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1  コマンド一覧 

DevPartner に用意されているコマンドの中で、代表的なものをリストに記述します。 
 

表 1-1 主要機能コマンド一覧 
 機能 コマンド 
1.  静的ソースコード解析実行 CRBatch.exe 

2.  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 

DPAnalysis.exe 

3.  実行時エラー検出 BC.exe 
4.  レポート生成 DPRender.exe 
5.  System Comparison MicroFocus.Diff.CommandLine.exe 

 

表 1-2 補助機能コマンド一覧 
 機能 コマンド 
1.  カバレッジ分析結果のマージ NMMERGE.EXE 
2.  「パフォーマンス分析」「カバレッジ分析」

の結果ファイル統合 
NMCorrelate.exe 

3.  「パフォーマンス分析」「カバレッジ分析」

「パフォーマンスエキスパート」の結果をテ

キストファイルに出力 

DevPartner.Analysis.DataExport.exe 

4.  静的ソースコード解析の結果をテキストフ

ァイルに出力 
CRExport.exe 

5.  SystemComparison の結果比較 MicroFocus.Diff.CommandLineDiff.exe 
 

各コマンドは、それぞれのフォルダにインストールされています。 
ご使用になる場合はフルパスでの指定か、PATH の設定を調整してください。 

 

 
DevPartner インストールフォルダ（通常は“C:¥Program Files¥Micro Focus¥DevPartner 

 
Analysis 

BoundsChecker 

CodeReview 

DPAnalysis.exe 
NMMERGE.exe 

BC.exe 

CRBatch.exe 

bin MicroFocus.Diff.CommandLine.exe 
MicroFocus.Diff.CommandLineDiff.exe 
 

System Comparison 

DPRender DPRender.exe 

図 1-1 コマンドのインストール場所 
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2  静的ソースコード解析 
「コードレビュー」を Visual Studio のメニューから実行すると、解析対象ソリューションフ

ォルダにコマンドラインバッチファイルを自動的に作成することができます。 
 

2.1  静的ソースコード解析の実行 
Visual Studio から、ソリューションに対して「コードレビュー」を実行すると、自動

的にバッチファイルを作成します。このバッチファイルを夜間などに実行すれば、開発作

業がおこなわれていない時間帯を有効に使うことができます。 
※）バッチファイルの作成は、オプション設定画面において「図 2-1」の「常にバッチフ

ァイルを生成」をチェックします。 

 

図 2-1 バッチファイル作成フォルダ 

 
※）バッチファイルはソリューションと同じ場所、通常の設定であれば以下の「図 2-2」

のようなフォルダに作成されます。 

 
C:¥Documents and Settings 

¥ユーザ名 

¥My Documents 

¥Visual Studio 2012 

CR_Test.BAT バッチファイル 

¥Projects 

¥ソリューション名 

 

図 2-2 バッチファイル作成フォルダ 
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自動作成されるバッチファイルは、以下のような形になっています。 
 

"C:¥Program Files¥Micro Focus¥DevPartner Studio¥CodeReview¥CRBATCH.EXE" 
 /f "C:¥test¥CR_test.CRB"  /vs "11.0" 

 
細かな設定は全て拡張子“CRB”のファイルの中に入っています。Visual Studio のメニュー

から「静的ソースコード解析」を実行したときのオプション設定状態がテキストファイルになっ

て保存されます。 
※）CRBファイル（コードレビュー構成ファイル）の詳細は、DevPartnerヘルプの「DevPartner

コードレビュー 構成ファイル」を参照ください。（“DevPartner Studio / コードレビュー / コ
マンドラインからレビューを実行する / ソリューションレビューを実行する”から“構成ファイ

ル”のリンクをクリックします。 
 
2.2  コードレビューの結果を HTML 形式のレポートに出力する 

コードレビューを実行すると、拡張子が DPMDB の DevPartner 専用データベースファ

イルに結果が保存されます。 
レポートとして残したい場合、以下のように HTML 形式のレポートに出力するコマン

ドが用意されています。 

 

C:¥> DPRender.exe /Console /Template:"C:¥Program Files¥Micro Focus¥DevPartner 
Studio¥DPRender¥Templates¥ja¥CodeReviewReport.dprtemplate" 
/OutputDir:"C:¥work" /OutputFile:"test.html" /Prop:author="MicroFocus" 
/Prop:docCRFile{file}="C:¥test¥test.dpmdb" 

実行コマンド 

コードレビュー結果ファイルを指定 

テンプレート 実行コマンド 

出力するフォルダ名 出力するレポート名 レポートする人名など 
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3  カバレッジ分析 
コマンドラインからのカバレッジ分析機能使用には、幾つかの方法があります。 

 
3.1  カバレッジ情報の収集 
カバレッジ情報を収集する際に、コマンドラインから対象プログラムを起動するか、対象プロ

グラムの起動を待つ方法の 2 種類があります。 
※ ）カバレッジ情報を収集する際、対象のプログラム（EXE、DLL など）と同じ場所

にデバッグシンボル（PDB ファイル）が必要です。 
※ ）アンマネージプログラムのカバレッジ情報を収集する場合、事前にカバレッジ情

報収集用にインストゥルメント（ビルド）しておく必要があります。 
 

3.1.1  コマンドからプログラムを呼び出して、カバレッジ情報を収集する 
コマンドプロンプトから、以下のように入力します。対象プログラム（この場合、

test.exe ）をカバレッジ分析モードで起動します。プログラム終了時に

“c:¥test¥test01.dpcov”にカバレッジ情報を保存します。 

 
C:¥>DPAnalysis.exe  /cov  /o c:¥test¥result.dpcov  /p test.exe 

実行コマンド 

カバレッジ分析を指定 
結果ファイル保存場所を指定 

対象プログラムを指定 

 
3.1.2  対象プログラムの実行を待機して、カバレッジ情報を収集する 

コマンドプロンプトから以下のように入力し、対象プログラムが起動されるのを

待機します。対象プログラムが起動されるとカバレッジ分析を開始します。 

 
C:¥>DPAnalysis.exe  /cov  /e  /o c:¥test¥result.dpcov  /p test.exe 

実行コマンド 

カバレッジ分析を指定 
結果ファイル保存場所を指定 

対象プログラムを指定 

カバレッジ分析を待機状態で有効化 
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3.2  カバレッジ情報のマージ 
 

3.2.1  ２つの結果をマージする 
コマンドプロンプトから２つのカバレッジ結果ファイルをマージします。 

 
C:¥>NMMerge.exe  /m test.dpmrg  test01.dpcov  test02.dpcov 

実行コマンド 

マージ結果ファイル指定 
カバレッジファイルを指定 

 
3.2.2  マージする際に、必要な部分だけを抜き出す 

EXE から DLL を呼び出す場合など、呼び出し側の EXE に関するカバレッジ情報

が必要ない場合があります。マージコマンドを使用することで必要な部分のカバレ

ッジ情報だけを残すことができます。 

 

test.exe (xx%) 
 

testmodule.dll (xx%) 

test01.dpcov 

test.EXE (xx%) 

testmodule.dll (xx%) 

test02.dpcov 

testmodule.dll 

test.dpmrg 

 

 
C:¥>NMMerge.exe  /m test.dpmrg  /i testmodule  test01.dpcov  test02.dpcov 

実行コマンド 

マージ結果ファイル指定 

カバレッジファイルを指定 

マージしたい部分を指定 
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3.3  複数のカバレッジ情報を一つにまとめる 
複数のカバレッジ結果ファイル（「test01.dpcov」、「test02.dpcov」、など）を一つの

DPCOV ファイルにまとめたい場合、以下のコマンドを使用できます。 

 
C:¥>NMCorrelate.exe  /m testall.dpcpv  test01.dpcov  test02.dpcov  test03.dpcov 

実行コマンド 

統合する結果ファイル指定 

統合したいカバレッジファイルを指定 

 
3.4  カバレッジ結果を HTML 形式のレポートに出力する 

カバレッジ結果を成果物としてファイルに残しておきたい時などにご使用いただけま

す。下記の例では「test.dpmrg」というマージファイルから、「test.html」という HTML
形式のレポートに出力します。 

 
 

C:¥> DPRender.exe /Console /Template:"C:¥Program Files¥Micro Focus¥DevPartner 
Studio¥DPRender¥Templates¥ja¥CodeCoverageReport.dprtemplate" 
/OutputDir:"C:¥work" /OutputFile:"test.html" /Prop:author="MicroFocus" /Prop: 
docCoverageFile{file}="C:¥test¥test.dpmrg" 

実行コマンド 

カバレッジ結果ファイルを指定 

テンプレート 実行コマンド 

出力するフォルダ名 出力するレポート名 レポートする人名など 
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4  パフォーマンス分析 
コマンドラインからパフォーマンス情報を収集するには、幾つかの方法があります。 

 
4.1  パフォーマンス情報の収集 

※ ）パフォーマンス情報を収集する際、対象のプログラム（EXE、DLL など）と同

じ場所にデバッグシンボル（PDB ファイル）が必要です。 
※ ）アンマネージプログラムのパフォーマンス情報を収集する場合、事前にパフォー

マンス情報収集用にインストゥルメント（ビルド）しておく必要があります。 
 
 

4.1.1  コマンドからプログラムを呼び出して、パフォーマンス情報を収集する 
コマンドプロンプトから、以下のように入力します。対象プログラム（この場合、

test.exe）をパフォーマンス分析モードで起動します。プログラム終了時に

“c:¥test¥test01.dpprf”にパフォーマンス情報を保存します。 
 C:¥>DPAanalysis.exe  /perf  /o c:¥test¥result.dpprf  /p test.exe 

実行コマンド 

パフォーマンス分析を指定 結果ファイル保存場所を指定 

対象プログラムを指定 

 
4.1.2  対象プログラムの実行を待機して、パフォーマンス情報を収集する 

コマンドプロンプトから以下のように入力し、対象プログラムが起動されるのを

待機します。対象プログラムが起動されるとパフォーマンス分析を開始します。 
 C:¥>DPAnalysis.exe  /perf  /e  /o c:¥test¥result.dpprf  /p test.exe 

実行コマンド 

パフォーマンス分析を指定 
結果ファイル保存場所を指定 

対象プログラムを指定 

パフォーマンス分析を待機状態で有効化 
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4.2  パフォーマンス分析結果を HTML 形式に出力する 
パフォーマンス分析結果を成果物としてファイルに残しておきたい時などにご使用い

ただけます。下記の例では「test.dpprf」という分析結果ファイルから、「test.html」とい

う HTML 形式のレポートに出力します。 

 

C:¥> DPRender.exe /Console /Template:"C:¥Program Files¥Micro Focus¥DevPartner 
Studio¥DPRender¥Templates¥ja¥PerformanceAnalysisReport.dprtemplate" 
/OutputDir:"C:¥work" /OutputFile:"test.html" /Prop:author="MicroFocus" /Prop: 
docPAFile{file}="C:¥test¥test.dpprf" 

実行コマンド 

パフォーマンス分析結果ファイルを指定 

テンプレート 実行コマンド 

出力するフォルダ名 出力するレポート名 レポートする人名など 
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5  メモリ分析 
コマンドラインからメモリ情報を収集するには、幾つかの方法があります。 

※ ）コマンドラインから収集できるメモリ情報は、「一時オブジェクト分析」のみです。「ＲＡＭ

フットプリント」および「メモリリーク分析」は Visual Studio 上からご使用ください。 
 

5.1  メモリ情報の収集 
※ ）メモリ情報を収集する際、対象のプログラム（EXE、DLL など）と同じ場所にデ

バッグシンボル（PDB ファイル）が必要です。 
 

5.1.1  コマンドからプログラムを呼び出して、一時オブジェクト情報を収集する 
コマンドプロンプトから、以下のように入力します。対象プログラム（この場合、

test.exe ） を メ モ リ 分 析 モ ー ド で 起 動 し ま す 。 プ ロ グ ラ ム 終 了 時 に

“c:¥test¥test01.dpmem”に一時オブジェクト分析情報を保存します。 

 C:¥>DPAnalysis.exe  /mem  /o c:¥test¥result.dpmem  /p test.exe 

実行コマンド 

メモリ分析を指定 
結果ファイル保存場所を指定 

対象プログラムを指定 

 
5.1.2  対象プログラムの実行を待機して、一時オブジェクト情報を収集する 

コマンドプロンプトから以下のように入力し、対象プログラムが起動されるのを

待機します。対象プログラムが起動されると一時オブジェクト分析を開始します。 

 
C:¥>DPAnalysis.exe  /mem  /e  /o c:¥test¥result.dpmem  /p test.exe 

実行コマンド 

メモリ分析を指定 

結果ファイル保存場所を指定 

対象プログラムを指定 

メモリ分析を待機状態で有効化 
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6  パフォーマンスエキスパート 
コマンドラインからパフォーマンスエキスパート情報を収集するには、幾つかの方法がありま

す。 
 

6.1  パフォーマンスエキスパート情報の収集 
※ ）パフォーマンスエキスパート情報を収集する際、対象のプログラム（EXE、DLL

など）と同じ場所にデバッグシンボル（PDB ファイル）が必要です。 
 

6.1.1  コマンドからプログラムを呼び出して、パフォーマンスエキスパート情報を収集

する 
コマンドプロンプトから、以下のように入力します。対象プログラム（この場合、

test.exe）をパフォーマンスエキスパートで起動します。プログラム終了時に

“c:¥test¥test01.dppxp”にパフォーマンスエキスパート分析情報を保存します。 

 C:¥>DPAnalysis.exe  /exp  /o c:¥test¥result.dppxp  /p test.exe 

実行コマンド 

パフォーマンスエキスパートを指定 

結果ファイル保存場所を指定 

対象プログラムを指定 

 
6.1.2  対象プログラムの実行を待機して、パフォーマンスエキスパート情報を収集する 

コマンドプロンプトから以下のように入力し、対象プログラムが起動されるのを

待機します。対象プログラムが起動されるとパフォーマンスエキスパートを開始し

ます。 

 
C:¥>DPAnalysis.exe  /exp  /e  /o c:¥test¥result.dppxp  /p test.exe 

実行コマンド 

パフォーマンスエキスパートを指定 

結果ファイル保存場所を指定 

対象プログラムを指定 

パフォーマンスエキスパートを待機状態で有効化 

 
 

 
 
 
 
 

 12  



 

2013 Micro Focus K.K. All Rights Reserved 

6.2  パフォーマンスエキスパート結果を HTML 形式に出力する 
パフォーマンスエキスパートの分析結果を成果物としてファイルに残しておきたい時

などにご使用いただけます。下記の例では「test.dppxp」という分析結果ファイルから、

「test.html」という HTML 形式のレポートに出力します。 

 

C:¥> DPRender.exe /Console /Template:"C:¥Program Files¥Micro Focus¥DevPartner 
Studio¥DPRender¥Templates¥ja¥PerformanceExpertReport.dprtemplate" 
/OutputDir:"C:¥work" /OutputFile:"test.html" /Prop:author="MicroFocus" /Prop: 
docPEFile{file}="C:¥test¥test.dppxp" 

実行コマンド 

パフォーマンス分析結果ファイルを指定 

テンプレート 実行コマンド 

出力するフォルダ名 出力するレポート名 レポートする人名など 
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7  実行時エラー検出（Bounds Checker） 
「実行時エラー検出」機能をコマンドラインから使用する際の、基本的な使用方法を以下に記

します。 
※）実行時エラー検出を実行する際、対象のプログラム（EXE、DLL など）と同じ場

所にデバッグシンボル（PDB ファイル）が必要です。 
 

7.1  「実行時エラー検出」によるプログラムの分析 
7.1.1  「実行時エラー検出」の GUI を立ち上げて、分析を実行する 

スタートメニューからの起動と同じように、「実行時エラー検出」の画面を立ち上

げて実行するには以下のようにコマンドラインを実行します。 

 C:¥>BC.exe  bctest.exe 

実行コマンド 検出対象プログラム 

 
7.1.2  「実行時エラー検出」をサイレントモードで実行する 

Windows サービスをデバッグする時などに、「実行時エラー検出」の GUI 画面を

出したくない時に使用可能なサイレンとモードを使用することが出来ます。 

 C:¥>BC.exe  /b bctest.DPbcl  /s bctest.exe 

実行コマンド 検出対象プログラム 

サイレントモード指定 
検査結果保存ファイル名 

 
※）この他にも様々な「実行時エラー検出」モードが用意されています。詳細は製品

のヘルプ等を参照ください。 
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7.2  「実行時エラー検出」結果を HTML 形式のレポートに出力する 
実行時エラー検出の結果を成果物としてファイルに残しておきたい時などにご使用い

ただけます。下記の例では「test.dpbcl」というマージファイルから、「test.html」という

HTML 形式のレポートに出力します。 

 

C:¥> DPRender.exe /Console /Template:"C:¥Program Files¥Micro Focus¥DevPartner 
Studio¥DPRender¥Templates¥ja¥ErrorDetectionReport.dprtemplate" 
/OutputDir:"C:¥work" /OutputFile:"test.html" /Prop:author="MicroFocus" /Prop: 
docEDFile{file}="C:¥test¥test.dpbcl" 

実行コマンド 

エラー検出結果ファイルを指定 

テンプレート 実行コマンド 

出力するフォルダ名 出力するレポート名 レポートする人名など 
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8  その他 
DevPartner のコマンドラインを、さらに有効に活用する方法を何点かご紹介します。 

 
8.1  DPAnalysis.exe のコンフィグファイル設定 

以下のように DPAnalysis コマンドで“/config”オプションを使用すると、設定情報を

XML 形式のコンフィグファイル（設定ファイル）にまとめることができます。 
コンフィグファイルのサンプルが「C:¥Program Files¥Micro Focus¥DevPartner 

Studio¥Analysis¥SampleConfigs」に用意されています。これらをコピーした上で修正し

てご使用ください。 
 

C:¥>DPAnalysis.exe  /c config.xml 

実行コマンド コンフィグファイルを指定 

 
8.2  NUnit から実行される DLL のカバレッジ情報を収集する場合 

単体テスト自動化のフリーツールである NUnit をご使用の場合、テスト対象である

DLL のカバレッジ情報を収集するには DevPartner のコマンドラインが適しています。 
以下のサンプルは NUnit のコマンドライン「NUnit-console.exe」と同時に使うサンプ

ルです。 
 

DPAnalysis  /cov  /e  /o c:¥test¥test01.dpcov  /p  nunit-console.exe 
nunit-console.exe  csharp-sample.dll 

 
※）nunit-console.exe を実行する際、複数の DLL を一回の実行で処理しますと、カバレッジ

結果がマージできなくなる場合がございます。（nunit-console.exe assembly1.dll 
assembly2.dll･･･など） 
一回の実行では、一つの DLL だけを実行するように指定してください。 
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8.3  各結果ファイルをまとめて HTML 形式のレポートに出力する 
 

8.3.1  「コード品質.NET」レポートに出力する 
.NET アプリケーションに対するコードレビュー結果、カバレッジ分析結果、パフォー

マンス分析結果、パフォーマンスエキスパート結果をまとめて HTML 形式のレポートに

出力します。 

 

C:¥> DPRender.exe /Console /Template:"C:¥Program Files¥Micro Focus¥DevPartner 
Studio¥DPRender¥Templates¥ja¥CodeQualitydotNetReport.dprtemplate" 
/OutputDir:"C:¥work" /OutputFile:"test.html" /Prop:author="MicroFocus" 
/Prop:docCoverageFile{file}="C:¥test¥test.dpmrg" 
/Prop:docCRFile{file}="C:¥test¥test.dpmdb"  
/Prop:docPEFile{file}="C:¥test¥test.dppxp" 
/Prop: docPAFile{file}="C:¥test¥test.dpprf" 

パフォーマンス分析結果ファイルを指定 

テンプレート 実行コマンド 
出力するフォルダ名 

出力するレポート名 

パフォーマンスエキスパート結果ファイルを指定 

コードレビュー結果ファイルを指定 

カバレッジ分析結果ファイルを指定 

 
8.3.2  「コード品質」レポートに出力する 
アプリケーションに対するコードレビュー結果、カバレッジ分析結果、パフォーマンス

分析結果、パフォーマンスエキスパート結果、エラー検出の結果をまとめて HTML 形式

のレポートに出力します。 

 

C:¥> DPRender.exe /Console /Template:"C:¥Program Files¥Micro Focus¥DevPartner 
Studio¥DPRender¥Templates¥ja¥CodeQualityReport.dprtemplate" 
/OutputDir:"C:¥work" /OutputFile:"test.html" /Prop:author="MicroFocus" 
/Prop:docCoverageFile{file}="C:¥test¥test.dpmrg" 
/Prop:docCRFile{file}="C:¥test¥test.dpmdb"  
/Prop:docPEFile{file}="C:¥test¥test.dppxp" 
/Prop: docPAFile{file}="C:¥test¥test.dpprf" 
/Prop:docEDFile{file}="C:¥test¥test.dpbcl" 
 

パフォーマンス分析結果ファイルを指定 

テンプレート 実行コマンド 
出力するフォルダ名 

出力するレポート名 

パフォーマンスエキスパート結果ファイルを指定 

コードレビュー結果ファイルを指定 

カバレッジ分析結果ファイルを指定 

エラー検出結果ファイルを指定 
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