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LoadComplete の概要 

負荷テストの基本概念 

LoadComplete は Web サーバーの負荷テストを作成するためのツールです。負荷テストは複

数の仮想ユーザーがテスト対象のサーバーに対して同時にリクエストを送信し、シミュレート

することで、多くの負荷を掛けた状態でサーバーの性能を評価することを意味します。 

仮想ユーザーは実際のユーザーではありませんが、LoadComplete はサーバーへのリクエス

トをシミュレートし、テスト対象のサーバーにそれが実際のユーザーからのアクセスだと認識

させます。各仮想ユーザーはタスクまたはシナリオに従って動作します。シナリオはサーバー

に送信されたリクエストや、サーバーからのレスポンスです。言い換えれば、シナリオはテスト

対象のWeb サイト上でユーザーの動作をエミュレートしたものになります。 

LoadComplete は以下のステップで Web サイトの負荷テストを行います: 

1. シナリオの記録 

テスト対象の Web アプリケーションやサーバーへの操作を記録することにより、シ

ナリオを作成します。記録の間、LoadComplete は、クライアント PC とテスト対象

のサーバー間のすべての HTTP トラフィックを取得します。シナリオを記録するた

めに、テストの記録を開始後、テスト項目に従って対象の Web サーバー上で操作を

行い、記録を終了します。テストシナリオの記録後に、LoadComplete は自動的にそ

の内容を保存します。 

2. 記録されたトラフィックの変更 (オプション) 

シナリオの記録後、記録されたトラフィックを変更することが可能です。例えば、必

要としないリクエストを削除したい場合、Web アプリケーションに送信された情報

を変更することなどが可能です。これは LoadComplete のシナリオ エディター内で

変更することができます。 

3. 記録されたシナリオの確認 

初期検証と、高度な検証の 2 種類の確認方法があります。初期検証は、クライアン

トから送信されたすべてのリクエストをサーバーが正しく処理したかどうかを 1 ユ

ーザーで確認します。高度な検証は、負荷テストの追加設定を有効にした上で、シナ

リオが正しく動作するかを確認します。 

4. 記録されたトラフィックの負荷テストの作成 

このステップでは、検証されたシナリオに基づいて、負荷テストを作成します。なお、

テストされる Web サイト上で、さまざまなユーザーの動作をシミュレーションする
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複数のシナリオを記録することができ、また、これらのシナリオを一斉に実行する負

荷テストも作成可能です。 

5. 記録したシナリオへの仮想ユーザーへの割り当て 

シナリオの作成後、必要な仮想ユーザー数を負荷テストに割り当てます。1 台のワ

ークステーションでシミュレートすることができる同時仮想ユーザーの最大数は

2,000 ユーザーです。 

補足: 

 Windows XP または、Windows Server 2003 で実行する場合、1 台のワークステ

ーションでシミュレートする仮想ユーザー数は、1,000 ユーザーまたはそれ以下

を推奨します。それ以上の仮想ユーザー数でシミュレーションした場合、オー

バーロードを起こし、テストが失敗します。 

 Amazon cloud コンピューター上でトラフィックをシミュレートする場合、

LoadComplete は負荷テスト内で、Amazon マシンイメージに何名でも仮想ユー

ザーを割り当てることができますが、実際に 1 つのインスタンス（Amazon Cloud 

コンピューター）でシミュレートできる同時仮想ユーザーの最大数は 300 ユー

ザーの制限がありますので、ご注意ください。LoadComplete は、必要な数のイ

ンスタンスを自動的に実行します。 

6. 負荷テストの実行 

負荷テストを実行した時、LoadComplete は仮想ユーザーをシミュレートするための

組み込まれた Remote Agent ユーティリティ (RAS.exe) を起動します。 

このユーティリティはターゲットの Web サーバーに対して、記録されたすべてのリ

クエストを送信し、その後、受け取ったレスポンスと記録されたレスポンスを比較し

ます。 

テストの実行中の間、LoadComplete はブラウザーの起動や、また Web ページのロ

ードも行いません。 

補足： 

1 つの Remote Agent ユーティリティのインスタンスでは、50 仮想ユーザーまでを

シミュレート可能です。負荷テストがそれ以上の仮想ユーザーをシミュレートする

場合、LoadComplete はユーティリティの追加のインスタンスを起動します。テスト

の終了後、LoadCompleteはすべてのユーティリティのインスタンスを終了します。 

7. テスト結果の解析 

テストの終了後、LoadComplete はシミュレートされたリクエストと、受け取ったレ

スポンスの詳細な情報を提供します。 

テストの実行に関する詳細な情報や、テストの実行中に発生したエラーや警告に対

処することをアシストするためのパネルを自動的に表示します。（エラーや警告が存

在する場合のみ表示） 
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LoadComplete を使用した負荷テストの作成について更に学習するためには、この後のチュ

ートリアルを参照してください。このチュートリアルを終了した後は、LoadComplete を用いた

簡単なテストを作成し、テストの実行、結果の解析ができるようになるでしょう。 

実際の条件でのシミュレート 

シナリオの記録後、LoadComplete では、シミュレートさせるための仮想ユーザーの数を指定

するだけでなく、作成した負荷テストのために "実際の動作"の状態をシミュレートするための

いくつかの追加設定が行えます。そのような条件を指定することで、更に信頼性のある負荷テ

ストを作成できます。 

実際の条件をシミュレートするための主な機能は次の通りです。 

 使用者数の増加について 

LoadComplete では、既定の仮想ユーザー数をシミュレートするだけではなく、指定さ

れた時間内で、時間ごとのユーザー数を増加させることができます。この機能は "Load 

Profile" と呼ばれ、時間の指定だけでなく、開始時のユーザー数や増加する数、負荷テス

トに使用するユーザー数の合計を設定できます。このようなテストを作成することは、

Web サーバーがどの位のユーザーを処理できるかの確認が必要な場合に役に立ちます。

この機能の詳細については、ヘルプの "Defining Workload Profile" を参照してください。 

 多くのロードのシミュレーション 

LoadComplete は、大量のロードのシミュレーションをするために、"continuous load" 

機能を提供しています。この機能は、指定した期限までテストをノンストップで実行し

ます。仮想ユーザーがシナリオに沿ってテストのシミュレーションを完了した後も、設

定した時間が経過するまで、動作をループさせ実行し続けます。これにより大量のロー

ドを発生させ、サーバーに負荷を掛けることができます。詳細はヘルプの "The Overall 

Test Duration" を参照してください。 

 パラメーターの設定 

シナリオのレコーディング中に、パラメーターの指定が必要になる場合があります。例

えば、アプリケーションのフィールド内で入力される検索語句やユーザー名などが該当

します。LoadComplete では、変数を使用することで、負荷テストをパラメーター化す

ることができます。変数は LoadComplete 内に保存され、テスト実行中にこの変数を

利用することができます。この機能の詳細については、ヘルプの "Variables - 

Overview" をご参照ください。 

 ブラウザーやネットワーク帯域の設定 

実際のユーザーは、異なるブラウザーや異なる通信帯域を経由して、Web サイトにア

クセスし、そこでの滞在時間も異なります。そのため、LoadComplete では、各ページ

で仮想ユーザーのグループごとにブラウザーの種類や、通信帯域の種類を設定すること

が可能です。また、テスト対象の各ページの閲覧時間も指定できるため、各ページでの

滞在時間を任意に設定し、シミュレートできます。（"Think Time" の項目が該当しま
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す）これにより実際のユーザーの行動に近い動作を再現でき、また、Think Time は指

定した時間内でランダムに発生させることもできます。詳細は、ヘルプの "Creating 

Load Tests" をご参照ください。 

 同時リクエストのシミュレーション  

Web ページをダウンロードするために、最近の Web ブラウザーは、いくつかの同時接

続を使用してサーバーにリクエストを送ります。これらの並行したリクエストは、イメ

ージやスクリプト、CSS ファイルおよび、ページ上のリソースをダウンロードしま

す。他の負荷テストツールと異なり、LoadComplete は並行したリクエストを自動的に

認識し、シミュレートします。すなわち、それはブラウザーのような振る舞いでリクエ

ストを送ります。これにより、実際の動作に近いシミュレーションが行えます。詳細

は、ヘルプの "Simulating Parallel Requests" をご参照ください。 

LoadComplete のユーザーインターフェース 

LoadComplete のユーザーインターフェースは負荷テストの作成および、実行するためのいく

つかのパネルで構成されています。以下が LoadComplete のユーザーインターフェースの例で

す: 

 

LoadComplete が提供する各パネルは次のように構成されています。"Project Explorer" パネ

ルは現在開いているテストプロジェクトを表示し、ツリー形式で、プロジェクト内のアイテム

（シナリオやテストログなど）を表示します。"Workspace" パネルはテストの作成や編集、テ
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スト結果を閲覧するスペースです。詳細は、"LoadComplete Panels and Editors" をご参照くだ

さい。 

パネルのサイズやレイアウトは固定ではありませんので、サイズの変更やパネルをドラッグ

することで、Microsoft Visual Studio のように配置を変更することも可能です。サイズとレイア

ウトの変更方法の詳細は、"Arranging Columns, Lines and Panels" をご参照ください。 

LoadComplete のメニューやツールバーの詳細および、カスタマイズ方法はヘルプの 

"LoadComplete Menus and LoadComplete Toolbars" と "Customizing Toolbars and Menus" を

ご参照ください。 
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テストの作成 

この章では、LoadComplete でシナリオを記録する方法、記録したシナリオから負荷テストを

作成する方法、負荷テストの実行と、結果の解析について、ステップバイステップで説明しま

す。このテストでは、Web サイト上でいくつかの仮想ユーザーの動作をシミュレートし、対象

となるサーバーのレスポンスを確認していきます。 

このチュートリアルでは、サンプルの "Web Orders アプリケーション" を使用して実行され

た動作のすべてをデモしていきます。このアプリケーションは LoadComplete をインストール

すると自動的に提供されます。このサンプルはローカルのマシンで動作し、以下のソフトウェ

アのインストールを必要とします: 

 Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0 またはそれ以降  

 .NET Framework 2.0 またはそれ以降  

 Microsoft Data Access (データベースファイルを利用する必要がある場合) 

 

また、サンプルを正しく動作させるために、IISの機能をいくつかのコンピューターで有効に

する必要があります。詳細はヘルプの "Basic Test Sample" をご参照ください。 

このチュートリアルは以下の手順を含んでいます: 

1. テストプロジェクトの作成 

2. ユーザーシナリオの記録 

3. 記録したシナリオの確認 

4. 記録したシナリオの動作確認 

5. 負荷テストの作成 

6. 負荷テストの実行 

7. テスト結果の解析 

最初のテストの作成準備 

テストの記録を開始する前に以下の要件について確認してください: 

● コンピューターがプロキシーサーバーを経由してネットワークに接続される場合、

テストの際に、プロキシーサーバー経由でテスト対象のサーバーにアクセスするこ

とを許可するようLoadCompleteの設定を変更してください。 

 LoadCompleteのメインメニューの [Tools] – [Options] を選択します。 

 表示される Optionsダイアログで、ツリーから [Engine] – [HTTP Load Testing] 

を選択します。 

 "This computer is connected to the Internet via proxy" のチェックボックス

を有効にします。 

 LoadCompleteが、テスト対象のサーバーにアクセスするために、使用するプロキ

シーサーバーのアドレスを指定します。プロキシーサーバーが認証を求める場合

は、ログイン情報を入力してください。 
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● LoadCompleteはファイアウォールとアンチウィルスの信頼済みソフトウェアのリ

ストに追加される必要があります。（詳細はヘルプの "Settings Required to Use 

LoadComplete " をご参照ください） 

テストを記録するための設定の詳細は、ヘルプの "Preparing for Recording" をご参照ください。 

1. テストプロジェクトの作成 
1. LoadComplete上でプロジェクトを開いている場合、LoadCompleteのメインメニュ

ーから [File] – [Close] を選択して、開いているプロジェクトを閉じます。 

2. 次に [File] – [New] – [New Project] を選択します。 "Create New Project" ウィザ

ードが表示されます。 

 

3. このダイアログでは、プロジェクトの名前を入力します。LoadCompleteは自動的に

プロジェクトファイルのパスを生成し、"Location" フィールドに表示します。このプ

ロジェクトフォルダーは、テストシナリオや、テストログファイルなど、生成される

すべての情報を格納するために使用されます。プロジェクトフォルダーのパスを変

更する場合は、"Location" フィールドに入力してください。 

4. プロジェクト名と保存先を指定した後、[次へ(N)] ボタンをクリックします。 

ウィザードの続く画面では、プロジェクトの追加のパラメーターの設定が可能です。

ただし、このチュートリアルでは、それらのパラメーターは使用しないため、[次へ

(N)] または [完了(F)] をクリックして、ダイアログを閉じてください。 
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LoadComplete はプロジェクトを作成し、プロジェクトのコンテンツを、下記のよう

に Project Explorer 内に表示します: 

 

2. ユーザーシナリオの記録 
負荷テストを作成するには、少なくとも1ユーザーのシナリオを記録する必要があります。 

シナリオの記録は以下の手順で行います: 

1. ツールバーの  Record User Scenario をクリックします: 
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以下のダイアログが表示されます: 

 

2. このダイアログでは以下の設定を行います: 

 テストシナリオの名前の指定（New scenario name:） 

 シングルユーザーテストの名前（New test name:） 

（シングルユーザーテストは、ユーザーシナリオの記録時にLoadCompleteが自動的

に生成するテストです。一般的にシングルユーザーテストはテストシナリオが期待通

り動作するかの確認目的で使用されます。次の章では記録されたシナリオの確認方法

についてご覧いただけます。また、シングルユーザーテストは、記録したテストシナ

リオを元に負荷テストを作成するために使用できます。) 

 "Specify additional settings" の "Launch web browser" では、テストシナリオの

記録中に、LoadComplete が自動的に Web ブラウザーを起動するかを指定します。

設定を有効にする場合はチェックボックスをオンにしてください。 

 次に、テストの記録に使用する Web ブラウザーを選択します。プルダウンメニュ

ーにインストールされているブラウザーが表示されます。 

 " Open URL " フィールドには、テスト対象となる以下のサイトの URL を入力して

ください: http://localhost/LoadComplete/ 

 LoadCompleteからWebブラウザーを起動する際に、プライベートモードで起動した

い場合は、記録を開始する前に "Cache mode" は "Private mode" を選択してくだ

さい。 

http://localhost/LoadComplete/
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 "Pagination" では、"Automatic and manual" を選択してください。標準の設定では、

LoadCompleteは記録されたリクエストを簡単に解析できるようにページごとにグ

ループにします。"Automatic and manual" のオプションを選択することによって、

LoadCompleteは両方のページ ネーションを使用します。 

ここではデフォルトの設定のまま [Record] ボタンをクリックして、記録を開始しま

す。 

 

3. LoadCompleteが記録を開始した後、"Recording" ツールバーが表示されます。 

 

4. また、LoadCompleteはRecord User Scenarioダイアログ上で選択されたWebブラウザ

ーを起動し、指定されたWebページを開きます。このオプションを設定していない場合

でも、記録の開始後にブラウザーを起動して、テスト対象のページを開いて記録を進め

ることが可能です。 

 

5. 以下の操作を行います: 

 [Login] ボタンの下にある情報を用いて、このアプリケーションにログインします。 

 ここでは以下の情報を入力します。 

Username: Tester 

Password: test 

 

 [Login] ボタンをクリック後、注文のリストを含むメインページが表示され、新しいア

イテムの作成や、編集、削除が行えます。 

メインページが表示された後、このアプリケーションに対して、期待する動作を行う

ことができます。（これらの動作はテストの実行時に仮想ユーザーによって、シミュレ

ートされます） 

このチュートリアルでは、新しい注文を作成し、それがOrdersアプリケーションのテ

ーブルに表示されることを確認し、その後追加した注文を削除する作業を記録します。 
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 新しい注文を作成するために、左のメニューの "Order" のリンクをクリックします。 

 

その後、ページが切り替わり、注文の追加と変更ができます。 

 

● 注文を作成するには、以下の手順で行います: 

 Product: ドロップダウンリストからFamilyAlbumを選択してください。 

 Quantity: 数量として 50 を入力してください。 

 Calculate ボタンをクリックすることで、"Price per unit:"、"Discount:"、 

" Total:" 欄に自動的に情報が表示されます。 

 

 以下の項目については、任意の情報を入力してください。 

- Customer name:  

- Street: City:  

- State:  

- Zip:  

- MasterCard: 

- Card Nr:  

- Expire date (mm/yy):  
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 [Process] ボタンをクリックすることで、指定した情報を含む注文データをOrdersテ

ーブルに追加することができます。 

 左のメニューの "View all orders" のリンクをクリックし、Ordersテーブルに切り替え

て、テーブル内に先程追加した注文が表示されていることを確認してください。 

※最上部に表示されます。 
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 先程作成した注文を削除するために、該当する注文のチェックボックスを選択し、そ

の後リストの最下部にある [Delete Selected] ボタンをクリックし、次に、ブラウザー

を終了します。 

LoadCompleteはサーバーのレスポンスだけでなく、ブラウザーによってサーバーに

送信されたリクエストもシナリオに記録します。 

 

6. Webサイトに対して操作を行った後、Recordinig Toolbarの  Stop ボタンをクリック

し、記録を終了します。 

LoadCompleteは記録されたリクエストを処理し、Workspaceパネル内にシナリオの生

成および表示を行います。 

補足： 

記録されたトラフィックの処理と、シナリオの作成には少し時間が掛かる場合がありま

す。 
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3. 記録したシナリオの確認 
記録が終了した後、記録されたトラフィックを確認することができます。Project Explorer内

の "Scenarios" 内のシナリオをダブルクリックすることで、LoadCompleteは、Workspaceパネ

ル内にシナリオの内容を表示します。 

 

シナリオは、記録中にサーバーに対して送信されたリクエストのリストを含んでいます。リ

ストからリクエストを選択し、"Request" タブにて、より詳細な情報を確認できます。

LoadComplete は各 Web ページの "Think time" を表示します。 

前のページのリクエストが完了した後、次のページの最初のリクエストが送信される前の時間

をミリ秒（1000 分の 1 秒）で表示します。それらの値は Think time(ms) カラムに表示されま

す。Think time の値はシナリオの記録中に自動的に取得されます。 

LoadComplete はリクエストをサーバーに送信するためにアプリケーションによって確立され

た同時接続を自動的に検出します。この情報は実際のトラフィックをシミュレーションする際

に用いられます。詳細な情報はヘルプの" Simulating Parallel Requests" をご参照ください。 

"Response" タブは、リクエストによりサーバーから取得したレスポンスの詳細な情報を含ん

でいます。例えば、指定したリクエストが送信された際に開かれていた、Web ページのサンプ

ル プレビューを含んでいます。 
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 補足： 

記録されたページのプレビューはWebブラウザー内で閲覧する際と、異なる場合が

あります。これはプレビューが画像やスタイルシートなどの外部リソースを読み込

んだり、スクリプトを実行しないためです。 

 

エディターはまた、POSTリクエストのために使用されたパラメーター上の詳細な情報も提供

します。パラメーターを確認するには、"Request" ページの "Form" タブに移動してください: 
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これらのページに関する詳細な情報は、ヘルプの "Form Tab" の章をご参照ください。 

4. 記録したシナリオの動作確認 

シナリオの記録後、負荷テストを作成する前にシナリオの動作確認を行います。動作確認は 

LoadComplete が、記録されたトラフィックを正しく再生できるかを確認するために行います。 

検証には、初期検証と高度な検証の 2つがあります。初期検証では、シナリオを 1 名の仮想ユ

ーザーで実行します。1 名の仮想ユーザーで正しく動作した場合、仮想ユーザーの人数を増や

して確認を行うことも可能です。高度な検証の目的として、追加の負荷テストの設定を有効に

した際に、正しく動作するかを確認します。 

なお、このチュートリアルでは、初期検証のみを使用します。 

シナリオの動作確認を行う方法として、2 つの方法があります。負荷テストを作成し、1 名の

仮想ユーザーで実行する方法と、Project Explorer パネルのコンテキストメニューの "Verify 

Scenario" から実行する方法です。より簡単な方法として後者の "Verify Scenario" から実行す

る方法を推奨します。 

この方法では、新しいシナリオを記録したり、既存のシナリオに変更を加えるたびに、毎回簡単

にシナリオを確認することができます。 
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以下の手順でシナリオの動作確認が行えます: 

1. Project Explorerパネル内で、対象のシナリオを選択し、右クリックで表示されるコンテ

キストメニューの "Verify Scenario" を選択します。 

 

2. シナリオの動作検証を開始後、LoadCompleteは記録されているリクエストを実行し、

実際のレスポンスコードと、記録されたレスポンスコードを比較します。動作検証の実

行が完了するまで少し待ちます。 

補足： 

LoadCompleteは、動作検証中にブラウザーの起動や、実際のユーザー操作をUI上では

行いません。記録されたリクエストをシミュレートし、テスト全体をバックグラウンド

で動作させます。テストの失敗やシミュレーションへの影響があるため、実行中はWeb

ページの参照は行わないことを推奨します。 

 

3. 動作検証が完了すると、LoadCompleteは結果を表示します。この結果にエラーや警告

が含まれていないかを確認してください。 

デフォルトでは、シナリオで記録されたリクエストとレスポンスが、シミュレートされ

たすべてのリクエストとレスポンスと一致した場合に、LoadComplete はそれらが正し

く実行されたとみなします。 

テストエンジンがリクエストのシミュレートを失敗した場合、エラーが記録されます。

それらには様々な理由があり、例えばネットワーク異常や、認証の問題などが挙げられ

ます。 

テストエンジンがリクエストをシミュレートしても、実際のレスポンスコードと、記録

された値に違いがある場合は、警告をログに記録します。 
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その場合、問題の解決を行う必要がありますが、問題の解決を行う方法の詳細な情報

は、ヘルプの "Resolving Errors and Warnings" をご参照ください。場合によっては、

失敗したシナリオの代わりに別のシナリオを再度記録することもできます。 

5. 負荷テストの作成 
シナリオの動作検証が終了した後、そのシナリオを使用して負荷テストの作成に移ります。

Project Explorerパネルの "Test" 以下の任意のテストを選択し、ダブルクリックしてください。 

負荷テストの作成方法は以下の手順で行います: 

1. "Workspace" 内に以下のように "Load Test Editor" が表示されますので、右クリック

でコンテキストメニューを表示し、[New Item]をクリックします。 

 

"Load Test Editor" は、テストの中で使用される仮想ユーザーのセットアップや設定を

行える仮想ユーザーのプロファイル テーブルを含んでおり、複数のグループを設定す

ることも可能です。複数の仮想ユーザーグループを設定することは、異なるプロパティ

（ブラウザーの種類や、接続速度など）をユーザーグループごとに指定したい場合に役

に立ちます。 

"User Count" のカラムに値を入力し、グループ内での仮想ユーザーの数を指定します: 
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"User Name" のカラムには、仮想ユーザーのグループの名前を入力します。 

この名前はテスト結果でユーザーを識別する際に役に立ちます。 

3. 他の仮想ユーザーのグループが必要な場合は、同じ手順で追加します。 

補足: 

すべてのグループにおける仮想ユーザーの総数は 1台あたり、2,000 ユーザー以下とし

てください。それ以上の仮想ユーザーでシミュレートする必要がある場合、追加のマシ

ンを使用する必要があります。LoadComplete Remote Agent ユーティリティを使用す

ることで、複数のマシンを使用したシミュレーションが可能です。本チュートリアルで

は使用しませんが、詳細はヘルプの "Distributed Testing" をご参照ください。 

 

4. エディターの下部には、追加のテスト パラメーターを指定するためのタブページが用

意されています:  

 Load Profile – 仮想ユーザーの実行量を選択できます。 

 Steady load: 指定した仮想ユーザーを同時実行します。 

 Stepwise: 指定した時間毎に仮想ユーザー数を増加させます。 

 Custom shape: 経過時間に対して実行される仮想ユーザーの増減を、曲線を描
いて設定できます。 

 Continuous Load – 指定した時間内でテストを反復実行します。 

 Random Think Time –仮想ユーザーの "think time"(Web ページのリクエスト間の

待ち時間)をランダムに設定します。 

 Quality of Service --性能評価のためのしきい値を設定できます。 
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これらの設定を適切に組み合わせることで、より実際の動作に近いテストを実施するこ

とができます。詳細はヘルプの "Load Testing - Common Tasks" を参照してください。 

5. テストの設定が完了したら、[File] - [Save] をクリックし、プロジェクトを保存します。 

6. 負荷テストの実行 
負荷テストの作成が完了した後、テストエディターのツールバーより、 

 Run This Load Test をクリックし、テストを実行します。 

 

テストはバックグラウンドで実行されます。また、テストの実行中は、トラフィックのシミ

ュレーションに影響を与え、テストが失敗する可能性がありますので、Webページを閲覧しな

いことを推奨します。 

テストの実行状況を確認するため、"Runtime" パネルの "Runtime Graphs" タブを使用しま

す。このページでは、シミュレートされている仮想ユーザー数や、テストの実行中に発生したエ
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ラーの数、警告の数の情報が表示されます。それぞれの測定情報は特定の色で表示されます。例

えば、実行されている仮想ユーザー数は青色で表示されます。以下がサンブルのページです: 

 

この Runtime パネルでは、最後に実行された静的な情報を保存しています。テストを実行し

ている最中のグラフだけでなく、テストの実行後にもこのグラフを確認することができます。

しかし、次のテストを実行したタイミングで、Runtime パネルから前の結果は削除されます。 

テストの終了後、LoadComplete は画面上にテスト結果を表示します。次のステップでテスト

結果の解析について説明します。 

7. テスト結果の解析 
負荷テストの終了後、LoadComplete は自動的にテストログを表示します。このログには、

送信されたリクエストと、受け取ったレスポンスコードの情報が含まれます。 

これらのデータは負荷テストの解析と、テストが失敗した際に問題を検出する目的で利用され

ます。 

Report パネル 

負荷テストの実行に関する基本的な情報は、Reportパネルに表示されます。また、様々な負荷

テストの統計情報をグラフィカルに、グラフや表形式で表示します。 

Reportページは、負荷テストが終了した後で、または "Project Explorer" パネル内の "Report" 

をダブルクリックしたときに、自動的にアクティブになります。 

Messages パネル 

Messageパネルはテスト実行時にログに書き込まれたすべてのメッセージを表示します。一

般的に、これらのメッセージはシミュレートの際に記録されたリクエストの情報と、テスト対

象のWebサーバーと確立された接続情報を含みます。テストログが警告やエラーメッセージを

含んでいない場合、テストの実行は正しく行われたと扱われます。そうでない場合、テストは失

敗として扱われ、次回の実行時にテストが成功するように、発生した問題を解決する必要があ

ります。 

8. 変数の利用について 
LoadCompleteでは、シミュレートされたリクエストや、サーバーレスポンスから抽出したデー

タなどをパラメーター化するために、変数を利用できます。 

リクエストのパラメーター化について 

クライアント アプリケーション内の操作に従い、LoadComplete はテスト対象のサーバー

に送信したリクエストを記録します。 

記録されたリクエストは、セッションID、ユーザー名、パスワード、検索語句などのさまざま

なパラメーターを含むことができます。 
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複数の仮想ユーザーでシナリオを再生する場合、各ユーザーは同じリクエストを送信する

ため、それらのテストは実際の動作のようにはシミュレートされません（同じログイン ID で

一斉にログイン動作を行うなど）。 

仮想ユーザーの動作を実際のユーザーの動作と同じように作成するために、異なるパラメータ

ーの値を各仮想ユーザーに与える必要があります。 

リクエストの値に変数を利用することで、これが実現可能です。 

利用できるデータは、Microsoft Excelのワークシートや、CSVファイル、データーベース テー

ブル、LoadCompleteのビルドイン データ ジェネレーターなどがあります。 

LoadCompleteは、外部のデータソースに格納されたデータにアクセスすることをサポートする、

特別な変数の型を含みます。 

例えば、ユーザー名やパスワードを保持している変数を定義し、それらをログイン リクエスト

内の適切なフォーム フィールドにバインドすることができます。 

このケースでは、異なる仮想ユーザーが異なるデータのセットを使用したリクエストを再生し

ます。 

Parameterization Wizard 

Parameterization Wizardでは、以下の種類のリクエスト データを変数化します。 

- リクエスト パラメーター 

- POSTリクエスト内のHTMLフォーム フィールド 

- AMF、JSON、XMLなどのリッチ インターネット アプリケーション（RIA）のリクエスト 

 

LoadCompleteでは、シミュレートされたリクエストのURLの変数化も可能です。 

しかし、この機能については、Parameterization Wizardでは設定できませんので、詳細はヘルプ

の "Parameterizing URLs" をご参照ください。 

 

Parameterization Wizardを開く前に、シナリオ内で変数にする箇所を決めます。どのリクエス

トがパラメーターを含んでおり、変数に置き換えたいかなど。 

変数は、"Variables Editor" または "Parameterization Wizard" から直接生成することができます。 
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1. メインメニューの   ボタンをクリックし、"Parameterization 

Wizard"を呼び出します。 

ウィザードの最初のページでは、テストプロジェクト内のすべてのシナリオに属する、

すべてのリクエストパラメーターをリストします。 

 

また、リストからパラメーターを抽出することができ、表示するパラメーターの種類を

指定できます。 

 Show Form Parameters：HTMLフォームのPOSTリクエストと、AMFやJSON、XMLな

どのリッチ インターネット アプリケーション（RIA）のリクエストを表示します。 

 Show URL Parameters：リクエストのURLを含むパラメーターを表示します。 

 Show Parameters With Assigned Variables：既に変数にリンクされているパラメーター

を表示します。 

 

パラメーターをリストから選択し、[次へ(N)] ボタンをクリックします。 

※ 今回は「ctl00%24MainContent%24usename」を選択します。 
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2. 次のページでは、選択されたパラメーターに割り当てるための変数を新規に作成するか、

既存の変数を利用するかを選択できます。 

※ 今回は "New variable" を選択し、変数の名前を入力し、[次へ(N)] ボタンをクリッ

クします。 

 

3. Select Variable Typeのページでは、変数の種類を選択します。 

ここではExcelファイルから抽出したデータを変数として利用していきますので、 

"Excel Workbook" を選択し、[次へ(N)] ボタンをクリックします。 
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4. 予め用意した Excel ファイルを選択し、[次へ(N)] ボタンをクリックします。 

※ Excel ファイルの内容は以下の通りです。 

 

5. ウィザードの内容に従い、設定を進めていきます。 

Data Access Type のページでは、変数のアクセスの種類を選択できます。 

 

以下に Data Access Type の内容を説明をします。 

 Item index equals virtual user index 

各仮想ユーザーは、リスト内のユーザーのグローバル インデックスと同じ値を使用

します。このインデックスは、グループ内のテストおよびユーザーのインデックスに

おいて定義されたユーザーグループの順番に基づいて計算されます。再生されるユー

ザーの順番によるものではありません。 

変数は仮想ユーザーによって作成されたすべてのリクエストの中で同じ値を持ちま

す。 

そのため、このオプションは、ユーザー名や、パスワードやその他一意になるべき値
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を扱う際に使用されます。 

 

例：以下のテーブルに表されているような仮想ユーザーを 3 つのグループに定義し

ているテストとします。このテーブルは異なるグループ間の仮想ユーザーの値の割り

当てや、各値（Value）は異なる色でマークされた個々の仮想ユーザーと関連している

ことを表しています。 

 

 Item index equals virtual user index within a station 

このケースは、複数のワークステーションを使用して負荷テストを実行する場合に利

用されます。各ワークステーションは変数のリストを保持しています。各仮想ユーザ

ーは、ワークステーション内のユーザーインデックスと同じ位置の値を使用します。

このインデックスは、グループ内のワークステーションおよび、ユーザーのインデッ

クスにおいて定義されたユーザーグループの順番に基づいて計算されます。変数は仮

想ユーザーによって作成されたすべてのリクエストの中で同じ値を持ちます。 

 

例：以下のテーブルに表されているような 2 つのワークステーションと、仮想ユーザ

ーを 4 つのグループに定義しているテストとします。このテーブルは異なるグループ
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間の仮想ユーザーの値の割り当てや、各値（Value）は異なる色でマークされた個々の

仮想ユーザーと関連していることを表しています。 

 

 Next value on each use 

このケースでは、ワークステーション間でリストを共有します。 

変数はリスト内で各々利用される次の値を返します。もし、変数が同じリクエスト内

で複数回利用される場合、各インスタンスは次の値を利用します。 

 

例：以下のテーブルは2つのワークステーション間の仮想ユーザーのリストアイテムの

割り当てを表しています。この例では、仮想ユーザーは同じリクエストを実行し、

変数はすべてのリクエスト内で利用されるとみなします。 

 

 Next value on each use within a station 

このケースでは、各ワークステーションはリストのコピーを保有します。 

変数は各ワークステーションに与えられて、使用されている次の値を返します。 

 

例：以下のテーブルは2つのワークステーション間の仮想ユーザーのリストアイテム

の割り当てを表しています。この例では、仮想ユーザーは同じリクエストを実行し、

変数はすべてのリクエスト内で利用されるとみなします。 
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 Next value on each use by a virtual user 

このケースでは、各仮想ユーザーは変数とデータリストのコピーを保有し、仮想ユー

ザーがアクセスするたびに、変数はリクエストに次の値を返します。 

各仮想ユーザーは最初の値を使用し、次のリクエストに 2 つ目の値、3 つ目の値とい

った具合で使用していきます。 

 

例：以下のテーブルは、仮想ユーザーの 3 つのグループのテストを表しています。こ

のテーブルは、各グループの仮想ユーザー間の値の割り当ても示しています。この

例の中で、変数は各リクエストで1度使用されるとみなされます。また、このテーブ

ルは異なるグループ間の仮想ユーザーの値の割り当てや、各値（Value）は異なる色

でマークされた個々の仮想ユーザーと関連していることを表しています。 

 

 Random 

変数は使用するたびに、ランダムに値をデータリストから取得し、返します。 

もし、変数が同じリクエスト内で複数回使用される場合、各インスタンスはランダム

な値を持つことになります。 

 

6. Data Access Type を選択し、"Finish" をクリックし、ウィザードを終了します。 

※ 今回のケースでは "Item index equals virtual user index" を選択してください。 

以下のように "Variables" パネル内に変数が作成されます。 
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Password についても同様に変数の設定を行うことで、以下のようにシナリオ内で変数

が設定されます。 

 

テストを実行すると、各仮想ユーザーは、変数の情報を使用して負荷テストを実行しま

す。 

このように、変数を利用することで、実際のWebサイトへのアクセスと同じような条件

で負荷テストが行えます。 

次のステップ 
LoadCompleteに関する追加の情報と機能については、ヘルプをご参照ください。 

以下が推奨されるヘルプのトピックです。 

Creating Load Tests 

LoadComplete内での負荷テストの作成方法と、仮想ユーザーの同期や実行量の 

プロファイルの定義など、典型的なタスクを実行するための情報を掲載しています。 

Recording New Scenario 

シナリオの記録に関する情報を掲載しています。 

Typical Use Cases 

テストの手続きに関する設定方法と、LoadComplete を使用した典型的な負荷 

テストの実行方法に関する情報を掲載しています。 
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Parameterizing Requests 

シミュレートされたリクエストのパラメーターに外部のデータを使用する方法を 

掲載しています。 

Data Correlation 

LoadCompleteは、データの相関性をサポートしており、サーバーレスポンスから 

のデータの取得方法や、取得したデータをその後のリクエストへ適切に渡す方法 

を掲載しています。 

Simulating Virtual Users on Multiple Workstations 

複数のワークステーションでテストを共有する方法を紹介しています。 

Load Testing on Cloud Computers 

クラウドマシンからの負荷テストの生成の方法や、LoadCompleteが提供する 

ビルトインのクラウドサポートについて紹介しています。 

Performance Monitoring 

LoadCompleteを使用したテスト対象のサーバーの性能の測定方法を説明します。 

Running Load Tests 

負荷テストの実行方法を説明します。 

Analyzing Results 

負荷テストの結果の解析について説明します。 


