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パフォーマンスとユーザー エクスペリエンス 

 

ユーザーエクスペリエンスは現代のシステムにおいて差別化を図るための重要な要素であり、近年その必要性が特に

叫ばれています。しかし、アプリケーションのユーザー エクスペリエンスと言った場合、アプリケーション デザイ

ンの美しさという点に主眼が置かれる傾向があります。見た目の美しさは大切な要素ではありますが、ユーザー エ

クスペリエンス全体を考えた場合、その一面に過ぎません。  

全体的なユーザー エクスペリエンスを考えた場合、アプリケーションの外観と同様に非常に重要な要素でありなが

ら、往々にして見過ごされているのがパフォーマンスなのです。 

 

インフラジスティックスでは、アプリケーションのユーザー エクスペリエンスを極めて重要な要素と考え、当社の

製品を利用してアプリケーションを作成するみなさんがそれぞれのエンド ユーザーに対してワールドクラスのビジ

ュアル エクスペリエンスと、さらに最高のパフォーマンス エクスペリエンスを提供できるようお手伝いする点に重

点を置いています。 本ホワイトペーパーでは、インフラジスティックスが ASP.NET WebDataGrid にどのようなア

ーキテクチャやテストを採用して業界最速のグリッドを実現しているかを説明していきます。 

 

ユーザー エクスペリエンスにおいて、なぜパフォーマンスが重要になるのでしょうか？ 

• 顧客満足度の向上 

• エンド ユーザーの生産性が高まる 

• ハードウェア資源やネットワーク帯域幅の利用効率が向上する 

 

エンド ユーザーは、アプリケーションの開発方法の詳細を知りたいわけではなく、またそうした細かい情報でエン

ド ユーザーを悩ませることがあってはいけません。エンド ユーザーの関心は、もっぱらアプリケーションの使用感、

つまりユーザー エクスペリエンスにあるのです。 

エンド ユーザーの望むアプリケーションは、単純に「分かりやすい」アプリケーション、言い換えると、直観的な

ユーザー インタフェースを備え、期待通りに動いてくれるアプリケーションです。したがって、エンド ユーザーに
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アプリケーションの仕組みについて意識させたり、悩ませたりすることがあってはいけません。 インフラジスティ

ックス WebDataGrid の採用により、業界最高のパフォーマンスと共に、「わかりやすい」ユーザー インタフェー

スを備えたコントロールを手に入れることができます。  

また、これらの機能は、PC 内で行われるデータ バインディングによって実現されるため、カスタム ORM (オブジ

ェクト リレーショナル マッパー) ソリューションやカスタム データ プロバイダーを実装する必要もありません。 

データ アクセス の方法を変更する必要はありません。 

比類ないパフォーマンスを実現するベスト プラクティス 

インフラジスティックスでは、新機能の追加や想定されるユース ケースの更新に伴い、製品ライフサイクルのさま

ざまな段階でコントロールのテストを実施しています。われわれは、コントロールのテストを正しいシナリオで実施

して正確なテスト結果を得るために、プランニング、構成、実装、レビューの各段階でパフォーマンス テストを最

良の方法で進めています。 

 

 

• プランニング – プランニング段階では、テストに使用する比較対象 (以前のビルドや競合製品など) を決定し、特

定のプラットフォームでのパフォーマンス テストに使用するオプションやツールを検討します。また、テスト シナ

リオを特定し、できる限り同じ条件を使用した比較テストを作成します。 

 

• 構成 – この段階では、製品要件を規定するシナリオに基づいてエンド ユーザーの使用環境を可能な限り正確にシ

ミュレートするテスト環境を構成します。 

 

• 実装 – テスト プランに記述されたテストを実装し、何度もテストを実行してパフォーマンス データの統計を取り

ます。 
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• レビュー段階では、テスト結果の再現性を評価し、テスト環境を確認し、テスト結果に影響を及ぼすような問題点

がないかを調べます。 

 

上記のベスト プラクティスに基づいて、製品の各ナイトリー ビルドに対して自動パフォーマンス テストを実施しま

す。テスト中、性能計測値が自動的に記憶されてレポートが生成されます。  

これにより、開発チームは、開発工程全体を通じて常に性能をモニターできるようになります。 

WebDataGrid のテスト 

 

NetAdvantage® for ASP.NET については、多くのデータ集約型アプリケーションで使用され、さまざまな機能を

備えたコントロールであるため、xamGrid に重点を置いてパフォーマンス テストが実施されました。  

インフラジスティックスのお客様の中には、非常に高い更新頻度で大量のデータをロードできるグリッド コントロ

ールを必要とするアプリケーションを作成している方々がいます。インフラジスティックスは、そうしたお客様から

定期的にお話しを伺うことで、パフォーマンス目標の設定テストや、デザインする際の指針となる実際の使用シナリ

オを策定しています。  

WebDataGrid のテストを開始するために、次のようなテスト環境を作成してパフォーマンス テストを実施しました。 

 

• 2 台の物理マシン (非仮想)、1 台のサーバー、1 台のクライアント。実際のシナリオをシミュレートする環境。 

 

• サーバーとクライアントは、どちらも Microsoft Windows Server® 2003 Standard Edition SP2 の稼働するマ

シンで、2.13 GHz の CPU と 4 GB の RAM。 

 

• サーバー マシンは、データ ストアとして Microsoft SQL Server®2005 を使用。テストにはデフォルト設定を使

用しました。 
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• サーバー マシンは IIS 6.0 も実行しています。テストにはデフォルト設定を使用しました。 

 

• クライアントは、デフォルト ブラウザーとして Internet Explorer® 8 を使用。 

 

• サーバーとクライアントは、制御不能な他のパフォーマンス抑制要因を排除してグリッドのパフォーマンスを調べ

るため、他の企業ネットワーク トラフィックから切り離された同じ交換ネットワークを使用。 

 

• サーバーとクライアントの双方に固定 IP アドレス。 

 

•サーバーもクライアントも、Windows Update を無効。 

 

テストを実行するために、われわれは、すべてのテスト シナリオを 100 回実行するコードを書きました。  

テスト シナリオには、ユーザーによるクリック操作のシミュレーションから、SQL Server 2005 による CRUD (作

成/読み取り/更新/削除) 操作に至るまでの各種シナリオが含まれています。  

各テストには、インフラジスティックスと競合他社のテスト時点における最新ビルド版コントロールを使用しました。 

テストの結果を比較するために、各操作の所要時間を記録して時間差を計算しました。 

パフォーマンス テストの結果 

 

弊社は、インフラジスティックスと競合他社のテスト時点における最新公開版グリッドを使用したテスト アプリケ

ーションを開発しました。 

こうしたテスト アプリケーションは、アプレット単位でのあらゆる範囲のパフォーマンス比較テストに対応するも

ので、銀行やコール センター、保険会社などで見られる実世界シナリオをシミュレートするものです。この比較テ

ストには、インフラジスティックスや競合他社の Web サイトで公開されている情報をすべて利用しました。 
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WebDataGrid に関する主要なシナリオでは、データの表示/編集にグリッドを使用した場合にユーザー エクスペリ

エンス全体に大きな影響を与える以下の重要な各領域についてパフォーマンステストを行ないました。 

•フラットなデータのバインディング 

•スクロール(リアルタイムおよび遅延) 

•並べ替え (文字列および数値) 

 

特に指定のない限り、本ホワイトペーパーに示すテスト結果は、10 列、300,000 行のデータを処理したときのもの

です。すべてのシナリオで LinqDataSource を使用します。これは必要なデータだけを SQL サーバーから取得する

ため、すべてのデータを SQL データ テーブルから抽出して必要なデータだけを SQL サーバー以外のところから取

得するよりも高速な処理が可能になります。 

 

このデータ抽出においてはSQL サーバーが自動的に処理を実行します。すべてのシナリオでは、(1 ページあたり 

10 列の） ページング処理と各行のフィルタリング処理を伴ったページを使用します。 

テストとテスト結果は次の 2 つのグループに大別されます。 

•ブラウザーでのシングル ユーザー操作 

•ロード テスト 

ブラウザーでのシングル ユーザー操作 

 

各シナリオには、フルサイクル、つまり、ブラウザー (Internet Explorer 8) のレンダリングとサーバーのレスポン

ス タイムが含まれます。  

このようなテストからは、テスト対象グリッドを使用したときの体感速度に則したテスト結果が得られます。 
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表 1：シングルユーザーのブラウザー操作 - 10 行、300,000 列のデータ。 

所要時間 (ms) 
Infragistics 

WebDataGrid 
競合製品 I 競合製品 II 

ページング 174 210 21% 遅い 447 157% 遅い 

数値並べ替え 535 561 4% 遅い 800 49% 遅い 

文字列並べ替え 549 576 4% 遅い 828 50% 遅い 

数値フィルタリング 172 193 12% 遅い 491 185% 遅い 

文字列フィルタリング 191 223 16% 遅い 515 169% 遅い 

 

それでは、当社の WebDataGrid がこうした驚くべきパフォーマンスを示す原因はどこにあるのでしょうか。 

WebDataGrid が Aikido™ Framework と呼ばれる強固なアーキテクチャを基盤としたものであるからです。 加

えて、当社では他社よりも小さなペイロード サイズを採用しています。 

 

「ペイロード サイズ」とは 

サーバー (IIS) と クライアント (ブラウザー) 間でエクスチェンジされるデータの量のことを指します。 

 

ペイロード サイズが小さくなるとパフォーマンスが向上する理由 

処理されるデータの量が少なくなれば、ブラウザーによるレンダリング処理が短時間で完了します。  

また、その回線でやり取りされるデータ量が少なくなるため、サーバーとクライアントをつなぐ回線の通信速度が遅

い場合には、これによって得られるパフォーマンスの向上はより大きなものになります。 

 

ペイロード サイズ 

 

テストでは、Fiddler 2 を使用してサーバーとクライアント間でやり取りされるデータをモニターします。  

以下の表は操作ごとにテスト結果 (送信 + 受信時間) をまとめたものです。 
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表 2：ペイロード サイズ - 10 行、300,000 列のデータ。 

ペイロード サイズ (byte) 
Infragistics 

WebDataGrid 
競合製品 I 競合製品 II 

初期要求 208,242 286,168 309,064 

数値フィルタリング 30,062 43,135 22,554 

数値フィルタリングなし 30,238 43,100 21,943 

ページング 30,491 43,435 26,904 

数値並べ替え 32,208 43,381 23,914 

合計 331,241 459,219 39% 多い 404,379 22% 多い 

 

ロード テスト 

 

シングル ユーザーでの当社製品のアドバンテージがいかに大きなものかを調べるために、われわれは当社製品と他

社製品のグリッドをロードしたときの所要時間を比較することにしました。  

WebDataGrid と競合製品の両方について以下のステップを繰り返します。 

• 上述のロード テストには同じ環境とページを使用しました。このテストではロード処理をシミュレートするために

クライアント PC 側で市販の Web ロード ツールを使用しましたが、Web で公開されている無料ツールを利用して

同じロード テストを行うこともできます。 

 

• シナリオ: 

o 初期リクエスト 

o 数値フィルタリング (「～以下」) 

o 数値フィルタリングの解除 

o ページング (次へ) 

o ページング (戻る) 

o 数値並べ替え 
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• ランタイム設定：操作と操作の間に生じる「シンキング タイム」を再現し、その時間を 2 秒間と定めました。 

• 起動： 15 秒ごとに 2 ユーザーを立ち上げます。ユーザー数は 50 名としました。 

• 起動完了後、ロード ツールを使用してシナリオを 1 時間実行しつづけます。 

 

注：すべてのロード テストは、テスト環境にとって不都合な現象の発生する可能性を排除するために何度か繰り返

し実行しました。 テストを実行する度にサーバーとクライアント PC を再起動しました。 

「競合他社製品 II」はこの環境で 50 名のユーザーを処理できませんでした。IIS は「メモリ不足というエラー」に

より毎回強制終了してしまいました。 

 

表 3：ロード テストを 50 名のユーザーで 1 時間実行したときの結果。 

 

Infragistics 

WebDataGrid 
競合製品 I 

  平均スループット* (byte/秒):  584,873 884,022 51% 多い 

  平均ヒット数/秒**:  55,339 49,006 11% 少ない 

 

* ロード テスト時の Web サーバーにおけるスループット (バイト単位のデータ処理量)。  

スループットとは、ユーザーがサーバーから受け取るデータの量 (バイト数/秒) を表します。 

** ロード テスト時にユーザーが Web サーバーから受け取ったヒットの数 (ヒット数/秒)。 

 

 

最初の行でご確認いただけるように、競合他社製品 I のスループットは弊社製品に比べ 51 % 多いことがわかりま

した。 これは優れたペイロード サイズによるものです。 

 

表の 2 列目を見ると、当社の WebDataGrid を使用した場合、ユーザーの生産性は単位時間あたり約 11% 向上す

ることが分かります。 

 

したがって、このロード テストの結果から、WebDataGrid を使用すればユーザーの生産性が 11% 向上するもの

と結論づけることができます。 
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最後に、こうした結果が同じネットワーク スイッチにあるサーバーとクライアント PC 間で実現されたものである

ことを忘れてはいけません。 現実には、サーバーとクライアントが何千kmも離れていてネットワークのバンド幅も

限られているという場合が多いため、WebDataGrid の優れたペイロード サイズによって生産性の向上幅は一層大

きくなります。 その結果、1 週間で数百万円、1 年間で数億円の費用を節約することも可能になります。 

おわりに 

 

しっかりとしたパフォーマンス テストの枠組みを採用することにより、実際の短縮時間や体感速度という点でアプ

リケーションのパフォーマンスを一段と強化できます。 インフラジスティックスでは、強固な AJAX アーキテクチ

ャ基盤やコンパクトなペイロードの採用によってパフォーマンスの向上を実現しています。 また、厳格なベスト プ

ラクティスに従ってテストを策定/実施し、どのテストにもインフラジスティックス製品の最新リリースと競合製品

の最新サービス リリースを使用しています。  

WebDataGrid を使用することにより、アプリケーションに、洗練した外観や使いやすいUIを実装するだけでなく、

現在市販されているどのアプリケーションよりも高いパフォーマンスを発揮するようになります。 みなさんの作成

したアプリケーションはエンド ユーザーの生産性を高めるため、エンド ユーザーの満足度は高まり、エンド ユーザ

ーが実際に節約できる金額も多くなります。 

いますぐインフラジスティックス xamGrid を入手するには、

http://jp.infragistics.com/dotnet/netadvantage/aspnet.aspx#Downloads からトライアル版をダウンロードしてください。 

http://jp.infragistics.com/dotnet/netadvantage/aspnet.aspx#Downloads

