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Java VMの３２ビット・６４ビット選択 

２０１３年９月２１日 

数村 憲治 

 

現在、サーバー向け OSの主流は、６４ビット OSとなりつつあります。３２ビット OSでは、搭載できるメ

モリ量に制約があるため、大規模システムには向かなくなってきています。OSの６４ビット化に伴い、OS

の上で動作するミドルウェアやアプリケーションも６４ビット化に向かいつつあります。一方、ほとんど

の６４ビット OSでは、３２ビットアプリケーションもそのまま動かすことができ、旧来のプログラム資産

を変更なしに運用させているケースも多くあります。 

本ドキュメントでは、特に JVM(Java Virtual Machine)を中心に、３２ビットと６４ビットプロセスの特

徴を考え、選択基準について考察していきます。 

 

 

1. ３２ビットと６４ビットどちらが速いか（一般論） 

同じソースから作成した３２ビットプログラムと６４ビットプログラムを同じ OS 上で動作させた場合に、

どちらが速いか、というのは、アプリケーションの処理内容や、CPU に依存するところが大きいですが、

ポインタによるメモリアクセスの多いプログラムでは一般的には、３２ビットの方が速くなります。例え

ば、図１のようなメモリをランダムアクセスする C プログラムでは、図２のような結果になる場合があり

ます。 

 

#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
 
#define SIZE 1024*1024 
typedef struct chain_t { 
  int value; 
  struct chain_t *next;  
} chain_t; 
 
static void doIt(chain_t *ch1, chain_t *ch2) 
{ 
  int i, j; 
 
  for (i = 0 ; i < 1000 ; ++i) { 
    for (j = 0 ; j < SIZE  ; ++j) { 
      ch1[j].value = ch2[j].next->value; 
      ch2[j].value = ch1[j].next->value; 
    } 
  } 
} 
 
main() 
{ 
  int i; 
  chain_t *ch1 = (chain_t *)malloc(sizeof(chain_t)*SIZE); 
  chain_t *ch2 = (chain_t *)malloc(sizeof(chain_t)*SIZE); 
 
  srandom(0); 
  for (i = 0 ; i < SIZE ; ++i) { 
    int r = (int) random() & (SIZE-1); 
    (ch1 + i)->next = ch2 + r; 
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    (ch2 + i)->next = ch1 + r; 
  } 
 
  doIt(ch1, ch2); 
} 

図１ ランダムアクセスする Cソース 

 

 ３２ビットプログラム 

（gcc -O2 -m32でコンパイル） 

６４ビットプログラム 

（gcc -O2 -m64でコンパイル） 

時間 

(elapsed) 
６．２３秒 １６．１４秒 

図２ Intel Xeon E5-2690 2.9Ghzでの実行結果 

 

このようなメモリアクセスが主となるプログラムでは、メモリキャッシュ容量がポイントとなってきます。

６４ビットプロセスでのアドレス表現（いわゆるポインタの長さ）は６４ビットであり、３２ビットプロ

セスでのアドレス表現は３２ビットとなります。このため、ソースでは同じプログラムであっても、６４

ビットプログラムの方がキャッシュの使用量が２倍多くなります。このプログラムを perfコマンド（Linux

で使えるパフォーマンス解析ツール）で測定した結果が図３と図４になります。 

 

# perf stat -e cycles,instructions,cache-misses -B ./a.out_32 

 

 Performance counter stats for './a.out_32': 

 

    18,082,875,627 cycles                    #    0.000 GHz                     

     9,548,670,126 instructions              #    0.53  insns per cycle         

         4,404,339 cache-misses                                                 

 

       6.237203594 seconds time elapsed 

図３ perf statの結果（３２ビットプログラム） 

 

# perf stat -e cycles,instructions,cache-misses  -B  ./a.out_64  

 

 Performance counter stats for './a.out_64': 

 

    46,786,787,862 cycles                    #    0.000 GHz                     

     9,546,533,289 instructions              #    0.20  insns per cycle         

     1,014,085,661 cache-misses                                                 

 

      16.141799998 seconds time elapsed 

図４ perf stat の結果（６４ビットプログラム） 

 

３２ビットプログラムと６４ビットプログラムの実行では、命令数(instructions)は、ほぼ同じですが、

キャッシュミス(cache-misses)が大きく違っていて、それが実行時間の差となっています。このようなメ

モリアクセスが主たるプログラムでは、一般的に６４ビットプログラムの方が実行性能は悪くなります。 
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2. Javaでのメモリアクセス 

Javaにおいて、メモリポインタというのは、ソース上、直接見えてきませんが、フィールドへの参照やオ

ブジェクト配列要素への参照はポインタアクセスになります。一般的な Javaプログラムでは、メモリアク

セスが多くなるため、１．で述べた事項は Javaプログラムでも当てはまります。以下のプログラムは、図

１と同等のことをする Javaプログラムですが、実行性能は６４ビット Javaで実行する方が悪くなります。 

 

import java.util.*; 

 

public class ChainTest { 

  static final int SIZE = 512*1024; 

 

  public static void main(String[] arg) { 

    Chain[] ch1 = new Chain[SIZE]; 

    Chain[] ch2 = new Chain[SIZE]; 

 

    for (int i = 0 ; i < SIZE ; ++i) { 

      ch1[i] = new Chain(); 

      ch2[i] = new Chain(); 

    } 

 

    Random rnd = new Random(0L); 

    for (int i = 0 ; i < SIZE ; ++i) { 

      int r = rnd.nextInt(SIZE-1); 

      ch1[i].next = ch2[r]; 

      ch2[i].next = ch1[r]; 

    } 

 

    long start = System.currentTimeMillis(); 

 

    for (int i = 0 ; i < 1000 ; ++i) { 

      for (int j = 0 ; j < SIZE ; ++j) { 

        ch1[j].value = ch2[j].next.value; 

        ch2[j].value = ch1[j].next.value; 

      } 

    } 

 

    long end = System.currentTimeMillis(); 

    System.out.println("time: " + (end-start)); 

  } 

 

  static class Chain { 

    int value; 

    Chain next; 

  } 

} 

図５ Javaプログラム 

 

 ３２ビット Java 

（-Xmx1g -Xms1gを指定） 

６４ビット Java 

（-Xmx1g -Xms1gを指定） 

時間 

(elapsed) 
３．８６秒 ７．０６秒 

図６ Intel CPUでの Java SE 7を使った実行結果 

 

 



 

                                              

 

                                             4 

3. ６４ビット JVMでの Javaヒープサイズ 

intや byteといったプリミティブ型のフィールドは、Java言語仕様でサイズが決まっているため、３２ビ

ット JVMを使用する場合でも６４ビット JVMを使用する場合でも、ヒープ使用量は変わりません。しかし、

２．で述べたように、オブジェクト型のフィールド参照はポインタで実現されていますので、（オブジェク

ト参照しているフィールドの割合に依存しますが）同じ Javaオブジェクトでも、６４ビット JVMでは３２

ビット JVMに比べて１．５から２倍程度の大きさのヒープを使用することになります。 

 

 

図７ オブジェクトサイズの比較例 

 

したがって、特に３２ビットから６４ビットへ移行する場合には、-Xmsや-Xmxで指定するヒープサイズの

設定には注意する必要があります。３２ビット JVM と６４ビット JVM使用時で、同じヒープサイズを指定

すると、６４ビット JVM使用時の方がより多く Javaヒープを使うので、GCの回数が多くなりがちになり、

性能に影響を与えることになります。 

 

ただし、Javaヒープサイズが３２GBまでなら、オブジェクト参照圧縮機能（オブジェクト参照を３２ビッ

トポインタでアクセスする機能）を使用することができ、その場合は、３２ビット JVM と同等のヒープサ

イズでかまいません。なおオブジェクト参照圧縮機能の詳細については、参考文献(1)を参照してください。 

 

 

4. GCレスシステム 

６４ビット JVM で使えるアドレス空間は膨大なため、システム的に物理メモリをたくさん積むことができ

さえすれば、数十 GB～数百 GBの巨大な Javaヒープを使うことができます。一般的に、Javaヒープサイズ

を大きくすれば GCの回数が減りますが、６４ビット JVMであれば、極端に大きくすることで大幅に GC回

数を減らすことができ、場合によっては、Full GCを起こさないことが可能になります。 

 

例えば、１回のトランザクションで使用するメモリ量が１００KBで、日中の総トランザクション数が１０

０万回の場合、全部で１００GB のヒープがあればヒープ領域を再利用せずに済ますことができます。（世

代別 GCを使用する場合は、New領域と Old領域の割合や、Eden領域と Survivor領域の割合等、こまかな

チューニングが必要となり、さらに数＋GB から１００GB くらいのヒープサイズが必要となります。）１日

class X { 

  int a;       // 4bytes (言語仕様で規定) 

  long b;     // 8bytes (言語仕様で規定) 

  Object c;   // 4bytes (ポインタサイズ) 

  Stringt d;   // 4bytes (ポインタサイズ) 

  Integer e;  // 4bytes (ポインタサイズ) 

} 

class X { 

  int a;       // 4bytes (言語仕様で規定) 

  long b;     // 8bytes (言語仕様で規定) 

  Object c;   // 8bytes (ポインタサイズ) 

  Stringt d;   // 8bytes (ポインタサイズ) 

  Integer e;  // 8bytes (ポインタサイズ) 

} 

３２ビット JVM ６４ビット JVM 

合計：２４バイト 合計：３６バイト 
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の総トランザクションに耐えられるだけのヒープサイズを設定しておけば、１日１回夜間等に JVM を起動

しなおすような運用で、GCレスシステムを構築することができます。 

 

ただし、この時注意すべきことは、あまりに大きすぎるヒープサイズを指定すると、メモリアクセス性能

が悪くなる場合があるということです。最近の大規模サーバーでは、NUMAアーキテクチャが主流となって

います。NUMAでは、ローカルノードのメモリアクセスは速いのですが、他ノードへのメモリアクセスは遅

くなります。例えば、一つのノードに設置できる最大メモリが１２８GBであった場合、ヒープサイズに２

００GBを指定すると、どうしても、Javaヒープが２つのノードにまたがることになります。ノード間メモ

リアクセスの速度まで気にするようなシステムであれば、ヒープサイズは少なくとも一つのノードに設置

できる最大メモリより小さくする必要があります。例えば２００GBのヒープサイズが必要であれば、一つ

の Javaプロセスで処理するのではなく、２つの Java プロセスに分割し、それぞれ１００GB（プラスα）

のヒープサイズを設定します。 

 

 

図８ NUMAアーキテクチャ 

 

 

5. ６４ビット JVMを使わない方法 

１．および２．で述べたように、メモリアクセス性能を重視するなら、３２ビット JVM の選択が好ましい

です。とは言っても、数 GBを超える大きな Javaヒープを使用したい場合には、３２ビット JVMでは要件

を満たしません。ただし、次のような条件にあてはまるなら、複数 JVMに分割することで、３２ビット JVM

での使用が可能になる場合があります。その条件とは、１トランザクションあたりのヒープ使用量は小さ

いが、たくさんのトランザクションを同時に処理するため、トータルで大量のヒープを使う場合です。こ

の場合は、１つの JVMですべてのトランザクションを処理するのではなく、複数の JVMを立ち上げて、処

理するトランザクションをそれぞれの JVM に振り分けることで、JVM 一つあたりの必要とするヒープサイ

ズを小さくすることができます。 

 

例えば、１回のトランザクションで必要なメモリ量が１０MBであり、最大同時処理数が１０００である場

合、トランザクション処理に最大１０GBのメモリが必要となります。３２ビット JVMでは、１０GBのヒー

プサイズは設定できません。そこで、この処理を行う JVMを１０個用意すれば、それぞれの JVMでは、最

大同時処理数は１００でいいことになり、一つあたりの JVM で必要なトランザクション処理用メモリは１

GBで済むことになります。 

CPU 

メモリ 

CPU 

メモリ 

CPU 

メモリ 

バス 

ローカル

メモリへ

のアクセ

スは速い 

他ノードメモリへ

のアクセスは遅い 
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Java EE アプリケーションであれば、GlassFish をはじめとする一般的なアプリケーションサーバーでは、

複数 JVMに分散させる機能があるので、比較的に簡単に利用できます。 

 

逆に、一つのトランザクションで数 GBのヒープを使うアプリケーションの場合、このプロセス分割の手法

を取ることができる、６４ビット JVMの選択しかありません。 

 

 

6. まとめ 

 メモリアクセス性能を気にする場合は、３２ビット JVMと６４ビット JVMのどちらを選択するか、

考えなおしてみましょう。排他や I/O等、メモリアクセス以外の性能要因がたくさんある場合は、

６４ビット JVMを選択しておけば無難です。 

 本当にメモリアクセスが根本的な問題なら、３２ビット JVM を複数プロセスで分散運用させるの

が理想的です。ただし、トランザクションあたりのメモリ使用量によっては、６４ビット J VMし

か選択の余地がない場合があります。 

 GC の発生を気にする場合、６４ビット JVM で巨大ヒープを使うことで GC 回数を減らせる可能性

はあります。ただし、一日１回はプロセスを再起動する等、特別な運用が必要になるかもしれま

せん。 

 ６４ビット JVM 使用時は３２ビット JVM 使用時に比べてヒープサイズが多めに必要ですが、３２

GBまでのヒープサイズなら、オブジェクト参照圧縮機能を使うことで、６４ビット JVMでも３２

ビット JVMと同程度のヒープサイズで運用可能です。 
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