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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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アジェンダ 

• Oracle製品に留まらず様々なシステムの性能検証やボトルネック解
析を行っているコンサルタントがシステム全体を横断的に見通しなが
ら性能問題をコントロールする手法を実例を交えて紹介します。 

Application Testing Suiteや、Enterprise Manager、及び、 Java 

Diagnostics等ツールの活用例も合わせてご紹介致します。 

 

1. 性能問題のインパクト 

2. 性能管理：負荷テストの重要性 

3. レベルと要求スキル 

4. 効果的な負荷テストの実施 

5. ボトルネック切り分けの考え方 

6. 製品毎の分析ポイント 

7. まとめ 
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講師について 

所属： 
日本オラクル株式会社 

コンサルティングサービス統括 テクノロジーコンサルティングサービス統括本部 

テクニカルアーキテクト本部 ミドルウェアアーキテクト部 ソリューションリーダー 

榑松 谷仁（くれまつ たにひと） tanihito.kurematsu@oracle.com 

 

担当職務： 
コンサルティングプロジェクトのマネージャー 

新製品(Exalogic)等のプロモーション 

Oracle ATS / Oracle Real User Experiece Insightのオラクルコンサル内プロダクトリーダ 

 

職歴概略 
・学生時代：大学のキャンパス内システム／ネットワークの企画・構築・管理 

・学生ベンチャー企業のHDEでLinuxのシステム管理パッケージ製品の企画・設計・実装 

・性能／テスト向け製品ベンダーのEmpirix, Inc にて、性能・テスト・チューニングのコンサルティング従事 

・2008年6月にOracleによるEmpirixのWeb性能テスト部門買収によりオラクルに移籍。 

・テクノロジーコンサルティングサービス部門に所属し、DB, MW製品問わず、顧客企業の 

 性能テスト・チューニング・設計・実装・移行等のプロジェクトを担当。マネジメントにも従事 
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１．性能問題のインパクト 
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1.性能問題のインパクト(1) 
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ＰＪ 

• プロジェクト遅延 

• 検収不可、やり直し 

ユーザ 

• 苦情・クレーム 

• ユーザのシステム利用忌避 

経営 

• 社会的名声へのダメージ 

• 注意・処分（金融監督庁等） 

性能問題は、開発プロジェクトの問題でもあり、また、実運用時には利用者や会社経営に
も影響を及ぼす種類の課題です 
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2.性能問題のインパクト(2)  

コスト 

• 修正コストが他の不具合の100倍以上のケースも 

 

開発スケジュールの混乱要因 

• 後工程で問題が発覚 

• 要件定義（非機能要件）からの見直し 

 

要求されるテストの質と量の大きさ 

• 本番環境でないと再現しない 

• 再現することが大掛かり（環境、データ、負荷生成） 

詳細設計 

基本設計  

単体テスト 

システム 
企画 

要件定義  

結合テスト 

システム 

テスト 

検収・ 
実運用 

実装・構築 

V字型開発モデル 

API仕様 

等 

外部設計 

仕様 

要件定義 

要求 ビジネス 

機能 

構成 

内部仕様 

コード・設定 

開発 単体テスト 結合テスト 総合テスト 運用開始

修
正
コ
ス
ト
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3.性能問題のインパクト(3) 現象と要因 

 [性能不足]性能要件を満たさないプログラム開発が行われる： 
• ＣＰＵを大量に占有するプログラムモジュール 

• 大幅なメモリ肥大 

• 連携時にタイムアウトになるほどのレスポンス遅延 

• パーフォーマンスの悪いＳＱＬ等 

 

[性能不具合]開発途中で把握できない。発生時に解明が困難： 
• 並列動作のバグ 

• 連続処理のシーケンスのタイムアウト時のバグ 

• 高負荷時に実行されるべき例外系が正しく動かない 

• システムの内部リソース管理機能の不具合 

• 本番構成のみで発生する現象(CPU数、メモリサイズ等の影響) 

 

• [人的障壁] 人員に高度な知識とノウハウを要求される 

• DB,MW,AP,OS,VM,言語仕様,ネットワーク等 

• 設計・実装担当者も性能に関する知識が少ないことも。 

• 多ベンダー、複雑な通信手順、大幅なシステム変更を伴う負荷テストは 

    プロジェクト管理の手法が必要。 
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人員に高度な知識とノウハウを要求される 

 

 

インター 

ネット 

処理に時間が 

かかるなぁ・・・ 

データベース 

ファイアー 

ウォール 

 

 

 

 

 

 SQL 

Java 

 

 

 

 

 

 

HTML 

HTML 

Web 

サーバー 
アプリケーション 

サーバー 

Webシステム 

ネットワークが 
狭い？ 

リクエストが十分 
受け付けられない？ 

Javaコードの問題？ メモリ、CPUが足りない？ 

SQLの問題？ DBの設定？ 

毎回接
続？ 

• 役割別の担当分担の複雑性 

Load 

Balancer 

OS 

H/W 

driver Kernel module 

DB core JVM 

接続層 MW層 

Ａｐｐ Ａｐｐ Ａｐｐ 

OS 

H/W 

driver Kernel module 

DB core JVM 

接続層 MW層 

Ａｐｐ Ａｐｐ Ａｐｐ 

混在
network 

SOA/連携
バッチ 

大量・マルチタ
イプアクセス 

ユーザビリティ、
セキュリティ等
の非機能要件 

• システムアーキテクチャの複雑性 

開発PM 運用オーナー 

画面・ 

アプリ
設計 

PG DBA 
イン
フラ
構築 

H/Wベンダ 
テスト
担当 

ＭＷベンダ 

運用
ＰＭ 

DB 
ネット
ワーク 

業務
アプリ 

サポ
ート 

ユーザ 

二次サ
ポート 
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２．性能管理： 負荷テストの重要性 
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性能管理における性能テストの重要性 

鉄則 その一、            

  計測なくして管理なし 

• 性能品質管理を効果的に達成されいてるお客様にて、ご
採用頂いている管理原則 

鉄則 その二、            

  チューニングよりも、まずボトルネック特定 

鉄則 その三、            

  性能管理は３つの要素を定義する 

鉄則 その四、            

  スループットの見える化で限界把握 
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・数値での管理と見える化 

・経験則や机上理論よりも実際に測ることを重視 

実運用で 

経験した負荷 

理論上の最大負荷や 

近い将来の使用量 

例：Buffer chainが 

ネックの領域 

例：シーケンスの 

限界がネック 

例：ParseCallの 

負荷がネック 

運用監視の統計で 

把握出来る範囲 

負荷テストを行って 

確認すべき範囲 

負荷量 

 低負荷時の性能を
向上させる為のチ
ューニングも重要
ですが、最適化し
すぎて、逆に高負
荷時の性能に悪影
響を与えることもあ
ります。 

 

 利用状況に応じた
全体最適が必要 

鉄則 その一、            

計測なくして管理なし 
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処理要求 

入力量 

現在の処理能力 

潜在的な余力 

DBサーバ 

CPU処理の制約 

JDBC 

コネクション 

の制約 

ネットワーク 

帯域の制約 

ボトルネック 

性能問題の取り組み方の要諦 

 

鉄則 その二、            

  チューニングよりも、まずボトルネック特定 

ボトルネック以外を 

チューニングしても 

アウトプットは変わらない 

アウトプット 

(throughput) 

APサーバの 

CPU処理の制約 
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性能問題の取り組み方の要諦 

 

鉄則 その三、            

  性能管理は３つの要素を定義する 

必要要素 Webの場合 影響範囲 

レスポンス ページ応答 アーキテクチャ 

全体方式 

スループット ページ／秒 CPU個数 

多重度 セッション数、VU数 メモリ、スレッド数設定 
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性能問題の取り組み方の要諦 

 

鉄則 その四、            

  スループットの見える化で限界点把握 

比例関係喪失 

ボトルネック発生点 

性能上限 

の水準値 

レスポンス 
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３．レベルと要求スキル 
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３．レベルと要求スキル 

  到達目標レベルと現状のスキルの対比マトリックス 

実現レベル 

Level 1 

処理性能 

の把握 

Level 2 

性能要件の 

到達確認 

Level 3 

性能改善と 

サイジング 

Level 4 

性能品質 

の保証 

Level 5 

ビジネス全体 

の最適化 

実現内容 
処理性能を測定できる システムがリリース可能な 

性能を有するかについての 

判定が可能 

チューニングによる性能改善、 

スケーラビリティの観点でのサ
イジングの説明・立証能力 

安定稼動及び、 

定常性能保証の提供 

見積時のサイジング提示力、 

性能品質管理能力の優位性に
基づいたビジネス展開 

 各レベルを実現するために必要となる項目 

性能テスト 

実施範囲 

負荷テストを行い、任意の基準
でのシステムの性能を測定 

性能要件をパスするかどうか判定
するための性能テストを設計し、
実施可能なこと 

機能単位のボリュームテストで
基礎性能指標把握。構成毎に
限界テストを行ってサイジング
情報取得するサイクル実施 

システム結合前に単体性能テス
ト実施。 

耐久テストで性能品質を検証。 

共通コンポーネントやインフラの
基礎性能データの計測取得と
社内共有ナレッジ化 

性能要件の 

定義範囲 

同時利用数、レスポンスタイム、
スループットのいずれかが、客
観的な根拠に基づいて定義され
ている。 

ユースケースに基づいた負荷シ
ナリオ定義の実施。 

同時利用数、レスポンスタイム、
スループットの3点の指標の全て
を性能要件で定義。 

ユースケースとユーザ動向分析
に基づいた負荷シナリオ策定 

リソース使用率のしきい値の定
義。可用性設計とサイジング設
計定義。 

アプリケーションパラメータ設計
定義書作成 

単体性能目標の管理。 

性能SLAの定義、ロングランテ
ストの計画定義やMTBF, 

MTTF定義。ジョブ実行時や縮
退時の全体性能要件定義 

要件定義時に、実証データに基
づいて必要システム規模を説明
可能。 

各性能テストのスキル別の所要
コスト把握と、品質管理プロセス
改善サイクルの方針策定 

システム性能 

管理スキル 

参照系と更新系の区分把握。 

負荷テスト用ネットワーク構成の
準備。 

負荷テスト毎の更新データの切
り戻し作業工程の把握。 

負荷テスト時に必要なデータバリ
エーションを定義出来ること。 

CPU、メモリ等の基礎リソース項
目の計測把握と診断。 

ネットワーク、ノード別の性能ボト
ルネック切り分けスキル。 

エラーログによる障害要因把握 

チューニングに必要なパラメー
タ（スレッド数、バッファ＆メモリ
サイズ）とアプリケーション内部
のボトルネックの切り分け手法
の理解、 

システム構成変更のプランニン
グと変更実施能力 

SLAに基づいた性能設計が出
来ること(GC実行時間、最大ジ
ョブ実行時間等）、 

オブジェクトレベルでの処理所
要時間、使用メモリ、コストの事
前チェック実施、 

障害テストやジョブ実行との結
合テストの実施能力 

共通コンポーネントやインフラの
基礎性能データ保有、 

テスト毎の評価レポート作成の
自動化、 

運用基盤チームが受け入れ性
能テストの実施能力を有す 

プロジェクト体制 

性能テスト担当者に委託して負
荷テストを実施 

開発・構築担当者の協力は無く
ても構わない 

ユーザビリティ設計者、利用統計
分析者、インフラ運用担当、アプ
リ実装担当、利用者代表が各工
程で協力することを明確化 

全体性能を把握出来る性能ア
ーキテクトの参画、 

運用部門への運用しきい値KPI

のフィードバック、 

ビジネス担当者が性能SLAで顧
客と交渉できること、 

組織としての出荷性能基準の審
査を行うプロセスの定義 

負荷テストの推進と社内支援を
担う組織の設置、 

性能設計ベストプラックティスの
策定管理を行う推進部門 

Oracle推奨の 

ソリューション 

フリーのテストツール、 

他ベンダーのテスト支援 

 

Oracle ATSの使用、 

テスティングサービス基本パッケージ
の範囲のコンサル支援 

Diagnostic /Tuning Packの使用。 

Real Application Testing, 

コンサル性能解析支援 

EM SLA, JRockitRealTime  

JRMC/JFR, RUEI  

基盤/運用設計コンサル支援 

Database Architect Team、 

Enterprise Architect Teamの組織
化とスキル向上のコンサル支援 
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 支援の背景 

優れた技術者や製品を有する大手SIベンダー。 しかし、 
・性能問題でトラブルとなり顧客のクレームとなるPJが多発 
・リリース前/後の性能不具合の手戻りによるPJコスト増大 
等を会社としての課題として抱えており、業務主幹部門がOATSを
標準テストツールとして選定し、オラクルへ技術支援を依頼 

 

 性能管理手法の現場への普及 
 Oracle ATSの現場への普及(年間数十件のPJで活用) 
 性能問題の取り組みが進んでいるSIベンダとして顧客の
信頼と定評を獲得 

 手戻りやコスト増大の抑止。本SIベンダー社内の各PJの
PMへのアンケート結果より、性能テストフェーズの工数節
減効果は平均で7分の１になり、会社全体で年間で数億円
分の効率化及び、工期短縮をもたらしているという報告が
得られる 
 

 ORACLE の支援の導入による効果 

事例：負荷テスト及び性能管理能力向上のコンサル支援  
国内大手SIベンダー様向け総合支援 

負荷テストプロジェクトにおける技術支援 

事前準備 

フェーズ 

テスト計画 

の立案 

負荷テスト 

準備 

負荷テスト 

実施 
結果報告 

S

Ｉ
ベ
ン
ダ 

日
本
オ
ラ
ク
ル 

スキルレ
ベル、難
易度情報
提示 

 性能管理総合支援の概要 

テスト設
計方法、 

判断指標
の提示 

製品利用
支援、 

計測手法
支援 

判定支援、 

要因分析
支援 

報告立会
い、対処
案支援 

 

テスト実施、 

判定、分析 

  

報告書作成、 

報告会実施 

性能目標定義 

テストシナリオ 

定義  

支 

援 
支 

援 

業務主幹部門 

Projectチーム Projectチーム Projectチーム 
製品開発チーム 

エンジニア 
社内リソー
スプール 製品開発チーム 

人員供出 方法論、共有ツール提供 

オラクルによる性能管理の総合支援 

出荷品質管理
のプロセス構
築の支援 

性能品質向上
の啓蒙の支援 

セミナー／講習
の提供 

 

 

 

 

 

製品性能
検証の計
測方法の
コンサル 

負荷テスト
実施の技
術支援 

OracleATS普及
活動の支援 

負荷テスト実施の
技術支援 

性能要件定義支援 

テスト計画策定支援 

ボトルネック分析支援 

チューニング支援 

OracleATS基礎講座 

OracleATS応用講座 

ボトルネック解析講座 

性能管理上流講座 

SIベンダー様社内 

性能問題啓蒙セミナ 

プロジェクト 

組織構成、 

人員アサイン  

スクリプト作成、 

リソース計測 

設定  

支 

援 

支 

援 
支 

援 
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４．効果的な負荷テストの実施 
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Oracle Application Testing Suiteの活用 
~ 負荷生成と計測を効率的に行うテストツール ~ 

テスト工程管理 

Test Manager  

 

機能テスト 

Functional Testing 

 

負荷テスト 

Oracle Load Testing  

 

ServerStats 

ネットワーク/サーバなどの
リソース監視 

OneScript 
テストスクリプトの共有 
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多数のユーザからのアクセスを擬似しWebアプリケーションの性能検証を実現。運用を開始する前に、アプリケーシ
ョンの性能問題をあぶりだし、Quality of Experienceの向上を支援します。 

Webアプリケーションに対する負荷テスト 
~ Oracle Load Testing ~ 

製品の特徴 

・GUIによる簡単なスクリプト作成 

・CookieやHTML内のセッション 

 データも自動パラメータ化 

・ユーザ視点のエラーチェック 

・OS/AP/Network等の性能 

 データをエージェントレスで収集 

・見やすい分析グラフ 

・HTTP(S)/SOAP/AdobeFlexに対応 

・EBS/Sibel/ADF/DB試験のテンプレ
ートも提供 

[負荷テストの実施] 

主な用途 

・開発の早い段階から手軽に負荷テストを実施したい。 

・応答時間の遅延の原因となるサーバを特定したい。 

・想定していないエラー画面を見落としたくない。 

・PCだけでなく携帯や専用端末のアプリケーションもテストしたい。 

・サーバにモジュールを導入することなく性能を計測したい。 

・テスト時の大量データを効率良く登録したい。 

DB AP Web FW/LB 

サーバ性能の計測 

QoEの計測 
仮想ユーザ 

Copyright© 2011, Oracle. All rights reserved. 
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工数比較例

ツール無し

LoadTesting 使用

カスタムJavaアプリケーションをJavaEEとオラクルDBの基盤で動作させるアプリケーション。 

イントラネットで使用する、単一業務向けの機能であるが、最大で同時に200人が使用する可
能性があり、また、画面やデータ構造も複雑であり、実際の利用に近い形で性能検証したい。 
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[ATS利用例]1. 負荷生成用スクリプト作成 
 ①OpenScript 

1. 作成したスクリプトが
表示されることを確認 

2. 記録「  」をクリック 
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[ATS利用例]2. ユーザー操作の記録/キャプチャ 
 ①OpenScript 

1. 記録したい順序でブラ
ウザを操作 
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[ATS利用例]3.記録済み負荷スクリプトの実行確認 
 ①OpenScript 
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[ATS利用例]4. 負荷テスト実施 
 ②Load Testing 

1. 「ユーザー名」「パスワ
ード」を入力しログイン 

※パスワードはインストー
ル時（「ATSハンズオ
ン_インストール.ppt 」
p.9 ）に入力したパス
ワード 
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[ATS利用例] 5. 負荷テスト実施準備 
 ②Load Testing 

1. 以下の項目を任意に
設定 

 
「VU数」： 
 実行する仮想ユーザ数 

「システム」： 
 仮想ユーザーが実行されるマ

シン  

「反復間遅延」： 

 仮想ユーザーの反復間の待
機時間 

「VUページング」： 
 各仮想ユーザーの、ページ間

の Visual Script 再生遅延
（シンクタイム） 

 

2.  「オートパイロットへの
追加」をクリック 
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[ATS利用例] 6. 負荷テスト実施準備 
 ②Load Testing 

1. 以下の項目を任意に 

  設定 

 
「負荷テストの開始」： 
 仮想ユーザーの開始時間 

「負荷テストの停止」： 
 仮想ユーザーの停止時間 

「仮想ユーザ (VU) の増加設定」： 

 仮想ユーザーの反復間の待機
時間 

 

2.  テストの実行「   」をク
リック 
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[ATS利用例] 7.負荷テスト実行 
 ②Load Testing 

「グラフ実行の参照」タブ
⇒「新規ビュー」タブでグ
ラフに追加したい項目を
選択し、新規グラフを作成
可能 

（追加したい項目をダブル
クリックし、グラフに反映） 

Copyright© 2011, Oracle. All rights reserved. 



30 

[ATS利用例] 8.詳細なデータ取得設定 
Server情報取得 

1. 取得したい情報を任
意に選択 

2. 「テスト」をクリック 

取得例： 

※本ハンズオンでの情報取得先のシステムは
Linuxであるため、Diskの情報を取得せずに
以下の情報を取得する 

Linux : vmstat cpu(id) - CPU Idle Time)   

Linux : vmstat cpu(sy) - CPU System Time)  

Linux : vmstat cpu(us) - CPU User Time)  

Linux : vmstat memory(free) - Free Memory)  
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[ATS利用例] 9. 詳細なデータ取得設定 
Database情報取得 

1. 取得したい情報を任
意に選択 

2. 「テスト」をクリック 
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[ATS利用例]10. 詳細なデータ取得方法 
Database情報取得（Session数） 

1. 任意の名前を入力 

2. クエリーに以下を入力 

 

 

 

 

3.   「結果セットを読み込む」
を選択 

4.   「テスト」をクリック 

 

select count(1) 

from v$session  

where status = 'ACTIVE' 
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[ATS利用例]11. 詳細なデータ取得方法 
Database情報取得（その他詳細な情報） 

1. 任意の名前を入力 

2. クエリーに以下を入力 

 

 

3.  レポートタイプは「クエ 

  リータイムの計測」を 

  選択 

※DBが高負荷の場合に 

 snapshotのオーバヘッ 

 ドも計測可能にするた 

 め 

 

 4. 「テスト」をクリック 

 

call statspack.snap() 
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[ATS利用例] 12. 詳細なデータ取得方法 
Weblogic Server (JMX) 

1. 取得したい情報を任
意に選択 

2. 「テスト」をクリック 

 

取得例： 

※本ハンズオンでは以下の情報を取得する 

  - ThreadPoolRuntime 

  ExecuteThreadTotalCount 

  QueueLength 
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[ATS利用例] 13.ユーザ視点の計測 

以下の計測結果をリアルタイムでグラフ把握することが出来る 

同時接続数（Virtual User数） 

スループット（トランザクション/秒、受信ページ/秒、HTTPヒット数/秒、受信KB/秒） 

ページ別応答時間、シナリオ別応答時間（最小、最大、平均） 
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[ATS利用例] 14. 計測 – サーバ視点 

エージェントレスでサーバの性能情報を取得することが出来る 

OS (Windows,Solaris,Linux,HP-UX …) 

アプリケーションサーバ (WebLogic,WebSphere,JBoss …) 

ネットワーク機器 (Big-IP,Netscreen,Cisco …) 

データベース (Oracle,SQL Server …) 

etc… 
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[ATS利用例] 15.コンテンツエラー判定 

HTTPエラーコード(40X, 50X等)以外に、コンテンツの正常可否判
定も、画面操作記録時に自動で峻別・登録される。 

• 動的文字列やパラメータのチェック、 

• 画面遷移（ナビゲーション）に不可欠なオブジェクトのチェック 
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[ATS利用例] 16. データバンク機能 

CSVで用意したデータを、リクエスト毎に別の値でリクエストするこ
とで、処理の多様性をもたせる 

• 毎回別IDでログオン 

• 異なった検索キーワード 

• ユニーク性が求められるフォーム入力の対応 
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[参考] オラクルコンサルティングサービスが提供している、Oracle ATSを活用する負荷テスト技術支援項目 
    フェーズ／タスク毎に難易度が高い部分を、効率的に実施するための技術支援の例 

フェーズ 支援項目内容/タスク 具体的例 

負荷テスト設計 性能要件策定支援 システム稼動統計分析やユースケース分析に基づいた最大
同時接続数、性能SLA、スループット指標等の精査 

負荷テストパターンと実施シナリオの設計支援 データ設計、データバリエーション定義、複数シナリオのマトリ
ックスとプライオリティ付け等を反映したテストシナリオ設計 

マルチベンダー間のテストプロジェクト取りまとめ プロジェクト推進、タスクリスト取りまとめ、スケジュールの段
取り、連絡伝達方式策定 

リソース計測設計と判別基準作成 基本OS計測項目定義、アプリケーション計測設計、上限しき
い値定義 

負荷テスト環境構築 負荷スクリプト作成 動的変数の割り当て、セッション情報やリクエスト情報のカス
タマイズ、データバンク設定、非HTTP通信スクリプトの実装 

多重並列動作確認の問題点の切り分け 同時多重接続時のエラー等の要因の切り分けや特定 

リソース計測設定 SSH, perfmon, JDBC, JMX等を使用したアプリケーションリ
ソースの遅延要因示唆項目の計測設定 

環境構成チェックや問題解析支援 環境の切り替え前の診断と、切り替え時に生じる問題の解析
支援（ネットワーク、コネクション、データ） 

負荷テスト実施 負荷テストの実行 実施中にリアルタイムで、システム動態（性能限界、ボトルネ
ック、切り分けポイント等）の解析、説明 

性能問題の要因切り分け解析方法提案 負荷量、多重度、シナリオパターン、増加率等のパラメータ変
更による比較評価判定手法や解析手順 

AP性能調査(WLS, Coherence, Oracle AS, JRockit, .Net 

Framework, JBoss, Tomcat等) 

スレッド数や、GCアルゴリズム等のパラメータ設定と性能の
相関関係の分析調査。ツールを使用した内部性能要因解析 

DB性能調査（Oracle, TimesTen、MS SQL Server, MySQL, 

PostgreSQL等） 

遅延クエリの要因別の抽出、各種メモリ設定の診断、設定別
のスケーラビリティ比較調査 

結果の解析と報告 テスト実施直後の速報 終了時の性能限界、ボトルネック報告と、対処方法提案 

テスト結果報告書作成と説明 性能指標のグラフ分析、相関するシステムリソース分析、性
能判定、スケーラビリティ分析、改善提案 

スキルトランスファー 負荷テスト工程全般についてのガイダンス、OJT  性能設計、構築、テスト実施、分析等のノウハウのご支援 
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[参考] Oracle Load Testingを使用した応用的な支援の実績 

• Web Application/HTTP通信以外の負荷テスト実施実績 

 
• DBへの直接負荷試験: JDBC(公共系:2008), PL/SQL(通信系:2009) 

• インターネットプロトコル負荷試験:  
SMTP(通信系:2007、ソフトウェアベンダー:2007), DNS(通信系:2006&2007), FTP(金融系2006) 

• 独自実装のAPI/通信： 
独自方式のTCP/UDP電文(製造業:2007,金融系2009), 暗号化通信(金融系:2008)、等 

 

※上記以外の通信方式による負荷テストのご支援も提供しております。 

 

 

• 実績のあるOracle製品外の性能関連ノウハウ 

 
• ユーザ履歴や統計分析に基づいた性能要件策定の支援 

• 各種ネットワーク機器の性能計測や分析手法 

• [AP] IIS＆.Net Frameworkのボトルネック解析 

• [AP] JBoss, Tomcatのチューニング・ボトルネック解析 

• [DB] MS SQL Server, PostgreSQL, DB2のチューニング・ボトルネック解析 

• [Mail] Sendmail, Postfix利用アプリのボトルネック解析 

• [Java] ソースコードのパフォーマンス問題レビュー 

• [HPC] マルチコアプロセッサを使用する分散処理ＯＳ/MWの性能診断 
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[ご参考]オラクルコンサルティングが実施しているＤＢ支援の例 

実装フェーズ 

•個別影響調査／設計支援 

•個別業務移行設計支援 

•個別フィージビリティ試験支援 

•基盤物理／運用設計支援 

•他システム連携設計支援 

•業務移行支援 

•稼動状況分析
／キャパシティ
分析支援 

•業務性能試験支援 

•業務障害試験支援 

•業務運用試験支援 

•チューニング支援 

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス 

支
援
内
容
案 

支
援
に
よ
る
期
待
効
果 

•Oracle観点での変更点の調
査、ガイド 

•統合基盤標準の適用支援、
試験計画、分析の支援 

•基盤設計、運用設計ガイド
の提示および設計書のレビュ
ー 

•システム連携方式検討支援 

•移行時の立
会い支援、
稼動状況移
行技術支援 

•稼動状況分
析支援、キャ
パシティ分析
支援 

•試験計画の策定
支援 
•試験時の立会い
支援、結果分析支
援 
•試験時の万一の
障害、性能不即時
の一次切り分け支
援、チューニング
支援 

総合試験 移行 
総合試験 移行 業務AP   設計 業務AP   設計 

統合基盤 詳細設計 

業務AP設計 総合試験 移行 

統合基盤運用 

構成
策定 

アセ
スメ
ント 

グル
ーピ
ング 

企画フェーズ 

•システム特性棚卸調査
支援 

•システム構成策定支援 

•基盤最適化企画書・計
画書作成支援 

•非機能要件整理支援 

•システム分析、棚卸支
援 

•基盤最適化構成案の策
定支援および評価支援 

•基盤最適化の企画書、
計画書の作成支援 

•移行ロードマップ策定支
援 

•現行システムの性能面等を
含めた詳細調査を基に、お
客様にとっての統合基盤の
最適化に向けてのシステム
分析、構成評価、システム
構成のご提案を行います。 

•非機能要件、リソース要件
を加味した構成策定、企画
をご期待頂けます。 

統合基盤                  

業務AP標準策定 

標準化フェーズ 

•業務移行標準策定支
援 

•基盤要件策定支援 

•基盤方式策定支援 

•フィージビリティ試験
支援 

•非機能要件、方式案の
検討ポイント、策定方向
性の提示、検討 

•各種標準ガイド(設計、
開発、試験、移行)の提
示、作成支援 

•フィージビリティ試験計
画、実施、分析支援 

統合基盤                

要件定義 

•適用可能性のある新技
術、新方式のご提案ととも
に、実現性のある非機能
要件の策定を支援します。 

•統合基盤を意識したAP

標準を策定することで、実
装フェーズにおける各業
務AP開発の作業効率の
向上をご期待頂けます。 

•Oracle技術情報のご提供によ
る効率的な影響調査をご期待頂
けます。変更点を事前に把握す
ることにより、後工程での手戻り
の削減を期待頂けます。 

•基盤設計に関する考慮事項、
や新技術の適用方向性のガイド
により、設計要素の抜け漏れ、
一貫性の抑制、新技術の効果的
な適用を期待頂けます。 

•業務AP開発支援 

•業務AP試験支援 

•統合基盤標準の
適用支援 

•環境構築、試験手
順の策定支援 

•構築、試験におけ
る立会い、及び万
一の障害発生時の
切り分け支援 

統合基盤  

構築/試験 

業務AP                

開発/試験 

•基盤環境構築支援 

•基盤機能試験支援 

•基盤障害試験支援 

•基盤運用支援 

•開発、構築、試験において、問題が発生した場合、その解決
までの時間はプロジェクトに大きな影響を与えます。万一の問
題発生時に現場での一次切り分けや分析を行うことで、迅速な
解決に向けてご支援をいたします。 

•Oracle に関する詳細な試験結果、稼動状況を分析することで、

システム状況の的確な把握や、内在する問題等の把握を行え
ます。 

•プロアクティブな対応指針策定や、システムの安定稼動及び
効率活用をご期待頂けます。 

支
援
項
目
案 
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５．ボトルネック切り分けの考え方 
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ネットワーク 

機器 

ボトルネック要因切り分けのアプローチ 

• トップダウンとボトムアップ 

Ｗｅｂ 

サーバ 

ＡＰ 

サーバ 

ＤＢ 

サーバ 

EM/AWR/Statspack 

統計の解析 

Java Diagnostics 

等を使用した解析 ボトムアップ 

アプローチ 

トップダウン 

アプローチ 

ユーザー応答時間 

利用件数 

容易、俯瞰的、切り分け向け 

個別的、専門的、要因解析向け 

ATS 

オラクル推
奨ツール 

その他の
knowhow 

 SNMP, 

統合監視ツール 

 アクセスログ、 
Mod_status 

 jconsole, 
GCLog, JMX 

基本OSリソース(CPU, Paging, IO) 
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トップダウンアプローチの切り分け 

ボトルネック 

箇所 
見極めポイント 解説 

性能限界の発生 
 

スループット 

ランプアップ負荷増加中のスループットの頭打ちの状態 

ネットワーク帯域ボトルネック ページ別レスポンス 
動的コンテンツ、静的コンテンツ関係無く、サイズの大きい
コンテンツほどレスポンスの劣化が大きくなる 

HTTP層スレッド、 

コネクション枯渇 
検出エラー内容 

WinInet.DLL のInternet Error code: 120XX の検出 

 

タイムアウト、プロキシ障害、TCP切断、SSL失敗等 

AP/DBサーバネック 

ページ／コンテンツ別 

レスポンス 

 

動的コンテンツのみ応答劣化が発生して、静的コンテンツ
はたいして遅延しない 

DBサーバネック(SQL要因) ページ別レスポンス 

特定の画面のみ著しく遅くなる 

DBサーバーネック 

(DBインスタンス要因) 
ページ別レスポンス 

DB処理を行っている画面が全般的に遅くなるケース。 

アクセス・更新の多い表を扱っている画面を中心に遅延。 
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初めから詳細（例： AP:サーバスレッド数、DB:Index効率等）を調査するの
は、「木を見て森を見ず」。却って非効率な作業。 

 

常に必要な計測項目は以下のみ： 

クライアントサイド ネットワーク機器 Webサーバー APサーバー DBサーバー 

● 応答時間 

●  スループット 

● エラー発生率 

● スループット 
● CPU使用率 

● スループット 

● CPU使用率 

● メモリ 
● CPU使用率 

● メモリ 

● DISK I/O 

ボトムアップアプローチに取り組む前に簡易切り分け 
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主な性能不足の現象・要因・対策の最速
PATH 性能限界時に顕著

に分かる現象 
主な劣化要因 対策 

ロードバランサ
FW, IDS, etc 

CPU使用率100% 

帯域使用率100% 

物理ボードの処理能力限界、 

システムバスの処理上限、 

単純なCPU処理限界 

バッファメモリ不足 

スペック不足であり、より高い
スペックの機器に入れ替え 

Webサーバ 
CPU使用率100% 

NIC帯域使用率100% 

単純にOSの応答処理能力を超
えているため 

H/Wのスループット上限に達し
ている為 

サーバの増設 

サーバのCPU強化 

NIC帯域容量増加等 

APサーバ CPU使用率100% 

非効率なプログラム・アプリ設計 

不適切なヒープ配分 

不適切なスレッド数定義 

メモリ不足 

 

H/W強化の前に、まず、プロ
グラムや設計の見直し。 

ヒープとスレッドのチューニン
グ 

DBサーバ 
CPU使用率100% 

DiskI/O増加 

非効率なクエリ 

不適切なインデックス設定 

非効率なテーブル設計 

不適切なバッファ・キャッシュの配分 

メモリ不足 

H/W強化の前に、まず、クエリの
見直し、 

適切なインデックス設定、 

テーブル設計の見直し 

バッファやキャッシュのチューニン
グ 
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負荷テスト性能劣化要因切り分け調査  

トップダウンモデルの調査経路 

ユーザートランザクション 

のスループット 

ページ別応答時間 

（劣化ページの特定） 

エラー（画面、応答）無し 

CPU使用率 

全体性能判定 

即時切り分け 

ノード切り分け 

step1 

応答時間目標遵守 
合格 リリース 

有 題 問 

アプリエラーメッセージ 

（コンソール、ログ） 

メモリ残量 
ノード切り分け 

step2 
帯域使用量 ソケット使用状態 ディスクビジー率 

ノード切り分け 

step3 

httpdスレッド上限 AP処理待ちキュー 

APスレッドビジー率 ヒープメモリ不足 

ロック待ち遅延 

コネクションプール遅延 

DBメモリ不足 遅延クエリ 

アプリ別解明 

と個別対処 

パケットエラー 

遅延サーブレット、Bean特定・修正 遅延クエリ特定・修正 構成見直し 

け 分 り 切 未 

切り分け済 

アプリ別 

個別修正 

定 特 
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CPU使用率がボトルネックかどうか 

• CPU使用率が高い場合には、処理待ちキューの状態も合わせて確認 

• Windows:  

• Processor Queue Length (パフォーマンスカウンタオブジェクト: Systemから) 

• UNIX系：  

• load averageとvmstatの”proc r値” 

• LoadAverageは、uptimeコマンド, wコマンド, topコマンド等から 

• vmstatの出力結果例： 

 

 

 

• 平均4.0/core程度を超え始めると応答遅延要因になる可能性が高い 

 

$ vmstat 1 2 

Procs                memory                 swap io        system cpu 

r b w swpd     free       buff cache   si so bi bo  in      cs  us sy id 

2 0 0 48628 64124 162532 476356 0 0 0 0     1       4   11 3   11 

1 0 0 48628 64112 162540 476356 0 0 0 4    102  1768 98 2  0  

使用率（Busy率）： 
 あとどの位で処理が間に合わなくなるか？ 

待ち行列数（処理待ちキュー）： 
 発生している遅延の程度はどのくらいか？ 
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キューに着目したボトルネック要因解析 
 

分類 

 

要因 
計測方法 解説 

CPU CPUリソース不足 

vmstat のproc run queueや 

load average 

 

WindowsのProcessor Queue Length 

恒常的にコアあたり4-10件以上溜
まっている場合は、CPU能力不足
と判断 

DISK Disk処理遅延 

iostatのavgqu-sz, await, svctm 

 

WindowsのPhisical DiskのDisk 

queue length 

queueへの蓄積、await時間の増
加、サービス時間の増加はディス
ク処理能力が処理要求に追いつ
いていないことを示す。 

network Network送受信待ち 

NetstatのRecv-Q Send-Q 

 

WindowsのNICのOutput Queue Length 

恒常的なネットワークのキューの
蓄積は、バスまたはNICやネット
ワーク上で帯域不足により遅延が
発生していることを示す。 

APサーバ アプリ処理待ち 

Weblogicのthread poolのqueue 

JMS queue 

Connection Pool のQueue 

他のアプリケーション実装上のQueue 

 

Queueに待ち行列が存在し、残存して
いる場合には、そのQueueより後方の
処理のどこかで遅延が発生しているこ
とを示す 

DBサーバ DB処理待ち 

AQのQueue, 

待機イベントでの 

SQL*Net message to client, 

SQL* Net message from client 

 外部と送受信する際の接続先の遅延
によりDB内で送受信を待っている状態。

外部システム、または、ネットワークに
遅延が発生していることを示す 
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スレッド数の調整 

多すぎる 少なすぎる 

HTTPD 

アプリケーションの負荷が増
大する。 

コンテキストスイッチ等のオー
バヘッド増大。 

クライアントのコネクション確
立に時間が掛かり応答遅延。 

極端な場合はタイムアウト 

アプリケーション 

スレッドプール 

処理切り替えのオーバヘッド
が大きくなり効率劣化。 

システム負荷が増大。 

DBに過剰な負荷が掛かる 

処理待ち行列に入り、他の処
理が終わるまで待たされて、
応答遅延。キューが一杯にな
るとエラー。 

配列溢れ等が発生。 

コネクション 

プール 

DBのCPU負荷増大 

DBのメモリ使用量増大 

処理待ちが発生し、応答遅延。
キューが一杯になると、DBタ
イムアウトエラー 
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例題： スレッド数にチューニングの必要性はあるでしょうか？ 

0

10

20

30

40

50

60

70

AP　MAXスレッド設定値 AP　Busyスレッド数

APサーバCPU使用率(%) AP　スレッド処理待ち数

クライアント応答時間（秒） 負荷量（同時接続ユーザ数）

前提： このシステムでは、APサーバの平均実行時間や、処理待ち所要時間は取得不可能でした 

性能目標は、 40人同時接続で、応答時間平均8秒以内、スループット秒間２０件    

必要性があると考えた場合には、最適な設定値も考えて見ましょう 
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６．製品毎の分析ポイント 

 
 
 

I. バッチ性能検証：Real Application Testing(DB Replay/SPA) 
II. ＳＱＬ診断・チューニング： Enterprise Manager 
III. Weblogic/Java分析： JRockit Flight Recorder 
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キャプチャ 前処理 リプレイ 分析＆ 
レポート 

Database Replay概要 

• 本番データベースのワークロー
ドを利用したデータベースの 

パフォーマンステスト 

• 本番環境特有のタイミングやト
ランザクションの依存性、思考
時間などを維持 

• トランザクションのスループット
改善をテスト及び計測 

• Oracle Database 9iR2や
10gR2からのアップグレードの
サポート 

テスト環境 本番環境 
リプレイ・クライアント クライアント 

ストレージ ストレージ 
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本番環境（9.2 と10.2 以降） テスト環境（11.1 以降） 

キャプチャ リプレイ 
分析 

レポート 
 前処理 

中間層 

リプレイ・クライアント 

リプレイ時に中間層やアプリケーションの構築は不要 

Database Replay のワークフロー 
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Database Replay レポート 
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SQL Performance Analyzer（SPA）概要 

SQL Tuning Set 

（STS） 

SQLの実行計画と実行統計 

変更前の実行 

SQLの実行計画と実行統計 

変更後の実行 

SQLパフォーマンス
の比較 

分析レポート 

• システム変更がクエリーパフォーマンスに与える影響の予測とテスト 

• パフォーマンス改善と劣化の分析 

• キャプチャされたSQLの実行と分析を完全に自動化 

• STS,SQL Plan BaselineやSQL Tuning Advisorによる統合されたソリューション 
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SPA のワークフロー 

クライ 

アント 

ストレージ 

中間層 

ストレージ 

SQLの 

取得 

SQLの 

転送 

SQLの実行 

 変更前 

SQLの実行 

変更後 

パフォーマンス 

の比較 

本番環境（10.2） テスト環境（11.1 以降） 
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比較レポート 
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Oracle Real Application Testing 用途と特徴 

Database Replay SQL Performance Analyzer 

どんな場面で使い
分ける? 

データベースサーバーにおいて本
番環境での負荷を用いサブシス
テムも含めた包括的なテストを実
施する場合に利用できます 

パフォーマンス改善を見込むことがで
きる SQL 文のセット見つけるために 

SQLの単体テストに利用できます 

何ができる機能? テストシステム上において
Database本番環境の負荷を再現
します 

SQL パフォーマンスの変移を実システ

ムにて利用者が影響をこうむる前に予
測できます 

機能の目的は? システムにおけるスループットに
対する影響度を評価します  

SQL の応答時間に対する影響度を評
価します 

仕組みは? 本番環境にて収集された負荷を
同時実行性やタイミングおよびト
ランザクション間の依存性も含め
再現を行います 

SQL Tuning Set に格納された個別の 

SQL 文を本番に等しい条件の下隔離

して実行し変更前後における実行計画
や実行時の統計値の比較を行います 

Database Replay と SQL Performance Analyzer  はそれぞれ補完しあう機能です 
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【性能チューニングで使えるOracle製品】 
Oracle Enterprise Manager 
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従来の診断・チューニング 

v$sessionなど複数の表を検索して問題
のあるセッションを特定 

SQL> select username, event, sid from 
v$session・・・ 

このセッションから長時間実行されている
SQLをv$sqlなどから特定 

SQL> select sql_id, elapsed_time/1000000, 

executions, disk_reads from v$sql・・ 

特定したSQLの実行計画を表示し、問題
のある場所を探して対処策を模索 

SQL> select * from 

table(dbms_xplan.display_cursor・・・ 

Statspackレポートを取得し、実行時間の
長かったSQLを特定 

SQL> @?/rdbms/admin/spreport.sql 

begin snapに値を入力してください： 

情報取得に多くの工数が必要 

チューニング方法を見つけるまでに時間がかかりやすい 

チューニング効果を事前に見極めるのが困難 

： 実行計画表示例 

Statspackレポート例 
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Oracle Enterprise Managerによる診断・チューニング 

情報収集の負担が無い(データベースが自動収集) 

自動診断やアドバイザにより迅速にチューニング方法を決定 

自動的に見積もられたチューニング効果を見て判断可能 

負荷の高いSQLを特定 自動的に診断された結果を参照 

アドバイザによりSQLのチューニング方法を
分析・チューニング実施 

アドバイスに従ってチューニング実施 
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データベースのパフォーマンス分析 
現在のセッションを「見える化」する 

SQL> select username, 
event, sid from 
v$session・・・ 

調べたい時間帯を
選択すると、 

選択した5分間の上位SQLや
上位セッションを表示 

セッションの状況をリアルタ
イム＆グラフィカルに表示 

• 手作業でのスクリプト作成、実行 

• 収集データの管理、グラフ化 

• SQLとの紐づけ作業 

• セッション情報を低負荷で取得 

• リアルタイムでグラフ表示 

• 上位SQLや上位セッションなど
にドリルダウン可能 
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データベースのパフォーマンス分析 
SQLをチューニングする 

時間のかかっているSQLを特定し、チュー
ニングアドバイザを実行 

SQLのチューニング方法について
アドバイスを取得 

そのまま実装することも可能 

-------------------------------------- 
| Id  | Operation          | Name | 
-------------------------------------- 
|   0 | SELECT STATEMENT   |      | 
|   1 |  NESTED LOOPS      |      | 
|   2 |   TABLE ACCESS FULL| DEPT | 
|*  3 |   TABLE ACCESS FULL| EMP  | 
-------------------------------------- 

手作業での実行計画の最適化 

個々のSQLを分析 

実行計画の改善方法を推奨 

複雑な実行計画の分析を 
すばやく実施 

SQLチューニングのスキルを 
標準化 

Oracle Enterprise Managerによる実行計画の最適化 
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ADDM 自動データベース診断モニター
(Automatic Database Diagnostics Monitor) 

• AWRに収集された統計情報をもとに、定期的なDBの 

パフォーマンス監視 / 診断をDB管理者（DBA）向けに行ってくれる機能 

定期的に保存 

スナップショットの 
差分を診断 

AWR 

Database Control 

ADDM 

診断結果 / アドバイス 

結果作成 

起動 

起動 

結果表示 

DBA 

Diag Pack 

EE + 

SGA 
統計情報 
負荷の高い
SQL 
… 

MMON 
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診断結果とアドバイスの表示方法 

• ADDMに関する情報は、Database Control の「ホーム」タブの「関連リンク」
グループ内にある「アドバイザ・セントラル」リンクから検索 

• 手動実行の場合は、「アドバイザ」グループの「ADDM」を実行する 

 

Diag Pack 

EE + 
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自動で診断レポートを作成 

STATSPACKでは、管理者がレポートを解析し、
DBAがチューニングをしていましたが… 

ADDMでは自動で診断  レ
ポートを作成、パフォーマ
ンスをはじめとした分析結
果をブラウザ上でドリルダ
ウン！ 

どこが問題
なのかな
？ 

Diag Pack 

EE + 
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ADDM によるアドバイス 

負荷の高い
SQL を検出 

問題解決のための具体的
な設定方法をアドバイス 

• AWRに収集されたデータを分析し、定期的に診断を実行 

• 診断結果として、アドバイザの実行などの解決方法を Webコンソール に表示 

Diag Pack 

EE + 
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ADDM診断レポート例 ボトルネック切り分け  

チューニングアドバイス Diag Pack 

EE + 
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アドバイザ機能 

SQLチューニング・アドバイザ 

SQLアクセス・アドバイザ 

メモリー・アドバイザ 

セグメント・アドバイザ 

UNDOアドバイザ 

システム全体の索引やマテリアライズド・ビュー、 

パーティショニング(11g～)に関する診断 

特定のSQL文の診断・チューニング 

（SQL文の変更、プロファイルの作成 等の推奨） 

PGA、バッファ・キャッシュ、共有プールの 

サイズ変更をアドバイス 

セグメントの断片化レベルを特定し、 

縮小すべきセグメントをアドバイス 

最適なUNDOの保存期間やUNDO表領域 

のサイズを推奨 

DB全体の 

監視・診断 

ADDM 

・・・ Tuning Pack 

・・・ Pack不要 

Diag Pack 

EE + 
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• 高負荷で問題となるSQL文や実行計画を診断する 

• 診断をもとにアドバイス 

SQL 
チューニング 
・アドバイザ 

索引の作成 

SQL文の  再
構成 

SQLプロファイルの
作成 

失効・欠落している    統
計の収集 

高負荷の 

SQL文 

Enterprise Manager が
負荷を軽減する最適な対
処方法を提示 

SQLチューニング・アドバイザ 

SQL専門医 

Diag Pack 

EE + 

Tuning Pack 

+ 
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SQLチューニングを 

実行！ 

負荷の高いSQLの 

実行計画を確認し‥ 

実行例 Diag Pack 

EE + 

Tuning Pack 

+ 
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チューニングの流れ 

自動ワークロード・リポジトリ（AWR） 
  データベース稼動状況の履歴 

  アドバイザなどが、診断 / 分析時に参照 

Automatic Database Diagnostics Monitor

（ADDM） 
  データベース全体の稼動状況をモニタ、診断 

①DBの稼動状況を収集 

②収集情報をもとに、 

全体としての診断 
時間モデル統計に基づき、全体の中で時間
がかかっている個所を把握し、対応策を提示 

③さらに個々の点に 

ついて診断 

④解決策を適用 
最終的には管理者が判断できる 

各種アドバイザ 

  データベースを診断し、最適な設定や問題点を

解消する方法を提示、または設定に有用な見積り
を表示（SQL、メモリー、セグメント、UNDOなど） 

解決策の適用（管理者） 
  アドバイザが提示した解決策を適用するか決定 

Diag Pack 

EE + 
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【性能チューニングで使えるOracle製品】 
JRockit Flight Recorder 
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一般的な障害パターンと調査方法 

システム停止 

Out of Memory 

スローダウン 

コアダンプ 

JVMクラッシュ 

サーバログ 

スレッドダンプ 

スタックスレッド 

落ちた瞬間の 

情報のみ 

ログに有益な 

情報が出ている 

とは限らない 

障害直前の 

ダンプは 

大抵取れてない 

マシンクラッシュ 

OSクラッシュ 

現象 システム的原因 問題点 調査手段 

 

アプリ不具合 

ソースコード 

メモリの 

利用状況と 

GC発生状況 

が分かるのみ 

運用担当者が見ても分からない 

GCログ 

GC頻発 

確固たる情報が得
られず、デバッグロ
グを仕掛けたり、推
測によるアプリ修正
をして再現待ち・・・
迷宮入り 
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障害パターンと調査手段 

（JRockit Flight Recorderを使った場合） 

J
R

o
c
k
it F

lig
h
t R

e
c
o
rd

e
r 

+ 

常時記録 

調査に必要な情報は
JRockit Flight 

Recorderで既に取得
できている 

→速やかに問題を特
定し修正 

システム停止 

Out of Memory 

スローダウン 

コアダンプ 

JVMクラッシュ 

サーバログ 

スレッドダンプ 

スタックスレッド 

マシンクラッシュ 

OSクラッシュ 

現象 システム的原因 調査手段 

 

アプリ不具合 

ソースコード 

GCログ 

GC頻発 
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JRockit Flight Recorder 

• 問題解決を強力に支援する 

Oracle JRockitの新機能 

 独自の低負荷技術により本番環境での常
時記録を実現 

 記録した情報を自動ファイル出力 

 迅速な原因究明を支援するGUIツール 

1. トラブルの確実な原因追究を 「遡って」 実施可能 

2. 障害発生→改善のサイクルと手間を大きく短縮化 

Java EE/ISV 
アプリ 

Oracle 

WebLogic 

Server 

Oracle 

JRockit 

ヒープメモリ利用率の増加傾向 

ヒープメモリを占めるオブジェクトの割合と増加率 

JRockit Flight Recorder 

自動記録 
常時記録 
"録りっぱなし" 

自動ファイル出力 

GUIツール 

2010.07.06 New Release! 

as JRockit (R28) 

with WebLogic 10.3.3 
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1."録りっぱなし": 本番環境での常時記録を可能にする低負荷技術 

• JRockitの内部機構を利用した低負荷記録 

• 過去から現在までの情報をいつでも入手可能 

2."オフライン分析": ダンプファイル出力機能による 

オフライン分析 

• 無応答、ダウン、再起動などの際も 

情報消失を防ぐ 

• 障害時点の情報に加え、そこに至る 

履歴情報もまとめて出力 

3.既存環境への適用が容易 

• インストール不要 

アプリケーション改変不要 

これまでのトラブル対応ソリューションとの違い 

Javaプロ
ファイラ 

負荷: 高 

情報量: 多 

負荷: 低 

情報量: 少 

ログ、ダン
プ等 

JRockit 

Flight 

Recorder 

Copyright© 2011, Oracle. All rights reserved. 78 



 

ライブセット増加により
OutOfMemoryError発
生 
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レコーディング期間中
のヒープ内のオブジェ
クト占有率と増加率 
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当該オブジェクトをヒー
プに割り当てた箇所を
特定 
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WebLogic - Flight Recorder連携 

• WebLogic Server10.3.3～をJRockit 28.0～で稼動させている場合
は、JRockit Flight Recorderとの連携が可能 

• WebLogicで発生したイベントをFlight Recorderに含めることが可能 

 

 

 

• WLDF診断イメージキャプチャにFlight Recorderの情報を含めることが
可能 

WLDF 
Events Flight 

Recorder 

WLDF 
Flight 

Recorder 

診断イメージキャプチャのzipファイル 
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レコーディング期間中のスレッ
ド一覧→灰色の箇所はThread 

Parked（待機中） 
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WebLogicタブを選択すると、
Servlet、JDBCなどの処理状
況が併せて表示される 

Servlet 

JavaVM 

JDBC 
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Thread Parkedを発生させて
いるのはどこかトレースするこ
とも可能 
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JDBC経由で実行されたSQL

の内容までトレース可能 
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JDBCのExecuteにて実行
されたSQL 

レコーディング期間中に実
行されたJDBC関連イベン
トのリスト 

クライアントアクセス毎に割り振
られるリクエストのコンテキスト 
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JRockit Flight Recorderの効果 

1 2 

3 

1. 問題発生、対処のため再起動 

2. 解析開始 

3. 再現環境の準備開始 

4. 再現環境にて再現を試行 

5. 再現せず 

6. 本番環境で再発 

7. 情報収集した後再起動 

8. 原因判明 

9. 対処、テスト 

10. 本番に適用 

6 7 6 7 6 7 

4 5 

8 9 10 
3 3 10 10 1 

問題解決までの期間: 30日（原因判明まで: 19日） 

JRockit Flight Recorderの場合 

1 2 8 9 10 
1 10 1 

問題解決までの期間: 12日（原因判明まで: 1日） 

3 

これまでのJava 

19日 11日 

1日 11日 

• 過去に実際にあった問題（以下）の対応プロセスを元に比較 
（※）JRockit Flight Recorderの場合の日数=当該事象を元に推測 

•対象: WebLogic Server上のWebアプリ 

•事象: アクセスが増える毎にレスポンスタイムが悪化 

JRockit Flight 

Recorderを利用す
ることで省略できる
作業 

再現作業不要 

再発待ち不要 

期間短縮 

の理由 

迅速かつ確実な問題解決 
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まとめ 
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まとめ 
性能問題を防ぐ適切な性能テスト手法とボトルネック解析手法 

90 

• 計測とテストの品質向上 

• 総合的な性能管理能力の向上 
性能問題を防ぐには？ 

• Oracle ATSを使用 

• トップダウンアプローチで分析 

複雑な負荷テストを短
期間で実施するには？ 

• Enterprise ManagerのADDMを活用 

• バッチ性能に対してはSPAを活用 

ＤＢのチューニングを
簡単に行うには？ 

• JRockit Mission Controlを活用 
Weblogicの性能解析を
掘り下げるには？ 
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http://blogs.oracle.com/oracle4engineer/entry/otn_ondemand_questionnaire 

OTNオンデマンド 感想 

OTNセミナーオンデマンド 

コンテンツに対する 
ご意見・ご感想を是非お寄せください。 

上記に簡単なアンケート入力フォームをご用意しております。 

セミナー講師/資料作成者にフィードバックし、 
コンテンツのより一層の改善に役立てさせていただきます。 

是非ご協力をよろしくお願いいたします。 

http://blogs.oracle.com/oracle4engineer/entry/otn_ondemand_questionnaire
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OTNセミナーオンデマンド 
日本オラクルのエンジニアが作成したセミナー資料・動画ダウンロードサイト 

掲載コンテンツカテゴリ(一部抜粋) 

Database 基礎 

Database 現場テクニック 

Database スペシャリストが語る 

Java 

WebLogic Server/アプリケーション・グリッド 

EPM/BI 技術情報 

サーバー 

ストレージ 

例えばこんな使い方 

• 製品概要を効率的につかむ 

• 基礎を体系的に学ぶ/学ばせる 

• 時間や場所を選ばず（オンデマンド）に受講 

• スマートフォンで通勤中にも受講可能 

100以上のコンテンツをログイン不要でダウンロードし放題 

データベースからハードウェアまで充実のラインナップ 

毎月、旬なトピックの新作コンテンツが続々登場 

92 

OTNオンデマンド 

コンテンツ一覧 はこちら 
http://www.oracle.com/technetwork/jp/ondemand/index.html 

新作＆おすすめコンテンツ情報 はこちら 
http://oracletech.jp/seminar/recommended/000073.html  毎月チェック！ 

http://www.oracle.com/technetwork/jp/ondemand/index.html
http://oracletech.jp/seminar/recommended/000073.html
http://www.oracle.com/technetwork/jp/ondemand/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/jp/ondemand/index.html
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オラクルエンジニア通信 
オラクル製品に関わるエンジニアの方のための技術情報サイト 

93 

オラクルエンジニア通信 

技術コラム 

アクセス 
ランキング 

特集テーマ 
Pick UP 

技術資料 

性能管理やチューニングな
ど月間テーマを掘り下げて
詳細にご説明 

インストールガイド・設定チ
ュートリアルetc. 欲しい資
料への最短ルート 

他のエンジニアは何を見て
いるのか？人気資料のラン
キングは毎月更新 

SQLスクリプト、索引メンテ
ナンスetc. 当たり前の運用
/機能が見違える!? 

http://blogs.oracle.com/oracle4engineer/ 

http://blogs.oracle.com/oracle4engineer/
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oracletech.jp 
ITエンジニアの皆様に向けて旬な情報を楽しくお届け 
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oracletech 

Viva! 
Developer 

セミナー 

スキルアップ 

製品/技術 
情報 

ORACLE MASTER！ 
試験頻出分野の模擬問
題と解説を好評連載中 

Oracle Databaseっていく
ら？オプション機能も見積
れる簡単ツールが大活躍 

基礎から最新技術まで 
お勧めセミナーで自分にあ
った学習方法が見つかる 

全国で活躍しているエンジ
ニアにスポットライト。きらり
と輝くスキルと視点を盗もう 

http://oracletech.jp/ 

http://oracletech.jp/
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あなたにいちばん近いオラクル 

Oracle Direct 
まずはお問合せください 

Web問い合わせフォーム  フリーダイヤル 

0120－155－096 

 

※月曜～金曜 
9:00～12:00、13:00～18:00 
（祝日および年末年始除く） 

専用お問い合わせフォームにてご相談内容を承ります。 
http://www.oracle.co.jp/inq_pl/INQUIRY/quest?rid=28  

 
 
 

※フォームの入力にはログインが必要となります。 
※こちらから詳細確認のお電話を差し上げる場合がありますので 
ご登録の連絡先が最新のものになっているかご確認下さい。 

システムの検討・構築から運用まで、ITプロジェクト全般の相談窓口としてご支援いたします。 
ステム構成やライセンス/購入方法などお気軽にお問い合わせ下さい。 

Oracle Direct 

http://www.oracle.co.jp/inq_pl/INQUIRY/quest?rid=28
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