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テスト

静的コード解析：
ソースコードの信頼
性向上

実行時エラー検出：
アプリケーションの
信頼性向上

メモリ分析：ソースコードのボトルネックを解析、信頼性向上

カバレッジ分析：
テスト状況の把握・テスト漏れの防止

パフォーマンス分析 ：ソースコードのボトルネックを解析
パフォーマンスエキスパート

システムテスト統合テスト単体テスト

デバッグコーディング
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DevPartnerとは？
静的ソースコード解析、パフォーマンス分析、メモリ分析、カバレッジ分析、実行時エラー検出などで
構成され、コーディングからテストまで各工程においてアプリケーション品質を測定・可視化し、テス
ト漏れの防止や品質の向上を可能にします。



4

DevPartner Studio 11.4 （最新版）機能概要図

DevPartner Studio Professional Edition 

Visual Studio 
2005

Visual Studio 
2008

Windows 10 (Craeators Updateを含む), Windows 8.1, Windows 8.0, 
Windows7, Windows Vista,

Windows Server 2008/R2, Windows Server 2003/R2

Visual 
Studio

Visual Studio  32bit/64bit 対応機能
Managed Unmanaged

静的コード解析

実行時エラー検出

パフォーマンス分析

カバレッジ分析

メモリ分析

パフォーマンスエキスパート

Visual Studio 
2010

OS

Visual Studio 
2012

Visual Studio 
2013

Visual Studio 
2015

Visual Studio 
2017



言語別の対応機能一覧
Visual Basic .NET Visual C# C++/CLI(/clr:pure) ネイティブ C++

アンマネージコード
コーディング内容についてのチェック ○ ○ － －
チェックする項目のカスタマイズ ○ ○ － －
変数名の命名規則のチェック ○ ○ － －
命名規則のカスタマイズ ○ ○ － －
解析結果をエクスポート（XML） ○ ○ － －
解析結果をレポート出力（HTML） ○ ○ － －
メソッド（関数）・行単位のカバレッジ分析 ○ ○ ○ ○
カバレッジデータのマージ ○ ○ ○ ○
分析結果をエクスポート（XML/CSV） ○ ○ ○ ○
分析結果をレポート出力（HTML） ○ ○ ○ ○
行単位のパフォーマンス分析 ○ ○ ○ ○
コールグラフ（呼び出し関連図）表示 ○ ○ ○ ○
分析結果をエクスポート（XML/CSV） ○ ○ ○ ○
分析結果をレポート出力（HTML） ○ ○ ○ ○
メソッド（関数）単位のパフォーマンス分析 ○ ○ ○ －
サーバーリソース（CPU・スレッド使用率、etc）のパ
フォーマンス分析

○ ○ ○ －

コールグラフ（呼び出し関連図）表示 ○ ○ ○ －
分析結果をエクスポート（XML） ○ ○ ○ －
分析結果をレポート出力（HTML） ○ ○ ○ －
メモリ使用状況分析 ○ ○ ○ －
テンポラリオブジェクト分析 ○ ○ ○ －
メモリリーク分析 ○ ○ ○ －
メモリ、ポインタのエラー － － － ○
メモリリーク、リソースリーク － － － ○
インターフェースリーク、COMメソッドの呼び出しの失敗 － － － ○
API呼び出しの失敗 － － － ○
アンマネージDLLのエラー検出 ○ ○ ○ ○
スレッド分析 － － － ○
検出結果をエクスポート（XML） － － － ○
分析結果をレポート出力（HTML） － － － ○

Visual Studio 2005、2008、2010、2012、2013、2015、2017

パフォーマンス
分析

実行時エラー検出

パフォーマンス
エキスパート

静的コード解析

カバレッジ分析

メモリ分析

マネージコード

※C++コンパイルの種類において“共通言語ランタイム サポート (/clr)”は、サポートしていません。

5


Sheet1

						Visual Studio 2005、2008、2010、2012、2013、2015、2017

						Visual Basic .NET		Visual C#		C++/CLI(/clr:pure)		ネイティブ C++

						マネージコード						アンマネージコード

		静的コード解析 セイテキカイセキ		コーディング内容についてのチェック ナイヨウ		○		○		－		－

				チェックする項目のカスタマイズ コウモク		○		○		－		－

				変数名の命名規則のチェック ヘンスウメイメイメイキソク		○		○		－		－

				命名規則のカスタマイズ メイメイキソク		○		○		－		－

				解析結果をエクスポート（XML） カイセキケッカ		○		○		－		－

				解析結果をレポート出力（HTML） カイセキケッカシュツリョク		○		○		－		－

		カバレッジ分析 ブンセキ		メソッド（関数）・行単位のカバレッジ分析 カンスウギョウタンイブンセキ		○		○		○		○

				カバレッジデータのマージ		○		○		○		○

				分析結果をエクスポート（XML/CSV） ブンセキケッカ		○		○		○		○

				分析結果をレポート出力（HTML） ブンセキケッカシュツリョク		○		○		○		○

		パフォーマンス
分析 ブンセキ		行単位のパフォーマンス分析 ギョウタンイブンセキ		○		○		○		○

				コールグラフ（呼び出し関連図）表示 ヨダカンレンズヒョウジ		○		○		○		○

				分析結果をエクスポート（XML/CSV） ブンセキケッカ		○		○		○		○

				分析結果をレポート出力（HTML） ブンセキケッカシュツリョク		○		○		○		○

		パフォーマンス
エキスパート		メソッド（関数）単位のパフォーマンス分析 カンスウタンイブンセキ		○		○		○		－

				サーバーリソース（CPU・スレッド使用率、etc）のパフォーマンス分析 シヨウリツブンセキ		○		○		○		－

				コールグラフ（呼び出し関連図）表示 ヨダカンレンズヒョウジ		○		○		○		－

				分析結果をエクスポート（XML） ブンセキケッカ		○		○		○		－

				分析結果をレポート出力（HTML） ブンセキケッカシュツリョク		○		○		○		－

		メモリ分析 ブンセキ		メモリ使用状況分析 シヨウジョウキョウブンセキ		○		○		○		－

				テンポラリオブジェクト分析 ブンセキ		○		○		○		－

				メモリリーク分析 ブンセキ		○		○		○		－

		実行時エラー検出 ジッコウジケンシュツ		メモリ、ポインタのエラー		－		－		－		○

				メモリリーク、リソースリーク		－		－		－		○

				インターフェースリーク、COMメソッドの呼び出しの失敗 ヨダシッパイ		－		－		－		○

				API呼び出しの失敗 ヨダシッパイ		－		－		－		○

				アンマネージDLLのエラー検出 ケンシュツ		○		○		○		○

				スレッド分析 ブンセキ		－		－		－		○

				検出結果をエクスポート（XML） ケンシュツケッカ		－		－		－		○

				分析結果をレポート出力（HTML） ブンセキケッカシュツリョク		－		－		－		○







DevPartnerをインストールすると、Visual Studioに統合されます。
DevPartnerの各機能は、主にVisual Studioから実行して使用します。
また、コマンドラインから実行も可能です。
製品に関するFAQサイトは、
http://www.microfocus.co.jp/products/devpartner/devpartner_fm/purchase_faq/devpartner_q.asp#n000

実行結果は
ソリューション内に保存

メニューやツールバーから
DevPartnerの各機能を実行
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DevPartner インストール

http://www.microfocus.co.jp/products/devpartner/devpartner_fm/purchase_faq/devpartner_q.asp#n000
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DevPartner Studio 各機能の目次

 コードレビュー 概要
 コードレビュー 実行方法
 コードレビュー 結果
 コードレビュー メトリクスについて
 コードレビューのポイント
 カバレッジ分析 概要
 カバレッジ分析 実行方法
 カバレッジ分析 結果
 カバレッジ分析 結果のマージ
 カバレッジ分析のポイント
 パフォーマンス分析 概要
 パフォーマンス分析 実行方法
 パフォーマンス分析 結果
 パフォーマンス分析のポイント
 パフォーマンスエキスパート 概要
 パフォーマンスエキスパート 実行方法
 パフォーマンスエキスパート 結果
 パフォーマンスエキスパートのポイント

 メモリ分析 概要
 メモリ分析 各機能の使い分け
 メモリ分析 実行方法
 メモリ分析 結果
 メモリ分析のポイント
 エラー検出（BoundsChecker） 概要
 エラー検出 ２つのエラー検出モード
 エラー検出 検出できるエラー一覧
 エラー検出 ビルド準備
 エラー検出 実行方法
 エラー検出 エラーダイアログ
 エラー検出 結果
 エラー検出のポイント



. NETプログラマーが陥りやすいミスを事前に検出
– MSDN をベースとした 817個のコード解析用ルールを実装
– 開発者自身によるソースコードのレビューを徹底

変数命名規則チェック（.NETネーミングガイドライン／ハンガリアン）

メトリクス（循環的複雑度 ： McCabe‘s Cyclomatic Complexity)

対応言語 は C#、 VB.NET、HTML
– ASP.NET 開発にも活用可能

カスタムルールの追加を容易にサポートするルールマネージャー
– 自社独自のコーディング標準や開発チームのメンバーが陥り易いコーディングのエ
ラーを

登録可能

ソースコードを静的に解析し、問題となる可能性のコーディングを自動検出
ソースコードの品質向上・レビュー時間の大幅削減を実現！
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コードレビュー（静的ソースコード解析）概要
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コードレビュー 実行方法

[DevPartner]メニュー→[コードレビューの実行] もしくは、
ツールバーの ボタンをクリックします。



選択した問題に関する
修正方法等をアドバイス
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コードレビュー 結果

[サマリ]、[問題]、[ネーミング]、[メトリクス]、[コールグラフ]タブのカテゴリに
結果が表示されます。
指摘された項目をダブルクリックすることで、該当のソースコードが表示されます。



循環的複雑度 (McCabe‘s cyclomatic complexity) 
条件分岐数などより算出される値として、プログラムの複雑さを測る指標のひ

とつ
DevPartner では以下のように定義

20～30以上の値である場合、修正した場合にバグの混入率が高くなり、
保守性が低いソースコードとなる

コードの複雑度の範囲 不良修正の可能性の割合 理解度の説明
5未満 1% 容易
5以上10以下 5% 容易～中
11以上20以下 10% 中
21以上30以下 20% 中～高
31以上50以下 30% 高
51以上94以下 40% 高～テスト不可能
95以上 60% テスト不可能
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コードレビュー メトリクスについて



① ルールの選定／ルールセットの活用
② 設定
③ 実行方法
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コードレビューのポイント



DevPartnerコードレビューには標準で817個のルールがありますが
すべてのルールで実行すると、検出されるエラーが多くなります。

・用途に応じてルールセットが用意されています。
・独自ルールセットを作成することも容易です。

ルールセットに追加するルール選定のコツ
• 選定するルールは極力少なくする
修正効率を上げる

• 必ず修正しなければならないルールを決める
５0個以内を推奨

• 修正を検討する余地があるルールを決める
 上記の修正必須ルールが守られてきたら

追加する

ルールセットの一覧
ロジックルール

Webアプリケーションのルール

セキュリティルール

デザインタイムプロパティルール

ネーミングガイドライン

パフォーマンスルール

国際化ルール

日付形式ルール
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１．ルールの選定／ルールセットの活用



ルールセットならび検出するネーミングガイド、メトリクスの有無など
コードレビューを実行する前に設定します。
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②設定



プロジェクトが大規模になると、実行速度が遅くなります。

 ルールセットを利用し、検出するルールを少なくする
 検証する範囲を絞る

・設定では、プロジェクト単位で検出範囲を選択
・抑制ファイルでは、メソッド単位で検出範囲を制限可能

 設定から「メトリクス」や「コールグラフ」の検出をオフにする
 バッチファイルで夜間に実行する

バッチ形式で実行することで、Visual Studioからの実行より
リソース（メモリ使用量）を抑える
1度、コードレビューを実行すると、プロジェクトフォルダ内に
バッチファイル（ソリューション名.bat）が生成されます。
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③実行方法



 モジュール実行時にカバレッジデータを収集
– テストされていないコードを自動的に検出
– 未実行コードと実行済みコードを、色によって識別

 コードの実行状況とコードの安定性を測定
– コードの信頼性を確認する１つの指標として利用

 複数のテスト結果（セッションファイル）のデータをマージ
– 前のセッションからのカバレッジ データと自動的にマージ
– 複数の開発者によるセッション情報をプロジェクト全体のレポートとして

マージ可能

プログラムを実行するだけで、カバレッジ情報を自動的に収集
ソースコードの信頼性向上を支援！
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カバレッジ分析 概要
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カバレッジ分析 実行方法
[DevPartner]メニュー→[カバレッジ分析を選択して開始] もしくは、
ツールバーの ボタンをクリックします。
アプリケーションが起動、アプリケーションを操作、終了すると
カバレッジ分析の結果が表示されます。
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カバレッジ分析 結果

行単位で実行、未実行がわかりやすく色で分けて表示される
コメント、変数の宣言等の実行対象外の行
実行された行
実行されなかった行

ソースコード単位で結果が表示されます。



 複数の結果をマージして、システム全体のカバレッジ状態を管理
 カバレッジグラフによってテスト全体の進捗状況も管理

カバレッジ分析 結果のマージ

各カバレッジ分析結果のマージ マージした進捗グラフ

ソースコードが
修正されると
変動率が上がる

ソースコードが
修正されると
カバレッジ率も
下がる
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1. 複数人での利用
2. コマンドライン
3. A.EXEからB.EXEを呼び出すアプリケーションで、

B.EXEのカバレッジを計測する方法
4. マージの設定
5. モジュール単位でマージ
6. Visual Studioの単体テストを実施しながら

同時にカバレッジ分析を行う
7. NUnit、Jenkinsとの連携
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カバレッジ分析のポイント



１つのアプリケーションを複数人でカバレッジ分析を行い、取得したカバレッジ情報を
マージすることで、テストの進捗状況を把握します。

① カバレッジ対象となるアプリケーションを、デバッグビルドします。

② ビルドしたexeやdllは、実行用のフォルダにコピーします。
その際には、同じフォルダにデバック情報ファイル(.pdb)も一緒にコピーします。
また、全員の環境において、実行用フォルダのパスは同じ場所にしてください。

③ アプリケーションを操作し、カバレッジ分析結果を収集します。

④ 収集したセッションファイル（カバレッジ分析結果）をマージします。
実行用フォルダのパスが異なる場合、マージしても同じ実行ファイルとみなさず
それぞれ別のexeとしてマージされますので注意してください。

１．複数人での利用
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カバレッジ分析の実行：

DPAanalysis /cov /p 実行するプログラム名.exe
/cov は、カバレッジ分析を指します

パス：(インストール先を変更している場合は、そちらに変更してください)
32ビットOSの場合：C:¥Program Files¥Micro Focus¥DevPartner Studio¥Analysis
64ビットOSの場合：C:¥Program Files (x86)¥Micro Focus¥DevPartner Studio¥Analysis
例：
set PATH=%PATH%;C:¥Program Files¥Micro Focus¥DevPartner Studio¥Analysis

2．コマンドライン
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コマンドラインツールDPAnalysis.exeの待ち伏せ機能を使用すると、B.EXEのカバレッジを計
測することが可能です。

① カバレッジ対象となるプログラムB.EXEを、デバッグビルドします。
② ビルドしたexeやdllを実行用のフォルダにコピーします。

その際には、同じフォルダにデバック情報ファイル(.pdb)も一緒にコピーします。
③ コマンドプロンプトを起動します。
④ 以下のコマンドを実行し、DPAnalysis.exeにB.EXEが起動されることを待ち伏せさせます。

DPAnalysis /cov /e /p B.EXE
具体的なオプションは以下の通りです。

/cov カバレッジ分析を指定します
/e 待ち伏せを指定します
/p 具体的なアプリケーションのexe名を指定します

⑤ A.EXEを起動し、B.EXEが起動されるような操作を行います。
⑥ B.EXEが起動されると、セッションコントロールウィンドウ（■○×？ボタンが並んだ小さ

いウィンドウ）が表示され、B.EXEのカバレッジ計測が開始されます。
⑦ B.EXEを操作し、終了すると、B.EXEのカバレッジ分析の結果が画面上に表示されます。

3．A.EXEからB.EXEを呼び出すアプリケーションで、
B.EXEのカバレッジを計測する方法
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カバレッジ結果を自動的にマージする設定

ソリューションエクスプローラから
ソリューションを選択し、[プロパティ]の
[セッションファイルを自動的にマージする]
を変更
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4．マージ設定



コマンドラインツールnmmerge.exeを使用すると、マージすることが可能です。

① コマンドプロンプトを起動します。

② 以下のコマンドを実行し、マージファイルを作成します。
nmmerge /m 出力ファイル.dpmrg /i 指定するモジュールファイル名 セッションファイ
ル1 セッションファイル２

例：AとBの実行ファイルから、C.DLLが呼び出されており、
C.DLLのカバレッジ率が知りたい場合

nmmerge /m c.dpmrg /i c.dll a.dpcov b.dpcov

作成されたマージファイル c.dllには、実行ファイルであるA、Bの結果は
含まれません。

５．モジュール単位でマージ
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単体テストのコマンドライン版である mstest.exeをDevPartnerのコマンドラインツールDPAnalysis.exeから
起動することでカバレッジ分析が可能です。

① カバレッジ対象となるプログラム（Test.dll）を、デバッグビルドします。
② ビルドしたexeやdllを実行用のフォルダにコピーします。

その際には、同じフォルダにデバック情報ファイル(.pdb)も一緒にコピーします。
③ コマンドプロンプトを起動します。
④ 以下のコマンドを実行すると Test.dllの単体テストとカバレッジ分析が開始されます。

DPAnalysis /cov /p mstest.exe /noisolation /testcontainer:Test.dll
具体的なオプションは以下の通りです。

/cov カバレッジ分析を指定します
/p 具体的なアプリケーションのexe名を指定します
/noisolation 必ず指定します。（指定がない場合、カバレッジ情報は取得できません）

⑤ 単体テストが終了すると、カバレッジ分析結果が表示されます。
⑥ 結果画面左側のツリー上で、右クリックメニュー[アプリケーションドメインを表示]を選択すると、ツリー

上のDLL名の前にアプリケーションドメイン名が表示されます。
アプリケーションドメイン名の１つはmstest.exe、もう１つはEnumerateDomainです。
EnumerateDomainのアプリケーションドメインはロードのみのため、結果については、
無視してください。

６．Visual Studioの単体テストを実施しながら
同時にカバレッジ分析を行う
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カバレッジ分析は、実行した箇所のみカバレッジ率を取得するC0カバレッジです。

NUnitと組み合わせて実行することによりC1カバレッジが可能となります。

Jenkinsと連携するときは、カバレッジ分析とNUnitの組み合わせで行います。また、カ
バレッジ分析の結果をJenkinsのプロジェクト画面の
[カバレッジの推移]に表示させることも可能です。

NUnit、Jenkinsとの連携についての詳細サイト
https://support.microfocus.co.jp/SupportInf/dp_mlbacknumber.aspx
(アクセスするためには、ユーザー登録IDとパスワードが必要となります。)
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７．NUnit、Jenkinsとの連携

https://support.microfocus.co.jp/SupportInf/dp_mlbacknumber.aspx
https://support.microfocus.co.jp/SupportInf/dp_mlbacknumber.aspx#content_1_4


パフォーマンス分析 概要

 実行したモジュールのパフォーマンス データを収集

 収集される情報

- アセンブリ／クラス／イメージ／ソースファイル／ソースコード行単位で情報を表示

- セッション内部における実行時間割合、実行時間を表示

 パフォーマンスのボトルネックを確実に判別

 アプリケーションおよびコンポーネントのパフォーマンス調整に必要な情報を提供

 メソッドの呼び出し関係が確認できるコールグラフ機能

 実行結果の比較によりチューニング効果を確認可能

プログラムを実行するだけで、ボトルネックを検出
性能品質の向上を支援・性能情報の取得・分析時間を大幅削減！
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パフォーマンス分析 実行方法
[DevPartner]メニュー→
[デバッガを起動せずにパフォーマンス分析を選択して開始] もしくは、
ツールバーの ボタンをクリックします。
アプリケーションが起動、アプリケーションを操作、終了すると
パフォーマンス分析の結果が表示されます。



メソッド単位

ファイル単位

プログラムを実行するだけ
で問題の箇所を検出

メソッド単位に時間
で並び替え

行単位

最も時間がかかった行
を強調表示

パフォーマンス分析 結果

30



1. コールグラフの表示
2. 結果の比較機能
3. 除外の設定
4. A.EXEからB.EXEを呼び出すアプリケーションで、

B.EXEのパフォーマンスを計測する方法

31

パフォーマンス分析のポイント



一番上に表示される最も遅いメ
ソッドを、ツリー表示するので、
ボトルネックの検出が容易

実行時のメソッドの相関関係と
パフォーマンスデータを表示

パフォーマンスのボトルネックとなる経路の分析を容易に

１．コールグラフの表示
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対象のメソッドをマウスオーバーすると、
修正前の実行結果との比較結果が表示

２．結果の比較機能
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パフォーマンス分析 除外の設定

パフォーマンス結果を必要としないモジュールを指定します。

34

３．設定



コマンドラインツールDPAnalysis.exeの待ち伏せ機能を使用すると、B.EXEのパフォーマンスを計測することが可能

① パフォーマンス対象となるプログラムB.EXEを、デバッグビルドします。
② ビルドしたexeやdllを実行用のフォルダにコピーします。

その際には、同じフォルダにデバック情報ファイル(.pdb)も一緒にコピーします。
③ コマンドプロンプトを起動します。
④ 以下のコマンドを実行し、DPAnalysis.exeにB.EXEが起動されることを待ち伏せさせます。

DPAnalysis /perf /e /p B.EXE
具体的なオプションは以下の通りです。

/perf パフォーマンス分析を指定します
/e 待ち伏せを指定します
/p 具体的なアプリケーションのexe名を指定します

⑤ A.EXEを起動し、B.EXEが起動されるような操作を行います。
⑥ B.EXEが起動されると、セッションコントロールウィンドウ（■○×？ボタンが並んだ小さいウィンドウ）が表示

され、B.EXEのパフォーマンス計測が開始されます。
⑦ B.EXEを操作し、終了すると、B.EXEのパフォーマンス分析の結果が画面上に表示されます。

４．A.EXEからB.EXEを呼び出すアプリケーションで、
B.EXEのパフォーマンスを計測する方法
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パフォーマンスエキスパート 概要

 実行モジュールの高度なパフォーマンスデータを収集

- CPUの使用率、ファイル・ディスクI/O、ネットワークI/O及びスレッドの待ち時間を収集

- メソッド単位で、CPU 時間、ディスク、ネットワーク等の使用状況を表示

- ソースコード行単位で問題箇所が表示

 実行中モジュールの挙動を監視

- セッションコントロール画面により、CPU、ディスク、ネットワークの使用率をグラフで表示

 メソッドの相関関係が確認可能

- コールグラフ機能及びコールツリーにより、問題箇所も特定可能

プログラムを実行するだけで、高度なパフォーマンス情報を収集
*** 「パフォーマンス分析」機能を補完する形で、様々な情報を分析 ***
性能品質の向上を支援・性能情報の取得・分析時間を大幅削減！
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パフォーマンスエキスパート 実行方法
[DevPartner]メニュー→
[デバッガを起動せずにパフォーマンスエキスパートを選択して開始] もしくは、
ツールバーの ボタンをクリックします。
アプリケーションが起動、アプリケーションを操作、終了すると
パフォーマンスエキスパートの結果が表示されます。
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パフォーマンスエキスパート 結果

CPUを使用する上位5つのパスとメソッドを表示

高度なパフォーマンス情報（CPU使用率、ディスクI/O、ネットワークI/O、スレッド待ち
時間）により、ボトルネックの原因の特定が迅速に



1. パス分析
2. メソッド分析

39

パフォーマンスエキスパートのポイント
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パフォーマンスエキスパート 実行方法
[DevPartner]メニュー→
[デバッガを起動せずにパフォーマンスエキスパートを選択して開始] もしくは、
ツールバーの ボタンをクリックします。
アプリケーションが起動、アプリケーションを操作、終了すると
パフォーマンスエキスパートの結果が表示されます。



パス分析のコールグラフにより、実行時のメ
ソッドの呼び出し関係と、パフォーマンスデー
タを表示

ディスクI/O、ネットワークI/O及びスレッド待ち時間によるコールグラフにより、
原因箇所を迅速に発見

ディスク及びネットワークに
アクセスが発生したメソッド
については、アイコンにより
表示

ボトルネック行（この例では
ディスクアクセス部分）をピ
ンポイントに指摘

41

１．パス分析



メソッド毎のディスク及びネットワークI/O、スレッド間同期情報により、
パフォーマンス劣化の原因をピンポイントに発見

メソッド毎に、ディスクI/O、ネットワー
クI/O（読込み／書込みバイト数、読込み
／書込みエラー数、他）、スレッドの待機
時間及び件数などの詳細なデータを表示

ボトルネック行（この例ではディスクア
クセス部分）をピンポイントに指摘

実行時のメソッド呼び出し
関係とパフォーマンスデー
タを表示
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２．メソッド分析



メモリ分析 概要

 .NET アプリケーションメモリの使用状況を分析
- オブジェクト、クラス単位で使用メモリ量を表示
- 参照が残っているオブジェクトを追跡
- ステートメント単位のメモリ使用状況を表示

 多角的な分析に３つの分析機能を提供
– RAM Footprint

アプリケーションのメモリ使用状況をトレース

– メモリリーク分析
参照が残っているオブジェクトを、リークの可能性として指摘

– 一時オブジェクト表示
パフォーマンスやメモリ使用率に影響するテンポラリオブジェクトの
発生状況を表示

.NET Framework のメモリ使用状況をリアルタイムに分析
品質の向上を支援、メモリ情報の取得・分析時間を大幅削減！

.NET モジュールのメモリチューニングを強力にサポート
43



メモリ分析 各機能の使い分け

 RAM Footprint

- アプリケーションの RAM フットプリント（アプリケーション稼働時のメモリ使用量）が、 適切な状態かを確認もしくは最適化
したい等の場合に使用

-開発プロセスの初期段階から、当分析機能を用いて RAM フットプリントを把握することを推奨

 メモリリーク分析

- アプリケーションのパフォーマンスが時間の経過と共に低下し、アプリケーションを再起動するとパフォーマンスが回復する等
の状態に陥っている場合、所謂、メモリリーク（不必要となったオブジェクトの参照が残存し続け、使用可能なメモリが逼迫してい
る。）の可能性がある場合に使用

 一時オブジェクト表示

- アプリケーションのパフォーマンスが一時的もしくは断続的に低下するなどの状態に陥っている場合（例えば、クライアント／
サーバーアプリケーションの場合：ユーザー数の増加時、スタンドアロンアプリケーションの場合：多くのテキスト操作や数値演算
等のあと）所謂、 作成される一時オブジェクトの数が多すぎる可能性がある場合に使用
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メモリ分析 実行方法
[DevPartner]メニュー→
[デバッガを起動せずにメモリ分析を選択して開始] もしくは、
ツールバーの ボタンをクリックします。
DevPartnerメモリ分析画面とアプリケーションが起動します。
取得するメモリ情報を選択し、アプリケーションを操作、終了すると
メモリ分析の各結果が表示されます。
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メモリ分析 結果
メモリ分析を終えると、取得したメモリ情報の結果と一時オブジェクトの結果が
表示される



1. メモリリークの取得方法
2. メモリリーク分析の結果例

47

メモリ分析のポイント



以下の手順でメモリリークを取得します。

① メモリリーク分析で実行します。
② [メモリリーク]タブを選択します。
③ [GC]ボタンをクリックし、GCを発生させます。
④ [追跡]ボタンをクリックし、追跡オンにします。
⑤ アプリケーションを操作します。
⑥ [GC]ボタンをクリックし、GCを発生させます。
⑦ [メモリリーク表示]ボタンをクリックします。
⑧ [追跡]ボタンをクリックし、追跡オフにします。
⑨ アプリケーションを終了すると、メモリ分析も終了します。
⑩ メモリリーク分析と一時オブジェクト分析の結果が表示されます。
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１．メモリリークの取得方法
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① メモリ分析の実行

[デバッガを起動せずにメモリ分析を選択して開始] もしくは、
ツールバーの ボタンをクリックします。
DevPartnerメモリ分析画面とアプリケーションが起動します。

メモリ分析画面
アプリケーション
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② [メモリリーク]タブの選択

[メモリリーク]タブを選択します。
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③ [GC]ボタンをクリック

[GC]ボタンをクリックし、GCを発生させます。

[GC]ボタンをクリックした時点で
GCのマークがつきます。
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④ [追跡]ボタンをクリック
[追跡]ボタンをクリックし、追跡オンにします。
これでメモリ分析の準備が整ったので、アプリケーションを操作します。

[追跡]ボタンをクリックした時点で
追跡オンのマークがつきます。
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⑤⑥ [GC]ボタンをクリック
５．アプリケーションの操作後、
６．再度、[GC]ボタンをクリックし、GCを発生させます。

[GC]ボタンをクリックした時点で
GCのマークがつきます。
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⑦ [メモリリーク表示]ボタンをクリック
[メモリリーク表示]ボタンをクリックします。
バックグラウンドにメモリリーク分析の結果が表示されます。

[メモリリークを表示GC]ボタンをクリックした時点で
スナップショットのマークがつきます。



55

⑧⑨⑩ [追跡]ボタンをクリック
8．再度、[追跡]ボタンをクリックし、追跡オフにします。
9．アプリケーションを終了すると、メモリ分析も終了します。
10．メモリリーク分析と一時オブジェクト分析の結果が表示されます。

[追跡]ボタンをクリックした時点で
追跡オフのマークがつきます。



以下は、メモリリーク分析の結果を参照する例です

① “最も多くリークしているメモリを参照するオブジェクト“の[すべての
情報を表示]ボタンをクリックします。

② [このオブジェクトによって参照されるリークオブジェクトを表示]を選
択します。

③ [ソースを表示]を選択します。
④ ソースコードからリーク箇所を特定します。

※上記は、オブジェクトからソースコードを特定していますが、
メソッドから特定することも可能です。

結果画面の操作：
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２．メモリリーク分析の結果例

一つ前の画面に戻る トップ画面に戻るダブルクリックすると該
当する箇所に飛びます
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① [すべての情報を表示]ボタンをクリック
“最も多くリークしているメモリを参照するオブジェクト“の
[すべての情報を表示]ボタンをクリックします。



オブジェクト参照グラフが表示されます。
一番上のオブジェクトを選択し、マウス右クリックで
[このオブジェクトによって参照されるリークオブジェクトを表示]を選択します。
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② [このオブジェクトによって参照される
リークオブジェクトを表示]を選択
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③ [ソースを表示]を選択
リークオブジェクトが表示されます。
一番上のオブジェクトを選択し、マウス右クリックで[ソースを表示]を選択します。
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④ ソースコードからリーク箇所を特定
ソースコードのリークしている箇所を特定できます。
また、マウス右クリックで[ソースの編集]を選択すると、実ソースコードに飛びます。



エラー検出（BoundsChecker） 概要

 検出が困難なエラーを自動的に検出し分析

- 静的メモリ、スタック／ヒープメモリのエラー検出と診断

- メモリリーク及びリソースリークの検出と診断

- COM インターフェイスリークの検出

- スレッド、同期オブジェクトを監視。 デッドロックを検出

- マネージ C++、マネージ拡張 C++ に対応

- .NET の内部エラー及び例外（予期されない例外、 Finalizer エラー、ガベージコレクション）を検出

 モジュール、DLL 又は EXE で失敗した API コールを検索

 ソースコード単位でエラー箇所を特定

 エラー検出とカバレッジ分析の同時使用をサポート

プログラムを実行するだけで、内部エラーを検出
潜在的なエラーを早期発見し、手戻りを削減！
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ActiveCheckモード
・デフォルトのエラー検出モード
・通常デバッグビルドで実行
・ユーザー作成プログラム及び

サードパーティ製モジュールが対象
・ソースコードがないモジュールへの

チェックをサポート
・異常値がリターンされた API コール
・異常なメモリ割り当てと割り当て解除
・Windows メッセージ

普段使いの「エラー検出モード」
日常の開発サイクルにおけるプログラムエラー
検出を支援

FinalCheckモード
・インストゥルメントビルドが必要
・コンパイル時に中間フォームへエラー検出

コードを追加
・ActiveCheck で検出される項目に加えて

複雑なエラー、潜在するエラーを検出

最強の「エラー検出テクノロジー」
複雑なエラーの検出の支援
重要なモジュールに対する集中的なエラー
チェックを支援
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エラー検出 ２つのエラー検出モード



•範囲を超えた配列の読み込み
•有効範囲外を示すポインタのコピー
•ダングリングポインタの演算
•非関連ポインタの演算
•関数を示していない関数ポインタ
•メモリ領域の解放に伴うメモリ リーク
•メモリの再割り当てに伴うメモリ
リーク

•ローカル変数の喪失に伴うメモリ
リーク

•ローカル変数を指すポインタを返して
いる場合

•バッファ読み込みオーバーフロー
•未初期化メモリからの読み込み
•バッファ書き込みオーバーフロー

•デッドロック
•潜在的なデッドロック
•スレッドのデッドロック
•クリティカル セクションのエラー
•セマフォ エラー
•リソースの使用とネーミング エラー
•問題のある可能性が高いリソース使用
状況

•ハンドル エラー
•イベント エラー
•ミューテックス エラー
•Windows イベント エラー

•インターフェイス リーク
•メモリ リーク
•リソース リーク

•ダイナミックメモリ オーバーラン
•ロックされているハンドルを解放し
よとしている場合
•ハンドルが既にアンロックされてい
る場合
•メモリ解放関数の不一致
•アンロックされたメモリブロックを
ポインタが参照する場合

•スタックメモリ オーバーラン
•スタティックメモリ オーバーラン

•API 関数が失敗した場合
•エラー関数が実装されていない
場合
•COMインターフェイスメソッド
の失敗
•不正な引数
•不正なCOMインターフェイスメ
ソッドの引数
•スレッドの不正使用

デッドロック関連 エラーポインタ／リーク エラーメモリ エラーAPI エラーと COM エラー

FinalCheck

ActiveCheck

エラー検出 検出できるエラー一覧
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• ActiveCheck
Visual Studio上で通常のデバッグビルド

• FinalCheck
[DevPartner]メニューもしくは[ツールバー]から設定し、ビルドします。
・[DevPartner]メニュー

[ネイティブC/C++インストゥルメンテーションマネージャ]を開き、
インストゥルメンテーションのタイプとプロジェクトを選択します。

・[ツールバー]
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エラー検出 ビルド準備
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エラー検出 実行方法
[DevPartner]メニュー→[エラー検出を選択して開始] もしくは、
ツールバーの ボタンをクリックします。
アプリケーションが起動、アプリケーションを操作し、エラーを検出すると
エラーダイアログが表示、アプリケーションを終了すると、結果が表示されます。



検出したエラーの内容

コールスタックに
よる経路の確認

エラーが検出された
ソースコードの位置

メモリとリソース使用量の
確認をサポート

Visual Studio デバッガ
と連携して動作

表示不要な問題は「抑制」により
検出しても通知しないという設定
が可能
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エラー検出 エラーダイアログ

通常、[続行]ボタンをクリック
継続して、アプリケーションの
エラー検出を行う

エラーが検出すると、以下のダイアログが表示されます。



エラーが発生したコード行
右クリックメニューからソースコードの
編集が可能

コールスタック情報

検出したエラーの詳細

エラー検出結果のツリー表示

エラー検出 結果
結果は、[サマリ]、[メモリリーク]、[その他のリーク]、[問題]、
[.NETパフォーマンス]、[モジュール]、[通知情報]の各タブ構成となっています。
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1. Windowsサービスのプログラムにエラー検出を実施する方法
2. A.EXEからB.EXEを呼び出すアプリケーションで、

B.EXEのエラー検出を実施する方法
3. コマンドライン
4. 実行が遅い場合の設定

① エラー検出の範囲を絞る
② 実行方法を変える
③ 実行ログ機能を絞る
④ 処理の重い検出機能を無効
⑤ 検出対象ブロックを絞る

エラー検出のポイント
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スタンドアロン版のエラー検出では、特定の実行ファイルが起動されるのを「待ち伏せ」して
エラー検出を行うことができます。

① [コントロールパネル]-[管理ツール]-[サービス]にて、対象となるWindowsサービスを停止します。
② エラー検出の対象となるサービスプログラムを、エラー検出でビルドします。
③ スタートメニューの[Micro Focus]-[DevPartner Studio]-[エラー検出]を選択し、スタンドアロン版を起動

します。
④ メニュー[ファイル]-[開く]を選択し、エラー検出の対象となるプログラムを開きます。
⑤ メニュー[プログラム]-[プロセスを待機]を選択し、プログラムを待ち伏せします。
⑥ ダイアログが表示され、エラー検出はサービスの開始を待機します。
⑦ コントロールパネルの管理ツールから、テスト対象のサービスを開始します。
⑧ エラー検出が自動的に開始されます。

１．Windowsサービスプログラムにエラー検出を
実施する方法
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スタンドアロン版のエラー検出では、特定の実行ファイルが起動されるのを「待ち伏せ」して
エラー検出を行うことができます。

① エラー検出の対象となるプログラムB.EXEを、エラー検出でビルドします。
② スタートメニューの[Micro Focus]-[DevPartner Studio]-[エラー検出]を選択し、スタンドアロー

ン版を起動します。
③ メニュー[ファイル]-[開く]を選択し、エラー検出の対象となるプログラムB.EXEを開きます。
④ メニュー[プログラム]-[プロセスを待機]を選択し、プログラムを待ち伏せします。
⑤ ダイアログが表示され、エラー検出はB.EXEの開始を待機します。
⑥ A.EXEを起動し、B.EXEが起動されるような操作を行います。
⑦ B.EXEが起動されると、B.EXEに対してエラー検出が自動的に開始されます。

２．A.EXEからB.EXEを呼び出すアプリケーションで、
B.EXEのエラー検出を実施する方法
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ビルド：
msbuild /p:Configuration=XXX /t:Rebuild
XXX は、作成したソリューション構成名

エラー検出の実行：
BC.exe /B  エラー結果ファイル名.dpbcl /S 実行するプログラム名.exe
/S は、サイレントモードで実行
（エラーを検出した際、エラーダイアログを表示しないモード）

パス：(インストール先を変更している場合は、そちらに変更してください)
32ビットOSの場合：C:¥Program Files¥Micro Focus¥DevPartner Studio¥BoundsChecker
64ビットOSの場合：C:¥Program Files (x86)¥Micro Focus¥DevPartner Studio¥BoundsChecker
例：
set PATH=%PATH%;C:¥Program Files¥Micro Focus¥DevPartner Studio¥BoundsChecker

３．コマンドライン
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エラー検出の設定を開きます。
[モジュールとファイル] からエラー検出の対象外とするファイルのチェックを外します。

エラー検出の対象から外すモジュールのチェックを外す

４．実行が遅い場合の設定
①エラーを検出する範囲を絞る
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以下の順で、エラー検出の実行時のメモリ使用量や実行速度の低下を防ぐことができます。

1. Visual Studioから実行
2. エラー検出単体での実行（[スタート]メニューから起動する）
3. コマンドプロンプトからの実行

① 事前に、対象プログラムをデバッグビルドもしくはエラー検出でインストゥルメントします
② コマンドプロンプトを起動します
③ エラー検出にPathを通します

＜デフォルトインストールの場合＞
Set PATH=%PATH%; “C:¥Program Files¥Compuware¥DevPartner Studio¥BoundsChecker”
もしくは、
Set PATH=%PATH%; “C:¥Program Files¥Micro Focus¥DevPartner Studio¥BoundsChecker”

④ 以下のコマンドを実行します
BC.exe /B エラー結果ファイル名.dpbcl 実行するプログラム名.exe

②実行方法の変更
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以下の機能は、エラーの検出ではなく、デバッグ対象プログラムの動作解析のための
ログ取得関連機能です。
DevPartnerでも検出できない、極端に「厄介な」種類のバグを発見するときには役立
ちますが、常用する必要は少ないものです。

•APIコールレポーティング →「API コールレポーティングを有効にする」
•COMコールレポーティング →「選択されたモジュールに…有効にする」
•COMオブジェクトの追跡 →「COMオブジェクトの追跡を有効にする」
•.NETコールレポーティング →「.NETメソッドコールレポーティングを有効にする」

③実行ログ機能を制限する
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以下の機能は、検出機能が重いため、他の機能と同時に使用することは好ましく
ありません。
特定のエラーに的を絞った上で、この機能だけを有効にする方が好ましいと考え
られます。
通常は、オフに設定してご利用ください。

•デッドロック分析 →「デッドロック分析を有効にする」
•.NET分析 →「.NET分析を有効にする」

④処理の重い検出機能を無効

75



以下の機能は、検出対象ブロックを絞り込みます。
パフォーマンス上、与える影響はプログラムの構造に依存しますが、適切に設定することで、検出の効
果を下げることなく、速度や互換性の向上を目指すことができます。

•リソースの追跡 →「DLL及び関連する…」ツリー
必要なDLLを適切に選択します。
例えば、直接GDIオブジェクトを使用していないMFCプログラムであれば、gdi.dllのリーク検出は不要です。
グラフィックオブジェクトで発生するリークは、MFCのオブジェクトのリークとして検出されるためです。

•コールバリデーションを有効にする→「APIエラーをチェックするDLLを指定する」
通常、よく使われているDLL(GDI、KERNEL、USER、MSVCRT）を中心に、検査対象のみを有効にします。

•メモリの追跡 →「実行時のヒープブロックチェック」
通常「解放時」にしておき、バグが絞り込めないときには、「アダプティブ」→「全て」と変えて再試験します。
「全て」にすると、全てのメモリ管理API実行時に、毎回ヒープメモリの検査が行われます。

•メモリの追跡 →「確保時にフィルする」「解放時に無効データをフィルする」
オフにした方が高速ですが、解放後のメモリを再利用してしまい、偶然動作する。等のバグが検出しにくくなります。
一度は、オンにして実行すべきですが、毎回、オンにするのは過剰かもしれません。

⑤検出対象ブロックを制限する
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参考情報
DevPartner レポート機能
System Comparison
ライセンス体系
システム要件
参考資料１
参考資料２
参考資料３

マイクロフォーカスのソリューション連携
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解析結果、分析結果をレポートとして出力
品質管理責任者や開発部門責任者向けのエビデンスとして利用可能

• ブラウザベース（HTML／HTM）形式のレポートに生成
• レポートのカスタマイズ可能
• レポートは、以下の分析結果が対象

静的ソースコード解析／カバレッジ分析／
パフォーマンス分析／パフォーマンスエキスパート
／エラー検出
※ メモリ分析については非対応

レポートの準備

各種分析結果を
[レポートの準備]

により、HTML形式の
レポートを生成

レポート機能
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システム情報を簡単にレポートとして出力
システム環境の問題か否かの切り分け支援、問題解析の時間を大幅削減！

• システム環境情報を定期的にレポート出力（XML 形式）
• アプリケーションもしくはシステム障害発生時に環境

の違いを比較
– システム環境情報の

取得機能については、ライセンスが無くても使用可能
比較機能については、ライセンス必須

– システム環境の情報を詳細かつ迅速にレポート
– レポートの比較により、環境の違い（問題原因）を推定

システム環境情報をレポート出力
（XML形式）し、比較することが可能

System Comparison の機能
障害発生時に詳細かつ迅速な対応が可能
レポートの比較により原因を推定

System Comparison の効果

比較の結果、バージョンの違う
コンポーネントを一覧表示

System Comparison
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• コンカレントライセンス（同時ユーザーアクセス数指定ライセンス）
– 同時使用ユーザー数を管理
– クライアントPCのインストール台数は無制限

※リモートデスクトップおよびVMWareや
Virutal PC等の仮想マシンには、
コンカレントライセンスが必要となります。
ネームドユーザーライセンスではご利用できません。

• ネームドライセンス（ユーザーおよびマシン固定ライセンス）
– ユーザーとマシンを特定
– 使用するPCにDevPartnerとライセンスファイルを導入

ライセンス体系
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対応オペレーティングシステム（32bit、64bit） 統合開発環境
• Windows 10 Pro、Enterprise
• Windows 8.1 Pro、Enterprise
• Windows 8   Pro、Enterprise
• Windows 7   Pro、Enterprise、Ultimate SP1
• Windows Vista Business、Enterprise、Ultimate SP1/SP2
• Windows Server 2016  
• Windows Server 2012 R2 Standard、Enterprise
• Windows Server 2012      Standard、Enterprise
• Windows Server 2008 R2 Standard、Enterprise
• Windows Server 2008      Standard、Enterprise
• Windows Server 2003 R2 Standard、Enterprise
• Windows Server 2003      Standard、Enterprise

• Visual Studio 2017
‒ Enterprise / Professional /Test Professional Edition
‒ .NET Framework 4.7※1

• Visual Studio 2015 (Update 2 / Update 3)
‒ Enterprise / Professional /Test Professional Edition
‒ .NET Framework 4.6※1

• Visual Studio 2013
‒ Ultimate / Premium / Professional /Test Professional Edition
‒ .NET Framework 4.5.1※1

• Visual Studio 2012
‒ Ultimate / Premium / Professional /Test Professional Edition
‒ .NET Framework 4.5※1

• Visual Studio 2010（SP1含む）
‒ Ultimate / Premium / Professional /Test Professional Edition
– .NET Framework 4.0※1

• Visual Studio 2008（SP1含む）
– Professional Edition
– Team Edition for Software Architects
– Team Edition for Software Developers
– Team Edition for Software Testers
– Team Suite
– Microsoft .NET Framework 3.5※1

• Visual Studio .NET 2005（SP1含む）
– Professional Edition
– Team Edition for Software Architects
– Team Edition for Software Developers
– Team Edition for Software Testers
– Team Suite（64 ビット環境はサポートされていません）
– Microsoft .NET Framework 2.0/3.0※1

ハードウェア
• CPU 32bit ： Pentium III 1.0GHz 以上

64bit ： Intel EM64T or AMDx64 2.0GHz 以上
• メモリ 32bit ： 512MB 以上

64bit ： 1GB 以上
• HDD 2GB以上の空き容量を推奨

※1 .以下のアプリケーションはサポートされません。
・.NET Compact Framework のアプリケーション
・J#、及びF#で作成したアプリケーション
・ユニバーサル Windows プラットフォーム(UWP)アプリ

※2 .以下の環境はサポートされません。
・Windows 2000 ・Windows XP ・Windows Embedded
・IIS 7.5以降 ・IIS Express
・Visual Studio Express ・Visual Basic 6.0 ・Visual C++ 6.0
・Visual Studio .NET 2002 ・Visual Studio 2003

システム要件
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DevPartner 機能ガイド

DevPartner 全般
「DevPartner Studio Professional Edition 各機能のコマンドラインからの実行について」
http://www.microfocus.co.jp/products/devpartner/devpartner_fm/library/files/DevPartner_CommandLine.pdf

実行時エラー検出
「DevPartner エラー検出 はじめてのエラー検出（Unmanaged VC++版）」
http://www.microfocus.co.jp/products/devpartner/devpartner_fm/library/files/DevPartner_ErrorDetect.pdf

静的ソースコード解析（コードレビュー）
「実践 コードレビューの活用」
https://support.microfocus.co.jp/SupportInf/asq_faqpublic.aspx?DP00092

「大規模プロジェクトに対するコードレビューの活用」
http://www.microfocus.co.jp/products/devpartner/devpartner_fm/library/files/DevPartner_CR_BigProject.pdf

メモリ分析
「DevPartner Studio Professional Edition メモリ分析機能について」
http://www.microfocus.co.jp/products/devpartner/devpartner_fm/library/files/DevPartner_Memory.pdf

参考資料１
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ユーザ事例

メモリ分析機能の解説および活用事例：NTTデータ様事例
（White Paper よりダウンロードしてください）
https://www.microfocus.co.jp/privacy/permission.cgi?page=/amqroot/reqsys/ReqFront/request_whitepaper

株式会社インテック ソリューション パワー
http://www.microfocus.co.jp/products/devpartner/devpartner_fm/library/files/MF_ISP1202web.pdf

株式会社オービックビジネスコンサルタント
http://www.microfocus.co.jp/products/devpartner/devpartner_fm/library/files/MF_OBC1202web.pdf

株式会社日立ソリューションズ（旧 株式会社日立システムアンドサービス）
https://www.microfocus.co.jp/products/devpartner/devpartner_fm/library/files/MF_hitachiSAS_web.pdf

株式会社ソリトンシステムズ
http://www.microfocus.co.jp/products/devpartner/devpartner_fm/library/files/MF_Soliton1202web.pdf

参考資料２
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以下の情報は、保守契約されているお客様専用サイトとなります。
アクセスするためには、ユーザー登録IDとパスワードが必要となります。

DevPartner 11以降のライセンスに関する技術情報(FAQ)
https://support.microfocus.co.jp/SupportInf/lm_faqLM.aspx

DevPartner 技術情報（FAQ）
https://support.microfocus.co.jp/SupportInf/dp_faq.aspx

DevPartner 活用情報
https://support.microfocus.co.jp/SupportInf/dp_mlbacknumber.aspx

DevPartner ドキュメント
https://support.microfocus.co.jp/SupportInf/dp_docdownload.aspx

DevPartner ダウンロード
https://support.microfocus.co.jp/SupportInf/dp_proddownload.aspx

参考資料３
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テストソリューションに関するお問い合わせ先

Micro Focus
Software Delivery & Testing
Email: qa-sales@microfocus.co.jp
TEL: 03-5413-4770
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