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概要 

このホワイト・ペーパーでは、個々の環境が必要となる可用性レベルとサービス・レベルを満

たしているかどうかを企業やソフトウェア運用スタッフが判断するために使用できる、さまざ

まなメトリックの詳細な分析について説明します。これらのサービス・レベルには、品質保証

契約（SLA）に組み込まれた絶対的なアップタイム要件が含まれる場合があります。 

 

ここで説明しているのは、システムの状態と可用性を評価する際に役立つ適切なメトリックで

あるキー・パフォーマンス・インディケータ（KPI）の概要です。障害シナリオについても、さ

まざまな KPI のコンテキストで説明および分析しています。このホワイト・ペーパーの読者が詳

細な評価を各自で実行できるように、この評価の手法も説明しています。 

 

これらの評価を実行すると、読者は各自のシステムの耐障害性について理解を深め、個々の環

境の適切な KPI も把握できます。この情報は、以下のことに役立ちます。 

 

» SLA 目標を計画する 

» ディザスタ・リカバリに関して、情報に基づいた意思決定を行う 

» もっとも厳密に監視すべきシステムの要素に関して、情報に基づいた意思決定を行う 

» さまざまな監視イベントに対して、適切なリカバリ計画を作成する 

 

顧客環境はそれぞれ異なるため、このホワイト・ペーパーでは関連するすべての KPI の包括的な

概要情報を示すことはできません。ただし、ここでは、もっとも一般的かつ重要な KPI の多くを

取り上げて詳しく説明し、このホワイト・ペーパーで実行した作業を各自の環境にまで広げて

適用できるように、情報と手法を説明しています。 
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はじめに 

分散型の高可用性（HA）システム・アーキテクチャのコンポーネントが障害状況と停止状況にどの
ように対応するのか、つまりフォルト・トレランスを把握して検証することは、安定した事業運営
を実現して維持するための重要な側面です。システムの計測、テスト、および監視を通じて洞察を
得ることが、複雑で困難な作業となる場合があります。分散システムは、まさにその本質のために、
複数の独立したアプリケーション・サービスやインフラストラクチャ・サービスが伴っており、大
幅に複雑である可能性があります。これらの分散されたサービス全体でキー・パフォーマンス・イ
ンディケータ（KPI）として計測されたさまざまなシステム・メトリックの監視と分析を標準化する
と、システムのスケーリング、チューニング、および重大な品質保証契約（SLA）限界の遵守検証
に関して、情報に基づいた意思決定を行う上で必要となるデータが得られます。これらの KPI 値が
さまざまな実行時条件に応じていかに変化するのかを理解することが、適切なサポート・レベルを
計画したり保守の手順やタイミング（スケジュール）を計画したりする上で重要です。 

高可用性を備えた本番システムに障害が及ぼす予想外の結果が、ビジネス価値に大きく影響する可
能性があります。特に、取り決められた SLA 契約に違反するほどの重大な結果は、その可能性があ
ります。SLA 遵守検証に情報を提供する、タイムリーかつ正確で反復可能な、安定した KPI 分析の
重要性を軽視することはできません。正確性と信頼性は、障害テスト、KPI メトリック・データの
取得、分析、および結果レポート/ダッシュボードに対応する安定した反復可能なプロセスを実装す
ることにより達成できます。フォルト・トレランスの検証時に、適切なプロセス制御とプロセス標
準化を適用し、一貫性と反復性を重視する必要があります。より従来型の QA サイクルを実装する
のか、より緊密に統合された QE 手法を実装するのかに関係なく、これらの側面はすべてのプロ
ジェクトで重要となります。 

このホワイト・ペーパーでは、オラクル推奨の MAA エンタープライズ・デプロイメント・リファ
レンス・アーキテクチャ・トポロジを使用する場合の、名目上のベースライン実行時および障害
ケース状況における、Oracle Fusion Middleware コンポーネントの動作に基づいた KPI メトリック、
障害シナリオ、テスト・プロセス、および結果の分析に関して、一連の形式化されたプロセス、所
見、および推奨事項を示します。 

このホワイト・ペーパーでは、一連のサンプルの高可用性障害ケース・シナリオの場合の KPI メト
リックの選択、計測、およびデータ分析手法について説明し、標準化されたテスト・プロトコルに
関する推奨事項を示します。
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このホワイト・ペーパーの目的は、以下のことを提供することです。 

» HA 障害/リカバリ関連機能を評価する際や、このホワイト・ペーパーの範囲を超えてこれらのア
プリケーション・コンポーネントまたは製品コンポーネントに適用する要因を検討する際に役立
つ、推奨される基本的な一連の KPI メトリック、障害、およびテスト・ケース 

» 容量/需要の分析と障害状況でのシステム耐障害性の検証に役立つ、オンプレミスとクラウド実装
に適用可能な標準化されたフレームワークを示すことによる、品質工学（QE）への取り組みに対
する支援 

» HA 障害状況時に実行でき、現行のメトリック・ダッシュボードとアラートにも対応した、情報に
基づいたローンチ前 SLA 遵守検証 

» ローンチ前の容量計画と負荷テストの一部として、障害注入およびリカバリ・シナリオが含まれ
た FMW HA ソリューションの検証プロセスと検証例 

» KPI レポート/SLA 遵守の集計やプロジェクト間の比較を可能にする、標準化された反復可能なテ
スト/分析プロセスに対するニーズの促進および情報提供 
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概要 

概念 
キー・パフォーマンス・インディケータ 

キー・パフォーマンス・インディケータ（KPI）は、特定のビジネス目標とビジネス目的を定義およ
び追跡する指標であり、多くの場合、監視、改善、および評価を必要とする大規模な組織戦略に組
み込まれます。KPI には、測定可能な値が使用されます。これらの値は時間とともに変化するのが
一般的であり、スコアとパフォーマンス状態を判断するためのターゲットがあり、長期にわたって
比較すると、傾向を把握したりパフォーマンス・パターンを特定したりできます。システム計測か
ら問い合わせた個別のメトリック測定、変化率やさまざまな個別のメトリック入力に基づいたその
他の公式などの派生型メトリック、または他のさまざまな KPI メトリックから集計した高レベルの
ビジネス指向メトリックを KPI として使用できます。高レベルのビジネス指向メトリックの簡単な
例として、車のダッシュボードにある“エンジン警告"灯があります。この警告灯は、どの具体的な
サービス・コンポーネントに障害があるのか、および車の SLA 範囲外のセンサー値は示さず、修正
を要する問題があることのみ示します。 

多くの場合、KPI はレポートまたはダッシュボードに表示されます。レポートは通常、静的な一連
の表とグラフになっており、ダッシュボードでは、より動的な対話型の計測値とグラフが表示され
ます。 

このホワイト・ペーパーで示している KPI は、高可用性の障害ケース・シナリオでの Oracle Fusion 
Middleware コンポーネントの動作を把握するための初期基盤を提供するために、また、フォルト・
トレランスの分析および検証に KPI をどのように使用できるかの例として選択されています。スコ
アを設定したら、障害状況における機能とパフォーマンス/スケーラビリティの両方を期待される品
質保証契約（SLA）に照らし合わせて検証する際に、KPI の分析が役立ちます。必要に応じて、初期
SLA ガイダンスを確立する際にも役立ちます。 

品質保証契約 

品質保証契約（SLA）は、提供されるサービスの利用者が受けることが保証されるサービスのレベ
ル、サービス義務の不履行の結果、および免責条項または制約を定義および数値化する契約です。
サービスの提供方法は、SLA に含まれません。SLA は、サービスのレベルを定義するさまざまなメ
トリックの観点で記載されます。SLA の例には、以下のようなものがあります。 

» 信頼性 

» アップタイムのパーセンテージとしての可用性 

» リカバリ不能なデータ量のリカバリ・ポイント目標 

» パフォーマンス 

» トランザクション応答時間の最大しきい値 

» 必須の最小トランザクション速度 

» 応答性 

» リカバリ時間目標 – サービスが使用不可になるまたは低下する期間 
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» サポート要求対応時間/時間の順守（システム関連ではなく運用） 

» SLA 違反/非順守の結果 

» 支払猶予期間/払戻し/サービス終了措置に関する法的契約詳細 

» 免責条項および制約 

» SLA が適用されない可能性がある状況。たとえば、装置へのアクセスが制限されて作業の実
施が妨げられる、自然災害、火災、洪水など。 

Fusion Middleware のコンポーネント、カスタマイズ、およびシステムが全体として障害にどのよ
うに対応するのかを把握し、システム動作がいかに迅速に安定状態に戻るのかを理解することが、
システム実装の実際的な制限を特定し、テクニカル・システム KPI メトリックを使用してリカバリ
時間目標（RTO）、トランザクション速度、応答時間しきい値などの一般的な SLA 要素を検証する
上で重要です。 

障害シナリオとテスト・ケース 

障害シナリオには、障害の原因と予想されるリカバリ要件を分かりやすい表現で示します。障害テ
スト・ケースには、繰り返して実行できるように、障害シナリオの構成を示します。テスト・ケー
スには、検討した障害シナリオと、障害注入とリカバリの詳細な手順、関連する KPI のリスト、お
よび障害とリカバリを検出するための KPI 値の期待される変化を含めます。 

データセンターで発生する可能性がある障害の範囲内で、サービスの一部損失が誘発されたり、限
られた個別のサービス・インスタンスに影響が及んだりする場合があります。データセンター全体
や、特定の HA 環境の少なくともすべてのサーバーが中断されるほどの、全体的な影響が生じる場
合もあります。このホワイト・ペーパーでは、複数サイトのフェイルオーバーやディザスタ・リカ
バリを必要としない、障害のサブセットに対する単一サイトの動作について説明しています。 

既存のインフラストラクチャ、ベスト・プラクティス、および手順に基づいて、あらゆる組織が固
有のリスクと優先事項を擁しているという想定のもとで、考えられるさまざまなテスト・シナリオ
の例を示しています。考えられるすべての障害テスト・シナリオを示しているわけではありません。
また、示しているすべての障害テスト・シナリオがテストの重要度が高いわけではありません。 

機能および負荷のテスト・ケースとスクリプト 

ベースラインと障害状況を評価するために KPI を評価する場合、アプリケーションの関連コンポー
ネントを動作させるシステムに適切な負荷を適用する必要があります。品質工学ベスト・プラク
ティスの一部として機能検証に使用するテスト・スクリプトや、ローンチ前の負荷テストやスケー
ラビリティ・テストに使用するテスト・スクリプトを、障害テスト・ケースの実行に使用できます。
Oracle Application Testing Suite などのテスト・ソリューションを使用することを推奨します。 

このホワイト・ペーパーでテストと分析のために選択されている Oracle Fusion Middleware 機能は、
単なる一例です。特定の環境で使用される具体的なアプリケーション機能に基づいて、テスト・
ケースを策定して実装する必要があります。
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テスト・プロセス 

テストは、エンタープライズ・ソリューションの提供に不可欠な部分です。テストの実施方法に応
じて、リスクや価値に関するどの疑問に、テスト結果で答えが得られるかが決まります。アーキテ
クチャ全体のさまざまなコンポーネントを動作させる現実的なワークロードをテストしながら、さ
まざまな KPI を収集して分析すると、名目上の実行アプリケーションおよびサービスのスケーラビリ
ティや安定性に関する潜在的な問題が提起されたり明確になったりする可能性があります。もっと
も簡単かつ明白な例として、応答時間とトランザクション速度の各 KPI 値は、ベースライン・スケー
ラビリティのテスト時にテスト・ユーザーのリクエスト率にただちに応じて変化します。JVM メモ
リのメトリックも、ヒープ・サイズ、OS チューニング、およびアプリケーション設計に基づいて変
化する可能性があります。ただし、このような種類の結果は、全体像の一部を示しているに過ぎま
せん。ここで欠けているのは、“コンポーネントやホストの損失に対して、これらの結果がどのよう
に変化し、システムがどのように対応するのか”ということであり、ビジネス上の観点では、"期待さ
れるサービス・レベル X をコミットした場合、どのようなリスクとエクスポージャがあるのか"とい
うことです。障害状況時の負荷がかかっている状態で、システムと運用保守手順をテストするまで、
これらの疑問に対する答えは推定でしかないでしょう。推定で十分な場合もあります。確実に把握
する必要がある場合は、フォルト・トレランスのテストをプロジェクト実施に統合すると、特定の
実装のローンチ前 HA 検証時にさまざまなメリットが得られ、SLA 遵守のための許容可能なベースラ
インについて情報を提供したり、これらのベースラインを検証したりするのにも役立ちます。 

さまざまな障害シナリオに対するシステムの応答を評価するときに、障害自体に起因する、または
部分的なサービス損失によって二次的状況として誘発されたパフォーマンス・ボトルネックが原因
で生じる、パフォーマンスの変化と安定性の変化を区別するのが難しい場合があります。パフォー
マンス・ボトルネックという複雑さを加えずに、障害のみに対するシステム動作を検証することが
重要です。これに備えるには、1 つのサーバーまたはサービスをオフラインにしてスケーラビリ
ティ・テストを繰り返すと、システムのスケーラビリティが低下している間、“n-1”の規模で安定性
と再現性が維持される、ベースラインのトランザクション速度を確立できます。 

このホワイト・ペーパーでは、安定性と再現性を備えたプロセスに焦点を絞り、障害テストを共通
の負荷評価テストとスケーラビリティ評価テストに統合するための手法について説明しています。
段階的なテスト手法については、“n-1”の障害状況で安定性が維持されるベースラインしきい値のト
ランザクション速度を確立し、フル・キャパシティでの安定した実行時 KPI 値範囲を確立してから、
優先度の高い障害ケースに焦点を絞って反復的な障害テストを実行するという、段階的なアプロー
チを用いて説明しています。 

高可用性障害ケース・シナリオのテストが重要な理由 
以下の一環として、負荷がかかっている状態で障害テストを実行することで、ビジネスに対する価
値を実証できる場合がいくつかあります。 

» 最終段階または本番環境における、ジャストインタイムのローンチ前スケーラビリティ負荷テスト 

» 開発時および初期テスト時における、品質工学（QE）手法の一部としての継続的で反復的なテスト 

» 非本番環境における、SLA 検証のフォローアップとしてのローンチ後テスト
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ジャストインタイムのローンチ前テスト 

従来の QA 負荷テスト・スケジュールを追加の障害シナリオ・テストで補完するというのが、自然
かつ直感的な場合があります。従来のスケーラビリティ・テストを拡張すると、このホワイト・
ペーパーで説明している利点の多くが得られますが、ローンチ日が迫っているプロジェクト最終段
階のテスト・スケジュールに関連するあらゆるリスクが伴います。期限間際で問題が見つかった場
合、修正措置と再テストを実行する時間を確保するのが困難となり混乱を招く可能性があります。
障害ケース・シナリオのテストの場合、たとえば、ローンチの数日前や数週間前に、セッション・
レプリケーションを適切にサポートするように、カスタム作成のミドルウェア・アプリケーション
やサービスを再コーディングして拡張する必要があることが判明すると、大きな混乱を招く可能性
があります。 

品質工学手法 

適切にクラスタ化された高可用性およびフォルト・トレラント機能をできるだけ早い段階にテスト
し、さらにプロジェクト・ライフサイクル全体を通じて反復的にテストすると、プラットフォーム
構成とコード設計の両方が適切に進行していることを保証するのに役立ちます。このようにすると、
予想外の事態や追加のトラブルシューティングを回避したり、プロジェクトの後半段階で想定外の
反復的な開発サイクルを回避したりするのに役立ちます。また、アプリケーションおよびサービス
が障害状況にどのように対応してリカバリするのかをできるだけ早い段階で把握すると、予測を調
整する際やさまざまな SLA やマルチサイトのビジネス継続性の計画に対処する際に、メリットが得
られます。 

障害テストを品質工学手法の一部と見なすと、HA を重視した SLA に対して Oracle Fusion 
Middleware 実装をスコアリングするために使用する、最新のベースラインを維持する上でも役立ち
ます。環境のスケーリング、コードの拡張、新機能、ユーザーの追加などの作業により、障害シナ
リオでの"通常の"しきい値として確立されたベースラインである HA 関連 KPI の範囲が変化する可能
性があります。環境のスケーリングによってこれらのベースラインの値がどのように変化するかの
説明は広範にわたるため、このホワイト・ペーパーでは取り上げていません。 

ローンチ後 

障害テストをフォローアップのローンチ後要件として含めると、ビジネスにおける SLA 検証の情報
を提供するという、リスク評価上のメリットが得られます。また、プロジェクト・ローンチ前の時
間面と作業面の影響を先送りしながら、将来段階の設計作業や開発作業に必要となる機能強化の情
報を実装チームが提供するための健全性チェックも実施できます。当然ながら、このアプローチを
取ると、システムが障害にどのように対応するのか、あるいは、コミットされた SLA 要件に基づい
て標準の保守運用手順で本番環境のトランザクション速度に正常にリカバリできるかどうかを総合
的に把握しないままに、システムが顧客向けに本番稼働されるため、関連するリスクにビジネスが
さらされる期間が長くなります。ローンチ後の障害テストへの取組みにより、これらのリスクを軽
減するための範囲が設定されるのが良い点です。
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Oracle Fusion Middleware Maximum Availability Architecture 

Oracle Maximum Availability Architecture（Oracle MAA）は、オラクルの実績ある高可用性テクノロ
ジー、専門家の推奨事項、顧客エクスペリエンスに基づいたオラクルのベスト・プラクティス構想
です。Oracle MAA の目標は、オラクルの顧客に対して最適な高可用性を最小限のコストと複雑さで
実現することです。Oracle MAA ベスト・プラクティスについて、詳しくは Oracle Technology 
Network （ https://www.oracle.com/technetwork/jp/database/features/availability/maa-094615-
ja.html）を参照してください。 

Oracle MAA ベスト・プラクティスの一部として Oracle Fusion Middleware 製品のエンタープライ
ズ・デプロイメント・ガイドが提供されており、セキュリティと高可用性を備えた本番品質の環境
をインストール、構成、および維持するための包括的でスケーラブルな例が示されています。得ら
れる環境は、エンタープライズ・デプロイメント・トポロジと呼ばれます。Oracle Technology 
Network の 「 MAA ベ ス ト ・ プ ラ ク テ ィ ス  – Oracle Fusion Middleware 」 ペ ー ジ 
（ http://www.oracle.com/technetwork/database/features/availability/fusion-middleware-maa- 
155387.html）を参照してください。 

Oracle MAA FMW エンタープライズ・デプロイメント・リファレンス・アーキテクチャ・トポロジ 

推奨されるリファレンス・アーキテクチャは、単一のロードバランサ（または、ペア。簡潔にする
ために 1 つの論理オブジェクトのみ表示）、Web 層およびアプリケーション層の冗長化されたホス
トとサービス、Oracle RAC データベース、およびストレージ・アプライアンスという、冗長化され
た高可用性システムに関連した複数の標準機能を備えたアーキテクチャです。「図 1：Oracle 
Fusion Middleware MAA エンタープライズ・リファレンス・アーキテクチャ・トポロジと、KPI お
よび障害注入に関する注釈」に、抽象化されたサービス・コンポーネントとアプリケーション・コ
ンポーネントが含まれたトポロジ例を示しています。黄色い記号“KPI”は、役立つキー・パフォーマ
ンス・インディケータ・メトリックを提供するさまざまなオブジェクトの例をトポロジの観点で示
しています。赤い三角形は、このホワイト・ペーパー用のテストで障害ケースを注入したトポロジ
内の箇所を示しています。 

リファレンス・アーキテクチャ・トポロジの概要 

» 共有ファイル・システムを Fusion Middleware のドメイン構成、管理サーバーHA の移植性、お

よび共有の実行時データ・ディレクトリに使用しているため、複数のアプリケーション・サーバ

ーにわたって単一の場所を構成ファイルやアプリケーション生成ファイルに使用できます。 

» 冗長性を実現するため、Oracle Cluster Ready Services（Oracle CRS）と Oracle Real Application 

Clusters（Oracle RAC）を使用して Oracle Database を構成しています。これは、Oracle MAA ホ

ワイト・ペーパーOracle MAA リファレンス・アーキテクチャに示されている 2 つの MAA Silver

構成のうちの 1 つに従ったものです。 

» Fast Application Notification（FAN）および高速接続フェイルオーバー（FCF）を実現するために

、Oracle Single Client Access Name（Oracle SCAN）アドレスを使用して WebLogic JDBC データ

ソースを構成しています。Oracle Database 高可用性ベスト・プラクティスのセクション高可用

性 Oracle Database でのクライアント・フェイルオーバーのベスト・プラクティスを参照してく

ださい。 

https://www.oracle.com/technetwork/jp/database/features/availability/maa-094615-ja.html
https://www.oracle.com/technetwork/jp/database/features/availability/maa-094615-ja.html
https://www.oracle.com/technetwork/jp/database/features/availability/fusion-middleware-maa-155387-ja.html
http://www.oracle.com/technetwork/database/features/availability/fusion-middleware-maa-155387.html
http://www.oracle.com/technetwork/database/availability/maa-reference-architectures-2244929.pdf
https://www.oracle.com/technetwork/jp/database/availability/maa-reference-architectures-2244929-ja.pdf
https://docs.oracle.com/cd/E57425_01/121/HABPT/toc.htm
https://docs.oracle.com/cd/E57425_01/121/HABPT/config_fcf.htm#HABPT4967
https://docs.oracle.com/cd/E57425_01/121/HABPT/config_fcf.htm#HABPT4967
https://docs.oracle.com/cd/E57425_01/121/HABPT/config_fcf.htm#HABPT4967
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» オラクルのサービス指向アーキテクチャ WebLogic 管理対象サーバー内で JMS サービスを使用で

きるように、WebLogic の自動サービス移行を構成しています。Oracle Fusion Middleware 

Enterprise Deployment Guide for Oracle WebCenter Content の Configuring Automatic Service 

Migration in an Enterprise Deployment を参照してください。 

» すべての WebLogic 管理対象サーバーがクラスタ化されており（該当する場合）、アプリケーシ
ョンおよびサービスが適切に対象となっています。 

 
図1：Oracle Fusion Middleware MAAエンタープライズ・リファレンス・アーキテクチャ・トポロジと、KPIおよび障害注入に関する注釈 

  

https://docs.oracle.com/middleware/12213/lcm/CMEDG/toc.htm
https://docs.oracle.com/middleware/12213/lcm/CMEDG/toc.htm
https://docs.oracle.com/middleware/12213/lcm/CMEDG/GUID-079347E5-9DF0-44A9-9BF3-AF7C13D631B3.htm#GUID-0C41DFBA-34DC-4AAC-B607-CBF62D68B9E3
https://docs.oracle.com/middleware/12213/lcm/CMEDG/GUID-079347E5-9DF0-44A9-9BF3-AF7C13D631B3.htm#GUID-0C41DFBA-34DC-4AAC-B607-CBF62D68B9E3
https://docs.oracle.com/middleware/12213/lcm/CMEDG/GUID-079347E5-9DF0-44A9-9BF3-AF7C13D631B3.htm#GUID-0C41DFBA-34DC-4AAC-B607-CBF62D68B9E3
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キー・パフォーマンス・インディケータのメトリックと計測 

KPIとして適切なメトリックの選択 
Oracle Fusion Middleware の製品機能、アプリケーション、およびサービスはすべて、固有の機能

サブセットを利用します。特定の機能セットを利用するユースケースごとに、名目上の実行時およ

び HA 障害状況時にオブジェクトの動作状態がどのように変化するかを把握する際に、計測した数

千ものメトリックの中でどのメトリックが役立つかを具体的に検討する必要があります。分析およ

びプロトタイプ障害ケース・シナリオのテストを反復的に実行することを推奨します。このように

すると、次のことを明確化するのに役立ちます。 

» 特定の実装に使用されているコンポーネントが障害に対応するときに、さまざまなメトリック値

がどのように変化するのか 

» 障害状況とリカバリのキー・インディケータとなる重要なメトリックの特定 

» 許容可能な SLA 範囲内に収まる、これらの KPI の許容可能な値範囲の特定 

» 実装された機能が障害前の状態に完全にリカバリされるかどうかの検証 

» 障害発生後に、エラーが解消されて通常の処理速度に戻るのにかかる時間 

» リカバリ保守が実行されて障害の発生したコンポーネントがリストアされた後で、システムの再

調整が完了するのにかかる時間 

基本的なサービス可用性が、コンポーネントを計測および監視するための適切なベースライン開始

点となります。一般に、該当する場合は、ほとんどの FMW ソリューションに、以下の監視を含め

ることが可能です。 

» Local Traffic Manager OHS プール・メンバーのヘルス・モニター・ステータス 

» ホストの可用性 

» OHS インスタンスのステータス 

» WebLogic Server オブジェクト/サブシステムのヘルス 

» クラスタ 

» サーバー 

» アプリケーション 

» JDBC サービス 

» JMS 

» JMS サーバー 

» SAF 

» JTA 

» 永続ストア 

» スレッド・プール 

» データベース・インスタンス 
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計測オプション 
Oracle Fusion Middleware の監視メトリックには、組込み型の手法と独立型の手法があります。負

荷/障害テストと分析の場合、現行の運用監視ダッシュボードやレポートの場合と比べてデータ取得

の要件が大幅に異なる可能性があります。ビジネス上および技術上のさまざまな監視要件と分析要

件を満たすためには、固有の計測手法が複数必要になる可能性があります。以下に、Oracle エコシ

ステム内で利用できる重要な監視コンポーネントとデータ収集コンポーネントをいくつか示します。

また、その他のサード・パーティ製ツールもオプションとして利用可能です。 

 

注：ネットワーク接続ストレージ・アプライアンスおよびトラフィック・マネージャ/ロードバラン
サ・アプライアンスからの KPI メトリック・データの計測と取得は、製品メーカーによって異なりま
す。このホワイト・ペーパーの事例では、オラクル中心の手法が使用できない場合や得られる分解
能が不十分かつ一時的な場合（2 分の分解能に制限されるが、10 秒の分解能が必要な場合）に、デー
タ取得の目的で障害テストの実行時にデータを抽出、変換して CSV ファイルにロードするように、
カスタムのシェル・スクリプトを作成して実行しました。 
 

表1：計測オプション例の概要 
 

 Web層 アプリケー 

ション層 
データベース 

インフラ 

ストラクチャ 

Cloud Services Controlコンソール     
Enterprise Manager Cloud Control（EMCC）     

Enterprise Manager Fusion Middleware Control 
（EMFC） 

    

Enterprise Manager Database Express / Database Control 
（EMDC） 

    

WebLogic Scripting Tool（WLST）  
 

  

WebLogic診断フレームワーク（WLDF）     

Oracle Application Testing Suite     

カスタム・スクリプト、SNMP     
サード・パーティ製ツール     

凡例：運用監視、テストおよび技術的構成/診断、すべてまたは各種用途 

 
» クラウド（OMC / PaaS / SaaS） 

» Cloud Services Control コンソール 

» Monitoring Oracle Java Cloud Service instances using the Fusion Middleware Control Console を

参照してください。 

http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/obe/cloud/paas/monitoringjcs/monitoringjcs.html
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» IaaS / ベアメタル・クラウドおよびオンプレミス 

» Enterprise Manager（EM） 

» Enterprise Manager Cloud Control は、ライセンス購入が個別となり、複数の Oracle ソ

フトウェア・スイートの制御オプションと監視オプションに対応した拡張機能とプラグ

インを含めることが可能です。詳細については、Oracle Enterprise Manager Cloud 
Control Oracle Fusion Middleware マネージメント・ガイドを参照してください。 

» Enterprise Manager Fusion Middleware Control は、Oracle WebLogic Server を含む該当す

る FMW スイートのライセンスに含まれており、特定の環境内のローカル・ドメインの制

御と監視をサポートします。EMFC の監視の詳細については、Viewing the Performance 
of Oracle Fusion Middleware を参照してください。 

» Database Express（12c） | Database Control（11g）（EMDC）は Oracle Database インス

トールに含まれており、ローカル・データベースの制御と監視をサポートしています。

詳細については、Oracle Database 12c:EM Database Express または Oracle Enterprise 
Manager Database Control の管理を参照してください。 

» WebLogic Scripting Tool（WLST）は WebLogic Server インストールに含まれており、コマン

ドライン・インタフェースを使用して WebLogic ドメインの制御、構成、およびデータ問合

せを実行できます。 

» WebLogic 診断フレームワークは WebLogic ドメイン・インストールの構成可能な機能であ

り、包括的な一連のメトリックへのアクセスを提供します。WLDF の機能にアクセスするに

は、WebLogic 管理コンソールを使用します。詳細については、Oracle Fusion Middleware 
WebLogic Server 診断フレームワークの構成と使用を参照してください。 

» Oracle Application Testing Suite は機能テストと負荷テストの機能を備えており、個別のソフ

トウェア・パッケージで個別のライセンス購入として提供されています。Oracle Application 

Testing Suite は組込みの一連のテスト・メトリックのメトリック計測とロギングを提供して

おり、JMX で取得される外部メトリックをサポートしています。メトリックは、テスト実行

時 に の み 取 得 さ れ ま す 。 詳 細 に つ い て は 、 Oracle Application Testing Suite Online 
Documentation Library - Release 13.2.0.1 を参照してください。

https://docs.oracle.com/cd/E24628_01/install.121/e24215/toc.htm
https://docs.oracle.com/cd/E24628_01/install.121/e24215/toc.htm
https://docs.oracle.com/cd/E24628_01/install.121/e24215/toc.htm
https://docs.oracle.com/middleware/1221/core/ASADM/monitor.htm#ASADM209
https://docs.oracle.com/middleware/1221/core/ASADM/monitor.htm#ASADM209
https://docs.oracle.com/middleware/1221/core/ASADM/monitor.htm#ASADM209
http://www.oracle.com/technetwork/database/manageability/emx-intro-1965965.html
http://www.oracle.com/technetwork/database/manageability/emx-intro-1965965.html
https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e25494/dbcontrol.htm#ADMIN13401
https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e25494/dbcontrol.htm#ADMIN13401
https://docs.oracle.com/middleware/12213/wls/WLDFC/toc.htm
https://docs.oracle.com/middleware/12213/wls/WLDFC/toc.htm
https://docs.oracle.com/cd/E91471_01/index.htm
https://docs.oracle.com/cd/E91471_01/index.htm
https://docs.oracle.com/cd/E91471_01/index.htm
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推奨される基本的なHA関連メトリック 
Oracle Fusion Middleware 高可用性トポロジはすべて、標準コンポーネント、ロードバランサ、

Web 層、WebLogic Server クラスタとサーバー、ストレージ・アプライアンス、データベースなど

の共通のサブセットを備えています。これらの共通のコンポーネント/機能の監視にベースラインの

メトリックを使用することを推奨します。具体的なソリューション設計、アプリケーション/サービ

ス要件、および実装される Fusion Middleware コンポーネントに応じて、追加のメトリックが必要

になる場合があります。 

「表 2：HA FMW のベースライン・キー・パフォーマンス・インディケータ・メトリック」に示さ

れているメトリックを使用すると、Oracle Fusion Middleware の共通の Web 層サービス、アプリ

ケーション層サービス、および関連するサポート・インフラストラクチャ・サービスの高可用性に

関して運用上の障害を検出できます。 

表2：HA FMWのベースライン・キー・パフォーマンス・インディケータ・メトリック 

キー・パフォーマンス・インディケータ サービス層 監視ソース 

ClusterRuntime.AliveServerCount MBean アプリケーション WebLogic診断 
フレームワーク 

ClusterRuntime.PrimaryCount MBean アプリケーション WebLogic診断 
フレームワーク 

ClusterRuntime.SecondaryCount MBean アプリケーション WebLogic診断 
フレームワーク 

JDBCOracleDataSourceInstanceRuntime.ActiveConnectionsCurrentCount MBean アプリケーション WebLogic診断 
フレームワーク 

JDBCOracleDataSourceInstanceRuntime.CurrCapacity MBean アプリケーション WebLogic診断 
フレームワーク 

JDBCOracleDataSourceRuntime.WaitingForConnectionsCurrentCount MBean アプリケーション WebLogic診断 
フレームワーク 

JMSDestinationRuntime.MessagesPendingCount MBean アプリケーション WebLogic診断 
フレームワーク 

JMSDestinationRuntime.MessagesReceivedCount MBean アプリケーション WebLogic診断 
フレームワーク 

ServerRuntime.StateVal MBean アプリケーション WebLogic診断 
フレームワーク 

ServiceMigrationDataRuntime.MigratedFrom MBean アプリケーション WebLogic診断 
フレームワーク 

ServiceMigrationDataRuntime.MigratedTo MBean アプリケーション WebLogic診断 
フレームワーク 

ServiceMigrationDataRuntime.Status MBean アプリケーション WebLogic診断 
フレームワーク 

ThreadPoolRuntime.StuckThreadCount MBean アプリケーション WebLogic診断 
フレームワーク 

ThreadPoolRuntime.Throughput MBean アプリケーション WebLogic診断 
フレームワーク 

WebAppComponentRuntime.OpenSessionsCurrentCount MBean アプリケーション WebLogic診断 
フレームワーク 

WebAppComponentRuntime.SessionsOpenedTotalCount MBean アプリケーション WebLogic診断 
フレームワーク 

WebLogic Javaヒープ アプリケーション WebLogic診断 
フレームワーク 

Oracle Databaseインスタンスの状態（可用性） データベース Oracle Enterprise 
Manager 

1秒あたりのOracle Databaseトランザクション データベース Oracle Enterprise 
Manager 
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ロードバランサOHSプール・メンバーの接続数 
Traffic Manager 
アプライアンス 

スクリプト / 
SNMP / Oracle 
Enterprise 
Manager 

ロードバランサOHSプールの状態（可用性） 
Traffic Managerア
プライアンス 

スクリプト / 
SNMP / Oracle 
Enterprise 
Manager 

NFS共有ファイル・システム・モード（書込み/読取りと読取り専用） ストレージ・アプライ

アンス 

スクリプト / サー

ド・パーティ製

アプライアンス

固有 

NASアプライアンスのクラスタ・フェイルオーバー状態 ストレージ・アプライ

アンス 

スクリプト / サー

ド・パーティ製

アプライアンス

固有 

 

キー・パフォーマンス・インディケータ サービス層 監視ソース 

1秒あたりのヒット数 クライアントUX 
Oracle 
Application 
Testing Suite 

最初のバイトへの応答時間（平均1秒） クライアントUX 
Oracle 
Application 
Testing Suite 

最後のバイトへの応答時間（平均1秒） クライアントUX 
Oracle 
Application 
Testing Suite 

ユーザー・テスト・スクリプト・ページの1秒あたりのトランザクション速度 クライアントUX 
Oracle 
Application 
Testing Suite 

 

 

詳細については、Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Server 診断フレームワークの構成と使
用および Oracle Fusion Middleware 12.2.1.3.0 The WebLogic Server MBean Reference を参照してく
ださい。「付録 C – 参照用ドキュメント」にその他の参照先リンクを示しています。 

 

 

https://docs.oracle.com/middleware/12213/wls/WLDFC/toc.htm
https://docs.oracle.com/middleware/12213/wls/WLDFC/toc.htm
https://docs.oracle.com/middleware/12213/wls/WLMBR/core/index.html
https://docs.oracle.com/middleware/12213/wls/WLMBR/core/index.html
https://docs.oracle.com/middleware/12213/wls/WLMBR/core/index.html
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障害ケース・シナリオ 

幅広いコンポーネントに障害を注入して、コンポーネントの損失がシステム全体の可用性にどのよ

うに影響するかを評価できます。一般に、障害は計画障害と計画外障害の 2 つのカテゴリに分類さ

れます。一般的な例には、次のようなものがあります。 

» 計画停止 / 保守 

» ハードウェア 

» ホスト固有の保守のための停止/再起動 

» ネットワーク・インフラストラクチャの切替えまたはケーブルの保守 

» ソフトウェア 

» 停止時間なし / ローリング・パッチ 

» 計画外停止（実際の停止またはシミュレーション上の停止） 

» ハードウェア 

» サーバーのハング、パニック、自動的な再起動、または電源喪失 

» ネットワーク・スイッチの停止 / ケーブルの障害またはアンプラグ 

» ファイル・システムの破損や権限の変更（読取り専用と読取り/書込み） 

» NAS ボリュームのアンマウント 

» ソフトウェア 

» 再起動が必要となるサービスのハング 

» 再起動が必要となるアプリケーションのハング 

 

障害ケース・シナリオの構成 
障害ケース・シナリオでは、明瞭かつ明示的な表現を使用して障害の範囲を明確に記述する必要が

あります。また、障害の実行方法とリカバリ方法、および仮説に基づいた予測される影響も明確に

記述する必要があります。障害注入とリカバリ実行に使用する技術的なプロセスとプロトコルも記

述する必要があります。設計分析が十分な場合は、影響を受けるコンポーネントに関連する KPI と

して監視するシステム・メトリックを指定できます。期待される結果/影響に関する仮説も記述する

必要があります。また、可能な場合は、障害注入とリカバリ・プロセスを実行した後で、関連する

KPI 値がどのように変化すると期待されるかも記述します。この仮説とメトリック値の期待される

変化は、テスト・データの分析時に、テストの成功条件と失敗条件の基盤となります。 

次に例を示します。 

» 障害ケース ID <コンポーネントの頭辞語><テスト・フェーズ番号>-<増分テスト番号>: <テスト名> 

» 説明：<ビジネス分析に適した 1 行の短い説明> 

» 実行：<障害を注入する特定の技術的操作手順、コマンド/命令> 

» リカバリ：<障害注入手順を元に戻す特定の技術的操作手順、コマンド/命令> 

» テストのキー・パフォーマンス・インディケータ： 

» <障害の直接的な兆候であると考えられる、関連する KPI メトリックのリスト> 

» <直接相関する二次派生物として障害に関連すると考えられる KPI を含める> 
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» 期待される結果：<ビジネス・アナリストとテスト・エンジニアの両方向けの詳細な記述。

障害実行とリカバリの両方の後でシステムに何が生じるかを記述。テスト・アナリストのレ

ポートには、ここに記述したことを裏付けるデータを含める> 

高可用性およびフォルト・トレランスのテスト 

プロセス設計のテスト 
スケーラビリティ評価および負荷テストの実行は、現代のソリューション提供プロジェクトすべて

に共通する側面です。多くの場合、このテストは、必要となる応答時間しきい値を満たすように調

整されたテスト負荷を用いてフルスケールで実行されてから、将来のスケールアップに備えてス

ケーラビリティ係数を特定するために、n-1、n/2、n/4 のスケールで反復的に実行されます。現在

では、柔軟性が高く、自動スケーリングが可能なインフラストラクチャもあります。これらの係数

を特定しても、予期しない障害や既存のコンポーネント・インスタンスの部分的なサービス損失に

システムがどのように対応するかが必ずしも明確になるわけではありません。障害テストが必要と

なる場合があります。従来の既存のスケーラビリティ・テスト計画や負荷テスト・プロセスに障害

テストを段階的に組み込むことができます。 

 
図2：標準化されたテスト・プロトコルの概要 

 

必要となる環境計測とデータ収集すべての準備をすることが、テスト・プロトコルを開始するため
の前提条件となります。同様に、テスト実行ごとに、データ収集/ETL および分析プロセスが行われ
るものとします。 

評価テストとベースライン・テストのテスト設計、計画、および実行のガイダンスについては、
Oracle Application Testing Suite Documentation Release.13.2.0.1 の Oracle Load Testing User’s Guide
を参照してください。 

 

また、障害テストを実行する際はその都度、標準化されたプロトコルに安定かつ一貫したタイミン

グで従う必要があります。このようにすると、分析プロセスを標準化するのに役立ちます。また、

特定のイベントが発生した場合は、差分を補完しなくても、システムの対応方法の違いを許容でき

るようになり、結果の変化が障害注入/リカバリ・プロセスの制御以外の他の外部要因に起因するか

どうかを切り分けることも可能になります。

https://docs.oracle.com/cd/E91471_01/index.htm
https://docs.oracle.com/cd/E91471_01/OLTUG/title.htm
https://docs.oracle.com/cd/E91471_01/OLTUG/title.htm


 

14 | Oracle Fusion Middleware 12cの高可用性を実現するためのキー・パフォーマンス・インディケータとテスト 

停止テストに使用するテスト・ケース・シナリオの基本セグメントには、次のものが含まれます。 

1. ユーザー・トラフィックの増加 

2. 安定実行時 

3. 障害実行時 

4. リカバリ実行時 

これらのセグメントは、KPI メトリックの変化の差分を比較できる、システム応答の期間を表して

います。たとえば、保守期間しきい値を SLA 限界と照らし合わせて検証する際に、障害注入時と比

較した KPI メトリック値の変化のタイミング、障害リカバリ・プロセス実行の開始と終了、および

リカバリ実行後のメトリック標準化が重要となる可能性があります。これらの実行時状態が次の実

行時状態に移行する境界で、いくつかの重要なマイルストーンを追跡できます。これらのマイルス

トーンは、テスト時にシステム動作において既知の変化が発生している期間です。KPI 値が変化す

ると期待されている場合、これらは興味深い期間となります。一方、これらの各マイルストーン間

の実行時期間にメトリック値が大幅に変化した場合、このような変化は、システムが不安定になっ

ていることを示している可能性があります。また、特に障害実行時やリカバリ実行時にこのような

変化が見られた場合は、高可用性機能による自動リカバリを示している可能性もあります。 

 

 
図3：標準化されたテスト・シナリオと、障害注入およびリカバリのマイルストーン 

 

障害ケース・シナリオ・テストとスケーラビリティ・テストの比較 
スケーラビリティと負荷のテストは、名目上の実行時ユースケース・シナリオで本番負荷がかかっ

た状態で、システムの対応方法のベースラインを確立するプロセスに不可欠な部分です。このテス

トにより、すべての KPI メトリックについて、妥当かつ許容可能な値範囲としきい値を確立できま

す。重要な点は、標準のスケーラビリティ・テストでのみ、名目上の状況でベースラインが確立さ

れることです。障害テスト実行時に障害注入前にシステムで妥当な結果が生成されているかどうか

を検証する場合、および障害注入と障害リカバリにシステムがどのように対応するかを評価する場

合の両方に、これらのベースライン値の範囲は不可欠であり、これらの範囲に基づいてデータ分析

を実行する必要があります。 

ベースラインを収集して、容量損失を含めたさまざまな障害状況を適用しながら、フルスケールの

負荷テストで実行したのと同じスケーラビリティ評価と安定性評価を実行することが重要です。

「付録 B – テスト・ケース・シナリオの詳細」の障害ケース例に示すように、ホストや特定のサー

ビスの損失を含めることが可能です。この場合、障害状況下で見込まれる負荷率では、システムの
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安定性が適切には維持されないことが判明する可能性があります。コンポーネント障害の特定や検

出のために、KPI メトリック値の適切なベースライン範囲を確立する目的で障害状況をテストする

場合、KPI メトリックの変化がパフォーマンス・ボトルネックが原因となる不安定さのためではな

く、障害注入/リカバリの変化のために生じていることが重要です。スケーラビリティの問題が示さ

れる KPI 値の範囲限界の評価については、このホワイト・ペーパーに関連しますが、別のトピック

となるため、このホワイト・ペーパーでは取り上げていません。 

テストの内容と時期の決定 
一連の障害シナリオを品質工学または品質保証のテスト・プロセスに組み込むと、必要となる作業

と時間が大幅に増える可能性があります。基本的な障害シナリオの数や、各障害シナリオで障害

ケースを適用するコンポーネントの数、さらには、信頼性を確保するために特定の各テスト・ケー

スを反復実行することを考慮に入れると、作業負荷はすぐに倍増します。 

たとえば、サービス正常停止の障害シナリオは、ホスト、OHS インスタンス、さまざまな各 FMW

上位スタック・コンポーネント（WCP、WCC、SOA、BI）の WLS 管理対象サーバー、特定の WLS

サーバー上で実行される特定の依存するアプリケーション・インスタンスやサービス・インスタン

スなどに適用できます。また、これらの特定のテスト・ケースすべてをそれぞれ 2～3 回以上反復的

に実行することを検討し、再現性のある信頼できる結果が得られる十分なデータ・サンプルを取得

できるようにします。 

障害テストによって価値を実現する上で重要な要因として、リスクと作業の公正な評価、テストの

優先順位付け、および反復的な段階的アプローチを通じて迅速に結果を得られることが挙げられま

す。一連の機能テスト・ケースに負荷と障害のテストでの優先順位を設定したら、次のステップで

は、運用環境における実際的な関連性とリスクに基づいて一連の障害シナリオをランク付けします。

どのビジネスでも、どのデータセンターでもそれぞれ、高い優先順位で認識されているリスクがあ

ります。組織でこの種のテストを行ったことがない場合は、複雑さのもっとも少ないテスト・ケー

スと障害シナリオをまずテストして分析すると、最大の価値が得られます。経験豊富なテスト・

チームとアナリストがいる場合は、SLA 遵守においてもっとも高く認識されているリスクのテスト

を優先することが、最大の価値が得られるアプローチです。 

段階的なテスト・アプローチの例として、このホワイト・ペーパーでのテストを 3 つのフェーズに

分けています。これにより、段階的に進めて、膨大な量のテストをコミットする前にプロセスと結

果を検証できるようにしています。ここでの最初のフェーズでは、3 つの機能テスト・スクリプト

をテスト・スクリプトごとに、スケーラビリティ評価とベースライン・メトリックのそれぞれに対

して 3 回反復的に実行し、さらに、3 つの停止それぞれに対して 3 回反復的に実行し、合計 39 のテ

ストを実行しました。また、フェーズ 1 でユーザー向け Web 層トランザクション用の必要な KPI メ

トリックを特定するための、分析作業とデータ収集作業のみを含めました。それ以外のアプリケー

ション、データベース、ネットワーク/NAS インフラストラクチャの KPI メトリックは、以降の

フェーズで対処しています。作業の分割方法の詳細と結果については、「事例」セクションで説明

しています。 
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データ取得 
KPI メトリックの抽出、変換、および選択の分析ツールとレポート・ツールへのロードは、ソース

計測ツール・セット、分析ツールの機能、およびデータ・サンプルの粒度要件に左右される場合が

あります。たとえば、監視/ダッシュボード、幹部向けレポート、SLA 検証といった目的では、2 分

のデータ粒度で十分かも知れませんが、きめ細かい精度の視覚化を使用してテスト時の障害動作に

ついて高精度の技術的原因分析を実行するために必要な精度では、5～10 秒の粒度かこれよりも高

い粒度で KPI メトリック分解能が必要となる可能性があります。 

Oracle Fusion Middleware スタックのメトリック・データは、JMX、WLST、またはログ処理を使用

して取得できます。また、KPI メトリック・データは、Oracle Enterprise Manager を使用し、EM

エージェントをデプロイしてサービスを適切にターゲティングすることにより、収集してレポート

できます。Oracle Enterprise Manager Cloud Control を使用して収集できる最大データ分解能は、2

分の粒度でした。このホワイト・ペーパーの事例で行った分析とレポートには、それよりも高い分

解能が必要でした。ロギング機能や処理オーバーヘッドの考慮事項に応じて、さまざまなメトリッ

クを 10 秒または 1 秒の間隔で収集しました。 

 

障害テスト・プロセスの KPI データ収集戦略を策定する際の主要目標は、障害注入の実行前、実行中、
実行後、ならびに障害リカバリの実行中と実行後に、ベースラインと照らし合わせて変化を検出す
るために、長期にわたってシステム・コンポーネントの動作（主要メトリック）を把握して視覚化
できるだけの十分なデータ分解能を提供することです。 

 

このホワイト・ペーパーでは、テスト結果を得るためのアプリケーション固有のデータ抽出および

データ変換における重要な側面をいくつか示しています。大部分のデータ変換、アプリケーション

固有のデータセットの集計、および分析用のグラフ化は、最低限の共通機能ツール・セットとして

Microsoft Excel を使用して行いました。Microsoft Excel で行った広範なデータ処理の詳細について

は示していませんが、一貫した 5 秒間隔に数値化された相対的な"テスト開始からの経過時間"とし

て正規化されたタイムスタンプの計算、視覚化を容易にするようにグラフ上の灰色の障害期間全体

を示すための人為的データセットの注入、ピボット・テーブルを使用して各種メトリックを組み合

わせるためのデータ処理戦略などを含めています。 

このホワイト・ペーパーの結果には利用されていませんが、KPI データ取得、グラフ化、および

ダッシュボード表示の各手法も、InfluxCorp の InfluxDB と Telegraf、および Grafana を使用してプ

ロトタイプ化しました。 

 

クライアント・データの取得 
負荷テスト・ベースライン時と障害ケース・テスト時のクライアント側パフォーマンスに関する

KPI メトリックを、データ・エクスポート機能を使用して Oracle Application Test Suite から CSV デー

タファイルに収集しました。 
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Web層データの取得 
アプリケーション・サーバーがリクエストに応答するのに要した合計時間を示すため、Oracle HTTP 

Server アクセス・ログ構成を"最後のバイトまでの時間"メトリック（“%D”）を含めるように変更し

ました。分析に含める応答時間を統合するため、アクセス・ログをフィルタリングして CSV 形式で

解析しました。Fusion Middleware Oracle HTTP Server の管理の Oracle HTTP Server ログの管理を参

照してください。 

 

Oracle HTTP Server アクセス・ログの解析 

コード・サンプル 1 - Oracle HTTP Server アクセス・ログを解析し、最後のバイトまでの応答時間メ
トリックを CSV データファイルに抽出 
## For WSM-PM log files with the user-agent "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; 
Windows NT 6.0)" 
$ echo "Timestamp,Response Time" > [NEW_OUTPUT_FILE]\ 
&& awk -F '[\[ ]' '{print $5,","$24/1000}' [INPUT_LOG_FILE] >> [NEW_OUTPUT_FILE] 
 
 
## For SOA log files with the user-agent "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; 
Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko" 
$ echo "Timestamp,Response Time" > [NEW_OUTPUT_FILE]\ 
&& awk -F '[\[ ]' '{print $5,","$22/1000}' [INPUT_LOG_FILE] >> [NEW_OUTPUT_FILE] 
 
 
## For WCP log files with the user-agent "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 
NT 6.0)" 
$ echo "Timestamp,Response Time" > [NEW_OUTPUT_FILE]\ 
&& awk -F '[\[ ]' '{print $5,","$23/1000}' [INPUT_LOG_FILE] >> [NEW_OUTPUT_FILE] 

 

注：応答時間データを抽出するフィールドは、特定のテスト・エージェント・クライアントでは、
ロギングされたユーザー・エージェント文字列に基づいて変更されています。使用したテスト・シ
ナリオでは、SOA Web サービス・リクエストに異なるエージェントを使用しました。 

アプリケーション層データの取得 
次のフィールドを含め、拡張されたログ・フォーマットを使用して所要アクセス時間をロギングす

るように、WebLogic Server アクセス・ログを再構成しました：date、time、time-taken、cs-

method、ctx-ecid、ctx-rid、cs-uri、sc-status、bytes。分析に含める応答時間を統合するため、ア

クセス・ログをフィルタリングして CSV 形式で解析しました。 

Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Server ログ・ファイルの構成とログ・メッセージのフィ

ルタリングの WebLogic ロギング・サービスの構成を参照してください。 

 

WebLogic アクセス・ログの解析 

以下のフィールドを使用し、拡張されたログ・フォーマットで"所要時間"（taken time）をロギング

するように、WebLogic アクセス・ログを構成しました（「Logging」→「HTTP」→「Advanced」

→（「Format」および「Extended Logging Format Fields」））： 
date time time-taken cs-method ctx-ecid ctx-rid cs-uri sc-status bytes 

https://docs.oracle.com/middleware/12213/webtier/administer-ohs/toc.htm
https://docs.oracle.com/middleware/12213/webtier/administer-ohs/man_logs.htm#HSADM218
https://docs.oracle.com/middleware/12213/wls/WLLOG/toc.htm
https://docs.oracle.com/middleware/12213/wls/WLLOG/toc.htm
https://docs.oracle.com/middleware/12213/wls/WLLOG/toc.htm
https://docs.oracle.com/middleware/12213/wls/WLLOG/config_logs.htm#WLLOG138
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簡潔にするため、date、time、および time-taken の各フィールドをデータ集計と分析用の個別

のデータファイルに解析しました。 

コード・サンプル 2：Oracle WebLogic Server アクセス・ログを解析し、サーバー所要時間メトリッ

クを CSV データファイルに抽出 
echo "Date,Time,Response Time" > [NEW_OUTPUT_FILE].csv\ 
&& awk -F $'\t' '{print $1,","$2,","$3*1000}' [INPUT_LOG_FILE] >> 
[NEW_OUTPUT_FILE].csv 

 

注：OHS のログには応答時間はマイクロ秒単位で表示され、WebLogic のログには応答時間は秒単位
で表示されます。一貫性を保つため、値をミリ秒単位で出力するように、応答時間値を OHS の場合
は 1,000 で割り、WLS ログの場合は 1,000 を掛けています。 

WebLogic 診断フレームワークと MBean 

その他のより複雑な WebLogic Server メトリックやアプリケーション・メトリックは、ランタイム

MBean として利用可能でした。これらのメトリックは、WebLogic Server 管理コンソールで

WebLogic 診断フレームワークとカスタム構成のハーベスタ診断モジュールを使用して取得しまし

た。それぞれのテスト実行の期間に基づいて、WebLogic Scripting Tool コマンドを使用し、取得し

た MBean メトリックを CSV ファイル形式に抽出しました。データは WLS 管理対象サーバーごとに

一意であるため、反復的に取得してから、1 つのデータファイルにマージする必要がありました。

テスト目的で使用したアプリケーション・ユースケース・シナリオごとに、異なる一連のアプリ

ケーション・サービスと管理対象サーバーを動作させました。 

 

WebLogic 診断フレームワーク（WLDF）およびデータ・ハーベスタの構成 

1. 新しいハーベスタ診断モジュール Module-FMWKPI-v を作成します。 

2. ServerRuntime Mbean を追加します。 

3. 収集間隔を 10,000 ミリ秒に設定します。 

4. ターゲットをすべてのクラスタおよびすべてのサーバーに設定します。 

5. exportHarvestedTimeSeriesData()オンライン WLST を使用し、CSV データファイル

を生成してエクスポートします。 

収集した WebLogic Server データのエクスポート 

必要なハーベスタ・モジュールおよび期間のデータを、関連する WLS 管理対象サーバーから抽出で

きます。各管理対象サーバーの収集データを固有の CSV ファイルに個別にエクスポートし、適切な

WLST スクリプトを使用して 1 つのデータファイルに統合できます。 

コード・サンプル 3 - WebLogic Scripting Tool を使用し、WebLogic 診断フレームワークのデータを

CSV データファイルにエクスポートして集計 
wlst 
connect('weblogic_wcp','********','t3://ADMINVHN:7001') 
# WSM-PM 
server_list = ['AdminServer','WLS_WSM1','WLS_WSM2'] 
# SOA 
#server_list = ['AdminServer','WLS_WSM1','WLS_WSM2','WLS_SOA1','WLS_SOA2'] 
# WCP 
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#server_list = 
['AdminServer','WLS_WSM1','WLS_WSM2','WLS_SOA1','WLS_SOA2','WLS_IBR1','WLS
_IBR2','WLS_WCC1','WLS_WCC2','WC_Portl 
et1','WC_Portlet2','WC_Portal1','WC_Portal2'] 
for ws in server_list: 

exportHarvestedTimeSeriesData('Module-FMWKPI-v1', server=(ws), 
last='00d 00h 40m', exportFile="/tmp/fmwkpi_test_logs/WLDF-Export-
"+ws+".csv", dateFormat='MM/dd/YY k:mm:ss') 

mergeDiagnosticData('/tmp/fmwkpi_test_logs', 
toFile="/tmp/fmwkpi_test_logs/WLDF-Combined-Export-"+ws+".csv") 
[os.remove(os.path.join("/tmp/fmwkpi_test_logs",f)) for f in 
os.listdir("/tmp/fmwkpi_test_logs") if 
f.startswith("WLDF-Export")] 

os.rename("/tmp/fmwkpi_test_logs/WLDF-Combined-Export-"+ws+".csv", 
"/tmp/fmwkpi_test_logs/WLDF_Export/WLDF- Combined-Export-"+ws+".csv") 
disconnect() 

テスト結果の分析およびレポート 
分析およびレポートは、組織内で利用できるテスト・ツールと機能に依存します。品質保証契約の

潜在的な要件違反のリスク・レベルと照らし合わせて、障害テストと分析作業で認識された値を入

念に評価する必要があります。また、提供される有効値は、すべての点でテストおよび分析作業の

品質に正比例します。このホワイト・ペーパーの事例セクションでは、障害ケース・シナリオ・テ

スト時に HA KPI メトリックでどのような分析と結論を導き出せるのか、例を示しています。 

テスト結果の分析では、実際の実行時の運用監視とは目的が異なるため、別のデータ粒度とデータ

分解能が必要となります。これらの KPI を実行時に運用監視することは、予期しない障害や計画外停

止を検出し、スタッフがそれに対応できるようにするために重要です。この検出は、数十秒や数十

分程度で実行可能です。このテストの技術的目標は、ミドルウェアのコンポーネントが障害にどの

ように対応するのか、修正アクション前の障害イベント中とリカバリ時の両方でシステムが安定化

するかどうか、およびそれぞれのケースで安定化にどの程度の時間がかかるかを分析して把握する

ことです。ミドルウェア・ソリューションは分散型であるため、このように分析して把握するのは

複雑になります。連鎖的な依存関係に基づいて、特定の障害に対する対応が二次的である場合があ

ります。この連鎖的影響を分析して特定の障害/リカバリ・イベントに真に関連する少数の KPI メト

リックを分離するためには、最大で約 1～10 秒と、データ・ポイントが比較的高分解能である必要

があります。そうでない場合、すべてのメトリックが 1 つの低分解能（30 秒/1 分以上）の時間レ

コードに集約され、何が最初に発生したのかや特定の変化にどの程度の時間が実際かかるのかを把

握するのは不可能です。「図 4：Tx 速度のリカバリ・タイムラグ分析を示した高分解能データの例」

がこの良い例です。この図から、サーバー応答時間が障害前の状態にリカバリした後で、トランザ

クション速度 KPI のリカバリ前に 10 秒のタイムラグがあったことが明白です。示されているメト

リックのデータ分解能は 10 秒です。それよりも長ければ、この情報は簡単には分からないでしょう。 
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図4：Tx速度のリカバリ・タイムラグ分析を示した高分解能データの例
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事例 - Oracle Fusion Middleware HA 障害テスト 

まとめ 
この事例の目的は、オラクル標準のエンタープライズ・リファレンス・アーキテクチャ・トポロジ

（DR/複数サイトではなく単一サイト）を使用して HA をセットアップした場合に、障害発生時に

Fusion Middleware の機能がどのように変化するかを示すために使用できる一連の KPI メトリックを

特定し、名目上および障害時の実行時状況のもとで、ベースライン・トポロジに対してこれらの

KPI 値を使用した一連のテストと結果を示すことです。この一連のデータを、FMW HA 機能をさら

に検証するための基盤として、また SLA 遵守を評価するための基盤として使用できます。 

結果をタイムリーに得るためには、すべての FMW コンポーネント機能にすべてのテストを実行す

ることはできないことがすぐに分かりました。開始にあたって、効率性の面から、アプリケーショ

ン/製品ユースケースを促進する特定のビジネス要件を指定せずに、テスト・スクリプトを 3 つの基

本機能セットに限定しました。段階的テストで、HA 関連の障害シナリオの優先順位を高く設定し

ました。最適なテスト方法、監視方法、分析方法、および適切な KPI メトリックの選択方法につい

て、プロセスを策定して検証する必要がありました。テスト方法は、結果の再現性と精度に大きく

影響しました。テスト、測定、分析で得られた教訓を標準化して提示する必要があることが明らか

になりました。 

他の製品開発品質工学への取組みを組み合わせることにより、FMW 製品およびこの HA 障害テス

ト・プロジェクトに関する初期の要件と主張を導き出しました。 

初期の要件と主張 
» ここで示している特定のキー・パフォーマンス・インディケータは、クラスタ・デプロイメント

が含まれたすべての高可用性 FMW 運用環境に一般的に適用可能です。その他のメトリックが必要

になる可能性がありますが、これが開始にあたって適切なベースラインとなります。 

» ディザスタ・リカバリの複数サイト・フェイルオーバーおよびスイッチオーバーの障害/テストの

検討は、このプロジェクトの範囲を超えています。 

» Fusion Middleware 高可用性ベスト・プラクティスを推奨します。Fusion Middleware 高可用性ガ
イドを参照してください。 

» ベースライン・テスト環境は、Oracle Maximum Availability Architecture（MAA）エンタープライ

ズ ・ リ フ ァ レ ン ス ・ ア ー キテ ク チ ャ ・ ト ポ ロ ジ に 従 った も の と な り ま す 。 Oracle Fusion 

Middleware Enterprise Deployment Guide for Oracle WebCenter Portal Release 12.2.1.3 を参照して

ください。 

» 他のアプリケーション、データベース、ストレージとの依存関係など、サービスの依存関係は把

握済みとなっています。 

» 依存するサービスの損失により、連鎖的な障害が誘発されて、キー・パフォーマンス・インディ

ケータ値に影響する可能性があります。 

https://docs.oracle.com/middleware/12212/lcm/ASHIA/toc.htm
https://docs.oracle.com/middleware/12212/lcm/ASHIA/toc.htm
https://docs.oracle.com/middleware/12212/lcm/ASHIA/toc.htm
https://docs.oracle.com/middleware/12213/lcm/WCEDG/title.htm
https://docs.oracle.com/middleware/12213/lcm/WCEDG/title.htm
https://docs.oracle.com/middleware/12213/lcm/WCEDG/title.htm


 

22 | Oracle Fusion Middleware 12cの高可用性を実現するためのキー・パフォーマンス・インディケータとテスト 

» キー・パフォーマンス・インディケータの成功条件/制限を満たしていない場合、障害に適切に対

処する必要があります。 

得られた教訓 
高可用性障害テスト・プロセスの初回導入時には、プロジェクト・チームに大きな負担が生じます。

以下の推奨事項に従うと、複雑さを軽減するのに役立ちます。 

» 障害テストを段階的に実行し、もっとも単純な機能およびもっとも基本的なテスト・ケースから

開始します。複雑なユースケースをテストする前に、コンポーネント依存関係の数がもっとも少

ない初期ユースケース・シナリオを選択します。 

» KPI メトリックの選択、テスト、データ取得、分析、およびレポートにおいて、組織に適した反復

可能なプロセスを使用し、障害状況のもとで再現可能な結果と安定したシステム・パフォーマン

スを確保します。 

» n-1 の障害状況で安定するように設計された規模で、実際のユースケースを使用し、ある程度の規

模のリクエスト率で障害テストを実行します。 

» テストと計画をそれぞれ複数回繰り返すことを想定します。 

» ミドルウェア実装をサポートするインフラストラクチャ・サービスのチューニングを取り決める

ように準備します。 

範囲 
KPI テストを複数のフェーズで実行しました。フェーズ 1 では、まず、限られた数の単純なアプリ

ケーション機能と基本的な計画停止を使用しました。クライアント・ユーザー・エクスペリエンス

（UX）に重点を置いた最小数の KPI のみ使用すると、複雑さが軽減され、プロセス設計の検証、確

実なデータ ETL、分析、および再現可能な結果に大幅に注力できます。フェーズ 2 では、優先順位

の高い計画外停止と、潜在的なアプリケーション層 KPI を特定するための広範なアプリケーショ

ン・メトリックとサービス・メトリックを含めました。フェーズ 3 では、ネットワークおよびスト

レージ・アプライアンス/ファイル・システムの障害の将来的な評価を含めました。 

フェーズ 1 

フェーズ 1 では、3 つの単純な製品機能を選択し、それぞれ固有の負荷テスト・スクリプトを使用

してテストしました。サービスの正常停止という障害シナリオ 1 つを、もっとも単純な計画停止障

害として選択してテストしました。テスト・ケースごとに再現可能な結果を得るとともに、一時的

なインフラストラクチャ変数を平均化するため、各テストを 3 回反復的に実施し、安定性評価時に

中止/未完了であったテストを除いて最終的に 39 のテストを実行しました。
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図5：フェーズ1のテスト - 初期ベースラインと単純な計画停止 

 

» 3 セットの“n-1 安定性評価”を実行し、適用する適切な負荷を確立 

» ベースライン・テストを 9 回実行（3 つのテスト・スクリプトを 3 回反復） 

» 障害ケース・テストを 27 回実行 

» （3 回反復×3 つのアプリケーション・テスト・スクリプト×1 つの障害ケース・シナリオ[正常

停止]×3 つの固有の障害ケース・テスト計画[Web/アプリケーション/DB]） 

» 3 つの初期 FMW コンポーネント・テスト・ケース・シナリオ 

» Web Services Manager – Policy Manager 

» JMS キューを使用したサービス指向アーキテクチャ Web サービス 

» WebCenter Portal のアクティビティ 

» 1 つの障害ケース：計画的な正常停止 

» 3 つの障害ケース・シナリオ・テスト計画 

» インスタンスの停止：Oracle HTTP Server、Oracle WebLogic Server、Oracle Database 

» ”フロントエンド”のユーザー・トランザクションのみの KPI メトリック 

» プロセス設計、デバッグ、テストの検証、測定、ETL、分析 

» KPI メトリックの種類： 

» 応答時間 

» リクエスト率 

» サーバーの可用性 

» 接続数 

» セッション数 
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フェーズ 2 

事例のフェーズ 2 では、WebLogic Server アプリケーション層サービスに基づいた KPI メトリック

と、優先順位の高い計画外停止に対応した 2 つの障害ケース・シナリオを追加しました。テスト・

スクリプトごとに安定性のベースライン・テストを反復的に再度実行し、アプリケーション層 KPI

メトリックのデータの収集と分析を追加で行う必要がありました。更新版のベースライン・データ

を分析した後で、2 つの新しい障害ケース・シナリオの新しい停止テストを実行しました。フェー

ズ 2 では、54 の障害テスト（3 回反復×3 つのテスト・スクリプト×2 つの障害シナリオ×3 つの固

有の障害ケース・テスト計画）と 6 つのベースライン・テスト（1 回反復×3 つのテスト・スクリプ

ト×2 つの負荷[フルスケール、n-1 サーバー]）を実行しました。新しいベースライン・テストが前

のベースライン・データに適合したため、1 回の反復を評価するだけで十分でした。 

 

図6：フェーズ2のテスト - 優先度の高い停止とアプリケーション層KPIデータの収集 

» 3 つの初期 FMW コンポーネント・テスト・ケース・シナリオ 

» Web Services Manager – Policy Manager 

» サービス指向アーキテクチャ – JMS メッセージング 

» WebCenter Portal のアクティビティ 

» 2 つの障害ケース：計画外のインスタンス・クラッシュ、ホスト・クラッシュ 

» 6 つの障害ケース・シナリオ・テスト計画 

» インスタンス・クラッシュ：Oracle HTTP Server、Oracle WebLogic Server、Oracle Database 

» ホスト・クラッシュ：Oracle HTTP Server、Oracle WebLogic Server、Oracle Database 

» 新しい KPI 用の更新版ベースライン・テストとデータ 

» KPI メトリックの種類（フェーズ 1 に追加）： 

» トランザクション速度 

» スループット 

» アプリケーションの健全性 

» アプリケーションの可用性 

» サービスの可用性
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フェーズ 3（将来的なテスト） 

フェーズ 3 には、残りの 6 つの障害シナリオに対応するすべての障害テスト・ケースを含めていま

す。すべてのシナリオを、すべてのテスト・スクリプト/機能と、障害を適用可能なすべてのコン

ポーネントに適用する場合、計算により、最大 162 のテスト（3 回反復×3 つのテスト・スクリプト

×3 つの固有の障害テスト・ケース[Web/アプリケーション/DB]×6 つの障害シナリオ）となります。 

特定の障害シナリオは組合せとして適していないため、最適化や検討をさらに行うことが可能です。

たとえば、NFS ストレージ・アプライアンスのアクセス損失の影響に関するテストや、ファイル・

システム・アンマウントの障害シナリオに関するテストは、アプリケーション層にのみ関連します。

この障害ケース・シナリオは"正常停止”の障害シナリオに適しているため、Web 層の OHS サーバー

やデータ層の Oracle RAC データベースには適用されません。 

 
図7：フェーズ3のテスト - 残りの停止 

» 3 つの初期 FMW コンポーネント・テスト・ケース・シナリオ 

» Web Services Manager – Policy Manager 

» サービス指向アーキテクチャの JMS 

» WebCenter Portal のアクティビティ 

» 複数の障害ケース：さまざまな計画外のファイル・システム停止およびネットワーク停止 

» 複数の障害ケース・シナリオ・テスト計画 

» 適用可能な各 FS 停止：Oracle HTTP Server ローカル FS、アプリケーション層 NAS、Oracle 

Database RAC 

» ネットワーク停止：DMZ/Web 層、アプリケーション層、データ層ネットワーク・インフラ

ストラクチャ、ホスト NIC 

» 新しい KPI 用の更新版ベースライン・テストとデータ 

» KPI メトリックの種類（フェーズ 1 とフェーズ 2 に追加）： 

» ホスト OS ファイル・システムの読取り/書込み状態および読取り専用状態 

» ホスト OS NIC/I スタックのメトリック 

» NAS アプライアンスのメトリック 

» ネットワーク・スイッチのメトリック
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テスト対象の障害シナリオ 
この事例に利用できる障害シナリオのリストを「表 3：障害シナリオの概要」に示しています。こ

れらの障害シナリオは、Oracle Fusion Middleware ソリューションの耐障害性を SLA の範囲内で評

価し、複数サイトのスイッチオーバー/フェイルオーバーの必要性をなくすことを目標とし、"高可

用性"の境界を越えて”ディザスタ・リカバリ"の領域に入ることなく単一サイトの限定された可用性

状況を特に評価するために選択されています。障害ケース ID の略語は、「付録 A：詳細な障害ケー

ス・テスト計画」に記載されている障害ケース・テストに対応しています。 

表3：障害シナリオおよび対応する障害ケース・テストの概要 
 

ターゲット・タイプ 障害 説明 サービス層別の障害ケースID 
   Web アプリケーション DB 

インスタンス 計画的な正

常停止 
プロセスまたはインスタンスの

停止を実行 
OHS1-1 WLS1-1 DB1-1 

インスタンス クラッシュ プロセスまたはインスタンスの

クラッシュをシミュレート 
OHS1-2 WLS1-2 DB1-2 

ホスト 再起動 サービスの正常停止なしにホス

トの再起動を実行 
OHS2-1 WLS2-1 DB2-1 

ファイル・システム 製品バイナ

リ・ボリュ

ームの損失 

製品バイナリ・ボリュームを使

用不可に強制変更 
OHS3-1 WLS3-1 なし 

ファイル・システム 読取り専用

の製品バイ

ナリ・ボリ

ューム 

製品バイナリ・ファイル・シス

テム / ボリューム・マウントを

読取り専用モードに強制変更 

なし WLS3-2 なし 

ファイル・システム 構成ボリュ

ームの損失 
構成ボリュームを使用不可に強

制変更 
OHS4-1 WLS4-1 なし 

ファイル・システム 読取り専用

の構成ボリ

ューム 

構成ファイル・システム / ボリ

ューム・マウントを読取り専用

モードに強制変更 

なし WLS4-2 なし 

ファイル・システム 実行時ボリ

ュームの損

失 

共有の実行時ボリュームを使用

不可に強制変更 
なし WLS5-1 なし 

ファイル・システム 読取り専用

の実行時フ

ァイル・シ

ステム 

実行時ファイル・システム・マ

ウントを読取り専用モードに強

制変更 

なし WLS5-2 なし 

ファイル・システム 実行時ファ

イルのファ

イル破損 

破損した構成ファイルをシミュ

レート。ファイルにランダム・

バイトを注入 

なし WLS5-3 なし 

ネットワーク 接続の損失 接続の損失をシミュレート（

NICカード全体の障害）。ホス

トのネットワーク・ボンディン

グ・インタフェースを停止 

OHS5-1 WLS6-1 DB3-1 
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結果の概要 
テストによって、テスト対象の Oracle Fusion Middleware コンポーネントの既知の HA フォルト・

トレランス動作を確認しました。このホワイト・ペーパーで実行した基本的な障害ケース・テスト

から、注目に値する観測結果がいくつか得られました。構成のチューニングによって、フォルト・

トレランスの大幅な改善がいくつか見られました。 

» ロードバランサで使用したヘルス・チェック監視のタイプに基づいて、Web 層のクライアント

接続エラー率が 87 %改善しました。 

» WCP：WLS に計画外停止の障害を注入したときに、WLS サーバーに障害が発生している間、新

しいソケット・リクエストで接続タイムアウトが発生し、その結果、Web 層からアプリケー

ション層への接続エラーが発生したことが確認されました。これは期待したとおりであり、

WCP のテスト時に確認されています。 

» SOA：OHS は WLS サーバーがオンラインになっていると認識していたが、実際は JMS サーバー

がまだ開始されていなかったときに、JMS サーバーの自動サービス移行が適切に機能し、障害

リカバリで予測どおりに短時間エラーが発生しました。 

» データベース・チューニングのベスト・プラクティスに従うことにより、Oracle RAC ノードの

損失からクラスタの再構成に入って停止したノードを除外するまでの遅延時間を短縮できまし

た。テスト対象 DB の停止障害シナリオを適用したときに、1 つの SOA テスト・ケースでのみ関

連するデータソースの接続が完全に損失しました。 

» 評価対象のすべての FMW 上位スタック・アプリケーション層：（WSM/SOA/WCP）すべての障

害ケースで、存続しているクラスタ・メンバーに効率的にセッションが移行されました。 

 

結果：Web層の障害テスト 
Oracle HTTP Server の障害ケース・テストで、以下のような注目に値する観測結果が得られました。 

» ロードバランサのチューニングにより、Web 層のクライアント接続エラー率が改善しました。 

» OHS サーバーが停止している間の、ロードバランサと Web 層サービス間の接続エラーが

87 %低減しました。 

» この改善は、個別のヘルス・モニター・リクエストを使用した標準の"再試行/タイムアウト

形式"の帯域外アクティブ監視手法ではなく、リアルタイムのユーザー接続の帯域内パッシ

ブ監視を使用するように、ロードバランサ・サーバー・プール監視を変更したためです。 

» ロードバランサ・プール・メンバーの可用性を実現するためにはクライアント・トラフィッ

クのパッシブ監視がいっそう重要であり、重大なエラーやトランザクションの損失なしに使

用可能なサーバーにソケット接続を再割り当てするように、パッシブ監視がリアルタイムで

対応することが判明しました。 

» 注意事項：ロードバランサ/トラフィック管理製品によっては、このタイプの監視機能を利

用できない場合があります。 

» 3 つのアプリケーション・テスト・ケースすべてで結果をまとめて、結果の平均値を取得しました。 

» テスト・ケース・シナリオはすべて、各仮想テスト・ユーザーに対してテスト実行ごとにそれ

ぞれのスクリプトを反復的に実行してテストを行っている中、セッション永続性を維持するよ
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うに設計されています。既存のセッションが正常なインスタンスにフェイルオーバーされると、

ワークロード・テストを実行している間、そのセッションはそのインスタンスに留まっていま

した。 

» 障害のリカバリ後、停止しなかったノード上で負荷が不均一のままになり、負荷はリバランス

されませんでした。新しいユーザー・セッションは、すべての OHS インスタンスに適切に分散

されることが見込まれます。長時間実行されるセッションは最終的に終了され、サーバー間で

負荷を均一化できるようになります。このことは、直接的には評価しませんでした。スクリプ

ト開発とテストに利用できる時間が限られていたことと、この動作は周知のことと理解してい

るためです。 

» フェイルオーバー・セッションにより、存続している OHS サーバー上で不均一な負荷の均一化

が実行され、パフォーマンスの低下は見られませんでした。“n-1”の障害状況で安定状態を維持

するようにベースライン・テストのヒット率を意図的に上げ、KPI メトリックの変化がパフォー

マンス・ボトルネックではなくシステムによる障害対応の直接的な結果となるようにしました。 

 

Oracle HTTP Server の障害ケース・テストには複数の計画停止と計画外停止を含めており、これら

の停止を 3 つの FMW アプリケーション・テスト・スクリプトで実行しました。特定の障害ケース

の詳細については、「付録 A – 詳細な障害ケース・テスト計画」を参照してください。テスト・

ケース・シナリオの詳細については、「付録 B – テスト・ケース・シナリオの詳細」を参照してく

ださい。 

テストはまず、OHS サーバー・プールの従来型のアクティブなヘルス・チェック監視を含むロード

バランサ構成で実行し、サーバーの可用性を検出するために個別の帯域外 HTTP リクエストを使用

しました。長いサービス中断が確認されました。その間、使用不可になっている OHS サーバーが無

効化されまでに、アクティブなヘルス・チェック監視によるタイムアウトと再試行が数回必要でし

た。この期間中、着信のクライアント・トラフィックは使用不可になっているサーバーに転送され

続け、最終的に失敗しました。 

結果を改善するための試みとして、実際の帯域内クライアント・トラフィックをパッシブに監視し、

必要に応じてこれらの TCP ソケットの再接続を試行するように、別の設定でロードバランサを再構

成しました。その結果、明示的な追加のヘルス・チェック・トラフィックは生成されず、タイムア

ウトと失敗を許可するのではなく、クライアント接続が自動的に再試行されて別のサーバーに透過

的にリダイレクトされました。「表 4：Web 層の障害テストの結果」は、エラーの影響を受けたア

クティブ・ユーザーのパーセントと、エラーが発生した期間をまとめたものです。 

データ取得と分析作業の一環として、クライアント・トランザクション、ヒット数、およびエラー

率の各 KPI メトリックを Oracle Application Testing Suite から収集しました。OHS サーバーの可用

性のメトリックと現在のクライアント接続のメトリックは、SNMP 経由でロードバランサ・アプラ

イアンスから取得しました。OHS ログの後処理を実行し、リクエストに対してかかった平均サー

バー時間（最後のバイトまでの時間）を収集しました。
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集計とグラフ化のために、取得したすべての KPI データを Microsoft Excel に変換してロードしまし

た。その他のデータを手動で追加し、障害注入から障害リカバリまでの期間を表示できるようにし

ました。グラフでは、障害の期間は灰色の領域として表示されています。 

表4：Web層の障害テストの結果 

   

統計情報 計画停止 計画外停止 

障害ケース・シナリオ OHS1-1インスタンスの停止 OHS1-2インスタンスの 
クラッシュ 

OHS2-1ホストの 
クラッシュ 

ロードバランサ監視タイプ パッシブなLBR
監視 

アクティブな

LBR監視 
パッシブな

LBR監視 
アクティブな

LBR監視 
パッシブな

LBR監視 
アクティブ

なLBR監視 

パフォーマンス・タイムラグ

（すべてのユーザー） 
なし なし なし なし なし なし 

サービスの中断（ユーザーの

パーセント） 
15 % 55 % 0 % 54 % 0 % 45 % 

サービスの中断（時間） 15秒 41秒 0秒 20秒 0秒 34秒 

 

注："サービス中断"の実際のパーセントは、クラスタの規模やトラフィックの分散に応じて異なりま
す。テスト環境では、クラスタあたり 2 台のサーバーを使用しました。従来型のロードバランシング
と監視では、クラスタ・ノードまたはクラスタ・サービスが失われた場合、50 %を基準としてプラ
ス・マイナス 5 %程度のユーザー・トラフィックが影響を受けます。これは、標準の"n-1”停止に相関
しています。 

 

サービス中断の結果データは、すべてのアプリケーション・テスト・スクリプトで集計したため、
記載されている分析グラフのデータとは厳密には一致していません。 

 

分析：サービスの中断とロードバランサ監視の強化 

“計画的な”OHS インスタンス停止障害ケース・シナリオ（OHS1-1）では、停止直後に比較的短い時

間、ユーザー/クライアント・リクエストでサービスの中断が発生し、その後、サービスが再開され

ました。“計画外の”障害ケース・シナリオ（OHS1-2 および OHS2-1）すべてで、強化されたパッシ

ブ監視手法を実装した場合は、すべての機能エラーが完全になくなったことが示されました。選択

した結果のグラフのみを例として示しています。 

OHS1-1 での WSM-PM と WCP のテストでは、強化されたパッシブ・ロードバランサ監視を実装し

た場合、クライアント・エラーは大幅に低下していますが、なくなってはいません。OHS1-1 の

SOA Web サービス/JMS テスト、およびすべての OHS1-2 シナリオと OHS2-1 シナリオでのテスト対

象のすべてのアプリケーションで、OHS の従来型のアクティブなロードバランサ監視を使用した場

合は、障害が原因で発生したすべての機能エラーが完全になくなることが示されました。
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表5：ロードバランサのチューニングによりサービス中断の統計値が改善したOHS1-1テストの概要 

統計情報 状況 WSM-PM WCP SOA 全体の平均 
中断期間（秒） アクティブ監視 41 41 41 41 

中断期間（秒） パッシブ監視 25 19 0 15 

エラーが発生したユーザーのパーセ

ント 
アクティブ監視 46 % 46 % 73 % 55 % 

エラーが発生したユーザーのパーセ

ント 
パッシブ監視 6 % 12 % 0 % 15 % 

中断期間の改善（%） 差分変更 39 % 54 % 100 % 64 % 

クライアント・エラーの改善（%） 差分変更 87 % 74 % 100 % 87 % 

 

 
図8：テスト結果の分析 - OHS1-1のWSM-PMアクティブ/パッシブ・ロードバランサ監視の比較
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図9：テスト結果の分析 - OHS1-1のWCPアクティブ/パッシブ・ロードバランサ監視の比較 

 
 

図10：テスト結果の分析 - OHS1-1のSOAアクティブ/パッシブ・ロードバランサ監視の比較



 

32 | Oracle Fusion Middleware 12cの高可用性を実現するためのキー・パフォーマンス・インディケータとテスト 

 
図11：テスト結果の比較 – OHS2-1のWCPアクティブ/パッシブ・ロードバランサ監視の比較
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結果：アプリケーション層 - Web Services Manager – Policy Manager 
Oracle WebLogic Server および Oracle Database の障害ケース・テストで、以下のような注目に値す

る観測結果が得られました。 

» 障害注入時にすべてのトランザクションが正常に完了するかフェイルオーバーされたため、

サービスの中断はまったく発生せず、エンドユーザー・エラーもゼロでした。 

» WebLogic Server 障害テストで、障害注入後に数分間にわたって 4 倍のパフォーマンス・タイム

ラグが確認され、サーバー障害のリカバリ前に通常のベースライン速度に戻りました。 

» 既存のすべてのユーザー・セッションが存続しているサーバーに適切にフェイルオーバーされま

した。ワークロードは、テスト期間中の反復実行時にセッション永続性を維持するように設計さ

れています。設計上、長時間実行されるセッションは、リストアされたサーバーにリバランスさ

れません。 

» データベース障害テストでは、顕著なパフォーマンス・タイムラグは確認されませんでした。 

6 つすべての障害シナリオ・テスト・ケースを使用した、フェーズ 2 の WSM-PM アプリケーション・

テストの集計結果を「表 6：WSM-PM アプリケーション層障害テスト結果の概要」に示しています。 

表6：WSM-PMアプリケーション層障害テスト結果の概要 

統計情報 計画停止 計画外停止 
障害ケース・シナリオ WLS1-1 

WLSインス

タンスの 
停止 

DB1-1 
DBインスタン

スの停止 

WLS1-2 
WLSインスタ

ンスのクラッ

シュ 

WLS2-1 
WLSホストの 

クラッシュ 

DB1-2 
DBインスタン

スのクラッシュ 

DB2-1 
DBホストの 
クラッシュ 

パフォーマンス・タイムラ

グ（すべてのユーザー） 
障害注入時に 

発生 
なし 障害注入時に 

発生 
障害注入時に 

発生 
なし なし 

サービスの中断 
（ユーザーのパーセント） 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

サービスの中断（時間） 0秒 0秒 0秒 0秒 0秒 0秒 

 

分析：セッション永続性 

WLS 管理対象サーバー上で OpenSessionsCurrentCount メトリックを監視すると、既存のすべての

セッションが存続しているアプリケーション・サーバーにフェイルオーバーされ、障害リカバリ時

には、存続しているサーバーにそのまま残っていることが分かります。これは、Oracle HTTP Server 

WLS モジュール（mod_wls）の設計によるものです。管理対象サーバーが使用可能である間は、既

存のセッションはこのサーバーに固定されたままになります。 

「図 12：WLS セッションの分散 - オープン・セッションの数とクラスタ・サイズ – WLS1-2 インス

タンスのクラッシュ – WSM- PM」では、障害を注入すると（灰色の領域）、テスト実行期間中は、

WSM2 サーバー上のユーザー・セッションの数（赤い直線）がゼロに低下することが明確に示され

ています。同様に、テスト実行期間中は、WSM1 サーバー上のユーザー・セッションの数（赤い点

線）が増加し、すべてのユーザー・セッションの合計数（25）にまで達しています。テスト全体を

通じて新しいセッションを使用することがテスト・スクリプトの設計に不可欠である場合は、障害

が発生したサーバーのリストア時に新しいセッションが分散されます。
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図12：WLSセッションの分散 - オープン・セッションの数とクラスタ・サイズ – WLS1-2インスタンスのクラッシュ – WSM-PM 

 

「図 13：可用性とパフォーマンス - WLS1-2 インスタンスのクラッシュ - WSM-PM」は、トランザク

ション時間にスパイクが生じても、トランザクション速度の変化はごくわずかであることを示して

います。「図 14：WebLogic Server 応答時間 - WLS1-2 インスタンスのクラッシュ - WSM-PM」は、

障害時の WLS サーバー応答時間の詳細を示しています。この図は、平均時間は 200～300 ミリ秒に

留まりながら、最大応答時間が最大 2 秒にまで急増しており、最大ピーク時 2 秒のときには平均

550 ミリ秒にまで急増していることを示しています。これは、最大で約 4 倍の応答時間増加に相当

します。一部のユーザーの障害にクラスタが対応するためで、大部分では 2 倍の増加となります。

これは、障害注入直後の不安定な状態になっている 3 分間に発生しており、通常のベースライン・

パフォーマンスに自然に戻っています。
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図13：可用性とパフォーマンス - WLS1-2インスタンスのクラッシュ - WSM-PM 

 
図14：WebLogic Server応答時間 - WLS1-2インスタンスのクラッシュ - WSM-PM
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結果：アプリケーション層 - SOA – WebサービスとJMSメッセージング 
Oracle WebLogic Server および Oracle Database の障害ケース・テストで、以下のような注目に値す

る観測結果が得られました。 

» JMS サーバーの自動サービス移行が適切に機能しました。 

» WLS サーバーの停止では、Oracle HTTP Server WebLogic モジュールがアプリケーション層にト

ラフィックをルーティングする方法のために、障害リカバリ時にエンドユーザー・エラーが発

生しました。移行した JMS サーバーが使用可能になる前に、接続が試行されました。 

» 既知のギャップ：Oracle HTTP Server のみでサーバーの可用性が検出され、WebLogic Server の

“Ready-App”機能は Fusion Middleware 上位スタックに統合されませんでした。 

» DB2-1 ホスト・クラッシュ障害テスト中、停止時に SOA のデータソースで使用可能な接続がゼ

ロに低下しました。 

» RAC GI CSS MISSCOUNT 値を調整（デフォルト値 60 を MAA 推奨値 30 に変更）すると、

WebLogic Server データソース接続停止が大幅に軽減されました。 

 

「表 7：SOA JMS アプリケーション層障害テスト結果の概要」に、6 つすべての障害シナリオ・テ

スト・ケースを使用したフェーズ 2 の SOA JMS メッセージング Web サービス・テストの集計結果

を示しています。 

表 7：SOA JMS アプリケーション層障害テスト結果の概要 

統計情報 計画停止 計画外停止 
障害ケース・シナリオ WLS1-1 

WLSインスタ

ンスの停止 

DB1-1 
DBインスタン

スの停止 

WLS1-2 
WLSインスタ

ンスの 
クラッシュ 

WLS2-1 
WLSホストの 

クラッシュ 

DB1-2 
DBインスタン

スの 
クラッシュ 

DB2-1 
DBホストの 
クラッシュ 

パフォーマンス・タイ

ムラグ（すべてのユー

ザー） 

なし 障害注入時に 
発生 

なし なし 障害注入時に 
発生 

障害注入時に 
発生 

サービスの中断（ユー

ザーのパーセント） 
62 % 0 % 58 % 65 % 0 % 6 % 

サービスの中断（時間

） 
15秒 0秒 10秒 22秒 0秒 36秒 

 

注：一部のデータ分析例を示しています。すべての障害ケース・シナリオ・テスト結果を分析して
集計し、上記の表の結果をレポートしています。 

分析：JMS メッセージング 

障害が発生した SOA サーバー/ホストでの JMS サーバーの自動サービス移行は、障害期間が始まっ

たときに実行されました。JMS メッセージの受信数メトリックと保留数メトリックを観察すると、

これを確認できます。存続している SOA 管理対象サーバーに SOA1 JMS サーバーが移行されるとき

に、SOA1 JMS のメッセージ受信数メトリック（緑の線）が横ばいになります。これは、移行中は

メッセージが受信されないことを示しています。移行が成功すると、メッセージ受信メトリックが

再び増加し始め、新しいホスト上で JMS サーバー・プロセスが再開されると、キューに入れられた

SOA1 JMS サーバーのリクエストの数（緑の点線）がゼロにリセットされています。SOA1 JMS サー

バーが動作不能になっている間、SOA2 JMS サーバー上でキューに入れられて処理されたメッセー
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ジの数（赤線）が急増しています。データベース・ホスト・クラッシュ障害ケース（DB2-1）で

Oracle RAC Grid Infrastructure がデータベース・ホストの損失からリカバリしている間、データベー

スへの JDBC プール接続はすべてドロップされています。存続している SOA2 JMS サーバーの

MessagesPendingCount のスパイクは、JDBC プール接続のリセットによって発生し、スパイクが大

きいのは、SOA1 JMS Server が使用不可になっている間、発生したメッセージ・トランザクション

負荷が増加したためです。 

 

 
図 15：DB2-1 ホスト・クラッシュ障害での自動サービス移行時の SOA JMS サーバー・メッセージ
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図 16：DB2-1 ホスト・クラッシュ障害での SOA JDBC プール接続 

分析：WLS 障害リカバリ時のユーザー・エラー 

WebLogic Server のすべての障害注入で、障害リカバリ時に SOA Web サービス・クライアント・ト

ランザクションにエラーが発生しました。このエラーは、Oracle HTTP Server の性質と、リストア

された WLS クラスタ・メンバーにトラフィックを転送する前にサーバーの可用性をチェックする

OHS WLS モジュール機能が原因となっています。この機能は、デフォルトでは、アプリケーション

の可用性の要因とはなりません。 

 

注：WLS にデプロイされたアプリケーションおよび Web サービスでは、デプロイされたアプリケー
ションがリクエストを受信できる状態になると公開を支援する、ReadyApp 機能のコードを実装でき
ます。『Oracle Fusion Middleware Deploying Applications to Oracle WebLogic Server』の Using the 
ReadyApp Framework を参照してください。 

 

WLS1-1 および WLS1-2 の障害テストで、インスタンスの正常停止とインスタンスのクラッシュをそ

れぞれ実行したときに、リカバリ時にユーザー・エラーが発生しました。WLS2-1 のホスト停止で

は、リカバリ時にエラーが発生し、停止を注入した直後にもエラーが発生しました。各障害テス

ト・ケースを 3 回反復実行して、これらの結果の平均値を取得しました。 

WLS2-1 テストで障害注入後に示された追加エラーについて、さらなる根本原因分析を調べる必要

があります。

https://docs.oracle.com/middleware/12213/wls/DEPGD/managing.htm#DEPGD-GUID-C98443B1-D368-4CA4-A7A4-97B86FFD3C28
https://docs.oracle.com/middleware/12213/wls/DEPGD/managing.htm#DEPGD-GUID-C98443B1-D368-4CA4-A7A4-97B86FFD3C28
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図 17：WLS1-1 および WLS1-2 テストで、障害が発生した SOA 管理対象サーバーのリカバリ時に発生した SOA Web サービス・リクエスト・エラー 

 

図 18：WLS2-1 テストで、障害が発生した SOA ホストのリカバリ時に発生した SOA Web サービス・リクエスト・エラー
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分析：トランザクション処理 – DB2-1 データベース・ホストのクラッシュ 

MAA で推奨されているチューニング強化を適用して DB2-1 データベース・ホスト・クラッシュ障害

テストを実行したときに、SOA Web サービス・リクエストでトランザクション速度が 45 秒間にわ

たって 71 %低下し、Web サービス・リクエストの 6 %が 36 秒間にわたってエラーを返し、応答時

間が一時的に最大 4.37 秒に増加しました。障害が発生した DB サーバーのリカバリなしに、55 秒後

に SOA サービスが安定動作を再開しました。この分析を、「図 19：パフォーマンス・タイムラグ

の分析 - DB2-1 ホスト・クラッシュ - SOA Web サービス JMS メッセージング・テスト」のマーク

アップに示しています。前述の「図 16：DB2-1 ホスト・クラッシュ障害での SOA JDBC プール接続」

に示すように、Grid Infrastructure サービスと Oracle RAC データベース・サービスのリカバリ時に、

アプリケーション・サーバーのデータベース・プール接続を再確立できるように、クライアント・

エラーが解消された後で、トランザクション速度のリカバリに 10 秒間のタイムラグがありました。 

 
図 19：パフォーマンス・タイムラグの分析 - DB2-1 ホスト・クラッシュ - SOA Web サービス JMS メッセージング・テスト
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分析：DB CSS misscount 値チューニングの効果 

Oracle RAC データベースの CSS misscount パラメータをチューニングすると、DB ノードの計画外

停止時に、SOA Web サービスの可用性とパフォーマンスのリカバリが大幅に改善しました。DB ホ

ストが使用不可になると、CRS ノードの停止前に、CSS misscount のタイムアウト期間が遅延とな

ります。特定の環境では、misscount のタイムアウト値を増やすと役立つ場合がありますが、「図

20：データベースの CSS misscount をチューニングした場合の SOA Web サービスのパフォーマン

ス比較」に示す分析では、この特定の障害ケース・シナリオでは、JMS キューを利用する SOA Web

サービスのアプリケーション・パフォーマンスが大幅に向上することが示されています。 

常に特定の環境をテストしてください。アプリケーションまたはサービスが障害シナリオ適用時に
チューニングの変化に対してどのように反応するかを、他の異なるアプリケーション、サービス、
または環境での結果から予測することはできません。 

 
表 8：DB misscount のチューニングによる改善の概要 

算出されたKPI メトリック 分析の説明 チューニング

なし 
チューニング 
あり 

変化の 
パーセント 

Tx速度リカバリ時間 1秒あたりのリク

エストTx 
Tx速度が名目上の範囲外に変

化してから名目上の停止前レ

ベルに戻るまでの時間 

120秒 5秒 マイナス65秒 
54 %改善 

サーバー応答時間の 
リカバリ期間 

サーバー 
応答時間 

サーバー応答時間が名目上の

範囲外に変化してから名目上

の停止前レベルに戻るまでの

時間 

70秒 5秒 マイナス25秒 
64 %改善 

ピーク時サーバー 
最大応答時間 

サーバー 
応答時間 

最高で平均1秒。最後のバイ

トがアプリケーション層から

Webサーバーに戻されるまで

の時間 

11.43秒 0.37秒 マイナス7.06
秒 
61.7 %改善 

平均名目Tx速度 1秒あたりの 
リクエストTx 

ベースライン・テスト時およ

び障害前の期間に計算された

平均Tx速度 

1秒あたり
47.01 tx 

1秒あたり6.56 
tx 

なし 

最小Tx速度 1秒あたりの 
リクエストTx 

停止期間中に観測された最小

Tx速度 
1秒あたり5.39 
tx 

1秒あたり3.42 
tx 

1秒あたり8.03 
tx改善 

最大Tx速度の変化 1秒あたりの 
リクエストTx 

平均名目Tx速度と最小Tx速度

の間の差分 
1秒あたりマイ

ナス41.62 tx 
（マイナス

88.53 %） 

1秒あたり33.14 
tx（マイナス

71.18 %） 

18.04 %改善 

Tx速度リカバリ・ 
タイムラグ 

1秒あたりの 
リクエストTx 

ユーザー・エラーが解消され

てから、リカバリが完了して

名目上のトランザクション速

度に達するまでのタイムラグ 

60秒 0秒 マイナス50秒 
83.33 %改善 
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図 20：データベースの CSS misscount をチューニングした場合の SOA Web サービスのパフォーマンス比較 
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結果：WebCenter PortalアクティビティとSSOログイン 
Oracle WebLogic Server および Oracle Database の障害ケース・テストで、以下のような注目に値す

る観測結果が得られました。 

» 計画外の WebLogic Server 障害ケース WLS1-2 および WLS2-1 で、障害注入時に Web 層からア

プリケーション層への接続エラーが予測され、このエラーが観測されました。 

» インスタンス・クラッシュとホスト・クラッシュの障害時に WebLogic Server に障害が発生した

ときに、障害注入時にアプリケーション層への新しいソケット接続で発生した Oracle HTTP 

Server タイムアウト・エラーのために、クライアント・ユーザー・エラーが発生しました。 

» 残りのインスタンスまたはノードにトランザクションが効率よくフェイルオーバーされたため、

DB 障害中にサービスの中断やエンドユーザー・エラーは観測されませんでした。JDBC 接続の

依存関係と使用状況は、DB2-1 DB ホスト・クラッシュ障害ケース・テストでサービス中断が検

出された SOA テスト・ケースの場合と大幅に異なりました。 

「表 9：WebCenter Portal アプリケーション層障害テスト結果の概要」に、Oracle WebLogic Server

のインスタンス、ホスト、およびデータベース関連の計画外停止ケースの集計結果を示しています。 

表 9：WebCenter Portal アプリケーション層障害テスト結果の概要 

統計情報 計画停止 計画外停止 
障害ケース・シナ

リオ 
WLS1-1 

WLSインスタ

ンスの停止 

DB1-1 
DBインスタン

スの停止 

WLS1-2 
WLSインスタ

ンスの 
クラッシュ 

WLS2-1 
WLSホストの 

クラッシュ 

DB1-2 
DBインスタン

スの 
クラッシュ 

DB2-1 
DBホストの 
クラッシュ 

パフォーマンス・

タイムラグ（すべ

てのユーザー） 

あり なし あり あり 障害注入時に発

生 
障害注入時に発

生 

サービスの中断（

ユーザーのパーセ

ント） 

0 % 0 % 10 % 10 % 0 % 0 % 

サービスの中断（

時間） 
0秒 0秒 20秒未満 40秒未満 0秒 0秒 

 

分析：パフォーマンス・タイムラグとサービス中断 

WCP WLS 固有の障害ケース負荷テストに使用した 30 のテスト・ユーザーの 3 ユーザーで、停止を

開始してから 20～40 秒以内に少なくとも 1 つの HTTP リクエストが失敗しました。WLS1-2 インス

タンス停止障害テストでは、テストでエラーが生成された期間は 20 秒未満でした。10 秒間隔で KPI

メトリックをロギングしました。WCP テスト・スクリプトを 30 の仮想ユーザー（VU）で使用し、

キャッシュを動作不能にした後で、さまざまな Portal ページ・リソースでトランザクションあたり

1 秒間に約 12 のヒットが生成されました。障害時に、障害注入後のエラー期間 20 秒間で、テスト

によってトランザクション・ワークロード合計 2.8 TPS（1 秒あたり 28.6 ヒット）のうち 0.28 TPS

（11.9 %）のエラーが生成されました。この期間の後で、システムがベースライン・パフォーマン

スにまで迅速にリカバリされて、停止期間中、サービスのリカバリ時、またはサーバーのリカバリ

時にさらなるエラーは検出されませんでした。「図 21：WLS1-2 インスタンス・クラッシュ障害時

の WebLogic Server の可用性とトランザクション・パフォーマンス」のグラフに、ユーザー・エ

ラーとして表されるサービス中断を緑の点線として示しています。
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図 21：WLS1-2 インスタンス・クラッシュ障害時の WebLogic Server の可用性とトランザクション・パフォーマンス 

 

ほとんどの計画停止シナリオと計画外停止シナリオで、短時間の一時的なパフォーマンス・タイム

ラグも示されています。これらのタイムラグは、障害注入の直後とリカバリの直後に発生していま

す。結果として、応答時間が長くなったためにヒット率が下がり、それに対応して、トランザク

ション速度メトリックがわずかに低下しています。データベース関連の障害分析について広範囲に

わたって前述しましたが、WebCenter アプリケーション・テスト時に、データベース停止に関連し

た Portal アプリケーション・サービスの中断が記録されなかったのは注目に値します。これは、一

連のテストに使用した SOA JMS Web サービスとポータル・アプリケーション機能の性質の違いに

よるものと考えられます。
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図 22：WLS1-2 インスタンス・クラッシュ障害時のサーバー応答時間 

 

注：実際のビジネス目的のテスト・スクリプトでは、予測されるワークロードを適切に表すように、
繰り返しの一時的なセッションと長時間実行されるセッションを混在させる必要があります。 

  

HA KPI の評価時にデータの多様性を最小化するという、この事例で使用した負荷テスト・スクリプ

トの設計のために、すべてのユーザーがテスト期間中に単一セッションを保持し、開始時に 1 回だ

け認証を実行して、最後のテスト反復の完了時にログアウトしています。その結果、前述した Web

層テストが一貫したものになり、WCP2 サーバーの応答時間データは障害注入のときに終了してい

ます。「図 22：WLS1-2 インスタンス・クラッシュ障害時のサーバー応答時間」のグラフの赤い線

を確認してください。新しいセッションは適切に分散されますが（テスト時に表示されません）、

セッションの現在のサーバーに障害が発生した場合を除いて、既存のセッションは WebLogic 

Server クラスタ内のリストアされた管理対象サーバーにリバランスされません。「図 23：WLS1-2

インスタンス・クラッシュ障害時の WebLogic Server HTTP セッションの分散」に、既存のセッショ

ンの動作を示しています。
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図 23：WLS1-2 インスタンス・クラッシュ障害時の WebLogic Server HTTP セッションの分散
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継続的な運用監視とSLA遵守の検証 

障害リカバリ保守タイミングのベースライン・データとしての、テスト・データの使用 
障害イベントには、障害が発生したサーバーまたはサービスをリストアする運用手順を実行しても、

すぐにはリカバリしないものもあります。一部の Fusion Middleware サービスでは、リストアされ

たサーバーにサービスを移行することが必要になる場合があります。Java Message Service（JMS）

サービスはこの良い例です。「図 24：障害シカバリ時の SOA JMS Web サービス・トランザクショ

ン速度タイムラグ」に示すように、本番ベースライン・トランザクション速度の完全リカバリでは、

保守手順の最後にタイムラグが発生する可能性があります。SOA 管理対象サーバーは運用保守でリ

ストアされますが（赤線はクラスタ・サーバー数の KPI）、処理中の JMS キュー関連トランザク

ションが失敗し、JMS サーバー・インスタンスとしての再試行がリストアされたサーバーに再割り

当てされると、トランザクション速度のタイムラグが発生します。 

 

注：本番規模の負荷がかかった状態では、JMS トランザクション速度は、観察されたタイムラグより
も大幅に長くなる可能性があります。実際のビジネス・トランザクション量を明示的にテストし、
これがローカル・サイトのリカバリおよび DR スイッチオーバーのタイミングに及ぼす可能性がある
リスクと影響を評価する必要があります。 

ここに示している結果は、最小限のトランザクション量とペイロード・サイズを使用したものです。 

 
図 24：障害リカバリ時の SOA JMS Web サービス・トランザクション速度タイムラグ
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DRスイッチオーバーに関する意思決定のための情報提供 
実際のシステム・リカバリ時間を長くする典型的なフルスケールの負荷がかかった状態で、特定さ

れたリカバリ後タイムラグの重要度と期間に基づいて、DR スイッチオーバーを実行するかどうかの

意思決定に使用する時間幅は、期待される保守リカバリ・プロセス実行時間よりも短くなる可能性

があります。 

SLA遵守検証監視に関する推奨事項 
テストを通じて、許容可能な実行時ベースラインの KPI 値範囲を特定したら、高リスクの適切な障

害状況に対する KPI 値範囲違反を特徴付けて、このデータを運用監視システムに統合できます。

Oracle Enterprise Manager Cloud Control（Oracle EMCC）と Oracle Real User Experience Insight

（Oracle RUEI）を併用すると、アプリケーション・パフォーマンスと SLA 違反を監視するための柔

軟性の高いさまざまな機能を使用できます。 

サービス可用性、パフォーマンス・メトリック、およびサービス・レベル目標すべてを構成できま

す。サービス・ダッシュボード・ビューのさまざまな操作やビジネス・ロールに合わせて、監視を

カスタマイズおよびパーソナライズできます。 

Oracle EMCC での可用性テストとパフォーマンス・テスト、SLA、および関連するサービス・レベ

ル目標を使用したサービスの定義の詳細については、Oracle Enterprise Manager Cloud Control 管理

者ガイド 13c リリース 2 のサービスの構成および使用を参照してください。 

Oracle EMCC および Oracle RUEI を使用したアプリケーション・パフォーマンス監視全体の詳細につ

いては、Oracle Enterprise Manager Cloud Control Middleware 管理ガイドの第 VI 部 アプリケーショ

ン・パフォーマンスのモニタリングを参照してください。

https://docs.oracle.com/cd/E73210_01/EMADM/toc.htm
https://docs.oracle.com/cd/E73210_01/EMADM/toc.htm
https://docs.oracle.com/cd/E73210_01/EMADM/toc.htm
https://docs.oracle.com/cd/E73210_01/EMADM/GUID-0D82858D-3AB0-4EE0-87C6-F168AB8D2E0D.htm#EMADM9441
https://docs.oracle.com/cd/E73210_01/GSSOA/toc.htm
https://docs.oracle.com/cd/E73210_01/GSSOA/GUID-89D74E1C-E6CB-4401-9974-7CD3D09F9764.htm#GSSOA10766
https://docs.oracle.com/cd/E73210_01/GSSOA/GUID-89D74E1C-E6CB-4401-9974-7CD3D09F9764.htm#GSSOA10766
https://docs.oracle.com/cd/E73210_01/GSSOA/GUID-89D74E1C-E6CB-4401-9974-7CD3D09F9764.htm#GSSOA10766
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付録A：詳細な障害ケース・テスト計画 

ここでは、ロードバランサ・アプライアンス、ハイパーバイザ・コマンド・インタフェース、オペ

レーティング・システム・ネットワーク・インタフェース、ネットワーク接続ストレージ・アレイ

など、関連するインフラストラクチャ・サービスに障害を注入してリカバリした場合を含め、障害

シナリオの影響をもっとも受けた Oracle Fusion Middleware コンポーネント別に、明示的な障害

ケース・テスト計画を項目に分けて示しています。 

Oracle Fusion Middleware エンタープライズ・リファレンス・アーキテクチャでは、障害ケースの

サービス・カテゴリには次のサービスが含まれます。 

» Oracle HTTP Server 

» Oracle WebLogic Server 

» Oracle Database（RAC） 

 

Oracle HTTP Serverの障害ケース 
 

障害ケース ID OHS1-1：OHS の計画停止 

» 説明：OHS インスタンスの計画停止をシミュレート。 

» 実行：OHS コマンドライン OHS_DOMAIN_HOME/bin/stopComponent.sh スクリプト 

» リカバリ：OHS コマンドライン OHS_DOMAIN_HOME/bin/startComponent.sh スクリプト 

» テストのキー・パフォーマンス・インディケータ： 

» LBR プール・メンバーのステータス 

» LBR から Oracle HTTP Server への接続数 

» 期待される結果：数回、再試行してタイムアウト間隔が終了した後で、LBR が障害の発生した

OHS サーバーをアクティブ・ステータスから削除します。LBR の監視タイムアウト間隔の前に、

障害の発生したプール・メンバーへのリクエストは失敗することが期待されます。タイムアウ

ト間隔後のリクエストは、残りの OHS インスタンスを使用して成功します。対応する OHS

キー・パフォーマンス・インディケータに、関連するトラフィック移行が示されます。アプリ

ケーション・セッション/リクエストのキー・パフォーマンス・インディケータは、LBR 監視タ

イムアウトによってプール・メンバーが移行される前には、障害注入中に失敗した少数のリク

エストを除いて大幅には逸脱しません。LBR 再試行/タイムアウト間隔が十分に短い場合は、テ

スト時の全体的なスループットはそれほど影響を受けません。 

 

障害ケース ID OHS1-2：Oracle HTTP Server の計画外停止 

» 説明：OHS インスタンスの計画外停止をシミュレート。 

» 実行：OHS プロセスに対して OHS コマンドライン kill -9 [PID]を使用 

» リカバリ：OHS コマンドライン OHS_DOMAIN_HOME/bin/startComponent.sh スクリプト 
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» テストのキー・パフォーマンス・インディケータ： 

» LBR プール・メンバーのステータス 

» LBR から Oracle HTTP Server への接続数 

» 期待される結果：数回、再試行してタイムアウト間隔が終了した後で、LBR が障害の発生した

OHS サーバーをアクティブ・ステータスから削除します。LBR の監視タイムアウト間隔の前に、

障害の発生したプール・メンバーへのリクエストは失敗することが期待されます。タイムアウ

ト間隔後のリクエストは、残りの OHS インスタンスを使用して成功します。対応する OHS

キー・パフォーマンス・インディケータに、関連するトラフィック移行が示されます。アプリ

ケーション・セッション/リクエストのキー・パフォーマンス・インディケータは、LBR 監視タ

イムアウトによってプール・メンバーが移行される前には、障害注入中に失敗した少数のリク

エストを除いて大幅には逸脱しません。LBR 再試行/タイムアウト間隔が十分に短い場合は、テ

スト時の全体的なスループットはそれほど影響を受けません。 

障害ケース ID OHS2-1：OHS ホストの障害 

» 説明：OHS ホスト・マシンの計画外停止をシミュレート 

» 実行：ホストしているコンピュート・ノードに接続し、xm destroy [VM_ID]を実行 

» リ カ バ リ ： 再 起 動 さ れ た サ ー バ ー が 起 動 を 完 了 し た 後 で 、 OHS コ マ ン ド ラ イ ン

OHS_DOMAIN_HOME/bin/startComponent.sh スクリプトを実行 

» テストのキー・パフォーマンス・インディケータ： 

» LBR プール・メンバーのステータス 

» LBR から Oracle HTTP Server への接続数 

» 期待される結果：数回、再試行してタイムアウト間隔が終了した後で、LBR が障害の発生した

OHS サーバーをアクティブ・ステータスから削除します。LBR の監視タイムアウト間隔の前に、

障害の発生したプール・メンバーへのリクエストは失敗することが期待されます。タイムアウ

ト間隔後のリクエストは、残りの OHS インスタンスを使用して成功します。対応する OHS

キー・パフォーマンス・インディケータに、関連するトラフィック移行が示されます。アプリ

ケーション・セッション/リクエストのキー・パフォーマンス・インディケータは、LBR 監視タ

イムアウトによってプール・メンバーが移行される前には、障害注入中に失敗した少数のリク

エストを除いて大幅には逸脱しません。LBR 再試行/タイムアウト間隔が十分に短い場合は、テ

スト時の全体的なスループットはそれほど影響を受けません。再起動されたホストは、稼働状

態になるとリカバリされます。 

 

障害ケース ID OHS3-1：OHS ネットワークの停止 

» 説明：LBR と OHS ホスト間のネットワーク障害をシミュレート 

» 実行：OHS コマンドライン ifconfig <interface> down 

» リカバリ：OHS コマンドライン ifconfig <interface> up を使用し、OHS を再起動（該当す

る場合） 

» テストのキー・パフォーマンス・インディケータ： 

» LBR プール・メンバーのステータス 

» LBR から Oracle HTTP Server への接続数 
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» 期待される結果：数回、再試行してタイムアウト間隔が終了した後で、LBR が障害の発生した

OHS サーバーをアクティブ・ステータスから削除します。LBR の監視タイムアウト間隔の前に、

障害の発生したプール・メンバーへのリクエストは失敗することが期待されます。タイムアウト

間隔後のリクエストは、残りの OHS インスタンスを使用して成功します。対応する OHS キー・

パフォーマンス・インディケータに、関連するトラフィック移行が示されます。アプリケーショ

ン・セッション/リクエストのキー・パフォーマンス・インディケータは、LBR 監視タイムアウト

によってプール・メンバーが移行される前には、障害注入中に失敗した少数のリクエストを除い

て大幅には逸脱しません。LBR 再試行/タイムアウト間隔が十分に短い場合は、テスト時の全体的

なスループットはそれほど影響を受けません。 

Oracle WebLogic Serverの障害ケース 
障害ケース ID WLS1-1：WebLogic の正常停止 

» 説明：WebLogic Server の計画停止をシミュレート（現在の処理を完了可能） 

» 実 行 ： wlst を 使 用 し て 管 理 対 象 サ ー バ ー を 停 止 ：shutdown('[SERVER]', 'Server', 
block='true') 

» リカバリ：wlst を使用して管理対象サーバーを起動：start('[SERVER]', 'Server', 
block='true') 

» テストのキー・パフォーマンス・インディケータ： 

» すべての基本的なキー・パフォーマンス・インディケータ 

» weblogic.management.runtime.WebAppComponentRuntimeMBean.OpenSessionsCurrentCount 

» weblogic.management.runtime.ClusterRuntimeMBean.AliveServerCount 

» weblogic.management.runtime.ServerRuntimeMBean.StateVal 

» weblogic.management.runtime.JMSRuntimeMBean.HealthState（該当する場合） 

» 期待される結果：数回、再試行してタイムアウト間隔が終了した後で、OHS が障害の発生した

WLS サーバーをアクティブ状態から削除します。すべての処理が完了して、アプリケーション・

エラーは確認されません。対応する WLS キー・パフォーマンス・インディケータに、関連するト

ラフィック移行が示されます。アプリケーション・セッション/リクエストのキー・パフォーマン

ス・インディケータは、OHS タイムアウトによってプール・メンバーが移行される前には、障害

注入中に失敗した少数のリクエストを除いて大幅には逸脱しません。OHS の間隔が十分に短い場

合は、テスト時の全体的なスループットはそれほど影響を受けません。 

 

障害ケース ID WLS1-2：WebLogic の強制停止 

» 説明：WebLogic Server の計画停止をシミュレート（現在の処理は完了不可能） 

» 実行：WebLogic 管理対象サーバー・インスタンス・プロセスに対して kill -9 [PID]を使用 
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» リカバリ：wlst を使用して管理対 象サーバーを起動：start('[SERVER]', 'Server', 

block='true') 

» テストのキー・パフォーマンス・インディケータ： 

» すべての基本的なキー・パフォーマンス・インディケータ 

» weblogic.management.runtime.WebAppComponentRuntimeMBean.OpenSessionsCurrentCount 

» weblogic.management.runtime.ClusterRuntimeMBean.AliveServerCount 

» weblogic.management.runtime.ServerRuntimeMBean.StateVal 

» weblogic.management.runtime.JMSRuntimeMBean.HealthState（該当する場合） 

» 期待される結果：数回、再試行してタイムアウト間隔が終了した後で、OHS が障害の発生した

WLS サーバーをアクティブ状態から削除します。OHS タイムアウト間隔の前に、障害の発生した

プール・メンバーへのリクエストは失敗することが期待されます。タイムアウト間隔後のリクエ

ストは、残りの WLS インスタンスを使用して成功します。突然のサーバー障害のために、アプリ

ケーション・エラーが発生する可能性があります。対応する WLS キー・パフォーマンス・イン

ディケータに、関連するトラフィック移行が示されます。アプリケーション・セッション/リクエ

ストのキー・パフォーマンス・インディケータは、OHS タイムアウトによってプール・メンバー

が移行される前には、障害注入中に失敗した少数のリクエストを除いて大幅には逸脱しません。

OHS の間隔が十分に短い場合は、テスト時の全体的なスループットはそれほど影響を受けません。 

 

障害ケース ID WLS2-1：WebLogic ホストの障害 

» 説明：OHS ホスト・マシンの計画外停止をシミュレート 

» 実行：ホストしているコンピュート・ノードに接続し、xm destroy [VM_ID]を実行 

» リカバリ：vDC 管理により、VM を別のコンピュート・ノードに自動的に移行して再起動する。稼

働が開始されたら、wls を使用してその VM 上のノード・マネージャとすべての WebLogic 管理対

象サーバーを再起動する必要があります。 

» テストのキー・パフォーマンス・インディケータ： 

» すべての基本的なキー・パフォーマンス・インディケータ 

» weblogic.management.runtime.WebAppComponentRuntimeMBean.OpenSessionsCurrentCount 

» weblogic.management.runtime.ClusterRuntimeMBean.AliveServerCount 

» weblogic.management.runtime.ServerRuntimeMBean.StateVal 

» weblogic.management.runtime.JMSRuntimeMBean.HealthState（該当する場合） 

» 期待される結果：数回、再試行してタイムアウト間隔が終了した後で、OHS が障害の発生した

WLS サーバーをアクティブ状態から削除します。OHS タイムアウト間隔の前に、障害の発生した

プール・メンバーへのリクエストは失敗することが期待されます。タイムアウト間隔後のリクエ
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ストは、残りの WLS インスタンスを使用して成功します。対応する WLS キー・パフォーマンス・

インディケータに、関連するトラフィック移行が示されます。アプリケーション・セッション/リ

クエストのキー・パフォーマンス・インディケータは、OHS タイムアウトによってプール・メン

バーが移行される前には、障害注入中に失敗した少数のリクエストを除いて大幅には逸脱しませ

ん。OHS の間隔が十分に短い場合は、テスト時の全体的なスループットはそれほど影響を受けま

せん。再起動されたホストは、稼働状態になるとリカバリされます。 

 

障害ケース ID WLS3-1：WebLogic NFS ストレージ・ヘッドのスイッチオーバー 

» 説明：WebLogic ファイル共有への ZFS ネットワーク共有アプライアンス・ヘッドのスイッチオー

バーをシミュレート 

» 実行：ZFS BUI で、「Configuration」→「cluster」メニューを選択し、「Failover」ボタ

ンをクリック 

» リ カ バ リ ： ZFS BUI で 、 「 Configuration」 →「 cluster」 メ ニ ュ ー 項 目 を 選 択 し 、

「Failback」ボタンをクリック 

» テストのキー・パフォーマンス・インディケータ： 

» すべての基本的なキー・パフォーマンス・インディケータ 

» weblogic.management.runtime.WebAppComponentRuntimeMBean.OpenSessionsCurrentCount 

» weblogic.management.runtime.ClusterRuntimeMBean.AliveServerCount 

» weblogic.management.runtime.ServerRuntimeMBean.StateVal 

» weblogic.management.runtime.JMSRuntimeMBean.HealthState（該当する場合） 

» 期待される結果：実行時に影響はなく、サーバーの再起動時に障害が発生します 

 

障害ケース ID WLS3-2：WebLogic 実行時の NFS ストレージ・アンマウント 

» 説明：WebLogic 実行時ファイル・ロケーションのアンマウントをシミュレート 

» 実行：WLS コマンドライン umount ORACLE_RUNTIME -f 

» リカバリ：WLS コマンドライン mount ORACLE_RUNTIME を使用し、AdminServer コンソールま

たは WLST（該当する場合）で管理対象サーバーを再起動 
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» テストのキー・パフォーマンス・インディケータ： 

» すべての基本的なキー・パフォーマンス・インディケータ 

» weblogic.management.runtime.WebAppComponentRuntimeMBean.OpenSessionsCurrentCount 

» weblogic.management.runtime.ClusterRuntimeMBean.AliveServerCount 

» weblogic.management.runtime.ServerRuntimeMBean.StateVal 

» weblogic.management.runtime.JMSRuntimeMBean.HealthState（該当する場合） 

» 期待される結果：実行時にファイル・アダプタに影響します（オープン状態のファイルには NFS

ファイル参照が保持されるため、再度オープンされるファイルでのみ問題が発生）。サーバーの

再起動時に障害が発生します 

 

障害ケース ID WLS3-3：WebLogic 実行時の NFS ストレージの読取り専用化 

» 説明：WebLogic 実行時ファイル・ロケーションが読取り専用になるようにシミュレート 

» 実行：ZFS BUI で、ORACLE_RUNTIME 共有のモードを読取り専用に変更 

» リカバリ：ZFS BUI で、ORSCLE_RUNTIME 共有のモードを読取り/書込みに変更し、AdminServer

コンソールまたは WLST（該当する場合）で管理対象サーバーを再起動 

» テストのキー・パフォーマンス・インディケータ： 

» すべての基本的なキー・パフォーマンス・インディケータ 

» weblogic.management.runtime.WebAppComponentRuntimeMBean.OpenSessionsCurrentCount 

» weblogic.management.runtime.ClusterRuntimeMBean.AliveServerCount 

» weblogic.management.runtime.ServerRuntimeMBean.StateVal 

» weblogic.management.runtime.JMSRuntimeMBean.HealthState（該当する場合） 

» NFS 共有の EM ホスト・ターゲット監視 

» 期待される結果：実行時にファイル・アダプタに影響します。すべてのファイル・ストアに影響

しますが、サーバーは障害状態になりません。特に JMS ストアでは、JMS サーバーのチューニン

グに応じて、ページングが必要になるまで、またはメモリの限界に達するまで、メッセージは書

き込まれません。サーバーの再起動時に障害が発生します。
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障害ケース ID WLS4-1：WebLogic ネットワークの停止 

» 説明：OHS と WLS ホスト間のネットワーク障害をシミュレート 

» 実行：WLS コマンドライン ifconfig <interface> down 

» リカバリ：WLS コマンドライン ifconfig <interface> up を使用し、AdminServer コンソー

ルまたは WLST で管理対象サーバーを再起動 

» テストのキー・パフォーマンス・インディケータ： 

» すべての基本的なキー・パフォーマンス・インディケータ 

» weblogic.management.runtime.WebAppComponentRuntimeMBean.OpenSessionsCurrentCount 

» weblogic.management.runtime.ClusterRuntimeMBean.AliveServerCount 

» weblogic.management.runtime.ServerRuntimeMBean.StateVal 

» weblogic.management.runtime.JMSRuntimeMBean.HealthState（該当する場合） 

» 期待される結果：数回、再試行してタイムアウト間隔が終了した後で、OHS が障害の発生した

サーバーをアクティブ状態から削除します。OHS タイムアウト間隔の前に、障害の発生したプー

ル・メンバーへのリクエストは失敗することが期待されます。OHS の間隔が十分に短い場合は、

テスト時の全体的なスループットはそれほど影響を受けません。 
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Oracleデータベース・サーバーの障害ケース 
障害ケース ID DB1-1：データベース Oracle RAC インスタンスの計画停止 

» 説明：Oracle RAC インスタンスの計画停止をシミュレート（現在の処理を完了可能） 

» 実行：DB コマンドライン：sqlplus プロンプトで shutdown transactional コマンドを実行 

echo -e "shutdown transactional\nexit" | sqlplus / as sysdba 

» リカバリ：DB コマンドライン：srvctl start instance コマンド 

» テストのキー・パフォーマンス・インディケータ： 

» データベース Oracle RAC ノード・ターゲットの稼働/停止（EM を使用） 

» weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceRuntimeMBean.ConnectionsTotalCount 

» 期待される結果：停止をリクエストした Oracle RAC インスタンスの現在のトランザクションが正

常に完了し、トランザクションの完了時に接続が終了して、インスタンスが正常に停止します。

ログにトランザクション・エラーは記録されません。停止をリクエストした時点で、すべての

データベース・トラフィックが残りの Oracle RAC インスタンスにルーティングされます。 

 

障害ケース ID DB1-2：データベース Oracle RAC インスタンスの計画外停止 

» 説明：Oracle RAC インスタンスの計画外停止をシミュレート（現在の処理は完了不可能） 

» 実行：DB コマンドライン：sqlplus プロンプトで shutdown abort コマンドを実行 

echo -e "shutdown abort\nexit" | sqlplus / as sysdba 

» リカバリ：DB コマンドライン：srvctl start instance コマンド 

» テストのキー・パフォーマンス・インディケータ： 

» データベース Oracle RAC ノード・ターゲットの稼働/停止（EM を使用） 

» weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceRuntimeMBean.ConnectionsTotalCount 

» 期待される結果：強制停止した Oracle RAC インスタンスの現在のトランザクションがロールバッ

クされます。WebLogic ログにトランザクション・エラーが記録される可能性が高いです。停止を

リクエストした時点で、すべてのデータベース・トラフィックが残りの Oracle RAC インスタンス

にルーティングされます。 
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障害ケース ID DB2-1：データベース Oracle RAC インスタンス・ホスト障害 

» 説明：Oracle RAC インスタンス・ホスト・マシンの計画外停止をシミュレート 

» 実行：単一の Oracle RAC ノードの ILOM UI を使用して電源を入れ直す 

[ILOM_URL]→「Host Management」→「Power Control」→--Select Action--：「Power 

Cycle」→「Save」 

» リカバリ：再起動されたサーバーが起動を完了した後で、DB コマンドライン：srvctl start 

instance コマンドを実行 

» テストのキー・パフォーマンス・インディケータ： 

» データベース Oracle RAC ノード・ターゲットの稼働/停止（EM を使用） 

» weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceRuntimeMBean.ConnectionsTotalCount 

» 期待される結果：強制停止した Oracle RAC インスタンスの現在のトランザクションはハングし、

ロールバックされません。WebLogic ログにトランザクション・エラーが記録される可能性が高い

です。インスタンス障害が発生した時点で、すべてのデータベース・トラフィックが残りの

Oracle RAC インスタンスにルーティングされます。ロールバックされずに完了しなかったトラン

ザクションのために、データ破損が生じる可能性があります。 

 

障害ケース ID DB3-1：データベース Oracle RAC インスタンス・ネットワーク障害 

» 説明：WLS とデータベース Oracle RAC インスタンス・ホスト間のネットワーク障害をシミュレート 

» 実行：DB コマンドライン ifconfig <interface> down 

» リカバリ：DB コマンドライン ifconfig <interface> down と srvctl start instance

コマンドを実行してインスタンスを再起動 

» テストのキー・パフォーマンス・インディケータ： 

» データベース Oracle RAC ノード・ターゲットの稼働/停止（EM を使用） 

» weblogic.management.runtime.JDBCDataSourceRuntimeMBean.ConnectionsTotalCount 

» 期待される結果：強制停止した Oracle RAC インスタンスの現在のトランザクションはハングし、

ロールバックされません。WebLogic ログにトランザクション・エラーが記録される可能性が高い

です。インスタンス障害が発生した時点で、すべてのデータベース・トラフィックが残りの

Oracle RAC インスタンスにルーティングされます。ロールバックされずに完了しなかったトラン

ザクションのために、データ破損が生じる可能性があります。
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付録B：テスト・ケース・シナリオの詳細 

このホワイト・ペーパーの基盤として、以下の Fusion Middleware Web アプリケーションおよび

サービスのユースケースをテストしました。これらのユースケースを選択したのは、テスト手法、

KPI メトリックの選択、および分析プロセスを評価する方法として簡潔であるためです。ここに示

しているテスト・ケースは例であり、Oracle Fusion Middleware アプリケーションまたはサービス

の使用可能な機能の組合せすべてを反映しているわけではありません。 

Web Services Manager – Policy Manager（WSM-PM） 
Policy Manager は、Fusion Middleware スタックのほぼすべてのコンポーネントに不可欠な部分で

す。Policy Manager により、非 SSO 認証を構成できます。 

ユースケースの詳細 

» 反復時に、Oracle Identity Management（Oracle IDM）サーバー上に設定された 1,000 ユーザー

のうちの 1 ユーザーの Basic 認証ログインが正常に完了します。 

» 認証後、ユーザーが WSM-PM ホームページにアクセスします。 

» 基本ページから、ユーザーが Policy Manager ページを選択して WSM ポリシーのリストを表示

します。 

» 新しい反復のたびに、ユーザーがホームページにアクセスしてから、セッションをログアウト

してブラウザを閉じ、ワークロードが終了するまで、Policy Manager ページにアクセスします。 

 

サービス指向アーキテクチャ（SOA）のJMSメッセージングとWebサービス 
JMS メッセージングは、SOA アプリケーションとそのサービスの 1 つのわずかな機能に過ぎません。

この機能を選択したのは、他のアプリケーションで使用する JMS キューのメッセージが作成されて

書き込まれるためです。これは、SOA エンドユーザーがよく使用する機能です。 

ユースケースの詳細 

» 反復の開始時に、JMS メッセージに書き込まれる現在時刻（hh:mm:ss.0）を問い合わせます。 

» JMS_Producer_composite_v2 SOA コンポジットが Web サービス入力からメッセージを読み取

り、JMS アダプタを使用して jms/dist_sample_queue にメッセージを書き込みます。 

» JMS_Consumer_composite SOA コンポジットがキューjms/dist_sample_queue からメッセージを

読み取り、FileAdapter を使用してメッセージをローカル・ファイル・システムに書き込みます。 
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WebCenter Portal（WCP）のアクティビティとSSOログイン 
WebCenter Portal は、WebCenter Content などの多数の機能とアドオン・アプリケーションを備え

ています。使用したユースケースは、登録ユーザーのホーム・ポータルの単純な機能です。 

ユースケースの詳細 

» ユーザーがベースのポータル URL をリクエストし、Oracle Access Manager のフォーム・ログイ

ンを使用して認証するようにリダイレクトされます。このユーザーは、テスト期間中は同じ

SSO ログイン・セッションを保持します。ユーザー・セッション Cookie は、1 回のテスト実行

内でテスト・スクリプトが反復されている間、保持されます。 

» ログイン後、ユーザーがアクティビティのページが含まれたホーム・ポータルにアクセスします。 

» ユーザーがタイムスタンプ付きのアクティビティを作成し、アクティビティがデータベースに

書き込まれます。 

» ユーザーがアクティビティを削除し、アクティビティがデータベースから削除されます。 

» 新しい反復のたびに、ユーザーがホーム・ポータルにアクセスしてから、セッションをログア

ウトしてブラウザを閉じ、ワークロードが終了するまで、アクティビティのステップを繰り返

します。 
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付録C：参照用ドキュメント 

» Oracle Fusion Middleware Enterprise Deployment Guide for Oracle WebCenter Portal Release 
12.2.1.3.0 

» Oracle Enterprise Manager Cloud Control Middleware 管理ガイド 

» Oracle Fusion Middleware の管理 - Oracle Fusion Middleware のモニタリング 

» Oracle Fusion Middleware 高可用性ガイド 

» Oracle MAA リファレンス・アーキテクチャ - オンプレミスとクラウドにおける Oracle Database
の高可用性（PDF） 

» Oracle Database 高可用性ベスト・プラクティス 

» Oracle Database 12c: EM Database Express 

» Oracle Database 管理者ガイド 11g - Oracle Enterprise Manager Database Control の管理 

» Monitoring Oracle Java Cloud Service instances using the Fusion Middleware Control Console（チ
ュートリアル） 

» The WebLogic Server MBean Reference (12.2.1.3.0) 

» Oracle Fusion Middleware Oracle WebLogic Server 診断フレームワークの構成と使用 

» Oracle Application Testing Suite Documentation Release 13.2.0.1 

 

 

https://docs.oracle.com/en/middleware/lifecycle/12.2.1.3/wcedg/index.html
https://docs.oracle.com/en/middleware/lifecycle/12.2.1.3/wcedg/index.html
https://docs.oracle.com/cd/E73210_01/GSSOA/title.htm
https://docs.oracle.com/en/middleware/lifecycle/12.2.1.3/asadm/monitoring-oracle-fusion-middleware1.html#GUID-C010F7CF-91CF-4C41-A985-EC809FE51284
https://docs.oracle.com/en/middleware/lifecycle/12.2.1.3/ashia/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/database/availability/maa-reference-architectures-2244929.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/database/availability/maa-reference-architectures-2244929.pdf
https://docs.oracle.com/database/121/HABPT/toc.htm
http://www.oracle.com/technetwork/database/manageability/emx-intro-1965965.html
https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e25494/dbcontrol.htm#ADMIN13401
http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/obe/cloud/paas/monitoringjcs/monitoringjcs.html
https://docs.oracle.com/middleware/12213/wls/WLMBR/core/index.html
https://docs.oracle.com/middleware/12213/wls/WLDFC/toc.htm
https://docs.oracle.com/cd/E91471_01/index.htm
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