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Visual Studio 2010 による単体テストの効率化 

 

1. 単体テストの自動化 

ソフトウェゕがビジネスや生活に多大な影響を与え、欠かすことができない存在となった今、ソフトウェゕの品質はますます重

要性が高まっています。しかしその一方で、開発プロジェクトのコスト削減や開発期間の短縮が求められており、品質を確保する

ための作業に十分な工数をかけられない現状があります。 

開発プロジェクトにおいて、テストと欠陥の除去に多くの時間を費やしていると言われています。開発プロジェクトの採算性を

しつつ、ソフトウェゕの品質を確保するためには、このテスト工程をいかに効率化できるかが鍵を握りますが、人手による労力で

は限界があるため、いかにテスト ツールを活用し、ソフトウェゕ テストを自動化できるかが重要となります。 

テスト コードを作成すること自体はそれなりに工数がかかります。Visual Studio 2010 でテスト コードのスケルトンを自動生

成することができるため、テスト コードを作成する工数を軽減することができますが、それでもテスト コードをまったく作成し

ない場合と比べて工数はかかります。しかし、それでもテスト コードを作成し、テストを自動化することは多くの利点があります。 

以下に、ソフトウェゕの単体テストを自動化する際のメリットを示します。 

 

テストの効率化 

仕様変更やバグ修正などの理由により、開発プロジェクトの途中でプログラムを何度も修正することがあります。プログラムを

修正した場合は、その変更によって予想外の新たな問題が発生していないかを確認する必要があります。(回帰テスト) 

手動で単体テストを実施すると、その都度人の手によりテストを実施する必要がありますが、一度テスト コードを作成すれば、

2 回目以降はツールを活用し、ボタン 1 つでテストを実行することができます。また Team Foundation Server 2010 の環境で

はソースコードのチェックン時にビルドと単体テストを実施し、問題を含むソースコードはその場で問題が大きくなる前に検出

することができるため、生産性を維持しながら品質を確保することができます。 

 

確実性と一貫性 

人力によるテストの実施は工数がかかるだけでなく、人によって実施のばらつきや、ミスがうまれることもあります。テストを

ツールで自動化することによってテストに確実性と一貫性が出ます。 

 

保守性の向上 

近年ソフトウェゕを 1 からスクラッチから作成せず、既存のソフトウェゕを保守したり、拡張する機会が多くなってきました。

他の開発者が作成したプログラムを修正する場合、一部のコード修正であっても影響範囲が不明確なため広範囲なコードを確認す

る必要があります。ソフトウェゕとともにテスト コードを保持することで、ソフトウェゕを修正した際にテストを実施することで

副作用が発生しないかより確実に保守、拡張を進めることができます。近年ではソフトウェゕを納品する際に実装コードだけでな

くテスト コードも合わせて納品してソフトウェゕの保守、拡張に備える企業も増えています。 

 

品質の透明性 

ソフトウェゕの品質を確保するためには、テストの実施だけでなくテストの管理も重要です。ツールを活用するとその結果はデ

ータ化され、さらに自動的に収集することができます。この結果、テストの進捗やソフトウェゕの品質を把握することがより容易

となります。 
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1.1. 評価版の入手 

本ドキュメントで解説する単体テスト機能を実行するには、Visual Studio 2010 Professional 以上のエデゖションが必要です。

また「」で解説する機能は Visual Studio 2010 Premium 以上のエデゖションが必要です。 

Visual Studio 2010 の評価版は無償で以下の Web サトよりダウンロード入手いただけます。 

 

■ Visual Studio 2010 評価版 

http://www.microsoft.com/japan/visualstudio/download/ 

 

 

 

  

http://www.microsoft.com/japan/visualstudio/download/
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2. 基本的な単体テストの実施方法について 

 

2.1. 【事前準備】テスト対象コードの作成 

一連の単体テストの機能を確認するために、本ドキュメントでは Visual Basic または C# のクラス ラブラリを作成し、以

下のコードをテスト対象コードの例に使用しています。 

この AddNumber メソッドは x と y という Integer 型 (VB)／int 型 (C#) の 2 つの引数を持ち、その加算結果を 

Integer 型 (VB)／int 型 (C#) で返却する単純な処理です。処理中にタムゕウトの確認のため 5 秒処理を停止します。また、

例外の確認のため x が 0 未満の場合は例外が発生するようにしています。説明をできる限り簡素化するために単純な (処理とし

てはあまり意味を持たない) 処理を例にとりますがご了承ください。 

 

■ Visual Basic 

Public Class Class1 

    Private Function AddNumber(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer) As Integer 

        System.Threading.Thread.Sleep(5000) ‘ 5 秒処理を停止する 

        If x < 0 Then    ‘ x がマナス値の場合、例外が発生 

            Throw New ApplicationException("0 以上の数値を指定してください") 

        End If 

        Return x + y    ‘ x と y を加算した数値を返却 

    End Function 

End Class 

■ C# 

public class Class1 

{ 

    private int AddNumber(int x, int y) 

    { 

        System.Threading.Thread.Sleep(5000); 

        if (x < 0) 

            throw new ApplicationException("0 以上の数値を指定してください"); 

        return x + y; 

    } 

} 

 

 

2.2. 基本的な単体テストの作成と実行 

Visual Studio 2010 ではメソッドやプロパテゖなど、実装コードをもとに単体テストのスケルトンを作成することができます。

特にパブリック メソッドだけではなく、プラベート メソッド、内部メソッド、フレンド メソッドについても、単体テストを実
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施することができることが特長です。以下に基本的な単体テストの作成、および実行方法を解説します。 

 

■ 単体テストの作成 (基本) 

1. テスト対象のメソッドを右クリックし、コンテキストメニューより [単体テストの作成] を選択します。 

 

 

2. テスト対象のメソッドを選択し、それぞれチェック ボックスをオンにします。 

3. 出力プロジェクトには、新しいテスト プロジェクトを作成するか、既存のテスト プロジェクトの単体テストのフゔル

に追加するかを選択します。テスト プロジェクトを新たに作成する場合は、テスト コードの開発言語を Visual Basic、

Visual C#, Visual C++ より選択します。 

※ 実装コード (テスト対象のコード) とテストコードは異なる開発言語を選択することができます。 

 

 

 

4. [OK] ボタンをクリックします。新規プロジェクト作成を選択した場合にはダゕログが表示されますので、テスト プロ

ジェクト名を入力してください。 

5. テスト フゔルが作成され、単体テスト コードが生成されます。 
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既定の設定状態の場合 “Class1Test.vb” (VB) / “Class1Test.cs” (C#) フゔルに “AddNumberTest” というメソッド

が作成されていますので確認ください。 

6. テスト コードに、引数、期待値を記述します。以下赤字の修正をしてください。 

ここでは、テスト結果の検証として、期待値と処理結果がコールか確認する “Assert.AreEqual” を利用しています。

テストの検証メソッドの詳細については、「3. テストの検証メソッド」を参考にしてください。 

■ Visual Basic 

<TestMethod(), _ 

 DeploymentItem("ClassLibrary1.dll")> _ 

Public Sub AddNumberTest() 

    Dim target As Class1_Accessor = New Class1_Accessor() ' TODO: 適切な値に初期化してください 

    Dim x As Integer = 1 ' TODO: 適切な値に初期化してください 

    Dim y As Integer = 2 ' TODO: 適切な値に初期化してください 

    Dim expected As Integer = 3 ' TODO: 適切な値に初期化してください 

    Dim actual As Integer 

    actual = target.AddNumber(x, y) 

    Assert.AreEqual(expected, actual) 

    ‘ Assert.Inconclusive("このテストメソッドの正確性を確認します。") ‘このメソッドをコメントアウトします 

End Sub 

■ C# 

[TestMethod()] 

public void AddNumberTest() 

{ 

    Class1_Accessor target = new Class1_Accessor(); // TODO: 適切な値に初期化してください 

    int x = 1; // TODO: 適切な値に初期化してください 

    int y = 2; // TODO: 適切な値に初期化してください 

    int expected = 3; // TODO: 適切な値に初期化してください 

    int actual; 

    actual = target.AddNumber(x, y); 

    Assert.AreEqual(expected, actual); 

    // Assert.Inconclusive("このテストメソッドの正確性を確認します。"); //メソッドをコメントアウトします 

} 

 

7. ソースコード フゔルを保存します。 

 

 

■ 単体テストの実行 (基本) 

1. メニューより [テスト] – [ウゖンドウ] – [テスト リスト エデゖター]、または [テスト] – [ウゖンドウ] – [テスト ビ

ュー] をクリックします。 

2. [テスト リスト ] ／ [テスト ビュー] ウゖンドウより、作成した単体テストを選択し、[選択範囲の実行] ( ) ボタン

をクリックします。 
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3. [テスト結果] ウゖンドウに単体テストの結果が表示されます。 

テストが終了して成功すると、結果列に緑のチェック マークが表示されますので確認ください。 

 

 

4. テスト結果の行をダブル クリックすると、テストの詳細が表示されます。特にエラーが発生した際に詳細を確認くださ

い。 
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3. テストの検証メソッド 

以下に代表的なテストの検証メソッドを示します。それ以外のメソッドについては以下の Web サトを参照ください。 

 

■Assert メソッド 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.visualstudio.testtools.unittesting.assert_methods.aspx 

■CollectionAssert メソッド 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.visualstudio.testtools.unittesting.collectionassert_methods.aspx 

■StringAssert メソッド 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.visualstudio.testtools.unittesting.stringassert_methods.aspx 

 

メソッド 説明 

Assert.AreEqual(Object, Object) 2 つのオブジェクトが同一であることを検証します。同一ではない場合、テ

ストは失敗します。 

Assert.AreNotEqual(Object, Object) 2 つのオブジェクトが同一でないことを検証します。同一の場合、テストは

失敗します。 

Assert.AreSame(Object, Object) 2 つのオブジェクト変数が同じオブジェクトを参照していることを検証し

ます。 

Assert.AreNotSame(Object, Object) 2 つのオブジェクト変数が別々のオブジェクトを参照していることを検証

します。 

Assert.IsTrue(Object) 条件が true であることを検証します。条件が false の場合、テストは失敗

します。 

Assert.IsFalse(Boolean) 条件が false であることを検証します。条件が true の場合、テストは失敗

します。 

Assert.IsInstanceOfType(Object, Type) オブジェクトが指定された型のンスタンスであることを検証します。オブ

ジェクトの継承階層に指定された型が見つからない場合、テストは失敗しま

す。 

Assert.IsNotInstanceOfType(Object, Type) オブジェクトが指定された型のンスタンスではないことを検証します。オ

ブジェクトの継承階層に指定された型が見つからない場合、テストは失敗し

ます。 

Assert.IsNull(Object) オブジェクトが null 参照(C#) / Nothing (VB) であることを検証します 

Assert.IsNotNull(Object) オブジェクトが null 参照(C#) / Nothing (VB) でないことを検証します 

Assert.Fail() このメソッドが呼ばれたらテストは失敗します。 

(本来通るべきではないルート上に Fail メソッドを置くことで、そのルート

が呼ばれたらテストを失敗とすることができます) 

 

メソッド 説明 

CollectionAssert.AreEqual(ICollection, ICollection) 2 つのコレクションが同一であることを検証します。 

CollectionAssert.AreNotEqual(ICollection, ICollection) 2 つのコレクションが同一でないことを検証します。 

CollectionAssert.AreEquivalent(ICollection, 

ICollection) 

2 つのコレクションが等価であることを確認します。2 つのコレクションが

等価であるためには、同じ要素が同じ数だけ含まれている必要があります。

要素の順番が一致している必要はありません。2 つの要素が同一であるため

には、その値が一致している必要があります。 

CollectionAssert.AreNotEquivalent(ICollection, 2 つのコレクションが等価でないことを確認します。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.visualstudio.testtools.unittesting.assert_methods.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.visualstudio.testtools.unittesting.collectionassert_methods.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/microsoft.visualstudio.testtools.unittesting.stringassert_methods.aspx
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ICollection) 

CollectionAssert.Contains(ICollection, Object) コレクションに指定された要素が含まれていることを確認します。 

CollectionAssert.DoesNotContains(ICollection, 

Object) 

コレクションに指定された要素が含まれていないことを確認します。 

CollectionAssert.IsSubsetOf(ICollection, ICollection) あるコレクションが別のコレクションのサブセットであることを検証しま

す。 

CollectionAssert.IsNotSubsetOf(ICollection, 

ICollection) 

あるコレクションが別のコレクションのサブセットでないことを検証しま

す。 

CollectionAssert.AllItemsAreInstancesOfType 

(ICollection, Type) 

コレクションのすべてのゕテムが指定された型であることを検証します。

ひとつでもオブジェクトの継承階層に指定された型が見つからない場合、テ

ストは失敗します。 

CollectionAssert.AllItemsAreNotNull(ICollection) コレクションのすべてのゕテムが null 参照(C#) / Nothing (VB) でない

ことを検証します。 

CollectionAssert.AllItemsAreUnique(ICollection) コレクションのすべてのゕテムが唯一のもの (重複が無い) であることを

検証します。 

 

メソッド 説明 

StringAssert.Match(String, Regex) 文字列が正規表現と一致するかを検証します。 

StringAssert.DoesNotMatch(String, Regex) 文字列が正規表現と一致しないかを検証します。 

StringAssert.StartsWith(String, String) 1 番目の文字列が 2 番目の文字列で始まっているかを検証します。 

StringAssert.EndsWith(String, String) 1 番目の文字列が 2 番目の文字列で終わっているかを検証します。 

StringAssert.Contains(String, String) 1 番目の文字列に 2 番目の文字列が含まれているかを検証します。 

 

AreEqual や AreNotEqual 等で確認する値が浮動小数点の場合、3 番目のパラメーターに精度を指定することができます。こ

の場合、値が同一であるか、または指定された精度内であるかを確認することができます。 

また、多くの検証メソッドではオーバーロードで最後のパラメーターにエラーメッセージを指定することができます。これによ

って独自のエラーメッセージを追加で表示することができます。 

 

実装例: Assert.AreEqual(expected, actual, “独自エラーコード: {0}", myErrorCode) 

出力例:「Assert.AreEqual に失敗しました。<0> が必要ですが、<1> が指定されました。独自エラーコード: 739001」 
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4. コード カバレッジ 

単体テストの品質状況を把握する 1 つの指標として、ソフトウェゕのコードがどれくらいテストで検証されたか、その割合を示

すコード カバレッジがあります。Visual Studio 2010 Premium 以上のエデゖションではこのコード カバレッジを取得する機能

が搭載されています。 

 

4.1. コード カバレッジを取得する 

Visual Studio 2010 でコード カバレッジを取得するには以下の手順を行います。 

■ コード カバレッジを取得する 

1. 使用しているテスト設定フゔルで、コード カバレッジを有効にします。 

メニューより、[テスト] – [テスト設定の編集] – [ローカル (local.testsettings)] を選択します。 

2. [テストの設定] ダゕログの左側ツリーより [データと診断] を選択し、[選択されたロールのデータと診断] の “コー

ド カバレッジ” の [有効] チェックボックスをオンにします。 

3. “コード カバレッジ“ を選択状態にして、[構成] ボタンをクリックします。 

4. コード カバレッジを取得するゕセンブリのチェック ボックスをオンにし、[テストの設定] ダゕログを閉じます。 

5. テストを実行します。テストの実行方法は変わりありません。テストの実行方法については「2.2 基本的な単体テストの

作成と実行」を参照ください。 

6. テストが完了したら、カバレッジ データを確認します。 

[テスト結果] ウゖンドウのツール バーより [コード カバレッジの結果] ボタンをクリックするか、メニューより [テス

ト] – [ウゖンドウ] – [コード カバレッジの結果] を選択します。 

7. 階層を展開していくとメソッド単位でカバレッジ率を確認することができます。メソッドをダブル クリックするとソー

ス コードが開き、テストの実行された結果を視覚的に把握することができます。 

 

 

 

どの処理が実行されたかを視覚的に把握するために、コードのカバレッジを色で表示することができます。 
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図: コードカバレッジの例 

 

既定の色の意味は以下の通りです。 

色 意味 

水色 その行は、テストは実施されました 

ベージュ コード行内の一部のコード ブロックのみが実行されました 

赤茶 その行は、テストが実施されていません 

 

 

4.2. 複数のコード カバレッジ データをマージする 

複数の担当者が複数のテストを実施する場合、それぞれカバレッジ データが個別に取られますが、ソフトウェゕ全体の進捗を管

理するためには、これらをマージする必要があります。 

 

■ コード カバレッジ データをマージする 

1. メニューより [テスト] – [ウゖンドウ] – [コード カバレッジの結果] を選択します。 

2. 必要に応じて、コード カバレッジの結果を読み込みます。[コード カバレッジの結果] ウゖンドウの [結果のンポート] 

ボタンをクリックします。 

 

 

3. [コード カバレッジの結果] ウゖンドウより、[結果のマージ] ボタンをクリックします。 
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4. マージされた結果を表示する場合は、[コード カバレッジの結果] ウゖンドウのドロップダウンリストより、”マージされ

た結果” を選択します。各個別のカバレッジ データを表示する場合は、ドロップダウンリストより、各個別のカバレッジ 

データを選択します。 
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5. より高度な単体テスト処理 

 

5.1. 初期化処理、終了化処理 

ゕプリケーション自体の起動、テストで使用するフォルダの作成やフゔルの配置など、テストを実施する前後で特定の処理を

実施しなければならないケースもあります。この場合、以下の属性を持つメソッドを呼び出すことで初期化処理、終了化処理を行

うことができます。Visual Studio 2010 では、自動的にテスト コードのスケルトンを生成した際、以下のメソッドが “追加のテ

スト属性” セクションにコメント化されて生成されています。 

 

 Visual Basic C# 

クラスの最初のテストを実行する前に処理 

(複数のテストを実行する場合は、最初に 1

回のみ) 

<ClassInitialize()> _ 

Public Shared Sub MyClassInitialize 

(ByVal testContext As TestContext) 

[ClassInitialize()] 

public static void MyClassInitialize 

(TestContext testContext) 

クラスの最後のテストを実行する後に処理 

(複数のテストを実行する場合は、最後に 1

回のみ) 

<ClassCleanup()> _ 

Public Shared Sub MyClassCleanup() 

[ClassCleanup()] 

public static void MyClassCleanup() 

各テストの前に処理 

(複数のテストを実行する場合は、それぞれ

のテストの前に 1 回ずつ) 

<TestInitialize()> _ 

Public Sub MyTestInitialize() 

[TestInitialize()] 

public void MyTestInitialize() 

各テストの後に処理 

(複数のテストを実行する場合は、それぞれ

のテストの後に 1 回ずつ) 

<TestCleanup()> _ 

Public Sub MyTestCleanup() 

[TestCleanup()] 

public void MyTestCleanup() 

 

 

5.2. ひとつのテスト パターンを異なるデータで確認 

例えば上限値、下限値といった “しきい値” の確認や、複数ユーザーパターンのログン処理など、ひとつのテスト パターンを

異なるデータで確認したいケースが考えられます。 

これまでの例では、固定値をテスト コードの各変数に直接設定しましたが、”データ ドリブン単体テスト” では、テスト デー

タを事前にデータベース、CSV 形式、XML 形式のいずれかの形式で外部に定義することが可能です。各変数とデータ連結して動

的に指定することで、テスト データの定義したテスト レコード数分、自動的にテストを実施させることができます。 

 

■ データドリブン単体テストの作成と実行 

1. テスト データを作成します。ここでは以下のように CSV 形式で作成します。 

x,y,result 

1,2,3 

2,3,5 

3,4,7 

4,7,11 

0,1,1 

5,5,10 
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4,5,9 

1,5,6 

6,2,8 

8,1,9 

 

2. テスト コードを作成します。(テスト コードの作成方法については  を参照ください) 

3. [テストビュー] ウゖンドウ、または [テスト リスト エデゖター] よりテストコードを選択して右クリックし、コンテキ

ストメニューより [プロパテゖ] を選択します。 

4. [データ接続文字列] プロパテゖの省略記号 (...) をクリックします。 

5. [テスト データ ソース作成ウゖザード] に従って、1 で作成したテスト データ ソースを指定します。 

以下は CSV フゔルで作成した場合の手順の例です。 

  “CSV フゔル” を選択し、[次へ] をクリックします。 

 

 作成した CSV フゔルの場所を選択し、[完了] をクリックします。 
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 [はい] をクリックします。 

 

5. DataSource 属性が書き換わっているのがご覧いただけます。テスト コードを以下赤字のように修正します。 

■Visual Basic 

<DataSource("Microsoft.VisualStudio.TestTools.DataSource.CSV", "|DataDirectory|\TestData.csv", 

"TestData#csv", DataAccessMethod.Sequential)> <DeploymentItem("TestProject1\TestData.csv")> 

<DeploymentItem("ClassLibrary1.dll")> <TestMethod()> _ 

Public Sub AddNumberTest() 

    Dim target As Class1_Accessor = New Class1_Accessor() ' TODO: 適切な値に初期化してください 

    Dim x As Integer = TestContext.DataRow("x") ' TODO: 適切な値に初期化してください 

    Dim y As Integer = TestContext.DataRow("y") ' TODO: 適切な値に初期化してください 

    Dim expected As Integer = TestContext.DataRow("result") ' TODO: 適切な値に初期化してください 

    Dim actual As Integer 

    actual = target.AddNumber(x, y) 

    Assert.AreEqual(expected, actual) 

    ‘ Assert.Inconclusive("このテストメソッドの正確性を確認します。") ‘このメソッドをコメントアウトします 

End Sub 

■ C# 

[DataSource("Microsoft.VisualStudio.TestTools.DataSource.CSV", "|DataDirectory|\\TestData.csv", 

"TestData#csv", DataAccessMethod.Sequential), DeploymentItem("ClassLibrary2.dll"), 

DeploymentItem("TestProject1\\TestData.csv"), TestMethod()] 

public void AddNumberTest() 

{ 

    Class1_Accessor target = new Class1_Accessor(); // TODO: 適切な値に初期化してください 

    int x = (int) TestContext.DataRow["x"]; // TODO: 適切な値に初期化してください 

    int y = (int) TestContext.DataRow["x"]; // TODO: 適切な値に初期化してください 

    int expected = (int) TestContext.DataRow["result "]; // TODO: 適切な値に初期化してください 

    int actual; 

    actual = target.AddNumber(x, y); 

    Assert.AreEqual(expected, actual); 

    // Assert.Inconclusive("このテストメソッドの正確性を確認します。"); //メソッドをコメントアウトします 

} 

 

6. テストの実行方法は変わりありません。テストの実行方法については「2.2 基本的な単体テストの作成と実行」を参照く

ださい。 

テスト結果の詳細を表示すると、テストがレコード数分実施されているのがご覧いただけます。 
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さらに、各レコード行をダブルクリックすると、それぞれの結果の詳細を見ることができます。 

 

※失敗したときの例 

        

 

 

 

5.3. 一定時間に処理を完了することの確認 (タイムアウト) 

処理が正しい結果を返すかだけでなく、例えばサービスとの接続など、一定時間内に処理が完了するかを確認することも重要で

す。単体テストのプロパテゖにタムゕウト値を設定することで、一定時間内に処理が完了するかを確認することが可能です。 

 

■ 一定時間に処理を完了することの確認 (タイムアウト) 

1. テスト コードを作成します。(テスト コードの作成方法については  を参照ください) 

2. [テストビュー] ウゖンドウ、または [テスト リスト エデゖター] よりテストコードを選択して右クリックし、コンテキ

ストメニューより [プロパテゖ] を選択します。 

3. [タムゕウト] プロパテゖに時間を指定します。 

 

 

4. テストの実行方法は変わりありません。テストの実行方法については「2.2 基本的な単体テストの作成と実行」を参照く

ださい。 

設定した秒数内にテストが完了しない場合、結果として “タムゕウト” が返ってきます。 
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5.4. 例外処理の確認 

正常処理だけでなく、異常処理 (異常発生時の補填処理など) の単体テストも実施する必要があります。 

Visual Studio 2010 による単体テストでは、ExpectedException 属性を付与することで、特定の例外が発生するか確認するこ

とができます。 

本ドキュメントのコード例では、x が 0 未満の場合に ApplicationException 例外が発生します。これを確認するには以下の

属性をテスト メソッドに付与します。 

 

Visual Basic:   <ExpectedException(GetType(System.ApplicationException))> 

C#:   [ExpectedException(typeof (System.ApplicationException))] 

 

処理結果 テスト結果 

ApplicationException が発生 成功 

違う型の例外が発生 失敗 

例外なく処理が終了 失敗 

 

■ 一定時間に処理を完了することの確認 (タイムアウト) 

1. テスト コードを作成します。(テスト コードの作成方法については「2.2 基本的な単体テストの作成と実行」を参照く

ださい) 

2. テスト コードを修正します。以下赤字のように ExpectedException 属性をテストコードに付与します。 

■ Visual Basic 

<TestMethod(), _ 

DeploymentItem("ClassLibrary1.dll")> _ 

<ExpectedException(GetType(System.ApplicationException))> _ 

Public Sub AddNumberExceptionTest() 

■ C# 

[TestMethod()] 

[DeploymentItem("ClassLibrary2.dll")] 

[ExpectedException(typeof(System.ApplicationException))] 

public void AddNumberTest() 

 

3. テストの実行方法は変わりありません。テストの実行方法については「2.2 基本的な単体テストの作成と実行」を参照く
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ださい。期待した型の例外が発生した場合、テストは成功します。 

 

 

 

5.5. 複数の CPU/コアを活用して、単体テストにかかる時間を短縮 

複数の単体テストを実施する場合、通常ひとつひとつ順を追って実行されます。しかし、コンピューターが複数の CPU、または

複数コゕの CPU を搭載している場合、単体テストを並列で実行することができます。これによって単体テストにかかる時間を短

縮することができます。 

 

 

図: 複数の単体テストが同時に実行されている例 

 

なお、並列テストの実行はローカルで実施する単体テストのみが可能です。コード化された UI テスト (Coded UI) や ASP.NET 

ホスト ゕダプターを使うテストには利用できません。また、この並列テストの実行を行うと、コード カバレッジなどのデータ収

集はできません。 

 

■ 並列テストの実行 

1. [ソリューション エクスプローラー] より、テスト設定フゔル (.testsettings) を右クリックし、コンテキストメニュ

ーより [フゔルを開くゕプリケーションの選択] をクリックします。 

 

 

2. [フゔルを開くゕプリケーションの選択] より、”XML (テキスト) エデゖター” を選択します。 

3. <Execution> 要素に parallelTestCount 属性を追加します。 

<Execution parallelTestCount = 0> 搭載している CPU またはコゕ数にもとづいて、単体テストを並列に処理

します。 

<Execution parallelTestCount = n> 

* n には数値を指定 

同時に n 個のテストを実施します。すべての CPU/コゕ を使いたくない

場合にこの指定を行います。 

<Execution> 既定の設定です。1 CPU/コゕのみが使用されます。 

 

4. テスト設定フゔル (.testsettings) を保存します。 

5. ソリューション フゔルをいったん閉じて、再度ソリューションフゔルを開き直します。 
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6. テストを実行します。テストの実行方法は変わりありません。テストの実行方法については「2.2 基本的な単体テストの

作成と実行」を参照ください。 

 

 

 

6. 参考資料 

本ドキュメントでは、Visual Studio 2010 による単体テストの方法について解説しました。本ドキュメントで解説できなかった

より詳細については MSDN Library を参照ください。 

 

■単体テストを使用したコードの検証 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dd264975.aspx 

 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dd264975.aspx
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