
要約 

このドキュメントでは、Standard Performance Evaluation Corporation（SPEC）によって開発され、2005 年に公開さ

れた Web サーバベンチマーク SPECweb2005 について説明します。この新しいバージョンは、Web サーバを評価する

一連の SPEC ベンチマークの後継です。広範囲に及ぶ新しい Web テクノロジーを考慮して、次の複雑な拡張機能がい

くつか追加されました。 

 現実のインターネットユーザーのモデル化 

 PHP または JSP を実装している動的なページのコンテンツ 

 並列した 2 系統の HTTP 接続によるページコンテンツの転送 

 銀行業務（HTTPS）、e コマース（HTTP および HTTPS）およびサポート（HTTP）という 3 つの異なるユー

ザー負荷。 

HTTPS は HTTP セキュアの略です。 

 If-Modified-Since 要求（IMS）を使用するブラウザキャッシュ効果のシミュレーション 

 実環境における現在の Web サーバアプリケーションのパターンに従ったファイルアクセス 

 明確で移植可能なコードを得るためのベンチマーク制御の JAVA ベースの実装 

ベンチマークでは、サーバハードウェア（主に CPU、ネットワークカード、メインメモリ、およびディスクサブシステ

ムと Web サーバ、JVM（Java 仮想マシン））とオペレーティングシステムなどのソフトウェアコンポーネントの両方

がテストされます。SPEC により定義およびテストされた SPECweb2005 ベンチマークを実行するための標準化された

負荷とルールを使用した結果に基づいて、すべてのメーカーを比較することが可能です。 

目次 

 

SPECweb2005 – 概要 ............................................................................................................................................. 2 

ベンチマークのコンポーネント .............................................................................................................................. 3 

SPECweb2005 テスト手順 ..................................................................................................................................... 4 

テスト結果の解説 ................................................................................................................................................... 6 

関連資料 .................................................................................................................................................................. 7 

お問い合わせ先 ....................................................................................................................................................... 7 

ベンチマークの概要 

SPECweb2005 

バージョン 1.1 

2007 年 9 月 

 
 
 
 
 
 
 

ページ数 7 



 ホワイトペーパーベンチマークの概要 SPECweb2005 バージョン： 1.1、2007 年 9 月 

 

 © Fujitsu Technology Solutions, 2010  2/7 ページ 

 

SPECweb2005 – 概要 

異なるコンピュータシステムを比較するには、適合する場合、エンドユーザーのアプリケーションソフトウェアを使用

するのが理想的です。しかし、労力、時間不足または複雑さが理由で通常この方法で異なるシステムを比較することが

困難であるため、さまざまなアプリケーション分野で標準化されたベンチマークが開発されています。独立した団体に

よってテスト済みのこれらすべてのベンチマークは、標準化されたテストの実施を可能にするテスト、負荷およびルー

ルの定義に基づいてシステム全体またはコンポーネントを客観的に評価できます。 

SPEC（Standard Performance Evaluation Corporation）は、こうしたベンチマークの開発と公開を調査する組織です。

SPEC コンソーシアムには、富士通などコンピュータ業界の有力企業が参加しています。SPEC によって発行された、

以前のバージョンである SPECweb99 および SPECweb99_SSL の後継となるベンチマークの 1 つが、2005 年 10 月に

公開された SPECweb2005 です。本書では、ベンチマークの原則、測定の実施、および結果の解釈について説明します。 

SPECweb2005 は Web サーバの評価に使用されます。今日の Web サーバでは、非常に広範囲なタスクが実行されるた

め、ベンチマークでは、銀行業務、e コマースおよびサポートという 3 つの異なる負荷を使用します。選択されたパフ

ォーマンス測定は、SUT（テスト対象システム）を同時に利用できるユーザーの数によるものです。 

これら 3 種類の負荷は現実の用途に基づいており、次のタスクが含まれています。 

- SPECweb2005_Banking – ログオン、ログオフ、残高照会、送金、ユーザープロファイルの表示と変更など、オン

ライン銀行の顧客が送信する代表的な要求がシミュレートされます。 

ログインには、その後のすべての操作に使用される SSL 接続の確立も含まれます。 

- SPECweb2005_Ecommerce – コンピュータとのオンライン取引がシミュレートされます。ユーザーは、ページの

閲覧、製品の閲覧、注文の作成、発注を実行できます。最初の手順は、非セキュア接続経由です。注文を行い送信

するとすぐに、SSL で暗号化された接続が確立されます。 

- SPECweb2005_Support – サポートページの要求がシミュレートされます。ユーザーは、ページの閲覧、入手可能

な製品のリストの閲覧、該当するファイルのダウンロードを実行できます。問い合わせは暗号化されません。 

3 種類の負荷は連続して測定され、結果は個別に出されます。SPECweb2005 の全体的な指標は 3 種類の結果の平均値

です。使用された指標とコンテキストは本書巻末に記載されています。 

ユーザーの行動はセッション中にマッピングされます。スレッドは、継続的に要求を作成し、Web サーバに送信するユ

ーザーの数に従って開始されます。要求と要求の間には待機時間（思考時間）があり、平均して銀行業務と e コマース

では 10 秒、サポートでは 5 秒です。銀行業務と e コマースでは、要求の送信からページの完全な受信までの特定の条

件に適合する応答時間が必要ですが、サポートでも時間単位ごとに受信したデータのスループットに対して特定の条件

があります。これらの条件は、サービスの品質（QoS）基準と呼ばれます。コンテンツに関連した一連の要求と応答は、

セッションと呼ばれます。スレッドではセッションが処理され、前のセッションが終了すると新しいセッションが開始

され、処理されます。この手順は、ページを開き、http 要求を行い、ページを閉じる Web ページユーザーの行動をシ

ミュレートしています。 

SPECweb2005 は、ページ指向モデルに基づいています。要求は、埋め込みイメージファイルを含む、Web サーバで生

成された動的ページに送信されます。以前のバージョンでは主に静的ページを使用しました。各負荷プロファイルには、

ページのプールがあり、ベンチマークの仕様に従って、定義されたランダム配信が要求ごとに選択されます。現在のブ

ラウザで一般的な手法に従い、埋め込みイメージファイルは、セッションごとに別の並列 HTTP 接続経由で Web サー

バから転送されます。 
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ベンチマークのコンポーネント 

SPECweb2005 は基本的に、負荷ジェネレーター（クライアントシステム）、制御システム（プライムクライアント）、

Web サーバ、およびバックエンドシミュレーター（BeSim）という 4 つの主要なコンポーネントで構成されます。次の

図は、これらのコンポーネントとその相互関係を示しています。 

 

図 1：SPECweb2005 の論理コンポーネント 

各コンポーネントでは次のタスクが実行されます。 

 負荷ジェネレータープログラムはクライアント上で実行され、Web サーバへの接続の確立、ページ要求の送信、お

よび応答ページの受信を行います。このプログラムは、容易に移植できるように Java で記述されています。クライ

アントは論理コンポーネントであるため、1 つの物理システム上に複数のクライアントが共存できます。 

 プライムクライアントは、他のすべてのシステムを初期化し、テストを監視して、結果を収集および評価します。

プライムクライアントも論理コンポーネントであるため、別の物理システムや他のクライアントシステムにインス

トールできます。 

 Web サーバや SUT（System Under Test：テスト対象システム）は、要求を処理するハードウェアおよびソフトウ

ェアで構成されます。 

 BeSim（Back-end Simulator：バックエンドシミュレーター）は、アプリケーションのデータベースとアプリケーシ

ョン部分をシミュレートします。Web サーバは、HTTP 要求を完全に処理するための情報（たとえば、動的に Web 

ページを作成するための顧客データ）を取得するために、シミュレーターに接続する必要があります。 

Web サーバは、単一のシステムまたは複数のシステムやノードで構成することができます。複数のシステムやノードで

構成されるサーバでは、すべての HTTP 要求を受け入れ、利用可能な Web サーバのノードに配分する負荷分散コンポ

ーネントが必要です。 

図 1 に示した LAN 接続用のネットワークカードに加えて、Web サーバには適切なストレージ構成が必要です。Web サ

ーバにより動的に作成されるページのベースは、SPEC が提供するツールを使用して作成され、ファイルシステムに保

存されるファイルです。このファイルプールには、ページに組み込まれたイメージに対応する各負荷プロファイルの負

荷とは独立した静的な部分があります。ただし、ファイルの数は設定されたユーザーの数に比例しているということが

重要です。したがって、必要となるファイルシステムのサイズは、対象となるパフォーマンスに依存します。 
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SPECweb2005 テスト手順 

ベンチマークを開始する前に、ネットワークポートでリスニングする 1 つまたは複数のクライアントプロセスが各クラ

イアントシステムで開始されます。すべてのクライアントプロセスが開始されると、クライアントシステムではプライ

ムクライアントによる初期化の準備が整います。Web サービスとアプリケーションは、バックエンドシミュレーター 

BeSim で開始されます。 

プライムクライアントでは、構成ファイルからテストパラメーターが読み込まれ、Web サーバ、BeSim、およびその他

のクライアントが初期化されます。構成ファイルによって、Web サーバの処理能力に応じて作成される仮想ユーザー

（セッション）の数がリストされます。この情報とその他の情報が、プライムクライアントによってクライアントに転

送されます。初期化が完了すると、プライムクライアントによってベンチマーク実行が開始されます。 

次の図に示されているベンチマーク実行のさまざまな段階は、プライムクライアントによって制御されます。 

 

図 2：SPECweb2005 のテスト段階 

それぞれのベンチマーク実行はランプアップ段階（A）から開始されます。ランプアップ段階は、少なくとも 180 秒実

行され、最大 600 秒継続される場合があります。この段階は、負荷全体が一度にサーバに送信されないように、順次ユ

ーザーセッションを開始することを目的としています。 

次はウォームアップ段階（B）で、実際の測定インターバルが始まる前にテストシステムによってキャッシュが準備さ

れます。300 ～ 600 秒継続するこの段階が完了すると、測定インターバルが開始される前に発生したすべてのエラーと

一緒に、その時点までに記録されたすべての結果が削除されます。この結果は、最終的な結果ファイルには記載されま

せん。 

すべての HTTP 要求の結果は、実行段階（C）の間に記録され、ベンチマークの結果は応答時間から後で計算されます。

この実測定インターバルは 1800 秒間継続します。 

ランプアップ段階に対応して、次にランプダウン段階（D）があり、作成されたユーザーセッションが順次停止されま

す。この間に送信された要求は記録されず、最終結果では考慮されません。 

次に 300 秒のアイドル段階（E）が続き、サーバとクライアントが非負荷状態に戻るのに十分な時間が与えられます。 

次の実行は 300 秒のランプアップ段階（F）で始まり、これは後続の実行では初回の実行の段階（B）に該当します。こ

こでは、前のテストアクティビティーによりすでにキャッシュが準備されているので、短時間で状態が安定します。通

常、段階（B）は段階（F）より長くかかります（図 3 を参照）。 

各実行の最後に、プライムクライアントによって結果データが収集および集計され、情報が結果ファイルに書き込まれ

ます。各負荷プロファイルに対して合計 3 回の実行が実施されます。3 回の実行がすべて終了すると、テキスト形式お

よび HTML 形式のレポートファイルが作成されます。 

3 つの負荷プロファイルそれぞれについて、可能な限り最大のユーザー数が設定されます。その限度は QoS 基準によっ

て定義されています。要求された各ページについて、イメージファイルを含むページが完全に受信されるまでの時間で

ある応答時間が記録され、応答時間が 2 秒未満なら GOOD（良好）、応答時間が 4 秒未満なら TOLERABLE（許容範

囲内）と評価されます。 
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「Support」負荷プロファイルでサイズの大きいファイルをダウンロードする場合にのみ、評価基準に例外が適用されま

す。この場合、転送速度が毎秒 99,000 バイト以上であれば  GOOD（良好）、毎秒  95,000 バイト以上であれば 

TOLERABLE（許容範囲内）です。 

各ページに対して、要求の 95% 以上が GOOD（良好）と評価され、要求の 99% 以上が TOLERABLE（許容範囲内）

と評価されるとベンチマーク実行は有効とみなされます。 

図 3 は、13604 件のセッションで構成された「Support」負荷プロファイルを 3 時間にわたり実行した実行全体での 

SUT アクティビティーの例を示しています。3 回の測定段階とアイドル段階で、明確にリズムが見られます。緑（上）

の線は、新しい要求が GOOD（良好）で処理された場合の回数を 10 秒ごとに示し、青（下）の線は TOLERABLE（許

容範囲内）として測定されたものを示しています。第 3 の曲線 FAILS（失敗）はほぼ x 軸と重なっており、FAILS（失

敗）がほとんど発生しなかったことを示しています。待機時間と応答時間を含む要求の平均実行時間は 10 秒未満であ

り、平均して 1 セッションにつき 1 つよりやや多い要求が処理されたため、10 秒間のカウント期間内のすべての要求

の合計は、セッション数より若干多くなっています。 

「Banking」負荷プロファイルと「Ecommerce」負荷プロファイルの実行結果も、図  3 と同様になります。

SPECweb2005 ベンチマークの測定を完全に実行するには、約 9 時間かかります。 

 

図 3：「Support」負荷プロファイルの 3 回の実行ととその QoS の度合い 
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テスト結果の解説 

1 次パフォーマンス評価指標 SPECweb2005 では、事前に定義されたリファレンスシステムの性能を 100 とし、測定さ

れたシステムがリファレンスシステムよりもどれだけ強力かを倍数で示します。リファレンスシステムは、Linux オペ

レーティングシステムと Apache Web サーバを搭載した AMD Athlon 1.20 GHz ベースのモノプロセッササーバです。 

この 1 次パフォーマンス評価指標 SPECweb2005 は、次のように 3 つの負荷固有の 2 次評価指標から計算されます。 

 

分母はリファレンスシステムの個別の結果で、分子は SUT の測定値です。最終的な SPECweb2005 の結果は、3 つの

商の幾何平均に 100 を乗じたものです。平均値を求めるためのさまざまな方法の中で、幾何平均を使用する利点は、平

均における個々の値の影響が絶対的な大きさに依存しないことです。これにより、飛び抜けた値が最終結果を左右する

のを回避します。 

1 次評価指標 SPECweb2005 は、SUT でサポートされるユーザーの数について言及しません。ただし、3 つの 2 次評価

指標は、前述のようにテストに設定されたユーザーの数です。このユーザー数は、負荷プロファイルそれぞれの 3 回の

実行で同じです。QoS 基準、つまり GOOD（良好）、TOLERABLE（許容範囲内）、および FAIL（失敗）の割合に関

して相違があります。1 次評価指標と  3 つの  2 次評価指標に加えて、公開された  SPECweb2005 認定では、

「Support」プロファイルを例として使用している図 4 の認定概要で示すように、負荷プロファイルごとの 3 回の実行

それぞれについて QoS の割合を一覧表示します。この概要は、図 3 のグラフと同じ実行から取得されています。 
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図 4：「Support」負荷プロファイルの認定概要 

SPECweb2005 ベンチマークのパフォーマンスに最も影響するもの： 

 プロセッサ数およびその特性 

 メモリサブシステム 

 システムバス 

 主にネットワーク、およびストレージ I/O の一部に使用される I/O サブシステム 

 オペレーティングシステムの能力 

 Web サーバソフトウェア 

 Java 実行環境（JVM） 

 64 ビットアドレス領域サポート 

SPECweb2005 はサーバ構成のサイジングには適していませんが、サーバ環境で Web サーバ製品を比較するのに優れ

ています。このベンチマークで競争力のある位置にあることは、ハードウェアとソフトウェアのコンポーネントを備え

た SUT が Web サーバとして非常に適切であることを意味します。 
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納品までの時間は在庫状況によって異なります。技術仕様は予告なく変更さ

れることがあります。誤記脱漏は随時訂正されます。 

示しているすべての販売条件は（TC）ユーロでの希望価格で VAT を除く価

格です（別途記載ない限り）。ハードウェアおよびソフトウェアの名前はす

べて、それぞれの所有者のブランド名または商標です。 
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