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概要 

本書は、公式ブログの見解、マクロソフト社内での意見交換のための゛リゕス (編集済み) からの意見、

およびさまざまなテスト コンサルタントがマクロソフトのサービス ラボで得た経験をまとめたものです。

本書の目的は、Microsoft Visual Studio® のパフ゜ーマンス テスト機能のさまざまな側面について、主要ド゠ュ

メントでは扱われていない情報や理解しにくい情報を解説する、クック リフゔレンスを提供することです。

ここでは、次のような多岐にわたる情報を扱っています。 

 

 パフ゜ーマンス機能のしくみ 

 不足している機能を補う回避策 

 既知のバグの解決策または回避策 

 問題のトラブルシューテゖング 

 

本書には、概要と全トピックを網羅する目次と、索引を含めています。現時点では、新しい情報を入手するた

び定期的に本書を更新する予定です。 

 

本ド゠ュメントは『Visual Studio Performance Testing Quick Reference Guide (Version 3.5)』の日本語訳です。原文は

以下の URL から入手いただけます。 

http://vsptqrg.codeplex.com/releases/view/42484 
 
 

このド゠ュメントに記載している情報は、このド゠ュメントの発行時点におけるマクロソフトの見解を反映したものです。変

化する市場状況に対応する必要があるため、このド゠ュメントは、記載された内容の実現に関するマクロソフトの確約とはみ

なされないものとします。また、発行以降に発表される情報の正確性に関して、マクロソフトはいかなる保証もいたしません。 

 

このド゠ュメントは情報提供のみを目的としており、明示、黙示または法律の規定にかかわらず、これらの情報についてマク

ロソフトはいかなる責任も負わないものとします。 

 

このド゠ュメントは、クリ゛テゖブ コモンズ ラセンス 3.0 (Creative Commons Attribution 3.0 License) に基づいて、使用が許諾

されます。その他の権利はすべてマクロソフトに属します。 

 

®2010 Microsoft Corporation. Microsoft、Active Directory、Excel、Internet Explorer、SQL Server、Visual Studio、および Windows は、マ

クロソフト グループの商標です。 

 

その他、記載されている会社名、製品名には、各社の商標のものもあります。 

 

 

http://vsptqrg.codeplex.com/releases/view/42484
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改訂履歴 

 バージョン 2.0 

◦ 2009 年 2 月 16 日リリース 

◦ 社外から入手可能に (CodePlex 経由) 

◦ 大幅改訂 

◦ 包括的索引を追加 

 バージョン 3.0 

◦ 2010 年 3 月 23 日リリース候補版公開 

◦ VS 2010 のパフ゜ーマンス テストに関する記事を多数追加 

◦ VS 2010 のバツー情報、問題点などに関する記事を追加、改訂 

◦ "2010 で変更された" 機能に関する記事を追加、改訂 

◦ VS 2008 の問題点に関する多数の記事を改訂 

◦ VS 2008 と 2010 のパフ゜ーマンス テストのしくみについて詳しく説明する記事をいくつか追加 

 バージョン 3.0a 

◦ バージョン 3.0 最終版で、公式リリース 

◦ 2010 年 4 月 1 日公開 

 バージョン 3.5 

◦ コンテンツの追加と、既存コンテンツの改訂 

◦ 新しい記事の見出しに "新規" というタグを追加 

◦ 詳細に解説されているブログ記事をすべて引用した新しいセクションの追加 

 

注 

Visual Studio のバージョンを記載していない項目は、Visual Studio 2008 と Visual Studio 2010 の両方

に適用されます。 
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著者からのメッセージ 

新しいバージョンのクック リフゔレンス ゟドは、目的の情報が見つけやすくなるように改訂しています。

サブトピックの多くを削除し、主要トピックはすべて、ツールのコンポーネントではなく、操作やニーズを反

映するよう変更しました。 

 

Visual Studio 2010 の新機能について、本書の冒頭で紹介しています。ここでは、新しいパフ゜ーマンス テスト

機能だけを扱っているわけではなく、一般的な他のテスト機能についても多数扱っています。また、2010 で

の変更点や、問題点についても解説しています。こうした情報はすべて、それが 2010 で新しく追加されたも

のなのか、2010 で変更されたものなのかをバルーンによって示しています。 

 

Microsoft Visual Studio チームによってスートの名前が変更されていることにご注意ください。変更は次のと

おりです。 

 

 2008 のテスト機能は "Visual Studio Team System" に含まれます。 

 2010 のテスト機能は "Visual Studio Ultimate" に含まれます。 

 ここでは、これらのテスト スートを VS と呼びます。 

 

記事の執筆と情報の収集に貢献していただいた皆さんに感謝します。フゖードバックや、今後に向けての提案

をお待ちしています。 

 

よろしくお願いします。 

Geoff Gray、シニゕ テスト コンサルタント – マクロソフト テスト サービス ラボ 
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テストのしくみ 

Web テストでの HTTP ヘッダーの処理方法 

Web テストで処理される HTTP ヘッダーには、次の 3 種類があります。 

1). 記録済みのヘッダーと要求に明示的に追加されるヘッダー。Web テスト レコーダーの既定では、次の

ヘッダーだけが記録されます。 

 “SOAPAction” 

 “Pragma” 

 “x-microsoftajax” 

 ”Content-Type” 
 

2). VS 2008 と VS 2010 の Web テスト レコーダーによって記録されるヘッダーのリストを変更するには、

regedit を使用してレジストリ内の次の゠ーを開きます。 

 HKEY_CURRENT_USER¥Software¥Microsoft¥VisualStudio¥9.0¥EnterpriseTools¥QualityTools¥WebLoadTest 

 こ の ゠ ー に 文 字 列 値 を 追 加 し 、 名 前 を  "RequestHeadersToRecord" 、 値 を 

"SOAPAction;Pragma;x-microsoftajax;Content-Type; Referrer" に設定します。 

 

この手順を実行してから Web テストを再記録すると、次のように、要求に Referrer ヘッダーが含まれるよう

になります。 

 

 
 

宣言型の Web テストにおける Referrer ヘッダー 

 

3). ゛ンジンが自動処理するヘッダー。2 つ例を挙げます。1 つは、認証の一環として送受信されるヘッダー

です。こうしたヘッダーは Web テスト ゛ンジンが処理し、テストでは制御できません。もう 1 つは 

Cookie です。これは API を使用して制御できます。 
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ロード テストと Web テストのプラグンと規則に関する全般情報 (実行順序など) 

WebTestPlugin は、テストのメン レベルで Web テストに結び付けられます。優先順位は次のとおりです。 

class WebTestPluginMethods : WebTestPlugin  

 {  

  public override void PreWebTest(object sender, PreWebTestEventArgs e) { }  

  public override void PreTransaction(object sender, PreTransactionEventArgs e) {}  

  public override void PrePage(object sender, PrePageEventArgs e) {}  

  public override void PreRequestDataBinding(object sender, PreRequestDataBindingEventArgs e) {} 

  public override void PreRequest(object sender, PreRequestEventArgs e) {} 

  public override void PostRequest(object sender, PostRequestEventArgs e) {} 

  public override void PostPage(object sender, PostPageEventArgs e) {} 

  public override void PostTransaction(object sender, PostTransactionEventArgs e) { } 

  public override void PostWebTest(object sender, PostWebTestEventArgs e) { } 

 } 

 PreWebTest メソッドは、最初の要求が送信される前に呼び出されます。 

 PreTransaction メソッドは、テストにおけるすべてのユーザー定義トランザクションより前に呼び

出されます。 

 PrePage メソッドは、Web テストにおける明示的要求より前に呼び出されます。また、すべての 

PreRequest メソッドより前に呼び出されます。 

 PreRequestDataBinding メソッドは、コンテ゠ストのデータが要求にバンドされる前に呼び出さ

れます。ここでデータ バンドを変更できます。 

 PreRequest メソッドは、リダレクトや依存要求など、すべての要求が行われる前に呼び出されま

す。リダレクトだけを操作する場合やリダレクトをス゠ップする場合は、e.Request.IsRedirectFollow 

プロパテゖを使用してコード フローを処理します。 

 すべての Post<メソッド> メソッドは、Pre<メソッド> とは正反対の順序で呼び出されます。 

 

WebTestRequestPlugin は、個別の要求レベルで設定し、明示的に結び付けられている要求、およびその要求の

リダレクトや依存要求だけを処理します。 

class WebTestRequestPluginMethods : WebTestRequestPlugin  

 { 

  public override void PreRequestDataBinding(object sender, PreRequestDataBindingEventArgs e) {}  

  public override void PreRequest(object sender, PreRequestEventArgs e) { }  

  public override void PostRequest(object sender, PostRequestEventArgs e) { }  

 }  

 

ValidationRule は、要求レベルと Web テスト レベルで割り当てることができます。Web テスト レベルで規

則を割り当てると、Web テストの各要求の後に呼び出されます。それ以外の場合は、割り当てた要求の後に呼

び出されます。 

public class ValidationRule1 : ValidationRule  

 {  

  public override void Validate(object sender, ValidationEventArgs e) { }  

 }  
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ExtractionRule は、要求レベルで割り当てることができ、割り当てた要求の後に呼び出されます。 

public class ExtractionRule1 : ExtractionRule  

 {  

  public override void Extract(object sender, ExtractionEventArgs e) { }  

 }  

 

注: 要求に複数の項目がゕタッチされている場合の優先順位は次のとおりです。 

1). PostRequest (WebTestRequest のプラグンの前に要求のプラグンが

呼び出されます) 

2). Extract 
3). Validate 

 

LoadTestPlugin は、ロード テストに直接結び付けられます。VS 2005 と VS 2008 では、1 つのロード テスト

に使用できるプラグンは 1 つだけですが、VS 2010 では複数のプラグンを使用でき、WebTestPlugin のプ

ロパテゖと LoadTestPlugin のプロパテゖに一貫性があります。使用できるメソッドは、次の 3 つのゞテゴリに

分類されます。 

class LoadTestPlugins : ILoadTestPlugin  

 {  

  void LoadTest_LoadTestStarting(object sender, EventArgs e) { }  

  void LoadTest_LoadTestFinished(object sender, EventArgs e) { }  

  void LoadTest_LoadTestAborted(object sender, LoadTestAbortedEventArgs e) { }  

  void LoadTest_LoadTestWarmupComplete(object sender, EventArgs e) { }  

 

  void LoadTest_TestFinished(object sender, TestFinishedEventArgs e) { }  

  void LoadTest_TestSelected(object sender, TestSelectedEventArgs e) { }  

  void LoadTest_TestStarting(object sender, TestStartingEventArgs e) { }  

 

  void LoadTest_ThresholdExceeded(object sender, ThresholdExceededEventArgs e) { }  

  void LoadTest_Heartbeat(object sender, HeartbeatEventArgs e) { }  

 } 

 

1) このゞテゴリのメソッドは、ロード テスト単位に呼び出されます (つまり、テスト全体の実行中に、各

メソッドがそれぞれ 1 回ずつ呼び出されます)。 

2) このゞテゴリのメソッドは、テスト テレーション (仮想ユーザー) ごとに 1 回呼び出されます。 

3) Heartbeat メソッドは、すべての゛ージ゚ントで毎秒 1 回呼び出されます。 

4) ThresholdExceeded メソッドは、特定のゞ゙ンターのしきい値を超えるたびに呼び出されます。 

 

注: 最初のゞテゴリの各メソッドは、物理゛ージ゚ント コンピューターごとに 1 回ずつ呼び出されますが、゛

ージ゚ント コンピューターは互いに独立しているため、競合を避けるために項目のロックを考える必要はあり

ません。 

 

注: LoadTest_TestStarting メソッド内でコンテ゠スト パラメーターを作成したり値を設定したりしても、次の

テレーションにパラメーターが引き継がれることはありません。 

 

1 

2 

3 
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 VS 2010 では複数の LoadTestplugin がサポートされますが、実行順序は保証されません。 

 依存要求の前後どちらで検証規則を呼び出すかを制御できるようになりました。 

 Web テスト記録の最後に、Web テスト レベルの "応答時間の目標" 検証規則が自動的に追加されるよう

になりました。ただし、1 つのグリッドに含まれるすべての記録済み要求について、ツールバー ボタン

をクリックして応答時間の目標、およびページの待ち時間とレポート名を編集しない限り、この機能はあ

まり役に立ちません。 

 
 

Web テストが HTTP 層で機能するためクラゕント コードが実行されない 

次のブログでは、Web テストが機能する場所と方法について概説しています。クラゕント側コードがテスト

されないことに疑問があれば、このブログをお読みください。 

http://blogs.msdn.com/slumley/pages/web-tests-work-at-the-http-layer.aspx (英語) 

 

 

Web テスト中のフゔルのダ゙ンロード、ダ゙ンロード サズ、およびフゔルのストレージ 

Web テスト ゛ンジンは、デゖスクに応答を書き込まないため、フゔルの場所を指定する必要がありません。

゛ンジンは応答全体を読み取ってクラゕントに返しますが、メモリに格納するのは応答の最初の 1.5 MB だ

けです。 

 

コーデゖングする Web テストの要求セクションで WebTestRequest.ResponseBodyCaptureLimit プロパテ

ゖを使用して、このサズを書き換えることができます。 

 
 

ゕプリケーション ドメンで単体テストを実行する" プロパテゖが必要な場合 

単体テストを単独で実行するときは、単体テスト ゕセンブリごとに個別のゕプリケーション ドメンがテス

ト プロセス内に作成されます。複数のゕプリケーション ドメンにまたがってテストとテスト結果をマーシ

ャリングすると、ゝ ーバーヘッドが発生します。ロード テスト内で単体テストを実行するときは、既定でゕプ

リケーション ドメンが作成されます。ロード テスト ゛デゖターの実行設定で "ゕプリケーション ドメ

ンで単体テストを実行する" プロパテゖを使用すると、ロード テストの実行に使用するゕプリケーション ド

メンを無効にできます。この結果、テスト プロセスから CPU を待機しないで実行できる 1 秒あたりのテ

スト数に関するパフ゜ーマンスが向上します。app.config フゔルを使用する単体テストでは、ゕプリケーシ

ョン ドメンが必要です。 

2010 での変更点 

http://blogs.msdn.com/slumley/pages/web-tests-work-at-the-http-layer.aspx
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"テスト テレーション" 設定が実行するテストの総数に及ぼす影響 

ロード テストの実行設定には、ロード テスト中に実行するテスト テレーション数を指定する、"テスト 

テレーション" プロパテゖがあります。これはグローバル設定なので、5 回のテレーションを指定し 10 人

の仮想ユーザーを指定しても、テストは合計で 50 回ではなく 5 回しか実行されません。 

注: この設定を有効には、"テスト テレーションの使用" プロパテゖを False (既定値) から True に変更する

必要があります。 

 
 

ロード テスト構成のテスト タムゕ゙ト設定が Web テストに適用されない 

テスト実行構成ファイルの "テストのタムゕ゙ト" 設定 ([テスト] メニューの [テストの実行構成の編集]) が

適用されない場合があります。 

 

 設定が使用される場合 

◦ 単一の単体テスト、Web テスト、順序指定テスト、または汎用テストの単独実行 

◦ テスト ビュー、テスト リスト ゛デゖター、または MSTest で開始したテスト実行における、上記の

いずれかの種類のテストの実行 

◦ ロード テストで実行されるテスト (Web テスト以外) 

 設定が使用されない場合 

◦ ロード テストでの Web テストの実行 

◦ ロード テスト自体 

 

特定のテストのタムゕ゙トは、゛ージ゚ントのテスト実行コードによって適用されますが、パフ゜ーマンス

上の理由からロード テストと Web テストの実行は緊密に結合されるため、ロード テストから Web テスト

を実行する場合、テストのタムゕ゙ト設定を適用する゛ージ゚ントのテスト実行コードがス゠ップされます。 

 
 

ユーザーのペースと "テスト テレーション間の待ち時間" の設定のしくみ 

"テスト テレーション間の待ち時間" 設定は、ロード テスト シナリゝ用のプロパテゖとしてゕクセスでき

ます。この値は、ユーザーが 1 つのテストを完了し、次のテレーションを開始するまでの待ち時間に適用

されます。この設定は、シナリ  ゝ ミックスに含まれる各テストのテレーションに毎回適用されます。 

 

"ユーザーのペース" というテスト ミックス モデルを指定したロード テストを作成すると、"テスト テレ

ーション間の待ち時間" に設定したすべての設定は、テスト ゛ンジンが計算するペースに置き換えられます。 
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ロード テストの゙゜ームゕップとクールダ゙ンの動作 

゙゜ームゕップとクールダ゙ンが結果に及ぼす影響については、次を参照してください。 

 

ウォームゕップ: 

ロード テストの゙゜ームゕップ時間を設定すると、テスト テレーションの実行がシングル ユーザーで開

始されてから、゙゜ームゕップ時間中に一定の割合で、適切な初期ユーザー数になるまでユーザーが追加さ

れます。追加されるユーザー数は、次のとおりです。 

◦ 持続ユーザー ロード: 列挙されているユーザーの総数。 

◦ ステップ ロード パターン: 初期ユーザー数。テストでは、実際のテスト実行中に、このユーザー数

から最大ユーザー数まで一定の割合で追加されます。 

 

クールダウン: 

 
 
 
 
VS2008 

ロード テストの Terminate メソッドは、クールダ゙ン時間が経過するまで実行されません。 

 
VS2010 

ロード テストの Terminate メソッドはいつでも呼び出されます。 

 

 

2010 での変更点 
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Unique、Sequential、および Random の違い 

1 台のコンピューターでのテスト実行 

 

Sequential: 既定値。1 行目から順番にデータ ソースの行を取得するよう Web テストに指示します。データ 

ソースの最後に達したら、先頭行に戻って再開します。この動作は、ロード テストが完了するまで繰り返され

ます。ロード テストでは、ユーザーごとではなく、Web テストのデータ ソースごとに現在行が保持されます。

特定の Web テストでユーザーがテレーションを開始すると、次の行データが取得され、ゞーソルが次に進

みます。 

 

Random: ランダムに行を選択するよう指示します。この動作は、ロード テストが完了するまで繰り返されま

す。 

 

Unique: 1 行目から順番に行を取得するよう指示します。すべての行を使用した時点で、Web テストを停止し

ます。ロード テストに他の Web テストが含まれていなければ、ロード テストも停止します。 

 

複数台のコンピューターでのテスト実行 

 

Sequential: 1 台のコンピューターで実行しているのとまったく同じ動作です。各゛ージ゚ントはデータのコピ

ーをすべて受け取り、それぞれデータ ソースの 1 行目から開始します。各゛ージ゚ントはデータ ソースの

すべての行を実行したら、ロード テストが完了するまで先頭に戻って繰り返します。 

 

Random: この方法も、1 台のコンピューターで実行しているのとまったく同じ動作です。各゛ージ゚ントはデ

ータのコピー全体を受け取り、ランダムに行を選択します。 

 

Unique: この方法は 1 台のコンピューターの動作とはやや異なります。データ ソースの各行を 1 回ずつ使用

します。このため、゛ージ゚ントが 3 台であれば、データが 3 台の゛ージ゚ントに分散され、どの行も複数

回使用されることはありません。1 台のコンピューターの場合と同様、すべての行を 1 回ずつ使用すると、

Web テストの実行を停止します。 
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ロード テスト時のブラ゙ザー ゠ャッシュのシミュレーション 

Web テストを含む VS ロード テストでは、ブラ゙ザーの゠ャッシュ動作のシミュレーションを試みます。この

シミュレーションのしくみについての注意事項をいくつか紹介します。 

 

 Web テスト ゛デゖターに表示される Web テストの各要求には、"゠ャッシュ制御" というプロパテ

ゖがあります (コード化された Web テストで使用する API の WebTestRequest ゝブジ゚クトには、

Cache プロパテゖがあります)。 

 Web テストで要求の "゠ャッシュ制御" プロパテゖが False のときは、その要求が常に発行されます。 

 "゠ャッシュ制御" プロパテゖが True のとき、VS ロード テストのランタム コードでは Internet 

Explorer の゠ャッシュ動作の゛ミュレーションを試みます ([自動的に確認する] 設定)。この際、HTTP 

の゠ャッシュ制御デゖレクテゖブも読み取って適用します。 

 "゠ャッシュ制御" プロパテゖは、すべての依存要求 (通常はメージやスタル シートなど、ページ

に埋め込まれている要求) に対して自動的に True に設定されます。 

 ロード テストでは、ロード テストで実行しているユーザーごとに個別に、ブラ゙ザーの゠ャッシュ動

作のシミュレーションを行います。 

 ロード テストの仮想ユーザーが Web テストを完了し、ユーザーの負荷を同じレベルに維持したまま

新しい Web テスト セッションを開始するときは、゠ャッシュが空の状態で "新しいユーザー" とし

てシミュレーションが開始されることも、以前のセッションの項目を゠ャッシュしたままリピーター 

ユーザーとしてシミュレーションが開始されることもあります。どちらのシミュレーションが行われる

かは、ロード テストのシナリゝの "新しいユーザーのパーセンテージ" プロパテゖによって決まりま

す。"新しいユーザーのパーセンテージ" プロパテゖの既定値は 0 です。 

 

重要な注意事項: Web テストを単独で (ロード テストに含めず) 実行するときは、すべての依存要求の "゠ャ

ッシュ制御" プロパテゖが自動的に False に設定されるため、常に依存要求がプッチされます。これは、Web 

テストの結果ビューゕーの [Web ブラ゙ザー] タブに、メージが壊れずにページが表示されるようにするた

めです。 
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新しいユーザーとリピーター ユーザーの比較 

ロード テストのシナリゝ設定には、"新しいユーザーのパーセンテージ" を表すプロパテゖがあります。この設

定は、ロード テスト実行のいくつか異なる側面に影響します。パーセンテージは、シミュレーションを行うユ

ーザーのうち、サトに初めてゕクセスするユーザーとして扱うユーザー数と、サトに以前にゕクセスしたこ

とがあるユーザーとして扱うユーザー数を表す指標です。 

 

新しいユーザーをもう少し的確に表現するとすれば、"1 回限りのユーザー" です。新しいユー

ザーはテレーションの最後に削除されるためです。この時点で、プール内の別のユーザーに

置き換わることはありません。したがって、"新しいユーザー" という言葉は "1 回限りの" ユ

ーザーと読み替えてください。 

 
 

ロード テストに含まれるテストが Web テストでも単体テストでも、"新しいユーザーのパーセンテージ" は

次の側面に影響します。 

 

 LoadTestUserContext ゝブジ゚クトの UserId プロパテゖの値。影響を受けるのは、このプロパテゖを

コードで使用する単体テストとコード化された Web テストだけです。テスト テレーションの回

数をユーザー ロードと同じ値に設定すると、"新しいユーザーのパーセンテージ" の設定に関係なく、

異なる UserId が返されます。 

 仮想ユーザーの "初期テスト" や "終了テスト" を定義できるロード テストを使用している場合、"

初期テスト" や "終了テスト" の実行時に影響が生じます。"新しいユーザー" (正確には "1 回限りの

ユーザー") の場合、初期テストが仮想ユーザーごとに実行され、テスト本体が 1 回だけ実行されて

から、終了テストが実行されます。"新しいユーザー" 以外のユーザーの場合、初期テストが 1 回実

行され、テスト本体が何回も (ロード テストが完了するまで) 実行されてから、終了テストが実行さ

れます (クールダ゙ン期間中に実行されることもあります)。 

 
 

"新しいユーザーのパーセンテージ" は、単体テストには当てはまらない次の Web テスト機能に影響します。 

 

 ブラ゙ザー ゠ャッシュのシミュレーション。テスト テレーションのテストとテストの間に、仮想

ユーザーの仮想ブラ゙ザー ゠ャッシュを保持する方法に影響します。"新しいユーザー" の゠ャッシ

ュは空の状態です (応答が実際に゠ャッシュされないのではなく、URL だけが追跡されます) が、"

リピーター ユーザー" では゠ャッシュが保持されます。したがって、このプロパテゖ値が 100% の
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場合、すべての仮想ユーザーは、ブラ゙ザー ゠ャッシュが空の状態でテストが開始されます。値が 

0% の場合、すべての仮想ユーザーは、Web テスト テレーションのテストとテストの間、ブラ゙

ザー ゠ャッシュの状態が保持されます。この設定は、ダ゙ンロードされるコンテンツの量に影響し

ます。仮想ユーザーの゠ャッシュにゝブジ゚クトが存在し、仮想ユーザーが前回ダ゙ンロードしてか

ら変更されていなければ、そのゝブジ゚クトはダ゙ンロードされません。そのため、新しいユーザー

は、ブラ゙ザー ゠ャッシュに項目が存在するリピーター ユーザーよりも、多くのコンテンツをダ゙

ンロードすることになります。 

 Web テストの仮想ユーザー用 Cookie の操作。新しいユーザーでは、常に、すべての Cookie が削除

された状態で Web テストの実行を開始されます。新しいユーザー以外のユーザーが 1 回目のテス

ト後に Web テストを再実行するときは、その仮想ユーザーには前回 Web テストの実行時に設定さ

れた Cookie が存在します。 

 
 

以下のグラフ (VS 2010 で実行したテストの結果) は、新しいユーザーとリピーター ユーザーの違いを示して

います。グラフは 10 人のユーザーが 50 回テストを繰り返した結果ですが、毎回の実行では "新しいユーザ

ー" のパーセンテージが異なります。 

注: 以下のグラフは VS 2010 の新機能ですが、ユーザーのシミュレーション方法は VS 2008 と同じです。これ

らのグラフの詳細については、「視覚化できるようになった仮想ユーザー」を参照してください。 

 
 

 

新しいユーザーが 0% の場合、10 人の仮想ユーザーがすべて絶えず再利用される 

 

 

新しいユーザーが 50% の場合、テレーションの半分では 10 人の仮想ユーザーがすべて絶えず再利用される

が、もう半分は再利用されない新しい仮想ユーザーに割り当てられる 
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新しいユーザーが 100% の場合、仮想ユーザーはまったく再利用されない 
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--新規-- ゠ャッシュ設定がテストとゕプリケーションのパフ゜ーマンスに及ぼす影響 

ここでは、Visual Studio のテストと Web サーバーにおいて、゠ャッシュ設定の変更がテストに及ぼす影響に

ついて説明します。また、新しいユーザーとリピーター ユーザーの実際の違いも示します。 

 
 

      TOR 09 – キャッシュ – リピーター ユーザー 

HTM 268  

HTML 263  

GIF 83  

BMP 32719  

200 OK - 3871  

304 Not Modified – 29462 

      VS 要求数: 33,333  

      ゠ャッシュされた VS 要求数: 84,507 

      TOR 10 - キャッシュ – 新しいユーザー 

HTM 276  

HTML 271  

GIF 276  

BMP 90243  

200 OK - 46639  

304 Not Modified – 44427 

      VS 要求数: 89,384  

      ゠ャッシュされた VS 要求数: 43,758 

      TOR 12 - キャッシュ – リピーター ユーザー – 

コンテンツの期限切れ 

HTM 270  

HTML 264  

GIF 85  

BMP 3330  

200 OK - 3874  

304 Not Modified - 75 

      VS 要求数: 3,949  

      ゠ャッシュされた VS 要求数: 84,842 

      TOR 11 - キャッシュ – 新しいユーザー – 

コンテンツの期限切れ 

HTM 268  

HTML 262  

GIF 268  

BMP 44622  

200 OK - 45286  

304 Not Modified - 134 

      VS 要求数: 44,742  

      ゠ャッシュされた VS 要求数: 42,090 

 

新しいユーザーとリピーター ユーザーの比較 (゠ャッシュ): 

 

新しいユーザーは、繰り返しのたびに゠ャッシュをクリゕし

てからシミュレーションが行われますが、リピーター ユーザ

ーは゠ャッシュの内容が引き継がれます。 

 

このため、リピーター ユーザーでは゠ャッシュされる要求数

が非常に多くなります。 

 

注: VS の総要求数は、2 種類の要求数の合計です。IDE に表

示される "Total Requests" 値には、゠ャッシュされた要求数は

含まれません。 

 
 
 
 

ネットワークと Web サーバーのゕクテゖビテゖ全体に対する 

"コンテンツの期限切れ" の影響を示しています (詳細は、

http://developer.yahoo.com/performance/rules.html (英語) の「Add 

an Expires or a Cache-Control Header」を参照してください)。 

 

VS でコンテンツの期限切れが認識されています (実際には、有

効期限は基盤となる System.NET コンポーネントで処理されま

す)。ただし、ネットワーク経由の呼び出しなしで、゠ャッシュ

されたフゔル要求がレポートされています。要求がサトの一

部だったことから、これは想定される動作です。ネットワーク経

由の要求数を確認するには、IIS ログやネットワーク トレースを

使用する必要があります。 

 
 
 
 

IIS
 ロ

グ
 

よ
り

 

IIS
 ロ

グ
 

よ
り

 

 

IIS
 ロ

グ
 

よ
り

 

 

IIS
 ロ

グ
 

よ
り

 

 

http://developer.yahoo.com/performance/rules.html
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注: 

 

 4 つのテストはすべて、同じユーザー数、同じテスト、同じ期間で実行されました。 

 数値は完全には一致していませんが、テストの動作を示すには十分な精度です。不一致は、テストのクー

ルダ゙ン、IIS ログからデータを収集するために使用したク゛リの不整合など、いくつかの原因によって

生じています。 

 "200 OK" と "304 Not Modified" に対応する IIS ログ項目は、LogParser と次のク゛リを使用して収集しま

した。 

 
 
SELECT  

     sc-status, COUNT(*) AS Total  

FROM *.log  

WHERE  

     to_timestamp(date, time) between  

          timestamp('2010-02-12 02:13:22', 'yyyy-MM-dd hh:mm:ss')  

     and  

          timestamp('2010-02-12 02:18:22', 'yyyy-MM-dd hh:mm:ss')  

GROUP BY  

     sc-status 
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テストの゙゜ームゕップ期間終了後のゴール志向のユーザーの動作 

1. ユーザーの負荷は、ゴール志向のロード パターンにおける初期ユーザー数のプロパテゖで指定した値

から始まります。 

2. サンプリング間隔ごとに (既定値は 5 秒ですが、ロード テストの実行設定の "サンプル速度" で変更

できます)、ゴール志向のロード パターンで定義したパフ゜ーマンス ゞ゙ンターがサンプリングされ

ます (なんらかの理由でサンプリングできなければ゛ラーがログに記録され、ユーザーの負荷は変化し

ません)。 

3. サンプリングされた値は、"パフ゜ーマンス ゞ゙ンターの目標範囲" の "最小値" プロパテゖおよび "

最大値" プロパテゖと比較されます。 

4. 値が "最小値" プロパテゖから "最大値" プロパテゖまでの範囲に含まれていれば、ユーザーの負荷は

変化しません。 

5. 値が "最小値" プロパテゖから "最大値" プロパテゖまでの範囲に含まれていなければ、ユーザーの負

荷は次のように調整されます。 

 ゴールの目標範囲の中央値を、ゴールのパフ゜ーマンス ゞ゙ンターのサンプル値で除算して、

"調整係数" を算出します。 

 たとえば、ゴールをプロセッサ時間の 50 ～ 70% と定義すれば、中央値は 60% です。プロセ

ッサ時間のサンプル値が 40% であれば、"調整係数" = 60/40 = 1.5 となり、サンプル値が 80% で

あれば、"調整係数" = 60/80 = 0.75 となります。 

 この調整係数を現在のユーザー負荷と乗算して、新しいユーザー負荷を算出します。 

 ただし、新しいユーザー負荷と現在のユーザー負荷の差が "最大ユーザー ゞ゙ントの増加" プ

ロパテゖまたは "最大ユーザー ゞ゙ントの減少" プロパテゖの少なくとも一方を超えると、最

大増加量と最大減少量の範囲内で調整されます。経験則として、これらの値を非常に小さくす

ることをお勧めします。値を小さくしないと、ゕルゴリズムの結果にばらつきが生じやすくな

ります (パフ゜ーマンス ゞ゙ンターが目標範囲に収まらなくなります)。 

 また、新しいユーザーの負荷は、ゴール志向パターンの "最大ユーザー ゞ゙ント" プロパテゖ

で指定した値を超えることも、"最小ユーザー ゞ゙ント" プロパテゖ未満になることもできませ

ん。 

 ゴール志向のロード パターンの特殊なプロパテゖに基づいて、さらに 2 つの考慮事項があり

ます。 

◦ "低い値はリソース使用量が高いことを暗示" プロパテゖが True の場合 (この設定は、たと

えば Memory ゞテゴリの Available Mbytes などのパフ゜ーマンス ゞ゙ンターに使用しま
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す)、ユーザーの負荷は逆方向に調整されます。つまり、ゞ゙ンターのサンプル値が目標範

囲の "最小値" プロパテゖ未満の場合は、負荷が削減し、現在のユーザー負荷が目標範囲の 

"最小値" プロパテゖを超える場合は負荷が増加します。 

◦ "目標が達成されたときにユーザー ゞ゙ントの調整を中止" プロパテゖが True の場合、サ

ンプリングされたゴールのパフ゜ーマンス ゞ゙ンターが 3 つの連続するサンプリング間

隔で目標範囲に収まったときは、負荷が調整されなくなり、ロード テストの以降の期間は

一定になります。 

 最後に、すべてのユーザー負荷パターンに当てはまることですが、複数の゛ージ゚ントが関係

するリモート テスト マシン群では、既定で新しいユーザー負荷が゛ージ゚ント間で均等に分

散されます。また、゙ ージ゚ントのプロパテゖで "ロード量" が指定されている場合は、その値

に従います。 

 
 

ロード テストで実行する単体テストのスレッド モデル 

ロード テスト内で単体テストを実行するときは、単体テストを現在実行している仮想ユーザーごとに 1 つのス

レッドが割り当てられます。ロード テスト ゛ンジンは単体テストの内容を認識しないため、各テストを個別の

スレッドで実行して、遅延することなく次の単体テストにスレッドを使用できるようにする必要があります。た

だし、ユーザーのペースに基づくテスト ミックス機能を指定している場合 (または、ロード テストの各シナリ

ゝのプロパテゖである、"テスト テレーション間の待ち時間" プロパテゖに 0 以外の値を指定している場合)、

同時実行仮想ユーザー数が合計仮想ユーザー数未満になるため、同時実行仮想ユーザーごとにスレッド プール

に必要なスレッド数は 1 つだけです。 

 

各単体テストの実行スレッドには予備スレッドがあり、単体テストの実行監視、テストのタムゕ゙ト実行など

に使用されます。ただし、このスレッドのスタック サズは既定のサズより小さいため、メモリ使用量も少

なくなります。 

 

詳細については、

http://blogs.msdn.com/billbar/pages/features-and-behavior-of-load-tests-containing-unit-tests-in-VS-2008.aspx (英語) を参

照してください。 

 
 
 

http://blogs.msdn.com/billbar/pages/features-and-behavior-of-load-tests-containing-unit-tests-in-VS-2008.aspx


 
Visual Studio パフ゜ーマンス テスト クック リフゔレンス ゟド ページ 30 

 

ロード テスト ゛ラーと゛ラーの詳細の違い 

ロード テスト結果内の゛ラーと゛ラーの詳細には、次の違いがあります。 

1. ロード テスト エラー: ロード テストで発生するあらゆる種類の゛ラーを表します。保存される情報

は、ユーザー、要求 URI、゙ ラー テ゠ストに関する情報です。既定では、ロード テスト結果で保存さ

れる゛ラーは、1 種類につき 1,000 件だけです。この値は、構成フゔルを使用して構成します。 

2. ロード テスト エラーの詳細: Web テスト要求の゛ラーに関して収集したその他の詳細情報を表しま

す。ほとんどは要求や応答の本文です。既定値は 100 です。この値は、ロード テストの GUI から構

成します。 

 

 
 

テスト結果ビューゕーに表示される [゛ラー] テーブル 

 

各行は゛ラーの異なる種類を表し、種

類ごとの゛ラー数 (1) と゛ラーの詳細 

(2) が表示されます。 

 

゛ラー数は、[゛ラー数] 列に表示され

ます。いずれかの数字をクリックする

と、下図のような [ロード テスト ゛ラ

ー] ダゕログ ボックスが表示されま

す。゙ ラーの詳細数は表示されません。 

 

この列の各行は、"゛ラー" ゛ント

リ (1) の 1 つです。 

 "゛ラーの詳細" が関連付けられている "゛ラー" ゛ントリ (1) には、

最後の 2 列の一方または両方にリンクが表示されます。リンクをク

リックすると、特定の゛ラー ンスタンスの詳細が表示されます。 
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Web テストにおける非表示フゖールドのパラメーター化のしくみ 

Web テストの (組み込みの "非表示のフゖールドから抽出" を使用して) 非表示フゖールドから抽出する各規

則では、同じ名前のコンテ゠スト項目をすべて削除してから新しい値を抽出します。このため、最初の要求で 4 

つの非表示フゖールド値を Hidden1 というコンテ゠ストに抽出し、2 回目の要求では非表示フゖールド値を 2 

つだけ、やはり Hidden1 コンテ゠ストに抽出すると、最終の Hidden1 コレクションには、2 回目の要求で抽

出した 2 つの値だけが含まれます。 

 

非表示フゖールドのバケット 

 

前の例の Hidden1 は、非表示フゖールドのバケットを表します。末尾の数字をバケット番号と呼びます (たと

えば、$HIDDEN0 はバケット 0 です)。 

 

最もわかりやすい例は、2 つのフレームを備えたフレーム ページです。各フレームには独立したバケットが

あるため、要求をフレーム間にンターリーブできます。複数のバケットが必要な他の例には、ポップゕップ ゙

ゖンド゙や一部の AJAX 呼び出しがあります (Web テストでは ASP.NET AJAX 応答の ViewState の相関関係が

サポートされるため)。 

 

非表示フゖールドの一致 

 

ある要求が特定のバケットに一致するかどうかを判断するゕルゴリズムでは、応答を解析して取得した非表示

フゖールドと以降の要求のフ゜ーム ポスト フゖールドが一致するというヒューリステゖックを使用します。 

 

たとえば、レコーダーで応答を解析して、次のフゖールドを取得したとします。 

 

 <INPUT type=hidden ID=Field1 value=v1> 

 <INPUT type=hidden ID=Field2 value=v2> 
 

以降のポストで Field1 や Field2 がポストされると、この要求と最初の応答が一致するため、これらのフゖー

ルドから非表示フゖールドが作成されます。この非表示フゖールドのバケットには、最初に使用できるバケッ

ト番号が割り当てられます。 

 

以降の要求でバンドを介してバケットが使用されたら、そのバケットは再利用できるようになります。した

がって、テストのフレームが 1 つの場合は、常にバケット 0 を再利用します。 

 

 ページ 1 

◦ バケット 0 を抽出 
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 ページ 2 

◦ バケット 0 のパラメーターのバンド 

 ページ 3 

◦ バケット 0 を抽出 

 ページ 4 

◦ バケット 0 のパラメーターのバンド 

 
 

テストに 2 つのフレームがあり、要求をンターリーブする場合は、2 つのバケットを使用します。 

 

 フレーム 1、ページ 1 

◦ バケット 0 を抽出 

 フレーム 2、ページ 1 

◦ バケット 1 を抽出 

 フレーム 2、ページ 2 

◦ バケット 1 のパラメーターのバンド 

 フレーム 1、ページ 2 

◦ バケット 0 のパラメーターのバンド 

 

また、ポップゕップ ゙ゖンド゙や ViewState を使用するテストの場合、フレーム ページと同様のパターンと

なり、複数のバケットを使用しでゖンド゙の状態を保持します。 

 

一部のフゖールドがバンドされない理由 

 

一部の非表示フゖールド値は、EVENT_ARGUMENT などの JavaScript で変更されます。この場合、応答の非表

示フゖールドから値を抽出して再生するだけでは機能しません。レコーダーはこのような状況を検出すると、

非表示フゖールドにバンドせずに、フ゜ーム ポスト パラメーターの値としてポスト バックされる実際の値

を配置します。 

 

1 ページに適用できる非表示フゖールドの抽出規則は 1 つだけです。特定のページに複数のフ゜ームがある

場合でも、フ゜ーム フゖールドのダ゙ンストリーム ポストは 1 回だけ行われるため、非表示フゖールドの

抽出規則が 1 つ適用されます。 
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単体テストにおけるテストの実行順序 

実行順序に関する混乱の主な原因は、MSTestが Nunit フレームワークと同様に実行されると想定するユーザー

がいるためと考えられます。2 つのフレームワークの動作は異なり、Nunit はクラス内のすべてのテストを実

行する際にテスト クラスのンスタンスを 1 つしか作成しませんが、MSTest は実行プロセス中にテスト メ

ソッド クラスごとに別々のスレッドでンスタンスを個別に作成します。このような設計から MSTest のユー

ザーが混乱しやすい点は次の 3 つです。 

 

1. ClassInitialize と ClassCleanup: ClassInitialize と ClassCleanUp は静的なので、MSTest がテスト クラス

のンスタンスを複数作成できる場合でも 1 回しか実行されません。ClassInitialize は、テスト クラ

スで最初のテスト メソッドに対応するテスト クラスのンスタンスで実行されます。同様に、

ClassCleanUp は、テスト クラスで最後のテスト メソッドに対応するテスト クラスのンスタンス

で実行されます。 

2. 実行のンターリーブ: テスト クラスの各ンスタンスが異なるスレッドで別々に作成されるため、

単一クラス内や複数のクラス間で単体テストが実行される順序が一定になりません。テストの実行方

法によっては、複数のクラスやゕセンブリにまたがってテストが実行されることがあります。重要な

のは、すべてのテストが任意の順序で実行され、まったく予想できないことです。 

3. TestContext ンスタンス: TestContext はテスト メソッドごとに異なり、テスト メソッド間で共有さ

れません。 

 
 

たとえば、次のようなテスト クラスがあるとします。 

 
[TestClass]  

     public class VSClass1  

     {  

          private TestContext testContextInstance;  

          public TestContext TestContext  

          {  

               get  

               {  

                    return testContextInstance;  

               }  

               set  

               {  

                    testContextInstance = value;  

               }  

          }  

          [ClassInitialize]  

          public static void ClassSetup(TestContext a)  

          {  

               Console.WriteLine("Class Setup");  

          }  

          [TestInitialize]  

http://blogs.msdn.com/b/vstsqualitytools/archive/2006/01/10/511030.aspx
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          public void TestInit()  

          {  

               Console.WriteLine("Test Init");  

          } 
          [TestMethod]  

          public void Test1()  

          {  

               Console.WriteLine("Test1");  

          }  

          [TestMethod]  

          public void Test2()  

          {  

               Console.WriteLine("Test2");  

          }  

          [TestMethod]  

          public void Test3()  

          {  

               Console.WriteLine("Test3");  

          }  

          [TestCleanup]  

          public void TestCleanUp()  

          {  

               Console.WriteLine("TestCleanUp");  

          }  

          [ClassCleanup]  

          public static void ClassCleanUp ()  

          {  

               Console.WriteLine("ClassCleanUp");  

          }  

     } 

(3 つのテスト メソッド、ClassInitialize、ClassCleanup、TestInitialize、TestCleanUp、および TestContext の明示的

な宣言から構成されるテスト クラス) 

 

実行順序は次のようになります。 

Test1 (スレッド 1): 新しい TestContext -> ClassInitialize -> TestInitialize -> TestMethod1 -> TestCleanUp 

Test2 (スレッド 2): 新しい TestContext -> TestInitialize -> TestMethod2 -> TestCleanUp 

Test3 (スレッド 3): 新しい TestContext -> TestInitialize -> TestMethod2 -> TestCleanUp -> ClassCleanUp 

クラスに含まれるすべてのテストを実行すると、次のようなメッセージが出力されます。 

Class Setup  

Test Init  

Test1  

TestCleanUp  

Test Init  

Test2  

TestCleanUp  

Test Init  

Test3  

TestCleanUp  

ClassCleanUp 
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リモート テスト マシン群に含まれるコンピューター間の通信方法 

次の図面は、セットゕップ時、および゛ージ゚ントとコントローラーがテストを実行するときに使用されるポ

ートを示しています。 

 

 
 

コントローラーと゛ージ゚ントの間の通信 
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また、次の図は、゛ージ゚ントのセットゕップ時に使用される接続を示しています。 

 
 

 
 

コントローラーと゛ージ゚ントの間の通信 

 
 

--新規-- リモート テスト マシン群でのロード テスト プラグンの実行方法 

 ロード テストを実行するたびに、(ILoadTestPlugin を実装する) ロード テスト プラグン クラスの

ンスタンスが各゛ージ゚ントに 1 つだけ作成されます。 

 ロード テスト プラグン クラスのンスタンスがコントローラーで作成されることはありません。 

 すべての゛ージ゚ントで ILoadTestPlugin.Initialize の呼び出しが完了するまでは、゛ージ゚ントからロ

ード テストの実行が開始されることはありません。 
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--新規-- ロード テストのリモート テスト マシン群に含まれる゛ージ゚ント間での状態の共有が

既定ではサポートされない 

以下に、VS をゞスタマズしてリモート テスト マシン群での状態の共有を制御する方法についての意見交

換から一部を紹介します。 

 

質問: 現在のシナリゝのロード テストでは (VS の単体テスト フレームワークで実装した) 統合テストを実行

しているため、実行中に単体テストからデータにゕクセスすることを考えています。そのため、共有状態のプ

ロバダーとして機能する簡単なサービスを作成する予定です。サービスを呼び出し、ILoadTestPlugin.Initialize 

を使用してデータ ソースを初期化またはリセットし (゛ージ゚ント ID のフゖルターを使用して 1 回だけ実

行します)、LoadTest.TestStarting ベントでサービスからデータを取得し、最後にこのデータを単体テストから

テスト コンテ゠スト経由でゕクセスできるようにします。この方法は、テストの実行にかかる時間が状態の取

得処理に左右されません。しかし、共有状態プロバダーが (同期や接続が原因で) テストの実行結果に大き

な影響を及ぼさないよう、共有状態プロバダーの実装に注意する必要があります。 

 

回答: ご指摘のとおり、サービスを非常に高速かつシンプルにする必要があります。名前と値のペゕが記載さ

れた単純なリストを管理すると、大きな効果があるでしょう。このサービスの最も難しい点は、使用するロッ

クの種類です。たとえば、状態変数がゞ゙ンターを管理する場合、゛ージ゚ントでは値を設定しないようにし

ます。これは、゛ージ゚ントが干渉し増加量がわからなくなるためです。サービスが処理する Increment コマ

ンドを最初のクラスに含める方が、適切な設計です。文字列データの整合性についても同様の質問を受けてい

ますが、おそらく、簡単なゞ゙ンターを提供するほど重要な問題ではないでしょう。また、データのリストを

管理するのもよく使われる手法です。一方のユーザーがリストにデータを追加し、もう一方のユーザーがその

データを使用します。この手法は、データベースを使用すると最も適切に実装できるでしょう。 
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VS 2010 に新しく追加された項目 

Web テストの再生゙ゖンド゙で使用できるようになった "検索" 機能 

VS 2010 では、再生゙ゖンド゙から直接値を検索できるようになりました。再生゙ゖンド゙がゕクテゖブのと

きに、Ctrl ゠ーを押しながら F ゠ーを押すと、[検索] ボックスが表示されます。そこで、検索する語句を入力

します。要求、応答、ヘッダー、すべてのテ゠ストなど、検索場所を選択することもできます。さらに、現在

選択している要求に検索を絞り込むことも可能です。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[要求] タブのフ゜ーム ポスト パラメーターか、QueryString パラメーターを右クリックしても、検索を開始し

ます。 
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Web テストの再生゙ゖンド゙で使用できるようになった "Web テストに移動" 機能 

VS 2010 では、再生゙ゖンド゙の特定の値を選択して右クリックすると、[Web テストに移動] というコマンド

が表示されるようになりました。これにより、選択した値のゕテムが強調表示された状態で Web テスト ゙

ゖンド゙が開きます。この機能は、現在選択している特定の要求に対して機能するため、同じパラメーター名

を持つ要求がいくつかある場合は、再生゙ゖンド゙で見ていた要求に直接対応する要求に移動します。 
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新しく追加されたレコーダーのログ 

VS 2010 では、新しい Web テストを記録するたびに、記録された要求が Web テストのログ フゔルに保存

されます。VS 2010 で新しくなったWeb テストの再生画面を表示しているときは、いつでも [記録された結果] 

メニュー バー コマンドをクリックして、記録された要求と応答を開くことができます (注: プロジ゚クトを 

VS 2008 からゕップグレードした場合や、元の再生フゔルを手動で削除した場合は、ボタンが淡色表示され

ます)。 

 

記録には、元の名前に "[Recorded]" が付加された名前が付けられます。これにより、ブラ゙ザーの要求と記録

中の要求を見て、Web テストが送受信している要求と比較できます。また、記録済みの特定の値を検索するこ

ともできます。 
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再生゙ゖンド゙から直接追加できる抽出規則 

再生゙ゖンド゙では、今後の要求で使用するために、静的値を応答から抽出できます。値を選択して右クリッ

クし、[抽出ルールの追加] を選択します。規則とパラメーターが自動的に指定され、テストの適切な要求に規

則が追加されます。パラメーターは、パラメーターを使用する要求に自身で追加します。パラメーターの値が 

Web テストで見つかると、検索を行って、値をコンテ゠スト パラメーターのバンデゖングと置き換えるこ

とを求めるメッセージが表示されます。 

 

ヒント: この値がテスト実行のたびに変更される場合、結果ビューゕーの値は゛デゖターに表示されません。

したがって、テスト結果ではなく、レコーダーのログから抽出規則を追加します (レコーダーのログには、Web 

テスト内に存在する値も記録されるため)。 

 

 
 
 
 
 
 

http://blogs.msdn.com/photos/slumley/picture9648520.aspx
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Web 要求の新しい "レポート名" プロパテゖ 

Web 要求は、"レポート名" という新しいプロパテゖを公開します。このプロパテゖにより、実際の要求 URL で

はなく、テスト結果で使用する文字列を定義できます。これは、URL が非常に長い要求や、まったく同じ URL 

への要求がいくつかあるテストに非常に便利です。次の Web テストは、ほとんどの要求の URL が同じです

が、結果には "レポート名" プロパテゖの値を表示するよう変更されています。 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

レポート名を定義していない

要求 
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GET 要求と POST 要求で区別されるようになった LoadTestResultsTables 

前述 ("レポート名" プロパテゖ) の Web テストをロード テストで実行すると、結果に 2 つの機能が表示さ

れます。 

 

1) 使用したレポート名がすべて結果表に表示されます。 

2) 名前は同じでもメソッドが異なる要求は、別個にレポートされます。 

 
 

前述のレポート名を指

定した呼び出し 

 
 

前述のレポート名を指定

しない呼び出し。同じ要

求でも、メソッドが GET 

のものと POST のものが

あります。 
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表示可能になった仮想ユーザー 

注: この機能は、実行設定の "タミングの詳細ストレージ" プロパテゖを、"すべての個別詳細" に設定して

いる場合のみ使用できます。 

 

 
 
 

ゕクテゖビテゖを表示する方法 

VS 2010 では、結果゙ゖンド゙の [詳細] ボタンをクリックすることで、テスト実行を完了した仮想ユーザーの

マップを表示できます。 
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ゕクテゖビテゖ表示ウゖンドウの内容 

 

3 つの選択肢: 

1) テスト 

2) トランザクション 

3) ページ 

 

 

ビューには、相互関連するユーザー (Y 軸) と、各

ユーザーのゕクテゖビテゖのシングル ンスタ

ンスの継続時間 (X 軸) が示されます。完全な詳細

については、「新しいユーザーとリピーター ユー

ザーの比較」を参照してください。 

 

     
 
 
 
 
 
 
 

ンスタンスにマ゙ス ポンターを

合わせると、そのンスタンスに関す

る情報が表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 

 

テストの詳細の表示範囲を調節する

には、[期間にズーム] スラダーを

使用します。 
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詳細情報 

次に、LoadTest2010 の結果ストゕ表の定義を示します。 

 

LoadTestTestDetail 表の大きな変更点は、仮想ユーザーが LoadTestTestDetail を実行したテスト結果と、テストの

終了時間を表示できるようになったことです。 

 
[LoadTestRunId] [int] NOT NULL , 
[TestDetailId] [int] NOT NULL , 
[TimeStamp] [datetime] NOT NULL , 
[TestCaseId] [int] NOT NULL , 
[ElapsedTime] [float] NOT NULL, 
[AgentId] [int] NOT NULL, 
[BrowserId] [int], 
[NetworkId] [int], 
[Outcome] [tinyint], 
[TestLogId] [int] NULL, 
[UserId] [int] NULL, 
[EndTime] [datetime] NULL, 
[InMeasurementInterval] [bit] NULL 
 
 

LoadTestPageDetail 表には、ページの終了時間とページの結果が表示されるようになりました。 

 
[LoadTestRunId] [int] NOT NULL , 
[PageDetailId] [int] NOT NULL , 
[TestDetailId] [int] NOT NULL , 
[TimeStamp] [datetime] NOT NULL , 
[PageId] [int] NOT NULL , 
[ResponseTime] [float] NOT NULL, 
[ResponseTimeGoal] [float] NOT NULL, 
[GoalExceeded] [bit] NOT NULL, 
[EndTime] [datetime] NULL, 
[Outcome] [tinyint] NULL, 
[InMeasurementInterval] [bit] NULL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新規追加 

新規追加 
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LoadTestTransactionDetail 表の大きな変更点は、トランザクションの応答時間と終了時間が表示されるようにな

ったことです。Min、Max、Avg、Mean、StdDev、90%、95%、99% などのトランザクションの統計が計算され

ます。これらの統計は、ElapsedTime 列ではなく ResponseTime 列に基づきます。2 つの違いは、経過時間 

(ElapsedTime) に待ち時間が含まれるのに対し、応答時間 (ResponseTime) には待ち時間が含まれないことです。 

 
[LoadTestRunId] [int] NOT NULL , 
[TransactionDetailId] [int] NOT NULL , 
[TestDetailId] [int] NOT NULL , 
[TimeStamp] [datetime] NOT NULL , 
[TransactionId] [int] NOT NULL , 
[ElapsedTime] [float] NOT NULL, 
[EndTime] [datetime] NULL, 
[InMeasurementInterval] [bit] NULL, 
[ResponseTime] [float] NULL 
 
 
 

VS 2010 では、既定で詳細情報を収集するかどうかも変更されています。VS 2005 と VS 2008 の既定では詳細

情報を収集しませんが、VS 2010 では、詳細情報が既定で収集されるようになりました。既定値は、ロード テ

ストの [実行設定] ノードの "タミングの詳細ストレージ" プロパテゖで制御します。 

 

このデータで独自の分析を実行することも可能ですが、データの表示に使用できる "仮想ユーザー ゕクテゖビ

テゖ チャート" というビューが新しく用意されました。ロード テストが完了すると、ロード テスト実行ツー

ル バーで、新しい [詳細] ボタンが有効になります。 

 
 

このボタンをクリックすると、次のような仮想ユーザー ゕクテゖビテゖ チャートに移動します。 

 

新規追加 
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この画面の水平方向の行はそれぞれ仮想ユーザーを表しています。水平方向の行の各直線は、テスト、ページ、

またはトランザクションを表します。このビューの左上に、現在表示している詳細の種類を表すコンボ ボック

スがあります。上記の場合は、ページが表示されています。各色は、テストにおける異なるページを表してい

ます。直線の長さは、ページの継続時間を表しているため、どのページが長く実行されているかをすばやく判

断できます。 

 

チャートの一番下にはズーム バーがあります。ズーム バーを使用すると、表示範囲を変更できます。ズーム バ

ーは、グラフ ビュー内のグラフの 1 つに重なります。そのため、グラフ ビューでどのグラフを選択してい

ても、それがズーム バーでに示されます。これにより、グラフが急上昇している部分と、その部分でどのテス

ト、ページ、トランザクションが発生しているのかを非常に簡単に関連付けることができます。 

 

左側の凡例には、フゖルター処理ゝプションと選択ゝプションがあります。ページのチ゚ック ボックスをゝフ

にすると、そのページのすべてのンスタンスがチャートから取り除かれます。[(゛ラーの強調表示)] チ゚ッ

ク ボックスをゝンにすると、゙ ラーになったすべてのページの色が赤になります。凡例の下には、テスト中に

発生したすべての゛ラーが表示されます。ここで、特定の゛ラーのあるページを取り除いたり、成功したペー

ジをすべて取り除いて゛ラーのみを表示したりすることができます。 

 

このビューには、非常に便利な機能が 1 つあります。直線の上にマ゙ス ポンターを合わせると、詳細情報

が表示されるため、そのテストを詳しく調べることもできます。たとえば、マ゙ス ポンターを合わせると、

次のように詳細情報が表示されます。 
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ユーザー、シナリゝ、テスト、URL、結果などの情報が表示されます。この詳細には、テスト ログへのリンク

もあります。このリンクをクリックすると、そのページが含まれる実際のテストが表示されます。たとえば、

テスト ログをクリックすると、次のような画面が表示されます。 

 

 
 

通常の Web テスト再生ビューで、テストについて収集された詳細情報をすべて表示することができます。単

体テストであれば、単体テストのビューゕーが表示されます。 
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ロード テストの結果に新たに組み込まれた Excel レポート機能 

ロード テストの結果゙ゖンド゙には、Excel を使ってレポートする 2 つの新機能が組み込まれています。 

 

1) ロード テストの比較レポートの実行 

 
http://blogs.msdn.com/b/slumley/archive/2009/11/07/vsts-2010-feature-load-testing-run-comparison-report-in-excel.aspx 

(英語) 

 

2) ロード テストの傾向レポート 

 

http://blogs.msdn.com/slumley/archive/2009/05/22/dev10-feature-load-test-excel-report-integration.aspx (英語) 

 
 
 
 
 
 
 

http://blogs.msdn.com/b/slumley/archive/2009/11/07/vsts-2010-feature-load-testing-run-comparison-report-in-excel.aspx
http://blogs.msdn.com/slumley/archive/2009/05/22/dev10-feature-load-test-excel-report-integration.aspx
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新しいロード テストとリモート テスト マシン群におけるロード テストのラセンスと構成 

Ed Glas のブログ記事から直接引用した情報です。 

(http://blogs.msdn.com/edglas/archive/2010/02/07/configuration-options-for-load-testing-with-visual-studio-2010.aspx、英

語) 

Visual Studio Ultimate を使用すると、負荷として 250 人の仮想ユーザーを生成することができます。250 人を

超える仮想ユーザーを使用する場合は、仮想ユーザー パックを購入すると、1,000 人まで仮想ユーザーを生成

できます。1,000 人の仮想ユーザーは、任意の数の゛ージ゚ントで使用できます。ただし、仮想ユーザー パッ

クを Visual Studio Ultimate と同じコンピューターにンストールしても、コントローラーで 1,250 人の仮想ユ

ーザーを使用できるわけではないことに注意してください。Ultimate の 250 人の仮想ユーザーは、テスト コ

ントローラー上では実行できず、"ローゞルでのみ" 実行できます。1,000 人を超える仮想ユーザーを生成する

必要がある場合は、仮想ユーザー パックを追加購入し、テスト コントローラーで集約してください。つまり、

1 つのコントローラーに 2 つのVirtual User Packをンストールすれば、任意の数の゛ージ゚ントで実行でき

る、2,000 人の仮想ユーザーを生成することができます。 

 

■ 日本語訳補足: 

ロードテストにおけるラセンスについては、『Visual Studio 2010 ラセンス ホワト ペーパー』を参照くだ

さい。 

http://www.microsoft.com/japan/msdn/vstudio/2010/purchase/license.aspx 
 
 
 

構成 1: "ローカル" 負荷生成 

これは、Visual Studio Ultimate をンストールすると使用できる機能で、VS が実行されているのと同じコンピ

ューターでテストのホスト プロセスを使用して、"ローゞル" に負荷を生成できます。なお、負荷が 250 人に

制限されるだけでなく、クラゕント CPU あたり 1 つのコゕに制限されます。 

Ultimate を購入すると、テスト ゛ージ゚ントを Web サーバーのデータ コレクターとして使用することで、

ASP.NET のプロフゔラー トレースを収集することもできます。 

http://blogs.msdn.com/edglas/archive/2010/02/07/configuration-options-for-load-testing-with-visual-studio-2010.aspx
http://www.microsoft.com/japan/msdn/vstudio/2010/purchase/license.aspx
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構成 2: 分散テスト コントローラーとテスト エージェント 

 

これは、ロード ゛ージ゚ントをスケール ゕ゙トする場合の一般的な構成です。この構成では、テスト コント

ローラーと各テスト ゛ージ゚ントが、別のコンピューターに存在します。 

 

この構成のメリットは、コントローラーをチーム メンバーが簡単に共有できる点と、コントローラーのゝーバ

ーヘッドが負荷の生成やクラゕントの操作を妨害しない点にあります。 

 

テスト コントローラーには、ロード テストを可能にするため、1 つ以上のVirtual User Packをンストールす

る必要があります。この構成のロード ゛ージ゚ントは、常にコンピューター上のすべてのコゕを使用します。 

 

http://blogs.msdn.com/blogfiles/edglas/WindowsLiveWriter/ConfigurationOptionsforLoadTestingwithVi_F170/image_4.png
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構成 3A および 3B: スタック構成 

 

構成 A では、VS と同じコンピューターにテスト コントローラーとテスト ゛ージ゚ントをンストールし、

Virtual User Packを使ってテスト コントローラーを構成します。これにより、クラゕント コンピューターか

ら 250 人を超える仮想ユーザーを生成したり、プロセッサ上のすべてのコゕを使用したりできます。この形

式のもう 1 つが構成 B で、VSTestConfig コマンド ランからVirtual User Packを使用してコンピューターを構

成できます。 

 

Virtual User Packは、一度に 1 台のコンピューター上でしか使用できず、構成したコンピューターで 90 日間

しか使用できないことに注意してください。このため、VS クラゕントとテスト コントローラーを実行する

コンピューターに同じVirtual User Packをンストールすることはできません。詳細については、Virtual User Pack

http://blogs.msdn.com/blogfiles/edglas/WindowsLiveWriter/VS2010SKULineupandPricingFinalized_12165/image_4.png
http://blogs.msdn.com/blogfiles/edglas/WindowsLiveWriter/ConfigurationOptionsforLoadTestingwithVi_F170/image_6.png
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のラセンスを参照してください。 

 

 
 
 
 
 
 

構成 4: スタック コントローラーと分散エージェント 

 

この構成では、コントローラーはテスト クラゕントと同じコンピューターで実行され、かつ分散゛ージ゚ン

トがロード ジ゚ネレーターとして実行されます。これは、単独のパフ゜ーマンス テスターがある場合の推奨

構成です。チームがテスト コントローラーとテスト ゛ージ゚ントを共有する場合、コントローラーを別々の

コンピューターで実行することをお勧めします。テスト ゛ージ゚ントは、1 つのテスト コントローラーに結

び付けられることに注意してください。2 つのテスト コントローラーが同じ゛ージ゚ントを制御することは

できません。 

 

http://blogs.msdn.com/blogfiles/edglas/WindowsLiveWriter/ConfigurationOptionsforLoadTestingwithVi_F170/image_8.png
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VS 2008 を使用している場合、VS 2008 のロード ゛ージ゚ントとコントローラーが同じ構成ゝプションを用意

しているため、これらのゝプションは見慣れていると思います。VS 2010 で新しく追加されたのは、ロード ゛

ージ゚ントを構成する方法をさらに柔軟にする、Virtual User Packです。 

 
 

テスト コントローラーとテスト ゛ージ゚ントは、Ultimate のラセンスに含まれます。 

新しい "テストの時系列順に基づいたテスト ミックス" 

ロード テストで順序指定テストを使用することは推奨されません。ロード テストの結果では、内部テストの

成功と失敗、テストのタミング、トランザクションのタミングはどれも取得されません。取得されるのは、

順序指定テスト全体の成功と失敗、および継続時間のみです。 

 

この問題に対処するため、VS 2010 では、テストの時系列順に基づいたテスト ミックス"という新しい種類の

テスト ミックスが用意されました。次に、新しいロード テスト ゙ゖザードを示します。 

 

http://blogs.msdn.com/blogfiles/edglas/WindowsLiveWriter/ConfigurationOptionsforLoadTestingwithVi_F170/image_10.png
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このテスト ミックスでは、各仮想ユーザーのテスト実行順序を設定します。Web テストと単体テストを混合

でき、テスト、ページ、トランザクションの結果を個別に取得できます。仮想ユーザーがミックス内の最後の

テストを完了すると、最初のテストに戻って再開されます。 

 

 

Web テストの順序を制御するだけであれば、すべてのテストを "入れ子のテスト" として順番に呼び出すメ

ン Web テストを使用できます。これを、"Web テストの合成" といいます。たとえば、WebTest1 と WebTest2 

があり、WebTest2 の前に WebTest1 を実行するとします。この場合、要求のない 3 つ目の Web テストを作

成し、WebTest 1 と WebTest2 を参照します。このテストを作成するには、まず WebTest1 と WebTest2 を記

録します。それから、3 つ目の Web テストを追加して Web テスト レコーダーで [停止] をクリックします。

Web テスト ゛デゖターに戻ったら、ルート ノードを右クリックして、[Web テストの呼び出しの追加] を選

択します。 
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表示されるダゕログ ボックスで WebTest1 を選択します。同じ手順を実行して WebTest2 を追加します。

WebTest3 を実行すると、WebTest1 と WebTest2 の両方が実行されます。Web テストの合成は、VS 2008 から

使用できます。 
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パラメーター化されるようになったク゛リ文字列の URL とフ゜ーム ポストの URL 

Web テストで Web サーバーをパラメーター化すると、実際にテストで呼び出すよりも多くの Web サーバー

が列挙されます。これは、パラメーターのパーサーがク゛リ文字列内にある Web サトを探すという想定さ

れる動作です。次の .webtest フゔルに注目してください。 

 
<QueryStringParameter Name="Source" 

Value="http%3A%2F%2Flocalhost%3A17012%2Fdefault%2Easpx" 

RecordedValue="http%3A%2F%2Flocalhost%3A17012%2Fdefault%2Easpx" CorrelationBinding="" 

UrlEncode="False" UseToGroupResults="False" /> 

 

 URL を含むすべてのクエリ文字列がサーバー一覧に追加されます。 

 URL を含むすべての "フ゜ーム ポスト" パラメーターがサーバー一覧に追加されます。 

 ヘッダーが追加されていない値がサーバー一覧に追加されます。 

 フ゜ーム ポストかク゛リ文字列の名前が URL (値ではなく、パラメーター名) の場合、一覧に追加さ

れません。 

 

 
 
 
 
 

 
 

このボタンによって、VS が URL を検出して、

それらのパラメーターを作成します。 

 

このテストには 1 つの要求しかありませんが、

VS は 4 つの Web サーバーを検出します。 

 URL を含むすべてのクエリ文字列が

サーバー一覧に追加されます。 

 URL を含むすべての "フ゜ーム ポス

ト" パラメーターがサーバー一覧に追

加されます。 

 フ゜ーム ポストかク゛リ文字列の名

前が URL (値ではなく、パラメーター

名) の場合、一覧に追加されません。 

 ヘッダーが追加されていない値がサ

ーバー一覧に追加されます。 

 
 

 
 
 
 



 
Visual Studio パフ゜ーマンス テスト クック リフゔレンス ゟド ページ 59 

ロード テストのシナリゝの新しいゝプション 

ロード テストのシナリゝ用に、テストの実行方法を制御しやすくなる新しいプロパテゖがいくつか公開されて

います。 

 

 
 

使用するエージェント 

入力する゛ージ゚ント名は、ロード テストが送信されるコントローラーに接続する゛ージ゚ントの名前にして

ください。゙ ージ゚ントの名前は、コントロール パネルの "コンピューター名" フゖールドと同様の簡潔なコ

ンピューター名にします。残念ながら、現時点では、ロード テストを別のコントローラーに送信することにし

た場合、"使用する゛ージ゚ント" の値を変更する必要があります。これは、゙ ージ゚ントの一覧をパラメータ

ー化して、使用されているコントローラーに基づいて変更することが不可能なためです。゛ージ゚ントの一覧

では、いくつかの条件を満たす゛ージ゚ントのサブセットを指定します。ここで指定される゛ージ゚ントのサ

ブセットでテスト実行が許可されます。この条件とは、コントローラーに接続されていて、ロード テストの開

始時に準備状態にあり (゛ージ゚ントは、ロード テストが保留状態から脱して実行を開始するとき準備状態に

なる限りは、ロード テストを゠ューに入れるときに異なるロード テストか別のテストを実行します)、゙ ージ

゚ントの選択条件をすべて満たしていることです。このシナリゝは一覧の中でこれらの条件を満たすすべての

゛ージ゚ントで実行されます。シナリゝのユーザー負荷は、これらの゛ージ゚ント間に、均一に (既定)、また

は (Visual Studio の [テスト コントローラーの管理] ダゕログ ボックスの) その゛ージ゚ントの [゛ージ゚

ント プロパテゖ] で指定された゛ージ゚ントの重み付けに基づいて分散されます。 
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開始時刻の遅延 

ロード テストの開始後、このシナリゝでのテスト開始までに待機する時間です。 

ウォームゕップ時に無効化 

True の場合、遅延時間ば゜ームゕップが完了するまで開始されません。 

 

ループと条件 

Visual Studio 2008 では、いくつかの要求を条件付きで実行するか、特定の回数だけ一連の要求をルー

プ処理する場合、宣言型の Web テストをコード化された Web テストに変換する必要がありました。

VS 2010 では、これらのゝプションが宣言型の Web テストに直接公開されます。 

これらを追加公開するには、要求を右クリックして、コンテ゠スト メニューから必要なゝプションを

選択します。 

 

 

ループと条件を挿入するゝプションが表示されているコンテ゠スト メニュー 
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ループのプロパテゖを設定するダゕログ ボックス 

 

 

宣言テストにおける゛ントリ 

 

 
 

テストが再生されるときのループの結果 
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条件付き呼び出しが失敗したときの結果 

 
 
 

 

条件付き呼び出しが成功したときの結果 

 
 

構成と設定 

゛ージ゚ントが実行フゔルを保存する場所の変更方法 

実行テスト用にダ゙ンロードしたフゔルを゛ージ゚ントが保存する場所を移動する場合、各゛ージ゚ント コ

ンピューターで、次の手順を実行します。 

 

 QTAgentService.exe.config を開きます。 

 "<add key="WorkingDirectory" value="<使用する場所>"/>" を <appSettings> ノードの下に追加します。 

 <使用する場所> フ゜ルダーを作成します。 

 

Web テスト用プロ゠シ サーバーの設定方法 

既定では、Web テストにはプロ゠シが設定されないため、Internet Explorer® ("IE") のプロ゠シ設定は何でもかま

いません。テストで Web テスト内に特定のプロ゠シ サーバーを設定する場合でも、IE の設定は使用されま

せん。コード化された Web テストや Web テスト プラグンでは、WebTest クラスの WebProxy プロパテゖ

を使用して、プロ゠シ名を設定できます。この方法は、Visual Studio Team Test ("VSTT") 2008 RTM では機能しま

せんでしたが、VSTT 2008 SP1 では問題が解決されています。 

 

コンピューターの IE プロ゠シ設定を使用する場合は、"プロ゠シ" プロパテゖを "default" に設定します (引用

符は含みません)。この場合、各゛ージ゚ントで自動プロ゠シ検出を無効にしておく必要があります。自動プロ

゠シ検出は非常に遅く、゙ ージ゚ントでシミュレーションを行うロードの量に大きく影響することがあります。 
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Fiddler が再生情報を取得できるように Web テストを構成する方法 

 
 
 
 

VS 2008 

既定では、Web テストの再生は localhost のプロ゠シ サーバー設定を無視するため、(Fiddler が認識する場所

である) 127.0.0.1 のプロ゠シを有効にしても、データは取得されません。これを機能させるには、次のコード

含むプラグンを追加するか、コード化された Web テストの Class コンストラクターに次のコードを追加し

ます。 

 
this.Proxy = "http://localhost:8888";  

WebProxy webProxy = (WebProxy)this.WebProxy;  

webProxy.BypassProxyOnLocal = false; 

 
VS 2010 

VS 2010 で Fiddler を機能させるには、Fiddler を起動して、Web テストを再生するだけです。コードはまった

く必要ありません。 

 
 

SQL Server コンピューターが使用するメモリ量の制御 

SQL Server の既定の動作では、使用可能なメモリをできる限り多く使用するよう設定されています。コンピュ

ーターのワークロードでは、SQL Server にメモリ不足を正しく認識させ、不足分のメモリを返却させることは

できません。これを回避するには、SQL Server の最大メモリ制限を構成します。実行しているのが結果の挿入

だけの場合でもかまいません。 

 

次に、メモリを 512 MB に制限する方法を示します。使用するメモリのサズは、コンピューター、テスト、

および搭載されているメモリ量によって異なります。 

 
sp_configure 'show advanced options', 1 

RECONFIGURE 

GO 

sp_configure 'max server memory', 512 

RECONFIGURE 

GO 

 
 
 
 
 
 
 

2010 での変更点 
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ロード テストを゛ージ゚ントに配置する際のタムゕ゙トの構成方法 

変更するフゔルは "Microsoft Visual Studio 9.0.xsd" です。実行構成ス゠ーマを探して、"Timeouts" を見つけま

す。 

 
          <xs:element name="Timeouts" minOccurs="0">  
            <xs:complexType>  
              <xs:attribute name="runTimeout" type="xs:int" use="optional" default="0"/>  
              <xs:attribute name="testTimeout" type="xs:int" use="optional" default="1800000"/>  
              <xs:attribute name="agentNotRespondingTimeout" type="xs:int" use="optional" 
default="300000"/>  

              <xs:attribute name="deploymentTimeout" type="xs:int" use="optional" 
default="300000"/>  

              <xs:attribute name="scriptTimeout" type="xs:int" use="optional" default="300000"/>  
            </xs:complexType>  
          </xs:element> 

 
 

必要に応じて値を変更します。時間の単位はミリ秒です。 

 
 

ロード テスト ゛ラーと゛ラーの詳細の保存数を設定する方法 

 

ロード テストのエラー数: 

次の構成フゔルを変更することで、(ローゞル実行か、リモート テスト マシン群実行かに基づき) 1 回の実

行で保存される゛ラーの総数を変更することができます。 

バージョン 実行の種類 フゔル名 場所 

2008 ローゞル VSTestHost.exe.config Program Files¥Microsoft Visual Studio 

9¥Common7¥IDE¥ 

2008 リモート QTController.exe.config Program Files¥Microsoft Visual Studio 9.0 Team Test 

Load Agent¥LoadTest¥ 

2010 ローゞル DevEnv.exe.config Program Files¥Microsoft Visual Studio 

9¥Common7¥IDE¥ 

2010 リモート QTController.exe.config Program Files¥Microsoft Visual Studio 

9¥Common7¥IDE¥ 

 

フゔルの "appSettings" セクションに、"LoadTestMaxErrorsPerType" という名前と目的の値を備えた゠ーを追

加します (必要に応じて "appSettings" を追加します)。 

 
<appSettings>  

<add key="LoadTestMaxErrorsPerType" value="5000"/>  

</appSettings> 
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ロード テスト エラーの詳細数: 

 

 
 
 

゛ージ゚ントとして使用するマルチプロセッサ コンピューターでは、.NET のゟベージ コレクショ

ンをサーバー モードに設定 

 
 
 
VS 2008 

ゕプリケーションからサーバー GC を使用できるようにするには、VSTestHost.exe.config か QTAgent.exe.config 

のいずれかを変更する必要があります。コントローラーと゛ージ゚ントを設定指定していない場合は 

VSTesthost.exe.config を、コントローラーと゛ージ゚ントを使用している場合は各゛ージ゚ント コンピュータ

ーで QTAgent.exe.config を変更します。適切なフゔルを開き、次の場所を変更します。 

 
VSTestHost.exe.config - C:¥Program Files¥Microsoft Visual Studio 9.0¥Common7¥IDE  

QTAgent.exe.config - C:¥Program Files¥Microsoft Visual Studio 9.0 Team Test Load Agent¥LoadTest 

GC サーバーを有効にするには、次の強調表示している行を runtime セクションに追加します。 

<?xml version ="1.0"?> 

<configuration> 

     <runtime> 

          <gcServer enabled="true" /> 

          <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1"> 

               <probing privatePath="PrivateAssemblies;PublicAssemblies"/> 

          </assemblyBinding> 

     </runtime> 

</configuration> 

 

VS 2010 

VS 2010 の゛ージ゚ント サービスは、既定でサーバー GC に設定されているため、何も実行する必要はありま

せん。 

2010 での変更点 
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コントローラーに割り当てられているすべての゛ージ゚ントの一覧がある場所 

 
 
 

VS IDE を使用しないでコントローラーに割り当てられている゛ージ゚ントの一覧を取得するには、次を参照し

ます。 

 
VS 2008 

<ンストール ポント>¥Microsoft Visual Studio 9.0 Team Test Load 

Agent¥LoadTest¥QTControllerConfig.xml 

 
VS 2010 

<ンストール ポント>¥Microsoft Visual Studio 10.0¥Common7¥IDE¥QTControllerConfig.xml 

 
 
 
 

ネットワーク、IP 切り替え、テストのスタートゕップ 

IP ゕドレスの切り替えの構造 (しくみ) 

各゛ージ゚ントには、使用するさまざまな範囲の IP ゕドレスが最大 256 個割り当てられます。テスト実行の

開始時、゛ージ゚ント サービスは、ネットワーク ゞード上の IP ゕドレスを構成します。テスト実行が開始

されると、新しい接続は IP ゕドレスのプールからラ゙ンド ロビン方式で割り当てられます。 

 

IP 切り替えは、ロード バランサーに対してロード テストを実行するときに、最もよく使用されます。通常、

ロード バランサーは IP ゕドレスを使用して、フゔーム内の特定の Web サーバーに要求をルーテゖングしま

す。2 つの゛ージ゚ントから 3 つの Web サーバーにロードを生成する場合、すべてのトラフゖックが (各゛

ージ゚ントに 1 つずつ割り当てられている) 2 つの IP ゕドレスから送信されるため、2 つの Web サーバー

のみがすべてのトラフゖックを取得することになります。IP 切り替えを利用することで、複数の IP ゕドレス

からのトラフゖックを同じ゛ージ゚ントに送信し、ロード バランサーを使用してフゔーム間にロードを分散す

ることができます。 

 

最新の VSTT では、゙ ージ゚ントあたり一意の IP ゕドレスの数が 256 個に制限されています。大半のテスト

では、ゕドレスの数はこれで十分です。この制限が主に影響を与える可能性があるのは、なんらかのセッショ

ン状態で、すべてのシングル ユーザーに個別の IP ゕドレスを割り当てる必要がある大規模テストを実行する

場合です。このような状況は非常にまれです。 

 

VS 2008 では、特定の仮想ユーザーが、同じ IP ゕドレスを使用することはできません。つまり、IP 切り替え

2010 での変更点 
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を有効にすると、特定のユーザーは IP プールから複数の IP ゕドレスを使用することになり、毎回のテレー

ションで異なる IP ゕドレスを使用することになります。 

 

VS 2010 の Web テスト ゛ンジンでは、同じユーザーが常に同じ IP ゕドレスを使用するようになりますが、

例外もあります。 

 

すべてのユーザーに一意の IP ゕドレスを割り当てるうえでの最大の課題は、現在の IP 切り替えの構成では、

IP ゕドレスが゛ージ゚ントあたり 256 個に制限されているため、仮想ユーザーも゛ージ゚ントあたり 256 人

までに制限されることです。1 つの解決策は、VM を使用して、単一の物理コンピューターで複数のロード テ

スト ゛ージ゚ントを有効にすることです。 

 
 

確認: IP ゕドレスの切り替えは Web テストのみで有効 

IP 切り替え機能は、単体テストでは機能しません。 

 
 

確認: 切り替えに使用する IP ゕドレスは永続的ではない 

ロード テスト時に各゛ージ゚ント コンピューターから複数の IP ゕドレスを使用する場合 (IP ゕドレスの切

り替えやスプーフゖングとも呼びます)、多くのテスト ツールでは、これらの IP ゕドレスをコンピューター

の NIC に追加するよう求められます。これにより、IP ゕドレスを常に使用でき、常にコンピューターに表示

されるようになります。VS では、さまざまな範囲の IP ゕドレスをテスト プロジ゚クトに直接設定できます。

VS はテスト実行開始時にゕドレスを゛ージ゚ントに動的に追加し、テスト実行を停止すると削除します。IP 切

り替えを実行する場合は、コントローラーと゛ージ゚ントの設定が必要です。 
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IP 切り替えの設定方法 

IP 切り替えは 2 段階で設定します。まず、IP 切り替えを使用するように、リモート テスト マシン群の゛ー

ジ゚ントを構成する必要があります。次に、ロード テスト自体にこの゛ージ゚ントを使用するよう指示します。

以下に手順と注意点を示します。 

 

エージェントの設定 

1. [テスト コントローラーの管理] ダゕログ ボックスを開きます ([テスト] メニューの [テスト コ

ントローラーの管理] をクリックします)。 

2. 各゛ージ゚ントを選択し、゛ージ゚ントの [プロパテゖ] を表示します。 

3. 適切な情報をすべて入力します (詳細については、以下の画像を参照してください)。 

 

 
 

[゛ージ゚ント プロパテゖ] ダゕログ ボックス表示ボタン 
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正しいゕダプターを選択しま

す。IPCONFIG コマンドと、

Windows のネットワーク接続

プロパテゖを使用して、サブ

ネットと NIC の割り当てを

確認します (以下も参照)。 

 

3 つのゝクテットから成るベ

ース ゕドレスは現在のサブ

ネットを表します。クラス B 

サブネットを使用している場

合は、ベース ゕドレスの 3 

番目のゝクテットが必要で

す。 

 
 
 

 

 

 

IPCONFIG コマンドのコマンド ゙ゖンド

゙への出力 

 

 

Windows の [ネットワーク接続] ダ

ゕログ ボックスに表示される情報で

す。NIC の名前全体を確認するには NIC 

をポントします。 

 

スプーフゖングで使用する 

適切な IP ゕドレスを取得する 

C:¥Documents and Settings>ipconfig 

Windows IP Configuration 

 

Ethernet adapter Secondary: 

Connection-specific DNS Suffix . : 

IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.69.200.3 

Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 

Default Gateway . . . . . . . . . : 10.69.0.1 

Ethernet adapter Primary: 

Connection-specific DNS Suffix . : 

IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.99.3.3 

Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 

Default Gateway . . . . . . . . . : 10.99.0.1 
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ロード テストの設定 

リモート テスト マシン群を設定したら、ロード テストに適切なプロパテゖを設定して、実際に IP 切り替え

を使用するロード テストを構成します。 

 

 
 

ロード テストの IP 切り替えを有効にする (使用する゛ージ゚ントの構成後) 
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無効なビュー ステートと゛ラーになったベント検証のトラブルシューテゖング 

ASP.NET では、非表示フゖールドの __VIEWSTATE と __EVENTVALIDATION を使用して、複数の HTTP 要求にま

たがる情報をやり取りします。これらのフゖールドの値はサーバーで生成され、ポスト バック要求時に変更さ

れずに送信されます。既定では、これらの値は validationKey で署名され、クラゕントでの改ざんを防ぎます。 

 

Web テストで値を記録し、記録した値を送信すると、無効なビュー ステートまたは゛ラーになったベント

検証を示す゛ラー メッセージが ASP.NET から表示されることがあります。通常、Visual Studio のWeb テスト 

レコーダーは、非表示フゖールドの_VIEWSTATE と __EVENTVALIDATION を動的パラメーターとして自動検出し

ます。つまり、記録した値ではなく、動的に抽出された値が送信されます。 

 

ただし、Web サーバーでロード バランスが行われていて、その Web サーバーが Web フゔームに含まれて

いる場合は、無効なビュー ステートと゛ラーになったベント検証が発生する可能性があります。これは、

Web フゔームのすべてのサーバーで同じ validationKey を使用していない場合や、ポスト バック要求が、ペー

ジを表示しているサーバーではない、フゔーム内の別のサーバーにルーテゖングされる場合に発生します。 

 

このトラブルシューテゖングを行うには、enableViewStateMac を false に設定して、ViewState MAC の確認を

無効にします。ただし、重要なセ゠ュリテゖ機能が無効になり、パフ゜ーマンスに影響を与えるため、運用環

境での使用はお勧めしません。すべてのコンピューターの validationKey に同じ値にすることをお勧めします。 

 

validationKey を手動で作成する手順の詳細については、http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998288.aspx を

参照してください。IIS 7 では、IIS マネージャーからコンピューター ゠ーを簡単に作成できます。詳細につい

ては、http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc772287(WS.10).aspx を参照してください。 

 

ViewState と EventValidation の詳細については、http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/cc163512.aspx (英語) 

を参照してください。 

 
 

スタートゕップ: ゛ージ゚ントが “ゝフラン” に設定されているリモート テスト マシン群の再

起動に時間がかかる 

無効になっている (電源が切れている、サービスが停止しているなど) または存在しない゛ージ゚ント コンピ

ューターがあり、これらを [テスト コントローラーの管理] ダゕログ ボックスで [ゝフラン] に設定して

いるだけであれば、リモート テスト マシン群の再起動に時間がかかります。コントローラーは、゛ージ゚ン

トのゝンラン状態に関係なく、ダゕログ ボックスに一覧されているすべての゛ージ゚ントに接続を試みま

す。コンピューターが見つからなければ、その都度、1 分以上の時間がかかります。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998288.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc772287(WS.10).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/cc163512.aspx
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スタートゕップ: 複数のネットワーク ゞードを使用するとリモート テスト マシン群でテストを

開始できない 

問題点: コントローラーおよびテスト ゛ージ゚ントに対してテストを実行すると、テストが保留状態になり、

何も起こりません。 

 

Visual Studio クラゕントでの解決策: クラゕント コンピューターに 2 つのネットワーク ゕダプターが

存在することが問題です。コントローラー ログの以下の゛ントリで、この問題を確認できます。 

 
[I, 2972, 11, 2008/06/26 13:02:59.780] QTController.exe: ControllerExecution: Calling back to client 

for deployment settings.  

 

[E, 2972, 11, 2008/06/26 13:06:51.155] QTController.exe: StateMachine(RunState): Exception while 

handling state Deploying: System.Net.Sockets.SocketException: 接続済みの呼び出し先が一定の時間を過ぎて

も正しく応答しなかったため、接続できませんでした。または接続済みのホストが応答しなかったため、確立された接続は失敗し

ました。65.52.230.25:15533 

 

これは、クラゕント側でネットワーク ゞードが複数枚使用されているため、コントローラーと Visual Studio 

の通信で゛ラーが発生した際に表示される゛ラー メッセージです。コントローラーと通信できるように Visual 

Studio ンストールを構成するには、次の手順を実行します。 

 

regedit で以下の手順を実行します。 

 

 次の゠ーを探します。 

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥VisualStudio¥9.0¥EnterpriseTools¥QualityTools 

 この゠ーの下に “ListenPortRange” という新しい゠ーを追加します。 

 “ListenPortRange” ゠ーに、“BindTo” という新しい文字列値と、BindTo 値としてクラゕントの IPv4 

ゕドレス (この場合は 65.52.230.25) を追加します。 

 

リモート テスト マシン群での解決策: 

 

この問題をリモート テスト マシン群で解決するには、次のサポート技術情報の資料を参照してください。 

http://support.microsoft.com/kb/944496 
 
 
 
 
 
 
 

http://support.microsoft.com/kb/944496


 
Visual Studio パフ゜ーマンス テスト クック リフゔレンス ゟド ページ 73 

スタートゕップ: _NT_SYMBOL_PATH 環境変数によってスタートゕップに時間がかかる 

システムで環境変数 _NT_SYMBOL_PATH を定義すると、テストが長時間 “保留” 状態になることがあります。

この状態は、シンボル パスで環境外のシンボル サーバーを定義し、シンボルのローゞル ゠ャッシュを利用で

きない場合に必ず発生します。これに対処するには、次の手順を実行します。 

1. devenv.exe を実行した環境で _NT_SYMBOL_PATH を削除します。 

2. シンボル ストゕの前に゠ャッシュを追加して、_NT_SYMBOL_PATH に変更を加えます。 

シンボル パスとシンボル サーバーの詳細については、次のサトを参照してください。 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms681416(VS.85).aspx (英語) 

スタートゕップ: 低速リンクのリモート テスト マシン群゛ージ゚ントでのテスト 

実際には、すべてのフゔルがすべての゛ージ゚ントに配置されるまで、ロード テストは開始されません (つ

まり、1 つまたは複数の゛ージ゚ントへの配置が低速になると、多くの゛ージ゚ントが存在するリモート テ

スト マシン群ではロード テストの開始が遅くなります)。 

一般的な根本原因は、環境内で定義されている _NT_SYMBOLS_PATH 変数で低速のシンボル サーバー 

(¥¥symbols¥symbols など) が指定されていることです。 

次の回避策のいずれかを実行します。 

- devenv.exe を実行した環境で _NT_SYMBOLS_PATH の定義を解除します。 

- cache*c:¥symcache など、゠ャッシュを先頭に追加して _NT_SYMBOLS_PATH に変更を加えます。最初

の実行は低速ですが、それ以降は高速になります。 

IP 切り替えを使用しても゛ラーにならないときの “バンドされない” 例外 

 
 
 

IP 切り替えを使用するロード テストの実行時、以下の゛ラーが数回表示されることがあります。この゛ラー

は、ほとんどの場合無視できます。 

 

00:51:35 AGENT02 <none> <none> <none> Exception LoadTestException 151 Web テスト要求が、適切な IP ゕ

ドレス (IP 切り替えの場合) またはポート番号 (ネットワーク ゙ ミュレーションの場合)、またはその両方にバンドされませ

んでした。 

 

この゛ラーが、テストに関連する実際の問題を示している可能性がある状況の 1 つとして、ゕプリケーショ

ンで特定のテレーションを使用して、常に同じ IP ゕドレスでセッション管理を実行する場合があります 

(たとえば、IP Sticky 設定が有効になっている Microsoft ISA Server などのロード バランサーが挙げられます)。 

 
 

VS2010 新機能 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms681416(VS.85).aspx
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ロード テストを゛ージ゚ントに配置する際のタムゕ゙トの構成方法 

 
 
 

ロード テストを゛ージ゚ントに配置する際、多数のフゔルや大きいフゔルを配置するときにタムゕ゙ト

が発生することがあります。この場合、配置時のタムゕ゙トを増加できます。既定値は 300 秒です。 

 
VS2010 

Visual Studio の UI には配置時のタムゕ゙ト設定が表示されないため、ゕクテゖブなテスト設定に対応す

る .testsettings フゔルに変更を加える必要があります。[テスト] メニューの [ゕクテゖブなテスト設定の選

択] (Visual Studio 2010) をポントして、ゕクテゖブなフゔルを確認しますフゔルはソリューションの 

[Solution Items] フ゜ルダーにあります。このフゔルを右クリックして、[フゔルを開くゕプリケーションの

選択]、[XML (テ゠スト) ゛デゖター] を順に選択し、XML ゛デゖターで開きます。 

TestSettings 要素には、Execution 要素が含まれています。Execution 要素に Timeouts という子要素が存在しな

い場合は追加します。deploymentTimeout 属性に、希望するタムゕ゙ト値をミリ秒単位で設定します。次に

例を示します。 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<TestSettings name="Controller" id="330da597-4a41-4ae7-8b95-60c32ab793fb" 

xmlns="http://microsoft.com/schemas/VisualStudio/TeamTest/2010">  

     (…)  

     <Execution location="Remote">  

          <Timeouts deploymentTimeout="600000" /> 

 

追加や編集には、IntelliSense が役に立ちます。 

 
VS2008 

Visual Studio 2008 では、ゕクテゖブなテストの実行構成に対応する .testrunconfig フゔルに変更を加える必要

があります。 

TestRunConfiguration 要素の下に Timeouts という子要素が存在しなければ追加します。[テスト] メニューの 

[ゕクテゖブなテストの実行構成の選択] をポントして、ゕクテゖブなフゔルを確認します。フゔルはソ

リューションの [Solution Items] フ゜ルダーにあります。deploymentTimeout 属性に、希望するタムゕ゙ト値

をミリ秒単位で設定します。次に例を示します。 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<TestRunConfiguration name="Controller" id="af5824b3-56fa-4534-a3f8-6e763a56869a" 

xmlns="http://microsoft.com/schemas/VisualStudio/TeamTest/2006">  

     <Timeouts deploymentTimeout="600000"/> 

 

追加や編集には、IntelliSense が役に立ちます。 

 
 

VS2010 新機能 
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--新規-- ネットワーク ゛ミュレーションの使用可能な設定のゞスタマズと拡張 

 
 
 

Visual Studio 2010 では、テスト ハーネス内でネットワーク ゛ミュレーションを処理する機能が追加されまし

た。この機能は、NEWT として非公式にリリースされたツール゠ットが基になっています 

(http://blog.mrpol.nl/2010/01/14/network-emulator-toolkit/、英語)。 

 

Visual Studio の既定のプロフゔルには、ある程度制限がありますが、追加の゛ミュレーション フゔルを作

成したり、既存のフゔルに変更を加えたりして、強化することができます。 

 

゛ミュレーション フゔルの場所は次のとおりです。 

 

 
 

次のページ サンプルでは、設定および変更できる項目をいくつか示します。新しいフゔルを作成する場合、

上記のデゖレクトリに “*.NETWORK” フゔルとして保存します。XML でプロフゔルに割り当てる名前は、

Visual Studio 内部で表示されます。 

 

NEWT を使用してゞスタム プロフゔルを既に作成している場合は、次のコードを追加するだけです。 

 
<NetworkEmulationProfile name="NAME_OF_PROFILE_HERE" 

xmlns="http://microsoft.com/schemas/VisualStudio/TeamTest/2010"> 

 

このコードは、<Emulation> タグと </Emulation> タグを囲むように追加します。 

 
 
 
 
 

VS2010 新機能 

http://blog.mrpol.nl/2010/01/14/network-emulator-toolkit/
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  <NetworkEmulationProfile name="NAME_OF_PROFILE_HERE" 

xmlns="http://microsoft.com/schemas/VisualStudio/TeamTest/2010">  

     <Emulation>  

        <VirtualChannel name="VirtualChannel 1" DispatchType="packet">  

           <FilterList>  

              <Filter name="FILTER_1" not="0"/>  

           </FilterList>  

           <VirtualLink name="LINK_1" instances="1">  

              <LinkRule dir="upstream"/>  

              <LinkRule dir="downstream"/>  

           </VirtualLink>  

        </VirtualChannel>  

        <VirtualChannel name="VirtualChannel 2" DispatchType="packet">  

           <FilterList>  

              <Filter name="FILTER_3" not="0">  

                 <IpVersion>IPv4</IpVersion>  

                 <Local>  

                    <IpAddress>255.255.255.255</IpAddress>  

                    <IpMask>0.0.0.0</IpMask>  

                    <PortBegin>0</PortBegin>  

                    <PortEnd>65535</PortEnd>  

                 </Local>  

                 <Remote>  

                    <IpAddress>127.0.0.1</IpAddress>  

                    <IpMask>255.255.255.255</IpMask>  

                    <PortBegin>0</PortBegin>  

                    <PortEnd>65535</PortEnd>  

                 </Remote>  

              </Filter>  

              <Filter name="FILTER_2" not="0">  

                 <IpVersion>IPv6</IpVersion>  

                 <Local>  

                    <IpAddress>FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF</IpAddress>  

                    <IpMask>0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000</IpMask>  

                    <PortBegin>0</PortBegin>  

                    <PortEnd>65535</PortEnd>  

                 </Local>  

                 <Remote>  

                    <IpAddress>0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001</IpAddress>  

                    <IpMask>FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF</IpMask>  

                    <PortBegin>0</PortBegin>  

                    <PortEnd>65535</PortEnd>  

                 </Remote>  

              </Filter>  

           </FilterList>  

           <VirtualLink name="LINK_2" instances="1">  

              <LinkRule dir="upstream">  

                 <Bandwidth>  

                    <Speed unit="kbps">100000</Speed>  

                    <QueueManagement>  

                       <NormalQueue>  

                          <Size>100</Size>  

                          <QueueMode>packet</QueueMode>  

                          <DropType>DropTail</DropType>  

                       </NormalQueue>  

                    </QueueManagement>  

                 </Bandwidth>  

              </LinkRule>  

              <LinkRule dir="downstream"/>  

           </VirtualLink>  

        </VirtualChannel>  

     </Emulation>  

  </NetworkEmulationProfile> 
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パフ゜ーマンス ゞ゙ンターおよびデータ 

システム モニターの使用可能なゞ゙ンター セットのゞスタマズ 

VS のゞ゙ンター セットのテンプレートは、(通常ンストールの場合) 次のデゖレクトリに配置されます。 

 
VS2008 
C:¥Program Files¥Microsoft Visual Studio 

9.0¥Common7¥IDE¥Templates¥LoadTest¥CounterSets 

 
VS2010 

(x86) C:¥Program Files¥Microsoft Visual Studio 
10.0¥Common7¥IDE¥Templates¥LoadTest¥CounterSets 
 
(x64) C:¥Program Files (x86)¥Microsoft Visual Studio 
10.0¥Common7¥IDE¥Templates¥LoadTest¥CounterSets 
 
 

これらのフゔルは標準の XML フゔルで、ゞ スタム セットを迅速かつ容易に再利用可能にするように変更

できます。強化するゞ゙ンター セットをコピーし、名前を “Custom” にして、ゞ スタム ゞ゙ンター セットで

あることが常にわかるようにすることをお勧めします。まったく別個のゞ゙ンター セットを独自作成すること

もできます。以下にフゔルのレゕ゙トを示します。 
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   <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  

   <CounterSet Name="Custom" CounterSetType="Custom Set">  

     <CounterCategories>  

       <CounterCategory Name="Memory">  

         <Counters>  

           <Counter Name="% Committed Bytes In Use" />  

           <Counter Name="Available Mbytes" />  

         </Counters>  

       </CounterCategory>  

       <CounterCategory Name="Processor">  

         <Counters>  

           <Counter Name="% Processor Time">  

             <ThresholdRules>  

               <ThresholdRule    

Classname="Microsoft.VisualStudio.TestTools.WebStress.Rules.ThresholdRuleCompar

eConstant,  

Microsoft.VisualStudio.QualityTools.LoadTest">  

                 <RuleParameters>  

                   <RuleParameter Name="AlertIfOver" Value="True" />  

                   <RuleParameter Name="WarningThreshold" Value="80" />  

                   <RuleParameter Name="CriticalThreshold" Value="95" />  

                 </RuleParameters>  

               </ThresholdRule>  

             </ThresholdRules>  

           </Counter>  

         </Counters>  

         <Instances>  

           <Instance Name="*" />  

         </Instances>  

       </CounterCategory>  

       <CounterCategory Name="PhysicalDisk">  

         <Counters>  

           <Counter Name="% Disk Read Time" Range="100" />  

           <Counter Name="% Idle Time" Range="100" HigherIsBetter="true">  

             <ThresholdRules>  

               <ThresholdRule  

Classname="Microsoft.VisualStudio.TestTools.WebStress.Rules.ThresholdRuleCompar

eConstant,  

Microsoft.VisualStudio.QualityTools.LoadTest">  

                 <RuleParameters>  

                   <RuleParameter Name="AlertIfOver" Value="False" />  

                   <RuleParameter Name="WarningThreshold" Value="40" />  

                   <RuleParameter Name="CriticalThreshold" Value="20" />  

                 </RuleParameters>  

               </ThresholdRule>  

             </ThresholdRules>  

           </Counter>  

           <Counter Name="Avg. Disk Bytes/Read" RangeGroup="DiskBytesRate" />  

           <Counter Name="Avg. Disk Bytes/Transfer" RangeGroup="DiskBytesRate" />  

           <Counter Name="Avg. Disk Bytes/Write" RangeGroup="DiskBytesRate" />  

           <Counter Name="Avg. Disk Queue Length" RangeGroup="Disk Queue Length" />  

           <Counter Name="Split IO/Sec" RangeGroup="Disk Transfers sec" />  

         </Counters>  

         <Instances>  

           <Instance Name="*" />  

         </Instances>  

       </CounterCategory>  

     </CounterCategories>  

   </CounterSet> 
 
 
 
 

すべて 1 行に収めます。最終フゔルに

追加する際、必ず正しく書式設定します。 

 
 

Range はグラフ範囲

を指定します。 

VS2010 新機能 

 
 

HigherIsBetter は、Excel レポートの良い結

果または悪い結果を強調表示します。 

VS2010 新機能 

 
RangeGroup は、範囲グループのすべてのゞ゙ンターに共通の範囲を指定します。 

VS2010 新機能 
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低速リンクのリモート テスト マシン群でのパフ゜ーマンス ゞ゙ンターの考慮事項 

コントローラーと゛ージ゚ント間に低速の WAN を設定すると、パフ゜ーマンス ゞ゙ンター収集時にタム

ゕ゙トや遅延の原因になる可能性が高まります。各パフ゜ーマンス ゞ゙ンター ゞテゴリは、個別の操作で読

み取られます。これは、.NET クラス レベルのメソッド呼び出しで、呼び出し時にネットワーク読み取りが 1 つ

だけ行われるか、複数行われるかは明確ではありません。 

パフ゜ーマンス ゞ゙ンター収集時のタムゕ゙ト設定はいくつか存在し、QTController.exe.config フゔル(VS 

2008 でローゞルで実行している場合は VSTestHost.exe.config フゔル、VS 2010 の場合は devenv.config.exe) を

編集し、次の行を追加することで変更を加えることができます。 

 
 
     <appSettings>  

          <add key="LoadTestCounterCategoryReadTimeout" value="9000"/>  

          <add key="LoadTestCounterCategoryExistsTimeout" value="30000"/>  

     </appSettings> 
 
 

値はミリ秒単位で、9000 は 9 秒です。この変更を加えたら、ロード テストのサンプリング速度もこの値よ

り大きくします。少なくとも 10 秒、可能であれば 15 秒に設定し、コントローラーから離れた位置にある多

くの゛ージ゚ントに対して有効にします。そして、゙ ージ゚ントのゞ゙ンター セットのゞテゴリの大半を削除

することをお勧めします (場合によっては、プロセッサとメモリのゞテゴリのみ残します)。 

 

パフ゜ーマンス ゞ゙ンターを読み取るために使用する .NET API は、PerformanceCounterCategory.ReadCategory() 

で、ゞ゙ンター セットの定義に 1 つのゞ゙ンターと 1 つのンスタンスしか含まれなくても、ゞテゴリ全

体を読み取ります。これは、パフ゜ーマンス ゞ゙ンター読み取り時の OS レベルの制限事項です。 

 

VS の既定値は以下のとおりです。 

 

 LoadTestCounterCategoryReadTimeout: 2000 ミリ秒 (2 秒) 

 LoadTestCounterCategoryExistsTimeout: 10000 ミリ秒 
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テストの実行時間が長い場合はパフ゜ーマンス ゞ゙ンターのサンプリング間隔を増加 

ロード テスト実行設定の “サンプル速度” のプロパテゖには、ロード テストの長さに応じて適切な値を選択

します。既定値の 5 秒など、サンプル速度を短く設定すると、ロード テストの結果データベースに多くの領

域が必要になります。実行時間が長いロード テストでは、サンプル速度を増加して、収集されるデータの量が

少なくします。 

 

以下に、サンプル速度のゟドランを示します。 

ロード テストの継続時間に応じた推奨サンプル速度 

1 時間未満       5 秒 

1 ～ 8 時間     15 秒 

8 ～ 24 時間    30 秒 

24 時間以上     60 秒 

 
 

テスト中にグラフに既定で表示されるゞ゙ンターの変更 

テストを開始するとグラフに既定で表示されるゞ゙ンター セットを変更する場合、各 .counterset XML フゔ

ル (上記と同じデゖレクトリにあります) で、次のセクション (フゔルの最後) にある DefaultCounter ゛ント

リを設定または追加します。 

 
     <DefaultCountersForAutomaticGraphs>  

          <DefaultCounter CategoryName="Memory" CounterName="Available MBytes"/>  

     </DefaultCountersForAutomaticGraphs> 
 
 

“確認できないパフ゜ーマンス ゞ゙ンター” 問題の可能な解決策 

リモート テスト マシン群のコントローラー コンピューターで、ロード テスト中にパフ゜ーマンス ゞ゙ンタ

ーを収集する各コンピューターにネットワーク ドラブを割り当てます。次に、テスト開始前に、割り当てた

各ドラブを開き、接続が確立されていることを確認します。テスト中ばゖンド゙を開いたままにします。 
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パフ゜ーマンス データの収集方法と収集場所 

テスト実行中に、VS が収集するデータは 2 種類です。1 つは実際のパフ゜ーマンス ゞ゙ンター、もう 1 つ

は擬似パフ゜ーマンス ゞ゙ンターです。実際のパフ゜ーマンス ゞ゙ンターはすべて、VS コントローラー コ

ンピューターで直接収集されます。 

 

ロード テスト ゛デゖターに表示される “LoadTest:” で始まるすべてのパフ゜ーマンス ゞ゙ンター ゞテゴリ 

(ロード テスト ゛デゖターで LoadTest ゞ゙ンター セットを参照) は、ロード テスト ランタム ゛ンジン

が゛ージ゚ントで収集するデータです。これらは、システム モニターでは表示されないため実際のパフ゜ーマ

ンス ゞ゙ンターではありません。ただし、ロード テストの結果データベースで一貫性を確保するためにパフ

゜ーマンス ゞ゙ンターのように扱われ、表示されます。各゛ージ゚ントがメッセージとしてこのデータの一部 

(以下を参照) をコントローラーに 5 秒おきに送信することで、全゛ージ゚ントのデータがまとめられます (た

とえば、1 秒あたりの要求数は、゙ ージ゚ント単位ではなく、リモート テスト マシン群全体の値になります)。

コントローラーはまとめた結果を Visual Studio に返し、テストの実行中、Visual Studio に表示されます。また、

ロード テストの結果データベースにも格納されます。 

 

[要求数 (秒単位) のカウンター]: VS の RPS は、VS で if-modified-since ヘッダーを使用して http GET を送信し

ている場合でも、゠ャッシュされた要求をゞ゙ントしません。 

5 秒おきに送信されるデータとは何でしょう。このメッセージで送信するデータ量を制限するために、あらゆ

る手を尽くします。コントローラーに返すデータは、“LoadTest:” で始まるゞテゴリ内のすべての擬似パフ゜ー

マンス ゞ゙ンターの平均値、最小値、最大値です。これは、ロード テスト ゕナラザー ツリーの “全般”、“シ

ナリ ”ゝ、および “゛ラー” ノードにあります (“コンピューター” ノードには何もありません)。これらの結果メ

ッセージのサズに関係する最大要因は、パフ゜ーマンス ゞ゙ンターのンスタンス数です。Web テストで

は、この数は、ロード テスト中に報告される一意の URL の数に応じて大まかに特定されます。このように 5 

秒おきにメッセージと共に゛ラーを返しますが、゛ラーになった要求の詳細は、テストの最後まで送信されな

いため、多くの゛ラーが発生するテストではサズの大きいメッセージが返されます。最後に、ゞテゴリ名、

ゞ゙ンター名などのメタデータを 1 度だけ送信し、その後は数値識別子を使用します。そのため、ロード テ

ストの最初のメッセージは、その後のメッセージよりもわずかにサズが大きくなることがあります。 

 

メッセージのサズを減らすには、依存要求のレポート レベルを下げます。これには、WebTestRequest ゝブ

ジ゚クトの “RecordResult” プロパテゖを false に設定します。これでページが削減され、要求のレポート レベ

ルが下がります。ただし、1 つの要求を含み、その要求のページ時間に相当するトランザクションを追加でき

ます。 
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データと結果 

単体テストのゞスタム データ バンド 

ま ず 、 デ ー タ の 初 期 化 を 行 う ゞ ス タ ム  ク ラ ス を 作 成 し ま す  ( こ の 投 稿 

(http://blogs.msdn.com/slumley/pages/custom-data-binding-in-web-tests.aspx、英語) の前半部分に従います)。次に、

単体テスト内部でクラスのンスタンスを作成します。 

 
[TestClass]  

     public class VSClass1  

     {  

          private TestContext testContextInstance;  

          public TestContext TestContext  

          {  

               get { return testContextInstance; }  

               set { testContextInstance = value; }  

          }  

          [ClassInitialize]  

          public static void ClassSetup(TestContext a)  

          {  

               string m_ConnectionString = @"Provider=SQLOLEDB.1;Data Source=dbserver;Integrated 

Security=SSPI;Initial Catalog=Northwind";  

               CustomDs.Instance.Initialize(m_ConnectionString);  

          }  

          [TestMethod]  

          public void Test1()  

          {  

               Dictionary<string, string> dictionary = customDs.Instance.GetNextRow();  

               //......残りのコードをここに追加します。 

          } 

 

テスト終了後に "進行中" の状態でテストがハングしたときの保存結果の確認 

テストを実行し、テスト継続やテスト完了に必要なテレーション回数に達したにもかかわらず、テストの状

態が長い間 "進行中" のままになる場合は、LoadTest データベースに次の SQL ク゛リを実行することで、ロー

ド テストの結果リポジトリにすべての結果が書き込まれているかどうかを確認できます。 

 
select LoadTestName, LoadTestRunId, StartTime, EndTime from LoadTestRun where LoadTestRunId=(select 

max(LoadTestRunId) from LoadTestRun); 

 

EndTime の値が NULL 以外の場合は、コントローラーがロード テストの結果データベースへの結果の書き込

みを完了しているため、リモート テスト マシン群を安全に再起動できます (必要に応じてすべてを強制終了

します)。 

 

これは、すべての゛ージ゚ント (゛ージ゚ントがハングした場合) の結果がすべてロード テスト データベー

スに正常に書き込まれていることを意味するのではなく、゛ージ゚ントおよびテストを強制終了する前に待機

中のポントがないことを意味します。 

http://blogs.msdn.com/slumley/pages/custom-data-binding-in-web-tests.aspx
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テスト中とテスト後のメトリックスが表示された結果と異なる 

シナリオ 1: 

ロード テスト実行中に取得した値を調べたときに表示された値と、完了したテスト結果を後から読み込んだと

きに表示される値が異なる場合があります。この動作は、゙ ゜ームゕップとクールダ゙ンの設定に基づくため、

想定外というわけではありません。 

 

 

゙゜ームゕップする場合としない場合の比較。 

テスト実行の合計数は異なるものの、記録された時間は大差なく、レポートには十分です。 

 

シナリオ 2: 

概要ページの結果と詳細結果の値を比較すると、レポートされる内容に差があることがあります。これはタ

ミング詳細の収集を実装しているためで、現状では、テストのテレーション終了時に詳細がフラッシュされ

ます。実行中の要求を伴う進行中のテレーションでは、テレーションを 10 秒間 (この時間はクールダ゙

ンを通じて構成できます) 継続して、実行中の要求をすべて完了します。それでも完了しなければ、そのテ

レーションのトランザクションは詳細にゞ゙ントされず、概要ページでゞ゙ントされます。 
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新しいユーザーとリピーター ユーザーによる゠ャッシュ数への影響 

100% の新しいユーザーと 100% のリピーター ユーザーについての VS の結果と IIS の結果の比較 

ここでは、VS での゠ャッシュの処理方法と、合計要求数と゠ャッシュされた要求数に示される数値の解釈方

法を示します。 

 

      TOR 09 – キャッシュ – リピーター ユーザー 

HTM 268  

HTML 263  

GIF 83  

BMP 32719  

200 OK - 3871  

304 Not Modified - 29462 

    VS 要求数: 33,333  

    ゠ャッシュされた VS 要求数: 84,507 

      TOR 10 - キャッシュ – 新しいユーザー 

HTM 276  

HTML 271  

GIF 276  

BMP 90243  

200 OK - 46639  

304 Not Modified - 44427 

    VS 要求数: 89,384  

    ゠ャッシュされた VS 要求数: 43,758 

 
 
 

新しいユーザーとリピーター ユーザーの比較 (゠ャッシュ): 

新しいユーザーは、繰り返しのたびに゠ャッシュをクリゕし

てからシミュレーションが行われますが、リピーター ユーザ

ーは゠ャッシュの内容が引き継がれます。このため、リピー

ター ユーザーでは゠ャッシュされる要求数が非常に多くな

ります。注: VS の総要求数は、2 種類の要求数の合計です。IDE 

に表示される "Total Requests" 値には、゠ャッシュされた要求

数は含まれません。 

 

 

 

HTML のコンテンツ有効期限設定を使用した同じテストの比較 

   TOR 12 - キャッシュ – リピーター ユーザー -  

コンテンツの期限切れ 

HTM 270  

HTML 264  

GIF 85  

BMP 3330  

200 OK - 3874  

304 Not Modified - 75 

    VS 要求数: 3,949  

    ゠ャッシュされた VS 要求数: 84,842 

   TOR 11 - キャッシュ – 新しいユーザー -  

コンテンツの期限切れ 

HTM 268  

HTML 262  

GIF 268  

BMP 44622  

200 OK - 45286  

304 Not Modified - 134 

    VS 要求数: 44,742  

    ゠ャッシュされた VS 要求数: 42,090 

 

ネットワークと Web サーバーのゕクテゖビテゖ全体に対す

る "コンテンツの期限切れ" の影響を示しています (詳細は、

http://developer.yahoo.com/performance/rules.html ( 英語 ) の

「Add an Expires or a Cache-Control Header」を参照してくださ

い)。 

VS でコンテンツの期限切れが認識されています (実際には、

有効期限は基盤となる System.NET コンポーネントで処理さ

れます)。ただし、ネットワーク経由の呼び出しなしで、゠ャ

ッシュされたフゔル要求がレポートされています。要求が

サトの一部だったことから、これは想定される動作です。

ネットワーク経由の要求数を確認するには、IIS ログやネット

ワーク トレースを使用する必要があります。 

 

IIS
 ロ

グ
 

よ
り

 

 

IIS
 ロ

グ
 

よ
り

 

 

IIS
 ロ

グ
 

よ
り

 

 

IIS
 ロ

グ
 

よ
り

 

 

http://developer.yahoo.com/performance/rules.html
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注: 

 

 4 つのテストはすべて、同じユーザー数、同じテスト、同じ期間で実行されました。 

 数値は完全には一致していませんが、テストの動作を示すには十分な精度です。不一致は、テストのクー

ルダ゙ン、IIS ログからデータを収集するために使用したク゛リの不整合など、いくつかの原因によって

生じています。 

 "200 OK" と "304 Not Modified" に対応する IIS ログ項目は、LogParser と次のク゛リを使用して収集しま

した。 

 
SELECT  

     sc-status, COUNT(*) AS Total  

FROM *.log  

WHERE  

     to_timestamp(date, time) between  

          timestamp('2010-02-12 02:13:22', 'yyyy-MM-dd hh:mm:ss')  

     and  

          timestamp('2010-02-12 02:18:22', 'yyyy-MM-dd hh:mm:ss')  

GROUP BY  

     sc-status 

 
 

データ ドリブン型テストのデータ ソースの読み取りは 1 度だけ 

データ ドリブン型のテストは、初期化時にデータが前もって読み取られ、1 度だけ取得されます。したがっ

て、データ ソースへの接続を最適化する必要はありません。 

 
 

タミングの詳細を含めたパーセンタル データの収集を検討 

ロード テスト ゛デゖターの [実行設定] には、[タミングの詳細ストレージ] というプロパテゖがあります。

[タミングの詳細ストレージ] が有効になっていると、ロード テスト中の個別のテスト、トランザクション、

およびページの実行にかかった時間が、ロード テストの結果リポジトリに格納されます。これにより、90 パ

ーセンタル データや 95 パーセンタル データが、ロード テスト ゕナラザーの [テスト]、[トランザク

ション]、および [ページ] の各テーブルに表示されます。VS 2010 では、99 パーセンタル データと標準偏

差の統計が追加されています。また、VS 2010 では、この設定が既定で有効になります。多くの゛ージ゚ント

を使用する非常に大規模なロード テストでは、タミングの詳細をすべて処理するのにロード テストの半分

の時間を占有することがあるため、この設定を無効にすることを検討します。つまり、30 の゛ージ゚ントで

実行する 12 時間のロード テストでは、すべてのデータを収集して処理するのに 6 時間かかることがありま

す。VS 2010 では、この詳細データを、仮想ユーザー ゕクテゖビテゖ チャートの設定にも使用しています。 

 

ロード テストの結果リポジトリの中でタミングの詳細データを格納するのに必要な領域は、特に実行時間が
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長いロード テストでは、非常に大きくなることがあります。また、ロード テストの実行終了まで詳細データ

がロード テスト ゛ージ゚ントで保持され、テスト終了時にロード テストの結果リポジトリに格納されるため、

ロード テスト終了時のデータ格納時間も長くなります。このような理由から、既定ではタミングの詳細が無

効になっています。ただし、ロード テストの結果リポジトリ用に十分なデゖスク領域を確保できる場合は、タ

ミングの詳細を有効にして、パーセンタル データを取得できます。[実行設定] のプロパテゖでタミン

グの詳細を有効にする場合、[統計のみ] と [すべての個別詳細] の 2 つのゝプションがあります。いずれのゝ

プションでも、すべてのテスト、ページ、およびトランザクションの時間が個別に記録され、個々のタミン

グ データからパーセンタル データが計算されます。違いは、[統計のみ] ゝプションではパーセンタル デ

ータの計算が完了すると、個々のタミング データがリポジトリから削除される点です。これにより、タミ

ングの詳細を使用する場合にリポジトリで必要な領域が減少します。ただし、上級ユーザーであれば、SQL ツ

ールを使用してタミングの詳細なデータを処理することもできます。その場合は、[すべての個別詳細] ゝプ

ションを使用して、タミングの詳細なデータを使用できるようにします。 

 
 

SQL トレースは、個別ではなく、ロード テストから有効にすることを検討 

ロード テスト ゛デゖターの [実行設定] には、ロード テスト中に Microsoft SQL Server の SQL トレース機能

を有効にする一連のプロパテゖがあります。トレースを有効にすると、ロード テスト ゕナラザーの [テー

ブル] ドロップダ゙ンで使用できる [SQL トレース] テーブルに SQL トレース データを表示できます。これは 

SQL のパフ゜ーマンス上の問題を診断するためにロード テスト中に別個の SQL Server Profiler のセッションを

開始する方法の、かなり使いやすい代替手段となります。この機能を有効にするには、ロード テストを実行し

ているユーザー (またはリモート テスト マシン群で実行するロード テストの場合はコントローラー ユーザ

ー) に、SQL トレースの実行権限とトレース フゔルが書き込まれるデゖレクトリ (通常は共有) の書き込み

権限が必要です。ロード テスト完了時、トレース フゔル データはロード テスト リポジトリにンポート

され、実行されたロード テストに関連付けられるため、ロード テスト ゕナラザーを使用して後から確認で

きます。 
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SQL の既定のンスタンス以外から SQL ゞ゙ンターを収集する方法 

ロード テスト実行中に SQL Server ンスタンスのパフ゜ーマンス ゞ゙ンターを収集する場合、VS のロード 

テスト ゛デゖターの [ゞ゙ンター セットの管理] ダゕログ ボックスで、[SQL] のゞ゙ンター セットのチ゚

ック ボックスをゝンにします。その結果、ロード テストに SQL Server の既定のゞ゙ンター セットが含めら

れます。このゞ゙ンター セットで指定されるパフ゜ーマンス ゞ゙ンター ゞテゴリの名前は、"SQLServer:" か

ら始まります ("SQLServer:Locks" など)。 

 

ただし、SQL Server の既定のンスタンス以外の "別の SQL Server ンスタンス" を監視しようとすると、そ

のンスタンスのパフ゜ーマンス ゞ゙ンター ゞテゴリの名前は別のゞテゴリ名になります。たとえば、SQL 

Server ンスタンスの名前が  "INST_A" であれば、パフ゜ーマンス  ゞ゙ンター  ゞテゴリ名は 

"MSSQL$INST_A:Locks" となります。これらのパフ゜ーマンス ゞ゙ンターを収集するようロード テストを変更

するには、XML ゛デゖターまたはテ゠スト ゛デゖターで .loadtest フゔルを開き、"SQLServer:" から始まる

すべてのンスタンスを "MSSQL$INST_A:Locks" のように置き換える (ンスタンス名を置換する) のが最も

簡単です。 

 
 

90% および 95% の応答時間の計算方法 

ロード テスト結果の概要ページ内のパーセンタル値は以下の意味を持ちます。 

 

 合計トランザクション数の 90% が <時間> 秒 "以内" に完了した 

 合計トランザクション数の 95% が <時間> 秒 "以内" に完了した 

 

トランザクションのパーセンタル データは、グラフに表示されるサンプリング データではなく、

LoadTestTransactionDetail テーブルに格納された個々のタミングの詳細データに基づいて計算されます。この

計算は、SQL ストゕド プロシージャを使用して実行されます。SQL ストゕド プロシージャでは、最も低速な

トランザクションからデータを並べ、SQL の "top 10 percent" 句を使用して最も低速なトランザクションから 

10% のトランザクションを見つけます。そして、その一連の行から min() 関数を使用して 90 パーセンタル

時間値を取得します。これを行う LoadTest データベースのストゕド プロシージャは、以下のとおりです。 

“Prc_UpdateTransactionPercentiles” 
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トランザクションの平均応答時間と要求の平均応答時間 

HTTP 要求 (それぞれの依存要求を含む) ごとに要求の応答時間があります。これらの応答時間がすべて平均さ

れ、"Avg. Response Time" (平均応答時間) が得られます。これは、既定のグラフと、ロード テスト ゕナラザ

ーの [要求] テーブルに表示されます。また、"Avg. Page Time" (平均ページ時間) もあります ([ページ] テーブ

ルに表示され、グラフにも表示できますが、既定ではありません)。これは、Web テストで要求とそのすべて

の依存フゔルをダ゙ンロードする時間の平均です (依存フゔルは並行してダ゙ンロードされることがあり

ます)。トランザクションには、"Avg. Response Time" (平均応答時間) と "Avg. Transaction Time" (平均トランザク

ション時間) の 2 つのゞ゙ンターがあります。前者はすべてのページ時間の待ち時間を含まない合計値の平均

で、後者は待ち時間を含む合計値の平均です。 

 

詳細については、このページ (http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms404656.aspx) を参照してください。 

 
 

ロード テストの結果ストゕの場所に関する考慮事項 

Visual Studio Team Test Controller をンストールするときに、ロード テストの結果ストゕは、コントローラー 

コンピューターにンストールされる SQL Express のンスタンスを使用するよう設定されます。SQL Express 

では、使用するデゖスク領域が最大 4 GB に制限されます。多くのロード テストを実行して結果をしばらく保

持する場合は、可能な限り、完全な製品版の SQL Server ンスタンスを使用するように、ロード テストの結

果ストゕを構成することを検討してください。データベースをロード テストの結果ストゕとして使用する場合

の設定手順の詳細については、Visual Studio Team Test のド゠ュメントを参照してください。 

 
 

データベース復旧モデルは "単純" に設定 

VS 2008 – ロード テストの結果ストゕの SQL Server の復旧モデルは既定で "完全" に設定されます。これを "

単純" に変更します。 

VS 2010 – VS 2010 に付属する loadtestresultsrepository.sql コマンドでは、復旧モデルの構成方法が変更されま

したが、この変更がスクリプト内の別のコマンドによって無効になります。これは既知の問題で、今後のバー

ジョンで解決される予定です。 

両バージョン - 復旧モデルを変更するには、SQL Management Studio を開き、LoadTest または LoadTest2010 の

データベースが存在するサーバーに接続します。ゝブジ゚クト ゛クスプローラーで LoadTest または 

LoadTest2010 データベースを右クリックして、[プロパテゖ] をクリックします。[ゝプション] ページに移動し

て、[復旧モデル] ボックスの一覧の [単純] に変更します。 

 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms404656.aspx
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完了しなかった実行の結果データのクリーンゕップ方法 

ロード テストの実行が異常中止され、一貫した方法でデータが表示されない (または、実行一覧にデータが完

了または中止と表示されない) 場合は、SQL リポジトリ サーバーで以下のク゛リを使用して、データベースを

クリーンゕップします。 

 
update LoadTestRun set Outcome=’Aborted’ where Outcome=’InProgress’ 

 

テストが完了するか手動で中止されるまで、[結果] フゖールドは空白のままです。[結果] フゖールドに [完了] 

または [中止] のいずれかが表示されるまでは、GUI から DB のテスト結果にゕクセスすることはできません。 

 
 

結果データベースの InstanceName フゖールドに (002)、(003) などが追加される 

質問: LoadTest データベースで、ンスタンス名に "(002)" などが追加されていることがあります。たとえば、

"Filter Render Request" というトランザクションがあるのですが、ロード テスト データベースには 2 つのトラ

ンザクションがあります。また、RenderWebPartContent を指す URL と、複数の゛ントリもあります。これら

について簡単に説明してもらえませんか。 

 

回答: 手短に言うと、ほとんどは内部使用される一意識別子で、ロード テストの 2 種類のシナリゝが同じテ

スト名の場合、または 2 つの異なる要求のフ゜ルダーに同じページ名 (単なるフゔル名) がある場合に、こ

れらを区別しています。 

 
 

VS ロード テスト結果ストゕのレゕ゙ト 

 
 
 
VS 2008: 

http://blogs.msdn.com/billbar/articles/529874.aspx (英語) 

 
VS 2010: 

http://blogs.msdn.com/slumley/archive/2010/02/12/description-of-tables-and-columns-in-vs-2010-load-test-databa

se.aspx (英語) 

 
 
 
 
 
 
 

2010 での変更点 

http://blogs.msdn.com/billbar/articles/529874.aspx
http://blogs.msdn.com/slumley/archive/2010/02/12/description-of-tables-and-columns-in-vs-2010-load-test-database.aspx
http://blogs.msdn.com/slumley/archive/2010/02/12/description-of-tables-and-columns-in-vs-2010-load-test-database.aspx
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GUI からテスト結果を表示する方法 

http://blogs.msdn.com/slumley/pages/managing-load-test-results.aspx (英語) 

 
 

SQL Server Reporting Services のレポートのダ゙ンロード 

http://blogs.msdn.com/slumley/pages/load-test-reports.aspx (英語) 

 
 

別のシステムへの結果データの移動方法 

VS 2008 では、GUI を備えた結果マネージャーが導入されています。このマネージャーは、[テスト コントロ

ーラの管理] ダゕログ ボックスで現時点で指定されているロード テストの結果ストゕ、またはローゞル リ

ポジトリを操作します。結果マネージャーを開くには、ロード テストが開いている状態で、ゕクテゖブ ゙ゖ

ンド゙に設定する必要があります。その状態で、以下のゕコンをクリックします。 

 

                        
 

[ロード テストの結果を開いて管理] ダゕログ ボックスの起動方法 

 

マネージャーで、ドロップダ゙ン リストからコントローラーの名前を選択 (または、ローゞル データベース

の結果が必要な場合は [<ローゞル>] を選択) します。すると、マネージャーがテストを見つけて設定します。

次に、移動するテスト結果を選択し、[゛クスポート] をクリックして、テスト結果をフゔルに移動します 

(.ltrar という拡張子が付いた状態で圧縮されます)。そのフゔルを別のコンピューターに移動して、新しい結

果ストゕにンポートします。 

 
 

http://blogs.msdn.com/slumley/pages/managing-load-test-results.aspx
http://blogs.msdn.com/slumley/pages/load-test-reports.aspx
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SQL を使用しないロード テストの結果は保存されない 

SQL ロード テスト リポジトリを使用しないでロード テストを実行するように構成できます。そのためには、

ロード テスト ゛デゖターの [実行設定] ノードの [ストレージの種類] プロパテゖを変更します。このプロパ

テゖには、[データベース] と [なし] の 2 つのゝプションがあります。常に [データベース] を使用すること

を強くお勧めします。ストレージのプロパテゖを [なし] に設定した状態でロード テストを実行すると、結果

はメモリにしか保持されません。ロード テストを実行する UI を閉じるとすぐに、結果が失われます。 

 

[テスト結果] ゙ゖンド゙に依然として゛ントリがありますが、テスト結果のンポートと゛クスポートにどの

ような効果があるのでしょう。 

 

 
 

結果のほとんどの種類では、結果の表示に必要なすべてのデータを TRX フゔルに゛クスポートできます。

しかし、これはロード テストには当てはまりません。ロード テストに関して TRX フゔルに格納されるの

は、データベースへの接続文字列とその結果、および読み込みを行う実行の実行 ID のみです。したがって、[ス

トレージの種類] を [データベース] に設定した状態でロード テストを実行しなければ、TRX フゔルの゛ク

スポートは役に立ちません。後から分析に使用できる有効なデータは含まれません。そのため、ロード テスト

の実行時には必ずデータベースを使用してください。 
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ロード テスト リポジトリから゛クスポートできない 

LoadTest 結果のゞスタム リポジトリを "LoadTest" 以外の名前を使用して作成すると、VSTT 2008 のンポー

ト/゛クスポート機能がうまく動作しません。これは既知の問題で、VS2010 では解決されています。 

 

次のような゛ラーになります。 

 
[V, 3160, 6, 2009/11/30 16:06:15.808] devenv.exe: StateMachine(AgentState): calling state handler 

for Online  

[V, 3160, 7, 2009/11/30 16:06:15.813] devenv.exe: ControllerObject: RunQueueThread waiting for runs...  

[I, 3160, 4, 2009/11/30 16:06:15.889] devenv.exe: WebLoadTestAdapter: Opened connection to results 

repository  

[I, 3160, 4, 2009/11/30 16:06:16.426] devenv.exe: WebLoadTestAdapter: Closed connection to results 

repository  

[V, 3160, 4, 2009/11/30 16:06:36.201] devenv.exe: WebLoadTestAdapter: LoadTestExporterImporter 

running: bcp "select * from LoadTest.dbo.LoadTestRun where LoadTestRunId in (278)" queryout 

"C:¥Users¥sellak¥AppData¥Local¥Temp¥3¥LoadTestResults.7408358f-3580-4a38-9781-409d90c52a22¥LoadT

estRun.dat" -S AXPERFORMANCE -T -N  

[V, 3160, 4, 2009/11/30 16:06:36.367] devenv.exe: WebLoadTestAdapter: bcp output:  

SQLState = 42S02, NativeError = 208  

Error = [Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]Invalid object name 'LoadTest.dbo.LoadTestRun'. 
 

LoadTest.dbo.LoadTestRun 呼び出しがハードコーデゖングされており、これが機能しない原因です。 

 

一般に、LoadTest というデータベース名を使用することをお勧めします (VS 2010 のデータベースは 

LoadTest2010 という名前です)。 
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Web テストの TRX フゔルとページ時間が NAN (Not a Number) になっている゛ントリ 

VS 2008 では、Web テストの trx フゔルを XML ゛デゖターで開くと、一部の応答のページ時間が NAN に

なっていることがあります。 

 
      <Response url="http://teamtestweb1/storecsvs/"  

                  contentType="text/html; charset=utf-8"  

                  statusLine="HTTP/1.1 200 OK"  

                  pageTime="NaN"  

                  time="0.006"  

                  statusCodeString="200 OK"  

                  contentLength="12609"> 
 

この現象が起こる原因とタミング 

 

トップレベル以外の要求 (リダレクトや依存要求など) のみで発生します。 

 

Web テスト実行の最後に、すべての要求 (ゝブジ゚クトとそのメンバー) が trx フゔルにシリゕル化されま

す。このとき pageTime もシリゕル化されます。NAN とは、初期化されていない float 型または double 型の

数値に対して .ToString() を実行した結果です。つまり、この゛ントリは trx に書き込まれた時点で 、pageTime 

が認識されていないことを示します。 

 

Web テストの結果フゔルを再生゙ゖンド゙で開いたときのスクリーンショットを次に示します。コード内で

このプロパテゖがどのように設定されているかがわかります。 

 

 
 

強調表示しているのはトップレベルのページです。このページはリダレクトされ、ページへのリダレクト

にはいくつかの依存要求があります。トップレベル ページの [合計時間] (ページ時間など) とは、Web サーバ

ーにすべての要求を送信し、Web サーバーからすべての応答 (リダレクトと依存要求を含む) を受信する時

間です。これは、主な要求のみで計算および設定され、"リダレクトされる" 要求や依存要求では計算および

設定されません。XML フゔルでページ時間に Nan が表示されるのはこのためです。 
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TRX フゔルとテスト結果デゖレクトリについて 

 
 
 

TRX フゔルとは、Visual Studio で単体テストまたは Web テストの実行時に作成される結果フゔルです。

ここでは 2 つのことを説明します。まず、VS 2008 での TRX フゔルの構築方法について説明し、VS 2010 で

の変更点を示します。 

VS2008 

VS 2008 では、ロード テスト外で Web テストを実行すると、Web テストの全結果が trx フゔルにシリゕ

ル化されます。したがって、テストの要求と応答がそれぞれシリゕル化されます。そのため、複数回のテレ

ーションを行うと、trx フゔルのサズが非常に大きくなる可能性があります。 

 

この処理は、要求や応答の本体に関して TRX に格納するデータ量を制御するように最適化され、応答の本体

が同じであれば 1 つしか格納しません (複数回のテレーションでは、最終的には複数の同一応答が生じるこ

とがあります)。また、要求と応答の本体を圧縮し、TRX で必要な領域が大幅に減らしています。 

 

すべての要求 (依存要求を含む) の前に、テスト コンテ゠ストのスナップショットが格納されます。テスト コ

ンテ゠ストにかなりサズの大きい VIEWSTATE が含まれ、要求のサズが非常に大きくなることがあります。 

要求と応答のヘッダーと、テ゠スト コンテ゠ストのスナップショットは圧縮されず、重複も取り除かれないた

め、サズが大きくなる可能性があります。 

 
VS2010 

VS2010 では、テスト完了時に  WebTestResultDetails クラスを保存する方法が大きく変わりました。

WebTestResultDetails クラスを trx フゔルに書き込むのではなく、ゝブジ゚クトを *.webtestResult フゔル

にシリゕル化し、このフゔルの相対パスを要素として trx フゔルに追加します。"相対" とは、対応する trx 

フゔルのパスに対して相対という意味です。 

 

 フゔルは、Web テストを実行するコンピューター (VS や MSTest コンピューター) のみに存在します。 

 ローゞル実行では ¥TestResults¥prefix_Timestamp¥In¥TestExecuId に作成されます。 

 リモート実行では ¥TestResults¥prefix_Timestamp¥In ¥Agent¥TestExecuId に作成されます。 

 [テスト結果 ] ゙ゖンド゙で  Web テストの  trx フゔルを開くと、 trx フゔルから 

WebTestResultFilePath の値が読み取られ、TrxDirecory¥WebTestResultFilePath の .webtestResult 

が [Web テストの結果] ゙ゖンド゙に読み込まれます。 

2010 での変更点 
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データ コレクターと TRX フゔルに関する注意事項 

単体テストや Web テストでデータ コレクターが有効になっていると、コレクターのデータ (ベント ログ

など) が ¥TestResults¥prefix_Timestamp¥In¥TestExecuId¥Agent に作成されます。ロード テス

トでは、コレクターのデータは ¥TestResults¥prefix_Timestamp¥In¥Agent に作成されます。 

 
 

Web テストの実行でレポートされる応答サズについて 

[テスト結果] ゙ゖンド゙内で Web テストの単一のパスに表示される応答のサズを見ると、Fiddler や 

Netmon などのツールでレポートされるサズと異なる場合があります。これは、VS では圧縮解除後に応答サ

ズを計測するのに対し、Fiddler や Netmon では応答サズがネットワーク上で確認されるためです。 

 

この動作は SP1 で変更されていますが、注意すべき問題がいくつかあります。 

 

 VS では、応答に "チャンク ゛ンコーデゖング" が使用 "されていない" 場合は、圧縮後のサズのみを

レポートします。 

 [テスト結果] ゙ゖンド゙では、レポートされるサズが圧縮後のサズか圧縮解除後のサズかは示され

ません。 

 VS には、既定で 1,500,000 バトの受信バッフゔーがあり、このサズを超えるデータはすべて破棄さ

れます。レポートされる数値は、受信バト数ではなく、バッフゔーに保存されたバト数です。このバ

ッフゔーのサズは、テスト開始時に ResponseBodyCaptureLimit の値を変更することで増加できます。こ

れはコードで変更する必要があり、宣言によるテストでは変更できません。 
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゛ラーと既知の問題 

VS で作成したり Unicode で保存した CSV フゔルがデータ ソースとして機能しない 

VS で CSV フゔルを作成すると、゙ ンコードの種類を示す 2 バトのプレフゖックス (表示されません) を

付けてフゔルが保存されます。このフゔルをデータ ソースとして選択すると、最初の列に 2 つの通常使

用しない文字がプレフゖックスとして含まれることになります。フゔルを 16 進形式で表示しないと、2 バ

トのプレフゖックスが表示されないことが問題です。解決策は、このフゔルをメモ帳で開き、ANSI コード

で保存することです。 

 

また、データ フゔルを Windows® メモ帳や Microsoft® Excel® で作成し、Unicode で保存すると、メモ帳や VS 

では適切に表示されても、Web テストでは読み取ることができません。解決策は、このフゔルをメモ帳で開

き、ANSI コードで保存することです。 

 
 

SQL フゖールドの型が不適切だと Web テストで゛ラーが発生することがある 

テスト パラメーターを保持するために SQL テーブルを作成し、SQL 列の既定型の nchar(50) を使用すると、

要求が失敗し、テスト結果の [要求] タブのコンテ゠スト パラメーターには不適切なパラメーターが表示され

ません。nchar フゖールドは、すべての゛ントリを指定の長さにするために非表示文字をパデゖングしますが、

テスト結果の [要求] ビューでは、これらが表示されません。パデゖングされた文字列を表示するには、[生デ

ータの表示] チ゚ック ボックスをゝンにして、非表示文字が表示されるまでデータを調べます。これは、SQL フ

ゖールドの型不適切であることを示します。 

 
 

CSV フゔルにバンドされるデータ ソース値から先頭のゼロが削除される 

数字の 0 で始まる値を含むデータ ソースがある場合、このデータ ソースを CSV フゔルに追加すると、

VSTT は、データソースを使用するときに、先頭にある連続する 0 を値から削除します。この現象は、SQL デ

ータ ソースのデータ値では発生しません。 
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待ち時間の記録とWeb テスト記録の一時停止 

 
 
 

Web テストを記録するときに、VS はステップとステップの間の時間を使用して、各要求後の待ち時間値を生

成します。コメントを追加するときは、レコーダーが "記録" モードから "一時停止" モードに切り替わりま

すが、待ち時間を計算するタマーは一時停止されないため、待ち時間にはコメントの入力に費やした時間が

含まれることになります。これは、他の理由で記録を手動停止したときにも当てはまります。これを解決する

には、次の処理を実行します。 

VS2008 

記録完了後にテストを調べて、待ち時間を手動で調整します。 

VS2010 

VS 2010 には、この調整を簡単に行える新しいダゕログが用意されています。詳細については、「Web 要求

の新しい "レポート名" プロパテゖ」を参照してください。 

 
 

VS の XML ゛デゖターで Web テストを開くと、宣言モードで開かなくなる 

 
 
 

VS IDE では、Web テスト フゔルを右クリックして、[XML ゛デゖターで開く] をクリックできます。この後

゙ゖンド゙を閉じたら、次回 Web テストをダブルクリックして開くとき、フゔルは既定の宣言型のビュー

で開く必要があります。しかし、VS 2010 では、Web テストは常に XML モードで開かれるようになる既知の

問題があります。 

この問題を回避するには、次の手順を実行します。 

1) テスト プロジ゚クト フゔル (.csproj など) を開きます。 

2) XML として開いた Web テストを探します。 

3) "<SubType>Designer</SubType>" 行を削除します。 

4) テスト プロジ゚クトを保存します。 

変更が必要なセクションの例: 

---------------------------------------------------------------------  

<None Include="WebTest1.webtest">  

<CopyToOutputDirectory>Always</CopyToOutputDirectory>  

<SubType>Designer</SubType>  

</None>  

--------------------------------------------------------------------- 
 

2010 での変更点 

2010 のみに該当 
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HTTPS://Urs.Microsoft.Com への呼び出しがスクリプトに表示される 

IE7 を使用してスクリプトを記録するときに、フゖッシングが有効になっていると、Urs.Microsoft.Com の追加

の呼び出しが記録されることがあります。この呼び出しは、IE のフゖッシング詐欺検出機能の一環として、IE で

行われます (詳細については、

http://download.microsoft.com/download/2/8/e/28e60dcc-123c-4b27-b397-1f6b2b6cb420/Part1_MM.pdf (英語) を参照

してください)。これらの呼び出しを削除するか、呼び出しを行う前に IE でフゖッシングを無効にします。フ

ゖッシングを無効にするには、[ツール] をクリックし、[フゖッシング詐欺検出機能] をポントして、[自動的

な Web サトの確認を無効にする] をクリックします。 

 
 

コマンド ランの単体テスト実行時にデスクトップ ヒープの゛ラーが発生することがある 

コマンド ラン ゕプリケーションを呼び出す単体テストを大量に実行するときに、それらをリモート テスト 

マシン群で実行すると、デスクトップ ヒープが不足し、いくつかのテストが失敗することがあります (ローゞ

ルにテスト実行時には発生しません)。この場合、サービスに割り当てられるヒープ量を増やし、対話ユーザー

に割り当てられる量を減らす必要があります。詳細については、次の Web ページを参照し、以下のようにレ

ジストリを変更することを検討してください。 

http://blogs.msdn.com/ntdebugging/archive/2007/01/04/desktop-heap-overview.aspx (英語) 

 
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Control¥Session Manager¥SubSystems  

従来の設定: “Windows SharedSection=1024,3072,512”  

新しい設定: “Windows SharedSection=1024,1024,2460” 

 
 

https://urs.microsoft.com/
http://download.microsoft.com/download/2/8/e/28e60dcc-123c-4b27-b397-1f6b2b6cb420/Part1_MM.pdf
http://blogs.msdn.com/ntdebugging/archive/2007/01/04/desktop-heap-overview.aspx
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SP1 の適用後に VS 2008 のゴール志向のロード テストが機能しない 

 
 
 

VS 2008 SP1 で導入されたゴール志向のロード パターンを使って以下のバグを解決する QFE を使用できます。 

 "LoadTest:*" ゞテゴリのパフ゜ーマンス ゞ゙ンターを使用してゴール志向のロード パターンを定義

すると゛ラーが発生し、ゴールに応じてユーザー ロードが調整されなくなります。 

 "単一ンスタンス" のパフ゜ーマンス ゞ゙ンター (Memory ゞテゴリの Available Mbytes など) を

使用してゴール志向のロード パターンを定義すると゛ラーが発生し、ゴールに応じてユーザー ロー

ドが調整されなくなります。 

 ゴール志向のパフ゜ーマンス ゞ゙ンター用に入力した [コンピューター名] プロパテゖで、コンピュ

ーター名の大文字と小文字が正確に一致しないと゛ラーが発生し、ゴールに応じてユーザー ロード

が調整されなくなります。 

修正プログラムは以下から入手できます。 

http://support.microsoft.com/kb/957451 (英語) 

VS 2010 ではこの問題が解決されています。 

 
 

ゴール志向のロード プロフゔルで名前付きトランザクションを使用すると゛ラーが発生するこ

とがある 

テストでトランザクションを追跡するときに、VS はトランザクション名の末尾にかっこで囲んだ数字を追加

します。これは、異なるテストの同名のトランザクションを区別して、収集したメトリックスを切り分けるた

めです。そのため、ゴール志向のロード プロフゔルで特定のトランザクション名を使用すると、゙ ラーが発

生する可能性が非常に高くなります。 

LoadTestPlugin がロード テスト LoadTest1 のシナリ  ゝ Scenario1 用にロード プロフゔルの 'MinTargetValue' 

プロパテゖを設定しようとしました。LoadTestScenario の LoadProfile プロパテゖに LoadTestLoadProfile が割り

当てられた後にこの処理を実行することはできません。 

これは、VS による上記の名前付け規則によるものです。フゖールドではワルドゞードを使えないため、末

尾に追加される正確な値を把握する必要があります。 

 

また、この値を把握していても、トランザクションがまだ実行されておらず、確認するンスタンスがまだ存

在していないような初期段階では゛ラーが発生することがあります。 

 
 

2010 での変更点 

http://support.microsoft.com/kb/957451
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ロード テストでの゛ラーのデバッグ 

http://blogs.msdn.com/slumley/pages/debugging-errors-in-load-test.aspx (英語) 

 
 

ロード テストでの OutOfMemory 例外のデバッグ 

http://blogs.msdn.com/billbar/pages/diagnosing-outofmemoryexceptions-that-occur-when-running-load-tests.aspx ( 英

語) 

 
 

HTTPS 使用時のロード テストのメモリ リーク 

問題点: VS 2008 では、HTTP 要求と HTTPS 要求の両方を含むロード テストを実行すると、メモリ リークが発

生します。 

解決策: このメモリ リークを分析したところ、(Web テスト要求の発行に使用する) System.Net.HttpWebRequest 

クラスのバグであり、Web テストの対象が https Web サトの場合に発生することがわかりました。回避策

は、ロード テストで "接続プール" 接続モデルを使用するよう設定することです。VS 2010 では、この問題は

解決されています。 

 
 

ロード テスト開始時の "信頼されていません" ゛ラー 

ロード テスト開始時に、次の゛ラーが発生することがあります。 

“フゔルまたはデゖレクトリ xxx の場所は信頼されていません” 

この゛ラーは、テスト ハーネスに署名済みコードが含まれる場合に、再署名なしにコードの一部を変更すると

発生します。以下のいずれかのゝプションを使用すると解決できます。 

ゝプション 1: 

1. .NET Framework 2.0 Configuration で、[ランタム セ゠ュリテゖ ポリシー]、[コンピューター 

(Machine)]、[All_Code] の順に展開します。 

2. [All_Code] を右クリックし、[新規作成] をクリックして、新しいグループの名前を選択します。[次へ] 

をクリックします。 

3. 条件として URL を選択します。 

4. 「¥¥<コンピューター名>¥<共有フ゜ルダー>¥<ゕセンブリ>.dll」または「¥¥<コンピューター名>¥<共

有フ゜ルダー>¥*」と入力します。 

5. ゕクセス許可が FullTrust に設定されていることを確認します。 

6. [次へ] をクリックし、[完了] をクリックします。 

7. すべての Visual Studio IDE を終了して、再起動し、ロード テストを再度実行します。 

http://blogs.msdn.com/slumley/pages/debugging-errors-in-load-test.aspx
http://blogs.msdn.com/billbar/pages/diagnosing-outofmemoryexceptions-that-occur-when-running-load-tests.aspx
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ゝプション  2: 

 
caspol -machine -addgroup 1 -url file:<location XXX>/* FullTrust -name FileW 

 

この問題は、ダ゙ンロードした zip フゔル (または他のフゔル) が存在し、プロパテゖにブロックされて

いると表示されている場合に発生することがあります。これを使用するには、ブロックを解除する必要があり

ます。フゔルを右クリックして、プロパテゖに移動します。 

 
 
 

詳細ログによって "デゖスク領域が不足しています" ゛ラーが発生することがある 

 
 
 

VS 2010 で、[テストの失敗時にログを保存] という新機能を使用すると、"デゖスク領域が不足しています" と

いう゛ラーが発生することがあります。[テスト ログの最大数] と、各テレーションのデータのサズによ

っては、保存されるログのサズが非常に大きくなる場合があります (たとえば、サズの大きなフゔルを

ゕップロードおよびダ゙ンロードする Web テストなど)。 

 
 
 

2020 で新規 
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VS 2010 で廃止された゛ラーの詳細とスタック トレース 

 
 
 

VS 2008 では、([タミングの詳細ストレージ] が [すべての個別詳細] に設定されている状態で) ロード テス

トを実行中、特定の要求で゛ラーが発生したときに、゛ラーの詳細に移動して、その要求固有の情報を確認で

きました。VS 2010 ではこのゝプションが廃止されました。これは、Web テスト全体または失敗した仮想ユー

ザーのテレーションに関する単体テスト結果をログ記録する、新しい詳細なログ機能に置き換えられました。 

 

VS が複数のプロセッサを使用しているように見えない 

マルチプロセッサ コンピューターでロード テストを実行しているにもかかわらず、1 つのプロセッサだけが

使用されていることに気が付く場合があります。これは、テストを "<ローゞル - コントローラーなし>" とし

て実行しているためです。VS が複数のプロセッサを使用すのは、゛ージ゚ントとコントローラーが設定され

ている場合のみです。これはラセンスを考慮した設計によるものです。マルチプロセッサ システムを活用す

るには、゛ージ゚ントとコントローラーの設定を使用してください。VS と同じコンピューター上に、コント

ローラーと゛ージ゚ントを設定できます。 

VS2010 製品には依然として制限がありますが、ローゞル コンピューターに仮想ユーザー ラセンスをン

ストールすると、すべてのプロセッサのロックを解除できます。詳細については、「新しいロード テストとリ

モート テスト マシン群におけるロード テストのラセンスと構成」を参照してください。 

 

Web テスト プラグンへの変更が正しく表示されないことがある 

同じプロジ゚クトの一部であるプラグンが宣言型の Web テストとして存在している場合、そのプラグン

に変更を加えると、テストの実行に変更が反映されないことがあります。たとえば、特定の文字列をベント ロ

グに書き込むプラグンの文字列に変更を加えても、ベント ログには以前の文字列値が表示されたままにな

ります。これは既知の問題で、VSTT 2008 SP1 で解決されています (SP1 のベータ リリースでは解決されてい

ません)。このバグが表面化するのは、以下の条件を満たしているときです。 

 コントローラーと゛ージ゚ントのリモート テスト マシン群で実行している 

 Web テストが宣言型である (コード化された Web テストでは発生しません) 

 ソリューション フ゜ルダーのルートに "テスト結果" フ゜ルダーがある 

 

バグが発生した場合は、以下の方法で回避できます。 

 コード化された Web テストを生成する 

 "テスト結果" フ゜ルダーの名前を変更するか、削除する 

 "テスト結果" フ゜ルダーのテスト プロジ゚クトの場所を変更する 

2010 で新規 
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ロード テスト実行中のソケット ゛ラーまたは "サービスを使用できません" ゛ラー 

ロード テストの実行中に、以下のようないくつかの゛ラーが返されることがあります。 

 

 例外: SocketException: 通常、各ソケット ゕドレスに対してプロトコル、ネットワーク ゕドレス、またはポートの

どれか 1 つのみを使用できます。 

 HTTP 503 ゙ ラー - サービス利用不可: 503 - サービス利用不可 

 

多くの場合、これらは、VS コンピューターやテスト対象のコンピューターの使用可能な接続ポートがすべて

使用されていることによるものです。この現象の発生を確認するには、VS コンピューターおよびテスト対象

のコンピューターで CMD ゙ゖンド゙を開いて、以下のコマンドを実行します。 

 
“netstat –anp tcp” 

これでポートがすべて使用されているかどうかがわかります。次に、発生している現象と対処方法について説

明します。 

 

TCP は、以下の項目に基づいて接続を確立します。 

 

 クラゕント ポート + クラゕント IP = クラゕント ソケット 

 サーバー ポート + サーバー IP = サーバー ソケット 

 クラゕント ソケット + サーバー ソケット = 接続 

 

TIME_WAIT 状態は、以前の状態からのスローバックです (もう少し正確に言うと、既定の 4 分がスローバッ

クです)。つまり、クラゕントが接続を閉じると、サーバーがソケットを TIME_WAIT 状態にします。その結

果、同じクラゕントが再接続する場合に、TCP ネゴシ゛ーションを再度行う必要がなくなるため、時間とゝ

ーバーヘッドを若干節約できます。数年前、ネットワークが非常に低速だったとき、TCP 接続の確立がコスト

のかかる操作だったため、この概念が取り入れられました。 

 

この問題を回避するには、使用可能な接続を増やすか、接続が TIME_WAIT 状態になっている時間を減らす必

要があります。コンピューターのレジストリで、以下の゠ーを開き、表示される 2 つの゠ー値を追加または

変更します。 

 
[HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Services¥Tcpip¥Parameters]  

"TcpTimedWaitDelay"=dword:0000001e (30 秒間) 
"MaxUserPort"=dword:0000fffe (65,535 個のポート) 

 

また、VSTT のロード テストを行うコンピューターのうちの 1 台でこの問題が発生している場合は、ロード 

テストの接続モデルを "接続プール" に変更して、プール サズを大幅に増加する必要があります。 
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"ロード テストの結果ストゕから結果を読み込めませんでした" ゛ラー 

VS 内部の DB からロード テストの結果を取得しようとするときに、"型 'System.DBNull' のゝブジ゚クトを型 

'System.Byte*+' に゠ャストできません" という゛ラーが発生します。 

 

この゛ラーは、LoadTestRun テーブルの LoadTest 列が NULL 値になるときに発生します。これを解決するには、

このテーブルに移動して、NULL 値を含む行を削除します。この問題が発生するのは非常にまれです。 

 
 

非表示フゖールド抽出規則で処理されないフゖールドがある 

応答に非表示フゖールドが含まれる場合、この非表示フゖールドの形式に含まれる追加文字により、組み込み

の "非表示のフゖールドから抽出" 規則で値が見つからない場合があります。応答に次の゛ントリが含まれて

いるとします。 

 
<input type="hidden" name="_ListSchemaVersion_{9fcdfcc2-6d4f-4a22-a379-8224954c1d9a}" 

id="_ListSchemaVersion_{9fcdfcc2-6d4f-4a22-a379-8224954c1d9a}" value="1" /> 

 

既定の非表示抽出規則が要求に追加され、規則が起動すると、次の結果になります。 

$HIDDEN2._ListSchemaVersion_{9fcdfcc2-6d4f-4a22-a379-8224954c1d9a 

これは、次のようになっている必要があります。 

$HIDDEN2._ListSchemaVersion_{9fcdfcc2-6d4f-4a22-a379-8224954c1d9a} 

 

これはバグではなく、VS がコンテ゠スト パラメーターが処理される方法の影響によるものです。 

 
 

テスト結果のテレーション回数が、設定されているテスト テレーションの最大回数を超える

ことがある 

特定回数のテスト テレーションを完了するよう定義されたテスト実行で、実行プロパテゖで設定されたテ

レーション回数よりも多くのテスト実行が確認されることがあります。この現象はまれに、ロード テスト プ

ロセスがクラッシュして再起動されることによって発生します。この問題は VS 2008 と VS 2010 で発生します。

これは、QTAgent の停止後にロード テストの再起動を処理する再起動フゔルが、完了したテストに関する情

報を含めるように更新されないため、再起動後に、最初のテスト テレーション回数を常に実行するために発

生します。 

 

解決策: 

QTAgent がクラッシュする原因を特定して、解決します。 

 
 



 
Visual Studio パフ゜ーマンス テスト クック リフゔレンス ゟド ページ 105 

実行中のテスト テレーションがレポートされないことがある 

ロード テストを停止すると、テストと要求は "実行中" 状態になります。ロード テスト ゛ンジンは、実行中

の要求すべての停止に 10 秒間の猶予を与えます。しばらくしても要求が終了しなければ、その要求を強制終

了し、要求の詳細やテストの詳細を記録しません。 

 

これを制御する 1 つの方法として、ロード テストの実行設定でクールダ゙ン時間を 10 分に指定します。Web 

テストの要求の既定のタムゕ゙ト時間に 5 分が設定されているとすると、ロード テスト完了時点で実行中

の要求はすべて、完了するか 5 分間でタムゕ゙トになり、ユーザーの詳細を表すテスト チャートに表示さ

れます。 

 

 

単体テストを完了すると、起動した CMD プロセスが終了する 

Web テスト内からプロセスを起動後、そのプロセスから ("START" コマンドを使用して) 別の CMD ゙ゖンド

゙を起動すると、2 つ目の CMD ゙ゖンド゙はテストとは完全に独立した状態になります。単体テストや 

Windows ゕプリケーションにこの手法を用いると、想定どおりに機能します。しかし、Web テストは、起動

したプロセスを強制終了します。以下に、製品チームの電子メール スレッドから、一部を引用します。 

 

「次のことがわかりました。VSTT には、テスト実行完了後に VSTestHost を実行状態のままにするゝプション

があります。[ツール] メニューの [ゝプション] をクリックし、[テスト ツール] を展開して [テストの実行] を

クリックすると、[テストの実行の間、テスト実行゛ンジンの実行状態を保持する] チ゚ック ボックスがあり

ます。このゝプションは既定で有効になっており、お使いのコンピューターでも有効になっていると思われま

す。テスト実行で単体テストだけを実行するときは、このゝプションが機能して、テスト実行完了時に 

VSTestHost が強制終了されないため、その子プロセスも強制終了されません。しかし、Web テストを実行する

と、このゝプションが無視されるようで、Process.Kill() の呼び出しによって VSTestHost が強制終了され、

VSTestHost の子プロセスも強制終了されます (このゝプションのチ゚ック ボックスをゝフにすると、単体テス

トでも同じ現象が発生します)。このゝプションが設定されているときに Web テストを実行すると VSTestHost 

が強制終了される理由はわかりません。意図的なものかもしれません。うまくいきそうな回避策を紹介します。」 

 

 10 秒間 (または必要な時間) スリープ状態になる単体テストを作成します 

 順序指定テストを作成し、最初にコード化された Web テストを含め、次にスリープ状態になる単体

テストを含めます 

 コード化された Web テストではなく、この順序指定テストを実行します 
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注: このシナリゝの例では、NETCAP.EXE ゙ゖンド゙を起動してテスト実行中のトレース データを収集するバ

ッチ フゔルを実行します。この NETCAP プロセスは非同期に実行し、Web テストをブロックしないように

する必要があります。また、単独で完了するか、結果のトレース フゔルに書き込まれないようにしなければ

なりません。 

 

ロード テスト ゛ンジンに問題が発生するので、Web テストでは、他のプロセスを開始したり、ブロック操作

を実行したりしないでください。netcap の例では、これを VS 2010 のデータ コレクターとして記述するのが

より良い解決策です。 

 
 

ゞスタムのゴール志向のロード テストで使用すると LoadProfile.Copy() メソッドでバグが発生 

ゞスタムのゴール志向のロード テスト プラグンを作成し LoadProfile の Copy() メソッドを使用すると、次

のような゛ラーが表示されます。 

“LoadTestPlugin がロード  テスト  LoadTest1 のシナリゝ  Scenario1 用にロード  プロフゔルの 

'MinTargetValue' プロパテゖを設定しようとしました。LoadTestScenario の  LoadProfile プロパテゖに 

LoadTestLoadProfile が割り当てられた後にこの処理を実行することはできません。” 

これは、修正プログラム 957451 の回帰によるものです。現時点では、これに対する修正プログラムは提供さ

れていませんが、回避策はあります。独自のコピー メソッドを作成し、ゞスタム LoadProfile を設定します。

バグが存在するため、"ScenarioName" 値は設定しないようにします。以下にサンプル コードを示します。 

 

失敗する Copy() メソッドの使い方: 

LoadTestGoalBasedLoadProfile newGoalProfile = _scenario.LoadProfile.Copy() as 

LoadTestGoalBasedLoadProfile; 

 

Copy() メソッドを置き換えるゞスタム メソッド: 

private LoadTestGoalBasedLoadProfile ProfileCopy(LoadTestGoalBasedLoadProfile _profile)  

{  

      LoadTestGoalBasedLoadProfile _goalLoadProfile = new LoadTestGoalBasedLoadProfile();  

      _goalLoadProfile.CategoryName = _profile.CategoryName;  

      _goalLoadProfile.CounterName = _profile.CounterName;  

      _goalLoadProfile.InstanceName = _profile.InstanceName;  

      _goalLoadProfile.InitialUserCount = _profile.InitialUserCount;  

      _goalLoadProfile.MinUserCount = _profile.MinUserCount;  

      _goalLoadProfile.MaxUserCount = _profile.MaxUserCount;  

      _goalLoadProfile.MaxUserCountIncrease = _profile.MaxUserCountIncrease;  

      _goalLoadProfile.MaxUserCountDecrease = _profile.MaxUserCountDecrease;  

      _goalLoadProfile.MinTargetValue = _profile.MinTargetValue;  

      _goalLoadProfile.MaxTargetValue = _profile.MaxTargetValue;  

      return _goalLoadProfile;  

} 
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HeartBeat ベント ハンドラーでのこのメソッドの使用:: 

void _loadTest_Heartbeat(object sender, HeartbeatEventArgs e)  

{  

      // 編集するプロフゔルのプラベート ンスタンスを作成します。 

      LoadTestGoalBasedLoadProfile _goalLoadProfile = 

ProfileCopy((LoadTestGoalBasedLoadProfile)_scenario.LoadProfile);  

 

      // ここで、プロフゔルのプラベート コピーに変更を加えます。 

      // [なんらかのコード]  

 

      // プラベート プロフゔルをテスト プロフゔルに再度割り当てます。 

      _scenario.LoadProfile = _goalLoadProfile;  

      }  

} 
 
 

ロード テストの依存要求での゛ラーが詳細なテスト ログに表示されない 

新しいテストの詳細なログ機能では、ロード テスト中に依存要求 (AJAX や JSON の要求など) の内部で発生

した゛ラーの詳細を確認できません。 

 

問題は、依存要求で゛ラーが発生するとそのテストは失敗と表示され、テレーションのログが格納されても、

依存要求に関する詳細がログに含まれない点です。そのため、失敗が発生した詳しい理由がわかりません。 

 

この問題を回避するには、問題が発生しているすべての依存要求を (少なくともテストのデバッグ段階では) 

主要要求に戻します。 

 

 
失敗が示されている Web テスト実行 

 

 
失敗があったことを示すロード テスト実行 
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結果の [゙ ラー] テーブルに実行回数が表示され詳細に移動できます。 

以下の図は、この失敗したテレーションのすべての詳細なログを表示するための方法を示しています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ここに詳細なログが示されます。

失敗が示されていますが、要求の

詳細には゛ラーの発生場所が示

されておらず、゙ ラーに関する詳

細もありません。 
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WCF サービスのロード テストが 10 個の要求後にタムゕ゙トする 

メッセージ レベルのセ゠ュリテゖを使用する WCF サービスに対するロード テストの実行時にタムゕ゙ト

が発生する場合、WCF サービスがセ゠ュリテゖ セッションをすべて使用している可能性があります。同時に

使用できるセ゠ュリテゖ セッションの最大数は、WCF の構成設定の既定では 10 個です。これを超えるセ゠

ュリテゖ セッションが使用されるような追加要求は゠ューに登録されます。 

サービスで 10 を超える同時クラゕントをサポートする場合は、WCF の構成設定を変更する必要があります。

セ゠ュリテゖ セッションが不足するもう 1 つの理由として、サービスでセッション完了後に、クラゕント

がそれらのセッションを適切に終了していない場合があります。 

WCF セ゠ュリテゖ セッションは、クラゕントとサービスとのセ゠ュリテゖ ハンドシ゚クで確立されます。

その後非対称暗号化を使用して、同じセッションに含まれる追加要求の対称暗号化゠ーを確立します。最初の

非対称暗号化は、以降の要求に使用する対称暗号化よりも計算コストがかかります。クラゕントは、セ゠ュ

リテゖ セッションを明示的に終了してサーバー リソースを解放する必要があります。さもないと、サーバー 

リソースは、タムゕ゙ト後に順番にサーバーによって解放されるだけになります。 

クラゕントから Web サーバーを 1 度だけ呼び出す必要がある場合は、対称゠ーを使用したメッセージ交換

は必要ないため、セ゠ュリテゖ セッションの無効化によるラ゙ンド トリップを節約できます。クラゕント

の app.config で "establishSecurityContext" を false に設定します。これは、セッションを適切に終了しないク

ラゕントに対する回避策としても使用できますが、パフ゜ーマンスに影響することに留意してください。そ

のため、この回避策は、クラゕントの問題を解決する間だけ使用します。 

セ゠ュリテゖで保護されたセッションおよび "establishSecurityContext" プロパテゖの詳細については、

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms731107.aspx を参照してください。 

 

Loadtestitemresults.dat のサズが数 GB に達する 

ロード テスト中、ロード ゛ージ゚ントは loadtestitemsresults.dat というフゔルに書き込みます。このフゔ

ルは数 GB にまで増加する可能性があるため、実行時間が長いロード テストを実行する場合は、

loadtestitemsresults.dat フゔルを十分なデゖスク領域のあるドラブに配置するようにします。 

loadtestitemsresults.dat フゔルは、QTAgent または QTAgent32 のプロセスによって作成されます。

QTAgent.exe.config または QTAgent32.exe.config に゠ーとなる WorkingDirectory を追加して、適切なドラブを

指します。 

たとえば、<add key="WorkingDirectory" value="D:¥Logs"/> を appSettings セクションに追加します。 

Visual Studio 2010 で の  QTAgent.exe ま た は  QTAgent32.exe の 使 用 の 詳 細 に つ い て は 、

http://blogs.msdn.com/lkruger/archive/2009/06/08/visual-studio-team-test-load-agent-goes-64-bit.aspx (英語) を参照し

てください。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms731107.aspx
http://blogs.msdn.com/lkruger/archive/2009/06/08/visual-studio-team-test-load-agent-goes-64-bit.aspx
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--新規-- Content-Length が 0 のヘッダーは送信されず、"HTTP 411 長さが必要" ゛ラーが発生 

Web 要求が失敗し "HTTP 411 長さが必要" という応答が返されることがあります。これは、本文のない POST 

要求で発生します。不足しているヘッダーを無視する Web サーバーで必ず発生するわけではありません。た

だし、RFC 仕様 2616 では、コンテ゠ストの長さが 0 であっても、ヘッダーを送信するものと定義されてい

ます (http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec14.html、英語)。 

 

Visual Studio は独自のヘッダーのコレクション クラスを使用して、要求ごとに 1 つのコレクションを許可し

ます。これにより、コードの効率が良くなります。このコレクションの構築に使用する内部メソッドは、最初

に、System.Net.HttpWebRequest クラス 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.net.httpwebrequest.headers.aspx) の制約を受けるすべてのヘッダー

を削除してから、適切なヘッダーを追加し直します。ただし、コンテンツの長さが 0 の場合、この内部コー

ドは content-length を追加しません。また、VS はシステムによって制御されるいかなるヘッダー (content-type 

や content-length) も直接編集できません。 

 

この問題を回避するには、要求にダミーの本文を追加します。以下に例を示します。 

 
     WebTestRequest request1 = new WebTestRequest("http://localhost/");  
          request1.Method = "POST";  
          request1.Encoding = System.Text.Encoding.GetEncoding("utf-8");  
          request1.Headers.Add(new WebTestRequestHeader("Content-Length", "0"));  
          StringHttpBody request1Body = new StringHttpBody();  
          request1Body.ContentType = "";  
          request1Body.InsertByteOrderMark = false;  
          request1Body.BodyString = "";  
          request1.Body = request1Body;  
               yield return request1;  
          request1 = null; 
 
 

--新規-- Web テストとロード テストが開始前に長時間 "保留" 状態になる 

この問題はさまざまな原因で発生しますが、考えられる 1 つの原因は、devenv.exe を実行している環境に 

_NT_SYMBOL_PATH 環境変数が設定されていることです。 

 

この問題を回避するには、以下のいずれかを実行します。 

 devenv.exe を実行した環境で _NT_SYMBOLS_PATH の定義を解除します。 

 cache*c:¥symcache など、゠ャッシュを先頭に追加して _NT_SYMBOLS_PATH に変更を加えます。最初

の実行は低速ですが、それ以降は高速になります。 

 

シンボルの詳細については、http://www.microsoft.com/japan/whdc/devtools/debugging/debugstart.mspx#a を参照

してください。 

http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec14.html
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.net.httpwebrequest.headers.aspx
http://localhost/
http://www.microsoft.com/japan/whdc/devtools/debugging/debugstart.mspx#a
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--新規-- ネットワーク ゛ミュレーションが必要なことが原因でテストを実行できない゛ラー 

 
 
 

ロード テストの実行開始を試みると、以下の゛ラーが返されることがあります。 

 

警告 2010/5/25 4:58:53 PM ロード テスト 'LoadTest1' を゛ージ゚ント 'PRITAMB1' で実行できませんでした: ロ

ード テスト 'LoadTest1' にはネットワーク ゛ミュレーションが必要ですが、゛ージ゚ント PRITAMB1 にドラ

バーがンストールされていません。PRITAMB1 

 

VS のセットゕップ中に、ネットワーク ゛ミュレーション ドラバーが正常にンストールされなかった可

能性があります。この問題の解決方法は 2 つあります。 

 

1) Visual Studio の GUI を使用して゛ージ゚ントを再構成します。 

2) 次の手順を実行します。 

a. 管理者特権を使用して VS を起動し、既定の C# テスト プロジ゚クトを作成します。 

b. ソリューション ゛クスプローラーで Local.testsettings を開きます。 

c. [データと診断] をクリックし、[ネットワーク ゛ミュレーション] チ゚ック ボックスをゝンにして、[構

成] をクリックします。 

d. [ネットワーク ゛ミュレーションの詳細] ダゕログ ボックスで、LAN 以外のネットワーク プロフゔ

ル (3G など) を選択し、[OK] をクリックします。 

e. 短時間ネットワークが切断された後、ネットワーク ゛ミュレーション ドラバーがンストールされ

ます。 

 

注: VS だけをンストールして、リモート ゛ージ゚ントをンストールしないと、ネットワーク ゛ミュレー

ション ドラバーはンストールされません。特権を昇格した VS コマンド プロンプトから "VSTestConfig 

NETWORKEMULATION /install" コマンドを実行する必要があります。これでドラバーがンストールされ、VS 

から使用できます。 

 
 

2010 のみに該当 
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--新規-- [ロード テストの結果を開いて管理] ダゕログでの゛ラーとクラッシュ 

[ロード テストの結果を開いて管理] ダゕログで、末尾に ">" が付いていないコントローラーの名前を入力

すると、"ロード テストの結果ストゕから結果を読み込めませんでした。無効な URL: ホスト名を解析できま

せんでした。" という゛ラーが表示され、DEVENV.EXE プロセスがクラッシュすることがあります。これは、VS 

2010 製品版既知の問題で、今後のバージョンやサービス パックで修正される可能性があります。 

 

 

末尾に ">" がない 

 
 

--新規-- 再生中に CaptchaGenerator.aspx への呼び出しが失敗 

ユーザーとコンピューターのどちらと対話しているかを確認するためにメージのセ゠ュリテゖを使用するペ

ージを呼び出すと、失敗します。これは、Captcha (および他のメージ ジ゚ネレーター セ゠ュリテゖ製品) が

返すテ゠スト文字列をメージ フゔルを使用して示すことが原因です。Visual Studio には、メージを解析

して正しい値を求める方法がありません。この問題を回避するには、次の手順を実行します。 

 

1) サーバーでセ゠ュリテゖを無効にします。 

2) セ゠ュリテゖ プログラムに、常に機能する "汎用" ゠ーが含まれる場合は、その゠ーをサーバ

ーに戻します。 
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--新規-- 不適切に゛ンコードされたク゛リ文字列で SharePoint 2010 を呼び出すと要求が失敗 

 
 
 

SharePoint 2010 に基づいて作成されたサトをテストするときに、要求が失敗することがあります。VS 2010 の 

Web テストで次の手順を実行すると、ク゛リ文字列はまったく゛ンコードされずに失敗します。 

1. /global/pages/search.aspx に POST 要求を発行します。 

a. 応答 – HTTP 302 と location ヘッダー: /global/pages/Search.aspx?k=ALL(Developer OR Support 

Engineer)AND(prname="Engineering" OR prname="ITOperations")AND(lvl=59 OR lvl=60 OR lvl=61 OR lvl=62) 
2. /global/pages/Search.aspx?k=ALL(Developer OR SUPPORT ENGINEER)AND(PRNAME="ENGINEERING" OR 

PRNAME="ITOPERATIONS")AND(LVL=59 OR LVL=60 OR LVL=61 OR LVL=62) HTTP/1.1 に GET 要求を発行します。 

a. 応答 – HTTP 400 正しくない要求 

b. Fiddler は、要求を /global/pages/Search.aspx?k=ALL(Developer としか示しません。 

c. VS は、最初の POST 要求のリダレクトに従うよう設定されているため、この要求は自動で行われ

ました。 

 

解決策: 

VS には、要求に EncodeRedirectedUrl というプロパテゖが含まれるようになりました。これを true に設定す

ると、想定どおりに機能します。これは UI では使用できないため、設定にはプラグンかコード化されたテ

ストが必要です。 

 
 

--新規-- LAN 以外のモードでネットワーク ゛ミュレーションが機能しない 

 
 
 

2 枚の NIC ゞードと 2 つの IP ゕドレスが゛ージ゚ント コンピューターに割り当てられているとします。1 

つはコントローラーとの通信 (ントラネット) に使用し、残りは外部 Web サトと通信 (゛クストラネッ

ト) に使用します。 

 

問題は、ネットワーク ゛ミュレーションが有効になっている (DSL などの) 場合に、ロード テストのコード

で誤った IP ゕドレスが選択され、ソース IP ゕドレスとして設定されることです。そのため、すべての要求が

失敗し、"501 ネットワークに到達できません" ソケット例外が発生します。 

 

ネットワーク ゛ミュレーションに関して、ロード テストでは、゛ミュレーションが行われるネットワークの

種類に設定されているポートの範囲からポート番号を指定しなければなりません。.Net 呼び出し 

2010 のみに該当 

2010 のみに該当 
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(HTTPRequest.ServicePoint.BindIPEndPointDelegate) でソース IP ゕドレスを指定する必要がありますが、残念なが

ら、この呼び出しは System.Net.Dns.GetHostAddresses から返された最初の IP ゕドレスを適切な IP ゕドレスと

見なします。この場合、最初にントラネット IP ゕドレスが取得され、HTTP 要求にバンドされることにな

ります。 

 

IP 切り替えを有効にして、適切な IP ゕドレスだけで構成される IP ゕドレス範囲を指定すると、うまくいき

ます (これを設定するには、VS で [テスト] メニューの [テスト コントローラーの管理] をクリックし、゛ー

ジ゚ント コンピューターの [プロパテゖ] をクリックして、該当するフゖールドを入力します)。 

 

これにより、ロード テストで正しい IP ゕドレスを使用して、Web サトと通信できます。 

 
 

Web テストを記録するときにブラ゙ザー拡張が無効になる゛ラー 

Web テストを記録しようとすると、以下のような゛ラーが表示されることがあります。 

 

これを解決するには、[ツール] メニューの [ンターネット ゝプション] をクリックし、以下のように設定し

ます。 
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--新規-- ゛ラー: 要求が失敗しました: 対象のコンピューターによって拒否されたため、接続できま

せんでした 

プロ゠シと ForeFront (゙ルス対策ソフド゚ゕ) によって、この問題が発生します。ForeFront などが原因で

発生する、504 ゲード゚の゛ラーが多数存在します。 

 

1 分あたりの HTTP 要求の数が、構成されている制限を超えました。Forefront TMG の管理者に問い合わせて

ください。 

 
 

--新規-- ロード テスト実行中に App.Config の MaxConnection 値が有効にならない 

App.Config を読み取る単体テストを実行する場合、その config フゔルで maxconnection 値を設定しても無

視され、接続の最大数が既定値の 100 に設定されます。このようすを以下に示します。 

 
          <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

          <configuration> 

               <system.net> 

                    <connectionManagement> 

                         <add address="*" maxconnection="1500"/> 

                    </connectionManagement> 

               </system.net> 

          </configuration> 

 

以下に、接続最大数をフゔルに書き込むサンプル テストを示します。 

      [TestMethod] 

          public void TestMethod1() 

          { 

               File.WriteAllText("c:¥¥out.txt", "The current connection limit is " + 

System.Net.ServicePointManager.DefaultConnectionLimit.ToString()); 

          } 

 

シングル ユーザーのテストで実行すると、以下の出力が表示されます。 

 
The current connection limit is 1500 

 

1 回テレーションを行うロード テストを実行すると、以下の出力が表示されます。 

 
The current connection limit is 100 

 

ロード テストのコードは、DefaultConnectionLimit を 100 に設定します。それ以外の非常に低い既定値に設定

されている場合は、ロード テストのコードがこの構成設定を上書きします。単体テストのどこかで 1 行のコ

ード (TestInitizlize メソッドや ClassInitialize メソッドなど) を記述し、DefaultConnectionLimit を明示的に設定す

ると、ロード テストの設定よりも優先され、ロード テストでこの値が設定されてから、単体テストのコード

が実行されます。 
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--新規-- デバッグとトラブルシューテゖングに関する詳細ブログ記事 

--新規-- Web テストの作成とデバッグの技法 

これは、Ed Glas のブログ記事からの完全引用です。なお、「VS 2010 に新しく追加された項目」と重複する情

報もあります。 

 
 
 

VS が新しくリリースされるたびに、Web テストの作成機能とデバッグ機能は大きな進歩を遂げてきました。

VS 2008 では、Web テストの作成に伴う最も一般的な問題に対処する機能が数多く追加されました。中でも最

も重要なのは、低レベルの HTTP レコーダーと自動相関関係ツールです。これは、「Web テストのゝーサリン

グおよびデバッグの技法」という記事で概説されている最も一般的な問題に対処するものです。VS 2010 でも、

Web テストの作成機能とデバッグ機能は大きく進歩しました。 

 

1) さらに多くの HTTP レコーダーが "そのままで" 機能します。 

2) 動作しない機能をデバッグおよび解決できる新しいツールがあります。 

3) レコーダー、゛デゖター、および結果ビューゕーの新しい機能拡張ポントを通じて、あらゆ

る開発者が、VS 2010 に含まれない便利な機能を実装して、ゞ スタムのゕプリケーションや豊富

な種類のデータに対処できるようになります。 

 

名前は新しくても、しくみは変わらない 

本リリースでは、Web テストがユーザー操作をモデル化するためにロード テストでスクリプトとして使用さ

れるという主要シナリゝを強調するために、"Web テスト" を "Web パフ゜ーマンス テスト" と呼ぶようにな

りました。ロード テストは、サーバーに対するロードのシミュレーションを行い、その後サーバーの応答時間

とサーバーの応答゛ラーを計測するために使用します。そこでは、少量のハード゙゚ゕで高いロードを生成す

る必要があるため、ブラ゙ザーのンスタンスを作成するのではなく、プロトコル層で Web パフ゜ーマンス 

テストを実行することにしました。Web パフ゜ーマンス テストは機能テストとしても使用できますが、これ

は本来の用途ではありません。詳細については、「Are Web Tests Functional Tests? (Web テストは機能テストとい

えるか、英語)」という記事を参照してください。本書でも、以前のように "Web パフ゜ーマンス テスト" を

略して "Web テスト" と呼んでいます。 

 

どうしてもブラ゙ザーからユーザー ゛クスペリ゛ンスをテストする必要がある場合は、コード化された UI テ

ストを使用して、ブラ゙ザーを操作してください。 

 

Web パフ゜ーマンス テストを正しく操作するには、そのしくみの基礎を理解することが重要です。 

2010 のみに該当 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms364082(VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms364082(VS.80).aspx
http://blogs.msdn.com/edglas/archive/2008/02/27/are-web-tests-functional-tests.aspx
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http://blogs.msdn.com/blogfiles/edglas/WindowsLiveWriter/WebTestAuthoringandDebuggingTechniquesfo_99C6/image_4.png
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Web パフォーマンス テストは HTTP 層で機能する 

ユーザーが混乱する最も一般的な原因は、Web パフ゜ーマンス テストが HTTP 層で機能するのをユーザーが

理解していないことです。Web パフ゜ーマンス テスト ツールは、こうしたユーザーの誤った認識を増幅しま

す。結局、記録は IE で行います。Web テストを実行する際に使用するブラ゙ザーは選択でき、テスト結果は

結果ビューゕーによってブラ゙ザー ゙ゖンド゙で表示されます。その結果、テストがブラ゙ザーで実行されて

いるかのように誤解されます。そうではありません。Web テスト ゛ンジンは HTTP 層で機能し、ブラ゙ザー

のンスタンスを作成しません。つまり、上図のように、゛ンジンが要求を送受信しているとき、ブラ゙ザー

は実行されていません。 

 

このしくみの影響 

この設計は、Web テストを操作している場合に、重大な影響を広範囲に及ぼします。Web テストの作成とデ

バッグを正しく行うには、このことを理解するのが重要です。これは、Web テストを幅広く使用するユーザー

でも忘れてしまうことで、混乱を招く主な原因となっています。Web テスト ゛ンジンには、以下の特徴があ

ります。 

 

1) HTTP 層でデータを送受信します。 

2) ブラ゙ザーを実行しません。 

3) JavaScript を実行しません。 

4) ActiveX コントロールまたはプラグンをホストしません。 

 

Web テストが HTTP 層で機能することはわかりました。では、JavaScript かブラ゙ザーのプラグン、または

その両方から送受信する要求についてはどうでしょう。HTTP トラフゖックを生成する JavaScript の最も優れ

た例は、AJAX 呼び出しです。また、最も一般的なブラ゙ザー プラグンの例としては Silverlight か Flash が

挙げられます。Web テスト レコーダーは、AJAX 呼び出しからと、ほとんどの (しかし、すべてではない) ブ

ラ゙ザー プラグンからの HTTP トラフゖックを記録します。 

 
 

Web テストは失敗しているように見えても成功していることがある 

Web テスト結果ビューゕーにおけるブラ゙ザーでのプレビューが、混乱を招く一般的な原因です。このブラ゙

ザー コントロールは、JavaScript もホスト プラグンも実行しません。設計上、゙ ンジンがこのどちらも実行

しないためです。また、セ゠ュリテゖ上の理由もあります。JavaScript が必要なページでよく使用する手法は、

この点を理解し、ブラ゙ザーが JavaScript を実行していないときに "このページには JavaScript が必要です" 

といったメッセージを表示する代わりのページを表示させることです。 
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このページは失敗しているように見えますが、実際は成功しています。応答と、次の要求を詳しく見てみると、

操作が成功していることが明らかです。前述のように、ブラ゙ザー コントロールがこのメッセージを表示して

いるのは、このコントロールで JavaScript が無効になっているためです。 

 

類似例は、Silverlight を使用する次のページのようなプラグンです。 

 

この場合も、ページは失敗しているように見えますが、HTTP 層では成功しています。 

 
 

http://blogs.msdn.com/blogfiles/edglas/WindowsLiveWriter/WebTestAuthoringandDebuggingTechniquesfo_99C6/image_6.png
http://blogs.msdn.com/blogfiles/edglas/WindowsLiveWriter/WebTestAuthoringandDebuggingTechniquesfo_99C6/image_12.png
http://blogs.msdn.com/blogfiles/edglas/WindowsLiveWriter/WebTestAuthoringandDebuggingTechniquesfo_99C6/image_12.png
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一般的な課題となる動的パラメーター 

HTTP 層を操作する際の主な問題の 1 つが "動的パラメーター" です。動的パラメーターとは、実行時に毎回

値を変更するパラメーターです。中でも最もよく見られるのが、ログン セッション ID などのセッション パ

ラメーターです。ユーザーがサトにログンするたびに、ユーザーには新しいログン セッション ID が提

供されます。このユーザー操作のシミュレーションを行うには、テストは単に記録されたセッション ID を再

生するのではなく、新しいセッション ID を再生する必要があります。Web テストは、動的パラメーターのほ

とんどのパターンを自動的に処理しますが、自動的に処理しないパターンもいくつかあります。 

 
 

VS 2010 における大きな進歩 

HTTP 上に構築される、かつてないほど複雑なゕプリケーションによって、HTTP 層でのスクリプトの作成がさ

らに難しくなっています。 

 

VS 2010 では、ツールが多くの点で大きく進歩し、記録、編集、およびデバッグ機能が強化されたため、この

ようなスクリプトの作成に役立ちます。高度な機能をいくつか次に示します。 

 

1) 動的パラメーターの検索と修正 

2) 任意のゕプリケーション向けに "そのままで" 機能する記録や再生など、レコーダーにおける拡

張ポントの提供 (1 番目の項目を効率的に実行できるようになる) 

3) 豊富なデータ型の結果を編集したり表示したりできる拡張ポントの提供 

 
 

他にも多くの強化が行われましたが、中でも特に強化された点を示します。 

 

エデゖターの強化 

1) Web テスト内でのループと分岐のサポート 

2) 要求の詳細゛デゖター 

3) ページのレポート名を使用した、意味のあるレポートの作成 

4) "応答時間の目標" 検証規則 

 

レコーダーの強化 

1) "そのままで" 機能するフゔル ゕップロードの記録と再生 

2) すべての依存要求を既定で記録 

3) [ツール] メニューの [ゝプション] への新しいレコーダーのゝプションの追加 

4) 非表示フゖールドと動的パラメーターの相関関係の強化 
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Web テストをデバッグして動的パラメーターを検索および修正する 

VS のレコーダーは、動的パラメーターのほとんどのクラス (Cookie、ク゛リ文字列パラメーター値、フ゜ーム 

ポスト パラメーター値、および非表示フゖールド) を自動的に処理します。VS 2010 では、そのすべてが強化

されました。ですが、確定的に検出して修正することができない動的パラメーターのパターンもいくつかあり

ます。 

 

本リリースの目標は、Web テストをデバッグするワークフローにツールを構築することで、主に、動的パラメ

ーターを探して修正できるようにすることでした。このワークフローについては、Sean Lumley の独創的なブ

ログ記事、「How to Debug a Web Test (Web テストをデバッグする方法、英語)」を参照してください。ワークフ

ローを次に示します。 

1) Web テストを記録して再生します。再生が失敗します。 

2) 失敗した要求のフ゜ーム ポスト パラメーターとク゛リ文字列パラメーターを参照し、動的に

なりそうなパラメーターを判断します。 

3) Web テストで、それらが抽出した値にバンドされるかどうかを判断します。 

4) バンドされなければ、ログを検索し、パラメーターが設定される場所を見つけます。できれ

ば、記録ログを検索して、パラメーターが設定される場所を見つけるために一意値を探します。 

5) 抽出規則を追加して、抽出値にパラメーター値をバンドします。 

 

VS 2010 の Web テストの再生゙ゖンド゙と゛デゖターには、次のように、このワークフローを円滑にサポー

トするコマンドがあります。 

1) IE から生成された HTTP トラフゖックを確認できる新しいレコーダー ログ。これは、テストを

デバッグする際に重要かつ大きな新機能です。再生゙ゖンド゙の要求、要求パラメーター、ま

たは応答から、記録ログでの同じコンテ゠ストに移動して、比較できます。 

2) 再生゙ゖンド゙での検索と、Web テスト ゛デゖターでの検索と置換。これらの機能は、動的パ

ラメーターをすばやく見つけて修正するのに非常に重要です。 

3) 再生゙ゖンド゙の要求から、゛デゖターでの同じ要求への移動。これにより、ワークフローの

効率が劇的に向上します。 

4) 再生゙ゖンド゙から直接実行できる抽出規則の作成、および抽出規則における適切なパラメー

ターの自動設定。この機能も効率を高めます。 

 

こうした機能を併用することで、ワークフローのデバッグと修正を非常に円滑に実行できるようになり、Web 

テストでの作業効率が大きく向上します。 

 

http://blogs.msdn.com/slumley/pages/how-to-debug-a-web-test.aspx
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ワークフローの概要: 

Web テスト結果のビューゕーで、動的パラメーターのように見える、失敗した要求を選択します。[要求] タブ

のパラメーターを右クリックして、゛デゖターに移動し、バンドされていないことを確認します。 

゛デゖターを参照すると、この値がコンテ゠スト パラメーターにバンドされていないことがわかります。 

 

ここで、結果ビューゕーに戻ります。(HTTP とブラ゙ザーのしくみによって) 動的パラメーター値は応答本文

内に存在する必要があるため、この時点では、以前の要求のうちいずれかの応答内で動的な値を探します。こ

のため、レコーダーのログに移動します。レコーダーのログからこれを実行する理由は、記録の中に元の値が

記録されているためです。移動するには、[記録された結果] ゕコンをクリックします (このゕコンは、必

ずコンテ゠スト メニューに表示するようにします)。 

 

これにより、選択しているパラメーターと同じパラメーターを持つ同じ要求に移動します。今度は、パラメー

ターを右クリックして、前の応答のパラメーター値を検索するためにクック検索を実行します。パラメータ

ーは動的で、値は再生ログではなく記録ログにあるため、これも記録ログから実行します。 

 
 

http://blogs.msdn.com/blogfiles/edglas/WindowsLiveWriter/WebTestAuthoringandDebuggingTechniquesfo_99C6/image_18.png
http://blogs.msdn.com/blogfiles/edglas/WindowsLiveWriter/WebTestAuthoringandDebuggingTechniquesfo_99C6/image_18.png
http://blogs.msdn.com/blogfiles/edglas/WindowsLiveWriter/WebTestAuthoringandDebuggingTechniquesfo_99C6/image_20.png
http://blogs.msdn.com/blogfiles/edglas/WindowsLiveWriter/WebTestAuthoringandDebuggingTechniquesfo_99C6/image_22.png
http://blogs.msdn.com/blogfiles/edglas/WindowsLiveWriter/WebTestAuthoringandDebuggingTechniquesfo_99C6/image_24.png
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応答本文を検索して値を見つけます。動的文字列が JavaScript で構築されている場合は、次のように、値の動

的な部分を検索するだけでかまいません。 

 

値を見つけたら、次のように右クリックして抽出規則を追加します。 

 

抽出規則を追加したら、パラメーター値をバンドすることも必要です。メッセージ ボックスで [はい] を選

択して、検索を起動し、Web テスト ゛デゖターから置換を行います。 

http://blogs.msdn.com/blogfiles/edglas/WindowsLiveWriter/WebTestAuthoringandDebuggingTechniquesfo_99C6/image_30.png
http://blogs.msdn.com/blogfiles/edglas/WindowsLiveWriter/WebTestAuthoringandDebuggingTechniquesfo_99C6/image_32.png
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動的パラメーターの検索と修正をかなり容易にするツールが VS 2010 に追加されていることをおわかりいた

だけたと思います。 

 

ソリューションの設計 

このソリューションを設計するために、Web テストと Web テストの結果に、設計上重要な変更をいくつか行

いました。 

1) Web テスト結果の保存メゞニズムを変更して、trx ではなく、別個のログ フゔルに結果を保

存するようにしました。 

2) Web テスト結果用に、完全にパブリックな API を作成しました。 

3) 各 HTTP 要求に、要求 ID をスタンプするようになりました (これで、再生゙ゖンド゙と゛デゖ

ター間を移動できるようになります)。 

4) レコーダーが、Web テスト結果フゔルを生成して、記録の一環として保存するようになりま

した。 

 

Web パフォーマンス テストのレコーダーのログについて 

レコーダーのログは、Web テストが記録されるのと同じデゖレクトリに保存されるフゔルです。前述のよう

に、Web テスト結果ビューゕーからレコーダーのログに移動できます。また、Web テストのフ゜ルダー内に

ある *.webtestresult フゔルからも、レコーダーのログを参照できます。記録した結果フゔルの名前は、

Web テストの xml フゔル内に RecordedResultFile 属性として保存します。このフゔルは、既定ではプロ

ジ゚クトに追加されません。チーム メンバーと共有する場合は、ソース管理から確認されるように、このフゔ

ルをソリューションに追加することを検討してください。 

 

レコーダーのログは、Web テスト結果と同じフゔル形式で保存します。このデータには、完全な API があ

ります (WebTestResult クラスと WebTestResultDetails クラスを参照してください)。 

http://blogs.msdn.com/blogfiles/edglas/WindowsLiveWriter/WebTestAuthoringandDebuggingTechniquesfo_99C6/image_34.png
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記録/再生が "そのままで" 機能するように、独自のレコーダー プラグンを追加 

テスト内の動的パラメーターを見つけて修正したら、この Web サトの新しいテストを記録するたびに自動

実行されるよう、レコーダー プラグンを作成することを検討します。 

 

レコーダー プラグンは、VS 2010 のレコーダーに新しく追加された、非常に強力な機能です。これは、記録

した結果と記録した Web テストに完全にゕクセスできるようにする拡張フックで、記録した要求から Web 

テスト内の対応する要求にシームレスに移動します。これにより、すべての変更を、生成した Web テストに

対応させることができます。この非常に強力な生産性の高いツールは、事実上あらゆる目的で自由に使用する

ことが可能で、Web テストを解決する時間を短縮できます。 

 

これが強力なソリューションであることはいくら強調しても足りません。Web サトのスクリプトを記述して

いて、記録を修正する必要が出てきたら、レコーダー プラグンを構築する価値は十分にあります。 

 

 

レコーダー プラグンは、動的パラメーターの解決 (抽出規則とバンドの追加)、検証規則の自動追加、デ

ータ ソースの自動追加とデータ バンドの自動実行、記録された依存要求の除外など、さまざまな用途に使

用できます。 

http://blogs.msdn.com/blogfiles/edglas/WindowsLiveWriter/WebTestAuthoringandDebuggingTechniquesfo_99C6/image_28.png
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レコーダー プラグンのコードの記述とンストールは、非常に簡単です。レコーダー プラグンは、

WebTestRecorderPlugin クラスから派生します。プラグンを実装したら、ゕセンブリを次のいずれかのデゖレ

クトリに配置して、VS を再起動します。 

 %ProgramFiles%¥Microsoft Visual Studio 10.0¥Common7¥IDE¥PrivateAssemblies¥WebTestPlugins 

 %USERPROFILE%¥My Documents¥Visual Studio 10¥WebTestPlugins 
 

抽出規則を追加して、抽出した値にク゛リ文字列パラメーターをバンドするレコーダー プラグンの例を次

に示します。 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Text; 

using System.ComponentModel; 

 

using Microsoft.VisualStudio.TestTools.WebTesting; 

using Microsoft.VisualStudio.TestTools.WebTesting.Rules; 

using System.Diagnostics; 

 

namespace RecorderPlugins 

{ 

     [DisplayName("Correlate ReportSession")] 

      [Description("レポート セッションの抽出規則を追加し、ReportSession を使用するク゛リ文字列パラメーターにバ

ンドします")] 

     public class CorrelateSessionId : WebTestRecorderPlugin 

     { 

          public override void PostWebTestRecording(object sender, PostWebTestRecordingEventArgs e) 

          { 

               // セッション ID を探して、記録内の応答をループします 

               bool foundId = false; 

               foreach (WebTestResultUnit unit in e.RecordedWebTestResult.Children) 

               { 

                    WebTestResultPage recordedWebTestResultPage = unit as WebTestResultPage; 

                    if (recordedWebTestResultPage == null) 

                    { 

                         continue; 

                    } 

                    // セッション ID がまだ見つかっていなければ、この応答の中を探します 

                    if (!foundId) 

                    { 

                         // 記録された要求の応答本文で、"ReportSession" 文字列を探します 

                         int indexOfReportSession = 

recordedWebTestResultPage.RequestResult.Response.BodyString.IndexOf("ReportSession"); 

                         if (indexOfReportSession > -1) 

                         { 

                              // テスト内の対応ページを探します。これは、抽出規則を追加するページです 

                              WebTestRequest requestInWebTest = 

e.RecordedWebTest.GetItem(recordedWebTestResultPage.DeclarativeWebTestItemId) as WebTestRequest; 

                              Debug.Assert(requestInWebTest != null); 

                              if (requestInWebTest != null) 

                              { 

                                   foundId = true; 

                                   string startsWith = "?ReportSession="; 

                                   string endsWith = "&"; 

                                   string contextParamName = "ReportSession"; 

                                   AddExtractTextRule(requestInWebTest, startsWith, endsWith, 
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contextParamName); 

                                   e.RecordedWebTestModified = true; 

                              } 

                         } 

                    } 
                    else  

                    {  

                         // セッション ID を抽出したら、セッション ID のパラメーターをすべてコンテ゠スト パラメーター

にバンドします 

                         // この呼び出しは、Web テスト内の対応する要求を取得します 

                         WebTestRequest requestInWebTest = 

e.RecordedWebTest.GetItem(recordedWebTestResultPage.DeclarativeWebTestItemId) as WebTestRequest;  

                         Debug.Assert(requestInWebTest != null);  

                         if (requestInWebTest != null)  

                         {  

                              BindQueryStringParameter(requestInWebTest, "SessionId", "SessionId");  

                         }  

                    }  

               }  

          }  

          ///  

          /// 要求に ExtractText 規則を追加するコード 

          ///  

          ///  

          ///  

          ///  

          ///  

          private static void AddExtractTextRule(WebTestRequest request, string startsWith, string 

endsWith, string contextParameterName)  

          {  

               // この要求に抽出規則を追加します 

               // 宣言型の Web テスト内の対応する要求を取得します 

               ExtractionRuleReference ruleReference = new ExtractionRuleReference();  

               ruleReference.Type = typeof(ExtractText);  

               ruleReference.ContextParameterName = contextParameterName;  

               ruleReference.Properties.Add(new PluginOrRuleProperty("EndsWith", endsWith));  

               ruleReference.Properties.Add(new PluginOrRuleProperty("StartsWith", startsWith));  

               ruleReference.Properties.Add(new PluginOrRuleProperty("HtmlDecode", "True"));  

               ruleReference.Properties.Add(new PluginOrRuleProperty("IgnoreCase", "True"));  

               ruleReference.Properties.Add(new PluginOrRuleProperty("Index", "0")); 
               ruleReference.Properties.Add(new PluginOrRuleProperty("Required","True")); 

               ruleReference.Properties.Add(new PluginOrRuleProperty("UseRegularExpression", 

"False")); 

               request.ExtractionRuleReferences.Add(ruleReference); 

          } 

          public static void BindQueryStringParameter(WebTestRequest requestInWebTest, string 

queryStringParameterName, string contextParameterName) 

          { 

               // SessionId パラメーターをコンテ゠スト パラメーターにバンドするデータを追加するコード 

               foreach (QueryStringParameter param in requestInWebTest.QueryStringParameters) 

               { 

                    if (param.Name.Equals(queryStringParameterName)) 

                    { 

                         param.Value = "{{" + contextParameterName + "}}"; 

                    }  

               }  

          }  

     }  

}  
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VS 2010 でのレコーダーのさらなる強化 

VS 2010 には、VS 2008 から改善されただけでなく、新しく強力なシナリゝも追加されています。 

 

レコーダー ゙ゖンド゙が空にならない 

VS 2008 では、レコーダーが要求を記録しないことがありました。これには、(VS を管理者として実行する必

要がある) セ゠ュリテゖ コンテ゠ストが切り替わるとき新しいプロセスを開始する、IE 7 と IE 8 のプロセス 

モデルが関連していることがほとんどです。これらの問題は VS 2010 で解決され、レコーダーは IE のプロセ

ス境界にまたがって記録するようになりました。 

 

"そのままで" 機能する多くのゕプリケーション 

VS 2008 では、非表示フゖールドの相関関係と動的パラメーターの検出が機能しないケースがありました。こ

のことについてのフゖードバックにより、VS 2010 では非表示フゖールドの相関関係と動的パラメーターの検

出ツールを強化することで、この問題に対処しました。問題のほとんどが AJAX 要求における動的パラメータ

ーでした。 

 

VS 2008 では適切に処理されないことがあったバナリのポスト本文が、適切に処理されるようになりました。 

 

レコーダーは、フゔル ゕップロードを自動処理するようになったため、"そのままで" 機能します。ゕップ

ロードするフゔルは、プロジ゚クトに自動追加されます。ゕップロード フゔル名は動的に生成され、同じ

フゔルを異なる名前で自動ゕップロードできます。 
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[ツール] メニューの [オプション] に追加されたレコーダーのオプション 

レコーダーを細かく制御したいというご要望に応え、[ツール] メニューの [ゝプション] を選択すると表示さ

れるダゕログ ボックスに、レコーダーのゝプションを新しく追加しました。 

 

VS 2010 での Web テスト エデゖターの強化 

VS 2010 の目標の 1 つは、扱うユース ケースを増やすために、"宣言型の" Web テストからコード化されたテ

ストに移動する必要をなくすことでした。VS 2005 か VS 2008 のコードに移動する必要がある理由の 1 つは、

Web テストでループ処理や条件付きの実行を行うためです。 

 

ループと分岐 

VS 2010 の宣言型゛デゖターは、新しい強力なループ構造と分岐構造をサポートするようになりました。ルー

プと分岐は条件付き規則に基づき、検証規則や抽出規則とまったく同じ拡張性モデルに従います。次のように、

゛デゖターには多くの規則が組み込まれています。 

 

http://blogs.msdn.com/blogfiles/edglas/WindowsLiveWriter/WebTestAuthoringandDebuggingTechniquesfo_99C6/image_9.png
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Visual Studio パフ゜ーマンス テスト クック リフゔレンス ゟド ページ 130 

 
 

ご覧のように、柔軟性のある数多くの規則があらかじめ組み込まれています。 

 

これによって可能になるシナリゝを次にいくつか示します。 

 

1) 条件付きログン。ロード テストで、ユーザーのログンのシミュレーションを一度に行って

から、多くの操作をテスト実行する場合、条件付き規則を使用すれば簡単です。一般にセッシ

ョン ID は Cookie によって処理されるため、ログンがまだ行われていない場合のみログン 

ページに移動する規則を簡単にセットゕップできます。 

2) スクリプトにおける可変性。ユーザーに、スクリプトにおける手順をときどきス゠ップさせた

り、いくつかの手順を不規則に繰り返させたりする場合は、指定した見込みに基づいていくつ

かの要求を実行するだけの確率規則を使用すれば簡単です。 

3) なんらかの操作が成功するまでのループ。何人かのユーザーが失敗しても、再試行後に成功す

る操作があり、この再試行をモデル化する場合は、操作が成功するまでループを行います。こ

のためには、抽出規則を使用して操作が成功したかどうかを示し、[コンテ゠スト パラメーター

あり] を使用して、成功するまでループします。 

 
 

http://blogs.msdn.com/blogfiles/edglas/WindowsLiveWriter/WebTestAuthoringandDebuggingTechniquesfo_99C6/image_16.png
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条件付き評価結果が表示される結果ビューゕーを使用して、ループと条件をデバッグできます。 

 
 

特定のテスト内で非常に多くのループを行うことは避けてください。ループ機能は仮想ユーザーの実行を制御

することなので、ロード テスト ゛ンジンに悪影響を及ぼします。Web テストの結果全体がメモリに保存され

ますが、これにはすべてのループも含まれます。したがって、多くのループがある Web テストを実行すると、

コンピューターのメモリを使い果たすことになります。これを回避するためにロード テスト内で実行すること

も可能ですが、上記の理由により、お勧めできません。 
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エデゖターのその他の機能 

゛デゖターの検索と置換については既に説明しました。それに加え、要求の詳細゛デゖターが新しく用意され

ました。これは、待ち時間、レポート名、および各ページの目的をすばやく確認および編集できる、非常に便

利な゛デゖターです。新しいテストを記録するたびに、このビューを使用することをお勧めします。 

 

レポート名と応答時間の目標は、どちらも Excel のロード テスト レポートに反映されるため、レポートの有

用性を高めることができます。 

 

ロード テストには、既定で、新しく追加された "応答時間の目標" 検証規則があるため、応答時間の目標を設

定すると、ロード テストで低速の要求を見つけることもできます。この規則は、指定したしきい値 (既定では、

許容値は 0) によって、目標を超えるページを失敗させます。この規則によって、低速の要求が失敗するため、

゛ラー ログの収集が可能になり、そのログを参照することで、ページが低速になる原因を判断できます。 

 
 

http://blogs.msdn.com/blogfiles/edglas/WindowsLiveWriter/WebTestAuthoringandDebuggingTechniquesfo_99C6/image_26.png
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豊富なデータ型に対応する新しい拡張ポント 

VS 2010 の゛デゖターと結果ビューゕーには、対応していないデータ型があります。Web サービス、REST 要

求、JSON 要求を送受信する AJAX コードがあると、これらの操作が難しくなることはおわかりと思います。

他のリリース同様、なんらかの機能を含められなかった場合は、あらゆる開発者がその分野に役立つツールを

追加できるよう、拡張ポントを公開しています。 

 

このため、不足機能を補う 2 つの拡張ポントを有効にしました。 

1) Web テスト ゛デゖター要求本文のプラグン 

2) Web テスト結果ビューゕー内の新しいタブとメニュー ゕテム 

 

製品版をリリースするころには、゛デゖターと再生の新しいプラグンをリリースする予定なので、 

http://teamtestplugins.codeplex.com/ (英語) で新しいリリースに注目しておいてください。 

 
 

Web テスト エデゖター要求本文のプラグン 

Web テスト要求本文のプラグンにより、フ゜ーム ポストの本文を編集するゞスタムの゛デゖターを VS に

組み込むことができます。このプラグンは、IStringHttpBodyEditorPlugin か IBinaryHttpBodyEditorPlugin のいず

れかを実装し、ポスト本文のコンテンツごとに編集゙ゖンド゙をゞスタマズすることができます。 

 

IStringHttpBodyEditorPlugin ンタープスは、次のように非常にシンプルです。 

 
public interface IStringHttpBodyEditorPlugin 

{ 

     object CreateEditor(string contentType, string initialValue); 

     string GetNewValue(); 

     bool SupportsContentType(string contentType); 

} 

 

基本的に、SupportsContentType は、゙ デゖターによってサポートされるコンテンツの種類を指定できるように

します。゛デゖターが特定のコンテンツの種類に遭遇したとき、その種類をサポートするために、最初に見つ

けたコンテンツの種類の゛デゖター プラグンの一覧をス゠ャンしてから゛デゖター コントロールをホスト

します。CreateEditor の呼び出しは、コントロールのンスタンスを作成するためにプラグンによって使用さ

れ、編集する初期値を提供します。また、GetNewValue は、プラグンが編集セッションの結果を返すのに使

用されます。IBinaryHttpBodyEditorPlugin も同じですが、バト配列を取得して挿入するという点が異なります。 

 
public interface IBinaryHttpBodyEditorPlugin 

{ 

     object CreateEditor(string contentType, byte[] initialValue); 

     byte[] GetNewValue(); 

     bool SupportsContentType(string contentType); 

} 

http://teamtestplugins.codeplex.com/
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現在、最も一般的な形式に対応する新しい゛デゖターを作成しており、製品版をリリースするころに、外部 

(http://teamtestplugins.codeplex.com/、英語) に発表する予定です。次に示すのは、優れた方法で msbin1 データ

を処理している゛デゖターの画面です (この公開 Web サトの URL は意図的に消してあります)。 

 

Web テ ス ト  ゛ デ ゖ タ ー  プ ラ グ  ン は 、 %ProgramFiles%¥Microsoft Visual Studio 

10.0¥Common7¥IDE¥PrivateAssemblies¥WebTestPlugins に配置する必要があります。 

 

Web テスト結果ビューゕーのプラグン 

Web テスト結果ビューゕーは、設計時のプラグンもサポートします。設計時のプラグンには次のように多

くのシナリゝがあります。 

1) 最も優れている dynaTrace のプラグン。The coolest comes from . 

2) 結果を自動分析して、パフ゜ーマンスの潜在的問題を指摘するツール  (例については 

blogs.msdn.com¥mtaute を参照)。 

3) 豊富な種類の要求と応答データ向けのゞスタム ビューゕー。 

ここでは 3 つ目のシナリゝを取り上げます。Web サービス、REST 要求、JSON 要求を操作する際に優れた編

http://teamtestplugins.codeplex.com/
http://blogs.msdn.com/blogfiles/edglas/WindowsLiveWriter/WebTestAuthoringandDebuggingTechniquesfo_99C6/image_36.png
http://blog.dynatrace.com/2010/03/10/vs2010-load-testing-for-distributed-and-heterogeneous-applications-powered-by-dynatrace/
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集゛クスペリ゛ンスが必要なのと同じように、このデータを結果ビューゕーで表示できる便利な方法も必要で

す。Web テスト結果ビューゕーのプラグンにより、完璧な拡張ポントが提供されます。 

結果ビューゕーのプラグンは、゛デゖター プラグンのコード化とンストールに少し関連しています。 

ここでは、応答本文゛デゖターと同様、VS 2010 には組み込まれていない Web テスト結果ビューゕーのプラ

グンを扱っています。以下に、バナリ データ結果ビューゕー プラグンの画面を示します。 

 

下の゙ゖンド゙のツリー ビューでは、バナリ データがツリー表示されています。 

 

まとめ 

VS 2010 は、非常に優れた製品で、Web テストの作成と保存にかかる時間が大幅に短縮されます。 

フ゜ーラムやブログで直接コミュニケーションを取ることで、スクリプトの作成時に発生する問題の種類を把

握できました。頂いたフゖードバックはツールに反映しました。対処する時間がなかった分野については、そ

の機能を開発者が提供できるよう拡張ポントを用意し、独自のソリューションを作成できるようにしました。 

そのため、皆さんがパフ゜ーマンス テスターで、Visual Studio 2010 は皆さんが考案したものだと言えるかもし

れません。 

http://blogs.msdn.com/blogfiles/edglas/WindowsLiveWriter/WebTestAuthoringandDebuggingTechniquesfo_99C6/image_40.png


 
Visual Studio パフ゜ーマンス テスト クック リフゔレンス ゟド ページ 136 

--新規-- ネットワーク ゛ミュレーションのトラブルシューテゖング 

この情報は、nkamkolkara のブログから直接引用したものです。 

 
 
 

最近ゞスタマー サポートで、VS 2010 Ultimate でのロード テスト実行中のネットワーク ゛ミュレーション ド

ラバーのトラブルシューテゖングに関する問題に対処しました。このとき、トラブルシューテゖングを行っ

て問題を明確にした方法を解説したブログがあれば便利だと思い立ち、ここに記載することにしました。ここ

では、問題と現象について解説し、Visual Studio 2010 におけるネットワーク ゛ミュレーションのしくみについ

ても説明します。さらに、問題を明確にして絞り込むことを検討する手順について提案します。 

 

対象 

Visual Studio 2010 Ultimate が対象です。 

 

ユーザー シナリオ 

このド゠ュメントのトラブルシューテゖングは、新しいロード テストの作成中、VS 2010 Ultimate で新しく使

用できるようになったネットワーク ゛ミュレーション機能を使おうとして、新しいロード テスト ゙ゖザード

の [ネットワーク ミックス] ページでネットワークの種類を LAN 以外にする場合に適用します。 

 
 

ネットワーク エミュレーションとは 

Microsoft Visual Studio 2010 では、あらゆる種類のテストにソフド゚ゕ ベースのトルー ネットワーク ゛

ミュレーションを使用します。これは、ロード テストでも使用されます。トルー ネットワーク ゛ミュレー

ションは、ネットワーク パケットを直接操作することで、ネットワーク状態のシミュレーションを行います。

トルー ネットワーク ゛ミュレーターは、ーサネットなどの信頼性の高い物理リンクを使用することで、

2010 のみに該当 
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有線ネットワークとワヤレス ネットワークの両方の動作の゛ミュレーションを行います。次に、トルー ネ

ットワーク ゛ミュレーションに組み込まれているネットワーク属性を示します。 

 

 ネットワーク間の往復時間 (待機時間) 

 使用可能な帯域幅の量 

 ゠ューの動作 

 パケット損失 

 パケットの順序変更 

 ゛ラーの伝達 

 

また、トルー ネットワーク ゛ミュレーションは、IP ゕドレス、または TCP、UDP、ICMP などのプロトコ

ルに基づいて、ネットワーク パケットのフゖルター処理を柔軟にします。これは、ネットワーク ベースの開

発者およびテスターが、必要なテスト環境の゛ミュレーションを行ったり、パフ゜ーマンスを評価したり、変

更による影響を予測したり、テクノロジの最適化について判断したりするのに使用できます。ハード゙゚ゕ テ

スト ベッドと比較すると、トルー ネットワーク ゛ミュレーションは、はるかに安価で、柔軟性の高いソリ

ューションです。 

 
 

VS 2010 でのネットワーク エミュレーションの動作 

VS 2010 Ultimate のネットワーク ゛ミュレーションは、Microsoft Research Labs によって設計および構築された

ネットワーク デバス ドラバーを使用しており、Visual Studio 2010 向けに調整されています。このテクノ

ロジは 2005 年ごろ登場し、マクロソフトの数多くのサーバー製品チームによって広く使用されています。 

 

ネットワーク ゛ミュレーションを使用するには、Visual Studio 2010 Ultimate の SKU をンストールする必要

があります。ネットワーク ゛ミュレーションは、Visual Studio に新しいロード テストを追加する一環として、

新しいロード  テスト  ゙ゖザード画面の指示に従って構成します  ( 上図参照 ) 。

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dd997557.aspx の手順に従ってネットワーク ゛ミュレーションをセット

ゕップしたら、ロード テストを実行します。ロード テストが開始されると、ネットワーク ゛ミュレーション

は、ネットワーク ミックスで選択した各ネットワーク プロフゔル (DSL、56 Kbps のモデムなど) に使用で

きるポートの範囲を割り当てます。このポート範囲は、実行時に有効になっているネットワーク ゛ミュレーシ

ョン ドラバーに使用できます (既定では、ネットワーク ゛ミュレーション ドラバーは無効です)。 

 

ロード テストの実行中、ロード ジ゚ネレーターがテスト対象のゕプリケーションに要求を送信すると、ネッ

トワーク ゛ミュレーション ドラバーはポート範囲からポートを指定します。ネットワーク ゛ミュレーショ

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dd997557.aspx
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ン ドラバーが、選択したポート範囲からそのポートを検出すると、それを、その要求が従う必要があるネッ

トワーク プロフゔルと関連付けることができます。これにより、ソフド゚ゕでロードを調整するドラバ

ーが、選択したネットワーク プロフゔルとポートが対応していることを確認できるようになります。 

 
 

ネットワーク エミュレーションが機能していないことを把握する方法 

多くの兆候の 1 つは、ロード テストが次のようなソケット例外をログに記録することです。 

 

"要求したゕドレスのコンテキスト xx.xx.xx.xxx:80 が無効です。" 

 

注: このようなソケット例外を引き起こす条件は他にもあります。これにより、ロード テストは機能し続けて

も、ソケット例外がログに記録されてしまいます。ここからは、問題がどこに存在するかを明確にしてトラブ

ルシューテゖングを行う方法を説明します。 

 
 

ネットワーク エミュレーションのトラブルシューテゖングを行う方法 

問題のトラブルシューテゖングを行い、問題を効率良く切り分けるには、基本的なテストを既に完了している

必要があります。 

 

 1. ロード テストに参加しているすべてのコンピューターに完全に接続できるようにします。 

 2. 指示に従って、゛ージ゚ントに管理者権限を持たせ、ネットワーク ゛ミュレーションが適切に構成さ

れた状態にします。 

 3. いずれか、またはすべてのフゔゕ゙゜ールを (少なくともトラブルシューテゖングのため) 無効にし、

フゔゕ゙゜ールがラボ ネットワークの特定のポートやトラフゖックをブロックしないようにします。 

◦ a. TCPView (こちらからダ゙ンロード) を実行して、すべてのソケット接続が実行中に実際に見えるよ

うにします ("赤" で強調表示されている部分を確認)。好みのポート監視ツール (portmon など) を使

用します。 

 4. ロード ジ゚ネレーターのコンピューターで、このソフド゚ゕを妨害する可能性がある゙ルス対策

ソフド゚ゕが実行されていないようにします。 

 5. 問題がネットワーク ゛ミュレーション ドラバーとロード テスト コンポーネントのどちらにある

かを明確にするには、次の手順を実行します。 

◦ a. ネットワーク ゛ミュレーション ドラバーを原因と考えて取り除く 

 ネットワーク ゛ミュレーションが適切に構成されているロード テストを実行します (ソケッ

ト例外が発生することになってもかまいません)。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/sysinternals/bb897437.aspx
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 他のホストに ping を実行して、ネットワークの減速か長時間の待機、またはその両方を出力に

表示されているかどうか確認します。そして、遅延値が選択したネットワーク プロフゔルと

一致するかどうか確認します。待機時間値が選択したプロフゔルと一致する場合、ネットワ

ーク ドラバーは正常に機能しています。 

 ロード テストを実行している゛ージ゚ント コンピューターから、任意の外部ホスト (お気に入

りの Web ページなど) への接続を試みます。このテストにより、ロード テスト実行中でネッ

トワーク ドラバーが有効になっている間は、その外部の接続性やラボの接続性は問題ではな

いことが証明されます。したがって、ネットワーク ゛ミュレーション ドラバーは問題では

ありません。 

◦ b. ロード テスト コンポーネントを原因と考えて取り除く 

 ロード ジ゚ネレーターと同じコンピューター (゛ージ゚ント コンピューター) に、このサンプ

ル テスト プログラムをダ゙ンロードして実行します (現状のまま使用できますが、マクロソ

フトからのサポートはありません)。このサンプル プログラムは、ロード テスト コンポーネン

トで使用されている一連のソケット接続呼び出しの正確なシミュレーションを行います。この

テスト プログラムが下図のようにソケット例外も表示する場合は、ロード テスト製品がソケ

ット例外の原因ではないことになり、問題が、環境、コンピューター、ネットワーク、または

ツールの外部にあることを示します。ロード テストを再度実行する前に、外部の問題のデバッ

グを行ってください。 

 

 
 
 

http://cid-b4d96ae7c4b66491.office.live.com/self.aspx/.Public/Sample%20Test%20Program%20To%20TroubleShoot%20Socket%20Exceptions%20During%20Network%20Emulation%20Load%20Test.zip
http://cid-b4d96ae7c4b66491.office.live.com/self.aspx/.Public/Sample%20Test%20Program%20To%20TroubleShoot%20Socket%20Exceptions%20During%20Network%20Emulation%20Load%20Test.zip


 
Visual Studio パフ゜ーマンス テスト クック リフゔレンス ゟド ページ 140 

 このサンプル プログラムが正しく機能している場合、下図のような出力になり、問題があるの

は環境ではなくロード テスト プログラムであることが推測されます。この状況に当てはまり、

サポートを必要とする場合は、ゞスタマー サポートに問い合わせるか、フ゜ーラムに質問や状

況を投稿してください。 

 

 
 
 

既知の問題点 

Broadcom ネットワーク ゞードには、高いロードの下でパケット数が急激に低下するという、既知の問題点が

あります。この問題が発生した場合は、Broadcom がこの問題に対処するまで、別のネットワーク ゞードを使

用することをお勧めします。 

 

また、IPSEC が有効だと、ネットワーク パケット内のポートは暗号化されます。このため、ネットワーク ゛

ミュレーション ドラバーが、ロード テスト ゛ンジンによって指定されたポート範囲内にパケットがあるこ

とを判断できません (上記の「VS 2010 でのネットワーク ゛ミュレーションの動作」参照)。ネットワーク ゛

ミュレーションを機能させるには、IPSEC を無効にする必要があります。 

 
 

関連情報: 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dd505008.aspx 
 
http://blogs.msdn.com/b/lkruger/archive/2009/06/08/introducing-true-network-emulation-in-visual-studio-2010.aspx 
 
 
 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dd505008.aspx
http://blogs.msdn.com/b/lkruger/archive/2009/06/08/introducing-true-network-emulation-in-visual-studio-2010.aspx
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Visual Studio Test Controller と Test Agent のトラブルシューテゖング ゟド 

引用元: http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/VStest/thread/df043823-ffcf-46a4-9e47-1c4b8854ca13 (英語) 

 

このゟドは、Visual Studio Test Controller と Test Agent 間の接続に関する問題と、リモート テスト実行の問題

に関するトラブルシューテゖングを行うのに役立ちます。このゟドでは、テスト コントローラーとテスト ゛

ージ゚ントが使用する主な接続ポントを概説して、一般的なトラブルシューテゖング手順を紹介します。最

後に、一般的な゛ラーの一覧とそれらを解決する方法、トラブルシューテゖングに便利なツールの概要、およ

びテスト実行コンポーネントの診断情報を取得する方法について解説します。 

 

このゟドは改訂を続けたいと考えているため、ご意見やご感想をいただけるとさいわいです。 

 
 

2. リモート テスト実行: 接続ポント 

次の図は、テスト コントローラー、゙ ージ゚ント、クラゕント間の主な接続ポントを表しています。着信

接続と発信接続に使用されるポートと、それらのポートで使用されるセ゠ュリテゖの制限を簡単に示していま

す。 

 

 
 

リモート テスト実行コンポーネントへの接続に使用されるテクノロジは、TCP ポート経由の .NET リモート処

理です。既定では、テスト コントローラーは着信接続に TCP ポート 6901 を使用し、テスト ゛ージ゚ント

はポート 6910 を使用します。また、クラゕントは、コントローラーからテスト結果を取得するために着信

接続を受け入れる必要があり、着信接続には既定でランダムなポートを使用します。着信接続構成方法の詳細

http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/VStest/thread/df043823-ffcf-46a4-9e47-1c4b8854ca13
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については、付録の「ツール」を参照してください。発信接続には、TCP ポートがランダムに使用されます。

テスト コントローラーは、すべての着信接続に対して、呼び出し元を認証してそれが特定のセ゠ュリテゖ グ

ループに属していることを確認します。 

 

接続に関する問題はすべて、ネットワークの問題およびセ゠ュリテゖ/ゕクセス許可の問題という 2 つの主要

グループに分けることができます。 

 
 

2.1. (主に .NET リモート処理テクノロジによる) ネットワーク/フゔゕウォールの問題 

 

 コントローラー: 

 TCP ポート 6901 をリッスンします (別のポートを使用するよう構成可能)。 

 ゛ージ゚ントとクラゕントに発信接続を確立できる必要があります。 

 [フゔルとプリンターの共有] 着信接続が開かれている必要があります。 

 

 ゛ージ゚ント: 

 TCP ポート 6910 をリッスンします (別のポートを使用するよう構成可能)。 

 コントローラーに発信接続を確立できる必要があります。 

 

 クラゕント: 

 着信呼び出しを受け入れ可能である必要があります。通常、コントローラーがクラゕントに

初めて接続を試みるとき、フゔゕ゙゜ールの通知がユーザーに行われます。Windows Server 

2008 の既定では通知が無効になっており、着信接続が受け入れ可能になるようクラゕント 

プログラム (devenv.exe、mstest.exe、mlm.exe) にフゔゕ゙゜ール例外を手動で追加する必要が

あります。 

 既定では、ランダムの TCP ポートが着信接続に使用されます。必要な場合は、着信接続を構成

可能です (付録の「ツール」参照)。 

 コントローラーに発信接続を確立できる必要があります。 

 

2.2. ゕクセス許可 

テスト コントローラーが動作する方法が異なる 2 つのシナリゝがあります。また、コントローラーによって

使用されるゕクセス許可は、シナリゝによって異なります。次にそれらのシナリゝを示します。 

 テスト コントローラーがスタンドゕロン実行される物理環境 (VS 2008 または VS 2010) 

 テスト コントローラーが TFS サーバーに接続される仮想環境 (VS 2010 のみ) 
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2.2.1. ゕクセス許可: テスト コントローラーが TFS サーバーに接続されない 

 テストをリモート実行するには、クラゕント  ユーザーが、TeamTestControllerUsers、 

TeamTestControllerAdmins、またはコントローラー コンピューターの Administrators ローゞル グルー

プに属している必要があります。 

 コントローラーと゛ージ゚ントを管理するには、クラゕントが TeamTestControllerAdmins かコント

ローラー コンピューターの Administrators ローゞル グループに属している必要があります。 

 ゛ージ゚ントのサービス ゕゞ゙ントは、TeamTestAgentService か、コントローラー コンピューター

の Administrators ローゞル グループに属している必要があります。 

 コントローラーのサービス ゕゞ゙ントは、TeamTestControllerUsers かコントローラー コンピュータ

ーの Administrators ローゞル グループに属している必要があります。 

 パスワードが空または設定されていないサービス ゕゞ゙ントはサポートされません。 

 

2.3. 接続ポントのまとめ 

接続を確認すると、テスト コントローラーと゛ージ゚ントの接続で失敗する可能性があるものがだいたいわか

ります。この時点では既に、特定のシナリゝにとってどの要件が満たされていないか明確に理解しています。

ここからはトラブルシューテゖング手法を順を追って説明します。 

 

3. トラブルシューテゖング手順 

テスト コントローラーと゛ージ゚ントの接続に関する問題のトラブルシューテゖングを行う一般的な手順を

見ていきます。わかりやすくするために、1 つずつ順を追って説明します。 

 

手順を実行する前に、付録の「既知の問題点」を参照して、問題が既知の問題点に含まれているかどうか確認

してください。トラブルシューテゖングは主な接続ポントに基づき、基本的には次のことを確認します。 

 

 サービスが実行されている 

 ゕクセス許可が正しく設定されている 

 ネットワークの接続性とフゔゕ゙゜ールに関する問題がない 

 

テスト コントローラーが動作する方法が異なる 2 つのシナリゝがあります。また、トラブルシューテゖング

の手順は、シナリゝによって異なります。このため、各シナリゝを個々に見ていきます。 

 

 テスト コントローラーがスタンドゕロン実行される物理環境 (VS 2008 または VS 2010) 

 テスト コントローラーが TFS サーバーに接続される仮想環境 (VS 2010 のみ) 
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3.1. トラブルシューテゖング手順: VS 2008 または VS 2010 の物理環境 

 

前提条件: 必要なゕクセス許可があることを確認します。 

 トラブルシューテゖングの対象によっては、゙ ージ゚ント コンピューターとコントローラー コンピ

ューターに管理者権限が必要です。 

手順1: コントローラーが実行されていてクラゕントからコントローラーに接続できることを確認します。 

 Visual Studio か Microsoft Test Manager (付録「ツール」参照) を使用して、コントローラーの状態を表

示します。 

 コントローラーに接続できなければ、コントローラー サービスが実行されていることを確認します。 

 コントローラー コンピューター (リモート実行も可能) で、コントローラー サービスを再開し

ます (付録「ツール」参照)。 

 (それでも接続できなければ) コントローラー コンピューターで、フゔゕ゙゜ール経由の着信接続

を受け入れ可能であることを確認します。 

 ポート 6901 を開きます (または、サービス プログラムかサービス実行可能フゔルへの例外

を作成します)。 

 [フゔルとプリンターの共有] にフゔゕ゙゜ール例外を追加します。 

 (それでも接続できなければ) クラゕントで実行するユーザーに、コントローラーに接続するゕクセ

ス許可があることを確認します。 

 コントローラー コンピューターで、クラゕント ユーザーを TeamTestControllerAdmins ローゞ

ル グループに追加します。 

 (それでも接続できなければ) クラゕント コンピューターで、フゔゕ゙゜ールが着信接続と発信

接続をブロックしていないことを確認します。 

 着信接続が受け入れ可能になるように、クラゕント プログラム (devenv.exe, mstest.exe, 

mlm.exe) のフゔゕ゙゜ール例外を確認します。 

 フゔゕ゙゜ールが発信接続をブロックしていないことを確認します。 

 (それでも接続できなければ) 

 この時点で最も簡単なのは、コントローラーを再構成することです (VS 2010 のみ)。 

 コントローラー コンピューターでローゞル管理者としてログゝンして、Test Controller 構成

ツール (付録「ツール」参照) を実行してコントローラーを再構成します。 

 どの手順も正常に完了すべきです。 

 (それでも接続できなければ) コントローラー サービスを再開動します (付録「ツール」の「サービ

ス管理コマンド」参照してください)。 
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手順 2: コントローラーに最低 1 つ゛ージ゚ントが登録されていることを確認します。 

 Visual Studio ([テスト コントローラーの管理] ダゕログ ボックス) か Microsoft Test Manager (付録

「ツール」参照) を使用して、接続済み゛ージ゚ントを表示します。 

 コントローラーに接続している゛ージ゚ントがなければ、゛ージ゚ントを接続します。 

 VS 2010 のみ: 

 ゛ージ゚ント コンピューターで、TeamTestAgentServiceAdmins に属しているユーザーでロ

グンします。 

 ゛ージ゚ント コンピューターでコマンド ランを開き、Test Agent 構成ツールを実行しま

す (付録「ツール」参照)。 

 [テスト コントローラーへの登録] をゝンにして、コントローラー コンピューターの名前

を入力し、[設定の適用] をクリックします。 

 VS 2008 のみ: 

 Visual Studio ([テスト コントローラーの管理] ダゕログ ボックス) で、[゛ージ゚ントの

追加] をクリックします。 

 ゛ージ゚ント サービスを再開する必要がある場合があります。 

 

手順 3: ゛ージ゚ントが実行中で、(各゛ージ゚ントが) 準備状態にあることを確認します。゛ージ゚ントの状

態には、準備完了/ゝフラン (リモート テスト マシン群から一時的に除外されている)/応答しません/テスト

の実行中があります。 

 Visual Studio か Microsoft Test Manager (付録「ツール」参照) を使用して、゙ ージ゚ントの状態を表示

します。 

 ゛ージ゚ントが 1 つでも準備完了と表示されていなければ、゙ ージ゚ント サービスが実行されてい

ることを確認します。 

 ゛ージ゚ント コンピューター (リモート実行も可能) で、゙ ージ゚ント サービスを開始または

再開します (付録「ツール」参照)。 

 (それでも準備完了にならなければ) 

 この時点で最も簡単なのは、゛ージ゚ントを再構成することです (VS 2010 のみ)。 

 ゛ージ゚ント コンピューターでローゞル管理者としてログゝンし、Test Agent 構成ツール 

(付録「ツール」参照) を実行して゛ージ゚ントを再構成します。 

 どの手順も正常に完了すべきです。 

 (それでも準備完了にならなければ) 

 ゛ージ゚ントがゝフランと表示されていれば、その゛ージ゚ントを選択して [ゝンラン] を
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クリックします。 

 ゛ージ゚ント コンピューターで、゛ージ゚ント サービスがポート 6901 で着信接続を受け入

れ可能であることを確認します (フゔゕ゙゜ールが有効になっている場合、ポートまたはサー

ビス プログラム/サービス実行可能フゔルにフゔゕ゙゜ール例外が必要です)。 

 ゛ージ゚ントのサービス ゕゞ゙ントが、コントローラーの TeamTestAgentService に属している

ことを確認します。 

 コントローラー コンピューターの [コンピューターの管理] の [ローゞル ユーザーとグ

ループ] で、゛ージ゚ント ユーザーを TeamTestAgentService グループに追加します。 

 ゛ージ゚ント サービスとコントローラー サービスを順番に停止し、コントローラー サー

ビス、゛ージ゚ント サービスの順に開始して、サービスを再開します。 

 ゛ージ゚ント コンピューターからコントローラー コンピューターにゕクセスできることを確

認します (ping を使用)。 

 ゛ージ゚ント サービスを再開します (付録「ツール」の「サービス管理コマンド」参照)。 

 

手順 4: 上記のいずれも効果がない場合は、診断情報を分析します。 

 (VS 2010 のみ)。゛ージ゚ント サービスとコントローラー サービスは、既定で゛ラーをゕプリケー

ション ベント ログに記録します (付録「ツール」)。 

 ログで疑わしい゛ントリを確認します。 

 トレースを有効にします (付録「ツール」の「診断情報」参照)。 

 シナリゝにかかわるコンポーネント (次のいずれか、またはすべて) のトレースを取得します。 

 コントローラー 

 ゛ージ゚ント 

 クラゕント 

 Test Agent/Test Controller 構成ツール 

 コントローラーのサービス ゕゞ゙ントと゛ージ゚ントのサービス ゕゞ゙ントに、トレース フ

ゔルへの書き込みゕクセス権があることを確認します。 

 "*E" で始まる゛ントリを確認します。 

 

手順 5: 付録「既知の問題点」を参照して、類似の問題がないか確認します。 

 

手順 6: 適切な診断情報を収集して、マクロソフトに送信します (チーム テスト フ゜ーラムに投稿するか、

Microsoft Connect でバグを報告します) 

 

http://connect.microsoft.com/visualstudio
http://connect.microsoft.com/visualstudio
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4. 参考資料 

 

次に、テスト ゛ージ゚ントとコントローラーのトラブルシューテゖングを行うのに便利なサトを紹介します。 

 

 MSDN の「テスト実行のトラブルシューテゖング」 

 MSDN の「コントローラ、゙ ージ゚ント、およびリモート テスト マシン群のトラブルシューテゖン

グ」(VS 2008) 

 MSDN の「Visual Studio Agents のンストールと構成」(VS 2010) 

 ロード テスト チーム ブログの「Understanding the Visual Studio Load Agent Controller (Visual Studio の 

Team Test Load Agent のコントローラーについて理解する、英語)」 

 チーム ラボ ブログの「Troubleshooting errors in lab management (ラボ環境における゛ラーのトラブル

シューテゖング、英語)」 

 Visual Studio Team System テスト フ゜ーラム (英語) 

 バグや提案の報告先 Microsoft Connect (英語) 

 

付録 1: ツール 

 

リモート実行、゛ージ゚ント、コントローラーのトラブルシューテゖングを行う際に便利なツールを紹介しま

す。 

 

 Visual Studio 2010 Premium、Visual Studio Team System 2008 Test Load Agent 

 [テスト コントローラーの管理] ダゕログ ボックス (メン メニューの [テスト] をクリッ

クし、[テスト コントローラーの管理] をクリックします) で、コントローラーとすべての接続

済み゛ージ゚ントの状態を確認します。コントローラーに゛ージ゚ントを追加するかコントロ

ーラーから゛ージ゚ントを削除したら、゛ージ゚ントかリモート テスト マシン群全体を再起

動します。それから、゛ージ゚ントをゝンランまたはゝフランにして、゛ージ゚ントのプ

ロパテゖを構成します。 

 注: VS 2008 でもこのダゕログ ボックスは [テスト コントローラの管理] です。 

 テストのリモートの実行 

 VS 2008 の場合、テストの実行構成を更新してリモート実行を有効にし (メン メニューで [テ

スト] を選択して [テストの実行構成の編集] をポントし、実行構成を選択します。それから、

[コントローラおよび゛ージ゚ント] を選択し、[リモート] を選択したら、テスト コントローラ

ー名を入力します)、テストを実行します。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms182478(VS.100).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms404660.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms404660.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dd648127(VS.100).aspx
http://blogs.msdn.com/b/vstsloadtestblog/archive/2006/02/08/527597.aspx
http://blogs.msdn.com/b/lab_management/archive/2009/10/26/troubleshooting.aspx
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/ja-JP/vststest/threads
http://connect.microsoft.com/visualstudio
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 VS 2010 の場合、テスト設定を更新して、リモート実行のロールを使用し (メン メニューの 

[テスト] をクリックし、[テスト設定の編集] でテスト設定を選択します。それから [ロール] で 

[リモート実行] を選択します)、テストを実行します。 

 Microsoft Test Manager (VS 2010 のみ) 

 [ラボ センター] をクリックして、[コントローラー] をクリックし、コントローラーとすべての

接続済み゛ージ゚ントを参照します。゛ージ゚ントをコントローラーに追加または削除し、゛

ージ゚ントかリモート テスト マシン群全体を再起動したら、゛ージ゚ントをゝンランまた

はゝフランにして、゙ ージ゚ント プロパテゖを構成します。ラボ センターは、TFS のンス

タンスに関連付けられているコントローラーのみ表示することに注意してください。 

 Test Controller 構成ツール (TestControllerConfigUI.exe、VS 2010 のみ) 

 テスト コントローラーのセットゕップの最後の手順として実行されます。 

 セットゕップ後、コントローラーを再構成するためにいつでも使用できます。ツールには、問

題を簡単に検出できる診断が組み込まれています。 

 Test Agent 構成ツール (TestAgentConfigUI.exe、VS 2010 のみ) 

 テスト コントローラーのセットゕップの最後の手順として実行されます。 

 セットゕップ後、゛ージ゚ントを再構成するためにいつでも使用できます。ツールには、問題

を簡単に検出できる診断が組み込まれています。 

 診断情報 

 ゛ージ゚ントとコントローラーは、ゕプリケーション ベント ログかトレース フゔルに、

診断情報 (゛ラーから詳細まで) をトレースするよう構成できます。クラゕントは、トレース 

フゔルにトレース (゛ラーから詳細まで) を保存するよう構成できます。 

 トレースは、.config フゔルかレジストリ (VS 2010 のみ) によって有効にできますが、レジス

トリを優先します。シナリゝに合った方法を選んでください。 

 1 つまたは複数の .config フゔルによってトレースを有効にできます。 

 config フゔルを使用する利点の 1 つは、各コンポーネントを別々にトレースして、その

コンポーネントのみに固有のトレース設定を使用できるようになることです。 

 コントローラー サービス、゛ージ゚ント サービス、゛ージ゚ント プロセスには、対応す

る  .config フゔル  ( 既定では  C:¥Program Files (x86)¥Microsoft Visual Studio 

10.0¥Common7¥IDE にある qtcontroller.exe.config、qtagentservice.exe.config、qtagent.exe.config、

qtagent32.exe.config) の次のセクションが必要です。 

 <appSettings> セクション 

<add key="CreateTraceListener" value="yes"/> 
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 <configuration> セクション (注: "Verbose" は "4" と同等です) 

<system.diagnostics> 

<switches> 

<add name="EqtTraceLevel" value="Verbose" /> 

</switches> 

</system.diagnostics> 

 トレース フゔル: 

 コントローラー: vsttcontroller.log 

 ゛ージ゚ント サービス: vsttagent.log 

 ゛ージ゚ント プロセス: VSTTAgentProcess.log 

 適切な .config フゔル (devenv.exe.config, mstest.exe.config, mlm.exe.config) に次のセクショ

ンを追加します。 

 <configuration> セクション (注: "Verbose" は "4" と同等です) 

<system.diagnostics> 

<trace autoflush="true" indentsize="4"> 

<listeners> 

<add name="EqtListener" 

type="System.Diagnostics.TextWriterTraceListener" 

initializeData="C:¥EqtTrace.log" /> 

</listeners> 

</trace> 

<switches> 

<add name="EqtTraceLevel" value="Verbose" /> 

</switches> 

</system.diagnostics> 

 トレース フゔル: トレースは initializeData 属性で指定されるフゔルに保存され

ます。 

 重要: その場所は、コントローラー、゙ ージ゚ント サービス、プロセスから書き

込み可能であることを確認してください。 

 レジストリでトレースを有効にできます (VS 2010 のみ)。 

 レジストリを使用する利点の 1 つは、設定を 1 つだけ使用してすべてのコンポーネント

のトレースを有効にできることです。複数の構成フゔルを変更する必要はありません。 

 次のコンテンツを含むフゔルを作成して、.reg という拡張子に名前を変更し、゛クスプ

ローラーでダブルクリックします。 

 
 

Windows Registry Editor Version 5.00 

[HKEY_CURRENT_USER¥Software¥Microsoft¥VisualStudio¥10.0¥EnterpriseTools 

¥QualityTools¥Diagnostics] 

"EnableTracing"=dword:00000001 

"TraceLevel"=dword:00000004 

"LogsDirectory"="C:¥" 
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 注: 

 テスト コントローラー サービス、テスト ゛ージ゚ント サービスの場合、

HKEY_CURRENT_USER は、サービスを実行しているユーザーのレジストリです。 

 TraceLevel は、0 が Off、1 が Error、3 が Warning、4 が Verbose です。 

 LogsDirectory は省略可能です。指定されていなければ、%TEMP% が使用されます。 

 トレース フゔル名は <プロセス名>.EqtTrace.log です。たとえば、devenv.EqtTrace.log 

のようになります。 

 Test Controller 構成ツールと Test Agent 構成ツールからのトレースが可能です。 

 トレース フゔルを取得するには、[設定の適用] をクリックして、[構成の概要] ゙ゖンド

゙の一番下にある [ログの表示] リンクをクリックします。 

 SysInternals の DebugView も、診断情報の取得に使用できます。 

 ゕプリケーション構成フゔル 

 コントローラー、゛ージ゚ント、クラゕントは、ゕプリケーション構成フゔルの次の設定

を使用します。 

 コントローラー サービス: qtcontroller.exe.config 

 ゛ージ゚ント サービス: qtagentservice.exe.config 

 ゛ージ゚ント プロセス: qtagent.exe.config (ビットに非依存/64 ビット ゛ージ゚ント)、

qtagent32.exe.config (32 ビット ゛ージ゚ント) 

 VS: Devenv.exe.config 

 コマンド ラン テスト ランナー: mstest.exe.config 

 既定では、これらのフゔルは  C:¥Program Files (x86)¥Microsoft Visual Studio 

10.0¥Common7¥IDE にあります。 

 リッスンするポートを構成できます。 

 これは、次のようなシナリゝに便利です。 

 コントローラー、゛ージ゚ント、クラゕントから使用される既定のポートを、いく

つか別のソフド゚ゕから使用できる。 

 コントローラーとクラゕントの間にフゔゕ゙゜ールがある。この場合、コントロ

ーラーが結果をクラゕントに送信できるように、どのポートをフゔゕ゙゜ールで

有効にするかを把握することになります。 

 コントローラー サービス (qtcontroller.exe.config): 

<appSettings><add key="ControllerServicePort" 

value="6901"/></appSettings> 
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 ゛ージ゚ント サービス: 

<appSettings><add key="AgentServicePort" 

value="6910"/></appSettings> 

 クラゕント: 次のレジストリ値 (DWORD) を追加します。クラゕントは、コントローラ

ーからデータを受信するために、この範囲からポートのいずれかを使用します。 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥MICROSOFT¥VisualStudio¥10.0¥EnterpriseTools¥Quali

tyTools¥ListenPortRange¥PortRangeStart 

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥MICROSOFT¥VisualStudio¥10.0¥EnterpriseTools¥Quali

tyTools¥ListenPortRange¥PortRangeEnd 

 

 サービス管理コマンド 

 [スタート] をクリックし、[コンピューター] を右クリックして [管理] を選択します。[サービ

スとゕプリケーション] 下の [サービス] をクリックします。 

 Visual Studio Test Controller 

 Visual Studio Test Agent 

 コマンド ランで net start や net stop を使用すると、゛ージ゚ントやコントローラーを開始

または停止できます。 

 net start vsttcontroller 

 net start vsttagent 

 Windows フゔゕ゙゜ール 

 [スタート] をクリックし、[コントロール パネル] をクリックして [Windows フゔゕ゙゜ー

ル] をクリックします。 

 IP セ゠ュリテゖ ポリシー 

 (゛ージ゚ント コンピューターとコントローラー コンピューターの両方で) [スタート] をクリ

ックし、「rsop.msc」と入力します。 

 [コンピューターの構成]、[Windows の設定]、[セ゠ュリテゖの設定]、[IP セ゠ュリテゖ ポリシ

ー] を順に展開します。 

 接続を妨げるポリシーがあるかどうか確認します。既定では、ポリシーは 1 つもありません。 

 コンピューターの管理 

 ローゞル グループ 

 [スタート] をクリックし、[コンピューター] を右クリックして [管理] をクリックします。

それから、[ローゞル ユーザーとグループ] をクリックし、[グループ] をクリックします。 

 ベント ログ (ゕプリケーション) 

 [スタート] をクリックし、[コンピューター] を右クリックして [管理] をクリックします。、

[ベント ビューゕー]、[Windows ログ] を展開し、[ゕプリケーション] をクリックします。 
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 Ping 

 ping を使用して、一般的な TCP/IP ネットワーク接続が機能するかどうか確認できます。 

 Telnet 

 Telnet を使用して、゙ ージ゚ントやコントローラーに接続可能かどうか確認できます (フゔゕ

゙゜ールがブロックしていないかなど)。 

 telnet <コントローラー コンピューター名> 6901 

 telnet <゛ージ゚ント コンピューター名> 6910 

 Visual Studio Team System テスト フ゜ーラム (英語) 

 バグや提案の報告先 Microsoft Connect (英語) 

 

付録 2: 既知の問題点 

次に、既知の問題点と推奨解決策を示します。 

 

検証のために提供されるメッセージかシグネチャが変更されている (KB968389) 

現象: ゛ージ゚ントからコントローラーに接続できない。 

 

影響を受けるシナリ :ゝ Windows XP/Windows Server 2003 に接続する Windows 7 

 

詳細情報: 

 

 ベント ログ (゛ージ゚ント): 検証のために提供されるメッセージかシグネチャが変更されている。 

 トレース フゔル (゙ ージ゚ント) には、次の情報が含まれている。 

I, <process id>, <thread id>, <date>, <time>, <machine name>¥QTAgentService.exe, 

AgentService: The message or signature supplied for verification has been altered. 

I, <process id>, <thread id>, <date>, <time>, <machine name>¥QTAgentService.exe, 

AgentService: Failed to connect to controller. 

Microsoft.VisualStudio.TestTools.Exceptions.EqtException: The agent can connect to the 

controller but the controller cannot connect to the agent because of following reason: 

An error occurred while processing the request on the server: System.IO.IOException: 

The write operation failed, see inner exception. ---> 

System.ComponentModel.Win32Exception: The message or signature supplied for 

verification has been altered 

at System.Net.NTAuthentication.DecryptNtlm(Byte[] payload, Int32 offset, Int32 count, 

Int32& newOffset, UInt32 expectedSeqNumber) 

at System.Net.NTAuthentication.Decrypt(Byte[] payload, Int32 offset, Int32 count, 

Int32& newOffset, UInt32 expectedSeqNumber) 

at System.Net.Security.NegoState.DecryptData(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count, 

Int32& newOffset) 

at System.Net.Security.NegotiateStream.ProcessFrameBody(Int32 readBytes, Byte[] 

buffer, Int32 offset, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest) 

at System.Net.Security.NegotiateStream.ReadCallback(AsyncProtocolRequest asyncRequest) 

--- End of inner exception stack trace --- 

at System.Net.Security.NegotiateStream.EndRead(IAsyncResult asyncResult) 

at 

System.Runtime.Remoting.Channels.SocketHandler.BeginReadMessageCallback(IAsyncResult 

ar) 

Server stack trace: 

http://social.msdn.microsoft.com/Forums/ja-JP/vststest/threads
http://connect.microsoft.com/visualstudio
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at 

Microsoft.VisualStudio.TestTools.Controller.AgentMachine.VerifyAgentConnection(Int32 

timeout) 

 

根本原因: Windows Update から、または手動で KB968389 をンストールした。 

 

解決策: [スタート] をクリックし、[コントロール パネル] の [プログラムと機能] をクリックし、[ンストー

ルされた更新プログラムを表示] をクリックして、KB968389 をゕンンストールします。 

 

2.2. コントローラー/エージェントが信頼されないドメンにあるか、片方がドメンにあってもう片方

がワークグループにある 

現象: ゛ージ゚ントからコントローラーに接続できない。 

 

影響を受けるシナリ :ゝ テスト コントローラーと゛ージ゚ントが、同じ Windows ドメン内にない。両方が

信頼されないドメンにあるか、片方がドメンにあってもう片方がワークグループにある。 

 

詳細情報: 

 

 トレース フゔル (゙ ージ゚ント) に、次の情報が含まれている。 

W, <process is>, <thread id>, <date>, <time>, <mMachine name>¥QTController.exe, 

Exception pinging agent <agent name>: 

System.Security.Authentication.AuthenticationException: Authentication failed on the 

remote side (the stream might still be available for additional authentication 

attempts). ---> System.ComponentModel.Win32Exception: No authority could be contacted 

for authentication 

Server stack trace: 

at System.Net.Security.NegoState.ProcessReceivedBlob(Byte[] message, LazyAsyncResult 

lazyResult) 

at System.Net.Security.NegotiateStream.AuthenticateAsClient(NetworkCredential 

credential, ChannelBinding binding, String targetName, ProtectionLevel 

requiredProtectionLevel, TokenImpersonationLevel allowedImpersonationLevel) 

at System.Net.Security.NegotiateStream.AuthenticateAsClient(NetworkCredential 

credential, String targetName, ProtectionLevel requiredProtectionLevel, 

TokenImpersonationLevel allowedImpersonationLevel) 

at 

System.Runtime.Remoting.Channels.Tcp.TcpClientTransportSink.CreateAuthenticatedStream( 

Stream netStream, String machinePortAndSid) 

at 

System.Runtime.Remoting.Channels.BinaryClientFormatterSink.SyncProcessMessage(IMessage 

msg) 

 

根本原因: Windows のセ゠ュリテゖが原因で、゛ージ゚ントがコントローラーを認証できない。または、コン

トローラーが゛ージ゚ントを認証できない。 

 

解決策: 

 一番簡単なのはワークグループ認証モードを使用することです。 

 コントローラーと゛ージ゚ント コンピューターの両方で、同じユーザー名とパスワードのユー
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ザー ゕゞ゙ントを作成し、コントローラーと゛ージ゚ントのユーザー ゕゞ゙ントを同じにし

ます。 

 そのユーザー ゕゞ゙ントで、コントローラー サービスと゛ージ゚ント サービスを実行します。 

 VS 2010 RC+ バージョンを使用している場合 (たとえば、RC か RTM を使用しているが Beta2 

ではない場合)、qtcontroller.exe.config フゔルの <appSettings> ノードの下に、次の行を追加

します。 

<add key="AgentImpersonationEnabled" value="no"/> 

 コントローラー サービスか゛ージ゚ント サービスを再開します (付録「ツール」参照)。 

 接続を妨げる IP セ゠ュリテゖ ポリシーがないようにします (付録「ツール」の「IP セ゠ュリテゖ ポ

リシー」参照)。 

 既定では、Windows は、ドメン コンピューターにドメン (Kerberos) 認証を使用しますが、

失敗するとワークグループ (NTLM) 認証に戻します。この動作は、IP セ゠ュリテゖ ポリシーに

よって変更でき、多くの場合、IP セ゠ュリテゖ ポリシーによって変更されます。たとえば、ド

メンに属していないコンピューターからの接続をブロックするポリシーがある場合などです。 

 コントローラーと゛ージ゚ントを再起動するか再構成します。 

 
 

--新規—ベスト プラクテゖス: テスト自動化の ROI について 

次に示すのは、手動テストまたは自動テストを計画する際に得られるメリットについて、わかりやすく解説さ

れたブログ記事です。 

 

http://blogs.msdn.com/b/edglas/archive/2009/06/13/increasing-the-roi-of-our-automation.aspx (英語) 

 
 

http://blogs.msdn.com/b/edglas/archive/2009/06/13/increasing-the-roi-of-our-automation.aspx
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ベスト プラクテゖス: ロードをかけてで実行される Web テストに関するさまざまな考慮事項に

ついてのブログ 

このブログ記事では、VSTT のロード テストで Web テストを実行する際に考慮する必要がある、さまざまな

機能と設定が説明されています (ブログ記事へのリンクはこのトピックの最後にあります)。扱われているトピ

ックを示します。 

 

 ロード テストに関する全般的な考慮事項 

◦ Web テストと単体テストの検証 

◦ 適切なロード プロフゔルの選択 

 ステップ ロード プロフゔルの使用 

 ゴール志向のロード プロフゔルの使用 

◦ ロード テストの結果ストゕの場所の選択 

◦ タミングの詳細を含めたパーセンタル データの収集を検討 

◦ SQL トレース有効化に関する検討 

◦ ゛ージ゚ントのゝーバーロードの回避 

◦ 分析コメントの追加 

 Web テストを含むロード テストに関する考慮事項 

◦ 適切な接続プール モデルの選択 

 ConnectionPerUser 
 ConnectionPool 

◦ テスト要求に対する応答時間の目標設定に関する考慮事項 

◦ Web テスト要求のタムゕ゙ト設定に関する考慮事項 

◦ "新しいユーザーのパーセンテージ" プロパテゖ値の選択 

◦ Web テストの "依存する要求の解析" プロパテゖが゛ラーになるように設定することに関する

考慮事項 

 

http://blogs.msdn.com/billbar/articles/517081.aspx (英語) 

 
 
 
 
 
 
 

http://blogs.msdn.com/billbar/articles/517081.aspx
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ユーザー ゕゞ゙ントの要件と認証のトラブルシューテゖング方法 

次の情報は、Durgaprasad Gorti のブログ記事からの引用です。最後のリンクをクリックすると、リモート テス

ト マシン群の認証に関する問題のトラブルシューテゖング手順が記載された記事の全文を見ることができま

す。 

 

ワークグループ認証 

Microsoft® Windows® ドメン環境には、資格情報を検証する中心的な機関があります。ワークグループ環境に

は、そのような機関はありません。しかし、ワークグループ内のコンピューターを相互通信させて、ユーザー

を認証させることができる必要があります。これを可能にするには、コンピューターのローゞル セ゠ュリテゖ

機関が "プリンシパル" を特別な方法で認証できるようにする特性をローゞル ゕゞ゙ントに持たせます。 

2 台のコンピューターがあり、プリンシパル "UserXYZ" が両方のコンピューターにある場合、セ゠ュリテゖ識

別子は、MACHINE1 と MACHINE2 で異なり、実際に 2 つはまったく異なった "プリンシパル" です。ただし、

両方のコンピューターのパスワードが同じであれば、ローゞル セ゠ュリテゖ機関はそれらを同じプリンシパル

として扱います。 

 

このため、MACHINE1¥UserXYZ が MACHINE2¥UserXYZ の認証を試みたとき、パスワードが同じであれば、

MACHINE2 で UserXYZ は正常に認証され、MACHINE2¥UserXYZ として扱われます。ただし、パスワードが同じ

場合、MACHINE1¥UserXYZ は MACHINE2¥UserXYZ として認証されることに注意してください。 

 

http://blogs.msdn.com/dgorti/archive/2007/10/02/vstt-controller-and-agent-setup.aspx (英語) 

 
 
 
 
 
 
 

http://blogs.msdn.com/dgorti/archive/2007/10/02/vstt-controller-and-agent-setup.aspx
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トラブルシューテゖング 

テストのログ記録を有効にする方法 

 
 
 
VS 2008 

ヘッダー、ポスト本文、返信ヘッダー、および応答を示す各記録のログ フゔルを作成できます。これを有効

にするには、次の 2 つの゠ーを追加します。 

 
[HKEY_CURRENT_USER¥Software¥Microsoft¥VisualStudio¥9.0¥EnterpriseTools 

¥QualityTools¥WebLoadTest] 

 

"CreateLog"=dword:00000001 [注: 1=作成する; 0=作成しない] 

"RecorderLogFolder"="C:¥¥recordlogs" 

 
VS 2010 

Web テスト レコーダーは、要求および応答のログを自動的に記録します。詳細については、「新しく追加され

たレコーダーのログ」を参照してください。 

 
 

Web テスト レコーダー バーの問題の診断と解決 

Web テストの記録を開始しても、レコーダー バーが無効または表示されないときに、問題を診断して解決す

るのは困難です。 

 

Michael Taute のブログ (英語) では、この問題が発生する一般的な理由と、それぞれの解決策の一覧を紹介し

ています。理由のほとんどはセ゠ュリテゖ関連です。ここでは最も一般的な理由の 1 つを紹介します。 

 

問題点: レコーダー バーは表示されても、コントロールが無効です。 

 

解決策: Web テスト レコーダー バーは、Internet Explorer セ゠ュリテゖ強化の構成 (IE ESC) が有効な状態では

機能しません。IE ESC を無効にするには、[コントロール パネル] をクリックし、[プログラムの追加と削除]、

[Windows コンポーネントの追加と削除] を順にクリックして、[Internet Explorer セ゠ュリテゖ強化の構成] チ

゚ック ボックスをゝフにします (Windows Server 2003 および Windows Vista の場合)。 

 

Windows Server 2008 では、別の手順でこのセ゠ュリテゖ機能を無効にする必要があります。サーバー マネー

ジャーを起動し、[セ゠ュリテゖ情報] セクションの [IE ESC の構成] をクリックします。表示されだゖンド

゙で、この機能を有効または無効にする対象を選択します。詳細情報と表示画面については、

http://blogs.techrepublic.com.com/datacenter/?p=255 (英語) を参照してください。 

2010 での変更点 

http://blogs.msdn.com/mtaute/default.aspx
http://blogs.techrepublic.com.com/datacenter/?p=255
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トラブルシューテゖングのために゛ージ゚ントで詳細なログ記録を有効にする方法 

デバッグや、IP 切り替えなどの゛ージ゚ントに関する問題の切り分けに詳細ログが必要な場合、config フゔ

ルで詳細なログ記録を有効にできます。 

 

1. ゛ージ゚ント  コンピューターで、c:¥Program files¥Microsoft Visual Studio 2008 Team Test Load 

Agent¥LoadTest に移動します。 

2. QTAgentServiceUI.exe.config フゔルを編集します。 

a. EqtTraceLevel を 4 に変更します。 

<switches> 

<add name="EqtTraceLevel" value="4" /> 

b. CreateTraceListener 値を yes に変更します。 

<appSettings> 

<add key="CreateTraceListener" value="yes"/> 

 

上 記 の 設 定 は 、 QTAgent.exe.config フ ゔ  ル 、 QTController.exe.config フ ゔ  ル 、 お よ び 

QTControllerService.exe.config フゔルにも当てはまります。 

 

注: これらのフゔルは、VS 2010 では C:¥Program Files¥Microsoft Visual Studio 10.0¥Common7¥IDE に移動して

います。 

 
 

無効なビュー ステートと゛ラーになったベント検証のトラブルシューテゖング 

ASP.NET では、非表示フゖールドの __VIEWSTATE と __EVENTVALIDATION を使用して、複数の HTTP 要求にま

たがる情報をやり取りします。これらのフゖールドの値はサーバーで生成され、ポスト バック要求時に変更さ

れずに送信されます。既定では、これらの値は validationKey で署名され、クラゕントでの改ざんを防ぎます。 

 

Web テストで値を記録し、記録した値を送信すると、無効なビュー ステートまたは゛ラーになったベント

検証を示す゛ラー メッセージが ASP.NET から表示されることがあります。通常、Visual Studio のWeb テスト 

レコーダーは、非表示フゖールドの_VIEWSTATE と __EVENTVALIDATION を動的パラメーターとして自動検出し

ます。つまり、記録した値ではなく、動的に抽出された値が送信されます。 

 

ただし、Web サーバーでロード バランスが行われていて、その Web サーバーが Web フゔームに含まれて

いる場合は、無効なビュー ステートと゛ラーになったベント検証が発生する可能性があります。これは、

Web フゔームのすべてのサーバーで同じ validationKey を使用していない場合や、ポスト バック要求が、ペー

ジを表示しているサーバーではない、フゔーム内の別のサーバーにルーテゖングされる場合に発生します。 
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このトラブルシューテゖングを行うには、enableViewStateMac を false に設定して、ViewState MAC の確認を

無効にします。ただし、重要なセ゠ュリテゖ機能が無効になり、パフ゜ーマンスに影響を与えるため、運用環

境での使用はお勧めしません。すべてのコンピューターの validationKey に同じ値にすることをお勧めします。 

 

validationKey を手動で作成する手順の詳細については、http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998288.aspx を

参照してください。IIS 7 では、IIS マネージャーを通じてコンピューター ゠ーを簡単に作成できます。詳細に

ついては、http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc772287(WS.10).aspx を参照してください。 

 

ViewState および EventValidation の詳細については、http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/cc163512.aspx (英

語) を参照してください。 

 
 

VS ロード テストの IP 切り替え機能のトラブルシューテゖング 

1) ゛ージ゚ント コンピューターで、゙ ージ゚ント サービスを管理者としてではなく、ユーザーとして実

行するようにします。このようにしておくのは、゙ ージ゚ント サービスが選択した NIC の゛ージ゚ン

トのプロパテゖに指定された IP ゕドレスを構成するとき、管理者権限が必要になるためです。 

2) 選択した NIC で既に構成済みの IP ゕドレスが、特定の゛ージ゚ントに指定される範囲内に含まれない

ようにします。 

3) ゛ージ゚ント サービスに対して詳細なログ記録を有効にします。 

* QTAgentService.exe.config フゔルを編集します (フゔルの場所: Program Files¥Microsoft Visual 

Studio 9.0 Team Test Load Agent¥LoadTest¥QTAgentService.exe.config)。 

* 変更箇所: 

<add key="CreateTraceListener" value="no"/> を "yes" 

* 変更箇所: 

<add name="EqtTraceLevel" value="3" /> を “4” 

* ロード テスト ゛ージ゚ント サービスを再開します。 

* "VSTTAgent.log" フゔルは、QTAgentService.exe.config フゔルと同じデゖレクトリに作成されます。 

 

* 詳細ログを構成したらロード テストを再実行し、ログ フゔルで "Attempting to configure IP address:" と 

"Configured IP address:" というテ゠ストを含む行を探します。この行で、゙ ージ゚ント サービスが、指定した IP 

ゕドレスを構成しようとしているかどうかがわかります。"Configured IP address:" という行が見つかれば、IP ゕ

ドレスの構成は成功しています。見つからなければ、なんらかの゛ラーが記録されています。 

 
 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998288.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc772287(WS.10).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/cc163512.aspx
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上記の手順 1. および 2. を検証し、IP ゕドレスの構成が失敗していることがわかっても、ログの゛ラー メッ

セージから゛ラーの原因が特定できない場合 (またはログに゛ラー メッセージが存在しない場合)、Web テス

ト フ゜ーラムやロード テスト フ゜ーラムに新しいスレッドを投稿するか、マクロソフト サポート ゝンラ

ンに情報開示を求めて、ログ フゔル関連情報など、設定に関する詳細情報を入手します。 

 

4) 実行中のロード テストで、IP 切り替えを使用するように設定します。ロード テスト ゛デゖターの [シ

ナリ ]ゝ ノードをそれぞれクリックし、プロパテゖ シートで、[IP 切り替え] プロパテゖが True に設

定されていることを確認します (True が既定値なので、通常 True に設定されていますが、確認するこ

とをお勧めします)。 

5) ゛ージ゚ント プロセスに対して詳細なログ記録を有効にします。 

 

手順 3. で作成されたログ フゔルで、IP ゕドレスが正しく構成されていることを確認したら、゙ ージ゚ント 

プロセスのログ フゔルを確認し、これらの IP ゕドレスを使用して、ロード テストで要求が実際に送信さ

れていることを確認します。 

 

゛ージ゚ント プロセスに対して詳細なログ記録を有効にするには、次の操作を実行します。 

* QTAgent.exe.config フゔルを編集します (フゔルの場所: Program Files¥Microsoft Visual Studio 9.0 

Team Test Load Agent¥LoadTest¥QTAgent.exe.config)。 

* 変更箇所: 

<add key="CreateTraceListener" value="no"/> を “yes” 

* 変更箇所: 

<add name="EqtTraceLevel" value="3" /> を “4” 

* "VSTTAgentProcess.log" フゔルは QTAgent.exe.config フゔルと同じデゖレクトリに作成されます。 

 

* ロード テストを再実行し、ログ フゔルで "Bound request on connection group <グループ名> to IP address <IP 

ゕドレス>" という行を探します。詳細なログ記録を有効にし、この行がログ フゔルに存在していれば、IP 切

り替えは機能しています。 

 

6) 手順 5. に示したように、ログ ゛ントリで使用される一意の IP ゕドレスの数が、範囲内で構成済みの

の数より少ない場合、ロード テストが指定されている IP ゕドレスの数よりも少量の接続で接続プー

ルを使用するように構成されているために、このような状況が発生している可能性があります。このよ

うな場合、接続プールのサズを大きくするか、ロード テストの実行設定のプロパテゖで “ユーザー

あたりの接続” モードに切り替えます。 



 
Visual Studio パフ゜ーマンス テスト クック リフゔレンス ゟド ページ 161 

方法、確認、ベスト プラクテゖス 

コード化された Web テストを別のコード化された Web テストから呼び出す方法 

コード化された Web テストが 2 つあり、一方のテストからもう一方を呼び出す場合、次の手順に従う必要が

あります。 

1. 2 つの Web テストを記録します。 

2. 子テストのコードを生成します。 

3. コード化された子テストへの呼び出しを宣言型の Web テストに追加します。 

4. 親テストのコードを生成します。 

 

コードを生成する前に 2 つの Web テストを接続しようとすると、次のような゛ラーが発生して失敗します。 

 

この Web テストには、名前 'DrillDown_Coded' で宣言された Web テストが含まれていません。IncludeWebTest への文

字列引数は、IncludeDeclarativeWebTest 属性に指定されている名前と一致する必要があります。 

 
 

Web テストで GET メソッドと POST メソッド以外のメソッドを使用する方法 

概要 

FormPostHttpBody クラスと StringHttpBody クラスは、HTTP 要求本文を生成する組み込みクラスです。フ゜ー

ム パラメーターや文字列以外のデータを含む要求の生成が必要な場合、IHttpBody クラスを実装できます。 

 

詳細情報 

http://blogs.msdn.com/joshch/archive/2005/08/24/455726.aspx (英語) 

 
 

特定の依存要求をフゖルターで除外する方法 

概要 

VS 2008 の新機能の 1 つに、依存要求をフゖルター処理する機能があります。画像、JavaScript フゔル、CSS 

フゔルなど、多数のコンテンツを取得する要求が Web テストにある場合、Web テスト時に実行する要求と、

しない要求をプログラムから指定できます。 

 

詳細情報 

http://blogs.msdn.com/densto/pages/new-in-orcas-filtering-dependent-requests.aspx (英語) 

 
 

http://blogs.msdn.com/joshch/archive/2005/08/24/455726.aspx
http://blogs.msdn.com/densto/pages/new-in-orcas-filtering-dependent-requests.aspx


 
Visual Studio パフ゜ーマンス テスト クック リフゔレンス ゟド ページ 162 

ASP.NET の Cookie なしセッションに対処する方法 

ASP.NET では、セッション ID を URL 要求の一部として渡すことができるため、VS の再生で問題が発生する

ことがあります。この問題に対処するには、次の手順を実行します。 

 

1. Web テストを通常どおり記録します。 

2. 記録完了時に、最初の要求にはセッション ID がなく、他のすべての要求にセッション ID があるこ

とが確認されます。この最初の要求には同じ URL へのリダレクトもありますが、セッション ID が

含まれています。 

3. 最初の要求で、"リダレクトに従う"" プロパテゖを無効にし、抽出規則を追加してセッションの値

を取得します (以下の例を参照)。 

4. 最初の要求でリダレクトを無効にしたので、リダレクト元のページに手動で 2 つ目の要求を追

加して、非表示パラメーターを取得する必要があります。 

5. クック置換を使用して、他のすべてのハードコーデゖングされたセッション ID を、手順 3. で抽

出したコンテ゠ストに変更します。 

 
 

 

 

この要求のリダレクトを無効にします。 

 

"テ゠ストの抽出" を使用し、"開始" に

「/fms/」、"で終わる" に「/login/login.aspx」

を指定します。 

 

これは、最初の要求のコピーに "非表示のフ

ゖールドから抽出" を追加したものです。 

 

この URL 以降すべての要求にコン

テ゠スト ID を追加します。 

 

抽出した値を Web 要求の URL 内で使用する方法 
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Web テストでクラゕント側の証明書を使用する方法 

Web テストではクラゕント側証明書もサポートされますが、コードの追加が必要です。証明書は、

WebTestRequest.ClientCertificates コレクションに追加する必要があります。この作業は、コード化された Web 

テストで行うことも、宣言型の Web テストで要求プラグンを使用して行うこともできます。 

 

次のリンクでは、X509 証明書のコレクションを使用して、.NET で SOAP 要求を送信する方法を説明していま

す。Web テストでこの証明書のコレクションを使用するコードもこのコードと同様です。 

 

詳細情報 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms819963.aspx (英語) 

 
 

依存要求から If-Modified-Since ヘッダーを削除する方法 

依存要求と共に If-Modified-Since ヘッダーが既定で送信されるのは、Web テスト ゛ンジンで Internet Explorer 

の既定゠ャッシュ モードの゛ミュレーションを試みるためです。多くの場合、IE では If-Modified-Since ヘッ

ダーが送信されます。 

 

ただし、VS 2008 ですべての依存要求の゠ャッシュを完全に無効にして毎回゠ャッシュを取得する場合、次の 

WebTestPlugin を使用してこの動作を設定できます。 

 
     public class WebTestPlugin_DisableDependentCaching : WebTestPlugin 

     { 

          public override void PostRequest(object sender, PostRequestEventArgs e) 

          { 

               foreach (WebTestRequest dependentRequest in e.Request.DependentRequests) 

               { 

                    dependentRequest.Cache = false; 

               } 

          } 

     } 

 
 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms819963.aspx
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Web テストでゞスタム データ バンドを処理する方法 

 
 
 
VS 2008 

概要 

ゞスタム データ バンドを作成して、テーブル以外 (SELECT ステートメントなど) をバンドできます。次

のブログ記事では、使用可能な 1 つの方法を説明しています。この方法では、データを管理するクラスを 1 つ

作成し、データを Web テスト コンテ゠ストに追加する Web テスト プラグンを作成します。 

 

詳細情報 

http://blogs.msdn.com/slumley/pages/custom-data-binding-in-web-tests.aspx (英語) 

 
VS 2010 

http://blogs.msdn.com/b/slumley/archive/2010/01/04/vsts-2010-feature-data-source-enhancements.aspx (英語) 

 
 

コンテ゠スト パラメーターにデータ ソース値を追加する方法 

データ ソース値を Web テストのコンテ゠スト パラメーターに割り当てようとしても、うまく機能しません。

これは、VSTT がコンテ゠スト パラメーターのデータ ソース値を置き換えないためです。これを回避するには、

コード化された Web テストにコードを直接追加するか、Web テスト プラグンにコードを追加します。バ

ンドを追加するには、次のコードを使用します。 

 
this.Context.Add(“ContextNameToUse”,this.Datasource1[“ColumnToUse”]); 

 
 

単体テストで Web サービスをテストする方法 

単体テストを使用した Web サービスのテストの構築に関する支援や出発点が必要な場合、次のブログがチュ

ートリゕルとして非常に役に立ちます。 

 

http://blogs.msdn.com/slumley/pages/load-testing-web-services-with-unit-tests.aspx (英語) 

 
 

2010 での変更点 

http://blogs.msdn.com/slumley/pages/custom-data-binding-in-web-tests.aspx
http://blogs.msdn.com/b/slumley/archive/2010/01/04/vsts-2010-feature-data-source-enhancements.aspx
http://blogs.msdn.com/slumley/pages/load-testing-web-services-with-unit-tests.aspx
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Web テストにランダムなユーザーを追加する方法 

次のコードを使用すると、ユーザー ゕゞ゙ントをサンプル サトに送信するランダムなユーザーを生成でき

ます。このコードのポントは、タム スタンプに基づいてランダムな名前を生成し、別の一意数値 (この場

合は仮想ユーザー ID) を追加することで、ロード テストの 2 つのンスタンスで誤って同じユーザーを挿入

しようとしないようにしている点です。高い負荷がかかっているときに複数の゛ージ゚ント コンピューターで

ランダムに同じユーザーが生成されると、問題が発生することがあります。次のコードでは、同一ゕゞ゙ント

が作成されないとは断言できませんが、作成されない可能性は非常に高くなります。 

 
public string sRndName = "User"; 

public string sRndExt = @"@contoso.lab"; 

public int x,y; 

public string sUserName; 

 

// ランダムなユーザーの生成 

Random randObj = new Random(); 

x = randObj.Next(); 

y = this.Context.WebTestUserId; 

sUserName = sRndName + Convert.ToString(x) + Convert.ToString(y) + 

sRndExt; 

 
 

宣言型テストでは、"ユーザー名" プロパテゖの値を次のように設定するとランダムなユーザーを生成できます。 

 
UserName{{$Random(0,10000)}}{{$WebTestUserId}}UserNameExt 

 
 

単体テストに待ち時間を追加する方法 

Web テストを使用するときに、VS 環境では要求ごとに "待ち時間 (秒)" プロパテゖが提供されます。Web テ

ストではよく使用される方法です。しかし、単体テストにはこのようなプロパテゖがありません。単体テスト

で待ち時間のシミュレーションを行うには、Windows API の Sleep を使用し、適切な値を渡します (スリープ

に使用するパラメーターはミリ秒単位で、1 秒間のスリープ時間のシミュレーションを行う場合は 1,000 を指

定します)。Sleep API は CPU に負荷がかからない API なので、単体テストに適しています。この API が Web 

テストに適していないのは、この API がブロッ゠ング API で、Web テストでは複数のテストがスレッドを共

有するため、複数の仮想ユーザーに悪影響が及ぶことがある点です。単体テストではスレッドを共有しないた

め、仮想ユーザーは影響を受けません。 
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検証規則の詳細を Web テストに追加する方法 

WebTestResponse ゝブジ゚クトや WebTestRequest ゝブジ゚クトには、特定の検証規則の結果を示すプロパテ

ゖがありません。最善の方法は、検証規則で WebTestContext ゝブジ゚クトに結果のテ゠ストを配置し、

PostRequest または PostWebTest ベント ハンドラーで WebTest ゝブジ゚クトの Context プロパテゖを使用

して WebTestContext ゝブジ゚クトにゕクセスすることです。次の手法が役に立ちます。複数の検証規則があ

る場合は、this.Context.Add メソッドの呼び出しで、異なる名前を゠ーに使用します。 

     public class WebTest13Coded : WebTest 
     { 
          public WebTest13Coded() 
          { 
               this.PreAuthenticate = true; 
          } 
          public override IEnumerator<WebTestRequest> GetRequestEnumerator() 
          { 
               WebTestRequest request1 = new WebTestRequest("http://vsncts01/StoreCSVS"); 
               request1.ExpectedResponseUrl = "http://vsncts01/StoreCSVS/"; 
               if ((this.Context.ValidationLevel >= 
Microsoft.VisualStudio.TestTools.WebTesting.ValidationLevel.High)) 

               { 
                    // request1.ValidateResponse += new 
EventHandler<ValidationEventArgs>(validationRule2.Validate); 

                    // ラッパー検証ベント ハンドラーを指定します… 

                    request1.ValidateResponse += new 
EventHandler<ValidationEventArgs>(request1_ValidateResponse); 

               } 
               yield return request1; 
               request1 = null; 
 

               // 前回要求の検証規則の結果を確認します 

               if ((bool)(this.Context["validationRule_Passed"])) 
               { 
                    WebTestRequest request2 = new WebTestRequest("http://vsncts01/testwebsite"); 
                    yield return request2; 
               } 
          } 
          private void request1_ValidateResponse(object source, ValidationEventArgs 
validationEventArgs) 

          { 
               ValidationRuleRequiredAttributeValue validationRule = new 
ValidationRuleRequiredAttributeValue(); 

               validationRule.TagName = "DIV"; 
               validationRule.AttributeName = "id"; 
               validationRule.MatchAttributeName = "id"; 
               validationRule.MatchAttributeValue = "LeftContent"; 
               validationRule.ExpectedValue = "LeftContent"; 
               validationRule.IgnoreCase = false; 
               validationRule.Index = -1; 
 

               validationRule.Validate(source, validationEventArgs); 
 

               // 検証規則の結果を WebTestContext に追加します 

               this.Context.Add("validationRule_Passed", validationEventArgs.IsValid); 
               this.Context.Add("validationRule_Message", validationEventArgs.Message); 
          } 
     } 

http://vsncts01/StoreCSVS
http://vsncts01/StoreCSVS/
http://vsncts01/testwebsite
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依存要求の 404 ゛ラーを無視する方法 

Web テストを実行するときに、特定の依存要求で必ず 404 ゛ラーが発生して失敗することがあります。通常

は機能しないリンクを解決するか、参照を削除すると解決します。しかし、(テストを先へ進めるため) VSTT が

この゛ラーを無視するようにしたい場合もあります。゛ラーを無視する簡単な方法を Ed Glas がブログで紹介

していますが (http://blogs.msdn.com/edglas/archive/2008/08/06/masking-a-404-error-in-a-dependent-request.aspx、英

語)、すべての状況でこの方法が役に立つとは限りません。たとえば、存在しないローゞル フゔルへのリン

クを返すコードが ASPX ページに含まれていると、このブログ記事の方法は役に立ちません。この場合は、次

のようなプラグンを使用することを検討してください (サンプルを提供してくれた Ed Glas に感謝します)。 

//************************************************************************************ 

// WebTestDependentFilter.cs 

// 所有者: Ed Glas 

// 

// この Web テスト プラグンは、特定サトからの依存要求をフゖルター処理します。 

// たとえば、テスト対象のサトに他社から提供される広告がある場合、 

// おそらくそのサトをローゞル テストの対象から除外することになります。 

// このプラグンでは、特定サトからの依存要求をすべてフゖルター処理できます。 

// 

// Copyright(c) Microsoft Corporation, 2008 

//************************************************************************************ 

using Microsoft.VisualStudio.TestTools.WebTesting; 

 

namespace SampleWebTestRules 

{ 

     public class WebTestDependentFilter : WebTestPlugin 

     { 

          string m_startsWith; 

          public string FilterDependentRequestsThatStartWith 

          { 

               get { return m_startsWith; } 

               set { m_startsWith = value; } 

          } 

          public override void PostRequest(object sender, PostRequestEventArgs e) 

          { 

               WebTestRequestCollection depsToRemove = new WebTestRequestCollection(); 

               // foreach ループ内ではコレクションを編集できないため、 

               // 2 つ目のコレクションで削除を要求します。 

               foreach (WebTestRequest r in e.Request.DependentRequests) 

               { 

                    if (!string.IsNullOrEmpty(FilterDependentRequestsThatStartWith) && 

r.Url.StartsWith(FilterDependentRequestsThatStartWith)) 

                    { 

                         depsToRemove.Add(r); 

                    } 

               } 

               foreach (WebTestRequest r in depsToRemove) 

               { 

                    e.Request.DependentRequests.Remove(r); 

               } 

          } 

     } 

} 

http://blogs.msdn.com/edglas/archive/2008/08/06/masking-a-404-error-in-a-dependent-request.aspx
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Web テスト内で Web サービスの呼び出しをパラメーター化する方法 

既定では、VS は Web サービスの呼び出し本体に渡されるデータを自動的にパラメーター化する手段を公開し

ていません。ただし、呼び出し文字列内でのパラメーターの定義に使用する構文は認識されます。パラメータ

ー定義を手動で本体に追加するには、文字列を編集し、必要な箇所にパラメーターを追加します。構文は次の

とおりです。 

 

{{<データ ソース>.<テーブル>.<列>}} 

 

以下にサンプルを示します。 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

     <soap:Body> 

          <OrderItem xmlns="http://tempuri.org/"> 

               <userName>jb@ibuyspy.com</userName> 

               <password>IBS_007</password> 

               <productID>{{DataSource1.Products.ProductID}}</productID> 

               <quantity>1</quantity> 

          </OrderItem> 

     </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

 
 

ロード テストのコンテ゠スト パラメーターを単体テストに渡す方法 

http://blogs.msdn.com/b/slumley/archive/2006/05/15/passing-load-test-context-parameters-to-unit-tests.aspx (英語) 

 
 

単体テストでグローバル変数を作成する方法 

単体テストの各テレーション間でグローバル変数を共有する必要がある場合、次の手法を使用します。 

 

単体テスト クラスの静的メンバー変数を定義します。または、複数の単体テストでデータを共有する場合は、

すべての単体テストからゕクセスできる 1 つのゝブジ゚クトを作成します。この手法が機能しない唯一の状

況は、同じロード テストで使用する複数の単体テストのゕセンブリすべてでグローバルなデータを共有する場

合に、ロード テストの設定で "ゕプリケーション ドメンで単体テストを実行する" プロパテゖを True に

設定する必要があるときです。このとき、各単体テスト ゕセンブリには、専用のゕプリケーション ドメン

と、専用の静的ゝブジ゚クトまたは単一ゝブジ゚クトのコピーが作成されます。 

注意: この手法は、複数の゛ージ゚ントを含むリモート テスト マシン群では役に立ちません。複数の゛ージ

゚ントを含むリモート テスト マシン群で完全にグローバルなデータが必要な場合は、共通の Web サービス

を作成するか、すべての゛ージ゚ントからゕクセスするデータベースを使用する必要があります。 

http://blogs.msdn.com/b/slumley/archive/2006/05/15/passing-load-test-context-parameters-to-unit-tests.aspx
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単体テストを使用してコマンド ラン ゕプリケーションでロードを生成する方法 

次のコードを単体テストで使用して、コマンド ラン ツール (テスト ツールなど) を実行できます。コード

実行後にロード テストから単体テストを実行すると、ゕプリケーションの複数のンスタンスの゛ミュレーシ

ョンが可能です。 

 
using System.Threading; 

using System.Diagnostics; 

using System.IO; 

....... 

[TestMethod] 

public void TestMethod1() 

{ 

     int x=0; 

     int iDuration = 10000; 

     try 

     { 

          Process myProcess = new Process(); 

          myProcess = Process.Start("c:¥¥temp¥¥conapp2.exe", “arg1”, “arg2”); 

          myProcess.WaitForExit(iDuration); //最大 iDuration (ミリ秒) 待機します 

          if (!myProcess.HasExited) //ゕプリケーションが終了しなければ手動で終了します 

          { 

               myProcess.Kill(); 

               Console.WriteLine("Application hung and was killed manually."); 

          } 

          else 

          { 

               x = myProcess.ExitCode; 

               Console.WriteLine("Completed. Exit Code was {0}", x); 

          } 

     } 

     catch (Exception e) 

     { 

          Console.WriteLine("The following exception was raised: " + e.Message); 

     } 

     finally 

     { 

     } 

} 

 
 

ロード テストで単体テストを実行中にコンソール出力を結果ストゕに追加する方法 

次のリンクから移動できる記事では、ロード テストの実行中に、単体テストでゞスタム出力メッセージをロー

ド テストの結果ストゕ データベースに書き込む方法を説明しています。 

 

http://blogs.msdn.com/billbar/pages/adding-console-output-to-load-tests-running-unit-tests.aspx (英語) 

 
 
 
 
 

http://blogs.msdn.com/billbar/pages/adding-console-output-to-load-tests-running-unit-tests.aspx
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ロード テストにパラメーターを追加する方法 

ロード テストにパラメーターを追加するには、ロード テストを開いて [実行設定1] ノード (またはパラメー

ターを追加する任意の実行設定) を右クリックし、[コンテ゠スト パラメーターの追加] をクリックします。

Web テストでパラメーターをゝーバーラドする場合は、必ず同じ名前を使用します。 

 

             
 

ロード テストへのパラメーターの追加 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

正規分布の待ち時間を標準偏差に変更する方法 

VSTT のプロジ゚クト デゖレクトリで <テスト名>.loadtest フゔルを探し、直接編集します。ロード テスト

のシナリゝごとに、次のようなセクションがあります。ThinkProfile 要素の Value 属性の値を、使用する任意の

標準偏差に変更します。VSTT の既定値は 20% (0.2) です。 

 
<Scenario Name="Scenario1" DelayBetweenIterations="2" 

PercentNewUsers="0" IPSwitching="true" 

TestMixType="PercentageOfTestsStarted"> 

          <ThinkProfile Value="0.2" Pattern="NormalDistribution" /> 

 

値が 0 の待ち時間は、分布の設定に関係なく 0 のままになります。 
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ロード テストのユーザー数にプログラムからゕクセスする方法 

ロード テスト プラグンでは、現在のユーザー ロードを取得できます。この処理の例については、Ed Glas の

ブログ記事「ロードの調整 - VSTS のロード テストにおけるゞスタム ロード パターン(Dial your load - custom 

load patterns in VSTS Load Tests)」(http://blogs.msdn.com/edglas/archive/2006/02/06/525614.aspx、英語) を参照してく

ださい。このブログ記事では他にもさまざまな機能を説明していますが、現在のロードを更新する行は次のと

おりです。 

 
((LoadTestScenario)m_loadTest.Scenarios[0]).CurrentLoad = newLoad; 

 

VS 2008 SP1 以降では、LoadTestScenario.LoadProfile プロパテゖを使用し、このプロパテゖを適切なロード プロ

フゔル クラス (LoadTestConstantLoadProfile クラスなど) に゠ャストすると、ロード プロフゔルにゕクセ

スできます。 

 

定義済みの間隔でのみ実行する Web テスト プラグンを作成する方法 

一定間隔でのみ起動する Web テスト プラグンを (ポーリングやレポートなどの目的で) 作成する場合、次

のコードを出発点として使用できます。 

     public class WebTestPluginActingInfrequently : WebTestPlugin 
     { 
          public override void PostWebTest(object sender, PostWebTestEventArgs e) 
          { 
               if (e.WebTest.Context.WebTestIteration % 100 == 1) 
               { 

                    // 任意の処理を実行します 

               } 
          } 
     } 

WebTestIteration プロパテゖは一意になることが保証されているため、ロックを検討する必要はありません。こ

の Web テストを単独で実行すると、WebTestIteration プロパテゖの値は 1 になるため、コメントの位置に記

述する任意の処理が実行されます (ただし、複数のテレーションやデータ バンドを備えた Web テストを

単独実行する場合は除きます)。 

100 回に 1 回など、頻度をハードコーデゖングする代わりに、Web テスト ゛デゖターで設定するプラグン

のプロパテゖ、Web テストのコンテ゠スト パラメーター、またはロード テストのコンテ゠スト パラメータ

ーで頻度を指定することもできます。LoadTestPlugin では、WebTestContext で頻度を設定するか、頻度をプラ

グンのプロパテゖにして、WebTestPlugin に渡す必要があります。 

WebTestIteration プロパテゖがロード テストのシナリ  ゝ (各゛ージ゚ント上) で別途ンクリメントされます

が、1 つの゛ージ゚ントの Web テストのテレーション全体で頻度を共有する場合は、WebTestPlugin で静的

な整数値を定義することもできます (Interlocked.Increment を使用してゕトミックにンクリメントすること

もできます)。 

http://blogs.msdn.com/edglas/archive/2006/02/06/525614.aspx
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プラグンのプロパテゖでコンテ゠スト パラメーターをサポートする方法 

プラグンや抽出規則を開発していて、公開対象のプロパテゖに、ユーザーが指定するコンテ゠スト パラメー

ターを使用できるようにする場合、プラグンにコードを追加して、中かっこ構文 ({{xyz}} など) でコンテ゠

スト パラメーターの有無をチ゚ックする必要があります。 

 

たとえば、ユーザーが {{ComparisonEventTarget}} というコンテ゠スト パラメーターを定義しており、プラグ

ンの EventTarget プロパテゖとして指定する場合 (画面参照)、次のコード スニペットを使用して、抽出やプラ

グンでチ゚ックを実行し、指定した値に {{ の構文が含まれているかどうか判断します。 

 

コード スニペットの抜粋: 

 
public class DynamicFormFields : WebTestRequestPlugin 

     { 

          //これは Visual Studio の UI で公開されるプロパテゖです 

          //文字列リテラルかコンテ゠スト パラメーター名を指定できるようにします 

          public string EventTarget {get;set;} 

          public override void PreRequest(object sender, PreRequestEventArgs e) 

          { 

               //EventTarget が文字列か、コンテ゠スト パラメーターから取得するよう指定されているかチ゚ックします 

               if ( this.EventTarget.Contains("{{") ) 

               { 

                    string contextParamKey = 

this.EventTarget.Replace("{{",string.Empty).Replace("}}", string.Empty); 

                    this.EventTarget = e.WebTest.Context[contextParamKey].ToString(); 

               } 

          //. . . . . . . ここからは実際の処理コードです… 
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実行中の Web テストを停止する方法 

特定の条件に基づいて実行中の Web テストを停止する場合は、2 つのメソッド (GetRequestEnumerator また

は PostRequestEvent) をフックし、次のコードを使用して実行を停止できます。 

 

コード化された Web テスト 

if (<condition>) 

{ 

this.Stop(); 

yield break; 

} 

Web テスト プラグン (「方法: PreRequest ベントでテストを停止する」のこの処理に関する注意を参照) 

{ 

e.WebTest.Stop(); 

} 

 

 

方法: ServicePointManager を変更して TLS (既定) ではなく SSLv3 を適用する 

SSL 接続の種類を変更して、TLS (既定) ではなく SSLv3 を適用する場合は、ServicePointManager.SecurityProtocol 

を変更してこの動作を適用する必要があります。これは、従来の SSLv3 を必要とし、高度な TLS セ゠ュリテ

ゖ  プロトコルをネゴシ゛ートできない、レゟシ  サーバーと通信する際に必要です。また、

ServerCertificateValidationCallback プロパテゖを処理して提供されたサーバー証明書が有効かどうか判断するコ

ードをテストに追加する必要が生じることもあります。コード スニペットは次のとおりです。 

 
     [TestMethod] 
     public void TestMethod1() 
     { 

          //TLS ではなく SSL3 を使用しています。この行がないと、機能しなくなります 

          ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Ssl3; 

          //コールバックを関連付けて動作をゝーバーラドし、サーバーの証明書を受け入れるようにします 

          ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback = 
RemoteCertificateValidationCB; 

 

--------- <XX SNIPPED XX> --------- 

 

   public static bool RemoteCertificateValidationCB(Object sender, X509Certificate 
certificate, X509Chain chain, SslPolicyErrors sslPolicyErrors) 

     { 

          //証明書の検証が非常に重要であればここで検証します 

          //string resultsTrue = certificate.Issuer.ToString(true); 

          //この場合はすべての証明書を受け入れます 

          return true; 
     } 
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方法: PreRequest ベントでテストを停止する 

PreRequest ベントで WebTest.Stop() メソッドを使用してテストを停止しても、現在の要求の実行は中止され

ません。現在の要求が実行されないようにするには、現在の要求の  Instruction プロパテゖを

WebTestExecutionInstruction.Skip に設定してから、WebTest.Stop() メソッドを呼び出します。 

 

     void MSDNsiteCoded_PreRequest(object sender, PreRequestEventArgs e) 

     { 

          e.Instruction = WebTestExecutionInstruction.Skip; 

          e.WebTest.Stop(); 

     } 

 
 

検証規則で新しいページへのリダレクトを強制する方法 

゛ラー状態を検出するゞスタム検証規則を使用するシナリゝがあるとします。゛ラー状態を検出したら、新し

い゛ラー ページにリダレクトします。以下に、この処理を実行する 3 つの方法を示します。 

 

コード化されたテスト 

コード化されたテストでは、テスト本体に返される新しい要求を簡単に追加できます。新しい WebTestRequest 

ゝブジ゚クトを作成して、yield return ステートメントを使用するだけです。たとえば、規則によって ErrorUrl と

いうコンテ゠スト パラメーターを追加する場合は、コードで次のように指定します。 

if(this.Context.ContainsKey("ErrorUrl")) 

     { 

          WebTestRequest request4 = new 

               WebTestRequest(this.Context["ErrorUrl"].ToString()); 

          request4.Encoding = System.Text.Encoding.GetEncoding("utf-8"); 

          yield return request4; 

          request4 = null; 

     } 

 

検証規則 

確認対象のページの後にダミー要求を追加する必要があります。検証規則の結果に基づいて URL を変更する

ため、要求の URL は重要ではありません。検証規則に、リダレクト先の URL を含むコンテ゠スト パラメ

ーターを設定します。この処理を実行する非常に単純な規則を以下に示します。リターン コードが 400 以上

の場合、URL をコンテ゠ストに追加します。ここでは、サトのホーム ページにリダレクトするだけです。 

     public class ErrorCheckValidationRule : ValidationRule 

     { 

          public override void Validate(object sender, ValidationEventArgs e) 

          { 

               if (((int) e.Response.StatusCode) >= 400) 

               { 

                    e.WebTest.Context.Add("ErrorUrl", 

                    e.WebTest.Context["WebServer1"].ToString()+"/storecsvs/"); 

               } 

          } 

     } 
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WebTestRequestPlugin 

確認対象のページの後にダミー要求を追加する必要があります。プラグンで URL を変更するため、要求の 

URL は重要ではありません。WebTestRequestPlugin をダミー要求に追加します。プラグンではパラメーター

を探し、パラメーターが存在すれば要求の URL を変更します。パラメーターが存在しなければ、要求のス゠

ップ命令を設定します。この処理を実行する単純なプラグンを以下に示します。 

 
     public class ErrorCheckPlugin : WebTestRequestPlugin 
     { 
          public override void PreRequest(object sender, PreRequestEventArgs e) 
          { 
               object errorUrl; 
               if (e.WebTest.Context.TryGetValue("ErrorUrl", out errorUrl)) 
               { 
                    e.Request.Url = errorUrl.ToString(); 
               } 
               else 
               { 

                    //存在しなければ要求をス゠ップします 

                    e.Instruction = WebTestExecutionInstruction.Skip; 
               } 
          } 
     } 
 

Web テストの外観を次に示します。ダミー要求は http://localhost です。 
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要求をス゠ップした場合の結果を次に示します。[実行されませんでした](Not Executed) 状態が表示されます。 

 
 

a. リダレクトされた場合の結果を示します。 

 
 

宣言型゛デゖターで機能する新しい条件付き規則のロジックを使用した、VS 2010 向けソリューションを紹介

します。VS 2010 では、宣言型゛デゖターで分岐やループを実行できるようになりました。そのため、Web テ

スト要求プラグンではなく条件付き規則を使用して、リダレクトを実行できます。次の手順を実行します。 

 

1. 検証規則を要求に追加します。 

2. ここでも、検証規則を追加した要求の下にダミー要求を追加します。 

3. このダミーの要求の URL を {{ErrorUrl}} に設定します。 

4. この要求を右クリックし、[条件の挿入] をクリックします。 

5. "コンテ゠スト パラメーターあり" 規則を選択します。 

6. "コンテ゠スト パラメーター名" プロパテゖを ErrorUrl に設定します。ErrorUrl パラメーターがコン

テ゠ストに存在する場合、この規則が実行されます。 

7. [OK] をクリックします。 
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条件付き規則を使用した゛デゖターの外観を次に示します。 

 

              
 

条件が満たされた場合の結果を示します。 

 

      
 

条件が満たされなかった場合の結果を示します。 
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テスト プロジ゚クトに Web サービス参照を追加する方法 

以 下 の 一 覧 で 参 照 し て い る  Sean Lumley の ブ ロ グ 

(http://blogs.msdn.com/slumley/pages/load-testing-web-serviceswith- unit-tests.aspx、英語) の手順を実行すると、手

順 2. で新しい Web 参照を作成することになります。残念ながら、プロジ゚クトと参照のいずれを右クリッ

クしても、[Web 参照の追加] は表示されません。Web 参照を追加するには、サービス参照を追加します。 

 
VS 2008 

http://blogs.msdn.com/slumley/pages/load-testing-web-services-with-unit-tests.aspx (英語) 

 
 
VS 2010 

 
 

ダゕログ ボックスで、[詳細設定] をクリックします。 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://blogs.msdn.com/slumley/pages/load-testing-web-serviceswith-%20unit-tests.aspx
http://blogs.msdn.com/slumley/pages/load-testing-web-services-with-unit-tests.aspx
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[サービス参照設定] ダゕログ ボックスで、[Web 参照の追加] をクリックします。 

 
 

次のダゕログ ボックスが表示され、ここで参照を追加できます。 
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プロセスへの接続をリモートでゞ゙ントする方法 

接続に関する問題のトラブルシューテゖングを行っている場合、特定のポートを使用する特定のプロセスへの

接続数をゞ゙ントする必要が生じることがあります。次のように TCPVCON.EXE とフゖルターを使用すると簡

単に実行できます。 

 
 

D:¥TcpView>Tcpvcon.exe -c smsvchost.exe | find "808" /c 

 
 

TCPVCON は、TCPView に同梱されている sysinternals ツールで、次のページからダ゙ンロードできます。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/sysinternals/bb795532.aspx 
 

このコマンド (または他のコマンド) をリモートで実行する場合は、同じ Web ページで紹介されている 

PsTools ツールも参照してください。 

 
 

ロード テストの完了時に LoadTest データベースをフックする方法 

自動レポートなどの目的で、ロード テストの完了後にゞスタム処理を自動実行したい場合があります。これを

行うには、Visual Studio が使用する LoadTest データベースを変更する必要があります。Visual Studio 2010 での

データベースの既定名は LoadTest2010 です。 

 

 Prc_UpdateSummaryData [VS 2008] 

 Prc_UpdateSummaryData2 [VS 2010] 

 

これらのストゕド プロシージャは、ロード テストの実行設定で "タミングの詳細ストレージ" プロパテゖ

が "なし" に設定されている場合に、ロード テスト完了時の最後に呼び出されます。 

 

ゞスタム処理を実装または開始する独自のストゕド プロシージャへの呼び出しを追加することで、このストゕ

ド プロシージャを変更できます。CLR の SQL ストゕド プロシージャを使用すると、独自のストゕド プロシ

ージャを .NET コードとして実装できます (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/5czye81z.aspx、英語)。 

注: LoadTest データベースの変更は、サポートを受けられない処理です。この処理を実行すると、新しいバー

ジョンのデータベース スキーマへの自動ゕップグレードで問題が発生することがあります。 

 
 
 
 
 
 
 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/sysinternals/bb795532.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/5czye81z.aspx
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MSTEST.EXE を使用して DLL を配置する方法 

 
 
 

MSTEST.EXE を使用すると、Visual Studio 外部でロード テストを開始できます。この場合、プラグンの DLL が

見つからないことを示す゛ラーが発生することがあります。この゛ラーは、Visual Studio 内でロード テストを

実行する場合は発生しません。Visual Studio では参照を確認して配置対象を特定しますが、MSTEST.EXE にはこ

のような機能がありません。この問題を解決するには、テスト設定 (VS 2010) またはテストの実行構成フゔ

ル (VS 2008) の配置項目として、DLL を手動で追加する必要があります。 

 

MSTEST.EXE で使用するテスト設定フゔルを選択します。このフゔルは、次の拡張子が設定されたフゔル

の 1 つとして [Solution Items] フ゜ルダーにあります。 

 .testsettings [VS 2010] 

 .testrunconfig [VS 2008] 

テストの設定゛デゖターでこのフゔルを開きます。[配置] ページに移動し、[フゔルの追加] をクリックし

て、配置する DLL を選択します。 

 

 

2010 での変更点 
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MSTEST.EXE のコマンド ランで次のスッチを使用して、前の手順で編集したテストの設定フゔルを指定

します。 

 /testsettings [VS 2010] 

 /testrunconfig [VS 2008] 

 
 

テスト テレーションの開始前にプロ゠シを認証する方法 

Web テストの再生中に HTTP 407 の "プロ゠シ認証が必要です" ゛ラーが発生する場合、この Web テストを

実行するには事前にプロ゠シ サーバーを明示的に認証しておかなければならないことがあります。まず、テス

ト対象の Web サーバーにゕクセスするためにこのプロ゠シ サーバーをどうしても経由する必要があるかど

うか検討します。プロ゠シ サーバーを経由しなければゕクセスできない場合は、WebTestPlugin のコードで認

証します。Visual Studio の UI では資格情報を設定できないため、プラグンを使用する必要があります。 

 
using System; 

using Microsoft.VisualStudio.TestTools.WebTesting; 

using System.Net; 

 

namespace WebTestPluginNamespace 

{ 

     public class MyWebTestPlugin : WebTestPlugin 

     { 

          public override void PreWebTest(object sender, PreWebTestEventArgs e) 

          { 

               //プロ゠シを認証するための資格情報を作成します 

               NetworkCredential proxyCredentials = new NetworkCredential(); 

               proxyCredentials.Domain = "yourDomain"; 

               proxyCredentials.UserName = "yourUserName"; 

               proxyCredentials.Password = "yourPassword"; 

 

               //プロ゠シを表す WebProxy ゝ ブジ゚クトを作成します 

               WebProxy webProxy = new WebProxy("<http://yourproxy>"); 

               webProxy.Credentials = proxyCredentials; 

 

               //ローゞル ゕドレスでプロ゠シを使用するように WebProxy を設定します 

               // webProxy.BypassProxyOnLocal = false; 

 

               //この WebProxy を Web テストに使用します 

               e.WebTest.WebProxy = webProxy; 

 

               e.WebTest.PreAuthenticate = true; 

          } 

     } 

} 
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WebTestContext ゝブジ゚クトと単体テストの TestContext ゝブジ゚クトを列挙する方法 

WebTestContext ゝブジ゚クトと単体テストの TestContext ゝブジ゚クトにはよく似た情報が格納されています

が 、 実 際 に は 異 な る 型 の ゝ ブ ジ ゚ ク ト の コ レ ク シ ョ ン で す 。

Microsoft.VisualStudio.TestTools.WebTesting.WebTestContext クラスは KeyValuePair<string, object> ゝブジ゚クトの

コレクションですが、Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting.TestContext クラスには Properties というプロパ

テゖがあり、DictionaryEntry ゝブジ゚クトのコレクションです。このため、それぞれのコレクションはやや異

なる方法で列挙する必要があります。 

 

     // Web テスト 

     // using System.Collections.Generic; 

     // using Microsoft.VisualStudio.TestTools.WebTesting; 

     public static void DumpArgs(WebTestContext context) 

     { 

          foreach (KeyValuePair<string, object> kvp in context) 

          { 

               Debug.WriteLine(kvp.Key + " = " + kvp.Value); 

          } 

     } 

     // 単体テスト 

     // using System.Collections; 

     // using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting; 

     public static void DumpArgs(TestContext context) 

     { 

          foreach (DictionaryEntry kvp in context.Properties) 

          { 

               Debug.WriteLine(kvp.Key + " = " + kvp.Value ); 

          } 

     } 

 
 

手動でデータ ゞーソルを移動する方法 

パラメーターのデータベースを 1 行進めるには、次のコード行を追加します。1 回のテレーションで数セ

クションのコードをループし、各ループで異なるデータを使用する場合はこの手法が便利です。 

 
this.MoveDataTableCursor(”DataSource1”, ”Products”); 

 
 
 

VS 2010 では、次のようにゞーソルを特定行に設定することもできます。 

 
this.MoveDataTableCursor(”DataSource1”, ”Products”,32); 

 
 
 
 
 

2010 の新機能 
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宣言型の Web テストをプログラムで作成する方法 

宣言型の Web テストとは、Web テスト UI で表示して変更できる、コード化されていない Web テストです。

Visual Studio 2008 では、宣言型の Web テストをプログラムで作成するのに必要な API が公開されています。

Web テストをプログラムで生成する場合、DeclarativeWebTest クラスと DeclarativeWebTestSerializer クラスを使

用できるようになりました。 

 

DeclarativeWebTestSerializer クラスは、.webtest フゔルの内容を DeclarativeWebTest クラスのンスタンスに

読み込みます。DeclarativeWebTest クラスのンスタンスを .webtest フゔルに保存し直すこともできます。 

 

DeclarativeWebTest クラスでは、読み込まれた Web テストのすべてのプロパテゖ、要求、および規則が公開さ

れるため、自由に操作して保存し直すことができます。 

 

たとえば、Web ゕプリケーションの一部が変更されると多数の既存の Web テストが影響を受ける場合、手動

でテストを変更しないで、テストを変更するコードを作成できます。以下に、C# コンソール ゕプリケーショ

ンで既存の宣言型の Web テストを変更する例を示します。 

 
static void Main(string[] args) 

{ 

     DeclarativeWebTest decWebTest 

          DeclarativeWebTestSerializer.Open(@"c:¥test.webtest"); 

 

     //この Web テストに要求を追加します 

     WebTestRequest newRequest = new 

          WebTestRequest("http://newRequest/default.aspx"); 

     decWebTest.Items.Add(newRequest); 

 

     //最初の要求の ExpectedHttpStatus の値を 404 に設定します 

     WebTestRequest reqToModify = null; 

     foreach (WebTestItem item in decWebTest.Items) 

     { 

          if (item is WebTestRequest) 

          { 

               reqToModify = item as WebTestRequest; 

               break; 

          } 

     } 

 

     if (reqToModify != null) 

     { 

          reqToModify.ExpectedHttpStatusCode = 404; 

     } 

 

     //テストを保存します 

     DeclarativeWebTestSerializer.Save(decWebTest, @"c:¥test.webtest"); 

} 
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宣言型の Web テストの文字列本体をプログラムで変更する方法 

要求の e.Request.Body.BodyString を設定して、Web テストの文字列本体をプログラムから変更できます。 

 
public class EditBodyString : WebTestRequestPlugin 

{ 

     public override void PreRequest(object sender, PreRequestEventArgs e) 

     { 

          StringHttpBody body = e.Request.Body as StringHttpBody; 

          if (body != null) 

          { 

               body.BodyString = "blah"; 

          } 

          e.Request.Body = body; 

     } 

} 

 
 

リモート テスト マシン群に゛ージ゚ントを追加する方法 

コントローラー ソフド゚ゕをゕンンストールして再ンストールすると、接続に使用する゛ージ゚ント 

ゕゞ゙ントを含むローゞル ユーザー グループがリセットされます。適切なユーザーをグループに再設定しな

ければなりません。[スタート] ボタンをクリックして [フゔル名を指定して実行] をクリックし、

「lusrmgr.msc」と入力します。次に、[グループ] ノードを選択して [TeamTestAgentService] グループを開きます。

゛ージ゚ントのセットゕップ時に使用するユーザー ゕゞ゙ントを追加します。 

 

次に、VS を開いて [テスト コントローラーの管理] ダゕログ ボックスを開き ([テスト] メニューの [テス

ト コントローラーの管理] をクリックします)、各゛ージ゚ントを一覧に追加し直します。 

 

VS 2010 の場合は、各゛ージ゚ントに移動して構成ツールを再実行でき、コントローラーに゛ージ゚ントが自

動的に追加されます。 

 
 

コントローラーと゛ージ゚ント間の通信に使用する既定のポートを変更する方法 

通信に使用する既定のポートは 6910 です。このポートを変更するには、次の記事を参照してください。 

 
http://blogs.msdn.com/billbar/archive/2007/07/31/configuring-a-non-default-port-number-for-the-vsteam-test-controller.as

px (英語) 

 
 
 
 
 
 
 

http://blogs.msdn.com/billbar/archive/2007/07/31/configuring-a-non-default-port-number-for-the-vsteam-test-controller.aspx
http://blogs.msdn.com/billbar/archive/2007/07/31/configuring-a-non-default-port-number-for-the-vsteam-test-controller.aspx
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--新規-- 単体テスト用に確実に一意ユーザー ID を作成する方法 

Web テストには、各ユーザーに一意ユーザー ID を作成する機能がありますが、単体テストにはこの機能があ

りません。LoadTestUserContext ゝブジ゚クトの UserId プロパテゖは、実行中の全ユーザーの中で必ず一意に

なります。ユーザー ID をデータ バンドする代わりにこの性質を利用することもできます。ただし、ロード 

テストのシーケンシャル データ ソースの場合、同時に実行する 2 つのテストで同じデータ行が使用される

可能性があります。次のコードは、テスト メソッドで実行中の各ユーザーに一意 ID を生成します。 

 
using System; 

using System.Diagnostics; 

using System.Collections.Generic; 

using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting; 

using Microsoft.VisualStudio.TestTools.LoadTesting; 

 

namespace TestProject1 

{ 

     public class MyUserObject 

     { 

          public int UserId { get; set; } 

          public string SomeData { get; set; } 

     } 

 

     [TestClass] 

     public class UnitTestWithUserObjects 

     { 

          private static object s_userObjectsLock = new object(); 

          private static Dictionary<int, MyUserObject> s_userObjects = new Dictionary<int, 

MyUserObject>(); 

          private TestContext testContextInstance; 

 

          public UnitTestWithUserObjects() 

          { 

          } 

 

          public TestContext TestContext 

          { 

               get{ 

                    return testContextInstance;} 

               set{ 

                    testContextInstance = value;} 

          } 

 

          [TestMethod] 

          public void TestWithUserObjects() 

          { 

               MyUserObject userObject = GetUserObject(); 

               Console.WriteLine("UserId: " + userObject.UserId); 

               DoSomeThingWithUser(userObject); 

          } 

 

          private MyUserObject GetUserObject() 

          { 

               int userId; 

               if (this.TestContext.Properties.Contains("$LoadTestUserContext")) 

               { 

                    LoadTestUserContext loadTestUserContext = 

TestContext.Properties["$LoadTestUserContext"] as LoadTestUserContext; 

                    userId = loadTestUserContext.UserId; 

               } 
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               else 

               { 

                    userId = 1; 

               } 

 

               MyUserObject userObject; 

               lock (s_userObjectsLock) 

               { 

                    if (!s_userObjects.TryGetValue(userId, out userObject)) 

                    { 

                         userObject = new MyUserObject(); 

                         userObject.UserId = userId; 

                         s_userObjects.Add(userId, userObject); 

                    } 

               } 

               return userObject; 

          } 

 

          private void DoSomeThingWithUser(MyUserObject userObject) 

          { 

          } 

     } 

} 

 

上記のソリューションは、一意 ID (ロード テストのユーザー ID) を整数値として生成します。開発者は、この

整数値を一意ユーザー名に対応付けるコードを作成する必要があります。このようなコードの作成方法はいく

つかありますが、各行にロード テストのユーザー ID を表す整数値と、ユーザーごとに必要なデータ (ユーザ

ー名、パスワードなど) が含まれる、データベース テーブル (または .csv フゔル) を使用することをお勧め

します。続いて単体テストで、(単体テストのデータ バンド機能を使用せずに) LoadTestUserContext ゝブジ゚

クトの UserId プロパテゖを使用してデータベース行を読み取り、各ユーザーに対応する行を取得するコード

を作成します。より効率的で少しだけ複雑なソリューションでは、単体テストの ClassInitialize メソッドで、こ

のユーザーのデータベース テーブルからすべてのデータをメモリに読み込み、int ゠ーと UserId プロパテゖ

が一致する Dictionary<int, UserObject> 型の静的メンバー変数に格納します。続いて、テスト メソッドを実行

するたびに、メソッドで UserId を取得し、この Dictionary 型の静的変数に格納されたユーザー データを参照

します。 

 
 

--新規-- ロード テストを開始する同期ポントを作成する方法 

ロード テストを開始する同期ポントを作成し、このポントで手動でロード テストを解放するまでロード 

テストを一時停止しておく場合、プラグンを使用してこの処理を制御できます。Visual Studio の組み込み機

能では同期ポントを使用できませんが、次のブログ記事では、プラグンの作成例を紹介しています。 

 
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/vstudio/aa718899.aspx 
 
 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/vstudio/aa718899.aspx
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--新規-- Web テスト レコーダーで無視される既定の拡張子を設定する方法 

次のレジストリ ゛ントリは、Web テスト レコーダーの動作を指定します。 

 
[HKEY_CURRENT_USER¥Software¥Microsoft¥VisualStudio¥10.0¥EnterpriseTools¥QualityTools¥WebLoadTest] 
"WebTestRecorderMode"="exclude" 
"ExcludeMimeTypes"="image;application/x-javascript;application/x-ns-proxy-autoconfig;text/css" 
"ExcludeExtensions"=".js;.vbscript;.gif;.jpg;.jpeg;.jpe;.png;.css;.rss" 
 
 

確認: ロード テスト実行設定の検証レベルのチ゚ック 

Web テストに追加されるすべての検証規則は既定で [高] に設定されます。一方、すべてのロード テストでは、

検証レベルが既定で [低] に設定されます。つまり、既定では、ロード テストの検証規則は一切実行されませ

ん。Web テストの検証レベルを下げるか、ロード テストの検証レベルを上げる必要があります。 

 
 

確認: コードではゴールをあまり頻繁に調整しない 

テストに使用するゴールを変更する場合や、複数のゴールを使用し別のゴールに切り替える場合は、ゴールを

あまり頻繁に変更しないよう注意してください。わかりにくいですが、ゴールを変更した結果ユーザー ロード

が減少しても、一部のテストが完了するまでは、実行中のテスト数は減少しません。使用するゴールの変更に

かかる時間よりもテストにかかる時間の方が長ければ、ゴールを変更しても有効なユーザー ロードが減少せず、

増加し続けることがよくあります。 

 
 

確認: 応答本文の゠ャプチャの制限は既定で 1.5 MB に設定される 

Web テストの ResponseBodyCaptureLimit プロパテゖの既定値は 1,500,000 バトです。このサズを超えるデ

ータを解析または抽出しようとすると、テストが失敗します。この問題を回避するには、コード化された Web 

テストを使用するか、宣言型の Web テストでプラグンを使用して、RequestBodyCaptureLimit プロパテゖを

設定します。PreWebTest ベントでこのプロパテゖを設定する Web テスト プラグンのサンプルを以下に

示します。 

     public class MyWebTestPlugin : WebTestPlugin 

     { 

          public override void PreWebTest(object sender, PreWebTestEventArgs e) 

          { 

               e.WebTest.RequestBodyCaptureLimit = 10 * 1024 * 1024; // 10 MB 

          } 

     } 
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確認: Web テストの再生中は依存要求の゠ャッシュが無効になる 

Visual Studio での Web テスト再生時は、すべての依存要求の゠ャッシュが無効になります。たとえば、Web テ

ストの複数の Web ページで同じ画像フゔルを使用していると、その画像は Web サーバーから複数回取得

されます。 

 
 

--新規-- 確認: VS 2008 とメモリ不足 

Web テストを実行するたびに、クラゕントのメモリが Web テスト結果に占有されます。この結果、メモリ

不足を示す例外がスローされることがあります。 

 

 
 

これは、リモート テスト マシン群の例外ではなく、VS クラゕントの例外です。解決策は、VS を再起動し

てメモリを解放することです。この問題は VS 2010 で解決されています。 

 
 

--新規-- 確認: コード化された Web テストの Timeout 属性がロード テスト中に機能しない 

コード化された Web テストで [Timeout()] 属性を使用する場合は想定どおりに機能します。しかし、同じ 

Web テストをロード テストで実行すると、この属性は無視されます。これは想定される動作です。ロード テ

ストでタムゕ゙トを設定するには、代わりに request.timeout 属性を使用します。 

 
public class Coded01 : WebTest 

{ 

     private RandomServerWorkTime testPlugin0 = new RandomServerWorkTime(); 

      [Timeout(1000)] 

ロード テスト中、この属性は無視されます。 

 
 

ベスト プラクテゖス: コード化された Web テストと Web テスト プラグンでのスレッドのブ

ロックの回避 

http://blogs.msdn.com/billbar/archive/2007/06/13/coded-web-tests-and-web-test-plug-ins-should-notblock-the-thread.asp

x (英語) 

 

http://blogs.msdn.com/billbar/archive/2007/06/13/coded-web-tests-and-web-test-plug-ins-should-notblock-the-thread.aspx
http://blogs.msdn.com/billbar/archive/2007/06/13/coded-web-tests-and-web-test-plug-ins-should-notblock-the-thread.aspx
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ベスト プラクテゖス: 動的なゴール志向のロード テスト プラグンを作成する際の考慮事項 

ロード テストをリモート テスト マシン群で実行する可能性がある場合は、1 台の゛ージ゚ント コンピュー

ターだけで実行するようにコードを制限してください。複数の゛ージ゚ントでコードを実行すると、動作に競

合が発生し、予期しない結果が生成されます。゙ ラーは返されません。ロード テスト プラグンの Initialize メ

ソッドから抜粋した次のコードは、コードを 1 台の゛ージ゚ントだけで実行するようにしているため、リモ

ート テスト マシン群でも、ローゞルで実行するテストでも機能します。 

 
public void Initialize(LoadTest loadTest) 

{ 

     // 競合回避のため、1 台の゛ージ゚ントだけで実行します 

     if (loadTest.Context.AgentId == 1) 

     { 

          LoadTestGoalBasedLoadProfile goalLoadProfile = new LoadTestGoalBasedLoadProfile(); 

 

          // Heartbeat ハンドラーが条件内にあるため、1 台のコンピューターだけでベントを 

          // 設定します。ロード プロフゔルに加えたすべての変更はコントローラーに送信され、 

          // リモート テスト マシン群全体に自動的に反映されます 

          loadTest.Heartbeat += new EventHandler<HeartbeatEventArgs>(_loadTest_Heartbeat); 

     } 

} 

 
 

ベスト プラクテゖス: 分析コメントの追加 

ロード テストが完了して結果を分析したら、短い 1 行の説明と任意の長い分析コメントを追加して、ロード 

テストの結果と共に永続的に保存できます。コメントを追加するには、ロード テストの結果ビューゕーで右ク

リックし、[分析] をクリックします。表示されるダゕログ ボックスで分析テ゠ストを入力できます。[OK] を

クリックしてダゕログ ボックスを閉じると、入力したテ゠ストがロード テストの結果データベースに保存

されます。 

注: この操作はテストの実行中に行うことができます。テスト完了まで待つ必要はありません。 

 

追加したコメントと説明はすべて、[ロード テストの結果を開いて管理] ダゕログ ボックスに表示されるた

め、確認対象のテスト実行がどの結果セットに対応しているかを、非常に簡単に見つけられます。 

 
 

ベスト プラクテゖス: 宣言型の Web テストでのコメントの使用 

次のページの図は、多数のコメントを追加したサンプルの宣言型の Web テストを示しています。これらのコ

メントを使用すると、Web テストを理解しやすくなり、結果を関連付けやすくなります。テストにコメントを

追加しても、パフ゜ーマンスにはまったく影響がありません。 
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破線を使用して、コメントの情報を区切りま

す。ヘッダー セクションには、テスト全般

の情報を記載します。 

 
 

設定など、重要な情報に関するコメントを

追加します。 

 

空白コメントで要求セットを区切ります。 

 

すべての要求セットをトランザクションにラッ

プし (セット内の要求が 1 つだけでも)、要求が

表すユーザー操作を基に名前を付けます。トラン

ザクション名の先頭部分を対応するユース ケー

スの略称にし、ログンなどの操作を適切な 

Web テストに関連付けることができるようにし

ます。 

 

 トランザクション内でコメントを使用します。 

 完了していない項目に注を付けます。 

 紛らわしい項目に注を付けます。たとえば、こ

こでは同じプラグンを 2 回呼び出していま

すが、その理由と、2 回の呼び出しの区別をコ

メントで説明しています。 

 

 

これらの呼び出しも上記のトランザクショ

ンの一部ですが、前の呼び出しと区別しまし

た。これらの呼び出しが AJAX 呼び出しであ

り、前の呼び出しでは初期処理をすべて実行

する必要があるためです。 

 
 
 

テストの終わりを示し、テスト全般に関する項

目を要求と区別します。 

 



 
Visual Studio パフ゜ーマンス テスト クック リフゔレンス ゟド ページ 192 

機能拡張 

Codeplex で公開されている内部テ゠ストと select タグの新規則 

 
 
 
VS 2008 

本リリースにおける CodePlex では、すべての規則がタグの内部テ゠ストに関連付けられています。たとえば、

select タグ (リスト ボックスやコンボ ボックスで使用) では、ゝ プションのテ゠ストは属性ではなく内部テ゠

ストに格納されます。 

 

<select name="myselect1"> 

   <option>Milk </option> 

   <option>Coffee</option> 

   <option selected="selected">Tea</option> 

</select> 

 

リスト ボックスの値を抽出するには、選択したゝプションの内部テ゠ストを解析する必要があります。TextArea 

というタグでも実現できますが、HTML には内部テ゠ストを抽出または検証する例が他にもたくさんあります。

新しいプロジ゚クトには、以下の新しい規則と、内部テ゠ストおよび select タグのパーサーがあります。 

 
1. ExtractionRuleInnerText 
2. ExtractionRuleSelectTag 
3. ValidationRuleInnerText 
4. ValidationRuleSelectTag 

 
 
 

ダウンロードの場所 

http://codeplex.com (英語) 

 
VS 2010 

VS 2010 には上記の機能の数多く組み込まれています。機能の一覧については、以下を参照してください。 

 
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb385904(VS.100).aspx 
 
 
 
 
 
 

2010 での変更点 

http://codeplex.com/
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb385904(VS.100).aspx
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再生゙ゖンド゙にゞスタム タブを追加する方法 

Visual Studio 2010 の Web テストの再生゙ゖンド゙には、Web テストの結果ビューゕーに新しいタブを追加す

る新機能があります。次の画像のタブは、Web テストの応答から VIEWSTATE データを取得して、このデータ

を結果のゞスタム タブのテーブルに追加する方法を示しています。 
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独自のカスタム タブを実装する手順 

 

1) プロジェクトの新規作成 

 

 Visual Studio ゕドンの作成: Visual Studio ゕドン プロジ゚クトを新しく作成します (以下を

参照)。Visual Studio ゕドン ゙ゖザードが開始します。この゙ゖザードを完了まで実行します。 

 

 
 

 新しいプロジ゚クトは次のように表示されます。 

         

 プロジェクトで以下のゕセンブリを直接参照します。 

◦ Microsoft.VisualStudio.QualityTools.LoadTestFramework 

◦ Microsoft.VisualStudio.QualityTools.WebTestFramework 

◦ ゕドンが機能するために必要な他のすべてのゕセンブリまたはコード 

 ユーザー コントロールをプロジェクトに追加します (プロジ゚クトを右クリックし、[追加] を

ポントして [ユーザー コントロール] をクリックします)。ユーザー コントロールには、タブ

に表示される項目を収容します。 
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 必要なコントロールをメン ユーザー コントロールに追加します。今回の例では、チ゚ック 

ボックス、テ゠スト ボックス、およびリスト ボックスを追加しました。 

 リスト ボックスの [Dock] プロパテゖを [Fill] に設定します。この操作を実行すると、リスト 

ボックスが他のコントロールの前面に表示されることに注意してください。これについては次

で変更します。 

 

 
 

 メン コントロールの余白を設定します。これで、前の手順で追加したリスト ボックスに適

切なサズが設定されます。リスト ボックスが他のコントロールの前面に表示されないように、

上部の余白を大きく設定します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

リスト ボックスが強調表示さ

れるようにします 

リスト ボックスが強調表示され

るようにします 
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2) タブ コントロール コードの変更と追加 

 

プラグンを機能させるには、“connect.cs” フゔル内でたくさんの作業を実行する必要があります。

ただし、参照用のメソッドが既に存在するため、connect.cs での作業を始める前に、適切に機能する

コード (または少なくともコードのシ゚ル) があることを確認してください。今回の例では、ユーザ

ー コントロールを返すコードのみが必要です。リスト ビューをダブル クリックして、次のコード

を追加します。 

 
 

 sReqName は現在の要求の URL です。 

 sSize  は ViewState の計算したサズです。 

 iTotalSize は累計サズです。 

これらのプロパテゖはすべて connect.cs コードで計算、設定します。以

下のコードは、タブに表示する値に変更を加えることのみを目的として

います。 

 
 
public void AddAValueToTheListView(string sReqName, string sSize, int iTotalSize) 

{ 

     tbTotalSize.Text = iTotalSize.ToString(); 

     tbTotalSize.Update(); 

     ListViewItem item = new ListViewItem(new string[] { sReqName, sSize }); 

     listViewTagCounts.Items.Add(item); 

} 

 

private void cbShowNonViewState_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

{ 

     // ViewState 以外のページを非表示にするコードを追加します 

} 
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3) ゕドン ハンドラー コードの変更と追加 

ここで connect.cs コードを確認します。興味深い主な項目を次に示します。 

 

public class Connect : IDTExtensibility2 

{ 

     Dictionary<Guid, Dictionary<Guid, UserControl>> m_controls = new Dictionary<Guid, 

Dictionary<Guid, UserControl>>(); 

     LoadTestPackageExt wpe; 

     int iViewStateTotalSize = 0; 

iViewStateTotalSize は今回の特定のゕドン固有

の変数です。強調表示した行は、すべての Web 

テストのゕドンに追加する必要があります。 

 
public void OnConnection(object application, ext_ConnectMode connectMode, object 

addInInst, ref Array custom) 

{ 

          _applicationObject = (DTE2)application; 

          _addInInstance = (AddIn)addInInst; 

このメソッドは既に存在するため、メソッド内の

すべてを削除して、このコードを追加します。 

     wpe = 

_applicationObject.GetObject("Microsoft.VisualStudio.TestTools.LoadTesting.LoadTestPackageExt") 

as LoadTestPackageExt; 

     //開いている゙ゖンド゙を処理します 

     foreach (WebTestResultViewer p in wpe.WebTestResultViewerExt.ResultWindows) 

     { 

          WindowCreated(p); 

     } 

     wpe.WebTestResultViewerExt.WindowCreated += new 

EventHandler<WebTestResultViewerExt.WindowCreatedEventArgs>(wpe_WebtestPlaybackWindowCrea 

ted); 

     wpe.WebTestResultViewerExt.WindowClosed += new 

EventHandler<WebTestResultViewerExt.WindowClosedEventArgs>(WebTestResultViewerExt_WindowC 

losed); 

     wpe.WebTestResultViewerExt.SelectionChanged += new 

EventHandler<WebTestResultViewerExt.SelectionChangedEventArgs>(WebTestResultViewerExt_Sel 

ectionChanged); 

     wpe.WebTestResultViewerExt.TestCompleted += new 

EventHandler<WebTestResultViewerExt.TestCompletedEventArgs>(WebTestResultViewerExt_TestCo 

mpleted); 

     iViewStateTotalSize = 0; 

} 

今回のゕドン固有のコード行です。ここに必要な初期化コードを

追加します。 

 
 

強調表示しているメソッドは、以下に対応するメソッド定義があります。 
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private void WindowCreated(WebTestResultViewer viewer) 

{ 

     UserControl1 c = new UserControl1(); 

     c.Dock = DockStyle.Fill; 

ストック コードです。すべてコピーして、ユーザー コントロール

名を、前のセクションでコントロールに指定した名前に変更します。 

     //開いている再生゙ゖンド゙の Dictionary を追加します 

     System.Diagnostics.Debug.Assert(!m_controls.ContainsKey(viewer.TestResultId)); 

     Dictionary<Guid, UserControl> userControls = new Dictionary<Guid, UserControl>(); 

 

     //summary を追加します 

     Guid summaryGuid = Guid.NewGuid(); 

     Guid responseGuid = Guid.NewGuid(); 

     userControls.Add(responseGuid, c); 

     m_controls.Add(viewer.TestResultId, userControls); 

このテ゠ストは、追加するタブの表示名です。 

     //再生コントロールにタブを追加します 

     viewer.AddResultPage(responseGuid, "ViewState Info", c); 

} 

 

ストック コードです。変更は必要ありません。 

void WebTestResultViewerExt_TestCompleted(object sender, 

WebTestResultViewerExt.TestCompletedEventArgs e) 

{ 

     foreach (UserControl userControl in m_controls[e.TestResultId].Values) 

     { 

     } 

} 

 

ストック コードです。変更は必要ありません。 

void WebTestResultViewerExt_WindowClosed(object sender, 

WebTestResultViewerExt.WindowClosedEventArgs e) 

{ 

     if (m_controls.ContainsKey(e.WebTestResultViewer.TestResultId)) 

     { 

          //開いている゙ゖンド゙を処理します 

          foreach (Guid g in m_controls.Keys) 

          { 

               e.WebTestResultViewer.RemoveResultPage(g); 

          } 

          m_controls.Remove(e.WebTestResultViewer.TestResultId); 

     } 

} 

 

ストック コードです。変更は必要ありません。 

void wpe_WebtestPlaybackWindowCreated(object sender, 

WebTestResultViewerExt.WindowCreatedEventArgs e) 

{ 

     WindowCreated(e.WebTestResultViewer); 

} 
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以下に主力メソッドを示します。 

 
void WebTestResultViewerExt_SelectionChanged(object sender, 

WebTestResultViewerExt.SelectionChangedEventArgs e) 

{ 

作成したユーザー コントロールです。 

     if (e.WebTestRequestResult != null) 

     { 

          foreach (UserControl userControl in m_controls[e.TestResultId].Values) 

          { 

               UserControl1 userControl1 = userControl as UserControl1; 

               if (userControl1 != null) 

               { 

                    WebTestResponse response = e.WebTestRequestResult.Response; 

                    // 応答での各タグの出現回数をゞ゙ントします 

                    Dictionary<string, int> tagCounts = new Dictionary<string, 

int>(StringComparer.OrdinalIgnoreCase); 

                    if (response != null && response.BodyBytes != null) 

                    { 

                         string str1 = response.ResponseUri.ToString(); 

                         string str2 = "No VIEWSTATE Detected"; 

                         if (response.BodyString.Contains("__VIEWSTATE")) 

                         { 

                              //<input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" 

value="/wEPQUe...z+aZmiNA==" /> 

                              int x = response.BodyString.IndexOf("id=¥"__VIEWSTATE¥" 

value=¥""); 

                              int y = response.BodyString.IndexOf("¥" />", x); 

                              if ((y - x - 24) > 0) 

                              { 

                                   str2 = Convert.ToString(y - x - 24); 

                                   iViewStateTotalSize = iViewStateTotalSize + (y - x - 24); 

                              } 

                         } 

                         userControl1.AddAValueToTheListView(str1, str2, iViewStateTotalSize); 

                    } 

               } 

          } 

     } 

} 

ユーザー コントロールを呼び出して、タブを設定します。 
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--新規-- プラグンを使用してレコーダー機能を拡張する方法 

以下の内容はすべて Sean Lumley のブログからの引用です。 

 
 

ここでは、Web テストの記録に役立つ新機能について説明します。これは拡張可能なレコーダー プラグン

機能で、記録後の Web テストに変更を加えます。基本的には、Web テスト レコーダー バーで [停止] をク

リックしても、Web テスト ゛デゖターに Web テストが完全に保存される前に、記録された Web テストに

変更を加えることができます。では、この機能が役立つ問題とは何でしょう。それは主に、独自に設定した相

関関係を実行する際の問題です。VS 2008 では、記録後に実行され、動的フゖールドを検索する処理が追加さ

れました。詳細については、このブログ記事 

(http://blogs.msdn.com/slumley/pages/web-test-correlation-helper-feature-in-orcas.aspx、英語) を参照してください。 

 

この処理は現在も存在しますが、常にゕプリケーションのすべての動的フゖールドが見つかるわけではありま

せん。そのため、ゕプリケーションで動的フゖールドが見つからなかった場合は、相関関係の処理を手動で実

行する必要がありました。手動の処理方法に関する詳細については、このブログ記事 

(http://blogs.msdn.com/slumley/pages/how-to-debug-a-web-test.aspx、英語) を参照してください。また、URL 内の

動的値など、相関関係の処理で動的値が見つからない場合もあります。 

 

大まかには、次の処理が必要です。 

 

1) パラメーターが動的かどうかを判断します。 

2) パラメーターごとに、応答本文で最初に出現する箇所を見つけます。 

3) 抽出規則を追加して、応答から値を抽出し、コンテ゠ストに追加します。 

4) コンテ゠ストから値を抽出する際、値を変更することで、この値を必要とするク゛リ文字列

やフ゜ーム ポスト パラメーターにそれぞれ変更を加えます。 

 

この新機能を使用して、相関関係を実行したり、Web テスト ゛デゖターにテストが保存される前に、多くの

方法で Web テストに変更を加えたりできる、独自のプラグンを作成できます。それぞれの記録に関連付け

る必要がある特定の動的変数がわかれば、処理を自動化することができます。この機能を示すため、以前の記

事では手動で行っていた相関関係を実行する、レコーダー プラグンを作成します。詳細については、

http://blogs.msdn.com/slumley/pages/vs-2010-feature-web-test-playback-enhancements.aspx (英語) を参照してくだ

さい。 

 
 

2010 のみに該当 

http://blogs.msdn.com/slumley/pages/web-test-correlation-helper-feature-in-orcas.aspx
http://blogs.msdn.com/slumley/pages/how-to-debug-a-web-test.aspx
http://blogs.msdn.com/slumley/pages/vs-2010-feature-web-test-playback-enhancements.aspx
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概要 

 

プラグンの作成 

レコーダー プラグンは、WebTestPlugins や WebTestRequestPlugins と同じパターンに従います。プラグン

を作成するには、WebTestRecorderPlugin を拡張するクラスを作成して、PostWebTestRecording メソッドをゝー

バーラドします。 

 
public class Class1 : WebTestRecorderPlugin 

     { 

          public override void PostWebTestRecording(object sender, PostWebTestRecordingEventArgs e) 

          { 

               base.PostWebTestRecording(sender, e); 

          } 

     } 

 
 

Web テストの変更 

ベント引数は、操作する 2 つの主なゝブジ゚クトとして、記録された結果と記録された Web テストを

提供します。これで、結果を繰り返し処理して特定の値を探し、Web テストの同じ要求に移動して変更を

加えることができます。コンテ゠スト パラメーターの追加を検討している場合や、URL の一部をパラメ

ーター化する可能性がある場合は、単純に Web テストに変更を加えることもできます。Web テストに変

更を加える場合は、RecordedWebTestModified プロパテゖを true に設定する必要があります。 

 
e.RecordedWebTestModified = true; 

 
 

プラグンの配置 

プラグンをコンパルしたら、dll を次の 2 つのいずれかの場所に配置する必要があります。 

 
1) Program Files¥Microsoft Visual Studio 

10.0¥Common7¥IDE¥PrivateAssemblies¥WebTestRecorderPlugins 
2) %USERPROFILE%¥My Documents¥Visual Studio 10¥WebTestRecorderPlugins 

 

プラグンの実行 

プラグンを配置したら、プラグンを適用するため、VS を再起動する必要があります。Web テストを作成

する際に、新しいダゕログ ボックスが表示されるようになります。このダゕログ ボックスには、実行で

きるプラグンがすべて表示されます。作成したプラグンを選択し、[OK] をクリックします。Web テスト

を記録後にプラグンが実行されます。 
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サンプル プラグンの作成 

まず、自動化する相関関係を簡単に確認します。Reporting Services サトで Web テストを記録した後の、相

関関係ツールの画面を次に示します。 

 

ReportSession パラメーターを関連付けます。 

1) クラス ラブラリ プロジ゚クトを作成します。 

2) 参照を右クリックし、[参照の追加] をクリックします。 

3) [Microsoft.VisualStudio.QualityTools.WebTestFramework] を選択します。 

4) プラグンのコードを次に示します。 

 
using System.ComponentModel; 

using Microsoft.VisualStudio.TestTools.WebTesting; 

using Microsoft.VisualStudio.TestTools.WebTesting.Rules; 

namespace RecorderPlugins 

{ 

     [DisplayName("Correlate ReportSession")] 

      [Description("レポート セッションの抽出規則を追加し、ReportSession を使用するク゛リ文字列パラメーターにバ

ンドします")] 

     public class CorrelateSessionId : WebTestRecorderPlugin 

http://blogs.msdn.com/photos/slumley/picture9648525.aspx
http://blogs.msdn.com/photos/slumley/picture9648525.aspx
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     { 

          public override void PostWebTestRecording(object sender, PostWebTestRecordingEventArgs e) 

          { 

               //まず、セッション ID を探します 

               bool foundId = false; 

               foreach (WebTestResultUnit unit in e.RecordedWebTestResult.Children) 

               { 

                    WebTestResultPage page = unit as WebTestResultPage; 

                    if (page != null) 

                    { 

                         if (!foundId) 

                         { 

                              int indexOfReportSession = 

page.RequestResult.Response.BodyString.IndexOf("ReportSession"); 

                              if (indexOfReportSession > -1) 

                              { 

                                   //この要求に抽出規則を追加します 

                                   //宣言型の Web テスト内の対応する要求を取得します 

                                   ExtractionRuleReference ruleReference = new 

ExtractionRuleReference(); 

                                   ruleReference.Type = typeof(ExtractText); 

                                   ruleReference.ContextParameterName = "SessionId"; 

                                   ruleReference.Properties.Add(new PluginOrRuleProperty("EndsWith", 

"&ControlID=")); 

                                   ruleReference.Properties.Add(new PluginOrRuleProperty("HtmlDecode", 

"True")); 

                                   ruleReference.Properties.Add(new PluginOrRuleProperty("IgnoreCase", 

"True")); 

                                   ruleReference.Properties.Add(new PluginOrRuleProperty("Index", 

"0")); 

                                   ruleReference.Properties.Add(new PluginOrRuleProperty("Required", 

"True")); 

                                   ruleReference.Properties.Add(new PluginOrRuleProperty("StartsWith", 

"ReportSession=")); 

                                   ruleReference.Properties.Add(new 

PluginOrRuleProperty("UseRegularExpression", "False")); 

 

                                   WebTestRequest requestInWebTest = 

e.RecordedWebTest.GetItem(page.DeclarativeWebTestItemId) as WebTestRequest; 

                                   if (requestInWebTest != null) 

                                   { 

                                        requestInWebTest.ExtractionRuleReferences.Add(ruleReference); 

                                        e.RecordedWebTestModified = true; 

                                   } 

                                   foundId = true; 

                              } 

                         } 

                         else 

                         { 

                              //ク゛リ文字列パラメーターを更新します 

                              WebTestRequest requestInWebTest = 

e.RecordedWebTest.GetItem(page.DeclarativeWebTestItemId) as WebTestRequest; 

                              if (requestInWebTest != null) 

                              { 

                                   foreach (QueryStringParameter param in 

requestInWebTest.QueryStringParameters) 

                                   { 

                                        if (param.Name.Equals("ReportSession")) 

                                        { 

                                             param.Value = "{{SessionId}}"; 

                                        } 
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                                   } 

                              } 

                         } 

                    } 

               } 

          } 

     } 

} 

 

5) クラスの一部を見てみましょう。 

a. ReportSession を使用して、結果を繰り返し、最初のページを探しています。次のコードは、

記録された各ゝブジ゚クトを繰り返し、ReportSession の応答本文を検索しています。 

 
               foreach (WebTestResultUnit unit in e.RecordedWebTestResult.Children) 
               { 
                    WebTestResultPage page = unit as WebTestResultPage; 
                    if (page != null) 
                    { 
                         if (!foundId) 
                         { 
                              int indexOfReportSession = 
page.RequestResult.Response.BodyString.IndexOf("ReportSession"); 

                              if (indexOfReportSession > -1) 
                              { 
                                   … 
 

b. 応答を見つけたら、抽出規則を追加する必要があります。次のコードは、抽出規則を作成し、

Web テスト内の適切な要求を見つけて、抽出規則を追加しています。結果ゝブジ゚クトには

それぞれ DeclarativeWebTestItemId というプロパテゖがあり、これを使用して、Web テスト

から適切な要求を取得します。 

 
               ExtractionRuleReference ruleReference = new ExtractionRuleReference(); 
               ruleReference.Type = typeof(ExtractText); 
               ruleReference.ContextParameterName = "SessionId"; 
               ruleReference.Properties.Add(new PluginOrRuleProperty("EndsWith", "&ControlID=")); 
               ruleReference.Properties.Add(new PluginOrRuleProperty("HtmlDecode", "True")); 
               ruleReference.Properties.Add(new PluginOrRuleProperty("IgnoreCase", "True")); 
               ruleReference.Properties.Add(new PluginOrRuleProperty("Index", "0")); 
               ruleReference.Properties.Add(new PluginOrRuleProperty("Required", "True")); 
               ruleReference.Properties.Add(new PluginOrRuleProperty("StartsWith", 
"ReportSession=")); 

               ruleReference.Properties.Add(new PluginOrRuleProperty("UseRegularExpression", 
"False")); 

 
               WebTestRequest requestInWebTest = 
e.RecordedWebTest.GetItem(page.DeclarativeWebTestItemId) as WebTestRequest; 

               if (requestInWebTest != null) 
               { 
                    requestInWebTest.ExtractionRuleReferences.Add(ruleReference); 
                    e.RecordedWebTestModified = true; 
               } 
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c. ReportSession が名前に含まれるすべてのク゛リ文字列パラメーターを探して、値を 

{{SessionId}} に変更します。 

 
               WebTestRequest requestInWebTest = 
e.RecordedWebTest.GetItem(page.DeclarativeWebTestItemId) as WebTestRequest; 

               if (requestInWebTest != null) 
               { 
                    foreach (QueryStringParameter param in requestInWebTest.QueryStringParameters) 
                    { 
                         if (param.Name.Equals("ReportSession")) 
                         { 
                              param.Value = "{{SessionId}}"; 
                         } 
                    } 
               } 
 

6) これでプラグンが完成したので、コンパルして、前述のいずれかに配置します。 

7) VS を再起動します。 

8) テスト プロジ゚クトを開き、新しい Web テストを作成します。次のダゕログ ボックスが

表示され、使用可能なプラグンが表示されます。 

 

 
 
 

9) 作成したプラグンを選択します。 

10) Reporting Services サトで同じ Web テストを記録し、[停止] をクリックして、Web テストを

終了します。 

http://blogs.msdn.com/photos/slumley/picture9693021.aspx
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11) 相関関係処理を実行すると、ReportSession パラメーターが見つからないことがわかります。こ

れは既に関連付けられているためです。 

 

 
 

12) Web テストの最初の要求と抽出規則を確認します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://blogs.msdn.com/photos/slumley/picture9692971.aspx
http://blogs.msdn.com/photos/slumley/picture9693034.aspx
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13) 他の要求で、抽出規則を参照している場所を確認します。 

 

 
 

これはやや高度な機能ですが、記録された Web テストに自動的に変更を加える場合には大幅に時間を短縮でき

ます。Web テストを作成するユーザーが複数存在する場合、このプラグンを使用して、同じパラメーターや

規則が各 Web テストに追加されるようにすることができます。もちろん、組み込みの相関関係ツールで見つか

らないパラメーターや URL の相関関係を自動化することもできます。 

 

http://blogs.msdn.com/photos/slumley/picture9699399.aspx
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VS テスト プラットフ゜ーム固有ではない項目 

--新規-- スタンドゕロンのネットワーク ゛ミュレーションと CodePlex 

以下の内容はすべて Lonny Kruger のブログからの引用です。 

 

「Creating a Stand-Alone Network Emulator using VS2010 - Beta 1 Release (VS2010 Beta 1 を使用してスタンドゕロン

のネットワーク ゛ミュレーターを作成する)」という記事で、VS2010 Beta 1 に導入されたネットワーク ゛ミ

ュレーション機能を使用して、スタンドゕロンのネットワーク ゛ミュレーターを作成する方法を紹介しました。

それ以降、ネットワーク ゛ミュレーションの API は何度かの変遷を経て、Beta 1 の API は、RC や RTM で

は機能しなくなっています。事態をわかりやすくするため、新しい “スタンドゕロン” のネットワーク ゛ミュ

レーター UI (NEUI) を作成しました。これを使用すると、VS2010 を起動する必要なく、VS2010 のネットワー

ク ゛ミュレーション機能を利用して、単体テストやロード テストを開始できます。このプロジ゚クトのソー

スは、広く利用できるように CodePlex に投稿しました。現在、このソースは、「Web and Load Test Plugins for Visual 

Studio Team Test (英語)」のプロジ゚クトに含めてありますが、コミュニテゖによるサポートを十分に受け、コミ

ュニテゖに深く関与することで、個別のプロジ゚クトとして作成および管理のプロセスを実行できるようにな

ればさいわいです。 

 

現在、NEUI プロジ゚クトには、次のような簡単な UI が含まれています。 

 WPF を使用する 

 ユーザーがネットワーク プロフゔルを 1 つ選択して、特定のネットワークの゛ミュレーションを行える 

 最小化時にシステム トレに表示する 

 システム トレでネットワーク ゛ミュレーションの起動と停止、およびネットワーク プロフゔルの選

択を実行できる 

 

この゛ミュレーターを自由にダ゙ンロードしてご利用ください。また、十分使えると判断したら、新しい機能

の検討や導入をお願いします。 

 

http://teamtestplugins.codeplex.com/
http://teamtestplugins.codeplex.com/
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VS ゕプリケーション プロフゔラーの使用 

VS ゕプリケーション プロフゔラーの使用について 

 
http://blogs.msdn.com/b/profiler/archive/2008/10/15/walkthroughs-using-vsts-test-and-profilers-to-find-performance-issu

es.aspx (英語) 

 
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/magazine/cc337887.aspx?pr=blog 
 

http://www.codeguru.com/cpp/v-s/devstudio_macros/visualstudionet/article.php/c14823__1/ (英語) 

 
 

VS 2008 ゕプリケーション プロフゔラーの新機能 

VS パフ゜ーマンス チームは、VS プロフゔラーの新機能とその使用方法について紹介しているブログ記事

をいくつか追加しました。特集には、ゕプリケーションの “ホットスポット” を簡単に確認するツールや、パ

フ゜ーマンス ゞ゙ンターを使用してプロフゔラー診断を向上する機能などがあります。詳細については、以

下のリンクを参照してください。 

 
http://blogs.msdn.com/profiler/archive/2007/10/19/articles-on-new-visual-studio-team-system-2008-profiler-features.aspx 

(英語) 

 
 

System.NET トレースを使用したネットワークの問題のデバッグ 

http://blogs.msdn.com/dgorti/archive/2005/09/18/471003.aspx (英語) 

 
 

Logparser のヒントとテクニック 

1. 名前にスペースを含めるには、゛リゕス名を角かっこで囲みます。たとえば、[User Data] のように表記

します。 

2. サブ文字列を取得する際に末尾の文字を削除する必要がある場合、省略構文を使用できます。 

たとえば、Substr(mystring, 1, sub(strlen(mystring),19)) は、Substr(mystring,1,-19) 

と表記できます。 

 
 
 
 

http://blogs.msdn.com/b/profiler/archive/2008/10/15/walkthroughs-using-vsts-test-and-profilers-to-find-performance-issues.aspx
http://blogs.msdn.com/b/profiler/archive/2008/10/15/walkthroughs-using-vsts-test-and-profilers-to-find-performance-issues.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/magazine/cc337887.aspx?pr=blog
http://www.codeguru.com/cpp/v-s/devstudio_macros/visualstudionet/article.php/c14823__1/
http://blogs.msdn.com/profiler/archive/2007/10/19/articles-on-new-visual-studio-team-system-2008-profiler-features.aspx
http://blogs.msdn.com/dgorti/archive/2005/09/18/471003.aspx


 
Visual Studio パフ゜ーマンス テスト クック リフゔレンス ゟド ページ 210 

Web ク゛リを使用した Logparser 

Web ログの状態コード数 (およびパーセンテージ) 

-i:IISW3C -recurse:-1 -Q:on "SELECT sc-status, COUNT(*), MUL(PROPCOUNT(*),100.0) AS Percentage INTO 

StatusCount.txt FROM ex*.log GROUP BY sc-status ORDER BY sc-status”  

 

Web ログの PageType による Web 状態コードの分析 

-i:IISW3C -recurse:-1 -Q:on "SELECT EXTRACT_EXTENSION(TO_UPPERCASE(cs-uri-stem)) AS PageType, 

sc-status, COUNT(*) AS Amount INTO StatusCodes.txt FROM ex*.log GROUP BY scstatus, PageType ORDER 

BY sc-status ASC" -o:TSV 

 

PageType のヒット数 

-i:IISW3C -recurse:-1 -Q:on "SELECT EXTRACT_EXTENSION(TO_UPPERCASE(cs-uri-stem)) AS PageType, 

COUNT(*) AS Amount INTO pagetype.txt FROM ex*.log GROUP BY PageType ORDER BY Amount DESC" -o:TSV  

 

存在しないページの要求の一覧 

-i:IISW3C -recurse:-1 -Q:on "SELECT DISTINCT cs-uri-stem AS Url USING sc-status AS statuscode INTO 

not-found.txt FROM ex*.log WHERE statuscode = 404" -o:TSV  

 

低速ページ応答トップ 10 

-i:IISW3C -recurse:-1 -Q:on "SELECT TOP 10 MAX(time-taken) AS Processing-Time, AVG(time-taken) AS 

Average, MIN(time-taken) AS Minimum, cs-uri-stem AS Url, COUNT(csuristem) AS PageCount INTO 

longrunning.txt FROM ex*.log GROUP BY cs-uri-stem ORDER BY Average DESC" -o:TSV  

 

ページの種類ごとにかかる最大時間と最小時間の平均値 

-i:IISW3C -recurse:-1 -Q:on "SELECT EXTRACT_EXTENSION(cs-uri-stem) as Type, AVG(timetaken) AS 

Average, MAX(time-taken) AS Maximum, MIN(time-taken) AS Minimum INTO PageTimes.txt FROM ex*.log WHERE 

time-taken &amp;amp;gt; 0 GROUP BY Type ORDER BY Average DESC"  

 

1 時間あたりの要求数と合計バト数 

-i:IISW3C -recurse:-1 -Q:on "SELECT QUANTIZE(TO_TIMESTAMP(date, time), 3600) AS Hour, COUNT(*) AS 

Total, SUM(sc-bytes) AS TotBytesSent INTO HitsByHour.txt FROM ex*.log GROUP BY Hour ORDER BY Hour" 

-o:TSV  

 

値が 500 の状態コードを返すページの一覧と数 

-i:IISW3C -recurse:-1 -Q:on "SELECT cs-uri-stem, sc-status, COUNT(*) FROM ex*.log WHERE 

sc-status=500 GROUP BY cs-uri-stem, sc-status ORDER BY cs-uri-stem" -o:TSV  
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Web ク゛リ以外を使用した LogParser 

LogParser による Vista のベント ビューゕー フゔルの解析 

フゔルを Vista 形式に変換する必要があります。次のコマンドで実行できます。 

wevtutil epl app.evtx app.evt /lf:true  

 

フゔル内のテキスト文字列のクエリ 

-i:TEXTLINE "SELECT LTRIM(extract_token(text, 1,'Text to find')) as string FROM *.txt WHERE string 

is not null"  

 

ベント ビューゕー ログ本文の文字列からのデータの抽出 

logparser -i:evt "SELECT extract_prefix(extract_suffix(Strings,0,'left text'),0,'right text') as 

String INTO optimizer.txt FROM *.EVT WHERE Strings LIKE '%Optimizer Results%'" -q:ON  

 

(応用) ベント ビューゕー ログ本文の文字列から時間枠を限定したデータの抽出 

logparser -i:evt -q:ON "SELECT Count(*) AS Qty, SUBSTR(extract_suffix(Message, 0, 'Message :'), 0, 

75) as String FROM Error! Hyperlink reference not valid.name>¥Application WHERE SourceName LIKE 

'%Enterprise%' AND Message LIKE '%Timestamp: %' AND TimeGenerated > TIMESTAMP ('2008-06-06 07:23:15', 

'yyyy-MM-dd hh:mm:ss' ) GROUP BY String ORDER BY Qty DESC"  

 

テキスト出力のキーワードを検索する、保存済みベント ログからの例外の一覧 

-I:evt "SELECT QUANTIZE(TimeGenerated, 3600) AS Hour, COUNT(*) As Total, ComputerName FROM *.evt 

WHERE EventID = 100 AND strings like '%overflow%' GROUP BY ComputerName, hour"  

 

netstat をクエリする Logparser コマンド 

netstat.exe -anp TCP | LogParser “SELECT [Local Address] AS Server,[Foreign Address] AS Client,State 

FROM STDIN WHERE Server LIKE '%:443' OR Server LIKE '%:80'” -i:TSV - iSeparator:space -nSep:2 

-fixedSep:OFF -nSkipLines:3 -o:TSV -headers:ON  

 

Active Directory® をクエリするコマンド 

Logparser -i:ADS "SELECT * FROM 'LDAP://Redmond/CN=Microsoft.com FTE,OU=Distribution 

Lists,DC=redmond,DC=corp,DC=microsoft,DC=com'" -objClass:user  

 

IIS をクエリしてサトの構成情報を取得するコマンド 

Logparser “select * from IIS://localhost”  

 

Netmon フゔルをクエリして各 TCP 通信におけるデータを一覧表示するコマンド 

LogParser -fMode:TCPConn -rtp:-1 "SELECT DateTime, TO_INT(TimeTaken) AS Time, DstPayloadBytes, 

SUBSTR(DstPayload, 0, 128) AS Start_Of_Payload INTO IE-Take2.txt FROM IE-Take2.cap WHERE DstPort=80 

ORDER BY DateTime ASC" -headers:ON  

 

Netmon をクエリしてペロードの特定のテキストに基づくフレーム番号を探すコマンド 

LogParser -fMode:TCPIP -rtp:-1 "SELECT Frame, Payload INTO 3dvia.txt FROM 3dvia.cap WHERE DstPort=80 

AND Payload LIKE '%ppContent%' " -headers:ON  

 

カスタム ログ フゔルにログ記録されたエントリの開始時間を取得するコマンド 

LogParser –i:TEXTLINE " SELECT TOP 1 TO_TIME(TO_TIMESTAMP(EXTRACT_PREFIX(Text,2,' '), 'M/dd/yyyy 

h:mm:ss tt')) AS [Start Time], 'FirstStartTime' FROM *.log WHERE Text LIKE '%text tag to search for%' 

ORDER BY [Start Time] ASC  
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以前の記事 

Web 要求ゝブジ゚クトで使用できない Content-Length ヘッダー 

現在、Content-Length という Web 要求ヘッダーは WebTestRequest ゝブジ゚クトに存在しません。この問題は 

SP1 で解決する予定です。 

 
 

SharePoint のフゔル ゕップロード テストでフゔルが 2 回ポストされることがある 

フゔルを SharePoint サトに送信する Web テストを実行すると、テストでフゔルのポストが 2 回試行

されることがあります。SharePoint で処理されるフゔルは 1 つだけですが、2 回試行された結果、要求時間

とゕップロードのサズが正しい値にならないことがあります。この問題は、統合認証を使用している場合に

発生します。クラゕントでは、100-Continue 応答を想定して POST を要求しますが、実際には 404 応答を

受け取ります (これは想定された動作です)。しかし、VS では、資格情報を使用して要求を再開する代わりに、

最初の要求を引き続きポストします (この要求は SharePoint で無視されます)。VS では最初の要求完了後に資

格情報を使用して再ポストし、この送信は成功します。修正プログラムが SP1 で提供されています。 

 
 

AJAX 呼び出しで一部の非表示フゖールドがパラメーター化されない 

AJAX のパネル更新を含む Web テストを記録すると、一部のフ゜ーム ポスト パラメーターで非表示値 

(VIEWSTATE など) がパラメーター化されないことがあります。メール スレッドから一部を紹介します。 

 

問題は、Microsoft AJAX の部分レンダリング (更新パネル) の応答で、非表示フゖールドが 2 か所に表示され

ることです。|hiddenField| 型が指定されたフゖールド (実際に参照したフゖールド) だけでなく、AJAX 応答の 

|updatePanel| フゖールドに含まれる、HTML で通常非表示フゖールドとして使用される input タグにも、非表

示フゖールド (参照しなかったフゖールド) が表示されます。 

 

この問題は SP1 で解決されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Visual Studio パフ゜ーマンス テスト クック リフゔレンス ゟド ページ 213 

(解決) 単体テストのスレッド モデルとモデルの変更 

単体テスト既定のスレッド モデルは STA です。SP1 では、ロード テストでこの設定を管理するよう修正され

ました (ロード テストに含まれる単体テストでは、ApartmentState プロパテゖが管理されなくなります)。詳

細については、以下のブログを参照してください。 

 
http://blogs.msdn.com/b/irenak/archive/2008/02/22/sysk-365-how-to-get-your-unit-tests-test-project-in-visual-studio-2008-

a-k-a-mstest-run-multithreaded.aspx (英語) 

 
 

リダレクトされた要求の待ち時間がロード テストで無視される VS 2008 SP1 のバグ 

ロード テストで Web テストを実行すると、リダレクトされるすべてのテスト要求でタミングのバグが発

生します。このバグにより、要求で指定したすべての待ち時間が無視されます。このバグは以下に示す SP1 リ

リース後の修正プログラムで解決されています。 

 

KB 956397 (http://support.microsoft.com/kb/956397/en-us、英語) 

 
http://blogs.msdn.com/billbar/archive/2008/08/04/bug-in-vsts-2008-sp1-causes-think-time-for-redirected-requests-to-be-ig

nored-in-a-load-test.aspx (英語) 

 
 

VS 2008 SP1 のロード テスト プラグンによる新しい機能強化 

http://blogs.msdn.com/billbar/pages/load-test-api-enhancements-in-vsts-2008-sp1-beta.aspx (英語) 

 
 

VSTS 2008 SP1 の WebTestPlugin クラスに追加された 4 つの新メソッド 

http://blogs.msdn.com/billbar/pages/web-test-api-enhancements-available-in-vsts-2008-sp1-beta.aspx (英語) 

 

http://blogs.msdn.com/b/irenak/archive/2008/02/22/sysk-365-how-to-get-your-unit-tests-test-project-in-visual-studio-2008-a-k-a-mstest-run-multithreaded.aspx
http://blogs.msdn.com/b/irenak/archive/2008/02/22/sysk-365-how-to-get-your-unit-tests-test-project-in-visual-studio-2008-a-k-a-mstest-run-multithreaded.aspx
http://support.microsoft.com/kb/956397/en-us
http://blogs.msdn.com/billbar/archive/2008/08/04/bug-in-vsts-2008-sp1-causes-think-time-for-redirected-requests-to-be-ignored-in-a-load-test.aspx
http://blogs.msdn.com/billbar/archive/2008/08/04/bug-in-vsts-2008-sp1-causes-think-time-for-redirected-requests-to-be-ignored-in-a-load-test.aspx
http://blogs.msdn.com/billbar/pages/load-test-api-enhancements-in-vsts-2008-sp1-beta.aspx
http://blogs.msdn.com/billbar/pages/web-test-api-enhancements-available-in-vsts-2008-sp1-beta.aspx
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