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はじめに 

計画メンテナンスや計画外停止、データベース層での負荷の不均衡に気づかれなければ、アプリ
ケーションのサービスを継続できていると言えます。アプリケーションのベスト・プラクティスと
簡単な構成を組み合わせ、Oracle MAA のアプローチを使用すれば、アプリケーションの継続的な可
用性が実現します。 

推奨されるアプリケーション構成のソリューションが使用できない場合の代替のアプリケーション
構成については、ホワイト・ペーパーContinuous Availability Application Checklist for Continuous 
Service for MAA Solutions1を参照してください。 

  

 
1 https://www.oracle.com/technetwork/database/options/clustering/applicationcontinuity/adb-continuousavailability-5169724.pdf 

https://www.oracle.com/technetwork/jp/database/options/clustering/applicationcontinuity/adb-continuousavailability-5169724-ja.pdf
https://www.oracle.com/technetwork/jp/database/options/clustering/applicationcontinuity/adb-continuousavailability-5169724-ja.pdf
https://www.oracle.com/technetwork/database/options/clustering/applicationcontinuity/adb-continuousavailability-5169724.pdf
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概要 

計画メンテナンスのアクティビティをアプリケーションに認識させない最適な方法は、各データベース・ワーク

ロードのロケーションから、そのロケーションのメンテナンス期間の前に作業を透過的にドレインすることです。

WebLogic Server、Universal Connection Pool（UCP）、OCI セッション・プール、ODP.NET 管理対象外プロバイダ

など、オラクルの接続プールと中間層は、高速アプリケーション通知（FAN2）に対応しているため、メンテナン

ス前に作業が正常にドレインされるようデータベース・サービスの移動がスケジューリングされる前に、通知を

受けます。FAN の通知によって、自動的にアイドル状態の接続がクローズされ、新しい接続が新しいサービス・

ロケーションでオープンされます。さらに、間もなくシャットダウンされるサービス・ロケーションで、アク

ティブな作業を完了できる構成可能な時間が確保されます。IBM WebSphere をはじめとする大手サード・パー

ティの中間層は、UCP3\3を使用して構成された場合、同様の動作が可能になります。UCP を使用できない古いア

プリケーションに対しては、Oracle ドライバを使用したソリューションと接続テストが用意されています。 

コンポーネントや通信の障害によって引き起こされる計画外停止を認識させないようにするために、オラクルで

は以下を実現しています。 

• 通知 - 停止を不可視化する最初の手順は FAN です。FAN により、停止が発生した際にクライアントが通

知を受け、現在のネットワーク待機から抜け出すことができるようになります。これにより、アプリケー

ションがネットワーク待機のために長い時間停止することがなくなります。 

• リカバリ – クライアントが通知を受けると、アプリケーション・コンティニュイティ（AC）または透過

的アプリケーション・コンティニュイティ（TAC）は、新たなワークロード・ロケーションへの接続

（Oracle Real Application Clusters（Oracle RAC）の場合は同じまたは別のインスタンスへの接続、Oracle 

Data Guard の場合はスタンバイ・サイトへの接続）を再確立し、可能な場合は処理中の（コミットされ

ていない）作業を再実行します。新たなロケーションで処理中の作業を再実行すると、アプリケーション

では通常、障害が発生したことを認識することなく実行が継続されます。 

AC または TAC では、メンテナンス期間前にドレインされない（現在のデータベース操作を完了する）セッション

は、計画メンテナンス中も実行されます。 

 

アプリケーション構成チェックリスト 

以下のチェックリストにより、Oracle Database を使用して継続的にサービスを提供できるよう、アプリケーショ

ンを準備できます。 

• Oracle サービスを使用した接続 

• 高可用性のための TNS/URL の構成 

• 高速アプリケーション通知（FAN）の使用 

• ドレイニングが可能な推奨のアプリケーション・プラクティスの使用 

• アプリケーション・コンティニュイティまたは透過的アプリケーション・コンティニュイティの有効化 

 

 
2 高速アプリケーション通知、アプリケーション・コンティニュイティ、および透過的アプリケーション・コンティニュイティの説明については、本書

の最後の「付録：追加の技術資料」に記載される資料を参照してください。 
3 メンテナンス期間と計画外停止を認識させないようにするために、UCP を使用して IBM WebSphere、IBM Liberty、Apache Tomcat、および Redhat 

WildFly（JBoss）を構成する方法について詳しくは、「付録：追加の技術資料」に記載される資料を参照してください。 
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サービスを使用した接続 

各種サービスにより、基盤となる ATP-D インフラストラクチャで透明性が実現します。FAN、接続データ、透過

的アプリケーション・コンティニュイティ（TAC）、アプリケーション・コンティニュイティ（AC）、スイッチ

オーバー、コンシューマ・グループ、およびその他の多数の機能と操作は、各種サービスを使用することを前提

としています。使用するサービスによって、基盤となる Data Guard 環境のプライマリ・ロールまたはスタンバ

イ・ロールも定義されます。 

たとえば、Oracle Autonomous Database Transaction Processing の専用デプロイメント（ATP-D）では、事前構成

済みの 5 つのサービスを選択できます。この例では、どのサービスも FAN とドレイニングに対応しています。

OLTP サービスでは、ATP-D 環境で TAC がデフォルトで有効化されています。これらのサービスは、それぞれの

ワークロードとドレイニングを希望するかどうかに合わせて構成する必要があります。 

 

Oracle Autonomous Databaseによって提供されるサービスの例 

サービス名 説明 ドレイニング FAN TAC 

TPURGENT OLTP優先順位：最高 対応 対応 対応 

TP OLTP優先順位：普通 

（メインのサービスとして

使用） 

対応 対応 対応 

HIGH レポートまたはバッチ 

（優先順位：最高） 

対応 対応  

MEDIUM レポートまたはバッチ 

（優先順位：中） 

対応 対応  

LOW レポートまたはバッチ 

（優先順位：最低） 

対応 対応  

 

高可用性のためのTNS/URLの構成 

オラクルでは、Oracle Database に接続する場合に以下の TNS/URL 接続を推奨しています。オラクルの供給する

ウォレットに組み込まれる接続文字列は、この方法で構成されています。EZCONNECT には高可用性機能がない

ため、クライアントで簡易接続ネーミングを使用しないでください。 

なお、以下で指定している standby-scan の参照先は、Oracle Active Data Guard 構成で指定したスタンバイ・サイ

トで使用可能な SCAN アドレスです。ドライバは、まずプライマリ・サイトへの接続を試み、サービスが使用可

能でない場合は、スタンバイのサービスへの接続を試みます。どちらのサイトであれサービスに接続すると、

バージョン 12.2 以降の Oracle ドライバは、そのサービスを提供する TNS アドレス・リストを記憶し、このサイト

を優先させます。 
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バージョン 12.2 以降のすべての Oracle ドライバでは、次のようにこの TNS を使用します。 

Alias (or URL) =  

(DESCRIPTION = 

(CONNECT_TIMEOUT= 120)(RETRY_COUNT=20)(RETRY_DELAY=3)(TRANSPORT_CONNECT_TIMEOUT=3)  

(ADDRESS_LIST = 

(LOAD_BALANCE=on) 

(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST=primary-scan)(PORT=1521)))  

(ADDRESS_LIST = 

(LOAD_BALANCE=on) 

(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST=standby-scan)(PORT=1521)))  

(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME = YOUR SERVICE))) 

 

バージョン 12.1 以前の Oracle ドライバを使用した JDBC 接続では、次のようになります。 

Alias (or URL) =  

(DESCRIPTION = 

(CONNECT_TIMEOUT= 15)(RETRY_COUNT=20)(RETRY_DELAY=3)  

(ADDRESS_LIST = 

(LOAD_BALANCE=on) 

(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST=primary-scan)(PORT=1521))) 

(ADDRESS_LIST = 

(LOAD_BALANCE=on) 

(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST=standby-scan)(PORT=1521)))  

(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME = YOUR SERVICE))) 

 

高速アプリケーション通知の使用 

FAN では、サービスの停止時または再開時に、アプリケーションに即座に通知を送信します。FAN を使用しなけ

れば、ハードウェア障害やネットワーク障害が発生した場合にアプリケーションが TCP/IP タイムアウトでハング

し、リソースが再開されたときにリバランスが行われない可能性があります。Oracle プールおよび Oracle アプリ

ケーション・サーバーはすべて、FAN を使用します。サード・パーティの JAVA アプリケーション・サーバーで

は、UCP を使用して FAN を有効にできます。 

FAN を使用するためにアプリケーションの変更は不要です。構成の変更のみが必要となります。 

計画メンテナンス中にサービスを継続させるには、FAN を以下のいずれかと併用します。 

• Oracle プール 

• UCP とサード・パーティ JDBC アプリケーション・サーバー 

• 最新の Oracle クライアント・ドライバ 

計画外停止中にサービスを継続させるには、FAN を以下のいずれかと併用します。 

• アプリケーション・コンティニュイティ 

• 透過的アプリケーション・コンティニュイティ 
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FANのサポート対象 

• FAN のイベントを統合できるものは次のとおりです。 

• Oracle Fusion Middleware および Oracle WebLogic Server 

• Oracle Data Guard Broker 

• JDBC Thin インタフェースおよび OCI インタフェース向け Oracle JDBC Universal Connection Pool 

• 非管理対象プロバイダおよび管理対象プロバイダ向け ODP.NET 接続プール 

• SQLPLUS 

• PHP 

Global Data Services クライアントで FAN を有効にする手順： 

1. 前述した TNS エイリアスまたは URL を使用します。Oracle Database 12c 以降のクライアント・ドライバを使

用する場合は、FAN イベントを受信するための Oracle Notification Service（ONS）サブスクリプションが、こ

の接続文字列によりクライアントで自動構成されます。古いドライバを使用する場合、構成の詳細について

は、付録に掲載されている FAN のホワイト・ペーパーを参照してください。ONS によってデータベース層と

クライアント層間にセキュアな通信パスが提供され、サービスの可用性（コンポーネントの停止または起動）

やランタイム・ロードバランシングに関するアドバイスをクライアントに通知できるようになるため、通常

運用時に作業の配置が改善されます。  

2. クライアントに応じて、次のようにアプリケーション構成プロパティで FAN（FCF）を有効にします。 

• Universal Connection Pool 

o プロパティ FastConnectionFailoverEnabled を設定します。 

• WebLogic Active GridLink for Oracle RAC 

o FAN と高速接続フェイルオーバーはデフォルトで有効化されます。 

• IBM WebSphere、IBM Liberty、Apache Tomcat、Red Hat WildFly（JBoss）、サード・パーティのアプリ

ケーション・サーバー 

o 接続プールの代わりに Universal Connection Pool を使用します。 

• ODP.Net クライアント（管理対象プロバイダおよび管理対象外プロバイダ） 

o ODP.Net 12.1 以前を使用する場合、接続文字列に“HA events = true;pooling=true”を設定

します。 

• OCI クライアント 

o oraacces.xml を使用する OCI クライアントの events を true に設定します。 

o SQL*Plus では FAN がデフォルトで有効になります。 

• PHP 

o php.ini にエントリ oci8.events=on を追加します。 

3. セキュアな環境では、ONS は、TLS（ウォレットベースの）認証を使用するか、Virtual Cloud Network

（VCN）経由で直接接続します。ウォレット構成は、付録に記載されるように、アプリケーションの種類

（JDBC または OCI）に応じて特定のルールに従う必要があります。 
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ドレイニングが可能な推奨のアプリケーション・プラクティスの使用 

アプリケーションの用法としては、必要なときに接続をチェックアウトし、現在のアクションが完了したら接続

をプールに戻すのがベスト・プラクティスです。このプラクティスは、実行時の作業のリバランス、および作業

をドレインするメンテナンス期間において、良いパフォーマンスを達成するために重要です。お使いのアプリ

ケーションがこのプラクティスにどの程度従っているかを確認するには、「TAC または AC を使用する場合の保護

レベルの把握」の統計セクションを参照してください。 

オラクルでは、計画メンテナンスを認識させないために、FAN に対応した Oracle 接続プールを使用することを推

奨しています。アプリケーションで Oracle プールと FAN が使用され、リクエストとリクエストの間にプールに接

続が戻される場合、ユーザーに影響はありません。FAN を使用するために、アプリケーションに変更を加える必

要はありません。 

Oracle 接続プールが計画停止時間に FAN イベントを受信すると、ドレインされるインスタンスですべての接続が

マークされます。チェックイン済みの接続は、再利用されないよう即座にクローズされます。使用中の接続は、

プールに戻されるとクローズされます。これにより、すべての接続が時間とともに正常にクローズされます。 

Java ベースのサード・パーティ製アプリケーション・サーバーを使用している場合、もっとも効果的にドレイニ

ングやフェイルオーバーを行うには、プールされたデータソースの代わりに UCP を使用します。IBM WebSphere、

IBM Liberty、Apache Tomcat、Red Hat WildFly（JBoss）、Spring、Hibernate など、多くのアプリケーション・

サーバーでこのアプローチがサポートされます。これらのアプリケーション・サーバーで UCP を使用する方法に

ついては、オラクルや他のプロバイダ（IBM など）が発行しているホワイト・ペーパーを参照してください。

UCP をデータソースとして使用すると、高速接続フェイルオーバー、ランタイム・ロードバランシング、アプリ

ケーション・コンティニュイティ、透過的アプリケーション・コンティニュイティといった、十分に動作保証さ

れた UCP の機能を使用できます。 

オプション1：透過的アプリケーション・コンティニュイティの有効化 

TAC により、セッションとトランザクションの状態が透過的に追跡および記録されるため、リカバリ可能な停止

の直後にデータベース・セッションをリカバリできます。TAC は、DBA がサービスで有効化する必要があります。 

透過的アプリケーション・コンティニュイティのサポート対象 

透過的アプリケーション・コンティニュイティは、次のクライアントに対応しています。 

• Oracle JDBC Replay Driver 18c 以降。これは、Oracle Database 18c に付属する、アプリケーション・コン

ティニュイティのための JDBC ドライバ機能です 

• Oracle Universal Connection Pool（UCP）18c 以降と Oracle JDBC Replay Driver 18c 以降 

• Oracle WebLogic Server 18c、または UCP と Oracle JDBC Replay Driver 18c 以降を使用したサード・パー

ティの JDBC アプリケーション・サーバー 

• Oracle JDBC Replay Driver 18c 以降とリクエスト境界を使用した Java 接続プールまたはスタンドアロン

Java アプリケーション 

• OCI Session Pool 18c 以降 

• SQL*Plus 18c 以降 

• プールされた ODP.NET 管理対象外ドライバ 18c 以降（12.2 以降では“Pooling=true”がデフォルト） 

• OCI ドライバ 19c 以降を使用した OCI ベースのアプリケーション 
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透過的アプリケーション・コンティニュイティを使用する場合の手順 

「付録：フェイルオーバーのためのサービス属性の有効化」の参照 

サポート対象のクライアントの使用（前述したサポート対象を参照） 

接続プールへの接続の返却 

アプリケーションで以下のいずれかの接続を使用している場合は、アプリケーションを変更しなくてもリクエス

トの境界を識別できます。 

• Oracle 接続プールからの接続 

• Oracle JDBC Replay Driver 18c 以降からの接続 

• 19c 以降を使用した OCI ベースのアプリケーションからの接続 

Oracle プールを使用し、リクエストとリクエストの間に接続を Oracle プールに返すのがベスト・プラクティスで

す。オラクルでは、アプリケーションで必要な場合のみ接続をチェックアウトすることを推奨しています。使用

していない接続を保持しているのは適切ではありません。また、透過的アプリケーション・コンティニュイティ

では、境界がどこに追加されるかが検出され、独自の境界が作成されます。 

FAILOVER_RESTORE の使用 

透過的アプリケーション・コンティニュイティを有効化すると、事前設定されたセッション状態が自動的にリス

トアされます。標準設定の他に事前設定のセッション状態が必要になった場合は、コールバック 4（UCP ラベル）

を登録してその状態をリストアすることができます。一時表や SYS_CONTEXT といった複雑なセッション状態を

リストアすることが必要になった場合は、アプリケーション・コンティニュイティを使用すると柔軟に対応でき

ます。 

アプリケーションでの可変値の使用の有効化 

可 変 関 数 と は 、 実行 さ れ る た びに 新 し い 値 を返 す 可 能 性 のある 関 数 で す 。SYSDATE、SYSTIMESTAMP、

SYS_GUID、sequence.NEXTVAL については、元の結果を保持できるようになっています。アプリケーション・

コンティニュイティ 19c 以降では、SQL の可変値が自動的に保持されるため、何も行う必要はありません。

PL/SQL の可変値が必要な場合は、DBA は GRANT KEEP 権限を発行する必要があります。KEEP 権限が付与される

と、関数の元の結果が再実行時に適用されます。 

以下に例を示します。 

SQL> GRANT [KEEP DATE TIME | KEEP SYSGUID] … TO USER  

SQL> GRANT KEEP SEQUENCE mySequence TO myUser ON sequence.object  

 

副次的影響の無効化 

副次的影響とは、メールの送信、ファイルの転送、TCP の使用といった外部アクションです。透過的アプリケー

ション・コンティニュイティにより、副次的影響は検出され、再実行されません。副次的影響の再実行が必要な

場合は、アプリケーション・コンティニュイティを使用すると柔軟に対応できます。 

 

 
4 コールバックの登録方法については、ホワイト・ペーパー『Continuous Availability Application Checklist for Continuous Service for MAA Solutions』
（https://www.oracle.com/technetwork/jp/database/options/clustering/applicationcontinuity/adb-continuousavailability-5169724-ja.pdf）を参照してくださ

い。 

https://www.oracle.com/technetwork/jp/database/options/clustering/applicationcontinuity/adb-continuousavailability-5169724-ja.pdf
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オプション2：アプリケーション・コンティニュイティの有効化 

アプリケーション・コンティニュイティはカスタマイズが可能で、副次的影響の再実行を選択したり、透過的ア

プリケーション・コンティニュイティでは実行されないフェイルオーバー時の複雑なコールバックを追加したり

できます。アプリケーション・コンティニュイティは、Oracle 12c のドライバ（JDBC シンまたは OCI）を使用し

ている場合、副次的影響またはコールバックを使用してカスタマイズしたい場合、もしくはセッション期間中の

一時表などの状態を使用しており、クリーンアップを行わないアプリケーションがある場合に使用します。 

アプリケーション・コンティニュイティのサポート対象 

Oracle Database 19c のアプリケーション・コンティニュイティでは、以下のクライアントをサポートしています。 

• Oracle JDBC Replay Driver 12c 以降。これは、Oracle Database 12c に付属する、アプリケーション・コン

ティニュイティのための JDBC ドライバ機能です。 

• Oracle Universal Connection Pool（UCP）12c 以降と Oracle JDBC Replay Driver 12c 以降 

• Oracle WebLogic Server 12c、および UCP と Oracle JDBC Replay Driver 12c 以降を使用したサード・パー

ティの JDBC アプリケーション・サーバー 

• Oracle JDBC Replay Driver 12c 以降とリクエスト境界またはプールされたデータソースを使用した Java 接

続プールまたはスタンドアロン Java アプリケーション 

• OCI Session Pool 12c Release 2 以降。 

• SQL*Plus 12c Release 2 以降 

• プールされた ODP.NET 管理対象外ドライバ 12c リリース 2 以降（12.2 以降では“Pooling=true”、

“Application Continuity=true”がデフォルト） 

アプリケーション・コンティニュイティを使用する場合の手順 

「付録：フェイルオーバーのためのサービス属性の有効化」の参照 

サポート対象のクライアントの使用（サポート対象を参照） 

プールへの接続の返却 

アプリケーションで Oracle 接続プールまたはリクエスト境界をサポートするサード・パーティの JDBC プールを

Oracle プールを使用し、リクエストとリクエストの間に接続を Oracle プールに返すのがベスト・プラクティスで

す。オラクルでは、アプリケーションで必要な場合のみ接続をチェックアウトすることを推奨しています。使用

していない接続を保持しているのは適切ではありません。また、透過的アプリケーション・コンティニュイティ

では、境界がどこに追加されるかが検出され、独自の境界が作成されます。 

FAILOVER_RESTORE の使用 

FAILOVER_RESTORE=LEVEL1 に設定すると、もっとも一般的な状態が自動的にリストアされます。アプリケー

ションで、標準設定の他にセッション状態を事前設定する場合は、コールバック（UCP ラベル）を登録してそれ

らの状態をリストアする必要があります。以下を使用します。 

• FAILOVER_RESTORE=LEVEL1（サービスで設定） 

o 接続初期化コールバック（Java の場合）または（古い）TAF コールバック（OCI の場合） 

o Oracle Universal Connection Pool または WebLogic Server の接続ラベル付け 
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アプリケーションでの可変値の使用の有効化（可変値の「透過的アプリケーション・コンティニュイティの有効

化」セクションを参照） 

副次的影響を再実行するかどうかの判断 

副次的影響とは、メールの送信、ファイルの転送、TCP の使用といった外部アクションです。アプリケーショ

ン・コンティニュイティでは、再実行を無効にしない限り、副次的影響は再実行されます。再実行すべきではな

い外部アクションがリクエストに含まれる場合は、アプリケーション・コンティニュイティが有効になっていな

い 接 続 を そ の リ ク エ ス ト で 使 用 す る か 、 disableReplay () API （ Java の 場 合 ） ま た は

OCIRequestDisableReplay()（OCI の場合）を使用して、そのリクエストの再実行を無効にします。すべての

副次的影響を再実行する必要がある場合は、透過的アプリケーション・コンティニュイティを使用します。 

 

TACまたはACを使用する場合の保護レベルの把握 

リクエスト境界と保護レベルに関する統計情報を使用してカバレッジのレベルを監視することで、アプリケー

ションによって接続がプールに返されているかどうか、アプリケーションがどの程度保護されているかを把握し

ます。 

アプリケーション・コンティニュイティを使用する場合はシステム、セッション、サービスから統計情報が収集

されるため、保護レベルを監視できます。統計情報は V$SYSSTAT、V$SESSTAT で確認でき、サービスの統計情

報を有効にしている場合は V$SERVICE_STATS で確認できます。これらの統計情報は、自動ワークロード・リポ

ジトリ（AWR）に保存され、AWR レポートで確認できます。 

出力は次のようになっています。 

Statistic Total per Second per Trans 

-------------------------------- ------------------ -------------- ------------- 

cumulative begin requests 1,500,000 14,192.9 2.4 

cumulative end requests 1,500,000 14,192.9 2.4 

cumulative user calls in request 6,672,566 63,135.2 10.8 

cumulative user calls protected 6,672,566 63,135.2 10.8 

以下の場合に、TAC または AC が有効になってアプリケーションを保護します。 

• cumulative user calls in request の値と cumulative user calls protected の値が等しい 

• かつ、上記の値がゼロでない 
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上記の例は、開始リクエストと終了リクエストの数が増加していることを示しています。数自体は、アプリケー

ションが接続プールに対してチェックアウトおよびチェックインを実行する頻度や、TAC の使用時にデータベー

スで検出可能なリクエスト境界によって異なります。これらの値が増加する速度は、リクエストが送信される速

度によって異なります。以下を使用すると、保護対象のユーザー・コールの割合を計算できます。 

保護対象のコールの割合 = cumulative user calls protected / cumulative user calls in request × 100 

保護対象のコールの割合が 100%未満になる可能性があります。JDBC 具象クラスを使用している、副次的影響が

無効化されている、リカバリ不能な状態が使用されている、または特定のリクエストに対してアプリケーショ

ン・コンティニュイティを無効化するようにアプリケーションで選択されている場合があります。アプリケー

ションの保護が 100%でない場合は、サイトで ORAchk5コンポーネントの acchk を使用して、アプリケーション

内のどの箇所で保護が 100%未満になっているのかを把握できます。影響を評価してから、アドバイザに従うのか

措置を何も実施しないのかをマネジメントが判断できます。 

 

追加事項 

JDBC Thinドライバの場合のチェックリスト 

1. すべての推奨パッチがクライアントに適用されていることを確認します。MOS Note『Client Validation 

Matrix for Application Continuity』（Doc ID 2511448.1）を参照してください。 

2. 保護およびパフォーマンスのために JDBC ステートメント・キャッシュを使用します。 

最大の保護とパフォーマンスを達成するには、アプリケーション・サーバーのステートメント・キャッシュ

の代わりに JDBC ドライバのステートメント・キャッシュを使用します。これによりドライバは、リクエスト

の終了時にステートメントがクローズされてメモリが解放されることを認識できます。 

JDBC ステートメント・キャッシュを使用するには、接続プロパティ

oracle.jdbc.implicitStatementCacheSize 

（OracleConnection.CONNECTION_PROPERTY_IMPLICIT_STATEMENT_CACHE_SIZE）を使用します。

キャッシュ・サイズの値は open_cursors の数と同じです。以下に例を示します。 

oracle.jdbc.implicitStatementCacheSize=nnn ここで、nnn は通常、10～100 の値であり、ア

プリケーションで維持されているオープン・カーソルの数と同じになります。 

3. ガベージ・コレクタをチューニングします。 

多くのアプリケーションでは、ガベージ・コレクタのデフォルト・チューニングで十分です。大量のデータ

を返すアプリケーションや保持するアプリケーションの場合は、2G 以上といった高い値を使用できます。以

下に例を示します。 

java -Xms3072m -Xmx3072m 

Java の初期ヒープ・サイズ（ms）のメモリ割当てと最大ヒープ・サイズ（mx）のメモリ割当てを同じ値に設

定することを推奨します。これにより、メモリ・ヒープの増加および縮小で、システム・リソースが使用さ

れません。 

  

 
5 ORAchk ユーティリティのダウンロード、構成、実行について詳しくは、My Oracle Support Note 1268927.2 を参照してください。 

https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&amp;type=NOT&amp;id=1268927.2
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4. JDBC 具象クラス 

JDBC アプリケーションについては、推奨されないoracle.sql 具象クラス（BLOB、CLOB、BFILE、OPAQUE、

ARRAY、STRUCT、または ORADATA）はサポートされません（MOS Note 1364193.1『New JDBC Interfaces』

を参照）。アプリケーションに問題がないことを確認するには、クライアントで ORAchk -acchk を使用し

ます 6。Oracle JDBC シン・ドライバのバージョン 18c 以降、JDBC Replay Driver の制限付き具象クラスのリス

ト は 次 の と お り に 削 減 さ れ て い ま す 。 oracle.sql.OPAQUE 、 oracle.sql.STRUCT 、

oracle.sql.ANYDATA。 

OCI（Oracle Call Interface）ドライバの場合のチェックリスト 

1. すべての推奨パッチがクライアントに適用されていることを確認します。MOS Note『Client Validation 

Matrix for Application Continuity』（Doc ID 2511448.1）を参照してください。 

2. OCI ベースのアプリケーションに FAN を使用するには、以下を実行します。 

o サービスで、DBA は AQ_HA_NOTIFICATIONS=true に設定する必要があります。 

o スレッド・ライブラリにリンクします。ほとんどのサービスでは、スレッド・ライブラリがデ

フォルトで使用されます。 

o OCI 環境を OCI_EVENTS モードで初期化します。 

 

結論 

Oracle Database は、高可用性を実現するようにユーザーに代わって構成および管理されています。ユーザーが追

加の構成や管理を行う必要はありません。 

以下の簡単な手順を実行することで、アプリケーションで継続的可用性を達成できます。 

• それぞれの SLA に適したデータベース・サービスを使用する 

• 高速アプリケーション通知（FAN）を構成する 

• アプリケーションに推奨されている接続文字列を使用する 

• ドレイニングを最適化するアプリケーション・ベスト・プラクティスを使用する 

• 継続的なサービスを達成するために、透過的アプリケーション・コンティニュイティまたはアプリケー

ション・コンティニュイティを使用する 

上記の 5 つの簡単な手順を実行することで、ほとんどの場合、計画メンテナンス作業時に停止が不要になり、計

画外のイベントが発生した場合もトランザクションの失敗やユーザー・サービスの中断がなくなります。 

  

 
6 ORAchk –acchk について詳しくは、ブログ記事 Using Orachk to Clean Up Concrete Classes for Application Continuity を参照してください。 

https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&amp;type=NOT&amp;id=1364193.1
https://blogs.oracle.com/weblogicserver/using-orachk-to-clean-up-concrete-classes-for-application-continuity
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付録：サービスの構成 

オンプレミスの Oracle Database を使用する場合は、透過的アプリケーション・コンティニュイティ、またはアプ

リケーション・コンティニュイティ、または TAF を使用する Oracle RAC にサービスを作成できます。Active Data 

Guard とプライマリ・データベースのどちらでサービスがアクティブなのかは、ロールを使用して区別できます。

次の例でこのことを示します。 

透過的アプリケーション・コンティニュイティ 

 

アプリケーション・コンティニュイティ 

 

Data Guard ロールを使用して追加する場合の TAC の例： 

 

  

$ srvctl add service -db mydb -service SILVER -preferred serv1 -available serv2 -
failover_restore LEVEL1 -failoverretry 30 -failoverdelay 10 - commit_outcome TRUE 
-failovertype TRANSACTION -replay_init_time 1800 - retention 86400 -notification 
TRUE -drain_timeout 300 -stopoption IMMEDIATE 

$ srvctl add service -db mydb -service GOLD -preferred serv1 -available serv2 -
failover_restore AUTO -failoverretry 30 -failoverdelay 10 - commit_outcome TRUE -
failovertype AUTO -replay_init_time 1800 -retention 86400 -notification TRUE -
drain_timeout 300 -stopoption IMMEDIATE 

$ srvctl add service -db mydb -service GOLD -preferred serv1 -available serv2 -
failover_restore AUTO -failoverretry 30 -failoverdelay 10 - commit_outcome TRUE -
failovertype AUTO -replay_init_time 1800 -retention 86400 -notification TRUE -
role PHYSICAL_STANDBY -drain_timeout 300 - stopoption IMMEDIATE 
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付録：ウォレットベースの認証の構成 

JDBCアプリケーションの場合 

1. アプリケーションの CLASSPATH に jar ファイル ons.jar、osdt_cert.jar、osdt_core.jar、

oraclepki.jar が存在することを確認します。 

2. 次のいずれかの方法で FAN 用のウォレットを指定します。 

o 自動構成される ONS をウォレットで使用するには、以下の Java システム・プロパティを設定

します。 

“-Doracle.ons.walletfile=/replace this with host path/onswallet” 

“-Doracle.ons.walletpassword=myONSWalletPassword” 

これらは、プール単位または接続単位では設定できないことに注意してください。 

o ONS を明示的に設定するには、次のいずれかを行います。 

 setONSConfiguration()へのコールを使用して、UCP 内でプログラムによって設定します。

以下に例を示します。 

pds.setONSConfiguration(“nodes=primary-scanhost:6200,secondary- 

scanhost:6200\nwalletfile=/replace_this_with_host_path/onswallet\nwalletpassword=myWa

lletPasswo rd”); 

 または、UCP XML 構成ファイルを使用して明示的に設定します。以下に例を示します。 
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Oracleドライバのバージョン12.2以降を使用したOCIアプリケーションの場合 

1. oraaccess.xml ファイルの<default_parameters>セクションに以下を追加します。 

<!--?xml version="1.0" encoding="UTF-8"? --> 

<ucp-properties> 

<connection-pool 

connection-pool-name="UCP_pool1"  

user="dbuser" password="dbuserpasswd" 

connection-factory-class-name="oracle.jdbc.pool.OracleDataSource" 

initial-pool-size="10" 

min-pool-size="5" 

max-pool-size="15" 

validate-connection-on-borrow="true" 

connection-wait-timeout="900" 

max-connections-per-service="50" 

sql-for-validate-connection="select 1 from dual" 

url="jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION =(CONNECT_TIMEOUT= 120)(RETRY_COUNT=20) 

(RETRY_DELAY=3) (TRANSPORT_CONNECT_TIMEOUT=3)(ADDRESS_LIST =(LOAD_BALANCE=on)(ADDRESS 

= (PROTOCOL = TCP)(HOST=primary-scan)(PORT=1521)))(ADDRESS_LIST 

=(LOAD_BALANCE=on)(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST=standby-

scan)(PORT=1521)))(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME = MY-SERVICE)))" 

fastConnectionFailoverEnabled="true"  

onsConfiguration="nodes=primary-scanhost:6200,secondary-

scanhost:6200\nwalletfile=/replace_with_host_path/onswallet\nwalletpassword=myWalletP

assword"> 

</connection-pool> 

</ucp-properties> 

2. ネットワーク・ファイル tnsnames.ora および sqlnet.ora と同じディレクトリに oraaccess.xml

ファイルを配置します。 

<default_parameters> 

（その他の設定がこのセクションに含まれる場合があります） 

<ons> 

<auto_config>true</auto_config> 

<wallet_location>/replace with host path/onswallet</wallet_location> 

</ons> 

</default_parameters> 

  



 
 

17 ホワイト・ペーパー/継続的な可用性 

 

 

付録：Oracleライブラリの追加の技術資料 

高速アプリケーション通知 

http://www.oracle.com/technetwork/database/options/clustering/applicationcontinuity/learnmore/fastappli

cationnotification12c-2538999.pdf 

他のアプリケーション・サーバーを使用した UCP の組込み 

『Design and Deploy WebSphere, IBM Liberty Applications for Planned, Unplanned Database Downtimes 

and Runtime Load Balancing with UCP』（http://www.oracle.com/technetwork/database/application-

development/planned-unplanned-rlb-ucp-WebSphere, IBM Liberty-2409214.pdf） 

『Reactive programming in microservices with MicroProfile on Open Liberty 19.0.0.4』  

(https://openliberty.io/blog/2019/04/26/reactive-microservices-microprofile-19004.html#oracle) 

『Design and deploy Tomcat Applications for Planned, Unplanned Database Downtimes and Runtime Load 

Balancing with UCP』（http://www.oracle.com/technetwork/database/application-development/planned-

unplanned-rlb-ucp-tomcat-2265175.pdf） 

『Using Universal Connection Pool with WildFly (JBoss) AS』（https://blogs.oracle.com/dev2dev/using-

universal-connection-pooling-ucp-with-WildFly (JBoss)-as） 

アプリケーション・コンティニュイティ 

『Oracle Database 12c Release 2 のアプリケーション・コンティニュイティ』

（http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/options/clustering/applicationcontinuity/overview/appli

cation-continuity-wp-12c-1966213-ja.pdf） 

『アプリケーション・コンティニュイティの確保』

（https://docs.oracle.com/cd/E82638_01/racad/ensuring-application-continuity.html#GUID-C1EF6BDA-5F90-

448F-A1E2-DC15AD5CFE75） 

透過的アプリケーション・コンティニュイティ 

https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/18/adfns/high-availability.html#GUID-

96599425-9BDA-483C-9BA2-4A4D13013A37 

トランザクション・ガード 

『Oracle Database 12c Release 2 でのトランザクション・ガード』

（http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/database-cloud/private/transaction-guard-wp-12c-

1966209-ja.pdf） 

 

http://www.oracle.com/technetwork/database/options/clustering/applicationcontinuity/learnmore/fastapplicationnotification12c-2538999.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/database/options/clustering/applicationcontinuity/learnmore/fastapplicationnotification12c-2538999.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/database/application-development/planned-unplanned-rlb-ucp-WebSphere
http://www.oracle.com/technetwork/database/application-development/planned-unplanned-rlb-ucp-WebSphere
https://openliberty.io/blog/2019/04/26/reactive-microservices-microprofile-19004.html#oracle
http://www.oracle.com/technetwork/database/application-development/planned-unplanned-rlb-ucp-tomcat-2265175.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/database/application-development/planned-unplanned-rlb-ucp-tomcat-2265175.pdf
https://blogs.oracle.com/dev2dev/using-universal-connection-pooling-ucp-with-WildFly
https://blogs.oracle.com/dev2dev/using-universal-connection-pooling-ucp-with-WildFly
http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/options/clustering/applicationcontinuity/overview/application-continuity-wp-12c-1966213-ja.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/options/clustering/applicationcontinuity/overview/application-continuity-wp-12c-1966213-ja.pdf
https://docs.oracle.com/cd/E82638_01/racad/ensuring-application-continuity.html#GUID-C1EF6BDA-5F90-448F-A1E2-DC15AD5CFE75
https://docs.oracle.com/cd/E82638_01/racad/ensuring-application-continuity.html#GUID-C1EF6BDA-5F90-448F-A1E2-DC15AD5CFE75
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/18/adfns/high-availability.html#GUID-96599425-9BDA-483C-9BA2-4A4D13013A37
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/18/adfns/high-availability.html#GUID-96599425-9BDA-483C-9BA2-4A4D13013A37
http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/database-cloud/private/transaction-guard-wp-12c-1966209-ja.pdf
http://www.oracle.com/technetwork/jp/database/database-cloud/private/transaction-guard-wp-12c-1966209-ja.pdf
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