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概要

この資料は範囲を絞り、クライアント側からの GUI 関連 問題の解決するために HTTP アーカイ
ブ 形式（HAR）ログを集めるためにプロセスを説明したものです。 それはまたそれらが役立つ
および各種ブラウザーからファイルを集める方法なぜか述べています。 

HTTP アーカイブ 形式

なぜ HAR か。

手を差し伸べるか、またはインターネット上のサービス（SaaS）としてソフトウェアに使用する
とき、さまざまな問題はサービスにアクセスするとき予期せず起こることができます。 範囲を絞
り、問題の特定するために、クライアント側およびサーバ/サービス側相互対話を理解する必要が
あります。 HAR ログはクライアント側からの相互対話を与えます。 HAR ログはサイトとのブラ
ウザの相互対話を記録 し、把握するキャプチャの固有のセットです。 ログのこのセットは起こり
、これが、それから、トラブルシューティングのプロセスを高速化することのクライアント側で
私達によい理解を与えます。 

ログオンします少数の一般的なシナリオを HAR を探そう

トラブルシューティング Webページ レンダリング問題（ロードしない Webページの一部の
ようにページのフォーマッティングは不正確ですまたは Webページの一部は抜けています）

●

トラブルシューティング パフォーマンス上の問題（ロードするイベントが引き起こされる 長
い 時間をか奪取 する ページのようにタイムアウトを）

●

何がおよびどのように HAR にそれ役立ちますありますか。

JSON 形式の HAR ファイル ストア 情報; これは視覚資料とのビュー データに私達のためにもっ
と簡単にします。 HAR ファイルは複数のコンポーネントのタイミング情報が含まれています。
ログにある少数のタイマーはここに時間を計る Google の知識リソースに基づいています。

停止される/ブロッキング: 送信できる前に要求によって使われる待っていることを時間を計って
下さい。 それはのキューイングのために記述されている原因待っている場合があります。 さらに
、今回はプロキシ ネゴシエーションのいつでも使いきったの含んでいます。

https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools/network/understanding-resource-timing
https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools/network/understanding-resource-timing


プロキシ ネゴシエーション: プロキシサーバ接続との時間によって使われるネゴシエート。

DNS lookup: 費やされる時間 DNS lookup を行います。 ページの各新しいドメインは完全なラウ
ンドトリップが DNS lookup をするように要求します。

最初の接続 /Connecting: 接続を確立するためにそれが奪取 した TCP ハンドシェイク/再試行およ
び SSL をネゴシエートすることを含む時間。

SSL： 費やされる時間 SSL ハンドシェイクを完了します。

要求は /Sending を送信 しました: 費やされる時間ネットワーク要求を発行します。 通常わずか
1ミリ秒。

待っていること（TTFB）: 費やされる時間最初バイトへの最初の応答を、別名時間待っています
。 今回は費やされる時間に加えてサーバにラウンド トリップのレイテンシーをキャプチャ しま
応答を提供するためにサーバを待っています。

コンテンツ ダウンロード /Downloading: 費やされる時間応答データを受け取ります。

推論

ネットワークの一部もし最初は検知 すれば HAR ログからのこのタイミング情報は狭くなるのを
助けることができます。

ネットワークの遅延に注意する場合、もし解決するために目標とすればネットワークかのど
の側面知っています。

●

これが Webページ レンダリング問題である場合、応答および要求が表示されるためにコンテ
ンツ ダウンロード/ダウンロード セクションを各コンテンツのために検知もどって来たでき
、かどうかそこにエラーか問題提供見ます。

●

HAR ログファイルは Notepad で openable です。 どのようにの検知 するか小さい断片はここに
あります:



オンライン ツール softwareishard でロードされるファイルからのプレビューはここにあります:

http://www.softwareishard.com/har/viewer/
http://www.softwareishard.com/har/viewer/


このイメージから、長時間使うコンポーネントが得る長い時間を奪取 し、公平な概念をことがで
きます。

オンライン ツール G スイートでロードされるファイルからのプレビューはここにあります:

要求のそれぞれのタイマー ヒントを表示できます。

HAR ログを集めて下さい

それは解決するためにはたら一組のはたらくことを集めることができ、働かない HAR が比較の
ために記録 するとき非常に助けます。 働かないページに関しては、それはすべてのコンポーネン
トのための平均 時間を複数の HAR ファイルを集め、取得している同じようなコンポーネントに

https://toolbox.googleapps.com/apps/har_analyzer/
https://toolbox.googleapps.com/apps/har_analyzer/


一貫して問題があるかどうか表示できればように最もよいです。

HAR を集める前に、それはすべての情報をダウンロードし、キャッシュされたデータ提供をまだ
使用していないブラウザを強制するように利用します単一 私用参照セッションを推奨されます。 

あらゆるブラウザのためのプロセスは次のとおりです:

開発者オプションを開いて下さい。1.
オン ネットワーク オプションである確認し、相互対話をキャプチャ するためにことを用意
して下さい。

2.

Webページにおいての問題を作り直して下さい。3.
キャプチャを保存して下さい。4.
更なる分析のための保存された ファイルを送信 して下さい。5.

プロセスは HRA ログをこれらのブラウザから集めるためにここにあります:

Google Chrome

1. ヒット F12 および開発者タブはイメージに示すように開きます。

2. イメージに示すように Network タブをクリックして下さい。



3. イメージに示すように保存ログを選択して下さい。

4. Network タブの左上でレコード ボタンに注意して下さい。 カラーがレッドならそれはキャプ
チャが開始したことを意味します。 ボタンが黒い場合、カラーをレッドに変更し、ブラウザのア
クティビティを記録し始めるように黒い範囲をクリックして下さい。



5. キャプチャがイメージに示すように動作している間問題を作り直して下さい。



6. 問題が作り直されたら、アクティビティ ペインのあらゆる行を右クリックし、コンテンツとの
HAR としてイメージに示すようにすべてを『SAVE』 を選択 して下さい。



7. ファイルを保存し、分析のためのファイルを送信 して下さい。

Firefox

1. ヒット F12 および開いた開発者タブ。 開発者 Tools ウィンドウは Firefox の側面か下部のでよ
うにつながれたパネル開きます。



2. イメージに示すように Network タブをクリックして下さい。

3. 持続しますチェックされます確認して下さいログ。

4. 問題を作り直して下さい。



5. 問題が作り直されたら、アクティビティ パネルを右クリックし、HAR としてイメージに示す
ようにすべてを『SAVE』 を選択 して下さい。

         

6. ファイルを保存し、分析のためにそれを送信 して下さい。

Internet Explorer

1. ヒット F12。



2. Network タブにあるようにして下さい。

3. 「開始する プロファイル セッション」を選択不可能にされます確認して下さい（州デフォル
トそれこれはキャプチャを動作しています意味します）。



4. 問題を作り直して下さい。

5. 問題が作り直されたら、ログを保存するために SAVE アイコンをクリックして下さい。



6. ファイルを保存し、分析のためにそれを送信 して下さい。
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