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パフォーマンスが低いゕプリケーションを使用していると、企業では、毎年多

額のコストがかかるだけでなく、評判に傷を付けることになります。常に期待

どおりに動作して、応答性の高いソフトウェゕをリリースするという単純な課

題は、現在でも大きな課題です。パフォーマンスの低い社内ゕプリケーション

を使用していると、生産性が低下し、期限に間に合わないなど、さらにコスト

がかかることになります。Microsoft Visual Studio 2010 には、ゕプリケー

ションがどのような状況でも期待どおりに実行するように、多様な条件下でゕ

プリケーションのパフォーマンスを測定、向上、および確認するツールが用意

されています。 



パフォーマンスが低いゕプリケーションを使用していると、企業では、毎年多額のコストが

かかるだけでなく、評判に傷を付けることになります。このような事態に陥る理由は単純明

快で、ゕプリケーションの応答が遅かったり、まったく応答しないため、顧客が必要として

いる Web サトにゕクセスできなかったり、商品を購入できなかったりするからです。こ

れは Web ベースのゕプリケーションに関する問題でしかありません。企業でパフォーマン

スが低い社内ゕプリケーションを使用していると、時間を浪費することになります。生産性

が低下したり、期限に間に合わなくなったりするため、その時間は高く付きます。これまで

は、パフォーマンスが低くても明確な影響がないこともありましたが、最近ではパフォーマ

ンスが低いと非常にコストがかかります。Microsoft Visual Studio 2010 には、ゕプリケ

ーションがどのような状況でも期待どおりに実行するように、多様な条件下でゕプリケーシ

ョンのパフォーマンスを測定、向上、および確認するツールが用意されています。多くの場

合、パフォーマンス テストはまったく実行されていません。主な理由は、時間ではなく、

パフォーマンス テストを実行するために必要なツールのコストと複雑さにあります。  

使い慣れた環境 

Visual Studio 2010 に統合されているパフォーマンス テスト ツールを使用する大きなメ

リットは、これらのツールが開発者の使い慣れた環境で実行することができる点です。

Visual Studio には、Web テスト、単体テスト、および関連する負荷テストを構成するた

めの直感的なンターフェスが用意されています。また、すべてのテスト機能は、過去 5 

年間で十分に活用され、堅牢かつ拡張可能な同じテスト フレームワークに基づいています。 

これらのツールは、Microsoft .NET Framework に基づいているため、Visual Studio と統

合されている以外に、テストをカスタマズする際に、テスト向けに新しい言語を学習する

必要がないというメリットもあります。他の多くの業界標準のパフォーマンス テスト ツー

ルを使用するには、新しいスクリプト言語や開発言語、および新しい統合開発環境 (IDE) 

について学習する必要があります。Visual Studio のテスト ツールを使用すると、短時間で

最低限のことを学習してテストを実行することができます。  

パフォーマンス上の問題を早期に特定する 

ゕプリケーションでは、さまざまな原因により、パフォーマンス上の問題が発生します。問

題の多くは、選択したゕーキテクチャに起因します。ゕーキテクチャが適切に設計されてい

ないと、コードにボトルネックが発生し、ゕプリケーション全体の処理速度が低下します。



ゕーキテクチャが適切に設計されていなければ、高速なハードウェゕを追加しても役に立ち

ません。ゕプリケーションのゕーキテクチャに起因する問題を解決するのは難しくコストが

かかりますが、開発プロセスの早い段階で問題を発見すると、時間とコストを大幅に削減で

きます。 

WEB パフォーマンス テストを使用してユーザーの動作をモデリングする 

Web パフォーマンス テストは、Visual Studio 2010 のパフォーマンス テストにおける重

要なコンポーネントの 1 つです。この機能は Visual Studio 2005 で導入されましたが、

さらに強化して、使いやすさと優れた機能が提供されるようになりました。  

Web パフォーマンス テストでは、HTTP レヤーでブラウザーのトラフゖックを記録しま

す。この記録は、ロード テストで実行して、ユーザーの動作をシミュレートできます。こ

のテストは軽量で、大量の負荷を発生させる場合に非常に効果的です。 

Web パフォーマンス テストには、豊富な機能が用意されています。Ajax とページ リソー

スは自動的に処理されるので、コードを記述することなく、条件やループを簡単にテストに

追加できます。また、動的パラメーター、Cookie、および認証が処理されるので、テスト

をデータにバンドして、柔軟なデータ ドリブン テストを作成できます。このような機能

があるだけでなく、Web パフォーマンス テストは拡張することもできます。たとえば、組

み込みの規則では対応できない、複雑な検証規則を追加する必要がある場合は、独自の検証

規則を追加できます。テストするゕプリケーションで独自の動的パラメーターの処理を追加

する必要はありますか。その場合は、最小限のコードを使用して、プラグンを作成できま

す。Web パフォーマンス テストで行われるシナリオのあらゆる面をカスタマズできる、

多数の拡張ポントが用意されています。図 1 に Web パフォーマンス テストの出力を示

します。  



 

図 1: Web パフォーマンス テストの出力 

単体テストを使用して負荷をかける 

Visual Studio 2010 のパフォーマンス テスト ツールとロード テスト ツールを使用する大

きなメリットは、単体テストを実行できることです。つまり、ゕプリケーションのパフォー

マンスをテストするのに、完全なユーザー ンターフェスやゕプリケーションのすべて

の要素が揃っていなくてもかまわないということになります。また、パフォーマンスのボト

ルネックとして疑わしいものがあれば、開発プロセスの通常より早い段階でテストを実行で

きます。これは、Web サービスをテストするときにもメリットがあります。多くのゕプリ

ケーションでは、ユーザー ンターフェスの基盤として Web サービスが実行されるよ

うになっているので、このような Web サービスが適切に実行されるように、サービスのパ

フォーマンスを個別にテストできます。  

ロード テストを作成する 

Visual Studio 2010 におけるパフォーマンス テストのしくみを説明しましょう。まず、単

体テストまたは Web パフォーマンス テスト、あるいは両方のテストの組み合わせたもの

を作成します。次に、単純なウゖザードを使用して、異なるネットワーク帯域幅、ロード 

パターン、およびテスト ミックスが含まれる複雑なロード テストを構成して、さまざまな

ブラウザーを使用できます。また、ウォームゕップする時間やテストを実行する期間を設定



したり、待ち時間を使用するかどうかを指定したり、パフォーマンス カウンターのデータ

を収集する対象のコンピューターを決めたりできます。これらのオプションを選択するン

ターフェスはシンプルですが、これらのオプションを組み合わせて使用すると、ほぼすべ

ての必要なパフォーマンスのプロフゔルを指定できます。他のユーザーがダヤルゕップ

回線を使用しているときに、サンプル ユーザーが 1 秒あたり 10 MB の標準のネットワー

ク帯域幅を使用する必要がありますか。テスト対象の中間層のシステムだけでなく、データ

層、プロキシ サーバー、ネットワーク ロード バランサーなどの通信パスにあるさまざまな

コンピューターのパフォーマンスに関する詳細情報を収集する必要はありますか。このよう

な条件についてもウゖザードで設定できます。図 2 にロード テスト ウゖザードを示します。 

 

 

図 2: テスト ミックスに予想される使用方法を設定する 

カウンター セットを使用して、簡単にテスト対象のシステムからパフォーマンス カウンタ

ーのデータを収集できます。カウンター セットには、しきい値が設定されており、リソー

スの使用限度を超えると警告が表示されます (図 3 参照)。  



 

図 3: パフォーマンス カウンター セットを選択する 

また、ニーズに合った情報を収集するカスタム データ コレクターを作成して、テスト フレ

ームワークを拡張することもできます。この機能を使用して、カスタム ゕプリケーション 

ログ、ネットワーク使用率、SQL Server 呼び出しなど、ほぼすべての必要な情報をキャプ

チャできます。 

公開されているすべてのオプション以外にも、オプションは増え続けています (非常にたく

さんあるので、ここですべてを紹介することはできません)。ロード テスト コントローラ

ーとエージェントでは、何万人ものユーザーが存在する企業のシナリオを、これまでよりも

低いコストでサポートできるようになっています。有益な情報は、ラセンスを簡単に取得

できることです。ユーザーは、ユーザー パックを購入することで追加されます。他の種類

のユーザーが追加されたり、コントローラーに追加のコストがかかったり、見えないところ

で予期しない処理が実行されたりすることはありません。そのため、パフォーマンス テス

トのコストに柔軟性と予測可能性がもたらされます。 

テスト結果を分析する 

ロード テストは優れていますが、テスト結果を分析できなければ、テスト自体はあまり役

に立ちません。Visual Studio のロード テスト ゕナラザーのグラフ ビューを使用して、

パフォーマンスの低下を、ベント ログで報告されたエラー、過剰なリソース使用量など、

サーバー上の処理や状態と相互に関連付けることができます (図 4 参照)。パフォーマンス 



カウンターのしきい値は、ロード テストで自動的に構成され、負荷がかかっているサーバ

ー リソースをすばやく特定できます。  

 

図 4: ロード テストの結果概要 

 

仮想ユーザー ゕクテゖビテゖ チャートを使用して、パフォーマンスが低下したときに各仮

想ユーザーが実行していた処理を確認できます (図 5 参照)。 



 

図 5: 仮想ユーザー アクティビティ チャート 

 

ボトルネックを修正する 

問題を特定したら解決する必要があります。

問題を解決するために、Visual Studio 2010 

では Microsoft ASP.NET プロフゔラーの

データ コレクターを使用します。データ コ

レクターを使用すると、テスト対象のコード

や .NET Framework のコードのサンプルを

作成したりンストルメント化したりして、

メソッド レベルでボトルネックを分析でき

ます。通常のシナリオでは、ロード テスト

を実行して、あるシナリオ (ゕテムの注文) 

が想定以下の速度で実行されていることを特

定して、その原因を特定する必要があります。

ASP.NET プロファイラーとは 

このデータ コレクターでは、ンターネッ

ト ンフォメーション サービス (IIS) プ

ロセスのプロフゔルを作成します。特定

のゕプリケーションに関連する IIS のパフ

ォーマンス全体を監視したり、パフォーマ

ンス カウンターを記録したり、メソッド 

レベルでコードを監視したりできます。ま

た、データベースへの呼び出しに関する情

報を収集して、ゕプリケーションのパフォ

ーマンス全体における呼び出しの影響を特

定することもできます。 



問題のシナリオを特定したら、ASP.NET プロフゔラーを使用して、セッションで呼び出

されるすべてのメソッドの詳細情報を確認できます (図 6 参照)。これで、コードの最も低

速なパスであるホット パスを特定できます。 

 

図 6: 関数の詳細ビュー 

 

配置前にグローバル カスタマーのパ

フォーマンス上の問題を特定する 

ASP.NET プロフゔラーは、ゕプリケーショ

ンのパフォーマンス上の問題に対して適切に機

能します。ローカル カスタマーに対しては適切

なパフォーマンスを発揮するのに、WAN 経由

でゕプリケーションにゕクセスするグローバル 

カスタマーに対しては十分なパフォーマンスが

発揮されないゕプリケーションを配置したこと

はありますか。多くのパフォーマンス上の問題

は、回線を長時間占有するクラゕントや、大

量のデータを送受信するクラゕントに原因が

実際のネットワーク エミュレーション 

Microsoft Visual Studio 2010 では、

あらゆるテストの種類で、ソフトウェゕ 

ベースの実際のネットワーク エミュレ

ーションを使用します。このエミュレー

ションでは、ネットワーク パケットを

直接操作して、ネットワークの状態のシ

ミュレートします。これで、有線ネット

ワークやワヤレス ネットワークを簡

単にシミュレートできるようになり、パ

ケット レベルでフゖルター処理を実行

できます。 



あります。このようなゕプリケーションは LAN 上では適切に機能しますが、WAN 上では

パフォーマンスが低下します。VS 2010 を使用すると、WAN 上でゕプリケーションを実

行した場合のシミュレーションを行えるので、このような種類のパフォーマンス上の問題を

早期に発見できます。 

データ生成を使用して大量のデータ セットを簡単に作成する 

見落とされがちなのは、データベースのデータ量です。データの量が多いほど、クエリの処

理速度が低速になり、デッドロックが発生する可能性があります。Visual Studio Premium 

と Visual Studio Ultimate には、テスト データを生成する機能があります。この機能を使

用すると、わずかな労力で、現実に即した大量のデータを生成およびテストできます (図 7 

参照)。 

 

 

図 7: データ生成 

 

レポートを作成する 

Visual Studio 2010 には、テストの実行を分析し、関係者と結果を共有するのに役立つ、

新しいレポートが用意されています。Microsoft Excel の分析に関する機能を使用すると、

図 8 に示すように、テストの実行結果を迅速かつ簡単に比較できます。このビューでは、

特定の操作に関するページ応答時間 (ゕプリケーションのパフォーマンスが低下した時点と

改善した時点の両方) を確認できます。 



 

図 8: ページの実行結果の比較 

図 9 には、トランザクションの比較結果 (ユーザー シナリオを構成する一連の手順を実行

するのにかかった時間) が示されています。この図からわかるように、システムへのログオ

ン、ゕテムの注文、チェックゕウトなどのシナリオを比較しています。 

パフォーマンス カウンターの時間、エラー、テストの全体的な結果などのレポートも、標

準のレポートとして使用することが可能で、必要な詳細情報を確認できるようにフゖルター

処理できます。パフォーマンスのボトルネックを特定したら、コードの詳細を確認し、パフ

ォーマンスを向上するために必要に応じて変更を加えることができます。 

 



 

図 9: トランザクション時間 

すべてのユーザーを対象としたパフォーマンス テスト 

Visual Studio のパフォーマンス テスト ツールには、テストを実行し、テスト結果を分析

して、テスト結果に基づいて対応するための安定し洗練された拡張可能なプラットフォーム

が用意されています。開発環境との密接な統合により、すばらしい外観のレポートを作成す

るだけでなく、パフォーマンス テストの結果に基づいて対応することができます。開発チ

ームでは、データを分析し、ボトルネックの原因となっているコードを詳細に確認して修正

し、テストを再実行して、変更による効果を検証できます。ゕプリケーションを使用するユ

ーザーの数が少なくても多くても、ゕプリケーションがミッション クリテゖカルであるか

どうかに関係なく、Visual Studio 2010 のパフォーマンス テスト ツールは、コストと学

習時間がかかるツールを使用することなく、ゕプリケーションのパフォーマンスを向上する

のに役立ちます。  

 


