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JVMTI を使った超低負荷プロファイラの作成 

２０１１年１２月２２日 

数村 憲治 

 

Java アプリケーションにおいて、ボトルネックになる要因はいろいろありますが、もっともよく問題にな

るのが、ロックによる排他待ちです。ロックによる排他待ちを検出するにはどうしたらよいでしょうか？ 

 

もっとも簡単なのは、Java のフルスレッドダンプを取ることです。この方法での問題は、排他待ちになっ

ている瞬間に採取しなければならないことです。排他待ちになっているかどうかをその他の方法で知る必

要があり、また排他待ちの時間が例えば１秒間であれば、その１秒間を確実にとらえなければなりません。

また、フルスレッドダンプの採取自体のコストも高く、この方法は実用的ではない場合が多いです。また、 

近年の傾向として、アプリケーションが巨大化したり、サードパーティのライブラリを使うようになった

り、自分自身の開発したところ以外での分析も必要になってきます。このようなケースでは、プロファイ

ラを使うことにより、ボトルネックを検出するのがよい方法と言えます。 

 

本ドキュメントでは、プロファイラの特性を簡単に考察した後、低負荷プロファイラを作成し、ミリ秒オ

ーダーでのロックによる排他待ち時間を検出する方法を紹介します。 

 

 

1. プロファイラの特性 

プロファイラを設計・作成、利用するうえで、考える点がいくつかありますが、ここでは、特に重要なも

のとして以下を紹介します。 

 

① ソース修正や、リコンパイルの要・不要 

Java 以外の言語では、ソースをコンパイルする時に、プロファイラ用の特殊なコードを埋め込むタイプの  

プロファイラがありますが、Java ではこのタイプのものはあまりありません。ただし、クラスをロードす

るタイミングで、BCI(Bytecode Insertion)を使用し、動的にプロファイルコードを挿入するものがありま

す。アロケーションをトラックする場合には、このタイプのプロファイラが有効です。排他検出では、こ

の手法はあまり使われません。 

 

② プロファイラプロセスとターゲットプロセスが、同一プロセスなのか別プロセスなのか 

プロファイラがターゲットプロセスと同一プロセスで動作することにより、より詳細な情報を簡単に採取

することはできますが、ターゲットプロセスに対して副作用や性能影響を与える場合があります。一方、

プロファイラ自身を、別プロセスあるいは別マシンで動作させることで、ターゲットプロセスへの影響を

極小におさえるものもあります。Java では、前者のタイプのものが主流となります。 

 

③ リアルタイム性の有無 

採取したデータを加工(リストやグラフ化等)して見る必要がありますが、データを一括採取した後にまと



 

                           
 

                                             2 

めて見るものと、データを取りながらリアルタイムで見るものがあります。リアルタイムの場合は、視覚

化ツールとのデータのやりとりがオーバーヘッドとなることがあります。 

 

必ずしも、これらすべての特性について満足するプロファイラが利用できるとは限りません。用途や目的

に応じて、適切なプロファイラを選択する必要があります。 

 

 

2. 原始的ボトルネック検出 

排他待ちをしている場所を特定し、その場所でどれくらいの時間を待たされているのかを検出する方法を

考えます。 

こ こ で は 、 も っ と も 単 純 な 方 法 と し て 、 ロ ッ ク を 取 る 前 後 で 時 間 を 記 録 し 、

java.lang.System.out.println()等でロック待ち時間を出力する方法を紹介します。プロファイラの特性

は、①ソースを必要とし、②同一プロセスで動作し、③リアルタイム性はない、プロファイラとなります。 

 

リスト１：System.out.println の使用例 

  void foo() { 
     if (debug) 
       System.out.println("before lock : " + System.currentTimeMillis()); 
     synchronized (lock) { 

     if (debug) 
         System.out.println("after lock : " + System.currentTimeMillis()); 
  ・・・・・ 

 

この方法は、アプリケーションのソースが入手できることはもちろんですが、ある程度ボトルネックとな

る箇所が分かっていることが前提となります。ボトルネック箇所の見当がついていない段階で、むやみに

println 文を入れると、出力が大量になり、逆にボトルネックを見つけるのが難しくなります。 

 

時間を求める方法として、ここでは、System.currentTimeMillis()を使用していますが、java.util.Data

と java.text.DateFormat 等を使い、絶対時刻をプリントすることも考えられます。しかし、オーバーヘッ

ドを最小におさえることを考えるなら、この方法は得策ではありません。 

 

この方法の落とし穴は、System.out.println()メソッド内で排他処理があるため、短い時間のロックを検

出しようとしたときに、System.out.println()メソッド内での排他待ちがノイズになることです。例えば、

次のようなコードでは、 

 

リスト２： ノイズの出るコード例 

   if (debug) 
     System.out.println("Enter method foo : " + System.currentTimeMillis()); 
   n = n+1; 
   if (debug) 
     System.out.println("Exit method foo : " + System.currentTimeMillis()); 

 

     n = n+1; 
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の実行に時間がかかるように見えることがあります。しかし、そのような場合、実際には、

System.out.println()で時間がかかっています。このようなケースでは、間違った解析をすることがある

ので、注意が必要です。 

 

 

3. モニタとは 

次に JVMTI を使用したプロファイラの説明をしますが、その前に、Java における synchronize 機構につい

て簡単に説明します。詳細は、The Java Virtual Machine Specification を参照してください。 

 

Java 言語における排他制御(synchronize)は、モニタにより実現されますが、これは、次のような２つの

部屋モデルによって考えることができます。 

 

図１：モニタの仕組み 

 

 

右側の部屋がオーナー部屋で、この部屋に入ることができれば、ロックを取れたことになります。左側の

部屋が待合室で、ロック競合が起きた場合、ロックを取れなかったスレッドは、この部屋で待つことにな

ります。オーナー部屋にいたスレッドが、部屋から出ると、待合室にいるスレッドの中から一つのスレッ

ドが選ばれ、オーナー部屋に入ることができます。 

 

 

4. JVMTI を使用したプロファイラ 

JVMTI(JVM Tool Interface)は、デバッガー、プロファイラ、監視ツール等が、JVM(Java Virtual Machine)

とやりとりするためのインターフェースです。詳細は、JVM TI Reference を参照してください。JVMTI を

使用したプロファイラの特性は、①ソースを必要とせず、②同一プロセスで動作します。③リアルタイム

enter 

exit 

entered 

待合室 
オーナー部屋 

2 1 

3 

待ちスレッド オーナースレッド 

1:  Monitor enter: 待合室に入る。この段階ではロックは取れていない。 

2:  Monitor entered: オーナー部屋に入る。この段階でロック獲得。 

3:  Monitor exit: 部屋から退出。ロックを解放。 
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性については、どちらでも作成できますが、今回作成するプロファイラは、リアルタイム性はありません。 

 

JVMTI の内容は非常に豊富ですが、ここでは、次の２つのイベントを中心に解説します。 

・MonitorContendedEnter 

・MonitorContendedEntered 

 

MonitorContendedEnter イベントは、競合があったときに、待合室に入るときのイベントです。

MonitorContendedEntered イベントは、待合室からオーナー部屋へ入るときのイベントです。競合がなけ

れば、これらのイベントは発生しません。競合が発生した場合、MonitorContendedEnter の発生時刻から

MonitorContendedEntered の発生時刻までの時間が、排他待ち時間となります。この時間が長いところが

たくさんあると、そこがボトルネックだと考えることができます。 

 

4.1. イベントの登録 

JVMTI プロファイラを起動すると、まず、Agent_OnLoad 関数が呼ばれます。MonitorContendedEnter と

MonitorContendedEntered のイベントは、この関数内で登録します。 

 

リスト３：Agent_OnLoad のハイライト 

JNIEXPORT jint JNICALL Agent_OnLoad(JavaVM *vm, char *options, void *reserved) 
 { 
   jvmtiEnv              *jvmti; 
   jvmtiCapabilities      capabilities; 
   jvmtiEventCallbacks    callbacks; 
 
   (*vm)->GetEnv(vm, (void **)&jvmti, JVMTI_VERSION_1);   // jvmtiEnv の獲得 
 
   memset(&capabilities,0, sizeof(capabilities));     // jvmtiCapabilities の初期化 
   capabilities.can_generate_monitor_events = 1;   // monitor event の追加 
   (*jvmti)->AddCapabilities(jvmti, &capabilities); 
 
   memset(&callbacks,0, sizeof(callbacks));          // jvmtiEventCallback の初期化 
   callbacks.MonitorContendedEnter   = &cbMonitorEnter; 

   // MonitorContendedEnter に対するコールバックの設定 
   callbacks.MonitorContendedEntered = &cbMonitorEntered; 

 // MonitorContendedEntered に対するコールバックの設定 
   (*jvmti)->SetEventCallbacks(jvmti, &callbacks, (jint)sizeof(callbacks)); 
 
   return JNI_OK; 
 } 

 

 

4.2. コールバック関数の定義 

Agent_OnLoad で設定したコールバック関数を定義します。 

 

リスト４：コールバック関数のハイライト 

  static void JNICALL cbMonitorEnter(jvmtiEnv *jvmti, JNIEnv *env, jthread thread, jobject object) 
  { 
    printmonitor(jvmti, thread, "TRY"); 
  } 
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  static void JNICALL cbMonitorEntered(jvmtiEnv *jvmti, JNIEnv *env, jthread thread, jobject object)
  { 
    printmonitor(jvmti, thread, "LCK"); 
  } 

 

 

4.3. イベント情報の出力 

発生した、MonitorContendedEnter と MonitorContendedEntered の情報を出力します。ここでは、

MonitorContendedEnter と MonitorContendedEntered の差分時間は求めません。プロファイラでのオーバ

ーヘッドをおさえるため、差分時間は、すべてのデータを採取した後に、別途、出力情報から求めること

にします。 

 

リスト５：イベント情報出力のハイライト 

  static void printMonitor(jvmtiEnv *jvmti, jthread thread, char *tag) 
  { 
    jvmtiFrameInfo frames[3]; 
    jint count; 
    long long nano; 
    char *thname; 
    int i; 
    char buf[2048]; 
    char *bufp; 
    int n; 
 
    nano = getEventTime();  // イベント発生時刻 
 

 // イベントが発生したスタックトレースを取得 
    (*jvmti)->GetStackTrace(jvmti, thread, 0, 3, frames, &count); 
 
    bufp = buf; 
    thname = getThreadName(jvmti, thread);    // イベントが発生したスレッド名を取得 
    n = sprintf(bufp, "%lld %s [%s]", nano, tag, thname); 
    bufp += n; 
 
    // スタックトレースの解析 
    for (i = 0 ; i < count ; ++i) { 
      char *methodname; 
      jclass klass; 
      char *classname; 

 (*jvmti)->GetMethodName(jvmti, frames[i].method, &methodname, NULL, NULL); 
 (*jvmti)->GetMethodDeclaringClass(jvmti, frames[i].method, &klass); 
 (*jvmti)->GetClassSignature(jvmti, klass, &classname, NULL); 

  n = sprintf(bufp, " %s#%s", classname, methodname); 
  bufp += n; 
  (*jvmti)->Deallocate(jvmti, (unsigned char*)methodname); 
  (*jvmti)->Deallocate(jvmti, (unsigned char*)classname); 
       } 
 
       fprintf(fp, "%s¥n", buf);  // イベント情報の出力 
     } 

 

 

4.4. 完全なソースコード 
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完全なソースコードについては、付録を参照してください。 

 

4.5. プロファイラのコンパイルと起動方法 

コンパイルは以下のようにおこないます。 

 

図２:Linux 系 OS での例 

% cc -I ${JAVA_HOME}/include -I ${JAVA_HOME}/include/${OS} –shared –fPIC -o libprofiler.so profiler.c -lrt
 

図３：Solaris OS での例 

% cc -I ${JAVA_HOME}/include -I ${JAVA_HOME}/include/${OS} -G -o libprofiler.so profiler.c 
 

ここで、${JAVA_HOME}は、JDK のインストールしているパス、${OS}は、使用している OS 名(Solaris や Linux

等)になります。 

 

作成した libprofiler.so は、LD_LIBRARY_PATH で設定されているパス上に配置します。 

起動は以下のようにおこないます。 

 

  java -agent:profiler=file=ファイル名 MAIN-CLASS 

 

「ファイル名」でしたファイルにイベント情報が出力されます。 

 

4.6. イベント情報の解析 

出力されるイベント情報は以下のようなフォーマットになります。 

 

リスト６：イベント情報の例 

2010/06/24 15:27:48.724 
38733080632 TRY [Thread-3] Ljava/util/Hashtable;#get Ljava/util/Calendar;#setWeekCountData Ljava/util/Calendar;#<init> 
38733218376 LCK [Thread-3] Ljava/util/Hashtable;#get Ljava/util/Calendar;#setWeekCountData Ljava/util/Calendar;#<init> 

★１ 

★２ 

★３ 

 

★１では、基準となる時刻を出力しています。 

★２は MonitorContendedEnter の情報、★３では MonitorContendedEntered の情報を出力しています。 

★２/★３の１カラム目は、イベントの発生時刻を、★１からの経過時間で表示しています。 

２カラム目は、「TRY」または「LCK」で、MonitorContendedEnter か MonitorContendedEntered を区別しま

す。 

３カラム目は、スレッド名を表示しています。 

４カラム目以降は、スタックトレースを表示しています。この例では、java.util.Hastable#get メソッド

で排他待ちとなっていますが、このメソッドは、java.util.Calendar#setWeekCountData メソッドから呼

ばれて、さらにこのメソッドは、java.util.Calendar#<init>から呼ばれていることを示しています。 

★２/★３より、137,744 ナノ秒の排他待ちがあることが分かります。 
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5. さらなる改善 

今回、イベント情報を出力する最終 API として、fprintf を使用していますが、一般的に fprintf 内では

排他制御をしていると考えられます。ここでは、詳細は記載しませんが、この影響も排除したい場合は、 

イベント情報を直接ファイルに出力するのではなく、スレッドローカルエリアを使用し、出力を非同期に

行う方法があります。 

 

 

6. 参考文献・URL 

 

JVMTI 

http://download.oracle.com/javase/6/docs/technotes/guides/jvmti/index.html 

 

Java 言語仕様 

http://java.sun.com/docs/books/jls/index.html 

 

 

付録 プロファイラのソース 
 

/* 
  Profiler using JVMTI sample source 
 */ 
 
#include <stdio.h> 
#include <time.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <stddef.h> 
#include <sys/types.h> 
 
 
#include "jni.h" 
#include "jvmti.h" 
 
typedef struct { 
  jvmtiEnv      *jvmti;    // jvmti environment 
  char          *logfile;  // log file name 
  FILE          *logfp;    // log file pointer 
  jboolean       vmDead;   // flag if vm is about to end 
  jlong epoc; 
} globaldata_t ; 
 
static globaldata_t *gdata; 
 
#if defined __sun 
static inline jlong getTime() 
{ 
  return gethrtime(); 
} 
#elif defined __linux 
static inline jlong getTime() 
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{ 
  struct timespec tp; 
  jlong result; 
 
  clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &tp); 
  result = (jlong)(tp.tv_sec) * (1000 * 1000 * 1000) + (jlong)(tp.tv_nsec); 
  return result; 
} 
#endif 
 
/* 
  Called on VM termination 
*/ 
static void JNICALL cbVMDeath(jvmtiEnv *jvmti, JNIEnv *env) 
{ 
  gdata->vmDead = JNI_TRUE; 
}   
 
/* 
  Called after VM initialization 
*/ 
static void JNICALL cbVMInit(jvmtiEnv *jvmti, JNIEnv *env, jthread thread) 
{ 
  time_t t; 
  struct timeval v; 
  struct tm *tm; 
  int mil; 
 
  (*jvmti)->SetEventNotificationMode(jvmti, JVMTI_ENABLE, 
JVMTI_EVENT_MONITOR_CONTENDED_ENTERED, NULL); 
  (*jvmti)->SetEventNotificationMode(jvmti, JVMTI_ENABLE, 
JVMTI_EVENT_MONITOR_CONTENDED_ENTER, NULL); 
 
  gdata->epoc = getTime();  // 現在時刻を記録 
  gettimeofday(&v, NULL); 
  tm = localtime(&(v.tv_sec)); 
  mil = v.tv_usec / 1000; 
  fprintf(gdata->logfp, "%4d/%02d/%02d %02d:%02d:%02d.%03d¥n", 
          tm->tm_year+1900, tm->tm_mon, tm->tm_mday, tm->tm_hour, tm->tm_min, tm->tm_sec, mil); 
 
  if (gdata->logfile != NULL) 
    fflush(gdata->logfp); 
} 
 
/* 
  Convert Thread object to thread name 
*/ 
static inline char *getthreadname(jvmtiEnv *jvmti, jthread thread) 
{ 
  void *data; 
  jvmtiThreadInfo tin; 
 
  (*jvmti)->GetThreadLocalStorage(jvmti, thread, &data); 
  if (data == NULL) { 
    (*jvmti)->GetThreadInfo(jvmti, thread, &tin); 
    // スレッド終了時に tin を Deallocate で解放する必要あり 
    (*jvmti)->SetThreadLocalStorage(jvmti, thread, tin.name); 
    return tin.name; 
  } 
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  return (char *)data; 
} 
 
/* 
  Print monitor infomration 
*/ 
static void printmonitor(jvmtiEnv *jvmti, jthread thread, char *tag) 
{ 
  jvmtiFrameInfo frames[3]; 
  jint count; 
  jlong nano; 
  char *thname; 
  int i; 
  char buf[2048]; 
  char *bufp; 
  int n; 
 
  nano = getTime() - gdata->epoc;   // イベント発生時刻 
 
  // イベントが発生したスタックトレースを取得 
  (*jvmti)->GetStackTrace(jvmti, thread, 0, 3, frames, &count); 
  if (count == 0) 
    return; 
 
  bufp = buf; 
  thname = getthreadname(jvmti, thread);  //イベントが発生したスレッド名を取得 
  n = sprintf(bufp, "%lld %s [%s]", nano, tag, thname); 
  bufp += n; 
 
  // スタックトレースの解析 
  for (i = 0 ; i < count ; ++i) { 
    char *methodname; 
    jclass klass; 
    char *classname; 
 
    (*jvmti)->GetMethodName(jvmti, frames[i].method, &methodname, NULL, NULL); 
    (*jvmti)->GetMethodDeclaringClass(jvmti, frames[i].method, &klass); 
    (*jvmti)->GetClassSignature(jvmti, klass, &classname, NULL); 
    n = sprintf(bufp, " %s#%s", classname, methodname); 
    bufp += n; 
    (*jvmti)->Deallocate(jvmti, (unsigned char*)methodname); 
    (*jvmti)->Deallocate(jvmti, (unsigned char*)classname); 
  } 
 
  if (gdata->logfp != NULL) 
    fprintf(gdata->logfp, "%s¥n", buf);  // イベント情報の出力 
} 
 
/* 
  callback function for MonitorEnter event 
*/ 
static void JNICALL cbMonitorEnter(jvmtiEnv *jvmti, JNIEnv *env, jthread thread, jobject object) 
{ 
  if (gdata->vmDead == JNI_TRUE) 
    return; 
  printmonitor(jvmti, thread, "TRY"); 
} 
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/* 
  callback function for MonitorEntered event 
*/ 
static void JNICALL cbMonitorEntered(jvmtiEnv *jvmti, JNIEnv *env, jthread thread, jobject object) 
{ 
  if (gdata->vmDead == JNI_TRUE) 
    return; 
  printmonitor(jvmti, thread, "LCK"); 
} 
 
 
/* 
  -agnet に指定したオプションの解析 
*/ 
static void parse_option(char *options) 
{ 
  char *filename; 
 
  if (options == NULL) 
    return; 
  if (strncmp(options, "file=", 5)) 
    return; 
 
  filename = options + 5; 
  gdata->logfile = strdup(filename); 
} 
 
/* 
  Called when profiler is loaded. 
 */ 
JNIEXPORT jint JNICALL Agent_OnLoad(JavaVM *vm, char *options, void *reserved) 
{ 
  jvmtiEnv              *jvmti; 
  jint                   res; 
  jvmtiCapabilities      capabilities; 
  jvmtiEventCallbacks    callbacks; 
 
  gdata = (globaldata_t*)malloc(sizeof(globaldata_t)); 
  memset(gdata, 0, sizeof(globaldata_t)); 
 
  res = (*vm)->GetEnv(vm, (void **)&jvmti, JVMTI_VERSION_1);  // jvmtiEnv の獲得 
  if (res != JNI_OK) 
    return res; 
 
  parse_option(options); 
 
  // ログファイルの作成 
  if (gdata->logfile != NULL) { 
    gdata->logfp = fopen(gdata->logfile, "w"); 
    if (gdata->logfp == NULL) { 
      fprintf(stderr, "cannot open file %s¥n", gdata->logfile); 
      return JNI_ERR; 
    } 
  } 
  else 
    gdata->logfp = stdout; 
 
  gdata->jvmti = jvmti; 
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  memset(&capabilities,0, sizeof(capabilities));            // jvmtiCapabilities の初期化 
  capabilities.can_generate_monitor_events = 1;             // monitor event の追加 
  (*jvmti)->AddCapabilities(jvmti, &capabilities); 
 
  memset(&callbacks,0, sizeof(callbacks));                  // jvmtiEventCallbacks の初期化 
  callbacks.VMInit      = &cbVMInit; 
  callbacks.VMDeath     = &cbVMDeath; 
  callbacks.MonitorContendedEnter   = &cbMonitorEnter;   // MonitorContendedEnter に対するコール

バックの設定 
  callbacks.MonitorContendedEntered = &cbMonitorEntered; // MonitorContendedEntered に対するコー

ルバックの設定 
 
  (*jvmti)->SetEventCallbacks(jvmti, &callbacks, (jint)sizeof(callbacks)); 
 
  (*jvmti)->SetEventNotificationMode(jvmti, JVMTI_ENABLE, JVMTI_EVENT_VM_INIT, NULL); 
  (*jvmti)->SetEventNotificationMode(jvmti, JVMTI_ENABLE, JVMTI_EVENT_VM_DEATH, NULL); 
 
  return JNI_OK; 
} 
 
JNIEXPORT void JNICALL Agent_OnUnload(JavaVM *vm) 
{ 
  if (gdata->logfile != NULL) { 
    fclose(gdata->logfp); 
    gdata->logfp = NULL; 
  } 
} 
 
 
 
 

 

 


