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免責事項 
下記事項は、弊社の一般的な製品の方向性に関する概要を説明するものです。また、情報提供を唯一
の目的とするものであり、いかなる契約にも組み込むことはできません。以下の事項は、マテリアル
やコード、機能を提供することをコミットメント（確約）するものではないため、購買決定を行う際
の判断材料になさらないでください。オラクルの製品に関して記載されている機能の開発、リリー
ス、および時期については、弊社の裁量により決定されます。  
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概要 
Coherenceの機能検証（PoC）アプリケーションの採用と本番に向けての準備には、さまざまな考慮
事項や追加手順が含まれます。アーキテクトや開発者は必ずしもこれらを把握しているわけではあ
りません。本番アプリケーションの環境は開発環境とはかなり異なっており、アプリケーションを保
護、監視、管理するための手順が追加で必要となります。所定のSLAを満たすには高可用性計画を整
備する必要があり、これに伴いシステムのアップグレードやパッチ適用、リカバリのための適切な手
順を整備することも必要になります。 

このホワイト・ペーパーでは、これらの問題を解決し、Coherenceアプリケーションを本番環境に正
常にロールアウトするための考慮事項や計画方法について説明します。 

はじめに 

Coherenceアプリケーションを本番環境にロールアウトする計画は、複雑さの面でかなり異なる場合
があります。このホワイト・ペーパーで触れる考慮事項の多くは、シンプルなCoherenceアプリケー
ションには関係しない可能性もありますが、各主要セクションには、一般的に適用できる推奨事項が
含まれています。 

このホワイト・ペーパーの目的は、既存のCoherenceドキュメントの置換え/複製ではなく補完/拡張
です。また、必要に応じて既存の参考資料を紹介しています。このホワイト・ペーパーには、“フィー
ルド・エンジニア”、顧客、Oracle Support、およびCoherenceのエンジニアからのガイダンス、ヒン
ト、経験が含まれています。この点を踏まえ、このホワイト・ペーパーはプロセスの各手順を順番に
見ていくチェックリストのように構成されています。 
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設計、開発、テスト 

ベスト・プラクティス 

時間節約、再利用、書直し禁止 

コードを書いたり新しいソリューションを設計したりする前に、実行したい内容がCoherence APIまた
はCoherence Incubatorの既存の実装で実現できるようになっていないかを確認します。Coherence 
Incubatorには本番対応のコード・テンプレートが多数含まれており、さまざまな問題に対応できます。
既存の実装のままで問題を解決できない場合は、ソースのカスタマイズまたは拡張を検討します。既存
のテスト、監視、チューニング、およびドキュメントをうまく利用してください。 

分散テクノロジーであるCoherenceの開発/テストは分散環境で実施する 

Coherenceは分散テクノロジーです。開発とテストを1台のマシンですべて実行したいと思うかもし
れませんが、分散環境でのCoherenceの動作は異なります。通信等の時間が長くなるため、分散環境
で定期的にテストし、設計や開発の問題を早めに解決してください。 

修正済みの問題の特定に時間をかけない 

Oracle Supportから入手できる、Coherenceの最新パッチ・リリースを使用してテストを開始します。
これは当たり前のことのようですが、最新のパッチですでに修正されているCoherenceの問題の調査
に開発者が時間をかけることはよくあります。RSSフィードにサブスクライブしておくと、新しい
パッチが使用可能になったときに通知を受けることができます。パッチはOracle Supportからしか入
手できず、OTNからは入手できません。このため、Coherenceを評価中で未購入の場合は、最寄りの
オラクル担当者にお問い合わせください。 

ベスト・プラクティスに従う 

よくある多くの問題は、本番チェックリスト、パフォーマンス・チューニング・ガイド、および
Coherence*Extendのベスト・プラクティスに従うことで回避できる可能性があります。アプリケー
ションのテスト中や本番環境の設定中に、これらの参考資料を繰返し参照してください。また、開始
前に、バンドルされているメッセージ・バス・テストやデータグラム・テスト、マルチキャスト・テ
ストを使用してネットワーク・テストを実行してください。これらのツールを使って、アプリケー
ション・テストの開始前にネットワークの問題を特定できます。 

たとえば、仮想化環境の使用を予定している場合は、最新のネットワーク・ドライバを使用しないと
ネットワーク通信に大きく影響する可能性があります。データグラム・テストやメッセージ・バス・
テストを実行すると、（1GbEネットワークで）見込まれるおよそ100MB/秒という値を大幅に下回る
スループットが表示され、そのような問題に気付く場合があります。このような簡単なテストを怠る
と、問題の原因に集中できずに、Coherenceログ・ファイルに表示されたエラー・メッセージの診断
や他の症状の調査に多くの時間を取られる可能性があります。 

  

http://feeds.feedblitz.com/oraclecoherencereleases
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=fmwlatest&id=COHAG5301
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=fmwlatest&id=COHAG217
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=fmwlatest&id=COHCG4570
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=fmwlatest&id=COHAG188
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アンチパターンの回避 

アンチパターンとは、分散アーキテクチャでの動作に適さない設計パターンです。使用前に慎重な検
討が必要なこれらのパターンおよび実践の一部を以下に示します。 

• 分散トランザクション – 読取り一貫性やロールバックのために、複数のエントリをコピーする
必要があります。代わりの方法をこのホワイト・ペーパーで紹介します。 

• クライアント・ロック – 競合が増え、スケーラビリティの妨げとなります。データが存在する
場所で、エントリ・プロセッサを使用して操作を実行し、ローカル・ロックを除去する方が、代
替手段として一般的にはよいと言えます。 

• クライアント・ベースの処理 – 競合が増え、スケーラビリティの妨げとなります。エントリ・プ
ロセッサかCoherence Live Eventを使用して、データが存在する場所で処理するのが、よい代替
方法です。エントリ・プロセッサはデータベースのストアド・プロシージャと似ていますが、最
初の処理ノードが失敗した場合、処理の再実行やフェイルオーバーも可能です。Coherence 12c
で導入されたLive Event機能により、処理が完全にクラスタに移行されます。イベント・インター
セプタは、クラスタまたはキャッシュ・エントリの変更時に起動するよう登録されており、クラ
スタ内でイベントが発生すると実行されます。これにより、インターセプタで実行される処理を、
Coherenceでスケーリング、フェイルオーバー、リカバリできます。また、インターセプタを鎖
状にして複雑な処理ロジックを実行することもできます。 

• 索引を使用せずターゲットも指定しない問合せ – パフォーマンスが低下します。索引によって
メモリは消費されますが、問合せのパフォーマンスは大幅に向上します。カスタム索引を調査し
てそのオーバーヘッドを最小化するか、索引のパフォーマンスを分析してストレージとパフォー
マンスの考慮事項のバランスを取ります。このホワイト・ペーパーで、この方法についてさらに
詳しく説明します。 

参考情報– ドキュメントの検索とフォーラムの確認 

活用して当たり前のようでありながらあまり活用されていないのがオンライン・マニュアルです。特
によく使用されるタスクや機能についての説明があり、検索機能もあります。 

 

  

http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/index.html
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図1：オラクル・ドキュメントの検索画面 

Coherence Support Forumも非常に役立つ情報源であり、Coherenceのエンジニアリング・チームを
はじめ、Oracle Communityのエキスパートに簡単にコンタクトできます。Oracle Technology 
Network（OTN）のCoherenceのホームページには、サンプルやオンライン・チュートリアルへの役
立つリンクがあります。また、Oracle Aチーム（アーキテクト・チーム）が自身のサイトでCoherence
のアーキテクチャに関するガイダンスを提供しています。Oracle Learning Libraryでは、Coherence
の仮想トレーニングを利用できます。またOracle Universityには、本格的な講義形式のコースがあり
ます。Oracle Coherence YouTubeチャンネルも有益な情報源で、機能について詳しく説明している
動画が多数そろっています。これらの動画ではほとんどの場合、このソフトウェアを作ったエンジニ
アが説明しているため、さまざまな機能についてかなり詳しい情報が得られます。java.netの
Coherence CommunityはCoherence関連の多くのオープン・ソース・プロジェクトの拠点で、
Coherenceのエンジニアが主宰しています。それぞれのプロジェクトには固有のメッセージ・フォー
ラムがあり、プロジェクト主宰者であるCoherenceのエンジニアがIssue Trackerを監視しています。 

専用のオンサイト支援については、Oracleコンサルティングまたは当社のパートナーにお問い合わせく
ださい。最後に、ご購入済みのOracle Coherenceで問題が発生した場合は、サポート・リクエストを発
行して支援を受けるか、Oracleサポート・ナレッジ・ベースに解決案がないか確認してください。 

 “基本” - 設計、開発、テスト（繰返し） 

データのモデリング 

Coherenceにデータを格納する前に、Coherenceのキャッシュにどのような形式でデータを取得する
かを決める必要があります。もっとも一般的なコンテンツは、アプリケーションに適したドメイン・
モデルから取得されるJavaドメイン・オブジェクト（すなわちPlain Old Java Object、POJO）です（Eric 
Evans著『Domain-Driven Design』、Addison-Wesley、2003年（邦訳版『エリック・エヴァンスのド
メイン駆動設計』）を参照してください）。その他の形式としては、Number、Date、Stringなど

 

https://community.oracle.com/community/fusion_middleware/coherence
http://www.oracle.com/technetwork/jp/middleware/coherence/overview/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/jp/middleware/coherence/overview/index.html
http://www.ateam-oracle.com/
http://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:29:0:RP:NO::
http://www.oracle.com/us/education/selectcountry-new-079003.html
http://youtube.com/OracleCoherence
http://coherence.oracle.com/
http://www.oracle.com/jp/products/consulting/overview/index.html
http://www.oracle.com/us/partnerships/solutions-catalog/specialized-partners/index.html
https://support.oracle.com/
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の単純なJava型のインスタンス、またはそのようなインスタンスの配列が考えられます。たとえば、
Stringのインスタンスでは、単純なキャッシュとしてXMLまたはJSONの文書を保持できます。
java.lang.Objectを拡張して何らかのメカニズムを使用してシリアライズできるものであれば、
キャッシュのキーまたは値に使用するオブジェクトのクラスに制限はありません。 

典型的なケースであるJavaドメイン・オブジェクトだと仮定すると、設計上もっとも重要な決定の1
つは、ドメイン・モデルをキャッシュ・セットにマッピングする方法です。Coherenceのキャッシュ
はJava Mapであるため、アプリケーションに使用する、独立したキャッシュの数を決める必要があ
ります。極端な方法としては、エンティティのタイプごとにキャッシュを1つずつ使用するやり方が
あり、これはオブジェクト・リレーショナル・マッピング・ツールを使用した場合に2次キャッシュ
で実行されます。ただし、このパターンでは、ドメイン・オブジェクト・グラフをキャッシュから読
み取るときに通信量が増え、1つの論理“アプリケーション・トランザクション”で複数のドメイン・
オブジェクトをキャッシュに書き込むときに原子性（必要な場合）を確保しづらくなる可能性があり
ます。もう1つの極端な方法は、集約ルート・タイプごとにキャッシュを1つ使用するやり方です。

『Domain-Driven Design』では、グラフのルートに特定の1つのオブジェクト（例：Orderオブジェク
ト）を持つ、トランザクションのための単位として扱われるオブジェクトのグラフを集約と定義して
います。集約ルート・タイプのパターンごとにキャッシュを使用すると、通信量の増加が抑制されて
原子性を確保しやすくなりますが、データ送信の効率が低下したりデータ分散に偏りが生じたりす
る可能性があります。オブジェクトをキャッシュにマッピングする場合は、アプリケーションのドメ
イン・モデル、データ・アクセス・パターン、およびトランザクション要件を踏まえて、競合する一
連の効果のバランスを取る必要があります。 

うまくバランスを取るために、ドメイン・モデルに含まれるオブジェクトに関する次の質問について
検討します。 

• オブジェクトにどのようにアクセスするか。たとえば、OrderItemオブジェクトをシリアライズ
してから、それが所有するOrderオブジェクトとともに格納するか、あるいはOrderItemオブ
ジェクトに個別にアクセスする必要があるか。 

• どのようにオブジェクトを更新するか。たとえば、OrderItemオブジェクトとOrderオブジェク
トを別々のキャッシュに格納し、Orderキーを属性として組み込んだ場合は、各OrderItemの
Orderキーを変更しなければ、OrderItemオブジェクトをOrderオブジェクト間で移動できま
せん。データ・モデルを開発するときは、このようなシナリオのオーバーヘッドと発生見込みを
評価して、E-Rへの影響を判断する必要があります。 

• エンティティをアトミックに変更する必要があるか。必要な場合は、Orderオブジェクト内に
OrderItemオブジェクトを組み込むと、この操作が簡単になります。 

• OrderオブジェクトとOrderItemオブジェクトの両方を一緒にフェッチする必要があるか。必
要な場合は、Orderオブジェクト内にOrderItemオブジェクトを組み込むと、1回のネットワー
ク・ラウンドトリップだけですべてのエンティティをフェッチできます。 

Coherenceでは複数のキャッシュ・サーバーJVMを使用してキャッシュ・コンテンツを分割/分散し
ます。したがって、キャッシュをまたいだ結合や複数のエンティティが関係するトランザクション
は、複雑さが増してコストが高くなる可能性があります。このような要件がある場合は、パーティ
ション・アフィニティ機能を使用して関連オブジェクトを同じキャッシュ・サーバーに配置し、高速
かつアトミックに操作できるようにします。ただし、同一の場所に配置することでデータ分散のバラ
ンスが悪くなる可能性があるため、同一の場所に配置されていなければランダムに分散されるはず
のキャッシュ・エントリが、アフィニティに使用されている対応付けのために大幅に偏ることのない
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ようにします。 

まとめると、ドメイン・モデル、およびオブジェクトからキャッシュへのマッピングをじっくりと検
討し、上記の点を考慮に入れる必要があるということです。 

キー・ベースとフィルタ・ベースのデータ・アクセスの比較 

ドメイン・モデルを設計してキャッシュ・セットにマッピングしたら、キャッシュされたドメイン・
オブジェクトへのアクセス方法を検討します。安易にCoherenceフィルタを使用して、キャッシュ・
エントリを検索してしまいそうですが、フィルタをもっとも効率的に使用するには、エントリに索引
を付ける必要があります。索引を使用しないと、問合せの速度が大幅に低下するおそれがあります。
また、フィルタ処理時に属性の索引を使用できる場合でも、索引が使用されていること、そしてもっ
とも効率的に使用されていることを確認する必要があります。 

これとは対照的に、キー・ベースのアクセスは非常にスケーラブルであり、リソースの使用量が最小
限で済み、レスポンス・タイムの予測が可能です。なぜなら、キー・ベースのアクセスによるリクエ
ストは、（デフォルトでは）エントリまたはエントリ・セットを含むメンバーにしか送信されないた
めです。フィルタ・ベースのアクセスによるリクエストは、エントリまたはエントリ・セットを含む
メンバーを特定するために、すべてのメンバーに送信されます。このため、可能であれば、フィルタ
ではなくキーを使用してキャッシュ・エントリにアクセスするようにしてください。 

フィルタを使用する必要がある場合は、次の手順に従ってフィルタのパフォーマンスを最適化し、リ
ソース使用量を最小限にしてアプリケーションのスケーラビリティを確保する必要があります。 

• 可能な場合は必ず索引を使用しますが、索引構造によってもメモリが消費されることに注意しま
す。次に、簡単なヒントをいくつか示します。 

- JMXメトリックを使用して問合せを監視します。JMXメトリックは、以下に示すように、
StorageManager MBean か ら 参 照 で き ま す 。 MaxQueryDescription 属 性 と
MaxQueryDurationMillis属性を見ると、パフォーマンスがもっとも悪い問合せとその実
行 時 間 に 関 す る 有 益 な 情 報 が 得 ら れ ま す 。 な お 、 問 合 せ の 実 行 時 間 が
MaxQueryThresholdMillisの値を超えないと、問合せの説明は取得できません。 
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図2：キャッシュのMaxQueryDurationMillis属性とMaxQueryDescription属性は、サービスの下にあるStorageManager MBeanに表示されます 

以下に示すメトリックに見られる差は、フィルタ使用時に索引を2つ追加したことによる影響
の大きさを示しています。索引を追加した後は、フィルタの実行速度が20倍に向上しました。 

  

 

 

 

 

 

 
 

図3：索引を追加する前のMaxQueryDurationMillisメトリック 
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図4：索引を追加した後のMaxQueryDurationMillisメトリック 

 

- 通常、カーディナリティ（属性値の一意性）が高い属性の索引の方が、カーディナリティが低
い属性の索引より多くのメモリを消費するという点に注意してください。索引によって消費
さ れ る メ モ リ 量 は 、 以 下 に 示 す よ う に 、 該 当 す る StorageManager MBean の
IndexTotalUnits属性を見ると分かります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図5：キャッシュのIndexInfo属性は、サービスの下にあるStorageManager MBeanに表示されます。索引によって消費されるメモリが表示されます 
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IndexInfo属性には、索引のメモリ・フットプリントとそれに関連するPOF索引が表示され
ます。この例では、索引4（ID属性）のフットプリントは34Kです。この索引のフットプリン
トは、小さいものの、属性の他の索引のフットプリントと比べると大きい値を示しています。
これは、この索引のカーディナリティの方がはるかに高いためです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図6：POFの索引4に対応する属性 

  

- フォワード索引（キーから値）を使用しないことで、索引によるリソース消費量を減らすこ
とができます。ただし、InFilterまたはCoherenceの集計関数ではフォワード索引が利用さ
れるため、これらをアプリケーションで使用する場合はこの方法が不可能なこともあります。
以下に示すように、NamedCache.addIndexメソッドにConditionalExtractorを渡し、
ConditionalExtractorコンストラクタにfalseを渡すと、フォワード索引の作成を停止で
きます。 

cache.addIndex(new ConditionalExtractor(AlwaysFilter.INSTANCE, new 

PofExtractor(String.class, Stock.SYMBOL), false)); 

- 索引を効率的に使用します。以下のフィルタについて検討してみましょう。 

 
図7：AllFilterのサンプル 

問合せの有効性とコストは、問合せの実行計画レコードとトレース・レコードを作成して測定するこ
とができます。これらのレポートを見ると、問合せの各手順に関する詳細情報が分かります。以下に
例を示しますが、これらの機能について詳しくは、Coherenceの開発者向けガイドを参照してくださ
い。 

  

http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/develop-applications/api_querycache.htm#CDEHIIAB
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図8：上記の問合せのTRACEおよびEXPLAIN PLANの出力サンプル。ノードごとに1つ（この場合は2つ）あることに注意してください。 

最初のフィルタでは結果セットが49%しか減っていないため、効率が最適ではないことが分
かります。この場合は、検索領域がもっとも狭まる順序でフィルタをAllFilterコンストラ
クタに渡し、問合せを実行する前にAllFilterでhonorOrderメソッドをコールすれば、パ
フォーマンスが10倍に向上します。次に例を示します。 
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図9：最初の2つのフィルタの順序を変更した場合の、TRACEおよびEXPLAIN PLANの出力サンプル 

Coherenceのコマンドライン問合せツールを使用して、コーディングなしで実行計画レコー
ドとトレース・レコードを生成することができます。 

• エントリがキャッシュに追加される前に索引を適用します。後で索引を適用すると時間がかかる
可能性があり、エントリ・セットが非常に大きい場合はタイムアウトする可能性すらあります。 

• ConditionalExtractorを使用して、NULL値を除外する索引を作成することを検討します。 

• 複数値の問合せの場合は、索引の作成にMultiExtractorを使用することを検討します。 

• 問合せ先のキャッシュでニア・トポロジが使用されている場合は、エントリ・セットではなく
キー・セットを問い合わせてから、そのキー・セットを使用してNamedCache.getAllメソッド
をコールします。このアプローチではニア・キャッシュの値が使用されますが、エントリ・セッ
トを直接問い合わせる場合は使用されません。 

• 可能であれば、KeyAssociatedFilterを使用してフィルタを絞り込み、結果セットが存在する
ノードでのみフィルタが実行されるようにします（データ・アフィニティを使用している場合）。 

• PartitionedFilterを使用して一度に1つのノードのパーティションから結果をフェッチし、
結果をバッチ処理することを検討します。これにより、クライアントでのヒープ使用率が大幅に
減り、応答時間が短縮される可能性があります。ただし、これはクライアント上で実行されるよ
うな最外部のフィルタである必要があります。 

フィルタの使用について詳しくは、Coherenceの開発者向けガイドを参照してください。 

  

http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/develop-applications/api_querycache.htm#COHDG136
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効率的でスケーラブルなトランザクション 

Coherenceには、1つまたは複数のキャッシュ・エントリへの同時アクセスを制御し、アトミックな
変更を実行するための、非常に高速でスケーラブルなメカニズムがあります。この機能（パーティ
ション・レベルのトランザクション）により、エントリ・プロセッサの機能が拡張されます。エント
リ・プロセッサは、1つまたは複数のキャッシュ・エントリがある場所で実行されるという点で、デー
タベース・ストアド・プロシージャと似ています。エントリ・プロセッサにより、キャッシュ・エン
トリの変更やアクセスの同時リクエストが効果的にキューに入れられます。パーティション・レベル
のトランザクションではこの機能が拡張され、同一または別のキャッシュ内にある複数のキャッ
シュ・エントリがアトミック操作で登録されます。複数のエントリに対する変更はサンドボックス内
で行われ、エントリ・プロセッサによる処理の最後に（変更のバックアップも含め）まとめて自動的
にコミットされます。 

パーティション・レベルのトランザクションを使用するには、次の要件を満たす必要があります。 

• まとめてアクセス/変更されるキャッシュ・エントリは、同じサービスによって管理されるキャッ
シュ内に存在し、なおかつ同じパーティション内に存在する（すなわち、同じJVM内に配置され
ている）必要があります。したがって、キー・アソシエーションやデータ・アフィニティはエン
トリ間に実装します。 

• 内容が同じまたは反対の操作を同時に実行しないでください。たとえば、キャッシュAのエント
リXとキャッシュBのエントリYを変更しながら、同時にキャッシュBのエントリYとキャッシュA
のエントリXを変更するなどです。 

エントリ・プロセッサ内の他のキャッシュ・エントリに対して排他的にアクセスするには、キャッ
シュのBackingMapContext.getBackingMapEntryメソッドを使用してエントリ・プロセッサ内
からそのエントリにアクセスします。以下に例を示します。 

  

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=fmwlatest&id=COHJR
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図10：アトミック操作の一部として複数のエントリをロック/更新するエントリ・プロセッサ 

読取り専用の場合などで、他のキャッシュ・エントリに排他的にアクセスする必要がない場合は、 

以下のようにBackingMapContext.getBackingMap.get APIを使用します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図11：ターゲット対象とされていたエントリをロックし、他のキャッシュ内のエントリに（ロックせずに）アクセスするエントリ・プロセッサ 

トランザクション・ロジックが必要な場合は、ConcurrentMap API（lockメソッドとunlockメソッド
を使用）またはトランザクション・キャッシュ・スキームを使用する前に、まずパーティション・レ
ベルのトランザクションを調べ、必要に応じてドメイン・モデルとキャッシュ・マッピングを調整し

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=fmwlatest&id=COHJR
http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/develop-applications/api_transactionslocks.htm#COHDG109
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ます。このようにする理由は、パフォーマンスとスケーラビリティに多大に関係しており、即時ロッ
ク・アルゴリズムと2フェーズ・コミット・アルゴリズムが、パフォーマンスとスケーラビリティの
アンチパターンとしてよく知られているためです。また、異なるメカニズムを組み合わせることはせ
ず、要件に最適なメカニズムを選んでください。 

最後に、リリース12cでは、異なるサービスのパーティション同士を共存させる“ミラー”パーティショ
ン割当て手法も使用できます。この手法によって、キー・アソシエーションされる（サービス間の
キャッシュ・アクセスがメンバーにとってローカルのままとなる）可能性が高まります。ただし、保
証はできません。この手法と起動サービスを組み合わせてキャッシュ間操作を実行すると、キャッ
シュ・エントリを含むロックがローカライズされ、スケーラブルなソリューションとなる場合があり
ます。 

Golden GateのHotCacheを使用したデータ整合性の確保 

多くのユースケースでは、キャッシュ内に保存されているデータは、データベース内のデータのコ
ピーです。また、多くの場合、データベース内のデータはマスター・コピーであり、更新はサード・
パーティ・アプリケーションによってCoherenceの外部で実行されます。GoldenGate HotCacheとい
う機能がリリース12cでCoherenceに導入される前は、基盤となるデータベース・データとキャッ
シュされたデータの整合性がある程度維持されるようにするために、次のようないくつかの別のア
プローチを使用できました。 

• キャッシュ・エントリにTime-To-Live（TTL）を設定し、リードスルー・キャッシュ・ストアを使
用して、キャッシュ・エントリが期限切れになって定期的にキャッシュから消去され、データベー
スからリロードされるようにします。この手法は、Coherenceのリフレッシュ・アヘッド機能と
ともに使用することもできます。これにより、エントリは有効期限に達する前に非同期的にリ
ロードされます。ただし、一部のキャッシュ・データが古いままとなったり、変更されていない
他のエントリが不必要にリロードされたりする可能性があります。 

• データベースのトリガーによって、Oracle AQなどのメッセージング機能を使用して、データベー
スの変更をCoherenceにプッシュすることもできます。ただし、これを行うにはデータベース・
スキーマの変更や追加のランタイム・コンポーネントの開発と操作が必要であり、スループット
またはレプリケーション待機時間の要件を満たさないこともあります。このアプローチを採ると
データベースに対して望ましくない余計な負荷がかかるおそれがあり、基盤となるデータベース
によって実装に違いが生じます。 

• Oracle JDBCドライバのデータベース変更通知（DCN）機能を使用してOracleデータベースの変更
を監視し、変更されたときにCoherenceを更新することができます。DCNを使用するとOracle 
JDBCドライバにリスナーを登録することができるため、データベース・スキーマを変更しなくて
も、データ操作言語（DML）またはデータ定義言語（DDL）によって登録済みのSQL問合せ結果
セットに影響を与える変更が行われた場合に通知を受け取ることができます。データベース・ト
ランザクションの一部として変更がコミットされると、変更された表、実行された操作、影響を
受けた行IDなどの値を含むイベント（DatabaseChangeEvents）が、登録済みのリスナーに返
されます。ただし、返される情報には、トランザクションで変更された行の古い列値も新しい列
値も含まれていないため、リスナーによりデータベース問合せを行い、変更内容を正確に把握す
ることが必要になる可能性があります。DCNベースのソリューションで高可用性を設計するのも
困難です。 

  

http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/develop-applications/cache_rtwtwbra.htm#CHDGFFIA
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頻繁に変更される基盤データベースとキャッシュの整合性を維持することを目的とする前述の各ア
プローチの欠点は、HotCache機能によって払拭されます。この機能では、これを実現するテクノロ
ジーとしてGoldenGateとJPAを使用します。GoldenGateは、タイプの異なる多くのリレーショナル・
データベースに対してリアルタイムのチェンジ・データ・キャプチャ（CDC）を実行するための非侵
襲的テクノロジーです。CoherenceのHotCache機能を使用すると、GoldenGateと、Toplinkにより実
装されるJPAを使用して、データベースの変更がCoherenceキャッシュに伝播されます。キャッシュ・
ストア内でのオブジェクト・リレーショナル・マッピング（ORM）にJPAをすでに使用しているアプ
リケーションでは、データベースやアプリケーション・コードを変更せずに、HotCacheを使用して
基盤データベースのトランザクションからキャッシュをリフレッシュできます。また、GoldenGate
によってデータベース変更のコピーが証跡ファイルに書き込まれ、適用された変更はチェックポイ
ントを使用して追跡されます。そのため、チェンジ・キャプチャ・プロセスやキャッシュ・リフレッ
シュ・プロセスで障害が発生しても、ソース・キャプチャ・プロセスまたはHotCacheプロセスを再
起動すれば、中間イベントを失わずにリカバリできます。また、HotCacheにより、データベースに
大きな影響を与えることなく、データベース変更が高い率でキャプチャ/適用されます。 

セキュリティ 

Coherenceには、機密情報を保護するためのさまざまなセキュリティ・オプションがあります。使用
できるオプションのリストと、使用時の検討事項を以下に示します。 

Coherence のセキュリティ 

セキュリティ・オプション サポートの有無 注 

データ暗号化 あり クライアントは標準の暗号化ライブラリを使用して、鍵や値、またはその

一部を暗号化できます。カスタム・シリアライザで暗号化を組み込むこと

もできます。ただし、クラスタ内ではこれらがあいまいになり、フィルタ

などで使用できません。 

セキュアな通信 

• クラスタ内 

• 拡張クライアントとの間 

あり 

 

あり 

TCMP over TCP または TCP メッセージ・バスによるクラスタ内通信は、SSL
で保護できます。 

拡張クライアントとプロキシ・サービスの間の通信は、SSL で保護できます。ま

た、Coherence とハードウェア・ロードバランサ（F5 など）の間の統合では、

SSL の終了処理をオフロードできます。 

クラスタのメンバーシップと動作の制

限 
 

あり 

認可済みホスト機能は、クラスタ・メンバー・プールにある新しいメンバーへ

のクラスタ・アクセスを制限します。ただし、必要に応じて、カスタム・ホス

ト・フィルタを使用してメンバーのリストを動的に構築できます。 

アクセス・コントローラで制限できるのは、クラスタ・メンバーが実行できる

操作（作成、結合、破棄、すべて/なしなど）、クラスタ・メンバーが制御でき

るキャッシュ、およびクラスタ・メンバーが使用できるサービスです。 

管理アクセスの制限 あり JMX 管理ノードとの接続は、SSL およびパスワード・ベースの認証によって

保護できます。JMX アクセスを読取り専用にすることもできます。 

クライアント・アクセスの制限 あり 拡張クライアント・アクセスは、各種ホスト名/IP アドレス、またはカ

スタム・ホスト・フィルタで制限できます。 

不正なクライアント あり メモリ不足にならないようにするために、応答メッセージを迅速に処理しない拡

張クライアントをプロキシ・サービスで切断できます。 

認証 あり すべてのテクノロジーの拡張クライアントでは、検証のため Coherence
プロキシ・サービスにセキュリティ・トークンを渡すことができます。 

認証は、標準の JAAS ログイン・モジュールを使用するか、Coherence 内で

実行されます。 
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認可（クライアント） あり 拡張クライアントでは、インターセプタ・クラスを使用してキャッシュおよび

起動サービスをラップできます。これにより、ユーザーの ID やアクセス権に基

づいて操作を許可/禁止できます。 

認可（サーバー）  

あり 

アクセス制御認可を使用すると、StorageAccessAuthorizer の実装によ

り、クラスタ操作へのアクセスを制限する独自の認可ロジックをアプリケー

ションで定義できます。サンプル・コードは Coherence Java の例を参照して

ください。 

監査ログ  

あり 

システム・プロパティ-Dcoherence.security.logを trueに設定

すると監査ログが有効になり、アプリケーション認証に関わる問題の診

断に役立ちます。 

 

クラスタやクライアントの操作を保護すると必ず処理オーバーヘッドが発生しますが、ベスト・プラ
クティスは、すべてのテスト・サイクルのはじめに必要なセキュリティ対策を追加し、これをあらゆ
る評価に組み込むことです。また、認証によるオーバーヘッドは接続時にのみ発生するのに対し、認
可によるオーバーヘッドはリクエストごとに発生する点に注意してください。 

開発ツール 

無料のOracle Enterprise Pack for Eclipseには、開発を促進して構成エラーを最小限に減らすための、
プロジェクト・ファセット、構成ウィザード、およびスキーマ対応エディタのセットが搭載されてい
ます。開発チームでEclipseを使用するのであれば、このツールを調査する価値は大いにあります。 

Coherenceのリリース12cでは、Oracle Enterprise Pack for EclipseでCoherenceアプリケーションをグ
リッド・アーカイブ（GAR）にパッケージ化してデプロイできます。また、WLSTエディタとWebLogic 
Serverのランタイム統合により、この強力なスクリプト言語を初めて使用する開発者も同じ開発環境
で試すことができます。 

また、Coherence 12cではMavenプラグインが導入されています。これにより、Oracleホーム・ディ
レクトリとMavenリポジトリが同期され、Mavenの使用およびネーミング規則が標準化されます。
Maven統合には、Coherence GARモジュール用のアーキタイプとパッケージ化プラグインも含まれ
ます。Coherence GARは、Coherenceアプリケーションの実行に必要なすべてのアーチファクトを
パッケージ化するモジュール・タイプです。これには、すべてのクラス依存性およびXML構成ファイ
ルが含まれます（ただし、上書きファイルは含まれません）。 
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図12：Oracle Enterprise Pack for Eclipseには、一般的な開発アクティビティ（GARの構成や作成など）用のウィザードがあります 

JDeveloperやVisual Studioなど他の開発環境では、Coherence構成ファイルのXSD検証を実行すると、
正しくない場合はただちにアプリケーションが失敗するようになっているかどうかの確認を求める
プロンプトがユーザーに対して自動的に表示されます。この最後の理由だけでも、スキーマ検証の使
用を強く推奨します。 
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図13：スキーマ検証を使用して、エラーを防止し構成を簡単に行うことができます 

Java8の機能の使用に関する検討 

Coherence 12.2.1ではJava 8が必要であり、ラムダ式、ストリーム、Mapのデフォルト・メソッド、
CompletableFutureが利用されます。Coherenceにこれらの新機能が組み込まれたことにより、代
替プログラミング・モデルを使用してアプリケーション開発を効率化できるようになっています。
Java 8のサポートについて詳しくは、CoherenceのドキュメントやCoherenceに付属している例を参
照してください。いくつかの例を以下に示します。 

メソッド参照による値エクストラクタの置換え 

従来のValueExtractor実装はメソッド参照への置換えが可能であり、新しいFilterドメイン固有
言語（DSL）のメソッドの静的インポートと組み合わせると、問合せの読取りや記述が大幅に容易にな
り、メソッド名へのマッピングに“魔法の文字列”が使用されないようにすることもできます。そのため、
コードの型保証が強化され、リファクタリングがしやすくなっています。次に例を示します。 
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エントリ・プロセッサとしてのラムダ式の使用 

クライアントからエントリ・プロセッサとしてラムダ式を使用すると、クラスタを再起動せずに実行
中のクラスタに新しいロジックを導入できます。ラムダ式を定義する場合に、取得されたすべての引
数がローカル変数であり、なおかつ“クロージャ”として取得されていることを確認する方法として
もっともよいのは、静的メソッドからラムダ式を返す方法です。次に例を示します。 

 

SimpleMapListenerおよびラムダ式によるイベントの登録 

12.2.1で導入されたSimpleMapListenerクラスを使用すると、ラムダ式を使用してイベントを登録
できます。これでコードが簡潔になるため、コードが分かりやすくなります。次に例を示します。 

 

Asynchronous APIの使用の検討 

AsyncNamedCacheインタフェースを使用するとキャッシュ操作をパラレルで実行できるため、ス
ループットが向上し、ユーザー・インタフェースの応答性が向上します。 

Asynchronous APIについて詳しくは、Oracleのドキュメントを参照してください。 

  

http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/develop-applications/api_cache.htm#A2594146
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ストリーム 

Java8のストリームは、データ・グリッド全体にわたる集計を実行するための代替プログラミング・
モデルを提供します。ストリームについて詳しくは、Oracleのドキュメントを参照してください。 

テスト 

一般的にCoherence（およびその他の）アプリケーションを開発するには、Test Driven Development
（TDD）を使用します。そのため、開発プロセス全体を通じて継続的にユニット・テストを実行でき

る多くのツールやフレームワークが登場しています。これらのツールやフレームワークでは、1つの
JVMまたは複数のマシンに配置されたクラスタ全体を稼働させ、複数のコンポーネントが関与する複
雑な“エッジ・ケース”シナリオをシミュレーションします。Coherence開発チームはOracle Toolsフ
レームワークを使用してCoherenceのテストを行っています。このフレームワークを使用し、
Coherenceベースのアプリケーションのテストに役立ててください。 

Coherence JVisualVMプラグイン 

12.1.3以降、CoherenceにCoherence JVisualVMプラグインが付属するようになったため、重い負荷を
かけずに開発用およびテスト用のクラスタを監視できるようになりました。このツールを使用する
と、クラスタの状態をリアルタイムで表示でき、開発やテスト・サイクルをサポートする有用なメト
リックを取得できます。このツールは、パーシステンスやフェデレーションをはじめとする12.2.1の
おもな新機能にも対応しています。詳しくは、Oracleのドキュメントを参照してください。 

 

変更計画および最悪のシナリオ 

障害、データ損失、およびデータ破損の防止 

Coherenceには、ソフトウェア/ハードウェア障害によるデータ損失を最小限にするための機能がす
でに多数搭載されています。たとえば、キャッシュ・エントリの複数のコピーを保存できます。 

  

http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/develop-applications/api_intro.htm#A2577062
https://github.com/coherence-community/oracle-tools
http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/manage/jmx.htm#CEGJCHIJ


Oracle Coherence 12c – 成功するデプロイメントの計画 
 

24 

 
図14：複数のマシンが同時に失われても、データ可用性が保証されます 

キャッシュの更新はすべてデフォルトで同期されます。つまり、アプリケーション・コードから発行
されたputコールにCoherenceが応答した時点で、変更内容がすべてのコピーに確実にレプリケート
されるということです。 

また、エントリのプライマリ・コピーとバックアップは別々の物理マシンに配置されるようになって
います（可能な場合）。 

 
図15：デフォルトでは、バックアップ・パーティションは必ず別々のマシンにあります 

ただし、マシンの安全機構だけでなく、ラックとサイトの安全機構も構成できます。これらの追加オ
プションによって、Coherenceに対し、エントリのプライマリ・コピーとバックアップ・コピーを別
のラック（またはサイト）に置く必要があることが通知されます。 

 
図16：ラックの安全機構を取り入れた構成。ラックが失われた場合はマシンの安全機構でクラスタが保護されます。 

 
図17：サイトの安全機構を取り入れた構成。サイトが失われた場合はラックの安全機構でクラスタが保護されます。 
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サイトの安全構成を考慮することには、多くの意味があります。たとえば、読取り操作の50%、およ
びすべての書込み操作がサイト間リンクを横断します（すべての書込み操作の50%でこれが2回実行
され）。一部の顧客ではこのアーキテクチャを問題なく使用できましたが、通信は同期的に行われる
ため、パフォーマンス、スケーラビリティ、安定性に影響します。 

1GbEのリンクを備えた1個のLANスイッチに20台のサーバー・マシンが接続されているとします。この
インフラストラクチャ上で稼働するCoherenceクラスタでは、1秒あたりおよそ20Gbのデータを処理で
きます。仮に、この20台のマシンを、高速で信頼性の高い1GbEのWANリンクで分断された2つのサイ
トに均等に分割したとします。WANにはほとんど影響がないようですが、クラスタのスループットは
どうでしょうか。すべてのリクエストのうち半分以上がWANを横断し、WANでは1GbEのリンクが共有
されているため、有効なクラスタ帯域幅はこのリンクによって制限され、クラスタ帯域幅は20Gb/秒で
はなく2Gb/秒に近くなります。このため、クラスタのスケーラビリティとパフォーマンスが制限され
ます。同じことがリクエストの待機時間にも当てはまります。安定性の面ではどうかと言うと、接続が
失われやすくなるため、“スプリット・ブレイン”シナリオ1に直面することになり、予防策を講じること
が必要になります。これよりリンク条件がよくても、この構成ではスケーラビリティの問題が残りま
す。つまり、どちらの側のノードを増やしてもパフォーマンスは向上せず、向上させることもできませ
ん。これが、WANリンク間の同期レプリケーションの実情です。 

このように、この構成はサイト間リンクのスループット、待機時間、および信頼性の影響を非常に受け
やすいため、十分なスループット（例：1GbE）があり、待機時間が比較的短い（例：10ミリ秒未満）
場合にのみこの構成を検討してください。適合する可能性があるユースケースは次のとおりです。 

• 書込みに対する読取りの割合が非常に高いキャッシュ 

• スループットが比較的低いキャッシュ 

安全なサイト構成のパフォーマンスを向上させるためのオプションはいくつかあります。たとえば、
ニア・キャッシュを使用してネットワーク操作を減らす方法や、非同期バックアップ（12cの新機能）
を使用するという方法もあります。また、Coherenceのクォーラム機能でもデータの破損を防ぐこと
ができ、環境上の問題がCoherenceに影響しないようにすることができます。たとえば、（ネットワー
クの問題が断続的に発生しているなどの理由で）クラスタ内のノード同士が通信できない場合は、ク
ラスタのクォーラム・ポリシーによって最小数のメンバーが維持され、クラスタの分裂が防止されま
す。また、一時的にクラスタが分断された場合は、パーティション・クォーラム・ポリシーでもリカ
バリやリバランシングを防止できます。“スプリット・ブレイン”シナリオによるデータの破損に対し
ては、クラスタ・アイランドが更新されないようにすることで対処できます。 

  

-------------------------------------------------- 
1 “スプリット・ブレイン”シナリオは、通信上の問題などによりCoherenceクラスタが別々のクラスタに分割され、

それぞれのクラスタにある同じエントリが外部クライアントによって別々に更新されることでデータが同一

でなくなった場合に発生します。 
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Coherence 12cでは、フェイルオーバー・アクセスを管理する新しいオプションも、パーティション・
クォーラム・ポリシーに導入されています。これにより、フェイルオーバー・イベント中のクライア
ント・リクエストの負荷が抑制されるため、キャッシュ・サーバーでのパーティション・バックアッ
プのリカバリとリバランシングに使用できる時間が長くなります。これが特に役立つのは、リクエス
トの待機時間が長いために大きな負荷がかかっていることにより、送信またはバックアップする必
要があるパーティションにキャッシュ・サーバーが排他的にアクセスできなかったり、アクセスに非
常に時間がかかったりする可能性がある場合です。 

  
図18：パーティション・クォーラム・ポリシーにより、パーティションに対するフェイルオーバー・アクセスを管理してリカバリ・パフォーマンスを向上 

データソース/データベース統合オプション 

Coherenceは、キャッシュ・ストアのオプションとしてライトスルーとライトビハインドの両方をサ
ポートしています。使用するオプションを選択する際は、必要とされるパフォーマンス、スケーラビ
リティ、およびリカバリ保証のレベルを判断の基準としますが、それぞれのオプションの利点と欠点
を比較検討する必要があります。 
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同期と非同期のキャッシュ・ストア統合の比較 

機能 ライトスルー ライトビハインド 

高可用性 

• リカバリ。外部データ・ストアからのリカバリが保証されます。 

• データ・ストアの可用性エラー。可用性エラーを処理して後で再試行する機能で

す。注：再試行が必要な、キューに入れられた更新を保存するために、追加のメ

モリを割り当てます。 

あり 

 

なし 

なし 

 

あり 

• 整合性制約エラー。整合性制約エラーを処理する機能です。 あり なし 

パフォーマンス 

• 書込みパフォーマンス 

• 読取りパフォーマンス 

 

なし  

あり 

 

あり 
あり 

スケーラビリティ あり 2 あり 

 

キャッシュ・データをデータベースに保持する方法としていずれを使用するにしても、JDBC接続プー
ルを使用して、データベース操作のタイムアウトにキャッシュ・ストアのタイムアウトより短い適切
な値を設定し、サービス・ガーディアンのタイムアウトより短くなるようにする必要があります。
Oracleデータベースを使用している場合は、ステートメントの実行に関する全体的なタイムアウトを
設定するsetQueryTimeoutメソッドがJDBCのStatementクラスにあります3。JPA 2の場合、これ
はpersistence.xmlファイルの中のjavax.persistence.query.timeoutプロパティを使用
して設定することもできます。問合せタイムアウトを設定すると、設定されたサービス・ガーディア
ン・タイムアウト時間内にサービス・ガーディアンがCoherenceのスレッドからハートビートを受信
しなかった場合に、JDBCのレスポンスを待機していたCoherenceのスレッドが終了して一貫性のな
い状態のままになることを防止できます。 

次に、それぞれのアプローチの制限事項について説明します。 

  

-------------------------------------------------- 
2 ライトスルー・キャッシュ・ストアでは、ライトビハインド・キャッシュ・ストアのようにバッチ書込みを行

うことはできません。ただし、操作のバンドリングと呼ばれる機能を使えば、疑似的な書込みバッチ処理を実
行できます。この操作を実行するには、事前定義した時間間隔内にサービスのワーカー・スレッド間で別々の
書込み操作を取得し、これらを1つのバッチにグループ化します。書込み操作が頻繁に実行されるユースケー
スではスケーラビリティが向上する可能性がありますが、事前に設定したバッチ作成用の時間枠の間は書込み
操作が一時停止するため、パフォーマンスに影響が出ます。もう1つの副次的影響として、パーシステンスの例
外がバッチ内のすべての書込みに影響するということがあります。 

3 詳しくは、Oracle Support Note 1531408.1を参照してください。ただし、このオプションはWindowsでは使用
できません。 

http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/develop-applications/appendix_cacheconfig.htm#BABEFGCG
http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/develop-applications/api_guardian.htm#CACBDJCC
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ライトビハインド・データソース統合 

• 操作は冪等（べきとう）である必要があります。つまり、ノード障害が発生したために操作を繰
り返したとしても、同じ結果が得られる必要があるということです。 

• 参照整合性違反などのエラーで操作が失敗しないようにする必要があります。このようなタイプ
のエラーをクライアントに戻す通信ができないためです。 

• キューの再試行（<write-requeue-threshold>）を使用する場合は、データベースがオフラ
インの間なども、障害が発生したパーシステンスエントリをすべて処理できる十分な大きさにサ
イジングしてください。ただし、ノードのメモリが不足するおそれがあるため、大きくし過ぎな
いようにしてください。 

• 削除操作は常に同期されます。 

ライトスルー・データソース統合 

• 十分な数のサービス・スレッドを割り当ててください。ライトスルーの使用時は、キャッシュの
配置でもデータベース操作でも、処理の間中サービス・スレッドが必要です。Service MBean

のThreadIdleCount JMXメトリックをチェックして、スレッドの使用率を監視します。 

• read-write-backing-map-schemeの<rollback-cachestore-failures>要素をtrueに設定
し、例外がクライアントに戻されるようにします。 

障害の検出と対応 

Coherenceには、多くの障害検出メカニズムがあります。サービス・ガーディアンによって、“スタッ
ク”状態のスレッドが検出されます。ガードされているスレッド（サービスのワーカー・スレッドな
ど）からサービス・ガーディアンに対して定期的にハートビートが発行されるため、このスレッドが
アクティブであることが分かります。一定期間ハートビートが受信されないと、サービス・ガーディ
アンからソフト・タイムアウトが発行され（スレッド・ダンプが開始され）、それでも応答がない場
合はハード・タイムアウトが発行（スレッドが停止）されます4。クラスタ・ノードの障害は、さま
ざまな方法で検出できます。たとえば、クラスタの周囲にリングが形成されるTCPソケット接続の終
了などです。通常、クラスタ・ノードの障害検出とリカバリ・プロセスの開始には数ミリ秒しかかか
りません。マシン障害はIP監視デーモンによって検出されます。クラスタ・メンバーのアドレスがマ
シン・シニアのIpMonitorデーモン（つまりマシン1台あたり1つのみ）によって定期的に選択され、
デーモンが実行されているマシンが稼働しているかどうかが判定されます。このチェックでは、デ
フォルトのタイムアウト設定である5秒を使用してjava.net.InetAddress.isReachableが
コールされます。試行が3回失敗すると、そのマシンは“アクセス不可”となり、そのメンバーがクラ
スタから削除され、リカバリ・プロセスが開始されます。ハートビートの数（間隔）を減らすことは
できますが、誤検出の可能性が高くなります。 

"isReachable"の実装は、プラットフォーム固有です。Java SE 7（以前を含む）では、ICMPリクエストの送
信、または（オペレーティング・システムでICMPリクエストを使用できない場合は）リモート・ホスト
上のTCPポート7への接続が試行されます。ポート7は、エコー・プロトコルのデフォルト・ポートです。
このサービスは、ほとんどのオペレーティング・システムにおいてデフォルトで無効になっていますが、
この接続を拒否するマシンによる接続例外を使用して、マシンが動作中であることを特定できます。 

ICMPパケットやポート7への接続がファイアウォールによって妨害されると、マシンにアクセスでき

-------------------------------------------------- 
4 スレッドを再起動しない場合は、問題のログ記録のみにすることも可能です 

http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/develop-applications/appendix_cacheconfig.htm#BABEFGCG
http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/develop-applications/appendix_cacheconfig.htm#BABEFGCG
https://docs.oracle.com/javase/jp/6/api/java/net/InetAddress.html#isReachable(int)
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るかどうかをCoherenceで確認できないため、クラスタの形成が不可能となる場合があります。した
がって、ファイアウォールが必要な場合は、ポート7を開いてIpMonitorデーモンが機能できるよう
にすることを推奨します。 

ノードやマシンで障害が発生し、リカバリや再分散のプロセスが開始されると、送信しきい値で定め
られた率（デフォルトでは、ノード1台につきサービスあたり512KB/秒）でパーティションが調整さ
れます。単一パーティションでデフォルト・サイズを超える場合は、毎秒1つのパーティションだけ
が送信されます。こうした調整を行うのは、通常の処理に充てられるネットワーク・リソースがリバ
ランシング・プロセスに奪われないようにするためです。1GbEのネットワークの場合はデフォルト
のしきい値で十分ですが、これより高速なネットワークではデフォルト値を大きくすることを検討
してください。 

キャッシュ・サーバーを1つ以上ホストするマシンで障害が発生した後に必要な、おおよその平均リ
バランシング時間（MTR）を計算で求めることはできますが、まずは調整が行われない前提で何が可
能かを考えてみましょう。 

前提 

• 各マシンは1GbEの完全なスイッチド・ネットワーク上にあり、1秒あたりおよそ100MBのデータ
を送受信できます。継続中の処理に必要なネットワーク・リソースを考慮すると、利用可能な帯
域幅は100MB/秒未満である可能性があります。 

• リカバリ時のバックアップの再作成にはほとんど時間がかからず（失われたプライマリ・バック
アップは、プロモートされたバックアップから作成されます）、リバランシング中に移動される
バックアップがその大部分を占めます。 

• リバランシング・プロセスはネットワーク・バインドされていて、索引の再作成とBacking Map 
Listenerの起動（エントリの作成時にトリガー）は通常、非常に迅速に実行されます。 

計算 

• あるマシンで障害が発生する前のクラスタ内のマシン数をMとします。 

• シリアライズされたバックアップ・データのサイズをDとします（単位はMB）。 

• マシンで障害が発生した場合にリバランシングが必要なデータの量はD/Mです。障害が発生した
マシンでそれまでに所有されていたのは、すべてのバックアップ・データの1/Mだからです。 

• これをM - 1台のマシンで分け合う必要があります。 

• リバランシングは並行して実行できる（すべてのマシンからバックアップ・エントリを送信でき
る）ため、各マシンは1/（M - 1）のデータを同時に送信できます。 

• MTRは、送信するデータの量（D/M MB）を送信可能な速度（(M - 1) * 100MB/秒）で割った値に
等しくなります。 

MTR = (D/M)/(100 * (M - 1))秒 
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具体例 

• 24GBのプライマリ・データと1つのバックアップで、合計48GB 

• 3台のマシン、それぞれ64GBのメモリと2 x 4個のコアを搭載 

• 1GbEのネットワーク 

• 1台のマシンで障害が発生 

MTR = ((24 * 1024)/3)/(100 * (3 - 1)) = 41秒 

リカバリ中の処理アクティビティ、パーティションの数といった要素がこの式の精度に影響を及ぼ
す可能性があるため、テストで概算値を検証してください。ただし、MTRはデータ量の増加に比例し
て長くなり、ネットワーク・スループットの増加に反比例して短くなります。たとえば、上の例で
10GbEのネットワークを使用した場合、MTRはおよそ4秒になります。 

それでは、リバランシング時に調整が可能な場合のMTRと先に求めた値を比較してみましょう。 

前提 

• Cはマシンあたりのキャッシュ・サーバー数で、この場合は8です。 

• Nはパーティション数で、この場合は2039です。 

• サービスは1つしかないものとします。 

• 平均のパーティション・サイズは(24 * 1024)MB/2039 =12.05MBです。 

• デフォルトの送信しきい値は0.5MBです。 

計算 

パーティション・サイズが送信しきい値より大きいため、スロットリングにより調整されたリバラン
シング時間は次のようになります。 

(N/M)/(C * (M - 1)) = (2039/3)/(8 * (3 – 1)) = 679.67/16 = 42秒 

リカバリ中はCoherenceによってパーティションの送信が抑制され、各ノードから1秒あたり1つの
パーティションしか送信できなくなります。これは、パーティション・サイズが送信しきい値を超え
ているためです。したがって、各マシンから1秒あたりに送信されるデータは、8 * 12.05MBでおよそ
96.4MBとなります。この場合は、しきい値がネットワーク容量の限界に近いため、スロットリング
でリバランシングが制限されることはありません。ただし、リバランシングに使用されるネットワー
ク帯域幅をスロットリングで制限し、他の操作を続行できるようにすることはできます。 

まとめると、リカバリ時間全体には、ノードやマシンの障害を検出するまでの時間、失われたデータ・
コピーを再生成する時間、そして最終的にこれらの新規コピーを再分散/リバランシングする時間が含
まれます。最初のフェーズは（マシン障害の検出に）最大15秒かかる場合があります。2番目のフェー
ズはほとんど時間がかからないはずです。3番目のフェーズ（MTR）にかかる時間は、ネットワーク帯
域幅、クラスタの負荷、およびスロットリングに影響するパラメータによって異なります。 
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Coherence 12.2.1のパーシステントキャッシュ 

Coherence 12.2.1には、パーティション・サービスの状態を画期的な相互確認アルゴリズムを使用し
てパーシステントする機能があります。最終的には、これがクラスタ全体の計画停止または計画外停
止後にクラスタの状態をリカバリするためのメカニズムとなります。このセクションでは、パーシス
テンスを使用する場合のベスト・プラクティスをいくつか紹介します。 

パーシステンスは次の2つのモードで運用できます。 

• オンデマンド – サービスとキャッシュの状態のアクティブ・コピーはディスク上で管理されま
せん。その代わり、サービスおよびキャッシュの状態のポイント・イン・タイム・コピーを、オ
ンデマンド操作（スナップショットの作成やスナップショットのリカバリを含む）で作成できま
す。これがパーティション・サービスのデフォルト・モードで、それ以外の構成は不要です。 

• アクティブ – サービスとキャッシュの状態のアクティブ・コピーがディスク上で管理され、ク
ラスタ/サービスの起動時、またはパーティションのプライマリおよびバックアップの所有者が
同時に失われた場合に、自動的にリカバリできます。このモードでは、ポイント・イン・タイ
ム・スナップショットも取得できます。 

パーシステントキャッシュの構成 

パーシステンスは、グローバルに有効化できるいくつかの便利なショートカット（JVMの引数–
Dcoherence.distributed.persistence.mode=active）を使用して、サービス単位で構成できます。
パーシステンスの構成について詳しくは、Coherenceのドキュメントを参照してください。 

ストレージ・トポロジの選択 

パーシステンスのデフォルト実装は、ファイル・システム（言い換えると、共有ストレージ・デバイ
ス（NFS）なのかローカル・ディスクなのか）によって異なります。共有ストレージ・ソリューショ
ンを使用すると、サービスのどのメンバーからでもすべての状態にアクセス可能にできますが、一般
的には書込みおよび読取りの待機時間が長くなるというデメリットがあります。ローカル・ディス
ク・トポロジでは、Coherence内のクラスタリング・プリミティブを利用し、相互確認したうえで、
パーシステンスされた状態全体を多数の切断されたローカル・ディスクからリカバリします。 

 
  

  

http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/administer/GUID-3DC46E44-21E4-4DC4-9D12-231DE57FE7A1.htm#GUID-3DC46E44-21E4-4DC4-9D12-231DE57FE7A1
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次の理由から、トポロジとしてはローカル・ディスクを使用するパーシステントキャッシュを推奨し
ます。 

• 各マシンに物理的に接続されたデバイスの書込み/読取りスピードが生かされる 

• Flashストレージなどの読取り速度が速いテクノロジーを各マシンのディスクで使用できる 

• 共有ストレージと比較して、ローカル・デバイスを使用した場合にアクセスできる回数が確実である 

• Coherenceでは、切断されたローカル・ディスクが1つのストレージ・レイヤーとして表示される 

どうしても共有ストレージを使用しなければならない例としては、バックアップ数がゼロでマシン
の安全機構が必要な場合があります。共有ストレージを使用すると、どこからでもすべてのデータに
アクセスできます。ローカル・ストレージを使用すると、マシン上のすべてのメンバーがサービスか
ら切断された場合は、当該マシンに存在するデータにアクセスできなくなります。 

徹底的にテストして、ローカル・ストレージまたは共有ストレージのいずれが個々のハードウェアお
よびネットワーク環境に影響を与える可能性があるかを見極めてください。パーシステンスの操作
により増加する待機時間のおおよその測定値はService MBeanで確認でき、JVisualVMプラグインで公
開されます（以下を参照）。 

リカバリのクォーラムの設定 

Coherenceでは、アクションが許可される前の最低基準を説明する手段としてクォーラムという概念を
活用します。リカバリ・アクションを続行できるかどうかを判定するために、可用性（パーシステンス
された状態全体へのアクセス）と容量を2つの重要な要素があります。これらの要素はpartitioned-
quorum-policy-scheme内で構成できます。それぞれについて以下に説明します。 

• recovery-hosts – リカバリを開始する際に使用できる必要があるホスト/マシンのリスト 

• recover-quorum – リカバリを開始する際に存在している必要があるstorage-enabledメンバー
の最小数 

ローカル・ディスク・ストレージ・トポロジを使用する場合は、停止前にstorage-enabledメンバー
をホストしているすべてのマシンがrecovery-hostsクォーラム・ポリシー構成内に存在している必要
があります。このようにしておくと、パーシステンスされた状態がすべてそろうまでリカバリ・アク
ションは開始されません。ホストのリストが適切でない場合、リカバリ時にデータが失われる可能性
があります。ベスト・プラクティスとして、オペレーション構成に含まれるアドレス・プロバイダを
recovery-hostsで参照し、デプロイメント固有の情報（オペレーション構成）とアプリケーション構
成（キャッシュ構成）との差をメンテナンスすることが推奨されます。 

次の例では、8つのstorage-enabledメンバーがサービスに参加し、1つ以上のメンバーがホスト
machine1.demo.comおよびホストmachine2.demo.comに存在しない限り、リカバリは始まりま
せん。キャッシュ構成の<distributed-scheme>定義の内容は次のようになっています。 

<partitioned-quorum-policy-scheme> 

<recover-quorum>8</recover-quorum> 

<recovery-hosts>persistence-host-list</recovery-hosts> 

</partitioned-quorum-policy-scheme> 

  

http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/develop-applications/cache_quorum.htm#BABEEBGG
http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/develop-applications/cache_quorum.htm#BABEEBGG
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参照されるアドレス・プロバイダはオペレーション構成内で次のように定義されています。 

<address-provider id="persistence-host-list"> 

<address>machine1.demo.com</address> 

<address>machine2.demo.com</address> 

</address-provider> 

共有ストレージ・トポロジを使用する場合は、容量の要素のみが関係するため、データをリカバリで
きるだけの十分なstorage-enabledメンバーでrecover-quorumを構成する必要があります。 

十分なパーシステントキャッシュ用リソースの確保 

パーシステントキャッシュを有効にすると、いくらかのコスト増が発生します。正確には、オープ
ン・ファイル・ハンドルとディスク使用率の増加です。 

パーシステントキャッシュに必要なものは、パーティション（パーティションはアトミックなデータ
送信単位であるためです）、バックアップからのリストア、スケーラブルなトランザクション、そし
てリカバリです。そのため、増加するオープン・ファイル・ハンドルの数がマシン1台あたりどのく
らいかを算出する際には、要素としてパーティション数（P）、パーティション・サービスの数、(S) 
マシンの数（M）を考慮する必要があります。 

増加するオープン・ファイル・ハンドルは、マシン1台あたり5 * (P * S)/Mです。 

アクティブ用、スナップショット用、およびアーカイブ用の場所に、十分なディスク領域を確保して
おく必要があります。ディスク領域の量は、稼働中のアプリケーションに不測の事態が発生した場合
を基準に、経験を踏まえて決定することを強く推奨します。パーシステントストレージ・メカニズム
によるストレージの再利用はアクセス・パターンに基づいて非同期に実行されるため、経験に基づく
サイジングが推奨されます。リソースが飽和状態にならないように、十分なオーバーヘッド（20%）
を加味しておくことが賢明です。ただし、ストレージの場所に関する次のガイドラインは、検討を始
めるきっかけとして役に立つでしょう。 

• アクティブ – アクティブなパーシステンスデータ・ストレージのおおよそのオーバーヘッ
ドは、パーティションあたり10～30%です。実際のオーバーヘッドは、データ・アクセス・
パターン、キーおよび値のサイズ、ブロック・サイズや大きなシステム負荷といったその他
の要素によって変化します。 

• スナップショット - サイズを求めるには、アクティブな領域と同じ計算をしてから、想定
されるスナップショットの数を掛けます。 

• アーカイブ・スナップショット – サイズは、シリアライズされたキー/値のサイズに1～2%
のオーバーヘッドを加えたものと同じです。 

なお、サービスの合計サイズは、Binary UnitCalculatorを使用して各Cache MBeanに表示されるUnits
属性を合計するか、この同じメトリックを集計するレポートを使用して求めることができます。 

メモリ 

アクティブパーシステンスを使用する場合は、永続性に関連するデータ構造用にヒープ・メモリが余
計に必要です。これはキャッシュの数やキー/値のサイズによって変化しますが、一般的なガイドラ
インである、パーティション・サイズの5%で十分なはずです。したがって、パーティションあたり
のデータが50MBのパーティションを10個所有するメンバーには、パーティションあたり2.5MB、す



Oracle Coherence 12c – 成功するデプロイメントの計画 
 

34 

なわちJVMに25MBを追加で割り当てる必要があります。 

パーシステンスの監視 

Coherenceインフラストラクチャのすべての構成要素に言えることですが、システムを円滑に稼働さ
せるにはパーシステントキャッシュを監視することが重要です。このセクションでは、監視を行うう
えで重要な、いくつかの領域/ツールについて説明します。 

レポータ・レポート 

パーシステンスに関連する統計情報は、次のレポータ・レポートを使用して監視できます。 

• reports/report-persistence.xml 

• reports/report-persistence-detail.xml 

Coherence JVisualVMプラグイン 

JVisualVMプラグインは、作成、リカバリなどすべてのパーシステンススナップショット操作をサポー
トしているほか、以下に示すように、パーシステンスに関連する待機時間や領域使用率の監視に必要
な表とグラフもサポートしています。 

 
Service MBeanの属性 

既存のService MBeanには、パーシステンスに関連する属性が含まれています。JVisualVMではそ
れらの同じ属性を使用して集計データを表示します。 

Coherence問合せ言語（CohQL） 

CohQLは、パーシステンスに関連する多数の操作（スナップショットのリスティング、作成、リカバ
リ、削除、アーカイブなど）をサポートしています。また、アーカイブ済みスナップショットの取得、
スナップショットの検証、サービスの一時停止/再開を実行するためのコマンドもあります。使用方
法について詳しくは、CohQLのhelpコマンドの実行結果を参照してください。 
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WLSTを使用したスナップショット・コマンドの発行 

WebLogic Server環境にあるManaged Coherence Serverでパーシステンスを使用する場合は、WLST
を使用してスナップショット・コマンドを発行できます。現在の場所がdomainRuntimeツリー内で
あることを確認してから、次のWLSTコマンドを使用してください。 

# 
# Demonstration of calling recoverable caching API from WLST 
# 
 
serviceName = '"ExampleGAR:PartitionedPofCache"';  
snapshotName = 'new-snapshot' 
 
connect('weblogic','welcome1','t3://coh-dev3:7001') 
 
# Must be in domain runtime tree otherwise no MBeans are returned 
domainRuntime() 
 
try: 

coh_listSnapshots(serviceName) 
coh_createSnapshot(snapshotName, serviceName) 
coh_listSnapshots(serviceName) 
coh_recoverSnapshot(snapshotName, serviceName) 
coh_removeSnapshot(snapshotName, serviceName) 

except PersistenceException, rce: 
print 'PersistenceException:' + str(rce) 

except Exception,e: 
print 'Unknown Exception' + str(e) 

else: 
print 'All operations complete' 

 

詳しくは、WebLogic Serverのドキュメントを参照してください。 

計画的な変更の管理 

本番環境の変更は避けられません。たとえば、Coherenceのアップグレード/パッチ適用や、アプリ
ケーションの機能拡張などが必要になるでしょう。これらの変更は計画可能で、アプリケーションや
環境の自然な進化や最適化の一部です。このセクションではこれ以降、オンライン変更に重点を置い
て説明します。どちらかといえばオフライン変更の方が通常は簡単です。計画停止（クラスタの完全
シャットダウン後など）の後のデータ・ロードは例外です。データベースやその他のソースから
キャッシュにデータをロードする手法については、Coherenceの開発者向けガイドを参照してくださ
い。 

パーシステンス 

パーシステンスを使用すると、アップグレード時やパッチ適用時のキャッシュの保存とリストアに
スナップショットを使用することで、停止時間を最小限に抑えることができます。ただし、頻繁に変
更されるデータベースをキャッシュに保存し、クラスタが停止している間にデータベースのコンテ
ンツが進化した場合は、古くなったスナップショットをリストアするのが適切でなくなることもあ
ります。 

http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/wls/CLUST/coherence.htm#sthref231
http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/develop-applications/api_cache.htm#CACCFCFJ
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ローリング再起動 

これは、Coherenceクラスタ内の各ノードを順番に再起動するプロセスです。これにより、コード変
更を取り込む場合などでも、処理を中断したり可用性を損なったりすることなく、クラスタ全体を再
起動できます。ただし、通常はパフォーマンスやスループットに多少の影響があります。この操作の
ためのpseudoコードは次のとおりです。 

 
 図19：ローリングの再起動ロジックのpseudoコード 

注：ローリング再起動を実行するには、すべてのキャッシュ・データを格納できる十分な容量がクラ
スタ内のN - 1個のノードにある必要があります（Nはクラスタ・ノードまたはManaged Coherence 
Serverの数です）。また、すべてのクラスタ・ノードでJMXのリモート管理が有効になっている必要
があります。 

通常、ローリング再起動にはカスタム・スクリプトを使用しますが、Coherence 12cでは、バンドルさ
れているWLSTテンプレート（rolling_restart.py）を使用して自動化できるようになりました。 

拡張クライアントの互換性 

バージョン12.1.2.0.1以降の拡張クライアントでは、上位互換性と下位互換性の両方を、クラスタ・プ
ロキシを使用してサポートします。つまり、バージョン番号が上または下のクラスタ・プロキシに拡
張クライアントから接続できるということです。たとえば、12.1.2.0.2の拡張クライアントから
12.1.2.0.1のプロキシに接続できます。12.1.2.0.0や3.7.1以前など、12.1.2.0.1より前のバージョンのプ
ロキシでは、拡張クライアントの下位互換性がサポートされません。 

詳しくは、インストール・ガイドを参照してください。 

  

http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/install/install_client.htm#CBHJGGBG
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Coherenceのバイナリ/JARファイル 

Coherenceバイナリのマイナー・アップグレード（リリース3.7.1.7から3.7.1.8へのアップグレード
（Major.Major.Pack:Patch）など）は、通常はローリング方式で、オンラインで実行できます。ただし、

このように実行できない場合もあるため、まずリリース・ノートを確認してください。メジャー/パッ
ク・リリースのアップグレードでは、クラスタを完全に停止する必要があります。これは、連続する
メジャー/パック・リリース同士で、Coherenceの内部通信プロトコルのバージョンが異なる場合が
あるためです。 

Coherenceバイナリへのメジャー・アップグレード（3.7.1から12cへのアップグレードなど）を実行
するには、まったく同じクラスタをパラレルに使用できる必要があります。通常これは、ディザス
タ・リカバリ（DR）サイトか、各クラスタ内のデータが同期されるようにデータ・レプリケーショ
ン・アプローチを使用する、アクティブ/アクティブ構成のその他のクラスタ環境となります。 

構成の変更 

Coherenceのキャッシュおよびクラスタの構成は、XML構成ファイルまたはJMXで変更できます。JMX
を使用すると、ロギング・レベルやキャッシュのhigh-unitsの変更など、多数の変更を実行時に行うこ
とができます。ただし、これらの変更はノードまたはJVMレベルで実行され、保持されません。したがっ
て、ノードの再起動以降も変更内容を保持するには、JMXを使用して行った変更を起動構成ファイルで
も行う必要があります。Managed Coherence Serverを使用する場合は、WLSTを使用して、オンライン
のクラスタ全体のキャッシュおよびクラスタ構成の変更を実行できます。アプリケーションの再起動
後にこれらの変更を最適用するには、外部のキャッシュ構成ファイルに変更を適用します。GARファイ
ルから外部のキャッシュ構成ファイルを参照する際はJNDI名が使用されます。 

クラスタ構成およびキャッシュ構成のJMXパラメータ（読取り専用）を変更するには、Coherenceク
ラスタ・ノードのローリング再起動を使用します。5 

コード変更 

カスタム・クラス（エントリ・プロセッサ、キーや値を表すために使用されるクラス、カスタム・
キャッシュ・ストア、排除ポリシー、イベント・インターセプタなど）は、クラスタのローリング再
起動によって変更できます。このようなコード変更を開始する手順は次のとおりです。 

前提条件 

• ネットワーク経由で送信するかリモートで呼び出す必要があるクラス（キー、値、カスタム・エ
ントリ・プロセッサ、フィルタ、アグリゲータ、起動可能なエージェントなど）には、Java 

SerializableインタフェースまたはPortable Object Format（POF）インタフェースを実装する
必要があります。 

  

-------------------------------------------------- 
5  Coherenceの読取り専用パラメータの全リストは、Coherenceのマネージメントに関するガイドを参照してく

ださい。 

http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/develop-applications/appendix_pofelements.htm#BABCBGEB
http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/manage/toc.htm
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• 複数のクライアント・バージョンをサポートするには、値クラスでEvolvable6インタフェースを
サポートする必要があり、値クラスに対する変更はすべて付加的である必要があります。つまり、
既存の属性を削除したり変更したりするのではなく、属性を追加する必要があります。 

• カスタム・エントリ・プロセッサ、イベント・インターセプタ、カスタム・フィルタなどへの変
更は、下位互換性を保つ必要があります。つまり、Evolvableオブジェクトを考慮する必要があり
ます。 

• 先にデータベースを変更します。すなわち、データベース・キャッシュ・ストアを使用するので
あれば、その変更も付加的である必要があります。 

• 最後に、ローリング再起動の前提条件を満たしていることを確認します。 

手順 

1. データベース変更をすべて適用します。 

2. 新しいアプリケーション・コード変更をキャッシュ・サーバーまたはManaged Coherence Server
にデプロイし、POF構成ファイルを変更して新しいPOFタイプをすべて追加します。 

3. クラスタのローリング再起動を実行します。Managed Coherence Serverを使用する場合は、バン
ドルされているWLSTスクリプトを使用して手順2と3を実行します。 

4. 新機能を使用するすべての拡張クライアントにコード変更を適用します。 

  

-------------------------------------------------- 
6 Evolvableインタフェースで、Coherenceが複数バージョンのキャッシュ・データとキャッシュ・クライアント

をサポートできるようにする方法について詳しくは、Coherenceのドキュメントを参照してください。なお、
EvolvableオブジェクトもPOFオブジェクトである必要があります。 

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=fmwlatest&id=COHJR
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本番環境の設定 

容量計画 

容量計画には、クラスタ容量の見積りと検証だけでなく、超過できない制限が設定されているかどう
かの確認も含まれます。見積りには、障害、需要のピーク、増加に対応するための予備容量も含まれ
ている必要があります。計算を実行する前にいくつかの簡単な質問に答えておくと、時間とリソース
の両方を節約できます。 

データセット全体をメモリ内に保存する必要があるか 

必要がない場合、使用頻度の高いデータのみをキャッシングすると、メモリが節約でき、容量計画が
簡単になります。CacheLoaderを実装しておくと、キャッシュ・ミスがあった場合にオンデマンド
でデータベースからエントリをロードできます。キャッシュのサイズを制限するには、high-unitsし
きい値と排除ポリシーを構成し、しきい値に達したときに排除するエントリを排除ポリシーで決定
します。ただし、キャッシュのhigh-unitsを構成する場合は、クラスタ全体のすべてのキャッシュで
はなく、ノードあたりのキャッシュ単位で構成するという点に注意してください。 

最後に、アクセス頻度の高いデータをキャッシュする場合の重要事項を挙げます。Coherenceで行わ
れるのは現在キャッシュにあるデータの問合せのみであり、基盤となるデータソースにあるキャッ
シュされていないデータの問合せはできないという点に注意してください。7 

すべてのキャッシュ・エントリのバックアップ・コピーが必要か 

キャッシュ以外のパターンを使用している場合は不要です。キャッシュ・データが変更されバック
アップが必要な場合でも、必要なのは通常、変更が保持されるまでの間のみです。たとえば、ライト
ビハインド・キャッシュを使用している場合は、変更が保持されてしまえばバックアップを不要にな
ります。8これによりキャッシュのメモリ要件は緩和されますが、失われたエントリを再ロードでき
るキー・ベースのアクセス限定であることが前提ですのでご注意ください。 

POFシリアライズを使用できるか 

Coherence Portable Object Format（POF）は非常にコンパクトで高度に最適化されたオブジェクト・
シリアライズ形式で、Javaの標準的なシリアライズ形式に比べ、圧縮率が最大5倍です。ただしこれ
は、オブジェクト図の構造により異なります。このため、POFシリアライズを使用することで、キャッ
シュ・データの密度が大幅に上がります。 

 

  

-------------------------------------------------- 
7 CacheLoader実装経由のリードスルーを構成している場合にも該当します。 
8 <backup-count-after-writebehind>要素を0に設定することで構成できます。 
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図20：POFを使用した場合、サンプル・オブジェクト図の圧縮率が5倍に向上 

  
図21：POFを使用した場合、サンプル・オブジェクト図のデシリアライゼーション速度が10倍に向上 

 

高速ディスク・ストレージ（SSDやローカル・ディスクなど）を使用できるか 

高速ストレージが使用可能な場合は、Elastic Data機能によってストレージ容量を増やすことができ
ます。Elastic Dataの利点を調べる手始めとしては、最初にバックアップの格納での使用を検討する
とよいでしょう。 
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キャッシュで使用されるメモリ量はどのくらいか。 

容量要件の見積りは、精密科学のようにはいきません。テストは必ず推定と計算に基づいて開始しま
す。したがって、次の推奨事項をガイドとして使用してください。 

この質問に回答するもっとも簡単な方法は、簡単なテストをいくつか実行することです。つまり、代
表的なキャッシュ・エントリをいくつか格納し、サイズを測定し、その結果に基づいて、見込まれる
キャッシュのサイズを見積ります。Coherence JMXのunitsメトリックをCache MBeanで見ると、
特定のノードのキャッシュ・サイズを確認できます。 

メモリ内に保存されているキャッシュ・データの合計サイズ（索引を除く）は、次のように計算します。 

キャッシュ・データの合計メモリ = ストレージ・ノード数 * units * (バックアップ数 + 1) 

データは均等に分散されているはずであるため、1つのストレージ・ノードをサンプルとして選択す
れば平均のunitsを算出できます。 

注：unit-calculatorをバイナリとして指定するか、標準のKB、MB、GBを接尾辞にしてhigh-

unitsを指定する必要があります。 

この計算結果の値には、キー、値、およびエントリごとのオーバーヘッドによるヒープ消費量が含ま
れますが、索引のヒープ消費量は含まれません。また、この計算結果はヒープ使用率に基づく測定値
より小さい場合があります。ヒープ使用率に基づく測定ではオーバーヘッドが考慮されないためで
す。 

レプリケーション・キャッシュやニア・キャッシュには別のアプローチが必要です。これらのエント
リはデシリアライズされた形式で格納されるため9、JMXメトリックを使用してそのバイナリ・サイ
ズを計算することはできません。代わりに、java.lang.instrumentパッケージに基づくjbellis 
Jammなどのツールを使用してサンプル・データセットのヒープ消費量を測定し、ターゲット・キャッ
シュ・サイズを推定します。 

キャッシュ・データの格納にJVMがいくつ必要か 

キャッシュ・データ（キャッシュ・エントリのプライマリ・コピー、バックアップ・コピー（存在す
る場合）、索引の中身（存在する場合）を含む）の格納に必要なJVMの数は、次のような多くの要素
に左右されます。 

• キャッシュするデータの量 

• バックアップ・コピーの数 

• 索引による領域消費量 

• JVMのヒープおよびそこに含まれる世代のサイズ 

キャッシュ・データの格納に必要なJVMの数を計算するには、キャッシュ・データが占めることので
きるJVMのヒープの量を必ず推定する必要があります。従来の目安によると、キャッシュ・データが
占める量をJVMの合計ヒープの3分の2以下にする必要があります。ただし、この目安は近年のヒー
プ・サイズでは必要最低限にすぎません。たとえば、最近では一般的な32GBのヒープを検討してみ
ましょう。このサイズのヒープに3分の2ルールを使用すると、キャッシュ・データに使用できるヒー

-------------------------------------------------- 
9 厳密に言うと、レプリケーション・キャッシュ・エントリは、初回アクセス時までシリアライズされた形式で

格納され、その後はデシリアライズされた形式で保存されます。 
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プ領域の10GB超が無駄になります。そのため、目安である3分の2は、さらに詳しい調査や分析がで
きない場合のおおまかな開始点としてのみ使用するようにしてください。 

同様に、G1より古いガベージ・コレクタ（シリアル・コレクタ、パラレル・コレクタ、CMSコレクタ
など）とHotSpotを併用する場合は、Young（若い）世代のサイジングを明示的に行うことが重要で
す。古いガベージ・コレクタのデフォルトでは、宣言済みヒープの3分の1でYoung世代がサイジング
されますが、このサイズは一般的には大きすぎ、キャッシュ・サーバーJVMのメモリの無駄になりま
す。 

JVMのヒープ容量をさらに念を入れて分析するには、JVMのヒープ・レイアウトとガベージ・コレク
ション・アルゴリズムを理解する必要があります。ヒープはHotSpot JVMによってTenured（寿命の
長い/古い）世代とYoung世代に分割され、キャッシュ・データが最終的に保存されるのはTenured世
代です。したがって、Tenured世代のサイズのどのくらいをキャッシュ・データで占有できるかが問
題になります。32GBの合計ヒープを例として使用すると、Young世代を4GBで明示的にサイジング
するとTenured世代に28GBが残ります。ただし、ガベージ・コレクタを使用しているとTenured世代
を100%完全に占有することはできないため、Tenured世代の28GBすべてをキャッシュ・データで占
有できるとは想定しないでください。また、Tenured世代の使用率が100%に近づくに連れてガベー
ジ・コレクタの実行頻度が高くなることもあります。より正確ながらも控えめな目安として、JVM
ヒープのYoung世代のサイズを2倍した値を合計ヒープから差し引いたサイズ（32GB – （2 * 4GB） 
= 24GB）までしか、キャッシュ・データで占有できないと想定するのがよいでしょう。このケース
では、キャッシュ・データで占有できるのはヒープの75%です。なお、結果として得られるパーセン
テージは構成済みのYoung世代のサイズによって異なります。 

次に、特定の量のキャッシュ・コンテンツ、バックアップ、および索引をキャッシュ・サーバーJVM
のヒープに格納するのに必要なキャッシュ・サーバーJVMの数を計算する方法を、仮定の例を使用し
て示します。 

前提 

• キャッシュ・コンテンツ、バックアップ、および索引に必要なヒープ領域の合計量は512GBです。 

• キャッシュ・サーバーJVMのヒープに占める他のアプリケーション・データのサイズは無視でき
ます。 

• 各キャッシュ・サーバーで宣言されているヒープ・サイズは16GBです。 

• CMSガベージ・コレクタを使用します。 

• Young世代は2GBでサイジングされています。 

• キャッシュ・サーバーJVMあたりの使用可能なTenured世代の領域は、宣言されているヒープ・サ
イズからYoung世代のサイズを2倍した値を差し引いたサイズです。 

次の計算式を使用します。 

必要なヒープ領域の合計量/キャッシュ・サーバーJVMあたりの使用可能なTenured世代の領域  
= 必要なキャッシュ・サーバーJVMの数 

この例での推定値は次のとおりです。 

512GB/12GB = 43キャッシュ・サーバー 

また、キャッシュ・サーバーJVMで障害が発生した場合の“フェイルオーバーのためのヘッドルーム”
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を十分に確保するために、追加のキャッシュ・サーバーを1台プロビジョニングします。追加のホス
ト・マシンに関する、以降の推奨事項（以下で説明します）も、この要件を満たしています。 

注：JVMのチューニングの詳細なガイダンスは、通常、アプリケーションによるメモリ/CPUの使用プ
ロファイル、求められるアプリケーション・パフォーマンス特性、およびその他の要素によって変わ
るため、このホワイト・ペーパーの対象から外しています。 

何台のマシンが必要か 

ハードウェア・リソース要件は各種Coherenceアプリケーションによって大幅に異なる可能性があり
ますが、一般的な推奨事項をいくつか次に示します。 

• データが均等に分散されるようにするため、また1台のマシンで障害が発生してもフェイルオー
バーされたすべてのデータを残りのマシンで所有でき、構成のリジリエンス（“マシンの安全機
構”）が維持されるようにするために、3台以上のマシンを使用します。 

• プロキシ・ノード、キャッシュ・ノード、または管理ノードのいずれであっても、原則として最
初はクラスタ・ノードあたり1コアとします。 

• マシンのリソースではなく、アプリケーションの要件に従ってリソースを配分します。アプリ
ケーション・ワークロードの要件に合わせてマシンにリソースが分散されるようにすれば、リ
ソースを完全に利用できます。たとえば、サーバーに512GBのメモリが搭載されていても、16個
のコアと1GbEのネットワーク・インタフェースしかなければ、計算集中型またはI/O集中型のワー
クロードの場合は、すべてのメモリをアプリケーションで完全には利用できない可能性がありま
す。また、構成が不均衡な場合、限られた帯域幅のネットワークを経由して大量のデータがリバ
ランシングされるため、マシン障害後のMTRがはるかに長くなります。 

• 最後になりますが、n + 1台のキャッシュ・サーバーをプロビジョニングする必要があるのと同様
に（nは、通常の条件下でアプリケーションをサポートするのに必要なキャッシュ・サーバーの
数）、マシンもn + 1台をプロビジョニングし、1台のマシンに障害が発生したりマシンが停止し
たりした場合でもすべてのデータを格納できるだけの十分な容量があるようにする必要があり
ます。 

以下の例は、これらの推奨事項に従って、このCoherenceクラスタのホストに必要なマシン数を計算
する方法を示したものです。 

前提 

• Oracle HotSpot 1.8 64ビットJVM 

• 64ビットHotspot JVMのJVMバイナリのオーバーヘッド：およそ512MB 

• OSによるメモリ予約域：およそ8GB 

• キャッシュ・サーバーJVMの数は43、それぞれに16GBのヒープが含まれる（前の例から） 

• キャッシュ・サーバーごとにおよそ1コアを割当て 

• 4GBのヒープを搭載した1つの管理ノード（サイジングには含めない） 

• サーバーの仕様：16コア、256GBのメモリ、1GbEのネットワーク 

  



Oracle Coherence 12c – 成功するデプロイメントの計画 
 

44 

この例では、各キャッシュ・サーバーのメモリ・フットプリントは 

512MB + 16GB = 16.5GBです。 

マシンあたりのキャッシュ・サーバーJVMの数は15です。 

15JVM * 16.5GBヒープ = 247.5GB RAMで、OSの予約域およびオーバーヘッドとしておよそ8GBが残
ります。 

必要なマシンの総数は、(キャッシュ・サーバーJVMの数/マシンあたりのキャッシュ・サーバーJVM) 
+ 1台の追加マシン（リジリエンスのため）で、 

(43/15) + 1 = 4台となります。 

追加マシンが必要なのは、1台のマシンに障害が発生しても、障害を起こしたマシンからフェイル
オーバーされたデータを吸収できるだけの十分なリソース（メモリ）が残っているようにするためで
す。 

キャッシュ・サーバーの処理要件は実にさまざまです。たとえば、多くのイベントや問合せを処理し
たり、グリッド内処理を実行したりするアプリケーションは通常、単純なキー・ベースのアクセス操
作（put、get、removeなど）を処理するアプリケーションより多くのCPUリソースを使用します。
ただし、目安として、JVMあたり1コアを割り当てることは、テストの手始めとしてはよい方法です。 

プロキシ・サーバーをどのようにサイジングするか 

デプロイメントの計画を始めるにあたり、まずはキャッシュ・サーバーをプロキシ対応にするのが合
理的です。つまり、キャッシュ・サーバーをプロキシ・ノードとストレージ・ノードの両方として使
用するということです。キャッシュ・サーバーをスケールアウトするときは、クラスタのストレージ
容量も、集約したプロキシの帯域幅も増やします。 

または、プロキシ・ノードとストレージ・ノードを別々の2つの層で実行し、それぞれを別個に拡張す
ることもできます。しかしながら、これは一般的には必要がなく、より慎重な計画が要求されます。 

クラスタ・トポロジ 

Coherenceクラスタのトポロジは、そのパフォーマンス、信頼性、スケーラビリティに大きく影響す
る可能性があります。このセクションでは、Coherenceクラスタのさまざまなコンポーネントについ
て説明し、12cリリースの新機能をいくつか紹介し、ベスト・プラクティスに関する提案によってド
キュメントを補完します。 

高速で信頼性の高いクラスタ通信を実現するには、Coherenceクラスタ内のすべてのノードが同じ
ネットワーク・セグメントに置かれ、同じスイッチで接続されていることが理想的です。与えられた
役割（層）内で一貫したパフォーマンスを維持するには、どの役割を担うメンバーも同じように構成
され、類似したレベルのリソースにアクセスできる必要があります。役割（層）が異なるメンバーは
要件が大きく異なる可能性があるため、異なるリソースを使用できる場合があります（これには、異
なるオペレーティング・システムまたは異なる種類のJVM（あるいはその両方）で実行することも含
まれます）。 
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クラスタの検出 

クラスタを構成するときの重要な決定事項の1つは、マルチキャスト・ベースとユニキャスト・ベー
スのどちらのクラスタ化を使用するかです。マルチキャスト・ベースはもっとも簡単にクラスタを
セットアップできるメカニズムであるため、Coherenceにおいては、デフォルトでは常にマルチキャ
スト・ベースでクラスタ化されます。 

これまでは、クラスタからネットワークに過剰なマルチキャスト・トラフィックが排出され、“マル
チキャスト・ストーム”が発生する可能性が懸念されていました。Coherenceではマルチキャストが
非常に賢明に使用され、実際には、マルチキャストが有効な場合でも、大多数のクラスタ・トラフィッ
クがユニキャストで送信されます。 

12.2.1以降では、マルチキャストの使用がさらに制限されています。デフォルトでは、クラスタの検
出のみにマルチキャストが使用されます。また、常にクラスタ内の2台のマシンしかマルチキャスト・
グループに参加しません。これらの変更により、Coherenceでのマルチキャストの使用は最小限にな
りました。 

検出プロセス中は、検出を行っているメンバーがマルチキャスト・グループに参加する必要はないた
め、マルチキャスト通信はグループに送信されるだけです。最大で2つのクラスタ・メンバーが通信
を受信し、そのうち1つがリプライを返します（フェイルオーバーが継続している場合は例外です）。
そのリプライはユニキャスト・リプライとして検出プロセスに直接返されるため、さらにマルチキャ
ストは回避されます。 

マルチキャストをサポートしていない環境の場合は、Well Known Address（略してWKA）と呼ばれ
るユニキャスト・ベースの検出を使用できます。WKAベースの検出を使用すると、クラスタのIPアド
レスのサブセットから検出プロセスが始まり、リストに記載されているアドレスを検出プロセスで1
つずつ問い合わせてクラスタを検出します。 

マルチキャストとWKAのいずれによる検出の場合も、Coherenceのクラスタ名が現在ではもっとも
重要なクラスタ識別子となっているため、常に設定しておく必要があります。デフォルトのクラス
タ・ポートである7574を変更する必要はありません。 

このセクションの残りでは、Coherenceクラスタのさまざまなコンポーネントの構成とデプロイのガ
イドラインについて説明します。 

プロキシ・サーバー 

Coherenceをより“自己管理”しやすくするための製品全体の取組みの一環として、12cではプロキシ・
サービスの動的スレッド・プールが導入されています。動的スレッド・プールがすべてのサービスの
デフォルトであるため、スレッド数を指定する必要がなくなりました。これにより、プロキシ・サー
ビスでスレッド・プールを拡大/縮小し、必要に応じて拡張接続を処理できます。また、複数のプロ
キシ・サーバーにクライアント・ロードが均等に分散されるようにするには、プロキシ・ベースの
ロードバランシングの使用を検討します。 

プロキシ・サーバーで1つの固定IP/ポートをリスニングすることはできますが、これにより運用上の
課題が発生します。具体的には、同じIP/ポートを2つのプロキシでリスニングすることはできないた
め、プロセス単位での特殊な構成が必要となります。これまでは、IP/ポート情報を拡張クライアン
ト側に構成してプロキシを特定できるようにするために、IPとポートが分かるこのプロキシ構成が必
要でした。 

プロキシ構成が改良されたため、現在は、CoherenceでIP/ポート割当てを管理できるようにし、拡張
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クライアントでクラスタ検出を使用してクラスタと目的のプロキシの両方を検索できるようにする
ことが可能になっており、また推奨されています。デフォルトでは、プロキシの構成に特定のアドレ
スとポートが使用されていない場合、プロキシはワイルドカード・アドレス（すべてのローカルIPア
ドレス）と一時的なポートをリスニングします。 

デフォルト構成の場合は、まったく同じ構成をすべてのプロキシで共有でき、プロキシ間または他の
プロセス間でポート競合が発生するリスクはありません。現在はクラスタのオペレーション構成を
拡張クライアントで使用することができるようになったため、拡張クライアントではこれを使用し
て目的のクラスタを検出します。クライアントのリモート・キャッシュ・スキーム定義に特定のプロ
キシ・アドレスまたはポートは必要なく、必要なのは接続先のプロキシ・サービスの名前を指定する
proxy-service-name要素のみです。クライアントは、これら2つの情報を使用してクラスタを検
索し、指定されたプロキシ・サービスを実行しているプロキシの1つにロードバランシングされます。 

プロキシ構成および検出における変更に深く関連することですが、現在はプロキシのデプロイが容
易になっていて、Coherenceサーバーをプロキシ・ノードとストレージ・ノードの両方（storage-
enabledプロキシ）として実行するやり方が、デフォルトのデプロイメント・モデルとして推奨され
ています。すべてのstorage-enabledノードをプロキシにすると、プロキシ層とデータ層の両方がク
ラスタの拡大に合わせて自動的に拡張されます。データとクライアント接続はすべてのサーバーに
分散されるため、新しいサーバーを追加するたびに、他のサーバーすべての負荷を軽減できます。 

拡張クライアント 

拡張クライアントには、クラスタ内のクライアントが持つほとんどすべての機能がありますが、さま
ざまなテクノロジー（REST APIを使用するJava、.Net、C++、JavaScriptなど）を利用できます。拡張
クライアントはプロキシ・サービス経由でキャッシュ・データにアクセスし、クラスタの通信には直
接関与しないため、低速または信頼性の低いネットワークにも存在でき、起動時や停止時にクラスタ
に影響を与えることもありません。したがって、デスクトップ・アプリケーションであるクライアン
トや、（データのロードや問合せの実行などのために）短時間しか実行されないクライアントは、拡
張クライアントとして構成するとよいでしょう。 

拡張通信の信頼性とリジリエンスを確保するために、拡張クライアントからハートビートが送信さ
れるように構成し、これにタイムアウトを設定して、接続先のプロキシが引き続き応答していること
を確認することができます。イベントをリスニングしている拡張クライアントでは、接続エラーを検
出するための“離脱したメンバー”イベント・リスナーを登録しておき、キャッシュのget(null)メ
ソッドをコールするなど、簡単な送信リクエストを発行して再接続することができます。 

管理サーバー 

Coherence 12.2.1で動的管理モードが導入され、クラスタ・ノードの1つが自動的に管理ノードとし
て選択されるようになりました。これはManaged Coherence Serverのデフォルトの管理モードです。
クラスタ・メンバーにJMX管理を明示的に構成する必要はなくなりました。 

動的に割り当てられたノードに接続するために、特定のクラスタのJMX URLを出力する新しい検出
ツールを使用できます。現在の管理ノードに接続するには、JVisualVMのツールまたは他のJMXツー
ルを使用します。 

jconsole $(java -cp coherence.jar com.tangosol.discovery.NSLookup ¥ 

-name management/JMXServiceURL -cluster MyCluster –host  

multicast_ip_or_any_cluster_member_ip) 

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=fmwlatest&id=COHJR
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動的モードの使用について詳しくは、JMXのドキュメントを参照してください。 

クラスタが非常に大規模な場合など、特定の状況下では管理ノードの負荷が非常に大きくなる可能
性があるため、1つ以上のノードを管理ノード専用に指定することが必要な場合があります。そのた
めには、管理ノードに指定できるすべてのノードで-Dcoherence.managementシステム・プロパ
ティをdynamicに設定し、他のすべてのノードで-Dcoherence.management=noneに設定します。
この場合は、管理ノードをstorage-disabledに設定する必要があります。 

12.2.1リリースのManaged Coherence Serverを使用している場合は、CoherenceクラスタのJMXメト
リックがWeblogic Domain Administration Serverによって収集されます。収集されたメトリックは、
その後ドメインの実行時MBeanサーバー経由で取得されます。詳しくは、Oracleのドキュメントを参
照してください。 

キャッシュ・サーバー 

通常は、Coherenceのキャッシュ・サーバーとクライアント・アプリケーションを別々のJVMで実行
し、データ・グリッド層とクライアント層を別々にチューニング/スケーリングできるようにします。
ただし、キャッシュのユースケースが初歩的な場合や少量のデータをキャッシュする場合は、クライ
アントとキャッシュ・サービスを同じJVMで実行するのが合理的なことがあります。 

キャッシュ・タイプ 

ニア・キャッシュ 

ニア・キャッシュを使用すると、以前にリクエストしたエントリのローカル・コピーをキャッシュす
ることにより、アプリケーション・パフォーマンスを向上させてネットワーク・トラフィックを減ら
すことができます。ただし、ニア・キャッシュが適当であるかどうかを決める場合は、次に示すいく
つかの要素を検討してください。 

• クライアントから同じデータがリクエストされる頻度 

クライアントから何度もエントリがリクエストされなければ、ニア・キャッシュを使用してもパ
フォーマンスは向上しません。 

• 分散キャッシュの更新率 

クライアントのローカル・コピーがクライアントで再利用される機会がなければ、ニア・キャッ
シュを使用してもパフォーマンスは向上しません。 

CoherenceのJMXメトリックを見ると、こうした情報についての洞察が得られます。データ・アクセ
ス・プロファイルが不明な場合は、以下に示すように、ニア・キャッシュのサンプルを構成し、Cache 
MBeanのHitProbability属性を監視して効果を測定します。 

  

http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/manage/jmx.htm#CEGCFADD
http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/manage/jmx.htm#CEGBAHHE
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図22：JConsoleでのnear-cacheの HitProbability属性 

以下のフロー図は、クライアント・アプリケーションでニア・キャッシュを使用する利点があるかど
うかと、その場合、どの構成で最高のパフォーマンスが得られるかを判断するための決定プロセスを
示しています。通常どおり、テストで構成を検証します。 

   



Oracle Coherence 12c – 成功するデプロイメントの計画 
 

49 

 
図23：最適なnear-cache構成を選択するための決定ツリー 
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最後になりますが、ニア・キャッシュの構成時には以下の点に注意してください。 

• ニア・キャッシュには必ずサイズ制限を設定し、サイズは控えめにします。小さいサイズのニア・
キャッシュを設定し、メモリ消費量が最小の適切な“ヒット率”が見つかるよう徐々にサイズを増
やしていけば、最適なニア・キャッシュ・サイズが分かります。なお、ニア・キャッシュのコン
テンツはシリアライズされていないため、シリアライズ形式の4倍以上のヒープが消費されます。 

• cache.clearメソッドをコールしたり、分散キャッシュのバルク更新/削除を実行したりする予
定の場合は、大量のイベントが生成される可能性があるため、無効化手法としてALLを構成しな
いでください。 

• Coherence 12cでは、ニア・キャッシュの無効化手法の新しいデフォルト（何も指定されていな
い場合）がPRESENTになっているため注意してください。 

• Coherence 12cでは、LOGICALという新しい無効化手法が導入されています。この手法はALL手
法と似ていますが、 

• キャッシュ排除などの操作から発生した統合イベントをクライアントで受信するという点が異
なります。 

• 分散キャッシュ内のエントリが定期的にバルク更新される場合は、多数のイベントがクライアン
トに送信されないようにするために無効化手法をNONEにし、次の技法のいずれかを併用するこ
とを検討してください。 

- バルク更新の後、起動サービスを使用してクライアントのニア・キャッシュを消去し、クラ
イアントで再度読み取られるのは新しいエントリとなるようにします。 

- バルク更新の前にクライアントに通知してクライアント側でニア・キャッシュを削除でき
るようにし、バルク更新の後にクライアントに通知してクライアント側でニア・キャッシュ
を再作成できるようにします。この操作は、制御キャッシュでイベント・リスナーを使用し、
状態変更をやり取りすることで実行できます。 

レプリケーション・キャッシュ 

レプリケーション・キャッシュによって、その実行中のコンテンツがレプリケートされます。構成は
分散キャッシュと似ていますが、おもに次の点が異なります。 

• レプリケーション・キャッシュ・サービスがキャッシュ構成に出現すると、storage-disabledノー
ド上でも必ずサービスが起動されます。auto-startおよびstorage-enabledオプションは、分散
キャッシュ・サービス専用です。 

• エントリは初回アクセスの後、デシリアライズされた形式で保存されます。 

レプリケーション・キャッシュが特に適しているのは、変更頻度があまり高くない小型のデータセッ
ト（“参照データ”など）のうち、可能な限りもっとも短い待機時間でそのデータを使用するコード（“イ
ンプレース処理”ユースケースで、キャッシュ・サーバー・プロセス内で実行中のコードなど）によっ
てアクセスする必要があるデータセットや、データのいずれかの部分がいつ変更されても、使用して
いるすべてのプロセス内でただちに一貫性を維持する必要があるデータセットをキャッシュする場
合です。キャッシュを実行する他のどのユースケースでも、分散キャッシュと、ニア・キャッシュま
たは連続問合せキャッシュを組み合わせた方が、一般的には選択肢として優れており、より高い柔軟
性が得られます。 
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分散キャッシュ 

分散キャッシュは柔軟性、スケーラビリティ、パフォーマンス、および信頼性に優れています。分散
キャッシュ・サービスによって管理されるキャッシュ・データは、パーティションに分割されます。
データ・アフィニティによって関連するキャッシュ・エントリが同じパーティションに一緒に格納され
ないかぎり、キャッシュ・エントリはこれらのパーティションにランダムに割り当てられます。同じ
サービスを実行するクラスタ・メンバー間でのパーティションの配分は、パーティション割当て手法
で制御します。 

分散キャッシュ・サービスに必要なパーティションの数は、格納されるキャッシュ・データの量に
よって異なります。パーティションの数の構成について詳しくは、Coherenceの開発に関するガイド
を参照してください。 

クラスタ間のデータ・レプリケーション 

高可用性や、優れたスケーラビリティとパフォーマンス（地理的な近さを利用）を求めてマルチサイ
ト・アーキテクチャを採用するのがCoherenceユーザーの間では一般的で、業界内ではこのアーキテ
クチャの採用事例が増え続けています。それぞれのサイトに別々のCoherenceクラスタがあり、
Coherenceキャッシュの基盤であるデータベースが1つ以上のサイトに存在するマルチサイト・アー
キテクチャを計画する場合は、異なるサイトにあるCoherenceクラスタ間でデータをレプリケートす
る“もっともよい”方法は何なのかが問題になります。一般に、おもな選択肢は2つあります。バージョ
ン12.2.1で導入されたフェデレーテッド・キャッシュ機能を使用してCoherenceレベルでレプリケー
トする方法か、GoldenGateのHotCacheを使用し、あるサイトのデータベースからデータを取得して、
そのサイトまたは別のサイトのCoherenceキャッシュにデータベース・レベルでレプリケートする方
法です。 

原則として、データを支配しているデータ管理テクノロジーでデータをレプリケートする必要があ
ります。たとえば、アプリケーションのCoherenceキャッシュがデータソースとまったく統合されて
いない（すなわち、read-write-backing-mapまたはキャッシュ・ストアがない）場合は、フェデレー
テッド・キャッシュを使用してそのようなキャッシュのコンテンツをサイト間でレプリケートしま
す。そのようなキャッシュのコンテンツを異なるサイトにレプリケートするためだけにキャッシュ・
ストア、基盤データベース、データベース・レベルのレプリケーション、およびHotCacheを導入す
るのは、（複雑すぎるうえに要素の移動が多すぎるため）アーキテクチャとして意味をなしません。
一方、すでに単一サイトでHotCacheを使用してデータベースから同じサイトのCoherenceキャッ
シュにトランザクション変更をレプリケートしている場合は、異なるサイトにあるCoherenceキャッ
シュ間にフェデレーテッド・キャッシュをセットアップするのではなく、HotCacheを使用して別の
サイトにあるCoherenceキャッシュにその同じトランザクション変更をレプリケートするように拡
張する方が簡単です。 

レプリケーション・アプローチを選択する際は、その他多数の要素を考慮する必要があります。たと
えば、組織には、Coherenceおよびフェデレーテッド・キャッシュ（またはその前身であるプッシュ・
レプリケーション）に関してどのような専門知識があり、GoldenGateに関してはどのような専門知
識があるかどうか。どの程度のレプリケーション待機時間なら許容できるか。そして、異なる“レプ
リケーション・パス”を使用した場合に予測される相対的な待機時間はどのくらいか。Coherence
キャッシュは読取り専用か、それとも読取り/書込みか。また、異なるレプリケーション・パスを使
用した場合にサイト間で書込み競合が発生する可能性はどのくらいか。 

  

http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/develop-applications/appendix_cacheconfig.htm#BABDCBED
http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/develop-applications/appendix_cacheconfig.htm#BABDCBED
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一般的には、シンプルが一番です。選択するレプリケーション・パスは、使用するテクノロジーの数
がもっとも少なく、要素の移動がもっとも少なく、データの“ホップ”数がもっとも少なく、書込み競
合が発生する可能性がもっとも少ないものにします。これは通常、管理されている場所からデータを
レプリケートすることを意味します。 

フェデレーションの使用 

バージョン12.2.1以降では、異なる場所にある複数のクラスタをまとめて接続する方法としてフェデ
レーテッド・キャッシュが推奨されています。フェデレーションを使用すると、高スループットでス
ケーラブルなアーキテクチャで非同期クラスタ・レプリケーションを実行できます。 

フェデレーションでサポートされる内容は次のとおりです。 

• 複数のレプリケーション・トポロジ（アクティブ/アクティブ、アクティブ/パッシブ、ハブ
/スポーク、集中型レプリケーションなど）とカスタム・トポロジ 

• ローカルまたはリモートの両方でキャッシュ・エントリの受入れ、拒否、または変更を行う、
プログラム可能な競合解消API 

• 構成は構成ファイルに基づき、パーティション・サービスの拡張であるため、アプリケー
ション・コードは無変更 

フェデレーションの設定および使用について詳しくは、Coherenceのドキュメントを参照してくださ
い。 

Coherence 12cのHotCache機能の使用 

多くのユースケースではデータベースがプライマリ・データソースであるため、Coherence内に保存
されているキャッシュ・エントリへの変更はデータベースに書き込む必要があります。また、他の
Coherenceクラスタがある場所にデータベースがすでにレプリケーションされている場合もありま
す。このようなシナリオでは、データベース・レプリケーションにより適用されたデータベース変更
を、遠隔地にあるCoherenceクラスタにHotCacheで伝播させます。実際、データベース・レプリケー
ションにGolden Gateを使用している場合は、それぞれの場所にあるデータベースとCoherenceクラ
スタの両方にHotCacheでレプリケートできます。 

 
図24：HotCache とGolden Gateを使用したサイト間レプリケーション 

  

http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/administer/GUID-B88851EC-BE98-40D5-B026-E29B66DFE384.htm#GUID-E1A92750-D1B4-4A00-8BF1-1D8F44BE969C
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ハードウェアの考慮事項 

アプリケーションの通常要件に基づいてハードウェア・リソースのサイズを決定してしまいがちで
すが、障害が発生した場合は、少なくなったリソースでより多くの処理（失われたデータのリカバリ
/リバランシングなど）をCoherenceで実行する必要があります。そのため、発生しうる障害をSLAの
範囲内で処理できるだけの十分なハードウェアを用意しておく必要があります。プラットフォーム
固有の考慮事項については、Coherenceの管理に関するガイドを参照してください。 

ソフトウェアの考慮事項 

Coherenceには追加のソフトウェア要件がいくつかあります。クラスタ・メンバーは、基盤となるオ
ペレーティング・システムではなく、Javaに基づき、Javaでの動作が保証されています。ただし、
Coherenceのテスト/本番環境の設定時には、次の点を考慮する必要があります。 

• JVM – プラットフォームによっては、独自のJVMが実装されている場合があります。ただし、
JVMを選択できる場合は、他の条件がすべて同じであれば、もっとも広く使用されているものを
選択します。 

• オペレーティング・システム – Coherenceを実行できるオペレーティング・システムにはさまざ
まなものがあり、それぞれに長所と短所がありますが、Linuxがおそらくもっとも一般的なプラッ
トフォームであり、内部テストにも使用されています。 

• 監視 – 次のセクションを参照してください。 

監視 

オラクルやサード・パーティ・ベンダーによる、Coherence向けのさまざまなモニタリング・ツール
が存在 します。Oracle Enterprise Manager は会社 全体 を モニタ リング するツ ール で 、本番の
Coherenceクラスタを監視するために多くの会社がManagement Pack for Oracle Coherenceを介し
て使用しています。開発者には、単一のCoherenceクラスタの情報を表示するツールとして
Coherence JVisualVMプラグインが最適です。本番環境でのCoherenceの監視は重要であり、パフォー
マンス・テストではそのオーバーヘッドを考慮する必要があります。 

JMXで使用可能なメトリックは、Coherence Management Nodeによって収集されます。通常は、JMX
メトリックの収集間隔を調整する必要があります（デフォルトの間隔は1秒）。小規模クラスタの場
合は10秒間隔でよいでしょうが、大規模クラスタの場合は30秒、あるいはそれ以上に増やす必要が
あります。収集されるMBeanメトリックの量は、クラスタ内のノード、キャッシュ、およびサービス
の数によって変わります。また、各MBeanのサイズもその属性によってさまざまです。以下のリスト
は、おもなCoherence MBeanと、間隔ごとに収集されるMBeanの数を求める計算式を示したもので
す。 

  

http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/administer/toc.htm
http://docs.oracle.com/cd/E26854_01/install.121/b66835/coherence_getstarted.htm#CHDHFDHJ
http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/manage/jmx.htm#CEGJCHIJ
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MBean のタイプ 計算式 

キャッシュ サービス数 * （サービスの）キャッシュ数 * ノード数 

Node ノード数 

パーティションの割当て サービス数 * ノード数 

Point-to-Point ノード数 

レポータ ノード数 

Service （サービス数 * ノード数) + (管理サービス * ノード数) 

ストレージ・マネージャ サービス数 * （サービスの）キャッシュ数 * ノード数 

 

MBeanフィルタを使用すると、Coherence管理フレームワーク経由でMBeanにリモート・アクセスで
きなくなるため、CoherenceおよびプラットフォームのMBeanの数を減らすことができます。フィル
タリングは、別のメカニズムで収集されるプラットフォーム・メトリック（Oracle JVM Diagnostics
を使用している場合など）を削除したり、補助的または一時的なキャッシュからメトリックを除外し
たりするのに役立ちます。 

クラスタの規模が大きくなるほど、管理ノード用に構成する必要があるヒープ・サイズも大きくなり
ます。小規模なクラスタの場合は2GBのヒープで十分かもしれませんが、より大規模なクラスタの場
合は4GBのヒープが必要になることもあります。管理ノードで非常に多くの処理が実行されている場
合や、多くのメモリが使用されている場合、あるいはメトリックの収集が途切れる場合は、収集間隔
が短すぎるか、各間隔で収集するMBeanを減らす必要がある可能性があります。Coherence管理ノー
ドの構成について詳しくは、Coherenceのマネージメントに関するガイドを参照してください。 

CoherenceのさまざまなメトリックはJMX経由で参照できますが、JVM、CPU、メモリ、OS、ネット
ワーク、ログ、ディスク使用率、アプリケーションそのもの（すなわち、応答時間やスループットと
いったアプリケーション・レベルのメトリック）も含めたエコシステムを監視することも重要です。
以降のセクションでは、監視する必要がある主要メトリックの一部と、アラートを発行する場合の推
奨しきい値について説明します。これは、監視対象のメトリックの最終的なリストではありません。
アプリケーションと環境の間でしきい値が変わる可能性があることに注意してください。 

データ損失 

理由は明白ですが、監視すべきもっとも重要なメトリックはデータ損失です。Coherence 12cでは、
パーティションが失われると、SimpleStrategy MBeanに関する新しいパーティションのMBean
通知が発行されます。このイベントは“孤立したパーティション”のログ・メッセージとしてログに記
録されます。次の図は、JMXの“partition-lost”通知イベントを示しています。 

  

 

 

 

 

  

 

http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/manage/jmx.htm#BABJCEFH
http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/administer/GUID-EA76C216-0977-44D5-92D1-E9561FF0D44B.htm#GUID-14B55307-8648-4A91-A137-60E98704287B
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図25：パーティションやデータが失われると、JMXのpartition-lost通知イベントが出されます 

2台のマシンで同時に障害が発生すると、パーティションが失われる場合があります。このJMX通知
イベントが受信されるか、“孤立したパーティション”のエラー・メッセージがCoherenceログ・ファ
イルに表示されると、エラー・アラートが出されます。複数のバックアップを構成するか、前に説明
した他のHA手法を実装すると、この状況が発生するリスクを減らすことができます。 

リスクのあるデータ 

キャッシュ・データの脆弱性は、Service MBeanのStatusHA属性を見ると分かります。これは、
データがどの程度安全であるかを示すものです。分散キャッシュ・サービスのいずれかのHA（高可
用性）ステータスが変わり、NODE-SAFE10、またはさらに悪いENDANGERED11になった場合は、警告
アラートを発行する必要があります。これは、ストレージ・ノードがクラスタから離脱すると発生す
る場合があります。ノードの状態がこのまま長引き、たとえば2分を超えた場合は、エラー・アラー
トを発行する必要があります。ローリング再起動中のリバランシング時には、分散サービスのHAス
テータスが短時間、これらのいずれかの状態になる場合があります。ただし、この状態が長引く場合
は、ノード上のサービス・スレッドに問題が生じている可能性があります。たとえば、エラー状態が
原因で、パーティションがノードに“固定されている”可能性があります。 

 

 

 

-------------------------------------------------- 
10 NODE-SAFEステータスは、一部のキャッシュ・エントリのプライマリとバックアップが、別々のマシンではな

く別々のノードにしか保存されていないことを示します。 
11 ENDANGEREDステータスは、データが1つのノードにしか保存されていないことを示します。 



Oracle Coherence 12c – 成功するデプロイメントの計画 
 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図26：このService MBeanのStatusHA属性は、キャッシュ・データが他のマシンではなく他のノードにしか保存されていないことを示しています 

クラスタの変更 

クラスタ・ノード数の変更は重要な場合があります。キャッシュ・データを保持したまま離脱した
ノードがプロキシであったり、そこで重要な処理が実行されていたりする場合は、アラートを発行す
る必要があります。Cluster MBean上のMembersDeparted属性とMembersDepartedCount属性
によって、クラスタ・メンバーシップ内の変更が取得されます。これが重要なイベントであるかどう
かを特定する方法の1つは、ノードの“ロール”の使用です。 
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図27：クラスタを離脱したメンバーに関するメトリックは、ClusterのMembersDeparted属性およびMembersDepartedCount属性によって記録されます 

また、サービスの再起動でも問題が発生したことが分かります。たとえば、ハングしているサービ
ス・スレッドがノード上にあると、サービス・ガーディアンによって再起動されます。これを取得す
るために、Coherence 12cでは新しいService MBean属性としてJoinTimeというサービスが追加
されています。JMXの収集と収集の間でこの属性の値に変化があると、サービスが再起動されたこと
が分かります。 
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図28：Service MBeanの新しいJoinTime属性 

ヒープ領域の不足 

ヒープ消費量をしっかりと監視し、データ量が予測レベルを超えた場合に追加容量をプロビジョニ
ングしたり予想外の増加を調査したりできるようにします。マシンの損失を防ぐため、十分なリソー
スを確保するための慎重な容量計画が必要ですが、スパイクの処理や段階的な増加は予測できない
場合があります。こうした増加がクラスタにとってリスクとなるしきい値は、クラスタに含まれるマ
シンの数によって変わります。1つのバックアップ・コピーが構成された分散キャッシュの場合は、
1台のマシンで障害が発生すると、障害を起こしたマシンがそれまで所有していたプライマリ・デー
タ、バックアップ・データ、索引データの所有権を残りのマシン全体で引き受ける必要があります。
したがって、マシンの障害に耐えるには、クラスタ内のすべてのマシン上に存在するキャッシュ・
サーバーJVMのヒープに、十分な“ヘッドルーム”が必要です。次の表は、キャッシュ・サーバーJVM
のヒープごとに必要な最小ヘッドルームを、クラスタに含まれるマシンの数別にまとめたものです。 
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障害発生前のマシンの数 キャッシュ・サーバーJVM のヒープごとに必要なヘッドルーム 

3 17% 

4 8% 

5 5% 

10 1% 

 

このヘッドルームは使用可能なTenured世代の領域を指しますが、すべてのライブ・オブジェクトを
Young世代からプロモートさせられるように、ガベージ・コレクタ用として十分な領域をTenured世
代に確保する必要もあることが示されています。たとえば、1GBのYoung世代の領域と128MBの
Survivor領域（HotSpot pre-G1と仮定）を持つ8GBのヒープでは、Edenおよび1つのSurvivor領域にあ
るすべてのオブジェクトをプロモートさせる必要がある場合に備えて、ガベージ・コレクタ用とし
て、最悪な場合でも896MBの使用可能な領域がTenured世代に確保されている必要があります。つま
り、Coherenceのプライマリとバックアップのコピーおよび索引でおよそ6.125GBのTenured世代を
占有できますが、マシン3台のクラスタでは、1台のマシンが障害を起こした場合に備えてこの
6.125GBの17%を（追加の予備を残さずに）ヘッドルームとして残しておく必要があるということで
す。 

ヒープ使用率の適切なしきい値を特定することと同様に、ヒープ使用率が正確に測定されているか
どうかを確認することも重要です。そのための唯一の確実な方法は、最後の完全なGCの後で、使用
可能なヒープ容量を測定することです。これは、次のMBeanにusedの値として表示されます。 

Coherence:type=Platform,Domain=java.lang,subType=GarbageCollector,  

name=PS MarkSweep,nodeId=<ノードid> 

次の完全なガベージ・コレクションまでの間は、次のMBeanにusedとして表示される値が、もっと
も精度が高い使用済みヒープの概算値です。 

Coherence:type=Platform,Domain=java.lang,subType=GarbageCollector,  

name=PS Scavange,nodeId=<ノードid> 

次の図はMBeanを示しています。 
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図29：最後のGCの後に使用されたヒープは、PS MarkSweep MBeanの下にあります 

ガベージ・コレクション（GC）の長時間の一時停止 

GCの一時停止が長引くと、アプリケーションのパフォーマンス、スループット、スケーラビリティ
に影響する可能性があります。クラスタ・ノードでガベージ・コレクションの実行に時間がかかって
いる場合は、アラートを発行する必要があります。アラートのしきい値は一定ではありませんが、1
秒を超えたら警告アラートが、5秒を超えたら重要アラートが発行されるようにしきい値を設定する
ことをお勧めします。この情報は、以下に示すPS MarkSweep MBeanで確認できます。これらのア
ラートの理由として考えられるのは、GCの一時停止が実際に長引いていることの他に、クラスタか
らのメンバーの離脱（残りのメンバーのメモリ負担が増えます）、マシン上の他のプロセスによる
キャッシュ・サーバー・プロセスのCPU不足、ネットワークの混雑、オペレーティング・システムに
よるプロセス・スワッピング、Coherenceクラスタ・メンバーを実行する仮想マシンの（VMotionな
どによる）移動などです。 
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図30：GCの最後の一時停止期間は、“PS MarkSweep” MBean GCメトリックで確認できます 

処理リソースの不足 

Coherence 12.2.1では、スレッド数の値を明示的に設定しない限り、どのサービスでも動的スレッド・
プールが使用されます。その場合は、パフォーマンスに悪影響を与えることなくスループットが最適
になるように、Coherenceによってスレッド・プールが管理されます。動的スレッド・プールを使用
するのがベスト・プラクティスですが、スレッド数の値を設定する場合は、次の点を考慮してくださ
い。 

作成されるリクエスト数に合わせてCoherenceサービス・スレッドを増やせない場合は、タスク・
バックログ・キューが長くなり始め、アプリケーションのパフォーマンス、スループット、スケーラ
ビリティに影響します。各サービスのService MBeanのTaskBacklog属性をチェックしてくださ
い。キューの長さが10を超えた場合に警告アラートが発行され、100を超えた場合に重要アラートが
発行されるようにしきい値を設定することをお勧めします。対策としては、起動するサービス・ス
レッドを増やすことが考えられます。ただし、あまり多くのサービス・スレッドを割り当て過ぎる
と、Service MBeanのThreadIdleCount属性が常に0を上回ることになります。これは、サービス
のスレッド数が多すぎることを表しています。TaskBacklog属性を以下に示します。 
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図31：サービスのTaskBacklog属性は、タスクが処理前にキューに入れられているかどうかを示します 

高いCPU使用率 

Coherenceをホストしているマシンの負荷が高くなり過ぎると、予想外の動作が起こったり、障害が
発生した場合はターゲットのSLAの範囲内でリカバリできなくなる場合があります。したがって、
CPU使用率の監視が重要です。CPUの全体的な使用率が高い場合は、Coherenceサーバーで他の処理

（システム・バックアップなど）が実行されているか、アプリケーションの要求を満たすための処理
リソースが不足している可能性があります。また、1つまたは複数のコアだけで負荷が高い場合は、
Coherenceサービスの負荷が高くなり過ぎている可能性があるため、サービスの<thread-count>
を増やせば解決できることもあります。これについては、前のセクションを参照してください。動的
スレッド・プールを使用している場合は、前述したとおり、Coherenceによってスレッド・プールが
管理されます。CPU使用率の推奨しきい値は、警告アラートで80%未満、重要アラートで95%未満で
す。より慎重にしたい場合は、これより低く設定します。次の図は、Enterprise Managerに表示され
たCPU使用率を示しています。 

  

 

 

 

 

http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/develop-applications/appendix_cacheconfig.htm#BABFJDEG
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図32：Oracle Cloud Control 12cでは、ホスト・メトリック（CPU使用率など）を監視してアラートを出せます 

通信エラー 

Coherenceはネットワーク中心のアプリケーションであり、通信の問題の影響を大きく受けます。通
信 に 関 わ る 問 題 は 、 PointToPoint MBean の PublisherSuccessRate 属 性 と
ReceiverSuccessRate属性を見ると分かります。いずれかの属性が95%未満の場合は警告アラー
トを発行する必要があり、90%未満の場合は重要アラートを発行する必要があります。原因がネット
ワーク機器やオペレーティング・システム・パラメータの構成ミスの場合もあるため、推奨される構
成を本番チェックリストで確認してください。次の図は、PublisherSuccessRate属性と
RecieverSuccessRate属性を示しています。 

  

http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/administer/GUID-34292CC1-010F-4076-BE65-F7CCFD45FC5F.htm#GUID-DC7EB910-21AD-4E34-A5B6-41369AD9EDA6
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図33：Oracle Cloud Control 12cでは、PointToPoint MBeanの 

PublisherSuccessRate属性とRecieverSuccessRate属性で警告/重要アラートのしきい値を設定できます 

ネットワークの飽和状態 

Coherenceで使用されているネットワーク・インタフェース・カード（NIC）には監視が必要です。
1GbEのネットワークでは、60MB/秒を超えた場合に警告アラート、90MB/秒を超えた場合に重要ア
ラートが発行されるようにしきい値を設定することをお勧めします。ネットワークの飽和状態は、
ローカルNICから収集されるメトリックで分かるとは限りません。たとえば、ネットワークを過剰に
使用している他のアプリケーションとCoherenceがスイッチまたはルーターを共有している場合は、
ローカルのNICからは問題が分からないこともあります。 

エラー・メッセージ 

ログ・ファイル中のエラー・メッセージや警告メッセージを監視して、適切なアラートを発行する必
要があります。これらのメッセージは管理者ガイドに記載されており、Splunk、LogScape、Oracle 
Enterprise Managerなどさまざまなツールを使用して監視できます。これらのツールでは、ログ・ファ
イルに出現するエラー/警告メッセージを、パターン・マッチングを実行して検出できます。 

イベント監視 

多数のキャッシュ・エントリを削除/更新すると多くのイベントが生成される可能性があります。多
数のクライアントでニア・キャッシュの無効化手法にALLが使用されていたり、多数のエントリの変
更 が リ ス ニ ン グ さ れ て い た り す る 場 合 は 特 に そ う で す 。 イ ベ ン ト の 数 を 監 視 す る に は 、
StorageManager MBeanのEventsDispatched属性を参照し、1回の間隔で収集されるイベントの
数が適切なしきい値を超えている場合は、アラートを定義します。この値は、統計情報が最後にリ
セットされた時点以降にノードから発信されたイベントの総数であることに注意してください。適

http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/administer/GUID-EA76C216-0977-44D5-92D1-E9561FF0D44B.htm#GUID-14B55307-8648-4A91-A137-60E98704287B
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切なしきい値を決定するには、一般に、まずテスト環境を監視し、通常の条件下でアプリケーション
がどのように動作するかを確認する必要があります。次の図は、EventsDispatched属性を示して
います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図34：StorageManager MBeanのEventsDispatched属性には、統計情報が最後にリセットされた時点以降のイベントが表示されます 

長い応答時間 

Coherence APIコールが戻るまでの時間が想定より長い場合は、根本的な問題が存在する可能性があ
ります。たとえば、NamedCachesに対するリモートgetコールは通常、1ミリ秒未満で戻るはずです。
NamedCache.entrySetコールは通常、10ミリ秒未満で戻るはずです。entrySetコールがそれよ
り長くかかり、キャッシュ・サーバー・ホストのCPU使用率が高く、頻繁にGCの処理が行われてい
る場合は、問合せに索引がない可能性が非常に高いと言えます。応答時間が長い場合は、タスクの
バックログが増加している可能性もあります。応答時間は、APIコール付近のアプリケーション・コー
ドで測定してレポートすることができます。 
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ロギング 

CoherenceとJava GCのログ・ファイルも監視情報の供給源です。Java GCのロギング・パラメータに
ついてはCoherenceの管理者向けガイドを参照してください。12Coherenceのログ・レベルを最高（レ
ベル9）に設定すると、Coherenceログ・ファイルに最大量の情報が取得されます。このレベルに設
定すると、通常の条件下では多くの追加ロギングが作成されるわけではありませんが、問題が発生す
ると非常に貴重な情報が提供されるため、問題の原因をより簡単かつ迅速に診断できます。Log4Jは、
もっとも一般的に使用されているロギング用のJavaフレームワークの1つであるため、次のガイダン
スはそのコンポーネントを使用して説明します。ただし、これらのコンポーネントは他のロギング・
フレームワークに対しても同等に適用され、Coherence 12cでもSimple Logging Facade for Java

（SLF4J）のサポートが追加されます。 

Coherenceの大規模クラスタでは、ログ・ファイルの書込みプロセス数によって、大量のログ情報が
生成される場合があります。ディスクをいっぱいにしたり、アプリケーション・パフォーマンスに悪
影響を出さないようにするには、この情報を効果的に取得/管理することが重要です。Log4Jのローリ
ング・ファイル・アペンダを使用してログ・ファイルを定期的にローリング/アーカイブすることで、
ローカル・ディスクがいっぱいになるのを防げます。万が一、ローカル・ディスクがいっぱいになっ
た場合は、Log4Jのノンブロッキング非同期アペンダでメッセージを破棄できます。ログ・ファイル
のローリング頻度、アーカイブの保存期間、およびLog4Jの非同期アペンダによってバッファに入れ
られるメッセージ数が最適になるように、両方のメカニズムを慎重に調整する必要があります。 

Log4Jが使用中である場合は、Coherence Log4Jのロガー・レベルを"debug"に設定し、その上書き
ファイル内で、特定のCoherenceログ・レベルによってロギングを制限する必要があります。これは、
Coherenceのログ・レベルがLog4Jのログ・レベルよりファイングレインであるためです。たとえば、
Log4j INFOはCoherenceログ・レベル4（INFO）と同じですが、Log4J DEBUGレベルにはCoherence
ログ・レベル4～9が含まれます。 

管理 

Coherence 12cで導入された主要な新機能は“Managed Coherence Server”です。この機能により、ア
プリケーションをWebLogic Server内でデプロイ/管理できます。各Coherenceアプリケーションは
JEEアプリケーションと同様、Grid Archive（GAR）としてパッケージ化され、個別のクラス・ローダ
と一意に識別されるキャッシュ・サービスを使用して、WebLogicによって完全に分離されます。
Coherenceクラスタ内で各Managed Coherence Serverは個別ノードであり、WebLogic管理サーバー
が管理ノードとして機能します。以下の図は、Managed Coherence Serverを使用したCoherenceデ
プロイメントを論理的に示したものです。 

-------------------------------------------------- 
12 Java 6 Update 37とJava 7で、GCログ・ファイルをロールする機能が導入されています。次に例を示します。

– Xloggc:./gc.log -XX:+UseGCLogFileRotation -XX:NumberOfGCLogFiles=10 - 
XX:GCLogFileSize=50M。ただし、–Xloggcを使用してGCロギングを独自ファイルに分割しないことを検
討すべきです。–verbose:gc出力をJVMの標準出力ストリームに直接渡し、他のCoherenceログ・メッセー
ジに混ぜ込むのがよいでしょう。その理由は、他のログ・メッセージから得られるコンテキスト上の手がか
りを基にして、ガベージが大量に生成される原因を探れる可能性があるからです。GCロギングを別々のロ
グ・ファイルに分割してしまうとコンテキストが分からなくなるため、ログ・ファイルのタイムスタンプ同
士の相関関係に頼らざるを得ませんが、それができたとしても正確さに欠けます。 

http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/administer/GUID-D48F416E-0E09-4DC0-AD2D-44F5185C3FBA.htm#GUID-1207FC0F-ADF9-47E0-835F-DF1009128C85
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図35：WebLogicドメイン内のCoherence Managed Serverの論理アーキテクチャ 

WebLogic管理対象サーバー内でCoherenceを実行することによるオーバーヘッドはごくわずかです。
たとえば、WebLogicでは20～30個のプール済みスレッドが起動されるだけで、およそ80MB、つま
り4GBのヒープのわずか2%がJVMヒープに追加されるだけです（Coherence単独での使用はおよそ
40MB）。 

オプションではありますが、Managed Coherence Serverの主要な利点の一部は次のとおりです。 

• Coherenceアプリケーションのライフサイクル全体を、完成度の高い実績ある集中管理コンソー
ルで管理できる。 

• 機能が豊富なスクリプト・フレームワークであるWLSTでCoherenceクラスタ/アプリケーション
の設定、起動、デプロイ、管理が可能で、運用が簡素化される。 

• Coherence Managed Serverのクローンを作成できる。 
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• より直感的に一括管理できる。Managed Coherence Serverは、（Coherenceクラスタとは別のも
のとして）WebLogicクラスタにグループ化し、グループとして管理することができます。一般的
には、クライアント・アプリケーション、プロキシ・サーバー、ストレージ・ノードでグループ
分けします。これにより、グループ・レベル（またはWeblogicクラスタ・レベル）での操作の実
行が可能になります。次に例を示します。 

- Coherence GARのデプロイまたは再デプロイ 

- 構成の変更（ニア・キャッシュのhigh-unitsの増加など） 

- 共有ライブラリのデプロイ 

Coherence ク ラ ス タ を 効 果 的 に 管 理 す る に は 、 各 ク ラ ス タ に 分 か り や す い ク ラ ス タ 名
（“PROD_APPC_CLUSTER”など）を付け、他のすべてのファセット（ロールなど）に明示的にラベル

を付けるのもよい方法です。これにより、管理と監視がずっと簡単になり、QAやテスト用のクラス
タが誤って本番クラスタに組み込まれるような事態も防げます。 

本番テスト 

開始前に、ドキュメントに記載されている推奨事項に従って環境が設定されていることを確認しま
す。次に例を挙げます。 

• 本番チェックリスト（『Oracle Coherenceの管理』） 

• パフォーマンス・チューニング（『Oracle Coherenceの管理』） 

• プラットフォーム固有のデプロイに関する考慮事項（『Oracle Coherenceの管理』） 

• Coherence*Extendのベスト・プラクティス（『Oracle Coherenceリモート・クライアントの開発』） 

また、バンドルされているデータグラムやマルチキャスト・ユーティリティを使用して、上記のさま
ざまな推奨事項を検証します。 

このセクションでは、機能以外のテストについて重点的に説明します。機能ユニットやエンド・ツー・
エンドのテストについては、ここでは説明しません。 

ソークテスト 

見過ごされがちですが、数時間、さらには数日もの長期にわたってアプリケーション・テストを実行
すると、短期間のテストでは検出されない問題が明確になることがよくあります。たとえばメモリ・
リークは、アプリケーションをある程度の期間実行しないと見つからない場合がほとんどです。ロ
グ・ファイルを処理するための不適切なプロセスや容量計画エラーも、ソークテストによって分かる
場合があります。 

負荷およびストレス・テスト 

Coherenceアプリケーションを本番にデプロイする前に、サポートする必要があるのと同等の（でき
れば、それを上回る）負荷とストレスをシミュレーションする必要があります。このようなテストに
は、環境内の障害シミュレーションを追加し、ターゲットのSLAを満たしながらこれらの障害を処理
するのに十分な予備の処理能力、ネットワーク/メモリ容量があることを確認します。 

http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/administer/GUID-34292CC1-010F-4076-BE65-F7CCFD45FC5F.htm#GUID-34292CC1-010F-4076-BE65-F7CCFD45FC5F
http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/administer/GUID-D48F416E-0E09-4DC0-AD2D-44F5185C3FBA.htm#GUID-D48F416E-0E09-4DC0-AD2D-44F5185C3FBA
http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/administer/GUID-89165455-442B-4851-A008-B7C9A75DBEB0.htm#GUID-89165455-442B-4851-A008-B7C9A75DBEB0
http://docs.oracle.com/cd/E72987_01/coherence/develop-remote-clients/GUID-E7982E16-CC78-426C-9098-46F4FC8204A3.htm#GUID-E7982E16-CC78-426C-9098-46F4FC8204A3
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ハードウェア障害 

本番環境で求められるレベルのリジリエンスがハードウェアにあることをテストします。たとえば、
負荷をかけた状態でネットワーク・ケーブルを抜く、ローカル・ディスクをいっぱいにする、サー
バーを停止するなどします。このような障害をシミュレーションする場合は、アプリケーションの動
作が正常か、スループットや待機時間、リカバリ時間（MTR）はどうなるかを監視し、障害が発生し
てもターゲットのSLAが満たされることを確認します。 

ソフトウェア障害 

ハードウェア障害テストの場合と同様に、負荷をかけた状態でキャッシュ・サーバー、管理サーバー
（Managed Coherence Serverを使用している場合）を停止するなどして、アプリケーションがター

ゲットのSLAを満たしていることを確認します。また、データベースやDNSサービスといった外部リ
ソースへの接続を無効にしてみてください。ベスト・プラクティスとして、そうした外部リソースす
べてに対する接続に適切な短いタイムアウト（JDBC接続や文のタイムアウト）を構成し、タイムア
ウト条件を検出して処理するアプリケーション・コードを作成することをお勧めします。この手法の
方が、使用できない外部リソース上でサービス・スレッドがいつまでもブロック状態になり、タスク
のバックログが増加するよりも良いためです。 

リカバリ 

アプリケーションは、初回起動だけでなく、メンテナンスや予定外の停止によって後ほど再起動が必
要となる場合があります。必要に応じて、システム全体の障害から（必要な場合は）しかるべき時間
内にリカバリできるようにします。このような要件により、キャッシュ・ウォーミングの実行時間が
長くなることがよくあります。Coherence 12cR2の場合は、パーシステンス機能のスナップショット・
リカバリ動作でこの問題を解決できる可能性があります。 

問題解決 

運用スタッフがアプリケーション・インフラストラクチャ、監視用ダッシュボード、アラートに精通
していることを確認します。Coherenceに関連すると思われる問題が発生した場合は、Oracle 
Supportにサービス・リクエスト（SR）チケットを発行する必要があります。運用チームがこのプロ
セスに慣れていない場合は、事前にテストSRを上げておき、必要に応じて実行できるよう準備して
おくことをお勧めします。 

Coherenceの問題を調査するエンジニアからリクエストされる一般的な情報は次のとおりです。 

• Coherenceの構成ファイル 

• スレッド・ダンプと、場合によってはヒープ・ダンプCoherence 12cでは、Managed Coherence 
Serverが使用されている場合、これらの操作の実行用にバンドルされている、WLSTスクリプトの
1つを使用できます。リモート・スレッド・ダンプを実行する別の方法としては、Coherence 12c
の新しい操作である、Cluster MBeanのlogClusterState(roleName)操作およびNode 
MBeanのlogNodeSate(nodeId)操作を使用する方法があります。 
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図36：Coherence 12cでは、クラスタ・ノードのスレッド・ダンプをJMX経由で実行できます 

• Coherenceログ・ファイル。アプリケーション・ロギングがCoherenceロギングとは別のファイ
ルに保存されていることを確認します。そうすると、Coherenceログ・ファイルに機密情報が含
まれなくなるため、読取りやOracle Supportとの共有がより簡単になります。また、Coherenceロ
グ・ファイルの形式は変更しないようにしてください。変更しない方が、サポート・エンジニア
にとって調査しやすいためです。 

• JVMの起動情報とパラメータ。 

• JMXレポータのファイル（使用している場合）。JMXレポータは、JMXメトリックの履歴を取得す
る最適な方法です。 

• JVM GCのログ情報。これはCoherenceのログ・ファイル、または別のGCログ・ファイルに含まれ
る可能性があります。 

• 環境メトリック（CPUやネットワークの統計情報など）。OSWatcherという簡単なツールをOracle 
Supportから無料で入手できます。このツールには、ログ・ファイルに含まれるこの種の情報を
取得できる標準的なオペレーティング・システム・スクリプトが含まれます。 

あらゆる問題をすぐに調査できるよう、このような情報を簡単に取得できることを確認してくださ
い。 
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結論 

以上のガイドライン、推奨事項、および提言に従うことで、Coherenceをより適切にデプロイできま
す。ただし、Coherenceのドキュメントに先に目を通してから、このホワイト・ペーパーを追加の
チェックリストとして、あるいは計画プロセスの参考情報として使用してください。リソース要件が
どの程度になるか、また、アプリケーションのSLAを満たせるかどうかの感触が、紹介した計算式か
ら掴めるでしょう。ただし、必ずテストによって式を検証してください。最後に、Coherenceのセッ
トアップや構成が以前より簡単になっていますので、Coherence 12cの新しいインストール機能と管
理機能をぜひお試しください。 
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