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概要 

この演習では、Visual Studio 2012 でユニット テスト機能がどのように一新されたかについて学

習します。Visual Studio 2012 では、Visual Studioのユニット テスト エンジンを拡張することに

よって、NUnit や xUnit.net などのサードパーティのユニット テスト アダプターをサポートしま

した。 さらに、あなたはコードカバレッジのサポートに加えられた改良点のいくつかを確認で

きるでしょう。さらに新しいコード複製機能が、共通のバグフィックスもしくはリファクタリ

ング候補となる、意味的に類似したコード ブロックの判別を助けることによって、高品質のソ

フトウェア提供と、どのように密接に関係するかに関して学習するでしょう。 

前提条件 

この演習を完了するためには Microsoft によって提供される Visual Studio 2012 の仮想マシンが必

要です。この仮想マシンの入手方法と使用方法の詳細については、this blog post を参照してく

ださい。 

Fabrikam Fiber 社のシナリオについて 

この一連のハンズオン ラボでは、あなたが学習するシナリオの背景として、架空の会社である 

Fabrikam Fiber  社を使用します。Fabrikam Fiber 社は米国においてケーブルテレビおよび関連サ

ービスを提供しています。彼らは急速に成長しており、エンドユーザーに対して直接セルフ サ

ービス チケットと技術者の追跡処理を許可するために、顧客向け Web サイトを拡張する

Windows Azure を採用しました。彼らはまた、顧客サービス担当者が顧客の注文を管理するた

めに、オンプレミスの ASP.NET MVCアプリケーションを使用しています。 

この一連のハンズオン ラボでは、あなたは Fabrikam Fiber 社の開発チームやテスト チームを含

む多くのシナリオに参加します。8 人から 10 人で構成されるチームは、彼らのソースコードを

管理し、そのビルドを実行し、自分のWebサイトをテストし、プロジェクトを計画し追跡する

ために、Visual Studioのアプリケーション ライフサイクル管理ツールを使用することを決定し

ました。 

 

  

http://aka.ms/VS11ALMVM
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更新履歴 

For Update 1 では以下の変更がこの演習に対して行われました: 

 「特徴」の使用法を示すユニット テスト演習のステップを追加 

 コード カバレッジ演習の追加 

For Update 2 では以下の変更がこの演習に対して行われました: 

 新しいグループ化オプションとテスト プレイリストの使用法を示すユニット テスト演

習のステップを追加 

Exercises 

このハンズオン ラボには以下の練習が含まれます: 

1. ユニット テスト 

2. コード カバレッジ 

3. コード複製の分析 

 

所用時間: 30 分 
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Exercise 1: ユニット テスト 

この練習では、Visual Studio 2012 のユニット テスト機能に施されたパフォーマンスと拡張性の

改善を含む、いくつかの改良点に関して学習します。 

1. Julia としてログオンします。 すべてのユーザーのパスワードは P2ssw0rd です。 

2. タスクバーのショートカットか、[ Start | All Programs | Microsoft Visual Studio 2012 ] か

ら、Visual Studio 2012 を起動します。 

 
Figure 1 

Visual Studio 2012 の起動 

3. ソース管理エクスプローラーの左ペインでで Dev ノードを展開し、 

FabrikamFiber.CallCenter  を選択し、FabrikamFiber.CallCenter ソリューション を開きます。 

 
Figure 2 

ソース管理エクスプローラー ウィンドウ 
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4. メニューの [テスト | ウィンドウ | テスト エクスプローラー] から テスト エクスプロー

ラー ウィンドウを開きます。 発見されたテストは、当初「未実行テスト」の状態に設

定されることに注意してください。 

 
Figure 3 

テスト エクスプローラー ウィンドウ 

 

5. 発見されたすべてのユニット テストを実行するために、 [すべて実行] リンク を選択し

ます。ユニット テストにはコード化された UI テストが含まれますので、テストが完了

するまでは、キーボードとマウスを使用しないでください。 

 

Figure 4 

すべてのユニット テストの実行 

 

Note: Visual Studio 2012 は、メニューの[テスト | テスト設定 | ビルド後にテストを実

行] オプションによって有効にできる ビルド後の連続的なテストの実行の機能を提供

します。このオプションの選択によって、テストはビルド後に必ず実行されます。 
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6. Expand the [成功テスト] グループを展開して、ソース コードを開くために、 

CreateInsertsCustomerAndSaves という名前のテストをダブルクリックします。

 

Figure 5 

MSTest を使用したテスト メソッドへのナビゲーション 

 

7. 開かれた CustomersControllerTest.cs ファイルで、 テストメソッドに対してユニット テス

トであることを明示するために、 MSTest によって用いられる TestMethod 属性を使用し

ている点に注意してください。 

 
Figure 6 

MSTest によるユニット テスト コード 

 

8. テスト エクスプローラー ウィンドウ上部の 検索ボックスで、“index” と入力し、検索フ

ィルターが使用可能になっている点に注意します。  

 
Figure 7 

テスト エクスプローラー内での検索 
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9. Enter キーを押下し検索を実行します。 

10. 検索結果に唯一表示される IndexReturnsNonNullView という名前のテストをダブルクリ

ックしソースコード ファイルを開きます。 

 
Figure 8 

XUnitを使用したテスト メソッドへのナビゲーション 

 

11. 開かれた HomeControllerTest.cs ファイルで、IndexReturnsNonNullView テストが XUnit  テ

スト フレームワークを使用していることが確認できます。Visual Studio 2012 用の最新の

XUnit アダプターは、Visual Studio gallery サイト ( http://aka.ms/UnitTestAdapters )上で入

手することができます。 

 
Figure 9 

Visual Studio 2012 での XUnit テスト コードの例  

 

12. テスト エクスプローラー ウィンドウの現在の検索ボックスをクリアするために、X ボ

タンをクリックします。 

 
Figure 10 

検索ボックス クリアのための X ボタンの位置 

http://aka.ms/UnitTestAdapters
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13. 検索結果が既定ではテスト結果によってグループ化され、テストの実行時間が表示され

る点に注意します。  

 
Figure 11 

テストの実行結果 

 

14. テスト実行のパフォーマンスに関しては、Visual Studio 2012 でいくつか追加の注目ポイ

ントがあります。実行時間に注意し、[実行...] ボタンに続けて [直前の実行の繰り返し] 

オプションを選択します。実行時間の違いに注意してください。 

 
Figure 12 

直前に実行したテストの繰り返し 

 

Note:実際に確認する実行時間は、スクリーン ショット中で示されるものとは異なって

いるでしょう。あなたが最初に実行したユニット テストは、後で実行されたテストよ

りもゆっくり実行されています。これは最初のテストでテスト エンジンがロードされ

るからです。 
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Figure 13 

更新が無い場合、2 回目以降のテスト実行は速い 

 

15. テスト結果の要約を見るために、失敗したテストを シングル クリックします。 

 
Figure 14 

失敗したテストの選択 

 

Note:テスト結果を右クリックし、クリップボードに詳細情報をコピーするためにコピ

ー コマンドを使用することもできます。例えば、電子メールを送る時に有用でしょ

う。 
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16. 失敗したテスト実行の要約表示は、テストの実行中に ArgumentNullException 例外が発

生したことを示し、さらに例外発生時のスタック トレース情報も提供します。テスト

のソースコードあるいはスタック トレース内のポイントを直接開くために、リンクを

クリックすることができることに注意してください。テスト メソッドのソース コード

を開くために、ソースへの リンクを選択してください。 

 
Figure 15 

テスト メソッドのソース コードへのナビゲーション 

 

 
Figure 16 

テスト メソッドのソース コードへのナビゲーション時の初期表示 

 

17. コメントアウトされているコード行を探し、コメントを外します。これが失敗したテス

トの根本的な原因であると仮定しています。 
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Figure 17 

失敗したテストの根本原因への対処 

 

18. 変更を保存するために Ctrl+S を押下します。 

19. テスト エクスプローラーの失敗したテスト上で右クリックし、問題が解決されたこと

を確認するために [選択したテストの実行] を選択します。 

 
Figure 18 

問題解消の検証のための失敗したテストの再実行 

 

20. これまでの手順で、私たちは発見されたすべてのテストの実行、特定のテストの検索、

テスト結果のグループ化に関して、どのように行うかを見てきました。今度は、ユニッ

ト テストを、より簡単に行うためにユニット テストを構成し、ナビゲートできるよう

にするための、いくつかの他の方法について見ていきましょう。動機付けのために、コ

ード化された UI テストの実行を完了させるために、どれくらいの時間を必要としたか

思い出してください。そして、さらに多くのコード化された UI テスト群が存在するこ

とも想像してください。もし、不用意に選択したテストに特に注意を払うことなしに、

テストを開始できないようにテストが構成されれば素晴らしいでしょう。 
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21. Visual Studio Update 2 以降では便利なグループ化オプションがいくつか提供されていま

す。テスト エクスプローラー ウィンドウ内の任意の場所を右クリックし、メニューの

[ グループ化 | クラス] を選択してください。  

 
Figure 19 

クラスによるテストのグループ化 

 

22. クラス名の記述中にテストの属性が上手に含められていると仮定できるなら、はるかに

簡単にテストを選択し実行することを可能にします。以下の例では、あなたは

CodedUITest1 クラスを除きすべてのクラスを選択し、それらを実行することができます。 

(あるいは、逆に全ての コード化された UI テストを選択できます。)  

 

Figure 20 

クラスによるテストのグループ化 
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23. テスト エクスプローラー ウィンドウ内の任意の場所で、右クリックし、メニューの  

[グループ化 | プロジェクト] を選択します。 

 
Figure 21 

プロジェクトによるテストのグループ化 
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24. プロジェクトによるテストのグループ化は、プロジェクト単位のテストの選択および実

行の為に明らかに役に立つでしょう。以下の例では、FabrikamFiber.Web.UITestsプロジ

ェクトを除くすべてのプロジェクトを選択し、それらを実行することができます。 (あ

るいは、逆に FabrikamFiber.Web.UITests プロジェクトにあるコード化された UIテストを

すべて選択してください。)  

 

Figure 22 

プロジェクトによるテストのグループ化 

 

25. Visual Studio 2012 Update 1 以降では、テストコードにカスタム定義のグループ化を提供

するために、「特徴」を使用することができます。すべてのコード化された UI テスト

をグループ化することにしましょう。 FabrikamFiber.Web.UITests プロジェクトから

CodedUITest1.cs ファイルを開いてください。 

 
Figure 23 

テスト コードのロード 
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26. CodedUITestMethod1 メソッドに対して、TestCategory 属性を "UI Tests" カテゴリーとし

て追加します。 

 
Figure 24 

テスト メソッドへのカスタムの「特徴」の追加 

 

27. Ctrl+Shift+B を押下して、ソリューションをビルドします。 

 

28. テスト エクスプローラー内で、右クリックし、メニューの [グループ化 | 特徴]を選択し

ます。 

 
Figure 25 

特徴によるグループ化 

 

29. コード化された UIテストが適切に分類され、必要に応じて単に UIテストを選択して実

行することが簡単になりました。  

 
Figure 26 

「特徴」によるテストのグループ化が行われたテスト エクスプローラー ウィンドウ 
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30. Visual Studio 2012 Update 2 以降では、プレイリストと呼ばれるテストのセットも作成で

きます。 この機能は、ユニット テスト コードを変更することなく、カスタム グループ

化を提供します。CodedUITestMethod1 テストの上で右クリックし、 

メニューの [プレイリストに追加 | 新しいプレイリスト] を選択します。  

 
Figure 27 

新しいプレイリストの追加 

 

31. プレイリストのファイル名として “UI Tests” と入力し、[ Save ]  ボタンをクリックします。 

 
Figure 28 

新しいプレイリストの保存 
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32. [ プレイリスト ] ドロップダウン リストを選択し、“UI Tests” プレイリストを選択します。 

 
Figure 29 

テスト プレイリストの選択 

 

33. “UI Tests” プレイリストを選択するだけで、テスト項目の選択に集中することを可能に

し、特定のテストのみがテスト エクスプローラーに表示されるのを確認できるでしょ

う。 

 
Figure 30 

選択されたテスト プレイリスト 

 

34. テスト プレイリストの実体は、個々のテストが含まれるように定義するシンプルな 

XML ファイルです。例えば以下は  “UI Tests”  プレイリスト ファイル中の XMLの例です。

(Visual Studio エディターで読み込まれたもの). 

 
Figure 31 

プレイリスト ファイルの内容 
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35. プレイリスト ファイルは、チーム web サイト、メールなどを介してチーム メンバーと

共有することができます。必要なら、ソース 管理に追加することも可能です。プレイ

リスト ファイルをロードするには、[プレイリスト ] ドロップダウンリストを選択し、

[プレイリスト ファイルを開く] オプションを選択します。 この演習では実行する必要

はありません。 

 
Figure 32 

プレイリスト ファイルを開く 
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Exercise 2: コード カバレッジ 

この練習では、コード カバレッジの変更と、簡単に利用することができ開発サイクルに容易に

統合 できる Visual Studio 2012 で導入されたその他の改良について学習します。コード カバレッ

ジ機能は、Visual Studio Premium および Ultimate でご利用いただけます。 

1. 前の演習から、すでにテスト エクスプローラー ウィンドウが開いているはずです。そ

うでない場合、必要に応じて開いてください。(メニューの [テスト | ウィンドウ | テス

ト エクスプローラー] から). 

2. [プレイリスト ] ドロップダウン リストを選択し、[すべてのテスト] オプションを選択

して、すべてのテストを含む既定のプレイリストに戻ります。 

 
Figure 33 

すべてのテスト プレイリストの選択 

 

3. すべてのテストのコード カバレッジを分析するには[実行] ドロップダウン リストを選

択し [すべてのテストのコード カバレッジの分析] オプションを選択します。これは、

ビルド、テスト、およびコード カバレッジの結果の収集のプロセスを開始します。 

 
Figure 34 

コード カバレッジの分析 
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4. すべてのテストのコード カバレッジについてカバー済／未カバーの統計に関する分析

結果をコード カバレッジの結果ウィンドウで確認することができます。以下のスクリ

ーン ショットでは、 既定ではコード カバレッジを、入口と出口を 1 つだけ持つコード 

ブロックのブロック数で測定することに注意してください。 

 
Figure 35 

コード カバレッジ分析結果の要約 

 

Note: 結果分析項目をカスタマイズしたい場合、コードカバレッジの結果ウィンドウで

右クリックして、[列の追加と削除] オプションを選択することができます。 

5. アセンブリ毎のカバレッジを表示するために、コード カバレッジの結果のルート ノー

ドを展開します。既定では、テストの実行中にロードされかつ .pdb ファイルが有効な

すべてのアセンブリについて確認することができます。

 

Figure 36 

アセンブリ毎のコード カバレッジの結果 

 

Note:.runsettings ファイルを編集することによってコード カバレッジの分析対象とし

て、どのアセンブリが選択されるか関してカスタマイズすることができます。 

詳細については、MSDNの 記事を参照してください Customizing Code Coverage Analysis 

 

  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj159530.aspx
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6. 名前空間毎のカバレッジを表示するために、Fabrikamfiber.web.dll ノードを展開します。

これにより、コントローラー クラスのいくつかのテスト カバレッジを得ていますが、

テストチームはほかの名前空間のカバレッジを行うため多くの仕事を持っていることを

確認することができます。 

 
Figure 37 

アセンブリ内の名前空間毎のコード カバレッジの結果 

 

7. クラス毎のカバレッジを表示するために、FabrikamFiber.Web.Controllers ノードを展開

します。HomeController クラスは充分にカバーされていることと、EmployeesController 

クラスが現在まったくカバーされていないことが確認できます。

 

Figure 38 

名前空間内のクラス毎のコード カバレッジの結果 
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8. 最終的に、 CustomersControllerクラスノードを展開することによって、メソッド レベ

ルまでカバレッジの詳細をドリルダウンしてみましょう。 

 
Figure 39 

メソッド毎のコード カバレッジの結果 

 

9. ブロック カバレッジを可視化するために、ソース コードに移動するには

Create(FabrikamFiber.DAL.Models.Customer) コンストラクターをダブルクリックします。 

 
Figure 40 

ソース コードへのナビゲーション 
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10. SourceController.cs のエディター ウィンドウで、青色にハイライトされているコードは

テストによってカバーされていることを表し、赤色にハイライトされているコードは未

カバーであることを表していることが確認できます。 

 
Figure 41 

コード カバレッジ状況が色によって示されるソース ビュー 

 

11. 選択されたテストのコード カバレッジを取得することも可能です。テスト エクスプロ

ーラー ウィンドウで、CreatInsersCustomerAndSaves テスト メソッドを選択し、右クリ

ックします。そして、[選択されたテストのコード カバレッジの分析] オプションを選

択します。 

 
Figure 42 

選択されたテストのコード カバレッジの分析 
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12. 選択されたテストの実行が完了したら、 コード カバレッジ ノードを展開して、テスト

実行中にロードされたアセンブリのみが統計で示されていることを確認してください。 

 
Figure 43 

コード カバレッジの結果 

 

13. コード カバレッジの結果ウィンドウでドロップダウン リストを使用して、別のコード 

カバレッジの分析結果に移動することも容易です。それでは、最初のコード カバレッ

ジ結果ファイルを選択します。 

 
Figure 44 

特定のコード カバレッジの結果の選択 

 

14. これらのコード カバレッジの結果をレポートで使用したり、シンプルに外部共有して

みましょう。これを行うには、[結果のエクスポート] ボタンをクリックします。 

 
Figure 45 

コード カバレッジの結果のエクスポート 
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15. [カバレッジ データを XML で保存します] ダイアログ ボックス ウィンドウで、XML ファ

イルにコード カバレッジ データを保存することができますが、この演習では、キャン

セルして次の演習に進みます。 

 
Figure 46 

コード カバレッジの結果のファイルへの保存 
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Exercise 3: コード複製の分析 

この練習では、Visual Studio 2012 の新しいコード複製の分析機能について学習します。このツ

ールは、ヒューリスティック検索技術ではなく、単純に完全一致検索を使用して意味的に類似

したコードを探します。  

1. Visual Studio のメイン メニューから、[分析 | コード複製のソリューションの分析]を選

択します。 

 
Figure 47 

コード複製のソリューションの分析 

 

2. 分析が完了すると、コード複製分析結果ウィンドウに一致度合いの強度に応じてグルー

プ化された複製の候補が表示されます。強い一致が認められた 2 つのファイルを確認す

るために、[強い一致] グループを展開します。 

 
Figure 48 

コード複製に関する強い一致が存在するファイルの確認 
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3. 各行は、クラス名とメソッド名、ファイルパスなど、強い一致が認められた項目に関す

る情報を示しています。各項目にマウスをかざすと、コードの断片が表示されコードの

一致部分を確認することができます。 

 
Figure 49 

詳細情報確認のためにマウス カーソルをかざす 

 

4. コード エディター ウィンドウでソースコードを開くために、各一致項目をそれぞれダ

ブルクリックします。次に開いたコード エディター ウィンドウのタイトル タブを右ク

リックし、コンテキスト メニューの[水平タブ グループの新規作成]  オプションを選択

します。 

 
Figure 50 

内容を比較するために両方のファイルを開く 

 



30 

 

5. 各ファイルの AssignSchedule メソッドのコードまでスクロールして、両者が

RedirectToAction メソッドを呼び出している最後の行を除いて同一であることを確認し

てください。これは、AssignSchedule メソッドがリファクタリングのための適切な候補

であることを示しています。このような広範な検索は、将来のコード保守を容易にする

ためのリファクタリング対象のコードを探す時に極めて便利です。 

 
Figure 51 

コード複製の分析結果から強い一致内容の確認 

 

6. いくつかの画面の使用領域をクリアするために、メイン メニューの [ウィンドウ | すべ

てのドキュメントを閉じる] を選択します。 
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7. 必要に応じて、コード複製の検索対象を絞り込むことができます。ソリューション エ

クスプローラーで FabrikamFiber.Web  プロジェクトの Controllers  フォルダを展開し、

CustomersController.cs  をコード エディターで開きます。

 

Figure 52 

CustomersController.cs ソース ファイルを開く 

 

8. customer 引数を受け取る Create  メソッドまでスクロールし、最初の“if” ステートメン

ト内の 3 行を選択します。 

 
Figure 53 

コード複製の分析のためのコード ブロックの選択 
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9. 選択したコード行を 右クリックして、コンテキストメニューの [ソリューション内で一

致する複製を検索]  オプションを選択します。 

 
Figure 54 

ソリューション内で一致する複製を検索 

 

10. 検索が完了すると、コード複製検索結果ウィンドウには、いくつかの強度毎にコード断

片一致の一覧が表示されます。 

 
Figure 55 

コード複製検索結果 

 

11. オリジナルの複製グループを含む、コード断片への一致が認められる複製グループのす

べてを展開します。あなたは、コード複製検索結果を一覧できるように、コード複製検

索結果ウィンドウのサイズを大きくすることができます。 

 
Figure 56 

コード複製検索結果での複製グループの展開 
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12. コード複製が、どのコードと比較されているかを再認識するために、オリジナルのコー

ド断片を示す項目の上にマウスをかざします。 

 
Figure 57 

オリジナル コード スニペット 

 

13. 完全一致の結果を示す項目上にマウスをかざし、Edit メソッドが Create メソッドのコー

ドとまったく同じコードを使用することを確認してください。 

 

14. 強い一致の結果を示す項目上にマウスをかざし、唯一の違いが最初の行で Delete メソ

ッドを呼び出していることを確認してください。 

 
Figure 58 

オリジナル コードと強い一致が認められるコード スニペット 

 

15. 中間の一致の結果を示す項目上にマウスをかざし、コード断片はオリジナルに似ていま

すが、完全に異なるオブジェクト (ここでは employeeRepository) を操作していることを

確認してください。 

 
Figure 59 

オリジナル コードと中程度の一致が認められるコード スニペット 
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16. まとめると、コード複製箇所の識別機能が開発者に役立つ 3 つのシナリオがあります。 

a. コードのリファクタリング候補の識別 

b. コードのバグ修正や機能拡張の必要があり、他に同様の修正が行われるべき

場所があるかどうかを開発者が確認したいと思っている 

c. 新規チーム プロジェクトに参加する新しい開発メンバーのための学習ツール

として、たとえば、開発者は顧客レコードを更新するコードを追加する際に、

Try… Catch ブロック使用のようなコードの残りの部分で使用される慣行があ

るかどうかを確認したいと思っている 
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