数を確認します）。

レポートされた内部エラーのようなエラーをより詳細に調査するには、任意のページで「ログ」
リンクを選択するか、「ステータス・メトリック」ページの「関連リンク」見出しの下にある
「エラー・ログ」リンクを選択してエラー・ログを調べます。エラー・ログ・ファイルのエント
リを調査すると、特定のエラーの原因となっている URI の詳細を確認できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「ログの表示」ページの使用方法は、『Oracle Application 
Server 管理者ガイド』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 「ログの表示」ページの使用方法は、『Oracle Application 
Server 管理者ガイド』を参照してください。
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予測される予測される予測される予測される Oracle HTTP Server のエラーと警告のエラーと警告のエラーと警告のエラーと警告
通常の Oracle Application Server 操作中に、Oracle HTTP Server では、特定のエラーと警告の
発生が予測されます。たとえば、Application Server Control コンソールを使用して特定の構成
アクションを実行する場合、OC4J インスタンスの停止や再起動によって、エラーおよび警告が
発行されます。

例 3-1 に、OC4J の再起動操作中に表示されるエラーのタイプを示します。

例例例例 3-1 OC4J の再起動操作中に発生が予測されるエラーの再起動操作中に発生が予測されるエラーの再起動操作中に発生が予測されるエラーの再起動操作中に発生が予測されるエラー

MOD_OC4J_0150: Failed to deterministicly find a failover oc4j process for session request for island: 
default_island for destination: home.
MOD_OC4J_0119: Failed to get an oc4j process for destination: home
MOD_OC4J_0013: Failed to call destination: home's service() to service the request.
MOD_OC4J_0150: Failed to deterministicly find a failover oc4j process for session request for island: 
default_island for destination: home.
.
.
.
MOD_OC4J_0119: Failed to get an oc4j process for destination: home
MOD_OC4J_0013: Failed to call destination: home's service() to service the request.
MOD_OC4J_0150: Failed to deterministicly find a failover oc4j process for session request for island: 
default_island for destination: home.
MOD_OC4J_0119: Failed to get an oc4j process for destination: home
MOD_OC4J_0013: Failed to call destination: home's service() to service the request.
(131)Connection reset by peer: MOD_OC4J_0086: Got an unexpected error while calling recv() to receive a 
message from oc4j and error code is 131.
MOD_OC4J_0054: Failed to call network routine to receive an ajp13 message from oc4j.
MOD_OC4J_0033: Failed to receive an ajp13 message from oc4j.
(131)Connection reset by peer: MOD_OC4J_0086: Got an unexpected error while calling recv() to receive a 
message from oc4j and error code is 131.
MOD_OC4J_0054: Failed to call network routine to receive an ajp13 message from oc4j.
MOD_OC4J_0033: Failed to receive an ajp13 message from oc4j.

Application Server Control コンソールコンソールコンソールコンソールを使用したを使用したを使用したを使用した Oracle HTTP Server の問題の分類の問題の分類の問題の分類の問題の分類
Oracle HTTP Server でのパフォーマンスの問題に気づいた場合、可能であればドリルダウンを
実行して問題を分類してください。パフォーマンス分析をより細かく行うことで、問題につい
てより深く理解し、問題の特定と解決に集中して作業を行うことができます。

Application Server Control コンソールは、パフォーマンス問題の分類に役立ちます。リクエス
トが処理されている場所を特定したり、リクエスト処理時間が多く集中している箇所を特定で
きます。Application Server Control コンソールを使用すると、パフォーマンス問題を次のよう
に分類できます。

� Oracle HTTP Server の問題のモジュールによる分類

� Oracle HTTP Server の問題の仮想ホストによる分類

� Oracle HTTP Server の問題の子サーバーによる分類

Oracle HTTP Server の問題のモジュールによる分類の問題のモジュールによる分類の問題のモジュールによる分類の問題のモジュールによる分類
図 3-3 に、Oracle HTTP Server モジュールのモジュール・メトリックを示します（このレポー
トには起動後なんらかのリクエストを受け取ったモジュールの情報が示されます）。モジュー
ル・メトリックを使用すると、多数のリクエストを処理しているモジュールの名前や、個別の
リクエストの処理にかかる時間が異常に長いモジュールを特定できます。モジュール・メト
リック表のメトリック値を見れば、Oracle Application Server のパフォーマンスをモジュール
別に分類できます。
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モジュール・メトリックを調べる場合は、次の点に注意してください。

1. 静的ページのすべてのリクエストは、http_core.cモジュールによって処理されていま
す。Oracle Application Server Web Cache が有効になっている場合は、http_core.cの
使用は減少するはずです。Oracle Application Server Web Cache を使用している場合は、
http_core.cで処理されるリクエストを監視して、Oracle HTTP Server の行う静的ペー
ジのアクティビティが Oracle Application Server Web Cache により減少していることを確
認してください。

2. 「モジュール・メトリック」ページを調べると、リクエストの多くが mod_oc4j.cモ
ジュールを通して処理されていることが示されている場合があります。その場合は、ドリ
ルダウンして、OC4J インスタンスについて入手可能な情報を確認する必要があります。
Application Server Control コンソールでは、OC4J インスタンスと J2EE アプリケーション
のパフォーマンス測定方法が幅広く用意されています。

Oracle HTTP Server の問題の仮想ホストによる分類の問題の仮想ホストによる分類の問題の仮想ホストによる分類の問題の仮想ホストによる分類
図 3-4 に、「仮想ホスト」ページを示します。「仮想ホスト」ページを調べることで、仮想ホス
トによって処理されているリクエストの情報を入手できます。「リクエスト・スループット」、
「ロード」、「リクエスト処理時間」の情報によって、システム上で多数のリクエストを処理して
いる仮想ホスト、または非常に多くの処理リソースを消費しているためシステムに負担を与え
ている可能性のある仮想ホストの識別が可能になります。この情報によって、仮想ホストごと
に Oracle Application Server のパフォーマンス問題を分類できます。

図図図図 3-4 Application Server Control コンソールの「仮想ホスト」ページコンソールの「仮想ホスト」ページコンソールの「仮想ホスト」ページコンソールの「仮想ホスト」ページ

Oracle HTTP Server の問題の子サーバーによる分類の問題の子サーバーによる分類の問題の子サーバーによる分類の問題の子サーバーによる分類
Oracle HTTP Server の稼動中には通常、どの子サーバーがどのリクエストを処理しているのか
を気にする必要はありません。使用可能な子サーバーのどれもが受信した任意のリクエストを
処理できる、つまり各リクエストは空いている子サーバーによって処理されるためです。しか
し、Oracle Application Server システムで遅延やデッドロックが発生した場合は、Oracle HTTP 
Server の子サーバー・プロセスの分析が必要なことがあります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 4 章「OC4J の監視」
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Oracle HTTP Server の子サーバー・プロセスの情報を取得するには、「HTTP Server」ページか
ら「レスポンスおよびロード・メトリック」リンクを選択し、「関連リンク」の下の「プロセス
詳細」（Windows システムの場合は「スレッド詳細」）を選択します。「プロセス詳細」ページ
には、Oracle HTTP Server のアクティブな各子プロセスのプロセス ID が表示されます。

UNIX システムの場合、「プロセス詳細」ページを調べれば、リクエスト処理のデッドロックお
よび非常に大きな遅延の原因となる、実行時の問題、構成のエラーまたはアプリケーションの
不具合を特定するために、子プロセスを監視できるようになります。このような状況では、「プ
ロセス詳細」ページの分析によりデッドロックや遅延の発生箇所を判断できます。

図 3-5 に、Oracle HTTP Server の子サーバー情報の「プロセス詳細」ページを示します。

Oracle HTTP Server の「プロセス詳細」ページを調べる場合は、次の点に注意してください。

1. 必要であれば、プロセス ID 値を使用してデッドロックした Oracle HTTP Server の子サー
バーを特定し、終了します。

2. Oracle HTTP Server は、構成したタイムアウト設定の経過後にリクエストを停止します。
Application Server Control コンソールを使用して、リクエストのタイムアウトを設定でき
ます。

図図図図 3-5 子サーバー情報を含む子サーバー情報を含む子サーバー情報を含む子サーバー情報を含む Application Server Control コンソールのコンソールのコンソールのコンソールの HTTP Server の「プロセス詳細」ページの「プロセス詳細」ページの「プロセス詳細」ページの「プロセス詳細」ページ

組込みパフォーマンス・メトリックを使用した組込みパフォーマンス・メトリックを使用した組込みパフォーマンス・メトリックを使用した組込みパフォーマンス・メトリックを使用した Oracle HTTP 
Server の監視の監視の監視の監視

Oracle HTTP Server は、Oracle Application Server サイトで中心的な役割を担う重要な部分で
す。動的データに対するリクエストのほとんどが Oracle HTTP Server で処理されるほか、多く
の静的データに対するリクエストも処理されます。Oracle HTTP Server のパフォーマンスを監
視することで、Oracle Application Server のパフォーマンスの問題を特定して解決することが
可能になります。

この項には、次の項目が含まれています。

� 組込みメトリックを使用した Oracle HTTP Server の負荷の見積り

� 組込みメトリックを使用した Oracle HTTP Server エラーの調査

� 組込みメトリックを使用した Oracle HTTP Server のパフォーマンス問題の分類

関連項目関連項目関連項目関連項目 : TimeOutディレクティブの詳細は、『Oracle HTTP Server 管
理者ガイド』を参照してください。
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組込みメトリックを使用した組込みメトリックを使用した組込みメトリックを使用した組込みメトリックを使用した Oracle HTTP Server の負荷の見積りの負荷の見積りの負荷の見積りの負荷の見積り
Oracle HTTP Server のパフォーマンス監視の 初のステップは、ワークロード（負荷）の見積
りです。

Oracle HTTP Server のワークロードを見積る場合は、次の点に注意してください。

� 新規アプリケーションの開発とテストを行う場合、品質保証およびパフォーマンス・テス
トで Oracle HTTP Server にかける負荷の量を判断する必要があります。

� Oracle HTTP Server のパフォーマンスを監視する場合、時間帯や曜日によってサイトの負
荷が軽いときと重いときがあるという、利用率の変動がよく見られる点に注意します。パ
フォーマンス・テストの実施やパフォーマンス・ベースラインの設定時には、時間帯や曜
日による影響を必ず考慮に入れます。Oracle Application Server サイトを開発している場
合でも、管理している場合でも、予想される負荷の範囲を常に設定し、サイトの利用率と
パフォーマンスが予想した範囲内に収まっていることを確認するために必ず監視を行って
ください。

� Oracle HTTP Server のパフォーマンス・メトリックでは、サイト全体のパフォーマンス概
要が示されますが、Oracle Application Server Web Cache や他のキャッシュ機構によって
リクエストが Oracle HTTP Server に到達する前に処理される場合には、キャッシュの監視
も必要になります。

Oracle HTTP Server では、AggreSpyまたは dmstoolを使用して表示できるパフォーマンス・
メトリックが提供されます。この組込みパフォーマンス・ツールを使用して、ohs_serverメ
トリック表を表示することで、Oracle HTTP Server の負荷を見積ることができます。
AggreSpyまたは dmstoolを使用して、ohs_serverメトリック表を表示できます。

例 3-2 に、ohs_serverメトリック出力を伴う dmstoolコマンドを示します。また、
AggreSpyを使用して ohs_serverメトリック表を表示することもできます。「AggreSpy」
ウィンドウの左側のペインで、ohs_serverメトリック表を選択するか、AggreSpyの「All 
DMS Spies」リストの Apacheプロセスの横にある「Text」リンクを選択します。「Spies」リ
ストから Apacheプロセスを選択した場合、表示されるすべてのメトリックの中から、ohs_
server表を検索する必要があります。

例例例例 3-2 HTTP Server メトリック・レポートの全体メトリック・レポートの全体メトリック・レポートの全体メトリック・レポートの全体

system1 122> dmstool -table ohs_server
Fri May 02 11:11:39 PDT 2003
----------
ohs_server
----------
busyChildren.value:     1
childFinish.count:      0       ops
childStart.count:      11       ops
connection.active:3 threads
connection.avg:258721053 usecs
connection.completed:   11880   ops
connection.maxTime:1002008298 usecs
connection.minTime:7254 usecs
connection.time:152386700540 usecs
error.count:    52       ops
get.count:      32769   ops
handle.active:2 threads
handle.avg:14274 usecs
handle.completed:6985
handle.maxTime:22205524 usecs
handle.minTime:2 usecs
handle.time:997159521 usecs
internalRedirect.count: 7418   ops
lastConfigChange.value: 1051724112
numChildren.value:      11

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 1-7 ページの「パフォーマンス管理の方法」
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numMods.value:  47
post.count:     0       ops
readyChildren.value:    10
request.active: 1       threads
request.avg:31537 usecs
request.completed:32769
request.maxTime:22206941 usecs
request.minTime:602 usecs
request.time:1033442848 usecs
responseSize.value:     243880796
Host:   system1
Name:   Apache
Parent: /
Process:        Apache:27885:6004

まず、例 3-2 に示す出力では、システム・パフォーマンスを分析するために、調査するメト
リックが 3 つのカテゴリ（handle、request、および connection）に分類されています。
これらのメトリックは、次のように分類されます。

� handle

リクエストが HTTP サーバー・モジュールによって処理されるフェーズです。1 つのリク
エストが複数の HTTP サーバー・モジュールによって処理されることもあるので注意して
ください。ohs_serverメトリック表に表示される handle メトリックは、HTTP サー
バーの全モジュールを要約したものです。

� request

HTTP サーバー・デーモンがリクエストを受け取り、このリクエストに対するレスポンス
を送信する間、つまり初めの 1 バイトを受信してから 後の 1 バイトを送信するまでの
フェーズです。1 つの接続フェーズの間に、複数のリクエストがサービスを受ける場合が
あります。HTTP パラメータ KeepAliveが設定されていて、クライアントがこれを利用
する場合は、このようなことが起こり得ます。

� connection

HTTP 接続が確立されたときに開始し、接続がクローズされたときに終了する接続フェー
ズです。

次に、現在の Oracle HTTP Server の負荷を測定するために、次の ohs_serverメトリックを
調べます。

� request.active

� busyChildren.value

� readyChildren.value

� numChildren.value

これらの ohs_serverメトリックは、使用中の OHS 子サーバー（子）の数、およびアクティ
ブにリクエストを処理している子サーバーの数を示します。例 3-2 に示すデータでは、11 の子
サーバーが稼動中（numChildren.value）で、そのうち 1 つが現在リクエストを処理中

（busyChildren.value）であることを示しています。

Oracle HTTP Server では、通常の負荷の処理に十分な数の子サーバーを確保する一方で、通常
の負荷の変動にも対応できる必要があります。Oracle HTTP Server の子サーバーが同時に処理
するリクエストの数は 1 つに限られるので、Oracle HTTP Server は同時に多数の子サーバーを
稼動する必要があります。デフォルト構成による処理能力では現在の負荷を処理できないこと
が Oracle HTTP Server で検出されると、新規の子サーバーが自動的に起動します。その後、負
荷が減少すると、Oracle HTTP Server では、システム・リソースを節約するためにいくつかの
子サーバーが終了します。
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現在の構成で、Oracle HTTP Server が頻繁に子サーバーの起動と停止を行う場合、システムの
パフォーマンスが低下することがあり、システム構成の調整が必要であることを示しています。
Oracle HTTP Server の子サーバーが起動したかどうか、またいくつの子サーバーが終了したか
を確認するには、次の ohs_serverメトリックを調べます。

� childStart.count

� childFinish.count

これらのパフォーマンス・メトリックには、起動および終了した Oracle HTTP Server の子サー
バーの数が表示されるので、ここから Oracle HTTP Server の負荷を確認することもできます。
例 3-2 で示した Oracle HTTP Server では、11 個の子サーバーが起動され、終了したものはあり
ません。

childStart.countおよび childFinish.countメトリック値は、ある瞬間における Oracle 
HTTP Server の負荷が現在の負荷を上回っていたことや、Oracle HTTP Server のデフォルトの
構成パラメータで想定された範囲を超えたことを示している場合があります。起動した子サー
バーおよび終了した子サーバーの数が両方とも多い場合には、次の構成パラメータをチューニ
ングすることで、Oracle HTTP Server のパフォーマンスが向上する可能性があります。

� MinSpareServers

� MaxSpareServers

� StartServers

ohs_serverメトリックでは、handle.avg、request.avg、connection.avgメトリッ
ク、および handle.time、request.time、connection.timeの値がフェーズごとに増加
します。処理フェーズの時間が も短く、接続フェーズの時間が も長くなります。図 3-6 に、
ユーザー・リクエストを扱う場合の 3 つのフェーズの関係を示します。

KeepAliveが有効でクライアントがこれを使用する場合、図 3-6 に示すように、接続の継続時
間はリクエストを実施しレスポンスを返すために必要な時間よりも大幅に長くなることがあり
ます。これは 1 つのクライアントから複数のリクエストが送信される間、接続を維持している
からです。

図図図図 3-6 Oracle HTTP Server の実行フェーズの実行フェーズの実行フェーズの実行フェーズ

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 第 5 章「Oracle HTTP Server の 適化」

� 第 7 章「OracleAS Web Cache の 適化」

� 付録 A「パフォーマンス・メトリック」

� 『Oracle Application Server Web Cache 管理者ガイド』

� 子サーバーの起動と停止に関する Oracle HTTP Server の構成パラメー
タの詳細は、『Oracle HTTP Server 管理者ガイド』を参照してくださ
い。
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組込みパフォーマンス・メトリックを使用した Oracle HTTP Server の監視
組込みメトリックを使用した組込みメトリックを使用した組込みメトリックを使用した組込みメトリックを使用した Oracle HTTP Server エラーの調査エラーの調査エラーの調査エラーの調査
サイトで発生した Oracle HTTP Server エラーは、徹底的に調査する必要があります。Oracle 
HTTP Server のエラーは容認できるアクティビティを示す場合もありますが、セキュリティ上
の問題や、構成のエラー、アプリケーションの不具合などを示唆している場合もあります。エ
ラーは、ほぼ例外なく Oracle Application Server のパフォーマンスに影響を与えます。エラー
処理によって通常のリクエスト処理の速度が低下することがあります。逆に、エラー処理に
よって正常なリクエスト処理に必要な処理が省略される場合には、パフォーマンスが改善され
ることもあります。

dmstoolまたは AggreSpyを使用すると、ohs_serverメトリックを表示して Oracle HTTP 
Server のエラーを調査できます。例 3-2 の ohs_serverメトリックには、エラー・アクティビ
ティの概要が示されています。error.countメトリックは、Oracle HTTP Server へのリクエ
ストの結果が HTTP エラー・レスポンスであった場合に必ず増加します。

ohs_responsesメトリック表を使用して、エラー・タイプとエラー件数の詳細を調べます。
この表では、すべての error.count値が HTTP のレスポンス・タイプごとに分類されていま
す。表では、成功した HTTP リクエストと HTTP リダイレクトの件数も集計されています。

例 3-3 に、ohs_responsesメトリック表の dmstoolレポートを示します。AggreSpyを使用
して ohs_responsesメトリック表を表示することもできます。「AggreSpy」ウィンドウの左
側のペインで ohs_responsesメトリック表を選択するか、「All DMS Spies」リストの
Apacheプロセスの横にある「Text」リンクを選択します。「Spies」リストから Apache プロ
セスを選択した場合、表示されるすべてのメトリックの中から、ohs_responses表を検索す
る必要があります。

例例例例 3-3 HTTP Server レスポンス・メトリック（レスポンス・メトリック（レスポンス・メトリック（レスポンス・メトリック（ohs_responses メトリック表）メトリック表）メトリック表）メトリック表）

system1 125> dmstool -table ohs_responses

Fri May 02 15:19:56 PDT 2003
-------------
ohs_responses
-------------
CltErr_Authorization_Required_401.count:        0       ops
CltErr_BadRange_416.count:      0       ops
.
.
.
CltErr_Not_Found_404.count:     29      ops
.
.
.
Redirect_MultiChoice_300.count: 0       ops
Redirect_NotModified_304.count: 23      ops
Success_Accepted_202.count:     0       ops
.
.
.
SvrErr_VersionNotSupp_505.count:        0       ops
Host:   system1
Name:   Responses
Parent: /Apache
Process:        Apache:27885:6004
ohs_server:     Apache

例 3-3 によると、エラーの大半が不明な URI へのリクエストによるもの（「404 - 見つかりま
せん」エラー）であることがわかります。多くの Oracle HTTP Server サイトで、「見つかりま
せん」エラーは比較的よく発生します。ただし、全リクエストの 1% を超えるような多数の
「見つかりません」エラーが発生した場合、そうしたレポートを調査する必要があります。

error_logおよび access_logファイルを調べることにより、レポートされた内部エラー
（SvrErr_InternalError_500.count）などのエラーの原因となっている URI を特定でき
ます。
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組込みメトリックを使用した組込みメトリックを使用した組込みメトリックを使用した組込みメトリックを使用した Oracle HTTP Server のパフォーマンス問題の分類のパフォーマンス問題の分類のパフォーマンス問題の分類のパフォーマンス問題の分類
Oracle HTTP Server でのパフォーマンスの問題に気づいた場合、可能であればドリルダウンを
実行して問題を分類してください。パフォーマンス問題の検索を Oracle HTTP Server のサブ
セットに限定することで、問題についてより深く理解し、問題の特定と解決に集中することが
できます。組込みパフォーマンス・ツールを使用すれば、パフォーマンス問題を次の領域のど
れかに分類できます。リクエストが処理されている場所を特定したり、リクエスト処理時間が
多く集中している箇所を特定できます。

この項では、パフォーマンス問題を次の各領域に分類する方法について説明します。

� Oracle HTTP Server のパフォーマンス問題のモジュールによる分類

� Oracle HTTP Server のパフォーマンス問題の仮想ホストによる分類

� Oracle HTTP Server のパフォーマンス問題の子サーバーによる分類

Oracle HTTP Server のパフォーマンス問題のモジュールによる分類のパフォーマンス問題のモジュールによる分類のパフォーマンス問題のモジュールによる分類のパフォーマンス問題のモジュールによる分類
ohs_moduleメトリックを使用して、パフォーマンス問題を 1 つ以上のモジュールの分析に絞
り込みます。モジュール・メトリックを表示すると、メトリック・データを使用してパフォー
マンス問題の検索範囲を特定のモジュールに制限できます。

例 3-4 に、ohs_moduleメトリック表の dmstoolレポートの一部を示します。AggreSpyを
使用して ohs_moduleメトリック表を表示することもできます。「AggreSpy」ウィンドウの
左側のペインで「ohs_module」リンクを選択するか、「All DMS Spies」リストの Apacheプ
ロセスの横にある「Text」リンクを選択します。「Spies」リストから Apache プロセスを選択
した場合、表示されるすべてのメトリックの中から、ohs_module表を検索する必要がありま
す。

例例例例 3-4 モジュールごとのモジュールごとのモジュールごとのモジュールごとの Oracle HTTP Server アクティビティ調査のためのドリルダウンアクティビティ調査のためのドリルダウンアクティビティ調査のためのドリルダウンアクティビティ調査のためのドリルダウン

system1 127> dmstool -table ohs_module -c 1
Fri May 02 15:51:01 PDT 2003
----------
ohs_module
----------
decline.count:  76661   ops
handle.active:  0       threads
handle.avg:     13      usecs
handle.completed:       76661   ops
handle.maxTime: 5487    usecs
handle.minTime: 11      usecs
handle.time:    1007639 usecs
Host:   system1
Name:   mod_actions.c
Parent: /Apache/Modules
Process:        Apache:27885:6004
ohs_server:     Apache
.
.
.
Name:   mod_plsql.c
.
.

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 3-6 ページの「予測される Oracle HTTP Server のエラーと警告」

� Oracle HTTP Server の access_logおよび error_logファイルの詳
細は、『Oracle HTTP Server 管理者ガイド』を参照してください。

� 「ログの表示」ページの使用方法は、『Oracle Application Server 管理
者ガイド』を参照してください。
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.
decline.count:  0       ops
handle.active:  0       threads
handle.avg:     919     usecs
handle.completed:       76708   ops
handle.maxTime: 122401  usecs
handle.minTime: 351     usecs
handle.time:    70532228        usecs
Host:   system1
Name:   http_core.c
Parent: /Apache/Modules
Process:        Apache:27885:6004
ohs_server:     Apache
.
.
.
decline.count:  0       ops
handle.active:  0       threads
handle.avg:     331918  usecs
handle.completed:       440     ops
handle.maxTime: 42707927        usecs
handle.minTime: 5970    usecs
handle.time:    146044090       usecs
Host:   system1
Name:   mod_oc4j.c
Parent: /Apache/Modules
Process:        Apache:27885:6004
ohs_server:     Apache

モジュール・メトリックを調べる場合は、次の点に注意してください。

1. 静的ページのすべてのリクエストは、http_core.cモジュールによって処理されていま
す。Oracle Application Server Web Cache が有効になっている場合は、http_core.cの
使用は減少するはずです。Oracle Application Server Web Cache が有効になっている場合
は、http_core.cメトリックを監視して、静的ページのアクティビティが Oracle HTTP 
Server に到達しないよう Oracle Application Server Web Cache により効果的に防がれてい
ることを確認してください。

2. 通常、レスポンスにはプロセスの初期化やクラスのロードなど 1 度かぎりの処理が必要で
あり、これによってリクエスト処理の平均時間のレポートに偏りが生じることがあります。
パフォーマンスのレポートと分析では、総計値から 大値と 小値を除外して平均値を再
計算することで、このような 1 回かぎりの動作による影響を排除しています。たとえば、
例 3-4 に示した mod_oc4j.cメトリックの場合、次の数式を使用してリクエストの処理時
間の平均を再計算すれば、再計算した平均値は典型的なレスポンスの処理時間として、よ
り適切なものになります。

new average = (time - min - max) / (completed - 2)
            = (146044090 - 5970 - 42707927)/ (440 - 2)
            =   305710.6 microseconds

短時間サーバーを稼動し、少ないリクエストを処理した場合、平均値を再計算することが
重要になります。この場合、 初のリクエストの大きなオーバーヘッドが、平均値により
多くの影響を与えます。

3. ohs_moduleメトリック表を調べると、多くのリクエストが mod_oc4j.cモジュールを
通して OC4J に転送されていることがわかる場合があります。また、Oracle Application 
Server では、OC4J と J2EE アプリケーションのパフォーマンス測定方法が幅広く用意され
ています。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 4 章「OC4J の監視」
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Oracle HTTP Server のパフォーマンス問題の仮想ホストによる分類のパフォーマンス問題の仮想ホストによる分類のパフォーマンス問題の仮想ホストによる分類のパフォーマンス問題の仮想ホストによる分類
ohs_virtualHostメトリックを使用して、パフォーマンス問題の分析を Oracle HTTP Server
の仮想ホストごとに絞り込むことができます。仮想ホスト・メトリックを表示すると、メト
リック・データを使用してパフォーマンス問題の検索範囲を Oracle HTTP Server のサブセット
に限定できます。

例 3-5 に、ohs_virtualHostメトリック表の dmstoolレポートの一部を示します。
AggreSpyを使用して ohs_virtualHostメトリック表を表示することもできます。

「AggreSpy」ウィンドウの左側のペインで「ohs_virtualHost」リンクを選択するか、「All 
DMS Spies」リストの Apacheプロセスの横にある「Text」リンクを選択します。「Spies」リ
ストから Apache プロセスを選択した場合、表示されるすべてのメトリックの中から、ohs_
virtualHost表を検索する必要があります。

例例例例 3-5 仮想ホストごとの仮想ホストごとの仮想ホストごとの仮想ホストごとの Oracle HTTP Server アクティビティ調査のためのドリルダウンアクティビティ調査のためのドリルダウンアクティビティ調査のためのドリルダウンアクティビティ調査のためのドリルダウン

system1 134> dmstool -table ohs_virtualHost -c 1
Mon May 05 10:35:10 PDT 2003
---------------
ohs_virtualHost
---------------
request.active: 0       threads
request.avg:    0       usecs
request.completed:      0       ops
request.maxTime:        0       usecs
request.minTime:        0       usecs
request.time:   0       usecs
responseSize.value:     0       bytes
vhostType.value:        IP_DEFAULT
Host:   system1
Name:   system1.us.oracle.com:IP255.255.255.255,Port4444
Parent: /Apache/VHosts
Process:        Apache:27885:6004
ohs_server:     Apache
ohs_vhostSet:   VHosts

Oracle HTTP Server のパフォーマンス問題の子サーバーによる分類のパフォーマンス問題の子サーバーによる分類のパフォーマンス問題の子サーバーによる分類のパフォーマンス問題の子サーバーによる分類
Oracle HTTP Server の稼動中には通常、どの子サーバーがどのリクエストを処理しているのか
を気にする必要はありません。使用可能な子サーバーのどれもが受信した任意のリクエストを
処理できる、つまり各リクエストは空いている子サーバーによって処理されるためです。しか
し、Oracle Application Server システムで遅延やデッドロックが発生した場合は、Oracle HTTP 
Server の子サーバーのメトリックを分析する必要があります。これらのメトリックを調べるこ
とで、リクエスト処理のデッドロックまたは非常に大きな遅延の原因となる、実行時の問題や
構成のエラー、またはアプリケーションの不具合を特定するために、子プロセスを監視できる
ようになります。このような状況では、Oracle HTTP Server の子サーバー・メトリックの分析
によりデッドロックや遅延の発生箇所を判断することができます。

ohs_childメトリック表を使用して、パフォーマンス問題を 1 つ以上の Oracle HTTP Server
の子サーバーの分析に絞り込みます。

例 3-6 に、ohs_childメトリック表の dmstoolレポートの一部を示します。AggreSpyを使
用して ohs_childメトリック表を表示することもできます。「AggreSpy」ウィンドウの左側
のペインで「ohs_child」リンクを選択するか、「All DMS Spies」リストの Apacheプロセス
の横にある「Text」リンクを選択します。「Spies」リストから Apache プロセスを選択した場
合、表示されるすべてのメトリックの中から、ohs_child表を検索する必要があります。

ohs_childメトリック表は、現在のリクエストに消費された時間順に上位 10 個の Oracle 
HTTP Server の子サーバーを示します。例 3-6 に示すメトリックの場合、 初のエントリは 7
マイクロ秒で実行されています。ohs_childメトリックには、リスト中の各 Oracle HTTP 
Server の子サーバーの、リクエストに関係する URL とプロセス識別子が含まれています。
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例例例例 3-6 子サーバーごとのアクティビティ調査のためのドリルダウン子サーバーごとのアクティビティ調査のためのドリルダウン子サーバーごとのアクティビティ調査のためのドリルダウン子サーバーごとのアクティビティ調査のためのドリルダウン

system1 135> dmstool -table ohs_child -c 1
Mon May 05 10:44:24 PDT 2003
userpasswd=null
---------
ohs_child
---------
.
.
.
pid.value:      27897
slot.value:     3
status.value:   writing
time.value:     1       usecs
url.value:      GET /dms0/Spy?format=tbml&operation=get&value=true&units=true&d
Host:   system1
Name:   Child01
Parent: /Apache/Children
Process:        Apache:27885:6004
ohs_server:     Apache
pid.value:      27899
slot.value:     5
status.value:   keepalive
time.value:     7       usecs
url.value:      GET /dmsDemo/BasicBinomial HTTP/1.1
Host:   system1
Name:   Child00
Parent: /Apache/Children
Process:        Apache:27885:6004
ohs_server:     Apache

Oracle HTTP Server の子サーバーのメトリックを調べる場合は、次の点に注意してください。

1. 必要であれば ohs_childのメトリック値 pid.valueを使用して、デッドロックした
Oracle HTTP Server の子サーバーを特定し、終了します。

2. Oracle HTTP Server は、TimeOutディレクティブによって構成したタイムアウト設定の経
過後、リクエストを終了します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : TimeOutディレクティブの詳細は、『Oracle HTTP Server 管
理者ガイド』を参照してください。
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OC4J の監視の監視の監視の監視

この章では、Oracle Application Server Containers for J2EE（OC4J）のパフォーマンス監視方
法について説明します。パフォーマンス・データを取得すると、Oracle Application Server の
チューニング、およびパフォーマンスに問題のあるアプリケーションのチューニングとデバッ
グが容易になります。

この章には、次の項目が含まれています。

� Application Server Control コンソールを使用した OC4J の監視

� 組込みパフォーマンス・メトリックを使用した OC4J の監視
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Application Server Control コンソールを使用した OC4J の監視
Application Server Control コンソールを使用したコンソールを使用したコンソールを使用したコンソールを使用した OC4J の監視の監視の監視の監視
Application Server Control コンソールを使用すると、OC4J で稼動している OC4J インスタン
ス、J2EE アプリケーション、および Oracle Application Server コンポーネントのパフォーマン
ス特性に関する情報を表示できます。この項には、次の項目が含まれています。

� Application Server Control コンソールを使用した OC4J インスタンスの監視

� Application Server Control コンソールを使用した J2EE アプリケーションの監視

Application Server Control コンソールを使用したコンソールを使用したコンソールを使用したコンソールを使用した OC4J インスタンスの監視インスタンスの監視インスタンスの監視インスタンスの監視
OC4J のパフォーマンスを分析する前に、OC4J インスタンスが実行中であることを確認してく
ださい。図 4-1 に、Application Server Control コンソールの OC4J インスタンスのホーム・
ページを示します。このページは、選択した OC4J インスタンスのステータスを示します（見
出し「一般」の下にある「稼働中」は、この OC4J インスタンスが実行中であることを示しま
す）。

Application Server Control コンソールでは、Application Server とそのコンポーネントをスタ
ンドアロンで管理できますが、複数の Application Server Control コンソールではなく、1 つの
ツールで複数の Application Server を集中管理する場合は、Oracle Enterprise Manager 10g 
Grid Control コンソールを使用します。

図図図図 4-1 Application Server Control コンソールの「コンソールの「コンソールの「コンソールの「OC4J インスタンス」ページインスタンス」ページインスタンス」ページインスタンス」ページ

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 2-3 ページの「Oracle Application Server インスタンスの集中管
理」

注意注意注意注意 : Application Server Control コンソールでは、OC4J JMS の情報は
提供されません。組込みパフォーマンス・メトリックを使用して、OC4J 
JMS の情報を取得します。
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Application Server Control コンソールを使用した OC4J の監視
一般一般一般一般
Application Server Control コンソールの OC4J「一般」情報には、OC4J インスタンスの稼動お
よび停止ステータス、起動時刻、および OC4J インスタンスが稼動している仮想マシンの情報
が表示されます。この部分には、OC4J インスタンスの「停止」および「再起動」ボタンも表示
されます。

JDBC 使用状況使用状況使用状況使用状況
Application Server Control コンソールの OC4J「JDBC 使用状況」情報には、OC4J インスタン
スで開いている JDBC 接続数、JDBC 接続数の合計、アクティブなトランザクション数、コミッ
ト・トランザクションおよびロールバック・トランザクションの総数が表示されます。

ステータスステータスステータスステータス
Application Server Control コンソールの OC4J「ステータス」情報には、OC4J インスタンスの
CPU 使用量、メモリー使用量、ヒープ使用量が表示されます。

レスポンスレスポンスレスポンスレスポンス - サーブレットとサーブレットとサーブレットとサーブレットと JSP
Application Server Control コンソールの OC4J「レスポンス - サーブレットと JSP」情報には、
アクティブなセッション数、アクティブなリクエスト数、リクエスト処理時間の平均、アク
ティブなリクエストに対する毎秒のリクエスト処理数が表示されます。毎秒のリクエスト処理
数で示される値は、直前の 5 分間に処理されたリクエストを使用して計算した割合になります。

レスポンスレスポンスレスポンスレスポンス - EJB
Application Server Control コンソールの OC4J「レスポンス - EJB」情報には、アクティブな
EJB メソッドの数と EJB メソッドの実行率が表示されます。EJB メソッドの実行率は、直前の 5
分間に実行されたメソッドの毎秒の数になります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 4-7 ページの「組込みパフォーマンス・メトリックを使用した
OC4J の監視」

注意注意注意注意 : Application Server Control コンソールでは、約 5 分ごとにメト
リックのサブセットが自動的に収集されます。Application Server Control
コンソールの表示に示される数値が、 新のメトリック収集から
Application Server Control コンソールの表示のリフレッシュまでの期間に
わたって計算されます。
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Application Server Control コンソールを使用した OC4J の監視
Application Server Control コンソールを使用したコンソールを使用したコンソールを使用したコンソールを使用した J2EE アプリケーションの監視アプリケーションの監視アプリケーションの監視アプリケーションの監視
J2EE アプリケーションを含む OC4J インスタンスが実行中であることを確認した後、アプリ
ケーションのステータスをチェックします。J2EE アプリケーションがロードされていない場合
は、デプロイしてからアプリケーションにアクセスし、正常に動作していることを確認します。
図 4-2 に、FAQApp サンプル・アプリケーションの Application Server Control コンソールの
ページを示します。

図図図図 4-2 Application Server Control コンソールのコンソールのコンソールのコンソールの J2EE アプリケーション・メトリックアプリケーション・メトリックアプリケーション・メトリックアプリケーション・メトリック

図 4-2 では、Application Server Control コンソールで取得可能な J2EE アプリケーション・レベ
ルのパフォーマンス・データが、次のカテゴリ別に収集されています。

� 一般

� レスポンス - サーブレットと JSP

� レスポンス - EJB

� Web モジュール表

� EJB モジュール表
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Application Server Control コンソールを使用した OC4J の監視
一般一般一般一般
Application Server Control コンソールの J2EE アプリケーション「一般」情報には、アプリ
ケーションがロードされているかどうかが「ステータス」フィールドに表示され、「自動開始」
のステータスが「True」または「False」で表示されます。さらに、「親アプリケーション」
フィールドには、親アプリケーションへのリンクが表示されます。この部分には、アプリケー
ションの「再デプロイ」および「アンデプロイ」ボタンも表示されます。

レスポンスレスポンスレスポンスレスポンス - サーブレットとサーブレットとサーブレットとサーブレットと JSP
Application Server Control コンソールの J2EE アプリケーション「レスポンス - サーブレットと
JSP」情報は、アクティブなセッション数、アクティブなリクエスト数、リクエスト処理時間の
平均、およびアプリケーションへのアクティブなリクエストに対して直前の 5 分間に処理され
た毎秒のリクエスト数が表示されます。これらの情報に関する詳細を参照したり、特定のサー
ブレットや JSP のドリルダウンを行うには、「Web モジュール」表にあるリンクを使用してくだ
さい。

レスポンスレスポンスレスポンスレスポンス - EJB
Application Server Control コンソールの J2EE アプリケーション「レスポンス - EJB」情報には、
アクティブな EJB メソッドの数と直前の 5 分間における EJB メソッドの実行率が表示されます。

これらの情報に関する詳細を参照したり、特定のサーブレットや JSP のドリルダウンを行うに
は、「EJB モジュール」表にあるリンクを使用してください。

注意注意注意注意 : Application Server Control コンソールでは、約 5 分ごとにメト
リックのサブセットが自動的に収集されます。Application Server Control
コンソールの表示に示される数値が、 新のメトリック収集から
Application Server Control コンソールの表示のリフレッシュまでの期間に
わたって計算されます。
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Application Server Control コンソールを使用した OC4J の監視
Web モジュール表モジュール表モジュール表モジュール表
「Web モジュール」表では、J2EE アプリケーション内にあるサーブレットや JSP についての詳
細情報を取得できます。

図 4-3 には、FAQApp アプリケーションの Web モジュールに関する詳細情報が示されていま
す。ここには、「一般」情報、「レスポンスおよびロード」情報、およびアプリケーションの一
部である各サーブレットと JSP のデータ値を示す表が含まれます。

図図図図 4-3 Application Server Control コンソールのコンソールのコンソールのコンソールの J2EE アプリケーションのアプリケーションのアプリケーションのアプリケーションの Web モジュール・メトリックモジュール・メトリックモジュール・メトリックモジュール・メトリック
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組込みパフォーマンス・メトリックを使用した OC4J の監視
EJB モジュール表モジュール表モジュール表モジュール表
「EJB モジュール」表では、EJB モジュールおよび J2EE アプリケーション内の EJB に関するよ
り詳細な情報を取得できます。

図 4-4 に、FAQApp アプリケーションの「EJB モジュール」ページのサンプルを示します。

図図図図 4-4 Application Server Control コンソールの「コンソールの「コンソールの「コンソールの「EJB モジュール」ページモジュール」ページモジュール」ページモジュール」ページ

組込みパフォーマンス・メトリックを使用した組込みパフォーマンス・メトリックを使用した組込みパフォーマンス・メトリックを使用した組込みパフォーマンス・メトリックを使用した OC4J の監視の監視の監視の監視
OC4J および J2EE アプリケーションのパフォーマンス分析に、Oracle Application Server の組
込みパフォーマンス・メトリックを使用できます。OC4J のパフォーマンスを監視する前に、
Oracle Application Server とともにデフォルトでインストールされる、ホームという名前の
OC4J インスタンスが実行中であることを、次の URL にアクセスして確認します。

http://myhost:port/j2ee/

myhost の値は、OC4J がインストールされているホストに置き換えます。さらに、port には、
Oracle HTTP Server の httpd.confファイルで指定されている、Oracle HTTP Server のリス
ニング・ポート番号を指定してください。

URL の末尾がスラッシュ（/）で終わっていることを確認してください。スラッシュがないと、
ページをシステム上で見つけることができません。Web サイトがデフォルトの位置である
/j2ee/以外にマップされている場合、システムで構成されている位置を指定する必要があり
ます。

OC4J インスタンスがデフォルト設定で実行中の場合、この URL にアクセスすると Oracle 
Application Server Containers for J2EE（OC4J）の「ようこそ」ページが表示されます。OC4J
の「ようこそ」ページから、JSP やサーブレットのサンプルにアクセスできます。監視するア
クティブな J2EE アプリケーションがない場合、ブラウザを使用してサンプルのサーブレットや
JSP が生成した Web ページにリクエストを送信し、監視機能をテストできます。
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組込みパフォーマンス・メトリックを使用した OC4J の監視
たとえば、次の URL を使用します。

http://myhost:myport/j2ee/servlet/SnoopServlet
http://myhost:myport/j2ee/servlet/HelloWorldServlet

次に、AggreSpyまたは dmstoolを使用して、組込みパフォーマンス・メトリックのメト
リック値を表示します。

たとえば、AggreSpyを使用するには、Web ブラウザに次の URL を入力します。

http://myhost:myport/dms0/AggreSpy

AggreSpyが出力する結果表示では、OC4J および Oracle Application Server コンポーネントの
パフォーマンス・メトリックを表示するために選択可能なメトリック表のリストが左側のペイ
ンに表示されます。あるいは、コマンドラインまたはスクリプト内で dmstoolを使用してパ
フォーマンス・メトリックを表示することもできます。

OC4J の組込みメトリックを監視する場合は、次の点に注意してください。

� 各アプリケーションのサーブレット、JSP、EJB、JMS アプリケーションおよびその他のコ
ンポーネントの使用件数とサービス時間をそれぞれ監視し、収集したメトリックを設計お
よびデプロイ時の想定値と比較することをお薦めします。これらの想定値は、本番でのマ
ルチユーザーによるワークロードをシミュレートした状態で、単一のブラウザ・クライア
ントを使用してテストする必要があります。

� パフォーマンス低下のトラブルシューティングを行う場合、AggreSpyのメトリック表、
または dmstoolで収集するメトリックを使用して、 も頻繁に使用されているサーブ
レット、JSP、EJB、EJB メソッドおよび JMS トピックまたは JMS キューを特定できます。
頻繁に使用されているアプリケーション・コンポーネントは、システム・リソースの消費
の主な原因である場合が多いので、トラブルシューティングの作業は、まず も頻繁に使
用されているコンポーネントに集中して行います。

� OC4J インスタンス内のアプリケーションに対する JVM パフォーマンスの全体的な分析を
行うには、JVM メトリック表を選択します。JVM メトリック表には、スレッドとヒープ・
メモリーの割当てに関する有用な情報が表示されます。これらの値をチェックして、JVM
リソースが予想の範囲内で使用されていることを確認します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 2-5 ページの「AggreSpy を使用したパフォーマンス・メトリックの表
示」

� 2-8 ページの「dmstool を使用したパフォーマンス・メトリックの表
示」

� 第 6 章「OC4J での J2EE アプリケーションの 適化」

� 組込みパフォーマンス・メトリックの説明は、付録 A「パフォーマン
ス・メトリック」を参照してください。
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Oracle HTTP Server の最
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Oracle HTTP Server の最適化の最適化の最適化の最適化

この章では、Oracle Application Server における Oracle HTTP Server の 適化のテクニックに
ついて説明します。

この章には、次の項目が含まれています。

� TCP チューニング・パラメータ（UNIX）

� ネットワークのチューニング（Windows）

� Oracle HTTP Server ディレクティブの構成

� Oracle HTTP Server のロギング・オプション

� Oracle HTTP Server のセキュリティ・パフォーマンスの考慮事項

� Oracle HTTP Server のパフォーマンスのヒント

� mod_oc4j のロード・バランシング・ポリシーの設定
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TCP チューニング・パラメータ（UNIX）
TCP チューニング・パラメータ（チューニング・パラメータ（チューニング・パラメータ（チューニング・パラメータ（UNIX））））
TCP パラメータを正しくチューニングすると、パフォーマンスを大幅に改善できます。この項
では、TCP チューニングの推奨事項と、各パラメータの簡単な説明を示します。

表 5-1 に、推奨される TCP パラメータ設定および各パラメータについての参照先を示します。

表表表表 5-1 Solaris オペレーティング・システム（オペレーティング・システム（オペレーティング・システム（オペレーティング・システム（SPARC）用の）用の）用の）用の TCP パラメータ設定値パラメータ設定値パラメータ設定値パラメータ設定値

パラメータパラメータパラメータパラメータ 設定設定設定設定 コメントコメントコメントコメント

tcp_conn_hash_size 32768 5-5 ページの「TCP 接続テーブルのアクセス速度の増加」を参照

tcp_conn_req_max_q 1024 5-6 ページの「ハンドシェイクのキューの長さの増加」を参照

tcp_conn_req_max_q0 1024 5-6 ページの「ハンドシェイクのキューの長さの増加」を参照

tcp_recv_hiwat 32768 5-6 ページの「データ転送ウィンドウ・サイズの変更」を参照

tcp_slow_start_initial 2 5-6 ページの「データ転送率の変更」を参照

tcp_time_wait_interval 60000 5-5 ページの「接続テーブルのエントリ保有時間の指定」を参照

tcp_xmit_hiwat 32768 5-6 ページの「データ転送ウィンドウ・サイズの変更」を参照

表表表表 5-2 HP-UX 用の用の用の用の TCP パラメータ設定値パラメータ設定値パラメータ設定値パラメータ設定値

パラメータパラメータパラメータパラメータ スコープスコープスコープスコープ デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値 チューン値チューン値チューン値チューン値 コメントコメントコメントコメント

tcp_time_wait_interval ndd/dev/tcp 60,000 60,000 5-5 ページの「接続テーブルのエ

ントリ保有時間の指定」を参照

tcp_conn_req_max ndd/dev/tcp 20 1,024 5-6 ページの「ハンドシェイクの

キューの長さの増加」を参照

tcp_ip_abort_interval ndd/dev/tcp 600,000 60,000

tcp_keepalive_interval ndd/dev/tcp 7,20,00,000 900,000

tcp_rexmit_interval_initial ndd/dev/tcp 1,500 1,500

tcp_rexmit_interval_max ndd/dev/tcp 60,000 60,000

tcp_rexmit_interval_min ndd/dev/tcp 500 500

tcp_xmit_hiwater_def ndd/dev/tcp 32,768 32,768 5-6 ページの「データ転送ウィン

ドウ・サイズの変更」を参照

tcp_recv_hiwater_def ndd/dev/tcp 32,768 32,768 5-6 ページの「データ転送ウィン

ドウ・サイズの変更」を参照

表表表表 5-3 Tru64 用の用の用の用の TCP パラメータ設定値パラメータ設定値パラメータ設定値パラメータ設定値

パラメータパラメータパラメータパラメータ モジュールモジュールモジュールモジュール デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値 チューン値チューン値チューン値チューン値 コメントコメントコメントコメント

tcbhashsize sysconfig -r inet 512 16,384 5-5 ページの「TCP 接続テーブルの

アクセス速度の増加」を参照

tcbhashnum sysconfig -r inet 1 16（バー

ジョン 5.0）

tcp_keepalive_
default

sysconfig -r inet 0 1

tcp_sendspace sysconfig -r inet 16,384 65,535

tcp_recvspace sysconfig -r inet 16,384 65,535
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TCP チューニング・パラメータ（UNIX）
Linux のチューニングのチューニングのチューニングのチューニング

Linux システムシステムシステムシステム 2.1.100 以降における新たなネットワーク制限以降における新たなネットワーク制限以降における新たなネットワーク制限以降における新たなネットワーク制限
Linux では、TCP ウィンドウ・フィールドで、15 ビットのみを使用できます。このことは、す
べての値を 2 倍するか、この制限を外してカーネルを再コンパイルする必要があることを意味
します。

システム稼動時のチューニングシステム稼動時のチューニングシステム稼動時のチューニングシステム稼動時のチューニング
カーネル値を変更するための sysctlアプリケーションは準備されていません。カーネル値の
変更には、viなどのエディタを使用してください。

デフォルトおよび最大サイズのチューニングデフォルトおよび最大サイズのチューニングデフォルトおよび最大サイズのチューニングデフォルトおよび最大サイズのチューニング
次のファイルを編集してカーネル値を変更します。

この他にも、/proc/sys/net/ipv4/で次の TCP パラメータをチューニングできます。

� tcp_timestamps

� tcp_windowscaling

� tcp_sack

somaxconn sysconfig -r socket 1,024 65,535

sominconn sysconfig -r socket 0 65,535

sbcompress_
threshold

sysconfig -r socket 0 600

表表表表 5-4 AIX 用の用の用の用の TCP パラメータ設定値パラメータ設定値パラメータ設定値パラメータ設定値

パラメータパラメータパラメータパラメータ モデルモデルモデルモデル デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値 推奨値推奨値推奨値推奨値 コメントコメントコメントコメント

rfc1323 /etc/rc.net 0 1

sb_max /etc/rc.net 65,536 1,31,072

tcp_mssdflt /etc/rc.net 512 1,024

ipqmaxlen /etc/rc.net 50 100

tcp_sendspace /etc/rc.net 16,384 65,536

tcp_recvspace /etc/rc.net 16,384 65,536

xmt_que_size /etc/rc.net 30 150

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 5-4 ページの「コンパイル時のチューニング」

表表表表 5-5 Linux のののの TCP パラメータパラメータパラメータパラメータ

ファイル名ファイル名ファイル名ファイル名 詳細詳細詳細詳細

/proc/sys/net/core/rmem_default 受信ウィンドウのデフォルト値

/proc/sys/net/core/rmem_max 受信ウィンドウの 大値

/proc/sys/net/core/wmem_default 送信ウィンドウのデフォルト値

/proc/sys/net/core/wmem_max 送信ウィンドウの 大値

表表表表 5-3 Tru64 用の用の用の用の TCP パラメータ設定値（続き）パラメータ設定値（続き）パラメータ設定値（続き）パラメータ設定値（続き）

パラメータパラメータパラメータパラメータ モジュールモジュールモジュールモジュール デフォルト値デフォルト値デフォルト値デフォルト値 チューン値チューン値チューン値チューン値 コメントコメントコメントコメント
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TCP チューニング・パラメータ（UNIX）
TCP パラメータについての簡単な説明は、/LINUX_SOURCE_
DIR/Documentation/networking/ip-sysctl.txtを参照してください。

コンパイル時のチューニングコンパイル時のチューニングコンパイル時のチューニングコンパイル時のチューニング
これまでに述べたすべての TCP パラメータのデフォルト値は、Linux のカーネル・ソース・
ディレクトリにあるヘッダー・ファイル /LINUX_SOURCE_DIR/include/linux/skbuff.h
で設定されています。

これらのデフォルト値は次のとおりです。これは稼動時に構成可能です。

# ifdef CONFIG_SKB_LARGE
#define SK_WMEM_MAX 65535
#define SK_RMEM_MAX 65535
# else
#define SK_WMEM_MAX 32767
#define SK_RMEM_MAX 32767
#endif

MAX-WINDOW値は、Linux のカーネル・ソース・ディレクトリにある /LINUX_SOURCE_
DIR/include/net/tcp.hファイルで変更できます。

#define MAX_WINDOW 32767
#define MIN_WINDOW 2048

TCP パケット・ヘッダーのウィンドウ・フィールドに 15 ビットしか使用できないのは、MIN_
WINDOWの定義によって制限されているためです。

たとえば、40KB のウィンドウを使用するには、rmem_defaultを 40KB に設定します。ス
タックはこの値が 64KB よりも小さいことを認識し、winshift とのネゴシエーションを行いま
せん。このような確認を行うため、取得できるのは 32KB のみになります。したがって、強制
的に winshift=1 とするために、rmem_defaultの値を 64KB よりも大きく設定する必要があり
ます。これにより、必要な 40KB を 15 ビットのみで表現できるようになります。

チューニングした TCP スタックを使用して、2Mbit の衛星リンクを介して netperf による測定
を行ったところ、 大で 1.5 ～ 1.8Mbit のスループットを得ることができました。

TCP パラメータの設定パラメータの設定パラメータの設定パラメータの設定
接続テーブルのハッシュ・パラメータを Solaris オペレーティング・システムで設定するには、
次の行を /etc/systemファイルに追加し、その後システムを再起動します。

set tcp:tcp_conn_hash_size=32768

Tru64 では、/etc/sysconfigtabファイルにある tcbhashsizeを設定します。

TCP パラメータをこれらの推奨値に変更するサンプル・スクリプト tcpset.shが、
$ORACLE_HOME/Apache/Apache/bin/ディレクトリにあります。

注意注意注意注意 : ウィンドウ・スケーリングを使用していない場合、ウィンドウに
は 32767 よりも大きな値を割り当てないでください。

注意注意注意注意 : スクリプトの実行後にシステムが再起動された場合、デフォルト
の設定が復元され、もう一度スクリプトを実行する必要があります。設定
を永続的にするには、ご使用のシステムの起動ファイルに設定を入力しま
す。
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TCP 接続テーブルのアクセス速度の増加接続テーブルのアクセス速度の増加接続テーブルのアクセス速度の増加接続テーブルのアクセス速度の増加
ユーザー数が多い場合、TCP 接続テーブルのハッシュハッシュハッシュハッシュ・サイズを増加する必要があります。
ハッシュハッシュハッシュハッシュ・サイズは、接続データの格納に使用されるハッシュハッシュハッシュハッシュ・バケットの数です。バケット
がいっぱいになると、接続を検出するまでに時間がかかります。ハッシュハッシュハッシュハッシュ・サイズを増加する
と接続の検出時間は減少しますが、消費メモリーが増加します。

ご使用のシステムで 1 秒当たり 100 の接続を実行するとします。tcp_time_wait_interval
を 60000に設定すると、常に TCP 接続テーブルに約 6000のエントリが存在します。ハッハッハッハッ
シュシュシュシュ・サイズを 2048または 4096に増やすと、パフォーマンスが著しく改善されます。

1 秒当たり 300 の接続を処理するシステムの場合、ハッシュハッシュハッシュハッシュ・サイズをデフォルトの 256から
接続テーブルのエントリ数に近い数値に変更すると、往復に要する平均時間が 大で 3 から 4
秒減少します。ハッシュハッシュハッシュハッシュ・サイズの 大値は 262144です。必要に応じてメモリーを必ず増加
してください。

Solaris オペレーティング・システムの tcp_conn_hash_sizeを設定するには、次の行を
/etc/systemファイルに追加します。パラメータは、システムの再起動後に有効になります。

set tcp:tcp_conn_hash_size=32768

Tru64 では、/etc/sysconfigtabファイルにある tcbhashsizeを設定します。

接続テーブルのエントリ保有時間の指定接続テーブルのエントリ保有時間の指定接続テーブルのエントリ保有時間の指定接続テーブルのエントリ保有時間の指定
前述の項に示されるように、接続が確立されると、その接続に関連のあるデータは TCP 接続
テーブルで管理されます。ビジーなシステムでは、TCP パフォーマンスの大半（および拡張
Web サーバーのパフォーマンス）は、接続テーブル内で特定の TCP 接続へのエントリにアクセ
スできるスピードに依存します。そしてこのアクセス・スピードは、テーブルにあるエントリ
の数と、テーブルの構成方法（たとえばハッシュ・サイズなど）に左右されます。テーブル内
のエントリ数は、着信リクエストの割合と、各接続の存続期間の両方によって異なります。

サーバーは各接続のクローズ後も、それ以降にクライアントから着信したパケットを識別し、
正しく破棄できるよう、TCP 接続テーブルのエントリを一定期間維持します。TCP 接続テーブ
ルのエントリが接続のクローズ後に維持される期間は、tcp_time_wait_intervalパラメー
タで制御できます。Solaris オペレーティング・システムでのこのパラメータのデフォルトは、
TCP の標準に準拠した 240,000ms になっています。4 分間というこのパラメータ値は、無視さ
れるはずのパケットへのレスポンスとして送信されてきたエラー・パケットによる、インター
ネットの輻輳を避けるために設定されています。実際には 60,000ms で十分であり、許容範囲で
あると考えられます。このように設定することで、TCP 接続テーブルのエントリ数が大幅に削
減される一方、このエントリに関して余ったパケットのすべてではないにしても、大半を破棄
するために十分な期間にわたって接続が保持されることになります。そのため、次のように設
定することをお薦めします。

HP-UX および Solaris オペレーティング・システム 2.7 以降での設定

/usr/sbin/ndd -set /dev/tcp tcp_time_wait_interval 60000

注意注意注意注意 : インターネットのトポロジによってユーザー数が大きく変化する
場合、このパラメータをより大きな値に設定します。TCP 接続テーブルへ
のアクセス時間は、tcp_conn_hash_sizeパラメータによって改善でき
ます。
Oracle HTTP Server の最適化 5-5



TCP チューニング・パラメータ（UNIX）
ハンドシェイクのキューの長さの増加ハンドシェイクのキューの長さの増加ハンドシェイクのキューの長さの増加ハンドシェイクのキューの長さの増加
TCP 接続のハンドシェイク中、サーバーは、クライアントからリクエストを受信した後、応答
を送信し、クライアントからの応答を待機します。クライアントがサーバーのメッセージに応
答すると、ハンドシェイクは完了します。クライアントから 初のリクエストを受信すると、
サーバーはリスニング・キューにエントリを作成します。クライアントがサーバーのメッセー
ジに応答すると、完了したハンドシェイクのメッセージのキューに移動されます。リクエスト
は、サーバーがサービスを行うリソースを確保するまでの間、ここで待機します。

完了していないハンドシェイクのキューの 大長は、tcp_conn_req_max_q0によって決定さ
れます。デフォルトは 1024です。完了したハンドシェイクのリクエストのキューの 大長は、
tcp_conn_req_max_qで定義されます。デフォルトは 128です。

ほとんどの Web サーバーではデフォルトで十分ですが、同時ユーザーが数百人以上いる場合、
これらの設定では低すぎる可能性があります。その場合、キューがいっぱいであるため、接続
はハンドシェイクの段階で排除されます。この問題がご使用のシステムで発生するかどうかを
判断するには、netstat -sを使用して、tcpListenDrop、tcpListenDropQ0および
tcpHalfOpenDropの値を調べます。 初の 2 つの値がゼロではない場合、 大値を増加する
必要があります。

おそらくデフォルト値で十分ですが、オラクル社では tcp_conn_req_max_qの値を 1024に
増やすことをお薦めします。これらのパラメータを設定するには、次のコマンドを使用します。

Solaris オペレーティング・システムでの設定

% /usr/sbin/ndd -set /dev/tcp tcp_conn_req_max_q 1024
% /usr/sbin/ndd -set /dev/tcp tcp_conn_req_max_q0 1024

HP-UX での設定

prompt>/usr/sbin/ndd-set /dev/tcp tcp_conn_req_max 1024

データ転送率の変更データ転送率の変更データ転送率の変更データ転送率の変更
TCP では、インターネットの混雑したセグメントに負荷がかかりすぎないよう、低速でデータ
転送を開始します。低速で開始する場合、1 つのパケットが送信され、確認が受信された後に 2
つのパケットが送信されます。サーバーに送信される数は、確認を受信するたびに倍になり、
TCP 転送ウィンドウの制限に達するまで増加します。

ところが、オペレーティング・システムの中には、接続開始時の 1 パケットの受信をすぐに確
認しないものがあります。Solaris オペレーティング・システムは TCP の標準に準拠しており、
デフォルトで接続の開始時に 1 パケットのみを送信します。これは、接続の開始に要する時間
が大幅に増大する原因となります。そのため、データ転送開始の際の初期パケット数を 2 に増
やすことをお薦めします。これは、次のコマンドで設定できます。

% /usr/sbin/ndd -set /dev/tcp tcp_slow_start_initial 2

データ転送ウィンドウ・サイズの変更データ転送ウィンドウ・サイズの変更データ転送ウィンドウ・サイズの変更データ転送ウィンドウ・サイズの変更
データの送受信に使用する TCP 転送ウィンドウのサイズにより、確認を待たずに送信可能な
データ量が決まります。デフォルトのウィンドウ・サイズは 8192バイトです。ご使用のシス
テムのメモリーに制約がある場合以外は、これらのウィンドウの値を 大値の 32768に増やし
ます。これにより、大きなデータの転送速度が著しく向上します。ウィンドウを大きくするに
は、次のコマンドを使用します。

Solaris オペレーティング・システムでの設定

% /usr/sbin/ndd -set /dev/tcp tcp_xmit_hiwat 32768
% /usr/sbin/ndd -set /dev/tcp tcp_recv_hiwat 32768

HP-UX での設定

prompt>/usr/sbin/ndd -set /dev/tcp tcp_xmit_hiwater_def 32768
prompt>/usr/sbin/ndd -set /dev/tcp tcp_recv_hiwater_def 32768
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ネットワークのチューニング（Windows）
通常クライアントは大量のデータを受信するため、エンド・ユーザーのシステムの TCP 受信
ウィンドウも同様に大きくすると効果的です。

ネットワークのチューニング（ネットワークのチューニング（ネットワークのチューニング（ネットワークのチューニング（Windows））））
Windows システムで、ネットワーク・パフォーマンスを 大限に発揮するには、メモリーを十
分に確保した後で、次を実行します。

� システムで TCP/IP プロトコルのみを実行します。

� TCP 適化の「ファイル共有のデータ スループットを 大にする」設定を使用します。

この項には、次の項目が含まれています。

� ネットワークのチューニング（Windows 2000）

� ネットワークのチューニング（Windows 2003）

� ネットワークのチューニング（Windows XP）

ネットワークのチューニング（ネットワークのチューニング（ネットワークのチューニング（ネットワークのチューニング（Windows 2000））））
Windows 2000 システムで、ネットワーク・パフォーマンスを 大限に発揮するには、「ネット
ワーク アプリケーションのデータ スループットを 大にする」プロパティを設定します。これ
を行うには、次の手順を実行します。

1. Windows 2000 のデスクトップで「マイ ネットワーク」を右クリックし、「プロパティ」を
選択します。

2. 「ローカル エリア接続」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。

3. 「チェック マークがオンになっているコンポーネントがこの接続で使用されています」の
下で「Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有」を選択します。

4. 「プロパティ」ボタンをクリックし、「ネットワーク アプリケーションのデータ スループッ
トを 大にする」を選択します。

5. 「OK」をクリックし、もう一度「OK」をクリックします。

ネットワークのチューニング（ネットワークのチューニング（ネットワークのチューニング（ネットワークのチューニング（Windows 2003））））
Windows 2003 システムで、ネットワーク・パフォーマンスを 大限に発揮するには、「ネット
ワーク アプリケーションのデータ スループットを 大にする」プロパティを設定します。これ
を行うには、次の手順を実行します。

1. Windows 2003 のデスクトップで「マイ ネットワーク」を右クリックし、「プロパティ」を
選択します。

2. 「ローカル エリア接続」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。

3. 「チェック マークがオンになっているコンポーネントがこの接続で使用されています」の
下で「Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有」を選択します。

4. 「プロパティ」ボタンをクリックし、「ネットワーク アプリケーションのデータ スループッ
トを 大にする」を選択します。

5. 「OK」をクリックし、もう一度「OK」をクリックします。
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ネットワークのチューニング（ネットワークのチューニング（ネットワークのチューニング（ネットワークのチューニング（Windows XP））））
Windows XP システムで、ネットワーク・パフォーマンスを 大限に発揮するには、「ネット
ワーク アプリケーションのデータ スループットを 大にする」プロパティを設定します。これ
を行うには、次の手順を実行します。

1. ネットワーク接続をオープンします。ネットワーク接続をオープンするには、「スタート」
メニューから「コントロール パネル」をクリックし、「ネットワークとインターネット接
続」の次に「ネットワーク接続」をクリックします。

2. 接続を右クリックして、「プロパティ」をクリックします。

3. 次のいずれかを実行します。

� ローカル・エリア接続の場合は、「全般」タブの「この接続は次の項目を使用します」
の「Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有」をクリックし、「プロパティ」
をクリックします。

� ダイヤルアップ、VPN または着信接続の場合は、「ネットワーク」タブの「この接続
は次の項目を使用します」の「Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有」を
クリックし、「プロパティ」をクリックします。

4. できるだけ多くのリソースをファイルおよびプリント・サーバー・サービス専用にするに
は、「ファイル共有のデータ スループットを 大にする」をクリックします。

サーバー上では、「Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有」のみ構成できます。
ローカル・フォルダを共有するには、「Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有」を
有効にする必要があります。「Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有」コンポーネ
ントは、Windows NT 4.0 の Server サービスと同等です。

Oracle HTTP Server ディレクティブの構成ディレクティブの構成ディレクティブの構成ディレクティブの構成
アプリケーション・サーバーを構成するために、Oracle HTTP Server では httpd.confのディ
レクティブを使用します。この構成ファイルでは、同時に処理できる HTTP リクエストの 大
数、ロギングの詳細、制限およびタイムアウトを指定します。

表 5-6 に、パフォーマンスに大きな影響を与えるディレクティブをまとめます。

さらに、この項には、次の項目が含まれています。

� MaxClients ディレクティブの構成

� 永続的な接続による httpd プロセスの可用性の低下

� ThreadsPerChild パラメータの構成（Windows）

� Oc4jCacheSize ディレクティブの構成

表表表表 5-6 Oracle HTTP Server の構成プロパティの構成プロパティの構成プロパティの構成プロパティ

ディレクティブディレクティブディレクティブディレクティブ 説明説明説明説明

ListenBackLog 保留中の接続のキューの 大長を指定します。通常、チューニングする必要はありませ
ん。一部のオペレーティング・システムでは、ListenBacklog で指定した数値そのもので

はなく、設定に基づく数値（通常はそれより大きな数値）が使用されます。

デフォルト値 : 511

MaxClients 実行可能なサーバーの総数、すなわち同時に接続可能なクライアントの数を制限します。
クライアントの接続数がこの制限に達した場合、後続のリクエストは、ListenBackLog
ディレクティブで指定したキューの 大長に達するまで、TCP/IP システムのキューに格

納されます（保留中の接続のキューがいっぱいになると、プロセスが使用可能になるまで
新しいリクエストは接続エラーになります）。

MaxClientsに使用できる 大数は、8192（8K）です。

デフォルト値 : 150
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MaxRequestsPerChild 各子プロセスが終了するまでに処理可能なリクエストの数です。Apache（および Apache
が使用するライブラリ）がメモリーやその他のリソースを浪費する場合に、長期間使用し
た結果生じる問題を避けるために、子プロセスを終了します。大部分のシステムではほと
んど必要ありませんが、UNIX などのいくつかのシステムでは無視できないリークがライ

ブラリで発生します。このようなプラットフォームの場合は、MaxRequestsPerChild
に 10000 程度の値を設定してください。0 を設定すると無制限になります。

この値には、各接続の初期リクエストに続く KeepAliveリクエストは含まれません。た

とえば、子プロセスが初期リクエストと、それに続く 10 個の「keep alive」リクエストを

処理した場合、この制限に関しては 1 個のリクエストとしてのみカウントされます。

注意注意注意注意 : Windows システムでは、MaxRequestsPerChildは常に 0（無制限）に設定する

必要があります。Windows 上に存在するサーバー・プロセスは 1 つのみなので、このプ

ロセスを制限しないでください。

MaxSpareServers

MinSpareServers

サーバーのプール・サイズの規定値です。Oracle HTTP Server では、検出した負荷に動的

に適応するため、必要なサーバーのプロセス数を予測する必要はありません。つまり、現
在の負荷の処理に十分なサーバー・プロセス数に加えて、一時的な負荷の増加（たとえ
ば、1 つの Netscape ブラウザから複数のリクエストが同時に行われる場合）に備えてい

くつかの予備サーバーが維持されます。

これは、いくつのサーバーがリクエスト待ちの状態にあるかを定期的にチェックすること
で実現されています。待機中のサーバー数が MinSpareServersよりも少ない場合、新

規の予備サーバーを作成します。待機サーバー数が MaxSpareServersよりも多い場合

は、予備サーバーのいくつかを終了させます。

ほとんどのサイトでは、次のデフォルト値のままで問題ありません。

デフォルト値 :

MaxSpareServers: 10

MinSpareServers: 5

StartServers 初に起動するサーバーの数です。起動後に急激な負荷が予想される場合は、そのときに
必要な子サーバーの数を基準にしてこの値を設定してください。

デフォルト値 : 5

Timeout 受信および送信がタイムアウトするまでの秒数です。

デフォルト値 : 300

KeepAlive 永続的な接続（1 回の接続について複数のリクエストを送信する接続）を許可するかどう

かを設定します。解除するには Offに設定します。

デフォルト値 : On

MaxKeepAliveRequests 永続的な接続の間に許可するリクエストの 大数です。0 に設定すると無制限になりま

す。

クライアントとのセッションが長い場合、この値を増やすことができます。

デフォルト値 : 100

KeepAliveTimeout 1 つの接続において同じクライアントからの次のリクエストを待機する秒数です。

デフォルト値 : 15 秒

表表表表 5-6 Oracle HTTP Server の構成プロパティ（続き）の構成プロパティ（続き）の構成プロパティ（続き）の構成プロパティ（続き）

ディレクティブディレクティブディレクティブディレクティブ 説明説明説明説明
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Oracle HTTP Server ディレクティブの構成
MaxClients ディレクティブの構成ディレクティブの構成ディレクティブの構成ディレクティブの構成
MaxClientsディレクティブは、Web サーバーに同時に接続できるクライアント数、ひいては
httpd プロセスの数を制限します。このパラメータは、httpd.confファイルで構成でき、
大値は 8K です（デフォルト値は 150 です）。

以前のリリースで、2 つのプロセッサを使用して静的ページのリクエスト（平均サイズ 20K）
をテストしたところ、システムから次の結果が得られました。

� MaxClientsのデフォルト設定 150 では、ネットワークが飽和に達しました。

� 300 ユーザーの同時サポートには、約 60 個の httpd プロセスが必要でした（思考時間なし）。

前述のシステム、さらに 4 および 6 プロセッサのシステムでは、MaxClients設定を 150 から
256 に増加しても、顕著なパフォーマンスの向上は見られませんでした。これは、 高 1000
ユーザーで静的ページとサーブレットを使用したテストの結果です。

システム・リソースが飽和状態のときに MaxClientsを増加しても、パフォーマンスは改善さ
れません。使用可能な httpd プロセスがない場合、接続リクエストはプロセスが使用可能にな
るまで TCP/IP システムのキューに入れられ、しばらくするとクライアントにより接続が終了
されます。永続的な接続を使用する場合、さらに多くの同時 httpd サーバー・プロセスが必要
な場合があります。

動的リクエストの場合、システムの負荷が大きければ、リクエストをネットワークでキューに
入れるほうがよいことがあります（これにより、システムの負荷が適度な状態になります）。シ
ステム管理者は、長いレスポンス時間よりも、タイムアウト・エラーと再試行のほうが許容で
きるのではないか、という点を検討してみてください。この場合、サーバーへの同時リクエス
ト数に対するスロットルとして、MaxClients設定を小さくできます。

UNIX システムの MaxClientsパラメータは、Windows システムの ThreadsPerChildパラ
メータと同様に動作します。

永続的な接続による永続的な接続による永続的な接続による永続的な接続による httpd プロセスの可用性の低下プロセスの可用性の低下プロセスの可用性の低下プロセスの可用性の低下
KeepAliveディレクティブのデフォルトの設定は、次のとおりです。

KeepAlive on
MaxKeepAliveRequests 100
KeepAliveTimeOut 15

これらの設定により、永続的な接続の欠点を 小限に抑えながら、利点を活用できるように、
接続当たりのリクエストおよびリクエスト間の時間が設定されています。ご使用のシステムで
これらの値を設定する際は、ご使用のシステムのユーザー数と作業内容を考慮する必要があり
ます。たとえば、ユーザー数は多いが、ユーザーが送信するリクエストが小さく頻度が低い場
合は、KeepAliveディレクティブのデフォルト設定値を小さくするか、または KeepAliveを
off に設定します。ユーザー数が少なく、サイトに頻繁にアクセスする場合は、設定値を大きく
します。

ThreadsPerChild パラメータの構成（パラメータの構成（パラメータの構成（パラメータの構成（Windows））））
httpd.confファイルにある ThreadsPerChildパラメータでは、HTTP サーバーが同時に処
理できるリクエストの数を指定します。ThreadsPerChildパラメータの値を超える分のリク
エストは、TCP/IP キューで待機します。TCP/IP キューでリクエストの待機を許可すると、レレレレ
スポンス時間スポンス時間スポンス時間スポンス時間とスループットスループットスループットスループットがベストな状態になることがよくあります。

Windows システムの ThreadsPerChildパラメータは、UNIX システムの MaxClientsパラ
メータと同様に動作します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 5-10 ページの「ThreadsPerChild パラメータの構成
（Windows）」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 5-10 ページの「MaxClients ディレクティブの構成」
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Oracle HTTP Server のロギング・オプション
静的ページのリクエストに対する静的ページのリクエストに対する静的ページのリクエストに対する静的ページのリクエストに対する ThreadsPerChild の構成の構成の構成の構成
リクエストを処理する同時スレッドの数を増やすと、サーバーが処理できるリクエストの数も
増えます。しかし、負荷が高い場合にスレッドの数が多すぎると、リクエストの処理速度が低
下し、サーバーのシステム・リソースの消費量が増加するので注意してください。

オラクル社における静的ページのリクエストのテストでは、CPU ごとの ThreadsPerChild
を 20 と設定すると、良好なレスポンス時間レスポンス時間レスポンス時間レスポンス時間とスループットスループットスループットスループットが得られました。たとえば、4 つの
CPU を使用する場合は、ThreadsPerChildを 80 に設定します。この設定を行ったときに
CPU 使用率が 85% を超えなければ、ThreadsPerChildの値を大きくできますが、設定した
スレッド数がすべて使用されていることを確認してください。

Oc4jCacheSize ディレクティブの構成ディレクティブの構成ディレクティブの構成ディレクティブの構成
mod_oc4j.conf Oc4jCacheSizeディレクティブでは、mod_oc4jが OC4J JVM ごとに維持
するアイドル接続の 大数を指定します。UNIX システムでは、Oracle HTTP Server の各プロ
セスはシングル・スレッドであり、意味のある値は 1 およびゼロ（0）のみです。この値がゼロ
（0）の場合、Oracle HTTP Server は接続を維持する必要はなく、リクエストごとに新しい接続
を開く必要があることを指定します。各プロセスはシングル・スレッドであるため、複数の接
続は不要であり、値が 1 より大きくても UNIX システムに与える影響は値が 1 の場合と同じで
す。

Windows システムでは、接続キャッシュは子プロセス内のスレッド間で共有されます。ユー
ザーの負荷がすべての OC4J リクエストである場合、つまり Oracle HTTP Server がコンテンツ
をほとんど、あるいはまったく提供せず、OC4J のフロント・エンドとしての役割しか果たさな
い場合、ThreadsPerChildと等しい Oc4jCacheSizeを設定することをお薦めします。この
設定では、必要に応じてスレッドごとに専用の接続が用意され、パフォーマンスが 高になり
ます。

Oracle HTTP Server のロギング・オプションのロギング・オプションのロギング・オプションのロギング・オプション
この項では、ロギングのタイプ、ログ・レベル、さらにロギングの使用によるパフォーマンス
への影響について説明します。

アクセス・ロギングアクセス・ロギングアクセス・ロギングアクセス・ロギング
静的ページのリクエストの場合、デフォルト・フィールドのアクセス・ロギングにより、パ
フォーマンス・コストが 2 ～ 3% 増加します。

HostNameLookups ディレクティブの構成ディレクティブの構成ディレクティブの構成ディレクティブの構成
デフォルトでは、HostNameLookupsディレクティブは Offに設定されています。サーバーに
より、着信リクエストの IP アドレスがログ・ファイルに書き込まれます。HostNameLookups
が On に設定されると、サーバーは各リクエストの IP アドレスに関連付けられたホスト名をイ
ンターネット上の DNS システムに問い合せ、ホスト名をログに書き込みます。

オラクル社のテストで、HostNameLookupsを On に設定したところ、パフォーマンスは約
3%（ 良の場合）低下しました。サーバーの負荷とご使用の DNS サーバーへのネットワーク
接続状況により、DNS 検索のパフォーマンス・コストが高くなる可能性があります。ログ中に
リアル・タイムでホスト名が必要な場合以外は、IP アドレスでログを行うことをお薦めしま
す。 

UNIX システムでは、$ORACLE_HOME/Apache/Apache/bin/ディレクトリにある
logresolveユーティリティを使用して、オフラインで IP アドレスをホスト名に解決できま
す。
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Oracle HTTP Server のセキュリティ・パフォーマンスの考慮事項
エラーのロギングエラーのロギングエラーのロギングエラーのロギング
サーバーにより、エラー・ログに異常なアクティビティが記録されます。ErrorLogおよび
LogLevelディレクティブにより、ログ・ファイルと、記録されるメッセージの詳細レベルを
指定します。デフォルトのレベルは warnです。負荷のかかったシステムにおける静的ページ
のパフォーマンスでは、warn、infoおよび debugのレベルで違いはありませんでした。

動的リソースを使用するリクエストの場合（たとえば mod_osso、mod_plsql、または mod_
oc4jを使用するリクエスト）、debugレベルなどのより高位のデバッグ・レベルの設定により
パフォーマンス・コストが発生します。

Oracle HTTP Server のセキュリティ・パフォーマンスの考慮事項のセキュリティ・パフォーマンスの考慮事項のセキュリティ・パフォーマンスの考慮事項のセキュリティ・パフォーマンスの考慮事項
この項には、次の項目が含まれています。

� Oracle HTTP Server における Secure Sockets Layer（SSL）のパフォーマンスに関する問題

� Oracle HTTP Server ポート・トンネリングのパフォーマンスに関する問題

Oracle HTTP Server におけるにおけるにおけるにおける Secure Sockets Layer（（（（SSL）のパフォーマンスに）のパフォーマンスに）のパフォーマンスに）のパフォーマンスに
関する問題関する問題関する問題関する問題

Secure Sockets Layer（SSL）は、Netscape 社によって開発されたプロトコルで、インターネッ
ト上での認証と暗号化による通信を提供します。概念的には、SSL はプロトコル・スタックの
アプリケーション層とトランスポート層の中間に存在します。SSL は技術的にはアプリケー
ションに依存しないプロトコルですが、HTTP を介したセキュリティの提供が標準となった現
在では、すべての主要な Web ブラウザで SSL がサポートされています。

SSL は、Web ベースのアプリケーションのレスポンス能力とスケーラビリティの両方でボトル
ネックとなる可能性があります。SSL が要求される場合、プロトコルのパフォーマンスに関す
る問題を慎重に考慮する必要があります。SSL プロトコルを使用する場合、特にセッションの
作成および始動などのセッション管理が、 もパフォーマンス・コストのかかる部分です。

この項には、次の SSL パフォーマンス関連の情報が含まれています。

� Oracle HTTP Server の SSL キャッシュ

� SSL によるアプリケーション・レベルのデータ暗号化

� SSL パフォーマンスの推奨事項

Oracle HTTP Server のののの SSL キャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ
SSL 接続が開始されると、クライアントとサーバー間のハンドシェイクに基づくセッションが
発生します。これには暗号スイートのネゴシエーション、データ暗号化用の秘密鍵の交換、お
よびデジタル署名証明書を介したサーバーおよび任意のクライアントの認証が含まれます。

SSL のセッション状態がクライアントとサーバー間で開始された後は、サーバーによってセッ
ション状態を保存および再利用できるので、後続の SSL リクエストでセッションを確立しハン
ドシェイクを作成する必要がなくなります。Oracle HTTP Server では、デフォルトでクライア
ントの SSL（Secure Sockets Layer）セッション情報をキャッシュします。セッション・キャッ
シュを使用すると、待ち時間が長いのはサーバーへの 初の接続時のみになります。

httpd.confの SSLSessionCacheTimeoutディレクティブにより、サーバーで保存された
SSL セッションを保持する期間を指定します（デフォルトは 300秒です）。セッション状態は、
指定した時間の経過後に使用されない場合は廃棄されます。そして、後続の SSL リクエストで
は新しい SSL セッションを確立し、もう一度ハンドシェイクを開始する必要があります。
SSLSessionCacheディレクティブでは、SSL セッション情報の保存場所を指定します。デ
フォルトの保存場所は、UNIX システムでは $ORACLE_HOME/Apache/Apache/logs/ディレ
クトリで、Windows システムでは %ORACLE_HOME%¥Apache¥Apache¥logs¥です。保存され
たセッション・キャッシュ・ファイルは、複数の Oracle HTTP Server プロセスで使用可能で
す。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server セキュリティ・ガイド』
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Oracle HTTP Server のセキュリティ・パフォーマンスの考慮事項
SSL のセッション状態を保存すると、SSL を使用したアプリケーションのパフォーマンスが大
幅に改善します。たとえば、SSL 対応のサーバーで接続と切断の簡単なテストを行ったところ、
SSL セッション・キャッシュを使用しない場合、5 回の接続に要した時間は 11.4 秒でした。SSL
セッション・キャッシュを使用可能にした場合、5 回の往復に要した時間は 1.9 秒でした。

保存された SSL のセッション状態を再利用する場合は、いくつかのパフォーマンス・コストが
発生します。SSL のセッション状態をディスクに保存した場合、保存されたセッション状態を
再利用するには、通常ディスクから関連するセッション状態を検出し、取得する必要がありま
す。永続的な HTTP 接続を使用すれば、このパフォーマンス・コストを削減できます。永続的
な HTTP 接続がクライアント側でサポートされている場合、Oracle HTTP Server では、この接
続がデフォルトで使用されます。Oracle HTTP Server によって実装される SSL を使用した
HTTP 接続では、SSL のセッション状態は、関連する HTTP 接続が維持されている間メモリー
に保存されます。このプロセスにより、SSL セッションの再利用によるオーバーヘッドが実質
的に排除されます（概念的には、SSL 接続は HTTP 接続とともに維持されます）。

SSL によるアプリケーション・レベルのデータ暗号化によるアプリケーション・レベルのデータ暗号化によるアプリケーション・レベルのデータ暗号化によるアプリケーション・レベルのデータ暗号化
SSL を使用するほとんどのアプリケーションでは、データ暗号化のコストは、SSL セッション
管理と比較して小さくなります。暗号化コストが著しく発生するのは、暗号化されたデータの
ボリュームが大きい場合です。そのような場合、データ暗号化アルゴリズムと SSL セッション
に選択した鍵のサイズは極めて大きくなります。

通常、セキュリティ・レベルとパフォーマンス間にはトレードオフが発生します。たとえば、
新のプロセッサでは、RSA は RC4 暗号化が 1 出力バイト当たり 8 ～ 16 の処理に対応すると

見積っています。通常の DES 暗号化では RC4 のおよそ 8 倍のオーバーヘッドが発生し、
Triple-DES では DES のおよそ 25 倍のオーバーヘッドが発生します。ただし、Triple-DES を使
用している場合、暗号化コストはほとんどのアプリケーションで顕著ではありません。Oracle 
HTTP Server では、これら 3 つの暗号スイートおよびその他の暗号スイートがサポートされて
います。

Oracle HTTP Server では、httpd.confで指定されている SSLCipherSuite属性に基づき、
クライアントと暗号スイートをネゴシエートします。

SSL パフォーマンスの推奨事項パフォーマンスの推奨事項パフォーマンスの推奨事項パフォーマンスの推奨事項
次の推奨事項は、Oracle HTTP Server を SSL とともに使用する場合のパフォーマンス要件を決
定する際に役立ちます。

1. SSL ハンドシェイクは、CPU 使用量およびレスポンス時間の両方の点から本質的にコスト
のかかる処理です。したがって、必要な場合のみ SSL を使用してください。セキュリティ
を必要とするアプリケーションの部分と要求されるセキュリティ・レベルを決定し、必要
なセキュリティ・レベルでこれらの部分のみを保護します。SSL の使用を控え、可能なか
ぎりセッション状態を再利用して、SSL ハンドシェイクの必要性を 小限にします。たと
えば、ページ上に少量の機密データと多量の機密ではないグラフィック画像がある場合、
SSL を使用して機密データのみを転送し、通常の HTTP を使用して画像を転送します。ア
プリケーションでサーバー認証のみを要求する場合、クライアント認証は使用しません。
アプリケーションのパフォーマンス目標がこの方法だけでは実現できない場合、追加の
ハードウェアが必要な場合もあります。

2. SSL を効果的に使用できるようにアプリケーションを設計します。セキュアな操作をグ
ループ化して、SSL セッションおよび SSL 接続を再利用します。

3. 可能な場合は永続的な接続を使用して、SSL セッションの再利用のコストを 小限にしま
す。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : サポートされている暗号スイートの使用方法の詳細は、
『Oracle HTTP Server 管理者ガイド』を参照してください。
Oracle HTTP Server の最適化 5-13



Oracle HTTP Server のパフォーマンスのヒント
4. セッション・キャッシュのタイムアウト値をチューニングします（httpd.confの
SSLSessionCacheTimeout属性）。SSL セッション・キャッシュを維持するコストと、
新しい SSL セッションを確立するコストの間に、トレードオフが存在します。一般に、保
護されたビジネス・プロセスまたは SSL 交換の概念的なグループ化は、複数のセッション
を作成せずに完了する必要があります。SSLSessionCacheTimeout属性のデフォルト値
は、300 秒です。アプリケーションの活用性をテストして、この設定のチューニングに役
立ててください。

5. 大量のデータが SSL を介して保護されている場合、使用されている暗号スイートに細心の
注意を払ってください。httpd.confで指定されている SSLCipherSuiteディレクティ
ブによって、暗号スイートを制御します。より低いレベルのセキュリティが許容される場
合、より小さいサイズの鍵を使用する暗号強度の低いプロトコルを使用します（これに
よってパフォーマンスが大幅に改善します）。 後に、目的のセキュリティ・レベルを確保
するために使用可能な暗号スイートをそれぞれ使用してアプリケーションをテストし、
もパフォーマンスの高い暗号スイートを検証します。

6. 前述の考慮事項に配慮しても、SSL が引き続きアプリケーションのパフォーマンスとス
ケーラビリティのボトルネックである場合、ハードウェア・クラスタに複数の Oracle 
HTTP Server インスタンスを配置するか、SSL アクセラレータ・カードの使用を検討して
ください。

Oracle HTTP Server ポート・トンネリングのパフォーマンスに関する問題ポート・トンネリングのパフォーマンスに関する問題ポート・トンネリングのパフォーマンスに関する問題ポート・トンネリングのパフォーマンスに関する問題
OracleAS Port Tunneling が構成されている場合、すべてのリクエストは OracleAS Port 
Tunneling インフラストラクチャを経由して処理されます。つまり OracleAS Port Tunneling
は、Oracle HTTP Server のリクエスト処理に関わるパフォーマンスおよびスケーラビリティ全
体に大きく影響します。

実行される OracleAS Port Tunneling プロセスの数を除き、OracleAS Port Tunneling のパ
フォーマンスは自動的に調整されます。唯一可能なパフォーマンス制御は、より多くの
OracleAS Port Tunneling プロセスを開始することです。これにより、使用可能な接続の数が増
え、システムのスケーラビリティが増大します。

OracleAS Port Tunneling プロセスの数は、プロセスが必要とされる度合いや期待される接続数
に基づきます。プロセスを追加するたびに、DMZ とイントラネット間のファイアウォールを介
して新しいポートをオープンする必要があるので、この数を自動的に決定することはできませ
ん。オープンしたポートよりも多くのプロセスは開始できません。また、オープンしたポート
よりも少ないプロセスも好ましくありません。この場合、プロセスが割り当てられないポート
が存在することになります。

OracleAS Port Tunneling のパフォーマンスを測定するには、OracleAS Port Tunneling インフラ
ストラクチャを経由するサーブレット・リクエストのリクエスト時間を判断します。OracleAS 
Port Tunneling を使用した場合とそうでない場合の Oracle Application Server インスタンスの
レスポンス時間を比較して、OracleAS Port Tunneling によってパフォーマンス要件が満たされ
ているかどうかを確認する必要があります。

Oracle HTTP Server のパフォーマンスのヒントのパフォーマンスのヒントのパフォーマンスのヒントのパフォーマンスのヒント
次のヒントを利用すると、Oracle HTTP Server（OHS）のパフォーマンスの潜在的な問題の回
避やデバッグが可能になります。

� 静的リクエストと動的リクエストの比較

� Oracle HTTP Server と OC4J サーバー間の時間差の分析

� 不正確な結果の要因となる 1 つのデータに対する注意

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OracleAS Port Tunneling の構成の詳細は、『Oracle HTTP 
Server 管理者ガイド』を参照してください。
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静的リクエストと動的リクエストの比較静的リクエストと動的リクエストの比較静的リクエストと動的リクエストの比較静的リクエストと動的リクエストの比較
サーバーがどこでリソースを消費しているのかを把握すれば、チューニングに対する労力を問
題の主な原因となっている箇所に集中できます。システムを構成する際は、着信リクエストの
何パーセントが静的なもので何パーセントが動的なものかを知ることが役に立つ場合がありま
す。

静的なページは、Oracle Application Server Web Cache によってキャッシュできます（実行中
の場合）。一般的に、生成のコストが余計にかかることの多い動的なページのチューニングに時
間をかけることが多いようです。アプリケーションの監視とチューニングを行うことで、カタ
ログ・データなどの動的に生成されたコンテンツの多くがキャッシュ可能であり、リソースの
使用量を大幅に節減できることも明らかになります。

Oracle HTTP Server とととと OC4J サーバー間の時間差の分析サーバー間の時間差の分析サーバー間の時間差の分析サーバー間の時間差の分析
状況によっては、Oracle Application Server Containers for J2EE（OC4J）のリクエストの平均
処理時間と、ユーザーが経験する平均レスポンス時間に大きな開きがあるかもしれません。
OC4J での実際の処理に時間が費やされているのでなければ、おそらく転送に時間がかかってい
ます。

OC4J のリクエスト処理時間と平均レスポンス時間の差が大きい場合は、5-8 ページの「Oracle 
HTTP Server ディレクティブの構成」に記述されている Oracle HTTP Server ディレクティブを
チューニングしてください。

不正確な結果の要因となる不正確な結果の要因となる不正確な結果の要因となる不正確な結果の要因となる 1 つのデータに対する注意つのデータに対する注意つのデータに対する注意つのデータに対する注意
データに外れ値があると、状態を正確に反映していない結果を得る場合があります。外れ値は、
起動時に発生することがよくあります。簡単な例をシミュレートするため、PL/SQL の "Hello, 
World" アプリケーションを約 30 秒間実行したとします。結果を調べてみると、処理はすべて
mod_plsql.c内で次のように行われていました。

 /ohs_server/ohs_module/mod_plsql.c
   handle.maxTime:     859330
   handle.minTime:      17099
   handle.avg:          19531
   handle.active:           0
   handle.time:      24023499
   handle.completed:     1230

ここで、handle.maxTimeの値が handle.avgよりもはるかに大きい点に注意してください。
これは、おそらく 初のリクエストを受信したときに、データベースとの接続をオープンする
必要があったためです。それ以降のリクエストは、すでに確立した接続を利用できます。この
場合、より正確な PL/SQL モジュールの平均サービス時間を取得するには、handle.maxTime
値を増加させていたデータベース接続のオープンにかかる時間を除外して、次のように平均を
再計算します。

(time - maxTime)/(completed -1)

たとえば、この場合は次のようになります。

(24023499 - 859330)/(1230 -1) = 18847.98

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 第 3 章「Oracle HTTP Server の監視」

� 第 7 章「OracleAS Web Cache の 適化」
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mod_oc4j のロード・バランシング・ポリシーの設定
mod_oc4j のロード・バランシング・ポリシーの設定のロード・バランシング・ポリシーの設定のロード・バランシング・ポリシーの設定のロード・バランシング・ポリシーの設定
多くのサイトで、Oracle Application Server では Oracle HTTP Server モジュールの mod_oc4j
を使用して、着信したステートレス HTTP リクエストのロード・バランシングが実装されます。
mod_oc4jの適切なロード・バランシング・ポリシーを選択することで、サイトのパフォーマ
ンスを改善できます。

mod_oc4jモジュールでは、次のような構成可能なロード・バランシング・ポリシーがサポー
トされています。

� ラウンド・ロビン・ルーティング（mod_oc4jのデフォルトのロード・バランシング・ポ
リシー）

� ランダム・ルーティング

� localオプションを使用したローカル・アフィニティによるラウンド・ロビン・ルーティ
ングまたはランダム・ルーティング

� weightedオプションを使用したホストレベルの重み付けによるラウンド・ロビン・ルー
ティングまたはランダム・ルーティング

この項には、次の項目が含まれています。

� mod_oc4j によるロード・バランシングの使用に関する簡単なサマリー

� mod_oc4j ロード・バランシングでのラウンド・ロビン・ポリシーおよびランダム・ポリ
シーの使用方法

� mod_oc4j ロード・バランシングでのローカル・アフィニティ・オプションの使用方法

� mod_oc4j ロード・バランシングでの重み付けルーティング・オプションの使用方法

� mod_oc4j を使用したロード・バランシングにおける推奨事項

mod_oc4j によるロード・バランシングの使用に関する簡単なサマリーによるロード・バランシングの使用に関する簡単なサマリーによるロード・バランシングの使用に関する簡単なサマリーによるロード・バランシングの使用に関する簡単なサマリー
この項では、Oracle Application Server の mod_oc4jを構成する際に使用するロード・バラン
シング構成の簡単なサマリーを記載します。

� 1 つ以上の OC4J インスタンスを持つ単一ホストで Oracle Application Server を実行する場
合、ラウンド・ロビンまたはランダムのいずれかのロード・バランシング・ポリシーを使
用することをお薦めします。特定のポリシーのパフォーマンス特性は、サイトで実行され
るアプリケーションによって異なりますが、多くの場合、これらの 2 つのポリシーでは類
似したパフォーマンスを得ることができます。

� 同じハードウェアと Oracle Application Server 構成を持つ複数のホストを使用するサイト
で、Oracle Application Server を構成する場合、ローカル・アフィニティ・オプションを
使用したラウンド・ロビンまたはローカル・アフィニティ・オプションを使用したランダ
ムのいずれかのロード・バランシング・ポリシーを使用することをお薦めします。

� 異なるハードウェアと異なる Oracle Application Server 構成を持つ複数のホストを使用す
るサイトで、Oracle Application Server を構成する場合、重み付けオプションを使用した
ラウンド・ロビンまたは重み付けオプションを使用したランダムのいずれかのロード・バ
ランシング・ポリシーを使用することをお薦めします。各ホスト上で処理可能な負荷の判
断や正確なルーティングの重み付けが困難なサイトでは、ローカル・アフィニティ・オプ
ションを使用したラウンド・ロビンまたはローカル・アフィニティ・オプションを使用し
たランダムのいずれかのロード・バランシング・ポリシーを使用することができます。

注意注意注意注意 : セッション・ベースのリクエストの場合、mod_oc4jによって、
常にセッションを作成した元の OC4J プロセスへリクエストがルーティン
グされます。ただし、元の OC4J プロセスが使用可能な場合に限ります。
これに失敗した場合、mod_oc4jでは、元のリクエストと同じアイランド
名を持つ別の OC4J プロセス（使用可能な場合は同じホスト内、そうでな
い場合はリモートホスト上）へリクエストが送信されます。
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mod_oc4j ロード・バランシングでのラウンド・ロビン・ポリシーおよびランロード・バランシングでのラウンド・ロビン・ポリシーおよびランロード・バランシングでのラウンド・ロビン・ポリシーおよびランロード・バランシングでのラウンド・ロビン・ポリシーおよびラン
ダム・ポリシーの使用方法ダム・ポリシーの使用方法ダム・ポリシーの使用方法ダム・ポリシーの使用方法

localオプションまたは weightedオプションなしで、ラウンド・ロビン・ルーティングまた
はランダム・ルーティングを使用する場合、mod_oc4jによってすべてのホストで使用可能な
OC4J プロセスのリストが作成されるように指定されます。着信リクエストに対して、mod_
oc4jでは、使用可能な OC4J プロセスのリストを使用して、リストからランダムにプロセスを
選択するか、ラウンド・ロビンの選択ポリシーを使用して、リクエストがルーティングされま
す（ラウンド・ロビンを使用する場合、 初のリクエストはランダムに選択され、その後のリ
クエストはラウンド・ロビン・ポリシーを使用して選択されます）。

これらのロード・バランシング・ポリシーのいずれかを使用する場合、各ホストで実行する
OC4J プロセスの数を考慮する必要があります。mod_oc4jの重み付けルーティング・オプショ
ンを指定せずに、各ホストで異なる数の OC4J プロセスを開始するようにサイトを構成すると、
より多くの OC4J プロセスを持つホストへより多くのリクエストが送信される場合に暗黙で重
み付けが発生します。各ホストの OC4J プロセスの数によってリクエストが暗黙的に重み付け
されるのを防ぐには、各ホストに対するルーティングの重み付けを指定し、weightedオプ
ションの使用を考慮する必要があります。

たとえば、デフォルトのラウンド・ロビン・ロード・バランシング・ポリシーを使用して、
Host_Aで 4 つの OC4J プロセスを、Host_Bで 1 つの OC4J プロセスを開始した場合、mod_
oc4jは、Host_Bに 1 つのリクエストを送信するのに対し、Host_Aには 4 つのリクエストを
送信します。つまり、この構成では、4 倍の数のリクエストが暗黙的に Host_Aに送信されて
います。

mod_oc4j ロード・バランシングでのローカル・アフィニティ・オプションのロード・バランシングでのローカル・アフィニティ・オプションのロード・バランシングでのローカル・アフィニティ・オプションのロード・バランシングでのローカル・アフィニティ・オプションの
使用方法使用方法使用方法使用方法

ローカル・アフィニティ・オプションを選択すると、mod_oc4jでは、着信リクエストの処理
に、常にローカルの OC4J インスタンスが選択されます。使用可能なローカルの OC4J プロセス
がない場合、mod_oc4jでは、使用可能なリモートの OC4J プロセスのリストから選択されま
す。ローカル・アフィニティ・オプション使用したラウンド・ロビン・ポリシーまたはランダ
ム・ポリシーのいずれかを選択できます。

たとえば、ローカル・アフィニティ・オプションを使用したラウンド・ロビン・ポリシーを選
択するには、mod_oc4j.confで次のディレクティブを指定します。

Oc4jSelectMethod roundrobin:local

関連項目関連項目関連項目関連項目 : mod_oc4jの構成オプションの詳細は、『Oracle HTTP Server
管理者ガイド』を参照してください。

注意注意注意注意 : 多くの場合、ラウンド・ロビン・ポリシーとランダム・ポリシー
では類似したパフォーマンスを得ることができます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 5-18 ページの「mod_oc4j ロード・バランシングでの重み付け
ルーティング・オプションの使用方法」
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mod_oc4j のロード・バランシング・ポリシーの設定
mod_oc4j ロード・バランシングでの重み付けルーティング・オプションのロード・バランシングでの重み付けルーティング・オプションのロード・バランシングでの重み付けルーティング・オプションのロード・バランシングでの重み付けルーティング・オプションの
使用方法使用方法使用方法使用方法

重み付けルーティング・オプションを選択すると、mod_oc4jによって、使用可能なホスト間
で HTTP リクエストが分散されます。そして、指定したルーティングの重み付けを使用して、
各ホストに送信される着信リクエストの配分が計算されます。ルーティングの重み付けは、
Oc4jRoutingWeightディレクティブで指定します。重み付けオプションを使用して、ラウン
ド・ロビン・ポリシーまたはランダム・ポリシーのいずれかを指定できます。

たとえば、Host_Aに対するルーティングの重み付けを 3 に設定し、Host_Bに対するルー
ティングの重み付けを 1 に設定した場合、Host_Aには Host_Bの 3 倍の数のリクエストが送
信されます。

mod_oc4jモジュールを Oracle HTTP Server で構成して、Host_Aに対するルーティングの重
み付けが 3、Host_Bに対するルーティングの重み付けが 1 のラウンド・ロビン・ポリシーを指
定するには、mod_oc4j.confに次のディレクティブを追加します。

Oc4jSelectMethod   roundrobin:weighted
Oc4jRoutingWeight  Host_A 3

この例では、ルーティングの重み付けのデフォルト値は 1 であるため、Host_Bにルーティン
グの重み付けを指定する必要はありません。

システム上で実行されている他のコンポーネントや各システムが適切に処理できるリクエスト
数を考慮して、システムに対するルーティングの重み付けを決定する必要があります。

mod_oc4j を使用したロード・バランシングにおける推奨事項を使用したロード・バランシングにおける推奨事項を使用したロード・バランシングにおける推奨事項を使用したロード・バランシングにおける推奨事項
通常、mod_oc4jのロード・バランシング・ポリシーを構成する場合、次のことが推奨されま
す。

1. 類似したハードウェア構成を持つ複数のシステムがある場合、ローカル・アフィニティに
よるラウンド・ロビンまたはローカル・アフィニティによるランダムのいずれかのロー
ド・バランシング・ポリシーを使用します。

たとえば、同じ処理速度の CPU を同じ数所有し、メモリーが同一のホストが複数あり、各
ホストで同じ数の OC4J プロセスが実行される Oracle HTTP Server があります。この状況
で、フロント・エンドでハードウェア・ロード・バランサまたは Web キャッシュを使用し
て、各ホストの Oracle HTTP Server へリクエストをルーティングする場合は、ローカル・
アフィニティによるラウンド・ロビン・ポリシーまたはローカル・アフィニティによるラ
ンダム・ポリシーのいずれかを使用することをお薦めします。

2. 類似したハードウェア構成を持つシステムが複数あり、1 つのホストでのみ Oracle HTTP 
Server を稼動させる場合は、重み付けオプションによるラウンド・ロビン・ポリシーまた
は重み付けオプションによるランダム・ポリシーのいずれかを選択します。

たとえば、Host_Aと Host_Bという 2 つのホストを持つサイトで、それぞれに 2 つの
CPU がある場合を考えてみましょう。このサイトでは、Host_Aでのみ Oracle HTTP 
Server を実行します。各ホストには、1 つの OC4J プロセスを持つ 1 つの OC4J インスタン
スが含まれます。この構成では、重み付けオプションによるラウンド・ロビン・ポリシー
または重み付けオプションによるランダム・ポリシーを選択します。Host_Bに対する
ルーティングの重み付けを大きくすると、より多くのリクエストが Host_Bへ送信される
ようになります。Host_Bでは、Oracle HTTP Server は稼動していないので、この構成に
よりサイトのパフォーマンスが改善されます。

注意注意注意注意 : 重み付けによるルーティングを使用すると、各ホストで実行され
ている OC4J プロセスの数に関係なく、指定したルーティングの重み付け
に基づいて着信リクエストが送信されます。

注意注意注意注意 : ルーティングの重み付けの指定が適切でない場合、サイトのパ
フォーマンスに悪影響を与えます。
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3. OC4J のみを実行する複数のホストに HTTP Web リクエストをルーティングする個別のシ
ステム上で Oracle HTTP Server が稼動しており、同じ数の OC4J プロセスを持つ類似した
ハードウェアがシステム上で使用されている場合、ラウンド・ロビンまたはランダムのい
ずれかのロード・バランシング・ポリシーを使用します。

4. 異なるハードウェア構成を持つ複数のシステム上で、Oracle HTTP Server、OC4J、および
その他の Oracle Application Server コンポーネントを実行する場合は、重み付けオプショ
ンによるラウンド・ロビン・ポリシーまたは重み付けオプションによるランダム・ポリ
シーを使用して、各システムにリクエストを分散します。

システム上で実行されている他のコンポーネントや各システムが適切に処理できるリクエ
スト数を考慮して、システムに対するルーティングの重み付けを決定する必要があります。
Oracle HTTP Server の最適化 5-19



mod_oc4j のロード・バランシング・ポリシーの設定
5-20　Oracle Application Server パフォーマンス・ガイド



OC4J での J2EE アプリケーションの最
6

OC4J でのでのでのでの J2EE アプリケーションの最適化アプリケーションの最適化アプリケーションの最適化アプリケーションの最適化

この章では、Oracle Application Server で Oracle Application Server Containers for J2EE
（OC4J）アプリケーションのパフォーマンスを向上させるためのガイドラインを示します。

この章には、次の項目が含まれています。

� OC4J J2EE アプリケーション・パフォーマンスのクイック・スタート

� OC4J インスタンスの構成による J2EE アプリケーションのパフォーマンスの向上

� Java コマンドライン・オプションの設定（JVM と OC4J のパフォーマンス・オプションの
使用）

� データ・ソースの設定 - パフォーマンス問題

� server.xml 構成パラメータの設定

� Oracle Application Server でのサーブレット・パフォーマンスの向上

� Oracle Application Server での JSP パフォーマンスの向上

� Oracle Application Server での EJB パフォーマンスの向上

� Oracle Application Server での Web サービス・パフォーマンスの向上

� Oracle Application Server での ADF パフォーマンスの向上

� Oracle Application Server での JAAS（JAZN）パフォーマンスの向上

� Toplink のパフォーマンス情報

� 複数の OC4J の使用、接続の制限およびロード・バランシング

� J2EE アプリケーションのデプロイに対するパフォーマンスの考慮事項

注意注意注意注意 : この章では、OC4J およびアプリケーション構成オプションを設定
するための Oracle Enterprise Manager 10g Application Server Control コ
ンソールの使用方法について説明します。また、DCM（Distributed 
Configuration Management）ユーティリティである dcmctlを使用して
も構成オプションを設定できます。このユーティリティでは、Oracle 
Enterprise Manager 10g Application Server Control コンソールのかわりに
コマンドラインを使用して、Oracle Application Server の構成および管理
タスクを実行できます。
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OC4J J2EE アプリケーション・パフォーマンスのクイック・スタート
OC4J J2EE アプリケーション・パフォーマンスのクイック・アプリケーション・パフォーマンスのクイック・アプリケーション・パフォーマンスのクイック・アプリケーション・パフォーマンスのクイック・
スタートスタートスタートスタート

この項では、OC4J で動作する J2EE アプリケーションのチューニング方法を簡単に説明し、重
要なパフォーマンス情報へのリンクを提供します。

表 6-1 は、J2EE アプリケーションのパフォーマンスに関するクイック・ガイドです。

OC4J インスタンスの構成によるインスタンスの構成によるインスタンスの構成によるインスタンスの構成による J2EE アプリケーションのアプリケーションのアプリケーションのアプリケーションの
パフォーマンスの向上パフォーマンスの向上パフォーマンスの向上パフォーマンスの向上

OC4J の構成オプションをチューニングすると、OC4J インスタンスで動作する J2EE アプリ
ケーションのパフォーマンスを向上させることができます。構成を変更するには、アプリケー
ションのパフォーマンス要件に従ってシステムのリソースを調整する必要があります。

この項では、J2EE アプリケーションのパフォーマンスに影響を与える構成の変更について説明
します。次の項目が含まれます。

� Java コマンドライン・オプションの設定（JVM と OC4J のパフォーマンス・オプションの
使用）

� データ・ソースの設定 - パフォーマンス問題

� server.xml 構成パラメータの設定

表表表表 6-1 J2EE アプリケーションで考慮する必要があるパフォーマンス分野アプリケーションで考慮する必要があるパフォーマンス分野アプリケーションで考慮する必要があるパフォーマンス分野アプリケーションで考慮する必要があるパフォーマンス分野

パフォーマンス分野パフォーマンス分野パフォーマンス分野パフォーマンス分野 説明およびリファレンス説明およびリファレンス説明およびリファレンス説明およびリファレンス

十分なメモリー・リソースの準備 J2EE アプリケーションの性能を向上させるためには、十分なメモ

リー・リソースを用意します。J2EE アプリケーションを実行する

OC4J に十分なメモリーがない場合、限られたメモリーの管理に

必要なオーバーヘッドによりパフォーマンスが低下します。

6-3 ページの「OC4J プロセスの JVM ヒープ・サイズの設定」を

参照してください。

データベース接続のキャッシュおよび再利用 データベース接続プーリングを適切に設定すると、多くの場合、
データベースにアクセスする J2EE アプリケーションのパフォー

マンスに非常に良い影響を与えます。データ・ソースでは、プー
ルされたデータベース接続の使用および構成を可能にする構成オ
プションを使用できます。

6-9 ページの「データ・ソースの設定 - パフォーマンス問題」を参

照してください。

同時実行性の管理および接続の制限 6-52 ページの「接続の制限」を参照してください。

ロード・バランシング 6-49 ページの「複数の OC4J プロセスの構成」を参照してくださ

い。

アプリケーションの均衡化 6-50 ページの「アプリケーションのロード・バランシング」を参

照してください。

データベースの監視およびチューニング 10-1 ページの第 10 章「データベース・チューニングの考慮事項」

を参照してください。
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Java コマンドライン・オプションの設定（JVM と OC4J のパフォーマンス・オプションの使用）
Java コマンドライン・オプションの設定（コマンドライン・オプションの設定（コマンドライン・オプションの設定（コマンドライン・オプションの設定（JVM とととと OC4J のののの
パフォーマンス・オプションの使用）パフォーマンス・オプションの使用）パフォーマンス・オプションの使用）パフォーマンス・オプションの使用）

J2EE アプリケーションによっては、アプリケーションがデプロイされた OC4J を実行している
JVM の Java パフォーマンス・オプションを設定することにより、アプリケーションのパフォー
マンスが向上する場合があります。

この項には、次の項目が含まれています。

� OC4J プロセスの JVM ヒープ・サイズの設定

� OC4J プロセスの JVM サーバー・オプションの設定

� OC4J プロセスの JVM AggressiveHeap オプションの設定

� OC4J プロセスの JVM スタック・サイズ・オプションの設定

� OC4J プロセスの JVM Permanent 世代オプションの設定

� OC4J DMS Sensor オプションの設定

� OC4J JDBC DMS 文メトリック・オプションの設定

� OC4J 専用 RMI コンテキスト・オプションの設定

� OC4J EJB ラッパー・クラスのコンパイル・モードの設定

� Application Server Control コンソールを使用した JVM コマンドライン・オプションの変更

Oracle Application Server を実行する際、モジュール mod_oc4jは、Oracle HTTP Server と 1
つ以上の OC4J インスタンスをつなぐためのコネクタの役割を果たします。OC4J インスタンス
内の各 OC4J プロセスは、それぞれの JVM（Java Virtual Machine）で実行され、J2EE リクエス
トの解析とレスポンスの生成を行います。リクエストが Oracle HTTP Server に到達すると、
mod_oc4jは OC4J プロセスを取得し、リクエストを選択した OC4J プロセスにルーティング
します。各 OC4J インスタンス内では、すべての OC4J JVM プロセスが同じ構成を使用し、同
じ Java オプションで開始します。同様に、プロセスが終了するかその他の問題が発生しないか
ぎり、OC4J インスタンスの一部である各 OC4J プロセスは、プロセスにデプロイされている同
じ J2EE アプリケーションを使用します。

OC4J プロセスのプロセスのプロセスのプロセスの JVM ヒープ・サイズの設定ヒープ・サイズの設定ヒープ・サイズの設定ヒープ・サイズの設定
システムに十分なメモリーがあり、アプリケーションがメモリーを集中的に使用する場合、
JVM ヒープ・サイズのデフォルト値を大きくすることによってアプリケーションのパフォーマ
ンスを向上させることができます。ヒープ・サイズに必要な量は、アプリケーションおよび使
用可能なメモリーの量によって異なりますが、通常の OC4J サーバー・アプリケーションでは、
低でも 256MB のヒープ・サイズを設定することをお薦めします。十分なメモリーがある場

合、512MB 以上のヒープ・サイズの使用をお薦めします。

OC4J インスタンスの OC4J プロセスに割り当てられているヒープ・サイズを変更するには、
6-8 ページの「Application Server Control コンソールを使用した JVM コマンドライン・オプ
ションの変更」で説明されている手順に従って、次の Java オプションを指定します。

-Xmssizem -Xmxsizem

size には、Java ヒープ・サイズを MB で指定します。

アプリケーションが常に大容量のヒープ・サイズを必要とする場合、JVM の -Xmsサイズを
-Xmxサイズと同じに設定し、 小のヒープ・サイズを 大のヒープ・サイズと等しくすること
により、パフォーマンスを向上させることができます。

たとえば、ヒープ・サイズを 512MB に設定するには、次のように指定します。

-Xms512m -Xmx512m

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 6-8 ページの「Application Server Control コンソールを使用
した JVM コマンドライン・オプションの変更」
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Java コマンドライン・オプションの設定（JVM と OC4J のパフォーマンス・オプションの使用）
システム上で動作するすべての JVM が消費する全メモリー量が、システムのメモリー容量を超
えないように 大の Java ヒープ・サイズを設定します。ハードウェア構成に対して大きすぎる
Java ヒープ・サイズの値を設定すると、OC4J インスタンス内の 1 つまたは複数の OC4J プロセ
スが起動せず、Oracle Enterprise Manager 10g Application Server Control コンソールがエラー
をレポートする場合があります。エラー・レポートを確認するには、$ORACLE_
HOME/opmn/logsディレクトリ内の OC4J インスタンスのログ・ファイルを開きます。

Could not reserve enough space for object heap
Error occurred during initialization of VM

JVM ヒープ・サイズに小さすぎる値を設定すると、OC4J プロセスをまったく開始できず、変
更しようとしている間にタイムアウトすると、Application Server Control コンソールはエラー

「再起動中にエラーが発生しました。」をレポートします。この場合、$ORACLE_
HOME/opmn/logsディレクトリ内の OC4J インスタンスのログ・ファイルを確認すると、次の
ようなエラーが表示されます。

java.lang.OutOfMemoryError

システム・メモリーが不足していると、OC4J は停止します。これは、オブジェクトへのリファ
レンスがリリースされていないために起こります。たとえば、ハッシュ表またはベクトルにオ
ブジェクトが保存されていて、削除されていない場合です。

これは、プロセスが大量のメモリーを必要とする原因になり得ます。この場合、頻繁なガベー
ジ・コレクションを避けるために、プロセスの 大ヒープ・サイズを大きくします。

パフォーマンスを 大にするには、アプリケーション要件を満たす 大ヒープ・サイズを設定
します。必要な Java ヒープ・サイズを判断するには、JVM メトリック freeMemoryおよび
totalMemoryを使用します。合計メモリーからメモリーの空き容量を引いた差が消費された
ヒープの量です。非本番環境で必要な Java ヒープ・サイズを判断するには、プログラムに
java.langパッケージの Runtime.getRuntime().totalMemory()および
Runtime.getRuntime().freeMemoryメソッドに対するコールを含めます（本番環境でこ
れらのコールを含めるとパフォーマンスに悪影響を及ぼす場合があります）。

注意注意注意注意 : 別の理由により、java.lang.OutOfMemoryErrorエラーが起
こる場合もあります。たとえば、アプリケーションにメモリー・リークが
ある場合です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 6-8 ページの「Application Server Control コンソールを使用した JVM
コマンドライン・オプションの変更」

� A-6 ページの表 A-9「JVM メトリック（JVM）」

� JVM ベンダーの Web サイトで、JVM オプションおよびパフォーマン
スに対するその影響についての詳細な情報を入手できます。
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OC4J プロセスのプロセスのプロセスのプロセスの JVM サーバー・オプションの設定サーバー・オプションの設定サーバー・オプションの設定サーバー・オプションの設定
Oracle Application Server 10g は、UNIX システムではデフォルトで -serverオプションを使
用します（前の Oracle9iAS リリースから変更されました）。UNIX システムでは、Java はオプ
ション -clientと -serverで設定される 2 つのモードのうちのどちらかで実行されます。こ
のオプションを変更するには、6-8 ページの「Application Server Control コンソールを使用し
た JVM コマンドライン・オプションの変更」で説明されている手順に従って -client Java オ
プションを指定します。

Oracle Application Server 10g では、Java 仮想マシン（JVM）の 1.4.2 バージョンを使用します。
この JVM バージョンには、以前の JVM リリースから改良された JIT コンパイラが含まれてい
ます。長時間動作する多数のアプリケーションは、この改善された JIT のほうがパフォーマン
スがよくなります。ただし、コンパイルの品質が向上したため、旧バージョンの JVM と比較し
てアプリケーションではプログラムの起動時間が遅くなる場合や、プログラムの他の箇所で一
時停止が発生する場合があります。マルチプロセッサ・システムでは、コンパイル・スレッド
は OC4J の起動とともに同時に実行され、起動時間に対する影響が軽減されます。

UNIX システムでは、-serverオプションを使用しても、デフォルトのヒープ割当てが変更さ
れます。特定のヒープ・サイズの場合、Old 世代への割当てが少なくなり Eden および
Survivor 世代への割当てが大きくなります。Permanent 世代への影響はありません。ヒープの
メモリー・フットプリントには直接の影響はありません。ヒープ・サイズ、世代名およびガ
ベージ・コレクションの詳細は、次のサイトを参照してください。

http://developers.sun.com/techtopics/mobility/midp/articles/garbagecollection2/

OC4J プロセスのプロセスのプロセスのプロセスの JVM AggressiveHeap オプションの設定オプションの設定オプションの設定オプションの設定
Java 仮想マシン（JVM）の 1.4.2 バージョンでは、-XX:+AggressiveHeapオプションは、長
時間実行され、大きなメモリー割当てを必要とするアプリケーションに対して 適化されてい
ました。-XX:+AggressiveHeapオプションを指定した場合、多数のアプリケーションでパ
フォーマンスとスケーラビリティが大幅に向上します。このオプションを設定するには、6-8
ページの「Application Server Control コンソールを使用した JVM コマンドライン・オプショ
ンの変更」で説明されている手順に従います。

-XX:+AggressiveHeapオプションの使用方法の詳細は、次のサイトを参照してください。

http://java.sun.com/j2se/1.4.2/1.4.2_whitepaper.html#6

OC4J プロセスのプロセスのプロセスのプロセスの JVM スタック・サイズ・オプションの設定スタック・サイズ・オプションの設定スタック・サイズ・オプションの設定スタック・サイズ・オプションの設定
J2EE アプリケーションによっては、OC4J を実行する JVM の -Xssn コマンドライン・オプ
ションの設定を変更すると、パフォーマンスが向上する場合があります。このオプションを設
定するには、6-8 ページの「Application Server Control コンソールを使用した JVM コマンドラ
イン・オプションの変更」で説明されている手順に従って -Xssn Java オプションを指定しま
す。

このオプションでは、スレッド内にある C コードの 大スタック・サイズを、指定された値 n
に設定します。Java に渡されるプログラムの実行時に生成された各スレッドは、C コードのス
タック・サイズとして n を持っています。デフォルトの C コードのスタック・サイズは 512KB
（-Xss512k）です。各スレッドに許容される、C コードのスタック・スペースの 小値は
64KB です。

注意注意注意注意 : 大容量の RAM を搭載したシステムで、カネール・バージョン 2.4.x
の 32 ビット Linux を動作させている場合は、-XX:+AggressiveHeapオプ
ションを使用すると、JVM で起動時にエラー「Could not reserve enough 
space for object heap」が発生する場合があります。2.4.x Linux カーネルで
は、シングル・プロセスのサイズが、カーネル・バージョンに応じて 2 ～
2.5GB に制限されています。JVM プロセス・サイズをこの制限下に維持する
には、JVM オプションの -Xmx<heapSize> を使用します。たとえば、
-Xmx1800Mオプションを設定すれば、Linux プロセス・サイズの制限を超え
ることはありません。
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J2EE アプリケーションのパフォーマンス向上のために、次の値をお試しいただくことをお薦め
します。

-Xss128k

OC4J プロセスのプロセスのプロセスのプロセスの JVM Permanent 世代オプションの設定世代オプションの設定世代オプションの設定世代オプションの設定
MaxPermSizeオプションによって、JDK の Permanent 世代のサイズが定義されます。JDK 
1.4.x ではデフォルト値は 64M（メガバイト）であるため、一般的にこの値を変更する必要はあ
りません。これは、クラス・オブジェクトやメソッド・オブジェクトなど VM の再帰オブジェ
クトを保持するために使用されます。ただし、アプリケーションが大きなサイズの Permanent
世代を必要とする多数のクラスを動的に生成およびロードする場合は、ヒープ・メモリーに十
分な空き容量があっても JDK の outOfMemoryエラーが発生することがあります。これはいく
つかの JSP の実装で発生することが確認されています。このエラーが発生した場合、次のよう
に -XX:MaxPermSizeオプションを設定することによって、Permanent 世代サイズを変更でき
ます。

-XX:MaxPermSize=sizem

size には、MaxPermSize値を指定します。

OC4J DMS Sensor オプションの設定オプションの設定オプションの設定オプションの設定
OC4J を実行している JVM のプロパティを設定することによって大部分の OC4J 組込みパ
フォーマンス・メトリックの収集を無効にすることができます。プロパティ
oracle.dms.sensorsのデフォルト値は、normalで、この値を指定すると組込みパフォー
マンス・メトリックの収集が有効になります。oracle.dms.sensorsプロパティを値 none
に設定すると、OC4J 組込みパフォーマンス・メトリックの収集が無効になります。大部分の
J2EE アプリケーションでは、デフォルト値 normalを使用すると、パフォーマンスに対する影
響が 小になります。

表 6-2 は、サポートされている oracle.dms.sensorsプロパティ値の一覧です。

注意注意注意注意 : oracle.dms.sensorsの値を noneに設定すると、メトリック
に基づいたいくつかの値について Oracle Enterprise Manager 10g 
Application Server Control コンソールから「使用不可」とレポートされま
す。

表表表表 6-2  DMS Sensor oracle.dms.sensors プロパティのサポートされている値プロパティのサポートされている値プロパティのサポートされている値プロパティのサポートされている値

プロパティ値プロパティ値プロパティ値プロパティ値 説明説明説明説明

none メトリックの収集を無効にします。

normal 通常レベルのメトリックの収集を有効にします。

これはデフォルト値です。

heavy 大量のメトリックの収集を有効にします。

all すべてのメトリックを有効にします。
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OC4J で実行されるいくつかの Oracle Application Server コンポーネントでは、メトリックの制
御に oracle.dms.sensorsプロパティを使用しません。たとえば、Portal Servlet web.xml
によって指定される構成パラメータ dmsLoggingによって、その Portal PPE に対するメト
リック収集が制御されます。

また、JDBC ドライバも、特定の JDBC メトリックの制御に oracle.dms.sensorsプロパ
ティを使用しません。JDBC 文メトリックの収集を有効にするには、プロパティ
oracle.jdbc.DMSStatementCachingMetricsおよび
oracle.jdbc.DMSStatementMetricsを使用します。

OC4J JDBC DMS 文メトリック・オプションの設定文メトリック・オプションの設定文メトリック・オプションの設定文メトリック・オプションの設定
パフォーマンスを向上させるために、OC4J ではデフォルトで JDBC 文メトリックを収集しませ
ん。プロパティ oracle.jdbc.DMSStatementCachingMetricsおよび
oracle.jdbc.DMSStatementMetricsはデフォルトでは falseに設定されています。これ
らのプロパティが falseに設定されている場合、負荷の大きい JDBC 文レベルのメトリックの
収集が行われないので、パフォーマンスが向上します。

これらのプロパティを trueに設定すると、パフォーマンスが低下することがあります。JDBC
文メトリックの収集が必要な場合にのみ、これらのプロパティを trueに設定してください。

oracle.jdbc.DMSStatementCachingMetricsプロパティを trueに設定し、JDBC 文の
キャッシングが有効になっている場合に、JDBC 文メトリックが使用可能になります。

JDBC 文のキャッシングが無効になっている場合は、プロパティ
oracle.jdbc.DMSStatementMetricsを trueに設定することによって JDBC 文メトリック
を使用可能にします。

OC4J 専用専用専用専用 RMI コンテキスト・オプションの設定コンテキスト・オプションの設定コンテキスト・オプションの設定コンテキスト・オプションの設定
コマンドライン・オプション -Ddedicated.rmicontext= falseを使用することによって、
専用 RMI コンテキスト・プロパティを falseに設定すると、OC4J のパフォーマンスが向上す
ることがあります。

注意注意注意注意 : Oracle Application Server 10g より前の Oracle Application Server
では、メトリックを有効にするにはプロパティ oracle.dms.gateを使
用しました。これを設定するには、oracle.dms.gate=falseのように
指定しました。これは oracle.dms.sensors=noneを設定することと同
等です。

oracle.dms.gate=trueと設定することは、
oracle.dms.sensors=normalと設定することと同等です。

oracle.dms.gateの使用は、Oracle Application Server 10g ではお薦め
しません。このプロパティは、今後のリリースではサポートされない可能
性があります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 6-7 ページの「OC4J JDBC DMS 文メトリック・オプションの設定」

� 9-14 ページの「DMS Sensor Weight を使用した条件付きインストルメ
ント」

� 『Oracle Application Server Portal 構成ガイド』の付録 D「Parallel 
Page Engine の設定」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 6-6 ページの「OC4J DMS Sensor オプションの設定」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 6-52 ページの「リモート EJB クライアントに対する OC4J 専
用 RMI コンテキスト・オプションの設定」
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OC4J EJB ラッパー・クラスのコンパイル・モードの設定ラッパー・クラスのコンパイル・モードの設定ラッパー・クラスのコンパイル・モードの設定ラッパー・クラスのコンパイル・モードの設定
EJB JAR ファイルを含むアプリケーションをデプロイすると、OC4J では、EJB アプリケーショ
ンにパッケージ化された様々なコンポーネント・インタフェースを実装する EJB ごとに、ラッ
パー・クラスを自動的に生成します。OC4J は次に、Java コンパイラを起動して、生成された
EJB ラッパー・クラスをコンパイルします。EJB ラッパー・クラスのコンパイルでは、バッチ・
モードおよび非バッチ・モードという 2 つのモードがサポートされます。

バッチ・モードは、OC4J のデフォルトのコンパイル・モードです。通常、バッチ・モードで
は、大量の EJB を含む大きなアプリケーションをデプロイする際に、デプロイに要する時間が
短縮されます。ただし、バッチ・モードでは、非バッチ・モードによるデプロイよりも多くの
ヒープ・メモリーの割当ても必要です。バッチ・モードでは、OC4J は Java コンパイラへの
コールを 1 度だけ行い、デプロイする EAR 内にあるすべての EJB を対象に、Java ラッパー・
コードをコンパイルします。

バッチ・モードでコンパイル中に、OC4J が例外 java.lang.OutOfMemoryをスローした場合
は、非バッチ・モードを指定できます。この例外が発生した場合は、非バッチ・モードのほう
が必要なメモリー割当てが少ないため、非バッチ・モードを選択してください。ただし、この
モードを使用すると、デプロイ所要時間が長くなります。

非バッチ・モードでは、OC4J はコンパイラへのコールを複数回行い、デプロイする EAR 内の
各 EJB JAR ファイルを 1 回ずつコールします。

非バッチ・モードでデプロイするには、コマンドライン・オプション
-Dejbdeploy.batch=falseを使用して、OC4J の起動時にシステム・プロパティ
ejbdeploy.batchを falseに設定します。

Application Server Control コンソールを使用したコンソールを使用したコンソールを使用したコンソールを使用した JVM コマンドライン・オプコマンドライン・オプコマンドライン・オプコマンドライン・オプ
ションの変更ションの変更ションの変更ションの変更

OC4J インスタンスのコマンドライン・オプションを変更するには、次の手順を実行します。

1. Application Server ホーム・ページの「システム・コンポーネントシステム・コンポーネントシステム・コンポーネントシステム・コンポーネント」表で、OC4J インスタ
ンスのページをクリックして開きます。

2. OC4J インスタンスのページで「管理」リンクをクリックします。

3. 「管理」ページの「インスタンス・プロパティ」領域で「サーバー・プロパティ」をクリッ
クします。

4. 「サーバー・プロパティ」ページの「コマンドライン・オプション」領域で「Java オプショ
ン」を設定します。

たとえば、Java ヒープ・サイズを 512MB に設定するには、「Java オプション」フィールド
に次のように入力します。

-Xmx512m

5. 「適用適用適用適用」をクリックし、変更を適用します。

「はいはいはいはい」をクリックし、OC4J インスタンスを再起動します。

図 6-1 は、「サーバー・プロパティ」ページとその「Java オプション」の例です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 6-3 ページの「OC4J プロセスの JVM ヒープ・サイズの設定」
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図図図図 6-1 Application Server Control コンソールのコンソールのコンソールのコンソールの Java ヒープ・サイズの「複数仮想マシン構成」ページヒープ・サイズの「複数仮想マシン構成」ページヒープ・サイズの「複数仮想マシン構成」ページヒープ・サイズの「複数仮想マシン構成」ページ

データ・ソースの設定データ・ソースの設定データ・ソースの設定データ・ソースの設定 - パフォーマンス問題パフォーマンス問題パフォーマンス問題パフォーマンス問題
データ・ソースを使用すると、データベース・サーバーへの接続を取得できます（データ・
ソースは、javax.sql.DataSourceインタフェースを実装するオブジェクトをインスタンス
化したものです）。この項では、グローバル・データ・ソースのデータ・ソース構成オプション
について説明します。グローバル・データ・ソースは、OC4J インスタンスにデプロイされてい
るすべてのアプリケーションに対して有効です。

この項には、次の項目が含まれています。

� エミュレート化および非エミュレート化データ・ソース

� エミュレート化データ・ソースで指定された EJB 対応バージョンの場所の使用

� データ・ソースでの 大オープン接続数の設定

� データ・ソースでの 小オープン接続数の設定

� キャッシュされた接続の非アクティブ・タイムアウトをデータ・ソースで設定する

� データ・ソースでの空き接続待ちタイムアウトの設定

� データ・ソースでの接続再試行間隔の設定

� データ・ソースでの 大接続試行回数の設定

� データ・ソースの JDBC 文キャッシュ・サイズの設定

� CMP Entity Bean の JDBC プリフェッチ・サイズの設定
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� Application Server Control を使用したデータ・ソース構成オプションの変更

エミュレート化および非エミュレート化データ・ソースエミュレート化および非エミュレート化データ・ソースエミュレート化および非エミュレート化データ・ソースエミュレート化および非エミュレート化データ・ソース
パフォーマンス関連の構成オプションの中には複数の影響を及ぼすものがあり、その影響は
データ・ソースのタイプによって異なります。OC4J では、2 種類のデータ・ソース（エミュ
レート化および非エミュレート化）をサポートします。

事前にインストールされているデフォルトのデータ・ソースは、エミュレート化データ・ソー
スです。エミュレート化データ・ソースは、Oracle データ・ソースまたは Oracle 以外のデー
タ・ソースのラッパーです。データ・ソースを使用すると、XA または JTA のグローバル・ト
ランザクションをフル・サポートしないため、接続は非常に高速になります。ローカル・トラ
ンザクションを行う場合、または 1 つのデータベースに対してアクセスまたは更新を行う場合
は、データ・ソースを使用することをお薦めします。エミュレート化データ・ソースは、
Oracle データベースにも、Oracle 以外のデータベースにも使用できます。

urlおよび connection-driverのパラメータを変更することにより、エミュレート化デー
タ・ソースを使用して異なるデータベースへの接続を取得できます。

エミュレート化データ・ソースの定義の例を次に示します。

<data-source
  class="com.evermind.sql.DriverManagerDataSource"
  name="OracleDS"
  location="jdbc/OracleCoreDS"
  xa-location="jdbc/xa/OracleXADS"
  ejb-location="jdbc/OracleDS"
  connection-driver="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"
  username="scott"
  password="tiger"
  url="jdbc:oracle:thin:@localhost:5521:oracle"
  inactivity-timeout="30"
/>

非エミュレート化データ・ソースは、Oracle データ・ソースにのみ使用できます。非エミュ
レート化データ・ソースは、同じデータベース内の複数のセッションまたはグローバル・トラ
ンザクション内の複数のデータベースへの、アクセス調整を行う必要のあるアプリケーション
で使用します。

注意注意注意注意 : サード・パーティのデータ・ソースを使用する場合、専用のプロ
パティを設定する必要があります。それらのプロパティについては、サー
ド・パーティのドキュメントを参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 6-27 ページの「Oracle Application Server での EJB パフォーマンスの
向上」

� 『Oracle Application Server Containers for J2EE ユーザーズ・ガイド』

� 『Oracle Application Server Containers for J2EE サービス・ガイド』

� 『Oracle Application Server Containers for J2EE Enterprise JavaBeans
開発者ガイド』
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 エミュレート化データ・ソースで指定されたエミュレート化データ・ソースで指定されたエミュレート化データ・ソースで指定されたエミュレート化データ・ソースで指定された EJB 対応バージョンの場所の対応バージョンの場所の対応バージョンの場所の対応バージョンの場所の
使用使用使用使用

ejb-locationは、エミュレート化データ・ソースのみに適用されます。各データ・ソース
は、1 つまたは複数の論理名によって構成され、その名前により J2EE アプリケーション内の
データ・ソースを識別することができます。ejb-locationは、EJB データ・ソースの論理名
です。さらに、大部分の J2EE アプリケーションのデータ・ソースを識別するために、EJB を使
用しない場合でも可能なかぎり ejb-location名を使用します。このオプションは、1 フェー
ズ・コミット・トランザクションまたはエミュレート化データ・ソースに使用できます。

ejb-locationを使用すると、データ・ソースは接続プールのオープンを管理し、そのプール
を管理します。データベースへの接続のオープンは時間のかかる処理であるため、データを取
得するよりも多くの時間を要する場合があります。接続プーリングによって、アプリケーショ
ンはデータベース接続が確立されるまで待機する必要がないため、クライアント・リクエスト
へのレスポンス時間は短くなります。そのために、アプリケーションは接続プーリングで利用
可能な接続を再利用します。

データ・ソースでの最大オープン接続数の設定データ・ソースでの最大オープン接続数の設定データ・ソースでの最大オープン接続数の設定データ・ソースでの最大オープン接続数の設定
max-connectionsオプションでは、プールされたデータ・ソースに対する 大オープン接続
数を指定します。システムのパフォーマンスを向上させるために、データベース・サーバーの
サイズおよび構成、アプリケーションが実行する SQL のタイプなど、いくつかの要因を考慮に
入れて max-connectionsの数を指定します。

max-connectionsのデフォルト値および 大数の処理は、データ・ソースのタイプ（エミュ
レート化または非エミュレート化）によって異なります。

エミュレート化データ・ソースに対する max-connectionsのデフォルト値はありませんが、
接続数に影響を与えるデータベース構成の制限は適用されます。max-connectionsで指定し
た接続の 大数がすべてアクティブである場合、新しいリクエストは接続が使用可能になるま
で待機する必要があります。待機の 大時間は、wait-timeoutで指定します。

非エミュレート化データ・ソースには、max-connectionsの解析方法を定義する
cacheSchemeプロパティがあります。表 6-3 に、cacheSchemeプロパティの値を示します
（DYNAMIC_SCHEMEは cacheSchemeのデフォルト値）。

注意注意注意注意 : データ・ソースを取得するには、エミュレート化データ・ソース
定義で ejb-location JNDI 名のみを使用することをお薦めします。非エ
ミュレート化データ・ソースには、location JNDI 名を使用する必要が
あります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 6-13 ページの「データ・ソースでの空き接続待ちタイムアウトの設
定」

� 『Oracle Application Server Containers for J2EE サービス・ガイド』の
データ・ソースに関する項

表表表表 6-3 非エミュレート化データ・ソースの非エミュレート化データ・ソースの非エミュレート化データ・ソースの非エミュレート化データ・ソースの cacheScheme 値値値値

値値値値 説明説明説明説明

FIXED_WAIT_SCHEME この方法では、 大数に達すると、新しい接続のリクエストは
他のクライアントが接続を解放するまで待機します。

FIXED_RETURN_NULL_SCHEME この方法では、 大数の制限を超えることはできません。接続
がすでに 大数に達している場合、接続リクエストは NULL を

返します。
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max-connectionsの値を変更するには、次の条件を満たす必要があります。

� アプリケーションによっては、データベースへの接続数を制限するとパフォーマンスが向
上します（これにより、システムはリクエストを中間層でキューに入れます）。たとえば、
更新や複雑なパラレル問合せを、まとめて同じデータベース表に対して実行するアプリ
ケーションの場合、max-connections値を制限してデータベースの 大オープン接続数
を減らすことにより、パフォーマンスが 35% 以上向上しました。

データ・ソースでの最小オープン接続数の設定データ・ソースでの最小オープン接続数の設定データ・ソースでの最小オープン接続数の設定データ・ソースでの最小オープン接続数の設定
min-connectionsオプションでは、プールされたデータ・ソースに対する 小オープン接続
数を指定します。

データベースを使用するアプリケーションでは、データ・ソースで接続プールのオープンを管
理し、そのプールを管理することによりパフォーマンスが向上します。これは、受信リクエス
トがデータベース接続を確立するまで待機する必要がないためで、利用可能な接続が 1 つ与え
られます。これにより、接続のクローズおよび再オープンの時間を節約できます。

デフォルトでは、min-connectionsの値は 0 に設定されています。プールの接続を維持する
ために接続プーリングを使用するには、min-connectionsに 0 以外の値を指定します。

エミュレート化データ・ソースと非エミュレート化データ・ソースとでは、
min-connectionsオプションは別なものとして扱われます。

エミュレート化データ・ソースでは、 初の min-connections接続を開始する際は必要に応
じて接続をオープンし、一度 min-connectionsの数の接続が確立されると、その数は維持さ
れます。

非エミュレート化データ・ソースでは、データ・ソースに 初のアクセスを行った後、OC4J が
min-connectionsで設定されている数の接続を開始し、この接続数を維持します。

開いているデータベース接続の合計数を、データベースが処理できる数に制限することは、
チューニングの際の重要なポイントです。少なくとも、データベースにアクセスするすべての
アプリケーションで指定されている、すべてのデータ・ソース min-connectionsオプション
の値の合計と同じ数のオープン接続を許可するように、データベースが構成されているかどう
かを確認する必要があります。

DYNAMIC_SCHEME この方法では、新しくプールされた接続を 大数の制限を超え
て作成できます。ただし、使用されていた論理接続インスタン
スが終了すると、プールされた接続は自動的にクローズおよび
解放され、利用可能なキャッシュに返されます。

DYNAMIC_SCHEMEは cacheSchemeのデフォルト値です。

注意注意注意注意 : 少なくとも、すべての J2EE アプリケーションのデータ・ソース
max-connectionsオプションで指定している、オープン接続の合計数が
許可されるようにデータベースが構成されているかどうかを確認する必要
があります。

注意注意注意注意 : min-connectionsに 0 以外の値が設定されている場合、その数
の接続が維持されます。接続が使用されていないときでも OC4J によって
維持され、inactivity-timeoutで設定されている値に達してもタイム
アウトしません。

指定されている数の接続がオープンになると、OC4J を停止する以外にそ
の接続をクローズする方法はありません。

表表表表 6-3 非エミュレート化データ・ソースの非エミュレート化データ・ソースの非エミュレート化データ・ソースの非エミュレート化データ・ソースの cacheScheme 値（続き）値（続き）値（続き）値（続き）

値値値値 説明説明説明説明
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データ・ソースの設定 - パフォーマンス問題
キャッシュされた接続の非アクティブ・タイムアウトをデータ・ソースでキャッシュされた接続の非アクティブ・タイムアウトをデータ・ソースでキャッシュされた接続の非アクティブ・タイムアウトをデータ・ソースでキャッシュされた接続の非アクティブ・タイムアウトをデータ・ソースで
設定する設定する設定する設定する

エミュレート化データ・ソースと非エミュレート化データ・ソースでは、
inactivity-timeoutで、未使用の接続をクローズするまでキャッシュしておく時間を秒数
で指定します。

パフォーマンスを向上させるには、J2EE アプリケーションの実行中における接続の切断および
再取得を行うことがないように、データ・ソースの inactivity-timeoutに値を設定しま
す。

inactivity-timeoutのデフォルト値は 60 秒です。一般に、この値はある程度の間隔でアク
セスが行われるアプリケーションには短すぎるため、リクエストとリクエストの間に非アク
ティブ状態が生じる可能性があります。パフォーマンス向上のために、ほとんどのアプリケー
ションで inactivity-timeoutの値を 120 に設定することをお薦めします。

デフォルトの inactivity-timeout値が低すぎるかどうかを判断するには、システムを監視
します。データベース接続数が増加した後アイドル時間中に減少し、その後再び増加する場合
は、inactivity-timeoutまたは min-connectionsのいずれかの値を大きくします。

データ・ソースでの空き接続待ちタイムアウトの設定データ・ソースでの空き接続待ちタイムアウトの設定データ・ソースでの空き接続待ちタイムアウトの設定データ・ソースでの空き接続待ちタイムアウトの設定
エミュレート化データ・ソースと非エミュレート化データ・ソースでは、接続プールに利用可
能な接続がない場合（すなわち、max-connectionsで指定されている接続数の制限に達して
いて、すべてが使用中の場合）に、wait-timeoutで、空き接続を待機する時間を秒数で指定
します。

アプリケーションでタイムアウト・エラーが発生する場合、wait-timeoutの値を大きくする
ことによりエラーを回避できます。デフォルトの wait-timeoutは 60 秒です。

メモリーおよび CPU などのデータベース・リソースの空きがあるにもかかわらず、オープン・
データベース接続数が max-connectionsに近づいている場合、max-connectionsの設定
値が低すぎる可能性があります。max-connectionsの値を大きくして、パフォーマンスへの
影響を監視します。マシン・リソースの空きがない場合は、max-connectionsの値を大きく
してもパフォーマンスの向上は期待できません。

システムが飽和状態の場合、次の作業を行うことができます。

�  wait-timeoutの値を大きくする。

� 潜在的なパフォーマンスを向上させるために、アプリケーションの設計を評価する。

� システム・リソースを増やし、そのパラメータを調整する。

データ・ソースでの接続再試行間隔の設定データ・ソースでの接続再試行間隔の設定データ・ソースでの接続再試行間隔の設定データ・ソースでの接続再試行間隔の設定
connection-retry-intervalでは、接続に失敗した場合に再試行するまでの秒数を指定し
ます。

connection-retry-intervalが小さい値に設定されていたり、max-connect-attempts
で大きい値の接続試行数が設定されている場合、接続に失敗すると再試行が繰り返し行われ、
パフォーマンスが低下する場合があります。

connection-retry-intervalのデフォルト値は 1 秒です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 6-12 ページの「データ・ソースでの 小オープン接続数の設
定」
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データ・ソースの設定 - パフォーマンス問題
データ・ソースでの最大接続試行回数の設定データ・ソースでの最大接続試行回数の設定データ・ソースでの最大接続試行回数の設定データ・ソースでの最大接続試行回数の設定
max-connect-attemptsオプションでは、接続を再試行する 大回数を指定します。このオ
プションは、なんらかの理由によりネットワークや環境が不安定で、接続に失敗しやすい状況
で使用すると役立ちます。

connection-retry-intervalオプションが小さい値に設定されていたり、
max-connect-attemptsで大きい値の接続試行数が設定されている場合、接続に失敗すると
再試行が繰り返し行われ、パフォーマンスが低下する場合があります。

max-connect-attemptsのデフォルト値は 3 です。

データ・ソースのデータ・ソースのデータ・ソースのデータ・ソースの JDBC 文キャッシュ・サイズの設定文キャッシュ・サイズの設定文キャッシュ・サイズの設定文キャッシュ・サイズの設定
繰り返されるカーソル作成および繰り返される文解析および作成のオーバーヘッドを軽減する
には、データベース文で文キャッシングを使用します。繰り返し使用される実行可能文を
キャッシュする JDBC 文キャッシングを有効にするには、文キャッシングを使用するように
データ・ソースを構成します。JDBC 文キャッシュは、データ・ソースによって保持される特
定の物理接続と関連付けられています。文キャッシュはデータ・ソースごとではないので、す
べての物理接続で共有されることはありません。JDBC 文キャッシュは、データベース・サー
バーではなく中間層で保持されます。

接続オブジェクトの setStmtCacheSize()メソッドを使用して、プログラムで文キャッシン
グを動的に有効および無効にすることができます。

データ・ソースに対して JDBC 文キャッシングを構成するには、stmt-cache-size属性を使
用してキャッシュのサイズを設定します。この属性で、キャッシュに保持される文の 大数が
設定されます。stmt-cache-size属性を指定しないか、ゼロに指定した場合、文キャッシュ
は無効になります。

次の XML では、文キャッシュ・サイズが 200 文に設定されます。

<data-source>
 ...
stmt-cache-size="200"
</data-source>

stmt-cache-size属性を設定するには、 初にデータベースに対してアプリケーションから
発行される個別の文の数を判別します。その後、キャッシュ・サイズをこの数値に設定します。
アプリケーションからデータベースに対して発行される文の数がわからない場合は、JDBC パ
フォーマンス・メトリックを文キャッシュ・サイズの判別に役立てることができます。文メト
リックを使用するには、OC4J に対して Java プロパティ
oracle.jdbc.DMSStatementMetricsを trueに設定します。

CMP Entity Bean のののの JDBC プリフェッチ・サイズの設定プリフェッチ・サイズの設定プリフェッチ・サイズの設定プリフェッチ・サイズの設定
prefetch-sizeパラメータを使用して、CMP Entity Bean からの JDBC 問合せに対するデー
タ・ソース動作を変更できます。ただし、このパラメータは、data-sources.xmlではなく、
orion-ejb-jar.xmlで構成します。

Application Server Control を使用したデータ・ソース構成オプションの変更を使用したデータ・ソース構成オプションの変更を使用したデータ・ソース構成オプションの変更を使用したデータ・ソース構成オプションの変更
図 6-2 は、データ・ソースの表示および変更を行う Oracle Enterprise Manager 10g Application 
Server Control コンソールの構成ページの例です。 この Application Server Control コンソール
のページを OC4J インスタンスから表示するには、次の手順を実行します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� A-10 ページの「JDBC データ・ソース文メトリック」

� 『Oracle Database JDBC 開発者ガイドおよびリファレンス』

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 6-29 ページの「CMP Entity Bean の構成パラメータ」
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1. Application Server ホーム・ページの「システム・コンポーネントシステム・コンポーネントシステム・コンポーネントシステム・コンポーネント」表で、OC4J インスタ
ンスのページをクリックして開きます。

2. OC4J インスタンスのページで「管理」リンクをクリックします。

3. 「アプリケーション・デフォルト」で「データ・ソース」をクリックします。

4. データ・ソースを選択して「編集編集編集編集」をクリックします（または、デプロイ済アプリケー
ション説明ページの管理セクションでデータ・ソースを選択することもできます。これは、
アプリケーションが独自のローカル・データ・ソースを所有している場合にのみ利用でき
ます）。

Application Server Control コンソールには、XML ファイルで追加または変更するデータ・
ソース要素が保存されています。このファイルは、デフォルトでは data-sources.xmlとい
う名前で、$ORACLE_HOME/j2ee/home/configディレクトリにあります。アプリケーション
にローカル・データ・ソースを指定している場合に、このファイルの名前または場所を変更す
るには、デフォルト・アプリケーション画面または特定のアプリケーションのページから「一
般プロパティ」ページに移動して実行できます。

図図図図 6-2 Application Server Control コンソールのデータ・ソースの構成ページコンソールのデータ・ソースの構成ページコンソールのデータ・ソースの構成ページコンソールのデータ・ソースの構成ページ
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server.xml 構成パラメータの設定
server.xml 構成パラメータの設定構成パラメータの設定構成パラメータの設定構成パラメータの設定
この項では、OC4J インスタンスの server.xmlファイルで OC4J のパフォーマンスをチュー
ニングするパラメータについて説明します。

この項には、次の項目が含まれています。

� server.xml での OC4J のトランザクション構成タイムアウトの設定

� server.xml での OC4J タスク・マネージャの粒度の設定

� server.xml でのステートフル Session Bean の受動化のための OC4J オプションの設定

� OC4J での同時実行性の制限

� Application Server Control コンソールを使用した server.xml 構成オプションの変更

server.xml でのでのでのでの OC4J のトランザクション構成タイムアウトの設定のトランザクション構成タイムアウトの設定のトランザクション構成タイムアウトの設定のトランザクション構成タイムアウトの設定
OC4J インスタンスの server.xmlファイル内にある transaction-config要素で、トラン
ザクション構成タイムアウトのデフォルト値を変更できます。この構成パラメータは、タイム
アウトによってロールバックする前のトランザクションの許容 大時間を指定し、OC4J インス
タンスのすべてのトランザクションに適用されます。

デフォルトでは、server.xmlで transaction-configは 30000（30 秒）に設定されていま
す。トランザクション・タイムアウト・エラーが発生するアプリケーションの場合や、トラン
ザクションが 30 秒より長くかかることがわかっている場合は、transaction-config 
timeout値を変更できます（これには、datasources.xmlでの wait-timeoutによって設
定される接続の待機時間も含まれます）。

transaction-config timeout値を変更するには、server.xmlにある次の行を変更しま
す。たとえば、server.xmlの行を次のように指定すると、transaction-config timeout
パラメータが 60 秒に設定されます。

<transaction-config timeout="60000"/>

transaction-config timeout属性は、OC4J で動作するすべてのトランザクションに適用
されるため、 も長いトランザクションを考慮に入れる必要があります
（transaction-config timeoutは、EJB レベルのすべてのトランザクションに適用されま
す）。したがって、transaction-config timeout属性を他のトランザクション関連属性
（たとえばデータ・ソースの wait-timeoutや EJB の call-timeoutなど）の値以上に設定
してください。

注意注意注意注意 : transaction-configタイムアウトは、EJB 固有のタイムアウ
トではありませんが、EJB を使用するすべてのトランザクションに影響し
ます。ただし、server.xmlの transaction-config timeout値で指
定されるタイムアウトは、MDB トランザクションには適用されません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 6-13 ページの「データ・ソースでの空き接続待ちタイムアウトの設
定」

� 6-27 ページの「すべての EJB（MDB は除く）に適用される構成パラ
メータ」

� 6-39 ページの「Message-Driven Bean（MDB）のパラメータの構成」
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server.xml でのでのでのでの OC4J タスク・マネージャの粒度の設定タスク・マネージャの粒度の設定タスク・マネージャの粒度の設定タスク・マネージャの粒度の設定
OC4J タスク・マネージャは、HttpSessions のタイムアウトのタスクを含むクリーンアップ処理
を実行する OC4J のバックグラウンド・プロセスです。タスク・マネージャは、定期的に実行
されます。server.xmlの taskmanager-granularity属性を使用して、タスク・マネー
ジャをいつ実行するのかを管理できます。この属性は、タスク・マネージャによってクリーン
アップ処理が実行される頻度を設定します。指定する値はミリ秒単位で、デフォルト値は 1000
ミリ秒です。

デフォルトの taskmanager-granularity間隔は、通常、適切な間隔になっています。デ
フォルト値を変更して 60000（1 分）より大きい値を設定するなど、この値を大きい値に設定し
た場合、HttpSessions のタイムアウトのタイミングを遅らせることができますが
OutOfMemoryエラーが発生することがあります（HttpSessions を使用する場合）。

たとえば、server.xmlの次のエントリでは、taskmanager-granularityが 60000 ミリ秒
（1 分）に設定されます。

<application-server ...  taskmanager-granularity="60000" ...>

server.xml でのステートフルでのステートフルでのステートフルでのステートフル Session Bean の受動化のためのの受動化のためのの受動化のためのの受動化のための OC4J オプションオプションオプションオプション
の設定の設定の設定の設定

要素 <sfsb-config>の enable-passivation属性を falseに設定しない場合は、ステー
トフル Session Bean の受動化が OC4J によって自動的に実行されます。

属性 enable-passivationのデフォルト値は、trueで、これは、ステートフル Session 
Bean の受動化が実行されることを意味します。ステートフル Session Bean が受動化される状態
にない状況の場合、この属性を falseに設定します。

OC4J での同時実行性の制限での同時実行性の制限での同時実行性の制限での同時実行性の制限
OC4J には、スタンドアロン OC4J で使用するためのスレッド・プーリング・メカニズムがあり
ます。OC4J server.xmlグローバル・スレッド・プール属性は、OC4J が使用するスレッド数
を制御します。Oracle Application Server 10g 環境では、server.xmlで
<global-thread-pool>を指定しないことをお薦めします。スタンドアロン OC4J を使用す
る場合（つまり Oracle Application Server 10g 環境以外で）、このパラメータを使用してスレッ
ド数を制御できます。

注意注意注意注意 : taskmanager-granularityを変更すると、EJB Entity および
Session Bean パラメータのいくつかのタイミングと正確さに影響すること
があります。詳細は、6-29 ページの「デフォルト以外の
taskmanager-granularity を使用した EJB のタイムアウト」を参照してくだ
さい。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server Containers for J2EE Enterprise 
JavaBeans 開発者ガイド』

注意注意注意注意 : デフォルトでは、OC4J が作成できるスレッド数は無制限です（シ
ステム・リソースで制限されている場合を除く）。したがって、
server.xmlの <global-thread-pool>を指定しない場合、デフォル
トでは、スレッド数は無制限で、必要に応じて要求されたときに作成され
ます。
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Oracle Application Server でのサーブレット・パフォーマンスの向上
Oracle Application Server 10g 環境で同時実行性を制限する場合は、Oracle HTTP Server 
MaxClientsディレクティブを使用することをお薦めします。OC4J が Oracle Application 
Server 10g 環境で実行されている場合は、mod_oc4jが OC4J とともに機能して OC4J の同時実
行性を制御します。この環境では、server.xmlの <global-thread-pool>属性を指定し
てスレッド数を制限すると、デッドロックの原因となり得るリソースの競合問題を引き起こす
場合があります。

Application Server Control コンソールコンソールコンソールコンソールを使用したを使用したを使用したを使用した server.xml 構成オプションの変更構成オプションの変更構成オプションの変更構成オプションの変更
server.xmlでオプションを更新または構成するには、Application Server Control コンソール
を使用して、変更する OC4J インスタンスを 初に選択します。次に、「管理」リンクを選択
し、「インスタンス・プロパティ」領域から「拡張プロパティ」リンクを選択します。「拡張
サーバー・プロパティ」ページで「server.xml」リンクを選択します。「server.xmlの編
集」ページで、変更する必要がある要素および属性を選択して変更します。 後に「適用適用適用適用」を
クリックし、変更を適用します。

Application Server Control コンソールを使用しない場合は、$ORACLE_HOME/j2ee/instance_
name/configディレクトリで server.xmlを編集し、dcmctlコマンドを使用して、次のよ
うに Oracle Application Server 構成を更新します。

% dcmctl updateconfig -ct oc4j
% dcmctl restart -ct oc4j

Oracle Application Server でのサーブレット・パフォーマンスの向上でのサーブレット・パフォーマンスの向上でのサーブレット・パフォーマンスの向上でのサーブレット・パフォーマンスの向上
この項では、サーブレットの構成オプションおよびパフォーマンス・ヒントについて説明し、
OC4J パフォーマンスの 適化方法を示します。

この項には、次の項目が含まれています。

� サーブレットの構成パラメータ変更によるパフォーマンスの向上

� サーブレットのパフォーマンスのヒント

サーブレットの構成パラメータ変更によるパフォーマンスの向上サーブレットの構成パラメータ変更によるパフォーマンスの向上サーブレットの構成パラメータ変更によるパフォーマンスの向上サーブレットの構成パラメータ変更によるパフォーマンスの向上
この項には、次の項目が含まれています。

� 起動時のサーブレット・クラスのロード

� 静的ページとイメージに対するリクエストの削減

� サーブレット・セッション・タイムアウトの設定

起動時のサーブレット・クラスのロード起動時のサーブレット・クラスのロード起動時のサーブレット・クラスのロード起動時のサーブレット・クラスのロード
デフォルトでは、OC4J は 初のリクエストが行われた際にサーブレットをロードします。さら
に、OC4J を使用すると、サーブレットを実行する JVM が起動した際にサーブレット・クラス
をロードできます。これを行うには、<load-on-startup>サブ要素をアプリケーションの
web.xml構成ファイル内の <servlet>要素に追加します。

この load-on-startup 機能を使用すると、OC4J プロセスの起動時間は長くなりますが、サーブ
レットの 初のリクエストの待ち時間が改善されます。

たとえば、<load-on-startup>を次のように追加します。

<servlet>
      <servlet-name>viewsrc</servlet-name>
      <servlet-class>ViewSrc</servlet-class>
      <load-on-startup> </load-on-startup>
</servlet>

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 5-10 ページの「MaxClients ディレクティブの構成」
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Application Server Control コンソールを使用すると、OC4J が起動時に Web モジュール全体を
ロードするよう指定できます。

1. OC4J インスタンスのホーム・ページで「管理」リンクをクリックします。

2. 「インスタンス・プロパティ」領域で「Web サイト・プロパティ」をクリックします。

3. 起動時のロードを指定するには、「Web サイト・プロパティ」ページの「Web モジュール
の URL マッピング」表で「起動時にロード起動時にロード起動時にロード起動時にロード」チェック・ボックスを選択します。

静的ページとイメージに対するリクエストの削減静的ページとイメージに対するリクエストの削減静的ページとイメージに対するリクエストの削減静的ページとイメージに対するリクエストの削減
この <expiration-setting>要素は、global-web-application.xmlまたは
orion-web.xmlで設定でき、特定のセットのリソースに対する期限切れを設定します。この
要素を設定すると、ブラウザに特定のリクエストをキャッシュするように指示することによっ
てサーバーに対するリクエストを削減できます。Oracle Application Server インスタンスで
OracleAS Web Cache が使用されている場合、Web Cache によってそのようなリクエストが処
理されるので、この要素はあまり役立ちません。<expiration-setting>によって、リソー
スが期限切れになる前にブラウザに保持される時間が設定されます。ブラウザは、次にリクエ
ストがあったときに期限切れになったリソースを再ロードします。

このオプションは、イメージをドキュメントほど頻繁に再ロードしないなど、キャッシング・
ポリシーの設定に便利です。

<expiration-setting>要素を設定するには、属性 expiresおよび url-patternを使用
します。

� expiresは、期限切れになるまでの秒数を指定します。「never」に設定すると期限切れ
しなくなります。expiresのデフォルト設定は「0」（ゼロ）で、ただちに期限切れしま
す。

� url-patternには、期限切れが適用される URL パターンを指定します。たとえば、
url-pattern="*.gif"のように指定します。

サーブレット・セッション・タイムアウトの設定サーブレット・セッション・タイムアウトの設定サーブレット・セッション・タイムアウトの設定サーブレット・セッション・タイムアウトの設定
OC4J のデフォルト・サーブレット・セッション・タイムアウトは 20 分です。特定のアプリ
ケーションに対するこの値を変更するには、web.xmlの <session-config>要素にある
<session-timeout>パラメータを設定します。この値の設定が低すぎる場合、保存したセッ
ションが再利用される前に破棄されることがあります。この値の設定が高すぎる場合、保存さ
れるセッション状態が多すぎて大量のメモリーが消費されることがあります。各セッションで
使用されるメモリーの容量は、アプリケーションによって作成されてセッションに含められた
オブジェクトのサイズによって異なります。セッション・タイムアウトに設定した値が大きす
ぎたり、小さすぎたりした場合は、パフォーマンスに影響する可能性があります。

サーブレットのパフォーマンスのヒントサーブレットのパフォーマンスのヒントサーブレットのパフォーマンスのヒントサーブレットのパフォーマンスのヒント
次のヒントを利用すると、パフォーマンスの潜在的な問題の回避やデバッグが可能になります。

� サーブレットの期間の分析

� サーバー・リクエストのロードについての理解

� ロードに長時間を要する大きなサーブレットの検出

� 未使用セッションの監視およびセッションの無効化

� 起動時のサーブレット・セッション・セキュリティ・ルーチンのロード
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サーブレットの期間の分析サーブレットの期間の分析サーブレットの期間の分析サーブレットの期間の分析
J2EE エンタープライズ・アプリケーションのサーブレット（および JSP）リクエストの平均期
間を知っておくと役立ちます。システムがロードされていないときのサーブレットの期間を知
ることにより、システム・ロード時のパフォーマンス問題の原因を特定することが容易になり
ます。サーブレットの平均期間は、そのサーブレットのメトリック service.avgでレポート
されます。クラスのロードやデータベース接続の確立など、起動時のオーバーヘッドの影響を
避けるため、サーブレットに多くのコールを行った後にこの値を確認します。

たとえば、service.avgが 32 ミリ秒であるサーブレットが存在すると仮定します。さらに、
システムのロード時にレスポンス時間が増加しますが、CPU の限界には達していないとしま
す。service.avgの値を調べると、値が 32 ミリ秒に近いとします。この場合、パフォーマン
スの低下がアプリケーションによるものではなく、システムまたはアプリケーションのサー
バー構成によるものであるということが推測できます。反対に、service.avgが大幅に増加
していると、アプリケーションの問題を調べる必要があります。たとえば、アプリケーション
の複数のユーザーが同じリソース（データベース接続および他の要因を含む）を競合している
場合がそれに当てはまります。

サーバー・リクエストのロードについての理解サーバー・リクエストのロードについての理解サーバー・リクエストのロードについての理解サーバー・リクエストのロードについての理解
サーブレットおよび JSP の問題をデバッグする際、OC4J プロセスが対応しているリクエストの
数を知っていると役立つ場合があります。問題がパフォーマンスに影響を与えている場合、リ
クエストの大量のロードがその問題をさらに悪化させていないかどうかを知る必要があります。
Application Server Control コンソールを使用するか、アプリケーションの Web モジュール・メ
トリックを確認して、特定の OC4J インスタンスに対するリクエストを追跡できます。

ロードに長時間を要する大きなサーブレットの検出ロードに長時間を要する大きなサーブレットの検出ロードに長時間を要する大きなサーブレットの検出ロードに長時間を要する大きなサーブレットの検出
サーブレット・アプリケーションが、サーバーの起動後に初めて使用する際に特に遅かったり、
断続的に遅くなることがあります。この場合、サーバーに大量の負荷がかかっているゆえに、
レスポンス時間が長くなっている可能性があります。ただし、アクセス・ログや CPU 使用量を
定期的に監視したり、HTTP サーバーや OC4J にアクティブなリクエストを出しているユー
ザーの数を追跡しても、大量の負荷がかかっている形跡がない場合、単にロードに時間を要す
る大型のサーブレットが存在しているだけの可能性があります。

service.maxTime、service.minTime、および service.avgを確認することによって、
ロードに時間がかかるサーブレットが存在するかどうかを知ることができます。サービスの時
間よりもサーブレットをロードする時間が非常に長い場合、システム起動後に 初にサーブ
レットにアクセスするユーザーがその影響を受け、service.maxTimeが大きくなります。シ
ステム起動時にサーブレットを初期化するようにシステムを構成することにより、この問題を
回避できます。

未使用セッションの監視およびセッションの無効化未使用セッションの監視およびセッションの無効化未使用セッションの監視およびセッションの無効化未使用セッションの監視およびセッションの無効化
未使用のセッションがあるかどうかを確認して、アプリケーションを定期的に監視する必要が
あります。セッションが無効にされていないサーブレットに、誤って書込みが行われることが
よくあります。アプリケーション・ソフトウェアのソース・コードがないと、これがホストの
問題の原因となり得ることに気づかないかもしれませんが、遅かれ早かれメモリーの消費量が
普通よりも多いことが明らかになります。セッション・メトリック（sessionActivation、
sessionActivation.completedおよび sessionActivation.active）によって、使用
されていないセッションが存在するか、使用された後に適切に無効化されていないセッション
が存在するかどうかを確認できます。

デフォルトでは、JSP によってセッションが作成されます。JSP でセッションを使用する必要が
ない場合、オフにします。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : A-11 ページの「Web モジュール・メトリック」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : A-11 ページの「Web モジュール・メトリック」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 6-18 ページの「起動時のサーブレット・クラスのロード」
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次の例では、セッションを作成しても一度も使用しないアプリケーションについて説明します。
この例では、/oc4j/application/WEBs/contextにある JSP のメトリックを示します。

session.Activation.active:       500 ops
session.Activation.completed:      0 ops

このアプリケーションは 500 のセッションを作成し、現在でもすべてアクティブな状態です。
これは、アプリケーションがセッションを必要以上に作成したことを示していて、メモリーお
よび CPU の消費において問題が発生するのは時間の問題です。

適切にチューニングされたアプリケーションでは、sessionActivation.activeが、セッ
ションがタイムアウトしていない sessionActivation.completedの値よりも小さい値を
示します。これは、おそらくセッションが使用中およびクリーン・アップ中であることを示し
ています。

次に、セッションを有効に使用していて、それらを適切に無効化したと仮定します。すると、
/oc4j/application/WEBs/contextに、次のようなメトリックのセットが見られます。

session.Activation.active:         2 ops
session.Activation.completed:    500 ops

500 以上のセッションが作成され完了していると同時に、2 つのセッションがアクティブである
ということは、セッションは使用後に無効化されているということを示しています。

起動時のサーブレット・セッション・セキュリティ・ルーチンのロード起動時のサーブレット・セッション・セキュリティ・ルーチンのロード起動時のサーブレット・セッション・セキュリティ・ルーチンのロード起動時のサーブレット・セッション・セキュリティ・ルーチンのロード
OC4J は、セキュア・シードの生成に java.security.SecureRandomクラスを使用します。
このメソッドの 初のコールには時間がかかります。システムのセキュリティ構成によっては、
Application Server がセッション・ベース・サーブレットの 初のリクエストを受信するまで、
このメソッドがコールされない場合があります。別な方法としては、アプリケーションの
web.xml構成ファイルでアプリケーションを起動時にロードするよう構成し、アプリケーショ
ンのクラス初期化時に SecureRandom のインスタンスを作成します。この結果、 初のリク
エスト処理が短縮されるかわりに、起動時間が長くなります。

Oracle Application Server でのでのでのでの JSP パフォーマンスの向上パフォーマンスの向上パフォーマンスの向上パフォーマンスの向上
Oracle JSP は、Sun 社の JavaServer Pages 仕様の Oracle による実装です。その他の機能とし
て、Oracle データベースにアクセスするためのカスタム JavaBeans、SQL サポートおよび拡張
データ型などがあります。

この項では、Oracle JSP のパフォーマンス改善方法について説明します。次の項目が含まれま
す。

� JSP の構成パラメータの変更によるパフォーマンスの向上

� JSP コードのチューニングによるパフォーマンスの向上

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 6-24 ページの「セッション管理のパフォーマンスへの影響」

� A-12 ページの「Web コンテキスト・メトリック」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 6-18 ページの「起動時のサーブレット・クラスのロード」

注意注意注意注意 : JSP は実行される前に Java サーブレットに変換されるため、サー
ブレットのパフォーマンス問題は JSP にも適用されます。
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Oracle Application Server では、J2EE アプリケーションのパフォーマンスを向上させる機能を
持つ、JSP タグ・ライブラリが提供されます。たとえば、タグ・ライブラリで使用可能な JSP
キャッシュ機能を使用して、アプリケーションのスピードおよびスケーラビリティを向上でき
ます。

� JESI タグ・ライブラリでは、Oracle Application Server Web Cache の使用がサポートされ
ます。これは、アプリケーションの外側で行われる HTTP レベル・キャッシュをサポート
し、非常に高速なキャッシュ処理を実現します。Oracle Application Server Web Cache は
HTML、GIF、JPEG ファイルなどの静的データや、サーブレットや JSP 結果などの動的
データをキャッシュできます。

� Web Object Cache タグ・ライブラリでは、JSP およびサーブレットの実行の中間結果を取
得して、後でこれらのキャッシュされた結果を Java アプリケーション・ロジックの他の部
分で再利用できます。

JSP の構成パラメータの変更によるパフォーマンスの向上の構成パラメータの変更によるパフォーマンスの向上の構成パラメータの変更によるパフォーマンスの向上の構成パラメータの変更によるパフォーマンスの向上
この項では、JSP の構成パラメータについて説明します。このパラメータを変更することによ
り、JSP 処理の向上および制御が可能になります。global-web-application.xmlファイル
を変更することにより、このパラメータを各 OC4J インスタンスに対して設定します。

この項には、次の項目が含まれています。

� main_mode パラメータの使用

� tags_reuse_default パラメータの使用

� 追加の JSP および OC4J 構成パラメータ

main_mode パラメータの使用パラメータの使用パラメータの使用パラメータの使用
main_modeパラメータでは、変更が行われた場合にクラスを自動で再ロードするか、JSP を自
動で再コンパイルするかを決定します。

表 6-4 に、main_modeでサポートされている設定を示します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle Application Server Containers for J2EE サーブレット開発者ガ
イド』

� 『Oracle Application Server Containers for J2EE JSP タグ・ライブラリ
およびユーティリティ・リファレンス』

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� JSP 構成パラメータの情報は、『Oracle Application Server Containers 
for J2EE JavaServer Pages 開発者ガイド』を参照してください。

� global-web-application.xmlの情報は、『Oracle Application 
Server Containers for J2EE サーブレット開発者ガイド』を参照してく
ださい。
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main_modeパラメータを使用する場合は、次のことに注意してください。

� クラス・ファイルの 終変更時間にメモリー内の値を使用しているため、ファイル・シス
テムからページ実装クラス・ファイルを削除しても、関連 JSP ソースの再変換は自動的に
行われません。

� メモリー・キャッシュが失われると、ページ実装クラス・ファイルは再生成されます。こ
れは、サーバーを再起動した後か、このアプリケーションの他のページを再変換した後に、
リクエストがこのページに送信されるたびに行われます。

� 静的にインクルードされるファイルが変更されただけでは、ページは再ロードされません。
静的にインクルードされるファイル（<jsp:include ... />構文と反対の <%@ 
include ... %>構文によってインクルードされる）は、変換時にインクルードされま
す。

tags_reuse_default パラメータの使用パラメータの使用パラメータの使用パラメータの使用
タグ・ハンドラ・インスタンスを各 JSP ページ内で再利用するように指定している場合、ラン
タイム・モデルまたはコンパイル時モデルに対するタグ・ハンドラ再利用を無効化または有効
化することによって、JSP パフォーマンスを向上できます。これは、タグ・ハンドラ・インス
タンス・プーリングと呼ばれることもあります。これには次の 2 つのモデルがあります。

� ランタイム・モデル : タグ・ハンドラ再利用のロジックおよびパターンが、JSP ページ実行
中のランタイムに決定されます。タグ・ハンドラの再利用は、アプリケーション・スコー
プ内に限られます。

� コンパイル時モデル : タグ・ハンドラ再利用のロジックおよびパターンが、JSP ページ変換
中のコンパイル時に決定されます。この値の指定は、同じページに非常に多くのタグ（た
とえば何百ものタグ）があるアプリケーションのパフォーマンスを向上させる効果的な方
法です。

JSP tags_reuse_default構成パラメータによって、再利用モデルを指定します。

表表表表 6-4 JSP のののの main_mode パラメータ値パラメータ値パラメータ値パラメータ値

オプションオプションオプションオプション 説明説明説明説明

justrun ランタイム・ディスパッチャはタイムスタンプのチェックをまったく行わないため、JSP の再コンパ

イルや Java クラスの再ロードは行われません。これは、コードの変更がないデプロイ環境にとって

も効果的なモードです。

ソース・コードの変更がない典型的な製品デプロイ環境のように、タイムスタンプを比較する必要が
ない場合は、main_modeパラメータの値を justrunに設定することにより、すべてのタイムスタ

ンプ比較、およびすべての再変換や再ロードを省略できます。

この値を使用すると、JSP アプリケーションのパフォーマンスが向上します。

注意 : main_modeの値を justrunに設定する前に、JSP が 低 1 回はコンパイルされていることを

確認してください。ブラウザから JSP を起動するか、main_mode、recompileにデフォルト値を使

用してアプリケーションを起動することにより、JSP をコンパイルできます。これにより、justrun
フラグを設定する前に、JSP が確実にコンパイルされます。

reload このディスパッチャは、変換された JSP を含め、ロード後に変更されたクラスがあるかどうかを

チェックします。ページおよび他の依存クラスから JavaBeans が起動します。

recompile これは main_modeのデフォルト値です。

このディスパッチャは、JSP のタイムスタンプをチェックし、ロード後に変更があった場合はそれを

再変換して、reloadのすべての機能も同様に実行します。

注意注意注意注意 : main_modeの値を justrunに設定する前に、JSP が 低 1 回は
コンパイルされていることを確認してください。ブラウザから JSP を起動
するか、アプリケーションを実行することにより、JSP をコンパイルでき
ます。
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追加の追加の追加の追加の JSP およびおよびおよびおよび OC4J 構成パラメータ構成パラメータ構成パラメータ構成パラメータ
『Oracle Application Server Containers for J2EE JavaServer Pages 開発者ガイド』には、次を含
む JSP パフォーマンスに影響する追加の構成パラメータに関する情報が記載されています。

� check_page_scope

� precompile_check

� reduce_tag_code

� static_text_in_chars

� simple-jsp-mapping

� enable-jsp-dispatcher-shortcut

JSP コードのチューニングによるパフォーマンスの向上コードのチューニングによるパフォーマンスの向上コードのチューニングによるパフォーマンスの向上コードのチューニングによるパフォーマンスの向上
この項では、JSP コードを変更してパフォーマンスを向上させる方法について説明します。

この項には、次の項目が含まれています。

� セッション管理のパフォーマンスへの影響

� テキスト出力を行う out.print の代用としての静的テンプレート・テキストの使用

� JSP のバッファに関するパフォーマンスの問題

� 静的インクルードの使用と動的インクルードの使用

セッション管理のパフォーマンスへの影響セッション管理のパフォーマンスへの影響セッション管理のパフォーマンスへの影響セッション管理のパフォーマンスへの影響
通常、セッションは Web アプリケーションにパフォーマンスのオーバーヘッドを与えます。各
セッションは、javax.servlet.http.HttpSessionクラスのインスタンスです。各セッ
ションで使用されるメモリーの容量は、アプリケーションによって作成されてセッションに含
められたオブジェクトのサイズによって異なります。リクエストごとに新しいセッションを作
成しない場合は、JSP のセッションをオフにできます。Oracle JSP セッションでは、デフォルト
で有効になっています。JSP でセッションを使用する必要がない場合、JSP のトップに次の行を
含めることによってセッションをオフにします。

<%@ page session="false" %>

セッションを使用する場合、セッションを明示的に取り消すようにしてください。セッション
を取り消さない場合、タイム・アウトするまでアクティブのままになります。セッションを取
り消すには、invalidate()メソッドを起動します。

OC4J のデフォルトのセッション・タイムアウトは 20 分です。特定のアプリケーションに対す
るこの値を変更するには、web.xmlの <session-config>要素にある
<session-timeout>パラメータを設定します。

たとえば、次のコードは、セッションの使用後にセッションを取り消す方法を示しています。

HttpSession session;
session = httpRequest.getSession(true);
.
.
.
session.invalidate();

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server Containers for J2EE JavaServer 
Pages 開発者ガイド』

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server Containers for J2EE JavaServer 
Pages 開発者ガイド』
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OC4J は、セキュア・シードの生成に java.security.SecureRandomクラスを使用します。
このメソッドの 初のコールには時間がかかります。システムのセキュリティ構成によっては、
Application Server がセッション・ベース JSP の 初のリクエストを受信するまで、このメソッ
ドがコールされない場合があります。別な方法としては、起動時にロードするアプリケーショ
ンのクラス初期化にコールを含めることによって、起動時にこのコールが強制的に実行される
ようにします。この結果、 初のリクエスト処理が短縮されるかわりに、起動時間が長くなり
ます。

テキスト出力を行うテキスト出力を行うテキスト出力を行うテキスト出力を行う out.print の代用としての静的テンプレート・テキストの代用としての静的テンプレート・テキストの代用としての静的テンプレート・テキストの代用としての静的テンプレート・テキスト
の使用の使用の使用の使用
JSP コード out.print("<html>")を使用するには、静的テンプレート・テキストを使用する
よりも多くのリソースが必要です。パフォーマンスの面では、動的に生成されるテキストに対
して out.print()コマンドの使用を予約しておくことが もよい方法です。

例 6-1 および例 6-2 は、HTML コードの例です。これらの JSP サンプルについては、例 6-2 の
ほうが効率的で高いパフォーマンスを発揮します。

例例例例 6-1 out.print の使用の使用の使用の使用

<%
  out.print("<HTML> <HEAD> <TITLE>Bookstore Home Page</TITLE></HEAD>¥n");
  out.print("<BODY BGCOLOR=¥"#ffffff¥">¥n");
  out.print("<H1 ALIGN=¥"center¥">Book Store Web Commerce Test</H1>¥n");
  out.print("<P ALIGN=¥"CENTER¥">¥n");
  out.print("<IMG SRC=¥"../bookstore/Images/booklogo.gif¥" ALIGN=¥"BOTTOM¥""+
              "BORDER=¥"0¥" WIDTH=¥"288¥" HEIGHT=¥"67¥"></P>¥n");
  out.print("<H2 ALIGN=¥"center¥">Home Page</H2>¥n");
%>
<jsp:useBean  id="randomid"  class="bookstore.BOOKS_Util" scope="request" >
<%
  random_id = randomid.getRandomI_ID();
%>

例例例例 6-2 静的テキストの使用静的テキストの使用静的テキストの使用静的テキストの使用

<HTML> <HEAD> <TITLE>Bookstore Home Page</TITLE></HEAD>
<BODY BGCOLOR=¥"#ffffff¥">
<H1 ALIGN=¥"center¥">Bookstore Web Commerce Test </H1>
<P ALIGN=¥"CENTER¥">
<IMG SRC=¥"../bookstore/Images/booklogo.gif¥" ALIGN=¥"BOTTOM¥""+
         "BORDER=¥"0¥" WIDTH=¥"288¥" HEIGHT=¥"67¥"></P>
<H2 ALIGN=¥"center¥">Home Page</H2>
<jsp:useBean  id="randomid"  class="bookstore.BOOKS_Util" scope="request" >
<%
  random_id = randomid.getRandomI_ID();
%>

注意注意注意注意 : サーブレットはデフォルトでセッションを使用しませんが、JSP
ページはデフォルトでセッションを使用します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� セッションの情報は、『Oracle Application Server Containers for J2EE 
JavaServer Pages 開発者ガイド』を参照してください。

� セッションの詳細は、『Oracle Application Server Containers for J2EE
サーブレット開発者ガイド』を参照してください。
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JSP のバッファに関するパフォーマンスの問題のバッファに関するパフォーマンスの問題のバッファに関するパフォーマンスの問題のバッファに関するパフォーマンスの問題
デフォルトでは、JSP はページ・バッファと呼ばれるメモリー領域を使用します。JSP が動的グ
ローバリゼーション、contextType設定、またはエラー・ページなどを使用する場合、ペー
ジ・バッファ（デフォルト設定は 8KB）が必要になります。ページがこれらの機能を使用しな
い場合、次のコマンドを使用してバッファを無効にできます。

<%@ page buffer="none" %>

バッファの値を noneに設定してバッファを無効化すると、メモリーの使用が減少し、バッ
ファのコピー処理が省略されるため、パフォーマンスが向上します。

バッファが必要な場合、バッファに適切なサイズを設定することが重要です。デフォルトの
8KB のバッファよりも大きいページを作成する場合、およびバッファ・サイズをリセットして
いない場合、JSP の autoflushがアクティブ化され、パフォーマンスに影響を与える可能性が
あります。そのため、JSP のバッファが必要な場合、ページ・バッファに適切な値が設定され
ていることを確認してください。たとえば、バッファ・サイズを 24KB に設定するには、次の
コマンドを使用します。

<%@ page buffer="24KB" %>

静的インクルードの使用と動的インクルードの使用静的インクルードの使用と動的インクルードの使用静的インクルードの使用と動的インクルードの使用静的インクルードの使用と動的インクルードの使用
includeディレクティブは、インクルードされるページを変換時に JSP（including page）
にコピーします。これは静的インクルード静的インクルード静的インクルード静的インクルード（または変換時インクルード変換時インクルード変換時インクルード変換時インクルード）と呼ばれ、次の構文
を使用します。

<%@ include file="/jsp/userinfopage.jsp" %>

別の方法として、jsp:includeタグでは、インクルードするページの出力にあるインクルー
ドされるページからの出力をランタイム時に動的にインクルードします。これは動的インク動的インク動的インク動的インク
ルードルードルードルード（または実行時インクルード実行時インクルード実行時インクルード実行時インクルード）と呼ばれ、次の構文を使用します。

<jsp:include page="/jsp/userinfopage.jsp" flush="true" />

パフォーマンスの観点から見て、大きすぎない静的テキストの場合、動的インクルードよりも
静的インクルードを使用するほうが有効的です。

通常、インクルードを使用する場合は次の点に注意してください。

� 静的インクルードはページ・サイズに影響します。静的インクルードは、動的インクルー
ドが必要とするリクエスト・ディスパッチャのオーバーヘッドを回避できますが、大きな
ファイルに使用すると問題が発生することがあります。静的インクルードは、通常、複数
の JSP で繰り返し使用されるコンテンツを含む小さいファイルをインクルードするために
使用します。 次に例を示します。

– アプリケーションの各ページの上部または下部に、ロゴや著作権情報などを静的にイ
ンクルードする場合

– 複数ページで必要とされる宣言やディレクティブ（Java クラスのインポートなど）を
含むページを静的にインクルードする場合

– アプリケーションの各ページからの中央 status checkerページを静的にインク
ルードする場合

� 動的インクルードは、処理上のオーバーヘッドやパフォーマンスに影響を与えます。動的
インクルードは、モジュール化されたプログラミングに使用すると便利です。あるときに
はそのページのコンテンツを実行し、あるときには他のページの出力生成に使用するペー
ジを作成できます。動的にインクルードされるページは、インクルードするページのサイ
ズを大きくすることなく、複数のインクルードするページで再利用できます。

注意注意注意注意 : 静的インクルードおよび動的インクルードは、どちらも同じサー
ブレット・コンテキスト内のページ間でのみ使用できます。
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静的コンテンツをインクルードする際のパフォーマンスの問題静的コンテンツをインクルードする際のパフォーマンスの問題静的コンテンツをインクルードする際のパフォーマンスの問題静的コンテンツをインクルードする際のパフォーマンスの問題
実行時に変化しない大量の HTML コードなど、大量の静的コンテンツを含む JSP では、変換お
よび実行が遅くなることがあります。

この問題を回避して、パフォーマンスを向上させるための 2 つの方法があります。

� 静的 HTML を別のファイルに入力し、動的 includeコマンド（jsp:include）を使用し
て、実行時にその出力を JSP 出力にインクルードします。

� 静的 HTML を Java リソース・ファイルに入力します。

external_resource構成パラメータを有効にしている場合、JSP トランスレータは静的
HTML を Java リソース・ファイルに入力します。

事前変換を行う場合、ojspcツールの -extresオプションを使用しても実行できます。

Oracle Application Server でのでのでのでの EJB パフォーマンスの向上パフォーマンスの向上パフォーマンスの向上パフォーマンスの向上
この項では、OC4J の EJB 処理方法を設定する構成パラメータについて説明します。このオプ
ションをチューニングすると、OC4J で動作する EJB のパフォーマンスを向上させることができ
ます。

この項では、次の項目について説明します。

� すべての EJB（MDB は除く）に適用される構成パラメータ

� CMP Entity Bean の構成パラメータ

� BMP Entity Bean の構成パラメータ

� Session Bean の構成パラメータ

� Message-Driven Bean（MDB）のパラメータの構成

すべてのすべてのすべてのすべての EJB（（（（MDB は除く）に適用される構成パラメータは除く）に適用される構成パラメータは除く）に適用される構成パラメータは除く）に適用される構成パラメータ
表 6-5 では、OC4J 固有の EJB パフォーマンスをチューニングするパラメータについて説明して
います。これらのパラメータは、Session Bean および Entity Bean を含むすべての EJB のタイプ

（MDB は除く）に適用されます。

表 6-5 は、orion-ejb-jar.xmlで指定するパラメータを示しています。

この項では、次の項目について説明します。

� デフォルト以外の taskmanager-granularity を使用した EJB のタイムアウト

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server Containers for J2EE JavaServer 
Pages 開発者ガイド』

注意注意注意注意 : 静的 <%@ include... %>コマンドは動作しません。これは、イ
ンクルードされるファイルを変換時にインクルードすると同時に、その
コードをインクルードするページに実質上コピーし戻すことになります。
これでは問題を解決できません。

注意注意注意注意 : 静的 HTML をリソース・ファイルに入力すると、前述の
jsp:includeによる解決法よりも多くのメモリー・フットプリントを必
要とします。これは、ページ実装クラスがクラスのロード時に常にリソー
ス・ファイルのロードを必要とするためです。
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表表表表 6-5 EJB のすべてのタイプ（のすべてのタイプ（のすべてのタイプ（のすべてのタイプ（MDB は除く）に適用されるは除く）に適用されるは除く）に適用されるは除く）に適用される EJB パラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

call-timeout Session Bean および Entity Bean に適用されます。このパラメータでは、コンテナが EJB メソッド

をコールする前に、EJB コンテナが必要とするすべてのリソースに対する 大待機時間（データ

ベース接続を除く）を指定します。リソースに対する待機時間が、指定された call-timeout時

間を超えたときにコンテナにより TimedOutExceptionがスローされます。

call-timeoutをゼロ以下の値に設定すると、無制限の call-timeout（リソースに対して無

制限の待機時間）を指定したことになります。

注意 1: server.xmlの taskmanager-granularity属性のデフォルト値を変更した場合、

call-timeoutが新しい taskmanager-granularity に基づいて計算されます。詳細は、6-29 ペー

ジの「デフォルト以外の taskmanager-granularity を使用した EJB のタイムアウト」を参照してく

ださい。

注意 2: トランザクションを使用する場合、transaction-configタイムアウトは OC4J で動作

するすべてのトランザクションに適用されるため、 も長いトランザクションを考慮に入れる必
要があります。したがって、call-timeout値を transaction-configタイムアウトより小さ

い値に設定してください。

デフォルト値 : 90000 ミリ秒

関連項目 : 6-16 ページの「server.xml での OC4J のトランザクション構成タイムアウトの設定」

max-instances メモリー内で許容される、インスタンス化またはプールされた Bean インスタンスの数。この値に

達したとき、コンテナがメモリーの も古い Bean インスタンスの受動化を試みます（この受動化

はステートフル Session Bean にのみ適用されます）。受動化に失敗した場合、

TimeoutExpiredExceptionがクライアントにスローされる前に、コンテナは、

call-timeout属性に設定されているミリ秒数の間待機し、受動化、remove()メソッドの使

用、または Bean の期限切れによって Bean インスタンスがメモリーから削除されるかどうかを調

べます。許容される Bean インスタンスの数を無制限にするには、max-instancesを 0 に設定し

ます。

インスタンスのプーリングを無効にするには、max-instancesを < 0（-1 など）に設定します。

この場合は、EJB コールを開始すると、OC4J によって、新しい Bean インスタンスまたはコンテ

キストが作成されます。そしてコールの終了時に、コンテキストが解放され、存在しない状態に
インスタンスがスローされます。

例外の com.evermind.server.ejb.TimeoutExpiredException: timeout expired 
waiting for an instanceが、利用可能な EJB インスタンスがない場合に発生します。この

問題を回避するには、max-instancesパラメータを適切に設定します。

デフォルト値 : 0（無制限）

max-tx-retries Session Bean および Entity Bean に適用されます。このパラメータでは、システム・レベルの障害

によってロールバックされるトランザクションの再試行回数を指定します。

通常、開始時には max-tx-retriesを 0 に設定し、再試行によって解決する見込みのあるエ

ラーが発生した場合のみ再試行を追加することをお薦めします。たとえば、シリアライズ可能な
分離を使用していて、競合時にトランザクションを自動的に再試行したい場合には、再試行を使
用できます。ただし、競合時に Bean が通知を受け取るようにする場合には、

max-tx-retries=0を設定します。

デフォルト値 : 0（Session Bean および Entity Bean の両方）

関連項目 : 6-16 ページの「server.xml での OC4J のトランザクション構成タイムアウトの設定」

関連項目 : 6-13 ページの「データ・ソースでの接続再試行間隔の設定」

min-instances インスタンス化またはプールされたまま保持される Bean 実装インスタンスの 小数。これらのイ

ンスタンスが作成されるのは、指定したタイプの EJB にアクセスしたときおよび 初のインスタ

ンスがリクエストされたときで、OC4J の起動時には作成されません。

デフォルト値 : 0（インスタンス）
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デフォルト以外のデフォルト以外のデフォルト以外のデフォルト以外の taskmanager-granularity を使用したを使用したを使用したを使用した EJB のタイムアウトのタイムアウトのタイムアウトのタイムアウト
EJB 管理タスクには、taskmanager-granularity に応じた長さの間隔で実行されるものがありま
す。したがって、server.xmlの taskmanager-granularity属性のデフォルト値を変更し
た場合、EJB 管理タスクが実行される間隔にも影響します。

taskmanager-granularityによって指定される間隔は、EJB タイムアウトに影響します。
このタイムアウトに関連付けられた EJB 管理タスクは、タスク・マネージャがいつ実行された
かと、EJB タスクに指定されたタイムアウトの 60 の倍数に応じたタイムアウト値になります。
したがって、taskmanager-granularityのデフォルト値を変更すると、EJB タイムアウト
に指定された値も、それに対応して、粒度において変更されます。

CMP Entity Bean の構成パラメータの構成パラメータの構成パラメータの構成パラメータ
この項では、CMP を使用する Entity Bean のパラメータについて説明します。このパラメータ
は、orion-ejb-jar.xml構成ファイルで指定します。

表 6-6 では、Entity Bean の CMP 固有のパラメータについて説明しています。

表 6-7 では、サポートされている locking-modeパラメータの値を説明しています。

この項では、次の CMP 項目についても説明します。

� CMP Entity Bean finder メソッドに対する遅延ロードの構成

� UPDATE 文をバッチ処理するためのバッチ・サイズ・オプションの設定

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 6-17 ページの「server.xml での OC4J タスク・マネージャの粒
度の設定」

表表表表 6-6 CMP Entity Bean のパフォーマンス・パラメータのパフォーマンス・パラメータのパフォーマンス・パラメータのパフォーマンス・パラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

batch-size 詳細は、6-33 ページの「UPDATE 文をバッチ処理するためのバッチ・サイズ・オ

プションの設定」を参照してください。

call-timeout 詳細は、表 6-5 を参照してください。

delay-updates-until-commit このブール・パラメータでは、trueの場合、トランザクションの終わりにのみ、

同期および永続化されることが指定されます。falseに設定した場合、同期と永

続化は、ejbRemove()および finder メソッド以外の各 EJB メソッドの呼出しの

後に行われます。

デフォルト値 : true

do-select-before-insert falseに設定した場合、insert 前の select の実行を回避できます。select を追加

すると、通常、insert を実行する前にエンティティがすでに存在しているかどう

かを調べ、重複を回避します。そのエンティティに対して一意のキー制約が定義
されている場合は、これを falseに設定することをお薦めします。一意のキー

制約がない場合にこれを falseに設定すると重複する insert を検出できなくな

ります。この場合、重複する insert を防止するには、trueに設定したままにし

ます。パフォーマンスの面では、これを falseに設定し、insert 前の追加の

select を避けることをお薦めします。

デフォルト値 : true

exclusive-write-access このパラメータは locking-mode=read-onlyの場合に限り使用されます。こ

のパラメータをデフォルトの trueに設定すると、これがデータベースの表にア

クセスする唯一の Bean になり、表を更新する外部メソッドが使用されなくなり

ます。Bean 用に保持されているキャッシュは、バックエンド・データベースから

絶えず更新する必要がないので、これによって Bean のパフォーマンスが向上し

ます。

この値を falseに設定する場合、Bean の実装と、Bean がアクセスするデータ

ベース表の変更方法と変更時期の認識に基づいて判断します。

表を外部的に変更する場合は、falseに設定してください。

デフォルト値 : true
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findByPrimaryKey-lazy-loadi
ng

findByPrimaryKeyメソッドの遅延ロードをオンにします。Entity Bean finder
メソッドの場合、遅延ロードによって select メソッドが複数回起動されることが

あります。

デフォルト値 : false

isolation データベースがすでに分離モードで構成されていて、これをトランザクションに
使用したい場合、orion-ejb-jar.xml fileで分離モード属性を明示的に設定

しないようにすると、パフォーマンスが向上します。分離設定を回避することに
より、データベースをデフォルト設定で使用して、トランザクションで分離レベ
ルを明確に設定するための余分なプロセスを省くことができます。

isolationオプションの説明およびロック・モードとの関連については、表 6-8
を参照してください。

デフォルト値 : 省略する場合は、データベースのデフォルト設定を使用します。

lazy-loading finder-method 要素の遅延ロードを指定します。この値を trueに指定すると、

カスタム finder メソッドの遅延ロードがオンになります。詳細は、6-32 ページの

「CMP Entity Bean finder メソッドに対する遅延ロードの構成」を参照してくださ

い。

デフォルト値 : false

locking-mode locking-modeパラメータで指定されるロック・モードでは、同時実行性を管理

し、リソースの競合の管理のブロックおよびパラレル実行のタイミングを構成し
ます。

locking-modeの説明については、表 6-7 を参照してください。

isolationオプションの説明およびロック・モードとの関連については、表 6-8
を参照してください。

デフォルト値 : optimistic

max-instances 表 6-5 を参照してください。

max-tx-retries 表 6-5 を参照してください。

min-instances 表 6-5 を参照してください。

pool-cache-timeout このパラメータでは、プールにキャッシュされた CMP Entity Bean を保持する期

間を指定します。

pool-cache-timeoutを指定すると、pool-cache-timeoutの間隔ごとに、

プール内にある対応する Bean タイプのすべての Bean が削除されます。指定され

ている値が 0 またはマイナスの場合、pool-cache-timeoutは無効になり、

Bean はプールから削除されません。状況によっては、pool-cache-timeoutを

無効にしたり、pool-cache-timeoutに大きな値を設定して、Bean がプールか

ら削除されることを回避することによって、パフォーマンスの向上が望めます。

注意 : min-instancesを 0 より大きな値に設定した場合、プール・キャッ

シュ・タイムアウトの後も min-instancesに指定した数のインスタンスがプー

ルに保持されます（つまり、削除されません）。

注意 : server.xmlの taskmanager-granularity属性のデフォルト値を変更

した場合、pool-cache-timeoutが新しい taskmanager-granularity に基づい

て計算されます。詳細は、6-29 ページの「デフォルト以外の

taskmanager-granularity を使用した EJB のタイムアウト」を参照してください。

デフォルト値 : 60（秒）

表表表表 6-6 CMP Entity Bean のパフォーマンス・パラメータ（続き）のパフォーマンス・パラメータ（続き）のパフォーマンス・パラメータ（続き）のパフォーマンス・パラメータ（続き）

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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prefetch-size finder-method要素には、問合せ中に結果セットにデータが移入されている

間、クライアントにプリフェッチされる行数を指定する prefetch-size属性が

含まれています。prefetch-sizeを使用すると、一度に複数行のデータを

フェッチすることによってデータベースに対するラウンドトリップを軽減できま
す（追加のデータは、クライアントの後続のアクセスのためにクライアント側の
バッファに保存されます）。

prefetch-sizeの値を増やすと、アプリケーションに必要なメモリーが増加し

ます。

大きな表に対する findAll や、多数の行のデータを取得するカスタム

finder-method など、大量のデータをフェッチする finder-method では、デフォ

ルトよりも値を増やすと有効な場合があります。

アプリケーションにおける prefetch-sizeの変更による影響を知るには、

finder-method の平均時間のメトリックで、問合せにかかった時間の長さおよび

それによるアプリケーションの合計レスポンス時間に対する影響を調べます。

プリフェッチする行の数は、prefetch-sizeを使用して設定できますが、大部

分のアプリケーションではデフォルト値の 10 をお薦めします。

関連項目 : JDBC ドライバでのプリフェッチの使用の詳細は、『Oracle Database 
JDBC 開発者ガイドおよびリファレンス』を参照してください。

デフォルト値 : 10

update-changed-fields-only コンテナによって、ejbStoreの起動時に CMP Entity Bean の永続記憶領域に対

するすべてのフィールドを更新するか、または変更されたフィールドのみを更新
するかを指定します。この値を falseに設定した場合、これによって

ejbStoreの起動時に永続記憶領域に対するすべてのフィールドのコンテナの更

新が実行されます。falseに設定した場合、このコンテナには更新のすべての

フィールドが含まれ、アプリケーションが SQL 文キャッシングを活用できます。

デフォルト値 : true

validity-timeout validity-timeoutは、exclusive-write-access=trueおよび

locking-mode=read-onlyの場合のみ使用されます。

有効性タイムアウトとは、エンティティがキャッシュ内で有効な 大時間（ミリ
秒）です（再ロード前）。外部的にデータが変更されていない（つまり
exclusive-write-access=trueに設定している）場合、この値を 0 または

-1 に設定して、このオプションを無効にすることをお薦めします。これは、

キャッシュ内のデータが、外部的に変更されていない読取り専用 EJB に対して常

に有効になるためです。

EJB が外部的に変更されていない場合は、通常

exclusive-write-access=trueを使用しますが、表が時折更新されるため、

キャッシュを更新する必要があります。さらに、データが外部的に変更される間
隔を予想して値を設定します。

表表表表 6-7 CMP Entity Bean のののの Locking-Mode 値値値値

Locking-Mode 値値値値 説明説明説明説明

optimistic 複数のユーザーが Entity Bean をパラレル実行可能です。オプティミスティック・ロック・モー

ドはリソースの競合を監視しないため、データ整合性の負担はデータベースの分離モードにかか
ります。

これは locking-modeのデフォルト値です。

pessimistic リソースの競合を管理し、パラレル実行はできません。一度に 1 人のユーザーのみが Entity 
Bean を実行できます。ペシミスティック・ロックでは、データベースのアクセスのシリアライ

ズに "SELECT....FOR UPDATE" を使用します。

read-only 複数のユーザーが Entity Bean をパラレル実行可能です。コンテナは、Bean の状態の更新を許可

しません。

表表表表 6-6 CMP Entity Bean のパフォーマンス・パラメータ（続き）のパフォーマンス・パラメータ（続き）のパフォーマンス・パラメータ（続き）のパフォーマンス・パラメータ（続き）

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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locking-modeは isolationとともに、CMP を使用する EJB Entity Bean のデータベース整
合性を確保します。表 6-8 に、一般的な locking-modeおよび isolationの組合せを示しま
す。組合せは機能およびパフォーマンスの両方に関連していますが、通常はパフォーマンスよ
りもデータ整合性のための機能上の要件を優先して、選択するモードを決定します。

表 6-8 では、isolation設定は、トランザクション isolation属性の設定（明確に指定され
ている場合）、またはデータベースの分離レベル（トランザクションの isolation属性が設定
されていない場合）のいずれかを参照します。さらに、locking-modeおよびトランザクショ
ンの分離レベルは CMP Bean の属性として設定されますが、トランザクションに対して有効に
なる分離レベルは、トランザクションで使用された 初の Entity Bean の分離レベルです。その
ため、同じトランザクション内のすべての Bean を同じ分離レベルにすることが も理想的で
す。

通常、コミット済分離レベルのオプティミスティック・ロックのほうが多くの同時実行を行う
ことができるため高速ですが、データ整合性が必要とされる状況には適合しない場合がありま
す。コミット済分離レベルのペシミスティック・ロック、およびシリアライズ可能分離レベル
のオプティミスティック・ロックのほうがスピードは遅くなりますが、更新時のデータ整合性
を確実に保持できます。

Bean を読取り専用に定義すると、Bean への更新は行われません。読取り専用として定義され
ておらず、挿入、更新、削除に使用されない Bean（すなわち、読取りがコールされるメソッド
のみ）と、パフォーマンスの面では同じようになります。これは、読取り専用ロックで定義さ
れていない Bean において変更されたフィールドがない場合、すでに ejbStore を行わないよう
に 適化されているためです。パフォーマンスを向上させ、読取り専用 Bean での ejbLoad の
実行を回避するには、exclusive-write-access=trueも設定する必要があります。

CMP Entity Bean finder メソッドに対する遅延ロードの構成メソッドに対する遅延ロードの構成メソッドに対する遅延ロードの構成メソッドに対する遅延ロードの構成
各 finder メソッドは、CMP Entity Bean を使用して 1 つ以上のオブジェクトを取得します。デ
フォルトのシナリオでは、lazy-loadingを falseに設定し、遅延ロードが実行されないよ
うにした場合、各 finder メソッドはデータベースに対して 1 つの SQL select 文を実行するよう
になります。CMP Bean の場合、それらの CMP フィールドすべてで 1 つ以上のオブジェクト
が取得されます。たとえば、ejbFindAllEmployeesメソッドを実装した場合、この finder
によって、各従業員オブジェクトのすべての CMP フィールドですべての従業員オブジェクト
が取得されます。

lazy-loadingを trueに設定した場合、finder 内で取得されたオブジェクトの主キーのみが
返されます。その後、実装内でオブジェクトにアクセスしたときのみ、OC4J コンテナによって
主キーに基づいた実際のオブジェクトがアップロードされます。たとえば、
ejbFindAllEmployees finder メソッドでは、lazy-loadingを trueに設定した場合、コ
レクションですべての従業員主キーが返されます。その後、コレクション内の従業員のいずれ
かにアクセスするたびに、OC4J が主キーを使用してデータベースから該当する 1 つの従業員オ
ブジェクトを取得します。

表表表表 6-8 CMP Entity Bean のののの Locking-Mode とととと Isolation の関係の関係の関係の関係

Locking-mode Isolation 使用する状況使用する状況使用する状況使用する状況

pessimistic committed データ整合性を保証する必要がある場合、および同じ行に対して頻繁に
同時アップデートを実行することが予想される場合。

pessimistic serializable この組合せは、使用しないことをお薦めします。

optimistic committed read-committed セマンティクスによる、同じ行に対する同時読取りおよ

び更新が十分である場合。

optimistic serializable データ整合性を保証する必要がある場合。ただし同じ行に対して頻繁で
はないが同時アップデートを実行することが予想される場合。

read-only committed 反復可能読取りが必要でない場合。

read-only serializable 反復可能読取りが必要な場合。
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lazy-loading値は、アプリケーションに対するパフォーマンスの考慮事項に基づいて設定す
る必要があります。lazy-loadingを trueに設定するか falseに設定するか、つまり
lazy-loading をオンにするかオフにするかを判断するには、次のガイドラインに従います。

� 取得されたオブジェクトの大部分を使用する場合は、lazy-loadingオプションを false
に設定します（デフォルト値を使用します）。

� lazy-loadingを trueに設定した場合、トランザクション内で初めてオブジェクトがア
クセスされたときに、別の select 文が実行され、コンテナとデータベース間のラウンドト
リップが実行されます。取得または検索されたオブジェクトの制限されたセットにのみア
クセスするか、存在を確認するためにのみ検索を実行する場合は、lazy-loadingを
trueに設定するとパフォーマンスが向上する可能性があります。

� finder メソッドによって大量のデータを含む多数の行が返される場合は、lazy-loading
の値を trueに設定して有効にすることができます。データ・セットが大きく、finder メ
ソッドによってすぐにデータが返されない場合は、lazy-loadingを trueに設定して遅
延ロードを有効にし、finder メソッドがデータをすぐに返すようにすることができます。
この後、アプリケーションは必要に応じて行にアクセスし、 初の finder メソッドによっ
て返されるまでの待機時間を短縮し、アプリケーションのパフォーマンスを向上させるこ
とができます。

findByPrimaryKeyメソッドの lazy-loading をオンにするには、
findByPrimaryKey-lazy-loading属性を次のように trueに設定します。

<entity-deployment ... findByPrimaryKey-lazy-loading="true" ... >

カスタム finder メソッドの lazy-loading をオンにするには、そのカスタム finder の
<finder-method>要素の lazy-loading属性を次のように trueに設定します。

<finder-method ... lazy-loading="true" ...>
...
</finder-method>

UPDATE 文をバッチ処理するためのバッチ・サイズ・オプションの設定文をバッチ処理するためのバッチ・サイズ・オプションの設定文をバッチ処理するためのバッチ・サイズ・オプションの設定文をバッチ処理するためのバッチ・サイズ・オプションの設定
OC4J は、バッチで UPDATE 文を送信することによってパフォーマンスを向上できます。これ
は、アプリケーションで 75% を超えるたくさんの更新がある場合に有益です。
orion-ejb-jar.xmlで Entity Bean に対する entity-deploymentタグに batch-size要
素を設定することによって、1 度のラウンドトリップでデータベースに送信するバッチ処理対
象の UPDATE 文の数を構成することができます。batch-sizeのデフォルト値は 1 です。こ
の値では、更新はバッチ処理されません。

batch-sizeの使用には 1 つの例外があります。アプリケーション・コードで、いくつかの
UPDATE 文内の SELECT 文の実行が必要な場合は、SELECT 文を実行する前に、SELECT 文よ
り前にあるバッチ処理される更新がデータベースに対して実行されます。これは、データを取
り出す前にすべての更新が実行されるようにするためです。この SELECT 文の実行が重要でな
い場合は、Bean に対して delay-updates-until-commitを trueに設定して、自動フラッ
シュを中止できます。

BMP Entity Bean の構成パラメータの構成パラメータの構成パラメータの構成パラメータ
この項では、BMP を使用する Entity Bean に適用するパラメータについて説明します。このパ
ラメータは、orion-ejb-jar.xml構成ファイルで指定します。

表 6-9 では、Entity Bean の BMP 固有のパラメータについて説明しています。
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Session Bean の構成パラメータの構成パラメータの構成パラメータの構成パラメータ
この項では、orion-ejb-jar.xml構成ファイルで指定されている、Session Bean に適用され
るパラメータについて説明します。

表 6-10 では、ステートレス Session Bean 固有のパラメータを説明しています。

表 6-11 では、ステートフル Session Bean 固有のパラメータを説明しています。

この項では、次の項目について説明します。

� ステートフル Session Bean の受動化の構成

� ステートフル Session Bean の受動化のパフォーマンスの推奨事項

表表表表 6-9 BMP Entity Bean のパフォーマンス・パラメータおよび説明のパフォーマンス・パラメータおよび説明のパフォーマンス・パラメータおよび説明のパフォーマンス・パラメータおよび説明

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

call-timeout 表 6-5 を参照してください。

locking-mode locking-modeパラメータで指定されるロック・モードでは、同時実行性を管理し、リ

ソースの競合の管理のブロックおよびパラレル実行のタイミングを構成します。

BMP Bean は、Bean への同時アクセスを可能にするオプティミスティック・ロックを使用

する必要があります。さらに、BMP Bean ではデータベースのアクセスおよびデータ整合性

の管理を行う必要があります。分離の管理を行うかどうかは BMP Bean によって異なるた

め、分離の設定は BMP には適用されません。

デフォルト値 : optimistic

max-instances 表 6-5 を参照してください。

max-tx-retries 表 6-5 を参照してください。

min-instances 表 6-5 を参照してください。

pool-cache-timeout このパラメータでは、プールにキャッシュされた BMP Entity Bean を保持する期間を指定

します。

pool-cache-timeoutを指定すると、pool-cache-timeoutの間隔ごとに、プール内

にある対応する Bean タイプのすべての Bean が削除されます。指定されている値が 0 また

はマイナスの場合、pool-cache-timeoutは無効になり、Bean はプールから削除されま

せん。状況によっては、pool-cache-timeoutを無効にしたり、pool-cache-timeout
に大きな値を設定して、Bean がプールから削除されることを回避することによって、パ

フォーマンスの向上が望めます。

注意 : min-instancesを 0 より大きな値に設定した場合、プール・キャッシュ・タイムア

ウトの後も min-instancesに指定した数のインスタンスがプールに保持されます（つま

り、期限切れしません）。

注意 : server.xmlの taskmanager-granularity属性のデフォルト値を変更した場合、

pool-cache-timeoutが新しい taskmanager-granularity に基づいて計算されます。詳細

は、6-29 ページの「デフォルト以外の taskmanager-granularity を使用した EJB のタイムア

ウト」を参照してください。

デフォルト値 : 60（秒）
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表表表表 6-10 ステートレスステートレスステートレスステートレス Session Bean のパラメータのパラメータのパラメータのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

call-timeout 表 6-5 を参照してください。

pool-cache-timeout このパラメータでは、プールにキャッシュされたステートレス・セッション EJB を保持す

る期間を指定します。

ステートレス・セッション EJB については、pool-cache-timeoutを指定した場合、

pool-cache-timeoutに指定された間隔で、対応する Bean タイプのプールのすべての

Bean が削除されます。指定されている値が 0 またはマイナスの場合、

pool-cache-timeoutは無効になり、Bean はプールから削除されません。状況によって

は、pool-cache-timeoutを無効にしたり、pool-cache-timeoutに大きな値を設定

して、Bean がプールから削除されることを回避することによって、パフォーマンスの向上

が望めます。

注意 : min-instancesを 0 より大きな値に設定した場合、プール・キャッシュ・タイムア

ウトの後も min-instancesに指定した数のインスタンスがプールに保持されます（つま

り、期限切れしません）。

注意 : server.xmlの taskmanager-granularity属性のデフォルト値を変更した場合、

pool-cache-timeoutが新しい taskmanager-granularity に基づいて計算されます。詳細

は、6-29 ページの「デフォルト以外の taskmanager-granularity を使用した EJB のタイムア

ウト」を参照してください。

デフォルト値 : 60（秒）

max-instances 表 6-5 を参照してください。

max-tx-retries 表 6-5 を参照してください。

min-instances 表 6-5 を参照してください。

デフォルト値 : 0（インスタンス）

表表表表 6-11 ステートフルステートフルステートフルステートフル Session Bean のパラメータのパラメータのパラメータのパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

call-timeout 表 6-5 を参照してください。

idletime 各 Session Bean のアイドル・タイムアウトを指定します。Bean が idletimeに指定

された期間、アクティブではなかった場合、受動化されます。 

デフォルト値 : 300（秒）

注意 1: timeoutに対して指定されている値が、idletimeで指定されている値より

も小さい場合、Bean は決して受動化されません。

注意 2: server.xmlの taskmanager-granularity属性のデフォルト値を変更し

た場合、idletimeが新しい taskmanager-granularity に基づいて計算されます。詳

細は、6-29 ページの「デフォルト以外の taskmanager-granularity を使用した EJB の

タイムアウト」を参照してください。

無効にするには、「never」を指定します。
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max-instances メモリー内で許容される Bean インスタンスの数。この値に達したとき、コンテナが

メモリー内の も古い Bean インスタンスの受動化を試みます。受動化に失敗した場

合、TimeoutExpiredExceptionがクライアントにスローされる前に、コンテナ

は、call-timeout属性に設定されているミリ秒数の間待機し、受動化、

remove()メソッドの使用、または Bean の期限切れによって Bean インスタンスが

メモリーから削除されるかどうかを調べます。

許容する Bean インスタンスの数を無制限にするには、max-instancesを 0 に設定

します。max-instancesに達したことによる受動化を無効にするには、

max-instancesを 0 に設定します。

インスタンスのプーリングを無効にするには、max-instancesを < 0（-1 など）に

設定します。この場合は、EJB コールを開始すると、OC4J によって、新しい Bean イ

ンスタンスまたはコンテキストが作成されます。そしてコールの終了時に、コンテキ
ストが解放され、存在しない状態にインスタンスがスローされます。

表 6-5 を参照してください。

max-instances-threshold max-instances属性定義に関連して、存在するアクティブ Bean の数のしきい値を

定義します。この値は、パーセンテージを整数で指定します。たとえば、 
max-instancesを 100 に設定し、max-instances-thresholdを 90（90%）に

設定すると、アクティブ Bean インスタンスが 90 より多くなったときに Bean が受動

化されるようになります。

このしきい値を超えた場合に受動化される Bean の数は、passivate-countパラ

メータで指定します。

デフォルト値 : 90%

無効にするには、「never」を指定します。

max-tx-retries 表 6-5 を参照してください。

memory-threshold 受動化が実行される前に許容される使用済 JVM メモリー容量のしきい値を定義しま

す。この値は、パーセンテージを整数で指定します。このしきい値に達したときは、
アイドル・タイムアウトが期限切れになっていない場合でも Bean は受動化されま

す。

このしきい値を超えた場合に受動化される Bean の数は、passivate-countパラ

メータで指定します。

デフォルト値 : 80%

無効にするには、「never」を指定します。

passivate-count この属性は、いずれかのリソースしきい値に達した場合に受動化される Bean の数を

定義する整数です。Bean の受動化は、使用頻度が も低いアルゴリズムを使用して

実行されます。

デフォルト値 : max-instances属性の 3 分の 1（max-instancesが 0 より大きい

場合）。max-instancesが 0 の場合は、passivate-countはデフォルトで 0（無

効）になります。

passivate-countを無効にするには、値を 0 またはマイナスの数値に設定します。

resource-check-interval コンテナは、この時間間隔ですべてのリソースをチェックします。この時点で、いず
れかのしきい値に達している場合は受動化が実行されます。

デフォルト値 : 180 秒（3 分）

無効にするには、「never」を指定します。

表表表表 6-11 ステートフルステートフルステートフルステートフル Session Bean のパラメータ（続き）のパラメータ（続き）のパラメータ（続き）のパラメータ（続き）

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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ステートフルステートフルステートフルステートフル Session Bean の受動化の構成の受動化の構成の受動化の構成の受動化の構成
ステートフル Session Bean（SFSB）の受動化は、次の条件のいずれかの組合せに基づいて起動
されます。

� Bean インスタンスのアイドル・タイムアウトの期間が過ぎた場合。アイドル・タイムアウ
トは、idletimeパラメータで指定します。

� コンテナがリソース不足と判断された場合。ここで監視されるリソースは、次のパラメー
タで指定します。

� memory-threshold

� max-instances-threshold

� orion-ejb-jar.xmlで<session-deployment>要素のmax-instancesパラメータに
定義された許容される Bean インスタンスの数に達した場合（詳細は、表 6-11 を参照）。

� OC4J インスタンスが終了した場合。OC4J インスタンスが停止したときに、メモリー内の
受動化されていない Bean が記憶域にフラッシュされます。

ステートフル Session Bean（SFSB）の受動化の管理を制御する属性は、デプロイされたアプリ
ケーションの orion-ejb-jar.xmlファイルの <session-deployment>タグで構成しま
す。

timeout ステートフル・セッション EJB の timeoutを秒単位で指定します。Bean が

timeoutに指定された期間、アクティブではなかった場合、その Bean は無効化また

は削除されます。値をゼロ（0）またはマイナスの値に設定した場合、timeoutは無

効になります。

ステートフル・セッション EJB が非アクティブな場合、timeoutの期間が過ぎた後、

そのステートフル・セッション EJB は無効化され、その Bean に対するリクエストか

ら NoSuchObjectExceptionがクライアントに返されます。

プールをクリーン・アップするロジックが起動されたときに（デフォルトでは 30 秒

間隔で起動される）、そのロジックによって、タイムアウトになったセッション（期
限切れの timeout値を持つセッション）が無効化または削除されます。

アプリケーションのステートフル・セッション EJB の使用状況に従って、timeout
を調整します。たとえば、ステートフル・セッション EJB がアプリケーションによっ

て明示的に削除されず、アプリケーションが多くのステートフル・セッション EJB を

作成する場合、timeout値を小さくする必要があります。

アプリケーションで 1800 秒（30 分）より長い間有効なステートフル・セッション

EJB を指定する場合、timeoutをそれに従って調整します。

注意 1: server.xmlの taskmanager-granularity属性のデフォルト値を変更し

た場合、timeoutが新しい taskmanager-granularity に基づいて計算されます。詳細

は、6-29 ページの「デフォルト以外の taskmanager-granularity を使用した EJB のタ

イムアウト」を参照してください。

注意 2: timeoutに対して指定されている値が、idletimeで指定されている値より

も小さい場合、Bean は決して受動化されません。

デフォルト値 : 1800（秒）

注意注意注意注意 : コンテナ・リソースを制御するためにこれらのパラメータのいず
れかを使用する場合は、resource-check-intervalおよび
passivate-countパラメータの設定は必須です。

表表表表 6-11 ステートフルステートフルステートフルステートフル Session Bean のパラメータ（続き）のパラメータ（続き）のパラメータ（続き）のパラメータ（続き）

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明
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OC4J インスタンス全体に対する受動化を有効にする構成は、server.xmlの
<sfsb-config>タグの属性 enable-passivationでコンテナ・レベルで行います。
enable-passivation=falseと設定した場合、受動化に関する Bean レベルのすべての設定
が無効になり、OC4J インスタンスの終了時の受動化が無効になります。
enable-passivation=trueと設定した場合、受動化制御パラメータを使用してアプリケー
ション・レベルで Bean の受動化と受動化の管理を制御できます（詳細は、表 6-11 を参照）。

受動化は、デフォルトでは有効になっていて、各ステートフル Session Bean は、SFSB の
idletimeの期間が過ぎたとき（デフォルトでは 5 分後）、および OC4J インスタンスが終了し
たときに受動化されるように構成されています。デフォルトでは、リソースベースまたは
max-instances ベースの受動化は有効になっていません。

ステートフルステートフルステートフルステートフル Session Bean の受動化のパフォーマンスの推奨事項の受動化のパフォーマンスの推奨事項の受動化のパフォーマンスの推奨事項の受動化のパフォーマンスの推奨事項
ステートフル Session Bean（SFSB）のアクティブ化および受動化モデルは、オペレーティン
グ・システム・レベルでのスワップ領域の使用に似ています。特定の運用特性が満たされた場
合、メモリー内にある該当 Bean の状態がディスクに移動され、より多くのユーザーにサービ
スを提供できるようになります。

受動化に関連したパフォーマンス・オーバーヘッドがかかります（これによって追加のメモ
リーが使用可能になります）。オーバーヘッドは SFSB の状態がディスクに書き込まれるときお
よび SFSB がその後で再利用されるときに発生し、SFSB はディスクから読み取られてアクティ
ブ化される必要があります。したがって、受動化パラメータに指定された構成が不適切な場合、
これによってかなりの量の受動化アクティビティが発生する可能性があり、余分な受動化アク
ティビティによってパフォーマンスが低下することがあります。受動化パラメータに不適切な
値を指定すると、SFSB に大量の状態が保持される場合および Bean が期限切れにならない場合
（または長期間期限切れにならない場合）にディスク領域が使い尽くされる場合もあります。

アプリケーションがメモリー制限に影響されない場合、server.xmlでシステム全体の受動化
を無効にするか、SFSB 受動化がほとんど使用されなくなるように Bean ごとにパラメータを設
定すると、SFSB に対して 適なパフォーマンスが得られます。

OC4J インスタンスに対して受動化が有効になっている場合、停止時にメモリー内のアクティブ
な Bean が常に受動化されます。

個別の Bean に対してその他のすべての種類の受動化をオフにするには、次のパラメータを次
の値に設定します（詳細は、表 6-11 を参照）。

idletime=never
passivate-count=0
max-instances=0
max-instances-threshold=never
memory-threshold=never
resource-check-interval=never

個別の Bean に対して受動化を無効にする場合は、次の点に注意してください。

� 明示的に passivate-count=0を設定した場合、これによって memory-thresholdおよ
び max-instances-thresholdも無効になります。

� 明示的に resource-check-interval=neverを設定した場合、これによって
memory-thresholdおよび max-instances-thresholdも無効になります。

� max-instances-thresholdが設定されているかどうかに関係なく、max-instances
に基づいて受動化できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 6-17 ページの「server.xml でのステートフル Session Bean の受動化の
ための OC4J オプションの設定」

� EJB のライフサイクルに関する問題の情報は、『Oracle Application 
Server Containers for J2EE Enterprise JavaBeans 開発者ガイド』を参
照してください。
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メモリー使用量の制御に役立てるために受動化を有効にする場合、受動化の使用を制限するこ
とによってパフォーマンスを向上させることができます（可能な場合）。次のオプションを使用
すると、受動化を行うことなく SFSB によるメモリー使用量の制御が可能です。

� タイムアウトの使用 : アプリケーションの要件で許容される SFSB に対する 小のタイムア
ウトを指定します（orion-ejb-jar.xmlで指定する timeout属性を使用します。詳細
は表 6-11 を参照）。タイムアウトのために SFSB が期限切れになった場合、受動化されずに
削除されます（アイドル時間のタイムアウトの前および他の受動化の条件に達する前にタ
イムアウトに達した場合）。

� remove()メソッドの使用 : アプリケーション内で特定の SFSB の使用が終了するときがわ
かっている場合は、Bean がタイムアウトになるか受動化されるようにするのではなく、
Bean の remove()メソッドをコールし、そのメモリーを解放します。

受動化を使用する必要があるかどうかの判断に役立つ追加のガイドラインを次に示します。

1. 一般的に、すぐに SFSB を再利用しない場合は、timeoutおよび idletimeを設定し、
Bean が削除されて、受動化の必要がなくなるようにします。受動化を回避するには、タイ
ムアウトを短い時間に、idletimeを長い時間か neverに設定し、Bean が削除される前
に受動化されないようにします（ロードの処理に十分なメモリーがある場合）。

たとえば、5 分以内に 1000 個の SFSB を作成するアプリケーションがあり、これらの Bean
の大部分は 初の使用後少なくとも 5 分間はアイドルになり、その後 30 分以内に再利用さ
れることを想定しているとします。デフォルトの timeout は 30 分で、デフォルトの
idletime は 5 分です。この場合、適切な設定は idletimeを 30 分に増加するか、
idletimeに基づいた受動化を無効にすることです。受動化には、コストのかかるパ
フォーマンス・オーバーヘッドが発生します。このガイドラインは、ディスクへの 1000 個
の SFSB の受動化の回避に役立ちます（ガイドラインでは、この構成変更によってメモ
リー制限に達しないことも想定しています）。

2. 次の場合、max-instances、idletime、またはメモリー・リソースしきい値を設定し
て、メモリー内の Bean の数を制限することを検討します。

� クライアント・ロードによって生成され、一定期間（タイムアウトの期間）より長い
期間必要とされるすべての SFSB をメモリーに格納できない場合

� 通常は再利用するので、状態を保存する場合

� 保存される数を減らすために SFSB のタイムアウトを短くできない場合

3. SFSB に対するメソッド create、ejbPassivate、ejbActivateおよび ejbRemoveの
メトリックを調べて、作成されたステートフル Bean の数と、実行された受動化の数を調
べることができます。

4. task-manager-granularityを 1000 に設定し、EJB のタイムアウト値の近くで発生す
るタスクに対する正確さを高めます。

Message-Driven Bean（（（（MDB）のパラメータの構成）のパラメータの構成）のパラメータの構成）のパラメータの構成
この項では、orion-ejb-jar.xml構成ファイルで指定される、Message-Driven Bean
（MDB）に適用される EJB パラメータについて説明します。

表 6-12 では、MDB 固有のパラメータについて説明しています。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 6-29 ページの「デフォルト以外の taskmanager-granularity を
使用した EJB のタイムアウト」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OracleAS JMS および OJMS での MDB の使用に関する情報
は、『Oracle Application Server Containers for J2EE サービス・ガイド』の
Java Message Service に関する項を参照してください。
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listener-threads MDB パラメータの使用パラメータの使用パラメータの使用パラメータの使用
MDB のキューにメッセージを送信する多数の同時ユーザーがいる場合や onMessageメソッド
で発生する処理が大量な場合、MDB に対して listener-threadsパラメータを設定すると、
パフォーマンスを向上させることができます。たとえば、onMessageメソッドに別の EJB を
コールするコードが含まれていて、他のメッセージの処理中に EJB 処理が同時に発生する場合、
listener-threads値を 1 より大きい値に指定するとパフォーマンスが向上します。基礎と
なる JMS プロバイダおよび特定の MDB によっては、リスナー・スレッドの数を増加すること
によってパフォーマンスが大幅に向上するアプリケーションもあります。

listener-threadsパラメータを MDB に対して指定した場合、OC4J ランタイムによって
MDB のサービス・メッセージに対して指定した数のスレッドが作成され、MDB の並列度が指
定されます。リスナー・スレッドは、OC4J の起動時に MDB が起動したときに作成されます。

表表表表 6-12 Message-Driven Bean orion-ejb-jar.xml パラメータパラメータパラメータパラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

dequeue-retry-count データベースのフェイルオーバーが発生した後、リスナー・スレッドが JMS セッショ

ンの再取得を試みる回数を指定します。dequeue-retry-countを設定すると、RAC
対応データベース・クラスタで実行するときに役立つ場合があります。

注意 : このパラメータは、OJMS にのみ適用されます。

デフォルト値 : 0

dequeue-retry-interval データベースのフェイルオーバーが発生した後、リスナー・スレッドが JMS セッショ

ンの再取得を試みる頻度を指定します。dequeue-retry-intervalを設定すると、

RAC 対応データベース・クラスタに対して実行するときに役立つ場合があります。

注意 : このパラメータは、OJMS にのみ適用されます。

デフォルト値 : 60（秒）

listener-threads listener-threadsの値を 1 より大きい値に設定した場合、MDB の複数のインスタ

ンスによって、キューのメッセージを同時に処理できるようになります。メッセージ
を順番に処理する必要がある場合は、listener-threads=1を使用します。

関連項目 : listener-threadsパラメータの詳しい説明と制限は、6-40 ページの

「listener-threads MDB パラメータの使用」を参照してください。

デフォルト値 : 1

transaction-timeout タイムアウトによってロールバックされる前の、トランザクションの完了までの 大
時間を指定します（このパラメータはコンテナ管理のトランザクションを使用する
MDB に対してのみ適用されます）。MDB トランザクション・タイムアウト・タイマー

は、リスナー・スレッドが新しいメッセージのリスニングを始めるときに開始されま
す。

注意 : transaction-config timeoutで指定される server.xmlタイムアウト値

は、MDB 操作には適用されません。transaction-timeoutを予期される も長い

トランザクション時間より大きい値に設定します。transaction-timeoutに設定し

た値が小さすぎる場合、不要なロールバックおよび再試行オーバーヘッドが発生する
ことがあります。タイムアウトになった場合、MDB によって現在のトランザクション

が自動的にロールバックされ、関連付けられたメッセージが再試行のために再配信さ
れます。

transaction-timeouts を確認するには、application.logで、次の内容を含むエント

リを参照します。

javax.transaction.SystemException(timed out)

デフォルト値 : 86,400 秒（1 日）

OracleAS JMS を使用する場合、transaction-timeout をデフォルト値以外の値に変更す

ることはできません。
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たとえば、キューに 100 個のメッセージが含まれていて、listener-threadsパラメータが
デフォルト値の 1 に設定されている場合、メッセージは順番に 1 つの MDB listener-thread プロ
セスによってのみ処理されます。listener-threadsパラメータを 5 に設定した場合、 大
で 5 個の MDB インスタンスがキューからメッセージを取得でき、メッセージをパラレル処理
できます。OC4J はメッセージのデキューと処理に 5 個の MDB スレッドを使用するので、100
個のメッセージの処理の完了に必要な合計時間は短くなります。

マルチユーザー・テストで、ユーザーが 10 人で listener-threadsを 5 に設定した場合は、
デフォルト値の 1 を使用した場合に比べて、エンドツーエンド・パフォーマンスが 2 倍に向上
しました。このテストには、Oracle JMS キューにメッセージを送信するサーブレット、および
キューからメッセージを受信して応答キューに応答を送信する MDB が含まれていました。

別のテストでは、listener-threadsを 5 に設定した OracleAS JMS を使用すると、デフォル
ト値の 1 に設定した場合に比べて、スループットが 27% 増加しました。

listener-threadsの使用に関する注意は次のとおりです。

1. listener-threadsの数は、maxスレッド・プール・パラメータを使用して指定される
総計グローバル・スレッド・プール・スレッド・カウントに含まれています。
listener-threadsに指定した数のスレッドは MDB 処理専用になるので、その他の
OC4J 処理のために、グローバル・スレッド・プールには、このスレッド数に十分な追加の
スレッド数を加算した数を割り当てる必要があることを考慮してください。

2. OJMS を使用する場合、listener-threadsの数は、MDB によって使用される専用デー
タベース接続の数でもあります。そのため、listener-threadsの数は、
max-connectionsカウントによって指定される合計データ・ソースに含める必要があり
ます。

3. listener-threadsパラメータは、トピックではサポートされていません。したがって、
トピックは 1 つの MDB で 大 1 つのスレッド処理しか持つことができません。

4. 1 より大きい値を設定した listener-threadsを使用した場合、メッセージはキューか
ら逐次削除されますが、MDB では複数のスレッドでメッセージが処理されるのでメッセー
ジを処理する順序は保証されません。メッセージを処理する順序が重要な場合は、デフォ
ルト値の listener-threads=1を使用します。これは、キューからのメッセージの受信
を MDB が単独で行うことを意味します。

MDB メッセージのパフォーマンス・メトリックの使用メッセージのパフォーマンス・メトリックの使用メッセージのパフォーマンス・メトリックの使用メッセージのパフォーマンス・メトリックの使用
MDB で OracleAS JMS がメッセージ・プロバイダとして使用される場合、Oracle Application 
Server パフォーマンス監視ツールから DMS メッセージ関連のメトリックを使用できます。

たとえば、OracleAS JMS JMSStoreStatsメトリック表には、MDB によって使用される
キューに対応する宛先の情報が含まれています。

destination.value:        name
messageDequeued.count:    x ops
messageEnqueued.count:    x ops
messageCount.value:  n
これらのメトリックには、宛先名、エンキューされた合計メッセージ数、デキューされた合計
メッセージ数、およびキュー内の現在の合計数が表示されます。

注意注意注意注意 : listener-threadsパラメータを使用した場合、パフォーマン
スの向上は、アプリケーションおよび指定したスレッドの数によって異な
ります。指定した値が大きすぎると、リソースの競合によってパフォーマ
ンスが低下することがあります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 6-17 ページの「OC4J での同時実行性の制限」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 6-11 ページの「データ・ソースでの 大オープン接続数の設
定」
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MDB ejbCreate またはまたはまたはまたは onMessage メソッドでのメソッドでのメソッドでのメソッドでの JMS コネクションの設定コネクションの設定コネクションの設定コネクションの設定
MDB は、ステートレスで、複数の起動にわたって特定のクライアントの状態を保持することは
ありません。ただし、クライアント関連以外の状態については、MDB インスタンスは、複数の
クライアント・メッセージの処理の間、状態を保持できます。たとえば、JMS API 接続オブ
ジェクトの状態を保持できます。さらに、EJB への参照など、onMessageの複数の起動にわ
たってキャッシュする必要があるその他の状態情報は、ejbCreateメソッドで初期化されて
キャッシュされ、MDB のパフォーマンスが 適になります。アプリケーションおよびメッセー
ジ・プロバイダによっては、MDB ejbCreateメソッドまたは onMessageメソッドで JMS コ
ネクション、JMS セッション、およびその他のオブジェクトが初期化されるときを選択するこ
とによってパフォーマンスが向上する場合もあります。

表 6-13 は、OracleAS JMS および Oracle JMS（OJMS）を使用して JMS コネクションおよび
JMS セッションを作成するときを選択するためのパフォーマンスの推奨事項です。

Oracle Application Server でのでのでのでの Web サービス・パフォーマンスの向上サービス・パフォーマンスの向上サービス・パフォーマンスの向上サービス・パフォーマンスの向上
Oracle Application Server では、J2EE アプリケーションのチューニングのガイドラインは一般
的に Web サービスに適用されます。特に、Web サービスではエントリ・ポイントに Java サー
ブレットが使用されるので、サーブレット・パフォーマンスを向上するためのガイドラインが
Oracle Application Server Web Services に適用されます。さらに、Web サービスが EJB として
実装される場合、EJB に対するパフォーマンスのガイドラインが適用されます。

この項には、次の項目が含まれています。

� Web サービスの 初のリクエストの遅延の回避

� Web サービスの型指定されたリクエストの使用

� Web サービスのステートフル・セッションのタイムアウトのチューニング

注意注意注意注意 : JMS 宛先を監視する場合、MDB 以外のアプリケーションはその宛
先にアクセスできます。したがって、メトリックを使用してアプリケー
ションのパフォーマンスをテストする場合は、アプリケーションがメト
リックでレポートされるメッセージ・アクティビティを行っているかどう
かを確認してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : A-16 ページの「OC4J JMS メトリック」

表表表表 6-13 ejbCreate およびおよびおよびおよび onMessage でのでのでのでの JMS のパフォーマンスの推奨事項のパフォーマンスの推奨事項のパフォーマンスの推奨事項のパフォーマンスの推奨事項

JMS プロバイダプロバイダプロバイダプロバイダ パフォーマンスの推奨事項パフォーマンスの推奨事項パフォーマンスの推奨事項パフォーマンスの推奨事項

OracleAS JMS パフォーマンスを 適にするには、JMS コネクションおよびセッションを MDB の ejbCreate()
メソッドで一度初期化してから、onMessageの複数の起動にわたって繰り返し使用します。

Oracle JMS JMS セッションは、データベースに onMessageの複数の起動にわたってキャッシュできません。

そのため、MDB で使用されるキューまたはトピックに対して、MDB の onMessageメソッドで

キュー・コネクションまたはトピック・コネクション、セッション、および送信者を設定し、
onMessageメソッドの終わりにそれらをクローズする必要があります。これらのオブジェクトは、

データベースへの論理接続のオープンおよびクローズを行うので、これらのオブジェクトを MDB
の ejbCreate()メソッドで作成して、無限にオープンにすることは避けてください。

onMessageメソッドでの接続およびセッションのオープンとクローズのオーバーヘッドは大きく

なく、その後物理接続を再利用できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 6-18 ページの「Oracle Application Server でのサーブレット・
パフォーマンスの向上」
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Web サービスの最初のリクエストの遅延の回避サービスの最初のリクエストの遅延の回避サービスの最初のリクエストの遅延の回避サービスの最初のリクエストの遅延の回避
Oracle Application Server Web Services では、データ型の検証とサーバー・スケルトン・コー
ドの生成に必要な作業のために、 初のリクエストの遅延が発生することがあります。その結
果、 初の Web サービス・リクエストは、後続のリクエストよりもかなり長い時間がかかりま
す。テストの結果、 初のテストでは後続のリクエストよりも 5 ～ 10 倍の時間がかかっていま
す。遅延は、Java Bean が複雑なパラメータおよび結果セットを表すために使用されている場合
に増加します。

この遅延を回避するには、システムを再起動したとき、またはアプリケーションを再デプロイ
したときに、システム上の Web サービスにリクエストを送信します。 初の Web サービス・
リクエストを送信するスクリプトを作成することもできます。

Web サービスの型指定されたリクエストの使用サービスの型指定されたリクエストの使用サービスの型指定されたリクエストの使用サービスの型指定されたリクエストの使用
Web サービスの型指定されていないリクエストの使用に関するパフォーマンス・オーバーヘッ
ドがあります。操作タイプに対する SOAP マッピング・レジストリが作成されている場合、型
指定されていないリクエストは 初のリクエスト時に型指定されたリクエストより長い時間が
かかるので、可能であれば、型指定されたリクエストを使用するクライアントを開発します。

Web サービスのステートフル・セッションのタイムアウトのチューニングサービスのステートフル・セッションのタイムアウトのチューニングサービスのステートフル・セッションのタイムアウトのチューニングサービスのステートフル・セッションのタイムアウトのチューニング
ステートフル・セッション・ベースの Web サービスを使用する場合、セッション有効範囲付き
ステートフル・アプリケーションに対して session-timeoutプロパティをチューニングする
と、パフォーマンスが向上することがあります。HTTP セッション・タイムアウトは、
web.xml構成ファイルで、<session-config>要素の <session-timeout>サブ要素とし
て指定します。

Oracle Application Server でのでのでのでの ADF パフォーマンスの向上パフォーマンスの向上パフォーマンスの向上パフォーマンスの向上
この項には、Oracle Application Development Framework（ADF）アプリケーションのメンテ
ナンス性、スケーラビリティ、およびパフォーマンスを向上させるためのヒントが含まれてい
ます。

適切なデプロイ構成の選択適切なデプロイ構成の選択適切なデプロイ構成の選択適切なデプロイ構成の選択
クライアントの Web モジュールにビジネス・コンポーネントをデプロイすると、アプリケー
ションの高いパフォーマンスとスケーラビリティを得ることができます。分散トランザクショ
ンの使用または EJB のセキュリティ上の理由など、よほどの理由がないかぎり EJB デプロイよ
りも Web モジュールにビジネス・コンポーネントをデプロイすることをお薦めします。

Web モジュール・デプロイおよび EJB デプロイはどちらも J2EE に完全に準拠しており、ADF
フレームワークではこれらを簡単に切り替えることができます。両方のモードでアプリケー
ションをテストして、どちらでより高いパフォーマンスを得られるかを確認できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 詳細は、『Oracle Application Server Web Services 開発者ガイ
ド』の第 12 章「Web サービスの詳細項目」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server Containers for J2EE サーブレット
開発者ガイド』の第 2 章「サーブレットの開発」
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スケーラビリティのためのアプリケーション・モジュール・プーリングの使用スケーラビリティのためのアプリケーション・モジュール・プーリングの使用スケーラビリティのためのアプリケーション・モジュール・プーリングの使用スケーラビリティのためのアプリケーション・モジュール・プーリングの使用
クライアントでは、アプリケーション・モジュール・プーリングと呼ばれるアプリケーショ
ン・モジュール・インスタンスを使用できます。これには、次の利点があります。

� サーバー側リソースの取得時間を短縮できる。

� 少数のインスタンスで、より多くのリクエストに対応できる。

� 何千もの受信リクエストを処理する Web アプリケーションの要件に対応できる。

� セッション状態の保存およびフェイルオーバーのサポートが可能になる。

たとえば、ある Web アプリケーションの場合、1000 人のユーザーが存在しますが、100 人のみ
が特定のアプリケーション・モジュールを同時に使用しています。この場合、アプリケーショ
ン・モジュール・プールを使用します。クライアントがアプリケーション・モジュール・イン
スタンスを必要とする場合、プールから空いている 1 つを取り出して、コミット後またはトラ
ンザクションのロールバック後にそれをプールに解放します。インスタンスは事前に作成され
ているため、エンド・ユーザーはタスクを実行する際に、アプリケーション・モジュールをイ
ンスタンス化する時間を省くことができます。通常は、Web ベースの JSP クライアントがプー
ルを使用します。アプリケーション・モジュール・プールに 大数である 100 のアプリケー
ション・モジュール・インスタンスが確実にあるようにしたい場合、デフォルトのアプリケー
ション・モジュール・プールをカスタマイズできます。

カスタム・サブクラスを使用したグローバル・フレームワーク・コンポーネカスタム・サブクラスを使用したグローバル・フレームワーク・コンポーネカスタム・サブクラスを使用したグローバル・フレームワーク・コンポーネカスタム・サブクラスを使用したグローバル・フレームワーク・コンポーネ
ントのカスタマイズの実行ントのカスタマイズの実行ントのカスタマイズの実行ントのカスタマイズの実行

とりわけ大規模な組織では、特定の機能を特定のタイプの全コンポーネントで共有したい場合
があります（たとえば、すべてのビュー・オブジェクトによる共有）。設計者は、任意の動作を
実装する MyOrgViewObjectImplなどの Thin レイヤー・クラスを作成できます。各開発者
は、ViewObjectImplのかわりに MyOrgViewObjectImplを拡張でき、「代替」機能を使用
してレガシー・コードの MyOrgViewObjectImplを拡張できます。

SQL-Only およびおよびおよびおよび Forward-Only ビュー・オブジェクトの使用（可能な場合）ビュー・オブジェクトの使用（可能な場合）ビュー・オブジェクトの使用（可能な場合）ビュー・オブジェクトの使用（可能な場合）
エンティティ・オブジェクトのビュー・オブジェクトをベースにすると、ビュー・オブジェク
トを使用してデータを挿入、更新、削除でき、同期された同一データに基づいてビュー・オブ
ジェクトを維持するのに役立ちます。ただし、ビュー・オブジェクトが読取り専用問合せにの
み使用され、このビュー・オブジェクトで問合せされるデータが、同じアプリケーション・モ
ジュールの他のビュー・オブジェクトから実行した保留変更を行う機会がない場合、基礎とな
るエンティティを持たない SQL のみのビュー・オブジェクトを使用します。これにより、行を
エンティティ・キャッシュに追加する必要がないため、パフォーマンスが向上します。

Web ページや順方向に進行するバッチ処理のフォーマット・データのように一方向にデータを
スクロールする場合、Forward-only ビュー・オブジェクトを使用できます。Forward-only
モードでは、データがビュー・キャッシュに入ることはありません。Foward-only モードを使
用すると、一度に 1 つのビュー行のみがメモリーに入るため、メモリー・リソースおよび時間
を節約できます。ビュー・オブジェクトが 1 つまたは複数のエンティティ・オブジェクトに基
づいている場合、データは通常の方法でエンティティ・キャッシュに渡されますが、行は
ビュー・キャッシュに追加されません。

アプリケーション・モジュールの肥大化防止アプリケーション・モジュールの肥大化防止アプリケーション・モジュールの肥大化防止アプリケーション・モジュールの肥大化防止
ルート・アプリケーション・モジュールは、1 つのタスク（1 つのデータベース・トランザク
ションに含まれるものすべて）に対応します。1 つのアプリケーション・モジュールのタスク
に必要な数以上のビュー・オブジェクトまたはビュー・リンクを配置しないでください。

加えて、createViewLink()によるビュー・リンクの動的な作成を延期することも検討して
ください。すべてのビュー・リンクを設計時に含めると、クライアントがマスターのビュー・
オブジェクトをナビゲートする際に、ビジネス・ロジック層は自動的にすべての詳細ビュー・
オブジェクトに対する問合せを実行します。ビュー・リンクの作成を延期すると、まだ必要の
ない詳細ビュー・オブジェクトに対する問合せを、ビジネス・ロジック層が実行することはあ
りません。
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たとえば、リクエスト時にのみ詳細行が表示されるフォームに対して、設計時にビュー・リン
クを含めると、必要のない問合せを自動的に実行することをビジネス・ロジック層に強制する
ことになります。これを防ぐには、詳細行がリクエストされたときにビュー・リンクを動的に
作成します。これとは対照的に、マスターが選択されると詳細行が表示されるフォームでは、
設計時にビュー・リンクを作成して、createViewLink()と呼ばれるランタイム・オーバー
ヘッドを回避します。

適切なフェイルオーバー・モードの使用適切なフェイルオーバー・モードの使用適切なフェイルオーバー・モードの使用適切なフェイルオーバー・モードの使用
デフォルトでは、アプリケーション・モジュール・プールではフェイルオーバーがサポートさ
れます。これは、アプリケーション・モジュールがプールにチェックされるとアプリケーショ
ン・モジュールの状態をだたちにデータベースに保存します。ビジネス・ロジック層または
データベースが中間トランザクションで動作不能になった場合（たとえば、電源障害やシステ
ムの誤動作）、クライアントは消失したものと同じ状態を持つアプリケーション・モジュールを
新たにインスタンス化できるため、作業が消えることはありません。

ただし、このような高レベルの信頼性を必要としないアプリケーションもあります。サーバー
の障害による作業の消失を容認できる場合、フェイルオーバーを無効化できます。フェイル
オーバーを無効にすると、アプリケーション・モジュールの状態は、データベースにコミット
される（この時点でアプリケーション・モジュールの状態は破棄される）か、リサイクルされ
る（この時点で、クライアントが取得できるように状態を保存する）までの間だけメモリー内
に存在します。アプリケーション・モジュールのチェックごとにアプリケーション・モジュー
ルを保存しないので、フェイルオーバー無効モードではパフォーマンスが向上する可能性があ
ります。

メモリー量を抑えて多数の行をキャッシュするビュー行スピルオーバーの使用メモリー量を抑えて多数の行をキャッシュするビュー行スピルオーバーの使用メモリー量を抑えて多数の行をキャッシュするビュー行スピルオーバーの使用メモリー量を抑えて多数の行をキャッシュするビュー行スピルオーバーの使用
ビジネス・ロジック層が動作している間、ビュー行はメモリーのキャッシュに保存されます
（Java ヒープ）。ビジネス・ロジック層が一度に多くの行を保存する必要がある場合、メモリー
が不足していないことを確認してください。これを確認するには、行数が一定のサイズに達す
る時期を指定します（ディスクに保存されるデータベースの、行による「オーバーフロー」）。
この機能は、ビュー行スピルオーバーと呼ばれます。アプリケーションが大規模な問合せ結果
を抱える場合、ビュー行スピルオーバーにより効率的にキャッシュが行われます。

バインド・パラメータの適切なスタイルの選択バインド・パラメータの適切なスタイルの選択バインド・パラメータの適切なスタイルの選択バインド・パラメータの適切なスタイルの選択
Oracle スタイル・バインド・パラメータ（:1、:2、など）は、JDBC スタイル・バインド・パラ
メータよりも高いパフォーマンスを発揮します。

Oracle JDBC ドライバ以外のドライバを使用している場合は、JDBC スタイル・バインド・パラ
メータのみを使用してください。

設計時における問合せ条件の実装（可能な場合）設計時における問合せ条件の実装（可能な場合）設計時における問合せ条件の実装（可能な場合）設計時における問合せ条件の実装（可能な場合）
ビュー・オブジェクト・ウィザードの WHERE句フィールドに、あらかじめ決定している問合せ
条件を含めることができます。完全に動的な問合せ条件には、setWhereClause()のみを使
用します。

問合せ条件が完全に動的な場合でも、setWhereClause()のかわりにパラメータ付きの問合
せを使用できる場合があります。たとえば、WHERE句に EMPLOYEE_ID=<x>（x は任意の値）
を指定してビュー・オブジェクトを実行する場合、EMPLOYEE_ID=:1のようにパラメータ付き
の WHERE句を使用します。これは、setWhereClause()を繰り返しコールするよりも効果的
です。

適切な適切な適切な適切な JDBC フェッチ・サイズの使用フェッチ・サイズの使用フェッチ・サイズの使用フェッチ・サイズの使用
デフォルトの JDBC フェッチ・サイズは、すべてのアプリケーションにとってメモリー使用量
とネットワーク使用量のバランスが 適になるように調整されています。ただし、メモリー使
用量よりもネットワーク・パフォーマンスのほうが重要である場合、JDBC フェッチ・サイズ
の値を上げることを検討してください。
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Oracle Application Server での JAAS（JAZN）パフォーマンスの向上
バッチ処理で使用されるビュー・オブジェクトのイベント・リスニングをバッチ処理で使用されるビュー・オブジェクトのイベント・リスニングをバッチ処理で使用されるビュー・オブジェクトのイベント・リスニングをバッチ処理で使用されるビュー・オブジェクトのイベント・リスニングを
オフにするオフにするオフにするオフにする

非対話形式のバッチ処理では、ビュー・オブジェクトがエンティティ・オブジェクト・イベン
トをリスニングする必要はありません。このようなビュー・オブジェクトでは、
ViewObject.setListenToEntityEvents(false)を使用してイベント・リスニングによ
るパフォーマンスのオーバーヘッドを取り除きます。

Oracle Application Server でのでのでのでの JAAS（（（（JAZN）パフォーマンスの向上）パフォーマンスの向上）パフォーマンスの向上）パフォーマンスの向上
Java Authentication and Authorization Service（JAAS）は、ユーザーおよびロールに基づいた
認可、認証、および委任をサポートするパッケージです。JAAS の一部は、基礎となる認証テク
ノロジからのアプリケーションの分離をサポートする Java の標準 Pluggable Authentication 
Module（PAM）フレームワークの実装です。Oracle Application Server は、JAZN と呼ばれる
OC4J と統合された JAAS の実装を提供し、いくつかの一般的な形式の認証をサポートするログ
イン・モジュールを独創的に提供します。

JAZN は、認証および認可操作を実行するときに、ユーザー、ロール、権限、および関連情報
を定義するデータのリポジトリにアクセスします。リポジトリの特性は、JAZN を使用するア
プリケーションのパフォーマンスとスケーラビリティにとって重要です。

Oracle Application Server JAZN は、OC4J で使用するために、次の 2 種類のリポジトリ・プロ
バイダを提供します。

� XML プロバイダ : XML プロバイダは、XML ファイルにリポジトリ情報を保存します。

� LDAP プロバイダ : LDAP プロバイダは、Oracle Internet Directory にリポジトリ情報を保存
します。これには、Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）を使用してアクセス
します。

この項には、次の項目が含まれています。

� XML プロバイダでの JAZN パフォーマンスの向上

� LDAP プロバイダ（Oracle Internet Directory）での JAZN パフォーマンスの向上

� JAZN プロバイダの構成

� JAZN パフォーマンスの推奨事項

XML プロバイダでのプロバイダでのプロバイダでのプロバイダでの JAZN パフォーマンスの向上パフォーマンスの向上パフォーマンスの向上パフォーマンスの向上
JAZN が統合された OC4J を XML プロバイダを使用するように構成した場合、高速アクセスの
ために JAZN によって XML ファイル全体がメモリー内のデータ構造体にロードされます。パ
フォーマンスに関しては、このプロセスによってわずかながら起動コストが発生しますが、
ファイルが大きすぎず、ファイル内のデータを物理メモリーに保持できる場合、データ・アク
セスはとても効率的になり、JAZN 操作によるオーバーヘッドはほとんどありません。

LDAP プロバイダ（プロバイダ（プロバイダ（プロバイダ（Oracle Internet Directory）での）での）での）での JAZN パフォーマンスの向上パフォーマンスの向上パフォーマンスの向上パフォーマンスの向上
JAZN を使用する OC4J アプリケーションを、LDAP プロバイダを使用するように構成した場
合、LDAP リポジトリのデータへの問合せはオンデマンドで行われます。この場合、1 つの操
作にリモート・ディレクトリへの複数のアクセスが含まれることがあり、JAZN 保護のための
オーバーヘッドは大きくなることがあります。通常、SSL の使用を必要とする OC4J とリポジ
トリとの間でセキュアな通信が必要な場合、そのようなオーバーヘッドはさらに大きくなるこ
とがあります。JAZN が、SSL を使用して LDAP リポジトリと通信するように構成されている
場合、SSL プロトコルのパフォーマンスの問題を考慮する必要があります。

 OC4J と LDAP（Oracle Internet Directory）との間に SSL を設定するときには、いくつかの構
成に関する選択を行います。SSL は、暗号化のみを使用するように構成することも、暗号化に
加えてクライアントまたはサーバー認証を使用するように構成することもできます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server Containers for J2EE セキュリ
ティ・ガイド』
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Oracle Application Server での JAAS（JAZN）パフォーマンスの向上
LDAP リポジトリの通信コストを軽減するために、OC4J JAZN は、次の 3 つの個別のキャッ
シュを含む、キャッシュを提供しています。

� ポリシー・キャッシュ : 権限受領者と権限を保存します。

� レルム・キャッシュ : レルム、ユーザーおよびロールを保存します。

�  セッション・キャッシュ : ユーザーおよびロールを HTTP セッション・オブジェクトに保
存します。

JAZN-LDAP キャッシュは、1 つのメモリー内ハッシュテーブルとして実装されます。キャッ
シュ内のオブジェクトは、構成可能なタイムアウト値に基づいて期限切れします。デーモン・
スレッドが、定期的にタイムアウトの間隔で実行され、キャッシュ内の期限切れオブジェクト
をクリーン・アップします。3 つのキャッシュは個別に有効化または無効化でき、初期容量、
ロード係数、初期キャッシュ消去遅延、およびキャッシュ消去タイムアウト値をすべて指定で
きます。

デフォルトでは、JAZN LDAP プロバイダはキャッシュを使用するように構成されています。
キャッシュによって、LDAP ベースのリポジトリで JAZN を使用する場合の効率が大幅に向上
します。オラクル社のテストでは、多くの場合、キャッシュ構成のデフォルト値で十分に機能
しましたが、自身のアプリケーションでこれらの値でテストし、JAZN を使用する場合にどの
ように動作するのかを判別してください。

JAZN プロバイダの構成プロバイダの構成プロバイダの構成プロバイダの構成
Oracle Application Server OC4J は、OC4J と統合された JAAS の実装を提供します。JAAS プロ
バイダを構成するには、jazn.xmlを使用して、プロバイダが LDAP ベースで Oracle Internet 
Directory をデータ・ストアとして使用するか、XML ベースかを判別します。

ファイル jazn.xmlは、XML ベース JAAS プロバイダと LDAP ベース JAAS プロバイダの両
方の構成ファイルです。JAAS プロバイダは、実行を開始する前に有効な jazn.xmlファイル
を検出する必要があります。

JAAS プロバイダは、起動時に次に示すディレクトリの順番に jazn.xmlを検索します。

1. oracle.security.jazn.config（システム・プロパティ）

2. java.security.auth.policy（システム・プロパティ）

3. $J2EE_HOME/config（$J2EE_HOMEは、システム・プロパティ oracle.j2ee.homeに
よって指定されます）

4. $ORACLE_HOME/j2ee/home/config（$ORACLE_HOMEは、システム・プロパティ
oracle.homeによって指定されます）

5. . ./config

JAAS プロバイダは、jazn.xmlファイルが見つかると検索を停止します。ファイルが見つか
らない場合は、エラー・メッセージ「JAZN が正しく構成されていません。」が表示されます。

<jazn>タグを使用して JAAS プロバイダを構成することもできます。<jazn>タグは、次のい
ずれの場所にも使用できます。

� アプリケーションの orion-application.xml

� グローバル application.xml

�  jazn.xml

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle Application Server Containers for J2EE セキュリティ・ガイ
ド』

� 『Oracle Internet Directory 管理者ガイド』

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server Containers for J2EE セキュリ
ティ・ガイド』
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Toplink のパフォーマンス情報
web.xml でのセッション・タイムアウトの構成でのセッション・タイムアウトの構成でのセッション・タイムアウトの構成でのセッション・タイムアウトの構成
JAZN セッション・キャッシュは、Cookie を有効にした HTTP クライアントのみが使用できま
す。このキャッシュ内のオブジェクトは、1 つの HTTP セッションの期間、保持されます。
HTTP セッション・タイムアウトは、web.xml構成ファイルで、<session-config>要素の
<session-timeout>サブ要素として指定します。

JAZN パフォーマンスの推奨事項パフォーマンスの推奨事項パフォーマンスの推奨事項パフォーマンスの推奨事項
次の推奨事項は、認証と認可に JAZN を使用するアプリケーションのパフォーマンスの要件を
満たすために役立ちます。

1. JAZN XML ファイルベースのリポジトリがニーズを満たす場合、 高のパフォーマンスを
提供する見込みがあります。

2. 管理、使用可能性、またはスケーラビリティ上の理由で LDAP リポジトリが必要な場合
は、JAZN-LDAP キャッシュを使用します。必要に応じてキャッシュ・パラメータを構成
し、パフォーマンスを向上させます。

3. LDAP リポジトリが必要な場合、および LDAP リポジトリと OC4J との間でセキュアな通
信が必要な場合は、必要なセキュリティのレベルのみを使用するようにシステムを構成し
ます。たとえば、暗号化だけで十分な場合は暗号化のみを使用します。

Toplink のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報
Oracle Application Server Toplink のパフォーマンス・チューニングの詳細は、『Oracle 
Application Server TopLink アプリケーション開発者ガイド』の「パフォーマンスのチューニン
グ」を参照してください。

複数の複数の複数の複数の OC4J の使用、接続の制限およびロード・バランシングの使用、接続の制限およびロード・バランシングの使用、接続の制限およびロード・バランシングの使用、接続の制限およびロード・バランシング
この項では、OC4J インスタンス内のプロセス数の設定、別の OC4J インスタンスへのリクエス
トの送信、および OC4J インスタンスに送信するリクエストの数の制限を行うことによるパ
フォーマンスの向上について説明します。これらの手法によって、J2EE アプリケーション・
ロードと着信リクエストが複数の OC4J プロセスに分散されるので、通常、スループットが増
加し、レスポンス時間が短縮されます。さらに、ロード・バランシング、高可用性、および
フェイルオーバーのために複数の OC4J プロセスが必要です。

この項には、複数の OC4J を構成および使用する方法を示す他の Oracle Application Server ド
キュメントおよびこのガイドの項へのリンクが含まれています。

この項には、次の項目が含まれています。

� 複数の OC4J プロセスの構成

� アプリケーションのロード・バランシング

� 接続の制限

� 複数の OC4J での複製の制御

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server Containers for J2EE サーブレット
開発者ガイド』

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server TopLink アプリケーション開発者ガ
イド』

注意注意注意注意 : Web セッションおよびステートフル・セッション EJB でのフェイ
ルオーバーを提供する複製機能には、パフォーマンス・オーバーヘッドが
かかります。これらの機能はフェイルオーバー機能が必要な場合にのみ使
用してください。
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複数の OC4J の使用、接続の制限およびロード・バランシング
複数の複数の複数の複数の OC4J プロセスの構成プロセスの構成プロセスの構成プロセスの構成
この項には、次の項目が含まれています。

� OC4J 構成の種類の概要

� OC4J プロセス数の決定

� 異なる OC4J インスタンスへのアプリケーションのパーティション

� Application Server Control コンソールを使用した複数の OC4J プロセスの構成

OC4J 構成の種類の概要構成の種類の概要構成の種類の概要構成の種類の概要
Oracle Application Server では、複数の OC4J を実行できる、様々な種類のインストールおよび
構成がサポートされています。

� 複数の OC4J インスタンスを持つスタンドアロン Oracle Application Serverインスタンス
（各 OC4J インスタンスには複数の OC4J プロセスが含まれることがあります）

� アプリケーション・サーバー・インスタンスのコレクションが同一の構成およびアプリ
ケーション・デプロイで実行されている、Oracle Application Server Clusters, managed

� 管理者が 1 つのクラスタ内の各インスタンスを手動で構成する Oracle Application Server 
Clusters, non-managed

� スタンドアロン OC4J を実行する 1 つまたは複数のホスト

OC4J プロセス数の決定プロセス数の決定プロセス数の決定プロセス数の決定
使用可能な CPU に対する OC4J プロセスの 適比率の決定は、実行するアプリケーションの特
性、OC4J 構成、ハードウェア構成、予期される着信リクエストの種類と数によって異なりま
す。2 プロセッサ以上のマルチ CPU 構成を使用している場合は、複数の OC4J プロセスの構成
を考慮に入れることをお薦めします。たとえば、 近行われた J2EE アプリケーションのテスト
では、2 プロセッサ・システムの場合、使用される CPU リソースの大部分が 1 つの OC4J プロ
セスで使用されていました。このシステムでは、OC4J プロセスを追加してもパフォーマンスの
向上にはつながりません。ただし、6 プロセッサ・システムでは、1 つの OC4J プロセスによっ
て使用されるのは、CPU リソースの 70% のみでした。このシステム上では追加の CPU リソー
スが使用可能なため、2 番目の OC4J プロセスによってパフォーマンスが向上します。

システム・リソースの許容範囲を超えてプロセスを追加しても、パフォーマンスは向上しませ
ん。たとえば、1 つの OC4J プロセスでシステムの CPU リソースが使い尽くされている場合、
プロセスを追加してもパフォーマンスが向上しないばかりか、逆に低下してしまうことがあり
ます。 初の段階では、3 ～ 4 の CPU に対して 1 つの OC4J プロセスを構成し、さらにプロセ
スの追加によるパフォーマンスの向上を測定することをお薦めします。

異なる異なる異なる異なる OC4J インスタンスへのアプリケーションのパーティションインスタンスへのアプリケーションのパーティションインスタンスへのアプリケーションのパーティションインスタンスへのアプリケーションのパーティション
Oracle Application Server に多数の異なるアプリケーションがデプロイされていて、それぞれ
の要件が異なる場合、異なる OC4J インスタンスを構成して異なるアプリケーションにサービ
スを提供できます（OC4J インスタンスは、異なる数の OC4J プロセスを持つように構成できま
す）。

アプリケーションを複数の OC4J インスタンスにデプロイするには、次の手順を実行します。

1. 複数の OC4J インスタンスを作成します。

2. 各インスタンスに対し「EAR ファイルのデプロイファイルのデプロイファイルのデプロイファイルのデプロイ」をクリックすることによって、アプリ
ケーションのデプロイ・ウィザードを使用して適切なアプリケーションをデプロイし、各
アプリケーションに一意の URL マッピングを指定します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle Application Server 高可用性ガイド』

� 『Oracle Application Server Containers for J2EE ユーザーズ・ガイド』 
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複数の OC4J の使用、接続の制限およびロード・バランシング
それぞれの OC4J インスタンスにアプリケーションをデプロイした後、パフォーマンスを監視
して、全体的なスループットの増加およびレスポンス時間の短縮を確認できます。

Application Server Control コンソールコンソールコンソールコンソールを使用した複数のを使用した複数のを使用した複数のを使用した複数の OC4J プロセスの構成プロセスの構成プロセスの構成プロセスの構成
Application Server Control コンソールを使用して、「サーバー・プロパティ」ページで OC4J イ
ンスタンスのプロセス数を指定できます。このページは、「OC4J インスタンス」ページで「管
理」リンクを選択することによって使用できます。

アプリケーションのロード・バランシングアプリケーションのロード・バランシングアプリケーションのロード・バランシングアプリケーションのロード・バランシング
OC4J は、HTTP クライアントを持つ Web ベースのアプリケーション、およびリモート Java 
EJB クライアントからアクセスされる EJB アプリケーションにロード・バランシング機能を提
供します。

この項には、次の項目が含まれています。

� Web アプリケーション・ロード・バランシング

� EJB アプリケーション・ロード・バランシング

Web アプリケーション・ロード・バランシングアプリケーション・ロード・バランシングアプリケーション・ロード・バランシングアプリケーション・ロード・バランシング
Oracle Application Server 環境では、Oracle HTTP Server は mod_oc4jを使用して使用可能な
OC4J プロセス間のリクエストをロード・バランシングします。この環境では、mod_oc4j構成
オプションを選択し、適切な mod_oc4jロード・バランシング・ポリシーを選択してパフォー
マンスを向上できます。

EJB アプリケーション・ロード・バランシングアプリケーション・ロード・バランシングアプリケーション・ロード・バランシングアプリケーション・ロード・バランシング
EJB アプリケーションを複数の OC4J にデプロイした後、EJB のクライアント側アプリケーショ
ンは、使用可能な OC4J にそのリクエストをロード・バランシングできます。ロード・バラン
シングを使用するには、クライアント側のアプリケーションでロード・バランシングを使用す
るように JNDI プロパティを構成します。

EJB クライアント側アプリケーションで JNDI プロパティを設定する方法には、次の 3 つがあり
ます。

� 環境内で InitialContext に渡されるプロパティを設定する方法

� jndi.propertiesファイルでプロパティを設定する方法

� クライアント側 OC4J で JVM システム・パラメータを設定する方法

この項では、jndi.propertiesファイルで指定する EJB クライアント側プロパティを示しま
す。この項では、ロード・バランシング関連のプロパティを示しますが、すべての使用可能な
プロパティは含まれていません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server Containers for J2EE サーブレット
開発者ガイド』

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server 高可用性ガイド』

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 5-16 ページの「mod_oc4j のロード・バランシング・ポリシー
の設定」

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle Application Server Containers for J2EE Enterprise JavaBeans
開発者ガイド』の第 2 章「JNDI プロパティの設定」

� EJB のロード・バランシングの詳細は、『Oracle Application Server 
Containers for J2EE Enterprise JavaBeans 開発者ガイド』の第 10 章を
参照してください。
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JNDI java.naming.factory.initial プロパティの設定プロパティの設定プロパティの設定プロパティの設定  

java.naming.factory.initialプロパティは、使用する初期コンテキスト・ファクトリを
指定します。

JNDI java.naming.provider.url プロパティの設定プロパティの設定プロパティの設定プロパティの設定  

Oracle Process Manager and Notification Server（OPMN）によって、各 OC4J インスタンスが
起動するときに、RMI ポートを含むすべてのポートが動的に設定されます。

EJB クライアント側 JNDI プロパティの java.naming.provider.urlプロパティを使用する
と、クライアント側 OC4J は、その OC4J インスタンスに対して使用可能な動的ポートの一覧を
取得します。OC4J インスタンスがクラスタの一部である場合は、そのクラスタ全体でそのイン
スタンスに対して使用可能なすべての動的ポートの一覧を取得します。一覧に複数のポートが
含まれている場合は、EJB クライアント側コードによって一覧の中から 1 つのポートがランダ
ムに選択され、そのポートにリクエストが送信されます。EJB による InitialContext を使用した
検索はすべて、選択されたホストに対して行われます。

java.naming.provider.urlプロパティ用の opmn:ormi:接頭辞を含めて、URL を設定す
るには、次の構文を使用します。

opmn:ormi://opmn_host:opmn_port:oc4j_instance/application-name

OPMN ホスト名 opmn_hostおよびポート番号 opmn_portは、$ORACLE_HOME/
opmn/conf/opmn.xmlファイルから取得されます。

多くの場合、OPMN は、OC4J インスタンスと同じマシン上にあります。ただし、別のマシン
上にある場合はホスト名を指定する必要があります。OPMN ポート番号はオプションで、省略
した場合のデフォルトはポート 6003 です。OPMN ポートは、ファイル $ORACLE_HOME/
opmn/conf/opmn.xmlで指定されます。

スタンドアロンスタンドアロンスタンドアロンスタンドアロン OC4J におけるにおけるにおけるにおける JNDI java.naming.provider.url プロパティの設定プロパティの設定プロパティの設定プロパティの設定  

スタンドアロン OC4J の場合、ormi:接頭辞と OC4J が実行されるホストを含む、カンマで区
切られた URL の一覧を使用して java.naming.urlプロパティを指定します。これにより、
カンマで区切られた一覧で指定されたホストと OC4J プロセスに対し、EJB クライアントの
get InitialContext リクエストをランダムにロード・バランシングします。EJB による
InitialContext を使用した検索はすべて、選択されたホストに対して行われます。

ホストの各 URL を指定するための構文は次のとおりです。

ormi://hostname:ormi_port/application-name

ORMI ポート ormi_portは、ポートがデフォルト ORMI ポート番号（23791）の場合は省略で
きます。

たとえば、host1、host2、および host3 で実行される my_ejb_appにロード・バランシングす
るには、プロパティ java.naming.provider.urlを次のように設定します。

java.naming.provider.url=ormi://host1:23791/my_ejb_app,ormi://host2:23792/my_ejb_
app,ormi://host3:23791/my_ejb_app

JNDI java.naming.security.principal プロパティの設定プロパティの設定プロパティの設定プロパティの設定  

java.naming.security.principalプロパティを設定すると、ユーザー名が指定されま
す。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server Containers for J2EE Enterprise 
JavaBeans 開発者ガイド』

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server Containers for J2EE Enterprise 
JavaBeans 開発者ガイド』
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JNDI java.naming.security.credentials プロパティの設定プロパティの設定プロパティの設定プロパティの設定  

java.naming.security.credentialsプロパティを設定するとパスワードが指定されま
す。

リモートリモートリモートリモート EJB クライアントに対するクライアントに対するクライアントに対するクライアントに対する OC4J 専用専用専用専用 RMI コンテキスト・オプションの設定コンテキスト・オプションの設定コンテキスト・オプションの設定コンテキスト・オプションの設定  

プロパティ dedicated.rmicontext=trueを設定した場合、各初期コンテキスト参照で共有
コンテキストのかわりにそれ自体の初期コンテキストを受け取ります。このオプションは、EJB
クライアントが同じ JVM 内で複数の初期コンテキスト参照を実行し、ロード・バランシングを
使用する場合にのみ必要です。

プロパティ dedicated.rmicontextが falseに設定されている場合、OC4J では 初の初期
コンテキストの取得のコール時にのみロード・バランシングが実行されます。この
dedicated.rmicontextプロパティは、デフォルトでは falseに設定されています。

接続の制限接続の制限接続の制限接続の制限
この項には、次の項目が含まれています。

� Web 接続の制限

� リモート EJB クライアント接続の制限

� スタンドアロン OC4J の HTTP 接続の制限

Web 接続の制限接続の制限接続の制限接続の制限
特定のサイトで受け入れるアクティブな HTTP の同時接続数を制限することにより、J2EE アプリ
ケーションのパフォーマンスを向上させることができます。Oracle HTTP Server で mod_oc4j
を使用して、httpd.confの MaxClientsパラメータを設定することにより、受信するリク
エスト数を制限できます。

リモートリモートリモートリモート EJB クライアント接続の制限クライアント接続の制限クライアント接続の制限クライアント接続の制限
リモート EJB クライアント接続を制限するために、着信 EJB クライアントにサービスを提供す
るスレッドの 大数を制御するグローバル・スレッド・プール機能を使用できます。
server.xmlの <global-thread-pool>を 2 つのスレッド・プールを使用するように構成
することによって、パラメータ cx-maxを設定してリモート EJB クライアント接続を制限でき
ます。

スタンドアロンスタンドアロンスタンドアロンスタンドアロン OC4J のののの HTTP 接続の制限接続の制限接続の制限接続の制限
スタンドアロン OC4J を使用している場合、HTTP 接続の 大数を制限することにより、OC4J
サイトが同時に受け入れるアクティブ Web ユーザーの数を制限できます。システムが十分に処
理できないほどの多くの同時ユーザーが存在するか、または限られたリソースしかなく処理能
力が十分ではない場合、スタンドアロン OC4J のパラメータをチューニングすることによって
パフォーマンスを向上させることができます。

HTTP 接続を制限するには、server.xmlの max-http-connections構成要素を使用して、
value、max-connections-queue-timeoutおよび socket-backlog属性を指定します。
デフォルトの valueは 1000000、デフォルトの max-connections-queue-timeoutは 10
秒、およびデフォルトの socket-backlogは 30 です。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server Containers for J2EE Enterprise 
JavaBeans 開発者ガイド』

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 5-8 ページの「Oracle HTTP Server ディレクティブの構成」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 6-17 ページの「OC4J での同時実行性の制限」
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次のコードは、 大接続数を構成する server.xmlの行の例です。

<max-http-connections max-connections-queue-timeout="120" socket-backlog="50" 
value="100"/>

大接続数の制限に達した際に、別の URL にメッセージをリダイレクトする場合は、HTTP の
リダイレクト URL も記述します。

たとえば、http://example.com/page.jspにリダイレクトするには、server.xmlに次
の行を追加します。

<max-http-connections max-connections-queue-timeout="120" socket-backlog="50" 
value="100"> http://example.com/page.jsp
</max-http-connections>

複数の複数の複数の複数の OC4J での複製の制御での複製の制御での複製の制御での複製の制御
この項には、次の項目が含まれています。

� Web アプリケーションの複製の制御

� ステートフル・セッション EJB の複製の制御

Web アプリケーションの複製の制御アプリケーションの複製の制御アプリケーションの複製の制御アプリケーションの複製の制御
Web セッションでのフェイルオーバーを提供する複製機能には、パフォーマンス・オーバー
ヘッドがかかります。これらの機能は、アプリケーションの要件または本番環境の要件である
場合にのみ使用します。

Application Server Control コンソール を使用して OC4J で実行されているすべてのアプリケー
ションに対して複製を無効にすることができます。「OC4J インスタンス」ページで「管理」リ
ンクを選択します。次に、「レプリケーション・プロパティ」リンクを選択します。「レプリ
ケーション・プロパティ」ページで、「セッション状態レプリケーションセッション状態レプリケーションセッション状態レプリケーションセッション状態レプリケーション」チェック・ボックス
の選択を解除すると、OC4J インスタンスに対して Web 複製がオフになります。これによって
global-web-application.xmlから <cluster-config>要素が削除され、OC4J インスタ
ンスで実行されているすべてのアプリケーションに対して OC4J Web 複製が無効になります。

特定のアプリケーションでセッションを複製しないようにする場合は、そのアプリケーション
の web.xmlファイルから <distributable/>要素を削除します。これによって、OC4J で複
製が有効になっている場合でも、そのアプリケーションの複製が無効になります。

複製を有効にした場合、web.xmlで <distributable/>要素を設定すると、アプリケーショ
ンでセッションの複製を使用するように構成されるので、セッションを使用するアプリケー
ションに対してかなりのパフォーマンス・オーバーヘッドが発生することがあります。

ステートフル・セッションステートフル・セッションステートフル・セッションステートフル・セッション EJB の複製の制御の複製の制御の複製の制御の複製の制御
ステートフル・セッション EJB でのフェイルオーバーを提供する複製機能には、パフォーマン
ス・オーバーヘッドがかかります。したがって、これらの機能は、アプリケーションの要件ま
たは本番環境の要件である場合にのみ使用します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : <max-http-connections>属性の詳細は、『Oracle 
Application Server Containers for J2EE ユーザーズ・ガイド』の付録 A
「追加情報」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server Containers for J2EE サーブレット
開発者ガイド』

関連項目関連項目関連項目関連項目 :  『Oracle Application Server Containers for J2EE Enterprise 
JavaBeans 開発者ガイド』
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J2EE アプリケーションのデプロイに対するパフォーマンスのアプリケーションのデプロイに対するパフォーマンスのアプリケーションのデプロイに対するパフォーマンスのアプリケーションのデプロイに対するパフォーマンスの
考慮事項考慮事項考慮事項考慮事項

Oracle Application Server 環境で実行されている OC4J への J2EE アプリケーションのデプロイ
にかかる時間には、多数の要因が影響しています。

この項には、次の項目が含まれています。

� アプリケーション開発フェーズ中のデプロイ・パフォーマンス

� テストおよび本番フェーズ中のデプロイ・パフォーマンス

アプリケーション開発フェーズ中のデプロイ・パフォーマンスアプリケーション開発フェーズ中のデプロイ・パフォーマンスアプリケーション開発フェーズ中のデプロイ・パフォーマンスアプリケーション開発フェーズ中のデプロイ・パフォーマンス
次の開発フェーズにおける選択は、OC4J にデプロイされるアプリケーションのアプリケーショ
ン・デプロイ時間に影響します。

� JVM フラグフラグフラグフラグ : 本番での使用には JVM –serverフラグをお薦めします。これは、Oracle 
Application Server 環境で実行される場合の OC4J のデフォルトです。通常、–serverに
よってサーバー環境でのパフォーマンスが向上します。ただし、–serverオプションを使
用すると、JVM の再起動に必要な時間が増加し、必要なメモリー容量も多くなることがあ
ります。

� ヒープの要件ヒープの要件ヒープの要件ヒープの要件 : 大きなアプリケーションをデプロイするとき、そのデプロイによって JVM
ガベージ・コレクションが起動される場合は、ヒープ・サイズを増やすとパフォーマンス
が向上する可能性があります。ヒープ・サイズを増やすと、十分なメモリーを提供してガ
ベージ・コレクションを回避できます。ヒープ・サイズを増やすには、–Xmx JVM オプ
ションを使用するか、-XX:+AggressiveHeapオプションを設定します。さらに、システ
ムに物理メモリーの制約がある場合は、未使用の OC4J インスタンスを停止し、物理メモ
リーを再生できます。

� アプリケーションのタイプアプリケーションのタイプアプリケーションのタイプアプリケーションのタイプ : EJB アプリケーションにはデプロイ中にコンパイル・フェーズ
が必要で、通常、その他のタイプの J2EE アプリケーションよりもデプロイに長い時間がか
かります。

� ブラウザのタイプブラウザのタイプブラウザのタイプブラウザのタイプ : Internet Explorer のデフォルトの構成では 8K のバッファ・サイズが使
用されます。このサイズの制限によって、大きなファイルの転送において遅延が発生し、
大きなアプリケーションのデプロイにおいてパフォーマンスの大幅な低下につながること
があります。構成オプションを変更してバッファ・サイズを増加することをお薦めします。
バッファ・サイズの変更の詳細は、次のサイトを参照してください。

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;329781

この問題は、Netscape 7.0 および Mozilla 1.0.2 でも発生しますが、既知の回避策はありま
せん。これらのブラウザを使用している場合は、別のブラウザを使用するか、手動で .ear
ファイルをローカルホストにコピーし、コマンドライン・ツール（admin.jarまたは
dcmctl）を使用してデプロイできます。Netscape バージョン 4.79 および 7.1 ではこの問
題は発生しません。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 6-3 ページの「Java コマンドライン・オプションの設定（JVM
と OC4J のパフォーマンス・オプションの使用）」

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 6-3 ページの「OC4J プロセスの JVM ヒープ・サイズの設定」

� 6-5 ページの「OC4J プロセスの JVM AggressiveHeap オプションの設
定」
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� ファイル・システムの使用率ファイル・システムの使用率ファイル・システムの使用率ファイル・システムの使用率 : アプリケーションのデプロイには、ローカル・デプロイ・
ディレクトリへのファイル I/O が含まれています。ファイル I/O 速度は、ファイル・シス
テムの使用率に影響されることがあります。 適な使用率レベルに関する推奨事項は、使
用しているプラットフォームのドキュメントを参照してください。ただし、多くのプラッ
トフォーム・ベンダーが、 適なパフォーマンスのためにファイル・システムの使用率を
90% 未満に保持することを薦めています。

� バッチ・モードまたは非バッチ・モードバッチ・モードまたは非バッチ・モードバッチ・モードまたは非バッチ・モードバッチ・モードまたは非バッチ・モード : EJB アプリケーションにはデプロイ中にコンパイ
ル・フェーズが必要で、通常、その他のタイプの J2EE アプリケーションよりもデプロイに
長い時間がかかります。バッチ・モード（デフォルト）でコンパイル中に、OC4J が例外
java.lang.OutOfMemoryをスローした場合は、非バッチ・モードを指定できます。こ
の例外が発生した場合は、非バッチ・モードのほうが、必要なメモリー割当てが少ないた
め、非バッチ・モードを選択してください。ただし、このモードを使用すると、デプロイ
所要時間が長くなります。

テストおよび本番フェーズ中のデプロイ・パフォーマンステストおよび本番フェーズ中のデプロイ・パフォーマンステストおよび本番フェーズ中のデプロイ・パフォーマンステストおよび本番フェーズ中のデプロイ・パフォーマンス
次のテストまたは本番フェーズにおける選択は、OC4J へのアプリケーションのデプロイにかか
る時間に影響します。

� デプロイ・ツールデプロイ・ツールデプロイ・ツールデプロイ・ツール : Oracle Application Server で本番使用するには、dcmctl、Application 
Server Control コンソールまたは JDeveloper のいずれかを使用してアプリケーションをデ
プロイする必要があります。dcmctlを使用して、アプリケーションをデプロイし、複数
のデプロイまたは管理コマンドを実行する必要がある場合は、dcmctlシェル・モードを
使用するとパフォーマンスを少し向上できます。シェル・モードを使用すると、dcmctl
クライアントでは、実行するすべてのコマンドに対して 1 つのクライアント・プロセスが
保持されます。

� リポジトリのタイプリポジトリのタイプリポジトリのタイプリポジトリのタイプ : リモートホスト上で実行されているデータベース・リポジトリを持つ
Oracle Application Server を使用している場合、サイトのネットワーク待機時間に応じて
デプロイ時間が少し長くなることがあります。ローカル・ファイルベースのリポジトリを
持つ Oracle Application Server へのデプロイが、通常、 もパフォーマンスが高くなりま
す。リポジトリ・タイプの選択は、サイトの可用性とアーキテクチャの要件、およびアプ
リケーションおよびデプロイの要件によって決定する必要があります。

� Oracle HTTP Server プロセスの状態プロセスの状態プロセスの状態プロセスの状態 : アプリケーションのデプロイの 終フェーズとして、
Oracle HTTP Server が実行されている場合は、OPMN によって Oracle HTTP Server を再
起動するコマンドが発行されます。このアクションによって、新しくデプロイされるアプ
リケーションのルーティング情報が更新されます。デプロイするアプリケーションがいく
つかあり、本番環境で実行していない場合、すべてのアプリケーションがデプロイされる
まで Oracle HTTP Server を停止しておくことができます。これにより、Oracle HTTP 
Server の再起動の繰返しを回避できます。ただし、Oracle HTTP Server の再起動には数秒
しかかからないので、システム速度によっては、多数のアプリケーションをデプロイする
場合以外は、これによってパフォーマンスが大幅に向上することはありません。

� OC4J プロセスの状態プロセスの状態プロセスの状態プロセスの状態 : デプロイする OC4J インスタンスがデプロイ・コマンドが発行され
たときに起動されていない場合、OPMN によってそのインスタンスが起動され、デプロイ
が完了したときに停止されます。繰り返しますが、複数のアプリケーションをデプロイす
る場合、これらの再起動の時間は本来かなりかかります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 6-8 ページの「OC4J EJB ラッパー・クラスのコンパイル・モード
の設定」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server 高可用性ガイド』
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� ヒープの要件ヒープの要件ヒープの要件ヒープの要件 : 大きなアプリケーションをデプロイする場合、このデプロイによって JVM
ガベージ・コレクションが起動されることがあります。メモリーに制約がある環境で、ガ
ベージ・コレクションを回避するためにヒープ・サイズを増やして十分なメモリーを提供
できない場合は、通常、ガベージ・コレクションにより、アプリケーションのデプロイ時
間の増加（および OC4J インスタンスへのリクエストまたはリクエスト・タイムアウトの
増加）が発生します。ただし、デプロイされるアプリケーションが非常に大きい場合は、
ガベージ・コレクションの追加の期間によって OPMN が OC4J インスタンスを再起動する
ことがあります。

OC4J の再起動を回避するには、opmn.xmlで no-reverseping-failed-ping-limit
および reverseping-failed-ping-limitパラメータの値を設定することによって
OPMN ping 障害の制限を増やします。たとえば、これらの値を次のように設定します。

<category id="restart-parameters">
   <data id="no-reverseping-failed-ping-limit" value="2"/>
   <data id="reverseping-failed-ping-limit" value="10"/>
</category>

no-reverseping-failed-ping-limitのデフォルト値は 1 で、
reverseping-failed-ping-limitのデフォルト値は 3 です。

� バッチ・モードまたは非バッチ・モードバッチ・モードまたは非バッチ・モードバッチ・モードまたは非バッチ・モードバッチ・モードまたは非バッチ・モード : EJB アプリケーションにはデプロイ中にコンパイ
ル・フェーズが必要で、通常、その他のタイプの J2EE アプリケーションよりもデプロイに
長い時間がかかります。バッチ・モード（デフォルト）でコンパイル中に、OC4J が例外
java.lang.OutOfMemoryをスローした場合は、非バッチ・モードを指定できます。こ
の例外が発生した場合は、非バッチ・モードのほうが、必要なメモリー割当てが少ないた
め、非バッチ・モードを選択してください。ただし、このモードを使用すると、デプロイ
所要時間が長くなります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 6-8 ページの「OC4J EJB ラッパー・クラスのコンパイル・モード
の設定」
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OracleAS Web Cache の最適化の最適化の最適化の最適化

この章では、Oracle Application Server Web Cache（OracleAS Web Cache）のパフォーマンス
を向上するためのガイドラインを示します。

この章には、次の項目が含まれています。

� OracleAS Web Cache での 2CPU の使用

� OracleAS Web Cache の十分なメモリーの構成

� 十分なネットワーク帯域幅の確保

� 適切なネットワーク接続数の設定

� ネットワーク関連のパラメータのチューニング

� キャッシュ・ヒット率の増加

� レスポンス時間を 適にするための Web アプリケーション・サーバーと Web キャッシュ設
定の確認

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OracleAS Web Cache の使用の詳細は、『Oracle Application 
Server Web Cache 管理者ガイド』を参照してください。
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OracleAS Web Cache での 2CPU の使用
OracleAS Web Cache でのでのでのでの 2CPU の使用の使用の使用の使用
OracleAS Web Cache は 1 つまたは 2 つの CPU を 大限活用できます。OracleAS Web Cache
はメモリー内キャッシュであるため、CPU サイクルによって制限されることはほとんどありま
せん。CPU を追加しても飛躍的なパフォーマンスの向上は期待できません。ただし、プロセッ
サのスピードは非常に重要であるため、できるだけ高速な CPU を使用してください。

OracleAS Web Cache は割当て可能なメモリーの量によって制限を受けることに注意してくださ
い。メモリーを追加することにより、パフォーマンスおよびスケーラビリティを向上できます。
必要なメモリー量の詳細は、7-2 ページの「OracleAS Web Cache の十分なメモリーの構成」を
参照してください。

OracleAS Web Cache には、2 つのプロセスがあります。1 つは管理サーバー用、もう 1 つは
キャッシュ・サーバー用です。

� 管理サーバーのプロセスは、OracleAS Web Cache の構成および監視に使用されます。この
プロセスが消費する CPU 時間はごくわずかです。ただし、Oracle Enterprise Manager 10g 
Application Server Control コンソールおよび OracleAS Web Cache Manager のページで統
計を表示するとき、管理サーバー・プロセスは、関連するメトリックを取得するために
キャッシュ・サーバー・プロセスに問い合せる必要があります。統計ページに頻繁にアク
セスする、つまり統計ページのリフレッシュ頻度を高く設定すると、キャッシュ・サー
バーのパフォーマンスに影響することがあります。

� UNIX 上では、キャッシュ・サーバー・プロセスは 2 つのスレッドを使用します。1 つは着
信接続の管理用、もう 1 つはリクエストの処理用です。これにより、2CPU は OracleAS 
Web Cache の 適化を専用に行います。

Windows では、キャッシュ・サーバー・プロセスは I/O 処理のために新しいスレッドを
作成するので、4 つまでの CPU を使用できます。ただし、大部分の配置では 2CPU で十分
です。

OracleAS Web Cache をコスト効率よく実行するには、大量のメモリーを持つ高速な 2CPU の
コンピュータ上で実行します。様々な配置のシナリオの詳細は、『Oracle Application Server 
Web Cache 管理者ガイド』を参照してください。

複数の OracleAS Web Cache インスタンスを持つ Web サイトでは、各インスタンスをキャッ
シュ・クラスタの一部、またはスタンドアロン・インスタンスとして別の 2CPU のノードにイ
ンストールすることを検討してください。OracleAS Web Cache インスタンスが別のノードにあ
る場合、オペレーティング・システムの制限（特にネットワーク・スループット）を受けるこ
とが少なくなります。たとえば、2 つの別々の 2CPU のノード上に 2 つのキャッシュがある場
合、1 つの同じ 4CPU ノード上に 2 つのキャッシュがある場合よりもオペレーティング・シス
テムの制限を受けにくくなります。

他のリソースが OracleAS Web Cache と CPU の使用を競合している場合、必要な CPU の数を
決める際には当然これらのリソースの要件を考慮します。OracleAS Web Cache には別々のノー
ドが 適ですが、Web アプリケーション・サーバーの残りの部分と同じノード上で実行してい
る OracleAS Web Cache からも、パフォーマンスのメリットを得ることができます。

OracleAS Web Cache の十分なメモリーの構成の十分なメモリーの構成の十分なメモリーの構成の十分なメモリーの構成
スワッピングによってオブジェクトをキャッシュから出し入れすることを回避するために、
キャッシュに十分なメモリーを構成することが非常に重要です。一般的に、OracleAS Web 
Cache のメモリー量（ 大キャッシュ・サイズ）は 256MB 以上に設定する必要があります。

必要なメモリーの量を正確に決定するために、次の手順を実行します。

1. キャッシュするオブジェクトを決定し、2KB より小さいオブジェクトと 2KB より大きいオ
ブジェクトの数を決定します。2KB より大きいオブジェクトの平均のサイズを決定します。
予期されるピーク・ロード（同時に処理されるオブジェクトの 大数）を決定します。

これを行う方法の 1 つは、既存の Web サーバーの 1 日のログを監視して、どのオブジェク
トが頻繁に使用されるかを知ることです。ログの URL のリストから、キャッシュするド
キュメントを決定します。オブジェクトを取得して、オブジェクトの各サイズを取得しま
す。
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OracleAS Web Cache の十分なメモリーの構成
2. 必要なメモリーの量を計算します。計算方法は、OracleAS Web Cache のバージョンによっ
て異なります。

OracleAS Web Cache がオブジェクトの保存に必要とするメモリーのサイズは、オブジェク
トのサイズによって異なります。

� オブジェクトが 2KB より小さい場合、OracleAS Web Cache は HTTP 本体を保存するた
めに 2KB のバッファを使用します。

� オブジェクトが 2KB 以上の場合、OracleAS Web Cache は HTTP 本体を保存するために
8KB のバッファを使用します。たとえば、オブジェクトが 42KB の場合、OracleAS 
Web Cache は HTTP 本体を保存するために 6 つの 8KB のバッファを使用します。

� 本体のサイズにかかわらず、OracleAS Web Cache は HTTP レスポンス・ヘッダーを保
存するために 8KB を使用します。

必要な 大のメモリーを予測するには、次の式を使用します。

( X * ( 2KB + 8KB ) ) + ( Y * (( [m/8] * 8KB ) + 8KB )) + basemem

式は次のようになっています。

� Xは、2KB より小さいオブジェクトの数です。

� 2KBは、2KB より小さいオブジェクトの HTTP 本体のためのバッファ・サイズです。

� 8KBは、HTTP レスポンス・ヘッダーのバッファ・サイズです。

� Yは、2KB 以上のオブジェクトの数です。

� [m/8] は、m（2KB 以上のオブジェクトの平均サイズの KB）を 8で割った数の上限で
す。上限上限上限上限は、その数以上で、その数に も近い整数です。

� 8KBは、2KB 以上のオブジェクトの HTTP 本体のためのバッファ・サイズです。 

� 8KBは、HTTP レスポンス・ヘッダーのバッファ・サイズです。

� basememは、リクエストを処理するために OracleAS Web Cache が必要とする基本の
メモリー量です。この量は、検索キー、キャッシュ・ミスを処理するための Web アプ
リケーション・サーバーへの接続およびタイムスタンプなどの内部ファンクションの
メモリーを含みます。必要な量は、同時リクエストの数、およびリクエストが Edge 
Side Includes（ESI）を含むかどうかによって異なります。ESI は、HTML フラグメン
トのページの部分的なキャッシュを可能にするマークアップ言語です。

非 ESI リクエストでは、各同時リクエストに約 32KB のメモリーが必要です。たとえ
ば、1000 の同時リクエストをサポートするには、約 32MB のメモリーが必要です。

ESI リクエストには、各同時リクエストはおよそ次の量のメモリーが必要です。

32KB + (ESIフラグメントの数 * [8KB ～ 16KB])

より多くの ESI フラグメントを持つオブジェクトでは、各フラグメントにより多くの
メタデータが必要なため、10 以上のフラグメントを持つオブジェクトには、大きい数
値（16）を使用します。たとえば、10 の ESI フラグメントを持つオブジェクトでは、
次の計算を使用します。

32KB + (10 * [16KB]) = 192KB

つまり、10 のフラグメントからなる 1 つのオブジェクトに対して約 192KB のメモリー
が必要です。1000 の同時リクエストをサポートするには、約 192MB のメモリーが必
要です。
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OracleAS Web Cache の十分なメモリーの構成
たとえば、5000 の 2KB より小さいオブジェクト、および 2000 の 2KB 以上のオブジェクト
（平均サイズが 54KB）をキャッシュすると仮定します。これらのオブジェクトは ESI を使
用しません。500 オブジェクトを同時に処理すると予測します。 大メモリーの計算には
次の式を使用します。

(5000 * (2KB + 8KB) ) + ( 2000 * (( [54/8] * 8KB ) + 8KB )) + (500 * 32KB)

式を使用するには、次の条件が必要です。

� 小さいオブジェクトに 50,000KB。

� 大きいオブジェクトに 128,000KB。HTTP 本体には、平均サイズ 54KB の各オブジェク
トに対して 56KB（7 つの 8KB バッファ）が必要です。HTTP レスポンス・ヘッダーで
は、各オブジェクトに 8KB 必要です。

� 500 の同時リクエストを処理するには約 16,000KB の基本のメモリー量を必要とします。

これにより、194,000KB のメモリーが必要であることが予測されます。

3. OracleAS Web Cache を構成し、 大キャッシュ・サイズとして式の結果を指定します。結
果はあくまでも予測であることに注意してください。

大キャッシュ・サイズを指定するには、次の手順に従います。

a. Application Server Control コンソールを使用して、Web Cache ホーム・ページにナビ
ゲートします。

b. Web Cache ホーム・ページで「管理管理管理管理」タブをクリックし、「管理」ページを表示しま
す。

c. 「管理」ページで「リソース制限とタイムアウトリソース制限とタイムアウトリソース制限とタイムアウトリソース制限とタイムアウト」をクリックし、「リソース制限とタ
イムアウト」ページを表示します。

d. キャッシュ・メモリーキャッシュ・メモリーキャッシュ・メモリーキャッシュ・メモリー (MB) フィールドで、式の結果を入力します。

e. 「OK」をクリックします。

f. プロンプトが表示されたら、OracleAS Web Cache を再起動します。

4. シミュレーションのロードまたは実際のロードを行うには、キャッシュを監視して、実際
にどの程度のメモリーが使用されるかを確認します。

OracleAS Web Cache が起動するときは、キャッシュは空です。有効であることを監視する
ために、キャッシュがすべて移入されていることを確認してください。すなわち、指定さ
れている数のオブジェクトをキャッシュするために、キャッシュが十分なリクエストを受
け取っているかを確認します。

Application Server Control コンソールの OracleAS Web Cache ホーム・ページでは、現在
のメモリー使用量および 大のメモリー使用量についての情報を提供します。次のメト
リックに注意してください。

� 「キャッシュ・サイズキャッシュ・サイズキャッシュ・サイズキャッシュ・サイズ」では、現在のキャッシュの論理サイズを示します。これは
キャッシュ内の有効なオブジェクトのサイズです。たとえば、キャッシュが 2 つのオ
ブジェクト（3KB と 50KB）を含んでいる場合、キャッシュ内のオブジェクトのサイキャッシュ内のオブジェクトのサイキャッシュ内のオブジェクトのサイキャッシュ内のオブジェクトのサイ
ズズズズは 2 つのファイルの合計である 53KB になります。 

� 「キャッシュ・サイズ制限キャッシュ・サイズ制限キャッシュ・サイズ制限キャッシュ・サイズ制限」では、「リソース制限とタイムアウト」ページに指定され
ている 大のキャッシュ・サイズが示されます。 

注意注意注意注意 : 特定のオブジェクトをキャッシュするように指定しても、すべて
のオブジェクトが同時にキャッシュされるわけではありません。リクエス
ト済で有効のオブジェクトのみがキャッシュされます。その結果、特定の
パーセンテージのオブジェクトのみが常にキャッシュに保存されていま
す。前出の式から導き出される 大メモリーの量を必要としない場合もあ
ります。
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OracleAS Web Cache Manager の「Web Cache Statistics」ページ（「Monitoring」→「Web 
Cache Statistics」）では、これに相当する情報が「Cache Overview」表に提供されます。
さらに、このページには次の 2 つの統計が含まれます。

� 「Current Allocated Memory」には、キャッシュの物理サイズが表示されます。これ
は、キャッシュの保存および処理用に OracleAS Web Cache によって割り当てられた
データ・メモリーの量です。この数字は、常にオペレーティング・システムの統計に
よって示される処理サイズよりも小さくなります。これは、他のユーザー・プロセス
と同様に、OracleAS Web Cache プロセスもメモリーを指示記憶域、スタック・デー
タ、スレッド、ライブラリ・データのような他の方法で消費するためです。

� 「Current Action Limit」は、「Configured Maximum Cache Size」の 95% です。この
数字は通常「Current Allocated Memory」よりも大きくなります。

「Current Allocated Memory」が「Current Action Limit」よりも大きい場合、OracleAS 
Web Cache は割り当てられているが使用されていないメモリーの使用を開始します。また、
メモリーを解放するためにガベージ・コレクションを開始する場合もあります。ガベー
ジ・コレクションの実行中に、OracleAS Web Cache は、 大のキャッシュ・サイズを超え
ずに、新しい HTTP レスポンスのために頻繁に使用される有効なオブジェクトの領域を確
保できるように、使用頻度が低く、有効性の低いオブジェクトを削除します。

「Current Allocated Memory」が「Current Action Limit」に近いかまたはそれより大きい
場合、 大キャッシュ・サイズを増加してスワップによるオブジェクトのキャッシュから
の出し入れを回避します。Application Server Control コンソールの「リソース制限とタイ
ムアウト」ページ（Web Cache ホーム・ページホーム・ページホーム・ページホーム・ページ→「管理管理管理管理」タブ→「プロパティプロパティプロパティプロパティ」→「Web 
Cache」→「リソース制限とタイムアウトリソース制限とタイムアウトリソース制限とタイムアウトリソース制限とタイムアウト」）を使用して、 大キャッシュ・サイズを増や
します。

十分なネットワーク帯域幅の確保十分なネットワーク帯域幅の確保十分なネットワーク帯域幅の確保十分なネットワーク帯域幅の確保
OracleAS Web Cache を使用している場合、各ノードがスループットのロードに適合するだけの
ネットワーク帯域幅を持っていることを確認してください。そうでない場合、OracleAS Web 
Cache に追加容量があるにもかかわらず、ネットワークが飽和状態になります。たとえば、ア
プリケーションが 1 秒間に 100 メガビット以上のデータを生成する場合、10/100 Megabit 
Ethernet は飽和状態になることがあります。

ネットワークが飽和状態になった場合、10/100 Megabit Ethernet ではなく、Gigabit Ethernet
の使用を検討してください。Gigabit Ethernet では、ネットワークの競合、再送信、帯域幅の不
足を回避するための も効率的な配置シナリオを提供します。さらに、2 つの異なるネット
ワーク・カードを使用することを検討してください。1 つはクライアント・リクエストの受信
用、もう 1 つはキャッシュから Web アプリケーション・サーバーへのリクエスト用です。

システムの監視によって、スループットが予期したよりも低く、ネットワークが有効活用され
ていないことがわかった場合、CPU が飽和状態に達していないかを確認してください。

適切なネットワーク接続数の設定適切なネットワーク接続数の設定適切なネットワーク接続数の設定適切なネットワーク接続数の設定
OracleAS Web Cache サーバーに対して、適切な数の 大接続数の制限を指定することが重要で
す。この数が大きすぎると、パフォーマンスに影響し、その結果レスポンス時間が長くなりま
す。低すぎる値を設定すると、処理されるリクエストの数が減ります。レスポンス時間と同時
に処理するリクエストの数のバランスを取ってください。

適切な数を決定するには、次の要因について考慮してください。

� 同時にサービスするクライアントの 大数。

� オブジェクトの平均サイズおよびオブジェクトごとの平均リクエスト数。

� ネットワーク帯域幅。一度に送信できるデータの量は、ネットワーク帯域幅によって制限
されます。詳細は、7-5 ページの「十分なネットワーク帯域幅の確保」を参照してくださ
い。
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適切なネットワーク接続数の設定
� キャッシュ・ミスの割合。キャッシュ・ミスが生じると、Web アプリケーション・サー
バーに転送されます。これらのリクエストは、追加のネットワーク帯域幅を消費し、特に
キャッシュ・ミスのリクエストの比率が高い場合はレスポンス時間が長くなります。

� オブジェクトの処理速度。オブジェクトの処理速度を測定するには、ttcpなどのネット
ワーク監視ユーティリティを使用します。

� キャッシュ・クラスタ環境を持っている場合、キャッシュ・クラスタ・メンバーの容量。
容量は、他のキャッシュ・クラスタ・メンバーからの着信接続要求を反映します。
Application Server Control コンソールの「クラスタ・メンバーとプロパティ」ページ
（Web Cache ホーム・ページホーム・ページホーム・ページホーム・ページ→「管理管理管理管理」タブ→「クラスタ・プロパティクラスタ・プロパティクラスタ・プロパティクラスタ・プロパティ」→「メンバーとメンバーとメンバーとメンバーと
プロパティプロパティプロパティプロパティ」）を使用して、クラスタ・メンバーの容量を設定します。

オペレーティング・システムおよび OracleAS Web Cache などで提供される様々なツールを使
用して、 大接続数を決定します。たとえば、netstat -aコマンドを使用すると、確立され
ている接続数を確認できます。また、ttcpユーティリティでは、オブジェクトが処理される速
度を測定できます。Application Server Control コンソールの「Web Cache パフォーマンスペー
ジ（Web Cache ホーム・ページホーム・ページホーム・ページホーム・ページ→「パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス」タブ）では、ヒットおよびミスの統計を
提供します。

着信接続要求の 大数を設定するには、次の手順に従います。

1. Application Server Control コンソールを使用して、Web Cache ホーム・ページにナビゲー
トします。

2. Web Cache ホーム・ページで「管理管理管理管理」タブをクリックし、「管理」ページを表示します。

3. 「管理」ページで「リソース制限とタイムアウトリソース制限とタイムアウトリソース制限とタイムアウトリソース制限とタイムアウト」をクリックし、「リソース制限とタイム
アウト」ページを表示します。

4. 「 大着信接続数大着信接続数大着信接続数大着信接続数」フィールドで、新しい値を入力します。

5. 「OK」をクリックします。

6. プロンプトが表示されたら、OracleAS Web Cache を再起動します。

無理に高い値を設定しないようにしてください。OracleAS Web Cache がそれらの接続用に一部
のリソースを確保するため、パフォーマンスに悪影響を及ぼします。UNIX システムでは、通
常 5000 の接続数が適切な数値です。

UNIX プラットフォームでの接続プラットフォームでの接続プラットフォームでの接続プラットフォームでの接続
ほとんどの UNIX プラットフォームでは、各クライアント接続は異なるファイル記述子を必要
とします。OracleAS Web Cache サーバーは、起動時にファイル記述子の 大数の確保を試みま
す。実行可能 webcachedを rootで実行する場合、この値を増加できます。たとえば Solaris
オペレーティング・システムでは、rlim_fd_maxパラメータを設定することにより、ファイ
ル記述子の 大数を増加できます。webcachedを root以外で実行した場合、OracleAS Web 
Cache サーバーはエラー・メッセージ・ログを記録し、起動は失敗します。

Windows での接続での接続での接続での接続
Windows では、ファイル・ハンドルおよびソケット・ハンドルは、利用可能なカーネル・リ
ソースのみ、つまりページおよび非ページのプール・サイズのみによって制限されています。
ただし、アクティブな TCP/IP 接続の数は、システムがオープンできる TCP ポートの数によっ
て制限されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : クライアント接続に使用するファイル記述子の 大数を
OracleAS Web Cache で計算する方法は、『Oracle Application Server Web 
Cache 管理者ガイド』を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OracleAS Web Cache と TCP 制限の詳細は、『Oracle Application 
Server Web Cache 管理者ガイド』を参照してください。
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ネットワーク関連のパラメータのチューニング
ネットワーク関連のパラメータのチューニングネットワーク関連のパラメータのチューニングネットワーク関連のパラメータのチューニングネットワーク関連のパラメータのチューニング
ネットワーク接続数以外では、OracleAS Web Cache、Web アプリケーション・サーバー、およ
びオペレーティング・システムのその他のネットワーク関連のパラメータが、レスポンス時間
に影響します。多くの場合、デフォルトの設定で問題ありません。

レスポンス時間が長い場合、この項の説明に従って、接続に影響する OracleAS Web Cache、
Web アプリケーション・サーバー、およびオペレーティング・システムのパラメータをチュー
ニングします。

OracleAS Web Cache の場合、Application Server Control コンソールの「リソース制限とタイ
ムアウト」ページ（Web Cache ホーム・ページホーム・ページホーム・ページホーム・ページ→「管理管理管理管理」タブ→「プロパティプロパティプロパティプロパティ」→「Web 
Cache」→「リソース制限とタイムアウトリソース制限とタイムアウトリソース制限とタイムアウトリソース制限とタイムアウト」）で、次の設定の値を確認します。

� キープ・アライブのタイムアウトキープ・アライブのタイムアウトキープ・アライブのタイムアウトキープ・アライブのタイムアウト : OracleAS Web Cache がブラウザにレスポンスを送信し
た後に、ネットワーク接続がオープンになっている時間の長さ。キープ・アライブによっ
て HTTP クライアントは、複数のリクエストを同じネットワーク接続を使用して OracleAS 
Web Cache に送信できます。デフォルトでは、接続は 5 秒間オープンになります。これは、
通常、ブラウザが同じ接続を使用して OracleAS Web Cache からのレスポンスを処理する
ために十分な時間です。 

ブラウザと OracleAS Web Cache との間のネットワークが遅い場合、タイムアウトを 30 秒
などに増やすことを検討します。

次のエラーが表示された場合は、OracleAS Web Cache の 大着信接続数を増やすか、
「キープ・アライブのタイムアウトキープ・アライブのタイムアウトキープ・アライブのタイムアウトキープ・アライブのタイムアウト」の値を小さくします。

11313: The cache server reached the maximum number of allowed incoming connections. 
Listening is temporarily suspended.

ストレス・テスト中など、ロードが大きく、クライアントが継続的に 1 つのリクエストを
送信した後切断する場合は、「キープ・アライブのタイムアウトキープ・アライブのタイムアウトキープ・アライブのタイムアウトキープ・アライブのタイムアウト」を 0 に設定します。この
値によって OracleAS Web Cache は、リクエストが完了するとすぐに接続をクローズし、
リソースを解放します。

� オリジナル・サーバー・タイムアウトオリジナル・サーバー・タイムアウトオリジナル・サーバー・タイムアウトオリジナル・サーバー・タイムアウト : Web アプリケーション・サーバーが OracleAS Web 
Cache へのレスポンスを生成する時間の長さ。Web アプリケーション・サーバーまたはプ
ロキシ・サーバーがこの時間内にレスポンスを生成できない場合、OracleAS Web Cache に
よってブラウザにネットワーク・エラー・ページが送信されます。 

通常、この値は、Web アプリケーション・サーバーによってサービスされる も遅いオブ
ジェクトのレスポンス時間と同一にする必要があります。値が小さすぎる場合、実行時間
が長いリクエストではレスポンスが完了する前にタイムアウトになります。値が大きすぎ
る場合、Web アプリケーション・サーバーがなんらかの理由でハングしたときに、
OracleAS Web Cache が別の Web アプリケーション・サーバーにフェイルオーバーする時
間が長くなります。

Web アプリケーション・サーバーの場合、Web アプリケーション・サーバーの構成ファイル
（httpd.conf）で次の設定値を確認します（これらの特定のパラメータ名は Oracle HTTP 
Server に固有の名前です）。

� KeepAlive: 永続的な接続を許容するかどうか。永続的な接続を使用すると、クライアン
トは同じ接続から複数の後続のリクエストを送信できます。 

KeepAliveが有効になっていることを確認します。これによって、接続を一度確立した
後、同じクライアントからの後続のリクエストのためにオープンしておけるので、パ
フォーマンスが向上します。

� KeepAliveTimeout: 同じクライアントからの次のリクエストを待って接続をオープンの
ままにしておく時間。リクエストが主に OracleAS Web Cache からの場合は、この値を高
い値に設定できます。適切な値は 30 秒です。 

� MaxKeepAliveRequests: 永続的な接続の間に許可するリクエストの 大数。0 に設定す
ると無制限のリクエストが許可されます。 

� MaxClients: Web アプリケーション・サーバーに同時に接続できるクライアントの 大
数。 
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キャッシュ・ヒット率の増加
KeepAliveが Web アプリケーション・サーバーに対して有効になっている場合、より多
くの同時 httpd サーバー・プロセスが必要になる可能性があり、MaxClientsディレク
ティブを高い値に設定する必要がある場合があります。

クライアント・リクエストのレスポンス時間が短い場合、MaxClientsを小さい値に設定
することによってパフォーマンスを向上できる可能性があります。ただし、この値に達し
たときには、追加のプロセスは作成されず、その他のリクエストが失敗します。

Web アプリケーション・サーバーの MaxClients制限には、Application Server Control
コンソールの「オリジナル・サーバー」ページ（Web Cache ホーム・ページホーム・ページホーム・ページホーム・ページ→「管理管理管理管理」タ
ブ→「プロパティプロパティプロパティプロパティ」→「アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション」→「オリジナル・サーバーオリジナル・サーバーオリジナル・サーバーオリジナル・サーバー」）で設定される
Web アプリケーション・サーバーの容量よりも大きいか、それと等しい値を設定します。

オペレーティング・システムの場合、TCP の待機時間設定を確認します。この設定は、オペ
レーティング・システムがポートを保持し、新しい接続がその同じポートを使用できないよう
にする時間の長さを制御します。

Solaris オペレーティング・システムでは、たとえば、次のコマンドを使用して tcp_time_
wait_interval設定を確認します。

ndd -get /dev/tcp tcp_time_wait_interval

Windows 2000 では、たとえば、次のレジストリ・キーの TcpTimeWaitDelayパラメータの
値を確認します。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Services¥Tcpip¥Parameters

この設定は、通常、ストレス・テストの間に 1 つのクライアント・コンピュータからより多く
の TCP/IP 接続を継続してオープンする場合のみの問題です。この状況では、TCP の待機時間
設定を小さくします。実際の配置では、1 つのクライアントが多数の接続を生成することはほ
とんどないので、これが問題になることはあまりありません。

キャッシュ・ヒット率の増加キャッシュ・ヒット率の増加キャッシュ・ヒット率の増加キャッシュ・ヒット率の増加
キャッシュ・ヒットキャッシュ・ヒットキャッシュ・ヒットキャッシュ・ヒットは、キャッシュに保存されているオブジェクトで対応できる、Web ブラウ
ザによるリクエストです。キャッシュ・ミスキャッシュ・ミスキャッシュ・ミスキャッシュ・ミスは、キャッシュに保存されているオブジェクトで
対応できず、Web アプリケーション・サーバーに転送する必要がある、Web ブラウザによるリ
クエストです。

キャッシュ・ミスに対するキャッシュ・ヒットの比率が低い場合、次の方法でキャッシュ・
ヒット率を上げることを検討してください。

� Cookie と URL パラメータを使用してキャッシュ・ヒット率を上げます。

OracleAS Web Cache は、Cookie またはヘッダーのリクエストに基づいて、同じ URL を持
つオブジェクトの異なるバージョンをキャッシュできます。これらの機能を使用するには、
オブジェクトを識別する Cookie またはヘッダーの作成など、いくつかの簡単な変更をアプ
リケーションに行う必要がある場合もあります。

一方、いくつかのアプリケーションでは、いくつかの意味のない URL パラメータが含まれ
るために、本質的に同じコンテンツが異なる URL になる場合があります。オブジェクトを
完全な URL でキャッシュする場合、キャッシュ・ミスに対するキャッシュ・ヒットの比率
は低くなります。OracleAS Web Cache を、区別する必要のない URL パラメータ値を無視
するように構成できます。これによって、1 つのオブジェクトを異なる URL に対して
キャッシュでき、キャッシュ・ヒット率が大幅に高まります。

一連のオブジェクトには、コンテンツがほとんど同じでも、完全に同一ではないものがあ
ります。たとえば、ページに、セッション固有の値を持つ同じ URL パラメータで構成され
たハイパーリンクが含まれる場合や、ウェルカム・メッセージやショッピング・カートの
合計など、ページ・テキストにパーソナライズされた文字列が含まれる場合があります。
埋込み URL パラメータやパーソナライズされた文字列のプレースホルダを持つオブジェク
トの 1 つのコピーを保存し、そのオブジェクトをクライアントにサービスするときに適切
な値をプレースホルダに動的に置き換えるように、OracleAS Web Cache を構成できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 5-8 ページの「Oracle HTTP Server ディレクティブの構成」
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キャッシュ・ヒット率の増加
複数のバージョンのオブジェクト、セッション、URL パラメータ値の無視、およびシンプ
ル・パーソナライズの詳細は、『Oracle Application Server Web Cache 管理者ガイド』の第
2 章「キャッシュの概要」を参照してください。

� リダイレクションを使用してエントリ・オブジェクトをキャッシュします。

通常セッション確立を必要とする、「/」などの使用頻度の高いサイトのエントリ・オブ
ジェクトでは、セッションを確立すると、セッションを確立していないすべての新しい
ユーザーに対してそのオブジェクトを事実上キャッシュ不可にします。セッション確立を
保持しながらこれらのオブジェクトをキャッシュするには、次のいずれかを実行します。

– すべての初期リクエストに対してセッション確立を提供する空白のページを作成し、
実際に使用頻度の高いオブジェクトにリダイレクトします。使用頻度の高いオブジェ
クトに対する後続のリダイレクトされたリクエストによりセッションを指定し、その
オブジェクトをキャッシュから提供できます。

– JavaScript を使用して、使用頻度の高いオブジェクトに対してセッション Cookie を設
定します。

セッション確立を必要とするオブジェクトに対するキャッシング・ルールの構成の詳細は、
『Oracle Application Server Web Cache 管理者ガイド』の第 12 章「キャッシング・ルール
の作成」を参照してください。

� 可能な場合はページの部分的なキャッシュを使用します。

OracleAS Portal によって生成されるページなど多数の Web オブジェクトは、一意の
キャッシュ・プロパティを持つフラグメントで構成されています。これらのページについ
ては、完全なページのキャッシュは適切ではありません。ただし、OracleAS Web Cache
は、Edge Side Includes（ESI）を使用したページの部分的なキャッシュを提供します。ESI
を使用すると、各 Web ページをテンプレートと複数のフラグメントに分割できます。さら
にそれをテンプレートと下位レベルのフラグメントに分割することもできます。各フラグ
メントまたはテンプレートは個別に保存および管理され、完全なページは、リクエスト時
に基礎となるフラグメントから組み立てられます。フラグメントは異なるテンプレートで
共有でき、共通するフラグメントの重複によりキャッシュ領域を無駄に使用することはあ
りません。共有によって、フラグメントの期限切れ時に必要な更新回数を大幅に削減でき
ます。

アプリケーションによっては、フラグメントの更新のほうが、完全なページの更新よりも
コストがかからない場合があります。さらに、各テンプレートまたはフラグメントには、
期限切れ、検証、無効化などの独自のキャッシュ・ポリシーを設定できます。これによっ
て、いくつかのフラグメントがキャッシュされない場合や短期間しかキャッシュされない
場合でも、完全な Web ページの各フラグメントをできるだけ長くキャッシュできます。

� パーソナライズされたページのキャッシュ・ミスに対するキャッシュ・ヒットの比率を改
善するために ESI 変数を使用します。

パーソナライズされた情報が Web ページに表示され、各ユーザーに固有の Web ページに
なることがよくあります。たとえば、多数の Web ページに、アプリケーション・セッショ
ン ID を埋め込んだ多くのハイパーリンクが含まれています。これを解決するには、変数を
持つ ESI ページを作成します。変数は、リクエスト情報またはレスポンス情報の様々な部
分に解決できるため、テンプレートおよびフラグメントの一意性を大幅に軽減できます。
これにより、キャッシュ・ミスに対するキャッシュ・ヒットの比率が向上します。
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レスポンス時間を最適にするためのレスポンス時間を最適にするためのレスポンス時間を最適にするためのレスポンス時間を最適にするための Web アプリケーション・アプリケーション・アプリケーション・アプリケーション・
サーバーとサーバーとサーバーとサーバーと Web キャッシュ設定の確認キャッシュ設定の確認キャッシュ設定の確認キャッシュ設定の確認

Web アプリケーション・サーバーまたはキャッシュを適切に構成していない場合、レスポンス
時間が予期したよりも長くなることがあります。この項は、この章で説明した大部分の情報の
要約です。

Web アプリケーション・サーバーのレスポンスが予期したより遅い場合や、Web アプリケー
ション・サーバーが容量に達したためにキャッシュからのリクエストに応答しない場合、Web
アプリケーション・サーバーおよび OracleAS Web Cache 設定を確認します。

初に、次の項目を確認します。

� キャッシング・ルール : 適切なオブジェクトをキャッシュしていることを確認します。
キャッシュする必要があるがキャッシュされていない、使用頻度の高いオブジェクトがあ
りませんか。Application Server Control コンソールの「ポピュラーなリクエスト」ページ

（Web Cache ホーム・ページホーム・ページホーム・ページホーム・ページ→「パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス」→「すべてのサイトすべてのサイトすべてのサイトすべてのサイト」→「ポピュラーポピュラーポピュラーポピュラー
なリクエストなリクエストなリクエストなリクエスト」）を使用して、 もよく使用されているリクエストの一覧を調べ、それらの
オブジェクトがキャッシュされているかどうかを確認します。また、キャッシュ・ミスに
対するキャッシュ・ヒットの比率の増加の情報は、7-8 ページの「キャッシュ・ヒット率の
増加」を参照してください。

� キャッシング・ルールの優先順位ランキング : 頻繁にアクセスされるキャッシュ不可のオブ
ジェクトに、キャッシュ可能なオブジェクトよりも高い優先順位を指定します。頻繁にア
クセスされるキャッシュ可能なオブジェクトに低い優先順位を指定します。キャッシン
グ・ルールの解析は、多数のルールが定義された場合、コストが高くなる可能性があるこ
とに注意してください。

� 圧縮 : ネットワークがクライアントのボトルネックになっている場合、キャッシュするとき
にオブジェクトを圧縮すると、圧縮されたオブジェクトはサイズが小さくなるため、ネッ
トワーク上の輻輳が軽減されます。

次の項目を確認します。

� Web アプリケーション・サーバー構成、特に MaxClients、KeepAlive、
KeepAliveTimeoutおよび MaxKeepAliveRequestsの設定。 

Web アプリケーション・サーバーの MaxClients制限には、Application Server Control
コンソールの「オリジナル・サーバー」ページ（Web Cache ホーム・ページホーム・ページホーム・ページホーム・ページ→「管理管理管理管理」タ
ブ→「プロパティプロパティプロパティプロパティ」→「アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション」→「オリジナル・サーバーオリジナル・サーバーオリジナル・サーバーオリジナル・サーバー」）で設定される
Web アプリケーション・サーバーの容量よりも大きいか、それと等しい値を設定します。

詳細は、7-7 ページの「ネットワーク関連のパラメータのチューニング」を参照してくださ
い。

� Application Server Control コンソールの「オリジナル・サーバー」ページ（Web Cache
ホーム・ページホーム・ページホーム・ページホーム・ページ→「管理管理管理管理」タブ→「プロパティプロパティプロパティプロパティ」→「アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション」→「オリジナオリジナオリジナオリジナ
ル・サーバール・サーバール・サーバール・サーバー」）を使用して設定する Web アプリケーション・サーバーの容量。Web アプ
リケーション・サーバーの容量の設定の詳細は、『Oracle Application Server Web Cache 管
理者ガイド』の第 8 章「設定と構成」を参照してください。

Web アプリケーション・サーバーの負荷が依然として予期したよりも高い場合、キャッシュが
リクエストを処理できず、より多くのリクエストを Web アプリケーション・サーバーにルー
ティングしている可能性があります。Application Server Control コンソールで、次の OracleAS 
Web Cache 設定を確認します。

� キャッシュ接続の数。「リソース制限とタイムアウト」ページ（Web Cache ホーム・ペーホーム・ペーホーム・ペーホーム・ペー
ジジジジ→「管理管理管理管理」タブ→「プロパティプロパティプロパティプロパティ」→「Web Cache」→「リソース制限とタイムアウトリソース制限とタイムアウトリソース制限とタイムアウトリソース制限とタイムアウト」）
で、「 大着信接続数大着信接続数大着信接続数大着信接続数」を確認します。詳細は、7-5 ページの「適切なネットワーク接続数
の設定」を参照してください。

� キャッシュのメモリー・サイズ。「リソース制限とタイムアウト」ページ（Web Cache
ホーム・ページホーム・ページホーム・ページホーム・ページ→「管理管理管理管理」タブ→「プロパティプロパティプロパティプロパティ」→「Web Cache」→「リソース制限とタリソース制限とタリソース制限とタリソース制限とタ
イムアウトイムアウトイムアウトイムアウト」）で、「キャッシュ・メモリー制限キャッシュ・メモリー制限キャッシュ・メモリー制限キャッシュ・メモリー制限」を確認します。詳細は、7-2 ページの

「OracleAS Web Cache の十分なメモリーの構成」を参照してください。
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� キャッシュ・クラスタの容量。キャッシュ・クラスタでは、クラスタの容量が低い場合、
キャッシュが、指定された間隔でピア・キャッシュから所有コンテンツに対するレスポン
スを受信できない可能性があります。その結果、リクエストは Web アプリケーション・
サーバーに送信されます。「クラスタ・メンバーとプロパティ」ページ（Web Cache ホーホーホーホー
ム・ページム・ページム・ページム・ページ→「管理管理管理管理」タブ→「クラスタ・プロパティクラスタ・プロパティクラスタ・プロパティクラスタ・プロパティ」→「メンバーとプロパティメンバーとプロパティメンバーとプロパティメンバーとプロパティ」）で、

「容量容量容量容量」を確認します。キャッシュ・クラスタ・メンバーの容量の設定の詳細は、『Oracle 
Application Server Web Cache 管理者ガイド』の第 10 章「キャッシュ・クラスタの設定」
を参照してください。

Web アプリケーション・サーバーおよび OracleAS Web Cache に対する設定が適切になってい
るが、レスポンス時間が予期したよりも長い場合は、特に次のシステム・リソースを確認しま
す。

� ネットワーク帯域幅。詳細は、7-5 ページの「十分なネットワーク帯域幅の確保」を参照し
てください。

� CPU 使用量。詳細は、7-2 ページの「OracleAS Web Cache での 2CPU の使用」を参照して
ください。
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PL/SQL のパフォーマンスの最適化のパフォーマンスの最適化のパフォーマンスの最適化のパフォーマンスの最適化

この章では、Web アプリケーションの PL/SQL パフォーマンスの向上に関する情報の参照先に
ついて説明します。大部分の情報は、『Oracle Application Server mod_plsql ユーザーズ・ガイ
ド』に記載されています。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 『Oracle Application Server mod_plsql ユーザーズ・ガイド』（PL/SQL
パフォーマンスの 適化について）

� 付録 A「パフォーマンス・メトリック」（mod_plsqlメトリックスの
詳細について）

� 『Oracle HTTP Server 管理者ガイド』（DAD パラメータの詳細につい
て）

� 『Oracle Application Server PL/SQL Web Toolkit リファレンス』
（Oracle データベース・サーバーに格納されている PL/SQL プロシー
ジャとして、Web アプリケーションの開発を可能にする PL/SQL 
Web Toolkit について）
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アプリケーションへアプリケーションへアプリケーションへアプリケーションへのののの DMS のインストルメントのインストルメントのインストルメントのインストルメント

Oracle Dynamic Monitoring Service（DMS）を使用すると、アプリケーション開発者、サポー
ト・アナリスト、システム管理者およびその他のユーザーは、アプリケーション固有のパ
フォーマンス情報を測定できます。この章では DMS について説明し、DMS を使用した Oracle 
Application Server Java アプリケーションへのインストルメント方法について、サンプルのア
プリケーションを使用して示します。

この章には、次の項目が含まれています。

� DMS パフォーマンス・メトリックについて

� DMS インストルメントの Java アプリケーションへの追加

� DMS メトリックを使用したアプリケーションの検証とテスト

� DMS のセキュリティの考慮事項

� DMS Sensor Weight を使用した条件付きインストルメント

� DMS メトリックのファイルへのダンプ

� Sensor のリセットと破棄

� DMS コーディングの推奨事項

� DMS の精度を上げるための高分解能クロックの使用

注意注意注意注意 : Oracle Application Server には、組込みメトリックがいくつか用意
されています。DMS を使用してアプリケーションのインストルメントを
行うと、この組込みメトリックのセットに新しいメトリックが追加されま
す。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 付録 A「パフォーマンス・メトリック」
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DMS パフォーマンス・メトリックについてパフォーマンス・メトリックについてパフォーマンス・メトリックについてパフォーマンス・メトリックについて
ダイナミック・モニタリング・サービス（DMS）API を使用すると、Oracle Application 
Server アプリケーションにパフォーマンス・インストルメントを追加できます。実行時、DMS
は DMS メトリックと呼ばれるパフォーマンス情報を収集します。開発者、システム管理者お
よびサポート・アナリストは、この情報を利用してシステム・パフォーマンスを分析したり、
システムの状態を監視できます。

この項には、次の項目が含まれています。

� アプリケーションへの DMS メトリックのインストルメント

� DMS メトリックの監視

� DMS 用語の説明（Noun および Sensor）

� DMS ネーミング規則

アプリケーションへのアプリケーションへのアプリケーションへのアプリケーションへの DMS メトリックのインストルメントメトリックのインストルメントメトリックのインストルメントメトリックのインストルメント
DMS インストルメントインストルメントインストルメントインストルメントとは、アプリケーション・コードに DMS コールを挿入する処理のこと
です。DMS API を使用すれば、簡単かつ効率的にアプリケーションでパフォーマンス情報を測
定、収集および保存できます。

DMS メトリックを作成する場合、アプリケーション開発者は、イベントが発生するタイミン
グ、重要な時間隔の開始と終了、および事前に処理済の値が変更されるタイミングなどを DMS
に通知するコールを追加します。実行時、DMS はメトリックをメモリーに格納し、ユーザーが
そのメトリックを保存または表示できるようにします。

Oracle Application Server には、組込み DMS メトリックが含まれています。アプリケーション
に DMS コールを追加することで、この組込みメトリックのセットは拡張されます。DMS コー
ルをアプリケーションにインストルメントする場合は、組込みメトリックで使用されている
API と同じ API を使用します。また、収集したメトリックを保存して表示するには、組込みメ
トリックで使用されているものと同じ監視ツールを使用します。

DMS メトリックの監視メトリックの監視メトリックの監視メトリックの監視
DMS メトリックの監視とは、パフォーマンス・メトリックを取得する処理のことです。アプリ
ケーションの実行時、DMS はメトリックをメモリーに格納します。これにより、ユーザーはコ
ンソールでメトリックを表示したり、Web ブラウザを使用してメトリックを表示できます。

Oracle Application Server には、dmstoolや AggreSpyサーブレットなどの、DMS メトリッ
クを表示したり保存するためのランタイム・ツールが用意されています。

例 9-1 は、dmstoolを使用して出力されるメトリックのセットを示しています。

例例例例 9-1 dmstool を使用したを使用したを使用したを使用した dmsDemo のサンプル・メトリックのセットのサンプル・メトリックのセットのサンプル・メトリックのセットのサンプル・メトリックのセット

computeSeries.active:    0    threads
computeSeries.avg:    5931.7    msecs
computeSeries.completed:    20    ops
computeSeries.maxActive:    1    threads
computeSeries.maxTime:    57086    msecs
computeSeries.minTime:    2    msecs
computeSeries.time:    118634    msecs
lastComputed.value:    184756
loops.count:    4325    ops

注意注意注意注意 : OC4J を含む Oracle Application Server コンポーネントには、いく
つかの定義済メトリックが用意されています。定義済メトリックの一覧
は、付録 A「パフォーマンス・メトリック」を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 9-8 ページの「DMS インストルメントの Java アプリケーショ
ンへの追加」
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timeStamp.ts:    1091035411174    milliseconds

Host:    system1
Name:    BasicBinomial
Parent:    /dmsDemo
Process:    home:OC4J:3301:6004
iasInstance:    10g2.tv.us.oracle.com
uid:    2109472775

DMS 用語の説明（用語の説明（用語の説明（用語の説明（Noun およびおよびおよびおよび Sensor））））
この項では、DMS を使用するために理解する必要がある用語について説明します。図 9-1 は、
この章で説明するデモ・アプリケーションのメトリックと例 9-1 に示すメトリックに対応する、
DMS メトリックのセットの構成を示したものです。

この項には、次の項目が含まれています。

� DMS メトリック

� DMS Sensor

� DMS Noun

� DMS オブジェクトの関係

図図図図 9-1 dmsDemo アプリケーションのサンプル・メトリックの構成アプリケーションのサンプル・メトリックの構成アプリケーションのサンプル・メトリックの構成アプリケーションのサンプル・メトリックの構成

DMS メトリックメトリックメトリックメトリック
DMS メトリックは、開発者、システム管理者およびサポート・アナリストが、システム・パ
フォーマンスを分析したりシステムの状態を監視するために使用するパフォーマンス情報を追
跡します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 第 2 章「Oracle Application Server の監視」
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DMS Sensor
DMS Sensor は、パフォーマンス・データを測定します。DMS は Sensor によってメトリック
のセットを定義および収集します。メトリックには、常に Sensor に含まれるものと任意で含ま
れるものがあります。

DMS PhaseEvent Sensor  DMS PhaseEvent Sensor は、コード内の特定セクションの開始から終了
までにかかる時間を測定します。PhaseEvent Sensor を使用すると、あるメソッドまたはコー
ド・ブロックの処理にかかる時間を追跡することができます。

DMS では、PhaseEvent Sensor の処理にかかる平均時間、 大時間および 小時間など、
PhaseEvent に関連するオプションのメトリックを計算できます。

表 9-1 は、PhaseEvent Sensor で使用可能なメトリックを説明したものです。

DMS Event Sensor  DMS Event Sensor は、システム・イベントをカウントします。継続時間の短
いシステム・イベントや、継続時間よりも発生ポイントが重要なシステム・イベントを追跡す
る場合は、DMS Event Sensor を使用します。

表 9-2 は、Event Sensor に関連するメトリックを説明したものです。

表表表表 9-1 DMS PhaseEvent Sensor のメトリックのメトリックのメトリックのメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明

sensor_name.time フェーズ sensor_nameの処理にかかった合計時間を示します。

デフォルトのメトリック : timeは、PhaseEvent Sensor のデフォル

トのメトリックです。

sensor_name.completed プロセス開始以降、完了したフェーズ sensor_nameの回数を示し

ます。

オプションのメトリック

sensor_name.minTime completedの回数分繰り返されたフェーズ sensor_nameの中で、

短処理時間を示します。

オプションのメトリック

sensor_name.maxTime completedの回数分繰り返されたフェーズ sensor_nameの中で、

長処理時間を示します。

オプションのメトリック

sensor_name.avg フェーズ sensor_nameの平均処理時間を、（合計時間）/（フェー

ズが完了した回数）として計算します。

オプションのメトリック

sensor_name.active DMS 統計の収集時、フェーズ sensor_name内にあったスレッド

数を示します（この値は時間の経過によって異なります）。

オプションのメトリック

sensor_name.maxActive プロセス開始以降、フェーズ sensor_nameで処理された同時ス

レッドの 大数を示します。

オプションのメトリック

表表表表 9-2 DMS Event Sensor のメトリックのメトリックのメトリックのメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明

sensor_name.count プロセス開始以降、イベントが発生した回数を示します。sensor_
nameは、DMS インストルメント API で指定されている Event 
Sensor の名前です。

countは、Event Sensor のデフォルトのメトリックです。Event 
Sensor では、これ以外のメトリックは使用できません。
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DMS パフォーマンス・メトリックについて
DMS State Sensor  DMS State Sensor には、事前に処理済の値を割り当てます。State Sensor は、
Java プリミティブの値または Java オブジェクトのコンテンツを追跡します。integer、double、
long および object などのタイプがサポートされています。State Sensor は、システムの状態情
報を追跡したり、イベントに関係しないパフォーマンス・メトリックを収集する場合に使用し
ます。たとえば、State Sensor を使用して、キューの長さ、プール・サイズ、バッファ・サイズ
またはホスト名などを示すことができます。

表 9-3 は、State Sensor のメトリックを説明したものです。State Sensor は、デフォルトのメト
リック valueおよびオプションのメトリックをサポートします。minValueおよび maxValue
のオプション・メトリックは、State Sensor が（integer、double および long などの）数値の
Java プリミティブを表す場合にのみ、State Sensor に適用されます。

DMS Noun
DMS Noun（Noun）はパフォーマンス・データを編成します。各 Sensor は、関連付けられた
メトリックとともに階層構造で Noun に付加されます。Noun を使用すると、ファイル・シス
テムのディレクトリ構造と同様の方法で、DMS メトリックを編成できます。たとえば Noun
は、クラス、メソッド、オブジェクト、キュー、接続、アプリケーション、データベースまた
はその他のオブジェクトなど、測定の様々な対象を示すことができます。

Noun のタイプには、収集対象となるメトリックのセットを表す名前が使用されます。たとえ
ば、組込みメトリックの Noun のタイプ oc4j_servletは、各 J2EE アプリケーション内の各
Web モジュールのサーブレットそれぞれについて収集されるメトリックを表します。また
Noun のタイプ JVMは、サイトで現在実行されている各 Java プロセス（OC4J）に関するメト
リックのセットを表します。

Noun のネーミング計画では、階層のルートに「/」を使用し、各 Noun はルート Noun または
親 Noun の下にあるコンテナとして動作します。

DMS オブジェクトの関係オブジェクトの関係オブジェクトの関係オブジェクトの関係
この項では、DMS メトリック、Sensor および Noun それぞれのオブジェクトの関係と属性に
ついて説明します。

表 9-4 は、DMS オブジェクト間の関係を説明したものです。図 9-1 は、サンプルのメトリック
のセットを使用して表 9-4 に示した関係を図示したものです。

表表表表 9-3 DMS State Sensor のメトリックのメトリックのメトリックのメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明

sensor_name.value sensor_nameの作成時に割り当てられた型を使用して、

sensor_nameのメトリック値を示します。

valueは、State のデフォルトのメトリックです。

sensor_name.count sensor_nameが更新された回数を示します。

オプションのメトリック

sensor_name.minValue 起動後、sensor_nameに割り当てられた 小値を示します。

オプションのメトリック

sensor_name.maxValue 起動後、sensor_nameに割り当てられた 大値を示します。

オプションのメトリック

注意注意注意注意 : 付録 A「パフォーマンス・メトリック」では、この Noun のタイ
プはメトリック表の名前として示されます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 付録 A「パフォーマンス・メトリック」
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DMS ネーミング規則ネーミング規則ネーミング規則ネーミング規則
DMS の名前の定義には、特定のガイドラインが適用されます。このガイドラインに従うことに
より、DMS メトリック・レポートの参照ユーザーは、アプリケーション全体および Oracle 
Application Server コンポーネント全体のメトリックを簡単に理解することができます。

この項には、次の項目が含まれています。

� 一般的な DMS のネーミング規則

� 一般的な DMS のネーミング規則とキャラクタ・セット

� Noun および Noun のタイプのネーミング規則

� Sensor のネーミング規則

一般的な一般的な一般的な一般的な DMS のネーミング規則のネーミング規則のネーミング規則のネーミング規則
DMS メトリックの名前は、Sensor 名、「.」およびメトリックで構成されます。たとえば、
computeSeries.time、loops.countおよび lastComputed.valueは有効な DMS メト
リックの名前です。

Sensor 名は、「.」や派生を含まない単純な文字列です。たとえば、computeSeries、loops
および lastComputedなどです。Sensor のフルネームは、その Sensor が関連付けられた
Noun の名前、区切り文字、Sensor 名で構成されます。たとえば、
/dmsDemo/BasicBinomial/computeSeries、/dmsDemo/BasicBinomial/loopsおよび
/dmsDemo/BasicBinomial/lastComputedなどです。

Noun 名は、区切り文字を含まない単純な文字列です。たとえば、BasicBinomialは Noun
名です。Noun のフルネームは、その親のフルネーム、区切り文字、Noun 名で構成されます。
たとえば、/dmsDemo/BasicBinomialなどです。

一般的な一般的な一般的な一般的な DMS のネーミング規則とキャラクタ・セットのネーミング規則とキャラクタ・セットのネーミング規則とキャラクタ・セットのネーミング規則とキャラクタ・セット
DMS の名前はできるかぎり簡潔にしてください。また、Noun や Sensor の名前を定義する場
合は、可能であれば特殊文字（空白、スラッシュ、ピリオド、括弧、カンマ、制御文字など）
を使用しないでください。

表 9-5 は、DMS において置換される、名前内の特殊文字を示します。

表表表表 9-4 DMS オブジェクトの関係と属性オブジェクトの関係と属性オブジェクトの関係と属性オブジェクトの関係と属性

オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト 含まれる対象含まれる対象含まれる対象含まれる対象 属性属性属性属性

Noun Sensor またはその他の Noun 名前、Noun のタイプ、親

Sensor メトリック 名前、説明、Sensor のタイプ、親

Sensor のタイプには、PhaseEvent、Event および State がありま

す。

メトリック 値 名前、単位の指定

注意注意注意注意 : このネーミング規則はガイドラインとして使用してください。各
ルールには、例外がある可能性があります。名前は、できるかぎり明確に
定義してください。矛盾が存在する場合は、例外を作成する必要がありま
す。
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Noun およびおよびおよびおよび Noun のタイプのネーミング規則のタイプのネーミング規則のタイプのネーミング規則のタイプのネーミング規則
Noun には、特定のエンティティを識別する名前を付けてください。

Noun のタイプには、収集対象となるメトリックのセットを明確に表す名前を使用する必要が
あります。たとえば、Servlet という Noun のタイプは、その Noun で、特定のサーブレットに
固有のメトリックを収集することを示します。

Noun のタイプの名前は、他の DMS の名前と区別するために大文字で始めてください。同じタ
イプのすべての Noun は、同じ Sensor のセットを持ちます。

Sensor のネーミング規則のネーミング規則のネーミング規則のネーミング規則
次のリストは、DMS Sensor のネーミング規則の概要を示します。

1. Sensor の名前は、簡潔で説明的なものにしてください。冗長にならないように、Sensor の
名前には、Noun の名前の一部やタイプを含めないようにします。

2. また Sensor の名前には、各メトリックの単位の指定を含めないでください。

3. Sensor を説明するために複数の単語を組み合せる必要がある場合は、 初の単語は小文字
で、続く単語は大文字で始めます。たとえば、computeSeriesのようになります。

4. 一般的に Sensor 名で、「/」を使用することは避けることをお薦めします。しかし、名前に
「/」を使用することが道理にかなっている場合があります。Noun または Sensor 名に「/」
を使用した場合、DMS メソッドの文字列で Sensor を使用するとき、区切り文字として、
パスにまったく存在しない「,」または「_」などを「/」のかわりに使用する必要がありま
す。これによって、「/」は区切り文字ではなく、Noun または Senior 名の一部であること
が正しく認識されるようになります。

たとえば、次のような名前の子 Noun があるとします。

examples/jsp/num/numguess.jsp

そして次の文字列を使用し検索することができます。

,oc4j,default,WEBs,defaultWebApp,JSPs,example/jsp/num/numguess.jsp,service

ここで、区切り文字は「,」です。

表表表表 9-5 置換される置換される置換される置換される DMS ネーミングにおける特殊文字ネーミングにおける特殊文字ネーミングにおける特殊文字ネーミングにおける特殊文字

文字文字文字文字 DMS における置換文字における置換文字における置換文字における置換文字

スペース「 」または

ピリオド「.」
アンダースコア「_」

制御文字 アンダースコア「_」

「<」 「(」

「>」 「)」

「&」 「^」

「”」（二重引用符） 「‘」（バッククウォート）。二重引用
符がバッククウォートに置き換えら
れます。

「’」（一重引用符） 「‘」（バッククウォート）。一重引用
符がバッククウォートに置き換えら
れます。

注意注意注意注意 : Oracle Application Server には、組込みメトリックがいくつか含ま
れています。Oracle Application Server の組込みメトリックが、この DMS
のネーミング規則に常に従っているとは限りません。
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5. Event Sensor や PhaseEvent Sensor の名前は、英単語を動詞 + 名詞という形式で組み合せ
て定義します。たとえば、activateInstanceや runMethodのようになります。
PhaseEvent によって、関数、メソッドまたはコード・ブロックを監視する場合は、実行さ
れるタスクを可能なかぎり明確に反映した名前を使用します。

6. State Sensor の名前には名詞を使用します。場合によっては、この State で追跡した値の内
容を説明する形容詞が前に付きます。たとえば、lastComputed、totalMemory、
port、availableThreads、activeInstancesのようになります。

7. 混乱を避けるため、Sensor の名前として、「.time」、「.value」または「.avg」を使用しない
でください。理由は、表 9-1、表 9-2、表 9-3 で示しているとおり、これらが Sensor のデ
フォルトまたはオプションのメトリックだからです。

DMS インストルメントのインストルメントのインストルメントのインストルメントの Java アプリケーションへの追加アプリケーションへの追加アプリケーションへの追加アプリケーションへの追加
Java アプリケーションのパフォーマンス情報を収集するには、DMS インストルメントを既存の
アプリケーションに追加するか、DMS インストルメントを含む新しいアプリケーションを作成
します。

この章に示す DMS のサンプルは、次の Oracle Technology Network の Web サイトから入手で
きます。

http://www.oracle.com/technology/tech/java/oc4j/demos/index.html

DMS の demo.zipファイルには、すぐにデプロイ可能な .ear ファイルと、ビルド手順付きの
ソース・コードが含まれています。このデモには、BasicBinomial.javaおよび
ImprovedBinomial.javaの 2 つのサーブレットが含まれています。

BasicBinomial サーブレットは、DMS API を使用して DMS Sensor を追加する方法を示します。

ImprovedBinomial サーブレットは BasicBinomial サーブレットを拡張したもので、改善された
コードを BasicBinomial と比較して示します。ImprovedBinomial サーブレットは、さらに詳細
な情報を収集するための、より負荷のかかるメトリックの追加方法についても示しています。

この章に示す例の完全なコードは、サンプル・コードを参照してください。

DMS インストルメントを使用するには、次の手順を実行して DMS コールを追加します。

� DMS import のインクルード

� パフォーマンス・データの編成

� タイミングを計測するメトリックの定義と使用

� カウントを計測するメトリックの定義と使用

� 状態情報を記録するメトリックの定義と使用（State Sensor）

DMS import のインクルードのインクルードのインクルードのインクルード
DMS を使用するには、DMS import を追加する必要があります。次の例は、サンプル・アプリ
ケーション BasicBinomial.javaで必要な import を示しています。

import oracle.dms.instrument.DMSConsole;
import oracle.dms.instrument.Event;
import oracle.dms.instrument.Noun;
import oracle.dms.instrument.PhaseEvent;
import oracle.dms.instrument.State;
import oracle.dms.instrument.Sensor;
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パフォーマンス・データの編成パフォーマンス・データの編成パフォーマンス・データの編成パフォーマンス・データの編成
Sensor および各 Sensor に関連付けるメトリックを編成するには、 初に DMS Noun を定義し
ます。DMS Noun では、ファイル・システムのディレクトリ構造と同様に、 上位のルート
Noun の下にツリー階層で Sensor が編成されます。

例 9-2 は、BasicBinomial.javaの Noun.create()を使用するコードのセクションを示し
たものです。

例 9-2 の MathSeriesは、この Noun のタイプを示します。Noun のタイプには、収集対象と
なるメトリックのセットを表す名前を使用します。たとえば、MathSeriesは、二項級数の計
算を含むサンプル・アプリケーションについてメトリックを収集することを示します。
AggreSpyでは、同じ Noun タイプの Sensor が一緒に表示されます。

Sensor を直接含む Noun の Noun タイプのみを使用するようにしてください。Noun dmsDemo
のように、Noun のみ含まれて Sensor が直接含まれない Noun の Noun タイプは、AggreSpy
では、メトリックを含まないメトリック表として表示されます。例 9-2 は、Noun 
BasicBinomialを 1 つ含んで Sensor は含まない dmsDemo Noun を示しています。この
Noun に対して Noun タイプが指定されない場合、AggreSpyでは、この Noun に関連付けら
れたメトリック表が表示されません。

例例例例 9-2 Noun.create を使用したを使用したを使用したを使用した Sensor の編成の編成の編成の編成

private Noun binRoot;       // Container for Binomial series DMS metrics.
Noun base = Noun.create("/dmsDemo");
binRoot = Noun.create(base, "BasicBinomial", "MathSeries");

タイミングを計測するメトリックの定義と使用タイミングを計測するメトリックの定義と使用タイミングを計測するメトリックの定義と使用タイミングを計測するメトリックの定義と使用
コードのセグメントの期間を測定するメトリックを作成するには、次の手順で、PhaseEvent 
Sensor を定義および使用します。

� PhaseEvent Sensor の定義

� PhaseEvent Sensor の使用

PhaseEvent Sensor の定義の定義の定義の定義
例 9-3 は、computeSeriesという PhaseEvent Sensor を宣言して作成する DMS コールを示し
ています。このコードは、/dmsDemo/BasicBinomial/computeSeries.timeという名前
の DMS メトリックを定義します。

PhaseEvent Sensor は、デフォルトのメトリック .time（PhaseEvent start()コールから
PhaseEvent stop()コールまでの合計時間を示す）とともに、オプションのメトリックの
セットをサポートします。PhaseEvent Sensors のオプションのメトリックは、個別に、あるい
は完全なメトリックのセットとして得ることができます。表 9-1 は、PhaseEvent Sensor で使用
可能なメトリックを示しています。例 9-3 の binComp.deriveMetric(Sensor.all)コー
ルによって、サポートされるすべてのオプションのメトリックが計算されレポートされるよう
になります。

注意注意注意注意 : Noun のタイプの名前は、他の DMS の名前と区別するために大文
字で始めてください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 9-6 ページの「DMS ネーミング規則」
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例例例例 9-3 PhaseEvent Sensor の定義の定義の定義の定義

private PhaseEvent binComp; // Time to compute Binomial series.
.
.
.
binComp = PhaseEvent.create(binRoot, "computeSeries",
                                     "Time to compute a Binomial series");
binComp.deriveMetric(Sensor.all);

PhaseEvent Sensor の使用の使用の使用の使用
PhaseEvent Sensor を使用するには、アプリケーションで、start()メソッドをコールして
フェーズの開始を示し、続いて stop()メソッドをコールしてフェーズの完了を示します。

例 9-4 は、start()メソッドおよび stop()メソッドを使用して
dmsDemo/BasicBinomial/computeSeries.timeメトリックを計測する、
BasicBinomial.javaのコードのセグメントを示しています。PhaseEvent start()メソッ
ドから返される tokenという名前の long値は、対応する PhaseEvent stop()メソッドに渡
す必要があります。この値は、開始時刻を表すタイム・スタンプです。この値を stop()メ
ソッドに渡すことにより、DMS で PhaseEvent の継続時間を計算できます。

例例例例 9-4 PhaseEvent Sensor でのでのでのでの start() およびおよびおよびおよび stop() の使用の使用の使用の使用

long token = 0; // DMS
try {
    token = binComp.start(); // DMS
    BigInteger bins[] = bin(length);
    out.println("<H2>Binomial series for " +  length + "</H2>");
    for (int i = 0; i < length; i++)
        out.println("<br>" + bins[i]);
    }
    finally {
        binComp.stop(token); // DMS
        out.close();
    }

例 9-4 は、Phase が始まるたびに停止される、インストルメントされたコードを示します
（finally 句に stop メソッドがあるため）。これは Phase Sensor の暴走を防止します。しかし、
これによって、例外をスローする時間が必要となり、Phase 統計に影響する場合があります。
例外処理が PhaseEvent に影響を与えるのを避けるには、例 9-5 に示すように、abort()メ
ソッドを使用します。

例 9-5 は、停止されない Phase は中断されるサンプル・コードを示します。中断のコールが、
該当の start と対応する統計を削除します。そしてこれらの統計は、メトリックの計算に影響し
ません。

注意注意注意注意 : オプションのメトリックを追加する場合は、メソッド
deriveMetric(Sensor.all)を使用することをお薦めします。
Sensor.allとともにこのメソッドを使用すればすべてのメトリックを追
加できます。オプションのメトリックの一覧は、今後リリースされる
Oracle Application Server で変更される可能性があるので、これはよい方
法です。また、このメトリックは、計算が効率的で、パフォーマンスの評
価に役立ちます。

注意注意注意注意 : PhaseEvent が停止したことを確認するには、例 9-4 に示すように、
各 PhaseEvent start()メソッドを測定コードとともに tryブロックに
置き、対応する finallyブロックに PhaseEvent stop()メソッドを置く
必要があります。
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例例例例 9-5 PhaseEvent Sensor でのでのでのでの abort() の使用の使用の使用の使用

PhaseEvent pe = heavyPhase(param);
    long token1 = 0;
    long token2 = 0;
    boolean stopped = false;
    try {
      token1 = binComp.start();
      if (pe != null) token2 = pe.start();
      BigInteger bins[] = bin(length);
      out.println("<H2>ImprovedBinomial series for " +  length + "</H2>");
      for (int i = 0; i < length; i++)
        out.println("<br>" + bins[i]);
      if (pe != null) pe.stop(token2);
      binComp.stop(token1);
      stopped = true;
    }
    finally {
      if (!stopped) {
        if (pe != null) pe.abort(token2);
        binComp.abort(token1);
      }

カウントを計測するメトリックの定義と使用カウントを計測するメトリックの定義と使用カウントを計測するメトリックの定義と使用カウントを計測するメトリックの定義と使用
イベントの発生をカウントするメトリックを作成するには、Event Sensor を次のように定義し
て使用します。

� Event Sensor の定義

� Event Sensor の使用

Event Sensor の定義の定義の定義の定義
例 9-6 は、Event Sensor を定義する DMS コールを示しています。このコードは、カウンタを割
り当て、/dmsDemo/BasicBinomial/loops.countという名前の DMS メトリックを定義し
ます。

例例例例 9-6 Event Sensor の定義の定義の定義の定義

private Event binLoop;   // Loops needed for Binomial series.
.
.
.

binLoop = Event.create(binRoot, "loops", "Iterations to compute series");

Event Sensor の使用の使用の使用の使用
アプリケーションで Event Sensor の occurred()メソッドがコールされるたびに、DMS はカ
ウンタを増加させます。例 9-7 は、/dmsDemo/BasicBinomial/loops.countメトリックを
増加する、Event Sensor の occurred()コールを示しています。

例例例例 9-7 Event Sensor でのでのでのでの occurred() の使用の使用の使用の使用

binLoop.occurred();
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DMS インストルメントの Java アプリケーションへの追加
状態情報を記録するメトリックの定義と使用（状態情報を記録するメトリックの定義と使用（状態情報を記録するメトリックの定義と使用（状態情報を記録するメトリックの定義と使用（State Sensor））））
DMS は、State Sensor を使用して状態情報を取得します。State Sensor は、Java プリミティブ
の値または Java オブジェクトのコンテンツを追跡します。create()メソッドの 3 番目の引数
として指定しているように、integer、double、long および object などのタイプがサポートされ
ています。Java プリミティブの State Sensor が不正なタイプで更新された場合、DMS は指定さ
れた値を正しいタイプに変換しようとします。オブジェクト・タイプの State Sensor の場合、
DMS はオブジェクトへの参照を格納し、DMS 値をサンプリングする際に、そのオブジェクト
に対して toString()をコールします。

状態情報を記録するメトリックを作成するには、State Sensor を次のように定義して使用しま
す。

� State Sensor の定義

� State Sensor の使用

State Sensor の定義の定義の定義の定義
State Sensor は、デフォルトのメトリック valueおよびオプションのメトリックをサポートし
ます。minValueおよび maxValueのオプション・メトリックは、State Sensor に対し、State 
Sensor が（integer、double、および long などの）数値の Java プリミティブを表す場合にのみ
定義できます。表 9-3 は、State Sensor で使用可能なメトリックを示しています。例 9-3 は、オ
プションのメトリックを有効にする方法を示しています。

例 9-8 は、State Sensor を宣言して作成する DMS コールを示しています。このコードは、
/dmsDemo/BasicBinomial/lastComputed.valueという名前の DMS メトリックを定義し
ます。

例例例例 9-8 State Sensor の定義の定義の定義の定義

private State binLast;   // Value of the last computed element in series.
.
.
.
binLast = State.create(binRoot, "lastComputed", State.OBJECT, "",
                           "Value of last computed series element");

State Sensor を定義するとき、State Sensor に単位が関連付けられていない場合、create()メ
ソッドの 4 番目の引数に空の文字列を使用します。または、適切な単位の文字列を使用します
（例 9-8 を参照）。State Sensor は、初期値なしで作成されます。State Sensor が初期化されたか
どうかを確認したい場合は、isInitialized()メソッドを使用します。

オブジェクトへの参照ではなく、オブジェクトの文字列の値を State Sensor が格納するように
するには、値を TRUEとし、setCopy()メソッドを使用します。これによって、State Sensor
は、メトリック値としてオブジェクトへの参照を使用するのではなく、toString()をコール
した結果をオブジェクトに格納します。

State Sensor の使用の使用の使用の使用
アプリケーションで State Sensor の update()メソッドがコールされると、DMS は State 
Sensor の値を更新します。例 9-9 は、/dmsDemo/BasicBinomial/lastComputed.value
メトリックを更新する、State Sensor の update()コールを示しています。

例例例例 9-9 State Sensor でのでのでのでの update() の使用の使用の使用の使用

binLast.update(bins[k-1].toString());
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DMS メトリックを使用したアプリケーションの検証とテスト
DMS メトリックを使用したアプリケーションの検証とテストメトリックを使用したアプリケーションの検証とテストメトリックを使用したアプリケーションの検証とテストメトリックを使用したアプリケーションの検証とテスト
Java アプリケーションに追加するメトリックは、その精度をテストして検証する必要がありま
す。

この項には、次の項目が含まれています。

� DMS メトリックの検証

� DMS メトリックの効率性のテスト

DMS メトリックの検証メトリックの検証メトリックの検証メトリックの検証
新しいメトリックを検証してテストするには、dmstoolおよびその他の使用可能な DMS 監視
ツールを使用します。

新しいメトリックについて、次のことを検証してください。

� 予期されるメトリックがディスプレイに表示されるかどうか。これをテストするには、
コードを調べて、DMS インストルメントによって追加されたすべてのメトリックの名前
が、ディスプレイあるいは保存されたメトリックのセットに表示されていることを確認し
ます。

� 予期しないメトリックがディスプレイに表示されないかどうか。追加対象のメトリックの
みが追加されていることを検証します。

� 表示されるメトリック値が有効な範囲内にあるかどうか。通常、メトリックには上限およ
び下限を設定できます。メトリックの範囲を設定した場合は、レポートされるメトリック
値をテストして、その範囲を超えないことを確認します。

たとえば、プール・サイズを計測するメトリックでは、負の値がレポートされることはあ
りません。

� 新しいメトリックが必要であることを確認します。たとえば、非常に短い期間のイベント
を常に測定する PhaseEvent を追加する場合は、メトリックの Event メトリックへの変更、
またはメトリックの削除を検討します。

� 新しいメトリックが正確であることを確認します。DMS メトリックを使用するほとんどの
アプリケーションでは、正確さは DMS インストルメントを追加するパフォーマンス・コ
ストよりも重要です。新しい DMS メトリックは、信頼できる有用な情報を提供する必要
があります。

正確性のテストは簡単ではありません。ただし、特定のメトリックを測定する別の方法が
ある場合は、それを使用してメトリック値を検証します。たとえば、既知の数のリクエス
トをサーバーへ送信して処理にかかる合計時間を測定する場合、関連するメトリックの適
切な値を予測し、それらを実際に監視された値と比較します。また、ログ・ファイルまた
はコンソールに書き込まれたレコードを調べれば、Event Sensor の countメトリックを検
証できます。

メトリックに適用されるタイミングの不正確さをチェックします。タイミングの不正確さ
は、低分解能のクロックを使用して、継続期間の短い時間隔のメトリックを計測した場合
に発生する可能性があります。たとえば、Windows システムでは、デフォルトの Java の
クロックは 15 ミリ秒ごとに 1 回早まります。これらのシステムで短時間のイベントについ
てレポートされる DMS メトリックは、注意深く分析する必要があります。この問題を解
決するには、高分解能のクロックの使用を検討してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 9-17 ページの「DMS の精度を上げるための高分解能クロックの
使用」
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DMS のセキュリティの考慮事項
DMS メトリックの効率性のテストメトリックの効率性のテストメトリックの効率性のテストメトリックの効率性のテスト
DMS メトリックの使用は、アプリケーションのパフォーマンスに少なからず影響を与えます。
メトリックを追加する場合は、次のことに注意してください。

� メトリックを計算して格納するために必要な処理は、アプリケーションの実行速度を低下
させます。DMS は高速ですが、かなりのオーバーヘッド・コストを必要とします。さら
に、DMS では、開発者による DMS API の非効率な使用を回避できません。そのため、
DMS インストルメントを追加する場合は、事前に適切な予測を立てる必要があります。実
装の完了後、実際のコストを測定して予測と比較します。実際の測定値が予測と一致する
まで、インストルメントを変更してオーバーヘッド・コストを軽減してください。

� DMS には、使用するメトリックを制御できる DMSConsole.getSensorWeight()メソッ
ドが用意されています。このメソッドの中心的な設定は推奨される測定レベルであり、
DMS で規定されるものではありません。含めるメトリックを制御するには、実行時、コー
ド内で SensorWeightの値をテストして、DMS コールを実行するかどうかを判断する必
要があります。

� DMS インストルメントを既存のパッケージに統合したり新しい機能を実装する場合は、以
前に動作していたシステムを切り離すことを検討してください。たとえば、新しい DMS
メトリックを有効あるいは無効にするオプションが含まれる可能性があります。

� パフォーマンスのみに気をとられると、設計や実装のエラーに膨大なコストがかかる場合
があります。Donald Knuth によれば、「早まった 適化はすべての悪の根源である」そう
です。

� DMS を有効あるいは無効にしてパフォーマンス・テストを実行します。DMS を有効にし
て行ったテスト結果が受け入れられないものであれば、メトリックをもう一度設計して、
実装しなおしてください。

DMS のセキュリティの考慮事項のセキュリティの考慮事項のセキュリティの考慮事項のセキュリティの考慮事項
DMS メトリックは、DMS レポートへのユーザー・ベースのアクセスをサポートしません。
DMS メトリックを定義して使用する場合、DMS メトリックにアクセスできる管理者であれば
誰でもそのメトリックを使用できます。DMS メトリックを追加する場合は、顧客の機密情報を
メトリックに配置しないよう注意してください。

DMS インストルメントを追加する場合、その DMS メトリックにアクセスできるユーザーは次
のとおりです。

� 同じ OC4J インスタンスで実行されているアプリケーション。

� dmstoolコマンドまたは AggreSpyサーブレットにアクセスできるすべてのユーザーは、
メトリックにアクセスできます（デフォルトではこれは管理者に限定されています）。

DMS Sensor Weight を使用した条件付きインストルメントを使用した条件付きインストルメントを使用した条件付きインストルメントを使用した条件付きインストルメント
条件付きでインストルメントを制限するには、DMS Sensor Weight 機能を使用します。Sensor 
Weight 機能を使用すると、Sensor Weight に特定の値が設定されている場合のみ、負荷のかか
るインストルメントを実行するようにアプリケーションを指定できます。この機能を使用すれ
ば、デバッグのみに必要とされるような、負荷のかかるメトリックの収集を制御することがで
きます。

例 9-10 は、DMSConsole.getSensorWeight()を使用して Sensor Weight の値をテストし、
その結果によってメトリックを定義および使用する方法を示しています。

関連項目関連項目関連項目関連項目 :

� 2-7 ページの「AggreSpy の URL とアクセス制御」

� 2-9 ページの「dmstool のアクセス制御」
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Sensor のリセットと破棄
Sensor Weight は、コマンドラインで oracle.dms.sensorsプロパティを使用してグローバ
ルに設定します。このプロパティは、OC4J スタートアップ・オプションを使用して設定しま
す。このプロパティでサポートされる値には、none、normal、heavyおよび allがありま
す。

例例例例 9-10 Sensor Weight を使用した条件付きインストルメントを使用した条件付きインストルメントを使用した条件付きインストルメントを使用した条件付きインストルメント

 /* DMS Method
   *
   * If the SensorWeight is high enough, return a phase with the
   * parameter in the name. Otherwise, return null.
   */
PhaseEvent heavyPhase(String param) {
PhaseEvent pe = null;
if (DMSConsole.getSensorWeight() > DMSConsole.NORMAL) {
   Noun base = Noun.create(binRoot, param, "MathSeries");
   pe = PhaseEvent.create(base, "computeSeries",
                                   "Time to compute a Binomial series");
   pe.deriveMetric(Sensor.all);
   }
return pe;

DMS メトリックのファイルへのダンプメトリックのファイルへのダンプメトリックのファイルへのダンプメトリックのファイルへのダンプ
Java アプリケーションでは、次のメソッドを使用して DMS メトリックをファイルへダンプし
ます。

次のコードを使用すると、指定したファイルに現行のメトリックを追加したり、そのファイル
の内容を現行のメトリックで置き換えることができます。

DMSConsole cons2 = new DMSConsole();
DMSConsole.dump("dmsmathseries.log", true, true);

初の引数にはファイルのパス名、2 番目の引数には出力形式を指定します。3 番目の引数に
は、この出力をファイルに追加するか、あるいは出力によってファイルの内容を置き換えるか
を指定します。

Sensor のリセットと破棄のリセットと破棄のリセットと破棄のリセットと破棄
Sensor の抽象クラスは、PhaseEvent、Event および State Sensor を制御するためのメソッドを
提供します。reset()メソッドは、Sensor のメトリックを初期値にリセットします。
getResetTime()メソッドは、Sensor がリセットされたかどうか判断します。destroy()メ
ソッドは、Sensor を DMS から削除して、その基礎となるリソースへの参照を解放します。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 6-3 ページの「Java コマンドライン・オプションの設定（JVM
と OC4J のパフォーマンス・オプションの使用）」

注意注意注意注意 : このメソッドを、組込みメトリックをリセットまたは破棄するために
使用しないでください。reset()および destroy()メソッドは、作成した
メトリックで使用するためにあります。これらのメソッドを、内部の組込み
メトリックで使用すると、Application Server Control コンソールおよび他の
Oracle Application Server 管理機能が、予期しない値をレポートしたり、予
期しない動作をすることがあります。
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DMS コーディングの推奨事項
DMS コーディングの推奨事項コーディングの推奨事項コーディングの推奨事項コーディングの推奨事項
DMS でのコーディングの推奨事項を次に示します。

1. DMS メトリックにはグローバルな名前領域があります。新しい Noun Sensor
（PhaseEvent、Event あるいは State）を作成する場合は、そのフルネームが、Oracle の組
込みメトリックまたはその他のアプリケーションで使用される名前と競合しないようにし
ます。そのため、アプリケーションのフルネームを含むアプリケーションのルート Noun
を用意することをお薦めします。これによって、名前領域の競合を回避できます。

2. すべての PhaseEvent が停止していることを確認します。測定対象のコード・ブロックが
tryブロック内にない場合は、これを PhaseEvent の start()を含む tryブロックに置
きます。また、PhaseEvent の stop()は finallyブロックに置きます。または、例 9-5
のように、finallyブロックの abort()メソッドを使用します。

3. DMS ネーミング規則を使用します。

4. DMS Sensor や Noun は 2 つ以上作成しないでください。DMS API を複数作成して、オブ
ジェクトは複数作成しないようにしてください。DMS では、後にこれらを作成しようとす
ると、参照が実行されます。つまり、可能なかぎり、静的初期化によって Sensor と Noun
を定義するか、サーブレットの場合は init()メソッドで定義する必要があります。

5. Sensor を含むそれぞれの Noun にタイプを割り当てます。タイプが割り当てられない場合
は、値「n/a」（使用不可）が割り当てられます。タイプに「n/a」が指定された Noun は、
AggreSpyでは表示されません。

6. PhaseEvent は、特定の状況において実行にかなりの時間がかかり、負荷のかかるコードの
セクションを測定する場合にのみ使用します。コードの実行に著しく時間がかかることが
ない場合、Event メトリックを使用するか、PhaseEvent を削除します。

7. DMS API のコールはスレッドセーフであり、競合やアクセスの不具合を回避するための十
分な同期を提供します。

PhaseEvent メトリックを使用した、過負荷な時間隔の分離メトリックを使用した、過負荷な時間隔の分離メトリックを使用した、過負荷な時間隔の分離メトリックを使用した、過負荷な時間隔の分離
DMS インストルメントを追加する場合、新しいメトリックの要件は慎重に考慮してください。
作成したコードが予測したとおりに動作していることを検証するには、十分な数のメトリック
を追加することが重要です。

DMS メトリックを追加する場合、次のガイドラインに注意してください。

1. 目的のコード・ブロックまたはモジュールについて、システムでの処理に要した時間の概
要のみを提供する PhaseEvent Sensor を追加します。すべてのメソッド・コール、または
検証の対象となるコードやモジュールのすべての個別フェーズについてパフォーマンス・
データを収集する必要はありません。

2. 目的のコード内から制御対象外の外部コードをコールし、その外部コードの処理に長時間
かかることが予測される場合は、PhaseEvent Sensor を追加して、その外部コードの開始と
完了を追跡します。

これらのガイドラインに従って、PhaseEvent メトリックを追加すると、次のメリットがありま
す。

� DMS で収集する情報量を制限できます。

� システムの分析担当者は、モジュールが期待されるランタイム・パフォーマンスを実現し
ているかどうかを検証できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 9-6 ページの「一般的な DMS のネーミング規則」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 9-10 ページの「PhaseEvent Sensor の使用」

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 9-6 ページの「DMS ネーミング規則」
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DMS の精度を上げるための高分解能クロックの使用
� DMS メトリックの参照ユーザーは、膨大な量のデータを表示せずにランタイム・パフォー
マンスを検証できます。

� システム・パフォーマンスの分析担当者は、目的のモジュールを追跡して、負荷の大きい、
あるいは失敗回数の多い他のシステム・モジュールから分離することができます。

DMS の精度を上げるための高分解能クロックの使用の精度を上げるための高分解能クロックの使用の精度を上げるための高分解能クロックの使用の精度を上げるための高分解能クロックの使用
PhaseEvent の間、時間間隔を測定するために、DMS はデフォルトでシステム・クロックを使
用します。デフォルトのクロックは、Apache などの C プロセスではマイクロ秒の単位で、
OC4J などの Java プロセスではミリ秒の単位で精度をレポートします。パフォーマンス測定の
精度向上のために、DMS は、オプションで高分解能クロックをサポートしています。これによ
り、レポートする時間間隔の単位を選択できます。デフォルトのクロックを使用する場合より
も正確に PhaseEvent を測る必要があるとき、またはシステムのデフォルトのクロックが分解能
の要件に満たないとき、高分解能クロックを使用できます。

この項には、次の項目が含まれています。

� OC4J（Java）での時間のレポートのための DMS クロックの構成

� Oracle HTTP Server での時間のレポートのための DMS クロックの構成

OC4J（（（（Java）での時間のレポートのための）での時間のレポートのための）での時間のレポートのための）での時間のレポートのための DMS クロックの構成クロックの構成クロックの構成クロックの構成
Java プロセスでは、デフォルトのクロックは、
java.lang.System.currentTimeMillis()を使用します。高分解能クロックを選択する
と、クロックが変更されたプロセスで実行されているすべてのアプリケーションに対する、こ
のコールが変更されます。プロセスのスタートアップ・オプションを制御する
oracle.dms.clockおよび oracle.dms.clock.unitsプロパティを使用し、グローバルに
DMS クロックとレポートの単位を設定します。

たとえば、デフォルトの単位で高分解能クロックを使用するには、OC4J の Java コマンドライ
ンで、次のプロパティを設定します。

-Doracle.dms.clock=highres

表 9-6 は、oracle.dms.clockプロパティでサポートされる値を示しています。

表 9-7 は、oracle.dms.clock.unitsプロパティでサポートされる値を示しています。

注意注意注意注意 : デフォルトのクロックおよび高分解能クロックの分解能は、システム
に依存します。システムによっては、デフォルトのクロックが提供する分解
能では、タイミングの要件を満たさない場合があります。特に Windows プ
ラットフォームでは、デフォルトのクロックでは 15 ミリ秒ごとに 1 度しか進
みません。そのため、それよりも高い精度を要求するユーザーが多くいます。
これらのシステムで短時間のイベントについてレポートされる DMS メト
リックは、注意深く分析する必要があります。この問題を解決するには、高
分解能のクロックの使用を検討してください。

注意注意注意注意 :  高分解能クロックを使用しているとき、Application Server Control
コンソールが予期している値（ミリ秒）とデフォルトの単位は異なります。
高分解能クロックを使用しているときに Application Server Control コンソー
ルの表示を適切にする必要がある場合は、単位のプロパティを次のように設
定します。

-Doracle.dms.clock.units=msecs

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 6-3 ページの「Java コマンドライン・オプションの設定（JVM と
OC4J のパフォーマンス・オプションの使用）」
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高分解能 DMS クロックを使用するときは、次に注意してください。

� oracle.dms.clockおよび oracle.dms.clock.unitsプロパティを設定する場合、選
択した値に大文字と小文字の任意の組合せを使用できます（大小文字の区別は重要ではあ
りません）。たとえば、高分解能クロックを選択する場合、highres でも、HIGHRES でも、
HighRes でも有効です。

� DMS はスタートアップ時にプロパティ値をチェックします。クロックに対し、表 9-6 にあ
る値と一致しないものを設定した場合、DMS はデフォルトのクロックを使用します。
DMS は、oracle.dms.clockプロパティが設定されていないときも、デフォルトのク
ロックを使用します。

� 指定したクロック単位のプロパティ値が表 9-7 の一覧にあるものと一致しない場合、指定し
たクロックに対し、DMS はデフォルトの単位を使用します。DMS は、
oracle.dms.clock.unitsプロパティが設定されていないとき、指定したクロックに対
しデフォルトの単位を使用します。

表 9-8 は、サポートされている各プラットフォームに固有の環境変数の設定を示します。高分
解能 DMS クロックを使用するには、環境変数を適切に設定する必要があります。高分解能ク
ロックは、DMS C ライブラリを使用します。UNIX システムでは、指定する環境変数のパスに
libdms2.so を含める必要があります。Windows システムでは、PATH 環境変数に yod.dll を含
める必要があります。ナノ秒のクロックが使用不可能な場合には、高分解能のタイミングでミ
リ秒のクロックを使用します。

表表表表 9-6 oracle.dms.clock のプロパティ値のプロパティ値のプロパティ値のプロパティ値

値値値値 説明説明説明説明

DEFAULT DMS でデフォルトのクロックを使用することを指定します。デフォルトのク

ロックでは、DMS は PhaseEvent で時間を取得するために、Java コール

java.lang.System.currentTimeMillis()を使用します。

デフォルトのクロックの単位のデフォルト値は、MSECS です。

HIGHRES DMS で高分解能クロックを使用することを指定します。DMS は JNI（JNI
コールは、オペレーティング・システムで使用可能なクロックに依存します）
を使用し、高分解能クロックにアクセスします。

HIGHRES クロックの単位のデフォルト値は、NSECS です。

注意注意注意注意 : Pentium プロセッサを搭載した Windows プラットフォームでは、高
分解能クロック（HIGHRES）にタイミングを提供するために、DMS は
QueryPerformanceCounter関数を使用します。Pentium プロセッサを搭
載していない Windows プラットフォームで実行する場合は、高分解能ク
ロックにタイミングを提供するために、DMS は DMS C 関数を使用します。
DMS C クロックにはマイクロ秒の精度があり、
System.currentTimeMillis()で使用可能なデフォルトのクロックより、
精度はかなり向上します。

表表表表 9-7 oracle.dms.clock.units のプロパティ値のプロパティ値のプロパティ値のプロパティ値

値値値値 説明説明説明説明

MSECS 時間がミリ秒に変換され、「msecs」でレポートされることを指定します。

注意注意注意注意 : これがデフォルトのクロックのデフォルト値です。

NSECS 時間がナノ秒に変換され、「nsecs」でレポートされることを指定します。

注意注意注意注意 : これが高分解能クロックのデフォルト値です。

USECS 時間がマイクロ秒に変換され、「usecs」でレポートされることを指定します。
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Oracle HTTP Server での時間のレポートのためのでの時間のレポートのためのでの時間のレポートのためのでの時間のレポートのための DMS クロックの構成クロックの構成クロックの構成クロックの構成
Oracle HTTP Server のパフォーマンスを測定するデフォルトのクロックの分解能はマイクロ秒
（usecs）です。Oracle HTTP Server で実行されている C プロセスの監視には、オプションで、
より高分解能のクロックを選択できます。Oracle HTTP Server で高分解能クロックを使用する
には、httpd.conf で構成オプションを設定するか、コマンドラインで環境変数を指定する必要
があります。

表 9-9 は、Oracle HTTP Server の DMS クロックを制御する環境変数を示します。表 9-10 では、
Oracle HTTP Server の DMS クロックを制御する httpd.conf の構成オプションを示します。コ
マンドライン・オプションと httpd.conf 構成オプションの両方を設定した場合、コマンドライ
ンよりも構成オプションで設定した値が優先されます。

表表表表 9-8 サポートされているプラットフォームのライブラリ・パスの環境変数サポートされているプラットフォームのライブラリ・パスの環境変数サポートされているプラットフォームのライブラリ・パスの環境変数サポートされているプラットフォームのライブラリ・パスの環境変数

プラットフォームプラットフォームプラットフォームプラットフォーム 環境変数環境変数環境変数環境変数

AIX LIBPATH

パスに $ORACLE_HOME/lib/libdms2.soを含める必要があります。

LD_LIBRARY_PATH

パスに $ORACLE_HOME/lib/libdms2.soを含める必要があります。

HP-UX SHLIB_PATH

パスに $ORACLE_HOME/lib/libdms2.soを含める必要があります。

LD_LIBRARY_PATH

パスに $ORACLE_HOME/lib/libdms2.soを含める必要があります。

Linux LD_LIBRARY_PATH

パスに $ORACLE_HOME/lib/libdms2.soを含める必要があります。

Tru64 UNIX LD_LIBRARY_PATH

パスに $ORACLE_HOME/lib/libdms2.soを含める必要があります。

Solaris LD_LIBRARY_PATH

パスに $ORACLE_HOME/lib/libdms2.soを含める必要があります。

Windows 2000 パスに %ORACLE_HOME%¥Apache¥Apache¥yod.dllを含める必要があ

ります。

Windows 2003 パスに %ORACLE_HOME%¥Apache¥Apache¥yod.dllを含める必要があ

ります。

Windows XP パスに %ORACLE_HOME%¥Apache¥Apache¥yod.dllを含める必要があ

ります。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 6-3 ページの「Java コマンドライン・オプションの設定（JVM と
OC4J のパフォーマンス・オプションの使用）」

表表表表 9-9 OHS のののの DMS クロック環境変数クロック環境変数クロック環境変数クロック環境変数

環境変数環境変数環境変数環境変数 説明説明説明説明

DMS_CLOCK DMS タイミングに使用するクロックを指定します。値は

oracle.dms.clock と同じように解釈されます。

有効値 : DEFAULT、HIGHRES

DMS_CLOCK_UNITS DMS タイミング値をレポートする単位を指定します。値は

oracle.dms.clock.units と同じように解釈されます。

有効値 : MSECS、NSECS、USECS

デフォルト値 : USECS
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たとえば、高分解能クロックを使用して、OC4J で実行されている Java プロセスと Oracle 
HTTP Server で実行されている mod_oc4j の時間を表示するために同じ単位を使用する場合、
次のパラメータおよび値が含まれるよう、Oracle HTTP Server の httpd.conf ファイルを更新し
ます。

DmsClock=HIGHRES
DmsClockUnits=MSECS

また、OC4J プロセスのスタートアップ・オプションとして次の値も含めます。

-Doracle.dms.clock=HIGHRES
-Doracle.dms.clock.units=MSECS

これらのオプションを使用して、DMS は、監視するすべての Oracle HTTP Server プロセスお
よび Java OC4J プロセスに対して高分解能クロックを使用します。そして、DMS はミリ秒
（msecs）単位で値をレポートします。

表表表表 9-10 OHS のののの DMS クロック構成パラメータクロック構成パラメータクロック構成パラメータクロック構成パラメータ

パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

DmsClock Java プロセスに対する oracle.dms.clock プロパティのように、OHS に

よって開始される HTTP リスナー・プロセスに対するクロックを指定し

ます。

有効値 : DEFAULT、HIGHRES

DmsClockUnits Java プロセスに対する oracle.dms.clock.units プロパティとまったく同

様に、OHS によって開始される HTTP リスナー・プロセスに対する時

間単位を指定します。

有効値 : MSECS、NSECS、USECS

デフォルト値 : USECS

注意注意注意注意 : Pentium プロセッサを搭載した Windows プラットフォームでは、高
分解能クロック（HIGHRES）にタイミングを提供するために、DMS は
QueryPerformanceCounter関数を使用します。Pentium プロセッサを搭
載していない Windows プラットフォームで実行する場合は、高分解能ク
ロックにタイミングを提供するために、DMS は DMS C 関数を使用します。
DMS C クロックにはマイクロ秒の精度があり、
System.currentTimeMillis()で使用可能なデフォルトのクロックより、
精度はかなり向上します。

注意注意注意注意 :  Oracle HTTP Server で高分解能クロックを使用するとき、多くのプ
ラットフォームで、デフォルトの単位は NSECS です。Application Server 
Control コンソールを使用する必要がある場合、単位は USECS が要求されま
す。高分解能クロックを使用しているときに Application Server Control コン
ソールの表示を適切にする必要がある場合は、単位のプロパティを次のよう
に設定します。

DmsClock=HIGHRES
DmsClockUnits=USECS
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データベース・チューニングの考慮事項データベース・チューニングの考慮事項データベース・チューニングの考慮事項データベース・チューニングの考慮事項

データベースを使用するアプリケーション、つまり Oracle Application Server で高いパフォー
マンスを実現するには、アクセスするデータベース表をパフォーマンスを考慮して設計する必
要があります。さらに、システムを効果的に利用していることを確認するためにデータベー
ス・サーバーを監視し、チューニングする必要があります。この章では、バックエンドの
Oracle データベース・サーバーでチューニングする必要がある init.oraパラメータについて
説明します。

この章には、次の項目が含まれています。

� init.ora データベース・パラメータのチューニング

� REDO ログの配置場所のチューニングとサイズ設定

関連項目関連項目関連項目関連項目 :   『Oracle Database パフォーマンス・チューニング・ガイド』
考慮事項 10-1



init.ora データベース・パラメータのチューニング
init.ora データベース・パラメータのチューニングデータベース・パラメータのチューニングデータベース・パラメータのチューニングデータベース・パラメータのチューニング
表 10-1 に、init.oraデータベース初期化パラメータのチューニング情報を示します。

表表表表 10-1 重要な重要な重要な重要な init.ora チューニング・パラメータチューニング・パラメータチューニング・パラメータチューニング・パラメータ

init.ora パラメータパラメータパラメータパラメータ 説明説明説明説明

DB_BLOCK_SIZE データベースのブロック・サイズを設定します。通常、OLTP アプリケーションには小さ

いブロック・サイズが適していますが、DSS アプリケーションには大きいブロック・サ

イズが適しています。このパラメータはデータベースの作成時のみ設定可能です。デ
フォルトでは、 小値の 2K に設定されます。

関連項目 : 『Oracle Database パフォーマンス・チューニング・ガイド』のブロック・サ

イズのメリットとデメリットに関する表

PGA_AGGREGATE_TARGET インスタンスにアタッチされたすべてのサーバー・プロセスで使用可能な、ターゲット
の総 PGA メモリー・サイズを指定します。

関連項目 : PGA メモリー管理の詳細は、『Oracle Database パフォーマンス・チューニン

グ・ガイド』の「メモリーの構成と使用」を参照してください。

PROCESSES Oracle に同時接続できるオペレーティング・システム・プロセスの 大数を設定します。

このパラメータの値は 6 以上に設定する必要があります（バックグラウンド・プロセス

に 5、それぞれのユーザー・プロセスに 1）。たとえば、50 の同時ユーザー数を予定して

いる場合は、このパラメータを少なくとも 55 に設定します。この値から、他の多くの初

期化パラメータの値が推測されます。

SGA_TARGET このパラメータを 0 でない値に設定すると、自動共有メモリー管理が有効になります。

このパラメータを、SGA 専用に使用するメモリー量に設定します。システムに対する

ワークロードに応じ、自動 SGA 管理は、次のメモリー・プールにメモリーを適切に分散

します。

� データベース・バッファ・キャッシュ

� 共有プール

� ラージ・プール

� Java プール

構成の単純化とパフォーマンスの向上のため、自動メモリー管理の使用を強くお薦めし
ます。自動共有メモリー管理は、Oracle Database 10g（10.1）で導入されました。これ以

前のバージョンでは、SGA メモリー・プールは、手動で構成する必要があります。

関連項目 : SGA 管理の詳細は、『Oracle Database パフォーマンス・チューニング・ガイ

ド』の「メモリーの構成と使用」、自動共有メモリー管理に関する項を参照してくださ
い。

STREAMS_POOL_SIZE Streams プールのサイズ（バイト）を指定します。Streams プールには、取得済イベント

が含まれています。また、パラレルな取得と適用をする際の内部通信で使用されます。

Streams プールのサイズが 0 よりも大きい場合、Streams が使用するすべての SGA メモ

リーは、Streams プールから割り当てられます。Streams プールのサイズが 0 に設定され

ている場合、Streams が使用する SGA メモリーは、共有プールから割り当てられ、共有

プールの 大 10% を使用します。

関連項目 : パラメータの設定の詳細は、『Oracle Streams 概要および管理』を参照してく

ださい。

UNDO_TABLESPACE, 
UNDO_MANAGEMENT

UNDO 領域は、ロールバック・セグメントまたは UNDO 表領域のいずれかで管理でき

ます。どちらの方法でもパフォーマンスは改善しますが、ロールバック・セグメントを
使用した UNDO 領域の管理は今後のリリースでは使用しません。自動 UNDO 管理

（UNDO_MANAGEMENT = AUTO）および UNDO_TABLESPACEを使用した UNDO 領域の管

理を強くお薦めします。下位互換性の理由から、UNDO_MANAGEMENTのデフォルト値は

MANUALに設定されています。

関連項目 : UNDO 領域管理の詳細は、『Oracle Database パフォーマンス・チューニング・

ガイド』を参照してください。
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REDO ログの配置場所のチューニングとサイズ設定ログの配置場所のチューニングとサイズ設定ログの配置場所のチューニングとサイズ設定ログの配置場所のチューニングとサイズ設定
データベース I/O のロード・バランシングの管理は重要なタスクです。しかし、REDO ログの
オプションをチューニングすることによって Oracle Application Server 環境で実行されている
アプリケーションのパフォーマンスを改善したり、場合によっては、REDO ログを別のディス
クへ移動することで I/O スループットを大幅に向上させることができます。

データベース・ライター・プロセスとアーカイバ・プロセスの動作が REDO ログのサイズに依
存するため、REDO ログ・ファイルのサイズはパフォーマンスにも影響を与える可能性があり
ます。一般的に、REDO ログ・ファイルのサイズが大きいほどパフォーマンスは向上します。
サイズの小さいログ・ファイルは、チェックポイント・アクティビティを増やしてパフォーマ
ンスを低下させます。REDO ログ・ファイルを別のディスクに配置して、高パフォーマンスを
目的とした I/O 分散を図ることが推奨されているため、REDO ログ・ファイルのサイズを大き
くしない理由はありません。サイズの大きい REDO ログ・ファイルの潜在的な問題は、REDO
ログのミラー化が実行されていない場合に、これらがシングル・ポイント障害となることです。

REDO ログ・ファイルについて推奨されるサイズを特定することはできませんが、REDO ロ
グ・ファイルは、100MB から数 GB の範囲に設定することが適切であると考えられます。オン
ライン REDO ログ・ファイルのサイズは、システムで生成される REDO の大きさに従って設
定します。おおよその目安としては、多くても 20 分に 1 回ログ・スイッチを実行します。初期
化パラメータ LOG_CHECKPOINTS_TO_ALERT = trueを設定して、アラート・ファイルに
チェックポイントの時間を書き込みます。

必要な REDO ログ・ファイルの完全なセットは、データベース作成時に作成できます。作成
後、REDO ログ・ファイルのサイズは変更できません。ただし、新たに大きなサイズのファイ
ルを後から追加することはできます。その際に元の小さいファイルを削除できます。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Database パフォーマンス・チューニング・ガイド』
の「パフォーマンスを目的としたデータベースの構成」および「I/O の構
成と設計」
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パフォーマンス・メトリ
A

パフォーマンス・メトリックパフォーマンス・メトリックパフォーマンス・メトリックパフォーマンス・メトリック

この付録には、Oracle Application Server のパフォーマンスを分析するときに役立つ組込みメ
トリックの一覧が記載されています。メトリックは、Oracle HTTP Server、Oracle Application 
Server Containers for J2EE（OC4J）および Portal など、いくつかの領域に明確に分かれていま
す。この章の各表は、対応するダイナミック・モニタリング・サービス（DMS）メトリック表
に含まれるメトリックが一覧表示されています。

この付録の内容は次のとおりです。

� Oracle HTTP Server メトリック

� JVM メトリック

� JDBC メトリック

� OC4J メトリック

� OC4J JMS メトリック

� OC4J タスク・マネージャのメトリック

� mod_plsql メトリック

� Portal メトリック

� Oracle Process Manager and Notification Server メトリック

� Discoverer メトリック

� DMS 内部メトリック
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Oracle HTTP Server メトリックメトリックメトリックメトリック
表 A-1、表 A-4、表 A-5 の各表は、Oracle HTTP Server メトリックを説明したものです。

メトリック表の名前は ohs_serverです。

表表表表 A-1 HTTP Server メトリック（メトリック（メトリック（メトリック（ohs_server））））

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

busyChildren.value

childFinish.count 終了した子プロセスの数

childStart.count 開始した子プロセスの数

connection.active 現在開いている接続の数 スレッド

connection.avg HTTP 接続のサービスに費やされた平均時間 usecs

connection.maxTime 任意の HTTP 接続のサービスに費やされた 大時間 usecs

connection.minTime 任意の HTTP 接続のサービスに費やされた 小時間 usecs

connection.time HTTP 接続のサービスに費やされた合計時間 usecs

error.count

get.count

handle.active 現在ハンドル処理フェーズにある子サーバー スレッド

handle.avg モジュール・ハンドラで費やされた平均時間 usecs

handle.completed ハンドル処理フェーズが完了した回数 ops

handle.maxTime モジュール・ハンドラで費やされた 大時間 usecs

handle.minTime モジュール・ハンドラで費やされた 小時間 usecs

handle.time モジュール・ハンドラで費やされた合計時間 usecs

internalRedirect.count モジュールが新しい内部 URI にリクエストをリダイレクトした回数 ops

lastConfigChange.value

numChildren.value

numMods.value ロードされたモジュールの数 ops

post.count

readyChildren.value

request.active 現在リクエスト処理フェーズにある子サーバー スレッド

request.avg HTTP リクエストのサービスに必要な平均時間 usecs

request.completed 完了した HTTP リクエストの数 ops

request.maxTime HTTP リクエストのサービスに必要な 大時間 usecs

request.minTime HTTP リクエストのサービスに必要な 小時間 usecs

request.time HTTP リクエストのサービスに必要な合計時間 usecs

responseSize.value
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Oracle HTTP Server 子サーバー・メトリック子サーバー・メトリック子サーバー・メトリック子サーバー・メトリック
表 A-2 は、子サーバーのメトリックを説明したものです。

メトリック表の名前は ohs_childです。

Oracle HTTP Server レスポンス・メトリックレスポンス・メトリックレスポンス・メトリックレスポンス・メトリック
Oracle HTTP Server レスポンス・メトリックは、ohs_responsesという名前のメトリック表
に含まれます。このメトリック表には、各 HTTP レスポンス・タイプについて、件数つまりレ
スポンスが生成された回数を示すメトリックが 1 つ含まれます。

例 : Success_OK_200.count: 28 ops

Oracle HTTP Server 仮想ホスト・メトリック仮想ホスト・メトリック仮想ホスト・メトリック仮想ホスト・メトリック
Oracle HTTP Server ohs_vhostSetおよび ohs_virtualHostメトリック表には、仮想ホス
トの名前と位置、およびリクエストやレスポンスのメトリックに関する情報が含まれます。

集計モジュール・メトリック集計モジュール・メトリック集計モジュール・メトリック集計モジュール・メトリック

表表表表 A-2 Oracle HTTP Server 子サーバー・メトリック（子サーバー・メトリック（子サーバー・メトリック（子サーバー・メトリック（ohs_child））））

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

pid.value プロセス ID

slot.value スロット

status.value

time.value

url.value

表表表表 A-3 Oracle HTTP Server 仮想ホスト・メトリック（仮想ホスト・メトリック（仮想ホスト・メトリック（仮想ホスト・メトリック（ohs_virtualHost））））

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

request.active アクティブなリクエスト スレッド

request.avg リクエストを処理する平均時間 usecs

request.completed 完了したリクエストの数 ops

request.maxTime リクエストを完了するために費やした 大時間 usecs

request.minTime リクエストを完了するために費やした 小時間 usecs

request.time usecs

responseSize.value バイト

vhostType.value

表表表表 A-4 HTTP Server Apache/Modules メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

numMods.value ロードされたモジュールの数
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HTTP サーバー・モジュール・メトリックサーバー・モジュール・メトリックサーバー・モジュール・メトリックサーバー・モジュール・メトリック
サーバーにロードされた各モジュールに対して 1 セットのメトリックがあります。

メトリック表の名前は ohs_moduleです。

Oracle HTTP Server mod_oc4j メトリックメトリックメトリックメトリック
表 A-6 は、mod_oc4j 障害原因メトリックを示しています。この表は、クライアントに
INTERNAL_SERVER_ERRORを返すエラーのカテゴリを示します。

メトリック表の名前は mod_oc4j_request_failure_causesです。

表 A-7 は、mod_oc4j マウント・ポイント・メトリックを示しています。mod_oc4j.conf で指定
されているマウント・ポイントごとに、マウント・ポイント・メトリック表が 1 つあります。
この表には、指定された各マウント・ポイントのメトリックのセットが含まれます。各セット
は、mntPtid でグループ化されています。id は、モジュールの初期化時に自動的に生成される
整数です。

メトリック表の名前は mod_oc4j_mount_pt_metricsです。

表表表表 A-5 HTTP Server Apache/Modules/mod_*.c メトリック（メトリック（メトリック（メトリック（ohs_module））））

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

decline.count 拒否されたリクエストの数 ops

handle.active このモジュールによって現在処理されているリクエストの数 requests

handle.avg このモジュールに必要な平均時間 usecs

handle.completed このモジュールによって処理されるリクエストの数 ops

handle.maxTime このモジュールに必要な 大時間 usecs

handle.minTime このモジュールに必要な 小時間 usecs

handle.time このモジュールに必要な合計時間 usecs

表表表表 A-6 HTTP Server mod_oc4j リクエスト障害原因メトリックリクエスト障害原因メトリックリクエスト障害原因メトリックリクエスト障害原因メトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

IncorrectReqInit.count 内部エラーが発生した合計回数。mod_oc4j が接続エンドポイントを

見つけられない、構成のエラーなど、様々な理由が考えられます。

ops

Oc4jUnavailable.count リクエストのサービスを行う oc4j JVM が見つからなかった合計回数 ops

UnableToHandleReq.count mod_oc4j がリクエストの処理を拒否した合計回数 ops

表表表表 A-7 HTTP Server mod_oc4j マウント・ポイント・メトリックマウント・ポイント・メトリックマウント・ポイント・メトリックマウント・ポイント・メトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

Destination.value 宛先の名前。たとえば、次のようなディレクティブがあります。

 Oc4jMount /j2ee/* home    

この場合は、homeが Destination.valueになります。

文字列

ErrReq.count mod_oc4j が OC4J へのルーティングに失敗したリクエスト（セッションおよび非

セッション）の合計数

ops

ErrReqNonSess.count mod_oc4j が OC4J プロセスへのルーティングに失敗した非セッション・リクエスト

の合計数

ops

ErrReqSess.count mod_oc4j が OC4J プロセスへのルーティングに失敗したセッション・リクエストの

合計数

ops

Failover.count 非セッション・リクエストおよびセッション・リクエストに対するフェイルオーバー
の合計数

ops
A-4　Oracle Application Server パフォーマンス・ガイド



Oracle HTTP Server メトリック
表 A-8 は、mod_oc4j 宛先メトリックを示しています。この表には、特定の宛先のメトリックの
セットが含まれます。それぞれの宛先には、複数のマウント・ポイントを含めることができま
す。mod_oc4j.conf で指定されているマウント・ポイントごとに、mntPts サブツリーが 1 つあ
ります。

メトリック表の名前は mod_oc4j_destination_metricsです。

Name.value mod_oc4j.conf で Oc4jMount ディレクティブのパスとして指定された値のエコー。

DMS は、「/」や「*」などの特定の文字を「_」に変換します。指定された実際のパ

ス名を保持するため、mntPtid と実際のパス名との間のマッピングを含む内部表が、

mod_oc4jの初期化時に作成されます。たとえば Oc4jMount /j2ee/* homeとい

うディレクティブがある場合、/j2ee/*が Name.valueになります。

文字列

NonSessFailover.count 非セッション・リクエストに対するフェイルオーバーの合計数。たとえば、このマウ
ント・ポイントが、3 つの JVM（JVM1、JVM2、JVM3）を持つ OC4J アイランドに

よってサービスされる場合を考えます。新しい非セッション・リクエストが JVM1 に

ルーティングされます。JVM1 ではそのリクエストをサービスできず、リクエストは

JVM2 にフェイルオーバーされます。JVM2 でもそのリクエストをサービスできず、

リクエストは JVM3 にフェイルオーバーされます。この時点で、

NonSessFailover.countの値は 2 増加します。

ops

SessFailover.count セッション・リクエストに対するフェイルオーバーの合計数。たとえば、このマウン
ト・ポイントが、3 つの JVM（JVM1、JVM2、JVM3）を持つ OC4J アイランドに

よってサービスされる場合を考えます。セッション・リクエストが JVM1 にルーティ

ングされます。JVM1 ではリクエストをサービスできません。そのため、このリクエ

ストは JVM2 にフェイルオーバーされます。この時点で、SessFailover.count の値は 1
増加します。JVM2 でもそのリクエストをサービスできず、リクエストは JVM3 に

フェイルオーバーされます。この時点で、SessFailover.count の値は 2 増加します。

ops

SucReq.count mod_oc4j が OC4J インスタンスへのルーティングに成功したリクエスト（セッショ

ンおよび非セッション）の合計数

ops

SucReqNonSess.count mod_oc4j が OC4J プロセスへのルーティングに成功した非セッション・リクエスト

の合計数

ops

SucReqSess.count mod_oc4j が OC4J プロセスへのルーティングに成功したセッション・リクエストの

合計数

ops

表表表表 A-8 HTTP Server mod_oc4j 宛先メトリック宛先メトリック宛先メトリック宛先メトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

ErrReq.count mod_oc4j が OC4J へのルーティングに失敗したリクエスト（セッションおよび非

セッション）の合計数

ops

ErrReqNonSess.count mod_oc4j が OC4J プロセスへのルーティングに失敗した非セッション・リクエス

トの合計数

ops

ErrReqSess.count mod_oc4j が OC4J プロセスへのルーティングに失敗したセッション・リクエスト

の合計数

ops

Failover.count 非セッション・リクエストおよびセッション・リクエストに対するフェイルオー
バーの合計数

ops

JVMCnt.value この宛先に属するルーティング可能な OC4J JVM の合計数 JVM の数

Name.value mod_oc4j.conf で Oc4jMount ディレクティブの宛先として指定された値のエコー。

mod_oc4j.conf では、1 つの宛先が複数回指定されている可能性があります。

例 : Oc4jMount /j2ee/* home,oc4jinstance2

この場合は、home,oc4jinstance2 が Name.value になります。

文字列

NonSessFailover.count 非セッション・リクエストに対するフェイルオーバーの合計数 ops

SessFailover.count フェイルオーバーの合計数 ops

表表表表 A-7 HTTP Server mod_oc4j マウント・ポイント・メトリック（続き）マウント・ポイント・メトリック（続き）マウント・ポイント・メトリック（続き）マウント・ポイント・メトリック（続き）

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位
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JVM メトリックメトリックメトリックメトリック
サイトで現在実行中の各 Java プロセス（OC4J）に対して 1 セットのメトリックがあります。
メトリック表の名前は JVMです。

JVM プロパティ・メトリックプロパティ・メトリックプロパティ・メトリックプロパティ・メトリック
Oracle Application Server は、各 Java プロパティの値を追跡するメトリックを作成します。
Java プロパティは、任意の Java プロセスに対して System.getProperties()をコールする
ことで得られます。各 Java プロパティのメトリックは、/JVM/Properties noun の下に作成
されます。

たとえば、各プロセスには、/JVM/Properties/java_version.valueという名前の
java.versionシステム・プロパティ値を含むメトリックが必要です。システムではプロパ
ティ名コンポーネントのピリオド「.」が「_」に変換されます。

プロセスが生きている間、JVM システム・プロパティからプロパティが削除されると、それに
対応するメトリックも削除されます。値が変更されると、次回のアクセス時にメトリック値に
変更が反映されます。システム・プロパティに新しくプロパティが追加されると、新規メト
リックが作成されます。

SucReq.count mod_oc4j が OC4J へのルーティングに成功したリクエスト（セッションおよび非

セッション）の合計数

ops

SucReqNonSess.count mod_oc4j が OC4J プロセスへのルーティングに成功した非セッション・リクエス

トの合計数

ops

SucReqSess.count mod_oc4j が OC4J プロセスへのルーティングに成功したセッション・リクエスト

の合計数

ops

表表表表 A-9 JVM メトリック（メトリック（メトリック（メトリック（JVM））））

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

activeThreadGroups.value JVM 内のアクティブなスレッド・グループの数 整数

activeThreadGroups.minValue JVM 内のアクティブなスレッド・グループの 小数 整数

activeThreadGroups.maxValue JVM 内のアクティブなスレッド・グループの 大数 整数

activeThreads.value JVM 内のアクティブなスレッドの数 スレッド

activeThreads.minValue JVM 内のアクティブなスレッドの 小数 スレッド

activeThreads.maxValue JVM 内のアクティブなスレッドの 大数 スレッド

upTime.value JVM の稼動時間 msecs

freeMemory.value JVM 内のヒープの空き領域の量 KB

freeMemory.minValue JVM 内のヒープの空き領域の 小量 KB

freeMemory.maxValue JVM 内のヒープの空き領域の 大量 KB

totalMemory.value JVM 内のヒープ領域の合計量 KB

totalMemory.minValue JVM 内のヒープの合計領域の 小量 KB

totalMemory.maxValue JVM 内のヒープの合計領域の 大量 KB

注意注意注意注意 : JVM プロパティ・メトリックは、AggreSpy の Spies textリンクを
使用するか、メトリックを表示するための dmstoolコマンドを使用しない
と表示できません。

表表表表 A-8 HTTP Server mod_oc4j 宛先メトリック（続き）宛先メトリック（続き）宛先メトリック（続き）宛先メトリック（続き）

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位
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JDBC メトリックメトリックメトリックメトリック
次の各表は、Oracle Application Server の JDBC メトリックを一覧にしたものです。

JDBC ドライバ・メトリックドライバ・メトリックドライバ・メトリックドライバ・メトリック
JDBC ドライバ・メトリックは、各 JVM に 1 セットあります。

メトリック表の名前は JDBC_Driverです。

JDBC データ・ソース・メトリックデータ・ソース・メトリックデータ・ソース・メトリックデータ・ソース・メトリック
メトリック表の名前は JDBC_DataSourceです。

データ・ソース・メトリックは、各データ・ソースに 1 セットあります。

表表表表 A-10 JVM/ プロパティプロパティプロパティプロパティ - JVM システム・プロパティ・メトリックシステム・プロパティ・メトリックシステム・プロパティ・メトリックシステム・プロパティ・メトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

各システム・プロパティに対し、1 つの

メトリックが作成されます。各プロパ
ティ名に「.」の文字がある場合、「_」
に置き換えられます。

Java システム・プロパティの値が含まれます。 文字列

表表表表 A-11 /JDBC/Driver - JDBC_Driver メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

ConnectionCloseCount.count 閉じられている接続の合計数 ops

ConnectionCreate.active 接続を作成するスレッドの現在の数 ops

ConnectionCreate.avg 接続の作成に費やされた平均時間 msecs

ConnectionCreate.completed この PhaseEvent が開始して終了した回数 ops

ConnectionCreate.maxTime 接続の作成に費やされた 大時間 msecs

ConnectionCreate.minTime 接続の作成に費やされた 小時間 msecs

ConnectionCreate.time 接続の作成に費やされた時間 msecs

ConnectionOpenCount.count 開いている接続の合計数 ops

注意注意注意注意 : JDBC データ・ソース・メトリックは、非エミュレート化データ・
ソースに対してのみ使用できます。作成したデータ・ソースが
OrionCMTDataSourceや OracleXADataSourceなどの非エミュレート化
データ・ソース用の場合にのみ、JDBC データ・ソース・メトリックにアク
セスできます。エミュレート化データ・ソースおよび非エミュレート化デー
タ・ソースの詳細は、6-10 ページの「エミュレート化および非エミュレート
化データ・ソース」を参照してください。

表表表表 A-12 /JDBC/data-source-name - JDBC_Data Source メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

ConnectionCloseCount.count 閉じられている接続の合計数 ops

ConnectionCreate.active 接続を作成するスレッドの現在の数 ops

ConnectionCreate.avg 接続の作成に費やされた平均時間 msecs

ConnectionCreate.completed この PhaseEvent が開始して終了した回数 ops

ConnectionCreate.maxTime 接続の作成に費やされた 大時間 msecs
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JDBC ドライバ固有の接続メトリックドライバ固有の接続メトリックドライバ固有の接続メトリックドライバ固有の接続メトリック
JDBC 接続メトリックは、各接続に 1 セットあります。

メトリック表の名前は JDBC_Connectionです。

JDBC データ・ソースに固有の接続メトリックデータ・ソースに固有の接続メトリックデータ・ソースに固有の接続メトリックデータ・ソースに固有の接続メトリック
JDBC データ・ソースに固有の接続メトリックは、各接続の各データ・ソースに 1 セットあり
ます。メトリック表の名前は JDBC_Connectionです。

ConnectionCreate.minTime 接続の作成に費やされた 小時間 msecs

ConnectionCreate.time 接続の作成に費やされた時間 msecs

ConnectionOpenCount.count 開いている接続の合計数 ops

表表表表 A-13 /JDBC/Driver/CONNECTION - JDBC ドライバ接続メトリックドライバ接続メトリックドライバ接続メトリックドライバ接続メトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

CreateNewStatement.avg 新規文の作成に費やされた平均時間 msecs

CreateNewStatement.completed 文に対するリクエストがキャッシュから満たされなかった回数 ops

CreateNewStatement.maxTime 新規文の作成に費やされた 大時間 msecs

CreateNewStatement.minTime 新規文の作成に費やされた 小時間 msecs

CreateNewStatement.time 新規文の作成に費やされた時間（文の解析に要した時間は含まれません。文
の解析時間を含むメトリックは、表 A-16 の Execute.Timeを参照）

msecs

CreateStatement.avg 文キャッシュから文を得るために費やされた平均時間 msecs

CreateStatement.completed 文に対するリクエストがキャッシュから満たされた回数 ops

CreateStatement.maxTime 文キャッシュから文を得るために費やされた 大時間 msecs

CreateStatement.minTime 文キャッシュから文を得るために費やされた 小時間 msecs

CreateStatement.time 文キャッシュから文を得るために費やされた時間 msecs

JDBC_Connection_URL この接続に指定された URL

JDBC_Connection_Username この接続に使用されるユーザー名

LogicalConnection.value 物理接続の場合は、その論理接続を意味します（存在する場合）。

StatementCacheHit.count キャッシュにある文 ops

StatementCacheMiss.count キャッシュにない文 ops

表表表表 A-14 /JDBC/data-source-name/CONNECTION - JDBC データ・ソース接続メトリックデータ・ソース接続メトリックデータ・ソース接続メトリックデータ・ソース接続メトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

CreateNewStatement.avg 新規文の作成に費やされた平均時間 msecs

CreateNewStatement.completed 文に対するリクエストがキャッシュから満たされなかった回数 ops

CreateNewStatement.maxTime 新規文の作成に費やされた 大時間 msecs

CreateNewStatement.minTime 新規文の作成に費やされた 小時間 msecs

CreateNewStatement.time 新規文の作成に費やされた時間（文の解析に要した時間は含まれません。文
の解析時間を含むメトリックは、表 A-17 の Execute.Timeを参照）

msecs

CreateStatement.avg 文キャッシュから文を得るために費やされた平均時間 msecs

CreateStatement.completed 文に対するリクエストがキャッシュから満たされた回数 ops

CreateStatement.maxTime 文キャッシュから文を得るために費やされた 大時間 msecs

CreateStatement.minTime 文キャッシュから文を得るために費やされた 小時間 msecs

表表表表 A-12 /JDBC/data-source-name - JDBC_Data Source メトリック（続き）メトリック（続き）メトリック（続き）メトリック（続き）

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位
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JDBC メトリック
JDBC 接続ソース・メトリック接続ソース・メトリック接続ソース・メトリック接続ソース・メトリック
接続ソース・メトリックが 1 セットあります。

メトリック表の名前は JDBC_ConnectionSourceです。

JDBC ドライバ文メトリックドライバ文メトリックドライバ文メトリックドライバ文メトリック
文メトリックは、各文の各接続に 1 セットあります。

メトリック表の名前は JDBC_Statementです。

CreateStatement.time 文キャッシュから文を得るために費やされた時間 msecs

JDBC_Connection_Url この接続に指定された URL

JDBC_Connection_Username この接続に使用されるユーザー名

LogicalConnection.value 物理接続の場合は、その論理接続を意味します（存在する場合）。

StatementCacheHit.count キャッシュにある文

StatementCacheMiss.count キャッシュにない文

表表表表 A-15 JDBC 接続ソース・メトリック接続ソース・メトリック接続ソース・メトリック接続ソース・メトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

CacheFreeSize.count 接続キャッシュ内の空きスロットの数 ops

CacheFreeSize.maxValue 接続キャッシュ内の空きスロットの 大数 connections

CacheFreeSize.minValue 接続キャッシュ内の空きスロットの 小数 connections

CacheFreeSize.value 接続キャッシュ内の空きスロットの数 connections

CacheGetConnection.active スレッド

CacheGetConnection.avg キャッシュから接続を得るために費やされた平均時間 msecs

CacheGetConnection.completed この PhaseEvent が開始して終了した回数 ops

CacheGetConnection.maxTime キャッシュから接続を得るために費やされた 大時間 msecs

CacheGetConnection.minTime キャッシュから接続を得るために費やされた 小時間 msecs

CacheGetConnection.time キャッシュから接続を得るとき、あるいは得なかったときに費やされ
た時間

msecs

CacheHit.count 接続に対するリクエストがキャッシュから満たされた回数

CacheMiss.count 接続に対するリクエストがキャッシュから満たされなかった回数

CacheSize.value 接続キャッシュの合計サイズ

注意注意注意注意 : JDBC 文メトリックは、JDBC 文のキャッシングが有効になってお
り、プロパティ oracle.jdbc.DMSStatementCachingMetricsの値が
trueに設定されている JDBC 接続に対してのみ使用できます。JDBC 文の
キャッシングが無効になっている場合は、プロパティ
oracle.jdbc.DMSStatementMetricsを trueに設定することによっ
て JDBC 文メトリックを使用可能にします。これらのプロパティを両方と
もデフォルトで falseに設定しておくと、パフォーマンスを向上させ、
負荷のかかるメトリックの収集を回避することができます。

表表表表 A-14 /JDBC/data-source-name/CONNECTION - JDBC データ・ソース接続メトリック（続き）データ・ソース接続メトリック（続き）データ・ソース接続メトリック（続き）データ・ソース接続メトリック（続き）

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位
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OC4J メトリック
JDBC データ・ソース文メトリックデータ・ソース文メトリックデータ・ソース文メトリックデータ・ソース文メトリック
メトリック表の名前は JDBC_Statementです。

文メトリックは、各文の各接続の各データ・ソースに 1 セットあります。

注意 : JDBC データ・ソース・メトリックは、非エミュレート化データ・ソースに対してのみ使
用できます。

OC4J メトリックメトリックメトリックメトリック
この項では、OC4J J2EE アプリケーションに関連するメトリックを一覧表示します。

この項には、次のメトリックが含まれています。

� Web モジュール・メトリック

� Web コンテキスト・メトリック

� OC4J サーブレット・メトリック

� OC4J JSP メトリック

� OC4J EJB メトリック

� OC4J OPMN 情報メトリック

表表表表 A-16 /JDBC/Driver/CONNECTION/STATEMENT JDBC 文メトリック文メトリック文メトリック文メトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

Execute.time この文によって 初のフェッチを含む SQL の実行に費やされた時間と、この文の解

析に要した時間

msecs

Fetch.time この文によって他のフェッチに費やされた時間 msecs

SQLText.value 実行中の SQL

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 6-7 ページの「OC4J JDBC DMS 文メトリック・オプションの
設定」

注意注意注意注意 : JDBC 文メトリックは、JDBC 文のキャッシングが有効になってお
り、プロパティ oracle.jdbc.DMSStatementCachingMetricsの値が
trueに設定されている JDBC 接続に対してのみ使用できます。JDBC 文の
キャッシングが無効になっている場合は、プロパティ
oracle.jdbc.DMSStatementMetricsを trueに設定することによっ
て JDBC 文メトリックを使用可能にします。これらのプロパティを両方と
もデフォルトで falseに設定しておくと、パフォーマンスを向上させ、
負荷のかかるメトリックの収集を回避することができます。

表表表表 A-17 /JDBC/data-source-name/CONNECTION/STATEMENT JDBC 文メトリック文メトリック文メトリック文メトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

Execute.time この文によって 初のフェッチを含む SQL の実行に費やされた時間と、この文の解

析に要した時間

msecs

Fetch.time この文によって他のフェッチに費やされた時間 msecs

SQLText.value 実行中の SQL

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 6-7 ページの「OC4J JDBC DMS 文メトリック・オプションの
設定」
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OC4J メトリック
Web モジュール・メトリックモジュール・メトリックモジュール・メトリックモジュール・メトリック
各 J2EE アプリケーション内の各 Web モジュールに対して 1 セットのメトリックがあります。

メトリック表の名前は oc4j_web_moduleです。

表表表表 A-18 OC4J/application/WEBs メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

parseRequest.active AJP リクエストまたは HTTP リクエストの読込みまたは解析を試みてい

るスレッドの現在の数

parseRequest.avg リクエストの読込みまたは解析に費やされた平均時間 msecs

parseRequest.completed 解析の済んだ Web リクエストの数 ops

parseRequest.maxActive AJP リクエストまたは HTTP リクエストの読込みまたは解析を試みてい

るスレッドの 大数

スレッド

parseRequest.maxTime リクエストの読込みまたは解析に費やされた 大時間 msecs

parseRequest.minTime リクエストの読込みまたは解析に費やされた 小時間 msecs

parseRequest.time ソケットからリクエストを読込みまたは解析するために費やされた合計
時間

msecs

processRequest.active Web リクエストのサービスを行うスレッドの現在の数

processRequest.avg Web リクエストのサービスに費やされた平均時間 msecs

processRequest.completed このアプリケーションによって処理された Web リクエストの数 ops

processRequest.maxActive Web リクエストのサービスを行うスレッドの 大数 スレッド

processRequest.maxTime 1 つの Web リクエストのサービスに費やされた 大時間 msecs

processRequest.minTime 1 つの Web リクエストのサービスに費やされた 小時間 msecs

processRequest.time このアプリケーションの Web リクエストのサービスに費やされた合計

時間

msecs

resolveContext.active サーブレット・コンテキストの作成または検索を試みているスレッドの
現在の数

resolveContext.avg サーブレット・コンテキストを作成または検索するために費やされた平
均時間

msecs

resolveContext.completed 完了したコンテキスト解決のカウント ops

resolveContext.maxActive サーブレット・コンテキストの作成または検索を試みているスレッドの
大数

スレッド

resolveContext.maxTime サーブレット・コンテキストを作成または検索するために費やされた
大時間

msecs

resolveContext.minTime サーブレット・コンテキストを作成または検索するために費やされた
小時間

msecs

resolveContext.time サーブレット・コンテキストを作成または検索するために費やされた合
計時間。各 Web モジュール（WAR）が 1 つのサーブレット・コンテキ

ストにマッピングされます。

msecs
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OC4J メトリック
Web コンテキスト・メトリックコンテキスト・メトリックコンテキスト・メトリックコンテキスト・メトリック
各 J2EE アプリケーション内の各 Web コンテキスト・モジュールに対して 1 セットのメトリッ
クがあります。

メトリック表の名前は oc4j_contextです。

OC4J サーブレット・メトリックサーブレット・メトリックサーブレット・メトリックサーブレット・メトリック
各 J2EE アプリケーション内の各 Web モジュールの各サーブレットに対して 1 セットのメト
リックがあります。

メトリック表の名前は oc4j_servletです。

表表表表 A-19 OC4J/application/WEBs/context メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

resolveServlet.time サーブレットのインスタンスを（サーブレット・コンテキスト内で）作成
または検索するために費やされた合計時間。これには、必要とされる認証
の時間も含まれます。

msecs

resolveServlet.completed OC4J によるサーブレットの参照の合計数 ops

resolveServlet.minTime サーブレットのインスタンスを（サーブレット・コンテキスト内で）作成
または検索するために費やされた 小時間

msecs

resolveServlet.maxTime サーブレットのインスタンスを（サーブレット・コンテキスト内で）作成
または検索するために費やされた 大時間

msecs

resolveServlet.avg サーブレットのインスタンスを（サーブレット・コンテキスト内で）作成
または検索するために費やされた平均時間

msecs

sessionActivation.active アクティブなセッションの数 ops

sessionActivation.time セッションがアクティブであった合計時間 msecs

sessionActivation.completed セッションがアクティブになった数 ops

sessionActivation.minTime セッションがアクティブであった 小時間 msecs

sessionActivation.maxTime セッションがアクティブであった 大時間 msecs

sessionActivation.avg セッション存続時間の平均値 msecs

service.time リクエストのサービスに費やされた合計時間 msecs

service.completed サービスされたリクエストの合計数 ops

service.minTime リクエストのサービスに費やされた 小時間 msecs

service.maxTime リクエストのサービスに費やされた 大時間 msecs

service.avg サーブレットのサービスに費やされた平均時間 msecs

service.active アクティブなリクエストの現在の数 ops

表表表表 A-20 OC4J/application/WEBs/context /SERVLETS/servlet メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

service.active このサーブレットのサービスを行うスレッドの現在の数 スレッド

service.avg サーブレットのサービスに費やされた平均時間 msecs

service.completed service() に対するコールの合計数

service.maxActive このサーブレットのサービスを行うスレッドの 大数 スレッド

service.maxTime サーブレットの service() コールに費やされた 大時間 ops

service.minTime サーブレットの service() コールに費やされた 小時間 msecs

service.time サーブレットの service() コールに費やされた合計時間 msecs
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OC4J メトリック
OC4J JSP メトリックメトリックメトリックメトリック

JSP 実行時メトリック実行時メトリック実行時メトリック実行時メトリック
各 J2EE アプリケーションの各 Web コンテキストに対して 1 セットのメトリックがあります。

メトリック表の名前は oc4j_jspExecです。

JSP メトリックメトリックメトリックメトリック
各 Web モジュール内の各 JSP に対して 1 セットのメトリックがあります。

メトリック表の名前は oc4j_jsp(threadsafe=true)および oc4j_
jsp(threadsafe=false)です。

dmstoolを使用してこれらのメトリックを一覧表示するには、メトリック表の名前を引用符で
囲みます。

次に例を示します。

dmstool -table "oc4j_jsp(threadsafe=true)"

表表表表 A-21 OC4J/application/WEBs/context /JSP メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

processRequest.time JSP に対するリクエストの処理に費やされた時間

コンテキストまたはアプリケーションの名前にのみ使用されます。

msecs

processRequest.completed このアプリケーションによって処理された、JSP に対するリクエスト

の数

ops

processRequest.minTime JSP に対するリクエストの処理に費やされた 小時間 msecs

processRequest.maxTime JSP に対するリクエストの処理に費やされた 大時間 msecs

processRequest.avg JSP に対するリクエストの処理に費やされた平均時間 msecs

processRequest.active JSP に対するアクティブなリクエストの現在の数 ops

表表表表 A-22 OC4J/application/WEBs/context /JSPjsp_name メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

activeInstances.value アクティブなインスタンスの数。threadsafe=false の場合のみ使

用されます。

インスタンス

availableInstances.value 使用可能な（つまり作成済の）インスタンスの数。

この値は threadsafe=false の場合のみ示されます。

インスタンス

service.active JSP に対するアクティブなリクエストの現在の数

service.avg JSP のサービスに費やされた平均時間 msecs

service.completed この JSP によって処理された、JSP に対するリクエストの数 ops

service.maxTime JSP のサービスに費やされた 大時間 msecs

service.minTime JSP のサービスに費やされた 小時間 msecs

service.time JSP のサービスを行う時間（つまり、JSP の実際の実行時間） msecs
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OC4J メトリック
OC4J EJB メトリックメトリックメトリックメトリック

OC4J EJB Session Bean メトリックメトリックメトリックメトリック
oc4j_ejb_session_beanメトリック表には、Session Bean に関する情報が含まれます。

EJB Bean メトリックメトリックメトリックメトリック
Oracle Application Server では、各 J2EE アプリケーション内の各 EJB JAR ファイル内の Bean
の各タイプに対し、次のような一連のメトリックが提供されます。

メトリック表の名前は oc4j_ejb_entity_beanです。

EJB メソッド・メトリックメソッド・メトリックメソッド・メトリックメソッド・メトリック
EJB Bean の各タイプ内の各メソッドに対し、1 セットのメトリックがあります。

メトリック表の名前は oc4j_ejb_methodです。

client.*メトリックでは、メソッドの実際の実装に対する値が表示されます。wrapper.*
メトリックでは、メソッドに対して自動的に生成されたラッパーに対する値が表示されます。

表表表表 A-23 OC4J EJB Session Bean メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

session-type.value セッションのタイプ（Statelessまたは Stateful） 文字列

transaction-type.value トランザクションのタイプ（Containerまたは Bean） 文字列

表表表表 A-24 OC4J/application/EJBs/ejb-jar-module/ejb-name メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

transaction-type.value 可能な値 : containerまたは bean

session-type.value 可能な値 : statefulまたは stateless

bean-type.value 可能な値 : sessionまたは entity bean

exclusive-write-access.value 可能な値 : trueまたは false

isolation.value 可能な値 : serializable、uncommitted、committed、
repeatable_read、none、DB-determined

省略された場合、この属性の値は DB-determined になります。

persistence-type.value 可能な値 : containerまたは bean

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 自動的に生成されたラッパーの詳細は、『Oracle Application 
Server Containers for J2EE Enterprise JavaBeans 開発者ガイド』の第 6 章
「高度な EJB のトピック」を参照してください。

表表表表 A-25 OC4J/application/EJBs/ejb-jar-module/ejb-name/method-name メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

client.active このメソッドの実際の実装にアクセスするスレッドの現在の数 ops

client.avg このメソッドの実際の実装の中で費やされた平均時間 msecs

client.completed このアプリケーションによって処理された、Bean に対するリクエストの数 ops

client.maxActive このメソッドの実際の実装にアクセスするスレッドの 大数 ops

client.maxTime このメソッドの実際の実装の中で費やされた 大時間 msecs

client.minTime このメソッドの実際の実装の中で費やされた 小時間 msecs

client.time このメソッドの実際の実装の中で費やされた時間 msecs

ejbPostCreate.active ejbPostCreateを実行するスレッドの現在の数 ops
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OC4J メトリック
OC4J OPMN 情報メトリック情報メトリック情報メトリック情報メトリック
表 A-26 は、OC4J OPMN 情報メトリックを示しています。メトリック表のタイプは
oc4j_opmnです。

ejbPostCreate.avg ejbPostCreateで費やされた平均時間 msecs

ejbPostCreate.completed この ejbPostCreateがコールされた回数 ops

ejbPostCreate.maxTime ejbPostCreateで費やされた 大時間 msecs

ejbPostCreate.minTime ejbPostCreateで費やされた 小時間 msecs

ejbPostCreate.time ejbPostCreateメソッド（エンティティ Bean）で費やされた時間 msecs

trans-attribute.value トランザクションの属性。可能な値 : NotSupported、Supports、
RequiresNew、Mandatoryおよび Never

wrapper.active 自動的に生成されたラッパー・メソッドにアクセスするスレッドの現在の数

wrapper.avg 自動的に生成されたラッパー・メソッドの中で費やされた平均時間 msecs

wrapper.completed このアプリケーションによって処理された、Bean に対するリクエストの数 ops

wrapper.maxActive ラッパーにアクセスするスレッドの 大数 ops

wrapper.maxTime 自動的に生成されたラッパー・メソッドの中で費やされた 大時間 msecs

wrapper.minTime 自動的に生成されたラッパー・メソッドの中で費やされた 小時間 msecs

wrapper.time 自動的に生成されたラッパー・メソッドの中で費やされた時間。注意 : すべて

のラッパー・メソッドが、実行時に実際の Bean の実装を実行する（たとえば、

ステートレス Bean 内でメソッドを作成するなど）とは限りません。そのため、

ラッパー・コードに費やされた時間は、Bean の実装に費やされた時間よりも

少なくなる可能性があります。

msecs

表表表表 A-26 OC4J OPMN 情報メトリック情報メトリック情報メトリック情報メトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

default_application_log.value アプリケーション・ログ・ファイルのデフォルトのパス

ias_cluster.value Oracle Application Server のクラスタ名 文字列

ias_instance.value Oracle Application Server のインスタンス名 文字列

jms_log.value JMS ログ・ファイルのパス 文字列

oc4j_instance.value OC4J インスタンス ID 文字列

oc4j_island.value OC4J アイランド ID 文字列

opmn_group.value OPMN グループ ID 文字列

opmn_sequence.value OPMN 順序番号 文字列

rmi_log.value RMI ログ・ファイルのパス名 文字列

server_log.value アプリケーション・サーバーのログ・ファイルのパス 文字列

表表表表 A-25 OC4J/application/EJBs/ejb-jar-module/ejb-name/method-name メトリック（続き）メトリック（続き）メトリック（続き）メトリック（続き）

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位
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OC4J JMS メトリックメトリックメトリックメトリック
OC4J JMS メトリックは、次の 2 つのカテゴリに分類される、いくつかのメトリック表に編成さ
れます。

� JMS API レベルのメトリック : JMS API で参照可能なオブジェクト（接続、セッション、プ
ロデューサ、コンシューマ、ブラウザなど）について収集されるメトリック。JMS API レ
ベルのメトリックは、Web クライアントおよび EJB クライアントに対してのみ収集され維
持されます。アプリケーション・クライアントでも API レベルのメトリックが収集されま
すが、自身の JVM 内で収集を行うため、これらのメトリックを OC4J JMS サーバーで使用
することはできません。

� JMS サーバーレベルのメトリック : OC4J JMS サーバーによって収集され、クライアントの
状態に関係なく維持されるメトリック。JMS サーバーレベルのメトリックは、アプリケー
ション、Web および EJB のすべてのタイプのクライアントに対して収集され維持されま
す。

OC4J JMS の各メトリック表（メトリック表のタイプ）には、同じタイプのインスタンスのメト
リックが含まれます（各インスタンスは一意の名前を持ちます）。メトリック表内の各インスタ
ンスについて、メトリックのセットが収集されます。各インスタンスのメトリックの名前は、
OC4J JMS によって生成される一意の ID です。

インスタンスには、別のメトリック・インスタンスの名前を値に持つ、1 つ以上のメトリック
が含まれる場合があります。たとえば、JMS セッション・インスタンスには、JMS コネクショ
ン・インスタンスを含む親を指すメトリックが含まれます。このポインタを使用して、メト
リック間を移動することができます。

通常、親メトリックのインスタンスには、作成された特定のタイプの子メトリックの数を示す
カウンタ・メトリックが含まれます。子メトリックのインスタンスは、基礎となるオブジェク
トが作成または削除されるに従って、表示または非表示されます。このカウンタでは、親の存
続期間に作成されたインスタンスなどの合計数を追跡します。 

JMS メトリック表メトリック表メトリック表メトリック表
OC4J JMS メトリックは、その更新方法によって次の 3 つのタイプに分類されます。

1. CTOR メトリック : 関連する JMS オブジェクトのコンストラクタまたは初期化ルーチンで
設定されるメトリック。オブジェクトの存続期間中は変更されません。

2. Normal メトリック : 関連する JMS オブジェクトの状態が変更されるとすぐに更新される、
オブジェクト・レベルの状態メトリック。

3. Lazy メトリック : 基礎となるメトリック値が変更されてもすぐには更新されずに、周期的
に更新される状態メトリック。通常、これらはサーバー保存のメトリックで、期限切れの
メッセージがクリーンアップされるタイミングで更新されます。

表 A-27 は、OC4J JMS メトリック表の構成の概要を示しています。

注意注意注意注意 : Oracle Application Server JMS メトリックは OC4J JMS に対してのみ
使用できます（したがって、メトリックは OJMS に対しては使用できませ
ん）。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : OC4J JMS の詳細は、『Oracle Application Server Containers for 
J2EE サービス・ガイド』を参照してください。
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JMS 統計メトリック表統計メトリック表統計メトリック表統計メトリック表
表 A-28 は、JMS 統計メトリックを示しています。

メトリック表のタイプは JMSStatsです。

表表表表 A-27 OC4J JMS メトリック表メトリック表メトリック表メトリック表

JMS メトリック表のタイプメトリック表のタイプメトリック表のタイプメトリック表のタイプ 親の表のタイプ親の表のタイプ親の表のタイプ親の表のタイプ インスタンスの数インスタンスの数インスタンスの数インスタンスの数 説明説明説明説明

JMSStats なし 1 OC4J JMS サーバーの統計

JMSRequestHandlerStats JMSStats リモート JMS コネ

クションごとに 1 つ

リモート JMS コネクションのサービスを行うリ

クエスト・ハンドラ・スレッドの統計

JMSConnectionStats JMSStats JMS コネクション

ごとに 1 つ

このサーバーでアクティブな JMS コネクション

の統計

JMSSessionStats JMSConnectionStats JMS セッション

ごとに 1 つ

このサーバーでアクティブな JMS セッションの

統計

JMSMessageProducerStats JMSSessionStats JMS メッセージ・

プロデューサごとに
1 つ

このサーバーでアクティブな JMS プロデューサ

の統計

JMSMessageBrowserStats JMSSessionStats JMS キュー・ブラ

ウザごとに 1 つ

 このサーバーの JMS キュー・ブラウザの統計

JMSMessageConsumerStats JMSSessionStats JMS メッセージ・

コンシューマごとに
1 つ

このサーバーでアクティブな JMS コンシューマ

の統計

JMSDurableSubscriberStats JMSStats JMS 永続サブスク

ライバごとに 1 つ

このサーバーで既知の JMS 永続サブスクリプ

ションごとの統計

JMSDestinationStats JMSStats 永続 JMS 宛先ごと

に 1 つ

OC4J JMS サーバーで既知の永続 JMS 宛先ごと

の統計

JMSTemporaryDestinationStats JMSStats 一時 JMS 宛先ごと

に 1 つ

OC4J JMS サーバーで既知の一時 JMS 宛先ごと

の統計

JMSStoreStats JMSDestinationStats 
JMSTemporaryDestin
ationStats

サーバー・サイド・
メッセージ・ストア
ごとに 1 つ

OC4J JMS サーバーのメッセージ・ストアごとの

統計（1 つはキュー単位、もう 1 つは各トピック

のサブスクリプション単位）

JMSPersistenceStats JMSDestinationStats サーバー・サイドの
永続宛先ごとに 1 つ

永続宛先それぞれの永続性ファイルに対する操
作の統計

表表表表 A-28 JMSStats メトリック表メトリック表メトリック表メトリック表

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 更新更新更新更新 単位単位単位単位

address.value JMS サーバーがリモート接続を受け入れるホスト名 ctor 文字列

connections.count JMS サーバーによって作成された JMS コネクション（ローカ

ルおよびリモート）の数

normal ops

host.value OC4J JMS サーバーが実行されている明示的なホスト名 ctor 文字列

oc4j.jms.debug.value oc4j.jms.debug OC4J JMS 制御ノブの値 ctor ブール型

oc4j.jms.forceRecovery.value oc4j.jms.forceRecovery OC4J JMS 制御ノブの値 ctor ブール型

oc4j.jms.listenerAttempts.valu
e

oc4j.jms.listenerAttempts OC4J JMS 制御ノブの値 ctor int 型

oc4j.jms.maxOpenFiles.value oc4j.jms.maxOpenFiles OC4J JMS 制御ノブの値 ctor int 型

oc4j.jms.messagePoll.value oc4j.jms.messagePoll OC4J JMS 制御ノブの値 ctor msecs

oc4j.jms.noDms.value oc4j.jms.noDms OC4J JMS 制御ノブの値 ctor ブール型

c4j.jms.saveAllExpired.value oc4j.jms.saveAllExpired OC4J JMS 制御ノブの値 ctor ブール型

oc4j.jms.serverPoll.value oc4j.jms.serverPoll OC4J JMS 制御ノブの値 ctor msecs
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JMS リクエスト・ハンドラの統計リクエスト・ハンドラの統計リクエスト・ハンドラの統計リクエスト・ハンドラの統計
表 A-29 は、JMS リクエスト・ハンドラの統計を示しています。

メトリック表の名前は JMSRequestHandlerStatsです。

JMS コネクションの統計コネクションの統計コネクションの統計コネクションの統計
表 A-30 は、JMS コネクションの統計を示しています。

メトリック表の名前は JMSConnectionStatsです。

oc4j.jms.socketBufsize.value oc4j.jms.socketBufsize OC4J JMS 制御ノブの値 ctor int 型

oc4j.jms.usePersistenceLockFil
es.value

oc4j.jms.usePersistence OC4J JMS 制御ノブの値 ctor ブール型

oc4j.jms.useUUID.value oc4j.jms.useUUID OC4J JMS 制御ノブの値 ctor ブール型

port.value JMS サーバーが着信接続要求をリスニングする TCP/IP ポー

ト

ctor int 型

requestHandlers.count JMS サーバーによって作成されたリクエスト・ハンドラの数 normal int 型

startTime.value OC4J JMS サーバー起動時の

System.currentTimeMillis()

ctor msecs

taskManagerInterval.value OC4J タスク・マネージャがスケジューリングを実行する時間

隔（および OC4J JMS の期限切れタスクのスケジューリング

を実行する時間隔）

ctor msecs

メソッド名 OC4J JMS サーバーでの、すべての主要なメソッド・コールに

対する時間隔タイマー・メトリック（PhaseEvent Sensor）
normal

表表表表 A-29 JMSRequestHandlerStats メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 更新更新更新更新 単位単位単位単位

address.value リモート接続の開始元のホスト名（暗黙的な特殊アドレス） ctor 文字列

connectionID.value JMSConnectionStatsインスタンスの ID ctor 文字列

host.value リモート接続の開始元の明示的なホスト名 ctor 文字列

port.value リモート接続の開始元の TCP/IP ポート ctor int 型

startTime.value リクエスト・ハンドラ起動時の System.currentTimeMillis() ctor 文字列

表表表表 A-30 JMSConnectionStats メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 更新更新更新更新 単位単位単位単位

address.value コネクション・ファクトリに指定された、この接続のリモート JMS
サーバー・ホストの暗黙的なホスト名。非ローカル接続の場合のみ表示
されます。

ctor 文字列

clientID.value この接続に対して管理的に構成（ctor）またはプログラム的に設定

（normal）されたクライアント ID
ctor/normal 文字列

domain.value この接続の JMS ドメイン（queue、topic または unified） ctor 文字列

exceptionListener
.value

この接続の現在の例外リスナーの文字列化名 normal 文字列

host.value この接続のリモート JMS サーバー・ホストの明示的なホスト名。非

ローカル接続の場合のみ表示されます。

ctor 文字列

isLocal.value JMS コネクションが、同じ JVM の OC4J JMS サーバーに対してローカ

ルである場合のみ true
ctor ブール型

isXA.value 接続が XA モードである場合のみ true ctor ブール型

表表表表 A-28 JMSStats メトリック表（続き）メトリック表（続き）メトリック表（続き）メトリック表（続き）

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 更新更新更新更新 単位単位単位単位
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JMS セッションの統計セッションの統計セッションの統計セッションの統計
表 A-31 は、JMS セッションの統計を示しています。

メトリック表の名前は JMSSessionStatsです。

JMS メッセージ・プロデューサの統計メッセージ・プロデューサの統計メッセージ・プロデューサの統計メッセージ・プロデューサの統計
表 A-32 は、JMS プロデューサの統計を示しています。

メトリック表の名前は JMSProducerStatsです。

port.value この接続のリモート JMS サーバーのポート。非ローカル接続の場合の

み表示されます。

ctor int 型

startTime.value この接続の作成時の System.currentTimeMillis() ctor msecs

user.value この接続のユーザー ID ctor 文字列

メソッド名 この接続オブジェクトでの、すべての主要なメソッド・コールに対する
時間隔タイマー・メトリック（PhaseEvent Sensor）

normal

表表表表 A-31 JMSSessionStats メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 更新更新更新更新 単位単位単位単位

acknowledgeMode.value このセッションの確認モード。有効なモードは、AUTO_
ACKNOWLEDGE、CLIENT_ACKNOWLEDGE、DUPS_OK_ACKNOWLEDGE
および SESSION_TRANSACTEDです。

ctor 文字列

domain.value このセッションの JMS ドメイン（queue、topic または unified） ctor 文字列

isXA.value セッションが XA モードである場合のみ true ctor ブール型

sessionListener.value このセッションの現在の識別リスナーの文字列化名 normal 文字列

startTime.value このセッション作成時の System.currentTimeMillis() ctor msecs

transacted.value このセッションが処理された場合のみ true ctor ブール型

txid.value このセッションに関連付けられている現在のローカル・トランザク
ションのカウント（整数）。カウンタは、ローカル・トランザクション
がコミットまたはロールバックされるタイミングで増加し、処理され
ないセッションについては設定されません。

normal int 型

xid.value このセッションに関連付けられている現在の分散トランザクションの
Xid。ローカル・トランザクション・モードの場合は NULL または空

の文字列に設定され、このセッションがグローバル・トランザクショ
ンに参加しない場合は設定されません。

normal 文字列

メソッド名 このセッション・オブジェクトでの、すべての主要なメソッド・コー
ルに対する時間隔タイマー・メトリック（PhaseEvent Sensor）

normal

表表表表 A-32 JMSProducerStats メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 更新更新更新更新 単位単位単位単位

deliveryMode.value このプロデューサの現在の配信モード。有効な配信モードは、
PERSISTENTおよび NON_PERSISTENTです。

normal 文字列

destination.value このプロデューサの識別された宛先の名前。宛先が不明の場合は
NULL または空の文字列

ctor 文字列

disableMessageID.value メッセージ ID がこのプロデューサに対して無効な場合は true normal ブール型

disableMessageTimestamp
.value

メッセージのタイムスタンプがこのプロデューサに対して無効な場
合は true

normal ブール型

domain.value このプロデューサの JMS ドメイン（queue、topic または unified） ctor 文字列

priority.value このプロデューサの現在の優先順位 normal int 型

表表表表 A-30 JMSConnectionStats メトリック（続き）メトリック（続き）メトリック（続き）メトリック（続き）

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 更新更新更新更新 単位単位単位単位
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JMS メッセージ・ブラウザの統計メッセージ・ブラウザの統計メッセージ・ブラウザの統計メッセージ・ブラウザの統計
表 A-33 は、JMS ブラウザの統計を示しています。

メトリック表の名前は JMSBrowserStatsです。

JMS メッセージ・コンシューマの統計メッセージ・コンシューマの統計メッセージ・コンシューマの統計メッセージ・コンシューマの統計
表 A-34 は、JMS メッセージ・コンシューマの統計を示しています。

メトリック表の名前は JMSMessageConsumerStats です。

startTime.value このプロデューサ作成時の System.currentTimeMillis() ctor msecs

timeToLive.value このプロデューサの現在の TTL normal msecs

メソッド名 このプロデューサ・オブジェクトでの、すべての主要なメソッド・
コールに対するフェーズ・タイマー・メトリック（PhaseEvent 
Sensor）

normal

表表表表 A-33 JMSBrowserStats メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 更新更新更新更新 単位単位単位単位

destination.value このブラウザの宛先の名前 ctor 文字列

selector.value このブラウザのメッセージ・セレクタ。指定されていない場合は NULL また

は空の文字列

ctor 文字列

startTime.value このブラウザ作成時の System.currentTimeMillis() ctor msecs

メソッド名 このブラウザ・オブジェクトでの、すべての主要なメソッド・コールの時間
隔タイマー・メトリック（PhaseEvent Sensor）。個々の列挙オブジェクトで

hasMoreElements および nextElement へのコールが作成されますが、ブラウ

ザ・オブジェクトではデータの収集を簡単にするために PhaseEvent として

カウントされ、複数の列挙を同じブラウザでアクティブにできます。

normal

表表表表 A-34 JMSMessageConsumerStats

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 更新更新更新更新 単位単位単位単位

destination.value このコンシューマの宛先の名前 ctor 文字列

domain.value このコンシューマの JMS ドメイン（queue、topic または unified） ctor 文字列

messageListener.value このコンシューマの現在のメッセージ・リスナーの文字列化名 normal 文字列

name.value このコンシューマの永続サブスクライバの名前。永続トピック・サ
ブスクリプションの場合のみ表示されます。

ctor 文字列

noLocal.value サブスクリプションの非ローカル設定。トピック・コンシューマの
場合のみ表示されます。

ctor ブール型

selector.value このコンシューマのメッセージ・セレクタ。指定されていない場合
は NULL または空の文字列

ctor 文字列

startTime.value このコンシューマ作成時の System.currentTimeMillis() ctor msecs

メソッド名 このコンシューマ・オブジェクトでの、すべての主要なメソッド・
コールに対する時間隔タイマー・メトリック（PhaseEvent Sensor）

normal

表表表表 A-32 JMSProducerStats メトリック（続き）メトリック（続き）メトリック（続き）メトリック（続き）

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 更新更新更新更新 単位単位単位単位
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JMS 永続サブスクリプションの統計永続サブスクリプションの統計永続サブスクリプションの統計永続サブスクリプションの統計
表 A-35 は、JMS 永続サブスクリプションの統計を示しています。

メトリック表の名前は JMSDurableSubscriptionStatsです。

JMS 宛先の統計宛先の統計宛先の統計宛先の統計
表 A-36 は、JMS 宛先の統計メトリックを示しています。

メトリック表の名前は JMSDestinationStatsです。

一時一時一時一時 JMS 宛先の統計宛先の統計宛先の統計宛先の統計
表 A-37 は、一時 JMS 宛先の統計を示しています。

メトリック表の名前は JMSTempoaryDestinationStatsです。

表表表表 A-35 JMSDurableSubscriptionStats メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 更新更新更新更新 単位単位単位単位

clientID.value この永続サブスクリプションに関連付けられているクライアント ID ctor 文字列

destination.value この永続サブスクリプションのトピックの名前 ctor 文字列

isActive.value この永続サブスクリプションが、コンシューマによって使用され現在アク
ティブである場合のみ true

normal ブール型

name.value ユーザー提供の永続サブスクリプションの名前 ctor 文字列

noLocal.value この永続サブスクリプションの非ローカル・フラグ ctor ブール型

selector.value この永続サブスクリプションの JMS メッセージ・セレクタ ctor 文字列

表表表表 A-36 JMSDestinationStats メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 更新更新更新更新 単位単位単位単位

domain.value  宛先の JMS ドメイン（queue または topic） ctor 文字列

name.value 宛先の構成名。jms.xmlに定義されています。 ctor 文字列

locations.value この宛先への JNDI 名のカンマ区切りリスト。jms.xmlに定義さ

れています。

ctor 文字列

メソッド名 この宛先オブジェクトでの、すべての主要なメソッド・コールに対
する時間隔タイマー・メトリック（PhaseEvent Sensor）

normal

表表表表 A-37 JMSTemporaryDestinationStats メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 更新更新更新更新 単位単位単位単位

connectionID.value この一時宛先を作成した JMSConnectionStats インスタンスの ID ctor 文字列

domain.value  宛先の JMS ドメイン（queue または topic など） ctor 文字列

メソッド名 この宛先オブジェクトでの、すべての主要なメソッド・コールに対す
る時間隔タイマー・メトリック（PhaseEvent Sensor）

normal
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JMS ストアの統計ストアの統計ストアの統計ストアの統計
表 A-38 は、JMS StoreStats メトリック表を示しています。

メトリック表の名前は JMSStoreStatsです。

 次の識別式が維持されます。

messageCount = messageRecovered + messageEnqueued - messageDequeued - 
messageDiscarded - messageExpired

1 つのメッセージが同じトランザクション内でエンキューおよびデキューされる場合、
messageEnqueuedおよび messageDequeuedイベントは発生しますが、
messageRecoveredおよび messageDiscardedイベントは発生しません。

JMS の永続性の統計の永続性の統計の永続性の統計の永続性の統計
表 A-39 は、JMS の永続性の統計を示しています。

メトリック表の名前は JMSPersistenceStatsです。

表表表表 A-38 JMSStoreStats メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 更新更新更新更新 単位単位単位単位

destination.value このメッセージ・ストアに関連付けられた JMS 宛先の名前（書式

を整えて出力される）

ctor 文字列

messageCount.value このストアに含まれるメッセージの合計数 lazy int 型

messageDequeued.count メッセージ・デキューの合計数（処理済またはそれ以外） normal ops

messageDiscarded.count エンキューのロールバック後に破棄されたメッセージの合計数 normal ops

messageEnqueued.count メッセージ・エンキューの合計数（処理済またはそれ以外） normal ops

messageExpired.count 期限切れメッセージの合計数 normal ops

messagePagedIn.count ページ・インされたメッセージ本体の合計数 normal ops

messagePagedOut.count ページ・アウトされたメッセージ本体の合計数 normal ops

messageRecovered.count 永続性ファイルから、またはデキューのロールバック後に復元され
たメッセージの合計数

normal ops

pendingMessageCount.value アクティブなトランザクションのエンキューまたはデキューのメッ
セージ部分の合計数

lazy int 型

storeSize.value メッセージ・ストアのバイト単位の合計サイズ lazy バイト

メソッド名 このメッセージ・ストア・オブジェクトでの、すべての主要なメ
ソッド・コールに対する時間隔タイマー・メトリック

（PhaseEvent Sensor）

normal

表表表表 A-39 JMSPersistenceStats メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 更新更新更新更新 単位単位単位単位

destination.value この持続性ファイルに関連付けられた JMS 宛先の名前（書式を整えて

出力される）

ctor 文字列

holePageCount.value 現在このファイル内で空いている 512 バイト・ページの数 normal int 型

isOpen.value 永続性ファイル・ディスクリプタが現在オープンされている場合のみ
true（LRU キャッシングの場合）

normal ブール型

lastUsed.value この永続性ファイルが 後に使用された時の
System.currentTimeMillis()（LRU キャッシングの場合）

normal msecs
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OC4J タスク・マネージャのメトリックタスク・マネージャのメトリックタスク・マネージャのメトリックタスク・マネージャのメトリック
メトリック表のタイプは oc4j_taskです。

persistenceFile.value この永続宛先に使用される永続性ファイルの絶対パス名。この値は、
OC4J が実行されているオペレーティング・システムによって異なりま

す。

ctor 文字列

usedPageCount.value 現在このファイル内で使用されている 512 バイト・ページの数 normal int 型

メソッド名 この持続性ファイル・オブジェクトでの、すべての主要なメソッド・
コールに対する時間隔タイマー・メトリック（PhaseEvent Sensor）

normal

表表表表 A-40 OC4J_taskManager メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

interval.value タスクの実行頻度。タスク・マネージャは、ラウンドロビン法ですべてのタス
クを実行します。この時間隔が 0 の場合、タスク・マネージャは、タスクの選

択時にラウンドロビン法でこのタスクを実行します。

msecs（ミリ秒）

run().active アクティブなスレッドの数 スレッド

run().avg タスク・マネージャがタスクを実行する平均時間 msecs

run().completed タスク・マネージャがタスクを実行した回数 ops

run().maxActive アクティブなタスクの 大数 スレッド

run().maxTime タスクの実行に費やされた 大時間 msecs

run().minTime タスクの実行に費やされた 小時間 msecs

run().time タスク・マネージャの実行に費やされた合計時間 msecs

表表表表 A-39 JMSPersistenceStats メトリック（続き）メトリック（続き）メトリック（続き）メトリック（続き）

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 更新更新更新更新 単位単位単位単位
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mod_plsql メトリックメトリックメトリックメトリック
この項では、Oracle Application Server mod_plsql メトリックについて説明します。

図 A-1「mod_plsql メトリック・ツリー」 は、mod-plsql メトリックの構造を示したものです。
この項の各表では、関連するメトリックを説明しています。

図図図図 A-1 mod_plsql メトリック・ツリーメトリック・ツリーメトリック・ツリーメトリック・ツリー

/modplsql/HTTPResponseCodesメトリックでは、mod_plsqlによって戻されるレスポン
ス・コードの一覧が表示されます。

メトリック表の名前は modplsql_HTTPResponseCodesです。このメトリック表には、各
HTTP レスポンス・タイプについて、件数つまりレスポンスが生成された回数を示すメトリッ
クが 1 つ含まれます。

 [type=modplsql_HTTPResponseCodes]

たとえば、http404.countメトリックには、レスポンス・コード HTTP 404: Not found の件
数が保持されます。
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表 A-41 は、mod_plsqlセッション・キャッシュの一連のメトリックを一覧にしたものです。

メトリック表の名前は modplsql_Cacheです。

表 A-42 は、mod_plsqlコンテンツ・キャッシュの一連のメトリックを一覧にしたものです。

メトリック表の名前は modplsql_ContentCacheです。

SQLErrorGroupsメトリックでは、SQL エラーの定義済のグループ化が表示されます。各グ
ループに対し、表 A-43 のメトリックが記録されます。

メトリック表の名前は modplsql_SQLErrorGroupです。

/modplsql/SQLErrorGroups/group [type=modplsql_SQLErrorGroup]

グループは、『Oracle Database エラー・メッセージ』ガイドにおけるグループ化に基づきます。
たとえばメトリック名 Ora24280Ora29249は、Ora-24280 ～ Ora-29249 のグループ化を表し
ます。リクエストを実行した結果として発生する各 SQL エラーは、それぞれのエラー・コード
に基づいて適切なグループに入ります。同じエラーが頻繁に発生する場合は、『Oracle 
Database エラー・メッセージ』ガイドを使用してエラー・メッセージの詳細を確認し、問題の
原因を調査する必要があります。

表表表表 A-41 mod_plsql/SessionCache メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

cacheStatus.value キャッシュのステータス。enabled または disabled のどちらかに

なります。

ステータス

newMisses.count セッション・キャッシュのミス（新規）の数 ops

staleMisses.count セッション・キャッシュのミス（失効）の数 ops

hits.count セッション・キャッシュのヒット数 ops

requests.count セッション・キャッシュに対するリクエストの数 ops

表表表表 A-42 mod_plsql/ContentCache メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

cacheStatus.value キャッシュのステータス。enabled または disabled のどちらかにな

ります。

newMisses.count コンテンツ・キャッシュのミス（新規）の数 ops

staleMisses.count コンテンツ・キャッシュのミス（失効）の数 ops

hits.count コンテンツ・キャッシュのヒット数 ops

requests.count コンテンツ・キャッシュに対するリクエストの数 ops

表表表表 A-43 mod_plsql/SQLErrorGroups メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

lastErrorDate.value SQL エラーの原因となった 後のリクエストの日付 日付

lastErrorRequest.value SQL エラーの原因となった 後のリクエスト URL

lastErrorText.value 後のエラーの SQL エラー・テキスト エラー

error.count グループ内で発生したエラーの数 ops
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LastNSQLErrors統計では、リクエストの実行中に発生した過去 10 件の SQL エラーが表示さ
れます。エラーはラウンドロビン法で更新されます。各エラーに対して、表 A-44 に示されたメ
トリックが記録されます。

メトリック表の名前は modplsql_LastNSQLErrorです。

/modplsql/LastNSQLErrors/<SQL Error Slot> [type=modplsql_LastNSQLError]

同じエラーが頻繁に発生する場合は、問題の原因を調査する必要があります。
errorText.valueメトリックによって示されたエラーの詳細は、『Oracle データベース・エ
ラー・メッセージ』ガイドを参照してください。

表 A-45 は、非 SSO 接続プールの一連のメトリックを一覧にしたものです。

メトリック表の名前は modplsql_DatabaseConnectionPoolです。

/modplsql/NonSSOConnectionPool [type=modplsql_DatabaseConnectionPool]

表 A-46 は、リクエスト所有者接続プールの一連のメトリックを一覧にしたものです。

メトリック表の名前は modplsql_DatabaseConnectionPoolです。

/modplsql/RequestOwnerConnectionPool [type=modplsql_DatabaseConnectionPool]

表表表表 A-44 mod_plsql/LastNSQLErrors メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

errorDate.value リクエストによって SQL エラーが発生した日付 日付

errorRequest.value SQL エラーの原因となったリクエスト URL

errorText.value SQL エラーのテキスト エラー

表表表表 A-45 mod_plsql/NonSSOConnectionPool メトリックメトリックメトリックメトリック

 メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

connFetch.maxTime プールから接続をフェッチするためにかかる 大時間 usecs

connFetch.minTime プールから接続をフェッチするためにかかる 小時間 usecs

connFetch.avg プールから接続をフェッチするためにかかる平均時間 usecs

connFetch.active 現在プール・フェッチ・フェーズにある子サーバー スレッド

connFetch.time プールから接続をフェッチするために費やされた合計時間 usecs

connFetch.completed プールから接続がリクエストされた回数 ops

newMisses.count 接続プールのミス（新規）の数 ops

staleMisses.count 接続プールのミス（失効）の数 ops

hits.count 接続プールのヒット数 ops

表表表表 A-46 mod_plsql/RequestOwnerConnectionPool メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

connFetch.maxTime プールから接続をフェッチするためにかかる 大時間 usecs

connFetch.minTime プールから接続をフェッチするためにかかる 小時間 usecs

connFetch.avg プールから接続をフェッチするためにかかる平均時間 usecs

connFetch.active 現在プール・フェッチ・フェーズにある子サーバー スレッド

connFetch.time プールから接続をフェッチするために費やされた合計時間 usecs

connFetch.completed プールから接続がリクエストされた回数 ops
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表 A-47 は、スーパー・ユーザー接続プールの一連のメトリックを一覧にしたものです。

メトリック表の名前は modplsql_DatabaseConnectionPoolです。

/modplsql/SuperUserConnectionPool [type=modplsql_DatabaseConnectionPool]

Portal メトリックメトリックメトリックメトリック
この項では、Portal メトリックについて説明します。Portal メトリックは、静的タイプと動的
タイプに分けられます。静的タイプとは常に使用可能なメトリックであり、動的タイプとは、
特定のポートレットがリクエストされたときのように、特定のイベントが発生したときのみ表
示されるメトリックです。PageStatistics メトリックと PageEngine_ResponseCodes メトリック
はすべて静的タイプであり、それ以外のメトリックは動的タイプです。図 A-2 は、Portal メト
リックの構造を示したものです。この項の各表では、これらのメトリックを説明しています。

newMisses.count 接続プールのミス（新規）の数 ops

staleMisses.count 接続プールのミス（失効）の数 ops

hits.count 接続プールのヒット数 ops

表表表表 A-47 mod_plsql/SuperUserConnectionPool メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

connFetch.maxTime プールから接続をフェッチするためにかかる 大時間 usecs

connFetch.minTime プールから接続をフェッチするためにかかる 小時間 usecs

connFetch.avg プールから接続をフェッチするためにかかる平均時間 usecs

connFetch.active 現在プール・フェッチ・フェーズにあるスレッド スレッド

connFetch.time プールから接続をフェッチするために費やされた合計時間 usecs

connFetch.completed プールから接続がリクエストされた回数 ops

newMisses.count 接続プールのミス（新規）の数 ops

staleMisses.count 接続プールのミス（失効）の数 ops

hits.count 接続プールのヒット数 ops

表表表表 A-46 mod_plsql/RequestOwnerConnectionPool メトリック（続き）メトリック（続き）メトリック（続き）メトリック（続き）

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位
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図図図図 A-2 Portal メトリックメトリックメトリックメトリック

表 A-48 は、Portal Page メトリックを一覧にしたものです。メトリック表のタイプは
PageStatisticsです。このメトリック・セットは、Portal ページの一般パフォーマンスを表
します。

キャッシュを使用する場合は、cacheEnabled.valueメトリックが 1 に設定されていること
を確認する必要があります。このキャッシュを有効にするには、mod_plsqlキャッシュ構成の
ドキュメントを参照してください。

表表表表 A-48 Portal/PortalServlet/Page メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

pageRequests.value Portal ページに対するリクエストの合計数 件数

cacheEnabled.value PPE は mod_plsql によって制御されるときに中間層キャッシュを利用し、

JNI レイヤーを介してアクセスされます。このフラグは、この JNI キャッ

シュが PPE からアクセスされるときに使用可能かどうかを示します。この

フラグがゼロになるのは、キャッシュがオフになるように構成されている
場合、あるいは JNI 層ライブラリのロードに問題があった場合です。

ステー
タス

cachePageHits.value キャッシュ可能な完全にアセンブルされたページの中で、キャッシュ・
ヒットとなったページに対するリクエストの数

件数

cachePageRequests.value キャッシュ可能な完全にアセンブルされたページに対するリクエストの数 件数

pageMetadataWaitTimeAvg.value すべてのリクエストに対し、ページ・メタデータを待機する PPE 内部リク

エスト・キューに費やされた平均時間。平均を得るには、値メトリックを
件数メトリックで割る必要があります。値はすべてのリクエストに対する
累積時間、件数は行われたリクエストの数です。

msecs
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pageMetadataWaitTimeAvg.count ページ・メタデータに対して行われたリクエストの数。このメトリックは、
PPE 内部リクエスト・キューに費やされた平均時間を計算する

pageMetadataWaitTimeAvg.value とともに使用する必要があります。

ops

pageMetadataWaitTime.value PPE 内部リクエスト・キューで、 後のページ・メタデータ・リクエスト

に費やされた時間

msecs

pageMetadataWaitTime.count ページ・メタデータに対して行われたリクエストの数 ops

pageMetadataWaitTime.minValue ページ・メタデータがリクエストされるまで待機する PPE 内部リクエス

ト・キューに費やされた 小時間

msecs

pageMetadataWaitTime.maxValue ページ・メタデータがリクエストされるまで待機する PPE 内部リクエス

ト・キューに費やされた 大時間

msecs

pageElapsedTimeAvg.value ページを生成するためにかかる平均時間（ページ・メタデータのフェッチ
を含む）。平均を得るには、値メトリックを件数メトリックで割る必要があ
ります。値はすべてのリクエストに対する累積時間、件数は行われたリク
エストの数です。

msecs

pageElapsedTimeAvg.count 生成する必要があった（つまりキャッシュされなかった）ページの数。こ
のメトリックは、ページを生成する平均時間（ページ・メタデータの
フェッチを含む）を計算する pageElapsedTimeAvg.value とともに使用す

る必要があります。

ops

pageElapsedTime.value リクエストされた 後のページを生成するためにかかる時間（ページ・メ
タデータのフェッチを含む）

msecs

pageElapsedTime.count 生成する必要があった（つまりキャッシュされなかった）ページの数 ops

pageElapsedTime.minValue ページを生成するためにかかる 小時間（ページ・メタデータのフェッチ
を含む）

msecs

pageElapsedTime.maxValue ページを生成するためにかかる 大時間（ページ・メタデータのフェッチ
を含む）

msecs

pageMetadataFetchTimeAvg.value すべてのリクエストに対し、ページ・メタデータをフェッチするためにか
かる平均時間。平均を得るには、値メトリックを件数メトリックで割る必
要があります。値はすべてのリクエストに対する累積時間、件数は行われ
たリクエストの数です。

msecs

pageMetadataFetchTimeAvg.count ページ・メタデータに対して行われたリクエストの数。このメトリックは、
ページ・メタデータをフェッチする平均時間を計算する
pageMetadataFetchTimeAvg.value とともに使用する必要があります。

ops

pageMetadataFetchTime.value 後のリクエストに対し、ページ・メタデータをフェッチするためにかか
る時間

msecs

pageMetadataFetchTime.count ページ・メタデータに対して行われたリクエストの数 ops

pageMetadataFetchTime.minValue ページ・メタデータをフェッチするためにかかる 小時間 msecs

pageMetadataFetchTime.maxValue ページ・メタデータをフェッチするためにかかる 大時間 msecs

queueTimeout.value PPE 内部リクエスト・キューでタイムアウトになった Portal データに対す

るリクエストの数

msecs

queueStayAvg.value すべての PPE 内部リクエストによって、PPE 内部リクエスト・キューで費

やされた平均時間。平均を得るには、値メトリックを件数メトリックで割
る必要があります。値はすべてのリクエストに対する累積時間、件数は行
われたリクエストの数です。

msecs

queueStayAvg.count PPE 内部リクエスト・キューに追加されたリクエストの数。このメトリッ

クは、PPE 内部リクエスト・キューに費やされた平均時間を計算する

queueStayAvg.value とともに使用する必要があります。

ops

queueStay.value PPE 内部リクエスト・キューで、 後の PPE 内部リクエストに費やされた

時間

msecs

queueStay.count PPE 内部リクエスト・キューに追加されたリクエストの数 ops

queueStay.minValue PPE 内部リクエスト・キューで 1 つのリクエストに費やされる 小時間 msecs

queueStay.maxValue PPE 内部リクエスト・キューで 1 つのリクエストに費やされる 大時間 msecs

表表表表 A-48 Portal/PortalServlet/Page メトリック（続き）メトリック（続き）メトリック（続き）メトリック（続き）

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位
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表 A-49 は、特定の Portal へのページ・リクエスト数に対するメトリックを一覧にしたもので
す。メトリック表の名前は動的で、Portal DAD の名前が含まれ、特定の Portal へのリクエスト
数を確認できます。

メトリック表のタイプは PageEngine_PageRequestsです。

表 A-50 は、Parallel Page Engine が作成するポートレットへのリクエストに対するすべての
ポートレット・レスポンス・コードのサマリーを示す、一連のメトリックを一覧にしたもので
す。

メトリック表のタイプは PageEngine_ResponseCodesです。

表 A-51 は、Portal Servlet Database プロバイダ・リクエストの一連のメトリックを一覧にした
ものです。特定のプロバイダが所有するすべてのリクエスト済ポートレットのメトリック・サ
マリーが含まれています。メトリック表のタイプは DBProviderです。メトリック表の名前は
動的で、プロバイダ名が含まれます。この値 dad-providerは、指定されたプロバイダの登
録およびアクセスに使用する DAD の名前を示します。

頻繁にリクエストが失敗する場合は、HTTP Server の error_logと OC4J_Portal のログ・
ファイルをチェックし、リクエストが失敗する原因の詳細を確認してください。

queueLengthAvg.value PPE 内部リクエスト・キューの平均の長さ。平均を得るには、値メトリッ

クを件数メトリックで割る必要があります。

msecs

queueLengthAvg.count PPE 内部リクエストキューに追加されたリクエストの数。このメトリック

は、PPE 内部リクエスト・キューの平均の長さを計算する

queueLengthAvg.value とともに使用する必要があります。

ops

queueLength.value PPE 内部リクエスト・キューの現在の長さ msecs

queueLength.count PPE 内部リクエストキューに追加されたリクエストの数 ops

queueLength.minValue PPE 内部リクエスト・キュー内のリクエストの 小数 msecs

queueLength.maxValue PPE 内部リクエスト・キュー内のリクエストの 大数 msecs

表表表表 A-49 Portal/PortalServlet/Page/PageRequests/dad メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

requests.value ページ・リクエストの数 ops

表表表表 A-50 Portal/PortalServlet/Page/ResponseCodes メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

httpXXX.value 特定の HTTP レスポンス・コードの件数 ops

httpFailure.value ポートレットのリクエスト中に発生した内部 Parallel Page Engine エ

ラーの件数

ops

httpTimeout.value ポートレットのリクエスト中に発生したタイムアウトの件数 ops

httpUnresolvedRedirect.value ポートレットに対して、リダイレクトされたが正常に解決されなかっ
たリクエストの件数

表表表表 A-51 Portal/PortalServlet/Page/DBProvider/dad-provider メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

cacheHits.value このリクエストに対するキャッシュのヒット数 ops

offline.value プロバイダがオフラインかどうかを示すフラグ。値 1 はプロバイダがオフラ

インであることを、値 0 はプロバイダがオンラインであることを示します。

状態

httpXXX.value このリクエストに対する特定の HTTP レスポンス・コードの件数 ops

表表表表 A-48 Portal/PortalServlet/Page メトリック（続き）メトリック（続き）メトリック（続き）メトリック（続き）

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位
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表 A-52 は、Portal PortalServlet PL/SQL ポートレット・リクエストに対する一連のメトリック
を一覧にしたものです。メトリック表のタイプは DBPortletです。メトリック表の名前は動
的で、プロバイダとポートレットの両方の名前が含まれます。表 A-51 には、特定の PL/SQL
プロバイダが所有するすべてのリクエスト済ポートレットのメトリック・サマリーが含まれて
います。

頻繁にリクエストが失敗する場合は、HTTP Server の error_logと OC4J_Portal のログ・
ファイルをチェックし、リクエストが失敗する原因の詳細を確認してください。

表 A-53 は、内部 Portal PortalServlet Web プロバイダ・リクエストの一連のメトリックを一覧
にしたものです。特定のプロバイダが所有するすべてのリクエスト済ポートレットのメトリッ
ク・サマリーが含まれています。メトリック表のタイプは WebProviderです。メトリック表
の名前は動的で、プロバイダ名が含まれます。

表 A-53 には、特定の Web プロバイダが所有するすべてのリクエスト済ポートレットのメト
リック・サマリーが含まれています。

頻繁にリクエストが失敗する場合は、HTTP Server の error_logと OC4J_Portal のログ・
ファイルをチェックし、リクエストが失敗する原因の詳細を確認してください。

executeTime.maxTime リクエストを行うためにかかる 大時間 usecs

executeTime.minTime リクエストを行うためにかかる 小時間 usecs

executeTime.avg リクエストを行うためにかかる平均時間 usecs

executeTime.active 現在リクエストを行うフェーズにあるスレッド スレッド

executeTime.time リクエストを行うために費やされた合計時間 usecs

表表表表 A-52 Portal/PortalServlet/Page/DBProvider/dad-provider/portlet メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

lastResponseDate.value リクエストが 後に行われた日付 日付

lastResponseCode.value このリクエストに対して戻された 後のレスポンス・コード HTTP レスポンス・

コード

cacheHits.value このリクエストに対するキャッシュのヒット数 ops

httpXXX.value このリクエストに対する特定の HTTP レスポンス・コードの件数 ops

executeTime.maxTime リクエストを行うためにかかる 大時間 usecs

executeTime.minTime リクエストを行うためにかかる 小時間 usecs

executeTime.avg リクエストを行うためにかかる平均時間 usecs

executeTime.active 現在リクエストを行うフェーズにあるスレッド スレッド

executeTime.time リクエストを行うために費やされた合計時間 usecs

表表表表 A-53 Portal/PortalServlet/Page/WebProvider/dad-provider メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

cacheHits.value このリクエストに対するキャッシュのヒット数 ops

offline.value プロバイダがオフラインかどうかを示すフラグ。値 1 はプロバイダがオフラ

インであることを、値 0 はプロバイダがオンラインであることを示します。

状態

httpXXX.value このリクエストに対する特定の HTTP レスポンス・コードの件数 ops

executeTime.maxTime リクエストを行うためにかかる 大時間 usecs

executeTime.minTime リクエストを行うためにかかる 小時間 usecs

表表表表 A-51 Portal/PortalServlet/Page/DBProvider/dad-provider メトリック（続き）メトリック（続き）メトリック（続き）メトリック（続き）

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位
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表 A-54 は、Portal PortalServlet Web ポートレット・リクエストに対する一連のメトリックを
一覧にしたものです。メトリック表のタイプは WebProviderです。メトリック名は動的で、
プロバイダとポートレットの両方の名前が含まれます。

 頻繁にリクエストが失敗する場合は、HTTP Server の error_logと OC4J_Portal のログ・
ファイルをチェックし、リクエストが失敗する原因の詳細を確認してください。HTTP のリダ
イレクト（302）が頻繁に発生する場合は、リダイレクトを行わないようにポートレットをコー
ディングすることができます。これによってパフォーマンスが向上します。ポートレットを
キャッシュ可能にコーディングしてもキャッシュのヒット数が低い場合は、mod_plsqlの
キャッシュ設定をチェックし、システムに適切なレベルに設定されていることを確認してくだ
さい。

表 A-55 は、Portal キャッシュの一連のメトリックを一覧にしたものです。

メトリック表のタイプは CacheStatisticsです。

executeTime.avg リクエストを行うためにかかる平均時間 usecs

executeTime.active 現在リクエストを行うフェーズにあるスレッド スレッド

executeTime.time リクエストを行うために費やされた合計時間 usecs

表表表表 A-54 Portal/PortalServlet/Page/WebProvider/dad-provider/portlet メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

lastResponseDate.value リクエストが 後に行われた日付 日付

lastResponseCode.value このリクエストに対して戻された 後のレスポンス・コード HTTP レスポンス・

コード

cacheHits.value このリクエストに対するキャッシュのヒット数 ops

httpXXX.value このリクエストに対する特定の HTTP レスポンス・コードの件数 ops

executeTime.maxTime リクエストを行うためにかかる 大時間 usecs

executeTime.minTime リクエストを行うためにかかる 小時間 usecs

executeTime.avg リクエストを行うためにかかる平均時間 usecs

executeTime.active 現在リクエストを行うフェーズにあるスレッド スレッド

executeTime.time リクエストを行うために費やされた合計時間 usecs

表表表表 A-55 Portal/PortalServices/Cache メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

cacheSize.value キャッシュ全体のサイズ MB

dataCleanedUp.max キャッシュ・データのクリーン・アップ 大量 MB

dataCleanedUp.min キャッシュ・データのクリーン・アップ 小量 MB

dataCleanedUp.avg キャッシュ・データのクリーン・アップ平均量 MB

dataCleanedUp.value 後のクリーン・アップ処理でクリーン・アップされたキャッ
シュ・データの量

MB

cleanup.count キャッシュがクリーン・アップされた回数 ops

cleanupTime.min キャッシュのクリーン・アップにかかる 小時間 msecs

cleanupTime.max キャッシュのクリーン・アップにかかる 大時間 msecs

cleanupTime.avg キャッシュのクリーン・アップにかかる平均時間 msecs

cleanupTime.value 後のクリーン・アップ処理でキャッシュのクリーン・アップにか
かった時間

msecs

cacheTime.max キャッシュからコンテンツを提供するためにかかる 大時間 msecs

表表表表 A-53 Portal/PortalServlet/Page/WebProvider/dad-provider メトリック（続き）メトリック（続き）メトリック（続き）メトリック（続き）

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位
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表 A-56 は、Portal セッション・キャッシュの一連のメトリックを一覧にしたものです。

メトリック表のタイプは CacheSummaryです。

表 A-57 は、Portal システム・レベルのコンテンツ・キャッシュの一連のメトリックを一覧にし
たものです。

メトリック表のタイプは CacheSummaryです。

cacheTime.min キャッシュからコンテンツを提供するためにかかる 小時間 msecs

cacheTime.avg キャッシュからコンテンツを提供するためにかかる平均時間 msecs

openTime.count キャッシュされたコンテンツが開かれた回数 ops

openTime.avg キャッシュされたコンテンツを開くためにかかる平均時間 msecs

openTime.max キャッシュされたコンテンツを開くためにかかる 大時間 msecs

readTime.count キャッシュされたコンテンツが読み取られた回数 ops

readTime.avg キャッシュされたコンテンツの読取りにかかる平均時間 msecs

readTime.max キャッシュされたコンテンツの読取りにかかる 大時間 msecs

writeTime.count キャッシュされたコンテンツが書き込まれた回数 ops

writeTime.avg キャッシュされたコンテンツの書込みにかかる平均時間 msecs

writeTime.max キャッシュされたコンテンツの書込みにかかる 大時間 msecs

表表表表 A-56 Portal/PortalServices/Cache/Session メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

newMisses.count セッション・キャッシュのミス（新規）の数 ops

newMisses.avg キャッシュ・ミス（新規）の処理にかかる平均時間 msecs

newMisses.max キャッシュ・ミス（新規）の処理にかかる 大時間 msecs

staleMisses.count セッション・キャッシュのミス（失効）の数 ops

staleMisses.avg  キャッシュ・ミス（失効）の処理にかかる平均時間 msecs

staleMisses.max キャッシュ・ミス（失効）の処理にかかる 大時間 msecs

expireHits.count セッション期限切れキャッシュのヒット数 ops

expireHits.avg 期限切れキャッシュ・ヒットの処理にかかる平均時間 msecs

expireHits.max 期限切れキャッシュ・ヒットの処理にかかる 大時間 msecs

requests.count セッション・キャッシュに対するリクエストの数 ops

表表表表 A-57 Portal/PortalServices/Cache/SystemContent メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

newMisses.count セッション・キャッシュのミス（新規）の数 ops

newMisses.avg キャッシュ・ミス（新規）の処理にかかる平均時間 msecs

newMisses.max キャッシュ・ミス（新規）の処理にかかる 大時間 msecs

staleMisses.count セッション・キャッシュのミス（失効）の数 ops

staleMisses.avg  キャッシュ・ミス（失効）の処理にかかる平均時間 msecs

staleMisses.max キャッシュ・ミス（失効）の処理にかかる 大時間 msecs

expireHits.count セッション期限切れキャッシュのヒット数 ops

表表表表 A-55 Portal/PortalServices/Cache メトリック（続き）メトリック（続き）メトリック（続き）メトリック（続き）

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位
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表 A-58 は、Portal ユーザー・レベルのコンテンツ・キャッシュの一連のメトリックを一覧にし
たものです。

メトリック表のタイプは CacheSummaryです。

表 A-59 は、非 SSO 接続プールの一連のメトリックを一覧にしたものです。

メトリック表のタイプは Repository_DatabaseConnectionPoolです。

表 A-60 は、リクエスト所有者接続プールの一連のメトリックを一覧にしたものです。

メトリック表のタイプは Repository_DatabaseConnectionPoolです。

expireHits.avg 期限切れキャッシュ・ヒットの処理にかかる平均時間 msecs

expireHits.max 期限切れキャッシュ・ヒットの処理にかかる 大時間 msecs

requests.count セッション・キャッシュに対するリクエストの数 ops

表表表表 A-58 Portal/PortalServices/Cache/UserContent メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

newMisses.count セッション・キャッシュのミス（新規）の数 ops

newMisses.avg キャッシュ・ミス（新規）の処理にかかる平均時間 msecs

newMisses.max キャッシュ・ミス（新規）の処理にかかる 大時間 msecs

staleMisses.count セッション・キャッシュのミス（失効）の数 ops

staleMisses.avg  キャッシュ・ミス（失効）の処理にかかる平均時間 msecs

staleMisses.max キャッシュ・ミス（失効）の処理にかかる 大時間 msecs

expireHits.count セッション期限切れキャッシュのヒット数 ops

expireHits.avg 期限切れキャッシュ・ヒットの処理にかかる平均時間 msecs

expireHits.max 期限切れキャッシュ・ヒットの処理にかかる 大時間 msecs

requests.count セッション・キャッシュに対するリクエストの数 ops

表表表表 A-59 Portal/PortalServices/ConnectionPool/NonSSOConnectionPool メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

connFetch.maxTime プールから接続をフェッチするためにかかる 大時間 msecs

connFetch.minTime プールから接続をフェッチするためにかかる 小時間 msecs

connFetch.avg プールから接続をフェッチするためにかかる平均時間 msecs

connFetch.time プールから接続をフェッチするために費やされた合計時間 msecs

connFetch.count プールから接続がリクエストされた回数 ops

newMisses.count 接続プールのミス（新規）の数 ops

staleMisses.count 接続プールのミス（失効）の数 ops

hits.count 接続プールのヒット数 ops

openConn.count 現在のオープン接続の数 ops

openConn.max オープン接続の 大数 ops

openConn.avg オープン接続の平均数 ops

表表表表 A-57 Portal/PortalServices/Cache/SystemContent メトリック（続き）メトリック（続き）メトリック（続き）メトリック（続き）

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位
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表 A-61 は、スーパー・ユーザー接続プールの一連のメトリックを一覧にしたものです。

メトリック表のタイプは Repository_DatabaseConnectionPoolです。

表 A-62 は、Portal レジストリ・サービスから戻された特定の HTTP レスポンス・コードのメ
トリックを一覧にしたものです。HTTPxxx は、戻された HTTP レスポンス・コードです（例、
HTTP200）。

メトリック表のタイプは RepositoryStatisticsです。

表表表表 A-60 Portal/PortalServices/ConnectionPool/RequestOwnerConnectionPool メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

connFetch.maxTime プールから接続をフェッチするためにかかる 大時間 msecs

connFetch.minTime プールから接続をフェッチするためにかかる 小時間 msecs

connFetch.avg プールから接続をフェッチするためにかかる平均時間 msecs

connFetch.time プールから接続をフェッチするために費やされた合計時間 msecs

connFetch.count プールから接続がリクエストされた回数 ops

newMisses.count 接続プールのミス（新規）の数 ops

staleMisses.count 接続プールのミス（失効）の数 ops

hits.count 接続プールのヒット数 ops

openConn.count 現在のオープン接続の数 ops

openConn.max オープン接続の 大数 ops

openConn.avg オープン接続の平均数 ops

表表表表 A-61 Portal/PortalServices/ConnectionPool/SuerUserConnectionPool メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

connFetch.maxTime プールから接続をフェッチするためにかかる 大時間 msecs

connFetch.minTime プールから接続をフェッチするためにかかる 小時間 msecs

connFetch.avg プールから接続をフェッチするためにかかる平均時間 msecs

connFetch.time プールから接続をフェッチするために費やされた合計時間 msecs

connFetch.count プールから接続がリクエストされた回数 ops

newMisses.count 接続プールのミス（新規）の数 ops

staleMisses.count 接続プールのミス（失効）の数 ops

hits.count 接続プールのヒット数 ops

openConn.count 現在のオープン接続の数 ops

openConn.max オープン接続の 大数 ops

openConn.avg オープン接続の平均数 ops

表表表表 A-62 Portal/PortalServices/Repository/HTTPxxx メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

requestTime.count リクエストの数 ops

requestTime.minValue リクエストの処理にかかる 小時間 msecs

requestTime.maxValue リクエストの処理にかかる 大時間 msecs

requestTime.time すべてのリクエストの累積時間 msecs
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Oracle Process Manager and Notification Server メトリックメトリックメトリックメトリック
この項では、Oracle Process Manager and Notification Server（OPMN）メトリックについて説
明します。

この項には、次の項目が含まれています。

� OPMN_PM メトリック表

� OPMN_HOST_STATISTICS メトリック表

� OPMN_IAS_INSTANCE メトリック表

� OPMN_IAS_COMPONENT メトリック

� OPMN ONS メトリック

OPMN_PM メトリック表メトリック表メトリック表メトリック表
opmn_pmメトリック表は、OPMN DMS メトリックのプロセス・マネージャ・サブツリーの
ルートになります。このメトリック表のメトリックには、OPMN リクエストに関する統計が含
まれます。OPMN リクエストは、クライアントから OPMN に対して発行されるコマンドです。
たとえば、DCM は 1 つ以上の OPMN 管理対象プロセスで操作を実行します。

リクエストの処理結果は、次のいずれかになります。

� 成功 - OPMN がリクエストを正常に処理したことを示します。

� 部分的に成功 - OPMN がリクエストの一部のみを正常に処理したことを示します。たとえ
ば、クライアントが OPMN に対して OC4J プロセスを 3 つ開始するようリクエストして
も、2 つしか開始されない場合、このリクエストの結果は部分的な成功となります。

� 失敗 - リクエストの処理に失敗したことを示します。

表 A-63 は、メトリック表のタイプ opmn_pmを示しています。

表表表表 A-63 OPMN_PM メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

jobWorkerQueue.value OPMN ワーカー・キューにあるジョブの数 ops

lReq.count OPMN が処理したローカル HTTP リクエストの数 ops

procDeath.count プロセス・マネージャによって起動され、その後終了したプロセスの数 ops

procDeathReplace.count プロセス・マネージャによって終了が検出され、その後再起動されたプロセ
スの数

ops

reqFail.count 失敗した HTTP リクエストの数 ops

reqPartialSucc.count 部分的に成功した HTTP リクエストの数 ops

reqSucc.count 成功した HTTP リクエストの数 ops

rReq.count OPMN が処理したリモート HTTP リクエストの数 ops

workerThread.value ワーカー・スレッドの数 スレッド
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OPMN_HOST_STATISTICS メトリック表メトリック表メトリック表メトリック表
OPMN ホスト統計メトリック表は、OPMN プロセスを実行するホストに関する情報を提供し
ます。

付録 A-64 は、メトリック表のタイプ opmn_host_statisticsを示しています。

OPMN_IAS_INSTANCE メトリック表メトリック表メトリック表メトリック表
OPMN IAS インスタンスのサブツリーには、Oracle Application Server インスタンスのノード
名が示されます。

表 A-65 は、メトリック表のタイプ opmn_ias_instanceを示しています。

OPMN_IAS_COMPONENT メトリックメトリックメトリックメトリック
OPMN IAS コンポーネントのサブツリーは、Oracle Application Server コンポーネントを示し
ます。OPMN IAS コンポーネントのサブツリーには、コンポーネント情報を含む複数のメト
リック表が含まれます。

表 A-66 は、メトリック表のタイプ opmn_process_typeを示しています。

表 A-67 は、メトリック表のタイプ opmn_process_setを示しています。

表 A-68 は、メトリック表のタイプ opmn_processを示しています。

表表表表 A-64 OPMN_HOST_STATISTICS メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

cpuIdle.value 過去の指定しない時間から、CPU がアイドル状態であった時間（ミリ

秒）

ミリ秒

freePhysicalMem.value ホスト・マシンの物理メモリーの空き容量 KB

numProcessors.value ホスト・マシンで使用可能なプロセッサの数 整数

timestamp.value ホストの統計が収集された時刻。このタイムスタンプは、過去の指定し
ない時間からのミリ秒です。

指定しない時間から
のミリ秒

totalPhysicalMem.value ホスト・マシンで使用可能な総物理メモリー KB

表表表表 A-65 OPMN_IAS_INSTANCE メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

iasCluster.value Oracle Application Server インスタンスの Oracle Application Server クラ

スタ名

文字列

表表表表 A-66 OPMN_PROCESS_TYPE メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

moduleId.value 属性 module-id の値。opmn.xml構成ファイルの process-type タグに

指定されています。

文字列

表表表表 A-67 OPMN_PROCESS_SET メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

numProcConf.value このプロセス・セットに構成されているプロセスの数または 大数 文字列（整数）

reqFail.count このプロセス・セットで失敗した HTTP リクエストの数 ops

reqPartialSucc.count このプロセス・セットで部分的に成功した HTTP リクエストの数 ops

reqSucc.count このプロセス・セットで成功した HTTP リクエストの数 ops

restartOnDeath.value プロセスの終了時に OPMN がそのプロセスを再起動するかどうか 文字列（ブール型）
パフォーマンス・メトリック A-37



Oracle Process Manager and Notification Server メトリック
表 A-69 は、メトリック表のタイプ opmn_connectを示しています。

表表表表 A-68 OPMN_PROCESS メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

cpuTime.value このプロセスによって使用された CPU タイム CPU msecs

heapSize.value このプロセスのヒープ・サイズ KB

iasCluster.value このプロセスの Oracle Application Server クラスタ名 文字列

iasInstance.value このプロセスの Oracle Application Server インスタンス名 文字列

indexInSet.value このプロセス・セットのプロセス索引。この値は OPMN 管理対象プロセスにのみ

有効です。それ以外のプロセスについては常に 0 となり、この値は意味を持ちませ

ん。

文字列
（整数）

memoryUsed.value このプロセスによって使用されたメモリー容量。

このメトリックはオペレーティング・システム固有の方法で計算されます。

UNIX の場合、この値はプロセス・イメージのメモリー使用量を示します。これが、

このプロセスで使用中のすべてのメモリーになります。

Windows の場合、この値はワーキング・セットのメモリー使用量を示します。これ

は、タスク・マネージャによって「メモリ使用量」列にレポートされる値と同じで
す。ワーキング・セットは、プロセス内のスレッドによって 近使用されたメモ
リー・ページのセットです。システムの空きメモリーがしきい値を超える場合、
ページは使用されていなくても、プロセスのワーキング・セット内に残ります。空
きメモリーがしきい値を下回ると、ページはワーキング・セットから削除されます。
これらのページが必要になると、ソフトフォールトとなり、メイン・メモリーから
削除される前にワーキング・セットへ戻されます。

pid.value このプロセスのプロセス ID

privateMemory.value このプロセスのプライベート・メモリー KB

sharedMemory.value このプロセスの共有メモリー KB

startTime.value このプロセスの開始時間 msecs

status.value このプロセスのステータス。有効なステータスの値は次のとおりです。

� NONE - 新しいプロセス・スロットです。操作はまだ何も行われていません（ス

テータスなし）。

� Init - プロセスは開始されました。OPMN は初期化の完了を待機しています。

� Alive - プロセスは完全に開始されました。

� Stop - プロセスの停止操作を実行しています。

� Stopped - プロセスは完全に停止しています。

� Bounce - 終了しないプロセスの再起動を実行しています。

� Restart - 新しい起動操作を発行する前に、プロセス停止操作を実行していま

す。

� InitFail - 初期化がタイムアウトする前に失敗しました。再試行制限内で停

止と起動が試行されます。

� BounceFail - 終了しないプロセスの再起動に失敗しました。再試行制限内で

停止と起動が試行されます。

文字列

type.value このプロセスのタイプ。 プロセス・タイプの詳細は、表 A-66 を参照してください。

uid.value OPMN によってこのプロセスに割り当てられた ID

upTime.value このプロセスの稼動時間 msecs

表表表表 A-69 OPMN_CONNECT メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

desc.value ポートの説明（利用可能な場合） 文字列

host.value ホスト名 文字列（ホスト名）

port.value ポート番号 文字列（ポート番号）
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OPMN ONS メトリックメトリックメトリックメトリック
Oracle Process Manager and Notification Server ONS サブツリーには、Oracle Notification 
System（ONS）情報が含まれます。

表 A-70 は、メトリック表のタイプ opmn_onsを示しています。

表 A-71 は、local_port メトリックを示しています。../ons/local_portサブツリーには、
ONS ローカル・ポートに関する情報が表示されます。

メトリック表のタイプは opmn_connectです。

表 A-72 は、remote_port メトリックを示しています。../ons/remote_portサブツリーに
は、ONS リモート・ポートに関する情報が表示されます。

メトリック表のタイプは opmn_connectです。

表 A-73 は、request_port メトリックを示しています。../ons/request_portサブツリーに
は、ONS リクエスト・ポートに関する情報が表示されます。

 メトリック表のタイプは opmn_connectです。

表表表表 A-70 OPMN_ONS メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

notifProcessed.value ONS によって処理された通知の数 ops

notifProcessQueue.value プロセス・キューにある通知の数 ops

notifReceived.value ONS によって受信された通知の数 ops

notifReceiveQueue.value 受信キューにある通知の数 ops

workerThread.value ワーカー・スレッドの数 文字列（スレッド）

表表表表 A-71 OPMN ONS LOCAL_PORT メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

desc.value ポートの説明 文字列

host.value ホスト名 文字列

port.value ポート番号 文字列

表表表表 A-72 OPMN ONS REMOTE_PORT メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

desc.value ポートの説明 文字列

host.value ホスト名 文字列

port.value ポート番号 文字列

表表表表 A-73 OPMN ONS REQUEST_PORT メトリックメトリックメトリックメトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

desc.value ポートの説明 文字列

host.value ホスト名 文字列

port.value ポート番号 文字列
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Discoverer メトリックメトリックメトリックメトリック
Oracle Application Server Discoverer は、J2EE アプリケーションとして OC4J 内部にデプロイ
されます。Discoverer には、J2EE アプリケーション、Web モジュール、Web コンテキスト、
およびサーブレットに適用されるメトリックが適用されます。

ノード名のサブツリーには、opmn.xml内の process-set タグの一部として指定されている属性
ID の値が含まれます。このサブツリーには、このプロセス・セットに属する、OPMN のすべ
ての管理対象プロセスおよび非管理プロセスが含まれます。

DMS 内部メトリック内部メトリック内部メトリック内部メトリック

関連項目関連項目関連項目関連項目 : A-10 ページの「OC4J メトリック」

表表表表 A-74 DMS 内部クロック・メトリック内部クロック・メトリック内部クロック・メトリック内部クロック・メトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

logicalTime.value DMS クロックで測定した現在の時刻 ティック

measuredFrequency.value 測定された毎秒のクロック刻み数 ティック

measuredResolution.value このクロックで測定されたティック間の時間

name.value

overheadPerCall.value このクロックで時刻を得るために必要な平均コール期間

reportedFrequency.value クロック時間がレポートされる毎秒のティック数 ティック

requestedUnits.value 時間がレポートされる単位の文字列による説明

表表表表 A-75 DMS 内部ログ・メトリック内部ログ・メトリック内部ログ・メトリック内部ログ・メトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

initLogging.count ops

messagesLogged.count ops

status.value

表表表表 A-76 DMS 内部測定メトリック内部測定メトリック内部測定メトリック内部測定メトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

createNoun.count ops

createSensor.count ops

destroyNoun.count ops

destroySensor.count ops

lastTreeNodeID.value

sampleMetric.count ops

sensorWeight.value

treeNodes.maxValue

treeNodes.value
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表表表表 A-77 DMS 内部コレクタ・メトリック内部コレクタ・メトリック内部コレクタ・メトリック内部コレクタ・メトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

logger.count ops

logger.logged ops

responseGenerateTime.active スレッド

responseGenerateTime.avg

responseGenerateTime.completed

responseGenerateTime.maxActive

responseGenerateTime.maxTime

responseGenerateTime.minTime

responseGenerateTime.time

表表表表 A-78 DMS 内部トランストレース・メトリック内部トランストレース・メトリック内部トランストレース・メトリック内部トランストレース・メトリック

メトリックメトリックメトリックメトリック 説明説明説明説明 単位単位単位単位

expireMessages.avg

expireMessages.completed

expireMessages.maxActive

expireMessages.maxTime

expireMessages.minTime

expireMessages.time

messageCount.value

pendingMessageCount.value

s_debugEnabled.value

s_dumpEnabled.value

s_ecidEnabled.value

s_transTraceEnabled.value

storeSize.value
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コンポーネント・パフォーマンスのリ
B

コンポーネント・パフォーマンスのリンクコンポーネント・パフォーマンスのリンクコンポーネント・パフォーマンスのリンクコンポーネント・パフォーマンスのリンク

この付録には、コンポーネント・レベルのドキュメントにパフォーマンス情報を含む Oracle 
Application Server コンポーネントへの参照が記載されています。

この付録では、次の項目について説明します。

� Oracle Application Server Toplink のパフォーマンス情報

� Oracle Application Server Portal のパフォーマンス情報

� Oracle Business Intelligence Discoverer のパフォーマンス情報

� Oracle Application Server Wireless のパフォーマンス情報

� Oracle Application Server Forms Services のパフォーマンス情報

� Oracle Application Server Reports Services のパフォーマンス情報
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Oracle Application Server Toplink のパフォーマンス情報
Oracle Application Server Toplink のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報
Oracle Application Server Toplink のパフォーマンス・チューニングの詳細は、『Oracle 
Application Server TopLink アプリケーション開発者ガイド』の「パフォーマンスのチューニン
グ」を参照してください。

Oracle Application Server Portal のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報
OracleAS Portal の詳細は、『Oracle Application Server Portal 構成ガイド』の「OracleAS Portal
でのパフォーマンスのチューニング」を参照してください。

Oracle Business Intelligence Discoverer のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報
Oracle Business Intelligence Discoverer のパフォーマンスとスケーラビリティの詳細は、
『Oracle Business Intelligence Discoverer 構成ガイド』の「Oracle Business Intelligence 
Discoverer のパフォーマンスとスケーラビリティの 適化」を参照してください。

Oracle Application Server Wireless のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報
Oracle Application Server Wireless のパフォーマンスとスケーラビリティの詳細は、『Oracle 
Application Server Wireless 管理者ガイド』の第 13 章「転送の 適化」を参照してください。

Oracle Application Server Forms Services のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報
Oracle Application Server Forms Services のパフォーマンスとスケーラビリティの詳細は、6-18
ページの「Oracle Application Server でのサーブレット・パフォーマンスの向上」を参照して
ください。

Oracle Application Server Reports Services のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報のパフォーマンス情報
Oracle Reports のパフォーマンスの監視の詳細は、『Oracle Application Server Reports Services
レポート Web 公開ガイド』の第 IV 部を参照してください。

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server TopLink アプリケーション開発者ガ
イド』

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server Portal 構成ガイド』

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Business Intelligence Discoverer 構成ガイド』

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server Wireless 管理者ガイド』

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server Forms Services 利用ガイド』

関連項目関連項目関連項目関連項目 : 『Oracle Application Server Reports Services レポート Web 公開
ガイド』
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