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Kazunori Ogata, Kiyokuni Kawachiya, Dai Mikurube, and Tamiya Onodera
JavaTM プログラム全体のメモリー使用量の内訳を解析するには，その実行環境である JVMTM 自体のメモ
リー使用量も同時に解析する必要がある．しかし，既存のツールで，JVM のデータ構造ごとのメモリー使用
状況（JVM レベルのメモリー情報）と，OS のプロセス・メモリー管理情報（OS レベルのメモリー情報）を
組み合わせ解析するものはなかった．
筆者らが研究・開発しているJava VM 用メモリー解析ツール Marusa は，
これら二つのレベルのメモリー情報を統合して，
JVM プロセスのメモリー使用量の詳細な解析や，
物理メモリー
使用量の解析が可能である．それによって，Java プログラムの動作の推測や JVM の設定変更の効果の確
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認に効果的に利用できる．
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It is important to analyze the memory footprint of JVMTM itself, as well as that of Java program, for fully
breaking down the memory footprint of a JavaTM program. However, there was no such tool that analyzes both the
memory usage in each of JVM data structures (JVM-level information) and the process management information
from OS (OS-level information). Our memory analysis tool Marusa breaks down the footprint of JVM using the
both levels of the information. It can also break down the amount of physical memory usage. These features are
useful for detecting and analyzing problems caused by large footprint, and verifying the effect of changes in
configuration parameters.

❹

Words & Phrases：Marusa，Java，メモリー使用量解析，解析ツール，JVM 構成パラメータ調整
Marusa, Java, memory footprint analysis, analysis tool, JVM configuration

1．はじめに
現在，
多くの IBM ソフトウェアが Java で実装されている．
Java プログラムは，Java 仮想マシン上で動作するので機
種依存性が少ないという利点がある反面，Java 仮想マシン
（JVM）や Just-in-Time（JIT）コンパイラーもメモリーを
使用するので，メモリー使用量が C 言語で実装したプログ
ラムより多くなることが多い．
Java プログラムの実行環境を構成する場合，
Java ヒープ・
サイズの設定には注意を払うが，JVM や JIT コンパイラー
が使用するメモリーを意識して構成することは少ない．その
ため，システム全体のメモリー使用量を測定すると，予想
外に多い場合がある．
その予想外に多いメモリー使用量が，
Java プログラムの動作に必要なメモリーによるものか，ある
いは，不適切な JVM の設定や Java プログラムの問題な
どにより浪費されているものかを判断し，適切なシステム構
成や，プログラム修正によるメモリー使用量削減に役立て
るには，何が多くのメモリーを使用しているかを調べる必要
がある．
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JVM など仮想マシンのメモリー使用量解析に特有の難
しさとして，仮想マシン上で動くプログラム（Java プログラ
ムなど）のメモリー使用量と，仮想マシン自体が動作する
ために必要なメモリー使用量の両方を測定しなければなら
ない点がある．例えば，JVM は，Java プログラムの実行に
必要なデータ構造（クラス格納領域，Java ヒープ，Java ス
タック，JIT 生成コード領域および，JIT コンパイラーの作業
領域）を確保すると同時に，JVM 自体のヒープやスタック
も使用する［1］．
既存のメモリー使用量測定ツールには，JVM のデータ
構造内のメモリー使用状況（JVM レベルの情報）を使用
するものと，オペレーティング・システム（以下，OS）のプ
ロセス・メモリー管理情報（OS レベルの情報）を使用す
るものがある．しかし，これらの情報を組み合わせて解析
するものはなかった．JVM レベルの情報を使用するツール
は Java ヒープの解析に特化したもの［2,3］が多く，Java
オブジェクトのクラスやオブジェクト間の参照を解析すること
で，メモリーを浪費している Java コードの特定に使えるが，
JVM や JIT コンパイラーが使用するメモリー使用量を測定

表 1．プロセス・メモリーの構成要素
OS レベルの構成要素

JVM レベルの構成要素

コード

JVM および，JIT コンパイラーのコード

スタック
共有メモリー

現バージョンの Marusa は，IBM の商用 JVM である IBM
SDK, Java Technology Edition, Version 5.0［4,5,6］
（以下
®
IBM JDK）の，Linux x86 32bit 版をサポートする．本章で
は，Marusa によるメモリー解析の前提として，Linux 版 IBM
JDK 5.0 のプロセス・メモリーの構成を説明する．表 1 に，
OSレベルおよび，JVMレベルの，プロセス・メモリーの構成
要素をまとめた．

スタック
（JVM および，JIT コンパイラーのスタック）
共有クラス領域
クラス領域（非共有部分）
Java ヒープ

ヒープおよび，
それ以外の
プライベート領域

Java スタック
（Java プログラムのローカル変数領域）
JVM 作業領域
JIT 作業領域
JIT 生成コード
その他の領域
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2．JVM プロセスのメモリー構成要素

2.2 JVM レベルのプロセス・メモリー構成要素
JVM の動作に必要なデータ構造には，クラス・ファイルか
ら読み込まれたデータ（コンスタント・プールやメソッド・エリ
アなど）を格納するクラス領域，Java オブジェクトを格納する
Java ヒープ，Java プログラムのローカル変数を格納する Java
スタックおよび，JVM 自体の作業領域とスタックがある．また，
JIT コンパイラーも，コンパイラー作業領域，生成コードを格
納する領域および，スタックを JVM のプロセス・メモリー内に
割り当てる．スタック以外のこれらのデータ構造は，ヒープおよ
び，
それ以外のプライベート領域から確保される．
Marusa では，
JVM のデータ構造ごとにメモリー使用量を集計するが，対

❷
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OS の物理メモリー割り当て情報を使用し，複数プロセ
ス間でのページ共有を考慮して，物理メモリー使用量
の解析を行う
実現にあたっては，両レベルのメモリー情報を「メモリー
属性マップ」を導入して統合し，データ収集とデータ集計
の処理の分離によってデータ収集時のオーバーヘッドを軽
減している．
Marusa を用いることで，Java プログラム実行環境のサイ
ジングの検証や，JVM の設定変更の効果を確認できる．
また，定期的にメモリー使用量を測定することで，運用中
にメモリー使用量が漸増し将来メモリー不足が起きる可能
性などを事前に発見しやすくなる．
本論文では，両レベルのメモリー情報を統合した解析手
法を提案する．また，Marusa による解析結果を，Java プロ
グラムの動作の推測や JVM の設定変更の効果の確認に
利用する方法を示す．以下，
2 章で JVM プロセスのメモリー
構成を整理し，3 章で Marusa の解析手法を説明し，4 章
で測定結果と考察を述べ，
最後に5 章で本論文をまとめる．
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OS レベルの情報を使用してプロセス・メモリーをもれな
く集計し，さらに JVM のデータ構造に対応するアドレス
範囲については，JVM レベルの情報を組み合わせて，
より詳細な解析を行う

2.1 OS レベルのプロセス・メモリー構成要素
Linux など UNIX 系 OS では，プロセスの仮想アドレス空
間は，コード，スタック，共有メモリー領域，ヒープおよび，そ
れ以外のプライベート領域に分類できる．共有メモリー領域
は，shmget() および shmat() システム・コールを使用して割り
当てる．ヒープ領域のサイズは malloc() および free() の呼び
出しで増減し，それ以外のプライベート領域は，mmap() シ
ステム・コールによるメモリー割り当てなどで増減する．また，
Linux 上の malloc() では，大きな領域を 1 回の malloc() 呼
び出しで割り当てると，内部では mmap() を使用してメモリー
を確保する場合もある．
メモリー使用量の問題の多くには，実際に使用している物
理メモリー量の解析が必要である．仮想メモリー機構を持つ
OS は一般にデマンド・ページングを採用しており，プログラム
がメモリーを確保しても，そのメモリーを実際に読み書きする
まで物理メモリーの割り当てを遅らせたり，
アクセスがないペー
ジをディスクに書き出したりすることで，物理メモリーを効率的
に利用する．この場合，物理メモリーの実使用量を知るには，
OS 内の仮想メモリー機構に問い合わせる必要がある．

ＩＢＭプロフェッショナル論文

できない．一方，Windows® のタスクマネージャや，UNIX
の ps コマンドなどの OS レベルの情報を用いるツールは，
プログラム全体のメモリー使用量をもれなく測定できるが，
JVM のデータ構造などを考慮しないために，何に使われて
いるか分からないメモリーが多く残ってしまう．また，大規模
なシステムでは JVM を複数立ち上げることが一般的であ
るが，JVM 間で共有可能なデータ量の解析なども行えな
い．より効率よいメモリー使用のためには，Java プログラム
を対象とし，OS レベルの情報も利用してメモリー解析を行
うツールが必要である．
筆者らのリサーチ・プロジェクトでは，これら二つのレベ
ルの情報を統合して解析するメモリー解析ツール Marusa
（Memory Analyzer for Redundant, Unused, and String
Areas）を開発している．Marusa は，以下の解析の片方
ないし両方を行い，
メモリー使用量の多い部分を見つける．
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応付けができなかったメモリー領域は「その他の領域」にま
とめて集計する．
IBM JDK 5.0 から導入された「共有クラス」［7,8］や，
Sun Microsystems® 社の HotSpot JVM［9］が実装している
Class Data Sharing［10］のように，複数の JVM プロセスで
クラス領域を共有することで，起動時間の短縮やメモリー使
用量の削減を行う機能を持つ JVMもある．これらのクラス共
有機構が使用するメモリー領域は，通常のクラス領域とは別
に OS の共有メモリー機構を使用して確保されるので，この
領域も解析の対象に加える必要がある．
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3．Marusa のメモリー解析
本章では，
Marusa のメモリー解析手法と実装を説明する．
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3.1 Marusa のメモリー解析手法
Marusa は，ユーザーが指定した瞬間のメモリー使用量を，
OSレベルのメモリー情報と，
JVM のデータ構造ごとのメモリー
情報の両方を収集し解析する．二つのレベルの情報を組み
合わせることで，OSレベルのみ，あるいは JVM のデータ構
造（特に Java ヒープ）のみの解析を行う従来技術より詳細
な解析が可能になる．
メモリー使用量の解析は，データ収集とデータ集計の 2 ス
テップで行う．データ収集ステップは Java プログラムの実行
中に行うため，
解析に必要なデータだけを少ないオーバーヘッ
ドで収集するように実装する．集計ステップは解析対象の
Java プログラムとは独立した実行環境で行う．集計用のプロ
グラム（Marusa ポスト・プロセッサー）を用いて，二つのレ
ベルの収集データを統合し，JVM プロセスのデータ構造ごと
にメモリー使用量を集計する．
データ収集と集計を別ステップに分離することの利点は，
データ収集のオーバーヘッドを小さくできることと，収集データ
保存が容易なことである．Marusa のデータ収集のオーバー
ヘッドが発生するのは，malloc() の実行トレースを収集しなけ
れば，ユーザーがデータ収集要求を出したときだけである．
収集データを保存することの利点は，プログラムを再実行す
ることなく，いつでも解析できることである．例えば，メモリー
使用量を定期的に（毎週など）測定し，収集データを保存
しておけば，メモリー使用量の長期変化の調査に利用でき
るので，メモリー使用量が漸増し将来メモリー不足が起きる
可能性などを事前に発見しやすくなる．

❹

3.1.1 メモリー情報の収集
Marusa は，OSレベルのメモリー情報として，カーネル内で
の仮想アドレス管理単位（Linux では vm_area_struct で管

理される領域）ごとの，アドレス範囲，アクセス権および，ファ
イルがマップされている場合はそのパス名を収集する．また，
仮想アドレス空間のページごとに，割り当てられた物理メモ
リーの有無も収集する．JVMレベルのメモリー情報としては，
JVM のデータ構造（Java ヒープやクラス領域など）ごとに，
割り当てられている領域および，使用済みである部分のアド
レス範囲を収集する．
3.1.2 メモリー情報の集計
異なるレベルのメモリー情 報を統 一して扱うために，
Marusa 内部では，JVM プロセスの仮想アドレス空間内の各
バイトがどのように使われているかを集計する「メモリー属性
マップ」を使用している．すべての収集データが同一時点
の情報であることと，必ずアドレスを含むことから，アドレスを
キーにして集計すれば複数の手段で収集したデータを統合
できる．メモリー属性マップを用いて，JVM プロセス・メモリー
のすべてのバイトについて，例えば，このバイトは JVM 内の
メモリー管理コンポーネントが呼び出した malloc() によって割
り当てられ，クラス領域に使われ，物理メモリーが確保され
ている，というような属性付けを行う．
メモリー属性マップ作成後，同じ属性のメモリー領域を集
計し，メモリー使用量をグラフで表示する．まず，一つの属性
で集計して大まかな分類を行い，それぞれを別の属性でさら
に細分化して集計することで，さまざまな粒度での解析を行
うことができる．イメージとしては，表データをソート・キーを追
加しながら詳細な集計を行う処理に近い．
3.1.3 実行トレース方式との比較
OSレベルの情報を利用する，既存のメモリー解析ツール
は，Sun Microsystems 社の DTrace ※ 1 ［11］のように，プロ
グラムの実行トレースを解析するものが多い．このようなツー
ルでは，測定対象プログラムの実行中に解析に必要なトレー
スをフィルターで選択し解析することが多い．この方法では，

Javaプログラム
（WASなど）

88

DTrace は，OS レベルの情報だけでなく，Java のオブジェクト生
成やメソッド呼び出しなどもトレースできる．しかし，JVM 作業領
域サイズの測定などはできない．
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2）ポスト・
プロセッサー実行

Marusa用JVM
Logger

mem
dump

Marusa
ポスト・
プロセッサー

sys
info

結果
ファイル

Dumper

Helper

Marusa
コンポーネント

Ctrl-¥または
killコマンド

/proc files
(maps, smaps)
EXMAP kernel
module

1）SIGQUIT
シグナル送付

※1

mem
log

System stat commands
(pmap, Isof, etc)

図 1．Marusa の構成と処理の流れ

グラフ作成
ツール

Dumper
Helper
Logger

機能

必須？

JVM のデータ構造の情報を保存

Yes

JVM プロセスの OS 依存情報を保存

Yes

物理メモリー管理情報の保存

No

JVM のメモリー割り当て・解放を記録

No

❶

Logger は，JVM 起動時に有効化されると，Java プログラ
ムの実行中は常にトレースを記録する．そのため，メモリー割
り当て・解放 API の呼び出し頻度が高いと実行速度が低
下する．その頻度は，JVM の初期化時やクラス・ロード時に
高く，定常状態になれば低下すると考えられるが，実際の頻
度はプログラムに依存する．SPECjvm98［13］ベンチマーク
での測定では，
トレースによる実行速度の低下は，各ベンチ
マークの幾何平均で約 1.6% であった．実行速度低下の問
題があるので，Logger の使用は必須としていない．Logger
を使用しない場合，一部の領域は詳細な解析ができなくなる
が，JVM のデータ構造レベルの分別・解析は可能である．

❷
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3.2.2 メモリー使用量の解析と結果表示
Marusa ポスト・プロセッサーは，収集データを読み込み，
メモリー属性マップを作成する．memlog ファイルはメモリー
割り当て・解放の API 呼び出しを記録したものなので，API
の動作を再現しながら SIGQUIT シグナルが送られた瞬間の
マップを再現し，各領域を最後に割り当てた API 呼び出し
の情報で属性付けを行う．
物理メモリー・ページがプロセス間で共有されている場合
は，ページごとに使用量を算入するプロセスを決め，そのプ
ロセスのみメモリー属性マップに物理メモリー割り当て済み
の属性を付けることで，2 重カウントを回避している．
メモリー属性マップ作成後，同じ属性のメモリー領域を集
計し，図 2 のような積み重ね棒グラフを作成する．グラフの
L0 〜 L5 は細分化のレベルを表す．レベルごとの分類方法
を表 3 に示す．現バージョンでは既定の分類方法のみ可能
だが，分類方法をユーザーが対話的に選択できるように改
良する予定である．

4．Marusa による解析の応用例
本章では，
エンタープライズ Web アプリケーションのメモリー
解析結果と考察および，Marusa を利用した共有クラス領域
サイズのチューニング手法を説明する．
4.1 単一スナップショットのメモリー解析
図 2 は，エンタープライズ Web アプリケーションを 15 分間
実行後の，JVM のメモリー使用量の解析結果である．Java
ヒープ・サイズは，このアプリケーションのデフォルト値である
「-Xms50m -Xmx256m」に設定した．
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3.2.1 Marusa コンポーネントの説明
Marusa Dumper は，JVM の コ マ ンド 行 オ プ ション
-XrunMarusa でロードされるヘルパー・ライブラリーであ
る．JVM が SIGQUIT シグナルを受け取るたびに呼び出さ
れ，GC を実行してから，JVM 内部のデータ構造の情報を
memdump ファイルに書き出す．
Marusa Helper は Dumper から起動され，OS 依存データ
の収集を行う．JVM のコマンドラインと環境変数，プロセス
一覧，OSレベルのメモリー情報などの情報を sysinfo ファイ
ルに書き出す．さらに，OS の物理メモリー管理情報が取得
可能ならば，
物理ページが割り当てられているアドレス一覧や，
同一ページ内で共有するプロセス一覧などの情報を保存す
る．なお，物理メモリー管理情報が取得可能かどうかは環
境に依存するので，この情報は必須ではない．
Linux の場合，
O S レベ ル のメモリー 情 報として ，
/ proc/<pid>/maps の内容を保存する．物理メモリーの管理
情報は，OS 標準機能ではページ単位の詳細な情報を取得
できないので，オープンソース・ソフトウェアの exmap［12］に
含まれているカーネル・モジュールを利用した．このカーネル・
モジュールを利用しない場合は，/proc/<pid>/smaps が表示
するアドレス範囲ごとに，物理メモリー使用量の平均値から
概算する．
Marusa Logger は，malloc() や mmap() など OSレベルの
メモリー割り当て・解放 API の呼び出しごとに割り当て・解
放されたメモリー領域のアドレスとサイズを memlog ファイル
に記録する．

表 2．Marusa で使用するモジュール一覧
モジュール
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3.2 Marusa の実装
図 1 に，
Marusa の構成と処理の流れを示す．Marusa では，
表 2 に示す Marusa コンポーネントを調査対象の IBM JDK
に組み込み，
OSやJVM のメモリー使用情報を収集する．
ユー
ザーが，調査対象 JVM プロセスに SIGQUIT シグナルを送
ると，
Marusa DumperとHelper が起動され，
収集データをファ
イルに書き出す．Marusa Logger は，
JVM の実行中にメモリー
割り当て・解放処理があると呼び出され，収集データを記録
する．Java プログラムの実行中，複数回 SIGQUIT シグナル
を送ることで，何度でもデータ収集を行うことができる．
収集データのファイルを指定して Marusa ポスト・プロセッ
サーを実行すると，解析結果が結果ファイルに書き出される．
それをグラフ作成ツールに入力し，図 2 のような，メモリー使
用量をJVM のデータ構造ごとに分類したグラフを表示する．
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解析もJava プログラム実行中に行うので，同じマシン上で解
析を行うとオーバーヘッドが大きく，Java プログラムの実行速
度が低下する．また，メモリー使用量の長期変化の調査に
使う場合，実行トレースは膨大なので，そのまま保存すること
は現実的でない．一方，解析結果だけを保存すると，過去
のデータに対して，後から別の解析を行うことができない．

❹
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表 3．細分化レベルの説明
細分化レベル

分類方法

L0

OS レベルのプロセス・メモリーの分類．仮想アドレ
ス空間の使用量を DLL，mapped ﬁle，その他のプラ
イベート・メモリーに分類する．

L1

L0 を，JVM 仕様で定義されているデータ構造で分
類した表示．クラス領域，JIT 領域，JVM 作業領域，
Java ヒープ，その他の領域に分類する．

L2

L1 を，JVM の内部データ構造に応じて細分化した表
示．例えば，非共有クラスについては，クラス・ファ
イルからロードされた部分とそれ以外の部分を分け
て表示する．

L3

IBM JDK では，メモリ−をまとめて確保し，内部でメ
モリー管理を行う領域がある．その中の未使用部分
のサイズを分けて表示する．

L4

Java ヒープを，GC 後のライブ・オブジェクト・サイ
ズを分けて表示する．

L5

L4 を物理メモリー使用量で細分化した表示．割り当
て済みの物理メモリー量とスワップ領域量および，
仮想アドレス空間だけが確保されている量を分けて
表示する．
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❶
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L1 から，JVM のデータ構造ごとのメモリー使用量が分か
る．メモリー使用量が大きいのは，Java ヒープとクラス領域で
あった．JIT（生成コードと作業領域）のメモリー使用量は
少なかった．JIT コンパイラーは動的にコード生成することか
らメモリーを大量に消費するように思われがちだが，実行頻
度の高いメソッドだけをコンパイルするので，生成コードが大
量にメモリーを消費することはない．
一方，クラス領域のメモリー消費量は従来あまり注目され
ていなかったが，JIT コンパイラーよりずっとメモリー消費が多

❹

コード，
DLL

マップされた
データ・ファイル

プライベート・メモリー

L0
共有クラス

JIT（生成コードと作業領域）

その他の領域

L1
非共有クラス

JVM作業領域

Javaヒープ

L2
クラス・ファイルからロードされた部分

L3
ライブ・オブジェクト・サイズを表示

L4
斜線部は物理メモリーなし
（仮想アドレス空間は割り当て済み）

L5
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400
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図 2．15 分間実行後のメモリー解析結果
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いことが分かる．この傾向は，筆者らが調査したほかの Java
プログラムでも同様であった．
L4 から，GC 後のライブ・オブジェクトの総量が分かる．ラ
イブ・オブジェクトの総量は Java プログラムに依存するので，
1 回の測定で異常を発見できることは少ない．しかし，4.2 節
に示すように，メモリー使用量の時間変化を測定すれば，異
常発見につながる可能性もある．
4.2 メモリー使用量の時間変化の解析
図 3 は，4.1 節と同じ実行環境で，アプリケーション実行
中に複数回 SIGQUIT シグナルを送り，メモリー消費量の時
間変化を測定した結果である．測定は，WAS 起動直後，
Web アプリケーションに最初にアクセスした直後，
その後連続
してアクセスしている状態で，30 秒後，1 分後，5 分後，10
分後および，15 分後に測定した結果の L5 を，時系列で並
べている．なお，測定間隔が均一でないことに注意が必要
である．
この測定では JVM のデータ構造ごとにメモリー使用量
の時間変化が分かるので，変化を解析することで，Java プ
ログラムの動作の推測や予期しない動作の発見の可能性
がある．
例えば図 3 の結果では，クラス領域は最初のアクセス時
に増加し，その後はほとんど変わらなかった．ここから，2 回
目以降のアクセスで新たにロードされるクラスがほとんどな
かったことが分かる．また，JIT 領域は，5 分後以降はほとん
ど増加していない．ここから，実行頻度の高いメソッドは，5
分以内にすべてコンパイルされたことが分かる．
今回測定した範囲では，Java ヒープとライブ・オブジェク
トのサイズは時間とともに増加し続けていたが，このアプリ
ケーションでは正常な動作と考えている．しかし，Java ヒープ
やライブ・オブジェクトの総量が予想以上に大きい場合は，
MDD4J［2］など Java ヒープを対象とするツールを用いて詳
細な解析を行い，予期しない動作がないことを確認すること
が望ましい．
4.3 共有クラス領域の最適化への応用
IBM JDK 5.0 から導入された「共有クラス」
［7,8］は，
ロー
ドしたクラスを OS の共有メモリー上に保持することで，クラ
スのロードおよび初期化にかかる時間を短縮し，さらに複数
の JVM プロセスを同一マシン上で起動する場合には，クラ
ス領域を複数の JVM プロセスで共有することでメモリー使
用量を削減する機能である．
IBM JDK の共有クラスでは，
共有クラス領域に空きスペー
スがない場合は，新たにロードしたクラスを非共有クラス領
域に格納する．共有クラスの効果を最大限に発揮するには，
ロードしたすべてのクラスを共有クラス領域に格納すること
が望ましい．共有クラス領域にはクラス・ファイルからロードさ
れた部分のみ格納できるので，
非共有クラスのうちクラス・ファ

JIT（生成コードと作業領域） ライブ・オブジェクト・サイズ

起動直後

初回
アクセス後
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JVM作業領域

その他の領域

共有クラス

非共有クラス

Javaヒープ
斜線部は物理メモリーなし
（仮想アドレス空間は割り当て済み）
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図 3．メモリー使用量の時間変化

イルからロードされた部分のサイズが最小になるように，共有
クラス領域のサイズを設定すべきである．
共有クラス領域のサイズは IBM JDK のコマンド行オプショ
ン -Xscmx で増減できる．今回の測定に用いた Web アプリ
ケーションでは，ミ
ドルウェア部分のクラスがちょうど入るように
サイズが設定されていた．従って，このミ
ドルウェア上に導入
されたアプリケーションが多数のクラスを使用し，さらに複数
の JVM を起動して運用している場合は，共有クラス領域の
サイズを増やすことでマシン全体のメモリー消費量を減らせ
る可能性がある．
図 4 は，共 有クラス領 域をデフォルトの 50MByte と，
100MByte に増やして実行した場合の L5 の結果である．最
適化により非共有クラスのうちクラス・ファイルからロードされ
た部分が大きく減少し，共有クラスが増加したことが分かる．
また，今回の測定環境では 63.1MByte 分しか物理メモリー
が割り当てられなかったことから，最適な共有クラス領域のサ
イズは，70MByte 程度であることが分かる．

5．おわりに

モリー情報を統合し，
データ収集と集計を分離することでデー
タ収集のオーバーヘッドを削減するメモリー解析手法を提案
した．また，Marusa によるメモリー解析結果から，クラス領域
が Java ヒープに次いで多くのメモリーを消費することと，JIT
領域のメモリー使用量は少ないことを示した．さらに，JVM
のデータ構造ごとのメモリー使用量を解析することで，プログ
ラムの動作を推測したり，共有クラス領域サイズの最適化に
応用したりできることを示した．
これらの解析を用いることで，Java プログラム実行環境の
サイジングの検証や，
JVM の設定変更の効果を確認できる．
また，定期的にメモリー使用量を測定することで，運用中に
メモリー使用量が漸増し将来メモリー不足が起きる可能性な
どを事前に発見できる場合もある．

❹
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Java プログラムは，JVM 自体もメモリーを使用するので，
一般にメモリー使用量が多い．しかし，それが不適切な設
定などの問題によるものかどうかを調べるための，JVMレベ
ルとOSレベルの情報を組み合わせてメモリー使用量を調査
するツールはなかった．筆者らが研究・開発している Marusa
は，これらの情報を組み合わせて，JVM プロセス全体のメモ
リー消費量を JVM の内部データ構造の単位で詳細に解析
するツールである．
本論文では，メモリー属性マップを使用して両レベルのメ

共有クラス（63.1MB）
非共有クラス（15.2MB）

100 MB

クラス・ファイルからロードされた部分（1.0MB）
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図 4．共有クラス・サイズのチューニング
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なお，本プロジェクトでは，Java プログラムのメモリーの浪
費を軽減するために，Java ヒープの大きな部分を占める文字
列データの無駄を解析・削減する研究も行っている．この研
究の詳細は，河内谷らの論文［14］で述べられている．
今後の予定としては，クラス単位やメソッド単位でのメモ
リー消費量など，さらに詳細な解析を行うことと，malloc()
呼び出しや Java オブジェクト生成など，メモリー割り当て時
のコール・スタックを用いて，メモリーを要求したコードを探
す手法を研究したい．
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