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変更履歴 

2 

日付 変更内容 

2014.12.10 初版発行 

2015.12.07 バージョン0.9での変更に従い、P.6の
「Processes_template.xml」の配置場所を修正 



使用パターンのシミュレーション：Scalability Tools 
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Qlik Scalability Centerにより提供されているScalability Toolsの利用により 
ユーザーの実際の使用パターンをシミュレーションすることが可能。 

 

以下の様なテストが実行可能： 

• パフォーマンステスト 

• ロードテスト・ストレステスト 

• パフォーマンスチューニングの効果検証 

 データモデルの比較 

 ユーザーインターフェースの比較 

 データ容量増加のシミュレーション 

• ハードウェア ベンチマーク 

※ 当ツールは正式サポート対象外のツールとなります。 



Scalability Tools利用の前提条件 
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クライアントマシン 

• 下記サイトからJmeterをダウンロードし、任意の場所にZipファイルを展開 

http://archive.apache.org/dist/jakarta/jmeter/binaries/jakarta-jmeter-2.4.zip 

 

• 以下のソフトウェアの導入 

 Java Runtime(64bit JRE update 24以降) 

 Microsoft .NET Framework 4 

 

• 以下のサイトからScalability Toolsをダウンロードし、 任意の場所にZipファイルを展開 

http://community.qlik.com/docs/DOC-6658 

 

ターゲットシステム 

• QVSの以下の設定を実施 

• QVSのsession recoveryをOffに設定 

• QVSのsession loggingをOnに設定 

• Event loggingをhigh verbosityに設定 

 

http://archive.apache.org/dist/jakarta/jmeter/binaries/jakarta-jmeter-2.4.zip
http://archive.apache.org/dist/jakarta/jmeter/binaries/jakarta-jmeter-2.4.zip
http://archive.apache.org/dist/jakarta/jmeter/binaries/jakarta-jmeter-2.4.zip
http://archive.apache.org/dist/jakarta/jmeter/binaries/jakarta-jmeter-2.4.zip
http://archive.apache.org/dist/jakarta/jmeter/binaries/jakarta-jmeter-2.4.zip
http://archive.apache.org/dist/jakarta/jmeter/binaries/jakarta-jmeter-2.4.zip
http://archive.apache.org/dist/jakarta/jmeter/binaries/jakarta-jmeter-2.4.zip
http://community.qlik.com/docs/DOC-6658
http://community.qlik.com/docs/DOC-6658
http://community.qlik.com/docs/DOC-6658
http://community.qlik.com/docs/DOC-6658


作業の流れ 
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Step4: テストシナリオの作成 

Step5:スクリプトの生成 

Step6: スクリプトの実行設定 

Step7: スクリプトの実行 

Step8: スクリプト実行状況の確認 

Step1: パフォーマンスカウンターの設定 

Step2: Qlik Scalability Toolの起動 

Step3: プロパティの設定 Step9: 実行後のログ収集 

Step10: ログデータからのQVDファイル作成 

Step11: 分析用QVWへのQVDファイルの取り込み 

Step12: テスト結果の分析 



Step1-1: パフォーマンスカウンターの設定 
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• ターゲットシステム(Web Server, QVS)において、パフォーマンスカウンターの設定を実施 

• Scalability Toolsのzipファイルを解凍して作成されたフォルダ以下の「Document」フォルダに配置

されている「Processes_template.xml」ファイルをWeb Server、QVSの任意の場所にコピー 

テスト対象のWeb Server, QVSにコピー 

※ 当テンプレートはWindows 2008 R2に対応 



Step1-2: パフォーマンスカウンターの設定 
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管理ツールの「パフォーマンスモニター」を起動 

「データコレクターセット」＞「ユーザー定義」を右クリックし、「データコレ
クターセット」を新規作成 

• 管理ツールからパフォーマンスモニターを起動し、データコレクターセットを作成 



Step1-3: パフォーマンスカウンターの設定 
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• 任意の名前を設定し、「テンプレートから作成する」を選択したままで「次へ」をクリック 



Step1-4: パフォーマンスカウンターの設定 
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• 「参照」を選択してStep1-1でサーバー上にコピーした「Processes_template.xml」 を選択し、

「次へ」をクリック 

「参照」をクリック 

「Processes_template.xml」を選択 



Step1-5: パフォーマンスカウンターの設定 
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• 任意の保存場所を指定して、「次へ」をクリック 



Step1-6: パフォーマンスカウンターの設定 
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• 必要に応じて実行ユーザーの変更を行い「完了」をクリック 

 共有フォルダ上にログを配置する場合などは共有フォルダに書き込み権限を持つユーザーの指定が必要 

 



Step1-7: パフォーマンスカウンターの設定 
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• 作成したデータコレクターセットを右クリックし「開始」を選択 

 サーバー再起動時には停止されるため、再度開始が必要 

作成したデータコレクターセットを右クリックし「開始」を選択 状態が実行中となったことを確認 



Step2: Qlik Scalability Toolの起動 
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• 「ScriptGenerator」フォルダの「QlikViewTestScriptGeneratorGui.exe」を実行し、QlikView 

Scalability Toolを起動 

タブ名 説明 

Properties テストスクリプトの実行方法に関わる一般的なプロパティを設定するページ 

Scenario ユーザーがアプリケーションを操作する挙動のテストシナリオを定義するページ 

Execution 作成されたテストシナリオを実行するページ 

「ScriptGenerator」フォルダの
「QlikViewTestScriptGeneratorGui.exe」を実行 



Step3-1: プロパティの設定: Settings 
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項目名 説明 

Method スクリプト生成の方法としてJMeterを選択（現在はJMeterのみ提供） 

QlikView Version QlikViewのバージョンを10もしくは11から選択 

Script Type スクリプトタイプとしてLoadScriptを選択。以下が選択可能： 
• LoadScript: パフォーマンステストなどを実施するためのスクリプトタイプ 
• RegressionScript: アプリケーションの再帰テストを実施するためのスクリプトタイプ 

Document URL テスト実施対象ドキュメントのURLを指定。 

• 「Properties」タブの「Settings」上で以下の設定を実施 

テスト対象のドキュメントのURLをコピー 「Properties」の「Settings」項目 

「Document URL」に貼り付け 



Step3-2: プロパティの設定: Run settings 
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項目名 説明 

Concurrent users • 同時利用ユーザー数を指定 

Iterations per user • 各ユーザー(スレッド)がテストシナリオの全アクションを実行する繰り返し回数を指定 
• 各テストシナリオの反復ごとに新たなセッションを生成 
• 「Infinite(無限)」を設定することが可能。ただし、その場合にはDurationの指定が必要 

Ramp up (s) • 全てのユーザー(スレッド)を起動するために必要な時間を秒で指定 
• 例えば、以下の設定の場合には30÷10＝3秒ごとにユーザー(スレッド)が起動される 

 Concurrent users: 10 
 Ramp up (s): 30 

Duration (s) • スクリプトが実行される時間を秒で指定 
• 「Infinite(無限)」を設定することが可能。ただし、その場合にはIterations per userの指定が必要 

• 「Properties」タブの「Run settings」上で以下の設定を実施 

※ スクリプトの実行は「Iteration per user」もしくは「Duration (s)」に指定した値に達した時点で終了される 

「Properties」の「Run settings」項目 



Step3-3: プロパティの設定: Variables 
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項目名 説明 

Use Reduced 
Document list 

• 元ドキュメントとその縮小版(例: Sales.qvw, Sales1.qvw, Sales2.qvw)の複数ドキュメントをテ
ストの対象とする場合にチェックを有効化 

• 「..¥SupportFiles¥doclist.txt」に以下の形式でテスト対象のドキュメントを列挙する 
DemoApps¥Sales.qvw 
DemoApps¥Sales1.qvw 
DemoApps¥Sales2.qvw 

• テスト実行時、生成された各ユーザー(スレッド)ごとにdoclist.txtに指定されたドキュメントを上から順
に一つずつアクセス要求を送信する 

Logfile • テスト結果のログファイルの配置場所、およびファイル名のフォーマットを指定 

Seed file 1, 2 • テストシナリオのランダム選択条件の乱数生成に必要となるシードファイルを指定 

• 「Properties」タブの「Variables」上で以下の設定を実施 

「Properties」の「Variable」項目 



Step3-4: プロパティの設定: Security settings 
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• 「Properties」タブの「Security settings」上で以下の設定を実施 

項目名 説明 

Section Access • テスト対象のドキュメントがSection Accessでのセキュリティ設定がなされている場合、チェックを有効
化してユーザー名とパスワードを以下の形式で記述したファイルを指定。 

bauser1;passwd1 
bauser2;passwd2 
bauser3;passwd3 

NTLM • ロードテストを実行しているユーザーがテストシナリオの実行ユーザーとする場合に選択 
 実行ユーザーがテスト対象のQlikViewに対してアクセス権を持っていることが必要 

Header • ヘッダー認証による認証を行う場合に選択 
• QVWS側で設定しているヘッダー名とユーザー名・パスワードを含むファイルの指定が必要 

Anonymous • ユーザーは匿名ユーザーとしてアクセスし、Windowsベーシック認証にて認証を行う場合に設定。 
• ユーザー名・パスワードを含むファイルの指定が必要 
• 当設定にてテストを実行するにはQlikViewサーバー側に別途設定が必要 

「Properties」の「Security settings」項目 



(参考) Anonymous認証を行う場合の設定 
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<HttpAuthentication url="/QvAJAXZfc/Authenticate.aspx" scheme="Basic" /> 

QMC上でのQVWSのAuthenticationプロパティ設定 

• 「ユーザー名; パスワード」の並びでユーザーの一覧を下記の形式で記入 

ユーザーファイル(usrpwd.txt) 

• Anonymous認証で複数ユーザによるアクセスを行う場合には以下の設定を実施 

• QlikView Webserverのconfig.xml（既定ではC:¥ProgramData¥QlikTech¥WebServerに
存在）の以下の個所を”Ntlm”から“Basic”に変更し、Windows基本認証による認証設定とする 



(参考) ヘッダー認証を行う場合の設定 
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• Header name: 任意の名称を設定 
• Prefix: Custom Directory名を指定。ただし、ADからユー

ザー情報を取得したい場合にはドメイン名を指定。 

• Authentication: Header認証を選択 
• File: ユーザーファイル名を指定 
• Header: QVWSに設定した「Header Name」を指定 

• 「ユーザー名; パスワード」の並びでユーザーの一覧を記入 
 (Header認証を行う場合、パスワードは利用されないため、
任意の文字列を記入で可能) 

QMC上でのQVWSのAuthenticationプロパティ設定 Scalability ToolsのSecurity settings 

ユーザーファイル(usrpwd.txt) ブラウザの設定(任意/Chromeの場合) 

• 上記例ではChromeのModHeaderプラグインを利用
しHeader認証のQlikViewにログオンできるように設定 

• ヘッダー認証で複数ユーザによるアクセスを行う場合には以下の設定を実施 



4-1: テストシナリオの作成 
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• QlikView Desktopでテスト対象ドキュメントを開き、ドキュメントレイアウトをエクスポートして任意の

フォルダに保存 

「ドキュメントレイアウトをエクスポート」を選択し、 
ドキュメントレイアウトを任意のフォルダに保存 

XMLファイルでレイアウトが保存 



4-2:テストシナリオの作成 
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• テストシナリオの保存を行っていない場合、
Project files folder指定時に以下の警告が
表示されますので、下記フォルダ(既定)以下に保
存を行って下さい。 
 

「ScriptGenerator¥SourceXMLs」 

項目名 説明 

Project files folder • 前項でドキュメントレイアウトを保存した保存
先ディレクトリを指定 

Auto Timer • 各アクションの間に挿入されるTimers（アク
ション間のシンクタイム/待ち時間)の既定値
を設定 

• 以下の手順でドキュメントレイアウトの読込み、及びTimerの設定を実施 

「Scenario」タブを開く 

「Settings」を開く 

「Browse」をクリックし、前項で保存したド
キュメントレイアウトの保存先フォルダを指定 

アクション間に設定されるTimersの規定値を設定 



4-3:テストシナリオの作成 
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想定ユーザーのプロファイリングや、既存システムの利用状況調査によりアクションを定義 
 どのシートがよく利用されるか？ 
 平均的なユーザーはどの程度のクリックを行うか？  
 どのフィールド、リストボックス、チャートで選択が行われるか？ 
 クリック間の待ち時間はどの程度か？ 
 平均的な同時アクセスユーザー数はどの程度か？ 
 各アクセスのセッションの長さはどの程度か？ 

 

項目名 説明 

Action • 実行するアクションを指定 

Label • 結果を分析する際のラベルを指定（任意） 
• デフォルトでは以下の形式： 

“Action_type[Object ID]” (例: ListBox[LB123]) 

Select (Action Type) • 選択を行う対象のオブジェクトIDを指定 

Selection method • 選択を行う方法を選択(Randomize from all/disabled/enabled, Static Selectionが選択
可能) 

Min/Max number of 
selections 

• 選択を行う数の最少値、最大値を設定 



(参考)アクションの種類(1/2) 
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アクション名 説明 

Open Access Point  Access Pointへのアクセスを実行 

Open Document  ドキュメントのオープンを実行 

Button  指定されたオブジェクトIDのボタンクリックを実行 

Change ContainerTab  指定されたオブジェクトIDのコンテナタブの切り替えを実行。有効化する対象のタブの位置を１から始まる数値で指定が必要
（「1」が最初のタブに対応） 

Change Sheet  指定されたシートIDのシートへの移動を実行。 

Chart  指定されたオブジェクトIDのチャートの特定範囲へのズームを実行。選択は「from file」がチェックされた場合にはシードファイルに
基づいてランダムな値が選択され、チェックされない場合にはオンザフライで選択される。コンテナオブジェクトに含まれる場合には、コ
ンテナオブジェクトのIDの指定が必要。 

Clear All  「すべての選択をクリア」を実行 

ClearObject  指定されたオブジェクトIDのリストボックスもしくはマルチボックスの選択クリアを実行。 

Cycle Chart  指定されたオブジェクトIDのチャート上のサイクリックグループのクリックを実行。対象とするサイクリックスイッチの位置の選択が必要。
(複数のサイクリックスイッチがチャート上にある場合、一般的にはチャート左下から反時計回りで1から連番が振られる） 

Cycle StraightTable  指定されたオブジェクトIDのストレートテーブルのサイクリックグループのクリックを実行。対象とするサイクリックスイッチの位置の選択が
必要。(複数のサイクリックスイッチがストレートテーブル上にある場合、一般的にはチャート左側から1からの連番が振られる） 

Document Chaining  指定されたオブジェクトIDのボタンクリックにより起動されるドキュメントチェーンを実行。このアクションが実行後は、ドキュメントチェー
ン先のドキュメント上で後続のアクションが実行される。 

Fast Change  指定されたオブジェクトIDのチャート上でクリック切替（チャート表現の切り替え）を実行。（後続のアクションで対象オブジェクトに
アクションを実行する場合には、ストレートテーブルで表示されているか、チャートで表示されているか状態の把握が必要） 

ListBox  指定されたオブジェクトIDのリストボックスで選択を実行。Selection Methodの選択が必要。Randomize from 
all/disabled/enabledを選択の場合には「from file」がチェックされた場合にはシードファイルに基づいてランダムな値が選択され、
チェックされない場合にはオンザフライで選択される。 Static Selectionを選択した場合には選択を行う値の入力が必要。選択す
る値の数の最小値・最大値を設定。コンテナオブジェクトに含まれる場合には、コンテナオブジェクトのIDの指定が必要。 

MultiBox  指定されたオブジェクトIDのマルチボックスで選択を実行。（設定はListBoxを参照） 

SearchObject  指定されたオブジェクトIDの検索オブジェクト上で検索を実行。「search term」に検索文字列を入力するか、「from file」を
チェックしてファイル名を指定し、ファイルに検索文字列を列挙することが必要。また、選択方法の指定が必要。 



(参考)アクションの種類(2/2) 

24 

アクション名 説明 

StraightTable  指定されたオブジェクトIDのストレートテーブル上でランダムに選択を実行。「from file」がチェックされた場合にはシードファイルに基づ
いてランダムな値が選択され、チェックされない場合にはオンザフライで選択される。 選択する値の数の最小値・最大値を設定。コンテ
ナオブジェクトに含まれる場合には、コンテナオブジェクトのIDの指定が必要。 

TableBox  指定されたオブジェクトIDのテーブル上でランダムに選択を実行。（設定はStraightTableを参照） 

TextObject  指定されたオブジェクトIDのテキストオブジェクトのクリックを実行。 

Activate Minimized Object  指定されたオブジェクトIDを最小化された状態から最大化する操作を実行。 

Add Note  指定されたオブジェクトIDのオブジェクトに対してノートを追加する操作を実行。「note」に追加するノートのテキストを追加するか、
「Note from file」をチェックして「note」にテキストを含むファイル名を指定。 

CloseSession  セッションのクローズを実行。 

Copy Object  指定されたオブジェクトIDのコピーを実行。 

Create Bookmark  ブックマークの作成を実行。「Bookmark」にブックマーク名の指定も可能で、指定しない場合にはデフォルトの名称で保存される。 

Delete user added objects  全ユーザーオブジェクト(Copy/Pasteで作成されたオブジェクト)の削除を実行。 

Minimize Object  指定されたオブジェクトIDのオブジェクトの最小化を実行。 

Paste Object  Copy Objectでコピーされたオブジェクトの貼り付けを実行。 

Remove Bookmark  指定されたブックマークの削除を実行。ブックマーク名が指定されていない場合にはデフォルト名のブックマークを削除。 

Send to Excel  指定されたオブジェクトIDのオブジェクトの「Send to Excel」の処理を実行。ただし、実際にxlsファイルをダウンロードする処理は実行
されない。 

Toolbar action  ツールバー上のアクションを実行。“CLEARSTATE” (すべての選択をクリア), “BCK” (元に戻す), “FWD” (やり直し), “LS” 

(ロック), “US” (アンロック), “CS” (選択表示ウインドウ), “TOGGLENOTES” (ノートの表示)の選択が可能。 

Time Delay – GaussianTimer  アクション間のシンクタイム/待ち時間をガウス分布の方式にて設定。平均と偏差の指定が必要。 

Time Delay – UniformTimer  アクション間のシンクタイム/待ち時間を最小値、最大値を指定する形式で設定。 

Time Delay – ConstantTimer  アクション間のシンクタイム/待ち時間を定数で指定する形式で設定。 

TESTLOOP  繰り返し実行されるループ処理を作成。 

Placeholder  何も実行されないプレスホルダーを作成。 

Comment  スクリプトのXMLファイルに含まれるコメントを追加。 



5. スクリプトの生成 
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• スクリプト生成のボタンをクリックし、実行可能なスクリプトの生成を行う 

スクリプト生成のボタンをクリック 

「ScriptExecutor/DestJMSx」フォルダ以下
に.jmxの拡張子でJMeterのスクリプトが作成 



6. スクリプトの実行設定 
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「Execution」タブを開く 「Settings」を開く 

「Advanced」をチェック JmeterのパスとHeap Sizeを設定 

• スクリプト実行に必要なJmeterのパスとHeap Sizeの設定を実施 

※ Jmeterのパスは、事前にダウンロードしたJmeter解凍したフォルダ直下に含まれるbinフォルダへのフルパスを指定してください。 
※ Heap SizeはJmeter実行時にJavaに割り当てられるメモリ領域サイズになります。実行するマシンのスペックに応じて 
    適切な値を設定してください。  



7. スクリプトの実行 
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「Execution」タブを開く 

• 「Execution」タブを開いた際、生成済みのスクリ
プトを実行対象に加えるかの確認ウインドウが表
示されますので、「はい」をクリックします。 

「Execution all」(もしくは上部の実行
アイコン)をクリックし、スクリプトを実行 

• スクリプト実行ボタンをクリックし、スクリプトを実行 

作成したスクリプトが一覧に
加えられていることを確認 



8-1. スクリプト実行状況の確認 
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エラーでなく「Executing」となっていることを確認 ログ上で実況状況を確認 

• 「Summary」タブ、「<スクリプト名>」タブ上でスクリプトが実行されていることを確認 



8-2. 実行状況の確認 
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• タスクマネージャーやQMC上でユーザーのアクセス状況を確認 

QVS上のタスクマネージャーで、CPU、RAMが利
用開始されたことを確認 

QMCの「Status」＞「QVS Statistics」から
Active Usersなどを確認 



8-3. 実行状況の確認 
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• QVSのログ(Audit, Event, Session)を参照し、ライセンス等のエラーが出力されていないか、想定したユー

ザー操作がなされているかを確認 

• 以下のPowerShellコマンドでTailを使ったログの参照が可能 

Get-Content <ファイル名> -Wait –Tail 20 

 
Auditログではユーザーのアクションが確認可能 



9-1. 実行後のログ収集 
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• 実行後に「Launch logfile collection helper?」の確認ウインドウが表示されるので、「Yes」をクリック

し、Logfile Collectionの画面を起動 



9-2. 実行後のログ収集 
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• Webserver/QVSインスタンスを指定して「Scan」をクリックし、ログファイルパスやログファイルが正しく読み込

まれていることを確認し、「Fetch」をクリックすると「Output path」にログファイルが収集 

Webserver, QVSインスタン
スの名前を設定 

「Scan」をクリック 

「Fetch」を実行 

「Analyzer」以下にプロジェクトの
フォルダが生成され、ログファイルが
フォルダ以下に収集 



10. ログデータからのQVDファイル作成 
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項目名 説明 

Folder name • 前項で作成された分析対象のプロジェク
トフォルダ名を指定 

vDebug • 1: QVDを再作成、もしくは0: 再作成
しないのいずれかを指定 

vTimeZone • タイムゾーンを指定 

• 「Analyzer」フォルダの「QVD Generator.qvw」を起動してフォルダ名等を指定し、リロード処理を実行 

フォルダ名を指定 タイムゾーンを指定 

開く 

「Analyzer」フォルダの「QVD Generator.qvw」
を起動 

1(QVDを再作成)を
指定 

TestGroupName • 複数のJmeterインスタンスを起動してテ
ストを実施する場合、複数のJmeter 
Logファイルにグループ名を指定 

TestServerName • テスト対象QVSのマシン名を指定 

「TestServerName」を指定 
して「Create Meta-CSV」を 
クリック 

リロードを実行 



(注意) 「QVD Generator.qvw」のスクリプトの修正 
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• 「QVD Generator.qvw」を起動時に以下のエラーが出る場合、ロードスクリプトの下記の個所の修正を行う
ことでエラーの回避が可能です。 



11. 分析用QVWへのQVDファイルの取込み 
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コピー 

開く 

Analizerフォルダ内の「SC_Results – DemoTest.qvw」
コピーして名称を変更し、ドキュメントを開く 

フォルダ名を指定 

• 「SC_Results – xxx.qvw」を起動してフォルダ名等を指定し、リロード処理を実行 



(注意) 「 SC_Results – xxx.qvw 」のスクリプトの修正 

36 

• 「 SC_Results – xxx.qvw 」を起動時に以下のエラーが出る場合、ロードスクリプトの下記の個所の修正
を行うことでエラーの回避が可能です。 



(参考)テスト実行におけるポイント 
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• 難しいシナリオを始めから作り込むのではなく、シンプルなシナリオから始めることが望ましい。 

 シンプルなシナリオを１同時ユーザーでの実行から始め、徐々にシナリオを工夫 

 一般的に非現実的な過負荷なシナリオを作成してしまうことが多いため、分析に基づいた現実

的なシナリオをベースに作成 

 

• パフォーマンステストが実施可能なテスト環境を事前に準備しておくことが望ましい。 

 本番環境のみの場合、環境が制約となり必要なタイミングでテスト実施が難しい 

 テスト環境でのパフォーマンステスト実施により、避けられるリスクや得れる知見は大きい 

 テスト環境の一部としてScalability Toolsを実行するクライアントマシンを準備 



12: テスト結果の分析 
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Main, Relative Time 
• テストの開始時間を起点とした時系列で表示 
• 複数のテスト結果を比較する場合に有効 

Main, Calendar Time 
• カレンダー時間を軸とした時系列で表示 
• 複数のスクリプトを同時実行した場合や、クラスタ

環境でのテスト結果の確認に有効 

Troubleshoot 
• テスト実行時にエラーが発生していないかの確認 
• リクエスト・レスポンスに関する統計情報を表示 

PrintSheet / PrintSheet, Calendar Time 
• チャートの印刷用のページ 

• 分析用アプリケーションのページの一覧 



12: テスト結果の分析 
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• テスト結果分析の基本的な流れ 

• 「Troubleshoot」シート上でテスト実行時にエラーが発生していなかったか確認 

 エラーが発生していた場合、スクリプトの内容やQlikViewサーバーの環境確認などが必要 

 

• テスト実行に問題がなかった場合には、「Main, Relative Time」の「Main Chart」、もしく

は「Main, Calendar Time」のシートから結果とトレンドを分析 

 

• テスト結果を要約したり印刷する場合には、「Print Sheet」もしくは「Print Sheet, 

Calendar Time」を利用 



12: テスト結果の分析 
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• 「Troubleshoot」シートでの確認 

エラーがある場合にはHTTPのエラーコードが表示 
 200 OK 
 404 Not found  
 500 Internal server error 

エラーが発生しているアクションを特定 

エラーの内容を確認 



12: テスト結果の分析 
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• 「Main, Relative Time」の「Main Chart」での確認 

サイクリックボタンの切り替えにより、異なる軸から全体
的なトレンドや結果を分析 



12: テスト結果の分析 
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項目 説明 

Number of clicks 
(Actions) 

• 平均クリック数/分 
• 累積クリック数 

Clicks and Errors • クリック数 
• イベント数(QVS Eventログに含まれるワーニング及びエラー数) 

Messages • イベント一覧のテーブル表示 

Errors per server • サーバーごとのエラー数(QVS Eventログに含まれるワーニング及びエラー数) 

CPU QVS • QVSの平均CPU利用率/分 

Avg response time • 平均レスポンスタイム, 遅延(Latency) 
 リクエストの送信直前から最初のレスポンスが受信された直後までをLatency

として測定 
• 平均レスポンスタイム, 経過時間(Elapsed Time) 

 リクエストの送信直前から最後のレスポンスが受信された直後までをelapsed 
timeとして測定(クライアントサイドでのレンダリング等の時間は含まない) 

• 「Main, Relative Time」の「Main Chart」での確認 



12: テスト結果の分析 
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項目 説明 

Private Bytes, QVS • プライベートバイト(プロセスによって現在割り当てられているメモリのバイト数のうち、他
のプロセスと共有できないバイト数) 

 ワーキングセットはプライベート ワーキング セット内のメモリ容量と、プロセスが使
用しているメモリ容量のうち他のプロセスと共有可能なメモリ容量の合計 

JMeter OpenDoc • JMeterによって生成されたセッション数 

QVS Sessions • QVSのセッション数(QVSのSessionログから算出) 
 JMeter OpenDocとQVS Sessionsの値に差異がある場合には、JMeter

以外でのアクティビティが存在することを示す 

CPU • QVSおよびWeb Serverの平均CPU利用率/分 

Sessions started (QVS) • 生成されたセッション数/ドキュメント/分 

Document loaded • ドキュメントがロードされた時間 

• 「Main, Relative Time」の「Main Chart」での確認 



Thank You 


