
テストの設定および実行

• Rawテストの実行（1ページ）
•テストの終了（3ページ）
• Test Details（3ページ）
•テスト結果（4ページ）

Rawテストの実行
HxBenchでストレージパフォーマンスをテストするには、[テスト履歴 (test History)]タブで
[テストの実行 (Run test)]ウィザードを開始します。

ステップ 1 [テストの定義 (Define Test)]ページで、一意のテスト名を入力します。テストのパラメータと結果をテス
ト名に関連付けることができます。

a) a) [テストタイプを選択 (Select Test Type)]で、[Raw I/Oワークロード (Raw I/O workload)]を選択しま
す。

b) [テストプロファイルを選択 (SelectTest Profile)]で、[カスタム (Custom)]オプションを選択してVdbench
テストパラメータを入力します。または、すでに使用可能なファイルからVdbenchテストパラメータ
を更新するために、事前設定されたオプションを選択することもできます。

c) [テストプロファイルの詳細 (Test Profile Details)]の下の次のフィールドに値を入力します。[Next]を
クリックします。

説明フィールド

テストパラメータ

デフォルトでは、60%に設定されています。

指定できる範囲は 0～ 100%です。

[Read Mix (%)]フィールド

•ランダム:デフォルト

• Sequential

[IOタイプ (IO Type)]ドロップダウンリスト
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説明フィールド

デフォルトでは8に設定されています。[IOブロックサイズ (KB) (IO Block Size (KB))]
フィールド

デフォルトでは、32に設定されています。[Number of Threads per VM (VMごとのスレッド
数)]フィールド

デフォルトでは、60分に設定されています。[実行時間 (分) (Run Time (mins))]フィールド

データセット

デフォルトでは、50%に設定されています。

指定できる範囲は 0～ 99 %です。

[重複排除率 (Deduplication Ratio)]フィールド

デフォルトでは、50%に設定されています。

指定できる範囲は 0～ 99 %です。

[圧縮率 (Compression Ratio)フィールド

デフォルトでは 100に設定されています。[VMごとのデータセット (GB) (Dataset per VM
(GB))]フィールド

デフォルトでは、100%に設定されています。[作業設定 (Working Set (% of Dataset))]フィール
ド

ステップ 2 [インフラの定義 (Define Infra)]ページで、テスト仮想マシンを展開してテストを実行するインフラストラ
クチャの次の詳細を入力します。

a) 既存のインフラストラクチャを使用するか、新しいインフラストラクチャを作成することができます。

•既存のインフラストラクチャを使用してテストを実行するには、[既存のVMグループを使用 (Use
EXISTING VM Group)]を選択します。[VMグループを選択 (Select VM Group)]ドロップダウン
リストから VMを選択します。

•新しいインフラストラクチャを作成するには、[新しい VMを作成 (Create New VMs)]を選択し、
次のフィールドに値を入力します。

説明フィールド

VMの名前。[VM名プレフィックス]フィールド

vCenterフィールドは事前入力されています。値
を編集または変更することはできません。

[vCenter]フィールド

実行時に照会された vCenter内のデータストア
のリスト。

[Datastore]ドロップダウンリスト

デフォルトでは 4に設定されています。

最小 1個 ~最大 4個の VM。

[VM数（Number of VMs）]フィールド
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b) [Next]をクリックします。
c) テストの定義とインフラの定義の選択が正常に完了したら、[確認 (Confirm)]をクリックしてテストを
開始します。テストが進行すると、次の手順に自動的に移行します。

ステップ 3 [インフラの作成 (Create Infra)]ページで、指定した仕様で作成されたテストVMを表示できます。[ログの
詳細 (Log Details)]タブで進捗状況を確認できます。

ステップ 4 [インフラの検証 (Validate Infra)]ページで、VMインフラストラクチャの可用性と到達可能性が検証され
ます。

ステップ 5 [データセットの作成 (Create Data Set)]ページでは、テストを実行するためにデータディスクの準備が実
行されます。

ステップ 6 VMインフラストラクチャは、データディスクの準備が完了した時点で準備ができています。Vdbenchツー
ルは、VMインフラストラクチャで提供されたテスト入力を使用して、ストレージパフォーマンステスト
を実行するためにトリガーされました。[テストの実行 (Run Tests)]ページでは、テストの進行に応じてさ
まざまなパフォーマンスメトリックがキャプチャされ、更新されます。

ステップ 7 テストが正常に完了すると、ステータスが緑色に変わります。[集約テスト結果 (AggregateTestResults)]の
フィールドが更新されます。

テストの終了
実行中のテストは、[テストの実行 (Run test wizard)]ウィザードの [終了 (terminate)]オプショ
ンを使用して終了できます。テストは、[ユーザによって終了 (Terminatedbyuser)]としてマー
クされます。

Test Details
このセクションには、完了したテスト、テストプロファイル、および VMインフラストラク
チャに対して実行できるさまざまな操作が記載されています。

テスト履歴

[テスト履歴 (Test History )]タブで、コントローラ上で実行されるテストのリストを表示でき
ます。このリストから任意のテストを選択し、テストの概要、パフォーマンスメトリックを可

視化し、複数のテスト間で比較することができます。テストが実行されている場合、[Test
History (テスト履歴)]ビューには進行中のテストとしてリストが表示され、ビューの詳細が定
期的に更新されます。HxBenchからテストと関連データを削除できます。

テストプロファイル

[テストプロファイル (Test profiles)]タブで、コントローラで使用可能なプロファイルのリス
トを表示できます。プロファイルを選択して詳細を表示することができます。ここからプロ

ファイルをダウンロードできます。プロファイルをアップロードし、テストに使用することも

できます。ただし、プロファイルファイルをアップロードする場合は、Vdbenchで定義されて

テストの設定および実行

3

テストの設定および実行

テストの終了



いるとおりに、コンテンツが正しい形式である必要があります。不正な形式または認識されな

いキーがある場合、テストは失敗します。HxBenchからプロファイルを削除できます。

VMインフラ

[VMインフラ (VM Infra)]ページから、使用可能なVMインフラストラクチャとそのステータ
スを表示できます。それ以上のテストにインフラストラクチャが必要ない場合は、それを削除

できます。

[テストの実行 (Run Test)]ウィザードを使用してテストを実行するために、VMインフラスト
ラクチャを作成できます。

アプリケーションログ

アプリケーションログは、次の場所に保存されます。

/home/appadmin/hxbench/hxbench/hxbench.log

次のスクリーンショットは、アプリケーションログをダウンロードする方法を示しています。

テスト結果

テスト結果のログ

• [テストの詳細 (Test Details)] > [ログの表示 (View Logs)] > [ログの実行の表示 (View Run
logs)]をクリックします。

完全なテストログを表示できます。

• [テストの詳細 (Test Details)]> [ログの表示 (ViewLogs)] > [Vdbenchステータスの表示 (View
Vdbench Status)]をクリックします。

Vdbenchの現在のステータスに関する解析可能な情報を表示できます。
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テスト結果レポートのダウンロード

• PDFで詳細な結果をダウンロードするには、[テストの詳細 (Test Details)]の下の [ダウン
ロード (Download)]アイコンをクリックして、[PDF]を選択します。

• CSVで詳細な結果をダウンロードするには、[テストの詳細 (Test Details)]の下の [ダウン
ロード (Download)]アイコンをクリックして、[CSV]を選択します。
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