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序文 

本書は、Contoso 社と Fabrikam 社にまつわるストーリーです。ソフトウェア業界 30 年を表す典型的な

企業が Contoso 社です。そして、ここ 10 年を表す企業が Fabrikam 社です。 

ソフトウェアは最盛期を迎えようとしています。かつてないほど無駄が省かれ、透明性が高くなり、顧客はそ

の価値を速やかに享受できるようになっています。こうした革新は、Fabrikam 社の開発チームのように、小

さく、機敏性があり、行動力に長けたチームがその底辺を支えています。これは世界的な傾向で、シリコンバ

レー、エストニア、中国、ブラジル、インドといった、まったく異なる地域で見受けられます。  

成熟していく経済に後れを取らないことが重要です。これまでのサプライ チェーンは、サプライ エコシステ

ムに姿を変え始めています。構築するソフトウェアを土台からすべて設計する時代は終わりました。今は、再

利用できるパーツを探す時代です。唯一、再利用や外部委託ができないパーツを革新的な考えを用いてすばや

く実験を重ねながら構築していく時代です。スマートフォンを手にするたびに、このことを実感できます。 

ソフトウェアのテストも同様に、後れを取ってはなりません。Contoso の時代は、「廃棄と改訂」を最小限

に抑えることが考えられていました。Fabrikam が台頭する現代は、迅速な実験と、「構築-測定-学習 

(build-measure-learn)」の連続サイクルが重視されます。テスト担当者は、開発者を捕まえて苦言を呈する

部外者ではなく、多岐にわたる専門分野から編成されるチームの一員になりました。その役割も、「顧客に害

を及ぼすことがないように」と受動的だった Contoso 社の時代から、「顧客の行動や願望を予測し、最初に

して最高の支援者になる」というように積極的な Fabrikam 社の時代へと変化しています。 

Fabrikam 社のテストへようこそ。とても忙しくなりますが、はるかにおもしろくて実りあるものになりま

す。 

Sam Guckenheimer 

ワシントン州レドモンド 

2012 年 5 月 

 

  



はじめに 

テストは、常に、ソフトウェア開発の付属物として扱われ、ソフトウェア ビジネスの外部にはほとんど気付

かれることがなく、内部では不満の種になっています。小さなエラーを見過ごすと、テストが非難されます。

時間が足りなくなったり、コストが増えすぎると、テストのリソースが犠牲になりがちです。 

テストは、確かにコストも時間もかかります。プロジェクトでは、テストのコストがコーディングのコストの 

150% を超えるのは珍しいことではありません。マネージャーは、コードをほんのわずかに更新するだけ

で、すべてのコンピューターを再構成し、テスト チームに連絡して、オフィスにあるテスト計画を探し、一

連のテストをすべて実施することが本当に必要なのかと尋ねます。 

昔は、アプリケーションのコンポーネントが最終形にまとめられる開発の最終段階にテストが行われていまし

た。しかし、大量のバグが見つかり、長期にわたる修正 (婉曲的に「安定化」と呼ばれます) が続くため、そ

こでプロジェクトが終わることはありませんでした。こうしたプロセスの最終成果物は、土壇場で作成された

修正プログラムで補完されることになり、一貫性に欠け、将来の更新が困難になります。 

ここ 10 年ほど、ソフトウェア業界は、統合とテストを継続的に実施し、顧客からのフィードバックを頻繁

に取り入れながら、開発とテストを段階的に行うようになってきています。このようなアジャイル プロセス

で生み出されるアプリケーションは、ユーザーにとっては以前に比べてはるかに満足できるものになっていま

す。  

しかし、依然として、多くのテストは、大がかりで、開発サイクルを減速させ、開発チームが顧客の要望に応

える能力を制限するような扱いにくいプロセスです。 

今日のソフトウェア プロデューサーにはそのようなオーバーヘッドが許されません。Web アプリケーショ

ンは、通常、何百万ものユーザーが利用するため、顧客満足度を上げるには、絶えずバグなしで運用すること

が不可欠です。ビジネス ニーズの変遷に合わせて頻繁に更新すると同時に、健全なビジネスのために稼働時

間を最大限に保つ必要があります。適切に機能するアジャイル Web アプリケーションに取り組むには、開

発、テスト、配置のサイクルを迅速にすることが重要です。 

このような最新アプリケーションの場合、機能の微調整やコード行の変更が毎回必要になる長く困難なテスト 

プロセスを実施する余裕はありません。これが本書の執筆理由です。 

さいわい、今日必要とされる継続的なテストは、以前のように面倒ではありません。Visual Studio を基盤と

するマイクロソフトのツールを使用してアプリケーション ライフサイクル管理を実行すると、開発のテスト

段階については、これまでと比べて、難易度、所要時間、コストが少なくなります。ツールを組み合わせれ

ば、テストを自動化し、テスト プロセスと結果の追跡と記録を行い、必要な場合に簡単にテストを繰り返す

ことができます。 

テスト プロセスの強化で重要なのが統合です。ツールが統合されることにより、テスト計画は、テストに直

接リンクされる実行可能なライブ ドキュメントになります。つまり、問題が見つかったら、記録と将来の使



用に備えて、テスト環境構成のスナップショットを撮り、システムの実際の状態を記録できます。後で再生し

て再利用するためにテスト自体を記録できます。手動テストを実行している間に手順を記録し、次回そのアプ

リをテストする必要が生じたときに、その手順を自動的に実行できます。 

初期のソフトウェア システムは、エラーが発生しても身体に危害を加えることはありませんでした。しか

し、コンピューターが、車、飛行機、医療機器、発電所、工場などで利用されるようになるにつれて、有害な

事故につながる可能性が高まり、命が危険にさらされるようになってきています。このようなアプリケーショ

ンに必須のフォールト トレランスは、すぐに、日常のアプリケーションにも求められるようになりました。

今日、多くの企業が、このように信頼性の高いアプリケーションを求めているにもかかわらず、以前ほどテス

トの時間やリソースが用意されていません。 

今日のソフトウェア開発は、以前とは様変わりしています。真にインターネット時代に働いています。プリケ

ーションのユーザーは大規模で、世界中に存在し、眠ることがないため、夜間に更新プログラムを配置するこ

とはできません。何千、何万ものクリックが同時に行われます。速度、可用性、精度が求められます。今日成

功を収めるのは、99.999 % の稼働時間を実現し、絶えず更新プログラムの配置を行い、エラーが見つかる

とすぐに修正できる企業です。  

さいわい、迅速な問題解決と配置という目標の実現と競争力の維持には、Visual Studio と密接に統合された

一連のツールが役に立ちます。本書の執筆チームは、読者がリソースを適切に活用してテストとリリースのプ

ロセスをよりスムーズに行えるようになることを願っていますし、そうなると確信しています。Visual 

Studio におけるアプリケーション ライフサイクル管理のしくみを理解し、予備調査を始めてください。 

Visual Studio でのソフトウェア テストに関する優れた書籍を文献目録として示しています。本書は、以下

の点で、これらの書籍とはやや異なる捉え方をしています。 

 本書は、テスト担当者として Visual Studio のツールを効果的に使用して製品のライフサイクル全体

を扱う方法を扱っています。一連のライフサイクル管理ツールとして、Visual Studio、Microsoft 

Test Manager、および Team Foundation Server を取り上げています。仕事で複雑なシステムの

エンドツーエンドのテストを実行する場合、これが使用可能な統合ツールのうちで最も強力なセット

の 1 つです。これらのツールの基本機能を確認するだけでなく、テスト計画を複数の品質ゲートに階

層化して高度なフォールト トレランスを実現する方法も説明します。 

 このようなライフサイクル管理は、一度にまとめて採用するのが普通です。おそらく、既にいくつか

テスト ツールを所有しているでしょう。新しいツールの学習には時間がかかります。その使い方につ

いてチームの意見をまとめるのにも時間がかかります。さいわい、本書のアドバイスをすべて一度に

実行する必要はありません。本書は、テスト ツールを段階的に採用できるように、採用方針を提案し

ながら進めています。 

 ALM (アプリケーション ライフサイクル管理) は変化しています。徐々に、クラウド向けアプリケー

ションの作成が増えています。更新プログラムのリリースは、数年単位ではなく、数週間単位です。

アプリケーションはもはやデスクトップに限定されません。携帯電話にも、Web 上のコラボレーシ

ョン サーバーにも実装されることが一般的な要件になっています。年中無休の運用にはフォールト 



トレランスが不可欠です。プロジェクトの最終段階にシステム テストを行うことは許されず、絶えず

テストすることが求められます。本書では、このような状況でテストを行う方法論の活用方法を示し

ます。 

 テスト コンピューターの設定と構成方法について説明します。Visual Studio、ライフサイクル管

理、およびそのテスト ツールの管理担当者であれば、本書の付録をご活用ください。  

 管理を行うだけでなく、実現する方法の説明を試みています。最後の文献目録では、単体テスト、テ

スト駆動開発、モデル駆動テスト、探索的テストなどのトピックに関する優れた書籍や Web サイト

を紹介しています。本書でそれらを網羅することはできませんが、最も価値のあるパターンをいくつ

か取り上げ、効果的に使用する方法を示しています。 

 

本書は、何回か (何回も) テストを実施した経験がある、テスト リード、テストも行う開発者、専門のテス

ト担当者を読者として想定しています。コードを作成した経験があれば理解しやすくなるセクションもいくつ

かありますが、前提条件ではありません。 

テストは、高度なスキルが求められる仕事です。コーディングに対する前向きの創造性だけでなく、直感や深

い理解力も必要で、それによってバグを見つけ、多くの同様の条件でアプリケーションが機能することを確信

できます。また、機能テスト、ロード テスト、ストレス テスト、セキュリティ テストなど、テストのさま

ざまな手法やカテゴリを応用できることも必要です。  

どの仕事でも同じですが、スキルをあまり必要としない退屈な作業 (コンピューターの設定や、先週や先々週

のテストと同じ機能の再テストなど) もあります。本書で紹介するツールを使用すれば、そのような作業を楽

に進められるようになります。 

ソフトウェアをテストする場合、テスト担当者が製品の品質を守り、顧客満足度を確保することになります。

その観点では、テスト担当者が開発チームの真のヒーローと言えます。 

残念ながら、業界外部にソフトウェア テストの魅力をこれ以上伝えることはできません。社交の場で自己紹

介する場合は、このことを念頭に置いてください。もしも、ソフトウェア テストの魅力を伝えるヒントがあ

れば、ぜひお知らせください。 

このガイドの担当チーム 

Larry Brader: 本書の発案者で、本書執筆のきっかけを作り、終始執筆をリードしました。「私は長年テス

トを行ってきました。」 

Chris Burns: 技術的な図の作画を担当しました。 

Paul Carew: 漫画を担当しました。マイクロソフトやワシントン州シアトル地域にある他の大手ソフトウェ

ア会社での勤務経験があるグラフィック デザイナーです。  



RoAnn Corbisier: マイクロソフトの Developer User Education チームでシニア テクニカル エディター

を務めています。 

Nelly Delgado: 本書の製作編集者です。 

Howard F. Hilliker: 第 6 章の執筆と MSDN ライブラリの多くのテスト コンテンツを作成し、全体のサ

ポートを担当しました。おそらく、14 年間マイクロソフトで最も身長の高いプログラマー兼ライターです。

「いつものリファレンス ページではなく、流れのあるストーリーを展開していくのは気分が良いもので

す。」 

Poornimma Kaliappan: サンプル プロジェクトの作成と、本書で示す例の基礎となったテスト作業の記

録を担当しました。「マイクロソフトとのテストで、数年間ソフトウェア開発エンジニアを務めた経験があり

ます。この本の執筆は楽しい経験でした。」 

Nancy Michell: テキストの編集と整合性の確保を担当しました。 

Alan Cameron Wills: 漫画を立案し、ほぼすべてのせりふを考えました。非常にユーモアに富んだせりふ

もありましたが、編集で削除されました。 

校閲の専門家の方々が、多くの恥ずべき間違いを正してくださいました。Tim Elhajj (Microsoft 

Corporation)、Katrina Lyon-Smith (Microsoft Corporation)、Willy-Peter Schaub (Microsoft 

Corporation)、Anutthara Bharadwaj (Microsoft Corporation)、Muthukumaran Kasiviswanathan 

(Microsoft Corporation)、Tiago Pascoal (Agilior)、Paulo Morgado (Individual)、Debra Forsyth 

(Object Sharp)、Carlos dos Santos (CDS Informática Ltda.)、Richard Hundhausen (Accentient)、

Paul Glavich (Saaus.com)、Mike Douglas (Deliveron)、Jacob Barna (Blue Cross and Blue Shield of 

Nebraska)、および Marcelo Hideaki Azuma (ITGroup) に感謝いたします。 

漫画の主人公を考えた Katie Niemer に感謝いたします。 

巻末の漫画は、開発チームの体験に基づくすばらしい連載漫画から出典しました。この漫画を提供してくださ

った作者の Hans Bjordahl に感謝いたします。彼の漫画は http://www.bugbash.net (英語) に掲載され

ています。このページは、空き時間が 1 ～ 2 時間あるときに閲覧することをお勧めします。ページにアク

セスしたら、[First] と表示された矢印をクリックしてください。 

最後に、非常に効果的で高度に統合されたテスト ツールキットを作成した、Microsoft Test Manager の開

発チームに感謝いたします。 
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1: これまでの方法とこれからの方法 

今日のソフトウェアは、絶えず変化する顧客のニーズを満たさなければなりません。新しい機能を絶えずリリ

ースし、適切なタイミングで更新し、バージョン 2 を待たずにバグを修正する必要があります。これが、今

日のソフトウェア開発の現実です。新しいバージョンを数年間隔でリリースしていた時代には戻れません。こ

の機敏さは、特にクラウド アプリケーションで重要視されますが、一般のソフトウェアでも変わりはありま

せん。 

このような機敏さを実現するには、ライフサイクル管理を現代のニーズに合わせて特別に構築する必要があり

ます。しかし、これにはいくつか障害があります。ソフトウェア開発の機敏さを損なう障害となりうるものの 

1 つがテストです。たった 1 行のコードを修正してリリースする場合でも、通常、システム全体の再テスト

が必要になります。たった 1 行の修正のために、ハードウェアを探して配線し、テスト担当者チームを再編

成し、適切なオペレーティング システムとデータベースを再インストールして、テスト ハーネスを設定する

ことになります。これまでは、このオーバーヘッドが継続的な更新サイクルを妨げていました。しかし、今日

では継続的な更新サイクルが不可欠です。 

まだまだ多くのチームがこれまでの方法で運用し、競争力を低下させています。そのようなチームになること

はありません。これまでの方法でソフトウェアを構築してテストする必要はありません。 

では、どのようにすれば 21 世紀のソフトウェア テストに移行できるでしょう。それが本書のテーマです。

本書で紹介するソフトウェア テストの効率を上げる方法を参考にすると、更新プログラムの作成やバグの修

正にかかる時間を短縮し、品質の高いソフトウェアを継続的に提供できるようになります。 

テストは大きな障害となる可能性があります。そのため、本書の目的は、テストのオーバーヘッドを大幅に減

らしながら、テストの信頼性と反復性を向上できるようにすることです。その結果、変更の必要性を認識し、

変更を行って、テストを実行し、更新プログラムを公開するサイクルが短くなります。  

このサイクルの計画と実行を、「アプリケーション ライフサイクル管理 (ALM)」と呼びます。  

 



+ 

アプリケーションのライフサイクル 

Visual Studio によるアプリケーション ライフサイクル管理  

本書の中心となるのが Microsoft Visual Studio です。また、アプリケーション ライフサイクル管理を独自

に微調整する作業においても Visual Studio が重要な存在になります。Visual Studio によるアプリケーシ

ョン ライフサイクル管理は、マイクロソフトの多数のツールを活用するアプローチです。このようなツール

の大半は Visual Studio と Team Foundation Server に含まれていて、ライフサイクル管理プロセスの各

部分をサポートしています。ここでは、Visual Studio Team Foundation Server 2012 を使用してテストを

実行する方法を紹介します。このバージョンを中心に説明していますが、Visual Studio 2010 を使用しても

かまいません (バージョン間に違いがあれば注釈を付けます)。ここで説明するセットアップ ガイドを参考に

すると、ほんの数日で複雑な分散システムをテストできるようになります。 

もちろん、ここでの提案を読者が既に実践している場合もあるため、向上の程度は約束できません。しかし、

迅速なサイクルを求める声が高まっていることだけは間違いありません。ソフトウェアをクラウドで運用する

のであれば、つまり、ユーザーが Web 上のソフトウェアにアクセスするのであれば、おそらく、バグ レポ

ートとその修正は数日で終えなければなりません。社内アプリケーションでも同じです。たとえば、金融取引



業者の多くは、要求してから 1 時間以内にツールが更新されることを望んでいます。デスクトップ アプリ

ケーションであっても、携帯電話のアプリケーションであっても、定期的に更新プログラムをリリースするこ

とが望まれています。 

Visual Studio によるライフサイクル管理を詳しく説明する前に、2 つの架空の会社を紹介します。テストと

展開のアプローチにこれまでの方法を採用している Contoso 社と、これからの方法を採用する Fabrikam 

社です。この 2 社のアプローチの違いは、ALM の問題を明確にする助けになります。 

Contoso 社と Fabrikam 社、これまでの方法とこれからの方法 

Contoso 社では、テストを常に重視しており、数十年にわたり、ソフトウェア製品の品質には定評がありま

す。しかし、最近では、テストが会社の重荷になり始めています。顧客が Contoso 社にバグを報告したとき

の製品部門のマネージャーの常套句は「修正のコーディングは簡単ですが、製品全体を再テストしなければな

らないため、1 つだけのバグのために再テストを実施するわけにはいきません」というものです。そのた

め、フィードバックを丁重に感謝して、回避策を提案することになります。 

一方、競合会社の Fabrikam 社は、Contoso 社よりもかなり社歴の浅い会社で、最新手法を取り入れていま

す。多くのユーザーは気付かないうちに、頻繁に更新プログラムをリリースしています。バグは、報告される

とほぼ同時に修正されます。どのようにしているのでしょう。短時間で製品全体をテストできているのでしょ

うか。 

本書は、Fabrikam 社と Contoso 社が合併するところから始まります。2 社の文化にはお互い学ぶところが

たくさんあります。 



 

 



 

 



 



 

この 2 社は大きく異なるアプローチを採用しています。どのアプローチも、この 2 つの極端な例の間のど

こかに位置していることでしょう。第 2 章以降では、これからの新しい方法を採用するためのセットアップ

方法を紹介し、組織の状況に応じた選択肢を説明します。 



Contoso 社から Fabrikam 社へ  

まず、Contoso 社が感じていた課題と、Fabrikam 社のアプローチにテスト プロセスを移行することによっ

て得られるメリットについて考えます。Visual Studio、Team Foundation Server、および仮想ラボ環境を

使って行うテストのメリットをしっかりと理解します。 

これまでの方法で Contoso 社が感じていた課題は次のとおりです。 

 ほんの小さな変更でも、既存の製品の更新には高いコストがかかります。テスト ハードウェアを割り

当て、プライベート ネットワークを接続し、オペレーティング システムやその他のプラットフォー

ム ソフトウェアをインストールすることなどがその原因の一部です。これは時間がかかるプロセスで

す。結果として、顧客が運用製品のバグを発見しても、すぐに修正されることはありません。 

 プロジェクト中、チームは新しいビルドを頻繁にテストする必要があります。しかし、以前のビルド

が適切にアンインストールされずに一貫性のない状況が発生することがあります。最も信頼できる解

決策は、ディスクをフォーマットし、すべてを最初からインストールすることですが、コストがかか

りすぎます。 

 手動テストが一貫性のない状態を生み出すことがあります。同じ機能を同じ担当者がテストする場合

でも、異なる状況でやや異なる手順でテストされることがあります。  

 テストの実行中に発見されたバグを再現できないと開発者が不満を漏らすことがよくあります。テス

ト担当者がバグの再現手順を正確に報告したとしても、開発コンピューターとテスト環境では状況が

異なる場合があります。 

 要件が変わるときに、更新すべきテストが簡単に見つからないことがあります。また、製品の最新の

ビルドが関係者のニーズをどの程度満たしているかを判断するのも難しい場合があります。さまざま

なツールが統合されていないため、バグ、テスト、顧客要件、製品のバージョンなどにどのような関

係があるかを追跡できません。手動でツールを連携させることはできますが、プロセスの信頼性が低

下します。 

 システム レベルのテストは常に手動で行います。一連のテストの反復にはコストがかかるため、段階

的に改良しながらソフトウェアを開発するのは経済的ではありません。システム テストは省略される

ことが多いので、リリースするまでバグが発見されないことがあります。  

 コードに戻るのはリスクもコストも高くなります。開発済みのコードを変更すると、テストの再実行

が必要になります。また、変更によって新しいバグが発生するおそれもあります。開発マネージャー

は、コードの一部分をすべて開発してから別の部分を開発し、プロジェクトの終わりに各部分を統合

していくのを好みますが、多くの場合、統合の問題を修正するには遅すぎます。 

 

これからの新しい方法に移行することで Contoso 社が得られるメリットは次のとおりです。 



 多くのテストの実行に仮想マシンが使用されるため、新しいテスト環境の作成が簡単で、既存環境の

初期状態へのリセットも迅速です。  

 将来の使用に備えてコンピューターとソフトウェアの構成を保存できるため、面倒な再構築プロセス

が不要です。 

 テスト担当者の作業中、手動テストは画面の端に表示されるスクリプトによってガイドされます。こ

れにより、テストはより反復可能で信頼性の高いものになります。テスト計画とテスト スクリプトは 

Team Foundation Server データベースに保存され、コードとテスト構成に結び付けられます。 

 テストを簡単に再現できます。テスト担当者のコメント、スクリーンショット、操作を、テスト結果

と一緒に記録できます。バグが見つかった場合、環境の実際状態のスナップショットがバグと一緒に

保存されます。開発者は環境にログインして調査できます。 

 テストの自動化が進みます。手動テストの手順を記録して、すばやく再生できます。この記録から、

自動システム テストの基礎を作ることもできます。自動テストは頻繁に実行でき、コストはあまりか

かりません。 

 プロジェクト Web サイトのレポートには、関連するテストの観点から要件の進行状況が示されま

す。 

 要件が変わるときに、変更すべきテストを簡単に追跡できます。統合ツールを使用して、要件、テス

ト ケースとテスト結果、プロジェクト計画、およびバグの管理と報告が行えます。 

 中核をなすツールに加えて、サードパーティの製品を統合できます。 

 既存コードの変更は簡単です。自動テストを頻繁に実行して、変更によって意図せず発生したバグを

検出できます。開発チームは、初期段階ですべての機能を備えた製品の最も基本的なバージョンを作

成し、機能を段階的に向上していくことができます。これにより、効果的な製品を提供する機会が大

幅に向上します。 

 

アプリケーション ライフサイクル管理のツール 

ここでは、マイクロソフトのソフトウェア開発環境である Visual Studio を使用した経験があることを前提

とします。Visual Studio では、コードを編集するだけでなく、単体テストの実行、コードに割り込んでのデ

バッグ、IntelliTrace 機能による実行中のコード内での呼び出しのトレースなども可能です。依存関係図、シ

ーケンス図、クラス図などを使って既存のコードを分析し、コードの設計や生成に役立つモデルを作成できま

す。 

Team Foundation Server は、プロジェクト作業の進行状況を追跡してレポートを作成するツールです。開

発者がコードを保存するソース管理サーバーとしても機能します。ソフトウェアの開発を進めていく過程でビ

ルドとテストを頻繁に実行でき、進行状況を示すレポートとダッシュボードが提供されます。特に、完了した

作業と成功したテストに関して、要件をどの程度満たしたかを示すレポートを入手できます。 



Microsoft Test Manager (MTM) は、テスト担当者向けのツールです。このツールでは、手動テストと自動

テストの計画と実行が可能です。テスト中、クリック 1 回でバグをログに記録します。バグ レポートに

は、最近の操作のトレース、システム状態のスナップショット、システム探索中のコメントのコピーなどが含

まれます。テスト ケースでの操作を記録できるため、その後必要に応じて再生できます。  

MTM には、ラボ コンピューターをセットアップおよび管理するツールも含まれます。分散システムをイン

ストールする仮想ラボを構成して、テスト計画にリンクできます。システムに変更を加える場合など、テスト

を繰り返す必要があるときは、ラボを自動的に再構成できます。 

新しい方法への移行: ALM に Visual Studio を採用 

すべてのチームに同じ手法を推奨しているわけではありません。迅速な開発サイクルを目的にするチームもあ

りますが、組み込みソフトウェアを開発しているチームなど、この手法が適さない場合もあります。  

また、Contoso 社が採用している方法がまったく間違っていると言っているわけでもありません。テストに

対する態度は疑いなく立派なもので、品質の高いソフトウェアをリリースすることに誇りを持っています。 

しかし、どのような書籍を参考にしているにしても、チームはテストを行わなければなりません。ただし、従

来と同じテストを手動で繰り返す手間を減らせば、テスト時間を短縮できます。 

一方で、ツールを採用するだけでは変化は起こりません。ソフトウェア チーム (機能する製品を作成するた

めに協力する関係者すべてを含む大きなチーム) は、互いに影響しあう個人で成り立っています。このチーム

の全員が同調するには、適切な手順で新しい方法を試して、合意を形成していく必要があります。 

Visual Studio にはさまざまな機能があります。そのため、段階的に取り入れていくことが大切です。もちろ

ん、本書はテストをテーマにしていますが、テスト ツールが作業時間の管理やソース管理などの機能と密接

に統合されているため、それらの機能についてもある程度触れます。 

次の図は、チームがアプリケーション ライフサイクル管理に Visual Studio を採用する際の一般的な順序を

示しています。Visual Studio を使用するところから始め、ソース管理、ビルド サービス、システム テス

ト、自動テストというように段階的に進めていきます。このように進めていくのは、主に、学習のためです。

チームが各機能を使い始めるにつれて、プロジェクトにとっての最良の活用方法がわかるようになります。  

もちろん、チーム全体の学習速度はチーム メンバーの学習速度よりも遅くなります。バグを指摘し、担当者

を割り当て、修正を完了する方法を学習するのは簡単ですが、各メンバーの担当作業について意見をまとめる

には時間がかかります。 



 

ALM に Visual Studio を採用 

ALM 用に Visual Studio を段階的に取り入れていく方法は数多くありますが、次に示す手順もその 1 つで

す。細かい手順は違っても、どの方法もここに示す各段階をとおります。 

 Visual Studio 単独: Visual Studio を開発に使用します。Contoso 社のテスト担当者がアプリケー

ションをテストするとき、基本的には F5 キーを押すだけで、アプリケーションが機能するかどうか

わかります。 

単体テストは開発者が作成し、個々のクラスとコンポーネントをテストします。 

コード化された UI テストは、アプリケーションのユーザー インターフェイスを使用してアプリケー

ション全体の自動テストを実行する簡単な方法です。 

 Team Foundation Server の基本機能: Team Foundation Server をインストールすると、多く

の機能を利用できます。最初に利用するのは次のような機能です。 



◦ ソース管理: 互いの作業に上書きしないための機能です。徐々に、次の機能も使用するように

なります。 

チェックインの規則: コードをサーバーにチェックインする前にテストを実行し、コードの品

質分析を行うことを開発者に指示します。 

シェルブセット: チェックイン前に、レビューのため、あるユーザーから別のユーザーに一連

の変更をコピーする方法です。 

分岐: 大規模プロジェクトの作業管理に有効です。 

◦ タスク管理: バックログ (タスク一覧)、バグ、問題、要件などの追跡に使用します。各項目

は、作業項目に記録されます。作業項目は、担当者、プロジェクトのイテレーション、および

作業の領域に割り当てることができます。これらは階層構造に整理でき、Excel で編集するこ

とも、他のプロジェクト管理ツールで同期することも可能です。 

 プロジェクト ポータル: SharePoint の Web サイトです。Team Foundation Server と統合さ

れ、自動的に各プロジェクト固有のサイトが作成されます。プロジェクトの進行状況に関するグラフ

や図を表示する非常に優れたダッシュボードも作成されます。これらのレポートは、作業項目とテス

ト結果に基づきます。 

 ビルド サービス: 開発チームにとって不可欠な Team Foundation Server の機能です。この機能に

より、開発者がチェックインしたコードすべてがビルドされ、テストが実行されます。ビルドは、定

期的、継続的なサイクル、または必要に応じて実行できます。コンパイルやテストに失敗すると、チ

ームは電子メールを受け取り、プロジェクト ポータルには最新結果のレポートが表示されます。 

電子メールによる警告には、失敗したビルドの前にコードをチェックインした担当者がわかりやすく

示されるため、コードの品質を高く保つために非常に効果的です。 

 Microsoft Test Manager: プロのテスト担当者には非常に魅力的なツールです。Microsoft Test 

Manager は、テストの信頼性を上げ、テストを反復可能かつ高速にします。これを使用すると、次

のことが可能です。 

◦ 各手動テストのスクリプトを記述できます。このスクリプトは、テストの実行中に画面の端に

表示されます。  

◦ テスト操作を実行して記録することで、テストを部分的に自動化できます。次回同じテストを

実行するときに、操作を再生できます。  

◦ テストを完全に自動化して、ビルド サービスで実行できます。そのためには、部分的に自動化

されたテストから生成されたコードを調整します。  

◦ ユーザー要件にテストを関連付けられます。プロジェクト ポータルには、テストごとに各ユー

ザー要件の進行状況を示したグラフが表示されます。 

◦ テストをスイートと計画に整理し、機能分野とプロジェクトのイテレーションに分割できま

す。 



◦ 1 回のクリックでバグ レポートを実行できます。バグ レポートにはコンピューターの状態の

スナップショットが含まれます。 

 ラボ環境: テスト コンピューター (具体的には仮想マシン) のコレクションです。ラボ環境がなけれ

ば、アプリケーションを開発者のコンピューターで実行し、ローカルでテストすることになります。

開発中のアプリケーションは、通常、開発コンピューターでデバッグします。多くの場合、開発コン

ピューターと同じコンピューター上で複数の層が実行されることになります。しかし、ラボ機能を使

用すれば、次のことが可能になります。 

◦ システムを 1 つ以上の VM に展開して、各 VM からテスト データを収集できます。たとえ

ば、Web クライアント、Microsoft インターネット インフォメーション サービス (IIS)、お

よびデータベースを個別の VM で実行します。 

◦ 新しく作成した VM で実行すると、以前のバージョンをアンインストールする必要がないた

め、アプリケーションによって開発者のコンピューターが損傷するおそれがなく、プラットフ

ォーム構成も必要に応じて選択できます。 

◦ 特定のテスト スイート用に VM 環境を構成して、そのスイートを再び実行する際に利用でき

るよう保存できます。 

◦ 環境状態のスナップショットを撮り、バグ レポートと一緒に保存できます。 

 自動ビルド、展開、およびテスト: ビルド サービスの最も単純な設定では、開発者と同じ方法で単体

テストが実行されます。つまり、テストは 1 つの VM で完結します。しかし、この方法では、Web 

のような分散アプリケーションに対して、実際の運用状態のシミュレーションが適切に行われませ

ん。自動展開により、継続ビルドまたは定期ビルドの一環として、ラボ環境でテストを実行できま

す。 

システムのビルド、テストに適した仮想環境のインスタンス化、環境内の適切な VM への各コンポー

ネントの展開、テストの実行、各 VM からのデータ収集、結果のログ記録およびプロジェクト ポー

タルのレポートへの表示が自動化されます。 

 

ここから説明する各章について、簡単に内容を見ておきます。  

第 2 章: 単体テスト: 内部のテスト 

単体テストは、開発者が Visual Studio を使用して作成し、実行します。通常は、単体テストで個々のメソ

ッドやクラスを検証します。主な目的は、変更によりバグが発生しないか確認することです。アジャイル プ

ロセスでは、既存のソフトウェアの改訂作業も必要になるため、単体テストを行って、ソフトウェアを安定し

た状態に保ちます。  

一般に、開発者は作業の 50% をテストの記述に使います。実に高い比率です。しかし、これによってバグ

の数が減少し、総作業時間は短くなります。経験者に尋ねれば、これまでの方法に戻りたいという意見は聞け

ないでしょう。 



開発者は、まず自身のコンピューターでテストを実行して、ソフトウェアとテストをソース管理システムにチ

ェックインします。ビルド サービスは、チェックインされたソフトウェアを定期的にビルドし、テストを実

行します。テストが失敗すると警告を発します。これは、ソフトウェアをバグ (少なくとも、テストで発見さ

れるバグ) がない状態にする非常に効果的な方法です。手続きの一環として、バグを発見したときには、新し

いテストを追加します。 

第 3 章: ラボ環境 

システムをテストするには、まず、1 つ以上の適切なコンピューターにシステムをインストールする必要が

あります。以前のインストール状態が残っているとテストが無意味になる可能性があるので、空のディスクか

ら始めて、システムを新しくインストールするのが理想です。Visual Studio では、新しいコンピューターを

セットアップし、テスト用に構成する多くの厄介な作業をラボ環境が行います。  

ラボ環境は、展開とテストを行う 1 つのエンティティとして管理できるコンピューターのグループです。通

常、グループのコンピューターは VM になるため、環境の完全な状態のスナップショットを撮っておけば、

以前の状態に復元できます。テンプレートを複製するだけで、すぐに新しい環境をセットアップできます。 

第 4 章: 手動システム テスト 

システム テストにより、開発中のソフトウェアは確実に関係者のニーズを満たすようになります。システム 

テストでは、外部からシステムの機能を確認します。つまり、ユーザーの視点や、テスト対象システム外の他

のシステムの観点から、テストが実行されます。  

多くの組織では、この種のテストを開発者以外の専門のテスト担当者が行います。これは今回推奨している方

法です。優れたテスト担当者はソフトウェアを作成できます。優れた開発者はソフトウェアをテストできま

す。ただし、すばらしいソフトウェアを作成する優れた技術と、ソフトウェアのエラーを見つけ出すのに必要

な情熱と抜け目なさを兼ね備えた人物はあまりいません。  

システム テストは Microsoft Test Manager を使用して行います。テストの計画や、テストと要件の関連付

けと同様、Microsoft Test Manager を使用すると、ラボ環境 (テストを実行するコンピューターの構成) を

セットアップできます。  

テストの実行中は、Microsoft Test Manager のテスト ランナーが画面の端に表示され、実行する必要のあ

る手順が示されます。テスト ランナーにより、結果を記録し、コメントを付けることができます。操作も記

録され、発見したバグの診断に役立ちます。1 回のクリックでバグのログを、スクリーンショット、コンピ

ューター状態のスナップショット、エラーにつながった操作のログと一緒に記録できます。 

第 5 章: 自動システム テスト 

システム テストは探索から始まります。アドホックにシステムを探索して処理を確認し、脆弱性を探しま

す。徐々に手順をスクリプトにした手動テストに移っていきます。手動テストの各テスト ケースは、特定の

要件を検証する一連の具体的なステップとして記述されます。このようにして、テストは反復可能になりま



す。要件について詳しく理解していない別の担当者が同じテストを実行しても、確実に同じ結果を得られま

す。 

手動テストは、最初のテスト担当者の操作を記録してその後のテストで操作を再生することで、かかる時間を

短縮します。2 回目以降のテストでは、テスト担当者が各ステップの結果を検証するだけです (ただし、適切

に記録されなかった操作は実行します)。 

しかし、テストをすべて自動実行するのが最も効率的です。自動テストの実現には少し追加作業が必要です

が、実現すればテストを毎晩再生できます。一般には、重要なテストを自動化し、一部は手動テストのまま残

します。また、新しい機能が開発されたら、その機能の探索的手動テストを実行します。つまり、テストが成

熟していくと自動テストになっていきます。 

完全に自動化したシステム テストでは、システムのビルド、1 台以上のコンピューターで構成されるラボ環

境の初期化、システム コンポーネントのコンピューターへの展開が行われます。その後、テストが実行さ

れ、診断データが収集されます。エラーが発生したら、バグ レポートが自動的に記録されます。チームのメ

ンバーは、各要件のテストの進行状況をプロジェクトの Web サイトで確認できます。 

第 6 章: テスト ツールボックス 

機能テストは手始めのテストにすぎません。システムが大量の作業を十分な速度で処理できるかどうかを確認

するロード テスト、メモリやリソースが不足する場合にエラーになるかどうかを確認するストレス テスト、

セキュリティ、堅牢性などのテストも行う必要があります。 

Visual Studio は、このようなテストの種類に合わせたツールを用意しており、それぞれ推奨のテスト パタ

ーンがあります。  

エラーの発見はバグ修正の最初の一歩にすぎません。障害の分析に役立つツールやテクニックはたくさんあり

ます。最も強力なのは、障害が発生したラボ コンピューターの状態を保存する機能です。開発者は保存した

状態にログインして、何が起こったのかを突き止めることができます。診断データ アダプターは、テスト実

行中のさまざまな情報を収集します。IntelliTrace は、エラーが発生するまでのコード実行を記録します。 

ラボ環境は、開発者が Visual Studio からデバッグ中に実行できます。ラボ環境はシステム テスト担当者に

とっては単なるツールではありません。  

第 7 章: ソフトウェア ライフサイクルにおけるテスト 

目標が 1 日に 10 回展開することでも、テスト実行のコストを削減することでも、ツールを実行するだけで

実現されるわけではありません。適切なプロセスを適切なタイミングで実行しなければなりません。  

製品やチームが異なれば、適切なプロセスも異なります。継続的な配布は、ソーシャル ネットワーキング 

Web サイトには適切でも、医療サポート システムには適していません。 

プロセスが迅速なサイクルであれ、非常に従来型のものであれ、厳しいテストや段階的開発といったアジャイ

ル開発の原則を取り入れることにより、ソフトウェア開発におけるリスクとコストを抑えることができます。



ここでは、反復的な開発へのテストの適合度合い、バグの処理方法、監視対象、レポート内容の処理方法のな

どのプロセスのテストの側面に重点を置きます。  

付録: インフラストラクチャのセットアップ 

テスト フレームワークを管理している方は、「付録」を参考にしてください。完全なセットアップの方法を

説明し、選択肢を提示しています。この内容に従って、チームを編成し、作業を開始してください (逆に、チ

ーム側の準備も整います)。 

この資料を巻末に置いたのは、セットアップは別の担当者が既に行っている可能性が高く、テストについての

トピックをすぐに解説できるようにするためです。ただし、この付録があれば、さらに理解に役立つでしょ

う。 

付録では、Visual Studio Team Foundation Server とソース管理、ビルド サービス、Microsoft 

SharePoint Team Services (レポートとダッシュボードが表示されるプロジェクトの Web サイトを提

供)、Microsoft Hyper-V テクノロジと Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 

(大部分のテストを実行する仮想マシンを提供)、分散システムのテストに使用するコンピューターのグループ

を管理するラボ管理、チーム メンバーが使用する仮想マシン テンプレートの設定、Windows の新しいコピ

ーを簡単に作成するために重要なサーバーなどを取り上げています。また、迷路のように入り組んだ相互参照

とユーザーのアクセス許可を整理して、これらのコンポーネントが連携して機能するようにします。 

開発プロセス 

本書をわかりやすくするために、ソフトウェア開発チームが使用するプロセスについていくつか想定を行って

います。プロセスによっては、複数のチームが関係していたり、多少異なる作業を行っているかもしれません

が、本書で説明するテスト方法はそのような状況に応じて調整できます。ここでは、以下の想定を行っていま

す。 

 チームは Visual Studio を使用してコードを開発し、Team Foundation Server でソース コードを

管理しています。 

 Team Foundation Server を使用して作業の追跡も行っています。要件を表す作業項目 (Team 

Foundation Server データベースのレコード) を作成しています。作業項目は、プロダクト バック

ログ項目、ユーザー ストーリー、機能、または要件と呼ばれることがあります。本書では一般的な用

語として「要件」を使用します。各要件が達成されると、作業項目が閉じられます。 

 プロジェクトのスケジュールを連続するイテレーションに分割しています。各イテレーション期間は

数週間です。イテレーションはスプリントやマイルストーンとも呼ばれます。Team Foundation 

Server で、作業項目をイテレーションに割り当てます。 



 チームは、Team Foundation Server によって提供されるプロジェクト Web サイトのグラフを使

用して作業の進行状況を監視しています。グラフでは作業項目の状態に基づき、プロジェクト全体と

現在のイテレーションの両方について、完了した作業と残りの作業の量が示されます。 

 Sam Guckenheimer と Neno Loje による『アジャイル ソフトウェア エンジニアリング』(日経 

BP 社、2012 年) が非常にお勧めです。ここまでのことを行う優れた方法が記載されています。 

 

本書では、基礎を構築します。実装作業での操作の追跡だけでなく、要件がどの程度適切に満たされているか

を追跡するため、Team Foundation Server でテスト ケースを記録することもお勧めします。 

テスト担当者と開発者 

開発とテストの間に深い溝があるソフトウェア開発会社もあります。通常、これには多くの理由があります。

航空機のナビゲーション システムを開発している場合、テスト中、開発チームから完全に独立して思考する

テスト チームがいると非常に信頼性が高くなります。チームを分けることで、同じ誤った想定が工程の最初

から最後まで見逃されてしてしまう可能性が減ります。同様の考えが、従来の開発契約の終わりに実施される

受け入れテストにも当てはまります。クライアントは報酬の支払い検討するときに、アプリケーションのテス

トが開発チームによって行われることを望みません。 

Contoso 社ではテスト チームが独立して活動しています。製品の要件が決まると、テスト リードがテスト

計画を策定し、製品の統合ビルドが利用可能になったときに経験の浅いテスト担当者が実行する手動ステップ

を設定します。 

このような分担は Fabrikam 社の迅速なサイクルにはあまり適していません。テストと開発はほぼ同時に行

う必要があります。探索的手動テストの担当者には依然としてスキルが必要ですが、探索が終了したら、同じ

テストを自動化するバージョンのコードを記述します。 

迅速な配布サイクルでは、契約上の受け入れテストはあまり重要ではありません。サプライヤーの仕事はソフ

トウェアを配布した時点で終わりではありません。運用ソフトウェアからのフィードバックを収集し、顧客が

バグを発見した場合には数日以内に修正します。  

これらの理由により、テスト担当者と開発者の間の溝は狭まってきています。実際、多くのアジャイル チー

ムには、その区別がまったくありません。すべてのテストは開発チームが行います。 

チームを独立させるアプローチが無意味だというのではありません。それどころか、高い信頼性を求める場合

には、独立したテスト チームの存在は不可欠です。しかし、主に歴史的な理由から、独立したテスト チーム

を維持している、Contoso 社のような会社もあります。このような会社では、開発者とテスト担当者の区別

をなくす方向に進めることを検討できます。  



 

だれがバグを発見するか 

開発とテストが分離されている場合、単体テストが開発者の仕事で、システム全体のテストはテスト チーム

の仕事です。しかし、十分な理由があって明確に区別されているとしても、経験からメンバーがある程度チー

ム間を移動すると非常にやりやすくなります。開発者にはテストに必要なことを考えることがメリットにな

り、テスト担当者には開発を理解することがメリットになります。コードを知ることは脆弱性を発見する助け

になり、テストを自動化することで、信頼性の高い方法で頻繁にテストを実行できるようになります。 

アジャイル開発 

まだアジャイル開発を行っていない場合は、開発にアジャイルの原則を活用することをお勧めします。アジャ

イル開発は、強力なテスト体制があることで可能になります。  

「アジャイル」とは、厳格なアプローチがふさわしいプロジェクト管理からそのアプローチを取り除くことで

はありません。自動車のブレーキ システムや銀行の会計システムを開発している場合、開発者には監査記録

や綿密な仕様などが引き続き求められます。  

同時に、公式、非公式を問わずどのようなプロジェクトにとっても、プロジェクトの計画に反復的なアプロー

チを取り入れると、プロジェクトが失敗する危険性が減り、ユーザーのニーズの変化に対応する能力が高まり

ます。  

その理由は、典型的な大規模開発プロジェクトを考えるとわかります。Contoso 社のチームでは、アイスク

リームを販売する Web サイトを開発する必要がありました (市販の販売システムを導入すればよいという

意見は置いておきます。これは単なる例です)。午前の会議でサイトに実装する全機能が決まり、午後には製

品カタログ データベース、Web サーバー、受注処理アプリケーションなどのさまざまなコンポーネントが

含まれるブロック図について議論が行われました。 

そして、プロジェクト計画を考える段階になりました。これまでのように考えているチーム メンバーは、1 

つのコンポーネントから始めて、コンポーネントに付加機能を追加して完全に機能するように開発したら、次

のコンポーネントの開発に移るという方法を提案しました。これは正しい方策でしょうか。これでは、全体が



適切に機能するかどうか、ビジネス モデルが適切かどうか、インターネットからアイスクリームを購入する

顧客がいるかどうかは、プロジェクト終盤にすべてのコンポーネントをまとめる段階までわかりません。 

最も基本的な機能をすべて備えたアプリケーションを開発することから始めるのが適切なアプローチです。ユ

ーザーはアイスクリームを注文できますが、ユーザー インターフェイスはシンプルで、味を選択したり、注

文内容をネットワーキング サイトに投稿することはできません。このように、初期段階で基本機能を試せる

ようにします。機能を制限した評価版として運用してもかまいません。ここで得られるフィードバックから要

件に関する認識がほぼ確実に高まります。おそらく、冷蔵庫を持っているかどうかをユーザーに質問すること

が不可欠だとわかります。 

その後、機能を豊富にする、ユーザー インターフェイスを魅力的にするなど、システムの動作を段階的に増

やしていきます。 

しかし、チームの上級メンバーから異議がありました。新しい動作を追加するたびに、各コンポーネントに戻

って、やり直すことになり、コードを直すたびに、バグが発生するおそれがあります。各コンポーネントの作

成を完了してロックダウンし、次に移るほうが明らかに優れているというのです。 

そんなことはありません。ここまで説明したように、機能を段階的に開発し、プロジェクトが失敗する危険性

を減らす必要があります。そこで、次のように計画します。各手順を、ユーザーに提示する新機能にします。

大きなメリットは、経営陣、顧客、チームの全員が、プロジェクトの進行状況を確認できることです。新機能

がデモされるたびに進行状況を確認できます。 

しかし、先ほどの非常に説得力のある反対意見に対応するためにも、コードを書き直したときにバグを発生さ

せないようにしなければなりません。それを可能にするのが「テスト」です。それが本書のテーマです。 



 

まとめ 

ソフトウェア製品を更新するときに、システム全体をテストすることで即応性が低下してはなりません。開発

プロセスと運用プロセスを適切に調整すれば、多くのテストを自動化し、残りの手動テストを高速化できるツ

ールを使用できます。要件やバグの追跡にテスト ツールを統合することにより、プロセスの信頼性と予測可

能性が高まります。テスト計画の保存、ラボ環境の完成、テストを対話的に操作する機能により、テストを迅

速かつ信頼性の高い方法で反復できます。  



詳細情報 

本書全体にわたって数多くの参考資料を紹介しています。これらの資料を参考に、詳しい背景情報やさまざま

なテクノロジに関する情報などを簡単に入手できます。さまざまな資料を簡単に入手できるように、文献目録

を用意しました。ここには本書で紹介したすべての参考資料へのオンライン リンクを一覧し、ワンクリック

で参照できるようにしています。  

 

  



2: 単体テスト: 内部のテスト 

Fabrikam 社の開発プロセスは、変化する顧客のニーズにすばやく応えることを中心に考えられています。

Fabrikam 社のオンライン ユーザーには、2、3 週間単位で (または 2、3 日単位で) 更新プログラムが提

供されます。平凡なプロジェクトでも、新機能を示す表示が頻繁にクライアントに届けられます。 

このような迅速なサイクルにより、安定した成長とすばやいバグの修正を好む顧客を満足させています。ま

た、顧客のニーズをあまり満たしていない製品を提供する危険性が大幅に減らしながら、製品の品質を改善し

ています。 

一方、Contoso 社の社員は、Fabrikam 社の迅速なサイクルに疑いを抱いています。Contoso 社は、高い品

質の製品を提供することを中心に考えていて、とても真剣にテストを行っています。ほとんどのテストは手動

で実施し、ボタンをクリックする、文字を入力する、表示を確認する、といったスクリプトに従って各ユーザ

ー機能をテストしています。このようなテストを毎晩繰り返すことはできません。Contoso 社の社員は、

Fabrikam 社が短期間で更新プログラムをリリースしながらも正確にテストを実施できることを理解できませ

ん。 

Fabrikam 社は自動化によりこれを実現しています。Fabrikam 社は、プログラム コードで記述したテスト

を数多く作成し、開発の早い段階に開発コンピューターでテストを実行しています。テストの対象はユーザー

が目にする機能だけではありません。アプリケーション内部の個々のメソッドやクラスもテストします。つま

り、Fabrikam 社では単体テストを行っています。 

単体テストは、回帰に非常に有効です。回帰とは、以前は動作していても、問題のある更新プログラムによっ

て動作が不安定になることです。段階的な開発を行う Fabrikam 社の方式では、アプリケーション コードの

あらゆる部分をきわめて頻繁に変更します。これには、回帰のリスクが伴います。そのため、Fabrikam 社の

ようにアジャイル開発を行っている企業では単体テストが行われます。 

手動テストに価値がないと言っているのではありません。手動テストは、回帰以外の新しいバグを見つけるに

は最も効果が高い手段です。しかし、Contoso 社は、コード化されたテストの割合を増やすことによって、

より高速なサイクルを実現し、顧客へのサービスを向上できることを Fabrikam 社から学ぶことができま

す。  

Visual Studio には手動テストに有効な機能もたくさんありますが、このようなことから今回はまず単体テス

トに注目します。単体テストは、自動テストの中でも最もわかりやすく、デスクトップ上で Visual Studio 

だけを使用して実行できます。 

ヒント: 単体テストではコーディングが必要になります。コーディング経験がない方は、この章を飛ばして

次に移ろうとお考えかもしれませんが、この章の題材は業務に精通するのに役立ちますので、しばらくお付

き合いください。 



この章のトピック 

ここでは、以下の内容を取り上げます。 

 開発コンピューターでの単体テスト。 

 アプリケーション コードとテストのソース コード ストアへのチェックイン。 

 ビルド サービス。ビルド サービスは、ビルド確認テストを実行して、ストアに統合されたコードが

コンパイルされて実行されることを確認し、システム テストに使用できるインストーラー ファイル

も作成します。 

 



 

前提条件 

単体テストを実行するには、デスクトップに Visual Studio をインストールします。 

単体テストを作成して実行する方法は、使用する単体テスト フレームワークによって決まります。今回は、

Visual Studio 付属の MSTest を使用します。 

ただし、NUnit などの別の単体テスト フレームワークを既に使用している場合は、Visual Studio 2012 が

そのフレームワークを認識するため、統一ユーザー インターフェイスを使って同じように簡単に単体テスト



を実行できます。その場合、作成したテストは、MSTest や他のフレームワーク向けに作成されたテストと同

時に実行されます (Visual Studio 2010 で MSTest 以外のフレームワークを使用する場合はアドインが必

要で、Visual Sudio 2012 ほど最適には統合されません)。 

この章の後半で、テストとコードをソース リポジトリにチェックインし、プロジェクトのビルド サービスで

テストを実行する方法について説明します。その際 Visual Studio Team Foundation Server のチーム プ

ロジェクトへのアクセスが必要になるため、「付録」の指示に従ってチーム プロジェクトをインストールし

ます。 

Visual Studio での単体テスト 

単体テストは、テスト対象のシステムでメソッドを呼び出し、結果を検証する手法です。通常は、テスト対象

のコードを記述される直前または直後にテストを記述するのが理想です。単体テストは、開発者が記述しま

す。  

Visual Studio で MSTest 単体テストを作成するには、[テスト] メニューの [新しいテスト] をクリック

し、ウィザードの指示に従います。これにより、テスト プロジェクト (既に作成済みの場合を除く) と、ス

ケルトン テスト コードがいくつか作成されます。このコードを編集してテストを追加できます。 

C# 

[TestClass] 
public class RooterTests 
{ 

  [TestMethod] // この属性はこのメソッドを単体テストとして識別する 

publicvoidSignatureTest() 
  { 

    //準備 (Arrange): テスト対象のインスタンスを作成する 

    var rooter = new Rooter(); 
 

    //実行 (Act): テスト対象のメソッドを実行する: 

    double result = rooter.SquareRoot(0.0); 
     

    // アサート (Assert): 結果を検証する: 

    Assert.AreEqual(0.0, result); 
  } 
}   

各テストは、1 つのテスト メソッドで表します。テストのメソッドやクラスは、必要なだけ追加して、自由

に名前を付けることができます。[TestMethod] 属性を付けたメソッドが、それぞれ単体テスト フレームワ

ークから呼び出されます。当然、テスト メソッドから呼び出されるメソッドも作成できます。 

単体テストでエラーが検出されると例外がスローされ、単体テスト フレームワークがその例外をログに記録

します。  



単体テストの実行 

単体テストは Visual Studio から直接実行できます。(既定では) デスクトップ コンピューターで実行され

ます (詳細については、MSDN のトピック「テスト エクスプローラーを使用した単体テストの実行 (機械翻

訳) 」を参照してください) 。Ctrl キーを押しながら R キーと A キーを押してソリューションをビルド

し、単体テストを実行します。Visual Studio の [テスト エクスプローラー] ウィンドウに結果が表示され

ます。 

 

単体テストの結果 

(Visual Studio 2010 ではユーザー インターフェイスは異なりますが、原理は変わりません)。 

テストでエラーが発生した場合は、テスト結果をクリックして詳細を確認できます。また、そのテストをデバ

ッグ モードで再実行できます。 

目標は、すべてのテストが成功し、緑色のチェック マークがすべてのテストに表示されるようにすることで

す。 

変更が完了したら、アプリケーション コードと単体テストの両方をチェックインします。これにより、すべ

ての単体テストのコピーがチーム全員に配布されます。アプリケーション コードで作業すると、作成した開

発者でなくても、関連する単体テストが実行されます。 

また、ビルド検証サービスにより、チェックインした単体テストが定期的に実行されます。いずれかのテスト

でエラーが発生すると、警告が電子メールで通知されます。 

単体テストのデバッグ 

[すべて実行] を使用すると、デバッガーを使わずにテストが実行されます。これによりテストの実行速度が

向上するため、この方法をお勧めします。テストを成功させるために時間をかけることは好ましくありませ

ん。  

http://msdn.microsoft.com/library/hh270865(v=vs.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/hh270865(v=vs.110).aspx


ただし、テストでエラーが発生した場合は、[選択したテストのデバッグ] を使用します。テストの実行順序

は決まっていないので注意が必要です。 

 

テストの実行またはデバッグ 

テストファースト開発  

「テストファースト開発」では、単体テストを作成してからコードを記述します。真剣に取り組んだことがあ

るほとんどの開発者は、テストファースト開発を推奨しています。メソッドやインターフェイスのテストを作

成するには、希望する具体的な動作を正確に考える必要があります。しっかりと動作を把握すれば、特定のユ

ニットの要件を同僚と話し合う際にも役に立ちます。コードのテストを作成することは、そのコードの使い方

のサンプルを示すことと考えます。  

例を挙げて考えてみましょう。Fabrikam 社の開発者の Mort は、アイスクリーム販売 Web サイトの実装

に密接にかかわるメソッドを作成する作業を引き受けました。このメソッドの用途は多岐にわたり、アプリケ

ーションのさまざまな箇所から呼び出されます。Julia と Lars は、Mort のメソッドを呼び出すコンポーネ

ントを作成する予定です。Julia と Lars は、妥当な時間で正しい結果が返されるのであれば、Mort のメソ

ッドがそのようなしくみになっているかはあまり気にしません。 



 



 

Mort は、自身が作成するコンポーネントを他の開発者がどのように使うか把握しておきたいと考え、簡単な

例を記述して回覧し、意見を募りました。他の開発者は、コードのしくみに興味がなくても、コードを呼び出

す方法は知りたいはずです。サンプルは、メソッドをテストする形式にしました。具体的に何が必要なのかを

話し合う的確な方法を形づくるにはこの形式が適切と考えたためです。 

Julia と Lars からいくつか意見が返ってきました。Mort はテストを調整し、Julia と Lars が想定する動

作のさまざまな側面をデモする別のテストを作成しました。  



Julia と Lars は、Mort のメソッドの動作を把握しているという確信を持って自身のコードの作成を進めら

れるようになります。ある意味では、このテストによりコンポーネントの作成者と利用者の間で協定が結ばれ

たと言えます。 

ヒント: 単体テストは、作成するメソッドの使い方のサンプルと考えます。 

Mort は、コードを記述する前にテストを作成します。使用するのが自分だけでも変わりません。テストを作

成することは、必要なことを頭の中で整理するのに役立つと考えています。 

テストファースト開発の制限事項 

テストファースト開発は、幅広い事例、特に入力と出力が明確な API やワークフロー要素には非常に効果が

あります。しかし、エラー レポートの正確な文字列を確認するというような事例では、あまり実用性は感じ

られません。次のようなアサーションは意味がありません。 

C# 

Assert.AreEqual("Error 1234: Illegal flavor selected.", errorMessage); 

ベースライン テスト 

このような状況では、一般にベースライン テストを使用します。ベースライン テストでは、アプリケーショ

ンの出力をファイルにログに記録するテストを作成します。最初の実行が終わったら、手動で検証を行い、テ

ストの結果が正しいことを確認します。次回以降は、新しい出力と古いログと比較して、変化した箇所があっ

た場合にエラーが発生するテスト コードを作成します。簡単に思えますが、通常、時刻などの変化を許可す

るフィルターを記述しなくてはなりません。 

差し障りのない変化によってエラーがたびたび発生し、出力に目を通して問題がないことを判断して、ベース

ライン ファイルをリセットすることを繰り返していると、いつの間にかその作業になれてしまい、本当にバ

グである重要な要素を見落とすことになります。その時点から、ベースライン自体に意味がなくなります。ベ

ースライン テストには慎重さが必要です。 

正確な結果ではなくアプリケーションに関する事実を検証するテスト 

テストで、結果の正確な値を検証する必要はありません。結果についてわかっている事実を考え、その事実を

テストの形式で書き出します。 

たとえば、暗号化メソッドを作成しているとします。どのようなメッセージでも暗号化後の形式を具体的に示

すことは困難です。そのため、次のようなテストは作成できません。 

C# 

string actualEncryption = Encrypt("hello"); 
string expectedEncryption = "JWOXV"; 
Assert.AreEqual(expectedEncryption, actualEncryption); 

しかし、ここにヒントがあります。 



ヒント: 達成する結果についてわかっている事実を考え、その事実をテストとして記述します。 

つまり、次に示すように、結果に求められる特性をいくつかに分けて検証します。 

C# 

// 暗号化後に暗号化を解除すれば、元の文字列に戻る: 

Assert.AreEqual (plaintext, Decrypt(Encrypt(plaintext))); 
 

// この暗号では、暗号化後の文字列と元の文字列の長さが同じ: 

Assert.AreEqual (plaintext.Length, Encrypt(plaintext).Length); 
 

// この暗号では、各文字は同じ文字に暗号化されない: 

for(int i = 0; i < plaintext.Length; i++) 
   Assert.AreNotEqual(plaintext[i], Encrypt(plaintext)[i]); 

このようなアサーションを使用することで、結局テストファーストになります。 

単体テストの使用方法 

テストファースト (または、最低でもテストをすぐに行う) 開発に加えて、以下のことをお勧めします。 

 開発作業は、すべての単体テストが成功するまで完了しません。 

 コードを記述するのと同じだけの時間を単体テストの作成に費やします。その結果、バグや手戻りが

少なく、はるかに安定性が増します。  

 単体テストとは、テストするユニットの要件です (ここで言う要件は、アプリケーション全体ではな

くこのユニットのみの要件で、ユニットは個々のメソッドから実体を持つサブシステムまであらゆる

ものを意味します)。  

◦ この要件は、次の例のように要素別に振り分けます。  

 自乗した戻り値は入力値と等しくなる必要があり、かつ 

 入力値が負の場合は例外をスローする、かつ... 

◦ 前述の Mort が作成した個別のテストのように、要素ごとに単体テストを分けて記述します。

その結果、一連のテストの柔軟性が大幅に向上し、要件が変化しても変更しやすくなります。 

 コードは、このように細かく分けた個別の要件を同時に満たすように作成します。  

 対応する要件が変化しない限り、単体テストは変更したり削除したりしません。対象要件がテストで

正しく表されなくなります。 

 

開発作業中のテスト 

以上のことから、開発作業の推奨サイクルは次のようになります。 

1. コードをソース管理からチェックアウトします。 



2. 既存のテストを実行してテストが成功することを確認します。コードに変更を加えたためにテストで

エラーが発生した場合は、どのような間違いがあったのかを考えることに時間をかけます。 

3. 有効ではなくなった要件に対応する既存の単体テストを削除します。 

たとえば、負の値を入力すると 0 という結果だけを返すように、Mort の要件を変更するとします。

Mort は ThrowsOnNegativeArgument テストを削除し、BasicRooterTest を残すことになりま

す。 

4. ループ: 

{ 

a. 赤: 新しい単体テストを記述し、そのテストでエラーが発生するようにします。 

次のような場合に新しい単体テストを記述します。 

- 実装しようとしている新しい機能をテストする。 

- テストに使用するデータの範囲を広げる (1 つの数値ではなく一定範囲の数値をテス

トするなど)。 

- これまでテストしていないコードをテストする(「コード カバレッジ」で説明しま

す)。 

テストを実行して、テストでエラーが発生することを確認します。これは、テスト メ

ソッドの末尾にアサーションを追加し忘れるミスを避けるのに優れた手法です。例外な

くエラーになる場合、最終的にテストが成功すると、確かに何かを達成したと認識でき

ます。 

b. 緑: テストが成功するようにアプリケーションを更新します。 

新しいテストだけでなく、すべてのテストが成功するようにします。 

c. リファクタリング: アプリケーション コードをレビューし、コードを簡単に読み取って更新で

きるようにします。 

コードをレビューして、コードが読み取りやすく更新しやすいものであり、動作が適切

であることを確認します。その後、テストを再実行します。 

d. コード カバレッジ チェックを実行します。  

} テストでほぼすべてのコードを実行し、すべての要件をテストして、すべてのテストが成功するま

で 

 



コード カバレッジ 

単体テストでどれだけのコードが調べられるか把握することが重要です。コード カバレッジ ツールは、単体

テストで調べたコードの割合を示し、調べなかったすべてのステートメントを赤く強調表示します。 

カバレッジの割合が低ければ、テストされていないコード ロジックがあります。カバレッジの割合が高くて

も、あらゆる組み合わせの入力データがコードで正しく処理されることを示すわけではありません。ただし、

それでも処理が正しく行われている可能性は高くなります。 

目標はだいたい 80% です。  

コード カバレッジの結果は、[テスト] メニューの [コード カバレッジの分析] をクリックして確認できま

す。テスト実行後、テストで調べられたコードの割合が、各アセンブリとメソッドでのカバレッジの内訳と共

に表形式で示されます。  

 

コード カバレッジの結果 

[コード カバレッジの色分けを表示] ボタンをクリックすると、コードのどの部分が調べられなかったかが一

目でわかります。調べられなかったコードを使用するテストを新たに作成します。 

チェックインのポリシー 

サーバーのビルドをクリーンな緑色の状態に保つ最善の方法は、不適切なコードをソース管理にチェックイン

しないことです。特定の作業を遂行してからチェックインすることを開発者やチームの同僚が理解できるよう



にチェックインのポリシーを設定します。たとえば、テスト ポリシーでは特定の単体テストのセットが成功

していることを求めます。組み込みのポリシーのほかにも、独自のポリシーを定義したり Web からポリシ

ーをダウンロードしたりできます。詳細については、MSDN のトピック「チーム プロジェクト チェックイ

ン ポリシーによるコード品質の向上 (機械翻訳)」を参照してください。 

コードをチェックインする際、ユーザーはポリシーをオーバーライドできます。ただし、オーバーライドする

理由を入力する必要があり、レポート内でイベントが発生します。 

チェックイン ポリシーを設定するには、Visual Studio の [チーム] メニューで [チーム プロジェクトの設

定] をポイントし、[ソース管理] をクリックします。[チェックイン ポリシー] タブをクリックします。 

 

チェックイン ポリシーの追加 

優れた単体テストを作成する方法 

これまで優れた単体テストを作成するさまざまな方法について説明してきたため、ここですべてを改めて説明

することはしません。さらに詳しい情報が必要な場合は、「単体テストのパターン」で Web を検索してく

ださい。 

ここでは役立つヒントをいくつか紹介します。 

準備 (Arrange) – 実行 (Act) – アサート (Assert)  

多くの開発者が好んで使用するのは、準備 (Arrange)、実行 (Act)、アサート (Assert) の一般的なパター

ン (AAA パターン) です。 

http://msdn.microsoft.com/library/dd264876(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd264876(VS.110).aspx


準備 (Arrange): テスト データを設定する 

実行 (Act): 単体テストの対象を呼び出す 

アサート (Assert): 予想結果と実際の結果を比較し、 

比較の結果を失敗または成功としてログに記録する 

以下に例を示します。 

C# 

[TestMethod] 
public void TestSortByFlavor() 
{  

    // 準備 (Arrange): テスト データを設定する:  

    var catalog = new IceCreamCatalog(Flavor.Oatmeal, Flavor.Cheese); 
 

    // 実行 (Act): 単体テストの対象を調べる:  

    catalog.SortByFlavor();  
 

    // アサート (Assert): 結果を検証してログに記録する:  

    Assert.AreEqual(Flavor.Cheese, catalog.Items[0].Flavor);  
}  

テスト対象の 1 つの側面に注目する単体テスト 

1 つのテスト メソッドを単体テスト対象動作の複数の側面に対して実行しないようにします。複数の側面に

対してテストを実行すると、テストの読み取りや更新が難しくなります。また、エラーを解釈するときに混乱

が生じることもあります。 

MSTest テスト フレームワークの既定ではテストの順序が保証されません。そのため、テスト間で状態を受

け渡すことはできません。ただし、Visual Studio では順序指定テスト機能を使用してテストに一定の順序を

設定できます。 

テスト クラスを使用したテスト対象コードのさまざまな振る舞いの検証 

異なる振る舞いフィーチャーのテストは、それぞれ別のテスト クラスに分けます。通常、異なるフィーチャ

ーをテストするには、共有ユーティリティ メソッドが別に必要になるため、この方法は適切に機能します。

複数のテスト クラスがメソッドを共有する場合、メソッドを共通の抽象クラスから派生します。 

各テスト クラスは TestInitialize メソッドと TestCleanup メソッドを含みます (これらは MSTest の属

性です。他のテスト フレームワークにも、通常、Setup や Teardown というような同じ属性がありま

す)。初期化 (セットアップ) のメソッドを使用して、テスト対象のオブジェクトの作成、データベースへの

接続、データの読み込みなど、単体テストの開始条件を設定するために常に必要になる共通のタスクを実行し

ます。Cleanup (Teardown) メソッドは、テスト メソッドでエラーが発生しても必ず呼び出されます。これ

は、テスト コードをすべて try…finally ブロック内に収める必要がなくなるため便利な機能です。 

例外処理のテスト 

無効な操作や入力に対して適切な例外がスローされることをテストします。  



[ExpectedException] 属性を使用できますが、この属性を使用したテストは、テスト内のステートメントで

例外が発生しても成功として処理されるため注意が必要です。  

例外のテスト方法として、信頼性の高い方法を以下に示します。 

C# 

        [TestMethod, Timeout(2000)] 
        publicvoid TestMethod1() 
        {   ... 
            AssertThrows<InvalidOperationException>( delegate  
             {  
                MethodUnderTest();  
             }); 
        } 
 
                internalstaticvoid AssertThrows<exception>(Action method)  
                                    where exception : Exception 
        { 
            try 
            { 
                method.Invoke(); 
            } 
            catch (exception) 
            { 

                return; // 想定する例外 

            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                Assert.Fail("Wrong exception thrown: " + ex.Message); 
            } 
                Assert.Fail("No exception thrown"); 
        } 

AssertThrows に似た関数が多くのテスト フレームワークに組み込まれています。 

複数の入力値または状態のテスト 

「2.0==MySquareRootFunction(4.0)」を検証しても、すべての値で機能することを完全に検証したことに

はなりません。コード カバレッジ ツールを使用するとすべてのコードが調べられたことがわかりますが、す

べてのコードを調べても、入力値、開始状態、入力順序が変われば問題が発生する可能性があります。 

そのため、主な入力、開始状態、および操作の順序でテストします。 

境界条件を確認します。境界条件とは、特殊な値や、値どうしの特殊な関係のことです。境界条件をテスト

し、境界に含まれる代表的な値をテストします。たとえば、平方根関数では、入力と出力の値が等しくなる 

0 と 1 が境界条件になると考えられます。そこで、-10、-1、-0.5、0、0.5、1、10 などをテストします。 

また、境界条件を挟む値もテストします。関数が最大入力値 4096 で機能することを確認するには、4095 

と 4097 もテストします。 

「モデル駆動テスト」手法では、入力と状態の領域を境界条件で分け、それぞれの状態に応じてテスト デー

タを作成します。 

単純な数値関数ではない複雑なオブジェクトについては、さまざまな状態や値の関係を考慮する必要がありま

す。たとえば、一覧と一覧のインデックスの関係などです。 



テスト データの生成と検証の分離 

事後条件とは、入力値と出力値、つまり、テスト対象のメソッドの開始状態と終了状態で常に true となるブ

ール式のことです。簡単な関数をテストするには、次のようなコードを作成します。 

C# 

[TestMethod] 
public void TestValueRange() 
{ 
  while (GenerateDataForThisMethod( 
              out string startState, out double inputValue))) 
  { 
     TestOneValue(startState, inputValue); 
  } 
} 

// パラメーター化したテスト メソッド: 

public void TestOneValue(string startState, double inputValue) 
{ 

     // 準備 (Arrange): 初期状態を設定する: 

     objectUnderTest.SetKey(startState); 
 

    // 実行 (Act): テスト対象のメソッドを調べる: 

     var outputValue = objectUnderTest.MethodUnderTest(inputValue); 
 

     // アサート (Assert): 結果を検証する: 

     Assert.IsTrue(PostConditionForThisMethod(inputValue, outputValue)); 
} 
 

// 入力と出力の値や状態の関係を検証する: 

private bool  
PostConditionForThisMethod 
(string startState, double inputValue, double outputValue) 
{ 

    // 特定の制約内で、ある範囲の結果を受け取る: 

     return startState.Length>0 && startState[0] == '+' 
                    ? outputValue > inputValue  
                    : inputValue < outputValue; 
} 

内部状態のあるオブジェクトをテストするには、同じテストでテスト データから開始状態を設定し、テスト

対象のメソッドを呼び出します。その後、事後条件を呼び出し、開始状態と終了状態を比較します。 

このように分離することで、次のようなメリットが得られます。 

 事後条件は実際の要件を直接表すため、テストするデータ ポイントとは切り離して考えることができ

ます。 

 事後条件は値の範囲を受け取ることができます。入力ごとに適切な値を 1 つだけ指定する必要はあり

ません。 

 テスト データ ジェネレーターは、事後条件とは別に設定できます。データ ジェネレーターでは、境

界値で分けられる入力 (または状態) を生成することが最も重要な要件です。 

 



Pex によるテスト データの生成 

Visual Studio アドインの  Pex (英語) について見てみましょう。 

スタンドアロンのオンライン バージョン (英語) もあります。 

Pex は、高いコード カバレッジ率を実現するテスト データを自動生成します。テスト対象のコードを調べ

て、関連性の高い入力値と出力値を生成します。生成した値をパラメーター化したテスト メソッドに渡しま

す。その結果、さまざまな値でテストを呼び出すテスト メソッドが生成されます。 

(上記の Web サイトでは Visual Studio 2010 アドインの Moles についても触れています。Visual Studio 

2012 ではこのアドインの代わりに、Fakes という統合機能が提供されています。)  

分離テスト: フェイクの実装 

開発中のコンポーネントが、同時に他の開発者が開発中の別のコンポーネントに依存する場合、そのコンポー

ネントが機能するようになるまで実行できないことが問題になります。 

あまり大きな問題ではありませんが、他のコンポーネントが存在しても、分刻みで変化する株式相場のフィー

ドなど、そのコンポーネントの動作が内部状態によって変化し、その内部状態が他の多くの事象に依存するこ

ともあります。このような依存関係がある場合は、コンポーネントのテスト結果を予測するのが困難になりま

す。 

このような場合は、依存関係を「フェイク」の実装に置き換え、コンポーネントを分離します。フェイクで

は、コンポーネントの機能をテストできる程度に実際の動作のシミュレーションを行います。フェイクの特定

の種類を表すために「スタブ」、「モック」、「shim」などの用語が使用されることもあります。 

原則としては、依存関係のインターフェイスを定義します。コンポーネントを記述し、作成時にインターフェ

イスのインスタンスに渡せるようにします。以下に例を示します。 

C# 

// 株式相場フィードから分離できるようにするインターフェイス: 

public interface IStockFeed 
{ 
     int GetSharePrice(string company); 
} 
 

// テスト対象のユニット: 

public class StockAnalyzer 
{ 
    private IStockFeed stockFeed; 
 

    // 株式相場フィードを受け取るコンストラクター: 

    public StockAnalyzer(IStockFeed feed) { stockFeed = feed; } 
 

    // 株式相場フィードを利用するメソッド: 

    public int GetContosoPrice() { ... stockFeed.GetSharePrice(...) ... } 
} 

http://research.microsoft.com/projects/pex
http://www.pexforfun.com/


この方法でコンポーネントを作成することによって、テスト中は株式相場フィードのフェイク実装をセットア

ップし、完成したアプリケーションで実際の実装をセットアップします。重要なのは、フェイク実装と実際の

実装が同じインターフェイスに準拠することです。このインターフェイスを図にすると、次のようになりま

す。 

 

インターフェイスの挿入 

このようにコンポーネントを分離することを「インターフェイスの挿入」と呼びます。これには、コンポーネ

ント間の依存関係を減らすことでコードの柔軟性を高めるメリットがあります。 

FakeStockFeed は、これまでどおりクラスとして定義できます。 

C# 

// テスト プロジェクト内 

class FakeStockFeed : IStockFeed 
{ 
   public int GetSharePrice (string company) { return 1234; } 
} 

次に、テストで、フェイクのインスタンスを使用するコンポーネントをセットアップします。 



C# 

    [TestClass] 
    public class StockAnalysisTests 
    { 
        [TestMethod] 
        public void ContosoPriceTest() 
        { 

            // 準備 (Arrange): 

            var componentUnderTest = new StockAnalyzer(new FakeStockFeed()); 

            // 実行 (Act): 

            int actualResult = componentUnderTest.GetContosoPrice(); 

            // アサート (Assert): 

            Assert.AreEqual(1234, actualResult); 
        } 
    } 

ただし、Microsoft Fakes という優れたメカニズムがあります。これにより、フェイクのセットアップが容易

になり、フェイクのコードがすっきりします。 

Microsoft Fakes 

Visual Studio 2012 で MSTest を使用していれば、スタブ クラスが生成されます。  

ソリューション エクスプローラーで、テスト プロジェクトの参照設定を展開し、スタブを作成するアセンブ

リ (今回の例では「Stock Feed」) を選択します。ソリューションでは別のプロジェクトを選択すること

も、システム アセンブリなどの参照アセンブリを選択することもできます。ショートカット メニューの 

[Fakes アセンブリの追加] をクリックします。次に、ソリューションをリビルドします。 

ここで、テストを次のように作成できるようになります。 

C# 

[TestClass] 
class TestStockAnalyzer 
{ 
    [TestMethod] 
    public void TestContosoStockPrice() 
    { 

        // 準備 (Arrange): 

 

        // フェイク stockFeed を作成する: 

        IStockFeed stockFeed =  

             new StockAnalysis.Fakes.StubIStockFeed() // Fakes によって生成される 

                 { 

                     // 各メソッドを定義する: 

                     // 名前は元の名前とパラメーターの型を繋げたもの: 

                     GetSharePriceString = (company) => { return 1234; } 
                 }; 
 

        // 完成したアプリケーションでは、stockFeed は実際のメソッドになる: 

        var componentUnderTest = new StockAnalyzer(stockFeed); 
 

        // 実行 (Act): 

        int actualValue = componentUnderTest.GetContosoPrice(); 
 



        // アサート (Assert): 

        Assert.AreEqual(1234, actualValue); 
    } 
    ... 
} 

ここで注目するのは StubIStockFeed クラスです。Microsoft Fakes メカニズムは、参照アセンブリのす

べてのパブリック型にスタブ クラスを生成します。型名は元の型と同じで、"Stub" がプレフィックスとし

て付きます。 

生成後のこのクラスは、インターフェイスで定義されたメッセージごとにデリゲートを含みます。デリゲート

名はメソッドの名前とパラメーター型から構成されます。これはデリゲートなので、メソッドをインラインで

定義できます。その結果、省略しないで明示的にクラスを記述する必要がなくなります。 

プロパティの get アクセス操作子や set アクセス操作子、イベント、およびジェネリック メソッドにもス

タブが生成されます。ただし、デリケート名を入力するときに IntelliSense がサポートされないため、オブ

ジェクト ブラウザーで Fakes アセンブリを開いて名前を確認する必要があります。  

プロジェクトに .fakes ファイルが追加されているのがわかります。このファイルを編集して、スタブを生成

する型を定義できます。詳細については、「Microsoft Fakes を使用したテストでのコードの分離 (機械翻

訳)」を参照してください。 

モック 

モックは状態を伴うフェイクです。各メソッド呼び出しに固定の応答を返すのではなく、モックは単体テスト

の制御下で応答を変化させることができます。また、テスト対象のコンポーネントからの呼び出しをログに記

録することもできます。 

C# 

[TestClass] 
class TestMyComponent 
{ 
 
    [TestMethod] 
    public void TestVariableContosoPrice() 
    { 

     // 準備 (Arrange): 

        int priceToReturn; 
        string companyCodeUsed; 
var componentUnderTest = new StockAnalyzer(new StubIStockFeed() 
            { 
               GetSharePriceString = (company) => 
{ 

                     // パラメーター値をログに記録する: 

                     companyCodeUsed = company; 

                     // このテストで指定した値を返す: 

                     return priceToReturn; 
}; 
            }; 
        priceToReturn = 345; 

     // 実行 (Act): 

        int actualResult = componentUnderTest.GetContosoPrice(priceToReturn); 

http://msdn.microsoft.com/library/hh549175(v=vs.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/hh549175(v=vs.110).aspx


     // アサート (Assert): 

        Assert.AreEqual(priceToReturn, actualResult); 
        Assert.AreEqual("CTSO", companyCodeUsed); 
    } 
...} 

Shim 

スタブは、インターフェイスを使ってスタブを呼び出すようにコードを設計できる場合に機能します。これは

常に可能とは限らず、特に、ソースを変更できないプラットフォーム メソッドを呼び出すときには機能しま

せん。  

たとえば、DateTime.Now のソースを変更することはできません。このメソッドは毎回に異なる値を返す

ため、テスト目的ではフェイクを実装したいところです。このような場合に shim を使用します。 

C# 

[TestClass] 
public class TestClass1 
{  
        [TestMethod] 
        public void TestCurrentYear() 
        { 
            using (ShimsContext.Create()) 
            { 

              // 準備 (Arrange): 

                // DateTime.Now をリダイレクトして固定日付を返す: 

 
                System.Fakes.ShimDateTime.NowGet = () => 
                { return new DateTime(2000, 1, 1); }; 
 
                var componentUnderTest = new MyComponent(); 
 

              // 実行 (Act): 

                int year = componentUnderTest.GetTheCurrentYear(); 
 

              // アサート (Assert): 

                Assert.AreEqual(2000, year); 
            } 
        } 
} 
 

// テスト対象のコード: 

public class MyComponent 
{ 
    public int GetTheCurrentYear() 
    { 

       // テスト中、この呼び出しは shim にリダイレクトされる: 

       DateTime now = DateTime.Now; 
       return now.Year; 
    } 
} 

元のメソッドへのすべての呼び出しがインターセプトされ、shim コードにリダイレクトされます。  

shim のセットアップ方法はスタブと同様です。たとえば、DateTime の shim を作成するには、テスト 

プロジェクトの System への参照をクリックして、[Fakes アセンブリの追加] をクリックします。 



ShimsContext に注目します。ShimsContext を破棄すると、アクティブ中に作成したすべての shim が削

除されます。  

shim のクラス名は、元の型名にプレフィックスとして "Shim" を付けて構成されます。  

Fakes 名前空間が存在しないことを示すエラーが表示されることがあります。すべてのエラーを解決する

と、正常に機能するようになります。 

上記の例の shim はスタティック プロパティを変更します。shim を作成して、コンストラクターの呼び出

し、あるクラスのすべてのインスタンスや特定のインスタンスのメソッドやプロパティの呼び出しもインター

セプトできます。MSDN トピック「shim を使用して単体テストでアプリケーションを他のアセンブリから

分離する (機械翻訳)」を参照してください。 

Visual Studio 2010 における Shim  

Visual Studio 2010 では、Moles というアドインを入手する必要があります。このアドインの名前付け規則

はやや異なり、スタブ メソッドには、プレフィックスとして "Shim" ではなく "M" が付きます。また、テ

スト クラスに属性を付ける必要があります。 

C# 

[HostType("Moles")] 
[TestClass] 
public class TestClass1 
{  
    [TestInitialize] 
    public void TestSetup() 
    { 

    // DateTime.Now をリダイレクトして固定日付を返す: 

 
        MDateTime.NowGet = () =>{ return newDateTime(2000, 1, 1); } ;         
    } 
} 

Moles アドインは、テスト対象のコードにパッチを挿入して、指定したメソッドへの呼び出しをインターセ

プトします。アドインは、テスト対象のコードから参照されるクラスのミラー セットを生成します。特定の

対象クラスを指定するには、名前にプレフィックスとして "M" を付けて、MDateTime や System.MFile 

のようにします。自身のコードから参照するすべてのアセンブリに含まれるクラスが対象になります。リダイ

レクトするメソッドを選択するには、IntelliSense を使用します。プロパティのリダイレクトには、プロパ

ティ名の後ろに "Get" や "Set" が追加されます。メソッドのリダイレクトには、

MDateTime.IsLeapYearInt32 のようにパラメーター型名を含みます。 

モックと同様、モルによって呼び出しをログに記録し、テスト コードから動的に応答を制御することができ

ます。 

注: Visual Studio 2010 の Moles は、Visual Studio 2012 のフェイクに変換する作業が必要です。 

http://msdn.microsoft.com/library/hh549176(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/hh549176(VS.110).aspx


テストとデバッグ 

通常、単体テストを実行するときは、デバッガーなしで実行するコマンドを使用します。テストの合格を想定

するのが一般的なので、デバッグを使用すると動作が遅くなります。  

テストが失敗した場合、Visual Studio 組み込みの MSTest フレームワークを使用しているのであれば、テ

スト結果ビューの [選択されたテストをデバッグ] コマンドを使用します。このコマンドは、失敗したテスト

を再実行します。 

他のテスト フレームワークを使用しているのであれば、通常、Visual Studio デバッグにテスト フレームワ

ークを統合するアドインが見つかります。 

アドインが見つからない場合は、テスト フレームワークとデバッガーを同時に実行します。既定の手順は以

下のとおりです。 

1. テスト プロジェクトをソリューションのスタートアップ プロジェクトに設定します。 

2. テスト プロジェクトのプロパティの [デバッグ] タブで、NUnit などのテスト ランナーを開始する

ように [開始動作] を設定して、テスト プロジェクトでテスト ランナーを起動します。 

3. テストを実行するときは、Visual Studio からデバッグを開始して、テスト ランナーのテストをクリ

ックします。 

 

IntelliTrace 

IntelliTrace は、デバッグ モードでテストやコードを実行するときに、重要なイベントやこれらのイベント

の変数値をログに記録します。テストが失敗する前の実行履歴に戻って、ログに記録された値を検査できま

す。  

これを有効にするには、Visual Studio の [デバッグ] メニューで、[オプションと設定]、[IntelliTrace] を

順にクリックします。データ記録量の設定を変更することもできます。 



 

IntelliTrace の使用 

IntelliTrace は、バグが見つかったたときに開発者がデバッグしているコードが手元にない場合に特に役立ち

ます。ビルド サービスについて説明するときに、テストの失敗によってそのときの環境状態が自動保存さ

れ、この状態がバグ作業項目にアタッチされる方法を確認します。手動テスト中は、テスト担当者はボタンを

クリックするだけで、同じ操作を実行できます。IntelliTrace を使用すると、開発者は失敗した瞬間のシステ

ム状態を確認できるだけでなく、失敗に至るまでの状態も確認できます。 

コード化された UI テスト 

単体テストは、通常、テスト対象コードのインターフェイスのメソッドを呼び出すことによって動作します。

ただし、自身でユーザー インターフェイスを開発している場合、完全なテストでは、ボタンをクリックした

ときの動作や、適切なウィンドウやコンテンツが表示されることを確認しなければなりません。コード化され

た UI テスト (CUIT) とは、ユーザー インターフェイスを調べる自動テストです。詳細については、MSDN 

トピックの「コード化されたユーザー インターフェイス テストを使用したコードの検証 (機械翻訳)」を参

照してください。 

CUIT 作成方法と使用方法 

CUIT の作成 

CUIT を作成するには、コード化された UI プロジェクトを作成する必要があります。[新しいプロジェクト] 

ダイアログの、[Visual Basic] の [テスト]、または [Visual C#] の [テスト] にコード化された UI テスト 

http://msdn.microsoft.com/library/dd286726.aspx


プロジェクトがあります。CUIT プロジェクトが既に存在する場合は、新しい CUIT をそのプロジェクトに

追加します。 

[コードの生成] ダイアログで、[操作の記録、UI マップの編集、またはアサーションの追加] をクリックし

ます。Visual Studio が最小化され、画面右下にコード化された UI テスト ビルダーが表示されます。  

[記録] ボタンをクリックして、テスト対象のアプリケーションを開始します。 

 

CUIT の記録 

テストする一連の操作を実行します。操作は後から編集できます。 

[ターゲット] ボタンを使用して、UI 要素の状態についてのアサーションを作成することもできます。 

[コードの生成] ボタンは、操作のシーケンスを単体テスト コードに変換します。ここで、必要に応じて操作

のシーケンスを編集できます。たとえば、間違って行った操作を削除します。 

CUIT の実行 

CUIT は、他の単体テストとまったく同じ方法で実行できます。ソース コードをチェックインするときに、

他の単体テストと一緒に CUIT をチェックインし、ビルド確認テストの一環として実行します。  

ヒント: CUIT 実行中はキーボードやマウスを操作しないようにします。手を触れなければ問題ありませ

ん。 

アサーションの編集と追加 

テストする操作は一連のステートメントに変換されているため、テストを実行すると、その操作がシミュレー

ションで再実行されます。  

この段階では、アサーションが設定されていません。ただし、この時点で、UI 要素の状態をテストするコー

ドを追加できるようになります。[ターゲット] ボタンを使用して、UI 要素を選択し、その要素を表すプロキ

シ オブジェクトを作成します。次に、プロキシ オブジェクトのパブリック メソッドを使用するコードを記

述して要素の状態をテストします。 

複数の値を使用するように基本プロシージャを拡張 

記録したプロシージャが異なる入力値で繰り返し実行されるようにコードを編集します。 

最も簡単な方法としては、コードを単純に編集してループを挿入し、コード内に一連の値を記述します。 

テストを別の値テーブルにリンクしてもかまいません。値テーブルには、スプレッドシート、XML ファイ

ル、データベースの値を設定できます。たとえば、スプレッドシードの値テーブルを使用する場合は、ループ



の繰り返しごとに指定するデータのセットをスプレッドシートの各行に設定します。各列は、各変数の値を設

定します。先頭行は、データ名を識別するヘッダーです。以下に例を示します。 

Flavor Size 

Oatmeal Small 

Herring Large 

 

CUIT の [プロパティ] で、新しいデータ接続文字列を作成します。接続文字列ウィザードでデータのソース

を選択できます。次に、以下のようにコード内にステートメントを記述します。 

C# 

var flavor = TestContext.DataRow["Flavor"].ToString(); 

分離 

他の単体テストと同様に、フェイク ビジネス層を用意して、テスト対象のコンポーネントや層 (この場合

は、ユーザー インターフェイス) を分離できます。フェイク層では、呼び出しを単純にログに記録し、状態

を変更できるようにして、ユーザー インターフェイスに適切な呼び出しが渡され、状態が正しく表示された

ことをアサーションが検証できるようにします。 



 

適切に分離された単体テスト 

テストファーストになるかどうか 

CUIT では、コードを記述する前にテストを記述することは現実的ではないと考えるかもしれません。実際、

コード化された UI テスト ビルダーで操作を実行するには、ユーザー インターフェイスが作成されている

必要があります。 

これはある程度真実です。特にユーザー インターフェイスがビジネス ロジックの状態に応じて動的に変化す

る場合などはテストを先に作成することはできません。それでも、あまり多くのことを実行しないボタンの操

作が記録されることもあります。そのような場合は、ビジネス ロジックが結び付けられているときだけ機能

するアサーションを記述できることがよくあります。 



CUIT は単体テストかシステム テストか 

CUIT は、すばやくテストを記述する非常に効果的な方法です。厳密に言えば、CUIT には(フェイク ビジネ

ス ロジックを用意して) UI を単体テストすることと、アプリケーション全体のシステム テストすることの 

2 つの目的があります (第 5 章「自動システム テスト」を参照してください)。 

しかし、CUIT ではテストをすばやく作成できるため、テストの範囲が広がる傾向があります。たとえば、簡

単なデスクトップ アプリケーションを作成しているとします。このアプリケーションは、データベースや 

Web にアクセスする可能性があります。ビジネス ロジックは、直接ユーザー インターフェイスから呼び出

します。このビジネス ロジックのテストをすばやく作成するには、Web やデータベースなどの外部ソース

のフェイクを用意し、主な機能すべてを対象とする CUIT を記録します。ビジネス ロジックをテストするコ

ードを作成ことに時間をかけるよりも、この方法を採用することに決めるかもしれません。 

テストの方法論を論じるコンサルタントは、このような方法に異を唱えます。問題は、ビジネス ロジックを

テストするために UI のボタンをクリックすることにあります。このようにすると、UI とビジネス ロジッ

クが密接に結び付き、分離を推奨するソフトウェア エンジニアリングがすべて成り立たなくなります。UI 

を変更すれば、ビジネス ロジックの単体テストも作り直しになります。  

さらに、CUIT は、アプリケーションが実行されるようになってからしか作成できないのが現実なので、テス

トファーストの方針に従うことができません。テストファーストの方針は、コードが処理すべきことについて

考えるうえで非常に重要です。 

このような理由から、CUIT をビジネス ロジックの単体テストに使うことはあまりお勧めできません。ビジ

ネス ロジックは API から呼び出されると考えることをお勧めします (そのため、他のコード コンポーネン

トからも呼び出すことができます)。UI は API の操作を呼び出す方法の 1 つにすぎません。API を記述す

るには、まず呼び出しシーケンスのサンプルを作成します。この呼び出しシーケンスがテスト メソッドの一

部になります。  

とは言え、CUIT をどのように使うかは自由です。短期間しか使用されない、小さな、重要度の低いアプリな

ら、CUIT は迅速にテストを作成する優れた方法です。 



 

アプリケーションをテストするための CUIT  

CUIT の設計 

テストを実行するときに、CUIT エンジンは、操作に使用する各コントロールを見つける必要があります。

CUIT エンジンは、UI 要素の名前を使用して、表示ツリーを移動しながらコントロールを探します。ユーザ

ー インターフェイスの設計を変えると、要素が見つからず、テストが機能しなくなる可能性があります。エ

ンジンは移動した要素をヒューリスティックに見つける機能を備えていますが、以下の方法を採用すれば、テ

ストが機能する可能性が高まります。 

 HTML では、すべての要素に ID を指定するようにします。 

 Windows の表示テクノロジでは、ユーザー補助をサポートします。 

 カスタム コントロールを設計する場合は、CUIT 拡張機能を定義してレコーダーがユーザー ジェス

チャーを解釈するよう支援します (MSDN トピックの「コントロールのコード化された UI テストの

有効化 (機械翻訳)」参照)。たとえば、ファイル選択コントロールを使用するとき、レコーダーがマ

ウス クリックのシーケンスを記録しないようにし、代わりに選択されたファイルを記録するようにし

http://msdn.microsoft.com/library/hh552522.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/hh552522.aspx


ます。同様に、コントロールを使用するときのユーザーの意図をエンコードする記録拡張機能を定義

します。 

 

CUIT のメンテナンス 

CUIT の問題点は、ユーザー インターフェイスの定義を大幅に変更すると、作り直さなければならないこと

です。次のようにすれば、必要な作業を最小限に抑えることができます。 

 個別に記録するようにします。つまり、異なるフォームやページのメソッドは個別に記録します。ま

た、操作数が多くなる場合はグループに分けて記録します。  

 変更する場合、影響を受けるメソッドを見つけてそのメソッドだけを記録します。 

 CUIT エディターを使用してコードを更新します。コードは直接編集できますが、エディターを使用

すると結果の信頼性が高まります。  

 

ここで示したのは CUIT の簡単な概要です。詳細については、MSDN トピックの「方法: コード化された 

UI テスト エディターを使用してコード化された UI テストを編集する (機械翻訳)」を参照してください。 

ビルド確認テストによる継続的インテグレーション 

ビルド確認テストは、ローリング ビルドや夜間ビルドと呼ばれることもあります。ビルド サービスは、ソー

ス ツリーにチェックインされているソフトウェアを、定期的または継続的にコンパイルしてテストします。

テストに失敗したり、ソースがコンパイルされないと、これを通知する電子メールがチーム メンバー全員に

送信されます。 

ソース管理は、チームのメンバーが互いの作業を上書きするのを防ぎます。そのため、チームのメンバーは 

1 つのソフトウェア本体を手分けして開発できるようになります。TFS をインストールしてチーム プロジェ

クトを作成するだけで、Visual Studio を使用してソース ツリーを作成し、コードを追加できるようになり

ます。また、他のユーザーにアクセス許可を割り当てることもできます。 

しかし、コードを想定どおりに動作させるには、定期ビルドをセットアップする必要があります。通常は、ほ

とんどの単体テストを実行する継続的ビルド (「ローリング ビルド」) や、パフォーマンス テスト、ロード 

テスト、自動システム テスト (次章参照) といった拡張テストを実行する夜間ビルドなど、複数の定期ビル

ドを組み合わせます。 

プロのテスト担当者には当たり前のことですが、簡単にポイントを確認しておきます。優れた品質のソフトウ

ェアを期日どおりに提供する唯一の方法は、適切なテストを行っていないコードのチェックインを許可しない

で、開発中絶えずテストを実行し、未解決のバグを残さないことです。テストしていないコードを終盤まで先

送りするプロジェクトが、どのような結果になるかは少し経験があればお分かりでしょう。 

以下にソースを変更する際の規則を示します。 

http://msdn.microsoft.com/library/gg269466(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/gg269466(VS.110).aspx


 少なくとも毎週、できればもっと頻繁に、すべてのコードをチェックインします。毎回のチェックイ

ンで、小規模でも完全な拡張機能、またはシステムの機能強化を実現できるように開発作業を計画し

ます。 

 変更をチェックインする前に、(ソリューション エクスプローラーのプロジェクトのショートカット 

メニューの) [最新バージョンの取得] コマンドを使用して、変更作業中に他のチーム メンバーが行っ

た更新を統合します。すべてをリビルトして単体テストを実行します。 

 [影響を受けたすべてのテストの実行] コマンドを使用して、変更またはインポートした変更の影響を

受けたテストを判断します (MSDN の「テスト影響分析によるテスト プロセスの効率化 (英語) 」

参照)。変更は自身が作成していないテストに影響することも、自身が記述したテストに他のメンバー

による変更が影響することもあります。 

このコマンドを使用するには、コードをチェックアウトするときにベースラインを初期化する必要が

あります (MSDN トピックの「方法: 開発中のコード変更のテスト影響を特定する」参照)。 

 [コード カバレッジ] をオンにして、コードの 80% 以上がテストされていることを確認します。こ

の条件を満たしていない場合は、色分け機能を使用して、テストされていないコードを探し、さらに

テストを記述します。 

 80% 以上のコード カバレッジを達成し、かつすべてのテストに合格しない限り、変更をチェックイ

ンしません。カバレッジの比率が低くてもチェックインが許可される例もあります。たとえば、コー

ドが自動生成される場合、生成後の 1 つの項目のカバレッジを他の項目の検証と考えてもかまわない

場合があります。しかし、例外を提案する場合は、第三者が慎重にレビューする必要があります。 

この規則を適用するには、テストのチェックイン ポリシーを作成します。  

 コードのチェックイン後にローリング ビルドが失敗すると、すべてのメンバーが電子メール通知を受

け取ります。変更が原因になっている可能性がある場合は、チェックインを元に戻します。他の作業

に取り組む前に、問題を解決してチェックインします。解決に時間がかかる場合は、作業の完了宣言

を取り消し、この変更に関連する作業項目をやり直します。  

 チェックイン直後に帰宅してはいけません。朝出社して、メンバー全員のメールボックスにビルド失

敗メールがあふれかえっている状況は望まないでしょう。 

チームがゲート チェックインを採用している場合はその限りではありません。ゲート チェックイン

では、補助ビルド サーバーでテストに合格するまで、ソースの主要部分に変更したコードが実際に統

合されません。 

 

Team Foundation Server でビルドをセットアップする方法 

チーム エクスプローラーの [ビルド] ウィンドウで、[ビルド定義の新規作成] をクリックします。 

http://msdn.microsoft.com/library/ff576128.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd264984.aspx


 

新しいビルド定義  

ウィザードでは、開始方法を選択します。通常、テストの最大のセットを毎晩実行する定期ビルドを選択しま

す。継続的インテグレーションは、チェックインのたびに毎回ビルドを実行します。ローリング ビルドは、

必要なリソースを抑え、1 度に複数のビルドは行いません。ゲート ビルドは特殊なケースで、毎回のチェッ

クイン時に独自のビルドとテストを実行し、すべて合格する場合のみソース ツリーに統合されます。 

 

チェックイン トリガー 

適切なコンピューターに格納フォルダーを作成し、プロジェクトのすべてのメンバーがこのフォルダーの内容

を読み取り、ビルド サーバーがこのフォルダーに書き込めるように共有アクセス許可を設定します。 

ビルド定義でこのフォルダーを指定します。 



 

格納フォルダーの作成 

[プロセス] では、既定の設定をそのまま使用できますが、設定内容を確認できます。 

 

自動テストの設定 

定義を保存します。 

保存したビルド定義が、チーム エクスプローラーに表示されます。必要に応じて任意のビルドを実行できま

す。 

コード カバレッジ 

ビルドのレポートでコード カバレッジの結果を確認できるように、コード カバレッジ分析をプロジェクトの

設定に含めるようにします。プロジェクトのプロパティでコード分析を有効にします。 



 

コード カバレッジ分析 

サードパーティのビルド フレームワーク 

拡張機能を入手して、サードパーティのフレーム ワークを使ってビルドを実行できます。たとえば、JUnit 

を使用している場合、または Ant や Maven を使用してビルドを実行している場合は、これらを Team 

Foundation Server に統合できます。MSDN の Visual Studio ギャラリーに移動して、Team Foundation 

Server Build Extensions Power Tool (英語) ページで詳細を確認してください。 

ビルドからのインストーラーの生成 

毎回のビルドでは、適切な種類のインストーラーを生成します。通常、生成するインストーラーは Microsoft 

Windows インストーラー (セットアップ) パッケージですが、たとえば、Visual Studio 拡張機能 (.vsix) 

や Web サイト用の Microsoft インターネット インフォメーション サービス (IIS) 展開パッケージも生成

できます。必要なインストーラーの種類は、プロジェクトの種類によって変えます。 

Web サイトの場合、Visual Studio プロジェクトのショートカット メニューの [発行] をクリックします。

Web アプリケーションの発行ウィザードの指示に従って、インストーラーを生成します。インストーラーは

プロジェクトの出力フォルダーに生成されます。ビルド サーバーの定期ビルドも同じ方法でインストーラー

を作成します。  

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/2d7c8577-54b8-47ce-82a5-8649f579dcb6
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/2d7c8577-54b8-47ce-82a5-8649f579dcb6


 

Web サイトのインストーラーの作成 

デスクトップ アプリケーションの場合、ソリューションにインストーラー プロジェクトを追加する必要があ

ります。[新しいプロジェクト] ダイアログで、[その他のプロジェクトの種類] の [セットアップと配置] を

確認します。詳細については、MSDN の「Windows インストーラー配置 (機械翻訳) 」を参照してくださ

い。プロジェクトのプロパティを設定して、インストーラーに含める項目を定義します。プロジェクトが開発

コンピューターまたはビルド サーバーのどちらかでビルドされると、プロジェクトの出力フォルダーに 

setup.exe ファイルと関連フォルダーが出力されます。このファイルと関連フォルダーを、展開先のコンピ

ューターにコピーします。 

分散システムの場合、複数のセットアップ プロジェクトが必要になるため、自動ビルドでは展開スクリプト

が必要になります。これについては後ほど説明します。 

また、ClickOnce 配置という別の発行メカニズムもあります。詳細については、第 5 章「自動システム テ

スト」で説明します。その他の詳細については、MSDN トピックの「ClickOnce のセキュリティと配置 (機

械翻訳)」を参照してください。 

インストーラーのテスト 

インストーラー ファイルの生成に成功したことを検証する基本的な単体テストを作成します (もちろん、メ

インの単体テストはインストーラーには依存しません。コンパイラーが作成した .dll や .exe を直接実行す

ることで機能します)。 

毎回のビルドでインストーラーを生成することをお勧めする理由は、以下のとおりです。 

まず、ビルド コンピューターではない環境にシステムを展開すると出現するバグが数多くあります。次章

で、システム テストは、常に、クリーンなコンピューターにシステムをインストールするところから始める

ように推奨しています。  

次に、ソフトウェア開発を繰り返し行う優れた手法では、毎回のイテレーション終了時に関係者に成果を提供

します。インストーラーが成果物です。関係者がソフトウェアをインストールして実行するときは、イテレー

ション開始時に計画したユーザー ストーリーを実行できるようにします。 

http://msdn.microsoft.com/library/2kt85ked(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/t71a733d.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/t71a733d.aspx


最後に、Visual Studio 2012 でのインストーラーの生成は以前に比べて非常に簡単になっています。 

ビルドの監視 

ビルドがテストに合格したか失敗したかを確認しなくては、定期ビルドを実行する意味がありません。確認に

は 4 つの方法があります。 

 デスクトップのビルド通知ツール: ビルド サーバーを指すようにビルド通知を指定すると、通知が非

表示の状態でタスクバーに設定され、ビルド完了時にトースト表示がポップアップされます。ビルド

が開始されたときや、チェックインしたときにポップアップされるように設定できます。 

コードをチェックインすると、再確認が行われ、しばらくすると画面の隅に " ビルド OK" フラグが

表示されます。 

[スタート] メニューの [Microsoft Visual Studio] の [Team Foundation Server ツール] で確認

できます。特定のサーバーを指すようにビルド通知を設定する前に、チーム エクスプローラーを使用

して、少なくとも一度そのサーバーに接続する必要があります。 

 電子メール: 通知をチームに送信できます。ビルドの失敗は解決することが最優先課題となるため、

この通知はビルドが失敗した場合に特に有効です。ビルド通知ツールとは異なり、デスクトップから

離れていても見逃すことはありません。 

電子メール通知のセットアップについては、次章で説明します。 

 ビルド エクスプローラー: チーム エクスプローラーで [ビルド] ノードを展開してビルドを監視し

ます。新しいビルドを定義して、ここからビルドの実行を開始することもできます。 

 ビルド レポート: チーム エクスプローラーの [レポート] ノードに表示されます。特に役立つレポ

ートは、ビルド品質指標です。このレポートでは、最新ビルドのテスト カバレッジが示されます。カ

バレッジが高い割合を維持していることを確認します。 

[レポート] ノードが表示されない場合は、前章のレポートの有効化についての説明を参照してくださ

い。  

 

ビルドの失敗や完了の電子メールをセットアップする方法 

サーバーで電子メールを有効にしてから、クライアント コンピューターで詳細をセットアップします。 

Team Foundation Server コンピューターの設定 

Team Foundation Server 管理コンソールを開き、サーバー コンピューター名の下にある [アプリケーショ

ン層] を選択します。 

[サービス アカウント] には、ドメインで電子メール メッセージを送信する権限があるアカウントを設定し

ます。適切なアカウントが設定されていない場合は、[アカウントの変更] を使用します。一定間隔でパスワ

ードを変更することになるため、自身のアカウント名は使用しません。(サービス アカウントのパスワードを



変更する必要がある場合は、[パスワードの更新] コマンドを使用します。このコマンドではそのアカウント

のパスワードは変更されず、Team Foundation Server がそのアカウントの使用を試みるとパスワードが変

更されます。) 

 

サービス アカウントの設定 

[電子メール通知の設定] まで下にスクロールし、[通知設定の変更] をクリックします。このとき、社内ネッ

トワークの SMTP サーバーのアドレスが必要になります。ドメイン管理者からアドレスを入手しておいてく

ださい。 

 

電子メール通知の設定 

デスクトップ コンピューターでのセットアップ 

チーム エクスプローラーで、[ホーム]、[設定]、[プロジェクトの通知] の順にクリックします。独自に設定

する警告が発生したときに、チーム プロジェクト サイトがブラウザーに表示されるようになります。チーム

警告を設定するには、画面右上の [サーバーの管理] アイコンまたは [高度な警告の管理ページ] リンクをク

リックします。 

 



サーバーの管理 

[警告]、[自分向けの警告]、[ビルド個の警告]、[新規作成] の順にクリックします。ダイアログ ボックス

で、警告テンプレートを選択し、[ビルド失敗] 時の警告を作成します。クエリに新しい句として、[要求理

由]、[次の値を含む]、[自分] を追加します。 

 

ビルド警告 

Visual Studio 2010 でのビルド警告のセットアップ 

Team Foundation Server Power Tools をインストールします。開発コンピューターで、Visual Studio ギ

ャラリーに移動して、Team Foundation Server Power Tools を見つけます。インストールする前に 

Visual Studio を閉じます。 

Visual Studio を開き、[チーム] メニューから [Alerts Explorer] (警告エクスプローラー) を開きます。警

告エクスプローラー ウィンドウのツールバーで、[New Alert] (新しい警告) をクリックします。[Build 

Alerts] (ビルド警告) で、[Failed Build] (ビルド失敗) をクリックします。次のダイアログ ボックスで、チ

ームのグループ電子メール アドレスを入力します。 

ビルド失敗の警告への応答 

電子メール通知を受け取ったら、メッセージ上部付近のリンクをクリックします。 

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/c255a1e4-04ba-4f68-8f4e-cd473d6b971f


 

電子メール通知 

ビルドの概要で、関連付けられた変更セットを確認します。変更セットは、以前にビルドが成功してから後に

行われた変更の一覧です。この変更のいずれかで、ほぼ間違いなくエラーが発生しています。各変更セットに

は担当者も表示されます。担当者に何を目的に変更を行ったかを尋ねます。 

エラーが発生した変更セットの担当者が自身の場合は、最新の変更を元に戻して問題を解決してから、再度チ

ェックインします。  

ビルド チェックイン ポリシー 

最初に変更を元に戻さないで、問題の解決に取り組み、解決後のコードをチェックインすることを考えるかも

しれません。他の担当者も別の変更をチェックインするため、数分ごとに警告が発生する切迫した状況下で早

く解決したいと焦ることもあります。しかし、ビルドにバグが含まれていると別の問題が見えなくなってしま

う可能性があるため、このような対処を行ってはいけません。簡単に解決できると考えても、最初に考えてい

たほど簡単には解決できないこともあるため、当てにはなりません。サーバーでビルドが失敗した場合は、ロ

グに記載されている関連変更セットに戻して、正常にビルドが行われた状態に戻します。その後、落ち着いて

問題に対処します。 

このような手順を指定するチェックイン ポリシーを設定できます。Visual Studio の [チーム] メニュー

で、[チーム プロジェクト設定] の [ソース管理] をクリックします (このメニュー項目が表示されない場合

は、プロジェクトにチーム エクスプローラーを接続します)。このダイアログの [チェックイン ポリシー] 

タブで、[ビルド] ポリシーを追加します。コードをチェックインしようとして、そのコードを使用するビル

ドが失敗すると、チェックインできないことを示すメッセージが表示されます。どのチェックイン ポリシー

も、必要であればオーバーライドできます。しかし、ビルドが失敗するときは、最新の変更を元に戻して解決

するだけにします。 



ビルド レポート 

チーム エクスプローラーの [ビルド] セクションから、最新のサーバー ビルドの結果を入手できます。プロ

ジェクト ポータル Web サイトにもビルド結果のレポートが含まれています (MSDN のトピック「ビルド 

ダッシュボード (アジャイル)」(機械翻訳) 参照)。 

ビルド レポートでは、自動生成されるテストの成功/失敗の結果以外に、各実行のログに手動で設定可能な結

果も表示されます。通常、テスト チームや開発チームのメンバーは、正常に完了し、優れたパフォーマンス

の最新ビルドを定期的に探します。このようなビルドが詳細テストに適しています。 

手動テスト、サンプルの作成、またはデモのためにシステムを展開するときには、最新ビルドのレポートを確

認します。レポートには、ビルドされたアセンブリやインストーラーが含まれているフォルダーへのリンクが

記載されています。 

多くの単体テストの負荷分散 

数 100 を超える単体テストがある場合は、単体テストの実行にかかる負荷を複数のコンピューターに分散で

きます (MSDN のトピック「テスト コントローラーおよびテスト エージェントを使用することによる複数

のコンピューター上での単体テストの実行)」を参照してください)。 

負荷を分散するには、テスト エージェントを含む複数のコンピューターと、テスト コントローラーを含む 

1 台のコンピューターをセットアップします。エージェントとコントローラーは、Visual Studio インストー

ル DVD に含まれています。これらについては、ラボ環境をセットアップするときに再度取り上げます。テ

スト コントローラーと通信するようにテスト エージェントを構成します。Visual Studio の [テスト] メニ

ューで、[テスト コントローラーの管理] を開き、コントローラーを選択します。 

単体テストは、テスト エージェントをセットアップしたコンピューターで実行されます。テスト コントロー

ラーは、テストを 100 のバッチに振り分け、各バッチを異なるコンピューターで実行します。 

まとめ 

単体テストは、ビルド対象のシステムが正しくコンパイルされ、想定する動作が各ビルドで検証されるように

する、重要なエンジニアリング手法です。Visual Studio 2012 では、アプリケーション開発ライフサイクル

に以下の機能を利用できます。 

 開発環境に統合される単体テスト 

 すべてのコード パスをテストできるようにするコード カバレッジ レポート 

 ユニットの並行開発が可能になるように、ユニット分離するフェイク 

 記録済み手動テスト セッションからテスト コードを作成するコード化された UI テスト 

 サードパーティの単体テスト フレームワークとの統合 

http://msdn.microsoft.com/library/dd420556(v=vs.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd420556(v=vs.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/ff458709.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/ff458709.aspx


 失敗が発生する経緯を見つけることができる IntelliTrace レポート 

 継続的インテグレーション ビルド サービス 

 あらゆる失敗を表示するビルド レポートとビルド警告 

 多くの単体テストがあるときの自動負荷分散 

 

Visual Studio 2010 と Visual Studio 2012 の違い  

 Visual Studio 2012 

 単体テスト ランナー:単体テストを実行するためのインターフェイスが Visual Studio 2010 から大

きく変わりました。どちらも使用方法はそれほど難しくありません。ただし、([TestMethod] 属性を

使用してテストを記述する) MSTest フレームワークを使用してテスト メソッドを作成する方法はま

ったく同じです。詳細については、MSDN のトピック「テスト エクスプローラーを使用した単体テ

ストの実行 (機械翻訳)」を参照してください。 

 NUnit などのサードパーティ テスト フレームワークをサポートします。アダプターがあれば、単体

テスト エクスプローラーに任意のフレームワークのテストが表示されます。よく使われているフレー

ムワークのアダプターをいくつか利用できますが、アダプターを独自に作成することができます。

Visual Studio 2010 では、他のフレームワークのテストは独自のユーザー インターフェイスから実

行する必要がありましたが、統合を強化するためにアドインを入手できました。MSDN のトピック

「方法: サードパーティ製単体テスト フレームワークをインストールする (機械翻訳)」を参照して

ください。 

 フェイク (スタブおよび shim) は組み込み機能です。Visual Studio 2010 では、フェイクと互換性

がない Moles アドインを入手する必要があります。MSDN のトピック「Microsoft Fakes を使用し

たテストでのコードの分離 (機械翻訳)」を参照してください。 

 C++ とネイティブ コードのテストを作成および実行できます。Visual Studio 2010 では利用でき

ませんでした。MSDN の「C++ 用の Microsoft 単体テスト フレームワークを使用した C/C++ 用

単体テストの記述 (機械翻訳)」を参照してください。 

 単体テスト プロジェクト: 単体テスト、コード化された UI テスト、ロード テストなど、テストご

とにプロジェクト種類が分かれています。Visual Studio 2010 では、さまざまな種類のテストを収容

するプロジェクトが 1 種類だけでした。MSDN のトピック「方法: 単体テスト プロジェクトを作成

する (機械翻訳)」を参照してください。 

 特殊な単体テスト機能で Windows アプリをサポートします。 

 互換性: Visual Studio 2010 で作成された単体テストとテスト プロジェクトは、Visual Studio 

2012 で機能します。単体テストに Visual Studio 2010 Express エディションを使用することはで

http://msdn.microsoft.com/library/hh270865(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/hh270865(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/hh598952(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/hh549175(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/hh549175(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/hh598953(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/hh598953(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/hh598957(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/hh598957(VS.110).aspx


きません。MSDN の「Visual Studio 2010 からの単体テストのアップグレード (機械翻訳) on 

MSDN」を参照してください。 

 

 

詳細情報 

本書全体にわたって数多くの参考資料を紹介しています。これらの資料を参考に、詳しい背景情報やさまざま

なテクノロジに関する情報などを簡単に入手できます。さまざまな資料を簡単に入手できるように、文献目録

を用意しました。ここには本書で紹介したすべての参考資料へのオンライン リンクを一覧し、ワンクリック

で参照できるようにしています。  

  

http://msdn.microsoft.com/library/hh507838(VS.110).aspx


3: ラボ環境 

テストは魅力的な仕事ですが、すべての仕事がそうであるように面倒に感じるときもあります。ハードウェア

をセットアップして、ソフトウェア製品をインストールし、テストできるようにするのは、魅力的な仕事とは

言えません。Visual Studio では、「ラボ環境」が新しいコンピューターをセットアップし、テスト用に構成

する多くの面倒な仕事を担います。 

第 2 章「単体テスト: 内部のテスト」では、単体テストを取り上げ、単体テストをビルド サービスで実行す

る方法について説明しました。そこで指摘したように、アプリケーション コードの一部を頻繁に改定するラ

イフサイクルを運用する場合、単体テストはバグの回帰を防ぐ優れた手法です。しかし、新しいバグの発見に

はさほど効果的ではありません。この目的には、手動テストの方が適しています。 

単体テストにはもう 1 つ問題点があります。それは、通常、単体テストが 1 台のコンピューターで行われ

ることです。しかし、より実際に近い状態でテストを実行するなら、ユーザーがインストールするのと同じよ

うに、まず製品をインストールすることからテストを開始する必要があります。運用環境とよく似た環境で製

品を実行すべきです。製品が分散アプリケーションであれば、複数のコンピューターに個別のコンポーネント

をインストールする必要があります。 

Contoso 社では、チームがシステム テストを開始するとき、IT 担当者がシステムを運用できるコンピュー

ターを集めてテストに割り当てます。分散システムであれば、複数のコンピューターの接続も必要です。

Contoso 社の社内ネットワークはテスト コンピューターを受け入れないため、プライベート ネットワーク

を構成しなくてはならず、ドメイン ネーム サーバーも用意する必要があります。 

このセットアップには、非常に時間がかかり、間違いもよく起こります。そのうえ、数か月後に製品を再度テ

ストすることになったら、最初のテスト担当者が異動していたり、メモを保存していなかったりして、前回の

環境を正確に再現するのが難しくなることもあります。そのため、テスト結果によっては最初のテストと比較

しても意味がないものになる可能性があります。このようなことすべてが、Contoso 社の迅速なサイクルで

の運用を難しくしています。新しい機能やバグが解決したことをテストする環境をセットアップすることは、

時間の面でもリソースの面でも、アプリケーション コードを更新するよりも多大なコストがかかります。 

さいわい、Fabrikam 社の同僚が Contoso 社に優れた方法を示すことができます。Visual Studio Lab 

Management は、コンピューターをテスト環境に割り当てる日常的な作業だけでなく、新しい環境を作成し

て、テスト用に構成し、ソフトウェアを展開し、テストを実行するのにも役立ちます。 

複数のコンピューターで構成される新しいラボ環境を数分で準備できます。その結果、テストの実行にかかる

総時間が大幅に短縮されます。 



 

ラボ環境とは 

ラボ環境とは、1 つの単位として管理されるコンピューターのコレクションで、テスト ソフトウェアとテス

ト対象のシステムが展開されます。ラボ環境の代表的な構成を次に示します。 



 

代表的なラボ環境の構成 

上記は、アイスクリーム販売サービスの自動テスト用にセットアップされたものです。ソフトウェア製品自体

は、インターネット インフォメーション サービス (IIS) で実行される Web サービスと、別のコンピュー

ターで実行されるデータベースで構成されます。テストは、クライアント コンピューターの Web ブラウザ

ーを使って行われます。 

ラボ環境により、ビルド – 展開 – テストのワークフローを実行できます。このワークフローでは、システ

ムを自動的にビルドし、システムのコンポーネントを環境内の適切なコンピューターに展開してテストを実行

し、テスト データを収集します (完全な自動バージョンは、第 5 章「自動システム テスト」を参照してく

ださい)。 

ワークフローは、各テスト コンピューターにインストールしたテスト エージェントを使ってテスト コント

ローラーから管理します。テスト コントローラーは、別のコンピューターで実行します。 

ここで、コンピューターにシステムを展開してテストできるのに、なぜラボ環境が必要になるか疑問に思うか

もしれません。 

たしかに、どのコンピューターでもテストは可能ですが、以下のようにラボ環境の方が容易になることがいく

つかあります。 

 ビルド – 展開 - テストを自動化するワークフローをセットアップできます。ワークフローのスクリ

プトでは、ラボでのコンピューターの役割名 (「Web Client」など) を使用すれば、コンピューター

のドメイン名に依存しなくなります。  

 テスト結果を、要件に関連するグラフとして表示できます。 



 Lab Manager は、各コンピューターにテスト エージェントを自動的にインストールし、テスト デ

ータを収集できるようにします。Lab Manager は、仮想環境のテスト設定を管理し、収集するデー

タを定義します。 

 1 つビューアーにコンピューターのコンソールを表示して、コンピューター間で簡単に切り替えるこ

とができます。 

 ラボ環境では、2 人のチーム メンバーが誤って同じコンピューターを異なるテストに割り当てるのを

避けるなどの目的で、テストへのコンピューターの割り当てが管理されます。 

 

ラボ環境には、2 種類あります。1 つは「標準ラボ環境」 (Visual Studio 2010 の「物理環境」にほぼ相

当) で、物理コンピューターやサードパーティのフレームワークで実行される仮想マシンなど、利用可能なす

べてのコンピューターから構成できます。 

もう 1 つの「SCVMM 環境」を構成する仮想マシンは、すべて System Center Virtual Machine Manager 

(SCVMM) によって管理されます。SCVMM 環境は、複数の貴重な機能を提供し、次のことを可能にしま

す。 

 クリーンなテスト環境を数分で作成できます。ライブラリに完全な環境を保存し、実行環境のコピー

を展開できますたとえば、Web クライアント、Web サーバー、およびデータベースをそれぞれ含む 

3 台のコンピューター環境を保存し、その構成でシステムをテストするときはいつでも、保存した環

境の新しいインスタンスを展開して実行できます。 

 コンピューターの状態のスナップショットを取得できます。たとえば、すべてを新しくインストール

した状態で取得したスナップショットに戻してから、テストを開始できます。バグを見つけたとき

も、後の調査のために環境のスナップショットを取得します。 

 環境内のすべての仮想マシンを同時に一時停止および再開できます。 

 

標準環境は、ある種のパフォーマンス テストなど、実際のハードウェアで実行しなければならないときに使

用します。また、他の仮想化フレームワークを利用しているときなど、SCVMM や Hyper-V をインストー

ルしていないときにも使用します。ただし、SCVMM 環境の使用には大きなメリットがあります。 

格納されている SCVMM 環境 

SCVMM 環境をライブラリに格納できるので、テストを繰り返し行う場合に有効です。次回のビルドのため

にテストを実行するときや、6 か月後に新しいリリースが計画されるときなどに、同じ条件でテストを実行

できます。 



 

格納されている SCVMM 環境 

たとえば、Fabrikam 社のアイスクリーム販売プロジェクトでは、チームは販売システムの新しいビルドを頻

繁に展開およびテストします。システムには、別のコンピューターにインストールしなければならない複数の

コンポーネントがあります。当然、販売システム ソフトウェアは、毎回新しくビルドされます。しかし、オ

ペレーティング システム、データベース、Web ブラウザーなどのプラットフォーム ソフトウェアには変更

はありません。  

そこで、プロジェクトの開始時に、アイスクリーム システムをインストールしない、プラットフォーム ソフ

トウェアだけを含む環境を作成します。また、各コンピューターはテスト エージェントを含みます。

Fabrikam 社のチームは、この環境をテンプレートとしてライブラリに格納します。  

新しいビルドをテストするときは必ず、格納されたプラットフォーム環境を選択し、[配置] をクリックしま

す。Lab Manager が環境をコピーして開始するのに数分かかります。その後、テスト対象システムの最新ビ

ルドのみをインストールします。 

環境が稼働中のコンピューターは、システム管理者がセットアップした 1 つまたは複数の仮想化ホストで実

行されます。新しいコピーの展開元となる格納された環境は、SCVMM ライブラリ サーバーに格納されま

す。 



サードパーティ製仮想化フレームワークによるラボの管理 

VMware や Citrix XenServer などの仮想化フレームワークに利用しているチームもあります。このような

場合は、Hyper-V や SCVMM への切り替えと言っても、よくわからないでしょう。しかし、SCVMM や 

Hyper-V をインストールしていなくても、標準環境で Lab Manager を使用できます。 

標準環境では、Lab Management のメリットの多くを利用できますが、新しい環境の保存と迅速なセットア

ップは利用できません。代わりに、サードパーティ製コンピューター マネージャーを使って、新しいコンピ

ューターをセットアップする必要があります。 

コンピューターを標準環境に割り当てる際、Lab Manager は自動的にテスト エージェントをインストール

して、テスト コントローラーに接続します。これにより、コンピューターはビルド – 展開 - テストのワー

クフローの自動化と、テスト データ収集の準備が整います (Visual Studio 2010 では、テスト エージェン

トを手動でインストールする必要がありますが、テスト コントローラーとの接続は自動で行われます)。 

ラボ環境の使用方法 

前提条件 

チームがラボ環境を使用できるようにするには、まず以下をセットアップします。 

 Visual Studio Team Foundation Server (Lab Manager 機能の有効化)。 

 テスト コントローラー (Team Foundation Server のチーム プロジェクトにリンク)。 

 (任意) System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) と Hyper-V。 

 

これらはチーム全体で 1 回だけセットアップします。詳細については、「付録」を参照してください。既に 

SCVMM、Lab Manager、およびテスト コントローラーがセットアップされている場合は次に進みます。 

ラボ センター 

Microsoft Test Manager (MTM) の一部であるラボ センターを使って環境を管理します。MTM は、Visual 

Studio Ultimate、Visual Studio Premium または Test Professional の一部としてインストールされま

す。MTM は、Windows の [スタート] メニューの [Visual Studio] にあります。初めて使用する場合は、

チーム プロジェクト コレクションの URL を指定するよう求められます。ラボ センターの表示に切り替え

ます (テスト センターではありません)。[環境] ページに、チームが使用する環境の一覧が表示されます。

一覧の項目によって、チーム メンバーが [使用中] とマークされているものもあります。 



 

ラボ センターでの環境の管理 

(他のチーム プロジェクトに切り替える場合は、[ホーム] ボタンを使用します)。 

詳細については、MSDN Web サイトのトピック「Lab Management の概要」を参照してください。 

ラボ環境への接続 

しばらくラボ環境を使っていると、ラボ センターを開いときに、既に使用可能になっているの環境がいくつ

か表示される場合があります。状態が [使用中] ではなく [準備完了] になっていて、必要な特徴を備えてい

ると名前から判断できる環境を選択し、[接続] をクリックします。 

環境ビューが開きます。このビューから、環境内の任意のコンピューターにログインできます。 

http://msdn.microsoft.com/library/ee943321.aspx


 

環境ビュー 

通常、展開後の環境には、システムの最新ビルドがインストールされます。この環境を使用できるとわかって

いれば、テストを実行します。ただし、チームの規則がわかっている場合です。たとえば、環境名にチーム 

メンバーの名前が含まれている場合は、使用してもかまわないか確認します。  

展開後の実行環境の使用 

ログイン: [接続] ボタンをクリックして、環境のコンソール ビューを開きます。このビューから、任意のコ

ンピューターにログインできます。[接続] ボタンの詳細については、MSDN のトピック「方法: ラボ環境の

コンピューターに接続する (機械翻訳)」を参照してください。 

環境の予約: [使用中] にして、他のチーム メンバーが使用できないようにします。実際には他のメンバーが

アクセスできないのではなく、ラボ センターでフラグを設定するだけです。 

仮想環境をクリーンなスナップショットに戻す: 環境ビューアーには、[スナップショット] タブがありま

す。[スナップショット] タブを使用できない場合は、既存のコンピューターで構成された標準環境です。最

新バージョンのシステムがインストールされていることを確認する必要があります。 

仮想環境では、チーム メンバーは、環境を作成し、テスト対象のシステムをインストールしたら、すぐにス

ナップショットを作成します。このスナップショットを選択して、環境をその状態に復元します。使用できる

スナップショットがなければ、前のユーザーが既にクリーンな状態に復元したためと考えられます。ここで

も、チームの規則をチェックする必要があります。 

http://msdn.microsoft.com/library/ee518907.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/ee518907.aspx


システムの検証とテスト: これで、システムのテストを開始できるようになります。これについては、次章で

取り上げます。 

スナップショットの復元: 仮想環境での作業が完了したら、新しくインストールした状態に戻します。このよ

うにすれば、他のチーム メンバーが使用しやすくなります。このオプションは標準環境では使用できないた

め、作成したあらゆるテスト素材をクリーンアップすることになります。 

完了時の [使用中] フラグの解除: 一般に、チームは最新ビルドを含む実行環境の数を維持し、環境を共有し

ます。環境を再利用して初期のスナップショットに復元するのが、テストの実行に環境を割り当てる最も迅速

な方法です。 

環境の展開 

目的に合う実行環境がなければ、ライブラリから探します。イブラリには、同僚が以前に作成し格納した仮想

環境が選択肢として含まれています。詳細については、MSDN の「アプリケーションのライフサイクルでの

ラボ環境の使用 (機械翻訳)」を参照してください。 

 

MTM ラボ センターの環境ライブラリ 

(ライブラリを利用できない場合は、SCVMM を使用するように Lab Manager を設定していません。それで

も SCVMM で管理されないコンピューターで構成される標準環境を作成できます。これについては、後ほど

取り上げます。または、SCVMM をセットアップする方法については「付録」を参照してください)。 

ライブラリに格納された環境はテンプレートで、その環境の仮想マシンは実行中でないため接続できません。

そこで、まず環境を展開します。展開することで、ライブラリから仮想マシンのホストにコピーし、開始しま

す。 

MTM のラボ センターで、[配置] をクリックします。一覧から環境を選択します。必要な環境を選択しやす

いように、各環境には名前が付けられています。  

http://msdn.microsoft.com/library/dd997438.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd997438.aspx


環境を選択したら、ラボ センターは仮想マシンを数分でコピーし、テスト エージェント (ソフトウェアの展

開とデータ収集に役立ちます) が実行中であることを確認します。 

最終的に、環境は [ラボ] タグの下に [準備完了] 状態 (Visual Studio 2010 では [実行中]) で一覧されま

す。これで、すべて設定できました[準備不完了] と表示される場合は、[修復] コマンドを試します。その結

果、テスト エージェントが再インストールされ、テスト コントローラーに再接続されます。ほとんどの場

合、これで修復されます。 

システムのインストール 

多くの場合、格納された環境には、オペレーティング システムやデータベースなど、基盤となるプラットフ

ォームがインストールされています。通常、テスト対象のシステムはインストールされていません。そこで、

次にシステムの最新ビルドをインストールします。  

適切な最新ビルドを選択できるように、Web ブラウザーでビルド状態レポートを開きます。URL は、

http://contoso-tfs:8080/tfs/web のようになります。[ビルド] をクリックします。日時などのフィルター

を設定する必要があります。それぞれのビルドの品質と場所が要約されます。 

ラボ センターの [ラボ] タグで、実行環境を選択し、[接続] をクリックします。その環境のコンピューター

にログインします。 

ビルド プロセスが生成したインストーラー (通常は .msi ファイル) を使用します。場所は、ビルド状態レ

ポートから取得します。デバッグ ビルド構成から生成されたインストーラーを選択します。各コンポーネン

トを適切なコンピューターに配置する必要があります。各コンピューターには、Client、Web Server、

Database など、役割の名前を付けると、適切なコンピューターを選択しやすくなります。 

スクリプトを記述してテスト対象システムの展開を自動化する方法については、後ほど説明します。 

環境に付けた名前が、インストールしたシステムとビルドを表していることを確認します。 

環境のスナップショットの取得 

環境のスナップショットを作成します。スナップショットがあれば、次に使用するユーザーは環境を良好なク

リーン状態に戻せるようになります。システムをインストールした直後の、インストールが成功したかどうか

を確認するための簡単なスモーク テストなどを除いて、まだ何もテストを実行していない状態でスナップシ

ョットを取得します。 

環境ビューアーの [スナップショット] タブ、またはラボの一覧内の環境のコンテキスト メニューからスナ

ップショットを作成します。 

スナップショットの使用 

スナップショットを取得したら、いつでも使用できます。テストが終了したら、スナップショットの状態に戻

します。 



最終的なスナップショットの削除 

使用するビルドを破棄するときに、環境を削除します。 

新しい仮想環境の作成 

格納されたライブラリに環境が存在しないか、必要なコンピューターの組み合わせがなければ、独自に作成し

ます。作成した環境は、他のチーム メンバーが使用できるようにライブラリに追加できます。 

環境をライブラリに直接格納するか、実行環境として作成してからライブラリに格納することもできます。構

成要素となる仮想マシンを構成する必要がなければ、直接格納することをお勧めします。  

新しい環境をライブラリに直接追加するには、MTM を開き、[ラボ センター]、[ライブラリ]、[環境]、[新

規作成] コマンドの順にクリックします。 

 

ライブラリへの新しい環境の作成 

後で格納できる実行環境を新しく作成するには、[ラボ センター]、[ラボ]、[新規作成] の順にクリックしま

す。ウィザードで、[SCVMM 環境] を選択します (Visual Studio 2010 では、[新規作成] コマンドに [新

しい仮想環境] というサブメニューがあります)。 

どちらの方法でも、ウィザードを続行してライブラリの仮想マシンを選択します。しばらく作業すれば、仮想

マシンの豊富なストックができ上がります。環境の名前は、インストールしているソフトウェアを表すように

します。  

使用可能であれば、テンプレート型のライブラリ コンピューターを選択します。プレーンな仮想マシンとは

異なり、テンプレートの複数のコピーを展開できます。これは、テンプレート VM が展開されるとき、新し

い ID を取得し、ネットワークで名前の競合が生じないようにしているために可能になります。格納された

環境をテンプレートを使って作成すると、一度に複数のコピーを展開できるようになります。 



 

新しい仮想環境の作成 

新しいラボ環境の各コンピューターには重複しないように名前を付けます。環境内のコンピューター名は、ド

メインやワークグループの名前と自動的に同じになるわけではありません。 

また、各コンピューターには、Desktop Client や Web Server のようにそのコンピューターの役割名を割

り当てます。複数のコンピューターに同じ役割名を付けてもかまいません。既定のセットから選択できます

が、独自の役割名を創作できます。これらの役割は、各コンピューターに適切なソフトウェアを展開するのに

役立ちます。展開プロセスを自動化する場合はこれらの名前を使用できます。手動で展開する場合は、これら

の名前を使って各ソフトウェア コンポーネントを使用するコンピューターを識別します。 

ウィザードを終了したら、数分後に VM がコピーされます。 

これで MTM は、どちらの方法で作成したかに応じて、環境がライブラリに含まれているか、実行環境とし

て展開されているかを示すようになります。ライブラリに含まれている場合は、前述のように展開します。 

環境を作成したら、ソフトウェア コンポーネントを展開し、新しいビルドに移行するまで環境を保持しま

す。別のチーム メンバーが使用するため、または自身のために保持します。環境を [使用中] の状態にし

て、他のメンバーが使用できないようにします。 



格納されたコンピューターと実行中のコンピューター 

ラボ マネージャー ライブラリは、個々の仮想マシンと完全な環境の両方を格納できます。新しい環境を作成

し、ライブラリに格納するコマンド ボタンと、ライブラリから環境を展開するコマンド ボタンがあります。

環境を格納するには、まず環境をシャットダウンします。 

 

格納された環境と展開された環境 

仮想マシンの作成とインポート 

個々の仮想マシンをテスト ホストからライブラリに格納できます。したがって、チームは、一連の基本プラ

ットフォーム (Windows 7 や Windows Server 2008 など) を含むライブラリの仮想マシンのセットから

始めて、環境に仮想マシンを展開し、ソフトウェアを追加して、ライブラリに戻すことができます。 



 

System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 

ただし、最初の仮想マシンを作成するには、Lab Manager が基盤とする SCVMM にアクセスする必要があ

ります。これは通常管理者の作業なので、詳細については、「付録」を参照してください。以下に手順を簡単

に示します。 

1. SCVMM コンソールで新しい仮想マシン (VM) を作成し、DVD または企業の PXE サーバーからオ

ペレーティング システムをインストールします。 

2. すべてのテスト マシンには Team Foundation Server テスト エージェントのコピーが必要です。

このエージェントは Team Foundation Server インストール DVD から取得できます。 

3. SCVMM コンソールを使用して、VM をテンプレートとしてライブラリに格納します。プレーンな 

VM として格納するより、テンプレートとして格納することをお勧めします。 

4. ラボ マネージャーでは、ラボ センター ライブラリに SCVMM ライブラリの項目を表示するため

に、[ライブラリ] タブの [インポート] コマンドを使用します。 

 



 

環境の管理方法 

構成環境 

「構成環境」は、既に実行中の仮想マシンから作成されます。実行中の仮想マシンから環境を構成するとき

に、仮想マシンが環境に割り当てられます。環境を削除すると、仮想マシンは使用可能なプールに戻されま

す。仮想マシンがコピーされないため、構成環境は非常に迅速に作成できます。 

最新ビルドの迅速な探索テストが可能なため、構成環境の利用をお勧めします。チームは、最新ビルドがイン

ストールされた新しい仮想マシンを定期的にプールに配置します。チーム メンバーは、使用しなくなった構

成環境を必ず削除するようにします。 

 



構成環境 

Visual Studio 2012 では、仮想環境と同じ方法で構成環境を作成します。[新規作成] をクリックし、次に 

[SCVMM 環境] をクリックします。ウィザードでは、使用可能なコンピューターの一覧に VM テンプレート

と実行中のプールされたコンピューターが両方含まれていることを確認できます。必要に応じて、プールされ

たコンピューターと新しく作成された VM を同じ環境で組み合わせることができます。たとえば、テスト対

象システム用の新しい VM、テスト データのデータベース用のプールされたコンピューター、または外部シ

ステムのフェイクを使用できます。外部システムは変化しないため、絶えず新しいバージョンを作成する必要

はありません。 

Visual Studio 2010 では、[New Composed Environment] (新しい構成環境) コマンドを使用して一覧か

らコンピューターを選択します。 

標準環境 

「標準環境」は、既存のコンピューターから作成します。既存のコンピューターは、物理コンピューターでも

仮想マシンでもかまいません。またこれらの組み合わせでもかまいません。ただし、ドメインに参加している

必要があります。 

チームが SCVMM をセットアップしていなくても、標準環境を作成できます。たとえば、既に VMware を

使用して仮想マシンを実行しており、Hyper-V や SCVMM に切り替えたくない場合、Lab Manager を使っ

て標準環境をセットアップできます。標準環境の停止、開始、またはスナップショットの取得はできません

が、Lab Manager がテスト エージェントをインストールするため、エージェントを使用して、ビルド – 展

開 - テストのワークフローを実行できます。 

パフォーマンス テストなど、実際のコンピューターを使用することが重要な場合にも、標準環境を使用でき

ます。 

標準環境を作成するには、[新規作成] をクリックし、次に [標準環境] をクリックします。  

(Visual Studio 2010 では、[新しい物理環境] を選択します。テスト エージェントとラボ エージェントを

手動でコンピューターにインストールする必要があります。これらのエージェントは Team Foundation 

Server DVD からインストールできます)。 

たとえば、Visual Studio Lab Management チーム ブログの「Visual Studio 11 Developer Preview 仮想

マシンを使った Lab Management のチュートリアル (英語)」を参照してください。 

まとめ 

物理コンピューターを構成してテスト環境を組み上げるには、多くの労力とコストがかかります。仮想環境を

使用すれば、Visual Studio Lab Manager によって作業が簡単になります。 

Lab Manager により、以下のことが可能になります。 

http://blogs.msdn.com/b/bharry/archive/2011/10/31/lab-management-improvements-in-tfs-11.aspx
http://blogs.msdn.com/b/lab_management/archive/2011/11/12/lab-management-walkthrough-using-visual-studio-11-developer-preview-virtual-machine.aspx
http://blogs.msdn.com/b/lab_management/archive/2011/11/12/lab-management-walkthrough-using-visual-studio-11-developer-preview-virtual-machine.aspx


 ラボ コンピューターの割り当てを管理し、ラボ環境にグループ化できます。 

 テスト データを収集するコンピューターを構成できます。 

 オペレーティング システム、データベースなどの基本プラットフォームが既にセットアップされたク

リーンな仮想環境を迅速に作成できます。 

 

Visual Studio 2010 と Visual Studio 2012 の違い 

 System Center Virtual Machine Manager 2012: Visual Studio 2012 の Lab Management 

は SCVMM 2008 と SCVMM 2012 で動作します。 

 標準環境: Visual Studio 2012 の Lab Manager は、物理コンピューターだけでなく、サードパー

ティ製の仮想化フレームワークとも簡単に併用できます。必要に応じて、テスト エージェントをイン

ストールします。 

 テスト エージェント: Visual Studio 2010 では、ラボで使用するコンピューターにテスト エージェ

ントとラボ エージェントをインストールする必要があります。Visual Studio 2012 ではエージェン

トが 1 種類しかなく、Lab Manager がラボ環境の各マシンに自動的にインストールします。ラボ環

境を作成するときに、時間を節約するため、テスト エージェントを自身でインストールすることもで

きます。  

 互換性: 2010 の製品と 2012 の製品のほとんどの組み合わせが機能します。たとえば、Microsoft 

Test Manager 2012 を使って Visual Studio Team Foundation Server 2010 で環境を作成できま

す。 

 

http://technet.microsoft.com/library/gg610625.aspx


 

詳細情報 

本書全体にわたって数多くの参考資料を紹介しています。これらの資料を参考に、詳しい背景情報やさまざま

なテクノロジに関する情報などを簡単に入手できます。さまざまな資料を簡単に入手できるように、文献目録

を用意しました。ここには本書で紹介したすべての参考資料へのオンライン リンクを一覧し、ワンクリック

で参照できるようにしています。  

 

  



4: 手動システム テスト 

手動テストの歴史は、コンピューター プログラミングの歴史と同じです。大半のシステムは、だれかが使用

するために設計されています。 

だれでも、システムを使うだけで試すことはできますが、十分なテストを行うことはエンジニアリングの分野

です。経験豊かなテスト担当者は、アプリケーションを体系的に調査し、効率的にバグを見つけます。逆に言

えば、システムをいつでもリリースできるという確信を与えます。 

ここでは、ソフトウェアがユーザーや関係者の想定どおりに動作することを検証するツールやテクニックにつ

いて説明します。テストと要件 (ユーザー ストーリー、ユース ケース、プロダクト バックログ項目とも呼

ばれる) を関連付ける方法を示します。その結果、要件ごとに合格したテスト数をグラフにして、プロジェク

トの進捗状況を把握できます。要件が変化した場合は、その要件に関連するテストをすぐに見つけて更新でき

ます。 

バグを見つけたときは、そのバグを再現できることが重要です。この再現性が、バグ管理における最も大きな

問題の 1 つです。エラーが発生する過程を追跡できるツールやテクニックがあります。これを使えば、バグ

を解決したときに、ステップを正確に再追跡して、バグが本当に解決されたことを確認できます。 

Contoso 社の従来型開発チームのメンバーがテストと言えば、通常、手動システム テストを指しています。

単体テストとは異なり、ボタンに触れるだけで一晩中実行することはできません。一連のシステム テストを

すべて行うには、システムの全機能を実行するのと同じ時間がかかります。Contoso 社のような従来型企業

が、製品の更新プログラムを簡単にリリースしないのはそのためです。どれだけ些細な更新プログラムでも、

更新プログラムが他の機能に想定外の影響を与える場合に備えてすべてのテストを再実行しなくてはなりませ

ん。プロジェクトが進むにつれてシステムが大きくなり、テストをすべて行うのに必要な時間が長くなりま

す。 

このようなことが、システム テストを自動化する動機になります。ただし、Visual Studio のテスト ツール

には、手動再テストの速度を向上する複数の手段が用意されています。たとえば、テスト影響分析を使って、

最近の変更の影響を受けているテストのみに注目します。また、初回のテスト操作を記録し、次回記録した操

作を再生する方法もあります。必要なのは、再生中の操作を監視して、結果を検証することだけです。 

手動テストをまったく行わないことはありません。自動テストは、回帰テスト (前回のテスト以降にエラーが

発生していないことを検証するテスト) には優れていますが、新しいバグを見つけることにはあまり適してい

ません。さらに、テストを自動化するのに必要な作業と、テストを手動で再実行するコストを比較検討する必

要があります。したがって、新しい機能を作成したときは必ず手動テストを行います。ほとんどのプロジェク

トでは、少なくとも一部の回帰テストを引き続き手動で実行します。 



Microsoft Test Manager による手動システム テストのサポート 

Microsoft Test Manager (MTM) は、Visual Studio Team Foundation Server のテスト機能をサポートす

るクライアント アプリケーションです。Visual Studio Ultimate または Visual Studio Test Professional 

をインストールすれば入手できます。 

MTM では、探索的テスト ケースとスクリプト化されたテスト ケースの 2 つのモードでテストを実行しま

す。探索的テストでは、システムを実行して何が見つかるかを確認します。テスト ケースにより、事前に計

画したステップまたは探索中に考え出したステップのスクリプトに取り組みます。 

探索的テストは、気軽で使いやすいアプローチです。特定のユーザー ストーリーに重点を置くことを除け

ば、決まりはありません。スクリプトにしたテスト ケースは、繰り返しやすく、アプリケーションに詳しく

なくてもかまいません。 

探索的テスト 

Contoso 社での経験が長い Art が、「探索的テストを 30 年間やってきました。特別なツールの必要性を

感じたことは一度もありません。単純にシステムを実行して、試してみればいいじゃないですか。なぜ 

Microsoft Test Manager が必要なのですか。」とたずねるのも理解できます。 

確かに、Microsoft Test Manager は必須ではありません。しかし、Microsoft Test Manager によって、シ

ステム テストにおける複数の局面 (バグ レポートの作成など) の煩わしさが減り、速度が向上します。確か

めてみましょう。 

まず、セットアップとテストが非常に簡単なシナリオから始めます。  

既に存在している Web サイトをテストするとします。既存の機能を改良し、いくつか新機能を追加するプ

ロジェクトを開始するところです。このテスト セッションの目的は、実際のバグ (機能しないリンクなど) 

を見つけることと、改善の余地がある箇所を探すことです。また、単純に既存の Web サイトに慣れること

も目的の 1 つです。 

デスクトップ コンピューターには Microsoft Test Manager がインストールしてあり、Internet Explorer 

のような Web ブラウザーもあります。  

Art なら単純に Web ブラウザーを起動して対象の Web サイトを指定するところですが、今回はまず、

Microsoft Test Manager を探索的モードに設定します。これにより、操作が記録され、簡単にバグをログに

記録できるようになります。 

1. Microsoft Test Manager を開きます。ログインするチーム プロジェクトの選択や、テスト計画の選

択や作成が求められることがあります。 

2. [テスト センター]、[テスト]、[探索的テストの実行]、[エクスプローラー] を順にクリックします

(テストする特定の要件がある場合は、その要件を選択して [作業項目の探索] をクリックします。そ

れ以外の場合は [エクスプローラー] をクリックします)。 



 

 

MTM テスト センター 

[テスト センター] ウィンドウが最小化され、画面の端に Microsoft テスト ランナー (探索的テストのウィ

ンドウ) が開きます。新しいウィンドウで、[開始] をクリックして操作の記録を開始します。 



 

Microsoft テスト ランナーでの探索的テスト 

次に、Web ブラウザーを開き、テストする Web サイトを指定します。 

操作中は、テスト ウィンドウでのメモの書き込み、添付ファイルの挿入、スクリーンショットの取得が可能

です。スクリーンショットを取得後、ダブルクリックして目的の項目を強調表示するよう編集します。 



 

テスト ランナーでのメモの作成 

問題についてユーザーに語りかける場合は、オーディオ録音に切り替えます。このとき、同時に画面上の表示

もリアルタイムで記録されます。 

さらに、テスト ランナーでは、実行時のキーボード操作、ボタン クリックなどの操作を記録できます。バグ 

レポートやテスト ケースを作成すると、最近の操作が読み取り可能な形式でそのレポートに自動的に含めら

れます。記録した操作は後で再生できます。  

テストの途中で別の作業が必要になった場合は、[一時停止] ボタンを使用して記録を中断します。  

ヒント: テスト セッション中に電子メールやインスタント メッセージを受け取った場合は、[一時停止] を

クリックしてから返信します。突然無関係の Web サイトにアクセスする場合も先に [一時停止] をクリッ

クします。無関係な操作が、バグ レポートの一部としてチーム メンバーに回覧されないようにします。 

バグの作成 

エラーを見つけたら、[バグの作成] をクリックします。この操作によって開くバグ作業項目には、最近実行

した操作が、メモなどの添付ファイルと一緒に既に表示されています。セッションで開始時から実行した操作

をすべて含める必要がない場合は、[ステップの変更] をクリックします。  

プロジェクトに対して適切なイテレーションや領域を確保したり、説明テキストを追加したり、バグをだれか

に割り当てたりする場合は、バグを編集します。バグを保存すると、チーム プロジェクトのデータベースに

格納され、現在開いているバグのクエリやグラフに表示されます。 

バグに [テストを保存して作成] ボタンが表示されているのがわかります。これにより、解決したバグの検証

を具体的な目的とするテスト ケースが作成されます。このテスト ケースには、バグ レポートと同じステッ



プのスクリプトが含まれ、2 つの作業項目がリンクされます。バグの解決後は、バグが再発しないようにこ

のテスト ケースを周期的に実行します。 

テスト ケースの作成 

探索的テストのどの時点でも、テスト ケース作業項目を作成できます。テスト担当者は、テスト ケース作業

項目によって、開発者が実行した最初のステップの実行方法を確認できます。[テスト ケースの作成] をクリ

ックします。実行した操作は、そのテスト ケースにステップのスクリプトとして表示されます。記録中にテ

スト ケースを開始する位置を調整したり、ステップを省略または変更するには、[ステップの変更] をクリッ

クします。その後、テスト ケースを保存します。 

 

新しいテスト ケース 

特定の要件作業項目に関する探索を開始した場合、テスト ケースはその要件作業項目に添付されます。その

後この要件をテストするときに、テスト担当者はテスト ケースのスクリプトに従うことができます。 

ヒント: 各探索的セッションでテスト ケースまたはバグ レポートを作成することを検討します。バグを見

つけたら、レポートを作成します。バグが見つからない場合は、テスト ケースを作成します。テスト ケー

スを作成すると、その後システムがビルドされても機能することを簡単に検証できます。テスト ケースに

はステップが含まれているため、だれでもそのステップを実行できます。 

探索的テストを実行する方法の詳細については、MSDN のトピック「Microsoft Test Manager を使用した

探索的テストの実行 (機械翻訳)」を参照してください。 

http://msdn.microsoft.com/library/hh191621(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/hh191621(VS.110).aspx


「再現しない」をなくす 

さて、システムを単に実行するのではなく、Microsoft Test Manager を使って探索的テストを実行すると何

が得られるのでしょう。 

バグ管理の最も大きなコストの 1 つは、バグが発生する状況を正確に把握することです。バグ レポートで

は、情報が不正確だったり、抜け落ちていることがよくあります。長時間の探索的テストを行うと、どのよう

にその状況に達したかを正確に思い出せないこともあります。その結果、バグを修正する開発者 (それがだれ

であるかにかかわらず) は、バグの再現に苦労することになります。間違ったボタンを押したのではないかと

いう疑いが常につきまとい、バグの再現に多くの時間が費やされます。操作を記録することで、誤解が起こる

可能性ははるかに低くなります。 

それどころか状況はかなり改善されます。ラボ環境の使い方を示すときに、実行トレースなどの診断データを

バグ レポートに含める方法と、バグが見つかった時点で開発者が仮想環境のスナップショットにログインす

る方法を説明します。 

とは言え、まずはテスト ケースについて見てみましょう。 



 

テスト ケースを使ったテスト 

テスト ケースは探索的テストに代わる手段です。探索的テストでは気の向くままにテストを進めますが、テ

スト ケースは、「ピンク色のアイスクリームを 1 カップ購入する」など、特定の手順を表現します。必要

に応じて、テスト ケースを実行するときに従う詳細スクリプトを計画できます。  



1 つのテスト ケースは、1 つの要件 (ユーザー ストーリーやプロダクト バックログ項目など、プロジェク

トによって呼び方はさまざま) の具体例です。たとえば、要件が「顧客は清算する前にショッピング カート

にアイスクリームを何個でも追加できる」であれば、テスト ケースの 1 つを「カートにいちご味のアイス

クリームを追加してから清算する」にして、もう 1 つを「種類の違うアイスクリームを 5 個追加する」と

してもかまいません。 

テスト ケースと要件は、どちらもチーム プロジェクトの作業項目で表し、相互にリンクします (推奨)。  

 

 

通常、1 つの要件に複数のテスト ケースが対応 

一般に、テスト ケースは次の 2 つの状況で作成します。 

 コーディング前: 要件を実装する準備として、要件をレビューするときに作成します。通常、これが

スプリントやイテレーションの出発点になります。テスト ケースを記述することは、要件の正確な意

図を見極める優れた方法です。テスト ケースにより、開発者が対象とする機能が明確になります。コ

ードの作成を終えても、テスト ケースに合格するまで要件は完了しません。 

 コーディング後: 要件を実装後、探索的テスト実行時に、実行した操作を記録してテスト ケースを生

成できます。他のテスト担当者は、このテスト ケースを使って、その後のビルドですばやく同じテス

トを繰り返せます。 

 

要件コーディング前のテスト ケースの作成 

テスト ケースは、要件の正確な意図をプロジェクト関係者と話し合うのに適しています。たとえば、「アイ

スクリームを何個でも追加できる」という要件のテスト ケースを「アイスクリームを追加しないで清算す

る」とするとします。この要件には問題があることが明らかです。正しくは「1 個以上」とすべきです。 



ヒント: テスト ケースを考えると、要件から不明確な部分が取り除かれます。そのため、要件を実装する前

にすべての要件のテスト ケースを作成します。テスト ケースに関する話し合いには、要件について発言権

のある関係者も全員含めてチーム全体で取り組みます。テスト リードが個人で行うようなことではありま

せん。 

Microsoft Test Manager でテスト ケースを追加するには、[テスト センター]、[計画]、[コンテンツ] の順

にクリックします。  

 

テスト スイートを含むテスト計画 

ルートのテスト計画を選択し、[要件の追加] をクリックします。このボタンにより、プロジェクトのすべて

の要件を検索する Team Foundation Server クエリが表示されます。クエリを実行する前に、要素を追加し

て現在のイテレーションに対象を絞ることができます。 

必要な項目を選択し (Ctrl + A キーですべて選択)、[要件を計画に追加] をクリックします。 

各要件には、1 つのテスト ケースが格納されたテスト スイートが 1 つ作成されます。テスト スイート

は、通常、同じセッションで実行する一連のテスト ケースです。 

おそらく、それぞれの要件にはテスト ケースを追加することになります。この種のテスト スイートは基にな

る要件が記録されているため、新しいテスト ケースを作成すると自動的に要件にリンクされます。 



 

自動的に要件にリンクされるテスト ケース 

多くの場合は、要件に関する話し合いによって新しい要件が生まれます。新しい要件は、ウィンドウの右上の

方にある [新規作成] メニューを使用して作成します。 

ステップを含むテスト ケース 

通常、テスト ケースには、テスト担当者が実行する一連のステップが含まれています。それらのステップ

は、「この文字を入力する」、「このボタンをクリックする」のように非常に具体的にすることも、「アイス

クリームをいくつか注文する」のように大まかにすることもできます。具体的な手順を示せば、そのアプリケ

ーションを知らないテスト担当者も確実にテストを実行でき、大まかな手順を示せば、テスト担当者が探索す

る余地が広がり、システムでエラーを出すのに独自に工夫することができます。 



 

テスト ケースのステップ 

記述するステップのシーケンスごとに、要件別のテスト スイートに新しいテスト ケースを作成します。  

テスト ケースとテスト ケースのステップを考えるプロセスについては後ほど説明します。  

コーディング後のテスト ケースの作成 

探索的テストを実行する方法と、記録した操作からテスト ケースを作成する方法については、既に説明しま

した。テスト ケースを作成したら、関連する要件にそのテスト ケースを追加します。一方、探索的テストを

開始するときに調査対象の要件を選択できます。既定では、作成したバグやテスト ケースはすべてその要件

にリンクされます。 

テスト ケースの実行 

Microsoft Test Manager で、[テスト センター]、[テスト]、[テストの実行] の順にクリックし、1 つのテ

スト スイートまたは 1 つ以上の個別のテストを選択して [実行] をクリックします。 



 

テストの実行 

 

Microsoft テスト ランナーの開始画面 

上図のとおり、Microsoft テスト ランナーは画面の端に表示されます。 

このテストを次回実行するときにすばやく同じ操作を再生できるように、[操作の記録の作成] チェック ボッ

クスをオンにしてステップを記録します。 

Web ブラウザーで実行する準備が整っていることを確認し、[テストの開始] をクリックします。 

テスト ケースのステップを実行します。作業を進めながら、各テスト ケースに [成功] または [失敗] をマ

ークしていきます。 



 

テストの開始 

テスト ケースが完了したら、テスト全体を [成功] または [失敗] としてマークします。また、テストの結

果が不明な場合は [ブロック] とマークすることもできます。テスト ケースを保存して閉じ、結果を格納し

ます。 

記録した結果は、Web 上のプロジェクト ポータルに表示されるグラフに反映されます。また、失敗したす

べてのテスト ケースを検索するクエリを実行することもできます。 

結果の記録とバグのログ記録 

バグ レポートには、成功/失敗の判定だけでなく、コメント、ファイル、画面のスナップショット、および 

(仮想ラボ環境を使用している場合) 環境の状態を示すスナップショットを添付できます。一部の項目は、メ

ニュー バーを拡張するタブを展開しないと表示されない場合があります。 

 



ステップの検証 

問題が見つかったら、バグ作業項目を作成します。 

 

バグ作業項目の作成 

新しいバグには、実行したステップの記録が、コメントや添付ファイルとともに自動的に含まれます。これら

の項目は、バグを送信する前に編集できます。 

2 回目以降の実行における操作の再生 

テスト ケースの初回実行時に操作 (ボタン クリック、フィールドへの入力など) を記録し、テスト ケース

を再実行するときにその操作 (一度に 1 ステップずつ、またはすべての操作) を自動再生できます。 

これは、2 つの目的に非常に役に立ちます。  

 バグの再生: 開発者がレポートしたバグを調査する担当者が、テストを再実行して、開発者が実行し

た正確な操作やバグの発生場所を確認できます。ログ記録したすべてのバグはテスト ケースにリンク

されるため、簡単にバグからテスト ケースに移動して、テスト ケースを実行できます。 

 回帰テスト: 開発者 (または他のチーム メンバー) は、今後のすべてのビルドでテストを再実行し、

それでもテストが成功するかどうかを確認できます。 

 

これらの目的でテストを再生するには、Microsoft Test Manager でテスト ケースを開き、前回の実行を選

択します。[実行] をクリックし、テスト ランナーで [テストの開始] をクリックします ([既存の操作の記

録の上書き] チェック マークはオンにしないでください)。[再生] を選択します。記録した操作が再生され

ます。 

これは、バグが見つかった場所を開発者が示すことができる優れた機能です。ただし、記録が不完全であるこ

とを認識してください。キャンバスへの描画といった一部の操作は記録されませんが、ボタン クリックやキ

ーボード操作は正確に記録されます。 



ヒント: 操作の記録は、一意の ID を持つ各入力要素に依存します。開発者は、HTML アプリケーションお

よび Windows デスクトップ アプリケーションの設計時にこのことを理解しておいてください。 

 

Microsoft Test Manager でテスト ケースを使用するメリット 

テスト ケースを使用するメリットは何でしょう。  

 「再現しません」と言われることがなくなります。探索的テストを使用するときと同じように、バグ

には、発生までに実行したすべてのステップが含まれます。操作やメモをバグ別のログに書き写した

り、操作を正確に思い出したりする必要はありません。 

 要件を実行可能にします。通常、要件は付せんやドキュメントに記載された単なる文章です。しか

し、その要件からテスト ケースを作成すると、(具体的なステップがある場合は特に) 要件がはるか

に明確になります。また、コーディングを完了してコードをチェックインするときに、テスト ケース

を実行して要件を満たしているかどうかを判断できます。 

 要件からテストまでを追跡できるようになります。要件とテスト ケースは、Team Foundation 

Server でリンクされます。要件が変化したときは、どのテストを更新すればよいかを簡単に確認で

きます。 

 高速で信頼性の高い回帰テストを実行できます。システムのコードを作成していくと、開発当初は動

作していた機能が、その後の更新によって機能しなくなることがあります。このような事態を防ぐに

は、定期的にすべてのテストを再実行します。このような再実行にかかる時間は、操作の再生機能を

使用することで大幅に短縮されます。また、テスト担当者が感じる退屈さもかなり改善されます。さ

らに、システムに精通していないテスト担当者でも、信頼性の高いテスト結果を生み出すことができ

ます。 



 要件テスト状態グラフを使用できます。チーム エクスプローラーでレポート サイトまたはプロジェ

クト ポータル サイトを開くと、関連するテストすべてに成功した要件を示すレポートを確認できま

す。プロジェクトの進捗の尺度として、このレポートは、残りの開発作業を示したバーンダウン チャ

ートよりも確実に有意義です。作業にてこ入れしても、システム テストの成功も着実に増加しない限

り意味がありません。バーンダウン チャートは気持ちを落ち着かせるのに役立ちますが、これを使用

しても、プロジェクト終了時によい結果は保証されません。 

 

 

 

要件テスト状態グラフ 

テスト ケースを整理する方法 

テスト計画 

MTM の初回実行時にチーム プロジェクトを選択し、テスト計画を選択または作成することを求められま

す。テストは、常に、テスト計画のコンテキストで実行します。一般には、プロジェクトの領域やイテレーシ

ョンごとに個別のテスト計画を用意します。後で別のプロジェクトや計画に切り替える場合は、[ホーム] ボ

タンをクリックします。 

テスト計画には、一連のテスト ケース、プロジェクト固有のビルド、テスト データの収集規則、および計画

を実行できるラボ環境の仕様をまとめます。テスト ケースは、テスト スイートのツリーで参照します。スイ

ートとは、通常同じセッションで実行するテストのグループです。テスト ケースは、複数のテスト ケースと

複数のテスト計画から参照されます。 

システムのエラーは、バグ作業項目を使用してレポートします。バグ作業項目は特定の要件にリンクできま

す。テスト ケースをセットアップすると、特定のバグが解決されているかどうかを確認できます。 



 

テスト ケースを参照するテスト スイートを含むテスト計画 

テスト スイート 

テスト計画は、「テスト スイート」のツリーを含み、各テスト スイートは一連のテスト ケースを含みま

す。1 つのテスト ケースを、複数のテスト スイートに含めることができます。スイートとは、通常同じセ

ッションで実行するテストのグループです。 

[新規]、[スイート] の順にクリックして、入れ子になったテスト スイートのツリー構造を形成できます。テ

スト スイートは、ツリー内の 1 か所から別の箇所にドラッグできます。 

スイートには、特殊な 2 つの種類があります。 

 要件がリンクされたスイート (本書で既に取り上げました)。 

 クエリ ベースのスイート: 場合によっては、特定の条件を満たすすべてのテスト ケース (優先度 1 

のすべてのテストなど) を実行することがあります。これを簡単に行うには、[新規]、[クエリ ベー

スのスイート] の順にクリックして、クエリを定義します。このスイートを実行すると、クエリによ

って得えられるすべてのテスト ケースが実行されます。 

 



 

新しいクエリ ベースのスイートの選択 

共有ステップ 

多くのテストで共通に使われるサブプロシージャがあります。たとえば、特定のファイルのアプリケーション

を開くときや、ログインするときに共通のプロシージャが使われます。一連の共有ステップは、入れ子にはで

きませんが、サブルーチンのように機能します。 

一連の共有ステップを作成するには、テスト ケースで連続しているステップ部分を選択し、[共有ステップの

作成] をクリックします。名前を入力します。テスト ケースでは、この一連のステップがリンクに置き換え

られます。 

既存の一連の共有ステップを参照するには、[共有ステップの挿入] をクリックします。 

テスト ケースを実行すると、テスト ランナーで行間に共有ステップが挿入されます。 

パラメーター 

パラメーターを利用する汎用テスト ケースを作成できます。たとえば、ステップに「@file1 ファイルを開

く」という指示を含めるとします。この場合、テスト ケースではパラメーター @file1 を受け取り、開発者

は値を渡すことができます。  

パラメーターを定義するときは、パラメーター値の組み合わせを設定できるマトリックスが表示されます。 

 

テスト計画中のパラメーター値の設定 



テスト ケースを実行すると、ステップと一緒にパラメーター値が表示されます。 

 

テスト実行時に表示される予想値 

1 つのテストの実行が完了すると、値表の次行にパラメーターが設定された、別のテストが表示されます。 

構成 

ほとんどのアプリケーションは、オペレーティング システム、ブラウザー、データベースなどのプラットフ

ォームのさまざまなバージョンや実装で実行されることを前提としています。 

テスト ケースを設計するときは、コードを利用する場合でも、手動のステップを定義する場合でも、テスト 

ケースが特定の構成で機能するように設計します。たとえば、 Windows Server 2008 で実行することを想

定してテスト ケースを記述します。このテストケースを Linux で実行すればおそらく手順が異なります。

また、テストに特定のユーティリティの起動を含めることもあります。テストを実行する際にそのユーティリ

ティを使用できることを想定します。 

テスト ケースを設計するときに、テスト ケースの構成プロパティとしてこのような想定を記録できます。  

テスト ケースを実行する際は、テストの一覧を構成別にフィルター選択し、使用できるプラットフォームと

アプリケーションと適合させます。 

テスト ケースの構成プロパティを設定するには、[計画] をクリックして対象のテスト ケースを選択し、[構

成] をクリックします。 

 

構成の設定 

組み込みの構成以外に独自の構成を定義するには、[テスト センター]、[整理]、[テスト構成マネージャー] 

の順にクリックします。 



テスト コンピューター上のアプリケーションに適合するように、テストの一覧を構成別にフィルター処理す

るには、[テスト センター]、[テスト] の順にクリックし、必要なフィルターを設定します。フィルター処理

はテスト計画全体に実行することも、テスト スイートに実行することもできます。 

 

テスト構成の設定 

Visual Studio 2010 のテスト構成の詳細については、「テスト構成 – テスト プラットフォームの指定 (機

械翻訳)」を参照してください。 

ビルド 

テスト計画に使用するビルドを定義することもできます。これは単に、意図を文書化するかどうかだけの問題

です。定義したビルドが自動的に配置されるわけではありませんが、レポートにビルド ID が表示されま

す。その特定のインストーラーを使用することがテスト担当者にわかるように、ビルド ID は計画内にも目

立つように表示されます。 

ビルドを設定するには、[計画]、[プロパティ] の順にクリックし、[ビルド] の下に表示される [変更] をク

リックします。  

このドロップダウン メニューには、以前に説明したように、最近実行が成功したすべてのサーバー ビルドが

表示されます。 

http://msdn.microsoft.com/library/dd286643.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd286643.aspx


ラボ環境でのテスト 

前述の例では、テストするシステムがライブ Web サイトであるとしたことで、インストールやデータのロ

グ記録といった課題にぶつかることなく、操作の記録や再生といった機能に重点を置くことができました。こ

こでは、ライブ前の Web サイトを作成する、より現実的なシナリオを取り上げます。この Web サイトを

テストするには、まずいくつかのコンピューターに Web サイトをインストールする必要があります。これ

には前述のラボ環境が理想的です。 

予備のコンピューターにシステムをインストールしない理由は、次のとおりです。 

 既に説明したように、ラボ環境、特に仮想環境は非常に簡単にセットアップできます。また、仮想マ

シンは新しく作成されるため、以前のインストールによる影響が残っていないと確信できます。 

 テスト計画をラボ環境にリンクすると、Microsoft Test Manager で、コンピューターから実行トレ

ースやイベント数などのテスト データを収集することもできます。これらのデータを収集すると、問

題の診断がはるかに容易になります。 

 バグを見つけたら、仮想環境の状態のスナップショットを取得できます。バグの解決を試みる開発者

であればだれでもそのスナップショットにログインでき、バグが見つかった時点の仮想環境の状態を

確認できます。 

 

ラボ外部のクライアント: Web サーバーのテスト 

販売システムなどの Web サーバーをテストするとします。Web サーバーはラボ環境に配置します。ただ

し、ライブ Web サイトをテストしたときと同様に、デスクトップ コンピューターで実行する必要があるの

は Web ブラウザーだけで、インストールに問題があって正常性が損なわれる危険がないことから、デスク

トップ コンピューターをクライアント コンピューターにすることができます。 

ラボ環境の作成 

MTM の Lab Manager セクションに切り替えて、システムに必要なサーバー コンピューターを含む仮想環

境をセットアップします。 

ヒント: いずれかの仮想マシンが Web サーバーの場合は、Web 配置ツールを忘れずにインストールしま

す。 

また、インターネット インフォメーション サービス マネージャーを開き、[アプリケーション プール] を

クリックして、既定のプールで最新バージョンの .NET Framework が使用されていることも確認します。 

MTM で環境を使用できるようにするには、環境の状態が [準備完了] になっている必要があります (別の状

態が表示されている場合は、環境のショートカット メニューにある [修復] コマンドを実行してみます)。 

このシステムのテストを頻繁に実行する場合は、この環境のテンプレートを保存しておくと便利です。 

 

http://technet.microsoft.com/library/dd569058.aspx


 

環境テンプレート 

テスト計画での環境に関する指示 

ラボ環境を作成したら、テスト計画のテスト設定を構成します。  

MTM で、[テスト センター]、[計画]、[プロパティ] の順にクリックします。[手動での実行] で、作成した

テスト環境を選択します。[テストの設定] は [<既定>] に設定されていることを確認します (特定のデータ

収集構成を希望する場合は、新しいテスト設定を作成できます)。 

これにより、Microsoft Test Manager は、ラボ内の仮想マシンからテスト データを収集できるようになり

ます(これらの機能の詳細については、第 6 章「テスト ツールボックス」を参照してください)。 

最新のビルドの取得とインストール 

システムの最新ビルドを見つけるには、Web ブラウザーでビルド状態レポートを開きます。URL は、

http://contoso-tfs:8080/tfs のようになります。プロジェクトを選択し、[ビルド] をクリックします。プ

ロジェクトのチーム エクスプローラーを開き、[ビルド] をクリックしてもかまいません。最新の各ビルドの

品質が、ビルドの出力場所と一緒に表示されます。この場所にあるインストーラー (.msi ファイル) を使用

します。 

使用できるビルドがない場合は、ビルドの構成が必要になります。第 2 章「単体テスト: 内部のテスト」を

参照してください。もっと根本的なことを言えば、ビルド サービスをセットアップすることも必要になりま

す。付録の「インフラストラクチャのセットアップ」を参照してください。 

仮想環境の各仮想マシンに接続し、ユーザーと同じ方法でインストーラーを使用して、システムに関連するコ

ンポーネントをインストールします。インストーラーを使い慣れていない場合は、忘れずにバグをログ記録し

てください。 



ヒント: ビルドをインストールしたら、環境のスナップショットを取得し、各テストを実行するために環境

をクリーン状態に復元できるようにします。 

次章では、配置の自動化について説明します。配置の自動化は、テスト自体を自動化するかどうかに関係なく

行うことができます。 

Web サービスのインストール 

Web サービスのインストールは特殊で、頻繁に実行します。インターネット インフォメーション サービス 

(IIS) を実行しているコンピューターに Web 配置ツール (MSDeploy) がインストールされていれば、どの

コンピューターでもインストールを実行できます。インストール パッケージの配置コマンドを実行し、対象

コンピューターのドメイン名 (環境内での対象コンピューターの名前ではありません) と管理者の資格情報を

指定します。 

IceCream.Service.deploy.cmd /y /m:vm12345.lab.contoso.com /u:ctsodev1 /p:Pwd 

ヒント: 最初に /Y ではなく /T オプションを使用してコマンドを実行します。これにより、実際に Web 

サイトを配置することなくコマンドが機能するかどうかを確認できます。 

テストの開始 

Microsoft Test Manager で、再度テスト センターに切り替えてテストを実行します。Web ブラウザーを起

動するときは、Web サーバーを実行している仮想マシンにアクセスする必要があります。 

バグ発見時の仮想環境の保存 

開発者のコンピューターが、環境を完全に複製したものでなければ、開発者のコンピューターでは機能しなく

ても別のコンピューターで機能する場合があります。では、構成を正確に再現することは可能でしょうか。 

可能です。バグをログに記録するときに、環境スナップショットのボタンを使用して仮想環境を保存すると、

開発者は後でこのスナップショットを使用できます。  

これにより、バグを迅速かつ容易に再現できます。 

スナップショットを開く担当者は、スナップショットを取得した担当者としてログインすることになるため、

不安がある場合は他の担当者がスナップショットを読み取れないようにします。多くのチームは、テストの実

行に別のアカウントを使用しています。 

ラボ内のクライアント: デスクトップ アプリとシック クライアント アプリのテスト 

前のラボ構成は、サーバー コンピューター上の状態がすべてのテストの対象であったため、ラボ環境に含め

たのはサーバー コンピューターのみでした。しかし、デスクトップ アプリケーション (またはクライアント

側のロジックが大量に組みこまれた Web アプリケーション) をテストする場合は、次のようにします。 

 バグの診断を行うために環境の状態を保存する場合は、ラボ環境にクライアント コンピューターに含

めます。 



 アプリケーションまたはアプリケーションのインストーラーを使用すると、コンピューターが機能し

なくなる可能性がある場合は、ラボ環境に含めます。アプリケーションのインストーラーをインスト

ールおよび実行するには、ラボ環境が適しています。 

 

これらの理由から、このようなアプリケーション (シック クライアントやスタンドアロン アプリケーション

など) は、すべてラボ環境で実行します。 

ただし、クライアント コンピューターにも MTM をインストール必要があります。操作を記録して再生でき

るようにするには、MTM とテスト対象のシステムのユーザー インターフェイスを同じコンピューターで実

行する必要があります。  

これにより、テストを実行するためにラボ環境内に MTM のコピーが 1 つインストールされ、環境を管理し

たりテストを計画したりするためにもう 1 つのコピーがデスクトップ コンピューターにインストールされ

るという、少し不自然な構成になります。 

 

MTM を使用したクライアント ソフトウェアのテスト 

この設定で頻繁に環境を作成する場合、MTM をインストールした仮想マシンを VM ライブラリに格納する

ことをお勧めします。 

テスト影響分析 

テスト影響分析では、更新や追加が行われたコード部分に基づき、もう一度実行する必要があるテストが推奨

されます。 

プロジェクトが進むにつれ、通常、テストの対象は、最近実装された要件に集中することになります。ただ

し、あらゆる機能の開発には既存のコードの更新が必要になることがよくあります。そのため、コードが機能



しなくならないようにする最も安全な方法 (最悪の場合に備えた方法) は、新しい機能だけでなく、今までに

開発したすべての機能に対して、すべてのテストを実行することです。 

ただし、もっとうまいやり方があります。それは、Visual Studio のテスト ツールボックスの重要な機能で

あるテスト影響分析 (TIA) を使用する方法です。  

TIA を使用するには、ビルド プロセスでもテスト計画のプロパティでも、さまざまなオプションを設定する

必要があります。テストを実行すると、TIA サブシステムは、各テスト ケースで調べたコード行を記録しま

す。その後、新しいビルドを使用するときに、TIA は変更されているコード行を解析して、再度実行する必

要のあるテストを推奨します。 

TIA は、TIA をオンにした状態で少なくとも一度実行されたテストしか推奨しません。そのため、新しいテ

スト ケースを作成するときは、そのテスト ケースを少なくとも 1 回 TIA による確認なしで実行しておく

必要があります。プロジェクトの途中で TIA をオンにすると、その後に実行されたテストしか認識されませ

ん。 

TIA は、失敗したテスト ケース、または実行中にバグが発生したテスト ケースは無視します。そのため、

変更の結果として TIA が失敗したテスト ケースを推奨する場合、再度推奨することになります。ただし、

一度も成功していないテストが TIA によって推奨されることはありません。 

TIA の有効化 

TIA を機能させるには、ビルド定義とテスト計画の両方で TIA を有効にしてから、ベースラインを作成しま

す。 

1. 手動テストに使用するビルドで TIA を有効にします。つまり、システムのセットアップに使用する

インストーラーを生成する定期ビルド サービスで有効にします。ビルドのセットアップについては、

「第 2 章単体テスト: 内部のテスト」を参照してください。 

Visual Studio Premium または Ultimate で、チーム プロジェクトに接続し、ビルド定義を開きま

す。[プロセス] タブで、[テストの影響の分析] を True に設定します。 

その定義のビルドをキューに登録します。 

2. テスト計画で TIA を有効にします。MTM で、チーム プロジェクトとテスト計画に接続し、[計

画]、[プロパティ] タブの順にクリックします。[手動での実行] の [テストの設定] の隣にある [開

く] をクリックします。テスト計画の設定の、[データと診断] ページで、[テスト影響] データ コレ

クターを有効にします。 

ラボ環境を使用する場合は、各仮想マシンで有効にします。IIS アプリケーションの場合、ASP.NET 

クライアント プロキシ データ コレクターも有効にする必要があります。  

3. ベースラインを作成します。TIA は新しいビルドと前回のビルドを比較することで機能します。  

a. アプリケーションを展開します。展開には、TIA を有効にしたビルドのインストーラーを使用

します。 



b. テストを展開し、実行するビルドを指定します。 

Microsoft Test Manage で、[テスト センター]、[テスト]、[テストの実行] の順にクリック

します。[オプションを指定して実行] をクリックし、[使用中のビルド] がインストールした

ビルドに設定されていることを確認します。 

 

テスト影響分析の使用 

通常、メジャー ビルドを新たに作成したときに、テスト影響分析を実行します。 

テスト計画のプロパティで、テストするビルドを指定するために、[使用中のビルド] を更新します。 

テスト ケースを実行するときは、MTM で、[テスト センター]、[トラック]、[推奨されるテスト] の順にク

リックします。[使用中のビルド] が、テストを実行するために展開するビルドであることを確認します。[比

較する前のビルド] を選択し、次に [推奨されるテスト] をクリックします。 

結果の一覧で、すべてのテストを選び、ショートカット メニューの [アクティブにリセット] を選択しま

す。これにより、このテスト計画に対して実行待機しているテストのキューに、選択したテストが戻されま

す。 

探索的テストとテスト ケースのスクリプトの立案 

James A. Whittaker の『Exploratory Software Testing』(Addison-Wesley Professional、2009 年) を

お読みください。そこではさまざまなツアーが示され、1 つのツアーが、バグを見つけるためにシステムを

調べる手順やテクニックについての一般的なアドバイスとして表されています。異なるツアーは、異なる種類

のバグを探します。ツアーは、種類が異なるシステムにも適用可能です。デザイン パターンと同様、ツアー

は、探索的テストの実施方法についてのボキャブラリや考え方を提供します。この書籍では、「探索は、ラン

ダムやアドホックに実行する必要はない」と示されています。 

テストのツアーと方針は、ポジティブ テストとネガティブ テストに分けられることがありますが、実際には 

2 つアプローチを混在させて使用するのが一般的です。 

ポジティブ テストとは、通常の状況下で想定される製品の動作を検証することです。製品が正しく動作する

ことを確認します。概して、テスト ケースの詳細スクリプトは、ポジティブな方針になる傾向があります。 

ネガティブ テストとは、開発者が想定していない情報を入力したり、製品を想定外の状態に置き、ソフトウ

ェアの機能を停止させようとする試みです。ネガティブ テストの方が多くのバグが発見される傾向がありま

す。探索的モードでは、一般的にネガティブ テストが行われます。ネガティブ テストには自動的なアプロー

チもあります。 

http://www.amazon.co.jp/Exploratory-Software-Testing-Tricks-Techniques/dp/0321636414


ポジティブ テスト 

ストーリーボード 

ストーリーボードとは、こま割りした一連の図のことです。通常は、PowerPoint のスライド ショーの形式

で、満たすべき 1 つ以上の要件を関係者の視点からの例として表現します。ソフトウェア システム内部で

行われることを表現するのではありません。複数のユーザーを表現します。 

各スライドでは、通常、画面のモックアップを示します。あるいは、ユーザーの操作を示します。  

目的は、システムの動作の細部を、ソフトウェア開発の専門家ではなく、その製品が対象とする分野の専門家

である顧客と議論しやすい形にすることです。 

以下に、アイスクリーム Web サイトの一部のストーリーボードを示します。 

 

ストーリーボード 

製品マネージャーが新しい味を追加し、価格を変更するストーリーボードと、発送係がログインするストーリ

ーボードは異なります。 

ストーリーのレベルは変えることができます。ユーザーの全体的な目標を満たすエンド ツー エンドのストー

リーを表す最高レベルのストーリーボードもあります。たとえば、顧客がアイスクリームを手に入れ、販売会

社は利益を手に入れるというようなストーリーです。通常は、この最高レベルのストーリーを作り上げる各機

能を示す、一般的なユーザー ストーリー レベルのストーリーボードになります。たとえば、顧客として、カ

タログの好きな味をショッピング カートに追加する、といったストーリーです。このストーリーボードには

カタログ表示のモックアップを示してもかまいません。 

ストーリーボードでは、スライドをホワイトボードに何気なく描いたようなフォントを使うのが一般的です。

もちろん、これは可能です。しかし、Visual Studio 2012 では PowerPoint アドインを利用できます。こ

のアドインでは、ユーザー インターフェイス要素のモックアップが提供されるため、既に組み込まれている

かのようにすべての要素を利用できます (ユーザーに示すときは、モックアップが既に存在するように思われ

ないよう注意してください)。 



ストーリーボードとテスト ケース 

ストーリーボードをテスト ケースの基盤にすることができます。ストーリーボードのスライドが各ステップ

を表します。ストーリーボード ファイルをテスト ケース作業項目にリンクします。こうすると、ストーリー

ボードを変更する担当者は、テスト ケースを更新する必要があることがわかります。 

ストーリーボードと同様、テスト ケースをさまざまなレベルで記載できます。テスト ケースは、エンド ツ

ー エンドの最高レベルでも、詳細レベルでも作成します。 

ストーリーボードは、通常、例外ケースを除外した「正しい経路」を示します。テストでは、例外ケースも必

ずテストします。例外ケースが必ずテストされるように、例外ケースのテスト ケースを追加します。必ずし

も各テスト ケースのステップを記述する必要はありません。探索的テストが複雑になる場合を除いて、タイ

トルだけでもステップがわかります。また、探索的テストに例外ケースを単に委ねる場合もあります。 

作成、読み取り、更新、削除 (CRUD) 

テストでアプリケーションのすべての機能に対応したことを確認することが重要です。ここではこの確認のた

めに、エンティティ関連図を描く体系的な技術を説明します。その後、このエンティティ関連図の全要素を更

新するテストを用意したことをチェックします。 

システムを使用するときに、ユーザー インターフェイスに表示されるエンティティやオブジェクトを調べま

す。装飾素材はすべて無視し、重要なオブジェクトと、オブジェクト間の関係を考えます。たとえば、アイス

クリームの味のカタログを参照するとします。そのような場合は、カタログ、サンプルの味を表す四角形を描

き、その四角形の関係を表現します。カタログの商品を選択すると、さまざまな味の商品がショッピング カ

ートに移動します。そこで、カートが必要になります。しかし、ここではカートを「注文」と呼ぶことにしま

す。購入を完了するためには注文する必要があるためです。購入を完了するときは、顧客と注文を結びつける

ために、名前と住所を入力します。 

 

注文例のサンプル図 



この図をシステムのコードに対応付ける必要はありません。図のエンティティは、システムの動作の概念を表

すだけです。この概念はコードではなく、ユーザーの言葉で記述します。エンティティ関連図は、重要な物事

や関係に集中できるように、ユーザー インターフェイスの不必要な側面を取り除くのに役立ちます。 

各属性を調べ、ユーザーがその属性を更新するのに行う必要があることを考えます。たとえば、それぞれの味

の価格を管理者が更新するとします。この操作に対応するテストがあるかどうかを考えます。 

それぞれの関係を調べ、確立方法や破棄方法を考えます。その方法に対応するテストはあるかどうかを考えま

す。たとえば、注文と味の関係を解除する方法はあるでしょうか。味をカタログに追加する方法はあるでしょ

うか。  

このような要素を変更するとき、変更結果はユーザー インターフェイスにどのように反映されるでしょう。

たとえば、カタログの商品を削除したら、その後のカタログ参照ではその商品が表示されてはいけません。し

かし、既に行われた注文からその商品を削除してもかまわないでしょうか。 

このような変更をすべて調べ、その結果を検証するテストの実行や計画を行います。 

最後に、ユーザー ストーリー、ストーリーボード、または要件のドキュメントに記載されたユーザー操作を

順番に調べ、図にしたエンティティの関係にどのような影響を与えるかを考えます。図のエンティティに影響

しない操作が見つかったら、その操作を図に追加します。たとえば、顧客がお気に入りの味を選択できる場合

は、顧客が選択した味がどれなのかを示す関係を追加する必要があります。次に、その関係を削除する方法が

あるかどうかを考えます。さらに、関係の確立と解除のテストがあるかどうかを考えます。 

状態 

商品の種類を特定して、その状態について考えます。要件から (もちろんコードからではなく) 興味深い状態

があるかどうか推測します。状態が変われば、ユーザーがその状態で実行できる操作が変わり、操作の結果に

も違いがでることがあります。  

たとえば、ほとんどの販売 Web サイトの注文は、かなり柔軟な状態 (商品の追加や削除が可能な状態) から

固定される状態まで変化します。あるサイトでは、支払いが承認されると、状態が変化します。注文が発送さ

れると、状態が変化するサイトもあります。  

エンティティ関連図で特定されるオブジェクトの種類ごとに、状態図を描きます。ある状態から別の状態に遷

移できる場合は間に矢印を描き、各遷移の隣に原因となる操作を書き込みます。 



 

状態と遷移 

オブジェクトの状態をユーザーに示すことを考えます。たとえば、この例のシステムでは、注文の精算後も、

その注文に商品を追加できます。このような場合、再度注文の精算手続きを行う必要があることをユーザーに

伝える方法が必要です。  

各状態について、無効な操作が許可されないこと、有効な操作が正しい結果になることを検証するテストを考

えます。たとえば、発送済みの注文に商品の追加や削除ができてはいけません。支払い承認済み状態の注文か

ら商品を削除した場合に、再度注文の精算手続きを求めてはいけません。 

テストでのモデルの使用 

CRUD と状態のテストが、モデル ベースのテストの基本です。 

モデル ベースのテストの図は次の 2 つの方法で作成できます。1 つは、探索的テストを行っている間に描

く方法で、目にするものを書き留めます。この方法でモデルを考案するときは、表れている動作が本当にユー

ザーが必要としている動作なのかを検証します。  

もう 1 つは、モデル ベースのテストの図を事前に描く方法で、関係者と相談しながらユーザー ストーリー

の考え方を明確にしていきます。ただし、これには時間をかけすぎないようにします。モデルには開発を遅ら

せるという悪評があり、要件を相談する際は、機能するコードが最も効果的な手段です。とは言え、数分でワ

ークフローを描き、顧客に「これは自分たちが意図するものではない」と言ってもらえば、かなりの労力が節

約されます。 

ネガティブ テスト 

ほとんどのプログラムは、通常とは異なる操作シーケンスや予期しない値に脆弱です。エラー状態の確認は、

コンピューター プログラミングのかなり退屈な側面の 1 つなので、十分行われないことがよくあります。

このような脆弱性は、ハッカーにとっては理想的なエントリ ポイントになります。したがって、不合理で想

定外のユーザー操作を引き起こし、既定概念の枠を超えることは、優れた手法です。 



スクリプトの変形 

テスト ケースで定義されたステップを順に調べますが、スクリプトを変えて、何が起こるか確認します。ス

クリプトには、多くの場合に生産性が高まる変化形があります。以下にその例を示します。 

 ステップの追加や削除を行います。ステップを繰り返します。ステップの主要グループの順序を変え

ます (正しく機能する方法と正しく機能しない方法の両方)。 

 キャンセル ボタンがある場合、繰り返し使います。 

 テップやステップのグループで同じ結果を実現する別の方法を使用します。たとえば、メニュー項目

の代わりにキーボード ショートカットを使用します。 

 さまざまなシナリオを組み合わせ、混在させます。たとえば、販売 Web サイトで複数のブラウザー

を使い、一方で注文行い、他方で支払いを行います。 

 サーバーなどのリソースへのアクセスを切断します。操作を中度半端に行います。 

 構成ファイルを損傷します。 

 

運用範囲 

状態図についてさらに考え、状態遷移の前提条件について検討します。たとえば、商品を含まない注文は実行

すべきではありません。正しい前提条件を外れた操作の実行を試みるテストを考えます。 

状態と正しい値の組み合わせを、「システムの運用範囲」と呼びます。用範囲は、常に true になる「不変条

件」という (通常非常に大きな) ブール式で定義されます。  

エンティティ関連図を見れば、不変条件の句を推測できます。どのようなプロパティにも値の有効範囲があり

ます。どのような関係でも、関連商品のプロパティの間に有効な関係があります。以下に例を示します。  

発送済みの注文にはすべて、必ず少なくとも 1 つの商品が含まれます。  

かつ、すべての注文の合計金額は、常に、注文に含まれる商品の価格の合計になります。  

かつ、注文の商品は必ずカタログにも表示されています。  

かつ …. 

開発者は、行われる操作がシステムの運用範囲に収まるように取り組む必要があります。たとえば、注文に商

品が含まれていない場合、その注文が発送されないようにすることを考えます。また、商品をカタログから削

除するとき、未処理の注文はどのように扱えばよいでしょう。また、不変条件が正しくない句はどうなるでし

ょう。  

このようなケースそれぞれで、妥当な処理が行われることを確認するテストを考えます。 

きわめて正確な不変条件で運用範囲の境界を表現しようとすると、興味深い状況を検証できることがわかりま

す。 



ライフサイクルにおける探索的テストとテストのスクリプト 

各イテレーションの最初に、チームと関係者はそのイテレーションで開発する要件を選択します。テスト担当

者としては、クライアント (またはビジネス アナリストなどのクライアントの代理) や開発者と協力して、

要件の記述を洗練していきます。要件作業項目から具体的なテスト ケースを作成し、コーディングしたとき

に成功すべきテスト ステップを考えます。開発チームや他の関係者とテスト ステップについて議論します。 

テスト データを開発するか、リモート テスト マシン群の一部として使用する外部システムのモック作成が

必要になる場合もあります。 

開発作業でイテレーションの最初の実装要件が提供されると、テスト担当者は、通常、探索的モードで作業に

取りかかります。テスト担当者自身が記述したステップでテスト ケースを実行する場合でも、各ステップで

多くの探索を行うか、何度もステップのシーケンスを繰り返します (ステップの最初に戻るには、[リセット] 

をクリックします)。探索を始めるときには [操作の記録の作成] オプションをオンにして、バグを見つけた

場合に操作が記録されるようにします。 

何回かの探索後、テスト ステップをさらに具体的にして、テストの入力を特定の値に決めます。スクリプト

を確認して、調整し、ステップをさらに具体的にします。パラメーターとテスト値を追加します。将来すばや

く再生できるように、スクリプトを実行するときに操作を記録します。 

スモーク テスト 

各ステップの最後に再生を停止する必要はありません。テストランナーを使用して、停止することなく 1 つ

のシーケンスでテスト全体を再生することができます。この方法の問題点は、各ステップの結果を確認する機

会がないことです。すべてはめまぐるしく行われます。それでも、テストはすばやく完了し、最後のステップ

が終了しなかったり、すべてを削除するものでない限り、最後に結果を確認できます。 

このように再生されるテストの実行は、途中で失敗することがあります。想定するボタンやフィールドが見つ

からない場合、その時点で実行は停止します。つまり、システムが明らかに不適切な反応 (メッセージをポッ

プアップする、想定と異なる画面に移動するなど) をする場合、テストは失敗になります。テスト担当者は、

その時点のシステム状態のスナップショットを取得して、バグを記録できます。  

これにより、一連のスモーク テスト (毎回のビルド後すぐに実行する、全体的な機能の欠陥がないことを確

認するテスト) を簡単に作成できます。価格の足し算が間違った合計になるなどの小さなエラーは見つかりま

せんが、間違った分岐に入れば通常失敗します。優れたスモーク テストは、主要機能すべてを実行するエン

ド ツー エンドのシナリオです。 

テスト担当者は、この種のテストを作成する開発者である必要はありません。Contoso 社の Bob Kelly は、

これまでコードを 1 行も記述したことのないテスト担当者ですが、すばやく実行できる一連のスモーク テ

ストを記録しています。このテストでは、アイス クリームを注文するエンド ユーザーのテスト ケース、注

文を追跡するテスト ケース、発送を手配するユーザー インターフェイスのテスト ケースなどが記録されて

います。  



Bob はこのスモーク テストを使用して、最新ビルドの検証を、基本機能すべてを手動で検証するよりもはる

かに短い時間で行います。新しいビルドが提供されたときには、通常、最初にスモーク テストを実行してか

ら、最新機能に対して探索的テストを実行します。Bob はこれらの探索を洗練して、徐々に探索をシーケン

スとして記録し、スモーク スタックに追加します。 

テスト進行状況の監視 

ここでは、Microsoft Test Manager と Team Foundation Server のレポートを使用してテスト計画とテス

ト スイートの進行状況を監視する方法を説明します。 

テスト計画の進行状況の追跡 

Microsoft Test Manager を使用しながら、テスト担当者とチームは、Fabrikam 社が行っているように、現

在のテスト計画とそのテスト スイートの進行状況を簡単に監視できます。チームでは、Team Foundation 

Server で生成されたテスト レポートを活用してテストの進行状況を追跡することもできます。これらのレ

ポートは、チーム エクスプローラー、テスト ダッシュボード、Team Web Access からアクセスできま

す。また、レポートは Excel 形式のため、ビジネス意思決定者などの重要人物とも簡単に共有できます。 

Microsoft Test Manager でのテスト スイート進行状況の追跡 

Microsoft Test Manager では、テストの実行直後に、現在のテスト計画のテスト スイートに関する進行状

況を追跡できます。成功したテストと失敗したテストを確認できます。テストを「ブロック」としてマークし

たり、テストを再実行する準備ができた場合はテストをリセットして「アクティブ」にできます。 

 

テスト スイートの進行状況の追跡 

テスト計画のスイートすべての結果の全体状態がわかるようにまとめて確認する場合、[テスト計画の状態] 

のテスト計画の [プロパティ] ビューで確認します。 



Microsoft Test Manager でのテスト計画結果の追跡 

Microsoft Test Manager のテスト計画結果機能を使用して、テスト計画の進行状況を管理することもできま

す。テスト計画結果には、テスト計画のテストに関するグラフと数値統計情報が含まれています。統計情報に

は、テストの現在状態 (成功、失敗、ブロック、結果不確定、警告、アクティブなど) が含まれています。さ

らに、テスト計画の結果には、失敗の種類と解決データを示す詳細グラフが含まれています。 

テスト計画の結果に含めるテスト スイートとテスト構成を指定するために、フィルター処理を実行できま

す。たとえば、テスト チームは、現在取り組んでいるテスト計画の特定のテスト スイートのテスト結果のみ

を確認したい場合があります。また、テスト構成をフィルター処理して Windows 7 に設定されたテスト結

果のみを確認する場合もあります。既定では、テスト計画にあるすべてのテスト スイートとテスト構成がテ

スト計画の結果に含まれます。 

フィルターを適用後に、次の 2 つの方法でテスト計画の進行状況を確認できます。 

 テスト スイート別: テスト計画の特定のテスト スイートとテスト構成のテストすべてのテスト結果

統計情報を表示します。これが既定のビューです。テスト計画の進行状況をすばやく確認できます。

テスト スイートが特定のイテレーション、または特定の機能によって構成されている場合、問題の多

い領域を特定するのに便利です。 

 テスト担当者別: テストを実行したテスト担当者ごとに、テスト計画の特定のテスト スイートとテス

ト構成のテストすべてのテスト結果統計情報を表示します。これは、チームのメンバー間でテストの

負荷分散をする場合に便利です。 

 

 



テスト計画の結果 

詳細については、「方法: Microsoft Test Manager でテスト計画の結果を表示する (機械翻訳)」を参照して

ください。 

テスト レポートを活用したテスト進行状況の追跡 

Microsoft Test Manager に表示された追跡情報の活用以外に、レポートを使用してチームのテスト進行状況

を追跡できます。Team Foundation Server には、いくつかの定義済みテスト レポートが含まれています。

カスタム レポートを作成して、チームにおける特定のレポートのニーズを満たすこともできます。定義済み

レポートは、チームが Microsoft Test Manager を使用して、テスト計画の作成とテストの実行を行ってい

る場合にのみ使用できます。レポートのデータは、テストを実行してテスト結果を保存するときに自動的に収

集されます。詳細については、MSDN のトピック「テスト計画のテスト進行状況のレポート (機械翻訳)」を

参照してください。 

定義済みのレポートは Excel で使用できるように作成されます。さらに、レポートのサブセットは、レポー

ト デザイナーでも使用できます。独自のテストを作成する場合、Excel またはレポート デザイナーでレポー

トを使用できます。 

チームでは、次のレポートを活用して、現在のサイクルのテストの進行状況を追跡できます。 

実行する準備ができているテスト ケースの数の追跡: 実行する準備が整っているテスト ケースの数と、指定

した時間枠で終了する必要のあるテスト ケースの数に関する進行状況を確認できます。詳細については、

MSDN のトピックのテスト ケース準備 Excel レポート (機械翻訳) に関する項目を参照してください。 

テスト計画の進行状況の追跡: テスト計画の進行状況レポートを使用して、指定した時間枠で、「実行しな

い」、「ブロック」、「失敗」、または「成功」となったテスト ケースの数を判断できます。詳細について

は、MSDN のトピックのテスト計画の進行状況 Excel レポート (機械翻訳) に関する項目を参照してくださ

い。 

 ユーザー ストーリーのテスト進行状況の追跡: ユーザー ストーリー テスト状態レポートには、各ユ

ーザー ストーリーの「実行しない」、「ブロック」、「失敗」、または「成功」となったテストの数

が示されます。詳細については、MSDN のトピックのユーザー ストーリー テスト状態 Excel レポ

ート (アジャイル) (機械翻訳) に関する項目を参照してください。 

 回帰の追跡: 失敗の分析レポートには、過去 4 週間のうちに、以前成功して現在失敗しているテスト 

ケースごとに、個別の構成の数が示されます。詳細については、MSDN のトピック「失敗の分析 

Excel レポート (機械翻訳)」を参照してください。 

 すべての計画のすべての実行の処理の追跡: テスト動作レポートを使用して、すべてのテスト ケース

の実行で「実行しない」、「ブロック」、「失敗」、「成功」の数を確認できます。詳細について

は、MSDN のトピック「テスト動作 Excel レポート (機械翻訳)」を参照してください。 

 

http://msdn.microsoft.com/library/hh553099(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd286682(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd997876(VS.110).aspx#Test
http://msdn.microsoft.com/library/dd997876(VS.110).aspx#Test
http://msdn.microsoft.com/library/dd997876(VS.110).aspx#Test
http://msdn.microsoft.com/library/dd997876(VS.110).aspx#Test
http://msdn.microsoft.com/library/ee461520(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/ee461520(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee461586(VS.110).aspx


詳細については、MSDN のトピック「Visual Studio ALM のレポートの作成、カスタマイズ、および管理 

(機械翻訳)」を参照してください。 

注: テスト結果が保存されるタイミングと、Team Foundation Server のウェアハウス データベースまた

は Analysis Services データベースでデータが使用されてレポートが生成されるタイミングの間には遅延が

あります。 

テスト レポートには、次の 3 つの方法でアクセスできます。 

 テスト ダッシュボード: チームがプロジェクト ポータルを使用している場合、テスト ダッシュボー

ドで定義済みレポートを表示できます。プロジェクト ポータルには、Microsoft Test Manager のテ

スト ビューからアクセスできます。テスト ダッシュボードの詳細については、MSDN のトピック

「テストのダッシュボード (アジャイル) (機械翻訳)」を参照してください。 

 チーム エクスプローラー: チーム プロジェクトの [レポート] フォルダーからレポート デザイナー 

レポートにアクセスできます。また、[ドキュメント] フォルダーから Excel レポートにアクセスで

きます。  

 Team Web Access: Team Web Access へのアクセス権がある場合、チーム エクスプローラーと同

様に、チーム プロジェクトの [レポート] フォルダーからレポート デザイナー レポートにアクセス

できます。また、[ドキュメント] フォルダーから Excel レポートにアクセスできます。 

 

テストがすべて成功するまでは終わりではない 

必要なすべてのテストを記述し、テストをすべて実行して成功するまで、要件が実装されたとは言いません。

配信のスケジュールが設定されたすべての要件でテストがすべて成功するまで、スプリントまたはイテレーシ

ョンが完了したとは言いません。テスト ケースに対する要件のグラフは、すべて緑 (成功) になる必要があ

ります。 

要件は変更されることを想定します。その場合は、テスト ケースを更新します。 

Visual Studio を使用したシステム テストのメリット 

これまでの方法 

Contoso 社のような従来型企業のシステム テストは、単純に製品を適切なコンピューターにインストールし

て可能な限り実際の運用状態に近い状態で実行することを意味します。テスト チームと開発チームは別のチ

ームです。 

テスト担当者はユーザー役を演じ、必要な機能とパフォーマンスの目標に対応するさまざまなシナリオに取り

組みます。  

http://msdn.microsoft.com/library/bb649552(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/bb649552(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd420548(VS.110).aspx


バグを見つけたら、テスト担当者はバグを確実に再現する一連のステップを探します。テスト担当者は、ステ

ップを記載したバグ レポートを作成します。開発者はデバッガーを実行しながらそのステップを実行しま

す。進行中の処理に関する詳細な情報を取得するためにログ コードを挿入することもあります。  

バグの再現は、完全ではなく、コストのかかるプロセスです。場合によっては、再現ステップがあいまいで、

不正確なこともあります。運用環境に現れたバグが、開発コンピューターで必ず現れるわけでもありません。 

テストが前もって計画されている場合、テストはスプレッドシートや簡単なメモに記されます。要件が変更に

なると、どのテストにどのような影響があるのかを明らかにするにはしばらく時間がかかります。 

コードに変更があると、関係者は不安になります。完全な再テストが必要になり、時間も必要になります。よ

り多くの関係者に製品のトレーニングを実施することも必要です。その場合、成功しても厳密性の低いテスト

によるものだという懸念が常につきまといます。変更によるコストは、バグの修正をする場合でも更新された

要件を満足する場合でも、通常、再テストが最も大きくなります。これは、非常に手間のかかる作業です。  

これからの方法 

Fabrikam 社では Visual Studio を使用して、このプロセスを複数の方法で強化しています。 

 要件にリンクされたテスト: テスト ケースと要件 (ユーザー ストーリー、ユース ケース、パフォー

マンス ターゲット、およびその他のプロダクト バックログ項目) が Team Foundation Server の

作業項目により示されます。また、それらはリンクされます。要件が変更されると、どのテスト ケー

スを確認すればよいか簡単にわかります。  

 反復可能なテスト ステップ: 特定のユーザー ストーリーが意味することを明確に理解する優れた方

法は、ユーザー ストーリーを一連のステップとして記述することです。これらのステップをテスト 

ケースに入力します。  

テストを実行するときに、画面の端に表示されるステップを確認できます。このようにすることで、

テストで要件として合意した内容を正確に遂行できます。製品にあまり詳しくなくても、テストを実

行して同じテスト結果が得られます。 

 記録/再生: テストを最初に実行するとき、実行内容を記録できます。新しいビルドができた場合、1 

回のクリックでテストを再度実行して、操作を再生できます。反復テストの高速化に加え、もう 1 つ

の特徴は、テストの担当者によって結果が左右されることが少ないことです (この特徴は、大多数の

アプリケーションのほとんどの操作に当てはまりますが、描画などの一部の操作は常に完全に記録さ

れるとは限りません)。 

 1 回のクリックでバグを記録: テスト担当者が操作を記憶して別のバグ レポート アプリケーション

に記載する代わりに、バグ ボタンをクリックします。実行した操作、スクリーンショット、コメント

を、すべて自動的にバグ レポートに含めることができます。仮想環境で行っている場合、レポートに

スナップショットを格納して参照できます。これらすべてにより、開発者は簡単にエラーを見つけら

れるようになります。「再現しません」と言われることがなくなります。 



 診断データの収集: システム テストは、システムが運用状態で実行されている間のさまざまな種類の

データを収集するように構成します。バグを記録している場合、データはバグ レポートに含められ、

何が起こったのかを開発者が解明するのに役立ちます。たとえば、IntelliTrace トレースを収集する

と、どのメソッドが実行されたかを示すことができます。これらの診断データ アダプターについて

は、第 6 章「テスト ツールボックス」で詳しく説明します。 

 要件テスト グラフ: チーム エクスプローラーでレポート サイトまたはプロジェクト ポータル サイ

トを開くと、関連するテストすべてに成功した要件を示すレポートを確認できます。プロジェクトの

進捗の尺度として、このレポートは、残りの開発作業を示したバーンダウン チャートよりも確実に有

意義です。作業にてこ入れしても、システム テストの成功も着実に増加しない限り意味がありませ

ん。バーンダウン チャートは気持ちを落ち着かせるのに役立ちますが、これを使用しても、プロジェ

クト終了時によい結果は保証されません。 

 ラボ環境: テストはラボ環境 (通常、仮想環境) で実行されます。この環境は、セットアップと既知

の状態へのリセットをすばやく行えるので、システムの開始状態に関して疑問が生じることはありま

せん。また、簡単に仮想環境の作成を自動化し、システムを展開できます。面倒な配線は不要です。 

 自動システム テスト: 最も重要なシステム テストは自動化されます。自動的に環境を作成し、シス

テムをビルド、展開して、テストを実行できます。一連のシステム テストは、ボタンに触れるだけで

反復され、テスト計画の自動化部分を毎晩実行できます。結果はレポート グラフに要件に対するログ

が記録されて表示されます。 

 

 



 

まとめ 

テストは要件に直接関連するため、関係者は、要件ごとにテストの成功という点からプロジェクトの進捗を確

認できます。要件が変更されたら、影響を受けるテストをすばやく追跡できます。 

テストは、探索的モードかスクリプト モードで実行できます。  



探索的テスト、およびスクリプト テストの設計は、それぞれ、さまざまな種類のテストを行うという考え

と、ビジネス モデルに基づいています。 

テストのスクリプトは要件を明確化するのに役立ちます。また、テストをより確実に反復するのにも便利で

す。 

テストのスクリプトは、記録して、すばやく再生できます。また、テスト影響分析を使用してコードの最近の

変更の影響を受けるテストのみに注目することもできます。 

バグの再現にかかる時間は、テスト担当者が行った詳細なステップを追跡し、バグを修正する開発者の手に環

境のスナップショットを渡すことで、大幅に短縮することができます。 

Visual Studio 2010 と Visual Studio 2012 の違い  

 探索的テストのツール: Visual Studio 2010 では、1 ステップのみのテスト ケースを作成して探索

的テストを記録し、要件にリンクすることができます。探索的テスト中は、操作を記録し、バグのロ

グを記録し、スクリーンショットや環境スナップショットを取得することができます。 

Visual Studio 2012 では、探索的テスト セッションを直接、要件 (または、ユーザー ストーリーま

たはプロダクト バックログ項目) に関連付けることができます。テスト センターで、[探索的テスト

の実行] をクリックして、要件を選択し、[作業項目の探索] をクリックします。2010 の機能に加え

て、セッション中にテスト ケースの作成ができます。 

 複数行のテスト ステップ: Visual Studio 2012 では、手動テスト ケース ステップでサブステップ

を記述できます。 

 Windows アプリ: Visual Studio 2012 には、Windows アプリのテストに特化した機能が含まれて

います。 

 パフォーマンス: Visual Studio 2012 では、テスト実行とデータ収集の多くの面で処理が高速化され

ています。たとえば、テスト データの圧縮が強化されています。 

 互換性: 2010 の製品とそれ以降の製品のほとんどの組み合わせが機能します。たとえば、Team 

Foundation Server 2010 で Microsoft Test Manager 2012 を使用してテストを実行できます。 

 

詳細情報 

本書全体にわたって数多くの参考資料を紹介しています。これらの資料を参考に、詳しい背景情報やさまざま

なテクノロジに関する情報などを簡単に入手できます。さまざまな資料を簡単に入手できるように、文献目録

を用意しました。ここには本書で紹介したすべての参考資料へのオンライン リンクを一覧し、ワンクリック

で参照できるようにしています。   

http://msdn.microsoft.com/library/hh191621(VS.110).aspx


5: 自動システム テスト 

新しいコードのバグを見つけるには、手動テストが最適です。しかし、手動テストには時間がかかるという問

題があり、実行し直すのにコストがかかります。記録や再生というすばらしい機能があっても、だれかが画面

の前に座り、結果を検証しなければなりません。 

さらに、時間がたつにつれ機能が累積されるため、テスト対象の機能が増加します。テストにかけられるリソ

ースは限られています。そのため、最近開発した機能のみをテストするようになるのは自然なことです。次の

グラフは、時間の経過と共に、テスト ケースがどのように変化するかを示しています。 

 

時間経過とテスト数 

あるテスト ケースについて見てみると、対応するバックログ項目が実装されるきにと使い始められ、正しく

機能するようになるまで何度か繰り返されます。その後このテスト ケースはどうなるのでしょう。単に使用

されなくなるのでしょうか。それとも、大規模リリースの直前までしまい込まれてしまうのでしょうか。  

それぞれのコンポーネントを開発し、次の開発に移るまでロックダウンされていた、典型的な従来型のプロジ

ェクト計画ではそうだったかもしれません。しかし、ここ数十年、プロジェクトが失敗するリスクを軽減する

最善の方法は、ユーザーが目にする機能によってプロジェクト計画をたて、プロジェクトを進めながら顧客の

フィードバックを得られるようにすることだとわかりました。いずれにしても、最も従来型のプロジェクトで

さえ遅かれ早かれ要件は改訂されます。問題は、新しいユーザー ストーリー (または変更要求) の開発は、

それぞれコードの多くの部分に影響する傾向があり、開発済みの機能が誤って影響を受ける可能性があること

です。そのため、再テストを繰り返す必要があります。  

単体テストの主な目的の 1 つは回帰を回避し、作業中にコードを安定した状態に保つことだと説明しまし

た。ただし、単体テストとシステム テストとは大きく異なります。単体テストはビルド サーバーで実行さ

れ、要件とはリンクされていません。 



このようなことが自動システム テストの目的です。単体テストと同様、実行を完全に自動化して、必要な頻

度で実行できるようにします。ただし、システム テストとは複数のテスト ケースで、要件にリンクされるた

め、どの要件がすべてのテストに合格したかを表す最新のグラフをプロジェクト Web サイトで常に確認で

きます。さらに、システム テストをラボ環境で実行し、特に分散システムの場合は、実際の運用により近い

状態を再現できるようにします。  

つまり、手動テストと自動テストを結び付け後にグラフ上にできる三角形を大きくしていきます。代表的なテ

スト ケースは、手動テストとして始め、その後自動化します。たしかに、自動化できないテスト ケースもあ

りますが、スモーク テストの優れたサンプルを自動化できたら、昨日うまく行ったシナリオが今日もうまく

行くという確信が大きく高まります。  



 

だれがいつ自動テストを作成するか 

開発者とテスト担当者が分かれているチームもあります。ここで懸念される問題は、自動テストにコーディン

グが必要になるのは明らかで、テスト担当者はだれでも適切にコーディングできるわけではないことです。で

は、自動システム テストを提案するならば、すべてのテスト担当者のトレーニングをやり直さなければなら

ないのでしょうか。 



繰り返しになりますが、手動テストは新しいコードのバグを見つける最も効果的な方法です。自動テストは、

一般に回帰テストを目的とします。経験を積んだテスト担当者であれば、あらかじめ定められたシナリオを単

に調べるテスト コードよりも非常に効率よくバグを見つけられます (もちろん、ファジー テストやモデル 

ベース テストなどの手法がありますが、これを行えるスタッフとツールがあるのなら、多くのテスト担当者

がコーディングのできないということはないでしょう)。そのため、手動テストは常に必要です。 

そこでポイントになるのが、手動テストをごく簡単に自動化できるツールです。それほど難しくなく、無理な

く学べるので、途方に暮れることはありません。テストが高度になるほど、テスト担当者と開発者は連携すべ

きです。何をどこで検証する必要があるかわかっているのはテスト担当者です。 

最後に、テスト チームと開発チームが分かれている場合、少し組み合わせることをお勧めします。開発者を 

1 人テスト チームに入れるだけで、テストのパフォーマンスが大幅に向上することがあります。同様に、開

発者はテスト担当者が 1 人でも身近にいるだけで多くのことを学ぶことができます。多くの場合、開発者は

自身のコードを好意的に見ようとし、悪く扱おうとはしません。脆弱性に対するテスト担当者の姿勢は、開発

者に少しばかり活を入れる効果があるでしょう。 

多くの企業は、以前に比べて、テスト担当者と開発者を区別しなくなっており、公式な区別を一切行っていな

い企業もあります。1 つのチームにもさまざまな強みを持ったスタッフがいて、テストが得意なスタッフや

新機能を作るのに秀でたスタッフがいても不思議ではありません。ただし、1 つのスキルは他に影響を与

え、スキルを混合させることでメリットが生み出されます。特に 1 人の担当者の中でこれが起これば複数の

スキルが身に付きます。実際、最高のテスト エンジニアは開発の専門家でもあり、アーキテクチャとその脆

弱性を把握しています。マイクロソフトでは、テスティング分野のソフトウェア開発エンジニア (SDET) の

仕事が高く評価されています。これは、単にコードを作成するだけではなく、ソフトウェアをその根本から揺

るがす洗練されたハーネスを考案できる人を意味します。開発を行わないテスト チームが別にある場合は、

少なくとも開発者を 1 人チームに参加させることをお勧めします。こうすることで、大きな改善につながっ

た例がたくさんあります。 

システム テストを自動化する方法 

ある程度、独立したシステム テストの自動化には、いくつかの側面があります。 

 テスト メソッドをコーディングする: テストを作成する方法は 2 つあります。 

◦ コード化された UI テスト (CUIT): 手動でテストを実行し、操作を記録します。次に、

CUIT ツールを使って記録をコードにします。 

◦ 統合テストを手動で作成する: 単体テストとまったく同じように作成しますが、システム コー

ドの小さな部分を分離するのではなく、機能全体をテストします。通常この方法では、ユーザ

ー インターフェイスの直下の層を実行します。 



 テスト メソッドをテスト ケースにリンクする: それによって要件にリンクします。こうすること

で、テスト結果をプロジェクト Web サイトの要件状態のグラフに反映します。これは、テスト ケ

ースを関連付けた自動化ページから行えます。 

 自動テストのテスト計画をセットアップする: 使用するラボ環境、テストを実行する仮想マシン、収

集するテスト データを指定し、タイムアウトも設定します。同じテスト セットを構成の異なるコン

ピューターで実行する場合は、別々のラボを参照する異なるテスト計画をセットアップできます。 

 ビルド ワークフローを定義する: 通常はビルド サーバーで実行する単体テストとは異なり、システ

ム テストはラボ環境で実行します。ラボ環境で実行するには、ワークフローの定義といくつかシンプ

ルなスクリプトをセットアップする必要があります。 

 

必要な部分をすべて熟知している場合は、次の順序でテストを自動化します。 

1. ラボ環境を作成します。自動テストの場合、これは典型的なネットワーク分離環境で、環境の複数の

インスタンスが同時に存在できます。 

2. ビルド – 展開 – テストのワークフローをセットアップします。  

3. テストのコードを作成します。これは、ラボ環境でテストを手動実行してから、コードに変換するこ

とで行います。 

 

ただし、説明をわかりやすくするために、ラボ環境のことは考えずに、テストのコーディングから始めます。

デスクトップ アプリケーション、または展開済みの Web サイトのテストをコーディングしているとしま

す。そのため、使いやすい任意のコンピューターでコーディングできます。 

テスト メソッドのコーディング 

前提条件 

仮想ラボ コンピューターとして使用できる適切なコンピューターには、次のものが必要です。 

 Microsoft Test Manager (MTM) を実行するための Visual Studio Premium または Visual Studio 

Ultimate。 

 テストをコードに変換するための Visual Studio Premium または Visual Studio Ultimate。  

 テスト対象のシステムのクライアント アプリケーション。Web サイトをテストしている場合は、

Web ブラウザーです。 

 

MTM と Visual Studio は別のコンピューターに配置しても構いませんが、その場合クライアント アプリケ

ーションは両方にインストールする必要があります。 



アプリケーションがスタンド アロンでない限り、サーバーをラボ環境などにインストールする必要がありま

す。 

コード化された UI テストの生成 

手動のテスト ケース中に行った記録からテスト コードを生成できます。探索的テストは自動化できません

が、1 つしかステップを持たないテスト ケースを作成でき、このステップですべての操作を記録します。 

1. 手動テストを実行して、操作の記録の作成を選択します。テストの実行を保存します。 

記録を再生して、動作することを確認します。 

2. Visual Studio では、テスト対象のシステムとは別のソリューションにコード化された UI テストを

作成します。Visual Basic\Test または Visual C#\Test フォルダーにテンプレートがあります。ダ

イアログ ボックスで、[既存の操作の記録の使用] をクリックします。 

または、既に CUIT プロジェクトがある場合は、CodedUITest*.cs ファイルを開き、コードのどこ

かを右クリックし、[コード化された UI テストのコードの生成]、[既存の操作の記録の使用] の順に

クリックします。 



 

コード化された UI テストのコードの生成 

3. 作業項目ピッカーでテスト ケースを選択します。  

プロジェクトに新しいファイルとコードが追加されます。CodedUITest*.cs で、テストのステップを

表すコードを見つけます。 

C# 

[DataSource(...)] 
[TestMethod] 
public void CodedUITestMethod1() 
{ 
   this.UIMap.LaunchUI(); 
   this.UIMap.ClickEditOrderfromleftMenu(); 
   this.UIMap.EnterValidOrderIDOrderId(); 
   this.UIMap.ClickGetOrderbutton(); 
   this.UIMap.EditQuantityfrom2to1(); 
   this.UIMap.ClickUpdateButton(); 
} 



個別のステップのコードが、UIMap.uitest に追加されています。 

4. [単体テスト] メニューで、[単体テストの実行]、[すべての単体テスト] の順にクリックします。 

注: コード化された UI テストの実行中は、マウスやキーボードを操作しないでください。開始する

までしばらく待機します。 

 

テストは MTM で再生したときと同様に実行されます。 

ステップの編集 

ヒント: 可能な場合、UI ビルダー ツールを使ってコード化された UI テストを編集します。UIMap 

Builder を使って新しい素材を挿入できます。実際のソース コードでは、最上位レベルのステップのみを編

集する必要があります。より洗練された調整を行うにはコーディングが必要ですが、基本ステップはこのツ

ールで作成できます。 

主なステップを再調整または削除するには、CodedUITest* のコンテンツを編集します。これらのステップ

は、テスト ケースのステップに対応します。 

主なステップを挿入するには、カーソルをステートメントとステートメントの間に移動し、ショートカット 

メニューから [コード化された UI テストのコードの生成]、[コード化された UI テスト ビルダーの使用] 

をクリックします。UIMap ビルダーが画面の右下に表示されます。 

 

UIMap ビルダー 

アプリケーションを開始して、新しい操作の前の希望する状態に変更します。次に、記録ボタン (UIMap ビ

ルダーの左端) をクリックし、新しい操作を実行します。終了したら、[停止] をクリックし、次に [コード

の生成] (右端のボタン) をクリックします。UIMap ビルダーを閉じると、Visual Studio でカーソルを置い

た場所に新しいコードが表示されます。 

ステップ内部の操作を編集するには、UIMap.uitest を開きます。このファイルは、操作を挿入または削除す

る専用のエディターを開きます。これらは、メイン プロシージャから呼び出されるメソッドです。呼び出さ

れる順番は特に決まっていないことに注意します。 



 

操作の編集 

注: UIMap.Designer.cs のコードを直接編集しないでください。編集内容が上書きされます。代わりに、

UIMap.uitest を開いて CUIT Editor を使うか、UIMap.cs にメソッドを書き込みます。これは、上書きさ

れません。コードを UIMap.cs に移動するメニュー項目があります。 

ステップを省略可能にするには、つまり、UI 要素が見つからない場合に通常発生するエラーを無視するに

は、UIMap.uitest でステップを選択し、[エラー時に続行] プロパティを設定します。 

値の検証 

CodedUITest*.cs で、値を検証する位置にカーソルを置きます。ショートカット メニューで、[コード化さ

れた UI テストのコードの生成]、[既存の操作の記録を使用]、[コード化された UI テスト ビルダーの使用] 

の順にクリックします。 



 

テスト結果の検証 

テスト対象のアプリケーションを開きます。 

CUIT Builder からアプリケーション ウィンドウの任意のフィールドに十字線をドラッグします。CUIT プ

ロパティ ウィンドウが開き、プロパティを選択できます。通常は、[テキスト] プロパティを選択します。

[アサーションの追加] をクリックして、必要な値を指定します。次に、CUIT ビルダーで、[コードの生成] 

をクリックします。メソッドが UIMap に追加され、その呼び出しがテキスト コードに追加されます。 

AutomationId が設定され、CUIT で使用される UI 要素の検索に使用できることもわかります。 

ヒント: 検索プロパティは何も選択しません。 



値の検証を含む基本テストを作成するのに、特に高い開発スキルは必要ありません。 

データドリブン テスト 

テスト ループは異なるデータを使って複数回繰り返すことができます。そのためには、実行を記録する前

に、テスト ケースにパラメーターを挿入するのが最も簡単な方法です。パラメーターは、手動テストの機能

で、「Select a @flavor ice cream of size @size」などのテスト ステップを記述できます。テスト ケース

の編集中にパラメーターの値の表を設定し、テストを実行するときに、Test Runner はパラメーター値の行

ごとに 1 回ずつ複数回テストを実行します。 

パラメーター化されたテスト ケースからコードを生成すると、コードにパラメーター名が含まれます。  

パラメーター表の値は後から変更できます。操作を再生するとき、または自動テストとしてコードを実行する

ときに、新しい値が使用されます。 

注: パラメーター化されたテストの操作を記録する前に、パラメーター値の 1 行だけを指定し、テストを 

1 回だけ実行すればよいようにします。手動実行を完了したら、コードを生成します。その後、自動テスト

のために、パラメーター テーブルの値を追加で書き込みます。 

スプレッドシート、XML ファイル、またはデータベースでテスト データを指定する場合は、テストの前面に

表示される DataSource 属性を編集します。この属性は、最初にパラメーター リストからデータを収集す

るように設定されています。 

C# 

[DataSource("Microsoft.VisualStudio.TestTools.DataSource.TestCase",  
"http://g4002-fabtfs:8080/tfs/defaultcollection;Commercial Stores", "12", 
DataAccessMethod.Sequential)] 
[TestMethod] 
public void CodedUITestMethod1() 
{... 

ただし、他の任意のデータ ソースを選択して使用するように変更できます。たとえば、次の属性はコンマ区

切り値 (CSV) ファイルからデータを取得します。 

C# 

[DataSource("Microsoft.VisualStudio.TestTools.DataSource.CSV", "|DataDirectory|\\data.csv", 
"data#csv",  
DataAccessMethod.Sequential), DeploymentItem("data.csv")] 
[TestMethod] 

CSV ファイルの 1 行目は、パラメーターのコンマ区切りの名前にします。その後の各行は、パラメーター

ごとのコンマ区切りの値にします。ファイルをプロジェクトに追加し、ソリューション エクスプローラーで

ファイルの [常にコピーする] プロパティを設定します。 

その他の拡張 

CUIT は、自動テストを作成するための非常に簡単なエントリ ポイントを提供します。ただし、適用するコ

ードを記述して基本的な記録を拡張する方法がいくつかあります。また、より複雑なユーザー インターフェ

イスを処理するコードを記述することも必要です。  



メソッドをプロジェクトに追加する場合は、別のファイルに記述します。UIMap.Designer.cs は変更しない

でください。このファイルは UI ビルダーを使用すると再生成され、変更しても内容が失われるためです。

UI ビルダーを使って最初に作成したメソッドを編集する場合は、メソッドを UIMap.cs に移動して、そこ

で編集します。 

詳細については、MSDN の「ユーザー インターフェイスのテスト (機械翻訳)」を参照してください。 

 データドリブン テスト (機械翻訳): スプレッドシートやデータベースから取得したデータを使って

テストを複数回ループします。 

 インターフェイスとキーボードを操作するコードの記述 (機械翻訳): UIMap は、Mouse.Click()、

Keyboard.Send()、GetProperty() などの使いやすい関数を提供します。 

 イベントの待機 (機械翻訳): アプリケーションがユーザー インターフェイスを更新するバックグラ

ウンド スレッドを使用している場合に役立ちます。  

 CUIT レコーダーを拡張し、新しい UI 要素のジェスチャーを解釈します。 

 

http://msdn.microsoft.com/library/dd286726(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/ee624082(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd465184(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/gg131072(VS.110).aspx


 

コード化された UI テストの使用 

CUIT を使用するヒント 

 CUIT の再生中にキーボードやマウスを操作しないでください。 

 コードを直接更新するのではなく、CUIT ビルダーとコード化された UI テスト エディターを使用し

ます。 

 ダイアログごとに別のメソッドを作成します。 



 CUIT エディターで Split 関数を使用し、長いメソッドを 2 つにリファクタリングします。  

 

注: CUIT が効率的に動作するようにし、変更に対して堅牢にするには、各 UI 要素に一意の自動 ID が必

要です。HTML では、各対話要素に ID が必要です。その後、アプリケーションのレイアウトと外観を変更

して、CUIT は動作を続けます。 

手作業による統合テストのコーディング 

既存の手動テストを自動化するには、手動のステップとして同じシーケンスで動作するコードをいくつか手作

業で作成する方法もあります。作成後はテスト ケースに関連付けます。 

このようなテストは統合テストとして記述するのが一般的です。ユーザー インターフェイスを操作する代わ

りに、テストでは、通常、UI によって実行されるビジネス ロジックを使用することになります。  

これらのテストは、単体テストとまったく同じように作成します。ビジネス ロジックへのパブリック API 

がある場合、テスト対象のシステムとは別のソリューションでテストを作成します。 

統合テストのメリットとデメリットは以下のとおりです。 

 CUIT を記録できない場合に役立ちます。 

 UI の変更に対して CUIT よりも堅牢です。 

 ビジネス ロジックと UI を明確に区別する必要があることがメリットです。 

 UI に含まれている検証や制約のロジックがテストされず、即座にユーザーにフィードバックを返しま

す。 

そのため、ビジネス ロジックが予想外の入力を許可する UI のバグを見落とすことがあります。これ

は、適切な場合は CUIT の方が優れている最大の理由です。 

 CUIT の操作を記録するよりもテストをコーディングする方が時間がかかります。ただし、テストを

生成するために CUIT のコードで作業することが考えられるため、この違いはあまり重要でないこと

がわかります。 

 記述するメソッドが、対応する手動テストのステップ (ある場合) と同じものをテストする保障はあ

りません。記述したテスト ケースは、手動実行すると失敗し、自動実行すると成功することがありま

す。 

 

テスト メソッドとテスト ケースのリンク 

これで、機能するテスト メソッドの準備ができ、テスト ケースを自動化するテスト メソッドに変換できる

ようになりました。記録されたテスト ケースのステップからテスト メソッドが派生している場合、これがリ

ンクするテスト ケースになります。 



テスト ケースは、通常、要件にリンクします。テスト メソッドとテスト ケースをリンクすると、テスト結

果が要件ごとにレポートに反映されるようになります。 

1. テスト メソッドをチェックインします。 

まだ開いていない場合は、テスト メソッドを含むソリューションを開きます。 

2. テスト ケースをテスト メソッドにリンクします。 

チーム エクスプローラーでテスト ケースを開きます。[関連付けられたオートメーション] タブで、

参照ボタンをクリックして、テスト メソッドを選択します。[オートメーションの状態] が [自動] に

変化します。 

 

3. Microsoft Test Manager で、テスト ケースが要件に基づくテスト スイートなどのテスト スイート

に表示されていることを確認します。 

 

テスト メソッドのバッチ用にリンクされたテスト ケースを作成する場合、MSDN で利用できる tcm.exe 

(機械翻訳) というコマンド ライン ツールがあります。 

自動テスト用の環境の作成 

ビルド ワークフローをセットアップするときは、実行予定の特定のラボ環境を指定します。  

ラボ環境のセットアップ方法については、第 3 章「ラボ環境」で説明しましたが、自動テスト向けに知って

おくべき特定の事項がいくつかあります。 

 SCVMM 環境を使って、スナップショットを取得し、各テストの開始前にその状態に戻せるようにし

ます。 

 クライアント コンピューターを含め、システムのコンポーネントごとにコンピューターが必要です。

たとえば、Fabrikam 社のアイスクリーム Web サイトには、Web ブラウザーを実行するクライア

ント コンピューター、インターネット インフォメーション サービス (IIS) を有効にし Windows 

http://msdn.microsoft.com/library/dd465191(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd465191(VS.110).aspx


2008 をインストールした Web サーバー用コンピューター、データベース サーバー、および受注

処理用のクライアント コンピューターが必要です。 

 [新しい環境] ウィザードの、[詳細] タブで、[UI テストを実行するように環境を構成する] チェッ

ク ボックスをオンにして、クライアント コンピューターを選択します。これにより、テスト エージ

ェントがデスクトップ アプリケーションとして実行されるようになります。テスト開始前に、資格情

報を指定してコンピューターにログインします。 

 環境のスナップショットを取得します。その名前を書き留めます。ビルド定義では、テストはまずこ

の名前のスナップショットに戻すことを指定します。 

 この環境を、テスト計画を実行する環境に指定する必要があります。[計画]、[プロパティ] の順にク

リックし、[自動での実行] の [テストの設定] で環境を指定します。 

 

ネットワーク分離環境 

同じ種類のテストを複数回実行する場合、ちょっと手間をかけてネットワーク分離環境 (NIE) をセットアッ

プすることをお勧めします。NIE では、名前の競合が生じることなく、ライブラリから 1 つ以上のコピーを

展開できます。NIE は、内部プライベート ネットワークを保持します。内部コンピューターどうしは認識さ

れますが、外部ネットワークからは認識できません。  

もう 1 つのメリットは、展開時にコンピューター ID が変化しないため、インストール済みソフトウェアが

展開の影響を受けないことです。これにより、環境のコピーを使う前にソフトウェアを再構成する必要がなく

なります。 

最後に、コンピューターの名前が常に同じなので、バグの追跡が容易になります。 

ネットワーク分離環境をセットアップするための手間が少しかかります。ここでは要約を示しますが、詳細に

ついては MSDN のトピック「ネットワーク分離環境の作成および使用 (機械翻訳)」を参照してください。 

それ以外に次の点に注意が必要です。 

 ドメイン ネーム サーバーとして構成する追加のサーバー コンピューターが必要です。ログインし

て、Windows Server のドメイン コントローラーの役割を有効にします。 

 環境ウィザードで、[ネットワークの分離を有効にする] オプションを設定します。 

 環境を開始したときに、それぞれのコンピューターにログインし、各コンピューターをドメイン コン

トローラーが提供するプライベート ドメインに参加させます。 

 環境を停止してライブラリに保存します。 

 

http://msdn.microsoft.com/library/ee518924.aspx


自動テストを実行するテスト計画の設定 

1 つまたは複数のテスト計画をセットアップして、テストを実行します。テスト計画では、使用するラボ環

境を決めます。 

Microsoft Test Manager で、[計画]、[プロパティ] をクリックし、次に [自動での実行] でテスト環境を選

択します。 

 

テスト計画のプロパティでのテスト設定の選択 

通常、[テストの設定] ボックスは [既定] のままにします。異なる設定を使用して、特定の役割のセットに

よる環境一覧のフィルター処理、各コンピューターで収集されるデータの変更、テスト開始前の追加のデータ

とスクリプトのテスト コンピューターへのダウンロード、タイムアウトの設定などが可能です。 

ラボ環境への自動展開 

ユーザーが満足するエクスペリエンスを提供するには、ユーザーと同じ方法でシステムをインストールするこ

とをお勧めします。システムではコンピューターが変わればインストールするコンポーネントも異なるため、

多くの場合、各コンピューターにログインしてインストーラーを実行します。 

インストールを完全に自動化するには、ソース コードがビルドされるときにセットアップ ファイルを作成

し、ラボ環境のターゲット コンピューターでセットアップ ファイルを実行することが必要です。  

ビルド – 展開 – テストのワークフローをセットアップするときに、ラボ コンピューターのテスト コント

ローラーとテスト エージェントがセットアップ タスクの一部を自動的に行います。各ラボ コンピューター

で、指定したスクリプトを実行します。スクリプトはセットアップ ファイルをコンピューターにコピーする

ために必要なことをすべて実行し、そのコンピューターでセットアップを実行します。 

Visual Studio 2012 には、複数の展開メカニズムがあります。主なメカニズムは以下の通りです。 



 Windows インストーラー: よく目にするセットアップ ファイルと .msi ファイルを作成するに

は、ソリューションにセットアップ プロジェクトを追加します。プロジェクト テンプレートは、[そ

の他のプロジェクトの種類] にあります。プロジェクトのプロパティで、インストールに含めるソリ

ューションのプロジェクトとファイルを指定します。開発コンピューターでもビルド サーバーでも、

プロジェクトをビルドすると、セットアップ ファイルがプロジェクトの出力フォルダーに作成されま

す。 

システム内の各コンピューターに個別にインストールするコンポーネントがある場合は、コンポーネ

ントごとにセットアップ プロジェクトを作成します。各インストーラーには、複数のプロジェクトで

ビルドされたアセンブリが含まれる場合があります。 

 ClickOnce 配置: 特にクライアント アプリケーションまたはデスクトップ アプリケーションに更新

を簡単に展開できます。Visual Studio のボタンを 1 回クリックすれば、指定したパブリックの場所

またはイントラネットの場所に更新が展開されます。ユーザーがアプリケーションを開始するたび

に、更新の場所が表示されます。 

ClickOnce アプリケーションには、いくつか制限があります。ファイルへのアクセスを許可するため

の追加のセキュリティ チェックがあります。更新メカニズムでダイアログ ボックスが表示されるこ

とから、ClickOnce はサービス ソフトウェアよりもユーザー向けの展開メカニズムです。アプリケー

ションは、1 つのプロジェクトで定義する必要があります。 

 Web サイトの発行: IIS に追加できるエージェントを使って Web サイトを Web サーバーにアッ

プロードできます。同時にデータベースもアップロードできます。 

 

詳細な比較については、MSDN のトピック「配置ストラテジの選択 (機械翻訳)」を参照してください。 

最初の 2 つのメカニズムを使用する自動ビルドを構成する方法について考えます(Web サイトはセットアッ

プ プロジェクトを使ってインストールできるため、ここでは Web サイトの発行については考えません)。 

http://msdn.microsoft.com/library/e2444w33(VS.110).aspx


Windows インストーラーによる自動展開 

ラボ ビルド ワークフロー 

 

Windows インストーラーを使ったラボ展開 

上図は、開発者のコンピューターからラボ環境内のラボ コンピューターへのコードの流れを示しています。  

ソリューションには、.msi ファイルと setup.exe を生成する、セットアップ プロジェクトが含まれていま

す。セットアップ プロジェクトは、テスト コードとアプリケーション コードと共にチェックインされま

す。ビルド サーバーのすべてのビルドは、同じファイルをドロップ フォルダーの同じ相対階層に作成しま

す。  

次にラボ ビルドはテスト コンピューターにアセンブリをインストールし、そこでテストを実行します。これ

は、第 2 章「単体テスト: 内部のテスト」で示した、通常ビルド サーバーでテストを実行するビルドの種類

には含まれないステップです。 

展開スクリプトの記述 

ラボ ビルドを定義するときは、ラボ コンピューターにインストーラーを展開するスクリプトを指定します。

ラボ コンピューターごとにそれぞれ別のスクリプトが必要です。ビルド定義を作成する前にスクリプトを記

述してデバッグしておくことをお勧めします。 

以下に代表的なスクリプトを示します。 



rem %1 は \\buildMachine\drops\latest などのビルドの場所 

mkdir c:\setup 
rem Replace OrderFullfillmentSetup for each test machine: 
xcopy /E /Q %1\OrderFullfillmentSetup\* \* c:\setup 
cd c:\setup 

rem 自動インストール: 

setup.exe /S /v/qn 

このスクリプトは、ドロップ フォルダーの UNC パス、つまりセットアップ ファイルが配置されるビルド 

サーバーの場所を指すパラメーターを 1 つ受け取ります。このスクリプトでは、OrderFullfillmentSetup プ

ロジェクトからセットアップ ファイルを取得します。各テスト コンピューターは対応するセットアップ プ

ロジェクトのサブフォルダーを参照することになります。 

最後の行の setup.exe のパラメーターは、インストールの連続実行を停止するダイアログ ボックスを表示

しないようにします。 

展開スクリプトをテストします。サーバー ビルドを手動で実行してから、テスト コンピューターの 1 つに

ログインします。そこでスクリプトをコピーして呼び出し、パラメーターとしてビルド ドロップの場所を指

定します。 

コンピューターごとに別のスクリプトが必要です。 

Visual Studio ソリューションに展開スクリプトを配置します。「Deploy」という新しいプロジェクトを作

成します。このプロジェクトに展開スクリプトをテキスト ファイルとして追加します。それぞれのファイル

の [出力ディレクトリにコピー] プロパティの [常にコピーする] をオンに設定します。 

ラボ ビルドとサーバー ビルド 

チェックインしたコードをコンパイルして実行するには、ビルド定義を作成します。チーム エクスプローラ

ーの [ビルド] ノードに、プロジェクトのビルド定義が表示されます。ここで、ビルドを手動で実行し、最新

の実行結果レポートを開きます。 

ビルドの種類は主に 2 つあります。ビルド定義はビルド定義テンプレートから作成します。ビルド定義テン

プレートには、2 つの既成のテンプレートがあります。既定で入手するテンプレートは、既定のテンプレー

トというわかりやすい名前が付けられており、これを用いてビルドを定義すると、通常ビルド サーバーでテ

ストが実行されます。このようなビルドを「サーバー ビルド」と呼びます。 



 

ビルド コンピューターでテストを実行するサーバー ビルド 

もう 1 つの種類のビルドは、ラボの既定のテンプレートで作成します。この種のビルドでは、ビルド サー

バーはソース コードをコンパイルするためにのみ使用します。コンパイルが成功すると、コンポーネントが

ラボ環境のコンピューターにインストールされて実行されます。各コンピューターへの展開は、開発者が記述

するスクリプトで制御します。これにより、ビルド – 展開 - テストの完全なシナリオが可能になります。 

 



ラボ コンピューターでテストを実行するラボ ビルド定義 

ラボの既定のテンプレートで定義したビルドは、よりワークフローに近くなります。このビルドは、以下のこ

とを行います。 

1. アプリケーション、テスト、およびセットアップのコードをビルド サーバーでビルドします。このた

め、ビルドは既定のビルド定義を呼び出します。 

2. ラボの各テスト コンピューターで、選択したスクリプトを実行します。通常は、セットアップ ファ

イルをテスト コンピューターにコピーして実行するスクリプトを用意することになります (ただし、

提供するスクリプトの実行内容は問いません)。 

3. テスト クライアントに指定したラボ コンピューターでテストを開始します。これは単体テストと同

じ方法で実行されます。 

 

ビルド定義の内容 

ラボ ビルド定義とサーバー ビルド定義は MSBuild のワークフローです。定義には、ビルドを開始するトリ

ガー イベントなど、複数の共通のプロパティがあります。ラボ定義を定義する場合は、以下の項目も指定し

ます。 

 システムを展開するラボ環境: 通常は仮想環境を指定して、テストが失敗した場合にスナップショッ

トがログに記録されるようにします。 

 展開を実行する展開スクリプト: 展開スクリプトを記述する必要があります。その方法は後ほど簡単

に説明します。 

 各コンピューターから収集するデータを指定するテスト設定: テスト計画のプロパティで定義された

テスト設定をオーバーライドします。 

 コンパイルするソース コードを決めるために使用するサーバー ビルド: ラボ ビルドを定義する前に

サーバー ビルドを定義する必要があることを示しています。  

 実行するテスト ケースを含むテスト スイート: テスト結果は、テスト ケースと要件に関して報告さ

れます(これとは対照的に、サーバー ビルドは実行するテスト メソッドを含むアセンブリを単純に指

定し、要件には関連付けられていません。サーバー ビルド定義で指定されたテスト アセンブリは、

ラボ ビルドでは無視されます)。 

 



 

サーバー ビルド定義を使用するラボ ビルド定義 

サーバー ビルド定義の特定 

ラボ ビルドはサーバー ビルドを使用してコンパイルを行うため、ラボ ビルドを定義する前に、サーバー ビ

ルドを定義する必要があります。  

ビルド サーバーで単体テストを実行するときに使用するため、ほぼ間違いなくサーバー ビルドを既に定義し

ています。実際、これらの定義の 1 つを使用できます。アプリケーションとテストのすべてのソースをコン

パイルする限りは、あらゆるサーバー ビルドが適しています。 

ラボ ビルドでサービスに使用されるときに単体テストは実行されないため、実行する単体テストは何でもか

まいません。ラボ ビルドが開始するため、トリガーの種類も問いません。 

ラボ ビルドからサーバー ビルドを参照すると、独自のトリガーに対応しては実行されなくなります。 

ただし、ラボ ビルドの一部に別のサーバー ビルドを定義する必要があれば、トリガーを手動に設定します。

実行して、正常にビルドされることを確かめます。詳細については、第 2 章「単体テスト: 内部のテスト」

を参照してください。 



ラボのビルド- 展開 - テストの定義の作成 

以下は、ラボ ビルド定義の作成に使用する手順です。 

1. チーム エクスプローラーで、新しいビルド定義を作成します。実際、単純なビルド定義というよりは

ワークフローになります。  

[継続的インテグレーション] など、トリガー条件を選択します。 

[LabDefaultTemplate] を選択します。つまり、ラボ定義を作成します。 

[ラボ プロセスの設定] をクリックして、[ラボ ワークフロー] プロパティ ウィザードを開きます。 

 

2. [ラボ プロセスの設定] ウィザードでは、以下のことを行います。 

[環境] ページで、ベースライン スナップショットに戻してからビルドを開始するように指定しま

す。 



コンパイルするソースを定義するビルドを選択します。ドロップダウンには、DefaultTemplate から

作成したビルド定義のオプションが表示されます (テスト計画のプロパティで指定したビルドは無視

されます)。 

事前に準備した展開スクリプトの呼び出しを追加します。各スクリプトは、指定したテスト コンピュ

ーターで実行されます。 

作業ディレクトリを設定します (スクリプトでディレクトリ変更コマンド (cd) を使って開始してい

る場合は除きます)。各スクリプトがラボ コンピューターにコピーされ、そこで実行されます。  

 

3. [テスト] ページで、実行するテスト計画とテスト スイートを指定します。テスト計画は、使用する

ラボ環境、収集するテスト データを決め、ラボ コンピューターに展開する追加ファイルも指定しま

す。テスト スイートは、実行するテスト ケースを決めます。 



テスト計画とテスト スイートを選択します。 

テスト設定を選択して、テスト計画で定義したテスト設定をオーバーライドします。 

ラボ ビルド定義を保存します。 

 

 

ビルドは、定義したトリガーで実行されます。 

ClickOnce アプリケーションの自動展開 

ClickOnce アプリケーションの展開パスは大きく異なります。この機能は、プロジェクトのプロパティの 

[今すぐ発行] ボタンを使って、Visual Studio から直接デスクトップ アプリケーションを展開できるように

します。これには、いくつか制限があります。たとえば、アプリケーションにはユーザーの介入が必要になる

ため、サービスには適していません。  

開発者から見ると展開が容易です。それ以外に、ユーザーが ClickOnce アプリケーションを開始するたび

に、展開サイトで新しいバージョンを確認するのも興味深い点です。  

この機能をテストで使用し、同時にテストできます。 

これには、2 つの方法があります。1 つは、アプリケーションをテスト コンピューターにインストールし、

最新ビルドから自動更新できるようにする方法です。もう 1 つは、コード化された UI テストを使って、明

示的にインストーラーを実行する方法です。 

アプリケーションの自動更新 



1. テスト環境を初めてセットアップするときは、該当するコンピューターにアプリケーションをインス

トールします。これは、スナップショットを取得し、すべてのテストを開始する際に環境をスナップ

ショットに戻す前に行います。 

2. サーバー ビルドの一環として ClickOnce 発行を実行するコマンド スクリプトのサーバー ビルド定

義を追加します。これは、開発者が Visual Studio で [発行] ボタンを押すことに相当します。この

方法については、「ClickOnce アプリケーションのコマンド ラインからのビルド (機械翻訳)」を参

照してください。 

3. アプリケーションを実行する予定のテスト コンピューター向けに空の展開スクリプトを使用します。 

4. テストを記録する前に、新しいバージョンのアプリケーションがビルドされていることを確認しま

す。記録は、アプリケーションを起動する前に開始します。アプリケーションは新しいバージョンを

検出し、インストールの許可を得るためダイアログ ボックスを表示します。[OK] をクリックし、新

しいバージョンがテストの一部に含まれるようになることを確認します。 

5. 記録を停止し、テストのコードを生成してから、UI ビルダーを閉じます。  

 

このテストは、アプリケーションを実行し、最新バージョンのインストールを可能にします。 

ただし、新しいバージョンのインストールの許可を求めるダイアログ ボックスが表示されるため、同じバー

ジョンを 2 回実行すると失敗します。両方の状況 (新しいビルドがある場合とない場合) でテストが動作す

るようにするため、UIMap.uitest を開き、そのステップを選択して、[プロパティ] ウィンドウで [エラー時

に続行] を有効にします。  

コード化された UI テストを使用したインストーラーの実行 

オプションがある場合は特に、インストーラーを明示的にテストすることをお勧めします。そのためには、コ

ード化された UI テストを作成します。 

以下が必要です。 

 インストーラーを実行するコンピューターを、コード化された UI テストを実行するコンピューター

に設定した環境。デスクトップ アプリケーションのインストーラーをテストしている場合は、既にこ

の環境は用意されています。サーバーのインストールをテストしている場合は、コードされた UI テ

スト コンピューターにサーバー コンピューターを指定する新しい環境を作成する必要があります。

これは、[新しい環境] ウィザードの [詳細] ページで行います。 

 テスト コンピューターにインストーラーをコピーしても実行しない展開スクリプト。 

rem %1 は \\buildMachine\drops\latest などのビルドの場所 

mkdir c:\setup 
rem Replace OrderFullfillmentSetup for each test machine: 
xcopy /E /Q %1\OrderFullfillmentSetup\* \* c:\setup 

 Visual Studio は、このテスト コンピューターにもインストールされている必要があります。 

http://msdn.microsoft.com/library/ms165431(VS.110).aspx


 

テスト コンピューターにログインし、Visual Studio を使ってインストーラーを実行するシーケンスを記録

します。 

また、アプリケーションを実行して、正常にインストールされたのを確認することも必要です。 

記録からコードを生成します。 

インストール、更新、削除の自動テストを処理する際の課題の 1 つは、さまざまなメッセージが表示される

ことです。一般に、セキュリティの資格情報を処理するセキュリティに対処したり、開発対象の環境で発生し

ている問題に関連するメッセージが表示されます。 

なんらかの不確実なことが発生するステップのために [エラー時に続行] を設定しますが、スキップしている

間はエラーの原因をログに記録するようにします。このため、明示的な try/catch が役立ちます。コードを 

UIMap.cs に移動し、編集できるようにします。 

テスト結果の表示とバグの記録 

最新のテスト実行の一覧を表示するには、Microsoft Test Manager で、[テスト センター]、[テスト]、[テ

ストの実行を分析] の順にクリックします。 

必要に応じてタイトル、コメント、およびテスト実行が失敗した理由を編集できます。 

個別のテストの詳細を開き、テストで収集したデータを検査できます。 

必要に応じて、自動的にテスト データが含まれるバグ作業項目も作成できます。 

複数のクライアントを使用したテストの実行 

大半のサーバーベースのシステムには、複数のクライアント コンピューターが関係する興味深いエンド ツー 

エンドのテストがあります。たとえば、パブリック Web インターフェイスから顧客がアイス クリームを注

文すると、その注文が発送されるまで、ウェアハウス インターフェイスに表示されます。このシナリオをテ

ストするには、インターフェイスを 1 つずつ順番に実行するテストを作成する必要があります。  



 

複数のクライアント コンピューターを使用したエンド ツー エンド テスト 

ここで「エンド ツー エンド テストはどこで実行すべきか」という疑問が生じます。ラボ フレームワーク

は、テストを実行する 1 つのクライアント コンピューターがあると想定します。  

以下のような方法が考えられます。 

 すべてのユーザー インターフェイスを同じコンピューターにインストールします。ユーザー インタ

ーフェイスをサイド バイ サイドで実行して、手動テストを実行します。これらのテストから、同じ

構成で実行できるコード化された UI テストを作成します。 

 ユーザー インターフェイスを別のコンピューターで管理します。各コンピューターにインストールす

るエンド ツー エンド テストのプロキシを記述します。指定したクライアント コンピューターにエ

ンド ツー エンドのコントローラーをインストールします。このコンピューターは別のコンピュータ

ー、つまり、いずれかのユーザー インターフェイス コンピューターにします。プロキシを作成する

には、CUIT を生成してから、エンド ツー エンドのコントローラーのメッセージに応答する操作を

実行するように、ソースを編集します。 

 

同様の方法を使用して、外部システムの影響のシミュレーションを実行できます。 

まとめ 

自動システム テストは、テストを実行するコストを削減すると同時に、コードの安定性を向上します。さら

に、テストを記述するコストとそのメリットのバランスを取る必要があります。コード化された UI テスト

は、迅速かつ確実に自動システム テストを作成する方法ですが、ユーザー インターフェイスの変化に脆弱な

ため、注意して利用する必要があります。 

本章では、ラボ環境でコード化されたテストを実行する継続的なビルド – 展開 - テストのワークフローを定

義する方法を説明しました。  



Visual Studio 2010 と Visual Studio 2012 の違い 

 単一テスト エージェント: Visual Studio 2010 では、自動テストで使用する仮想マシンを準備する

ときに、テスト エージェント、ラボ エージェント、およびビルド エージェントをインストールする

必要があります。これらのエージェントは、テスト コントローラーとビルド コントローラーのプロ

キシとして機能し、ソフトウェアをインストールし、テスト メソッドを呼び出し、テスト データを

収集します。  

Visual Studio 2012 では、テスト エージェントというエージェントが 1 つあるだけです。これを手

動でインストールして、格納用の仮想マシン (VM) を準備できます。または、環境で [修復] コマン

ドを使用して、ラボ センターがインストールするようにもできます。 

 専用のテスト プロジェクト: Visual Studio 2010 では、1 つの種類のテスト プロジェクトに、コー

ド化された UI テスト、ロード テストなどの異なる種類のテスト ファイルを追加します。Visual 

Studio 2012 では、さまざまな種類のテスト プロジェクトに、テスト ファイルをさまざまな組み合

わせで追加します。 

 互換性: 2010 バージョンのプロジェクトと 2012 バージョンのプロジェクトを組み合わせて使用で

き、ほとんどの機能を実行できます。たとえば、Visual Studio 2012 で作成したテストを Team 

Foundation Server 2010 でセットアップしたラボで実行できます。 

 

詳細情報 

本書全体にわたって数多くの参考資料を紹介しています。これらの資料を参考に、詳しい背景情報やさまざま

なテクノロジに関する情報などを簡単に入手できます。さまざまな資料を簡単に入手できるように、文献目録

を用意しました。ここには本書で紹介したすべての参考資料へのオンライン リンクを一覧し、ワンクリック

で参照できるようにしています。  

 

  



6: テスト ツールボックス 

以前は、バグを追跡するときに print ステートメントを挿入してどこに問題があるかを探っていました。

Contoso 社では、この方法がいまだに実践されています。しかし、Fabrikam 社のプロジェクト チームは、

バグの発見や追跡だけでなく、バグを最小限に抑えることができる多種多様で強力なツールがあることを認識

しています。 

ここまでは Fabrikam 社のチームが、コードを安定した状態に保つために単体テストを非常に重視している

状況や、手動テストを記録してバグの追跡に役立てている方法を見てきました。また、ラボ構成の迅速性と信

頼性を高める仮想環境の作成方法も紹介しました。チームは、新機能の探索と検証を行う手動テストに余力を

残すため、可能であればシステム テストを自動化することに取り組んでいました。進捗 (遅延) が絶えず目

に見えるように、各要件に対してテストのグラフを生成しています。 

このチームのツールボックスには、さらに多くのツールがあります。ここでは、このツールボックスを覗い

て、どのようなツールがあるか確認してみます。 

チーム メンバーがバグを見つける場所 

Visual Studio と Microsoft Test Manager に加えて、ビルド – 展開 - テストの自動化の重要なレポート

をいくつか使用して、テスト対象のアプリケーションの問題を容易に特定できます。これらのマイクロソフト 

ツールを使用すると、体系的な方法でバグを見つけて解決できるため、サイクル タイムが短縮されます。 

バグを見つけるには、テストを実行します。バグを見つけて管理する主な方法は 4 つあります。 

 開発コンピューターでローカルに行う単体テスト: 更新したアプリケーション コードをチェックイン

する前に、通常、開発者は単体テストを作成して実行します。第 3 章「ラボ環境」では、指定した単

体テストを必ず実行するように、チェックイン ポリシーをセットアップすることを説明しました。  

 ビルド確認テスト: チーム メンバーがソース リポジトリにコードをチェックインすると、ビルド サ

ーバーが統合されたコードに対して単体テストを実行します。ローカルに行ったテストに合格して

も、別の開発者が統合した変更でエラーが発生する可能性があります。  

 手動テスト: スクリプトにしたテスト ケースの実行中や探索的テスト中にバグが見つかった場合は、

通常、バグ作業項目を生成します。または、テスト ケースのスクリプトに誤りがあるかもしれませ

ん。 

 自動システム テスト: ビルド – 展開 – テストの実行が失敗したら、テスト データを調べてから、

バグ作業項目を作成するか、テストを修正します。 

 



バグを見つけるために使用できるマイクロソフト ツール 

テスト計画とテスト インフラストラクチャを確立後、アプリケーションのバグや問題点を見つけるのに、

Visual Studio がどのように役立つかを疑問に思うかもしれません。Fabrikam 社の新しいチームメイトか

ら、多くの種類のテストの実行に Visual Studio、Microsoft Test Manager、および Team Foundation 

Server が如何に役立つかを学んだ後で、Contoso 社のチームも同じ疑問を持ちました。ここでは、Visual 

Studio の魅力的な使い方をいくつか見ていきます。 

Visual Studio でのパフォーマンス テストとストレス テスト 

Visual Studio Ultimate には、パフォーマンス テスト ツールとストレス テスト ツールが付属し、Web パ

フォーマンス テストと Web ロード テスト向けのツールもあります。どちらの種類のテストも、ソリュー

ションの [Web パフォーマンスとロード テストのプロジェクト] に追加できます。詳細については、MSDN 

の「Visual Studio の Web パフォーマンス テストとロード テストを使用したパフォーマンスおよびストレ

スのテスト (機械翻訳)」を参照してください。 

注: Web パフォーマンスまたはロード テストを使用するには、Visual Studio Ultimate が必要です。 

Web パフォーマンス テスト: Web パフォーマンス テストを使用して、エンド ユーザーが Web アプリケ

ーションを操作する方法のシミュレーションを行います。Visual Studio Ultimate に付属する Web 

Performance Test Recorder と組み合わせてブラウザーのセッションを使用している間の HTTP 要求を記

録することで、Web パフォーマンス テストの作成が容易になります。Visual Studio Ultimate に付属する 

Web パフォーマンス テスト エディターを使用して、Web パフォーマンス テストを手作業で作成すること

もできます。  

ロード テスト: ロード テストは、アプリケーションに負荷をかける多数のコンピューターやユーザーのエミ

ュレーションを行って、アプリケーションのストレス テストを行えるようにします。ロード テストには、ソ

リューションのテスト プロジェクトにある Web パフォーマンス テスト、単体テスト、またはコード化さ

れた UI テストを混在させたテストを含めることができます。 

ここでは、アプリケーションにストレスを与えることで新たに発生するバグを見つけるのに役立つ、自動テス

トと連携するロード テストの使用法についても取り上げます。 

テスト設定への診断データ アダプターの追加 

第 4 章「手動システム テスト」で説明したように、Microsoft Test Manager により、チームのテスト担当

者は、テスト計画を使用する手動テストと自動テストの作成、管理、実行が簡単になります。ここではテスト

の設定を詳しく調べ、アプリケーションのバグを見つけて切り分けるのに役立つ追加機能を利用する方法を見

ていきます。 

Microsoft Test Manager により、テスト担当者は、新たな診断データ アダプター (DDA) を追加して構成

できます。DDA は、テストの実行中にさまざまな種類のデータをバックグラウンドで収集するのに使用しま

す。DDA は、テストの設定を構成して、Microsoft Test Manager または Visual Studio に関連付けます。

http://msdn.microsoft.com/library/dd293540(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd293540(VS.110).aspx


Fabrikam 社のテスト担当者は、Contoso 社がさまざまなハードウェアを使用して LAN、WAN、ダイヤル

アップ接続についてネットワーク接続をテストしていたことを知って、自社のプロセスを示し、さまざまな種

類のネットワーク接続のエミュレーションを行えば、作業を大幅に削減できることを説明しました。 

 

テスト コンピューターで DDA が収集する価値のある診断データの種類はいくつかあります。たとえば、操

作記録、操作ログ、ビデオ録画の作成や、システム情報の収集が可能です。また、DDA をテスト コンピュ

ーターの潜在的なボトルネックのシミュレーションに使用できます。たとえば、低速ネットワークのエミュレ

ーションを行って、システムのボトルネックを確認できます。DDA を追加して利用する大きな理由は、再現

できないバグを切り分けるのに役立つためです。詳細については、MSDN のトピック「コンピューターの設

定およびテストの設定を使用した診断情報の収集 (機械翻訳)」を参照してください。 

独自の DDA の作成 

Fabrikam 社と Contoso 社のチーム メンバーが適切に連携するには、チーム特有のテスト要件を満たすた

め、独自のカスタム DDA を作成することになります。テスト実行時にデータを収集したり、テストの一環

としてコンピューターのボトルネックを確認するために、カスタム DDA を作成できます。 

http://msdn.microsoft.com/library/dd286743(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd286743(VS.110).aspx


たとえば、テスト対象のアプリケーションによって作成されたログ ファイルを収集して、テスト結果にアタ

ッチしたり、コンピューターのディスク残量が限られているときにテストの実行したい場合があります。

Visual Studio 付属の API を使用すると、テスト実行の特定の時点でタスクを実行するコードを記述できま

す。たとえば、テストの実行開始時、各個別テストの実行前後、テストの実行完了時などにタスクを実行しま

す。Contoso 社は、Fabrikam 社の手法を採用して独自の DDA を作成して時間と労力を削減しました。詳

細については、MSDN のトピック「診断データ アダプターを作成してカスタム データを収集する、または

テスト コンピューターに影響を与える (機械翻訳)」を参照してください。 

Visual Studio ソリューションのテスト設定 

Visual Studio のテスト設定は、ソリューションに含まれる.testsettings ファイルに収容されています。

Visual Studio の .testsettings ファイルで、ユーザーは、以下のテスト規則を定義してテストを管理できま

す。  

 テスト対象のアプリケーションに必要なロールのセット 

 テストの実行に使用するロール 

 ロールごとに使用する DDA  

 

Visual Studio ソリューションのテスト プロジェクトで、単体テストとコード化された UI テスト向けに収

集する診断データを指定するには、既存のテスト設定ファイルを編集するか、新しいファイルを作成します。

アクティブ テスト設定ファイルを作成、編集、および設定するには、Visual Studio の [テスト] メニュー

を使用します。Visual Studio で新しいテスト設定を作成するのに必要な手順を表示するには、MSDN のト

ピック「Visual Studio のテストにおけるテスト設定の指定 (機械翻訳)」を参照してください。Visual 

Studio で既存のテスト設定を編集する手順を表示するには、MSDN トピックの「テスト設定ファイルを 

Microsoft Visual Studio から編集する (機械翻訳)」を参照してください。 

Visual Studio で新しいテスト プロジェクトを作成すると、プロジェクト用に Local.testsettings が既定で

選択されます。この Local.testsettings ファイルにはデータは含まれておらず、診断アダプターは構成され

ていません。このファイルの編集、新しいテスト設定ファイルの作成、または 

TraceAndTestImpact.testsettings ファイルの選択が可能です。TraceAndTestImpact.testsettings ファ

イルには、"IntelliTrace およびテストの影響用の ASP.NET クライアント プロキシ"、"IntelliTrace"、"シ

ステム情報"、および "テストの影響" の各種 DDA が含まれています。 

Microsoft Test Manager のテスト計画用のテスト設定 

テスト設定では、Microsoft Test Manager のテスト計画用に以下のパラメーターを定義します。 

 実行するテストの種類 (手動または自動) 

 テスト対象のアプリケーションに必要なロールのセット 

http://msdn.microsoft.com/library/dd286727(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd286727(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/ee256991(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/ms404693(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/ms404693(VS.110).aspx


 テストの実行に使用するロール 

 ロールごとに使用する DDA  

 

Microsoft Test Manager でテスト設定を作成するのに使用する手順を表示するには、MSDN のトピック

「Microsoft Test Manager を使用した自動システム テストのためのテスト設定の作成 (機械翻訳)」を参照

してください。 

Microsoft Test Manager では、既存のテスト設定の編集や、新しいテスト設定の作成が可能です。テスト設

定はテスト計画に関連付けられ、[プロパティ] ペインで構成します。手動テストの実行と自動テストの実行

には、別のテスト設定が関連付けられます。"アクション"、"IntelliTrace およびテストの影響用の ASP.NET 

クライアント プロキシ"、および "テストの影響" の各種 DDA が既定で含まれる、[ローカル テストの実

行] を選択できます。 

再現が困難なバグ 

長い間チームを悩ませている問題は、再現できないバグです。バグを見つけて開発者に送っても、結局、「問

題を再現できませんでした」という結果になるシナリオは嫌というほど体験しています。バグを見つけたテス

ト担当者やチーム メンバーと、バグを再現しようとする開発者との間で何回もやり取りが繰り返されること

もあります。Visual Studio と Microsoft Test Manager のどちらかを使用している場合は、特定の DDA 

を使用するようにテスト設定を構成できます。たとえば、"IntelliTrace" DDA を使用して、特定の診断トレ

ース情報を収集し、再現が難しいバグを切り分けることができます。この DDA は、診断トレース情報を含

む IntelliTrace ファイル (拡張子 .iTrace) を作成します。テストが失敗したときに、バグを作成できま

す。テスト結果と一緒に保存されている IntelliTrace ファイルが自動的にこのバグにリンクされます。

IntelliTrace ファイルに収集されたデータは、コードのエラーを再現して診断するのに必要な時間を短縮し

て、デバッグの生産性を高めます。この IntelliTrace ファイルのローカル セッションのシミュレーションを

他のコンピューターで行えるため、バグを再現できない可能性が少なくなります。ここでは、IntelliTrace を

使用して再現できないバグを切り分ける方法を学習します。 

IntelliTrace DDA 以外にも、再現が難しいバグを見つけるのに役立つアダプターがあります。たとえば、ビ

デオ レコーダー DDA を追加して、問題を発生させるのに必要な詳細手順を明らかにできます。特定のテス

ト目標に対処するために、テスト設定ファイルの編集や、新しい設定ファイルの作成が可能です。 

利用可能な DDA  

以下に、テスト設定の構成で利用可能なさまざまな DDA を一覧します。 

 アクション: テスト中に実行される各 UI 操作を収集します。このアダプターを構成すると、手動テ

スト実行時に操作記録を作成する場合にもこの選択内容が使用されます。操作ログや操作記録は、テ

スト結果と一緒に保存されます。後で操作記録を早送りで再生したり、操作記録を表示してどのよう

な操作が実行されたか確認することができます。 

http://msdn.microsoft.com/library/ee257067(VS.110).aspx


手動テスト 

(ローカル コンピューター) 

手動テスト 

(ロールのセットと環境を使用したデータ収集) 

自動テスト 

可 可 不可 

注: リモート環境でデータを収集するときに、記録はローカル マシンでしか機能しません。 

 IntelliTrace およびテストの影響用の ASP.NET クライアント プロキシ: このプロキシを使用する

と、IntelliTrace DDA とテストの影響 DDA 用に、クライアントから Web サーバーへの HTTP 呼

び出しに関する情報を収集できます。 

手動テスト 

(ローカル コンピューター) 

手動テスト 

(ロールのセットと環境を使用したデータ収集) 

自動テスト 

可 可 可 

 ASP.NET プロファイラー: ASP.NET Web アプリケーションでパフォーマンス データを収集する、

ASP.NET プロファイルを含むテスト設定を作成できます。 

手動テスト 

(ローカル コンピューター) 

手動テスト 

(ロールのセットと環境を使用したデータ収集) 

自動テスト 

不可 不可 可 

注: この DDA は、Visual Studio からロード テストを実行するときのみサポートされます。 

 コード カバレッジ: テストがコードをどの程度カバーしているかの調査に使用する、コード カバレ

ッジ情報を含むテスト設定を作成できます。 

手動テスト 

(ローカル コンピューター) 

手動テスト 

(ロールのセットと環境を使用したデータ収集) 

自動テスト 

不可 不可 可 

注: コード カバレッジを使用できるのは、Visual Studio または mstest.exe から自動テストを実

行するときのみで、テストを実行するコンピューターからのみ使用できます。リモート収集はサポー

トされません。 

 

注: コード カバレッジ データの収集は、IntelliTrace 情報を収集するようにテスト設定を構成して

いる場合は機能しません。 

 IntelliTrace: IntelliTrace 用 DDA を構成して、特定の診断トレース情報を収集し、再現が困難な

バグを切り分けることができます。この DDA は、診断トレース情報を含む IntelliTrace ファイル 

(拡張子 .iTrace) を作成します。テストが失敗したときに、バグを作成できます。テスト結果と一緒

に保存されている IntelliTrace ファイルが自動的にこのバグにリンクされます。IntelliTrace ファイ



ルに収集されたデータは、コードのエラーを再現して診断するのに必要な時間を短縮して、デバッグ

の生産性を高めます。この IntelliTrace ファイルから、ローカル セッションのシミュレーションを

他のコンピューターで行えるため、バグを再現できない可能性が少なくなります。 

手動テスト 

(ローカル コンピューター) 

手動テスト 

(ロールのセットと環境を使用したデータ収集) 

自動テスト 

可 可 可 

IntelliTrace DDA 追加と構成に使用する手順と詳細については、MSDN のトピック「方法: 困難な

問題をデバッグするのに役立つ IntelliTrace データを収集する (機械翻訳)」を参照してください。 

 イベント ログ: イベント ログを収集できます。収集したログはテスト結果に含まれます。 

手動テスト 

(ローカル コンピューター) 

手動テスト 

(ロールのセットと環境を使用したデータ収集) 

自動テスト 

可 可 可 

イベント ログ DDA の追加と構成に使用する手順を表示するには、MSDN のトピック「方法: テス

ト設定を使用してイベント ログ収集を構成する (機械翻訳)」を参照してください。 

 ネットワーク エミュレーション: テストのネットワークに人為的な負荷を与えます。ネットワーク 

エミュレーションは、ダイアルアップなど、特定のネットワーク接続速度のエミュレーションを行う

ことで、コンピューターどうしの通信に影響を与えます。 

手動テスト 

(ローカル コンピューター) 

手動テスト 

(ロールのセットと環境を使用したデータ収集) 

自動テスト 

可 可 可 

ネットワーク エミュレーション DDA の詳細については、MSDN のトピック「方法: Visual Studio 

のテストの設定を使用してネットワーク エミュレーションを構成する (機械翻訳)」を参照してくだ

さい。 

 システム情報: テスト実行中のコンピューターに関するシステム情報を収集します。システム情報

は、テスト設定を使用することによって、テスト結果に示されます。 

手動テスト 

(ローカル コンピューター) 

手動テスト 

(ロールのセットと環境を使用したデータ収集) 

自動テスト 

可 可 可 

 テストの影響: テスト ケースを実行したときに、アプリケーション コードのどのメソッドが使用さ

れたかに関する情報を収集します。この情報と、開発者が行ったアプリケーション コードの変更とを

併せて使用し、このような変更によってどのテストが影響を受けるかを判断できます。 

手動テスト 手動テスト 自動テスト 

http://msdn.microsoft.com/library/dd286579(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd286579(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd504816(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd504816(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd505008(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd505008(VS.110).aspx


(ローカル コンピューター) (ロールのセットと環境を使用したデータ収集) 

可 可 可 

注: Web クライアント ロール用にテストの影響データを収集する場合は、IntelliTrace およびテス

トの影響用の ASP.NET クライアント プロキシも選択する必要があります。 

 

注: インターネット インフォメーション サービス (IIS) は、IIS 6.0、IIS 7.0、および IIS 7.5 

のみをサポートします。 

詳細については、MSDN のトピック「方法: コードの変更後に実行するテストをチェックするための

データを収集する (機械翻訳)」を参照してください。 

 ビデオ レコーダー: 自動テスト実行中に、デスクトップ セッションのビデオ録画を行います。この

ビデオ録画は、コード化された UI テストのユーザー操作を表示するのに役立ちます。また、他のチ

ーム メンバーには再現が難しい問題を切り分けるのに役立ちます。 

手動テスト 

(ローカル コンピューター) 

手動テスト 

(ロールのセットと環境を使用したデータ収集) 

自動テスト 

可 可 可 

注: テスト エージェント ソフトウェアをサービスの代わりにプロセスとして実行する場合は、自動

テスト実行中にビデオ録画を行います。 

詳細については、MSDN のトピック「方法: テスト設定を使用してテスト中に画面と音声の記録を含

める (機械翻訳)」を参照してください。 

 

ヒント: 一部の DDA がキャプチャするデータは、時間がたつにつれ、データベースの多くの領域を占有す

る可能性があります。Visual Studio 2010 を使用しているデータベース管理者は、既定では、テスト実行

の一環としてアタッチされるデータを制御できません。たとえば、キャプチャするデータのサイズを制限す

るポリシー設定も、クリーンアップを実行するまでに保持するデータ量を指定するアイテム保持ポリシーも

ありません。このような問題に役立つ、Test Attachment Cleaner for Visual Studio Ultimate 2010 & 

Test Professional 2010 (英語) をダウンロードできます。このツールを使用すると、キャプチャする診断

データの各セットにどの程度のデータベース領域が必要かを判断して、チームには必要なくなった領域を解

放できます。 

ロード テスト 

アプリケーションがさまざまな使用レベルでどの程度適切に反応するか判断するために、ロード テストを作

成します。これらのロード テストには、Web パフォーマンス テスト、単体テスト、またはコード化された 

http://msdn.microsoft.com/library/dd286598(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd286598(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd286596(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd286596(VS.110).aspx
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/3d37ce86-05f1-4165-957c-26aaa5ea1010/
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/3d37ce86-05f1-4165-957c-26aaa5ea1010/


UI テストの特定のセットを含みます。ロード テストでは、同時にプログラムにアクセスする複数のユーザ

ーのシミュレーションを行うことで、ソフトウェア プログラムの想定使用量をモデル化します。想定外の動

作をテストする場合にもロード テストを使用します。 

ロード テストは、次のような複数の種類のテストで使用できます。 

 スモーク: 短期間、軽い負荷をかけてアプリケーションを実行した場合の状況をテストします。 

 ストレス: 長時間、高い負荷をかけて、アプリケーションが正常に実行されるかどうかを確認しま

す。 

 パフォーマンス: アプリケーションの応答性を確認します。 

 キャパシティ プランニング: さまざまなキャパシティでのアプリケーションの実行状況をテストしま

す。 

 

Visual Studio Ultimate では、ローカルでのロード テストの実行時に、数に制限なく、仮想ユーザーのシミ

ュレーションを行うことができます。ロード テストでは、ロード テスト中にシミュレーションを行うユーザ

ー負荷を調整する方法を、ロード パターンのプロパティで指定します。Visual Studio Ultimate には、組み

込みのロード パターンとして、持続、ステップ、およびゴール志向の 3 つがあります。ロード パターンを

選択して、プロパティをロード テストの目標に適切なレベルに調整します。ロード パターンの詳細について

は、MSDN のトピック「ロード パターンを編集して仮想ユーザー アクティビティをモデル化 (機械翻訳)」

を参照してください。 

たとえば、数千人のユーザーが同時に使用することを想定するアプリケーションの場合、十分な負荷を生成す

るために複数のコンピューターが必要です。これを実現するには、1 つ以上のテスト コントローラーと 1 

つ以上のテスト エージェントで構成するコンピューターのグループをセットアップします。テスト エージェ

ントはテストを実行し、シミュレーションする負荷を生成します。テスト コントローラーは、テスト エージ

ェントを調整してテスト結果を収集します。ロード テスト用にテスト コントローラーとテスト エージェン

トをセットアップする方法の詳細については、MSDN のトピック「テスト コントローラーおよびテスト エ

ージェントを使用した複数のテスト コンピューターへのロード テスト実行の分散 (機械翻訳)」を参照して

ください。 

ロード テストでの Web パフォーマンス テスト 

ロード テストに Web パフォーマンス テストを追加するときは、サーバーに同時接続を行って複数の 

HTTP 要求を行う、複数のユーザーのシミュレーションを行います。各 Web パフォーマンス テストすべて

に適用する、ロード テストのプロパティを設定できます。 

ロード テストでの単体テスト 

ロード テストで単体テストを使用して、API 経由でサーバーをテストします。通常、これは、シック クラ

イアント経由、またはブラウザー以外のサーバー サービス経由でアクセスされるサーバー用です。Windows 

http://msdn.microsoft.com/library/dd997551(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd728093(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd728093(VS.110).aspx


Communication Foundation (WCF) を使用してサーバーと通信する、Windows フォームや Windows 

Presentation Foundation (WPF) フロント エンドを使用する Windows アプリケーションがその一例で

す。この場合は、WCF を呼び出す単体テストを開発します。もう 1 つの例は、Web サービス経由でサーバ

ーを呼び出す別のサーバーです。また、2 層のクライアントから SQL Server を直接呼び出すこともありま

す。この場合は、SQL Server を直接呼び出す単体テストを開発します。 

ロード テストでのコード化された UI テスト 

ロード テストには、コード化された自動 UI テストも含めることができます。コード化された UI テスト

は、特定の状況でのみ含めるようにします。コード化された UI テストをロード テストで使用するすべての

シナリオでは、コード化された UI テストをパフォーマンス テストとして使用します。コード化された UI 

テストでは UI 層でのパフォーマンスをキャプチャできるため、パフォーマンス テストに役立ちます。たと

えば、クライアントにデータを返すのに 1 秒かかるアプリケーションがあるとすると、ブラウザーにデータ

を表示するのに 8 秒かかったとしても、Web パフォーマンス テストではこの種のパフォーマンスの問題を

キャプチャできません。 

ロード テストでコード化された UI テストを使用すると、プロトコル層でのスクリプト化が困難なアプリケ

ーションがある場合にも役立ちます。この場合、プロトコル層を正しくスクリプト化できるまで、コード化さ

れた UI を使用して一時的に負荷をかけることができます。 

詳細については、MSDN のトピック「ロード テストでのコード化された UI テストの使用 (機械翻訳)」を

参照してください。 

ロード テストの作成 

ロード テストは、Visual Studio Ultimate の新しいロード テスト ウィザードを使用して作成します。この

ウィザード使用時に、ロード テスト用に次の 3 つの設定を指定します。 

 ロード テストの初期シナリオ: ロード テストはシナリオを含みます。シナリオは、Web パフォーマ

ンス テスト、単体テスト、およびコード化された UI テストを含みます。シナリオはロード テスト

内のコンテナーで、ロード パターン、テスト ミックス モデル、テスト ミックス、ネットワーク ミ

ックス、および Web ブラウザー ミックスを指定します。シナリオは、テスト特性の構成に柔軟性

を与え、複雑で現実的なワークロードのシミュレーションが可能になるため、重要です。たとえば、

遅延や待ち時間といったロード テストの特定の要件を満たすために、ロード テスト シナリオのさま

ざまなプロパティを指定することもできます。 

ヒント: ロード テスト エディターを使用して変更できるロード テスト シナリオのプロパティの一

覧については、MSDN のトピック「ロード テスト シナリオのプロパティ (機械翻訳)」を参照して

ください。 

シナリオは、特定のユーザー グループを表すものと考えることができます。シナリオ内のテストは、

このようなユーザーのアクティビティを表し、ロード パターンはグループ内のユーザー数を、ネット

http://msdn.microsoft.com/library/ff468125(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/ff406966(VS.110).aspx


ワークとブラウザーの設定はこれらのユーザーが使用することを想定するネットワークとブラウザー

を制御します。 

 ロード テストでのコンピューターとカウンター セット: カウンター セットとは、ロード テスト中

に監視すると役に立つ、一連のシステム パフォーマンス カウンターのことです。カウンター セット

は、ASP.NET カウンター セットや SQL カウンター セットなど、テクノロジ別に整理されます。

ロード テストを作成するときに、ロード テストに含めるコンピューターとカウンター セットを指定

します。 

 

ロード テストのカウンター セット 

 

注: ロード テストを複数のリモート コンピューターに分散する場合、コントローラーとエージェン

ト カウンターが、コントローラーとエージェント カウンター セットに割り当てられます。ロード 

テストでリモート コンピューターを使用する方法の詳細については、「テスト コントローラーおよ

びテスト エージェントを使用した複数のテスト コンピューターへのロード テストの実行の分散 

(機械翻訳) 」を参照してください。 

 ロード テストの初期実行設定: 実行設定は、ロード テストの実行方法に影響を与える一連のプロパ

ティです。 

http://msdn.microsoft.com/library/dd728093(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd728093(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd728093(VS.110).aspx


ロード テストには、複数の実行設定を含めることができます。ロード テストを実行する場合は、そ

のうち 1 つの実行設定のみがアクティブになります。他の実行設定は、その後のテスト実行に別の設

定を使用する場合にすぐに対応できるように用意しておきます。 

ヒント: ロード テスト エディターを使用して変更できる実行設定のプロパティの一覧については、

MSDN のトピック「ロード テストの実行設定のプロパティ (機械翻訳)」を参照してください。 

 

ロード テスト ウィザードで使用する詳細手順を確認するには、MSDN のトピック「新しいロード テスト 

ウィザードを使用したロード テストの作成 (機械翻訳)」を参照してください。新しいロード テスト ウィザ

ードを使用してロード テスト用に構成する初期設定は、後からロード テスト エディターを使用して編集で

きます。詳細については、「ロード テスト エディターを使用したロード テスト シナリオの編集 (機械翻

訳)」を参照してください。 

ロード テストの実行と分析 

ロード テスト アナライザーでは、実行中のロード テストも完了したロード テストも表示できます。  

ヒント: ロード テストを実行する前に、ロード テストに含まれているすべての Web パフォーマンス テ

スト、単体テスト、およびコード化された UI テストが、単独で実行した場合に成功することを確認しま

す。  

テストの実行中、ロード テスト アナライザーで監視できるパフォーマンス カウンターの要約データ セット

がメモリに保持されます。結果のメモリ要件が無限に増大するのを防ぐため、パフォーマンス カウンターご

とに保持できるサンプル数は 200 サンプルまでに制限されます。この制限には、現在までの実行経過時間中

に等間隔で収集された 100 サンプルと、最近の 100 サンプルが含まれます。実行中に累積した結果を、

「進行中のロード テストの結果」と呼びます。 

http://msdn.microsoft.com/library/ff406976(VS.110).aspx
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ロード テスト実行の分析 

パフォーマンス カウンターの要約データ セットに加えて、ロード テスト アナライザーには、ロード テス

トが実行しているときに、進行中のロード テスト固有の結果データを分析する際に使用できる以下の機能が

あります。 

 プログレス インジケーターに残り時間が示されます。 

 ロード テストを停止するボタンがロード テスト アナライザーのツール バーに表示されます。 

 ロード テスト アナライザーのツール バーで、グラフ表示モードとして折りたたみまたはスクロール

を指定できます。 

◦ 折りたたみは、ロード テストの実行中のロード テスト アナライザーの既定のグラフ モー

ドです。折りたたみグラフはロード テストの実行中に使用されます。このモードでは、テ

ストの全実行時間のパフォーマンス カウンターの傾向が表示されますが、メモリに保持す

る必要があるデータの量は少なくて済みます。 

◦ スクロール グラフ モードは、ロード テストの実行中に結果を表示するときに使用できま

す。スクロール グラフは、最近のデータ ポイントを示すオプションのビューです。テスト

で最近 100 件のデータ間隔のみを表示するには、スクロール グラフを使用します。 

 [概要] ペインには、実行中のロード テストの構成、要求、およびテスト ケースの情報が表示されま

す。 

 



ロード テストの実行 

1. Visual Studio Ultimate のソリューションで、テスト プロジェクトを探してロード テストを開き

ます。 

2. ロード テスト エディターで、ツール バーの [実行] ボタンをクリックします。 

 

ロード テストの実行 

 

詳細については、MSDN のトピック「方法: ロード テストを実行する (機械翻訳)」および「ロード テスト

の実行の分析」を参照してください。 

IntelliTrace 

再現できないバグは、Contoso 社だけでなく、チームの開発者にとっても長い間問題になっていたことは間

違いありません。テスト コンピューターで、アプリケーションがテスト中にクラッシュしても、開発者のコ

ンピューターでは問題なく動作することがあります。 

Contoso 社にとっては、このような状況でアプリケーションの問題を診断することは、とても難しく、コス

トが高く、時間がかかるものでした。開発者が受け取る多くのバグには、問題の再現手順が含まれていませ

ん。問題の再現手順が含まれていても、アプリケーションのテスト環境固有に発生する問題かもしれません。 

Fabrikam 社では、再現できない多くのエラーを解決できるように、テストで IntelliTrace データを収集し

て、この種の問題に対処しています。IntelliTrace 診断データ アダプター (DDA) を使用するようにテスト

設定を構成すると、そのテストでは自動的に IntelliTrace データが収集されます。収集したデータは 

IntelliTrace 記録として保存され、開発者は Visual Studio を使ってこの記録を後から開くことができま

す。Team Foundation Server の作業項目には、テスト担当者が IntelliTrace 記録を開発者と共有できる便

利な手段が用意されています。開発者は、ダンプ ファイルのデバッグを事後検証する場合と同様の方法で問

題をデバッグするときに、より多くの情報を利用できます。 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms182590(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/ms182591(VS.110).aspx
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IntelliTrace DDA の構成 

Microsoft Test Manager または Visual Studio のいずれかを対象にテスト設定を構成し、IntelliTrace 

DDA を使用して、特定の診断トレース情報を収集します。この DDA を使用するテストでは、開発者が後か

らコードをトレースしてバグの原因を見つけることができるように、アプリケーションの重要な診断イベント

を収集します。IntelliTrace DDA は、手動テストでも自動テストでも使用できます。 

注: IntelliTrace は、マネージ コードで記述されているアプリケーションのみで機能します。クライアント

にブラウザーを使用する Web アプリケーションをテストする場合は、トレース可能なマネージ コードが

ないため、テスト設定でこのクライアント用の IntelliTrace を有効にしないようにします。この場合は、

環境をセットアップして、IntelliTrace データを Web サーバーでリモートで収集します。 

IntelliTrace DDA は、IntelliTrace イベントだけを収集するように構成できます。このように構成すると、

テストのパフォーマンスへの影響を最小限に抑えて、重要な診断イベントがキャプチャされます。

IntelliTrace DDA は以下の種類のイベントを収集します。 

 デバッガー イベント: アプリケーションのデバッグ時に Visual Studio デバッガー内で発生するイ

ベントです。アプリケーションのスタートアップはデバッガー イベントの 1 つです。その他のデバ

ッガー イベントとして、アプリケーションをブレーク状態にする「停止イベント」があります。停止

イベントの例には、ブレークポイントへの到達、トレースポイントへの到達、[ステップ] コマンドの

実行などがあります。パフォーマンス上の理由により、IntelliTrace はすべてのデバッガー イベント

のすべての有効な値の収集は行いません。代わりに、ユーザーに見える値を収集します。たとえば、

[自動変数] ウィンドウが開かれていると、IntelliTrace は [自動変数] ウィンドウに表示される変数

を収集します。[自動変数] ウィンドウが閉じられていると、これらの値は収集されません。 ソース 

ウィンドウで変数をポイントすると、データヒントに表示される値が収集されます。ただし、固定さ

れたデータヒントの値は収集されません。 

 例外イベント: 例外がスローおよびキャッチされた時点でハンドルされた例外、およびハンドルされ

ない例外の場合に発生するイベントです。IntelliTrace では、例外の種類と例外メッセージを収集し

ます。 

 フレームワーク イベント: Microsoft .NET Framework ライブラリ内で発生するイベントです。[オ

プション] ダイアログ ボックスの [IntelliTrace イベント] ページに、収集できる .NET イベントの

一覧がすべて表示されます。IntelliTrace によって収集されるデータは、イベントによって異なりま

す。たとえば、ファイル アクセス イベントの場合はファイルの名前が収集され、チェック ボックス

の確認イベントの場合は、チェック ボックスの状態とテキストが収集されます。 

 

また、IntelliTrace DDA を構成して、IntelliTrace イベントとメソッド レベルのトレース両方を記録できま

すが、このようにすると、テストのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。以下のような、

IntelliTrace DAA の追加構成オプションがいくつかあります。 



 IIS で実行する ASP.NET アプリケーションのデータの収集。  

 特定のモジュールに対する IntelliTrace 情報収集の有効化または無効化。デバッグに必要がないモジ

ュールがあるときに、この機能が役に立ちます。たとえば、十分にテストし、徹底的にデバッグした

レガシ DLL プロジェクトを含むソリューションをデバッグするとします。デバッグの対象にしない

モジュールを除外することで、[IntelliTrace] ウィンドウの表示が見やすくなり、目的のコードに集

中しやすくなります。また、パフォーマンスが向上し、ログ ファイルに使用されるディスク領域も減

ります。呼び出しとパラメーターを収集する場合、相違点が膨大になる可能性があります。 

 記録に使用するディスク容量。 

 

テスト設定に IntelliTrace DDA を追加する詳細手順を表示するには、MSDN のトピック「方法: 困難な問

題をデバッグするのに役立つ IntelliTrace データを収集する (機械翻訳)」を参照してください。 

 

IntelliTrace DDA の構成 

http://msdn.microsoft.com/library/dd286579(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd286579(VS.110).aspx


IntelliTrace による再現できないバグの修正 

IntelliTrace の記録は、アプリケーションの実行中に発生するイベントのタイムラインを提供します。

IntelliTrace の記録を使用すると、最終状態だけでなく、アプリケーションの実行初期段階で発生したイベン

トも表示できます。この方法による IntelliTrace 記録のデバッグは、ダンプ ファイルのデバッグというより

も、実行中のアプリケーションのデバッグに似ています。 

IntelliTrace を使用すると、チームの開発者は、再現できないエラーやクラッシュをデバッグできます。開発

者は、IntelliTrace DDA をローカルに、または Test Manager から構成することで、作成されたログ ファ

イルをデバッグできます。チームのメンバーは、ログ ファイルを Test Manager から Team Foundation 

Server の作業項目またはバグに直接リンクして、開発者に割り当てることができます。この方法により、

IntelliTrace と Test Manager がチームのワークフローに組み込まれます。 

IntelliTrace ファイルをデバッグする手順は、ダンプ ファイルのデバッグ手順に似ています。ただし、従来

のダンプ ファイルと比べると、IntelliTrace ファイルには非常に多くの情報が記録されます。ダンプ ファイ

ルの場合、ある時点 (通常はクラッシュが発生した時点) におけるアプリケーション状態のスナップショット

が記録されます。IntelliTrace の場合は、履歴をさかのぼってアプリケーションの状態を確認し、アプリケー

ションの実行初期段階で発生したイベントの状態を確認できます。このようにログ ファイルを使用すること

により、ダンプ ファイルを使用するよりも短時間で簡単にデバッグできます。 

IntelliTrace は、時間のかかる再現できないバグを減らすことで、サイクル タイムを大幅に増加します。 

バグにアタッチされた IntelliTrace 記録をデバッグに使用する手順を確認するには、MSDN のトピック

「Test Manager からの IntelliTrace データを使用した再現困難なエラーのデバッグ (機械翻訳)」を参照し

てください。 

運用の監視とフィードバックをサポートするツール 

フィードバック ツール 

適切な個人から、適切なタイミングで、適切なフィードバックを得ることが、プロジェクトやアプリケーショ

ンの成否を決める場合があります。関係者から頻繁かつ継続的なフィードバッグを受け取ることで、チームは

顧客が期待するエクスペリエンスを構築できます。同じソリューションに取り組む関係者は、問題点を適切に

把握し、それを解決する適切な方法を思い描くことができます。アプリケーションを開発するチームのメンバ

ーは、開発サイクル全体を通じて軌道修正が可能です。このような軌道修正は、関係者から受け取るネガティ

ブなフィードバッグによっても、ポジティブなフィードバッグによっても行われます。  

関係者のフィードバックを管理するために Team Foundation Server ツールを使用すると、チーム関係者

は、頻繁かつ継続的にフィードバックを提供できるようになります。フィードバック要求フォームに柔軟なイ

ンターフェイスを採用して、フィードバックを得たい注目点や項目を指定できるようにします。このツールを

使用して、将来のリリースのために取り組んでいる Web アプリケーションやダウンロード可能なアプリケ

http://msdn.microsoft.com/library/dd264954(VS.110).aspx


ーションに関するフィードバックを要請します。Microsoft Feedback Client では、関係者は、チームにとっ

て豊富で有益なデータを、アクション スクリプト、注釈、スクリーンショット、ビデオ録画、オーディオ録

音などを使ってバックグラウンドで記録しながら動作するソフトウェアを直接操作できます。 

詳細については、MSDN のトピック「継続的フィードバックによる利害関係者との連携 (機械翻訳)」を参照

してください。 

フィードバック要請の作成 

現在のアプリケーション サイクルに関わる関係者、顧客、またはチーム メンバーにフィードバックを要請す

るのは比較的簡単です。フィードバック要請の作成は、Web Access を使用して、以下の手順で実現できま

す。 

1. Web ブラウザーを開き、URL を入力して Team Web Access に接続します。

http://Fabrikam:8080/tfs/ など。 

2. [ホーム] ページで、チーム プロジェクトのコレクションを展開し、チーム プロジェクトを選択しま

す。  

3. チーム プロジェクトの [ホーム] ページで、[フィードバックの要求] リンクをクリックします。  

4. [フィードバックの要求] ダイアログ ボックスが表示されます。 

5. 表示される手順に従ってフォームに入力します。 

 

フィードバックの入力 

関係者は、Microsoft Feedback Client を使用して、チームのフィードバック要請に応えます。このツールで

は、開発中のアプリケーションを起動して、ビデオ、口頭、または入力したコメントとして、このアプリケー

ションの操作をキャプチャできます。フィードバックは、追跡可能性をサポートするために Visual Studio 

2012 Team Foundation Server に保存されます。関係者は、口頭のコメントを録音し、テキストを入力

し、画面にクリップや注釈を付け、ファイルを添付することでアプリケーションの操作を記録できます。  

関係者がフィードバック要請を電子メールで受け取ると、その電子メールにフィードバック セッションを開

始するためのリンクが含まれています。 

注: 電子メールには、フィードバック ツールをまだインストールしていない場合にインストールするための

リンクが含まれています。 

http://msdn.microsoft.com/library/hh301769(VS.110).aspx


 

フィードバックを要請する電子メール 

このリンクをクリックすると、[開始] ページでフィードバック クライアントが開きます。[開始] ページ

で、[アプリケーション] のリンクをクリックして、フィードバックの入力を要請されたアプリケーションを

開いたり、開始したり、またはインストールしたりします。 

 

アプリケーションの起動 

[入力] ページに、フィードバックを入力する項目が 1 つ以上表示されます。項目ごとに、求められているコ

ンテキストを把握できます。また、ビデオ録画、オーディオ録音、テキスト、スクリーンショット、またはフ

ァイル添付を使って自由な形式のフィードバックを提供できます。項目が 1 つ完了したら、[次へ] をクリッ

クして次の項目に移動します。 



 

項目ごとのフィードバックの入力 

フィードバックを入力するときに、リッチ テキスト コメントの追加、スクリーンショットの追加、および関

連ファイルの添付が可能です。フィードバック入力中に、[画面および音声]、[画面のみ]、または [音声の

み] のいずれかを使用することで、フィードバック セッションの記録オプションを選択できます。  

 

フィードバックのオプション 

フィードバックを入力したら、送信は簡単です。フィードバックは、作業項目としてチーム プロジェクトに

アップロードします。 



 

フィードバックの送信 

リモート デバッグ 

ネットワーク上の他のコンピューターやデバイスの問題を切り分けることが役に立つ場合があります。たとえ

ば、ステージング サーバーやテスト コンピューターで発生した問題をデバッグして、問題点を分離または再

現する必要があるとします。リモート デバッガーを使用すると、ネットワークのコンピューターでデバッグ

をリモート実行できます。リモート デバッグを実行しているときは、Visual Studio をサポートする任意の

プラットフォームをホスト コンピューターにすることができます。 

注: リモート デバイスと Visual Studio コンピューターをネットワークで接続するか、またはイーサネッ

ト ケーブルで直接接続する必要があります。インターネット経由のデバッグはサポートされません。 

リモート コンピューターまたはリモート デバイスにリモート デバッグ コンポーネントをインストールして

実行する必要があります。また、リモート デバイスにリモート デバッガーをインストールする場合は管理者

権限が必要です。リモート デバッガーと通信するには、リモート デバイスへのユーザー アクセス許可も必

要です。リモート デバッガーのインストールの詳細については、MSDN のトピック「方法: リモート デバ

ッグをセットアップする (機械翻訳)」を参照してください。 

まとめ 

テスト担当者が使えるのは print ステートメントだけではありません。Visual Studio 2012 には適切に統合

された強力なツールがあります。この章では、以下の項目について確認しました。 

 パフォーマンス テストとストレス テスト 

 ロード テスト  

http://msdn.microsoft.com/library/bt727f1t(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/bt727f1t(VS.110).aspx


 IntelliTrace 

 関係者のフィードバック ツール 

 リモート デバッグ 

 

Visual Studio 2010 と Visual Studio 2012 の違い  

 ロード テストと Web パフォーマンス テストの作成: ロード テストと Web パフォーマンス テス

トを作成する場合、Visual Studio 2012 では 2 つのテストを 「Web パフォーマンスとロード テ

スト」のプロジェクトに追加します。Visual Studio 2010 では、ロード テストと Web パフォーマ

ンス テストを 1 つのテスト プロジェクトに追加して作成します。Visual Studio 2010 のテスト 

プロジェクトは、単体テスト、コード化された UI テスト、汎用テスト、および順序指定テストにも

使用します。詳細については、MSDN のトピック「Visual Studio 2010 からのパフォーマンス テス

トとロード テストのアップグレード (機械翻訳)」を参照してください。 

 ロード テストと Web パフォーマンス テストの実行: Visual Studio 2012 では、ロード テストを

ロード テスト エディターから実行する必要があります。同様に、Web パフォーマンス テストは、

Web パフォーマンス テスト エディターから実行する必要があります。Visual Studio 2010 では、

Web パフォーマンス テストとロード テストは、それぞれのエディター、テスト ビュー ウィンド

ウ、またはテスト リスト エディター ウィンドウから実行できます。 

Visual Studio 2012 では、Visual Studio 2010 にあった [テスト] メニューも非推奨になっていま

す。コード化された Web パフォーマンス テストを実行またはデバッグするには、エディターのショ

ートカット メニューから実行する必要があります。詳細については、MSDN のトピック「方法:コー

ド化された Web パフォーマンス テストを実行する (機械翻訳)」を参照してください。 

Visual Studio 2012 では、テスト ビュー ウィンドウが単体テスト エクスプローラーに置き換えら

れ、単体テストやコード化された UI テストのコード開発に、よりアジャイルなテスト エクスペリエ

ンスを提供します。単体テスト エクスプローラーには、Web パフォーマンス テストとロード テス

トのサポートは含まれていません。 

 ロード テストの仮想ユーザーの制限事項: Visual Studio Ultimate 2012 では、ロード テストで使

用できる仮想ユーザー数に制限はありません。Visual Studio Ultimate 2010 では、ローカルにロー

ド テストを実行する場合、仮想ユーザー数が 250 人に制限されます。ロード テストでこれ以上の

仮想ユーザー数を必要とする場合、またはリモート コンピューターを使用する場合は、Visual 

Studio Load Test Virtual User Pack 2010 または Visual Studio 2010 Load Test Feature Pack 

をインストールする必要があります。 

Visual Studio Load Test Virtual User Pack 2010 を購入できるのは、Visual Studio Ultimate を

http://msdn.microsoft.com/library/hh704420(VS.110).aspx
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購入している場合です。各ユーザー パックは、テスト コントローラーで 1000 人の仮想ユーザーを

追加構成して、環境の仮想マシンでロード テストを実行できます。 

Visual Studio 2010 Load Test Feature Pack は、MSDN サブスクリプションの会員であれば入手

できます。この機能パックでは、仮想ユーザー数の制限がありません。この機能パックの無制限の仮

想ユーザー ライセンスまたは Visual Studio Load Test Virtual User Pack 2010 をインストールす

るもう 1 つのメリットは、マルチプロセッサ アーキテクチャを有効にできることです。マルチプロ

セッサ アーキテクチャでは、ライセンスがインストールされるコンピューターは複数のプロセッサを

使用できます。それ以外の場合は、コンピューターは 1 つのコアのみを使用するように制限されま

す。 

 ロード テストまたは Web パフォーマンス テストで使用されるテスト コントローラーのアップグ

レード: Web パフォーマンス テストまたはロード テストに Visual Studio のテスト コントローラ

ーを使用している場合、このようなテスト コントローラーは Team Foundation Server を使用して

構成されないため、テスト コントローラーのバージョンと Visual Studio のバージョンは一致して

いる必要があります。詳細については、MSDN のトピック「Visual Studio 2010 からのテスト コン

トローラーのアップグレード (機械翻訳)」および「テスト エージェントおよびテスト コントローラ

ーのインストールと構成 (機械翻訳)」を参照してください。 

 フィードバック クライアント: Feedback Client ツールは Visual Studio 2012 の新しいツールで、

Visual Studio 2010 にはありません。 

 リモート デバッガー: Visual Studio のリモート デバッグ プロセスが簡素化されています。リモー

ト デバッガーのインストールと実行する場合は、リモート コンピューターでも Visual Studio を実

行するコンピューターでもファイアウォールを手動で構成する必要がなくなりました。[リモート デ

バッガー接続の選択] ダイアログ ボックスを使用すれば、リモート デバッガーを実行するコンピュ

ーターを簡単に見つけて接続できます。 

 

詳細情報 

本書全体にわたって数多くの参考資料を紹介しています。これらの資料を参考に、詳しい背景情報やさまざま

なテクノロジに関する情報などを簡単に入手できます。さまざまな資料を簡単に入手できるように、文献目録

を用意しました。ここには本書で紹介したすべての参考資料へのオンライン リンクを一覧し、ワンクリック

で参照できるようにしています。  
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7: ソフトウェア ライフサイクルにおけるテ

スト 

テストは、ソフトウェア開発には不可欠で、できるだけ早い段階で始めることが重要になるため、要件を決め

るプロセスの一部にテストを含めます。開発プロジェクトの的確な見通しをたてるためには、ユーザーからの

フィードバックをアプリケーションの将来にどのように活かすかなど、ライフサイクル全体に少し目を向けて

みることが大切です。ここまでに説明したツールや技術は、開発プロセスが変われば必然的に多種多様になら

ざるを得ないにもかかわらず、追加の費用をかけず変化にすばやく対応するのに役立ちます。とは言え、新し

いツールの導入やプロセスの改善は段階的に行い、各段階で結果を評価すべきです。  

テストは、ライフサイクルの一部です。ソフトウェア開発ライフサイクルとは、ニーズを聞き取り、それを満

たすコードを記述して、関係者 (ユーザー、所有者、ソフトウェアの機能に関心がある他のユーザー) に受け

入れられるかどうかをたしかめるサイクルです。うまくいくと関係者はソフトウェアを気に入りますが、機能

の追加や変更も望むため、コードを更新し、補強することになり、新たなサイクルが繰り返されます。このサ

イクルは、Fabrikam 社のアイスクリーム販売プロジェクトのように数日おきに繰り返されることもあれば、

Contoso 社のヘルスケア サポート システムのように入念に仕様が決められ、慎重にテストが行われるた

め、数年おきに繰り返されることもあります。 

 

ソフトウェア開発ライフサイクル 

テストは、顧客の代理で行います。場合によっては、ソフトウェアを一般公開して、苦情や称賛が返されるの

を待つことで、テストを行うことも考えられます。ソフトウェアの人気が出る前から、ビジネス モデルとし



てこのような方針を採用して非難を受けている企業もあります。しかし概して、このような企業は、顧客に確

実に満足してもらえるソフトウェアにしてからリリースすることで、帳尻を合わせています。  

そこで、テストは、関係者のニーズを基に設計し、製品をユーザーにリリースする前に実施します。できるな

ら、事前にしっかりとテストを行い、ニーズを満たさない開発に取り組んで、時間を無駄にしないようにしま

す。  

このようなことから、2 つの重要な原則が明らかになります。 

 テストは要件を表す。ユーザー ストーリーを付箋に書いて壁に貼るにしても、ユース ケースを分厚

いドキュメントに記載するにしても、テストは要件を基に設計し、要件にリンクする必要がありま

す。つまり、テストを立案することは、要件を議論するきっかけになります。 

 テストに合格するまで終わらない。完了の唯一有効な尺度はテストの成功です。  

 

どのようにソフトウェアを開発するとしても、この 2 つの原則が当てはまります。 

プロセス ウォーズ 

チームが異なればプロセスも異なり、それぞれ正当な理由があります。車のエンジンを制御するソフトウェア

は、ユーザーの安全性が重要で、現場での変更は困難です。反対に、販売現場では明らかに安全性の重要度が

下がり、数時間で変更できることが望まれます。重要度が高いソフトウェアは厳密なプロセスで開発され、多

くの監査を受け、大量のドキュメントを用意し、多くの段階を経て、さまざまな役割を持つ担当者が関与しま

す。一方、サイクルの早いソフトウェアは、各担当者の役割があまり区別されず、プロセスについてのドキュ

メント、仕様、書類もあまり用意されない、数段形式ばらないチームによって開発されます。 

それでも、立場の異なる開発チームにもいくつか共通点があり、同じツールとプラクティスの多くからメリッ

トを得られます。 



 



 



 

システム テストはだれが作成するか 

システム テストを実施するのは開発者か、別のテスト担当者のグループかという論争があります。例によっ

て、答えはこの 2 つの極論の間にあり、状況によって異なります。 

サイクル全体を迅速にすることが不可欠なプロジェクトでは、開発とテストの分離はお勧めしません。引継ぎ

による遅延が生じます。開発者の作業が進むまでバグは検出されません。 



開発とテストを分離する意見として最も説得力があるのは、テストと開発では必要なスキルと姿勢が異なると

いう意見です。開発中に開発者が考えるのは、「可能な限りユーザーの役に立つソフトウェアをどのように作

るか」です。しかし、テスト中にテスト担当者が考えるのは「どうすればソフトウェアが機能しなくなるか」

です。開発チームのメンバーは、製品に優しくなりすぎて、うまくいきそうな方法で動かそうとしがちです 

(だから議論が巻き起こります)。一方、熟練のテスト担当者は、脆弱性を探し、問題になりそうな箇所を見つ

けるために、開発者が理不尽だと感じるような状況を設定して、操作シーケンスを実行します。  

最も有能なテスト担当者は、コードを記述できる担当者です。まったく同様に、最も有能な開発者は、優れた

テストを立案できる開発者です。マイクロソフトには、テスティング分野のソフトウェア開発エンジニア 

(SDET) という肩書きの仕事があります。SDET は、ソフトウェアをテストする高度なスキルと、優れたコ

ードを記述できる高度なスキルを兼ね備えたスペシャリストです。優れた SDET は、モデル ベース テスト

を作成でき、システムの設計とその依存関係を見極める十分な能力を持ち、エラーの原因を特定できる力を備

えています。  

独立したテスト担当者がいるかどうかは、チームの歴史と、プロジェクトの性質によります。重要度が高いシ

ステムを作成しているのでなければ、開発チームとテスト チームは分けないようにします。開発に重点を置

く担当者とテストに重点を置く担当者が個々にいるとしても、同じチームに留めておくようにします。ときに

は、それぞれが重点を置く役割を変えます。 

独立したテスト担当者を用意する場合は、以下の点に注意します。 

 テスト ケースを記述することが、要件を決める際にきわめて重要になります。ユーザー ストーリー 

(または他の要件) を議論するときは、毎回、テスト チームのメンバーを参加させます。第 4 章「手

動システム テスト」で説明したように、受け入れテスト駆動型の開発を実践しているチームもありま

す。この場合、システム テストは要件を明文化したものにすぎません。  

 自動システム テストは、バグの再発を減らす重要なツールなので、開発サイクルの短縮にも重要な要

素になります。テスト チームには開発者を 1、2 名参加させます。経験では、開発者が参加する

と、テストの多くの面でかなりの改善がもたらされます。 

 

DevOps 

アプリケーションのライフサイクルの大半は、顧客が使用するために展開することに費やされます。ソフトウ

ェア システム開発の興奮や挑戦は強烈ですが、運用の観点からはシステムのライフサイクルの始まりにすぎ

ません。運用担当者が重要視するのは、実運用でシステムがうまく機能するかどうかです。 

1 つ確かなことは、どのような場合でも、ほぼ常に、新たなバージョン、新たなリリース、新たなイテレー

ションが生まれることです。最初の成功を手にした顧客は、アイスクリームのほかにクレープ (crêpe) も売

りたいと考えます。しかし、アクセント記号付き文字を含む商品は追加できないことがわかります (当初から



まったく問題にされていなかったとしても、これはバグだと見なされます)。そして、システムが稼働してい

る間ずっとバグとして扱われます。 

一方、標準の販売支援 Web アプリケーションのサイクルは非常に短く、通常、更新が頻繁に行われます。

これは Fabrikam 社が数年にわたって磨き上げてきたプロセスです。「顧客に毎週注文してもらおう」とい

った新しいビジネス アイデアが生まれてから、それをソフトウェアに実装するまでの時間は非常に短期間で

す。それは、この機敏性を実践しているのがソフトウェア開発者だけではないためです。成功しているビジネ

スでは、絶えず小さな改良が加えられ、アイデアを試し、顧客からのフィードバックに応じてさらなる変更を

加えています。  

 

継続的改善 

航空機プロジェクトでは、機能するソフトウェアを次回リリースするまでに開発のイテレーションが数多く行

われます。Web プロジェクトでは、このようなイテレーションは少なく、行われない場合もあります。「継

続的な展開」では、各機能は完成するとすぐにリリースされます。 

このサイクルの研究は「DevOps」と呼ばれるようになりました。多くの方法論の本質と同様、ポイントは単

に DevOps サイクルが考案されたことではなく、サイクルが数年であろうと数時間であろうと、ソフトウェ



ア システムには、常に、次期バージョンや更新プログラムがある点です。しかし、サイクルを観察すれば、

ソフトウェアの提供時点でサイクルが終わらないという考え方で目的を評価できます。  

たとえば、テストする範囲を考えるとき、ただソフトウェアだけを考えるのではなく、そのソフトウェアを取

り巻くビジネス モデルを考えるようにします。運用中のソフトウェアを監視するために何ができるかを考え

ます。既に DevOps サイクルにあるソフトウェアをどのように導入するかを考えます。 

ビジネス プロセスのテスト 

アプリケーションはユーザーが行っていることのほんの一部にすぎず、本当の要件はビジネス プロセスにあ

ります。友だちを作るにしろ、アイスクリームを購入し配達するにしろ、石油精製所を運営するにしろ、最も

重要なことは画面に表示されるものをテストすることではなく、友だちでいられるか、喧嘩になるか、アイス

クリームが配達されるか、溶けてしまうか、石油が精製されるか、爆発して炎上するかをテストすることで

す。 

重要度の高いソフトウェアや組み込みソフトウェアをテストする場合は、工場、航空機、電話などの運用、操

作のシミュレーションを行うテスト ハーネスをセットアップする必要があります。テスト ハーネスは、シス

テムに対して多くの運用、操作シーケンスを行い、適切な運用範囲が保たれることを検証します。シミュレー

ションによってシステムを分離すること以外は本書の目的を超えるため、ここでは扱いません。このような分

離は、第 2 章「単体テスト: 内部のテスト」でもテスト対象を分離する際に説明しました。 

重要度がそれほど高くないシステムの場合、使用するツールはユーザーの習慣や好みに大きく依存し、アプリ

ケーションを取り巻くビジネス プロセスをテストする唯一実質的な手段は、運用中にアプリケーションの動

作を観察することです。 

運用の監視 

運用の監視には 2 つの側面があります。1 つは想定どおりに動作しているかどうかを確認するシステム側の

側面で、もう 1 つはユーザーがシステムをどのように使うかを確認するユーザー側の側面です。監視の対象

はシステムによって異なります。テストのアプローチを要件の議論に持ち込むメリットは、始めからシステム

に監視機能を設計する必要があるという認識が深まることです。 

システムがインターネット インフォメーション サービス (IIS) の Web サイトの場合、Visual Studio の 

IntelliTrace 機能を使って、Web サイトの運用中にメソッド呼び出しやその他のイベントのトレースをログ

に記録できます。既定の設定では、パフォーマンスへの影響は小さく、トレースを使って運用中に生じたあら

ゆる問題をデバッグできます。IntelliTrace を使用するには、スタンドアロンの IntelliTrace コレクターを

ダウンロードします。その後、Visual Studio Ultimate を使ってトレースを分析できます。 

DevOps サイクルの短縮 

テストを使って、DevOps サイクルの回転を速めることができます。顧客に意見を求める代わりに、ボタン

を押してテストを実行します。  

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=38189


 

関係者の代理としてテストを使う回転の速い DevOps サイクル 

当然、テストは、顧客がソフトウェアを試すことの本当の代わりにはなりません。しかし、テストにより 2 

つのことを効率的に行えます。自動テスト (やや範囲が狭いスクリプト テスト) では、以前機能していたも

のが機能しなくなることを、迅速に確認できます。手動テスト (特に熟練のテスト担当者が行う場合) では、

通常の顧客が見つけるには非常に長い時間がかかるバグや、実運用で発生したらコストが高すぎるバグを発見

できます。 

テストや関係者からのフィードバックは、間違った方向に進む危険性を減らします。間違った方向に進むこと

によって生じる無駄を減らすため、テストはできるだけ早い段階で行い、できるだけ頻繁に顧客の意見を求め

ます。 

 



既存コードの更新 

既に存在するシステムを更新している場合は、そのシステムを対象とするテストがあり、そのすべてに合格す

ることを想定します。テストが存在しなければテストを作成する必要があります。変更する部分に関連するテ

ストを作成します。つまり、変更していない動作のテストも、変更するコンポーネントのテストも作成しま

す。  

たとえば、あるメソッドを置き換えて仕事の効率を上げようと考えている場合、置き換え前のメソッドと置き

換え後のメソッドの両方の動作について単体テストを作成します。また、システム全体を書き直すことを考え

ている場合は、変更予定のないシステム機能のシステム テストを作成します。  

コード化されるテストを作成している場合でも、手動テストのステップを記述している場合でも、同じアプロ

ーチが当てはまります。 

コードを変更する前に、テストに合格することを確認します。次に、新しい動作や改善した動作のテストを追

加します。コードの更新後は、以前のテストにも追加したテストにも合格する必要があります。  

開発サイクルにおけるテスト 

上記のように、方法論は一様ではなく、プロジェクトよっても異なります。しかし、どのような場合でも、プ

ロジェクトのあらゆる段階や、アプリケーションの有効期間全体にわたってテストが果たす役割があります。

ここで、プロジェクトのライフサイクルのさまざまな段階においてテストが果たす役割を見てみます。 

テストとは実行可能な要件である 

どのような方法論に従うかにかかわらず、ユーザー ストーリー、プロダクト バックログ項目、ユース ケー

スなど、どのような呼び方をしても、システム テストとは、要件を実行可能な形式で表したものであること

は根本的に変わりません。  

要件は日々変わることがあります。おそらく、細部までこだわってテストを作成するほど変わります。  

そこで、以下のように作成します。 

 各要件からテスト スイートを作成する: 各ケースの代表的なサンプルを表すテスト ケースを作成し

ます。各テスト ケースでは、特定のシナリオの 1 つを調べる、手動テストのステップまたは自動テ

ストのコードを記述します。入力を変えられるように、パラメーター化します。 

 機能の要件とサービスの品質 (QoS) の要件の両方に対応する: QoS の要件には、セキュリティ、パ

フォーマンス、堅牢性などがあります。 

 明文化されていない要件を含める: QoS の要件の多くは明確に議論されていません。テスト担当者の

仕事は、このような側面に対応されているのを確認することです。 

 関係者にテスト ケースを相談する: 要件とテストの関係は一方向ではありません。要件を明確にする

のに役立つ的確なテストにする必要があり、テストにフィードバックを返す必要があります。 



 探索する: システムの動作の多くは仕様に明記されていません。顧客は、「ユーザーがアイスクリー

ムを購入するときに鯨の絵は表示しないように」と提示することはありません。おそらく、これは望

ましい動作でもありません。システムの動作を探るために探索的テストを実行します。 

 重要なテストを段階的に自動化する: 将来のイテレーションやリリース時に、またバグの修正や更新

時に、テストを繰り返す必要があります。テストを自動化すれば、日常のビルドの一環としてすばや

くテストを実行できます。自動テストは繰り返しが可能です。つまり、何かが変わらない限り、必ず

毎回同じ結果になります。  

 テストを遅らせない: 機能が利用可能になったらすぐにテストします。開発とテストのタイム ラグが

短くなるよう、機能を少しずつ (数日単位で) 増やしながら作成するよう計画します。 

 システム テストが完了を決める: すべての要件に対応する自動テストや手動テストが行われ、すべて

に合格するまでだれも家には帰れません。このことは、各機能、プロセスの各サイクル、プロジェク

ト全体に当てはまります。 

(「だれも家に帰れない」というのはたとえです。実際にスタッフを会社に閉じ込めないでください。

会社所在地の条例や他の法に反するおそれがあります)。 

 

開始 

プロジェクトの開始時または開始近辺 (スプリント 0 とも呼ばれる) では、一般に以下のことを行う必要が

あります。 

 テスト インフラストラクチャのセットアップ: ハードウェア、サービス、サービス アカウント、ア

クセス許可、その他の悩みの種、ソース管理、ビルド、ラボ、仮想マシン テンプレートを構築しま

す。詳細については、「付録」を参照するか、以前に実施した経験がある人に相談します。 

 やろうとしていることを把握する: チームで集まり、チームが従うプラクティスについて合意しま

す。全員が把握することから始め、プラクティスを 1 つずつ追加します。うまくいかなかったら、本

書や Guckenheimer と Loje の書籍をお読みください。 

 既存のコードのテストを作成またはインポートして実行する: 既存コードを更新している場合、既存

の手動テストまたは自動テストがあることを確認します。既存のテストを Visual Studio アプリケー

ション ライフサイクル管理プロセスを通じて作成していた場合は簡単です。 

 関係者の希望を把握する: 顧客や開発者と多くの時間を過ごします。顧客や開発者の協力を得て、ビ

ジネス目標とビジネス価値の記述、ユーザー シナリオのスライド ショーの作成、ユーザー ストーリ

ーの記述、ビジネス活動図、事業体と取引関係のモデル、主要関係者間の相互関係図の作図などを行

います。 

 アーキテクチャを理解する: 開発者と連携して、システムの主要コンポーネントや、クレジット カー

ド機関などの外部システムとの依存関係を分析します。開発時に、各コンポーネントを分離してテス



トする方法を話し合います。システムのビルド方法を理解すると、システムの脆弱性がわかります。

テスト担当者として、ルーズな接続や脆弱な部分を探します。 

 計画を下書きする: 「プロダクト バックログ」は、実装順に並べたユーザー ストーリーの一覧で

す。各項目がテスト スイートを作成するための要件です。プロジェクトの開始時点のプロダクト バ

ックログ項目は、大まかで順番もおおよそです。各項目はプロジェクトが進むにつれて洗練されてい

きます。  

プロダクト バックログ項目 (PBI) は、ユーザーや担当者などのプロジェクト関係者がわかるように

命名、記述します。実装の用語では記述しません。つまり、「顧客がアイスクリームを注文できる」

は適切ですが、「顧客が注文データベースにレコードを作成できる」は不適切です。 

各項目では、時間などのリソースに関するコストも大まかに見積もります。

(そこには、ガ

イダンス ドキュメントを用意する場合はそのコストも必要になり、優秀なテクニカル ライターにか

かる費用は安くないことを示します。ただし、常に、優れたユーザー インターフェイスを作成するこ

とを心がけると、ヘルプ テキストが必要なくなり、テクニカル ライターに依頼することもなくなり

ます)。 

 

各スプリント 

スクラム メソドロジを大規模に導入していなくても、開発計画は、通常スプリントと呼ばれるイテレーショ

ンで編成します。各スプリントの期間は、一般に数週間です。各スプリントの開始時または開始近辺で、一連

の要件をプロダクト バックログの先頭から選択します。各項目について議論して、明確にし、開発タスクの

コレクションを Team Foundation Server で作成します。要件ごとにテスト スイートを作成します。 

スプリントの初期に、開発者がコードを記述しているとき、テスト担当者は以下のことを行います。 

 システム テストのテスト ケースを作成します。テストのステップを作成します。ストーリーボード

のスライド ショーがある場合、これらのストーリー全体を構成するステップを記述します。あらかじ

めステップを書き留めておくことは重要です。そうすることで、システムが実際に行うことに対する

先入観が取り除かれます。 

 以前のスプリントの手動テストの一部を自動化します。繰り返したい重要なテストの自動化と拡張を

行います。このようなテストを使用して、最近加えたコード変更によって、以前機能していたものが

機能しなくならないことを確認します。これらのテストを日次ビルドに追加します。 

 

開発者が機能をチェックするときは、以下のことを行います。 

単体テストやシステムテストの作成と実行にかかる時間を各項目に含めて、チーム メンバーに注意を促します。 



 新しい機能の探索的テストを実行します。探索的テストは、製品が機能するしくみを理解し、想定外

の動作を見つけるのに不可欠です。通常、探索的テストから新しいテスト ケースを作成することにな

ります。 

 新しい要件に対して計画したテスト ケースのスクリプトに従って手動テストを実行します。 

 バグをログに記録します。記録するのは、テスト担当者、開発者、製品の所有者、テクニカル ライタ

ーのだれでもかまいません。 

 最初は、バグを、現在のイテレーションで解決する必要があるものと見なします。解決にかなり作業

が必要とわかったら、チームで相談し、解決に向けてプロダクト バックログ項目を作成します。その

後、イテレーションに PBI を割り当てる通常のプロセスに加えます。 

 

スプリントの終わりに向かって、以下のことを行います。 

 前のスプリントの重要な手動テストのうちまだ自動化されていないテストを実行して、機能が依然と

して動作することを確認します。  

 このスプリントの最も重要な手動テストの自動化に着手します。 

 

スプリントの最後には、以下のことを行います。 

 システム テストが、主にスプリントの完了を決めます。スプリントは、割り当てられたテスト ケー

スにすべて合格するまで完了しません。 

 



 

スプリント内でのテスト作業 

計画とスイートの使用 

テスト計画は、テスト スイート、テスト環境、およびテスト構成を組み合わせて表します。 

プロジェクトのイテレーションごとに新しいテスト計画を作成します。テスト スイートはコピーできます。 

異なる Web ブラウザーなど、構成を変えて同じテストを実行する場合は、構成ごとにテスト計画を作成し

ます。2 つ以上のテスト計画からテストを共有できます。この場合は、あるテスト計画から別のテスト計画

へテスト スイートをコピーし、テスト計画のプロパティでテスト環境の構成だけ変更しきます。 



 

スプリント内のテスト計画とテスト スイート 

要するに、テスト スイートの複製操作を実行して、テスト計画を分岐できます。複製操作により、チームは 

2 つの異なるリリースに同時に取り組むことができます。  

レポート 

プロジェクト Web サイトでは、テスト関連のグラフィック レポートが数多く提供されます。選択可能なレ

ポートとレポートの場所は、チームが使用する Team Foundation Server プロジェクト テンプレートによ



って異なります。詳細については、MSDN の「プロセス ガイダンスとプロセス テンプレート (機械翻訳)」

とその関連トピックを参照してください。 

テスト計画進捗レポート 

このグラフは、選択したテスト計画のテスト結果が時間経過に従ってまとめられます。このグラフは、1 回

のイテレーションに関連します。 

緑の部分が増えていかない場合は注意します。イテレーションの終わりにはすべて緑になります。 

テスト ケースの合計数が、グラフの高さで表されます。事前に多くのテスト ケースを記述することを実践し

ている場合は、比較的なだらかな状態から急激に上昇します。 

 

テストの件数 

ユーザー ストーリー テスト状態 

ユーザー ストーリー テスト状態レポートは、現在のイテレーションでの実装が予定されている要件の一覧

で、各要求にリンクされたテスト結果が示されます。 

要件の 1 つが著しく短い線で示されている場合は注意します。要件とテスト数のバランスを取ります。バラ

ンスが取れていない場合は、大きな要件を分割します。  

赤い部分が大きい場合は注意します。要件の手動テストが完了する時点までに、ほとんどのテストに合格する

ようにします。 

http://msdn.microsoft.com/library/hh533801(VS.110).aspx


イテレーションの終わりにグラフのほとんどが緑になっていない場合は注意します。 

 

ユーザー ストーリー テスト状態 

テスト ケース準備 

テスト ケースを計画するときに、計画済みか準備完了状態かを示すフラグを設定できます。このフラグの目

的は、チームがテスト ケースのステップを事前に考案することを実践している場合に、テストがどの段階に

あるかわかりやすくするだけです。 

イテレーションの開始時には、要件のテスト ケースを作成し、タイトルだけを付けます。次に、時間をかけ

てテスト ケースのステップを考えます。ステップが決まり、コードの準備ができたら、テストを実行できま

す。このグラフはイテレーションのテスト ケースの状態を示します。 

一方、コードを準備した後、ほとんどのテスト ケースを探索的テストから作成する方法を実践している場

合、このグラフはあまり役に立たないかもしれません。 

 

テスト ケース準備 



プロセスの改善 

ここまでのポイントをまとめるために、Contoso 社が自社の開発プロセスに導入できる改善点をいくつか示

します。どの変更も少しずつ行い、変更前後に注意深く評価します。 

 シナリオ、ユーザー ストーリーなどの要件を議論しているときは、時折、どのようにテストするかと

いう観点から考えます。テストとは実行可能な要件です。要件を明確にする 1 つの方法として、テス

ト ケースについて関係者と話し合います。 

 システムだけでなく、それを取り巻くビジネス プロセスを評価することを考えます。ユーザーが本当

にアイス クリームを手に入れて喜んでいることを確認する方法を考えます。受け取ったフィードバッ

クを活用する方法を考えます。 

 チーム プロジェクトで要件とテスト ケースの作業項目を作成し、主なテスト ケースのステップを書

き出します。その結果、開発作業の明確な目的がわかります。 

 コードの 70 ～ 80% をカバーすることを目指して単体テストを作成します。アプリケーションをコ

ーディングする前に、少なくともいくつかテストを作成してみます。コードで行うべきことについて

考え、話し合う手段としてテストを使用します。  

 依存関係のあるユニットがまだ完成していなくてもテストできるように、フェイクを使ってユニット

を分離します。 

 ビルドとテストの継続的な実行をセットアップして、失敗したテストの電子メール通知を有効にしま

す。ビルドが損傷したらできるだけ速く解決します。ゲート チェックインを使用して、メイン ソー

スが損傷しないように保つことを検討します。 

 アプリケーションを反復プロセスとして計画します。その結果、実証可能なエンド ツー エンドの基

本機能を早い段階で開発でき、その後段階的に実証可能な機能を追加できます。これにより、ユーザ

ーが必要としないもの開発してしまう危険性が減り、間違ったアーキテクチャにするリスクも少なく

なります。単体テストによりコードの変更が安全になります。 

 仮想ラボをセットアップして、システム テストを実行します。  

 できるだけ早く各テスト ケースを実行します。ビルドが利用可能になったら、毎回バグを見つけるた

めに探索的テストを実行し、追加のテスト ケースを定義します。 

 手動テストのテスト ケースを実行するときは、操作を記録します。その後の実行では、記録したステ

ップを再生します。その結果、回帰テストを迅速に実行できます。 

 環境のスナップショットと共に Microsoft Test Manager のワンクリック バグ レポート機能を使用

し、バグの再現を容易にします。 

 主な手動テストを自動化し、完全な自動ビルドに組み込みます。その結果、開発時のシステムの整合

性についての信頼性が高まります。  



 テストと開発の役割を区別していないチームでは、バグを見つけるのが得意なメンバーを特定し、一

時的に探索的テストに専念できるようにすることを検討します。このメンバーには、テスト計画の検

討も依頼します。 

 開発者とテスト担当者を分けているチームでは、少しの間でも混在させることを検討します。テスト 

リードを要件プロセスに関与させ、自動テストをサポートするために開発者を動員します。 

 

 

要件の正確性を高めるためにテストの観点から要件を考える 

このようなテスト方法のメリット 

要件の変化とバグ レポートへの迅速な対応 

 多くの回帰テストを自動化し、他のテストもすばやく再生できるようにしたことにより、テストが更

新プログラムのリリースの障害ではなくなります。手動テストは新しい機能や修正済みの機能のみに

必要です。仮想ラボ環境を使って、テストを迅速に開始できます。したがって、戻るボタンのバグを

解決し、夜間に回帰テストを実行して、朝にはリリースできます。 

 関係者がシステムをテストして、調整できます。たとえば、アイスクリーム販売会社は、顧客がソー

シャル ネットワーク サイトでお気に入りの味を公表するかどうかについて仮説を立てる必要はあり

ません。アイデアを試し、それが機能するかどうかを確認できます。 



 

無駄を減らしてコストを削減  

 単体テストと自動システム テストにより、既に稼働している機能の想定外の障害も見つけられると確

信できるため、既存のコードの修正を受け入れることができます。つまり、コードの各部分を 1 つず

つ完成させていくのではなく、早い段階でシステムのごく基本的なバージョンを開発して機能させる

ことができます。アーキテクチャが思うように機能しない場合、またはユーザーが考えていたほど気

に入らない場合、間違った方向への開発の取り組みに時間を費やすことがなくなります。プロジェク

トの方向性を調整や、最悪の場合、早い段階で中止を検討できます。 

 「再現しない」バグが減ります。Microsoft Test Manager の操作記録機能を使うと、行ったステッ

プが自動的にバグ レポートに記録されます。チーム メンバーどうしのもめごとが少なくなります。 

 

顧客満足度の向上 

 フィードバックを定期的に受け取ることで、開発者もユーザーもシステムを試し、プロセスとシステ

ムへの要望を調整できます。最終的な製品がユーザーのニーズを満たす可能性が高まります。  

 関係者が変更も求めた場合、またはバグが報告されたときに、システムをすばやく改善または修正で

きます。 

 



 

次のステップ 

ここまでの説明から、読者や読者のチームが悩みを減らし、適切かつ迅速に顧客を満足させるソフトウェアを

開発できるようなアイデアをいくつか得ていただけたならさいわいです。貴社は Fabrikam 社のように、既

にこれらのプラクティスやツールを日常的に利用していたかもしれません。あるいは、Contoso 社のように

実行できる改善が複数あると感じられたかもしれません。最も可能性が高いのは、社内を見回すと、洗練され



たテストやリリースを実践しているチームがあったり、依然として検討中だというチームがあったりすること

です。  

組織は、個人に比べて学習速度や変化の速度が遅くなりがちです。意見が一致するまでに時間がかかることが

理由の 1 つです。チーム全体に実装される場合、各個人の前向きのビジョンが有効で効果的な場合もありま

すが、全員が己の道を進もうとして混乱に陥ります。巨額の投資を行って、少しずつステップを踏み、各ステ

ップの結果を評価することが重要になるのも理由の 1 つです。  

到達先のビジョンを持つことも必要ですが、そこに到達するためにステップを踏んで進む計画を形成し、各ス

テップで独自の価値を提供するようにします。 

本書では、このようなニーズへの対処を試みました。目的は、Visual Studio のテスト ツールに取り組むプ

ロセスとして考えられる道筋を示し、ツールをプロセスに適合させ、その過程で実現できることを提案するこ

とです。  

ここでは、Visual Studio ツールを使ってテスト プロセスを自動化することを推奨し、それを実行するさま

ざまな方法を示しました。その結果、回帰テストの効率を上げ、繰り返し実行できるようになります。同時

に、余力を探索的テストに注ぐことができるようになります。また、リスクを減らすために、テストをできる

限りプロセスの早い段階で行い、関係者のニーズを決める作業の一部としてテストを定義することも推奨しま

した。結果として、変化への反応が早くなり、顧客満足度を上げるプロセスを導入できるようになります。 

ただし、何をするにしても、1 つずつ段階を踏むようにします。変化にはリスクが伴います。変化への恐れ

は、各変更を評価することによって緩和されます。 

 

本書のイラストは、作者 Hans Bjordahl の許可を得て掲載しています。『Bug Bash』のイラストについて

は http://www.bugbash.net/ (英語) を参照してください。 

詳細情報 

本書全体にわたって数多くの参考資料を紹介しています。これらの資料を参考に、詳しい背景情報やさまざま

なテクノロジに関する情報などを簡単に入手できます。さまざまな資料を簡単に入手できるように、文献目録

を用意しました。ここには本書で紹介したすべての参考資料へのオンライン リンクを一覧し、ワンクリック

で参照できるようにしています。   

http://www.bugbash.net/
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Guide Test Design』(Addison Wesley、2010 年、0-321-63641-4、英語) 

 MSDN ライブラリ「単体テストを使用したコードの検証」:  

http://msdn.microsoft.com/library/dd264975.aspx (機械翻訳) 

 MSDN ライブラリ「アプリケーションのテスト」:  

http://msdn.microsoft.com/library/ms182409.aspx (機械翻訳) 

 MSDN ライブラリ「アプリケーション ライフサイクルでのラボ環境の使用」:  

http://msdn.microsoft.com/library/dd997438.aspx (機械翻訳) 

 Visual Studio ALM Rangers「Visual Studio のテスト ツール ガイド」:  

http://vsartesttoolingguide.codeplex.com/ (英語) 

 Visual Studio ALM Rangers「Visual Studio Lab Management ガイド」: 

http://vsarlabman.codeplex.com/ (英語) 

 Visual Studio ALM Rangers「Team Foundation ビルド カスタマイズ ガイド」: 

http://vsarbuildguide.codeplex.com/ (英語) 

 Visual Studio ALM Rangers「Visual Studio Team Foundation Server 分岐とマージ ガイド」: 

http://vsarbranchingguide.codeplex.com/ (英語) 

 Visual Studio ALM Rangers「Visual Studio ALM クイック リファレンス ガイド」: 

http://vsarquickguide.codeplex.com/ (英語) 

 Visual Studio ALM Rangers: http://msdn.microsoft.com/vstudio/ee358786.aspx (英語) 

 

第 2 章 

オンライン記事 

 テスト エクスプローラーを使用した単体テストの実行 (機械翻訳) 

 チーム プロジェクト チェックイン ポリシーによるコード品質の向上 (機械翻訳) 

 Microsoft Fakes を使用したテスト対象コードの分離 (機械翻訳) 

 単体テスト用の他のアセンブリからアプリケーションを分離するための shim の使用 (機械翻訳) 

 コード化されたユーザー インターフェイス テストを使用したコードの検証 (機械翻訳) 

 コントロールのコード化された UI テスト (機械翻訳) 

http://www.amazon.com/Practical-Model-Based-Testing-Tools-Approach/dp/0123725011
http://www.amazon.com/Exploratory-Software-Testing-Techniques-ebook/dp/B002RVDV3S/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1323695084&sr=8-2
http://www.amazon.com/Exploratory-Software-Testing-Techniques-ebook/dp/B002RVDV3S/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1323695084&sr=8-2
http://msdn.microsoft.com/library/dd264975.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/ms182409.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd997438.aspx
http://vsartesttoolingguide.codeplex.com/
http://vsarlabman.codeplex.com/
http://vsarbuildguide.codeplex.com/
http://vsarbranchingguide.codeplex.com/
http://vsarquickguide.codeplex.com/
http://msdn.microsoft.com/vstudio/ee358786.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/hh270865(v=vs.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd264876(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh549175(v=vs.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh549176(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd286726.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh552522.aspx


 方法: コード化された UI テスト エディターを使用してコード化された UI テストを編集する (機械

翻訳) 

 テスト影響分析を使用したテスト プロセスの効率化 (英語) 

 方法: 開発中のコード変更のテスト影響を特定する 

 Windows インストーラーの配置 (機械翻訳) 

 ClickOnce のセキュリティと配置 (機械翻訳) 

 Team Foundation Server Power Tools (英語) 

 ビルド ダッシュボード (アジャイル) (機械翻訳) 

 テスト コントローラーおよびテスト エージェントを使用することによる複数のコンピューター上で

の単体テストの実行 

 テスト エクスプローラーを使用した単体テストの実行 (機械翻訳) 

 方法: サードパーティ製単体テスト フレームワークをインストールする (機械翻訳) 

 Microsoft Fakes を使用したテスト対象コードの分離 (機械翻訳) 

 マイクロソフトの C++ 用単体テスト フレームワークを使用した C/C++ 用単体テストの記述 (機

械翻訳) 

 方法: 単体テスト プロジェクトを作成する (機械翻訳) 

 Visual Studio 2010 からの単体テストのアップグレード (機械翻訳) 

 

ツール 

 Pex と Moles - .NET 用の分離単体テストとホワイト ボックス単体テスト (英語) 

 Team Foundation Server Build Extensions Power Tool December 2011 (英語) 

 Team Foundation Server Power Tools (英語) 
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 Lab Management の概要 (機械翻訳) 

 方法: ラボ環境のコンピューターに接続する (機械翻訳) 

 アプリケーション ライフサイクルでのラボ環境の使用 (機械翻訳) 

 

http://msdn.microsoft.com/library/gg269466(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/gg269466(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/ff576128.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd264984.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/2kt85ked(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/t71a733d.aspx
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/c255a1e4-04ba-4f68-8f4e-cd473d6b971f
http://msdn.microsoft.com/library/dd420556(v=vs.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/ff458709.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/ff458709.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/hh270865(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/hh598952(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/hh549175(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/hh598953(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/hh598953(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/hh598957(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/hh507838(VS.110).aspx
http://research.microsoft.com/projects/pex
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/2d7c8577-54b8-47ce-82a5-8649f579dcb6
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/c255a1e4-04ba-4f68-8f4e-cd473d6b971f
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/ee943321.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/ee518907.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd997438.aspx


 VMM でプライベート クラウドを作成する方法の概要 

 

ブログ記事 

 Lab Management improvements in TFS 11 (TFS 11 における Lab Management の強化点) (英

語) 

 Lab Management walkthrough using Visual Studio 11 Developer Preview Virtual Machine 

(Visual Studio 11 Developer Preview の仮想マシンを使用した Lab Management のチュートリア

ル) (英語) 
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 Microsoft Test Manager を使用した探索的テストの実行 (機械翻訳) 

 テスト構成 - テスト プラットフォームの指定 (機械翻訳) 

 Web 配置ツールの概要 

 方法: Microsoft Test Manager でテスト計画の結果を表示する (機械翻訳) 

 テスト計画のテスト進行状況のレポート (機械翻訳) 

 テスト ケース準備 Excel レポート (機械翻訳) 

 テスト計画の進行状況 Excel レポート (機械翻訳) 

 ユーザー ストーリー テスト状態 Excel レポート (アジャイル) (機械翻訳) 

 失敗の分析 Excel レポート (機械翻訳) 

 テスト動作 Excel レポート (機械翻訳) 

 Visual Studio ALM のレポートの作成、カスタマイズ、および管理 (機械翻訳) 

 テストのダッシュボード (アジャイル) (機械翻訳) 

 Microsoft Test Manager を使用した探索的テストの実行 (機械翻訳) 

 

http://technet.microsoft.com/library/gg610625.aspx
http://blogs.msdn.com/b/bharry/archive/2011/10/31/lab-management-improvements-in-tfs-11.aspx
http://blogs.msdn.com/b/bharry/archive/2011/10/31/lab-management-improvements-in-tfs-11.aspx
http://blogs.msdn.com/b/lab_management/archive/2011/11/12/lab-management-walkthrough-using-visual-studio-11-developer-preview-virtual-machine.aspx
http://blogs.msdn.com/b/lab_management/archive/2011/11/12/lab-management-walkthrough-using-visual-studio-11-developer-preview-virtual-machine.aspx
http://blogs.msdn.com/b/lab_management/archive/2011/11/12/lab-management-walkthrough-using-visual-studio-11-developer-preview-virtual-machine.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/hh191621(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd286643.aspx
http://technet.microsoft.com/library/dd569058.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/hh553099(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd286682(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd997876(VS.110).aspx#Test
http://msdn.microsoft.com/library/dd997876(VS.110).aspx#Test
http://msdn.microsoft.com/library/dd997876(VS.110).aspx#Test
http://msdn.microsoft.com/library/ee461520(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ee461586(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/bb649552(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd420548(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/hh191621(VS.110).aspx
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 コード化されたユーザー インターフェイス テストを使用したコードの検証 (機械翻訳) 

 方法: コード化された データ ドリブン UI テストを作成する (機械翻訳) 

 方法: コード化された UI テストで UI コントロール動作とプロパティを使用する (機械翻訳) 

 再生中に特定のイベントを待機するようにコード化された UIT テストを設定 (機械翻訳) 

 方法: tcm.exe を使用して自動テストのアセンブリからテスト ケースを作成する (機械翻訳) 

 方法: ネットワーク分離環境を作成して使用する (機械翻訳) 

 配置戦略の選択 (機械翻訳) 

 ClickOnce アプリケーションのコマンド ラインからのビルド (機械翻訳) 
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 Visual Studio の Web パフォーマンス テストとストレス テストを使用したパフォーマンスのテス

ト (機械翻訳) 

 コンピューターの設定およびテストの設定を使用した診断情報の収集 (機械翻訳) 

 診断データ アダプターを作成してカスタム データを収集する、またはテスト コンピューターに影響

を与える (機械翻訳) 

 Visual Studio から自動テストを実行するためのテストの設定の作成 (機械翻訳) 

 方法: テスト設定ファイルを Microsoft Visual Studio から編集する (機械翻訳) 

 Microsoft Test Manager を使用した自動システム テストのテスト設定の作成 (機械翻訳) 

 方法: 困難な問題をデバッグするのに役立つ IntelliTrace データを収集する (機械翻訳) 

 方法: テスト設定を使用してイベント ログ収集を構成する (機械翻訳) 

 方法: Visual Studio のテストの設定を使用してネットワーク エミュレーションを構成する (機械翻

訳) 

 方法: コードの変更後に実行するテストをチェックするためのデータを収集する (機械翻訳) 

 方法: テストの設定を使用してテスト中に画面と音声を記録する (機械翻訳) 

 ロード パターンを編集して仮想ユーザー アクティビティをモデル化 (機械翻訳) 

http://msdn.microsoft.com/library/dd286726(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/ee624082(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd465184(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/gg131072(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd465191(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/ee518924.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/e2444w33(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/ms165431(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd293540(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd293540(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd286743(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd286727(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd286727(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/ee256991(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/ms404693(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/ee257067(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd286579(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd504816(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd505008(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd505008(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd286598(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd286596(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd997551(VS.110).aspx


 テスト コントローラーおよびテスト エージェントを使用した複数のテスト コンピューターへのロー

ド テスト実行の分散 (機械翻訳) 

 ロード テストでのコード化された UI テストの使用 (機械翻訳) 

 ロード テスト シナリオのプロパティ (機械翻訳) 

 テスト コントローラーおよびテスト エージェントを使用した複数のテスト コンピューターへのロー

ド テスト実行の分散 (機械翻訳) 

 ロード テストの実行設定のプロパティ (機械翻訳) 

 新しいロード テスト ウィザードを使用したロード テストの作成 (機械翻訳) 

 ロード テスト エディターを使用したロード テスト シナリオの編集 (機械翻訳) 

 方法: ロード テストを実行する (機械翻訳) 

 ロード テストの実行の分析 

 方法: 困難な問題をデバッグするのに役立つ IntelliTrace データを収集する (機械翻訳) 

 Test Manager からの IntelliTrace データを使用した再現困難なエラーのデバッグ (機械翻訳) 

 継続的フィードバックによる利害関係者との連携 (機械翻訳) 

 方法: リモート デバッグをセットアップする (機械翻訳) 

 Visual Studio 2010 からのパフォーマンス テストとロード テストのアップグレード (機械翻訳) 

 方法: コード化された Web パフォーマンス テストを実行する (機械翻訳) 

 Visual Studio 2010 からのテスト コントローラーのアップグレード (機械翻訳) 

 テスト エージェントおよびテスト コントローラーのインストールと構成 (機械翻訳) 

 

ツール 

 Visual Studio Ultimate 2010 および Test Professional 2010 用テスト添付ファイル クリーナー 

(英語) 
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 Team Foundation Server 用のプロセス ガイダンスとプロセス テンプレート (機械翻訳) 

 

http://msdn.microsoft.com/library/dd728093(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd728093(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/ff468125(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/ff406966(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd728093(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd728093(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/ff406976(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/ff406964(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd997834(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms182590(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/ms182591(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd286579(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd264954(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/hh301769(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/bt727f1t(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/hh704420(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/hh534291(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/hh707968(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd648127(VS.110).aspx
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/3d37ce86-05f1-4165-957c-26aaa5ea1010/
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/3d37ce86-05f1-4165-957c-26aaa5ea1010/
http://msdn.microsoft.com/library/hh533801(VS.110).aspx


ツール 

 Visual Studio IntelliTrace コレクター 
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 Visual Studio Lab Management ガイド (英語) 

 Team Foundation Server と Visual Studio ALM のインストール 

 ダッシュボード (アジャイル) (機械翻訳) 

 Hyper-V の概要 

 VMM の新しいインストール 

 Team Foundation ビルド サービスのインストール 

 Hyper-V をインストールするための前提条件 

 Visual Studio ALM クイック リファレンス ガイド (英語) 

 開発およびテスト環境における Windows のアクティブ化 (英語) 

 Team Foundation Server におけるサービス アカウントと依存関係 

 Team Foundation Server のインストールに必要なアカウント 

 Windows Server 2008 の Server Core インストールに Hyper-V の役割をインストールする 

 チュートリアル: PXE を使用してイメージを展開する 

 ボリューム ライセンス認証 (英語) 

 方法: 標準構成を使用した Team Foundation Server の構成 

 Team Foundation Server 用の SharePoint 製品の手動インストール 

 方法: Lab Management 用の仮想マシンおよびテンプレートを作成して保存する 

 

ツール 

 Windows Server 2008 のパフォーマンス チューニング ガイドライン 

 

その他の資料 

以下の資料は、本文で直接参照されていませんが、追加情報を入手できます。 

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=38189
http://vsarlabman.codeplex.com/
http://msdn.microsoft.com/library/dd631902.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd380719.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/server-cloud/windows-server/server-virtualization.aspx
http://technet.microsoft.com/library/cc793149.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/ee259687.aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142350
http://vsarquickguide.codeplex.com/
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=232342
http://msdn.microsoft.com/library/ms253149.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd578625.aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142370
http://technet.microsoft.com/library/dd744541(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/library/ff719787.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd631903.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd631905.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/ee702479(VS.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/windows/hardware/gg463394.aspx


Hyper-V  

 Hyper-V 

 Hyper-V の役割をホストする物理サーバーの 6 つのベスト プラクティス (英語) 

 Best Practices for Configuring Virtual Machines (仮想マシンの構成に関するベスト プラクティ

ス) (英語) 

 SCVMM 2012 Beta Overview (SCVMM 2012 Beta の概要) (英語) 

 

SCVMM 

 Virtual Machine Manager 

 

Team Foundation Server インストール 

 Team Foundation Server と Visual Studio ALM のインストール 

 

SharePoint の展開 

 SharePoint 2013 をインストールして構成する 

 

ラボへの仮想マシンの追加 

 Visual Studio ALM Rangers: VM Factory の誕生 

 Visual Studio Lab Management ガイド (英語) 

 Visual Studio と Team Foundation Server の VM Factory (英語) 

 Visual Studio ALM クイック リファレンス ガイド (英語) 

 Planning considerations for setting up a lab managed by Visual Studio Lab Management 

2010 (Visual Studio Lab Management 2010 で管理されるラボのセットアップに関する考慮事

項の計画) (英語) 

 

 

  

http://technet.microsoft.com/library/cc753637.aspx
http://technet.microsoft.com/magazine/dd744830.aspx
http://blogs.technet.com/b/vikasma/archive/2008/07/24/hyper-v-best-practices-quick-tips-2.aspx
http://blogs.technet.com/b/vikasma/archive/2008/07/24/hyper-v-best-practices-quick-tips-2.aspx
http://blogs.technet.com/b/scvmm/archive/2011/03/28/scvmm-2012-beta-overview.aspx
http://technet.microsoft.com/systemcenter/vmm/bb545923
http://msdn.microsoft.com/library/dd631902.aspx
http://technet.microsoft.com/library/cc262957.aspx
http://msdn.microsoft.com/magazine/hh580740.aspx
http://vsarlabman.codeplex.com/
http://vsarvmfactory.codeplex.com/
http://vsarquickguide.codeplex.com/
http://blogs.msdn.com/b/lab_management/archive/2010/05/13/planning-considerations-for-setting-up-a-lab-managed-by-visual-studio-lab-management-2010.aspx
http://blogs.msdn.com/b/lab_management/archive/2010/05/13/planning-considerations-for-setting-up-a-lab-managed-by-visual-studio-lab-management-2010.aspx
http://blogs.msdn.com/b/lab_management/archive/2010/05/13/planning-considerations-for-setting-up-a-lab-managed-by-visual-studio-lab-management-2010.aspx


付録: インフラストラクチャのセットアップ 

ここには、Visual Studio (特にテスト ツール) を使用したアプリケーション ライフサイクル管理環境のセッ

トアップ関連の要素をすべて集めました。セットアップ開始時にすべてが必要なわけではありませんが、チー

ムの管理者にとっては、資料が分散しているよりも、すべてを 1 か所に集めた方が使いやすいと判断しまし

た。 

ここでは、以下の内容を取り上げます。 

 テスト インフラストラクチャ: インフラストラクチャ構築に必要なすべてのソフトウェア コンポ

ーネントを示し、それらのコンポーネントを複数のコンピューターに分散するさまざまな手法の中

から 1 つを選択する方法を説明します。 

 アクセス許可: ライセンス認証とサービス アカウントを取り上げます。 

 ソフトウェアのインストール: Visual Studio のさまざまな機能の中からアプリケーション ライフ

サイクル管理に使用する機能をインストールする方法を説明します。 

 VM ライブラリの追加: VM テンプレートの新規作成方法を示します。 

 

ここでは、さまざまな選択肢の中から一般的なパスをいくつか用意しました。まずはここに示すパスから始め

て、慣れてきたら独自のプロジェクトのニーズに合わせて調整していくことをお勧めします。  

ここでは数多くのツールやテクノロジを取り上げていますが、すべてオンライン版の文献目録でいつでも確認

できます。URL は各章の最後に記載しています。 

一連のハンズオン ラボや、その他同様のラボに関する詳細については、Visual Studio Lab Management ガ

イド (英語) をダウンロードしてください。また、「Team Foundation Server と Visual Studio ALM の

インストール」も参考にしてください。 

テスト インフラストラクチャ 

必要なソフトウェア 

本書で説明してきた機能は、複数のコンポーネントを組み合わせることで実現されます。したがって、テスト 

インフラストラクチャは複数のコンポーネントで形成します。以下に、使用することになる製品を、おおよそ

の優先度に従って示します。その後、オプションについても詳しく説明します。 

本書は、Visual Studio 2012 を念頭において執筆していますが、Visual Studio 2010 でもほぼ同じ操作を

実行できます (ただし、効率性や利便性が低下することがあります)。操作に大きな違いがある場合は、その

都度指摘します。 

http://vsarlabman.codeplex.com/
http://vsarlabman.codeplex.com/
http://msdn.microsoft.com/library/dd631902.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd631902.aspx


例の作成には Windows 7 と Windows Server 2008 を使いましたが、Windows 8 でも同様に機能しま

す。Visual Studio 2012 には、対象を Windows 8 アプリのテストに特定した機能が用意されていますが、

本書では取り上げていません。 

製品または機能 ソフトウェアとバージョン 用途 

Visual Studio 2012 または 2010 Visual Studio Professional 単体テスト、デバッグ。Team Foundation 

Server UI。 

 Visual Studio Premium 上記すべてと、コード カバレッジ、コード

化された UI テスト。 

 Visual Studio *Ultimate 上記すべてと、Web パフォーマンス、ロー

ド テスト、MTM。 

 Visual Studio Test Professional MTM. Team Foundation Server UI。 

単体テストとデバッグは対象外。 

Microsoft Test Manager (MTM) Visual Studio Ultimate または Test 

Professional の一部としてインストールさ

れる 

Lab Management、テスト計画、テスト 

ランナーとのユーザー インターフェイス。 

Windows Windows Server 2008 R2 Enterprise 64 

ビット版 

(Microsoft Hyper-V テクノロジを含む) 

テスト インフラストラクチャのコンポーネ

ントを実行するサーバー。 

(仮想であっても) コンピューターごとにラ

イセンスが必要。 

(テスト用の短期インストールにはライセン

スは不要) 

 Windows 7 デスクトップ コンピューターまたはノート 

PC。 

Team Foundation Server Visual Studio2012 または 2010 

Team Foundation Server 

作業項目トラッキング、ソース管理、ビル

ド サービス。 

System Center Virtual Machine 

Manager (SCVMM) 

Virtual Machine Manager 2008 R2 SP1ま

たは 2012 

テスト環境用の仮想マシン。 

Microsoft SharePointServer *SharePoint Standard 基本レポートを表示するプロジェクト Web 

サイト。 

 *SharePoint Enterprise 拡張レポートとダッシュボード。MSDN の

「ダッシュボード」を参照してください。 

Microsoft SQL Server SQL Server Express SCVMM のサポート。 

 **SQL Server 2008 Standard Team Foundation Server のサポート。 

Reporting Services (チームの進捗や製品

品質を示すグラフ) を提供。 

http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/product-comparison
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dd380719.aspx


キー管理サービス (KMS)  仮想マシンをテストするためのライセンス

認証キーを提供 

* コストを抑える必要がある場合は、SharePoint がなくてもかまいません。 

** Team Foundation Server のサポートに SQL Server Express を使用できます。ただし、これには注意

が必要です。Team Foundation Server を SQL Server のエディション間で移行するのは簡単ではありませ

ん。また、作業項目内の履歴データが失われます。 

構成の選択肢: ハードウェアへのソフトウェアの分散 

必要なハードウェア  

最低でも、2 台以上の大型サーバーが必要です。数は多いほど有効ですが、少なければコストが抑えられま

す。 

大型サーバーの 1 台は、テスト ホスト コンピューターです。このコンピューターでは、テストを実行する

仮想マシンを運用します。同時に多数のテストを実行する場合は、テスト ホスト サーバーの台数を増やしま

す。 

もう 1 台の大型サーバーは、テスト インフラストラクチャの他のコンポーネント(上記の表で示した Team 

Foundation Server などの製品にいくつかの補助的なエージェント、サービス、およびコンソールを組み合

わせたもの) に使用します。 

プロジェクトの規模が大きい場合は、インフラストラクチャ コンポーネントを複数のコンピューターに分散

します。もう少し理解を深めるために、さまざまなパーツの役割について説明します。  

インフラストラクチャを構成するコンポーネント 

すべてのコンポーネントを 1 台のコンピューターに集約しても、複数のコンピューターに分散しても、コン

ポーネントの機能とその関係は変わりません。 

 



 

テスト インフラストラクチャ 

上図では、テスト ホスト コンピューターと物理テスト コンピューターを除いて、それぞれの長方形がソフ

トウェア製品を示しています。 

 テスト ホスト: Hyper-V を実行する物理コンピューターです。仮想化により、複数の仮想マシン

がこの物理コンピューターのリソースを共有できるようになります。テスト ホスト コンピュータ

ーを複数台用意すれば、多数の仮想マシンを同時に実行できます。Hyper-V は Windows Server 

のロールの 1 つで、コントロール パネルの [コンピューターの管理] で有効にします。 

◦ テスト ホスト コンピューターには、大容量のディスク領域、大容量の RAM、および多数の

論理 CPU が必要です。仮想化により、これらのリソースが実行中の複数の仮想マシンに振り

分けられます。 

◦ テスト ホストには、Hyper-V 以外の重要なサービスをインストールしないことをお勧めしま

す。他の製品は別のコンピューターにインストールします。 

◦ Hyper-V を使用しないでテストを実行できますが、Hyper-V を使用すると新しいテスト環境

の構築が格段に容易になるため使用することをお勧めします。 

 テスト仮想マシン(VM): テストを実行するためにチームが作成するコンピューターです。各コン

ピューターの動作は、物理コンピューターとほぼ同じです。たとえば、組織のネットワークへの登

録、起動やシャットダウン、コンソール画面の表示、リモート デスクトップによるログインなど

が可能です。そのうえ、仮想マシンの状態を保存して後でその状態に再設定することや、状態のコ

ピーを作成してライブラリに保存することもできます。 

http://www.microsoft.com/ja-jp/server-cloud/windows-server/server-virtualization.aspx


◦ テストは VM で実行することをお勧めします。VM であれば仮想ハードウェア、オペレーティ

ング システム、その他のソフトウェアの構成を変えた新しい VM を簡単に作成できます。ま

た、構成をクリーン状態にリセットすることも非常に簡単です。 

◦ ほとんどのテストは VM で実行できます。実行できないのは、特殊なハードウェアが必要なテ

ストと、一部のパフォーマンス テストです。 

◦ VMware や Citrix XenServer といった他の仮想フレームワークを使用しても VM を実行で

きます。ただし、仮想テスト コンピューターを保存して復元するのに、その仮想フレームワー

クの機能を使用する必要があります。 

 物理テスト コンピューター: パフォーマンス テストや特定のハードウェアで実行する必要のある

テストに有効です。しかし、仮想マシンを今回初めて使用する方は、ほとんど物理コンピューター

を必要としないことに驚くでしょう。仮想テスト マシンに慣れると、物理コンピューターを不便

に感じることもあります。仮想マシンで実行できるパフォーマンス テストもあります。  

 System Center Virtual Machine Manager (SCVMM): 複数の Hyper-V ホストを 1 つの大

きなリソースに組み合わせたり、独自のプライベート クラウドを作成したりできます。また、新

しい仮想マシンの作成に利用する VM テンプレートのライブラリも作成できます。SCVMM をイ

ンストール後に個別の Hyper-V コンソールを操作する必要はありません。 

 VMM エージェント: SCVMM のプロキシとして、各テスト ホストにインストールされます。

Hyper-V を制御する権限を SCVMM に与えるのが役割です。 

 VM ライブラリ: 仮想マシンのコピーやテンプレートのファイル ストアです。通常、各仮想マシ

ンのサイズは数ギガバイトになるため、このファイル ストアは、容量の大きいディスクに格納し

ます。最初の VM ライブラリは、SCVMM と同じコンピューターに常駐している必要があります

が、新たに追加するライブラリは別のコンピューターに格納してもかまいません。 

 SCVMM SQL Server: ライブラリに格納されている仮想マシンや実行中の仮想マシンに関する情

報を保存します。 

 SCVMM コンソール: SCVMM の管理者ユーザー インターフェイスです。コンソールは、Team 

Foundation Server と同じコンピューターにインストールします。他のコンピューターにコンソ

ールをインストールして、SCVMM を制御することもできます。また、(ここでは取り上げていま

せんが) SCVMM のセルフサービス ポータルもインストールできます。セルフサービス ポータル

には、管理者以外のユーザーが VM を作成できる Web インターフェイスがあります。 

 Team Foundation Server: テスト ケース、ユーザー ストーリー、バグ、開発者のタスクなど

の作業項目を保存します。 

◦ Team Foundation Server には、ソース コードなどのプロジェクト成果物のバージョンを管

理する機能もあります。 

http://technet.microsoft.com/library/cc793149.aspx


◦ 大きなプロジェクトの場合、Team Foundation Server のインスタンスを別のコンピューター

にインストールし、それらを組み合わせて論理クラスターを形成して、ユーザーが 1 つの 

URI でアクセスできるようにします。 

 Lab Manager: ラボ環境 (テストを実行できる仮想マシンと物理コンピューターのグループ) の

作成と管理が可能です。Lab Manager は Team Foundation Server に含まれていて、SCVMM 

を基盤と機能を提供します。 

 ビルド サービス: Team Foundation Server のソース管理からソース コードを取得して、サーバ

ーで連続ビルドまたは定期ビルドを実行します。ルド サービスは、各テスト コンピューターのビ

ルド エージェントと通信し、ビルド エージェントがコンパイル後のコードをコンピューターに配

置できるようにします。 

 テスト コントローラー: テストを行うスクリプトを実行します。各テスト コンピューターでは、

テスト エージェントを操作してテストを開始し、データを収集します。 

 

クライアント コンポーネント: 通常はデスクトップに配置します。 

 Visual Studio: Team Foundation Server の作業項目、ソース管理、およびビルド サービスを

操作する主要インターフェイスです。 

 Microsoft Test Manager (MTM): Lab Manager とテスト コントローラーとのインターフェイ

スです。 

 TFS 管理コンソール: Team Foundation Server の管理者コンソールです。 

 

Lab Manager と仮想化 

Lab Manager については、第 3 章「ラボ環境」で詳しく説明しています。ここでは、Lab Manager と仮

想化の関係について取り上げます。  

Lab Manager は Team Foundation Server の機能の 1 つで、Team Foundation Server コンソールで有

効にします。ユーザーは、Microsoft Test Manager のラボ センターを使用して、デスクトップ コンピュー

ターから Lab Manager にアクセスします。  

ユーザーは Lab Manager を使って、ラボ環境の作成と管理を行います。ラボ環境とは、テスト対象のシス

テムをインストールするコンピューターのグループです。特に、Web サービスなどの分散システムのテスト

を目的としています。 

ラボ環境には、物理コンピューターも仮想マシンも含めることができます。(本書で推奨している) 仮想マシ

ンを使用する大きなメリットは、ユーザーが非常にすばやくクリーンな環境を作成でき、バグが見つかった環

境をその状態で保存して後の調査に役立てられることです。これらのメリットを活用するには、Microsoft 

System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) をインストールする必要があります。SCVMM に

http://msdn.microsoft.com/library/ee259687.aspx


は、仮想マシンをライブラリに保持する機能があります。Lab Manager では、仮想マシンを 1 つの仮想環

境に組み合わせて、環境内のすべてのコンピューターを 1 つのエンティティとして停止、開始、および保存

できます。 

また、ユーザーは、任意のコンピューターで構成される「標準環境」も作成できます。構成するコンピュータ

ーは物理コンピューターでも仮想マシンでもかまいません。仮想マシンの場合は SCVMM で管理されてなく

てもかまいません。標準環境は、仮想環境のすべてのメリットを備えてはいませんが、テストの配置と実行に

役立ちます。一部のパフォーマンス テストの実行には標準環境が有効ですが、ほとんどの場合は仮想環境を

お勧めします。 

Lab Manager は、SCVMM や Hyper-V をインストールしなくてもセットアップできます。その場合、ユー

ザーは標準環境のみを作成します。これは、物理コンピューターやサードパーティの仮想化フレームワークに

基づくテスト フレームワークに多くの投資を行っている場合に有効です。 

 

仮想管理フレームワーク 

サンプル構成 

ここでは、インフラストラクチャ コンポーネントを複数の物理コンピューターに分散する方法について考え

ます。コンポーネントの図に戻り、コンポーネントの回りにさまざまな境界線を引いて、コンポーネントを複

数のコンピューターに振り分けます。有効な境界線の引き方はたくさんあります。いくつか考えてみましょ

う。 



成功の見込みがないセットアップ 

コストを抑えるために、すべてを 1 台のコンピューターに配置するのはどうでしょう。  

たとえば、すべてのインフラストラクチャ コンポーネントを Hyper-V と一緒に同じコンピューターに集約

することはおそらく可能で、機能するでしょう。予算やスペースが本当に足りなければこのようにしてもかま

いません。しかし、重要なプロジェクトのパフォーマンスが低下する可能性があります。Hyper-V は、自身

が管理する VM がすべてのリソースを使用するときは、パフォーマンスを適切に最適化します。しかし、

Hyper-V と同時に実行するサービスがあり、そのサービスが予測不可能なタイミングでサイクルを開始する

と、パフォーマンスを適切に調整できなくなります。 

Hyper-V の仮想マシンのインフラストラクチャ コンポーネントを、テスト コンピューターと同時に実行す

るという考え方もあります。しかし、この場合コンピューターには Team Foundation Server が含まれるこ

とになり、SCVMM の一覧には Team Foundation Server と短期的なテスト コンピューターが同じレベル

で表示されます。テスト コンピューターの作成と削除には慣れが必要なので、この表示だと Team 

Foundation Server のインストールを誤って削除する (そして、同僚の不評を買う) 危険性があります。 

したがって、最低でも 2 台のコンピューターを用意することをお勧めします。 

コストを抑えたセットアップ 

このセットアップでは、1 台のコンピューターにすべてのインフラストラクチャ コンポーネントを格納し、

もう 1 台のコンピューターにテスト VM 用の Hyper-V をインストールします。 

予算を実際に削減するには、SharePoint を除外 (または単に SharePoint Standard を使用) します。さら

に、Team Foundation Server のストレージに SQL Server ではなく SQL Server Express を使用しま

す。ただし、これらの手法では、プロジェクトのダッシュボードがなくなり、テストに対するプロジェクトの

進捗状況を示すオンライン グラフを使用できなくなります。 



 

コストを抑えたテスト セットアップ (2 台のコンピューターを使用) 

この構成における一般的な調達スペックは次のようになります。 

テスト ホスト: 

 16 基 (またはそれ以上) の CPU  

 48 GB の RAM、64 ビット アーキテクチャ 

 Hyper-V 対応の設計 (64 ビット サーバーはすべて当てはまりません) 

 Windows Server 2008 R2 Enterprise 64 ビット版 

 100 GB の C: ドライブ (Windows 用)  

 2,000 GB の E: ドライブ (仮想マシン用) 

 

インフラストラクチャ サーバー コンピューター: 

 4 基以上の CPU  

 10 GB 以上の RAM、64 ビットのアーキテクチャ 

 Windows Server 2008 R2 Enterprise 64 ビット版 

 200 GB の C: ドライブ (ソフトウェア用) 

 可能な限り容量の大きい E: ドライブ (VM ライブラリ用) 

 

ソフトウェア: 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc731898.aspx


 Windows Server 2008 Enterprise R2 64 ビット版 x 2 

 Team Foundation Server 2010 

 System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 SP1 

 SQL Server Express (または SQL Server 2012 や 2008 Standard) 

 (SharePoint Standard) 

 

開発者用デスクトップ コンピューター: 

 Windows 7 Professional または Enterprise 

 Visual Studio Professional (または Premium や Ultimate) 

 

テスト担当者用デスクトップ コンピューター: 

 Windows 7 Professional または Enterprise 

 Visual Studio Test Professional (または Ultimate) 

 

トラフィック量の多いサーバー コンピューターの分離 

さらにスケールアップするには、別途 3 台のコンピューターを用意します。それらのコンピューターにコン

ポーネントを移し、1 つのコンポーネントで突発する負荷が他のコンポーネントに影響するのを減らすのが

目的です。移動するコンポーネントを以下に示します。 

 ビルド サービス: ビルド時に CPU とディスクの負荷が高くなります。  

 テスト コントローラー: テスト実行時に大量のデータを収集します。 

 SCVMM: VM の保存時または復元時に大量のデータを転送します。SCVMM は、ライブラリとデ

ータベースに格納するのが最適です。 

 



 

ビルド、テスト、および仮想ライブラリの各コントローラーの分離 

VM ライブラリ用のファイル サーバーの分離 

以下のように構成します。 

 SharePoint サーバーを分離し、Team Foundation Server インスタンスとは関係なく、プロジェ

クト リソースとして頻繁に使用できるようにします。  

 追加の VM は、その VM 独自のコンピューターで実行します。追加のライブラリは別のコンピュ

ーターに分離できます。ただし、最初のライブラリは SCVMM コントローラーと同じコンピュー

ターに常駐する必要があります。 

 



 

SharePoint サーバーと追加の VM ライブラリの分離 

コンピューターの追加 

プロジェクトが大きくなるにつれ、次のようにコンピューターを増やしていきます。 

 新たなテスト ホスト コンピューターを作成し、Hyper-V と VMM エージェントを格納します。 

 SCVMM 用に、SQL Server Express ではなく SQL Server の完全なインストールを行います。

その結果、150 台以上のテスト コンピューターを使用する場合のパフォーマンスが向上します。 

 Team Foundation Server の複数のインスタンスで構成される Team Foundation Server クラ

スターを作成します。 

 複数のビルド サービスとテスト コントローラーを作成します。 

 

仮想マシンのサーバー コンポーネント 

最後に、すべてのフレームワーク コンポーネントを 1 つ以上の仮想マシンに集約できます。これにより、

別のプロジェクトのセットアップ全体を簡単に複製できます。次の例では、各仮想マシンが Windows 

Server の独自の (ライセンス認証された) コピーを含み、いずれかのサーバー コンポーネントを収容してい

ます。 



 

仮想マシン内のフレームワーク コンポーネント 

この構成では、すべてのサーバー コンポーネントが 1 台の物理コンピューターに集約される形に戻ってい

ます。最初の構成と唯一異なる点は、コンポーネントがそれぞれ別の仮想マシンに格納されていることです。

このようにするメリットはいくつかあります。  

1 つ目は、ビルド サービスを独自の VM に格納することで、他のプロセスに影響する機能を制限すると同

時に、ビルド サービスをフル稼働しても、割り当てられた量より多くの CPU や RAM を使用しなくなりま

す。したがって、チーム メンバーのクエリに応答する SharePoint や Team Foundation Server のインス

タンスの影響を受けることがなくなります。  

2 つ目は、このように分離することでセキュリティ バリアが設けられ、ビルド サーバーで実行しているス

クリプトによって Team Foundation Server データベースが破損することがなくなります。 

最後は、独自のサーバーを使用した新しいプロジェクトをセットアップするときに、これらの仮想マシンのス

ナップショットを作成して、複製できます。 



 

Team Foundation Server の構成を示した便利なポスターについては、Visual Studio ALM クイック リフ

ァレンス ガイド (英語) をダウンロードしてください。 

ライセンス 

仮想マシンを作成すると、Windows オペレーティング システムと、仮想マシン テンプレートでインストー

ルされる他のすべてのソフトウェアの新しいコピーも作成されます。そのため、これらのソフトウェアのライ

センスを適切に入手することを検討しなくてはなりません。 

詳しくは「開発環境とテスト環境における Windows ライセンス認証 (英語) 」をご覧ください。 

本書執筆時点では、次のような状況です。 

 仮想または物理テスト コンピューターで使用する Windows のコピーは、使用期間が 30 日以内

であればライセンス認証を行う必要はありません。この猶予期間は 120 日まで延長できます。 

 テスト以外に使用するコンピューターの Windows は、(物理コンピューターでも仮想マシンでも) 

ライセンス認証しなければなりません。つまり、Team Foundation Server などのホスト サーバ

ー、およびすべてのインフラストラクチャ コンピューターにはライセンスが必要です。 

 キー管理サービス (KMS) ホストを使用している場合、ネットワーク上の新しい Windows インスタ

ンスは、組織のボリューム ライセンスを使用して自動的にライセンス認証が行われます。これが最も

http://vsarquickguide.codeplex.com/
http://vsarquickguide.codeplex.com/
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=232342


シンプルな方法ですので、KMS を使用していない場合は、KMS のセットアップを検討してくださ

い。 

 

サービス アカウント 

組織のネットワークでは、多くのサービス アカウントのセットアップが必要になります。これらのアカウン

トは、サーバー コンポーネントが相互にアクセスするために使用し、ドメイン アクセス権が必要です。複数

の管理者がパスワードを共有することになるため、サービス アカウントには個人のアカウントを使用しませ

ん。 

サービス アカウントを組織の電子メール アドレスの一覧に追加してはいけません。 

パスワードは定期的に更新するようにします。パスワードを更新するということは、テスト フレームワーク

が停止しないように、パスワードを入力したすべてのサービスを更新することを意味します。 

サービスのセットアップには、多くの場合、管理アクセス許可が必要です。 

セットアップが必要な多くのサービスには、組み込みの Network Service アカウントで実行するオプション

があります。 

以下に、必要なサービスとアカウントをまとめます。 

 テスト コントローラーとエージェント 

◦ 大抵は組み込みの Network Service アカウントで動作します。 

◦ コード化された UI テストを実行するには (「第 5 章:システム テストの自動化」参照)、ユ

ーザーがログインして、テスト エージェントをデスクトップ アプリケーションとして実行す

る必要があります。このユーザーをサービス アカウントにします。 

 ビルド コントローラー 

◦ Network Service アカウント 

 Team Foundation Server 

◦ ほとんどの機能は組み込みの Network Service アカウントで動作します。 

◦ Lab Management (VMM) は、サービス アカウントで実行します。 

 SQL Server 

◦ Network Service アカウント 

 SCVMM 

◦ Lab Management と同じサービス アカウントで実行します。 



 SharePoint 

◦ 別のサービス アカウント 

 

サービス アカウントの使用方法 

以下の図は、テスト フレームワークのさまざまな部分へのアクセスに使用するアカウントを示しています。

矢印は、起点のノードが保持する資格情報を使用して、終点のノードにアクセスすることを示しています。  

注: インストールをいくつか実行するまでは、この図とこのセクションの記載事項はあまり意味がありませ

ん。後ほど再確認してください。. 

 

サービス アカウントの依存関係 

上図の依存関係は、以下のようになります。 

 クライアント コンピューターはユーザー アカウントで実行します。Team Foundation Server 

とその機能にアクセスするユーザーを、チーム プロジェクトに共同作成者として登録する必要が

あります。 

 Team Foundation Server Admin アカウント: 

◦ このアカウントはインストール時に指定します。 

◦ このアカウントは、Team Foundation Server 管理コンソールから Team Foundation 

Server に接続する際に必要です。 



◦ ビルド コントローラーやテスト コントローラーを Team Foundation Server に登録すると

きに、このアカウントをビルド コントローラーやテスト コントローラーにも指定します。 

◦ ビルド コントローラーを管理するには、Team Foundation Server 管理コンソールを使用し

てビルド コントローラーに接続します。 

◦ テスト コントローラーを管理するには、Team Foundation Server の DVD からインストー

ル可能なテスト コントローラー管理ツールを使用します。 

 Lab Machine Admin アカウント: 

◦ Lab Machine Admin アカウントをすべてのラボ コンピューター (仮想または物理) の 

Administrators グループに追加する必要があります。このアカウントは、各コンピューター

のローカル アカウントでもかまいませんが、すべてのコンピューターのパスワードを同じにす

る必要があります。 

◦ Lab Management の機能は、Team Foundation Server 管理コンソールを開いて制御しま

す。チーム コレクションに接続して、Lab Manager ページを開きます。 

◦ Lab Manager コンソールで、[構成]、[サービス アカウント] を選択して Lab Machine 

Admin アカウントの資格情報を指定します。  

◦ ラボ コンピューターをセットアップするときは、常に、この同じアカウントを 

Administrators グループに追加します。 

 SCVMM Admin アカウント: 

◦ SCVMM は、ユーザーが指定するサービス アカウントで実行します。 

◦ SCVMM は SCVMM コンソールを使って制御します。SCVMM コンソールは Team 

Foundation Server と同じコンピューターにインストールします。 

◦ コンソールから SCVMM に接続するには、SCVMM サービス アカウントのパスワードが必要

です。 

◦ Team Foundation Server のサービス アカウントを SCVMM の Administrators グループ

に追加します。 

 Hyper-V Admin アカウント: 

◦ 各 Hyper-V ホスト コンピューターで、Hyper-V Admin アカウントを Administrators グ

ループに追加する必要があります。 

◦ SCVMM コンソールで [ホストの追加] コマンドを使用してこのアカウントの資格情報を指定

します。 

 UI テストのテスト エージェントのアカウント: 



◦ ラボ センターに新しい環境をセットアップするときに、コード化された UI テストを実行す

るラボ コンピューターの 1 つを構成できます。テストを実行する際に使用するアカウントを

指定します。ラボ センターは、ラボ コンピューターのテスト エージェントを、このアカウン

トでログインするように構成します。 

 

サービス アカウントの詳細については、「Team Foundation Server におけるサービス アカウントと依存

関係」を参照してください。Visual Studio 2010 については、「Team Foundation Server のインストー

ルに必要なアカウント」を参照してください。 

ソフトウェアのインストール 

ここまでに、以下の準備を整えました。 

 必要な物理ハードウェアを決めて購入し、電源をオンにしました。 

 各コンピューターに振り分けるインフラストラクチャ コンポーネントを決めました。 

 インフラストラクチャ製品の DVD (またはダウンロードした ISO ファイルやインストーラー フ

ァイル) を用意しました。 

 社内のネットワークにサービス アカウントを登録しました。 

 

ここでソフトウェアをインストールする方法を長々と説明しても意味があるようには思えません。使用条件を

受け入れ、インストーラー ウィザードにクリックで答え、時折 DVD を入れ替えながら、リラックスして好

きなテスト ブログを読むリラックスした時間をすごせばよいだけです。その過程で手動操作が必要と感じた

ら、Web 上にたくさんのヘルプがあります。 

ただし、インストーラーからはいくつかオプションが提示されるため、大多数が使用する既定値をそのまま受

け入れるべきか、細かく指定して独自に微調整すべきか迷う場面もあるでしょう。この選択をやり過ごすわけ

にはいきません。ここで、最終的かつ完全で永続的な選択を行わなければなりません。ヘルプは、コンポーネ

ントが変わると場所も変わり、通常、コンポーネントどうしの相互関係を意識した構成にはなっていません。  

そこで、各コンポーネントをテスト インフラストラクチャに統合することに的を絞って、考え方やアドバイ

スをいくつか示します。 

インストールの概要 

テスト インフラストラクチャは、以下の手順に従ってセットアップします。コンポーネントには依存関係が

あるため、順序が重要です。 

1. Hyper-V をセットアップして、テスト仮想マシンのホスト コンピューターを用意します。 

2. テスト インフラストラクチャ製品用のコンピューターをセットアップします。 

http://msdn.microsoft.com/library/ms253149.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/ms253149.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd578625.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd578625.aspx


3. 仮想環境の System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) をインストールします。 

4. バーンダウンを表示するプロジェクト管理グラフやレポート用に SQL Server 2008 Standard を

インストールします (SQL Express を使用してもかまいませんが、最も便利なプロジェクト進捗レポ

ートを利用できません)。 

5. プロジェクト ポータルやテスト進捗状況のレポート用に SharePoint をインストールします。  

6. Team Foundation Server をインストールします。 

a. ビルド サービスを構成します。 

b. Lab Management を構成します。 

7. 仮想マシン ライブラリに、テストに使用する仮想マシンの基本セットを設定します。ユーザーは、ラ

イブラリのコンテンツを複製および変更できます。そのため、この最初の手順は、主要オペレーティ

ング システムを含む、使用する可能性の高い仮想マシンを指定するだけです。 

 

Hyper-V 

テスト ホスト コンピューターで Hyper-V を構成します。仮想マシンでインフラストラクチャ コンポーネ

ントを実行することにした場合、別のコンピューターに Hyper-V をインストールします。 

Hyper-V をインストールするコンピューターには、64 ビット アーキテクチャ、ハードウェア支援の仮想

化、Windows Server (ここでは 2008 R2)、大容量ディスクが最低 1 台、大容量 RAM、多数の論理 CPU 

が必要です。仮想マシンではなく、物理コンピューターにする必要があります。このコンピューターは他の役

割には使用しないことをお勧めします (詳細については、MSDN の「Windows Server 2008 の Server 

Core インストールに Hyper-V の役割をインストールする」を参照してください)。 

Hyper-V を構成するには、以下の手順を実行します。 

1. コンピューターがネットワーク ドメインに参加させます。  

a. コントロール パネルの [システム] の [コンピューター名] に移動します。 

b. "-HOST" で終わるこのコンピューターの名前を選択します。これは仮想マシンと物理コンピ

ューターの混同を防ぐのに役立ちます。 

2. サーバー マネージャーで、[役割]、[役割の追加] の順に選択し [Hyper-V] を追加します。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc794852.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc794852.aspx


 

Hyper-V の有効化 

3. 既定の保存場所をこのコンピューターの大容量ディスクに設定します。 

a. Hyper-V マネージャーで、このコンピューターを選択し Hyper-V のオプションを選択しま

す。 

b. [仮想ハード ディスク] ページで、「D:\VHD」のようなフォルダー名を入力します。 

c. [仮想マシン] ページで、「D:\VM\」のようなフォルダー名を入力します。 

 

テスト インフラストラクチャ コンポーネント用の仮想マシン 

ここでは、テスト インフラストラクチャ製品 (Team Foundation Server など) を仮想マシン (VM) にイ

ンストールする方法について説明します。これらの製品を物理コンピューターに直接インストールする場合

は、読み飛ばしてもかまいません。 

注: ここで説明するのは、テストに使用する仮想マシンの作成方法ではありません。テストに使用する仮想

マシンは、SCVMM を実行後にセットアップします。これについては後ほど説明します。 

VM のセットアップには、次の 2 とおりの方法があります。 

 物理コンピューターと同じように、PXE サーバー、インストーラー ディスク、または ISO ファ

イルから Windows をインストールします (詳細については、「チュートリアル: PXE を使って

イメージを展開する」を参照してください)。 

 既に Windows をインストールした既存の VM を複製します。 

 

VM の新規作成: 新しい空の VM への Windows のインストール (60 分) 

1. VM を作成します。Hyper-V マネージャーで [操作]、[新規]、[仮想マシン] の順にクリックしま

す。 

以下の項目を指定します。 

http://technet.microsoft.com/library/dd744541(WS.10).aspx
http://technet.microsoft.com/library/dd744541(WS.10).aspx


◦ [名前と場所の指定] 

 [名前]: ドメイン名と同じ名前を使います。 

 [仮想マシンを別の場所に格納する]: 大容量ディスク ドライブを設定します。 

◦ [ネットワークの構成]: [ローカル エリア接続 – 仮想ネットワーク] を選択します。 

◦ [仮想ハード ディスクの接続]:  

 [場所] には大容量ディスクド ライブ (D:\VM\ など) を指定します。 

 ハード ディスクは後から追加できます。 

◦ [インストール オプション]: 組織が PXE サーバーを所持している場合は、[ネットワーク ベ

ースのインストール サーバーからオペレーティング システムをインストールする] をオンに

します。それ以外の場合は、ホスト マシンから使用可能な Windows の DVD や ISO ファ

イルを選択します。 

ウィザードが完了すると、[仮想マシン] の一覧に、作成した VM が [オフ] の状態で表示されま

す。 

2. VM を起動し、[接続] をクリックします。VM のコンソール画面が表示されます。  

ネットワークからインストールする場合、F12 キーを押して、オペレーティング システムの選択が必

要になることもあります。 

Windows がインストールされます。必要に応じて、管理者のパスワードを指定します。 

ネットワークに KMS が存在しない場合は、Windows のライセンス認証キーも指定します (詳細に

ついては、TechNet のトピック「ボリューム ラインセンス認証 (英語)」を参照してください)。 

3. コンソールにログインします。Hyper-V の VM にログインするには、[接続] をクリックして仮想マ

シンのコンソール画面を開き、左上隅にある [Ctrl+Alt+Delete] ボタンをクリックします。 

 

ログイン 

4. ハウスキーピングを実行します。 

a. 更新プログラムを入手します。VM のコントロール パネルの [Windows Update] で、更新

プログラムの自動インストールを設定します。通常、更新の完了には再起動が必要です。 

b. リモート デスクトップを有効にします。 

http://technet.microsoft.com/library/ff719787.aspx


5. プロセッサとディスクを追加します。 

a. VM をシャットダウンします。  

b. Hyper-V コンソールで VM を右クリックして、[設定] をクリックします。 

 

VM の設定 

c. [BIOS] タブで、IDE を [スタートアップ順序] ボックスの一覧の先頭に移動します。これで

今後 VM は PXE から起動されなくなります。 

d. [プロセッサ] タブで [論理プロセッサの数] を調整します。論理プロセッサとは仮想プロセッ

サのことです。 

e. [SCSI コントローラー] タブでは仮想ハード ドライブを追加できます。  

固定サイズのディスクを指定します。ホストの大容量ディスクを設定します。 

f. [レガシ ネットワーク アダプター] を削除します。 

[ハードウェアの追加]、[ネットワーク アダプター] の順にクリックします。このタイプのネ

ットワーク アダプターの方が効率よく機能します。 

g. 設定を保存し、VM を起動します。  

h. ディスクを追加した場合は、VM でマウントします。[管理ツール]、[コンピューターの管

理]、[記憶域]、[ディスクの管理] の順にクリックします。新しいディスクを選択し、初期化

します。次にそのディスクに新しいシンプル ボリュームを作成します。 

6. 新しい VM の作成時にテンプレートとして使用できるように、VM をエクスポートします 

a. 各コピーに複製する追加ソフトウェアをすべてインストールします。 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135682


b. VM をシャットダウンします。 

c. Hyper-V マネージャーで、VM を選択して、[エクスポート] をクリックします。大容量ディ

スクの別のフォルダー (D:\exports\ など) にエクスポートします。 

エクスポートには 5 ～ 20 分かかることがありますが、バックグラウンドで実行されます。

エクスポートをキャンセルできるコマンド画面が消えると完了です。  

7. VM を削除します。エクスポートした VM をコピー元のテンプレートにします。エクスポート前の 

VM を削除しておくと、コピーが起動されるときに名前の競合がおこりません。 

a. Hyper-V で VM を削除します。 

b. ホストの D:\VHD\ にあるディスク ファイルを削除します。 

 

VM の追加: インポートによる VM の作成 (15 分) 

インポートによって VM を作成する前に、エクスポート前の元の VM を一時停止またはシャットダウンしま

す。新しい VM はコピー元の VM と同じドメイン名になります。したがって、両方の VM を実行する前

に、ドメイン名を変更する必要があります。 

1. Hyper-V マネージャーで [仮想マシンのインポート] をクリックします。 

2. ウィザードで以下のオプションを選択します。 

◦ [仮想マシンをコピーする (新しい一意な ID を作成する)] 

◦ [すべてのファイルを複製し、同じ仮想マシンを再度インポートできるようにする] 

インポートには、通常、3 ～ 10 分かかります。 

3. Hyper-V の新しい VM の名前を変更します。これで変更されるのは、Hyper-V が識別する名前のみ

です。 

4. D:\VHD にある新しいコンピューターの仮想ディスク ファイルの名前を変更します。 

 

仮想ハード ディスクの名前 



5. Hyper-V で、新しい VM の [設定] を開き、各ディスクの定義を編集します。新しい仮想ディスク 

ファイルの名前を指すようにディスクの場所を変更します。 

 

場所の変更 

6. 新しい VM を起動し、ログインします。 

7. VM のコントロール パネルの [システム] を使ってコンピューターをドメインに参加させます。VM 

を再起動します。 

コンピューターのドメイン名を Hyper-V のコンピューターの名前と同じにします。大文字と小文字

が自動的に変更されることはありません。 

8. ユーザーを Administrators グループに追加します。[管理ツール]、[コンピューターの管理]、[ロ

ーカル ユーザーとグループ]、[グループ]、[Administrators] の順にクリックし、Administrators 

グループにエイリアスを追加します。自分自身を追加するのを忘れないでください。 

この時点で、リモート デスクトップを使って VM にログインできます。 

 

System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) のインストール 

SCVMM を使用して、仮想マシン (VM) のライブラリを管理できます。また、Hyper-V ホスト全体をプール

された単一リソースとして処理することも可能です。SCVMM は非常に強力なツールで、独自のローカル ク

ラウドを作成できます。VM のパフォーマンスを最適に保ったまま、サーバー間で移動することも可能です。 

ここでは、SCVMM を使用してテスト VM を管理します。  

前提条件: 

 ドメイン上のアカウント: VMM サービス アカウント。  

 ドメインに参加している、Windows Server 2008 R2 SP1 をインストール済みの物理または仮想 

x64 コンピューター。 

これには Hyper-V テスト ホストと同じコンピューターを使用できます。 

 VM ライブラリの保存先となる大容量ディスク。 

 System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 のインストール DVD とプロダクト キー。 

 



VMM サーバーのインストール 

1. SCVMM をインストールする VM または物理コンピューターに、リモート デスクトップを使用し

てログインします。 

2. SCVMM インストーラーを起動し、VMM サーバーのセットアップを選択します。 

3. ウィザードで SQL Server Express をインストールするかどうかを確認するメッセージが表示さ

れたら、[はい] をクリックします (ただし、テスト VM を 150 以上ホストする予定があれば、

[いいえ] をクリックし、別のコンピューターに SQL Server 2008 をインストールします)。 

4. ライブラリ共有を大容量ディスクに配置します。必要に応じて、別のコンピューターに別のライブ

ラリ共有を後から追加することもできます。 

5. 既定の VMM 通信ポートの値を 80 から 8000 などの別の値に変更します。これで、このコンピ

ューターに SharePoint またはセルフ サービス ポータルをインストールするときに、ポート 80 

を使用できます。 

6. VMM サービス アカウントを指定します。 

 

その他のコンポーネントのインストール 

同じインストーラー ディスクまたは ISO を使用して、以下のコンポーネントをインストールします。 

コンポーネント インストール場所 目的 

VMM 管理者コンソール VMM サーバー コンピューター 管理者のサポート 

 Team Foundation Server コンピューター Lab Management の有効化 

 デスクトップ 管理者のサポート 

VMM ローカル エージェント テスト ホスト Hyper-V コンピューター (通

常は、VMM サーバーがインストール) 

SCVMM によるホストの制御 

VMM セルフ サービス ポータル VMM サーバー コンピューター ユーザーによる VM の作成 

VMM セルフ サービス ポータルのインストール時には、以下のことを行います。 

 ポート 80 以外のポートを使用するように構成する 

 SharePoint とは別のコンピューターに配置する 

 

Hyper-V への接続 

SCVMM コンソールで、[ホストの追加] コマンドを使用して、[テスト ホスト] ボックスに管理者権限を持

つサービス アカウントの資格情報を入力します。SCVMM では、このサービス アカウントをホスト コンピ



ューターの Virtual Machine Manager セキュリティ グループに追加します。このアカウントは、SCVMM 

エージェントの制御に使用します。  

 

SCVMM での Hyper-V ホストの登録 

これで、Hyper-V コンピューターに VMM エージェントがインストールされます。必要に応じて、Hyper-V 

の役割を起動します。起動には数分かかることがあります。 

Microsoft .NET Framework 3.5 と 

インターネット インフォメーション サービス (IIS) の有効化  

サーバー マネージャーで、[機能] を開き、.NET 3.5 を有効にします。 

サーバー マネージャーで [役割] を開き、Web サーバー (IIS) を追加します。以下の役割サービスを有効

にします。 

 HTTP 共通機能 

 アプリケーション開発 

 [管理ツール] の下にある [IIS 管理コンソール] 

 

MSDN の「標準構成を使用した Team Foundation Server の構成」を参照してください。 

Team Foundation Server 用の SQL Server 2012 または 2008 R2 のインストール 

バーンダウンなどの履歴データを表示するプロジェクト管理グラフやレポートが必要な場合は、SQL Server 

2012 または 2008 R2 をインストールします。ここでは以下の方法をお勧めします (この時点で、どちらの

バージョンもインストールしなければ、Team Foundation Server の基本インストールによって SQL 

Server Express がインストールされます)。 

1. SQL Server のインストーラーで以下の機能を選択します。 

◦ [データベース エンジン サービス] の下にある [フルテキスト検索] 

◦ Reporting Services (各機能) 

http://msdn.microsoft.com/library/dd631903.aspx


◦ Integration Services 

2. [インスタンスの構成] ページで [既定のインスタンス] を設定します。 

(他のインスタンス名を設定する場合は、Team Foundation Server の詳細設定を使用して、データ

ベースを <コンピューター名>\<インスタンス名> として表します。) 

3. [サーバーの構成] ページで以下の手順を実行します。  

◦ SQL Server サービス アカウントの資格情報を指定します。すべてのサービスに同じアカウン

トを使用します。 

◦ SQL Server エージェントのスタートアップの種類を [自動] に設定します。 

4. [データベース エンジンの構成] ページで以下の手順を実行します。 

◦ [現在のユーザーの追加] をクリックします。 

◦ Team Foundation Server サービス アカウントを追加します。 

5. [Reporting Services の構成] で以下の手順を実行します。 

◦ SharePoint をインストールする場合は統合モードを選択します。 

◦ インストールしない場合はネイティブ モードを選択します。 

 

TCP と名前付きパイプ プロトコルの有効化 

インストールが完了したら、SQL Server 構成マネージャーを起動します。 

[SQL Server ネットワークの構成] を展開し、[MSSQLSERVER のプロトコル] をクリックします。[名前付

きパイプ] および [TCP/IP] が有効になっていることを確認します。これらのオプションを変更する場合

は、[SQL Server のサービス] ページを開き、SQL Server サービスを停止して再開します。 

SharePoint のインストール (必要な場合) 

SharePoint をあまり使用しない場合は、この手順を省略してください。Team Foundation Server の標準

インストーラーには SharePoint のインストールも含みます。 

SharePoint では、プロジェクトの進行状況に関するレポートのコレクションを表示するダッシュボードな

ど、高度なプロジェクト Web サイトを実現できます。また、お知らせを投稿したりドキュメントを共有し

たりできるプロジェクト ポータルも利用できます (詳細については、MSDN の「Team Foundation Server 

用の SharePoint 製品の手動インストール」を参照してください)。ダッシュボードを使用して少量のドキュ

メントのみを共有する場合は、この手順を省略します。 

ただし、SharePoint を頻繁に使用するチームは、Team Foundation Server とは別のコンピューターに 

SharePoint をインストールすることをお勧めします。8 GB 以上の RAM を搭載したコンピューターにイン

ストールすると効率よく機能します。  

http://msdn.microsoft.com/library/dd631905.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/dd631905.aspx


また、SharePoint インストールを含まない Team Foundation Server の高度なインストーラーを使用する

場合、または SharePoint Enterprise をインストールする場合は、この時点で SharePoint をインストール

できます。高度な Team Foundation Server インストーラーを使用して、既存の SharePoint サイトと統

合することも可能です。 

SharePoint のインストールが完了したら、Web ブラウザーで http://<サーバー名>/ にアクセスしてテス

トします。 

SharePoint を管理するには、インストーラーによって指定される URI (http://<サーバー名>:17012 な

ど) を書き留めておきます。 

Team Foundation Server のインストール 

Team Foundation Server インストーラーを DVD から実行します。.NET Framework 4.5 などの前提条

件をインストールおよび構成するため、コンピューターの再起動が必要になる場合があります。この場合、再

度ログインするとインストールが再開します。 

設定のほとんどは構成マネージャーで行います。構成マネージャーは、インストールが終了すると起動しま

す。 

Team Foundation Application Server の構成 

構成ウィザードでまずは以下の設定を行います。 

[標準の単一サーバー]: SharePoint および SQL Server を Team Foundation Server と同じコンピュータ

ーにインストールする場合、および SQL Server データベースに既定の名前が指定されている場合は、この

設定を選択します。SharePoint をインストールしていなければ、このウィザードによってインストールされ

ます。 

[詳細]: 通常、この設定は以下のような場合に使用します。 

 SQL Server または SharePoint Server が別のコンピューターにインストールされている。 

 SQL Server に既定以外の名前を指定している (この場合、<コンピューター名>\<サーバー イ

ンスタンス名> の形式で入力する必要があります)。  

 単一の大規模サービスとして機能するように、Team Foundation Server コンピューターのクラ

スターをセットアップする。 

 残りの設定について、[標準の単一サーバー] ウィザードで指定されている条件が合っていない。  

[基本]: この設定ではレポート機能や SharePoint ポータルは利用できません。ただし、ユーザーのストーリ

ーごとに成功したテストの数を示すグラフを確認できることから、おそらくどちらの機能も必要です。 

ウィザードで Team Foundation Server サービス アカウントを入力します。[テスト] ボタンをクリックす

ると、資格情報がドメイン内で有効であることのみ確認されます。つまり、関連サービスにすべてアクセスで

きるかどうかは確認されません。 



構成が完了したら、接続の詳細を確認します。 

 

構成の完了 

Web Access URI は Web ブラウザーから使用できます。 

Team Foundation Server URI は Visual Studio または Microsoft Test Manager の [サーバーの接続] 

ダイアログ ボックスに入力します。 

Lab Management のセットアップ 

1. Team Foundation Server 管理コンソールを起動します。 

2. [アプリケーション層]、[Lab Management] の順にクリックします。 

3. [構成] をクリックします。 

4. 問い合わせに応じて、自身のアカウント (または SCVMM コンピューターの管理者アカウント) を指

定します。 

[ネットワークの分離] と [詳細設定] はウィザードの既定値をそのまま使用します。 

 

チーム プロジェクト コレクションの作成 

Team Foundation Server 管理コンソールの [チーム プロジェクト コレクション] で [コレクションの作

成] をクリックします。 

1. [データ層] ページで、コンピューターに SQL Server 2008 インスタンスの名前を付けます。Team 

Foundation Server 用に別の SQL Server インスタンスを作成していない場合は、単にローカル コ

ンピューター名になります。[このコレクションに新しいデータベースを作成する] チェック ボック

スをオンにします。 

2. Team Foundation Server は、このプロジェクト コレクションのポータルとして SharePoint サイ

ト ページに SharePoint サブサイトを作成します。Web アプリケーションでは、SharePoint サイ

トの Web アドレスが必要です。すべてを同じコンピューターまとめれば単に http://thisMachine 

となります。 

このプロジェクト ポータル サイトの URL をメモします。 



3. Team Foundation Server は [レポート] ページに、生成するレポートを表示する SharePoint サ

ブサイトをセットアップします。この URL をメモします。 

 

ビルド サービスのセットアップ 

ビルド サービスは、Team Foundation Server がインストールされているコンピューターにも、別のコンピ

ューターにもセットアップできます。別のコンピューターにセットアップすれば、ビルド開始時に Team 

Foundation Server に遅延が生じることはありません (詳細については、MSDN の「Team Foundation ビ

ルド サービスのインストール」を参照してください)。 

注: ビルドしたソフトウェアをビルド サーバーで実行できるように、ビルド サーバーにはすべてのプラッ

トフォーム ソフトウェアをインストールします。たとえば、.NET と SQL Server を使用するソフトウェ

アを開発している場合、それぞれ適切なバージョンをインストールします。 

Team Foundation Server と同じ DVD または ISO (ディスク イメージ) からビルド サービスをインスト

ールします。 

ビルド サービス コンピューターの Team Foundation Server 管理コンソールで [ビルド構成] をクリック

し、[Team Foundation ビルド サービスの構成] をクリックします。選択する主な項目は Team 

Foundation Server のチーム プロジェクト コレクションのパスです。他の設定は通常、既定値のままにし

ます。 

ウィザードによってビルド コントローラーとエージェントがセットアップされます。 

ビルド サービスの起動後に最初のチーム プロジェクト コレクションをセットアップする場合は、管理コン

ソールの [ビルド構成] に戻ります。[プロパティ] をクリックし、ビルド サービスをチーム プロジェクト 

コレクションに接続します。次に、すべて既定の値を選択して [新規コントローラー] コマンドと [新規エー

ジェント] コマンドを実行します。 

 

http://msdn.microsoft.com/library/ee259687.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/ee259687.aspx


ビルド構成  

 

ビルド サービスのプロパティ 

ビルド完了電子メールの許可 

Team Foundation Server 管理コンソールを開き、サーバー コンピューター名の [アプリケーション層] を

クリックします。 

[サービス アカウント] には、ドメインで電子メール メッセージを送信する権限があるアカウントを設定し

ます。適切なアカウントが設定されていない場合は、[アカウントの変更] を使用します。一定間隔でパスワ

ードを変更することになるため、自身のアカウント名は使用しません。(サービス アカウントのパスワードを

変更する必要がある場合は、[パスワードの更新] コマンドを使用します。このコマンドではそのアカウント

のパスワードは変更されず、Team Foundation Server がそのアカウントの使用を試みるとパスワードが変

更されます。) 



 

電子メール通知アカウントの設定 

[電子メール通知の設定] まで下にスクロールし、[通知設定の変更] をクリックします。このとき、社内ネッ

トワークの SMTP サーバーのアドレスが必要になります。ドメイン管理者からアドレスを入手しておいてく

ださい。 

 

電子メール通知の設定 

Visual Studio での Team Foundation Server への接続 

この時点で、デスクトップ コンピューターから、Team Foundation Server に接続できるようになります。 

 

Visual Studio でのサーバーへの接続 

新しいコレクションでプロジェクトを作成します。[チーム エクスプローラー] で、チーム コレクションの

ショートカット メニューの [新しいチーム プロジェクト] をクリックします。 



 

新しいチーム プロジェクト 

チーム メンバーの追加 

個人やチームによるアクセスを管理できます。通常、Team Foundation でチームを作成してから、そのチー

ムにアクセス許可を設定します。そのチームに個人を追加または削除します。 

Visual Studio で [チーム]、[チーム プロジェクト設定]、[グループ メンバーシップ] の順にクリックしま

す。チームのメンバーを既定のチームに追加します。個人をプロジェクト管理者グループに追加することも検

討します。 

MTM での接続 

Microsoft Test Manager からプロジェクトに接続します。 

 

MTM でプロジェクトに接続 

テスト コントローラーのセットアップ 

テスト コントローラーは、リモート コンピューターでの展開の調整、テストの実行、テストの監視に使用し

ます。ソフトウェアをビルドするコンピューター以外のコンピューターでテストを実行する場合は、テスト 

コントローラーを用意します。具体的には、クライアント/サーバー システムや分散システムでのテストの実

行に、テスト コントローラーが必要になります。 

テスト コントローラーは、自身のデスクトップなど、テストの調整に使用する任意のコンピューターにセッ

トアップできます。今回は、Visual Studio をテスト コントローラーへのユーザー インターフェイスとして

使用します。 



また、チーム プロジェクト コレクションにテスト コントローラーを登録できます。テスト環境で実行する

場合はコントローラーを登録します。テスト コントローラーは任意のコンピューターにインストールできま

す。最も簡単なのは、チーム プロジェクト コレクションと同じコンピューターです。 

Team Foundation Server のインストール パックにあるテスト コントローラーのインストーラーを実行し

ます。また、「Visual Studio のエージェント」を検索して、Web からダウンロードできる ISO ファイル

を探すこともできます。 

ISO ファイルから仮想マシンにインストールするには、以下の手順を実行します。 

1. テスト コントローラーをインストールする仮想マシンをホストする Hyper-V コンピューターに 

ISO ファイルをコピーします。 

2. Hyper-V を使用して、インストールするコンピューターを一時停止します。インストールするコンピ

ューターの設定を開き、DVD ページで、ISO ファイルをインストールするコンピューターの仮想 

DVD ドライブにマウントします。 

3. インストールするコンピューターを再起動します。 

4. インストールするコンピューターにログインし、DVD からテスト コントローラーをインストールし

ます。 

 

インストールが完了したら、[テスト コントローラーを今すぐ構成] をオンにします。 

Microsoft Test Manager からテスト ケースを実行するためにテスト コントローラーを作成している場合

は、テスト コントローラーをネットワーク サービスとして構成し、いずれかの Team Foundation Server 

に登録します。 

Visual Studio を使用して実行するためにスタンドアロンのテスト コントローラーを作成している場合は、

Visual Studio コンピューターでテスト コントローラーをセットアップします。テスト コントローラー自体

とテスト コントローラーの管理ツールの両方がインストールされます (Visual Studio 2010 では、[テスト] 

メニューの [テスト コントローラーの管理] を使用します)。 

テスト対象の物理コンピューターと仮想マシンのセットアップ 

これで、基本テスト インフラストラクチャがセットアップされました。最後に、テストの対象として使用で

きる仮想マシン テンプレートをライブラリに登録します。テスト対象として物理コンピューターを数台構成

しておくことも検討します。 

通常、それぞれ異なるオペレーティング システムをインストールした仮想マシンを 2 ～ 3 台、ゼロからセ

ットアップします。その後、それらをコピーし、構成を調整して、他の仮想マシンを作成します。 

多くの場合、少なくとも次の 4 つのテンプレートが必要になります。 



 テスト ラボ サーバー: テスト担当者が、通常、クライアント/サーバー システムのサーバー部分

をインストールするコンピューターです。  

 手動テスト クライアント: テスト担当者はこのテンプレートを使って、Web クライアント アプ

リケーションやデスクトップ アプリケーションをテストします。詳細については「第 4 章 手動

システム テスト」を参照してください。手動テスト クライアントには、以下の要素を含めます。 

◦ Web ブラウザー: Web アプリケーションをテストする場合、複数の製品やモデルが必要で

す。 

◦ Visual Studio Test Professional: テスト ランナーを提供します。テスト担当者はテスト ラ

ンナーを使って、テスト全体を実行し、テスト中の操作を記録、再生します。 

 自動テスト開発クライアント: このテンプレートから作成した VM を使って、自動テストをデバ

ッグします。詳細については、「第 5 章 自動システム テスト」を参照してください。自動テス

ト開発クライアントには、以下の要素を含めます。 

◦ Web ブラウザー 

◦ Visual Studio Ultimate 

 ドメイン コントローラー: この VM は、ネットワーク分離環境にドメイン ネーム サーバーを提

供します。詳細については、「第 3 章 ラボ環境」のネットワーク分離環境での操作についての説

明を参照してください。 

 

SCVMM を使用した仮想マシンの作成 

ライブラリの最初の仮想マシン (VM) は SCVMM を使用して作成する必要があります。作成した VM は 

SCVMM ライブラリに保存し、Lab Manager にインポートします。ユーザーは Lab Manager を使用し

て、初期 VM を変更し、新しいバージョンをライブラリに保存します。 

ヒント: SCVMM セルフ サービス Web サイトを構成します。その結果、チーム メンバーであれば 

SCVMM サーバーの管理者特権がなくても、新しい VM を作成できます。 

MSDN のトピック「方法: Lab Management 用の仮想マシンおよびテンプレートを作成して保存する」の

手順に従ってください。以下に、その手順をまとめておきます。 

 新しい VM を作成し、Windows をインストールします。PXE サーバーがあれば、インストール

が容易になります。 

 管理者特権のあるユーザー アカウントを追加し、すべてのラボ VM でこのアカウントを使用しま

す。その結果、Lab Manager で VM を管理できるようになります。 

http://msdn.microsoft.com/library/ee702479(VS.110).aspx


 Team Foundation Server DVD からテスト エージェントをインストールしますが、テスト コン

トローラーには接続しません (ラボ環境で VM を使用するとき、Lab Manager がこの接続を行い

ます)。 

 テンプレートから作成した VM のニーズに合わせて Windows を構成します。たとえば、Web 

サーバー (IIS) の役割を有効にします。 

 テンプレートから作成した VM のニーズに合わせてソフトウェア (Visual Studio など) をインス

トールします。 

 管理者パスワードとローカル パスワード ポリシーをクリアします。これは、テンプレートとして 

VM を保存するための特殊な要件です。 

 VM をシャットダウンします。 

 SCVMM コンソールで、VM をテンプレートとしてライブラリに保存します。 

 

詳細情報 

本書全体にわたって数多くの参考資料を紹介しています。これらの資料を参考に、詳しい背景情報やさまざま

なテクノロジに関する情報などを簡単に入手できます。さまざまな資料を簡単に入手できるように、文献目録

を用意しました。ここには本書で紹介したすべての参考資料へのオンライン リンクを一覧し、ワンクリック

で参照できるようにしています。  
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