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この文書はあくまでも参考資料であり、掲載されている情報は予告なしに変更されることがあります。日本
オラクル社は本書の内容に関していかなる保証もいたしません。また、本書の内容に関連したいかなる損
害についても責任を負いかねます。 
以下の事項は、弊社の一般的な製品の方向性に関する概要を説明するものです。また、情報提供を唯一
の目的とするものであり、いかなる契約にも組み込むことはできません。以下の事項は、マテリアルやコー
ド、機能を提供することをコミットメント (確約)するものではないため、購買決定を行う際の判断材料になさら
ないで下さい。オラクル製品に関して記載されている機能の開発、リリースおよび時期については、弊社の
裁量により決定されます。 
 
 

OracleとJavaは、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。 
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Program Agenda 

 WebLogic Serverの監視の仕組み 

 WebLogic Serverのログ管理 

 各種ツールによるWebLogic Serverの監視 
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WebLogic Serverの監視の仕組み 
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WebLogic Serverの監視 

 WebLogic Serverが自己の状態を外部に出力する手段としては、ログとJMX MBeanが主になります。 

 管理コンソールやWLSTなどの各種ツールを用いてそれらを監視することで、WebLogic Serverの状態を把握で
きます。 

ログ 

JMX MBean 

管理コンソール、監視ダッシュボード 

WLST(スクリプティング・ツール） 

WLDF（診断フレームワーク) 

JMX  API 

Java Mission Control 

SNMPエージェント 

状態の出力先 
状態の監視ツールや手段 

3rd PartyのJMX対応製品 

3rd PartyのSNMPマネージャー製品 

WebLogic Server 

WebLogic Server外部の 

状態の監視ツールや手段 

 

EM12c  Cloud Control 

カスタム・アプリケーション 
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JMX  MBeanとは 

 JMX (Java Management Extensions)  

–  Java環境の管理・監視のための標準仕様 

– JCPのJSR-003(JMX ) と JSR-160(JMX Remote)で策定されています。 

 MBean (Managed Bean) 

– JMX仕様の中で定義されている管理/監視用のJavaコンポーネント 

– MBean Server経由で管理対象の状態を取得したり、操作や通知を行うインターフェースをもちます。 

MBean 

MBean 

MBean 

管理対象 

管理対象 

管理対象 

Connector 

Protocol 

Adapter 

MBean  

Server 

JMX-compliant 

Management 

Application 

Web  Browser 
HTTP 

Agent Level Instrumentation Level Distributed  Services Level 

JMXのアーキテクチャ 
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WebLogic ServerにおけるMBean監視のイメージ 

 WebLogic Serverでは、管理対象サーバやアプリケーション、JDBCデータソースやスレッド・プールなど、様々な
リソースに対応したMBeanが提供されており、MBeanサーバを通じて各種管理ツールからアクセスできます。 

 WebLogic Serverでは、これらのMBeanを活用して監視を行う形になります。 

管理対象 

サーバ 

スレッド・プール 

アプリケーション 

JDBC 

データソース 

MBean 

MBean 

MBean 

MBean 

MBean 

サーバ 

など 

WebLogic  Server 

管理コンソール, 

監視ダッシュボード 

WLST 

など 

管理者 
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WebLogic ServerのMBean 

 WebLogic Server11gと12c ではJMX1.2をサポートしており、WebLogicの各種リソースをリソースを構成、監視、
および管理するための様々な MBean が用意されています。 

 また、JMX APIを用いてカスタムのMBeanを作成しWebLogic Serverにデプロイすることも可能です。 

MBean タイプ 概要 

Runtime MBean 

 

サーバとその各種リソースの実行時状態に関する情報を含むMBean。サーバまたは
リソースの現在の状態に関するデータのみが含まれており、このデータは永続的に保
持されない。サーバ インスタンスを停止すると、Runtime MBean の統計とメトリック
はすべて破棄される。 

Configuration MBean サーバおよびリソースのコンフィグレーションに関する情報が含まれる。このタイプの 

MBean は、ドメインの XML コンフィグレーション ドキュメントに格納されている情報を
表す。 

System Moduleの 

Configuration MBean 

JDBC データ ソースや JMS トピックなど、システム レベルで指定されたサービスのコ
ンフィグレーションに関する情報が含まれる。 

WebLogicのMBean のタイプ（監視用か、構成用かでタイプが分かれる） 
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WebLogic ServerのMBeanサーバ 

 WebLogic Serverでは下表のMBeanサーバを保持しています。 

 それぞれのMBeanサーバは、各種Runtime MBeanやConfiguration MBeanを提供しています。 

MBeanサーバ種類 概要 MBeanサーバの 

ホストになるもの 

Domain Runtime 

MBeanサーバ 

ドメイン全体のサービス用の MBean。この MBean サーバは、管理対象サーバ上
にある MBean への単一のアクセス ポイントとしても機能する。 

WebLogicの 

管理サーバ 

Runtime 

MBeanサーバ 

特定の WebLogic Server インスタンスのモニタ、実行時制御、およびアクティブな
コンフィグレーションを表すMBeanを提供する MBeanサーバ。 

WebLogicドメイン中
の管理サーバと 

管理対象サーバ 

Edit  MBeanサーバ 保留中のコンフィグレーション MBean と、WebLogic Server ドメインのコンフィグ
レーションを制御するMBeanを提供する。変更のロック、保存、およびアクティブ化
用の ConfigurationManagerMBean をエクスポーズする。 

ドメインのコンフィグレーションを変更するには、この MBean サーバを使用する。 

WebLogicの 

管理サーバ 

 

JVMのプラットフォーム
MBeanサーバ 

JVMから提供されJVM 自体のモニタ情報を保持する MBeanサーバ。 

WebLogicのRuntime MBeanサーバと統合的に利用できる。 

WebLogicドメイン中
の管理サーバと 

管理対象サーバと
JVM 



Copyright© 2013, Oracle. All rights reserved. 10 

WebLogic Serverのログ管理 
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WebLogic Serverの主要なログ 

 当資料では、下表のうちサーバーログ、ドメインログ、コンソールログ、GCログ、HTTPアクセスログ、デバッグ
ログ、プラグインログについて説明します。 

ログ種類 出力される情報 出力指定 ローテーション 

サーバーログ 管理サーバや管理対象サーバ単位の動作情報 デフォルトで出力 あり 

ドメインログ ドメイン内の各サーバの主要な情報 デフォルトで出力 あり 

コンソールログ 標準出力・標準エラーやJVMが出力する情報 デフォルトで出力 

（コンソール） 

GCログ JVMが行っているGC(ガベージコレクション)の情報 設定により出力 あり 

HTTPアクセスログ 管理サーバや管理対象サーバ単位のHTTPアクセスの情報 デフォルトで出力 あり 

データソースログ JDBCデータソースで指定した診断プロファイルの出力情報 設定により出力 あり 

デバッグログ デバッグ目的で利用するための詳細な動作情報。 

サーバーログのファイルに出力される。 

設定により出力 あり（サーバーロ
グに出力） 

プラグインログ WebサーバプラグインのWebLogic Serverとの通信情報 設定により出力 

監査プロバイダログ 監査対象となるセキュリティ関連のイベント 設定により出力 あり 

JMSログ JMSメッセージに関する情報 機能利用時に出力 あり 
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サーバーログ 

 サーバーログは、管理サーバや管理対象サーバの動作状況を出力します。 

 サーバーの起動、Javaのシステムプロパティの設定、各サブシステムの初期化、サーバーのステータス、停止な
どのサーバーの内部的な情報を出力します。 

 デフォルトでは、ログは下記のファイルに出力されます。 

– ドメインディレクトリ/servers/(サーバ名)/logs/(サーバ名).log 

 ローテーションは、時間（間隔）またはサイズを条件に設定できます。またサーバ起動時にローテーションさせるこ
ともできます。 

 サーバーログの内容は、設定に基づき、ドメインログやコンソールログにも送られています。 

時間 重要度 サブ 

システム名 
マシン
名 

サーバ
名 

スレッド
ID 

ユーザ
ID 

トラン
ザク
ション
ID 

診断コ
ンテキ
ストID 

Raw 

Time 

Value 

メッ
セージ
ID 

メッ
セージ 

サーバーログは、一部例外を除き、下記のフォーマットで出力されます。 
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管理コンソールからのサーバーログの設定 

 

 WebLogic Server12c(12.1.2)の管理コンソー
ルでは、下記の手順でサーバーログの設定画
面を表示します。 

 

 「ドメイン構造」ポートレットから「環境」- 「サーバ
ー」を選択。 

 画面右側より、サーバー名のリンクを選択。 

 「ロギング」タブ、「一般」サブタブを選択。 
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サーバーログ出力例 

 下記は、管理対象サーバ起動時にサーバーログに出力された内容の抜粋です。（便宜上、表形式にしています。） 

####<2014/02/21 15時12分28秒 JST> <Info> <Server> <myhost1> <Server1> <[ACTIVE] ExecuteThread: '0' for queue: 

'weblogic.kernel.Default (self-tuning)'> <<WLS Kernel>> <> <> <1392963148908> <BEA-002610> <動的リスナー・サービス
が初期化されました。>  

####<2014/02/21 15時12分28秒 JST> <Notice> <Server> <myhost1> <Server1> <[ACTIVE] ExecuteThread: '0' for queue: 

'weblogic.kernel.Default (self-tuning)'> <<WLS Kernel>> <> <> <1392963148909> <BEA-002613> <チャネル"Default[1]"は、
現在127.0.0.1:7011でプロトコルiiop, t3, ldap, snmp, httpをリスニングしています。> 

 ####<2014/02/21 15時12分28秒 JST> <Notice> <WebLogicServer> <myhost1> <Server1> <[ACTIVE] ExecuteThread: '0' for 

queue: 'weblogic.kernel.Default (self-tuning)'> <<WLS Kernel>> <> <> <1392963148910> <BEA-000330> <ドメイン
"domainProd"で、WebLogic Server管理対象サーバー"Server1"を本番モードで起動しました。>  

####<2014/02/21 15時12分28秒 JST> <Info> <Server> <myhost1> <Server1> <[ACTIVE] ExecuteThread: '1' for queue: 

'weblogic.kernel.Default (self-tuning)'> <<WLS Kernel>> <> <> <1392963148939> <BEA-002635> <サーバー"AdminServer"

がこのサーバーに接続されました。>  

####<2014/02/21 15時12分28秒 JST> <Notice> <WebLogicServer> <myhost1> <Server1> <main> <<WLS Kernel>> <> <> 

<1392963148969> <BEA-000365> <サーバー状態がRUNNINGに変化しました。>  

####<2014/02/21 15時12分28秒 JST> <Notice> <WebLogicServer> <myhost1> <Server1> <main> <<WLS Kernel>> <> <> 

<1392963148969> <BEA-000360> <サーバーがRUNNINGモードで起動しました。>  
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ドメインログ 

 ドメインログは、WebLogicドメイン内の各サーバのサーバーログから重要度の高いメッセージを集めたものです。 

 フィルタ設定により各サーバから収集するログの対象を指定する事ができます。 

 デフォルトでは、ログは下記のファイルに出力されます。 

– ドメインディレクトリ/servers/(管理サーバ名)/logs/(ドメイン名).log 

 ローテーションは、時間（間隔）またはサイズを条件に設定できます。またサーバ起動時にローテーションさせるこ
ともできます。 

WebLogic ドメイン 

管理対象サーバ#1 管理サーバ 

ドメイン
ロガー 

サーバー 

ロガー 

サーバー 

ロガー 

フ
ィ
ル
タ 

フ
ィ
ル
タ 

サーバーログ サーバーログ ドメインログ 
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管理コンソールからのドメインログの設定 

 

 WebLogic Server12c(12.1.2)の管理コンソールでは、下
記の手順でドメインログの設定画面を表示します。 

 

 「ドメイン構造」ポートレットからドメイン名のリンクを選択。 

 画面右側より、「構成」タブ、「ロギング」サブタブを選択。 
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コンソールログ 
 コンソールログは、基本的にはWebLogic Serverのjavaプロセスを動作させているJVMが出力するログです。 

 例えば重大な問題が発生した際に取得するスレッドダンプの出力先もコンソールログとなります。 

 ただし、WebLogic Serverのサーバーログ側の設定により、一部のサーバーログもコンソールログに出力されてい
ます。 

 コンソールログは、デフォルトではファイルに出力されていないので、次のスライドの説明のようにリダイレクトを行っ
て問題発生時に参照できるようにしましょう。 

 

 <2014/02/21 17時59分22秒 JST> <Notice> <WebLogicServer> <BEA-000360> <サーバーがRUNNINGモードで起動しました。>  

2014-02-21 18:07:52 

Full thread dump Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (24.51-b03 mixed mode): 

 

"[STANDBY] ExecuteThread: '4' for queue: 'weblogic.kernel.Default (self-tuning)'" daemon prio=10 tid=0x0000000002d0d000 nid=0x56ee 

in Object.wait() [0x0000000042909000] 

   java.lang.Thread.State: WAITING (on object monitor) 

 at java.lang.Object.wait(Native Method) 

 - waiting on <0x00000000ff433168> (a weblogic.work.ExecuteThread) 

 at java.lang.Object.wait(Object.java:503) 

 at weblogic.work.ExecuteThread.waitForRequest(ExecuteThread.java:238) 

 - locked <0x00000000ff433168> (a weblogic.work.ExecuteThread) 

 at weblogic.work.ExecuteThread.run(ExecuteThread.java:264) 

コンソールログにスレッドダンプが出力されている例 
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コンソールログのリダイレクト 

 WebLogic Server11g(10.3.1)以降のバージョンでは、コンソールログをリダイレクトするために、下記の環境変数
が用意されています。 

– WLS_REDIRECT_LOG 

 例として、下記のようにサーバー起動用のスクリプトを用意し、WLS_REDIRECT_LOG環境変数を設定しておく
ことでコンソールログをリダイレクトする事ができます。 

 export DOMAIN=/u01/oracle/server1212u51/user_projects/domains/domainProd 

export SERVER_NAME=Server1 

export WLS_REDIRECT_LOG=$DOMAIN/servers/Server1/logs/Server1_console.log 

$DOMAIN/bin/startManagedWebLogic.sh  $SERVER_NAME 

$ ./startServer1.sh 

. 

JAVA Memory arguments: -Xms256m -Xmx512m  -XX:MaxPermSize=256m 

….(中略)…. 

starting weblogic with Java version: 

java version "1.7.0_51" 

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_51-b13) 

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.51-b03, mixed mode) 

Redirecting output from WLS window to 

/u01/oracle/server1212u51/user_projects/domains/domainProd/servers/Server1/logs/Server1_console.log 

startServer1.sh 

リダイレクトの 

メッセージを確認 

リダイレクトの指定 

startServer1.shの実行時 
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【参考】コンソールログを起動時に別ファイル保存 

 WebLogic Serverではコンソールログをローテートする仕組みを持たないため、ファイルを分割する手段を検討す
必要があります。 

 下記の例では、リダイレクトするファイル名に日時を指定することで、サーバー起動時に常にログファイルを別名で
作成させています。 

export DOMAIN=/u01/oracle/server1212u51/user_projects/domains/domainProd 

export SERVER_NAME=Server1 

export WLS_REDIRECT_LOG=$DOMAIN/servers/Server1/logs/Server1_console`date +%Y%m%d%H%M%S`.log 

$DOMAIN/bin/startManagedWebLogic.sh  $SERVER_NAME 

startServer1.sh 

$ ./startServer1.sh 

. 

JAVA Memory arguments: -Xms256m -Xmx512m  -XX:MaxPermSize=256m 

….(中略)…. 

starting weblogic with Java version: 

java version "1.7.0_51" 

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_51-b13) 

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.51-b03, mixed mode) 

Redirecting output from WLS window to 

/u01/oracle/server1212u51/user_projects/domains/domainProd/servers/Server1/logs/Server1_console20140221175916.log 

 ファイル名にdateコマンド結果を 

埋め込んで起動都度に別ファイルに
リダイレクトさせる 

 リダイレクトのメッセージで 

ファイル名がユニークになることを
確認 

上記スライドの内容は、WebLogic Server勉強会＠東京で講演されたCTC 山田貴裕様の下記の資料を参考にしたものです。 

http://www.slideshare.net/OracleMiddleJP/weblogic-server-weblogic-server 
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【参考】 Apache rotatelogsを使ったコンソールログのローテーション 

 WebLogic Serverではコンソールログをローテートする仕組みを持たないため、ファイルを分割する手段を検
討す必要があります。 

 下記の例では、Apacheのrotatelogsユーティリティを活用してログファイルをローテーションさせています。 

export DOMAIN=/u01/oracle/server1212u51/user_projects/domains/domainProd 

export SERVER_NAME=Server1 

# 

#  下記は改行表示してますが、実際は一行で記載します。 

# 

$DOMAIN/bin/startManagedWebLogic.sh  $SERVER_NAME     2>&1     |      /usr/local/apache2/bin/rotatelogs               

   $DOMAIN/servers/Server1/logs/stdout.log       86400 

Apacheのrotatelogsを指定 

出力先ファイルの指定 
ローテーション間隔（秒） 

の指定 
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GCログ 

 GCログは、JVMがGC(ガベージコレクション)を実行した際の情報を出力します。 

 GCログは、JVMに対してオプションを設定することで出力されます。 

 デフォルトでは、GCログは標準出力されるので、コンソールログ中に出力されます。ただし、オプションを指定するこ
とでGCログをコンソールログとは別のファイルに出力することができます。 

 

オプション 説明 デフォルト値 指定例 

-XX:+PrintGC GCの実行情報を出力 -XX:-PrintGC 

-XX:+PrintGCDetails GCの実行情報を詳細に出力 -XX:-PrintGCDetails 

-XX:+PrintGCTimeStamps GC実行時のJVM起動後の経過時間を出力 -XX:-PrintGCTimeStamps 

-XX:+PrintGCDateStamps GC実行時のタイムスタンプを出力 -XX:-PrintGCDateStamps 

-Xloggc:<ファイルパス> GCログの出力先のファイルを指定 (なし） -Xloggc:/home/oracle/GC.log 

-XX:+UseGCLogFileRotation -Xloggc指定時にローテーション指定 -XX:-UseGCLogFileRotation 

-XX:NumberOfGClogFiles=<n> ローテーション指定時に、ファイル数を指定 1 -XX:NumberOfGClogFiles=2 

-XX:GCLogFileSize=<nK> ローテーション指定時にサイズを指定           8K -XX:GCLogFileSize=8K 

JavaSE7 HotSpot JVMのGCログ関連パラメータ 
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GCログ出力例 

 この例では、JavaSE7 u51の HotSpot JVMに対して下記のオプションを指定しています。 

-XX:+PrintGC      -XX:+PrintGCDateStamps        –Xloggc:/home/oracle/test/GC.log 

 （注意）出力されるGCログの内容は、GCアルゴリズムにより変わることがあります。 

 

2014-02-24T16:09:11.424+0900: 7.628: [GC 105890K->80136K(233472K), 0.0100330 secs] 

2014-02-24T16:09:11.893+0900: 8.097: [GC 109320K->82216K(235520K), 0.0095270 secs] 

2014-02-24T16:09:12.032+0900: 8.236: [GC 96017K->81896K(234496K), 0.0082140 secs] 

2014-02-24T16:09:12.053+0900: 8.257: [Full GC 81896K->47914K(234496K), 0.3834900 secs] 

GC発生日時 JVM起動後の経過秒 

GC発生によりヒープ使用量が105890Kから80136Kに減少。 

GCにかかった時間は、0.0100330秒。 

(233472K)は、その時点のヒープ全体のサイズ。 

Full GC発生によりヒープ使用量が81896Kから47914Kに減少。 

GCにかかった時間は、0.3834900秒。 

(234496K)は、その時点のヒープ全体のサイズ。 
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HTTPアクセスログ 

 HTTPアクセスログには、管理サーバや管理対象サーバにHTTPでアクセスした情報を出力します 

 デフォルトでは、ログは下記のファイルに出力されます。 

– ドメインディレクトリ/servers/(サーバ名)/logs/access.log 

 ローテーションは、時間（間隔）またはサイズを条件に設定できます。またサーバ起動時にローテーションさせること
もできます。 

 デフォルトでは、「common」と呼ばれるフォーマットで出力されますが、変更することもできます。 

 

192.168.10.1 - - [27/2/2014:17:08:33 +0900] "POST /JSFMall/faces/itemlist.jsp HTTP/1.1" 302 329  

192.168.10.1 - - [27/2/2014:17:08:33 +0900] "GET /JSFMall/faces/itemdetail.jsp HTTP/1.1" 200 1635  

192.168.10.1 - - [27/2/2014:17:08:34 +0900] "POST /JSFMall/faces/itemdetail.jsp HTTP/1.1" 302 317  

192.168.10.1 - - [27/2/2014:17:08:34 +0900] "GET /JSFMall/faces/cart.jsp HTTP/1.1" 200 1665  

192.168.10.1 - - [27/2/2014:17:08:34 +0900] "POST /JSFMall/faces/cart.jsp HTTP/1.1" 302 325  

192.168.10.1 - - [27/2/2014:17:08:34 +0900] "GET /JSFMall/faces/itemlist.jsp HTTP/1.1" 200 2746  

192.168.10.1 - - [27/2/2014:17:08:34 +0900] "GET /JSFMall/faces/javax.faces.resource/jsf.js?ln=javax.faces HTTP/1.1" 304 0 

クライアント
IPアドレス 

アクセス日時 
HTTPリクエストの最初の2行 

（ダブルコーテーション内） 

HTTPステータス 

コード 

コンテンツサイズ 

(HTTPヘッダより取得） 

HTTPアクセスログの出力例（デフォルトのcommonフォーマット） 

認証用のユーザID。
無い場合は -  となる 

RFC931による 

ユーザID。無い
場合は -  となる 
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管理コンソールからのHTTPアクセスログの設定 

 

 WebLogic Server12c(12.1.2)の管理コンソールでは、
下記の手順でHTTPアクセスログの設定画面を表示し
ます。 

 

 「ドメイン構造」ポートレットから「環境」- 「サーバー」を
選択。 

 画面右側より、サーバー名のリンクを選択。 

 「ロギング」タブ、「HTTP」サブタブを選択。 
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HTTPアクセスログの注意点 

 デフォルトでは8KBのバッファ管理されているため、アクセス都度にログが出力されているわけではありません。 

 出力されるログにはクライアントのIPアドレスが含まれますが、WebLogic Serverのフロントにロードバランサや
Webサーバが存在する場合、デフォルトではクライアントのIPアドレスは、そのロードバランサやWebサーバのアド
レスになります。このケースでクライアントのIPアドレスをログに出力させたい場合は、下記の設定を行います。（詳
細は、KROWN#161411をご参照下さい。） 

– 「ドメイン構造」ポートレットから「環境」- 「サーバー」を選択。 

– 画面右側より、サーバー名のリンクを選択。 

– 「構成」タブ、「一般」サブタブを選択後、画面下部の「詳細」を選択 

– 「Webサーバプラグインの有効化」を「はい」に設定する。 

– ロードバランサーの場合、HTTPヘッダ「WL-Proxy-Client-IP」にクライアントIPアドレスを設定する。 

  （Webサーバープラグインやmod_wl_ohs、Oracle Traffic Director以外の場合） 
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【参考】 管理コンソールからのログの参照 
 サーバーログ、ドメインログ、HTTPアクセスログ、データソースログは、WebLogic Serverの管理コンソールからも
参照できます。 

 管理コンソールでは、時間指定やログの任意の項目だけを指定して表示することができます。 

「診断」-

「ログ・ファ
イル」を選択 

ログを指定して
「表示」ボタン
を選択 

表示する項目や時間を指
定する場合は「この表の
カスタマイズ」リンクを
選択 

参照したいログを指定 ログの表示 メニュー選択 
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デバッグログ 

 デバッグログは、WebLogic Serverの特定の機能の動作について詳細にトレースする場合に取得します。 

 ログ取得の設定は管理サーバーまたは管理対象サーバー単位で行い、サーバーログと同じファイルに出力されます。 

 下記は、WebLogic ServerのJDBC処理のデバッグログ出力の例です。（便宜上、表形式にしています。） 

 
####<2014/03/04 15時59分44秒 JST> <Debug> <JDBCSQL> <myhost1> <Server1> <[ACTIVE] ExecuteThread: '0' for 

queue: 'weblogic.kernel.Default (self-tuning)'> <<anonymous>> <> <> <1393916384794> <BEA-000000> 

<[weblogic.jdbc.wrapper.PoolConnection_oracle_jdbc_driver_T4CConnection@6] CreateStatement()>  

####<2014/03/04 15時59分44秒 JST> <Debug> <JDBCSQL> <myhost1> <Server1> <[ACTIVE] ExecuteThread: '0' for 

queue: 'weblogic.kernel.Default (self-tuning)'> <<anonymous>> <> <> <1393916384794> <BEA-000000> 

<[weblogic.jdbc.wrapper.PoolConnection_oracle_jdbc_driver_T4CConnection@6] CreateStatement returns 

weblogic.jdbc.wrapper.Statement_oracle_jdbc_driver_OracleStatementWrapper@8>  

####<2014/03/04 15時59分44秒 JST> <Debug> <JDBCSQL> <myhost1> <Server1> <[ACTIVE] ExecuteThread: '0' for 

queue: 'weblogic.kernel.Default (self-tuning)'> <<anonymous>> <> <> <1393916384794> <BEA-000000> 

<[weblogic.jdbc.wrapper.Statement_oracle_jdbc_driver_OracleStatementWrapper@8] executeQuery(select *  from emp )>  

####<2014/03/04 15時59分44秒 JST> <Debug> <JDBCSQL> <myhost1> <Server1> <[ACTIVE] ExecuteThread: '0' for 

queue: 'weblogic.kernel.Default (self-tuning)'> <<anonymous>> <> <> <1393916384825> <BEA-000000> 

<[weblogic.jdbc.wrapper.Statement_oracle_jdbc_driver_OracleStatementWrapper@8] executeQuery returns 

weblogic.jdbc.wrapper.ResultSet_oracle_jdbc_driver_OracleResultSetImpl@9>  
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管理コンソールからデバッグログの設定 

 WebLogic Server12c(12.1.2)の管理コンソール
では、下記の手順でデバッグログの設定画面を
表示します。 

 

 「ドメイン構造」ポートレットから「環境」- 「サーバ
ー」を選択。 

 画面右側より、サーバー名のリンクを選択。 

 「デバッグ」タブを選択。 
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プラグインログ 
 プラグインログは、WebサーバからWebLogic Serverへリクエストをルーティングするモジュールである「Webサーバプ
ラグイン」が出力するデバッグ用のログです。 

 プラグインログの出力方法は、下表のようにバージョンにより異なりますので、注意してください。 

バージョン Webサーバプラグイン11g  (11.1.1.x) 

(または1.1ともいう） 

Webサーバプラグイン12c(12.1.2) 

Apacheにおけ
る出力指定 

構成ファイルにWebサーバプラグインのDebugパラ
メータを指定する。出力先のファイルは、WLLogFile

パラメータで指定する。 

Apacheのログと統合されたため、 

ApacheのLogLevelでログレベルを指定する。 

Apache2.2 

の場合の 

設定例 

(httpd.conf) 

LoadModule weblogic_module     modules/mod_wl.so 

<IfModule mod_weblogic.c> 

  WebLogicHost    myhost1 

  WebLogicPort     7011 

  Debug  ALL 

  WLLogFile  /test/pluginlog.txt 

</IfModule> 

 

<Location /MyApp> 

  SetHandler weblogic-handler 

</Location> 

# 

# LogLevel: Control the number of messages  

# logged to the error_log. 

# Possible values include: debug, info, notice,  

# warn, error, crit, 

# alert, emerg. 

# 

#LogLevel warn 

LogLevel debug 
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プラグインログの出力例:11g (1.1)の場合 

 下記は、プラグインログの抜粋です。 

 クライアントとWebサーバ、WebサーバとWebLogic Serverのリクエストや通信の状況を出力しています。 

2014-03-05T15:42:59.3506+09:00 <1640613940017671> URLfactory Created: 16407 

2014-03-05T15:42:59.3507+09:00 <1640713940017792> ================New Request: [GET /JSFMall/faces/login.jsp HTTP/1.1] 

================= 

2014-03-05T15:42:59.3507+09:00 <1640713940017792> Using Uri /JSFMall/faces/login.jsp 

2014-03-05T15:42:59.3507+09:00 <1640713940017792> After trimming path: '/JSFMall/faces/login.jsp' 

2014-03-05T15:42:59.3507+09:00 <1640713940017792> The final request string is '/JSFMall/faces/login.jsp' 

2014-03-05T15:42:59.3507+09:00 <1640713940017792> parseServerList: Socket Address hostnames 'myhost1:7011' 

2014-03-05T15:42:59.3507+09:00 <1640713940017792> Host extracted from serverlist is [myhost1] 

2014-03-05T15:42:59.3509+09:00 <1640713940017792> parseServerList: trying IP addr 192.168.10.2 

2014-03-05T15:42:59.3512+09:00 <1640713940017792> parseServerList: socket and connect succeeded 

2014-03-05T15:42:59.3513+09:00 <1640713940017792> parseServerList:  IP from socket Address [192.168.10.2] 

2014-03-05T15:42:59.3513+09:00 <1640713940017792> Initializing lastIndex=0 for a list of length=1 

 

(以下、略） 
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プラグインログの出力例:12c  (12.1.2)の場合 

 12c(12.1.2)では、Apacheのログに統合されていますが、出力されている内容は、ほぼ同じです。 

 各ログは、Webサーバプラグインのログであることを識別しやすいように、「weblogic:」という接頭辞がついています。 

[Wed Mar 05 15:11:06 2014] [notice] WebLogic Server Plugin version 12.1.2 <WLSPLUGINS_12.1.2.0.0_LINUX.X64_RELEASE> 

[Wed Mar 05 15:11:06 2014] [info] mod_weblogic: init_mod: mpm doesn't support threads. 

[Wed Mar 05 15:11:06 2014] [error] weblogic: Lowering WLMaxWebSocketClients to 0. Increase MaxClients to support more connections 

[Wed Mar 05 15:11:06 2014] [notice] Apache/2.2.23 (Unix) configured -- resuming normal operations 

[Wed Mar 05 15:11:06 2014] [info] Server built: Oct  5 2012 11:04:00 

[Wed Mar 05 15:11:06 2014] [debug] prefork.c(1023): AcceptMutex: sysvsem (default: sysvsem) 

[Wed Mar 05 15:11:13 2014] [debug] URLFactory.cpp(162): [client 10.188.217.41] weblogic: URLfactory Created: 16316 

[Wed Mar 05 15:11:13 2014] [debug] ApacheProxy.cpp(808): [client 10.188.217.41] weblogic: ================New Request: [GET 

/JSFMall/faces/login.jsp HTTP/1.1] ================= 

[Wed Mar 05 15:11:13 2014] [debug] ApacheProxy.cpp(964): [client 10.188.217.41] weblogic: Using Uri /JSFMall/faces/login.jsp 

[Wed Mar 05 15:11:13 2014] [debug] ApacheProxy.cpp(984): [client 10.188.217.41] weblogic: After trimming path: '/JSFMall/faces/login.jsp' 

[Wed Mar 05 15:11:13 2014] [debug] ApacheProxy.cpp(1060): [client 10.188.217.41] weblogic: The final request string is '/JSFMall/faces/login.jsp' 

[Wed Mar 05 15:11:13 2014] [debug] BaseProxy.cpp(1915): [client 10.188.217.41] weblogic: parseServerList: Socket Address hostnames 

'myhost1:7011' 

[Wed Mar 05 15:11:13 2014] [debug] BaseProxy.cpp(1979): [client 10.188.217.41] weblogic: Host extracted from serverlist is [myhost1] 

[Wed Mar 05 15:11:13 2014] [debug] BaseProxy.cpp(2030): [client 10.188.217.41] weblogic: parseServerList: trying IP addr 192.168.10.2 

[Wed Mar 05 15:11:13 2014] [debug] BaseProxy.cpp(2066): [client 10.188.217.41] weblogic: parseServerList: socket and connect succeeded 

[Wed Mar 05 15:11:13 2014] [debug] BaseProxy.cpp(2087): [client 10.188.217.41] weblogic: parseServerList:  IP from socket Address [192.168.10.2] 

[Wed Mar 05 15:11:13 2014] [debug] BaseProxy.cpp(3005): [client 10.188.217.41] weblogic: Initializing lastIndex=0 for a list of length=1 

 

(以下、略） 
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各種ツールによる 
WebLogic Serverの監視 
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監視ツールの選択 

 WebLogic Serverに対する監視ツールは、監視の形態や要件を鑑みて適切なものを選択します。 

 下図は、ツール選択の参考にして下さい。（必須ではありません。） 

現在の状態を見たい 

一定期間の状態のデータを取得したい 

ある特定の状態になったら通知させたい 

ツール 説明 

管理コンソール スナップショットのデータを表形式で参照 

監視ダッシュボード 時系列（十数秒単位）にグラフやゲージで参照 

Java Mission Control 

 

主にJVMレイアの監視。スナップショットまた
は時系列にグラフやゲージ等で参照 

WLST 指定間隔でのコンソール表示やデータのファイ
ル保存など、スクリプトで実現可能 

EM12c   

Cloud Control 
スナップショットまたは時系列にグラフや表で
参照。指定条件に合致時にメール通知等のアク
ション可能 

WLDF 指定条件合致時にメール通知等のアクション可
能 

SNMPエージェント 指定条件合致時にSNMPトラップ送信可能 

監視の要件 
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管理コンソール 

 管理コンソールで、GUI操作で容易にWebLogic Serverの監視データ（MBeanの値)を表形式にした画面を表示で
きます。また表示項目や表示順も選択可能です。 

 表示しているデータは画面にアクセスしたタイミングでのスナップショット値になります。 

 管理コンソールは、WebLogicドメインの管理サーバ上で動作しており、ドメイン内のすべての管理対象サーバを統
合的に管理します。 

管理 

サーバ 

管理 

対象 

サーバ#1 

管理 

対象 

サーバ#2 

管理 

コンソール 

WebLogic ドメイン 

管理者 
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管理コンソールによるWebLogic Serverの監視方法 

 まず「ドメイン構造」ポートレットから参照したいWebLogic Serverのリソース（サーバ、アプリケーション、JDBCデータ
ソースなど）の選択します。 

 選択したリソースの「モニタリング」タブを選択します。 

– 12c(12.1.2)では「モニタリング」ですが、WebLogic Serverのバージョンにより「監視」、「モニタ」と表示されていることもあります。 

この例では、まず
監視したいリソー
スとして
SimpleDS2という
アプリケーション
を選択 

「モニタリング」タブを選択するとMBean

のデータ項目が表形式で表示される 
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管理コンソールによるWebLogic Serverの監視方法（つづき） 

 リソースによってはさらにサブタブで表示データの種類を選択できる場合もあります。 

 「この表のカスタマイズ」リンクから、表示するデータ項目(MBeanの属性）を選択できます。 

サブタブで表示データの 

種類を切り替え 

「この表のカスタマイズ」リンクから、データ
項目(MBeanの属性）を選択 
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管理コンソールによるWebLogic Serverの監視例① 

 下図は、サーバ（管理対象サーバ）のMBeanの参照例です。 

「モニタリング」 - 「一般」 「モニタリング」 - 「スレッド」 

バージョンやインストール先ディレク
トリやJVMの情報を表示 

スレッド・プールや 

スレッドの実行状況を表示 
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管理コンソールによるWebLogic Serverの監視例② 

 下図は、アプリケーションのサーブレットとデータソースのMBeanの参照例です。 

 

データソースの「モニタリング」 - 「統計」 アプリケーションの「モニタリング」 - 「サーブレット」 

接続プールの状態や使用状況 

などを表示 

アプリケーションのサー
ブレット別に呼出し回数
や最短実行時間、最長実
行時間、平均実行時間な
どを表示 
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監視ダッシュボード 

 管理コンソールの機能の一部である監視ダッシュボードを利用し、 WebLogic Serverの監視データ（MBeanの値)
をグラフやゲージで表示できます。 

 グラフは、十数秒単位で自動的に表示が更新されるので、時系列で状態遷移を確認することができます。 

 監視ダッシュボードも管理コンソールの機能の一部なので、WebLogicドメインの管理サーバ上で動作しており、ドメ
イン内のすべての管理対象サーバを統合的に監視します。 

管理 

サーバ 

管理 

対象 

サーバ#1 

管理 

対象 

サーバ#2 

監視 

ダッシュボード 

WebLogic ドメイン 
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監視ダッシュボードによるWebLogic Serverの監視方法 

 ここでは、例としてデータソースの接続プールの状況を監視ダッシュボードで監視する方法を説明します。 

 管理コンソールにログインした後、下記のURLにアクセスします。 

 http://localhost:7001/console/dashboard 

このような画面が 

表示される。 
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監視ダッシュボードによるWebLogic Serverの監視方法 

①「ユーザー・ビュー」
を選択 

②「新規ビュー」アイコン
を選択 

③ 任意のビューの名前を入力。 

この例では 

「dsmonitor」と入力し、 

それを選択した状態にする。 

 下図のように操作します。 
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監視ダッシュボードによるWebLogic Serverの監視方法 

①「メトリック・ブラウザ」
タブを選択 

②「サーバー」で 

監視対象が存在する
サーバを選択 

③「タイプ」でMBeanの種類を選択。 

この例では、「JDBCDataSource」を選択 

④「インスタンス」でMBeanの実体を選択。 

この例では、「DS1」を選択 

 下図のように操作します。 

⑤「メトリック」のリストの中からMbeanのデータ項目
（属性）を選択し、右のエリアにドラッグ＆ドロップする。 

この例では、「LeakedConnectionCount」 
と「NumAvailable」を選択 
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監視ダッシュボードによるWebLogic Serverの監視方法 

①「開始」アイコンを選択 

②徐々にグラフが表示される
ことを確認 

 下図のように操作します。 
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WLST 

 WLST(WebLogic Scripting Tool)を活用し、 WebLogic Serverの監視データ（MBeanの値)を様々な形態で取得で
きます。 

 現在のMBeanの値を参照するだけでなく、たとえば5秒間隔で値を取得してcsvファイルに出力するといった処理も
実現できます。 

 WLSTでは、管理サーバに接続してドメイン内のすべての管理対象サーバを監視することも可能ですし、管理対象
サーバに直接接続して監視することも可能です。 

管理 

サーバ 

管理 

対象 

サーバ#1 

管理 

対象 

サーバ#2 

WLST 

WebLogic ドメイン 

WLST 

管理サーバ経由で 

アクセスする方法 

管理対象サーバに 

直接アクセスする方法 



Copyright© 2013, Oracle. All rights reserved. 45 

WLSTによるWebLogic Serverの監視例(対話式） 

 下記より、WLSTを用いてJVMの状況を監視する手順の例を説明します。 

 なお、下記例ではLinux環境を前提にしています。 

 

 下記のように、WebLogic Serverの環境変数を設定後、WLSTを起動します。 

– 下記の(MW_HOME)の部分は、WebLogic Serverをインストールしたディレクトリに置き換えて下さい。 

$   .   (MW_HOME)/wlsever/server/bin/setWLSEnv.cmd   

$  java  weblogic.WLST 

 

WebLogic Scripting Tool(WLST)を初期化しています... 

 

WebLogic Server Administration Scripting Shellへようこそ 

 

使用可能なコマンドに関するヘルプを表示するには、help()と入力してください 

 

wls:/offline> 

 

WLSTの起動 
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WLSTによるWebLogic Serverの監視例(対話式） 

 監視したいサーバーに接続し、RuntimeMBeanを参照するために serverRuntimeツリーに移動します。 

wls:/offline> connect(username='weblogic',password='welcome1',url='t3://localhost:7011') 

ユーザーID weblogicでt3://localhost:7011に接続しています ... 

ドメイン"domainProd"に属する管理対象サーバー"Server1"に。が正常に接続されました 

 

警告: サーバーへの接続に安全でないプロトコルが使用 

されました。通信セキュリティを確保するには、かわりにSSLポートまたは 

管理ポートを使用する必要があります。 

 

wls:/domainProd/serverConfig> serverRuntime() 

ロケーションがserverRuntimeツリーに移動しました。これは、ServerRuntimeMBeanをル ートとする読取り専用
のツリーです。 

詳細は、help('serverRuntime')を使用してください 

 

wls:/domainProd/serverRuntime 

接続と各種RuntimeMBeanの監視準備 
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WLSTによるWebLogic Serverの監視例(対話式） 

 右記のようにJVMRuntimeのエリア
に移動します。 

 Mbeanのデータ項目（属性）とその値
を ls()コマンドで確認できます。 

 

 特定の項目だけ見る場合は、下記の
ようなコマンドを実行します。 

– MBeanのデータ項目（属性）名の頭
文字を大文字にします。 

 freePercent  

→ FreePercent 

– 上記の接頭辞に「 cmo.get 」、接頭
辞に、「()」を付けます。 

 cmo.getHeapFreePercent() 

 

wls:/domainProd/serverRuntime> cd('JVMRuntime/Server1') 

wls:/domainProd/serverRuntime/JVMRuntime/Server1> ls() 

 

-r--   HeapFreeCurrent                              321757160 

-r--   HeapFreePercent                              66 

-r--   HeapSizeCurrent                              480772096 

-r--   HeapSizeMax                                  480772096 

-r--   JavaVMVendor                                 Oracle Corporation 

-r--   JavaVendor                                   Oracle Corporation 

-r--   JavaVersion                                  1.7.0_51 

-r--   Name                                         Server1 

-r--   OSName                                       Linux 

-r--   OSVersion                                    2.6.32-100.26.2.el5 

-r--   Type                                         JVMRuntime 

-r--   Uptime                                       8890162 

-r-x   preDeregister                                Void : 

wls:/domainProd/serverRuntime/JVMRuntime/Server1> cmo.getHeapFreePercent() 

65 

wls:/domainProd/serverRuntime/JVMRuntime/Server1> 

RuntimeMBeanのデータ項目の表示 
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WLSTによるWebLogic Serverの監視例（スクリプト実行） 

 WLSTのコマンドをスクリプト・ファイルにまとめて実行することで、様々な形態の監視を実現することができます。 

– WLSTスクリプト・ファイルの実行方法 

 WLST起動とともに実行：> java  weblogic.WLST   <filename.py> 

 WLST起動後に実行： wls:  (offline) > execfile(‘filename.py’) 

$ java weblogic.WLST   ThreadMonitor.py 

 

（この後表示されるWLSTのメッセージは省略しています。） 
 

----------[2014-03-07 16:54:03]---------- 

ExecuteThreadTotalCount : 6 

ExecuteThreadIdleCount  : 2 

StandbyThreadCount      : 3 

RunActiveThread         : 1 

----------[2014-03-07 16:54:13]---------- 

ExecuteThreadTotalCount : 6 

ExecuteThreadIdleCount  : 2 

StandbyThreadCount      : 3 

RunActiveThread         : 1 

この例では、WLSTコマンドを 

ThreadMonitor.pyというファイルに 

まとめて実行し、スレッドプールの状態を
10秒間隔でコンソールとファイルに出力し
ている。 
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【参考】スレッドプール状態取得スクリプトのサンプル 

# ThreadPoolRuntimeMBean の情報を取得する関数の定義 

def getThreadPoolInf(threadPoolRuntime): 

 # 実行スレッドの総数を取得 

 oExecuteThreadTotalCount = threadPoolRuntime.getExecuteThreadTotalCount() 

 # アイドルスレッドの数を取得 

 oExecuteThreadIdleCount  = threadPoolRuntime.getExecuteThreadIdleCount() 

# ファイルに情報を書き出す内容の定義 

head = "----------[" + time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') + "]----------“ 

sExecuteThreadTotalCount = "ExecuteThreadTotalCount : " + str(oExecuteThreadTotalCount) 

sExecuteThreadIdleCount  = "ExecuteThreadIdleCount  : " + str(oExecuteThreadIdleCount) 

# 取得した情報をリストで返却 

return [head,sExecuteThreadTotalCount,sExecuteThreadIdleCount] 

 

 以降のスライドは、スレッドプールのRuntimeMBeanを使用し、10秒間隔でスレッドプールの状態をコンソール
とファイルに出力するスクリプトの例です。 

 当資料では3スライドに分けていますが、実際は1つのファイルに記載します。 

次のスライドに続く 
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お疲れ様でした。今回の勉強会はこれで終了です。 

 この後、引き続きWebLogic Serverクイズ大会を実施しますので、チャ
レンジしてみてください！ 

 

 また、アンケートのご記入をお願い致します。 
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【参考】スレッドプール状態取得スクリプトのサンプル 

# ThreadPoolRuntimeMBean を取得  

oThreadPoolRuntime = getMBean('ThreadPoolRuntime/ThreadPoolRuntime') 

while(true): 

  try: 

     #  定義した関数を用い、ThreadPoolRuntimeMBean 情報を取得 ・ファイル出力する 

     oThreadRuntimeInf = getThreadPoolInf(oThreadPoolRuntime) 

     for  i  in  range(0,len(oThreadRuntimeInf)): 

        print oThreadRuntimeInf[i] 

     outputFile(oThreadRuntimeInf) 

     #  10秒間待機 

     time.sleep(10) 

  except: 

     # 例外が発生した場合、例外を出力 

     print "<<<error>>>" 

     traceback.print_exc() 

     break 

 （続き） 
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【参考】スレッドプール状態取得スクリプトのサンプル 

# ThreadPoolRuntimeMBean を取得  

oThreadPoolRuntime = getMBean('ThreadPoolRuntime/ThreadPoolRuntime') 

while(true): 

  try: 

     #  定義した関数を用い、ThreadPoolRuntimeMBean 情報を取得 ・ファイル出力する 

     oThreadRuntimeInf = getThreadPoolInf(oThreadPoolRuntime) 

     for  i  in  range(0,len(oThreadRuntimeInf)): 

        print oThreadRuntimeInf[i] 

     outputFile(oThreadRuntimeInf) 

     #  10秒間待機 

     time.sleep(10) 

  except: 

     # 例外が発生した場合、例外を出力 

     print "<<<error>>>" 

     traceback.print_exc() 

     break 

 （続き） 
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